
2019.12 石川県港湾活用推進室

金沢港におけるクルーズ船誘致の取組みについて



金沢港の沿革

昭和３７年頃

昭和４８年頃

江戸時代 北前船の寄港地として栄える

昭和２９年(1954) 大野港・金石港が合併し、金沢港となる

昭和３８年(1963) 三八豪雪

昭和３９年(1964) 重要港湾に指定される

昭和４５年(1970) 関税法による開港に指定される

昭和６３年(1988) 日韓定期コンテナ航路開設

平成 ９年(1997) 日中定期コンテナ航路開設

平成１７年(2005) ガントリークレーン(1号)供用開始

平成２０年(2008) 大浜多目的国際ターミナル
水深12mで供用開始

平成２３年(2011) 「国際海上コンテナ」、「外航クルーズ(背後
観光地クルーズ)」の日本海側拠点港に選定

平成２５年(2013) トランスファークレーン供用開始

平成３０年(2018) ガントリークレーン2号機供用開始
韓国コンテナ航路（Xﾌﾟﾚｽﾌｨｰﾀﾞｰｽﾞ）就航

平成３１年(2019) 御供田国際コンテナターミナル拡張

令和２年(2020.3) 金沢港クルーズターミナル完成（予定）
現 在
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① 無量寺埠頭

水深：１０ｍ 延長：３７０ｍ

＜寄港・停泊実績＞

コスタ・ネオロマンチカ、
コスタ・ビクトリア、ドーン・プリンセス、
シー・プリンセス、サン・プリンセス、

シルバー・ディスカバラー、飛鳥Ⅱ 等

②戸水埠頭金沢港クルーズターミナル

水深：１３ｍ
延長：４００ｍ
17万トン（340m）級客船対応可
・150トン係船直柱 3基整備済

（H25.6月末）
・ふ頭用地整備 （H28.3月末）
＜寄港・停泊実績＞
ダイヤモンド・プリンセス
２０２０年以降、無量寺ふ頭に接岸可

③大浜埠頭

戸水埠頭

JR金沢駅
石川県庁

■ 金沢港 客船関係施設概要

耐震岸壁・水深１０ｍ化工事中
（２０２０年完成予定）

金沢港クルーズターミナルを整備中
（２０２０年完成予定）

埠頭から金沢駅まで
約４km

ショッピングセンター
（洋服店、食品店、
レストラン、
100￥ショップ 等）
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H31.4.23 寄港 「クイーン・エリザベス」

クルーズ船の寄港数の推移

R1.9.24寄港 「ザ・ワールド」

外国船社 日本船社
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クルーズ船の乗客数の推移
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H30年の乗客数 48,265人
うち 金沢港発着クルーズの金沢港乗船客数 5,944人（12.3%）
うち オプショナルツアー参加者数 16,598人（34.4%）
うち シャトルバスでの自由観光者数 25,723人（53.3%）

過去最多



オプショナルツアーの行先内訳(H30)

金沢市内（兼六園、ひがし茶屋街等） 71％
白川郷・高山方面 13％
富山方面（立山黒部アルペンルート等） 5％
加賀方面（ゆのくにの森等） 4％
能登方面（和倉温泉等） 4％
福井方面（永平寺、東尋坊等） 2％

