
 

平成29年度事業活動報告 

 

平成29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 

当協会は、従来より「外航客船に係る事故、事件及び自然災害に関する緊急連絡先」

リストを作成し、国土交通省をはじめ関係先との情報伝達に齟齬がないようにしてい

るが、わが国政府は、北朝鮮によるミサイル発射問題をはじめとした緊急情報をより

早く船舶等の輸送機関に連絡することを可能にするため、緊急情報の自動連絡化の構

築を図ることとし、従来は、内閣官房からの情報を国交省経由で受信していたものを

これに加えて内閣官房から直接、当協会をはじめ会員各社および船舶に同情報を連絡

するシステムを構築することとした。そのため、当協会は、本件について会員各位に

周知し、同システム構築のための円滑な実施に努めた。 

また、国際海事機関（IMO）は、RORO 旅客船の車両区域における火災事故が世界的

に多発している状況を踏まえ、海上人命安全条約（SOLAS 条約）における防火や消火

の基準改正等の火災安全対策に関する審議を開始したため、わが国政府においても、

こうした基準見直しは旅客船の設計等に影響が大きいため、合理的な基準作りをする

重要であるとの認識から（一財）日本船舶技術研究協会に設置している防火検討会に

作業部会を設置して検討することとした。そのため、当協会は同作業部会に委員とし

て参画し、船主意見の反映に努めた。 

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

させたが、2017 年度においても、海上テロ想定シナリオを基に、各協会が実施するテ

ロ対策を取りまとめるとともに、同テロ対策の実効性向上のため、マニュアル（ベス

トプラクティス集）を策定するため、引き続き同勉強会を継続することとした。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 

国際海事機関（IMO）は、「コスタ・コンコルディア」号の座礁事故を契機とした旅

客船の安全強化策として、短期的措置として、国際航海を行う旅客船の乗客に対する

避難のための操練を出港前又は出港後直ちに行うこととする SOLAS 条約の改正を行っ

たが、長期的措置として、訓練要件等関連する項目を検討することとし、そのうちの

一つである、STCW 条約の適用対象となる旅客船の乗組員に対する特別な訓練要件を見

直しし、群衆管理訓練を特定の乗組員に限定することなく、サービス要員を含む全乗

組員を対象として行うべきであるとして、STCW 条約及び STCW コードにおける具体的な

訓練要件の改正案の提案がなされていた。これを受けて、2016年 2月に開催された IMO

第 3 回人的因子訓練当直小委員会(HTW3)において、客船非常習熟訓練の導入や群衆管

理訓練能力基準表の策定等に係る STCW条約の改正が合意され、2018 年 7月 1日に発効

することとなった。 

そのため、一般財団法人日本海技振興センター内にある「国際条約に対応する船員

訓練等に関する調査研究専門委員会」において旅客船に乗り組む船員の群衆管理訓練

のマニュアル作成に向けた検討を行うことになったため、同専門委員会に委員として

参画し、船主意見の反映に努めた。 

 

(3)客船の環境保全規制への対応 

国際海事機関（IMO）は、2016年10月に開催した第70回海洋環境保護委員会(MEPC）

において、一般海域における船舶燃料油の硫黄分濃度の規制値（現行3.5％以下）を0.5%

以下に強化する時期を2020年1月から開始することおよび燃料消費実績報告制度を導

入することを決定した。 

これを受けて、国土交通省は、同規制に係る関係法令・通達の整備を行うとともに、

わが国経済・国民生活にとっての海運業の重要性や同規制への円滑な対応が確保され

ることが重要であるとの認識から、海運業界、関係業界等と国の担当部局からなる「燃

料油環境規制対応方策検討会議」を2017年2月に、石油業界も含めた「燃料油環境規制

対応連絡調整会議」を2017年3月に設置し、関係者の情報共有の促進を図りつつ燃料油

環境規制への円滑な対応の確保に向け対応方策を検討することとし、更に、検討され

る燃料油の需要・供給についての将来見通し、両業界の対応コストへの影響把握、他

国の燃料油規制対応に情報収集等を実施するにあたって、技術的かつ詳細な事項を検

討するため、「燃料油環境規制対応連絡調整会議」のアンダーにタスクフォースを2017

年4月に設置した。 

そのため、当協会は「燃料油環境規制対応方策検討会議」や「燃料油環境規制対応

連絡調整会議」に陪席し、情報収集に努めたほか、タスクフォースには委員として参

画し、情報収集に努めるとともに会員各位に周知した。 

 



