
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○中国地方クルーズ振興協議会ホームページ開設について 

 
  中国地方のクルーズ情報の窓口を目指して２月１日、ＨＰを開設しました。 
  協議会会員の皆様には、このＨＰを有効に活用していただき、育てていただきますよ

うお願いします。 
  事務局と致しましては、会員の皆様からお寄せいただいた各地のイベント情報などを

「お知らせ」コーナーでご紹介していきますので、情報の提供を事務局までお願いしま

す。 

   
  クルーズ協議会ＨＰアドレス  http://www1.ocn.ne.jp/~cgtmlit/ 

 
 
 
 

 
○「瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会（第１回）」について 

  
  日時：平成２３年１２月１９日（月） １３：３０～１５：３０ 
  場所：中国運輸局 会議室 

     
  海から目線で瀬戸内海を楽しむことができる、島嶼部、沿岸部をクルーズ船で結んだ

瀬戸内海観光振興を促進するにあたっての課題や調査内容を検討。  

 
                        《 配布資料を添付 》  

発 行 

第 ４ 号 



○一般消費者向け「クルーズセミナー及び船内見学会」開催の要望について 

 
 （社）日本外航客船協会主催の「平成２４年度クルーズセミナー及び船内見学」を中国

地方で開催していただくため協会あて、要望書を送付しましたのでお知らせします。 

                      
《 要望書を添付 》  

 
 

○「海の仕事」紹介クルーズへの後援 

  
  中国地方海事産業の次世代人材育成協議会と（社）中国海事広報協会が主催する「海 
の仕事」紹介クルーズへ中国地方クルーズ振興協議会として後援することとしました。 

    
                          《 募集要項を添付 》 

    
○その他（新聞情報） 

 
  ・「海外が注目 境港」   （１月９日 日本海事新聞） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 

 

 

 

 

 

発行年月日： 平成２４年２月１日  

発 行 元：中国地方クルーズ振興協議会事務局 

（中国運輸局 海事振興部 旅客課内） 

電 話：082-228-3679 

ｆａｘ: 082-228-7309 

  



第１回 
「瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会」 

 
議  事  次  第 

 
 

日時：平成２３年１２月１９日（月） 
１３：３０～１５：３０ 

場所：広島合同庁舎 4 号館 5 階「会議室」 
 
 
１．開  会 
 
２．開会挨拶 
 
３．委員紹介 
 
４．「瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会」規約確認、委員長選出 
 
５．議  事 
（１）「瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査」の検討体制等について 

 
 ①調査の目的、概要、体制について 
 ②調査、検討の進め方について 
 ③モニターツアーについて 
 ④調査・検討のスケジュールについて 

 
（２）その他 
 
６．閉  会 



〔 配  布  資  料 〕 
 
 
 
○議事次第 
 
 
○席  図 
 
 
○検討会名簿・出席者名簿 
 
 
○「瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会」規約（案）・・・ 資料１ 
 
○ 「瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査」目的、概要、体制 ・・資料２ 
  
○ 調査・検討の進め方について・・・・・・・・・・・・・・・・資料３ 
 
○『平清盛』をテーマにしたモニターツアーの造成について・・・・資料４  
 
○ 調査・検討のスケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・資料５ 
 
○ 「平清盛」関係の情報提供について  

・「平清盛」瀬戸内連携推進会議の取り組み・・・・・・・・参考資料１ 
 
○ 瀬戸内海振興のその他の情報について  

・「瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会」の取り組み・・参考資料２ 



所　　　　　　属 役　　　　職 氏　　　　名

大阪府立大学大学院 教授・工学部長 　池　田　良　穂

(有)メディクス　　季刊『旬遊』 代表取締役社長・編集長 　杉　川　雄　一

(株)ﾘｸﾙｰﾄじゃらんﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ ｴﾘｱﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 　舘　　　 博　哉

一般社団法人
日本旅行業協会中四国支部

事務局長 　芳　我　信　美

西日本旅客鉄道(株)広島支社 営業課長 　後　藤　　　 学

中国旅客船協会連合会 専務理事 　森　藤　幹　二

中国地方ｸﾙｰｽﾞ振興協議会
（(社)中国海事広報協会）

（常務理事） 　間　弓　康　治

中国ﾊﾞｽ協会 専務理事 　西　川　雅　己

広島県地域政策局海の道ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ（兼任）
大河ドラマ「平清盛」広島県推進協議会事務局
広島県商工労働局観光課