金沢港は北陸の玄関口！

白川郷（岐阜県） 立山黒部（富山県） 東尋坊（福井県）



シャトルバスでの自由観光

金沢港

国道８号線

ＪＲ金沢駅

石川県庁

◎ひがし茶屋街

長町武家屋敷跡
◎ ◎

金沢２１世紀美術館

◎兼六園

◎近江町市場

◎寺町寺院群

↑時刻表
↓シャトルバス乗車券（500円）＜日本海周遊クルーズの場合＞

・シャトルバス5台で運行（港⇆駅）
・港と金沢駅の2か所で乗車券を販売
・乗り放題500円、13歳未満無料

15分！

シャトルバス



カレドニアン･スカイ(英) 
（4,200ﾄﾝ､114人）
4月3日・5日・25日・29日
5月16日、6月1日

令和元年の国内外のクルーズ船
寄港数は50本

金沢港クルーズ船寄港実績（R1）

コマツ
金沢工場

いきいき魚市

金沢
みなと会館

コンテナヤード

客船 RORO船、
フェリー

コンテナ

産業機械、
建設機械

戸水埠頭

大浜埠頭 （超大型対応）水深13m：1バース

水深10m：2バース

ダイヤモンド・プリンセス(米)
(115,906ﾄﾝ､2,706人)
6月24日、8月29日、9月29日

にっぽん丸(日)
(22,472ﾄﾝ､398人)
6月20日・24日

初

船名 （総ﾄﾝ数､乗客定員数） 寄港日 初 : 金沢初

シーボーン・ソジャーン（米）
(32,477トン､450人）
5月11日

ｺｽﾀ･ﾈｵﾛﾏﾝﾁｶ(伊)
(56,769トン､1,578人）

・日本海周遊クルーズ
7月1日～8月31日 計14本
・その他1本 4月18日(大浜)

飛鳥Ⅱ(日)
（50,142トン, 872人）
8月31日, 9月2日（戸水)

初

初

無量寺埠頭

岸壁改修
水深7.5m→10m

金沢港クルーズ
ターミナル（建設中）

ぱしふぃっく びいなす(日)
(26,594トン､460人)
9月12・13日・29日

ウェステルダム(米)
(82,862トン､1,916人）

4月20日

初クイーン・エリザベス(英)
(90,901トン､2,081人）

4月23日

初

MSCスプレンディダ（スイス）
(137,936トン､3,274人)
5月10日・19日・28日
9月17日・25日

オーシャンドリーム(日)
（35,265トン, 1,422人）
8月12日

セレブリティ・ミレニアム（米）
（90,963トン, 2,158人）
9月28日

アザマラ・クエスト(米)
（30,277ﾄﾝ､690人）
4月18日、5月2日
8月25日、9月8日

初
シルバー・エクスプローラー

(モナコ)
(6,130トン､144人）
5月18日・25日、6月10日

ル・ソレアル(仏)
(10,992ﾄﾝ､264人)
6月7・8日

マースダム(米)
(55,575トﾝ､1,258人)
8月6日・20日

ザ・ワールド (米)
(43,188ﾄﾝ､330人)
9月24－26日

初
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金沢港

釜山

上海

ウラジオストク

500km1,000km1,500km 横浜
名古屋

神戸

境港

青森

済州島

舞鶴
広島 室蘭

【クルーズコースの一例】
サンプリンセス号

①地理的な優位性

■日本海側の中央に位置することから、日本海クルーズの拠点としやすい

■韓国･中国からほどよい距離に位置しており、コースに組み入れやすい

※外国船籍のクルーズ船は、日本国内の寄港地だけを航行することが禁止
されており、航行の中で必ず一度は外国に立ち寄らなければならない。

金沢港の魅力
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金沢港に停泊する「コスタ･ビクトリア」号

近隣に、趣の異なる豊富な観光地が存在

兼六園 ひがし茶屋街

加賀温泉郷 能登の里山･里海

②豊富な背後観光地

長町武家屋敷跡

金沢港の魅力
金沢港からわずか5km圏内に、魅力的な観光地が集積

● 「金沢は近い距離に観光施設がそろう。入港や出港の時の地元のセレモニーも良い」（キュナード・ライン社）

⇒ クイーン・エリザベス ３年連続寄港決定（2019～2021）
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金沢港の魅力
③質の高い伝統工芸と食文化

九谷焼 加賀友禅

和菓子 加賀懐石

加賀百万石の古い歴史に育まれた伝統工芸・食文化などの観光資源が揃う

金箔工芸

輪島塗 8



東京

白川郷・五箇山

永平寺・東尋坊

Kanazawa Station
One of the  “World’s Most 

Beautiful Train Stations”
-Travel Leisure

金沢

Eiheiji Temple

金沢～東京間

2時間半で

アクセス可能
フライ＆クルーズﾞ/ レイル＆

クルーズ/ 日帰り往復

世界で最も美しい駅の一つに選ばれた

金沢駅

能登の里山里海

加賀温泉郷

④北陸新幹線開業による首都圏からの容易なアクセス

金沢港の魅力

立山黒部ｱﾙﾍﾟﾝﾙｰﾄ

和倉温泉

Kanazawa Station
World's Most Beautiful Train Stations 

By  American Express 

長野
（金沢から新幹線で1時間）
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■海外見本市（マイアミ、ヨーロッパ、上海 等）への参加
→クルーズ業界のキーマンとの人脈作りと知名度アップを図る

