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Chugoku Transport & Tourism Bureau 

人と物の移動を見つめ支えます 

国土交通省中国運輸局 

令和元年７月１日 

－海の日祝日に「第１４回小学生乗船無料キャンペーン」を実施します－ 

 
 

～新企画、路線バス等との連携で利用者も倍増！～ 

一般社団法人中国旅客船協会では、子供たちに、普段はあまりなじみのない国内旅客船

への乗船機会を提供して船旅を体験して頂き、船への理解を深めて頂くことを目的として、

中国地方で旅客船を運航する１６事業者２１航路で、「海の日」に合わせて「小学生の乗船

無料キャンペーン」を実施します。 

全国初めての取り組みとなった昨年に引き続き、今回も、路線バス会社等の理解と協力

を得て、キャンペーンに参加する航路が寄港する広島県と岡山県の港にアクセスする路線

バスや路面電車も旅客船と同様に小学生運賃無料に取り組みます。 

街と港そして海の往還を支える海上と陸上の公共交通機関を利用した海への交通行動

を活発化して、さらに多くの人に「海の日」の理解増進が図られることを期待しています。 

このキャンペーンは、全国の旅客船航路で取り組まれており、今年は全国７３事業者８

６航路が趣旨に賛同して参加します。当日は、運賃無料の他、様々なイベントを実施する

航路もありますので、多くの方のご参加をお待ちしています。 

（一般社団法人日本旅客船協会キャンペーン特設サイト：https://www.jships.or.jp/children/） 

 

なお、海洋国日本の次代の担い手である子どもたちが、海に親しみ、関心を持ってもら

うことは大変嬉しいことであり、中国運輸局としても、積極的に支援、協力していきます。 

 

【添付資料】 

・参加事業者一覧 

・実施航路の詳細（中国地方） 

・海上交通と陸上交通が連携した「海の日」 

 小学生運賃無料の取り組み概要 

・キャンペーンのチラシ 

【問い合わせ先】 

中国運輸局 海事振興部 旅客課（近藤
こんどう

・青山
あおやま

） 

TEL:082-228-3679／FAX:082-228-7309 

一般社団法人中国旅客船協会（松山
まつやま

） 

TEL:082-253-6907／FAX:082-253-6951 

https://www.jships.or.jp/children/


 参加旅客船事業者一覧 
 

７３事業者（８６航路）が小学生乗船無料キャンペーンに参加します。 

全国２６都府県の乗り場からご乗船頂けます。 

 

 

