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概　　　　　要

　 
　 国土交通省港湾局は、平成３１年４月１４日に「みなとオアシス岸和
田」(大阪府岸和田市)を「みなとオアシス」※として登録し、下記のと
おり登録証交付式及び記念イベントが行われることとなりましたので、
お知らせします。　
   今回の「みなとオアシス岸和田」登録により、近畿地方では1３箇所
目（全国では１２７箇所目）のみなとオアシスとなります。

 　　　　　　　　　　　　　　記

　　　「みなとオアシス岸和田」登録証交付式及び記念イベント

日　時　　平成3１年４月１４日（日）10:00より
                　　　　※登録証交付式は、11時から行います。
場　所　　大阪府鰮巾着網漁業協同組合　荷さばき施設　建物内
            　（大阪府岸和田市地蔵浜町7番1号）

※「みなとオアシス」とは、地域住民の交流や観光の振興を通じた地域
の活性化に資する「みなと」を核としたまちづくりを促進するため、住
民参加による地域振興の取組が継続的に行われる施設として国が登録し
た施設です。

＜報道関係者の皆様へ＞
 「登録証交付式」への取材を希望される方は、事前に添付の「取材申込
書」に記入のうえ、ご連絡いただけますようお願いいたします。

配　布　場　所

問 い 合 わ せ 先

取 り 扱 い

Kinki Regional Development Bureau 
Ministry of Land,Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省 近畿地方整備局



平成 31年４月 ８日 

近畿地方整備局港湾空港部 

 

        

       （同時発表）国土交通省港湾局、岸和田市 

『みなとオアシス岸和田』が登録 

～地域住民参加による”みなとまち”岸和田の魅力を発信～ 

国土交通省港湾局は、平成31年４月14日に「みなとオアシス岸和田」（大阪府岸和田市）を 

地域の賑わい拠点となる「みなとオアシス」に登録し、代表施設「Ｌucy's ‛Aina（ルーシーズ 

アイナ）」等において、地域住民の交流促進や地域の魅力向上につながる取り組みを行います。  

 

〇「みなとオアシス」とは、「みなと」を核としたまちづくりを促進するため、住民参加による

地域振興の取組が継続的に行われる施設を国土交通省港湾局長が登録するものです。 

〇「みなとオアシス岸和田」の登録により、「みなとオアシス」は全国 127箇所になります。 

〇４月１４日（日）には、「みなとオアシス岸和田」登録を記念して、「みなとオアシス岸和

田登録証交付式」をはじめ、各種イベントが開催されます。 

 

「みなとオアシス岸和田」はココが売り！！  
 

★みなとオアシス岸和田の情報発信と、無料休憩所を提供する代表施設「Ｌucy's ‛Aina   

（ﾙｰｼｰｽﾞ ｱｲﾅ）」は、おしゃれなハワイアンリゾート風カフェで絶好のＳＮＳ映えスポット！ 

★近海で獲れた新鮮な生シラス丼を堪能できる「きんちゃく家」をはじめとする、地場産海

鮮グルメにこだわった人気のグルメスポットが充実！ 

★昭和 28 年から続く「岸和田港まつり」を、みなとオアシス登録を機に一部リニューアル

予定！そのほか、今後みなとオアシスとして様々なイベントとのコラボを予定！ 

 

 

※「みなとオアシス」の関連情報については、下記ＵＲＬからもご覧いただけます。 

・国土交通省港湾局ＨＰ：http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk1_000001.html 

・近畿地方整備局ＨＰ：http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/minatooasys/ 

・一般社団法人ウォーターフロント協会ＨＰ：http://www.waterfront.or.jp/oasisu/about.html 

 

 a Lucy’s  ‘Aina 生しらす丼 岸和田港まつりの花火大会 

＜問い合わせ先＞ 近畿地方整備局 港湾計画課 担当：松本(ﾏﾂﾓﾄ)、吉川(ﾖｼｶﾜ) 
Tel:078-391-8361  FAX:078-325-8288 

http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk1_000001.html
http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/minatooasys/
http://www.waterfront.or.jp/oasisu/about.html


