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「みなと安久トンネル」貫通式を開催！

京都舞鶴港に造成中の多目的国際ター
ミナル・和田埠頭（仮称）へのアクセ
ス道路として国が工事を進めている臨
港道路和田下福井線の「みなと安久ト
ンネル」の貫通式が、平成１７年９月
８日に行われました。関係者や地域住
民ら約１２０人が出席し、通り初めな
どで工事の順調な進行を祝いました。

トンネルは全長１，１２５メートル。
埠頭近くの京都府舞鶴市下安久と上安
久間を五老岳の山すそを貫いて結び、
国道１７５号、２７号方面から埠頭に
通じる臨港道路の一部となります。最
大幅約１２メートル、高さ７メートル
と、大型コンテナ車が通過できる幅、
高さを確保しています。

国土交通省近畿地方整備局が平成１
６年２月に着工。トンネル全体は２０
０８年ごろ完成予定で、総事業費は約
５５億円。

式では来賓の江守光起舞鶴市長ら３
人が発破の点火ボタンを押してトンネ
ルが貫通し、出席者が２人ずつ通り初
めを行いました。続いて同整備局の溝
渕康行総括調整官が「トンネルを無事
完成させ、多目的国際ターミナルとな
る和田埠頭の効率的で機能的な物流に
寄与したい」とあいさつ。鏡開きで貫
通を祝いました。

平成２０年代前半には和田埠頭及び
臨港道路和田下福井線の供用開始が予
定されており、京都舞鶴港における港
湾物流の進展が大いに期待されます。
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会員だより 新温泉町発

浜坂みなとホタルイカ祭り ～平成18年4月18日開催！～

日本海の春の味覚・ホタルイカの水揚
げが全国トップを誇る浜坂漁港をアピー
ルするため恒例の「浜坂みなとホタルイ
カ祭り」が開催されます。
今回で8回目の開催ですが、すっかり新温
泉町の春の風物詩になり、会場内は毎回
家族連れなど多くの来場者でにぎわいま
す。来場者には、大釜でゆでたホタルイ
カが振舞われ、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、立食コーナーにはホタルイカを
使った「お好み焼き」「串揚げ」「軍艦
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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、海産・農産
物販売コーナーもにぎわい、但馬牛のステーキ販売コーナーも大人気です。

そのほか会場内には、生きたホタルイカの水槽を設置し、光るホタルイカを実際に見る
ことができるコーナーや、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、会場を盛り上げています。

浜坂みなとカニ祭り ～平成18年11月開催！

祭りは冬の味覚「松葉ガニ（ズワ
イガニの雄）の水揚げ日本一を誇る
浜坂のカニをもっとPRしよう」と
「カニ元宣言」を行ない毎年浜坂漁
港で開催しています。

今回で19回目の開催となって、
すっかり新温泉町の冬の風物詩にな
り、会場内は毎回家族連れなど多く
の来場者でにぎわいます。来場者に
は、カニ汁が振舞われ、シーズン到
来を実感できるようにカ二の味を楽
しんでいただくことができます。
海産物販売コーナーには、水揚げさ
れたばかりの松葉ガニやセコガニ
（雌ガニ）がならび、格安な上、粋
なサービスもあって売り手と買い手の楽しげな掛け合いがあちこちで行われます。
各ゲーム大会も人気を集め、体長約２０㌢セコガニを水槽から釣上げる「カニ釣り大会」は、
五匹を早く釣上げれば勝ちというルールで催され、百人（十組）の参加者は優勝賞品が松葉
ガニということもあり、水槽の中を動き回るカニを必死になって釣上げます。
カニうどん・焼きガニ・カニみそ・カニご飯など多彩なメニューの立食コーナーに長い列が
でき、農産物販売コーナーもにぎわい、但馬牛のステーキ販売コーナーも大人気です。
また、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、特設ステージでは郷土芸能など、多彩なイベントが繰り
広げられ祭りを盛り上げています。

ホタルイカの釜揚げ

カニ釣り大会
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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。

