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1．背景と⽬的 

背景 

中国発着クルーズの市場の変化 

2018 年にクルーズ船で入港した外国人旅客数（訪日クルーズ旅客数）は 244.6 万人と前年よ

り 8.3 万人の減少（前年比 3.3%減少）となりました。中国発の訪日クルーズ旅客は約 15 万人減

少していることが主な減少要因であり、近年急成長していた中国のクルーズマーケットが調整

局面に入ったことによると考えられます。各船社の計画より、2019 年は引き続き調整局面が続

くものの、2020 年に向けて再び中国マーケットへのクルーズ船の配船増加を表明しています。 

 

 

 

図 2018 年の訪日クルーズ旅客数とクルーズ船の寄港回数（速報値） 

出典：国土交通省報道発表資料(平成 31 年 1 月 18 日) 
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欧米船社による日本発着クルーズの増加 

近年、欧米船社による日本発着クルーズが急激に増加しています。外航クルーズ船による日本

発着クルーズが開始した 2010 年には 3 隻のクルーズ船が就航していましたが、2019 年には 14

隻と大幅に増加しています。航海数も急激に増加し、2019 年には 106 の航海を予定しています。 

 

 

図 欧米船社による日本発着クルーズの推移 

出典：クルーズ教本(一般社団法人 日本外航客船協会発行) 

 

近年の増加の大きな要因として、カジュアルクラスの大型船の就航に加えて、小型ラグジュア

リー船や探検船など多様なクルーズ船が日本発着クルーズを開始したことが挙げられます。ま

た、世界一周クルーズのトランジット寄港も増加しています。背景には世界のクルーズ愛好家に

おいて日本の人気が高まったことにより、船社がラグジュアリー船の日本航路への配船比率を

高めていることもあると考えられます。これらの欧米船社による日本発着クルーズは今後も増

加していくものと考えられ、クルーズ船を受け入れる寄港地では、フライ＆クルーズも含む訪日

クルーズ旅客などへの対応も今後ますます重要となります。 

 

寄港地が求められる対応の多様化 

中国発着の大型クルーズ船は今後も増加が見込まれ、また寄港地は年々北上しています。小型

ラグジュアリー船が就航数を増加させていることもあり、国内の寄港地では今後クルーズ船の

寄港数が増加し、また船の種類が多様化していくものと考えられます。 

クルーズ船のサイズやクラス、旅客の国籍などによって旅客の興味や行動様式が異なるため、

寄港地では多様化するニーズに対して柔軟に対応していくことが求められていきます。 

このため、日本においてはクルーズ船受入環境の整備や上質な寄港地観光プログラムの造成

など、訪日クルーズ旅客数、クルーズ船寄港回数の増加に向けた取り組みを進めることが必要に

なります。  
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⽬的 

クルーズ船の寄港は一度に数百人から数千人の旅客による訪問であり、受入地域にとっては、

地域経済を活性化させるだけでなく、旅行者の満足度が高まれば、その地域の評価・知名度を向

上させ、その地域への旅行者のリピーターを獲得する重要な機会となります。 

しかし、寄港地によっては、観光資源や地元文化などの地域の魅力がクルーズ旅客の観光対象

とならずに、旅客の満足度低下及び地域の機会損失が生じている例も見られます。 

一方で、クルーズ船の寄港時に地域の魅力を効果的に発揮することで、大きな経済効果が生じ

ている例もあります。 

このような状況をふまえて、地域の魅力向上に資するクルーズ船の受入に成功している事例

を他地域に普及させて、訪日旅客の満足度向上と受入地域への経済効果の拡大を目的として、優

良事例を収集整理し作成したものです。 

 

2．作成にあたって 
本事例集で整理した内容は、国、旅行業界、DMO、港湾関係者で構成された「日本の魅力発

信に向けたクルーズ着地型観光の充実のための検討会」を通じて得られた事例に加えて、港湾管

理者へのヒアリングなどにより得られた事例をもとにしています。 

それぞれの港でクルーズ船の受入関係者が行っている取組みの内容やその効果、要点などを

テーマ毎などに整理・編集したものです。 

 

  

 

 

  

日本の魅力発信に向けたクルーズ着地型観光の充実のための検討会 

 

■設置趣旨 

近年、我が国へのクルーズ船の寄港は増加傾向であり、地域経済の活性化のみなら

ず、地域の評価・知名度を向上させリピーターを獲得する重要な機会。しかし現状で

は地域全体に裨益していない例もある。このため、国、旅行業界、ＤＭＯ、港湾関係

者等が連携し、クルーズ寄港地における着地型観光の充実方策について検討を進め

る。 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/iinkai/cruise-chakuchi.html 
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優良事例集の作成にあたっては、各港で得られた情報よりクルーズ船の受入にあたっての取

り組みの現状や課題などをテーマ毎に整理し、その中で優良な取り組みを行っている事例を紹

介しています。 

優良事例の紹介にあたっては、現在同様の課題を抱えている地域の関係者にとって有用な内

容となるように、優良事例が“取組みが効果を発揮したポイント”や“どの様に課題を解決した

か”などに特に留意して事例を紹介しています。 

また、他地域の関係者にとって有用な内容という観点から、失敗事例についても紹介していま

す。 

 

 
図 本事例集に事例の記載を行った港 
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1.地元関係者の協働体制の構築 
1.1 現状と課題 

クルーズ船の寄港地における寄港地観光の上質化や着地型観光の充実方策の実現にあたって、複

数の地元関係者が協働し、連携した受入体制を構築することが重要となる。受入体制の構築に当たっ

て必要となる役割、主な活動内容、主な関係者は下表に示すとおりである。 

 

表 必要な役割、主な活動内容、主な関係者（例） 

役割 主な活動内容 主な関係者 

クルーズ船誘致活動 船社へのセールス活動など 港湾管理者、港湾振興協会、地元自治体、観

光協会、DMO など 

岸壁での受入 クルーズ船の受入 港湾管理者、地元自治体、港湾振興協会、船

舶代理店、港湾運送事業など 

ＣＩＱ 税関、出入国管理、検疫など 税関、入国管理局、検疫所、海上保安部、港

湾管理者、海貨業者など 

ツアーの造成・提案・実施 

 

ツアーの造成やセールス、手

配など 

クルーズ船社、港湾管理者、DMO、旅行会

社、地元自治体、交通関連企業、観光関連企

業、観光部局、観光協会、商工会議所など 市街地への動線確立 フリー旅客を対象とした市街

地へのバスの運行など 

市街地での受入 旅客受入対応、免税手続きな

ど 

港湾管理者、商工会議所、商店街組合、地元

自治体、商業施設、地元銀行、地元自治体、

DMO など 市内消費の拡大 キャッスレス対応、割引サー

ビスの実施など 

地元市民の取り組み ボランティア活動など 港湾管理者、地元自治体、ＮＰＯ，市民団

体、高校など 

 

着地型観光を実際に行っていくためには、港ごとに中心となる人物（ローカルエキスパート）が必

要であり、いかに人材を育成するかが課題である。自治体などの担当職員は 2,3 年で変更となること

が多く、関係者間のネットワークや取組みなどに持続性がないことがある。着地型観光の充実にあた

っては特に中心人物の重要性が高く、いかに人材を確保し育成していくかが課題である。 

また、乗船客のスムーズな下船による観光地・市街地での滞在時間の確保や、地元民間事業者によ

る各種サービスの実施にあたっても関係者の協働が効果的であり、各種の役割を担う関係者が協働

することで、クルーズ船を受け入れるにあたって様々な施策を実現することが可能となる。 
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1.2 優良事例の紹介 

(1) 京都舞鶴港 

地元関係者の協働体制の構築における優良事例の一つとして、京都舞鶴港における「（一社）京都

府北部地域連携都市圏振興社（通称：海の京都 DMO）」の取り組みがあげられる。 

海の京都 DMO は平成 28 年に京都府及び北部 7 都市（福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京

丹後市、伊根町、与謝野町）が連携し、地域主導によるブランド観光圏を形成するために設立さ

れ、京都府北部地域全体が一体となって広域観光マネジメントを行っている。京都舞鶴港において

ては、港湾を管理する京都府と舞鶴市が積極的にクルーズ誘致を行う中で、地域の魅力を伝える海

の京都 DMO と連携することで、船社に高評価を得ている。さらに、受入側のツアー商品提案や観

光地の地元との調整までを行っている。 

京都舞鶴港における海の京都 DMO の特長として、大きく以下の２つがあげられる。 

 