 (4)受動喫煙防止問題 

厚生労働省は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を契機とし

て、健康増進の観点に加え、近年のオリンピック・パラリンピック競技大会開催地に

おける受動喫煙法規制の整備状況を踏まえつつ、幅広い公共の場等における受動喫煙

防止対策を強化するための検討を行っており、陸上施設への禁煙対策のほか船舶に対

しても原則禁止（喫煙室設置可）とする健康増進法（受動喫煙防止対策）を改正し、

施設の種類・場所に応じ、施行に必要な準備期間を考慮して、2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピックまでに段階的に施行するとしている。 

そのため、当協会は、各船の喫煙室や喫煙エリアの状況等を厚生労働省に提供し、

同規制案が当協会会員会社の運航する船舶の実態を反映したものとするべく対応した。 

 

 (5)バリアフリー法等への対応 

わが国政府は、バリアフリー法に基づく義務付け基準のもと、都市部を中心に公共

交通機関の旅客施設や車両等のバリアフリー化は一定の進捗があったものの、バリア

フリー法の施行から2016年12月で10年が経過したことや東京オリンピック・パラリン

ピック、また、その後のレガシーの創出に向けて取り組むことが必要であるとのこと

から、バリアフリー法を含む関係施策について2017年度中に検討を行うこと等により、

そのスパイラルアップを図る「ユニバーサルデザイン2020行動計画」を関係閣僚会議

において決定した。 

これを受けて、国土交通省は、｢バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討

会」を2017年3月に設置・検討することとしたほか、多くの高齢者や障害者等の来訪が

見込まれる2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会やその後の超高齢社会

に向け、交通事業者職員がきめ細やかに対応することが必要不可欠であるとのことか

ら、交通事業者による統一された一定水準の接遇を確保することを目的とした接遇ガ

イドラインを作成・普及させるため、2017年11月に「交通事業者向け接遇ガイドライ

ン作成等のための検討委員会」を発足させた。 

そのため、当協会は、これら検討会での情報の収集に努め会員各位に周知するとと

もに、「交通事業者向け接遇ガイドライン作成等のための検討委員会」には委員とし

て参画し、船主意見の反映に努めた。 

 

