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１ 舞鶴港の港湾計画を改訂しました 

２ クルーズ・オブ・ザ・イヤー2013 特別賞を受賞 

  受賞記念「クルーズセミナーin 舞鶴」を開催します  

３ 平成２６年度もクルーズ船が倍増します 

４ 日韓国際フェリー航路の開設に向け PR しています 

５ 京都舞鶴港セミナー in 名古屋を開催します 

６ 日韓国際フェリー航路開設に向け物流トライアルを実施します 

７ エリア情報 

８ 関連情報 （港湾荷役代理店連絡先、航路スケジュール 等） 

９ 編集後記  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◇◆新年明けましておめでとうございます。2014年第1号となるみずなぎ通信第22号をお送りいたします。 

今月号は、京都舞鶴港の最近の取組や動きをお届けします。◇◆ 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

１ 舞鶴港の港湾計画を改訂しました 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

京都舞鶴港は、平成23年11月に国の日本海側拠点港に選定されたことを受け、平成８年に策定した港湾計

画を改訂しました。 

新しい計画では、京都舞鶴港の各地区における機能を明確化するとともに、物流の効率化や大型クルーズ船

の寄港も見据えた岸壁整備などを進め、“人と物の総合ゲートウェイ”としての機能を強化することとしています。 

 

港湾計画の詳しい改定内容はこちらをご覧下さい。 

http://www.pref.kyoto.jp/info/gyosei/soshiki/134/documents/kowan-keikaku-gaiyou.pdf 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

２ クルーズ・オブ・ザ・イヤー2013特別賞を受賞 

受賞記念「クルーズセミナーin舞鶴」を開催します 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

京都舞鶴港が、クルーズ振興に貢献した港として、「クルーズ・オブ・ザ・イヤー２０１３」（一般社団法人日本外

航客船協会主催）の特別賞を受賞しました！ 

受賞に当たっては、築港 100 周年を迎え、京都府及び府北部市町が連携し、官民挙げた「おもてなし」などク

ルーズ振興に積極的に取り組んだことを、高く評価いただきました。 

これからも「京都舞鶴港から 1 万人」を目指し、日本海側拠点港にふさわしいきめ細やかな対応を心がけて参

りますので、皆様のお力添えをお願いいたします。 

 

クルーズ・オブ・ザ・イヤー２０１３の詳細はこちらを参照ください。 

http://www.jopa.or.jp/news/201401/news02.html 

 

 また、今回の受賞を記念いたしまして、クルーズ客船の今後の展望や寄港時のホスピタリティの向上と、 

クルーズ客船に対する理解と関心をさらに高めるため、クルーズセミナーを開催します。 

 

開催日時  平成26年2月26日（水曜日） 14時00分～16時20分 

開催場所  西駅交流センター ホール（舞鶴市字伊佐津213番地の8） 

主   催  関西クルーズ振興協議会、京都舞鶴港クルーズ誘致協議会 

参 加 費  無料 

http://www.pref.kyoto.jp/trade/1284603050669.html
http://www.pref.kyoto.jp/info/gyosei/soshiki/134/documents/kowan-keikaku-gaiyou.pdf
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定   員  120名（先着順）  2月20日（木曜日）までにお申し込みください 

 

内  容 

「（仮題）クルーズの魅力と今後の展望」 

講師：大阪府立大学教授 池田良穂氏 

「（仮題）旅行社から見たクルーズの今後の展望」 

講師：JTB西日本 佐藤浩氏 

 

問合せ、申し込み先 

京都舞鶴港クルーズ誘致協議会 

（事務局：舞鶴市みなと振興・国際交流課 担当 中井、山下） 

電話：0773-66-1037  FAX：0773-62-9891 

メール：minato@post.city.maizuru.kyoto.jp 

 

 「クルーズセミナーin舞鶴」の詳細はこちらをご参照下さい

http://www.pref.kyoto.jp/trade/news/press/2014/1/20140123cruise.html 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