①．港湾周辺の複数の市町の観光協会の統合参加 

京都舞鶴港では港湾管理者である京都府と舞鶴市が連携してクルーズ船の誘致活動を行い、入

港が決定したクルーズ船旅客の受入にあたっては京都府と舞鶴市に加えて海の京都 DMO が参画

し、旅客に対するツアーの実施などを行っている。海の京都 DMO は京都府と港湾背後の北部 7

市町が連携し、7 市町の観光協会が協働することで地域の観光素材を生かした取り組みを進め

て、地域発の 260 以上のツアー商品・体験プログラムの造成などを行っている。複数の市町の観

光協会の統合参加によるＤＭＯの設立は全国初となる。 

 

②．民間のノウハウ・技術力の活用 

海の京都 DMO の設立にあたって、金融機関や旅行会社等から外部人材を招聘し、顧客満足度

の高い旅行商品の開発や民間経営の視点に立ったマーケティングやプロモーションの実施を可能

としている。また、ビジネス視点でのトップ・マネジメントを展開するため、民間企業出身者が

社長に就任している。 

 
図 海の京都 DMO の特徴 

出典：京都府報道発表資料（平成 28 年 6 月 23 日） 
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(2) 清水港 

清水港は清水港客船誘致委員会が中心となってクルーズ船の受入を行うことで、効果的な取組み

を可能としている。静岡市が事務局を担い、静岡県、海貨業者、金融機関、海事団体などが参画し

ている。また、ツアーの造成・提案にあたっては地元 DMO である静岡ツーリズムビューロー

（TSJ: Tourism Shizuoka Japan）が中心となって地元旅行会社と協働した取り組みを行ってい

る。清水港において関係者の協働を効果的に発揮させるためのポイントとして、大きく以下の２つ

が上げられる。 

 

①．地元企業がクルーズ産業に参画する機会の提供 

地元企業がクルーズビジネスに参画するにあたっては、クルーズビジネスの構造や基本的な仕

組みを理解する必要がある。地元企業のクルーズビジネスに対する理解を深めるために静岡県は

地元業者や関係自治体等を対象としたセミナーを年に数回開催している。セミナーの講師とし

て、TSJ、販売総代理店、ランドオペレーターなどのクルーズビジネスの中心となる関係者を招

くことで、静岡県全体のクルーズビジネスのレベル向上を図るとともに、関係者間のネットワー

クの構築を行っている。 

地元旅行会社がクルーズビジネスに参画するにあたっては、TSJ 等が中心となってツアーの造

成や船社・ランドオペレーター等へのセールスを行っている。地元業者のツアー商品をクルーズ

旅客に販売するためには、クルーズ旅客のニーズを把握し旅客の都合に合わせて内容を変更した

上で船社等にセールスを行う必要があるため、地元業者単体で実行することは容易ではない。そ

のため、TSJ 等が主体となって地元業者と協働し、ツアーの造成やランドオペレーター等へのセ

ールスを行っている。 

また、地元食材業者のクルーズビジネスへの参画を可能とするために、清水港客船誘致委員会

や静岡県は船社に対する商談会の機会を設けるなどの取り組みを継続している。邦船社に対して

は地元の食品が納入されるなどの効果があり、外国船社に対しても取組みを継続しているところ

である。 

 

②．中心人物（民間企業出身）による船社等とのネットワークの構築 

客船誘致委員会の会長は、行政出身者ではなく民間企業出身者が就任している。民間出身者が

中心人物となることで、人の入れ替わりがなく、船社等と長きにわたる関係を築くことが可能に

なっている。 

 

 

写真：静岡県交通基盤部港湾局港湾振興課クルーズ振興班提供 



8 

(3) 高知港 

高知港では、2012 年に外国客船が寄港することなどを契機として、関係者が連携した受入体制を

構築するために高知港外国客船受入協議会を発足した。協議会の事務局は高知県港湾振興課が務

め、当時は 3 部門（おもてなし・受入部門、ＣＩＱ部門）体制であった。 

また、2015 年には外国人観光客受入に関する高知市商店街・高知市・高知県の意見交換会（事務

局：おもてなし課）に港湾振興課が参画し、港と中心市街地の連携体制が強化された。 

その後、2016 年に外国客船の寄港が大幅に増加することを背景として、より幅広く関係者が連

携・協力することで、一層充実した受入を行い、更なる寄港の増加・定着化につなげていくため、

高知港外国客船受入協議会の体制を強化し、新たな関係機関・団体の参画や全体会（＝協議会本

体）の開催、部会の設置（強化）などを行っている。 

部会の設置にあたっては、企画・連携、岸壁、CIQ(税関)部門を「高知県港湾振興課」、市街地受

入部門を「高知県おもてなし課」、オプショナルツアー部門を「高知県観光コンベンション協会」が

それぞれ幹事を担い、結果として、担当部門に分けることにより、各部門のレスポンスが早くな

り、担当同士の顔が見えるようになっている。 

 

 

図 高知県高知港外国客船受入協議会構成図 

出典：第 1 回本検討会資料（高知県観光コンベンション協会作成） 

  

高知県高知港外国客船受入協議会
高知港振興協会、高知商工会議所、高知ファズ、県商店街振興組合連合会、県旅館ホテル生活衛生同業組合、県バス協会、県観光コンベンション協会、高知市観光協会、四

国地方整備局高知港湾・空港整備事務所、四国運輸局高知運輸支局、神戸税関高知税関支署、高松入国管理局高知出張所、広島検疫所高知出張所、神戸植物防疫所高知出張
所、動物検疫所小松島出張所、高知海上保安部、高知市商工観光部（商工振興課、観光振興課）、県健康政策部健康長寿政策課、県産業振興推進地域本部（高知市）、県観
光振興部（観光政策課、おもてなし課）、県土木部（港湾振興課【事務局】）

企画・連携部会 岸壁受入部会 市街地受入部会
オプショナルツアー

部会
ＣＩＱ等部会

県港湾振興課【幹事】 県港湾振興課【幹事】 県おもてなし課【幹事】
県観光コンベンション協会

【幹事】
県港湾振興課【幹事】

高知港振興協会 高知港振興協会 県商店街振興組合連合会 高知商工会議所青年部 神戸税関高知税関支署

高知商工会議所 高知ファズ
高知市商店街振興組合連合

会
とさでん交通 高松入国管理局高知出張所

高知ファズ 県港湾・海岸課
京町・新京橋商店街振興組

合

県旅館ホテル生活衛生同業

組合
広島検疫所高知出張所

県観光コンベンション協会 県高知土木事務所 はりまや橋商店街振興組合 高知市観光協会 神戸植物防疫所高知出張所

高知市観光協会 協同組合帯屋町筋 高知市観光振興課 動物検疫所小松島出張所

高知市商工振興課 高知大丸
県産業振興推進地域本部

（高知市）
高知海上保安部

高知市観光振興課 県観光コンベンション協会 県観光政策課 入交海運

県産業振興推進地域本部

（高知市）
高知市商工振興課 県おもてなし課

県観光政策課 高知市観光振興課 県港湾振興課

県おもてなし課
県産業振興推進地域本部

（高知市）

県経営支援課

県観光政策課

県港湾振興課
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(4) 秋田港 

秋田県では、官民が連携し、一体的にクルーズ船の誘致や円滑な受入態勢の構築等を推進するこ

とで、更なる寄港の増加と定着化につなげ、港の賑わいを創出するとともに、地域振興と経済の活

性化、人材育成等に寄与することを目的に港湾管理者である秋田県が事務局となって「あきたクル

ーズ振興協議会」を 2017 年 3 月に設立した。同協議会の特徴として、様々な問題や課題を抽出

し、その解決に向けた取組や各種施策を実施するため、実務担当者による「ワーキンググループ」

を適宜構成できるものとしており、「クルーズ列車ワーキング」や「コンテンツ開発・営業ワーキン

グ」など、複数のワーキンググループが活動を行っている。 

 
      図 あきたクルーズ振興協議会組織図 出典：秋田県提供資料 

 

