資料２－１

平成27年12月16日（水）

観光、交通ＷＧ 経過概要
《ヒアリング調査》
全道10エリア18地区（20会場）にて観光、交通合同ヒアリングを実施
参加者総数：延べ３５１名（観光・交通関係者、有識者、自治体職員等）/ 意見総数：1,079件
《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

北海道の受入環境の課題！
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

５．駐車場の確保

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
２．乗り継ぎ利便性の向上

６．情報提供・発信
８．災害緊急時の対応体制

１０．おもてなし、日本の
習慣等の周知

４．無料公衆無線ＬＡＮ
環境
７．多言語対応
９．旅行消費額の拡大
１１．レンタカーの安全確保

１２．その他

【課題の再整理、進捗状況のとりまとめ】
中間取りまとめで整理した１４テーマ・１２７の課題は、「重要度」と対応策の「時間軸」により細分化し検討。改めて「供給不足」、
「サービス向上」の観点から１２項目に分類
全ての課題について、実施主体を明確にし、解決に向けた取組の進捗状況と今後の対応方針を確認
先行している主な取組（年度末までに解決できるもの、改善の方向に向かって取り組んでいるもの等）を取りまとめ整理
次年度以降も取組の進捗状況についてフォローアップを行う
１
１

現状・課題・対応方針の再整理①
１．二次交通の確保

重要度 / 時間軸

運輸局/地域における観光を取り込んだ公共交通の整備に向けた支援

高

長

運輸局/自動車運送事業労働者確保対策検討会にて具体的方策を検討
運輸局/「観光貸切バスドライバーガイド養成センター創設」「人材派遣の活用」の検討、人材確保セミナー実施

高

長

運輸局/交通事業者・航空会社間でのメーリングリスト作成による情報共有、交通手段の確保対策の検討

高

短

運輸局、バス協会/都市間バスを中心とした実証実験実施、周遊パス導入にあたっての課題解決に向けた検討

高

長

①周遊パスの導入

運輸局/導入に向けた地域のバス事業者・自治体等への働きかけ

高

長

②バスロケ、検索システムの導入

運輸局、ＪＲ北海道/手ぶら観光の推進に向けた、宅配運送サービスによる調査事業実施
ＪＲ北海道/各拠点駅で観光協会との連携等による体制整備

高

短

運輸局、機構/広域分散化に向けたプロモーションの継続的な実施

高

長

②耐震改修

運輸局、北海道/北海道内各地の状況把握

高

長

③イレギュラー運航時の対応

運輸局/宿泊施設・航空会社間でのメーリングリスト作成による情報共有

高

短

北海道、機構、自治体/ＮＴＴ東日本と連携し拠点整備促進
各地域/地域実態に沿った効果的な整備の実施及び、認証手続きの簡素化の検討

高

短

札幌市等/観光バス待機場の夜間営業時間延長、観光バス臨時待機場設置、巡回啓発の実施、駐車実態調査実施
札幌市等/都心部民有地・市有地の活用に向けた検討、徒歩観光の促進

高

短

運輸局/ＪＮＴＯ認定観光案内所の早期認定申請に向け働きかけ
北海道等/北海道・機構など関係者間において観光案内所設置に向け検討

高

短

② ＨＰ、案内表記の充実

運輸局/運輸局ＨＰや各機関ＨＰ上の多言語ツールを集約し周知・案内等を実施

高

短

③ 観光案内所の充実

運輸局/ＪＮＴＯ観光案内所認定申請に向け働きかけを実施

低

長

①二次交通網の整備
②バスの運転手確保
③イレギュラー運航時の対応

２．乗り継ぎ利便性の向上

③大型荷物の対応

３．宿泊施設の確保
①ピーク時の対応

４．無料公衆無線ＬＡＮ環境
① Wi-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

２

現状・課題・対応方針の再整理②
７．多言語対応

重要度 / 時間軸

① 拠点における多言語対応

ＪＲ北海道/夏季繁忙期に重要拠点に通訳等を配置、外国語対応補完ツールの強化、ＪＲ初心者ガイドの作成

高

短

② 通訳ガイド、通訳案内士の不足

機構/通訳案内士等研修会の実施等による人材育成・確保

高

長

③ ドライバーの多言語対応

バス協会、ハイヤー協会/研修・講座の開催、多言語ツール導入の検討

低

長

運輸局/自治体の防災マニュアル策定状況等のアンケート調査を実施し、策定に向けた課題等を把握
機構/宿泊施設、観光施設等向けの研修等の実施

高

長

運輸局/継続的に函館市の事例など全国の先進事例を共有し、各地域における体制の構築を支援
北海道、自治体/北海道医療機能情報システムの普及促進、地域毎に関係者による協議・検討

高

長

運輸局/水産物等に関する主要な国・地域別の検疫対象品目の調査事業実施
運輸局等/免税制度説明会等による普及促進

高

短

自治体/新規設置を含め、設置場所及びコスト負担等について検討する

低

長

機構/「観光マナーガイド」を作成し、宿泊施設・観光協会等に配布
運輸局/マナーに関する渡航前周知・有効事例共有

高

短

自治体/ヒラフウエルカムセンターの営業時間延長、地域全体で案内のあり方、おもてなしの向上について検討

低

長

運輸局/冬季安全運転の渡航前周知（ＪＮＴＯのホームページ掲載等）の徹底
運輸局/外国人にも分かりやすい道路標識のあり方に関して、警察庁等の検討状況について情報収集・共有

高

短

運輸局、ＪＡＴＡ/ツアーオペレーター品質認証制度周知に向けた取組強化、クオリティジャパンのＰＲによるツア
ーの品質向上促進

高

長

運輸局/モデル地域での協議会形成による地域の課題解決に向けた調査事業実施
運輸局/各地域での定期的な意見交換会開催を促進

高

長

運輸局/観光庁に対し旅行業制度の改正や弾力的な運用を要望

低

長

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利用可能
なＡＴＭの不足

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

１１．レンタカーの安全確保
① 安全運転啓発

１２．その他
①ツアーの品質向上
②地域での課題解決に向けた連
携強化
③旅行業法の見直し等

３

時間軸・重要度による整理（グラフ）
高

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
バス運転手確保

二次交通網の整備

イレギュラー運航時対応（宿泊）

ピーク時の宿泊施設対応

災害時対応

イレギュラー運航時対応（交通 ）

傷病等緊急時対応

安全運転啓発
新千歳空港観光案内所整備
Wi-fi環境の整備

耐震改修

ＨＰ、案内表記の充実
地域での課題解決に向けた連携強化

重要度

外国人旅行者へのマナー周知
バス駐車場の確保

拠点における多言語対応

通訳ガイド、通訳案内士の不足

周遊パスの導入

土産品の検疫と免税店の拡大
大型荷物の対応

ツアーの品質向上

バスロケ、検索システムの導入

ニセコ地区の深夜等の案内

観光案内所の充実

海外のキャッシュカード利用可能なＡＴＭ不足
ドライバーの多言語対応

旅行業法の見直し等

長期
短期的な課題解決が容易なもの

時間軸

重要度が低く中長期的に取り組むもの
４

主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針
１．二次交通の確保
北海道

現状・課題

①二次交通網の整備

・「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。

②バスの運転手確保

・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。

地域
新千歳
空港

短

現状・課題
③イレギュラー運航時の対応

・イレギュラー運航の発生や運行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、確保が難しいことがある。
・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。