観光課　参事 　鳥　越　直　樹

「平清盛」瀬戸内連携推進会議幹事局
中国運輸局企画観光部

次長 　松　山　生　馬

所　　　　　　属 役　　　　職 氏　　　　名
(株)ＪＴＢ中国四国広島支社 営業第三課営業担当課長 　藤　原　輝　之
(株)ＪＴＢ中国四国中国西営業部 プロデューサー 　藤　井　　　忠
瀬戸内海汽船(株) 事業部長 　小　谷　正　之
瀬戸内海汽船(株) 主任 　下　田　健　一
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会事務局 中国地方整備局港湾空港部 　渡　邊　康　彦
中国運輸局海事振興部旅客課 専門官 　神　宝　　　博
中国運輸局海上安全環境部船舶安全環境課 課長 　横　田　肇　史

所　　　　　　属 役　　　　職 氏　　　　名
広島県地域政策局海の道プロジェクトチーム 担当課長 　森　永　智　絵
広島県地域政策局海の道プロジェクトチーム 主査 　重　政　秀　治
中国運輸局企画観光部観光地域振興課 課長 　西　田　末　廣
中国運輸局企画観光部観光地域振興課 課長補佐 　榧　野　好　憲
中国運輸局企画観光部観光地域振興課 地域第一係長 　島　津　克　紀

第1回　瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会　出席者

瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会　作業部会

瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会　作業部会兼事務局

瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会　委員



 
 
 

（案） 

「瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会」規約 

 

（名称） 

第 1 条 本検討会は、「瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会（以下「検討会」

という。）」という。 

（設置の目的） 

第２条 検討会は、国土交通省中国運輸局と広島県が相互に連携し、瀬戸内海を広域に

船旅観光できる新たな需要喚起を図るべく、海から目線で瀬戸内海を楽しむことがで

きる、島嶼部、沿岸部をクルーズ船で結んだ瀬戸内海観光振興を促進するにあたって

の課題や調査内容を検討、提言することによって、瀬戸内海航路と瀬戸内海観光によ

る地域活性化に資することを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 検討会は、次の事項を検討する。 

(1)  テーマ性、物語性を有する瀬戸内海を縦断する広域的なクルーズツアーの可

能性に関すること。 

(2) テーマ性、物語性を有する広域的な瀬戸内海クルーズを含むモニターツアーの

実施に関すること。 

(3) 瀬戸内海においてクルーズ観光を実施するにあたっての課題に関すること 

(4) 瀬戸内海のクルーズ観光の発着地、寄港地（島嶼部、沿岸部）となり得る地区

の実態、課題に関すること。 

(5) 瀬戸内海における鉄道、バス、旅客船等に係る連携等の可能性に関すること。 

(6) その他、目的を達成するために必要な事項に関すること。 

（組織及び任期） 

第４条 委員会は、別表１に定める委員により構成する。 

２ 委員の任期は平成 24 年（2012 年）3月 31 日までとする。 

（委員長） 

第５条 検討会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 委員長は、会務を総括し、検討会を代表する。 

（検討会） 

第６条 検討会の議長は、委員長をもって充てる。 

２ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は

説明を求めることができる。 

資料１ 



 
 
 

（案） 

（事務局及び作業部会） 

第７条 検討会の事務局は、中国運輸局企画観光部観光地域振興課及び広島県地域政策

局海の道プロジェクトチームに置く。また、必要に応じ作業部会を置くことがで

きる。 

（その他） 

第８条 この規約に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 

 

（附則）この規約は、平成 23 年（2011 年） 月  日から適用する。 

 

 



 
 
 

（案） 

 

「瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会」委員 
（敬称略） 

 
・池 田 良 穂  大阪府立大学工学部長、工学研究科長 

・杉 川 雄 一  ㈲メディクス 代表取締役 季刊「旬遊」編集長 

・舘  博 哉  ㈱リクルートじゃらんリサーチセンター エリアプロデューサー 

・芳 我 信 美  (一社)日本旅行業協会中四国支部 事務局長 

・後 藤  学  西日本旅客鉄道㈱広島支社 営業課長 

・森 藤 幹 二  中国旅客船協会連合会 専務理事 

・間 弓 康 治  中国地方クルーズ振興協議会 (社)中国海事広報協会 常務理事 

・西 川 雅 己  中国バス協会 専務理事 

・長 谷 川 信 男  広島県地域政策局海の道プロジェクトチーム（兼任） 

           大河ドラマ「平清盛」広島県推進協議会事務局 

                          広島県商工労働局 観光課長 

・松 山 生 馬  「平清盛」瀬戸内連携推進会議幹事局 
 中国運輸局企画観光部 次長 

 

 

別表１ 



 
 
 

（案） 

 

「瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会」作業部会 
 

・モニターツアー受託事業者（(株)ＪＴＢ中国四国広島支店） 

・モニタークルーズ運航事業者（瀬戸内海汽船(株)） 

・瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会事務局 

・広島県地域政策局海の道プロジェクトチーム 

・広島県商工労働局観光課 

・「平清盛」瀬戸内連携推進会議（構成各運輸局（監理部）担当課） 

・中国運輸局企画観光部観光地域振興課 

・中国運輸局海事振興部旅客課 

・中国運輸局海上安全環境部船舶安全環境課 

 



第１回 瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会

瀬戸内海は、有史以来交通の要衝であり、豊かな海、温暖な気象から得られる農海産物、石やその他の資源、製
造業の拠点としての発展など、人々の営みに多大な恩恵を生んできました。また歴史の舞台としてもたびたび登場し、
文化、芸術、自然豊かな多島美の空間は、明治以降多くの外国人にも評価され、国際・国内競争力のある観光地とし
てのポテンシャルを有していると言われてきました。一方、近年観光入り込み客数・観光消費額は漸減若しくは停滞傾
向で、島嶼部の疲弊など総じて沿岸部で足が止まり、海上までの誘客が進んでいないように見受けられます。その要
因として、料金の割高感、海から目線の瀬戸内海観光の魅力や、テーマ・ストーリーによる瀬戸内海の観光素材をつ
なぐ魅力の発信が不足しているなどの課題が考えられるところです。

私たちは新たな需要喚起を図るべく、現在の陸上移動（バスツアー等）を主流とする瀬戸内海観光に加え、海からの
目線で瀬戸内海を再発見する島嶼部・沿岸部を船旅で結んだ瀬戸内海観光の再興を目標とし、瀬戸内海の萌芽的な
取り組みが見られるニューツーリズムの推進にあわせて、平成２４年注目を集めるであろう「平清盛」をテーマに、広
域に瀬戸内海を縦断するモニタークルーズを実施することをはじめ、都市圏（関西圏）から瀬戸内海へ誘客できるテー

調査の背景と目的 資料２ー①

域に瀬戸内海を縦断するモニタークルーズを実施することをはじめ、都市圏（関西圏）から瀬戸内海へ誘客できるテー
マ性を有するクルーズツアーの可能性と課題について、「瀬戸内 海の道構想」を策定している広島県と共同で調査、
検討を行い、瀬戸内海の魅力を再確認し、情報の発信と船ならではのブランド力のある魅力的な商品づくりをめざし
ます。

今後の目標と想定する効果

１．次年度以降における、瀬戸内海を広域に移動するテーマ性、ストーリー性のある海上を移動する旅行商品の造成。

２．近畿圏等大都市圏の消費者をターゲットにした瀬戸内海への広域的なクルーズツアーの可能性調査と魅力発信、
誘客策の検討。

３．チャータークルーズ船の受け入れ地のブラッシュアップ。消費者へ訴求する瀬戸内海の観光情報の旅行エージェン
トへの情報提供。

４．エリア別複数の交通モードの共通券等、乗換ストレスの無い各交通モードが連携した旅行スタイル（「瀬戸内パス」
など）の可能性検討。
５．旅行商品になり得るテーマ性、ストーリー性に対応できるガイドの育成、育成体制の整備。

