
機密性２情報

中部ブロック戦略会議の課題及び取組成果（R４.２）

中部ブロック戦略会議の課題（合計77件）及び取組成果（合計18件）

・ＣＩＱ体制の整備
・空港や港の受入環境整備
・空港施設の収容能力等の向上
・観光案内機能の強化
・多言語対応の強化
・クルーズ船受入のさらなる拡充 等

①航空・港湾ＷＧ 課題(9件)及び取組成果(1件)

・共通パスや周遊きっぷの充実
・空港からのアクセスの利便性向上
・観光地等へのアクセスの充実（２件）
・駅の利便性向上
・多言語対応等の環境整備
・レンタカーの利用促進
・乗合バスの系統ナンバリングの充実
・タクシーにおけるインバウンド対応
・観光型ＭａａＳの推進 等

・無料公衆無線LAN（Wi-Fi）環境の整備
・道の駅のインバウンド対応
・観光地、観光施設等における多言語対応
・観光案内所の機能強化
・ムスリム、ユダヤ人旅行者対応
・サイクルツーリズムの推進
・災害時における外国人旅行者の安全・安心確保のための体制
づくり
・旅館・ホテルのインバウンド・バリアフリー・ニーズに合わせた対応
・公衆トイレの洋式化
・道の駅と民間企業等との連携により新たな魅力の発信
・道路空間の利活用、駐車場の確保、渋滞対策
・無電柱化による良好な景観の形成
・手ぶら観光の促進
・有休不動産の活用
・旅館・ホテルの生産性向上、外国人材の活用 等

③受入環境整備ＷＧ 課題(31件)及び取組成果(5件)

・ユニークベニューの促進
・観光需要回復を見据えたプロモーションの推進
・インバウンドの観光促進のための海外発信
・サイクルツーリズムの推進
・欧米豪を対象とした新たな滞在型コンテンツの創出
・伊勢志摩国立公園における訪日外国人旅行者の利用促進
・滞在型農山漁村の形成
・商店街における消費拡大
・地域の特産品や伝統産品の知名度向上
・アドベンチャーツーリズムの推進
・地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携の促進
・観光地域の再生に向け地域全体の魅力及び収益力の向上
・かわまちづくりによる取組の成果
・公的機関・インフラの活用 等

④観光資源魅力向上ＷＧ 課題(20件)及び取組成果(8件)

②二次交通ＷＧ 課題(17件)及び取組成果(4件)

資料２



【中部ブロック】（航空・港湾WG）
令和３年度観光ビジョン推進中部ブロック戦略会議

Ｘ

No.
観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

1

最先端技術を活用した

革新的な出入国審査等

の実現

中部国際空

港

桜やアルペンルートなど特定の時期や、到着便が重なる

ピーク時間帯において、入国審査場が混雑する場合があ

る。

　また，観光立国の推進並びに2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会及び万博等の国際的なイベ

ントの開催に向け，更なる出入国審査の迅速化が求めら

れている。

・東京オリパラ関係者対応については、旅客動線、待ち列形成など関係者と連携して状

況に応じた対応を実施。

・出入国在留管理庁職員の機動的な配置対応

・コロナ収束後の復便状況を踏まえ、引き続きFast Travelの取り

組み推進、ファ―ストレーン運用に向けて関係者間で調整する。

・出入国在留管理庁職員においては、引き続き職員の機動的な配置

対応に努める。

・なお，新型コロナウイルス感染症の感染拡大前においては，出入

国審査の更なる迅速化を課題として，「バイオカート」の導入によ

る入国審査待ち時間を活用した個人識別情報の事前取得，日本人の

出帰国手続における「顔認証ゲート」の運用及び観光等の目的で入

国した外国人の出国手続における同ゲートの運用，日本人及び一定

の要件を満たす外国人への「自動化ゲート」利用拡大等，各種機器

の活用を図ってきたところ，同感染症収束後に外国人旅行者数が回

復した際には，同機器を有効に活用し，スムーズな入国の実現に努

める。

CＩＱ官署、中部国際

空港(株)、各エアラ

イン

大阪航空局総務部

2

通信環境の飛躍的向上

と誰もが一人歩きでき

る環境の実現

中部国際空

港

・2019年レベルの国際線回復便数でのピーク時間帯にお

けるチェックインカウンター不足及び受託手荷物返却

ターンテーブル混雑。

・コロナ禍において感染症対策を踏まえたカウンター利用を実施。

・ピーク混雑時の課題については、コロナ禍の当面においては、旅客の今後の状況と会

社の経営環境を勘案し、計画やスケジュールは再度見直す。

・オフエアポートチェックインについて、航空局調査事業「航空旅客手荷物処理能力強

化(オフエアポートチェンクイン導入)に向けた検討調査」の一環として情報収集等を実

施。

・国際線出発、到着時の混雑解消については、コロナ禍の当面にお

いて旅客と関係各社の状況を勘案しながら、検討を継続する。

・Fast Travelについては、復便状況に応じた実施に向けて検討を

継続する。

・旅客利便性向上のため、市中で手荷物を預けるオフエアポート

チェックインについて検討を継続する。

中部国際空港(株)、

各エアライン

大阪航空局総務部

3

通信環境の飛躍的向上

と誰もが一人歩きでき

る環境の実現

中部国際空

港

・コロナ回復時の復便状況・顧客ニーズを分析し

「Central Japan Travel Center」での取扱商品等の検

討

・コロナ禍による需要減少により、課題が大きく変化し、今後の見通しが立てづらいこ

とから具体的な取り組み検討に至らず。

・名古屋鉄道株式会社とは、訪日外国人向けの案内改善に向けた連携を継続。

・コロナ回復時の復便状況により「Central Japan Travel

Center」における各種切符、旅行商品等の取扱い増加に向け、引

き続き関係者間で課題を検討、調整する。

・名古屋鉄道株式会社と訪日外国人向けの案内改善に向け連携を継

続する。

中部国際空港(株) 大阪航空局総務部

中部運輸局観光部

観光振興事業（公共

交通利用環境の革新

等事業）、訪日外国

人旅行者受入観光整

備緊急対策事業費

（交通サービスイン

バウンド対応支援事

業）

・平成31年４月の公共施設等運営権制度導入により、旅客ターミナルビルの運営及び維

持管理は、運営権者である富士山静岡空港株式会社が行うこととなった。

・運営権者は、利便性の一層の向上を図るため、令和元年度までに国際線の搭乗ゲート

の増設（２箇所→３箇所）を行った。

・令和２年度から、国際線チェックイン機能の改善などの受入環境整備のための投資に

着手し、令和３年度も継続して整備を行った。(令和３年度中完成）

運営権者は、「ストレスのない空港滞在時間の提供」や「観光の

ゲートウエイとしてのおもてなし体制の構築」といった空港利用者

の利便性向上等に取り組むこととしており、継続して受入環境整備

のための投資を行うこととしている。

静岡県、富士山静岡

空港(株)、東京航空

局、中部運輸局

4

最先端技術を活用した

革新的な出入国審査等

の実現

富士山静岡

空港

[課題]

・平成27年度に中国便の急増により、空港に早着した団

体客が、旅客ターミナルビルの外で荷物とともに並びな

がら待機する等の混雑が生じていた。

[現状]

・平成28年度に旅客ターミナルビルの増築・改修工事に

着手し、平成30年4月に新国内線ターミナル、同年10月

に新国際線ターミナルを供用開始するとともに、平成30

年度内に全てのテナント工事も終了した。

・旅客ターミナルビルの増築・改修工事により、滞留ス

ペースが拡充され、混雑はほぼ解消されるとともに、飲

食・物販スペースの充実や新たにビジネスラウンジの設

置などにより利用者利便の向上も図られた。

・平成30年度までの旅客ターミナルビルの増築・改修工

事により、延べ床面積の増（12,093㎡→約18,200

㎡）、保安検査場の拡張（１列→２列）、ボディスキャ

ナーの新規導入、国際線搭乗待合室の拡張（３00席→４

00席）、国際線手荷物受取所ベルトコンベアーの増設

（１基→２基）など、空港の機能が大幅に強化された。

東京航空局空港部

中部運輸局交通政策

部



No.
観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

5

クルーズ船受入の更な

る拡充

名古屋港 （現状・課題）

・寄港するクルーズ船のクルーズのタイプ、乗客層等、

寄港状況に応じた観光案内などの受入対応。

・新型コロナウイルス感染予防対策。

・新型コロナウイルス感染症回復後のクルーズ船誘致の

新たな戦略の構築。

・港湾ガイドラインを基に策定した「名古屋港におけるクルーズ船受入の際の感染拡大

予防マニュアル」により感染症対策を徹底し、船会社・関係機関と連携しながら安全・

安心な受入を行った。

・ガーデンふ頭3号岸壁の老朽化対策を進めた。

・外航クルーズ船誘致促進に係る調査情報収集を行った。

・国内のクルーズ船の入港に際しては、本港のマニュアルにより感

染症対策を徹底し、船会社・関係機関と連携しながら安全・安心な

クルーズ船の受入を進めていく。

・外航クルーズ船については、国が感染症に関するガイドラインの

作成に向けた準備を進めており、国の動向を注視し、適切に対応し

ていく。

・引き続きガーデンふ頭３号岸壁の老朽化対策を進める。

・ガーデンふ頭ポートビル及びポートハウス便所設備等の非接触化

に取り組む。

名古屋港外航クルー

ズ船誘致促進会議

中部地方整備局港湾

空港部

6

クルーズ船受入の更な

る拡充

清水港 （現状・課題）

・通訳ボランティアの確保が必要。

・乗船客への分かりやすい看板・サイン等の設置が必

要。

・大型客船対応岸壁の整備と岸壁から市街地までの回遊

性の向上を図る必要がある。

・新型コロナウイルス感染予防対策。

・CIQ実施環境の整備。

・安定的なWi-Fi環境の整備。

・通訳ボランティア向けの研修会を開催。

・地域の事業者と連携し、乗船客による消費拡大を目的とする新しいガイドマップを作

成。

・新型コロナウイルス感染予防対策として、客船寄港時における岸壁への一般見学者の

立ち入りを禁止。

・「旅のエチケット」ポスターを掲示し、新型コロナウイルスへの感染予防を周知。

静岡県と雲頂香港有限公司による国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業

・清水マリンターミナルの改修によるＣＩＱ機能付き旅客施設の整備。

・防潮堤機能を備えた日の出緑地の整備。

・国際旅客船と旅客施設とを接続する屋根付き通路（可動式）の整備。

・コロナ禍で邦船・外国船を安全に受け入れるようにベストプラク

ティスを導入し安全対策を実施。

・乗客、乗員の回遊性を高めるため、港と交通結節点を結ぶシャト

ルバスを引き続き運行。

・通訳ボランティア確保及び質の向上を目指し、ボランティア向け

の研修会を引き続き開催。

・乗客、乗員の回遊性を高め、消費を喚起するため、地域の事業者

と連携し引き続きトライアル事業を実施。

・感染症の拡大防止に向け、受入に際しては国等より発表される感

染症に関する港湾のガイドライン（外国船）を基に、船会社・検疫

所等の関係機関と連携して対応。

・15万トン級の大型クルーズ船を２隻同時着岸可能とするため、

日の出ふ頭新１号岸壁の改良を実施。

・静岡県と雲頂香港有限公司による国際旅客船取扱埠頭機能高度化

事業

・商業施設の整備。

清水港客船誘致委員

会、中部地方整備局

中部地方整備局港湾

空港部

7

クルーズ船受入の更な

る拡充

三河港 （現状・課題）

・新型コロナウイルス感染予防対策。

・大型客船対応岸壁の整備。

・岸壁延長の延伸工事中。（R4年度供用開始予定）

・10月8日（金）入港予定のダイヤモンド・プリンセスの寄港が中止。

・11号岸壁背後地の埋め立て工事が進み、従来の3.2haに加え、1.8haが供用開始。

・「三河港蒲郡地区クルーズ客船受入協議会」にて、船社や協議会

メンバーとの情報共有を行い、港湾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等に基づいた、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止対策により、乗船客・市民ともに、安

全安心な受け入れを実施する。

愛知県、

蒲郡市、

三河港蒲郡地区ク

ルーズ客船受入協議

会

中部地方整備局港湾

空港部

8

クルーズ船受入の更な

る拡充

敦賀港 （現状・課題）

クルーズ客の下船後の

・周遊交通手段の確保

・タクシードライバー等の言語対応

・土産品店等の外国人接遇対応

・通訳ボランティアの確保

に課題がある。

・予定していた一泊二日のレンタカープランの造成については、クルーズ船の受入れ中

止に伴い停止。

・引き続き、関係団体等と連携したセミナー等を開催するなど、外

国人乗船者に対するおもてなしの向上を促進。

福井県 中部運輸局観光部

9

クルーズ船受入の更な

る拡充

四日市港、

鳥羽港等

（現状・課題）

・寄港地（岸壁）における受入対応の充実・強化。

・県内各地への誘客促進。

・令和２年９月18日付国交省港湾局産業港湾課長事務連絡「当分の間におけるクルーズ

船の寄港受入に際しての留意事項等について」以降、クルーズ船社、港湾管理者、衛生

主管部局及び地域の関係団体と連携して日本船の寄港受入を開始しており、令和３年度

で日本船1３回の寄港予定。

※四日市港８回（飛鳥Ⅱ７回、にっぽん丸１回）、鳥羽港５回（飛鳥Ⅱ2回、にっぽん丸

３回）

・令和４年１月１１日現在で１１回（四日市港６回、鳥羽港５回）の寄港を無事に終了

している。引き続き、関係者間で連携しながら港湾ガイドライン等に基づいた適切な受

入れを実施。

・三重県クルーズ振興連携協議会と連携する四日市港客船誘致協議会が、国土交通省の

「令和３年度クルーズの更なる寄港促進を通じた地域活性化事業」の採択を受け、アフ

ターコロナにおける外国船籍の寄港再開を見据えた寄港地の情報発信サイトや動画の作

成、乗船客の県内各地への誘客を促進する地域の魅力を活かした観光地ツアーの造成

等、寄港地の魅力づくりに取り組んだ。

・現時点で日本船３回（四日市港、飛鳥Ⅱ１回、ぱしふぃっくびい

なす２回）の受入が決定しており、引き続き、関係者間で連携しな

がら港湾ガイドライン等に基づいた適切な受け入れを実施する。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束し、外国クルーズ船

