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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）

地域 現状及び課題

新千歳
空港

・近距離国際便が集中(特に12時~13時台)するため、国際線スポットが混雑。

・国際定期便需要の大幅な高まりにより、国際線スポット空き時間帯及び施設要件の面から、国際チャー
ター便を含めた受入希望について、現状では固定橋装備のスポットでの対応は困難な状況。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

東京航空局

北海道開発局

・「新千歳空港国際線ターミナル地域再編事業」において、国際線エプロン３スポット分の拡張整備を継続
・また、国際線ターミナルビルの機能向上（CIQ施設）についても着手

・平成30年度末完成に向けて、引き続き、国際線エプロン３スポット分の整備を行う
・また、国際線ターミナルビルの機能向上（CIQ施設）についても引き続き整備を行う

NO.1-① 新千歳空港 国際線スポット不足
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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）

地域 現状及び課題

新千歳
空港

・国際線の発着の通路となるＪ１～Ｊ３誘導路は、国内線エプロンの＃０～＃１０番スポットにイン・ア
ウトする航空機の影響を受け渋滞が発生。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も
及び便の定時制、空港処理能力にも影響。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

東京航空局

北海道開発局

・「新千歳空港国際線ターミナル地域再編事業」において、南側誘導路の整備を継続

・平成31年度末完成に向けて、引き続き、南側誘導路の整備を継続

NO.1-⑧ 新千歳空港 輻輳を生じる走行導線の確保
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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）

地域 現状及び課題

新千歳
空港

○新千歳空港
【チェックインカウンター】
・ 国際線のチェックインカウンターは、計36ブースが設置されていたが、平成29年度から47ブースで本格運用。今後も出発
便の集中時間帯における増枠の状況によっては、さらなる混雑が予想され、遅延便の発生や旅客サービスの低下が懸念。
【バスラウンジ】
・ バス専用のラウンジは無く、出発階(３階)のバス用搭乗ゲートからエスカレーターにより１階に移動してバスへ搭乗している。
・ 出発バスゲートを2カ所に増設(H28d)したが、オープンスポットでの搭乗が重なった場合、今後も混雑が予想され遅延
便の発生や旅客サービスの低下が懸念。

道内
他空港

〇函館・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・釧路空港
・ 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。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

新千歳空港ビル会社

旭川空港ビル会社

帯広空港ビル会社

NO.1-④ 空港施設の容量不足

・チェックインカウンター47ブース
本格運用 ・国際線ターミナルビル拡張工事に着手 (平成3１年度末完了予定）

・ターミナルビル増改築着工 ・ターミナルビル増改築継続(H30秋完了予定)

・ターミナル増築部分にPBB増築
・エプロンの拡張 3



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）

地域 現状及び課題

新千歳
空港

・季節偏差が大きく、少ない人員でピーク時に対応するため、新規就航や増便、チャーター便への柔軟な対
応力に難がある。

道内
他空港

・いずれの空港もインバウンド需要の増大を背景に、現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。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

航空局

地上支援業務受託者
（新千歳）

給油施設会社
（新千歳）

北海道

旭川市

・試験導入している臨時ランプパスの評価
・本運用への移行

NO.1-⑤ グランドハンドリング体制の充実

・引き続き新規採用の促進により対応

・事業者の新規採用を促進するための支援

・事業者の国際航空旅客便受入体制の安定化のための支援

・増設予定の３スポットのハイドラント施設の整備に着手 ・引き続きハイドラント施設の整備を継続
(平成30年度完了予定)
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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）

地域 現状及び課題

北海道内
空港

〇free・Wi-Fi設備
・奥尻空港を除き無料Wi-Fi設備対応済み。
・釧路空港では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
者が求める利用利便に応えられていない状況。
・防災情報・観光・おすすめ品情報の提供面からも、より容易に接続可能な無料Wi-Fi環境の提供が
必要。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

空港ビル会社

〇釧路空港
・年度内にメール認証を必要としないfree・Wi-Fiの
整備を実施

〇道内空港共通
・煩雑なfree・Wi-Fiの認証手続きの一元・簡易化に
ついて、道内及び国内の空港間で「シングル・サイン
オン」で利用可能な環境整備や承認を必要としない
Wi-Fi利用環境に向けた取組

NO.1-⑥ ターミナルビル施設の機能向上

○道内全空港
・煩雑なfree・Wi-Fiの認証手続きの一元・簡易化に
ついて、道内及び国内の空港間で「シングル・サイン
オン」で利用可能な環境整備や承認を必要としない
Wi-Fi利用環境に向けた取組
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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）

