
 

2023 年 本部港クルーズ船予約申請要綱 
 

 本要綱は、本部港におけるクルーズ船の入出港に係る安全対策等の内容を整理したものであり、
船社及び船舶代理店等（以下、「申請者」という。）が本要綱を遵守することを前提に 2023 年
1 月 1 日～12 月 31 日の岸壁予約申請を行うこととする。 
 なお、本要綱は、主たる事項について記載しており、本要綱に基づき、岸壁予約申請がされた場
合においても、関係者との調整を踏まえ、安全性の確認が出来ない等の場合は、岸壁の予約を受
け付けないことがあるので留意すること。また、寄港時は、港湾管理者等が求める感染症（新型コ
ロナウイルス等）の感染拡大防止対策に従うことを了承した上で申請すること。 

 
１.2023 年予約の受入条件  
（１）本部港（本部地区）の受入れ岸壁は、-10.5m 岸壁とし、寄港可能クルーズ船は 22 万総

トン級以下の船である。 
（２）全長 270m（およそ 8 万総トン級）を超えるクルーズ船の受入回数は 1 回／月とする。 
（３）7：00～17：00 以外に入出港する場合、その対応について本部港管理事務所と調整するこ

と。 
（４）航行安全対策は以下の委員会で検討されており、その報告書の内容を理解し、遵守して運用

すること。以下に、その概略を記載するが、詳細は委員会報告書を確認すること。 
なお、下記平均風速については、隣接する-7.5m 岸壁を使用する定期船との関係で別途定め
ているので、注意すること。 
・本部港大型客船入出港に伴う航行安全対策調査専門委員会 
・入出港基準は下表の通りとなっている。 

客船クラス 平均風速 波高 視程 喫水 接岸速度 

22 万総トン級 
以下 

10m/sec 以下 
（曳船配備は条件としない） 

1.5m 
以下 

2,000m 
以上 

余裕水深 10％
以上確保 

9.7cm/sec 
以下 

※水先人を要請すること。 
※前路警戒船を 1 隻配備し、前路の警戒及び他船との通信連絡等、本船を補助すること。 
※漁礁区域、防波堤や浅所への接近に注意すること。 
※定期船競合を避けるため、前広に情報周知、調整を行うこと。定期船との船間距離は 70m 以上

確保すること。 
※南側海域（通称ゴリラチョップ周辺海域）の海浜利用者に対し、入出港時間帯における活動内容

について協力を依頼すること。 
※瀬底島東側海域の停泊船に対し、水域確保について調整を行うこと。 
※別途受入条件を設ける場合がある。その際は、後日、予約確定者へ連絡するので、協議に応じるこ

と。 



 

（５）以下の点に留意して予約申請すること。 
① 本港は検疫法に基づく検疫、家畜伝染病予防法に基づく動物検疫、植物防疫法に基づく

植物防疫の非対象港である。 
② 本港では、配車可能なタクシー台数が限られているため、個人旅行者（ＦＩＴ）が多いと

見込まれるクルーズ船においては、ふ頭内での乗客及びクルーの滞留を避け、安全性を確保
するため、船社において、シャトルバスの手配及び運用し、乗客を速やかに近隣施設等へ案内
すること求める場合がある。 

③ 本港での給水は不可とする。 
（６）本予約終了後における 2023 年予約受付再開は、来年 5 月を予定している。 
 
２ 2023 年予約の対象船舶及び申請条件 

本予約は、下記クルーズを対象とし、一連の工程を踏まえつつ、予約を受け付けるものである。 
なお、予約申請が重複する場合は本要綱５及び【別添】基づき予約を確定するため、本部港の岸

壁の空き状況に関わらず予約を受け付けない場合があるので留意すること。 
（１）沖縄発着クルーズ 

那覇港、平良港、石垣港、中城湾港もしくは本部港（以下、「県内港湾」という。）を乗船
港、下船港とするクルーズが、本部港を乗船港、下船港もしくは一時寄港地とする場合はその予
約を申請することができる。 
なお、那覇港発着で本部港を乗船港、下船港もしくは一時寄港地とする場合には、那覇港管
理組合が 3 月 22 日に提示した那覇港の先行割当の結果を反映したものの提出を求める。 

