
 
 

 
 
 

 

 

クルーズ船等を活用した 

観光振興推進検討調査業務 

報告書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

平成２３年３月 

国土交通省四国運輸局 





＜ 目 次 ＞ 

 

１．調査概要 

１－１ 調査の背景と目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

１－２ 調査の体制及び方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

１－３ 調査スケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

 

２．瀬戸内海の港及び周辺観光地の状況 

２－１ 調査概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

２－２ 瀬戸内海の港及び周辺観光地の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・8 

２－３ クルーズ船を係船可能な港のプロットマップ ・・・・・・・・・・・ 54 

 

３．クルーズに関する情報の整理 

３－１ 瀬戸内海の航路、航行規制、錨地 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 55 

３－２ クルーズ運営に支障のある規制や課題に関する 

    事業者アンケート結果の分析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 

３－３ クルーズに関連するシンポジウム等の情報 

及び瀬戸内の観光活性化に貢献する定期航路の例 ・・・・・・・・・ 76 

 

４．モニターツアーの実施 

４－１ モニターツアーコースの検討及び実施概要 ・・・・・・・・・・・・ 92 

４－２ モニターツアーの様子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 

４－３ モニターアンケート結果の分析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・111 

 

５．瀬戸内海クルーズ推進のための課題と可能性 ・・・・・・・・・・・・・126 

５－１．モニターアンケートの結果から得られる 

「瀬戸内海クルーズ」推進に関する課題及び可能性 ・・・・・・・・127 

５－２．瀬戸内海クルーズの形成に向けた課題と可能性 ・・・・・・・・・・130 

５－３ 大型船の寄港に関する課題と可能性 ・・・・・・・・・・・・・・・131 

 

瀬戸内海クルーズ推進に向けて ～座長コメント～ ・・・・・・・・・・・・133 

 

（付録）モニターアンケート記述集計表 



 



 1

１．調査概要 

 

１－１ 調査の背景と目的 

 
瀬戸内海の魅力は、静かな海面、点在する多くの島々、白砂青松の浜、散在する昔

の面影を残す漁港や集落、段々畑など、自然景観と人文景観が一体となった多島海景

観の美しさ「多島美」である。また、この地域は、古代より歴史・文化・交易の｢交

流の道｣として栄えるなど、多彩な自然と歴史を有する日本随一の内海である。 

自然・歴史・文化等多様な観光資源のある瀬戸内海及びその周辺地域を、より一層

多くの人が訪れたいと思う魅力ある地域とするため、環境・景観保全を進め、多岐に

わたる歴史や文化遺産、美術館等の魅力をさらに高め、これらに関する情報発信を行

って、瀬戸内海及びその周辺地域を「瀬戸内フィールドミュージアム」として、ゾー

ン形成していくことを目指す。（四国圏広域地方計画の広域プロジェクトに該当） 

本調査は、その手段の１つとして、従来の大型客船による宿泊型クルーズとは異な

り、瀬戸内の陸上（島）に泊り、陸上（島）で食事し、陸上（島）観光で各地の文化

に触れ、地域に経済効果を生む新しいクルーズビジネスモデルとしての「瀬戸内海ク

ルーズ」の推進について、四国ツーリズム創造機構とも連携するなど官民連携して、

地域の活性化につなげていく土台づくりに取り組むものである。 

 

「多島美」：景観と人文景観が一体となった多島海景観の美しさ

「交流の道・海道」：古くから人や物など多くの交流の歴史と多彩な自然を有する日本随一の内海

より一層多くの人々が訪れたくなる魅力ある地域とするため、

・環境、景観保全を進める

・多様な歴史、文化遺産、美術館等の魅力を更に高め
情報発信する

・クルーズ観光を推進する

瀬戸内海の魅力

従来のクルーズ：基本的に船中泊、船内食で寄港地への経済効果が限定的

陸上泊、陸上食、陸上観光など地域に経済効果を生むようなクルーズ観光の提案

「海を活用した」瀬戸内地域活性化の土台づくり !!!

離島振興

地域活性化
瀬戸内地域の
魅力の発信

瀬戸内観光の陸
上観光兼移動手
段としての船の

可能性

「瀬戸内フィールドミュージアム」

としてゾーン形成
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１－２ 調査の体制及び方法 

 
（１）調査の推進体制 

 

本調査は、クルーズ船等を活用した観光振興に関する協議・検討を行う場として、有

識者（クルーズの専門家・経済界関係者・観光関係者）、事業者（旅行会社・船舶事業

者）、マスコミ（地域情報誌・首都圏の旅行専門誌）、地方自治体、四国地方整備局、四

国運輸局で組織する「クルーズ船等を活用した観光振興推進検討委員会」（座長：池田

良穂・大阪府立大学教授）を設置した。 

 
（２）調査対象地域 

 

 瀬戸内海及び瀬戸内海に面する大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、

徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県の１府 10県を調査対象地域とした。 

 瀬戸内海の海域は法令の目的ごとに扱い方が異なり複数の法令で範囲が定義されて

いるが、本調査では、国際的に瀬戸内海とみなされている「領海及び接続水域に関する

法律（領海法）」による瀬戸内海の範囲とした。 
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（３）調査方法 

 

①検討委員会の開催 

 調査開始時、モニターツアーコース決定時、成果取りまとめ時の各段階で合計３回の

検討委員会を実施し、様々な角度から調査の内容や進め方等について検討を行った。 

 

クルーズ船等を活用した観光振興推進検討委員会委員名簿 
（順不同、敬称略） 

池田 良穂 大阪府立大学大学院 工学研究科 教授 

岡崎 多佳子 トラベル ディストリビューション編集者 

山田 耕三 （有）香川こまち 代表取締役 

浅谷 聡 
（株）ジェイティービー 西日本国内商品事業部 

 四国地域統括部長 

小谷 正之 瀬戸内海汽船株式会社 執行役員 事業部長 

田頭 善郎 四国経済連合会 事務局次長 

込山  清 
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会 事務局 

 四国地方整備局 港湾空港部 海洋環境・技術課長 

綾  章臣 
中四国・瀬戸内クルージングサミット 事務局 

 三豊市 政策部政策課 課長補佐 

平尾 政彦 四国ツーリズム創造機構 事業推進本部長 

山地 秀樹 四国地方整備局 企画部 事業調整官 

石橋  通 四国運輸局 企画観光部 計画調整官 

妹尾 浩志 四国運輸局 企画観光部 交通企画課長 

久保 政信 四国運輸局 海事振興部 旅客課長 

 

※検討委員会の事務局運営及び調査実施については、「（株）ジェイアール四国アーキテクツ」の中村雅子

及び濵田容輔による。 
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②基礎調査の実施 

今後、瀬戸内海のクルーズ観光を企画する事業者等の参考となる基礎資料として航

路・規制・錨地・接岸可能場所やトイレ等の状況、観光資源等を文献・アンケート・ヒ

アリング・インターネット調査により整理した。 

 

③モニターツアーアンケートの実施 

瀬戸内海を巡るクルーズのモデルルート及びモデルコースについて検討し、モデルコ

ースのうち１コースを選定し、モニターツアーを実施した。 

モニターツアー参加者に対してアンケートを実施し、経済効果の測定など様々な観点

から瀬戸内海クルーズ観光の潜在能力を調査・分析し、今後の瀬戸内海クルーズ実施に

あたっての課題を抽出した。 

 

④クルーズに関する情報の収集 

 クルーズの運営に支障となっている規制や課題に関する情報を把握するために、船舶

事業者及び旅行会社に対してアンケート調査を実施した。 

また、クルーズに関するシンポジウム情報、取組事例、瀬戸内の観光活性化に貢献す

る定期航路の例を文献・ヒアリング・インターネット調査により整理した。 

 

⑤報告書の作成 

以上の調査結果を整理するとともに、調査により得られた知見をもとに、瀬戸内海ク

ルーズ観光の可能性とその推進のための課題を整理した。   
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１－３ 調査スケジュール 
 

 本調査は、以下のスケジュールで実施した。 

●
（5）報告書作成

（4）クルーズに関す
る情報の収集

●（3）モニターツアー
を通じた経済効果の
測定

●

●

（2）
基礎調査の実施

モデルルートの提案

モニターツアーコー
スの提案・決定

モニターツアー実施

第３回
3/24

第２回

11/8
第１回
9/17

（1）委員会の開催

3月2月1月12月11月10月9月

●
（5）報告書作成

（4）クルーズに関す
る情報の収集

●（3）モニターツアー
を通じた経済効果の
測定

●

●

（2）
基礎調査の実施

モデルルートの提案

モニターツアーコー
スの提案・決定

モニターツアー実施

第３回
3/24

第２回

11/8
第１回
9/17

（1）委員会の開催

3月2月1月12月11月10月9月

基礎調査

コース作成

アンケート案作成

ツアー参加者募集
実施

集計・分析・方向性、プランの提案

実施

とりまとめ

アンケート案修正

コース修正・決定
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２．瀬戸内海の港及び周辺観光地の状況 

 

２－１ 調査概要 

 

 不定期旅客船が係船可能な係船施設とその諸元、待合所・トイレ等の旅客用施設等に

関する情報及び観光情報を収集し、瀬戸内海のクルーズ観光を企画する事業者等の参考

となる基礎資料として整理した。 
 

（１）調査対象港湾 

瀬戸内海に面する以下の港湾を対象に、調査を実施した。 
府県名 港湾名 港湾数 

大阪府 大阪、堺泉北、阪南、淡輪、深日、尾崎、二色、泉佐野、泉州 9 

兵庫県 
 

神戸、姫路、東播磨、尼崎西宮芦屋、由良、阿万、福良、岩屋、洲本、浦、津名、

淡路交流の翼、古茂江、明石、江井ヶ島、相生、赤穂、都志、湊、郡家、室津、家島、

坂越、津井、江井、古池、山田 
27 

和歌山県 和歌山下津、加太、湯浅広、由良、大川 5 

岡山県 
 

水島、宇野、岡山、東備、寒河、鴻島、久々井、布浜、間口、知尾、玉津、幡、網

代、黄島、師楽、牛窓、山田、下津井、小島、犬島、江の浜、石島、後閑、大藪、野々

浜、渋川、大浜、松島、笠岡、北木島、豊浦、丸岩、小飛島、大浦、大飛島、前浦 
36 

広島県 
 

広島、呉、福山、尾道糸崎、横田、中浜、土生、重井、瀬戸田、忠海、千年、佐木、

生口、須波、阿伏兎、福田、椋浦、竹浦、鮴崎、木江、大西、安芸津、御手洗、蒲刈、

川尻、小用、吉悪、波多見、奥の内、袋の内、大迫、釣士田、大柿、鹿川、厳島、大

竹、小用、中田、三高、大須、鷲部屋ノ浦、津久茂、内海、鹿田 

44 

山口県 
 

下関、徳山下松、三田尻中関、宇部、小野田、岩国、久賀、由宇、伊保田、白木、

柱島、柳井、安下庄、小松、大畠、沖浦、室津、厚狭、山口、平生、丸尾、秋穂、青

江、山口東 
24 

徳島県 徳島小松島、橘、撫養、今切、富岡、中島、栗津、折野、亀浦 9 

香川県 
 

高松、坂出、志度、宇多津、丸亀、多度津、詫間、池田、直島、土庄、牟礼、土庄東、

家浦、宮浦、葛原、大島、庵治、久通、女木、男木、立石、岩場、長崎鼻、与島、木

沢、青木、手島、江の浦、大浦、本島、里浦、新在家、小浦、生ノ浜、尻浜、高見、

佐柳、見立、粟島、志々島、船越、箱浦、粟島西、舟隠、小豊島、小瀬、三都、室生

北、吉野崎、風戸、屏風、仁尾、豊浜、観音寺、室本、引田、三本松、津田、白鳥、

坂手、大部、内海、安戸、猪塚、馬越、北浦、江島 

67 

愛媛県 
 

松山、今治、東予、三島川之江、新居浜、寒川、弓削、四坂、菊間、北条、中島、

波止浜、波方、岡村、大下、森上、堀江、西中、松前、伊予、長浜、三机、宮浦、伯

方、吉海、大見、上浦、田ノ浦、早川、前浜、古江、枝越、熊口、有津、北浦、小漕、

西部、長江、生名、立石 

40 

福岡県 北九州、苅田、宇島 3 

大分県 別府、大分、中津、高田、姫島、堅来、臼野、羽根、国東、日出、守江、佐賀関 12 

合計  276 港 

【凡例】 特定重要港湾  重要港湾 
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なお、調査の前提として、利用を想定する旅客船の規模は、高速艇（20～50t）規模

（必要バース長 20M 以上、必要水深 2.0M 以上）以上とした。また、１つの港湾内に複

数の係船可能箇所がある場合は、利用実績、旅客利便性、他船の利用状況を勘案し、旅

客利用に相応しい箇所を優先した。 

 

（２）調査方法 

各港湾を管理している地方自治体の担当部署に対して、メールまたはＦＡＸで調査票

を送付し回答を依頼した。 

 

（３）調査事項 

調査事項は下記のとおり。 

 

調査事項  

港湾名称 ・港湾の名称 

係留施設 ・係船可能箇所・種別 

係船可能箇所の場所（地図表示）と「岸壁」「物揚場」「桟橋」「浮

桟橋」「はしけ」の種別 

・バース長さ 

係船箇所のバース長さ（ｍ） 

・バース水深 

係船箇所の水深（ｍ） 

対象船舶規模

の目安 

係船可能な船舶の種類に◯表記 

高速艇 20～50t（バース長 20M、水深 2.0M） 

旅客船 700t（バース長 80M、水深 4.0M） 

旅客船 3,000t（バース長 130M、水深 5.0M） 

※目安は「港湾施設の技術上の基準・同解説下巻／（社）日本港湾協会」による 

利用制限等 「定期船利用」等の特記事項 

利用問合先 係船申請等、事業者が利用する際の問い合わせ先 

港湾付属施設 ・待合・休憩施設 

港の近くにある港利用者が利用できる施設の「施設名」「トイレ有無」

「物販施設の有無」「収容可能人数」 

・大型バス待機可能箇所 

待機箇所（駐車場の場合は台数）「近隣路上待機可」「付近まで進入

可」などの状況 

交通アクセス 最寄の鉄道駅・空港等への徒歩・車での所要時間 
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２－２ 瀬戸内海の港及び周辺観光地の状況 

 

 調査の結果、 

①調査対象とした想定船舶のうち、複数のタイプの船が係船できるか 

②旅客用設備・施設が整備されているか 

③港の近くに 30人以上を収容できる観光施設等があるか 

といった点を勘案し、幅広い旅客船の利用が可能であると思われる港湾については係船

施設の諸元情報、旅客用施設の整備状況、係船箇所の図、最寄りの観光地（一般道で片

道 30 分程度）を整理した。その他の港湾については、係船施設の諸元情報、旅客用施

設の整備状況を整理した。 

 

（掲載港湾一覧） 

府県名 
幅広い旅客船の利用が 

可能であると思われる港湾 
その他の港湾 港湾数 

大阪府 大阪、泉佐野  2 

兵庫県 神戸、姫路、相生、岩屋、淡路交

流の翼、洲本、福良 

 
7 

和歌山県 和歌山下津 加太、湯浅広、由良 4 

岡山県 宇野、水島、牛窓、岡山 寒河、鴻島、犬島、渋川、石島、

東備、豊浦、小飛島、大浦、前浦 
14 

広島県 瀬戸田、尾道糸崎(尾道・三原)、

広島、御手洗 

土生、重井、生口、須波、佐木、

瀬戸田、鮴崎、木江、大西、呉、

川尻、蒲刈、大竹、厳島、福山 

19 

山口県 下関、徳山下松、岩国、三田尻中

関、宇部 

柳井、伊保田 
7 

徳島県 徳島小松島、亀浦  2 

香川県 高松、坂出、与島、丸亀、多度津、

詫間、仁尾、宮浦、直島（本村）、

池田、坂手、内海、土庄、土庄東、

大部、三本松、津田 

青木、手島、江の浦、本島、里浦、

高見、佐柳、粟島、観音寺、家浦、

女木 
28 

愛媛県 今治、宮浦、東予、新居浜 三机、長浜、上浦、北浦、岡村、

堀江、西中、伊予、生名、立石、

弓削、小漕、長江 

17 

福岡県 該当なし 該当なし 0 

大分県 別府、大分、中津  3 

合計   103 
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大阪港 ―大阪府大阪市 

港データ 係船場所・駐車場 

  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 
高速艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

大阪 

①天保山岸壁 

（Ｗ３） 
370 -11.0 ○ ○ ○ 115,000 

埠頭内は 

制限区域 
天保山船客上屋 

トイレ：有 

物販：近隣商業施設有 
天保山マーケットプレイ

ス付設駐車場（12台） 

②天保山東岸壁 

（Ｗ５Ａ） 
110 -4.0 ○ × ×   

③天保山西岸壁 

（Ｗ３Ａ1・2） 
211 -3.0 ○ × ×  定期船利用 

トイレ：有 

物販：近隣商業施設有 

④鶴浜岸壁（ＷＴＨ） 280 -10.0 ○ ○ ○ 30,000  

  ⑤鶴浜南岸壁 

（ＷＴＨＡ） 
80 -4.0 ○ × ×   

⑥桜島浮桟橋 80×2 -4.4 ○ × ×  定期船利用 
トイレ：無 

物販：自販機有 
近接 USJ 駐車場有 

⑦オズ岸壁 

（O’sA･B･P1･P2） 
500 -4.0 ○ × ×  

一部 

定期船利用 

隣接商業施設に 

トイレ・物販有 

アジア太平洋トレードセ

ンター敷設駐車場（20 台） 

 
□問大阪市港湾局計画整備部海務担当 TEL 06-6571-1966 FAX 06-6571-1992 

http://www.port.city.osaka.jp/sinkowan/index.jsp（使用状況確認） 

□交①～③関西空港（バスで 40分） ④⑤市営地下鉄大正駅（バスで 20分） ⑥関西空港（バスで 70分）⑦関西空港（バスで 45分） 

 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 

世界最高峰のエンターテインメントを集めたテーマパーク。異なる表情を持

つ 9 つのエリアは、ハリウッドの超大作映画をテーマにしたライドや人気キ

ャラクターたちのショー、ブロードウェイ・ミュージカルの特別版など、子

どもから大人まで楽しめる。 

□営 9 時～22時（季節・曜日により異なる） □休無休 □料大人（中学生以上） 

5,800 円、小人（4歳～小学生）3,900円、シニア（65歳以上） 5,100 円※入

場券の種類多数 □問インフォメーションセンター（電話：06-6465-3000） 

□Ｐ駐車場 3600 台（普通車 1日 2,200 円） 

②海遊館 

太平洋を取り囲む自然環境を再現した世界最大級の水族館。飼育展示されて

いる生き物の数は 580種、30,000点にのぼる。 

□営 10 時～20時（季節により変更） □休不定休 □料大人（16歳以上又は高校

生以上）2,000円、小人（小・中学生）900円、幼児（4歳以上）400 円 □問イ

ンフォメーション（電話：06-6576-5501） □Ｐ天保山駐車場（180 円／30分 

2100 台） 

 

③大阪城天守閣 

大阪のシンボル。地上 55m、5 層 8 階。大坂城は天下統一をめざす豊臣秀

吉によって天正 11年（1583）、大坂（石山）本願寺跡で築造が開始された。 

□営 9 時～17時（季節により開館時間延長） □休年末年始（12月 28 日から

翌年 1 月 1 日） □料大人 600 円、中学生以下無料、団体割引あり □問大

阪城天守閣（電話/FAX：06-6941-3044/06-6941-2197） □Ｐ有料あり  

④たこ焼きづくり体験 

たこ焼き屋さんによるたこ焼きづくり体験。本場大阪のたこ焼の作り方を

当店スタッフが楽しく丁寧に教えてくれます。一人につき 10 個のたこ焼

きをつくります。所要時間は約 60分。 

□営 10 時～16時 □休年末年始 □料一般 1.800 円ドリンク・おまけ付、学生

1,500 円ドリンク付 □問たこ昌（電話：072-271-8898） □他要予約。詳細

は電話で確認。日時・予約状況によっては受け入れ不可。 

ガイド 大阪観光ボランティアガイド 

大阪観光ボランティアガイド協会の皆さんが、無料で大阪の歴史、文化、

観光施設の紹介を通じて、大阪の魅力とおもしろさを伝えてくれます。 

□営 10:00～15:30 □休 年末年始 □料 無料 □問 電話：090-3059-6923  

/090-3493-9269（受付時間 AM10:00～PM3:30） □他お申込は 1 週間前ま

でに。ガイドコース複数あり。 
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泉佐野港 ―大阪府泉佐野市 

港データ 係船場所・駐車場 

  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

泉佐野 

①泉佐野１号岸

壁 
180ｍ -5.5ｍ ○ ○ ×  

不定期船利

用・短時間の

み・高速艇用

の防舷材、浮

き桟橋無 

 
付近まで進入可 

（警備員等配置必要） ②泉佐野１号物

揚場 
180ｍ -4.0ｍ ○ × ×  

 

□問大阪府港湾局振興担当部施設運営担当課 TEL 0725-21-7217 FAX 0725-21-7265 

http://www.pref.osaka.jp/kowan/ 

□交ＪＲ関西空港線、南海線りんくうタウン駅まで（徒歩約20分） 関西空港まで（車で約 15分） 

 

①泉佐野１号岸壁

②泉佐野１号物揚場

 

（出典：作成資料に加筆）   

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①りんくうプレミアム・アウトレット 

国内外のブランド約 150 店舗と、カフェやレストランなど 8 店舗の飲食店を

一堂に集めた、西日本最大級のアウトレットショッピングセンター。 

□営 10 時～20 時 □休 2 月の第 3 木曜日 □問りんくうプレミアム・アウトレッ

ト（電話：072-458-4600） □Ｐ最初の 1時間は無料、それ以降は 1時間毎に

300 円 ※団体バス利用の場合は駐車予約必要 

②関西国際空港（見学） 

■飛行機大好きコース（60分） 

飛行機を大好きになっていただくコース。展望ホール SkyView を出発し、保

安区域内では機内食工場や大きな給油タンクなどを見学。  

■ダイナミック関空体験コース（60分） 

関西国際空港の開港や、2期空港島の造成など、関空について学ぶとともに、

通常立入り禁止の保安区域では、機内食工場や大きな給油タンクなど、空港

を支えている裏方の施設を車窓見学。海の上に作られた利点や 2本目の滑走

路造成の背景など、情報がつまったコース。 

■【団体向け】ぐるっと関空ドライブコース（30分） 

関空内を周遊するバスツアー。関空展望ホールSkyView を出発し、通常立ち

入ることのできない特別エリア（保安区域）を走っていきます。見学は車窓

からとなりますが、保安区域には空港の心臓部とも言える重要な施設が多数

あります。  

団体様向けわくわく関空見学プラン 

詳細：http://www.kansai-airport.or.jp/play/plan/group.html 

□問関西国際空港（電話：072-455-2082） 

ガイド 泉佐野観光ボランティアガイド 

「犬鳴山渓谷ハイクと犬鳴山温泉コース」「中世の日根荘（国史跡）をた

どるコース」「海辺のプロムナードコース」など７つの基本コースがある。

□営 10時～16時 □料ガイド料は無料。料代及び担当者の経費として、 15 人

まで半日コース（3.5 時間以内）＝1,000 円、１日コース＝2,000 円（以

後１～15 人ごと半日コース 1,000 円増し、一日コース 2,000 円増し）。

ガイド途中の諸費用（施設拝観料、移動に係る交通費等）もガイドの分を

含め、参加者の負担 □問 泉佐野観光ボランティア協会（電話/FAX：

072-458-3901/072-415-1427） □他原則１週間前までに要予約 
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神戸港 ―兵庫県神戸市 

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

神戸 

①新港第４突堤

東側 
640 -12.0 × × ◯ 20,000t  

神戸ポートターミナル 

トイレ・物販：有 

神戸ポートターミナル 

駐車場 

（20台） 

②中突堤 BC 西側 290 -9.0 × ◯ ◯ 50,000t  
中突堤旅客ターミナル 

トイレ・物販：有 

メリケンパーク駐車場 

（11台） 

 

□問みなと総局みなと振興部海務課海務係 TEL 078-322-5666 FAX 078-322-6122（500t 以上、外航船） 

 みなと総局みなと振興部海務課けい船係 TEL 078-861-3552 FAX 078-322-6122（500t 未満） 

 http://www.city.kobe.lg.jp/information/about/construction/s1/s2/s3/013002003.html  

□交①神戸空港まで（ポートライナーで約 15分） 京橋ＩＣまで（車で約２分） 

②JR「神戸駅」中央改札口まで（徒歩約 16分） 

 

 
（出典：ポートアイランドパンフレットに加筆） 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①北野異人館（風見鶏の館） 

三角屋根の頂にそびえる風見鶏が北野町のシンボル。1909年(明治 42)に建て

られた旧トーマス邸で、異人館のランドマーク的存在だ。ドイツの伝統様式

である重厚なレンガ貼りの外観と、アール・ヌーボー調の室内装飾が調和し

た優美で豪華な館。国の重要文化財にも指定されている。 

□営 9 時～18 時 □休 2・6 月の第 1 火曜（祝日の場合は翌日） □料入館料 300

円（萌黄の館との共通券500 円）、高校生以下無料、団体割引あり □問（TEL：

078-242-3223） □Ｐなし 

②南京町 

日本三大チャイナタウンの一つに数えられ、東西約 200m、南北 110m の範囲に

100 あまりの店舗が軒を連ねる。店頭の路上で、食材、記念品などを売る店も

多く、休日は地元の買い物客や観光客で賑わう。 

お店マップ http://www.nankinmachi.or.jp/map.html 

③沢の鶴資料館 

「灘の酒」の酒造地として全国的に知られる灘五郷。沢の鶴資料館は西郷

にあり、「灘の酒造り」の歴史を伝える為、昔の酒造りの工程などを紹介。

兵庫県重要有形民俗文化財の酒造道具を展示している。 

□営 10 時～16時 □休水曜、盆休み（8月中旬 1週間）、年末年始 □料入館

無料 □問沢の鶴資料館（TEL/ FAX：078-882-7788/078-882-6777） □Ｐあ

り 

④神戸ポートタワー 

最上階の展望室からは港と市街地六甲山系の大パノラマが望め、夜には 1

千万ドルの夜景が眼下に広がる神戸ポートタワー。言わずとしれた神戸の

ランドマークタワー。展望 3 階に 360 度 20 分で床が回る喫茶店、展望 5

階の天井に光ファイバーで四季の星座も楽しめます。 

□営 9 時～21時、12月～2月末 9時～19時 □休無休 □料ポートタワー：大

人（高校生以上）600 円、子ども 300円 海洋博物館：大人（高校生以上）

500 円、子ども 250 円 共通券：大人（高校生以上）800 円、子ども 400

円、団体割引あり □問神戸ポートタワー（TEL：078-391-6751） □Ｐ有料

あり 
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姫路港 ―兵庫県姫路市  

港データ 係船場所・駐車場 
 

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

姫路 飾磨２号岸壁 135 -7.5 × ◯ ◯ 5,000DWT  旅客船ターミナル  

 

□問姫路港管理事務所業務管理課 TEL 079-235-0176 FAX 079-234-5172 

 http://web.pref.hyogo.jp/org/org_ch044.html 

□交国道２号姫路バイパス中地ＩＣまで（車で約 15分） 

 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①姫路城 
国宝姫路城は平成 5年 12月、奈良の法隆寺とともに、日本で初の世界文化遺

産となりました。世界文化遺産とは、文化庁が国宝や重要文化財などに指定

している歴史的、普遍的価値のあるものの中から推薦。イコモス（国際記念

物遺跡会議）の審査を経て、ユネスコの世界遺産委員会で正式に指定された

ものです。現在指定されている世界遺産は、エジプトのピラミッド、フラン

スのベルサイユ宮殿、中国の万里の長城などがあります。いずれも芸術的価

値のあるものや、時代を象徴するものばかりで、姫路城は 17世紀初頭の日本

の城郭建築を代表する史跡建造物として評価を得ました。 

□営 9 時～16時(4月 29日～8月 31日は 9時～17時) □休無休 □料姫路城入場

大人：400円(好古園との共通券 560円)、中学生以下：100 円、30名以上は団

体割引あり □問姫路城管理事務所（TEL/FAX：079-285-1146/079-222-6050） 

□Ｐ有料駐車場あり 

②好古園 

世界文化遺産姫路城を借景に、姫路市制百周年を記念して造営された池泉回

遊式の日本庭園。江戸時代の地割りを活かした 9 つの趣の異なった庭園群で

構成されており、面積は約 1万坪(3.5ha)もあります。 

□営 9 時〜17時、4月 27日〜8月 31日は１時間延長 □休 12 月 29 日・30日 □料

大人 300 円、小・中学生 150 円、30 名以上団体割引あり □問好古園（TEL：

079-289-4120） □Ｐ有料駐車場あり 

ガイド 姫路城シルバー観光ガイド 

■姫路城 

□営 9 時～17時 □料ガイド 1名 2,000円 □問姫路市シルバー人材センター 

TEL 0792-82-4000、姫路城ガイド詰所 TEL 0792-88-4813 □他 ガイド時

間は 90分～120分（好古園はガイド 1名 1,000円、ガイド時間は 40分） 

③姫路市立美術館 

姫路城を仰ぐ、赤レンガの美術館。シュルレアリズムの巨匠ポール・デル

ヴォーを中心としたベルギーの画家や、橋本関雪・松岡映丘・酒井抱一ら

播磨ゆかりの画家をはじめとする作家の名品を収蔵。芝生を敷きつめた広

い庭園には、ブールデル作「モントーバンの戦士」などの彫刻が置かれて

いる。 

□営 10 時〜17 時 □休月曜日（祝日の場合は翌日）・祝日の翌日・年末年始

（12月 20 日〜1月 5日） □料常設展：一般 200円、高・大学生 150 円、

小・中学生 100円 企画展：その都度設定 □問姫路市立美術館（TEL/FAX：

079-222-2288/079-222-2290） □Ｐ有料駐車場あり  
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相生港、岩屋港、淡路交流の翼港、洲本港、福良港 ―兵庫県淡路市、洲本市、南あわじ市  

港データ 係船場所・駐車場 
 

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

相生 
①那波旅客来訪 

船舶桟橋 
25.0 -2.0 ◯ × ×  

対象船舶 20

トン 

定期船利用 

海の駅あいおい白龍城 

トイレ・物販：有 
 

岩屋 ②浮桟橋(-3.5m) 60.0 -3.5 ◯ × ×  定期船利用 
岩屋ポートビル 

トイレ：有 
 

淡路交流 

の翼 
③浮桟橋（Ａ） 45.0 -3.5 ◯ × ×   

旅客船ターミナル 

トイレ：有 
 

洲本 ④浮桟橋（２） 45.0 -3.5 ◯ × ×   

洲本ポート 

ターミナルビル 

トイレ：有 

 

福良 

⑤桟橋（-3.5m） 40.0 -3.5 ◯ × ×  定期船利用 ふるさと活性化センタ

ー（なないろ館） 

トイレ・物販：有 

 

⑥浮桟橋（１） 44.0 -3.5 ◯ × ×  定期船利用  

 

□問①指定管理者：㈱あいおいアクアポリス TEL 0791-23-5995 ③指定管理者：㈱夢舞台 TEL 0799-74-1000 

 ②④⑤⑥洲本土木事務所管理第２課 TEL 0799-22-3541 

□交①ＪＲ相生駅まで車で 10分 ②淡路ＩＣまで車で５分 ③淡路ＩＣ、東浦ＩＣまで車で５分 ④洲本ＩＣまで車で15分 

 ⑤⑥西淡三原ＩＣ、淡路島南ＩＣまで車で15分 

 

   
①那波旅客来訪船舶桟橋           ②浮桟橋(-3.5m) 

 

  
③浮桟橋（Ａ）               ④浮桟橋（２） 
 

 
⑤桟橋（-3.5m）、⑥浮桟橋（１）      

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①渦の丘大鳴門橋記念館 

大鳴門橋の完成を記念して造られた複合博物館。うずしお科学館では迫力あ

る 3D立体映像でうず潮のメカニズムを紹介するうずしおシアターや、大鳴門

橋に設置したカメラでうず潮を生中継するリアルタイムうず潮が人気。 

□営 9 時～17時 □休 12 月 26 日～12月 31 日（12月は臨時休館あり） □料うず

しお科学館 500 円、淡路人形浄瑠璃館 1,260 円、共通券 1,500 円 □問うずし

お科学館（TEL：0799-52-2888） □Ｐバス 20台 

②淡路ワールドパーク ONOKORO 

淡路島最大の遊園地。凱旋門や万里の長城など世界の有名な建物が 25分の１

サイズで大集合する「ミニチュアワールド」、古代文明で築かれた彫刻や遺跡

を展示する「遺跡の世界」、世界の童話から８つのシーンを紹介する「童話の

森」、11種類の「ライドアトラクション」がある。クラフト体験教室なども充

実していて、大人から子供まで楽しめる。 

□営 9時30分～17時(季節により変動有） □休無休 □料大人（中学生以上） 800

円、子供（4才以上）400円、３才以下無料 □問淡路ワールドパーク（TEL/FAX：

0799-62-1192/0799-62-4664） □Ｐあり 

 

③淡路ファームパーク イングランドの丘 

イギリスの湖水地方さながらの美しい自然の中で、パン・乳製品などの自

家製グルメ、おもしろ自転車やゴーカート、手作り体験などが楽しめる。

コアラ館や動物ふれあい広場も人気。 

□営 9 時～17時（季節変動あり） □休 無休 □料 大人（中学生以上）：800

円（12月～2月は 400円）、小人（4才～小学生）：400 円 (12 月～2月

は 200 円）、３才以下無料、15名以上団体割引あり □問 淡路ファームパ

ーク（TEL：0799-43-2626） □Ｐ あり  

④平岡農園 

みかん狩りを体験できる観光農園。レモン狩りもできます。バリアフリー

で車いすの障害者や高齢者も楽しめます。 

面積 約 10,000 坪、みかん本数約5,000本、時期：9月下旬～12月初旬 

□料 みかん狩り：大人 800円、小学生 600 円、園内（ミカン畑）で食べ放

題、お持ち帰り量り売り（１K当たり 400 円～350円）、レモン狩り：大

人・小学生 600 円 
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和歌山下津港 ―和歌山県和歌山市・海南市・有田市 

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

和歌山下津 

（本港区） 

①薬種畑桟橋 45 -7.0 ○ × ×     

②中ふ頭 

第３,４岸壁 
185 -10.0 ○ ○ ○     

③西浜第６岸壁 300 -5.5 ○ ○ ○     

④西浜第５岸壁 260 -13.0 ○ ○ ○  定期船利用   

⑤西浜第３岸壁 240 -12.0 ○ ○ ○     

⑥フェリーボー

トさん橋 
178 -5.5 ○ ○ ○  

南海フェリー

運航 

フェリーターミナル 

トイレ・物販：有 
 

（回答の一部を省略。その他の岸壁も多数ある） 

□問和歌山下津港湾事務所 TEL 073-431-7266 FAX 073-431-7165 

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/082501/ 

□交和歌山インターまで（車で約 20分） 南海和歌山港駅まで（徒歩 5～10分） 

 

 

（出典：和歌山県ホームページに加筆） 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①黒江・紀州漆器伝統産業会館 

会館内には、紀州漆器の展示室はもちろん、紀州漆器の即売コーナー・漆器

資料室・木工室等の漆器に関する情報発信施設。 

□営 10 時～16時 30 分 □休毎月第２日曜日・お盆・年末・年始 □料無料 □問黒

江・紀州漆器伝統産業会館（電話/FAX：073-482-0322/073-483-2341） □Ｐ駐

車場大型バス 3台（無料） 

体験 蒔絵体験 

蒔絵をする材料（お盆の形、色）と絵柄（蝶、椿、鉄扇の３種類）を選び、

蒔絵したい部分に接着剤代わりになる塗料（カシュー塗料）を塗ります。こ

の上に、金・銀・赤・青・緑・・・など７色あるカラフルな色粉を蒔き、デ

ザインしていきます。仕上がった作品は、お土産にお持ち帰りできます。（熟

練の指導者がつきます） 
□営毎週土曜日・日曜日（但し、第 2 日曜日は除く）：13 時～15 時、毎週月曜

日～金曜日：10時～15時 10名様以上の団体が対象で 3週間前までに要予約  

□料丸盆（小）：700 円、（大）：1,000 円、弁当箱：1,400 円 □問漆器蒔絵体験

ハウス（電話：073-482-0322） 

②琴ノ浦温山荘園 

伝統的な和風建築の主屋、茶室などをゆったりと鑑賞したり、座敷に座って

庭の全景を眺めながら心安らぐひと時を過ごすことができます。作庭は、武

者小路千家の家元名代であった木津宗泉の指導で完成し、開園当時は、皇族

の方々や官界他著名人が多数来園されました。 

□営 9 時～17時 □休月曜日（祝日の場合は火曜日が休園）、12月 1日～2月

末日 □料シニア（65歳以上）300 円、大人 400 円、高・中・小学生 200 円、 

幼稚園児 100 円、団体割引あり □問 琴ノ浦温山荘園（電話/FAX：

073-482-0201/073-482-0324） □Ｐあり（有料） 

③黒江ぬりもの館 

室町時代から受け継がれた漆器 ・雑貨・カフェ・ギャラリーがあるお店。 

黒江ぬりもの館は、築 150年の趣ある古民家を修繕して運営しています。 

□営 水曜日～日曜日 10 時～16 時 □問 黒江ぬりもの館（電話/FAX：

073-482-5321/同） 

■柿渋塗箱体験 

はがき入れサイズの小箱を柿渋で手塗りして乾いたらお好きな布を貼っ

たり、文字や絵を描いたりします。一点ものの小箱が作れます。所要時間

は約１時間～ □料 1,000 円 □他要予約。１人～40人 

■創作根来研ぎ体験 

竹籠に和紙を貼り、柿渋を手塗します。所要時間は約１時間。仕上げ塗装

するため１カ月後のお渡しです。 

□料半月膳、さくら皿各 1,000 円（送料別） □他要予約。５名様から平日

も可 
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【その他の港湾】 

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 利用問合先 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 
高速艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

最大トン数 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 
交通アクセス 

加太 -3.0M 物揚場 200 -3.0 ○ × ×   

和歌山下津港湾事務所 

TEL073-431-7266 

FAX073-431-7165 

  
南海加太駅 

（徒歩 20分） 

湯浅広 

（湯浅町） 
-3.5M 物揚場 70 -3.5 ○ × ×   

日高振興局建設部 

TEL0738-22-3111 

FAX0738-24-2920 

  
ＪＲ湯浅駅 

（徒歩 10分） 

由良 

（由良町） 

神谷(-2M)物上場(１) 235 -2.0 ○ × ×   日高振興局建設部 

TEL0738-22-3111 

FAX0738-24-2920 

  
広川インター 

（車で約 20分） 
神谷(-2M)物上場(２) 120 -2.0 ○ × ×   

神谷(-2M)物上場(３) 90 -2.0 ○ × ×   
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宇野港（宇野地区） ―岡山県玉野市 

港データ 係船場所・駐車場 

  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

宇野 

第一突堤 

大型客船バース 
280 -10.0 × ◯ ◯ 30,000t 旅客船専用 

  
(-)5.5m 岸壁 90 -5.5 ◯ ◯ ×   

(-)10.0m 岸壁 185 -10.0 × ◯ ◯   

 

□問宇野港管理事務所 TEL 0863-31-3211 

http://www.town.naoshima.kagawa.jp/ 

□交ＪＲ宇野駅港まで（徒歩すぐ） 

 

（出典：岡山県港湾課ホームページ掲載資料に加筆） 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①岡山後楽園 

今から約 300 年前に岡山藩２代藩主池田綱政が藩主のやすらぎの場として作

らせた庭園。江戸時代のおもかげを残す庭園として親しまれている。金沢の

兼六園、水戸の偕楽園とあわせて「日本三公園」と称され、今では日本三名

園として知られている。□営 8 時～17 時（季節によって異なる・行事開催によ

り開・閉園時間の変更あり）□休年中無休□料大人（15～65歳）：400円、小人（5

歳～15歳）：140円、シニア（65歳）：140 円、30人以上 大人（15～65 歳）：

320 円、小人（5歳～15歳）：112 円、シニア（65歳）：112円□問後楽園事務所

（電話/FAX：086-272-1148/086-272-1147）□Ｐ無料駐車場あり（250 台）□他定

員 2～10 名、グループ・団体の方は事前に入園申込書を送付する必要あり、

所要時間 2時間 30分、岡山後楽園のガイドとして、岡山後楽園園内ボランテ

ィ ア ガ イ ド （ 後 楽 塾 ・ キ ラ リ 応 援 隊 ） □問 後 楽 園 事 務 所 ：

086-272-1148/086-272-1147、岡山市観光ボランティアガイド□問岡山市観光ボ

ランティア活動連絡会：086-227-1166などもある 

②岡山城 

慶長２年(1597)、豊臣五大老の一人である宇喜多秀家が築城した岡山城。天

守閣は織田信長の安土城天主閣を模して築かれたと伝えられ、天守台は全国

的にも珍しい不等辺五角形。黒い下見板張りの外観から別名「烏城（うじょ

う」）とも呼ばれている。□営 9 時～17 時 □休 12 月 29 日～31 日 □料大人（高

校生以上）：300 円、小人（小学生・中学生）：120円、30人以上 2割引 □問岡

山城事務所（電話/FAX：086-225-2096）□Ｐ駐車場なし 

体験 ベティスミスジーンズミュージアム 

1 階ではジーンズの歴史を展示、2 階はベティスミスの歴史の展示とオー

ダージーンズの受付。ジーンズのリベット打ち体験も可能（見学も申し込

み時に希望）。 

□営平日：9時～17時、土日祝：11時～15時 □休不定休 □料無料 □問ベテ

ィスミスジーンズミュージアム（電話/FAX：086-473-4460/086-473-2789）

□Ｐ無料駐車場あり □他定員 1～30 人、団体の場合は要予約（事前に電話

かファックスで申し込み）所要時間 20～30 分 

③渋川マリン水族館 

ガイド たまの観光ボランティアガイド 

「海風ウォーキングコース」「たまの西海岸・東海岸コース」「進水式見学」

といった４つの基本コースがある。□料観光バス等の車両に乗り込んで観光

ガイドをする場合、バス等の乗客 1名に 100 円を乗じて算定した金額（資

料費を含む） 町歩きの観光ガイドをする場合、参加者１名につき 100 円

（資料費を含む）□問 たまの観光ボランティアガイドの会（電話/FAX：

0863-21-3486/0863-32-3331） □他 要予約 □他 おすすめコース等の案内

は、原則として大型バス・マイクロバス等の車内でマイクを使用。 
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水島港 ―岡山県倉敷市 