地域 現状及び課題

北海道
全空港

・訪日外国人旅行者の需要増加に対応するため、二次交通(鉄道、バス、タクシーなど)事業者間の連携・
調整が不可欠。

・２次交通アクセスの確保、駐車場などの受入体制の充実を図る必要がある。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

空港内事業者
交通事業者
自治体等

北海道

・空港アクセスの利便向上に対応するため、空港内駐車場
を整備(立体駐車場８００台規模)し、受入れ体制の充
実を図る (新千歳)
・需要規模に見合うアクセス本数の検討
・バス乗降場・待機場・駐車場などの拡張・増設の検討

NO.1-⑦ 空港アクセスの充実

・引き続き、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

・深夜における新千歳空港と札幌市中心部を結ぶ２次交
通を整備するため、事業者と連携した実証運行を実施しア
クセス拡充に向けた課題の整理等を行う
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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）

地域 現状及び課題

新千歳空
港

・旅客が著しく伸びていることにより、利用者の利便性を向上させる必要がある。

・特に荒天等の影響で航空機に欠航や遅延が生じた場合、航空旅客に対し、最新の運航情報の発信は
重要。

・空港外でも航空機の欠航や遅延に関する運航情報を発信し、更なる利用者サービスの向上を図る必要が
ある。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

空港ビル会社
東京航空局

・航空機の運航情報表示モニターの設置
(場所:札幌駅構内、 時期:H29.12.1)

・告知用ポスター等の作成

NO.1-⑨ 利用者利便の向上

・航空機の運航情報表示モニター増設を計画
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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）

地域 現状及び課題

新千歳空
港

新千歳空港において、大雪等の影響で平成28年12月22日から2４日にかけて以下の課題が発生した。
〇 多数の欠航便が発生
・滑走路の凍結防止対策に必要な凍結防止剤散布車両が1台であったため、散布に時間を要した。
・オープンスポットが十分活用されず、固定スポット駐機のための航空機が多数待機した。

〇 空港処理能力を超えた航空機が飛来し、多数の上空待機・ダイバートが発生

〇 空港内に多数の滞留者が発生
・滞留者の発生・滞留規模の予測・把握が早期にできなかった。
・適時・的確な運航情報の提供ができなかったため、多くの旅客が空港で待機することとなった。
・備蓄品の数量が滞留者数に十分足りず、自衛隊に備蓄品の支援を要請することとなった。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

航空局
東京航空局
北海道開発局
航空会社
グランドハンドリング会社
空港ビル会社
交通事業者
高速道路事業者

・凍結防止剤散布用車両（小型）２台調達

NO.1-⑩ 大雪時における旅客対応

・オープンスポット活用運用ルール策定・周知

・機動的な交通流制御実施のための関係者間合意
・滞留者数の早期予測・把握のため二次交通機関も含めた
運航状況共有体制を構築（メーリングリスト）
・運航情報表示モニターを札幌駅に整備

・航空各社から旅客への案内体制強化

・6000人以上の滞留者にも対応可能な備蓄品の準備

・凍結防止剤散布用車両（大型）1台導入を計画
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課題 取組の方法

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(１－①、⑧)】 新千歳空港国際線ターミナル地域再編事業

今後の取組方針

取組の効果

○ 国際線旅客の急激な増加に伴う施設の混雑解消に対応するため、国際線エプロンの拡張、国際線旅客ターミ
ナルの機能向上（ＣＩＱ施設）、南側誘導路新設による航空機導線の変更等、必要な整備を実施すること
で空港の利便性や航空機の慢性的な遅延緩和等を図り訪日外国人旅行者受入機能の強化を図る。

地方空港のゲートウェイ機能強化と LCC 就航促進

地域：新千歳空港

離
陸

スポットイン・アウト待ちによる混雑

国際線スポットの混雑

解決主体：東京航空局、北海道開発局
取組内容：国際線エプロン3スポット増設の整備を継続

(平成３０年度末完了予定)
南側誘導路の整備を継続
(平成３１年度末完了予定)

引き続き、当事業関係者と連携
し整備箇所概要図に示された整
備促進を図る。

GSE置場
国際線エプロン国際線エプロン南側誘導路

GSE通路

構内道路（地下道）

GSE置場

取付誘導路

国際線旅客ターミナルビル
機能向上(CIQ施設)
国際線旅客ターミナルビル
機能向上(CIQ施設)