都道府県（乗り場） 参加旅客船事業者 

宮城県 丸文松島汽船㈱、ニュー松島観光船㈱、松島島巡り観光船企業組合、 

（一財）丸森町観光物産振興公社 

茨城県 ㈱ラクスマリーナ 

栃木県 東武興業㈱（中禅寺湖機船） 

千葉県 日東商船㈱、㈲銚子海洋研究所、小湊妙の浦遊覧船協業組合 

東京都 東京ヴァンテアンクルーズ㈱、㈱ジール、㈱シーライン東京、 

東京都観光汽船㈱、（公財）東京都公園協会（東京水辺ライン)、 

㈱東京湾クルージング、㈱クルーズクラブ東京、東京都新島村 

神奈川県 ㈱ケーエムシーコーポレーション、㈱ロイヤルウイング、箱根観光船㈱、 

勝瀬観光㈱、津久井振興㈱ 

新潟県 奥只見観光㈱(奥只見湖遊覧船） 

福井県 東尋坊観光遊覧船㈱ 

山梨県 富士五湖汽船㈱ 

静岡県 ㈱富士急マリンリゾート、浜名湖遊覧船㈱ 

愛知県/三重県 津エアポートライン㈱、伊勢湾フェリー㈱ 

三重県 志摩マリンレジャー㈱ 

滋賀県 琵琶湖汽船㈱、近江トラベル㈱ 

大阪府 大阪水上バス㈱ 

大阪府/福岡県 ㈱名門大洋フェリー（グッズプレゼント） 

大阪府/兵庫県/福岡県 阪九フェリー㈱（グッズプレゼント） 

兵庫県 早駒運輸㈱（神戸シーバス）、神戸ベイクルーズ㈱、高速いえしま㈱、 

㈲髙福ライナー、ジョイポート南淡路㈱ 

和歌山県 友ヶ島汽船㈱ 

岡山県 藤井一彦、(一社)瀬戸内市緑の村公社（前島フェリー） 

岡山県/香川県 両備フェリー㈱、四国フェリー㈱、瀬戸内観光汽船㈱、四国急行フェリー㈱ 

広島県 瀬戸内シーライン㈱、上村汽船㈱、福山市、走島汽船㈲、土生商船㈱、弓場

汽船㈱、㈲マルト汽船、大崎汽船㈱、山陽商船㈱、㈱瀬戸内クルージング 

広島県/愛媛県 瀬戸内海汽船㈱、石崎汽船㈱、三光汽船㈱、岩城汽船㈱ 

山口県 青海島観光汽船㈱ 

山口県/福岡県 関門汽船㈱ 

徳島県 鳴門観光汽船㈱、大歩危峽観光遊船㈲ 

香川県 小豆島フェリー㈱、国際フェリー㈱ 

愛媛県 松山市 

福岡県 ㈱西鉄ホテルズ 

長崎県 やまさ海運㈱、五島産業汽船㈱ 

長崎県/熊本県 熊本フェリー㈱ 

沖縄県 南西観光㈱ 

                                               



16事業者21航路

無料等

都府県 種　別 大人

藤井一彦 笠岡～白石島～北木島 岡山県
笠岡市十一番町15
白石島港、北木島金風呂港、豊浦港

0865-62-2856 540 270 →0 7月15日 ①保護者同伴　②２名 笠岡港：井笠バスカンパニー　大人同伴の小学生運賃無料
http://www.setouchi-
csline.jp/

(一社)瀬戸内市緑の村公社
（前島フェリー）

前島～牛窓 岡山県 瀬戸内市牛窓町牛窓5662-4 0869-34-4356 往復 240 120 →0 7月15日
①大人同伴　②家族であれば無
制限

http://www.maejima-
island.info/

両備フェリー㈱ 新岡山～土庄（小豆島）
岡山県
香川県

岡山市中区新築港9-1
小豆郡土庄町甲5165-201

086-274-1222 1,050 530 →0
7月13日～
7月15日

①不要　②制限なし　③団体乗
船を除く

・海の日１日船長（抽選にて任命、切符のもぎりや入出港の
挨拶体験）
・船内見学や海の日に因んだイベント開催
新岡山港：　岡山電気軌道
大人同伴の小学生運賃無料

www.ryobi-ferry.com

瀬戸内観光汽船㈱ 日生港～大部港
岡山県
香川県

備前市日生町寒河2570-26
小豆郡土庄町大部甲3246-16

0869-72-0698 1,030 520 →0
7月13日～
7月15日

①不要　②制限なし
http://www.setouchi-
kankokisen.co.jp

宇品～高田･中町 960 480

宇品～小用 1,060 530

宇品～三高 680 340

呉～小用
フェリー
高速艇

390
550

200
280

上村汽船㈱ 広島（宇品）～江田島(切串） 広島県
広島市南区宇品海岸1-13-26
江田島市江田島町切串3-1-1

082-251-6020 460 230 →0 7月15日
①大人同伴　②同伴者が管理で
きる範囲内

広島港：広島バス・広島電鉄・広電電車　大人同伴の小学生
運賃無料

http://kamimurakisen.com/

福山市 鞆～仙酔島 広島県 福山市鞆町鞆623-5
084-928-1042
084-982-2115

240 120 →0 7月15日 ①不要　②制限なし 鞆港：鞆鉄道　大人同伴の小学生運賃無料

https://www.city.fukuya
ma.hiroshima.jp/soshiki/
kanko/91534.html

走島汽船㈲ 走島～鞆 広島県 福山市鞆町鞆782 084-982-3188 570 290 →0 7月15日 ①不要　②制限なし 鞆港：鞆鉄道　大人同伴の小学生運賃無料
http://www.tomotetsu.co
.jp/hsirijimakisen/

土生商船㈱ 土生～三原 広島県
土生港、立石港、因島モール港、重井港、鷺
港、三原港

0845-22-1337 最長区間 1,260 630 →0 7月15日
①保護者同伴　②２名　③団体
乗船を除く

土生港：本四バス・因の島運輸　大人同伴の小学生運賃無
料
※因島島内は土生港のみ対象
三原港：芸陽バス・中国バス・鞆鉄　大人同伴の小学生運賃
無料
※三原駅止めの路線については各社の判断

http://habushosen.com/

広島県瀨戸内シーライン㈱

広島港　広島市南区宇品海岸1-13-26
高田港　江田島市能美町高田
中町港  江田島市能美町4859-2
小用港　江田島市江田島町小用2-1-1
三高港　江田島市沖美町三吉2776
呉港　　 呉市宝町4-44