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

水島 

①玉島（-5m）岸壁 120 -5.0 ◯ ◯ ◯  旅客埠頭 

 付近まで進入可 
②玉島１号桟橋東西 20 -3.0 ◯ × ×   

③玉島２号桟橋東西 20 -4.0 ◯ × ×   

 玉島２号桟橋南 15 -4.0 ◯ × ×   

 

□問水島港湾事務所維持管理課 TEL 086-444-7144 FAX 086-448-9600 

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=53524 

□交ＪＲ新倉敷駅まで（車で約 25分） 玉島ＩＣまで（車で約 30分） 

 

（出典：岡山県港湾課ホームページ掲載資料に加筆） 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①倉敷美観地区 

国の重要伝統的建造物群保存地区。白壁や格子窓の町家や蔵が並び、昭和 34

年に復元した常夜灯や、1926 年(大正 15)に架け替えられた今橋などがしっく

りとなじんでいる。美観地区の歴史やみどころを詳しく知ることができるボ

ランティアガイドあり。夜間は倉敷川河畔を中心に景観照明を実施。ほのか

な明かりに包まれ、幻想的に浮かび上がる町並みを楽しめる。点灯時間は日

没～21時(4～9月は～22時)。 

□住所 岡山県倉敷市中央 □電話 086-426-3411 (倉敷市観光振興課) 

□アクセス JR倉敷駅→徒歩 15分。山陽道倉敷 ICから 15分 

ガイド 名案内人（カリスマ）とめぐる倉敷美観地区の旅 

倉敷の町の生い立ち、大原家と倉敷の町の関わり、及び各建造物の説明とそ

れに関わる人物のエピソードをユーモアを交えながらガイド。 

□営 8 時 30 分～16時 30 分（時間は希望に応じて対応）□休不定期□料 1～5人まで

1,500 円（6 人以上 1 人につき 300 円、予約の場合、予約料 500 円加算）、ツ

アーの場合 1～20 人まで 3,000 円（21人以上 1人につき 100 円）□問有料観

光ガイド「倉敷案内人グループ」藤野利明（電話:090-9068-9585）□他メール

での申し込みは 2日前まで 

②玉島 円通寺の座禅体験 

料金、日時などは電話で相談 

□問電話：086-522-2444 

③旧野崎家塩業歴史館 塩作り体験 

□営 9時～16時 30分 □休月曜日（祝日であれば、その翌日）、年末年始（12/25

～1/1） □料入館料として大人 500 円、小中学生300 円、幼児無料、団体

割引あり、体験は無料 □問 旧野崎家塩業歴史館（電話 /FAX：

086-472-2001/086-472-2636） □Ｐ無料 大型バス 5 台 □他 １週間前ま

でに電話でご予約 
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牛窓港 ―岡山県瀬戸内市  

港データ 係船場所・駐車場 

  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

牛窓 

①関町物揚場 48.8 -4.0 ◯ × ×  

定期船利用 

牛窓港フェリ

ーのりば 

瀬戸内観光センター 

「瀬戸内きらり館」 

トイレ・物販：有 

 

②前島西物揚場 33.0 -4.0 ◯ × ×  

定期船利用 

新御堂港フェ

リーのりば 

牛窓町緑の村公社フェ

リー事務所 

トイレ・物販：有 

 

③紺浦物揚場 238.0 -4.0 ◯ × ×     

 

□問瀬戸内市建設課 TEL 0869-22-2649 FAX 0869-22-3965 

http://www.city.setouchi.lg.jp/  

□交ＪＲ邑久駅まで（車で約 20分） 

 

  

（出典：岡山県港湾課ホームページ掲載資料に加筆） 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①牛窓オリーブ園 

牛窓で一番高い丘にあるオリーブ園。約 2,000 本の成木が日当たりのよい斜

面に広がり、花が咲く頃は、緑の園が淡黄色に染まり、それは幻想的な雰囲

気です。 

□営 10 時～17 時 □休 火曜日 □料 無料 □問 オリーブパレス（電話：

0869-34-2370） □Ｐ普通車 100台 バス 10台（普通車・バイク500 円 バス･

タクシー無料） 

②備前おさふね刀剣の里 

日本刀の一大産地として栄えた長船。職方（しょくかた）が実際に作業する

工房を一般に公開している備前長船刀剣博物館。備前長船鍛刀場では、毎月

第２日曜日には 1,200 度の高熱で玉鋼を打ち延ばす古式鍛錬を公開していま

す。小刀製作体験もできます。 

□営 9 時～17時 □休月曜日（休日の場合は翌日休）、12月 28 日～1月 4日、祝

祭日の翌日 □料一般 500 円、高大生 300 円、中学生以下無料、20名以上団体

割引あり □問 備前おさふね刀剣の里（電話/FAX：0869-66-7767/FAX：

0869-66-7971） □Ｐあり □他古式鍛錬公開：毎月第２日曜日の 11時～と 14

時～の開催 

 

③寒風陶芸会館 

さぶかぜ陶芸の里は、多くの陶芸家が窯を構え、備前焼のルーツといわれ

る須恵器の焼 かれていた窯跡とガイダンス施設、寒風陶芸会館がある岡

山県瀬戸内市牛窓町のクラフトエリアです。陶芸体験可。20名様以上の団

体で見学をご希望の場合は、お電話もしくはホームページから事前にご予

約を。 

□営 9 時～17 時 □休月曜及び祝祭日の翌日。月曜が祝祭日の場合と祝祭日

の翌日が土・日曜の場合は開館。 □料 入館無料 □問 電話/FAX：

0869-34-5680/同左 □Ｐあり  

■陶芸体験：寒風、備前焼、ゴス絵付け、色絵付け、制作絵付けの 5つの

コースがあります。900 円～、団体割引あり 

④竹久夢二生家と少年山荘 

大正ロマンを代表する、漂泊と叙情の詩人画家竹久夢二。美しい山河に囲

まれたこの家で夢二は生まれ、16歳まで過ごした。茅葺きの家は生前のま

まに保存され、素描、版画などの作品が展示されています。夢二自らの設

計によるアトリエを復元した、夢二少年山荘も併設されている。 

□営 10 時～17時 □休月曜日（祝日の時は翌日） □料大人 500円、学生 250

円、小人 200円、20人以上 2割引 □問夢二生家（電話：0869-22-0622） 

少年山荘（電話：0869-22-3335） □Ｐ普通車 30台 バス 3台 
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岡山港 ―岡山県岡山市  

港データ 係船場所・駐車場 

  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

岡山 

①高島浮桟橋 20 -7.5 ◯ × ×  定期船利用 
待合室有 

トイレ・物販：有 
付近までバス進入可 

②高島岸壁 160 -7.5 × ◯ ◯ 5,000t 夜間係留有 
待合室有 

トイレ・物販：有 
付近までバス進入可 

 

□問岡山港埠頭開発（株）（管理委託） TEL 086-262-4359 

http://www.city.setouchi.lg.jp/  

□交ＪＲ岡山駅まで（車で約 30分） 

 

  

（出典：岡山埠頭開発ホームページ掲載資料に加筆） 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①岡山後楽園 

今から約 300 年前に岡山藩２代藩主池田綱政が藩主のやすらぎの場として作

らせた庭園。江戸時代のおもかげを残す庭園として親しまれている。金沢の

兼六園、水戸の偕楽園とあわせて「日本三公園」と称され、今では日本三名

園として知られている。□営 8 時～17 時（季節によって異なる・行事開催によ

り開・閉園時間の変更あり）□休年中無休□料大人（15～65歳）：400円、小人（5

歳～15歳）：140円、シニア（65歳）：140 円、30人以上 大人（15～65 歳）：

320 円、小人（5歳～15歳）：112 円、シニア（65歳）：112円□問後楽園事務所

（電話/FAX：086-272-1148/086-272-1147）□Ｐ無料駐車場あり（250 台）□他定

員 2～10 名、グループ・団体の方は事前に入園申込書を送付する必要あり、

所要時間 2時間 30分、岡山後楽園のガイドとして、岡山後楽園園内ボランテ

ィ ア ガ イ ド （ 後 楽 塾 ・ キ ラ リ 応 援 隊 ） □問 後 楽 園 事 務 所 ：

086-272-1148/086-272-1147、岡山市観光ボランティアガイド□問岡山市観光ボ

ランティア活動連絡会：086-227-1166などもある 

②岡山城 

慶長２年(1597)、豊臣五大老の一人である宇喜多秀家が築城した岡山城。天

守閣は織田信長の安土城天主閣を模して築かれたと伝えられ、天守台は全国

的にも珍しい不等辺五角形。黒い下見板張りの外観から別名「烏城（うじょ

う」）とも呼ばれている。□営 9 時～17 時 □休 12 月 29 日～31 日 □料大人（高

校生以上）：300 円、小人（小学生・中学生）：120円、30人以上 2割引 □問岡

山城事務所（電話/FAX：086-225-2096）□Ｐ駐車場なし 

 

体験 ベティスミスジーンズミュージアム 

1 階ではジーンズの歴史を展示、2 階はベティスミスの歴史の展示とオー

ダージーンズの受付。ジーンズのリベット打ち体験も可能（見学も申し込

み時に希望）。 

□営平日：9時～17時、土日祝：11時～15時 □休不定休 □料無料 □問ベテ

ィスミスジーンズミュージアム（電話/FAX：086-473-4460/086-473-2789）

□Ｐ無料駐車場あり □他定員 1～30人、団体の場合は要予約（事前に電話か

ファックスで申し込み）所要時間 20～30分 

ガイド 名案内人（カリスマ）とめぐる倉敷美観地区の旅 

倉敷の町の生い立ち、大原家と倉敷の町の関わり、及び各建造物の説明と

それに関わる人物のエピソードをユーモアを交えながらガイド。 

□営 8 時 30 分～16時 30 分（時間は希望に応じて対応）□休不定期□料 1～5 人

まで 1,500 円（6人以上 1人につき 300 円、予約の場合、予約料 500 円加

算）、ツアーの場合 1～20 人まで 3,000 円（21人以上 1人につき 100 円）

□問有料観光ガイド「倉敷案内人グループ」藤野利明（電話:090-9068-9585）

□他メールでの申し込みは 2日前まで 
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【その他の港湾】 

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 利用問合先 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 
高速艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

最大トン数 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 
交通アクセス 

寒河 野積場岸壁 40 

CDL 

右岸 2.63～

左岸 3.33 

○ △ ×  

数百トンの貨物船

係留可。 

干満時の人の乗降

が問題。 

岡山県備前市日生総合支所

0869-72-1104 

【待合・休憩施設】 

岡山県備前市教育委員会スポ

ーツ振興室 0869-63-3813 

浜山干拓内ヘルスパ日生（浴

場・温水プール）・市営体育

館及び運動公園が利用可能。 

浜山干拓護岸敷き等

数台利用可能（約

500m） 

JR 日生駅・JR寒河駅 

（車で約 5分） 

JR 赤穂駅まで12.5km 

鴻島 

定期船浮桟橋 

（右側） 
20 

CDL 

陸側 2.0～

沖側 3.0 

○ × ×  

島内に別荘 

約 400 戸 

岡山県備前市日生総合支所

0869-72-1104 

待合室（10人用椅子） 

男女共用トイレ 

大型バス乗入不可 

2トン車程度可能 
離島 

定期船浮桟橋 

（左側） 
20 

CDL 

陸側 1.4～

沖側 2.0 

○ × ×  

犬島 浮桟橋 20 ―3.0 ○ × ×  定期船利用 
岡山市東区役所維持管理課 

TEL 086-944-5048 
  離島 

渋川 浮桟橋 25 -2.0 ◯ × ×  定期船利用 

玉野市建設部土木課 

TEL 0863-32-5540 

FAX 0863-31-1950 

トイレ：有 

近隣にダイヤモンド瀬戸内マ

リンホテル 

近隣の市営駐車場に

10台程度 

JR 宇野駅 

（車で 25分） 

石島 物揚場 45 -4.0 ◯ × ×  定期船利用 

玉野市建設部土木課 

TEL 0863-32-5540 

FAX 0863-31-1950 

  離島 

東備 日生２号   浮桟橋 20 -3.0 ◯ × ×  

大成汽船（株）の定

期船が係留してい

るので、重複しない

時間帯である条件

が付きます。（１日

２回係留） 

備前市日生総合支所総務管理

係 

TEL 0869-72-1104 

ＪＲ日生駅待合所(１階） 

トイレ：有 
 

ＪＲ日生駅 

(徒歩１分) 

豊浦 

4号物揚場 120 -3.0 ○ × ×  公共船利用 笠岡市役所 

TEL 0865-69-2135 

FAX 0865-69-2183 

豊浦待合所(１階) 

トイレ:有 
付近まで進入可 離島 

1号浮桟橋 20 -3.0 ○ × ×  定期船利用 

小飛島 1号浮桟橋 20 -3.0 ○ × ×  定期船利用 

笠岡市役所 

TEL 0865-69-2135 

FAX 0865-69-2183 

  離島 

大浦 

2号物揚場 50 -3.0 ○ × ×  公共船利用 笠岡市役所 

TEL 0865-69-2135 

FAX 0865-69-2183 

大浦待合所(１階) 

トイレ:有 
 離島 

1号浮桟橋 20 -3.0 ○ × ×  定期船利用 

前浦 2号浮桟橋 20 -2.5 ○ × ×  定期船利用 

笠岡市役所 

TEL 0865-69-2135 

FAX 0865-69-2183 

前浦待合所(１階) 

トイレ:有 
 離島 
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瀬戸田港 ―広島県尾道市 

港データ 係船場所・駐車場 

  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

瀬戸田 

瀬戸田新設 

浮桟橋 
50.00 -5.5 ○ ○ × × 定期船利用 

瀬戸田港旅客待合所 

待合所 1F 

トイレ：有り 

物販：なし 

収容可能人員：不明 

付近まで進入可 

瀬戸田０号 

浮桟橋 
30.15 -5.5 ○ × × × 定期船利用 

瀬戸田１号 

浮桟橋 
24.00 -5.5 ○ × × × 定期船利用 

浮桟橋並びに瀬戸田港待合所を建設工事中（平成２３年３月末に完成予定） 

 

□問不定期船徴収事務業者 瀬戸田ポートサービス TEL 0845-27-2235  

http://www.town.naoshima.kagawa.jp/ 

□交三原港まで（定期船で約 30分） 定期路線バス停まで（徒歩 5分） 

 

 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①向上寺三重塔 

国宝の三重塔。永享 4年（1432 年）、当時の生口島の領主小早川信元・信昌に

よって建立された。室町時代の禅宗建築の粋を集めた、唐様式と和様式の折

衷で建てられている。 

□営 見学自由 □休 年中無休 □料 無料 □問 瀬戸田観光協会（電話/FAX：

0845-27-0051／0845-26-4001） □Ｐ無料駐車場あり（数台）  □他所要時間

30 分、最寄に無料で駐車可能な瀬戸田港バス亭商工会横市営の駐車場あり

（140 台） 

②耕三寺・耕三寺博物館 

耕三寺耕三和上が御母堂逝去にともない僧籍に入り、その菩提追悼のため建

立した浄土真宗本願寺派の寺院。昭和 11 年から 30 年あまりの歳月をかけて

造られた堂塔の数々は、飛鳥から江戸時代にかけての代表的仏教建築の様式

や手法をとり入れ復元されている。桜、紅葉の名所としても有名。 

□営 9 時～17 時 □休年中無休 □料大人：1,200 円、高校生：700 円、中学生以

下：無料 □問耕三寺・耕三寺博物館（電話/FAX：0845-27-0800/0845-27-3876）

□Ｐ無料駐車場あり（普通車 40台、大型バス 10台）、□他所要時間 60分 

③平山郁夫美術館 

瀬戸田町は平山郁夫の出身地。作品展示の他に、生い立ちや少年時代の絵画、

さらにスケッチ・ハイビジョンなど貴重な平山芸術の資料等も展示。平山郁

夫の業績を余すことなく紹介。 

□営 9 時～17時 □休不定休（作品入れ替え等） □料大人 700 円、高・大学生：   

400 円、小・中学生：200 円（特別展は別途料金になるので、要問合）□問平

山郁夫美術館（電話/FAX：0845-27-3800/0845-27-3801） □Ｐ無料駐車場

あり（40台）所要時間60分 

体験 シトラスパーク瀬戸田 

全国有数の柑橘の産地尾道市瀬戸田町にある、日本初の柑橘類の公園。13

ヘクタールの敷地のなかには、世界のシトラス展示園・香りの館・シトラ

スパビリオンなどがあり、柑橘類のことを楽しみながら学べるわが国初の

柑橘公園。農業振興・柑橘栽培の研修・技術開発の拠点としての役割も担

っている。季節によっては、みかん狩りなどの体験プログラムあり。 

□営 9 時 30 分～16時 □休毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は、翌日が休園）、

年末・年始 □料 無料 □問 シトラスパーク瀬戸田（電話/FAX：

0845-26-3030/0845-26-3031） □Ｐ無料駐車場あり（220 台） □他所要時

間 120 分 
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尾道糸崎港 ―広島県尾道市 

港データ 係船場所・駐車場 

  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 

尾道糸崎 

(尾道港) 

①西御所岸壁 402 -7.5 × ○ ○ 4500 D/W 荷役船利用 

尾道ポートターミナルから

徒歩３分 

トイレ：有 待合所：無 

港湾駐車場 

（８台） 

②駅前浮桟橋 94 -4.5 ○ × ×  定期船利用 

尾道ポートターミナル 

小規模売店、自販機（清涼

飲料、ダバコ）トイレ：有 

港湾駐車場 

（８台） 

③十四日元町 

浮桟橋 
20 -3.0 ○ × ×  定期船利用 付近に公衆トイレ有  

④中央浮桟橋 90 -5.5 ○ × ×  海の駅 

中央桟橋待合所 

トイレ：有 

施設内には物販施設なし。

目前に商店街あり。 

 

□問①②③尾道市港湾振興課 TEL 0848-22-8158 FAX 0848-22-8159  http://www.bbbn.jp/~kowan/index.html 

④（平日）尾道商工会議所 TEL 0848-22-2165 （休日）尾道ロイヤルホテル TEL 0848-23-2111 

□交 JR 尾道駅まで（徒歩で①7分②4分③15分④12分） 

 

 
周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①千光寺公園 

千光寺山の山頂から中腹にかけて広がる公園。日本桜名所 100 選にも選ばれ

ている。山頂の展望台からは瀬戸内の多島美を楽しむことができる。ロープ

ウェーからの景色も楽しむことができる。□営見学自由□休年中無休□料無料□問尾

道市観光課（電話/FAX：0848-25-7184/0848-25-7293）□Ｐ有料駐車場あり（500

円）□他所要時間 90分 

②尾道市立美術館 

千光寺公園にある美術館。建築家・安藤忠雄氏の設計による改修工事を終え、

2003 年 1月にリニューアルオープン。□営 9 時～17時□休毎週月曜日（月曜日が

祝日の場合は、翌日休館）、年末・年始、その他展示替え日等で休館□料展示に

より異なる、団体割引あり □問尾道市立美術館（電話/FAX：0848-23－2281□Ｐ

駐車場なし（最寄に有料で駐車可能な千光公園駐車場あり（500 円）□他所要

時間 60分 

③おのみち映画資料館 

資料館では、小津安二郎監督の「東京物語」など尾道ゆかりの映画資料展示、

ミニシアターでは尾道ゆかりの映画を上映している。その他にも、映画講座

（８ミリ・デジタル映画の撮影・編集など）を開催している。□営 10 時～18時

□休毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日休館）、12月 28～1月 3日□料一般：

500 円、中学生以下：無料、20 人以上 一般：400 円□問おのみち映画資料館

（電話/FAX：0848-37-8141□Ｐ駐車場なし（最寄に有料の市役所駐車場あり） 

 

④映画のロケ地 

これまで多くの映画・ドラマの舞台になってきた町、尾道。小津安二郎監

督の「東京物語」や尾道出身の大林宣彦監督の尾道三部作・新尾道三部作

が有名。映画のワンシーンを探して町を散策するのもおもしろい。尾道商

工会議所内HPに大林監督作品のロケ地を巡るマップあり□営見学自由□休年

中無休□料無料□問尾道市観光課（電話/FAX：0848-25-7184）□Ｐ駐車場なし

（近隣に有料駐車場あり）□他所要時間 240分 

体験 尾道帆布グッズづくり、にぎり仏作り、陶芸体験、まるか食品 食

品製造工場見学、座禅体験など 

＊詳細はhttp://www.go-shimanami.jp/taiken/index.html 

（しまなみ体験メニューHP）を参照 

ガイド 尾道シルバー観光ガイド 

尾道市内の観光。□営通年□料 3,000 円（延長 1時間につき 1,000円）□問（社）

尾道市シルバー人材センター（電話/FAX：0848-20-7700）□他定員 2～300

人、5日以上前に要予約、所要時間約 2時間 
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尾道糸崎港 ―広島県三原市 

港データ 係船場所・駐車場 

  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 

尾道糸崎 

①内港客船桟橋 
24×2× 

2 函 
-3.5 ○ × ×  

常時定期船 

使用 
三原内港船客上屋 

トイレ：有 

物販：有 

内港西物揚場（5 台） 
②内港客船東桟

橋 
27×2 -3.5 ○ × ×   

③フェリー桟橋 
15×2 

+30 
-3.5 ○ × ×  

常時定期船 

使用 

④古浜岸壁 185 -5.5 × ○ ×   

なし 付近まで進入可 
⑤糸崎 1 号岸壁 135 -8.5 × ○ ○ 6,000D/W  

⑥糸崎 2 号岸壁 185 -10.0 × ○ ○ 10,000D/W  

□問三原市港湾課 TEL 0848-67-6108 FAX 0848-64-6057 

 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/shisei/kakuka/kouwan/ 

□交①～③広島空港（車で 35分）JR三原駅（徒歩 5分） 

④～⑥広島空港（車で 40分）JR三原駅（車で 10分） 

 
図中の①内港客船桟橋、②内港客船東桟橋、③フェリー桟橋 

 

図中の①古浜岸壁 

  

図中の①糸崎 1号岸壁、②糸崎 2号岸壁 

（出典：三原市ホームページ） 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①千光寺公園 

千光寺山の山頂から中腹にかけて広がる公園。日本桜名所 100 選にも選ばれ

ている。山頂の展望台からは瀬戸内の多島美を楽しむことができる。ロープ

ウェーからの景色も楽しむことができる。□営見学自由□休年中無休□料無料□問尾

道市観光課（電話/FAX：0848-25-7184/0848-25-7293）□Ｐ有料駐車場あり（500

円）□他所要時間 90分 

②尾道市立美術館 

千光寺公園にある美術館。建築家・安藤忠雄氏の設計による改修工事を終え、

2003 年 1月にリニューアルオープン。□営 9 時～17時□休毎週月曜日（月曜日が

祝日の場合は、翌日休館）、年末・年始、その他展示替え日等で休館□料展示に

より異なる、団体割引あり □問尾道市立美術館（電話/FAX：0848-23－2281□Ｐ

駐車場なし（最寄に有料で駐車可能な千光公園駐車場あり（500 円）□他所要

時間 60分 

③おのみち映画資料館 

資料館では、小津安二郎監督の「東京物語」など尾道ゆかりの映画資料展示、

ミニシアターでは尾道ゆかりの映画を上映している。その他にも、映画講座

（８ミリ・デジタル映画の撮影・編集など）を開催している。□営 10 時～18時

□休毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日休館）、12月 28～1月 3日□料一般：

500 円、中学生以下：無料、20 人以上 一般：400 円□問おのみち映画資料館

（電話/FAX：0848-37-8141□Ｐ駐車場なし（最寄に有料の市役所駐車場あり） 

 

④映画のロケ地 

これまで多くの映画・ドラマの舞台になってきた町、尾道。小津安二郎監

督の「東京物語」や尾道出身の大林宣彦監督の尾道三部作・新尾道三部作

が有名。映画のワンシーンを探して町を散策するのもおもしろい。尾道商

工会議所内HPに大林監督作品のロケ地を巡るマップあり□営見学自由□休年

中無休□料無料□問尾道市観光課（電話/FAX：0848-25-7184）□Ｐ駐車場なし

（近隣に有料駐車場あり）□他所要時間 240分 

体験 尾道帆布グッズづくり、にぎり仏作り、陶芸体験、まるか食品 食

品製造工場見学、座禅体験など 

＊詳細はhttp://www.go-shimanami.jp/taiken/index.html 

（しまなみ体験メニューHP）を参照 

ガイド 尾道シルバー観光ガイド 

尾道市内の観光。□営通年□料 3,000 円（延長 1時間につき 1,000円）□問（社）

尾道市シルバー人材センター（電話/FAX：0848-20-7700）□他定員 2～300

人、5日以上前に要予約、所要時間約 2時間 
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広島港 ―広島県広島市 

港データ 係船場所・駐車場 

  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高 速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

広島 

①広島港統合桟

橋／ 

浮桟橋 

100 -4.0 ○ ○ ×  
西側 8番乗り

場のみ利用可 
広島港宇品旅客ターミ

ナル(3 階建て) 

待合所(1階) 

トイレ：有 

物販：有 

観光バス駐車場 

（6 台） 
②広島第 4桟橋 

（島しょ部フェ

リー桟橋）／浮桟

橋 

140 －4.0 × × ×  

2 番乗り場の

み利用可 

（400t までの 

フェリー） 

 
□問広島市都市整備局臨海開発課 TEL 082-504-2337 FAX 082-504-2529 

http://www.city.kure.hiroshima.jp/~kureport/ 

□交広島空港（車で 1時間:有料道路使用）、ＪＲ広島駅（車で 20分）  
①広島港統合桟橋 

 

 
②広島第 4桟橋（島しょ部フェリー桟橋） 

（出典：広島市資料） 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①宮島 厳島神社 

廻廊で結ばれた朱塗りの社殿は、潮が満ちてくるとあたかも海に浮か

んでいるように見える。世界文化遺産にも指定されている。□営 6 時 30

分～18 時（季節により異なる）□休年中無休□料大人：300 円、高校生：

200 円、小・中学生：100 円□問廿日市市環境産業部観光課（電話/FAX：

0829-30-9141/0829-31-0999） 

②原爆ドーム 

1915 年に広島県物産陳列館として開館。1945 年 8月 6日に原爆が投下

され、ほぼ真上から爆風を受けたことやレンガ造りで窓が多い造りだ

ったため、全壊を免れた。恒久平和のシンボル的存在。世界文化遺産。

□営見学自由（柵の外からの見学は自由、原爆ドームは周囲を柵で囲ま

れており、立ち入りは不可）□休年中無休□料無料 □Ｐ駐車場なし 

③広島平和記念資料館 

原爆投下までの広島市の歴史や広島原爆の人的・物的被害に関する展

示。投下直後の壊滅した市街地の縮小模型、逃げまどう被爆者の等身

大ジオラマ、「黒焦げの弁当箱」など被爆死した動員学徒の遺品、「人

影の石」なども。□営 8 時 30 分～17時（季節によって異なる、ただし 8

月は 19時まで開館）□休 12 月 29 日～1月 1日（情報資料室は、土・日・

祝日、1月 2・3日も閉室） 

□料大人：50円、小・中・高校生：30円、30人以上 大人：40円、 20

人以上 小・中・高校生：無料（8月 6日～9日まで、小・中・高校生 

は無料、小規模校で 20 人未満の場合、学校教育活動で見学の場合無料、学校等

の引率者修学旅行の下見の場合も無料□問 広島平和記念資料館（電話/FAX：

082-241-4004/082-542-7941）□Ｐバスのみ駐車場あり 

体験 広島県体験観光 

[製造業・エネルギー・公共]マツダ(株)マツダミュージアム（自動動車の組立て

工程の見学）、大蔵省 造幣局広島支局(造幣展示室)（古い貨幣、貨幣の歴史、勲

章等展示室の見学、工場の見学） 

[水産業・農業]広島市水産振興センター（魚と漁業の資料展示室の見学）[食

品](株)にしき堂（もみじ饅頭をはじめとする和洋菓子の製造工程の見学）、チチ

ヤス乳業(株)（牛乳やヨーグルトの製造工程及び牛舎の見学）、古代の塩づくり

体験施設（古代の人たちが作った塩作り体験、土器にできた塩を土器ごとに持っ

て帰ることが可能）、サンフーズ(株)（広島名物お好み焼きの焼き方体験学習） 

[伝統工芸]筆の里工房（伝統工芸士指導の筆作り、自由に筆を使って遊ぶ筆あそ

び等の体験）、川原厳栄堂宮島焼窯元（宮島焼製作過程および作品の見学） 

[木材・木工]広島県木材利用センター（木工体験） 

[ガラス・美術工芸]ガラスの里（バナーワーク、サンドブラスト、ハンドグラヴ

ィール、吹きガラス、ステンドグラス、七宝焼の体験） 

[その他]海上自衛隊呉地方総監部（護衛艦艦内、潜水艦外観の見学が可能） 

＊詳細は、広島県商工労働局観光課 HP（http://www.kankou.pref. 

hiroshima.jp/seeplayexp/index.html）を参照 
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御手洗港 ―広島県呉市 

港データ 係船場所・駐車場 

  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

御手洗 

①御手洗浮桟橋 30 -10.0 ○ × ×  定期船利用 
港町交流館 

トイレ：有 
５台 

②大長桟橋 22 -8.0 ○ × ×  定期船利用 
大長港湾事務所 

トイレ：有 
５台 

③小長第１ 

フェリー桟橋 
30 -8.0 

○ ○ ×  定期船利用 
小長旅客ターミナル 

トイレ・物販：有 
10 台 

④小長第２ 

フェリー桟橋 
30 -8.0 

⑤久比第２桟橋 25 -10.0 ○ × ×  定期船利用 
三角渡船待合所 

トイレ：有 
４台 

 

□問呉市産業部港湾振興課 TEL 0823-25-3333 FAX 0823025-1361 

http://www.city.kure.hiroshima.jp/~kureport/ 

□交ＪＲ仁方駅まで（車で 40分～50分） 

 

 

（出典：呉市資料） 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
ガイド 豊町観光ガイド 

江戸時代、御手洗は中継貿易港だった。そのため、いろいろな人や物が町に

集まったのである。町には江戸から明治、大正、昭和初期までに建てられた

貴重な建物が混在している。そんな町並みを、詳しくガイドしてもらえる。 

□営 営業時間 □料 2,500 円/1 人 □問 潮待ち館（電話/FAX：0823-67-2278）  

□他 2～10 名、所要時間約 2時間 
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【その他の港湾】  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 利用問合先 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 
高速艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

最大トン数 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 
交通アクセス 

土生 

中央浮き桟橋 153 -5.0 ○ × × 
浮桟橋 

軌道 
定期船利用 

尾道市因島施設管理課 

TEL 0845-26-6202 

FAX 0845-22-8615 

因島港湾ビル 

トイレ・物販：有 
 

離島 

長崎 2号浮桟橋 30 -3.5 ○ × ×  定期船利用   

長崎 1号浮桟橋 37 -.05 ○ × ×  定期船利用   

金山浮桟橋 30 -4.0 ○ × ×  定期船利用 トイレ:有  

田熊浮桟橋 18 -1.5 ○ × ×     

小用浮桟橋 17.6 -4.0 ○ × ×     

本村浮桟橋 17.6 -3.0 ○ × ×     

重井 

西浜浮桟橋 30 -3.0 ○ × ×  定期船利用 
西浜待合所 

トイレ：有 
大型バス 1台 

離島 長串浮桟橋 30 -3.0 ○ × ×  定期船利用  大型バス 2台 

東浜浮桟橋 17.6 -2.5 ○ × ×     

細島浮桟橋 20 -3.0 ○ × ×  定期船利用   

生口 

波戸岡浮桟橋 12 -0.5 ○ × ×     

離島 大高下浮桟橋 30 -4.0 ○ × ×  定期船利用 
赤崎レストハウス 

トイレ：有 
大型バス 1台 

洲江 2号浮桟橋 30 -4.0 ○ × ×  定期船利用 トイレ：有  

須波 フェリー桟橋 
20×2 

+30 
-5.5 ○ × ×  常時定期船使用 

三原市港湾課 

TEL 0848-67-6108 

FAX 0848-64-6057 

須波港旅客上屋 

トイレ・物販：有 
付近まで進入可 

広島空港車で 50分 

JR 三原駅車で 15 分 

佐木 佐木フェリー桟橋 
15×2 

+30 
-3.5 ○ × ×  常時定期船使用 

佐木待合所 

トイレ：有  
付近まで進入可 離島 

瀬戸田 向田桟橋 
20×2 

+30 
-3.5 ○ × ×  常時定期船使用 

向田待合所 

トイレ：有 
付近まで進入可 離島 

鮴崎 

矢弓桟橋 42 -3.0 ○ × ×   

大崎上島町役場 

建設課管理係 

TEL 0846-65-3111 

FAX 0846-65-3198 

  

離島 

鮴崎桟橋 60 -3.0 ○ × ×     

白水 2号浮桟橋 70 -4.0 ○ × ×  定期船利用 待合所・トイレ：有 有 

古江浮桟橋 43 -3.0 ○ × ×     

盛谷桟橋 56 -3.5 ○ × ×     

木江 

天満桟橋 60 -6.0 ○ × ×  定期船利用 待合所・トイレ：有 有 

離島 宇浜桟橋 49 -7.0 ○ × ×  定期船利用   

野賀浮桟橋 60 -4.5 ○ × ×  正面短時間のみ   

大西 

大西ﾌｪﾘｰ桟橋 60 -5.0 ○ × ×  定期船利用 待合所・トイレ：有 有 

離島 横浜桟橋 52 -2.5 ○ × ×     

大串浮桟橋 47 -3.5 ○ × ×   トイレ：有  
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【その他の港湾】 

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 利用問合先 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 
高速艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

最大トン数 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 
交通アクセス 

呉港 

呉中央第２桟橋 19 -5.0 ○ × ×   

呉市産業部港湾振興課 

TEL 0823-25-3333 

FAX 0823025-1361 

 

   

仁方桟橋 30 -3.5 ○ × ×   
仁方桟橋待合所 

トイレ：有 
３台 

ＪＲ仁方駅 

（徒歩 20分） 

川尻 西港浮桟橋 17 -3.5 ○ × ×   
川尻港待合所 

トイレ：有 
 

ＪＲ川尻駅 

（徒歩 10分） 

蒲刈 

見戸代桟橋 30 -2.5 ○ × ×   
見戸代港待合所 

トイレ：有 
10 台 

丸谷３号桟橋 20 -10.0 ○ × ×    ３台 

田戸桟橋 30 -3.0 ○ × ×   
田戸港待合所 

トイレ：有 
５台 

ＪＲ仁方駅 

（車で 20分） 

宮盛桟橋 20 -2.5 ○ × ×     
ＪＲ仁方駅 

（車で 25分） 

大浦桟橋 18 -2.5 ○ × ×     
ＪＲ仁方駅 

（車で 30分） 

向浦桟橋 30 不明 ○ × ×    ３台 
ＪＲ仁方駅 

（車で 15分） 

大竹 
東栄 5号岸壁 

のうち通称 K-5 バース 
100 -5.5 ○ ○ × 貨物船 2000D/W 乗降船施設なし 

大竹港港湾詰所 

(大竹市都市環境部土木課)電

話 FAX兼(0827)54-0366 

隣接の緑地公園に公衆用トイレ設

置予定・H22末 

東栄 4-2 号野積場(4800 ㎡)

岸壁付近まで乗り入れ可 

ＪＲ大竹駅 

（車で 15分） 

厳島 

３号桟橋 Ｈ函 30 －5.0 ○ × ×  片側・短時間のみ 宮島支所観光管理課 

TEL 0829-44-2003 

FAX 0829-44-2753 

仮設テント 

収容可能人数：15人 
待機不可 離島 

３号桟橋 Ｉ函 30 －5.0 ○ × ×  片側・短時間のみ 

福山 

鞆 1 号浮桟橋 42 -3.0 ○ × ×  定期船利用 

広島県東部建設事務所港湾課 

TEL 084-921-1311 

FAX 084-928-3457 

  
ＪＲ福山駅 

（車で 30分） 

仙酔島浮桟橋 52 -3.5 ○ × ×  定期船利用 

㈱ひろしま港湾管理センター

福山営業所 

TEL 084-981-5760 

FAX 084-981-5761 

  離島 

新涯 1号浮桟橋 70 -3.0 ○ × ×   

㈱ひろしま港湾管理センター

福山営業所 

TEL 084-981-5760 

FAX 084-981-5761 

待合所・トイレあり あり（要相談） 
ＪＲ福山駅 

（車で 25分） 
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下関港 ―山口県下関市 

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

下関 

①あるかぽーと 

岸壁 
335 -12.0 × ◯ ◯ 50,000   進入可 

②第２突堤 

15 号岸壁 
150 -9.0 × ◯ ◯ 10,000 トン数は DWT  進入可 

③国際ターミナ

ル 18 号・19号岸 
260 -7.5 × ◯ ◯ 5,000 トン数は DWT 

下関国際ターミナル内 

トイレ・物販：有 
ターミナル駐車場 

国際ターミナル 

20 号・21号岸壁 
370 -10.0 × ◯ ◯ 15,000 トン数は DWT 

国際ターミナル 

22 号岸壁 
213 -5.5 × ◯ × 2,000 トン数は DWT 

 

□問下関市港湾局 TEL 083-231-1390 FAX 083-233-0860 

 下関市港湾局港湾事務所 TEL 083-266-3150 FAX 083-267-7555 

http://www.shimonoseki-port.com/jp/index.htm 

□交①②ＪＲ下関港まで（車で約 5分）③ＪＲ下関駅まで徒歩７分  

 

①あるかぽーと岸壁 

 

③国際ターミナル 

（資料：下関市港湾局ホームページより） 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①海響館 

「海のいのち、海といのち」をメインコンセプトにした水族館。世界最大級、

日本初公開のシロナガスクジラの全長 23m の骨格標本展示をはじめ、下関な

らではのふく（ふぐ）コーナー、約 900 トンという大型スケールで展開され

る「関門海峡潮流水槽」、関門海峡を背景にアシカのショーが楽しめるアクア

シアターなど、他では見ることのできない内容が目白押し。 

□営 9 時 30 分～17時 30 分 □休無休 □料大人 2,000円、小中学生 900円、幼児

400 円、20名以上団体割引あり □問海響館（電話：083-228-1100） □Ｐ有料

駐車場 みらいパーク（立体駐車場 390 台収容） 但し、繁忙期は臨時駐車

場開設 □他団体の場合は事前に FAXで申し込みが必要 

 

②唐戸市場 

関門地区では歴史ある市場で、水産物が豊富。小売も行っているので朝早く

出かければ新鮮な魚を安く手に入れることができる。また、市場内の様子を

一望できる見学デッキや屋上芝生広場、水産加工品の小売店、食堂、喫茶店

もある。 

□営月～土 4 時～（ゴールデンタイム 5 時～8 時）、飲食イベント：金・土 10

時～15時、日・祝 8時～15時 □休水曜日（不定休）、お盆、年始 □問唐戸市

場業者連合協同組合（電話： 083-231-0001） □Ｐ有料駐車場 

 

③海狭ゆめタワー 

関門海峡のランドマークタワー。シースルーエレベーターで 70 秒。高さ

143m の展望室からは、関門海峡、巌流島、そして日本海と、360 度の雄大

な眺望が目の前いっぱいに広がります。夜は季節、曜日によって異なるラ

イトアップが施されます。平成18年 10 月、山口県初の「恋人の聖地」に

認定。 

□営 9 時 30 分～21時 30 分 □休 1 月 1日～12月 31 日(但し、1月第4土曜日

は、休館） □料大人：600 円（高校生以上） 小人：300 円（小・中学生）、

30人以上団体割引あり □問海峡メッセ下関（電話：083-231-5600） □Ｐ

バス 13台（無料） 

 

④長府城下町 

長府は、古代から中世にかけて政治・文化の中心地として栄え、近世に入

ると毛利秀元が長府藩五万石を創始して城下町が誕生しました。しかし元

和の一国一城令によって廃城となり、現在石垣だけが残っています。現在

みる町並みは、毛利氏がこの地に居を構えて以来の藩政時代に築かれた大

小数々の武家屋敷跡で、山手に入ると侍町があり、家老職など格式の高い

家臣が住んでいた屋敷町です。今も多く残る門長屋や土塀は、風雪にたえ

て来た年輪の重みを伝えています。 

□問下関市観光振興課（電話：083-231-1350） 
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徳山下松港（徳山地区） ―山口県周南市 

