
ゆとり “のんびり、ゆったり”出来れば言うこと無し！
デッキや船室でのんびり過ごしたい。いすに腰かけて、ボーっと空や海を眺めているなど。
ゆったりした癒しの空間
ゆったりと、海を見ながら移動できるのは最高と思います。
オフィシャルイベントを最小限にし船上、船中の生活をリラックスして過ごしたい。
カジュアルな服装で参加可能
スケッチをしながらの旅
穏やかな日本が生んだ歴史を湛える水面に時を忘れて旅情を満喫したい。
気軽に参加でき瀬戸内海を満喫できること。
強行スケジュールがない
今までにない旅行スタイル
新鮮な空気、海とのふれあい
人と付き合うのが苦手な人でもリラックスし、楽しめる環境
瀬戸内海に限らず　クルーズと言うことで　時間に追われない　日常から離れた時を持ちたい

料理 おいしい新鮮な魚料理が食べられること
グルメでなくて良いから瀬戸内海の海山の食を堪能したい
その土地の美味しいものを食べられること
夏の海が満喫できるような料理やイベント。
食事の質がよいこと。毎回、和食、洋食の選択が出来ること。
瀬戸内海の景観を見ながらディナーが楽しみたいです。

コース いろんな土地の知識を 教えてくれるガイドが 同行するといい。
村上水軍活躍の跡をこの目で確かめたい。
その寄港地独特の「催し」に参加したい。
船内から瀬戸内海を眺望するだけでなく、２～３ケ所で下船し観光してもよいのでは？（厳島・大三島など）
松山の道後温泉、高松の琴比羅さん、栗林公園などの観光地も
できれば安芸の宮島に立ち寄るコースを加えて欲しい。
一泊は 温泉地で過ごせれば嬉しいですね
渦潮も見れる
温泉入浴ができること
下関での観光があれば参加したい。
夏なら海水浴、冬ならミカン狩りなど瀬戸内海ならではの特徴を入れて欲しい。
各々の土地を訪れたい。
寄航先が　もっとあちこちあって　散策が楽しめること。
橋を徒歩で渡るツアーが含まれていること
帰り道orルートの一部(本四架橋渡橋等)を陸路にすると変化が出る。
九州の別府とか関門海峡にまで足を伸ばす。そのため１泊増えることもあるだろうが。
源平の遺蹟などを見たい
江田島、元海軍兵学校に立ち寄りたい。
春先の花見
瀬戸内海の小さな島にも寄港してほしい
村上水軍などや歴史に登場する平家と源氏などを調べてクルーズすると楽しみが増えそう。
小型の舟に乗り換えるようなことを計画すれば、もっと面白い港や街をおとづれることが出来る。
朝日・夕日・夕焼けです。柑橘の花の咲くころは、船上まで花の香りが届かないかと期待しますね。
途中寄港する土地で一泊して温泉名度に入りたいです。
島じまに寄港して地場産業を堪能する。
東京から船で行ければ考える
日本の歴史を堪能できる企画
歴史探訪　海賊がかつて荒らしまわった航路を辿る
この計画では神戸発時間が早くなり関西一円のものが集合が難しく、下船後も同じ。
移動手段に船を使っての2泊3日は急ぎ足になると思うけど？
景観と魚の美味しさを堪能したい。昼間に動くクルーズであること。
見るだけでなく　海の遊びも体験したい
１泊にして出港地と帰港地が違える方がその先の旅行につながると思います。
その土地でしか体験できない事
できれば、阿波踊りが見学できるといい。

景色 海からの景色：夕日に浮かぶ島々
いつもと違った角度から瀬戸内海を見ることができる
いろいろの島の景観
きれいな海を見たい
ふるさとを船上から見たい
穏やかな内海から、本州や四国を眺めながら旅を堪能できること
海からの瀬戸内海の風景
海上から眺める神戸などの夜景。
橋の下から見た景観
景観をじっくり楽しみたい、例えば日の出、夕日などを楽しめる
国立公園としての最上の景観
車や電車で行き難い港や景観が見れるコース。
瀬戸内海は歴史の舞台として様々な顔を持っているので、専門家のお話を聴きながら

イベント クルーズは退屈なので退屈しない方法
クルーズは天気によって左右されることが多いので、風景ばかりでなく船内での催しに重点を置いたものが良い。
とりたてて、外出着というものを持ち合わせていないがパーティなどに出てみたい。
ナイトショウなどで、晩を楽しく過ごせるようなプログラムを計画すること
プレゼント付きゲーム大会
以前九州へのクルズを経験しましたが、船内プログラムが無く長い時間退屈な思いをしました。楽しいプログラムを期待
寄港地の手前１キロか２キロ位手前から希望者だけでも港まで泳ぐようなイベントの企画を期待したい。
船内での講演会などの知的な催し物

【参考資料－１】　Ｗｅｂアンケート自由記述内容（抜粋）
あなたが瀬戸内海クルーズで期待することがあれば、お答え下さい
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【参考資料－１】　Ｗｅｂアンケート自由記述内容（抜粋）
あなたが瀬戸内海クルーズで期待することがあれば、お答え下さい

イベント 船内にカジノがある。
楽しく自分に合った内容が、旅の醍醐味であり食事でも観劇干渉でも見る・選択可能なプログラムがと感ずる。
釣り

費用 リッチな気分
船上でのコンサートやパーティは不要にして、その分費用を抑える！
１０万円も出すなら、海外旅行に行きます。
とにかく、費用しだい。
プログラムを少なめにして、金額をもう少し安くして欲しい。
リーズナブルである或いは格安感
7万円程度の価格設定が好ましいと思う。
価格から考えると、海外のツアーを選んでしまう。

施設・サービスゆったりとした客室なのか、様子を知りたい。
あまり豪華な船は、瀬戸内海に似合わないと思う。「瀬戸は日暮れて夕波、小波…」
いっぱいの乗客ではなく、広々とした船内で楽しみたい。
クルーズ船そのものへの期待。機関室を含めた船内見学を期待している。
スポーツ施設が充実しているとありがたいです。
セレブな雰囲気・豪華さ・船員のマナー（にっぽん丸は２度と乗りたくない）
音楽をリクエスト出来るといい！
外洋ではないので、乗り心地のよい船旅が出来そう
豪華な船の中を楽しむ。
乗務員の教育ができていて接客態度が良く楽しいクルーズが楽しめる事
酔っ払いが嫌いなので、酒臭い人や酔っ払いとは別の空間で仕切って頂きたい。
船の乗り心地
船の中の閉じ込め感が無ければよい
船酔い対策
旅中いろいろと、聞ける添乗員がいること

参加者交流 クルーズ友達ができるかも！
グループディスカッション
皆さんとガヤガヤ楽しく過ごすことが出来ればよい。
参加者同士の交流会
日本人以外も参加していること

寄港地交流 小豆島に立ち寄り珍しい物を見たり島の人たちとの交流したい
瀬戸内海の島に住む人と交流ができたら都会から瀬戸内海に移住した人の話を聞いてみたい。（オプションで希望者の
地域の人々との交流

季節 温暖な気候を楽しめる。
季節のよい時に是非参加してみたいです。
梅雨明けくらいの時期に、船上でビールを呑みながらエンターテイメントを楽しむこと。

個人参加 もし１人で参加しても楽しめる内容の旅行であってほしい。
ひとり旅が好みですので、ひとりでも楽しめる雰囲気が工夫されているといいと思います。
もしも一人で参加することになっても、楽しめる環境。

名産品 各地名産品の船上での格安販売
瀬戸内海各都市の特産物のお土産。
「船旅」メインではなく、船を移動ホテルとするような、クルーズと言うよりツアーと言うような企画があれば参加を検討し

その他 駐車場が無料であること。
クルーズでしか体験できない何かに期待
クルーズ船は､憧れ
クルーズ独自の楽しみがあること（船上パーティ、コンサートなど）
クルーズ旅行が一度してみたいと思っていましたが、旅行日程・予算等の為なかなか実現できませんでした。身近な所
から体験してみたいと思います。そして楽しければ本格的なクルーズ旅行に挑戦してみたいと思いました。
できれば７０代以上などのクルーズ旅行があれば、参加者も安心して申しこくことができます。昔と違って今、６０代以上
はまだまだ若いのです。そして特に中高年女性は健康とおしゃれにはとても関心があります。おしゃれをする場所とし
て、瀬戸内海クルーズはぴったりだと思います。
もし、瀬戸内海だと景色は美しいからよいけれど、フェリー等から見た景色で特に珍しいことではない。そのために１０万
円も出すのは勿体無い。船内のイベントは楽しめると思うけれどやはり瀬戸内海というのが・・以前瀬戸内海を通って韓
国まで行く短期間のクルーズがあったが、そのクルーズは行きたかったし、実際知り合いで何度か行った人がある。残
念ながらそのクルーズはなくなってしまった。確かマレーシアかどこかの会社の企画だったように思う。
基本的にクルーズで大洋を航行するのであれば船中泊もやむをえない。場所がないのだから。しかし瀬戸内の海の中
で、どこでも寄りたいところに寄れるのに、船中泊ではもったいないし、食事も希望のものが食べられない可能性があ
る。まあ10万円程度の値段にまとめようとすると仕方がないのかも知れないが。
最初の説明でもありましたが、自分の旅行の中にはクルーズはありません。小豆島生まれなので、船は移動手段です。
瀬戸内海の東半分は自分のエリアです。誰かが連れて行ってくれない限り、選択はありません。
車でいける範囲なのであまり期待が無い
新しい発見。
瀬戸内海クルーズそのものが楽しみ。
瀬戸内海クルーズもよいが、どこかの船会社でライン河クルーズみたいに、どこからでも車と共に乗り降り自由な、日本
沿岸周遊ツアーがあれば是非利用したい公私共に。期待しているが日本ではだめでしょう文化が低いから。
瀬戸内海そのものを対象として旅行を計画するのはなかなかユニークでいいと思いますがたとえば東京晴海からの出
発すようなものがあればもっと良いと思いますが日程スケジュールが難しくなってきますね。さらに、瀬戸内海に行くの
に丸一日しかかってしまい船上でどう暇を潰すイベントを作るか？悩ましいですね。
瀬戸内海を旅行したことがないので、具体的に期待することが思いつかないが、クルーズから連想することは、のんび
りすごす時間が持てる反面、退屈することもあるのでは？という不安がある。
部屋によって価格差を少なくして欲しい。天候が悪い時は船内で催し（落語･舞台･有名作家の講演･演奏）を予備に考
えていて欲しい。船内で何かを学べると言うのは気が重いので、その心配を取り除くような簡単な学べることをやって欲
しい。ジャズダンスや太極拳などは毎朝短時間にするとかラジオ体操のような楽しい形に参加しやすくすれば良い。例
えば学びで瀬戸内海の景色を見たら絵手紙や水彩画を教えてもらうなど旅行の記憶を写真ではなく絵にしたためても
瀬戸内海ならではのわくわくするような企画があればよいと思う。もっと少人数でたとえば同窓会を船ごと借りてかいさ
いするとか特別の空間があればよいと思う。 2



【参考資料ー２】瀬戸内海観光資源一覧表

Ⅰ．調査対象箇所
　　瀬戸内海の指定特定重要港湾、特定重要港湾、重要港湾

Ⅱ．観光資源抽出方法
1.文献調査 ※１評価基準

　①観光資源評価台帳（財団法人日本交通公社）より、特Ａ級、Ａ級、Ｂ級資源を抜粋。 ランク 内容 

　　評価基準は※１参照。 【特Ａ級】わが国を代表する資源でかつ世界にも誇示しうるもの。

　②「ニューツーリズム創出・流通促進事業」のニューツーリズムに当てはまる資源を記載
2.インターネット調査 【Ａ級】　　特Ａ級に準じ、その誘致力は全国的で観光重点地域の

