
平成28年度事業活動報告 

平成28年度は、外航客船の安全運航・船舶保全、客船振興事業の効果的推進を図る観点から、

おおよそ以下の通りの事業を行った。 

(1)外航客船における旅客に対する非常時の対応について

1978 年 STCW 条約では、全ての船員が乗船前に船舶の安全や海洋汚染防止に関する基本訓練

の実施が求められていたが、2010 年の STCW 条約の改正（マニラ改正）により、船員として業

務に従事するためには、救命胴衣を着用したまま水中への飛び込みや実際の火災の消火による

技能訓練等船上教育・船上訓練ではできないものも含めて全ての基本訓練に係る能力基準につ

いて 5 年ごとに資格証明書又は技能証明書で証明することが、2017 年 1 月 1 日から求められ

ることとなっていた。 

そのため、国土交通省は、実際の各基本訓練が条約の基準に適合しているかどうかを調査し、

同条約の履行に問題があるか否かの調査を行うこととしたため、当協会はこれら調査について

会員各位に周知し、同条約への円滑な対応に努めた。 

また、国土交通省は、2011年3月に発生した東日本大震災において、多くの小型船舶の漂

流・乗り上げ等が発生し、津波の去った後はそれが残骸となりその処理の難しさが問題となっ

たほか、大型船舶においても、港内に押し寄せた津波により操船が困難になり、漂流・座礁が

発生したため、津波発生時の船舶、船員及び旅客の避難行動に津波発生時の船舶の対応フロー、

船長判断に必要な情報等を明示した「津波避難マニュアルの作成の手引き」を2014年4月に、

2015年6月には同マニュアル作成に関する事業者への負担を軽減するため簡易マニュアルを策

定していたが、同省は、更に、小規模事業者にも同マニュアルの普及を図るため、マニュアル

に必要な主要ポイントだけを整理した様式（津波対応シート）を平成28年7月に策定した。そ

のため、当協会は、会員各社が同マニュアルを策定するための一助として、これら動きに係る

情報を会員各位に周知した。 

一方、海上保安庁は、2015 年 11 月に発生したパリ同時多発テロをはじめ、ソフトターゲッ

トに対するテロの脅威が高まる中、海上や臨海部においても、フェリー・クルーズ客船や臨

海部のターミナル等を対象としたテロ等の脅威がわが国においても現実化していることから、

海上保安庁と関係業界とのネットワーク構築、関係業界において海上・臨海部テロ対策の重

要性認識の促進およびオリパラに向けた官民連携テロ対策の基本的な認識の共有を目的とし

た、海上保安庁と関係業界の双方による勉強会「海上・臨海部テロ対策の強化に向けた官民

連携スタディグループ」を 2016 年 7 月に発足させた。そのため、当協会は委員として参画し、

船主意見の反映に努めた。 



(2)船員法改正への対応

国土交通省は、2006 年に採択された ILO 海事労働条約（MLC 条約）がわが国においても

2014（平成 26 年）8 月に発効することとなったため、関係法令である船員法に海上労働証書

を取り入れる等所要の改正を行っているが、同条約は 2014 年改正において、船員の送還に係

る費用及び船員の職務上の疾病等に係る保証について、金銭的な保証制度を設けることを義

務づけるとともに、これらの保証制度について、海上労働証書（以下、「MLC 証書」という。）

の発給にあたっての検査項目とすること、更に、2016 年改正において、MLC 証書の有効期間

について、有効期間満了前に更新検査に合格した場合には、当該証書に検査機関が裏書きす

ることにより、5 カ月を超えない期間について、当該証書の有効性を延長することが可能とさ

れ、これら改正はそれぞれ 2017 年 1 月、2019 年 1 月に発効予定となり、船舶所有者に対する

新たな義務が規定されるとともに、一定の状況において船員に求められる訓練要件等が新た

に義務づけられたこととなった。 

また、国際海事機関（IMO）においても、STCW 条約の 2015 年改正において、IGF コード（ガ

ス燃料及び低引火点燃料を使用する船舶の安全に関する国際規則）に基づき、同コードの適用

船舶の船長及び職員等に係る能力要件が新たに設けられたほか、2016 年改正においては、ポ

ーラーコード（極海を航行する船舶のための国際規則）に基づき、同コード対象船舶の船長及