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

徳山下松 

①晴海 3 号岸壁 185  -10.0  × ○ ○ 

にっぽん丸

寄港実績あ

り 

 

 進入可 

②晴海 4 号岸壁 185  -10.0  × ○ ○ 
ふじ丸寄港

実績あり 
 

③築港物揚場 65  -4.0  ○ ○ ×  

定期船利用 
徳山港 

フェリーターミナル 
有 

④築港大津島巡

航第１桟橋 
36  -2.0  ○ × ×  

⑤築港大津島巡

航第２桟橋 
30  -2.0  ○ × ×  

※①②は港湾管理者、関係企業等との事前調整が必要 

 

□問山口県港湾課 TEL 083-933-3817 FAX 083-933-3829 

周南港湾管理事務所 TEL 0834-21-1787 FAX 0834-32-5090 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18700/ports/ports_04toku-ku.html 

□交①②ＪＲ徳山駅までバスで約３分 ③～⑤ＪＲ徳山駅まで徒歩で約３分 

 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①徳山動物園 

園内には、主にケージ型の動物舎が隣接して配置されていて、小さな子供た

ちでも無理なく動物を観てまわることができるような展示方法がされていま

す。 また、動物たちをできるだけ間近に観察できるよう工夫されていて、そ

れぞれの動物の前にはわかりやすい解説パネルを設置し、その動物がより理

解できるようにしています。 動物園一帯は、旧徳山藩主毛利氏のお屋敷があ

った場所で、園内には毛利氏ゆかりの史跡があり、春には桜の名所として有

名です。 
□営夏時間（3/1～10/19）9 時～17 時、冬時間（10/20～2/28）9 時～16 時 30

分 □休火曜日、12/29～1/1（祝日の場合は営業、翌日休 1/2，3の場合は 1/5） 

□料大人 400円、子ども100 円（高校生以下）、幼児無料（未就学幼児）、30人

以上団体割引あり □問徳山動物園（電話：0834-22-8640） □Ｐ乗用車 150

台、バス 13台(無料) 
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岩国港 ―山口県岩国市 

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

岩国 

①新港南岸壁 370  -10.0  × ○ ○ 
飛鳥Ⅱ寄港

実績あり 
 

 進入可 
②新港北 2号岸壁 260  -7.5  × ○ ○ 

ぱしふぃっ

くびいなす 

他寄港実績

あり 

 

③室の木 2号岸壁 185  -10.0  × ○ ○ 

にっぽん丸

寄港実績あ

り 

 

④装港浮桟橋 50  -4.0  ○ × ×  定期船利用 岩国港ポートビル 有 

※①～③は港湾管理者、関係企業等との事前調整が必要 

 

□問山口県港湾課 TEL 083-933-3817 FAX 083-933-3829 

岩国港湾管理事務所 TEL 0827-22-2271 FAX 0827-22-2377 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18700/ports/06iwakuni.html 

□交ＪＲ岩国駅まで車で約８分 

 

 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①錦帯橋 

幅 5ｍ、長さ 193.3ｍ、橋面に沿って 210ｍ、築城技術を用い、組木の技法を

最大限効果的に活用したこの橋は、300年以上の昔に創建されたとは信じられ

ない程、精巧且つ頑丈で、しかも美しい。日本三名橋に数えられ、国内外に

その雄姿を知られる『錦帯橋』は、山陽路観光の主要拠点の一つでもある。 

□営 8 時～17時（夏季 19時） □休無休 □料大人 300円、小学生 150円 

セット券（錦帯橋、ロープウエイ、岩国城）：大人 930 円、小学生 450 円、 

（小学生未満は無料、15人以上団体割引あり） 

□問岩国市観光振興課 （TEL 0827-29-5116) □Ｐ無料駐車場あり □他料金所

に人がいない時間は、夜間料金箱に料金を入れてお渡りください。ライトア

ップは毎日 22時まで。（24時間渡橋可） 

 

 

②岩国城 

桃山風南蛮造りの白亜の天守。「岩国城」城山山頂にそびえ、眼下に蛇行

した錦川や城下町、遠くに米軍基地や瀬戸の島々を展望できます。 
岩国城一帯は「城山おもしろぱあく」として整備されており、森林散策を

楽しめます。 

□営 9時～16時45分 □休 12/16～12/31(ロープウエイも運休) □料大人260

円、小学生 120円、セット券（錦帯橋、ロープウエイ、岩国城）：大人 930

円、小学生 450 円（小学生未満は無料、15 人以上団体割引あり） □問岩

国市観光振興課 （TEL 0827-29-5116) □Ｐ無料駐車場あり 
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三田尻中関港 ―山口県防府市 

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

三田尻中関 

①中関 3 号岸壁 480  -12.0  × ○ ○ 
ふじ丸寄港

実績あり 
  進入可 

②浮桟橋 32  -3.0  ○ × ×  定期船利用 野島航路待合所 有 

※①は港湾管理者、関係企業等との事前調整が必要 

 

□問山口県港湾課 TEL 083-933-3817 FAX 083-933-3829 

防府土木建築事務所 TEL 0835-22-3485 FAX 0835-22-3488 

防府港務所 TEL 0835-22-6209 FAX 0835-22-6239 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18700/ports/07mitajiri.html 

□交ＪＲ防府駅まで車で約 10分 

 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①防府天満宮・防府天満宮歴史館 

学問の神様、菅原道真公を祀った神社で、京都の北野天満宮福岡の太宰府天

満宮と共に日本三天神と称せられています。道真公は九州への西下の途中、

防府に立ち寄りすっかりこの地が気に入り、自分が死んだら魂となって帰っ

てくると約束します。九州で公が亡くなった翌年（904）日本で最初の天満宮

として創建されました。 

□営 9 時 30 分～16時 30 分 □料大人 300円、中学生以下無料、15人以上団体割

引あり □問防府天満宮社務所（TEL 0835-23-7700) □Ｐあり 

②国指定名勝毛利氏庭園 

旧萩藩主毛利氏により、大正 5 年（1916）に建てられたもので、邸宅は総ヒ

ノキ造りの壮大な建築。庭園はひょうたん池を巡る回遊式で、四季折々の景

観が楽しめます。邸宅の一部は毛利博物館として、毛利元就ゆかりの品をは

じめ、国宝や重要文化財を含む約 2万点の宝物を所蔵、展示しています。 

□営（4月～9月）9時～17時 30 分、（10月～3月）9時～17時 □休 12/22～12/31 

□料大人 400円、中学生以下 200 円、20人以上団体割引あり、毛利博物館・庭

園共通券：大人1,000円、中学生以下500 円 □問財団法人防府毛利報公会（TEL 

0835-22-0001) □Ｐあり 
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宇部港 ―山口県宇部市 

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

宇部 

①芝中 1 号岸壁 185  -10.0  × ○ ○ 

にっぽん丸

寄港実績あ

り 

 

 進入可 

②芝中西 1号岸壁 270  -13.0  × ○ ○ 

ぱしふぃっ

くびいなす 

他寄港実績

あり 

 

※港湾管理者、関係企業等との事前調整が必要 

 

□問山口県港湾課 TEL 083-933-3817 FAX 083-933-3829 

宇部港湾管理事務所 TEL 0836-31-3311 FAX 0836-31-3310 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18700/ports/08ube.html 

□交宇部ＩＣまで車で約 20分 

 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①産業観光バスツアー 

・事業活動の成果を還元する形で社会貢献を実践してきた企業、本業を通じ

て社会的責任を果たそうと取り組む企業、生産活動による地域や環境への

負担の極小化に努める企業等の様々な活動を「18 種類の物語」の中に織り

交ぜてお届けします。 

・企業の OBや郷土史家等からなる「産業観光エスコーター」が同行して、実

体験や文献資料等に基づく豊富な話題でお客様を物語の世界に誘います。 

・お客様一人ひとりにきちんとガイダンスが行き届くよう、各コースとも 10

～20 名の少人数でツアーを催行します。また、声の聞き取り難い場所では、

イヤホン付小型トランシーバーも使用します。 

・宇部、美祢、山陽小野田をより深く理解し、またツアーをより楽しんでい

ただくため、ツアー当日、特製の「CSR ツーリズム コンセプトブック」を

お渡しします。 

□問船鉄観光旅行社 TEL 0836-83-3275 

 宇部市交通局  TEL 0836-31-1133 

 

 

②ときわミュージアム（緑と花と彫刻の博物館） 

ときわ公園では野外彫刻が常設展示されています。ときわミュージアム

彫刻野外展示場において２年に１度開催される公募展「UBE ビエンナーレ

（現代日本彫刻展）」は、今や世界の彫刻家からも熱い視線が注がれてい

ます。 

 またときわミュージアムエリア内には熱帯植物の温室があり、サボテン

やラン、熱帯植物を彫刻と共に楽しむことができます。 

□営 9 時～17時 □休火曜日、12/29～1/1 □料無料 □問ときわミュージアム 

緑と花と彫刻の博物館（TEL 0836-37-2888） □Ｐあり（常盤公園西駐車

場が最寄り） 
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【その他の港湾】 

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 利用問合先 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 
高速艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

最大トン数 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 
交通アクセス 

柳井 

柳井港Ｂ物揚場 100 －4.0 ○ ○ ×  

定期船利用 

柳井土木建築事務所 
TEL：0820-22-0396 

FAX：0820-23-4666 

柳井港ポートビル 有 JR 柳井港駅すぐ 柳井港県営Ｂ浮桟橋 50  -4.0  ○ × ×  

県営Ａ浮桟橋 40  -3.5  ○ × ×  

伊保田 中央浮桟橋 40  -4.0  ○ × ×  
伊保田港フェリー 

発着所 
有 

JR 大畠駅 

（車で 60分） 
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徳島小松島港 ―徳島県徳島市・小松島市 

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

徳島小松島 

① 沖 洲 外 地 区

（-7.5）岸壁 
130 -7.5 

× ○ ○ 5,000t 
H23.5 以降 

利用可能予定 沖洲マリン 

ターミナルビル 

トイレ：有 

マリンターミナル駐車場

（20台） 

② 沖 洲 外 地 区

（-5.5）岸壁 
180 -5.5 

③高速船浮桟橋 60 -4 ○ × ×     

④高速船浮桟橋 60 -4 ○ × ×     

⑤高速船浮桟橋 100 -4 ○ × ×     

⑥津田物専岸壁 185 -10 × ○ ○ 10,000t   駐車不適 

⑦新港1万トン岸

壁 
150 -9 × ○ ○ 

にっぽん丸 

寄港実績有 
  5 台 

⑧新港北岸壁 218 -6.4 × ○ ×    KOKOLO（旧南海フェリ

ー待合所） 

トイレ・物 販：有 

10 台 ⑨新港南岸壁 221 -6.4 × ○ ×    

⑩旧港ﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 80 -4 × ○ ×    

⑪金磯新（-11）

岸壁 
210 -11 × ○ ○ 

飛鳥Ⅱ 

寄港実績有 
  30 台 

⑫金磯旧(-9)岸

壁 
170 -9 × ○ ○ 10,000t    

⑬金磯物揚場 260 -4 × ○ ×      

⑭金磯南物揚場 370 -4 × ○ ×     10 台 

⑮赤石(-13)岸壁 260 -13 × × ○ 40,000ｔ   30 台 

□問徳島県東部県土整備局（徳島庁舎）港湾管理担当 TEL 088-653-8892  FAX 088-623-4036 

http://www.pref.tokushima.jp/soshiki/toubu_ks_t/ 

□交徳島阿波踊り空港（車で 35分）JR徳島駅（車で 15分）※沖洲外地区 

 
 

 
 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①阿波十郎兵衛屋敷 

人形浄瑠璃の演目のひとつ『傾城阿波の鳴門』の主人公のモデルになったと

いわれる板東十郎兵衛の屋敷跡。十郎兵衛の遺品や人形浄瑠璃に使われる木

偶人形や衣装などを展示。毎日人形浄瑠璃の上演もあり。□営 9 時 30 分～17時

（7月・8月は18時まで）□休 12 月 31 日～1月 3日□料一般 400 円、高大生 300

円、小中学生 200円、20人以上団体割引あり □問阿波十郎兵衛屋敷（電話：

088-665-2202）□他人形浄瑠璃上演時刻：平日：11:00～、土・日祭：11:00～・

14:00～、8月 11日～16日：11:00～・14::00～・15:30～ 

②眉山展望休憩所・眉山ロープウェイ 

山頂には展望台があり、市内はもちろん、晴天時には淡路島、紀伊水道まで

見渡すことができる。山頂へはロープウェイ（約 6 分）とドライブウェイで

上がることが可能。□問徳島市観光課（電話：088-621-5232） 

□営 9 時～21時（11月～3月末は 9時～17時 30分）、□休年中無休 31日～1月□料

大人往復：1,000円（片道：600円）、小人往復：500 円（片道：300 円）、□問眉

山ロープウェイ（電話：088-652-3617） 

③大塚国際美術館 

日本最大級の常設展示スペースに、原寸大の陶板画で世界の名画を再現した

美術館。1,000 点を越える作品数を誇る。□営 9 時 30 分～17時、□休月曜日（祝

日の場合は翌日、1 月は正月明けに連続休館あり、7・8 月は無休）□料一般：

3,150 円、大学生：2,100 円、小中高生：520 円□問大塚国際美術館（電話：

088-687-3737） 

④ひょうたん島クルーズ  

徳島市の中心部の中洲をめぐる 30 分のボートクルーズ。□営 13 時～16 時

（7・8 月は 17 時～20 時）□休特になし（原則毎日）□料無料（ただし、保

険料 100円必要）□問 NPO 法人新町川を守る会（中村）（電話：090-3783-2084）

□他受付場所：新町川水際公園ボートハウス前（運航開始時間の1時間前か

ら受け付け） 
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亀浦港 ―徳島県鳴門市  

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

亀浦 -5.5m 岸壁 280 -5.5 × ○ ×   

鳴門観光汽船

㈱運営の観潮

船のりばに近

接 

なし 付近まで進入可 

 

□問徳島県東部県土整備局（鳴門庁舎）維持管理担当 TEL 088-684-4584  FAX 088-684-4450 

http://www.pref.tokushima.jp/soshiki/toubu_ks_t/ 

□交徳島阿波踊り空港（車で 45分）JR徳島駅（車で 50分） 

 

 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①大塚国際美術館 

常設展示面積約 3 万平方メートル、鑑賞ルート 4km という国内最大規模を誇

る世界初の陶板名画美術館。古代から現代までの西洋の代表的名画を原寸大

で陶板の上に忠実に再現。美術教育施設としても観光スポットとしても最適

の施設です。 

□営 9 時 30 分～17時 □休月曜日（月曜日が祝日の場合翌日へ振替）1月は正月

明けに連続休館あり、７・８月無休 □料一般 3,150円、大学生2,100 円、小・

中・高生 520円 □問電話：088-687-3737 □Ｐあり  

②鳴門観光汽船  

海上では大型船、海中では水中観潮船に乗ってうず潮を観賞する。うず潮の

様子を間近に見ることができる。□営 9 時～16時 20分□休年中無休（ドッグ入り

のため運休あり）□料大型船 1,530 円、水中観潮船 2,200 円□問鳴門観光汽船（電

話：088-687-0101、FAX：088-687-0713）□Ｐ無料大型駐車場あり 

③うずしお汽船  

うずしおは潮の干満の差によって生ずる自然現象で、時間によってはうずし

おの時間帯もあり、その時間帯は毎日変化します。渦潮の飛沫がとどく程間

近に接近。大迫力の｢名勝鳴門の渦潮｣を心ゆくまでご堪能ください。 

□営 8 時から 30 分ごとに出航、所要時間は約 20 分 □休 無休 □料 大人     

1,500 円、小人（小学生） 750 円 □問電話：088-687-0613 □Ｐ 45 台 □他潮

見表で大潮時、中潮時をご確認の上、その時間帯になるべく近い便でのご乗

船をおすすめします。 

 

④うずしお観光船 

うずしおは潮の干満の差によって生ずる自然現象で、時間によってはうず

しおの時間帯もあり、その時間帯は毎日変化します。渦潮の飛沫がとどく

程間近に接近。大迫力の｢名勝鳴門の渦潮｣を心ゆくまでご堪能ください。 

□営 9 時から 30 分～40 分ごとに出航、所要時間は約 30 分 □休ドッグ入り

運休あり □料＜わんだーなると＞ 大人 1,530 円、小人 770 円、＜アク

アエディ（全便予約制）＞大人 2,200 円、 小人 1,100 円 □問電話：

088-687-0101 □Ｐ無料大駐車場有 □他潮見表で大潮時、中潮時をご確認

の上、その時間帯になるべく近い便でのご乗船をおすすめします。 

⑤うずの道 

渦の道は、大鳴門橋橋桁空間に設置された遊歩道。450m 先の展望室までの

海上散歩を楽しめます。先端の展望室は太平洋側、瀬戸内海側ともに眺望

できるガラス張りで、床下にも眺望ガラス床がはめこまれ、世界三大潮流

の一つに数えられる鳴門の渦潮を、約 45m の高さからガラス越しにのぞく

ことができる。 

□営夏季（3～9月）9時～18時 GWと夏休み期間は 8時～19時 

冬季（10～2月）9時～17時 □休 6 9 12 3 月の第 2月曜日  

□問電話：088-683-6262 □Ｐ有料 200台  
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三本松港 ―香川県東かがわ市、津田港―香川県さぬき市 

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

最大トン数 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 

三本松 ①－5.5ｍ岸壁 90 －5.5 ○ ○ ○ 
3,000G/T 

以下 
   

津田 
②津田港 

（－4.5ｍ）岸壁 
120 －4.5 ○ ○ × 

700G/T 

以下 
   

 

□問①東かがわ市 建設課 TEL 0879-33-2501 FAX 0879-33-2971 

 ②さぬき市 建設課 TEL 087-894-1117 FAX 087-894-3444   

□交①JR三本松駅（車で 5分）（徒歩 10分） 

②JR津田駅（車で10分） 

 

 
①－5.5ｍ岸壁 

 
②津田港（－4.5ｍ）岸壁 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
＜三本松港＞ 

①引田の町並み 

昔ながらの景観を今に伝える引田の古い町並みは、引田の氏神である誉田八

幡宮から本町通り沿いにかけて残り、大きな商屋や赤壁の醤油醸造所、入り

組んだ路地など、閑静な通りにはアンティークな趣きが漂います。特に松の

下近傍には引田御三家といわれる旧庄屋の「日下家」、醤油業の「岡田家」（か

めびし）、酒・醤油業の「佐野家」（旧井筒屋）の家屋敷が軒を並べています。

観光拠点の讃州井筒屋敷では食事やお土産購入、和三盆の型抜き体験などが

できる □問東かがわ市ニューツーリズム協会（TEL 0879-23-8550） □Ｐあり

（大型無料） □他ボランティアガイドあり（日・祝日の 10時～15時） 

 

②とらまるパペットランド 

見るだけではなく、実際に人形に触って、操って、自分のオリジナル劇を作

ることができる。人形はもちろん本格的。糸で操る人形、手を入れて動かす

グローブパペット、腕や身体全体を使って動かす大きなぬいぐるみの人形も

あれば、指人形もある。どれも子供が使いやすいよう工夫されている。スタ

ッフのアドバイスを聞きながら、ぜひ動かしてほしい。人形を通して言葉を

発する面白さに、大人もつい、はまってしまう。 

□営 9 時～16 時 □休月曜 □料人形劇ミュージアム入場料 600 円、20 名以上は

団体割引あり □問とらまるパペットランド（TEL 0879-25-0055） □Ｐあり

（大型バス 9台） 

＜津田港＞ 

①さぬきワイナリー 

地元さぬき市志度地区と香川県多度津町よりワインの原料ぶどうを受け

入れ、瀬戸内の陽光と風土が育んだ味わい深いワイン造りを行っていま

す。見学は無料で、隣接する「さぬき市物産センター」では、ワインの販

売はもちろん試飲もできます。 

□営 9 時～16 時 □休火曜日（祝日営業）、年末年始 □料見学無料 □問さぬ

きワイナリー（TEL 087-895-1133） □Ｐあり（大型無料） 

 

②ドルフィンセンター 

海の中でイルカと一緒に自由に泳ぐ「ドルフィンスイム」。イルカに触れ

てごはんをあげる「えさやり体験」。イルカにサインを出して、ふれあう

「トレーナー体験」や、浅瀬でイルカと遊ぶ「ふれあい体験」など海の中

でイルカとふれあい、遊べるプログラムが盛りだくさん。 

□営 10 時～17 時（夏季は 18 時まで） □休水曜 □料入場料：4 歳以上 300

円、中学生以上 400 円（体験料別途） □問 ドルフィンセンター（TEL 

0879-23-7623） □Ｐあり（大型バスは要問合せ） □他団体のお客様に合

わせたプログラムプランあり 
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高松港 ―香川県高松市 

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

最大トン数 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 

高松 

（玉藻 

地区） 

①玉藻地区－10ｍ

岸壁 

225 

（※310） 
－10.0 × ◯ ◯ 20,000G/T 

※50,000 G/T以

下に対応でき

るように、改修

工事を予定。平

成 23 年秋頃に

竣工見込み 施設名：高松港旅客タ

ーミナルビル 

トイレ数：３ 
物販：有 

港湾第３駐車場 

（10台） 
②玉藻地区－7.5

ｍ岸壁 
150 －7.5 × ◯ ◯ 5,000G/T  定期船利用 

③玉藻地区－6ｍ

岸壁 
125 －6.0 × ◯ ◯ 3,000G/T 〃 

④玉藻地区県営第

１浮桟橋 
100 －3.0 ◯ × × 500G/T 〃 

⑤県営第２浮桟橋 22 －5.0 ◯ ◯ × 2,000G/T  〃 

 

□問高松港管理事務所 TEL 087-851-3442 FAX 087-822-2306 

http://www.pref.kagawa.jp/takamatsuko/ 

□交高松空港まで（車で約 40分）、JR高松駅まで（徒歩約 5分） 

 

 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①史跡高松城跡（玉藻公園） 

日本三大水城として知られている、生駒・松平家の居城だった高松城跡を整

備した公園。□営通年 5：30～など（季節により開園時間が異なる）□休年末年

始□料大人（16歳以上）：200 円、小人（6歳以上 16歳未満）：140 円／団体（20

人以上）大人（16 歳以上）：140 円、小人（6 歳以上）：70 円□問玉藻公園管理

事務所：087-851-1521□Ｐ無料（大型バスは要予約） 

②栗林公園 

国指定の特別名勝。ミシュラン観光ガイドに「わざわざ訪れる価値のある場

所」として最高評価３つ星に選定された。□営通年 5：30～など（季節により

開園時間が異なる）□休年中無休□料大人：400 円 小人：170円元旦と開園記念

日は無料開放／団体（20 人以上）大人：320 円 小人：140 円□問香川県栗林

公園観光事務所：087-833-7411□Ｐ有料□他団体のガイドは要予約。８言語での

音声ガイド機器あり。 

③四国民家博物館（四国村） 

四国各地から古い民家を移築復原した野外博物館。□営通年 5：30～など（季

節により開園時間が異なる）□休年中無休□料（入村料）一般：800 円 高校生

500 円など（ギャラリー）一般：500 円 高校生 300円など／団体（25人以上）

各 100 円割引□問四国村：087-843-3111 □Ｐ無料（バス 5台、普通車 200 台） 

体験 高松産業観光 

マイ盆栽づくり、手打ちうどん体験など職人さんに会って話を聞きながら

体験ができたりできます。料金、体験時間、予約、駐車場などはそれぞれ

の受け入れ事業所で異なるので、詳細はホームページでご確認ください。

http://www.sanukibito.com/ 

ガイド 高松市観光ボランティアガイド協会 

城下町高松市のシンボル「高松城址（玉藻公園）」「高松港周辺（サンポー

ト高松）」、源平合戦の古戦場として知られる「屋島」の３地域の歴史や

そこからの景観についてガイド。 

□営土・日曜日（受付時間：10 時～12 時、13 時～15 時）□休年末年始□料無

料（施設により入場料が必要）□問高松市観光ボランティアガイド協会（高

松市観光振興課内）：087-839-2416 

イベント てくてくさぬき 
春と秋に開催される、香川全域の「まち」をガイドさんなど「ひと」と楽

しむまち歩きコースが目白押し。料金、体験時間、予約などはコースによ

って異なるので、詳細はホームページやパンフレットでご確認ください。

□問わがかがわ観光推進協議会 087-832-3360 
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坂出港・与島港 ―香川県坂出市 

港データ 係船場所・駐車場 

   

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

最大トン数 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 

坂出 

①林田 A 号岸壁 240 -12.0 × ○ ○ 個別協議   付近で待機可 

②阿河浜岸壁 130 -7.5 × ○ ○    付近で待機可 

③中央埠頭浮桟橋 20×2 -3.0 ○ × ×  

短時間の係留の

み※大型船の航

行波有り 

船客待合所 

トイレ：有 

収納可能人数：10人 

付近まで進入可 

④西運河 C号浮桟

橋 
20×1 -3.0 ○ × ×   トイレ：有 

駐車場 

（2 台） 

与島 

⑤与島東 2号岸壁 130 -5.0 × ○ ○  タラップ等なし 

瀬戸大橋フィッシャ

ーマンズ・ワーフ 

トイレ・物販：有 

瀬戸大橋 PA 第 2駐車場 

（60台） 

⑥与島西岸壁 70 -5.0 × ○ ×  タラップ等なし 

⑦塩浜 A 号浮桟橋 25×2 -3.0 ○ × ×   

⑧塩浜 B 号浮桟橋 30×2 -3.0 ○ × ×   

⑨塩浜西物揚場 130 -3.0 ○ × ×   

⑩塩浜東 B物揚場 60 -3.0 ○ × ×   

 ※①②④は荷役優先岸壁のため事前協議が必要 

□問平日：坂出市港務所 TEL 0877-46-2518 土日祝日：与島港管理事務所 TEL 0877-43-0838 

□交坂出港：ＪＲ坂出駅まで（車で約 10分）、与島港：JR坂出駅まで（車で約 30分 瀬戸大橋利用） 

 

 

 

坂出港 

 

与島港 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①瀬戸大橋記念公園・瀬戸大橋記念館 

 瀬戸大橋記念館では、架橋実現への道のりや架橋工事の全貌などを、動く

模型や映像により、わかりやすく紹介。館内のブリッジシアターでは、臨場

感あふれる大型映像と迫力ある音響効果で、瀬戸大橋を体験できます。 

□営 9 時～17時 □休毎週月曜（祝日の場合は翌日。ＧＷ・夏休み期間は開館） 

□料無料 □問二十四の瞳映画村（電話/FAX：0877-45-2344/0877-45-2419）□Ｐ無

料（大型 22 台、普通車 450 台）□他  団体での観覧希望は事前連絡。ご希望の

時刻（上映時間 25分間）にご覧いただけます。英語、中国語、韓国語でもお

楽しみいただくことができます。 

②東山魁夷せとうち美術館 

東山魁夷画伯と香川県とのゆかりを紹介し、様々なテーマで所蔵作品を展

示するとともに、他の美術館との連携を図り、画伯や画伯ゆかりの日本画家

の作品を展示しています。□営 9 時～17時 □休毎週月曜（祝日の場合は翌日。

年末年始、展覧会準備等で随時休館あり）□料一般 300 円～（特別企画展は別

料金）、高校生以下無料、20 名以上団体割引 □問香川県立東山魁夷せとうち

美術館（電話/FAX：0877-44-1333/0877-44-0220） □Ｐあり（無料） 

③瀬戸内海歴史民俗資料館 

瀬戸内地方の民俗・歴史・考古資料を収集し、これらの貴重な資料を整理・

保管、総合的な研究を行い、その成果を展示・公開。□営 9 時～17時 □休毎

週月曜（祝日の場合は翌日）□料無料 □問 歴史民俗資料館（電話/FAX：

087-881-4707/087-881-4784） □Ｐあり（無料） 

④白峯寺 

白峰山の山頂にある真言宗の寺で，四国八十八ヶ所霊場第 81 番札所。弘

仁６年（815 年）弘法大師（空海）が、白峰山中に如意宝珠を埋め、衆生

済度を誓願してこれが開基とされている。 

⑤讃岐醤油画資料館（鎌田醤油株式会社内） 

醤油は平安時代、弘法大師により中国から日本に伝来したと言われ、まも

なく画材としても優れているという発見があり、弘法大使あるいはその弟

子たちにより醤油画の歴史が始まったとされています。資料館では時代と

ともに移り変わる醤油画の代表作を紹介している。 □営 10 時～16時 

□休月水金日・祝日 □料 200 円 □問電話：0877-46-0001 □Ｐ無料あり 
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丸亀港 ―香川県丸亀市  

港データ 係船場所・駐車場 

   

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

最大トン数 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 

丸亀 

①丸亀港フェリー

岸壁 
77 －4.5 ◯ ◯ × 2,000G/T 定期船利用 

施設名：丸亀港合同待

合所 

トイレ：有 

収容可能人数：50 

バス専用有料駐車場 

5 台 
②西堀岸壁 43 －4.5 ◯ × × 500G/T 定期船利用 

 

□問丸亀市建設課 TEL 0877-24-8813 FAX 0877-24-8866 

 http://www.city.marugame.kagawa.jp/ 

□交ＪＲ丸亀駅まで（車で 5分） 

 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①丸亀城 

石垣の高さは日本一。「石垣の高さ、美しさ」から、（財）日本城郭協会が選

定した「日本の 100 名城」にも選ばれ、花見や散歩など市民の憩いの場とし

て親しまれている。 

□営《天守閣》 午前 9時～午後 4時 30分、《大手一の門》 午前10時～午後 4

時 □休《天守閣》12月 25日～12月 31 日、《大手一の門》 雨天時 □料（天

守閣のみ）：大人 200円・小・中学生 100円・団体（20人以上）1人につき 2

割引 □問丸亀市商工観光課（電話：0877-24-8816） □Ｐ丸亀城内資料館南側

50台（無料） 

ガイド 丸亀城ボランティアガイド 

丸亀城を訪れた方に城内の見どころを案内。現在、19名がそれぞれの得意分

野を活かして丸亀城の様々な魅力を紹介している。 

□営 3 月～12月の毎週日曜日 9時 30分～12時 □料無料（旅行会社等からの予

約の場合は担当ガイド１名につき 1,000円） □問丸亀市文化財観光案内会事

務局（丸亀市教育委員会文化課内）（電話：0877-24-8822） 

②丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 

丸亀駅前に位置する美術館。国内外の優れた作品による展覧会や猪熊弦一郎

の作品も常時展示しています。また、子供向け造形教室もあります。 

□営 10 時～18時 □休年末（12/25－31）臨時休館あり □料常設展 一般 300

円／大学生 200円、団体(20 人以上)は 2割引。企画展は別料金。 □問丸亀

市猪熊弦一郎現代美術館（電話/FAX：0877-24-7755/0877-24-7766） 

□他 20 名以上の団体の場合、事前申し込みでバス専用駐車場（無料・予約制）や

学芸員によるギャラリートークといったサービスを利用可。 

③中津万象園 

約１万５千坪の池泉回遊式大名庭園で、庭の中心に京極家の出身地、近江国琵琶

湖にならった池があり近江八景を模した島々が浮かびます。園内には、ミレーや

コローなどの巨匠の名画を展示している絵画館、ひな人形を収蔵したひいな館、

ペルシャ陶器などを展示した陶器館が併設されています。 

□営 9時30分～17時 □休無休 □料大人1,000円･高大生600円･小中生400円 園

児無料、団体(20 人以上)は 2割引、入園・入館・抹茶セット券大人 1,400 団体

1,200 円 □問中津万象園（電話/FAX：0877-23-6326/0877-23-6379） □Ｐ無料駐

車場完備（バス 30台、乗用車100 台） 

④うちわの港ミュージアム 

丸亀うちわの歴史を伝えるさまざまなうちわ、うちわづくりの模型人形、貴重な

文献などを展示、実演コーナーでは伝統の技と工程を披露するほか、全国の主な

うちわも展示した、うちわの総合博物館。 

□営 9 時 30 分～17時 □休毎週月曜（祝日の場合は翌日）・年末年始 □料無料 □問

中津万象園（電話/FAX：0877-24-7055/0877-43-6966）□Ｐ約 50台、大型バス可 

体験 うちわ作り体験 

うちわの港ミュージアムでのうちわ貼り体験。所要時間は約30分。 

□営午前の部 9時 30～11 時 30分・午後の部 14 時～16時 □料 1 人 500 円 

□他５名様以上の場合は１週間前までに要予約 
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多度津港 ―香川県仲多度郡多度津町 

港データ 係船場所・駐車場 

 

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

最大トン数 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 

多度津 

①多度津フェリー

ドルフィン／さん

橋 

40 －6.0 ◯ ◯ × 1,000G/T    

②東港町－4.5ｍ

岸壁 
120 －4.5 ◯ × × 500G/T    

③東港町－6ｍ岸

壁 
222 －6.0 × ◯ ◯ 3,000G/T    

 

□問多度津町建設下水道課 TEL 0877-33-1112 FAX 0877-33-2550 

http://www.town.tadotsu.kagawa.jp/ 

□交ＪＲ多度津駅まで（車で約 5分） 

 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①金刀比羅宮 

「こんぴらさん」と親しまれる金刀比羅宮は、象頭山の中腹に鎮座する。参

道口から御本宮までは 785段、奥社までは1368段と、長く続く参道の石段が

有名。江戸時代中期に庶民の間へ信仰が広がり、金毘羅参りが盛んに行われ、

今日に至るまで海の守り神として信仰を集めている。□営見学自由（書院のみ

8 時 30 分～17 時）、□休特になし、□料境内無料（書院のみ、大人 500 円、高･

大学生 200 円）□問琴平宮（URL：http://www.konpira.or.jp）、琴平観光協会

（電話/FAX：0877-75-3500/0877-75-3500、URL：http://www.kotohirakankou. 

jp/index.html）□Ｐ町内には有料駐車場あり（大型可） 

②四国霊場第７７番札所 道隆寺 

奈良時代のはじめ、土地の豪族、和気道隆公が薬師如来をご本尊にまつって

お堂を建てたのが起源とされている。広大な寺域には、本堂をはじめ、仁王

門、護摩堂などが建ち、古い仏像、仏画、古文書類に法灯の歴史がしのばれ

る。 

③四国霊場第７５番札所 善通寺 

平安時代初頭の 807 年に真言宗開祖空海の父である佐伯善通を開基として創

建された。伽藍は創建地である東院と、空海生誕地とされる西院（御誕生院）

に分かれている。 

ガイド 仁尾味めぐりガイド 

仁尾の古い町並みや江戸時代から続く屋号などの「歴史」、中華そばや天

ぷらなどの「懐かしい食」を、ガイドと一緒に巡りながら楽しむミニツア

ー。 

□営 8、9月を除く毎週土曜日 11:00～（2日前までに予約、前日からキャン

セル料発生）□休 8・9月□料大人（中学生以上）2,000 円、小学生1,000 円（食

事 代 ・ ガ イ ド 料 込 み ） □問 三 豊 市 観 光 協 会 （ 電 話 /FAX ：

0875-56-9121/0875-56-9122、URL：http://www.mitoyo-kanko.net）□Ｐ 無

料駐車場あり（大型不可）□他定員 2～10名、所要時間 2時間 30分 
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詫間港、仁尾港 ―香川県三豊市 

港データ 係船場所・駐車場 

 

港 湾 名

称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

最大トン数 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 

詫間港 

詫間 1 号（－5.5

ｍ）岸壁 
90 －5.5 ◯ ◯ ◯ 3,000G/T    

詫間 2 号（－7.5

ｍ）岸壁 
125 －7.5 × ◯ ◯ 5,000G/T    

詫間 3 号（－7.5

ｍ）岸壁 
130 －7.5 × ◯ ◯ 5,000D/T    

仁尾 
江尻 I 地区１号岸

壁 
120 －4.5 ◯ ◯  700G/T    

 

□問三豊市 港湾水産課 TEL 0875-83-8806 FAX 0875-83-4701 

http://www.city.mitoyo.lg.jp/forms/top/top.aspx 

□交ＪＲ詫間駅まで（車で約 5分） 

 
詫間港 

 

 
仁尾港 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①琴弾公園・銭形砂絵 

瀬戸内海国立公園にも含まれる名勝。有明浜の白砂に描かれた「寛永通宝」

は、東西 122ｍ南北 90ｍ周囲 345ｍもある巨大な砂絵。一般には、寛永 10年

（1633）に藩主生駒高俊公を歓迎するために一夜にして作られたといわれて

いる。今では、この銭形を見れば健康で長生き、しかもお金に不自由しなく

なると伝えられ、多くの人がこの地を訪れています。 

□問観音寺市商工観光課（電話：0875-23-3933） □Ｐあり（無料） 

②神恵院（第 68番札所）・観音寺（第 69番札所） 

明治初期までは琴弾八幡宮が第 68番札所であった。しかし明治政府による神

仏分離令により琴弾八幡宮は琴弾神社と神恵院とに分離されることになり、

神恵院は麓にある観音寺境内に移されたため、四国霊場唯一の珍しい 1 寺 2

霊場となっている。 

□問神恵院・観音寺（電話：0875-25-3871） □Ｐあり（無料） 

③雲辺寺（第 66番札所） 

四国霊場中最高峰に位置することから別名「四国高野」とも呼ばれている。

香川県に入って最初の札所となっているが、実際は徳島県にある。 

□問雲辺寺（電話：0883-74-0066） 

 

④雲辺寺ロープウェイ 

全長約 2600ｍ、山麓駅から山頂駅の高低差約660ｍを毎秒 10m というスピ

ードで山頂に到着する日本最大級の規模を誇るロープウェイ。瀬戸内海を

始め、中国地方、そして本州と四国を結ぶ瀬戸大橋も一望できる。 

□営（3 月～11月）7時 20分～17時（12月～2月）8時～17時 □休無休 

□料（大人）往復 2,000 円（片道 1,200 円）、（中・高校生）往復 1,500 円（片

道 900 円）、（小学生）往復 1,000 円（片道600 円）、15人以上 1割引、100

人以上 2割引、200 人以上 3割引 □問雲辺寺ロープウェイ（電話/FAX：

0875-54-4968/0875-54-4979） □Ｐ大駐車場完備（700台） 

ガイド 仁尾味めぐりガイド 

仁尾の古い町並みや江戸時代から続く屋号などの「歴史」、中華そばや天

ぷらなどの「懐かしい食」をガイドと一緒に巡りながら楽しむミニツアー。 

□営 8、9月を除く毎週土曜日 11:00～（2日前までに予約、前日からキャン

セル料発生）□休 8・9月□料大人（中学生以上）2,000 円、小学生1,000 円（食

事代・ガイド料込み）□問三豊市観光協会（電話/FAX：

0875-56-9121/0875-56-9122）□Ｐ無料駐車場あり（大型不可）□他定員 2～

10名、所要時間 2時間30分 
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宮浦港・直島（本村）港 ―香川県香川郡直島町  

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

宮浦 

①物揚場（－4.0ｍ）

船主尾係船岸 
25 －4.0 ◯ ◯ × 700G/ T 定期船利用 

海の駅なおしま 

トイレ・物販：有 

収容可能人数：200 

駐車場有 

2 台 

②物揚場（－4.0ｍ） 90 －4.0 ◯ ◯ × 700G/T 定期船利用 

③1 号物揚場 26 －3.0 ◯ × × 500G/T  

④2 号物揚場 82 －4.0 ◯ × × 600G/T  

⑤宮浦 1 号浮桟橋 25×2 －3.0 ◯ × × 19G/T  

直島 

（本村） 
①本村 2 号浮桟橋 20  ◯ × ×  定期船利用   

  

□問直島町 建設経済課 TEL 087-892-2224 FAX 087-892-3888 

http://www.town.naoshima.kagawa.jp/ 

   

 
宮浦港 

 

