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北海道ブロック連絡会の取組について え

平成27年度平成27年度

『訪日外国人旅行者数2000万人の受入に向けた
北海道ブロック連絡会』

【開催趣旨】
○来道外国人旅行者を万全の体制で迎えるべく、北海道ブロッ

ク連絡会を設置
○訪日外国人旅行者2000万人時代を見据え、北海道の受入環

境の現状と課題を把握し、必要な手立てを迅速に講じる

平成27年３月 第１回：検討体制（観光、交通、航空・港湾の
各WGでの検討)、スケジュールの決定

（道内各地域のヒアリング、課題の把握）

６月 第２回：現状・課題、対応方針の中間取りまとめ
１２月 第３回：取組の進捗状況・今後の対応方針取りま

『訪日外国人旅行者の受入に向けた
北海道ブロック連絡会』

【取組方針】
○27年度に取りまとめた各課題の解消に向けた継続的な取組の実施

⇒「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」の活用等
○各主体の取組状況のフォローアップ
○新たな課題の把握、対応方針の確認・検討

⇒各地域へのヒアリング、新たな課題・取組状況の把握
○「インフラ整備を活かした観光施策」についても積極的に把握

平成28年度平成28年度

「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成28年3月30日決定）

＜新たな目標＞ 2020年→4000万人 2030年→6000万人

６月 第２回：現状・課題、対応方針の中間取りまとめ
１２月 第３回：取組の進捗状況・今後の対応方針取りま

とめ

1.二次交通の確保

2.乗り継ぎ利便性の向上

3.宿泊施設に確保

4.無料公衆無線LAN環境

5.駐車場の確保

6.情報提供・発信

7.多言語対応

8.災害緊急時の対応体制

9.旅行消費額の拡大

10.おもてなし、日本の
習慣等の周知

11.レンタカー安全確保

12.その他

観光WG、交通WG観光WG、交通WG 航空・港湾WG航空・港湾WG

《今後のスケジュール（予定）》
平成28年12月22日：「年末とりまとめ」について本省報告
（観光立国推進本部等で報告：開催時期未定）
（観光庁HP及び北海道運輸局HPにて掲載）

平成29年4月以降 ：観光ビジョン推進地方ブロック戦略会議へ統合
平成29年6月 ：中間とりまとめ
平成29年12月 ：年末とりまとめ

1.国際線スポット不足

2.運用時間

3.発着枠の拡大

4.空港施設の容量不足

5.グランドハンドリ

ング体制の充実

6.ターミナルビル施

設 の機能向上

7.空港アクセスの充実

8.輻輳を生じる走行

導線の確保

1.クルーズ船対応岸

壁の確保

2.車両待機スペース

の確保

3.市街地へのアクセ

ス手段の確保

4.Wi-Fi環境の整備

5.外国語観光案内

6.多言語に対応した

案内板の設置

7.両替対応 等

（航空分野） （港湾分野）

平成29年度平成29年度

【取組方針】
新たな推進体制「観光ビジョン推進地方ブロック戦略会議」(※資料
５参照)の下で継続的な運営を行い、観光ビジョンの具体化を図る。

○29年度以降も各課題の解消に向けた継続的な取組の実施
⇒「訪日外国人旅行者基盤整備・加速化事業」の活用等

○各主体の取組状況のフォローアップ
○新たな課題の把握、対応方針の確認・検討
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受入環境整備推進に向けた平成２８年度観光庁予算について え

28年度
予算額
(Ａ)

27年度
予算額
(Ｂ)

倍率
(Ａ/Ｂ)

「27補正
+28当初」

「26補正
+27当初」
との比較

１．「次の時代」に向けたインバウ
ンド受入環境整備・観光産業
活性化

8,374 82 102.5 9,392 66.3
訪日外国人旅行者受入環境整備
緊急対策事業 8,000 0 皆増 9,019 皆増
産学連携による旅館・ホテルの経営
人材育成事業 322 27 12.0 322 12.0
その他 52 55 52 0.90

２．地方創生のための観光地域
づくり 6,367 1,972 3.23 6,766 2.77

1,640 304 5.40 1,890 3.41

28年度予算のポイント
⇒①受入環境整備の加速化

②地方での観光地域づくりの強化
③欧米豪向けの訪日プロモーションの強化

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業【新規】

「次の時代」に向けて、地域のインバウンド受入環境整備を支援
する補助制度を創設
訪日外国人の入国から、目的地までの移動、観光地での交流・体
験、宿泊施設での滞在まで、面的に受入環境整備を支援

（単位 百万円）

＜支援メニュー＞広域観光周遊ルート形成促進事業 1,640 304 5.40 1,890 3.41
観光地域ブランド確立支援事業 251 257 0.98 251 0.98
地域資源を活用した観光地魅力創
造事業 338 290 1.17 388 1.34
テーマ別観光による地方誘客事業 70 0 皆増 70 皆増
統計整備による観光地域づくり支援 500 460 1.09 500 0.89
観光地域動向調査事業 38 38 1.01 38 1.01
東北地方へのインバウンド推進による
観光振興【復興枠】 3,265 0 皆増 3,365 皆増
福島県における観光関連復興支援
事業 266 374 0.71 266 0.71
その他 0 250 皆減 0 皆減

３．戦略的訪日プロモーション・
MICEの誘致の促進 9,482 8,028 1.18 13,677 1.16
JNTOによるビジットジャパン事業【運
営交付金】 7,037 6,542 1.08 11,222 1.13
国と地方の連携によるビジットジャパ
ン事業 1,245 1,297 0.96 1,245 0.96
東北地方へのインバウンド推進による
観光復興事業【復興枠】 1,000 0 皆増 1,000 皆増
MICEの誘致の促進 199 190 1.05 199 1.05

４．その他（経常事務等） 322 309 1.04 322 1.04
合計 24,545 10,390 2.36 30,147 2.06

＜支援メニュー＞
１．宿泊施設不足対策・旅館等の生産性向上

―客室の洋室化・Wi-Fi整備の支援、空室情報提供の強化、タブレット
端末導入等のICTを活用した生産性向上支援 等

２．地方での消費拡大に向けた環境整備
―観光案内所の機能強化、通訳ガイドの利用促進 等

３．二次交通対策
―空港・駅・ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ等のWi-Fi整備・手ぶら観光推進の支援、多言語

ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ導入・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置・ICｶｰﾄﾞ導入の支援 等
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訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業の活用状況一覧

事業名 事業内容

事故・急病等への対応に向けた

コールセンター等の導入・活用

に向けた実証事業

道南地域におけるヘルプデスク実証事業

釧路市における外国人傷病者医療通訳導入実

験事業

都心部における観光バス路上混

雑解消に向けた巡回啓発事業

駐停車中の観光バスを巡回員が巡回啓発

観光バス乗降場での整理員による円滑誘導

決済環境整備実証事業

外国人観光客向け決済端末等の利用実態調査

外国人観光客向け決済端末等の設置実証事業

決済環境改善普及モデルセミナー

北海道における国際手ぶら観光

利用促進調査事業

道内ホテル、旅館等を対象とした国際手ぶら

観光サービス実証実験

１０月３１日現在

事業者 事業内容

全道７９施設
館内及び客室内のＷｉ-Ｆｉ整備、ト
イレの洋式化や案内表示の多言語化等

事業内容

宿泊施設の空室情報を集約して発信するための仕組
みを構築して運営し効果検証を行う

＜宿泊施設のインバウンド対応支援事業＞

＜宿泊施設の空室情報提供強化事業＞

＜地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業＞
事業者 事業の種別 事業内容

㈱JTB北海道
HP多言語表記

通常時は、近隣地域の観光情報を発信し、自然災害時には、災

害情報を多言語で発信するためのウェブサイトの作成・改修。

スタッフ研修 案内所職員を対象とした接遇マナー講習を実施。

㈱ジャパンホリ

デートラベル
スタッフ研修 案内所職員を対象とした現地視察研修を実施。

＜実証事業＞

利用促進調査事業 観光サービス実証実験

事業者 事業の種別 事業内容

北海道拓殖バス(株) バスロケーションシステムの導入
スマートフォン及び主要停留所の待合室にて全路線のバスロケ情報が
確認できるシステムを導入。

函館バス(株)

バスＩＣカードシステムの導入 全車両で全国系ＩＣカード（nimoca）が利用できる車載器を導入。

ノンステップバスの導入
函館市において外国人旅行者の乗降時負担を軽減して移動の円滑化を
図るためノンステップバス車両を導入。

旭川電気軌道(株) ノンステップバスの導入

旭川空港へのアクセスとしてノンステップバス車両を導入。

旭川市において外国人旅行者の乗降時負担を軽減して移動の円滑化を
図るためノンステップバス車両を導入。

ジェイ･アール北海道バス
(株)

ノンステップバスの導入
札幌市において外国人旅行者の乗降時負担を軽減して移動の円滑化を
図るためノンステップバス車両を導入。

北海道中央バス㈱ ノンステップバスの導入

札幌市において外国人旅行者の乗降時負担を軽減して移動の円滑化を
図るためノンステップバス車両を導入。
小樽市において外国人旅行者の乗降時負担を軽減して移動の円滑化を
図るためノンステップバス車両を導入。

北海道旅客鉄道(株) 鉄軌道駅の移動等円滑化事業 銭函駅におけるエレベータ、スロープ等の整備。

北海道中央バス(株)他６者 企画乗車船券の造成等
訪日外国人旅行者の周遊利便向上を図るため、道央地方の観光地を周
遊できる企画乗車券を造成する。

函館市企業局
ＩＣカード等事業 全国系ＩＣカードの利用を可能とするシステムの導入。

多言語化・可変式情報表示装置
可変式情報表示装置（運賃表示器）の多言語化。
可変式情報表示装置（行先表示器）の多言語化。

合同会社小樽カナルボート 案内放送の多言語化 運河クルーズ船内での案内放送多言語化。

新日本海フェリー(株)
無料公衆ＬＡＮ環境事業 新潟～小樽航路に就航予定の新造船１隻に無料公衆ＬＡＮを整備。
船内座席の個室寝台化 長距離フェリーを宿泊施設として活用する目的で座席の寝台化を実施

道南いさりび鉄道(株)
インバウンド対応型鉄軌道車両整
備事業

車両検査にあわせ多言語化案内をあわせて実施。
概算総事業費額 ５億７千万円
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＜交通サービス調査事業＞
事業者 事業の種別 事業内容

北海道登別洞爺広

域観光圏協議会
調査事業

大型客船等の利用客である外国人旅行者

に対し、移動動態等調査を実施。

富良野市 調査事業

外国人旅行者の滞在の長期化を目的とし

て、市内の観光拠点と市街地との間の交

通に関する利用状況調査等を実施。

弟子屈町 利用促進事業
観光周遊パス（弟子屈エコパスポート）

及びその宣伝ツールを多言語化。

＜交通サービス利便向上促進等事業＞

※宿泊施設のインバウンド対応支援事業、宿泊施設の空室情報提供強化事業は除く



観光、交通ＷＧ 経過概要
ヒアリング調査：全道18地区（20会場）にて実施（参加351名）
アンケート調査：観光WG：総回答数94件 / 交通WG：総回答数145件

１２７課題抽出

○観光客の増加に対する供給不足
１．二次交通の確保 ３．宿泊施設の確保

２．乗り継ぎ利便性の向上

４．無料公衆無線ＬＡＮ
環境

５．駐車場の確保

６．情報提供・発信

７．多言語対応
８．災害緊急時の対応体制

９．旅行消費額の拡大

１０．おもてなし、日本の
習慣等の周知

１１．レンタカーの安全確保

○旅行消費額の増加・リピーターの確保のためのサービス向上

１２．その他

12
項
目
に
分
類

北海道の受入環境の
課題を網羅的に把握平

成

27

年

度

【ポイント】 各項目内の中分類についても、追加・再編を行い、再整理を実施

年

度

①新たに9地区にて114人にヒアリングを実施、②新たに「インフラの整備・利活用」の項目追加

８４の課題を追加

○観光客の増加に対する供給不足
１．二次交通の確保 ３．宿泊施設の確保

２．乗り継ぎ利便性の向上

４．無料公衆無線ＬＡＮ
環境

５．駐車場の確保

６．多言語での情報提
供・発信

７．スタッフ等の多言語人
材の充実

８．災害緊急時の対応体制

９．旅行消費額の拡大
１０．おもてなし、日本の

習慣等の周知

１１．レンタカーの安全確保
○旅行消費額の増加・リピーターの確保のためのサービス向上

１３．その他

13
項
目
に
再
分
類

新たな課題の把握平

成

28

年

度

１２．インフラの整備・利
活用
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現状・課題の再整理
【平成２７年度】
１．二次交通の確保
①二次交通網の整備
②バスの運転手確保
③イレギュラーな運航時の
対応