（２）ワールドクルーズ 
行程が 100 日以上で 15 か国以上の 20 か所以上の寄港地をめぐるクルーズが、平良港、石
垣港、中城湾港もしくは本部港へ寄港する場合の、本部港の予約を申請することができる。 
 

３ 2023 年予約に関するスケジュール 
2023 年の予約に関しては、申請者がより多くの予約を確定できるよう、一次申請・結果回答を行っ

たあと、発着クルーズに限り、一次結果後の空き枠内での二次申請期間を設けるため、申請者は以下
のスケジュールに沿って、申請を行うこと。 
 本要綱は試行であり、2024 年以降の申請については、本要綱の内容を変更する可能性がある。 

・一次申請受付期間   2021 年 5 月 12 日(水)～2021 年 6 月 2 日（水) 17 時締切 
・各港湾管理者から各申請者への一次結果の回答  2021 年 6 月 16 日(水) 17 時まで 
・各申請者からの二次申請期間（発着クルーズに限る）  

              2021 年 6 月 17 日（木）～2021 年 6 月 25 日（金）17 時締切 
 ・各港湾管理者から各申請者への二次結果の回答 2021 年 6 月 30 日（水）17 時まで  
  



 

４ 2023 年予約の申請書類等  
（１）予約申請書様式は、平良港、石垣港、中城湾港、本部港いずれの港湾でも同様のエクセル様

式とし、電子メールで以下の提出先に申請書様式を添付して申請すること。 
（２）二次申請についても、電子メールで以下の提出先に申請様式を添付して申請すること。申請様

式については、各管理者から、一次結果の回答時に送付されるものを用いることとする。 
（３）提 出 先   （以下のすべてのアドレスにお送りください） 

宛先：  yamaske@pref.okinawa.lg.jp; aa062006@pref.okinawa.lg.jp；
uezutksh@pref.okinawa.lg.jp 
kouwan@city.miyakojima.lg.jp; yuichiu1@city.miyakojima.lg.jp 
kouwan@city.ishigaki.okinawa.jp  
cruise-kikou.z4r@ogb.cao.go.jp 

（４）注 意   
メールの件名は「23○○○○（那覇港、平良港、石垣港、中城湾港もしくは本部港に寄港す
る日程のなかで最初の日、半角数字で記入）̲○○（クルーズ船名）̲○○（予約種別、ワ
ールドもしくは発着）̲○○（那覇港、平良港、石垣港、中城湾港もしくは本部港のうち、寄
港する乗船港、下船港もしくは一時寄港地すべて）̲○○（初めての申請（新規）かこれま
での申請の変更（変更）か）予約申請」とすること。様式のファイル名も、メールの件名と同一と
すること。 

 
５ 2023 年予約の岸壁予約の受理と確定について  
（１）予約を受理したことを明らかにするため、申請書様式をメールで確認次第、予約の受理連絡

（一次・二次）を沖縄総合事務局港湾計画課より行う。 
（２）一次申請の予約の確定にあたり、重複する時間帯に複数のクルーズ船の申請があった場合、別

紙の考え方に基づき優先するクルーズを判断し、上位順位の行程の予約確定を行う。平良港、
石垣港、中城湾港および本部港において重複があった場合、下位順位については、優先順位に
応じて、重複が発生しないよう、部分的に予約を確定する。 

（３）予約結果の連絡（一次・二次）は、予約申請のあった各港湾の港湾管理者より行う。すなわ
ち、平良港、石垣港、中城湾港、本部港のうちの複数の港湾で予約を申請した場合、複数の
港湾管理者から結果の連絡をすることとなる。 

（４）一次結果にて行程全体の予約が確定しなかった申請者は、発着クルーズに限り、一次結果後
に別途伝えられる空き枠内での、希望の代替行程を二次申請できる。なお、期日までに申請の
なかった予約については（６）に基づき予約の確定・自動キャンセルを行うこととするので注意す
ること。 

（５）二次申請の予約の確定にあたり、重複する時間帯に複数のクルーズ船の申請があった場合、一
次申請時（６月２日時点）の優先順位に基づき予約確定を行う。 



 