協議会の設立により、クルーズ船の寄港情報やクルーズ振興に関する取組等の共有化が進んだこ

とで、地域における受入体制の構築や民間事業者による消費拡大に向けた取組などが浸透し始め、

民間による受入組織も立上がっている。 

ワーキング活動のひとつの成果として、地元旅行会社が造成したオプショナルツアーが商品化さ

れたほか、地元旅行会社の手配によるオプショナルツアーも少しずつ実現している。 

港においては、協議会会員の金融機関が外貨両替を実施することで受入態勢が充実し、また、教

育機関が行った旅客の消費額や旅客動態調査により現状の把握や改善点等の抽出が可能となるな

ど、協議会を通じて関係団体との連携が進展し、情報連絡網が強化されたことで、必要な情報を必

要な時に共有することが可能となった。 

今後、クルーズ船の寄港を契機とした地域における更なる消費拡大に向けて、港・観光・食が一

体となった受入態勢の充実化と旅客ニーズに即した売込みを展開していくことにしている。 

 

図 あきたクルーズ振興協議会の各種取り組み 出典：秋田県提供資料 

幹事会

あきたクルーズ振興協議会

ワーキンググループ

事務局【県】

組 織 図

平成２９年３⽉２１⽇設⽴

■⺠ 間 ２４
【商⼯団体関係、港受⼊関係、観光関係、運輸関係
教育関係、⾦融関係】

■国 ８【検疫、⼊管、税関ほか】

■県 １

■市村 １１市１村【港湾所在市ほか】

計 ４５団体（平成３１年３⽉１１⽇現在）
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1.3 失敗事例と対応策 

クルーズ船入港当日、複数のランドオペレーター等が造成・手配した多数のオプショナルツアー

が実施される。大型クルーズ船には 5,000 人近い旅客が乗船していることもあり、100 台以上の大

型バスがツアー参加者を乗せてクルーズ船受入施設から各地の観光地まで運行されることとなる。 

失敗事例として、船社や複数のランドオペレーター等がそれぞれツアーを設定し、これらのツア

ーバスの行先などの調整が不十分だった事例がある。複数ツアーの行先・時間が重複したことによ

り、旅客を受け入れる観光施設に駐車可能台数を超過する台数のバスが同時に訪れ、受け入れがで

きなかったことがあった。 

同様の失敗を回避するためにはツアーバスの調整が必要となるが、調整にあたっては、一元的に

調整を行う主体を決定する必要があり、またいかにツアーバスの情報を把握するかが課題となる。 

 

≪高知港の対応策≫ 

高知港では（公財）高知県観光コンベンション協会がバス運行計画の策定・調整などを行ってい

る。高知港に寄港するクルーズ船については県内外のバス会社のバスが利用されるが、（公財）高知

県観光コンベンション協会が駐車場利用許可証の発行と引き換えにランドオペレーターを把握し、

ランドオペレーターを通じてほぼ全てのバス会社を把握している。把握できないバス会社について

は、複数の旅行会社に電話等で問い合わせを行い把握する。そのため、当日把握しきれていないバ

スはほとんどない。また、そうして把握できていないバスについては、高知港での駐車場利用許可

証を発行していないため、一番遠くのバス駐車場を利用することとなる。 

 

≪京都舞鶴港の対応策≫ 

京都舞鶴港では海の京都 DMO が主体となった取組みを開始しているところである。京都舞鶴港

背後圏の観光地・訪問地の駐車場台数などの詳細な情報をランドオペレーターは把握しきれていな

いため、海の京都 DMO が主体となって全てのバスの運行計画を策定することをランドオペレータ

ーに対し提案し、合意したところである。現在取組みを進めているところであり、まだ実施には至

っていない。また、直接収益のある取組みではないことも課題である。 

 

≪博多港の対応策≫ 

博多港では、外国船社が運行するクルーズ船の寄港回数が 2014 年以降 5 年連続で国内 多であ

る中で（2018 年実績：263 回）、旅客受入施設（観光地）への大型バスの集中や書類手続き等の煩

雑さを解決するために寄港地観光手配予約システム「クルーズ NAVI」を導入している。「クルーズ

NAVI」はランドオペレーターが各観光スポットの駐車場利用時間などを事前に入力するもので、

ランドオペレーター、港湾管理者、旅客受入施設のやりとりを一元化し、施設のバス受入台数の上

限を設定することで、ランドオペレーターがツアー行程を入力する際に特定施設への集中を回避で

きるしくみを採用している。 
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2.ツアーの造成・提案 
2.1 現状と課題 

クルーズ旅客の寄港地での過ごし方について、旅客は予約申込時点から寄港当日までの間に寄

港地でどの様に過ごすかを決定している。旅客に対する寄港地観光ツアーの販売方法は欧米クル

ーズと中国発着クルーズでは大きく異なる。 

欧米クルーズではクルーズ予約と寄港地観光ツアーは別々に販売される。一方、中国発着クル

ーズではクルーズ予約が寄港地観光ツアー込みで販売されている。 

その結果として、欧米クルーズに比べて中国発着クルーズでは寄港地観光ツアーへの参加率が

高く、ほとんどの旅客が寄港地ツアーに参加している。 

ツアーの造成・手配は船社が港湾管理者と調整しつつ、旅行会社やランドオペレーターと共

に、また委託により実施し、地元観光施設などと調整を行いツアー客の受入を行う。 

 

 
図 ツアー実施にあたって各関係者の主な役割（日本・アジア発着、ワールドクルーズ） 
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図 ツアー実施にあたって各関係者の主な役割（中国発着の場合） 

 

現在、船社がツアーの造成などを委託するにあたっては、ツアー実行信頼性の観点などから主

に実績のある大手旅行会社やランドオペレーターへ委託しツアーの手配を行っている。日本発着

クルーズに限らず、世界一周クルーズの立ち寄り寄港も同様であり、日本発着クルーズ、世界一

周クルーズの立ち寄り寄港が増加傾向にある中で、今後ますます船社からのツアー造成の要望が

増加していくものと見込まれる。一方で、船社からはもっと魅力あるツアーが欲しいという要望

があり、要望に答えられなかった結果として抜港につながってしまった事例もある。 

また、中国発着のクルーズでは中国の旅行会社等が中国系のランドオペレーターへ委託しツア

ーの手配を行うケースが多い。その結果として、地域によっては無料の観光施設、特定の免税店

にしか立ち寄らない場合もあり、旅客の満足度低下及び地域の機会損失が生じている例なども見

られる。 

この様な状況の中で、多くの港で地元旅行会社等が造成するツアーが船社オプショナルツアー

として採用され難い状況にある。 
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2.2 地域からのツアーの提案 

地域からのツアーの提案にあたっては、いかに船社の求めるツアーへのニーズを把握するかが

重要となる。船社のニーズに加えて、クルーズ船のクラスや旅客の国籍等により旅客のニーズが

異なるため、ツアーのセールスにあたっては、ニーズを把握した上で行うことが求められる。 

船社から委託を受けツアーを造成する大手旅行会社等は人気・地名度の高い有名観光地へのツ

アーなどを提供している。これらのツアーは地域へ初訪問する旅客などのニーズにはある程度合

致するものの、地域のリピーターやより特別な体験を求める旅客のニーズを捉えているとは言い

難い面もある。一方で、地域の魅力や観光資源の実状を把握している地元の旅行会社の造成する

ツアーは、船社へのアプローチが難しいことや信頼性・知名度が無いことなどの理由により船社

に採用されない状況にある。下船したフリー旅客に直接ツアー販売を行っている例もあるが、体

験型ツアーなどは事前準備が必要なため下船後の販売が難しい。 

このような状況にある中で、船社、港湾管理者⇔大手旅行会社等⇔地元旅行会社のネットワー

クの構築が重要である。 

 

 
図 船社、港湾管理者、大手旅行会社、地元旅行会社等のネットワーク図（例） 

 

DMO や地元旅行会社は、大人数は受け入れられないが地元ならではの特別感のある小規模な

ツアーを造成可能であり、大手旅行会社などが大型バスを利用して造成するツアーとは差別化が

できる。小規模なツアーは施設規模やバス駐車場の確保などの制約が少なく、より特別な体験を

求める旅客のニーズと合致する高品質なツアーを造成することが可能となる。一方で、数千人単

位で来訪する全ての旅客に小規模なツアーを提供することは現実的ではない。大型バスを利用し

て造成するツアーと小規模なツアーは行先などが差別化されているため、大手旅行会社などと地

元旅行会社のすみわけが可能である。船社は信頼性の観点から実績のある大手旅行会社へツアー

の手配を委託する一方で、寄港地で特別な体験を求める旅客に対応した高品質なツアーも求めて

いる。大手旅行会社と地元旅行会社等がいかに協働し役割分担するかが課題となる。 
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2.3 船社とのネットワークの構築 