の寄港が再開した場合においては、三重県クルーズ振興連携協議会

として、四日市港客船誘致協議会及び鳥羽港クルーズ船誘致受入協

議会と連携しながら、クルーズ船寄港時における港での対応をオー

ル三重でサポートするとともに、乗船客の県内各地への誘客を促進

する取組を展開することで、乗船客の満足度向上を図り、さらなる

寄港につなげる。

三重県クルーズ振興

連携協議会、中部地

方整備局

中部地方整備局港湾

空港部



【中部ブロック】（二次交通WG）
令和３年度観光ビジョン推進中部ブロック戦略会議

Ｘ

No.
観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

1

「地方創生回廊」の

完備

全般 ・訪日外国人旅行者の交通利便の向上に向けて、

「昇龍道高速バスきっぷ」をはじめとする複数交通

事業者間で使用できる周遊きっぷが求められてい

る。

・既存周遊きっぷの海外プロモーションを継続・深度化し、FIT旅行の促進を図

る。

・交通事業者との連携により、周遊きっぷの利便性向上、海

外へのプロモーションに取り組む。

・補助金の活用によるさらなる利便性の向上等について、案

内をしていく。

交通事業者、沿線

自治体、中部運輸

局等

中部運輸局

（交通政策部・観

光部・鉄道部・自

動車交通部・海事

振興部）

訪日外国人旅行者

受入観光整備緊急

対策事業費（交通

サービスインバウ

ンド対応支援事

業）

2

「地方創生回廊」の

完備

全般 ・増加傾向にある外国人旅行者への案内、表示、

Wi-Fi整備、外国人向けの切符設定等の対応が必要

となっている。

・各鉄道事業者等における受入対応の強化を図る。

・在来線の12駅で英語自動放送を開始した。＜JR東海＞

・主要駅にてPOCKETALK等の機器による多言語案内を開始した。＜JR東海、名

古屋鉄道、愛知高速交通（株）＞

・「スマートＥＸ」の訪日外国人のお客様向けサービスについて、「ＱＲコー

ド」によるチケットレス乗車サービスを開始した。＜JR東海＞

・鳥羽市において10種類の全国交通系ICカードの導入及び、スマートフォンで

表示するデジタル周遊きっぷの発売。

令和３年度は訪日外国人の需要が見込めない状況であったた

め、渡航制限緩和にあわせて引き続きチケットレス乗車サー

ビスの利用を促進する。＜JR東海＞

引き続き、２次交通についてもキャッシュレス決済等新モビ

リティ事業に対する支援を行うとともに、MaaSサービスと

の連携を促し、旅行者に対しシームレスな移動を提供できる

よう利便向上を高める取組を推進する。

鉄道事業者、沿線

自治体等

中部運輸局

（交通政策部・鉄

道部）

観光振興事業（公

共交通利用環境の

革新等事業）、訪

日外国人旅行者受

入観光整備緊急対

策事業費（交通

サービスインバウ

ンド対応支援事

業）

3

「地方創生回廊」の

完備

中部国際空

港、名古屋

市、各観光

地

・中部国際空港と名古屋市内を直接結ぶセントレア

リムジンバスの安定的な運行の確保・維持が必要。

・中部国際空港に深夜早朝に到着する国際航空便に

合わせた名古屋市内へ向かうバスの確保及び柔軟対

応が必要。

・航空路線のダイヤ変更に応じた、路線バスの時

刻、ルート変更等の柔軟な対応が必要。

・中部国際空港から主要観光地に向かう高速バスの

利便性向上が必要。

・FITの増加に伴い、訪日外国人向け周遊きっぷ等

のニーズが高まっている。

・令和２年4月以降、コロナ禍による需要減少のため、インバウンド需要を目的

とした路線を中心に各社路線休止・撤退が発生。

左記課題が大きく変化している上、今後の新規課題が現時点で想定しづらいこと

から、具体的な取組検討ができなかった。

・中部国際空港セントレアから南知多（師崎港・内海）往復バスの実証運行を令

和4年1月2日から31日まで実施。

・旅客便の復便に応じたアクセスネットワークの回復にむけ

た事業者との情報交換。

・コロナ回復時の復便状況・顧客ニーズを分析し必要な二次

交通を検討

・引き続き、空港から主要観光値へのアクセス性の向上を目

指す二次交通への支援を行うとともに、二次交通と連動した

観光イベントの実施など、地域の観光資源とタイアップし、

地域観光の高付加価値化を目指す事業の取組について支援を

行う。

乗合バス事業者、

中部国際空港利用

促進協議会、目的

地自治体、各県バ

ス協会、エアライ

ン、中部運輸局等

中部運輸局

（交通政策部・自

動車交通部・海事

振興部）

観光振興事業（公

共交通利用環境の

革新等事業）、訪

日外国人旅行者受

入観光整備緊急対

策事業費（交通

サービスインバウ

ンド対応支援事

業）

4

「地方創生回廊」の

完備

名古屋市 ・各交通機関の乗換が不便でわかりにくい。

・各交通機関のエレベーターが少なく、荷物携行時

の移動が不便となっている。

・リニア開業に向けた「名古屋駅周辺まちづくり構想」の実現に向け、平成30

年3月に策定した「名古屋駅周辺交通基盤整備方針」を踏まえながら関係機関等

との協議及び計画の検討を進め、駅東側駅前広場については令和３年３月に飛翔

の解体工事に着手し令和３年度は解体工事、再構築に向けた調整を実施中。

・ユニバーサルデザインタクシー等に配慮した利用しやすい乗降場の配置を盛り

込んだ西側駅前広場のリニア中央新幹線開業時の姿について、基本設計を行う

チームを選定。（令和３年９月）

・「名古屋駅駅前広場の再整備プラン（中間とりまとめ）」

を踏まえながら、今後も引き続き、有識者や市民の意見をい

ただきながら整備内容の具体化に向けた検討や工事等を進め

る。

名古屋市、名古屋

駅乗り入れ各交通

事業者等

中部運輸局（交通

政策部）

中部地方整備局企

画部

都市再生総合整備

事業

5

「地方創生回廊」の

完備

愛知県南知

多町日間賀

島

・日間賀島は年間30万人程の観光客が訪れ、最近

は外国人旅行者も増加しているが、島内にはバス・

タクシー等の公共交通機関が一切ない。

・日間賀島では令和元年度に国家戦略特区制度を活用した自家用有償観光旅客等

運送「日間賀島のぐるりーバス」を夏季期間限定で実施し、観光客をはじめ、島

内の高齢者、子どもなど、多くの利用者があり、新たな移動システムについての

必要性が求められている。令和２年度は開催中止となったが、令和3年７月２２

日~８月２２日で運行。

・今後、継続可能な運行の仕組の構築が求められることか

ら、自動運転も視野に入れた車両の選択や料金に見合った運

行形態について、実証運行を実施しながら検討していく。

日間賀島観光協

会、愛知県

中部運輸局

（交通政策部・自

動車交通部）

スマートアイラン

ド推進実証調査

（国土交通省国土

政策局離島振興

課）
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観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
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補助事業等

6

「地方創生回廊」の

完備

静岡県 ・静岡県内の鉄道、乗合バス、タクシー等の交通事

業者は、案内表示、時刻表、券売機について多言語

化を進めているが、利便性の面から十分とは言えな

い。

・外国人はJRと私鉄との違いまではっきり認識で

きていないケースが多い。

・県は「受入環境整備事業費補助金」の実施により取組を支援

　補助事業

（R3実績）

　補助事業者：富士山静岡空港(株)

　補助事業　：多言語看板の作成

・東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向けて民

間の取組が進んだため、県としての補助制度は終了。<静岡

県>

各鉄道事業者、静

岡県

中部運輸局

（交通政策部・鉄

道部・自動車交通

部）

観光振興事業（公

共交通利用環境の

革新等事業）、訪

日外国人旅行者受

入観光整備緊急対

策事業費（交通

サービスインバウ

ンド対応支援事

業）

8

「地方創生回廊」の

完備

岐阜県八百

津町

・杉原千畝記念館を訪れる外国人旅行者が急増して

いるが、鉄道等の公共交通機関からのアクセスが悪

く、特に個人旅行者が八百津町内を周遊する際に不

便を来している。

・令和元年度、八百津町地域公共交通網形成計画を作成し、本計画に基づき、町

内の公共交通網を細分化するなど町全体の公共交通の再編を行い、最寄り駅との

アクセス・ダイヤを考慮した観光来訪者の利便性を高めた新たな公共交通とし

て、令和3年4月より運行を開始した。乗客数前年比較で20％増と順調に推移。

・町内公共交通の再編後も、そのアクセス・ダイヤ等の調査

検討を継続し、ニーズに合った更なる公共交通における利便

性向上を図っていく。

八百津町、バス事

業者

中部運輸局

（交通政策部・自

動車交通部）

7

「地方創生回廊」の

完備

静岡県 [富士山静岡空港発着アクセスバス]

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、国際線利

用者数は大幅に減少（元年度　27.6万人、２年度

全便欠航）し、空港アクセスバス利用者数も幅に減

少している。

・静岡駅-静岡空港間：元年度　92,456人、２年度

18,371人

・島田駅-静岡空港間：元年度　18,163人、２年度

2,519人

・藤枝駅-静岡空港間（市運行、H27.6月～）：元

年度　21,515人、２年度　6,636人

・金谷・新金谷駅-静岡空港間（空港㈱運行、R

元.7月～）：元年度　4,256人、２年度　2,119人

・河口湖・御殿場駅-静岡空港間（富士急行㈱運

行、R2.2月～）：元年度　45人、２年度　運休

・計　元年度　136,435人、２年度　29,645人

〔富士山静岡空港発着アクセスバス〕

利用動向に応じた適切な運行本数調整を実施

＜静岡駅-静岡空港間＞

・令和３年3月2８日から15→13便/日（往６便、復７便）

＜島田駅-静岡空港間＞

・令和３年3月2８日から８→４便/日（往２便、復２便）

＜藤枝駅-静岡空港間＞

・令和３年3月2８日から13便/日（往7便、復6便）

＜金谷・新金谷駅-静岡空港間＞

・令和３年3月2８日から６便/日（往３便、復３便）

＜河口湖・御殿場駅-静岡空港間＞

・令和2年2月23日から2便/日（R2.3.19～運休）

〔乗合タクシー〕

・西部地域：H27年3月1日浜松市街地への予約制乗合タクシーを導入、令和2年

度以降も継続運行

・中東遠地域：H28年7月1日から掛川駅への乗合タクシーを導入、令和2年度以

降も継続運行（R2.4.28～復路運休）

・新たな空港アクセスバスについては、運営権者が、自ら提

案した二次交通網整備の実現に向け、県と連携の下、主体的

に進めている。

　一方、県は、空港利用者の利便性を確保するため、県が設

置したアクセスバス等を維持していく。

静岡県、しずてつ

ジャストライン

㈱、富士山静岡空

港㈱

中部運輸局

（交通政策部・自

動車交通部）

東京航空局空港部
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観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
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補助事業等

9

「地方創生回廊」の

完備

岐阜県高山

市

・新型コロナウイルス感染症の影響により、Ｈ31

年度比で高速バスは30％、観光路線は40％と利用

者が激減している。<高山市>

・年間470万人(H31)の観光客が訪れる高山市に

は、市街地における車両と歩行者の輻輳による危険

や回遊性の低下が課題となっており、観光車両の流

入を防ぐことで、ひとを中心とした歩きやすいまち

づくりを目指している。

・新穂高や乗鞍などの山岳観光資源の魅力を生かした着地型ツアーの造成への補

助を行い需要の喚起を行った。

・高山市市街地中心部への車両の流入抑制や主に観光客の利便性や回遊性を高め

るため、観光客や地元の方に楽しんでもらえる高山祭にちなんだデザインの「観

光特化型バス」である匠バス（鳳凰号、獅子号、かんかこ号の３台）を令和2年

４月から運行。新型コロナウイルス感染症の影響で高山市内の観光客は年間200

万人の見込み。匠バスの今年度の利用実績は目標3.0万人に対して2万人の見込

み。(新型コロナウイルス感染症の影響により9月の1ヶ月間を運休)

飛騨地域における観光資源のアクセス改善のための実証事業

の結果を踏まえ、周遊性拡大に向けた施策を地域内で検討す

る。

・令和2年4月より、中心市街地の渋滞緩和や観光施設をより

便利に回れるよう「観光特化型バス」の運行を開始し、今

後、コロナウイルス対策の徹底、観光客への周知ＰＲ、天

満・不動橋駐車場を利用したパーク＆ライド促進、企画ツ

アー実施による利用促進、若年者運賃無料化や高齢者パス

ポートによる利用促進、バスロケーションシステムなどIoT

技術を活用した観光客の利便性向上に取り組む。

高山市、交通事業

者

中部運輸局

（交通政策部・自

動車交通部）

観光振興事業（公

共交通利用環境の

革新等事業）、訪

日外国人旅行者受

入観光整備緊急対

策事業費（交通

サービスインバウ

ンド対応支援事

業）

・高山駅及び高山バスセンターは、各地からの玄関

口の役目を果たす重要な「乗継拠点」となってい

る。

・乗り継ぎ拠点における利便性の確保やわかりやす

い案内が、これまで以上に重要となるが、高山バス

センターの受入面に関しての対応が十分でなく、各

機能を充実させていく必要がある。

・高山バスセンターにおける乗継利便性を高めるための施策、スペースの拡充、

サービスの充実等を検討。

・高山下呂線(高山濃飛バスセンター～下呂バスセンター)バス時刻のGTFS化・

Google検索対応を令和3年度で実施。

引き続き利便性向上のための施策を検討していく。

岐阜県下呂

市

・リニア中央新幹線開通により、岐阜県駅が中津川

市に完成予定。下呂温泉が位置する下呂市と馬籠・

妻籠を有する中津川市を結ぶ国道257号は現状でも

主要な連絡道路であるが、リニア開通後はさらなる

需要が見込まれる。＜下呂市＞

・今後増加が予想される個人旅行者を取り込むため

には下呂⇔中津川間の二次交通の整備と多言語対応

が必要。＜下呂市＞

・ルート沿線の観光魅力向上を図るため、下呂・中津川の体験プログラムを集約

し、国内旅行者向けパンフレットを毎年制作。

・郡上・下呂・中津川で連携を図り、インバウンド向け体験プログラムを集約

し、オンラインサイトへの商品掲載を実施した。

・ルート沿線の動画制作を実施し、情報発信を行った。

・名古屋発、中津川経由の下呂温泉行きのバス「ＧＥＲＯぐるライナー」の実証

運行を令和3年11月22日から令和4年2月20日まで実施。

・引き続きルート沿線の観光資源・体験プログラムのブラッ

シュアップを行う。

・アフターコロナに向け、円滑にPRを図れるよう、情報集約

及び素材制作を行う。

下呂市、中津川

市、バス事業者

中部運輸局

（交通政策部・観

光部・自動車交通

部）

岐阜県郡上

市、岐阜県

下呂市

・広域観光ルートを創出したいが、公共交通がな

い。

＜郡上市＞

・H30.4.1よりJR下呂市駅から郡上八幡をつなぐデマンドバスの試験運行を行っ

ており、延べ178回運行、588人が利用。（R3年11月30日現在）＜郡上市＞

・R４年度も引き続きデマンドバスの試験運行を行う。＜郡

上市＞

郡上市、交通事業

者

中部運輸局（交通

政策部・自動車交

通部）

10

「地方創生回廊」の

完備



No.
観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

11

「地方創生回廊」の

完備

岐阜県郡上

市

・東海北陸自動車を走る高速バスを利用する外国人

個人旅行者(FIT)が増加。

・郡上市内へ向かうバス停「郡上八幡ＩＣ」は市街

地へ遠く、ＦＩＴ客が郡上市内を周遊する際に不便

を来している。

・「昇龍道バスきっぷ」の活用路線に、高速名古屋郡上八幡線がH31.4.1より拡

大。

・平成３１年４月より高速バス郡上八幡インターバス停利用者を対象としたデマ

ンドタクシーの試験運行を実施し、令和２年４月からタクシー事業者による本格

運行を開始した。

・高速バスの令和元年12月1日付ダイヤ改正で名古屋白川郷線が新たに郡上八幡

ICを停車場所として追加。

・令和元年度は、805回：1,381人の利用があったが、令和2年度からはコロナ

禍の影響により、213回：281人と利用者は大きく減少した。令和３年度におい

ては、11月末現在で215回：289人と既に前年度の利用を上回っており、新型コ

ロナウイルス感染状況の落ち着きに伴い、徐々に回復傾向にある。

・高速バス結節点となる郡上八幡ＩＣから郡上八幡市街地を

結ぶ予約制乗合タクシーの運行をおこなう。

・岐阜バス高速名古屋郡上八幡線が昇龍道バスきっぷに組み

込まれたため、空港、鉄道、バス事業者と連携し利便性をPR

する。

・名古屋白川郷線など郡上市に停車する路線についてもPRを

行っていく。

郡上市、タクシー

事業者

中部運輸局

（交通政策部・自

動車交通部）

中部地方整備局企

画部

13

「地方創生回廊」の

完備

三重県伊賀

市

○関西国際空港

・伊賀市へ訪れる外国人のほとんどが関西国際空港

を利用。

・リムジンバスから近鉄・JRなどの鉄道もしくは

主要駅から伊賀上野までのバスを利用可能だが、運

行回数が少なく大阪から公共交通機関で約２時間所

要する。

○中部国際空港

・セントレアから名鉄を利用し、名古屋駅から近

鉄・JR・バス利用することで約２時間所要する。

・FITによって訪日する外国人が増加の一途をた

どっているため、複数の公共交通機関利用よりも空

港から直接つなぐバスなどの便数を増やす必要があ

る。

・新型コロナウイルス感染症拡大により令和３年度に新たに実施した事業は無

い。

・三重交通による名古屋から伊賀までの高速バス乗車券と観光施設入館券がセッ

トとなった伊賀忍者ライナー切符を中部国際空港でも販売し誘客を図っている。

新型コロナウイルスの影響により名古屋上野高速線は減便、伊賀大阪高速バス

は、全便を運休。

・新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、実施可能な事

業を検討

・忍者を切り口とした誘客を空港・高速船・鉄道・バス事業

者と連携しながら進めていく。

伊賀市 中部運輸局

（交通政策部・鉄

道部・自動車交通

部・海事振興部）

14

「地方創生回廊」の

完備

三重県鳥羽

市

・鳥羽市営定期船において、高速船の導入により移

動時間は大幅に短縮された。

・鳥羽港を起点とした市内の主要観光地へのアクセ

ス手段が限られている。

・クルーズ船の寄港時に、伊勢志摩地域の観光施設への交通手段について周知を

図った。＜鳥羽市＞

・市営定期船の需要を高めるために、鳥羽の離島ならではの

観光メニューの充実を図り、離島来訪者を増加を目指す。＜

鳥羽市＞

・クルーズ船の寄港時に、市内散策を目的とした乗船客に応

じた交通手段の提供について検討をする。＜鳥羽市＞

・令和２年度のモデル事業の実施結果を今後の取組に活かし

ていく。＜三重県＞

鳥羽市

三重県

中部運輸局（交通

政策部）

中部地方整備局企

画部

15

公共交通利用環境の

革新

全般 ・乗合バスについて、「どのバスに乗れば目的地に

行けるかわかりにくい」との声が多い。

・運行系統について、番号を付与（ナンバリング）

し、わかりやすく利用しやすい乗合バスへの転換を

図る。

・掛川バスサービス株式会社にてバス路線案内図の多言語化を実施。

・東伊豆・中伊豆地域公共交通活性化協議会にて多言語公共交通マップの作成、

公共交通乗換案内の多言語化を実施。

・引き続き、多言語化等による利用環境の向上及び「乗合バ

スの運行系統のナンバリング等に関するガイドライン」につ

いて、機会をとらえて事業者や地方公共団体等関係者へ周知

を図る。

各乗合バス会社、

中部国際空港バス

ターミナル運営協

議会

中部運輸局

（交通政策部・自

動車交通部）

・二次交通の確立

・観光客の利便性を考慮した、市内及び市内への移動手段の

充実等を検討していく。

美濃市、美濃市観

光協会

中部運輸局

（交通政策部・自

動車交通部）

12

「地方創生回廊」の

完備

岐阜県美濃

市

・岐阜、名古屋からの公共交通機関として高速バス

が利用できるが、市内のバス停から町並みまで距離

があり、アクセスが悪い。

・岐阜、名古屋からの鉄道アクセスは、美濃太田を

経由する乗り換えが必要で時間がかかり、特に新幹

線で名古屋まで来るような遠方の観光客には分かり

にくく不便である。

・美濃和紙の里会館や旧古田行三邸など、町並みか

ら外れた観光スポットへのアクセスには車が必須で

あり、自家用車以外の交通手段を用いて訪れた外国

人旅行者には交通の便が非常に悪い。

・乗合タクシー「のり愛くん」の使い方が分からな

い、待ち時間が長いなど、市内での観光の為の交通

手段として満足に機能していない。

・観光客の利便性を考慮した、市内及び市内への移動手段の充実等を検討してい

く。



No.
観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

16

公共交通利用環境の

革新

全般 タクシー利用にあたって、

・母国と同じようにタクシーが利用できる環境が求

められている。

・配車アプリの多言語化、日本の配車アプリと海外

の配車アプリの連携強化。

・多言語に対応できるタブレットの活用、キャッ

シュレス決済への対応。

・UD（ユニバーサルデザイン）タクシー、ジャン

ボタクシーの拡充。

・定住外国人ドライバーの積極的な採用。

・外国人ドライバーによる違法白タクの排除。

補助金を活用して導入された車両のうち201台については導入に合わせキャッ

シュレス機器、多言語翻訳機器及び車内ｗｉｆｉの整備を実施した。

※補助金を活用したUD車両導入状況については、令和３年１２月末現在で交付

決定されている数。

・訪日外国人向けタクシーサービス向上アクションプラン

（全国ハイヤー・タクシー連合会作成）及び補助（多言語対

応・キャッシュレス決済・ＵＤタクシー・ジャンボタク

シー）を活用した導入など、機会をとらえ周知を図る。

　海外の配車アプリの導入をさらに推進するとともに、配車

アプリの多言語化、日本の配車アプリと海外の配車アプリの

連携強化を行う。

各タクシー会社、

タクシー協会

中部運輸局

（交通政策部・自

動車交通部）

観光振興事業（公

共交通利用環境の

革新等事業）、訪

日外国人旅行者受

入観光整備緊急対

策事業費（交通

サービスインバウ

ンド対応支援事

業）

17

公共交通利用環境の

革新

静岡県、三

重県

・情報通信技術を活用すること により複数の公共

交通（鉄道、路線バス、相乗りタクシー）による移

動を1つのサービスとして捉え、 シームレスにつな

ぐ新たな「移動」の概念であるMaaS（Mobility as

a Service）の構築が求められている。

・さらに宿泊予約等の観光関連サービスを加えた仕

組みである「観光型MaaS」についても求められて

いる。

 【伊豆における観光型MaaS実証実験】

・効果の最大化を図るため、新型コロナウィルス感染症の拡大状況を見極めた結

果、令和３年度の実施を見送ることとした。

・「Izuko」ウェブブラウザ及び基盤システムの機能を充実させるための検討を

実施した。

【志摩地域観光型MaaS実証実験】

・令和3年度についても、新型コロナの影響により実施を延期。

・令和３年度中に今後のMaaSの展開について関係者協議を行う予定（R４.1現

在）

＜志摩市＞

・令和４年度実施に向けたマーケティング等の事前調査を実

施予定。＜静岡県＞

・機能及び利便性拡充に向けた基盤システムの再構築を検討

する。＜静岡県＞

・令和４年度以降の実施に向け、近鉄グループホールディン

グスと検討を行う。＜志摩市＞

関係自治体、交通

事業者等

中部運輸局

（交通政策部・鉄

道部・自動車交通

部）

経済産業省、国土

交通省

地域公共交通確保

維持改善事業（新

モビリティサービ

ス推進事業）、訪

日外国人旅行者受

入観光整備緊急対

策事業費（交通

サービスインバウ

ンド対応支援事

業）
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No. 観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

