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航空港湾WG(航空分野）経過概要

《課題の点検》
第1回北海道ブロック連絡会（平成27年3月）を受け、道内空港の現状・課題等の調査を実施。
第2回北海道ブロック連絡会（平成27年6月）において、道内空港の就航実績等から、基幹空港（新千歳・函館・旭川）、準基
幹空港（釧路・女満別・帯広）及び補完空港（基幹及び準基幹を除く空港）ごとのカテゴリーに分けて現状・課題等の中間とりまと
めを報告。

《課題の再整理》
中間とりまとめで報告した課題を「訪日旅客へのサービス向上」の観点から８項目に再分類し、重要度・時間軸により整理を行い第３回
連絡会で年末とりまとめとして報告。

再整理

１．国際線スポット不足

３．運用時間「乗り入れ制限」

４．発着枠の拡大

５．空港施設の容量不足

６．グランドハンドリング体制の充実

７．ターミナルビル施設の機能向上

８．空港アクセスの充実

２．輻輳を生じる走行導線の確保

★課題を８項目に再分類
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重要度：低

重要度：高



主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針

地域 現状・課題 取組の進捗状況・今後の対応方針 事案番号

新千歳
空港

【国際線スポット不足】
・近距離国際便の集中により、国際線スポットが混雑。
・2012年９月のトランスアジア航空・台北線及び同10月のタ
イ国際航空・バンコク線開設以降の大幅な国際定期便需要
の高まりにより、現状スポットでの国際チャーター便を含む受入
希望への対応が困難な状況。

【東京航空局・北海道開発局/短期】
・新千歳空港：エプロン拡張について平成28年度概算要求中。
【東京航空局・北海道開発局/中・長期】
・需要に応じた、エプロンの拡張及びスポットの増設を検討。

128

新千歳
空港

【輻輳を生じる走行動線の円滑化】
・国際便の発着の通路となるＪ誘導路は、国内線ｴﾌﾟﾛﾝ
#0~#10番スポットにイン・アウトする航空機の影響により渋
滞が発生。 国際便が集中する時間帯には、その影響が国
際線スポットに及び、空港処理能力にも影響。

【東京航空局・北海道開発局/短期】
・D1～3誘導路を経由せずに国際線エプロンに直接至る走行経路の
確保について、平成28年度概算要求中。
【東京航空局・北海道開発局/中・長期】
・国際線エプロンの南側に新たな誘導路の整備を検討。

135

新千歳
空港

【運用時間「乗入制限」】
・旧共産圏からの航空機乗入制限（ただし、火・水は12時～

【航空局/中・長期】
・制限の緩和について、関係機関と協議し特定曜日・時間に集中する

129
空港 ・旧共産圏からの航空機乗入制限（ただし、火・水は12時～

16時、金は17時以降、土・日は終日の発着が可能）があ
るため、特定の曜日・時間帯に便が集中。

・制限の緩和について、関係機関と協議し特定曜日・時間に集中する
便の平準化を目指す。

新千歳
空港

【発着枠の拡大】
・国内便を合わせた発着枠は既に一杯。
・これにより、国際線の空き時間帯（例えば10時～11時
台）を便が集中する特定時間帯と平準化し、国際線ターミ
ナルビルの混雑緩和を図ることが困難。
・また、平成27年８月の地域住民との合意による、深夜・早
朝時間帯の発着枠拡大（6→30枠／日）の早期の有効
活用のため、２次交通アクセスの確保といった受入体制の充
実が必要。

【航空局/短期】
・2015年度の夏季多客期に臨時便・チャーター便を対象に、発着枠を
5発着まで拡大する試行運用を実施。
・更に同年末年始の多客期にも同様の施行運用を実施し、発着枠拡
大による問題の抽出・評価を行う予定。
【航空局/中・長期】
・同時平行進入方式による検討を行い、抜本的な発着枠拡大に向け
た調整・協議に繋ぐ予定。
【北海道/短期】
・深夜・早朝時間帯の発着枠拡大について、航空会社の運航意向調
査を実施し、空港関係者や2次交通事業者などに提供。
【北海道/中・長期】
・当面の間、深夜・早朝時間帯への定期便の運航意向を把握し、２次
交通事業者との調整、空港関係者との情報共有により、発着枠の早
期の有効活用を図るための環境整備を促進。
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-2-短 期：取組の進捗状況（年度内） 中・長期：今後の対応方針（次年度以降）