港湾管理者と地元旅行会社等が船社とネットワークを構築しニーズの把握などを行うにあたっ

ての機会として、国土交通省港湾局が 2015 年度より開催している商談会や船社との意見交換の

場の活用などがあげられる。商談会や意見交換会の成果として、港湾管理者と地元旅行会社等が

船社のニーズを把握したことにより、地元が造成したツアーが船社オプショナルツアーとして採

用された事例もある。 

 

 

 

図 国土交通省港湾局が実施している取組 

出典：第一回本検討会資料（国土交通省港湾局作成）及び国土交通省港湾局提供資料 
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2.4 優良事例の紹介 

(1) 高知港 

高知港ではクルーズ船受入関係者が協働するために高知県高知港外国客船受入協議会が結成さ

れ、（公財）高知県観光コンベンション協会（CV 協会）がオプショナルツアー部会の幹事として関

係者と連携して各種の取組みを実施している。高知港がツアーの造成・提案に関する取組みの中で

特に効果を発揮しているポイントとして、大きく以下の２つが上げられる。 

 

①．ツアーバス駐車許可証の活用によるツアーの実態や関係者の把握 

クルーズ船入港当日、複数のランドオペレーター等が造成・手配した多数のオプショナルツアー

が実施され、ターミナルの駐車場に 100 台以上の大型バスが並ぶことも珍しくはない。地元からツ

アーを提案するにあたっては、これらのツアーを手配しているランドオペレーター等を把握するこ

とがネットワークの構築にあたって必要となる。 

高知港では、船社オプショナルツアーを運行しているランドオペレーター等を把握するためにク

ルーズ船が接岸する高知新港でのバス駐車許可証を活用した。バス駐車許可証の発行の際にツアー

バスの行先を報告してもらうようにするとともに、発行元を（公財）高知県観光コンベンション協

会（CV 協会）としたことにより、オプショナルツアーバスの駐車許可証の発行を求める全てのラ

ンドオペレーター等は CV 協会への連絡が必要となる。 

こうして CV 協会が高知港のクルーズに参画している旅行会社を把握し、ネットワークを構築す

ることによって、ツアーのセールス等を行うことが可能となった。また、バス駐車許可証の発行と

合わせてツアーの行先を把握することで、CV 協会が県内観光施設や受入団体への情報提供を行

い、渋滞等の発生などを未然に防止している。 

 

②．固定の受入担当者（CV 協会）を核としたネットワークの構築 

ツアーの造成には CV 協会が主体となって実施している。高知県内の市町村や観光協会、観光施

設などと定期的に打ち合わせを行うこと複数の観光ツアーを造成し、地元企業が造成したツアーを

一括して県外の船社、旅行会社、ランドオペレーターに対し定期的にセールス活動を行っている。

また、船社、旅行会社、ランドオペレーターと地元観光施設、飲食施設などとの商談会も開催し、

その前後に視察会なども行っている。 

CV 協会がクルーズ産業に参画している旅行会社やランドオペレーターを把握していることによ

り、セールス活動や商談会等の取組みを行うことが可能となり、クルーズ産業に関連する良好なネ

ットワークが構築されている。結果として、ランドオペレーターに対しセールスを行ったツアーが

船社オプショナルツアーとして採用されている。 

 
図 クルーズ商談会の開催 

出典：第 1 回本検討会資料（高知県観光コンベンション協会作成） 
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(2) 京都舞鶴港 

京都舞鶴港の背後圏には魅力的な観光資源が多いものの、以前は船社オプショナルツアーの行先

は京都市内であることが多かった。京都市内までは片道 2 時間かかり、また定番の観光スポットに

行くことから、船社からはクルーズならではの特別感が感じられるより上質なツアーを提供してほ

しいという要望があげられていた。 

現在、京都舞鶴港では背後の 7 市町の観光協会が統合参加している海の京都 DMO が主体となっ

て高品質なツアーを造成し提供している。京都舞鶴港がツアーの造成・提案に関する取組みの中で

特に効果を発揮しているポイントとして、大きく以下の２つが上げられる。 

 

①．高品質なツアーの造成・提案 

地域の魅力や観光資源を熟知している地元観光協会が造成するツアー商品は高品質であり、船社

の評判がとても良い。これらのツアーには施設規模の制約により定員数 15 名の小規模なツアーな

どもあり、大手旅行会社などが大型バスを利用して造成する観光ツアーとは差別化されている。 

 

 

図 海の京都 DMO が提供するツアー例 

（京都御所の障壁画の修復などにも使われている丹後和紙の製紙工業所の見学） 

出典：第 6 回着地型観光活性化会議資料（海の京都 DMO 作成） 

 

②．港湾関係者・客船誘致関係者・DMO 等と船社とのネットワークの構築 

京都舞鶴港では、船社に対しセールスしたツアーが高評価だったにもかかわらず、その後の手配

等の連絡がツアーの実施主体である海の京都 DMO まで来なかった事例がある。京都府のクルーズ

船誘致担当部局が船社とネットワークを構築していたため直接船社に問い合わせたところ、ツアー

の手配に関する連絡が代理店などの関係者を経由する中で止まっていることが分かった。京都舞鶴

港では港湾管理者である京都府と舞鶴市が船社とネットワークを構築していたために問題が解決さ

れ、地元が提案したツアーが船社オプショナルツアーとして採用されている。  
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(3) 清水港 

清水港では、地元旅行会社がクルーズビジネスに参画するにあたって、地元 DMO である静岡ツ

ーリズムビューロ（TSJ）等が主体となって地元業者と連携してツアーを造成している。造成した

ツアーは TSJ 等が船社とのネットワークを有する大手旅行会社へセールスを行い、実際にオプショ

ナルツアーとして採用されている。大手旅行会社の中には、今後清水港での寄港地観光は全て TSJ

から手配することとしている業者もあり、DMO を介した大手旅行会社と地元旅行会社の良好なネ

ットワークが構築され、地元発の高品質なツアーが船社へ提供されている。 

 

(4) 新宮港 

和歌山県 南東部、三重県との県境部に位置している新宮港においては、県境を越えた広域的な

取組みを実施するために、2018 年 7 月に和歌山県、三重県の県境を越える 3 市 6 町 1 村に両県が

加わった「新宮港クルーズ振興広域協議会」が設立され、新宮港を中心として県境を跨ぐ各市町村

の横断的なツアーの造成などを行っている。造成したツアーは船社やランドオペレーター等に提案

を行い、また、ランドオペレーター等が新宮を訪れた際には、ツアーを構成する市町村の担当者が

同行し、観光資源の PR 等を行っている。 

 

2.5 失敗事例と対応策 

地元旅行会社が造成したツアーを船社やランドオペレーター等に提案するにあたって、各港の事

例紹介の中で、船社やランドオペレーター等のニーズと合致する場合としない場合があるが、合致

しない場合の方が多いという意見があった。 

船社ごと、クルーズ船のクラスごと、旅客の国籍ごとに異なるニーズや、欧米クルーズや中国ク

ルーズで異なる商流を把握した上でツアーの提案を行うことが求められる。 

 

≪京都舞鶴港の対応策≫ 

京都舞鶴港では京都府と舞鶴市が船社とネットワークを構築しているため、船社のニーズを事前

に的確に確認し、ニーズに対応したツアーを提案している。地元からの一方的な持ち込みではない

ため船社からの評判が良く、地域から提案したツアーが採用され催行されている。 
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3.市街地への動線確⽴ 
3.1 現状と課題 

クルーズ船受入岸壁から中心市街地まで距離が離れている港の多くでは、岸壁から市街地までシ

ャトルバスなどの二次交通を運行している。バスは船社やチャータラーが運行する場合と自治体が

運行する場合があり、それぞれに旅客から費用を徴収する場合と無料で運行する場合がある。 

一般的に、ラグジュアリークラスのクルーズ船は船社がバスをチャーターし、旅客へは無料で提

供している。バスの運行に関する情報は船内で旅客に周知され、旅客は寄港地での過ごし方を決定

する際に参考としている。 

一方で、カジュアルクラスのクルーズ船については現状では各港で対応にばらつきがある。船社

がバスをチャーターし旅客へ有料で提供しているケースや、自治体がバスをチャーターし旅客へは

有料あるいは無料で提供しているケースなどがあり、自治体がバスをチャーターし旅客へ無料で提

供するケースでは、自治体の負担となっていることもある。 

また、自治体がバスを提供する場合、船社によっては船内で十分な情報提供がされないこともあ

る。船内でも寄港地ツアー販売を行っている船社にとって、自由観光を促進する無料バスの運行は

船社の利益と相反関係になる可能性もあるため、船社の意志も尊重し、船舶代理店等を通じて十分

な事前確認が必要となる。なお、日本国外（地中海、アラスカ、バルト海など）の事例では、カジ

ュアルクラスのクルーズ船でも船社がバスをチャーターし、船社の収益確保の為に旅客へは有料で

販売していることが多く、自治体が提供するシャトルバスはあまり一般的ではない。 

 

