
 

             

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ６ 日  

【同時発表】： 稚内市  

 

「日本海にぎわい・交流海道ネットワークinわっかない」開催！ 
 

 

 
 
 「日本海にぎわい・交流海道ネットワーク」は、日本海沿岸の港湾所在自治体、港湾管理者などで構成し

ており、対岸諸国との交流や港湾を活かした物流、観光及びレクリエーション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、国土の均衡ある発展を目指すことを目的としています。また、数々

のシンポジウムやイベントなどを開催し、「地域連携・交流」のための活動を展開しています。 
 

記 

 

１ 開催日時  令和４年１０月６日（木） １４:００～１７:３０ 

２ 開催場所  サフィールホテル稚内 ２階「鳳」（稚内市開運１－２－２） 

３ 主  催  日本海にぎわい・交流海道ネットワーク事務局（北海道開発局は事務局会員） 

        （別紙１） 

４ 内  容  プログラム（別紙２）及びシンポジウムチラシ（別紙３）のとおり 

        ※【総会】報道機関入場可能 

【シンポジウム】一般及び報道機関入場可能（入場無料） 

５ 申込方法  シンポジウムは、別紙３チラシ裏面の参加申込書に氏名等を記入の上、１０月３

日（月）までに、ＦＡＸ又は電話にて事務局までお申し込みください。（定員８０

名先着順） 

６ そ の 他  「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、次のＵＲＬ

からご覧いただけます。 

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

 

 

 「日本海にぎわい・交流海道ネットワーク」の令和４年度の総会・シンポジウムを道内では６

年ぶりに稚内市で開催します。シンポジウムでは「クルーズ」と「風力発電」の２つをテーマと

した講演を通じて、日本海沿岸地域の可能性について考えます。 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

        港湾空港部 港湾計画課 港湾企画官  古屋 武志 （内線 5612） 

港湾空港部 港湾計画課 計画第１係長 竹部 公章 （内線 5649） 

北海道開発局ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ 



■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に設立。

■設 立：平成７年１１月
■会 員：日本海沿岸の36市町村、１管理組合、７府県
■事務局：北陸地方整備局 開催地に応じて各地方整備局等が開催局として開催地をサポート

１．活動概要（令和３年度）
（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、幹事会をＷＥＢ開催（令和３年度）
（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。
（４）ネットワーク会員のみなとを中心としたイベント等に対して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。
※ネットワーク会員はネットワーク要綱の規定に基づき、毎年度、30,000円の分担金を納入する。
（令和3年度に限り分担金を10,000円に減額）

にぎわい通信の発行

■令和３年10月５日 新潟県村上市
（WEB形式による開催）

1.令和３年度 総会 14:00～14:50

・令和２年度の活動及び決算報告
・令和３年度の事業計画、予算（案）
・役員改選
・活動支援報告
・次期開催地挨拶

２．特別講演（WEB） 15:00～16:00

・開催地紹介：「村上市の特産品・観光名所紹介」
紹介者 高橋邦芳 村上市長

・WEB講演：「村上市における地域振興」
講師 浅野 村上市観光協会顧問

（大江戸温泉汐美荘顧問）

・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（10月1日）
・令和元年度 秋田県能代市（10月1日）
・令和2年度 書面開催（11月2日）
・令和3年度 新潟県村上市(WEB)（10月5日）
・令和4年度 北海道稚内市（10月6日）

日本海にぎわい・交流海道ネットワーク 概要

活動概要

日本海にぎわい・交流海道ネットワークの概要

総会等の開催状況

総会・講演会等

村上市の特産品・観光名所紹介
（高橋 村上市長）

WEB講演
（浅野 村上市観光協会顧問）

R3 WEB総会の様子

別紙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)

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）

苫前漁港（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 

● プログラム 
 

令和４年１０月６日（木）  

 
総会・シンポジウム会場 

北海道稚内市（サフィールホテル稚内） 稚内市開運１－２－２ 

 

１．日本海にぎわい・交流海道ネットワーク総会（２階 「鳳」） 

 １４：００～１４：４５ 

（１）開催地挨拶 

 

（２）総会議事 

 ①令和３年度の活動及び決算報告 

 ②令和４年度の事業計画、予算（案） 

 ③役員改選 

④活動支援報告 

 

（３）次期開催地挨拶 

 

―休憩―                   １４：４５～１５：００ 

 

 

２．シンポジウム（２階 「鳳」）               １５：００～１７：３０ 

 

（１）開催地挨拶 

 

（２）来賓挨拶 

 

（３）講演：「世界のクルーズ動向と日本海側港湾の可能性」 
講師：コスタクルーズ 日本・韓国営業本部長 小早川 隆信氏 

 

（４）講演：「道北地域の風力発電事業の現状と稚内港の利用状況について」 
 講師：（株）ユーラスエナジーホールディングス 

国内事業第二部長兼稚内支店長兼札幌支店長 加藤 潤氏 

 

      －休憩－ 

 

（５）参加首長等による発言・まとめ 

   テーマ：「クルーズ・風力発電における日本海側港湾の可能性について」 

 

 

 

 

 

 



日本海にぎわい・交流海道ネットワーク

inわっかない

＜講演２＞
道北地域の風力発電事業の
現状と稚内港の利用状況
について

＜講演１＞
世界のクルーズ動向と
日本海側港湾の可能性

お申し込みは電話又は裏面をFAXしてください。【入場無料】
主 催／日本海にぎわい・交流海道ネットワーク

お問い合わせ／稚内市建設産業部 港湾空港課 ☎0162-23-6482

日時：令和４年１０月６日（木） １５：００～１７：３０
受付：１４時２０分～ 開会：１５時～１７時３０分
会場：サフィールホテル稚内 ２階「鳳」（北海道稚内市開運1-2-2）

入場無料
申込み：10月3日まで

別紙３

加藤 潤 氏
（株）ユーラスエナジーホールディングス
国内事業第二部長
兼稚内支店長兼札幌支店長

小早川 隆信 氏
コスタクルーズ
日本・韓国営業本部長

風力発電設備荷役作業風景
大型客船（11万ｔ）
COSTA SERENA



日本海にぎわい・交流海道ネットワーク㏌わっかない

シンポジウム参加申込書
開催日／令和４年１０月６日（木）
会 場／サフィールホテル稚内 ２階「鳳」 北海道稚内市開運1-2-2
時 間／開会 15:00～ 講演 1～ 講演2～ （受付開始 14:20～ 終了予定 17:30）

稚内市建設産業部 港湾空港課あて
〒097-8686 北海道稚内市中央3丁目13番15号
☎ 0162-23-6482 担当：事業推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 上原・布目

ＦＡＸ 0162-24-2719
電話又はFAXにてお申し込みください

申込者
お名前 住所 電話番号

「ＪＲ稚内駅」から「総会会場（サフィールホテル稚内）」までの交通
●ＪＲ稚内駅出口から徒歩約３分
※駐車場に限りがありますので公共交通機関のご利用をお願いします。

【入場無料】

締切： 令和４年１０月３日 （定員８０名先着順）

シンポジウム会場周辺案内図