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）

取組の進捗状況・今後の対応方針

事案番号

【運輸局/短期】
・11月に公共交通シンポジウム及び自治体担当者向け人材育成研修（道内13
自治体）の実施。
・自治体訪問の機会に観光客も取り込んだ交通政策の重要性を周知。
・9月に貸切バス制度改正後の状況等に係る聞き取り調査実施（今後も継続的
に調査実施）。
【バス協会/短期】
・新運賃・料金制度に関するパンフレットを多言語で作成。

102
103
107
108
109
118
126

【運輸局/中・長期】

・地域における観光客を取り込んだ交通施策の検討・実施に向けた支援。
【バス協会/中・長期】
・協会員・旅行業界・観光業界に対し、新運賃制度の周知徹底を図る。
【運輸局/短期】
・6月に「北海道自動車運送事業労働力確保対策検討会」を立ち上げ、運転手
確保・育成方策等に関する諸課題の整理を行い、効果的な取組の具体的な事
例の取りまとめを実施。
・平成28年2月を目処に第3回目の検討会を開催予定。
【運輸局/中・長期】
・人材確保・育成の先進事例等について、セミナーや研修等の機会を通じて広く情
報発信。

110

取組の進捗状況・今後の対応方針

事案番号

【運輸局/短期】
・年内に北海道運輸局・千歳市・空港事務所との連携により、交通事業者のメー
リングリストを作成し、各航空会社へ配布。これにより、二次交通手配に係る情
報集約がスピードアップし、航空会社と交通事業者双方の負担を軽減。
【運輸局/中・長期】
・旅客に対するスムーズな情報提供に向け、北海道運輸局、航空会社と交通事
業者との間において情報共有のあり方について継続的に検証。対応する交通手
段の拡充についても合わせて検討。

105

５

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

・外国人旅行者の増加により、新千歳空港が所在する千歳市にあ
るタクシー会社のみでは、新千歳空港におけるタクシーの確保が困
難。
・新千歳空港のタクシー乗り場については、整理員を配置し利用に
関する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。

【運輸局/短期】
・新千歳空港に係るタクシー事業の営業区域拡大を認める通達発出。
【ハイヤー協会/短期】
・空港内タクシー乗り場の利用ルールの遵守を図るため、ハイヤー協会において整理員
を増員予定。
【運輸局/中・長期】
・取組後、措置状況の効果等について、タクシー事業者からの報告聴取等により把握。
【ハイヤー協会/中/長期】
・空港内タクシー乗り場利用に関するルールが守られていない状況を解消するため、新
たな乗り場ルール作りの検討。

106

ニセコ・
倶知安
地域

①二次交通網の整備
・ニセコ・倶知安地域の夏季と冬季の観光需要の繁閑差が激しく、
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。
・同地域における営業許可を有するタクシー事業者は10社あるが、
観光客が多いニセコ町内、倶知安町内に所在するタクシー会社は
それぞれ2社しかなく、その他は近隣町村に所在しているため、両町
のニーズに対し十分に対応できていない。
・タクシー事業者間の連携ができていないために、タクシー不足という
状況の問題解決の妨げとなっている。

【運輸局/短期】
・倶知安町・倶知安観光協会に対し、共同配車体制の構築に関する協力・支援の要
請。
【後志地区ハイヤー協会/短期】
・ニセコ町内及び倶知安町内に所在している事業者と近隣町村に所在している事業
者が連携した「共同配車体制」の構築に向けて取り組むことを合意。
【運輸局/中・長期】
・倶知安町等に対し、共同配車体制構築実現に向け引き続き、協力・支援の要請。
【後志地区ハイヤー協会/中/長期】
・後志地区ハイヤー協会において「倶知安地区繁忙期対策部会（仮称）」を設
置し、平成28年度のスキーシーズンにおける共同配車体制構築を目指した検討。

104

ニセコ・倶
知安駅

・車両編成が１、２両しかないため増結が必要。

富良野駅

・ホームにエレベーターが無く、多くの方が大きな荷物を抱え、長い
ホームの階段を上り下りしている。

洞爺駅

・洞爺駅へのアクセスが悪いため乗り換えが必要なときがあるが、乗換
駅にはエレベーター等が無い。

旭川駅

・案内看板不足。旭山動物園への案内も分かりにくい。

摩周駅

・摩周駅で降りても、摩周湖へ行くことが出来ない。

小樽・
長万部駅

・乗り換え時間、ホームの番線、英語での説明などが十分に旅行者
への対応に活かされていない。

【運輸局/短期】
・ＪＲ北海道に対し、施設の実態調査及び改善について要請。
・特に案内表示等の整備について問題点の整理、改善に向けた取り組みを要請。
【ＪＲ北海道/短期】
・南千歳駅、滝川駅、長万部駅にて、乗換用の4か国語サインボードを設置。
・観光客が多い駅舎、車内において、音声案内を開始。
・旭川駅では、中2階コンコースでの構内標識、1階のピクトグラム標識にて、総合的に
案内を実施。
【ＪＲ北海道/中・長期】
・混雑が予想される期間、線区については、可能な限り増結等の対応を引き続き検討、
実施。
・駅舎のバリアフリー化等については、国、地方自治体と連携して、引き続き検討、実施。
・駅に合わせたきめ細かい表示や構内放送を展開。

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）

125

６

主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針
２．乗り継ぎ利便性の向上
取組の進捗状況・今後の対応方針

事案番号

①周遊パスの導入

【運輸局/短期】
・平成28年2月に、北海道運輸局による訪日外国人観光客を対象とした都市間バス
等における周遊パスの実証実験の実施を予定。周遊パス導入に向けた課題等につ
いて検証。
【バス協会/短期】
・周遊パス導入に向けた検討会を開催。
【運輸局、バス協会、バス事業者/中・長期】
・実証実験の結果を踏まえ、北海道運輸局、北海道バス協会において関係バス事業
者を集め、周遊パス導入にあたっての課題解決に向けて検討。