 
図 ダイヤモンド・プリンセスのシャトルバス情報 

（船社がバスをチャーターし旅客へは有料で提供しているケース） 

出典：ダイヤモンド・プリンセス 2018 年日本発着アンサーブック 
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3.2 優良事例の紹介 

(1) 室蘭港 

室蘭港では、クルーズ船寄港時に岸壁から市内中心部、観光名所、商業施設を通る「市内周遊バ

ス」を運行して動線を確保している。民間のバス事業者がバスを運行し、1 日乗車券を 1,000 円／

人で有料販売している。バス乗車券は岸壁に敷設したテントにおいて、下船後の旅客を対象に現金

のみで販売している（円・＄対応）。通常で 300～400 人、多いときで 700 人／日の利用があり、バ

ス事業者の事業採算性は確保されている。また、バスの運行と合わせて岸壁にて物販の出店者ブー

スを設けるとともに、市内では地元商店街組合が市内周遊バスのバス停近くにて地元産品の販売を

行い道の駅では客船寄港時限定での北海道フェアを行うなどの取り組みと合わせて消費拡大に繋げ

ている。 

 
図 室蘭港のバスルート地図（有料：1,000 円／人） 

出典：室蘭市ＨＰ            

 

(2) 那覇港 

那覇港では大型船や複数同時入港の際には、クルーズ船専用施設の那覇クルーズターミナルに加

えて、暫定的に物流ターミナルを利用してクルーズ船の受入を行っている（2018 年物流ターミナル

での受入回数：72 回）。物流ターミナルでの受入は施設が不十分であり制約等もある中で、旅客を

スムーズにターミナルから送り出すために関係機関により進められている各種取組みの一部を紹介

する。 

・那覇クルーズ促進連絡協議会と沖縄県ハイヤー・タクシー協会が協働し、埠頭保安規定の運用

方法を一部改正し、制限区域内へのタクシーの乗り入れを実施（タクシー約 1,800 台を事前登

録）。船側から連絡のあったフリー客数を基にタクシーを手配し、旅客の誘導対応や動線分離、

乗降場所の工夫等により円滑な移動の確保を図っている。 

・那覇港管理組合が仮設フェンスや歩道等を整備し旅客・クルーの動線を確立。那覇国際コンテ

ナターミナル（株）が旅客の誘導対応や警備員の配置を実施。那覇市観光協会が通訳を手配。 
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(3) 秋田港 

秋田港では、港からの二次交通対策と県内周遊促進による寄港効果の広域化を目的に、県、秋田

市、JR 東日本秋田支社の 3 者が主体となって、秋田港駅と JR 秋田駅を約 15 分で結ぶクルーズ列

車を運行している。2017 年 8 月の竿燈まつり期間のトライアル運行を踏まえ、2018 年 4 月から本

格運行しているもので、片道の乗車料金は 200 円となっている。 

クルーズ列車は秋田港駅から直接観光地にアクセス可能であるほか、JR 秋田駅で秋田新幹線やリ

ゾート列車に乗り換える場合など、様々なオプショナルツアーや個人旅行に対応可能となってお

り、飛躍的に観光地へのアクセスが向上した。 

クルーズ列車は、二次交通の確保はもとより多様化する旅客ニーズヘの対応、道路交通渋滞の回

避、定時制の確保、さらにクルーズ列車そのものが観光資源となるなど、他港にはない魅力的な取

組となっており、クルーズ列車の情報発信を強化していくことにしている。 

 

 

図 クルーズ列車を活用した寄港効果の広域化 出典：秋田県提供資料 

 

 
            写真 秋田港クルーズ列車 出典：秋田県提供資料 
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4.地元市⺠の取り組み 
4.1 現状と課題 

クルーズ船寄港時、多くの港では盛大な歓送迎イベントを実施し入港する旅客やクルーを歓迎し

ている。また、岸壁や市街地などでも市民ボランティア、地元高校生、地域商店街などが取組みを

行っている事例もある。 

岸壁での歓送迎イベントについて、船社からは好評であるが、一方で初寄港のみ盛大であり二回

目以降と落差があり不公平という意見や内容も似たようなものが多いという意見もある。歓送迎イ

ベントはクルーズ船寄港回数の増加に伴い地元自治体の負担になることもあるため、効果的な歓送

迎イベントを今後も継続的に開催していくためには、経済的な負担や実務的負担の解消にあたっ

て、実施主体の決定や負担解消方策の検討などが求められる。 

岸壁や市街地での地元市民の取り組みとして、ボランティアや NPO などの方々が旅客やクルー

のおもてなしを行う事例もある。臨時観光案内所を設置しウェルカムサポーターが多単語で案内補

助活動を行ったり、旅客・クルーを対象にガイドマップの作成・配布を行ったりしている。 

また、クルーズ船の入港に合わせて、食べ物屋台や地場産品の物販などの出店イベントを行って

いる事例もある。これらのイベントの実施にあたっては地元商工会などの協力が必要であることに

加えて、船内や発着国への商品の持込可否などの観点から船社との調整なども必要となる。 

これらの活動も歓送迎イベントと同様にクルーズ船の入港回数の増加とともに負担が増加してい

くため、経済的負担や実務的負担の増加により、特定事業者が疲弊することなどにより持続性に懸

念が生じることもあり、十分な検討が求められる。効果の高い取り組みを継続させるにあたっては

地元に対してどういった経済的利益やその他の利益を提供し、またどういった負担が生じるかを明

らかにした上で、地元住民の主体的な取り組みが継続するための仕組みづくりが必要である。 

 

図 各港での地元市民のおもてなし活動 

出典：佐世保港・青森港：第 1 回本検討会資料、清水港：静岡県提供、新宮港：新宮市提供、鹿児島港：モデル事業当日撮影 
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4.2 優良事例の紹介 

(1) 高知港 

高知港では欧米系の旅客を対象としたクルーズ船が入港する際に、県が無料シャトルバスを手配

し、港から中心市街地までの間を旅客の動線を確立させる。バス降車エリアから高知城までの動線

を“消費のゴールデンルート”と設定している。商店街では高知おせっかい協会の会員（通称：オ

セッカイスト）である市民ボランティアが活動し、旅客の細かいニーズを聞き取り、地元商店との

橋渡しを行っている。 

 

 

写真 オセッカイストの活動 

出典：高知県 HP 高知おせっかい協会のとりくみ 

 

(2) 佐世保港 

佐世保港では、佐世保市が実施している佐世保市外国人観光客ウェルカムサポーター制度によ

り、市民ボランティアが外国人観光客の受け入れを行っている。クルーズ船受入施設に臨時観光案

内所を設置し、クルーズ船旅客の国籍（言語）に合わせて 2～5 名のスタッフが周辺観光やショッ

ピング情報の提供などを行っている。 

 

 

写真 佐世保市外国人観光客ウェルカムサポーターの活動 

出典：佐世保市 HP 佐世保市外国人観光客ウェルカムサポーター制度について 
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(3) 函館港 

