
                       

 

    令和元年９月１９日 

東 北 地 方 整 備 局 

 

 

第２５回「日本海にぎわい・交流海道ネットワーク」総会 

＆講演会 in能代 開催のお知らせ 
～ 日本海沿岸地域で連携を ～ 

 

日本海沿岸地域の市町等会員により構成される「日本海にぎわい・交流海道ネットワ

ーク」の２５回目となる令和最初の総会及び講演会が、平成７年の本ネットワーク設立

以来、初めて能代市で開催されます。（別紙１） 

○本ネットワークは、港湾を活かした物流、観光等の総合的なネットワークを形成し、交流の

拡大、地域の国際化を目指した活動を行う。北は北海道から、南は長崎県までの日本海沿岸

地域を中心とした広域ネットワーク組織です。（別紙２） 

 

 

 （総会＆講演会は以下のとおり） 

   開催日時：令和元年１０月１日（火）〔総 会〕１５：３０～ 

                    〔講演会〕１６：１０～ 

   開催場所：「プラザ都」（秋田県能代市柳町 9-23） 

   主  催：日本海にぎわい・交流海道ネットワーク事務局 

                    

※取材については、「別紙３ 取材要領」を参照願います。 

 

※「日本海にぎわい・交流海道ネットワーク」の関連情報については、下記ＵＲＬからご覧 

いただけます。 

 

【URL】 http://www.nihonkai-nigiwai.com/ 

 

 

＜発表記者会：宮城県政記者クラブ、東北電力記者クラブ、東北専門記者会、能代記者クラブ＞ 

 

<問い合わせ先> 東北地方整備局 港湾空港部 クルーズ振興・港湾物流企画室 

       担当：似内（にたない）、福士（ふくし） 

Tel：022-716-0005   Fax：022-716-0017 

《同時発表》 

 秋田県能代市 



                                         

【別紙１】 

令和元年度「日本海にぎわい・交流海道ネットワーク」総会・講演会 

 

 

●令和元年１０月１日（火） 

  総会・講演会 

     場所 ： 「プラザ都」 （秋田県能代市柳町 9-23） 

 

 

（１）日本海にぎわい・交流海道ネットワーク総会（会場：４階「瑞雲の間」） 

15:30～ 

   １）開催ブロック（東北）挨拶   酒田市長 

 

   ２）議事 

     ①平成 30 年度の活動及び決算報告 

     ②令和元年度の事業計画及び予算（案） 

     ③役員改選 

 

   ３）活動支援報告 

 

 

 

（２）講演会（一般公開）（会場：３階「樹海の間」） 

16:10～18:00 

    １）開催地挨拶   能代市長 

 

   ２）来賓挨拶    国土交通省港湾局 産業港湾課長 

 

   ３）講演(1)  「北前船の観光資源を活用した魅力的な“みなとまちづくり”」 

             講師 ： 北前船寄港地フォーラム議長 

          石川  好 氏 

 

   ４）講演(2)  「世界のクルーズ動向とクルーズ船の日本海への寄港分類」 

             講師 ： シルバーシー・クルーズ 日本・韓国支社長 

糸川雄介 氏 



10月1日 16:10～
2019年

火

【会場】「プラザ都」３階 樹海の間
秋田県能代市柳町9-23（能代駅から徒歩10分）

開 会 16：10～

入場
無料

第一部

16:15～

「北前船の観光資源を活用した
魅力的な“みなとまちづくり”」

石川 好 氏
(北前船寄港地フォーラム議長)

主催：日本海にぎわい・交流海道ネットワーク

能代市商工港湾課（0185-89-2187）

お問い合わせ

講演会

17:00～

「世界のクルーズ動向と
クルーズ船の日本海への寄港分類」

糸川 雄介 氏
(シルバーシークルーズ

日本・韓国支社長)