　①キーワード検索を実施。指定特定重要港湾、特定重要港湾、重要港湾の所在地（県・市）
　　と「観光」、「旅行」というキーワードを入力。検索されたサイトから1.文献調査に該当しない 【Ｂ級】  　地方スケールの誘致力をもち地方のイメージ構成の基調となりうるもの 

  　ものを記載。 【Ｃ級】　　主として県民および周辺地域住民の観光利用に供するもの 

　　　　　　わが国のイメージ構成の基調となりうるもの

　　　　　　 原動力として重要な役割をもつもの

　　資　源　分　類 　　評　　価

自然資源 人文資源 ランク 基準・内容 代表資源名

山　　岳 史　　跡 わが国を代表する資源で、 富士山
高　　原 社　　寺 かつ世界にも誇示しうる 摩周湖
原　　野 城跡・城郭 特Ａ級 もの。わが国のイメージ 法隆寺
湿　　原 庭園・公園 構成の基調となりうるも 姫路城

湖　　沼 歴史景観 の。 祇園祭
峡　　谷 地域景観 特Ａ級に準じ、その誘致 芦ノ湖

滝 年中行事 　Ａ級 力は全国的で、観光重点 天橋立

河　　川 建造物 地域の原動力として重要 清水寺

海　　岸 動植物園・ な役割をもつもの。 高山の街並み
岬 　　　　水族館 地方スケールの誘致力を 筑波山

  島　 　博物館・美術館 　Ｂ級 もち、地方のイメージ構 浜名湖
岩石・洞窟 成の基調となりうるもの。 高山の朝市

動　　物 主として、県民および周 身延山
植　　物 　Ｃ級 辺地域住民の観光利用に 石神井池
自然現象 供するもの。 広島城跡

以下Ｄ級－ 地域住民の利用。

参考ー 観光資源のタイプと評価（（財）日本交通公社
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種別名称
資源
評価 資源名称 県名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 コースのキーワードや説明

主な対
象者 ＵＲＬ

建造物 A 明石海峡大橋 兵庫 ｵﾊｼ

歴史景観 A 神戸北野異人館群 兵庫 ﾝｶﾝｸﾞﾝ 28100神戸市

建造物 A メリケンパーク 兵庫 ﾒﾘｹﾝﾊﾟｰｸ 28100神戸市

史跡 B 楠木正成墓碑 兵庫 ﾎﾞﾋ 28100神戸市

社寺 B 太山寺 兵庫 ﾀｲｻﾝｼﾞ 28100神戸市

地域景観 B 神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ 兵庫 ﾝﾄﾞ 28100神戸市

名湯 その他資源 有馬温泉 兵庫 28100神戸市
歴史、温泉

ﾌｧﾐﾘ-
,高年
男女

http://www.feel-kobe.jp/course/course19.html

地域景観 その他資源 六甲山・摩耶山の三大夜景 兵庫 28100神戸市

日本三大夜景

ﾌｧﾐﾘ-
,熟年
女
性、
高年

http://www.feel-kobe.jp/course/course10.html

体験学習 その他資源 震災から学ぶ 兵庫 28100神戸市
震災、体験学習、（冬季は＋ルミナリエ）

高年
男女

http://www.feel-kobe.jp/course/course22.html

博物館・美術館 その他資源 酒蔵めぐり 兵庫 28100神戸市

酒蔵・ミュージアム見学

熟年
男
性、
高年

http://www.feel-kobe.jp/course/course12.html

社寺 B 書写山円教寺 兵庫 ｷｮｳｼﾞ 28201姫路市

年中行事 B 妻鹿けんか祭り 兵庫 ﾒｶﾞｹﾝｶﾏﾂﾘ 28201姫路市

城跡・城郭 特Ａ 姫路城 兵庫 ﾋﾒｼﾞｼﾞｮｳ 28201姫路市

神戸港（神戸市）：指定特定重要港湾
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城跡・城郭 特Ａ 姫路城 兵庫 ﾋﾒｼﾞｼﾞｮｳ 28201姫路市

城跡・城郭 B 明石城跡 兵庫 ｱｶｼｼﾞｮｳｾｷ 28203明石市

岩石・洞窟 B 蓬来峡 兵庫 ﾎｳﾗｲｷｮｳ 28204西宮市

島 B 淡路島 兵庫 ｱﾜｼﾞｼﾏ

津名町/28682淡路
町/28683北淡町
/28684一宮町
/28685五色町

社寺 B 鶴林寺 兵庫 ｶｸﾘﾝｼﾞ 28210加古川市

植物 B 生島の樹林 兵庫 ｲｸｼﾏﾉｼﾞｭﾘﾝ 28212赤穂市

グリーンツーリ
ズム その他資源 漁業体験 兵庫 28212赤穂市

漁業、漁師料理

熟年
男
性、
高年

http://www.hyogo-tourism.jp/taiken/report/02.html

社寺 B 多田神社 兵庫 ﾀﾀﾞｼﾞﾝｼﾞｬ 28217川西市

社寺 B 浄土寺 兵庫 ｼﾞｮｳﾄﾞｼﾞ 28218小野市

社寺 B 一乗寺 兵庫 ｲﾁｼﾞｮｳｼﾞ 28220加西市

島 B 家島諸島 兵庫 ｲｴｼﾞﾏｼｮﾄｳ 28421家島町

海岸 B 室津海岸 兵庫 ﾑﾛﾂｶｲｶﾞﾝ 28463御津町

社寺 B 温泉寺 兵庫 ｵﾝｾﾝｼﾞ 28541城崎町

地域景観 B 城崎温泉街 兵庫 ｶﾞｲ 28541城崎町

海岸 B 香住海岸 兵庫 ｶｽﾐｶｲｶﾞﾝ 28543香住町

2



種別名称
資源
評価 資源名称 県名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 コースのキーワードや説明

主な対
象者 ＵＲＬ

岩石・洞窟 B 香住鎧の袖 兵庫 ｶｽﾐﾖﾛｲﾉｿﾃﾞ 28543香住町

建造物 B 余部の鉄橋 兵庫 ｳ 28543香住町

歴史景観 B 出石町並み 兵庫 ｲｽﾞｼﾏﾁﾅﾐ 28561出石町

山岳 B 六甲山 兵庫 ﾛｯｺｳｻﾝ 芦屋市/28204西宮

海岸 B 但馬御火浦 兵庫 ﾀｼﾞﾏﾐﾎﾉｳﾗ 香住町

高原 B 畑が平高原(31) 兵庫 ﾝ 若桜町

滝 B 天滝 兵庫 ﾃﾝﾀｷ 28603大屋町

峡谷 B 生野渓谷 兵庫 ｲｸﾉｹｲｺｸ 28621生野町

植物 B 立雲峡のサクラ 兵庫 ｸﾗ 28622和田山町

城跡・城郭 B 竹田城跡 兵庫 ﾀｹﾀﾞｼﾞｮｳｾｷ 28622和田山町

植物 B 鐘が坂公園の桜 兵庫 ﾉｻｸﾗ 28641柏原町

植物 B 高源寺のモミジ 兵庫 ｼﾞ 28643青垣町

岩石・洞窟 B 野島断層 兵庫 ﾉｼﾞﾏﾀﾞﾝｿｳ 28683北淡町

海岸 B 慶野松原 兵庫 ｹｲﾉﾏﾂﾊﾞﾗ 28702西淡町

植物 B 淡路島の水仙 兵庫 ｾﾝ 28704南淡町

33



種別名称
資源
評価 資源名称 県名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 コースのキーワードや説明

主な対
象者 ＵＲＬ

海岸 A 瀬戸内海 岡山 ｾﾄﾅｲｶｲ

兵庫・岡山・広島・山
口・徳島・香川・愛
媛・大分県

博物館・美術館 A 大原美術館 岡山
ｵｵﾊﾗﾋﾞｼﾞｭﾂ
ｶﾝ 33202倉敷市

歴史景観 A 倉敷美観地区 岡山 ｸﾗｼｷﾋﾞｶﾝﾁｸ 33202倉敷市

岩石・洞窟 B 象岩 岡山 ｿﾞｳｲﾜ 33202倉敷市

社寺 B 熊野神社 岡山 ｸﾏﾉｼﾞﾝｼﾞｬ 33202倉敷市

庭園・公園 B 円通寺庭園 岡山 ｴﾝﾂｳｼﾞﾃｲｴﾝ 33202倉敷市

地域景観 その他資源 くらしき朝市 岡山 ｱｻｲﾁ 33202倉敷市

朝市（毎月第３日曜日）に実施。地産地消をテーマ
としており、商店街の約300メートル区間に約90店
が並ぶ。岡山で取れる農作物、瀬戸内海で取れた
魚介類、民芸・工芸品など、地元の素材を生かした
ものを中心に販売。

熟年
女性､
高年
女性

http://www.sansaiichi.com/event/event.html

地域景観 その他資源 古民家散策 岡山 ｺﾐﾝｶｻﾝｻｸ 33202倉敷市

倉敷美観地区は遊学にはもってこいの場所。今の
日本が忘れかけている「日本独自の文化」を再認
識し、その良さが体感できる町。また倉敷川沿い
は、日没～22時まで夜間景観照明が楽しめる。

高年
男女

http://kankou-kurashiki.jp/kyouiku/yugaku/index.html

33201岡山市/33208

水島港（倉敷市）：特定重要港湾
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史跡 B 吉備風土記の丘 岡山 ｷﾋﾞﾌﾄﾞｷﾉｵｶ
33201岡山市/33208
総社市

庭園・公園 A 後楽園 岡山 ｺｳﾗｸｴﾝ 33201岡山市

年中行事 A 西大寺会陽 岡山 ｻｲﾀﾞｲｼﾞｴﾖｳ 33201岡山市

社寺 A 吉備津神社 岡山 ｷﾋﾞﾂｼﾞﾝｼﾞｬ 33201岡山市

年中行事 B いなりの初午（岡山高松稲荷） 岡山

ｲﾅﾘﾉﾊﾂｳﾏ
(ｵｶﾔﾏｶﾀﾏﾂ
ｲﾅﾘ) 33201岡山市

庭園・公園 B 曹源寺庭園 岡山
ｿｳｹﾞﾝｼﾞﾃｲｴ
ﾝ 33201岡山市

社寺 B 高松最上稲荷 岡山
ﾀｶﾏﾂｻｲｼﾞｮｳ
ｲﾅﾘ 33201岡山市

歴史景観 B 吉備津の門前町 岡山
ｷﾋﾞﾂﾉﾓﾝｾﾞﾝ
ﾏﾁ 33201岡山市

城跡・城郭 B 岡山城 岡山 ｵｶﾔﾏｼﾞｮｳ 33201岡山市

社寺 B 誕生寺 岡山 ﾀﾝｼﾞｮｳｼﾞ 33663久米南町

年中行事 B 大宮踊 岡山 ｵｵﾐﾔｵﾄﾞﾘ
33588八束村/33587
川上村

高原 B 蒜山高原 岡山 ﾋﾙｾﾞﾝｺｳｹﾞﾝ
33588八束村/33587
川上村

山岳 B 蒜山(31) 岡山 ﾋﾙｾﾞﾝ
33587川上村/33588
八束村/31365関金

滝 B 神庭の滝 岡山 ｶﾝﾊﾞﾉﾀｷ 33581勝山町

4



種別名称
資源
評価 資源名称 県名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 コースのキーワードや説明

