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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２年７月１日 

－海の日祝日に「第１６回小学生乗船無料キャンペーン」を実施します－ 

 

 

～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、子どもたちに、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８事業者８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一昨年に引き続き、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３６事業者４

２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（今岡
いまおか

・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/


 海の日「第１６回小学生乗船無料キャンペーン」 
参加旅客船事業者一覧 

 
 

以下の３６事業者（４２航路）が参加します。 
 

都道府県（乗り場） 参加旅客船事業者 

北海道 ㈱小樽観光振興公社（小樽海上観光船） 

青森県 十和田観光電鉄㈱ 

秋田県 ㈱羽後交通興業（田沢湖遊覧船） 

宮城県 （一財）丸森町観光物産振興公社（阿武隈ライン船下り） 

茨城県 ㈱ラクスマリーナ 

栃木県 東武興業㈱（中禅寺湖遊覧船） 

千葉県 小湊妙の浦遊覧船協業組合 

東京都 ㈱ジール、（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 

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 

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 伊勢湾フェリー㈱ 

大阪府 大阪水上バス㈱ 

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 神戸ベイクルーズ㈱、㈲髙福ライナー 

岡山県 (一社)瀬戸内市緑の村公社（前島フェリー）、瀬戸内観光汽船㈱ 

広島県 福山市営渡船、福本フェリー㈱、向島運航㈱、走島汽船(有) 

広島県/愛媛県 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 大歩危峽観光遊船㈲ 

香川県 国際両備フェリー㈱ 

福岡県 ㈱西鉄ホテルズ 

長崎県 やまさ海運㈱ 

佐賀県 唐津汽船㈱ 

長崎県/熊本県 熊本フェリー㈱ 

                                                       

 



無料等

都府県 種　別 大人

(一社)瀬戸内市緑の村公社
（前島フェリー）

前島～牛窓 岡山県 牛窓港　瀬戸内市牛窓町牛窓5662-4 0869-34-4356 往復 240 120 →0 7月23日
①保護者同伴　②家族であれ
ば無制限　③団体乗船を除く

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

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23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.fukuyam
a.hiroshima.jp/soshiki/kan
ko/91534.html

走島汽船㈲ 走島～鞆 広島県 福山市鞆町鞆782 084-982-3188 580 300 →0 7月23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

福本フェリー㈱ 尾道向島航路 広島県
尾道市向島町小歌島851-1

事務所　9848-
44-2711

乗り場事務所
0848-44-2020

60 30 →0 7月23日
①不要　②保護者が管理できる
範囲、家族であれば無制限

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

向島運輸㈱ 富浜～尾道駅前 広島県
高浜　尾道市向島町232-52地先
尾道駅前　尾道市東御所85-5地先

0848-22-7154 100 50 →0 7月23日 ①不要　②制限なし
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

三光汽船㈱ 小漕～洲江（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23日
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲

http://www.sankohkisen.jp

国際両備フェリー㈱ 新岡山港～土庄港（小豆島） 香川県 岡山県岡山市中区新築港9-1 086-274-1222 1,090 530 →0 7月23日
①不要　②制限なし　③団体乗
船を除く

抽選で1日船長に任命。切符のもぎり
や入出港の挨拶などを体験。参加さ
れた子供たちにも船内見学や海の日
に因んだイベントを開催。
新岡山港：　岡山電気軌道
大人同伴の小学生運賃無料

https://ryobi-
shodoshima.jp/

瀬戸内観光汽船(株) 日生港～大部港 岡山県
（日生港）岡山県備前市日生町寒河2570-26
（大部港）香川県小豆郡土庄町大部甲3246-16

0869-72-0698 1,050 520 →0 7月23日 ①不要　②制限なし https://ryobi-
shodoshima.jp/

小学生

　海の日「第１６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

http://www.maejima-island.info/
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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、一昨年（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、昨年度についても陸上交通連携前の２．３倍に利用者が増加しました。 

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２年７月２３日（木）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。 

・令和２年度は新型コロナウイルス感染症を考慮し、実施エリアが限定的となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・各旅客船事業者 

 

協  力  国土交通省中国運輸局 

しまなみ

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

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 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】　福山市営渡船・走島汽船・福本フェリー・向島運航・三光汽船

【岡山県】　前島フェリー・国際両備フェリー・瀬戸内観光汽船

路線バス
【広島県】　鞆鉄道・本四バス・因の島運輸・中国バス・おのみちバス

【岡山県】　岡山電気軌道