主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針

地域 現状・課題 取組の進捗状況・今後の対応方針 事案番号

北海道
内空港

【空港施設の容量不足】
・空港施設（チェックインカウンター、保安検査場、CIQ審査
場、受託手荷物検査場等）の狭隘・能力不足等が顕在化。
〇新千歳空港
乗入制限・季節偏差に伴う便の集中がある上、新規就航、
増便が相次ぎ、現施設の狭隘化が進行。
〇函館空港・旭川空港
大型機材の受入れ又は複数機材の同時受入れに対応す
るだけの空港施設の容量が不足。
〇帯広空港
ビルの構造上、国内線と同時受入れができないため、国際
線の受入れ可能時間帯に強い制限がかかる。

・本道の広大な地域に分散する空港について、限られたCIQ
体制で対応する必要があるなど、CIQ体制の強化が課題。

【空港ビル会社等/短期】
・需要動向に応じた、ターミナルビル及びCIQ施設の増築・改修及び設
備の増設等を検討中。【新千歳】
・入国審査ブースを３ブースから５ブースに増設及び要員補強し2015
年8月に供用。【函館】
【空港ビル会社等/中・長期】
・空港ビル国際線旅客エリア(CIQ含む)の拡張について、2017年1月
供用予定で検討。【函館】
・市の需要予測調査結果を踏まえ、受入体制強化のための施設整備
を検討。【旭川】
・受入体制強化のため、2016年に増築工事を着工し、2017年度の
早期に供用開始予定。【帯広】
・北海道全体での受入体制を強化するため、CIQ常駐体制のない準
基幹空港における体制強化など、国に対しCIQ体制の充実を要請。
【北海道、各地元自治体】
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【北海道、各地元自治体】

北海道
内空港

【グランドハンドリング体制の充実】
・空港周辺人口の少なさや労働市場の売り手市場化により、
多くの道内空港で要員が恒常的に不足しがちなほか、必要
な資機材も十分には確保されていない。
〇新千歳空港
季節偏差が大きく、少ない要員でピーク時にも対応するた
め、新規就航やチャーター便などへの柔軟な対応に難があ
る上、急な撤退やオフピーク時の余剰人員発生のリスクを
見据え、採用増による体制強化が進まない。
〇その他の空港
国内自社便を優先させつつも、現有施設で受入可能な
国際航空便に対応するための最低限の要員は確保してい
るが、インバウンド需要の増大を背景に、施設の拡充等が
行われた場合には、体制充実のための対応が必要。

【東京航空局・道庁・航空会社等地上支援業務受託者/短期】
・インバウンドの需要増を見据え、要員・機材の拡充に着手【新千歳】
・道設置のジョブカフェや、Ｕ・Ｉターン事業などを活用した人材確保を
実施。【新千歳】
【東京航空局・航空会社等地上支援業務受託者/中・長期】
・国内人材の確保、海外人材の活用など、既存の地上支援業務受託
者の体制強化や、広域・エリア支援体制の構築を検討するほか、新規
事業者の参入を促す。
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-3-短 期：取組の進捗状況（年度内） 中・長期：今後の対応方針（次年度以降）



主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針

地域 現状・課題 取組の進捗状況・今後の対応方針 事案番号

北海道
内空港

【ターミナルビル施設の機能向上】
・離島空港を除き無料Wi-Fi設備に対応。
・他方、ID/PASSカードを受け取る国際旅客が窓口に殺到す
る混雑や、メール認証による利用開始手続きが煩わしい等、
free・Wi-Fi圏からの訪日外国人旅行者が求める利便に応
えられていない状況。

【新千歳空港ビル/短期】
・8月に、電波の弱いエリアを解消するため５箇所のAPを増設しサービス
エリアを拡大。
【旭川空港ビル/短期】
・８月末現在、館内にfree/Wi-Fiステッカー及びID/PASSを掲示・公
開したことにより、カード発行を要さない方法に改善。
【釧路空港ビル/中・長期】
・Wi-Fi設備の機能向上（認証レス化）を検討中。
【道内空港共通/長期】
・煩雑なfree・Wi-Fiの認証手続きの一元・簡易化について、整備・更
新の機会に道内及び国内の空港が連携し、「シングル・サインオン」で
利用できる接続環境を目指す。