主な対
象者 ＵＲＬ

峡谷 B 磐窟峡 岡山 ｲﾜﾔｷｮｳ
33543備中町/33542
川上町

年中行事 B 備中神楽 岡山 ﾋﾞｯﾁｭｳｶｸﾞﾗ 33541成羽町

歴史景観 B 吹屋町並み 岡山 ﾌｷﾔﾏﾁﾅﾐ 33541成羽町

島 B 日生諸島 岡山 ﾋﾅｾｼｮﾄｳ 33342日生町

海岸 B 大浜海岸 岡山 ｵｵﾊﾏｶｲｶﾞﾝ 33342日生町

年中行事 B 加茂の大祭 岡山 ｶﾓﾉﾀｲｻｲ 33305加茂川町

建造物 A 閑谷学校跡 岡山
ｼｽﾞﾀﾆｶﾞｯｺｳ
ｱﾄ 33211備前市

岩石・洞窟 B 羅生門 岡山 ﾗｼｮｳﾓﾝ 33210新見市

岩石・洞窟 B 満奇洞 岡山 ﾏﾝｷﾄﾞｳ 33210新見市

岩石・洞窟 B 阿哲台 岡山 ｱﾃﾂﾀﾞｲ 33210新見市

河川 B 高梁川 岡山 ﾀｶﾊｼｶﾞﾜ
33209高梁市/33210
新見市

庭園・公園 B 頼久寺庭園 岡山
ﾗｲｷｭｳｼﾞﾃｲｴ
ﾝ 33209高梁市

城跡・城郭 B 備中松山城 岡山
ﾋﾞｯﾁｭｳﾏﾂﾔﾏ
ｼﾞｮｳ 33209高梁市

歴史景観 B 高梁町並み 岡山 ﾀｶﾊｼﾏﾁﾅﾐ 33209高梁市
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歴史景観 B 高梁町並み 岡山 ﾀｶﾊｼﾏﾁﾅﾐ 33209高梁市

歴史景観
その他資源 石火矢町ふるさと村 岡山 ｲｼﾋﾞﾔﾁｮｳ 33209高梁市

白壁や土堀の残る武家屋敷の町並みは、県のふ
るさと村の指定を受け、町並み保存の風致地区に
もなっている。

高年
男性

岩石・洞窟 B 岩窟峡の浪形石灰岩 岡山
ｶﾞﾝｸﾂｷｮｳﾉﾅ
ﾐｶﾞﾀｾｯｶｲｶﾞﾝ 33207井原市

島 B 白石島 岡山 ｼﾗｲｼｼﾞﾏ 33205笠岡市

庭園・公園 B 衆楽園 岡山 ｼｭｳﾗｸｴﾝ 33203津山市

城跡・城郭 B 津山城跡 岡山 ﾂﾔﾏｼﾞｮｳｾｷ 33203津山市

社寺 B 中山神社 岡山 ﾅｶﾔﾏｼﾞﾝｼﾞｬ 33203津山市

歴史景観 B 津山市上ノ町町並み 岡山
ﾂﾔﾏｼｶﾐﾉﾏﾁ
ﾏﾁﾅﾐ 33203津山市

5



種別名称
資源
評価 資源名称 県名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 コースのキーワードや説明

主な対
象者 ＵＲＬ

社寺 特Ａ 厳島神社 広島
ｲﾂｸｼﾏｼﾞﾝ
ｼﾞｬ 34327宮島町

博物館・美術館 特Ａ 広島平和記念資料館 広島
ﾋﾛｼﾏﾍｲﾜｷﾈ
ﾝｼﾘｮｳｶﾝ 34100広島市

建造物 A 原爆ド―ム 広島 ｹﾞﾝﾊﾞｸﾄﾞｰﾑ 34100広島市

庭園・公園 B 縮景園 広島 ｼｭｸｹｲｴﾝ 34100広島市

海岸 B 音戸の瀬戸 広島 ｵﾝﾄﾞﾉｾﾄ
34202呉市/34311音
戸町

博物館・美術館 その他資源 大和ミュージアム 広島 ﾔﾏﾄ 34202呉市

戦艦「大和」を建造した東洋一の軍港として栄えた
呉の港を、写真や映像で紹介。零式艦上戦闘機、
人間魚雷「回天」などの実物資料などで戦争の悲
惨さや平和の大切さを伝える博物館。

熟年
男
性、
高年
男性

http://4travel.jp/domestic/area/chugoku/hiroshima/kure/kure/tips/list-MUSEUM-yamatomyujiamu-10015568.html

博物館・美術館 その他資源 平和記念館めぐり 広島 34202呉市
平和に関する記念館、観光ボランティア

高年
男女

http://www.ri-bura.com/kankou/kankou01-06.html#course02

地域景観 その他資源 呉の屋台 広島 34202呉市

全国でも珍しい電気と上下水道が整備されている
屋台通り。

熟年
男
性、

http://www.urban.ne.jp/home/kurecci/yatai/yatai.html

島 B 生口島 広島 ｲｸﾁｼﾞﾏ
34430瀬戸田町
/34206因島市

社寺 B 耕三寺 広島 ｺｳｻﾝｼﾞ 34430瀬戸田町

社寺

向上寺

広島 ｺｳｼﾞｮｳｼﾞ 34430瀬戸田町

向上寺三重塔は室町時代（1432年）に県立。国宝
に認定。しまなみ街道の10本の橋を結んでサイクリ
ングコースが設定されている。

熟年
男
女、
高年

http://www.sunset-bc.com/kankomap/kankomap.htm

広島港（広島市）：特定重要港湾
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社寺 その他資源 広島 ｺｳｼﾞｮｳｼﾞ 34430瀬戸田町 ングコースが設定されている。 高年

史跡 その他資源 平山郁夫美術館 広島
ﾋﾗﾔﾏｲｸｵﾋﾞ
ｼﾞｭﾂｶﾝ 34430瀬戸田町

現代日本画家の平山郁夫が生まれ育った町が瀬
戸田である。4,5歳の頃描いたクレヨン画から、代表
作のシルクロードシリーズまで平山氏の足跡を全

高年
男女

その他資源 シトラスパーク瀬戸田 広島 34430瀬戸田町

日本初の柑橘類をテーマにしたパーク。13haの敷
地に柑橘類の花や果実を1年通して見られるパビリ
オンや温室がある。オリジナルコロンの調香教室な
ど、体験もできる。

熟年
女
性、
高年

山岳 B 比婆山連峰(32) 広島 ﾋﾊﾞﾔﾏﾚﾝﾎﾟｳ
34605比和町/34601
西城町/32342横田

山岳 B 道後山(31) 広島 ﾄﾞｳｺﾞﾔﾏ
34602東城町/34601
西城町/31401日南

峡谷 B 帝釈峡 広島 ﾀｲｼｬｸｷｮｳ
34602東城町/34542
神石町

植物 B 比婆山のブナ純林 広島
ﾋﾊﾞﾔﾏﾉﾌﾞﾅ
ｼﾞｭﾝﾘﾝ

34601西城町/34605
比和町

地域景観 その他資源 酒蔵めぐり 広島 ｻｶｸﾞﾗ
東広島市 醸華町・酒蔵開放（土日祝日）

熟年
男
性、

http://www.sakematsuri.com/2005/jokamachi.html

河川 B 江の川 広島 ｺﾞｳﾉｶﾞﾜ
34583作木村/34209
三次市/32207江津

歴史景観 その他資源 御手洗の町並み 広島 ﾐﾀﾗｲ 大崎下島

菅原道真が大宰府に流される前に立ち寄ったとさ
れている。オランダ使節や琉球使節などの立ち寄り
港として栄えた。

熟年
男
性、
高年

6



種別名称
資源
評価 資源名称 県名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 コースのキーワードや説明

主な対
象者 ＵＲＬ

歴史景観 その他資源 若胡屋跡 広島 ﾜｶｴﾋﾞｽﾔｱﾄ 大崎下島
御手洗最大の遊廓跡。お歯黒事件があった場所だ
と言われている。

高年
男女

海岸･体験観光 その他資源 県民の浜 広島 ｹﾝﾐﾝﾉﾊﾏ 上蒲刈島

日本の海水場100選に選出。白浜が400Ｍ続き、温
泉やマリンスポーツが楽しめる。藻塩造り体験がで
きる。

ﾌｧﾐﾘ-
,高年
男女

http://www.suksuk.net/pleasure/spot/course/c031021.html

滝 B 三段の滝 広島 ｻﾝﾀﾞﾝﾉﾀｷ 34364芸北町

峡谷 A 三段峡 広島 ｻﾝﾀﾞﾝｷｮｳ
34363戸河内町
/34364芸北町

島 A 宮島 広島 ﾐﾔｼﾞﾏ 34327宮島町

年中行事 B 宮島の管絃祭 広島
ﾐﾔｼﾞﾏﾉｶﾝｹﾞ
ﾝｻｲ 34327宮島町

植物 B 弥山原始林 広島 ﾐｾﾝｹﾞﾝｼﾘﾝ 34327宮島町

社寺 B 千畳閣 広島 ｾﾝｼﾞｮｳｶｸ 34327宮島町

島 B 江田島 広島 ｴﾀｼﾞﾏ 34310江田島町

建造物 その他資源 旧海軍兵学校 広島
ｷｭｳｶｲｸﾞﾝﾍｲ
ｶﾞｯｺｳ 34310江田島町

1888年～終戦まで海軍の士官を養成。館内は現
職の自衛官が案内する。

ﾌｧﾐﾘ-
,高年
男女

海岸 B 鞆ノ浦 広島 ﾄﾓﾉｳﾗ
34207福山市/34482
沼隈町

城跡・城郭 B 福山城 広島 ﾌｸﾔﾏｼﾞｮｳ 34207福山市

社寺 B 明王院 広島 ﾐｮｳｵｳｲﾝ 34207福山市

島 B 仙酔島 広島 ｾﾝｽｲﾄｳ 34207福山市
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歴史景観 B 鞆町並み 広島 ﾄﾓﾏﾁﾅﾐ 34207福山市

地域景観 その他資源 対潮楼と景観 広島 ﾀｲﾁｮｳﾛｳ 34207福山市

朝鮮通信使をもてなすための迎賓館。景色がよく、
大広間左から岡山県の島々、正面に弁天島や仙
酔島、香川県の島々、右に四国の山並みが見え

高年
男女

建造物 B しまなみ海道諸橋 広島
ｼﾏﾅﾐｶｲﾄﾞｳ
ｼｮｷｮｳ

34205尾道市/38202
今治市

社寺 B 西国寺 広島 ｻｲｺｸｼﾞ 34205尾道市

社寺 B 浄土寺 広島 ｼﾞｮｳﾄﾞｼﾞ 34205尾道市

地域景観 B 尾道山手地区の町並み 広島
ｵﾉﾐﾁﾔﾏﾃﾁｸ
ﾉﾏﾁﾅﾐ 34205尾道市

地域景観 その他資源 クレーンライトアップ 広島 34205尾道市

海から見る夜景。夜の海岸を歩くと、対岸の向島に
ライトアップされたクレーンが見える。六本木ヒルズ
などを手がけた岩橋庸夫氏による照明。

ﾌｧﾐﾘ-
,熟年
女
性、

http://www.nishinotabi.jp/pc/search/result.php?eid=11

歴史景観 B 竹原町並み 広島 ﾀｹﾊﾗﾏﾁﾅﾐ 34203竹原市

歴史景観 その他資源 松坂邸 広島 ﾏﾂｻﾞｶﾃｲ 34203竹原市
邸内にて当時の生活用品や装飾品などの展示あ
り

高年
男女

7



種別名称
資源
評価 資源名称 県名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 コースのキーワードや説明

