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１ 京都舞鶴港のコンテナ貨物量が最高記録を更新！ 

   貨物量全体では４年連続で 1,000万トン超を記録！ 

２ 「京都ビジネス交流フェア 2014」が開催されます 

３ 「京都舞鶴港セミナー in 名古屋」開催報告 

４ 「クルーズセミナーin舞鶴」開催のお知らせ 

５ 「海フェスタ京都」シンボルマーク＆標語が決定しました！！ 

６ エリア情報 

７ 関連情報 （港湾荷役代理店連絡先、航路スケジュール 等） 

８ 編集後記 

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

◇◆みずなぎ通信第23号をお送りいたします。今月号は、最近の動きやお知らせをお届けします。◇◆ 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

１ 京都舞鶴港のコンテナ貨物量が最高記録を更新！ 

 貨物量全体では４年連続で1,000万トン超を記録！ 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

  平成２５年（１月～１２月）における京都舞鶴港の取扱貨物状況がまとまりました。 

日韓定期コンテナ航路の週２便化、積極的なポートセールス活動の展開等によりコンテナ取扱貨物量が

６，９０６ＴＥＵとなり、過去最高を更新しました。 

また、貨物量全体としては、管内の火力発電所の定期検査による休止の影響で石炭需要が減少し、前

年比８％減となりましたが、４年連続で1,000万トン超を記録しました。 

 

詳細はこちらをご覧下さい。 

  記者発表資料 http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/0213shiryo.pdf 

  貨物取扱量グラフ資料 http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/h260204.pdf 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

２ 「京都ビジネス交流フェア2014」が開催されます！ 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

平成２６年２月２０日（木）と２１日（金）の両日、京都パルスプラザにおいて「京都ビジネス交流

フェア2014」が開催されます。 

この催しでは府内の中小企業の展示会を中心に、 全国の主要メーカー等との商談会、また併催イベン

トとして各種セミナー等も行われます。 

ＰＲやビジネスマッチングの場となるブース、ものづくりに関するフォーラムやセミナーなど内容盛

りだくさんのフェアとなっておりますので、皆様お誘い合わせの上ご参加下さい。 

京都舞鶴港もブース（小間番号Ａ－７４）を出展しますので、ぜひともお立ち寄り下さい。 

 

◆京都ビジネス交流フェア概要 

日 時  平成２６年２月２０日（木）、２１日（金）１０：００～１７：００ 

場 所  京都パルスプラザ（京都府総合見本市会館 京都市伏見区） 

主 催  京都府、（公財）京都産業21  

共 催  （一財）京都府総合見本市会館  

後 援  近畿経済産業局、京都市、京都商工会議所、（一社）京都経済同友会 

（公社）京都工業会、京都産業育成コンソーシアム、（公財）全国中小企業取引振興協会 
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京都ビジネス交流フェアの詳細はこちらをご覧下さい 

http://www.ki21.jp/bp2014/ 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

３ 「京都舞鶴港セミナー in 名古屋」開催報告 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

平成２６年２月５日（水）、中京経済圏の企業を対象に「京都舞鶴港セミナーin名古屋」を開催しま

した。 

約１時間のセミナーでは、ビデオを使った京都舞鶴港の概要説明に始まり、舞鶴・小樽間フェリー航

路を紹介するとともに、平成２６年上半期の就航に向けて取組を進めている日韓国際フェリー定期航路

のＰＲを行いました。中京圏の企業や団体を中心に、約６０社・１００名の方々にお集まりいただきま

した。 

このセミナーは平成２６年度中に舞鶴若狭自動車道や京都縦貫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を、中京圏の企業様に知っていただくことを目的として行われたもの

で、参加者からは高速道路の整備や日韓国際フェリー航路に期待するといった声を頂きました。 

 

○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～ 

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 

 

＜セミナーでの資料等は、こちらを御覧下さい。＞ 

資料（日韓国際フェリー航路について）  http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/nagoyapp.pdf 

セミナー開催の様子（写真）  http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/nagoyaphoto.pdf 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

４ 「クルーズセミナー in 舞鶴」開催のお知らせ 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

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）の特別賞を受賞したことを記念し、クルーズ客船の今後の展望や客船

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 in 舞鶴」を開催します。 

この機会にぜひご参加ください。皆様のお申込をお待ちしております。 

 

○クルーズセミナー概要 

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 

定  員  １２０名（先着順） 

申 込 み  ２月２０日（木）までにお申し込みください 

内  容  「クルーズの魅力と今後の展望（仮題）」 

講師：大阪府立大学教授 池田良穂氏 

「旅行社から見たクルーズの今後の展望（仮題）」 

講師：株式会社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 

http://www.ki21.jp/bp2014/
http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/nagoyapp.pdf
http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/1901photo.pdf
http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/nagoyaphoto.pdf
mailto: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 

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/of_theyear/of_theyear2013-2.html 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

５ 「海フェスタ京都」シンボルマーク＆標語が決定しました！！ 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

 平成２６年７月１９日（土）から８月３日（日）の１６日間、京都北部で開催される「海フェスタ京

都」のシンボルマークと標語が決定しました！ 

シンボルマークには３０８作品、標語には１，０８８作品もの応募を頂きました。最優秀作品は「海

フェスタ京都」の PRのために広く活用されます。 

 開催時期も近づきつつあります。今後の情報にご期待下さい！ 

 

詳細はこちらをごご覧ください。 

http://www.city.maizuru.kyoto.jp/modules/kikakup/index.php?content_id=1038 

 

 

●━━━━━━━━━━━○ 

６ エリア情報 

○━━━━━━━━━━━● 

２月２８日まで、対象エリア内の高速道路が乗り放題となる「「海の京都・京都丹波」乗り放題フリ

ーパス」が実施されています！ 

インターネットで事前申込の上、ETC利用で連続する最大３日間有効となります。 

「海の京都」は冬も魅力満載です！この機会にぜひお越し下さい！ 

. 

詳細・お申し込みにつきましては、こちらをご覧下さい！ 

http://www.michitabi.com/roundtour/kyoto1311/ 

 

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 

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 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━○ 

７ 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 
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【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 

 

 

●○━━━━━━━○● 

８ 編集後記 

○●━━━━━━━●○ 

 立春が過ぎ、暦の上では春を迎えましたが、まだまだ寒い日が続いています。 

それでも府庁の近くでは、梅の花もほころび始め、春は確実に近づいていることが実感できます。 

 さて、京都舞鶴港では、先日初めて名古屋セミナーを開催いたしました。 

中京圏ではまだまだ浸透しているとは言い難いのですが、それでも１００名近くの方にご参加いた

だきました。参加者の方々からは、京都舞鶴港の“近さ”を初めて知ったという声を多数頂戴し、

改めてこういったPRの大切さを認識いたしました。 

 今後とも、京都舞鶴港を知っていただくため、様々な取組を進めたいと考えておりますので、皆

様ご期待下さい。 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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