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 水上交通の概要整理 

1 航路の分類 

(1) 水上交通事業者一覧 

 水上交通事業者一覧を次ページ以降に示す。 
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表 1.1 水上交通事業者一覧(1) 

府県 事業者名 
調査 

対象 
住所 

兵庫県 (株)淡路ジェノバライン ○ 淡路市岩屋 925-27 

兵庫県 岩井輝昭 ○ 尼崎市南武庫之荘 3 丁目 6-22 

兵庫県 海上アクセス(株) ○ 神戸市中央区神戸空港 10 

兵庫県 加島弘視 ○ 神戸市中央区真砂通 2 丁目 1-7 

兵庫県 川口茂 ○ 美方郡新温泉町芦屋 669 

兵庫県 河内秀樹 ○ 神戸市中央区東川崎町 6 丁目 6-11 

兵庫県 (株)神戸クルーザー ○ 神戸市中央区東川崎町 1 丁目 6-1 

兵庫県 神戸ベイクルーズ(株) ○ 神戸市中央区波止場町 7-1 

兵庫県 (有)神戸リゾートライン   

兵庫県 坂口康弘 ○ 南あわじ市阿那賀 834-2 

兵庫県 ジャンボフェリー(株) ○ 神戸市中央区新港町 3-7 

兵庫県 ｼﾞｮｲﾎﾟｰﾄ南淡路(株) ○ 南あわじ福良甲 1530-41 

兵庫県 (株)ダックツアー・タイコー ○ 神戸市中央区波止場町 5-4 

兵庫県 沼島汽船(株) ○ 南あわじ市沼島 2276 

兵庫県 浜中興業(株) 尼崎市東海岸町 38 

兵庫県 早駒運輸(株) ○ 神戸市中央区波止場町 5-4 

兵庫県 藤原孝治 ○ 美方郡香美町香住区浦上 1191 

兵庫県 遊覧船かすみ丸(有) ○ 美方郡香美町香住区一日市 410 

兵庫県 ﾙﾐﾅｽクルーズ(株) ○ 神戸市中央区波止場町 5-6 

兵庫県 高速いえしま(株) ○ 姫路市家島町真浦 571 

兵庫県 (有)髙福ライナー ○ 姫路市家島町宮 1412-1 

兵庫県 高山知久 姫路市家島町宮 1410-38 

兵庫県 姫路市 ○ 姫路市家島町宮 1410-12 

兵庫県 (株)姫路ﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 姫路市飾磨区須加 261 

兵庫県 坊勢汽船(株) ○ 姫路市飾磨区須加 294 

兵庫県 坊勢渡船(有) ○ 姫路市家島町坊勢 488 

兵庫県 (有)ラピート桂 ○ 姫路市家島町坊勢 43-2 

兵庫県 (株)フェリーさんふらわあ ○ 神戸市東灘区向洋町東 3-21 

大阪府 (株)名門大洋フェリー ○ 大阪市西区江戸堀 1-9-6 

大阪府 大阪市港湾局 大阪市港区海岸通 3-4-33 

大阪府 大阪市建設局 ○ 大阪市西区立売堀 6-6-21 

大阪府 大阪水上バス(株) ○ 大阪市中央区天満橋京町１-１ 

大阪府 港通船運輸(株) ○ 大阪市港区海岸通 2-1-1 

大阪府 (株)キャプテンライン ○ 大阪市港区海岸通 1-5-37 

大阪府 関西港湾サービス(株) 堺市堺区大浜北町 3-4-2 

大阪府 大阪屋形船(株) ○ 大阪市北区天満 1-18-18 

大阪府 一本松海運(株) ○ 大阪市北区中之島 6-4-7 

兵庫県 ジョイポート南淡路(株) 兵庫県南あわじ市福良甲 1530-14 

大阪府 一本松汽船(株) ○ 大阪市中央区徳井町 2-2-13-B-Z901 

大阪府 三好秀忠（三上遊船） ○ 大阪市大正区泉尾 2-19-8 

東京都 NPO 日本水陸両用車協会 ○ 東京都目黒区下目黒 2-18-3 

大阪府 NPO 観濠クルーズ Sakai ○ 堺市堺区栄橋町 1-4-8 

大阪府 伴ピーアール(株) ○ 大阪市北区西天満 5-10-17 西天満ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 2 階 
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表 1.2 水上交通事業者一覧(2) 