主な対
象者 ＵＲＬ

岩石・洞窟 特Ａ 秋芳洞・秋吉台 山口
ｱｷﾖｼﾄﾞｳ・ｱｷ
ﾖｼﾀﾞｲ 35462秋芳町

年中行事 B 先帝祭（赤間神宮） 山口
ｾﾝﾃｲｻｲ(ｱｶ
ﾏｼﾞﾝｸﾞｳ) 35201下関市

歴史景観 B 長府の侍屋敷 山口
ﾁｮｳﾌﾉｻﾑﾗｲ
ﾔｼｷ 35201下関市

社寺 B 赤間神宮 山口 ｱｶﾏｼﾞﾝｸﾞｳ 35201下関市

社寺 B 住吉神社 山口 ｽﾐﾖｼｼﾞﾝｼﾞｬ 35201下関市

歴史景観 B 杵築武家屋敷 山口 ｷﾂﾞｷﾌﾞｹﾔｼｷ 35201下関市

地域景観 その他資源 唐戸市場 山口 ｶﾗﾄｼｼﾞｮｳ 35201下関市

一般の人も買い物を楽しむことができる卸売市場。
実際のセリの様子も見学でき、金・土・日・祝日に
は露店がでて、新鮮な海の幸をその場で楽しめ
る。

ﾌｧﾐﾘ-
,熟年
女
性、
高年

http://www.oidemase.or.jp/db/a/detail.php?id_num=35201aa0000005644

庭園・公園 B 常磐公園 山口 ﾄｷﾜｺｳｴﾝ 35202宇部市

庭園・公園 B 宗隣寺庭園 山口 ｿｳﾘﾝｼﾞﾃｲｴﾝ 35202宇部市

庭園・公園 B 常栄寺庭園 山口
ｼﾞｮｳｴｲｼﾞﾃｲ
ｴﾝ 35203山口市

下関港（下関市）：特定重要港湾
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庭園・公園 B 常栄寺庭園 山口 ｴﾝ 35203山口市

社寺 B 洞春寺 山口 ﾄｳｼｭﾝｼﾞ 35203山口市

動物 B 山口のゲンジボタル発生地 山口
ﾔﾏｸﾞﾁﾉｹﾞﾝｼﾞ
ﾎﾞﾀﾙﾊｯｾｲﾁ 35203山口市

島 B 見島 山口 ﾐｼﾏ 35204萩市

歴史景観 B 萩の武家屋敷 山口 ﾊｷﾞﾉﾌﾞｹﾔｼｷ 35204萩市

城跡・城郭 B 指月城跡 山口 ｼｽﾞｷｼﾞｮｳｾｷ 35204萩市

城跡・城郭 B 萩城跡 山口 ﾊｷﾞｼﾞｮｳｾｷ 35204萩市

社寺 B 東光寺 山口 ﾄｳｺｳｼﾞ 35204萩市

庭園・公園 B 毛利邸庭園 山口 ﾓｳﾘﾃｲﾃｲｴﾝ 35206防府市

年中行事 B 御神幸祭裸坊祭（防府天満宮） 山口

ｺﾞｼﾝｺｳｻｲﾊ
ﾀﾞｶﾎﾞｳﾏﾂﾘ(ﾎ
ｳﾌﾃﾝﾏﾝｸﾞｳ) 35206防府市

社寺 B 防府天満宮 山口 ﾎｳﾌﾃﾝﾏﾝｸﾞｳ 35206防府市

史跡 B 周防国衙跡 山口 ｽｵｳｺｸｶﾞｱﾄ 35206防府市

8



種別名称
資源
評価 資源名称 県名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 コースのキーワードや説明

主な対
象者 ＵＲＬ

建造物 A 錦帯橋 山口 ｷﾝﾀｲｷｮｳ 35208岩国市

城跡・城郭 B 岩国城 山口 ｲﾜｸﾆｼﾞｮｳ 35208岩国市

海岸 B 室積半島 山口 ﾑﾛｽﾞﾐﾊﾝﾄｳ 35210光市

島 B 青海島 山口 ｵｵﾐｼﾞﾏ 35211長門市

峡谷 B 寂地峡 山口 ｼﾞｬｸﾁｷｮｳ 35326錦町

島 B 祝島 山口 ｲﾜｲｼﾞﾏ 35341上関町

植物 B 滑国有林 山口 ﾅﾒﾗｺｸﾕｳﾘﾝ 35381徳地町

高原 B 長者ヶ原 山口 ﾁｮｳｼﾞｬｶﾞﾊﾗ 35381徳地町

峡谷 B 石柱渓 山口 ｾｷﾁｭｳｹｲ 35442豊田町

岩石・洞窟 B 大正洞 山口 ﾀｲｼｮｳﾄﾞｳ 35461美東町

岩石・洞窟 B 景清穴 山口 ｶｹﾞｷﾖｱﾅ 35461美東町

峡谷 B 長門峡 山口 ﾁｮｳﾓﾝｷｮｳ
35501川上村/35504
阿東町

海岸 B 須佐湾 山口 ｽｻﾜﾝ 35506須佐町

地域景観 その他資源 八十八箇所霊場巡り 山口 秋保
四季折々の自然を楽しみながら巡礼ができる。

高年
男女

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/kanko/org/plan/08_09.pdf

99



種別名称
資源
評価 資源名称 県名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 コースのキーワードや説明

主な対
象者 ＵＲＬ

社寺 A 大山祇神社 愛媛
ｵｵﾔﾏﾂﾞﾐｼﾞﾝ
ｼﾞｬ 38354大三島町

島 B 大三島 愛媛 ｵｵﾐｼﾏ
38354大三島町
/38353上浦町

山岳 A 石鎚山 愛媛 ｲｼﾂﾞﾁﾔﾏ
38206西条市/38321
小松町/38382面河

城跡・城郭 A 松山城 愛媛 ﾏﾂﾔﾏｼﾞｮｳ 38201松山市

社寺 B 太山寺 愛媛 ﾀｲｻﾝｼﾞ 38201松山市

社寺 B 石手寺 愛媛 ｲｼﾃｼﾞ 38201松山市

社寺 B 伊佐爾波神社 愛媛 ｲｻﾆﾜｼﾞﾝｼﾞｬ 38201松山市

社寺 B 伊予豆比古命神社 愛媛
ｲﾖｽﾞﾋｺﾉﾐｺﾄ
ｼﾞﾝｼﾞｬ 38201松山市

建造物 B 道後温泉本館 愛媛
ﾄﾞｳｺﾞｵﾝｾﾝﾎ
ﾝｶﾝ 38201松山市

博物館・美術館 B 子規記念博物館 愛媛
ｼｷｷﾈﾝﾊｸﾌﾞ
ﾂｶﾝ 38201松山市

史跡 その他資源 坊ちゃん巡り 愛媛 38201松山市
明教館、愚陀仏庵、きどや(山城屋)、松山中学校
跡地、子規堂、梅津寺、ターナー島

高年
男性

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/sight/looking/bocchan.html

弘法大師の故事来歴を有する伝説から命名された
『杖ノ淵』は、昭和45年4月1日に松山市の公園とし
て開設された。昭和60年に環境庁から全国名水百

高年
男
性、

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kanko/1178601_1021.html

松山港（松山市）：重要港湾
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庭園・公園 その他資源 杖之淵公園 愛媛 ｼﾞｮｳﾉﾌｼﾞ 38201松山市
て開設された。昭和60年に環境庁から全国名水百
選の一つに認定された。

性、
ﾌｧﾐ

城跡・城郭 B 今治城 愛媛 ｲﾏﾊﾞﾘｼﾞｮｳ 38202今治市

自然現象 B 来島海峡の潮流 愛媛
ｸﾙｼﾏｶｲｷｮｳ
ﾉﾁｮｳﾘｭｳ

38202今治市/38346
吉海町

城跡・城郭 B 宇和島城 愛媛 ｳﾜｼﾞﾏｼﾞｮｳ 38203宇和島市

庭園・公園 B 天赦園 愛媛 ﾃﾝｼｬｴﾝ 38203宇和島市

社寺 B 和霊神社 愛媛 ﾜﾚｲｼﾞﾝｼﾞｬ 38203宇和島市

地域景観 B 宇和島の段々畑 愛媛
ｳﾜｼﾞﾏﾉﾀﾞﾝﾀﾞ
ﾝﾊﾞﾀｹ 38203宇和島市

年中行事 B 牛鬼 愛媛 ｳｼｵﾆ 38203宇和島市

年中行事 B 和霊神社の夏祭 愛媛
ﾜﾚｲｼﾞﾝｼﾞｬﾉ
ﾅﾂﾏﾂﾘ 38203宇和島市

年中行事 B 闘牛 愛媛 ﾄｳｷﾞｭｳ 38203宇和島市

年中行事 B 八っ鹿踊 愛媛 ﾔｯｼｶｵﾄﾞﾘ 38203宇和島市

年中行事 B 新居浜太鼓まつり 愛媛
ﾆｲﾊﾏﾀｲｺﾏﾂ
ﾘ 38205新居浜市

建造物 B 別子銅山諸施設 愛媛
ﾍﾞｯｼﾄﾞｳｻﾞﾝ
ｼｮｼｾﾂ 38205新居浜市

社寺 B 保国寺 愛媛 ﾎｳｺｸｼﾞ 38206西条市

10



種別名称
資源
評価 資源名称 県名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 コースのキーワードや説明