133

北海道
内空港

【北海道内空港 アクセスの充実】
・空港アクセスは、バス・タクシー等の公共交通（新千歳は鉄
道を含む）の利用となるため、訪日外国人旅行者の需要増
加に対応するには、関係事業者間の連携・調整が不可欠。
・特にバス乗降場・待機場では、便が集中する時間帯に混雑
し、円滑な利用の支障になっている。

【空港内事業者、交通事業者、自治体等/短期】
・需要実態に合わせた空港内事業者、交通事業者、自治体等関係
者間の連携・調整の強化。
【新千歳空港】
観光・交通WG（事案№106）の対応に同じ。
【空港内事業者、交通事業者、自治体等/中・長期】
・需要動向等を見極めつつ、需要規模に見合うアクセス本数の確保、バ
ス乗降場・待機場及び駐車場などの拡張、増設を検討する。
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-4-短 期：取組の進捗状況（年度内） 中・長期：今後の対応方針（次年度以降）



航空・港湾ＷＧ（航空分野）
先行している主な取組

資料３－２

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

航空・港湾ワーキンググループ

平成２７年１２月



新千歳空港における取組

混雑時又は遅延等により便が集中した場合及び今後の増便時に現状の航空機駐機スポットでは対応が困難となる。
既存グランドハンドリング事業者においては、受託契約済みの便を前提に対応していることから、新たな便への柔軟な
対応が困難となっている。
地域住民と深夜・早朝枠拡大の合意により、国際競争力の向上及び集中する便の分散化が期待される。

課題 取組方法取組の成果
対象地域：新千歳空港

国際線の混雑する時間帯において航空機駐機スポット数が
不足しており、チャーターを断念するケースも発生

国際線航空機がエプロンから滑走路へ移動する際、国内線
の到着・出発機と輻輳することで混雑が発生

グランドハンドリングの体制不足によりチャーター便の運

関係機関：新千歳空港事務所、
北海道開発局、北海道運輸局、
北海道空港㈱、北海道庁 ほか

◆「（新千歳空港）国際航空便
の受入円滑化に向けた検討
会」を立ち上げ、諸課題の棚卸

◆８月 ターミナルビル拡張（CIQ施
設）やエプロン拡張、南側誘導路の新設
等により、国際線の受入能力を強化する
事業について、H28年度新規事業として
概算要求。（H28年度着工予定）

◆今年度中 グランドハンドリング要員
体制の強化及びＧＳＥ機材増車の実施

今後の方針：

グランドハンドリングの体制不足によりチャーター便の運
航を断念する航空会社が発生しており、グランドハンドリン
グの体制強化が必要

★発着枠が既に一杯であることにから国際線駐機スポットに
空きがある時間帯（10時・11時台）に、新たな国際便を受
け入れることができない

会」を立ち上げ、諸課題の棚卸
しとその対策を検討中
（H27.1～、8/26中間とりまと
め発表）

体制の強化及びＧＳＥ機材増車の実施

◆今年度中 定期便の運航意向調査を実
施し、空港関係者や2次交通事業者に情
報提供を行い、深夜・早朝時間帯の受入
体制を整備

★夏期多客期 （7/25、8/8～16）
10:00～20:00の臨時便・チャーター便
における発着枠拡大（32枠／時間→37
枠／時間）を試行（年末年始にも同様の
試行を実施予定）

① 国際線受け入れ能力を強化する事業の推進（平成28年度着工予定）
② グランドハンドリングについて、既存事業者の体制強化、航空ダイヤの平準化及び関係者間の連携強化、新規参入の検討

新千歳空港国際線エプロンの混雑状況★地域住民と深夜・早
朝枠の拡大（6便→30
便）に合意（H27年8
月）、早期の活用を図
っていくことが必要

GSE：ground support equipment

関係機関：新千歳空港事務所、第２航
空団、千歳管制隊

★ 「新千歳空港の今後の機能強化
に向けた検討会議」を立ち上げ、発
着枠の拡大について協議を開始
（H26.10～、発着枠拡大試行実施
（夏期、年末年始、春節)
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北海道内の地方空港における取組

