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1.事業の概要 

1-1 事業の目的 

観光立国実現のため、外国人旅行者の利便性・満足度向上によるリピーター化及び口コミによる

新規観光客の獲得が求められている。現在、外国人旅行者の国内における移動容易化については、

公共交通機関や自治体等によって様々な取組みがなされているが、未だ十分とは言えない部分があ

り、更なる取組が必要な状況にある。このため、交通拠点から二次交通機関を利用して目的地（主

要観光地等）に至るまでの行程において、外国人旅行者に言語面での障害を感じさせないよう、様々

な手段を用いて、多言語対応等の実施をすることが望まれている。 

以上のことを踏まえ、本調査においては、言語バリアフリーな移動環境を実現するための有効な

方法について調査を行い、その効果検証及び整備モデルの構築を行うことを目的とする。 

 

1-2 事業の内容 

釧路地方を訪れる外国人旅行者が交通拠点から二次交通を利用し目的地へ容易に移動すること

ができる環境づくりに有効な方法について、関係自治体・事業者等との検討を踏まえながら調査・

効果検証を行い、整備モデルの構築を行う。 

1-2-1 対象地域 

JR 釧路駅を拠点とした釧路地方（釧路市及び弟子屈町を含む釧路湿原・阿寒・摩周地域） 
＜（ⅰ）交通拠点＞ 

JR 各駅（釧路駅、摩周駅、川湯温泉駅）、バスターミナル（釧路駅、釧路フィッシャーマ

ンズワーフ MOO、阿寒湖バスセンター）、たんちょう釧路空港 

1-2-2 関係自治体 

釧路市、弟子屈町 

1-2-3 関係事業者 

交通関係／北海道旅客鉄道株式会社、釧路空港ビル株式会社、阿寒バス株式会社、くしろバ

ス株式会社 
観光関係／社団法人釧路観光協会、社団法人摩周湖観光協会、NPO 法人阿寒観光協会まち

づくり推進機構、釧路観光連盟 

1-2-4 対象移動経路＜（ⅱ）二次交通＞ 

表 1-1 対象移動経路 

手段 区間（起点～終点） 交通事業者名 
路線バス／シャトルバス  MOO ～釧路駅前～釧路空港 阿寒バス株式会社 
路線バス  釧路駅前～阿寒湖温泉線 阿寒バス株式会社 

 
1-2-5 観光目的地＜（ⅲ）目的地＞ 

釧路市内（JR 釧路駅周辺及び中心街（釧路フィッシャーマンズワーフ MOO、他）釧路湿

原展望台）、阿寒湖温泉街、弟子屈町内（JR 摩周駅周辺市街、川湯温泉街） 
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1-2-6 業務内容 

(1)事前調査 

交通拠点、二次交通、目的地における日本語、英語、中国語、韓国語等に対応した観光と交通

の情報提供等について、交通拠点から目的地に至るまでの行程を点と線として捉えたうえで、整

備状況を整理した。 
 

(2)関係者等との検討（⇒言語バリアフリーな移動環境のための検討） 

事前調査を基に、外国人旅行者の移動容易化に資する言語バリアフリーに知見のある有識者

（以下「有識者」という。）を含めた関係者と、交通拠点から目的地に至るまでの行程を点と線

として捉えたうえで、言語バリアフリーな移動環境を実現するための課題と解決方法等について

検討した。関係者等との検討の経緯や結果については、言語バリアフリーな移動環境を整備する

ための検討に則するものとなっている。 

以下に各区分（交通拠点、二次交通、目的地）ごとの検討の対象および言語バリアフリーな移

動環境のための検討にむけた対策を例示する。 

 

（ⅰ）交通拠点 

検討の対象 対策の例示 

釧路空港観光案内所等 釧路駅及び阿寒湖温泉へのバス時刻や現地の観光情報

等の多言語案内を行う表示システム 
釧路駅前バスセンター バスセンターを拠点とした、広域の観光案内及びアク

セス案内の多言語による情報提供 
主な拠点（釧路駅、摩周駅、釧路駅

バスターミナル、たんちょう釧路空

港、阿寒湖バスセンター） 

ピクトグラム表記等による言語バリアフリー化や時

刻、案内看板類の多言語による情報提供 

交通結節点（駅やバスセンター等） 乗り換え案内手引きによる情報提供 
主要観光地の二次交通網等の移動

支援情報 
WEB 上で提供するための多言語による情報提供 

 

（ⅱ）二次交通 

検討の対象 対策の例示 

周辺観光案内 周辺観光案内の多言語化 
周辺観光地へのアクセス案内 パンフレットの多言語化 
バス車内 液晶運賃表示機（OBC）や車内放送等による多言語案内 
バス停 ナンバリング化やピクトグラム表記による言語バリアフリ

ー化 
 

（ⅲ）目的地 

検討の対象 対策の例示 

～阿寒湖温泉、～摩周駅の車内 目的地に関する多言語リーフレットによる情報提供 

主な観光目的地 案内看板類の多言語による情報提供 
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(3)効果検証 

・関係者との検討を踏まえ、言語バリアフリー移動環境の実現方法についての実証調査を行った 
・当該手法についての外国人旅行者の視点での満足度等の効果検証のために、ネイティブ外国人

による実施前、実施後の実地調査とし、出来るだけ事前事後同一の調査員選定を行った 
・また、外国語表現の方法等についても、効果的な方法を調査検討した 
・実施後の実地調査は 11 名の外国人留学生等モニターで実施した 
・上記調査結果については、有識者等からなる委員会（『検討委員会』の開催と運営～2 回開催）

にて議論し、費用対効果やより高い効果のある改善等について検討及び整備モデルの構築を行

った 
・アンケート調査においては全国一律のデータを収集、分析する必要があるため、全国統一的に

50 サンプル以上（4 言語〔英語、中国語繁体字・中国語簡体字、韓国語〕各 13 サンプル以上）

を目指して行うこととして実施し、結果全体で 57 サンプル（英語 13、中国語繁体字 18、中

国語簡体字 13、韓国語 13）を得た 

表 1-2 調査項目の整理 

本調査項目 主な内容 

1.事業の概要 

1-1 事業の概要  1-2 事業の内容 
1-3 業務フロー 

本事業の目的、内容など事業概要を総括整理するととも
に、調査計画を検討し、業務計画を立案した 

2.対象地域の現状と課題 

2-1 対象地域の概要 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏における外国人旅行者の観
光入込み状況等を整理した 

2-2 対象地域における上位計画 言語バリアフリー化等に関わる上位計画等を整理した 

2-3 対象地域における案内表示の現状と課
題 

現状・上位計画を踏まえた上で、事前調査を実施するた
めの諸検討に向けた課題の洗い出しを行った 

3.事前調査 

3-1 関係自治体・事業者等の意向把握調査 関係自治体・事業者等に直接聞き取りを行い、考え方や
意向を把握した 

3-2 多言語案内の現状把握調査 施設別、機関別など個別に詳しく現地踏査にて現状把握
した 

3-3 外国人ネイティブによる事前現地診断 課題がある施設や案内看板等について外国人旅行者の
視点でネイティブ外国人による事前現地診断を行った 

4.言語バリアフリーな移動環境整備のための検討（仕様書記載項目：関係者等との検討） 

4-1 言語バリアフリー化の実現に向けた基
本的考え方 

言語バリアフリーな移動環境を実現するために、基本的
な考え方を検討した 

4-2 言語バリアフリー化に向けた解決の方
策検討 

言語バリアフリーな移動環境を実現するために、課題を
解決する方策について検討し、解決方法を提示した 

5.効果検証 

5-1 モニターによる実地検証 外国人旅行者の視点での満足度等の効果検証のため、外
国人モニターによる事後の実地調査を実施した 

5-2 外国人旅行者へのアンケート調査 全国一律のデータ収集・分析のため、外国人旅行者への
アンケート調査を実施した 

6.検討委員会の開催と運営（仕様書記載項目：関係者等との検討） 

6-1 第 1 回検討委員会 
6-2 第 2 回検討委員会 

観光や言語バリアフリーに関する有識者・専門家などを
構成員とした検討委員会を開催・運営した 

7.実証実験の効果検証および整備モデルの構築 

7-1 実証実験の効果検証 5.効果検証の 2 つの調査結果を整理し、その効果につい
て検証した後整備モデル構築に向けた課題を整理した 

7-2 整備モデルの構築 上記、これを踏まえて釧路地方における今後の言語バリ
アフリー化整備モデルの構築について検討、整理した 
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1-3 業務フロー 

 

1.事業の概要（調査計画の検討、業務計画の立案） 

2.対象地域の現状と課題の整理 

2-1 対象地域の概要 

2-2 対象地域における上位計画 

2-2 対象地域における案内表示の現状と課題 

3.事前調査 

3-1 関係自治体・事業者等の意向把握調査 

3-2 多言語案内の現状把握調査  

3-3 外国人ネイティブによる事前現地診断 

多言語案内表示の現状把握と課題整理 

4.言語バリアフリー移動環境のための検討（関係者等との検討） 

 
4-1 言語バリアフリー化の実現に向けた基本的考え方 

4-2 言語バリアフリー化に向けた解決の方策検討 

5.効果検証 

5-1 モニターによる実地検証 

5-2 外国人旅行者へのアンケート調査 

6. 

検討委員会

の開催と運

営 

（関係者等

との検討） 

言語バリア

フリー移動

環境を構築

させるため

の施設整備 

『事業実施報告書』の取りまとめ 

 

検討委員会

第 2 回 

検討委員会

第 1 回 

環境整備 
箇所決定 

計画・設計 

翻訳・作図 

↓ 
製作・設置 

調査の

実施 

7. 実証実験の効果検証と整備モデルの構築 

7-1 実証実験の効果検証 

7-2 整備モデルの構築 工事記録 議事録 

資料編 資料編 



2.調査対象地域の現状と課題  

2－1 

2.調査対象地域の現状と課題 

2-1 対象地域の概要 

ここでは、北海道全体の外国人旅行者の動向から道東地方の特性を位置づけるとともに、観光形

態の現況からどのような施設や交通環境を整備すべきか把握する。また、道東地方の観光拠点とな

っている釧路湿原・阿寒・摩周観光圏における外国人旅行者の観光入込み状況を整理し、言語バリ

アフリー化を推進する上でターゲットとすべき外客誘致対象（地域、言語など）を定めるものとす

る。 

 

2-1-1 北海道における外国人旅行者の動向  

 
 

 
 
 

 

 
北海道全体の訪日外国人来道者数は、平成

15 年から平成 19 年にかけて顕著な増加傾向

にあり、平成 20 年の世界的な景気低迷の影響

を受け、平成 21 年は 67 万人と若干の減少が

みられる。しかし、依然として中国からの観

光客は、景気好調や個人観光ビザ発給要件緩

和、道東を舞台とした映画のヒットなどの要

因をうけ、急激な伸び（平成 20～22 年にか

け約 8 万 8000 人増）を示している。[図 2-1
参照] 
また、平成 19 年度「訪日外国人来道者動態

（満足度）調査によると、外国人観光客の旅

行形態は、個人旅行が 39.6％、団体旅行が

60.4％であり、北海道内の主な交通手段とし

て、貸し切りバスが 60％、路線バスが 21％、

鉄道が 15％で、特に個人旅行者については、

二次交通を利用していることが伺える。 
 

図 2-1 訪日観光客来道者数の推移 

（出典：北海道経済部観光局） 
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・平成２１年度、平成２２年度は世界的な景気低迷を受け、外国人来道者数は減少 

・景気好調や個人観光ビザ発給要件緩和により、中国人観光客の来道者数は飛躍的に増加 

・全体の約４割が個人旅行であり、その多くが二次交通を利用 

⇒特に個人旅行を対象とした二次交通の言語バリアフリー化（多言語

化）の推進が重要 
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2-1-2 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏における外国人旅行者の動向  

  

 

 

 

 

 

釧路湿原・阿寒・摩周観光圏は、阿寒湖や摩周湖などの湖沼、タンチョウが生息する釧路湿原な

ど個性的で雄大は自然に恵まれた地域である。阿寒湖温泉や川湯温泉など、日本を表する温泉郷も

含まれている。 
観光圏における外国人観光客は、平成 19 年から 6 万 6 千人～7 万人の間で推移している。[図

2-2 参照] 平成 22 年度は 6 万 6 千人であり、その内 1 万 5 千人が中国からの観光客である。これ

は、平成 20 年に阿寒湖を舞台とした中国映画「非誠勿擾」のヒットが影響しており、スクリーン

ツーリズムの増加が見られる。 
また、平成 23 年 5 月には、フランスなど世界 10 カ国で発売される「ミシュラン・グリーンガ

イド・ジャポン（改訂版）」において、阿寒湖と摩周湖が、「わざわざ旅行する価値がある」を示す

三ツ星（★★★）として紹介されている。これにより、中国本土を中心としたアジア圏からの観光

客だけではなく、今後は、欧米からの旅行者の増加も予想される。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏における訪日外国人
宿泊者数（出典：北海道経済部観光局） 

・中国映画「非誠勿擾」のヒットにより、年間１万５千人の中国人旅行者が訪れる 

・「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン（改訂版）」において三ツ星（★★★）として紹介されている 

⇒中国人旅行者への対応と共に、今後増加が想定される欧米人旅行者

への対応も検討する 
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2-2 対象地域における上位計画 

2-2-1 北海道及び釧路地方の上位計画の概要 

北海道及び釧路地方での言語バリアフリー化に関わる上位計画としては、観光振興に関するもの

を 2 つ、多言語化に際して必要となるサインの整備方針に関するものを 4 つ、施設の管理に関す

るものを 1 つ（2 地域分）上げることとする。 
上位計画の概要は以下のとおりであり、次項からは内容の詳細を整理した。 

表 2-1 関連する上位計画の概要 

策定機関 計画名 概要 

北海道 観光振興に

関するもの 

北海道観光の

くにづくり行

動計画 

この計画は、観光事業者や観光関係団体、道民、
道をはじめとする行政機関など、観光にかかわるすべ
ての者が連携・協働し、知恵を出し合いながら、観光
振興に関する施策を総合的、計画的に推進するための
基本的な計画として、環境と共生する観光や地域の資
源を生かした地域と経済の活性化等の推進を定めた
ものである。 

北海道外客来

訪促進計画 

計画のテーマを「四季・感動・北海道」とし、北
海道全域を外客来訪促進地域に位置づけた取り組み
を実施。外国人観光客にとって魅力ある観光地等を有
機的に結ぶ6つの観光経路（道南、道北、オホーツク、
十勝、釧路・根室、道央）と、宿泊拠点地区等を定め、
観光客が安心して快適に観光できる環境づくりの促
進、海外からの観光客の誘致の促進を実施し、観光に
関する基礎的データの収集及び調査の実施を行って
いる。 

釧路地方 多言語化に

際して必要

となるサイ

ンの整備方

針に関する

もの 

釧路市サイン

デザインマニ

ュアル 

平成 3 年 3 月 釧路市 発行 
これまで乱雑に設置されていた都市サインを一定

のシステムに基づいて設置するとともに統一された
グラフィックの使用、都市景観にも寄与できるデザイ
ン性の向上を目指してその基本となる項目について
取りまとめた。 

阿寒湖温泉ら

しい景観づく

りガイドライ

ン 

平成 23 年 3 月 環境省釧路自然環境事務所 発行 
阿寒湖温泉の目指すべき姿を皆が共有した上で、管

理計画にとどまらない「皆が自主的に取組んでいくこ
と・守るべきルール」をわかりやすく整理したガイド
ライン。 

阿寒自然散策

路サイン整備

マニュアル 

平成 23 年 3 月 NPO 法人阿寒観光協会まちづくり
推進機構 発行 

阿寒国立公園等の誘導案内サイン等を整備するに
あたって、関係機関及び管理者、行政機関等が連携し、
統一したサイン類の整備に資する基本的なルールを
定めている。 

自然公園公共

標識の標準表

示例 

平成 22 年 6 月 環境省 発行 
 整備水準の平準化を図るための多言語化およびピ
クトグラムを用いた標識の標準表示例を示すことに
より、自然公園内における公共標識のユニバーサルデ
ザイン化を推進することを目的としている。 

施設の管理

に関するも

の 

阿寒国立公園

阿寒地域管理

計画書、阿寒国

立公園川湯地

域管理計画書 

阿寒地域 
平成 18 年 1 月 環境省釧路自然環境事務所 発行 
川湯地域 
平成 18 年 7 月 環境省釧路自然環境事務所 発行 

阿寒国立公園内（阿寒および川湯地域）の地域の現
況や特性をもとに、審査基準を明確化し、自然環境の
保全と各種行為との調整を図るとともに、適正な公園
利用の推進を図るためのものである。 
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2-2-2 上位計画のまとめ 

上位計画では、外国人旅行者の誘致は大きくはアジアと欧米地域がターゲットとされており、英

語を基本に中国語とハングル語を加えた 4 言語で観光情報や案内を周知する方法が一般化してい

ることが理解できた。 
現地での誘導案内はサインが重要なツールとなり、多言語対応のしかたとしてはピクトグラムの

採用が効果的であることがうかがえた。 
さらにサインや施設を整備していくうえでは、観光ルート内においてはデザインの統一化を図る

ことが機能上のみならず景観上からも必要な事項であり、各関係機関や管理者間同士の連携が求め

られることが重要である。 

表 2-2 上位計画のまとめ 

計画名 計画の 
範囲 

計画 
年度 計画の目的 観光に関する 

記載事項 
外国人旅行者に 
おける記載事項 

北海道観光
のくにづく
り行動計画 

北海道 
全域 

H20 
～ 
H24 

北海道の観光振興
に関する施策を総
合的、計画的に推
進 

自然、食、文化など
北の大地・北海道な
らではの魅力を再
発見し、磨き、育み、
訪れる人々に感動
を与え続けられる
北海道を目指す。 

東アジア地域、オース
トラリアや欧米地域
などからの外国人観
光客の誘致に取り組
む。 

北海道外客
来訪促進計
画 

北海道 
全域 

H20 
～ 
H24 

快適に観光できる
環境づくりの促進
や海外からの観光
客の誘致を促進 

外国人旅行客が安心して快適に観光を楽しむ
ことができる、国際的にも通用する質の高い
観光地づくりを進め、海外から多くの方に何
度でも訪れていただける観光地・北海道を実
現する。 

釧路市サイ
ンデザイン
マニュアル 

釧路 
市内 

H3.3 
策定 

親切でわかりやすい

まちづくり 
外にむけてひらかれ

たまちづくり 
釧路らしさの創造 
整理された都市景観

の形成 

これまで乱雑に設置されていた都市サイン
を一定のシステムに基づいて設置するとと
もに統一されたグラフィックの使用、都市景
観にも寄与できるデザイン性の向上を目指
してその基本となる項目について取りまと
めた。 
英文表記に関わる原則、基準を示すとともに
英文リストを掲載した。 

阿寒湖温泉
らしい景観
づくりガイ
ドライン 

阿寒湖
温泉 

H23.3 
策定 

阿寒湖温泉におけ
る景観づくりのル
ールを整理 

案内表示板は、阿寒湖温泉全体で計画的に配
置し、外国人利用者にもわかりやすいピクト
グラムを取り入れるなど、ユニバーサルデザ
インに配慮した標識としていく。 

阿寒自然散
策路サイン
整備マニュ
アル 

阿寒国
立公園

等 
H23.3 
策定 

阿寒国立公園等に
おける誘導案内サ
イン等の整備にお
ける基本的なルー
ルづくり 

公共標識は、英語を併記。 
JIS のピクトグラムは色彩を変更しない。 
地図の凡例は 4 カ国語。 
基本は日・英。 
表示内容に応じ中国語、ハングルも表記。 

自然公園公
共標識の標
準表示例 

阿寒国
立公園

内 
H22.6 
策定 

自然公園内におけ
る公共標識の UD
化を推進 

BF・UD 化において必要となる情報要素の追
加を行い、外国人旅行者をはじめとした利用
者の目線に立った標識表示原則の設定、およ
び標識板面作成の解説を作成。 

阿寒国立公
園阿寒地域
管 理 計 画
書、阿寒国
立公園川湯
地域管理計
画書 

阿寒国
立公園
阿寒地
域、川
湯地域 

阿寒 
H18.1 
策定 

川湯 
H18.1 
策定 

自然環境の保全と
各種行為との調整
を図るとともに、
適正な公園利用の
推進 

①基本方針；公園利用者に情報を提供する広
告物は、積極的に整備充実を図り、地区
の広告物の模範となるべき内容を備えた
ものとする。 

②設置箇所；利用者の見やすい場所に設置す
るものとするが、風致景観上の支障も考
慮して適正な配置を行う。 
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2-3 対象地域における案内表示等の現状と課題 

2-3-1 観光圏における移動環境の考え方 

対象地域における案内表示等の現状を把握するために、釧路湿原・阿寒・摩周観光圏における観

光に関する移動環境の考え方・状況を以下に整理した。この考え方を基本に、対象とすべき検討施

設とその課題を予備調査（※既往資料等による机上調査）から抽出することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏及びひがし北海道の回遊イメージ 

 

ひがし北海道 

知床観光圏 

阿寒湖 
★★★ 

摩周湖 
★★★ 

浦幌 IC 

足寄 IC 

丸瀬布 

(旭川紋別自動車道) 

●根室中標津空港 

釧路 

●たんちょう釧路空港 

●女満別空港 

釧路湿原・阿寒・摩周 

観光圏 

【凡 例】 

IC・空港を結ぶひがし北海

道の大きな回遊イメージ 

ひがし北海道エリア 

観光圏エリア 

観光圏エリア内の移動 

観光圏同士の移動関係 

★★★ 

【広域（ひがし北海道）の考え方】 

●３つの空港（たんちょう釧路空港、中標津空港、女満別空港）とインターチェンジ（道東

自動車道・高規格道路）、２つの観光圏を含む、超広域な「ひがし北海道」 

●「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン（改訂版）」にて、三ツ星（★★★）として紹

介された阿寒湖、摩周湖、知床を結ぶ、『三ツ星街道』 

【釧路湿原・阿寒・摩周観光圏の移動手段の考え方】 

Ⅰ．釧路市街、たんちょう釧路空港⇔阿寒湖を結ぶバス路線（道路利用） 

Ⅱ．釧路市街、たんちょう釧路空港⇔摩周湖を結ぶＪＲ路線（鉄道利用）、バス路線（道路

利用） 

Ⅲ．阿寒湖⇔摩周湖を結ぶバス路線、レンタカー及びタクシー（道路利用） 
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2-3-2 個人旅行（FIT）を想定した「釧路湿原・阿寒・摩周観光圏」の移動行程 

外国人旅行者の言語バリアフリーな移動環境を実現するため、観光圏内を結ぶや JR バス路線な

どの二次交通をよく利用する個人旅行者（FIT）を想定して予備調査（※前出と同）を行い、対象

施設の抽出・対策を検討した。釧路湿原・阿寒・摩周観光圏で想定される個人旅行の観光行程には、

代表的なものとして次の 3 つが考えられる。 

 

 

 

 

各行程の詳細と対象となる施設については、以下のように整理した。 
 

 

 
立ち寄り箇所 交通拠点 二次交通 目的地 

JR 釧路駅 ●   

釧路駅バスターミナル  ●  

釧路フィッシャーマンズワーフ MOO バスターミナル  ●  

たんちょう釧路空港 ●   

釧路市鶴公園   ● 

阿寒湖バスセンター  ● ● 

阿寒観光案内所   ● 

阿寒湖温泉街   ● 

アイヌコタン   ● 

阿寒湖観光汽船乗り場   ● 

 
 

個人旅行 観光行程１ 『路線バスを利用した「阿寒湖温泉街」の観光』 

個人旅行 観光行程２ 『JR と路線バスを利用して摩周界隈（弟子屈）を観光』 

個人旅行 観光行程３ 『レンタカーやタクシー利用で釧路湿原・阿寒・摩周（弟子屈）を観光』 

●個人旅行 観光行程１ 

『路線バスを利用した「阿寒湖温泉街」の観光』 

図 2-4 『路線バスを利用した「阿寒湖温泉街」の観光』行程図 

JR釧路駅／釧路駅バスターミナル 

釧路フィッシャーマンズワーフMOOバスターミナル 

たんちょう釧路空港 

釧路市鶴公園 

阿寒湖バスセンター 

阿寒観光案内所 

阿寒湖温泉街 

アイヌコタン 

阿寒湖観光汽船乗り場 

移動手段 

  道路を利用 

（    鉄道を利用） 
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立ち寄り箇所 交通拠点 二次交通 目的地 

JR 釧路駅 ●   

JR 摩周駅 ●   

摩周駅周辺バス停  ●  

摩周湖   ● 

川湯温泉街   ● 

川湯バスターミナル ●   

川湯温泉周辺バス停  ●  

JR 川湯温泉駅 ●   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-5 『ＪＲと路線バスを利用して摩周界隈（弟子屈）を観光』行程図 

 

●個人旅行 観光行程２ 

『ＪＲと路線バスを利用して摩周界隈（弟子屈）を観光』 

JR摩周駅 

摩周駅周辺バス停 

川湯温泉駅周辺バス停 

JR川湯温泉駅 摩周湖 

川湯温泉街 

川湯バスターミナル 

移動手段 

 道路を利用 

    鉄道を利用 

JR釧路駅 
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立ち寄り箇所 交通拠点 二次交通 目的地 

JR 釧路駅 ●   

たんちょう釧路空港 ●   

道の駅「阿寒丹頂の里」   ● 

釧路市湿原展望台   ● 

硫黄山   ● 

屈斜路湖（砂湯）   ● 

道の駅「摩周温泉」   ● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 2-6 『レンタカーやタクシーで釧路湿原・阿寒・摩周（弟子屈）を観光』行程図 

 

●個人旅行 観光行程３ 

『レンタカーやタクシーで釧路湿原・阿寒・摩周（弟子屈）を観光』 

 
レンタカー 

 
 

／タクシー 
 
 

利用 

たんちょう釧路空港 

道の駅「阿寒丹頂の里」 

釧路市湿原展望台 

硫黄山 

屈斜路湖（砂湯） 

道の駅「摩周温泉」 

移動手段 

  道路を利用 

（    鉄道を利用） 

JR釧路駅 
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2-3-3 釧路地方での観光行程のまとめと対象施設の選定 

広域な観光圏を有する釧路地方においては、言語バリアフリー化を推進するにあたり、外国人旅

行者の行動形態から拠点となる場所や施設を設定し、目的に応じて「交通拠点」「二次交通」「目的

地」の 3 つに分類して環境整備を行う方針とした。外国人旅行者の釧路地方での観光行程の特性

と、それに伴って必要と考えられる対策や整備内容は、以下のようにまとめることができる。 
・釧路地方での観光は、釧路湿原・阿寒・摩周の三大観光エリアを中心に構成されており、各

エリア間をつなぐJR路線やバス路線などの二次交通が個人旅行客の増加にともない利用が

多くなることが予想されるため、バス停や車内案内に対する多言語化が必要と考えられる 
・外国人旅行者の道東地方への来訪の入口は、観光圏においては大きくは JR 釧路駅とたんち

ょう釧路空港の 2 ヶ所に限られており、ここからそれぞれの観光エリアへ二次交通により

移動するかたちとなるため、釧路観光のファーストコンタクトゲートであり、『釧路観光・

発地点』の交通拠点としての環境整備が求められる 
・交通拠点においては、地図を基本とした案内サインの多言語化やパンフレット等の充実化、

また観光案内所やコンシェルジュなどのサービス拡充が検討項目としてあげられる 
・観光目的地としては、阿寒湖温泉とタンチョウをはじめとした野鳥観察、摩周湖・川湯・硫

黄山、釧路湿原といった釧路郊外観光と、釧路フィッシャーマンズワーフ MOO、幣舞橋な

どの市内観光といったコースに集約でき、それぞれのコース上にある施設・設備や空間で適

切な誘導案内が行われる環境整備を図る必要がある 
・また市内中心部にはラムサール条約締約国会議など国際会議を開催できる施設として釧路市

観光国際交流センターがあり、MICE誘致活動にも力を入れていることから外国人関係者が

立ち寄る施設として多言語による案内情報の整備も必要と考えられる 
・目的地（観光拠点）では、各施設や交通機関へのアクセス誘導が求められ、インターネット

の発展から旅行客個人が所有する携帯電話やスマートフォン、タブレット型 PC などでも利

用可能な情報提供のあり方を考える必要がある 
 
以上の釧路湿原・阿寒・摩周観光圏において想定される個人旅行の観光行程（※前出 3 つの行

程）を元に、以降の言語バリアフリー環境整備にむけた各種調査検討のための作業準備に資する対

象箇所選出として、「交通拠点」「二次交通」「目的地」、また観光圏内地域別（釧路市街、阿寒湖、

弟子屈）に分類して、以下のように整理抽出するものとする。 
 

表 2-3 釧路地方での観光行程を元にした「交通拠点」「二次交通」「目的地」の調査対象箇所の抽出 

分類 
地域 

調査対象箇所 
釧路市街 阿寒湖 弟子屈 

交通

拠点 

JR 
●   1 JR 釧路駅 
  ● 2 JR 摩周駅 
  ● 3 JR 川湯温泉駅 

バス 

●   4 釧路駅バスターミナル 
●   5 釧路フィッシャーマンズワーフ MOO バスターミナル 
 ●  6 阿寒湖バスセンター 
  ● 7 川湯バスターミナル 

空港 ●   8 たんちょう釧路空港 
二次

交通 
バス 

  ● 9 JR 摩周駅周辺バス停 
  ● 10 JR 川湯温泉駅周辺バス停 
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分類 
地域 

調査対象箇所 
釧路市街 阿寒湖 弟子屈 

目的

地 

道の駅 
●   11 道の駅「阿寒丹頂の里」 

  ● 12 道の駅「摩周温泉」 

案内所 

●   13 釧路駅観光案内所 

●   14 フィッシャーマンズワーフ MOO 観光案内所 

   15 釧路空港観光案内所 

 ●  16 阿寒観光案内所 

  ● 17 JR 摩周駅観光案内所 

  ● 18 道の駅「摩周温泉」観光案内所 

主要観

光地点 

●   19 釧路市観光国際交流センター 

●   20 釧路市湿原展望台 

●   21 釧路市鶴公園 

 ●  22 阿寒湖温泉街 

 ●  23 アイヌコタン 

 ●  24 阿寒湖観光汽船乗り場 

  ● 25 摩周湖 

  ● 26 硫黄山 

  ● 27 屈斜路湖（砂湯） 

  ● 28 川湯温泉街 

 

 
図 2-7 釧路地方での観光行程による「交通拠点」「二次交通」「目的地」の位置図 

 

8.たんちょう釧路空港 

15.釧路空港観光案内所 

1.JR 釧路駅 

4.釧路駅バスターミナル 

5.フィッシャーマンズワーフ MOO バスターミナル 

13.釧路駅観光案内所 

14.フィッシャーマンズワーフ MOO 観光案内所 

19.釧路市観光国際交流センター 

11.道の駅「阿寒丹頂の里」 

6.阿寒湖バスセンター 

16.阿寒観光案内所 

22.阿寒湖温泉街 

23.アイヌコタン 

24.阿寒湖観光汽船乗り場 

2.JR 摩周駅 

9.JR 摩周駅周辺バス停 

17.JR 摩周駅観光案内所 

12.道の駅「摩周温泉」 

18.道の駅「摩周温泉」観光案内所 

25.摩周湖 

26.硫黄山 

24.屈斜路湖（砂湯） 

7.川湯バスターミナル 

28.川湯温泉街 
3.JR 川湯温泉駅 

10.JR 川湯温泉駅周辺バス停 

釧路市街 

阿寒湖 

弟子屈 

21.釧路市鶴公園 

20.釧路市湿原展望台 
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3.事前調査 

本章『3.事前調査』では、言語バリアフリー化の実現に向けての基本的な考え方を整理するため

に、「関係自治体・事業者等の意向把握」「多言語案内の現状把握調査」「外国人ネイティブによ

る事前現地診断」の 3 つの調査を行い、各調査結果から当該地域における多言語案内表示の現状

把握と課題をまとめるものである。 
実施する 3 つの調査は、段階を追って多言語化が必要とされるルートや施設の特定を進める関

係にもなっている。はじめに「関係自治体・事業者」から地域の実情を聴き取り（意向把握）、観

光周遊モデル（広域行程・ルート）の設定を行う。次いでその設定ルートに対する「多言語案内の

現状把握調査」を実施し、モニター調査（＝「外国人ネイティブによる事前現地診断」）の内容を

確定する。最後にその外国人モニターによる現地での診断（「外国人ネイティブによる事前現地診

断」）を行い、選定した各施設や設備のあり方を調査検討し、移動環境整備モデルを構築するため

の基礎的な条件を見い出す流れとしている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 本章『3.事前調査』の構成 