(6)国際観光旅客税（仮称）について 

わが国政府は、2016年3月に策定した「明日の日本を支える観光ビジョン」において、

2020 年訪日外国人旅行者数4,000万人（含む訪日クルーズ旅客数500万人）等の目標を

掲げ、観光を我が国の基幹産業へと成長させ、「観光先進国」の実現を図るため、政府

一丸、官民を挙げて取り組むとしているが、同ビジョンに掲げた目標の確実な達成の

ためには、今後さらに増加する観光需要に対し、より高次元な観光施策を展開してい



く必要があるとの観点から、平成29年9月に「次世代の観光立国実現に向けた観光財源

のあり方検討会」を設置し、他の観光先進国の取組も参考にしつつ、観光立国の受益

者の負担により、観光施策に充てる追加的財源の確保を目指すこととした。 

同検討会では、わが国と外国の往来起点である「出入国」という行為に着目した

新税を日本人・外国人問わずに負担を求めるとしため、当協会は、2017年10月に検

討会が実施したヒヤリングに出席するとともに意見書を提出する等、新税の導入が

当協会会員会社にとって、負担感のない範囲内での金額設定が不可欠であること、

キャリアの労務あるいは経済的負担が増えるのを避けることおよび新税の対象者

から船舶乗組員を除外すること等、船主意見の反映に努めた。 

なお、政府は、同検討会での議論を踏まえて、国際観光旅客税（仮称）として、税

率を出国1回につき1000円に設定するとともに2019年1月7日以後の出国（除く乗組員）

に適用することとし、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒

久的な財源を確保することとした。 

また、政府は、国際観光旅客税（仮称）を導入するにあたり、同税の使途に係る基

本方針として「日本人出国者を含む負担者の納得が得られ、先進的で費用対効果が高

く、地方創生をはじめとする重要な政策課題に合致するもの」に充当することを基本

方針としており、当協会は、具体的な使途について会員各位の意見を取りまとめ、政

府に提出した。 

 

(7)日本籍外航客船の入港時における旅具検査について 

わが国政府は、テロ関連物資及び社会悪物品等の密輸入阻止に向けた取締り、効果

的・効率的な検査の実施、迅速かつ適正な通関の確保が重要であるとの観点から、日

本籍外航客船の旅具検査についても外地から入港した場合、クルーズの途中であって

も、全ての荷物をターミナル、ターミナルが無い場合は岸壁に持ち出し検査を実施す

る港が出てきていた。しかしながら、全ての荷物を船外に持ち出すことは、膨大な時

間がかかること、また、クルーズの途中での荷造りは、乗客の理解も得にくく非現実

的と考えざるを得ないことから、当協会は、現実的かつ効果的・効率的な旅具検査の

実現に向けて、財務省関税局と意見交換を行うとともに、意見書を提出した。 

 

 (8)平成29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

11回クルーズ・マスター（C.M）コース」並びに「第10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 29 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 1,357名の



受講・受験者のうち、728名が合格、体験乗船研修修了者と合わせ 727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、7,358

名となった（修了試験合格者総数 7,381名）。 

「第 11 回クルーズ・マスター（C.M）コース」については、平成 30年 2月に開催予

定としたが、受講者の応募がなかったため中止した。認定証書の有効期限を定めてい

ない既存のクルーズ・マスターに対して乗船機会を提供する業務乗船については、各

社 1回計 3回（参加者計 5名）実施した。 

また、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「ブラッシュ・アップ・クルーズセミナー（更新講習）」について

は、受講者の登録ミスによるメールの不達や申請期間と実施期間とのタイムラグを減

らすこと等の諸問題を解決するためのシステム改修を行うとともに、「第 10 回ブラッ

シュ・アップ・クルーズセミナー（更新講習）」を平成 29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 990 名のうち、832名が受講登録し、822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 30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、6,082名となった。 

 

(9)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29年度は、平成29年9月14日（木）、仙台塩釜港に停泊中の

「飛鳥Ⅱ」において、船内見学と基調講演「クルーズ販売は最初が肝心」、平成29年11

月1日（水）、博多港に停泊中の「ぱしふぃっく びいなす」において、船内見学会と基

調講演 ｢クルーズは旅行の一つ」および平成30年3月16日（金）、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「クルーズ・マーケットの拡大に向けて｣

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。 

 

(10)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・中国地方

及び東北の 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、また、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

いくこととしたため、これら各協議会におけるクルーズ振興活動を支援してこととし

ているが、平成 29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、LED ライト付ボールペン等の等の提供、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。 

 

(11)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 29年

度は 64 港において、合計 106回（合計参加者数：6,969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。 

 

(12)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。 

 

(13)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 29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 664回と、前年の 593回から 71回増加し

