平成２９年度

日本海にぎわい・交流海道ネットワーク総会
≪

次期開催地挨拶

≫

御 紹 介いた だき ました 京都 府舞鶴 市長 の多々 見良 三でご ざい ます 。境港 市で の総 会
開催、誠 におめ でと うござ います 。今ほ ど、 次期３０ 年度の 総会 開催地 として 舞鶴市
に決定いただきましたことに心から感謝を申し上げます。
さて、 舞鶴市 であ ります が、国 際観光 都市

京都市 から北 に約 １００ キロ離 れてお

りまして 、２年 前に 京都縦 貫自動 車道と いう のが開通 しまし たの で、Ｊ Ｒで来 るより
は、高速 道路を 使っ て来ま すと約 １時間 余り で舞鶴市 に到着 でき る、大 変便利 な状況
になっております。
舞鶴市 は古く から 海とと もに発 展して きた 町であり まして 、古 くは江 戸時代 に北前
船の寄港 地とし て、 明治３ ４年に は海軍 鎮守 府が開庁 、１９ ０５ 年にロ シアの バルチ
ック艦隊 をやっ つけ た東郷 平八郎 率いる 艦隊 が出航し たのも この 京都舞 鶴港で ありま
す。こう いった 中で 、残念 ながら 戦争が 拡大 し、終戦 を迎え たわ けであ ります が、当
時、６６ ０万人 の方 が海外 に取り 残され てい たわけで ありま すが 、その １割、 ６６万
人の方を１３年間にわたり受け入れた町でもあります。
一方、 商業港 とし まして は、軍 港がで きた １２年後 、１９ １３ 年に商 業港と して整
備をされ まして 、戦後 はロシ アと木 材輸 入等 で役割を 担って おりま したが 、その 後は、
湾内に１ ８０万 キロ ワット の火力 発電所 がで き、石炭 の輸入 等で 貢献し てきた わけで
あります が、大 きく 変わり ますの は、２ ０１ １年に日 本海側 拠点 港に選 定され たとい
うことで ありま す。 １つは 国際海 上コン テナ 、２つ目 には国 際Ｒ ＯＲＯ 船、そ して、
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３つ目に は外航 クル ーズと いう３ つの部 門で 日本海側 拠点港 に選 定され たこと 。加え
て、京都 縦貫自 動車 道、舞 鶴若狭 自動車 道が 開通いた しまし て、 高速道 路と港 がつな
がるとい う非常 に画 期的な 環境改 善があ り、 大変発展 してい る状 況であ ります 。国際
海上コン テナに つき まして は、拠 点港に 選定 されたと きと比 べま して約 ３倍の 取扱量
になって おりま す。 また、 クルー ズ船も 当時 から見ま すと約 １０ 倍、今 年は、 ３９隻
のクルー ズ船が 来て おりま す。ま た、フ ェリ ーにつき まして 、も ともと 小樽と の国内
フェリー 港であ りま したけ ども、 現在は ロシ ア、韓国 、そし て境 港、舞 鶴とい う国際
フェリー が週１ 便動 いてお ります ので、 本当 に様々な 部門に おい て港の 活性化 が得ら
れている 状況で あり ます。 まさに 関西経 済圏 における 日本海 側の ゲート ウェイ 、特に
東アジア に向け ての ゲート ウェイ として 、韓 国やロシ アや中 国に 向けて の輸出 入に非
常に重要 な役割 を果 たして いると 考えて おり ます。今 、国土 交通 省や京 都府の 皆さん
の大きな 支援に より まして 、この 京都舞 鶴港 、海の京 都駅と いう 名称で 今、発 展させ
ようとしているところであります。
その中 で、来 年、 日本海 にぎわ い交流 海道 ネットワ ーク総 会の 開催を してい ただき
ますこと は、こ うい った港 の発展 の弾み にな るという ことで 大変 期待し ている 次第で
あります 。皆様 方の 来年度 のお越 しを本 当に 心からお 待ち申 し上 げます ととも に、す
ばらしい 会にな るよ うに努 力して いきた いと 思ってお ります 。来 年のお 越しを 期待い
たしまし て、次 期開 催地と しての 挨拶と させ ていただ きます 。来 年、よ ろしく お願い
いたします。

2