府県 事業者名 
調査 

対象 
住所 

大阪府 MinamotoShipping ○ 大阪市大正区泉尾 4-14-22-303 

大阪府 宮本組大喜土木建材(株) ○ 大阪市都島区中野町 5-12-5 

滋賀県 井上義治 ○ 近江八幡市沖島町 216-1 

滋賀県 近江トラベル(株) ○ 滋賀県彦根市古沢町 181 

滋賀県 琵琶湖汽船(株) ○ 滋賀県大津市浜大津 5-1-1 

滋賀県 レークウエスト観光(株) ○ 大津市今堅田 1-2-20 

滋賀県 奥村良平（おきしま通船） ○ 近江八幡市沖島町 211 

滋賀県 びわ湖観光(株) ○ 滋賀県近江八幡市中之庄町 639-1 

滋賀県 (株)あみ定 ○ 滋賀県大津市唐橋町 23-1 

奈良県 津風呂湖観光(株) ○ 奈良県吉野郡吉野町河原屋 849 

大阪府 新日本海フェリー(株) ○ 大阪市北区梅田 2-5-25 

京都府 丹後海陸交通(株) ○ 京都府宮津市字新浜 1991-1 

京都府 (有)舞鶴港遊覧船 ○ 舞鶴市大字白杉 44-1 

京都府 宮津海陸運輸(株) ○ 京都府宮津市鶴賀 2160-9 

京都府 特定非営利活動法人伏見観光協会 ○ 京都府京都市伏見区本材木町 668-3 

京都府 (株)伏見夢工房 京都府京都市伏見区南浜町 247 

京都府 (有)宇治川観光通船 ○ 京都府宇治市字塔ノ川３番地 

和歌山県 南海フェリー(株) ○ 和歌山市湊 2835-1 

和歌山県 友ヶ島汽船(株) ○ 和歌山市加太 1271 番地２先無番地 

和歌山県 初島渡船企業組合 ○ 和歌山県有田市初島町浜 1769-1 

和歌山県 紀州通船(株) 和歌山市築港 5-7 

和歌山県 (株)ハヤシ汽船 ○ 和歌山県海南市下津町下津 1419-28 

和歌山県 白浜海底観光船(株) ○ 和歌山県西牟婁郡白浜町白浜 572 

和歌山県 (有)新和歌観船 ○ 和歌山市新和歌浦 1-1 

和歌山県 田中通船(株) 和歌山市築港 3-2 

和歌山県 (有)川崎造船所 ○ 和歌山県田辺市目良 22-39 

和歌山県 熊野交通(株) ○ 和歌山県新宮市新宮 6968-2 

和歌山県 浦島観光ホテル(株) ○ 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦 1165-2 

和歌山県 (株)中の島 ○ 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦 1179-9

和歌山県 紀の松島観光(株) ○ 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦 1156-1

和歌山県 (株)串本海中公園センター ○ 和歌山県東牟婁郡串本町有田 1157 
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(2) 航路一覧 

 航路一覧を次ページ以降に示す。 
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表 1.3 航路一覧：定期航路(1) 