３ ２０１４年もクルーズ船の寄港数が倍増します！！ 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

２０１３年の京都舞鶴港は、過去最大のクルーズ船「サン・プリンセス」（総トン数７万７千トン）の初寄港を含め、

年間７回の寄港があり、地元ならではのおもてなしでクルーズ船の乗客、乗員の皆様を温かくお迎えいたしまし

た。 

２０１４年はさらに大型の「ダイヤモンド・プリンセス」（総トン数１１万６千トン）や「ロストラル」 

（総トン数１万１千トン）の初寄港をはじめ、昨年の約2倍の寄港が予定されています。 

大型クルーズ船の寄港に向けた港湾計画の改訂も行われ、クルーズ客船の寄港に向けた環境整備への取り

組みも行われます。 

 京都舞鶴港クルーズ誘致協議会では、今後も引き続き、温かいおもてなしの心はそのままにさらなるクルー

ズ振興を図ってまいります。 

 皆様も、活気あふれる京都舞鶴港からクルーズ船に乗ってみませんか？ 

 

クルーズ客船寄港予定   http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/2014cruise.pdf 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

４ 日韓国際フェリー航路の開設に向けてPRしています 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

（１）韓国でのＰＲ 

平成２５年１０月に韓国・亀尾、１１月にソウルで、現地の輸出入企業５０社を対象とした浦項迎日湾（ヨンイ

ル）湾の企業説明会に参加し、舞鶴～浦項国際フェリー航路の紹介など、京都舞鶴港のPRを行いました。 

（２）日本でのＰＲ 

 平成２５年１１月１３日～１６日に名古屋で開催された「メッセナゴヤ２０１３」に参加し、京都舞鶴港及び舞鶴～

浦項国際フェリー航路のPRを行いました。平成２６年夏に舞鶴若狭自動車港が全線開通し、中京圏から舞鶴ま

での輸送時間が短縮されます。今後、中京圏の企業にも御利用いただけるよう、PRに努めていきます。 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

５ 京都舞鶴港セミナー in 名古屋を開催します 
○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

中京経済圏の企業を対象に京都舞鶴港を紹介する「京都舞鶴港セミナーin 名古屋」を京都府、舞鶴市及び 

一般社団法人京都舞港振興会の主催で開催します。 

平成２７年上半期に就航を目指している京都舞鶴港と韓国浦項市を結ぶ国際フェリー航路の紹介や、 

平成２６年夏に舞鶴若狭自動車道が全線開通することにより、中京圏からの利便性が高まることから、 

mailto:minato@post.city.maizuru.kyoto.jp
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中京圏に立地する企業を対象として京都舞鶴港をＰＲし、利用につなげることを目的とするものです。 

 

○京都舞鶴港セミナー概要 

名  称  京都舞鶴港セミナーin 名古屋 

日  時  平成２６年２月５日（水）１７：００～１９：３０ 

会  場  ヒルトン名古屋 

主  催  京都府、舞鶴市、一般社団法人京都舞鶴港振興会 

後  援  韓国浦項市、名古屋商工会議所、ＫＯＴＲＡ名古屋 

協  力  大宇ジャパン名古屋支店 

対  象  中京圏に立地する製造業、物流企業、商社など１５０名程度 

内  容  

  ①セミナー（１７：００～１８：１０）  

   ○主催者挨拶 

   ○プレゼンテーション 

    a) 京都舞鶴港の概況 

    b) 航路の紹介 

・舞鶴－小樽間フェリー航路の紹介 

・京都舞鶴港－韓国浦項港国際フェリー航路の紹介及びトライアル事業の説明 

   ○質疑・応答 

  ②交流レセプション（１８：２０～１９：３０）   

   

申込先  一般社団法人 京都舞鶴港振興会 

         TEL：0773-75-7184   FAX：0773-75-7198 

            E-mail：m-port@mxa.nkansai.ne.jp  

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

６ 日韓国際フェリー航路開設に向け物流トライアルを実施します！！ 
○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

平成２７年上半期の京都舞鶴港と韓国浦項港間における国際フェリー定期航路の就航を目指し、フェリー船を

使って、３月１０日～１３日の日程で、物流トライアルを実施します。 

韓国向けの新しい輸送ルートを開拓することによって、荷主の皆様の物流コスト削減に少しでも貢献してまい

りたいと思いますので、物流トライアルの参加をぜひよろしくお願いいたします。 

 

１ 目的 

（１）本航路を利用した貨物輸送の有用性への荷主の理解促進 

（２）通関手続きの検証、韓国現地への輸送状況の把握 

 

２ 実施時期 

３月１０日（月） 浦項港発～３月１１日（火）舞鶴港着～３月１２日（水）舞鶴港発～３月１３日（木）浦項港着 

 