 
直島港（本村港） 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①家プロジェクト（本村地区） 

直島・本村地区で、1988年より展開するアートプロジェクト。現在、「角屋」、

「南寺」「護王神社」「石橋」「碁会所」「はいしゃ」「きんざ」の 7軒を公開中。

□営 10:00〜16:30□休月曜日（祝日の場合開館、翌日休館）□料共通チケット：1,000

円（15 歳以下無料）ワンサイトチケット：400 円（15 歳以下無料）□問  ベネ

ッセハウス：087-892-3223□他きんざ鑑賞は別料金・要予約 

②地中美術館 

2004 年に設立された「自然と人間を考える場所」をテーマとした美術館。設

計は安藤忠雄。□営 10：00～18：00（10～2 月は 17：00）□休月曜日（祝日の場

合開館、翌日休館）□料 2,000円□問地中美術館：087-892-3755□他 10 名以上の団

体は館内ガイドの予約が必要 

③ベネッセハウスミュージアム 

「自然・建築・アートの共生」をコンセプトにした、美術館とホテルが一体

となった施設。□営 8：00～21：00□休年中無休□料 1,000 円□問ベネッセハウス（ミ

ュージアム）：087-892-3223 

④007 赤い刺青の男記念館 

小説「赤い刺青の男」に直島が実名で登場することを記念し、映画化実現へ

のムーブメントとして作られた記念館。小説や映画に関するグッズを多数展

示。□営 9:00〜17:00□休年末年始□料無料□問直島町観光協会：087-892-2299 

⑤なおしまスラグ陶芸体験工房 

最新の産業廃棄物処理施設「直島環境センター」で無害化されたスラグを使 

った陶芸体験。□営 13：00～17：00□休月曜日□料土ひねりコース：1500円(粘

土１ｋｇ、素焼き経費込み)絵付けコース：500 円（作品 1個につき）□問直

島町観光協会：087-892-2299 □他要予約 

⑥三菱マテリアルＰＬＡＮＴツアー 

国内トップクラスを誇る三菱マテリアル（株）直島製錬所で生産される

金・銅の製造工場を見学するツアー。□営 10：00～・14：25～の２部制□休月、

土、日祝日、年末年始、盆期等の会社休日□料 無料□問 直島町観光協会：

087-892-2299 □他要予約・定員 10名・自家用車での来所不可 

⑦エコタウン施設の見学 

豊島廃棄物等中間処理施設「直島環境センター」、「有価金属リサイクル施

設」の見学。□営 10：00～・14：25～の２部制□休 月曜日（有価金属リサイ

クル施設）・年末年始□料無料□問直島町観光協会：087-892-3223□他１週間前

まで要予約、40人以上は１ヶ月前まで・自家用車での来所不可、貸切バス

は可（3台駐車可能） 

ガイド 直島町観光ボランティアガイド 
直島の歴史、文化のご紹介をしながら家プロジェクトへの道案内をしま

す。ガイドエリアは本村地区のみです。□料 16 名様以上 100 円/人、7～15

名様 200 円/人、4～6 名様 300 円/人、1～3 名様 500 円/人（直島町観

光協会で支払い）□問直島町観光協会：087-892-2299□他要予約 
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池田港・坂手港・内海港・土庄港・土庄東港・大部港 ―香川県小豆郡土庄町・小豆島町 

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 
高速艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

池田港 池田岸壁 120 －4.5 ○ ○ × 1,000G/T 定期船利用 
施設名：池田港ＦＴ 

トイレ・物販：有 

駐車場有 

1,040 ㎡ 

坂手港 
坂手第 1 岸壁 118 －6.0 × ○ ○ 3,000G/T － 関西汽船待合所 

トイレ・物販：有 
駐車場有 

坂手第 2 岸壁 188 －6.0 × ○ ○ 3,000G/T 定期船利用 

内海港 

草壁岸壁 80 －4.5 ○ × × 500G/T 定期船利用 内海フェリー草壁港 

待合所 

トイレ・物販：有 

駐車場有 
係船ドルフィン 23.5 －4.5 ○ ○ × 999G/T 定期船利用 

土庄港 

フェリーボート 

2 号岸壁 
75 －4.5 ○ ○ × 700G/T 定期船利用 

土庄港ターミナルビル 

トイレ・物販：有 
有 

フェリーボート 

3 号岸壁 
60 －4.5 ○ ○ × 700G/T 定期船利用 

土庄港耐震強化

岸壁 
80 －4.5 ○ ○ × 700G/T 定期船利用 

1 号浮桟橋 35×2 －4.5 ○ × × － 定期船利用 土庄港港務所 

トイレ・物販：有 

 

2 号浮桟橋 30×2 －4.5 ○ ○ × 1,000G/T －  

土庄東港 

－6.5ｍ岸壁 115 －6.5 ○ ○ ○ 3,000G/T －   

－4.5ｍ岸壁 126 －4.5 ○ ○ × 1,000G/T －   

土庄東港浮桟橋 23.7 －4.5 ○  × － 定期船利用   

大部港 大部岸壁 90 －5.5 ○ ○ × 2,000G/T 定期船利用 
大部港ＦＴ  

トイレ・物販：有 
有 

□問（池田、坂手、内海）小豆島町 建設課 TEL：0879-82-7009 FAX：0879-82-3600 

 （土庄、土庄東、大部）土庄町 建設課 TEL：0879-62-7006 FAX：0879-62-2400 

 

  
池田港                     坂手港 

  
内海港                    土庄港 

   
土庄東港                   大部港 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①小豆島オリーブ園（オリーブは香川県の県花、県木） 

小豆島はオリーブ発祥の地。日本で初めて根付いた最も古い民間の「オリー

ブ園の原木」が現存している。オリーブ園では製造直売で、各種オリーブ製

品を安く販売。□営レストラン：9時～16時（ランチは 11時～15時）、直売店：

8 時 30 分～17 時□休無休□問 小豆島オリーブ園（電話/FAX：0879-82-4260・

0120-41-0287)□Ｐ無料駐車場あり□他団体向けの食事あり、レストランは 50席 

②寒霞渓（ロープウェイ） 

表 12景、裏 8景からなる雄大な景勝地。ロープウェイから眼下に広がる渓谷

や遠くに広がる瀬戸内海を眺められる。自然を肌で感じながら歩くことので

きる登山コースもある。とりわけ新緑や紅葉の頃が美しい。□営 8 時 30 分～17

時□休無休□料大人：往復 1,250 円、片道 700 円・小人：往復 630 円、片道 350

円□問寒霞渓ロープウェイ（電話/FAX：0879-82-2171）□Ｐ無料駐車場あり 

③二十四の瞳映画村 

映画「二十四の瞳」（監督：朝間義隆、主演：田中裕子）のロケ用オープンセ

ットを改築した“二十四の瞳映画村”。映画のシーンが実際にこの場所で撮影

されている。壺井栄文学館では、生前壺井栄が愛用していた調度品や各作品

の生原稿などを展示。映画館「松竹座」では、「二十四の瞳」を常時上映。 

Café シネマ倶楽部では、懐かしい“給食”が味わえる給食セットがある。

□営 9 時～17時（11月は 8時 30分～17時）□休年中無休□料大人（中学生以上）：

700 円、小人（小学生）：300、20 人以上 大人（中学生以上）：630 円、小

人 （ 小 学 生 ）： 270 円 □問 二 十 四 の 瞳 映 画 村 （ 電 話 /FAX ：

0879-82-2455/0879-82-1824）□Ｐ無料駐車場あり（150 台）□他普通の入場

券の他に、“岬の分教場セット券”あり、“せんせいのおべんと” （税込み

1,650 円）と“かごめ弁当”（税込み 1,050 円）は 10 名様以上で予約が必

要、休憩所は 25席 

ガイド DREAM ISLAND（小豆島ガイドツアー） 
海歩き（シーカヤック）、まち歩き、山歩き（ハイキング・トレッキング） 

その他カスタマイズツアー 

瀬戸内海 小豆島の多彩な自然環境を舞台に、海と山がもたらす「水の力」

や「風の力」など、自然の力を上手に利用しながら発展してきた島の文化

や歴史、産業。より豊かな「暮らし」にしようと努力を重ね、積み上げて

きた島の人々の「知恵」や「工夫」といった島独自の生活文化。そういっ

た島ならではの「幸せづくり」に光を当てた冒険（エコツアー）プログラム。 

□問  DREAM ISLAND（電話/FAX：0879-75-0806） 
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【その他の港湾】 

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 利用問合先 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 
高速艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

最大トン数 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 
交通アクセス 

青木 
1号岸壁 75 -4.5 ○ × ×  定期船利用 

丸亀市 建設課 

TEL 0877-24-8813 

FAX 0877-24-8866 

待合所：有 定期船は車両の乗降なし 離島 
2号岸壁 120 -4.5 ○ ○ ×   

手島 1号岸壁 75 -4.5 ○ × ×  定期船利用 
待合所：有 

トイレ：有 
付近まで進入可 離島 

江の浦 

1号岸壁 57 -4.5 ○ ○ ×  定期船利用 待合所：有 

トイレ：有 
付近まで進入可 離島 

1号浮さん橋 25 -4.5 ○ × ×  定期船利用 

3号物揚場 70 -2.0 ○ × ×    付近まで進入可 離島 

本島 

1号浮さん橋 30 -4.0 ○ × ×  定期船利用 待合所：有 

トイレ：有 
付近まで進入可 離島 

1号物揚場 44 -4.0 ○ × ×   

1 号岸壁 120 -4.5 ○ ○ ×   
 付近まで進入可 離島 

8号物揚場 105 -2.0 ○ × ×   

里浦 1号物揚場 50 -2.5 ○ × ×  定期船利用 待合所：有 定期船は車両の乗降なし 離島 

高見 2号浮桟橋 30m ‐3.0 ○ × ×  定期船利用 多度津町建設課 

TEL 0877-33-1112 

FAX  0877-33-2550 

待合所 

トイレ：有 
 離島 

佐柳 

(本浦) 
2 号浮桟橋 20m ‐3.0 ○ × ×  定期船利用   離島 

粟島 

1号浮さん橋 37×2 －3.0 ○ × ×  

定期船利用 

三豊市港湾水産課 

TEL 0875-83-8806 

FAX 0875-83-4701 

粟島渡船待合所 

大型バスの進入不可 離島 
2号物揚場 83 -3.0 ○ × × 

25 G/T 

200 D/W 
収容可能人数：5人 

観音寺 第 2号・第 3号物揚場 309 －2.4 ○ × ×  定期船利用 

観音寺市 建設課 

TEL 0875-23-3935 

FAX 0875-23-3967 

観音寺伊吹丸事務所 

トイレ：有 

収容可能人数：50 

 
ＪＲ観音寺駅 

（車で 10分） 

家浦 

－3.0ｍ物揚場 95 －3.0 ○ × ×   
土庄町 建設課 

TEL 0879-62-7006 

FAX 0879-62-2400 

豊島交流センター 

トイレ：有 

収容可能人数：30 

あり 
離島 －4.0ｍ物揚場 91 －4.0 ○ ○   定期船利用 

浮桟橋 22 －2.0 ○ × ×  定期船利用   

女木 ３号浮桟橋 25 -3.0 ◯ × ×  係留予約不可 
鬼の館 

TEL 087-873-0728 

鬼の館 

トイレ・物販有 
付近まで進入可 離島 
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今治港 ―愛媛県今治市 

港データ 係船場所・駐車場 

  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

今治 

①今治地区 

第 2 桟橋（浮桟

橋） 

54 -3.0 ○ × ×  

港内船舶全長 

50ｍ未満、 

海の駅登録 

施設 
港湾ビル 1階待合所 

トイレ・物産館：有 
 

②今治地区 

大型フェリー

岸壁 

130 -6.1 × ○ ○ 10,000ＧＴ  

③蔵敷地区 

蔵敷岸壁 1 
165 -9.0 × ○ ○ 10,000ＤＷ 

貨物専用港の

ため短時間の

係留のみ 

  

□問①②今治市港湾管理課 TEL 0898-22-4120 FAX 0898-22-4121 

 ③今治市港湾管理課蔵敷埠頭事務所 TEL 0898-33-0149 FAX 同左 

http://www.city.imabari.ehime.jp/kouwanka/index.html  

□交ＪＲ今治駅まで（車で 5分） 今治ＩＣまで（車で10分） 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①今治城 

慶長９年（1604）９月、藤堂高虎によって築城。三重の堀に海水を導入した

海岸平城。現在は本丸、二ノ丸、内堀と石垣等を残している。天守閣は昭和

55年 10 月に再建されたもの。照明デザイナーの海藤春樹さんによるお城のラ

イトアップあり。□営 9 時～16時 30 分（季節によって変更あり）□休年末□料  大

人（高校生以上）400円、子供（小中学生）100 円、20人以上の団体は 2割引。

□問今治城管理事務所（電話/FAX：0898-31-9233／0898-31-9235）□Ｐ有料駐車

場あり（大型可）（第一駐車場：41 台、第二駐車場：10 台）□他第二駐車場駐

車の際は上記問い合わせ先まで連絡が必要 

②タオル美術館 ICHIHIRO 

日本一のタオル生産地、今治ならではのタオルの美術館。カラフルなタオル

アートを展示するギャラリーのほか、四国みやげが手に入るショップ、レス

トランやカフェ、ヨーロピアンガーデンなども併設。製造工程の見学も可能。 

□営 9 時 30 分～17時 30 分（季節によって変更あり）□休年中無休（レストラン、

喫茶室の営業時間は別途、館内点検のため、冬期不定休あり） 

□料大人 800円、中高生 600円、小学生 400 円、15名以上は各100 円引。30名

以上は大人 500 円、中高生 400円、小学生 200 円□問タオル美術館 ICHIHIRO（電

話/FAX：0898-56-1515/0898-56-2727）□Ｐ無料駐車場あり□他団体の場合、食事・

入場の事前申し込みが必要 

体験 日本食研 体験観光ツアー 

Aコース）日本食研をたっぷりと楽しむ 3時間半のコース（昼休憩あり）、

Bコース）世界の食文化と日本食研について学ぶ 1時間半のコース（KO宮

殿は入らない）、Cコース）宮殿工場を中心に楽しむ 1時間コースがある。 

□営営業日カレンダーで確認が必要□料大人：1,000 円、子供（小・中・高校

生）：600円、小学生未満：無料□問日本食研（電話/FAX：0898-47-2281）□Ｐ

無料駐車場あり（大型可）□他 1 日の定員200 名、要予約、所要時間は各コ

ースによる、A コースの場合、予約時にレストランメニューの中から昼食

も予約（料金は別途） 

体験 山丹正宗醸造元（株）八木酒造部での酒造見学、タオル工場見学、

桜井漆器制作見学など 

http://www.go-shimanami.jp/taiken/index.html 

ガイド 今治地方観光ボランティアガイド協会 

□営 9 時～16時□料無料（有料施設の見学料、移動に要する交通費は利用者

負担）□問今治地方観光ボランティアガイド事務局（電話/FAX：

0898-22-0909/0898-22-0929） □他人数は 2～3名の小グループから団体の

方まで要相談、ガイドコースも要相談、申込書に必要事項を記入の上、案

内希望日の一週間前までに郵送または FAX で申し込み 
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宮浦港 ―愛媛県今治市 

港データ 係船場所・駐車場 

 

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

宮浦 
第 1 桟橋 

（浮桟橋） 
120 

-4.5～

-5.5 
○ ○ ○  

海の駅 

登録施設 

宮浦港務所待合所 1Ｆ 

トイレ：有 

御串山駐車場 

大型バス 18 台 

□問今治市大三島支所産業建設課 TEL 0897-82-0500 FAX 0897-82-0661 

http://www.city.imabari.ehime.jp/ 

□交大三島ＩＣまで（車で約 10分） 

 周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①大山祇神社 

日本総鎮守と呼ばれる大山祇神社。全国に約一万一千社あまりの分社を持ち、

古くから多くの信仰を集めてきた。境内中央には樹齢約 2,600 年の神木であ

る大楠が鎮座している。宝物館には国宝・重要文化財に指定された鎧・兜・

刀剣類が数多く収蔵・展示されている。□営 8 時 30 分～17 時□休年中無休□料無

料□問大山祇神社（電話/FAX：0897-82-0032/0897-82-0019）、社団法人今治地

方国立公園協会・今治地方観光協会（電話/FAX：0898-22-0909/0897-82-0929）

□Ｐ駐車場なし（最寄に無料で駐車可能な藤公園町営駐車場あり） 

②大三島美術館 

現代日本画の美術館として昭和 61年 7月にオープン。国宝で知られる大山祇

神社に隣接し、白壁の清楚な美しさが印象的な美術館。日本画を中心に昭和

後期より現代に至る作品約 1,000 点を収蔵。□営 9 時～17時□休毎週月曜日、12

月 27～31日（祝日の場合は翌日休館、その他展示替など、運営上必要な際に

休館）□料大人：400円、学生（高・大学生）：320円、学生（小・中高生）：200

円（65歳以上の人は団体料金を適用）、20人以上 大人：500 円、学生（高・

大学生）：400 円、学生（小・中高生）：250 円□問大三島美術館（電話/FAX： 

0897-82-1234）□Ｐ無料駐車場あり（50台、大型可） 

体験 陶芸入門「水軍焼」 

今治市大三島公民館で実施。□料 1,500～3,000 円□問水軍窯（村上俊山）（電話

/FAX：0897-83-0600）、定員 15～200名、□他所要時間 2時間、詳細については、 

しまなみ体験メニュー:http://www.go-shimanami.jp/taiken/index.html 

体験 食塩製造工場見学 

「伯方の塩」が作られる工程が見学できる。□営 9 時～15時 30分□休土・日・

祝祭日も見学可能（受付不可日は 8 月 13 日～17 日、旧暦 8 月 21 日・22

日の地方祭の日）□料 無料□問 伯方塩業（株）大三島工場（電話/FAX：

0897-82-0660/0897-82-1522）□Ｐ駐車場あり（乗用車 20台、大型バス 2台）

□他定員 1 グループ 40 人まで、要予約（定期点検で休業している場合があ

るので、予約時に確認が必要）、所要時間約40分 

しまなみ体験メニュー:http://www.go-shimanami.jp/taiken/index.html 

ガイド 大山祇神社ガイド 

御島ガイドの会の方々が、大山祇神社を案内。□料無料□問 今治地方観光協

会（電話/FAX：0898-22-0909/0897-82-0929）□他定員 15～200 名、所要時

間 1時間 30分□他要予約 
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東予港 ―愛媛県西条市・新居浜市  

港データ 係船場所・駐車場 

 

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

東予 

①西ひうち岸壁 450 -5.5  ◯ × 2,000 
旅客乗降 

設備等なし 
 付近までは進入可 

②中央岸壁 140 -5.0  ◯ × 1,000 
旅客乗降 

設備等なし 

□問①西条市ひうち港務所 TEL 0897-56-2838 

 ②西条市今在家港務所 TEL 0898-64-4911 

http://www.city.saijo.ehime.jp/ 

□交①JR西条駅(車で 8分) 

②JR 壬生川駅(車で 11分) 

 

 
 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①鉄道歴史パーク in SAIJOU 

「四国鉄道文化館」、「十河信二記念館」、「観光交流センター」の三つの施

設がそろった、西条市の新しい観光・交流エリア「鉄道歴史パーク in 

SAIJO」。ここでは鉄道のことや、西条市のみどころ、遊びどころを、どな

たでも見て知って、楽しめる。 

□営 8 時～19時 □休四国鉄道文化館、十河信二記念館：水曜日、観光交流セ

ンター：年中無休 □料四国鉄道文化館：大人・高校生 300 円、小中学生 100

円（20人以上の団体 2割引、就学前児童は無料）、十河信二記念館、観光交

流センター：無料 □問西条市観光振興課（電話/FAX：

0897-47-3575/0897-53-6200） □Ｐあり（無料 バス１台） 

②マイントピア別子 

愛媛県新居浜市にある、楽しみながら別子銅山の歴史を学べるテーマパー

ク。本当に使っていた鉱山鉄道を使った鉱山観光、砂金採りなどのメニュ

ーがある。道の駅も併設。「東洋のマチュピチュ」と呼ばれる東平（とうな

る）ゾーンは、標高 750m の山中にあり、大正 5年から昭和5年までの間、

別子鉱山の採鉱本部が置かれていた当時の面影が色濃く残っている。 

■鉱山観光 

□営春休み～10月は 9時～18時、11月は 9時～17時、12月～春休みは 10

時～17時 □休年中無休 □料大人 1200 円、中・高校生 800 円、3歳以上 600

円（人数に応じた団体割引あり） □問マイントピア別子（電話/FAX 

0897-43-1801/0897-43-4020） □Ｐあり（無料） 

■砂金採り 

□営春休み～11月は 9時 30分～16時、12月～春休みは土日祝のみ営業（10

名以上の予約は営業） □料中学生以上500 円、小学生 400 円（20名以上は

各 50円引） □問マイントピア別子（電話/FAX 0897-43-1801/0897-43-4020） 

□他東平（とうなる）ゾーンへは冬季の凍結・積雪により道路閉鎖あり。 

鉱山観光+砂金採りのセットプランもあり。詳細はホームページでご確認く

ださい。http://www.besshi.com/ 

ガイド ガイドと歩く西条水めぐり 

西条市街地のうちぬきや歴史スポットなどを案内するガイドツアー。ガイド

と西条の街を歩き、地元産のこめっ娘パンと野菜ジュースで一休み、途中利

き水も行います。ガイドによる詳しい説明付きなので、水のおもしろさが満

喫できます。 

□営毎週土日 9時 30分～（2日前までに予約）□料お１人様1,000円（軽食代・

ガイド料込み）□問西条市観光協会（電話/FAX：0897-56-2605/ 

0897-47-3856）□Ｐ無料駐車場あり □他定員 2～5名、所要時間約2時間 
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新居浜港 ―愛媛県新居浜市 

港データ 係船場所・駐車場 

  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

新居浜 

①垣生第 1岸壁 193 -7.5 × ○ ○ 5,000 定期船利用 
新居浜東港フェリー 

センター待合室(2F) 

トイレ・物販：有 

収容可能人数：50人 

新居浜東港フェリー 

センター駐車場（10 台） ②マリーナ 

浮桟橋 C 
40×2 -3.0 ○ × ×   

□問新居浜港務局 港湾課 TEL 0897-65-1350 FAX 0897-32-3229 

http://www.city.niihama.lg.jp/ 

□交ＪＲ新居浜駅まで（車で約 20分） 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①広瀬歴史記念館 

幕末・明治の動乱期に、政府による接収や住友の経営難による売却から別

子銅山を守り、その開発の近代化を推進した広瀬宰平の足跡を通して新居

浜の生い立ちと日本の近代産業の歩みをたどる施設。 

□営 9 時 30 分～17時 30 分 □休月曜、祝日の翌日（日曜除く）、年末 

□料一般 520円（団体 20名以上は420 円）、中学生以下無料 □問広瀬歴史記

念館（電話/FAX：0897-40-6333/0897-40-6334）□Ｐ大型 5台、普通車 54台 

②マイントピア別子 

愛媛県新居浜市にある、楽しみながら別子銅山の歴史を学べるテーマパー

ク。本当に使っていた鉱山鉄道を使った鉱山観光、砂金採りなどのメニュ

ーがある。道の駅も併設。「東洋のマチュピチュ」と呼ばれる東平（とうな

る）ゾーンは、標高 750m の山中にあり、大正 5年から昭和5年までの間、

別子鉱山の採鉱本部が置かれていた当時の面影が色濃く残っている。 

■鉱山観光 

□営春休み～10月は 9時～18時、11月は 9時～17時、12月～春休みは 10

時～17時 □休年中無休 □料大人 1200 円、中・高校生 800円、3歳以上 600

円（人数に応じた団体割引あり） □問マイントピア別子（電話/FAX 

0897-43-1801/0897-43-4020） □Ｐあり（無料） 

■砂金採り 

□営春休み～11月は 9時 30分～16時、12月～春休みは土日祝のみ営業（10

名以上の予約は営業） □料中学生以上 500円、小学生 400円（20名以上は

各 50円引） 

□問マイントピア別子（電話/FAX 0897-43-1801/0897-43-4020）  

□他東平（とうなる）ゾーンへは冬季の凍結・積雪により道路閉鎖あり。 

鉱山観光+砂金採りのセットプランもあり。詳細はホームページでご確認く

ださい。http://www.besshi.com/ 
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【その他の港湾】 

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 利用問合先 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 
高速艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

最大トン数 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 
交通アクセス 

三机 

 

③三机東岸壁 

 
60 -4.5 ○ × ×  不定期船利用 伊方町役場 

瀬戸総合支所 

TEL 0894-52-0111 

FAX 0894-57-2424 

 付近まで進入可 
ＪＲ八幡浜駅 

(車で 50分)  

④三机物揚場 

 
94 -3.0 ○ × ×  不定期船利用 

長浜 

中央桟橋 93 -4.5 ○ ○ × 1,000 
2 バース有 

渡橋施設無 
長浜港務所 

TEL 0893-52-0149 

FAX 同上 

港湾センタービル 

待合所(1F) 

トイレ・物販：有 

港湾センタービル前 

(１台) 

ＪＲ伊予長浜駅 

(徒歩 5分) 

1 号浮桟橋 48 -3.0 ○ × ×  定期船利用   
ＪＲ伊予長浜駅 

(徒歩 3分) 

2 号浮桟橋 48 -2.5 ○ × ×     
ＪＲ伊予長浜駅 

(徒歩 15分) 

上浦 

井ノ口地区二本松桟橋 

（浮桟橋） 
24 -3.0 ○ × ×  

不定期高速艇のみ

利用 
今治市上浦支所 

産業建設課 

TEL 0897-87-3000 

FAX 0897-87-2237 

井口港務所（1Ｆ） 

トイレ・自動販売機：有 

収容可能人数：200 人 

二本松駐車場 

（乗用車 84台） 

駐車場内に路線バス停有 

大三島ＩＣ 

（車で 10分） 
井ノ口地区 

二本松桟橋(浮桟橋)フ

ェリー桟橋 

30 -4.0 ○ × ×  
ごくたまに不定期

高速艇利用 

北浦 浮桟橋 20.0 -4.0 ○ × ×  漁船の利用多し 

今治市伯方支所 

産業建設課 

TEL 0897-72-1500 

FAX 0897-72-2838 

 500ｍ付近まで進入可 
バス停留所 

(徒歩 10分) 

岡村 岡村港浮桟橋 24 -3.0 ○ × ×  
定期船利用 

（右舷：救急艇） 

今治市関前支所 

産業建設課 

TEL 0897-88-2111 

FAX 0897-88-2350 

岡村港務所 

1Ｆ：待合所 

2Ｆ：ちょうちょ島館 

トイレ：有 

付近まで進入可能 
広島空港 

（車で 100 分） 

堀江 堀江浮桟橋 35 -3.0 ○ × ×   
松山港務所 

TEL 089-951-2148 

FAX 089-953-4611 

 5 台 

松山空港 

(車 40 分) 

ＪＲ堀江駅 

(徒歩 5分) 

西中 物揚場 110 -4.0 ○ ○ ×  

定期船利用 

中島汽船 

じんわ 462 トン 

 1 台 離島 

伊予 

外港西（Ａ） 117 -5.0 ○ ○ ×   

伊予港 港務所 

TEL 089-982-0043 

待合室なし 

トイレ：有 

物販「マルナカ」 

徒歩 3分 

20 台 

ＪＲ伊予市駅 

伊予鉄郡中港駅 

(徒歩 10分) 

外港西（Ｂ） 110 -5.0 ○ ○ ×   

外港西（Ｃ） 90.0 -4.0 ○ ○ ×   

生名 浮桟橋Ｂ 20 -4.0 ○ × ×  

(工事中) 

定期船利用 

救急艇使用 
上島町 

生名総合支所 建設課 

TEL 0897-76-3000 

FAX 0897-76-2375 

生名港務所  離島 

立石 浮桟橋Ｂ 20 -4.0 ○ × ×  

(工事中) 

定期船利用 

救急艇使用 

夜間定期船係留 

立石港務所 

・立石港駐車場 

・乗船待機スペース 

横に進入可 

離島 
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【その他の港湾】 

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 利用問合先 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 
高速艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

最大トン数 
待合・休憩施設 

大型バス 

待機可能箇所（台数） 
交通アクセス 

弓削 

物揚場 65 -4.0 ○ × ×  
自衛隊（掃海艇ゆげし

ま）入港実績あり 

上島町 

弓削総合支所 建設課 

TEL 0897-77-2500 

FAX 0897-77-4011 

 

弓削港務所（待合所） 

トイレ：有 

食料品等購入施設有 

付近まで進入可 

5 台 

離島 

第１桟橋 10×3 -4.0 ○    海の駅 

弓削総合庁舎 

トイレ：有 

燃料補給可能 

県道沿い 

2 台 

小漕 小漕浮さん橋 20 -4.0 ○ × ×  定期船利用 
上島町 

岩城総合支所 建設課 

TEL 0897-75-2500 

FAX 0897-75-2877 

 

小漕港務所 

待合所(1Ｆ) 

トイレ：有 

付近まで進入可 離島 

長江 

浮さん橋 20 -4.0 ○ × ×  定期船利用 長江港務所 

待合所(1Ｆ) 

トイレ：有 

付近まで進入可 離島 

長江岸壁（-5.5ｍ） 100 -5.5 × ○ ×   
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別府港 ―大分県別府市 

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

別府 

石垣第三埠頭 

－１２ｍ岸壁 
275m -12m × ○ ○ 50,000GT 定期船利用 

県営３号上屋 

トイレ・物販：有 

駐車場： 

普通車約 300台 

石垣第四埠頭 

－１０ｍ岸壁 
280m -10m × ○ ○ 50,000GT 

（工事中） 

H23.3 月に供

用開始予定 

 
駐車場 

大型バス：約 35台 

 

□問別府土木事務所 TEL 0977-67-0212 

□交別府駅まで（車で 15分） 

 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①地獄めぐり 

250ｍ～300ｍの地底から噴き出る熱湯、噴気、熱湯の様子を地獄に見立てた、

別府ならではの体験スポット。摂氏 98 度もあるが涼しげなコバルトブル-の

「海地獄」、真っ赤な湯が煮えたぎる「血の池地獄」、周期的に約 20m も熱湯

を噴き上げる「龍巻地獄」などなど珍しいものばかり。 

□営 8 時 00～17時 □休無休 □料８地獄共通観覧券（８地獄共通観覧券は、ど

の地獄からも購入可） 大人 2.000 円、高校生 1.300 円、中学生 1.000 円、

小学生 900 円、30 人以上団体割引あり □問 別府地獄組合（電話/FAX：

0977-66-1577/0977-66-7921） □Ｐ地獄無料駐車場あり。総合約 720 台 

②大分香りの博物館 

世界でも珍しい「香り」をテーマにした博物館。1階では、香料原料や世界の

有名な香水の膨大なコレクションを展示し、2階では香りの歴史や人々との関

わりを展示、解説。世界で一つ自分だけのオリジナル香水作りやアロマ（芳

香浴）体験もできます。 

□営 10 時～18 時 □休無休 □料大人 500 円、大学・高校生 300 円、中・小学生

200 円（20人以上 2割引） □問電話/FAX：0977-27-7272/0977-27-7575 □他調

香体験、アロマ（芳香浴）体験は受付にて申し込み 

■調香体験工房 

オリジナルの香り作りを体験できます。受付にてご予約が必要です。 

料金：１回 2,000 円（お持ち帰りの香水、香水ビン含む）  

■アロマルーム 

リラックスして様々な香りを体験いただけます。受付にてご予約が必要です。

また、体験には別途料金が必要です。料金：１回 500 円 

③アフリカンサファリ 

約 115haの敷地内にシロサイやキリン、ライオン等70種 1300 頭羽の動物

たちの野生の生態を見学できるテーマパーク。直接エサを与えられる「ジ

ャングルバス」のほか「リスザルの森」、「ふれあい牧場」、「キャットサロ

ン」、「ドッグサロン」などがあり、動物と自然にふれあえる。 

□営 11 月～ 2月は 10時～16時(自家用車乗入れ可能※要ガイドDVD) 

3 月～10月は 9時～17時(自家用車乗入れ可能※要ガイド DVD) 

□休無休 □料大人（高校生以上）2,300 円、小人（４才～中学生）1,300円 

□問電話/FAX：0978-48-2331/0978-48-2330 □Ｐ 1500 台 

③大分マリーンパレス水族館「うみたまご」 

海と山に囲まれた水族館うみたまごでは、世界最大級のタッチプールで魚

をじかに触ったり、イルカやラッコのパフォーマンスショーなどが楽しめ

ます。 
□営 9 時～18時（月～金）9時～金 21時（土日祝） □休無休 □料大人（高

校生以上）1,890 円・小人（小中学生）950 円・幼児（4歳以上）630 円、

15人以上団体割引あり □問電話/FAX： 097-534-1010/097-534-1013 

□Ｐ 8 時 30～22 時 30 分 乗用車 400 円、大型車（マイクロ・大型バス）1,000

円／１回 台数：約 800 台 
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大分港 ―大分県大分市 

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

大分 
大分港大在 

－１２ｍ岸壁 
240 -12.0 × ○ ○ 30,000DW 

テロ対策等に

による諸手続

きが必要 

 付近まで進入可 

 

□問大分港振興室 TEL 097-558-5111 

 

□交大在駅まで（車で 10分） 

 

 

周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①地獄めぐり 

250ｍ～300ｍの地底から噴き出る熱湯、噴気、熱湯の様子を地獄に見立てた、

別府ならではの体験スポット。摂氏 98 度もあるが涼しげなコバルトブル-の

「海地獄」、真っ赤な湯が煮えたぎる「血の池地獄」、周期的に約 20m も熱湯

を噴き上げる「龍巻地獄」などなど珍しいものばかり。 

□営 8 時 00～17時 □休無休 □料８地獄共通観覧券（８地獄共通観覧券は、ど

の地獄からも購入可） 大人 2.000 円、高校生 1.300 円、中学生 1.000 円、

小学生 900 円、30 人以上団体割引あり □問 別府地獄組合（電話/FAX：

0977-66-1577/0977-66-7921） □Ｐ地獄無料駐車場あり。総合約 720 台 

②大分マリーンパレス水族館「うみたまご」 

海と山に囲まれた水族館うみたまごでは、世界最大級のタッチプールで魚を

じかに触ったり、イルカやラッコのパフォーマンスショーなどが楽しめます。 
□営 9 時～18 時（月～金）9 時～金 21 時（土日祝） □休無休 □料大人（高校

生以上）1,890 円・小人（小中学生）950 円・幼児（4 歳以上）630 円、15 人

以上で団体割引あり □問電話/FAX： 097-534-1010/097-534-1013 

□Ｐ乗用車 400 円、大型車（マイクロ・大型バス）1,000 円／１回 台数：約

800 台 

③高崎山自然動物園 

別府湾に面し、瀬戸内海国立公園内に位置する高崎山は、山全体がニホン

ザルの生息地となっている。約 1700頭の猿が 3つの群に分かれ、毎日エ

サ寄せ場に現れほほえましい交歓風景を見せてくれる。「おさる館」「さる

っこレール」も生まれ今まで以上に楽しめる。 

□営 8 時 30 分～17時 □休無休 □料入園料：大人 500円・高校生 500円・小

中生 250円・幼園児以下無料、30人以上団体割引あり、モノレール 100

円 □問電話/FAX：097-532-5010/097-536-2500 □Ｐ水族館うみたまごも利

用可。 普通車（軽自動車）400 円、バス 1,000 円、二輪車無料 
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中津港 ―大分県中津市 

港データ 係船場所・駐車場 
  

港湾名称 

旅客船係留施設 対象船舶規模の目安 

備考 

港湾付属施設 

係船場所名/ 

種別 

バース 

長さ（m） 

バース 

水深（m） 

高速

艇 

旅客船 

700t 

旅客船 

3,000t 

左記以上 

（最大 t） 
待合・休憩施設 

大型バス待機可能箇所 

（台数） 

中津 
中津港田尻地区 

－１１ｍ岸壁 
260m -11m × ○ ○ 25,000GT 

テロ対策等に

よる諸手続き

が必要 

 付近まで進入可 

 

□問中津土木事務所 TEL 0979-22-2110 

 

□交中津駅まで（車で 15分） 

 

 周辺の主な観光地・体験メニュー （港から一般道 30 分以内） □営営業時間 □休定休日 □料料金 □問問い合わせ先 □Ｐ駐車場 □他その他注意事項 
①福沢諭吉旧居（福澤旧居・記念館） 

福澤諭吉が起居した母屋と、自ら改造し勉学に励んだ土蔵が残っています。 

また隣接する記念館には、諭吉に関する様々な資料が展示され、その一生が

つぶさに見られます。 

□営 8 時 30 分～17時 □休 12/31 □料高校生以上 400円、中学生以下 200 円、20

名以上団体割引あり □問電話：0979-25-0063  

 

②中津城 

中津城は、豊臣秀吉より豊前 6 郡を拝領した黒田孝高（如水）が山国川（当

時高瀬川）河口の地に築城したのが始まり。城郭の形が扇の形をしていたこ

とから「扇城」とも呼ばれていました。現在の天守閣は、昭和 39年に建設さ

れたものです。 

□営 8 時 30 分～17時 □休無休 □料高校生以上 400 円、中学生以下 150 円、30

名以上団体割引あり □問電話：0979-22-3651 

 

③青の洞門 

菊池寛の小説「恩讐の彼方に」で全国的に知られた名高い名所旧跡”青の洞

門”。山国川のほとりの競秀峰のすそに掘られています。見学自由。 

□営 8 時 30 分～17時 □休無休 □料無料 □Ｐ無料あり 
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■大阪

●泉佐野

●20～50tの高速艇までが係船可の施設がある港

●700tまでの船舶が係船可の施設がある港

◆3000tまでの船舶が係船可の施設がある港

■3000t以上の船舶が係船可の施設がある港
（係船の可否は目安です）

●加太

●湯浅広

●由良

■神戸

■姫路
●相生

●岩屋
●淡路交流の翼

●洲本

●福良

■宇野
■水島

牛窓
●

岡山■

●寒河

●鴻島

●犬島渋川
●

●石島

東備●

（笠岡諸島）

●豊浦（北木島）
●大浦（北木島）
●前浦（六島）
●小飛島（小飛島）

●瀬戸田

福山●

●広島

●呉

●
御手洗

●
土生

●重井

●
生口

須波●

（佐木島）

佐木●
瀬戸田●

鮴崎●

木江●
大西●

川尻●

蒲刈●

大竹◆

●厳島
尾道糸崎

下関■

徳島小松島■

亀浦●

■高松

■坂出

◆与島

◆丸亀

◆多度津
■詫間

仁尾●

宮浦●
●直島

◆池田

坂手◆
◆内海

◆土庄
土庄東■

◆大部

三本松◆

津田●

●高見
佐柳●
粟島●

●観音寺

（豊島）

●家浦
●手島（手島）
●青木・ ●江の浦（広島）

●本島（本島）
●里浦（牛島）

■
今治

上浦
●

◆
東予

■
新居浜

三机
●

◆長浜

北浦●

●岡村

●堀江（中島）西中●

●伊予

●生名・ ●立石（生名島）
●弓削（弓削島）
●小漕・ ●長江（岩城島）

■
宮浦

別府■

大分■

中津■

◆和歌山下津

２－３ クルーズ船を係船可能な港のプロットマップ

※図は各港湾管理者へのアンケート結果に基づき作成。なお、
松山港など実際には大型船が入港しているが、常に受け入
れが可能でない等の理由により掲載していない港湾もある。

徳山下松■
岩国■

三田尻中関
■宇部■

伊保田
●

柳井●

21瀬戸田、尾道糸崎(尾道・三原)、広島、御手洗、土生、重井、生口、須波、佐木、
瀬戸田、鮴崎、木江、大西、呉、川尻、蒲刈、大竹、厳島、福山

広島県

16宇野、水島、牛窓、岡山、寒河、鴻島、犬島、渋川、石島、東備、豊浦、小飛島、
大浦、前浦

岡山県

14和歌山下津 、加太、湯浅広、由良和歌山県

11神戸、姫路、相生、岩屋、淡路交流の翼、洲本、福良兵庫県

9大阪、泉佐野大阪府

掲載頁港湾名府県名

21瀬戸田、尾道糸崎(尾道・三原)、広島、御手洗、土生、重井、生口、須波、佐木、
瀬戸田、鮴崎、木江、大西、呉、川尻、蒲刈、大竹、厳島、福山

広島県

16宇野、水島、牛窓、岡山、寒河、鴻島、犬島、渋川、石島、東備、豊浦、小飛島、
大浦、前浦

岡山県

14和歌山下津 、加太、湯浅広、由良和歌山県

11神戸、姫路、相生、岩屋、淡路交流の翼、洲本、福良兵庫県

9大阪、泉佐野大阪府

掲載頁港湾名府県名

51別府、大分、中津大分県

45今治、宮浦、東予、新居浜、三机、長浜、上浦、北浦、岡村、堀江、西中、伊予、生名、立石、弓削、小
漕、長江

愛媛県

36三本松、津田、高松、坂出、与島、丸亀、多度津、詫間、仁尾、宮浦、直島（本村）、池田、坂手、内海、
土庄、土庄東、大部、青木、手島、江の浦、本島、里浦、高見、佐柳、粟島、観音寺、家浦 、女木

香川県

34徳島小松島、亀浦徳島県

28下関、徳山下松、岩国、三田尻中関、宇部、柳井、伊保田山口県

掲載頁港湾名県名

51別府、大分、中津大分県

45今治、宮浦、東予、新居浜、三机、長浜、上浦、北浦、岡村、堀江、西中、伊予、生名、立石、弓削、小
漕、長江

愛媛県

36三本松、津田、高松、坂出、与島、丸亀、多度津、詫間、仁尾、宮浦、直島（本村）、池田、坂手、内海、
土庄、土庄東、大部、青木、手島、江の浦、本島、里浦、高見、佐柳、粟島、観音寺、家浦 、女木

香川県

34徳島小松島、亀浦徳島県

28下関、徳山下松、岩国、三田尻中関、宇部、柳井、伊保田山口県

掲載頁港湾名県名

徳島県

香川県

愛媛県

和歌山県

大阪府

兵庫県

岡山県

広島県

山口県

福岡県

大分県

●女木

■松山

■■
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３．クルーズに関する情報の整理 

 

３－１ 瀬戸内海の航路、航行規制、錨地 

 
（１）航路 

 航路は、船舶などが海上または河川を航行するための通路として、海図に表されてい

る。瀬戸内海は船舶交通が輻輳している海域や港湾があるため、安全な船舶交通や港内

の整とんを目的として、法律によって各種の航路が定められている。 
 
①海上交通安全法に基づく瀬戸内海の航路 

 海上交通安全法における瀬戸内海の航路として、表 3-1-1 の航路がある。また、航路

の位置は図 3-1-1 のとおりである。具体的な海域については海上交通安全法施行令第３

条別表第２に記載されている。 

 