府県 事業者名 管轄 航路名 分類 
調査

対象

滋賀県 小川満  近畿運輸局 長命寺～沖島 生活航路（離島航路） 

滋賀県 井上義治 近畿運輸局 沖島～長命寺 生活航路（離島航路） ○ 

滋賀県 奥村良平（おきしま通船） 近畿運輸局 沖島～堀切 生活航路（離島航路） ○ 

兵庫県 沼島汽船(株) 神戸運輸監理部 沼島～洲本 生活航路（離島航路） ○ 

兵庫県 早駒運輸(株) 神戸運輸監理部 中突堤～PI 西側緑地公園 生活航路（連絡航路） 

兵庫県 高速いえしま(株) 姫路海事事務所 家島～姫路 生活航路（離島航路） ○ 

兵庫県 (有)髙福ライナー 姫路海事事務所 家島（宮）～姫路 生活航路（離島航路） ○ 

兵庫県 坊勢汽船(株) 姫路海事事務所 西島（いえしま自然体験センター）～姫路 生活航路（離島航路） ○ 

兵庫県 坊勢渡船(有) 姫路海事事務所 奈座～網手 生活航路（離島航路） ○ 

兵庫県 (有)ラピート桂 姫路海事事務所 西島（室ノ内）～姫路 生活航路（離島航路） ○ 

大阪府 大阪市 近畿運輸局 木津川渡 生活航路（連絡航路） ○ 

大阪府 大阪市 近畿運輸局 天保山渡 生活航路（連絡航路） ○ 

大阪府 大阪市 近畿運輸局 千歳渡 生活航路（連絡航路） ○ 

大阪府 大阪市 近畿運輸局 甚兵衛渡 生活航路（連絡航路） ○ 

大阪府 大阪市 近畿運輸局 船町渡 生活航路（連絡航路） ○ 

大阪府 大阪市 近畿運輸局 落合上渡 生活航路（連絡航路） ○ 

大阪府 大阪市 近畿運輸局 落合下渡 生活航路（連絡航路） ○ 

大阪府 大阪市 近畿運輸局 千本松渡 生活航路（連絡航路） ○ 

兵庫県 (株)淡路ジェノバライン 神戸運輸監理部 富島～明石 生活航路（連絡航路） 

兵庫県 (株)淡路ジェノバライン 神戸運輸監理部 明石～岩屋 生活航路（連絡航路） ○ 

兵庫県 加島弘視 神戸運輸監理部 生田川尻～神戸港防波堤 生活航路（連絡航路） ○ 

兵庫県 河内秀樹 神戸運輸監理部 蟹川尻～神戸港防波堤 生活航路（連絡航路） ○ 

兵庫県 早駒運輸(株) 神戸運輸監理部 ﾒﾘｹﾝ波止場～在港碇泊船 生活航路（連絡航路） ○ 

兵庫県 明石淡路フェリー(株) 神戸運輸監理部 明石～岩屋 生活航路（連絡航路） 

兵庫県 南海淡路ライン(株) 神戸運輸監理部 津名～泉佐野 生活航路（連絡航路） 

兵庫県 明淡高速船(株) 神戸運輸監理部 明石～岩屋 生活航路（連絡航路） 

兵庫県 (株)淡路開発事業団 神戸運輸監理部 洲本～関空 生活航路（連絡航路） 

兵庫県 セラヴィ観光汽船(株) 神戸運輸監理部 神戸～坂手 生活航路（連絡航路） 

兵庫県 ジャンボフェリー(株) 神戸運輸監理部 神戸～坂手～高松 フェリー(短中距離) ○ 

和歌山県 南海フェリー(株) 近畿運輸局 和歌山～徳島 フェリー(短中距離) ○ 

兵庫県 (株)フェリーさんふらわあ 近畿運輸局 大阪～別府 フェリー（長距離） ○ 

兵庫県 (株)フェリーさんふらわあ 近畿運輸局 大阪～志布志 フェリー（長距離） ○ 

大阪府 (株)名門大洋フェリー 近畿運輸局 大阪～門司 フェリー（長距離） ○ 

大阪府 新日本海フェリー(株) 近畿運輸局 舞鶴～敦賀～新潟～秋田～小樽～苫小牧 フェリー（長距離） ○ 
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表 1.4 航路一覧：定期航路(2) 

