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浜坂みなとホタルイカ祭り

日本海の春の味覚・ホタルイカ。ホタルイカの水揚げが全国トップクラスを誇る浜坂漁港
をＰＲするために、「第９回浜坂みなとホタルイカ祭り」を同港で開催します。

ホタルイカは新温泉町の春の風物詩になり、近年は京阪神、中国、四国方面だけではなく、
遠くは関東方面からも訪れていただけるようになりました。そして、会場内は毎回家族連れ
など多くの来場者でにぎわい、旬の味覚を堪能していただいています。

来場者には、大釜でゆで上げられたホタルイカが振舞われるほか、立食コーナーにはホタ
ルイカを使い工夫を凝らした「お好み焼き」「串揚げ」「軍艦巻き」「炊き込みご飯」など
のアイデア・オリジナル料理に長蛇の列ができ、旬を迎えたホタルイカの味を楽しんでいた
だくことができます。また、海産・農産物販売コーナーや但馬牛のミニステーキコーナーも
人気を集めています。

そのほか会場内には、湯村温泉からの出張足湯コーナーも設けられ、来場者が足をつけて
体を温め温泉気分を体験することができ大変好評です。
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問合わせ先 浜坂観光協会 ℡0796－82－4580
ホームページアドレス http://www.hamasaka.com/

今年は４月８日（日）開催です！

新温泉町

ホタルイカのお好み焼き

足湯コーナーでほっこり

ホタルイカの釜ゆで

毎年多くの人でにぎわいます
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【香美町発】

本年も香住にお越しいただいた多くの方々に感謝の意味も込めて、お得で楽しいイベン
トを開催します。その日に水揚げされたばかりの活きた「松葉ガニ」を中心とした水産物
販売コーナー（格安！）、カニ汁の無料サービスの他に、親子で背中合わせに風船をはさ
み、横歩きでタイムを競う「親子カニ歩き競争」や豪華賞品が当たる「ビンゴゲーム」な
ど楽しいイベントがいっぱいです。

カニシーズンの締めくくりは、是非「香住」にお越し下さい。

と き：平成19年３月４日（日） 8:30～12:00
ところ：兵庫県美方郡香美町香住区 柴山港 上屋

香美町

かにの本場「香住」で
『第６回かに感謝祭』開催
香住の３月は感謝の気持ちでおもてなし！

かに汁、かに雑炊の1,000杯サービスは大人気

会場にはセリ市にも使用するカニ専用
水槽に活ガニがいっぱい

問合わせ先 柴山港漁業協同組合 ℡0796－37－0301
ホームページアドレス http://www4.ocn.ne.jp/~sibayama/

オープニングの紅白餅まきは、早朝にもかか
わらず黒山の人だかり

親子カニ歩き競争は、25組の親子が
白熱したレースを展開
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会員だより 【兵庫県発】

津居山港海岸環境整備事業
環境面の取り組み

豊岡市

津居山港海岸は、山陰海岸国立公園の区域内（豊岡市気比）に位置しておりますが、
日本海特有の冬季風浪等により、越波、海浜浸食が生じていました。そのため、潜堤、
護岸、養浜等の面的整備を行うことにより、安全な海岸づくりを行い、豊かな自然に
接しながらレクリエーション活動を通じたふれあいの場が創出できる魅力ある地域づ
くりを目指し、海岸環境整備事業を実施しています。

海岸環境整備事業

道路改良事業

道路改良事業により伐採予定の松林

しかし、松を移設した地点は波浪の影響を受けやすく自然条件が厳しいため、順調
に成長するかを見守る必要がありますが、今後も環境面の配慮を怠ることなく事業を
進めていく計画であります。

ところで、津居山港周辺では
道路改良事業による現道拡幅工
事が施工中でありますが、現道
を拡幅するにあたり支障となる
松を伐採する必要が生じました。
一方、津居山港海岸では今後、
遊歩道、植栽の施工も計画され
ています。そのため、これら近
隣で行われている事業間で調整
を行い、松を伐採して処分する
のではなく、できる限り有効利
用することを検討しました。

一部の背丈の低い移植が容易
な松は、津居山港海岸の植栽予
定地へ実験的に移植しました。
また、背丈の高い成長した幹の
太い松は、テーブル、イス等に
加工し遊歩道に設置する付属施
設とすることにしました。その
ため、根株や枝葉以外は処理場
等に運搬することなく、現地に
て有効に活用することができま
した。