整備箇所概要図
■着工記念式
主催者：東京航空局、北海道開発局共催
月 日：平成28年11月13日（日）
場 所：新千歳空港国際線ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ2Fｾﾀﾅﾘｱ
出席者：５３名

セレモニー（鍬入れ）状況

２０１８年中に設定

国際線旅客ターミナルビル機能向上
（CIQ施設） (平成３１年度末完了までに

段階的に供用予定)

財務省、法務省、厚生労働省、農林水産省
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取組の方法

概要・課題

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

取組の効果

地方空港のゲートウェイ機能強化と LCC 就航促進

○ 一部外国航空機の乗入制限があるため、特定の曜日・時間帯に便が集中。
○ 国内便の発着を合わせた発着枠が既に一杯であり、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。

〇 便の集中を平準化し、国際線ターミナルビルにおける混雑緩和を図ることが困難。

防衛省

地域：新千歳空港
新千歳空港国際線エプロンの混雑状況

★ 「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)

★夏季多客期（H28.8.11～21）及び
冬季多客期（H28.12.17～H29.1.4,

H29.1.28～2.12）

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→42
枠/時間）を試行
★新たな管制方式の導入等により、
発着枠拡大に対応。

【北海道ブロック(１-②、③)】新千歳空港の発着枠拡大に係る取組の成果
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課題 取組の方法

・空港施設の容量不足の解消
・グランドハンドリング（給油）体
制の充実
・空港アクセスの充実

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(1-④、⑤、⑦)】新千歳空港に係る取組の成果

今後の取組方針

地方空港のゲートウェイ機能強化と LCC 就航促進

・国際線旅客の急激な増加に対応するため、国際線旅客ターミナルビルを増築し、諸施設の狭隘化・能力不足の解消を図る。
・エプロン拡張・スポット容量の拡大(6→９スポット)に併せてハイドラント施設を整備し、給油能力の増強を図る。
・空港アクセスの利便向上に対応するため、空港内駐車場を整備(立体駐車場８００台規模)し、受け入れ体制の充実を図る。

地域：新千歳空港 解決主体：空港ビル会社、空港内関係事業者、北海道
取組内容： ・国際線ターミナルビル拡張整備に着手

(平成31年度末完了予定)
・ハイドラント施設の整備に着手(平成30年度完了予定) 
・立体駐車場の整備に着手 (平成29年度中完了予定)
・グランドハンドリング体制充実のために新規採用を促進
すべく支援事業を実施。

取組の効果
■着工記念式(国際線ターミナルビル施設再整備工事)
主催者：新千歳空港ターミナルビルディング（株）
月 日：平成２９年１１月９日（木）
場 所：新千歳空港国際線ﾋﾞﾙ増築予定地
出席者：１００名程度

引き続き、当事業
関係者と連携し整
備促進を図る。

２０１８年中に設定

財務省、法務省、厚生労働省、農林水産省

着工記念式典 立体駐車場

新千歳
空港

■国際線ターミナルビル拡張整備
チェックインカウンター：４７→７４
保安検査レーン ：４→ ９
搭乗ゲート ：６→ ９（全ゲートにＰＢＢ設置）
受託手荷物荷捌場：２→ ５

空ビル完成予想 3



課題 取組の方法

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(１－④、⑤）】道内地方空港に係る取組の成果

今後の取組方針

〇 旭川空港
・大型機の受入れ、複数機材の同時受入れが

可能となる。

〇 帯広空港
・国際線と国内線の同時受入れが可能となる。

取組の効果

地方空港のゲートウェイ機能強化と LCC 就航促進

○ 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。

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。

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。

地域：函館、旭川、帯広など 解決主体：空港ビル会社 (旭川、帯広)、北海道
取組内容：
〇旭川空港 H29.9に国際線旅客ﾀｰﾐﾅﾙ増築
に着工。(平成３０年中 完了予定)

〇帯広空港 ビル増築箇所に搭乗橋を増設、エ
プロンを拡張する。(平成30年3月完了予定)

〇国管理空港、地方管理空港
・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充実のために新規採用
を促進すべく支援事業を実施。

２０１８年中に設定
財務省、法務省、厚生労働省、農林水産省

函館
空港

旭川
空港

帯広
空港

・空港施設の容量不足の解消
・CIQ体制の強化
・グランドハンドリング体制の充実

エプロンの拡張
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課題

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(1-⑨)】航空機運航情報表示モニター設置に係る取組の成果