 

3-1 関係自治体・事業者等の意向把握 

本調査で対象となるエリア内での観光は、路線バスを基本とした公共交通での移動が主体となっ

ており、関係者（自治体、事業者等）との検討を踏まえて言語バリアフリーな環境整備を実現して

いかなければならない。そのため、観光事業者や関係者等にヒアリングを行い、多言語化に関する

現状の課題や取り組み状況を把握し、地域の実情に即して交通拠点から目的地に至るまでの広域行

程（ルート）・課題箇所を設定して、次節「多言語案内の現状把握調査」に資する整理を行うもの

とする。 

【調査項目】       【内 容】 

3-2 多言語案内の 
現状把握調査 

3-3 外国人ネイ 
ティブによる 
事前現地診断 

3-1 関係自治体・ 
事業者等の 
意向把握 

地域の実情の聴き取り 

広域行程（ルート）・課題箇所の設定 

行程（ルート）に対する現状把握調査 

現地診断行程・シートの作成 

外国人モニターによる現地診断 

移動環境整備モデルの基礎的整理 

【展 開】 

多言語案内表示

の現状把握と課題

整理 

言語バリアフリー

化の実現に向けた

基本的考え方 

各節のまとめ 

（第４章への 
つながり） 
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3-1-1 意向把握調査の内容 

(1)ヒアリング実施概要 

①実施日 

平成 24 年 1 月 12 日（木）～17 日（火） 
②ヒアリング対象者 

関係する観光及び交通事業者に対し、現状の課題や多言語化に関わる取り組み状況などについ

て個別にヒアリングを行った。 
 

表 3-1 ヒアリング対象団体・事業者 

観 
光 
関 
連 

1 社団法人 釧路観光協会 

2 社団法人 摩周湖観光協会 

3 NPO法人 阿寒観光協会まちづくり推進機構 
4 釧路観光連盟 

交 
通 
関 
連 

5 くしろバス株式会社 

6 阿寒バス株式会社 

7 釧路空港ビル株式会社 

8 北海道旅客鉄道株式会社 釧路支社 

9 釧根地区ハイヤー協会 

自 
治 
体 

10 釧路市（産業振興部観光振興室） 

11 釧路市（阿寒町行政センター観光商工課） 

12 弟子屈町 

 

 (2)調査方法 

ヒアリングでは、各対象団体・事業者に対して定型の質問項目を設定し、収集した意見を統一し

た形式で取りまとめられるようにした。ヒアリングでの質問項目は 6 つから構成し、大きくは「現

状の課題と問題点」「多言語化に向けて改善したい点」「関係者間に対する提言や連携方策のあり方」

「本事業の内容確認と要望」について聞き出す内容とした。（※資料編資料 1.事前調査に関する資料 p.1

－1～p.1－3 参照） 

ヒアリング結果は、各質問項目での課題整理に加え、取り上げられた施設・設備や空間とそこに

求められる対策との関係を交通拠点、二次交通、目的地別に明らかにし、言語バリアフリー化が求

められる施設等を把握できるようにした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 関係自治体・事業者等の意向把握調査の方法 

 

◆ヒアリング項目 

○本調査事業の趣旨説明、実地検証等の内

容確認などについて 

○外国人観光旅行者の受け入れ整備に対

する現状の課題や問題点について 

○多言語化に関して改善したいと思って

いることについて 

○言語バリアフリー環境の構築に向けて

の提言・連携について 

課題の整理 

・言語バリアフリー化を求められる施設等の把握 

及び 地域としての取り組み状況の把握 

・ひがし北海道として、観光圏として求められる外

国人観光客移動環境、二次交通環境の把握 

・釧路空港や JR 釧路駅等の交通拠点から目的地に

至るまでの行程（ルート）を設定 

・本調査事業を推進する上でのそれぞれの役割等の

明確化と、協力体制の構築 

 

【ヒアリングシート】 
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3-1-2 関係自治体・事業者等の意向把握（ヒアリング結果）における課題の整理 

関係する観光及び交通事業者に対して個別にヒアリングを行い、現状の課題や多言語化に関わる

取り組み状況などについて整理した。 

取りまとめ一覧について下表に示す。 

 

表 3-2 関係自治体・事業者等の意向把握（ヒアリング結果）から抽出された課題一覧 

ヒアリング項目 課題の整理 
1.外国人対応の

現状 

外国人観光

客の現状や

動向 

・ 台湾、中国本土、香港などからの入込が多い 
・ 小グループでバスをチャーター、定期観光バスなどのバス利用が

目立つ（＝個人旅行の増加を感じている） 
・ 登山、フライフィッシング、野鳥観察（写真撮影）、サイクリング

などアウトドアが目的 
多言語対応

の状況 
・ 案内窓口等に多言語に直接対応できるスタッフが少ない 
・ 窓口案内では、筆談やジェスチャーなどで対応することが多い 
・ 多言語によるメールや電話などで寄せられる、観光や交通に関す

る問合せに、語学が堪能なスタッフが対応している 
⇒言語としては、英語が多く、中国人も、英語で問い合わせるケ

ースがほとんど 
2.外国人対応の課題や問題点 ・ 窓口対応はジェスチャーや筆談などで対応しているが、上手く伝

わらないこともしばしば 
・ 英語は対応できるが、中国語や韓国語となると苦労する点が多い 
・ 自動車事故やケガなどアクシデントに対する対処が課題である 
・ アクセスや乗り継ぎ、二次交通の不便さを感じる 

3.改善したい点 ソフト面 ・ 多言語対応できるスタッフの配置、人材育成 
ハード面 ・ 圏内共通のツール（観光パンフ、マップ、HP、交通案内の整備） 

・ 観光情報と二次交通利用を合わせ持ったツール（観光交通パンフ

の整備） 
・ 音声案内や HP、GPS やアプリなど、固定物に限らない言語バリ

アフリー施設 
4.関係者間で提言・連携したい  

点 

・ 釧路地方や東北海道を網羅した、観光地や移動情報の案内 
・ 地域のリアルタイム情報提供（天気、観光地の旬な情報など） 
・ JR、バス、飛行機などが連携し、乗継がスムーズになる誘導案内

の整備。公共交通機関共通で利用できるサービスの検討 
・ Wi－Fi のホットスポットを増やす 
・ 国の観光事業を進める際は北海道経済部観光局とも連携すべき 

5.その他 

（本事業に関する意見） 

・ 「番号・ナンバリング」、「矢印」、「ピクトグラム」などを活用す

ると良いのではないか 
・ 今回は検討対象に含まれていないが、レンタカーやタクシーに関

する環境整備も検討してほしい 
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ヒアリングの結果については、次節 3-2 多言語案内の現状把握調査における調査行程や対象箇所

付けなど調査計画・設定準備のための基礎的資料とするために、「交通拠点」「二次交通」「目的地」

と区分別に調査候補箇所と対策検討内容を整理した。 

 

表 3-3 ヒアリングであげられた調査候補箇所と対策検討内容 

区分 ヒアリング対象 調査候補箇所 対策検討内容 

交 
通 
拠 
点 

空港 釧路空港ビル株式会社 ・ 空港内（観光案内所） ・ Wi－fi 対応 
・ 多言語による情報提供 

JR 北海道旅客鉄道株式会

社 釧路支社 
・ 駅構内及び駅前周辺 ・ 多言語による誘導案内 

二 
次 
交 
通 

バス くしろバス株式会社 ・ バスターミナル ・ 多言語による誘導案内 
阿寒バス株式会社 ・ バス停、バス車内 ・ 多言語化（OBC） 

・ 二次交通と周辺観光情報がま

とまったパンフレット 
タクシー 釧根地区ハイヤー協会 ・ タクシー車内 ・ 料金の支払い説明 

目 
的 
地 

観光 
関連 

社団法人 釧路観光協

会 
・ タンチョウや野鳥観察

ができる施設 
・ 天候など野外環境、自然現象情

報がリアルタイムでわかるツ

ール 
社団法人 摩周湖観光

協会 
・ 摩周湖（カメラ愛好家の

外国人が多い） 
・ 阿寒、知床（宿泊が多い） 

・ パンフレットの多言語化 

NPO 法人 阿寒観光

協会まちづくり推進機

構 

・ 阿寒湖温泉街 
・ 阿寒湖内での登山やフ

ライシッングなどのア

ウトドア施設 

・ ナビや HP、二次交通案内の多

言語化 

釧路観光連盟 ・ 公共交通 ・ 広域的な乗り継ぎやアクセス

向上 
自治体 釧路市（産業振興部観

光振興室） 
・ 観光主要施設（ホテルな

ど）から釧路市街地まで

の経路 
・ 国立公園地域内 

・ GPS やアプリによる情報案内 

釧路市（阿寒町行政セ

ンター観光商工課） 
・ 阿寒湖温泉街 
・ まりむ館 

・ ネットやフェイスブック、Wi
－fi 

・ 二次交通と観光情報が一体と

なったパンフレット 
弟子屈町 ・ 弟子屈町でのサイクリ

ングコース 
・ おもてなし対応やコミュニケ

ーションなどの人材育成も必

要 
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3-2 多言語案内の現状把握調査 

本調査は、対象地内（釧路市街、阿寒湖温泉街、弟子屈町内）での交通拠点、二次交通、目的地

における多言語（日本語を基本に英語、韓国語、中国語簡体字、中国語繁体字、他）情報提供等に

おける現状を把握するため、交通拠点から主要な目的地（観光主要地）までの行程について、二次

交通（路線バス）を利用しながら移動し、「外国人旅行者に対応できているか」という視点での案

内看板、誘導看板、施設の案内等の整備状況について把握するものである。 

3-2-1 現地踏査による施設整備の現況調査 

(1)観光経路を念頭に置いた調査対象ルート及び箇所の選定 

対象となるエリア内の交通拠点、二次交通、目的地における案内表示の多言語化状況の現況につ

いては、交通拠点から二次交通を利用して目的地に至るまでの行程を点と線で捉えて観光経路（主

要目的地までの移動ルート）を設定し、現地踏査を行うことにした。 

目的地に至るまでの観光経路と主要目的地については、前章 2-3 対象地域における案内表示等の

現状と課題及び前節 3-1 関係自治体・事業者等の意向把握での整理結果を踏まえて、以下のように

整理した。 

●調査対象ルート例（観光主要目的地までの移動手段） 
①MOO～釧路駅前（バス） ②釧路駅前～釧路空港（バス） ③釧路駅前～阿寒湖温泉（バス） 
④阿寒湖温泉～摩周駅前（バス） ⑤川湯温泉～ＪＲ川湯駅（バス） 

 

●調査対象箇所  
表 3-4 現状把握調査での交通拠点、二次交通、目的地の調査対象箇所 

分類 
地域 

調査対象箇所 
釧路市街 阿寒湖 弟子屈 

交通 
拠点 

JR 

●   1 JR 釧路駅 

  ● 2 JR 摩周駅 

  ● 3 JR 川湯温泉駅 

バス 

●   4 釧路駅バスターミナル 

●   5 フィッシャーマンズワーフ MOO バスターミナル 

 ●  6 阿寒湖バスセンター 

  ● 7 川湯バスターミナル 

空港 ●   8 たんちょう釧路空港 

二次 
交通 

バス 
  ● 9 JR 摩周駅周辺バス停 

  ● 10 JR 川湯温泉駅周辺バス停 

目的 
地 

道の
駅 

●   11 道の駅「阿寒丹頂の里」 

  ● 12 道の駅「摩周温泉」 

案内
所 

●   13 釧路駅観光案内所 

●   14 フィッシャーマンズワーフ MOO 観光案内所 

   15 釧路空港観光案内所 

 ●  16 阿寒観光案内所 

  ● 17 JR 摩周駅観光案内所 

  ● 18 道の駅「摩周温泉」観光案内所 

主要 
観光 
地点 

●   19 釧路市観光国際交流センター 

●   20 釧路市湿原展望台 

●   21 釧路市鶴公園 

 ●  22 阿寒湖温泉街 

 ●  23 アイヌコタン 

 ●  24 阿寒湖観光汽船乗り場 

  ● 25 摩周湖 

  ● 26 硫黄山 

  ● 27 屈斜路湖（砂湯） 

  ● 28 川湯温泉街 
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図 3-3 現状把握調査での交通拠点、二次交通、目的地の調査対象ルート及び箇所の位置図 

 
 

 (2)調査方法と実施 

抽出した各交通拠点、目的地について、これら点と点を結ぶ線としての二次交通利用も加味し、

調査対象箇所とした場所・施設に設置されているサインや設備の調査を行った。 

調査では基本的な課題・問題点を把握するとともに、外国人ネイティブによる事前現地診断内容

を考える上での材料としても使えるようにした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-4 多言語案内の現状把握調査の方法 

8.たんちょう釧路空港 

15.釧路空港観光案内所 

1.JR 釧路駅 

4.釧路駅バスターミナル 

5.フィッシャーマンズワーフ MOO バスターミナル 

13.釧路駅観光案内所 

14.フィッシャーマンズワーフ MOO 観光案内所 

19.釧路市観光国際交流センター 

11.道の駅「阿寒丹頂の里」 

6.阿寒湖バスセンター 

16.阿寒観光案内所 

22.阿寒湖温泉街 

23.アイヌコタン 

24.阿寒湖観光汽船乗り場 

2.JR 摩周駅 

9.JR 摩周駅周辺バス停 

17.JR 摩周駅観光案内所 

12.道の駅「摩周温泉」 

18.道の駅「摩周温泉」観光案内所 

25.摩周湖 

26.硫黄山 

24.屈斜路湖（砂湯） 

7.川湯バスターミナル 

28.川湯温泉街 
3.JR 川湯温泉駅 

10.JR 川湯温泉駅周辺バス停 

釧路市街 

阿寒湖 

弟子屈 

21.釧路市鶴公園 

20.釧路市湿原展望台 

◆多言語案内の現状把握調査（課題抽出） 

 
 予備調査・ﾋｱﾘﾝｸﾞを踏まえ、交

通拠点、二次交通、主要な観

光拠点を抽出・整理 

また二次交通利用移動経路

（ﾊﾞｽ移動、ﾀｸｼｰ利用）の設定 

調査項目をそれぞれに整理 

外国人旅行者視点に立ち、点

と点を線として結ぶ旅行行程を

想定し、観光モデル経路として

調査対象ルートを設定 

釧路空港、JR 釧路駅から目的

地それぞれまでの二次交通利

用による調査対象箇所につい

て、多国語案内表示状況や課

題の抽出 

調査対象の抽出 調 査 の実 施  調 査 準 備  

課題の整理 

・現状把握調査による基本的な課題や問題点の把握 

・外国人ネイティブによる事前現地診断行程 及び 現地診断シートの作成 
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3-2-2 現状把握調査結果における課題の整理 

現況施設の多言語案内状況について、以上の現況調査結果により現状を把握し、これらを踏まえ

た問題点の整理について下表に示すことができた。 

 

表 3-5 現状把握調査から抽出された課題一覧 

項目 現状の把握 課題の整理 

交通拠点 

JR 

・ルート表示や乗り場案内、乗り方案
内、時刻表などの案内表示が不足し
ており、誘導経路がわかりにくい 
（特に駅周辺のバス停への誘導等が

わかりにくい） 

 

バス 
ターミ 
ナル 

・ルート表示や乗り場案内、乗り方案
内、時刻表、券売機などの案内表示に
多言語情報が不足している 

・バス停の表示についても、多言語情
報が不足している 

 

空港 

・全体を通して、5 言語での多言語情
報表記しているものと、されてない
ものが混在している 
（例：民間のレンタカー会社のカウ

ンターは、日本語のみ） 
・バス時刻表やバス券売機、バス乗り

場への誘導については、多言語情報
が不足しており、券売機の使用方法
については説明も確認できない 

 

二次交通 

路線 
バス 

・時刻表、乗り場案内表示を含め、日
本語表記のみの案内表示が多い 

・観光目的地（たんちょう釧路空港・
JR 釧路駅⇔阿寒湖など）までの移動
時間が長く、バス車内の多言語化音声
のほか、バス車内での観光等の多言語
案内が求められる 

 

目的地 

観光 
案内所 

・全体を通して、多言語情報表記して
いるものと、されてないものが混在し
ている 

・多言語の観光パンフレットについて
も、設置されている 

・周辺地図については、現時点で設置
されているものは、主に 2 言語（日
本語・英語）対応のものである。 

 

主要 
観光 
地点 

・全体を通して、日本語表記のみの案
内表示が多い 

・一部は、ピクトグラム表示のみの案
内表示もある。 

 

 

駅舎構内から路線バスに乗り継ぐための乗
り場誘導（経路案内）、乗り方案内（利用ガ
イド等）についてわかりづらい 

交通拠点として、交通網全体の系統や手段、
料金の目安など交通機関の総合情報に対す
る情報提供が不足している 

乗り場案内（場所の誘導）、乗り方案内（乗
車券の買い方など）、時刻表、運行経路など
の案内表示についてわかりづらい 

バス停は日本語のみのものが多く、外国人
旅行者にはわかりづらい 

バス車内の多言語化とともに、移動時間を
活用した適切な情報提供が求められる 

観光案内所までの誘導経路について英語以
外の言語が無くわかりづらい 

観光目的地まで行く手段（二次交通）につ
いて、充実した言語バリアフリーな情報提
供が必要 

自然環境に配慮し、景観性と情報機能性を
合わせ持った言語バリアフリーな情報提供
が求められる 

目的地先においても、次の観光地等へのア
クセス等、観光交通に関する言語バリアフ
リーな情報提供が必要である 

日本、北海道に降り立つ最初の交通拠点と
して必要な情報を整理し、提供することが
必要である。（特に個人旅行者に向けた二次
交通の移動支援的な情報等） 

乗り場の場内案内（場所の誘導）、乗り方案
内（乗車券の買い方など）、時刻表、運行経
路などの案内表示についてわかりづらい 
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3-3 外国人ネイティブによる事前現地診断 

3-3-1 目的 

事前現地診断では、課題がある施設や案内看板等について外国人旅行者の視点から課題を抽出す

るために、観光に関心の高い外国人ネイティブモニターを 4 言語の圏域から要員し、釧路地方（釧

路市、弟子屈町）の現地診断を実施した。 

3-3-2 実施概要 

(1)事前現地診断実施における準備 

①実施日 

平成 24 年 1 月 23 日（月）～24 日（火）＜1 泊 2 日阿寒湖温泉泊＞ 
②対象言語 

英語・中国語（繁体字）・中国語（簡体字）・韓国語 

③モニター調査員 

・モニター調査員の選定は、言語バリアフリー化の移動環境について現状の診断を行うため、個人

旅行者の視点に立ちながらも観光に関心の高い外国人ネイティブとした 
・モニター調査員となる外国人ネイティブは、英語圏が 2 名、中国語繁体字圏が 2 名、中国語簡

体字圏が 3 名、韓国語圏が 3 名の計 10 名とした 
 

表 3-6 外国人ネイティブのモニター調査員（敬称略） 

対象言語 国籍 名前 属性 

英語 
①イギリス スティーブン・キング 男性／30 代 

②アメリカ ドリュー・アシュリー・デイビ
ットソン 

男性／20 代 

中国語（繁体字） 
③台湾 戴佑宇（タイ・ユウユウ） 男性／20 代 
④台湾 押田雅茹（オシダ・ヤール） 女性／20 代 

中国語（簡体字） 
⑤中国 モウ・シンキン 男性／20 代 
⑥中国 宋林（ソウ・リン） 男性／20 代 
⑦中国 李振雄（リ・シンユウ） 男性／20 代 

韓国語 
⑧韓国 キム・ヨンジュン 男性／10 代 
⑨韓国 ウ・ドヒ 女性／10 代 
⑩韓国 パク・ジュンボム 男性／20 代 
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④調査方法 

・各調査員に、現地診断による確認状況および課題や問題点などを記載する「現地診断シート」を

持参してもらい、各自記入する方法とした 
・移動は行程や時間制約の関係上、専用車にて行うが、部分的に二次交通を利用した個人旅行に近

い形で実施し、個人旅行者の視点から意見を抽出できるようにもした 
・調査員に対しては、各言語 1 名以上の調査スタッフが随行し、記録写真撮影などの庶務を行う

ほか帳票の記入漏れなどがないようサポートを行った 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3-5 事前現地診断の方法 

課題の整理 

・ネイティブ外国人による移動環境の言語バリアフリー化の検証と改善箇所の把握 

・観光圏全体に関わる言語バリアフリー化に向けた方向性、あり方の意見整理 

・事後調査との比較検証に活用する基礎データの整理 

≪調査方法≫ 
○調査箇所ごとに対象となる案内表示ごとの現地診断シートを作成 
○表示ごとのチェックと多言語化の重要度等をヒアリングで意見聴取 

項目：外国人観光旅行者における必要な案内表示の有無について 

対象ルートの現在の翻訳内容や表記方法について 

調査員の母国語各国の日本語や英語の理解度について 

わかりやすい案内表示のあり方について 等々 

◆外国人ネイティブによる事前現地診断（課題抽出） 
 
 
 
 

現状把握調査にて抽出・整理された

結果に基づき、現地診断箇所につい

て確認 

交通拠点、二次交通、目的地等を含

む、事前現地診断行程を設定する 

調査項目をそれぞれに整理し、現

状把握調査による調査課題をもとと

する現地診断シートを作成 

4 言語圏を母国語とする調査員を選

定し、現状調査チームを編成 

設定した事前現地診断行程（観光モ

デル経路）において、多国語案内表

示状況や課題の検証を現地診断形

式で行う 

現地診断箇所の設定 調 査 の実 施  診 断 準 備  

観光案内所で周辺観光情報について 

調査（観光案内所内） 

【調査員の選定】 

北海道に在住し、観光に関する翻訳や言語バリアフリーに関する調

査の経験がある外国人ネイティブを調査員として選定する 
（調査員人数） 

英語圏（2 名）／韓国語圏（3 名）／中国語簡体字圏（3 名） 
／中国語繁体字圏（2 名） 全 10 名 

【ネイティブ調査員を選定する際の視点】 

○旅行者としての視点での満足度測定のため、釧路市以外に居住する外国人 

○観光に関心が高く「診断できる」視点を持ち、多言語表示に対し客観的な分析ができる外国人 

【現状調査チームを編成】 

英語圏、韓国語圏、中国語簡体字圏、中国語繁体字圏を母国語とする調査員 

 ＋同行調査スタッフ（調査記録＋作業フォロー＋総括管理） 

調査員
を選定 

観光拠点で施設案内

について調査 
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(2)事前現地診断の調査行程及び調査箇所 

①調査行程 

表 3-7 外国人ネイティブによる事前現地診断・調査行程 

日程 移動 行動 内容 場所 チェック箇所・詳細 

１
／
２
３
（
月
） 

11：11 ～ 11：15 0:04 貸切バス 全体 【釧路駅集合】 （釧路駅→MOO：貸切バス移動）  

11：15 ～ 11：25 0:10 徒歩 ↓ ＜挨拶＞ フィッシャーマンズワーフ MOO 内 2F 情報発信コーナー 

11：25 ～ 12：00 0:45 ↓ ↓ 事前ネイティブ診断 1 フィッシャーマンズワーフ MOO 内 MOO 施設内 

12：00 ～ 13：00 1:00 ↓ 各自 【昼食】 フィッシャーマンズワーフ MOO 内   

13：00 ～ 13：10 0:10 ↓ 全体 事前ネイティブ診断 2 釧路市街 MOO 前案内看板 

13：10 ～ 13：20 0:10 ↓ ↓ 事前ネイティブ診断 3 釧路市街 
幣舞橋ガイドステ

ーション 

13：20 ～ 13：45 0:25 ↓ ↓ 同上 釧路市街 
国際交流センター

前看板 

13：45 ～ 14：35 0:50 ↓ 全体 事前ネイティブ診断 4 JR 釧路駅 駅構内サイン類 

14：35 ～ 14：50 0:15 ↓ 班別 事前ネイティブ診断 5 釧路駅バスターミナル 
誘導・路線図・券売

機・バス停表示 

14：50 ～ 15：35 0:45 阿寒バス 全体 事前ネイティブ診断 6 阿寒バス車内（釧路駅→空港） 車内表示・音声案内 

15：35 ～ 16：00 0:25 徒歩 ↓ 事前ネイティブ診断 7 釧路空港 
観光案内所・乗り継

ぎ 

16：00 ～ 17：30 1:30 貸切バス ↓ 【移動】 （釧路市内→阿寒湖温泉） 
阿寒バスセンター

からまりむ館へ 

17：30 ～ 17：50 0:20 徒歩 ↓ 事前ネイティブ診断 8 阿寒湖温泉街 
バスセンター・阿寒

観光案内所 

17：50 ～ 18：00 0:10 貸切バス ↓ ホテル到着    

        ― ↓ 【夕食・ディスカッション】  1 日を振り返る 

１
／
２
４
（
火
） 

8：00 ～ 8：05 0:05 ― 各自 集合・出発準備     

8：05 ～ 8：35 0:30 徒歩 全体 事前ネイティブ診断 9 阿寒湖温泉街 サイン類 

8：35 ～ 9：25 0:50 貸切バス ↓ 【移動】 （阿寒湖温泉→弟子屈町内）   

9：25 ～ 9：50 0:25 徒歩 ↓ 事前ネイティブ診断 10 弟子屈市街地・JR 摩周駅周辺 サイン類 

9：50 ～ 10：20 0:15 貸切バス ↓ 【移動】 （弟子屈町内→JR 摩周湖）   

10：20 ～ 10：55 0:35 貸切バス ↓ 同上 （JR 摩周湖→JR 川湯温泉駅） サイン類 

10：55 ～ 11：05 0:10 徒歩 ↓ 事前ネイティブ診断 11 JR 川湯温泉駅 サイン類 

11：05 ～ 11：30 0:25 貸切バス ↓ 【移動】 
（JR 川湯温泉駅→川湯温泉

街） 
 

11：30 ～ 11：40 0:10 徒歩 ↓ 事前ネイティブ診断 12 川湯温泉街 サイン類 

11：40 ～ 12：00 0:20 貸切バス ↓ 【移動】 （川湯温泉街→道の駅）   

12：00 ～ 12：15 0:15 徒歩 ↓ 事前ネイティブ診断 13 道の駅摩周温泉 
観光案内所・サイン

設置状況 

12：15 ～ 13：00 0:45 貸切バス ↓ 【移動】【昼食】 （道の駅→鶴見台）   

13：00 ～ 13：10 0:10 ↓ ↓ 【休憩】 鶴見台   

13：10 ～ 14：00 0:50 ↓ ↓ 【移動】 （鶴見台→会議会場）   

14：00 ～ 15：30 1:30 ― ↓ 意見交換 釧路市観光国際交流センター 会議室２ 
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②調査箇所 

調査箇所は、前章 2-3 対象地域における案内表示等の現状と課題及び前節 3-1 関係自治体・事

業者等の意向把握、同 3-2 多言語案内の現状把握調査から整理した交通拠点、目的地等の中核を

成す場所をポイントとし、そのなかから旅行者が利用する設備や媒体を詳細に設定することにし

た。 

表 3-8 主な調査箇所 

交通拠点 ○JR 釧路駅・川湯温泉駅・摩周駅 ○たんちょう釧路空港 

二次交通 ○フィッシャーマンズワーフ MOO バスターミナル ○釧路駅バスターミナル 

○阿寒湖バスセンター ○たんちょう釧路空港バスターミナル 

目的地 ○釧路市街 ○阿寒湖温泉 ○弟子屈町内（弟子屈市街・川湯温泉など） 

 

 
図 3-6 調査箇所マップ（全体） 

1.フィッシャーマンズワーフMOO 

2.釧路市街＜幣舞橋ガイドステーション＞ 

3.釧路市街＜MOO前案内看板＞ 

4.JR釧路駅 

5.釧路駅バスターミナル 

6.阿寒バス車内（釧路駅→空港） 

★実務担当・意見交換 

7.釧路空港 

8.阿寒湖温泉街 

＜バスセンター・観光案内所＞ 

阿寒湖温泉街＜サイン類＞ 

9.弟子屈市街・JR摩周駅 

10.JR川湯温泉駅 
11.硫黄山 

12.川湯温泉街 

13.道の駅摩周温泉 
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(3)調査対象施設 

①言語バリアフリー化整備検証対象の分類方法 

・本調査検討を実施していくうえでの整備検証対象としては冒頭章「1.事業の概要」にて示され

ている 1-2-1 対象地域＜（ⅰ）交通拠点＞、1-2-4 対象移動経路＜（ⅱ）二次交通＞、1-2-5

観光目的地＜（ⅲ）目的地＞の区分（※p.1－1 参照）を基本として分類するものとする 
・これに伴い、調査実施にむけて選定してきた調査対象箇所においては、多言語化を要する施設

（場や空間なども含む）内に配されている設備や媒体についてひとつひとつ個々に調査するこ

とにした 
 
・この中で、個々の調査対象箇所に求められる機能性や本来持つべき性質などによってその区分

を行うと、例えば同じバス停でも JR 駅（交通拠点）、バスターミナル（同）、観光地や市街地

（目的地）とでは整備方針が異なることになる 
・一方、設置される場や空間が違ってもその施設が本来果たすべき役割が同様の方向性のもので

あれば、統一的で整合性のある整備のあり方が求められ、そのため、整備対象となる設備や媒

体（情報）を基本として分類を見直すこととし、次頁表 3－9のように再整理した 
 
・これにより、例えば交通拠点（JR 駅やバスターミナルなど一次交通利用のための設備・媒体

が設定されるべき場や空間）に観光資源・施設等の情報に関する案内情報（本来、観光目的地

などに設定されるべき設備・媒体）を設定されるようなケースにおいても対処できるものとし

ている 
 
・このような整理を行うことで、施設や関係機関の違いに関わらず、同一のツールのデザインを

統一的に整備することができ、機能性の統一、利便性や景観性の向上に寄与することができる 
 
・以上より、事前現地診断での調査は 13 ヶ所で実施することとし、55 の対象施設について分類

整理を行った 
 
・なお、上記にあるように調査検討を進めていく途中経緯で、区分について一部見直して分類し

ているが、最終的な成果とりまとめの段階では、当初から示されている区分に分類を戻し、当

初設定されている「1.事業の概要」に即した業務成果として整合性を保持するものとしている 
 
【例；たんちょう釧路空港内にある観光案内所は、設置されている場や空間は「交通拠点」

室内であるが、観光案内所そのもののもつ機能は観光資源・施設等の情報に関する案

内情報を取り扱う事が主であり、この意味では「目的地」となるので、本調査検討を

進めていく上ではこのようなケースは「目的地」として取り扱うけれども、最終的に

成果としてとりまとめ分類する上では「交通拠点」の区分で整理していく、というこ

ととする】 
 



3.事前調査  

3－13 

 

 

  表 3-9 以降、本調査検討を実施していく上での調査対象施設の「交通拠点」「二次交通」「目的地」の分類 

区分 場・空間 整備対象となる設備・媒体（情報） 

（ⅰ）交通拠点 

一次交通利用 
のための 
設備・媒体 

JR 駅舎内 ⅰ－1 駅舎の施設サイン（案内サイン、誘導サイン） 
ⅰ－2 JR 運賃・料金表（説明サイン） 
ⅰ－3 JR 券売機（説明サイン） 

空港ビル内 ⅰ－4 空港の施設サイン（案内サイン、誘導サイン） 
（ⅱ）二次交通 

二次交通利用 
のための 
設備・媒体 

バス乗降停留所 
（JR 駅、空港、施

設） 
バスターミナル 

ⅱ－1 バス停（記名＋説明サイン） 
ⅱ－2 バス停、ターミナルへの標識（案内サイン、誘導サ

イン） 
ⅱ－3 バス時刻表（説明サイン） 
ⅱ－4 バス運行系統図（説明サイン） 
ⅱ－5 バス料金表（説明サイン） 
ⅱ－6 バス券売機（説明サイン） 

路線バス・シャト

ルバス車両 
ⅱ－7 バス行き先案内（バス上部及び側面の電光掲示板） 

路線バス・シャト

ルバス乗車内 
ⅱ－8 液晶運賃表示機（OBC） 
ⅱ－9 車内放送 
ⅱ－10 バス運行系統図（説明サイン） 

レンタカー会社 ⅱ－11 受付カウンター表記（記名サイン、誘導サイン） 
タクシー乗降場 ⅱ－12 タクシー乗り場（定点サイン） 

（ⅲ）目的地 

観光資源・ 
施設等の情報 
に関する 
設備・媒体 

観光資源 
（主要観光地） 
施設（JR 駅、空港、

バ ス タ ー ミ ナ

ル、道の駅等） 

ⅲ－1 歩行者用公共サイン（記名、案内、誘導、説明、規

制サイン） 
ⅲ－2 車両用サイン（誘導サイン） 

情報拠点（案内所、

情報コーナー） 
ⅲ－3 歩行者用公共サイン（記名サイン、誘導サイン） 
ⅲ－4 設置される観光パンフレット、リーフレットなど 
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②調査対象施設一覧 