津居山港（豊岡市気比）

移植した松 加工したテーブル

兵庫県但馬県民局
豊岡土木事務所
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会員だより 【舞鶴市発】

京都府「舞鶴港」が
リサイクルポートに指定

舞鶴市

京都府舞鶴港が、平成18年12月19日付けで、リサイクルポート資源の物流拠点にな
る、国土交通省の「総合静脈物流拠点港（リサイクルポート）」の指定（第３次）を
受けました。

リサイクルポートの指定は、
リサイクルが可能な資源を海
上輸送で広域的に流通させる
拠点づくりを行うことで、臨
海部の産業活性化や循環型社
会の構築が進められるとして、
国土交通省が平成14年度から
実施しているものです。

リサイクルポートに指定さ
れれば、リサイクル産業の新
規立地促進や民間企業者のリ
サイクル施設整備に対する融
資、港湾整備支援などの優遇
措置を国から受けることがで
きます。

今回、能代港（秋田県能代
市）、三島川之江港（愛媛県
四国中央市）とともに指定さ
れ、リサイクルポートは全国
で21港になりました。

京都府舞鶴港では、既に金
属スクラップや古紙の再利用
事業を行っており、平成17年
のリサイクル資源の取扱量は、
約１万４６００トンとなって
おり、今後さらにペットボト
ルや石炭灰を中心に取扱品目
を増やしていく予定です。

また、国、京都府、舞鶴市、
事業団体等と連携を図りなが
ら、静脈物流拠点としての具
体的な対応を検討し、京都府
舞鶴港を京都府中北部の重要
な地域資源及び振興拠点とし
て、幅広い関連企業や物流拠
点の誘致が進むよう積極的に
取り組んでいきたいと考えて
います。

今回リサイクルポートに指定された舞鶴港（第三埠頭）
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梅雨や台風などの増水で濁流とともに流れ出た多くの流木やワラ・アシ等が海岸や漁
港に漂着して景観を壊したり、漁船の航行に支障をきたしています。

特に大量のゴミが漁港内に入った場合は、被害拡大防止のため漁業者は漁を休み撤去
作業を余儀なくされます。また、つかみ装置付重機による引き上げやダンプトラックに
よる運搬の経費がかかり大変な負担となっています。

また、砂浜に漂着したゴミは、イベントや海水浴シーズンが始まるまでに撤去作業を
完了しなければならず、予算的にも限度があり事態の収拾に苦慮しています。台風でゴ
ミの量が甚大であったときなどは、多くの住民ボランティアや地元土木建設業組合関係
者等の努力により、美しい海岸を復活していただきました。

幸い今年度は、台風等の増水による大規模なゴミの漂着被害はありませんでしたが、
風浪によるゴミの漂着が増え、景観は良い状況にあるとは言えません。山林や田畑の荒
廃が、ますますゴミの供給源となることが懸念されます。

海岸に漂着したゴミは砂の付着も多く、環境センター（焼却施設）に持ち込むことが
出来ず、また、漂着ゴミの引取りが可能な、民間の産業廃棄物処理業者が近くに無いな
ど、処分（廃棄）が困難となっています。現在、多量のゴミが漂着した場合の集積地確
保が課題となっています。

漂着ゴミの清掃活動 【新温泉町発】

地元高校生による海岸清掃

イベントスケジュール 近畿ブロック内で、これから行われるイベントの一覧表です。

0796-36-2467香住潮風マラソン大会事務局
大人3,000円

小・中2,000円
（予定）

3・5・10kmマラソン大会香住西港～三田浜９月下旬第19回香住潮風マラソン

0796-36-1111香美町観光課無料海上花火大会、たらいこぎ大会、フリーマーケット等香住浜一帯７月下旬第30回香住ふるさとまつり

0796-37-0301柴山港漁業協同組合無料水産物販売、ビンゴ大会他香住 柴山漁港３月４日（日）第6回かに感謝祭

香美町

0796-92-1131
0796-82-3111

振興課
商工観光課

無
造形物コンテスト、アトラクション、大声コンテスト、立食コー
ナー、特産等販売

牧場公園9月23日第14回但馬“牛祭り”

0796-92-1131
0796-82-3111

振興課
商工観光課

参加費必要
参加者が「おに」になり「隠れ人」を探す参加型交流イベント、
事前申込

湯村温泉街6月10日第8回全日本かくれんぼ大会

0796-82-4512実行委員会事務局参加費必要ﾊｰﾌ、10km、5km、3kmｺｰｽ、賞品、参加賞、事前申込必要浜坂北小学校グランド5月27日第21回麒麟獅子マラソン大会