２．乗り継ぎ利便性の向上
①周遊パスの導入
②バスロケ、検索システムの
導入
③大型荷物の対応

３．宿泊施設の確保
①ピーク時の対応
②耐震改修
③イレギュラーな運航時の
対応

４．無料公衆無線LAN環境
①Wi-Fi環境の整備

５．駐車場の確保
①バス駐車場の確保

６．情報提供・発信
①新千歳空港観光案内所
の整備
②HP、案内表記の充実
③観光案内所の充実

７．多言語対応
①拠点における多言語対応
②通訳ガイド、通訳案内士
の不足
③ドライバーの多言語対応
④人材確保等多言語全般

８．災害緊急時の対応体制
①災害時対応
②傷病等緊急時対応

９．旅行消費額の拡大
①土産品の検疫と免税店
の拡大
②海外のキャッシュカードが
利用可能なATMの不足
③一歩踏み込んだサービス

１０．おもてなし、日本の
習慣等の周知

①外国人旅行者へのマ
ナー周知
②ニセコ地区の深夜等の
案内
③ムスリム対応
④受入体制
⑤スキー

１１．レンタカーの安全確保
①安全運転啓発

１２．その他

【平成２８年度】
１．二次交通の確保
①二次交通網の整備
②バスの運転手確保
③イレギュラーな運航時の
対応

２．乗り継ぎ利便性の向上
①周遊パスの導入
②バスロケ、検索システムの
導入
③大型荷物の対応
④ＩＣカードの導入

３．宿泊施設の確保
①宿泊施設の不足対策
②耐震改修
③イレギュラーな運航時の
対応

４．無料公衆無線LAN環境
①Wi-Fi環境の整備

５．駐車場の確保
①貸切バス・レンタカー等の
駐車場の確保

６．多言語での情報提供・
発信
①新千歳空港観光案内所
の整備
②HP、案内表記等多言語
での情報発信
③観光案内所の充実

７．多言語人材の確保・
充実

①スタッフ等の多言語人材
の充実
②通訳ガイド、通訳案内士
の不足
③ドライバーの多言語対応

８．災害緊急時の対応体制
①災害時及び傷病等緊急時対応

９．旅行消費額の拡大
①土産品の検疫と免税店の拡大
②決済環境整備（両替対
応の充実含む）

１０．おもてなし、日本の習慣等
の周知

①外国人旅行者へのマナー周知
②受入体制及びおもてなし意識
の向上
③ムスリム対応

１１．レンタカーの安全確保
①安全運転啓発及びトラブ
ル防止

１３．その他

緑字：平成２８年度において他項目に編入により削除した中分類 赤字：平成２８年度において新たに新設した項目及び中分類 黄色：２８年度において前年度から名称変更した項目及び中分類 5

１２．インフラの整備・利活用
①広域幹線道路網の整備
②観光渋滞対策
③魅力的な観光空間の創出
他



１－③ イレギュラーな運航時対応（交通 ）

１－② バス運転手確保

１－① 二次交通網の整備

２－② バスロケ、検索システムの導入

２－① 周遊パスの導入

２－③ 大型荷物の対応

３－③ イレギュラーな運航時対応（宿泊）

３－① 宿泊施設の不足対策

４－① Wi-fi環境の整備

５－① 貸切バス・レンタカー等の駐車場の確保

重
要
度

高

６－① 新千歳空港観光案内所整備

６－② ＨＰ、案内表記等多言語での情報発信

６－③ 観光案内所の充実７－① スタッフ等の多言語人材の充実

９－① 土産品の検疫と免税店の拡大 ７－② 通訳ガイド、通訳案内士の不足

３－② 耐震改修

重要な課題ですぐに着手が可能なもの 重要な課題だが継続的な取り組みが必要なもの

時間軸・重要度による整理（グラフ）

２－④ ICカードの導入

重
要
度

時間軸
長期

７－③ ドライバーの多言語対応

８－① 災害時及び傷病等緊急時対応

９－① 土産品の検疫と免税店の拡大

９－② 決済環境整備（両替対応の充実含む）

１０－① 外国人旅行者へのマナー周知

１０－② 受入体制及びおもてなし意識の向上

７－② 通訳ガイド、通訳案内士の不足

短期的な課題解決が容易なもの 重要度が低く中長期的に取り組むもの

６

１０－③ ムスリム対応

１１－① 安全運転啓発及びトラブル防止 １２－① 広域幹線道路網の整備

１２－② 観光渋滞対策 １２－③ 魅力ある観光空間の創出



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）
重要度：高 時間軸：長１－① 二次交通の確保【二次交通網の整備】

地域 現状及び課題

北海道

・「観光施設との間でのバスの便が悪い」「路線バスの本数が少ない」「JRや空港からのバスの乗り継ぎが悪い」等、FITの増加に対応できていない。
・観光客にも使いやすい公共交通手段の確保が必要。
・道東の足の弱さを路線バスで強化したいと思うが課題は大きい。
・新運賃制度では隣の町から車を持ってくるだけでも運賃が変わるため、実態に合わないところがある。
・海外からの旅行はコース設定が大雑把で大幅な変更があり、新運賃制度ではこまめな対応が出来ない。

ニセコ地域 ・夏季と冬季の繁閑の差が激しく、繁忙期にあわせた輸送供給力を確保できず、冬季繁忙期においてはタクシーが慢性的に不足している。
・最終バスの運行後に繁華街からホテルまでの交通手段がなく、交通事業者における運転手不足もあり、十分な対応が出来ていない。

白老町 ・JR白老駅に停車する特急列車はL特急すずらんが１日片道５本のみである。
・また、白老町と新千歳空港及び札幌間を直接結ぶ高速バス路線もない状況。

小樽市 ・冬のニセコ地域の観光客を呼び込みたいが、公共交通機関の不便さがあるため、冬期間だけでもJRの増便が必要。

紋別市 ・外国人観光客が多く来訪する2月、7月、8月は、道央エリアから紋別市を含む道東エリアまでの貸切バスの不足等の問題が発生している。紋別市 ・外国人観光客が多く来訪する2月、7月、8月は、道央エリアから紋別市を含む道東エリアまでの貸切バスの不足等の問題が発生している。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道

観光振興機構
JR北海道
バス協会

緊急対策事業にて二次交通実証実験の本格運行を支援
地域公共交通ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ及び人材育成研修実施

春節等に向け貸切ﾊﾞｽ営業区域拡大に関する調査

継続的にｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、人材育成研修、ｾﾐﾅｰ等により交通施策を支援継続的にｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、人材育成研修、ｾﾐﾅｰ等により交通施策を支援

継続的に定期的な貸切ﾊﾞｽの需給状況調査を実施継続的に定期的な貸切ﾊﾞｽの需給状況調査を実施

新幹線二次交通等整備事業補助金にて支援
新幹線開業後における道内旅客流動調査実施

継続して路線バスなど地域交通の維持・確保に向けた取組を推進継続して路線バスなど地域交通の維持・確保に向けた取組を推進
道内旅客流動調査の結果を踏まえ二次交通の充実に向けた検討・取組を実施道内旅客流動調査の結果を踏まえ二次交通の充実に向けた検討・取組を実施

広域観光推進事業にてﾊﾞｽ実証運行等の支援強化 継続的に支援を行い、情報発進力の強化を図る

継続的に繁忙期における増結、臨時列車に運行を実施・検討するとともに流動の円滑化を図る取組を実施

継続的に貸切ﾊﾞｽ新運賃・料金制度の周知を行うと共に旅行業界・ﾊﾞｽ協会連絡会を開催

新幹線開業戦略推進会議において関係機関と連携

継続的に訪日外国人旅行者受入基盤整備・加速化事業等により支援継続的に訪日外国人旅行者受入基盤整備・加速化事業等により支援

H28年度12月～3月まで岩内余市圏ﾀｸｼｰ事業者に倶知安圏の申請を認める措置を実施、H29年度の対応策も検討

7

ひがし北海道エリアにて周遊ﾊﾞｽ運行の実証実験 H28年度の実証運行のｱﾝｹｰﾄ調査結果を基に民間事業者運行実現に向けた検証実施H28年度の実証運行のｱﾝｹｰﾄ調査結果を基に民間事業者運行実現に向けた検証実施



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

１－② 二次交通の確保【バス運転手の確保】
地域 現状及び課題

北海道
・バスはあるがドライバーがいないという理由で断られる。
・長時間拘束など労働環境が厳しいため、募集しても応募が少なく、ドライバーの高齢化が進んでいる。
・二種免許取得まで時間がかかり、新卒者の人材確保が出来ない。
・地域によっては外国人の応募もあり、二種免許取得要件緩和や運転免許制度の改正はできないか。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道
貸切バス乗務員のスキルアップセミナー開催

重要度：高 時間軸：長

継続的に北海道を支える人材の育成・確保事業（貸切バス）により人手不足解消に向けた体制の整備を図る

運輸支局長による高等学校訪問を実施 継続的に労働力確保に向けた各種取組を実施

貸切バス乗務員のスキルアップセミナー開催

１－③ 二次交通の確保【イレギュラーな運航時の対応】
地域 現状及び課題

千歳地区
・イレギュラーな運航の発生や運航遅延により旅客が航空機を利用できない場合、航空会社がバス会社・タクシー会社と直接交渉して手配しているが、確保が難しい。
・また、路線バス・貸切バス・タクシーなどの既存の二次交通は、勤務ローテーションや運転手・車両の不足によりイレギュラー時に十分な供給が確保できない。
・新千歳空港のタクシー乗り場については、整理員を配置しルール遵守確保に努めているが、乗り場が混雑している中、ルールを遵守しない事業者が多数いる。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

空港事務所

航空会社・交通事業者間ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄの検証等

航空会社・交通事業者間ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄの検証等

重要度：高 時間軸：短

H28年度12月～2月まで札幌交通圏、恵庭市、苫小牧交通圏ﾀｸｼｰ事業者に新千歳空港構内
の申請を認める措置を実施し、H29年度の対応策も検討

8



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

２－① 乗り継ぎ利便性の向上【周遊パスの導入】
地域 現状及び課題

北海道
・ＪＲ北海道には「ジャパンレールパス」という周遊パスがあるのに対し、バス（都市間・路線）においては、一部のバス会社における取組にとどまり、道内全体のバス路
線をカバーする「周遊パス」がなく、観光客のバス利用が進んでいない。

・運賃の支払いの簡便さ、乗り継ぎの利便性から、全道の都市間バスを繋ぐパスの発行はできないか。

音更町 ・都市間バスがあるなら、それを含んだPRや周遊パスを作らないと目的地に行けるかどうか分からない。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

バス協会

緊急対策事業及びPRにより支援 H28年度のバス事業者による実証運行を踏まえ本格導入や各地域への展開に向け関係者間で検討

重要度：高 時間軸：長

11月～3月に道央圏の外国人向け周遊ﾊﾟｽを
試験販売 周遊ﾊﾟｽ導入に向けた支援等の取組を実施バス協会

２－② 乗り継ぎ利便性の向上【バスロケ、検索システムの導入】
地域 現状及び課題

北海道
・バスの運行状況システム（バスロケ）は運行本数の少ない地域では、より必要性が高いため、早急に導入を検討すべき。
・現在のホームページなどによる検索システムは、バス停の名称しか表示しておらず、目的地に行くにはどこで降りていいのか分かりづらいため、目的地検索機能を有する
システムが必要。また、これらの検索システムは訪日外国人が使用できるよう、多言語化が必要。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道
バス協会

ｼｽﾃﾑ拡大に向け情報収集及び意見交換を実施

支局にて管内の導入状況の把握、導入促進を実施

継続的に関係機関と連携し普及拡大に向けた取組を実施

ICTを活用したバス情報提供システムの普及促進

継続的にﾊﾞｽロケ等情報提供高度化事業に関する検討会を開催し、導入促進に向けた取組を実施

重要度：高 時間軸：長

情報収集の継続実施

試験販売 周遊ﾊﾟｽ導入に向けた支援等の取組を実施

9



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

２－③ 二次交通の確保【大型荷物の対応】
地域 現状及び課題

北海道

・海外から到着後、ストレスなく宿泊ホテルへ荷物が運ばれていればお客様の満足度向上につながる。
・「EV等の未設置」「車両内の荷物置き場不足」「大型コインロッカーの不足」等により、大型のスーツケースを持った水平・垂直移動に多大な労力を要する。
・路線バス車内に大量の荷物を積み込むため、乗車人員が定員の半分や1/3となっている事例もある。
・特に冬道などスーツケースのキャスターが機能しないため、持ち歩きに苦労している旅行者が多い。
・手ぶら観光（宅配）とコインロッカー設置とどちらを優先的に進めるべきか難しい。

函館市 ・市電の利用に際し大型のキャリーケースが主流となっており、通行の妨げとなることから遅延の原因となっている。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局
前年度の調査結果を踏まえ普及促進を支援

H28年度に実証事業において設置された推進・普及に関する検討会議において継続的に取組を推進空港混雑緩和に向けた国際手ぶら観光実証事業実施
緊急対策事業等により手ぶら観光ﾛｺﾞﾏｰｸ普及促進