主な対
象者 ＵＲＬ

年中行事 B 伊曽乃神社の秋祭 愛媛
ｲｿﾉｼﾞﾝｼﾞｬﾉｱ
ｷﾏﾂﾘ 38206西条市

社寺 B 石鎚神社 愛媛 ｲｼﾂﾞﾁｼﾞﾝｼﾞｬ 38206西条市

社寺 B 伊曽乃神社 愛媛 ｲｿﾉｼﾞﾝｼﾞｬ 38206西条市

年中行事 B 西条まつり 愛媛 ｻｲｼﾞｮｳﾏﾂﾘ 38206西条市

社寺 B 如法寺 愛媛 ﾆｮﾎｳｼﾞ 38207大洲市

植物 B 冨士山のつつじ・桜 愛媛
ﾄﾐｽﾔﾏﾂﾂｼﾞ･
ｻｸﾗ 38207大洲市

河川 B 肱川 愛媛 ﾋｼﾞｶﾜ
38207大洲市/38424
肱川町

峡谷 B 高瀑渓 愛媛 ﾀｶﾀﾙｹｲ 38321小松町

社寺 B 興隆寺 愛媛 ｺｳﾘｭｳｼﾞ 38323丹原町

社寺 B 祥雲寺 愛媛 ｼｮｳｳﾝｼﾞ 38352岩城村

峡谷 B 面河渓 愛媛 ｵﾓｺﾞｹｲ 38382面河村

社寺 B 岩屋寺 愛媛 ｲﾜﾔｼﾞ 38383美川村

岩石・洞窟 B 八釜の甌穴群 愛媛
ﾔｶﾞﾏﾉｵｳｹﾂ
ｸﾞﾝ 38384柳谷村

社寺 B 出石寺 愛媛 ｼｭｯｾｷｼﾞ 38421長浜町

歴史景観 B 内子の町並み（八日市） 愛媛
ｳﾁｺﾉﾏﾁﾅﾐ(ﾖ
ｳｶｲﾁ) 38422内子町

建造物 B 屋根付き橋群 愛媛 ﾔﾈﾂｷﾊｼｸﾞﾝ

38422内子町／
38425河辺村／
38464城川町／
38463野村町

11

建造物 B 屋根付き橋群 愛媛 ﾔﾈﾂｷﾊｼｸﾞﾝ
38464城川町／
38463野村町

岬 B 佐田岬 愛媛 ｻﾀﾐｻｷ 38444三崎町

岩石・洞窟 B 四国カルスト 愛媛 ｼｺｸｶﾙｽﾄ

38463野村町/38384
柳谷村/38385小田
町/39405梼原町
/39407東津野村

高原 B 大野ヶ原(39) 愛媛 ｵｵﾉｶﾞﾊﾗ
38463野村町/38385
小田町

社寺 B 龍澤寺 愛媛 ﾘｭｳﾀｸｼﾞ 38464城川町

峡谷 B 滑床渓谷 愛媛 ﾅﾒﾄｺｹｲｺｸ 38484松野町

庭園・公園 B 南楽園 愛媛 ﾅﾝﾗｸｴﾝ 38486津島町

地域景観 B 外泊の石垣集落 愛媛
ｿﾄﾄﾞﾏﾘﾉｲｼｶﾞ
ｷｼｭｳﾗｸ 38505西海町

11



種別名称
資源
評価 資源名称 県名-1 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 コースのキーワード

主な対
象者 ＵＲＬ

庭園・公園 A 栗林公園 香川 ﾘﾂﾘﾝｺｳｴﾝ 37201高松市

城跡・城郭 B 高松城 香川 ﾀｶﾏﾂｼﾞｮｳ 37201高松市

社寺 B 屋島寺 香川 ﾔｼﾏｼﾞ 37201高松市

史跡 B 屋島 香川 ﾔｼﾏ 37201高松市

歴史景観 B 男木島の町並み 香川
ｵｷﾞｼﾞﾏﾉﾏﾁﾅ
ﾐ 37201高松市

建造物 その他資源

北浜alley

香川 ｷﾀﾊﾏｱﾘｰ 37201高松市

古い倉庫を活用した複合商業施設。2000年にオー
プンした高松港ウォーターフロントのトレンドスポッ
ト。高松港を経由する貨物の一時保管場所として
昭和初期に建設｡前時代の港の雰囲気を残した北
浜で、週末は多くの若者が集う場所になっている。

若者 http://www.kitahama-alley.jp/

地域景観 その他資源 五色台 香川 ｺﾞｼｮｸﾀﾞｲ 37201高松市

屋島と並ぶ瀬戸内海国立公園の景勝地。表高５０
０メートルの頂上から、瀬戸内海の島々・屋島が一
望できる。

高年
男女

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kankou/

名湯 その他資源 塩江地区 香川 37201高松市

阿讃山麓の大自然にいだかれた山あいの県下最
大の温泉郷。塩江ホタルは全県下の清流で夏の夜
を彩っている。一度は絶滅危機に直面したが、30
年かけて増殖に努め，平成元年４月，環境省より
「ホタルの里」の選定を受けた。

高年
男女

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kankou/

植物 B 紫雲出山の桜 香川
ｼｳﾃﾞﾔﾏﾉｻｸ
ﾗ 37426詫間町

社寺 B 本山寺 香川 ﾓﾄﾔﾏｼﾞ 37425豊中町

年中行事 B 津島神社の祭り 香川
ﾂｼﾏｼﾞﾝｼﾞｬﾉ
ﾏﾂﾘ 37423三野町

高松港（高松市）：重要港湾
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年中行事 B 津島神社の祭り 香川 ﾏﾂﾘ 37423三野町

社寺 B 弥谷寺 香川 ﾐｺｸｼﾞ 37423三野町

年中行事 B 金刀比羅宮大祭 香川
ｺﾄﾋﾗｸﾞｳﾀｲｻ
ｲ 37403琴平町

地域景観 B 琴平門前町 香川
ｺﾄﾋﾗﾓﾝｾﾞﾝﾏ
ﾁ 37403琴平町

社寺 A 金刀比羅宮 香川 ｺﾄﾋﾗｸﾞｳ 37403琴平町

建造物 A 瀬戸大橋 香川 ｾﾄｵｵﾊｼ

37386宇多津町
/37203坂出市
/33202倉敷市

海岸 B 双子浦 香川 ﾌﾀｺﾞｳﾗ 37323池田町

島 A 小豆島 香川 ｼｮｳﾄﾞｼﾏ
37322土庄町/37323
池田町/37321内海

海岸 B 余島海岸 香川 ﾖｼﾏｶｲｶﾞﾝ 37322土庄町

植物 B 寒霞渓の紅葉 香川 ｶﾝｶｹｲﾉﾓﾐｼﾞ 37321内海町

社寺 B 大窪寺 香川 ｵｵｸﾎﾞｼﾞ 37308長尾町

社寺 B 善通寺 香川 ｾﾞﾝﾂｳｼﾞ 37204善通寺市

島 B 塩飽七島 香川 ｼﾜｸｼﾁﾄｳ

37203坂出市/37202
丸亀市/37404多度
津町

城跡・城郭 B 丸亀城 香川 ﾏﾙｶﾞﾒｼﾞｮｳ 37202丸亀市

史跡 B 塩飽勤番所跡 香川
ｼﾜｸｷﾝﾊﾞﾝｼｮ
ｱﾄ 37202丸亀市
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県 所在地（府・市） 港 港町 備考

兵庫 神戸市 神戸港 指定特定重要港湾

大阪 大阪市 大阪港 指定特定重要港湾
和歌山 和歌山市 和歌山下津港 特定重要港湾
岡山 倉敷市 水島港 特定重要港湾
広島 広島市 広島港 特定重要港湾
山口 下関市 下関港 特定重要港湾
大阪 大阪府 堺泉北港 特定重要港湾 ※大阪港に順ずる

兵庫 姫路市 姫路港 特定重要港湾 ※神戸港に順ずる

山口 周南市 徳山下松港 特定重要港湾 ※下関港に順ずる

大阪 大阪府 阪南港 重要港湾
兵庫 尼崎市・西宮市・芦屋市 尼崎西宮芦屋港 重要港湾
兵庫 明石市、加古川市、高砂市東播磨港 重要港湾
岡山 岡山市 岡山港 重要港湾
岡山 玉野市 宇野港 重要港湾
広島 呉市 呉港 重要港湾
広島 尾道市 尾道糸崎港 重要港湾
広島 福山市 福山港 重要港湾
山口 岩国市 岩国港 重要港湾
山口 防府市 三田尻中関港 重要港湾
山口 宇部市 宇部港 重要港湾
山口 山陽小野田市 小野田港 重要港湾
徳島 阿南市 橘港 重要港湾
徳島 徳島市・小松市 徳島小松港 重要港湾
香川 高松市 高松港 重要港湾
香川 坂出市 坂出港 重要港湾
愛媛 今治市 今治港 重要港湾
愛媛 松山市 松山港 重要港湾
愛媛 宇部島市 宇部島港 重要港湾
愛媛 西条市 東予港 重要港湾
愛媛 新居浜市 新居浜港 重要港湾
愛媛 四国中央 三島川之江港 重要港湾
大阪 堺市 堺 歴史的な港町
兵庫 赤穂市 （赤穂港） 坂越 歴史的な港町
広島 呉市 御手洗 歴史的な港町
香川 東かがわ市 引田 歴史的な港町
兵庫 淡路島（淡路・洲本・南あわじ） その他

瀬戸田

香川 小豆島
土庄港・池田港・草壁・福
田・大部

その他

指定特定重要港湾、特定重要港湾は太字で記載
指定特定重要港湾 1
特定重要港湾 7
重要港湾 22
歴史的な港町 4
その他 0

合計 34

観光まちづくり100　選定箇
所
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夏休み 古部鎌自クルーズ
～マジックフアンタジー inにつぼん丸～

洋上の不思議体験 と、

徒然なるまま歴史逍遥ヘ

横須賀
名古屋

軒 塾

2008年 7月 29日 (火)名古屋～7月 31日 (木)名古屋 3日 間

|!||トギr船旅ポイント

な場所で自慢の技を披露しま軌

メドレスコート■全行程「カジ■刀 Jで孔

オ

・湾

海

湾 船内がファンタジーな手品の玉手箱に。マジシャンたちが、さまざま

夏体みを利用した首都鎌倉を巡るクルーズです。

寄港地の横須賀から鎌倉までの往復には複和Jなシャ村レ スヾをご用意。

歴史の足跡を訪ね〔 古利 名末Jの散策をお楽しみいただけま軌

エンターテイメント
・

にっぼん丸マジックフアンタジー ～マジックづくしクルーズ

亜羅仁 ダンシング・イリュージョン
出演 i亜羅仁&fll

豪章でダイナミックなイリュージョン テクニックを局区使したス

ライAン ド マジッタ 革やかなパフォーマンスなど。ステージ

マジックの魅力をたっ8やりと。

マジカサレ・パフォーマンス・ナイト
出演 1カズSMAYAK0

ナイトクラフスタ拘 レで ムーティなマジックと楽ししり(フォーマ

ンスを展開しま曳

クローズアップ・マジックショー

出演 iゆうきとも 庄 司タカヒト

観客参加型で楽しいマジックと 本当に不思議な世界を目の前

でこ覧に入れま曳

テーブル・ホップ

出演 子カズ カタヤマ ゆ うきとも十庄司タカヒト

タ合のひととき ティータイムにマツシヤンがテーブルにお邪

魔して目の前で不思議を披露します。

マジックパー

出演 :カズ カタヤマ ゆ うきとも/庄司タカヒト

マジックとお酒こ 夜のひとときもいつそう感り上がりま曳

ワークショップ マジック教ヨ

出演iカズ カタヤマ ゆ うきとも′度F」タカヒト

宴会芸から本格マジックま〔 フロマツシャンがお教えしま坑

テ■スト教材を用いてやさしく学べる体験型イベントであ

日次   日 程

1  フ /2 9 (火 )

時 間

輸屋 H。晩13壁
スケシュール

韓
唖

2  フ /00(J()

3 フ /3](木 )1名 古屋  1100盾 1入漕。下船後解散.