全般（道の

駅）

・休憩施設である「道の駅」で、地域の観光情報など手

軽に取得できるようにするため、無料公衆無線ＬＡＮ

（Wi-Fi）環境を順次整備しているが、まだすべての

「道の駅」に整備できておらず、引き続きの整備が必

要。

・外国人利用者の受入環境整備として免税店や外国人観

光案内所の導入が必要。

・道の駅（123/135駅）においてwi-fi整備を実施。（R4.3現在）

・道の駅（21/135駅）を外国人観光案内所（JNTO登録）として登録。（R4.3現在）

・「道の駅」全体で統一されたSSIDを設定し、利用者の利便性を

図る。

・外国人旅行者にわかりやすい共通シンボルマーク「Japan. Free

Wi-Fi」の普及・活用を推進していく。

・外国人観光客に対応するため、自動翻訳機能を整備。

・「道の駅」設置者である市町村に対し、インバウンド対応の事例

や補助制度等の情報共有等、外国人観光案内所（JNTO登録）や免

税店の普及を促進する。

・新規開駅にあわせた、wi-fi整備の実施及び既存の「道の駅」への

順次拡充のため、調整を実施。

各「道の駅」関係機

関

中部地方整備局企画

部

各自治体、施設管理

者等

1

通信環境の飛躍的向上

と誰もが一人歩きでき

る環境の実現

全般 ・自治体、観光施設、交通動線等WiFi整備は進みつつあ

るものの、今後更に拡大していく必要がある(ニーズのあ

る場所への重点的な整備等)。また、利用可能エリアの案

内(情報発信)が整備主体毎に行われているため、訪日外

国人からは分かりにくい状況にある。

・統一されたWiFi接続基準（SSID等）がなく、利用者

は場所が変わる都度別々の方法での認証が必要となるた

め不便をきたしている。

・WiFiルータの無料レンタルサービスは市内宿泊を条件

にするなど、消費の拡大につながる方法で行う必要があ

る。

※課題提出のあった地域：整備局、名古屋港、愛知県、

名古屋市、犬山市、刈谷市、瀬戸市、小牧市、蒲郡市、

豊田市、静岡市、岐阜県県営公園、高山市、中津川市、

郡上市、三重県鳥羽市、福井県、あわら市、

中部運輸局観光部

中部地方整備局

観光振興事業（観光

地の「まちあるき」

満足度向上整備支援

事業）、訪日外国人

旅行者受入観光整備

緊急対策事業費（地

方での消費拡大に向

けたインバンド対応

支援事業）

・引き続き県のウェブサイトにAichi Free Wi-Fiの設置場所がわか

るマップを掲載。＜愛知県＞

・引き続きNAGOYA Free Wi-Fiを民設民営で整備・運営。＜名古

屋市＞

・引き続き、豊橋駅ペデストリアンデッキ公衆無線ＬＡＮ

「Toyohashi_City_Free_Wi-Fi」を運営＜豊橋市＞

・主要公共施設へのFREE Wi-Fiを引き続き整備予定。＜刈谷市＞

・H29年度に整備した2箇所について利用実績の確認を続け、継続

するとともに新たな設置の必要性について検討する。＜小牧市＞

・今後、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費等を活用し

て、宿泊施設だけではなく、他観光施設等にもWi-Fiを設置するこ

とができるかどうかの検討をすすめていく。＜蒲郡市＞

・引き続き「.Inuyama_Free_Wi-Fi」iを活用した事業の検討＜犬

山市＞

・引き続き「ToyotaCity Free Wi-Fi」の運営＜豊田市＞

・引き続き、Seto Free Wi-Fiを整備・運営。＜瀬戸市＞

・引き続き、主要観光イベントの会場内に可搬式FREE Wi-Fi機器

（レンタル方式）を設置する。また、R1年度に整備した箇所の利

用実績等を勘案しながら、他の観光スポットでのFREE Wi-F設置の

必要性を検討する。＜稲沢市＞

・アクセスポイント設置事業を実施＜静岡県＞

・公衆無線LAN事業「Shizuoka Wi-Fi Paradise」を引き続き実

施。＜静岡市＞

・引き続き、北陸・飛騨・信州３つ星街道観光協議会において、

Japan Connected-free Wi-Fiアプリを活用した一括認証事業を継

続運用する予定。＜高山市・金沢市・南砺市・白川村・松本市＞

・引き続き「Tsumago-Magome Wi-Fi」の運営。NTT東西同一

サービスの継続提供及び、必要十分な接続時間・回数等の増加に向

けて継続的に働きかけを行っていく。＜中津川市＞

・引き続きWi－Fi整備に対する補助制度実施＜郡上市＞

・NTT東西同一サービスの提供及び、必要十分な接続時間・回数等

の増加に向けて継続的に働きかけを行っていく。＜中津川市＞

・引き続き、民設民営で「Free WiFi-MIE」の整備を図る。＜三重

県＞

・クルーズ船の寄港に応じた、視認性の高い多言語サインの設置及

び交通手段の提供について検討を行う。＜鳥羽市＞

・引き続き県内市町に国・県の補助制度の活用を呼び掛け、面的な

受入環境整備を進めていく中でWi-Fiの整備も後押し　＜福井県＞

・観光スポット等における無料公衆無線LANの環境整備を行っていく。

・無料公衆無線LAN接続簡易化アプリの運用＜愛知県＞

・外国人旅行者にわかりやすい共通シンボルマーク「Japan. Free Wi-Fi」の普及・活用

を推進していく。

・県のウェブサイトにAichi Free Wi-Fiの設置場所がわかるマップを引き続き掲載。＜愛

知県＞

・NAGOYA Free Wi-Fiを民設民営で整備・運営。＜名古屋市＞

・豊橋駅ペデストリアンデッキ公衆無線ＬＡＮ「Toyohashi_City_Free_Wi-Fi」を運営

＜豊橋市＞

・主要公共施設１ヶ所へFREE Wi-Fi整備を実施。＜刈谷市＞

・引き続きH29年度に整備した主要観光スポット２箇所のFREEWi-Fiの運用、利用実績

の確認を実施。＜小牧市＞

・蒲郡商工会議所観光部会が訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費等を活用し

てWi-Fiを設置するよう宿泊施設等へ働きかけ、令和元年8月に事業が完了した。これら

の取り組みを通じて、主だった宿泊施設へはWi-FIが設置された。引き続き館内全エリア

でWi-Fi利用可能な環境整備を推進。＜蒲郡市＞

・公共施設の取り壊し、建て替えに伴い、「.Inuyama_Free_Wi-Fi」の再配置を実施し

た。新たに設置したIMASEN犬山からくりミュージアム玉屋庄兵衛工房では、Wi-Fi設置

に合わせQRコードを読み込んでオンライン上の山車からくりの実演動画を見られるよう

にした。＜犬山市＞

・「ToyotaCity Free Wi-Fi」の運営＜豊田市＞

・Seto Free Wi-Fiを整備・運営。＜瀬戸市＞

・主要観光イベントにおいて、会場内に可搬式FREE Wi-Fi機器（レンタル方式）を期間

限定で設置。また、R1年度に整備した主要観光スポット1か所のFREE Wi-Fiについて、

運用状況、利用実績の確認を実施。＜稲沢市＞

・富士山開山期における５合目及び全山小屋等28か所（静岡県側）にアクセスポイント

を設置　＜静岡県＞

・公衆無線LAN事業「Shizuoka Wi-Fi Paradise」を実施し、アクセスポイント増加を

図っている。376件／R4年1月末時点＜静岡市＞

・広域連携組織である北陸・飛騨・信州３つ星街道観光協議会において、Japan

Connected-free Wi-Fiアプリの活用よる、地域内自治体における接続一括認証事業を平

成２９年度末より継続実施している。＜高山市・金沢市・南砺市・白川村・松本市＞

・「Tsumago-Magome Wi-Fi」を運営。<中津川市>

・郡上市観光連盟において、会員を対象にWi－Fi整備に係る補助制度を設けWi－Fi利用

可能な環境整備を推進＜郡上市＞

・民設民営で「Free WiFi-MIE」の整備を図った。（令和３年９月末時点の整備

数:1,003箇所）＜三重県＞

・Toba Free Wi-fiの利用推進を目的にアクセスポイントをまとめた地図を作成しHP等で

周知を行った。また、Wi-Fiを利用時にアクセスするポータルページにて多言語で運用し

ている。＜鳥羽市＞

・観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業の補助率上乗せに加え、県独自の

補助制度を活用し、大野市が主要公共観光スポット３か所にFree Wi-Fiを設置するなど

県内５市町が外国人旅行者の受入環境を整備＜福井県＞



No. 観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

2

通信環境の飛躍的向上

と誰もが一人歩きでき

る環境の実現

全般 ・災害時に、携帯電話等がアクセス集中のため利用でき

ない場合であっても、地域住民や来訪者等が災害関連情

報を確実かつ迅速に入手等できる環境整備が重要であ

り、対災害性の高いWi-Fiの整備が不可欠である。ま

た、平時においては、公共及び観光関連情報の収集等で

の活用が可能である。

・防災の観点から、防災拠点【避難所・避難場所（学校、市民センター、公民館等）、

官公署】での公衆無線LAN（Wi-Fi）環境の整備を行うとともに、災害発生時の情報伝達

手段確保のため、被災場所として想定され災害対応の強化が望まれる公的な拠点【博物

館、文化財、自然公園、観光案内所等】におけるWi-Fi環境の整備を行う地方公共団体等

に対し、その費用の一部を補助する「公衆無線LAN環境整備支援事業」を実施してき

た。なお、「公衆無線LAN環境整備支援事業」による整備支援はＲ３年度で終了した。

ー

自治体、第三セク

ター

東海総合通信局

情報通信部情報通信

振興課

公衆無線LAN環境整

備支援事業

全般 ・観光案内所の機能について、外国人への対応をより強

化する必要がある。また、ホームページやガイド用のパ

ンフレット等の多言語化が求められている。

・観光資源の解説文が乱立していたり、表記が不十分な

ため、観光地としての魅力が伝わらないため、旅行者に

とってわかりやすい解説の充実・多言語化の実施が求め

られている。

※課題提出のあった地域：犬山市

・パンフレット改訂時に多言語版を作成する。

・自治体が中心となって観光案内所のスキルアップを図る。

・WEBでの多言語化への対応を実施＜伊賀市＞

・総合パンフレットの多言語化を新たに行う。＜岡崎市＞

・2019年8月の愛知県国際展示場やLCCターミナルのオープンによ

り動線や実態を把握し、更なる機能強化を図る。＜名古屋鉄道＞

・引き続き、犬山城の多言語WEBサイトの運用＜犬山市＞

・観光庁の「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」の成果物で

ある犬山城等の観光施設の英語解説文の活用を行う。＜犬山市＞＜

岐阜市＞＜下呂市＞＜中津川市＞＜中部山岳国立公園＞＜伊勢志摩

国立公園＞

・観光庁補助を活用し、観光地のゲートウェイとしての外国人観光

案内所に非常用電源等の導入に取り組む。

各自治体、施設管理

者、外国人観光案内

所等

中部運輸局観光部 観光振興事業（観光

地の「まちあるき」

満足度向上整備支援

事業）、訪日外国人

旅行者受入観光整備

緊急対策事業費（地

方での消費拡大に向

けたインバンド対応

支援事業）、地域観

光資源の多言語解説

整備支援事業

・観光地、観光施設、飲食店、公共交通機関、道路等に

おいて多言語対応が十分でない。

※課題提出のあった地域：　愛知県、名古屋市、一宮

市、岩倉市、瀬戸市、小牧市、豊田市、蒲郡市、安城

市、稲沢市、岐阜県美濃市、本巣市、郡上市、飛騨市、

静岡市

・稲沢市観光協会公式サイトにおける多言語翻訳対応 。＜稲沢市＞

・多言語版（英語、中国語）の観光パンフレットの配布。＜岩倉市＞

・宿泊施設等を対象とした電話通訳サービス及び翻訳（多言語コールセンター）を実

施。＜静岡県＞

・郡上市観光連盟ホームページ「TABITABI郡上」の多言語対応（英）。＜郡上市＞

・観光案内看板の多言語化（英）の整備（道の駅2施設）。＜郡上市＞

・引き続き、市内における観光案内看板の多言語化整備、稲沢市観

光協会公式サイトにおける多言語翻訳による情報発信を実施 。＜

稲沢市＞

・多言語版（英語、中国語）の観光パンフレットの配布。＜岩倉市

＞

・旅行者の関心が高い新型コロナウイルス感染症に係る相談に対応

する多言語コールセンターへ機能を集約化。＜静岡県＞

・HP「TABITABI郡上」、多言語版（英、韓、中（簡・繁体）、タ

イ等）パンフレットの活用。＜郡上市＞

・市内における観光案内看板の多言語化整備を実施、駅や港などの起点から目的地まで

シームレスな多言語環境実現を目指す。長文の説明看板など、ハード面による多言語化

が困難なものに関してはICT（QRコードなど）を活用。＜静岡市＞

・多言語標記の案内看板やメニュー、店頭およびガイドのなどの外国語対応能力向上を

図った。＜郡上市＞

・市内における観光案内看板の多言語化整備を引き続き実施。＜静

岡市＞

・多言語標記の案内看板やメニューなどの更なる普及をはかる。＜

飛騨市＞

・多言語標記の案内看板やメニューなどの更なる普及をはかる。＜

美濃市＞

観光振興事業（観光

地の「まちあるき」

満足度向上整備支援

事業）、訪日外国人

旅行者受入観光整備

緊急対策事業費（地

方での消費拡大に向

けたインバンド対応

支援事業）

中部運輸局観光部

中部地方整備局企画

部

・引き続き愛知県多言語コールセンターを運用。＜愛知県＞

・観光協会や商工会議所による紙媒体の多言語版パンフレット等は

これまで通り作成をしていく。また、蒲郡市観光協会のホームペー

ジの更なる充実を図っていく。＜蒲郡市＞

・観光ガイドマップ多言語版の更新。＜安城市＞

・安城市観光案内所において引き続きタブレット端末を用いた多言

語翻訳アプリを活用。＜安城市＞

・H29年度に整備したQRコードを利用した多言語看板について利

用実績の確認を続け今後新設の要否を検討する。＜小牧市＞

・引き続き小牧市観光協会の多言語ホームページの運用。＜小牧市

＞

・引き続き多言語パンフレットの整備。＜豊田市＞

・引き続き一宮市観光案内所（尾張一宮駅前ビル1階）で、タブ

レット端末による既存翻訳アプリを活用。＜一宮市＞

・一宮市観光協会公式サイトの多言語対応（中（繁））と、引き続

き多言語ページの運用。＜一宮市＞

・引き続き一宮市観光協会公式サイトの多言語ページの運用。＜一

宮市＞

・観光案内所で、引き続きタブレット端末を用いた翻訳アプリを活

用。＜瀬戸市＞

・観光案内所で電話通訳サービス（愛知県多言語コールセンター）