重要度：高 時間軸：短

JR北海道

H28年度に実証事業において設置された推進・普及に関する検討会議において継続的に取組を推進

各駅にて臨時ﾛｯｶｰの設置を予定

同日宅配事業及び荷物預かり事業について検証し、今後の拡大、継続の可否を検討

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法の基準に基づき、対象駅の選定を進め、関係者と連携を図りながら対応ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法の基準に基づき、対象駅の選定を進め、関係者と連携を図りながら対応

特急北斗の一部車両に仮設の荷物置場を増設

昨年行った新千歳空港から札幌駅周辺ホテルへの同
日宅配ｻｰﾋﾞｽを春節期にｴﾘｱを拡大して実施
昨年行った新千歳空港から札幌駅周辺ホテルへの同
日宅配ｻｰﾋﾞｽを春節期にｴﾘｱを拡大して実施

空港混雑緩和に向けた国際手ぶら観光実証事業実施

国の補助制度を活用し銭函駅のﾊﾞﾘﾌﾘ化を推進

２－④ 乗り継ぎ利便性の向上【ICカードの導入】
地域 現状及び課題

函館市 ・東京駅で来る人やリピーターを中心に公共交通機関のICカードのニーズが高まっている。

小樽市 ・小樽を越えるとバスのICカードが使えなく不便。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局
JR北海道

重要度：高 時間軸：長

緊急対策事業により函館バスのシステム導入を支援 必要に応じ関係者において協議の場を設置

H28年度に余市駅にIC情報を取り消す端末の設置及び、継続的に小樽以降はICを利用できないことを広告等において周知H28年度に余市駅にIC情報を取り消す端末の設置及び、継続的に小樽以降はICを利用できないことを広告等において周知 10



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

３－① 宿泊施設の確保【宿泊施設の不足対策】
地域 現状及び課題

北海道 ・札幌、ニセコといったインバウンド客の宿泊施設不足が顕著に現れている地域のほか、日本人客のピークシーズンに影響され外国人客も 予約が取れない状況は、
函館地区、千歳地区、十勝川温泉地区、富良野・美瑛地区、層雲峡地区、阿寒地区などでも発生。

道央圏 ・オンシーズンは要望があったとしても道央圏、とりわけ札幌市中心のホテルが取りづらい。

ニセコ地域 ・スキーシーズンの宿泊客は全体の７２％が外国人となっており、冬季は飽和状態となり予約を断っている。

洞爺湖町 ・中小の宿泊施設は後継者が不足しているため、廃業に至る施設もある。

小樽市 ・宿泊施設の稼働率も上がってきており、ショルダー期である秋においても宿が取れない時期があった。
・小樽は宿泊キャパが少ないが、土地が少なく新規ホテルが進出しづらい背景がある。

スケジュール

重要度：高 時間軸：長

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道

観光振興機構

ニセコ町
倶知安町

帯広市

VJ事業等により広域分散化・平準化を推進
中小宿泊施設の空室情報の提供促進実証実験

VJ地方連携事業及び広域観光周遊ﾙｰﾄ形成促進事業により広域分散化・平準化を推進

閑散期及び道央以外地域の魅力を情報提供

地域連携国際観光ﾙｰﾄ創出事業により受入体制整備

継続的に市場・ニーズに応じた観光プロモーションを展開
海外アンケートや各種調査結果を活用し継続的に地域の受入体制を整備

空間調査により宿泊施設を含むｷｬﾊﾟｼﾃｨを検討 空間調査結果を基にエリアのキャパシティコントロール等を検討

プライムロードひがし北海道推進協議会事業への参加や、釧路市・網走市とひがし北海道３市として連携したプロモーションにより道東への誘客促進

観光関連施設等投資促進事業実施
北海道就業サポートセンター事業を継続的に実施

観光関連投資の情報収集を継続的に実施

緊急対策事業により宿泊施設のインバウンド対応化、長距
離ﾌｪﾘｰの宿泊施設化を支援

継続的に民間事業者による良好な開発を進めるため、各種法令の適正執行を実施

継続的に受入基盤整備・加速化事業等において支援を実施
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

３－② 宿泊施設の確保【耐震改修】
地域 現状及び課題

北海道
・耐震診断義務づけ対象の大規模なホテル旅館にて、耐震改修が必要になる可能性。
・北海道の大規模温泉旅館は大広間があり、そのようなホテルは、修学旅行生の受入をしていることが多いため、耐震問題で長期休業が発生した場合、修学旅行生
を受けきれなくなる恐れがある。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道
中小企業総合振興資金「経済環境変化対応資金：防災・減災貸付（耐震改修対策）」による融資の円滑化を実施

継続的に道内宿泊施設の情報把握及び関係者間での検討を実施

民間大規模建築物の所有者が行う耐震改修工事を支援する市町村への経費の一部補助を実施

重要度：高 時間軸：長

北海道

３－③ 宿泊施設の確保【イレギュラーな運航時の対応】
地域 現状及び課題

千歳地区 ・イレギュラーな運航の発生や運航遅延により旅客が航空機を利用できない場合、航空会社が宿泊施設と直接交渉して手配しているが、確保が難しいことがある。
・各宿泊施設に個別に空室の確認を行うことは非常に煩雑かつ非効率。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

千歳市
空港事務所

航空会社・宿泊施設間ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄの検証等

市内ﾎﾃﾙのリスト更新及び情報共有を実施

防災拠点建築物となるホテル等の所有者が行う耐震改修工事を支援する市町村への経費の一部補助を実施

航空会社・宿泊施設間ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄの検証等

重要度：高 時間軸：短
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中小宿泊施設の空室情報の提供促進実証実験



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

４－① 無料公衆無線LAN環境【Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備】
地域 現状及び課題

北海道

・Wi-Fi環境の整備は不十分。とりわけ、都市部を除き、光回線が整備されていない地区のWi-Fi環境整備が困難（回線数が少なくパンク状況）。
・言語対応策として人材教育も必要だが、IT活用したインフラ整備による言語対応も重要。しかし、設備投資が大変なため補助が必要。
・道東は移動時間が長いので、移動中でのＷi-Fi環境充実が必須。
・特に、外国人観光客にとって、無くてはならないアイテムである。
・外国人によるレンタカー観光客に対して、適切な道路情報や地域情報の発信を行える環境整備が必要。

札幌市 ・国営滝野すずらん丘陵公園内でWi-Fi設置箇所が１箇所しかなく、広い園内で不都合が生じている。
・大通駅構内２箇所で行っているアクセス数などのデータ収集を基に、市内中心部の他の駅へのエリア拡大を検討していくことが課題。

ニセコ地域 ・各施設が個別にWi-Fi環境を整備してきたため利用者が困惑している。

帯広市 ・主要観光地が郊外に点在しており、無料公衆無線LANの環境整備が難しい。

実施主体 スケジュール

重要度：高 時間軸：短

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道開発局
北海道
北海道
観光振興機構
ニセコ町
倶知安町

札幌市

帯広市

広域観光周遊ﾙｰﾄにて移動Wi-Fi実証調査実施

緊急対策事業により宿泊施設等への導入を支援

広域観光周遊ルート協議会を活用して整備を促進

FONによるWi-Fiｼｽﾃﾑ普及（150台増設） 継続した普及活動を実施

SIMｶｰﾄﾞの販売支援も検討

NTT東日本に続きKDDIｸﾞﾙｰﾌﾟと連携協定 連携協定に基づきWi-Fi環境の整備促進及び無料Wi-Fiの普及促進を実施
道内公共施設30箇所を整備及び説明会開催

国営滝野すずらん公園内のWi-Fi2基増設

ｽﾎﾟｰﾂ施設でのCity Wi-Fi運用開始 City Wi-Fi使用可能エリアの見える化による周知を継続

観光施設へのWi-Fi整備呼びかけや整備に係る支援策等の積極的な情報発信及び市管理施設の整備を実施

訪日外国人旅行者受入基盤整備・加速化事業等により継続的に支援を実施

民間事業者への初期費用補助 H28年度のWi-Fi設置補助事業を踏まえた事業の継続検討

道の駅SPOT(Wi-Fi)の設置107駅(直轄完了) 道の駅SPOT(Wi-Fi)の設置全117駅完了(補助完了)
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

５ー① 駐車場の確保【貸切バス・レンタカー等の駐車場確保】
地域 現状及び課題

札幌市
小樽市

・札幌市内における市街地観光（道庁赤レンガ札幌時計台、テレビ塔など）や買い物・食事（すすきの・狸小路など）の際、貸切バスによる指定乗降場所での長
時間駐車や路上駐車が横行しており、交通渋滞や事故の誘発など、危険な状態。

・食事等の場所の近くからバスに乗車したいとの要望もあり、貸切バス事業者としては受けざるを得ない状況。
・市営待機場などは18:00で営業が終了しており、夜間営業の待機場の整備及び市内駐車場の絶対数が不足。
・小樽市も駐車場の絶対数が不足。

函館市 ・一部地域において7:30～9:00頃にホテル前の駐車が多く、通勤ラッシュの時間帯と重なっているため危険な状態。近くに広い駐車場がなく、解決が困難。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局 観光ﾊﾞｽ路上混雑解消に向けた巡回啓発事業実施 関係者と連携して継続的に路上混雑解消に向けた取組を検討

巡回啓発事業結果を踏まえ啓発業務の継続を検討運輸局の巡回啓発と連動した乗降場整理員の配置

重要度：高 時間軸：短

札幌市

小樽市
バス協会

円滑利用を目的に乗降場付近への看板設置

冬季ﾊｲｼｰｽﾞﾝに臨時待機場を確保

観光客動態調査を基に駐車場のﾆｰｽﾞを把握

巡回啓発事業結果を踏まえ啓発業務の継続を検討運輸局の巡回啓発と連動した乗降場整理員の配置

継続的に札幌市と連携して駐車場確保対策を図る

継続的に動態調査等を行い、駐車場の受入環境について情報収集を実施

６－① 多言語での情報提供・発信【新千歳空港観光案内所整備】
地域 現状及び課題

千歳市 ・新千歳空港では多言語かつ全道エリアに対する空港内観光案内所が不足している。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道
観光振興機構

10月に国際観光案内所を設置 観光案内業務以外の収益事業の実施を含め検討

重要度：高 時間軸：短

既存待機場の有料化及び24時間営業化により民間事業者の参入を促進
民有地等を活用した臨時待機場の確保及び路上活用の検討
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）
６－② 多言語での情報提供・発信

【ＨＰ、案内表記等の多言語での情報発信】 重要度：高 時間軸：短
地域 現状及び課題

北海道

・スマートフォンを活用したバスの利用サイトを構築したが、多言語化が課題。
・FIT観光客が目的地にたどり着けず、問い合わせが来ることが多い。
・バスの系統が複雑で、外国人には理解しがたい。
・一般の路線バスについて、外国語表記が進んでいない。
・観光地の名称は重要だが、多言語表記の統一が進んでいない。
・情報発信は地域で色々やっているが、まだ伝わっていない。
・日本語サイトをそのまま翻訳しているケースが多いが、きめ細やかな情報発信や広域連携が必要。

網走市、大空町 ・FITのレンタカー利用増えているが、ナビの使い方が分からない外国人もおり、案内看板の多言語表示の改善が必要。

紋別市 ・紋別市案内サイトの情報が十分でない。

旭川市 ・旭川駅の表示看板が不足しており観光情報センターに行くまでのサインが分からない。動物園乗場にむかうサインも分かりにくい。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道

観光振興機構
バス協会
紋別市

釧路市

外国語表記整備及び案内所機能拡充調査事業実施 観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ周知により統一表記を促進

継続的に英語表記未対応な既存標識について多言語化を実施

飲食店等の情報をまとめたHPの多言語化を実施

継続的にﾊﾞｽﾛｹ等情報提供高度化事業に関する検討会を開催し多言語化を実施

継続的に昨年度ﾘﾆｭｰｱﾙしたWebｻｲﾄのﾕｰｻﾞｰ拡大に向け他事業（海外向け映像制作やSNSｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ発信等）との連携強化

H28年度に完成したHPの周知を実施

庁内のｻｲﾝ等多言語化検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑにお
いてｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを策定 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づく整備の推進を図る

社会資本整備総合交付金にて真駒内公園・ｵﾎｰﾂ
ｸ公園の案内ｻｲﾝ等の多言語化を実施

継続的に社会資本整備総合交付金を活用し公園標識の老朽更新にあわせて多言語化を検討
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旭川市 ・旭川駅の表示看板が不足しており観光情報センターに行くまでのサインが分からない。動物園乗場にむかうサインも分かりにくい。