0796-82-3111社会教育課参加費必要ビーチバレー、事前申込必要浜坂県民サンビーチ7月or8月ビーチフェスタ

0796-82-4580浜坂観光協会無打上花火、各種露店浜坂県民サンビーチ7月中旬
浜坂ふるさと

夏まつり花火大会

0796-82-4580浜坂観光協会無ゲーム、アトラクション、郷土芸能、海産・農産・特産の直販等浜坂漁港セリ市場11月中旬第20回浜坂みなとカニ祭り

0796-82-4580浜坂観光協会無ゲーム、アトラクション、郷土芸能、海産・農産・特産の直販等
浜坂漁港セリ市場又は
浜坂県民サンビーチ

6月or7月浜坂海岸海遊祭り

0796-82-4580浜坂観光協会無アトラクション、郷土芸能、試食、海産・農産・特産の直販等浜坂漁港セリ市場4月8日
第9回浜坂みなと
ホタルイカ祭り

新温泉町

0796-22-8111かにまつり実行委員会(豊岡観光協会内)無料

・うまい、安い、屋台
・素人新鮮うまいもの競り市
・円山川下り屋形船の乗船会（先着180名様）
・津居山かに大抽選会（受付10:30～12:00）
・かにのせり市
・かに雑炊の無料サービス（先着800名様）

津居山港
2月25日（日）
8:30～14:00

とよおか津居山港かにまつり豊岡市

電話番号連絡先入場料内容ところときイベント名市町村名

漁港内のゴミ清掃作業

引き上げた漁港内のゴミ清掃ボランティア

平成16年台風23号通過後の漂着ゴミ
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【編集・問合わせ先】
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 港湾空港部 港湾空港振興室

TEL：078-391-3102 FAX：078-325-8288

0772-32-0302
ine-sci@kyoto-
fsci.or.jp

伊根町商工会伊根湾内での花火大会の他、数多くのイベントが催される。七面山物揚場８月下旬
ＦＵＮＡＹＡの里

ベイエリアフェスティバル

0772-32-0277
inetour@beach.oc

n.ne.jp
伊根町観光協会

若者や漁師達が、海の安全と豊漁を祈願し、太鼓と横笛の音に合
わせて手漕ぎの祭礼船での競争（こばりあい）を繰り広げます。

蛭子神社８月下旬おべっさん

0772-32-0277
inetour@beach.oc

n.ne.jp
伊根町観光協会

古来より地域内の水利が悪く大火になる事が多かったため、火事
がない事を祈願します。境内では奉納相撲がおこなわれます。

愛宕神社８月中旬愛宕の火祭

0772-32-0277
inetour@beach.oc

n.ne.jp
伊根町観光協会

浦嶋神社へ勇ましい太刀振りを奉納。太鼓に合わせ大太刀・小太
刀の突き、払いの妙が鮮やか。

浦嶋神社８月上旬本庄祭

0772-32-0277
inetour@beach.oc

n.ne.jp
伊根町観光協会

約３００年余り続く伊根祭は、別名「海の祇園祭」とも呼ばれ、
大漁など祈願します。本祭では、祭礼船や神楽船などが海上渡御
を行います。

八坂神社７月下旬伊根祭

0772-32-0277
inetour@beach.oc

n.ne.jp
伊根町観光協会

若宮神社がある井室地区では、神楽などが奉納されます。※今年
の新井地区の朝妻祭は、太刀振りなどが行われません。

若宮神社
新井崎神社

４月中旬朝妻祭

0772-32-0680舟屋の里公園
つつじ満開の舟屋の里公園で旬の幸が味わえる他、鮮魚、加工品
の販売、ゲーム等、楽しいイベント盛り沢山。

舟屋の里公園４月下旬つつじまつり

0772-32-0277
inetour@beach.oc

n.ne.jp
伊根町観光協会

室町時代から続く菅野の神楽。獅子の生け捕りを演じる和唐内
（わとうない）は、迫力のある立ち回り・早がわりが見もの。

上山神社４月下旬筒川祭

0772-32-0277
inetour@beach.oc

n.ne.jp
伊根町観光協会

長寿や延命息災招福などを祈願します。別名「福棒祭」とも言わ
れ、くじで「福棒」を引き当てた人は願いが叶うとされています。
祭の最後には「翁三番叟」が奉納されます。