表 3-10 事前現地診断における調査対象施設 

場所 施設等 区分 情報 整理 
番号 

1.フィッシャーマンズ
ワーフ MOO 

1.①空港行バス停 ⅱ-1 二次交通 バス停（記名＋説明） 1 
1.②バス時刻表 ⅱ-3 二次交通 説明サイン 2 
1.③バスターミナルへの誘導 ⅱ-2 二次交通 誘導サイン 3 
1.④観光交流コーナーへの案内 ⅲ-3 目的地 誘導サイン 4 
1.⑤外国語パンフレットの設置 ⅲ-4 目的地 パンフレット 5 

2.釧路市街（幣舞橋ガ
イドステーション） 

2.①幣舞橋ガイドステーション外観 
  ⅲ-3 

目的地 記名サイン 6 

3.釧路市街 
（案内看板類） 

3.①MOO 前総合案内看板 ⅲ-1 目的地 案内サイン 7 
3.⑤JR 釧路駅前総合案内看板 ⅲ-1 目的地 案内サイン 8 

4.JR 釧路駅 4.①券売機周辺看板 ⅰ-2 交通拠点 説明サイン 9 
4.②券売機周辺看板 ⅰ-2 交通拠点 説明サイン 10 
4.③券売機周辺看板 ⅰ-2 交通拠点 説明サイン 11 
4.④券売機周辺看板 ⅰ-3 交通拠点 説明サイン 12 
4.⑤市街地案内看板 ⅲ-1 目的地 案内サイン 13 
4.⑥誘導看板 ⅱ-2 二次交通 誘導サイン 14 
4.⑦誘導看板・案内図 ⅰ-1 交通拠点 案内サイン 15 
4.⑧誘導看板 ⅱ-2 二次交通 誘導サイン 16 
4.⑨観光案内所入口看板 ⅲ-3 目的地 記名サイン 17 
4.⑩誘導看板 ⅱ-2 二次交通 誘導サイン 18 

5.釧路駅バスターミナ
ル 

5.①バスターミナル入口付近 ⅱ-2 二次交通 誘導サイン 19 
5.②バス運行系統表 ⅱ-4 二次交通 説明サイン 20 
5.③料金表 ⅱ-5 二次交通 説明サイン 21 
5.④券売機 ⅱ-6 二次交通 説明サイン 22 
5.⑤空港行シャトルバス停 ⅱ-1 二次交通 バス停（記名＋説明） 23 
5.⑥阿寒湖温泉行（釧路空港行）路線バ

ス停 ⅱ-1 
二次交通 バス停（記名＋説明） 24 

6.阿寒バス車内（釧路
市内⇒釧路空港） 

6.①バス車内の運行系統表 ⅱ-10 二次交通 説明サイン 25 
6.②バス車内の料金表示 ⅱ-8 二次交通 ＯＢＣ 26 

7.釧路空港 7.①観光案内所 ⅲ-3 目的地 記名サイン 27 
7.②バス券売機 ⅱ-6 二次交通 説明サイン 28 
7.③広域マップ ⅲ-1 目的地 案内サイン 29 
7.④広域マップ ⅲ-1 目的地 案内サイン 30 
7.⑤釧路市街行シャトルバス停 ⅱ-1 二次交通 バス停（記名＋説明） 31 

8.阿寒湖温泉街 
（バスセンター⇒阿
寒湖まりむ館（観
光案内所）） 

8.①運行系統表 ⅱ-4 二次交通 説明サイン 32 
8.②運賃表 ⅱ-5 二次交通 説明サイン 33 
8.③温泉街マップ ⅲ-1 目的地 案内サイン 34 
8.④阿寒湖まりむ館 ⅲ-4 目的地 パンフレット 35 
8.⑤案内看板（鄙の座前） ⅲ-1 目的地 誘導サイン 36 
8.⑥案内看板（Pan de Pan 前） ⅲ-1 目的地 誘導サイン 37 
8.⑦阿寒湖駐在所前案内看板 ⅲ-1 目的地 案内サイン 38 
8.⑧阿寒湖アイヌシアター ⅲ-3 目的地 記名サイン 39 

9.弟子屈市街地・JR 摩
周駅 

9.①摩周駅入口看板 ⅲ-3 目的地 記名サイン 40 
9.②JR 摩周駅内観光案内所 ⅲ-3 目的地 記名サイン 41 
9.③JR 摩周駅バス停 ⅱ-1 二次交通 バス停（記名＋説明） 42 
9.④摩周湖農協付近看板 ⅲ-1 目的地 誘導サイン 43 
9.⑤弟子屈小学校付近看板 ⅲ-1 目的地 誘導サイン 44 

10.JR 川湯温泉駅 10.①JR 川湯温泉駅構内 ⅲ-1 目的地 案内サイン 45 
10.②JR 川湯温泉駅バス停 ⅱ-1 二次交通 バス停（記名＋説明） 46 
10.③JR 川湯温泉駅案内看板 ⅲ-1 目的地 案内サイン 47 

11.硫黄山 11.①案内看板 ⅲ-1 目的地 規制サイン 48 
11.②注意換気看板 ⅲ-1 目的地 規制サイン 49 
11.③注意喚起看板 ⅲ-1 目的地 規制サイン 50 

12.川湯温泉街 12.①誘導看板（ｾｲｺｰﾏｰﾄ前） ⅲ-2 目的地 車両用サイン（誘導） 51 
12.②案内看板（川湯園地） ⅲ-1 目的地 案内サイン 52 
12.③誘導看板（川湯園地付近） ⅲ-1 目的地 誘導サイン 53 

13.道の駅「摩周温泉」 13.①誘導看板 ⅲ-3 目的地 記名サイン 54 
13.②誘導看板 ⅲ-3 目的地 記名サイン 55 
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3-3-3 事前現地診断結果及びこれにおける課題の整理 

事前現地診断における評価結果を踏まえ、課題や問題点を整理した。評価の集計分析結果につい

ては以下のとおりとなった。 

 

●調査対象箇所 

 

1. フィッシャーマンズワーフ MOO 
2. 釧路市街（幣舞橋ガイドステーション） 
3. 釧路市街（案内看板類） 
4. JR 釧路駅 
5. 釧路駅バスターミナル 
6. 阿寒バス車内（釧路市内⇒釧路空港） 
7. 釧路空港 
8. 阿寒湖温泉街（バスターミナル⇒阿寒湖まりむ館（観光案内所））  
9. 弟子屈市街地・JR 摩周駅 
10. JR 川湯温泉駅 
11. 硫黄山  
12. 川湯温泉街 
13. 道の駅「摩周温泉」 

 

 

 

●評価方法 

 

【評価の説明】 

①～③ 帳票内の『評価』の欄は、以下の指標により採点している。 

 見にくい どちらとも言えない 見やすい 

 

1   2   3   4   5   6   7 
※以降の帳票も同様である。 
 

 

④ については、以下の指標としている。 

□移動できる（移動できると思う）………1 
         □移動できない（移動できないと思う）…2 
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●個別チェックポイントにおける評価の集計分析【※各区分、代表的なもの】 

 

（ⅰ）交通拠点 

ⅰ-1駅舎の施設サイン（案内サイン、誘導サイン） 

・駅舎の施設内における案内と誘導を兼ねたサインでは、簡体字と韓国語の調査員の評価が全て

の項目で 1 となり、高い評価が得られた 
・英語の調査員については、「設置数・情報量」が 5.0 と評価が低く、地図内に英語表記がない

ことが指摘された 
・繁体字の調査員も、「設置数・情報量」が 3.3 となっており、「せめて英語表記は入れてほしい」

との意見がみられた 
・見やすさや分かりやすさへの指摘では、「背景が黄色のものはよいが、白色は見にくい」とい

った意見が出された 
 

市町村名 釧路市 設置箇所 ＪＲ釧路駅 区分 交通拠点 

 

番号 ４．⑦ 情報 駅舎サイン 

評 価 

項目 英語 繁体 簡体 韓国 平均 

①見やすさ 2.5 2.8 1.0 1.0 1.7 

②分かりやすさ 3.5 2.8 1.0 1.0 1.9 

③設置数・情報量 5.0 3.3 1.0 1.0 2.3 

④迷わずに移動できるか 1.5 1.0 1.0 1.0 1.1 

 

 

（ⅱ）二次交通 

ⅱ-1バス停（記名＋説明サイン） 

・バス停のうち全体的に高い評価が得られたのは「たんちょう釧路空港」であったが、別途シャ

トルバスの経路や地図があるとよいといった意見がみられた 
・英語の調査員で評価が低かったは「釧路フィッシャーマンズワーフ MOO」と「JR 釧路駅の

都市間バス」の 2 つであり、英語表記がなかったことが理由としてあげられた 
・「釧路フィッシャーマンズワーフ MOO」については、バス停に飛行機のマークが描かれてい

るためバス停であることがわかりにくく、時刻表もどの交通手段のものか判別しにくいとの

意見が得られた 
・「釧路駅バスターミナル」については、都市間バスと空港行きバス、市内路線バスのバス停が

混在しているために、場所がわかりにくいとの意見が多くみられた 
・中国語・韓国語の調査員では、「JR 釧路駅の空港行きバス」と「川湯温泉行き」のバス停の評

価が低く、川湯温泉のポール柱に丸看板の形態は、海外旅行者にはバス停と認識するのが難

しいことが理解できた 
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市町村名 釧路市 設置箇所 釧路フィッシャーマンズ MOO 区分 二次交通 

 

番号 1．① 情報 バス停 

評 価 

項目 英語 繁体 簡体 韓国 平均 

①見やすさ 7.0 4.5 4.8 1.8 4.5 

②分かりやすさ 7.0 4.3 4.5 2.5 4.6 

③設置数・情報量 4.5 5.3 3.8 2.2 4.0 

④迷わずに移動できるか 2.0 1.5 1.7 1.0 1.6 

 

市町村名 釧路市 設置箇所 釧路駅バスターミナル 区分 二次交通 

 

番号 ５．⑤ 情報 バス停 

評 価 

項目 英語 繁体 簡体 韓国 平均 

①見やすさ 7.0 3.3 2.0 2.5 3.7 

②分かりやすさ 7.0 3.3 2.0 3.5 3.9 

③設置数・情報量 7.0 3.3 2.0 3.8 4.0 

④迷わずに移動できるか 1.5 2.0 1.0 1.0 1.4 

 

 

ⅱ-8 液晶運賃表示機（ＯＢＣ） 

・液晶運賃表示機は日本特有のシステムであり、「番号と料金表示の関係が感覚的にわからない」

といった意見があったため、システム自体の説明も必要である 
・設置位置については、バスの前方にあるためによく見えないといった意見があり、表示の位置

（車内配置）や大きさも考える必要がある 
 

市町村名 釧路市 設置箇所 阿寒バス車内（釧路市内→釧路空港） 区分 二次交通 

 

番号 ６．② 情報 ＯＢＣ 

評 価 

項目 英語 繁体 簡体 韓国 平均 

①見やすさ 3.0 3.3 4.0 4.3 3.8 

②分かりやすさ 3.0 4.3 3.3 4.8 3.9 

③設置数・情報量 3.0 4.3 2.0 2.7 2.9 

④迷わずに移動できるか 1.0 1.5 1.0 1.7 1.3 
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（ⅲ）目的地 

ⅲ-1歩行者用公共サイン（記名、案内、誘導、説明、規制サイン） 

・案内サインのうち評価が高かったものは、英語の調査員は「MOO 前」と「JR 釧路駅前」、繁

体字は「阿寒湖バスセンター」、簡体字と韓国語は「JR 釧路駅」と、違いがあらわれた 
・誘導サインについては、どの言語も「阿寒湖温泉」のサインが最も評価が高く、「目的地まで

の距離が表示されているとなおさらよい」との意見が多くみられた 
・規制サインに対しては、おおむね評価が得られており、シンプルな内容が評価につながってい

るものと思われる 
・英語調査員の評価では、「英語が使われているか」と「スペルが正しいか」の 2 点を重視して

おり、デザインに関する内容はあまり出されなかった 
 

市町村名 釧路市 設置箇所 釧路市街～ＭＯＯ前 区分 目的地 

 

番号 ３．① 情報 サイン（案内） 

評 価 

項目 英語 繁体 簡体 韓国 平均 

①見やすさ 2.5 2.8 2.0 3.8 2.8 

②分かりやすさ 3.0 4.3 2.3 2.8 3.0 

③設置数・情報量 3.3 3.8 3.0 3.0 3.2 

④迷わずに移動できるか 1.0 1.5 1.0 1.0 1.1 

 

市町村名 釧路市阿寒町 設置箇所 阿寒湖バスセンター・案内マップ 区分 目的地 

 

番号 ８．③ 情報 サイン（案内） 

評 価 

項目 英語 繁体 簡体 韓国 平均 

①見やすさ 7.0 1.8 2.0 3.8 3.5 

②分かりやすさ 7.0 1.8 2.0 4.7 3.8 

③設置数・情報量 6.5 2.8 2.0 4.0 3.7 

④迷わずに移動できるか 1.5 1.0 1.0 1.3 1.2 

 

市町村名 弟子屈町 設置箇所 道の駅「摩周温泉」 区分 目的地 

 

番号 13．② 情報 案内板（記名） 

評 価 

項目 英語 繁体 簡体 韓国 平均 

①見やすさ 2.0 3.3 2.0 1.0 2.0 

②分かりやすさ 2.0 2.8 2.0 1.0 1.9 

③設置数・情報量 5.5 2.8 2.0 1.0 2.6 

④迷わずに移動できるか 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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また評価結果を踏まえた課題の整理については下表のとおりとなった。 

表 3-11 事前現地診断から抽出された課題一覧 

区分 整備対象となる設備・媒体（情報） 課題の整理 
（ⅰ） 

交通拠点 

ⅰ-1 駅舎の施設サイン ・ 駅構内及び周辺広場（地図）への案内の多言語化 
・ 背景色の設定・統一化 

ⅰ-2 JR 運賃・料金表 ・ 表示面の文字の大きさを考慮した多言語化 
・ 料金体系（大人・子ども料金の違い）の説明が必要 

ⅰ-3 JR 券売機 ・ 券売機の操作方法の説明が必要 
・ 多言語化に際しては、文字と図を併用した説明とする 

（ⅱ） 

二次交通 

ⅱ-1 バス停 ・ バス停の形状や色彩などのデザインの統一化 
・ 時刻表に加え、経路地図や支払いなどの乗車方法の説明が

あることが望ましい 
ⅱ-2 バス停、ターミナル

への標識 
・ 設置箇所における情報の整理・集約化 
・ 標識のデジタル化（電光掲示板）の採用検討 

ⅱ-3 バス時刻表 ・ バスの行先及び運行時間の多言語化 
・ 時刻表に乗り場案内を加え、総合的な案内サインとする 

ⅱ-4 バス運行系統図 ・ バス系統の色の違いの説明を含む、運行系統図の多言語化 
・ 運行路線とあわせて乗り場を掲示する 

ⅱ-5 バス料金表 ・ バス料金表と運行系統が色別で認識できる表現を検討す

る 
ⅱ-6 バス券売機 ・ 設置箇所の検討、受付窓口との一体化 

・ バス券売機とわかるようにバスのピクトグラムなどを添

付したデザインの採用 
ⅱ-8 液晶運賃表示機 

（OBC） 
・ 外国では使われていない整理券システムの解説が必要で

ある 
・ 表示内容の大きさや設置位置の検討 ⅱ-10 バス運行系統図 

（ⅲ） 

目的地 

ⅲ-1 歩行者用公共サイン ・ 案内サインの多言語表記の充実化 
・ 誘導サインについては、目的地までの距離表示を加えるこ

とが望ましい 
ⅲ-2 車両用サイン ・ 特に課題や問題点はなし 
ⅲ-3 歩行者用公共サイン ・ ピクトグラムの採用 

（複数の名称を施設機能別に統一化させる） 
ⅲ-4 観光パンフレット、

リーフレットなど 
・ 多言語化パンフレットの量の充実化 
・ 情報の PC、電子化（HP やアプリ） 
・ パンフレットの配置方法など、施設内の雰囲気づくり 
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4.言語バリアフリーな移動環境のための検討 

4-1 言語バリアフリー実現に向けた基本的考え方 

本章『4.言語バリアフリーな移動環境のための検討』では、まず「3.事前調査」における各調査

項目において抽出された課題や問題点に対する各々の「対応の方向性」を検討する。次にこれらを

総括する「基本的な考え方」を整理し、またこの「基本的な考え方」を解決するための「具体的対

策に向けた検討事項」を抽出する。 

この「基本的な考え方」および「具体的対策に向けた検討事項」をもとに、言語バリアフリーな

移動環境整備モデルの構築を図るための実地検証用整備施設（新設、改修）を選定する。また、選

定した施設に対しては、適用すべき「具体的対策に向けた検討事項」との対比についても関連付け

るものとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 本章『4.言語バリアフリーな移動環境のための検討』の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-1 関係事業者に対する 

意向把握から抽出された課題 

4-1-2 現状把握調査から 

抽出された課題 
4-1-3 事前現地診断査から 

抽出された課題 

事前調査における課題と対応の方向性 

対応の方向性 

4-1-4 基本的な考え方と具体的対策に向けた検討事項 

4-1-5 実地検証のための整備施設の選定 

対応の方向性 対応の方向性 

4-1 言語バリアフリー実現に向けた基本的考え方 

4-2 言語バリアフリー化に向けた解決の方策検討 
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4-1-1 関係自治体・事業者等の意向把握（ヒアリング結果）から抽出された課題と対応の方向性 

表 4-1 関係自治体・事業者等の意向把握（ヒアリング結果）から抽出された課題と対応の方向性 

ヒアリング項目 課題の整理（※3－1－2、表 3－2 再掲） 対応の方向性 

1.外国人対

応の現状 
外国人観

光客の現

状や動向 

・ 台湾、中国本土、香港などからの入込が多い 
・ 小グループでバスをチャーター、定期観光バ

スなどのバス利用が目立つ 
（＝個人旅行の増加を感じている） 

・ 登山、フライフィッシング、野鳥観察（写真

撮影）、サイクリングなどアウトドアが目的 

1-1 多言語化への対応

が必要 

1-2 二次交通利用への

対応が必要 

1-3 多様な地域情報の

提供が必要 

多言語対

応の状況 

・ 案内窓口等に多言語に直接対応できるスタッ

フが少ない 
・ 窓口案内では、筆談やジェスチャーなどで対

応することが多い 
・ 多言語によるメールや電話などで寄せられ

る、観光や交通に関する問合せに、語学が堪

能なスタッフが対応している 
⇒言語としては、英語が多く、中国人も、

英語で問い合わせるケースがほとんど 

1-4 サインやその他の

媒体での多言語化対

応が必要 

2.外国人対応の課題や

問題点 

・ 窓口対応はジェスチャーや筆談などで対応し

ているが、上手く伝わらないこともしばしば 
・ 英語は対応できるが、中国語や韓国語となる

と苦労する点が多い 
・ 自動車事故やケガなどアクシデントに対する

対処が課題である 
・ アクセスや乗り継ぎ、二次交通の不便さを感

じる 

1-5 サインやその他の

媒体での多言語化対

応が必要 

1-6 二次交通利用を容

易にする方法が必要 

3.改善した

い点 
ソフト面 ・ 多言語対応できるスタッフの配置、人材育成 － 

ハード面 ・ 圏内共通のツール（観光パンフ、マップ、HP、
交通案内の整備） 

・ 観光情報と二次交通利用を合わせ持ったツー

ル（観光交通パンフの整備） 
・ 音声案内や HP、GPS やアプリなど、固定物

に限らない言語バリアフリー施設 

1-7 観光・交通情報の総

合的な提供が必要 

1-8 各種媒体による情

報提供が必要 

4.関係者間で提言・連携

したい点 

・ 釧路地方や東北海道を網羅した、観光地や移

動情報の案内 
・ 地域のリアルタイム情報提供（天気、観光地

の旬な情報など） 
・ JR、バス、飛行機などが連携し、乗継がスム

ーズになる誘導案内の整備。公共交通機関共

通で利用できるサービスの検討 
・ Wi－Fi のホットスポットを増やす 
・ 国の観光事業を進める際は、北海道経済部観

光局とも連携すべき 

1-9 総合的な情報提供

が必要 

1-10 電子媒体による情

報提供が必要 

1-11 乗継をスムーズに

する方法が必要 

1-12 電子媒体による情

報提供が必要 

5.その他 
（本事業に関する意

見） 

・ 「番号・ナンバリング」、「矢印」、「ピクトグ

ラム」などを活用すると良いのではないか 
・ 今回は検討対象に含まれていないが、レンタ

カーやタクシーに関する環境整備も検討して

ほしい 

1-13 わかりやすいグラ

フィックによる情

報提供が必要 
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4-1-2 現状把握調査から抽出された課題と対応の方向性 

表 4-2 現状把握調査から抽出された課題と基本的な考え方 

項目 現状の把握 課題の整理（※3－2－2、表 3－5 再掲） 対応の方向性 
 
交 
通 
拠 
点 

JR ・ルート表示や乗り場案内、乗
り方案内、時刻表などの案内
表示が不足しており、誘導経
路がわかりにくい 
（特に駅周辺のバス停への

誘導等がわかりにくい） 

・交通拠点として、交通網全体の
系統や手段、料金の目安など
交通機関の総合情報に対する
情報提供が不足している 

・駅舎構内から路線バスに乗り継
ぐための乗り場誘導（経路案
内）、乗り方案内（利用ガイド
等）についてわかりづらい 

2-1 総合的な多言語
対応が必要 

2-2 多様な情報を
わかりやすく伝
えることが必要 

2-3 二次交通利用を
容易にする方法
が必要 

 バス
ター
ミナ
ル 

・ルート表示や乗り場案内、乗
り方案内、時刻表、券売機な
どの案内表示に多言語情報
が不足している 

・バス停の表示についても、多
言語情報が不足している 

・乗り場案内（場所の誘導）、乗
り方案内（乗車券の買い方な
ど）、時刻表、運行経路などの
案内表示についてわかりづら
い 

2-4 二次交通利用を
容易にする方法
が必要 

 空港 ・全体を通して、5 言語での多
言語情報表記しているもの
と、されてないものが混在し
ている 
（例：民間のレンタカー会社

のカウンターは、日本語
のみ） 

・バス時刻表やバス券売機、バ
ス乗り場への誘導について
は、多言語情報が不足してお
り、券売機の使用方法につい
ては説明も確認できない 

・乗り場の場内案内（場所の誘
導）、乗り方案内（乗車券の買
い方など）、時刻表、運行経路
などの案内表示についてわか
りづらい 

・日本、北海道に降り立つ最初の
交通拠点として必要な情報を
整理し、提供することが必要
である。（特に個人旅行者に向
けた二次交通の移動支援的な
情報等） 

2-5 二次交通利用を
容易にする方法
が必要 

2-6 拠点として総
合的な情報提供
が必要 

2-7 二次交通利用を
容易にする方法
が必要 

 

 
二 
次 
交 
通 

路線
バス 

・時刻表、乗り場案内表示を含
め、日本語表記のみの案内表
示が多い 

・観光目的地（釧路空港・釧路
駅⇔阿寒湖など）までの移動
時間が長く、バス車内の多言
語化音声のほか、バス車内で
の観光等の多言語案内が求
められる 

・バス車内の多言語化とともに、
移動時間を活用した適切な情
報提供が求められる 

・バス停は日本語のみのものが多
く、外国人旅行者にはわかりづ
らい 

2-8 移動時におけ
るわかりやすい
情報提供が必要 

2-9 バス停におけ
る多言語対応が
必要 

2-10 直感的にわか
りやすい情報
提供が必要 

目 
的 
地 

観光
案内
所 

・全体を通して、多言語情報表
記しているものと、されてな
いものが混在している 

・多言語の観光パンフレットに
ついても、設置されている 

・周辺地図については、現時点
で設置されているものは、主
に 2 言語（日本語・英語）対
応のものである 

・観光案内所までの誘導経路につ
いて英語以外の言語が無くわか
りづらい 

・観光目的地まで行く手段（二次
交通）について、充実した言語
バリアフリーな情報提供が必
要 

2-11 案内経路の多
言語化対応が
必要 

2-12 案内誘導にお
ける多言語表
記が必要 

2-13 二次交通利用
を容易にする
方法が必要 

 主要
観光
地点 

・全体を通して、日本語表記の
みの案内表示が多い 

・一部は、ピクトグラム表示の
みの案内表示もある 

・自然環境に配慮し、景観性と情
報機能性を合わせ持った言語
バリアフリーな情報提供が求
められる 

・目的地先においても、次の観光
地等へのアクセス等、観光交通
に関する言語バリアフリーな
情報提供が必要である 

2-14 景観を阻害し
ないデザイン
的配慮が必要 

2-15 目的地におけ
る多言語対応
が必要 

2-16 二次交通利用
を容易にする
方法が必要 
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4-1-3 事前現地診断から抽出された課題と対応する方向性 

表 4-3 事前現地診断から抽出された課題一覧 

区分 整備対象となる設備・媒体（情報） 課題の整理（※3－3－3、表 3－11 再掲） 対応の方向性 
（ⅰ） 
交通拠点 

ⅰ-1 駅舎の施
設サイン 

・ 駅構内及び周辺広場（地図）への案内
の多言語化 

・ 背景色の設定・統一化 

3-1 案内における多言語
対応が必要 

3-2 サインにおける統一的
なデザインが必要 

ⅰ-2  JR 運
賃・料金表 

・ 表示面の文字の大きさを考慮した多
言語化 

・ 料金体系（大人・子ども料金の違い）
の説明が必要 

3-3 読みやすいデザイン
的配慮が必要 

3-4 わかりやすい説明情
報が必要 

ⅰ-3 JR 券売
機 

・ 券売機の操作方法の説明が必要 
・ 多言語化に際しては、文字と図を併用
した説明とする 

3-5 わかりやすい説明情
報が必要 

（ⅱ） 
二次交通 

ⅱ-1 バス停 ・ バス停の形状や色彩などのデザイン
の統一化 

・ 時刻表に加え、経路地図や支払いなど
の乗車方法の説明があることが望ま
しい 

3-6 サインにおける統一的
なデザインが必要 

3-7 提供する情報の不足
を解消することが必要 

ⅱ-2 バス停、
ターミナル
への標識 

・ 設置箇所における情報の整理・集約化 
・ 標識のデジタル化（電光掲示板）の採
用検討 

3-8 情報の集約化が必要 
3-10 限られたスペースでの

効率的な情報提供が
必要 

ⅱ-3 バス時刻
表 

・ バスの行先及び運行時間の多言語化 
・ 時刻表に乗り場案内を加え、総合的な
案内サインとする 

3-11 二次交通における多
言語対応が必要 

3-12 複数の情報による総
合的な情報提供が
必要 

ⅱ-4 バス運行
系統図 

・ バス系統の色の違いの説明を含む、運
行系統図の多言語化 

・ 運行路線とあわせて乗り場を掲示す
る 

3-13 二次交通における多
言語対応が必要 

3-14 わかりやすい説明情
報が必要 

ⅱ-5 バス料金
表 

・ バス料金表と運行系統が色別で認識
できる表現を検討する 

3-15 わかりやすい説明情
報が必要 

ⅱ-6 バス券売
機 

・ 設置箇所の検討、受付窓口との一体化 
・ バス券売機とわかるようにバスのピ
クトグラムなどを添付したデザイン
の採用 

3-16 総合的な情報窓口が
必要 

3-18 わかりやすい説明情
報が必要 

ⅱ-8 液晶運賃
表示機 
（OBC） 

・ 外国では使われていない整理券シス
テムの解説が必要である 

・ 表示内容の大きさや設置位置の検討 

3-19 わかりやすい説明情
報が必要 

ⅱ-10  バス運
行系統図 

 

（ⅲ） 
目的地 

ⅲ-1 歩行者用
公共サイン 

・ 案内サインの多言語表記の充実化 
・ 誘導サインについては、目的地までの
距離表示を加えることが望ましい 

3-19 案内サインの多言語
化が必要 

3-20 二次交通利用の利便
性の向上が必要 

ⅲ-2 車両用サ
イン 

・ 特に課題や問題点はなし  

ⅲ-3 歩行者用
公共サイン 

・ ピクトグラムの採用（複数の名称を施
設機能別に統一化させる） 

3-21 わかりやすい説明情
報が必要 

ⅲ-4 観光パン
フレット、
リーフレッ
トなど 

・ 多言語化パンフレットの量の充実化 
・ 情報の PC、電子化（HP やアプリ） 
・ パンフレットの配置方法など、施設内
の雰囲気づくり 

3-22 多様な媒体による情
報提供が必要 
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以上、これら 3 つの調査からの課題の整理にそれぞれ対比する「対応の方向性」について列記す

ると下表のようになる。 

表 4-4 「対応の方向性」一覧 

4-1-1 関係自治体・事業者等の意向把握 
4-1-2 現状把握調査 4-1-3 事前現地診断 

 

方向性 対策検討内容 

1-1 多言語化への対
応が必要 

1-2 二次交通利用へ
の対応が必要 

1-3 多様な地域情報
の提供が必要 

1-4 サインやその他
の媒体での多言
語化対応が必要 

1-5 サインやその他
の媒体での多言
語化対応が必要 

1-6 二次交通利用を
容易にする方法
が必要 

1-7 観光・交通情報の
総合的な提供が
必要 

1-8 各種媒体による
情報提供が必要 

1-9 総合的な情報提
供が必要 

1-10 電子媒体による
情報提供が必要 

1-11 乗継をスムーズ
にする方法が必
要 

1-12 電子媒体による
情報提供が必要 

1-13 わかりやすいグ
ラフィックによ
る情報提供が必
要 

・Wi－fi 対応 
・多言語による情報提供 

2-1 総合的な多言語対応が必要 
2-2 多様な情報をわかりや

すく伝えることが必要 
2-3 二次交通利用を容易に

する方法が必要 
2-4 二次交通利用を容易に

する方法が必要 
2-5 二次交通利用を容易に

する方法が必要 
2-6 拠点として総合的な情

報提供が必要 
2-7 二次交通利用を容易に

する方法が必要 

3-1 案内における多言
語対応が必要 

3-2 サインにおける統
一的なデザインが必
要 

3-3 読みやすいデザイ
ン的配慮が必要 

3-4 わかりやすい説明
情報が必要 

3-5 わかりやすい説明
情報が必要 

交 
通 
拠 
点 

・多言語による誘導案内 
・多言語化（OBC） 
・二次交通と周辺観光情

報がまとまったパン
フレット 

・料金の支払い説明 

2-8 移動時におけるわ
かりやすい情報提
供が必要 

2-9 バス停における多
言語対応が必要 

2-10 直感的にわかりや
すい情報提供が必要 

3-6 サインにおける統一的
なデザインが必要 

3-7 提供する情報の不足を
解消することが必要 

3-8 情報の集約化が必要 
3-10 限られたスペースでの効

率的な情報提供が必要 
3-11 二次交通における多言

語対応が必要 
3-12複数の情報による総合

的な情報提供が必要 
3-13二次交通における多言

語対応が必要 
3-14わかりやすい説明情報

が必要 
3-15わかりやすい説明情報

が必要 
3-16 総合的な情報窓口が必要 
3-18わかりやすい説明情報

が必要 
3-19わかりやすい説明情報

が必要 

二 
次 
交 
通 

・天候など野外環境、自然
現象情報がリアルタイム
でわかるツール 

・パンフレットの多言語化 
・ナビや HP、二次交通案
内の多言語化 

・広域的な乗り継ぎやアク
セス向上 

・GPS やアプリによる情報案内 
・ネットやフェイスブック、

Wi－fi 
・二次交通と観光情報が一

体となったパンフレット 
・おもてなし対応やコミュ

ニケーションなどの人材
育成も必要 

2-11 案内経路の多言語
化対応が必要 

2-12 案内誘導における
多言語表記が必要 

2-13 二次交通利用を容
易にする方法が必要 

2-14 景観を阻害しない
デザイン的配慮が
必要 

2-15 目的地における多
言語対応が必要 

2-16 二次交通利用を容
易にする方法が必
要 

3-19 案内サインの多言
語化が必要 

3-20 二次交通利用の利
便性の向上が必要 

3-21 わかりやすい説明
情報が必要 

3-22 多様な媒体による
情報提供が必要 目 

的 
地 
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4-1-4 基本的な考え方と具体的対策に向けた検討事項 