函館港では、地元の高校生が通訳ボランティアとして活動している。函館市内の高等学校英語科

の生徒などが英語学習の一環として外国人旅客の受入れを行い、ふ頭での観光案内などを行ってい

る。また、生徒発案の企画による日本文化体験のイベントを可能な限り実現し、過去には学校特別

開放によるお茶の振舞や書道体験などを実施している。 

同取り組みは 2007 年当時に函館市の担当者と高等学校との間に繋がりがあったことから始まっ

ている。外部から押し付けるのではなく生徒の自主的な取組みを大事にすることで、負担感の少な

い高質なおもてなし活動の継続が可能であり、現在 10 年以上継続されている。 

また、取組みを続ける中で高等学校と船社とのネットワークが構築され、生徒向けの船内見学会

や語学研修クルーズなどが実施されている。 

 
写真 生徒による通訳ボランティア、生徒発案による日本の文化体験 

出典：第一回検討会発表資料（国土交通省港湾局作成） 

(4) 博多港 

博多港では、中央ふ頭において平成 30 年 9 月に世界 大の 22 万トンクラスのクルーズ船の受入

が可能となったが，大型船の同時寄港の際に曜日を限定し，貨物バースである箱崎ふ頭を利用して

受入を行っている。おもてなしについて，中央ふ頭では 2018 年 3 月より賑わい利便施設「ハーバ

ーシティ」がオープンしている。同施設は、地元民間企業が運営しており，ドラッグストアやコン

ビニ、地元産品を販売する店舗の他、フリー旅客の多様なニーズに対応するためのツアーデスク

や、無料 Wi-Fi サービスの完備など多彩なサービスを提供している。また，中央ふ頭では利便施設

の運営事業者が食べ物の屋台を集めたイベントを不定期に開催しており、イベントが開催される際

には，船舶代理店を通じて船社に積極的に周知している。 

なお，箱崎ふ頭にクルーズ船が入港する際には、フリー旅客を対象に福岡市が箱崎ふ頭、中央ふ

頭を結ぶ無料バスを運行し，両地区の連携を図っている。 

 
図 箱崎ふ頭行きバスの案内資料   図 ハーバーシティの施設コンセプトとサービス内容 

出典：福岡市 港湾空港局 港湾計画部提供資料 
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5.市内消費の拡⼤ 
5.1 現状と課題 

クルーズ船には多数の乗客・クルーが乗船しているため、大型クルーズ船が入港する場合には一

度に 6,000 人以上の旅客・クルーが地域を訪れることとなる。クルーズ旅客の 1 人あたり買い物額

は 4 万円を越え※、クルーの消費額は旅客ほど高額では無いものの、同一寄港地に複数回寄港する

クルーズ船においては、クルーはリピーターとなるために地域商店にとっては重要な客となる。 

旅客はクルーとのコミュニケーションから寄港地の観光情報を得ることもあるため、クルーの満

足度向上を目的としたサービスの向上も重要な観点である。クルー向けのサービスと旅客向けのサ

ービスはニーズが異なることにも留意する必要がある。 

※出典：訪日外国人消費動向調査 2018 年年間値（速報）及び 10-12 月期（1 次速報）について（観光庁） 

しかし、地域によってはオプショナルツアーにより無料の観光施設や特定の免税店にしか立ち寄

らない場合もあり、クルーズ船の入港が市内消費の拡大につながっていない例なども見られる。 

また、クルーズ船による寄港は滞在時間が短時間であることもあり、両替を行わず日本円を現金

で持ち歩かない旅客も多く、特に中国人旅客はその傾向が強い。北欧やアジアの一部では既にキャ

ッシュレス文化が浸透していて、キャッシュレスの利便性に慣れている。これらの旅客を対象とし

て市内消費の拡大を図るためには、キャッシュレス決済システムの導入が求められる。 

市内消費拡大の取組みにあたっては、民間事業者が主体となって行動する必要があり、そのため

には、クルーズ船の寄港によってどのような利点、効果があるのか民間事業者が十分に理解する必

要がある。また、クルーズ船は国内複数の地域に寄港することも多いため、各地域で同じ対応とな

らない様に独自性への配慮が求められる。地域の特産品や特有の文化などを発信することで、他地

域と差別化を図ることが可能となる。 

これらの現状と課題を踏まえたうえで、クルーズ船の入港を地域経済の活性化につなげるため

に、クルーズ船の旅客・クルーを対象に、市内消費の拡大に向けた取り組みが求められる。 

 

 

図 商店街でのワゴン販売（佐世保港）   図 箱崎ふ頭イベント開催周知資料（博多港） 

出典：第一回検討会資料（佐世保市・（公財）佐世保観光コンベンション協会作成）  出典：福岡市 港湾空港局 港湾計画部提供資料 
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5.2 優良事例の紹介 

(1) 佐世保港 

佐世保港では市内消費の拡大のために旅客とクルーを対象とした取り組みを実施している。クル

ーズターミナルから約 1km の距離にある中央商店街では、クルーズ船入港時には店頭でワゴン販売

を行い、衣料品・雑貨・飲食料品などを販売している。旅客とクルーへ対応するために、商品名は

英語と中国語が併記されている。乗客に対しては粗品のプレゼントやクルーに対しては割引サービ

スなどを行い、消費を促進している。 

また、クルーズ船受入施設ではターミナルから中央商店街までのエリアの店舗を掲載した無料ガ

イドマップを作成・配布することで商店街の取り組みと合わせて市内消費の拡大の拡大を図ってい

る。 

 

(2) 高知港 

高知港では商店街エリアで各種取り組みを実施している。市民ボランティアの活動による旅客と

地元商店との橋渡しに加えて、商店街エリアに位置する高知大丸には免税カウンターを設置し、商

店街で購入した商品も一括して免税手続きを行うことが可能となっている。 

さらに、中国人旅客を対象として、高知市内の中国系免税店を核にしながら周りの商店にも旅客

が行く様にエリア毎に取組みを実施している。免税店が集まっているエリアには大型バスの駐車場

が無いため、高知県や高知県観光コンベンション協会が主体となって免税店と協議を行い、免税店

側費用負担も含めて駐車場を確保し、ツアーの行程に合わせて送迎をする仕組みを構築し運用して

いる。 

 

(3) 青森港 

青森港ではキャッシュレス決済システムの導入を進めている。青森港では青森港国際化推進協議

会が中心となってクルーズ船の受入を行う中で、協議会の会員である（株）青森銀行が（株）

Origami と提携し、市内の店舗がキャッシュレス決済システム（Alipay、Origami Pay など）を導

入するための補助金を用意し、市内への導入を促進し浸透している。 

 

(4) 博多港 

博多港では、貨物バースである箱崎ふ頭でも補完的にクルーズ船の受入を行っている中で、税関

検査の迅速化と効率化を図るため 2018 年 11 月から税関検査施設の供用を開始している。 

同施設では，検査後の空間を活用しおもてなしの充実を図るため，2019 年 2 月 12 日に，福岡地

域戦略推進協議会（FDC），福岡商工会議所，フードエキスポ九州実行委員会の協力のもと，クル

ーズ客やクルーへ地場産品（九州内の食品メーカー等）の物販を試験的に行った。今後も同取組み

を継続し，地場産品の消費拡大を促進していく。 
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5.3 失敗事例と対応策 

市内消費の拡大にあたって、地域から旅客・クルーに対し情報を発信するために無料ガイドマッ

プの作成・配布は有効な取組みである。ただし、言語や文化が異なる多国籍の旅客やクルーを対象

とするため、記載する内容については十分に留意し、地元と調整を行った上で作成する必要があ

る。失敗事例として、中心市街地マップの作成にあたって、各店舗の電話番号をマップに掲載した

例がある。マップに掲載された店舗に対して旅客・クルーから英語やスペイン語など複数言語で電

話問い合わせがあり、店舗の方で対応ができなかった。この様なガイドマップを作る際は注意が必

要であり、対応策として、商店街や行政と連携しながらマップの作成を行う必要がある。 

 

≪モデル事業を通じて得た教訓≫ 

鹿児島港と横浜港で実証実験を行ったモデル事業（§４ モデル事業の実施に後述）を通じて、

ガイドマップの作成・配布にあたっての旅客からの要望として、以下の点があげられる。 

・ガイドマップに掲載されている施設について、所要時間（徒歩や交通機関で何分かかるか）と

質問を受けることが多かった。特にクルーは船内へ戻る時間が早いために、移動時間などは重

要であると考えられる。 

・横浜港では旅客の中には高齢のお客さんも多く、車いすの利用の可否やエスカレーターの有無

などバリアフリー対応について聞かれることが多かった。客層に合わせてバリアフリーに対す

る情報発信も重要であると考えられる。 

・ガイドマップ配布時に掲載されている行先への行き方を聞かれることも多く、通訳との会話の

やり取りが非常に喜ばれた。マップ配布エリアには通訳案内士を配置することが望ましいと考

えられる。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§３ 

優良事例の 

とりまとめ 
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優良事例としてのポイント 

【地元関係者の協働】協議会を発足し担当部門を分けたことで各部門内の結びつきが強化。 

【ツアーの提案】市内を行先とするツアーを作成しセールス活動により船社ツアーに採用。 

【市街地への動線確立】県が運行するバスにより旅客の商店街への動線を確立し市内消費を拡大。 

【地元市民の取り組み】市民ボランティアが旅客の細かいニーズを聞き出し地域の商店などを案内。 

優良事例の概要と効果 

■概要 

高知県では、外国客船の寄港急増に対応するために高知港外国客船受入協議会を発足した。評議会

には 5 つの部門があり、オプショナルツアー部門の幹事は高知県観光コンベンション協会でありツ

アーの造成・提案などの役割を担っている。また、ターミナルから中心市街地まで県が無料シャトル

バスを運行し、バス乗降場から高知城まで約 1.5km の商店街エリアへ旅客を誘導し動線を確立して

いる。商店街では「オセッカイスト」と呼ばれる市民ボランティアが活動し、旅客のニーズに合わせ

て地元商店などを案内し、デパートでの一括免税手続きにより消費額が増加している。 

■効果 

・協議会の発足により関係者が連携・協力した受入体制の充実化がなされ、担当部門を分けることに

より、迅速な対応が可能となり、また担当者間のネットワークが強化された。 

・地元からツアーを提案することで、クルーズ旅客が地域の魅力を満喫できる魅力的なツアーが実施

され、また地元商店街などに来訪する旅客動線を確立し、地域経済の活性化に寄与している。 

・市民ボランティアが旅客と地元商店の橋渡しを行うことで、地元商店街などの売り上げが増加して

いる。高知県は外国人旅行客の一人あたり消費額が国内で も大きく増加している。 

 

