
 

 

 

 

 

 
○第２回瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会について 

              
（資料提供：瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会） 

 
・開催時期：平成２４年３月２９日（木） 

・場所  ：広島合同庁舎４号館５階「会議室」 

（概 要） 

  近畿圏を中心に他地域の消費者に対する広域的瀬戸内海周遊観光に対する訴求力、 

 需要、課題を調査するために、中国運輸局と広島県が主体となり、大河ドラマ「平清 

盛」をテーマに、瀬戸内海を広域的に結び、周遊するクルーズを含むモニターツアー 

の催行と２回の検討会を実施することにより、瀬戸内海広域周遊観光の可能性を調査 

したもの。 

 
《 資料：第２回 瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査検討会資料 》 
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第２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２４年３月２９日（木） 
１５：００～１７：００ 

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．議  事 
（１）「瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査」の検討について 

 
 ①モニターツアーについて 
 
 ②その他の調査について 

 
（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 
 
 
○ 第 1 回検討会意見に基づくモニターツアー調査等での対応状況・・資料１ 
 
○ 『平清盛』をテーマにしたモニターツアーについて 
△広島～神戸間モニターツアー最終コース図・・・・・・・・・・・資料２－１ 
△モニターツアーの概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料２－２ 

 
○  モニターツアー以外の調査について 
△瀬戸内海広域クルーズ観光の振興調査・調査対象者・・・・・・・資料３－１ 

 △瀬戸内海沿岸自治体向けアンケート・・・・・・・・・・・・・・資料３－２ 
 △交通・宿泊事業者向けアンケート(瀬戸内海観光振興版)・・・・・ 資料３－３ 
 △交通・宿泊事業者向けアンケート(船内ガイド版)・・・・・・・・ 資料３－４ 
 
○ 新聞等報道資料について・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料４ 
 
○  参考資料 
△交通・宿泊事業者向けアンケート(神戸関係)・・・・・・ 参考資料１ 
△モニターツアーへの意見・・・・・・・・・・・・・・・参考資料２ 

 
 



第1回検討会意見趣旨 対応

テーマ性のある瀬戸内海のツアーはいいアイデア テーマ性のあるツアーについてモニター、市町村
調査に含める。

このスケジュールで可能か。 努力する。

個人旅行が増えているがその対策はないのか。

将来的に個人旅行もターゲットにできるものを検
討すべき。

マリンガイドの案内など、船内の楽しみが必要。

クルーズディレクター

検討会組織の継続を希望。

瀬戸内の魅力発信をすれば需要はあると思う。

アクセスの考えは

第1回検討会意見に基づくモニターツアー調査等での対応状況

とりあえずは広域チャータークルーズをめざす。
可能であれば個人旅行で利用可能な定期航路の
調査も検討。

ガイド調査を実施する。
高速船内でのクルーズディレクターの可能性も検
討。

来年度以降に今回の枠組みでの検討会を組織す
ることについては、クルーズ振興協議会とも相談し
ながら検討。
当面、報告書完成まではご意見を聞きたい。

陸上交通と海上交通の連携など、交通事業者等

資料１

アクセスの考えは

乗船までのアクセスとツアー中の陸上交通に分け
て検討をする必要がる。

一般消費者の意識調査が必要

低予算でも可能

今回のツアーのコンセプトの整理が必要。ゆっくり
旅をするのか、大急ぎで見て回るのか。

クルーズはできるだけ多く見て回る動きが基本。

テーマに見合った時間が必要

船内でテーマに見合った講演はできないか。 検討したが、実施できなかった。

陸上交通と海上交通の連携など、交通事業者等
に対するアンケートで検討する。

来年度調査費が確保できれば検討。

モニターツアーであり、より多くの評価を得たい。
昼食場所、桟橋利用時間の制約はあるが、広島
コースは大山祇神社がポイントであり時間延長を
再検討。
関西からのコースは「鞆の浦」「宮島」の時間を確
保した。