府県 事業者名 管轄 航路名 分類 
調査

対象

兵庫県 海上アクセス(株) 神戸運輸監理部 神戸空港～関西空港 観光船 ○ 

兵庫県 セラヴィ観光汽船(株) 神戸運輸監理部 中突堤～神戸空港 観光船 

兵庫県 (有)神戸リゾートライン 神戸運輸監理部 中突堤～神戸空港 観光船 

兵庫県 早駒運輸(株) 神戸運輸監理部 中突堤～HAT 神戸 観光船 ○ 

大阪府 大阪水上バス(株) 近畿運輸局 毛馬～淀屋橋 観光船 

大阪府 大阪水上バス(株) 近畿運輸局 大阪港内周遊 観光船 ○ 

大阪府 大阪水上バス(株) 近畿運輸局 大阪河川 観光船 ○ 

大阪府 大阪水上バス(株) 近畿運輸局 天保山ナイト 観光船 ○ 

大阪府 港通船運輸(株) 近畿運輸局 南港（ｺｽﾓﾋﾟｱ）～桜島 観光船 

大阪府 (株)キャプテンライン 近畿運輸局 大阪ベイエリア航路 観光船 ○ 

大阪府 一本松海運(株) 近畿運輸局 川の環状線〔湊町～湊町〕 観光船 ○ 

大阪府 一本松汽船(株) 近畿運輸局 おおさかループライン 観光船 ○ 

滋賀県 近江トラベル(株) 近畿運輸局 竹生島(イ) 観光船 ○ 

滋賀県 近江トラベル(株) 近畿運輸局 竹生島(ロ) 観光船 ○ 

滋賀県 (株)オーミマリン 近畿運輸局 飯浦～竹生島 観光船 

滋賀県 琵琶湖汽船(株) 近畿運輸局 湖上ドライブ 観光船 ○ 

滋賀県 琵琶湖汽船(株) 近畿運輸局 三角 観光船 

滋賀県 琵琶湖汽船(株) 近畿運輸局 太湖快速(Ａ) 観光船 ○ 

滋賀県 琵琶湖汽船(株) 近畿運輸局 太湖快速(Ｂ) 観光船 ○ 

滋賀県 琵琶湖汽船(株) 近畿運輸局 湖東航路(Ａ) 観光船 ○ 

滋賀県 琵琶湖汽船(株) 近畿運輸局 湖東航路(Ｂ) 観光船 ○ 

滋賀県 琵琶湖汽船(株) 近畿運輸局 湖東航路(Ｃ) 観光船 ○ 

滋賀県 琵琶湖汽船(株) 近畿運輸局 彦根～多景島～彦根 観光船 

滋賀県 琵琶湖汽船(株) 近畿運輸局 舞子 観光船 

滋賀県 琵琶湖汽船(株) 近畿運輸局 湖南航路 観光船 ○ 

滋賀県 レークウエスト観光(株) 近畿運輸局 瀬田川遊覧 観光船 ○ 

京都府 丹後海陸交通(株) 近畿運輸局 湾内 観光船 ○ 

京都府 特定非営利活動法人伏見観光協会 近畿運輸局 濠川・宇治川派流航路 観光船 ○ 

和歌山県 友ヶ島汽船(株) 近畿運輸局 加太港～友ケ島 観光船 ○ 

和歌山県 初島渡船企業組合 近畿運輸局 初島～初島 観光船 ○ 

和歌山県 熊野交通(株) 近畿運輸局 熊野川水域 観光船 ○ 

和歌山県 浦島観光ホテル(株) 近畿運輸局 観光桟橋～ホテル浦島 観光船 ○ 

和歌山県 (株)中の島 近畿運輸局 観光桟橋～ホテル中の島 観光船 ○ 

和歌山県 紀の松島観光(株) 近畿運輸局 勝浦周遊 観光船 ○ 
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表 1.5 航路一覧：不定期航路(1) 