緊急対策事業にて弟子屈町HPの多言語化を支援 訪日外国人旅行者受入基盤整備・加速化事業等により継続的に支援を実施



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

６－③ 多言語での情報提供・発信
【観光案内所の充実】

地域 現状及び課題
北海道 ・現状では「道の駅」への外国人来訪は特定の場所に集中するなど、外国人観光案内所の導入について躊躇している状況。

帯広市
・昨年から温泉目的以外の旅行者が増加しており、観光案内所への来所が増加し、FITの急増を実感している。
・案内機能として増加する外国人に十分な対応ができていない。
・人材不足で募集をかけているが配置できていない。

伊達市 ・外国人対応可能な観光案内所が無いことから、日本人対応しか行わない案内所（道の駅）が案内を行っている。
・周辺地域の観光案内や情報提供等の対応が遅れている。

弟子屈町
・外国人対応可能な観光案内所として、日本政府観光局（JNTO）が認定する観光案内所が１件設置されている。
・JR摩周駅及び川湯温泉市街（川湯ふるさと館）に観光案内所を設置されている案内所は、認定要件に満たないためJNTOの認定申請はしていないが、問い合
わせがあった際は、多言語パンフや電話通訳を利用した観光案内を行っている。

紋別市 ・観光協会など窓口は設置しているものの、多言語を話す職員がないため、筆談での対応が多い。

重要度：高 時間軸：長

紋別市 ・観光協会など窓口は設置しているものの、多言語を話す職員がないため、筆談での対応が多い。

十勝・道北
・日高 ・JNTO認定外国人観光案内所のないエリアもあり、観光情報の提供が遅れている可能性がある。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道開発局
北海道 他
帯広市

紋別市

緊急対策事業により観光案内所の機能向上に
向けた支援を実施

外国語ｽｷﾙを持った人材による案内機能を強化

継続的に訪日外国人旅行者受入基盤整備・加速化事業により支援を実施

外国人観光客受入研修の実施

継続的に外国人観光客の受け入れ対応におけるホスピタリティの充実を図る

継続的に観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや観光関連の職員を対象に英会話教室を実施
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「道の駅」への外国人観光案内所の普及促進
英語版・繁体字版リーフレットの配布

「道の駅」への外国人観光案内所の普及促進・リーフレット配布「道の駅」への外国人観光案内所の普及促進・リーフレット配布
外国人向け「道の駅」スタンプラリー試行外国人向け「道の駅」スタンプラリー試行



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

７－① 多言語人材の確保・充実【スタッフ等の多言語人材の充実】
地域 現状及び課題

北海道

・インバウンド旅客に対するJR券販売や案内のために新千歳空港、札幌駅内に「外国人インフォメーションデスク」を平成17年に設置している。
・繁忙期には通訳アルバイトを雇用しインバウンド旅客への案内をしている。
・駅における案内内容において、JR情報の案内よりも駅地元の観光情報案内にも多くの時間がかかっており、適切な案内業務に支障をきたす事象が発生。
・外国語対応能力（人材確保）の解決策として、外国人労働の研修制度の検討をお願いしたい。
・研修制度についてサービス業の実習期間は1年であるが、3年または5年にしてほしい。

宗谷地域 ・フェリーの乗船窓口は十分な外国語対応が出来ていないため、乗船時など混雑が予想される場面において十分なサービスを提供できていない。
・駅前ターミナルで期間限定でタブレットによる通訳を実施しているが、スピード感の問題があり、多言語スタッフの充実が必要。

旭川市 ・旭山動物園内の業者には外国語対応をプロポーザルの条件にしているが人材が見つからない。
・JRに外国語対応出来る人材がいないため、緊急時に多言語でのアナウンスができない。

実施主体 スケジュール

重要度：高 時間軸：短

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局
観光振興機構

ＪＲ北海道

礼文町

旭川市

JR初心者ｶﾞｲﾄﾞの更新及びﾏﾅｰ情報の発信

外国語人材の代替ツールを引き続き検討

ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ向けおもてなし講座開催

24時間体制の電話通訳ｻｰﾋﾞｽの継続

必要に応じ外国語人材のｱﾙﾊﾞｲﾄ又はスタッフを配置

外国語の構内放送音源、掲示用文言の提供

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ（合計45種類）の継続展開

各駅特性に合わせた通訳ｱﾙﾊﾞｲﾄを配置

ﾀｰﾐﾅﾙ内での多言語ｱﾅｳﾝｽ、ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ活用の案内板設置を検討

継続的に留学生スキーインストラクター養成プロジェクトを実施

継続的に「地域観光振興事業」「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」において外国語併記の観光案内板の整備や実践的研修の実施

ﾀｰﾐﾅﾙや船内の多言語化等を検討 食堂・売店内ﾒﾆｭｰ・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝの多言語化推進

継続的に動物園内で業務している事業者を含め人材確保に努める 17



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

７－② 多言語人材の確保・充実【通訳ガイド、通訳案内士の不足】
地域 現状及び課題

北海道 ・体験メニューの増加、FIT旅行者の増加、国籍の多様化などにより、外国語で体験やストーリーを伝えるガイドが不足しており、本来の魅力を伝えきれずリピーター獲得
の機会を逃している。

網走市 ・食や景観、歴史・文化をテーマとした施設等の観光施設を有している反面、外国人ニーズの高い体験型観光に対するガイドの人材不足やスキル向上が課題。

美瑛町 ・通年観光にするために体験ガイドの養成が必要。
・冬はアクティビティ体験の要望が来ているが、ガイドが1人しかいない状況。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局
北海道

重要度：高 時間軸：長

継続的に留学生スキーインストラクター養成プロジェクトを実施

継続的に「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」において通訳案内士等研修会を実施

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道

ハイヤー協会

北海道
観光振興機構
網走市

７－③ 多言語人材の確保・充実【ドライバーの多言語対応】
地域 現状及び課題

北海道 ・従来は団体ツアーがほとんどであり、添乗員もいるためコミュニケーションそれほど苦労しなかったが、FITの増加・多国籍化に伴い、ドライバーによる言語対応の機会が増
え、その対応に苦慮している。

「実践的ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞおもてなし育成事業」によりﾀｸ
ｼｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ等観光人材の育成研修を実施 継続的に観光人材の育成を実施

重要度：低 時間軸：長
外国人観光客のﾆｰｽﾞ把握の実態調査実施 ﾆｰｽﾞ調査に基づく関係者の意識醸成やスキル向上に取り組む

指さし会話ｼｰﾄ、片言英会話集等を事業者に配布

継続的に「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」において通訳案内士等研修会を実施

外国人対応者研修会にﾀｸｼｰ乗務員が参加
ﾀｸｼｰ乗務員認定機構が行っている認定制度において、ｺﾞｰﾙﾄﾞ認定の乗務員を一人でも多く誕
生させるよう取組を推進

18



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）
重要度：高 時間軸：長８－① 災害緊急時の対応体制【災害時及び傷病等緊急時対応】

地域 現状及び課題

北海道 ・道内各地域において災害時の外国人対応が課題。
・FITが増えるなか、傷病者等緊急時の対応は、札幌市、函館市などで取り組みが進められているが、全道的には十分な体制が整っていない。

富良野市
美瑛町 ・十勝岳噴火や冬の暴風雪に対してどのように情報発信していくかはっきりしておらず、災害時の対策が課題となっている。

宗谷地域 ・団体旅行は病気・ケガが発生しても添乗員を介して対応可能だが、FITの場合は正確なエマージェンシーコールが出来るか不安。

ニセコ地域 ・スキーシーズンに外国人の病気・ケガが発生しており、特定の病院に診療が集中することから、住民の診療にも影響を与えている。
・スキーシーズンの観光客の一部には、地域のルールを無視して危険地域を無視して独自の判断で滑るケースがあり問題視されている。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道

観光振興機構
美瑛町
礼文町
ニセコ町
倶知安町

自然災害発生時の初動対応ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ周知

緊急対策事業として事故・急病等の対応体制
構築に向けた実証事業実施

継続的に緊急対策事業の調査結果を共有し地域の体制構築を支援

外国人旅行者の安全確保の手引き再周知

災害地に強い観光地づくり事業によりｾﾐﾅｰ開催 外国人観光客災害時初動対応マニュアルの普及啓発及びセミナー等の開催を実施

北海道医療情報システムについて関係者への周知及び活用の呼びかけ

今年度完成予定の十勝岳望岳台避難シェルターについて外国人への情報発信について検討

多言語街歩きﾏｯﾌﾟに緊急時対応を記載

倶知安町厚生病院にて窓口に通訳を配置
ｽｷｰのﾆｾｺﾙｰﾙの改善、運用及び周知徹底を実施

通訳雇用及び外国人旅行者への啓発を継続的に実施

自然災害発生時の初動対応ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ周知
訪日外国人旅行者受入医療機関の追加選定

災害時の情報提供、避難誘導等のあり方の検討
及び体制構築関する実証事業を実施予定

冬山安全の条例の検討及び引き続きニセコルールの周知徹底を実施 19



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

９－① 旅行消費額の拡大【土産品の検疫と免税店の拡大】
地域 現状及び課題

北海道 ・免税店登録は、外国語対応スタッフの人材確保・人件費、初期の設備投資、ランニング経費等が高額となるため申請できない。
・レジでの手続きに必要な時間的ロスも申請に踏み切れない要因となっている。

函館市 ・国ごとに果物や魚介類等の土産品で何が検疫の対象になるか確認が煩雑で課題であった。

千歳市 ・免税店の許可を取ったところは増えているが、人件費のコストが高く苦慮している。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

重要度：高 時間軸：短

観光地域動向調査にて委託型免税店拡大を支援

継続的に免税制度説明会等において一括カウンター制度導入を始め、地方での旅行消費拡大を支援

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

ニセコ町、倶知安町

北海道

９－② 旅行消費額の拡大【決済環境整備（両替対応の充実含む）】地域 現状及び課題
道東 ・釧路市内の銀行は両替できるところもあるが、阿寒地区や弟子屈町は郵便局とセブン銀行のATMでしか両替できない。

ニセコ地域 ・ホテル内にセブン銀行のATMを設置している所もあるが、コンビニ内の設置でないため経費が割高なうえ、夏季の利用が少ないため採算がとれない。

利尻・礼文 ・決済環境においては島のほとんどがカード非対応。

新たにｺﾝﾄﾞﾐﾆｱﾑ内に海外発行対応ｶｰﾄﾞのATM
設置及びｺﾝﾋﾞﾆに外貨の両替機を設置

重要度：低 時間軸：長

継続的に道農畜産物産直市活性化事業により道農畜産物の魅力を発信し、外国人観光客の誘引を図る

継続的に緊急対策事業の調査結果を共有し地域の旅行消費額拡大の取組を支援

H30年度建設予定のひらふ高原地区観光中核施設(公共)内にもATMを設置予定

緊急対策事業として決済環境調査事業を実施

９－② 旅行消費額の拡大【決済環境整備（両替対応の充実含む）】

20



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）
10－① おもてなし、日本の習慣等の周知

【外国人旅行者へのマナーの周知】
地域 現状及び課題

北海道 ・トイレの使用、温泉の入り方、大声を出すなど身勝手な振る舞いが耐え難い、また、日本人客が敬遠する。

富良野市、美瑛町 ・農地への侵入、たばこのポイ捨て、ゴミの置き去りなど農家との軋轢が拡大。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局
観光振興機構
美瑛町

観光マナーガイド（英・中）の配布

重要度：高 時間軸：短

マナーガイドの内容修正や増刷により継続的な情報発信を図る

渡航前周知や関係者間での有効事例の共有について検討

観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに農地進入禁止等を記載 北海道大学との連携による観光ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝにおいて実施可能な対応の検討・実施

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

ニセコ町、倶知安町

芦別市
小樽市

10－② おもてなし、日本の習慣等の周知
【受入体制及びおもてなし意識向上】

地域 現状及び課題
ニセコ地域 ・新千歳空港から深夜到着または早朝出発のお客様には、エリア内の案内所が営業時間外となるため、交通案内や移動のサービスが提供できない心配がある。

芦別市 ・発地型観光での受入が主流であることから、飲食店や商店などの受入体制が整備されていない。

小樽市 ・外国語による必要最低限のサービスはできているが、もう一歩踏み込んだサービスができておらず、ビジネスチャンスを逃している。

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝに基づく広域観光ﾙｰﾄの構築等推進

重要度：低 時間軸：長

H28年度に構築したﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾂｰﾙ等を活用し周遊ﾙｰﾄの磨き上げ等を実施

観光協会において継続的にウェルカムセンターの営業時間の延長を実施

外国人観光客等受入研修会実施予定 小樽・北後志広域ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ推進協議会において受入体制整備を検討 21



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

10－③ おもてなし、日本の習慣等の周知【ムスリム対応】
地域 現状及び課題

北海道 ・インドネシア、マレーシアからの観光客が増えており、ムスリム対応に不安を感じている。
・宗教やアレルギーに対応する成分表示が徹底されておらず、ホスピタリティの欠如からリピーター獲得の機会を逃している。