表 3-1-1 海上交通安全法における瀬戸内海の航路（第２条別表） 

航路の名称 所在海域 
明石海峡航路 明石海峡 
備讃瀬戸東航路 瀬戸内海のうち小豆島地蔵埼沖から豊島と男木島との間を経て小

与島と小瀬居島との間に至る海域 
宇高東航路 瀬戸内海のうち荒神島の南方から中瀬の西方に至る海域 
宇高西航路 瀬戸内海のうち大槌島の東方から神在鼻沖に至る海域 
備讃瀬戸北航路 瀬戸内海のうち小与鳥と小瀬居島との間から佐柳島と二面島との

間に至る海域で牛島及び高見島の北側の海域 
備讃瀬戸南航路 瀬戸内海のうち小与島と小瀬居島との間から二面島と粟島との間

に至る海域で牛島及び高見島の南側の海域 
水島航路 瀬戸内海のうち水島港から葛島の西方、濃地諸島の東方及び与鳥と

本島との間を経て沙弥島の北方に至る海域 
来島海峡航路 瀬戸内海のうち大島と今治港との間から来島海峡を経て大下島の

南方に至る海域 
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宇高東航路宇高西航路

明石海峡航路

備讃瀬戸東航路

水島航路

備讃瀬戸北航路

備讃瀬戸南航路

来島海峡航路

 

図 3-1-1 海上交通安全法における瀬戸内海の航路（位置図） 

 

②海上交通安全法に基づく航路における主な航行ルール 

 

ア）航路航行義務（海上交通安全法第４条及び海上交通安全法施行規則第３条） 

長さ 50 メートル以上の船舶は、航路がある場所では航路をこれに沿って航行しなけ

ればならない。 

 

イ）速力の制限（海上交通安全法第５条及び海上交通安全法施行規則第４条） 

水島航路の全区間と備讃瀬戸東航路、備讃瀬戸北・南航路の一部区間では、 船舶は

12 ノットを超える速力で航行してはならない。 

 
図 3-1-2 速力制限区間（資料：日本沿岸安全航行用資料） 
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ウ）航路の横断の方法（海上交通安全法第８条） 

航路を横断する船舶は、当該航路に対しできる限り直角に近い角度で、すみやかに横

断しなければならない。 

 

エ）航路への出入りまたは航路の横断の制限（海上交通安全法第９条及び海上交通安全

法施行規則第７条） 

備讃瀬戸東航路（図左）、来島海峡航路（図右）の区間において、船舶は航路へ出入

し、又は航路を横断してはならない。 

 
図 3-1-3 航路への出入りまたは航路の横断の制限区間（資料：日本沿岸安全航行用資料） 

 

オ）びょう泊の禁止（海上交通安全法第 10条） 

船舶は、航路においては、びよう泊（びよう泊をしている船舶にする係留を含む）をし

てはならない。 
 

カ）航路ごとの航法 

・明石海峡航路では、航路の中央線から右側の部分を航行しなければならない。（海

上交通安全法第 15条）（図 3-1-4） 

・備讃瀬戸東航路では、航路の中央線から右側の部分を航行しなければならない。宇

高東航路は北の方向への、宇高西航路は南の方向への一方通航。（海上交通安全法

第 16条）（図 3-1-5） 

・備讃瀬戸北航路は西の方向への、備讃瀬戸南航路は東の方向への一方通航。水島航

路では、できる限り航路の中央から右側の部分を航行しなければならない。（海上

交通安全法第 18条）（図 3-1-5、3-1-6） 
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図 3-1-4 明石海峡航路 

 

 
図 3-1-5 備讃瀬戸（東/南/北）航路、宇高航路（東/西） 

 

 
図 3-1-6 水島航路 

（資料：日本沿岸安全航行用資料） 
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・来島海峡航路では、潮流の流向が順潮であるときは中水道を、逆潮であるときは西

水道をそれぞれ航行しなければならない。（海上交通安全法第 20条）（図 3-1-7） 

 
図 3-1-7 潮流の流向による来島海峡航路の航行方向の違い 

（資料：日本沿岸安全航行用資料） 

 

キ）来島海峡航路の追い越し禁止 

来島海峡航路の図 3-1-8 に示す区間においては、他の船舶を追い越してはならない。 

（海上交通安全法第６条の２及び海上交通安全法施行規則第５条の２第１項） 

 
図 3-1-8 来島海峡航路追い越し禁止区間 

（日本の VTS（通航ガイド）） 

 
この他、避航の方法、行先の表示、追い越しの場合の信号、巨大船等の航行時の通報

など様々な航行ルールが定められている。 
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③港則法に基づく特定港の航路 

 雑種船（汽艇、はしけ及び端舟等）以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通

過するには、国土交通省令で定める航路を通らなければならない。（港則法第 12条） 

 瀬戸内海における特定港とは下表のとおりである。 

 

表 3-1-2 瀬戸内海の特定港（港則法施行令第２条別表第２より） 

都道府県 特定港 

大阪府 阪南、泉州 

大阪府・兵庫県 阪神（大阪・尼崎西宮芦屋） 

兵庫県 東播磨、姫路 

和歌山県 和歌山下津 

岡山県 宇野、水島 

広島県 福山、尾道糸崎、呉、広島 

山口県 岩国、柳井、徳山下松、三田尻中関、宇部 

徳島県 徳島小松島 

香川県 坂出、高松 

愛媛県 松山、今治、新居浜、三島川之江 

大分県 大分 

 

 
 図 3-1-9 （例）高松港の航路 

 

航
路 
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（２）錨地 

錨地は、船舶が岸壁に着岸する前に一時的に停泊する場所で、港則法における特定港

内に停泊する船舶は、港長から必ず指定をうけ、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、

当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。（港則法第５条） 
 

 
図 3-1-10 （例）高松港の錨地（資料：高松海上保安部） 

 
（３）航行区域 

航行区域は、船舶の大小・構造・設備に応じて船舶が航行できる区域で、平水区域、

沿海区域、近海区域、遠洋区域の４種類に区分されており、船舶安全法施行規則第 1条

６項～９項で具体的な区域が定められている。瀬戸内海は、沿海区域と平水区域に分か

れている。 

 
図 3-1-11 平水区域（青線内）（資料：国土交通省中国運輸局 HP） 
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（４）水先区 

 水先人は、多数の船舶が行き交う港、海峡、海で、船長を補助し船舶を安全かつ効率

的に入出港させ、また、航行させるため、その港や水域の事情に精通した専門家のこと

である。 
水先区は、水先人が業務を提供する港や水域のことで、瀬戸内海では「和歌山下津水

先区」「大阪湾水先区」「内海水先区」「関門水先区」「小松島水先区」の５箇所が設定さ

れている。（水先法第 33 条及び水先法施行令第３条別表第１）さらに水先区の中でも、

特に船舶が混雑し、地形や水路が複雑で、気象や潮流の状況が厳しい港や水域について

は規定により船舶に水先人を乗り込ませなければならない「強制水先区」が設定されて

いる。（水先法第 35条及び水先法施行令第４条別表第２、第５条） 
瀬戸内海では「大阪湾区」「備讃瀬戸区」「来島区」「関門区」の４箇所が設定されて

おり、この区域を通過する総トン数１万トン以上の船舶には水先人の乗船が義務づけら

れている。 
水先区名 強制水先区名 水先人乗船義務 

大阪湾水先区 大阪湾区 総トン数１万トン以上の船舶 
内海水先区 備讃瀬戸区 

来島区 
総トン数１万トン以上の船舶 

関門水先区 関門区 総トン数１万トン以上の船舶 
関門区の区域を通過しない総トン数３千トン以上１

万トン未満の船舶 
総トン数３千トン未満の危険物積載船 

和歌山下津水先区 ― ― 
小松島水先区 ― ― 
 

 

図 3-1-12 水先区（資料：日本水先人会連合会ホームページ） 
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３－２ クルーズ運営に支障のある規制や課題に関する事業者アンケート結果

の分析 

 

（１）調査実施概要 

 

①実施目的 

 瀬戸内海のクルーズ観光推進のため、瀬戸内海クルーズを企画・実施する際の課題及

び障害となっている規制（主に観光面、運航面、法律面で、改善されればクルーズの魅

力向上につながるもの）についての事業者の関心を把握する。 
 
②調査実施対象 

 瀬戸内海に面する各県（和歌山県、大阪府、兵庫県、香川県、愛媛県、徳島県、岡山

県、広島県、山口県、福岡県、大分県）の定期航路もしくはチャーター船を有する船舶

事業者ならびに大型客船を所有する船会社 48社、クルーズ旅行商品を企画・実施する

旅行会社６社に対してＦＡＸでアンケート用紙を送付し、ＦＡＸまたはメールで回答を

得た。 

 

【船舶事業者】 

県 社名 県 社名
和歌山県 南海フェリー株式会社 社団法人牛窓町緑の村公社

関西汽船株式会社 有限会社からこと丸

株式会社名門大洋フェリー 瀬戸クルージング

株式会社神戸クルーザー 両備ホールディングス株式会社

神戸ベイクルーズ有限会社 株式会社アクアネット広島

有限会社神戸リゾートライン 上村汽船株式会社

ジャンボフェリー株式会社 しまなみ海運株式会社

ジョイボート南淡路株式会社 JR西日本宮島ﾌｪﾘｰ株式会社

早駒運輸株式会社 瀬戸内海汽船株式会社

ルミナスクルーズ株式会社 宮島松大汽船株式会社

粟島汽船株式会社 有限会社ドルフィン企画

内海フェリー株式会社 株式会社風の音舎

国際フェリー株式会社 関門海峡フェリー株式会社

四国汽船株式会社 周防大島松山フェリー株式会社

四国フェリー株式会社 周防灘フェリー株式会社

備讃フェリー株式会社 防予フェリー株式会社

本島汽船株式会社 オーシャントランス株式会社

石崎汽船株式会社 関門汽船株式会社

岩城汽船株式会社 阪九フェリー株式会社

宇和島運輸株式会社 国道九四フェリー株式会社

大三島ブルーライン株式会社 フェリーさんふらわあ

九四オレンジフェリー株式会社 商船三井客船株式会社

四国開発フェリー株式会社 日本クルーズ客船株式会社

中島汽船株式会社 郵船クルーズ株式会社

大分

福岡

山口

大阪府

兵庫県

香川

岡山

広島

愛媛
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【旅行会社】 

株式会社クルーズプラネット
クルーズのゆたか倶楽部株式会社

株式会社日本旅行赤い風船西日本事業部

近畿日本ツーリスト株式会社
中国四国メイトセンター

株式会社JTB中国四国

PTSクルーズデスク
※JTBグループのクルーズ専門デスク

 
 

③回収結果 

 船舶事業者 42社（うち大型客船所有３社）、旅行会社４社より回答があった。 

（回収率：85％） 
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（２）アンケート結果 

 

Ｑ１ 瀬戸内海クルーズ（瀬戸内海を航行するクルーズ）の企画・実施について該当す

るものに◯をつけてください。 

 

瀬戸内海クルーズの企画・実施状況について、回答があった 46社のうち、「今までに

瀬戸内海クルーズを企画・実施したことがある」と回答した事業者が 16社、「自社によ

るクルーズ企画・実施はしていない（貸出がメイン）」と回答した事業者が５社であっ

た。他の 25社は「瀬戸内海を航行するクルーズ旅行は実施する予定はない（できない）」

と回答した。 

 以下、Ｑ２以降のアンケート結果については、「企画・実施したことがある」「船を貸

出している」と回答した 21社の意見をもとに整理する。 

(N=46) 

 回答数 

①今までに瀬戸内海クルーズを企画・実施したことがある。 16 社 

②今後、瀬戸内海クルーズを企画・実施してみたい。 0社 

③自社によるクルーズ企画・実施はしていない。（貸出がメイン） 5社 

④瀬戸内海を航行するクルーズ旅行を実施する予定はない。（できない） 25 社 

 

また、21 社の内訳は下記のとおりである。 

 小型船 クルーズ船 大型クルーズ船 事業の中心となる船舶の規模を下記のとおり分

類した 

20 トン未満：小型船 

20 トン以上～700トン未満：クルーズ船 

700 トン以上：大型クルーズ船 

船舶事業者 6 7 6 

旅行会社 0 0 2 

 

Ｑ２ 中心となっているクルーズ事業について該当するものに◯をつけてください。

（複数回答可） 

 

 事業の中心となっている＜クルーズタイプ＞について、瀬戸内海沿岸の船会社は主に

「瀬戸内海発着のデイクルーズ」で、大型船舶を持つ船会社や旅行会社は「瀬戸内海発

着の宿泊クルーズまたは瀬戸内海外の港が発着の広域宿泊クルーズ」と回答した。 

 ＜クルーズ内容＞は、不定期実施のクルーズが多く、定期的に瀬戸内海を航行するク

ルーズ旅行を実施している事業者は遊覧船を含めて５社だった。 

 

＜クルーズタイプ＞               (N=21) 

 回答数 

①瀬戸内海発着のデイクルーズ 14 
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②瀬戸内海発着の宿泊クルーズ 2 

③瀬戸内海外の港が発着の広域デイクルーズ 1 

④瀬戸内海外の港が発着の広域宿泊クルーズ 5 

無回答 1 

 

＜クルーズ内容＞                            (N=21) 

 回答数 

①季節に応じて企画・実施している定期クルーズ 

・関門海峡付近で小型船舶で 30 分～60 分の遊覧 

・新門司、神戸、泉大津各港発着のショートクルーズ 

5 

②主要イベント時に合わせて企画・実施する不定期クルーズ 

・神戸発着の大阪湾内クルーズ 
13 

③その他 

・季節、イベントに関わらない不定期クルーズ（通常旅行商品） 

・季節・イベントに合わせた不定期クルーズ（チャーター） 

2 

無回答 1 

 

Ｑ４ クルーズ商品の集客で主に活用する媒体と集客エリアはどれですか。（複数回答可） 

  

集客手段については、「旅行会社や店頭でのパンフレット配布」が最も多く、次いで

「自社ホームページ」となっている。クルーズ商品のＰＲについての主な悩みや課題と

して、「広告宣伝費用の捻出が難しい」「費用に見合う効果が得られない」点が挙げられ

ている。瀬戸内海エリアは「陸上交通で行っている人が多く（クルーズでの）集客が難

しい」との意見もある。 

 

＜集客媒体＞          (N=21) ＜集客エリア＞         (N=21) 

 回答数  回答数 

①自社ホームページ 9 ①中国地域 13 

②新聞への折り込みチラシ 4 ②四国地域 9 

③会員等へのダイレクトメール 2 ③関西地域 11 

④旅行会社・店舗等でのパンフレ

ット配布 
14 ④関東地域 6 

⑤ブログや Twitter 0 ⑤九州地域 6 

⑥地元タウン誌への広告 2 ⑥その他（日本全国、海外） 4 

⑦その他（テレビ・ラジオ） 1   
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＜クルーズ商品のＰＲについての悩みや課題＞（自由記入） 

 事業者区分 使用船規模 

自社による広告宣伝費への予算 船舶事業者 小型船 

広告費に見合う収益があがらない 船舶事業者 小型船 

瀬戸内海に対する認知度が低く、「瀬戸内海」そのものが観

光地としてのブランド力を持っていない。どうしても「中国」

「四国」で分けられてしまうので、ＰＲの際の課題になる。

「瀬戸内海」を観光地として認識させることが課題。 

船舶事業者 小型船 

広く訴求するためには広告媒体への掲載が有効だがコスト

的に合わない。 

船舶事業者 クルーズ船 

広告宣伝の費用が高額である。 船舶事業者 クルーズ船 

チャーター船（貸切船）があるがＰＲできていない。 船舶事業者 クルーズ船 

瀬戸内海の昼間の特徴的な写真を入手できなかった。（チラ

シで訴求できる写真素材がない） 

船舶事業者 大型クルーズ船 

関西発着で設定する場合、瀬戸内海は陸上交通で既に行った

ことがある方が多く、集客的に難しい点がある。また同時に

関東等での集客については旅行会社としては発地できない

ため、商品企画化が難しいとの意見が多い。 

船舶事業者 大型クルーズ船 

一般の旅行商品と比べると料金のことなどハードルが高い

と思われがち。 

旅行会社 大型クルーズ船 

 

Ｑ５ 瀬戸内海で魅力的なクルーズを企画・実施するために、障害となっている、ある

いは課題と感じる（改善されればクルーズの魅力向上につながる）ものを下記か

ら重要度の高い順に５つまで選んでください。 

 

瀬戸内海で魅力的なクルーズを企画・実施するために、障害となっている、あるいは

課題と感じる（改善されればクルーズの魅力向上につながる）ものを重要度の高い順に

５つまで選んでもらい、そう思う理由や実際に問題となった事例を記入してもらった。 

(N=21) 

課題及び障害となる項目（自由意見） 事業者区分 使用船規模 

＜観光に関すること＞ 

①観光地の情報が不足（見所、港からのアクセス、料金等）          （2 票） 

②港から観光地間の二次交通の未整備                    （7 票） 

大型客船の寄港する港は駅やバス停から離れていることが

多く、二次交通は貸切バスかタクシーしかない。小型客船の

係船可能な場所が近くにない港もほとんどでツアーが組み

船舶事業者 小型船 
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にくい。 

島内バスの運行が不規則 船舶事業者 クルーズ船 

駐車場がなく現地集合が困難な場合が多い。 船舶事業者 クルーズ船 

港より徒歩で行ける観光地が少なく、バス等の手配が別途必

要になる場合が多い。 
船舶事業者 クルーズ船 

300 名単位の乗客を観光させる際には上陸後のバス等の輸送

手段（5～10台程度）がないと十分な観光を行えない。遠方

からのバス手配も可能な場合がありますがコストが高くな

る。（※これは上陸場所に徒歩圏内で観光ポイント数カ所が

ある場合は問題となりません。）また、寄港可能な島から他

の島へ移動する際に陸上からの移動ができない場合は、地元

の小型船を利用することになるが、収容能力（定員）や貸切

料金の関係でツアー代金が高額になる。場所によってはそも

そも小型船自体が存在しない場合もある。 

船舶事業者 大型クルーズ船 

島嶼部の寄港地では、貸切バスやタクシーの台数が少なく、

オプションを組みにくい。自由行動が多くなる傾向がある。 
旅行会社 大型クルーズ船 

③瀬戸内海沿岸や島々に訴求力のある魅力的な観光地が不足          （3 票） 

花火以外に何か価値の高い船上からの風景が無い。 船舶事業者 クルーズ船 

魅力的な寄港地はあるが、受け入れ態勢が整っていないので

どうしても有名な場所に偏りがちである。 
船舶事業者 クルーズ船 

離島では、現地観光施設の収容能力がバス２台程度（100 名

弱）に対応できないと陸上観光に取り入れることが困難であ

る（例、直島）現地での食事場所（主に昼食）が同じく 100

名単位で対応できる箇所がないと、半日観光しか設定でき

ず、実質的に十分な観光をすることができない。 

船舶事業者 大型クルーズ船 

景観の良さ以外の魅力が伝わってこない 旅行会社 大型クルーズ船 

④地元自治体や NPOとの協力関係の構築                   （1 票） 

現地観光のコース提案等魅力づけや関係各所との調整、現地

での歓迎行事の実施等で協力を得られればより顧客満足度

の高い内容のクルーズ設定が可能となる。 

船舶事業者 大型クルーズ船 

＜港や旅客用施設の利用に関すること＞ 

⑤港の詳しい情報が不足（係船場所、トイレ、利用ルール等）          （5 票） 

不定期便でお客さんの要望する場所へ行っていたが、事前に

視察しても情報が得られない。 
船舶事業者 小型船 

旅客船用の係船場所が少なく、荷役用で使える場所を探す場

合が多い。 
船舶事業者 クルーズ船 
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⑥港湾利用の問い合わせや利用手続きの手間                 （1 票） 

⑦水域利用に関する漁協との調整                      （4 票） 

漁業補償の費用が高く、１社では賄いきれない。 船舶事業者 小型船 

地域によりケースバイケースだが、経費が発生する場合があ

る。 
船舶事業者 クルーズ船 

乗客の乗下船の為に港外（上陸場所）に本船を錨泊するが、

錨地選定の際にその海域で操業する漁協が複数ある場合が

あり、その際はそれぞれの漁協への錨泊に対する協力を依頼

するが、１ケ所でも同意を得られないと錨地になりえず、寄

港できない。漁協側としては「錨によって、海底の起伏や流

れが変わって漁獲に影響がある」との意見があり、当社とし

てもそれを否定する明確な根拠もないため、寄港を断念して

いる。このような場合、地元自治体の協力を得たいが「当該

海域」の自治体と「漁協が存在する地域」の自治体が異なる

場合、自治体間で協調いただかない限り当社としては、これ

以上の対応は難しい。 

船舶事業者 大型クルーズ船 

直接エージェントが交渉することはないが、船舶会社として

はその交渉が面倒で、瀬戸内海に配船される回数が少ないの

では。 

旅行会社 大型クルーズ船 

⑧貨物船や定期船などとの併用による、使用時間の制約             （4 票） 

小さな島へ行くことが多いが、定期船桟橋以外に係船できる

ところがなく困る。また定期船の使用がない時間でも一時係

船させてもらえない。 

船舶事業者 小型船 

定期船が優先については仕方がないが、何らかの策を考えて

いただきたい。 
船舶事業者 クルーズ船 

大型船の夜間禁止等スケジュールがたてにくい。  旅行会社 大型クルーズ船 

来島海峡は特に制約があり、良いタイムスケジュールを組む

のに苦労した。 
旅行会社 大型クルーズ船 

⑨入港料等の港湾使用料                          （2 票） 

プレジャーボートでのクルーズをしていますので、海の駅を

利用することが多いが、民間のマリーナが運営する海の駅は

観光地に遠かったり係船料金が高い。 

船舶事業者 小型船 

⑩係船業務（綱取り）料金                         （5 票） 

場所によっては綱取員の確保ができない。 船舶事業者 小型船 

現在、自社の子会社に委託していますが、経費削減のために

弊社社員での作業を計画しています。 
船舶事業者 クルーズ船 

事業者によって料金が違う。一寄港が約 50 万円するはずで 旅行会社 大型クルーズ船 



 70

す。これは高い。 

⑪タグボート料金                             （0 票） 

＜港や旅客用施設の整備に関すること＞ 

⑫バリアフリー化やユニバーサルデザインへの対応の遅れ           （2 票） 

港によっては対応ができていない 船舶事業者 小型船 

障害者や高齢者への配慮が必要なのはわかっていても、投資

する余裕がない。 
船舶事業者 クルーズ船 

⑬港湾施設の老朽化による旅客の安全性の低下                （2 票） 

一部の桟橋では、老朽化により旅客の安全性が低下している 船舶事業者 小型船 

港によっては老朽化が進んでおり、乗客が乗下船する際に問

題があり、事故・ケガにつながる恐れがある。 
船舶事業者 小型船 

⑭トイレや待合所などの整備不足                      （5 票） 

トイレ等を管理する者がいない港があるので、トイレットペ

ーパーが切れてありイメージを悪くする。 
船舶事業者 小型船 

受け入れ体制や設備が整っている場所が限られている。 船舶事業者 クルーズ船 

定期船の発着が廃止になったような港では特に整備されて

いないように思われる。 
船舶事業者 クルーズ船 

旅客用に整備されているところが少ない。 船舶事業者 クルーズ船 

一部の港では、トイレが近くになく不便。また雨天時の待ち

スポットが無いため、お客様には不便。 
旅行会社 大型クルーズ船 

⑮外国人用の案内情報や人員の不足                     （2 票） 

外国人利用のうち８～９割を韓国人が占めるが、細かい説明

ができず集客に結びつかない。 
船舶事業者 小型船 

広島港には公的案内所がなく、外国人への対応で苦労しまし

たが、現在広島港内に建設中です。 
船舶事業者 クルーズ船 

⑯外国人用の案内情報や人員の不足                     （3 票） 

岸壁の水深不足で大型船が着けられない。 船舶事業者 クルーズ船 

錨地から上陸場所までは小型船に乗り換えて上陸するが、そ

の際お客様の安全上、台船があると望ましい。また収容能力

（100 名以上）である程度の速度のある現地船があれば、上

陸までの時間が短縮でき観光に充てる時間を増やすことが

可能になる。 

船舶事業者 大型クルーズ船 

せっかくの風光明媚な所なのにクルージングをするのがメ

インでなかなか寄港できる港がない。 
旅行会社 大型クルーズ船 
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＜クルーズ事業に関すること＞ 

⑰クルーズ船の確保・維持                         （7 票） 

年に数回のクルーズでは船員と船の維持ができない。 船舶事業者 小型船 

生活航路に利用している船舶を使用 船舶事業者 小型船 

日本は外国に比べて船を所有/運航するためのコストが割高

で、クルーズ船のビジネスモデルが成立しないためにクルー

ズを専門に扱う運航会社ができにくい。 

船舶事業者 小型船 

燃料費、保険代が高い。 船舶事業者 小型船 

古い船しかなく、バリアフリー対応ができない。 船舶事業者 クルーズ船 

毎年のドッグ代などの維持費がかさみ、維持が大変です。 船舶事業者 クルーズ船 

定期船（夜間使用）で使っている船を昼間のクルーズ用に回

さなければならない。 
船舶事業者 大型クルーズ船 

⑱船員やスタッフの確保・育成                        （1 票） 

内航船では外国人船員の雇用ができないことと人件費が観

光バスやホテルなどの宿泊産業に比べて割高になることと、

船員を志す若者が少ないため人材不足が深刻。 

船舶事業者 小型船 

⑲旅行先としての瀬戸内海のＰＲ                      （7 票） 

実際に乗船された方には評判が良いが、知名度が低いのか利

用者は少ない。 
船舶事業者 小型船 

自社による航路とのマッチング（魅力的なコースの作成） 船舶事業者 小型船 

瀬戸内海へせっかく来ても、既存の観光地をバスで巡るツア

ーしか提案できないプランがほとんど。クルーズガイドを養

成して航行中に瀬戸内海の魅力を伝え、ブランド化を図って

ほしい。 

船舶事業者 小型船 

瀬戸内海やそれらの島々、船旅の魅力をさらにＰＲしていく

ことが重要。 
船舶事業者 クルーズ船 

ＰＲ材料があればありがたい。普段は夜間航行しているため

昼間の資料が少ない。 
船舶事業者 大型クルーズ船 

景観の良さ以外の魅力が伝わってこない。 旅行会社 大型クルーズ船 

⑳定期航路等、別事業での収益向上による採算性の確保             （3 票） 

過疎化及びＥＴＣ割引による利用客減少 船舶事業者 小型船 
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ここで、重要度１位を３ポイント、重要度２位を２ポイント、重要度３位以下を１ポ

イントで換算した場合、重要度の高い課題の上位５つは下記の通りとなった。 

船舶事業者を対象にしたことから、事業を継続するための「クルーズ船の確保・維持」

が重要度の高い課題として認識されている。次いで顧客を開拓するための「旅行先とし

ての瀬戸内海のＰＲ」、現実的に問題となっている「港から観光地間の二次交通の未整

備」「港の詳しい情報が不足」「入港料等の港湾使用料」といった点が課題として認識

されている。 

 

障害・課題点 ポイント換算 

⑰クルーズ船の確保・維持 14 

⑲旅行先としての瀬戸内海のＰＲ 13 

②港から観光地間の二次交通の未整備 11 

⑤港の詳しい情報が不足（係船場所、トイレ、利用ルール等） 9 

⑨入港料等の港湾使用料 8 

③瀬戸内海沿岸や島々に訴求力のある魅力的な観光地が不足 7 

⑧貨物船や定期船などとの併用による、使用時間の制約 7 

⑦水域利用に関する漁協との調整 7 

⑭トイレや待合所などの整備不足 6 

⑩係船業務（綱取り）料金 6 

⑯錨地がなく大型船のアクセス方法が制限される 6 

⑫バリアフリー化やユニバーサルデザインへの対応の遅れ 5 

①観光地の情報が不足 4 

⑳定期航路等、別事業での収益向上による採算性の確保 4 

⑬港湾施設の老朽化による旅客の安全性の低下 3 

⑮外国人用の案内情報や人員の不足 2 

⑱船員やスタッフの確保・育成 2 

④地元自治体や NPO との協力関係の構築 1 

⑥港湾利用の問い合わせや利用手続きの手間 1 

⑪タグボート料金 0 

 

 

Ｑ６－１ 航路の指定、水先人の乗船義務、航行速度規制（12ノット制限）、巨大船の

夜間航行の禁止、海峡での追越制限等のように、瀬戸内海の航行に関して、

全体的・個別的に法律による規制があります。貴社では、これらの法律によ

る規制が理由で、クルーズの企画・実施に影響を与えていることがあります

か。 

 

「法律による規制が理由で、クルーズの企画・実施に影響を与えていることがあるか」

との質問には、21社中７社が「影響を与えていることがある」と回答した。 
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Ｑ６－２ それはどんな影響ですか。（複数回答可） 

 

「影響がある」と回答した７社のうち６社が「スムーズなツアー行程が組みにくい原

因の１つとなっている」と回答した。 

 回答数 

①魅力的な観光地であっても訪問先から除外しなければならない場所がある。 3 

②旅行代金が高くなる原因の１つになっている。 2 

③スムーズなツアー行程が組みにくい原因の１つとなっている。 6 

④船員の確保や安全対策などが過大になる原因の１つとなっている。 2 

⑤その他 

・邦船チャーターが寄港しにくい。できたとしても発着時間が悪くなります。 

・海峡を見せてあげたい場合も通過のみとなる。 

2 

 

Ｑ６－３ 支障となっている規制の内容を具体的にお聞かせください。また、その時に

問題となった規制が緩和されることによるメリットを教えてください。 

 

具体的な規制の内容とその規制を緩和することによるメリットとして、下記の点が挙

げられている。 

支障となっている規制の内容 規制緩和によるメリット 

巨大船の夜間航行の禁止 より遠路へのクルーズ企画が可能 

水先人乗船時は入港時間の規制がある港が

ある。 

24時間入出港可能となると航海計画上、色々

な港に行ける。 

巨大船の夜間航行の禁止、航行速度規制、水

先人の乗船義務 

 

安全運航の確保、年間定時運航率のアップ、

航海時間短縮によるチャーター船受け入れ

の拡大、経費の軽減等 

客船の瀬戸内航行に関すること全般 
スケジュールが自由に建てられることがで

き、コースの幅が広がり、集客につながる。 

指定区間サービス基準、航行区域制限 神戸発の定期クルーズの就航が可能になる。

定期的なクルーズの実施でインバウンド誘

客へつなげたい。 

50m 超の船舶の航路航行義務 明石海峡などでの遊覧の幅が広がり、お客様

の要望に幅広く応えられる。 
※巨大船：全長 200m以上の船舶（海上交通安全法） 

※航行速度規制：水島航路の全区間と備讃瀬戸東航路、備讃瀬戸北・南航路の一部区間では、 船舶は 12 ノットを超え

る速力で航行してはならない。（海上交通安全法） 

※水先人乗船義務：大阪湾区、備讃瀬戸区、来島区は水先法施行令により規定の船舶には水先人を乗船させなければな

らない（水先法） 

※航路航行義務：長さ 50 メートル以上の船舶は、航路がある場所では航路をこれに沿って航行しなければならない。

（海上交通安全法） 
※指定区間サービス基準：離島等の住民の日常生活に必要不可欠な生活航路について、国土交通大臣が、関係都道府県

知事の意見を聴いて指定する区間が「指定区間」。「一般旅客定期航路事業」で「指定区間」への参入については運航

回数等「一定の海上輸送サービス（サービス基準）」を確保することが必要となる。 

※航行区域制限：船舶の大小・構造・設備に応じて船舶が航行できる区域（船舶安全法） 
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（３）アンケート結果のまとめ 

 

①観光に関すること 

「港から観光地間の二次交通の未整備」に関して問題認識が高い。 

具体的には、港から徒歩圏内に観光地がない場合が多いため、バスやタクシーなどの

二次交通を利用することとなり、オプションメニューが組みにくくなったり、旅行代金

が高額になったりすることが挙げられている。 

クルーズ船が直接着岸できない島を観光ルートに含めようとすると、別の小型船に乗

り換えて上陸しなければならないケースもあり、小型船手配にかかる費用が旅行代金の

高額化につながっているとの意見もあった。 

また、寄港地側で観光の窓口となって手配・調整をしてくれる組織等の存在が魅力あ

るクルーズ実施に結びつくとの意見がある。 

 

②港や旅客用施設の利用に関すること 

「港の詳しい情報が不足（係船場所、トイレ、利用ルール等）」「係船業務（綱取り）

料金」「水域利用に関する漁協との調整」に関して問題認識が高い。 

具体的には、係船箇所など港を利用するために必要な情報が得られないこと、係船業

務の料金の高さや人員確保、錨地選定時の地元漁協との交渉や漁業補償への対応が課題

として挙げられている。 

 

③港や旅客用施設の整備に関すること 

 主にハード面での問題点としては、老朽化による安全性への懸念、雨天時の利用が不

便である点など旅客が安全で快適に利用するための整備が必要との意見が挙げられて

いる。特に集合場所となり、旅客が一定時間滞在するような場所にはトイレや待合所を

整備する必要があるとの意見が挙げられている。 

 また、外国人が快適に利用したり、外国人の利用を促進するためには、利用する港へ

の公的な案内所が必要との意見が挙げられている。 

 

④クルーズ事業に関すること 

「旅行先としての瀬戸内海のＰＲ」に関して問題認識が高い。瀬戸内海沿岸は陸上

交通で行くイメージが強いため、陸上交通との競争を念頭に、「船旅」という旅行形態

自体の認知度向上や魅力づけが必要との意見が挙げられている。 

また、船舶の維持コストについても課題と感じている事業者が多い。 
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⑤法律による規制がクルーズの企画・実施に与える影響 

 

１）巨大船の夜間航行制限により、スムーズな行程が組めない 

 全長 200mを超える巨大船は、海難事故防止のため、備讃瀬戸及び来島海峡での夜間航行

が制限されている。これにより、クルーズの商品造成に関して「スムーズな行程が組めな

い」原因となっており、規制が緩和されることで「コースの幅が広がり、集客につながる」

との意見がある。 

 

２）新規航路展開やクルーズ商品造成がしにくい 

 定期的なクルーズを展開（一般旅客定期航路事業指定区間へ参入）する場合、魅力的な

コースでも離島航路（生活航路）などに対して国土交通大臣が指定している「指定区間」

が含まれる場合は、一定のサービス基準（決められた運航日、運航回数、輸送能力の確保

等）を満たす運航を行なわなければならない。その場合は、単なるクルーズ商品としての

ハードルが高くなり、商品造成がしにくいという意見もある。
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３－３ クルーズに関連するシンポジウム等の情報及び瀬戸内の観光活性化に        

貢献する定期航路の例 

 

（１）クルーズに関連するシンポジウム・取り組み事例 

 

①中四国・瀬戸内クルージングサミット 

 

瀬戸内海沿岸の公共マリーナを持つ

広島県福山市、岡山県瀬戸内市、愛媛

県新居浜市、高松市、三豊市の５市長

が集い、『中四国・瀬戸内クルージング

サミット』が仁尾マリーナで開催され、

一般市民を含む約 150 人が参加した。 

 

 

 

 

開催日 平成 22 年 8月 20 日（金） 

開催場所 仁尾マリーナ 

（住所）〒769-1406 香川県三豊市仁尾町仁尾己 918-12 

主催者 三豊市 

テーマ・目的 文化交流や物流を支えてきた瀬戸内海は日本の文化の原点であり、古く

から「海の路」としての機能を果たしてきた。瀬戸内海の歴史、文化、

豊かな自然を見つめ直し、海からの視点で魅力を再発見すると共に自治

体連携による広域的なネットワークで全国発信する。 

主な内容・ 

議論のポイント 

記念講演会 

香川県観光協会会長 梅原利之氏により講演会がなされた。 

演題【21 世紀は基礎自治体の時代。瀬戸内海から地方の元気を発信する】 

 

サミット（公開シンポジウム） 

・これからは各々の市ではなく、瀬戸内海という面を共有し、それぞれ

マリーナを持っている５市が、連携して何ができるのかを考えていく必

要がある。特に民間をサポートする、支援するという視点から、行政は

どんなことが出来るのか、しなければいけないのか。 

・既に地元の旅行業者が、いろは丸沈地点～福山市鞆の浦を訪ねるツア

ーや、海から行く瀬戸内国際芸術祭などのツアーを企画している。また、
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海で連携すれば、歴史など共通のテーマで観光資源を見せることが可能

になる。民間の旅行会社・船舶会社が企画を立てて新商品を造る。それ

を支援するのが、このサミットの取り組みである。 

・海を活かすと、これまで思いつかなかったようなテーマが生まれる。

福山市と三豊市では、龍馬～幕末というテーマも括りになる。瀬戸内市

と高松市では、アートという括りも可能。こういったテーマを民間事業

者がビジネスチャンスとして活用していく際に、行政が民間をソフト面

で支援する方法とは、どんなことが考えられるだろうか。 

・規制緩和を５市が連携して取り組むとか、後援という形でのバックア

ップなど、行政がソフト面でできる支援はたくさんあるのではないか。

例えば、情報面での支援（５市相互の観光資源やイベントなどの情報を

民間に提供）、市が後援することにより信用度が増す。それによるビジ

ネスチャンスの拡大も考えられる。 

 

サミット共同宣言 

最後に以下の共同宣言を読み上げ、瀬戸内の地域資源を生かした交流促

進や地域経済の活性化を目指すことを誓った。 

1. 自ら考え、自ら行動する基礎自治体と瀬戸内海に可能性を求める民

間事業者が参画する「中四国･瀬戸内クルージングサミット」によって、

瀬戸内新時代を目指す。 

2. このサミットに参加する各市が連携し、点在する瀬戸内海の海の史

跡を活用し、それを海から楽しむクルーズ等、民間のビジネスチャンス

の拡大をサポートしていく。行政や観光協会がそれぞれの文化・イベン

ト・観光情報を積極的に提供し合い、やる気のある民間事業者をソフト

面で支援していく。そして、この取組みを通じて、瀬戸内海地域に「人、

モノ、情報」の動きを作り出し、地域経済の活性化と、人や文化の交流

拡大に努める。 
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②第５回ジャパン・クルーズ・シンポジウム 

 

クルーズ船誘致で外国人観光客拡大を

目指す「ジャパン・クルーズ・シンポジ

ウム in福岡」が福岡国際会議場で開催さ

れ、外国クルーズ船社の寄港地選択に影

響を与える配船責任者やツアー責任者に

よるシンポジウム（カンファレンス）の

ほか、商談会およびファムトリップが実

施された。 

 

 

開催日 平成 22 年 9月 2 日（木）～9月 5日（日） 

開催場所 シンポジウム（9月 2日）/福岡国際会議場 

（住所）管理事務所〒812-0032 福岡市博多区石城町 2-1 

商談会（9月 3日）/グランド・ハイアット・福岡 

（住所）〒812-0018 福岡市博多区住吉 1-2-82 

ファムトリップ（9月 3～5日）/福岡県、長崎県、熊本県 

主催者 シンポジウム・商談会/観光庁、外航クルーズ旅行振興全国協議会 

ファムトリップ/九州運輸局 

テーマ・目的 さまざまな角度から、クルーズの日本への寄港促進および日本寄港クル

ーズへの利用を促進するプロモーションを実施し、外航クルーズの日本

寄港回数を増加させ、訪日旅行者数の拡大を図ることを目的とした。 

主な内容・ 

議論のポイント 

シンポジウム 

世界の有力クルーズ船会社６社や旅行会社、自治体などの幹部ら計 11

名が、訪日クルーズ船を増やす方策や訪日クルーズの将来性、寄港地に

ついての課題などをテーマにパネル討論を行った。なお、会場には港を

持つ全国の自治体や旅行会社などの関係者約 450 名が来場した。 

・訪日クルーズ船を増やすためには、入港料の引き下げや出入国手続き

（ＣＩＱ）の簡素化が必要であるとの意見が相次いだ。「入港費が高

いと寄港地の入れ替えが検討対象となる」「観光客にたくさんお金を

使ってもらうならＣＩＱの簡略化が必要」等の意見が出された。また、

船を運航する欧米の船会社からは「岸壁利用料など停泊にかかる経費

を安くしてほしい」と求める声も聞かれた。 

・外国ではまだまだ九州の知名度が低いことから、ＰＲ不足についても

指摘があった。上海で日本向けツアーを販売している旅行会社の幹部
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は、欧米と違い中国人は交通手段より行き先を重視する現状を例示し

ながら「中国人の目的は観光よりも買い物。九州の知名度は低く、リ

ピーターを増やすには一にも二にもＰＲが必要である」とした。 

・乗船客が求める条件として、情熱を持ったガイドがいることと観光コ

ースの充実という点が挙げられた。「英語が達者なだけでなく、寄港

地に優れたガイドがいることが重要。情熱を持って地元の文化を紹介

してくれる人材が必要」「大宰府天満宮を見て家電店で買い物をする

という定番パターンを多様化させる必要がある」等の意見が出され

た。また、台湾発着の日本寄港クルーズを実施している船会社の日本

オフィス代表は「外国人客は本物の日本文化の経験を求めている」と、

体験型観光拡充の必要性を説いた。 

 

商談会 

港・自治体と外国クルーズ船社との商

談会には23グループ、約100名が参加し、

ポートセールスを展開した。中国発着の

日本寄港、特に福岡、長崎をはじめとす

る九州地区への寄港回数は、この1～2年

で飛躍的な伸びを示していることに加え、さらに九州以東への寄港拡大

を目指す船社の動きもあり、商談会の参加者は横浜開催時（15グループ）

を大きく上回った。 

 

