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トピックス

｢京丹後市｣ 誕生！！

平成１６年４月１日、丹後６町(峰山町・大宮町・

網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町)が合併し、「京

丹後市」が誕生しました。

同日午前８時より京丹後市役所前(旧峰山町役

場)において旧各町の町長、京都府峰山地方振興

局長、地元選出の府会議員、市職員等が参集し、

新たな船出を祝い開市式が開催されました。旧町

役場に支所としておかれる５つの各庁舎において

も新しい看板の序幕を行い、地域を挙げ市制施行

を祝福しました。

開市式において京丹後市長職務執行者である

増田桂一前峰山町長は、式辞において

平成１４年４月１日に丹後６町法定合併協議会が設置され、さまざまな協議がなされた結果、

山陰海岸国立公園に属する旧久美浜町、山陰海岸国立公園と若狭湾国定公園に属する旧網野町、

若狭湾国定公園に属する旧丹後町の地域にまたがる「海」というすばらしい財産を持った京丹後市

となりました。

【開市式の様子】

【京丹後市市章】

デザインの趣旨：丹後の丹の字をイメージ化しており、
丹後の自然豊かな山と海の風や波を現し、

中央の円は、丹の赤色と日の出を表象した、

やさしくて安定感のある市章。

当記事を寄せて頂くにあたり、京丹後市役所の方にお伺いしたところ

「この市章ができたことで、新しい市としてのイメージが固まったと喜んでいる」との

ご感想を頂きました。 京丹後市のご発展をお祈り致します。

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ】 http://www.city.kyotango.kyoto.jp/tango/appmanager/kyotango/citizen

「ひと、みず、みどり、歴史と文化が織りなす交流のまち」の実現を目指すことを表明しました。

この度、新しい市が誕生しましたのでご紹介致します。
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会員だより

