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釧路港における国際交流拠点を
核とした地域づくり
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釧路港では、東港区耐震旅客船岸壁等でクルーズ船の受入に対応しており、市民団体及び関
係機関が一丸となったクルーズおもてなし活動を行っている。今後も耐震旅客船岸壁を中心と
した国際交流拠点を核に、クルーズ需要に対応した国際交流等による地域づくりが求められて
いる。そこで、釧路港におけるクルーズ船寄港時の取り組みの現状・課題等を把握し、今後の
「みなと」を核とした魅力ある地域づくりの展開方策について報告する。
キーワード：地域活性化、まちづくり、国際交流、クルーズ

釧路港は、東北海道の物
流拠点港として、北米、極
東ロシア、東・東南アジア、
豪州などから背後圏の主要
産業である製紙、酪農業な
どに要する原材料等を大量
に輸入し、これら産業の生
産品を広く全国や海外に輸
図-1 釧路港位置図
出している。（図-1）
また、近年では、平成23年に市街地や観光施設に近接
した北地区に耐震旅客船岸壁が整備されるなど国際・国
内交流の玄関口としての役割を担っており、毎年多くの
クルーズ船の受入に対応し、市民団体及び関係機関が一
丸となったおもてなし活動を行っている。
しかし、クルーズ需要が高まり国際交流等による地域
づくりが求められている中、寄港数の増大とともに、地
域内の各団体の活動がうまく調整できていないため、
様々な情報が集約されず課題となっている。
このため、釧路港におけるクルーズ船寄港時の取り組
みの現状・課題を把握するとともに、今後の「みなと」
を核とした魅力ある地域づくりの展開方策について報告
する。

2. 釧路港クルーズ船の入港の推移
図-2に示すとおり、過去10年間の釧路港のクルーズ船
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の入港隻数は年々増加傾向となっており、特に近年では
外航クルーズ船の増加が著しい状況である。
さらに、我が国では「訪日クルーズ旅客を2020年に
500万人」という目標が設定されているので、釧路港に
おける国際交流等の機会も増加する可能性は高い。
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図-2 釧路港におけるクルーズ船の入港隻数推移

3. 「おもてなし」活動の現状
(1) 釧路港における「おもてなし」活動団体
釧路港では、これまで個々に行われてきた「おもてな
し」が連携することにより地域一体となった「おもてな
し」を実行し、釧路港へのクルーズ船の寄港数増加と、
「中心市街地活性化」、「みなと賑わい創出」、「賑わ
い創出の担い手育成」を期待するとして、平成20年度に
官民協働による「釧路港おもてなし倶楽部」が発足し、
10年間にわたり「おもてなし」活動を続けている。
さらに、近年では「釧路国際交流の会」、「NPO法人
グローカルみらいネット」に加え、高校生や大学生も参

加し、近年急増する外国人クルーズ旅客に対応した「お
もてなし」の輪が広がっている。
(2) これまでの「おもてなし」の取り組み
ここ数年は、毎年、内航・外航合わせて十数隻のクル
ーズ船が釧路港へ寄港しており、クルーズ船受入岸壁で
は寄港にあわせて各種「おもてなし」の取り組みがなさ
れているほか、各種受入環境の整備も進められている。
これら取り組み事例について以下に示す。
1) お出迎え
クルーズ船岸壁での入港時の取り組みとして、早朝か
ら市民らによる横断幕掲揚（写真-1）によるお出迎えの
ほか、子ども蝦夷太鼓の演奏（写真-2）などによる歓迎
を行っている。

写真-4 「おもてなしソング」によるお見送り

3) クルーズ船岸壁でのイベント
お出迎えの後、お見送りの前には、釧路を代表するグ
ルメを提供する「クルーズキッチン」を用意したり（写
真-5）、アイヌ工芸品の出店（写真-6）、市民と外国人
クルーズ旅客らが一緒に輪を作った「盆踊り大会」（写
真-7）を企画したり、釧路・北海道の魅力発信や日本の
文化と触れ合えるようなイベントを開催している。

写真-1 横断幕掲揚によるお出迎え

写真-5 クルーズキッチンによる釧路グルメの提供

写真-2 子ども蝦夷太鼓演奏による歓迎

2) お見送り
クルーズ船岸壁での出港時の取り組みとして、バルー
ンフェスト（写真-3）、UW手ぬぐいなどによるお見送り
のほか、「釧路港おもてなし倶楽部」が、今年、活動10
周年を記念して作成した「おもてなしソング」でお見送
りライブ（写真-4）を行っている。

写真-3 バルーンフェストによるお見送り
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写真-6 アイヌ工芸品の出店

写真-7 市民・外国人クルーズ旅客で作る盆踊りの輪

4) その他施設でのイベント
クルーズ船の寄港にあわせてフィッシャーマンズワー
フMOO横のEGGでは国際交流サロンを開き、「釧路国際交
流の会」が主催する書道体験、折り紙体験、アイヌ衣装
着付け、MOOの2階では「NPO法人グローカルみらいネッ
ト」が主催する着物着付けなどが行われており、外国人
クルーズ旅客に対し日本文化の紹介を通じて国際交流を
図っている。（写真-8）
また、この交流には、釧路市内や近隣の高校生も参加
しており、通訳ボランティアとして実践的な英会話の経
験を積み、グローバルな人材の育成を目指して取り組ん
でいる。