地方空港のゲートウェイ機能強化と LCC 就航促進

・国際線旅客の急激な増加に対応するため、更なる利用者サービスの向上に努める。
・特に荒天等の影響で航空機に欠航や遅延が生じた場合、航空旅客に対し、最新の運航情報を
発信し、更なる利用者サービスの向上を図ります。また告知用ポスターを作成し広く周知する。

地域 新千歳空港
空港外でも航空機の欠航や遅
延に関する運航情報を発信し、
更なる利用者サービスの向上を
図る必要がある。

新千歳
空港

JR札幌駅

本事業は２カ年
計画。２カ年目は、
初年度の結果を
踏まえてシステムの
改善などを行った
上で増設予定。

引き続き、関係機
関と連携し事業推
進を図る。

〇 設置場所:JR札幌駅西コンコース
JR総合案内所・北海道さっぽろ観光案内所

〇 設置時期:平成２９年１２月１日～
〇 提供時間:05:40～24:00
〇 提供内容:新千歳空港出発便(国内・国際)
〇 言 語:日本語、英語(2カ国語)

解決主体:空港ビル会社
取組内容
多くの航空旅客が空港へのアクセスとして鉄道を

利用しており、その中心となるのが札幌駅であること
から、札幌駅構内に航空機の運航情報表示モニ
ターを設置する。

取組の効果

取組の方法
周知ポスター
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課題 取組の方法
地域:新千歳空港

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(1-⑩)】新千歳空港の大雪時における旅客対応に係る取組の成果

今後の取組方針

取組の効果

地方空港のゲートウェイ機能強化と LCC 就航促進

・より効果的な滑走路の凍結防止対策
・オープンスポット活用
・過度な上空待機等の回避
・滞留者・滞留規模の早期予測・把握
・適時・的確な運航情報の提供
・備蓄品の準備

新千歳空港において、大雪等の影響で平成28年12月22日から2４日にかけて以下の課題が発生
〇 多数の欠航便・遅延便が発生
〇 空港処理能力を超えた航空機が飛来、多数の上空待機・ダイバートが発生
〇 空港ターミナルビル内に多数の滞留者が発生

・凍結防止剤散布用車両(小型)２台調達<検討>
・オープンスポット活用運用ルール策定<検討>

・機動的な交通流制御の実施<調整>

・滞留者数の早期予測・把握のため二次交通機関も
含めた運航状況共有体制の構築<調整>

・運航情報表示モニターの空港外への設置<検討>

・凍結防止剤散布用車両（大型）
1台導入を計画

・凍結防止剤散布用車両２台の調達・配備
・オープンスポット活用運用ルール制定・周知・オープンスポット活用運用ルール制定・周知
・機動的な交通流制御実施のための関係者間合意

・二次交通機関も含めた運航状況共有体制の
構築(メーリングリストの構築、訓練の実施)

・運航情報表示モニターの札幌駅への設置

・航空各社から旅客への案内体制の強化構築

・6000人以上の滞留者にも対応可能な備蓄品調達

・航空各社から旅客への案内体制強化<検討>

・6000人以上の滞留者にも対応可能な備蓄品準備

全幅一方向除雪(雁行)

防衛省

除雪車両 6
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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）

地域 現状及び課題

道内港湾 ・大型クルーズ船の北海道内の港湾への寄港要請が高まっているが、岸壁の延長・喫水等の不足により大型
クルーズ船を受け入れることができない。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

函館市、稚内市、
北海道開発局

小樽市、北海道開発局

大型クルーズ船（11万トン級）に対応した港湾整備を実施

No.２－① クルーズ船対応岸壁の確保

大型クルーズ船（13万トン級）に対応した港湾整備を実施
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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）

地域 現状及び課題

道内港湾 ・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に不足が生じる。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

釧路市

小樽市、室蘭市

岸壁近くの市有地を利用

No.２－② 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

岸壁近くの市有地を利用

建物の屋根取り壊しによる、スペース確保

2



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）

地域 現状及び課題

道内港湾
・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
要駅とを結ぶバスの運行を行っているが、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。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

