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人が集い交流する瀬戸内の港町  玉野  

発行日：平成２８年１月  

≪玉野市中心市街地活性化基本計画の状況≫ 
新・人流港へ！～人が集い交流する瀬戸内の港町  玉野～を基本コンセプトに進めてきた中心

市街地活性化基本計画も４年弱が経過し、残り１年になろうとしています。  

「玉野市中心市街地活性化基本計画」は平成２４年３月に内閣総理大臣の認定を受けて、７５事

業を行政や民間事業者が協力して取り組み、瀬戸内温泉たまの湯・クリエイター交流拠点 uz・

たまののミュージアムなどの施設整備を始め各種ソフト事業を実施してきました。  

また本年３月には、中心市街地エリア内の東と西を結ぶ回遊拠点として、みなと展望エリアレ

ストラン整備事業が完了し、日本料理・カフェレストラン・地産地消市場などの複合施設がオー

プンする予定です。  

 

    

  

 

 

 

 

活性化の目標指標である中心市街地の歩行者・自転車通行量（５地点の定点観測）はここ２年、

目標数値を上回っており、中心市街地の居住人口も昨年度より上昇に転じています。  

今後も、ショッピングモールメルカリニューアル、新図書館等整備、歩行者用サイン設置、街

路灯整備、街歩きマップ作成事業などを推進し、目に見え、体感できる活性化を目指していきま

す。  

中心市街地の歩行者自転車通行量調査  
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試食会  

□基本計画の目標 の一つに歩行

者・自転車通行量（休日）の増加目

標があります。  

□H23 年から毎年 11 月の初旬頃に

定点観測しています。  

□H25 年は天候が崩れ、下がって

います。  

□H26 年は UNOICHI の開催日と

重なったことも影響し、前年から大

きく増加しています。  

□「たまの湯」を始めとした各事業

の実施により、通行量は全体的に増

加傾向にあります。  

■最終年度である 28 年度目標（5

ヵ所合計）4,921 人に対して、平成

27 年は 5,724 人と上回って推移し

ています。  

 

 たまの湯  ｕｚ 
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たまののミュージアム  
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メガネの雄飛  築港店  

  ぶらり築港商店街区  お店巡り 

萬福軒  メガネの雄飛  築港店  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どてきり部会  
≪みなと展望エリアレストラン整備事業≫  

この事業は市民・来街者のニーズに対応する拠点形成のリーディング事業として、既存の和

食レストラン(割烹どてきりや)を増改築し、地産地消市場、カフェレストランなどを新設した集客

力のある複合施設として整備することで、ＪＲ宇野駅、フェリー乗り場から築港商店街を通って

「みなと展望エリア」への回遊性向上を図るとともに市内外からの誘客を促進し、賑わい創出に

よる中心市街地の活性化に寄与することを目的としています。 

昨年の８月から始まった建築工事も１月中に完了する見込みであり、３月上旬にオープンを

予定しています。  

 

新しい名称  

 

「フードスタジオ dotekiri」  

 

①日本料理「心和（こより）」  

②カフェレストラン「plage（プラージュ）」 

③地産地消市場「元気市」  

④ラーメン「KANI」  

 

メガネの雄飛  旭橋店が昨年９月に、宇野駅
前の国道３０号線沿いに移転オープンしました。  
約５０年前に玉商店街で時計・宝石・メガネの
お店を開店し、その後メガネの専門店として旭
橋店をオープンし、長年にわたって地域のお客
様と共に歩んでまいりました。 
新しい築港店においても、メガネ・補聴器の

専門店として、また修理や視力検査にも力を入
れ、親身な対応で様々な要望にお応えしていき
ます。 

 

築港商店街区にお店を構えて１７年、地域の人に
愛されてきたラーメン店です。店主こだわりの種類豊
富なラーメンは、しょうゆ・味噌・塩、こってり・あっさり・
ピリ辛など色々選べ、つけ麺、チャーハンセットや餃子
も人気です。  
特に火曜日限定の幻のラーメン“一期一会”は市

外からも目指してこられるほどの人気メニューとなって
います。 

住所：玉野市築港 1-10-24 
TEL ：0863-31-9151 
営業時間：11:00～20:00 

（スープが無くなり次第）  
定休日：不定休  
駐車場：隣の八百屋横（4 台）  
 

住所：玉野市築港 1-4-10 
TEL ：0863-32-0608 
営業時間：9:00～19:00 
定休日：月曜日  

萬福軒  



 

 

