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▼ 計画策定の経緯 

 実施事項
賑わい・景観 交通 

平
成

26
年
度 

◆《8月 19 日》第 22 回 小名浜港背後地等の整備に係る連絡・調整会議  
◆《9月 25 日》小名浜の新たな魅力創造事業に係る第１回ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議  
◇《9 月 25 日》第１回 賑わい・景観部会  

賑わいを既成市街地へ波及させる方法 
賑わい創出につながる景観形成 

◇《10 月 29 日》第１回 交通部会 
小名浜港背後地及び周辺における 
交通の現状・問題・課題の共有 

○《10 月 12 日》小名浜絆まつり 調査実施 
回遊状況調査、来場者・運営者意向調査 

◇《12 月 17 日》第２回 交通部会 
問題・課題に対するアイデアの具体化 
迂回路への案内誘導、効率的な駐車場の運用 

◇《11 月 19 日》第２回 賑わい・景観部会  
賑わいを波及させるための取組み 
賑わい創出につながる景観形成に向けた取組み 

◇《2 月 3 日》第３回 交通部会 
問題・課題に対するアイデアの具体化 
新魚市場周辺の錯綜抑制 
迂回路への案内誘導、効率的な駐車場の運用 

○《12 月 24 日》小名浜絆まつり 調査実施 
小名浜絆まつり実行委員会ヒアリング調査 

－ 

◇《1 月 21 日》第３回 賑わい・景観部会  
短期的に取り組むべき施策 

－ 

◆《2月 20 日》小名浜の新たな魅力創造事業に係る第２回ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議 

◆《3月 20 日》第 23 回 小名浜港背後地等の整備に係る連絡・調整会議 

平
成

27
年
度 

○花壇育成プロジェクト 実証実施 
《6 月 6 日》種子蒔き 
《7 月 2 日》プランターづくり 
《7 月 2 日～》地域での育成・飾り付け 
《8 月 27 日～》参加者アンケート調査 

○《5 月 2 日・3 日》ゴールデンウィーク 調査実施 
道路交通状況の情報提供に関するアンケート調査 
駐車場の案内に関するアンケート調査 

◇《7 月 1 日》第４回 賑わい・景観部会  
活動支援体制の具体化 
（一）小名浜港線沿道の景観形成方針 

◇《8 月 11 日》第４回 交通部会 
「広域アクセスマップ」「駐車場案内マップ」づくり

○《8 月 14 日・15 日》お盆 実証実施 
立て看板による迂回路への案内誘導に係る実証 

○《10 月 11 日》小名浜絆まつり 実証実施 
汐風竹町通りの歩行者天国化 
ポケットパーク整備予定地（県有地）等の利活用
おもてなし花広場の設置 

○《10 月 11 日》小名浜絆まつり 調査実施 
回遊状況調査、来場者・運営者意向調査 

○《9 月 21 日・22 日》シルバーウィーク 調査実施 
駐車場の満・空情報の把握・情報整理に係る基礎調査

○《11 月 12 日》小名浜絆まつり 調査実施 
小名浜絆まつり実行委員会ヒアリング調査 

◇《12 月 18 日》第５回 交通部会 
広域アクセス路への誘導に資する情報内容や提供手段
駐車場の満・空情報の把握・共有方法と連携方策 
「広域アクセスマップ」「駐車場案内マップ」 

◇《11 月 27 日》第５回 賑わい・景観部会  
回遊促進方策（案） 
汐風竹町通りポケットパーク等使用のルール 
景観形成に向けた継続的な意識啓発方策（案） 

－ 

◇《2 月 3 日》第６回 賑わい・景観部会  
県整備ポケットパークの維持・管理体制 
活動支援体制や使用のポケットパーク等ルール 
回遊促進方策（案）～取組み事例集～ 
景観意識啓発方策（案）～取組み事例集～ 

－ 

◆《2月 26 日》小名浜の新たな魅力創造事業に係る第３回ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議 