第1回検討会意見趣旨 対応

第1回検討会意見に基づくモニターツアー調査等での対応状況 資料１

音戸ドラマ館で入館時間の前倒し等特別の扱い
はできないか。

今回が特別扱いだからできて、商品に適さないも
のはするべきでない。

ターゲットはどこを想定しているか。

新しい需要開拓ができるのではないかと思う。

新規マーケット（若者）開拓の為には、立ち寄り地
でディープな体験を入れては

瀬戸内海、クルーズの魅力自体の発信が必要 クルーズ中は船からでなければ見えない景観をア
ピール。（「平清盛」ロケ地、島影、阿伏兎観音、橋
の下や真横からの景色などを見ることができた。）
また日本海事新聞社及びディリーｽﾎﾟｰﾂ紙記者の
同行取材が実現できた。

じっくり型の旅、自由度の高い旅が良い
それぞれの興味があるところを厚くする

モニターツアーの目的がある
一方商品としてうれるものにもしなければならな

シニア層だけでない可能性も高いので、グルメや
体験も検討。
結果として、香川県・高松市の協力で、グルメ、琵
琶演奏鑑賞体験をすることができた。

どこかじっくり自由なところはつくりたい。（神戸、宮
島のフリータイムを設定した。）
しかし、モニターツアーなので、見せ、説明した上
でモニターの多くの意見を聞きたい。
商品化の際は指摘の意見を尊重すべきと考える。

立ち寄るかどうかも含めて再検討する。
結果として、立ち寄ることとした。

一方商品としてうれるものにもしなければならな
い。

テーマ性にこだわったうえで瀬戸内海の魅力再発
見

テーマ性のあるツアーの可能性調査なので、平清
盛にはこだわりたい。

ホテルとの連携 交通機関とあわせ宿泊機関にもアンケートを実施
したい。

定期的に運航されるものになると良い モニターアンケートの結果により、検討されると考
えている。

実施時期は 実施日は３月２４～２５日（土・日）



資料２－１

○出発日：２０１２年３月25日（日）

高松港発～（瀬戸大橋　塩飽諸島　本島　広島）～鞆の浦港…上陸　休憩…鞆の浦港～（阿伏兎観音） ②瀬戸大橋

③塩飽諸島

～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）～ ④阿伏兎観音

⑤生口島　瀬戸田港

⑥多々羅大橋・大三島橋

～「平清盛」海上ロケ地～（音戸の瀬戸）～（海上自衛隊呉基地）～宮島港・上陸観光・宮島港～広島港 ⑦「平清盛」海上ロケ地

⑧音戸の瀬戸

11:55

17:55 18:2015:0514:30

12：00～13：10

15:15

7:45 8:20

船上からの見どころ

①屋島11:1010：05～11：00

15:55

⑨海上自衛隊呉基地



資料２－１

○出発日：２０１２年３月24日（土）

①海上自衛隊呉基地

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～「平清盛」海上ロケ地～ ②音戸の瀬戸

③「平清盛」海上ロケ地

～～～宮浦港・昼食/せとうち茶・宮浦港～（阿伏兎観音）～鞆の浦港…上陸　休憩…鞆の浦港 ④大三島　宮浦港

⑤因島大橋

⑥阿伏兎観音

～～～（水島航路　塩飽諸島：本島・広島　等）～～～（瀬戸大橋）～～～高松港 ⑦塩飽諸島

⑧瀬戸大橋

11：20～13：20 14:30 　　14：40～15：10

船上からの見どころ

8:30

16:30 17:05

8:55 9：30～9：55 10:35

⑧瀬戸大橋

⑨屋島



平清盛歴史探訪と春の瀬戸内海クルーズの旅 概況①

資料２－２

最終申込者数 ★広島コース モニター34人 ★神戸コース モニター53人
※キャンセルが無かったときの最大申し込み状況（広島41名、神戸64名）

（注）広島コースモニター1名について、直前キャンセルさ
れたため、実際のツアー参加は33名となった。

24日広島コース 瀬戸大橋付近を航行中



平清盛歴史探訪と春の瀬戸内海クルーズの旅 概況②

報道状況 日付 申込

中国新聞中国総合版報道 2月24日 1人

日本経済新聞大阪版報道 2月25日 9人

神戸新聞朝刊報道 2月28日 38人

中国新聞生活情報（広島） 3月 7日 12人

中国新聞生活情報（広島） 3月13日 0人

広島テレビ「テレビ派」 3月14日 3人

新聞・テレビ報道等と申し込みの関係 今回の参加者は年配者が多く、ほとんどが、新聞の
告知での申し込みだった。
ネット環境でのヒットは観光庁のホームページの1割ぐ
らいで後は新聞と友人に誘われてのもの。広島と違い
神戸側の新聞の扱いが、カラー写真入りで地域版の
ページであったことがヒットの原因と思われる。