び航海士に係る能力要件が新たに設けられ、それぞれ 2017 年 1 月、2018 年 7 月に発効予定

となった。 

そのため、国土交通省は、官労使で構成する「MLC条約等の改正にともなう国内法化勉強

会」を平成28年7月に設置することとしたため、当協会は委員として参画し、船主意見の反映

に努めた。なお、同勉強会は平成28年9月に閉会したが、国土交通省は、今般のMLC条約2014年

改正及びSTCW条約の改正は、何れも船員労働環境の保護あるいは船舶の航行の安全確保の観点

から規定された義務規定であり、国内法制化は必要不可欠なものである（MLC証書の有効期間

延長を認めるMLC 条約2016年改正は任意事項）。現在、地球環境の保護、経済性の観点からも

LNG 燃料船等の建造・導入が進められており、また、我が国における北極政策についても積極

的な議論が行われている状況であることからも、これらに対応した資格制度を構築することは、

日本人船員の職域確保の観点からも必須であり、今後は、取りまとめにあたって提出された意

見も考慮しつつ、国内法制化を進めていくとしている。 

(3)客船の環境保全規制への対応

国土交通省は、2004年に国際海事機関（IMO）において採択された、船舶のバラスト水を介

した有害水生生物及び病原体の移動による環境、人の健康、財産、資源への危害や損害を防

止するための「船舶バラスト水規制管理条約（船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理

のための国際条約）」に対応するため、平成26年6月に「海防法（海洋汚染等及び海上災害の



防止に関する法律）」を改正（未施行、2017年9月8日に同条約が発効予定となっているため、

同日に施行予定）するとともに、その内容を関係者に広く周知することを目的として、2016

年に説明会の開催を行ってきたが、同条約の発効が迫ってきた（2016年9月に発効要件を満た

したため、2017年9月8日に発効予定）ため、船舶バラスト水規制管理条約に関連した下記2項

目のうち、特に②バラスト水交換海域の設定に関するアンケート調査を実施し、海事関係者

の海域設定に対するニーズを把握することを目的とした調査を実施することとした。 

① 条約発効後は、バラスト水処理装置によるバラスト水の処理、もしくは経過措置として

認められているバラスト水交換海域でのバラスト水交換が必要となる。

②バラスト水交換海域は、陸から 50 海里以遠、水深 200m 以深の海域と規定されているが、

該当する海域が航路上に存在しない場合には、政府が隣接国と協議の上、別途バラスト水

交換海域を設定することが可能となっている。

そのため、当協会はこれら情報について会員各位に周知するともに、同調査に協力した。 

(4)受動喫煙防止問題

厚生労働省は、2016 年 10 月、受動喫煙（他人のたばこの煙にさらされること）について

は、健康に悪影響を与えることが科学的に明らかにされており、例えば、肺がん、乳幼児突

然死症候群（SIDS）、虚血性心疾患等のリスクを高めるとされていることや 2020 年の東京五

輪・パラリンピックに向けた受動喫煙防止の規制強化のため、陸上施設への禁煙対策のほか

船舶に対しても原則禁止（喫煙室設置課）とする規制案を発表した。 

当協会会員会社が運航する船舶は、旅客区画においては喫煙室を設ける等の分煙対策を行

っているが乗組員区画は分煙対策を実施していなかったため、厚生労働省に設置された「受動

喫煙防止対策強化検討チームワーキンググループ」が 2016 年 10 月に実施した公開ヒアリング

に出席し、船主意見の反映に努めるとともに、同ワーキンググループに対して、居住区がその

まま移動し、航海によっては、その期間が長期間になるということがあり得る客船の特徴を踏

まえて、あるべき禁煙対策とすべき旨の意見書を提出した。 

厚生労働省は、今後これらヒヤリングを経て、関係法令の改正か新法を制定するとしてい

る。 

(5)「クルーズ旅客運送約款」の見直し及び「クルーズ旅行約款（仮称）」の検討

法務省は、社会・経済の著しい変化に対応させ、国民一般に分かりやすいものとする等の

観点から，国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に関する規定を中心に見直しを