～１～



第１回 瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会

調査・検討の概要

①ﾃｰﾏ性のあるﾂｱｰの一例として「平清盛」ゆかりの地を
中心とした瀬戸内海を広域に縦貫するｸﾙｰｽﾞﾂｱｰを検討
し、その商品化の可能性と仮説の課題の解決のためのﾓ
ﾆﾀｰﾂｱｰを実施して、その課題解決について検討する。

②瀬戸内海への誘客につながると考えられる広域的なｸ
ﾙｰｽﾞを含むﾂｱｰのﾃｰﾏとﾙｰﾄの検討及び当該ツアー催
行にかかる課題の解決について検討する。

モニターツアーによる調査事項 【留意事項】
①ツアー参加者には一定限度の負担を求める。
②ツアーには検討会関係者の経費を含む。
③鉄道及びバス等陸上交通とクルーズを組み合わせる。
④モニターツアーは平成24年3月末までに1泊2日で、神戸、
広島からそれぞれ概ね50名が出発する。
⑤ツアーに使用する船舶は、商品化時に瀬戸内海で現実
的に使用可能な高速船（平水区域、定員概ね80名の高速
船を想定。）とする。

【留意事項】モニターツアー以外の調査事項

資料２ー②

①瀬戸内海においてクルーズ観光を実施するにあたって
の課題（規制・制約など）を調査する。

②発着地、寄港地における着地型観光の実態、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ｶﾞｲﾄﾞ及び船内ガイドの状況の確認と育成方針の検討。

③瀬戸内海において、旅客船、鉄道、バスの共通券等の
可能性を調査する。

①規制や課題について関係者からヒアリング等実施及び
各種資料から調査。

②テーマや物語性に関係する関係地を関係者と協力して
抽出。

③着地型観光やガイドについてはアンケートやヒアリングを
実施。

④共通券等については交通関係事業者等にヒアリングを
実施。

調査検討結果を
ＨＰ等で公開等
結果を発信

○検討会による検討（委員１０名、会議２回、モニターツアー調査）
・調査内容（モニターツアー、調査項目）の検討
・モニターツアーの実施内容の評価
・各調査結果の検討

○調査の為の作業部会設置

モニター、委
員の意見を
集約

モニターツアー以外の調査事項

調査・検討の推進体制、実施後の公表方法 （委員名簿・作業部会名簿参照）

検討会以外でもメール等で情報展
開、意見照会を実施。

～２～



第１回 瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会

行政機関にある資料や旅客船事業者からのﾋｱﾘﾝｸﾞ等による瀬戸内海ｸﾙｰｽﾞに関する諸課題を調査する。

①瀬戸内海を取り巻く法律・制度上の課題。

モニターツアー以外の
具体的な調査検討課題のすすめ方

１．クルーズ振興のための条件・制約の調査

・作業部会において分担・協力して調査する。
・テーマ性・物語性で考えられるツアーの対象となる地域を絞って調査をする。
・調査の都度、メール等で委員に意見を照会しながらすすめる。

資料３

①瀬戸内海を取り巻く法律・制度上の課題。
②瀬戸内海沿岸地域の船社のチャーター船等の保有状況。観光客が利用できそうな定期旅客船の航路等。
③寄港地の条件・制約など。

対象地域の行政、観光協会等にｱﾝｹｰﾄにより調査する。

①港（桟橋）付近の観光客受け入れ施設（案内所、土産物店など）。
②港（桟橋）付近の観光資源。
③観光地が対応可能なテーマ、ストーリー、体験などの着地型観光のメニュー。
④観光地を説明できるボランティアガイド等の状況。
⑤ロングスティが可能な施設など。

２．発着地、寄港地における着地型観光の状況

～３～



第１回 瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会

各モードの交通事業者（鉄道、バス、旅客船）にヒアリングを実施する。

①各事業者の瀬戸内海に対する取り組みの現状。
②他の交通モードとの連携の現状、要望。
③共通チケットなど連携の可能性。
④各事業者の瀬戸内海の紹介、ガイドなどの状況。