082-254-1701 →0
http://setonaikaikisen.co
.jp/sealine/

7月15日
①大人同伴　②同伴者が管理で
きる範囲内　③団体乗船を除く

広島港：広島バス・広島電鉄・広電電車　大人同伴の小学生
運賃無料
高田港・中町港：江田島バス　大人同伴の小学生運賃無料
小用港：江田島バス　大人同伴の小学生運賃無料
三高港：江田島バス　大人同伴の小学生運賃無料
呉港：広島電鉄　大人同伴の小学生運賃無料

　海の日「第１４回 小学生乗船無料キャンペーン」実施航路詳細（中国地方）

事業者名 航 路 名 乗 り 場
お問合せ
電話番号

通常運賃額
実施日

運賃の適用条件等：
 ①保護者等同伴の要否
 ②無料人数：保護者等1人につき
 ③その他の条件

イベント、乗り場にアクセスする路線バス等の小学生運賃無
料等の情報

ホームページ
小学生
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無料等

都府県 種　別 大人

事業者名 航 路 名 乗 り 場
お問合せ
電話番号

通常運賃額
実施日

運賃の適用条件等：
 ①保護者等同伴の要否
 ②無料人数：保護者等1人につき
 ③その他の条件

イベント、乗り場にアクセスする路線バス等の小学生運賃無
料等の情報

ホームページ
小学生

須波～沢 須波港、沢港 460 230
須波港：芸陽バス　大人同伴の小学生運賃無料
沢港：本四バス・おのみちバス　大人同伴の小学生運賃無料

瀬戸田～三原 瀬戸田港、沢港、三原港 820 410

瀬戸田・沢港：本四バス・おのみちバス　大人同伴の小学生
運賃無料
三原港：芸陽バス・中国バス・鞆鉄　大人同伴の小学生運賃
無料
※三原駅止めの路線については各社の判断

㈲マルト汽船
三原～小佐木島～向田～沢～
瀬戸田

広島県
三原市城町
尾道市瀬戸田町瀬戸田

090-2008-1777 820 410 →0 7月15日
①保護者同伴　②１名　③団体
乗船を除く

瀬戸田・沢港：本四バス・おのみちバス　大人同伴の小学生
運賃無料
三原港：芸陽バス・中国バス・鞆鉄　大人同伴の小学生運賃
無料
※三原駅止めの路線については各社の判断

http://marutokisen.sakur
a.ne.jp/

大崎汽船㈱ 白水～竹原 広島県
白水港 　豊田郡大崎上島町東野6625-1
竹原港　 竹原市港町4-2-24

0846-22-2390 350 170 →0 7月15日 ①大人同伴　②制限なし
竹原港：芸陽バス　大人同伴の小学生運賃無料
白水港：さんようバス　大人同伴の小学生運賃無料

www.oktravel.co.jp

山陽商船㈱ 竹原～垂水・白水 広島県
竹原港 竹原市港町4-2-30
垂水港 大崎上島町東野垂水634-15
白水港 豊田郡大崎上島町東野6625-1

0846-22-2133
340～

350
170 →0 7月15日 ①大人同伴　②制限なし

竹原港：芸陽バス　大人同伴の小学生運賃無料
白水・垂水港：さんようバス　大人同伴の小学生運賃無料

www.sanyo-shosen.jp

尾道～瀬戸田 1,200 600

尾道～鞆 2,500 1,250

瀬戸内海汽船㈱
松山～呉～広島
(スーパージェットは対象外、フェリー
のみ対象）

広島県
愛媛県

広島港　広島市南区宇品海岸1-13-26
呉港　　 呉市宝町4-44
松山観光港  松山市高浜町5-2259-1

082-253-1212 最長区間 3,600 1,800 →0 7月15日 ①大人同伴　②２名
広島港：広島バス・広島電鉄・広電電車　大人同伴の小学生
運賃無料
呉港：広島電鉄　大人同伴の小学生運賃無料

www.setonaikaikisen.co.jp

三光汽船㈱ 洲江～小漕（岩城島）
広島県
愛媛県

洲江港　尾道市因島洲江町550
小漕港　越智郡上島町岩城4495-5

0845-28-0035 150 80 →0 7月15日
①大人同伴　②同伴者が管理で
きる範囲

http://www.sankohkisen.jp

広島県

広島県

①保護者同伴　②２名㈱瀬戸内クルージング 0848-36-6113 7月15日

弓場汽船㈱ 0848-38-9030 →0
①保護者同伴　②２名　③団体
乗船を除く

7月15日

最長区間

尾道駅前桟橋：尾道市東御所町9-1
新居浜桟橋：尾道市新居浜2-13-2
重井東港：尾道市因島重井町474-70
須ノ上港：三鷹市鷺浦町向田野浦4271
瀬戸田港：尾道市瀬戸田町瀬戸田214
鞆の浦：福山市鞆町799