ファムトリップ 

商談会終了後、九州運輸局は地方連携事業として外航クルーズ船社幹

部を対象に、福岡、長崎、熊本県内を巡るファムトリップを実施、観光

地としての魅力をアピールした。九州運輸局が実施したアンケート結果

（ヒアリング形式）によると、招請者はいずれも、今回のツアーに参加

して「九州に非常に好感を抱いた」「非常に訪れたいと思う」と回答し、

今後の寄港地観光の造成に役立ったとしている。最も魅力を感じた観光

地については、福岡はベイサイドプレイス博多、マリノア地区、住吉神

社など、熊本は熊本城と阿蘇エリア、長崎は平和公園・原爆資料館など

を挙げた。外国クルーズ船社のキーパーソンに実体験を通じて、九州エ

リアの新たな情報を提供し、今後の寄港地および寄港地観光の選択肢を

与えることができた。 
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③「瀬戸内歴史海道構想」シンポジウム 

 

広島県呉市の大和ミュージアムの開館５周年記

念事業として、瀬戸内歴史海道構想」シンポジウ

ムが開催され、一体的な歴史海道としての瀬戸内

海エリアや、文化経済圏の構築、エリアの博物館

連携について、パネルディスカッションや分科会

で議論された。また、呉、松山、宮島の博物館な

どを巡るエクスカーション（体験型見学会）が行

われた。 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 平成 23 年 3月 5 日（土）、6日（日） 

開催場所 大和ミュージアム 呉市海事歴史科学館 

（住所）〒737-0029 広島県呉市宝町 5-20 

主催者 財団法人 自治総合センター 

「瀬戸内歴史海道構想」シンポジウム実行委員会 

テーマ・目的 瀬戸内にある博物館や美術館などのネットワークづくりを進め、観光、

文化の振興ならびに地域の活性化に寄与することを目的とする。 

主な内容・ 

議論のポイント 

パネルディスカッション 

【『瀬戸内歴史海道構想』の実現に向けて】 

瀬戸内の自然・歴史・文化等を再確認し、全国に発信することで、瀬戸

内エリアの観光、文化の振興および地域の活性化に寄与することを目的

に、瀬戸内歴史海道構想の実現に向けた施策を検討。 

 

広島県知事 湯崎氏「瀬戸内海の道構想により、瀬戸内海に点在する地

域資源を磨き上げ、観光産業をはじめとする地域産業の活性化につなげ

たいと考えている。」 

愛媛県知事 中村氏「小説『坂の上の雲』を活かしたまちづくりをはじ

め、歴史文化に根ざした観光施策を進め県内各市・町に結び付けてゆき

たい」 
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呉市長 小村氏「『瀬戸内歴史海道』シンポジウムの主催者として構想

実現に向けた様々な意見を聞きたい」 

瀬戸内海汽船㈱代表取締役社長 仁田氏「広島・呉・松山航路をはじめ、

瀬戸内海の観光スポットをネットワーク化し、付加価値の高い船旅を提

供している。瀬戸内海の持っている自然治癒力的なものを活かしていき

たい。」 

 

分科会 

【ワンダーミュージアム瀬戸内ネットワーク】 

「歴史・文化」「祭・伝統行事」「ものづくり・ひとづくり」の 3つのテ

ーマの分科会を実施し、地域の博物館、資料館等が連携して、瀬戸内の

自然・歴史・文化等の魅力を伝え、付加価値の高い文化観光等に資する

施策を検討。 

 

エクスカーション  

瀬戸内の「歴史を巡る旅」と題し、３本の体験型見学会を実施。 

・Ａコース【松山歴史海道を巡る旅】 

伊予松山で坂の上の雲をめざした明治人の姿に出逢う。学芸員解説やボ

ランティアガイドによる観光案内などによる松山を学べるコース。 

訪問箇所/坂の上の雲ミュージアム、秋山兄弟生誕地など 

・Ｂコース【瀬戸内海クルーズ満喫の旅】 

人気スポットを定期航路を利用して巡る瀬戸内の楽しみ方を体験。宮島

では「もみじ饅頭手焼き体験」も。 

訪問箇所/海上自衛隊第1術科学校、厳島神社など 

・Ｃコース【近代化遺産を巡る旅】 

瀬戸内の地勢を活かして明治から現代まで呉の発展を支え続ける技術

と歴史に触れる。 

訪問箇所/入船山記念館、日新製鋼（株）製鉄所など 
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④ものがたり観光シンポジウム「フジヤマから瀬戸内へ」 

多島美と島々の文化的差異が魅力の瀬戸内エリアを船旅で楽しむスタイルの必要性

をアピールするため、「ものがたり観光シンポジウム」が大阪ＷＴＣホールで開催され

た。瀬戸内の歴史や文化の豊潤さ、観光ルートとしての魅力について、パネルディスカ

ッション等を通じて議論が行なわれた。 

 

 

 

開催日 平成 22 年 4月 17 日（土） 

開催場所 ＷＴＣホール 

（住所）〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-14-16 

主催者 ものがたり観光行動学会 

テーマ・目的 「フジヤマから瀬戸内へ」 

東京・富士山に偏っているインバウンド誘致ＰＲに対し、幕末にシーボ

ルトはじめ外国人が絶賛し歴史文化回廊の役割をはたした「瀬戸内」に

も目を向けてもらう。年間訪日外国人観光客数３千万人の達成のために

も、首都圏―関西―九州間に、軸となる観光ルートの構築が必要。その

中でも、多島美と島々の文化的差異が魅力の瀬戸内エリアを船旅で楽し

むスタイルの必要性をアピール。約300人が来場。 

主な内容・ 

議論のポイント 

記念講演：瀬戸内を旅すれば 

神崎宣武氏［旅の文化研究所・所長］ 

「海から景観を眺める視点がなくなり、瀬戸内沿岸はずたずたになっ
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た」とし、江戸末期に数多く記された紀行文を例に「当時の旅を追体験

する船旅の復活」を訴えた。 

 

基調講演：観光を核にしたニッポンの地域再生 

西田正憲氏［奈良県立大学・教授］ 

文献や資料などをもとに「風土、過去との連続性から瀬戸内を見直すべ

き」「人間くさい風景こそが瀬戸内らしさ」と訴えた。 

 

問題提起 

加藤晃規氏［ものがたり観光行動学会副会長／関西学院大学副学長］ 

「富士は『塔の思想』、瀬戸内は『広場の思想』と言える」と提起 

 

パネルディスカッション：瀬戸内は幻か 

コーディネーター：高田公理氏（ものがたり観光行動学会副会長・仏教

大学教授） 

パネラー：白幡洋三郎氏（ものがたり観光行動学会会長・国際日本文化

研究センター教授）／熊谷真菜（ものがたり観光行動学会理事・日本コ

ナモン協会会長・食文化研究家）／大黒伊勢夫（国土交通省海事局次長） 

「塔は一瞬でも評価できるが広場は時間をかけないと評価できない」

「瀬戸内を目的地として開発するためには『物語』が必要だ」との意見

が出された。 

 

提言：瀬戸内のススメ 

白幡洋三郎氏 

「東西に長い瀬戸内の昼間を俯瞰する船がない（一般客が乗るフェリー

などは夜間航行がほとんど）。富士山に負けない価値を見いだすのは難

しいが、『物語』という手段、行動の実践で昼間の船を学会で復活させ

たい」 

（http://narrative-tourism.org/より抜粋） 
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⑤「日本クルーズ＆フェリー学会」設立 

 

客船産業に関して、極めて様々な分野が関係しており、従来の縦割りの学問体系では

扱うことが難しいことを受け、客船に関する様々な分野を横断的に結びつけ、学術とい

う視点から客船を分析し、客船産業を学術面から支援することを目的として、平成 22

年 10 月に設立された。（発起人代表 池田良穂氏（大阪府立大学）） 

活動内容としては、論文集の発行(年１回)、会報の発行(年４回)、学術講演会(年１

回)、シンポジウムや研究会の開催が計画されており、あわせてＷＥＢによる情報発信

等も精力的に行われている。 

 

 
出典：日本クルーズ＆フェリー学会ホームページ 
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（２）瀬戸内の観光活性化に貢献する定期航路の例 

 

①高松⇔直島航路 

航路の概要 航路（乗船時間）：①高松⇔直島（宮浦）（約 50 分～60 分） 

         ②宇野⇔直島（宮浦）（約 20 分） 

運賃：①大人/片道 510 円 往復 970 円 子ども/片道 260 円 

   ②大人/片道 280 円 往復 540 円 子ども/片道円 

便数：①5 便（フェリー）、1便（高松発高速旅客船）期間により増便 

   ②13便（フェリー）、2便（旅客船）期間により増便 

運航会社：四国汽船㈱ 電話：087-821-5100 

何が魅力となっ

て航路が賑わっ

ているのか 

現代アートの島・直島（家プロジェクト、地中美術館等） 

 

直島町は、高松市の北約 13kmにある島。岡山県玉野市からは約 3km と

香川県よりも岡山県に近い。（宇野港への定期船も出ている） 

福武總一郎氏の「直島文化村構想」に端を発し、建築家・安藤忠雄氏が

設計した「ベネッセハウス」「地中美術館」、島全体を使った直島スタン

ダード展、島内にある空き家・古民家を現代アートと組み合わせた「家

プロジェクト」などにより「アートの島」と

して価値・魅力が生み出されることになり、

日本の若い人はもとより、世界からも人が訪

れる島となっている。また若い人が移住し、

カフェなどを営むようになってきた。 

乗船人数の変化 直島町は平成 13 年に開催された「直島スタンダード」をきっかけにア

ートの島として注目されるようになった。平成 16 年に地中美術館が開

館した頃と比べ、平成 20 年の入込観光客数は３倍以上となっており、

乗船人数も同程度の増加が推測される。 

観光入込動態
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歴史・文化

産業見学施設
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（直島町観光協会資料より作成） 

©四国汽船 
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②丸亀・児島⇔本島航路 

航路の概要 航路（乗船時間）：①丸亀⇔本島（約 35 分）②児島⇔本島（約 30 分） 

運賃：①大人/片道 530 円 往復 1,010 円 

    子ども/片道 270 円 往復 520円 

②大人/片道 620 円 往復 1,180 円 

    子ども/片道 310 円 往復 590円 

便数：①8 往復（フェリー４往復、客船４往復） うち牛島経由１往復 

②客船４往復 

運航会社：①本島汽船㈱ 電話：0877-22-2782 

②六口丸海運㈲ 電話：086-474-6199 

何が魅力となっ

て航路が賑わっ

ているのか 

本島の「笠島町並み保存地区」 

本島の北側に位置する。なまこ壁や格子窓が特徴的な、江戸時代、明

治時代の古い街並みがそのまま残っており、昭和 60 年に国の重要伝統

的建造物群保存地区の指定を受けている。現在、過疎化によって空き家

が大変増加している一方で、その魅力をさらに高めようと古い民家の改

修工事も進んでいる。 

 

塩飽勤番所 

塩飽勤番所跡は、塩飽諸島の旧政庁。塩飽領を統治する役所として寛

政 10 年(1798）に建築された。勤番所とよぶ建物は、全国でここだけし

か残っていない貴重な歴史遺産である。昭和 45 年に国の史跡に指定さ

れ、昭和 52 年に復元工事が施行された後は、歴史資料館（信長、秀吉、

家康らの朱印状、名奉行として知られた大岡越前守の漁場の裁許書、日

本人の手によってはじめて太平洋を横断した咸臨丸乗組員の遺品など

を収蔵）として一般に公開し、本島観光の目玉となっている。 

 

ギャラリーアルテ 

江戸・明治の商家や町屋が集まった「笠島町並み保存地区」の中の長

く空き家になっていた木造の古民家に、平成 21 年 11 月「ギャラリーア

ルテ」がオープンした。以前はＪＲ丸亀駅近くに立地していたが、「本

島にある本来の日本の姿」を求め、本島へ移転した。「ギャラリーアル

テ」では国内外の最前線のアートを紹介しており、本格的な現代美術の

発信地として、若い世代の観光客が増加している。 
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乗船人数の変化 ①丸亀⇔本島（本島汽船㈱）の旅客輸送人数の推移 

 

・平成 21 年 10 月～９月は前年までと比較す

ると 1,000人以上利用客が増加している。平

成 21 年 10 月に建てられた顕彰碑や 11 月に

オープンした「ギャラリーアルテ」の影響、

22 年７月に開幕した瀬戸内国際芸術祭の波

及効果（芸術祭参加の島以外の島への訪問）

が大きいのではないか。 

・本島汽船（株）関係者によると、「ギャラリーアルテがオープンした

ことによりアートに関心が高い若い層の観光客が増加した」。 

 

②児島⇔本島の輸送人数の推移 

 

・児島⇔本島航路に関しても、緩やかな増 

加傾向が見られる。六口丸海運㈲関係者に

よると、「『ギャラリーアルテ』の知名度は

まだ低い。昔からある塩飽勤番所や町並み

保存区がメディア等で紹介され、少しずつ

人気が出てきたのではないか。」としてい

る。 

（人）

デ
ー
タ
無
し 
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③鞆の浦⇔仙酔島航路 

航路の概要 航路（乗船時間）：鞆の浦⇔仙酔島（約５分） 

運賃：大人/往復 240円 子ども/往復 120 円 

便数：40 便（約 20分間隔） 

運航会社：福山市営渡船 電話：084-982-2115 

何が魅力となっ

て航路が賑わっ

ているのか 

平成いろは丸 

平成 22 年１月９日、それまで運航していた「第２べんてん」が生ま

れ変わり、「平成いろは丸」の出航式が行われた。坂本龍馬ら海援隊の

一行が運用した蒸気船「いろは丸」をモデルにし、最新の技術で建造さ

れた船で、全長約 22 メートル、19 トン・定員は 99人と本物より小ぶり

だが、船内には龍馬の写真や古い操舵輪、コンパスも設置され、レトロ

な雰囲気が漂い、仙酔島までの短い航海を楽しむことができる。 

 

仙酔島 

大正 14 年（1925 年）に名勝鞆公園になり、昭和 9年（1934 年）に日

本で最初の国立公園に指定された。日本人の心の故郷として親しまれて

きたこの仙酔島には、一億数千年前の太古の自然がまるで自然解凍した

ようにそのままの姿で鮮明に残っている。島内には２箇所の宿泊施設が

あり、自然を満喫しながら新鮮な海の幸を堪能することができる。また、

江戸時代のお風呂を再現した洞窟蒸し風呂を中心としたリゾートスパ

ハウス、「江戸風呂」は女性にたいへん人気が高い。 

乗船人数の変化 鞆の浦⇔仙酔島の旅客輸送人数の推移 

 

・2010 年のＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」に合わせて、平成 22 年１月に

就航された、「龍馬伝」の人気とともに乗客数が増加している。 

・また、龍馬伝ブームにあやかって作成されたいろは丸を活用したツア

ー「平成いろは丸で行く 仙酔島・龍馬といろは丸展」（平成 22年１

月～11 月）の効果も見られる。 

（ 人 ）

平成 22 年 1 月平成いろは丸就航 
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④平和記念公園⇔宮島航路（世界遺産航路） 

航路の概要 航路（乗船時間）：平和記念公園⇔宮島（約 45分） 

運賃：大人/片道 1,900 円 往復 3,400 円 

子ども/片道 950 円 往復 1,700 円 

便数：約 12便 ※天候、潮位等により変更 

運航会社：（株）アクアネット広島 電話：082-240-5955 

何が魅力となっ

て航路が賑わっ

ているのか 

世界遺産航路 

世界遺産航路は、原爆ドーム（平和

記念公園）と厳島神社の２つの世界遺

産を結ぶ。平成 17年 11 月に定期航路

化が実現し、それまでは同じ航路を不

定期で貸し切り・予約制で運航してい

た。 

原爆ドームや平和記念公園周辺の水辺の景色や橋の眺めを楽しみな

がら、広島湾や宮島のクルージングを満喫できる。川からの街並みは、

一風変わった光景として感じられ、橋の下をくぐるときのスリルも体感

できる。 

 

乗り換えなしの海上交通 

広島県の２大観光地を乗り換えなしで、移動できるとあってその便利

さが買われている。 

乗船人数の変化 平和記念公園⇔宮島の旅客輸送人数の推移 

 

 定期航路化以降、年を経るごとに乗客数が増加している。（株）アク

アネット広島は「メディアや雑誌などで少しずつ世界遺産航路を取り上

げてもらっているので、徐々に知名度が上がってきたのではないか」と

している。 

（人）
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⑤呉市警固屋⇔音戸町航路（音戸渡船） 

航路の概要 航路（乗船時間）：呉市警固屋⇔音戸町（約３分） 

運賃：大人/片道 70円 子ども/片道 40 円 

今から 600年以上前、平清盛が一日で切り開いたと伝えられる「音戸の

瀬戸」。今では一日に 700 隻もの船舶が行き交う「瀬戸内の銀座」とし

ても有名である。音戸渡船はその音戸の瀬戸 70ｍを片道３分で結ぶ日本

一短い定期航路。時刻表はなく、午前５時半から午後９時まで運航して

いる。一人でもお客が乗ればすぐに出港し、また、対岸の桟橋に人が見

えればすぐに迎えに来てくれる。 

運航会社：呉市観光振興課 電話：0823-25-3309 

事業主：音戸渡船 

何が魅力となっ

て航路が賑わっ

ているのか 

音戸渡船 

建造から 60年以上になる、長さ９m、定

員 50 名のレトロな木造船。片道 70m の日

本一短い航路としても注目を集めてい

る。また、潮の流れが速い為、海の難所

としても知られており、スリル満点の航

海が楽しめる。通勤・通学に利用する住

民も多く、地元の人々の生活の一部となっている。音戸の瀬戸公園や日

招像のある警固屋と、音戸のまちを結んでいる。 

音戸大橋 

音戸の瀬戸に架かる主橋梁長 172m の真紅の橋。1,000 トン級船舶の航行

を可能とするため螺旋式とループ式の取付道路をもつ高架橋として、総

工費３億 6200 万円をかけて 1961 年（昭和 36年）12 月に完成した。渡

船から見る音戸大橋は絶景。 

音戸の瀬戸公園（警固屋側） 

３月下旬から４月上旬には約 2,300 本の桜、４月下旬から５月初旬には

約 8,300 本の紅白のツツジが咲き乱れ、真紅の「音戸大橋」とマッチし

た素晴らしい景観が楽しめる。 

 

・日招像 

音戸の瀬戸公園内にある平清盛の立烏帽子直垂姿の銅像。音戸の瀬戸開

削 800 年を記念して 1967 年（昭和 42 年）７月に建てられた。伝説のと

おり日没の方向に扇を向けて立ち、海上交通の安全を見守っている。日

招像から 200m 程、山道を下ると「日招岩」という清盛の足跡と杖の跡

が残る岩もある。 
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清盛塚（音戸町側） 

平清盛が、人柱の代わりに一字一石の経石を海底に沈め、難工事を完成

させた。1184 年（元暦元年）にその功績を称え、供養のために清盛塚を

建立したといわれている。1951 年（昭和 26 年）には県史跡に指定され

た、周囲 49m の石垣に囲まれた塚の中央には、供養のために立てられた

石碑がある。 

乗船人数の変化 ・呉市観光振興課によると、時刻表がなく、日によって便数が違うため、

人数はカウントしていないが、手ごたえとしては観光客が徐々に増え

ていることを感じている。 

・映画のセットのような木造の小屋、20 年間変わらない手書きの料金表、

古いホーロー看板、木造のレトロな渡船、対岸で手をふればすぐに迎

えに来てくれる船長の優しさ、人情身あふれる地元の人々との会話な

ど懐かしさや素朴さを求め、音戸渡船を訪れる観光客が多い。 

・平成 23 年３月末には温浴施設『潮音（しおん）』がオープンする。ま

た、2012 年には大河ドラマで平清盛が取り上げられ、音戸はゆかりの

地なので、ますます多くの観光客が訪れてくれるとの期待がある。 
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４．モニターツアーの実施 

 

４－１ モニターツアーコースの検討及び実施概要 

 

（１）モニターツアーコースの検討 

 

①第１回検討委員会での検討（モデルルート案の検討） 

 

 第１回検討委員会では、今回実施する瀬戸内海クルーズモニターツアーで、どのよう

な旅（テーマ、内容等）が望まれるかについて検討するため、具体的な船の大きさや時

間を設定せず、旅のテーマとテーマに基づく訪問先をつないだ６つの２泊３日のルート

案（Ａ案～Ｆ案）をもとに意見交換を行った。 

 

（主な意見） 

・旅行商品として、“スペシャリティ（があるもの・感じられるもの）”、“体験交流”・

“オンリーワン”・“希少価値（があるもの）”といったポイントが重要。 

・“旅行”は“物語”がひとつのキーワード 

・島の人々を知りたい、交流したいという旅行者のニーズがある。交流ができる観光を

２～３回入れたり、大きな船から、小さい島にも係留できる小さな船に乗り換えると

いう変化があってもいい。 

・テーマとして、“文学作品”と“作家”もよいのではないか。そういったテーマで移

動中に、映画を見たり、小説を読んだり。詳しい先生に“講座”をしてもらう。 

・体験観光にひねりを加えてみたらどうか。例えば、みかん狩りなど。（普通のことか

もしれないが）都心部の人は興味があるようである。 

・滞在時間が長く、受け入れ体制が整っているツアーであることがポイントになる 

 

以上のような意見も踏まえ、ルート案の中から、船での移動時間や係留可能な場所等

を考慮に入れて、具体的なコースを検討していくことになった。 
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②第２回検討委員会での検討（モデルコース案の検討） 

 

 第２回検討委員会では、第１回検討委員会での検討結果を踏まえ、それぞれ特色のあ

る３つのコース案（Ａ案～Ｃ案）をもとに、具体的な内容について検討した。 

 なお、コース設定の際のコアターゲット設定は、エリアは中国四国がメイン。年齢層

は中高年で３日間の休みがとれる退職後の世代とした。 

 以下の主な検討項目に沿って検討した結果、Ａ案の内容に沿ってモニターツアーを実

施することになった。 

 

（主な検討項目） 

・四国側での観光・宿泊（クルーズならではの島泊）があるか 

・クルーズ時間（乗船時間）と陸上観光時間や陸路移動時間とのバランス 

・集客エリアとなる中国エリアの人が関心を持つ内容かどうか 

・船でしか行けない行程かどうか 

・船内での過ごし方 
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Ａ案 瀬戸内芸術＆歴史海道 直島・小豆島現代アートと瀬戸大橋、しまなみ・とびしま遊覧３日間 
 ～～：船 ・・・バス 

日次 行 程 表 

１ 

                  直島アート観光（各プラン申込時選択）200 分 
高松港～～宇野港～～～宮浦港 ・フリープラン（本村地区等島内自由散策） 昼食弁当選択可 

 9:20 発  11:20 発  11:40  ・観光プラン①（地中美術館入場とテラスレストランでの昼食） 
    

～～～ 宮浦港～～～（豊島）～～～土庄東港 ・・・ 土庄泊 

                       15:00 15:10 発       16:45     17:00 頃 

２ 

小豆島観光（各プラン申込時選択）120 分 
ホテル ・・・  ・フリープラン（ホテルチェックアウトまで自由行動）  ・・ 土庄東港 ～～～ 

 8:00 頃   ・観光プラン（農村歌舞伎・千枚田・オリーブ園）        10:00 発         

              
                                 【現地ガイドがご案内】          

～～（屋島・男木島・女木島・瀬戸大橋・本島）昼食～～多度津港・・・ 仁尾町並み散策 ・・・ 今治泊 
                   14：00 14：10 14:30   16:00  17:30 頃 

    瀬戸内海の多島美をお楽しみ下さい。         お八つがてら懐かしの町並み・味めぐり 

３ 

 
 今治 ・・・ 今治港 ～～～（来島海峡大橋・伯方・大島大橋）～～～ 宮浦港・・・ 

8：15     8：30                     11:00 
  日本総鎮守         【現地ガイドがご案内】            

 … 大山祗
おおやまづみ

神社昼食… 宮浦港 ～～ 御手洗港・町並み散策～～ （安芸灘大橋・音戸瀬戸）～～ 広島港 
    【宝物館・海事博物館】  

徒歩 15 分 100 分   13：00   13：45       15：15             17：30 頃 
  

 
オリーブ園©オリーブ園 

 
地中美術館©663highland 

 
仁尾町並み散策 

 
大山祇神社©今治地方観光協会 

 

  

＜旅のポイント＞ 
・直島や小豆島アートを満喫し、瀬戸内の

島々をゆっくりとクルーズで巡るプラ

ン。 
・１日目は客室からエンジェルロードと瀬

戸内海の島々を一望できる絶景のホテ

ルをご用意。 
・２日目の夕食は自由となります。ホテル

内レストランが利用できるミールクー

ポンを購入いただくか、近隣の「飲食マ

ップ」をお渡し致しますので、今治名物

「せんざんぎ」等ご当地グルメを各自自

由にお楽しみいただきます。 

【食事】 
１日目 

昼食：・フリープラン：弁当選択可 

・観光プラン：ベネッセハウス 

夕食：ホテル 

２日目 

朝食：ホテル 

昼食：クルージングシップ銀河 

夕食：自由夕食 

ミールクーポン購入または町へ 

３日目 

朝食：ホテル 

昼食：せとうち茶屋大三島 

 

【宿泊】 
１日目：小豆島国際ホテル 

２日目：今治国際ホテル 
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高松港

地中美術館
家プロジェクト

宇野港 宮浦港

宮浦港

大山祗神社

今治港

土庄東港

農村歌舞伎舞台
オリーブ園
千枚田など

広島港

多度津港

御手洗港

仁尾町並み散策

Ａ案 瀬戸内芸術＆歴史海道 直島・小豆島現代アートと瀬戸大橋、しまなみ・とびしま遊覧３日間

御手洗町並み

※ルートはイメージです。

船移動
車移動
船移動
車移動

香川県

徳島県

愛媛県

広島県

岡山県
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Ｂ案 瀬戸内海満喫クルーズ 瀬戸大橋、鞆の浦、尾道、しまなみ・とびしま遊覧３日間 
  ～～：船 ・・・バス 

日次 行 程 表 

１ 

                
高松港～～宇野港～～（直島・瀬戸大橋・本島・広島・水島灘）昼食～～福山港・・・・ 
 8：00 発 10：00 発                     14：20 14：30  

瀬戸内海の多島美をお楽しみ下さい。 
・・ 鞆の浦 幕末！坂本龍馬ゆかりの地めぐり ～～仙酔島～～ 鞆の浦 

                15：00              16：30       17：30 頃 

２ 

                          【現地ガイドがご案内】     
ホテル ・・ 福山港 ～～（仙酔島・阿伏兎観音）～～尾道港・ロケ地めぐり昼食～～（尾道水道･佐木島） 

 8:30 頃  9:00               11:00       13:30  14:30 
       

～～瀬戸田港･･･耕三寺 ･･･ 平山郁夫美術館 ・・・・・今治 
                 14:30 14:50 16:00 16:10   17:00    17:45 頃 

３ 

 
 今治 ・・・ 今治港 ～～～（来島海峡大橋・伯方・大島大橋）～～～ 宮浦港･･･ 

8：30     9：00                     11:30 
  日本総鎮守         【現地ガイドがご案内】            

 … 大山祗
おおやまづみ

神社昼食… 宮浦港 ～～ 御手洗港・町並み散策～～ （安芸灘大橋・音戸瀬戸）～～ 広島港 
    【宝物館・海事博物館】  

徒歩 15 分 100 分   13：30   14：15       15：15             17：30 頃 
  

 
鞆の浦©福山市観光協会 

 
仙酔島©sensuijima.jp  

 

 
平山郁夫美術館 

©瀬戸内しまなみ海道振興協議会 

 

 
御手洗の町並み©呉市 

 

 
 

＜旅のポイント＞ 
・宇野港から瀬戸大橋、鞆の浦、尾道、し

まなみ海道、とびしま海道と瀬戸内の

島々をゆっくりとクルーズで巡るプラ

ン。 
・２日目の夕食は自由となります。ホテル

内レストランが利用できるミールクー

ポンを購入いただくか、近隣の「飲食マ

ップ」をお渡し致しますので、今治名物

「せんざんぎ」等ご当地グルメを各自自

由にお楽しみいただきます。 
 

【食事】 
１日目 

昼食：クルージングシップ銀河 

夕食：ホテル 

２日目 

朝食：ホテル 

昼食：弁当  

夕食：自由夕食 

ミールクーポン購入または町へ 

３日目 

朝食：ホテル 

昼食：せとうち茶屋大三島 

 

【宿泊】 
１日目：ホテル鷗風亭 

２日目：今治国際ホテル 
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高松港

宇野港

宮浦港

今治港

鞆の浦

尾道港

瀬戸田港

広島港

大山祗神社

御手洗港

御手洗町並み

ロケ地
めぐり

耕三寺
平山郁夫美術館

※ルートはイメージです。

仙酔島

船移動
車移動
船移動
車移動

福山港

Ｂ案 瀬戸内海満喫クルーズ 瀬戸大橋、鞆の浦、尾道、しまなみ・とびしま遊覧３日間

香川県

徳島県

愛媛県

広島県

岡山県
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Ｃ案 瀬戸内芸術＆歴史海道 直島現代アートと瀬戸大橋・琴平、しまなみ・とびしま遊覧３日間 
  ～～：船 ・・・バス 

日次 行 程 表 

１ 

                
高松港～～宇野港～～～宮ノ浦港  地中美術館 ベネッセハウス昼食  

 8：00 発 10：00 発 10：20     10：30  11：30 11：40     12：50 
本村エリア「家ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」自由見学   

       13：00            14：30 
 

    宮ノ浦港～～～（豊島・男木島・女木島）～～～高松築港 こんぴら温泉郷 
      14：40 15：00                  16:30    17：30 頃 

２ 

 
こんぴら温泉郷  金刀比羅宮  多度津港 ～～（本島・瀬戸大橋）昼食～～多度津港  

 8:30 頃  8:30 10:00  10：30 10：50            13：50 14：00 
                              【現地ガイドがご案内】          

 仁尾町並み散策 今治 
                        14:20    15:50  17:30 頃  
                        お八つがてら懐かしの町並み・味めぐり 

３ 

 
 今治  今治港 ～～～（来島海峡大橋・伯方・大島大橋）～～～ 宮浦港･･･ 

8：30     9：00                     11:30 
  日本総鎮守           【現地ガイドがご案内】            

 … 大山祗
おおやまづみ

神社昼食… 宮浦港 ～～ 御手洗港・町並み散策～～ （安芸灘大橋・音戸瀬戸）～～ 広島港 
    【宝物館・海事博物館】  

徒歩 15 分 100 分   13：30   14：15       15：15          17：30 頃 
  

 
地中美術館©663highland 

 
金刀比羅宮©香川県観光協会  

 

 
仁尾町並み散策 

 
御手洗の町並み©呉市 

 

＜旅のポイント＞ 

・現代アートの島・直島を満喫し、金刀比

羅宮など瀬戸内の歴史をクルーズで巡

るプラン。 

・1 日目の夕食後には、歌舞伎の演目を泥

絵の具で表現した「絵看板」をデジタル

加工し、建物の壁などに映写するナイト

アートイベントをお楽しみいただきま

す。 

・２日目の夕食は自由となります。ホテル

内レストランが利用できるミールクー

ポンを購入いただくか、近隣の「飲食マ

ップ」をお渡し致しますので、今治名物

「せんざんぎ」等ご当地グルメを各自自

由にお楽しみいただきます。 

 
【食事】 
１日目 

昼食：ベネッセハウス 

夕食：ホテル 

２日目 

朝食：ホテル 

昼食：クルージングシップ銀河 

夕食：自由夕食 

ミールクーポン購入または町へ 

３日目 

朝食：ホテル 

昼食：せとうち茶屋大三島 

 

【宿泊】 
１日目：琴平グランドホテル桜の抄 

２日目：今治国際ホテル 
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高松港

地中美術館
家プロジェクト

宇野港
宮浦港

宮浦港

大山祗神社

今治港

広島港

金刀比羅宮

多度津港

仁尾町並み散策

御手洗港

御手洗町並み

※ルートはイメージです。

船移動
車移動
船移動
車移動

Ｃ案 瀬戸内芸術＆歴史海道 直島現代アートと瀬戸大橋・琴平、しまなみ・とびしま遊覧３日間

香川県

徳島県

愛媛県

広島県

岡山県
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（２）モニターツアー実施概要 

 

①ツアー名：クルージングシップ「銀河」で巡る瀬戸内海クルーズモニターツアー 

      直島現代アートと小豆島、交易で栄えた港町「仁尾」「御手洗」のまち歩

きとしまなみ、とびしま遊覧 

②コース：次ページのとおり 

③実施日：平成 23年３月 11日（金）～13日（日）の２泊３日 

④最少催行人員：15名 

⑤旅行代金：高松発広島着 29,800 円～ 

⑥旅行企画・実施 

（株）ジェイティービー（観光庁長官登録旅行業第 64号） 

⑦使用船舶 

 ｢銀河｣ （瀬戸内海汽船所有） 

 総トン数 602 トン ／ 航海速力 14 ノット 

 長さ 58.85ｍ ／ 幅  9.6ｍ 

 

 

  

 

⑧告知方法 

 

下記の媒体で告知が行なわれた。 

・旅行パンフレット 

・ＪＴＢホームページ 

・中国新聞広告（2011 年 1月 19 日付） 

・リビングおかやま広告（2011 年 2月 5日号） 

・香川こまち（2011 年 2月号） 

・トラベル ディストリビューション（2010-11 12-01 号） 

・日本経済新聞（2010 年 12 月 4日付） 

・広島経済レポート（2010 年 12 月 16 日号） 

・関係団体からのニュースリリース 等 

 

また、モニターツアー初日の様子が四国新聞（2011 年 3月 12 日付）に掲載された。 

モニターツアー当日の参加者は大人 63名、子ども１名であった。（大人３名が途中で離

団した。）



 104

 

高
松

港

地
中

美
術

館
家

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

宇
野

港
宮

浦
港

宮
浦

港
大

山
祗

神
社

宝
物

館
・
海

事
博

物
館

今
治

港

土
庄

東
港

農
村

歌
舞

伎
舞

台
オ

リ
ー

ブ
園

千
枚

田
な

ど

広
島

港

多
度

津
港

御
手

洗
港

仁
尾

町
並

み
散

策

御
手

洗
町

並
み

船
移

動

車
移

動

寄
港

地

陸
上

観
光

地

宿
泊

地

音
頭

瀬
戸

●

安
芸

灘
大

橋
●

来
島

海
峡

大
橋

●

瀬
戸

大
橋

●

小
豆

島
国

際
ホ

テ
ル

今
治

国
際

ホ
テ

ル

★

★

香
川

県

徳
島

県

愛
媛

県

広
島

県

岡
山

県

★

直
島

現
代

ア
ー
ト

と
小
豆

島
、
交

易
で
栄

え
た

港
町

「
仁
尾

」
「

御
手

洗
」
の

町
歩
き

と
し

ま
な

み
・
と

び
し
ま

遊
覧



 105

 
旅行パンフレット表面 
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旅行パンフレット中面 
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４－２ モニターツアーの様子 

  

２泊３日のモニターツアーの行程と当日の様子は下記のとおりである。 

 

３月１１日（金） 

前日に広島港から回航してきていた銀河に、高松発のお客様 12名が乗船し、高松港２万トン

バースを 9:20 に出港。玉野市の宇野港へ向かいます。多少強い風を感じながらも、時間通り

に宇野港へ到着。宇野港では、玉野市長出席のもと歓迎セレモニーが行なわれ、お客様全員

が紙テープで出港を盛り上げました。船内で関係者のあいさつが終わった頃、直島町の宮浦

港に到着。昼食を含めて約３時間、オプショナルツアーや自由行動で、直島現代アートを楽

しみました。宮浦港から小豆島の土庄東港までの約１時間 30 分、船内では小豆島のガイドに

よる小豆島の紹介や銀河キッチンスタッフによるタプナードづくりが披露されました。小豆

島に到着すると、干潮時しか見えないエンジェルロードが目の前に！夕食時には土庄町長か

ら歓迎のあいさつがあり、小豆島名産「オリーブ」を使った「オリーブ会席」に舌鼓。ビン

ゴゲームや語らいなどで盛り上がり、夜はふけていきました。 

   

高松港出港 直島 

（観光プラン・フリープラン） 

オリーブ会席（オリーブ醤油

など３種の醤油で味比べ） 

  

３月１２日（土） 

この日は 8:00 から約２時間、小豆島観光が行なわれました。オプショナルツアーは、島ガイ

ドの今川さんと森さんの案内で、肥土山農村歌舞伎舞台、中山千枚田（車中鑑賞）、オリーブ

園を体験。肥土山農村歌舞伎舞台では特別に中を見せてもらえるサプライズも！オリーブ園

では、稀にあるハート型のオリーブの葉を探して思い出にしおりをつくりました。10:00 に

小豆島を出た銀河は多度津港まで約４時間のクルーズ。船内では、瀬戸内海ガイド・竹内さ

んの熱のこもった瀬戸内トークや、下から見上げる大迫力の瀬戸大橋を堪能しました。そし

て、レストランシップ・銀河でのランチクルーズ。瀬戸内海を横断するこのツアーのために

考えていただいた、瀬戸内の地域食材を使った絶品コース料理に全員が大満足でした。三豊

市長の歓迎をうけた、仁尾の町歩きを楽しんだあとはバスで今治へ。自由夕食となった今治

では、名物・焼き鳥を食べに、多くの人が今治の夜の町へ出かけていきました。 
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小豆島 

（観光プラン・フリープラン） 

銀河線内 

特別コースランチ 

船上から瀬戸大橋を眺める 

   

３月１３日（日） 

8:30 に今治港を出港した銀河。マリンガイド藤川さんの島ガイドを聞きながら、来島海峡大

橋や多々羅大橋や島々が次々と行き交うしまなみ海道を航行します。備讃瀬戸エリアとはま

た違う景観が楽しめました。約１時間 30 分で大三島・宮浦港に到着。日本総鎮守・大山祇神

社に参拝し、宝物館などで瀬戸内海の歴史にまつわる様々なお宝を鑑賞しました。昼食後、

宮浦港から約２時間のクルーズで御手洗港へ。潮待ちの港として栄えた御手洗の町並みをガ

イドさんとともに散策して楽しみました。 

夕暮れが近づき、いよいよ旅も終りに･･･。瀬戸内海の魅力を再発見したとともに、船旅の楽

しさと魅力を、銀河スタッフの皆さんに教えられた３日間でもありました。「また、皆さんと

旅がしたいわ！」と笑顔で下船するお客様。きっと、瀬戸内海の船旅の楽しさを、多くの人

に伝えてくれることでしょう。 

   

今治港出港・クルーズ 大山祇神社 御手洗の町並み散策 

   

クロージング 最後まで笑顔で･･･あっという間の楽しい３日間でした。 
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瀬戸内海の景観を見ることに加え、船旅の魅力をさらに楽しんでいただくために、銀

河船内では様々なサービスが提供されました。 

船内での楽しみ・銀河スタッフによるおもてなし 

   

小豆島ガイドの今川さん 瀬戸内海トークの竹内さん マリンガイドの藤川さん 

   

ガイドを聞きながら島を眺める クッキング教室（タップナードづくり） 

   

フリードリンク ティーサービス 白ワインサービス 

   

おしるこサービス ロープでコースターづくり ミニチュア銀河づくり 

   

制服の貸出で記念撮影 屋上見学 ブリッジ見学 
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輪投げ大会で童心にかえるお客様 アンティークオルゴールの優しい

音色を聞きながらランチ 

大三島観光を終えて船に戻る

と･･･ウェルカムフラダンス 

  

 

バースデーセレモニー 船上カメラマン（銀河スタッフ） 船上カメラマン作成のクルーズ新

聞（最終日に配布） 
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４－３ モニターアンケート結果の分析 

 
参加者属性 

●年代は「60代」が最も多く、「50代以上」で 71.7％を占める。 

●性別は「女性」「男性」がほぼ同数。 

●中四国地域の参加が多い。中四国地域外からの参加者はほとんどが前泊している。 

●半数以上が宿泊を伴うクルーズ旅行に「初めて参加」。 

●ツアーを知ったきっかけは「新聞（記事・広告）」がメイン。 

●参加動機は「クルーズ旅を楽しみたい」「瀬戸内海、島々への旅に関心があったから」 

  

年代 

70代以上
8.3%

無回答
6.7%

40代
8.3%

30代
5.0%

50代
21.7%60代

41.7%

20代
8.3%

 

性別 

無回答
5.0%

女性
51.7%

男性
43.3%

 

居住地 

茨城県
1.8%

徳島県
3.5%

東京都
1.8%

広島県
45.6%

岡山県
19.3%

京都府
3.5%

福岡県
7.0%

香川県
8.8%

大阪府
8.8%

 

年代は「60代」が 41.7％で最も多く、次いで「50代」が 21.7％、「70代以上」が 8.3％

となっている。性別は「女性」が 51.7%、「男性」が43.3％。居住地は「広島県」が 45.6％

で最も多く、次いで「岡山県」の 19.3％、「香川県」「大阪府」がそれぞれ 8.8％となっ

ている。40代以上は夫婦での参加が多く、20～30 代は友人同士が多い。(N=60) 

 

前泊・後泊の計画 

前泊や後
泊はない
81.7%

前泊も後
泊もする

1.7%

無回答
5.0%

前泊だけ
する
11.7%

 