■クルーズ船社の寄港地決定責任者等の本県への招聘
→船会社の責任者等を招き、金沢港や観光地の優位性を実感いただく

■大型クルーズ船の受入体制づくり
→航路浚渫や係留施設整備によるスペック強化と安全安心の確保

クルーズ船社幹部の招聘マイアミ見本市でのPR

これまでの施策

金沢港のクルーズ船誘致の取組
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横浜港との連携

取り組み
寄港数 金沢港 横浜港

寄港数 ４７ １７０

うち海外ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ １４ ４

H30

＜両港の強みとねらい＞
横浜港:約160年の歴史と世界的知名度を誇る日本を代表するクルーズ港

→海外ラグジュアリー船の誘致に力を入れたい
金沢港:富裕層が利用する海外ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ船の寄港数は横浜港を上回る

→日本を代表する発着港の知名度を生かしクルーズを誘致したい

H30.11 横浜港とクルーズ誘致に関する連携協定

旅行会社に働きかけた結果、北陸新幹線を組み込んだ形でのレール＆クルーズ商品が造成

これまでの取り組みに加え、協定を拠り所
としてより一層のクルーズ誘致策を推進

（写真左）林 横浜市長 （右）谷本 石川県知事

＜セレブリティ・ミレニアムでの横浜～金沢レール＆クルーズ＞
【連携企画の特徴】

●金沢～横浜間の移動に北陸新幹線を利用する、クルーズツアーの新たな形態
●募集対象は石川県民及び横浜市民
●本来の横浜港発着クルーズは11日間のところ、
途中の金沢港で下船する7日間の行程を特別価格で提供

【ツアー概要】

●行程 9/22日～10/2（水）
「セレブリティ・ミレニアムで航く秋の日本海周遊クルーズ 関門海峡と日本の景勝地巡り」
横浜(9/22)-広島-北九州-釜山-舞鶴-金沢-(9/28)-秋田-青森-横浜(10/2)

■セレブリティ・ミレニアム
総トン数：90,940トン 乗客定員：2,218名
全長：294m 全幅：32m
就航：2000年（2019年2月改装）
船籍：マルタ
運航会社：セレブリティクルーズ（米国）

金沢港のクルーズ船誘致の取組
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金沢港クルーズセミナー
（H30.12.8 金沢市内）

300名の参加

クルーズの普及・集客に向けた取り組み

三大都市圏クルーズセミナー （H30.2.10～12）

大阪 名古屋 東京
12



H25.5.12「サン･プリンセス号」歓送イベント

継続寄港やリピーターを増やすためには、クルーズ船の乗客に対し、石川らしい
“おもてなしの心”溢れる歓送迎行事が必要

＜活動内容＞

クルーズ船の受入体制の整備

・クルーズ船寄港時の入港歓迎及び見送りイベ
ントへの参加

・もてなし活動の実施

＜対 象＞

クルーズ船の乗客を歓迎したい方、港やクルー
ズ船に興味のある方など、誰でも入会可能

金沢港クルーズ･ウェルカム･クラブ設立

会員募集チラシ
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金沢港クルーズ･ウェルカム･クラブ

クルーズに関する県民の
関心の高さは想定以上

会員には、一般の方々に加え、和装で乗客をお
出迎えする市民グループや、ヨサコイや民謡踊り
流しなど、パフォーマンスを披露する団体のメン
バーにも加わって頂いている。
また、観光案内の外国語ボランティアとして協
力頂いている会員もいる。 平成25年5月24日（金）北國新聞 14