【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 

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(市外局番から）

はだしのコンサート ６月第１日曜日
京丹後市網野町・琴引浜

海岸

「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。

海岸で拾ったゴミ
はだしのコンサート実行委員会

京丹後市網野市民局地域総務課
０７７２－６９－０７１３

小浜離山弁天まつり ７月中旬
京丹後市網野町小浜

離湖周辺

京都府内最大の淡水湖・離湖周辺で行われる夏祭り。湖上鳥居が

ラ イ トアップされてとてもきれいです。

京丹後市網野市民局地域事業課

小浜区

０７７２－６９－０７３３

０７７２－７２－２２９７

間人みなとまつり 7月25日
京丹後市丹後町間人

間人港周辺

もともとは豊漁を祈る漁師の祭りでしたが、昭和２５年に間人町（当時）の町制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、宝船巡行、花

火大会、露店など。

丹後町観光協会 ０７７２－７５－０４３７

水無月祭 7月30日
京丹後市網野町浅茂川八

丁浜海岸

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。

京丹後市網野市民局地域事業課

浅茂川区

０７７２－６９－０７３３

０７７２－７２－０００９

ドラ ゴンカ ヌ ー選手権大会 8月7日
京丹後市久美浜町西本町

浜公園

龍をかたどったカ ヌ ーに10名乗り込み、太鼓やかけ声に合わせてゴールを目指

し、スピードを競う

参加費

　     10,000円

京丹後市久美浜市民局地域事業

課商工観光係
０７７２－６９－０７３６

天橋立「炎の架け橋」 ７月中旬 天橋立大天橋 日本三景・天橋立をかがり火で彩り、天橋立を夏の夕闇に浮かび上がらせる。 宮津市商工観光課 ０７７２－２２－２１２１

文殊堂出船祭 7月24日 天橋立廻旋橋付近 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。 天橋立観光協会文殊支部 ０７７２－２２－８０３０

金引の滝火祭り ７月最終日曜日 金引の滝
ダイ ナミックな火の滝太鼓と巫女舞の中で、神火の矢を放ち、火の滝が流れ落ち

る。
天橋立観光協会 ０７７２ー２２ー０６７０

ワイ ワイ おもしろ桃まき ８月上旬 天橋立海水浴場
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。
天橋立観光協会 ０７７２ー２２ー０６７０

宮津燈籠流し花火大会 8月16日 島崎公園・宮津湾

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。

宮津市燈籠流し花火大会実行委

員会事務局
 ０７７２－２２－５１３１

延年祭 ３月中旬 浦嶋神社
長寿・五穀豊穣・豊漁・商売繁盛・諸業繁栄・家内安全・延命息災・招福を祈願し、

翁三番叟が奉納される。 伊根町観光協会
０７７２－３２－０２７７

筒川祭 ４月下旬 上山神社
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は、迫力のある立

ち回り・早がわりが見もの。 伊根町観光協会
０７７２－３２－０２７７

つつじまつり ４月下旬 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
０７７２－３２－０６８０

朝妻祭 ４月中旬
若宮神社

新井崎神社

徐福を祀る新井崎神社では太刀振りと花の踊りが奉納され、若宮神社では神楽が

奉納される。 伊根町観光協会
０７７２－３２－０２７７

伊根祭 ７月下旬 八坂神社
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

願いを託す。 伊根町観光協会
０７７２－３２－０２７７

本庄祭 ８月上旬 浦嶋神社
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。 伊根町観光協会
０７７２－３２－０２７７

愛宕の火祭 ８月中旬 愛宕神社 松明を持った人々が掛け声と共に神社へ参拝し、境内では奉納相撲が行われる。 伊根町観光協会 ０７７２－３２－０２７７

おべっさん ８月下旬 蛭子神社
海の安全と豊漁を祈願する。太鼓と横笛の音に合わせて手漕ぎの祭礼船での競争

を繰り広げる。 伊根町観光協会
０７７２－３２－０２７７

ＦＵＮＡＹＡの里ベイ エリアフェ スティバル ８月下旬 七面山物揚場 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。 伊根町商工会  ０７７２－３２－０３０２

舞鶴自然文化園つばき展
3月18日（土）～

4月16日（日）
舞鶴自然文化園

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。
なし （社）舞鶴市花と緑の公社 0773-68-1187

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

与保呂川沿い桜祭り 3月下旬～4月中旬 与保呂川沿い 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。 なし 舞鶴市商工観光課 0773-66－1024