第二部

別紙１（参考）



【第一部】16：10 ～ 16：55

『北前船の観光資源を活用した魅力的な“みなとまちづくり”』

石川 好 様

北前船寄港地フォーラム議長

【第二部】17：00 ～ 17：45

『世界のクルーズ動向とクルーズ船の日本海への寄港分類』

糸川 雄介 様

シルバーシー・クルーズ日本・韓国支社長

日本海にぎわい・交流海道ネットワーク 講演会in能代

講演スケジュール

講師紹介

石川 好 様 北前船寄港地フォーラム議長

糸川 雄介 様 シルバーシー・クルーズ日本・韓国支社長

クルーズ業界で25年以上のキャリアを持ち、日本・海外船社の両側面から日本におけるクルーズ市場拡大に尽力。
クルーズコンサルタントの資格も保有している。

日本クルーズ客船株式会社でチャーターおよびレジャークルーズの営業、また香港を本拠地とするスタークルーズ
でシンガポール・香港・神戸・福岡発着クルーズのセールス＆マーケティングに携わる。その後、米国船社であるロイ
ヤル・カリビアン・インターナショナルとセレブリティ・クルーズの日本総代理店であるミキ・ツーリストに約 11年間在籍
し、日本発着クルーズや日本へ寄港するクルーズの運航、調整などに携わった。

2015年11月からコスタクルーズ日本支社長に就任。オフィスの立ち上げから、日本発着クルーズにおける販売・
マーケティング・運航・コース選定などを総括。

2018年6月シルバーシー・クルーズ日本・韓国支社長に就任。現在に至る。

いとかわ ゆうすけ

いしかわ よしみ

ノンフィクション作家、評論家、東京都伊豆大島生まれ。

高校卒業後、カリフォルニア州に渡って農園で働く。

慶応義塾大学法学部政治学科卒。大学卒業後はアメリカで庭園業を営む。

1983年 「カリフォルニアストーリー」で作家デビュー。

1989年 「ストロベリーロード」にて第20回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。

2001年 秋田公立美術工芸短期大学学長に就任。

2007年 ノースアジア大学客員教授。

同 年 北前船寄港地フォーラム議長として、活動を展開。

2009年 酒田市美術館館長。現在に至る。

【メ モ 欄】



日本海にぎわい・交流海道ネットワーク
■目 的 「地理的、歴史的、経済的、文化的に相互に関係ある日本海沿岸各地域の連携により、日本海沿岸各地域の分布する多様な資源を活かし、対岸諸国と

の交流も踏まえた物流、文化、観光及びレクリエーション等に関する総合的なネットワークの形成により、港湾を核とした日本海沿岸各地域の交流の拡大を
図るとともに、大規模地震等の災害に備えたリダンダンシー機能の向上を図り、もって、地域の国際化、国土の均衡ある発展及び災害に強い社会経済の構
築に資することを目的とする。 」（ネットワーク要綱第１条）

■設 立 平成７年１１月、「日本海にぎわい・交流海道推進協議会」から、平成１２年８月「日本海にぎわい・交流海道ネットワーク」に改名）
■会員構成 【平成３１年４月現在】日本海沿岸の38市町村、１管理組合、9道府県
■役 員 北海道ブロック（稚内市長） 東北ブロック（酒田市長）【代表】 北陸ブロック（新潟市長） 近畿ブロック（舞鶴市長） 中国ブロック（浜田市長）

九州ブロック（対馬市長）
■事務局 北陸地方整備局 開催ブロックの各地方整備局等がサポート

１．活動概要（平成３０年度） ※今年度は、「北前船・地域観光資源」による日本海側港湾の交流拡大を目指す取組み
（１）電子媒体を活用した情報の速やかな発信に努め、会員相互の連携を図るとともに、講演会やHPを中心とした

広報活動を通じ各会員の交流活動の促進を図る。加えて、大規模地震等の災害に備えたリダンダンシー機能の
向上のための取組・検討状況の情報発信を行う。

２．活動
（１）ネットワーク通信「にぎわい」の発行
（２）総会、講演会、幹事会等の開催
（３）会員間の情報交換が円滑に行われるように定期的に各会員から寄せられたイベント開催案内等を情報発信する。

