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輸輸送送のの安安全全・・安安心心ををめめざざすす安安全全総総点点検検をを開開始始  

～点検初日「津波避難訓練」を実施 初動対応確認～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．安全総点検について 

＜実施期間＞ 

 令和元年12月1０日（火） 

～ 令和２年１月１０日（金） 

＜対象事業者＞ 

旅客船事業者（定期航路、不定期航路事業者等）、 

内航貨物船事業者 

＜立入点検＞ 

旅客船事業者を対象とした集中立入点検を、 

12月10日（火）～26日（木）の間に実施します。 

※本年度の重点点検事項及び点検予定は別紙１参照 
  

２．安全総点検開始式及び津波避難訓練について 

日時 １２月１０日（火） ９：３０ 開始式 

             ９：４０～１０：１０訓練 

１０：２０～１１：１０安全点検 

場所 ハーバーランドに接岸中のレストラン船 

「コンチェルト」   ※詳細は別紙２参照 

訓練及び立入点検の取材については、１２月９日（月）１５時までに海上安全環境部 

戸井までご連絡いただきますようお願いします。 

配布先  問い合わせ先 

神戸海運記者クラブ 

姫路市政記者クラブ 

（総点検全般について） 

総務企画部安全防災・危機管理調整官 今村、秋武 

（電話）０７８－３２１－３４７３ 

（訓練及び立入点検について） 

海上安全環境部調整官 戸井  

（電話）０７８－３２１－７０５１ 

国土交通省では、人や貨物の移動が集中する年末年始を前に、陸・海・空の輸送機関の

安全を確保する「年末年始の輸送等にかかる安全総点検」を１２月１０日より官民一体で

実施します。 

神戸運輸監理部においても、旅客船と貨物船を対象に運航の安全、テロ対策、新型インフ

ルエンザ対策などの取組状況を確認し、輸送機関等の安全意識を高める安全総点検を以下の

とおり実施します。また、安全総点検開始式にあわせ、訪日外国人が増加する中、観光危機

管理の重要性に鑑み、外国人も参加する旅客船の「津波避難訓練」を併せて行います。 

令和元年１１月２６日資料配布 神戸運輸監理部 総務企画部 
海上安全環境部 

 
こうべぇ 

乗客避難誘導のようす 



別紙１ 

令和元年度 年末年始の海上交通輸送に関する安全総点検 重点点検事項 

 

①  法令及び安全管理規程（特に運航基準、乗組員の健康状態及び過労状態の把握）の確実

な遵守状況 

②  安全に関する設備の確実な備付け及び旅客・乗組員・貨物に関する安全対策の実施状況

（特に火災対策（消火器等の点検、避難誘導訓練の実施。）、荒天時の体制の準備状況（適

切な情報収集体制、適切な当直体制）、飲酒対策の実施状況） 

③  テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組、テロ発生時の

通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況 

④  新型インフルエンザ対策の実施状況 

⑤  自然災害、事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整備・構

築状況 

 

 

令和元年度 年末年始多客期旅客船立入点検 予定 

事業者名 点検場所 船名 総トン数 点検形態

12月10日 ㈫AM （株）神戸クルーザー
神戸港

高浜岸壁
コンチェルト 2,138

津波避難訓練

安全点検(接岸)

12月11日 ㈬AM 早駒運輸（株）
神戸港

かもめりあ
ファンタジー 152 接岸

12月12日 ㈭～ 神戸港→高松港 りつりん２ 3,651 乗船

12月13日 ㈮ 高松港→神戸港 こんぴら２ 3,633 乗船

OCEAN PRINCE 170

ROYAL PRINCESS 414

12月17日 ㈫AM ルミナスクルーズ（株）
神戸港

中突堤東
ルミナス神戸２ 4,778 接岸

神戸空港→関空 うみ 84 乗船

関空→神戸空港 そら 84 乗船

土生港→沼島港 しまちどり 56 乗船

沼島港 しまかぜ 49 接岸

ジョイポート南淡路（株） 福良港 日本丸 383 接岸

明石港→岩屋港 まりーんふらわあ２ 104 乗船

岩屋港 ジェノバⅠ 19 接岸

岩屋港 レットスター２ 19 接岸

岩屋港→明石港 まりん・あわじ 118 乗船

事業者名 点検場所 船名 総トン数 点検形態

姫路港→真浦港 まうら 19 乗船

真浦港 まうらⅡ 19 接岸

宮港 高速いえしま 146 接岸

宮港 高福丸 19 接岸

真浦港→姫路港 高福ライナー 19 乗船

姫路港→奈座港 ぼうぜ１ 19 乗船

奈座港 ぼうぜ２ 19 接岸

奈座港 クイーンぼうぜ 173 接岸

奈座港 第三坊勢渡船 12 接岸

奈座港 おりおん 19 接岸

奈座港 はるか 19 接岸

奈座港 らぴーと 19 接岸

奈座港→姫路港 輝帆丸 17 乗船

神戸港

かもめりあ
接岸

点検日

神戸ベイクルーズ（株）

ジャンボフェリー（株）

12月16日 ㈪AM

【神戸・淡路地区】　９社１６隻

（株）淡路ジェノバライン

沼島汽船（株）

（株）OMこうべ

12月19日

12月20日

㈬

㈮AM

㈭

12月18日

高速いえしま（株）

12月12日 ㈭

(有)高福ライナー

点検日

【姫路・家島地区】　５社１３隻

坊勢汽船（株）

坊勢渡船（有）

輝観光

12月13日 ㈮

 