行うため、平成21年11月から法制審議会債権部会において検討を行っていたが、平成27年3月

に民法の一部を改正する法律案を閣議決定した。同改正案によると、従来、約款は意思推定

説あるいは商慣習説等によるものであったものを、定型約款条項を創設し、「定型約款とは、



定型取引（ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全

部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。）において、契約

の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。」として

おり、約款の法的根拠を明確化することとなったが、同時に片面的強行規定の概念から消費

者の利益を一方的に害する条項の禁止、消費者への約款の掲示義務および約款を変更した場

合の周知義務等も盛り込まれることとなった。 

一方、内閣府は、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障

害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する

社会の実現を目的として、「障害者差別解消法」を平成 25 年 6 月に制定（平成 28 年 4 月 1 日

施行）したが、同法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者

に対して「差別的取扱いの禁止（法的義務）」及び「合理的配慮の提供（努力義務）」を課し

ており、その具体的な対応として、主務大臣は事業者向け対応指針を作成することとされて

いたため、国土交通省は、平成 27 年 11 月に同省所管事業における「障害を理由とする差別

の解消の推進に関する対応指針」を策定した。これを受けて、国土交通省は海上運送法に基

づく標準旅客運送約款を改正したが、クルーズ 3 社が策定している旅客運送約款は同法では

認可制となっていないことから、障害差別解消法への対応を旅客運送約款の改正で対応する

か否か等について検討する必要があった。そのため、当協会は、これら動きに対応するため、

本問題に関して畑弁護士のアドバイスを得ながら検討した結果、旅行条件書の改正で対応す

ることとした。 

（6）平成28年度クルーズセミナー「クルーズ・コンサルタント（C.C）コース」及び「第10

回クルーズ・マスター（C.M）コース」並びに「第9回ブラッシュ・アップ・クルーズセミ

ナー （更新講習）」の実施

客船事業の振興策の一環として、日本旅行業協会（JATA）等の協力を得て創設した「クル

ーズアドバイザー認定制度」に係るクルーズセミナー（クルーズ・コンサルタント（C.C）コ

ース）の資格認定講習及び同修了試験を、平成 28 年度は 10 月に東京、神戸（含む大阪）、名

古屋、福岡および札幌において各 1 回実施した。合計 1,286 名の受講・受験者のうち、651 名

が合格、体験乗船研修修了者と合わせ 645 名を新たにクルーズ・コンサルタント（C.C）とし

て認定した。これにより通算認定証交付者数は、6,631 名となった（修了試験合格者総数

6,653 名）。 

また、「第 10 回クルーズ・マスター（C.M）コース」を平成 29 年 2 月、事前に提出された

所属会社クルーズ担当部長以上が承認した推薦書及び調書に基づく受講審査の審査に合格し

た梅山正智（JTB 首都圏）、菊池真由美（クラブツーリズム）および谷維人（郵船トラベル）

の 3 名を対象に実施し、全員をクルーズ・マスターとして認定、これによりクルーズ・マス



ターは 63 名（見做し認定者 13 名を含む）となった。

更に、クルーズ・コンサルタント（C.C）の資格取得後 5 年を経過し、認定証の更新希望

者を対象とする「第 9 回ブラッシュ・アップ・クルーズセミナー（更新講習）」を平成 28 年

9 月 7 日（水）～30 日（金）まで、パソコンを利用しての E-Testing により実施し、前年度

未受講者 12 名を含む期間満了者 716 名のうち、569 名が受講登録し、558 名が更新した。

その結果、クルーズ・マスターへの昇格および更新辞退等により平成 29 年 3 月末時点に

おけるクルーズ・コンサルタント（C.C）資格所有者数は、5,501 名となった。 

