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１ 京都舞鶴港国際物流ターミナル整備事業の起工式典を開催！ 

 ９月３日（土）、舞鶴市商工観光センターにて京都舞鶴港国際物流ターミナル整備事業の起工式

典を開催しました。この式典は、貨物需要の増大や船舶の大型化に対応し、効率的な海上輸送及び

地域産業の国際競争力を強化することを目的に、令和３年度に新規事業化された「京都舞鶴港国際

物流ターミナル整備事業」の着工を記念して、国・府で共同開催したものです。 

西脇知事をはじめ、国会議員や府議会議員、市町長、港湾を利用する民間企業等、多くの来賓の

方々にご参加いただきました。 

式典では、西脇知事、国土交通省港湾局長の挨拶の後、来賓の方々に祝辞を頂き、事業説明や港

湾利用者の期待の声のビデオメッセージを上映しました。セレモニーでは鍬入れ式や、くす玉開披

を行い、式典に花を添えました。 

今後も、京都舞鶴港の更なる機能強化を目指し、整備を着実に進めてまいります！ 

 

★式典の様子はこちら 

 

 

２ 新日本海フェリー乗船キャンペーンのお知らせ 

現在、舞鶴と小樽を結ぶ新日本海フェリーでは、お得な旅行プランが販売されています。 

■対 象  

京都府内・舞鶴市内在住の方 

■期 間  

令和４年９月１日（木）出発 ～ 令和４年 11月 30日（水）帰着 

■内 容 

・基本代金はおふたり様で 65,000円から 

・基本代金から 1名あたり 10,000円を割引 

・舞鶴市内在住の方は、さらに 2,000円の割引を上乗せ（12,000円/名の割引） 

■基本代金に含まれるもの（詳しくは新日本海フェリーHPをご覧ください） 

往復旅客運賃、往復乗用車（5m 未満）運賃、船内・ホテルで使えるマルチクーポン券、オーセン

トホテル小樽 1泊 

■運航ダイヤ 

原則毎日運航（運休日やダイヤ変更などは運航会社へご確認ください） 

・舞鶴 23：50発→小樽 翌日 20：45着 

・小樽 23：30発→舞鶴 翌日 21：15着 

■申込方法等 

お電話または HP からのお申込みとなります。新日本海フェリーのホームページをご覧ください。

★新日本海フェリーHPはこちら 

http://www.pref.kyoto.jp/trade/1284603050669.html
http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/kikou.pdf
https://www.snf.jp/snfinformation0720-2022/


※キャンペーン販売数には限りがありますので、お申込の際にご確認ください。 

 

 

３ 今夏も「ぱしふぃっくびいなす」が入港 

■７月 28日（木）京都舞鶴港着「びいなす八景～瀬戸内・山陰・丹後～」 

■７月 29日（金）～31日（日）京都舞鶴港発着「トキめく佐渡島クルーズ」 

 

 28日には神戸から乗船し、瀬戸内・山陰・丹後や舞鶴湾を巡った約 100人のお客様が京都舞鶴港

で下船。翌日には、佐渡へ向かう約 150人のお客様を新たに船へお迎えし、悳華クレインズ舞太鼓

さんの演奏とともにゆるキャラや横断幕でお見送りをしました。 

また、今回の発着クルーズには、京都府内の在住・在勤者を対象に乗船料割引を行う「京都府民

クルーズプラン」が設定され、多くのお客様にご利用いただきました。 

京都舞鶴港は、引き続き、クルーズ船受入れに係る各種の感染症対策を実施するとともに、京都

舞鶴港から乗船できるクルーズの誘致と乗船促進に取り組んでまいります。 

 

★今回の入港状況はこちら 

 

 

４ 第３回関西物流展に出展しました！ 

令和４年６月 21 日～24 日にインテックス大阪で関西物流展が開催され、新型コロナウイルスの

感染者数が落ち着きつつある中、311 社、764 ブースが参加し、22,355 名の来場がありました。 

京都舞鶴港もブース出展とプレゼンテーションセミナー「地方港を利用した BCP・リダンダンシー

の確保 」を行い、BCP・リダンダンシー利用における京都舞鶴港の優位性について訴えました。 

 

★会場の様子はこちら 

 

 

５ 美味しい飲料、命を救う防災の最先端が良くわかるオンラインセミナーを開催します！ 

京都府などで構成する STS フォーラム支援京都実行委員会では、第 19回「科学技術と人類の未

来に関する国際フォーラム（STSフォーラム）」の開催にあわせ、公開シンポジウムをオンラインで

実施します。 

民間企業（サントリーホールディングス株式会社）と京都大学から、それぞれ講師の先生をお招

きし、最新の科学技術を駆使した取り組みや研究について熱く語っていただきます！参加は無料で

す。ぜひお申し込みください。 

 