札幌市 ・ムスリム旅行者にとっては安心して旅行が出来るか否かの判断情報が少ないため、旅行先として選ばれていない可能性もある。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局
観光振興機構
札幌市

ムスリムの基礎知識に関する研修会実施 市町村からの要望に応じ継続的に研修会・セミナーを実施

JTB旅ﾎ連の協力のもと食材ﾋﾟｸﾄの使用権を更新

外国語表記のノンポークメニュー表等制作に関する支援を検討

継続的に食材ピクトグラムを関係者へ周知

重要度：低 時間軸：長

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道開発局

11－① レンタカーの安全確保【安全運転啓発及びトラブル防止】
地域 現状及び課題

北海道

・外国人旅行者のレンタカーの使用は急増しているが、「止まれ」などの道路標識が外国人旅行者には分かりづらいとの指摘があり、検討の余地がある。
・危険な冬道については旅行前（事前）に周知が必要だが取組が不十分。
・道路案内標識の英語について、外国人にわかりやすい表記へと改善が必要。
・交通ルールだけではなく冬道の運転方法についてもレクチャーする必要がある。
・これだけレンタカーが入ってくると事故が多発しており、パンフレット等での啓発が必要。

函館市 ・レンタカー利用の外国人旅行者が、市電の方向指示器を一般車両向けと勘違いしている。

釧路・弟子屈ｴﾘｱ道路案内標識の英語表記改善

重要度：高 時間軸：短

ﾄﾞﾗｲﾌﾞ協議会を活用し情報共有を実施 外国人旅行者のレンタカー利用に係る安全
性確保実証事業を実施予定

広域観光周遊ﾙｰﾄ上の道路案内標識の英語表記を実施
道路情報板、HPにて英語表記での情報提供実施 継続して英語表記での情報提供を実施 22



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

12－① インフラの整備・利活用【広域幹線道路網の整備】
地域 現状及び課題

北海道 ・北海道は近畿、中国、四国地方の合計面積に匹敵する広大な地域であり、都市間距離は２～３倍と、広域分散社会を形成する状況下で、主要都市間や観光
地等を結ぶ高規格道路の未整備区間が存在し、十分なネットワークが構築されていない。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道開発局 旭川紋別自動車道 (丸瀬布IC-遠軽瀬戸瀬
IC)間の開通

重要度：高 時間軸：長

12－② インフラの整備・利活用【観光渋滞対策】
地域 現状及び課題

札幌・千歳・中富良野地区 ・観光シーズンの渋滞が発生している地域もあり、外国人ドライブ観光客ストレス無く移動できる環境が課題。

重要度：高 時間軸：短

継続的に高速交通体系の整備を促進十勝ｵﾎｰﾂｸ自動車道(陸別小利別-訓子府IC)
日高自動車道 (日高門別IC-厚賀IC)の開通

札幌・千歳・中富良野地区 ・観光シーズンの渋滞が発生している地域もあり、外国人ドライブ観光客ストレス無く移動できる環境が課題。

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道開発局 経路誘導、渋滞情報提供、臨時駐車場運用

12－③ インフラの整備・利活用【魅力ある観光空間の創出】
地域 現状及び課題

北海道 ・各地域が資源を活かした「世界水準」の魅力ある観光地域づくりを進め、旅行者を北海道内各地に分散・周遊させることが課題。

重要度：高 時間軸：長
既存道路幅での臨時的な車線運用 H28の結果を検証し、改善の検討を行い取組を継続

実施主体 スケジュール
平成２８年度内 平成２９年度内 平成３０年度以降

シーニックバイウェイ
北海道ルート団体
市町村、北海道開
発局等

継続して着実に取り組みを推進全道各14ルートで広域的な連携を実施

河川空間のサイクリング活用の整備実施 等美瑛川地区にて河川空間のｻｲｸﾘﾝｸﾞ活用の検討 23



え平成２８年度観光庁補正予算及び平成２９年度予算概算要求
平成２８年度観光庁関係第２次補正予算

○訪日外国人旅行者受入基盤整備・加速化事業予算額 155億円
訪日外国人旅行者数4,000万人、6,000万人の実現に向けて、ハード・ソフト両面

からの受入環境整備を通じた訪問時・滞在時の利便性向上を図り、訪日外国人旅行者
の受入環境の面的な整備を加速化する。 

 

＜支援メニューの具体例＞ 

訪日外国人旅行者受入基盤整備事業 
＜ハード系事業＞ 

訪日外国人旅行者受入加速化事業 
＜ソフト系事業＞ 

＜支援メニューの具体例＞ 
・観光案内所その他観光拠点情報・交流施設 
 の整備・改良 

・宿泊施設（無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備、 
トイレの洋式化等） 

○地方誘客のための緊急訪日プロモーション予算額 45億円

平成２９年度観光庁関係予算概算要求総括表

（単位：百万円）

29年度 うち優先課題 前年度 対前年度
要求額 推進枠 予算額 倍　　　率
（A） （B） （A/B）

１．ストレスフリーの旅行環境の整備 15,532 4,002 8,032 1.93
　　訪日外国人旅行者受入環境整備・加速化事業 15,500 4,002 0 皆増
　　ユニバーサルツーリズム促進事業 32 0 32 1.02
　　前年度限り（訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業） 0 0 8,000 皆減

２．観光産業の革新と国際競争力の強化 12,344 6,460 8,867 1.39
　　観光人材育成支援事業 391 0 365 1.07
　　JNTO（日本政府観光局）によるビジット・ジャパン事業 10,000 6,460 7,037 1.42
　　国と地方の連携によるビジット・ジャパン事業 1,500 0 1,245 1.20
　　MICEの誘致の促進 238 0 199 1.19
　　通訳ガイド制度の充実・強化 50 0 20 2.56
　　健全な民泊サービスの普及 134 0 0 皆増
　　旅行業における情報セキュリティの強化支援事業 31 0 0 皆増○地方誘客のための緊急訪日プロモーション予算額 45億円

 欧米豪旅行者の地方誘客 熊本地震の影響払拭 

○東北地方へのインバウンド推進による観光復興事業予算額 8億円

● 欧米豪に対してﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝを集中展開 ● 東アジア各国等に対してﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝを集中展開
春の旅行シーズンに向けて切れ目ないプ
ロモーションを実施

旅行博出展（米国）旅行博出展（フランス）
九州各地にブロガーや旅行
会社を招請（中国） 旅行博において魅力を

積極的にＰＲ（韓国）

東北観光復興対策交付金

東北の観光復興の加速化に向けて、地域からの発案
に基づき実施されるインバウンドを呼び込む更なる取
組を強力に支援する。

地域からの発案に基づき実施されるインバウンドを呼び込む取組を支援し、東日本
大震災の影響により大きく落ち込んだ訪日外国人旅行者を回復させ、インバウンド急
増の効果を波及させることにより、観光を通じて復興を促進する。 

地方誘客を図るため、日本の各地域が誇る観光資源について、欧米豪や東アジア市
場等を対象として、旅行博出展や招請等のプロモーションを集中的に実施する。 

　　旅行業における情報セキュリティの強化支援事業 31 0 0 皆増

３．地方創生の礎となる観光資源の魅力向上 3,331 0 2,756 1.21
　　広域観光周遊ルート形成促進事業 1,990 0 1,640 1.21
　　観光地域ブランド確立支援事業 252 0 251 1.00
　　観光資源を活用した観光地魅力創造事業 440 0 295 1.49
　　テーマ別観光による地方誘客事業 120 0 70 1.72
　　観光統計の整備 530 0 500 1.06

４．その他（経営事業費等） 420 0 360 1.17

合　　　　　　　　　　　　　計 31,628 10,462 20,015 1.58

　東北の復興（復興枠）
　　東北地方へのインバウンド推進による観光復興事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北観光復興対策交付金）
　　JNTO（日本政府観光局）による
　　ビジット・ジャパン事業（東北観光復興プロモーション）
　　福島県における観光関連復興支援事業 269 0 266 1.01

合　　　　　　　　　　　　　計 5,735 0 4,530 1.27

総　　　　　　　　　　　　　計 37,363 10,462 24,545 1.52

4,466 0 3,265 1.37

1,000 0 1,000 1.00
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時期：平成２８年以前

市町村・地域：富良野市

○「北の峰地域」は、富良野スキー場や宿泊
施設が多く、富良野延べ宿泊８万泊の約

８割が集中するリゾートエリアとなっている。

○富良野市は、北海道の中央に位置し、農業を基幹産業とする田園地帯の中に、ラベンダーを代表とする彩り豊かな花畑が点在し、年間
多くの外国人観光客が訪れる日本有数の観光地となっている。

○冬季は、富良野スキー場を中心として「北の峰地域」のホテル・ペンション街に滞在する外国人観光客で溢れるが、この地域と市街地を結
ぶバス路線が少なく、外国人旅行者の二次交通が十分とはいえないことから、課題・問題点を洗い出し改善を図るべく調査を実施する。

富良野市における外国人観光客二次交通利用状況調査（１－①）

◆外国人観光客の旅行形態がFIT化
する中で、個人の満足度の向上が図ら
れる。
◆外国人観光客の不満、要望などを聞
き取りすることにより、課題・問題点が
「見える化」され、地域全体で共有しな

解決主体：富良野市

冬季の外国人観光客に対する不満、要望、課題、満足度
などの調査を実施
冬季の北の峰地域と市街地マルシェを結ぶルートの実態
調査を実施。両区間を巡回するバスを運行し、外国人観光

概 要

課 題 取組の方法 取組の効果

富良野スキー場

８割が集中するリゾートエリアとなっている。
○「市街地」はJR富良野駅と中心市街地から

なり、日帰り観光客を含めて旅行者が回遊
する拠点となっている。

○「北の峰地域」-「市街地」間は５㎞離れて
おり、観光スポットが点在するものの、地域
間を結ぶ路線バスは1日3本のみで、2次
交通が大変不
足していること
が大きな課題
となっている。

「見える化」され、地域全体で共有しな
がら解決を図っていくことが可能となる。

外国人観光客の二次交通に対する
不満を解消することで、泊食分離や市
内周遊を促し、冬季の外国人観光客の
長期滞在化を図ることができる。

今後の方針： ○実証運行及び利用客へのアンケート調査の結果から、民間事業者によるバス運行実現にあたっての課題や、必要な
条件等について検証を行う。

調査を実施。両区間を巡回するバスを運行し、外国人観光
客の動態がどのように変化するかを調査する。
【実証運行期間】
平成28年12月23日～平成29年１月６日
平成29年１月28日～平成29年２月11日

（計30日間）
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市町村・地域：道東、道北

○ひがし北海道の魅力ある観光地を周遊させる交通手段の整備が不十分のため、ひがし北海道への誘客が促進されていない問題への対
応策として、ひがし北海道の主要な観光地を巡りながら移動可能な周遊バスの運行実証実験を行う。

課 題 取組の方法

時期：平成28年以前

観光バス基幹路線創造のための実証運行（１－①）

○ 道東、道北は魅力的な観光スポット
が多く存在するが、広大なエリア内に
点在しており、近年個人旅行化がす
すむ外国人旅行者が効率よく周遊
することは困難。

概 要

解決主体：北海道運輸局、北海道観光振興機構、「プ
ライムロードひがし北・海・道」推進協議会

開始時期：平成28年8月
観光バスの基幹路線創造のための実証運行を、南北
で計4ルート、夏～秋期・冬期の２つの期間に分けて
実施
海外向けWebサイトでの販売や各種旅行商品組み
入れ等の販売促進

【ノースライナー】
①札幌～富良野エリア～層雲峡
②層雲峡～オホーツクエリア～ウトロ

【サウスライナー】
①札幌～富良野エリア～十勝川温泉
②十勝川温泉～阿寒・摩周エリア～ウトロ

【料金】2,000円～6,500円 各ルート１日１便運行
【運行期間】夏～秋期 平成28年8月20日～11月2日

冬 期 平成28年12月23日～3月15日

今後の方針：○実証運行及び利用客へのアンケート調査の結果から、民間事業者によるバス運行実現にあたっての課題や、必要な条
件等について検証を行う。

することは困難。

○ 道央に集中する訪日外国人観光客
をひがし北海道エリアへ呼び込むため、
観光バスの基幹路線創造の可能性
を調査。

2

バス実証運行のルート

ひがし北海道の魅力ある観光地を広域で周遊できる移
動手段を整備することで、誘客を促進。

JAPANiCAN.com
英語・繁体（台湾・香港）対応

プライムロード ひがし北・海・道』
推進協議会公式WEBサイト

入れ等の販売促進
利用客へのアンケート調査
取組の効果



時期：冬季繁忙期

市町村・地域：新千歳空港 タクシーによる新千歳空港利用者の二次交通確保の取組として、営業区域を拡大する措置を
平成28年12月1日から平成29年2月28日の間、実施する。