写真-9 MOO 内に設置された外貨自動両替機

図-3 元町マップ（英語版）

4. クルーズ旅客への聞き取り調査結果
この調査は、釧路市が平成30年に寄港したクルーズ船
のうち、外航、内航を含む3船の旅客合計630名を対象に
聞き取りをしたものである。
写真-8 EGG 内の国際交流サロン

5) 受入環境の改善
釧路港では、クルーズ船岸壁周辺施設において、フリ
ーWi-Fiスポット整備のほか、12カ国に対応する外貨自
動両替機（写真-9）が設置されるなど、近年急増する外
国人クルーズ旅客に対応するため、受入環境の改善を推
進している。
また、みなと周辺では、外国人クルーズ旅客に対応す
べく、くしろ元町青年団が釧路発祥の地としての歴史や
景観の魅力を発信する「元町MAP（英語版）」（図-3）
の作成、厳島神社では祈祷の様子やおみくじなどを紹介
する英語表記の看板を設置するなど、魅力の高い観光地
域づくりを目指している。
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(1) クルーズ旅客への聞き取り調査項目と分析結果
図-4に聞き取り調査項目を示す。
この調査では、寄港前に釧路へ感じている期待と実際
に滞在してみての行き先の相違、滞在において何に満足
し、不満を感じたのかを分析することで、今後の「おも
てなし」、「地域づくり」の参考とするものである。

・釧路港寄港へ期待していること
・釧路港へ上陸後、行ったところ
・釧路滞在での満足したこと・不満に思ったこと
図-4 聞き取り調査項目

釧路寄港への期待

釧路上陸後行った先

努めることにより、クルーズ旅客の満足度が高まり、魅
力ある観光地域に発展する可能性が高いということがわ
かる。

5. クルーズ船寄港時の「おもてなし」の課題

図-5 調査結果（期待・行った先）

【釧路滞在で満足したこと】
・オプショナルツアーで行った釧路湿原や阿寒湖
などの自然観光が素晴らしかった。
・港周辺の市内観光が良かった。
・海鮮丼やラーメンなどの食事に満足した。
【釧路滞在で不満に思ったこと】
・港近くに買い物できるお店がない、営業時間が
わからない。
・滞在時間が足りなかった。
・歴史や文化について学べなかった。
・英語表記が一部のみであった。

(1) イベント関係者の調整について
クルーズ船岸壁でのイベントとその他施設でのイベン
トについては、現在、個々に開催時間の決定、開催場所
の予約、資機材（机、イス等）の利用調整、関係機関と
の協議などが行われている状況にある。
クルーズ船寄港の増加に対応し、個々のイベント規模
が拡大している状況で、スペースや資機材が限られてい
ることから、資機材等の不足が原因で、出店や参加を断
念せざるを得ない状態となっている。
なお、これらの背景には外国人クルーズ旅客に対し、
天候等に左右されない安全・安心な「おもてなし空間」
を確保したいことから、「おもてなし」を行う団体が重
なり、需要が集中してしまうためである。
このように、関係者間での調整や出店等に必要な資機
材の安定的な確保が課題となっている。

(2) 情報発信不足
早朝のお出迎えから始まり、夕方のお見送りまで長い
図-6 調査結果（満足・不満足）
時間に渡りクルーズ船が寄港しているが、クルーズ船岸
壁には「釧路港おもてなし倶楽部」をはじめ、その日の
イベント出店者の関係者の占める割合が多い。
図-5に示す「釧路寄港への期待」調査結果から、寄港
また、関係する公共団体や、各種「おもてなし」団体
前は市街観光が32.6％と最も大きく、次いで自然観光
の広報ツールにより発信されているが、市民や観光客の
26.5％、買い物20.2％となっている。
来訪者は少ない状況である。
また、「上陸後の行った先」調査結果から、MOO･EGG
このように、個々の団体やみなとを担当する公共団体
が29.6％と最も多く、次いで郊外自然観光26.5%、和商
の広報ツールだけでは情報発信不足であることから、み
市場17.9％となっている。
なと周辺の地域が一体となり情報発信できるような仕組
今回の「上陸後の行った先」調査結果から着目したい
みが必要である。
のは、比率の小さい市内観光の12.8%である。市内観光
また、前述の聞き取り調査結果からもわかるように、
の内訳は、釧路市立博物館や元町地区の神社・寺院・公
みなとの周辺にはクルーズ旅客が興味をもつような釧路
園、港文館、マリン・トポス等となっており、比率が小
港の歴史・文化を知ることのできる博物館や資料館、歴
さいにも関わらず、多数の施設となっている。
史的価値のある建造物などが点在している。
さらに、いずれも釧路の歴史、産業、文化を知ること
しかし、その価値や魅力を最大限に情報発信できてい
ができる施設であり、地域資源である。
ないため、オプショナルツアーなどで釧路港の後背地へ
図-6に示す満足・不満足の調査結果から、釧路湿原や
観光に向かうクルーズ船旅客が大半を占めており、地域
阿寒湖などの自然観光は、一定の評価を得ている。
経済の波及効果が限定的になっている。
また、市内観光においては、満足したという回答があ
さらに、市内においての英語案内表示や商業施設等情
る一方、クルーズ旅客が不満を感じ評価の低い内容とし
報の不足のため、市内に散在している潜在的な魅力ある
て、歴史や文化について学べなかった、英語表記の不足、 地域資源のネットワーク構築を図り、クルーズ旅客へ情
買い物できる施設の情報不足などがあった。
報発信することも課題である。
今回の聞き取り調査から、釧路という街の歴史・文化、
商業施設等の情報発信不足、英語案内表示不備の解消に
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6. 「おもてなし」の課題の解決に向けて
(1) イベント関係者間の調整について
みなとにおける「おもてなし」活動を行う団体の増加
により、イベントスペースの確保、資機材等の調達に支
障を来している課題解決に向けた一案として、みなとに
立地する観光交流施設や商業施設を含め、遊休状態にあ
るスペースや資機材等の情報の共有化が可能となると、
相互に助け合いながら「おもてなし」活動を行うことが
できる。