◆《3月 18 日》第 24 回 小名浜港背後地等の整備に係る連絡・調整会議   
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▼ 小名浜の新たな魅力創造事業に係るワーキンググループ会議委員名簿 

区分 関係機関・団体名 
委員（敬称略） 

備考 
職名 氏名 

民
間 

いわき商工会議所 理事・事務局長 小林 裕明  

小名浜まちづくり市民会議 会長 佐藤 毅  

特定非営利活動法人小名浜まちづくり市民会議 理事長 大橋 錦一  

公益社団法人いわき青年会議所 直前理事長 赤津 慎太郎 渡邉 大輔（第 2 回まで）

小名浜地区行政嘱託員（区長）小名浜第 1 支部 第一支部長 小野 佳秀  

小名浜地区行政嘱託員（区長）小名浜第 2 支部 区長（西芳川） 大津 清勝  

公益財団法人ふくしま海洋科学館 常務理事兼副館長 塩見 俊夫 阿部由之助（第 2 回まで）

(株)いわき市観光物産センター 代表取締役専務 石井 和一 佐藤 隆（第 2 回まで）

小名浜美食ホテル(株)アクアマリンパークウェアハウス 代表取締役社長 鈴木 泰弘  

小名浜地区商店連合会 会長 作山 勝広  

小名浜西町中央商店会 会長 坂本 勝吉  

小名浜西町商店会 副会長 菅原 芳彦  

小名浜銀座商店会 会長 草野 邦雄  

協同組合中島商店会 代表理事 馬上 典久  

小名浜名店街協同組合タウンモールリスポ 代表理事 馬上 忠一郎  

小名浜絆まつり実行委員会 事務局長 馬上 信弘  

福島県漁業協同組合連合会 代表理事会長 野﨑 哲  

小名浜機船底曳網漁業協同組合 理事 柳内 孝之  

福島県旋網漁業協同組合 （参事） （小松 公明） 第 1 回まで 

小名浜水産加工業協同組合 代表理事組合長 小野 利仁  

新常磐交通(株) 執行役員乗合部長 門馬 誠  

イオンモール(株)東北開発部 部長 加藤 寿  

行
政 

国土交通省東北地方整備局小名浜港湾事務所企画調整課 企画調整課長 小野寺 美昭 盛田 貴仁（第 2 回まで）

福島県まちづくり推進課まちづくり推進担当 主任主査 湯田 博文 伏見 聡（第 2 回まで）

福島県いわき地方振興局地域づくり・商工労政課 副部長兼課長 橘内 俊之  

福島県いわき建設事務所企画調査課 課長 馬場 靖 鈴木由起彦（第 2 回まで）

福島県小名浜港湾建設事務所企画調査課 課長 笹本 進  

福島県警察本部いわき東警察署交通課 交通課長 根本 雄太郎 坂下 浩一（第 2 回まで）

いわき市行政経営部行政経営課 課長 齊藤 和哉 山田 誠（第 2 回まで）

いわき市商工観光部商工労政課 課長 渡邉 一弘  

いわき市都市建設部 次長 吉田 三正  

いわき市都市建設部都市計画課 参事兼課長 比佐 圭三郎 西原 衡作（第 2 回まで）

いわき市都市建設部総合交通対策室 室長 本田 功 髙萩 正人（第 2 回まで）

いわき市都市建設部都市復興推進課 参事兼課長 根本 英典 髙木 桂一（第 2 回まで）

いわき市小名浜支所  参事兼次長 緑川 直行  
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▼ 賑わい・景観部会員名簿 