３．瀬戸内海における交通事業者の連携等の可能性調査

４．「平清盛」をテーマにしたクルーズ観光資源の可能性調査

「平清盛」瀬戸内連携推進会議、大河ドラマ「平清盛」広島県推進協議会からの資料提供により調査する。

資料３

モニターツアーの内容については(株)ＪＴＢ中国四国の資料による。

①ツアーコース、日程は第1回検討会で確定する。
②モニターアンケート内容や委員に調査していただく事項はモニターツアーの催行日までに検討する。
③ツアーに対する地元等から協力できるものは可能な限り販売開始までに確定させる。
④様々なチャンネルを活用して広報・宣伝・情報発信を作業部会で取り組む。

モニターツアーに関する
具体的な調査検討課題のすすめ方

①「平清盛」、源平縁の地、物語などの資源を調査し、クルーズ観光の資源となり得る可能性の検討。
②その他

～４～



「平清盛」歴史探訪と瀬戸内海クルージングモニターツアー 

イメージ 1 

1 日目 広島港（宇品）  音戸の瀬戸(昼食)  大三島（大山祇神社・宝物館）  鞆の浦  高松（泊） 

9:00 チャータークルーズ                    11:00                13:30       15:00  15:30      17:30  

2 日目 高松  屋島  鳴門公園 （淡路島）  神戸「KOBE de 清盛 2012」 ドラマ館・歴史館  新神戸  広島 

9:00                   11:00   12:30                   14:00                               17:00               新幹線 19:00 頃 

 

1 日目 神戸  神戸「KOBE de 清盛 2012」 ドラマ館・歴史館 （淡路島）  屋島  高松（泊） 

10:00                              13:30                                 18:00 

（又は、神戸港 高松港） 

14:00     ジャンボフェリー        18:30 

2 日目 高松  鞆の浦  瀬戸田(昼食)  宮島（厳島神社）  宮島口  広島  新神戸 
8:00 チャータークルーズ  10:00  11:30     12:30    13:30       16:00           17:30               新幹線  20:00 頃 

イメージ 2 

1 日目 広島港（宇品）  音戸の瀬戸(昼食)  大三島（大山祇神社・宝物館）  鞆の浦  高松（泊） 

9:00    チャータークルーズ                 11:00                13:30       15:00  15:30      17:30  

2 日目 高松  神戸「KOBE de 清盛 2012」 ドラマ館・歴史館  神戸市内観光  新神戸  広島 

6:00 ジャンボフェリー 10:30                                                                  新幹線  18:00 頃 

 

1 日目 新神戸  広島 市内  宮島（昼食）厳島神社・平清盛館  広島港  松山港  道後温泉（泊） 

9:00 新幹線                                           世界遺産                          ｽｰﾊﾟｰジェット             18:00 頃 

2 日目 道後温泉  松山城  高松（昼食）  屋島  高松  神戸 
9:30                                                  15:00 ジャンボフェリー 19:30 頃 

イメージ３ 

1 日目 広島  新神戸  神戸「KOBE de 清盛 2012」 ドラマ館・歴史館  神戸港  高松（泊） 

9:00 新幹線                                                                                  14:00 ジャンボフェリー 18:30 頃 

2 日目 高松  屋島  金比羅宮自由散策・うどん作り体験（昼食）  松山港  呉  音戸の瀬戸・ドラマ館  広島駅 

ｽｰﾊﾟｰジェット   

 

1 日目 新神戸  岡山   高松  鞆の浦観光（昼食）  御手洗  呉（泊） 

新幹線       瀬戸大橋  13:30       12:30       14:00  チャータークルーズ      17:40 頃 

2 日目 呉  音戸の瀬戸・ドラマ館  宮島口  宮島（昼食）厳島神社・平清盛館・みやじマリン  宮島口  広島  新神戸 

 

●記入例 ／ Ｊ  Ｒ      私 鉄    船   徒  歩      バ ス    ケーブル     ﾛｰﾌﾟｳｪｲ    リフト    飛行機  

モデル案 



 
 

日次 月日（曜日） 行                    程 宿泊地 

1 

3／２４ 

 

（土） 

広島（宇品）港（集合） 瀬戸内海クルーズ   音戸の瀬戸  大三島（大山祇神社宝物館）【昼食】 
 9：00  

（仙酔島・阿伏兎観音）  鞆の浦  高松港 
                                                                                          17：30 頃 