他港への導入・拡大という観点からの要点 

・関係者が連携した受入体制を構築し部会を設置することで、迅速な対応による受入内容の充実や円

滑な受入対応が可能となり、また寄港の増加・定着化に向けた取り組み等を行うことが可能となる。 

・地元が中心となってツアーを作成・提案することで、地域の魅力を活用した満足度の高い観光ツアー

を行うことが可能となり、また複数ツアーの工程管理・駐車場利用等の調整などが可能となる。 

・旅客と地元商店を繋ぐことで、地元商店街全体の売り上げが増加し、地域経済の活性化に寄与すると

共に、地域がクルーズ船の寄港を歓迎するようになる。 

⾼知港  
  

出典：NHK ニュース けさのクローズアップ 
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高知港に入港するクルーズ船 

高知港にはラグジュアリークラスからカジュアルクラスまで多様なクルーズ船が入港している。 

 

図 高知港 クルーズ船入港状況 

 

高知県の取組 

高知港では、2015 年度より高知新港のクルーズ船受入岸壁が供用を開始したことにより 16 万 GT

級クルーズ船の寄港が可能となった。その結果として、2016 年度より外国クルーズ船の寄港が急増

している。 

 

図 高知港へ寄港するクルーズ船 

出典：第一回本検討会資料（（公財）高知県観光コンベンション協会作成） 

 

クルーズ船が増加している中で、港の整備は高知県などが行い、オプショナルツアーの実施などを

（公財）高知県観光コンベンション協会（CV 協会）が中心となって行っている。高知県における旅

客のオプショナルツアー参加率は 48%であり（2018 年実績）、中でも中国発着、台湾発着はそれぞ

れ 87%、65%と参加率が高い傾向にある。CV 協会はツアー現場等での対応として、関係機関との連

絡・調整、受入施設への支援等を行っている。 

高知港では CV 協会がツアーバスの駐車許可証を発行している。CV 協会は駐車許可証の発行と引

き換えにツアーバスの行先やツアーを催行している旅行会社やランドオペレーター等の把握を行い、

オプショナルツアーに関する情報を県内観光施設や受入団体への提供や、高知新港でのバス駐車整

理対応、ツアー関係業者間でのネットワークの構築などの取り組みを可能としている。 

また、CV 協会が主体となって、県内市町村や観光協会、観光施設などと定期的に打ち合わせを行

い、観光ツアーを創成している。造成したツアーは旅行会社・ランドオペレーターへの定期的なセー

ルス活動（年 2 回）を行い、またクルーズ関係の船会社、旅行会社、ランドオペレーターと地元観光

施設・飲食施設などとのクルーズ商談会の開催（2017 年実績：邦船 1 回、外国客船 1 回）などによ

り情報を発信している。 

ラグジュアリー, 9回 プレミアム, 13回 カジュアル, 12回年間寄港回数34回

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（2018年度）
（26%） （38%） （35%）
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優良事例としてのポイント 

【地元関係者の協働】協議会を結成し官民連携を強化することによりクルーズ船の寄港を促進。 

【地元市民の取り組み】広域連携により県内文化の発信や地元高校生のおもてなしを実施。 

【ツアーの提案】旅客のニーズを把握して地域特有の魅力的なツアーを作成・実施。 

【市内消費の拡大】銀行と企業の提携により市内の店舗にキャッシュレス決済を導入。 

優良事例の概要と効果 

■概要 

青森港では青森港国際化推進協議会（会長：青森市長）が中心となってクルーズ船の誘致や受入れ

を行っている。協議会では青森県と背後 6 市、商工会議所、観光連盟、地元民間企業などが協働し、

ポートセールスや歓送迎催事などを行っている。複数市が協働することで、各市の文化の発信など広

域連携によるおもてなしが可能となり、地元銀行等が協議会に参画していることでキャッシュレス

化の導入補助などを実施している。 

また、地元旅行会社が旅客のニーズを把握した上で、自転車で神社仏閣を巡る御朱印ツアーなどを

造成・実施している。 

■効果 

・青森港だけでしか体験できないおもてなしや、地元高校生による活動や広域連携によるイベントを

実施し好評を得ている。 

・地域の魅力や実状を熟知した地元旅行会社が旅客のニーズを踏まえてツアーを造成することで、旅

客満足度の向上や地域の魅力向上に資する。 

・キャッシュレス化の促進により、現金を持ち歩かない旅客を対象に消費の促進が可能となる。 

 

他港への導入・拡大という観点からの要点 

・地元関係者の協働体制の構築により地域文化を生かした歓送迎イベントや文化体験イベント、埠頭

特設ブースでの地元特産品の販売などが可能となる。 

・地元が中心となってツアーを作成・提案することで、地域の魅力を活用した満足度の高い観光ツアー

を行うことが可能となる。 

・キャッシュレス決済システムの導入により、旅客が商品を購入する際の手間を軽減し、購入意欲促進

により地域経済の活性化に寄与する。 

⻘森港  
  

出典：第一回検討会資料（青森港国際化推進協議会作成） 4-Ride ACTIVE STATION HP 
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青森港に入港するクルーズ船 

青森港に入港するクルーズ船の半数以上はラグジュアリークラスである。 

 

図 青森港 クルーズ船入港状況 

 

青森港の取組 

青森港では、青森市長が会長を務める青森港国際化推進協議会が中心となってクルーズ船の誘致

活動や歓送迎イベントなどをはじめとした受入対応を行っている。協議会では青森県と背後の 6 市

（青森市、弘前市、十和田市、黒石市、つがる市、平川市）に加えて、商工会議所、観光連盟、地元

民間企業（交通関連企業、銀行、保険会社など）、NPO などが会員となっている。 

青森港に寄港するクルーズ船の特長として「シーボーン・ソジャーン」「シルバー・ミューズ」「ア

ザマラ・クエスト」「スター・レジェンド」（全て 2019 年入港予定）などのラグジュアリークラスの

クルーズ船が多い一方で、本州北端の寄港地であることから中国発着の大型クルーズ船がまだ入港

していない。青森港のクルーズ船入港隻数は近年堅調に増加する中で（2018 年実績：26 隻）、青森

港国際化推進協議会が歓送迎催事などを行っている。複数市が協働することで、各市の文化の発信な

ど、広域連携によるおもてなしが可能となり、また、地元銀行等が協議会に参画していることで、ク

ルーズ客船支援助成金の交付なども実施している。歓送迎イベントの実施にあたっては、協議会が青

森港クルーズサポーターを募集し、地元市民が客船歓迎催事等イベントへの協力やクルーズ振興に

向けた啓発活動を実施している。 

また、青森港は多様な文化体験や県内観光の拠点となることから日本人旅客の満足度が高く、クル

ーズ愛好家が利用する口コミ情報サイトで好評を得ている。 

 

 
図 青森港への寄港の評判 

口コミ情報サイト：クルーズマンズ https://cruisemans.com/ 

 

図 青森港入港におけるおもてなし 

出典：第一回検討会資料（青森港国際化推進協議会作成） 

ラグジュアリー, 15回 プレミアム, 6回 カジュアル, 5回年間寄港回数26回

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（2018年度）
（58%） （23%） （19%）
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優良事例としてのポイント 