(7）「クルーズ販売セミナー」の開催等 

当協会では、平成18年6月、日本船旅業協会（JASTA）を統合した際、同協会が平成16年度

から日本旅行業協会（JATA）との共催事業として実施してきた旅行会社のクルーズの企画・

販売・営業等の担当者を対象とする「クルーズ販売セミナー」を継承・実施することとした。

平成28年度は、平成28年10月13日（金）、博多港に停泊中の「飛鳥Ⅱ」において、船内見学と

基調講演「クルーズ販売は待ったなし」、平成28年10月26日（水）、広島港に停泊中の「ぱし

ふぃっく びいなす」において、船内見学会と基調講演 ｢クルーズは旅行の選択肢の一つ」お

よび平成29年3月16日（木）、神戸港に停泊中の「にっぽん丸」において、船内見学会と基調

講演「今なぜクルーズなのか～クルーズの魅力と販売手法について～｣をそれぞれ実施した。

また、セミナーの内容については、当協会ホームページにJOPA&JATA共催「クルーズ販売セミ

ナー」記録集として掲載した。

(8）クルーズ振興地方協議会の活動支援

当協会では、国土交通省海事局の協力の下、沖縄・関西・北海道・九州及び中国地方の 5

地域に、クルーズ会社、港湾関係者、観光事業者及び関係官庁等を構成メンバーとする官民

合同の「クルーズ振興地方協議会」を立ち上げ、各協議会におけるクルーズ振興活動を支援

しているが、平成 28 年度においてもクルーズセミナー及び船内見学会を共催・実施するとと

もに、同協議会を中心に実施する各種イベントに対し、当協会作成の広報パンフレット、メ

ガネクリーナー、ポストカード等の提供、クルーズに関する情報及びデータの提供、講師の

紹介等の支援、協力を行った。更に、平成 29 年 3 月には東北クルーズ振興連携会議が設立さ

れ、平成 29 年度から活動を実施していくこととした。 

(9）クルーズ客船の一般公開

当協会では、設立当初から会員のクルーズ客船運航会社に対し、クルーズの振興及び普及

啓蒙活動の一環として、クルーズ客船の入港に際しては可能な限り地元住民に対する本船の

一般公開の機会を設けて欲しい旨の協力要請を行っているが、平成 28 年度は 70 港において、



合計 114 回（合計参加者数：7,977 人）の一般公開が実施された。また、この調査結果を、ク

ルーズ客船の広報に資するため、当協会ホームページに新たに掲載した。

(10）外航客船に関するデータ及び関連情報の収集

当協会では、内外におけるクルーズ関連諸資料を整理し、平成13年度からホームページに

内外クルーズ客船の１船ごとのデータ、クルーズの歴史、日本・シンガポール・イギリス・

北米におけるクルーズ動向等を内容とするデータベースを「会員専用客船データベース」と

して立ち上げ、原則として年2回の改訂を行いながら、内容の充実と最新化を図っている。デ

ータベースの現在の仕様は、①内外クルーズ客船226隻とそれぞれの個別データ（船体全景写

真、船名、コメント、運航会社、国内での取扱い会社、船体情報、主な施設･サービス概要

等）、更に検索項目として船名（50音）、サイズ別（総トン数）、主要就航海域別、乗客定員数

別、運航会社別及び就航年別） ②クルーズの歴史 ③クルーズ動向（日本、シンガポール、

北米及び英国）となっており、引き続き、最新の統計資料や情報を入手し、精度を高めつつ

更新していくこととしている。 

(11）日本籍クルーズ客船の国内港湾寄港回数調査

当協会では、平成 10 年度以降、毎年、日本籍クルーズ客船の国内港湾別寄港回数を調査し、

公表している。平成 28 年（1 月～12 月）におけるクルーズ客船 3 隻の合計寄港回数は、海外

ロングクルーズの減少等から、前年の 510 回から 83 回増の 593 回と大幅な増加となった。

寄港回数が最高となったのは、ほぼ前年並みの 87 回を記録した横浜港で、14 年連続でトッ

プを飾った。第 2 位は神戸港の 73 回（前年比 20 回増）、第 3 位は名古屋港の 31 回（前年比 1

回減）となったほか、2013 年以来 4 年ぶりに第 4 位となった東京港が 17 回（前年比 7 回増）、

九州クルーズ基点港である博多港は 5位の 16 回（前年比 2回増）となった。 

一方、目的地（寄港地）型の港としては、第 6 位にランクした屋久島の宮之浦港が 14 回