●食事:工朝2回 Ⅲ 昼2回 ll夕 2回

横須資 1催 行日i7月30日 (水)

鎌倉行きシャトルバス
齢倉で自由行動をされる方などお気軽にこ利用いただけます

鎌倉の隠れた名所を訪ねる

1日□ll

オプショナルツアー ｀

(六人お一人様代キ|

1追〕口代金なし

'モ:|:に■1に■P々ヨ|¥13′000

「主洗水Jでお金を洗うとお金わ`増えるといわねる主沈弁天 朱色の烏居がならS佐 助稲荷/」どを参拝

三浦半島 城ヶ島とまぐろの本場三崎のまぐろ料理
城場の散能 三崎での本場のマグロ料理のE貸を提能  =と 区■JⅢに,項 |¥131000

‐t府,jrt i`“"横 須賀ミリタリー体験
海るちの専着見字やlt筒大字校の見宇など革須賞志質はの体験です |■|1臣〔JヤⅢⅢLコ|¥10,000

中 海辺の美術館と「アク刀 〔ッツ刀でイタリア料理のランチ
ぅg●たけ0号印  rり堺itテ術鑑錦 ンIフ●イタリ711E s罰 '倉へ ||■I BIJコ|=,J口 |¥28′ 500

名画と食をめぐる構須賀 鎌倉 湘南
fl■|‐ 11 ■■lit  ill 111:'邸=JⅢⅢ詢いコ|¥18,000

旅行代金 (大人お一人続)X/tlレーブ3はステートルーム3を3名で利用した場合の代金で■

客宝タイブ(2名使用)  ス テートルームC   ス テートルームB

000円

グル ー プ 3

68,000円

ステートルームA デラックスルームA スイートリレーム

亜羅仁S有 力回

代 金    | 89,000円 99.000円 180,000円  | 290.000円



東北夏祭リクルーズ

真夏 の夜 の競 漫 、

秋 田竿燈 まつ り、青森 ね ぶ た祭 ヘ

三陸海岸
/千イ

2008年 8月 2日 (土)横浜～8月 7日 (木)横浜 6日 間

日次   日 程 時 間 スケジユール 食 事

3   8/4(月 ) 秋田   呂呂88郵雰易雷詔最笛早博唇っり会場へも    日lll

8/5(l)
0880着 自由行動または屋目

ク刻より青森ね11た祭または    日 日lll

五所'原 立F己 多会場へも

0700発
 磐ぼ雲び訴えだ霊写

ん丸の三祭〉  日□lll
6   8/フ (木) 1横 浜

1  8/2+| ‐ 横浜   1ス 00発 1出着。              81
寄港地 ・船旅ポイント

ほ

秋 田        三 陸海 岸 m旅 ヤ ンゆ

東に出羽山地 西に夕日の 青 森 岩 手 自 城にまたが

美しい日本海が広がる自 る vI長約600キ ロメー ト

然豊かな東北第二の都市。 ル の大平洋岸―帯を指しま

四季折々の美しさを魅せ す 。隆起海岸 段丘 断崖

る干秋公園 牛燈を展示す リ アス式海岸が、美しい景

る秋田市民俗芸能伝承館 観 を形づくつています。農

など 見どころ満載。米ど 港 に恵まれ 沖 合ではマグ

ころ 酒どころとしても知 ロ  サ ンマ イ ワシ イ カ

られていま曳       漁 力瞳んです。

オプショナルツアー 紙

2  8/3+日 )終 日航海 樹て鞭 Ⅲこ阜敦!。国□回 育森

陸奥湾に面した青森市は

本州と北海道を結8 交ヽ通

の要衝として発展しまし

た。ホタテやマグロなど

周辺の海域は海の幸の宝

庫。市外へ足を延ばし 十

和国湖や奥入瀬渓流など

の散策を楽しもこともでき

まあ

秋田 1催行日:8月4日(月)

‐巾 HP口 0秋 田竿燈まつり
■葦やかな竿燈まつりを桟敷后からゆつくり観覧します

秋 田 駅 行 き 送 迎 バ ス

■秋田市内で自由散策をお楽しみいただけます

夏の男鹿半島と名物 ・石焼桶料理

0/6(ガく)

]600着  入 活。下la後解散。

●食事1同朝5回 回E5回 lB夕5回

P(DINT船 旅ポイント
畑 東北二大祭りの午燈まつり、ねぶた祭を、特別にこ用意した桟敷

席でお楽しみいただきます。

だ 青森では言森ね8 たヽ祭または最近人気の五所川原の立優武多 (た

ちね8iた)を お選びいただけます。:騒

左 につざん丸スタッフによる 「人間ねぶたJや 「縁日コーナー」な

ど船内イベントも夏祭リー色に 祭 りづくしのクルーズです。

祭り見物の前に、自然がしヽつぱいの日AF3湖 十 示B田湖、歴史の角

館 弘 前や有名温泉■Jどへl~案内します。圏

エンターテイメント
氏

【コンサートド

歌手 IYUCCA(ユ ッカ )

3オ クターブの澄んだ美声を持つ優美な容姿が魅力の

コロラトゥーラ ツ プラノ歌手。クラシックを基盤に

しながらも ヒ ーリング ポ ピュラーの要素も含んだ

「クラシカル ク ロスオーパーJの 新しいジャンルを

切り開く七色の歌声をもつ歌姫。

畳コンサート軍

竹楽団10ZANSバ ンブーシンフォエア

自然の響さを生かした日本とアジアの竹を元に創作し

た竹楽器による合奏団。竹の音楽家 柴 田旺山の呼び

おHナで 2000年 に活動を開始。そのサウンドは現在
も進化を続け注目を集めている。

■男鹿半島
tJら

ではの雄大な景色と伝続のなまは プを間近に体感

秋田の秘湯 乳 頭温泉と田沢湖 電王ヨ砥江コじ出にコ崎口 |¥17,800

,7し頭温泉郷の最奥にある古びた味わいの温泉 黒湯に入おします

みちのく小京都・角館と神秘の測・田沢湖 EED画働■f抑車旬 |¥18r500
■藩政時代の面影をItす角億の武家屋敷 湖 面が実 しい国沢潮を見学

再森 1催 行日'9月5日 (火)

(大人お一人様代金)

1勘 口ft金をし

1勘 口代金なし

EESLA― |¥13,500
！ぬ

(大人お一人棒代金)

tSp■「― 情森ねぷた祭」または「五所川原立伝武多」1勘口悔なし
Ⅲ 「青森ねぶた察」と 「二所,原 立債武多Jか らお好きな方をお選びください

け 育森の温もり体感   国 畦挫認口 ¥10,000
言泰0ヽ 士= :ヽiギ軍二峠得」と何!tl]三をに,ぼrtllr iにア ノンラいたします.

青森の組景 十和日'興入瀬・八甲日パノラマ紀行 Pr H:1ほ主ロロロ |¥13′500
■青森を代表する景勝地をめくります

弘前公園と料亭旅館 「南津軽錦水」寛ぜのひととき Ljl回 戦生ユコ |¥17′800
■名旅館の料理を楽しみながら津軽三味線鑑賞も僧の湯に入お

… 夏の八甲田と弘前翠明荘の 「みちのく懐石料理」
■お客様だけの専用車で気韓に見学。八甲囲山と弘前をめくります Lf■ r寧 出恒にコ |¥29,000

(2名壕乗車の場合の1名様代金)

旅行代金 (大人お一人棟)Xタ レープ3はステートルームBを3名で利用した場合の代金で坑

客室タイブ(2名岡珊   ス テートルームC   ス テートルームB   ス テートルームA  デ ラックスルームA

代 金   1 248,000円  1 285,000円  1 315,000円  1 490,000円  |

スイートルーム

800,000円

グルーブ3

●連続乗船フラン前航の「横浜花火タレー刑からの連続乗描できまちて追力n料金〕なし(昼の1食付)

220,000円



【参考資料－４】寄港先候補地、「おもてなし」先進事例地　ヒアリング結果　　　　　　

港名 質問事項 回答内容

広島港
数百名規模の乗客の移動手段（バス、高
速船等）の有無、乗客がバスに乗降する
ための駐車場スペースの広さなど

広島電鉄、JR広島駅、広島バス
駐車場（２カ所計300台）

数百名規模の乗客の移動手段（バス、高
速船等）の有無、乗客がバスに乗降する
ための駐車場スペースの広さなど

ＪＲ宇野駅、両備バス
駐車場140台

徒歩圏内の観光資源、商業施設など にぎわい創出拠点施設「FLAMIN-GO!」（飲食施設）

レンタカー、レンタサイクル、観光タク
シー等の充実度合いなど

日産玉野レンタカー

数百名規模の乗客の移動手段（バス、高
速船等）の有無、乗客がバスに乗降する
ための駐車場スペースの広さなど

市内に観光バス事業者数社あり、門司港まで高速艇で5分、バ
ス乗降のスペースあり

徒歩圏内の観光資源、商業施設など
海峡ゆめタワー、しものせき水族館「海響館」、赤間神宮、
カモンワーフ（ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌ）、唐戸市場、旧秋田商会ビ
ル、旧下関英国領事館（重要文化財）等

レンタカー、レンタサイクル、観光タク
シー等の充実度合いなど

・下関駅周辺にレンタカー店が数店あり。
・下関駅周辺の6宿泊施設、唐戸地区の4宿泊施設にてレンタ
ルサイクルを貸し出し
・下関駅発着の観光タクシーあり（2時間コースと3時間コー
ス）
・下関駅発着の下関市内定期観光バスあり(13:10～17:10)

数百名規模の乗客の移動手段（バス、高
速船等）の有無、乗客がバスに乗降する
ための駐車場スペースの広さなど

チャーターバスに限り、バースにバス進入可

徒歩圏内の観光資源、商業施設など
観光資源…王藻公演、北浜アリー
商業施設…マリタイムプラザ、丸亀町壱番街

レンタカー、レンタサイクル、観光タク
シー等の充実度合いなど

レンタサイクル、レンタカーともにバースから徒歩５分のＪ
Ｒ高松駅周辺で充実

高松港

【寄港地インフラ】

せとうちクルーズ事業化研究委員会

「神戸港発着の船旅（瀬戸内海クルーズ）による観光振興のための調査」

宇野港

下関港
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港名 質問事項 回答内容

有名・定番観光資源など
厳島神社、平和記念公園、広島城
広島お好み焼き、尾道ラーメン、もみじまんじゅう、
牡蠣

地元お奨め観光資源など
竹原
広島みなと夢花火大会（広島みなと祭り）

マニア向け観光資源など
広島県立美術館、ひろしま美術館、旧日本銀行広島支店
路面電車、宇品灯台

有名・定番観光資源など
防府天満宮、秋吉台、錦帯橋、萩城城下町、徳山動物園
ふぐ、外郎
萩焼、大内塗

マニア向け観光資源など

回天発射基地跡、鶴いこいの里（ナベヅル）、
坊ちゃん散策コース、
田舎ばあちゃん家のえんがわ（特産品・情報発信･･･徳山駅２
F）

有名・定番観光資源など

後楽園、倉敷美観地区
市立玉野海洋博物館、渋川キャンプ場、みどりの館みやま
渋川公園（日本一の長さの藤棚）
燻製、かまぼこ

地元お奨め観光資源など 渋川海岸、みやま公園

マニア向け観光資源など
深山イギリス庭園（みやま公園内）、玉野歴史街道
王子が岳（パラグライダー・ハイキング）

有名・定番観光資源など

海峡ゆめタワー、巌流島（巌流島上陸認定書）、しものせき
水族館「海響館」、カモンワーフ、唐戸市場（活きいき馬関
街）、赤間神宮、みもすそ川公園、関門トンネル人道、火の
山公園、下関マリン温泉、長府庭園、長府観光会館、功山
寺、長府毛利邸、東行庵、湯谷温泉、ふぐ、うに、あんこ
う、くじら等の料理並びに土産品、光の回廊（ライトアップ
施設）、山陰観光列車『みすゞ潮彩』

地元お奨め観光資源など

みすゞの小径、旧秋田商会ビル、（観光情報センター）、グ
リーンモール商店街（韓国料理）、ふぐ楽舎（ふぐ料理体験
施設）、長府城下町、関門海峡の景観、神話の島「満珠・千
珠」（豊功神社より鑑賞）、観光案内携帯ガイドプレー
ヤー、海峡レンタサイクル