これまでに整理した各種課題から検討した「対応の方向性」をグルーピングして総括し、以下に

5 つの基本的考え方を整理した。また、これを実現するための具体的対策に向けての検討事項も合

わせて示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的な考え方】 

 A：案内・誘導・情報提供における多言語表記  

【具体的対策に向けた検討事項】 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能におけるサインの多言語化 
A-2：サイン以外の手法（音声、紙媒体、電子媒体等）における多言語化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的な考え方】 

 B：二次交通（移動手段）の利用・乗継に関する容易化  

【具体的対策に向けた検討事項】 

B-1：交通拠点から二次交通への乗り継ぎの容易化 
B-2：目的地から二次交通への乗り継ぎの容易化 
B-3：二次交通（移動手段）内での情報提供による移動の容易化 

 

 

【各課題から抽出された対応の方向性】 
1-1 多言語化への対応が必要（外国人観光客の現状や動向） 
1-4 サインやその他の媒体での多言語化対応が必要（多言語対応の状況） 
1-5 サインやその他の媒体での多言語化対応が必要（外国人対応の課題や問題点） 
2-1 総合的な多言語対応が必要（JR） 
2-9 バス停における多言語対応が必要（路線バス） 
2-11 案内経路の多言語化対応が必要（観光案内所） 
2-12 案内誘導における多言語表記が必要（観光案内所） 
2-15 目的地における多言語対応が必要（主要観光地） 
3-1 案内における多言語対応が必要（駅舎の施設サイン） 
3-13 二次交通における多言語対応が必要（バス運行系統図） 
3-19 案内サインの多言語化が必要（歩行者用公共サイン） 

 

【各課題から抽出された対応の方向性】 

1-2 二次交通利用への対応が必要（外国人観光客の現状や動向） 
1-6 二次交通利用を容易にする方法が必要（外国人対応の課題や問題点） 
1-11 乗継をスムーズにする方法が必要（関係者間で提言・連携したい点） 
2-3 二次交通利用を容易にする方法が必要（JR） 
2-4 二次交通利用を容易にする方法が必要（バスターミナル） 
2-5・7 二次交通利用を容易にする方法が必要（空港） 
2-13 二次交通利用を容易にする方法が必要（観光案内所） 
2-16 二次交通利用を容易にする方法が必要（主要観光地） 
3-11 二次交通における多言語対応が必要（バス時刻表） 
3-13 二次交通における多言語対応が必要（バス運行系統図） 
3-20 二次交通利用の利便性の向上が必要（歩行者用公共サイン） 

●案内表示の多言語化 

●利用のための容易化 
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【基本的な考え方】 

 C：地域情報・観光情報の収集の容易化  

【具体的対策に向けた検討事項】 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
C-2：観光情報、交通情報等の集約化・総合化 

 

 

 

 

 

 

【基本的な考え方】 

 D：紙媒体・電子媒体等多方面の情報ツールの活用  

【具体的対策に向けた検討事項】 

D-1：観光・交通情報を提供するパンフレットの整備 
D-2：電光掲示、音声情報の提供 
D-3：ホームページ等の電波媒体によるコンテンツの提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的な考え方】 

 E：デザインに配慮したわかりやすい情報提供  

【具体的対策に向けた検討事項】 

E-1：統一的なピクトグラム、色彩、文字デザイン等の使用 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

 

【各課題から抽出された対応の方向性】 

1-3 多様な地域情報の提供が必要（外国人観光客の現状や動向） 
1-7 観光・交通情報の総合的な提供が必要（改善したい点） 
1-9 総合的な情報提供が必要（関係者間で提言・連携したい点） 
2-6 拠点として総合的な情報提供が必要（空港） 
2-8 移動時におけるわかりやすい情報提供が必要（路線バス） 
3-7 提供する情報の不足を解消することが必要（バス停） 
3-8 情報の集約化が必要（バス停、ターミナルへの標識） 
3-16 総合的な情報窓口が必要（バス券売機） 

 

【各課題から抽出された対応の方向性】 

1-8 各種媒体による情報提供が必要（改善したい点） 
1-10・12 電子媒体による情報提供が必要（関係者間で提言・連携したい点） 
3-10 限られたスペースでの効率的な情報提供が必要（バス停、ターミナルへの標識） 
3-22 多様な媒体による情報提供が必要（観光パンフレット、リーフレットなど） 

 

【各課題から抽出された対応の方向性】 

1-13 わかりやすいグラフィックによる情報提供が必要 
2-2 多様な情報をわかりやすく伝えることが必要（JR） 
2-10 直感的にわかりやすい情報提供が必要（路線バス） 
2-14 景観を阻害しないデザイン的配慮が必要（主要観光地） 
3-2 サインにおける統一的なデザインが必要（駅舎の施設サイン） 
3-3 読みやすいデザイン的配慮が必要（JR 運賃・料金表） 
3-5 わかりやすい説明情報が必要（JR 券売機） 
3-6 サインにおける統一的なデザインが必要（バス停） 
3-14 わかりやすい説明情報が必要（バス運行系統図） 
3-15 わかりやすい説明情報が必要（バス料金表） 
3-18 わかりやすい説明情報が必要（バス券売機） 
3-19 わかりやすい説明情報が必要（液晶運賃表示機（OBC）） 
3-21 わかりやすい説明情報が必要（歩行者用公共サイン） 

●情報収集の集約化 

●情報媒体の多様化 

●伝達手法の平易化 
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4-1-5 実地検証のための整備施設の選定 

(1)実地検証用施設の区分の考え方 

「3.事前調査」（※p.3－12 参照…(3)調査対象施設①言語バリアフリー化整備検証対象の分類方法）で

の記述のように、冒頭章「1.事業の概要」（※p.1－1 参照）にて分類している本事業の調査対象

による区分は、場や空間の特性に応じて交通拠点、二次交通、目的地を位置づけている。しかし、

調査を進めていくなかで、旅行者の利用目的に応じた整理をすると「たんちょう釧路空港」自体

は『交通拠点』であるが、「空港にあるバス停」は『二次交通』、「空港にある観光案内所」は『目

的地』と、施設ごとにまとめることでよりわかりやすい整理となることが示された。 
実際に施設（設備・媒体）をつくるうえでは、その機能性に即して統一的に整備を図ることが

望ましいといえる。そのため、実地検証で対象とする施設の選定においても区分の見直しを適用

し、以下のように整理を行うことで整合性を確保することとした。 

 

（ⅰ）当初設定で交通拠点とした対象の見直し 

本事業の調査対象 検討該当箇所 対象施設（設備・媒体）  区分 

主

な

拠

点 

釧路駅 JR 釧路駅構内 施設案内板 ▼ 交通拠点 
JR 釧路駅前 バスターミナル誘導案内 ▼ 二次交通 

摩周駅 JR 摩周駅構内 観光交通情報案内板 ▼ 目的地 
川湯温泉駅 JR 川湯温泉駅構内 観光交通情報案内板 ▼ 目的地 

バスターミナル 釧路駅前バスターミナル前 観光交通情報案内板 ▼ 二次交通 
釧路駅バスターミナル内 シャトルバス運行情報板 ▼ 二次交通 

釧路空港 たんちょう釧路空港内 多言語情報案内所 ▼ 目的地 
シャトルバス運行情報板 ▼ 二次交通 

バスセンター 阿寒湖バスセンター内 観光交通情報案内板 ▼ 目的地 
主要観光地の二次交通

網等の移動支援情報 ホームページ 移動支援 WEB ▼ 目的地 

 

（ⅱ）当初設定で二次交通とした対象の見直し 

本事業の調査対象 検討該当箇所 対象施設（設備・媒体）  区分 

周辺観光地へのアクセ

ス案内 観光アクセス 多言語案内パンフレット ▼ 目的地 

バス車内 バス車内 
多言語運賃表示機器 ▼ 二次交通 

多言語音声案内 ▼ 二次交通 
バス停 空港行シャトルバス バス停留所 ▼ 二次交通 

 

（ⅲ）当初設定で目的地とした対象の見直し 

本事業の調査対象 検討該当箇所 対象施設（設備・媒体）  区分 

～阿寒湖温泉 
阿寒湖駐在所前 観光交通情報案内板 ▼ 目的地 
コロポックル公園 観光交通情報案内板 ▼ 目的地 

～摩周駅の車内 道の駅摩周温泉 観光交通情報案内板 ▼ 目的地 

主な観光目的地 

釧路市街 観光交通情報案内板 ▼ 目的地 
釧路市湿原展望台 施設名板（多言語追記） ▼ 目的地 
釧路フィッシャーマンズ

ワーフ MOO 内 
誘導表示板 ▼ 目的地 

※新たな区分（新区分）は、対象施設の用途による分類としている（黄色の網掛けが対応部分となる） 

【機能性や本来持つべき 
  性質などを考慮した分類】 



4.言語バリアフリーな移動環境のための検討  

4－9 

 

(2)実地検証用施設の選定と検討事項の整理 

先に示した「基本的な考え方」および「具体的対策に向けた検討事項」をもとに、言語バリアフ

リーな移動環境整備モデルの構築を図るための実地検証用整備施設（新設、改修）を選定する。ま

た、選定した施設に対しては、適用すべき「具体的対策に向けた検討事項」との対比についても関

連付けるものとする。 

施設選定のポイントとしては以下を設定し、「3.事前調査」全般における調査箇所、ヒアリング

対象を踏まえて対象施設を選定する。 

 

 

 

 

 

 

表 4-5 効果的な案内表示等の手法として整備する施設等一覧 

区分 箇所 施設選定のポイント 対象施設 

交通 
拠点 JR 釧路駅構内 交通拠点の利便性向上 施設案内板（駅構内及

び駅周辺） 

二次 
交通 

空港行シャトルバス 二次交通利用時のスムーズ化 バス停留所 

JR 釧路駅前 交通拠点からの二次交通利用のスムーズ化 バスターミナル誘導
案内板 

釧路駅バスターミナル前 交通拠点からの二次交通利用のスムーズ化 観光交通情報案内板 
たんちょう釧路空港内 交通拠点からの二次交通利用のスムーズ化 シャトルバス運行情報板 
釧路駅バスターミナル内 交通拠点からの二次交通利用のスムーズ化 シャトルバス運行情報板 
バス車内 二次交通利用時のスムーズ化 多言語運賃表示機器 
バス車内 二次交通利用時のスムーズ化 多言語音声案内 

目的
地 

釧路市街 目的地への観光・交通案内の利便性向上 観光交通情報案内板 
釧路市湿原展望台 目的地への観光・交通案内の利便性向上 施設名板（多言語追記） 
阿寒湖駐在所前 目的地への観光・交通案内の利便性向上 観光交通情報案内板 
阿寒湖バスセンター内 目的地への観光・交通案内の利便性向上 観光交通情報案内板 
コロポックル公園 目的地への観光・交通案内の利便性向上 観光交通情報案内板 
JR 川湯温泉駅 目的地への観光・交通案内の利便性向上 観光交通情報案内板 
道の駅摩周温泉 目的地への観光・交通案内の利便性向上 観光交通情報案内板 
釧路フィッシャーマ
ンズワーフ MOO 内 目的地への観光・交通案内の利便性向上 誘導表示板 

たんちょう釧路空港内 目的地への観光・交通案内の利便性向上 多言語情報案内所 
JR 摩周駅 目的地への観光・交通案内の利便性向上 観光交通情報案内板 
観光アクセス 総合的な地域観光・交通に関する情報提供 多言語案内パンフレット 
ホームページ 総合的な地域観光・交通に関する情報提供 移動支援 WEB 情報 

 

【施設選定のポイント】 
交通拠点：交通拠点の利便性向上 

 

二次交通：二次交通利用時のスムーズ化 

交通拠点からの二次交通利用のスムーズ化 

 

目的地：目的地への観光・交通案内の利便性向上 

総合的な地域観光・交通に関する情報提供 

【基本的な考え方】 
A：案内・誘導・情報提供における多言語表記 
B：二次交通（移動手段）の利用・乗継に関する容

易化 
C：地域情報・観光情報の収集の容易化 
D：紙媒体・電子媒体等多方面の情報ツールの活用 
E：デザインに配慮したわかりやすい情報提供 
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選定した対象施設に対し、適用すべき「具体的対策に向けた検討事項」との対比を以下に示す。 

 

表 4-6 実地検証用施設の選定と具体的対策に向けた検討事項との対応(1) 

 区分 箇所 施設 具体的対策に向けた検討事項との対応 

1 交通 
拠点 

JR 釧路駅構
内 

施設案内板（駅
構内及び駅周
辺） 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお
けるサインの多言語化 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
C-2：観光情報、交通情報等の集約化・総合化 
E-1：統一的なピクトグラム、色彩、文字デザイン

等の使用 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

2 二次 
交通 JR 釧路駅前 バスターミナル

誘導案内板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお
けるサインの多言語化 

B-1：交通拠点から二次交通への乗り継ぎの容易化 
C-1：地域情報、観光情報の提供 
C-2：観光情報、交通情報等の集約化・総合化 
E-1：統一的なピクトグラム、色彩、文字デザイン

等の使用 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

3 二次 
交通 

釧路駅バスタ
ーミナル前 

観光交通情報案
内板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお
けるサインの多言語化 

B-1：交通拠点から二次交通への乗り継ぎの容易化 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

4 二次 
交通 

釧路駅バスタ
ーミナル内 

空港シャトルバ
ス運行情報板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお
けるサインの多言語化 

B-1：交通拠点から二次交通への乗り継ぎの容易化 
E-1：統一的なピクトグラム、色彩、文字デザイン

等の使用 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

5 二次 
交通 

たんちょう釧
路空港内 

空港シャトルバ
ス運行情報板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお
けるサインの多言語化 

E-1：統一的なピクトグラム、色彩、文字デザイン
等の使用 

6 目的
地 

たんちょう釧
路空港内 

多言語情報案内
所 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお
けるサインの多言語化 

A-2：サイン以外の手法（音声、紙媒体、電子媒体
等）における多言語化 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
C-2：観光情報、交通情報等の集約化・総合化 

7 目的
地 

釧路湿原・阿
寒・摩周観光
圏ホームペー
ジ 

移動支援 WEB
情報 

A-2：サイン以外の手法（音声、紙媒体、電子媒体
等）における多言語化 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
D-3：ホームページ等の電波媒体によるコンテンツ

の提供 

8 二次 
交通 バス車内 多言語運賃表示

機器 

A-2：サイン以外の手法（音声、紙媒体、電子媒体
等）における多言語化 

B-3：二次交通（移動手段）内での情報提供による
移動の容易化 

D-2：電光掲示、音声情報の提供 

9 二次 
交通 バス車内 多言語音声案内 

A-2：サイン以外の手法（音声、紙媒体、電子媒体
等）における多言語化 

B-3：二次交通（移動手段）内での情報提供による
移動の容易化 

D-2：電光掲示、音声情報の提供 
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表 4-7 実地検証用施設の選定と具体的対策に向けた検討事項との対応(2) 

 区分 箇所 施設 具体的対策に向けた検討事項との対応 

10 二次 
交通 

空港行シャ
トルバス バス停留所 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお
けるサインの多言語化 

B-2：目的地から二次交通への乗り継ぎの容易化 
E-1：統一的なピクトグラム、色彩、文字デザイン

等の使用 

11 目的地 観光アクセ
ス 

多言語案内パン
フレット 

A-2：サイン以外の手法（音声、紙媒体、電子媒体
等）における多言語化 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
D-1：観光・交通情報を提供するパンフレットの整

備 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

12 目的地 阿寒湖バス
センター内 

観光交通情報案
内板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお
けるサインの多言語化 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

13 目的地 

釧路市街 
（観光国際

交流セン
ター・ 
釧路駅・
MOO・ 
米町公園） 

観光交通情報案
内板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお
けるサインの多言語化 

C-2：観光情報、交通情報等の集約化・総合化 

E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

14 目的地 釧路市湿原
展望台 

施設名板（多言
語追記） 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお
けるサインの多言語化 

15 目的地 
釧路フィッ
シャーマン
ズワーフ
MOO 内 

誘導表示板 
A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお

けるサインの多言語化 
E-1：統一的なピクトグラム、色彩、文字デザイン

等の使用 

16 目的地 コロポック
ル公園 

観光交通情報案
内板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお
けるサインの多言語化 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

17 目的地 阿寒湖駐在
所前 

観光交通情報案
内板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお
けるサインの多言語化 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

18 目的地 JR 摩周駅 観光交通情報案
内板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお
けるサインの多言語化 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

19 目的地 JR 川湯温泉
駅 

観光交通情報案
内板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお
けるサインの多言語化 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

20 目的地 道の駅摩周
温泉 

観光交通情報案
内板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制の各機能にお
けるサインの多言語化 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 
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4-2 言語バリアフリー化に向けた解決の方策検討 

前項にリストアップしたそれぞれの施設について、言語バリアフリーな環境整備に資する方策とし

て、環境改善のポイントとこれにより期待される効果について下表にとりまとめた。 

 

表 4-8 施設整備の改善ポイントと期待される効果（1） 
 区分 箇所 施設 改善のポイント 期待される効果 

1 交通 
拠点 

JR釧路駅構
内 

施設案内板（駅
構内及び駅周
辺） 

・施設案内報等の多言語化 
・地図情報の充実 
・ピクトグラムの活用 

・施設案内誘導、二次交通へ
の乗り継ぎの容易化 

・周辺（市街地）情報の提供
による回遊性の向上 

2 二次 
交通 JR釧路駅前 バスターミナル

誘導案内板 
・施設案内報等の多言語化 
・地図情報の充実 
・ピクトグラムの活用 

・施設案内誘導、二次交通へ
の乗り継ぎの容易化 

・周辺（市街地）情報の提供
による回遊性の向上 

3 二次 
交通 

釧路駅バス
ターミナル
前 

観光交通情報案
内板 

・施設案内報等の多言語化 
・地図情報の充実 
・バス乗り場への案内誘導 

・施設案内誘導、二次交通へ
の乗り継ぎの容易化 

・目的地、ルートへの理解の
向上 

4 二次 
交通 

釧路駅バス
ターミナル
内 

空港シャトルバ
ス運行情報板 

・施設案内報等の多言語化 
・色分けによる理解の向上 
・イラストによる乗り方の

案内 

・施設案内誘導、二次交通へ
の乗り継ぎの容易化 

・情報（料金、運行系統、乗
り方等）の理解向上 

5 二次 
交通 

たんちょう
釧路空港内 

空港シャトルバ
ス運行情報板 ・施設案内報等の多言語 ・施設案内誘導、二次交通へ

の乗り継ぎの容易化 

6 目的
地 

たんちょう
釧路空港内 

多言語情報案内
所 

・施設案内報等の多言語化 
・情報提供の集約化 

・案内施設（情報コーナー）
としての利便性の向上 

・観光・交通案内の効率的な
伝達（配布） 

・空港における「おもてなし」
体制の強化 

7 目的
地 

釧路湿原・
阿寒・摩周
観光圏ホー
ムページ 

移動支援 WEB
情報 

・移動案内報等の多言語化 
・観光来訪における事前情

報の提供 
・二次交通情報と観光情報

をまとめて提供 

・携帯電話、スマートフォン、
PC の効果的な活用による効
率的な情報提供 

・事前情報の提供による移動
の円滑化 

8 二次 
交通 バス車内 多言語運賃表示

機器 

・施設案内報等の多言語化 
・限られた機器を有効活用

した大量な情報の提供 
・移動情報と観光情報の同

時提供 

・移動中の行動の容易化 

9 二次 
交通 バス車内 多言語音声案内 

・施設案内報等の多言語化 
・限られた機器を有効活用

した大量な情報の提供 
・移動情報と観光情報の同

時提供 

・移動中の行動の容易化 

10 二次 
交通 

空港行シャ
トルバス バス停留所 

・乗り場案内等の多言語化 
・ピクトグラムの活用 
・統一的なデザイン（色彩

等） 

・施設案内誘導、二次交通へ
の乗り継ぎの容易化 

・乗り場の認識の向上 

11 
目的

地 
観光アクセ
ス 

多言語案内パン
フレット 

・移動案内報等の多言語化 
・二次交通情報と観光情報

をまとめて提供 
・携帯できることによる情報
提供の利便性向上 
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表 4-9 施設整備の改善ポイントと期待される効果（2） 

 区分 箇所 施設 改善のポイント 期待される効果 

12 目的
地 

阿寒湖バスセ
ンター内 

観光交通情報案
内板 

・施設案内報等の多言語化 
・イラストを用いたわかり

やすい案内地図 

・施設案内誘導の容易化 
・観光・交通案内の効率的
な伝達 

13 目的
地 

釧路市街 
（観光国際交
流センタ
ー・釧路
駅・MOO・
米町公園） 

観光交通情報案
内板 

・施設案内報等の多言語化 
・広域～詳細への段階的な

情報伝達 

・施設案内誘導の容易化 
・観光・交通案内の効率的
な伝達 

14 目的
地 

釧路市湿原展
望台 

施設名板（多言
語追記） ・施設案内報等の多言語化 ・施設名の伝達 

15 目的
地 

釧路フィッシ
ャーマンズワ
ーフ MOO 内 

誘導表示板 
・施設案内報等の多言語化 
・2F 観光案内所までの誘   

導 
・施設案内誘導の容易化 
・案内所の来訪機会の向上 

16 目的
地 

コロポックル
公園 

観光交通情報案
内板 

・施設案内報等の多言語化 
・イラストを用いたわかり

やすい案内地図 

・施設案内誘導の容易化 
・観光・交通案内の効率的
な伝達 

17 目的
地 

阿寒湖駐在所
前 

観光交通情報案
内板 

・施設案内報等の多言語化 
・イラストを用いたわかり

やすい案内地図 

・施設案内誘導の容易化 
・観光・交通案内の効率的
な伝達 

18 目的
地 JR 摩周駅 観光交通情報案

内板 

・施設案内報等の多言語化 
・広域～詳細への段階的な
情報伝達 

・移動支援情報（距離・時
間）の記載 

・施設案内誘導の容易化 
・観光・交通案内の効率的
な伝達 

19 目的
地 

JR 川湯温泉
駅 

観光交通情報案
内板 

・施設案内報等の多言語化 
・広域～詳細への段階的な
情報伝達 

・移動支援情報（距離・時
間）の記載 

・施設案内誘導の容易化 
・観光・交通案内の効率的
な伝達 

20 目的
地 

道の駅摩周温
泉 

観光交通情報案
内板 

・施設案内報等の多言語化 
・広域～詳細への段階的な
情報伝達 

・移動支援情報（距離・時
間）の記載 

・施設案内誘導の容易化 
・観光・交通案内の効率的
な伝達 

 



4.言語バリアフリーな移動環境のための検討  

4－14 

 

これまでの整理の中で、言語バリアフリーな環境整備に向けた効果的な案内表示の手法として本調

査で実地検証用施設整備を行うものについて下表に一覧を示す。また、次ページ以降に各整備施設の

詳細を示す。 

表 4-10 効果的な案内表示等の手法として整備する実地検証用施設整備一覧 

 区分 箇所 施設 主な内容 

1 交通 
拠点 JR 釧路駅構内 

施設案内板（駅構内

及び駅周辺） 
釧路駅構内図およびバスターミナル

等、駅舎周辺案内図（多言語表示） 

2 二次 
交通 JR 釧路駅前 

バスターミナル誘導

案内板 
駅よりバスターミナルまでの誘導案内

看板 

3 二次 
交通 

釧路駅バスターミナル

前 
観光交通情報案内板 

バスターミナル前にバスのりば誘導兼

観光案内看板 

4 二次 
交通 

釧路駅バスターミナル

内 
空港シャトルバス運

行情報板 
乗り場、行き先、運賃、時刻、バスの

利用方法、など運行情報の表示 

5 二次 
交通 たんちょう釧路空港内 

空港シャトルバス運

行情報板 
バス運行インフォメーション設置 

6 目的地 たんちょう釧路空港内 多言語情報案内所 
インフォメーションサイン設置 
広域観光案内看板 
パンフレットケース 

7 目的地 釧路湿原・阿寒・摩周

観光圏ホームページ 
移動支援 WEB 情報 移動支援システム HP 

8 二次 
交通 バス車内 多言語運賃表示機器 

バス車内への液晶運賃表示機（4 言語

表示） 

9 二次 
交通 バス車内 多言語音声案内 

車内放送による多言語案内（2 言語表
示）対象路線は「釧路空港線」「阿寒
線」「鶴居線」の 3 路線 

10 二次 
交通 空港行シャトルバス バス停留所 

空港行シャトルバスのバス停（多言語

表示） 

11 目的地 観光アクセス 
多言語案内パンフレ

ット 
二次交通案内つき観光パンフレット 

12 目的地 阿寒湖バスセンター内 観光交通情報案内板 温泉街案内マップ 

13 目的地 釧路市街 観光交通情報案内板 
釧路市街地（観光国際交流センター・

釧路駅・MOO・米町公園） 
観光総合案内看板（多言語表示） 

14 目的地 釧路市湿原展望台 
施設名板（多言語追

記） 

入口部にある施設名版（現在は日英併
記）に 3 言語（中簡・中繁・韓）を追
加で併記 

15 目的地 
釧路フィッシャーマン

ズワーフ MOO 内 
誘導表示板 

1 階観光案内コーナーより 2 階観光案

内所まで誘導 
16 目的地 コロポックル公園 観光交通情報案内板 温泉街案内マップ 
17 目的地 阿寒湖駐在所前 観光交通情報案内板 温泉街案内マップ 
18 目的地 JR 摩周駅 観光交通情報案内板 二次交通情報も含めた観光総合案内看板 
19 目的地 JR 川湯温泉駅 観光交通情報案内板 二次交通情報も含めた観光総合案内看板 
20 目的地 道の駅摩周温泉 観光交通情報案内板 二次交通情報も含めた観光総合案内看板 
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No.1  

区分 交通拠点 箇所 ＪＲ釧路駅構内 施設 施設案内板（駅構内及び駅周辺） 

関係者 北海道旅客鉄道株式会社（JR 北海道釧路支社） 対応 改修 

内容 数量：1 箇所 【釧路駅構内図およびバスターミナル等、駅舎周辺案内図（多言語表示）】 

改善のポイント：施設案内報等の多言語化、地図情報の充実、ピクトグラムの活用 

期待される効果：施設案内誘導、二次交通への乗り継ぎの容易、周辺（市街地）情報の提供による回遊性の向上 

案内板・盤面内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設置状況】     
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No.2  

区分 二次交通 箇所 ＪＲ釧路駅前 施設 バスターミナル誘導案内板 

関係者 北海道旅客鉄道株式会社（JR 北海道釧路支社）、阿寒バス株

式会社、くしろバス株式会社 
対応 新規 

内容 数量：1 箇所 【駅よりバスターミナルまでの誘導案内看板】 

改善のポイント：施設案内報等の多言語化、地図情報の充実、ピクトグラムの活用 

期待される効果：施設案内誘導、二次交通への乗り継ぎの容易化、周辺（市街地）情報の提供による回遊性の向上 

案内板（釧路駅バスターミナル誘導案内）姿図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設置状況】     
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No.3  

区分 二次交通 箇所 釧路駅バスターミナル前 施設 観光交通情報案内板 

関係者 阿寒バス株式会社、くしろバス株式会社 対応 新規 

内容 数量：1 箇所 【バスターミナル内に誘導兼観光案内看板】 

改善のポイント：施設案内報等の多言語化、地図情報の充実、バス乗り場への案内誘導 

期待される効果：施設案内誘導、二次交通への乗り継ぎの容易化、目的地、ルートへの理解の向上 

案内板（バスのりば、バスターミナル案内）盤面内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設置状況】             

 



4.言語バリアフリーな移動環境のための検討  

4－18 

 
No.4  

区分 二次交通 箇所 釧路駅バスターミナル内 施設 空港シャトルバス運行情報板 

関係者 阿寒バス株式会社、くしろバス株式会社 対応 改修 

内容 数量：1 箇所 【乗り場、行き先、運賃、時刻、バスの利用方法、観光情報の表示】 

改善のポイント：施設案内報等の多言語化、色分けによる理解の向上、イラストによる乗り方の案内 

期待される効果：施設案内誘導、二次交通への乗り継ぎの容易、情報（料金、運行系統、乗り方等）の理解向上 

情報板（上：料金表・運行系統 下：バスのりば案内・バスの乗り方）姿図 

 

 

 

 

 

【設置状況】 
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No.5  

区分 二次交通 箇所 たんちょう釧路空港内 施設 空港シャトルバス運行情報板 

関係者 釧路空港ビル株式会社 対応 新規 

内容 数量：1 箇所 【バス運行インフォメーション設置】 

改善のポイント：・施設案内報等の多言語 

期待される効果：施設案内誘導、二次交通への乗り継ぎの容易化 
情報板（シャトルバス運行情報）姿図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【設置状況】       
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No.6 -1 

区分 目的地 箇所 たんちょう釧路空港内 施設 多言語情報案内所 

関係者 釧路空港ビル株式会社 対応 新規 

内容 数量：３箇所 【①インフォメーションサイン設置 ②広域観光案内看板 ③パンフレットケース】 

改善のポイント：施設案内報等の多言語化、情報提供の集約化 

期待される効果：案内施設（情報コーナー）としての利便性の向上、観光・交通案内の効率的な伝達（配布） 

空港における「おもてなし」体制の強化 

情報案内所 イメージ配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設置状況】 

①インフォメーションサイン 
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No.6 -3 

区分 目的地 箇所 たんちょう釧路空港内 施設 多言語情報案内所 

②広域観光案内看板-1 （上：東北海道全域マップ 下：釧路湿原・浜中・霧多布周辺エリアマップ） 
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No.6 -4 

区分 目的地 箇所 たんちょう釧路空港内 施設 多言語情報案内所 

②広域観光案内看板-2 （上：阿寒湖・摩周・屈斜路周辺エリアマップ 下：釧路市中心部マップ） 
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No.6 -5 

区分 目的地 箇所 たんちょう釧路空港内 施設 多言語情報案内所 

③パンフレットケース 

 

 
 
 
 
 
 

 

【設置状況】          
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No.7 -1 

区分 目的地 箇所 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏ホームページ 施設 移動支援ＷＥＢ情報 

関係者 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏事務局 対応 新規 

内容 数量：１箇所 【移動支援システム HP】 

改善のポイント：移動案内報等の多言語化、観光来訪における事前情報の提供、二次交通情報と観光情報をまとめ

て提供 

期待される効果：携帯電話、スマートフォン、PC の効果的な活用による効率的な情報提供、事前情報の提供による

移動の円滑化 

ホームページ画面（画面構成表示） 

●画面構成図 
画面 ID A-1 画面名称 ポップアップ  

 
※図は編集モード版（日本語） 
 
ａ 地図 

地図が表示されます。マウス操作によって地図の移動・拡大・縮小ができます。 
ピクトをクリックすると対象地点の情報をポップアップ(A-2)表示します。 

ｂ 言語切替ボタン 
日本語・英語・中国簡体字・中国繁体字・韓国語表示に切り替えます。 
編集モードは日本語表示のみです。 

ｃ パネルボタン（観光情報、駅・停留所、時刻表） 
ボタンを押すと各ボタンに割り当てられたパネル(C-1,2,3)が表示されます。 

ｄ 地図操作バー               バーを操作する事で地図の移動、拡大、縮小ができます。 
ｅ レイヤパネル表示ボタン          ボタンを押すとレイヤパネル(B)が表示されます。 
ｆ 位置図表示ボタン             ボタンを押すと位置図パネル(E)が表示されます。 
ｇ 編集機能バー（通常時は表示されません）  編集モード時にポイント位置編集ができます。(G) 