を活用。＜瀬戸市＞

・JNTOによる認定外国人観光案内所支援サービスである、韓国

語・中国語・英語の簡易電話通訳サービスを活用。＜瀬戸市＞

各自治体、施設管理

者、交通事業者、道

路管理者、公園管理

者等

3

通信環境の飛躍的向上

と誰もが一人歩きでき

る環境の実現

全般 ・愛知県多言語コールセンターの運用。＜愛知県＞

・観光地、観光施設、公共交通機関、道路等における多言語化対応について、「観光立

国実施に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」（H26.3）に基づいて

多言語対応の改善・強化を図る。

・交差点名表示改善を実施予定。

・これまでに引き続き、蒲郡市観光協会により多言語版パンフレットの作成及び増刷を

行った。また、蒲郡商工会議所による多言語版観光ガイドマップの活用も引き続き行っ

た。＜蒲郡市＞

・観光ガイドマップ多言語版（英、韓、中{簡・繁体語}、やさしい日本語）の更新に向

けて準備。＜安城市＞

・安城市観光案内所においてタブレット端末を用いた多言語翻訳アプリを活用。＜安城

市＞

・H29年度に整備したQRコードを利用した多言語看板について利用実績の確認。＜小牧

市＞

・小牧市観光協会ホームページの多言語対応（英・韓・中（簡・繁体）。＜小牧市＞

・観光地を中心に観光看板の整備、多言語パンフレットの整備。＜豊田市＞

・一宮市観光案内所（尾張一宮駅前ビル1階）で、タブレット端末を配備し、既存翻訳ア

プリを活用。＜一宮市＞

・一宮市観光協会公式サイトの多言語（英・韓・中（簡））対応。＜一宮市＞

・観光案内所で、タブレット端末を用いた翻訳アプリを活用。＜瀬戸市＞

・観光案内所で電話通訳サービス（愛知県多言語コールセンター）を活用。＜瀬戸市＞

・JNTOによる認定外国人観光案内所支援サービスである、韓国語・中国語・英語の簡易

電話通訳サービスを活用。＜瀬戸市＞



No. 観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

名古屋市 ・市内３箇所の観光案内所（名古屋駅、金山駅、栄オア

シス21）において、名古屋を訪れる観光客に対し、観光

情報を提供。

・リニア中央新幹線の開業を契機に、名古屋における交

流人口が大幅に増加する見込みであることに加え、観光

を取り巻く環境が変化しつつあることから、スーパーメ

ガリージョンの中心にふさわしい観光案内所となるため

には、現状の観光案内のみならず、積極的な観光機能強

化に取り組んでいく必要がある。

・リニア中央新幹線の開業等を見据え、観光案内機能の強化を図るため、名古屋市観光

案内所基本構想の作成を進める。

・基本構想の作成の中で、将来的に必要となる名古屋市観光案内所の機能や規模を整

理。

・「名古屋市観光案内所基本構想策定検討懇談会」を開催し、有識者から意見を聴取。

・市民や有識者等の意見を踏まえて「名古屋市観光案内所基本構

想」を策定。

名古屋市 中部運輸局（交通政

策部・観光部）

観光振興事業（観光

地の「まちあるき」

満足度向上整備支援

事業）

岐阜県岐阜

市

・平成27年度に岐阜市、岐阜観光コンベンション協会、

長良川温泉旅館協同組合等観光に関わる団体や宿泊業、

その他飲食業など多業種の民間事業者と「ビジットGIFU

協議会」を組織し、官民一体となって地域へのインバウ

ンドを推進している。

・予算規模が限られており、事業を実施する上で制約が

ある。

・市内を訪れる外国人観光客の受入環境を整備中。

・平成27年度から岐阜市が実施しているWi-Fi整備や多言語化対応等の外国人観光客の受

入環境整備を目的とした補助事業について引き続き実施した。

・アフターコロナを見据え、引き続き岐阜市内の外国人観光客受入

環境整備につながる補助事業を実施する。

・インバウンドについて様々な業種への情報共有や意見交換を図っ

ていくため、市内事業者を中心に、ビジットGIFU協議会への加入

や協力を依頼している。今後も引き続き、協議会への加入や協力を

進めていく。

・令和元年度に策定した岐阜市観光ビジョンのアクションプランな

どに基づき、インバウンドのターゲット国を定め、戦略的に誘客を

図っていく。

岐阜市、ビジット

GIFU協議会

中部運輸局観光部

全般 ・ムスリム旅行者の受入に関心はあるものの、どのよう

な対応をしてよいかわからない施設が多い。

・ハラールに対する考え方が、国・地域・宗派により異

なり、対応に苦慮している施設が多い。

※課題提出のあった地域：　愛知県、高山市

・セミナーや勉強会の開催等、受入体制の整備に向けた取組を行う。

・昇龍道プロジェクト推進協議会で作成した『ムスリム旅行者受入の心得』や観光庁が

公表予定の『ムスリムおもてなしガイドブック』を活用し、ムスリム旅行者に対する受

入環境の向上を進める。

・海外観光レップ等を活用したムスリム旅行者向けツーリストマップの普及促進。＜愛

知県＞

・ハラール商品開発等への補助制度を実施＜静岡県＞

・県内観光関係事業者を対象としたセミナーを開催し、ムスリム旅

行者に対する受入環境の向上を進める。＜愛知県＞

・引き続き、海外観光レップ等を活用したムスリム旅行者向けツー

リストマップの普及促進を図る。＜愛知県＞

・引き続き、ハラール商品開発等への補助制度を実施＜静岡県＞

・引き続き、民間事業者等と連携し、ムスリムの受入体制強化に係

る普及活動を実施していく。＜高山市＞

各施設、自治体等 中部運輸局観光部 訪日外国人旅行者受

入観光整備緊急対策

事業費（地方での消

費拡大に向けたイン

バンド対応支援事

業）

全般 ・ベジタリアンの訪日外国人旅行者を受け入れるにあた

り、飲食等に関して配慮すべき点があるものの、それら

を考慮した受入対応ができる状態になっていない。

・ベジタリアンの訪日外国人旅行者の受入対応を促進するための方策の検討。 「飲食店等における外国人ベジタリアン・ヴィーガン対応ガイド」

を活用しながら、ベジタリアンの訪日外国人旅行者の受入対応につ

いて普及を図る。

中部運輸局観光部 中部運輸局観光部 観光振興事業（観光

地の「まちあるき」

満足度向上整備支援

事業）

全般（福井

県敦賀市、

石川県金沢

市、岐阜県

白川村、岐

阜県高山

市、岐阜県

八百津町、

岐阜県中津

川市）

・第二次世界大戦時に6,000人ものユダヤ人の命を救っ

たとされる外交官「杉原千畝」氏にゆかりのある地域

（岐阜県八百津町、福井県敦賀市、愛知県名古屋市、岐

阜県中津川市）及び周辺地域（岐阜県高山市、白川村、

石川県金沢市）を訪れるユダヤ系旅行者が増加。

・イスラム教徒と同様に、ユダヤ教徒の宗教的な戒律

（食事、文化、規律等）への対応が必要となってきてい

る。

・令和2年度に製作したWebサイトや地域の魅力紹介動画を各自治体のホームページ等を

通じて広く国内外のユダヤ人層に発信した。

ユダヤ人旅行者の誘致のため、以下の施策を実施

・オンラインセミナー開催（2021年11月）

 ユダヤ人旅行者のさらなる満足度向上のため、ユダヤ人旅行者受入に係るオンラインセ

ミナーを開催。

・イスラエルでのPR（2022年1月・2月）

在イスラエル日本国大使館協力によるイスラエル国内イベント等でパンフレット・ノベ

ルティ配布。

・引き続き、ユダヤ系民族の誘客が図れるよう、新型コロナウイル

ス感染症の収束期を見据えたプロモーション活動、受入活動の整備

に繋がる事業を実施。

杉原千畝ルート推進

協議会等

中部運輸局観光部 訪日外国人旅行者受

入観光整備緊急対策

事業費（地方での消

費拡大に向けたイン

バンド対応支援事

業）

福井県敦賀

市

ポーランド孤児や「命のビザ」によって逃れてきたユダ

ヤ難民が上陸した地において、その歴史や平和の尊さと

命の大切さを伝える場となる情報発信拠点として資料館

の機能拡充を行う必要がある。

・展示に関連する企画展を年４回開催し、命と平和に関する情報発信の機会を拡充し

た。

・展示内容の更新、追加を行い、展示資料の充実を図った。

・館内スペースを活用した関連機関等の展示を行い、入館者に向けて発信する情報の充

実を図った。

・紹介動画を多言語で作成し、今後の情報発信に向けてのPRツールの充実を図った。

・展示に関連する企画展の開催（４回）

・館内スペースを活用した関連機関等の展示（随時）

・展示内容の更新、追加（随時）

敦賀市 中部運輸局観光部

3

通信環境の飛躍的向上

と誰もが一人歩きでき

る環境の実現

4

通信環境の飛躍的向上

と誰もが一人歩きでき

る環境の実現



No. 観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

5
広域観光周遊ルートの

世界水準への改善

静岡県、愛

知県、三重

県

（サイクルツーリズム）

・太平洋岸自転車道は、千葉県銚子市を起点として神奈

川、静岡、愛知、三重、和歌山県の各太平洋岸沿岸を走

り、和歌山県和歌山市に至る延長約1,487km の自転車

道構想。

・自転車を通じて優れた観光資源を有機的に連携するサ

イクルツーリズムの推進により、日本における新たな観

光価値を創造し、地域の創生を図るために、ナショナル

サイクルルート指定を目指す。

・全長が1,487㎞あることからルート関係者と連携し、

サイクリストの力量、スキルに応じたルート選択ができ

る情報提供や、誰もが安全・快適に迷わず安心して走行

できる環境の充実が求められる。

○協議会を開催（12月）し、ナショナルサイクルルートの指定を目指すために、指定要

件を満足するようにアクションプランで策定した目標達成に向け整備を継続。

○統一的な路面標示や案内看板等を策定し、各道路管理者において走行環境を整備。

○ゲートウェイ、サイクルステーション、宿泊施設等の受入環境を整備。

○日英２カ国語でHPでの情報発信、各県詳細版ルートマップ、自転車専門誌での紹介、

JNTOと連携した韓国人向けガイドブックへの掲載など、誰もがどこでも容易に情報が得

られる環境を整備。

○太平洋岸自転車道沿線で開催されたイベントで太平洋岸自転車道をPR。

○令和3年5月31日太平洋岸自転車道がナショナルサイクルルートに指定。

○ナショナルサイクルルートの指定要件である、誰もが安全・快適

に迷わず安心して走行できる環境を作るため、引き続き走行環境、

受入環境等の更なる充実。

○ルート関係者と連携しサイクリストの力量、スキルに応じたルー

トの情報提供（HP、MAP等)

○官民連携により継続的にルートの利用環境向上を図るため、官民

が連携した協議会の組織体制を交通事業者、観光関係者への参画を

図り充実させ、定期的なフォローアップを実施。

太平洋岸自転車ナ

ショナルサイクル

ルート指定推進協議

会

中部地方整備局企画

部

国土交通省

6

民間のまちづくり活動

等による「観光・まち

一体再生」の推進

全般 ・世界文化遺産や歴史的街並み、自然豊かな景勝地など

多くの観光資源を有しているが、十分に道路景観の維持

が出来ておらず、周辺の観光資源の魅力を向上させる取

り組みができない状況。

・道路管理者・地方自治体・地域住民等が一体となった

日本風景街道パートナーシップを構成し、持続可能な地

域観光資源と一体となった美しい道路環境の維持管理体

制構築し、取り組みの推進が必要。

・「日本風景街道」の取組の推進等を通じ、地域と道路管理者等が連携した多様な活動

や道路景観を美しくする取組を進めるとともに、道路空間の使い方を工夫することによ

り、景観の美しい、快適なドライブ環境を創出する。

・また、今後の日本風景街道の活動を活性化させるための方策などについて、学識経験

者等からなる「日本風景街道」有識者懇談会の議論を経て、平成30年8月に「日本風景

街道の発展に向けて」とした提言がとりまとめられ、提言に盛り込まれた取組の実施に

向け、調整を行った。

・「日本風景街道パートナーシップ意見交換会」を県別に実施し、取り組みの実施に向

けて関係機関での連携体制を構築した。

・日本風景街道の各ルートの魅力・地域の取組を対外的にアピールするためのパネル展

を管内の道の駅で実施。

・道の駅の情報モニターを活用して「日本風景街道」の魅力や地域の取り組みについて

情報発信

・道路協力団体に３団体を指定し、道路利用者の利便増進、道路景観の修景・維持の取

り組みを推進

・「日本風景街道の発展に向けて」とした提言（平成３０年８月）

を受け、活動団体への表彰や、風景街道構成団体による活動の活性

化に向けた、「日本風景街道パートナーシップ意見交換会」を継続

して実施し、関係機関の取組を共有するとともに、新たな取り組み

に向けた調整を実施。

・日本風景街道の各ルートの魅力・地域の取組を対外的にアピール

するための幅広い取り組みを継続して実施。

風景街道構成団体

（道路管理者、地方

自治体、地域住民、

沿線企業等）

中部地方整備局

7
「地方創生回廊」の完

備

静岡県三島

市、神奈川

県箱根町、

小田原市等

・旧東海道『箱根八里』は、観光社会資本としてブラン

ド力は高く、平成３０年５月に「日本遺産（文化庁）」

に認定された所であるが、箱根八里の東坂（箱根町・小

田原市）と西坂（三島市）では観光入込客に大きな格差

がある。

・箱根八里の静岡県側と神奈川県側の観光入込客数の格

差について、静岡県側の２次交通（鉄道駅から目的地ま

での交通手段）の不足が原因と想定し、当該地域に合っ

た交通体系を選択し、強化する必要がある。

・現在「箱根八里」としての一体感も不足しており、観

光客等に対し「箱根八里」周遊を促す仕組みづくりが必

要である。

・近年増加しつつある自転車利用者の受入に関する環境

整備が不十分。

○地域の協議会が主体となり、日本遺産「箱根八里」の魅力発信を図る。

・「箱根八里」ガイド育成講座の実施運営、沿線ガイド団体へヒアリングの実施

・「箱根八里」街道博覧会の催行により、構成文化財の魅力を首都圏に発信

・「箱根八里」説明版の刷新により、来訪者の利便性と満足度向上を図った

・国道・県道等の道路標識を活用した「日本遺産」の案内・誘導

〇旧東海道「箱根八里」における自転車利用環境創出実験の検証・関係機関との調整等

・安全な走行空間の創出のための路面標示や注意喚起サインの設置検討

・安全な走行空間の創出のためのバイシクルピットの設置・運営、誘導案内看板の設置

検討

・周遊ルートマップの更新及び周知、シェアサイクル事業及び車載ラック搭載バスの導

入等の継続的な展開に向けた関係機関との調整

○日本遺産「箱根八里」の認知度向上、更なるプロモーションの展

開を図るとともに、行政主導から民間主導での事業実施の調査・研

究を進める

　

