
記者提供資料（令和２年 10 月 16日） 

神戸市客船誘致協議会（事務局：神戸市港湾局客船誘致課 瀬沢・百田） 

電話番号：078-595-6289 内線 951-5412 

国内クルーズの再開と神戸港でのクルーズ船の受入が再開します！！ 

～安心して楽しめる新たなクルーズの船出～ 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、各国が相互に入国規制を実施したことから、世界でクルーズ

船の運航ができない状況となっていましたが、６月後半に EU域内での移動が緩和されたことを受け、ヨ

ーロッパにおいて自国民を対象としたクルーズが再開したのをはじめ、他国にも徐々に再開の動きが広

がってきています。 

日本でも、国土交通省監修のガイドラインが公表され、日本船各社が日本に住んでいる人を対象に、国

内の港だけを巡る国内クルーズ運航再開の準備を進めており、運航再開にあたっては、ガイドラインに

沿って、感染症防止に向けた安全対策が強化され、安心して楽しめる新たな船旅の提供が始まる予定で

す。 

神戸港では、各船社の安全対策を十分確認し、営業再開前のトライアルクルーズで保健所と連携しな

がら訓練を行ったうえで、下記のとおりクルーズ船の受け入れを再開します。 

 

（１）日本船社の安全対策 

国土交通省監修「外航クルーズ船事業者の新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」は、万

が一船内で感染者が発生した場合でも、濃厚接触者が同室者以外の人への感染拡大を封じ込め、クラ

スターを発生させないことを目的としています。各船社はガイドラインを遵守することはもとより、

それ以上の安全対策をとることを表明しています。 

  

・乗客定員やレストラン等船内施設の座席数を従来の半分に減らすなど、船内の徹底した衛生管理に

より、同室者以外の濃厚接触者が出ないよう取り組みを実施 

・当面の間乗客には乗船前にＰＣＲ検査や健康質問票の確認を実施 

・船内各所にサーモグラフィー等を設置し、体調不良者を早期に把握 

・有症者が出た時点で船内イベントと船内施設の使用を中止し、本人と濃厚接触者は船内で隔離（そ

れ以外の乗客は自室待機） 

・独立し十分な数の隔離室とイエローゾーン（船医の防護服着脱場所等）の確保、医療従事者と他の

乗組員との動線分離 

・船内にコロナ検査機器類を導入し、航海中でも船医によるコロナ検査が可能に（早期発見・早期隔

離・拡大防止の徹底） 

・陽性結果が出た場合、船内イベント・船内施設使用を中止し、乗客は自室待機、クルーズも即刻中

止 

・換気設備には、10分に１回外気と入れ替わるなどの対策を導入 

・日本海事協会の「バイオセーフティマネジメントシステム」の認証を取得予定 

・乗組員の教育・訓練の徹底 

 

※ 日本船各社の感染症対策 PDFは別紙１をご確認ください。 

 

※ 詳しくは下記日本船各社のホームページをご確認ください。 

     飛鳥 2     https://www.asukacruise.co.jp/ 

     にっぽん丸        https://www.nipponmaru.jp/ 

     ぱしふぃっくびいなす https://www.venus-cruise.co.jp/#1 

※この資料は，市政記者クラブ，民放記者クラブ，海運記者クラブに配布しています。 

https://www.asukacruise.co.jp/
https://www.nipponmaru.jp/
https://www.venus-cruise.co.jp/#1


（２）神戸港の対応 ～客船ターミナルの安全対策～ 

「クルーズ船が寄港する旅客ターミナル等における感染拡大予防ガイドライン」に定められた事

項はもちろん、それ以外の事項も含めて取り組みます。 

 

・高精度サーモグラフィーの導入 

・乗船者と一般の人との動線の分離（入口から分ける、フロアの使い方を大幅に変更、等） 

・高頻度の消毒 

・仮に船内で感染事例が発生した場合の緊急連絡体制の構築、下船動線の分離 

・営業再開前に船上と港を繋いだ訓練を実施するなど、保健所と緊密に連携など 

 

※ターミナルの感染症対策 PDFは別紙２をご確認ください。 

※感染症対策を反映した新しいターミナルの利用方法を紹介する動画を作成しました。

https://www.city.kobe.lg.jp/a14075/kanko/leisure/harbor/passenger/schedule/terminalmovie20

20.html 

 

※その他の情報は 

https://www.city.kobe.lg.jp/a14075/kanko/leisure/harbor/passenger/schedule/resumption2020.html 

 

（３）トライアル入港と訓練の実施 

＜訓練の概要＞ 

船内で新型コロナウイルス感染者が１名（濃厚接触者３名）発生したと想定し、緊急連絡体制と

船内での早期隔離、濃厚接触調査の実施、着岸後の患者搬送と一般乗客の下船の動線分離等を確認

します。 

① 対象船：飛鳥２    入港日時：令和２年 10月 20日（火）12:30 頃から 

② 対象船：にっぽん丸  入港日時：令和２年 10月 30日（金）13:30 頃から 

※ 訓練時間はいずれも着岸直後から概ね３時間です。 

※ 訓練中、一般の方はターミナル内及び送迎デッキへの入場はできません。訓練開始前および終了

後は送迎デッキより船をご覧いただけます。 

※ 報道関係者の皆様は訓練中、送迎デッキの所定の場所より、ご見学いただけます。 

（感染症対策上、乗船しての撮影は困難であることを予めご理解ください。） 

 