浦嶋神社３月中旬延年祭

伊根町

0772-22-5131 
sight@city.miyaz

u.kyoto.jp

宮津燈籠流し花火大会実行委員会事務局
宮津商工会議所

宮津藩主・京極高広の時代から、盆の精霊流しとして始められた
という行事。（由緒ある）16日の花火もまた、丹後一の花火とし
て名高い。午後７時から海上は精霊船と10,000個余の燈籠で埋め
尽くされ、夜空には約3,000発の花火があがる。14日～16日には、
宮津おどり大会が、催される。

島崎公園・宮津湾8月16日宮津燈籠流し花火大会

0772-22-0670天橋立観光協会
午後２時頃から１０００個の桃が振る舞われます。海水浴場で食
べる桃の味は格別です。

天橋立海水浴場８月上旬ワイワイおもしろ桃まき

0772-22-0670天橋立観光協会
滝の近くに住んでいた悪い赤鬼を不動明王の化身の巫女が神火の
矢で射て、滝を業火に変え赤鬼を退散させたと言われている。

金引の滝７月最終日曜日金引の滝火祭り

0772-22-8030天橋立文珠繁栄会
かがり火で彩られた「廻旋橋」周辺で、ドラや太鼓に合わせ、金
や銀の龍が舞う。

天橋立廻旋橋付近7月24日文殊堂出船祭

0772-22-2121
sight@city.miyaz

u.kyoto.jp

天橋立「炎の架け橋」実行委員会
（宮津市産業振興室商工観光係内）

無

宮津・天橋立の夏のオープニングイベント。年に一度、天の浮橋
神話のいわれを継承し、宮津湾側（外海）に２００本と阿蘇海側
（内海）にも１００本のかがり火を設置し、天橋立がライトアッ
プされる。

天橋立大天橋7月22日天橋立「炎の架け橋」

宮津市

0773-66－1024舞鶴市産業振興室無
約３００年前、クラゲが大発生し漁ができなくなり、海神様の怒
りを静めるために始まったと伝わり、魚型の万灯籠に神火を点火
し川の中に立てて回転させる勇壮な火祭りです。

伊佐津川河口
大和橋周辺
（西地区）

8月16日(木)
（19：30頃～）

吉原の万灯籠（まんとうろう）

0773-66－1024舞鶴市産業振興室無
海橋寺に祭られた施餓鬼法要の旗やお供物、家々の門に設けられ
たお供物が、子供たちの手で精霊船に積み込まれ沖へ流されます。

小橋8月15日(水)小橋の精霊船

0773-66－1024舞鶴市産業振興室無
４００年以上昔の大蛇退治伝説と共に伝わり、高さ１６メートル
の大松明に火のついた松明を投げ入れて点火する勇壮な火祭りで
す。