マニア向け観光資源など

御旅所、桜山神社、高杉晋作終焉の地、大歳神社、韓寺「光
明寺」、本陣伊藤邸跡、林芙美子生誕の地碑、藤原義江記念
館（紅葉館）、宮本武蔵船出の地碑、朝鮮通信使上陸淹留の
地、床屋発祥の地碑、世界一のふぐの像、大連神社、旧日本
捕鯨別館、清盛塚、ペトログラフ、壇ノ浦舟だまり、平家の
一杯水、前田砲台跡、長府博物館、奇兵隊陣屋跡、愛新覚履
社、昆沙ノ鼻（本州最西端/本州最西端到達証明書）、下関観
光ボランティアガイド

観光ガイドや語り部、各種体験インスト
ラクターの活動状況・規模など

・下関観光ボランティアガイド（要予約）
・紙芝居の読み手が約10人（ほぼ通年で毎日公演／予約不
要）

有名・定番観光資源など 栗林公園、屋島、四国村、直島、小豆島、琴平、塩江温泉

地元お奨め観光資源など 地元の歴史や文化を学ぶ街歩き、屋島からの夜景

マニア向け観光資源など
各地域の街歩き、漁師体験学習プラン、お魚市場体験ツアー
＆旬のお魚料理、たかまつまちかど漫遊帖、うどん作り体
験、鬼が島

観光ガイドや語り部、各種体験インスト
ラクターの活動状況・規模など

施設によってはボランティアガイドによる運営あり

せとうちクルーズ事業化研究委員会

「神戸港発着の船旅（瀬戸内海クルーズ）による観光振興のための調査」

徳山下松港

高松港

宇野港

【観光資源】

広島港

下関港
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港名 質問事項 回答内容

広島港
客船寄港（誘致）及び歓送迎イベント・オ
プショナルツアーの実績・予定

平成19年入港実績　30
H18.10　日本丸　歓迎式典セイルドリル、県産品試食販売会、音
楽イベント等
H19.8　海王丸　セイルドリル等

徳山下松港
客船寄港（誘致）及び歓送迎イベント・オ
プショナルツアーの実績・予定

平成19年入港実績　4

客船寄港（誘致）及び歓送迎イベント・オ
プショナルツアーの実績・予定

平成19年入港実績　17

自治体、観光協会、地元業者、ＮＰＯ等の
客船受入（誘致）態勢

玉野商工会議所

名所・旧跡の特別（夜間、早朝など）公開
など

宇野港ゆめ市場（毎月第２日曜）

地元住民との交流について 歓迎イベントあり

インターネットによる情報発信・受信の仕
組みなど

みなとオアシス宇野HPあり

客船寄港（誘致）及び歓送迎イベント・オ
プショナルツアーの実績・予定

・歓送迎イベント／下関伝統芸能「平家踊り」、寸劇（武蔵・小
次郎、義経八艘とび）、よさこい演奏、ブラスバンド演奏、煙火
（昼間）、花火（夜間）、ルミカライトによる見送り（夜間）
・オプショナルツアー／川棚温泉と瓦そば、フグ料理、秋吉台・
秋芳洞観光、萩観光、関門地区観光

自治体、観光協会、地元業者、ＮＰＯ等の
客船受入（誘致）態勢

客船誘致は下関市が行っている。受入にあたっては適宜関連団体
の協力を仰いでいる。

名所・旧跡の特別（夜間、早朝など）公開
など

・しものせき水族館「海響館」の「夜の水族館」開催（夏季に夜
間営業）
・長府庭園の早期開園（孫文連の身頃時期）

案内所、地図・パンフレット、道標など
「街歩き」し易い街づくり

海峡出会い旅・下関観光ガイドブック、海峡ウォーカー、関門海
峡浪漫マップ、城下町長府散策マップ、下関市ロケ地マップ、関
門海峡夜景ガイド、しものせき観光キャンペーンチラシ、金子み
すゞ、詩の小径

地元住民との交流について

地元生産者団体の協力による岸壁でのフグ刺し・フグ鍋・クジラ
料理の提供。鎧・着物の着付け体験（外国船向け）、茶道体験
（外国船向け）、通訳ボランティアの主要観光地への配置（外国
船向け）

インターネットによる情報発信・受信の仕
組みなど

下関市港湾局ホームページ、下関観光ホームページ、しものせき
観光キャンペーンのホームページ、下関市フィルム・コミッショ
ンのホームページ、関門海峡Navi、しものせき観光メールマガジ
ン、関門海峡メールマガジン

地元産品を継続購入してもらう仕掛け作り
など

船内での地元特産品の販売、下関ブランドの認定事業による特産
品差別化

上記のほか、観光客をもてなすための工夫
や心掛けている点など

船内に観光デスクを設置してきめ細かい観光案内を行っている。
紙芝居や観光寸劇などの公演、周遊バスやクルージングへの無料
ご招待（宿泊者限定）、宝探しやスタンプラリーなどの体験型イ
ベントなど、多彩な仕掛けをご用意し、下関を訪れる全ての観光
客の方にご満足いただけるよう、市民一丸となって受け入れ態勢
を充実するべく心がけている。

他地域との連携について
関門海峡観光推進協議会（下関市、北九州市、山口県）、長州路
観光連絡会（下関市、長門市、美祢市、秋芳町）

客船寄港（誘致）及び歓送迎イベント・オ
プショナルツアーの実績・予定

実績：讃岐うどん接待、獅子舞の披露　等

自治体、観光協会、地元業者、ＮＰＯ等の
客船受入（誘致）態勢

香川県が窓口となって実施

名所・旧跡の特別（夜間、早朝など）公開
など

各施設と要相談、特別公開ではないが、高松港近くの王藻公園で
は、早朝から開園。

案内所、地図・パンフレット、道標など
「街歩き」し易い街づくり

うどんマップ、外国版パンフレットなどを配布。高松港近隣に観
光案内所設置。

地元住民との交流について
幼稚園児によるお見送り等実施、観光ボランティアガイドによる
観光案内

インターネットによる情報発信・受信の仕
組みなど

高松市観光課ホームページ（高松みなと散策）で、情報発信を
行っている。

地元産品を継続購入してもらう仕掛け作り
など

高松市を代表する地場産業「盆栽・造園」「石材」「漆器」「う
どん」「漁業」と地域を連携・融合させるため、「地場産業観光
モデルコース」を設定し、PRに努めている。

上記のほか、観光客をもてなすための工夫
や心掛けている点など

実施日は指定されているが、地域が主体的となり実施し、松平藩
ゆかりの地などを訪ね歩く「たかまつ松平藩まちかど漫遊帖」を
行っている。

他地域との連携について
四国観光交流会や備讃瀬戸連絡協議会などで近隣の都市との連携
を図っている。

せとうちクルーズ事業化研究委員会

「神戸港発着の船旅（瀬戸内海クルーズ）による観光振興のための調査」

宇野港

高松港

【おもてなし】

下関港
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ご回答内容

(1) 接岸できる船舶の大きさなど
日の出埠頭（推進12ｍ、延長480ｍ）
１０万トン級も接岸可能

(2)
通船利用となる場合、通船の数・輸送人
員など

通船利用はない

(3)
数百名規模の乗客の移動手段（バス、高速
船等）の有無、乗客がバスに乗降するための
駐車場スペースの広さなど

送迎バス等は、埠頭に直接乗り入れ待機可能
広さは十分にある

(4) 徒歩圏内の観光資源、商業施設など
エスパルスドリームプラザ（商業飲食施設）、清水次郎
長ゆかりの史跡、等

(5)
レンタカー、レンタサイクル、観光タク
シー等の充実度合いなど

特になし
タクシー協会でモデルコースの情報提供は実施

(1) 有名・定番観光資源など
美保の松原、久能山東照宮、日本平、広重美術館、等

(2) 地元お奨め観光資源など
次郎長生家、船宿末廣、徳川温泉城下町「すんぷ夢ひろ
ば」（温浴等のテーマ型複合施設）

(3) マニア向け観光資源など
各種産業観光資源…タミヤ（模型工場）、バンダイ（ガ
ンダムのプラモデル）、等

(4)
上記資源の収容人員、時刻・天候に関
する留意点など

施設等により状況は異なるが、全体としてフレキシブル
に対応可能

(5)
上記資源周辺の飲食施設・トイレの状況
など

港から徒歩圏内に飲食施設等多い。公衆トイレあり。

(6)
観光ガイドや語り部、各種体験インストラ
クターの活動状況・規模など

ボランティアガイドの活動団体あり、外国人観光客向け
に通訳なども実施

(1)
客船寄港（誘致）及び歓送迎イベント・オ
プショナルツアーの実績・予定

平成２年に「清水港客船誘致委員会」を設立。大型客船
入港時には地元協力による歓迎事業を実施

(2)
自治体、観光協会、地元業者、ＮＰＯ等
の客船受入（誘致）態勢

・地元小学生による「港かっぽれ」踊り
・漁業者によるマグロ解体ショー
・芸者踊り、お茶会、富士山写真展などを実施

(3)
名所・旧跡の特別（夜間、早朝など）公開
など

各施設と要相談

(4)
案内所、地図・パンフレット、道標など「街
歩き」し易い街づくり

入港時に、観光協会や地元ボランティア作成の街歩き
マップなどを配布。道標には英語を併記。

(5) 地元住民との交流について
歓迎イベント等はできるだけ船内ではなく岸壁で実施す
ることにより、地元との交流機会を増やしている。

(6)
インターネットによる情報発信・受信の仕
組みなど

誘致委員会としてのＨＰ（日英２カ国語）にて発信
http://www.shimizu-port.jp/index.html

(7)
地元産品を継続購入してもらう仕掛け作
りなど

入港時には、観光協会がブースを岸壁上に設置して土産
物等を販売

(8)
上記のほか、観光客をもてなすための工
夫や心掛けている点など

大型客船入港時には定期船発着場所の移設が必要であ
り、その都度事業者の協力のもと実施している。

(9) 他地域との連携について

現時点では特にないが、以下の構想を検討中。
・清水港～箱根～横浜港のルートづくり
・東照宮をキーワードとした大洗港とのテーマ連携

せとうちクルーズ事業化研究委員会
「神戸港発着の船旅（瀬戸内海クルーズ）による観光振興のための調査」

　　訪問先：清水港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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お聞きしたい項目
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ご回答内容

(1) 接岸できる船舶の大きさなど
山ノ下埠頭において、飛鳥Ⅱの着岸実績。その他、別添客船着岸実績
一覧表参照

(2)
通船利用となる場合、通船の数・輸送人
員など

通船利用の実績は無い。全て岸壁に着岸の上、乗降。

(3)
数百名規模の乗客の移動手段（バス、高速
船等）の有無、乗客がバスに乗降するため
の駐車場スペースの広さなど

新潟駅等から観光バスで埠頭まで乗客を運ぶ方法がある。駐車場は無
いが、荷捌き地などの岸壁の背後地を利用して乗降のためのスペース
としている。

(4) 徒歩圏内の観光資源、商業施設など
山ノ下市場（朝市；野菜、果物、漬物※2の付く日除く）、魚市場、朱
鷺メッセ

(5) レンタカー、レンタサイクル、観光タク
シー等の充実度合いなど

タクシー

観
光
資
源

(1) 有名・定番観光資源など

〈名所〉萬代橋（重文）、朱鷺メッセ（３１F無料展望台）、旧税関庁舎（重文）、
県政記念館（重文）、北方文化博物館、マリンピア日本海、新潟ふるさと村、
寺泊市場通り、酒蔵、信濃川、信濃川ウオーターシャトル、日本海に沈む夕
日、スキー場、海水浴場　〈温泉〉瀬波温泉、月岡温泉、岩室温泉、松之山温
泉、湯之谷温泉郷など　〈食〉米（コシヒカリ）、地酒、魚、海産物、笹団子、い
ちご（越後姫）、洋ナシ（ル　レクチェ）　〈祭り・イベント〉新潟まつり、長岡まつ
り、上越の観桜会、大地の芸術祭、みなと水遊記など、〈文化〉古町芸妓、に
いがた総踊り、アルビレックス（サッカー、バスケット）、小林幸子