空港施設の狭隘・能力不足等の問題が顕在化。
広大な地域に分散する空港を限られたCIQ体制で対応しなければならない状況。

課題 取組方法取組の成果
対象地域：函館空港、旭川空港、帯広空港など

【空港施設の容量不足】

◆空港施設（チェックインカウンター、保安検査場、CIQ審査
場、受託手荷物検査場等）の狭隘・能力不足等の問題が顕在
化。

○函館空港・旭川空港

新規路線の就航が相次ぐが、大型機材の受入れ又は複数

関係機関：北海道庁、東京
航空局、空港ビル会社、航
空会社等地上支援業務受
託者他

【空港施設の容量不足】

○函館空港

入国審査ブースを３ブースから５ブースに
増設及び要員補強し2015年8月に供用。
また、空港ビル国際線旅客エリア(CIQ含む)
の拡張について、2017年1月供用予定で検
討。

○旭川空港

今後の方針：

新規路線の就航が相次ぐが、大型機材の受入れ又は複数
機材の同時受入れに対応するだけの空港施設の容量が不足。

○帯広空港

ビルの構造上、国際線と国内線の同時受入れができない
ため、国際線の受入れ可能な時間帯に強い制限がかかる。

◆道内地方空港への国際チャーター便運航の動きが加速する
中、広大な地域に分散する空港について限られたCIQ体制で対
応しなければならないなど、CIQ体制の強化が課題。

【グランドハンドリング体制の充実】

◆道内空港でグランドハンドリングに係る要員が恒常的に不
足しがちであり、必要な資機材も十分に確保されているとは
言いがたい。

① 国際線受入体制強化のためのターミナルビル施設等の整備促進。
② CIQ常駐体制のない準基幹空港における体制強化など、国に対しCIQ体制の充実を要請。 -2-

市の需要予測調査結果を踏まえ、受入体制
強化のための施設整備を検討。

○帯広空港

受入体制強化を図るため、2016年に増築
工事を着工し、2017年度の早期に供用開始
予定。

◆CIQが常駐していない準基幹空港における体
制強化など、国に対しCIQ体制の充実を要請。

【グランドハンドリング体制の充実】

◆空港間広域支援体制構築のための支援策、国
内人材確保及び海外人材活用のための支援策を
検討。



航空・港湾ＷＧ（港湾分野）
取組の進捗状況・今後の対応方針のとりまとめ（案）

資料４－１

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

航空港湾ワーキンググループ

平成27年12月



これまでの経緯

日付 内容

平成２７年３月２３日 第１回 ２０００万人受入に向けた北海道ブロック連絡会

平成２７年６月２５日 第２回 ２０００万人受入に向けた北海道ブロック連絡会

第１回 北海道における外国人クルーズ客対応方策検討会

平成２７年９月１４日 【内容】
・課題と対応方針についての意見交換
・各港の優良事例の共有

平成２７年１０月 同検討会として、各港の対応方針について港湾管理者へのアンケートを実施

平成２７年１１月２４日

第２回 北海道における外国人クルーズ客対応方策検討会

【内容】
・各港の対応方針の意見交換
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北海道における外国人クルーズ客対応方策検討会

【目的】
外国人クルーズ客の受入強化による地域の観光振興を図るため、道内港湾管理者と関係機関が一丸となって課題解決に
取り組む

【メンバー】
・港湾管理者のクルーズ振興担当者と市町村の観光振興担当者
・旅行事業者
・北海道（総合政策部 交通政策局 物流港湾室）
・北海道運輸局（海事振興部 旅客・船舶産業課）
・北海道開発局（港湾空港部 港湾計画課）

【活動内容】
◆ 海外クルーズ船受入に関する情報の収集・発信

クルーズごとの乗船客の国籍情報等、受け入れ側に有益な情報を収集・発信する

◆ 各港における優良事例と課題の共有
海外クルーズ船の受け入れに関する各港の課題と対応方法を共有し、他港が実践している優良事例を参考に、新たな取り

組みについて検討する

◆ 海外クルーズ船対応状況見学会の企画・実施
海外クルーズ船受け入れ状況の見学会を開催する

◆ 販売代理店等へのヒアリング結果や調査結果等の共有
首都圏等の海外クルーズ船社や販売代理店等へのヒアリングや調査結果を共有することにより、各港の効果的なクルーズ船
誘致活動の実施を促す