雨引神社
（西地区 城屋）

8月14日(火)
（22：00頃～）

城屋の揚松明（あげたいまつ）

0773-63－3236
http://www.dance
.ne.jp/~machifes

/

まち遊びフェスティバル
実行委員会事務局

無
企画から運営まで全て若者たちの手によって行われ、毎年フリー
マーケットやナイトステージなど多彩な企画が繰り広げられます。

前島みなと公園周辺
（舞鶴東港地区）

8月中旬まち遊びフェスティバル

0773-62－6940
http://www.redbr

ick.jp/
舞鶴赤煉瓦ジャズ祭実行委員会未定

赤煉瓦倉庫群特設ステージを舞台に繰り広げられる夏の夜のジャ
ズコンサート。国内外から一流のミュージシャンを迎えます。

赤れんが倉庫群
特設ｽﾃｰｼﾞ

（市役所隣）
8月上旬赤煉瓦サマー・ジャズin舞鶴

0773-62－4600
みなと舞鶴ちゃったまつり

実行委員会
無

舞鶴地方の方言「ちゃった」から名付けられたまつり。舞鶴音頭
にあわせて踊る民踊流し、花火大会などが行われます。

舞鶴市内7月下旬～8月上旬みなと舞鶴ちゃったまつり

0773-66－1024舞鶴市産業振興室無
安寿姫塚の慰霊祭にあわせて、キャンドルイルミネーションを実
施

下東
（西地区）

7月中旬
安寿姫塚キャンドル
イルミネーション

0773-66－1024舞鶴市産業振興室無神崎・竜宮浜・野原の３海水浴場で海開きが行われます。各海水浴場7月上旬海開き

0773-68－1187（社）舞鶴市花と緑の公社無
５万株のアジサイが見事な花を咲きそろえます。期間中、アジサ
イの販売が行われます。

舞鶴自然文化園
6月9日（土）～

7月8日（日）※予定
舞鶴自然文化園アジサイ展

0773-66－1024舞鶴市産業振興室無

若狭湾に浮かぶ冠島はオオミズナギドリの繁殖地として天然記念
物に指定されているため上陸が禁止されていますが、島の老人嶋
神社は漁民の信仰が厚く、年に一度参拝のため上陸が許されてい
ます。

冠島
（舞鶴市沖合）

6月1日（火）雄島まいり

0773-75－0933まいづる田辺城まつり実行委員会無
城下町の歴史と文化にスポットを当てた祭です。武者行列、芸屋
台、伝統芸能など繰り広げられます。

舞鶴公園
（西地区）

5月27日（日）※予定まいづる田辺城まつり

0773-66－1024舞鶴市産業振興室無
東舞鶴公園の２万５千本のつつじが咲きそろい、５月４日各種イ
ベントが開催されます。

東舞鶴公園4月下旬～5月上旬舞鶴つつじまつり

0773-66－1024舞鶴市産業振興室無
吉田の瑠璃寺にあるしだれ桜のライトアップとキャンドルイルミ
ネーション

吉田 瑠璃寺4月上旬
吉田キャンドル

イルミネーション

0773-62-1068共楽公園花祭協賛会無舞鶴の桜の名所で小山全体を桜が埋め尽くします。共楽公園3月下旬～4月中旬共楽公園花祭り

0773-66－1024舞鶴市産業振興室無ボンボリ、土曜日夜には歩行者天国になり、夜桜見学ができます。与保呂川沿い3月下旬～4月中旬与保呂川沿い桜祭り

0773-75－0933舞鶴商工振興会無ボンボリ点灯舞鶴公園3月下旬～4月上旬舞鶴公園花祭り

0773-68-1187（社）舞鶴市花と緑の公社無
1,500種30,000本の世界各国のツバキを転じする日本有数のつばき
展です。切花・鉢花の展示、苗木等の販売も行います。

舞鶴自然文化園
3月17日（土）～

4月15日（日）※予定
舞鶴自然文化園つばき展

舞鶴市

0772-69-0450
kankoshinko@city
.kyotango.kyoto.

jp

京丹後市商工観光部観光振興課
京丹後市ドラゴンカヌー大会実行委員会

参加費

10,000円

勇壮な太鼓の響きにあわせて、水しぶきをあげながら豪快に海上
をつき進むドラゴンカヌー。１０人乗りのドラゴンカヌーは全国
から１００クルー以上が参加し、早さを競います。暑い夏がとび
きり熱くなる久美浜名物。

京丹後市久美浜町西
本町 浜公園

8月上旬ドラゴンカヌー選手権大会

0772-72-0009
京丹後市網野市民局地域事業課 浅茂川区

（水無月祭典実行委員会）

昼のみこし巡行から夜の花火大会まで、たくさんの人でにぎわう
網野町内最大の夏祭り。みこし巡行の見せ場・海上渡御では、担
ぎ手の勇ましい掛け声が浜辺に響き渡ります。

京丹後市網野町浅茂
川八丁浜海岸

7月下旬水無月祭

0772-72-2297京丹後市網野市民局地域事業課 小浜区
京都府内最大の淡水湖・離湖周辺で行われる夏祭り。見せ場の花
火大会で打ち上げられる花火は、湖上鳥居の浮かぶ湖面に映り格
別。

京丹後市網野町小浜
離湖周辺

７月中旬小浜離山弁天まつり

0772-69-0713
amino-

shimin@city.kyot
ango.kyoto.jp

はだしのコンサート実行委員会
京丹後市網野市民局市民福祉課

海岸で
拾ったゴミ

「鳴き砂」で知られる琴引浜。「あなたが拾ったゴミが入場券」
コンサートやビーチクリーン、ビーチマラソンなどを通して自然
環境の保護を呼びかけます。

京丹後市網野町琴引
浜海岸

６月第１日曜日はだしのコンサート

京丹後市

電話番号連絡先入場料内容ところときイベント名市町村名