うのずくり部会 
≪玉野市移住・交流体験ツアー≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

《街歩きツアー》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

アルスプラージュからの眺め 

空き家の下見 交流会 

宇野港第一突堤 

・ツアー参加者：１１組１９名（関西７組、関東２組、沖縄１組、海外１組） 

・交流会参加者：ツアー参加者１９名、先輩移住者４名・市長以下市の担当者５名・（上記ＮＰＯ法人 

＋うのずくり＋学生ボランティア）８名の合計３６名 

・行程：観光地～教育施設見学～先輩移住者との食事・交流会～分譲地・空き家の下見～農地見学など 

・アンケートによる希望物件：一戸建て賃貸１０人、一戸建て売家８人、アパート賃貸５人（複数回答） 

平成 27 年 10 月 31 日(土)、11 月 1(日)の 2 日間、県外からの移住希望者を対象に“玉野市移住・交流

体験ツアー”をＮＰＯ法人「みなと・まちづくり機構たまの」が玉野市から業務委託を受け実施しました。 

このツアーは教育関連施設や分譲住宅・空き家の下見など玉野市の魅力を知ってもらい移住を後押しす

ることを目的に実施しましたが、参加者の感想は極めて好評であり、移住候補地としての玉野市の評価は

大変高いものでした。特に、初日の夜に開催した先輩移住者との交流会は、関係者３６名が一堂に集まり

夕食をともにしながら、先輩移住者に移住後の楽しさや苦労話などを披露してもらうなど、わきあいあい

と充実した交流会になりました。 

事業終了後のフォローアップについては、玉野市総合政策課定住推進室が担当し、うのずくり実行委員

会と情報の共有・連携を図りながら、移住希望者への対応を進めていきます。ツアー翌日、移住を検討さ

れるご家族から店舗兼住居の物件相談を受けたり、春から滞在予定の人や半年くらいお試しで住まれる方

も出てきています。 

平成 27 年 10 月 25 日(日)にいきいき健康増進事業“中心市街地街歩きツアー”を開催しました。玉野

市内の方を中心に倉敷市、高梁市、坂出市から１７名の参加者が集まり、たまの観光ボランティアガイド

「つつじの会」の協力を得て宇野港周辺の街歩きを楽しみました。 

散策コースは、瀬戸内国際芸術祭のアート作品鑑賞から始まり、シーサイドマートの朝市見学、アルス

プラージュ屋上からの展望体験、築港の「ののちゃんち」見学、昼食（海鮮丼）、最後に当日開催のＵＮＯ

ＩＣＨＩイベント見学という内容で、歩いて、観て、食べて、心も体もリフレッシュした１日でした。 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いしいひさいち部会  

≪玉野４コマまんが祭り≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＵＮＯＩＣＨＩ ～海が見える港のマルシェ～  

平成 26 年度からスタートした「ＵＮＯＩＣＨＩ  海が見える港のマルシェ」は、“日常がちょ
っと楽しく”をテーマに誕生しました。会場には玉野市、直島、豊島、小豆島、高松市内、岡山
市内、倉敷市内から個性あふれる人気店が集い、宇野港第一突堤緑地を活かした港ならではの繋
がり、瀬戸内海を眺めながら、ゆったりと過ごしていただく方針のもと、宇野港や玉野市の魅力
を発信してきました。  
平成 27 年 10 月 25 日(日 )に開催した第５回ＵＮＯＩＣＨＩは、岡山・香川県から大人気の飲

食やワークショップ４５店舗やパフォーマー５組が宇野港に集結し、４ ,５００人の来場客で賑
わいました。また、国土交通省中国運輸局＋玉野海上保安部のコラボ企画「ＵＮＯ港発クルージ
ングツアー」大人から子供まで楽しく海のことを学べる秋のＵＮＯＩＣＨＩ限定ツアーを１日３
便出港しました。  

28 年度も会場ならびにコンセプトは変えず、お客様、出店者、出演者の皆様が宇野港で楽し
んでいただけるマルシェを目指していきます。  

 

ののちゃん年賀状写真撮影会  

巨大４コマ  

玉野市出身の画家、山地
司さんの故郷では初とな
る個展が、玉野ショッピン
グモールメルカ２階「たま
ののミュージアム」で開催
されています。(平成 28 年
3 月 27 日まで ) 
動物や植物、目の前に広

がる自然を独自の世界観
でキャンパスに描き上げ
て、観る人を魅了していま
す。また、限定グッズとし
てポストカードや缶バッ
ジを販売しています。繊細
で美しい絵画を是非ご堪
能ください。  

年賀状を通じて玉野を全国にＰ
Ｒしようと玉野市観光協会が昨年
に続いて企画した「ののちゃん年賀
状写真撮影会」を、平成 27 年 11

月 28 日 (土 )と 12 月 6(日 )の両日ミ
ュージアム前で行いました。  
家族連れを中心に晴着を羽織っ

たののちゃんと一緒にお気に入り
のポーズでカメラに納まりました。 

ののちゃん年賀状写真撮影会  

ＮＰＯ法人「たまのの企画」は、第５回“玉野４コマまん
が祭り”を平成 27 年 11 月 28 日 (土 )、11 月 29 日 (日 )の２
日間、玉野ショッピングモールメルカセントラルコートにお
いて開催いたしました。全国の有名新聞の４コマまんがを集
結させた「新聞４コマサミット」を始め、似顔絵コーナーや
オリジナル４コマまんが募集など盛り沢山な内容で大勢の
人に楽しんでもらうことが出来ました。  
完成すると全長５ｍになる「巨大４コマ制作大作戦」では、

５７６枚のシールを来場者一人に１枚ずつ貼り付けてもら
う企画を実施し、協力していただいた方全員に２階「たまの
のミュージアム」で２０１６年ののちゃんカレンダーをプレ
ゼントしました。  
また、初日には玉野商業高校美術部の生徒が、会場運営を

手伝い、巨大４コマまんが制作への参加を呼びかけました。 

≪たまののミュージアム≫  

 