（参考）国土交通省監修ガイドラインのページへのリンク 

一般社団法人 日本外航客船協会 

「外航クルーズ船事業者の新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」 

http://www.jopa.or.jp/ 

公益社団法人 日本港湾協会 

「クルーズ船が寄港する旅客ターミナル等における感染拡大予防ガイドライン」 

https://www.phaj.or.jp/guideline/index.html 

 

（参考）日本船３社の客船写真 

飛鳥Ⅱ             にっぽん丸          ぱしふぃっくびいなす 

 

 

 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a14075/kanko/leisure/harbor/passenger/schedule/terminalmovie2020.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a14075/kanko/leisure/harbor/passenger/schedule/terminalmovie2020.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a14075/kanko/leisure/harbor/passenger/schedule/resumption2020.html
http://www.jopa.or.jp/
https://www.phaj.or.jp/guideline/index.html


（参考）当面の神戸港へのクルーズ船入出港予定 

<営業再開前の入出港> 

 

 

 

 

 

 

<営業再開後の入出港> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の期間の入港場所はポートターミナル（＊は中突堤旅客ターミナル） 

※上記スケジュールは天候等により変更になる場合があります。 

※最新の情報については随時下記ホームページを更新いたします。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a14075/kanko/leisure/harbor/passenger/schedule/index2020.html 

 

 

船名 総トン数 入港日 入港時間 出港日 出港時間 船社

にっぽん丸 22,472 11月2日(月) 12:00 商船三井客船

にっぽん丸 22,472 11月4日(水) 14:00 11月5日(木) 11:00 商船三井客船

にっぽん丸 22,472 11月6日(金) 9:00 11月6日(金) 11:00 商船三井客船

飛鳥Ⅱ 50,142 11月8日(日) 16:00 11月9日(月) 13:00 郵船クルーズ

飛鳥Ⅱ 50,142 11月12日(木) 9:00 11月12日(木) 17:00 郵船クルーズ

にっぽん丸 22,472 11月21日(土) 11:00 11月21日(土) 14:00 商船三井客船

にっぽん丸 22,472 11月23日(月) 11:00 11月23日(月) 13:00 商船三井客船

飛鳥Ⅱ 50,142 11月26日(木) 15:00 11月27日(金) 14:00 郵船クルーズ

飛鳥Ⅱ 50,142 11月28日(土) 9:00 11月28日(土) 17:00 郵船クルーズ

飛鳥Ⅱ 50,142 12月1日(火) 9:00 12月1日(火) 17:00 郵船クルーズ

飛鳥Ⅱ 50,142 12月10日(木) 9:00 12月10日(木) 17:00 郵船クルーズ

飛鳥Ⅱ 50,142 12月12日(土) 9:00 12月12日(土) 17:00 郵船クルーズ

飛鳥Ⅱ 50,142 12月13日(日) 10:00 12月13日(日) 16:00 郵船クルーズ

にっぽん丸 22,472 12月17日(木) 9:00 12月17日(木) 17:00 商船三井客船

にっぽん丸 22,472 12月18日(金) 9:00 12月18日(金) 12:00 商船三井客船

にっぽん丸 22,472 12月25日(金) 9:00 12月25日(金) 17:00 商船三井客船

にっぽん丸 22,472 12月28日(月) 9:00 12月28日(月) 11:00 商船三井客船

船名 総トン数 入港日 入港時間 出港日 出港時間 船社

飛鳥Ⅱ 50,142 10月20日(火) 12:30 10月20日(火) 17:00 郵船クルーズ

にっぽん丸＊ 22,472 10月28日(水) 13:30 商船三井客船

https://www.city.kobe.lg.jp/a14075/kanko/leisure/harbor/passenger/schedule/index2020.html


２．乗組員のPCR検査

邦船３社で行われる感染症対策 ～ 船内に持ち込まない ～

１．乗客定員半分

３．乗客のPCR検査

飛鳥Ⅱ ： ８７２名⇒４００名
にっぽん丸 ： ５３２名⇒２５０名
ぱしふぃっくびいなす ： ６２０名⇒３００名

乗船前にPCR検査を行い、陰性者のみ乗船

別紙１



邦船３社で行われる感染症対策 ～ 船内に持ち込まない ～

５．寄港地での対応

・バスの定員 半減
・感染症対策が取られていない施設には行かない
・観光の時間分散 など

４．ハイリスクの方は乗船不可
（重症化リスク高い基礎疾患を有する人）



邦船３社で行われる感染症対策 ～船内で拡げない～

6．検温監視システム 7．接触確認アプリ（COCOA)のインストール推奨



9．船内でのPCR機器の導入
～医師.ナースが同乗 いつでも検査可能～

8．座席数の半減、飲食・公室等 予約制・座席指定等
～徹底した距離の確保～

邦船３社で行われる感染症対策 ～船内で拡げない～



１0．隔離室の確保
～クラスターを発生させない～

飛鳥Ⅱ ： ４０室（乗客数 ～400名）

にっぽん丸 ： ２１室（乗客数 ～２５０名）

ぱしふぃっくびいなす ： ３０室（乗客数 ～３００名）

邦船３社で行われる感染症対策 ～船内で拡げない～



11．船内空調システム
～100％外気の取入れ～

邦船３社で行われる感染症対策 ～船内で拡げない～

12．教育・作業認定書
～高度な作業～

室内換気時間
約１０分



旅客ターミナルにおける感染症対策 と 旅客の交通手段の確保

＜交通手段の確保＞

ガイドラインの留意事項にかかる
バス・ジャンボタクシーの配車協定

＜サーモグラフィの設置と動線の分離＞

動線の分離

乗船者

一般

別紙２


