国土交通省近畿地方整備局
Kinki Regional Development Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局
舞鶴市
資料配布

資料配布
日時

平成３０年 ９月２５日
１４時００分
（舞鶴市と同時記者発表）

件

名

概

要

日本海沿岸地域で連携を
「日本海にぎわい・交流海道ネットワーク」
第２４回 総会＆シンポジウム ｉｎ 京都舞鶴
日本海沿岸地域の市町等会員により構成される「日本海にぎわい・
交流海道ネットワーク」の第２４回となる総会及びシンポジウムが、
平成２３年度の第１７回総会以来、７年ぶりに京都府舞鶴市で開催さ
れます(別紙１)。
本ネットワークは、港湾を活かした物流、観光等の総合的なネット
ワークを形成し、交流の拡大、地域の国際化を目指した活動を行う、
北は北海道、南は長崎県までの日本海沿岸地域を中心とした広域ネッ
トワーク組織です（別紙２）。
（総会＆シンポジウムは以下のとおり）
開催日時：平成３０年１０月１日（月）１４：３０～
開催場所：まいづる・ベイプラザ（京都府舞鶴市浜６６）
主
催：日本海にぎわい・交流海道ネットワーク事務局
（近畿地方整備局は事務局会員）
【取材について】※詳細は（別紙３）
報道機関による総会の取材は冒頭の挨拶までとします。

取

扱

い

神戸海運記者クラブ、神戸民放記者クラブ、みなと記者クラブ、港湾
新聞社、マリタイムデーリーニュース社、海事プレス、港湾空港タイ
ムス、舞鶴市政記者クラブ

配布場所

問

合

せ

－

先

国土交通省 近畿地方整備局 港湾空港部
港湾計画課長
松本 伸春（まつもと のぶはる）
港湾計画課長補佐 中川 耕三（なかがわ こうぞう）
TEL ０７８-３９１-８３６１

【別紙１】

平成３０年度 「日本海にぎわい・交流海道ネットワーク」総会・シンポジウム
■平成３０年１０月１日（月）
総会・シンポジウム会場
舞鶴市商工観光センター（まいづる ベイ・プラザ） 京都府舞鶴市字浜６６
（１）日本海にぎわい・交流海道ネットワーク総会 （会場：4 階「展示交流室」）
14：30～15：10
(1)開催地挨拶

舞鶴市長

(2)総会議事
①平成 ２９ 年度の活動及び決算報告
②平成 ３０ 年度の事業計画、予算（案）
③役員改選（案）
④活動支援報告
⑤次期開催地挨拶
― 休憩 ―
（２）シンポジウム（一般公開）（会場：5 階「コンベンションホール・ホワイエ」）
15：30～17：30
(1)開催地挨拶
(2)来賓挨拶

舞鶴市長
調整中

(3)講演①：「北前船の観光資源を活用した魅力的な“みなとまちづくり”」
講師：北前船寄港地フォーラム議長 石川 好 氏
(4)講演②：「世界のクルーズ動向と日本海に求められる上質な観光ツアー」
講師：プリンセスクルーズ アジアポート オペレーションディレクター 市川紗恵 氏
－ 休憩 －
(5)取組報告 ：「引揚港舞鶴から語り継ぐ世界の記憶 」
報告者：舞鶴引揚記念館長 山下美晴 氏
(6) 参加首長等による発言・まとめ
テ ー マ ： 「 北前船・地域観光資源による広域連携と交流拡大にむけて」

（別紙１ 参考資料）

講演会

2018年

10月1日

月

15:30～

入場
無料

商⼯観光センター 舞鶴市字浜66（東舞鶴駅から約１㌔）
開会 15：30～

第1部
15:40〜

「北前船の観光資源を活⽤した
魅⼒的な“みなとまちづくり”」
⽯川 好 ⽒
(北前船寄港地フォーラム議⻑)

第2部
16:15〜

「世界のクルーズ動向と⽇本海に
求められる上質な観光ツアー」
市川 紗恵 ⽒
(プリンセスクルーズ アジアポート
オペレーションディレクター)

取組報告 16：50～
「引揚港舞鶴から語り継ぐ世界の記憶」
⼭下 美晴 ⽒ (舞鶴引揚記念館館⻑)
お問い合わせ
舞鶴市みなと振興・国際交流課（0773-66-1037）

主催︓⽇本海にぎわい・交流海道ネットワーク

【別紙２】

日本海にぎわい・交流海道ネットワーク 会員所在地
香深港（礼文町）
稚内港（稚内市）
沓形港（利尻町）
鴛泊港（利尻富士町）
苫前町港（苫前町）
奥尻港（奥尻町）

能代港（能代市）
船川港（男鹿市）
酒田港（酒田市）
加茂港・鼠ヶ関港（鶴岡市）
岩船港（村上市）
両津港・小木港（佐渡市）
飯田港（珠洲市）
輪島港（輪島市）
小木港（能登町）
七尾港（七尾市）
福浦港（志賀町）
境港（境港市）（境港管理組合）
舞鶴港（舞鶴市）