生息地は本州から四国・九州、東部北太平洋、インド洋に分布。体長は5.5m～10mに達し、背鰭の

前方6鰭条は太く非常に長い。体全体がグアニンという色素に覆われており、銀色に光っています。

和名は 「竜宮の使い」の意。各地の漁村に伝承される人魚伝説「八百比丘尼（はっぴゃくびくに）

伝説」の中に、人魚の肉を食べ不老長寿になった娘が登場しますが、この伝説に出てくる人魚が

リュウグウノツカイではないかといわれています。

白く長い体。しなやかに伸びるひものようなひれ。そんな幻想的な姿が人々に人魚と思わせたの

でしょうか。水深１００メートルを超える世界に棲む深海魚。遊泳力が弱く、海底火山、台風、荒天など

の衝撃で浮きあがってきます。天変地異の前ぶれとしている地域も。

エビの仲間をエサにしているようですが、その生態は謎につつまれています。

これまでに発見されたものはほとんどが死んで打ち上げられたものですが、

この個体は平成１６年２月１９日に竹野町切浜の堤防付近で磯釣りをしていた北村政彦さん（豊岡市）

が発見されたもので、まだ生きていたそうです。

体長3.17m。リュウグウノツカイとしてはやや小ぶりですがそれでもじゅうぶん迫力があります。

竹野町では、このリュウグウノツカイを剥製にし、北前館で展示しています。

【展示されている剥製】

竹野町発

このニュースは新聞にも取り上げられ、最近では地元の

方だけでなく、近畿一円からの観光客も増えているとのこ

とです。展示を見た方、特に子ども達は、皆その大きさに

びっくりしているようです、と北前館の方が話して下さい

ました。

硬骨魚綱アカマンボウ目
リュウグウノツカイ科
リュウグウノツカイ属

ちなみに、ニシンの王
という意味です

～「リュウグウノツカイ」展示～

【リュウグウノツカイとは】

学名：Regalecus russellii
英名：Slender Oarfish

櫂(ｵｰﾙ)状の魚ｽﾚﾝﾀﾞｰな

○展示場所 北前館

○所在地 兵庫県城崎郡竹野町竹野50番地の12

○電話番号 0796-47-2020 

○ＨＰアドレス http://www.mjnet.ne.jp/kitamae

【竹野町北前館へのアクセス】
1F事務室前に展示保存しています。

一度、現物を見にお越しください。

人名
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会員だより

～みなとのとびらフェスタ開催～

舞鶴市では、平成１４年から２年間にわたり開催された

国土交通省主催の「舞鶴みなとまちづくり懇話会」を受け、

その委員を中心に「舞鶴みなとまちづくり協議会」を新たに

結成し、行政や企業等との協働により市民が主体となって

みなとまちづくりに取り組んでいるところです。

今回、その一環として水辺の魅力再発見と創出により、

港に訪れる人々が楽しいひと時を過ごせる空間の提案を目的に「みなとのとびらフェスタ」を

５月５日（子供の日）に開催しました。

これにより中国、韓国等北東アジア諸国や国内の

それぞれの港の競争が激化する中、既存の多目的

クレーンとの２基体制が実現し、港の信頼性が大きく

高まるとともに、コンテナ処理能力が向上し、荷主や

船会社へのポートセールスに一層弾みがつくものと

期待しています。

～待望のガントリークレーン稼動～

舞鶴港の外国貿易の拠点となっている舞鶴西港の

第２埠頭で、待望のガントリークレーンが３月から稼動

を始めました。

当日は、豪華客船「飛鳥」も入港し、多国籍料理や

舞鶴名物肉じゃがの屋台、特設ステージではタイの

民族舞踊、中国の民族楽器の演奏などが催され、

会場周辺は約１万人の来場客で賑わいを見せました。

飛鳥はどこでも人気者ですね！

いつか乗ってみたいものです。

舞鶴市発
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イベントスケジュール 近畿各地でこれから行われるイベントです。

【６月～８月】

市町村名 イベント名 とき ところ 内容 入場料 連絡先 電話番号

6月 舞鶴市
舞鶴自然文化園
アジサイ展

6月12日(土)～
7月4日(日)

舞鶴自然文化園
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。

無料 (社)舞鶴市花と緑の公社 0773-68－1187

7月 舞鶴市 海開き 7月上旬 各海水浴場 神崎・竜宮浜・野原の３海水浴場で海開きが行わ
れます。

無料 舞鶴市商工観光課 0773-66－1024

舞鶴市
安寿姫塚ｷｬﾝﾄ゙ ﾙ
ｲﾙﾐﾈー ｼｮﾝ

7月17日(土) 下東（西地区）
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

無料

京丹後市 小浜離山弁天祭7月20日 網野町離湖 湖上に設営された鳥居が、夜ライトアップされて
とてもきれいです。

無料 京丹後市観光振興課
小浜区

0772-69-0450
0772-72-2297

香住町
第27回香住
ふるさとまつり

7月24・25日 香住浜海水浴場他
海上花火大会やフリーマーケット等の催しものを
実施予定

香住町産業課 0796-36-1111

京丹後市 間人みなと祭 7月25日 丹後町間人

もともとは、豊漁を祈る漁師の祭りでしたが、
昭和25年間人町制30周年を記念して、地域の
夏祭りとなりました。漁業者の大漁安全祈願、
花火、宝船巡航、露店など。

無料 丹後町観光協会 0772-75-0437

伊根町 伊根祭 7月27・28日 八坂神社他
（伊根湾周辺）

三百年余りの伝統を持つ「伊根祭」は伊根八坂・
海の祇園祭とも呼ばれる夏の風物詩。海上での安
全や大漁を祈り、五穀豊穣への願いを託します。

無料 伊根町観光協会 0772-32-0277

京丹後市 水無月祭 7月30日 網野町八丁浜周辺

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
掛け声が八丁浜に響き渡ります。

無料 京丹後市観光振興課
浅茂川区

0772-69-0450
0772-72-0009

舞鶴市
みなと舞鶴
ちゃったまつり

7月31日(土)・
8月1日(日)
【予定】

舞鶴市内
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。

無料
みなと舞鶴
ちゃったまつり
実行委員会

0773-62－4600

8月 京丹後市
ドラゴンカヌー
選手権大会 8月上旬 久美浜町久美浜湾

龍の頭のついた１０人乗りの舟で速さを競うイベ
ント、全国から１００チーム以上が参加します。

大会に参加する
場合は有料、
見学のみは無料

京丹後市観光振興課
京丹後市久美浜市民局

0772-69-0450
0772-69-0736

伊根町 本庄祭 8月6・7日 浦嶋神社

提灯を持った若者たちが神社に宮入をし、裸で
もみあう祭でその雄大さに圧倒される宵宮。翌日
の本祭では勇ましく晴れやかな太刀振りを奉納し
ます。

無料 伊根町観光協会 0772-32-0277

舞鶴市 赤煉瓦サマー・
ジャズin舞鶴

8月7日(土)・
8日(日)
【予定】

赤れんが倉庫群
特設ステージ
（市役所隣）

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。

未定 舞鶴赤煉瓦ジャズ祭
実行委員会

0773-63－7710

舞鶴市
まち遊び
フェスティバル8月14日(土)

前島みなと公園周辺
（舞鶴東港地区）

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。

無料
まち遊びフェスティバル
実行委員会事務局 0773-63－3236

舞鶴市
城屋の揚松明
（あげたいま
つ）

8月14日(土)
22：00頃～

雨引神社
（西地区　城屋）

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。

無料 舞鶴市商工観光課 0773-66－1024

伊根町 愛宕の火祭 8月15日 愛宕神社
亀島４区の若者や漁師が、海の安全と豊漁を祈願
します。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。