府県 事業者名 管轄 航路名 分類 
調査

対象

兵庫県 (有)髙福ライナー 姫路海事事務所 姫路～西島（母と子の島） 生活航路（離島航路） ○ 

兵庫県 (有)髙福ライナー 姫路海事事務所 姫路～坊勢 生活航路（離島航路） ○ 

兵庫県 (有)髙福ライナー 姫路海事事務所 姫路～西島（室ノ内） 生活航路（離島航路） 

兵庫県 (有)髙福ライナー 姫路海事事務所 坊勢～相生 生活航路（離島航路） 

兵庫県 高山知久 姫路海事事務所 家島～姫路 生活航路（離島航路） 

兵庫県 姫路市 姫路海事事務所 家島～姫路 生活航路（離島航路） ○ 

兵庫県 坊勢渡船(有) 姫路海事事務所 奈座～室の内 生活航路（離島航路） ○ 

兵庫県 坊勢渡船(有) 姫路海事事務所 相生～西大寺 生活航路（離島航路） 

兵庫県 坊勢渡船(有) 姫路海事事務所 坊勢～姫路 生活航路（離島航路） ○ 

兵庫県 坊勢渡船(有) 姫路海事事務所 西島（いえしま自然体験センター）～姫路 生活航路（離島航路） ○ 

兵庫県 (有)ラピート桂 姫路海事事務所 坊勢～相生 生活航路（離島航路） 

京都府 宮津海陸運輸(株) 近畿運輸局 宮津港内航路 生活航路（連絡航路） ○ 

大阪府 港通船運輸(株) 近畿運輸局 大阪港内間 生活航路（連絡航路） ○ 

大阪府 関西港湾サービス(株) 近畿運輸局 阪南港内間 生活航路（連絡航路） 

兵庫県 (株)姫路ﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 姫路海事事務所 姫路港飾磨港区公共桟橋～姫路港内在泊船舶 生活航路（連絡航路） 

兵庫県 坊勢渡船(有) 姫路海事事務所 姫路港起点広畑網干沖周遊 生活航路（連絡航路） 

兵庫県 坊勢渡船(有) 姫路海事事務所 姫路～大阪 生活航路（連絡航路） 

兵庫県 浜中興業(株) 神戸運輸監理部 尼崎港～尼崎港内在泊船舶 生活航路（連絡航路） 

兵庫県 早駒運輸(株) 神戸運輸監理部 ﾒﾘｹﾝ波止場～在港碇泊船 生活航路（連絡航路） ○ 

兵庫県 早駒運輸(株) 神戸運輸監理部 東播磨港別府公共岸壁～東播磨港碇泊船 生活航路（連絡航路） 

和歌山県 紀州通船(株) 近畿運輸局 和歌山港内 生活航路（連絡航路） 

和歌山県 (株)ハヤシ汽船 近畿運輸局 下津港内 生活航路（連絡航路） ○ 

滋賀県 (株)オーミマリン 近畿運輸局 浜大津～柳ケ崎 観光船 

滋賀県 (株)オーミマリン 近畿運輸局 飯浦～尾上～竹生島～海津大崎～飯浦 観光船 

滋賀県 (株)オーミマリン 近畿運輸局 サークラインコース（浜大津～浜大津） 観光船 

滋賀県 (株)オーミマリン 近畿運輸局 彦根～長命寺 観光船 

滋賀県 (株)オーミマリン 近畿運輸局 飯浦湾内周遊 観光船 

滋賀県 近江トラベル(株) 近畿運輸局 彦根～竹生島～長命寺 観光船 

滋賀県 琵琶湖汽船(株) 近畿運輸局 彦根～多景島～竹生島 観光船 

滋賀県 琵琶湖汽船(株) 近畿運輸局 琵琶湖遊覧 観光船 ○ 

滋賀県 琵琶湖汽船(株) 近畿運輸局 ピエリ守山遊覧航路 観光船 ○ 

滋賀県 レークウエスト観光(株) 近畿運輸局 奥琵琶湖四季めぐり周遊 観光船 ○ 

滋賀県 レークウエスト観光(株) 近畿運輸局 岡崎桜回廊十石めぐり周遊航路 観光船 ○ 

滋賀県 びわ湖観光(株) 近畿運輸局 沖島めぐり 観光船 ○ 

滋賀県 (株)あみ定 近畿運輸局 瀬田川及び琵琶湖周辺 観光船 ○ 
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表 1.6 航路一覧：不定期航路(2) 