 

 

夕食は各自にて 

 
 

高松市内 

 

１泊朝食 

 

2 

3／25 

 

（日） 

                             

高松駅  高松平家物語歴史館  屋島  （明石海峡大橋）  鳴門公園【昼食】  
8：40        9：00              9：50     10:10  10：40                                  11:40          13:00 

のぞみ 43 

 神戸・平清盛ドラマ館・歴史館  新神戸  広島駅  
14:30                         17:00             17：43              18：58 

 

 

 
 

日次 月日（曜日） 行                    程 宿泊地 

1 

3／２４ 

 

（土） 

清盛・ドラマ館（集合） 清盛・歴史館  淡路島【昼食】   

9:00                     11:30             12:10        13:00 

（ハーバーランド内 最寄：ＪＲ神戸駅） 

１１８０年治承４年に平清盛は、京の都から神戸の福原へ６ヶ月足らずでしたが遷都しますが、その遷都にまつわる史跡を歩いてみましょう。 
 

 鳴門公園  屋島  高松平家物語歴史館  高松市内 

 14:00   14:40      15:40 16:20       16:40                17:30          17:40                         夕食は各自にて 

 
 

高松市内 
 

１泊朝食 

 

2 

3／25 

 

（日） 

                               瀬戸内海クルーズ                                    

  高松（集合） （瀬戸大橋）  鞆の浦 （仙酔島・阿伏兎観音）  

8：30                     清盛が高倉上皇と寄港したと云われる  

【昼食】                                                                    のぞみ 58 

 瀬戸田  音戸の瀬戸  厳島神社  宮島  広島駅  新神戸駅 
17:30            18:37               19:45 

源平合戦で使われた鎧などが奉納されている   平清盛が開削したと云われる海峡。橋周辺に「清盛塚」がある 

 

（広島発） 

（神戸発） 

平清盛が開削したと云われる海峡。 

源平合戦で使われた鎧などが奉納されている 

橋周辺に「清盛塚」がある 

催行予定コース【案】 資料４ 



瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会　スケジュール表

日 12月 1月 2月 3月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

報
告
書
作
成
（
調
査
実
施
後
随
時
素
案
を
委
員
等

検討会結果を踏まえ、作業部会で分担し

調査を実施する。

１．関係機関等による調査を実施。

（2月末まで）
・寄港地、宿泊可能地、使用可能船舶の

在籍状況調査。

・瀬戸内海におけるクルーズ振興に対す

る制約の調査。

２．観光協会等へのアンケートなどによる

調査を実施。

（1月中旬～2月上旬まで）
・テーマに見合う着地観光の可能性及び

観光資源調査

・島嶼部、沿岸部を資源としたその他の

テーマ、ストーリーの調査検討

・人材育成（現地ガイド当）についての調

査検討

検
討
会
資
料
作
成

資料５

調
査
結
果
の
と
り
ま
と
め
、
検
討
会
委
員
の
意
見
照
会

作業部会

（月１開催を目

18

19 第1回検討会

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

モニターツアー催

行

第２回

検討会

調
査
実
施
後
随
時
素
案
を
委
員
等
に
提
示
す
る
。
）

検討会の結果を踏まえ・・・

・交通機関の取組、連携、ガイド等についてヒ

アリング調査。

（2月末まで）

ツアーの造成

モニターの募集

（関係者の協力により周知を図る。）

検討会、作業部会（事務局）の参加者集約

作業部会

（年内に開催を目

作業部会

（月１開催を目標）



①海上自衛隊呉基地

②音戸の瀬戸

③安芸灘大橋

④「平清盛」海上ロケ地

⑤大三島橋

⑥多々羅大橋

⑦因島大橋

⑧鞆の浦

○出発日：２０１２年３月24日（土）

広島港発～～～（海上自衛隊呉基地）～～～音戸港・・・音戸の瀬戸ドラマ館・・・音戸港～～～（安芸灘大橋）～～～「平清盛」海上ロケ地【柏島】(船上より)～～～

※開館時間9：30～

～～～宮浦港・・・昼食/せとうち茶屋…宮浦港～～～（大久野島）～～～（因島大橋）～～～（阿伏兎観音）～～～～～～鞆の浦港…上陸　休憩…鞆の浦港
※宮浦港から、せとうち茶屋までは徒歩で15分 ※鞆の浦県営桟橋　使用可能時間　14：05～15：20