どなたと参加されましたか 

夫婦
70.0%

その他
3.3%

無回答
5.0%

友人
20.0%

１人で
1.7%

 

何人で参加されましたか 

4人
13.3%

3人
8.3%

2人
71.7%

1人
1.7%無回答

5.0%

 
前泊・後泊の計画は「前泊・後泊はない」が 81.7％だが、中四国地域外からの参加

者はいずれも前泊している。同伴者は「夫婦」が 70.0％で最も多く、次いで「友人」

の 20.0％となっている。参加人数は「２人」が 71.7％で最も多い。なお、前泊場所は

広島市と高松市であった。 (N=60) 
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問 13 今までに国内外のクルーズ旅行に参加したことがありますか？ 

 

＜日帰りクルーズ＞ ＜宿泊型クルーズ＞ 

６回以上
ある
3.3%

３～５回
ある
8.3%

無回答
28.3%

１～２回
ある
25.0%

今回初め
て

35.0%

 

今回初め
て

56.7%１～２回
ある
20.0%

無回答
5.0%

３～５回
ある
11.7%

６回以上
ある
6.7%

 
クルーズ旅行への参加経験について、＜宿泊型クルーズ＞は「今回初めて」が 56.7％

で最も多く、次いで「１～２回ある」が 20.0％となっている。(N=60) 
注）今回のモニターツアーは宿泊型クルーズであり、＜日帰りクルーズ＞の選択肢「今回初めて」は選択

肢として適切でなかったため、回答結果に誤解が生じていることが推測される。 

 

問 14 ツアーを知ったきっかけは何でしたか。 

口コミ、
知人の紹

介
18.3%

その他
10.0%

無回答
1.7% 旅行パン

フレット
16.7%

旅行会社
からの紹

介
6.7%

新聞（記
事・広
告）
46.7%

 

 

ツアーを知ったきっかけは「新聞（記

事・広告）」が 46.7％で最も多く、次いで

「口コミ、知人の紹介」「旅行パンフレッ

ト」がそれぞれ 16.7％となっている。(N=60) 

 

問 15 ツアーに申し込もうと思った理由は何ですか。（〇は２つまで） 

 

3.3%

10.0%

15.0%

16.7%

18.3%

45.0%

61.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

食事・体験メニューに興味があったから

コースの中に行きたい場所があったから

ツアーの料金が安いと思ったから

旅のテーマ（瀬戸内芸術＆歴史海道）が
面白いと思ったから

その他

瀬戸内海、景観（多島美）、
島々への旅に関心があったから

クルージング（船を使った旅）を
楽しみたかったから

 

「クルージング（船を使った旅）

を楽しみたかったから」が 61.7％で

最も多く、次いで「瀬戸内海、景観

（多島美）、島々への旅に関心があっ

たから」が 45.0％となっている。そ

の他の意見として今回クルーズ船と

して使用した「銀河」のファンとい

う理由もあった。(N=57/無回答を除く) 
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全体評価 
●ほとんどの方が「大変満足」または「満足」と回答。島泊、島食、陸上観光をし、島々

を巡りながら瀬戸内海を横断する本モニターツアーの満足度は非常に高い。 

●属性別では「宿泊型クルーズに今回が初めて参加した方」「女性」の満足度が高い。 

●船旅でしか見られない瀬戸内海の景観、船内でのサービス、スタッフの対応について

の評価が高い。 
 
問 1 今回のツアー全体の感想をお聞かせください。 

 

大変満足
46.7%

満足
50.0%

無回答
1.7%

どちらと
も言えな

い
1.7%

 

 

96.7％が「大変満足」または「満足」と

回答した。（N=60） 

   

合
計

大
変
満
足

満
足

ど
ち
ら
と
も

言
え
な
い

や
や
不
満

不
満

無
回
答

60 28 30 1 - - 1
100.0 46.7 50.0 1.7 - - 1.7

34 20 14 - - - -

100.0 58.8 41.2 - - - -
12 4 8 - - - -

100.0 33.3 66.7 - - - -
7 2 4 - - - 1

100.0 28.6 57.1 - - - 14.3

4 1 2 1 - - -
100.0 25.0 50.0 25.0 - - -

26 8 16 1 - - 1
100.0 30.8 61.5 3.8 - - 3.8

31 19 12 - - - -

100.0 61.3 38.7 - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
5 1 4 - - - -

100.0 20.0 80.0 - - - -

3 1 2 - - - -
100.0 33.3 66.7 - - - -

5 2 3 - - - -
100.0 40.0 60.0 - - - -

13 7 5 1 - - -

100.0 53.8 38.5 7.7 - - -
25 13 11 - - - 1

100.0 52.0 44.0 - - - 4.0
5 3 2 - - - -

100.0 60.0 40.0 - - - -

30代

20代

20歳未満

全体

ク
ル

ズ
経
験

性
別

年
代

70代以上

60代

50代

40代

女性

男性

６回以上ある

３～５回ある

１～２回ある

今回初めて

上段：実数
下段：％

 

クルーズ経験、性別、年代

の属性別で見ると、宿泊型

クルーズ経験がある方より

も「今回が初めて」の方の

方が「大変満足」と回答し

た割合が高かった。 

また、「男性」に比べて「女

性」の方が「大変満足」と

回答した割合が高かった。

年代では、それほど比率に

大きな差はないが、若い世

代よりも年配者の方が比較

的満足度が高いと言える。 
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クルージングの評価、船内での過ごし方、希望する船内アトラクション 
●瀬戸内海の景観を満喫したり、同伴者との会話を楽しんだり、イベントに参加したり

して楽しい時間を過ごし、船内では退屈せず過ごせている。 

●船内設備についても特に不満はなく、快適に過ごせている。 

●レストランの雰囲気と食事内容に関しての評価が非常に高い。 

●船内アトラクションの希望は飲食、体験メニュー、エンターテイメントなどであり、

支払える金額は 1,000 円～3,000 の価格が中心である。 

 

問 2 クルージングについての感想をお聞かせください。 

 

①船内では退屈せず、楽しく過ごせました

か？ 

大変満足
60.0%

満足
38.3%

どちらと
も言えな

い
1.7%

 
98.3％が「大変満足」または「満足」と回

答した。（N=60） 

②座席、デッキ、トイレなど船内設備の使

い勝手はいかがでしたか？ 

大変満足
51.7%

満足
45.0%

どちらと
も言えな

い
3.3%

 
96.7％が「大変満足」または「満足」と回

答した。（N=60） 

 
③船内レストランの雰囲気はいかがでし

たか？ 

どちらと
も言えな

い
1.7%

満足
20.0%

大変満足
78.3%

 
98.3％が「大変満足」または「満足」と回

答した。「大変満足」の割合が高い。（N=60） 

④２日目・船内昼食の食事内容や量はいか

がでしたか？ 

大変満足
76.7%

満足
21.7%

どちらと
も言えな

い
1.7%

 
96.7％が「大変満足」または「満足」と回

答した。「大変満足」の割合が高い。（N=60） 
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問 3 船内ではどのように過ごしましたか？（複数回答） 

8.3%

10.0%

11.7%

13.3%

13.3%

20.0%

61.7%

63.3%

76.7%

95.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

横になって休んだ。

売店や喫茶カウンターを
利用して飲食を楽しんだ。

座席やデッキテラスで本
を読むなどしてゆっくり過ごした。

銀河のミニ模型づくりに参加した。

その他

クッキング教室に参加した。

瀬戸内島ガイドの話や
ガイドとの会話を楽しんだ。

ロープワーク体験に参加した。

同伴者とのおしゃべりを楽しんだ。

瀬戸内海の景色を眺めたり
写真を撮ったりした。

 

「瀬戸内海の景色を眺めた

り写真を撮ったりした」が

95.0％で最も多く、以降「同

伴者とのおしゃべりを楽し

んだ」が 76.7％、「ロープワ

ーク体験に参加した」が

63.3％、「瀬戸内島ガイドの

話やガイドとの会話を楽し

んだ」が 61.7％となってい

る。（N=60） 

 

【その他の回答】 

ゲームに参加。童心にかえって楽しんだ／船のスタッフの方とも楽しくおしゃべりができました／食事の

間にお茶／お菓子等を用意して下さり嬉しかったです／色々な参加者と楽しく過ごせた／輪投げ(4) ／お

じゃみなげ(2) 

 

問 4 船内であれば良いと思うアトラクションや設備はありますか。 

また、それに対していくらぐらいまでお金を払えますか。 

あれば良いと思う 

アトラクションや設備 

支払える 

金額 

あれば良いと思う 

アトラクションや設備 

支払える 

金額 

マッサージチェア 200 円 ドリンクとつまみ 3,000 円 

デッキチェア(屋外) 500 円 
ドリンクバー？ミニバーがあって欲

しかった 
10,000円 

ダンス教室 1,000 円 展望デッキ 無回答 

料理長の料理教室＆テーブルコーデ

ィネイト 
1,000 円 

１日目夕食後のビンゴ、良い効果が

ありました 
無回答 

いつでもデッキで、ドリンクや軽食

をとりたい 
1,000 円 

ミニカルチャースクール、フィット

ネススクール 
無回答 

歌 1,000 円 軽音楽(ギター、尺八、三味線等) 無回答 

マジックショー（３） 
1,000 円 

～2,000 円 

ゆっくり流れる時間にしたいので、

アトラクションは無くてもよい 
無回答 

今のままで充分（２） 3,000 円 ダーツ 無回答 

バーカウンターorカフェ 3,000 円 ハワイアンとフラダンス 無回答 

カラオケ 3,000 円 航海情報ディスプレイ 無回答 

（カッコ内は回答数） 

フリードリンク（緑茶、オレンジジュース）はフロア中央テーブルで提供されていた。

アルコール類については各テーブルにメニューが置いてあったが、もっと簡単に注文で

きると良かったという意見があった。ワゴンサービスのような形にするなど、滞在時間

が長い船内で収益を上げられる方法をとる必要がある。 
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観光スポットの満足度評価、滞在時間の評価 
●「クルージング（船内滞在・瀬戸内の景観）」の評価が３日間を通して高い。 

●訪問先には概ね満足している。宿泊施設の満足度は２施設とも高い。 

●訪問先での滞在時間の評価は「ちょうどよい」とする意見が多い。ただし小豆島につ

いては「短い」とする意見がやや多い。 

●仁尾や御手洗のガイド、船内ガイドに対しては好評な意見が多い。 

 
問 5 訪問先・宿泊施設に関しての感想をお聞かせください。 

 満足度評価 滞在時間の評価 

①直島 フリープラン 

満足度は「どちらとも言えな

い」が 34.8％で最も高く、

次いで「満足」が 30.4％、「大

変満足」が 26.1％である。

滞在時間は「ちょうどよい」

が 56.5％で最も高い。（N=23） 

やや不満
8.7%

どちらと
も言えな

い
34.8%

満足
30.4%

大変満足
26.1%

 

短い
21.7%

ちょうど
よい
56.5%

長い
21.7%

 
②直島 観光プラン（地中

美術館・昼食） 

満足度は「どちらとも言えな

い」が37.0％で最も高く、「や

や不満」「満足」がともに

22.2％である。待ち時間が長

かった点についての意見が

多い。滞在時間は「ちょうど

よい」が 68.0％で最も高い。

（N=27） 

やや不満
22.2%

どちらと
も言えな

い
37.0%

満足
22.2%

大変満足
18.5%

 

ちょうど
よい
68.0%

短い
32.0%

 

 

③クルージング１日目（船

内滞在・瀬戸内の景観） 

満足度は「大変満足」が

46.7％で最も高く、次いで

「満足」が 40.0％である。

滞在時間は「ちょうどよい」

が 51.7％で最も高い。（N=60） 

大変満足
46.7%

満足
40.0%

無回答
10.0%

どちらと
も言えな

い
3.3%

 

短い
1.7%

ちょうど
よい
51.7%

長い
21.7%

無回答
25.0%
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 満足度評価 滞在時間の評価 

④小豆島国際ホテル 

満足度は「満足」が 41.7％

で最も高く、次いで「大変満

足」が 28.3％である。滞在

時間は「ちょうどよい」が

51.7％で最も高い。（N=60） 

大変満足
28.3%

満足
41.7%

無回答
11.7%

不満
1.7%

どちらと
も言えな

い
13.3%

やや不満
3.3%

 

短い
8.3%

ちょうど
よい
51.7%

長い
11.7%

無回答
28.3%

 
⑤小豆島 フリープラン 

満足度は「どちらとも言えな

い」が 35.0％で最も高く、

次いで「大変満足」が 30.0％

である。滞在時間は「短い」

が 43.8％で最も高い。（N=20） 

やや不満
10.0%

どちらと
も言えな

い
35.0%

不満
5.0%

満足
20.0%

大変満足
30.0%

 

短い
43.8%

ちょうど
よい
37.5%

長い
18.8%

 
⑥小豆島 観光プラン 

満足度は「満足」が 44.8％

で最も高く、次いで「大変満

足」が 31.0％である。滞在

時間は「ちょうどよい」が

64.3％で最も高い。（N=29） 

大変満足
31.0%

満足
44.8%

どちらと
も言えな

い
17.2%

やや不満
6.9%

 

ちょうど
よい
64.3%

短い
35.7%

 
⑦船内での瀬戸内島ガイド 

満足度は「満足」が 40.0％

で最も高く、次いで「大変満

足」が 30.0％である。滞在

時間は「ちょうどよい」が

43.3％で最も高い。（N=60） 

やや不満
5.0%

どちらと
も言えな

い
20.0%

不満
1.7%

無回答
3.3%

満足
40.0%

大変満足
30.0%

 

無回答
33.3%

長い
21.7%

ちょうど
よい
43.3%

短い
1.7%
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 満足度評価 滞在時間の評価 

⑧仁尾町並み散策 

満足度は「満足」が 35.0％

で最も高く、次いで「どちら

とも言えない」が 23.3％で

ある。滞在時間は「ちょうど

よい」が 58.3％で最も高い。

（N=60） 

やや不満
15.0%

どちらと
も言えな

い
23.3%

無回答
5.0%

満足
35.0%

大変満足
21.7%

 

短い
8.3%

ちょうど
よい
58.3%

長い
13.3%

無回答
20.0%

 
⑨クルージング２日目（船

内滞在・瀬戸内の景観） 

満足度は「大変満足」が

50.0％で最も高く、次いで

「満足」が 36.7％である。

滞在時間は「ちょうどよい」

が 81.4％で最も高い。（N=60） 

どちらと
も言えな

い
6.7%

無回答
6.7%

満足
36.7%

大変満足
50.0%

 

長い
18.6%

ちょうど
よい
81.4%

 
⑩今治国際ホテル 

満足度は「大変満足」が

55.0％で最も高く、次いで

「満足」が 35.0％である。

滞在時間は「ちょうどよい」

が 60.0％で最も高い。（N=60） 

大変満足
55.0%

満足
35.0%

無回答
3.3%

どちらと
も言えな

い
5.0%

やや不満
1.7%

 

短い
5.0%

ちょうど
よい
60.0%

長い
10.0%

無回答
25.0%

 
⑪大山祇神社・宝物館・海

事博物館 

満足度は「満足」が 53.3％

で最も高く、次いで「どちら

とも言えない」が 25.0％で

ある。滞在時間は「ちょうど

よい」が 50.0％で最も高い。

（N=60） 

やや不満
1.7%

どちらと
も言えな

い
25.0%

無回答
6.7%

満足
53.3%

大変満足
13.3%

 

無回答
18.3%

長い
3.3%

ちょうど
よい
50.0%

短い
28.3%
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 満足度評価 滞在時間の評価 

⑫御手洗の町並み散策 

満足度は「満足」が 50.0％

で最も高く、次いで「大変満

足」が 30.0％である。滞在

時間は「ちょうどよい」が

51.7％で最も高い。（N=60） 

大変満足
30.0%

満足
50.0%

無回答
5.0%

どちらと
も言えな

い
13.3%

やや不満
1.7%

 

短い
28.3%

ちょうど
よい
51.7%

長い
3.3%

無回答
16.7%

 
⑬クルージング３日目（船

内滞在・瀬戸内の景観） 

満足度は「大変満足」が

55.0％で最も高く、次いで

「満足」が 40.0％である。

滞在時間は「ちょうどよい」

が 58.3％で最も高い。（N=60） 

無回答
5.0%

満足
40.0% 大変満足

55.0%

 

無回答
23.3%

長い
18.3%

ちょうど
よい
58.3%
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観光時間（行程）の評価、価格評価、日程評価 
●陸上と海上での観光時間のバランスは「今回のバランスぐらいがちょうどよい」とい

う意見と「もう少し陸上での観光時間を増やしてもよい」が同程度。 

●船での移動とバスでの移動のバランスは「今回のバランスぐらいがちょうどよい」。

（今回はランチクルーズ時を除き、寄港地間の船での移動時間は１時間～２時間） 

●自由夕食を寄港地の町でとる形式は好評。（実際に参加者の半数以上が２日目に町に

出て夕食を食べている） 

●今回のツアー内容は「４万円～５万円台」の値頃感。 

●実施時季は「３月～５月」、「９月～11月」、旅行期間は「２泊３日」が妥当。 

 

問 6 陸上での観光時間と海上での観光時間のバランスはいかがでしたか？ 

もう少し
陸上での
観光時間
を増やし
てもよい
40.0%

もう少し
海上での
観光時間
を増やし
てもよい
13.3%

今回のバ
ランスぐ
らいが

ちょうど
よい
43.3%

無回答
3.3%

 

 

「今回のバランスぐらいがちょうどよい」

が 43.3％で最も高く、「もう少し陸上での

観光時間を増やしてもよい」が 40.0％、「も

う少し海上での観光時間を増やしてもよ

い」が 13.3％となっている。（N=60） 

問 7 船での移動とバスでの移動のバランスはいかがでしたか？ 

もう少し
船での移
動を増や
してもよ

い
28.3%

もう少し
バスでの
移動を増
やしても

よい
5.0%

今回のバ
ランスぐ
らいが

ちょうど
よい
63.3%

無回答
3.3%

 

 

「今回のバランスぐらいがちょうどよい」

が 63.3％で最も高く、「もう少し船での移

動を増やしてもよい」が 28.3％、「もう少

しバスでの移動を増やしてもよい」が

5.0％となっている。（N=60） 

問 8 ２日目の夕食で行なった、近隣の飲食マップをお渡しして、 

町に出て自由に食べていただく食事形式についてどう感じますか。 

その他
5.0%

２日とも
宿泊施設
での食事
が良かっ

た
18.3%

無回答
6.7%

２日とも
町に出て
自由に食
べる形式
が良かっ

た
5.0%

今回の形
式が良
かった
65.0%

 

 

「今回の形式（１日は町に出て自由に食べ

る）が良かった」が 65.0％で最も高く、「２

日とも宿泊施設での食事が良かった」が

18.3％、「２日とも町に出て自由に食べる

形式が良かった」が 5.0％となっている。

（N=60） 
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【その他の回答】 

事前にマップ等を添えてあれば、選択するのが楽／２日目のホテルの和食の食事は、ちょっと不満だった

／飲食マップに電話番号をはっきり表示して欲しい。暗くてマップが見えにくいし、遠出をしたくないの

で、予約したい。(年なので) 

 

問 9 今回のツアー代金は、おひとりあたり 29,800 円～で、モニターツアーとして設

定した料金です（官民連携調査の一環で設定）。仮に、旅行会社が独自に今回

のツアーを企画・提供した場合、今回のツアー代金よりも高額となることが予

想されますが、おいくらまでの値打ちがあると感じられましたか。 
９万円台

まで
1.7%

無回答
1.7%

３万円未
満

6.7%

４万円台
まで
41.7%

７万円台
まで
3.3%

5万円台
まで
38.3%

６万円台
まで
6.7%

 

 

「４万円台まで」が 41.7％で最も高く、次

いで「５万円台まで」が 38.3％となってい

る。（N=60） 

問 11 瀬戸内海クルーズ旅行の実施時季は、何月頃が良いと思いますか？（複数回答） 

1.7%

0.0%

23.3%

80.0%

51.7%

5.0%

6.7%

5.0%

25.0%

58.3%

41.7%

1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

 

 

月別では「４月」が 80.0％で

最も高く、次いで「10 月」の

58.3％となっている。 

期間別では「３月～５月」、

「９月～11月」の実施が良いと

いう回答が多い。（N=58/無回答を

除く） 

 

問 12 「瀬戸内海発着のクルーズツアー」として２泊３日という期間はいかがですか。 

日帰り程
度が良い

1.7%
１泊２日
程度が良

い
8.3%

無回答
3.3%

２泊３日
が良い

（妥当）
81.7%

３泊以上
が良い
5.0%

 

 

「２泊３日が良い」が 81.7％で最も高い。

（N=60） 
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クルーズツアーの希望 

●立寄りたい観光スポットは、「島」「アート」がキーワード 

●泊まってみたい宿泊場所は、陸側が多いが、直島など島泊の希望も。 

●体験したいものは、アウトドアスポーツ、食の体験などを志向。 

●「歴史ツアー」「島探訪ツアー」「グルメツアー」への参加意向が高い。 

 

問 16 瀬戸内海地域や四国周辺でのクルーズツアーで、立寄りたい観光スポット、泊

まってみたい宿泊場所（島が良いのか、沿岸地域が良いのかなど）、体験したい

ものについてのリクエストをお聞かせください。（アンケートとともにお渡しし

た観光パンフレットをご参照ください） 

立寄りたい観光スポット 

兵庫県 淡路島(5)、富島 

岡山県 犬島(2)、倉敷、児島、六口島の象岩、牛窓、真鍋島 

広島県 宮島(3)、鞆の浦(3)、尾道(2)、江田島(2)、竹原、呉、因島、西日光、

生口島(平山郁夫美術館) 

山口県 下関、上関 

徳島県 鳴門の渦潮 

香川県 直島・家プロジェクト(4)、琴平・金刀比羅宮(2)、高松、栗林公園、丸

亀城、観音寺、イサムノグチ庭園美術館、東山魁夷せとうち美術館、女

木島、男木島、小豆島、大島、香川のおいしいうどん屋さん 

愛媛県 道後温泉(3)、松山(2)、今治タオルのショップ、塩工場 

その他・広域 無人島探索、工場地帯を海から見るナイトクルーズ＋銀河のディナー、

島(しまなみ海道)、宇和海、アート関係、多くの島、ホエールウォッチ

ング、モネの庭 

泊まってみたい宿泊場所 

兵庫県 神戸、淡路島、淡路島ウエスティンホテル(2) 

岡山県 倉敷(2)、真鍋島 

広島県 尾道、鞆の浦、宮島 

香川県 直島(6)、琴平、坂出、オリビアン小豆島 

愛媛県 松山(3)、道後温泉(3)、宇和島 

その他 海の近く、塩工場近くの…(名前を忘れました)、行程上の島のどこか、

島の中の小さな宿、紀伊半島、四国のホテル オーベルジュ○○○ 

体験したいもの 

スポーツ シーカヤック、サイクリング、ラフティング、老人でも可能なラフティ

ング、潮干狩り 

食の体験 みかん狩り(3)、オリーブ摘み、さぬきうどん手作り(3)、塩づくり 

芸術の体験 陶器絵付け、美術館・歴史館めぐり 

その他 各製造所(製造過程)、夕食ディナーショー、イルカとの遊び・ショー見

学、紙テープ 
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問 17 今後、瀬戸内海地域でどんな内容のクルーズツアーがあれば参加したいと思い

ますか。（〇は２つまで） 

5.7%

17.0%

17.0%

17.0%

20.8%

34.0%

37.7%

37.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

その他

魚の干物づくりや果物の収穫を
楽しむ「食の体験ツアー」

瀬戸内のアートスポットを
巡る「アートツアー」

瀬戸内の産業を体験しながら
巡る「産業観光ツアー」

島の人々の生活文化に触れ、交流
しながら島を巡る「島交流ツアー」

瀬戸内海の食をとことん堪能する
「グルメツアー」

一般の観光コースに入らないような
瀬戸内の島に行く「島探訪ツアー」

ガイドと一緒に瀬戸内の歴史スポットや
古い町並みを訪ねる「歴史ツアー」

 
【その他の回答】 
体験型／島内でまる一回ぐらいのフリータイムがあるツアー／無人島でバーベキュー 
 

ガイドと一緒に瀬戸内の歴史スポットや古い町並みを訪ねる「歴史ツアー」、一般の

観光コースに入らないような瀬戸内の島に行く「島探訪ツアー」が 37.7％、瀬戸内海

の食をとことん堪能する「グルメツアー」が 34.0％となっている。（N=53/無回答を除く） 
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使用金額（消費額） 

●旅行代金を含む合計消費額は約 351 万円。（前後泊を含めた参加者１人あたりの消費

額は約５万８千円。ツアー中消費額に限ると約５万２千円。） 

●旅行代金以外の合計消費額は約 97万円。うち、前後泊に関する費用が約 41％を占め

ており、ツアー前後泊の経済効果が高い。（前後泊を含めた参加者１人あたりの消費

額は約１万６千円。ツアー中消費額に限ると約９千円。） 

●消費額が多い費目は「宿泊費」「飲食費」「交通費」である。 

●消費額が多い地域は「今治」「小豆島」「直島」の順であり、滞在時間の長さ、現地で

の滞在メニューや観光・物販施設があるかどうかが影響している。 

●「仁尾」「御手洗」では自由時間が短く、また購買機会がなかったため消費額が低く

なっていると思われる。 

 
問 10 今回のツアーで何にいくらぐらい使いましたか？ 

 

［旅行代金以外の消費額（アンケート回答ベース）］ 

宿泊費 飲食費 交通費
お土産・
買物費

拝観・
入場料

その他・
不明

合計金額

集合前 39,400 9,830 153,950 0 0 0 203,180

直島 0 34,280 9,600 40,680 27,200 0 111,760

小豆島 0 41,250 7,700 106,630 2,400 0 157,980

仁尾 0 1,820 0 660 0 0 2,480

今治 0 131,698 0 45,930 0 0 177,628

大三島 0 8,440 0 44,980 0 1,260 54,680

御手洗 0 100 0 4,700 0 190 4,990

銀河船内 0 36,540 0 21,600 0 2,000 60,140

解散後 0 12,000 182,460 0 0 0 194,460

①合計消費額 39,400 275,958 353,710 265,180 29,600 3,450 967,298

②ツアー中消費額
（集合前後を除く）

0 254,128 17,300 265,180 29,600 3,450 569,658

③ツアー中
1人あたり消費額

0 4,235 288 4,420 493 58 9,494
 

［旅行代金に含まれる消費額（推計）］ 

宿泊費 飲食費 交通費
お土産・
買物費

拝観・
入場料

その他・
不明

合計金額

広島→岡山 0 0 105,000 0 0 0 105,000

直島 0 88,500 31,500 0 60,000 0 180,000

小豆島 819,000 宿泊費に込 31,500 0 20,000 0 870,500

仁尾 0 0 0 0 60,000 0 60,000

今治 630,000 84,000 147,000 0 0 0 861,000

大三島 0 94,500 0 0 48,000 0 142,500

御手洗 0 0 0 0 7,500 0 7,500

銀河船内 0 220,500 0 0 0 0 220,500

広島→岡山 0 0 105,000 0 0 0 105,000

④合計消費額 1,449,000 487,500 420,000 0 195,500 0 2,552,000

⑤1人あたり消費額 24,150 8,125 7,000 0 3,258 0 42,533  
※各施設等の通常料金をもとに推計 
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［旅行代金以外の消費額＋旅行代金に含まれる消費額（推計）］ 

宿泊費 飲食費 交通費
お土産・
買物費

拝観・
入場料

その他・
不明

合計金額

各地→広島→岡山 39,400 9,830 258,950 0 0 0 308,180

直島 0 122,780 41,100 40,680 87,200 0 291,760

小豆島 819,000 41,250 39,200 106,630 22,400 0 1,028,480

仁尾 0 1,820 0 660 60,000 0 62,480

今治 630,000 215,698 147,000 45,930 0 0 1,038,628

大三島 0 102,940 0 44,980 48,000 1,260 197,180

御手洗 0 100 0 4,700 7,500 190 12,490

銀河船内 0 257,040 0 21,600 0 2,000 280,640

広島→岡山→各地 0 12,000 287,460 0 0 0 299,460

①+④合計消費額 1,488,400 763,458 773,710 265,180 225,100 3,450 3,519,298

②+④ツアー中消費
額

1,449,000 741,628 437,300 265,180 225,100 3,450 3,121,658

③+⑤ツアー中
1人あたり消費額

24,150 12,360 7,288 4,420 3,752 58 52,028  
 

旅行代金を含めた消費額は約 351 万円であり、前後泊を含めた参加者１人あたりの消

費額は約５万８千円、ツアー中消費額に限ると約５万２千円となっている。 

全体としては宿泊地である「今治」「小豆島」での消費金額が多くなっている。 

旅行代金以外の消費額は約 97 万円であり、前後泊を含めた参加者１人あたりの消費

額は約１万６千円、ツアー中消費額に限ると約９千円となっている。うち、前後泊に関

する費用が約 41％を占めており、ツアー前後泊の経済効果が高い。 

ツアー中の消費額が多い費目は「お土産・買物費」「飲食費」、消費額が多い地域は「今

治」「小豆島」「直島」の順であった。滞在時間の長さや現地での滞在メニューや観光・

物販施設の有無が影響していると思われる。 

「今治」は夕食をホタルまたは各自で町へ出てとれるように選択性にしたことから、

飲食費がホテルだけでなく地域内で消費されることにつながっている。小豆島はお土産

品の購入金額が多く、直島は家プロジェクトや銭湯といった施設利用やレンタサイクル

の利用など、滞在観光に伴う消費金額が多い。 

「仁尾」「御手洗」では滞在時間のほとんどがガイドツアーで自由時間がなかったこ

とと地域内にお土産を買う場所がない（あるいは、その場に立ち寄ることが出来なかっ

た）ため、消費金額が低くなっていると思われる。 
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５．瀬戸内海クルーズ推進のための課題と可能性 

 

瀬戸内ルネッサンス ～船の時代を再び。原点は瀬戸内海にあり！～ 

 

近代、瀬戸内海を舞台にした観光が盛んになったのは、明治 45 年（1912 年）、大阪

商船（現・商船三井）が別府温泉への観光を目的にした阪神―別府航路に、ドイツ製の

客船「紅丸」を就航させたことが大きな契機となったとされている。 

瀬戸内海で見られる多島美、白砂青松、島の斜面に広がる段々畑などの風景に注目し、

ドイツの地理学者リヒトホーフェンなど多くの欧米人が瀬戸内海の価値を世界に広め

たが、当時の観光船でも、昼間の瀬戸内海を優雅に航行し、船内でコース料理を楽しむ

など、現在行なわれている豪華クルーズの趣を多くの外国人が楽しんでいた。 

1934 年（昭和 9 年）には備讃瀬戸を中心としたエリアが日本初の国立公園の一つと

なったことも後押しし、瀬戸内海を横断し、別府温泉観光に行く観光旅行は話題を呼び

徐々に一般の間にも広まっていった。 

戦後、事業を引き継いだ関西汽船は昭和 35 年（1960 年）、阪神―別府航路に「くれ

ない丸」を就航させ、同航路での新婚旅行や団体旅行が花盛りとなる。大阪万博が開催

された昭和 45年頃、旅客航路としての瀬戸内海は全盛期を迎えた。 

そして、昭和 47 年（1972 年）に山陽新幹線・新大阪駅―岡山駅間が開業、昭和 50

年（1975 年）に岡山駅―博多駅間が開業、マイカー普及と高速道路の開通等、輸送・

交通手段が高度化していく中で、人々は船を使って瀬戸内海を観光旅行したり、移動す

ることから遠ざかり始めることになる。 

 高度経済成長期には、瀬戸内海沿岸で無秩序なリゾート開発や、複数の工業団地が形

成されるなど、長い歴史の中で培われてきた瀬戸内の景観とは相容れない人工的な景観

が生み出されることになった。また、赤潮の発生などの環境問題が生じたりするなど、

かつて欧米人が認めた瀬戸内海の景観の一部にも変化が見られている。 

 だからといって船で瀬戸内海を旅する時代が終わったとは言えない。クルーズはこれ

からのライフスタイル（スローライフ）に合った旅の提案である。「安く、短期間で、

遠くまで」という従来型の旅とは一線を画し、21 世紀のこの時代だからこそ逆に付加

価値となりうる旅の形が瀬戸内海クルーズには可能性が秘められている。この可能性を

顕在化させ、瀬戸内海の復活・復興を目指すためには、基礎自治体のみならず、関西～

九州の関係団体が広域ルートを形成するための具体的な取り組みを行うことも期待さ

れる。 
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５－１．モニターアンケートの結果から得られる「瀬戸内海クルーズ」推進に

関する課題及び可能性 

 

本調査で検証の対象とした、瀬戸内の陸上（島）に泊り、陸上（島）で食事し、陸上

（島）観光で各地の文化に触れ、地域に経済効果を生む新しいクルーズビジネスモデル

としての「瀬戸内海クルーズ」について、デイクルーズ・レストラン船（銀河・602 ト

ン）を使用したモニタークルーズでのアンケート結果に基づいて、その推進のための課

題及び可能性を整理する。 

 

（１）「瀬戸内海の島を巡るクルーズ」への関心は高い。 

応募動機として「クルージング（船を使った旅）を楽しみたかったから」「瀬戸内海、

景観（多島美）、島々への旅に関心があったから」との回答が多かった。また、クルー

ジング（船内滞在・瀬戸内の景観）」の満足度評価は３日間ともに高く、「普段は見ら

れない海からの眺めが良かった」「今までにないパターンのツアーだった」「とてもゆ

っくりした時間を過ごした。船からの景色にとても感激」といったツアーに参加してみ

ての感想があった。さらに、今後希望するツアーについても、「一般の観光コースに入

らないような瀬戸内の島に行く島探訪ツアー」への参加意向が高い。 

これらのことから、今回実施したような、従来の宿泊型クルーズとは異なる「瀬戸内

海の島を巡るクルーズ」に対する参加者の関心は高いと言える。 

 

（２）瀬戸内海クルーズの魅力を伝え認知度向上を図る必要がある。 

関心の高さが示された一方、宿泊を伴うクルーズには「始めて参加」した参加者が多

かったが、船内では「退屈せず、快適に過ごせた」との評価がなされている。島ガイド、

ロープワーク体験、ティータイム等、船内で楽しんでもらうためのイベントが充実して

いたが、何もせずに移り行く景色を眺めて過ごしてもよし、船内のイベントに参加して

もよし、島に降りて観光してもよしといったように、団体で移動しつつも、個人の自由

気侭なペースで過ごせる点もクルーズの魅力であり、満足度が高かったと考えられ、こ

れからのライフスタイル（スローライフ）に合った旅の提案であるとも言える。 

しかし、このようなクルーズが持つ特性はまだ一般には十分には認知されておらず、

さらに瀬戸内海がこうしたクルーズでの旅にふさわしい魅力的なデスティネーション

（行き先）であることの認知も不足していることが明らかになった。このため、積極的

な広報や魅力的な旅行商品の提供等を通じて認知度向上を図る必要がある。例えば、「瀬

戸内海」という広域の視点から島々の歴史や暮らしを伝えるパンフレットの作成や地域

イベントと連携したクルーズ旅行商品の提供などを通じて、船旅で実感できる瀬戸内海

の楽しみ方を知ってもらうことができれば、瀬戸内海クルーズが人気を呼び、瀬戸内海

の島々や沿岸の町々の観光が活性化することが期待される。 
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（３）瀬戸内海クルーズならではの魅力的なコース設定 

 陸上と海上での観光時間のバランス、船での移動とバスでの移動のバランスは「今回

のバランスぐらいがちょうどよい」と評価されている。訪問地の評価は概ねどのスポッ

トも好評であり、滞在時間も「ちょうどよい」とする意見が多いが、小豆島については

「短い」とする意見がやや多かった。クルーズ旅行がスローな旅というイメージを持つ

と同時に、なかなか訪れることが不便な隠れた観光地を効率よく廻れるという特性が評

価されている。この満足度をさらに向上させるためには、各地の特性に応じた魅力的な

オプショナルツアーを作ることと、それを参加前に十分に認知されるように努めること

が必要と思われる。 

また、現地を参加者の興味やニーズに応じて楽しんでもらうためのフリープランにつ

いては、より充実した時間を過ごしてもらうためには、事前に現地の情報を提供し、訪

問の動機付けをしておくことが重要である。 

さらに、モニターアンケートの結果では、町並みを活用した観光振興に取り組んでい

る御手洗や仁尾の満足度が高かった。これらの地域は一般的な知名度は必ずしも高くな

いと思われるものの、ボランティアガイドの育成等、観光客誘致に向けた取組みを進め

ており、今後観光振興を目指す他の瀬戸内海の島々や沿岸の町々の取組みの参考になる

と思われる。 

 瀬戸内海地域や四国周辺でのクルーズツアーでの立ち寄り先、宿泊地、体験のニーズ

に応えられ、陸や島を巡るという瀬戸内海クルーズの魅力が大いに発揮できるような

様々なコース提案が必要である。 

 

（４）参加しやすい商品設定 

瀬戸内海クルーズ旅行の実施時季としては、月別では「４月」「10 月」、期間別では

「３月～５月」、「９月～11 月」の実施が良いという回答が多い。また、瀬戸内海クル

ーズを楽しむための期間としては、今回のモニターツアーの日程でもある２泊３日が妥

当との意見が多い。 

 瀬戸内海クルーズが事業として今後拡大定着していくためには、マーケットの特性に

応じたクルーズ商品の多様化を進める必要がある。 

例えば、今後、関東からの集客を考えていく場合は、前後泊どちらかで済むように、

出発時間を遅め（終了時間を早め）に設定する、あるいは羽田行きの航空便との接続を

考えた解散地点・時刻を設定するなど解散後の関東方面への移動を考慮した行程とする

ことにより、宿泊にかかる費用負担や移動にかかる時間ロスが軽減され、参加しやすさ

が向上すると考えられる。また、１人からでも申込みできるプランを設定することも参

加しやすさの向上につながると考えられる。 

また、２泊３日の旅行に参加できるターゲットに対してのＰＲ、瀬戸内海エリア全体

で宿泊滞在型の観光推進を図り、それと短期のクルーズを組み合わせるといったことも
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考えられる。 

 

（５）寄港地での滞在時間の延長による地域への経済波及効果の向上 

 宿泊地となった小豆島、今治及びオプショナルツアーを実施した直島での消費額が多

かった。このように地域への経済波及効果が高めていくことが必要である。食事に関し

ても、今回のモニターツアーの今治でのように食事自体をオプションにして、町での自

由食にすれば、宿泊施設内だけでなく地域にも経済効果が波及することになる。 

 一方で地域側にも、観光客に満足感を得てもらいながら地域内での消費を促す仕掛け

づくりをしていくことが必要である。観光客がお金を使いたくなるような着地型メニュ

ーの開発や滞在の満足度を高められるガイドの育成（ガイドのひと声でお土産の売れ行

きが変わることもある）、その土地ならではの特産品の開発とその販売などが求められ

る。また、クルーズ会社とタイアップした船上販売や、宅配注文などのシステムも効果

的だと思われる。 

 

（６）広域マーケットの開拓 

今回は、中四国地域からの参加者が多数を占めたが、関東からの参加者も若干見られ

た。瀬戸内海クルーズの事業化のためには、関東、関西をはじめとした主要都市圏、さ

らには海外も含めた遠方からの参加も容易となるようなツアーパッケージを検討する

など、集客範囲を広げマーケットの開拓を進める必要がある。また、首都圏など広域で

の集客を行うと、前後泊で使う宿泊滞在費による大きな経済効果が見込める。 

一方で、中四国・近畿といった瀬戸内海沿岸に住んでいる人も、意外と瀬戸内海の島

を楽しむ経験が多くないと考えられるため、ミニクルーズをはじめとする船旅文化の普

及などを通じて、地元の顧客を掘り起こしていく余地はあると考えられる。 

 

（７）参加しやすい価格帯での瀬戸内海クルーズ商品化 

 今回のモニターツアーの旅行代金は高松発広島着 29,800 円～であった（船の運航に

関する費用は除く）。これに、80 人の申し込みが採算ラインとして、今回使用した船

の運航に関する費用を加算すると、高松発広島着が９万円代～となる。 

 一方、モニターアンケートでは、今回実施した２泊３日のクルーズの料金としては「４

万円台～５万円台までの値頃感」との回答が多く、参加しやすい価格帯での瀬戸内海ク

ルーズ商品化のためには、さらに様々な方法を検討する必要がある。 

例えば、レストラン船を使わずもう少し小型の高速船を活用する、食事は全て陸上に

する、コースの一部のみをレストラン船として活用することにより船員人件費を削減す

る、宿泊先を旅館・ホテルに限定せず、ビジネスホテル、民宿など幅広い宿泊先から旅

行客が選択できる仕組みとする、他社のクルーズ船と連携して運航する（中間地点でお

互いの乗客が乗り換える）、複数回のクルーズ催行を前提とした広告・傭船を行う、各
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港での綱取り等の作業費用、合理的な二次交通手配などによる費用の低廉化などの取り

組みも考えられる。 

 

５－２．瀬戸内海クルーズの形成に向けた課題と可能性 

 

「瀬戸内海クルーズ」で利用が想定される比較的小規模なクルーズ船の港湾利用及び

寄港地側での受け入れ体制等に関して課題と可能性を整理する。 

 