（前年比 1 回増）、小笠原の二見港が第 12 位の 10 回（前年比 2 回増）、利尻島の沓形港が第

14 位の 8 回（前年比 1 回増）となったほか、沖縄クルーズの拠点港でもある那覇港が 11 回で

9 位（前年比 1 回増）等となっており、離島クルーズは定番となっている。この他、北海道ク

ルーズの拠点港である小樽港が 10 回、東北クルーズの拠点港である仙台塩釜港が 9 回となっ

たが、本年度は広島港が 13 回で第 7 位（前年度比 6 回増）、函館港が 12 回で第 8 位（前年度

比 8回増）となったことが特筆される。 

クルーズ各社及び旅行会社等が歳時に合わせた定番クルーズに加え、新規顧客の開拓を狙っ

て、地方港発着のクルーズを増加させると共に自然、文化、歴史、グルメといったタイムリー

でテーマ性、話題性に溢れたレジャー及びチャータークルーズの催行が反映していると考えら

れる。 



（12）会員自治体会等が実施するイベント等への協力及び一般消費者を対象とする「クルーズ

セミナーと船内見学会」の開催

クルーズ事業振興及び広報活動の一環として、会員自治体・クルーズ振興地方協議会等が

実施するイベントに対し、広報パンフレット、LED ライト付ボールペン、携帯クリーナー、ク

ルーズに関する情報及びデータの提供を行った。また、各協議会の幹事会、総会に出席する

とともに、これらへの講師の派遣等に協力した。また、「クルーズキャンペーン 97」事業にお

いて実施して以来、好評を博している一般消費者を対象とする「クルーズセミナーと船内見

学会」を、神戸港に停泊中の「ぱしふぃっくびいなす」（8月 28 日）、小樽港に停泊中の「に

っぽん丸」（9月 6日）、広島港に停泊中の「飛鳥Ⅱ」（11 月 10 日）において、合計 370 名の

参加を得て実施し、クルーズの振興に貢献した。 

(13）第9回「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」の実施

客船事業振興委員会における事業として、国土交通省、観光庁及び日本旅行業協会

（JATA）の後援の下、旅行業界の健全な発展に寄与したクルーズ旅行商品、特にオリジナリ

ティーに溢れ、かつ、わが国のクルーズ・マーケットの拡大に貢献した商品を企画造成、実

施した旅行会社等を顕彰することによりモチベーションの向上を期すとともに、一般消費者

に対し良質のクルーズ旅行商品・サービスの提供を図ることを目的とする第9回「クルーズ・

オブ・ザ・イヤー」を実施した。当協会及び日本旅行業協会の会員会社を対象に、平成28年

11月4日（金）を締切日として募集を行ったところ、過去最高の計31点のクルーズ旅行商品等

の応募・推薦があった。11月17日（木）、「クルーズ・オブ・ザ・イヤー 2016」選考委員会を

開催し、グランプリ1点、優秀賞3点及び特別賞3点を選考・決定した。なお、授賞式は平成28

年12月15日（木）午後4時半より、千代田区平河町の海運倶楽部において開催した。なお、こ

の結果は、平成28年12月17日（土）付けの読売新聞（夕刊）の計15段にわたって掲載され、

クルーズの振興に貢献した

(14）「JOPAクルーキャンペーン2016」の実施等 

日本の客船だから体験できる「心に響くおもてなしとらくらく安心のクルーズ旅行」の楽

しさを、広く一般消費者にアピールするため、簡単なクイズに回答することにより、日本の

客船のクルーズ旅行に招待する「JOPA クルーズ・キャンペーン 2016」を実施した。過去最高

の応募総数合計 4,525 通の中から、抽選で 1 組 2 名様、合計 6 組 12 名様を「飛鳥Ⅱ」、「に

っぽん丸」および「ぱしふぃっくびいなす」のクルーズにそれぞれ招待するとともに、クル

ーズ体験の感想文を提出してもらい、同感想文を当協会のホームページに掲載した。 

また、クルーズを一般消費者にもっと身近な旅行商品として認知してもらうことを目的に、

日本船 3 船の 2016 年下半期および 2017 年上半期の商品のうち手頃なクルーズ旅行を各社 4



クルーズ、計 12 クルーズを紹介するコーナー「手頃なクルーズ旅行！～クルーズをもっと身

近に～」を当協会ホームページに新たに掲載した。 

(15）広報パンフレット等の制作・配布

当協会では、クルーズの振興および普及活動の一つとして、従来から会員会社が運航する