北海道におけるタクシーの営業区域は、「札幌交通圏」・「恵庭市」・「苫小牧交通圏」など、一
定の地理的範囲で設定されているが、次の条件を満たせば、上記区域のタクシー事業者は、自ら
の営業区域に加えて、それ以外の区域と新千歳空港との間の旅客運送が可能となる。
・当該空港を発・着地とする事前予約のある旅客

○新千歳空港におけるタクシー輸送について、一時的かつ大量に発生する旅行者の需要に対応する車両の確保が困難となっており、昨年
度、冬季のタクシー輸送力不足に対応するため、新千歳空港におけるタクシー事業の営業区域を拡大する措置を実施した。

○関係者にヒアリング等を実施する等、昨年度の取組の検証を行った結果、本年度についても、期間等の条件を見直したうえで、措置を継
続し、新千歳空港における冬季のタクシー輸送力不足の解消を図る。

タクシーによる新千歳空港利用者の二次交通確保の取組（１－③）

外国人等旅行者の増加により、タクシーに
よる輸送の安定確保が困難な状況。

概 要

課 題 取組の方法

訪日外国人等の新千歳空港利用者の需要に対応した、
タクシーの供給が可能。

空港タクシー乗り場の秩序について、指導員を増員した効
果により苦情が減少。

当該空港のタクシー乗り場については、平
成27年12月から指導員を増員し、整理
に努めているが、未だに利用ルールを守ら
ない事業者が存在する。

・当該空港を発・着地とする事前予約のある旅客
・法人タクシー事業者は、乗車定員６名以上のタクシー及びハイヤー

空港タクシー乗り場の秩序維持に関して、関係団体と連携し、指導強化を図る。

○本取組の効果・影響について、輸送実績の集約や関係者のヒアリング等を実施する等、さらなる事後検証を行い、 新
千歳空港利用者の二次交通確保の取組を推進する。

今後の方針：

よる輸送の安定確保が困難な状況。
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取組の効果（昨年度）



時期：平成２８年2月～3月

市町村・地域：道央地域

○ブロック連絡会において、「都市間バスの利便向上」の課題が提起され、訪日外国人旅行者が活用できる都市間バスの周遊パス導入の
可能性を探るため、27年度、調査事業として、実証実験を実施。

○28年度、27年度事業の課題や問題点の解決に向けて、乗合バス会社が中心に引き続き、周遊パスの実証運行を行うこととなった。

取組主体：乗合バス事業者７社･北海道バス協会・北海道運輸局
取組時期：平成28年7月12日

「第4回都市間バスの周遊パスに関する検討会」において、27年度の調査事業を報告後、バス会社側から
準備・実施期間を長めに取ったうえで、事業を継続することが提案。
検討･協議の結果、今後はバス会社が主体となり、交通サービス利便向上促進事業を活用して、実証運
行を継続することを決定。
その後、27年度調査事業における実施方法を踏襲したうえで、周知方法や販売方法を改善して、実施。

○ 27年度調査事業は、準備に相当の
時間と労力を要したことから広報活動
を充分に進められなかったこと、さらに、
販売期間も短かったことから、販売枚

周遊パス導入による乗り継ぎ利便性向上（２－①）
概 要

課 題 取組の方法

その後、27年度調査事業における実施方法を踏襲したうえで、周知方法や販売方法を改善して、実施。

１．販売期間：平成28年11月1日～平成29年3月27日
２．対象路線（一部を除き、昨年度とほぼ同様）
①札幌及び新千歳空港発着の非予約制の都市間バス路線
②札幌市内特殊区間及び小樽市内均一区間
③その他郊外路線の一部

３．周遊パスの種類
①５日券 大人7,500円、小人3,750円
②３日券 大人4,500円、小人2,250円

４．販売箇所
新千歳空港、札幌駅等の６カ所

５．販売対象
訪日外国人旅行客

販売期間も短かったことから、販売枚
数が伸びなかった。

○ 一方、アンケート結果によると、事業
内容自体への評価は高く、また、利用
者からは継続の声が多かったことから、
訪日外国人旅行者のニーズは高いも
のと思料される。

○ 海外向けWebサイトの
中に、本周遊パスの事
前予約システムを開設
し、訪日に先立ち、本
周遊パスの利用の検討
ができるようにした。

○ ＪＮＴＯのＨＰに掲載
○ 関係各地の観光協会の

ＨＰで紹介
○ エージェントが海外サイト

で紹介

予約サイト

27年度の
対象路線

今後の方針： ○実証運行の結果から、本格実施に向けた課題や、今後の対応方策等について検証を行う。

取組の効果

4



時期：平成２８年以前

市町村・地域：全道地域 取組主体：北海道運輸局、北海道バス協会、道内乗合バス会社
開催時期：平成28年3月
実施内容：北海道運輸局と道バス協会共催の「バスロケ等情報提供高度化事業に関する検討会」を開催。

○スマートフォンを活用したバスの運行状況システム（バスロケ）は運行本数の少ない地域では、より必要性が高く、また、特に冬季は時刻
どおりにバスが来なく、観光客が寒いバス停でバスを待つことから、利用者利便の観点からは導入を早急に検討すべき。

○現状ＨＰなどによる検索システムは、バス停名称の表示しかしておらず、目的地へ行くにはどこで降りるか分かりづらいことから、目的地検
索機能を有するシステムが必要であり、また、訪日外国人が使用できるよう多言語化されたものも必要。

スマートフォンを活用したバスロケーションシステム（２－②）

◆旭川電気軌道と道北バスは、目的地検索機能を有するバ
○ バス運行本数の少ない地域が存在、

また、冬季にはバスが時刻どおりに来な

概 要

課 題 取組の方法

取組の効果

今後の方針：○自治体・バス事業者・システム開発会社等から各地で実施した実証実験等における利用状況等の結果データを収
集・分析し、その結果等を 「バスロケ等情報提供高度化事業に関する検討会」等を通じ、自治体・バス事業者等に
周知することにより、システムの 一層の普及促進を図る。

◆旭川電気軌道と道北バスは、目的地検索機能を有するバ
スロケシステム「バスキタ！」について昨年11月からの実証
実験を経て、本年４月から本格実施。

◆また、道東・道北のバス事業者11社が目的地検索機能を
有する「もくいく」を順次導入。このうち十勝バスにおいて、
同システムを活用したバスロケを2月から実施。
ふらのバス、北海道拓殖バス、北都交通も28年度内にバ
スロケを導入。
その他の地域においても、実証実験を実施する等バスロケ
導入の動きがみられる。（恵庭市・千歳市）

◆28年度内に札幌市がバス等公共交通の検索システム「駅
バスナビ」を多言語化等へ対応のため改修中。

また、冬季にはバスが時刻どおりに来な
いため、寒いバス停で観光客がバスを
待つといった状況にある。

○ 観光地等の目的地へ行くために、現
状ＨＰなどの検索システムでは、バス
停名称の表示しかしておらず、どこで降
りるか分かりづらいことから、目的地検
索機能を有するシステムが必要である。

○ また、訪日外国人が使用のできる多
言語化や地図検索機能の対応が求
められている。

「バスキタ！」 「もくいく 」
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○インバウンド旅客が所持する大型荷物が道内旅行の周遊旅行において移動の際の阻害要因となっている。また、新千歳空港では、利用
者急増に伴い国際線ターミナルのチェックインカウンター、保安検査場、手荷物検査場等の狭隘・能力不足によって、空港ターミナル内の
混雑状況が深刻化している。

○宿泊施設において日本郵便のEMSを取り扱う実証実験を通じて、手荷物を外国人旅行者の本国へ直送する「国際手ぶら観光サービ
ス」の普及及び利用促進をしていくことで、空港内への手荷物持込数の減少による空港混雑の解消や土産品の消費意欲の拡大を図る。

国際手ぶら観光の普及・利用促進（２－③）

市町村・地域：北海道内空港

時期：平成28年以前
○ インバウンド旅客が所持するスーツ

ケース等の大型荷物が移動の際の
阻害要因となっている。

解決主体：北海道運輸局、日本郵便、宿泊施設等
開始時期：平成28年10月

手荷物を外国人旅行者の本国へ直送する「国際手ぶら観光サービス」の普及・利用促進
に向け、道内の複数宿泊施設において、日本郵便のEMS（国際スピード郵便）を活用し
た実証事業を実施。

概 要

課 題 取組の方法

今後の方針：○実証実験の結果を踏まえ、全道の宿泊施設や商業施設において、「国際手ぶら観光サービス」の普及促進に取り組む。
○実証実験及び各種調査結果を踏まえ、「国際手ぶら観光」の今後の方針や取り組みについて、検討会議における関

係者間で共有し、継続して発展的な取り組みとなるようにする。 6

○「国際手ぶらサービス」の普及・利用促進により、身軽に
なった訪日外国人旅行者の行動の拡大、消費意欲の
増大などが期待される。

○手荷物の減少により、空港の手荷物検査場、チェックイ
ンカウンターやバス・ＪＲ等の二次交通における混雑緩
和への効果が期待される。

取組の効果

阻害要因となっている。
○ 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、空港施設の狭隘・能力不足
等の問題が顕在化。

た実証事業を実施。
国際手ぶら観光の推進・普及に関する検討会議を設置・開催し、サービスの普及・利用促
進に向け継続的に取り組む体制を構築。
訪日外国人旅行者のニーズ調査、道内宿泊施設のアンケート調査、旅行代理店へのヒア
リング調査によりサービス普及の可能性を検証。



時期：平成28年以前

市町村・地域：道東、道北地域

○広大な北海道において特に道東・道北エリアにおいては移動時間が長く、外国人旅行者にとっては移動が旅のマイナス要因となっており、
移動中のWi-Fi環境の整備が必須とされていた。

○長い移動時間を有効活用するため、移動中のWi-Fi環境整備を図り、移動自体を旅行の楽しみとして捉えられる環境作りを推進。

移動Wi-Fiシステムの実証調査（４－①）

○ Wi-Fi環境の整備について、移動中
のWi-Fi整備を外国人から求められ
ており、長時間車内にいる外国人観

解決主体：北海道運輸局、 （株）JTB北海道、（株）テレコムスクエア、「プライムロードひがし北・海・道」
推進協議会

実施機関：平成28年8月１日～11月30日
貸出場所：モバイルセンター新千歳空港（100台）

ニッポンレンタカー（50台）
（千歳空港、札幌駅北口、旭川駅前、女満別空港前、釧路空港前、帯広空港前各営業所）

レンタカーを利用してひがし北海道エリアを周遊する外国人旅行者に対して、テザリング機能とGPS機能を内

概 要

課 題 取組の方法

今後の方針：

ており、長時間車内にいる外国人観
光客にとって、無くてはならないアイテ
ムとなっている。

○ 特に道東・道北は移動時間が長い
ので、移動中のWi-Fi環境充実が必
須である。

○本事業終了後、各レンタカー事業者へのヒアリングを実施し、最良な形で自走化できるよう検討した後、事業者への提
案を行う。 7

○移動途中の車中及び立ち寄り先（観光施設、飲食施設、
宿泊施設）からでも電波さえ届けばいつでもWeb環境にアク
セスすることにより情報収集でき、次の目的地の情報が安易
に入手できる。

○リアルタイムの情報発信（SNS）が期待でき、感動をそのま
まに伝えられる。

○GPS受信データとアンケート調査結果を連動させ分析を行う
ことにより、レンタカーを利用する外国人旅行者の動態（ニー
ズ）を把握できる。

レンタカーを利用してひがし北海道エリアを周遊する外国人旅行者に対して、テザリング機能とGPS機能を内
蔵したスマートフォンを無料貸し出し（150台）
GPS情報とアンケート調査により、レンタカー利用者の動態調査を実施

取組の効果



時期：平成28年以前

市町村・地域：北海道都心部

○FITが増加する中、北海道にはJNTO認定カテゴリーⅢの外国人観光案内所が整備されていない。なかでも北海道の玄関口である新千
歳空港に外国人観光案内所が設置されていない状況である。

○JNTO外国人観光案内所カテゴリーⅢに認定された新千歳空港をはじめとする北海道内の観光案内所３施設が開設され、外国人旅
行者への案内・情報提供が充実。さらに、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業を活用し、機能強化を支援。

外国人観光客が増加する中、FITが占め
る割合も年々増してきている。しかしながら、

外国人観光案内所（JNTO認定カテゴリーⅢ）の整備（６－①、③）

解決主体：(公社)北海道観光振興機構、北海道空港(株)
開始時期：平成28年10月12日

スタッフ常時２名以上配置
多言語サービスの提供 （英語・中国語・韓国語・タイ語・
ベトナム 語・ポルトガル語・スペイン語）
観光情報（道内・全国）、２次交通情報の提供

概 要

課 題 取組の方法

今後の方針：

る割合も年々増してきている。しかしながら、
北海道内にはJNTO認定カテゴリーⅢの観
光案内所が整備されていない。なかでも北海
道の玄関口である新千歳空港に、多言語
対応が可能であり観光情報を発信できる観
光案内所が設置されていないという状況であ
る。