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

吉田キャンドルイルミネーション 4月上旬 吉田瑠璃寺
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
なし 舞鶴市商工観光課 0773-66－1024

舞鶴つつじまつり 4月下旬～5月上旬 東舞鶴公園
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。
なし 舞鶴市商工観光課 0773-66－1024

まいづる田辺城まつり 5月下旬
舞鶴公園

（西地区）

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。
なし

まいづる田辺城まつり実行

委員会
0773-75－0933

雄島まいり 6月1日（火）
冠島

（舞鶴市沖合）

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。

なし 舞鶴市商工観光課 0773-66－1024

舞鶴自然文化園アジサイ展 6月下旬～7月上旬 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。
なし （社）舞鶴市花と緑の公社 0773-68－1187

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。 なし 舞鶴市商工観光課 0773-66－1024

安寿姫塚キャンドル

イルミネーション
7月中旬

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 なし

みなと舞鶴ちゃったまつり 7月下旬～8月上旬 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。
なし

みなと舞鶴ちゃったまつり

実行委員会
0773-62－4600

赤煉瓦サマー・ジャズin舞鶴 8月上旬

赤れんが倉庫群

特設ｽﾃｰｼ゙

（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

http://www.horaiya/event/jazz/

まち遊びフェスティバル 8月中旬
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。
なし

まち遊びフェスティバル実

行委員会事務局

0773-63－3236

http://www.dance.ne.jp/~machifes/

城屋の揚松明（あげたいまつ）
8月14日(月)

（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。
なし 舞鶴市商工観光課 0773-66－1024

小橋の精霊船 8月15日(火) 小橋
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。
なし 舞鶴市商工観光課 0773-66－1024

吉原の万灯籠（まんとうろう）
8月16日(水)

（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。

なし 舞鶴市商工観光課 0773-66－1024

浜坂みなとホタルイカ祭り 4月9日 浜坂漁港 海産・農産・特産の直販等 無し 浜坂町観光協会 0796-82-4580

浜坂みなとカニ祭り 11月頃 浜坂漁港 海産・農産・特産の直販等 無し 浜坂町観光協会 0796-82-4580

第5回かに感謝祭 ３月５日（日） 香住　柴山漁港 水産物販売、ビンゴ大会他 無料 柴山港漁業協同組合 0796-37-0301

三川権現大祭 5月3日(火･祝) 三川山・三川権現社
護摩供養

三川権現太鼓奉納
無料 香美町観光課 0796-36-1111

第29回香住ふるさとまつり 7月下旬 香住浜一帯

海上花火大会

たらいこぎ大会

フリーマーケットなど

無料 香美町観光課 0796-36-1112

北前まつり 5月3日（祝） 竹野浜

北前船パレ－ド、魚釣り大会、手漕ぎボ－ト競争、砂浜ばんばレ－

ス、魚（とと）合わせ、北前太鼓、北前鍋、焼き魚、特産品販売、

その他バザ－、

魚釣り大会は有

料
竹野町商工会 0796-47-1771

竹野浜ファンタジ－ナイトフェスタ
7月25日（火）～7

月29日（土）
竹野浜海水浴場

ナイタ－海水浴場開設、渚のライトアップ、サンセットステ－ジ、

親と子の映画の夕べ、ワンワンビ－チ開設、他
無料 たけの観光協会 0796-47-1080

第36回たけの海上花火大会 7月30日（日） 竹野浜海水浴場
仕掛花火　「海の宮殿（4部構成）」打上花火　「メッセ－ジ花火」

オリジナル花火　「コウノトリ紀行」レ－ザ－光線ショ－
無料 たけの観光協会 0796-47-1080

たけのカニカニカ－ニバル 11月19日（日）
竹野浜漁業協同組合

周辺

カニのサンバサンバ大会、カニ雑炊早食い競争、カニと魚の競り

市、ＧＩＧ抽選会、北前太鼓、焼きガニ、カニ雑炊、カニ汁、カニ

入りたこやき等のバザ－

無料 たけの観光協会 0796-47-1080

新温泉町

香美町

豊岡市

舞鶴市

京丹後市

宮津市

伊根町