函館市、小樽市

室蘭市

釧路市

網走市

No.２－③ 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

市街地周辺の港湾整備を実施

地元バス会社がシャトルバスを運行

シャトルバスを運行（船社負担のバスの運行について依頼）

シャトルバスを運行（船社運行バスの一部費用を市が負担）
3



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）

地域 現状及び課題

道内港湾 ・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。

実施主体

スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

稚内市

網走市

No.２－④ クルーズ船受入時の岸壁におけるWi-Fi環境の整備

Wi-Fi環境整備に着手

環境が整った道の駅へ誘導 可動式Wi-Fiの台数増加について、具体的に検討
4



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）

地域 現状及び課題

道内港湾
・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、近年中国人客が増加しており、中国語対応が必
要となっているが、中国語を話せるボランティアがほとんどいない。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

函館市、釧路市

室蘭市

網走市

No.２－⑤ 外国人クルーズ客に対する外国語による観光案内

観光案内を業務委託などにより対応

乗客の国籍に応じた通訳を配置

ボランティアによる対応を依頼
5



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）

地域 現状及び課題

道内港湾
・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。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

小樽市

網走市

釧路市

No.２－⑥ 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

多言語案内板を設置

多言語案内板を設置

市全体で案内板等を順次設置
6



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）

地域 現状及び課題

道内港湾
・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、クルーズ客
の消費行動の妨げになっている。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

小樽市

室蘭市

釧路市

No.２－⑦ 外国人クルーズ客に対する両替対応

地元金融機関への誘導及び、一部岸壁露店で対応

地元金融機関への誘導

地元金融機関への誘導
7



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）

地域 現状及び課題

道内港湾 ・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。

実施主体

スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

道内港湾、
北海道開発局、
北海道運輸局、
北海道

No.２－⑧ クルーズ船受入時のＣＩＱ体制の強化

関係機関との情報共有等による連携強化
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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）

地域 現状及び課題

道内港湾 ・クルーズ旅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。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

函館市

室蘭市

小樽市、釧路市、網走
市

No.２－⑨ クルーズ船受入に向けた地域の連携強化

近隣地域と情報共有

ようてい・西いぶり広域連携会議にて情報共有

近隣地域と情報共有

近隣地域と情報共有
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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）

地域 現状及び課題

道内港湾 ・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。

実施主体

スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

函館市、小樽市、室蘭
市

釧路市、網走市

No.２－⑩ クルーズ船受入に向けた港湾間の連携強化

港湾間の連携を図り、情報の共有化

釧路・網走で連携し、
全国クルーズキーパーソン商談会へ参加 引き続き、釧路・網走で連携し、情報共有化
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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）

地域 現状及び課題

道内港湾
・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。

実施主体

スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

函館市、小樽市、室蘭
市、釧路市、網走市

No.２-⑪ クルーズ船の客層や国籍に応じた受入体制の整備

通訳ボランティア、近隣観光協会、商店街等に国籍情報等の情報を提供
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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）

地域 現状及び課題

函館港、
室蘭港、
網走港

・外国人クルーズ客をみなとオアシスのエリアや施設に誘導しておらず、港や地域の魅力が十分に周知できてい
ない。

実施主体

スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道みなとオアシス活
性化協議会、北海道開
発局

No.２-⑫ みなとオアシスと連携したクルーズ船の受け入れ

クルーズ船のおもてなしにおいて、みなとオアシスと連携を図る

12
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課題 取組の方法・効果

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(２－①、④)】クルーズ船対応岸壁の確保、 Wi-Fi環境整備

今後の取組方針

－

○大型クルーズ船（11万ｔ級以上）の北海道港湾への寄港要請が高まっているが、岸壁の延長・喫水等の不足により、これを受け入れることができない
（もしくは、受け入れ可能な岸壁が、市街地から離れている）港湾が存在。