○北海道庁が設置した、「札幌・千歳における外国人観光案内所のあり方に係るワーキング・グループ」において、各観光
案内所の現状と課題を確認し、案内所間の連携強化等による効果的な運営方法の検討を実施していく。

【JNTO認定カテゴリーⅢの主な要件】
・英語の他に２以上の言語での対応が可能
であること。
・全国の交通利用や観光情報が提供可能
であること。
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観光情報（道内・全国）、２次交通情報の提供
宿泊施設、免税店、レンタカー、Wi-Fi等の案内

訪日外国人旅行者が快適に観光案内
を受けられる環境を整備。

取組の効果
設置主体：(株)JTB北海道
設置場所：札幌狸小路商店街

設置主体：(株)ジャパンホリデートラベル
設置場所：札幌テレビ塔

10月12日新千歳空港国際線ターミナルで
オープニングセレモニーを開催＜他のカテゴリーⅢの外国人観光案内所＞

※これらの観光案内所の機能強化を図る
ため、災害情報・観光情報を発信する
ウェブサイト作成、スタッフ研修等を支援。



○外国人旅行者向けの多言語による案内表記は徐々に整備されてきているが、Web・パンフレット・案内看板等における外国語による観
光地等の表記が統一されていないことから、外国人旅行者にとって日本語地名や施設名が全く違う意味と混乱する可能性がある。

○自治体や観光関係者に外国語表記の現状をヒアリングし、また現地調査も実施しながら地域による合意形成を行い外国語統一表記リ
ストを作成する。

市町村・地域：道北、道東

時期：平成28年以前

Web・パンフレット・案内看板等における外
国語による観光地等の表記が統一されてい
ないことから、外国人旅行者にとって日本語

地域が一体となった外国語表記の整備（６－②）

地域の関係者が連携して外国語表記
を統一することで、訪日外国人旅行者
にとって、わかりやすい案内情報を提供。

表記の表示違い有

解決主体：北海道運輸局、「プライムロードひがし北・海・
道」推進協議会、旭川市、上川町、帯広市・音更町、釧路
市・弟子屈町
開始時期：平成28年10月

関係機関等からのヒアリング、現状把握、現地調査
統一表記対象地名、施設名選定
外国語表示の統一リスト作成

取組の効果

概 要

課 題 取組の方法

今後の方針：

ないことから、外国人旅行者にとって日本語
地名や施設名が全く違う意味と混乱する可
能性がある。

○作成した外国語統一表記リストを各自治体において公表し、地域での共有を図りながら整備を進める。

【例】Onsen
⇒ Hot Spring      混在

Spa
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調査結果とりまとめ表　[英語]

誘導 案内 記名 説明 誘導 案内 記名 説明

層雲峡 Sounkyo Sounkyo Sounkyo Sounkyo 無 Sohunkyo Sohunkyo Sohunkyo Sounkyo Sôunkyo Sounkyo

大函 無 無 無 Oobako 無 無 無 Obako O-bako Obako Oobako

・・・

・・・

・・・

・・・

無
Hotel
Daisetsu

Hotel
Daisetsu

Hotel
Daisetsu

表
記
結

果

Mt.kuroda
ke

Mt.kuroda
ke

Mt.kuro
dake

Mt.kuro-
dake

ホテル
大雪

Kuro-
dake

Kuro-
dake

Krodake

無 無 無 無 無 無 無

黒岳 無 Kurodake Kurodake Kurodake

統一表記
リスト
対象名

一次拠点 二次交通拠点

パンフA パンフB
公式
ウェブ
サイト

JR上川駅 上川 森のテラスバスタッチ

表記の表示違い有

表記の表示違い無

外国語表示の統一リスト作成



市町村・地域：釧路市

○FIT観光客が増加する中において、全道各地で災害時及び緊急時の外国人旅行者（傷病者）にどのように対応するか、また、地域に
おいてどのような体制を構築するのかが課題となっている。

○釧路市内の医療機関において、専門の医療通訳スタッフによる電話医療通訳サービスの実証を行い、外国人の受診者に対するアンケー
ト調査や医療機関へのヒアリングを実施することで、ニーズや課題の検証を行い、対応体制を構築していく。

時期：平成28年以前

釧路市における外国人向け電話医療通訳サービスの実証（８－①）

○ 傷病者緊急時の対応は、札幌市、
函館市などで取り組みが進められて

解決主体：北海道運輸局、釧路市
開始時期：平成28年7月

釧路市の５つの医療機関で電話医療通訳サー
ビスの導入実験
(一社)JIGHの電話医療通訳サービス「メディ

電話医療通訳サービスの導入により、外国人旅行
者が安心して旅行ができる環境を提供
→旅行者の満足度と再訪意欲の向上

取組の効果

電話医療通訳サービスのイメージ

概 要

課 題 取組の方法

今後の方針： ○釧路市において、次年度に向けて地域が主体となって継続的な取組となる仕組みについて検討。
○北海道運輸局において、釧路市での調査結果を踏まえて、引き続き、有効な対応体制について検討を進めるとともに、

全道各地域における体制の構築について支援を進め、安心・安全な受入環境の整備を加速。

函館市などで取り組みが進められて
いるが、全道的には十分な体制が
整っていない

○ FITが増加し、傷病者等緊急時対
応が問題となっている。

（研修会の様子）
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(一社)JIGHの電話医療通訳サービス「メディ
フォン」を活用
・24時間対応
・８言語（英語、中国語、ベトナム語、ヒン
ディー語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、
ロシア語）

外国人の受診者は無料で利用
外国人の受診者へのアンケート調査
医療機関へのヒアリング調査
市や医療関係者向けに、外国人傷病者への初
動対応等の理解を深めるために「外国人傷病
者の受入・対応に関する研修会」を開催。

【電話医療通訳サービス導入病院】
・市立釧路総合病院・釧路労災病院・釧路赤十字病院
・釧路孝仁会記念病院 ・北海道立阿寒湖畔診療所
※ 電話医療通訳利用件数（10月末日現在） ８件



時期：平成28年以前

市町村・地域：クルーズ船入港地 等 解決主体：北海道運輸局、商工会議所・商店街、観光協会 等
開始時期：平成28年9月

釧路市におけるカード端末の導入実証実験

○一部の観光地やクルーズ船の寄港地において、ATMや両替機が不足している状況に加え、クレジットカードが利用できないことや利用でき
るかどうかが分からないことが、外国人旅行者の消費行動を阻害している一因となっていると考えられる。

○決済端末の設置・利用実態調査、及びカード端末の導入実証実験により、カード利用環境が消費行動に与える効果について検証を行
い、検証結果を踏まえた普及モデルを展開することで、道内における外国人旅行者の消費拡大に向けた取組を推進。

外国人旅行者の消費拡大に向けた決済環境の改善（９－②）

キャッシュカード利用可能なATMが不足し
ている。

カードが利用可能な店舗を表示し
たマップの配布
免税や海外直送と合わせて、カー
ド利用促進のチラシの配布
店頭において、利用できるカードブ
ランドを表示

「見える化」に向けた取組

概 要

課 題 取組の方法

カード端末を普及させるとともに、店頭のカードブランド表示やカー
ド利用可能な店舗のマップ作成などによる、カード利用環境の
「見える化」を実施。

外国人旅行者へのヒアリング調査
事業者へのアンケート調査
決済端末の設置・利用に関する実態調査と、釧路市での実証実
験の効果検証を踏まえて、普及モデルを策定して道内でセミナー
を展開（4カ所で実施予定）。

今後の方針： ○実証実験を行った釧路市において、継続的な取組として地域が主体となって決済環境の改善を促進。
○北海道運輸局において、調査結果を踏まえた「決済環境の改善」に関する普及モデルを、「免税」や「海外直送」などと

合わせた複合的な消費拡大策として、引き続き、全道各地域で普及拡大に取り組む。

ている。

クルーズ寄港地において、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が、金
融機関が岸壁周辺にないこと、休日は金
融機関の利用もできないことから、クルーズ
客の消費行動の妨げになっている。

海外においてはカード決済等で支払いす
ることが多く、「決済環境の整備」に向けた
外国人旅行者からのニーズが高まっている。

ランドを表示

和商市場（釧路）
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クレジットカード端末の導入と、カード利用可能の「見える化」
を行うことで、訪日外国人旅行者が快適に買い物できる環境
が整備され、旅行消費額の拡大と地域への経済波及効果が
期待される。
※実証事業参加事業者７９店舗（端末設置１２店舗）

取組の効果

「見える化」を実施。



地域：北海道全域

○近年急増する外国人のレンタカー利用者に対し、北海道内を安全・安心に周遊いただくための対策が求められている。
○「道の駅」の機能や道路標識等の周知により、適切な休憩や我が国の交通ルールの理解を促すと共に、道内117の「道の駅」において、

道路情報・地域情報等を提供する「道の駅SPOT」（無料公衆無線LAN）の設置、ＥＶ充電インフラ環境の普及促進及び、外国
人観光案内所・消費税免税店の普及等、訪日外国人旅行者の受入に向けた取り組みを展開。

「道の駅」における周遊観光の受入促進（４－①、６－③、１２－⑥）

外国人旅行者のレンタカー利用の急増に
伴い、各地の冬季イベントを周遊する旅
行者も確認されており、移動中の休憩施
設や交通ルールの周知徹底や情報発信等、
事故の注意喚起・受入環境の推進が必要。

「道の駅」において、外国人レンタカー利用者の周遊観光の受入を促進する取組として以下を実施
●「道の駅」の機能や位置・マップコード、道路標識等を周知するリーフレットの配布
（レンタカー協会会員店舗、各道の駅）

●「道の駅SPOT」（無料公衆無線LAN）の設置
● EV充電インフラ環境の普及促進
● 外国人観光案内所・消費税免税店の普及に向けた取り組みを促進

概 要

課 題 取組の方法

取組の効果
外国人レンタカー利用者に、「道の駅」の機能等を分かりやすく周知するとともに、受入環境の
普及に向けた取り組みを推進

今後の方針： レンタカー利用者の動向を踏まえつつ、継続的に取り組みを推進し、安心・安全な周遊観光を促す。

▼EV充電インフラの普及促進▼「道の駅」の機能や交通ルールを
紹介するリーフレットの配布

▼「道の駅SPOT」の設置

新千歳空港

札幌

旭川
サロマ湖

支笏湖

然別湖 阿寒湖

阿寒湖氷上フェスティバルICE

しかりべつ湖コタン

支笏湖氷濤まつり

▼外国人のレンタカー周遊観光事例
◎時期：2.14～2.20（7日間）
◎距離：1,022㎞
◎国籍：台湾

出典:北海道開発局調査

▲英語版
（10,000部）

▼中文－
繁体字版
（5,000部）

▼整備状況
（全117駅中）
●H27年度迄
89駅(76%)

●H28年度迄
107駅(91%)

●H29年度
(100%)

▼整備状況（全117駅）
●H27年度迄 33駅(28%)
●H28年度迄 40駅(34%)
※引き続き説明会開催等による普及促進

▼「道の駅」に立ち寄る外国人旅行者

▲H28年に免税店を開設した「もち米の里なよろ」

取組の効果
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地域：北海道全域 案内標識の英語表記を改善することにより、よ
り外国人観光客に分かりやすい案内を提供

道路案内標識の英語表記を改善（１１－①）

● 外国人旅行者のレンタカー利用が急増し、
道路案内標識の英語表記の早急な対応
が必要。

● 自治体、観光関係団体等と連携し、表示
内容を点検、改善を実施

「訪日外国人旅行者の受入環境整備事業」で戦
略拠点・地方拠点に選定された札幌、函館、登別、
釧路・弟子屈及び富良野地区の５地区において
順次改善を実施。
函館地区においては、平成２７年度に改善エリ
アを拡大。

○「訪日外国人旅行者の受入環境整備事業」における戦略拠点・地方拠点に選定された、札幌、函館、登別、釧路・弟子屈、富良野
の５地区において、平成２８年度中に全ての道路案内標識（国道上）の英語表記改善が完了。

概 要

課 題 取組の方法 取組の効果

札幌地区
富良野地区

40,000 
50,000 

４年で約６倍
に増加

38.5

《外国人へのレンタカー貸出状況》（千台）

50
40

今後の方針：「訪日外国人旅行者の受入環境整備事業」における戦略拠点・地方拠点以外の地域における改善を順次実施予定。
北海道、市町村においても継続して英語表記の改善を実施。

アを拡大。

実施例

13

《弟子屈町：「摩周湖」を表示する道路案内標識》

外国人に
わかりにくい
ローマ字表記

《弟子屈町：「摩周湖」を表示する道路案内標識》

・摩周湖（ましゅうこ）
Mashuko → Lake Mashu

函館地区（Ｈ２７エリア拡大）
登別地区

釧路・弟子屈地区

開発建設部別 実施数 H28.10末現在

開建名 拠点名
国道

計画数 実施数 改善率
札幌 札幌 15 15 100%
函館 函館 34 34 100%
室蘭 登別 7 7 100%
旭川 富良野 29 29 100%
釧路 釧路・弟子屈 154 154 100%