３ 使用船舶 

ＤＢＳクルーズフェリー株式会社 イースタンドリーム号 

（総トン数 １３，０００トン級、全長 １４０メートル、全幅２０メートル、速力 ２０ノット、乗員・乗客 ５３０人、 

貨物積載量 １３０TEU） 

※現在、境港～東海（韓国）～ウラジオストク（ロシア）を運航中のフェリー船 

 

４ 貨物の形態 

使用船舶がフェリー船ですので、貨物の荷姿は問いません。 

 

５ 費用負担 

物流トライアルに係る費用負担等の詳細につきましては、京都府海外経済課までお尋ねください。 

 

 



 

●━━━━━━━━━━━○ 

７ エリア情報 

○━━━━━━━━━━━● 

昨年４月、京都府は丹後・中丹地域の自治体や観光、商工団体で構成する「海の京都観光推進協議会」を新た

に設立し、北部５市２町の観光まちづくりを進めています。 

 

今後も各地で様々なイベントが行われます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。 

 

海の京都観光推進協議会  http://www.uminokyoto.jp/index.php 

舞鶴観光協会  http://www.maizuru-kanko.net/pc/ 

京都府中丹広域振興局 http://www.pref.kyoto.jp/chutan/shoukan/index.html 

京都府丹後広域振興局 http://www.pref.kyoto.jp/tango/no-shoko/index.html 

 

●━━━━━━━━━━━○ 

８ 関連情報のお知らせ 
○━━━━━━━━━━━● 

【港湾関連用地に物流関連施設、工場等の企業誘致を進めています。】 

http://www.pref.kyoto.jp/sangyo/documents/2.pdf 

 

【(一社)京都舞鶴港振興会のご案内】 
行政、経済界、港湾関係者、荷主などが一体となり設立した一般社団法人京都舞鶴港振興会は、京都舞鶴

港の振興のため様々な取組を展開しています。 

http://www.port.maizuru.kyoto.jp/index.html 

 

【港湾荷役代理店のご案内】 

飯野港運（株）営業課 

ＴＥＬ：0773-75-5371  ＦＡＸ：0773-75-5681 

http://www.iinokoun.com/    

E-mail： mｒt@iinokoun.com  

日本通運（株）舞鶴海運支店国際輸送課 

ＴＥＬ：0773-75-3207  ＦＡＸ：0773-75-2136 

E-mail： nmkaiun@basil.ocn.ne.jp  

舞鶴倉庫（株）営業課 

ＴＥＬ：0773-75-1850  ＦＡＸ：0773-75-1853  

http://www.maizuru-soko.co.jp/    

E-mail： info@maizuru-soko.co.jp  

 

 

【航路スケジュールのご案内】 

 ◆中国航路 

   神原汽船㈱ http://www.kambara-kisen.co.jp/ 

 ◆韓国航路 

   興亜海運日本総代理店－三栄海運㈱ http://www.saneitk.co.jp/ 

   長錦商船日本総代理店－㈱シノコー成本 http://seihon.sinokor.co.kr/default.asp 

 ◆北海道フェリー航路 

新日本海フェリー株式会社 http://www.snf.jp/ 
 

*****京都舞鶴港利用促進パートナーシップ事業***** 

◆当サイトでは、みずなぎ通信のバックナンバーを掲載しています。 

http://www.pref.kyoto.jp/trade/1284603050669.html 
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●○━━━━━━━○● 

９ 編集後記 

○●━━━━━━━●○ 

 

明けましておめでとうございます。 

皆様には、平素より京都舞鶴港の振興に御協力いただきありがとうございます。本年もよろしくお願

い致します。 

さて、昨年は京都舞鶴港におけるコンテナ貨物の取扱量が過去最高を記録しました。また、外航クル

ーズ船に対応する観光案内などの機能を備えた施設の設計に着手しました。今年度中には、京都縦貫自

動車道及び舞鶴若狭自動車道が全線開通する予定となっており、京都舞鶴港がさらに便利になります。  

関西地域における日本海側の玄関口として、また物流、人流の拠点として皆様のお役に立てるよう、今

年も取組を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

発行者：京都府商工労働観光部海外経済課 

京都市上京区下立売通新町西入 

■TEL: 075-414-4844 ■FAX: 075-414-4870 

■URL: http://www.pref.kyoto.jp/trade/index.html 
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