◆ 歓迎イベント等に関する連携
複数の道内港に寄港するクルーズが実施される場合、事前に寄港地間で情報共有を図り、イベント内容の調整を行なうことで、
実施内容が重複しないバランスのとれた受入体制を整える

【事務局】
北海道開発局、北海道運輸局
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主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針

北海道 現状・課題 取組の進捗状況・今後の対応方針 事案番号

・大型船の場合、岸壁の延長・喫水等の不足により、通常クルーズ船が
利用する岸壁に着岸することができない場合は、市街地から離れた貨
物船用岸壁に着岸している。この場合、日頃から利用している貨物船
の運航を妨げることがある。また、岸壁にスクラップ等の貨物を山積みし
ている場合、景観が悪く、旅客の第一印象を大きく損ねる可能性がある。

【室蘭/短期】
・これまでは１３万トン級客船まで対応可能であったが、１６万トン級
の客船に対応するため、崎守埠頭の防舷材と係船柱を改良中（年
度内完了予定）。
【小樽・函館・釧路・開発局/中・長期】
・大型船対応施設等の整備の必要性について調査する。
【網走/中・長期】
・他の岸壁の利用について検討する。

136

１．クルーズ船対応岸壁の確保

２．クルーズ船受入時の岸壁における車両待機スペースの確保

北海道 現状・課題 取組の進捗状況・今後の対応方針 事案番号

・船舶の大型化に伴い、５０台以上のオプショナルツアーバス・市街地へ
のシャトルバス・タクシー等の対応が必要となる場合、岸壁の車両待機
スペースでは不足が生じる。

【小樽・室蘭・釧路・網走/中・長期】
・スペースが不足した場合は、岸壁近くの市有地を利用する。

※函館は対応済
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主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針

北海道 現状・課題 取組の進捗状況・今後の対応方針 事案番号

・市街地から離れた岸壁に着岸する場合、徒歩でのアクセスが行えず、
自治体の費用負担により市街地や主要駅を結ぶバスを運行しているが、
寄港回数が増えると財政負担が大きくなり、対応が困難となる可能性
がある。

【市町村・北海道・運輸局・開発局/短期】
・各港の優良事例の共有、旅行事業者との意見交換等を実施した。
【釧路/短期】
・シャトルバスの継続運行に向け船社と調整する。
【函館/中・長期】
・他港の取り組みを参考にしてシャトルバスの運行について調整する。
【網走/中・長期】
・観光施設を廻る通常の路線バスの停留所の変更（クルーズ船発着
付近）について地元バス会社と調整する。

※小樽は岸壁と市街地が近接している、室蘭は対応済
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３．クルーズ船受入時の岸壁から市街地へのアクセス手段の確保

４．クルーズ船受入時の岸壁におけるWi-Fi環境の整備
北海道 現状・課題 取組の進捗状況・今後の対応方針 事案番号

・船内のインターネット利用料が高額なため、乗客・乗員が寄港地に無
料のWi-Fi環境を求める声が多いが、岸壁周辺に十分な利用環境が
整備されていない。また、Wi-Fi環境のある飲食店等に大勢のクルーズ
客が押し寄せ、飲食せずに長時間利用する場合がある。

【市町村・北海道・運輸局・開発局/短期】
・各港の優良事例の共有、旅行事業者との意見交換等を実施した。
【函館/中・長期】
・岸壁や市街地のWi-Fi環境整備に向けて調整する。
【釧路/中・長期】
・岸壁での可動式Wi-Fiの増設に向けて調整する。
【網走/中・長期】
・可動式Wi-Fiの購入、設置等について検討する。

※小樽、室蘭は対応済
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主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針

北海道 現状・課題 取組の進捗状況・今後の対応方針 事案番号

・海外クルーズ船寄港時は、市民団体が通訳ボランティアとして観光案内
を実施している場合が多いが、毎寄港時に必要人数を確保することが
困難となっている。また、近年増加している中国人客への対応のため、
中国語対応が必要となっているが、対応できるボランティアがほとんどいな
い。

【市町村・北海道・運輸局・開発局/短期】
・各港の優良事例の共有、旅行事業者との意見交換等を実施した。
【小樽/中・長期】
・現在提供している多言語サービスの拡大の必要性について調査する。
【室蘭/中・長期】
・多言語通訳の確保を検討する。
【網走/中・長期】
・平日の通訳ボランティアの募集、地元の高校生や大学生との連携に
ついて検討する。