○自転車走行ルート上への案内表示やバイシクルピット（自転車修

理及び休憩施設）、周遊ルートマップの更新・周知、シェアサイク

ル・車載ラック搭載バスの導入等が継続的に展開できるように関係

機関と調整を進める

箱根八里街道観光推

進協議会（地方公共

団体、ＮＰＯ法人、

観光協会、交通事業

者等）

中部地方整備局企画

部

国土交通省、文化庁

広域観光周遊ルートの

世界水準への改善

全般 中部昇龍道エリアへは、団体旅行から個人旅行の形態に

移行が見られるが、二次交通でカバーできない様々な観

光地へアクセスできる周遊方法が求められている。

今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、訪日外国人旅行者が大幅に減少し

ているため、CEPの販売を中止。

今後、日本の入国制限措置等の方針に基づき、新型コロナウイルス

感染拡大の状況を見極めつつ、CEPの販売再開を検討。

NECXCO中日本

名古屋高速道路公社

愛知道路コンセッ

ション

JTB中部

中部運輸局交通政策

部

中部地方整備局

全般 ・訪日外国人観光客の増加に伴い、レンタカーを利用す

る訪日外国人は、中部国際空港で2012年から2015年の

4年間で約2.2倍に増加。死傷事故件数も増加しており、

事故抑制対策が必要。

・対策箇所について、Webアンケートにより効果を把握しWGの各有識者へ個別に状況

報告。

・訪日外国人旅行者を対象としたピンポイント事故対策マニュアル

の策定。

道路管理者 中部地方整備局企画

部

8
「地方創生回廊」の完

備



No. 観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

全般 訪日外国人旅行者の旅行形態が団体旅行から個人旅行へ

と変化する中、公共交通機関だけでは行けない観光地を

周遊手段としてレンタカーの利用者の増加しているが、

多様な移動手段による周遊を可能とする上では、二次交

通の改善が必要である。また、レンタカー利用の増加に

伴い、事故やトラブルも増加していることから、一層の

安全対策や観光地等における受入環境の整備が課題であ

る。

・令和2年度の成果物となる「訪日外国人旅行者向けレンタカー利用ガイド」や「レンタ

カー事業者向け講習会」を中部運輸局のHPに掲載し、レンタカー事業者、自治体、観光

地域づくり法人等へ周知し、活用を促した。

・引き続き、本事業において実施した「利便性の高い総合的な移動

体系の構築」の成果を関係者と課題を共有しつつ、改善に向けて取

り組む。

中部運輸局観光部 中部運輸局観光部

9
観光関係の規制・制度

の総合的な見直し

全般 ・外国語対応可能なガイドが不足している。

・訪日外国人旅行者の多くを占めるアジア方面に対応で

きるガイドを確保することが困難な状況にある。

※課題提出のあった地域：　愛知県岡崎市、瀬戸市、岐

阜県高山市、飛騨市、下呂市、白川村

・ガイドを育成するための研修会等を行う。＜岡崎市＞

・近隣市町との連携強化を図る。＜高山市、飛騨市、下呂市、白川村＞

・現在行われている制度の見直しに合わせた対応を検討していく。＜岡崎市、高山市、

飛騨市、下呂市、白川村＞

・地域通訳案内士の能力向上やガイド業務受注拡大のため、地域資源を学ぶ研修会（計2

回）やPR手法に係る研修会（計3回）を開催した。＜高山市、飛騨市、下呂市、白川村

＞

・多言語ガイド養成中。現在4か国語対応可。今後研修などでスキ

ルアップを図る。＜岡崎市＞

・近隣市町との連携強化を図る。＜高山市、飛騨市、下呂市、白川

村＞

・協議会にてガイド育成及びブラッシュアップのための研修会等を

実施する。＜高山市、飛騨市、下呂市、白川村＞

・地域通訳案内士を紹介するホームページやスキルアップ研修等を

引き続き実施。＜高山市、飛騨市、下呂市、白川村＞

自治体等 中部運輸局観光部

全般 地震・風水害・雪害等、日本において災害はいつどこで

遭遇するかわからず、また、線状降水帯による集中豪

雨、台風の襲来等による被害の頻発化や激甚化に伴い、

災害時における外国人旅行者の安全・安心確保に向けた

対応については、事前準備や発災後の対応等、自治体を

中心に観光関係者等が連携して対応できる体制作りが望

まれている。【解決済】

災害時における外国人旅行者の安全・安心確保のために体制構築を図るために、大雨に

よる土砂災害の観点から岐阜県下呂市、南海トラフ地震・津波の対応の観点から三重県

志摩市をにおいて、現在の状況や課題等を踏まえ調査事業を実施した。また、先行事例

の調査や有識者の助言をもとに、自治体を核とした観光関係者等での体制構築や役割分

担の整理を行い、他市町や観光関係事業者に参考となる実践的なガイドラインを作成す

る予定。（令和４年３月）

・令和３年度の成果物となる「災害時における外国人旅行者の安

全・安心確保のために体制構築についてのガイドライン」を自治体

や観光関係事業者に会議等の機会を捉え、広く活用いただけるよう

に取り組む。

中部運輸局観光部 中部運輸局観光部

三重県 ・外国人患者を受け入れる医療機関が充実していない。 ・外国人患者を受け入れる医療機関の確保に努めた。（令和３年１２月時点の受入医療

機関登録数:1１2箇所）

・引き続き、外国人患者を受け入れる医療機関の確保に努める。 三重県 中部運輸局観光部

岐阜県高山

市

・自然災害に関わらず、事故や医療対応などの緊急時に

おける包括的な外国人対応が必要となる。

・飛騨高山国際協会において、市内医療機関や警察、消

防等の関係機関と連携し、緊急時の外国人対応に必要な

通訳・翻訳・誘導等を包括的に実施できる新制度（緊急

対応コミュニケーションサポーター制度）を策定した。

現在30名登録。

・緊急対応コミュニケーションサポーター制度の運用を継続開始。

・厚生労働省の「地域の医療の充実を通した外国人受入れ推進のための体制構築等支援

事業」により外国人観光客に対するワンストップ窓口の試験運用等の実証事業を実施。

・訪日外国人受入れ医療体制構築のために関係機関と協定に基づき

協力する。

・サポーター向けセミナーを実施し緊急時にスムーズに動けるよう

体制の整備を行う。

高山市 中部運輸局観光部

全般 ・都市部のホテルでは高稼働率で推移し、ホテルの予約

が取りにくい状況にある。一方、地方の宿泊施設におい

ては、外国人旅行者を受け入れる体制が十分に整ってい

なかったり、外国人の受入に消極的な施設も存在する。

・キャンセル料が取れない直前でのキャンセルが発生す

る等、宿泊施設の営業に影響を及ぼす事態が発生。

※課題提出のあった地域：　愛知県一宮市、犬山市、岐

阜県美濃市、郡上市、三重県志摩市

・各宿泊施設において受入体制を整備する（HPや館内表示等の多言語化、オンラインに

よる予約対応等）。＜志摩市＞

・受入に対する意識啓発を行っていく。

・認証ツアーオペレーター事業者の活用を促す。

・空室情報提供の取組を行っていく。

・レップを活用し、コテージ、貸別荘のPRを実施。＜郡上市＞

・スマートフォンによる電子決済などを普及させていく。＜美濃市

＞

・引き続き、各宿泊施設において受入体制を整備する（HPや館内

表示等の多言語化、オンラインによる予約対応等）。＜志摩市＞

・在日外国人ライターを活用し、SNSによる周知を図る。＜郡上市

＞

宿泊事業者、各自治

体、中部運輸局等

中部運輸局観光部

全般 ・旅館、ホテル等宿泊施設におけるWi-Fi環境整備、多

言語対応等、外国人旅行者がストレスフリーで滞在でき

る環境整備が必要。

・共用部や客室のバリアフリー化

・新型コロナウイルス感染症を契機にテレワークの普及

による働き方の多様化も踏まえ、ワーケーション、ブレ

ジャー等のビジネスと観光が融合した新しい旅行スタイ

ルに対応した受入環境整備が必要。

・愛知県多言語コールセンターの運用により、中小規模の観光関係事業者に対する新し

い生活様式に対応した施設内の表記等の多言語化を支援＜愛知県＞

・令和３年度は観光庁の補助を活用し、中部運輸局管内で、宿泊施設の訪日外国人向け

基本的ストレスフリー環境整備に取り組んだ施設は４カ所、宿泊施設のバリアフリー化

に取り組んだ施設は1カ所。

・新しい旅行スタイルの需要に対応した受入環境整備を行った。

・引き続き愛知県多言語コールセンターの運用により、中小規模の

観光関係事業者に対する新しい生活様式に対応した施設内の表記等

の多言語化を支援＜愛知県＞

・宿泊施設のストレスフリーな環境整備、バリアフリー化について

は、観光庁の補助を活用する等整備を実施する。

・引き続き旅行者が安全安心に旅行ができる環境を整備するため

に、旅行需要を平準化に寄与する宿泊商品等の取り組み、新しい旅

行スタイルの需要に対応した受入環境整備を関係者と連携して行

う。

各ホテル・旅館・宿

泊団体

中部運輸局観光部 訪日外国人旅行者受

入観光整備緊急対策

事業費（宿泊施設イ

ンバウンド対応支援

事業）

愛知県東海

市

・東海市内において、令和２年9月に新規ホテルを1件

オープンした。　一時的に新型コロナウイルスの影響を

受けたものの、宿泊施設が不足している。

・新型コロナウイルスによる影響も考慮しながら、平成28年4月に施行した「東海市ホ

テル等の誘致に関する条例」に基づき、引き続きホテル等の誘致を図る。＜東海市＞

・新型コロナウイルスによる影響も考慮しながら、平成28年4月に

施行した「東海市ホテル等の誘致に関する条例」に基づき、引き続

きホテル等の誘致を図る。＜東海市＞

東海市 中部運輸局観光部

8
「地方創生回廊」の完

備

10

急患等にも十分対応で

きる外国人患者受入体

制の充実

11

宿泊施設不足の早急な

解消及び多様なニーズ

に合わせた宿泊施設の

提供



No. 観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

名古屋市 名古屋市内において、ハイレベルな国際会議の開催や海

外の富裕層旅行者等の誘致及び都市のブランド力向上に

資する高級ホテルが不足している。

・令和2年4月に施行した「名古屋市高級ホテル立地促進補助金」制度を運用し、3件の

評価員会を開催。3件認定済。(令和3年１２月２４日時点)＜愛知県・名古屋市＞

・愛知県・名古屋市高級ホテル立地促進補助金事業は、愛知県・名古屋市連携事業＜愛

知県・名古屋市＞

・「愛知県・名古屋市高級ホテル立地促進補助金」の事業期間が

2023年3月末であることから、引き続き高級ホテル誘致に向け引き

続き事業者等に向けた宣伝誘致活動を行っていく。＜愛知県・名古

屋市＞

・愛知県・名古屋市高級ホテル立地促進補助金事業は愛知県・名古

屋市連携事業＜愛知県・名古屋市＞

愛知県・名古屋市 中部運輸局観光部

12
キャッシュレス環境の

飛躍的改善

全般 ・外貨両替、クレジットカード決裁、決済端末のＩＣ対

応の取組が遅れている。

課題提出のあった機関：JETRO、名古屋港、飛騨市、菰

野町

・飛騨市電子決済端末導入促進補助金を活用し、導入した店舗１件。＜飛騨市＞

・中部国際空港駅の名鉄トラベルプラザにおいてアリペイ及びウィチャットペイの決済

端末を導入＜名古屋鉄道株式会社＞

・コロナ禍を機にキャッシュレス決済機を購入した場合、補助できるように「菰野町新

型コロナウイルス感染防止対策消耗品購入等支援事業補助金交付要綱」を制定した。＜

菰野町＞

　菰野町新型コロナウイルス感染防止対策消耗品購入等支援事業補助金の申請につい

て、87件あったものの、キャッシュレス決済機購入に対しての補助金申請はなかった。

＜菰野町＞

・電子決済端末導入促進補助制度を継続して実施する予定。＜飛騨

市＞

・電子決済の導入促進の検討。＜菰野町＞

観光施設等 ジェトロ名古屋

中部運輸局観光部

観光振興事業（観光

地の「まちあるき」

満足度向上整備支援

事業）

13
広域観光周遊ルートの

世界水準への改善

全般 ・外国人旅行者が利用しやすい観光地の公衆トイレの整

備が遅れている。

課題提出のあった機関：名古屋市、美浜町、蒲郡市、三

重県

・町内の公衆トイレ5ヵ所洋式化完了。年度末にて全てのトイレが洋式化完了。＜美浜町

＞

・観光庁補助事業を活用する等、外国人旅行者が利用しやすい観光地の公衆トイレの整

備を促進する。

【令和３年度】補助対象施設：大曽根駅公衆トイレほか中部運輸局管内で６箇所の公衆

トイレを洋式トイレに改修する見込み。

・引き続き観光庁補助事業を活用する等、外国人旅行者が利用しや

すい観光地の公衆トイレの整備を促進する。＜名古屋市、美浜町、

蒲郡市、三重県＞

観光施設等 中部運輸局観光部 観光振興事業（観光

地の「まちあるき」

満足度向上整備支援

事業）、訪日外国人

旅行者受入観光整備

緊急対策事業費（地

方での消費拡大に向

けたインバンド対応

支援事業）

14

国立公園の「ナショナ

ルパーク」としてのブ

ランド化

三重県

伊勢志摩国

立公園、

三重県志摩

市、三重県

鳥羽市

・伊勢志摩国立公園の自然景観等をゆっくり楽しむため

の、快適な利用環境の整備が不足している。

・音無山園地、朝熊山園地、登茂山野営場のトイレの洋式化を実施。＜三重県＞

・大王崎周辺地区活性化協議会において策定した活性化プランに基づき、大王崎周辺地

区の空き地や空家などを活用した取組の検討を実施。＜志摩市＞

・安乗岬園地、大王崎灯台周辺、ともやま公園において、眺望の妨げとなる枯松や雑木

などを伐採する等、景観改善の取組を実施。＜志摩市＞

・横山園地において駐車場の区画増設に向けた検討を実施。＜志摩市＞

・外国人観光客を離島に誘導するためのICTを活用したアプリの運用。（離島航路多言語

アナウンス）＜鳥羽市＞

・登茂山展望台トイレの新築工事を実施。＜三重県＞

・金毘羅山、崎山公園などの眺望の妨げとなる枯松や雑木などを伐

採する等、景観改善の取組を行う。＜志摩市＞

・横山園地において駐車場の区画増設を実施。＜志摩市＞

・展望台地内の環境保持及び維持管理。＜鳥羽市＞

三重県、伊勢市、鳥

羽市、志摩市、南伊

勢町

中部運輸局観光部

中部地方環境事務所

観光振興事業（観光

地の「まちあるき」

満足度向上整備支援

事業）、訪日外国人

旅行者受入観光整備

緊急対策事業費（地

方での消費拡大に向

けたインバンド対応

支援事業、宿泊施設

のバリアフリー化促

進事業）

15

民間のまちづくり活動

による「観光・まち一

体再生」の推進

全般（道の

駅）

・観光、地域づくりについて、若い世代の人材育成及び

観光学等を学ぶ若者の交流の場や地域の農林水産物等の

販売、着地型観光などにおいて、「道の駅」の活用が望

まれている。

・重点「道の駅」における着地型観光や6次産業化などの取組について設置自治体と連携

し推進

・「道の駅」と「民間企業」の連携により、「道の駅」に隣接した宿泊特化型ホテルを

拠点とした観光を提案（これまでに６箇所でホテル開業）

・大学と連携し、若者の視点による観光資源の発掘や情報発信など

の取組を実施

・地域の農林水産物等をつかった新たな商品企画・販売や６次産業

化について、設置自治体等と連携し推進

・「道の駅」と「民間企業」の連携により、「道の駅」に隣接した

宿泊特化型ホテルを拠点とした観光を提案

・引き続き、設置自治体など関係機関と連携を推進

各「道の駅」関係機

関

中部地方整備局企画

部

国土交通省

16

民間のまちづくり活動

による「観光・まち一

体再生」の推進

愛知県名古

屋市、犬山

市

・主要な観光地である、犬山城下町、紅葉スポットでは

繁忙期（春秋の旅行シーズン）に慢性的に駐車スペース

が不足している。そもそも観光地周辺に空地が無い。

・官民が連携して、繁忙期の混雑改善に向けた検討を行う。

・平成28年度に実施した夜間を含めた市内バス駐車場の実態調査を踏まえ、今後の取組

を検討する。

・内田観光駐車場、キャッスルパーキングの両施設自動ゲート化により、観光車両動向

を把握しながら、効果的な駐車場誘導を検証している。＜犬山市＞

・民間の空きスペースを利用した軒下パーキングにおいて、事前予約で駐車場シェアを

行っている。＜犬山市＞

・自動ゲートを一体管理する上でも駐車場における満空情報を整

備、及び公共駐車場の適切な案内誘導を行うことで、観光客に対

し、渋滞緩和策としてスムーズな駐車場誘導を実現できるよう検討

を実施する。＜犬山市＞

自治体

交通事業者　等

中部地方整備局企画

部

11

宿泊施設不足の早急な

解消及び多様なニーズ

に合わせた宿泊施設の

提供



No. 観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

岐阜県高山

市

・円滑な広域周遊観光を実現するための、観光地周辺に