新潟港(新潟市)(聖籠町)
寺泊港（長岡市）
柏崎港（柏崎市）

松江港（松江市）

直江津港（上越市）
姫川港（糸魚川市）

浜田港（浜田市）

魚津港（魚津市）

厳原港（対馬市）

伏木富山港(富山市)(射水市)(高岡市)

唐津港（唐津市）

金沢港（金沢市）
塩屋港（加賀市）
福井港(福井市)(坂井市)
敦賀港(敦賀市)
和田港（おおい町）

【別紙２ 参考資料】

概要

日本海にぎわい・交流海道ネットワーク

■目 的

「地理的、歴史的、経済的、文化的に相互に関係ある日本海沿岸各地域の連携により、日本海沿岸各地域の分布する多様な資源を活かし、対岸諸国と
の交流も踏まえた物流、文化、観光及びレクリエーション等に関する総合的なネットワークの形成により、港湾を核とした日本海沿岸各地域の交流の拡大を
図るとともに、大規模地震等の災害に備えたリダンダンシー機能の向上を図り、もって、地域の国際化、国土の均衡ある発展及び災害に強い社会経済の構
築に資することを目的とする。 」（ネットワーク要綱第１条）
■設 立 平成７年１１月、「日本海にぎわい・交流海道推進協議会」から、平成１２年８月「日本海にぎわい・交流海道ネットワーク」に改名）
■会員構成 【平成３０年３月現在】日本海沿岸の39市町村、１管理組合、9道府県
■役 員 北海道ブロック（稚内市長） 東北ブロック（酒田市長） 北陸ブロック（新潟市長） 近畿ブロック（舞鶴市長） 中国ブロック（浜田市長）【代表】
九州ブロック（対馬市長）
■事務局 北陸地方整備局 開催地に応じて各地方整備局等が開催局として開催地をサポート

活動概要

総会の開催状況

１．活動概要（平成２９年度） ※次年度は新たな取組として「北前船・地域観光資源」によるクルーズ船寄港増に取組む
（１）電子媒体を活用した情報の速やかな発信に努め、会員相互の連携を図るとともに、講演会やHPを中心とした
広報活動を通じ各会員の交流活動の促進を図る。加えて、大規模地震等の災害に備えたリダンダンシー機能の
向上のための取組・検討状況の情報発信を行う。
２．活動
（１）ネットワーク通信「にぎわい」の発行
（２）総会、講演会、幹事会等の開催
（３）会員間の情報交換が円滑に行われるように定期的に各会員から寄せられたイベント開催案内等を情報発信する。
「環境情報」として海岸清掃等への取組状況を掲載し、情報を共有する。
大規模地震等の災害に備えたリダンダンシー機能の向上のための取組・検討状況を情報発信する。

総会・講演会

にぎわい通信の発行

にぎわいＨＰ

※H３０年度はシンポジウムを開催

■平成２９年８月２２日 鳥取県立 境港夢みなとタワー
１．平成２９年度 総会 １４：３０～１５：１０
・平成２８年度の活動及び決算報告
・平成２９年度の事業計画、提言書及び予算（案）
・役員改選
・活動支援報告
・次期開催地
２．講演会 １５：３０～１７：３０
・テーマ「水上飛行機導入と地域振興」
講師「せとうちHD SEAPLENES
代表取締役社長 松本武徳氏」
・テーマ「みなとオアシス境港の取り組み」
講師「みなとまちづくりマイスター 山田義彦氏」
３．交流会 １８：００～１９：３０

・平成１９年度
・平成２０年度
・平成２１年度
・平成２２年度
・平成２３年度
・平成２４年度
・平成２５年度
・平成２６年度
・平成２７年度
・平成２８年度
・平成２９年度
・平成30年度

新潟県新潟市（10月17日）
北海道稚内市（9月24日）
石川県輪島市（8月8日）
島根県松江市（10月22日）
京都府舞鶴市（8月25日）
山形県酒田市（7月27日）
秋田県男鹿市（10月3日）
佐賀県唐津市（10月2日）
福井県敦賀市（10月8日）
北海道稚内市（10月12日）
鳥取県境港市 （8月22日）
京都府舞鶴市（10月1日）

昨年の講演会（一般公開）の様子

（別紙３）
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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。事前申込みが無い場合は、取材ができませんのでご注意下さい。
（１）申込期日は、厳守でお願いします。（９月２８日（金）１２：００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：まいづる・ベイプラザ（京都府舞鶴市浜６６）４階

会場受付

・受付時間：１４：００～１４：３０
＜注意事項＞
・ 総会（１４：３０～）での報道機関の入場は、冒頭の開催地挨拶までとさせ
ていただきます。
・ シンポジウム（１５：３０～１７：３０）は一般公開です。

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、９月２８日（金）１２：００迄です。
申込み先（FAX 番号）０７８－３２５－８２８８
所属クラブ（所属するクラブに○をつけて下さい）
・神戸海運記者クラブ
・みなと記者クラブ
・神戸民放記者クラブ
・舞鶴市政記者クラブ
・その他（

）

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