別紙２ 

令和元年度 安全総点検開始式 及び 津波避難訓練 概要 

 

現在、南海トラフ地震等の巨大地震発生が危惧される中、平時の津波防災対策がとても

重要です。今回、レストラン船「コンチェルト」において、南海トラフ地震発生（津波警

報発令）を想定した津波避難訓練を実施します。 

訓練では、複数名の外国人が参加し、「コンチェルト」が津波避難の中で、訪日外国人客

を含めた乗客の安全最優先の行動を実践し、実際の状況下においても、確実かつ迅速な対

応ができるよう訓練を行います。 

 

１．日  時 令和元年１２月１０日（火）９時３０分～１１時１０分 ※雨天決行 

２．場  所 ハーバーランド高浜岸壁 

(株)神戸クルーザー レストラン船「コンチェルト」船内 

※ 訓練は接岸状態で実施します。 

３．参 加 者 神戸旅客船協会会員会社、神戸市、神戸運輸監理部 

４．訓練想定 ○月×日、レストラン船「コンチェルト」が、多数の乗客を乗せて神戸港

に帰港途中、南海トラフ地震が高知県室戸沖で発生し津波警報が発令。地

震・津波の規模から、帰港して乗客を陸上避難させるまでの避難行動を、(株)

神戸クルーザー全社員で訓練します。 

（実際の状況下では、乗客を指定避難場所まで避難誘導し、本船は港外退避

しますが、今回の訓練では割愛します） 

５．訓練内容 ・気象庁等の情報を収集し、運航管理者と協議のうえ「帰港して乗客を陸上

避難させる」ことを船長が判断 

・船内アナウンス、乗員乗客の点呼・確認、パニックコントロール、避難準備、

陸上への避難誘導 

・訪日外国人が乗船している設定で、外国人数名も訓練に参加、船内で日本と

英語を中心に、中国語と韓国語も併用して訪日外国人客に情報伝達 

６．スケジュール 

09:20 集合 

09:30 年末年始の輸送に関する安全総点検開会式 

挨拶）吉田 神戸運輸監理部長 

09:40  津波避難訓練 開始 

10:10 津波避難訓練 終了 

訓練講評）神戸運輸監理部 小濱 海上安全環境部長 

10:20 安全点検 開始 

11:10 安全点検 終了 

点検講評）神戸運輸監理部 大和 首席運航労務監理官 

 

コンチェルト （(株)神戸クルーザー） 

 

 

 



 

 

令 和 元 年 11 月 22 日 

総合政策局総務課交通安全対策室 

大 臣 官 房 危 機 管 理 室 

 

 

令和元年度「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の取組を実施します 

～輸送機関等における事故やテロの防止対策実施状況等の点検～ 

 

 

国土交通省では、多客繁忙期である年末年始に、陸・海・空の輸送機関等が安全対策の実施状況等を

自主点検することにより、公共交通の安全を図るとともに、輸送機関等の安全に対する意識を高める

ことを目的とする「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の取組を実施します。 

 

 

１．期間 

令和元年 12 月 10 日(火) ～ 令和 2年 1月 10 日(金) 

 

２．実施内容  

各輸送機関等（鉄軌道交通、自動車交通、海上交通、航空交通、利用運送業、気象業務）が、安全

管理・安全対策等の実施状況、関係法令等の遵守状況、施設等の点検整備状況、テロ対策及び新型イ

ンフルエンザ対策の実施状況等を自主点検します。 

 

今年度の総点検においては、以下の４点を特に留意して行います。 

○ 安全管理（特に乗務員の健康状態、過労状態の確実な把握、乗務員に対する指導監督体制）の 

実施状況 

○ 自然災害、事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整備・構築状況 

○ テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組、テロ発生時の通報・連

絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況 

○ 新型インフルエンザ対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要な物資等の備蓄状況 

及び職場におけるうがい・手洗い等感染防止対策の周知・徹底状況 

 

また、国土交通省は、各輸送機関等に適切な点検を行うよう指導するほか、期間内に現地確認を実

施します。 

 

問い合わせ先 

【事故防止関係】 

総合政策局総務課交通安全対策室 橋本・伊藤

TEL 03-5253-8111（内線 24-032、24-033） 

    03-5253-8311（夜間） 

FAX 03-5253-1560 

【テロ対策及び新型インフルエンザ対策関係】 

大臣官房危機管理室 佐藤・髙木 

TEL 03-5253-8111（内線 57-702、57-704） 

    03-5253-8974（夜間） 

FAX 03-5253-8891 

 