府県 事業者名 管轄 航路名 分類 
調査

対象

京都府 丹後海陸交通(株) 近畿運輸局 宮津～一の宮 観光船 

京都府 丹後海陸交通(株) 近畿運輸局 宮津湾周遊（黒崎コース） 観光船 ○ 

京都府 丹後海陸交通(株) 近畿運輸局 宮津湾周遊（天橋立コース） 観光船 ○ 

京都府 丹後海陸交通(株) 近畿運輸局 伊根湾めぐり 観光船 ○ 

京都府 (有)舞鶴港遊覧船 近畿運輸局 舞鶴港内遊覧 観光船 ○ 

京都府 特定非営利活動法人伏見観光協会 近畿運輸局 濠川・宇治川派流航路 観光船 ○ 

京都府 (有)宇治川観光通船 近畿運輸局 喜撰航路 観光船 ○ 

大阪府 大阪水上バス(株) 近畿運輸局 毛馬閘門大川周遊 観光船 ○ 

大阪府 大阪水上バス(株) 近畿運輸局 大川遊覧 観光船 ○ 

大阪府 大阪水上バス(株) 近畿運輸局 大阪港内遊覧 観光船 ○ 

大阪府 港通船運輸(株) 近畿運輸局 大阪港内周遊 観光船 

大阪府 港通船運輸(株) 近畿運輸局 大阪湾周遊 観光船 

大阪府 (株)キャプテンライン 近畿運輸局 大阪ベイエリア周遊航路 観光船 ○ 

大阪府 大阪屋形船(株) 近畿運輸局 淀川周遊 観光船 ○ 

大阪府 一本松海運(株) 近畿運輸局 なにわライン 観光船 ○ 

大阪府 一本松 伸 近畿運輸局 大阪リバークルーズ 観光船 

大阪府 一本松汽船(株) 近畿運輸局 大阪リバークルーズ 観光船 ○ 

大阪府 (有)恭兵船舶 近畿運輸局 関空２期空港島現場見学ツアー 観光船 

大阪府 三好秀忠（三上遊船） 近畿運輸局 大川周遊航路 観光船 ○ 

大阪府 NPO 観濠クルーズ Sakai 近畿運輸局 内川水系航路 観光船 ○ 

大阪府 伴ピーアール(株) 近畿運輸局 大阪シティクルーズ航路 観光船 ○ 

大阪府 西川敏広（MinamotoShipping） 近畿運輸局 アクアループ航路 観光船 ○ 

大阪府 宮本組大喜土木建材(株) 近畿運輸局 大阪ベイエリア航路 観光船 ○ 

兵庫県 (株)淡路ジェノバライン 神戸運輸監理部 明石港起点神戸港沖周遊 観光船 ○ 

兵庫県 (株)淡路ジェノバライン 神戸運輸監理部 明石港～淡路交流の翼港 観光船 

兵庫県 岩井輝昭 神戸運輸監理部 新西宮ヨットハーバー起点大阪湾周遊 観光船 ○ 

兵庫県 川口茂 神戸運輸監理部 浜坂起点山陰海岸めぐり 観光船 ○ 

兵庫県 川口茂 神戸運輸監理部 浜坂～香住 観光船 

兵庫県 (株)神戸クルーザー 神戸運輸監理部 神戸高浜ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ起点神戸沖周遊 観光船 ○ 

兵庫県 神戸ベイクルーズ(株) 神戸運輸監理部 神戸港周遊 観光船 ○ 

兵庫県 (有)神戸リゾートライン 神戸運輸監理部 垂水漁港起点明石海峡周遊航路 観光船 

兵庫県 坂口康弘 神戸運輸監理部 伊毘港起点鳴門海峡周遊 観光船 ○ 

兵庫県 ｼﾞｮｲﾎﾟｰﾄ南淡路(株) 神戸運輸監理部 福良港起点鳴門観潮周遊 観光船 ○ 

兵庫県 ｼﾞｮｲﾎﾟｰﾄ南淡路(株) 神戸運輸監理部 翼港起点明石海峡周遊 観光船 ○ 

兵庫県 ｼﾞｮｲﾎﾟｰﾄ南淡路(株) 神戸運輸監理部 神戸沖周遊 観光船 

兵庫県 ｼﾞｮｲﾎﾟｰﾄ南淡路(株) 神戸運輸監理部 明石海峡周遊 観光船 ○ 

兵庫県 (株)ファーム 神戸運輸監理部 入田山田大池周遊 観光船 

兵庫県 (株)ダックツアー・タイコー 神戸運輸監理部 灘浜周遊 観光船 ○ 

兵庫県 (株)ダックツアー・タイコー 神戸運輸監理部 高浜周遊 観光船 ○ 

兵庫県 早駒運輸(株) 神戸運輸監理部 中突堤起点神戸港沖周遊 観光船 ○ 
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表 1.7 航路一覧：不定期航路(3) 