【概要】 みなとオアシス岸和田

大阪府岸和田市

魚加工場・即売所
魚's IKARI

きんちゃく屋

国土地理院地図（電子国土Web) (http://maps.gsi.go.jp)をもとに国土交通省作成

【基本情報】

設置者 岸和田市

運営者 みなとオアシス岸和田運営協議会

所在港湾 阪南港【重要港湾】

港湾管理者 大阪府

登録日 平成31年4月14日（港湾局長）

：みなとオアシス代表施設
：みなとオアシス構成施設

【主なイベント】【代表施設】

【代表施設】
Ｌucy's ‛Aina

岸和田旧港地区緑地
（アクアパーク・ボードウォーク）

浪切ホール

展示ブース

地蔵浜
みなとマルシェ

岸和田カンカン
ベイサイドモール

Ｌucy's ‛Aina 全国小学生クライミング大会岸和田港まつり（花火大会） 大漁！親子まつり

岸和田市参考資料

http://maps.gsi.go.jp/


みなとオアシス岸和田 阪南港を中心とした岸和田の新しい賑わい拠点

みなとオアシス岸和田は、多種多様な構成施設を有しています。代表施設の「Lucy‘ｓ Aina（ﾙｰｼｰｽﾞ ｱｲﾅ）」を中心
として、これらの施設が連携し、地域のにぎわい創出に取り組みます！ぜひ、みなとオアシス岸和田にお越しください☺

Lucy‘ｓ Aina

みなとオアシス岸和田の代表施設。
岸和田の観光情報のほか、各構成施設に関する情
報、イベントに関する情報を提供するほか、無料の休
憩スペースや、ハワイアンリゾートを模したオシャレなカ
フェスペースを備えています。

みなとオアシス岸和田にお越しの際は、
是非こちらへお立ち寄りください！

きんちゃく家
岸和田漁港で揚がったばかりのしらすなど、新鮮な
魚介類を扱ったグルメを存分に味わえる施設。
名物「生しらす丼」、「海鮮丼」は、遠方の観光客か
らも好評を得ており、特に休日は早朝からいつも多く
の人で賑わっている。

（営業時間：5:00～14:00 定休日：水）

魚加工場・即売所「魚’ｓ IKARI」
「地場産」にこだわり、地元大阪湾で揚がった新鮮
な魚介類の加工・販売を行う。魚卵の瓶詰め、かま
ぼこ、魚チップスなどの商品を取り扱い、地場産業
（漁業）のＰＲのほか、地元名産物のＰＲにも
力を入れている。

（営業時間：10:00～16:00 定休日：水）

地蔵浜みなとマルシェ
岸和田漁港で水揚げされた新鮮な海産物、加工
商品を販売する朝市が毎週日曜日に開催している。
BBQコーナーでは海の幸を堪能することもできるほか、
フリーマーケットの開催など、多数のイベントが行われ
ている。

（営業日：毎週 日曜日 午前中）

代表施設

参考資料



みなとオアシス岸和田 阪南港を中心とした岸和田の新しい賑わい拠点

浪切ホール

大小様々な会議室・ホール、舞台等を備え、イベントや学習会など、多様
な用途に使用することが可能。飲食店もあるほか、最上階は岸和田のベイ
エリアを見渡せる展望スペースも設けられており、地域住民の文化・交流拠
点及び、憩いの場として利用されている。
（営業時間：9:00～20:00 休館日：第３月・火）

展示ブース Harbor Station

空きコンテナを活用した、情報発信及び休憩施設。
観光情報、交通情報のほか、大阪港の整備事業等のＰＲを行うなど、多岐
にわたる情報を提供している。また、近隣でのイベント時における特設展示コー
ナーとしての用途や、屋根付き休憩施設として誰でも利用することが可能。
（営業時間：8:30～17:00 定休日：水曜日）