○寄港地における無料のWi-Fi環境の有無が、クルーズ船の寄港地選定に多大な影響を及ぼすが、無料Wi-Fi環境が整備されていない港湾が存在。

室蘭港：1６万㌧級のクルーズ船
「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」

稚内港→解決主体：稚内市、北海道開発局

・11万ｔ級のクルーズ船の寄港を可能とす
る岸壁整備を実施中。
・Wi-Fi環境を整備中。

小樽港→解決主体：小樽市、北海道開発局

・13万ｔ級のクルーズ船の寄港が可能とな
る、市街地に隣接した岸壁の整備を実施中。

函館港→解決主体：函館市、北海道開発局

・11万ｔ級のクルーズ船の寄港が可能とな
る、市街地に隣接した岸壁整備を実施中。
（平成29年12月3日に着工式典開催。） 引き続き、所要の予算の確保及び、安

全な工事実施に努め、早期の整備効果発
現を目指す。

函館港
若松埠頭整備後のイメージ

訪日クルーズ旅客
2020年 500万人

目標 実績
2017年 217.5 万人（10月末時点）
2018年
2019年
2020年

地域：稚内市、小樽市、函館市

クルーズ船が大型化している潮
流を踏まえ、各港湾において大型
クルーズ船の受入れ可能岸壁を整
備する。

あわせて、無料Wi-Fi環境を整備する。

1



取組の方法

概要・課題

観光ビジョン掲載施策

連携する省庁

【北海道ブロック(２－②、③)】車両待機スペースの確保、アクセス手段確保

今後の取組方針

－

○クルーズ船の大型化に伴い、オプショナルツアー用のバスや、市街地へのシャトル
バス・タクシー等の岸壁周辺での待機スペースの確保が課題。

○老朽化した既存施設の解体等により、バス・タクシー等の待機スペースの確保
を行い、クルーズ乗船客の安全性・利便性の向上を図ることによって、クルーズ
船と地域の双方の満足度を高め、クルーズ船寄港日数の受入れ数の増加を
目指す。

解決主体：
釧路市、北海道開発局

取組内容：

老朽化した上屋を解体
撤去して生み出された
土地を、クルーズ船入
港時のバス・タクシー
等の駐車場として利用
する。

○必要に応じ、他港においても駐車スペース
を確保し、クルーズ乗船客の安全性確保及
び、移動円滑化を図る。

クルーズ船入港によるバス・タクシーの
滞留スペースが不足

クルーズ船寄港時の一般車両
によるターミナルの混雑

○クルーズ船寄港時の車両混雑が緩和され、
クルーズ乗船客の円滑かつ安全な移動が
可能となる。

2020年までのＫＰＩ

取組の効果

訪日クルーズ旅客
2020年 500万人

目標 実績
2017年 217.5 万人（10月末時点）
2018年
2019年
2020年

寄港時のバス・タクシー
混雑地

老朽化上屋
の解体により、
スペース確保

釧路港中央埠頭

老朽化上屋

2



課題 取組の方法

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(２－⑤】外国語による観光案内

今後の取組方針

－

○外国クルーズ船寄港時は、2,000～3,000人規模の乗船客が下船するため、通訳案内の人手が不足する。
○一方で、学生の通訳ボランティアへの参加は、語学教育の一環となり、語学力の向上のみならず、地域観光案内の担い手育成に通じる。また、グローバル
な人材の育成や地域国際化への対応に資する。

○これらのことから、地元学生と連携したクルーズ乗船客への通訳案内の社会的要請が高まっている。

地域：函館市、小樽市、釧路市、
室蘭市、網走市

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。

函館港：平成29年北海道初寄港のクルーズ船
「シーボーン・ソジャーン」

解決主体：
函館市、小樽市、釧路市、室蘭市、網走市

取組内容：
地元大学生、高校生による通訳ボランティ
アを実施

授業のカリキュラムの一環として、学生による通訳
ボランティアが行われており、外国人への観光案内
が充実している。

同時に、学生語学力の向上が図られており、
WinーWinの環境が整備されつつある。

今後とも、地元へのクルーズ観光に
関する啓発を行い、市民、学生によ
る通訳ボランティアへの参加を促す
とともに、必要な環境整備を行う。

取組の効果

日クルーズ旅客
2020年 500万人

目標 実績
2017年 217.5 万人（10月末時点）
2018年
2019年
2020年

高校生による通訳ボランティアの様子
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課題 取組の方法

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(２－⑦】外国人クルーズ客に対する両替対応

今後の取組方針

－

○船内の両替レートが高いこと等を理由として、クルーズ乗船客が船内での両替を避ける傾向にある。この結果、当該港がファーストポートとなった場合
において、外国人クルーズ客が十分な日本円を有していないことが多いため、岸壁周辺での両替を希望する声がある。

○外貨の両替を円滑に進めることにより、寄港地での観光周遊時間及び、観光消費の増大に寄与する。

地域：小樽市、室蘭市、釧路市

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となった場合、外国人ク
ルーズ乗船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。