 
 

ｂ

ａ

ｆ

ｅ

ｄ

ｃ

ｖ ｇ
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No.7 -2 

区分 目的地 箇所 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏ホームページ 施設 移動支援ＷＥＢ情報 

画面一覧、ピクト・レイヤー一覧、使用ソフトウェア、初期入力データ数 

●画面一覧 
ID 名称 主な機能 
A-1 地図画面 システム本体画面。地図操作に関する基本的機能 

拡大・縮小・スクロール。 
各パネル・機能の表示ボタン。 
日本語・英語・中国簡体字・中国繁体字・韓国語表示に切替ボタン 

A-2 ポップアップ 選択した観光情報/駅・停留所の詳細情報を表示 
B 表示レイヤ 表示レイヤの一覧、表示 ON/OFF の切替 
C-1 観光情報 種別毎の観光情報一覧を表示。 

一覧をクリックすることで対象地点を拡大表示し、詳細情報をポップアップ表示。 
C-2 駅・停留所 種別毎の駅・停留所一覧を表示。 

一覧をクリックすることで対象地点を拡大表示し、詳細情報をポップアップ表示。 
C-3 時刻表(検索) 時刻表検索パネルを表示。 

出発地・経由地・目的地を指定して時刻表検索。 
D 時刻表 検索された時刻表を表示。 
E 位置図 表示範囲の位置を表示。位置図上の赤枠を移動させる事により、簡易スクロール 
F ログイン 編集モードで起動する際のログイン確認画面。 
G 編集ツールバー 編集モード時にポイントを追加、移動等のツールバー。 
H ポイント編集 選択されたポイントの各属性の編集画面 
I 時刻表編集 選択路線毎の時刻表の編集画面。 

 

●ピクト・レイヤ一覧 

※日本語時の名称 

 

●使用ソフトウェア 
OS Red Hat Enterprise Linux 4 
web サーバー Apache 2.0.64 
プログラム PHP 5.2.17 
データベース PostgreSQL8.3、PostGIS1.3 

 

●初期投入ポイント・路線数 
観光地点数 133（阿寒 21, 釧路湿原 48, 摩周 49, 地名等 15） 
駅・停留所数 70  
時刻表設定路線数 81 
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No.8  

区分 二次交通 箇所 バス車内 施設 多言語運賃表示機器 

関係者 阿寒バス株式会社 対応 改修 

内容 数量：3 路線（釧路空港線、阿寒線、鶴居線） 【バス車内への液晶運賃表示機（4 言語表示）】 

改善のポイント：施設案内報等の多言語化、限られた機器を有効活用した大量な情報の提供、移動情報と観光情報

の同時提供 

期待される効果：移動中の行動の容易化 

液晶運賃表示機 表示画面 

   

【降車停留所名及び料金表示～『日本語・英語』『韓国語・中国語繁体字・同簡体字』の例】 【降車停留所周辺の観光案内～『和商市場』の例】 

 

 
No.9  

区分 二次交通 箇所 バス車内 施設 多言語音声案内 

関係者 阿寒バス株式会社 対応 改修 

内容 数量：14 停留所分 【車内放送による多言語案内（２言語表示）対象路線は「釧路空港線」「阿寒線」「鶴居線」の

３路線】 

改善のポイント：施設案内報等の多言語化、限られた機器を有効活用した大量な情報の提供、移動情報と観光

情報の同時提供 

期待される効果：移動中の行動の容易化 

案内文 内容 

●音声案内例 ～路線『釧路空港線』の、「釧路駅前」「ＭＯＯ」「市役所前」の停留所名を英語で案内 

 

  （※英語翻訳原稿を掲載） 
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No.10  

区分 二次交通 箇所 空港行シャトルバス 施設 バス停留所 

関係者 阿寒バス株式会社 対応 改修 

内容 ４箇所 【空港行シャトルバスのバス停（多言語表示）】 

改善のポイント：乗り場案内等の多言語化、・ピクトグラムの活用、統一的なデザイン（色彩等） 

期待される効果：施設案内誘導、二次交通への乗り継ぎの容易化、乗り場の認識の向上 

バス停留所・全体姿勢 

釧路駅バスターミナル 

⑧のりば 

釧路駅バスターミナル 

⑮のりば 

釧路フィッシャーマンズ 

ワーフＭＯＯ 
たんちょう釧路空港 

 

 

 

【設置状況】 

 

 

 

 

【設置状況】 

 

 

 

【設置状況】 

 

 

【設置状況】 
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No.11  

区分 目的地 箇所 観光アクセス 施設 多言語案内パンフレット 

関係者 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏事務局 対応 新規 

内容 数量：1式 【二次交通案内つき観光パンフレット】 

改善のポイント：移動案内報等の多言語化、二次交通情報と観光情報をまとめて提供 

期待される効果：携帯できることによる情報提供の利便性向上 

パンフレット・紙面内容 
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No.12、No.16、No.17  

区分 目的地 箇所 阿寒湖バスセンター内（No.12）、コロボックル

公園（No．16）、阿寒湖駐在所前（No.17） 
施設 観光交通情報案内板 

関係者 阿寒バス株式会社（No.12）、釧路市（No.16、No.17） 対応 改修（No.12、No.17）新規（No.16） 

内容 数量：３箇所 【温泉街案内マップ】 

改善のポイント：施設案内報等の多言語化、イラストを用いたわかりやすい案内地図 

期待される効果：施設案内誘導の容易化、観光・交通案内の効率的な伝達 

案内板・盤面内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿寒湖バスセンター内（No.12） コロボックル公園（No．16） 阿寒湖駐在所前（No.17） 

 

【設置状況】 

 

【設置状況】 

 

【設置状況】 
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No.13 -1 

区分 目的地 箇所 釧路市街 施設 観光交通情報案内板 

関係者 釧路市 対応 改修 

内容 ４箇所（釧路市観光国際交流センター前・JR 釧路駅前・釧路フィッシャーマンズワーフ MOO 前・米町公園） 

改善のポイント：施設案内報等の多言語化、広域～詳細への段階的な情報伝達 

期待される効果：施設案内誘導の容易化、観光・交通案内の効率的な伝達 

案内板（広域案内図）盤面内容 

釧路市観光国際交流センター前 

 

【設置状況】 

JR 釧路駅前 

 

【設置状況】 

釧路フィッシャーマンズワーフ MOO 前 

 

【設置状況】 

米町公園 
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【設置状況】  
 
No.13 -2 

区分 目的地 箇所 釧路市街 施設 観光交通情報案内板 

案内板（主要部案内図）盤面内容 

 

 
No.14  

区分 目的地 箇所 釧路市湿原展望台 施設 施設名板（多言語追記） 

関係者 釧路市 対応 改修 

内容 数量：1箇所 【入口部にある施設名版（現在は日英併記）に３言語（中簡・中繁・韓国）を追加で併記】 

改善のポイント：施設案内報等の多言語化 

期待される効果：施設名の伝達 

施設名（３言語の追記）姿形 
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【設置状況】 
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No.15  

区分 目的地 箇所 釧路フィッシャーマンズワーフＭＯＯ内 施設 誘導表示板 

関係者 釧路市 対応 新規 

内容 数量：1 組 【１階観光案内コーナーより２階観光案内所まで誘導】 

改善のポイント：施設案内報等の多言語化、２F 観光案内所までの誘導 

期待される効果：施設案内誘導の容易化、案内所の来訪機会の向上 

表示板・盤面内容 

 

1 階カウンター付近 エレベーター横通路上 階段壁面 2 階上りきった付近 

 

【設置状況】 

 

 

【設置状況】 

 

【設置状況】 

 

【設置状況】 
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No.18、No.19、No.20  

区分 目的地 箇所 JR 摩周駅（No.18）、JR 川湯温泉駅

（No.19）、道の駅摩周温泉（No.20） 
施設 観光交通情報案内板 

管理者 弟子屈町（No.18、 No.20）、北海道旅客鉄道株式会社（JR 北海

道釧路支社）摩周駅（No.19） 
対応 新規（No.18、 No.20）、改修（No.19） 

内容 数量：4 箇所 【二次交通情報も含めた観光総合案内看板】 

改善のポイント：施設案内報等の多言語化、広域～詳細への段階的な情報伝達、移動支援情報（距離・時間）の記載 

期待される効果：施設案内誘導の容易化、観光・交通案内の効率的な伝達 

案内板・盤面内容 

 

JR 摩周駅（No.18） JR 川湯温泉駅（No.19） 
道の駅摩周温泉（No.20） 

屋内壁掛け式 

道の駅摩周温泉（No.20） 

屋外自立式 

 

【設置状況】 

 

【設置状況】 

 

【設置状況】 

 

【設置状況】 
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5.効果検証 

本章『5.効果検証』では、「4.言語バリアフリーな移動環境のための検討」において整備された

実地検証用施設に対し、外国人ネイティブ調査員による事後実地検証と同時に、釧路地方を訪れた

外国人旅行者へアンケート調査を実施し、整備施設の移動環境の改善状況に対する評価を把握（効

果検証）するとともに、今後の移動環境向上に必要な方策（整備モデルの構築のための検討事項）

を整理する。 
効果検証にあたっては、外国人留学生等のモニター調査は 11 名の調査員にて実施した。アンケ

ート調査は釧路地域内の観光地数箇所に調査箇所を設け、現地で協力・賛同を得た 46 名を対象に

実施とした。アンケートの入力及び集計・分析は、モニター調査の 11 名を加え、計 57 サンプル

により定量的に評価した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 本章『5.効果検証』の構成 

 
表 5-1 効果検証における調査の概要 

種別 モニターによる実地調査【事後実地検証】 外国人旅行者アンケート調査 
調査員・票数 11 名（11 サンプル） 46 名（46 サンプル） 

調査員 

選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留意点 
北海道の観光や言語バリアフリー化に関心が高く、調査経験のある外国人の方を

モニター調査として選定 

調査内容 
「見やすさ」「分かりやすさ」などについて 7 段階評価のほか、自由意見や感想な

ど細かな意見についても把握 
 

【分 析】 【調 査】 

入力、集計・分析 

診断内容の取りまとめ 

札幌市内、釧路近郊（十勝、オホー

ツク管内も含む道東エリア）に通う在

日期間が少ない留学生を中心にモ

ニター調査員として選定 

調査箇所に、多言語対応できるス

タッフを派遣し、対面式聞き取りに

よるアンケート調査を実施 

 

効果・満足度 

の把握 

事業成果と 

今後の課題 

5-1 モニターによる 

実地調査 

【事後実地検証】 

5-2 外国人旅行者 

アンケート調査 
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5-1 モニターによる実地検証 

5-1-1 目的 

外国人旅行者の視点で、移動容易化を目的とし言語バリアフリー環境構築のため整備された利用

施設や案内看板等について、改善された実証実験施設の効果検証のために釧路地方（釧路市、弟子

屈町）にて現地調査を実施した。 

5-1-2 実施概要 

(1)実地検証実施における準備 

①実施日 

平成 24 年 3 月 19 日（月）～20 日（火・祝）＜1 泊 2 日阿寒湖温泉泊＞ 
②対象言語 

英語・中国語（繁体字）・中国語（簡体字）・韓国語 

③モニター調査員 

・実地調査は改善された箇所を現地で確認し、個人旅行者の視点に立ち、言語バリアフリー化の移

動環境について評価を行うものとし、モニター調査員は、外国人留学生のほか観光や言語バリア

フリー化に関する関心が高い外国人ネイティブを選定した 
・モニター調査員となる外国人ネイティブは、英語圏が 2 名、中国語繁体字圏が 2 名、中国語簡

体字圏が 3 名、韓国語圏が 4 名の計 11 名とした 
 

表 5-2 外国人ネイティブのモニター調査員（敬称略） 

対象言語 国籍 名前 属性 

英語 
①イギリス スティーブン・キング 男性／30 代 
②カナダ ハンナ・モリソン 女性／20 代 

中国語（繁体字） 
③台湾 シ・エイチク 女性／20 代 
④台湾 チェン・ヤル 女性／30 代 

中国語（簡体字） 
⑤中国 モウ・シンキン 男性／20 代 
⑥中国 宋林（ソウ・リン） 男性／20 代 
⑦中国 李振雄（リ・シンユウ） 男性／20 代 

韓国語 

⑧韓国 朴埈範 男性／10 代 
⑨韓国 ウ・ドヒ 女性／10 代 
⑩韓国 ジョン・スンビョン 男性／20 代 
⑪韓国 ユン・チャンヨン 男性／20 代 
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④調査方法 

・各調査員に、現地確認状況および課題を記載する「実地検証シート」を持参してもらい、各自記

入する方法とした 
・移動は行程や時間制約の関係上、専用車にて行うが、部分的に二次交通を利用した個人旅行に近

い形で実施し、個人旅行者の視点から意見を抽出できるようにもした 
・調査員に対しては、各言語 1 名以上のスタッフが随行し、記録写真撮影などの庶務を行うほか

帳票の記入漏れなどがないようサポートを行った 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-2 実地検証の方法 

 

成果及び課題の整理 

・検証箇所ごとの 7 段階評価 
・その他、自由意見や感想 

◆モニターによる改善・案内表示の効果検証 
 

交通拠点、二次交通、目的地の主要

な観光拠点を網羅した、移動容易化

のために改善された施設や経路に

ついて確認 

公共交通機関を利用した移動経路

についても確認 

検証対象候補及び対象ごとの検証項

目をそれぞれに整理し、事前調査結

果による検証課題をもととする現地検

証シートを作成 

4 言語圏を母国とするチームを編成 

JR 釧路駅・釧路空港等から目的地そ

れぞれまでの公共交通機関（二次交

通）利用による検証経路において、改

善された多国語案内表示状況などに

ついて実地検証を実施 

検証対象となる改善された施設や経路の確認 実 地 検 証 の実 施  実 地 検 証 の準 備  

【モニター調査員を選定する際の視点】 

○在日期間が少ない外国人留学生 

○観光に関心が高く「診断できる」視点を持ち、多言語表示に対し客観的な分析ができる外国人 

≪調査方法≫ 

○検証箇所ごとに対象となる案内表示ごとのチェックシートを作成 
○表示ごとのチェックと改善された多言語化表示状況等をヒアリングで意見聴取 

項目：○共通事項○ 利用者にとって「わかりやすい」「活用しやすい」改善効果などについて 

○交通拠点○ 目的地までの時刻や乗り換え案内、観光案内及びアクセス案内などについて 

○二次交通○ 運賃表示や車内案内、停留所、周辺観光案内などについて 

○目 的 地○ 景観に配慮し必要最小限の情報提供のあり方などについて 等々 

【現状調査チームを編成】 

英語圏、韓国語圏、中国語簡体字圏、中国語繁体字圏を母国語とする調査員 

 ＋同行調査スタッフ（調査記録＋作業フォロー＋総括管理） 

【交通拠点】バスターミナルにて         【二次交通】バス車内にて            【目的地】観光主要地にて 

のりば案内や乗り方を確認             降車停留所案内を確認    観光ポイントまでの行き先を地図確認 
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(2)事後実地検証の調査行程と調査箇所 

①調査行程 

表 5-3 外国人ネイティブによる事後実地検証・調査行程（※最終的に周遊したコース） 

13:13 ～ 13：25 0:12 貸切バス 【釧路駅到着・移動】
（釧路駅→フィッシャーマン
ズワーフMOO）

13：25 ～ 13：50 0:25 徒歩 事後ネイティブ診断-1
フィッシャーマンズワーフ
MOO

No15.MOO施設内誘導サイン類、No10.空
港行シャトルバス停留所・No13.観光交通
情報案内看板（MOO屋外）

13：50 ～ 14：15 0:25 貸切バス ～移動～ （MOO→釧路駅）

14：15 ～ 14：30 0:15 徒歩 事後ネイティブ診断-2 JR釧路駅
No1.JR釧路駅構内、No13.観光交通情報
案内看板（JR釧路駅屋外）

14：30 ～ 14：55 0:25 ↓ 事後ネイティブ診断-3 釧路駅バスターミナル

No2.バスターミナル誘導案内版、No3.観
光交通情報案内板、No4.空港シャトルバ
ス運行情報版、No10.空港行シャトルバス
停留所

14：55 ～ 15：34 0:39 路線バス 事後ネイティブ診断-4
鶴居線（釧路駅→湿原展
望台）

Ｎｏ8.多言語運賃表示機器、No9.多言語
音声案内

15：34 ～ 15：40 0:06 徒歩 事後ネイティブ診断-5 釧路市湿原展望台 No14.入口部にある施設名版

15：40 ～ 16：00 0:20 貸切バス ～移動～ （湿原展望台→釧路空港）

16：00 ～ 16：30 0:30 ↓ 事後ネイティブ診断-6 釧路空港ビル
No5.空港行きシャトルバス運行情報版、
No6.多言語観光案内所、No10.空港行
シャトルバス停留所

16：30 ～ 17：45 1:15 ↓ ～移動～ （釧路空港→阿寒湖温泉）

17：45 ～ 18：00 0:15 ― 事後ネイティブ診断-7 阿寒湖まりむ館 観光案内所

18：00 ～ 18：30 0:30 ― 事後ネイティブ診断-7 宿泊ホテル内ロビー No7.移動支援Web情報

18：30 ～ 18：40 0:10 ― ホテルチェックイン
１泊２食（バイキング）7500円
全員1人部屋で、仮予約済

8：30 ～ 8：30 0:00 ― ホテルロビー集合

事後ネイティブ診断-8 駐在所前 No17.観光交通情報案内板

事後ネイティブ診断-9 阿寒湖バスターミナル No12.観光交通情報案内板

貸切バス 事後ネイティブ診断-10 コロポックル公園 No16.観光交通情報案内板

9：20 ～ 10：20 1:00 貸切バス ～移動～ （阿寒湖温泉→弟子屈）

10：20 ～ 10：40 0:20 ↓ 事後ネイティブ診断-11 道の駅「摩周温泉」 No20.観光交通情報案内板

10：40 ～ 10:50 0:10 ↓ ～移動～ （道の駅→JR摩周駅）

10：50 ～ 11：10 0:20 ↓ 事後ネイティブ診断-12 JR摩周駅 No18.観光交通情報案内板

11：10 ～ 11：40 0:30 ↓ ～移動～
（JR摩周駅→JR川湯温泉
駅）

11：40 ～ 12：00 0:20 ↓ 事後ネイティブ診断-13 JR川湯温泉駅 No19.観光交通情報案内板

12：00 ～ 13：30 1:30 ↓ ～移動～ （JR川湯温泉駅→きらく）

13：30 ～ 14：30 1:00 ↓ ランチミーティング
コミュニティレストランQila-
9（きらく）

－

14：30 ～ 15：15 0:45 ↓ ～移動～ （きらく→JR釧路駅）

15：15 ～ 16：17 1:02 【釧路駅到着】

8：30 ～ 9：20 0:50

徒歩

３
／
1
9

（
月

）

3
/
2
0

（
火
・
祝

）
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②調査箇所 

・調査箇所は、事前現地診断で調査した箇所のうち施設などの改善を行った場所を取り上げ、事

前と事後での評価の違いを判別できるようにした 
・事前現地診断では調査対象としなかったが、検討委員会でバリアフリー化の必要性を問われた

「釧路市湿原展望台」は、展望台入口前にある誘導サインの多言語化の整備を施したため、今

回新たに追加した 
 

 

図 5-3 調査箇所マップ（全体） 
 

【釧路市街】 

1.フィッシャーマンズワーフ MOO 

2.JR 釧路駅 

3.釧路駅バスターミナル 

4.鶴居線（釧路駅→湿原展望台） 

5.釧路市湿原展望台 

7.阿寒湖まりむ館 

ニュー阿寒ホテル 

8.駐在所前 

9.阿寒湖バスセンター 

10.コロポックル公園 

13.道の駅「摩周温泉」 

12.JR 川湯温泉駅 

11.JR 摩周駅 

ランチミーティング会場（Qila-9） 

6.釧路空港ビル 
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(3)調査施設一覧 

・実地検証での調査は 13 ヶ所で実施することとし、25 の対象施設について分類整理を行った 
・整理番号のうちピンク色に網掛けしたものは、事前調査で対象とした施設を示しており、カッコ

内に事前調査時の整理番号を記載して事前事後の対応関係がわかるようにした 

表 5-4 事後実地検証における調査対象施設 

場所 施設等 区分 情報 整理 
番号 

1.フィッシャー

マンズワーフ

MOO 

1.①空港行バス停 ⅱ-1 二次交通 バス停（記名＋説明） 1（1） 
1.②観光案内所への案内 ⅲ-3 目的地 誘導サイン 2（2） 
1.③外国語パンフレットの設置 ⅲ-4 目的地 パンフレット 3（5） 
1.④MOO 前総合案内看板 ⅲ-1 目的地 案内サイン 4（7） 

2.JR 釧路駅 2.①券売機周辺看板 ⅰ-1 交通拠点 案内サイン 5（15） 
2.②市街地案内看板 ⅲ-1 目的地 案内サイン 6（8） 

3.釧路駅バスタ

ーミナル 
3.①バスターミナル入口付近 ⅱ-2 二次交通 誘導サイン 7（19） 
3.②バスターミナルのりば案内 ⅱ-2 二次交通 案内サイン 8 
3.③空港行シャトルバス運行情報板 
ⅱ-5 

二次交通 説明サイン 9（21） 

3.④空港行シャトルバス停 ⅱ-1 二次交通 バス停（記名＋説明） 10
（23） 

4.阿寒バス車内 
（釧路市内⇒釧 
路空港） 

4.①バス車内音声案内 ⅱ-9 二次交通 車内放送 11 
4.②バス車内の料金表示 ⅱ-8 二次交通 OBC 12

（26） 
5.釧路市湿原 
展望台 

5.①施設銘板 ⅲ-1 目的地 記名サイン 13 

6.たんちょう 
釧路空港 

6.①シャトルバス運行情報板 ⅱ-2 二次交通 誘導サイン 14 
6.②多言語案内場 ⅲ-3 目的地 記名サイン 15

（27） 
6.③釧路市街行シャトルバス停 ⅱ-1 二次交通 バス停（記名＋説明） 16

（31） 
7.阿寒湖温泉街 
（バスセンター⇒

阿寒湖まりむ館
（観光案内所）） 

7.観光圏ホームページ ⅲ-4 目的地 ホームページ 17 

8．9．10． 
阿寒湖温泉街 

8.阿寒湖駐在所前案内看板 ⅲ-1 目的地 案内サイン 18
（38） 

9.阿寒バスセンター温泉街マップ 
 ⅲ-1 

目的地 案内サイン 19
（34） 

10.コロボックル公園観光交通案内板 
 ⅲ-1 

目的地 案内サイン 20 

11. 弟 子 屈 市 街

地・JR 摩周駅 
11.①摩周駅入口看板 ⅲ-3 目的地 記名サイン 21

（40） 
11.②JR 摩周駅内観光案内所 ⅲ-3 目的地 記名サイン 22

（41） 
12.JR 川湯温泉

駅 
12.JR 川湯温泉駅構内 ⅲ-1 目的地 案内サイン 23

（45） 
13.道の駅 
「摩周温泉」 

13.①観光交通案内板 ⅲ-1 目的地 案内サイン 24 
13.②観光交通案内板（屋内） ⅲ-1 目的地 案内サイン 25 

※整理番号欄の（ ）内の番号は事前調査（3－13 ページ）の整理番号を示している。 
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5-1-3 実地検証結果における課題の整理 

事後実地検証における評価結果を踏まえ、課題や問題点を整理した。評価の集計分析結果につい

ては以下のとおりとなった。 

 

●調査対象箇所 

 
1.   釧路フィッシャーマンズワーフ MOO 
2.   JR 釧路駅 
3.   釧路駅バスターミナル 
4.   阿寒バス車内（鶴居線；釧路市内⇒釧路市湿原展望台） 
5.   釧路市湿原展望台 
6.   たんちょう釧路空港 
7.   阿寒湖温泉街（阿寒湖まりむ館（観光案内所）、他）  
8.9.10. 阿寒湖温泉街 
11.   JR 摩周駅 
12.   JR 川湯温泉駅 
13.   道の駅「摩周温泉」 

 
 

 

 

●評価方法 

【評価の説明】 

①～③ 帳票内の『評価』の欄は、以下の指標により採点している。 

 見にくい どちらとも言えない 見やすい 

 

1   2   3   4   5   6   7 
※以降の帳票も同様である。 
 

 

④ については、以下の指標としている。 

□移動できる（移動できると思う）………1 
         □移動できない（移動できないと思う）…2 
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●個別チェックポイントにおける評価の集計分析【※各区分、代表的なもの】 

 

（ⅰ）交通拠点 

ⅰ-1駅舎の施設サイン（案内サイン、誘導サイン） 

・評価については、4 言語ともにほとんどの項目が 1.0 となり、高い評価を得た 
・市街地の地図があることで、必要な場所やバスターミナルにすぐに行ける点が、評価の高さに

つながった 
・指摘されたこととしては、「地図の文字が小さい」との意見が出された 
 

市町村名 釧路市 設置箇所 ＪＲ釧路駅 区分 交通拠点 

 

番号 ２．① 情報 駅舎サイン 

評 価 

項目 英語 繁体 簡体 韓国 平均 

①見やすさ 2.0 1.0 1.2 1.1 1.3 

②分かりやすさ 1.0 1.0 1.2 1.1 1.1 

③設置数・情報量 1.5 1.5 1.3 1.1 1.3 

④迷わずに移動できるか 1.5 1.0 1.0 1.0 1.1 

 

 

（ⅱ）二次交通 

ⅱ-1バス停（記名＋説明サイン） 

・バス停については、英語、繁体字、韓国語は「釧路駅」と「釧路空港」のバス停の評価が高か

ったが、簡体字のみは「MOO」のバス停のほうがよい評価となった 
・見やすさや分かりやすさについては、バス停に料金の支払い方法を記載したことが高い評価に

つながった 
・英語と中国語で「子ども料金」の表現のしかたが母国語とは少し違うとの指摘があった 
 

市町村名 釧路市 設置箇所 
釧路フィッシャーマンズワーフ MOO 

空港シャトルバス停 
区分 二次交通 

 

番号 １．① 情報 バス停 

評 価 

項目 英語 繁体 簡体 韓国 平均 

①見やすさ 1.0 3.0 1.3 1.4 1.6 

②分かりやすさ 4.0 3.0 2.0 1.6 2.4 

③設置数・情報量 1.0 2.0 2.0 1.9 1.8 

④迷わずに移動できるか 1.0 1.0 1.0 1.3 1.1 
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ⅱ-8液晶運賃表示機（ＯＢＣ） 

・液晶運賃表示機は、モニター化されたことで各項目の評価が上昇し、どの言語も 1 に近い数

値となった 
・停車するバス停の表示はわかりやすくなったが、整理券番号の表示は小さくて見にくいとの意

見があり、「お金の支払い方法も情報として出してほしい」といった要望も出されていた 
 

市町村名 釧路市 設置箇所 
阿寒バス車内 鶴居線 

（釧路市内→釧路湿原展望台） 
区分 二次交通 

 

 

番号 ４．② 情報 ＯＢＣ 

評 価 

項目 英語 繁体 簡体 韓国 平均 

①見やすさ 1.5 1.5 1.3 1.4 1.4 

②分かりやすさ 1.0 1.0 1.3 1.4 1.2 

③設置数・情報量 1.0 1.0 1.3 1.9 1.4 

④迷わずに移動できるか 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

 

（ⅲ）目的地 

ⅲ-1歩行者用公共サイン（記名、案内、誘導、説明、規制サイン） 

・案内サインでは、「MOO 前」と「JR 釧路駅」のサインの評価が低く、「現在位置の表示や文

字が小さい」、「地図の向きがわかりにくい」、「地図が 3 枚並んでおり、どれを見ればよいの

かがわかりにくい」などの意見が出された 
・阿寒及び摩周の案内サインは、各項目における評価はよかったが翻訳ミスが多いため、修正が

求められる 
・釧路市湿原展望台の施設名表記（追記）については、韓国語の評価が低かったが、文字サイズ

が小さかったのと、既存施設が道路際に配置され運転操作をしているドライバー視線上での

視認位置だったからであり、ある程度の理解は得られていたようであった 
 

市町村名 釧路市 設置箇所 釧路市街～ＭＯＯ前 区分 目的地 

 

番号 １．④ 情報 サイン（案内） 

評 価 

項目 英語 繁体 簡体 韓国 平均 

①見やすさ 4.0 3.0 2.0 2.9 2.9 

②分かりやすさ 4.0 3.0 3.0 3.8 3.5 

③設置数・情報量 4.0 3.0 1.7 2.6 2.7 

④迷わずに移動できるか 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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市町村名 阿寒町 設置箇所 阿寒湖バスセンター 区分 目的地 

 

番号 ９ 情報 サイン（案内） 

評 価 

項目 英語 繁体 簡体 韓国 平均 

①見やすさ 1.0 1.5 1.5 1.6 1.4 

②分かりやすさ 1.0 1.5 1.5 1.3 1.3 

③設置数・情報量 1.0 1.5 1.5 1.5 1.4 

④迷わずに移動できるか 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

市町村名 弟子屈町 設置箇所 道の駅「摩周温泉」（屋内） 区分 目的地 

 

番号 １３．② 情報 サイン（案内） 

評 価 

項目 英語 繁体 簡体 韓国 平均 

①見やすさ 1.0 1.5 2.2 1.8 1.7 

②分かりやすさ 1.0 1.5 1.8 1.1 1.3 

③設置数・情報量 1.0 1.5 1.8 1.4 1.5 

④迷わずに移動できるか 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

 

ⅲ-4 設置される観光パンフレット、リーフレット 

・観光パンフレット類に関しては、「フィッシャーマンズワーフ MOO」のパンフレットは英語

の評価が低く、「まりむ館」のインターネットは簡体字、韓国語の評価が低かった 
・MOO については、「パンフレットの配置がテーマ別になっており、これを言語別にすべき」

との意見が出された 
・まりむ館については、「情報量が多くて、調べたい箇所にアクセスしにくい」との意見が多く

みられ、「情報が精査されていないためにタブレット PC が使いにくい」との意見も出された 
 

市町村名 釧路市 設置箇所 
フィッシャーマンズ MOO 

２階観光案内所 
区分 目的地 

 

番号 １．③ 情報 パンフレット 

評 価 

項目 英語 繁体 簡体 韓国 平均 

①見やすさ 4.0 1.0 1.8 1.5 1.9 

②分かりやすさ 4.0 2.0 1.8 1.5 2.1 

③設置数・情報量 4.0 1.5 1.8 1.5 2.0 

④迷わずに移動できるか 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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市町村名 釧路市阿寒町 設置箇所 
阿寒湖温泉街 

（阿寒湖まりむ館、他） 
区分 目的地 

 

 

番号 ７．② 情報 インターネット 

評 価 

項目 英語 繁体 簡体 韓国 平均 

①見やすさ 1.0 1.0 2.8 2.3 2.0 

②分かりやすさ 2.5 1.5 2.8 1.9 2.2 

③設置数・情報量 2.0 1.5 2.2 1.1 1.6 

④迷わずに移動できるか 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

 

 