(2) 地元お奨め観光資源など
ラーメン、酒蔵見学、観光農園、千の風（新井満）、天地人（天神
山、火坂雅志）

(3) マニア向け観光資源など

湊稲荷神社の高麗犬、下町散策（みなとまちの風情を感じながら）、
本町市場・本町下市場、マンガ（水島新司、高橋留美子など多数の漫
画家を排出、マンガストリート、潟東歴史民族博物館）、鉄道（新津
鉄道資料館、SL定期運行）

(4) 上記資源の収容人員、時刻・天候に関
する留意点など

信濃川ウオーターシャトルは荒天時運休

(5) 上記資源周辺の飲食施設・トイレの状況
など

問題なし

(6)
観光ガイドや語り部、各種体験インストラ
クターの活動状況・規模など

4月より「新潟シティガイド」（ボランティアガイド26人〉活動開始予
定、４エリア（下町、南大畑、白山公園、西海岸）８コースを予定、
約２時間のコース。その他、新潟市シルバー人材センターによる町歩
き案内もある。

(1)
客船寄港（誘致）及び歓送迎イベント・オ
プショナルツアーの実績・予定

ポートクイーン３名、萬代太鼓、花束贈呈、消防音楽隊、花火、消防
艇による放水等

(2)
自治体、観光協会、地元業者、ＮＰＯ等
の客船受入（誘致）態勢

(3) 名所・旧跡の特別（夜間、早朝など）公
開など

(4)
案内所、地図・パンフレット、道標など
「街歩き」し易い街づくり

県による四季ごとの観光情報を掲載した「観光通信」の発行。新潟駅万代口
に観光案内センター、朱鷺メッセ３１F展望室に「街の駅」があり、ガイドブッ
ク、ガイドマップ等の各種パンフレットを設置。また、中心市街地である下町か
ら白山公園には「みなとまち」として栄えた歴史の面影を残す観光資源が多く
点在していることから、管区誘導案内板を設置している。

(5) 地元住民との交流について

(6)
インターネットによる情報発信・受信の仕
組みなど

客船情報（飛鳥Ⅱなど）は財団法人新潟観光コンベンション協会のHP
で告知。県のHPには県内の観光情報、観光関連の統計情報等を掲載。

(7)
地元産品を継続購入してもらう仕掛け作
りなど

(8)
上記のほか、観光客をもてなすための工
夫や心掛けている点など

新潟県では全国規模のイベント等が集中する2009年を「大観光交流年」と位
置付け、官民一体による持続力のある観光地作りを進め、交流年を含めて、
その後も続く新潟県への人の流れを創出する事により、県の観光需要の回復
と人口交流の拡大に繋げる。※2009年のイベント等の例・・・・・デスティネー
ションキャンペーン、NHK大河ドラマ「天地人」放映、トキめき新潟国体、大地
の芸術祭、朱鷺の放鳥など（87羽中10羽の試験放鳥）

(9) 他地域との連携について

近隣観光地である佐渡、会津、庄内地域と連携し、観光周遊コースを提供し
ている。特に佐渡との連携を強化し周遊型旅行商品の造成を目指している。
また、新潟県は観光客のニーズに対応するために、市町村の単位を越えた
広域的な取り組みが必要である事から、市町村や民間事業者、関係団体が
広域的に連携して行う宣伝活動や受け入れ体制の整備及び支援を行ってき
た。また、外国人観光客の誘致に向けて、近隣県とも広域連携を図ってい
る。

せとうちクルーズ事業化研究委員会

「神戸港発着の船旅（瀬戸内海クルーズ）による観光振興のための調査」

　　訪問先：新潟港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（敬称略、順不同）

区　分 氏　名 所　属　・　役　職 備　考

学識経験者 石田　憲治 神戸大学海事科学部附属国際海事教育研究センター教授

斎木　崇人 神戸芸術工科大学副学長 委員長

福本　賢太 神戸夙川学院大学観光文化学部観光文化学科准教授

鈴木　裕介 海洋政策研究財団政策研究グループ研究員

中根　　裕 ㈱ツーリズム・マーケティング研究所取締役主席研究員 副委員長

小寺　　隆 神戸商工会議所理事・産業振興部長

行 政 機 関 石定　洋子 神戸運輸監理部海事振興部旅客課長

伊藤　政美 神戸運輸監理部総務企画部企画課長

大畑　卓男 国土交通省中国運輸局企画観光部観光地域振興課長

西村　和能 国土交通省四国運輸局企画観光部観光地域振興課長

中原　正顕 国土交通省近畿地方整備局港湾空港部港湾空港振興室長

東　　徹志 兵庫県産業労働部観光局長

花木　　章 神戸市みなと総局参事（客船誘致担当部長）

河南　磨清 ㈶神戸国際観光コンベンション協会観光部長

関係事業者 奥地　蓮一 神戸新聞旅行社取締役社長（FUC委員）

加藤　琢二 加藤汽船㈱代表取締役社長（神戸旅客船協会、FUC委員）

南部真知子 ㈱神戸クルーザー コンチェルト代表取締役社長

松下　　衛 神戸メリケンパークオリエンタルホテル取締役相談役

渡辺　真二 早駒運輸㈱取締役社長（神戸旅客船協会、FUC委員）

清水洋一郎 ㈱ジェイコム取締役営業開発本部長 PFI事業本部長

提言フォローアップ 道満　雅彦 オリバーソース㈱代表取締役社長（FUC委員）

委員会 奥井　秀樹 奥井電機㈱代表取締役社長（FUC委員長）

寺本　　督 ㈱淡路屋代表取締役社長（FUC副委員長）

後藤　和夫 ㈳神戸経済同友会事務局長

アドバイザリー 田中　護史 神戸運輸監理部長

・グループ 森川　雅行 国土交通省近畿地方整備局・副局長

表具　喜治 兵庫県産業労働部長兼観光参事

大森　伸一 神戸市国際文化観光局長・観光監

山本　朋廣 神戸市みなと総局長

清水　愼一 ㈱ジェイティービー常務取締役 事業創造本部長

㈱ツーリズム・マーケティング研究所（JTM）代表取締役社長

寺島　紘士 海洋政策研究財団常務理事

小川　惠三 ㈱さくらケーシーエス代表取締役会長（FUCアドバイザー）

矢崎　和彦 ㈱フェリシモ代表取締役社長（FUCアドバイザー）

植村　武雄 小泉製麻㈱取締役社長（FUCアドバイザー）

上川庄二郎 前大阪産業大学非常勤講師（FUCアドバイザー）

神野　博一 オフィスジェイ代表（クルーズマスター）（FUCアドバイザー）

せとうちクルーズ事業化研究委員会　委員リスト（2008年3月現在）



現地訪問調査、意見交換会等

月　日 場　所 相手方 目　的

2007年8月19日 ぱしひっくびいなす（神戸港） － 船内見学、船内食の試食

2007年8月22日 愛媛経済同友会事務局
愛媛経済同友会 特別幹事　広域観
光を考える委員会委員長他

瀬戸内海クルーズ意見交換会

2007年8月29日 広島商工会議所３階
広島経済同友会　1500万人委員会
委員長、尾道支部長他

瀬戸内海クルーズ意見交換会

2007年9月11日 岡山商工会議所ビル３階
岡山経済同友会　両代表幹事、総務・広
報、地域・交流委員会委員長他

瀬戸内海クルーズ意見交換会

2007年9月25日 国土交通省 総合観光政策審議官、海事局長
クルーズ振興及びVJCに関する国の政策につ
いてのヒアリング

　　　　 〃 海洋政策研究財団 常務理事
神戸海事クラスター構想における瀬戸内海ク
ルーズの位置づけに関するヒアリング

2007年9月26日 香川経済同友会事務局
香川経済同友会　両代表幹事、瀬戸
内海ﾙﾈｯｻﾝｽ委員会委員長他

瀬戸内海クルーズ意見交換会

2007年8月19日 スピリットオブオセアヌス － 船内見学

2007年10月30日 平山郁夫美術館（生口島）
平山郁夫美術館館長、広島経済同友会
尾道支部長、観光協会、旅行社他

寄港地の観光、オプショナルツアー打合せ

2007年11月27日 香川経済同友会事務局
香川経済同友会代表幹事、委員長、
香川県、観光協会、旅行社他

寄港地の観光、オプショナルツアー打合せ

2008年2月14日 中国地方整備局、中国運輸局
中国地方整備局長、中国運輸局長
他

客船誘致、寄港地おもてなし等意見交換

　　　　 〃 下関市港湾局 港湾局長 　　　　　　　　　　　　〃

2008年2月19日 香川経済同友会事務局
香川経済同友会代表幹事、委員長、
香川県、観光協会、旅行社他

客船誘致、寄港地おもてなし等意見交換

　　　　 〃 ＪＲ四国
会長（四国観光立県推進協議会会
長）

　　　　　　　　　　　　〃

　　　　 〃 四国地方整備局、四国運輸局
四国地方整備局次長、港湾空港部、
四国運輸局企画観光部他

　　　　　　　　　　　　〃

　　　　 〃 岡山経済同友会事務局 事務局長 　　　　　　　　　　　　〃

2008年2月28日 清水港・清水市マリンビル
静岡県清水港管理局、清水市清水
港振興課

客船誘致、寄港地おもてなし等意見交換

2008年2月29日 新潟港・新潟市
新潟県交通政策局、新潟市港湾空港
課、新潟市観光交流課、新潟観光協会

　　　　　　　　　　　　〃

2008年3月5日 神戸芸術工科大学 宮代院生
瀬戸内海の「海から見た景観」に関するヒ
アリング

2008年3月7日 神戸港振興協会 森田部長 寄港地「おもてなし」に関するヒアリング

2008年3月11日 商船三井客船 鈴木課長 船内イベント、船内食に関するヒアリング

　　　　 〃 海事プレス社 植村編集長他 寄港地「おもてなし」に関するヒアリング

　　　　 〃 クルーズのゆたか倶楽部 松浦社長
国内クルーズ商品の方向性に関するヒアリ
ング

委員会

月　日 場　所

2007年10月1日 神戸銀行倶楽部２階 

2007年10月12日 神戸銀行倶楽部２階 

2007年11月26日 神戸銀行倶楽部２階 

2007年12月17日 神戸銀行倶楽部２階 

2008年1月25日 神戸銀行倶楽部２階 

2008年2月25日 神戸銀行倶楽部２階 

せとうちクルーズ事業化研究委員会（第４回）

せとうちクルーズ事業化研究委員会（第５回）

せとうちクルーズ事業化研究委員会　活動記録

会議名

せとうちクルーズ事業化研究委員会（準備会合）

せとうちクルーズ事業化研究委員会（第１回）

せとうちクルーズ事業化研究委員会（第２回）

せとうちクルーズ事業化研究委員会（第３回）