100

②バスロケ、検索システムの導入

【運輸局/短期】
・11月から実証実験を開始した旭川市等に対し、利用状況等のデータ提供を依頼。
【バス協会/短期】
・実証実験を実施している各地の取組に係る情報共有を図るため、「バスロケ等情報
提供高度化事業に関する検討会」を開催。
【運輸局/中・長期】
・各地における実証実験の終了後、北海道運輸局において、実施自治体・バス事業
者・システム開発会社等から利用状況等の結果データを収集、分析し、それに基づき
本格導入に向け、自治体・バス事業者等に対する働きかけを継続。
【バス協会/中・長期】
・引き続き「バスロケ等情報提供高度化事業に関する検討会」を開催するなど、システ
ムの導入促進に向けて取り組み。

101

③大型荷物の対応

【運輸局/短期】
・11月に手ぶら観光の推進に関する調査事業実施。
【ＪＲ北海道/短期】
・8月6日～10月9日に新千歳空港駅での実証実験実施（宅配業者と連携し、空
港から市内ホテルまでの同日宅配事業）。
・上記の実証実験開始後にfacebookにて情報発信。
・洞爺駅、登別駅、札幌駅で小型コインロッカーの大型化及び札幌駅での新設を実施。
・夏季に手荷物の多い富良野駅、美瑛駅では観光協会と協力して、駅と観光協会両
箇所で手荷物の一時預かりに関する案内を強化。
【運輸局/中・長期】
・実証実験の結果を踏まえ、宅配輸送サービスの整備について検討。
・手ぶら観光普及促進のため、効果的なPR方法で周知。

北海道

現状・課題

・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。

・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。

・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り、増便などで対応したいが、乗務員不足などの影響で増便が
なかなかできない。
・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。
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）

56
57

７

主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針
３．宿泊施設の確保
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

①ピーク時の対応

【北海道/短期】
・海外・道外の事業者に対し、アンケート調査・PRツール・セミナーによって道内観光・
投資環境に関して広く情報発信することで、観光関連施設の投資誘致を図る「観
光関連施設等投資促進事業」を実施。
【機構/短期】
・閑散期や道央以外の地域の魅力を情報提供。
【運輸局、機構/中・長期】
・VJ地方連携事業を活用し、観光入込の平準化・広域分散化に向けたプロモーショ
ンを継続的に実施。
・道央に集中する観光客の道東地域への広域分散化を図るため、広域観光周遊
ルート形成計画に基づき地域の関係者と連携して事業を実施。

1
3
4
6
8
9
10
11
12
13

②耐震改修

【北海道/短期】
・耐震診断が義務化された民間大規模建築物の耐震改修に補助する札幌市以外
の市町村に対して補助（平成27年4月開始）。
【運輸局/中・長期】
・道内の宿泊施設の情報を把握し、関係者間で検討。

2
7

取組の進捗状況・今後の対応方針

事案番号

【運輸局/短期】
・年内に北海道運輸局・千歳市・空港事務所との連携により、宿泊施設のメーリング
リストを作成し、各航空会社へ配布。これにより、宿泊先手配に係る情報集約がス
ピードアップし、航空会社と宿泊事業者双方の負担を軽減。
【運輸局/中・長期】
・旅客に対するスムーズな情報提供に向け、北海道運輸局、航空会社と宿泊事業
者との間において情報共有のあり方について継続的に検証。対応する宿泊施設の
拡充についても合わせて検討。

5

・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。

・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。

地域
新千歳
空港

短

現状・課題
③イレギュラー運航時の対応

・イレギュラー運航の発生や運行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。

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）

８

主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針
４．無料公衆無線LAN環境
北海道

現状・課題

取組の進捗状況・今後の対応方針

①Wi-Fi環境の整備

【北海道・機構/短期】
・ＮＴＴ東日本との連携協定に基づき、振興局、市町村、観光団体を通じて、
Wi-Fi整備を促進。
【自治体・短期】
・各種補助・交付金を活用しWi-Fiの拠点整備を実施。
【運輸局/中・長期】
・次年度以降に広域観光周遊ルート協議会を活用し整備を促進。
【各地域/中・長期】
・地域実態に沿った効果的な整備の実施及び、認証手続きの簡素化の検討。

・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。

【運輸局/短期】
・本年度の広域観光周遊ルート形成促進事業において、移動Wi-Fiの実証実験
を実施。
【運輸局/中・長期】
・IT環境の最新の状況を把握するためのセミナー・講習会での情報収集や、開発
企業等と連携し情報を共有。

・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）。

事案番号

58.59
62.63
64.65
66.67
68.69
70.71
72
60
61

５．駐車場の確保
地域
主に
札幌市
小樽市

短

現状・課題
①バス駐車場の確保

・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。

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）

取組の進捗状況・今後の対応方針

事案番号

【自治体/短期】
・市営観光バス待機場の営業時間を21時まで延長（平成27年8月～）。
・観光バス臨時待機場設置（平成27年8月～10月）。
・巡回啓発（平成28年1月～）及び都心部民間商業施設駐車場の活用。
・バスセンターの未利用乗降スペース活用の検討。
・小樽運河近くでのバスの乗降については、警察の取り締まり強化により改善。
【バス協会/短期】
・札幌市と連携しバスの駐車場対策として、貸切バス待機場の時間延長、臨時の
貸切バス待機場の設置等対策を実施。
【自治体/中・長期】
・市営観光バス待機場の営業時間の延長を継続 。
・都心部民有地の活用及びバスセンターの未利用乗降スペースの活用。
・都心部市有地の活用に向けた検討。
・徒歩観光の促進。

111
112
113

９

主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針
６．情報提供・発信
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

①新千歳空港観光案内所の整備

【北海道・機構/短期】
・関係者間において来年度の観光案内所設置に向け検討。

89

②HP、案内表記の充実

【運輸局/短期】
・運輸局HPや各機関HP上の多言語ツールを集約し周知・案内等を実施。
・案内表示の多言語化として、バスロケ導入に向けた取組を実施。
【北海道/短期】
・ホームページ掲載情報の充実。
・北海道新幹線の開業に関し、東京からのアクセス情報や観光地の情報などを多
言語で紹介するパンフレットを作成・配付するとともにHPに掲載。
【機構/短期】
・外国人にわかりやすい情報を発信するため、ウェブサイトのリニューアルを実施（多
言語版は平成28年1月運用開始予定）。
【バス協会/短期】
・「バスロケ等情報提供高度化事業に関する検討会」を開催し、バス停・車内表
示の多言語化について検討。
【運輸局/中・長期】
・継続的に補助金活用、「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のた
めのガイドライン」の周知・統一した表示方法の検討を働きかけ。
【ハイヤー協会/中・長期】
・タクシー乗り場の案内板について、中国語・韓国語表示の検討。