■日 時：10月１日(土) 14:00～16:40  

■場 所：オンライン開催（ZOOMウェビナー） 

■参 加：無料。どなたでも申し込み可能です！ 

■内 容：基調講演 

①『「人間の生命の輝き」を目指して』 

講師：岡 賀根雄 氏（サントリーホールディングス(株)取締役専務執行役員） 

 

②『科学技術の進展が導くこれからの防災 IT』 

講師：廣井 慧 氏（京都大学防災研究所巨大災害研究センター 准教授 

 

★詳細はこちらをご覧下さい。 

https://www.pref.kyoto.jp/trade/news/2022/sts2022.html 

 

★申込方法 

 以下のフォームからお申し込みください。 

 https://forms.office.com/r/a2u3M3mrjG 

 

 

６ クルーズ HP に Photo & Movie のページができました 

http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/pasific.pdf
http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/butsuryuu.pdf


京都舞鶴港振興会 HPのクルーズサイトに、新しく Photo & Movieのページができました。このペ

ージには、京都舞鶴港に寄港するクルーズや寄港地観光の動画や写真がアーカイブされていく予定

です。 

現在は、京都舞鶴港から行く寄港地観光モデルプラン紹介動画（英語）と、京都舞鶴港旅客ターミ

ナル「うみとびら」を紹介する動画（英語）、京都舞鶴港におけるクルーズ受入れ時の感染症対策

（2021年冬時点、日・英）を見ることができます。今後は、クルーズ船の入港風景を上空から撮影

したものなどもアップ予定ですので、ぜひご覧ください。 

https://www.port.maizuru.kyoto.jp/photo_video 

 

７ エリア情報 

＜観光情報＞ 

「旬の食材提供店＆農産物直売所 周遊キャンペーン」が ９月１日（木）からスタート！対象店

舗をご利用いただき、WEB 専用応募フォームより応募いただくと、抽選で特産品をプレゼントしま

す。今年の秋はぜひ海の京都で食をお楽しみください。詳細は以下ホームページをご覧ください。 

 

海の京都ＤＭＯ    https://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 

 

８ 関連情報 

＜＜京都舞鶴港＞＞ 

より使いやすい港になるよう、ふ頭整備を進めており、大雨や地震など自然災害による影響を最

小限に抑える非常時の物流ルートとして、関西圏の企業様から、「メインポートの代替・補完機能と

しての利用を検討したい」というお声も寄せられるようになりました。 

近年頻繁に発生する災害等の備えとして、京都舞鶴港の利用についてぜひご検討ください。 

ご相談は（一社）京都舞鶴港振興会まで。 

 

【(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/ 

 

【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。】 

 京都舞鶴港の定期航路が増え、利便性が高まっています。ぜひ京都舞鶴港の周辺に立地し、京都

舞鶴港を利用して、海外との輸出入を行いませんか。 

https://www.kyotofuyouchibank.com/area/ 

 

【港湾運送事業者の御案内】 

 京都舞鶴港で輸出入をお考えの皆様は、現在、ご利用のフォワーダーまたは以下の港湾運送事業

者にご連絡ください。 

◆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）舞鶴支店舞鶴海運事業所国際輸送課 

TEL：0773-75-3207  FAX：0773-75-2136 

E-mail： nittsu-ocd_maizuru@nipponexpress.com 

◆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 

https://www.uminokyoto.jp/index.php
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http://www.pref.kyoto.jp/tango/no-shoko/index.html
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【航路スケジュールのご案内】 

◆韓国コンテナ航路 

 興亜 LINE日本総代理店－㈱シノコー成本 興亜ライン(株) http://www.heungaline.jp/   

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

 天敬海運日本総代理店－シーケー・マリタイム㈱ http://www.ckm.co.jp/ 

 高麗海運日本総代理店－高麗海運ジャパン㈱ http://www.kmtcjapan.com/home/index.asp 

◆日韓露国際フェリー航路（休止中） 

 ドゥウォン商船日本総代理店－㈲MW-LINE https://www.mw-line.com/ 

◆神戸港トランシップ国際フィーダー航路 

井本商運株式会社 http://www.imotoline.co.jp/ 

◆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**** 

◆以下のサイトでは、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 

 

９ 新型コロナウイルスに関する事業者向け支援制度 

 新型コロナウイルスの影響により大変な状況が続いております。 

以下のサイトでは、新型コロナウイルスの影響を受けておられる事業者の皆様に対する国や京都府

の主な支援制度をとりまとめています。 

 該当される事業者の皆様には活用についてご検討いただければと思います。 

https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/shienseido.html 

 

10 編集後記 

台風が過ぎ去り、少しずつ秋が近づいてきています。京都も秋は紅葉で賑わいます。コロナも少

し落ち着いてきていますが、季節の変わり目は体調を崩しやすいので皆様どうぞご自愛くださいま

せ。皆様の京都舞鶴港のご利用を心からお待ちしております。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

発行者：京都府商工労働観光部経済交流課 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 

■TEL: 075-414-4845 ■FAX: 075-414-4870 

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

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

※配信停止につきましては発行者まで御連絡ください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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