区分 関係機関・団体名 
部会員（敬称略） 

備考 
職名 氏名 

民
間 

特定非営利活動法人小名浜まちづくり市民会議 
まちなか潮目委員会

委員長 
川田 政雄  

(株)いわき市観光物産センター 営業推進室 小玉 浩幸  

小名浜美食ホテル(株)アクアマリンパークウェアハウス 代表取締役社長 鈴木 泰弘  

小名浜地区商店連合会 会長 作山 勝広  

小名浜西町中央商店会 会長 坂本 勝吉  

小名浜西町商店会 副会長 菅原 芳彦  

小名浜銀座商店会 会長 草野 邦雄  

協同組合中島商店会 
代表理事 

（常務理事） 

馬上 典久 

(松原 基勝) 
 

小名浜名店街協同組合タウンモールリスポ 代表理事 馬上 忠一郎  

小名浜絆まつり実行委員会 事務局長 馬上 信弘  

小名浜機船底曳網漁業協同組合 理事 柳内 孝之  

小名浜水産加工業協同組合 代表監事 櫻井 料  

イオンモール(株)東北開発部   賀須井 俊之  

行
政 

国土交通省東北地方整備局小名浜港湾事務所企画調整課 沿岸防災調査官 藁谷 祐介  

福島県まちづくり推進課 まちづくり推進担当 主任主査 湯田 博文 伏見 聡（第 3 回まで）

福島県いわき地方振興局地域づくり・商工労政課 主事 坂内 優紀 大橋 隆裕（第 3 回まで）

福島県いわき建設事務所企画調査課 課長 馬場 靖 鈴木 由起彦（第 3 回まで）

福島県小名浜港湾建設事務所企画調査課 主査 堀 久朗 齋藤 安浩（第 3 回まで）

いわき市商工観光部商工労政課 商業振興係長 平子 博文 中村 寛（第 3 回まで）

いわき市都市建設部都市計画課 
計画係長 根本 信和  

主任主査兼景観係長 坂本 聡 植野 勝（第 3 回まで）

いわき市小名浜支所 主幹兼課長補佐 西丸 巧  
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▼ 交通部会員名簿 

区分 関係機関・団体名 
部会員（敬称略） 

備考 
職名 氏名 

民
間 

いわき商工会議所 企画総務部長 小野 英二  

小名浜まちづくり市民会議 会長 佐藤 毅  

公益社団法人いわき青年会議所 理事長 赤津 慎太郎 渡邉 大輔（第 3 回まで）

小名浜地区行政嘱託員（区長）小名浜第 1 支部 副会長 運賀 達郎  

小名浜地区行政嘱託員（区長）小名浜第 2 支部 区長（西芳川） 大津 清勝  

公益財団法人ふくしま海洋科学館 常務理事兼副館長 塩見 俊夫 阿部 由之助（第 3 回まで）

(株)いわき市観光物産センター 営業推進室室長 小玉 浩幸  

小名浜名店街協同組合タウンモールリスポ 代表理事 馬上 忠一郎 第 2 回から 

福島県漁業協同組合連合会 代表理事会長 野﨑 哲  

小名浜機船底曳網漁業協同組合 理事 柳内 孝之  

福島県旋網漁業協同組合 参事 小松 公明  

小名浜水産加工業協同組合 理事 上野台 優  

新常磐交通(株) 乗合部次長 鈴木 敏 森 正徳（第 3 回まで）

イオンモール(株)東北開発部   賀須井 俊之  

行
政 

国土交通省東北地方整備局小名浜港湾事務所企画調整課 企画調整係長 百澤 康雄  

福島県いわき建設事務所企画調査課 課長 馬場 靖 鈴木 由起彦（第 3 回まで）

福島県小名浜港湾建設事務所企画調査課 主査 堀 久朗 齋藤 安浩（第 3 回まで）

福島県警察本部いわき東警察署交通課 交通課長 根本 雄太郎 坂下 浩一（第 3 回まで）

いわき市都市建設部都市計画課 計画係長 根本 信和  

いわき市都市建設部総合交通対策室 総括主査 阿部 宣之 稲田 千尋（第 3 回まで）

いわき市都市建設部都市復興推進課 主任技査兼係長 渡邉 直  
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