府県 事業者名 管轄 航路名 分類 
調査

対象

兵庫県 早駒運輸(株) 神戸運輸監理部 中突堤起点兵庫運河周遊 観光船 ○ 

兵庫県 早駒運輸(株) 神戸運輸監理部 高浜ハーバー/六甲マリンパーク 観光船 

兵庫県 藤原孝治 神戸運輸監理部 柴山周遊 観光船 ○ 

兵庫県 遊覧船かすみ丸(有) 神戸運輸監理部 香住起点但馬海岸めぐり 観光船 ○ 

兵庫県 遊覧船かすみ丸(有) 神戸運輸監理部 香住～浜坂 観光船 

兵庫県 ﾙﾐﾅｽクルーズ(株) 神戸運輸監理部 神戸港中突堤起点大阪湾周遊 観光船 ○ 

兵庫県 ﾙﾐﾅｽクルーズ(株) 神戸運輸監理部 神戸港中突堤起点明石海峡周遊 観光船 ○ 

兵庫県 ﾙﾐﾅｽクルーズ(株) 神戸運輸監理部 神戸港中突堤起点関西国際空港沖周遊 観光船 ○ 

兵庫県 日和山観光(株) 姫路海事事務所 日和山沿岸 観光船 

兵庫県 日和山観光(株) 姫路海事事務所 龍宮城一周 観光船 

兵庫県 日和山観光(株) 姫路海事事務所 楽々浦湾周遊 観光船 

兵庫県 明石淡路フェリー(株) 姫路海事事務所 明石港起点明石海峡周遊 観光船 

兵庫県 ジョイポート南淡路(株) 近畿運輸局 大阪(桜島)～交流の翼港～神戸 観光船 

兵庫県 ジョイポート南淡路(株) 近畿運輸局 大阪南港周遊 観光船 

兵庫県 ジョイポート南淡路(株) 近畿運輸局 大阪港周遊 観光船 

奈良県 津風呂湖観光(株) 近畿運輸局 津風呂湖周遊 観光船 ○ 

和歌山県 白浜海底観光船(株) 近畿運輸局 白浜沿岸一周（Ａコース） 観光船 ○ 

和歌山県 白浜海底観光船(株) 近畿運輸局 白浜沿岸一周（Ｂコース） 観光船 ○ 

和歌山県 (有)新和歌観船 近畿運輸局 双子島周遊 観光船 ○ 

和歌山県 (有)新和歌観船 近畿運輸局 和歌浦湾周遊 観光船 ○ 

和歌山県 田中通船(株) 近畿運輸局 和歌山北港 生活航路（連絡航路） 

和歌山県 山田 豐 近畿運輸局 貴志川航路 観光船 

和歌山県 (有)川崎造船所 近畿運輸局 田辺湾遊覧 観光船 ○ 

和歌山県 熊野交通(株) 近畿運輸局 志古～志古間 観光船 

和歌山県 紀の松島観光(株) 近畿運輸局 補陀落渡海 観光船 ○ 

和歌山県 (株)串本海中公園センター 近畿運輸局 枯木灘周遊 観光船 ○ 

東京都 NPO 日本水陸両用車協会 近畿運輸局 桜宮中之島周遊航路 観光船 ○ 
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(3) 航路図 

 航路図（定期航路）を次ページ以降に示す。 
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図 1.1 航路図(1) 
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図 1.2 航路図(2) 
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図 1.3 航路図(3) 
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図 1.4 航路図(4) 
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図 1.5 航路図(5) 
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図 1.6 航路図(6) 
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図 1.7 航路図(7) 
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図 1.8 航路図(8) 
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図 1.9 航路図(9) 
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図 1.10 航路図(10) 