また評価結果を踏まえた課題の整理については下表のとおりとなった。 

表 5-5 事後実地検証から抽出された成果と課題一覧 

区分 整備対象となる設備・媒体（情報） 成果及び課題の整理 
（ⅰ） 
交通拠点 

ⅰ-1 駅舎の施設サイン ・ 市街地地図の内容を向上させたことで、バスターミナルな

どへの移動のしやすさにつながった 
・ 地図内の文字は、もう少し大きくすべき 

（ⅱ） 
二次交通 

ⅱ-1 バス停 ・ バス停に支払い方法の説明を加えたことで、利便性を高め

ることができた 
・ バス停の色彩やピクトグラムが統一化されたことが、分か

りやすさにもつながった 
ⅱ-2 バス停、ターミナル

への標識 

・ バスターミナルへの誘導は、バス停と共通したピクトグラ

ムで示したことが分かりやすさを生んだ 
・ デジタルサイネージの採用は、高い評価を得ることができ

た 
・ バス乗り場の案内方法は、色合いを中心に改善の必要性が

ある 
ⅱ-5 バス料金表 ・ 運行系統を色彩別に表現した方法はおおむね評価が得ら

れたが、料金表の文字の大きさについては改善の必要性が

ある 
ⅱ-8  液 晶 運 賃 表 示 機

（OBC） 

・ 液晶運賃表示機のモニター化は、停車するバス停の理解を

促したため、支払い方法についても情報の掲示があること

が望ましい 
・ 4 言語対応への実現化にむけては、モニターと車内放送と

のセットで考慮することが重要である 
ⅱ-9 車内放送 

（ⅲ） 
目的地 

ⅲ-1 歩行者用公共サイン ・ 現状サインの更新という点では評価が得られた 
・ 今後に向けては、地図のスケールや方位設定のルール化、

使用色彩の設定などが考えられる 
ⅲ-3 歩行者用公共サイン ・ ？マークと i マークの区別や用途内容がわかりにくいた

め、位置づけを明瞭にして説明する必要がある 
ⅲ-4 観光パンフレット、

リーフレットなど 

・ パンフレットなどの情報は、量を精査してアクセスしやす

い内容にすることが求められる 
・ インターネットなどの情報の電子化は、今後も発展・更新

していくことが不可欠といえる 
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5-2 外国人旅行者へのアンケート調査 

5-2-1 目的 

外国人旅行者へのアンケート調査では、事業実施後の妥当性の確認、施策内容別の言語バリアフ

リー対策の効果把握等を目的としている。アンケート調査は、統一的な項目で効果を見るためのも

のであり、個々の案内看板等の表記内容の詳細なチェック（※色味の判断、スペルチェックなど）

までは行わないこととしている。 

5-2-2 実施概要 

(1)実地検証実施における準備 

①実施期間 

平成 24 年 3 月 19 日（月）～28 日（水） 
②対象者 

・対象とする言語は、英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語とし、基本的にサンプル数が言語

別に偏らない様 4 言語バランスよく複数名以上の意見収集を目標とし、各言語 13 サンプル以上、

合計 50 サンプル以上として要員した 
・モニター調査（前節 5-1 モニターによる実地検証）に参加した 11 名（英語 2、中国語繁体字 2、

中国語簡体字 3、韓国語 4）に対しても同様のアンケートを実施している 
・対象言語を母国語とするアンケートモニターは計 46 名（英語 11、中国語繁体字 16、中国語簡

体字 10、韓国語 9）となり、結果、アンケートの入力、集計・分析においては合計 57 サンプル

（英語 13、中国語繁体字 18、中国語簡体字 13、韓国語 13）となった 
③調査方法 

・外国人旅行者へのアンケート調査は、調査期間がタイトなスケジュールが想定されること、正確

に移動環境の改善内容等を理解し、確実に回答が得られるようにすることが求められる 
・本調査では、多言語対応スタッフを要員・派遣し、コミュニケーションアンケート（対面式聞き

取り調査）を行うことにした 
 

表 5-6 外国人旅行者へのアンケート調査の方法 

対象 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏に訪れた外国人旅行者 46 名（※留学生も含む） 
～4 言語〔英語、中国語繁体字・簡体字、韓国語〕ともに複数名の回答を収集 

（英語 11、中国語繁体字 16、中国語簡体字 10、韓国語 9） 
方法 外国人旅行者が多く訪れる観光施設にて、多言語対応スタッフによる対面式聞き取り

調査（コミュニケーションアンケート※１） 
 

 

※１ コミュニケーションアンケートとは。 
回答者の“ある意識”を活性化させることを意図して設計されたアンケート。 
紙面を介して回答者ひとり一人の意識に訴えかける（＝コミュニケーション

を図る＝知ってもらう、分かってもらう、利用する気になってもらうなど）こ

とに留意したもので、一般の単なる“意見の収集”を目的としたアンケートと

は区別される。 
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(2)アンケート調査の内容 

①アンケートの設問項目 

・アンケートは、観光庁国際観光政策課が進める「外国人観光客の移動容易化のための言語バリア

フリー化事業」のなかの「満足度等把握のためのアンケート調査」の内容に倣うものとした 
・外国人旅行者に対してのアンケート調査内容については、以下の整理のとおりである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4 外国人アンケートの設問項目 
 
 

 

②調査箇所 

・調査箇所は、外国人旅行者からの回答が確実に得られるように、外国人旅行者が多く訪れる交通

拠点や観光施設等とし、下表の箇所にて実施した 
・調査対象施設（p.5－6、表 5－4 参照）にある内、下表の箇所にて設置されている整備施設に対

し、その場で施設現物を目視確認されたり、アンケート帳票添付資料の整備後写真を紙面確認し

たりして回答を得た 

表 5-7 外国人旅行者へのアンケート調査実施箇所 

調査箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査の様子 

（たんちょう

釧 路 空 港

内） 

【交通拠点】 
・JR 釧路駅構内 
・釧路駅バスターミナル内 
・たんちょう釧路空港内 

【二次交通】 
・路線バス「鶴居線」車内 

【目的地】 
・釧路フィッシャーマンズワーフ MOO 内 

  

 

【設問】 
全国一律のデータ収集・分析のため、下記の設問を設定し、7 段階評価によるアンケート

調査とする 
1．属性 
2．移動全般の評価 
3．交通拠点の案内標示の多言語化に関する評価 
4．二次交通（バス／鉄道等）内の案内に関する評価 
5．観光地の案内標示の多言語化に関する評価 
6．観光パンフレット・チラシに関する評価 
（設問 3.～6.については、実際に改善した箇所・内容を写真で示し、その必要性等につ

いても評価を行う） 
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(3)アンケートの回収状況 

①アンケート対象者の性別と年齢 

・アンケート対象者の性別については、「男」が 54.4％、「女」が 45.6％と、ほぼ均等な割合とす

ることができた 
・年齢は「20 代」が 38.6％、次いで「30 代」が 24.6％と、若い世代からの回収が多かった 

男, 54.4%

女, 45.6%

  

10代, 3.5%

50代, 10.5%

60代以上,
10.5%

20代, 38.6%
40代, 12.3%

30代, 24.6%
 

図 5-5 対象者の性別            図 5-6 対象者の年齢 
 

②アンケート対象者の使用言語と日本語の読解能力 

・使用言語は、設定した調査方法とおりに 4 言語それぞれに対して複数名以上の回収を得ること

ができ、割合もおおむね均等とすることができた 
・日本語の読解については「読めない」が約 30％で、残りは「少し」も含めて読むことが可能な

外国人とすることができた 

韓国語,
22.8%

中国語（簡体
字）, 22.8% 英語, 22.8%

中国語（繁体
字）, 31.6%

その他, 0.0%

  

読めない,
28.6%

読める,
33.9%

概ね読める,
8.9%

少し読める,
28.6%  

図 5-7 対象者の言語            図 5-8 対象者の日本語読解能力 
 

③アンケート対象者の訪日回数と釧路地域への訪問回数 

・日本に来た回数は「1 回」が 41.3％を示し、対象の半数を日本のことがほとんど知らない回答者

とすることができた 
・釧路地域への来訪も「1 回」が 58.2％で最も多く、「2 回」も含めると 94.6％と大半を占めた 

1回, 41.3%

2回, 13.0%

3回, 19.6%

4回, 6.5%

5回以上,
19.6%

  

2回, 36.4%

4回, 0.0% 5回以上,
1.8%

3回, 3.6%

1回, 58.2%

 
図 5-9 対象者の訪日回数         図 5-10 対象者の釧路地域への訪問回数 
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5-2-3 アンケート調査結果における成果及び課題の整理 

外国人旅行者へのアンケート調査における評価結果を踏まえ、得られた成果と課題を整理すると、

下表の内容を導き出すことができた。 

表 5-8 アンケート調査から抽出された成果と課題一覧 

設問項目 成果及び課題の整理 
移動全般の評

価 
成果 ・ 目的地への移動については、モニターの全てが「移動できた」との回答で

あり、案内標示に対する満足度も「満足」が 10.5％、「おおむね満足」が

61.5％と高い評価が得られた 
・ 移動中に参考にしたものでは「案内標示」が 55.6％で最も高い利用であっ

たが、「観光パンフレット」と「ガイドブック」は 30％前後みられ、何ら

かの資料を入手・購入し、案内標示との併用で把握するかたちが多いこと

が把握できた 
・ 移動の満足度に関しては、「案内標示が分かりやすいため」は 47.9％と約

半数の割合であり、残りの半数は車内情報やパンフレットを頼りにしてい

ることがわかった 
・ 移動中の不満度では、「車内情報が分かりにくいため」が 60.0％と非常に

多く、案内標示やパンフレットが分かりにくいとの回答は概して見られな

かった 
課題 ・ 目的地への移動における現状は、おおむね満足が得られているが、車内情

報については分かりにくいとの回答が多く寄せられた 
・ 移動での情報手段としては案内標示が最も利用されており、サインの設置

基数やデザインの統一を図り、よりわかりやすいかたちに整備することも

必要である 
交通拠点の案

内標示の多言

語化に関する

評価 

成果 ・ 案内標示の多言語化及び分かりやすさについては「気づいた」「分かりやす

かった」がおおむね 90％と、高い割合を示した 
・ JR 釧路駅の案内標示に対しては「参考にした」が 93.0％とほとんどのモ

ニターが利用しており、「役立った・やや役立った」が併せて 90％以上を

占めた 
・ 設置数は「十分」との回答が 43.9％、「おおむね十分」が 26.3％と続き、

不十分との意見は見られなかった 
・ JR 釧路駅の案内標示に対する評価では、参考としたモニターが大半で、か

つ役立ったとの意見が多く得られ、整備検証の効果があらわれた 
課題 （特になし） 

二次交通（バ

ス／鉄道等）

内の案内に関

する評価 

成果 ・ 阿寒バスの利用方法、乗降場所の理解度は、ともに「分かった」が 90％程

度と高い割合を示した 
・ 阿寒バスでの車内情報の利用、理解度も 8 割程度を示し、「役立った」と

の回答は 64.9％、「やや役立った」が 24.6％と、評価を得ることができた 
・ 車内情報の量についても「十分」が 50.9％、「おおむね十分」が 28.1％で

あったが、「やや不十分」が 3.5％と若干の割合を示した 
課題 ・ 阿寒バスに新たに設置した車内情報モニターの利用についても高い評価が

得られ、整備検証の効果があらわれた 
・ 情報量についても、おおむね評価を得ることができたが、乗降に関する内

容以外にも観光情報等の紹介を行うなど、さらなる利用向上の可能性がう

かがえる 
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設問項目 成果及び課題の整理 
観光地の案

内標示の多

言語化に関

する評価 

成果 ・ 案内標示が多言語化されたことには「気づいた」が 93.5％を示し、外国人

観光客の注目を受けていることがわかった 
・ 案内標示に対しては、「参考にした」が 94.7％と大半のモニターが利用し

ており、「分かりやすかった」、「役に立った・やや役に立った」がともに

90％以上の回答を占め、高い評価となった 
・ 案内標示の設置量では「十分」が 47.4％、「おおむね十分」が 29.8％であ

り、不十分との意見はみられなかった 
・ 釧路地域内での移動にあたっては、旅行者が案内標示を参考にする場合が

ほとんどであり、分かりやすさや満足度についても高い評価となり、整備

が行き届いている状況と判断できる 
課題 ・ 今後の展開としては、既存サインの翻訳の精度を高め、多くの国の利用者

に対応できるものとしていくことが望まれる 
観光パンフ

レット・チラ

シに関する

評価 

成果 ・ パンフレットの存在については、「気づいた」が 93.0％であったが、「利用

した」は 77.2％と案内標示など他のツールに比べると利用度が低かった 
・ パンフレットの内容に対しては、「分かりやすかった」が 89.5％を示し、「役

立った」が 52.6％、「やや役立った」が 31.6％とおおむね評価が得られた 
・ 役立った内容では「迷わずに移動できた」が 76.8％で最も多く、次いで「移

動時間が短縮できた」が 58.9％となっており、移動に伴う情報の役立ちに

効果を示した 
課題 ・ パンフレットの内容に対する理解度は高かったが、利用度は 7 割程度とな

っており、手に取りやすいようにディスプレイやラックの配置などにも配

慮する必要がある 
・ 利用度が 7 割程度であった理由として、インターネットからの収集が増え

ていることが考えられ、ホームページなどの環境整備も進めていくことが

重要といえる 
・ 役立った内容では、移動経路案内に対する効果（地図としての利用）は大

きいことがうかがえたが、観光施設自体の検索や情報収集などの点は充足

されておらず、釧路観光の魅力や楽しみを増発させるような内容の掲載が

求められる 
 

なお、本調査におけるアンケート対象者の属性はモニターによる実地検証対象者；11 名、外国

人旅行者アンケート対象者；46 名という構成（計 57 名）となっているが、調査行程をあらかじめ

示され（事前事後の対象比較をする、という位置づけも課せられ）ているモニターによる実地検証

対象者の調査結果と当該日近辺を周遊している一般旅行者による外国人旅行者アンケート対象者

のそれとでは同一視できないものと思われたが、結果の傾向についてはほぼ同様のものが得られて

いた。 
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6. 検討委員会の開催と運営 

検討委員会は、地域観光に精通した有識者、言語バリアフリー化に関する専門家等に加え、事業

を円滑に遂行するために実務担当による代行または随行参加も可としたオープンなものとしてい

る。開催に先駆けては、建設的な検討の場となるようにわかりやすい会議資料づくりを行い、会議

結果は迅速に参加者関係者にフィードバックしている。会の運営は以下のフロー図に従い、現地調

査（事前診断、事後検証）との連動を図るかたちで進められてきた。 

 

表 6-1 検討委員会における構成団体と役割 

構成団体 役割 参加役職 
検討委員 事業全体に関わる全体の検討や決議、

情報共有 等 
団体・組織（課等）の代表 
（有識者、専門家、代表、課長 等） 

実務担当（代行また

は随行参加） 
各調査等における実務レベルの検討や
検討委員会に図る素案の検討等 

団体・組織（課等）の事務局・現場担当
（係長・事務局 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 6-1 検討委員会フロー図 

表 6-2 検討委員会メンバー構成（敬称略） 

属性 所属 氏名（構成団体） 
検討委員 実務担当 

釧路観光に関

する有識者 釧路公立大学 学長 小磯修二（座長） 
経済学部准教授 鈴木慶夏  

観光事業者 

社団法人釧路観光協会  専務理事 平川順二 
（座長代行） 

誘致宣伝課係長 細川悟志 
誘致宣伝課 内間木伸也 

社団法人摩周湖観光協会 会長 根津文博  
NPO 法人阿寒観光協会まち

づくり推進機構 常務理事 蔵根敏文 次長 橋本佳之 

釧路観光連盟 専務理事 夏堀勝治  

交通事業者 

くしろバス株式会社 乗合事業部企画課長 原央  
阿寒バス株式会社 常務取締役 香川眞廣 営業本部課長 石島孝俊 
釧路空港ビル 常務取締役 福島正 総務部次長 山口康尚 

JR 北海道 釧路支社 営業企画Ｇ主席 高橋敏行 
営業販売Ｇ主席 佐藤元 課員 山信田亮 

オブザーバー 

環境省釧路自然環境事務所 国立公園企画官 荒畑正広 
北海道開発局釧路開発建設部 地域振興対策室長 五十嵐岳彦 

北海道釧路総合振興局 

地域政策部地域政策課長 佐々木紀 
地域政策部地域政策課主幹 市川晶一 
産業振興部商工労働観光課長 長谷田幹雄 
地域政策部地域政策課主査 堂下智明 
産業振興部商工労働観光課主査 上田貴鋭 

※釧路市、弟子屈町等の地元自治体及び国土交通省北海道運輸局は、事務局として検討委員会に参加している。 

弟２回 検討委員会 

時期：平成 24 年 3 月 23 日（金） 
・事後調査の結果報告 
・今後の展開、方向性等の確認 
・意見交換・・・・・・等々 

事前現地診断 

時期：平成 24 年１月 23 日～24 日 
事後実地検証 

時期：平成 24 年 3 月 19 日～20 日 

弟１回 検討委員会 

時期：平成 24 年１月 27 日（金） 
・事前調査の結果報告 
・課題箇所の確認 
・事業のスケジュール確認 
・意見交換・・・・・・等々 



6.検討委員会の開催と運営  

6－2 

6-1 第 1 回検討委員会 

(1)実施概要 

①日時  平成 24 年 1 月 27 日（金） 13：00～15：00 
②場所  釧路市観光国際交流センター 

(2)議事次第 

1.本事業の概要について 
2.事前調査（外国人ネイティブによる現地診断等）について 
3.実地検証施設（整備施設）の対象候補の方向性について 
4.その他 

(3)出席者 

＜有識者＞ 

小磯 修二 釧路公立大学 学長 座長 

鈴木 慶夏 釧路公立大学 経済学部 准教授  

＜検討委員＞ 

平川 順二 社団法人釧路観光協会 専務理事 座長代行 
細川 悟志 社団法人釧路観光協会 誘致宣伝課係長 （随行） 
内間木 伸也 社団法人釧路観光協会 誘致宣伝課 （随行） 
根津 文博 社団法人摩周湖観光協会 会長  
藏根 敏文 NPO 法人阿寒観光協会まちづくり推進機構 常務理事  
橋本 佳之 NPO 法人阿寒観光協会まちづくり推進機構 次長  
原  央 くしろバス株式会社 乗合事業部企画課長  

香川 眞廣 阿寒バス株式会社 常務取締役・営業本部統轄  
石島 孝俊 阿寒バス株式会社 営業本部課長 （随行） 
福島 正 釧路空港ビル株式会社 常務取締役  

高橋 敏行 北海道旅客鉄道株式会社釧路支社 営業企画グループ主席  
夏堀 勝治 釧路観光連盟 専務理事  

＜オブザーバー＞ 

荒畑 正広 環境省 釧路自然環境事務所国立公園企画官  

五十嵐 岳彦 国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部地域振興対策室長  

佐々木 紀 北海道 釧路総合振興局 地域政策部地域政策課長  

長谷田 幹雄 北海道 釧路総合振興局 産業振興部商工労働観光課長  

堂下 智明 北海道 釧路総合振興局 地域政策部地域政策課主査 （随行） 

上田 貴鋭 北海道 釧路総合振興局 産業振興部商工労働観光課主査 （随行） 

＜事務局＞ 

渡部 港吾 釧路市産業振興部観光振興室 室長補佐 
塩 博文 釧路市阿寒町行政センター次長（兼 観光商工課長） 
秋葉 薫 釧路市阿寒町行政センター観光商工課 専門員 
田口 誠 弟子屈町商工観光課課長補佐 

中村 昭一 国土交通省北海道運輸局企画観光部 計画調整官 
桑山 秀也 国土交通省北海道運輸局釧路運輸支局 首席運輸企画専門官（企画調整担当） 
原 文宏 社団法人北海道開発技術センター 地域政策研究所長 

大川戸 貴浩 社団法人北海道開発技術センター 
加藤 肇子 社団法人北海道開発技術センター 
杉本 一幸 社団法人北海道開発技術センター 
中島 由加里 社団法人北海道開発技術センター（釧路サテライト） 
酒田 浩之 社団法人北海道開発技術センター（釧路サテライト） 

（※敬称略）    
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(4)議事要旨 

1.本事業の概要について                                   
事務局：（※資料 1 について説明） 
 
有識者： 
・今回の対象となる言語は何か 

事務局： 
・現状では、英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語で予定している 

オブザーバー： 
・今回の調査のレベルについて、どのような検討を予定しているのか教えて欲しい 

事務局： 
・１人で釧路空港や釧路駅に到着し、1 人で迷うことなく、阿寒湖温泉や弟子屈へ移動できるよ

うな環境づくりを考えている 

オブザーバー： 
・今教えていただいたのはハードだが、ソフトはどうなのか 

事務局： 
・本事業では、ハード整備を範囲として考えているので、ハードが中心となる 

 
2.事前調査（外国人ネイティブによる現地診断等）について                   
事務局：（※資料 2 について説明） 
 
検討委員： 
・「資料 2」18 頁に、スマートフォンに関する意見があるが、現在、振興局でスマートフォンを

使用した情報発信について実験をしているが、今後の予定はどうなっているのか 

オブザーバー： 
・予算状況などもあるが、来年度も引き続き行いたいと考えている 

検討委員： 
・ネイティブ調査について意見があるのだが、こういった団体で調査を行うと、個人旅行者での

視点と言う意味では、わかりにくいのではないかと感じる 

・海外では、大人料金、子ども料金の他に、年金生活者むけの価格設定があるので、そういった

高齢者層のニーズも把握したい 

・また、グーグルなどの自動翻訳機能は、意味もおかしくなってしまう事が多く、そういった外

国人対応に関する相談窓口の整理も考えていただきたい 

事務局： 
・今回の調査は、在日経験の短い方という視点で調査員を選んだ 

・団体で調査を行ったのではなく、３～４名のグループ毎に移動していた 
検討委員： 
・今回の調査員は事前に観光情報等は調べてきたのか、教えて欲しい 
・通常の旅行者は、旅行前に地域情報をインターネットなどで調べるはずではないか 



6.検討委員会の開催と運営  

6－4 

 
事務局： 
・事前に旅行情報を調べる等については、今回はお願いしていなかったが、２～３名は、釧路地

域について、インターネットで調べている様子だった 
有識者： 
・大学で中国語を担当しているので、どこに行っても、中国語の翻訳を確認してしまう 
・翻訳が素晴らしいと意見があった釧路空港は、私もよくできていると実感しており、空港内の

レストランのメニュー翻訳も素晴らしい 
・メニュー名だけではなく、素材や調理方法まで記載されていて、非常にわかりやすい 
・また中国では、東西南北で道案内をするので、マップ上では交差点からの距離や数字を示して

あるとわかりやすくなるのではと思う 
有識者： 
・観光庁で実施している全国レベルで実施する「観光消費調査」に関わっているが、滞在中に臨

む情報は、という問いに、交通情報へのニーズが高くなっており、その日のうちに、目的地

に行って帰ってこられるかといった情報が必要になってくる 
・次いで、宿泊施設、飲食施設、観光施設・買い物とニーズが高い 
・摩周湖で公共交通で歩ける観光地づくりを目指して社会実験を行っており、今年で 3 年目を

迎えるが、当初は日本人対象に実施していたが、外国人の利用が多いことが明らかになった 
・エコパスポートを発行しており、毎年 2500 枚程度販売するうち、200 枚程度は外国人が購入

している事が明らかになった（200 枚のうち、130 枚以上は欧米系の観光客が購入） 
・そういった状況を考えると、言語対象についても幅広く考えた方がよいのではと感じており、

ドイツ語やロシア語、フランス語など、少しずつ増やしても良いのではないか 
・また、欧米系の観光客にヒアリングしたところ、彼らは滞在日数も長く、消費効果という側面

から見ても一番多い（そのうち一番大きいのがロシアであった） 
・釧路らしさを考えた言語対応が、質の高いおもてなしに繋がるのではないか 
事務局： 
・現在、観光圏エリアでの HP 作成を行っており、着地型旅行商品の販売を将来的に行いたいと

考えている 
・スマートフォンやアプリへの対応も考えており、移動支援という形での情報提供についても進

めている 
・国の施策の中でも位置づけをもって、スマートフォンやアプリへの対応を考えてほしい 
検討委員： 
・バス移動で困るのは、終点まで行く場合は良いが、途中で下車する場合である 
・こちらの対応としては、窓口で券を購入した場合は、乗務員に下車する場所を伝えている 
検討委員： 
・東京都であれば、公共交通の利用がわかりやすい冊子を配布しているし、ワンコインバスも多

くなっている 
・まずは、紙媒体でわかりやすく利用方法を伝えることが大切なのではないか 
有識者： 
・そうですね、いまおっしゃった事は次の議題に繋がるのではないでしょうか 
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3.実地検証施設（整備施設）の対象候補の方向性について                    
事務局：（※資料 2 19 頁／資料 3 について説明） 
 
検討委員： 
・ネイティブによる現地診断の結果で、釧路空港内のサインなどの翻訳について良い評価を頂い

て、正直驚いている 
・しかし、点では整備されているが、動線として考えてみると足りない場があると実感しており、

空港は、観光客と地域とのファーストコンタクトの場であり、乗り継ぎ後の交通手段など、

必要な情報は今後も提供していきたい 
有識者： 
・この事業は、外国人のための移動容易化ではなく、日本人のための移動容易化にも繋がるので

はないかと感じる 
・特に外国人は言葉のハンディキャップがあるので、少しでも不安な部分を軽減できればと思う 
有識者： 
・バス車内の料金表示が不安だという声は理解できるが、車内での 4 言語による表示や音声案

内は必要なのか 
検討委員： 
・現実的に細かく行うのは無理があり、全路線を行うのは難しい状況にあるが、他の地域はどう

なっているのだろうか 
事務局： 
・函館ではバス車内の日英案内を行っており函館に関しては観光路線を対象として実施している 
検討委員： 
・今回の検討は非常にタイトなスケジュールで進めなければならないが、地域あった表記やデザ

イン性を考えて欲しい 
・英語だけではなく、中国語や韓国語での説明文も、簡略化した形で掲載してほしい 
・釧路湿原展望台について、台湾をはじめとした外客が多く訪れている実体が有るので考慮して

ほしい 
事務局： 
・各地域で作成しているガイドラインや景観マニュアルについても考慮しながら進めたいと考え

ている 
・資料 3 で提示した資料については、事前に要望を頂いたもの掲載していたが、釧路湿原展望

台については、頂いた意見を基に精査したい 
オブザーバー： 
・これは、地域からの要望を踏まえて、事前現地診断を行ったのだろうか 
有識者： 
・HP については、阿寒だけを対象としているのか 
事務局： 
・関係者ヒアリングの際に、地域からの要望も含め検討している 
・HP については観光圏全体での実施と考えている 
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有識者： 
・弟子屈で行っているエコパスポートも、90％以上がインターネットにて情報を入手しており、

良い情報発信があると、ものすごい効果に繋がる 
・事前情報提供という部分についても、幅広く行ってほしい 
・メンテナンスやアフターフォローについては大丈夫なのか 
事務局： 
・観光圏の中では、3 地域の観光協会で、フォローを行うことと考えている 
有識者： 
・最終的にはユーザーの使いやすさが必要になってくる 
事務局： 
・Web サイトについては、諸外国のサイトを参考にしながら進めたい 
・案内については、多言語表記に何でもするのではなく、取捨選択も必要なのではないか 
・QR コードについては、悪用されるケースもあると聞いているので、電子透かしであるとか、

別の技術についても考えていければと思うが、現状ではランニングコストが高いので、難し

い部分もある 
 

4.その他                                          
検討委員： 
・現在、多言語バリアフリーは、北海道内 3 地域で行っているが事後検証はあるのか、アフタ

ーフォローなどはあるのか 
事務局： 
・事後評価は必ず求められるが、この事業は、必ず予算がつく事業ではないので、次年度以降継

続的に実施できるかについては、はっきり言えない部分もある 
事務局： 
・今回は調査事業であり事後調査も予定されているので、修正箇所があがれば対応は可能である 
・事業終了後にあげられた課題は、各地域で解決していただく事になる 
有識者： 
・現在、皆様が行われている改修予定や関連する情報については、今日参加いただいた皆様と一

緒に共有しながら進めたい 
事務局： 
・現在、釧路総合振興局で準備されている、二次交通マップについては、こちらで作成を予定し

ているものとの棲み分けも考えながら進めたいと考えている 
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閉会（挨拶）                                        
事務局： 
・ヒアリングや打合せ、調査への協力、議事進行に協力いただき、大変感謝している 
・今回の事業は、全国 26 箇所を対象に実施され、北海道内では、小樽と登別でも実施を予定し

ている 
・地域全体を変えることは難しいので、まずは動線として考えて、整備モデルを構築したいと考

えている 
・短期間の事業になるが、皆様と協力しながら進めたい 

＜以上＞ 
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6-2 第 2 回検討委員会 

(1)実施概要 

①日時 

平成 24 年 3 月 23 日（金） 15：30～17：00 
②場所 

釧路市観光国際交流センター 
(2)議事次第 

1．実地検証対象施設、パンフレット 
2．移動支援サイト 
3．事後調査 （3 月 19～20 日実施／外国人ネイティブによる現地検証（概要速報）） 
4．意見交換（今後の釧路地域における外国人旅行者支援について） 
5．その他 

(3)出席者 

＜有識者＞ 

小磯 修二 釧路公立大学 学長 座長 

＜検討委員＞ 

平川 順二 社団法人釧路観光協会 専務理事 座長代行 

原  央 くしろバス株式会社 乗合事業部企画課長  

香川 眞廣 阿寒バス株式会社 常務取締役・営業本部統轄  

石島 孝俊 阿寒バス株式会社 営業本部課長  

福島  正 釧路空港ビル株式会社 常務取締役  

山口 康尚 釧路空港ビル株式会社 総務部次長  

佐藤  元 北海道旅客鉄道株式会社釧路支社 営業販売グループリーダー  

山信田 亮 北海道旅客鉄道株式会社釧路支社 課員  

＜オブザーバー＞ 

荒畑 正広 環境省 釧路自然環境事務所国立公園企画官  

五十嵐 岳彦 国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部地域振興対策室長  

佐々木 紀 北海道 釧路総合振興局 地域政策部地域政策課長  

市川 晶一 北海道 釧路総合振興局 地域政策部地域政策課主幹  

長谷田 幹雄 北海道 釧路総合振興局 産業振興部商工労働観光課長  

＜事務局＞ 

星  光ニ 釧路市産業振興部 部長 

小松 奈々 釧路市産業振興部 観光振興室 観光振興担当主事 

塩  博文 釧路市阿寒町行政センター 次長（兼 観光商工課長） 

秋葉 薫 釧路市阿寒町行政センター 観光商工課 専門員 

田口 誠 弟子屈町商工観光課 課長補佐 

桑山 秀也 国土交通省北海道運輸局釧路運輸支局 首席運輸企画専門官（企画調整担当） 

原  文宏 社団法人北海道開発技術センター 地域政策研究所長 

加藤 肇子 社団法人北海道開発技術センター 

杉本 一幸 社団法人北海道開発技術センター 

中島 由加里 社団法人北海道開発技術センター（釧路サテライト） 

酒田 浩之 社団法人北海道開発技術センター（釧路サテライト） 

 ※敬称略 
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(4)議事要旨 

1.実地検証対象施設、パンプレット                              
（※次第 1 について説明） 
 

2.移動支援サイトについて                                  
（※次第 2 について説明） 
＜質疑応答＞ 

有識者： 
・釧路空港からは、何かあるか 
検討委員： 
・釧路空港では観光案内所などを改修したが 4 月 1 日の本格稼動に向けて動いているところで

ある 
有識者： 
・その他、バスのほうはいかがか 
検討委員： 
・現在、鶴居線の音声案内を稼動している 
・阿寒線などその他の路線についても、今月中に稼動する予定である 
オブザーバー： 
・パンフレットにある「シマフクロウ」は、正式な名称が「エゾフクロウ」である 
・また、「オジロワシ」と紹介されているが「オオワシ」の間違いである 
事務局： 
・了解した 
有識者： 
・HP サイトは、既に公開されているのか 
事務局： 
・年度内に公開する予定である 
有識者： 
・ブラッシュアップをどのように行っていくのか 
事務局： 
・プレ期間を設けて、ご意見を踏まえながら、本格運用に繋げたい 
 

3.事後調査                                         
（※次第 3 について説明） 
＜質疑応答＞ 

有識者： 
・事後調査について、弟子屈のほうはいかがか 
事務局： 
・弟子屈町は、摩周駅、川湯温泉駅、道の駅摩周温泉に、広域案内看板を設置した 
・元々、外国語での案内が不足していたので、今後は市街地を含めてブラッシュアップを行いた
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いと考えている 
有識者： 
・エコバスの冬の実験でも外国人利用者が多いことがわかったので、今後は、事業間の連動も考