解決主体：小樽市、室蘭市、釧路市

取組内容：

室蘭港、釧路港
→乗客を地元金融機関に誘導

小樽港
→乗客を地元金融機関に誘導するとともに、

一部、岸壁において、両替対応を実施

金融機関に乗客を誘導することにより、乗客に
とって有利なレートで、外貨と日本円の交換が可
能となっている。
岸壁での両替対応を実施することにより、寄港地
における乗船客の観光時間を有効に確保すること
が可能となり、観光消費による地元への経済的な
恩恵を創出することが出来る。

今後とも、金融機関との連携により、
乗客が円滑な両替対応が可能となる
ように検討を進めてゆく。

取組の効果

＄→￥

訪日クルーズ旅客
2020年 500万人

目標 実績
2017年 217.5 万人（10月末時点）
2018年
2019年
2020年

小樽港岸壁での、外貨両替対応
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取組の方法

概要・課題

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(２－⑨、⑩、⑪)】クルーズ船受入に向けた連携強化

今後の取組方針

－

○大型クルーズ客船が寄港すると、2,000～3,000人規模の乗船客が下船し、寄港地周辺の観光地を周遊するため、周辺自治体との連携が重要である。
○また、クルーズ船の行程は、道内数カ所を寄港することが多く、北海道が一丸となったクルーズ船誘致に取り組む必要がある。
○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。

意見交換の内容：

海外クルーズ船受入に関する情報の収集・発信

各港における優良事例と課題の共有

海外クルーズ船対応状況見学会の企画・実施情報

販売代理店等へのヒアリング結果や調査結果等の共有

歓迎イベント等に関する連携

次年度以降も検討会を開催し、引き続き、課題の認識及び、
これの解決を進めてゆく。

○クルーズ船受入のための、各港が抱える現在の課題の解決方
法について、知見を高めることが出来るとともに、新たに発
生しうる課題を認識することができる。

○クルーズ対応に関する全国の取組み事例を把握することによ
り、おもてなし等、クルーズ対応の質の向上に資する。

○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
の促進が図られる。

取組の効果

訪日クルーズ旅客
2020年 500万人

目標 実績
2017年 217.5 万人（10月末時点）
2018年
2019年
2020年

解決主体：各港湾管理者、北海道開発局

取組内容：
北海道における外国人クルーズ客対応方策検討会を立ち上げ、
各港湾管理者及び、国等の機関が意見交換を行う。
（H27～）

取組時期：年2回（5月、11月頃開催）
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取組の方法（１）

概要・課題

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(２－⑫)】みなとオアシスと連携したクルーズ船受入

－

○地域住民の交流や地元観光を通じ、港湾を中心とした地域活性化を図ることを目的とする「みなとオアシス」を、クルーズ乗船客が利用することで、地域が
活性化するのみならず、乗船客への観光情報の効果的な提供が可能になるなど、乗船客側、寄港地側の双方にメリットが生まれる。
○クルーズ船の寄港と、みなとオアシスでのイベント等を連携させることで、クルーズ船の更なる誘致と地域活性化を図る。

・「にっぽん丸」の寄港にあわせて、利尻島沓形港の「み
なとオアシス」登録証交付式を実施。
（平成29年8月26日。この週末は島内で「飲むべや喰うべやフェ
スティバル」や「利尻島一周ふれあいサイクリング」等様々なイベン
トが開催）

クルーズ船の寄港と、みなとオアシスでのイベント等を連携
させることで、クルーズ船の更なる誘致と地域活性化を図る。

解決主体：紋別市、北海道開発局

沓形港での登録証交付式での様子

訪日クルーズ旅客
2020年 500万人

目標 実績
2017年 217.5 万人（10月末時点）
2018年
2019年
2020年

※平成29年Sea級グルメ全国大会（富山県魚津市、10月14日～15日）には、
全国25のみなとオアシスが出品参加し、2日間で合計3万8千人が来場。
（北海道からは、紋別港と苫小牧港が出品参加。）

みなとオアシス「もんべつ」
ほたて味噌焼きうどん

みなとオアシス「苫小牧」
ほっき水餃子

みなとオアシス魚津の、
当日のにぎわいの様子

・これにあわせて、関連イベントを企画予定のほか、
高速船「ナッチャンWorld」によるクルーズも実施される予定。

取り組みの効果・今後の取組方針

ナッチャンWorld

・ 平成30年の「みなとオアシスSea級グルメ全国大会」の
開催地について、紋別港への誘致が成功。
（平成30年8月25日～26日開催予定）

取組の方法（２）
解決主体：利尻町、北海道開発局
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