合計 263 263 100%

平成28年度中に全ての拠点で100％改善完了

0 
10,000 
20,000 
30,000 

H23 H24 H25 H26 H27

に増加に増加

21.8
16.5

10.6
6.4

資料：北海道地区レンタカー協会連合会調べ

40

30

20

10

0



地域：北海道全域

○近年急増する外国人のレンタカー利用者に対し、道路情報や注意喚起を分かりやすく発信するために、７月から全道の道路情報板にて
英語による情報を発信。（全国初）

○９月に北海道地区道路情報（英語サイト）を開設し、外国人ドライバーに対しリアルタイムで道路の通行止め情報を提供。

道路情報や注意喚起を英語により情報発信（１１－①）

外国人観光客が年々増加し、レンタカー需
要も急増する状況下、地方部における観光地
にアクセスする道路では、情報拠点が不足し、
道路情報の提供に課題。

外国人観光客に対して、道路情報や注意喚起を分かりやすく発信するため、英語による情報発
信を実施

道路情報板を活用した英語による道路情報発信、道路の通行規制情報を発信する「北海道地
区道路情報」の英語版webサイトを提供することにより、外国人観光客が安心して旅行することの
できるよう、外国人旅行者のストレスフリーな環境を整備

外国人レンタカー利用者に､道路情報や注意喚

概 要

課 題 取組の方法

取組の効果

資料：北海道地区レンタカー協会連合会調べ

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

45,000 

H23 H24 H25 H26 H27

に増加
４年で約６倍
に増加

《外国人へのレンタカー貸出状況》

38.5

21.8

16.5

10.6

6.4

（千台）

50

40

30

20

10

0

35

25

15

5

今後の方針：安全で安心な外国人観光客の周遊環境の充実・強化を図るため、来年度以降も継続して取組を実施していく。

外国人レンタカー利用者に､道路情報や注意喚
起を分かりやすく発信 ▼北海道地区道路情報▼北海道地区道路情報英語版英語版webwebサイトサイト

国道39号動物飛び出し注意の英語表示

▼道路情報板を活用した英語による注意喚起▼道路情報板を活用した英語による注意喚起

通行止め路線を地図上に表示

通行止め路線、区間、時間帯
を英語で表示
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近年、来道外国人旅行者数は急増している一
方、北海道の都市間距離は全国の約2~3倍と、
広域分散社会を形成し、主要都市間や観光地等
を結ぶ高規格幹線道路のネットワークが十分に構

○北海道には豊かな自然環境や景観等、特徴的で魅力的な観光資源が存在し、近年、来道する外国人旅行者数は急増しているなど、
観光立国の実現に向けて北海道が果たす役割は大きい。

○一方で、インフラの整備や、インバウンド観光による経済効果の地方部への波及などが課題。
○特に北海道は、近畿・中国・四国地方の合計面積に匹敵する広大な地域であり、都市間距離は全国の約２～３倍と、国内他地域と

は異なる広域分散社会を形成しており、いまだ主要都市間や観光地等を結ぶ高規格幹線道路の未整備区間が存在し、十分なネット
ワークが構築されていない。

○観光地への交通アクセス改善を図るため、高速交通体系の整備を推進し、国際競争力の高い魅力ある観光の振興を目指す。

広域幹線道路網の整備【丸瀬布遠軽道路】（１２－①）

平成28年度に旭川・紋別自動車道（丸
瀬布遠軽道路）丸瀬布IC～遠軽瀬戸瀬
ICが開通予定。
同区間は、平成27年に認定された「広域

旭川

摩周・
川湯温泉阿寒湖

知床網走
上川圏上川圏

オホーツク圏オホーツク圏

北見上川
層雲峡

旭川空港

H27年度オホーツク圏観光入込客数
約８７２万人

女満別空港

೫
ೄ

ૺ

IC

ீ

ഘ
IC

広域観光
周遊ルート

概 要

課 題 取組の方法

を結ぶ高規格幹線道路のネットワークが十分に構
築されていない。

同区間の開通により、旭川～紋別までの所要時間が旭川・紋別自動車道未整備時に比べ夏
期で27分、冬期で31分短縮。観光地への交通アクセスが改善されることにより、オホーツク圏の
外国人宿泊客数増加が期待される。

同区間は、平成27年に認定された「広域
観光周遊ルート」における広域観光拠点地
区を連絡する道路。

今後の方針：残る遠軽瀬戸瀬IC～遠軽IC間においても整備を推進。また、他の
路線に関しても整備を進め、観光地を結ぶ高規格ネットワークの充実を図る。

最寄り都市までの平均道路距離(km)

来道外国人旅行者数：12年で7倍に

旭川～紋別間の所要時間の変化 オホーツク圏の外国人宿泊客数の推移

十勝圏十勝圏

札幌

新千歳空港

美瑛

富良野

トマム
十勝川
温泉

帯広

釧路

釧路圏釧路圏

川湯温泉阿寒湖
温泉 根室圏根室圏

オホーツク圏オホーツク圏
旭川空港

39
46 52

44 51
35

64
79

97

119

0.0

2.0

4.0

6.0

0
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40
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100

120

140

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
(年度)宿泊客延数 伸び率(H18=1.0)

宿
泊
客
延
数

(

千
人)

H22.3 上川天幕～浮島 IC 開通

H19.3 旧白滝～
丸瀬布 IC 開通

H21.12 白滝 IC ～旧白滝開通

資料：北海道観光入込客数調査報告書

外国人宿泊客数が
H18年の3.1倍に増加

３時間14分

夏期

夏期

夏期

冬期

冬期

冬期

旭川・紋別自動車道

未整備

丸瀬布遠軽道路

未整備(H28現在)

丸瀬布IC～遠軽瀬戸瀬IC

開通後(H28年度開通予定)

４時間1分

２時間49分

３時間34分

２時間47分

３時間30分

25分短縮

27分短縮

27分短縮

31分短縮

0 
400 
800 

1,200 
1,600 
2,000 
2,400 

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

その他・不明

ﾖｰﾛｯﾊﾟ

北米

中国

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

香港

韓国

台湾

※集計には離島を含まない。
資料：NITAS（総合交通分析システムH24年度、ｖｅｒ2.0）を用いて集計
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149
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2万人以上

4万人以上
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30万人以上

全国

北海道

単位：km

資料：北海道経済部観光局 「訪日外国人来道者数（実人数）の推移」
「北海道観光入込客数調査報告書」H15～27年より作成

2.1倍

3.1倍

2.3倍 2.4倍

：広域観光拠点地区

15

取組の効果



国道237号沿線でもある富良野美瑛地域は、年間約700万
人が訪れる道内有数の観光圏であり、7月の3連休には中富良
野町のラベンダー畑を訪れる観光目的の車両が集中することによ
り、旭川市・美瑛町方面へ向かう直進車両を阻害する渋滞が発
生。

○北海道内の観光地周辺では、年間を通じた休日の渋滞や、イベント時・観光シーズンにおける一部の施設への需要の偏在などによる渋
滞が発生している地域もあり、外国人ドライブ観光客がストレスなく移動できる環境に課題がある。

○国道237号中富良野町では、 ラベンダーが見頃となる7月3連休にラベンダー畑を訪れる観光目的の車両が集中することにより、旭川
市・美瑛町方面へ向かう直進車両を阻害する渋滞が発生するため、既存の道路空間を活用し、観光目的の車両と旭川市・美瑛町方
向へ向かう車両を分離する車線運用を行うことで、渋滞緩和対策を試行。

観光地渋滞対策に係る取組【中富良野ラベンダー祭】（１２－②）

関係機関と連携し、限られた道路空間を活用し、観光目的の車両と旭川市・美瑛
町方向へ向かう車両を分離する車線運用による渋滞緩和対策を試行。
（H28.7.16～18の3日間に実施）

過去3年で最大
5.2km(H26)の旭川方面

《通常》 《取組》
通常1車線である車線を、ラベンダー園
方面へ左折する観光交通と、旭川方面

へ直進する通過交通に分離

概 要

課 題 取組の方法

中富良野交差点における交通
量は、ほとんどの時間帯で過去
３年間平均値よりも増加してい
るにもかかわらず、最大渋滞長
は、約３.５ｋｍ → 約１.５
ｋｍと約２.０ｋｍ減少。

今後の方針：今回の取り組みにより一定の渋滞緩和効果は見られたものの、依然として渋滞は残存しており、他の対策手法も含め、関
係機関と協議しながら抜本的な解決策の検討を推進する。

国道渋滞

5.2km(H26)の旭川方面
の渋滞が発生（観光車
両と通過車両が混在）

▼国道237号の渋滞発生状況▼国道237号の渋滞発生状況

国道237号における上り線側の渋滞状況

《取組》へ直進する通過交通に分離
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交通量（H25～H27平均） 交通量（H28）
渋滞長（H25～H27平均） 渋滞長（H28）

過去3年間平均
最大渋滞長約3.5km

H28最大渋滞長
約1.5km

■中富良野交差点時間帯別交通量及び渋滞長

富良野地域ラベンダー園

上り線側（旭川方
面）に偏る渋滞
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地域：北海道 年々、参加自治体､箇所数は増加、取組は着実に拡大

○来道外国人の多くは、道央圏に集中し、各地域がそれぞれの資源を活かして魅力ある観光地づくりを進め道内各地に分散･周遊させる
ことが求められている。

○シーニックバイウェイ北海道の地域活動主体である支笏洞爺ニセコルートでは、冬期、札幌に隣接して南西に位置する支笏湖、洞爺湖、
ニセコエリアの各地をキャンドルでつなぐ「シーニックナイト」を広域に連携し展開。10年以上に亘る活動により地域に浸透。参加自治体、
箇所数は増加し、年々、取組は着実に拡大。また、外国人向けのシーニックバイウェイドライブマップを作成し広域で情報発信を展開。

シーニックバイウェイ北海道の推進の取組（１２－③）

北海道における外国人の宿泊地の多
くは、札幌に集中しており、札幌を

主体：シーニックバイウェイ北
海道 活動団体

時期：毎年1～2月

キャンドルの灯りでつなぐ、

概 要

課 題 取組の方法 取組の効果

今後の方針： 継続的に活動に取り組み、更なる連携の拡大を目指し、広域で一体となった地域の魅力を創出する。

2,438.8
470.5

418.2
391.1

261.2
253.2

177.0
157.5
152.2
146.6

0 1,000 2,000 3,000 

札幌市
登別市
函館市

倶知安町
洞爺湖町

上川町
ニセコ町

壮瞥町
旭川市
小樽市

（千人泊）

出典:平成27年度北海道観光入込客数調査

くは、札幌に集中しており、札幌を
起点または終点とする周遊観光の推
進が求められる。

▼北海道における外国人宿泊客延数TOP10

0

20

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

自治体数

延べ開催日数

箇所数

キャンドルの灯りでつなぐ、

”シーニックナイト”を広域に

連携し展開

また、外国語版シーニックバイ

ウェイドライブマップも広域で

配布

▼シーニックナイトの変遷

開催箇所：約30箇所 参加団体：30団体

協力団体：60団体 協賛・協力：10企業

来場者数：約20,000人 関係者数：約200人

出典:北海道開発局

▼シーニックナイトの状況
（ニセコ）

▼シーニック
ドライブマップ

（英語･中国語）
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市町村・地域： 河川及び沿川 ○地方公共団体や地元住民等と連携
し、良好なまちと水辺が融合した空間
形成の推進し、その空間を活用を促進

魅力的な観光空間の創出【かわまちづくりの推進】（１２－③）

○景観、歴史、文化及び観光基盤などの地域が持つ「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、地方公共団体や地元住民との連
携し良好なまちと水辺が融合した空間形成の推進を図り、訪日外国人旅行者の嗜好するサイクリングやカヌー等による空間の活用を促
進する。

○古くから培われた地域の歴史や文化、人々
の生活とのつながりなど、水辺にはその地域
特有の資源があるにも関わらず、活用され
ていない。

概 要

課 題 取組の方法

解決主体：市町村、北海道開発局等

○河川管理者と共同して、かわまちづくり計画を策定。
○計画に基づき、水辺空間の形成等のハード施策とあ

わせて、良好なまちと一体となった河川空間の多様な
利用等によるソフト施策を実施

取組の効果

ていない。

今後の方針：引き続き、各地域の課題やニーズ等を把握し、地方公共団体や地元住民等と連携し、良好なまちと水辺が融
合した空間形成の推進を図り、訪日外国人旅行者の嗜好するサイクリングやカヌー等による空間の活用を促
進する。

自転車による現地視察
（６月）

サポート設備設置の社会実験
（７月～８月）

意見交換会による取組内容の検討
（６月,１０月計２回実施)
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