（６）二次申請においても行程全体の予約が確定しなかった場合、もしくは二次申請を行わなかった
場合については、申請する行程の一部において、県内港湾の乗船港（①）と県内港湾の下船
港（②）、および①と②の区間に一時寄港する県内港湾（③）の予約がすべて確定できる場
合のみ、当該区間（複数可）を二次結果として確定する。①～③のうち、予約が１つでも確
定できない区間については、一次結果で一部確定している予約を含め、本部港の予約を自動
的にキャンセルとする。 

 
６ 2023 年予約の申請にあたっての留意事項  
（１）同一船舶による、同岸壁に同日同時間帯、２隻以上の重複した予約希望申請がないように精

査のうえ申請すること。重複がある場合は失格とする。  
（２）那覇港を行程に含む場合、申請書様式にて記載する際に、先行して申請されている那覇港の

予約（6 月 2 日時点）との整合を図ること。既存の那覇港の予約と整合が取れていない場合
には失格とする。 

（３）2023 年の予約について、行程ごとに申請を受け付けることする。そのため、沖縄発着クルーズの
行程は、一定期間に複数回連続して行う沖縄発着クルーズを連続して行うすべての行程を 1
行程として申請すること。 

（４）二次結果以後に、予約をキャンセルした場合、その予約をキャンセルする理由について港湾管理
者より確認し、そのキャンセルを今後の予約受付において考慮する場合がある。 

（５）寄港時は、港湾管理者等が求める感染症（新型コロナウイルス等）の感染拡大防止対策に
従った対応を行うことを了承した上で申請すること。 

 
７ 質問等の問い合わせ先  

（１） 予約受入条件に関する問合せ（上記１について） 
       沖縄県土木建築部港湾課 

         TEL098-866-2395 FAX098-866-2468 
         担当者：本部港クルーズ船予約担当 
（２） その他に関する問い合わせ（上記２～６について） 
         沖縄総合事務局開発建設部港湾計画課 

TEL098-866-1906 FAX861-9916 
担当：2023 年クルーズ船予約担当 

（３） 受付時間 
平日 10:00～16:00（12:00～13:00 を除く） 

  



 

【別紙】 
 

重複する時間帯に複数のクルーズ船の申請があった場合の考え方 
 
予約確定を実施するに当たり、重複する日・時間帯に複数のクルーズ船の予約申請があった場合は、

以下の考え方により、予約の確定を行う。 
 

1 沖縄発着クルーズとワールドクルーズの申請が重複した場合 
沖縄発着クルーズの申請を優先する。 
 

2 沖縄発着クルーズ同士の申請が重複した場合 
2-1.申請の内容を以下のとおり、ポイントを合計し、得点の高い申請を優先する。但し、一定期間
に複数回連続して行う沖縄発着クルーズについては、この全期間を一連の行程とみなしてポイント
を合計し得点とする。 

（ポイントとの考え方） 
・申請内容のうちポイントの対象港は那覇港、平良港、石垣港、中城湾港、本部港。 
・対象港が乗船港又は下船港の場合は 2pt 
・対象港が一時寄港地の場合は 1pt 

2-2.上記 2-1.のポイントが同点の場合は、対象港の寄港数（平良港、石垣港、中城湾港、本
部港）の多い申請を優先する。 

2-3.上記 2-2.の寄港数が同数の場合は、対象港のオーバーナイト回数が多い申請を優先する。 
2-4.上記 2-3.のオーバーナイト回数が同数の場合は、申請が早い順を優先する。なお、申請が
早い順とは、「４ 2023 年予約申請書類等」の提出先である cruise-
kikou.z4r@ogb.cao.go.jp の受信日時で早い順とする。 

 
3 ワールドクルーズ同士の申請が重複した場合 

3-1.対象港（平良港、石垣港、中城湾港、本部港）の寄港数が多い申請を優先する。  
3-2.上記 3-1.の寄港数が同数の場合は対象港のオーバーナイト回数が多い申請を優先する。  
3-3.上記 3-2. のオーバーナイト回数が同数の場合は、申請が早い順を優先する。なお、申請が
早い順は、2-4 と同じ扱いとする。 
 

以上 