会員数は 7,000人 を突破 ※令和元年9月30日
現在 7,016名



H25.5.12「サン･プリンセス号」歓送イベント

石川らしい和装（加賀友禅）でのお出迎え

県民挙げて、石川らしい“おもてなしの心”溢れる歓送迎を行っている。

記念撮影をする乗客

船会社いわく、バスツアーに出かける乗客は、普段なら歓迎イベントにはあまり関心
を示さず急いでバスに乗り込むことが多いが、金沢港では皆足を止めるのが珍しい。

金沢港クルーズ･ウェルカム･クラブ
歓迎のおもてなし（入港イベント）
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H25.5.12「サン･プリンセス号」歓送イベント

YOSAKOIソーランメンバーによる壮大な旗振り

船の乗組員から、心温まる出港イベントに関し、感謝のメールを頂く。

大勢の県民によるお見送り

船会社から「これだけ盛大なお見送りは乗客の満足度を上げる重要なポイントと
なる。」との声をいただく。

金沢港クルーズ･ウェルカム･クラブ
歓送のおもてなし（出港イベント）
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平成２６年１２月、金沢港クルーズ・ウェルカム・
クラブによる歓送迎行事や、石川県、金沢市、一般社
団法人金沢港振興協会による官民一体となった積極的
な客船誘致活動が高く評価され、日本外航客船協会が
主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー２０１４」に
おいて、金沢港が特別賞を受賞。

金沢港の取組への評価

クルーズ・オブ・ザ・イヤー2014
特別賞授賞

クルーズ・オブ・ザ・イヤー201６
特別賞授賞

平成２８年１２月、金沢港を含む日本海周遊クルーズの
寄港地５港で構成する日韓５港湾都市連絡会が「クルーズ・
オブ・ザ・イヤー２０１６」において特別賞を受賞。

同賞のグランプリを受賞した「日本海周遊クルーズ」の
受入において、寄港地各港の受入サービスを高いレベルで
均一に提供したことや、知名度の高くない日本海側の地方
港における集客、新たな市場を開拓するための各港独自の
セミナーの開催など、様々な取り組みが高く評価された。

金沢港としては２０１４年の特別賞に続き２度目の受賞。

17



50m道路から直接進入
できるアクセス道路整備

金沢港クルーズターミナル❶

アクセス道路・駐車場・緑地
の整備、船だまりの埋立➋

❶
➋
➌

金沢港クルーズターミナルの整備
アクセス道路、駐車場、緑地の整備、船だまりの埋立
無量寺・戸水に点在するコンテナ上屋の移転・集約 ①～③ 計８０億円
※このほか、関連事業として、無量寺岸壁整備（６０億円：国直轄）

コンテナ上屋の移転・集約➌ 平成31年1月竣工

金沢港機能強化整備 東京オリンピック・パラリンピックの開催
前年度（2019年度）の完成を目指す

ガントリークレーン２号機
平成30年4月完成
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２階

展望デッキ

レストラン
（ﾒｰﾌﾟﾙﾊｳｽ）

会議室

セミナー
ルーム

CIQエリア 待合エリア

１階

倉庫

学習・
体験

ルーム

会議室

EV

（海側） （海側）

（海側）

クルーズ対応時以外は
多目的に活用

関係機関の連携３階

港内を見渡すことができる、
絶好のロケーション

港内を一望でき、
120名収容可

全面ガラス張り

国内最大クラスの
操船シミュレーターなどを整備

〈ボールプールなど遊具の設置〉〈サッカーの練習〉

金沢港クルーズターミナル

20

延べ床面積10,633 ㎡

（1,283㎡） （804㎡）



クルーズターミナル本体のライトアップ 無量寺ふ頭のライトアップ

水際に連続的な光の演出を施し、幻想的な景観を創出

五郎島ふ頭 金沢港大橋 ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝ係留船

金沢港の賑わいの創出（ライトアップ）
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５０ｍ道路

駐車台数 計900台

1

２

ツアーバス
100台

ターミナル
関係者
190台

計400台（クルーズ・一般）

Ｈ３１年4月18日 アザマラ・クエスト

③ 四季折々の彩りある緑地２

整備前

金沢港の賑わいの創出（周辺景観）
① 50m道路からの眺め(整備後)1
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