短期で集客するには新聞、ＴＶなどが一番最適だと思
われる。

広島テレビ「テレビ派」 3月14日 3人

ツアー催行結果の速報

①アンケート回収状況
ほぼ全員回収

②行程に対する意見
少々欲張りすぎ行程（盛りだくさん過ぎ）⇒旅行者はゆっくり見たい願望は常に
ある。

③トラブルについて
特にトラブルについては聞いていない。

④主なモニターの意見、雰囲気
総じて大満足、良い体験をさせてもらったとの意見が多かった。平清盛、瀬戸
内海、船を使ったコースのキーワードでほとんどのモニターが申し込んでいる。
特に関西圏は大半のモニターが（国内海外を問わず）船旅を経験しており、抵抗
感が無かったようである。寄港地でもアクティブに行動した人が複数いたようで
ある。
両コースとも香川でのもてなしはモニターの心を打った様子であった。

旅行会社としての意見

・旅行代金も3万円ならまた行きたいとの意
見が多く、いかにコストを落とせるかが課題。
・テーマ-が必要（ターゲットに応じた支持が
得られるような、このツアーならでは、ここ
だけ、のコース設定、サプライズが必要。

・快晴が多い、春、秋の過ごしやすい季節
なら十分バスツアーに対抗できます。

25日朝 高松港出発のセレモニー 3月14日 広島テレビ「テレビ派」ＰＲ



資料４

日付 紙名等 地域 標題

2月15日 日本海事新聞 全国
清盛ゆかりの地を船・バス・新幹線で
来月下旬に1泊モニターツアー

2月21日 経済レポート 広島
瀬戸内海広域モニタークルーズ
運輸局と県が連携し実施

2月23日 広島経済レポート 広島
ＪＴＢが瀬戸内海クルーズ
平清盛歴史探訪モニターツアー

2月24日 中国新聞 広島
清盛の足跡訪ねる船旅
広島など来月発着

2月25日 日本経済新聞 大阪
清盛の足跡をたどる船旅
神戸ー広島で実験ツアー

2月28日 神戸新聞 神戸
平家が開いた瀬戸内へ
国交省がクルーズ企画

3月7日 中国新聞・生活情報 広島 平清盛モニターツアー

3月13日 中国新聞・生活情報 広島 平清盛モニターツアー

3月14日
広島テレビ「テレビ派」
街角中経

広島 （広島市中区本通パルコ前にて30秒間ＰＲ）

3月25日 四国新聞 高松
琵琶演奏でお出迎え
「平氏ツアー」イベント

3月29日 ディリースポーツ 広島 大盛況！清盛モニターツアー

3月28日 日本海事新聞 全国
中国運輸局・広島県「平清盛」瀬戸内クルーズ
船上からの多島美平家ゆかりの地満喫！

モニターツアーについての報道等の状況について



・「平清盛」歴史探訪と春の瀬戸内クルーズの旅（モニタークルーズ） 
 
 
   ３月２４日～２５日 モニタークルーズの様子 
 
 
             
     
          

 
 
 
 
 
 
 
 
   ３月２４日 出発時の船内の様子 

（マリンガイドさんから注意事項等の説明を受けながら瀬戸内クルーズの出発です。） 
 

 
          

３月２４日 音頭の瀬戸を通過 
音戸の瀬戸ドラマ館を見学後、「平清盛」海上ロケ地へ 



           
 

３月２４日 大河ドラマで使用された「海賊船」が係留されているのを見 
ることができました。 
 

    

 
     

            ３月２４日 高松港に到着すると、ボランティア・サポーター「こえび隊」 
の演奏による歓迎を受けました。 

           
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
             ３月２５日 鞆の浦港の常夜灯 
 
 

 
 

          ３月２５日 鞆の浦の「対潮楼」から見た酔水島と弁天島 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

   ３月２５日 やっぱりすごい瀬戸大橋 
 
 

 

           ３月２５日 ちょうど干潮時で近くまで寄って見る人が 
大勢いました。（宮島の大鳥居） 

              
 
 
 


