平成２９年度
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日本海にぎわい・交流海道ネットワーク
会員からの各市町紹介

■浜田市長

≫

久保田章市

浜田市長の久保田でございます。
最初に 浜田市 を御 紹介い たしま す。浜 田市 は島根県 の西部 の港 町でご ざいま す。大
変歴史の 古い町 でご ざいま して、 今から 約１ ３００年 前の時 代、 この島 根県の 西側を
石見地方 と言っ てお りまし たが、 この石 見地 方の国庁 がこの 浜田 市にご ざいま した。
今から 約４０ ０年 前、１ ６１９ 年に浜 田藩 という藩 ができ まし て、２ 年後に 浜田開
府４００年を迎える町でございます。
また、明 治３ 年には 、浜田 県とい う県 が設置 されてお りま す。西 部の石 見地方 を統
括する浜 田県、 東側 を統括 する島 根県、 ２つ の県がご ざいま した が、明 治９年 には一
緒になり 、現在 の島 根県に なった という こと でござい ます。 その 時には 、浜田 市には
県庁が無 くなり 、支 庁が置 かれま して、 国の 裁判所、 税務署 とい った行 政機関 が設置
されたというような歴史のある町でございます。
本日は、港に関する動きについて、３点御紹介を申し上げたいと思います。
まず一 つは、 浜田 は港と ともに 発展し た町 で、外ノ 浦港、 瀬戸 ケ島港 それか ら長浜
港と３つ の港が ござ いまし て、こ の港か ら当 時、最大 の産業 でご ざいま した和 紙、あ
るいは「たたら製鉄」、こういった物を積み出しておりました。
また、 北前船 でご ざいま すが、 今年、 全国 １１の自 治体が 、北 前船の 寄港地 として
日本遺産 に登録 をさ れまし た。こ れにつ いて 、今、浜 田市は 、追 加登録 の申請 をして
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おります 。特に この外 ノ浦港 は、い ろん な歴 史的な資 料、建 造物等 もござ います ので、
何とか日本遺産に認定していただこうと活動をしておるところでございます。
２つ目 は、こ の浜 田港、 国際貿 易港と して 活動して いると いう ことで ござい ます。
浜田港で は、韓 国の 釜山と の間で 国際定 期コ ンテナ航 路を持 って おりま す。そ して、
ロシアの ウラジ オス トクと の間に 国際定 期Ｒ ＯＲＯ船 の航路 も持 ってお りまし て、こ
の２つの航路で、アジアあるいはロシアとの貿易をしているところでございます。
３つ目 は、に ぎわ い創出 の活動 でござ いま す。この 海とと もに 栄えた 浜田市 でござ
いますの で、こ の海 を活用 し、港 を活用 し、 にぎわい を創出 しよ うとい うこと で、昨
年の２月でございますが、みなとオアシスに登録をしていただきました。
それま でも、 この 港の周 辺では 年に幾 つも の行事を やって おり ました 。５０ 年以上
の歴史が ある花 火大 会、毎 年１１ 月には ＢＢ 大鍋フェ スティ バル を行っ ていま す。地
元では、お魚のことを幼児言葉で「びいびい」という言い方をしております。
これを英 語の文 字の ＢＢと 合わせ て、Ｂ Ｂ大 鍋という ことで 、市 内はも とより 遠くか
らも、こ のＢＢ 大鍋 を食べ に皆さ んがお 見え になる、 こうい った にぎわ いの活 動をし
ておりました。
浜田マ リン大 橋を 紹介し ます。 ２０年 ぐら い前にで きた橋 でご ざいま すけど も、こ
の橋を活 用した イベ ントと いうこ とで、 山陰 浜田港マ リン大 橋リ レーマ ラソン 大会を
開催いた しまし た。 ５人か ら４人 のメン バー で約４２ キロ、 今年 はハー フマラ ソンも
入れて２ ０キロ とい う２つ のコー スでた すき リレーを しなが ら完 走する という リレー
マラソン 大会を 開催 しまし たとこ ろ、昨 年が １，１０ ０人、 今年 もほぼ 同じく らいの
方が全国 から走 りに 来られ ており ます。 この 様にこの 浜田港 マリ ン大橋 を活用 し、に
ぎわい創出活動をしているところでございます。
クルー ズ船に つき まして は、先 ほど境 港市 長さんか ら、今 年は ６０回 程と伺 いまし
てうらや ましい なと 思って いると ころで ござ いますが 、浜田 市で は、ま だまだ 年間数
隻という ところ でござ います 。本年 は「 飛鳥 Ⅱ」が、 この６ 月と８ 月に２ 回参り ます。
来年は、 外国船 のク ルーズ 船の寄 港が計 画さ れており まして 、少 しずつ ではあ ります
けれども、クルーズ船の誘致に取り組んでまいりたいと思っております。
最後に なりま すけ ども、 この浜 田港、 おか げさまで 色々な 整備 が進ん でおり ます。
臨港道路 福井４ 号線 が来年 ３月に は完成 いた します。 この道 路が 完成し ますと 、船か
らおろし た荷物 、ある いは船 に積み 込む 荷物 をこの道 路から すぐ山 陰自動 車道を 通り、
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山陽方面 あるい は関 西、関 東に直 に運ぶ こと ができま す。漁 港で とれた 魚もこ の高速
道路を使 って直 ぐに 運ぶこ とがで きると いう ことで、 地元の 経済 にも大 きく寄 与でき
るのではないかと期待しているところでございます。
最後に、ぜひ浜田にお越しいただきたいというお話を申し上げたいと思います。
「のどぐ ろ」と いう お魚が ござい ます。 実は 、「のど ぐろ」 は浜 田市の 市魚と いうこ
とで、１ ０年前 に認 定いた しまし た。３ 年前 にテニス の錦織 圭選 手が「 のどぐ ろ」を
食べたい と言っ てい ただい たあの 一言で 大ブ ームにな りまし て、 今、「 のどぐ ろ」が
足りない と全国 各地 から注 文が相 次いで いる ところで ござい ます 。美味 しい「 のどぐ
ろ」をは じめ、 石見 神楽と いう伝 統芸能 もご ざいます 。ぜひ 一度 、皆さ んに浜 田市に
お越しいただきたいと申し上げまして、報告とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
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