おける渋滞緩和が課題

・観光混雑期（ＧＷ、高山祭り、お盆）において、これまでに実施してきた「国道158

号から中部縦貫道への経路分散」、「臨時駐車場開設による容量確保及び駐車場案

内」、「ピーク時間の分散」などに加え、今年度は、市街地内における経路分散と利用

率の低い郊外の駐車場の活用を促す対策を実施予定であった。しかし、新型コロナウィ

ルス対策による、高山祭りの中止により今年度の対策は実施できなかった。

・引き続き、観光混雑期（ＧＷ、高山祭り、お盆）において、飛騨

地域渋滞対策推進協議会を主体に、パーク＆バスライドや経路分

散、駐車場容量の確保、情報発信等による、市街地内の渋滞対策を

実施する。

・今後更なるインバウンド観光需要に対応するため、地域や公共交

通と連携し、既存の道路や駐車場の容量や空間を賢く使い、渋滞対

策を実施する。

高山市、道路管理

者、運送事業者

中部地方整備局企画

部

岐阜県白川

村

・世界遺産白川郷合掌造り集落の景観保全と歩行者の安

全確保を目的に観光車両の交通規制を実施しているが、

近年急増する訪日外国人旅行客のFIT化によって、レン

タカーによる規制区間の進入が増加している。

・電光掲示板を整備しピクトグラムによる案内を実施

・新潟市や岐阜市にて導入されている「ライジングボラード」にて物理的に観光車両の

交通を規制できないかの研究・検討を実施

・道路標識看板の見直しによる観光車両の動線設計。

・ガードマンの配置変更による進入抑止。

・ライジングボラードの導入に関する地域住民との共通理解が熟す

よう、引き続き議論・研究を進めていく。

道路管理者、白川村 中部地方整備局企画

部

18

民間のまちづくり活動

による「観光・まち一

体再生」の推進

岐阜県郡上

市

・東海北陸自動車を走る高速バスを利用する外国人個人

旅行者(FIT)が増加。

・ひるがのサービスエリアが非常に混雑（特に国内の大

型休暇時）し、高速バスを利用する訪日外国人旅行者の

行程に支障が生じている。

・引き続き、繁忙期の円滑な駐車場案内・安全確保を目的とした誘導員を配置するとと

もに、その他対応を検討した上で対策を実施する。

【対応実績】

4月29日~5月9日、7月22日~25日、7月31日~8月1日、8月7日~13日、8月21日~22

日、

8月28日~29日、9月18日~20日、12月29日～1月3日、1月8日～1月10日

【対応予定】

2月11日～2月13日、3月19日～3月21日

※今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、訪日外国人旅行者が大幅に減少

している。

・引き続き、繁忙期の駐車状況を観察し、状況に応じて誘導員等の

配置を行い、円滑な駐車・安全確保を目的とした対策を実施する。

※今後新型コロナウイルスの影響で外出自粛等交通量が減少する場

合は、対応の規模等を見直す場合があります。

【対応予定】

4月29日～5月8日、7月16日～7月18日、8月6日～8月14日、8月

20日～8月21日、8月27日～8月28日、9月17日～9月19日、9月

23日～9月25日、10月8日～10月10日、11月3日～11月6日、11

月23日、1月1日～1月3日、1月7日～1月9日、2月11日～2月13

日、2月23日～2月26日、3月18日～3月21日

郡上市、道路管理

者、施設管理者

中部地方整備局企画

部

19

民間のまちづくり活動

による「観光・まち一

体再生」の推進

全般 ・世界遺産周辺や国立公園等の観光地等において、電

柱・電線により良好な景観を阻害している箇所がある。

・観光地の魅力向上、歴史的町並の保全、伝統的祭り等の地域文化の復興等を図るた

め、無電柱化を推進する計画を策定するとともに、PPP/PFI手法の活用や低コスト手法の

導入に向けた取組により、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」

（歴史まちづくり法）の重点区域等で無電柱化を推進する。

・引き続き、伊勢神宮周辺の都市計画道路外宮度会橋線及び本町大湊線の無電柱化を推

進しており、本町大湊線については令和3年6月に事業完了。

・引き続き、伊勢神宮周辺の都市計画道路外宮度会橋線の無電柱化

を推進する。

道路管理者 中部地方整備局企画

部

観光振興事業（観光

地域振興無電柱化推

進事業）

20

民間のまちづくり活動

等による「観光・まち

一体再生」の推進

全般 ・有休不動産を活用した再生・活性化の取組が弱い。 ・令和元年度に創設された古民家等観光資源化支援事業を管内の補助可能な自治体に紹

介・共有した。

・令和元年度に創設された古民家等観光資源化支援事業を管内の補

助可能な自治体に紹介し共有化を図る。

中部地方整備局建政

部

中部運輸局観光部、

中部地方整備局企画

部

観光振興事業（古民

家等観光資源化支援

事業）

伊勢市、伊勢地域観

光交通対策協議会

（事務局伊勢市、そ

の他警察、道路管理

者等）

中部地方整備局企画

部

・引き続き、伊勢地域の観光促進と交通の円滑化を目指し、伊勢地

域観光交通対策協議会を主体に、地域、公共交通と連携し、パーク

＆バスライドや各種情報提供などの渋滞対策を実施する。

■実施した取組

○パーク&バスライドの実施

・新型コロナウィルス感染症対策（乗車人数制限、消毒、社会的距離の確保、マスク配

布、平日分散化対策等）を行い、年末年始とGWに実施する。

【令和３年度】

（GW）令和3年5月2日～4日を予定　※新型コロナウィルス感染症の影響により中止

（年末年始）令和4年1月1日～4日、9日の5日間

○市営宇治駐車場の運営

・内宮周辺で市営駐車場を運営し、誘導員の配置や電光掲示板等を活用することによっ

て円滑な交通誘導を行った。

○臨時駐車場の運営

・土日祝日を中心に神宮周辺で臨時駐車場を運営し、駐車場容量を確保することにより

渋滞対策を行った。

○広報啓発活動

・「らくらく伊勢もうで」（伊勢地域観光交通対策協議会のホームページ）にて公共交

通機関の利用案内、パーク&バスライドの概要、交通規制情報、伊勢市営及び協議会が開

設する臨時駐車場の満空情報の提供を行った。また訪日外国人向けに「らくらく伊勢も

うで」の英語版サイトにて、公共交通機関の利用案内や観光状況の提供を行った。

・多客時に伊勢自動車道上に横断幕を設置し、伊勢自動車道伊勢西ICの混雑分散を図っ

た。

設置日：令和3年7月21日～26日、8月12日～16日、令和4年1月15日・16日・22日・

23日・29日・30日

・年末年始やGW等の休日は、観光交通による渋滞が発

生し、バス等公共交通を利用する訪日外国人の移動に支

障

三重県伊勢

市

17

民間のまちづくり活動

による「観光・まち一

体再生」の推進



No. 観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

21

民間のまちづくり活動

による「観光・まち一

体再生」の推進

全般 ・障害者等の移動円滑化を図るため、バリアフリー法で

規定する特定道路の整備促進が必要。

・国が定める基本方針に基づき、重点整備地区において、バリアフリー化のための方

針、事業等について、基本構想を作成し、事業を実施。

・歩道新設、歩道拡幅等の構造改善により、バリアフリー化を継続

的に進める。

道路管理者 中部地方整備局企画

部

22

民間のまちづくり活動

による「観光・まち一

体再生」の推進

全般 ・道路空間の再編により、歩行者、自転車利用者等の利

便性や安全性の向上が必要。

・道路協力団体等、道路空間を利活用する団体との連携

が必要。

・道路空間の再編により、歩道や自転車通行空間を確保し歩行者や自転車利用者の利便

性、安全性の向上を目的に実施。

・道路における身近な課題の解消や道路利用者のニーズへのきめ細やかな対応などの業

務に自発的に取り組む民間団体等を支援し、地域の実情に応じた道路管理の充実を図

る。

・道路空間の再編による歩道の拡幅等により、道路空間の利便性や

快適性の向上を図り、地域の観光資源を活かした賑わいの場を創出

する。さらに、道路協力団体等、道路空間を利活用する団体との連

携を推進する。

道路管理者 中部地方整備局企画

部

23

民間のまちづくり活動

による「観光・まち一

体再生」の推進

福井県 ・一部の道路や施設を除いて、案内看板の整備がなされ

ていない。

・各地区において多言語パンフレット等は作成されてい

るが、紙媒体による案内では限界がある。

・二次交通が発達していない環境でありながら、県内で

のアクセスに関する情報提供が不十分である。

・福井県観光情報ポータルサイト外国語ページの全面リニューアルと外国語SNSアカウ

ントの立ち上げ。（年度末完了予定）

・観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業への継ぎ足し補助事業により、観

光地の多言語案内標識等を整備。＜福井市、小浜市、大野市、坂井市、高浜町＞

・飲食店、宿泊施設用の外国語指さしシートを整備・配布。41事業所。

・道の駅「越前おおの　荒島の郷」をJNTO外国人観光案内所に登録済。

・全面刷新した福井県観光情報ポータルサイトと外国語SNSによる

情報発信。

・観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業の活用を検討

しながら、市町と連携した整備を促進。

・旅行業者、飲食店に外国語指指しシートを配布。

・インバウンドアドバイザーによる、外国旅行者の誘客に積極的に

取り組むグループの設立支援。

○課題の解決主体

・福井県、大野市、

福井県観光連盟、若

狭湾観光連盟等

中部運輸局観光部、

中部地方整備局企画

部

観光振興事業（観光

地の「まちあるき」

満足度向上整備支援

事業）、地域観光資

源の多言語解説整備

支援事業

24

民間のまちづくり活動

による「観光・まち一

体再生」の推進

福井県福井

市

・市内でも規模の大きな宿泊施設については、英語等の

外国語対応（受付、ホームページ等）が可能となってい

るが、小規模の施設については、対応ができていない。

・同様に、観光施設や観光ガイドについても、外国語対

応ができず、周辺観光地情報の提供等もできていない。

・また、市内で唯一のJNTO認定観光案内所は対応言語

が英語のみであり、旅行者が増加する中華圏の言語への

対応ができていない。

・設備投資や人材育成するだけの資本力・体力が無いこ

とが問題と思われる。

・市内の飲食店・宿泊施設等をはじめとする観光関連施設における外国語表記、無料無

線LAN設置、キャッシュレス決済導入、自動翻訳機導入に対する支援事業を実施。（利

用実績なし）

・おもてなしボランティアガイド育成動画の作成（４本作成予定）

・引き続き、市内の飲食店・宿泊施設等をはじめとする観光関連施

設における受入れ環境整備への支援、通訳ガイドの育成などに取り

組んでいく。

福井市 中部運輸局観光部

25

民間のまちづくり活動

による「観光・まち一

体再生」の推進

福井県あわ

ら市、勝山

市、坂井

市、永平寺

町、石川県

加賀市

・越前・加賀エリア（福井県あわら市、勝山市、坂井

市、永平寺町、石川県加賀市）を訪れる外国人旅行者は

年々増加してきているが、受け入れ環境の整備が不十分

である。

・オンラインを利用した情報発信を適宜実施。 ・コロナ禍の影響でインバウンド回復の見込みが立たないため、事

業内容を検討中。

あわら市、勝山市、

坂井市、永平寺町、

石川県加賀市

中部運輸局観光部

26

民間のまちづくり活動

による「観光・まち一

体再生」の推進

愛知県半田

市

・中部国際空港にほど近い立地という点から、ビジネス

ホテルの宿泊はある程度確認できるが、半田市内を観光

する外国人観光客の姿はほとんど見受けられない。

・外国人向け商業施設が少なく、外国人観光客の受入機

運が高まっていないこともあり、受入整備が進んでいな

い。

・多言語観光情報サイト「ガイドア」を活用した観光情報の多言語発信した。 ・半田運河周辺の施設やイベント等の多言語チラシを作成。

・多言語観光情報サイト「ガイドア」を活用した観光情報の多言語

発信。

・市民、施設、商店等へ外国人観光客の受入マインドの醸成を行っ

ていく。

半田市、飲食、宿泊

等観光関連事業者

中部運輸局観光部

福井県 ・宿泊施設については、積極的に受入を行っている施設

が少なく、外国語対応可能な宿泊施設が不足している。

・通訳ガイド等の確保については、通訳案内士や通訳ボ

ランティアなどの人材が不足している。一方、現状では

ガイドのみで生計を維持できるほどの需要がない。

・インバウンドの受入体制の強化及びおもてなし意識の向上を目的に宿泊施設における

キーレスエントリーシステムや自動精算などの導入を支援。550件。

・飲食店、宿泊施設用の外国語指指しシートを整備・配布。41事業所。

・通訳案内士のスキルアップ講座を開催　令和4年3月実施　定員20名。

インバウンドアドバイザーによる。外国人旅行者の誘客に積極的に

取り組むグループの設立支援。

・飲食点、宿泊施設用の外国語指指しシートの配布。

・通訳案内士のスキルアップ講座の開催。

福井県 中部運輸局観光部

福井県あわ

ら市

・市内各エリアにおいて、観光客受け入れの核となる人

材がいるが、以下の課題がある。

　－60歳以上が多く、後継者育成や、より若い世代の巻

き込みが急務：若い世代の担い手育成

　－各エリアの体験等で、外国人対応は不可もしくは、

受け入れても良いが外国語対応は難しい、とされるもの

が多い：外国語対応人材育成

　－人件費が捻出できないエリアは、中心人材数人で仕

事等の合間に活動することになり、事務局機能が弱く、

負担が大きい：人手不足

・地域資源の魅力に磨きをかけ、各地域や各分野で核となる人物を育てることを目的と

して、『あわら市感幸創造マイスター養成セミナー』を開催し、約10名を育成。

・外国語対応セミナーの開催。

・『あわら市感幸創造マイスター養成セミナー』を引き続き開催。

・地域おこし協力隊で地域に合った人材を募集し、人手不足の解消

を図る。

あわら市 中部運輸局観光部

27

産業界ニーズを踏まえ

た観光経営人材の育

成・強化



No. 観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

28

産業界ニーズを踏まえ

た観光経営人材の育

成・強化

愛知県南知

多町

・南知多町内の宿泊施設のほとんどが4～6名の和室であ

る。

・外国人の宿泊が多い1～2名での宿泊に照らすと部屋提

供が難しい。

・訪日外国人よりも名古屋圏の日本人客を取り込むこと

の考えが強い宿泊施設が多く、外国人宿泊者に対する不

安もある。

・宿泊施設に対して、研修の実施等により外国人観光客を受け入れる意識醸成を行って

いく。

・町観光協会に外国語対応HPを作成（英語版は完成）。HPから宿泊予約を直接行うこと

検討中。

・宿泊施設に対して、研修の実施等により外国人観光客を受け入れ

る意識醸成を行っていく。

・外国語対応HPから宿泊予約を直接行うこと検討中。

南知多町、南知多町

観光協会

中部運輸局観光部 訪日外国人旅行者受

入観光整備緊急対策

事業費（宿泊施設イ

ンバウンド対応支援

事業）

29

産業界ニーズを踏まえ

た観光経営人材の育

成・強化

三重県菰野

町

・外国人受け入れ対応可能なスタッフが少ない。

・インバウンド対応に消極的な事業者もある。

・コロナ禍のため、町内の観光事業者、特に宿泊事業者は経営維持に注力し、インバウ

ンド対応研修等を行うことはできなかった。

・アフターコロナでのインバウンド事業の進め方を事業者とともに

検討する場を設ける。

新型コロナウイルスの流行が収まりを見せないなか、訪日外国人旅

行者の回復には時間がかかりそうであり、アフターコロナでのイン

バウンド事業推進については、状況をみていく必要がある。

菰野町 中部運輸局観光部

30

産業界ニーズを踏まえ

た観光経営人材の育

成・強化

全般 ・人手不足。

・顧客ニーズに柔軟に対応しながら、宿泊産業全体の生

産性向上が必要。

・宿泊分野における外国人材の活用・受入について、所管省庁と連携しながら、制度趣

旨や優良事例の周知、円滑かつ適正な実施のために必要な情報・課題の共有を図った。

・昨年度より新たに始まった特定技能1号を在留資格とする外国人は、令和３年9月末現

在で、中部ブロック内に３１名（全国では１２１名）となった。

・人材確保・定着を図るための労働環境等の整備、技術力の進化を

取り入れた人材配置、外国人材の活用によりインバウンド対応の強

化に取り組む。