77
78
80
82
83
88
90
95
96
98

③観光案内所の充実

【運輸局/短期】
・８月に各地域に対してJNTO観光案内所認定申請に向け働きかけ。
【自治体/短期】
・外国人の受入体制の整備として、「指さしガイドブック」の作成を地域の関係団体
とともに実施。
【自治体/中・長期】
・外国語スキルを持った人材起用を積極的に行い、ホスピタリティの充実。

91
92
93
94
127

・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。
・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。
・外国語のできるスタッフを駅に派遣したが、人材確保には限界がある。
・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。
・外国語表記についてはある程度対応しているが、何カ国語まで対応すればいいの
か判断に苦慮。
・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。
・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。
・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。
・エリア内で別々に配信されているため、連携した一つのポータルサイトに集約してい
く必要がある。

・昨年から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。
・人材不足で募集しているが配置できていない。
・観光協会など窓口は設置している者の、多国語を話す職員がいないため、筆談で
の対応が多い。

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）

１０

主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針
７．多言語対応
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

①拠点における多言語対応

【JR北海道/短期】
・夏季繁忙期に札幌駅等に通訳アルバイトを配置。
・新たな外国語対応補完ツールの作成及びパンフレット等の充実。
・特定駅及び一部観光列車内において渡航前の情報として、JR初心者ガイドを作
成し発信。
【JR北海道/中・長期】
・来年度にJR初心者ガイドの発展版を発行予定。

73

②通訳ガイド、通訳案内士の不足

【機構/短期】
・通訳ガイドの絶対数の確保を目的として、通訳案内士等研修会を実施。
【運輸局/中・長期】
・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。

27
28
29
30

③ドライバーの多言語対応

【北海道/短期】
・「外国人観光客対応タクシードライバー等人材育成事業」において、急増している
外国人観光客に対応することができるタクシードライバー等の育成・確保。
【バス協会/中・長期】
・ドライバーを対象とした研修会の開催を検討。
【ハイヤー協会/中・長期】
・北海道において指さしシートを作成し、今後は各社に配布及び、HPからダウンロー
ドできるよう準備中。
・各地区のハイヤー協会において作成している「適正化・活性化に関する計画」に
「スマホの活用」を記載し活用を推進。

74

・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。

・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。

・夜間など外国語の対応ができるスタッフが不在の場合など対応に苦慮している。
・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緩
和の検討をお願いしたい。
・専門的な質問が多く、高い外国語能力が求められる。

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）

１１

主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針
８．災害緊急時の対応体制
北海道

現状・課題

取組の進捗状況・今後の対応方針

①災害時対応

【運輸局/短期】
・観光庁で平成26年10月に発出した「訪日外国人旅行者の安全確保のための手
引き」等の各自治体の活用状況・マニュアル策定状況等について調査を実施し公
表。
【北海道/短期】
・観光庁から平成26年10月に発出された「訪日外国人旅行者の安全確保のため
の手引き」等を改めて11月に各市長村へ再周知。
【機構/短期】
・「災害に強い観光地づくり事業」で観光関連事業者等の防災意識向上を図るため、
普及開発セミナーや防災パネル展の開催、防災リーフレット（災害時のマニュア
ル）の作成・配布を実施。
【運輸局/中・長期】
・継続的に国際観光ホテルに関する防災マニュアルを各関係施設等に周知。
【機構/中・長期】
・「災害に強い観光地づくり事業」の継続的な実施。

②傷病等緊急時対応

【北海道/短期】
・患者等による医療機関の適切な選択を支援するため、多言語対応可能な病院な
ど、道内の医療機関における医療機能情報について、ホームページ（北海道医療
機能情報システム）により情報提供（平成26年4月に道内の観光協会等に対
し同システムの活用について依頼）。
【運輸局/中・長期】
・継続的に函館市の事例など全国の先進事例を共有し、各地域における体制構築
を支援。

・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。

事案番号

14
15
16
19
22
23
24

地域

現状・課題

取組の進捗状況・今後の対応方針

事案番号

函館

・FITが増加し、傷病者等緊急時対応（特に観光協会等が機能しな
い夜間の対策）が課題となっていた。

【自治体/短期】
・外国人傷病者に対する11か国語、24時間対応の通訳派遣窓口ヘルプデスクを
5月1日から開始。
【自治体/中・長期】
・今年度の利用状況を踏まえ、在住外国人の通院等への範囲拡大など、サービス
の拡充等を検討。

5

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）

１２

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

ﾆｾｺ地域
稚内
利尻
礼文

・スキーシーズンに外国人の病気・ケガが発生しているが、特定の病院
に診療が集中し住民の診療にも影響を与えている。
・ガイドが引率している海外スキーヤーの一部には、地域のルールを無
視して危険区域を滑るケースがある。
・国際山岳ガイド等の有資格者であっても、他の滑走者の危険区域
侵入を誘発する行為でもあるため問題視されている。

【北海道山岳遭難防止対策協議会/短期】
・「安全登山シンポジウム2015」を開催し、近年増加しているバックカントリースキー
の遭難防止を目的とした講演を12月に実施予定。
【自治体/短期】
・パトロールによる声かけ、ニセコルールの紙媒体及び看板掲示による啓発。

17
18
20
25
26
97

富良野
美瑛

・救助隊は、警察や消防で組織されるが外国語対応されておらず、
何らかのサポート体制が必要。
・十勝岳噴火や冬の暴風雪に対する避難等の情報発信など、災害
時対策が課題。

【自治体/短期】
・富良野美瑛観光圏の今後10年間の計画を年内に策定する中で対応策を入れる
ことを検討。
【自治体/中・長期】
・次年度完成予定の十勝岳望岳台避難シェルターに、外国人への情報発信につい
て検討。

21

取組の進捗状況・今後の対応方針

事案番号

①土産品の検疫と免税店の拡大

【運輸局/短期】
・代表的な土産品の水産物等の販売促進のため、主要な国・地域の検疫・輸入規
制等の情報についての調査事業を10月より実施。
・運輸局・国税局・経産局が共同して、免税制度説明会を開催。
【運輸局/中・長期】
・実証実験の成果等を踏まえ地域の自立した取組等を支援。
・次年度以降の免税制度説明会等において、既存の補助制度等紹介等により、負
担軽減につながるよう取り組む。

37
39
41
45
54

②海外のキャッシュカード利用可能なATMの不足

【自治体/短期】
・今後の設置場所及びコストの負担等について検討。
【運輸局/中・長期】
・地域の状況について情報収集を行い今後の対応を検討。
【自治体/中・長期】
・新規設置を含め、設置場所及び負担等について検討。

38
42

事案番号

９．旅行消費額の拡大
北海道

現状・課題

・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。
・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。