無料 伊根町観光協会 0772-32-0277

舞鶴市
吉原の万灯籠
（まんとうろ
う）

8月16日(月)
19：30頃～

伊佐津川河口
大和橋周辺
（西地区）

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。

無料 舞鶴市商工観光課 0773-66－1024

伊根町 おべっさん 8月20日 蛭子神社
古来より域内の水利が悪く大火になる事が多く、
火事がない事を祈願します。松明を持った人々 が
掛け声と共に神社へ参拝し奉納相撲が行われます

無料 伊根町観光協会 0772-32-0277

伊根町
ＦＵＮＡＹＡの
里ベイエリア
フェスティバル

8月28日
七面山物揚場
（町役場裏）

各種バザーが並び、ステージイベントが披露
され、洋上の大スクリーンで映画を上映。最後に
舟屋が取り囲む伊根湾を覆い尽くす花火が打ち上
がります。

無料 伊根町商工会 0772-32-0302
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イベントスケジュール

【９月～１１月】

夏から秋にかけて、各地ではさまざまなイベントが目白押しです。

お出かけ計画のご参考にどうぞ！

市町村名 イベント名 とき ところ 内容 入場料 連絡先 電話番号

9月京丹後市
丹後１００ｋｍ
ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝ 9月19日 京丹後市内

100キロと60キロの２種目があり、全国から
数多くのランナーが参加します。 参加は有料 京丹後市観光振興課 0772-69-0450

香住町
第16回香住潮風
ﾏﾗｿﾝ大会 9月25日

香住西港～
三田浜折り返し 香住海岸の風景を眺めながら行うマラソン大会 未定 香住海洋センター 0796-36-2467

京丹後市丹後天橋立
ツーデーマーチ9月下旬 京丹後市内

丹後の自然を満喫しながら楽しくウォーキング。
5キロ、10キロ、15キロ、20キロ、40キロと
コースを選ぶことができます。

参加は有料 丹後地区広域市町村圏
事務組合 0772-22-8334

10月京丹後市あみの八丁浜
ﾛー ﾄ゙ ﾚー ｽ大会 10月17日 網野町八丁浜周辺 ３キロ、５キロ、10キロ、ハーフのロードレース

です。 参加は有料 京丹後市教育委員会
網野教育分室 0772-69-0663

香住町
余部鉄橋全国区
絵画展 10月 香住町中央�公民館 未定 未定 香住町�企画課 0796-36-1111

舞鶴市 まいづる魚まつ
り

10月3日(日)
【予定】

舞鶴　水産流通ｾﾝﾀー
（西地区）

市民参加のセリ市、海鮮バーベキュー、寿司
即売、ウナギつかみ取りなど舞鶴の新鮮な海の幸
を楽しむイベントです。

無料 舞鶴水産流通協同組合 0773-75－3275

舞鶴市 赤れんがﾌｪｽﾀ
10月9日(土)・
10日(日)
【予定】

市役所周辺
（東地区）

赤れんが倉庫群を舞台にｱーﾄ・ｱﾝﾄ゙・ｸﾗﾌﾄﾌｪｱや
世界のグルメなど多彩なイベントです。 無料 赤れんがフェスタ

実行委員会 0773-66－1073

11月伊根町 筒川そばまつり11月上旬 筒川文化センター

伊根町の山里、筒川名産の本格的手打ち「筒川
そば」。新そば粉のそばの試食、持ち帰りそば・
加工品の販売、その他農産物など伊根の幸が盛り
沢山。

無料 伊根営農経済センター 0772-33-0303

伊根町 産業祭 11月中旬 伊根小学校周辺
伊根町内の農林水産物が集い、品評会・展示即売
会が行われます。その他特産品の試食、販売や、
各種イベントが行われます。

無料 伊根町農林水産課 0772-32-0505
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【編集後記】
今回この71号を作成するにあたって、紙面作りの参考にさせて頂こうと思い

これまでに発刊されたすべての「にぎわい」を拝見致しました。
創刊当初のアツい意気込みに負けないような紙面を、と思い 出来上がったの

が本号です。

とはいえ通信誌などを編集するのは、小学校で壁新聞を作って以来なので
近畿各地の魅力がきちんと伝えられたかどうか、甚だ不安です。71号を読んで

「行ってみたいなぁ」と思って頂けたら幸いです。

なお、バックナンバーは北陸地方整備局で整理されております、以下の

ページをご覧下さい。

http://nigiwai.onlyone.ne.jp この中の、資料室のページです。

【編集・問合せ先】
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