「環境情報」として海岸清掃等への取組状況を掲載し、情報を共有する。
大規模地震等の災害に備えたリダンダンシー機能の向上のための取組・検討状況を情報発信する。

概要

活動概要

にぎわい通信の発行

総会・講演会

■平成２９年８月２２日 鳥取県立 境港夢みなとタワー

１．平成２９年度 総会 １４：３０～１５：１０

・平成２８年度の活動及び決算報告
・平成２９年度の事業計画、提言書及び予算（案）
・役員改選
・活動支援報告
・次期開催地

２．講演会 １５：３０～１７：３０

・テーマ「水上飛行機導入と地域振興」
講師「せとうちHD SEAPLENES

代表取締役社長 松本武徳氏」
・テーマ「みなとオアシス境港の取り組み」
講師「みなとまちづくりマイスター 山田義彦氏」

３．交流会 １８：００～１９：３０

・平成２０年度 北海道稚内市（9月24日）
・平成２１年度 石川県輪島市（8月8日）
・平成２２年度 島根県松江市（10月22日）
・平成２３年度 京都府舞鶴市（8月25日）
・平成２４年度 山形県酒田市（7月27日）
・平成２５年度 秋田県男鹿市（10月3日）
・平成２６年度 佐賀県唐津市（10月2日）
・平成２７年度 福井県敦賀市（10月8日）
・平成２８年度 北海道稚内市（10月12日）
・平成２９年度 鳥取県境港市 （8月22日）
・平成３０年度 京都府舞鶴市（書面決議）
・平成３１年度 秋田県能代市（10月1日）

総会の開催状況

にぎわいＨＰ

Ｈ２９年講演会（一般公開）の様子

※平成３０年度総会・講演会
は台風の影響により中止

別紙２－１



日本海にぎわい・交流海道ネットワーク 会員所在の港湾

船川港（男鹿市）

酒田港（酒田市）

加茂港・鼠ヶ関港（鶴岡市）

寺泊港（長岡市）

稚内港（稚内市）

魚津港（魚津市）

新潟港(新潟市)(聖籠町)

唐津港（唐津市）

厳原港（対馬市）

伏木富山港(富山市)(射水市)(高岡市)

舞鶴港（舞鶴市）

敦賀港(敦賀市)

奥尻港（奥尻町）

輪島港（輪島市）

香深港（礼文町）

能代港（能代市）

境港（境港市）（境港管理組合）

飯田港（珠洲市）

鴛泊港（利尻富士町）

七尾港（七尾市）

沓形港（利尻町）

苫前町港（苫前町）

岩船港（村上市）

柏崎港（柏崎市）

直江津港（上越市）

姫川港（糸魚川市）

両津港・小木港（佐渡市）

塩屋港（加賀市）

小木港（能登町）

福浦港（志賀町）

福井港(福井市)(坂井市)

和田港（おおい町）

松江港（松江市）

浜田港（浜田市）

別紙２－２



                                         

【別紙３】 

取 材 要 領 

 

１．事前申し込みについて 

当日、取材を希望される方は、東北地方整備局 クルーズ振興・港湾物流企画

室まで、ＦＡＸにて事前申し込みをお願いします。 

 

 （１）申込期日は、厳守でお願いいたします。（９月２７日（金）１７：００まで） 

     申し込み先（ＦＡＸ） ： ０２２－７１６－００１７ 

 

 （２）別紙のＦＡＸ申込書に記入のうえ、申し込み願います。 

    ・所属クラブ名 

    ・会社名および部署名、所在地 

    ・取材者の役職、氏名（取材者全員の役職、氏名を記入願います。） 

    ・取材希望箇所 

    ・連絡先（代表者１名で可） 

 

 

２．取材場所での留意事項について 

   ＜受付場所について＞ 

    ・受付場所 ： プラザ都（秋田県能代市柳町 9-23） ４階 会場前受付 

    ・受付時間 ： １５：００～１５：３０ 

 

   ＜注意事項＞ 

・ 講演会（１６：１０～１８：００）については、特段の申し込み不要です。 

 

 

３．その他 

    ・現地では、係員の指示に従って下さい。 

    ・取材中は、身分証明書、自社腕章を必ず着用願います。 

 

 

 

 



別 紙                                          

取 材 申 込 書 

 

取材を希望する場合は、この様式により、下記連絡先までＦＡＸでお申し込み下さい。 

申込み〆切りは、９月２７日（金）１７：００迄です。 

申込み先（ＦＡＸ番号） ０２２－７１６－００１７ 

 

所属記者クラブ 

 

 

 

会社名及び部署名、所在地 

 

 

 

取材者の役職・氏名 

 

（代表者）役職                     氏名                  

 

      役職                     氏名                  

 

役職                     氏名                  

 

役職                     氏名                  

 

連絡先（代表者の連絡先） 

 

 

 

 

 上記のとおり、取材を申し込みます。 

 

 

東北地方整備局 クルーズ振興・港湾物流企画室 あて 