→0 http://www.s-cruise.jp/

インスタフレーム、船長キャップ、レモンの被り物で記念撮影
フレーム設置
尾道駅前港：おのみちバス・本四バス・中国バス・鞆鉄道・因
の島運輸　大人同伴の小学生運賃無料
鞆港：鞆鉄道　大人同伴の小学生運賃無料
瀬戸田・沢港：本四バス・おのみちバス大人同伴の小学生運
賃無料
※因島島内は土生港のみ対象

http://habushosen.com/
corporate/yubakisen
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海陸の公共交通機関が連携した「海の日」小学生運賃無料の取り組み概要 

 

取り組みの趣旨  

「海の日」は「海の恩恵に感謝し、海洋国家日本の繁栄を願う日」と位置づけられ、海への親しみや関心を

高めていただく国民の祝日です。 

  海上交通では平成２５年から「海の日」に旅客船の小学生運賃無料化に取り組んできたところですが、旅客

船のみでは取り組みが限定的で多くの国民に訴求できていないのが現状です。 

こうしたことから、国民の海への親しみ・関心を更に高めて頂くため、海上交通と陸上交通が連携して公共

交通機関を利用した海への交通行動の活発化を目指し、昨年（平成 30年 7月）、中国地方において、陸上交通

機関の協力を得て、両交通機関が連携した取り組みを全国で初めて実施したところです。 

その結果、「平成 30年 7月豪雨」の直後にもかかわらず、参加人数は前年の約 2倍の増加となりました。 

こうした成果を踏まえ、本年も引き続き、港にアクセスするルートを多く持つ路線バス等と旅客船が連携し

て「海の日」小学生運賃無料化の取り組み実施し、海や港へのお出かけ機会増大のきっかけづくりとすること

で、まちと海・港の往還を支える公共交通全般の活性化を図っていきます。  

 

事業の概要 

・旅客船が入出港する港にアクセスする路線バス等について、海の日に当該港で下車又は乗車する小学生の運賃

を無料とする。 

・旅客船について、海の日に乗船する小学生運賃を無料とする。 

・運賃無料化の適用条件については各事業者の自主判断に委ねる。 

 例）無料化対象者：保護者等同伴の要否、保護者等同伴の場合の同行する小学生の人数要件ほか 

無償化対象期間：海の日１日のみ、または海の日を含む当該連休期間を対象にする等 

 

実 施 日   令和元年７月１５日（月）祝日 

 

実施エリア ・旅客船事業者が従前から「海の日」小学生運賃無料に取り組んでいる地域を基本に実施。 

・当面、瀬戸内海各港にアクセスする旅客船（無料化実施航路）及び路線バス等のエリアで実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 （一社）中国旅客船協会、（公社）広島県バス協会、各路線バス・路面電車・各旅客船事業者 

 

協  力  国土交通省中国運輸局 

広島湾

地区 

安芸灘

地区 

しまなみ

地区 

岡山県 

西部地区 

岡山県 

東部地区 



① 対象航路の旅客船に乗船する小学生以下の運賃が無料

② 対象航路の旅客船が入港する港に乗り入れる一部の路線バス、路面電車に乗って

その港で下車、又はその港から乗車する小学生以下の運賃が無料

※適用条件は各バス会社、旅客船会社で異なります。

詳しい情報は、右上のホームページ、又は各会社に確認してください。

船・バス・電車

詳しい情報は
　　Webで！

【実施主体】（一社）中国旅客船協会 （公社）広島県バス協会 各路線バス事業者 路面電車事業者 各旅客船事業者

【協 力】国土交通省中国運輸局

旅客船
【広島県】　瀬戸内シーライン、上村汽船、福山市、走島汽船、土生商船、弓場汽船
マルト汽船、大崎汽船、山陽商船、瀬戸内クルージング、瀬戸内海汽船、三光汽船

【岡山県】　藤井一彦、前島フェリー、両備フェリー、瀬戸内観光汽船

路線バス
【広島県】　広島バス、広島電鉄、江田島バス、鞆鉄道、本四バス、因の島運輸

芸陽バス、中国バス、おのみちバス、さんようバス、ささき観光
【岡山県】　岡山電気軌道、井笠バスカンパニー

路面電車 【広島県】　広島電鉄（1号線・3号線・5号線）