～～～（水島航路　塩飽諸島：本島・広島　等）～～～（瀬戸大橋）～～～高松港

9:15 10:30 10:508:50

～おすすめ
カメラスポット～

9：30～10：15

11：35～13：05 13:20 13:50 14:15 14：25～15：10

16:30 17:05



①海上自衛隊呉基地

②音戸の瀬戸

③安芸灘大橋

④「平清盛」海上ロケ地

⑤大三島橋

⑥多々羅大橋

⑦因島大橋

⑧鞆の浦

○出発日：２０１２年３月25日（日）

高松港発～～～（瀬戸大橋）～～～（水島航路　塩飽諸島：本島・広島　等）～～～鞆の浦港…上陸　休憩…鞆の浦港～～～（阿伏兎観音）～～～（因島大橋）

※鞆の浦県営桟橋　使用可能時間　10：40～12：45

～～～（高根大橋）～～～瀬戸田港・・・昼食/瀬戸田すいぐん丸…瀬戸田港～～～しまなみ海道橋巡り（多々羅大橋・大三島橋・来島海峡大橋）～～～（御手洗の瀬戸）

～～「平清盛」海上ロケ地【柏島】(船上より)～～（安芸灘大橋）～～～（音戸の瀬戸）～～～（海上自衛隊呉基地）～～～宮島港・・・宮島上陸観光・・・宮島港～～～宮島口港

16:00

8:45

14:40

9:20 11:20 11:45

12:05

17:3015:00 17:25

～おすすめ
カメラスポット～

12：10～13：10

10：40～11：10

15:20 15:35 15:45





「海の仕事」紹介クルーズ（広島湾・呉湾・音戸の瀬戸）と大和ミュージアム見学 

                      

 普段見ることの出来ない、船や港湾施設を洋上から見る企画を開催します。 

広島港から呉港（大和ミュージアム）・音戸の瀬戸まで高速船でのミニクルーズを行い、船内で

は、「海の仕事」「クルーズの旅」の紹介を行います。 

 

○実施日 ：平成２４年３月２６日（月） 

○集合場所：広島県庁北館前 ９時２０分 雨天決行 

○募集人員：２０組 

１組あたり小学生（４～６年生）または中学生と保護者を含む３名まで。 

応募者多数の場合は抽選となります。 

○参加費 ：無料 

      「海の仕事」「クルーズの旅」の紹介と簡単なアンケートをお願いします。 

       昼食はお弁当を用意します。 

○行程   

９：３０ 広島県庁北館前出発（バス） 

１０：１０ 国際コンテナターミナル見学 

１１：００ 広島（宇品）港～宇品外貿埠頭～呉港へ（高速船） 

１１：４０ 大和ミュージアム見学（昼食） 

１４：００ 呉港～呉湾の造船所～音戸の瀬戸（清盛塚）～国際コンテナターミナル 

～広島港へ（高速船） 

１５：３５ 広島港着発（バス） 

１６：００ 広島県庁北館前解散（広島港での解散可） 

○申込方法 

   往復はがきに 参加希望者全員の 氏名 性別 生年月日 代表者の住所・連絡先電話番号を

明記して下さい。 

○申込先 〒730-8544 広島市中区上八丁堀６－３０ 

 国土交通省中国運輸局内 中国地方海事産業の次世代人材育成協議会あて 

○申込期限 

 平成２４年２月２９日必着  ３月２日に申込結果を発送します。 

○問合せ先 

 国土交通省中国運輸局 海事振興部 ０８２－２２８－３６７９ （吉本・田中） 

※個人情報は、今回の企画のみに使用します。 

 

主催：中国地方海事産業の次世代人材育成協議会 

                    (社)中国海事広報協会 

共催：国土交通省中国運輸局 

                 後援：中国地方クルーズ振興協議会 

                    広島県 