（１）港の利用に関する課題と可能性 

①コース設定段階で不可欠な港情報の取得 

 旅客船が港のどの場所に係船できるのか、定期船等の他船の利用状況はどうか等、港

の具体的な情報の取得が容易であれば、コース検討が容易となり、瀬戸内海クルーズの

企画促進につながる。このため、旅客船が使用できる係船設備、旅客受入れのためのト

イレや待合施設等に関する港の情報が整理され、容易に入手できるようにインターネッ

ト等で発信されていることが望ましい。 

 

②係船施設の利用における定期船との共存 

 クルーズ船が利用できる係船施設があったとしても、定期船の利用がある場合には、

定期船を運航している事業者との調整を要したり、定期船の停泊時間の間隙を縫って乗

客を乗下船させる必要が生じたりするなど、行程設定の自由度が低くなることがある。 

 より魅力的なクルーズ旅行を可能とするためには、例えば、不定期旅客船専用の係船

箇所を設定するなど、クルーズ船の利用に配慮した係船施設の利用環境が整備されるこ

とが望ましい。 

 

③港における旅客利用施設の充実、安全対策 

 定期船が頻繁に就航したり、拠点化したりしている港では旅客ターミナルが整備され

ているが、比較的小規模な港については、トイレなどの施設が未整備であったり、老朽

化が進んでいたり、旅客利用に適さない場合もあるとの指摘がなされている。 

港における旅客利用施設の充実化や老朽化した施設の安全対策を進めることは、安

心・快適な瀬戸内海クルーズの環境づくりに重要である。また、外国人利用者向けの多

言語表示の案内板の設置や現地対応等も必要である。 

 

（２）その他 

①港と観光施設を結ぶ二次交通の充実化 

 寄港地から徒歩圏内で観光地がある場合は良いが、多くの場合は港と観光地が離れて

おり、港からバスやタクシーなどの二次交通の手配が必要であるため、島など現地での
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二次交通確保が困難な場合には、行程の選択肢が制約されかねない。また、合理的な二

次交通手配ができなければ、旅行代金の高額化につながりかねない。（例えば、島外か

ら貸切バスを持ち込むためバスの航送料を負担、営業区域規制による制約から複数事業

者へ貸切バスを手配、といった現状がある。） 

現地での二次交通が充実することで、陸上観光とセットになった瀬戸内海クルーズを

実施する際により充実した陸上観光を提供でき、集客につながることが考えられる。 

 

②地域におけるクルーズ受入れの対応力強化 

 貸切バスでの来訪を想定した旅行会社等への旅行商品の提案や受入対応は、受け入れ

地の行政や観光協会等からもこれまで行なわれているが、船での来訪を想定した観光プ

ランの提案や受入対応を得意とする地域は多くないと思われる。船舶事業者や旅行会社

等のクルーズ関係事業者に対してのクルージングや陸上観光の提案、港利用に関する調

整を得意とする人材を育成する、ノウハウを蓄積するといったクルーズ客を想定した提

案・調整力の向上を図ることが重要である。 

 

５－３ 大型船の寄港に関する課題と可能性 

 

①水域利用の調整の円滑化 

 沖合に錨泊する際に、錨泊地の海域で操業する漁協との調整が必要とされている。こ

の調整作業がクルーズ事業者にとって負担であり、寄港を断念するケースもある。場合

によっては補償費が必要であるとの意見もある。 

このため、自治体等の第三者が水域利用調整に関与するなど調整の円滑化を図ること

ができれば、寄港の機会を広げることにつながると考えられる。 

 

②大型船のアクセス改善 

大型船が直接着岸できない港では、船を沖合に錨泊させ、そこから小型船に乗り換え、

上陸する方法もとられている。 

その場合に、旅客が安全に乗り換えできるように一時的に下船させる台船や時間短縮

のための高速船の手配が可能になれば、観光に充てる時間を増やせられるため、大型船

旅客の現地滞在時間延長の鍵となることが考えられる。 

 

③大型船の航行規制に対応したクルーズ行程の検討 

 大型船が瀬戸内海を航行する場合、一部航路の通行に関して夜間の航行が制限されて

いたり、狭水道の航行規制などがスムーズな工程を組む上での課題となっている。航行

規制に適応しつつクルーズの需要を高めるような魅力的な商品企画が求められる。 
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今後、民間事業者、地方自治体をはじめとした瀬戸内海クルーズの関係者において、

以上に述べた課題整理及び各章において提示した調査結果が活用され、瀬戸内海クルー

ズの実現と事業化に向けた取り組みが進められ、クルーズ船等を活用した観光振興が図

られることを期待するものである。 
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瀬戸内海クルーズ推進に向けて ～座長コメント～ 

 

今回の調査では、島に泊り、島で食事をし、島で楽しむという、アイランドホッピン

グのような、従来型の大型客船クルーズとは全く違うビジネスモデル「瀬戸内海クルー

ズ」のあり方について検討できたことが一番の成果であると思う。 

調査の一環で実施したモニターツアーはお客様の満足度が非常に高かったものの、Ｐ

Ｒエリアの関係もあると思うが、広島からの参加者が多く、四国からの参加者はほとん

どいなかった。いずれにしても、瀬戸内海沿岸の人々が瀬戸内海を楽しむということに

ついては、ほぼゼロからの出発ということかもしれないが、今回のような成功体験を積

み重ねて、瀬戸内海の魅力を知ってもらうことが重要である。 

一方で、船舶事業者からは、船の老朽化に伴い、客船を手放したり、そもそも事業か

ら撤退したりするなど、今後瀬戸内海クルーズを展開するにあたっても事業として大変

厳しい状況にあるということも伝わってきている。 

今回、モニターツアー中に東北地方太平洋沖地震が発生した。災害と客船との関わり

に思いを巡らせると、阪神淡路大震災の際にレストランシップが多くの被災者の神戸か

ら大阪への交通手段として活躍したという実績があるし、被災者が入浴や食事を行うこ

とができる施設としての活用も考えられる。万が一の時のためにも、災害等の緊急時に

公共目的で利用することができる客船が瀬戸内海にあるということが大事であると思

う。 

その点、本調査の趣旨からはやや飛躍した発想になるが、例えば、レストランシップ

を国あるいは自治体が建造・保有し、平時は民間事業者がクルーズ事業に使用し、災害

が起こった場合には被災者支援のために使用するという船のあり方もあって良いので

はないだろうかと思っている。 

「瀬戸内海クルーズ」は、今後の商品化に期待が持てると感じているが、マーケット

のセグメントをどこに絞るか、エリアや顧客層によって商品の造り方は変わってくる。

国内の大型客船を使用したクルーズは１泊４万円からが基本的な価格帯となっている。

それに対して、「瀬戸内海クルーズ」は、大型客船クルーズのように高級感をもたせた

内容にするのか、コースの一部でレストランシップとして楽しんでもらうことにするの

か、それとも高速船を使って島で楽しむことに重点を置くのかなど、誰をターゲットに

するのか、何に焦点をあてるのかによって、様々なクルーズモデルがありうると思う。

ＰＲ面の課題や、コスト面の課題など、民間ベースのビジネスとして花開くまでには

様々な課題があるが、本調査の結果も参考活用していただき、民間事業者と地域の創意

工夫のもと「瀬戸内海クルーズ」を実現して頂けたらと思う。 

 

クルーズ船等を活用した観光振興推進検討委員会 

 座長 池田 良穂
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（付録）モニターアンケート記述集計表 
（１）今回のツアー全体の感想をお聞かせください。 満足度評価  

・ 普段は見られない、海からの眺めが良かった。特に、橋の真下から上への眺めは、それぞれの橋の特長があっ

た。 
大変満足 

 

・ 初めての船の旅でしたが、船に乗っている間、色々な話があり、景色も楽しめ、スタッフの方々の様々な対応

が気持ちよく、とても楽しく過ごせました。観光もちょうど良かったと思います。子連れでしたので、迷惑を

かけるのではと心配していましたが、子供自身も楽しめ、親も大満足でした。 

大変満足 

 

・ 内容にはすごく満足しているが、観光の一か所一か所の時間が短く、クルージングの時間もまた、思っていた

より短く、少し物足りなく感じた。もう一日、もしくは一か所を減らすぐらいが良いのかも。 
大変満足 

 

・ スタッフの対応が、とても良かったです。 大変満足  

・ 御手洗など、うずもれた歴史をめぐる旅の企画がよかった。 大変満足  

・ 皆さん、笑顔で親切で嬉しかったです。 大変満足  

・ 銀河のスタッフの方々の、細かい配慮のおかげで、楽しいクルージングの旅ができました。また、違うプラン

をお願いします。 
大変満足 

 

・ ホテル、食事、船内でのサービス、お世話して下さる人、全て笑顔を絶やさず、優しかった。横になって休む

スペース(船内)が外から丸見えで休みづらいので、衝立でも欲しかった。 
大変満足 

 

・ 銀河クルーのサービス心、心遣いに感動。大型船クルーズに無い、親近感を痛感。 大変満足  

・ 見学地での時間をもう少し、ゆとりをもった計画だったら、さらによかったと思います。 大変満足  

・ 良－ワイン・ぜんざいのサービス。 大変満足  

・ 初めてのクルージング。ゆっくり時間が流れていき、非常に満足した。船内のサービスが良かった。 大変満足  

・ 疲れた時に、さっと出てくる甘味とか、果物、飲み物もいたれりつくせりだったと思います。 大変満足  

・ クルージングでの景観が良かった。地域活性化と連動しており、皆様の観光への思いが、強く感じられた。急

ぎのスケジュールもあり、ゆっくりした時間があればと思います。(例)地域観光時に、カフェタイムがあれば、

ゆっくりできたと思います。 

大変満足 

 

・ スタッフの方の心のこもったサービスにとても気持ちのいい３日間を過ごすことができました。船内のイベン

トは、もう少し盛り上がれるものがあれば申し分ないです。 
大変満足 

 

・ 海上からの目線で、瀬戸の多島美、瀬戸大橋、来島海峡大橋を見上げることができ、感動でした。 大変満足  

・ 天気も良く、ゆっくりとしたスケジュールでした。スタッフの対応も大変良かったと思います。 大変満足  
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・ 直島観光は良かったが、地中美術館を含む、直島の滞在時間が短か過ぎたように思う。短期間でしたが、楽し

く有意義な時間を過ごさせていただき、世話をして下さった皆様に感謝いたします。ありがとうございました。 
満足 

 

・ バスの移動時に、何か工夫があれば良い。(広島→宇野、多度津→今治)初めて参加される人には、不向きなコ

ース。広域のため、移動時間が長く、観光時間が少ない。 
満足 

 

・ しまなみ海道沿いをクルーズする体験は大変貴重だった。船会社、ＪＴＢのスタッフの気配りに感銘しました。 満足  

・ とても充実したクルーズの旅でした。モニターツアーでお安いプランですが、いたれりつくせりで、とても良

かったです。 
満足 

 

・ 船内での催しなど、退屈する間のない、とても楽しめるクルーズでした。ただ、もう少しわがままを言うと、

行程はハードに感じます。クルーズでゆったりとまわりたい。年配の方には、もう一日位のゆとりがないと厳

しいかと思います。 

満足 

 

・ 料理がすごくおいしい。 満足  

・ 仁尾の町が寂しかった。 満足  

・ 直島で待ち時間が多かったと思った。 満足  

・ 直島での案内に時間のムダがあったと思う。昼食後もゆとりがなく、売店にも寄れなかった。 満足  

・ 退屈しないようにイベントを盛り込んでいるのと、スタッフの心遣いが嬉しかったが、最初の待ち時間が多い

のと、13時半～の昼食は遅すぎます。 
満足 

 

・ スタッフの皆様に気を遣っていただいて、ありがとうございました。 満足  

・ クルーズの料理…立ち寄り場所にちなんだ食材を出す。(加工せずにちょっぴり味見くらいで) 満足  

・ 今までにないパターンのツアーは、高く評価したい。 満足  

・ サービスは良かったと思いました。乗船時間が長いので、もっと楽しめる物があったらと思います。 満足  

・ 島の景色を十分に楽しむことができた。各地での歓迎ムードを感じることができた。 満足  

・ 仁尾の見学は特に見るものがなかったと思う。寄港地でのボランティアの方々の熱意は強く感じられたが、お

買いものタイムがあっても良かったのではないかと思う。 
満足 

 

・ 観光の時間をもう少し長くしてほしい。 満足  

・ 直島の時間は短すぎた。また、仁尾も御手洗も急ぎ足過ぎて、地元にお金を落とす時間もなかった。 満足  

・ もう少し、隣り合わせになった人や、他県の人との交流の時間があれば良かった。 満足  

・ ランチの時、もう少しスタッフを増やし、料理がよりスムーズに出て欲しかった。 満足  

・ 昼のクルージングランチが良かった。夜のクルージングもあっても良いのでは！！ 満足  

・ 「銀河」クラスが寄港できる港を選定した事は許可できるが、選定方法、一考察がほしい。例えばテーマ。 どちらとも言えない  
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・ デジタルテレビをつんでほしい。インターネット接続無線ＬＡＮを完備してほしい。 無回答  

（２）クルージングについての感想をお聞かせください。   

①船内では退屈せず、楽しく過ごせましたか？ 満足度評価  

・ 最初、自由に過ごしても良いのか、話をして下さるのを聞かなければならないのか…と思うことがあった。疲

れている時に、少し困った。 
大変満足 

 

・ 楽しく過ごせたが、逆にイベントが多いので、少しせわしなく、ガイドさんの話をゆっくり聞く時間は、少な

いと思った。 
大変満足 

 

・ ガイドさんの話は控えめにしてほしい。(同席した人との会話の妨げになった) 大変満足  

・ ロープワーク、楽しかったです。 大変満足  

・ 船内イベントがあり、楽しめました。 大変満足  

・ スタッフの方の多芸。楽しさ。ホッともしたし、楽しめた。 大変満足  

・ ゲーム、工作、とても満足！！ 大変満足  

・ 一般の旅行と違って、船の上で過ごす時間が多く、久しぶりにのんびり体を休める事ができ、良かった。 大変満足  

・ クルーから、気軽に声掛けがあった。 大変満足  

・ 下船、乗船の度に、スタッフの皆様の笑顔と心配りに感謝。船内でも楽しく、ゆっくりと過ごせました。 大変満足  

・ ウェルカムドリンクや、島ガイドの解説など、とても充実していた。 大変満足  

・ クルーの気持ち良いサービスが印象に残る。 大変満足  

・ ガイドあり、ゲームあり等、最高でした。 大変満足  

・ コースター作り以外にも何かあれば良かった。体を動かすラジオ体操、輪投げも良かったが、あと何かあれば

よい。 
大変満足 

 

・ 乗務員の方に、気の毒くらい気を遣っていただき、非常に満足。 大変満足  

・ 船内だけではないので、外から帰った時、船の中で休むことができてよかった。 大変満足  

・ 添乗員、ツアーディレクター(船員)が楽しくすべく、いろんなメニューを用意して、がんばりました。 大変満足  

・ もう少し盛り上がれる企画があれば、良かったかなと思います。クッキングは、前の方しか見えないかも。 大変満足  

・ ゆったりと、「時」を味わうことができました。 大変満足  

・ 良かったと思う。 満足  

・ 船上カメラマンさんありがとう。 満足  

・ イベントの開催時間が不明確。３日間のイベントスケジュールを掲載した方が良い。 満足  

・ 航海図があればよかった。 満足  
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・ スタッフの気配りや、親しみやすい対応に安心して、楽しく過ごすことができました。 満足  

・ ラジオ体操は良かったと思う。 満足  

・ レクリエーションの時間があれば、良いと思います。 満足  

②座席、デッキ、トイレなど船内設備の使い勝手はいかがでしたか？ 満足度評価  

・ 特に気になる点はなく、トイレもきれい。 大変満足  

・ 船内の案内表示(サイン)と、頂いた船内案内地図とで、名称が異なる場所があり、最初は少し迷いました。(す

ぐ慣れましたが) 
大変満足  

・ ゆったり過ごせ、快適でした。トイレもきれいでした。デッキで見る景色、最高です。 大変満足  

・ 天候に恵まれ、揺れる事もなく、快適でした。 大変満足  

・ ２階のデッキ、スナック内の床板が滑りやすかった。 大変満足  

・ 一部に、よりゆったりできる、ソファーのスペースがあると良い。 大変満足  

・ 季節の良い時には、デッキで寝そべっていたいと思いました。 大変満足  

・ 操舵室を見学したり、船長の制服を着れたり、楽しまさせていただきました。 大変満足  

・ 申し分なし。 大変満足  

・ とてもきれいでした。 大変満足  

・ チークデッキは、本来の質感を戻す整備が必要。 大変満足  

・ １階の座敷スペースが助かりました。 満足  

・ 快適でした。 満足  

・ 波も穏やかで、瀬戸の島々も美しかった。テーブルのセッティング、かわいいお花が心を癒してくれた。 満足  

・ 双眼鏡、方位計等が設備されていれば良かった。 満足  

・ 客の人数が適当で良かった。 満足  

・ 特にトイレがきれいで、良かった。 満足  

③船内レストランの雰囲気はいかがでしたか？（自由記入） 満足度評価  

・ 海外の日帰りクルージングのように、ビュッフェスタイルの昼食にする方法もあるのでは？と思いました。 大変満足  

・ 素晴らしい雰囲気でした。 大変満足  

・ とても良かったと思います。 大変満足  

・ お隣の人とも、仲良くおしゃべりしながら、おいしくいただきました。 大変満足  

・ リラックス感の中にも緊張感があり、良かった。 大変満足  

・ 本格的なランチも大変満足。今度はディナーでも。 大変満足  
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・ サービスも良く、自由に飲食もでき、良かった。 大変満足  

・ 最高でした。 大変満足  

・ スタッフの応対が、皆さん良かった。 大変満足  

・ くつろげた。 大変満足  

・ 楽しめました。 大変満足  

・ ランチクルーズ、最高でした！クルーの方々の気配りで、温かい雰囲気でした。 大変満足  

・ 関係者の方々がもてなしを良くして下さり、良かったと思う。 満足  

・ 心配りが、たくさんありました。 満足  

・ クルーズとしては、安く感じられた。 どちらとも言えない  

④２日目・船内昼食の食事内容や量はいかがでしたか？（自由記入） 満足度評価  

・ ボリュームも丁度良く、味も良かった。季節のものを使った料理が良かった。 大変満足  

・ 非常にリッチな気分に浸る事ができました。 大変満足  

・ 小豆島からの帰りにランチだったので、パン用にバターではなく、オリーブオイルを数種選んで食べられると

更によかった。(スタッフの方に無理を言ってもらいましたが…。) 
大変満足 

 

・ とてもおいしかった。 大変満足  

・ おいしくて、12日のランチはとてもおいしかったです。宮島ランチクルージングも行きたいと思います。 大変満足  

・ 最高に良かった。見た目も彩りも、手間をかけて作って下さった、料理長さんに感謝。 大変満足  

・ 適量。 大変満足  

・ 量も味もちょうど良かったです。 大変満足  

・ 味も量も良かった。 大変満足  

・ 最高の味でした。 大変満足  

・ とてもおいしかったですが、昼食なので、パスタ程度でもよかった。 大変満足  

・ ５の上に○をしたいくらい、満足した。 大変満足  

・ シャンペンとフランス料理、良かった。 大変満足  

・ 前菜がすごく美味でした。 大変満足  

・ レストラン船だけあって良かった。素晴らしい昼食でした。 大変満足  

・ おいしく昼食ができました。 大変満足  

・ 食材も良く、おいしかった。 大変満足  

・ 最高でした。一番！感激した時間でした。 大変満足  
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・ 昼食のメニューも良く、量も食べきれないほど出て、良かったと思う。 満足  

・ スープがありませんでしたね。 満足  

・ 内容はとても満足するものであったが、女性には量が少し多かった気がしました。 満足  

・ とても美味しかったです。 満足  

・ ランチの時、もう少しスタッフを増やし、料理をよりスムーズに出して欲しかった。 満足  

・ 見ず知らずの方と、同席になりましたが、仲良くやれました。 満足  

（５）訪問先・宿泊施設に関しての感想をお聞かせください。   

直島フリープラン 満足度評価 滞在時間評価 

・ タクシーで好きな所へ行けて良かったですが、時間がもう少し欲しかった。 大変満足 ちょうどよい 

・ 船内でゆっくりした。 大変満足 長い 

・ 家プロジェクトをゆっくり回りました。 満足 ちょうどよい 

・ フリーで、美術館などに行く場合の、交通手段や時間がわかりにくかった。 満足 長い 

・ 観光施設の料金設定などを知らず、時間の関係もあり、あまり見れなかった。 どちらとも言えない 短い 

・ 家プロジェクトは、６か所まとめてのチケット販売だったので、全て観るにはとてもではないが時間が足りな

かった。島内の移動手段が限られているため、時間は余裕がなかった。 
どちらとも言えない 短い 

・ もう少し時間があれば。ゆっくり見たい所が何か所かあったので。 どちらとも言えない 短い 

・ 地中美術館、建物は素晴らしかった。入館料の割高感があり。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 本村エリアの情報不足。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 船の中で休みました。 どちらとも言えない 無回答 

・ 家プロジェクトは、老人には、不向きのような気がする。今回はレストランが満席の為行きませんでした。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 宮浦港に何もない。 やや不満 ちょうどよい 

・ 今回はオプション参加したので、それなりに大満足！でした。次回は欲張って歩きます。Walter de Maria を

長時間使って、光・空間を愉しみたい。昼食の建物、食器(Tea Cup)気に入ってしまった。 
無回答 ちょうどよい 

直島観光プラン（地中美術館・昼食） 満足度評価 滞在時間評価 

・ 地中美術館は、興味深いところでした。 大変満足 ちょうどよい 

・ 滞在時間が短い。多くの美術館を見学したい。 満足 短い 

・ 昼食後、もう少しエリアを散策する時間が欲しかった。ランチの席が狭かった。 満足 ちょうどよい 

・ 何回も行っていたので。 満足 無回答 

・ 見る時間が少なかったにもかかわらず、待ち時間が長すぎた。 満足 ちょうどよい 
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・ もう少しゆっくりしたかった。 満足 ちょうどよい 

・ もう少し多くの時間をかけてほしかった。 どちらとも言えない 短い 

・ もう少しのんびり見学できたらいいな。その他の家プロジェクト・ベネッセハウスなどを見たい。 どちらとも言えない 短い 

・ 時間的ロスが多かった様に思う。もっとまわりたかった。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 芸術を楽しむよりは、理解に苦しむ事ばかり。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 地中美術館はあまり理解できなかった。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 芸術に関心がない。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 感覚の違いがある。他の施設にもまわりたかった。料金が高い。 やや不満 短い 

・ 待ち時間がありすぎた。 やや不満 無回答 

・ もう少し効率よく廻って欲しかった。 やや不満 ちょうどよい 

・ 頑張って行ったが、レベルが高くて…？ やや不満 ちょうどよい 

・ 地中美術館での待ち時間(バス内)。 やや不満 短い 

クルージング１日目（船内滞在・瀬戸内の景観） 満足度評価 滞在時間評価 

・ いいタイミングで色んな企画があり、満足。 大変満足 長い 

・ 天気良く、最高。 大変満足 長い 

・ 良かった。 満足 ちょうどよい 

・ 話を聞きたいが、疲れもあり、ゆっくりしたい気持ちもあった。 満足 ちょうどよい 

・ 天候が悪い時にはどうする？ 満足 ちょうどよい 

・ ガイドさんが熱弁をふるまわれて、よかった。 満足 ちょうどよい 

・ ゆったりした景色がきれいでした。 満足 ちょうどよい 

・ のんびりと景観を楽しめた。 満足 ちょうどよい 

・ 「銀河スタッフ」が頑張っていました。島ガイドも良かった。 満足 ちょうどよい 

・ 「申し分ない」と申し上げます。 無回答 ちょうどよい 

小豆島国際ホテル 満足度評価 滞在時間評価 

・ 料理が美味しかったし、従業員の方の対応がとても良かった。設備は、決して新しくないが、とても満足した。 大変満足 ちょうどよい 

・ ちょっと古い感じがしたが、良かった。 大変満足 無回答 

・ 食事、景色がとても良かった。 満足 ちょうどよい 

・ 地産地消のオリーブ会席が良かったが、量が多すぎた。部屋からの展望 good。 満足 ちょうどよい 

・ 料理の量が多かった。そうめんなどは、一口ずつくらいが良かった気がする。 満足 ちょうどよい 
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・ 入浴時間をもう少し遅く迄お願いします。 満足 ちょうどよい 

・ エンジェルロードの近くで、ロケーションはとても良かった。 満足 ちょうどよい 

・ 朝食バイキングの並べ方に工夫があれば、もっと美味しく思える。 満足 ちょうどよい 

・ 食事の量が多すぎて、もったいなかった。(残したので) 満足 長い 

・ 団体旅行者が多かった。ラグジュアリーがない。 満足 無回答 

・ 食事が多くありすぎた感じ。 満足 無回答 

・ 良かった。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 朝食が冷たかった。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ ホテルのスタッフの心遣い、対応が悪い。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 夕食は楽しかったです。施設が少し古い感じ。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 食事はおいしかったです。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 旧来型の宴会よりも、リゾートホテルらしい場での、夕・朝食をやるべきでしょう。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ ホテル周囲の環境が良くなかった。 やや不満 無回答 

・ 金額をプラスしても良いので、少し新しい部屋が良いです。 やや不満 無回答 

・ 食事×、部屋×、サービス×、エンジェルロード○。 不満 ちょうどよい 

・ 従業員の方も好感がもてました。 無回答 ちょうどよい 

・ 食事は椅子の方が良い。美味しかったが、量をもう少し減らしてほしかった。 無回答 無回答 

小豆島観光フリープラン 満足度評価 滞在時間評価 

・ 満足。 大変満足 長い 

・ 1日目の疲れ(地震の事もあり)で起床が８時前くらいになったため、何もする時間がなかった。 どちらとも言えない 短い 

・ フリープランにすると、観光先が限られてくる。 どちらとも言えない 短い 

・ もっといろんな所を回りたかった。 どちらとも言えない 短い 

・ 時間に半日程度必要。 どちらとも言えない 短い 

・ 朝バタバタして何もできず、出発になった。 どちらとも言えない 無回答 

・ 小豆島を、かるーく観光があっても良かったかも。 やや不満 短い 

・ 観光プランにすべきだった。個人で行くには、交通機関がなかった。 不満 短い 

・ 時間が短い感もありましたがＯＫ。 不満 無回答 

・ もっと名所めぐりをしたかった。 

 
無回答 無回答 
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小豆島観光観光プラン 満足度評価 滞在時間評価 

・ 農村歌舞伎が期待以上だった。 大変満足 ちょうどよい 

・ 短い時間でも良かった。 大変満足 短い 

・ ゆっくり話し、聞きやすかった。 満足 ちょうどよい 

・ 滞在時間が少ない。 満足 ちょうどよい 

・ 農村歌舞伎の舞台裏は、とても良かった。ガイドさん上手でした。 満足 ちょうどよい 

・ 思いがけず、農村歌舞伎舞台の中を見学でき、良かった。 満足 短い 

・ もう少し他に観光しても良いかなと思った。 満足 短い 

・ 短かった。 満足 無回答 

・ 場所的にもう少し多くまわりたかった。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 短い。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ もう少し多くの時間をかけてほしかった。 どちらとも言えない 短い 

・ 名所は個人で 10年位前に行きましたが、今回、聞いた事のない、千枚田・舞台が良かった。ガイドさんの説明

がとても良かったので、名所をもう一度行ってもいいかなと思う。 
やや不満 短い 

・ 初めての者には…。あまりにマニアック。 やや不満 短い 

・ もう少し時間を与えたまえ。 無回答 短い 

船内での瀬戸内島ガイド 満足度評価 滞在時間評価 

・ 少し長い感じがしたが、一生懸命さが伝わってきた。 大変満足 ちょうどよい 

・ ガイドさんの説明は良く理解できた。 大変満足 ちょうどよい 

・ 竹内さんの博学には、感心しまた。 大変満足 ちょうどよい 

・ 満足。 大変満足 長い 

・ ゆっくりできた。 大変満足 長い 

・ 竹内さんの話はとても興味深かった。 大変満足 無回答 

・ これが最高。天気も良かった。 大変満足 無回答 

・ 大変詳しい説明で、勉強になりました。 満足 ちょうどよい 

・ とてもわかりやすかった。 満足 無回答 

・ 竹内先生に感動しました。 満足 無回答 

・ もう少し説明時間が長くても良かったと思う。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ いつまで活かしているのか。 どちらとも言えない 長い 
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・ 聞き取りづらいので、長く感じました。 どちらとも言えない 長い 

・ 適当。詳しい地図を次回は持参します。 無回答 ちょうどよい 

仁尾町並み散策 満足度評価 滞在時間評価 

・ もてなしが上手。 大変満足 ちょうどよい 

・ 気持ちの良い町で、すばらしい。 大変満足 ちょうどよい 

・ ガイドは良かった。 大変満足 ちょうどよい 

・ 散策時間を短めにし、今治での滞在時間に充てたかった。 大変満足 長い 

・ ガイドさんがとても良かったです。 大変満足 長い 

・ 和菓子、揚げパンが美味。 満足 ちょうどよい 

・ 揚げパンが懐かしかった。 満足 ちょうどよい 

・ 短かった。 満足 ちょうどよい 

・ 町並みをもっと楽しみたかった。 満足 ちょうどよい 

・ 八朔人形まつりは、八朔で作る人形かと思いました。 満足 ちょうどよい 

・ 地元の市長の歓迎にびっくりです。ガイドさんありがとう。 満足 ちょうどよい 

・ 歩き疲れた。もう少しゆっくり見たかった。 満足 短い 

・ 古い建物など、もう少し手入れをされたらいいと思います。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ ガイドさんの説明、対応は良かったが、散策時間が短かすぎた。 どちらとも言えない 短い 

・ ガイドツアー、ちょっとグダグダ…？ どちらとも言えない 長い 

・ 良かった。 やや不満 ちょうどよい 

・ 条件、環境整備がもっともっと必要。保存状態が悪い。 やや不満 短い 

・ 寄港地の観光としては無理があった。 やや不満 無回答 

クルージング２日目（船内滞在・瀬戸内の景観） 満足度評価 滞在時間評価 

・ 丁度良い時間だと思った。 大変満足 ちょうどよい 

・ 料理美味。 大変満足 ちょうどよい 

・ 瀬戸大橋を海から見られて、うれしかった。 大変満足 ちょうどよい 

・ 期待以上のものに感動しました。 大変満足 ちょうどよい 

・ 天気に恵まれ、満足。 大変満足 長い 

・ 良かった。 満足 ちょうどよい 

・ 天気も良く、景色が最高だった。 満足 ちょうどよい 
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・ とてもきれいでした。 満足 無回答 

・ 仁尾散策で、後半がバスになり、少々残念ですが、散策も良かったので、仕方がないです。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 見る物がなかった。 どちらとも言えない 無回答 

・ 長いかと思っていたが、あっという間だった。 無回答 ちょうどよい 

・ 快適でした。好天にも恵まれて…。 無回答 無回答 

今治国際ホテル 満足度評価 滞在時間評価 

・ 思っていた以上にきれいだった。お風呂も良かった。 大変満足 ちょうどよい 

・ 施設がきれいだった。 大変満足 ちょうどよい 

・ もう少し、ゆっくりしたかった。 大変満足 ちょうどよい 

・ 高級感があって良かった。ミールクーポン(中華)も美味しかった。 大変満足 ちょうどよい 

・ とてもいいホテルでした。 大変満足 ちょうどよい 

・ もう一度宿泊したいと思うくらい、対応に満足。 大変満足 長い 

・ ゆっくりくつろげた。 大変満足 無回答 

・ 今治タオルのお店巡りをしたかったので、もう少し早めの到着が良かった。 満足 ちょうどよい 

・ もう少しゆっくりと入浴したかったが、ホテルの方の案内・アドバイス(夕食)はとても助かりました。 満足 ちょうどよい 

・ あまり期待していなかったけど、意に反して大変良かった。 満足 ちょうどよい 

・ 今治特産タオルの紹介があっても良かったかも。 満足 短い 

・ モダンで良かった。 満足 長い 

・ 味わう暇なし。 満足 無回答 

・ 和食の夕食が貧。室内着を改善してほしい。便座が冷たかった。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ ビジネスではなく観光なので、もう少し気取らないホテルの方が良い。ホテルの和食の食事は、ちょっと不満

だった。 
やや不満 ちょうどよい 

大山祇神社・宝物館・海事博物館 満足度評価 滞在時間評価 

・ 時間も内容もＯＫ。 大変満足 ちょうどよい 

・ 時間が短かった。 大変満足 短い 

・ 良かった。 満足 ちょうどよい 

・ 時間が短い。 満足 短い 

・ 神社、宝物館ともに期待通りだった。 満足 ちょうどよい 

・ バスでの移動の必要があったのか？ 満足 短い 
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・ 食事場所が少し狭かった。 満足 短い 

・ 時間不足。 満足 短い 

・ 観光化され過ぎている。 満足 無回答 

・ それほど興味のある内容ではなかったが、それでも滞在時間は短いと思った。 どちらとも言えない 短い 

・ 何度か行ったことがあるので。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 集合時間を案内した方が良いと思う。 どちらとも言えない 無回答 

・ 海事博物館に興味あれど、時間不足になりました。 無回答 短い 

御手洗の町並み散策 満足度評価 滞在時間評価 

・ 船大工の方の説明は、本当の語り部という感じがした。 大変満足 ちょうどよい 

・ ガイドさんの案内が、すばらしい。 大変満足 ちょうどよい 

・ もう少し時間があってもいいかな。 大変満足 ちょうどよい 

・ 山元ブシが良くて、興味出ました。次回に期待して訪ねます。 大変満足 ちょうどよい 

・ 時間が全く足らない。所要時間の検討。 大変満足 短い 

・ ガイドさんがはしょった場所があったので、明らかに時間が短かかった。面白い場所だっただけに残念だった。 満足 短い 

・ 少し忙しかったが、歩き回るには良い時間だと思う。 満足 ちょうどよい 

・ 時間が少ない。ボランティアガイド良し。 満足 ちょうどよい 

・ 町並みを全部回りたかった。 満足 ちょうどよい 

・ ガイドさん上手でした。時間、ちょうど良かった。 満足 ちょうどよい 

・ 初めての場所ですが、面白かった。ガイドさんありがとう。 満足 ちょうどよい 

・ もう少しゆっくり、自由な時間も欲しい。 満足 短い 

・ 船大工さんのお話が聞けて良かった。 満足 短い 

・ 短かった。 満足 短い 

・ とても楽しく、散策できました。 満足 短い 

・ 時間が短すぎた。 満足 短い 

・ １年弱前、家族で行きましたが、表の通りを見ただけ。今回は、路地の中までガイドさんに案内していただき、

良かった。 
満足 無回答 

・ 良かった。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ ガイドの方へ。時間の「何時まで」をちゃんと理解していたのか？何時までが分かっていたら、配分を考えて、

最後、かけ足にならなかったのでは？ 
どちらとも言えない ちょうどよい 
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・ 集合時間を案内した方が良いと思う。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ ちょっと疲れが出たかな。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 一か所に時間を費やし過ぎて、後が急ぎ足だった。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 歴史とボランティアさんの元気に触れることができました。 どちらとも言えない ちょうどよい 

・ 昨年夏に訪れているのですが、ずいぶん観光化されていました。 どちらとも言えない 無回答 

・ もう少し時間が欲しかった。 やや不満 ちょうどよい 

クルージング３日目（船内滞在・瀬戸内の景観） 満足度評価 滞在時間評価 

・ 飲み物が豊富で、助かりました。 大変満足 ちょうどよい 

・ 気配りが最高でした。 大変満足 ちょうどよい 

・ すばらしい。 大変満足 長い 

・ 色々スタッフの方々のアイディアで、楽しめました。 大変満足 無回答 

・ 良かった。 満足 ちょうどよい 

・ 眠くなったが、ゆったりできた。 満足 ちょうどよい 

・ 多島美と橋を楽しんだ。ガイドも素晴らしかった。 満足 ちょうどよい 

・ アトラクション、気配りＯＫ。 満足 無回答 

●最後に、その他ご自由にお書きください。 
ツアー全体の 

満足度評価  

・ 銀河のスタッフ一人一人がとても親切で、いろいろな役をされて、とても感動しました。「ありがとうござい

ました」とお礼を言いたいです。 
大変満足 

 

・ 小さい子連れで、ご迷惑をかけることが多かったのに、スタッフ、クルーの方々がすごく良く対応して下さっ

たので、とても楽しめました。ありがとうございました。 
大変満足 

 

・ 大きな地図があればいいなと思いました。(位置確認がしやすいので) 大変満足  

・ 船内の方と添乗員さんには、とても良くしていただきました。ありがとうございました。 大変満足  

・ 大変楽しかった。 大変満足  

・ クルージングスタッフ全ての方のおもてなしがとても良かった。食事も満足。飲み物も豊富。接客態度がリラ

ックスでき楽しかった。 
大変満足 

 

・ ３日間のお世話、ありがとうございました。満足、満足で終わりました。 大変満足  

・ スタッフや参加者の良い雰囲気の中で、楽しく旅ができました。ありがとうございました。 大変満足  

・ 楽しい旅をありがとうございました。出発時、私共の不注意でご迷惑をかけ、申し訳ありませんでした。でも、 大変満足  
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添乗員さん達のおかげで、無事に間に合うことができ、とても感謝しております。優しい心配り、ありがとう

ございました。 

・ 身近な場所に、非常に魅力的なスポット、光景などがあり、地元瀬戸内の価値を改めて知ると共に、日本・海

外の皆様に是非、ご紹介して頂きたいと心より思いました。 
大変満足 

 

・ 楽しい三日間をありがとうございました。特に、ロープワーク体験を楽しませていただいて、良い経験をあり

がとうございました。 
大変満足 

 

・ 銀河の人達は、親切で素敵でした。ありがとう！！お土産購入時間が少なかった。大災害がなければ、もっと

楽しかったでしょうね。仕方ないですね。また参加したいです。銀河に乗りたい！ 
大変満足 

 

・ 子供の頃、本島に海水浴に来て、美しい海と松林に感激しました。海はやはり瀬戸内海の景色が一番好きです。

一度、海から瀬戸大橋を見てみたいと思っていました。もっともっと、瀬戸内海クルーズを知ってもらいたい

と思います。 

大変満足 

 

・ 初めての船旅でした。とても楽しく過ごせました。船旅に興味があり、ＴＶでのクルージング映像を良く見て

いました。ただ、大型客船は高額の為、手が出せませんでしたが、今回は安価な設定に驚いています。今後も

船旅の企画を希望します。 

大変満足 

 

・ 船上のカメラマンさん、楽しませてくださってありがとう。次のキャラクターを期待しています。 大変満足  

・ 三日間、よく行き届いた心配りがされていて、大変気持ちが良かった。地元ならではの良さが感じられました。

他府県からの参加者にも、本当に良かったです。これからも出来れば参加したい。(瀬戸内海の島めぐりが特に

うれしいです) 

大変満足 

 

・ ＪＴＢさんのお計らいに、世間様も協力下さり、法外の(？)プラスアルファがあったと思い、感謝致しました。

自分の手作り旅行も好きですが、今回は、おんぶにだっこで、全てお任せで、こんなに楽にスムーズに(無駄な

く)遊ばせていただいた事でしょう。お礼申し上げます。 

大変満足 

 

・ 楽しい、印象深い退職小旅行(クルージング)になりました。 大変満足  

・ とてもゆっくりとした時間を過ごすことができました。船からの景色、とても感激しました。この様な体験を

多くの人に味わって頂きたいと思います。ありがとうございました。 
大変満足 

 

・ 今後、このようなクルージングの機会がありましたら、参加させていただきたいと思います。本当にありがと

うございました。 
満足 

 

・ 業界関係者らしき人の声が大きく、うるさかった。 満足  

・ 瀬戸内海クルーズがますます盛んになることを期待しています。 満足  

・ ３日間とても充実したクルーズライフでした。かけ足で巡った個所で、気に入った観光地は、今後、個人旅行 満足  
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でじっくり楽しみたいと思います。 

・ 小豆島のホテル、とても良かった。 満足  

・ オプションツアーが少し高額な気がします。船内サービスがあり、飲み物、おやつを買うこともなく過ごしま

した。 
満足 

 

・ クルーの対応が素晴らしかった。楽しませていただきました。ありがとうございました。 満足  

・ 全体的には楽しい旅行でした。スタッフの皆様、お疲れ様でした。 満足  

・ 船の中で宿泊できれば、移動の時間が節約できて、観光の時間が増える。備前市の日生に入港して、五味の市

や鹿久居島を楽しんでもらいたい。 
満足 

 

・ とても心配りをして頂いて、ありがとうございました。 満足  

・ 特に不満はなし。良い企画であったと思う。 満足  

・ 瀬戸内海～九州や、近畿方面へ。ただし、ゆっくりで立ち寄り先は、１日１個所。コースを分別すると、リピ

ーターが増える。 
満足 

 

・ 全体としては、キチキチのスケジュールでした。宇野、仁尾での行政の歓迎式典は特別待遇で感激です。仁尾、

御手洗とも、ボランティアガイドさんが一生懸命で、素晴らしかった。 
満足 

 

・ テーマを 1つに絞る。例えば歴史。その中でもテーマを決める。歴史、江戸など、明治とか？ どちらとも言えない  

・ 船(クルーズ)の中で宿泊したい。岡山県備前市の旅行を計画してください。観光ボランティアの案内が立派で

した。 
無回答 

 

 
 