えられる 
・アジアからの個人観光客は、増えていると実感している 
・公共交通を利用して旅をするというのは、この地域のトレンドになっている 
 

4.意見交換                                         
有識者： 
・インバウンドについて、今後についてそれぞれの立場で発言をお願いしたい 
検討委員： 
・確認があるのだが、Web では、現状どこまで情報提供しているのか 
・ガイドブックなどの多言語表示も、今後は必要になってくる 
・次の機会に、進めていければと思う 
検討委員： 
・昨年 1 万円で、釧路空港から女満別空港の間を対象に、フリーパスの販売を行った 
・今年は、4 日間に期間を延ばし、釧路駅から女満別空港の間を対象にして行いたい 
・また、網走や斜里のバス会社とも、連携を進めており、地域一円を回遊できるようにしたい 
有識者： 
・先ほどのフリーパスについてだが、データをみると効果的だったのでこれからも進めてほしい 
検討委員： 
・外国からの個人利用客が使いやすいようにするために、乗り継ぎの方法までも表示したかった。

今後も進めて行きたい 
・また、空港は、ファーストコンタクトの場であるため、ハード整備だけではなく、ソフト対応

も進めていきたい 
検討委員： 
・3 年前までは窓口で勤務していたが、バスのことについて問い合わせをする外国人旅行者が多

かったのを覚えており、今回ポスターを設置し、わかりやすくなった 
・SL 冬の湿原号については、乗り場案内まではできるが、パンフレットは用意していない 
・今後は台湾からの客が増えているので、対応を考えたい 
有識者： 
・オブザーバーはいかがか 
オブザーバー： 
・振興局では、4 言語対応で公共交通 MAP を製作しており、HP での公開も考えている 
オブザーバー： 
・現在、スマートフォンの AR 技術を活用したサイトを作成した 
・イベントなどのデータも、GPS 機能を利用して MAP データとリンクしている 
オブザーバー： 
・今段階では制限があるが、外国人のレンタカー客についても利用が増えつつあるので、対応を

進めたいと考えている 
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オブザーバー： 
・今後は、こちら側が何をするのではなく、利用者が何を求めているのか、それに対して何を対

応できるのか考えていきたい 
・国立公園についても、外国人の利用者が増えているので、そういった対応を進めたい 
事務局： 
・今回の事業で、HP を作成したが、スマートフォン利用者を想定した、アプリケーションの整

備を進めている 
・また現在、阿寒観光協会、釧路観光協会、ツーリズムてしかが で旅行業法を取得し、共同管

理を行っている 
有識者： 
・単年度事業ではなく、来年度以降のフォローアップについて、どのように考えているのか 
事務局： 
・今回の整備内容は、各事業者に管理を引き継ぐ形なるので、今後もより良いものを作ってほし

い 
・釧路市と弟子屈町については、観光庁より（※訪日外国人旅行者の受入環境整備に係る）地方

拠点として選定されているので、次年度以降もお手伝いを行うことができる 
・国からいつまでも支援が続くわけではないので、官民連携で進めてほしい 
有識者： 
・今までやったことを、ブラッシュアップすることが大切である 
 

5.その他                                          
（※特になし） 

＜以上＞ 
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7.実証実験の効果検証および整備モデルの構築 

7-1 実証実験の効果検証 

先に示したモニター調査員による事後実地検証と来訪者アンケート調査および第 2 回検討委員

会での有識者からの意見などを踏まえ、全体としての効果検証（評価および課題）を整理する。 

（ⅰ）当初設定における交通拠点の一覧と課題 
設置箇所 施設内容 効果の検証（5.効果検証より） 区分 

たんちょう
釧路空港内 

多言語情報 
案内所 

 
・パンフレットの情報量を精査してアク

セスしやすい内容にすることが求めら
れる（モニター） 

・パンフレットの内容に対する理解度は
高かったが、利用度は 7 割程度となっ
ていたのでディスプレイやラックの配
置などにも配慮する必要がある（アン
ケート） 

・空港は、ファーストコンタクトの場で
あるため、ハード整備だけではなく、
ソフト対応も進めていきたい（委員会） 

目的
地 

JR 釧路駅 
構内 

施設案内板 
（駅構内及び

駅周辺） 

 
・市街地地図の内容を向上させたことで、

バスターミナルへの移動がスムーズに
なった（モニター） 

・地図内の文字は、もう少し大きくすべ
き（モニター） 

・移動の情報手段としては案内標示が最
も利用されており、サインの設置基数
やデザインの統一を図り、よりわかり
やすく整備することも必要である（ア
ンケート） 

・役立ったとの意見が多く得られ、整備
検証の効果があらわれた（アンケート） 

交通
拠点 

阿寒湖バス
センター内 

観光交通情報 
案内板 ・目的地への移動はおおむね満足（アン

ケート） 
・情報手段としては案内標示が最も利用
されており、サインの設置基数やデザ
インの統一を図り、よりわかりやすく
整備することも必要である（アンケー
ト） 

目的
地 

JR 摩周駅 観光交通情報 
案内板 

JR 川湯 
温泉駅 

観光交通情報 
案内板 

 

今後の整備に向

けたモデルの構

築のための課題 

 

①地域・周辺 
の案内情報 

課題 
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選定箇所 選定施設 効果の検証（5.効果検証より） 区分 

JR 釧路 
駅前 

バスターミナ
ル誘導案内板 

・バスターミナルへの誘導は、バス停と
共通のピクトグラムで示したことでス
ムーズになった（モニター） 

・バス乗り場への案内方法は、色合いを
中心に改善の余地がある（モニター） 

・移動の情報手段としては案内標示が最
も利用されており、サインの設置基数
やデザインの統一を図り、よりわかり
やすく整備することも必要である（ア
ンケート） 

・外国からの個人利用客が使いやすいよ
うにするために、乗り継ぎ方法まで多
言語表示したほうがよい（委員会） 

 
 
 
 
 

二次
交通 

釧路駅 
バスターミ
ナル前 

観光交通情報 
案内板 

 
   

釧路駅 
バスターミ
ナル内 

空港シャトル
バス運行 

情報板 

・運行系統を色彩別に表現した方法はお
おむね評価できるが、料金表の文字の
大きさについては改善の余地がある
（モニター） 

・外国からの個人利用客が使いやすいよ
うにするために、乗り継ぎ方法まで多
言語表示したほうがよい（委員会） 

 
 
 

二次
交通 

たんちょう
釧路空港内 

空港シャトル
バス運行 

情報板 

・空港は、ファーストコンタクトの場で
あるため、ハード整備だけではなく、
ソフト対応も進めていきたい（委員会） 

二次
交通 

   

ホーム 
ページ 

移動支援 
WEB 情報 

 
・インターネットなどの情報化は、今後

も発展・更新していくことが不可欠と
いえる（モニター） 

・現在ではインターネットからの情報収
集が増えていることが考えられ、ホー
ムページなどの環境整備も進めていく
ことが重要といえる（アンケート） 

・スマートフォン利用者を想定した、ア
プリケーションの整備を観光圏として
進めていく（委員会） 

 
 
 
 

目的
地 

 

今後の整備に向

けたモデルの構

築のための課題 

 

②二次交通 
への誘導 

課題 

③二次交通 
の利用 

方法等 

課題 

④ホーム 
ページ 

課題 
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（ⅱ）当初設定における二次交通の一覧と課題 

選定箇所 選定施設 効果の検証（5.効果検証より） 区分 

観光 
アクセス 

多言語案内 
パンフレット 

・パンフレットの情報量を精査してアク
セスしやすい内容にすることが求めら
れる（モニター） 

・理解度は高かったが、利用度は 7 割程
度となっており、ディスプレイやラッ
クの配置などにも配慮する必要がある
（アンケート） 

・移動経路案内に対する効果（地図とし
ての利用）は大きいことがうかがえた
（アンケート） 

 
 
 
目的
地 

    

バス車内 多言語 
運賃表示機器 

・液晶運賃表示機では停車するバス停の
説明を行ったが、支払い方法について
も情報提供することが望ましい（モニ
ター） 

・4 言語対応への実現化にむけては、液晶
運賃表示と車内放送とのセットで考慮
することが重要である（モニター） 

・液晶運賃表示の利用自体については、
高い評価が得られ整備検証の効果があ
らわれた（アンケート） 

・乗降に関する内容以外にも観光情報等
の紹介を音声案内でも行うなどの要望
があった（アンケート） 

 
 
 
 
二次
交通 

バス車内 多言語 
音声案内 

   

空港行 
シャトルバ
ス 

バス停留所 

・乗車前のバス停に支払い方法の説明を
加えたことで、利便性を高まった（モ
ニター） 

・バス停の色彩やピクトグラムが統一化
されたことが、分かりやすさにつなが
った（アンケート） 

 
 

二次
交通 

 

（ⅲ）当初設定における目的地の一覧と課題 
選定箇所 選定施設 効果の検証（5.効果検証より） 区分 

釧路市街 観光交通情報 
案内板 

・サインの更新により分かりやすくなっ
た（モニター） 

・地図のスケールや方位設定のルール
化、使用色彩の設定などが必要（モニ
ター） 

・移動の情報手段としては案内標示が最
も利用されており、サインの設置基数
やデザインの統一を図り、よりわかり
やすく整備することも必要である（ア
ンケート） 

 
 
 

目的
地 

コロポック
ル公園 

観光交通情報 
案内板 

阿寒湖 
駐在所前 

観光交通情報 
案内板 

道の駅 
摩周温泉 

観光交通情報 
案内板 

   
釧路市 
湿原展望台 

施設名板（多
言語追記） 

・追記により分かりやすくなった（モニ
ター） 

目的
地 

   
釧路フィッ
シャーマン
ズワーフ
MOO 内 

誘導表示板 ・『？』マークと『 i 』マークの区別が
わかりにくいため、位置づけを明瞭に
して説明する必要がある（モニター） 

目的
地 

 

今後の整備に向

けたモデルの構

築のための課題 

 

今後の整備に向

けたモデルの構

築のための課題 

 

課題 

①パンフレッ  
ト の内容
と配置方
法 

課題 

③バス 
停留所 

②施設名称 

③誘導表示 

②多言語運
賃表示機 

・ 
多言語音声

案内 

課題 

課題 

課題 

①観光と交
通の情報 

課題 
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 また、これらについて「区分」（上表・最右欄）ごとで分類すると、次表のようになる。 

表 7-1 各調査対象施設の効果と検証 

区
分 

施設選定の
ポイント（※
表 4-5再掲） 

対象 
箇所 

対象 
施設 

具体的対策に向けた検討事項 
（※表 4-6再掲） 効果の検証（5.効果検証より） 

交
通
拠
点 

交通拠点

の利便性

向上 

Ｊ
Ｒ
釧
路
駅
構
内 

施
設
案
内
板
（
駅
構
内
及
び
駅
周
辺
） 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制

の各機能におけるサインの多言

語化 

・市街地地図の内容を向上させたことで、

バスターミナルへの移動がスムーズにな

った（モニター） 
・地図内の文字は、もう少し大きくすべき

（モニター） 
・移動の情報手段としては案内標示が最も

利用されており、サインの設置基数やデ

ザインの統一を図り、よりわかりやく整

備することも必要である（アンケート） 
・役立ったとの意見が多く得られ、整備検

証の効果があらわれた（アンケート） 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
C-2：観光情報、交通情報等の集約

化・総合化 
E-1：統一的なピクトグラム、色彩、

文字デザイン等の使用 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

二
次
交
通 

二次交通

利用時の

スムーズ

化 

空
港
行
シ
ャ
ト
ル
バ
ス 

バ
ス
停
留
所 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制

の各機能におけるサインの多言

語化 

・バス停に支払い方法の説明を加えたこと

で、利便性を高まった（モニター） 
・バス停の色彩やピクトグラムが統一化さ

れたことが、分かりやすさにつながった 
B-2：目的地から二次交通への乗り継

ぎの容易化 
E-1：統一的なピクトグラム、色彩、

文字デザイン等の使用 

交通拠点

からの二

次交通利

用のスム

ーズ化 Ｊ
Ｒ
釧
路
駅
前 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
誘
導
案
内
板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制

の各機能におけるサインの多言

語化 

・バスターミナルへの誘導は、バス停と共

通のピクトグラムで示したことで分かり

やすさを生んだ（モニター） 
・バス乗り場の案内方法は、色合いを中心

に改善の余地がある（モニター） 
・移動の情報手段としては案内標示が最も

利用されており、サインの設置基数やデ

ザインの統一を図り、よりわかりやすく

整備することも必要である（アンケート） 
・外国からの個人利用客が使いやすいよう

にするために、乗り継ぎ方法まで多言語

表示したほうがよい（委員会） 

B-1：交通拠点から二次交通への乗り

継ぎの容易化 
C-1：地域情報、観光情報の提供 
C-2：観光情報、交通情報等の集約

化・総合化 
E-1：統一的なピクトグラム、色彩、

文字デザイン等の使用 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

交通拠点

からの二

次交通利

用のスム

ーズ化 

釧
路
駅
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
前 

観
光
交
通
情
報
案
内
板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制

の各機能におけるサインの多言

語化 

・バスターミナルへの誘導は、バス停と共

通したピクトグラムでスムーズになった

（モニター） 
・バス乗り場への案内方法は、色合いを中

心に改善の余地がある（モニター） 
・移動での情報手段としては案内標示が最

も利用されており、サインの設置基数や

デザインの統一を図り、よりわかりやす

いかたちに整備することも必要である

（アンケート） 
・外国からの個人利用客が使いやすいよう

にするために、乗り継ぎの方法までも多

言語表示したほうがよい（委員会） 

B-1：交通拠点から二次交通への乗り

継ぎの容易化 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

交通拠点

からの二

次交通利

用のスム

ーズ化 

た
ん
ち
ょ
う 

釧
路
空
港
内 

空
港
シ
ャ
ト
ル
バ

ス
運
行
情
報
板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制

の各機能におけるサインの多言

語化 

・空港は、ファーストコンタクトの場であ

るため、ハード整備だけではなく、ソフ

ト対応も進めていきたい（委員会） 
E-1：統一的なピクトグラム、色彩、

文字デザイン等の使用 
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交通拠点

からの二

次交通利

用のスム

ーズ化 

釧
路
駅 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
内 

空
港
シ
ャ
ト
ル
バ
ス 

運
行
情
報
板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制
の各機能におけるサインの多言
語化 

・運行系統を色彩別に表現した方法はおお

むね評価できるが、料金表の文字の大き

さについては改善の余地がある（モニタ

ー） 
・外国からの個人利用客が使いやすいよう

にするために、乗り継ぎ方法まで多言語

表示したほうがよい（委員会） 

B-1：交通拠点から二次交通への乗り
継ぎの容易化 

E-1：統一的なピクトグラム、色彩、
文字デザイン等の使用 

E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

二次交通

利用時の

スムーズ

化 
バ
ス
車
内 

多
言
語
運
賃 

表
示
機
器 

A-2：サイン以外の手法（音声、紙媒

体、電子媒体等）における多言

語化 

・液晶運賃表示機では停車するバス停の説

明を行ったが、支払い方法についても情

報提供することが望ましい（モニター） 
・4 言語対応への実現化にむけては、液晶

運賃表示と車内放送とのセットで考慮す

ることが重要である（モニター） 
・液晶運賃表示の利用自体については、高

い評価が得られ整備検証の効果があらわ

れた（アンケート） 
・乗降に関する内容以外にも観光情報等の

紹介を音声案内でも行うなどの要望があ

った（アンケート） 

B-3：二次交通（移動手段）内での情

報提供による移動の容易化 
D-2：電光掲示、音声情報の提供 

二次交通

利用時の

スムーズ

化 
バ
ス
車
内 

 

多
言
語 音

声
案
内 

A-2：サイン以外の手法（音声、紙媒

体、電子媒体等）における多言

語化 
B-3：二次交通（移動手段）内での情

報提供による移動の容易化 
D-2：電光掲示、音声情報の提供 

目
的
地 

目的地へ

の観光・

交通案内

の利便性

向上 

釧
路
市
街 

観
光
交
通
情
報 

案
内
板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制

の各機能におけるサインの多言

語化 

・サインの更新により分かりやすくなった

（モニター） 
・地図のスケールや方位設定のルール化、

使用色彩の設定などが必要（モニター） 
 

C-2：観光情報、交通情報等の集約

化・総合化 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

目的地へ

の観光・

交通案内

の利便性

向上 

釧
路
市 

湿
原
展
望
台 

施
設
名
板 

（
多
言
語
追
記
） 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制

の各機能におけるサインの多言

語化 

・追記により分かりやすくなった（モニタ

ー） 

目的地へ

の観光・

交通案内

の利便性

向上 

阿
寒
湖
駐
在
所
前 

観
光
交
通
情
報 

案
内
板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制

の各機能におけるサインの多言

語化 

・サインの更新により分かりやすくなった

（モニター） 
・地図のスケールや方位設定のルール化、

使用色彩の設定などが必要（モニター） 
・移動の情報手段としては案内標示が最も

利用されており、サインの設置基数やデ

ザインの統一を図り、よりわかりやすく

整備することも必要である（アンケート） 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

目的地へ

の観光・

交通案内

の利便性

向上 

コ
ロ
ポ
ッ
ク
ル
公
園 

観
光
交
通
情
報 

案
内
板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制

の各機能におけるサインの多言

語化 
C-1：地域情報、観光情報の提供 

E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

目的地へ

の観光・

交通案内

の利便性

向上 

 

道
の
駅 

摩
周
温
泉 

観
光
交
通
情
報 

案
内
板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制

の各機能におけるサインの多言

語化 
C-1：地域情報、観光情報の提供 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

目的地へ

の観光・

交通案内

の利便性

向上 

釧
路
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
マ

ン
ズ
ワ
ー
フ
Ｍ
Ｏ
Ｏ
内 

誘
導
表
示
板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制

の各機能におけるサインの多言

語化 

・『？』マークと『 i 』マークの区別がわ

かりにくいため、位置づけを明瞭にして

説明する必要がある（モニター） 

E-1：統一的なピクトグラム、色彩、

文字デザイン等の使用 
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目的地へ

の観光・

交通案内

の利便性

向上 

阿
寒
湖 

バ
ス
セ
ン
タ
ー
内 

観
光
交
通
情
報
案
内
板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制
の各機能におけるサインの多言
語化 

・移動で情報手段としては案内標示が最も

利用されており、サインの設置基数やデ

ザインの統一を図り、よりわかりやすく

整備することも必要である（アンケート） 
C-1：地域情報、観光情報の提供 

E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

目的地へ

の観光・

交通案内

の利便性

向上 

Ｊ
Ｒ
川
湯
温
泉
駅 

観
光
交
通
情
報 

案
内
板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制
の各機能におけるサインの多言
語化 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

目的地へ

の観光・

交通案内

の利便性

向上 

Ｊ
Ｒ
摩
周
駅 

観
光
交
通
情
報 

案
内
板 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制
の各機能におけるサインの多言
語化 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

目的地へ

の観光・

交通案内

の利便性

向上 

た
ん
ち
ょ
う
釧
路
空
港
内 

多
言
語
情
報
案
内
所 

A-1：定点・案内・誘導・説明・規制
の各機能におけるサインの多言
語化 

A-2：サイン以外の手法（音声、紙媒
体、電子媒体等）における多言
語化 

・パンフレットの情報量を精査してアクセ
スしやすい内容にすることが求められる
（モニター） 

・パンフレットの内容に対する理解度は高
かったが、利用度は 7 割程度となってい
たが、ディスプレイやラックの配置など
にも配慮する必要がある（アンケート） 

・空港は、ファーストコンタクトの場であ
るため、ハード整備だけではなく、ソフ
ト対応も進めていきたい（委員会） 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
C-2：観光情報、交通情報等の集約

化・総合化 

総合的な

地 域 観

光・交通

に関する

情報提供 

観
光
ア
ク
セ
ス 

 
多
言
語
案
内 

パ
ン
フ
レ
ッ
ト 

A-2：サイン以外の手法（音声、紙媒

体、電子媒体等）における多言

語化 

・パンフレットの情報量を精査してアクセ
スしやすい内容にすることが求められる
（モニター） 

・理解度は高かったが、利用度は 7 割程度
となっており、ディスプレイやラックの
配置などにも配慮する必要がある（アン
ケート） 

・移動経路案内に対する効果（地図として
の利用）は大きいことがうかがえた（ア
ンケート） 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
D-1：観光・交通情報を提供するパン

フレットの整備 
E-2：図・イラスト・マップ等の使用 

総合的な

地 域 観

光・交通

に関する

情報提供 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

移
動
支
援
Ｗ
Ｅ
Ｂ
情
報 

A-2：サイン以外の手法（音声、紙媒

体、電子媒体等）における多言

語化 

・インターネットなどの情報化は、今後も

発展・更新していくことが不可欠といえ

る（モニター） 
・現在ではインターネットからの情報収集

が増えていることが考えられ、ホームペ

ージなどの環境整備も進めていくことが

重要といえる（アンケート） 
・スマートフォン利用者を想定した、アプ
リケーションの整備を観光圏として進め
ていく（委員会） 

 

C-1：地域情報、観光情報の提供 
D-3：ホームページ等の電波媒体によ

るコンテンツの提供 
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7-1-1 交通拠点 

 交通拠点においては、主に「拠点としての観光交通案内の利便性向上」と「交通拠点から二次交通

利用のスムーズ化」を目的として各種実地検証用施設整備（新設、改修）をおこなった。モニター調

査（事後実地検証）、外国人個人旅行者へのアンケート調査、および検討委員会から得られた課題は

以下のとおりである。 
①地域・周辺の案内情報 

  地図情報の改善により、全体として移動の利便性が向上したと評価できる。内容については概

ね良いが、地図内の文字を大きくすべき・色合いの考慮など視認性を高める改善点が指摘された。 
②二次交通への誘導 

  二次交通への誘導については、ピクトグラムの利用等によりわかりやすくなったとの評価が得

られた。しかし、一部彩色について、より周囲と調和した色合いとしたらどうか、との視覚的な

指摘がされた。 
③二次交通の利用方法等 

  運行系統の色彩別表示は評価が得られたが、料金表の文字の大きさなど視認性を高めるための

改善点が指摘された。また、より利便性を高めるために JR とバス（例；ツインクルバス道東）、

またバス同士の乗り継ぎ方法（例；空港連絡バスと定期観光バス、路線バスなど）まで解説すべ

きとの指摘があった。 
④ホームページ 

  インターネットなどの情報の電子化は、今後ますます重要であり、継続的な更新や発展が求め

られる。特にスマートフォンやタブレット型 PC、携帯電話、PDA 等の新たな携帯ツールの操

作性の向上についてソフトのシステムを含め検討する必要がある。 
 

7-1-2 二次交通 

 二次交通においては、主に「二次交通利用のスムーズ化」を目的として各種実地検証用施設整備

（新設、改修）をおこなった。モニター調査（事後実地検証）、アンケート調査、および検討委員

会から得られた課題は以下のとおりである。 
①パンフレットの内容と配置方法（交通アクセス情報） 

   内容の理解度は高かったが利用度が低いため、パンフレットを手に取りやすくするための配置

方法（ディスプレイ、ラック設置等）を検討する必要がある。また、パンフレットの内容につい

ては、情報量を精査し観光情報の充実もニーズとしてあった。 

パンフレットは多彩なものが世間に出回っている。用紙規格（サイズ）や文面量にも制約が有

ることもあり、伝えたい内容の方向性を明確にし、「観光」なり「交通」なり利用者のニーズに

沿った目的別のコンパクトのつくり方が重要である。 

例えば、 

・アクセスブックでは観光情報は最小限にとどめ、目的地のゲート（観光案内所）で「まちあ

るきマップ」を手にとってもらう 

・観光マップに「乗り継ぎ情報」や「アクセス情報」、「まちあるきマップ情報」やそれらが

手に入る場所やサイトの情報を記載する 

など、役割分担に応じた記載内容にしていく。 
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②多言語運賃表示機・多言語音声案内 

  液晶運賃表示機器については、整理券番号を表記しているところの表示文字が電光では薄くて

見づらい、との指摘があった。また乗車中においても、運賃の支払方法の説明や降車停留所周辺

にある観光スポット情報の説明など、多様な情報提供の必要性が指摘された。 
また、液晶運賃表示機器と音声案内との連動などが今後の改良点である。 

③バス停留所 

  色彩やピクトグラムの統一により、わかりやすくなったとの評価が得られた。また、運賃料金

の支払方法の説明が加えられたことも評価された。 
 

  郊外路線バス 3 系統（釧路空港線、阿寒線、鶴居線）のバス路線における「バス停のナンバリ

ング化やピクトグラム表記による言語バリアフリー化」について、バス停表記、運行経路案内表示、

運行時刻表示などを総括的に統一して番号付け（※ナンバリング化やピクトグラム表記）を設定す

ることで、外国人旅行者に対し「図記号化表示」によるバス利用の利便性の向上、バス移動支援の

ための情報提供に資する検討を行った。 
バス事業者との協議の中で、 
・1 つのバス停に複数の行き先がある（複数路線でバス停を兼用） 
・路線によっては観光圏外のエリア地域まで延伸している箇所がある 
・当該バス事業者が運行している観光圏以外の他路線との整合も必要である 
・ナンバリング化については圏域内外含め未着手であり、運行路線網全体としての統一ルール

を決める必要がある 
などの課題が抽出された。 
こうした状況を総合的に勘案し、本事業期間内でのナンバリング化着手については見送ることと

した。しかし、ナンバリング方式への移行については引き続き、地域の交通事業者を中心に観光圏

として検討していくこととしている。 

 

 

7-1-3 目的地 
目的地においては、主に「目的地における観光・交通案内の利便性向上」、また全体的な視点とし

て「総合的な地域観光・交通に関する情報提供」を目的として各種実地検証用施設整備（新設、改修）

をおこなった。モニター調査（事後実地検証）、アンケート調査、および検討委員会のそれぞれの結

果から得られた課題は以下のとおりである。 

①観光と交通の情報 

  二次交通機関利用の際の移動支援情報を掲載した観光交通情報板の掲示は、概ねわかりやすい

との評価が得られた。 
ただし地図のスケール、方位、凡例及び採用ピクトグラム、色彩、また観光圏としてのブラン

ドイメージ、共通ロゴの採択やカラーデザインコードの制定等などを統一化していくこと、等々

が改良点である。 
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②施設名称 

  施設名称は固有名詞でもあり、基本的に日本語（漢字）と英語とで併記されていれば、今回対

象としている他の言語圏（中国語圏、韓国語圏）の旅行者にも理解されるようであり、多言語複

数表示においては「より良い」案内対応として評価された。内容については特に意見はなく、大

きな課題はみられなかった。 
③誘導表示（案内所への誘導....MOO） 
  『 ? 』マークと『 i 』マークの使い分けについて、統一化すべきとの指摘があった。 

 

 

7-1-4 考察 
本調査は「釧路地方を訪れる外国人旅行者が交通拠点から二次交通を利用し目的地へ容易に移動

することができる環境づくりに有効な方法」について検討することを目的としており、観光行動に

おける言語バリアフリー環境整備の構築にむけた方向性としては、 
・外国人観光客目線での動線の整理 

・圏域内の情報共有と適切な情報発信 

の 2 つが大きなポイントとして挙げられる。 
 
釧路地方（＝釧路湿原・阿寒・摩周観光圏）は大きく 3 つのエリア（釧路市街、阿寒湖温泉街、

弟子屈町内）からなる広大な周遊範囲である一方、二次交通機関としては JR、バス、レンタカー

など交通網の手段、便数などに制約があり、脆弱な面も実態としてある。 
これについては外国人のみならず、日本人を含めた国内の個人旅行者全般にいえることでもある。

とりわけ外国人旅行者目線での観光行動の連続性や移動の円滑性などに配慮し、環境を整えていく

ことが重要である。 
また広域な観光圏エリアのどこを移動する際にも利用できる観光と交通の情報を整備していく

ことが、土地に不慣れな外国人旅行者に対しても「旅心（たびごころ）の安心安全」や「効率的な

旅行」の実現につながるものと考える。 
 

地域内にある現状の案内表示施設は、観光を主目的として設置されているものから地域の生活者

視点で設置されているものまで混在している。旅行者は観光行動の中ではそれらの設置目的には関

係なく利用するため、観光の観点から以下の 2 点に留意すべきと考える。 

1.観光地の誘導ルート上に案内表示施設を設置する 

観光地における旅行者の移動方法はその地域の地勢や交通体系、観光資源の種類や分布状況、

さらには地域固有のランドマークの存在などにより大きく異なる。地域の関係者が現状把握やニ

ーズの取りまとめに協力し、その地域の特性に応じた施設設置を考える必要が有る。 
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【観光客の誘導形態の例】出展：観光活性化標識ガイドライン（平成 17 年 6 月）より 

 

  今回の実証実験では、「誘導ルート上の案内表示施設」として JR 釧路駅改札口→バスターミナ

ルで実施した。調査結果では概ね目的が達せられたという意見が得られている。 

■JR 釧路駅改札口を出て、釧路駅バスターミナルまでたどり着く誘導■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→  
改札口から見える位置に、構内案内と出口を出て
どの方向にバスターミナルが有るのかを図示した 

 
  駅舎左出口を出て左手方向に

バスターミナルが有る 

→  
構内を案内動線沿いに来て、駅舎を出たところで
どの方向にバスターミナルが有るのかを図示した 

改善後改善前 

改善後改善前 
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2.過不足ない掲載情報の適量を見い出す 

掲載すべき情報内容の選択については、観光客の利便性を最優先させ検討すべきである。また、

どのような案内表示施設であれ掲載情報量（容量）にはおのずと限度が有る中、施設の視認性や

内容の理解度について最低限確保できる適切な掲載量とする必要が有る。さらに、情報は経年変

化するものなので、適時更新して活用させる必要が有る。そのためには、地域のマネジメント組

織などと地域特性に応じて情報掲載基準を作成し、観光客にとって必要な情報となっているか定

期的にチェック（※PDCA サイクル）すべきである。 
 

  今回の実証実験では、「移動支援

WEB 情報」として MAP ベースの広域

移動支援システムを構築している。 

当観光圏は広範なエリアであり、紙

媒体や看板施設などによる掲載情報量

に限りが有る。WEB 上では面積的に

も階層的にもより詳細な、かつ即時的

なタイミングでの情報提供が可能であ

る。 
WEB による情報発信は、来訪利用

者増に結びつける取り組みとして圏域

内での様々な施策（利便性向上に向け

たフリーパスの導入や乗り継ぎ情報など）について効率的かつ効果的な広報周知が可能である。 
 

※広範囲かつより詳細な観光情報の掲載～適量かつ適時な情報発信が可能 
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7-2 整備モデルの構築 

 本調査では、管内における交通拠点、二次交通、目的地より 20 箇所の調査箇所を選定し、試行

的な施設整備を行うとともに、モニター調査、アンケート調査を通じて効果の検証を行ってきた。 
この結果を踏まえ、今後の整備に向けたモデルの構築に向け、以下の 3 つの方針について検討

を行い、課題解消に向けた対策を提言する。 

 【本調査における実地検証用施設の機能上の分類と課題】            【整備モデル構築のための方針】 

区分 項目（今後の整備に向けたモデルの

構築のための課題） 
備考 

交通 
拠点 

地域・周辺の案内情報 ①  
二次交通への誘導、利用方法等 ②③  

ホームページ ④ 
WEB 利用による
移動支援情報 

二次 
交通 

パンフレット ① 
観光地へのアクセ
ス案内 

運賃表示機器・音声案内 ② バス車内情報 
バス停留所 ③  

目的
地 

観光と交通の情報 ①  
施設名称 ②  
誘導表示 ③  

図 7-1 整備モデル構築のための検討項目 

 

 

7-2-1 観光交通情報サインの整備 

 観光交通情報サインの整備は、交通拠点、二次交通、目的地の各所において、周辺案内、広域案

内、誘導等の各種サインを設置し検証を行った。各サインについては、ピクトグラムの活用等につ

いて「わかりやすくなった」等の評価を得たが、文字の大きさや色彩等について改善が必要との指

摘を得ている。今後は、これらの改善と合わせて、移動経路全体としての統一化を図るためのルー

ルづくりが求められる。このため、観光交通情報サインの整備において、以下の課題解消対策が必

要と考える。 

【課題解消対策】 

(1)サインシステムの構築 

(2)表記内容の統一 

(3)デザインの配慮事項の検討 

 

(1)サインシステムの構築 

 空港や鉄道駅等の交通拠点は、外国人旅行者からみて地域における行動の基点であり、その後の

移動行動に大きな影響を及ぼす。この時、交通拠点と、そこから繋がる二次交通や目的地における

案内誘導サインが全体としてデザインやコンテンツが統一されていることにより、一貫性やわかり

やすさにつながる。特に複数の観光地が隣接しあい、広大な移動範囲を持つ釧路圏域においては、

周遊観光等の利便性を高めるために、交通拠点での案内誘導手法やデザインを統一したサインシス

テムの構築が求められる。 

1.観光交通情報サイ
ンの整備 

2.二次交通利用の利
便性向上 

3.媒体を活用した情
報提供 
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図 7-2 サインシステムの概念図 