岸和田カンカンベイサイドモール

岸和田ベイエリアに所在する複合商業施設。大型食品スーパーをはじめ、
飲食店、雑貨店、シネマコンプレックス、イベントホール、スポーツ施設など、
様々な施設を有しており、随時イベントなども開催されている。

（営業時間：9:00～20:00 定休日：なし）

岸和田旧港地区緑地（アクアパーク・ボードウォーク）

地域住民からの海と触れ合うニーズに応え、憩いの空間として整備。人々
の交流と憩いの場として、旧港地区のにぎわいを生み出すとともに、イベント
時にも利用することで、臨海部施設との連携を高める。

（営業時間：常時利用可能）

参考資料



「みなとオアシス岸和田」への交通アクセス 参考資料

京阪神方面より

関空・和歌山方面より

南海岸和田駅

岸和田南IC

阪神高速湾岸線
（私鉄）南海線

みなとオアシス
岸和田

みなとオアシス
岸和田

【電車でのアクセス】
○南海本線なんば駅から急行で岸和田駅へ約25分。
○南海本線和歌山市駅から特急で岸和田駅へ約35分。
○南海空港線関西空港駅から特急で岸和田駅へ約15分

ー岸和田駅より徒歩で約10分。

【車でのアクセス】
○神戸方面から阪神高速湾岸線で約50分。
○大阪市内から阪神高速湾岸線で約25分。
○関空から阪神高速湾岸線で約10分。
○和歌山市内から阪和自動車道～関西空港自動車道～

阪神高速湾岸線で約30分。

－岸和田南I.Cから約1分ー

住所：岸和田市地蔵浜町7-1



参考資料



（別紙） 

取 材 要 領 

 

１．事前申し込みについて 

   当日取材を希望される方は、近畿地方整備局 港湾計画課 まで、FAX にて事前申込み

をお願いします。 

  

（１）申込期日は、厳守でお願いします。（４月１２日（金）１６：００迄） 

 

    ・申込先(ＦＡＸ)：０７８－３２５－８２８８ 

 

※申込期日に間に合わない場合は、取材ができない場合があります。 

 

 （２）別紙様式に以下の事項を記載して下さい。 

    ・所属クラブ名 

    ・会社名及び部署名、所在地 

    ・取材者の役職・氏名（取材者全員の役職・氏名を記載願います。） 

    ・取材希望箇所 

    ・車両ナンバー（タクシー・レンタカーを利用の場合はその旨を明記願います。） 

    ・連絡先（代表者１名で可） 

 

２．取材場所での留意事項について 

   ＜受付場所について＞ 

    ・受付場所：大阪府鰮巾着網漁業協同組合 荷さばき施設上屋 受付 

     （大阪府岸和田市地蔵浜町 7 番 1 号） 

    ※開始時間の１０分前には資機材等の準備を完了していただくよう 

お願いいたします 

    

      

３．その他 

 （１）現地では、係員の指示に従って下さい。 

 （２）取材中は、身分証明書、自社腕章を必ず着用願います。 



別紙 

取 材 申 込 書 

取材を希望する場合は、この様式により、下記連絡先まで FAX でお申し込み下さい。 

申込み締め切りは、４月１２日（金）１６：００迄です。 

申込み先（FAX 番号）０７８－３２５－８２８８ 

所属クラブ 

 

 

会社名及び部署名、所在地 

 

 

取材者 役職・氏名（全員の役職・氏名を記載願います。） 

 

①（代表者）              車両№                 

 

②                   車両№                 

 

③                   車両№                 

 

④                   車両№                 

※レンタカーやタクシーを利用する場合は車両№の欄に「レンタカー」「タクシー」とご記入下さい。 

連絡先（代表者の連絡先） 

 

 

上記のとおり取材を申し込みます。 

             近畿地方整備局 港湾計画課 あて 
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