・管内において郵便局とセブン銀行のATMでしか両替できない。
・エリア内にATMが不足している。
・ホテル内にセブン銀行のATMを設置している所もあるが、コンビニ内での設置で
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ず維持が難し
い。
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）

１３

主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針
１０．おもてなし、日本の習慣等の周知
北海道

現状・課題

取組の進捗状況・今後の対応方針

①外国人旅行者へのマナー周知

【機構/短期】
・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、 ・外国人観光客向けの旅のマナーガイドを作成、配付（平成27年12月完成）。
【運輸局/中・長期】
日本人客が敬遠する。
・外国人旅行者に対するマナーに関しての渡航前周知や関係者間での有効事例
共有を検討。

③/④おもてなし全般

・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。
・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。
・発地型観光での受入が主流であることから宿泊施設以外の受入体制が整備され
ていない。
・団体食の場所が少ないので、団体を扱っているところは応じきれない。

地域
ﾆｾｺ地域

短

現状・課題
②ニセコ地区の深夜等の案内

・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。

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）

事案番号

49.50
51.52
53.55

【運輸局/短期】
・８月に観光庁作成「ムスリムおもてなしガイドブック」を道内市町村に周知。
【機構/短期】
・市町村などからの要望に応じて、ムスリムの基礎的知識に関する研修会、セミナー
を実施。
・イスラム圏の観光客を受け入れるために「理解しておきたいこと」、「準備しておきた
いこと」をまとめた「ムスリムおもてなしガイド」を作成し、観光関係者に配付。
【札幌市/短期】
・ムスリム旅行者受入研修の開催
前年度に引き続き基礎知識や配慮する事柄について等を学ぶ研修を実施。
・ムスリム向けメニュー開発
市内在住の著名な料理研究家などの協力を得てレシピを作成。
【札幌商工会議所/短期】
・札幌市と連携して、外国語が堪能な従事者を見える化するための「スマイル・サー
ビスバッジ」事業を実施。
【運輸局/中・長期】
・継続的に食材ピクトグラムについて関係者へ周知実施。
【札幌市/中・長期】
・ムスリム旅行者受入研修の開催。
・ムスリム向けメニュー開発 日本食等のレシピを作成。

31
32
33
34
35
36
46
47

取組の進捗状況・今後の対応方針

事案番号

【自治体/短期】
・人件費等を観光協会が負担して、平成27年12月20日～平成28年3月20
日までウェルカムセンターの営業時間を24時まで延長。
【自治体/中・長期】
・地域ブランドとしての案内のあり方、おもてなし向上を検討。

43

１４

主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針
１１．レンタカーの安全確保
北海道

現状・課題

①安全運転啓発

・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。
・富良野・美瑛地区の積極的な取組として「STOP」等補助的な看板設置の例が
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。

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）

取組の進捗状況・今後の対応方針

事案番号

【運輸局/短期】
・標識のルール改正に向け警察庁、地方自治体、関係機関へ働きかけを実施し
た結果、「アクションプログラム2015」に盛り込まれ政府としての検討対象となって
いる（現在、警察庁等を中心に検討中）。
・７月にＪＮＴＯ等の協力を得て「北海道まるわかりハンドブック」等を活用し、渡
航前の冬期安全運転の周知を実施。
・旅行博等にて海外エージェント等に周知。
【開発局/短期】
・関係市町村と連携して、道路案内標識の英語標記の改善について、新たにニセ
コ地区に着手したほか、函館地区のエリア拡大。
【北海道/短期】
・「外国人に対する交通安全教育の推進」（環境生活部くらし安全局）
外国人が日本の交通社会に対応できるよう、日本の交通ルールに関する外国
語版リーフレットやＤＶＤ動画を作成（H19・H20）し、ホームページ等で活用
を呼びかけ。
なお、現在はレンタカー事業者において独自のＤＶＤ動画を作成し、外国人に
レンタカーを貸し出す際に活用。
【運輸局/中・長期】
・警察庁等の関係機関における検討状況について情報収集・共有。
【北海道/中・長期】
・交通安全の観点からは、外国人ドライバーに、標識の意味や冬道の危険性も含
めて日本の交通ルール等を理解してもらうことが最も重要と考えており、引続き、
レンタカー事業者による外国人向けの交通安全教育の促進。

115
124

１５

主な課題に対する取組の進捗状況・今後の対応方針
１２．その他
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

①ツアーの品質向上

【運輸局/中・長期】
・継続的にツアーオペレーター品質認証制度周知に向けた取組強化。
・継続的なクオリティジャパンのＰＲによりツアーの品質向上を促進。

②地域での課題解決に向けた連携強化

【運輸局/短期】
・地域における課題解決に向けた体制構築を促すため、モデル地域での協議会開
催に関する調査事業を実施。
【運輸局/中・長期】
・調査事業の結果を基に、各地域で定期的な意見交換会の開催を促進。

116
117

取組の進捗状況・今後の対応方針

事案番号

・ＪＡＴＡがツアーオペレーターの品質保証制度を創設・実施しツアーの品質向上
に努めているが、ＰＲ不足・目に見えたインセンティブ効果が無いことから、なかなか
浸透していない。
・他方、悪質なツアーオペレーター等の中には、貸切バス事業者に安売り・急なスケ
ジュールの変更などを求める実態があるため、過当競争による運賃問題や運転者
の労働時間の問題が発生。

・観光は関係者が多岐にわたる産業だが、地域で関係者は一同に集まり、意見交
換を行う機会が非常に少ない。
・先進事例の情報共有などにより、地域の課題解決が可能なケースも想定される。
・また、緊急時対応など、医療・消防・警察などとの連携の必要性もあり、地域内で
の連携強化は急務。

地域
稚内市
利尻島
礼文島

短

現状・課題
③旅行業法の見直し等

・旅行業法の解釈により、利尻島に２つある町のうち、利尻町はツ
アー旅行を実施できない区域となっている。

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）

【運輸局/短期】
・10月に観光庁に対し旅行業制度改正等を要望したものの、消費者保護の観
点から登録区分の業務範囲の改正又は弾力的運用は困難との回答。

99

122

１６

資料２－２

平成27年12月16日（水）

周遊パス導入による乗り継ぎ利便性向上の取組(2-①)
○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。
○そこで、都市間バス等における周遊パス実証実験を行い、周遊パス導入にあたっての課題解決に向けた検討に資する。

課題
市町村・北海道全域
時期：通年
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。

取組の成果
来年2月に、北海道運輸局による訪日外国人観光客を対象とした都市間バス等における周遊パスの
実証実験の実施を予定。周遊パス導入に向けた課題等について検証。

取組方法
解決主体：
北海道運輸局
北海道バス協会
関係バス事業者
開始時期：
平成28年２月頃の
約1か月を予定
実施する路線：
①主に札幌発着の予約
不要の都市間バス
②新千歳空港発着の空
港連絡バス
③札幌市内及び小樽市
内の路線バス