【サインシステム構築のイメージ】 

・基点及び拠点となる駅や空港と地域内の目的地、およびこれらを結ぶ二次交通の全てについて

共通したデザイン（色彩・文字・ピクトグラム等）・コンテンツ（紹介する観光・交通の内容）

の案内サイン、誘導サインを整備する 
・これらの共通デザイン、コンテンツについては、パンフレット等の紙媒体、ホームページ等に

おいても統一する 
・年齢による運賃の違いや移動距離等数字に関わる情報についてのルールを設定し、統一基準で

表現することにより、一貫性のある案内誘導が可能となる 
 
 
 

(2)表記内容の統一 

 地域や施設の名称等については、サインの設置場所に関わらず統一表記とする必要がある。本調

査では、各施設設置個所周辺および広域の名称について日本語と合わせ 4 言語（英語、中国語繁

体字、同簡体字、韓国語）併記にて表記している。統一ルールの基本となっているのは「多言語案

内表示ガイドライン」（富良野・美瑛広域観光圏及び知床観光圏／平成 22 年度）に準拠している。 

また、「釧路市サインデザインマニュアル」（平成 3 年）においては、釧路市内における各公共

サインの表記内容について、英文表記のルールと英文リストが示されている。これらを踏まえ、今

後は観光圏全体で多言語案内表示に関するガイドラインを整備し、使用言語、地名表記、表示案内

図記号（ピクトグラム）、地図案内表記などにおいて統一的ルールとすることが必要である。 

【検討委員会の意見から】...『サインシステムの構築』に関して 

「大人子供の料金設定や距離など数字があった方がわかりやすい」（第 1 回検討委員会より） 
 

【検討委員会の意見から】...『表記内容の統一』に関して 

「過去に釧路市のサイン計画があり、地域にあった表記デザインを考慮してもらいたい」 

（第 1 回検討委員会より） 
 

拠点

（拠点
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(3)デザインの配慮事項の検討 

①体系的な施策連携 

公共サインは、人々が街を巡る手がかりとなるようにネットワークされることで充分な機能

を発揮するものである。情報のバリアフリーを考える場合、体系的に整備されていることが特

に重要となる。例えば、ある目的地に関する名称や表記方法（ピクトグラムを含む）について

は、圏域内各所に配置されるサインは全て同じものを用いるべきであり、あわせて音声情報、

紙媒体、ホームページ等も統一する必要がある。 
②わかりやすい配置 

歩行者動線の要所や広場の出入り口など目につきやすい場所に設置することで、現在位置や

方位が把握できる。といった基本的なことも、役に立つサインとするための要件である。必要

なところに必要なサインを置き的確な情報を提供することが基本である。 
③ピクトグラムの活用 

  ピクトグラムの整備ついては、世界中の老若男女誰もが一目見て一瞬で判別できるような分

かりやすい絵記号を目指すことが必要である。国際社会においては、多様な言語・文化の違

いによる障壁を越えたコミュニケーション・コード（手段）としての機能が、一定の水準を

持って満たされなければ、ピクトグラム併記の効果は期待できない。個性的でオリジナリテ

ィのあるマークは、本来、標準化されるべき公共サインのピクトグラムとしては定義するこ

とは出来ない。 
  イラストやマンガ、独自のピクトグラムが既に整備されているサインにおいては、今後の建

て替え等更新時に、JIS 化されたピクトグラムへの差し替えを検討することが望ましい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-3 標準案内用図記号（ピクトグラム）の例 
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④地図情報の統一 

地図情報を含めた案内情報は、交通拠点、二次交通、目的地の各所において活用すべきであ

る。このとき、同一盤面の中で広域、中・近域、付近と段階的な掲示を行うことにより全体か

ら詳細へのわかりやすい情報提供が可能である。 
釧路地方においては、この段階的な地図情報の範囲について統一的なルールをつくり、各情

報掲示箇所ごとの掲示ルール（どの範囲の地図を掲示するか）を設定することが、圏域内を移

動する旅行者の理解を促す上で有効である。 
また、地図内に掲示すべき観光地、公共施設、交通施設等についても統一ルールを用いるこ

とが必要であると考えられる。 
 

 

 

 

 

       

図 7-4 段階的な地図範囲の設定と表示 

（今回調査におけるＪＲ摩周駅での掲示） 

広域図； 

観光圏を意識し、二次交

通などでの移動に際する

圏域内の位置関係を図示 

主要図； 

観光圏の中の内、摩

周エリアの移動を意識

した位置関係を図示 

凡例； 

表示方法についてルール化さ

れ、誰が見ても理解しやすい 

共通ロゴ； 

情報施設として明瞭で

あり、圏域内施設とし

ての統一感がある 

付近図； 

現 在 地 周 辺 を 紹 介

し、まちあるきレベル

での位置関係を図示 
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7-2-2 二次交通利用の利便性向上 

 本調査においては、主にバス利用による移動の利便性を高めるために、交通拠点からバス停留所

への誘導、バス停留所の表示内容の改善、バス車内における多言語による音声案内等について実証

実験を行った。その結果、それぞれに一定の評価を得た。二次交通の利用促進は各目的地における

外国人旅行者増加のための重要な項目である。既存の二次交通（路線バス等）の改善と新たな手法

を検討する。 

【課題解消対策】 

(1)既存二次交通の改善 

(2)二次交通の利便性向上に向けた新たな取り組み 

(1)既存二次交通の改善 

釧路地域は広大なエリアに各観光地（目的地）が点在することから、外国人旅行者の主な移動手

段としてバス等の二次交通は重要である。既存の二次交通は、ルート、目的地、乗り換え、運賃、

運行時間等の情報が外国人に対して必ずしもわかりやすい状況ではない。このため、既存二次交通

（バス）利用対策として、特に交通拠点・結節点における二次交通利用案内、バス停留所、車内案

内の改善が求められる。 

①交通拠点・結節点における二次交通利用案内 

  交通拠点、結節点においては、バス等の二次交通利用のスムーズな乗り換え誘導や利用方法

（時刻、料金等）のわかりやすい案内が必要であり各項目について、以下の対応が求められる。

また、これらの表示等については、各交通機関（事業者）間にも共通する統一のルールを用い

ることが求められる。 
表 7-2 二次交通利用案内 

項目 対応事項 
A：バス乗り場等への誘導 ・乗り場のナンバリングと色分けによる誘導 

・各乗り場における経路、目的地、経由地の多言語表記 
B：時刻表・料金表 ・経路、目的地、経由地の色分け 
C：バスの乗り方 ・イラスト等の使用 

・規制、禁止情報については特に多言語表示とする 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-5 色分け・図形表示・イラストの使用 

（今回調査における釧路駅バスターミナルでの掲示） 

広域図； 

観光圏を意識し、二次交通などでの移

動に際する圏域内の位置関係を図示  

バスの乗り方； 

バス停の確認、バス車両の昇降ドア確

認、整理券の意味や使い方、後者時の

支払い方などについて多言語にて解説 

バスのりば案内； 

路 線 別 に 色 分 け

し、特に外国人旅

行者が多く利用す

るバス停を明示 
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②バス停留所 

  バス停留所については、交通拠点（バスターミナル）および各目的地における停留所のデザ

イン（色彩・ピクトグラム・文字等）の統一を図ることが、対象箇所（バス停留所）を確認す

る上で有効である。バス停留所の表示については、各交通機関（事業者）間にも共通する統一

のルールを用いることが求められる。 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③車内案内 

  バスの車内案内については、主に運賃表示と目的地、経由地、経路、次の停車（降車）箇所

が提供すべき案内情報となる。電光掲示板等による視認できるものと、音声案内を組み合わせ

ることが有効である。またこの時、視覚情報と音声情報のタイミングをあわせること、音声案

内の繰り返しなどに留意する必要がある。 
  上記以外に、目的地や次の停車（降車）箇所の主要観光施設についての情報提供（主要施設

と概要、写真）などをあわせて提供することにより、「そこに行きたくなる」「ちょっと立ち寄

りして見たくなる」など潜在的なニーズを触発し、地域を知る機会を増やして利用者（乗客）

の娯楽性や利便性を高めることができる。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

図 7-6 バス停留所におけるピクトグラム・色彩の統一 

（今回調査における空港シャトルバス停留所での掲示） 

 

運賃料金、整

理 券 の 扱 い

買い、バス券

の買い方など

バスの乗り方

についてた言

語表記、また

イラスト図解

入りで案内し

ている 

外 国 人 旅 行

者 が 特 に 利

用 す る 停 留

所として、色

彩、ピクトグラ

ム、文字を統

一し、多言語

表記も併記し

て分かりやす

くしている 

図 7-7 車内電光掲示板における行先、主要施設案内の掲示（今回調査における阿寒バス車内での掲示） 

【検討委員会の意見から】...『既存二次交通の改善』に関して 

「バス乗車中に音声でわかる人には音声を、字でわかる人には字で情報を提供するとよい」 

（第 1 回検討委員会より） 
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(2)二次交通の利便性向上に向けた新たな取り組み 

 先に示した既存二次交通の改善を踏まえ、より外国人利用者の利便性を高めるために、あらたな

取り組みとしてフリーパスの導入と FIT 利用者の利便性向上について検討していきたい。 
①フリーパスの導入 

 乗り換え・乗り継ぎや路線、料金等が複雑な路線バス等の利用は外国人観光客にはわかりに

くい部分があり、より単純な仕組みやサービスが求められている。一方釧路地方では、弟子屈

町において「弟子屈 2days えこパスポート」という公共交通を用いた観光地形成のための社

会実験を進めている。この取り組みでは、フリーパスを購入する外国人も比較的多く（※えこ

パス利用者のうち約15％が外国人／平成22年度；弟子屈町地域公共交通活性化協議会）、利用者増への期

待が高まっている。 
  このような実績を踏まえ、釧路地域におけるより広域を対象としたフリーパスの導入を検討

してはどうだろうか。フリーパスのモデルとしては、釧路地方における来訪者の観光行動を基

本とした場合、管内JR各駅等の交通拠点を起終点とした周辺観光資源を結ぶルート設定が想

定される。これらを複数日乗車券で利用できるようにし、視角、音声等による多言語案内を行

えば、外国人利用者の利便性が高まると考えられる。 
また、釧路市街、阿寒湖、摩周湖等それぞれのルートのフリーパスを設定し、これらの相；

互利用（他地域のパスポート提示で割引が受けられる仕組み等）を行う仕組みも考えられる。 
 

■参考：弟子屈 2days えこパスポート 

      「弟子屈 2days えこパスポート」は、JR 釧網本線（JR 川湯温泉駅～JR 摩周駅）普通・

快速列車、期間中限定運行される 2 路線のバス、既存の路線バスについて、2 日間乗降自由

なフリーパスとして発行されている。また、レンタサイクル無料などの様々な特典を持ち、

CO2 削減やきれいな水質や豊かな森を守るという目的も込められている。 

（主催；弟子屈町地域公共交通活性化協議会） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     図 7-8 弟子屈 2days えこパスポート 
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②ＦＩＴへの対応 

   多くの FIT 旅行者は自国において移動手段としての二次交通手段を探し移動を行うことと

なる。現地において疑問が生じた場合、個別対応が可能な相談窓口があるとその利便性は飛躍

的に高まる。 
個別対応の窓口としては、現状においては JR 駅や空港、MOO など観光案内所の拠点的施

設の利用が考えられる。 
 釧路地域では、その他阿寒観光案内所（阿寒湖まりむ館）が国際観光振興機構（JNTO）の

観光案内所（ビジットジャパン案内所）ネットワークに参加しており、外国語案内等を行って

いる。 
今後は、このような多言語対応できる案内拠点を増やし、地域内でのネットワーク化を図る

ことにより FIT の利便性を高めることが求められる。また、利用者がどのような場所にいて

も対応が可能となるように、多言語対応のコールセンター等を設けることも検討すべきであろ

う。 
 

【検討委員会の意見から】...『二次交通の利便性向上に向けた新たな取り組み』に関して 

「相談する窓口があれば、個人旅行においてスムーズなコミュニケーションができるのでは
ないか」（第 1 回検討委員会より） 

「弟子屈ではエコパスという公共交通を使った観光地形成という社会実験のテストをしてい
る」（第 1 回検討委員会より） 

「昨年、釧路空港と女満別空港間を結ぶ 3 日間のフリーパスを行った。今後は 1 枚のパスで
中標津空港、女満別空港、釧路空港を利用し路線バスを使って広域を周遊するような取り
組みを行いたい」（第 2 回検討委員会より） 

「公共交通のネットワーク化によって潜在需要が掘り起こされるということを実感してい
る」（第 2 回検討委員会より） 
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7-2-3 媒体を活用した情報提供 

 本調査においては、交通拠点、二次交通、目的地における情報提供だけではなく、事前および移

動中における多言語情報提供を目的として、ホームページ、パンフレットを試行的に作成した。こ

れらについては、概ね評価が得られたところであるが、今後の展開について検討する。 

【課題解消対策】 

(1)パンフレットによる情報提供 

(2)電子媒体による情報提供 

(1)パンフレットによる情報提供 

①パンフレットの配置 

   パンフレット、リーフレットの利点は、携帯性に優れること、どのような年齢層の利用者に

も使用についての抵抗感が少ないこと、言語ごとにパンフレットを用意することで、比較的多

量で多様な情報を提供できることなどがある。 
一方で、特に外国人旅行者の場合は、パンフレットの入手方法がわかりにくいことにより、

利用度が上がらないなどの問題もあるため、交通拠点をはじめとする様々な場所での配布（入

手機会を増やす）とともに、配布箇所における方法の工夫や、パンフレットとそれ以外の方法

（人による案内、電子媒体による案内）の組み合わせ等により、相乗的な効果向上を図る。 

表 7-3 パンフレットの配置、配布方法 

項目 対応事項 
A：配置箇所 ・主要交通拠点（空港、JR 駅、バスターミナル） 

※地域外（札幌近郊、新千歳空港等）を含む 
・目的地における主要観光施設 
・来訪者の利用頻度が高いと考えられる商業施設（デパート、コンビニ等） 
・ホテル等の宿泊施設 
・レンタカー事務所、タクシー車内 
・その他（観光協会、市役所・役場・支所） 

B：配布方法 ・観光案内所における集約的な配布 
・わかりやすいディスプレイ方法、ラック等の設置 
・エージェントを通じた事前配布（※予約型旅行者の場合など） 

C：他手法との組
み合わせ ・観光案内所等における個別説明（人による説明） 

・電子媒体等の案内を合わせることによる網羅的な情報提供 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-9 観光案内所におけるわかりやすいディスプレイ 

（今回調査におけるたんちょう釧路空港での観光案内所の設置） 
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②パンフレットの内容 

   パンフレットの記載内容としては、地域の交通・観光情報を中心として、旅行者の利便性を

高めるとともに多様な地域情報を掲載し、回遊の魅力を高めるとともに地域への関心を喚起す

ることが求められる。このため、パンフレットの掲示情報としては以下の項目を検討する必要

がある。 

表 7-4 パンフレットの掲示情報 

項目 対応事項 
A：交通情報 ・交通網地図による交通拠点、二次交通案内 

・経路（鉄道、道路）についての区間距離、所要時間の情報 
・JR、バスの運行一覧 
・JR 駅、バスターミナル等の周辺詳細地図 
・交通機関の利用方法、料金等の説明 

B：観光情報 ・広域マップによる主要観光施設等の紹介（写真と概要） 
・モデルコース、季節限定ツアー、観光コースの紹介 
・飲食施設、特産品情報 
・宿泊施設の情報 

C：その他 ・観光協会、交通機関等の問い合わせ窓口 
・ホームページアドレスやメールでの問い合わせ先 

 
 
 
 
 
 
 

 

図 7-10 交通・観光情報の掲示（今回調査における二次交通案内付き観光パンフレット） 

問い合

わせ先 

観光圏域内で

の経路案内、

区間距離や所

要時間情報 

運行距離と

運賃料金の

相対表 

特産品

など観

光情報 

バスの乗り

方、料金の

支払い方、

整理券の

扱い方な

ど利用方

法情報 

広域マップによる主
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(2)電子媒体による情報提供 

①ＷＥＢによる観光・交通情報の提示 

   ホームページ等の電子媒体は、情報の更新や蓄積、多言語の切り替え等により、実用的で多

様な情報提供が可能である。 
 
二次交通情報の提供を含むホームページについては、本調査において試行的に作成し今後の

運用に向けて検討を行っている。 
現在のバージョンにおいては、観光情報（分野別ポップアップより各施設等の概要情報、写

真の掲示など）、駅・停留所情報（各駅等における路線情報、時刻表情報など）時刻表（出発

地、経由地、目的地の入力による時刻表情報など）を行っているが、今後は3つの観光協会が

主体となり、更なる情報の充実、利便性の拡充などに対する更新作業が必要となる。 
 
また、外国人利用者の WEB 利用を考えた場合、事前（来日前）に自宅等の PC により情

報収集する場合と、現地で情報収集する場合とが考えられる。 
現地で情報収集する際は、持参する PC（ノートPC、タブレット等）を利用する場合と、

主要施設等に配置された PC 端末を閲覧する場合がある。釧路地域全体でみた場合、都市型

観光地と比較して、WEB の利用環境は相対的に脆弱であるため、こうしたケースに対応でき

るような WEB 利用環境の構築、増強が必要である。 

表 7-5 ＷＥＢによる観光・交通情報の提示 

項目 対応事項 
A：交通情報 ・運行中のバスの現在位置情報（リアルタイム表示） 

・現在地、経由地、目的地の入力による最適な交通機関の表示 
・各交通機関ごとの路線、運行情報 
・バス停ごとの時刻表情報 
・乗り換え案内 
・料金やお得な割引制度の情報 

B：観光情報 ・バス停に対応した最寄観光施設等の情報 
・観光施設等の画像、動画情報、関連リンク（観光協会等） 
・観光施設等におけるライブカメラ情報 
・ツイッター、フェイスブック等による口コミ情報 

C：WEB 利用環境 ・駅、空港、主要観光施設、公共機関、観光案内所等における自

由に利用できる PC 端末の設置 
・宿泊施設、主要観光施設等における自由に利用できる PC 端末

の設置、及び PC 端末の貸し出しサービス 
・有線 LAN（ホテル自室など）、無線 LAN 環境（観光拠点各所

における Wi－Fi スポット）の設置 
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②携帯電話、スマートフォンの活用による情報提供 

   PC の利用ではなく、日常的に使用する携帯電話やスマートフォン、携帯端末を活用するこ

とは、情報へのアクセスのしやすさ、気軽さなど利便性と可能性を持っている。特に最近では

高機能なスマートフォンの利用者が多くなっている。今後は、GPS 機能等を用いた新しい情

報提供の仕組みを構築し、活用していくことが必要である。 
   また、近年では、ツイッターやフェイスブックなどの双方向的な情報交流をおこなうICT コ

ンテンツ（SNS）が登場し、海外からの来訪者も目的地情報等の入手においてこれらを活用

している場合が増えることが予想される。携帯電話、スマートフォンの活用においては、地域

の公共交通や観光情報の提供とあわせて、双方向的な情報交換ツールとの連携により、相乗的

な効果が得られることが期待される。 
 釧路地域は、釧路湿原、阿寒湖、摩周湖等の一級の自然環境が重要な観光資源となっている

ため、自然景観への阻害要因ともなる物理的な誘導案内情報（サイン等）をなるべく最小限と

し必要な情報は、携帯端末を積極的に活用する等の対策が必要である。 
 現在、各種汎用アプリケーションや ICT コンテンツは多言語利用できるものが無いため、

地域独自の案内誘導用の多言語アプリケーションの開発を行う検討も必要である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7-11 携帯電話・スマートフォンによる情報検索のイメージ 

 

■参考：カメラ機能・ＧＰＳ機能の活用 

 熊本県阿蘇地域では、地域の立ち寄り先やパンフレットに記載された二次元バーコードか

ら観光スポットや飲食店等の情報を提供している。 
「ここから近くの飲食店」「近くのお薦めのスポット」を「口コミ情報」を含めて提供する

ことで観光客の行動を誘導し、地域での回遊性・滞在時間を伸ばすことができる。観光スポ

ットや飲食店で利用できるクーポン等を提供することによって地域内での消費を高める。 
長崎県平戸市では、携帯電話のGPS 機能を活用し、現在地と周辺の地図を閲覧でき、最寄

りの施設（駐車場、トイレ、食事場所、土産品店等）の情報を検索・入手できるシステムを

構築している。 
目的施設までの距離を測定する、関連施設を近い順に表示する等、利用する観光客が実際に

使いやすいものとしている。 



7.実証実験の効果検証および整備モデルの構築  

7－24 

 

 

 

 

 

 

本調査と同時期に、釧路総合振興局ではスマートフォンを活用した拡張現実（AR）技術に

よる地図データ等位置情報や観光施設情報などの情報提供モデルの実証実験を実施している。 

今後は各関係機関が連携し、観光圏域内の移動支援に関する交通情報などとも関連付け、域

内移動する旅行者にとってより利便性の高いコンテンツづくりや持続可能な運用方法などに

ついて、継続的に検討していく必要がある。 

 
【くしろ探訪・街あるき『kushiro ＡＲ walker』 拡張現実体感ゾーン創造モデル事業／平成23年度・釧路総合振興局】 

■参考：拡張現実（ＡＲ） 

スマートフォンやタブレット端末を利用し、AR技術（「Augmented Reality」の略、日本語

では「拡張現実」）を活用した情報提供がある。新潟県燕市では、「燕・弥彦観光ナビ」を提供

している。利用方法は、スマートフォンやタブレット端末に無料のアプリケーション「Layar」
（レイヤー）をインストールし、必要なときに、燕市や弥彦村の観光情報を手に入れることが

できる。Googleマップが目的地までの経路を表示し、カーナビのように使うこともできる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    図7-12 利用イメージ      

〇リアルモード 
「Layar」（レイヤー）ならではの AR
技術（※）を利用した情報表示の方
法です。カメラを通して目の前の景
色を映し出し、そこへアイコンを浮
遊させ、情報を表示します。 
アイコンをタッチすると詳しい情報が
表示されます。 

〇リストモード 
イメージ画像と概略を、自分に
一番近いものから順に表示しま
す。知りたい情報をタッチする
と、詳しい情報が表示され、
Google マップで道順を示した
り、電話をかけたりすることが
できます。 
 

〇マップモード 
自分の周囲にある情報を地図上
に表示します。燕市や弥彦村の土
地勘がある人には一番使いやす
いモードかもしれません。 
アイコンをタッチすると詳しい情報
が表示されます。 

【検討委員会の意見から】...『電子媒体による情報提供』に関して 

「観光圏エリアとして HP を作成する中で、一番大きいテーマは移動支援である。特にスマ
ートフォンなどを活用し、地域らしい移動支援の手法等を考えていきたい」 

（第１回検討委員会より） 
「スマートフォンの拡張現実（AR）を用いたアプリ開発の実験を進めている。平成 24 年度
もコンテンツを充実させる事業を引き続き行っていく」（第 2 回委員会より） 
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7-2-4まとめ 

本調査前の現状として、施設間移動について外国人旅行者の視点に立った際、「交通拠点」「二

次交通」「目的地」それぞれは『点』として存在していたが、それらが『線』としてスムーズにつ

ながっていなかった、という事ではないか。 

・駅の改札口を抜けて降り立ったが、観光案内所がどこにあるのか、見付けにくい 
・駅舎から出てバスに乗りたいが、バスターミナルがどこにあるか、分かりづらい 
・バスターミナルよりバスに乗りたいが、バス乗り場の中でどのバス停なのか、が分かりづらい 
・観光案内所がある観光施設に入ったが、施設内でどの経路をたどって行けばよいか、分かりづらい 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・等々 

旅行者が当地を訪れる際には、こちらの立場では区別せず地域のみんなを「くしろの人々」とし

て接してくる。それ故、交通事業者、観光事業者、公共団体、自治体、地縁団体等々、それぞれが

『点』として意識するのではなく、「自分の施設の前後にどう橋渡しするか」といった『つなぎの

意識』を地域一体で持ち、互いに連携して受入環境を構築していくことが重要と考える。 
 
移動容易化のための言語バリアフリー化に向けた整備モデルを構築するための方針、また、今後

目指すべき方向性や課題解消対策について、下表のようにまとめることが出来る。 
 

整備モデルを構築するための方針 課題解消対策 

1．観光交通情報サインの整備 
(1)サインシステムの構築 
(2)表記内容の統一 
(3)デザインの配慮事項の検討 

2．二次交通の利便性向上 (1)既存二次交通の改善 
(2)二次交通の利便性向上に向けた新たな取り組み 

3．媒体を活用した情報提供 (1)パンフレットによる情報提供 
(2)電子媒体による情報提供 

 
更なる外国人旅行者の利便性や満足度を向上させるための手法について、移動の容易化の視点で

今後の展開方向を検討する。 
 

(1)移動の円滑化に向けた情報提供のあり方について 

外国人旅行者の視点で圏域内の移動容易化を考えたとき、外国人対応が可能な観光案内所の質

的、量的な拡充が求められる。国際観光振興機構（JNTO）では、外国人向け総合観光案内所で

あるツーリスト・インフォメーション・センター（TIC）で観光情報を提供すると同時に、地方

公共団体や観光関連施設が運営する外国人旅行者への対応が可能な観光案内所（ビジットジャパ

ン案内所）をネットワーク化し、TIC と連携しながら

ニーズに応じた案内や情報の提供を行っている。 
釧路地域では、阿寒観光案内所（阿寒湖まりむ館）が

同ネットワークに参加しており、外国語対応の情報提供

も実施している。今後は、地域内において各交通拠点、

二次交通、目的地における外国人旅行者対応が可能な案

内所を拡大し、多言語対応が可能な有人窓口を増設して

■阿寒観光案内所
（阿寒まりむ館） 
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スキルアップをはかることが必要で有る。そして、これらが中心となり圏域内全体として連携す

る地域内ネットワークを構築することが求められる。 
その上で、HP や WEB 情報と連携した観光案内所機能の充実が欠かせない。その際、観光

案内所では、地図上やWEB 情報では『 i 』マーク等で「ここが観光情報を得られる場所であ

る」という場所のこととして明記されているが、具体的にどんな情報提供ができるのかを可視化

することが求められている。 

 

(2)観光圏（広域エリア）としての連携、関係者及び住民レベルへの波及効果（インナープロモーション） 

外国人旅行者の利便性向上のためには、交通機関や観光地だけではなく、地域全体としてのサ

ポート体制を強化していくことが求められる。例えば商業施設、銀行、郵便局、医療機関、ATM
のあるコンビニエンスストアなどにおいても、外国人の利用者に対してスムーズなサービスの提

供と併せて、ボランティア通訳者等による多言語により案内・誘導ができる体制、仕組みづくり

を進めていくことが望ましい。 
これにより外国人旅行者が長期滞在可能な生活居住空間が醸し出され、日用品の買出しやデリ

バリー等による経済効果や人的交流・ふれあいによるリピーター増などの波及効果も潜在的にあ

るものと考えられる。何より外国人に優しいまちづくりは、高齢者や交通弱者含め地域の生活者

にとっても優しいと言える。 
このためには地域全体として外国人旅行者の増加による恩恵（経済的効果、賑わいづくり、異

文化交流など）の理解や課題の共有と、これを踏まえた連携のためのコンテンツづくり（翻訳手

法、対応の標準的手法（例；おもてなしマニュアル）など）が求められる。 
また、地域の各施設従業員等が外国人旅行者との接遇を体験する中で、改めて得られた課題や

問題点を地域全体にフィードバックしていくような継続的なコンテンツの改善活動が必要であ

るものと考える。 
 

ここで重要な視点といえるのが、上記いずれにも出てくるキーワード「地域全体での連携」で

ある。旅行者の来訪目的はその地域の観光資源や風景、風土、食、文化などと接することである。

そうなると、地域住民との交流の機会も当然増えてくる。情報提供（案内表示）施設など受入環

境施設はあくまでそれを支援するためのものに過ぎない。したがって施設による饒舌すぎる情報

提供や過度の修景により、地域本来の魅力を損なわないように注意しなければならない。 
旅行者にとっての満足度は、魅力的な観光資源や人とのふれあいなど地域の文化に触れること

によって生まれる。よって、一人でも多くの住民が観光客を迎え入れる「おもてなしの心（ホス

ピタリティ）」を持って地域全体の環境を向上させることが望ましく、これこそが言語バリアフ

リー環境整備の構築の頂点といえる。当該観光地を案内する主体は「地域の人々」なのである。 

 
(3)より魅力的で「おもてなしの心あふれる」受入環境整備に向けて 

今後の受入環境整備のソフト面対策として以下の 10 点を提案する。 
1．宿泊施設従業員の外国語講座を、閑散期に集中して行うこと。 
2．宿泊施設で米ドルやユーロ、韓国ウォン、中国元、香港ドル、台湾ドルの外貨両替を実施

すること。 
3．円高対策として旅行客の利便性をさらに高めるために、宿泊や飲食、土産物購入費などを

ウォンや香港ドルなどで支払えるようにすること。 
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4．継続的に、外国人旅行客満足度調査などを実施し、問題点の抽出と課題解決の基礎データ

とする必要がある。そして、これは誘致に必要なデータになる。 
5．外国人ボランティアガイドの育成にも力を入れて、NPO 法人阿寒観光協会まちづくり推

進機構が作成している多言語のまちあるき地図を持って一緒にマチを歩くような取り組み

も行っていきたい。 
6．観光圏内には 2 つの自治体があるが、それぞれゲートウェイになる場所（駅、空港、バス

ターミナル）などに「外国人に対応できる観光案内所」を到着時間に合わせて運営すること

も提案したい。ここには市民のボランティアスタッフが常駐し、外国人観光客に対しその国

の言語に応じた観光案内や、緊急時の対応サポートを行うことを目的とする。 
7．日常的には、市民まちづくり団体と留学生や ALT、観光施設従業員の外国人等と市民のふ

れあいの場の提供や、イベントでの外国人ボランティアスタッフ支援などの活動を行うこと

を実践させたい。 
8．多言語による「ウェルカム・カード」の作成。 

言語種別としては日、英、中（繁･簡）、ハングル、独、西、伊、仏語 8 言語・9 種類。外

国人旅行者にウェルカム・カードを作成し、観光案内所や宿泊施設などで配布する。その後、

主要観光エリアの詳細な情報を掲載したエリアマップも 4 言語で提供する。 
9．外国語によるメニューの普及。 

外国人旅行者が、釧路地方の食の魅力を堪能できるよう、圏域の飲食店に、外国語メニュ

ーの普及を図るべきである。フォームに入力するだけのシステム作りと共に、飲食店団体な

どを対象に外国語メニュー作成の研修を行い、個々の事業者への普及を図るべきである。日

本語、英語、韓国語、中国語の簡体字・繁体字の 4 言語 5 種類を併記し、料理に使用して

いる卵、小麦粉などのアレルギー食材や、宗教的な理由で食べることができない食材の情報

をイラストで表示するなど、外国人旅行者に配慮した機能を付加している。 
10．「応対・表記普及」も行いたい。 

飲食店や商業施設などを対象に、外国人旅行者向けの応対・表記事例集を作成し、各施設

による外国人旅行者への取り組み支援を行う。 
外国語ができないスタッフでも、外国人旅行者と最低限のコミュニケーションが取れるよ

う、飲食施設、商業施設、文化施設などの施設の種類や、様々なシーンに応じた会話事例を

記載する。 
 
おわりに.... 

インバウンド対策の成果と今後の課題について記述すると、経済波及効果はもちろんのこと、一

番大きな成果は外国人観光客に対する「おもてなしの心」が市民全体にしみわたることである。 

市内に在住する留学生が、市や自治会のイベントに参加し地域の人々とふれあうことで、見ず知

らずの外国人に対する排他する気持ちが拭え、いつでも温かいおもてなしができるようになるだろ

う。地域住民全体に「おもてなしの心」という受け入れ体制の底上げが図られることで、本当の意

味での「国際観光地」としての基盤づくりができるものと考える。 

 