※函館、釧路は対応済
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５．外国人クルーズ客に対する外国語による観光案内

６．クルーズ船利用岸壁周辺における多言語に対応した案内板の設置
北海道 現状・課題 取組の進捗状況・今後の対応方針 事案番号

・市街地への案内については、多言語に対応した案内板等が岸壁周辺
にないことから、主にボランティアがパンフレットを使用して案内しているが、
船舶の大型化に伴う乗客数の増加により、ボランティアにかかる負担が
大きくなる。

【市町村・北海道・運輸局・開発局/短期】
・各港の優良事例の共有、旅行事業者との意見交換等を実施した。
【函館・室蘭・釧路・網走・運輸局・開発局/中・長期】
・多言語表示について検討する。

※現状は各港とも臨時案内板を仮設して対応中
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主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針

北海道 現状・課題 取組の進捗状況・今後の対応方針 事案番号

・船内の両替レートが高いこともあり、特にファーストポートになった場合、
外国人クルーズ客が十分な日本円を有しておらず、岸壁周辺での両替
を希望する声が多い。しかし、金融機関が岸壁周辺にない為、平日は
市街地の金融機関を案内しているが、休日の場合は案内先が無く、ク
ルーズ客の消費行動の妨げになっている。

【市町村・北海道・運輸局・開発局/短期】
・各港の優良事例の共有、旅行事業者との意見交換等を実施した。
【函館・室蘭・釧路・網走/短期】
・道内外の対応事例について情報収集する。
【運輸局/中・長期】
・移動ATM車の岸壁設置について調整する。

※小樽は一部対応済

142

７．外国人クルーズ客に対する両替対応
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８．クルーズ船受入時のＣＩＱ体制の強化

北海道 現状・課題 取組の進捗状況・今後の対応方針 事案番号

・ファーストポートとなる場合は上陸前にＣＩＱを行うが、大型船の場合
は手続きに長時間要すことがある。

【小樽・函館・室蘭・釧路・網走/中・長期】
・関係機関と情報共有等の連携強化を図る。
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主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針

北海道 現状・課題 取組の進捗状況・今後の対応方針 事案番号

・クルーズ客は広範囲で周遊する場合があるが、周辺地域には情報提供
が行われておらず、経済効果が十分に発揮されていない可能性がある。

【室蘭/短期】
・胆振７市町村と連携強化のための懇談会を開催した。
【函館・釧路・網走/中・長期】
・背後圏の観光協会等との情報共有について検討する。
【運輸局/中・長期】
・寄港実績の少ない港湾へ背後圏の観光協会等との連携について調
整を行う。

※小樽は対応済
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９．クルーズ船受入に向けた地域の連携強化
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１０．クルーズ船受入に向けた港湾間の連携強化

北海道 現状・課題 取組の進捗状況・今後の対応方針 事案番号

・北海道の港湾に複数寄港するクルーズが設定されるが、入港時のイベ
ント等は同様なものが実施される場合がある。

【市町村・北海道・運輸局・開発局/短期】
・各港の優良事例の共有、旅行事業者との意見交換等を実施した。
【市町村、北海道、運輸局、開発局/短期】
・北海道における外国人クルーズ客対応方策検討会にて歓迎イベント
の調整を行う。
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主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針

北海道 現状・課題 取組の進捗状況・今後の対応方針 事案番号

・欧米系の旅客は自然や景観、アジア系の旅客は買い物等、国籍によっ
て行動が異なる。また、カジュアルクルーズとラグジュアリークルーズ等、ク
ルーズ形態によっても旅客の嗜好が異なっている。しかし、受入れ側の
地域では、これらが考慮された体制整備が行われておらず、経済効果
が十分に発揮されていない可能性がある。

【函館/短期】
・クルーズ客の対応方法に関するセミナーを開催する。
【室蘭・釧路・網走/短期】
・国籍情報等について、通訳ボランティアや商店街などに情報提供する。
【運輸局・開発局/短期】
・クルーズ客の動静情報等を収集・発信する。

146

１１．クルーズ船の客層や国籍に応じた受入体制の整備
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資料４－２