の制度が創設され、指定されると図-8に示すようなメリ
ットが得られる。
日頃より国際交流の中心となっているクルーズ船岸壁
やフィッシャーマンズワーフMOO、EGGに加えて釧路市観
光国際交流センターなどを「みなとオアシス」として登
録ができれば、図-7に示した設置者の業務として、遊休
状態にあるスペースや資機材等の情報の共有化に向け調
整窓口として一元的な管理が可能と考えられる。

・みなとオアシスの活動の企画
・みなとオアシスの活動の実施に関する助言
・みなとオアシスの活動状況の把握
・みなとオアシスを構成する各施設の運営に関する
助言及び指導
・みなとオアシスの広報
・他のみなとオアシスとの連携

(2) 情報発信不足の解消について
今後、ますます増加する外国人クルーズ旅客の対応を
し、魅力を発信するためには、これまで以上に多くの市
民らと一体となった「おもてなし」が必要である。
これまでの各参画団体の広報ツールによる情報発信に
加えて、クルーズ船岸壁周辺の施設における情報の掲示、
図-7 みなとオアシス設置者の業務
クルーズ船寄港やイベントなどにあわせた適時の情報発
信、幅広い世代へ情報が行き渡るようなパンフレットに
よる情報発信、教育機関・高齢者支援施設での広報活動
・指定されると法律上の地位の獲得により団体の
など多種多様な情報発信が効果的と考える。
信用の向上につながる。
また、各参画団体の情報を一括で発信することで、イ
・活動に必要な規制の一部が緩和される。
ベント全体をわかりやすく把握できるだけでなく、これ
・活動団体と港湾管理者との間に緊密な協力関係
まで広報に費やしていた各団体の負担も減らすことが可
が構築され国土交通省や港湾管理者から必要な
能となる。
情報の提供や助言等を受けることができる。
さらに、受入側だけでなく、外国人クルーズ旅客に対
図-8 港湾協力団体のメリット
する情報発信、案内表示の多言語化の推進、多言語対応
が可能な人材の確保・育成も必要である。
しかし、これらを実行するには企画、運営などの人的
支援、活動の支えとなる金銭的支援なども必要となるこ
また、情報発信不足という点についても活動の企画、
とから、これらを支援できる制度の活用を模索し、一つ
実施に関する助言といった人的支援に加えて、「みなと
一つ課題を解決していく取り組みが重要である。
オアシス」の協議会に加入することで情報発信に必要な
普及活動や印刷物の制作などの支援も期待できる。
さらに、港湾協力団体へ指定されれば活動に必要な規
制の一部緩和や、今後の活動においても港湾管理者等か
7. ｢みなと｣を核とした地域づくり展開方策の提案
らの情報提供や助言等も期待できる。
釧路港における「おもてなし」の課題解決は、今後の
魅力あるまちづくりに必要不可欠であり、そのことによ
り、釧路港における国際交流拠点を核とした地域の活性
化につながる。
そこで、今後の展開の一案として、「みなとオアシ
ス」制度の活用を提案する。
「みなとオアシス」とは、地域住民参加による地域振
興の取組が継続的に行われる施設を国土交通省港湾局長
へ申請し登録を受けたものをいう。
また、その運営要綱によれば、設置者は登録を受ける
と、図-7に示す業務を実施するものとなっている。
さらに、平成28年5月の港湾法改正では港湾協力団体
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8. おわりに
釧路市は、古くからみなとを中心とした交易の拠点と
して発展してきたみなと街である。
そして、近年では釧路港に寄港するクルーズ船が増大
していくなかで、魅力ある交流空間が求められている。
今後も「おもてなし」を通して「みなと」を核とした
地域づくりが促進され、結果として港の整備効果や地域
への経済波及効果が拡大するよう期待したい。