・1人が複数業務を兼務できるシステムの構築により、生産性向上

に努める。

・外国人材の受入機会を増加させるため、関係省庁と連携しなが

ら、セミナー等の交流の機会を積極的に活用する。

各ホテル・旅館 中部運輸局観光部 観光庁、厚生労働

省、法務省

31
公共交通利用環境の革

新

中部国際空

港、各観光

地

・旅行中に買い回した商品を持ち歩くため、外国人旅行

者の負担となっている。

・二次交通等における荷物置き場が不足している。

・外国人旅行者が、空港で梱包をし直すことにより、ゴ

ミが多く発生している。

・日本を出国する際に、空港で一括して受け取る仕組み

がない。

・令和２年4月以降、コロナ禍による需要減少による課題の変化のため、具体的取り組み

の実施には至らなかった。

・旅客便の復便に応じた関係者間での連携を継続。

・令和３年度観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業及び公共交通利用環境

の革新等を管内の補助可能な自治体に紹介し共有化を図った。

・旅客便の復便に応じた関係者間での情報交換を継続する。

・令和４年度観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業及

び公共交通利用環境の革新等を引き続き管内の補助可能な自治体に

紹介し共有化を図る。

物流事業者、中部国

際空港利用促進協議

会、中部運輸局等

中部運輸局（交通政

策部・観光部）

観光振興事業（公共

交通利用環境の革新

等事業・観光地の

「まちあるき」満足

度向上整備支援事

業）



【中部ブロック】（観光資源魅力向上WG）
令和３年度観光ビジョン推進中部ブロック戦略会議

Ｘ

No.
観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

1
文化財の観光資源とし

ての開花

全般 ・地域の文化財等を観光資源として活用する取組が弱

い。

・文化財等の観光資源としての魅力向上に向けた取組を検討。 ・引き続き、文化財等の観光資源としての魅力向上に向けた取組を

検討する。

文化庁、文化財保管

施設

中部運輸局観光部

2
文化財の観光資源とし

ての開花

三重県 ・文化財や公的施設等のユニークベニューとしての活用

が弱い。

・MICE誘致に向けて積極的に県内のユニークベニューの開拓を進め、令和3年12月現

在、これまで15カ所を発掘している。

・令和３年度は、JNTO（日本政府観光局）が主催する海外の国際会議主催者を対象とし

たオンライン商談会を中心に、ユニークベニューを活用した国際会議の開催を提案し

た。

・引き続き、文化財や公的施設からユニークベニューを順次開拓す

るとともに、利用促進を図る。

三重県 中部運輸局観光部

インバウンドの観光促

進のための多様な魅力

の対外発信強化

全般 東海地域の魅力（観光地や地域産品等）が十分に海外に

発信されていないことから、放送コンテンツの海外展開

を通じて、訪日誘客の促進や地域産品の販路開拓等を後

押しする必要がある。

・日本の放送コンテンツを制作する民間事業者等と、自治体、地場産業、観光業等の関

係者が幅広く協力し、「クールジャパン戦略」等、放送コンテンツを制作、発信すると

ともに、様々な連動プロジェクトを一体的に展開する取組を支援している。

令和３年度の施策として令和２年度補正予算及び令和３年度予算「放送コンテンツによ

る地域情報発信力強化事業」の公募（令和3年5月21日～同年6月18日）を実施。外部有

識者による評価結果を踏まえ、48件を採択候補として決定。東海管内からは、ＣＢＣテ

レビ、テレビ静岡、名古屋テレビ（３件）が採択候補に決定された。

・令和３年度「映像コンテンツ地域情報発信」調査事業として、自治体等の情報発信主

体とローカル局等のコンテンツ制作・発信者とのマッチングを通じた映像コンテンツ制

作・発信を行い、放送・動画配信による効果的な発信方法の検証等を目的に実施。情報

発信主体（自治体等）の公募及びコンテンツ制作・発信者（ローカル局等）の公募、評

価の結果。東海管内から「静岡県観光協会」及び「とこなめ観光協会」（事業企画２

件）が採択された。

「放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業」として、地域の

関係者（自治体、地場産業、ローカル放送局等）が連携して、ポス

トコロナ社会を見据え、地域の魅力を伝える放送コンテンツを制

作・海外発信する取組の支援等を実施。（予定）

東海総合通信局 東海総合通信局 「放送コンテンツに

よる地域情報発信力

強化事業」

名古屋市 名古屋の食の魅力発信が弱い。「なごやめし」の海外で

の認知度がほとんど無い。

・東京オリンピック・パラリンピックの開催時期に合わせ、東京都メディアセンターの

地方PRブースでなごやめしのPRをすべく調整を進めていた。（7月に東京都が緊急事態

宣言を実施すべき区域とされたことに伴い、ブース出展を断念。）

・ポストコロナを見据え、旅行意欲の増進を図るため、なごやめしのWEBでのプロモー

ションを実施予定。

愛知県、名古屋市が行う海外プロモーションでのＰＲ、海外進出し

ているなごやめし事業者と協力したＰＲを実施する。

令和3年度のWEBでのプロモーションを発展させた動画プロモー

ション等を実施することで、旅行者の旅行意欲のさらなる増進を図

る。

なごやめし普及促進

協議会

中部運輸局観光部

全般 新型コロナ感染症拡大の影響で訪日外国人旅行者の回復

が見通せない。

新型コロナ感染症感染拡大による渡航制限等により、海外との往来を伴う事業が実施困

難であるため、関係者と連携した、動画や記事制作を企画し、オンラインを活用した情

報発信等のプロモーションに向けた作業を進めた。

また、現地国の感染状況、航空便状況を踏まえつつ、観光需要回復を見据えSNS等を活

用したBtoC向けのより細やかなプロモーションを推進した。

引き続き新型コロナウイルスに関する市場国や国内の感染拡大状況

を注視し、コロナ感染収束後のインバウンド回復を見据え、ＤＸ等

先進的な技術を活用したコンテンツや受入環境等を発信する事によ

り、市場国から旅行先として選ばれる地域として訴求していく事を

検討する。

中部運輸局観光部 中部運輸局観光部 観光庁

愛知県蟹江

町

・４００年以上の伝統を持つ「須成祭」がユネスコ無形

文化遺産に登録され、外国人観光客の増加が見込まれる

が、多言語対応のガイドや案内所がない。

・町の観光拠点となる新しい施設【観光交流センター】を30年度にオープン。この施設

には、町内各地区の祭、須成祭期間以外でも須成祭のVR体験ができ、特産物の販売、交

流スペースもあり、観光客誘致、外国人旅行者に向けての発信を行う。

・引き続き観光交流センターを活用し、観光客誘致、外国人旅行者

に向けた情報発信を行う。

蟹江町、蟹江町観光

協会

中部運輸局観光部

愛知県東海

市

・外国人のニーズを把握仕切れていない。

・海外への情報発信が少ない。

・外国人モニターを利用した現地調査。

・聚楽園大仏のライトアップを実施した。

・外国人モニターを利用した現地調査。

・聚楽園大仏のライトアップを実施予定。

東海市 中部運輸局観光部

静岡県 （現状・課題）

・H30.3に旅行者の訪問動機付けを目的とするブランド

サイト「Explore Shizuoka」を開設。短期間でのウェブ

ユーザーの拡大・市場浸透を図る。

・RWC2019等の大型イベントを有効にデスティネー

ションプロモーションに活用しイベント前後（2018、

2019以降)の静岡県マーケティングに繋げる。

・訪日旅行者向け体験プログラム予約ウェブサイト「Mount Fuji Travel」への掲載商品

の追加

・東京2020オリンピック・パラリンピックの時機を捉え、本県宿泊の海外メディアに対

して、富士山やお茶などの本県の魅力を紹介する情報提供キットを配布

＜ＴＳＪ（静岡県）＞

・東海道（TOKAIDO）やサイクリングをテーマとしたツーリズム

の商品企画をインバウンド誘客のブランドとしての確立を図る。

・訪日旅行者向け体験プログラム予約ウェブサイト「Mount Fuji

Travel」に商品を掲載するなど、オンライン機能との連動を進め

る。

静岡ツーリズム

ビューロー

（Tourism Shizuoka

Japan, TSJ）＜静岡

県域ＤＭＯ＞

中部運輸局観光部

4

インバウンドの観光促

進のための多様な魅力

の対外発信強化

3



No.
観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

静岡市 ・市内の体験プログラムを一元的に集約したウェブサイ

ト等が必要

・市内事業者等への体験プログラム提供に関する機運醸

成が必要

・するが企画観光局（観光協会）が運営している静岡市観光ホームページに、体験プロ

グラムを集約・発信するＷＥＢページを追加するとともに、市内事業者等に対し既存の

プログラムを含めて積極的な掲載を働きかけている。

・市内事業者への働きかけにつとめ、体験プログラムを集約するＷ

ＥＢページへの掲載件数の拡大を図る。

静岡市 中部運輸局観光部

三重県鳥羽

市

・外国人の視点にたった誘客促進施策が不足している。 ・訪日外国人の情報収集や、海外向プロモーションの企画・運営、国内外におけるセー

ルス活動やモニターツアー等を実施。

・国際交流員を任用し、多言語による情報の発信を実施。

・訪日外国人の情報収集や、海外向プロモーションの企画・運営、

国内外におけるセールス活動やモニターツアー等を行う。

・国際交流員を任用し、多言語による情報発信を実施。

鳥羽市 中部運輸局観光部

浜松市 ・ＦＩＴ向けの情報発信が不足している。 ・本市多言語ウェブサイトを再構築し、８言語（英語、簡体字、繁体字、韓国語、タイ

語、ベトナム語、ポルトガル語、フランス語）に対応するよう改修済み。

・欧米豪及びアジアの富裕層を中心としたFIT獲得に向け、デジタ

ル広告の配信を行う。

浜松市 中部運輸局観光部

国営木曽三

川公園

・国営公園において、周辺の観光資源と連携した外国人

向けのツアーを開催

・国内外への情報発信

・周辺市町村と連携して、参加者のＳＮＳを活用した情報発信を図る外国人向けのツ

アーを開催する予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、周辺市

町村との調整により令和２年度から中止としている。

・新型コロナウィルス感染拡大の状況によるが、令和２年度から中

止としている、参加者のＳＮＳを活用した情報発信を図る外国人留

学生向けのツアー開催の可否について、周辺市町村と連携して判断

していく予定。

中部地方整備局（公

園管理者）ほか

中部地方整備局

企画部

愛知県海津

市・愛西

市・弥富

市・桑名

市・木曽岬

町

コロナ禍では、木曽三川や流域のもつ自然環境や歴史文

化の魅力を十分にＰＲできていない。

・コロナ禍でも参加可能な非接触・周遊型の取り組みとして、スマートフォンのＧＰＳ

機能を用いて、国営木曽三川公園や木曽三川下流域の沿川自治体の観光スポットを巡る

「木曽三川下流域デジタルスタンプラリー」を令和３年１１月１３日～１２月２６日の

期間に実施した。既存の電子スタンプラリーシステム（ＲＡＬＬＹ）を活用し、現地の

チェックポイントでデジタルスタンプを集め、複数個所を巡れば国営木曽三川公園ポス

トカードを進呈、さらに、抽選でご当地グッズの詰合せセットも獲得できる仕組みと

し、利用者には、今後のデジタルスタンプラリーの在り方についてアンケート回答をし

ていただいた。

・また、広く情報発信していくことを目的とした観光振興のプロモーション動画の作成

し、動画配信サイトや観光拠点で閲覧可能とするなどの取り組みを年度末までに実施す

る予定。

・過去２カ年にわたって、コロナ禍でも参加可能な広域観光として

の取り組みとして、「リモート観光プログラム」「木曽三川下流域

デジタルスタンプラリー」を試行したところであるが、課題・反省

点を踏まえ、今後の本格運用に向けた、デジタル技術を用いた情報

発信の仕組みづくりについて、沿川市町と連携しながら取り組んで

いく。

木曽三川下流地区広

域観光連携協議会

（海津市・愛西市・

弥富市・桑名市、木

曽岬町・三重県・岐

阜県・愛知県・中部

地方整備局（公園管

理者））

中部地方整備局

企画部

6

民間のまちづくり活動

による「観光・まち一

体再生」の推進

愛知県知多

市

岡田の古い街並みの保全や活用が求められている。

食の魅力・地域ブランドの発信が弱い

・岡田街並保存会において空家の有効活用の取組について検討がされ始めた。

・岡田街並保存会において街並保存への住民の機運を高める取組について検討がされ始

めた。（アンケートの実施など）

・地域住民（事業者、観光関係団体）を集めてワークショップを実施した。（観光人材

育成研修）

・引き続き岡田の古い街並みを活用した旅行商品の造成を取り組み、中部運輸局事業等

を活用して造成中。

・地域ブランド商品「ちたもん」の位置付けを明確化。マーケティングを意識した商品

開発を行っていくことで、関係者間で合意形成ができた。

・引き続き観光人材育成研修を実施検討していく。

・地域と一体となった誘客に向け、魅力のある旅行商品開発を展開

していく。

・岡田街並保存会が実施する空家の有効活用や機運上昇の取組に対

してサポートをしていていく。

・地域ブランド商品「ちたもん」事業の推進。マーケットを意識し

た商品開発に取り組む。

知多市 中部運輸局観光部 訪日グローバルキャ

ンペーン等に対応し

たコンテンツ造成事

業

全般 ・日本庭園や花の公園など、地域ならではの特徴を持つ

多様な庭園が存在するが、それぞれ管理・集客を行って

おり、連携した取組は限定的。

・ 官民の庭園が地域固有のテーマに基づき連携し、魅力

的な体験や交流を創出する必要がある。

・庭園間交流連携促進計画（[通称]ガーデンツーリズム）登録制度 が創設（H31.4）さ

れ、富士・箱根・伊豆「皇室ゆかりの庭園」ツーリズム（静岡県・神奈川県）とアメイ

ジングガーデン・浜名湖（静岡県）がR1.5月に第一次登録された。

・庭園を巡るツアーの企画、共同イベントの開催、共通ポスターや

チラシの作成・配布。＜富士・箱根・伊豆＞

・「浜名湖花フェスタ」に加え、共通入場券の販売、旅行商品の造

成などによる年間を通じた滞在型の観光地域づくりを展開。＜浜名

湖＞

富士・箱根・伊豆｢皇

室ゆかりの庭園｣ツー

リズム協議会、浜名

湖ガーデンツーリズ

ム推進会議

中部地方整備局企画

部

4

インバウンドの観光促

進のための多様な魅力

の対外発信強化

5

民間のまちづくり活動

による「観光・まち一

体再生」の推進

7
広域観光周遊ルートの

世界水準への改善



No.
観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

全般 コロナ禍において新しい旅のスタイルとしてのサイクリ

ングの価値も見直されており、サイクルツーリズムの推

進は、インバウンドの本格的な再開等を見据え、訪日外

国人旅行者等に向けた観光地としての更なる魅力向上に

繋がるものである。一方、これまで、サイクリングを目

的に伊豆半島を訪れた訪日外国人旅行者は極めて限定的

であることに加え、国内旅行者に向けても、サイクリン

グロードを拠点とした魅力的なサイクリング周遊コンテ

ンツを十分に提供できていないことから、現状ではごく

限られた時間内でサイクリングを楽しむことに留まり、

滞在の長期化や消費の拡大に繋がっていない。【解決

済】

・当該地域の関係者が一体となって、訪日外国人旅行者等に向けたサイクルツーリズム

の推進を行うとともに、滞在の長期化や消費の拡大に取り組むため、関係自治体におけ

るサイクルツーリズムの取組状況、サイクリングロード周辺に点在している観光資源の

洗い出し及び整理、当該地域の宿泊施設や観光施設等のサイクリスト受入状況の調査を

実施。

・宿泊・観光施設等におけるサイクリストの受入環境整備の課題等を整理・分析し、訪

日外国人旅行者等に向けた観光地としての魅力向上に繋げた。

・サイクリングロードを拠点に、伊豆半島の食や文化・自然等観光

資源を効果的に取り入れたサイクリング周遊コンテンツの造成に繋

げる。

・本事業の成果をサイクリングロードの整備等に取り組む他の地域

関係者に共有することにより、日本各地でのサイクルツーリズムの

推進に繋げる。

中部運輸局観光部 中部運輸局観光部 観光庁
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全般 ・欧米豪市場を中心とした、海外旅行には頻繁に行くが