た。 

寄港回数が最高となったのは、前年比 33回増の 120回を記録した横浜港で、15年連

続でトップを飾った。第 2 位は神戸港の 73 回（前年と同数）、第 3 位は名古屋港の 30

回（前年比 1 回減）となったほか、第 4 位が東京港で 19 回（前年比 2 回増）、九州ク

ルーズ基点港である博多港が第 5位の 17回（前年比 1回増）等となった。 

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

15回（前年比 1回増）、小笠原の二見港が第 7位の 13回（前年比 3回増）、奄美大島の

名瀬港が第 12 位の 10 回（前年比 7 回増）となったほか、利尻島の沓形港が 8 回（前



年と同数）、沖縄クルーズの拠点港である那覇港が 8 回で 16 位（前年比 3 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、東北クルーズの拠点港であ

る仙台塩釜港が 11 回、北海道クルーズの拠点港である小樽港が 10 回となったが、本

年度は秋田船川港が 13回で第 7位（前年度比 3回増）、新宮港が 12回で第 9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。 

 

(14)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、小樽港に停泊中の「にっぽん丸」（9 月 5

日）、名古屋港に停泊中の「ぱしふぃっくびいなす」（10 月 27 日）、鹿児島港に停泊中

の「飛鳥Ⅱ」（11月 2日）において、合計 320名の参加を得て実施し、クルーズの振興

に貢献した。 

 

(15)第10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10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29年11月2日（金）を締切日として募集を行ったところ、

合計20点のクルーズ旅行商品等の応募・推薦があった。11月17日（金）、「クルーズ・

オブ・ザ・イヤー 2017」選考委員会を開催し、グランプリ1点、優秀賞4点及び特別賞

2点を選考・決定した。なお、授賞式は平成29年12月19日（火）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29年12月22日（金）

付けの読売新聞（夕刊）の計10段にわたって掲載され、クルーズの振興に貢献した 

 



(16)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29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～」の増

刷を行い、国際定期旅客船編「楽しんでみよう気軽な船旅」とともに会員自治体およ

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した。また、これらパ

ンフレットで使用しているイラストデータの版権を買い取り、当協会のホームページ

等で使用した。 

 

(17)「JOPAクルーズ・キャンペーン2017」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 2017」を実

施した。応募総数合計 4,410 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、クルーズスタイル実行委員会がクルーズの需要喚起を目的として 2017年 5月

27日（土）・28日（日）の両日、東京・晴海ふ頭の客船ターミナルで実施した「クル

ーズスタイル 2017」、日本マリン事業協会が 2018 年 3 月 8 日（木）から 11 日（日）

の 4日間、パシフィコ横浜で実施した「ジャパンインターナショナルボートショー2018」

にそれぞれ出展し、船旅の魅力を広くアピールしたほか、クルーズの普及啓蒙活動の

ツールとして、パンフレットで使用しているイラストをプリントした「LEDライト付ボ

ールペン」を制作し、一般市民向け「クルーズセミナー及び船内見学会」、会員自治

体、クルーズ振興協議会等が実施する各種イベント等において配布した。 

更に、従来、「クルーズ客船の魅力」と題していたコーナーを、「クルーズ客船の

魅力・国際定期旅客船の魅力」に変更するとともに親しみやすい内容に改訂し、当協

会ホームページに掲載した。 

 

(18)「クルーズニュース」の毎月発信等 

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29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、9月11日で2,062件、2番目が8月24日で1,623件、3番

目が9月2日で1,471件、4番目が10月18日で1,152件、5番目が9月5日で1,128件等となっ



ているが、1日平均のアクセス数では約319件（前年比4.0%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、クルーズ体験レポ

ート・お客様の声、ブラッシュ・アップ・クルーズセミナーの実施を掲載したこと等

と思われる。 

 

(19)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 29年度の活動として、前年度に引き続き、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、神戸港が日本籍船に対するインセンティブ制

度を改正し、外国籍船との差が解消されることとなった。 

 

(20)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」と平成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、いずれも平成30年3月31日付をもって期限が到来するため、平成30

年2月22日、東京都に対してこれら減額措置制度及び補助制度の継続実施方要望を行っ

た結果、それぞれ平成31年3月31日までの延長が決定した。 

 