今後の方針： ○実証実験の結果を踏まえ、北海道運輸局、北海道バス協会において関係バス事業者を集め、周遊パス導入にあたって
の課題解決に向けて検討。
１

バスロケ及び検索システム導入による乗り継ぎ利便性向上の取組(2-②)
○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、特に冬季は時間どおりにバスが来ないこと
により寒いバス停で観光客がバスを待っていることから、早急に導入を検討すべき。
○多言語化に対応し、かつ、利用するバス路線・バス停を目的地から検索できる機能（以下、「目的地検索機能」という。）を有する、ス
マートフォンを活用したバスロケを導入することにより、日本人のみならず、訪日外国人のバス利用者の利便性向上にも有効であることから、
自治体、交通事業者へのバスロケ導入を促進。

課題
市町村・北海道全域
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。

取組の成果
本年11月から旭川市で、目的地検索機能を有するバスロケのシステムである「バスキタ！」による実証
実験を開始。また、十勝を中心とした道東・道北のバス事業者が目的地検索機能である「もくいくぅ～」
を順次導入し、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の実証実験を実施中。
その他の地域においても、実証実験を実施する等、各地においてバスロケ導入の動きがみられる。
また、バス協会において、こうした各地の取組に係る情報
共有を図るため、「バスロケ等情報提供高度化事業に関
する検討会」を立ち上げ。

取組方法
解決主体：北海道運輸局、北海道バス協会、
道内路線バス事業者
開始時期：平成27年３月から
実施内容：バス協会による「バスロケ等情報提供高度化
事業に関する検討会」の開催

「バスキタ！」

「もくいくぅ～ 」

○各地における実証実験の終了後、北海道運輸局において、実施自治体・バス事業者・システム開発会社等から利用
今後の方針： 状況等の結果データを収集、分析し、それに基づき本格導入に向け、自治体・バス事業者等に対する働きかけを継続
的に行う。
○バス協会において、引き続き「バスロケ等情報提供高度化事業に関する検討会」を開催するなど、システムの導入促進
に向けて取り組む。
２

新千歳空港からの二次交通の確保に係る取組(1-③)
○外国人旅行者の増加により、新千歳空港におけるタクシーの確保が困難になってきている。また、新千歳空港が所在する千歳市にあるタ
クシー会社のみでは、対応が困難になってきている。
○一方で、空港内タクシー乗り場が不足していることもあり、空港内タクシー乗り場の利用に関するルールが遵守されないケースが起きている。
○新千歳空港に係るタクシー事業の営業区域拡大を認めることで、タクシーの供給量を増加させるとともに、タクシー乗り場の利用ルールの
遵守を図るために、整理員の増員等の対応を行う。

課題
市町村・地域：新千歳空港
外国人旅行者の増
加により、新千歳空
港が所在する千歳市
にあるタクシー会社の
みでは、新千歳空港
におけるタクシーの確
保が困難。
新千歳空港のタクシー乗り場については、
整理員を配置し利用に関するルール遵守
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。

取組の成果
新千歳空港からの二次交通確保の一環として、タクシーの営
業区域の拡大を図る。
北海道におけるタクシー営業区域は、「札幌交通圏」、「恵庭
市」、「苫小牧交通圏」などの一定の地理的範囲で設定されて
いる。今後、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。

・事前予約があるもの
・乗り場ルールの遵守
・平成27年12月1日～平成28年4月30日

取組方法
解決主体：
北海道運輸局、ハイヤー協会
開始時期：平成27年12月
実施内容：北海道運輸局より、新
千歳空港に係るタクシー事業の営業
区域の拡大を認める通達を発出し、
タクシーの供給量増加を図る。

また、空港内タクシー乗り場の利用ルールの遵守を図るた
め、ハイヤー協会において整理員を増員させる予定である。

今後の方針： ○平成27年12月以降の措置状況の効果等について、北海道運輸局においてタクシー事業者から、報告を聴取する等に
より把握する。
○新千歳空港におけるタクシー乗り場利用に関するルールが守られていない状況を解消するため、新たな乗り場ルール作り
の検討についてもハイヤー協会等関係者において行う。
３

ニセコ・倶知安地域の繁忙期タクシー不足に係る取組(1-①)
○ニセコ・倶知安地域の夏季と冬季の観光需要の繁閑差が激しく、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。
○同地域における営業許可を有するタクシー事業者は10社あるが、観光客が多いニセコ町内、倶知安町内に所在するタクシー会社はそれ
ぞれ2社しかなく、その他は近隣町村に所在しているため、両町のニーズに対し十分に対応できていない。
○同地域における営業許可を有する事業者による共同配車体制を構築し、タクシー供給不足の解消を図る。

課題
市町村・地域：倶知安町・ニセコ町
時期：冬季繁忙期
スキーシーズンを中心にパウダースノーを目当て
としたオーストラリア人観光客が大挙して来訪し
ていることにより、夏季と冬季の観光需要の繁
閑の差が激しく、繁忙期に合わせた輸送供給
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。
同地域における営業許可を有するタクシー事
業者は10社あるが、観光客が多いニセコ町内、
倶知安町内に所在するタクシー会社はそれぞ
れ2社しかなく、その他は近隣町村に所在して
いるため、両町のニーズに対し十分に対応でき
ていない。
タクシー事業者間の連携ができていないために、
タクシー不足という状況の問題解決の妨げと
なっている。

取組の成果

取組方法

後志地区ハイヤー協会は、ニセコ町内及び倶知安町内に所
在している事業者と近隣町村に所在している事業者が連携し
た「共同配車体制」の構築に向けて取り組むことを合意した。

解決主体：
北海道運輸局、後志地区ハイヤー
協会、倶知安町 等
開始時期：平成27年11月

C社
イメージ図

×
×

A社
B社

全車両実車中
全車両実車中

電話が繋がらず予約ができない！

共同配車
センター

×
× ×
B社

A社

空車はあるが
予約客の近所にない

全車両実車中

D社

予約客の近所に
空車がある

全車両実車中
E社

全車両実車中

今後の方針： ○後志地区ハイヤー協会において「倶知安地区繁忙期対策部会（仮称）」を設置し、平成28年度のスキーシーズンに
おける共同配車体制構築を目指した検討を行う。
○北海道運輸局から倶知安町等に対し、共同配車体制構築実現に向けた協力・支援の要請を行う。
４

新千歳空港における降雪イレギュラー等が発生した際の対応能力拡充に係る取組
○降雪等イレギュラーによる航空便の運休、運航遅延により、旅客が空港内に滞留してしまう場合、必要となる宿泊施設や二次交通を確
保するため、現状、航空会社による宿泊施設、交通事業者への個別連絡が行われているが、非常に煩雑かつ非効率なため、スムーズ
に行えていない。
○航空会社と宿泊・交通事業者間において、メーリングリストを作成、共有することで、旅客に対して効率的な宿泊施設や二次交通のス
ムーズな供給を図る。