日本を旅行先として認知・意識していない層をターゲッ

トとした「Ｅｎｊｏｙ　ｍｙ　Ｊａｐａｎグローバル

キャンペーン」等に活用できるコンテンツが不足してい

る状況を踏まえ、新たな滞在型コンテンツを各地域に創

出することが求められている。地域内の消費額向上や滞

在日数の増加につながり、かつ、自地域でしか体験でき

ない現地に訪れる動機となるような付加価値の高いコン

テンツの造成が必要。【解決済】

・中部運輸局管内の観光地域づくり法人との連携により以下の２事業を実施。欧米豪の

訪日無関心層及びアジア市場に訴求する滞在コンテンツを造成。

①「福井のZEN（禅）と食文化を活用した福井Happiness 日本文化体験プログラム造成

事業」

②「奥三河の地域資源を活用した体験型コンテンツ造成事業」

・県市町村、民間団体、事業者等とも十分に調整し、専門家及び外国人アドバイザーの

助言のもと、訪日外国人旅行者が参加可能な着地型ツアー･体験プログラム造成及びガイ

ド案内や充実した外国語表記など受入体制の整備の実施により、地域の旅行商品が充

実。

（コンテンツ造成数）

①10件

②5件

平成31年度から3年間に渡って取り組み、中部管内18地域で132の

コンテンツを造成した。国の主導による訪日グローバルキャンペー

ン等に対応したコンテンツ造成の取組は令和3年度で終了する。

造成したコンテンツは各地域が主体となって販売し、販売状況を踏

まえて継続的な改善を行う。

中部運輸局観光部 中部運輸局観光部 観光庁 訪日グローバルキャ

ンペーン等に対応し

たコンテンツ造成事

業

全般 訪日外国人が旅行中困ったこととしては「施設等のス

タッフとのコミュニケーションがとれない」が最も多

い。その課題を解決する有効な手段の一つとして、日本

語で吹き込むと多言語に音声で翻訳が可能な「多言語音

声翻訳システム」があり、各施設の接客シーンに応じて

適切に導入することがコミュニケーション能力の大きな

改善につながる

　多言語音声翻訳システムの普及促進に向け、同システムやアプリ「VoiceTra」の随時

周知を行っている。

※31言語（日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語（繁体字）、韓国語、タイ語、フラ

ンス語、インドネシア語、ベトナム語、スペイン語、ミャンマー語、フィリピン語、ポ

ルトガル語（ブラジル）、アラビア語、イタリア語、ウルドゥ語、オランダ語、クメー

ル語、シンハラ語、デンマーク語、ドイツ語、トルコ語、ネパール語、ハンガリー語、

ヒンディ語、ポーランド語、ポルトガル語、マレー語、モンゴル語、ラーオ語、ロシア

語）

VoiceTra技術を導入した多言語音声翻訳システムの認知度向上と普

及拡大に取り組む。

東海総合通信局 東海総合通信局 中部運輸局 観光振興事業（観光

地の「まちあるき」

満足度向上整備支援

事業）、訪日外国人

旅行者受入観光整備

緊急対策事業費（地

方での消費拡大に向

けたインバンド対応

支援事業）

全般 ・近年の情報通信技術の飛躍的な向上により、旅行者の

目線に立った利便性向上や観光誘客への活用を図る必要

がある。また、市内全域に点在する観光資源の認知度向

上のために、今後下呂温泉街を中心に「５Ｇ」×「Ｖ

Ｒ」による下呂市の魅力を体感する場を配置し、「次世

代モビリティー」×「コミュニティーサポートインフラ

（正確な位置情報取得）」整備により市内全体へ観光客

を誘導することで、ここでしかできない体験を市内全域

に１年を通し楽しめる観光エリアを目指す必要がある。

・活力ある魅力的な地域社会の形成、住民サービスの向上、観光誘客等に寄与するた

め、官民一体となった「下呂未来創造プロジェクト」を創設し、今後先進情報通信技術

を活用し、観光需要の拡大等を目的に連携協定を締結した。協定の概要は下記の通りで

ある。

<協定の概要>

（目的）

先進情報通信技術（ＩＣＴ）等を最大限に活用し、協働し事業を推進することで観光誘

客、活力ある魅力的な地域社会の形成、住民サービスの向上に寄与する。

（主な連携・協力事項）

・先進技術等を活用した新たな観光デジタルコンテンツに関すること。

・先進技術等を活用した子ども世代や高齢者に対する健康・安心・安全に関すること。

・先進技術等を活用した地域住民に対する利便性向上に関すること。

・次世代に向けた環境への取組に関すること。

・今後協定に基づいて次の取組を進める予定。

・地域の特徴を活かしたVR・XRによるこれまでにない観光コンテ

ンツ・先進アトラクション

・地域の隠れた魅力で新たな回遊をもたらすエリアマネジメント

・オールシーズンの集客とリピート率の向上

・個人やファミリー顧客に向けた最適な観光案内

・コロナ下でも安心して訪問していただける環境提供

・電気自動車の自動運転による環境や人に優しい観光体験

（一社）下呂温泉観

光協会、下呂市

中部運輸局観光部

9

通信環境の飛躍的向上

と誰もが一人歩きでき

る環境の実現

7
広域観光周遊ルートの

世界水準への改善
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10

国立公園の「ナショナ

ルパーク」としてのブ

ランド化

伊勢志摩国

立公園

伊勢志摩国立公園地域協議会を設置し、課題に対する対

応方針及び具体的な取組をまとめた「ステップアッププ

ログラム2020」を「ステップアッププログラム2025」

に改訂し、2021年から2025年までの取組を開始したと

ころ。

課題①受け入れ環境向上のための取組

課題②観光コンテンツの向上

課題③景観の保全

課題④情報発信の強化

「ステップアッププログラム2025」に沿って地域の関係者と連携して課題に対する取組

を進めた。

取組①ワーケーションの推進

取組②交通アクセス等の充実

取組③横山ビジターセンターの機能強化

取組④拠点施設の機能強化

取組⑤利用拠点における施設の充実

取組⑥案内機能の充実

取組⑦利便性の向上

取組⑧環境配慮型の受け入れ環境づくり

取組⑨景観改善

取組⑩エコツーリズムの推進

取組⑪キラーコンテンツである海女文化の保存・継承の取組

「ステップアッププログラム2025」に沿って地域の関係者と連携

して課題に対する取組を進める。

取組①ワーケーションの推進

取組②交通アクセス等の充実

取組③横山ビジターセンターの機能強化

取組④拠点施設の機能強化

取組⑤利用拠点における施設の充実

取組⑥案内機能の充実

取組⑦利便性の向上

取組⑧環境配慮型の受け入れ環境づくり

取組⑨景観改善

取組⑩エコツーリズムの推進

取組⑪キラーコンテンツである海女文化の保存・継承の取組

環境省中部地方事務

所、三重県　ほか

環境省中部地方事務

所

環境省、国土交通

省、観光庁

・新規地域の掘り起こし

　地方自治体への直接的な働きかけ、各種支援組織等と連携して法人や団体等に様々な

機会を通してＰＲ活動を行い、農山漁村振興交付金事業（農泊推進対策）において、新

たに農泊に取り組む地域を6地域掘り起こした。（平成29年度～令和２年度：６４地

域）

・コロナ禍における「農泊」取組地域等への支援

　関係省庁とも連携し、農泊取組地域、農泊への取組意向を示している地域及び新たに

掘り起こされた地域について、現地調査の実施、情報交換会やセミナー等の開催及び専

門家の派遣等を行い、農泊についての課題や要望を聞き取り、それぞれの地域に適した

支援策等を検討・提供するなどにより農泊をビジネスとして実施できる体制を持った農

山漁村地域を創出するとともに、ＷＥＢサイトを活用し、ワーケーション・マイクロ

ツーリズムに対応した国内向け農泊プロモーション活動を実施し、農泊取組地域の情報

発信を行った。

　農山漁村振興交付金（農泊地域高度化促進事業）を活用して、インバウンド需要に対

応した環境整備に取り組む4地域を支援。

・世界・日本農業遺産地域の認知度向上へ向けた取り組み

　農業遺産の認定を受けた地域の地方自治体や関係組織に対し、伝統的な農林水産業を

営む地域として認定された地域を積極的に観光活用されるよう働きかけた。＜静岡県：2

地域、岐阜県：1地域、三重県：2地域＞

　また、世界農業遺産及び日本農業遺産の認定拡大や認知度向上を図るため多様なツー

ルを活用した情報発信を行った。

12

地方の商店街等におけ

る観光需要の獲得・伝

統工芸品等の消費拡

大、インバウンド経営

促進のための多様な魅

力の対外発信強化

全般 ・地方の商店街を、インバウンド需要の取り込みによ

り、活性化させることが必要。

・地域が誇る伝統工芸・民芸品等を観光資源化し、イン

バウンド消費拡大につなげることが必要。

・日本ブームの創出により、外国人観光客の増加（イン

バウンド需要の増加）につなげていくことが必要。

中部地域では、商店街における免税カウンターが多数開

設されるほか、にぎわい拠点創出に向けた各種活動が実

施されている。

・商店街等において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要の創出につながる魅

力的な機能の導入等を行い、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等に

取り組む実証事業等を支援するため、中部管内では補助事業3件（うち中部地域2件）を

採択し、支援を実施（地域商業機能複合化推進事業（地域の持続的発展のための中小商

業者等の機能活性化事業））。

海外展開やそれを見据えた全国展開のために、新商品・サービスの開発・改良、ブラン

ディングや、新規販路開拓等の取組を中小企業者が行う場合に、その経費の一部を補助

することにより、地域中小企業の域外需要の獲得を図るとともに、地域経済の活性化及

び地域中小企業の振興に寄与することを目的として、JAPANブランド育成支援事業の公

募を行い、中部管内は14件（うち中部地域11件）を採択し、支援を実施。

・米国において、地域の食品業界を牽引する企業群への支援実証を通じ、戦略的輸出支

援モデルの構築の取組を実施。

・商店街等において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要

の創出につながる魅力的な機能の導入等を行い、最適なテナント

ミックスの実現に向けた仕組みづくり等に取り組む実証事業等を支

援する。

・引き続き、JAPANブランド育成支援等事業を通じて中小企業等の

販路開拓や海外展開、観光需要獲得に向けた取り組みを実施する。

・米国における、地域の食品業界を牽引する企業群への支援実証を

通じ、戦略的輸出支援モデルの構築を実施する。

中部経済産業局 中部経済産業局 経済産業省 JAPANブランド育成

支援等事業
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地方の商店街等におけ

る観光需要の獲得・伝

統工芸品等の消費拡

大、インバウンド経営

促進のための多様な魅

力の対外発信強化

・地域伝統産品や特産品の県外および海外での知名度が

低い。また、事業者のインバウンドに対する意識が低

い。

・令和2年度に制作した尾州産地（テキスタイル）のプロモーション映像の広報を引き続

き行った結果、中日新聞（6月9日付記事）に掲載された。

・10月12日に中国バイヤーとのテキスタイル商談会を開催。

・11月29日の伝統的工芸品月間国民会議全国大会において、海外バイヤーとの商談会運

営に協力（愛知県と連携）。

・引き続き自治体や関係団体と連携し、海外事業者等向けの対外発

信を進める。

ジェトロ名古屋 中部運輸局観光部

・新規地域の掘り起こし

　観光庁、地方自治体、旅行・観光関係事業者及び関係機関等と連

携して、情報交換会やセミナーなどの機会を活用して、農泊に関す

る事業制度等のPRや相談対応等を行い、新たに農泊に取り組む地

域の掘り起こしを行う。

・コロナ禍における「農泊」取組地域等への支援

　農泊に取り組んでいる地域が、新型コロナウィルスの感染拡大予

防対策の実施とワーケーション、マイクロツーリズムなど新しい生

活様式に対応した取組を行うための実施体制の整備や新たなコンテ

ンツの開発等を支援を行うため、農山漁村振興交付金（農泊地域高

度化促進事業）により支援。

　また、インバウンド対応については、関係機関と連携して、コロ

ナ収束後の受け入れに向けた環境整備や情報発信などの戦略的な取

組を行うための情報提供や専門家派遣等を支援。

11
滞在型農山漁村の確

立・形成

農林水産省

観光庁

農山漁村振興交付金岐阜県、静

岡県、愛知

県、三重

県、福井県

　都市と農山漁村の交流人口を増加（1,540万人［令和7

年度まで］）させるため、新型コロナウィルスの感染拡

大予防とワーケーション、マイクロツーリズム等の新し

い生活様式に対応した取組とそのための体制整備等を行

うことが必要。

   その上で、インバウンドの回復状況を見つつ、受け入

れに向けた環境整備や情報発信など戦略的な取組が必

要。

東海農政局、関東農

政局、北陸農政局

東海農政局、関東農

政局、北陸農政局
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14
訪日プロモーションの

戦略的高度化

愛知県 ・海外からのプロスポーツ観戦者やスポーツ大会の参加

者がまだ少ない状況にある。

・海外への情報発信が少ない、スタジアムにおける多言

語対応ができていない等の観戦に不便なことがある。

・aispo!web英語版サイトにスポーツツーリズムの記事を掲載し、県内のスポーツ大会

やスポーツ施設等を紹介した。

＜名古屋ウィメンズマラソン＞

・海外在住者を対象とした募集枠を設け、ランナーを募集している。（定員4,000人、オ

ンライン含む）

・多言語対応については、HP・看板の英語（一部中国語）表記を行っている。

＜第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）＞

・中国総領事館が令和3年8月25日、26日に開催したピンポン外交記念写真展にて、アジ

ア競技大会について紹介するパネルを掲出し、PRを実施した。

・9月25日にオンライン（YouTube）にて開催された「日韓交流おまつり 2021 in

Seoul」　の公式サイト内にて、アジア競技大会の紹介や、英語版のPR動画を流し、大

会の周知を行った。

・aispo!web英語版サイトにて県内のスポーツ大会情報等を発信す

る。

＜名古屋ウィメンズマラソン＞

・引き続き、マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知実行委員会に

おいて必要な取り組みを進める。

＜第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）＞

・引き続き、アジア競技大会愛知・名古屋合同準備会及び（公財）

愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会において海外向けのＰＲ活

動を行う。

・９月に中国・杭州で開催される第19回アジア競技大会の閉会式

において、フラッグハンドオーバーセレモニーが行われ、大会旗を

受け継ぐとともに、愛知・名古屋のPRを行う。

＜FIA世界ラリー選手権（WRC)＞

・Rally Japan実行委員会において必要な取り組みを進める。

○課題の解決主体

・各スポーツチーム

運営管理者、各大会

実行委員会、各施設

管理者等

中部運輸局観光部

15 新たな観光資源の開拓

愛知県、三

重県、静岡

県

・「海」や「船」がもっと楽しく身近な存在となり、旅

行者に気軽に楽しんでもらえる環境作りが必要。

・マリンチック街道の一般旅行者等の利用拡大のため、中部ボートショー（R3.4）でPR

を実施した。

・マリンチック街道とマップル・オン社の「new pec smart」（航海支援アプリ）を連

携し、アプリ上でマリンチック街道の推奨ルートが表示されるようになった。

・「マリンチック街道の実態アンケート」を6～7月の２ヶ月間実施した。コロナ禍の影

響もあり、ＰＢユーザーの回答は限られたものになったが、「海の駅」現場責任者から

は多くの回答を得られ、アンケート結果の分析等を行っている。

・マリンチック街道モデルルートのPRを中部ボートショー（R4.4

頃予定）他全国のボートショーなどで実施予定。（「ジャパンイン

ターナショナルボートショー2022」が、令和4年3月31日～4月3

日まで、パシフィコ横浜・横浜ベイサイドマリーナ及びオンライン

で予定されている）

りんくう・とこなめ

海の駅、みえ・かわ

げ海の駅、がまごお

り海の駅、はまな

こ・こさい海の駅、

はまなこ・わしづ海

の駅等

中部運輸局（観光

部、海事振興部）

全般 ・消費拡大や需要分散による混雑解消を図るため、ナイ

トタイム、モーニングタイムの有効活用が必要。

・令和３年度については７月・１０月・１１月にナイトクルーズを計7回実施した。（8

月・9月は新型コロナウイルス感染症の影響によりツアー中止）＜東海市＞

・ナイトタイム、モーニングタイムの新たな観光資源の掘り起こし

が消費額の向上につながる等の情報を共有し、取り組み施設の拡大

を図る。

・ナイトクルーズの社会実験を行う。＜東海市＞

関係県市 中部運輸局観光部

全般 ウィズ・コロナ時代において、観光においても密集を回

避した旅行形態の変化が求められる中で、自然・文化と

いった我が国の豊富な地域資源を活用し、日本の本質を

深く体験・体感できるアドベンチャーツーリズムを推進

するには、富裕層等新たなインバウンド層への訴求力が

高い体験型観光コンテンツ等を各地域で創出することに

より、地方部を含めた全国各地における消費機会の拡大

に繋がることが期待されている。【解決済】

中部運輸局管内の観光地域づくり法人や観光関係団体等との連携により以下の３事業を

実施中。富裕層等新たなインバウンド層に訴求する滞在コンテンツを造成。

①「中部運輸局管内を中心としたアドベンチャーツーリズムの推進に向けた広域ツアー

造成事業」

②「欧米豪をターゲットとした長期滞在・高付加価値コンテンツ造成事業」

③「東奈良名張やまなみライドツアー造成事業」

・各地域の地域資源を調査・分析し、専門家・外国人アドバイザーによる意見を踏ま

え、3事業で合計11本のコンテンツ及び５本の広域ツアーを造成。

・事業成果についてHP等で公表し、他地域での取組を促すこと等

により、各地での更なる旅行消費の拡大を図る。

・造成したコンテンツ等は、観光地域づくり法人や観光関係団体等

地域の関係者が連携しながら継続実施していく中で、新たな課題抽

出、更なる磨き上げや、販路の拡大を図っていく。

中部運輸局観光部 中部運輸局観光部 観光庁 地域の観光コンテン

ツを活用したアドベ

ンチャーツーリズム

のモデルツアー造成

等事業

全般 新型コロナウイルス感染症により観光地が多大な影響を

受けている中、失われた観光需要を回復していくために

は、地域に眠る観光資源の磨き上げを行い、より一層地

域の魅力を高めるとともに、感染拡大防止策を徹底し、

安全・安心な新しい旅のスタイルを普及・定着させてい

くことが求められている。

そのためには、地域内の縦割りを打破し、観光事業者や

観光地域づくり法人と交通事業、漁業、農業、地場産業

などの多様な事業者が連携して、観光資源の磨き上げを

行う体制を構築していくことが重要。

観光庁において、観光地域づくり法人、観光協会、宿泊業、交通事業、農業、地場産業

等の観光関連事業者や地方公共団体など、地域に根ざした様々な関係者が連携して、観

光資源を磨き上げる取組を公募し、有識者をからなる委員会によって選定した上で、観

光資源の磨き上げ、情報発信のための素材やツールの作成、事業効果の検証に必要とな

るアンケート等の実施、新型コロナウイルス感染症対策といった取組を支援。

中部運輸局管内においては、第１次公募（公募期間：令和3年2月24日～令和3年3月31

日）では31件の事業を、第2次募集（公募期間：令和3年6月1日～令和3年7月8日）では

13件の事業が選定されており、観光需要の回復や地域経済の活性化に向けた域内連携促

進の方向性について検証に取り組んだ。

取り組んだ結果から見えてきた課題について、地域の多様な関係者

との連携した枠組みを継続しつつ、観光資源の磨き上げを行うとと

もにその取組みを外部に発信していく。さらに体制を強化しつつ、

新たな地域商品や産品開発と人材育成を図る。

当該地域に根ざした

団体（観光地域づく

り法人、観光協会、

当該地域に拠点を有

する民間企業、自治

体等）

中部運輸局観光部 観光庁 地域の観光資源の磨

き上げを通じた域内

連携に向けた実証事

業

岐阜県 スノーリゾートは地方での長期滞在や消費拡大に向けて

の有力なコンテンツであり、スキー・スノーボードを楽

しむ訪日外国人旅行者が増加する中、スノーリゾートへ

のインバウンド需要をタイムリーかつ的確に取り込むた

め、インバウンド需要を取り込む意欲・ポテンシャルが

高く訪日外国人旅行者の誘客に地域一丸となって取り組

む地域において、国際競争力の高いスノーリゾートを形

成することが重要。

観光庁において、国際競争力の高いスノーリゾートを形成する地域を公募し、 有識者を

含めた委員会等によって選定した上 で、 当該地域における、アフタースキー・グリーン

シーズンのコンテンツ造成、受入環境の整備、外国人対応可能なインストラクターの確

保、二次交通の確保、情報発信、スキー場インフラの整備といった取組を支援。

中部ブロックにおいては岐阜県郡上市における「歴史文化とふれあうスノーリゾート郡

上」をコンセプトとした形成計画が選定されており、今年度はスキー環境の向上のため

のハード整備やナイトタイムコンテンツの造成、外国人受入環境整備などに取り組ん

だ。

各地域の形成計画は令和５年までの計画として作成されているた

め、引き続き計画に沿った取組を支援し、国際競争力の高いスノー

リゾートの形成を促進していく。

また、観光庁により、スノーリゾート形成に係る規制緩和の関係省

庁の進捗をフォローアップする。

郡上市観光連盟、観

光庁

中部運輸局観光部 観光庁 国際競争力の高いス

ノーリゾート形成促

進事業（観光庁）

16 新たな観光資源の開拓



No.
観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等

課題・現状 令和３年度の成果及び取組 令和４年度以降の対応方針 実施主体
ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

17 休暇改革

全般 ・テレワークの活用等、働き方が多様化していることを

踏まえ、リゾート地や温泉地などで余暇を楽しみつつ仕

事を行うワーケーションや、出張先等で滞在を延長する

などして余暇を楽しむブレジャー等休暇の積極的取得・

分散化の促進を通じた旅行機会の創出や旅行需要の平準

化の実現を図る。

・観光地等におけるワーケーション環境の整備に関する補助メニューを周知した。 ・テレワークが浸透し、働き方が多様化していることも踏まえ、

ワーケーションやブレジャー等の仕事と休暇を組み合わせた滞在型

旅行を、働き方改革とも合致した「新たな旅のスタイル」と位置づ

け、より多くの旅行機会の創出と旅行需要の平準化に向けて普及を

促進する。

中部運輸局観光部 中部運輸局観光部

全般 （かわまちづくり）

河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成し、地域

活性化および観光地として魅力を向上させる必要があ

る。

中部管内において４箇所で取組を実施。

・神島地区（伊豆の国市）において、高水敷整正を実施。

・愛西地区（愛西市）については、ワンド整備を実施。

大井川蓬莱橋右岸かわまちづくり計画、ぎふ長良川鵜飼かわまちづくり計画を登録。こ

れまでに、直轄河川18箇所、補助河川8箇所のかわまちづくり計画を登録し、基盤整備

等の支援を実施または実施中。

河川敷地占用許可準則に基づく、都市地域再生等利用区域はこれまでに直轄河川6箇所、

補助河川6箇所を指定。

・取組地区がさらに増えるよう支援を継続 各かわまちづくり協

議会、中部地方整備

局等

中部地方整備局

企画部

全般 新型コロナウイルス感染症の影響により、危機的状況に

ある観光地域の再生に向け、施設改修・廃屋の撤去等の

取組や観光分野と交通事業者が連携を行う、交通を軸と

した地域への誘客促進や付加価値向上の取組を短期集中

に支援することで、地域全体の魅力及び収益力を向上さ

せる必要がある。

観光施設を再生し、更に地域全体で魅力と収益力を高めるため、補助制度を創設して、

観光施設全体が再生できるような施設改修や廃屋の撤去等を短期集中で強力に支援。

①自治体・DMO型 / ②事業連携型

・観光施設全体の上質な滞在環境実現

・廃屋の撤去等による観光地としての景観改善

・宿泊事業者を核とした連携・協業等の促進

・公共施設への民間活力の導入促進

・感染拡大防止策

③交通連携型

・観光分野と交通事業者との連携により、地域の誘客数や（観光分野における）付加価

値の増加を目指す取組を支援。

・なお、中部運輸局管内では、既存観光拠点再生・高付加価値化推進事業の「自治体・

DMO型」で１７件、「事業者連携型」で１４件、「交通連携型」で５３件の申請を採

択。（１２月２６日現在）

・地域一帯となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事

業にて、引き続き支援を継続。

各自治体、各観光地

域づくり法人、交通

事業者等

中部運輸局（交通政

策部、観光部、鉄道

部、自動車交通部、

海事振興部）

訪日外国人旅行者受

入環境整備緊急対策

事業費補助金（観光

庁）
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魅力ある公的施設・イ

ンフラの大胆な公開・

開放

全般 ・インフラツーリズムを地域の観光資源として活用して

いくためには、地域の方がインフラの存在にメリットを

感じ、インフラがある地域が観光に一体として取り組

み、盛り上げていくことが重要。

・インフラ施設での観光目的の受入は、行政だけでなく

ＤＭＯ（観光地域づくり法人）や旅行会社への委託の活

用を検討。

・周辺の様々な観光資源との連携。

・施設見学だけでなく、体験型のイベントの導入

・新型コロナウイルス感染症に伴う受入休止期間中にお

ける取組の継続及び新型コロナウイルス感染症に伴う見

学者減

「旬な現場」として、整備局管内のインフラを観光資源として公開・開放する取組を充

実。

コロナ禍の中、取組内容を工夫することにより効果的な取組を継続。

【工夫した点】

・ホームページやパンフレットに四季折々の景色や現場周辺のグルメなどの情報を追加

し、情報発信の強化を実施。

・丸山ダム及び矢作ダムにおいて、３Dバーチャル見学を実施。

・設楽ダム建設事業及び災害対策機械の動画（旬な現場と旬な現場人）を当局公式サイ

トで公開。

また、ダムや港においては、民間旅行会社と連携したインフラツーリズムとしても一般

公開を実施。（設楽ダム建設現場、四日市港等）

＜旬な現場＞

見学会参加人数：約1,700人（令和３年度※12月末時点）

「旬な現場」及び民間旅行会社と連携したインフラツーリズムの取

組を継続。

中部地方整備局、民

間旅行会社

中部地方整備局

企画部

20
世界水準のDMOの形

成・育成

全般 「世界水準のDMOのあり方に関する検討会」中間とりま

とめ等を踏まえて作成した「観光地域づくり法人の登録

制度に関するガイドライン」に基づき、観光地域づくり

法人（DMO）全般の底上げを図る。

・インバウンドの誘客を含む観光地域振興に取り組む意

欲・ポテンシャルの高い観光地域づくり法人に対して重

点的に支援を行う。

・観光地域づくり法人（DMO）にて実施するコンテンツ造成及び受け入れ環境整備、情

報発信等において、専門的知見や外国人目線を有する専門人材とのマッチングを実施す

るとともに、専門人材の登用に要する費用の支援を実施。

・観光地域づくり法人（DMO）における人材の能力向上を図るため、観光地域づくり法

人を担う中核人材の育成に資する研修等の受講等費用の支援を実施。

・インバウンドの誘客を含む観光地域振興に特に積極的に取り組む意欲・ポテンシャル

の高い観光地域づくり法人を「重点支援DMO」として選定し、重点的に支援を実施。

「世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業」にて、

引き続き同様の支援を継続。

中部運輸局観光部 中部運輸局観光部 観光庁 世界に誇る観光地を

形成するためのDMO

体制整備事業(観光

庁)

18

景観の優れた観光資産

の保全・活用による観

光地の魅力向上