【地元関係者の協働】ツアーの造成にあたって京都府と北部 7 市町が連携し DMO が協働。 

【ツアーの提案】地域の魅力を活かした着地型観光商品・体験プログラムの作成・提案。 

【地元市民の取り組み】旅客をターゲットにクルーズ船歓迎市を開催し特産品などを販売。 

【市街地への動線確立】クルーズ船の寄港に合わせて地域鉄道の臨時便を運行。 

優良事例の概要と効果 

■概要 

京都舞鶴港では京都府と舞鶴市が連携してクルーズ船の誘致活動を行い、クルーズ船の旅客旅客

受入にあたっては京都府と舞鶴市に加えて、海の京都 DMO が参画して旅客に対するツアーの実施

などを行っている。また、海の京都 DMO が主体となって着地型観光商品・体験プログラムなどの造

成・提案やフリー旅客への広域観光案内や交通手段等の手配、京都府、舞鶴市と連携して船社に対す

る地域の情報発信やツアーの提案などを行っている。 

■効果 

・京都府、舞鶴市及び海の京都 DMO が一体となって観光振興に取り組むことで、地域の魅力ある観

光素材や体験プログラムを活用したオプショナルツアーの設定や地域の受入施設などとの事前調

整を行うことが可能であり、スムーズなオプショナルツアーの催行により旅客満足度の向上につ

ながる。 

・港湾背後圏の市町が連携することで、地域の観光資源を活かした 267 の着地型観光・体験プログ

ラムを造成している。着地側観光ツアー・体験プログラムを造成・提案することで、京都市内へ流

れていた訪日クルーズ外国人が京都北部地域を行先とするようになり、地域の活性化に寄与する。 

 

他港への導入・拡大という観点からの要点 

・府と背後圏の市町が連携し DMO が協働することにより、地域の観光素材をストーリー化、コーデ

ィネートすることで多数の着地型観光・体験プログラムを造成することが可能となり、他地域へ流

出していた訪日クルーズ外国人の行先を港湾背後圏に変更することに成功した。 

・寄港地が主体となることで高品質な特別なツアーを造成することが可能であると共に、受入施設と

の事前調整によりスムーズなツアーを催行し旅客の満足度向上を図ることが可能となった。 

・鉄道などの二次交通を利用することでクルーズ船寄港に伴う道路交通渋滞の緩和が可能となった。 

京都舞鶴港  
  

出典：クルーズ振興に関する優良事例集（国土交通省港湾局 クルーズ振興室） 
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京都舞鶴港に入港するクルーズ船 

京都舞鶴港に入港するクルーズ船は約 75%がカジュアルクラス、25%がラグジュアリークラスで

ある。 

 

図 京都舞鶴港 クルーズ船入港状況 

 

京都舞鶴港の取組 

京都舞鶴港では京都府、舞鶴市などが協働してクルーズ船の誘致活動を行うことで、クルーズ船

の寄港数が増加している（2018 年クルーズ船入港回数：23 回）。2013 年以降は毎年外航クルーズ

船が入港している中で、多くの旅客が片道 2 時間かけて京都市内の定番スポットに行ってしまう

ことから、船社からはより地域の魅力を感じられる上質なツアーを提供してほしいという要望が

ランドオペレーターへあげられていた。 

 

図 京都舞鶴港 クルーズ船入港状況 

出典：第一回本検討会資料（海の京都 DMO 作成） 

 

京都府・舞鶴市はクルーズ船の誘致活動において、船社側のニーズを聞き取りなどで把握したう

えで、海の京都 DMO と連携して船社に対する寄港地の観光資源の発信、海の京都地域のオプショナ

ルツアーの提案などを行っている。地域の魅力や観光資源を熟知している DMO が協働して造成す

るツアーは高品質であり、船社の評判も良く、結果として地元が提案したツアーが船社オプショナ

ルツアーとして採用されている。 

また、地域の受入体制に関しては、京都府・舞鶴市・海の京都 DMO が連携し、自由行動の乗船客

に対する港周辺地区および広域の観光案内を実施し、地域の鉄道の臨時便の設定などの調整を行

っている。 

ラグジュアリー, 6回 カジュアル, 17回年間寄港回数23回

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（2018年度）
（26%） （74%）
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優良事例としてのポイント 

【地元関係者の協働】佐世保市、佐世保観光コンベンション協会が連携して旅客受入などを実施。 

【市街地への動線確立】市内中心商店街に隣接する公園の一部を観光バス専用乗降場として整備。 

【地元市民の取り組み】旅客に対し多言語で案内補助活動を行うボランティアが活動。 

【市内消費の拡大】旅客・乗組員を対象に市内提携店舗での割引等のサービスを実施。 

優良事例の概要と効果 

■概要 

佐世保港では、佐世保市及び(公財)佐世保観光コンベンション協会が中心となり受入対応を行って

いる。佐世保観光コンベンション協会は賛助会員を募り広範囲・多分野の関係者間で情報共有や協働

を行っている。佐世保市は臨時観光案内所を設置しボランティアによる多言語観光案内などにより、

旅客・クルーの観光やショッピングをサポートし、旅客・クルーが商品購入時にサービスを行うなど

市内消費の拡大に向けた取り組みを行っている。また、出航時には地元市民による送迎イベントなど

を実施している。 

■効果 

・近年佐世保港へのクルーズ船の入港数が急増し、佐世保港を利用する乗客数・乗組員数が大幅に増

加している。 

・フリー旅客及びクルーを中心商店街まで案内し、商店街での観光案内情報の提供と各店舗での多言

語対応、ワゴン販売、割引等のサービスの実施により市内消費が拡大している。 

・旅客だけではなくクルーも対象としてサービスを実施することで、クルーズ船寄港時の経済効果を

拡大させている。 

 

他港への導入・拡大という観点からの要点 

・賛助会員を募り広範囲の情報共有や連携・協働を可能にしている。 

・旅客だけではなく乗組員を対象とした商店街での割引などの取り組みを実施することにより、市内

消費の拡大を図り地域経済の活性化に寄与することが可能となる。 

・下船直後の旅客に多言語で情報案内を行うことで、地域の魅力や文化などを効果的に PR すること

が可能となる。 

佐世保港  
  

出典：第一回検討会資料（佐世保市・（公財）佐世保観光コンベンション協会作成） 
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佐世保港に入港するクルーズ船 

佐世保港に入港するクルーズ船の 90%以上はカジュアルクラスである。 

 

図 佐世保港 クルーズ船入港状況 

 

佐世保港の取組 

佐世保港では、佐世保市及び佐世保観光コンベンション協会が連携してクルーズ船の受入を行っ

ている。クルーズ船の寄港数は近年急激に増加し、2018 年には 120 回の寄港があり、延べ約 25.5 万

人の旅客及び約 9.3 万人のクルーが佐世保港に来訪している。 

佐世保市のクルーズ船受け入れ態勢として、初入港するクルーズ船に対して歓迎イベントや記念

品交換等のセレモニーを行っている。また、国際ターミナル内に臨時観光案内所を設置し、佐世保市

が実施する佐世保市外国人観光客ウェルカムサポーター制度に登録するボランティアによる多言語

案内補助活動を行い、周辺観光情報などの提供を行っている。 

また、佐世保港では船社からの要望を受けてクルーに対する取組みも積極的に行っている。佐世保

港が軍港であったこともあり、佐世保市民は外国の方々に対し寛容的友好的である。佐世保港から約

1km の距離に位置する中央商店街ではクルーズ船寄港時に店頭ワゴン販売などを行っている。商品

名は多言語表記され、旅客やクルーを対象とした割引きなどのサービスを実施している。国際ターミ

ナルでは、中心商店街までの地図と周辺店舗情報を記載した多言語マップを無料配布し、旅客・クル

ーの商店街までの動線の確立と消費の促進を実施している。また、出航時には地元市民による送迎イ

ベントなどを実施している。 

地域内消費の拡大に向けた取り組みとして、市内中心商店街に隣接する公園（松浦公園）の一部を、

観光バス専用の乗降場として整備し、2018 年 7 月には供用を開始している。 

 

図 佐世保港 クルーズ船入港状況及び乗員・乗客来訪数 

出典：第一回本検討会資料（佐世保市・（公財）佐世保観光コンベンション協会作成） 

 
図 佐世保港 歓送迎イベント 

出典：第一回本検討会資料（佐世保市・（公財）佐世保観光コンベンション協会作成） 

ラグジュアリー, 5回 カジュアル, 80回年間寄港回数85回
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（6%） （94%）