課題
市町村・地域
：新千歳空港、千歳市
時期：イレギュラー発生時（冬季に多
く発生する可能性あり）
イレギュラー運航の発生や運行遅延により
旅客が航空機を利用できない場合、航空
会社が宿泊施設やバス会社・タクシー会社
と直接交渉して手配しているが、確保が難
しいことがある。

取組の成果
宿泊施設、交通事業者のメーリングリストを作成し、各航空
会社へ配布。これにより、宿泊、二次交通手配に係る情報
集約がスピードアップし、航空会社と宿泊・交通事業者双方
の負担軽減につながる。
イレギュラー発生時には、①航空会社からの一斉配信、②
それに対する宿泊・交通事業者からのサービス提供の可否
に係る連絡、③旅客への迅速な当該サービスに係る情報提
供という流れで対応を行う。

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。

イレギュラー発生時

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。
回答

宿泊施設

解決主体：北海道運輸局、空港
事務所、千歳市
開始時期：平成27年11月末～
12月上旬
実施内容：
イレギュラー時に対応するための
体制構築に向け検討
各宿泊施設、交通事業者の
メーリングリストの取りまとめ、更新を
行い、航空会社に提供

航空各社
メールにて
確認

取組方法

回答

交通事業者

今後の方針： ○旅客に対するスムーズな情報提供に向け、北海道運輸局、航空会社と宿泊・交通事業者との間において、情報共有の
あり方について継続的に検証。対応する宿泊施設や交通手段の拡充についても合わせて検討。
５

手ぶら観光の推進に向けた移動中の大型荷物輸送に係る取組(2-③)
○外国人旅行者が所持するスーツケース等の大型荷物は、道内旅行の主流となる周遊旅行において、移動の阻害要因となっている。宅
配輸送サービスによる「手ぶら観光」の実現により、旅行客のストレスを解消することで、満足度の高い北海道旅行が提供できる。
○今夏、JR北海道と宅配事業者が連携し、新千歳空港駅構内で宅配事業の実証実験を実施し課題等を検証中。
○富良野駅ではJR北海道と観光協会とが連携し荷物一時預かり事業を強化し、JR北海道が冬季の観光駅の現状を確認のうえ対応策
を検討中。
○運輸局においても宅配輸送サービスを活用した実証実験により「手ぶら観光」を推進。

課 題
大型手荷物の車内持ち込み

取組の成果

実証実験：平成２８年２月実施

空港～宿泊施設及び宿泊施設～宿泊施設の間のJR・バス移動を、宅配輸送
サービスの活用により大型荷物を持ち歩かない形で行うモニターツアーを実施。

◆JR車内収納スペースの不足。
◆乗降車の際の旅行者及び周辺の乗客へのス
トレス。

◆大型荷物の車内積込み（路線バス）による
定員以下の乗車人数。

実証実験実施主体：登別洞爺広域観光圏協議会、北海道運輸局

協力：ＪＲ北海道

駅及び周辺での大型手荷物の持ち運び
◆駅構内のエレベーター及びエスカレーターの不足。
◆繁忙期の荷物一時預かり場所の不足。
◆冬道でのスーツケースのキャスターが機能しないこ
とにより移動困難。

今後の方針：○実証実験の調査結果を踏まえ、北海道運輸局において早急に解決策を検討し、手ぶら観光の実現に向けた宅配輸送
サービスの整備につなげる。
○手ぶら観光普及促進のため、北海道運輸局はじめ関係者において多言語によるパンフレット、ＷＥＢサイト等効果的なＰ
Ｒ方法で周知を図る。
６

移動Wi-Fi環境の整備に向けた取組(4-①)
○多くの外国人旅行者からWi-Fi環境整備を求められている。特に道東は移動時間が長いので、快適な旅行のためにはバスによる移動中
のWi-Fi環境の充実が必要。
○このため広域観光周遊ルート形成促進事業により移動Wi-Fi環境の整備に向けた実証実験を実施し実用化を図る。

課題
市町村・地域：道東
外国人旅行者が地域の観光情報、交通
情報を入手し円滑に情報を発信するための
Wi-Fi環境が不十分との指摘があり、バスの
中でのWi-Fi環境も求められていた。

取組の成果
都市間バス、路線バス、定期観光バス計80台程度
に移動Wi-Fiルーターを車内に設置し実証実験を行う。
利用者アンケート調査を実施。
携帯キャリアによる
4G/3G通信

特に道東はバスによる移動時間が長く、移
動Wi-Fiの整備により旅行を快適にする必要
があった。

Wi-Fiアクセスポイント

取組方法
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
開始時期：平成27年11月
広域観光周遊ルート形成促進事業として実施

＜拠点＞
• 十勝や帯広のように、都市間バスと
路線バスの乗り換えが発生するター
ミナルにルーターを設置。
• 対象拠点は15拠点とし、原則的に
1拠点に1アクセスポイントとする。
• フレッツ回線が施設済であり、想定
設置場所に電源が取れるような施
設を対象。

今後の方針： ○実証実験で使用（車内に設置）した移動Wi-Fiルーターを有効活用し実用化を図る。
○北海道運輸局及び「プライムロードひがし北・海・道」推進協議会が中心となって、実証実験の効果検証を行い、移動
Wi-Fi整備に向けた整備方針及び自走化できるビジネスモデルを検討し、道内各事業者等へ情報を水平展開する。 ７

札幌市におけるバス駐車場の確保に係る取組(5-①)
○観光バスを利用する来道外国人旅行者の急増に伴い、札幌の市街地観光スポットや大通、狸小路、すすきのなどで買物、食事の際の
観光バスの路上駐車により、交通渋滞や事故の誘発等危険な状態となっている。
○札幌市が中心となり北海道バス協会等関係者と協議を行った結果、「臨時待機場の設置」や「バス待機場の時間延長」等により、中
心市街地での路上駐車の減少、渋滞緩和に繋がった。

課題
市町村・地域：札幌市
時期：平成２７年以前
市街地観光や買物、食事の際に観光バ
スの路上駐車が横行していた。
市で設置しているバス待機場は18:00で
営業が終了してしまうため、夜間駐車場
の確保が必要。

取組の成果
市有地（中央区北1条西9丁目1-5）の一部を「観光バ
ス臨時待機場」として運用
• 平成27年8月21日～ 平成27年10月31日
• 8:30～21:00 （１２台）
• 期間中利用台数→1,704台