クルーズ客船及び国際定期旅客船を紹介する広報パンフレットを制作し、会員をはじめ、協

会が主催・協力する各種イベント会場、主要港の港湾振興協会等を通じて、広く配布してい

る。平成 28 年度は、クルーズをもっと身近に感じられることを意図した広報パンフレット 

「クルーズをもっと身近に！～心に響く感動の船旅～」を、会員自治体およびクルーズ振

興協議会等が実施する各種イベントにおいて配布するとともに、国際定期旅客船をもっと気

軽に楽しんでもらえることを意図した広報パンフレット「国際定期旅客船で、楽しんでみよ

う！気軽な船旅」を制作した。 

当協会では、クルーズの振興および普及活動の一つとして、従来から会員会社が運航する

クルーズ客船及び国際定期旅客船を紹介する広報パンフレットを制作し、会員をはじめ、協

会が主催・協力する各種イベント会場、主要港の港湾振興協会等を通じて、広く配布してい

る。平成 28 年度は、クルーズをもっと身近に感じられることを意図した広報パンフレット

「クルーズをもっと身近に！～心に響く感動の船旅～」を、会員自治体およびクルーズ振興

協議会が実施する各種イベントにおいて配布するとともに、国際定期旅客船をもっと気軽に

楽しんでもらえることを意図した広報パンフレット「国際定期旅客船で、楽しんでみよう！

～気軽な船旅～」を作成した。 

(16）「クルーズニュース」の毎月発信 

当協会では、マスコミ、一般消費者などに対する情報提供手段であるホームページの「ク

ルーズニュース」を毎月更新・発信した。平成28度における当協会ホームページで最も多い

日のアクセス数は、8月1日で1,562件、2番目が8月16日で1,485件、3番目が9月11日で1,300件、

4番目が9月21日で1,231件、5番目が11月11日で1,017件等となっているが、1日平均のアクセ

ス数では約307件（前年比70.0%増）となっている。アクセス数が多い日の主な理由は、JOPA

クルーズ・キャンペーンの案内、ブラッシュ・アップ・クルーズセミナーの案内およびクル

ーズ・コンサルタントの合格発表およびJOPAクルーズ・キャンペーンの案内を掲載したこと

等と思われる。 

(17）外航客船に係る規制緩和等の推進

当協会は、わが国のクルーズ振興のための阻害要因となっている各種規制緩和を推進する

ため、規制緩和タスクフォースにて検討するとともに、国土交通省海事局に要望活動を行っ



た結果、いわゆる 30 日ルールの緩和をはじめとした各種規制緩和が実現したため、平成 28

年度の活動として、港湾管理者がクルーズ客船の寄港促進のため実施している入港料、岸壁

及び桟橋使用料、旅客乗降用渡橋使用料等を減額するインセンティブ制度に、日本籍船と外

国籍船との間で差を設けていることの是正を目指すこととした。 

そのため、当協会は、主な港湾管理者が実施しているクルーズ客船の寄港促進に向けたイ

ンセティブ制度の内容を取りまとめるとともに、国土交通省港湾局をはじめとした関係団体

に是正を働きかけた結果、東京港および横浜港が日本籍船に対するインセンティブ制度を改

正し、外国籍船との差が縮小されることとなった。 

しかしながら、同措置が実施された後においても、依然として、両港において外国籍船と

の差があること、また、同制度を実施している他港では従来のまま大きな差があるため、今

後においても、是正を働きかけることとしている。 

(18）その他

当協会は、東京港が、平成11年度に策定した船舶給水使用料の50％減額措置である「客船

使用に係る港湾施設（船舶給水）使用料の減額措置」、平成22年度に策定した入港料、岸壁、

桟橋使用料、旅客乗降用渡橋使用料に係る減額措置である「クルーズ客船の寄港促進に向け

たインセンティブ制度および平成24年度に策定した、東京港及び伊豆・小笠原諸島へのクル

ーズ客船誘致を促進するため、クルーズ客船の入出港にかかる水先料金、曳船料金などの経

費の一部を助成する「東京港等客船誘致促進補助制度」が平成29年3月31日付をもって期限が

到来するため、平成29年2月3日、東京都に対して補助制度の継続実施方要望を行った結果、

客船使用に係る港湾施設（船舶給水）使用料の減額措置」および「東京港等客船誘致促進補

助制度」については平成30年3月31日まで、「クルーズ客船の寄港促進に向けたインセンティ

ブ制度」については一部改正をし、平成32年3月31日までの延長が決定した。 