航空・港湾ＷＧ（港湾分野）
先行している主な取組

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

航空・港湾ワーキンググループ

平成２７年１２月



クルーズ船受入に向けた港湾間の連携強化に係る取組

課題

【目的】
外国人クルーズ客の受入強化による地域の観光振興を図るため、道内港湾管理者と関係機関が一丸となって課題解決に取り組む

【メンバー】
・港湾管理者のクルーズ振興担当者と市町村の観光振興担当者

外国人クルーズ客の受入強化による地域の観光振興を図るた
め、道内港湾管理者と関係機関が一丸となって課題解決に取り
組む必要がある

北海道における外国人クルーズ客対応方策検討会 （事務局：北海道運輸局、北海道開発局）

取組の成果

北海道の港湾に複数寄港するクルーズが設定されるが、入港時のイベント等は同様なものが実施される場合がある
各港イベントの調整等、受入に関する課題解決に取り組むため、港湾管理者や観光事業者等による検討会を立ち上げ、各港の
優良事例や課題の共有を行った

本年９月に検討会を立ち上げ、海外クルーズ船受入に関する各
港の優良事例と課題等の情報共有、助成制度の紹介、観光事業者
からの意見聴取等により、各港の課題の解決を推進

・港湾管理者のクルーズ振興担当者と市町村の観光振興担当者
・旅行事業者
・北海道（総合政策部 交通政策局 物流港湾室）
・北海道運輸局（海事振興部 旅客・船舶産業課）
・北海道開発局（港湾空港部 港湾計画課）

【活動内容】
◆ 海外クルーズ船受入に関する情報の収集・発信
クルーズごとの乗船客の国籍情報等、受け入れ側に有益な情報を収集・発信する

◆ 各港における優良事例と課題の共有
海外クルーズ船の受け入れに関する各港の課題と対応方法を共有し、他港が実践している優良事例を参考に、新たな取り組みについて検討する

◆ 海外クルーズ船対応状況見学会の企画・実施
海外クルーズ船受け入れ状況の見学会を開催する

◆ 販売代理店等へのヒアリング結果や調査結果等の共有
首都圏等の海外クルーズ船社や販売代理店等へのヒアリングや調査結果を共有することにより、各港の効果的なクルーズ船誘致活動の実施を促す

◆ 歓迎イベント等に関する連携
複数の道内港に寄港するクルーズが実施される場合、事前に寄港地間で情報共有を図り、イベント内容の調整を行なうことで、実施内容が重複しない
バランスのとれた受入体制を整える

今後の方針：定期的に本検討会を開催 -1-



外国人クルーズ客に対する外国語による観光案内に係る取組

海外クルーズ船寄港時は、市民団体が通訳ボランティアとして観光案内を実施している場合が多いが、毎寄港時に必要人数を
確保することが困難となっている
クルーズ船寄港時に、地域の高校生や大学生がクルーズ客に対する通訳案内や日本文化体験等を実施し、外国人観光客から好
評だった
学校側も普段学んでいる外国語の実践の場として活用している

課題

取組方法

取組の成果
地域：北海道内港湾

北海道内の多くの港では、外国人クルーズ
客に対応する通訳ボランティアの必要人数が
（平日寄港の場合は特に）確保できず、対
応に困っている。

地域連携により外国人クルーズ客受け
入れ時の通訳案内体制を構築

函館港、室蘭港、釧路港では、市町村が地域
の学校と連携し、学生達が外国人クルーズ客に対
し、市街地での観光案内や日本文化体験によるお
もてなしを実施

今後の方針：函館港などの優良事例に倣い、他港湾においても学校等と連携した受け入れ環境の整備について検討する

取組方法

【函館市内の遺愛女子高等学校が
第７回観光庁長官表彰を受賞

（H27.10）】

英語科生徒が通訳ボランティアとして受入
に関わり、観光案内や学校を開放して書道
や茶道の体験メニューを提供する等、創意
工夫に富んだ地道な活動により、市民レベ
ルからの国際交流の推進や日本文化の発信、
魅力ある地域づくりに貢献

応に困っている。
船が着岸する岸壁だけでなく、乗客が足を
運ぶ主要駅や背後圏の主要観光地におい
ても通訳案内ボランティアのニーズが高いが、
人数が足りていない。

(小樽港の岸壁観光案内所)

解決主体：各市町村

取組内容：
外国人クルーズ客に対する通訳案内を地域の高校生や大学生が実施

(函館市街地で学生達が観光案内) (遺愛女子高等学校で書道体験)
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