路上駐車の減少、渋滞緩和

北海道バス協会と共同して設置している待機場の営業時
間を３時間延長して運営
• 平成27年8月3日より8:30～21:00 （３０台）
• 時間延長分利用台数→988台（8月3日～10月31
日）

取組方法
解決主体：札幌市、北海道バス協会
取組内容：
札幌市が中心となり関係者と積極的に協議し、対応
策を具体化（新たな臨時待機場を確保、バス待機場
の営業時間を改善）
啓発文書を配布
平成27年10月駐車実態調査実施（札幌市）

今後の方針： ○バス待機場の営業時間延長の継続。
○春節等の冬季積雪対応を含め、更なる待機場所等の確保（都心部民有地・市有地の活用等）。
○徒歩観光の促進。

８

函館市における外国人旅行者に対する傷病等緊急時の体制確立に向けた取組
○FITが増加する中で災害時、傷病者緊急時に外国人への対応が課題となっているほか、全道各地域において外国語対応可能な病院
の情報が共有されていない状況となっている。
○函館市においては、平成27年5月1日から有料で通訳を派遣するヘルプデスクを設置し、外国人旅行者の傷病時の緊急対応に向けた
体制確立を図った。

課題

取組の成果

市町村・地域：函館市
時期：平成２７年以前
FITが増加している中において、外国人観
光客が急な疾病、ケガなどをした場合等の緊
急時に、外国語対応に苦慮している実態と
なっていた。
特に観光協会が機能
していない夜間時の対応
が課題となっている。
※他の地域においても、
外国人対応可能な病
院の情報が共有されて
いない等、緊急時の対
応が課題となっている。

函館市において外国人観光客が安心して旅行できるよう、
外国人が緊急に病院等を必要とする場合に有料で通訳を派
遣する窓口としてヘルプデスクを設置。

取組方法
解決主体：函館市
（一社）北海道国際交
流センター
開始時期：平成２７年５月１日
２４時間対応
英語、韓国語、中国語本土、
中国語台湾、ロシア語、
タイ語、タガログ語、
インドネシア語、トルコ語、
ミャンマー語、フランス語
１１か国語対応
最初の１時間 ６，０００円
以降１時間毎 ３，０００円
＊日本円による現金払のみ
交通費別途実費

今後の方針：○利用料金が高いこともあり派遣実績は０件となっているものの、病院等から問い合わせは寄せられており、今後において

は周知方法等について検討を行っていく。
○在住外国人の通院時にも範囲拡大を予定しているほか、観光案内や通訳の依頼もきており、多言語人材派遣の事
業化についても検討。
９

土産品の検疫情報周知に係る取組(9-①)
○北海道の代表的な土産品である水産物等は訪日外国人旅行者の国・地域別に検疫対象が異なるため、その確認が煩雑となり、ビジネ
スチャンスを逃していた。
○函館朝市では販売店と外国人旅行者の双方がわかりやすい土産品の写真を活用した台湾客向けリーフレットを作成し、販売を促進させ
る取組を開始。
○北海道運輸局はこの取組を支援し、Ｈ27年度の調査事業により対象国を拡大し効果的な汎用ツールを製作、実証実験を行い、全道
で活用・普及を図る。

課題

取組の成果

市町村・地域：函館市(函館朝市)
各国の検疫制度によって持ち帰れる土産
品や必要な手続等に違いがあり、北海道の
代表的な土産品である水産物の扱いが分か
りづらかった。

取組方法

現在、台湾の土産品として持ち帰れる検疫対象物は一定程
度把握ができている。検疫対象の土産品の把握を香港・中国・マ 解決主体：北海道運輸局
レーシア・タイ・シンガポール・マレーシアの６つの国・地域にも拡大。 開始時期：平成27年10月
ブロック別連絡会議によるヒアリン
グ時に課題を把握

現在、農林水産省のＨＰには植物等の
検疫条件一覧（早見表）のみ掲載、水産
品の掲載がない。

(函館朝市作成の品目一覧)

現在の対象地域
(函館朝市)

台湾

一次産業（農、水、肉）土産品
の利便性向上に関する調査事業
を実施
① 検疫・輸入規制等の内容調査
② 国・地域別一覧表を作成
③ 春節期に函館朝市にて実証実
験を実施

今後調査を実施する国・地域
香港

中国

マレーシア

タイ

シンガポール

インドネシア

今後の方針： ○北海道運輸局において、実証実験の成果と反省を踏まえ自立した取組を支援、次年度以降の態勢づくりをサポート
（販売店組織と行政、観光関係団体との連携強化→免税店の一括カウンターの導入、多言語対応の強化等により稼ぐ
力を向上）。
○北海道運輸局において、全道各地域で汎用可能なリーフレットデータ等を公開、積極的に情報展開。
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外国人旅行者のレンタカー利用における安全確保に向けた取組(11-①)
○ＦＩＴの増加によりレンタカーを利用する外国人旅行者が急増しているが、「止まれ」などの道路標識が外国人旅行者に分かりづらいとの
指摘があり、外国語併記など外国人運転者にも分かりやすい道路標識のあり方を検討（警察庁）。
○富良野・美瑛地区等の積極的な取組として「STOP」等補助的な看板設置の例がある。
○ＪＮＴＯ海外事務所等の協力を得て、本年度以降継続的に「北海道ドライブまるわかりハンドブック」など安全運転啓発ツールを活用し、
雪に不慣れな外国人旅行者に対して冬期安全運転の渡航前周知を徹底。
○道路案内標識の英語標記の改善を実施

課題
市町村・地域：北海道全域
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。
冬道における運転上の危険性について、
外国人旅行客への渡航前周知が不十分。
富良野市と美瑛
町等では、関係者
間の調整を含め地
域の積極的な取組
により、「STOP」等
の補助的な看板を
設置。

取組の成果
北海道運輸局からの働きかけにより、各国のJNTO海外事務
所の協力を得てHP等において「北海道ドライブまるわかりハンドブッ
ク」を公開し情報発信。
【JNTO海外事務所発信状況】
① バンコク事務所HP
② シンガポール事務所Facebook
③ パリ事務所HP
④ JNTO通訳案内士試験Facebook
⑤ ソウル事務所HP

取組方法
解決主体：北海道運輸局
開始時期：平成27年４月
ブロック別連絡会議によるヒアリン
グ時に課題を把握

旅行博など機会あるごとにドライブ観光を取り扱う海外エージェ
ント等への周知を徹底。
レンタカー会社において、動画やパンフレット等の冬道安全啓発
ツールを作成、貸渡時にパンフレットを配布。
道路案内標識の英語標記の改善について、新たにニセコ地区
に着手したほか、函館地区のエリア拡大（北海道開発局、北海
道関係市町村）。

今後の方針： ○北海道運輸局において、警察庁等の関係機関における検討状況について情報収集・共有。
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