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はじめに 

 

 

外国人旅行者の受入環境整備については、現在自治体、民間事業者等によって様々な取

り組みがなされているが、道南地域では全体的に十分な効果がまだ表れていないのが現状

である。 

訪日外国人旅行者数２,０００万人をめざすためには、外国人旅行者の不便や障害、不安

等を徹底的に解消するとともに、満足度を高めることが重要である。 

２０１６年３月に予定されている北海道新幹線開業は、今回の調査対象である道南地域

に外国人旅行者を飛躍的に増加させる絶好の機会であり、外国人の目線に沿った受入環境

整備が喫緊の課題となっている。 

このような状況下で、本業務は北海道在住の外国人を「調査員」として道南地域に派遣

し、地域の観光案内看板や観光パンフレット、ホームページ等を外国人の目線で調査する

とともに、受入環境整備が遅れている部分など調査結果で明らかになった課題については、

調査員の意見をもとに改善策を示している。 

あわせて、道南地域の観光資源について、外国人旅行者にどう受け止められるのか、ま

た、観光を楽しんでもらうには、どのような視点で多言語対応を行っていくことが必要か

についても調査した。 

外国人旅行者の受入に向け、自主的に取り組んでいこうとしている地域にとって、この

調査結果が今後の事業推進の一助になれば幸いである。また、外国人旅行者にとってより

一層魅力的な道南地域となっていくことを期待するものである。 

最後に、本調査を実施するにあたりご協力いただいた関係各位に対し、記して厚く御礼

申し上げる次第である。 

 

平成 27 年 3 月 

 

北海道運輸局企画観光部観光地域振興課 
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Ⅰ．調査の概要 

 

１．調査の目的 

受入環境整備については、現在積極的に取り組みが進められているが、訪日外国人旅行者

数２,０００万人達成には、外国人旅行者の不便や障害、不安等を徹底的に解消するとともに、

満足度を高めることが重要である。 

特に多言語対応等については、外国人目線に沿った対応が重要であることから、地域の観

光案内看板や観光パンフレット、ホームページ等を外国人の目線で調査を行うとともに、改

善策を示すことで、自主的に多言語対応等を進める意思のある地域の取り組みをより効果的

なものになるよう支援することを目的として当事業を実施する。 

 

 

２．調査対象地域及び調査実施日 

（１）本業務の調査対象地域 

木古内、江差、松前地域 

 

（２）現地調査実施日 

平成２７年２月２７日（金）～３月１日（日） 

 

（３）調査実施会社 

株式会社ライヴ環境計画 

 

３．調査の方法 

（１）調査員の募集 

本業務で調査員として派遣する外国人の募集については、以下の方法で実施した。なお募

集人員は観光関係の有識者３名と留学生４名の、合計７名である。 

 

①北海道内のＣＩＲ（国際交流員） 

②調査協力会社のＪＴＢ北海道でインバウンド業務に関係している通訳案内士 

③調査受託会社で翻訳や調査事業を依頼している専門家 

④過去同種の調査業務に参加したことのある留学生 

⑤外国人留学生を受け入れている大学の担当教員 

 

これらの方々に対して個別に参加要請を行い、結果当初計画していた専門家３名（英語・

繫体字簡体字・ハングル）留学生４名（英語・繫体字・簡体字・ハングル）を募集、派遣し

た。  



北海道における外国人目線による多言語対応現状調査事業 

3 

 

 

（２）調査員一覧 

 国・地域 性別 調査言語 

1 カナダ 女性 英語 

2 台湾 男性 繁体字 

3 中国 女性 簡体字 

4 韓国 女性 ハングル 

5 アメリカ・カナダ 男性 英語 

6 中国 女性 繁体字・簡体字 

7 韓国 女性 ハングル 

 

（３）現地事前調査による地元ニーズの把握 

２月１０日（火）に現地事前調査訪問を実施し地元ニーズのヒアリングを行った。 

 

新幹線木古内駅 

活用推進協議会 

（渡島・檜山９

町） 

＊調査対象については、協議会として売り込みをはかっている「旬感 

千年北海道」を基本に考えてほしい。 

＊調査日程は冬季休業施設も臨時営業する「旬感 千年北海道冬の北海

道松前号・江差号」運行日に合わせるとよい。⇒２月２７日（金）～

３月１日〈日〉で計画 

＊今回の調査は受入環境整備が中心とのことだが、外国人目線での「旬

感 千年北海道」の魅力度アップに向けたアドバイスも是非してほし

い。 

＊調査される外国人の皆さんには「旬感 千年北海道」について詳細に

紹介している「チビスロウ」を事前にみてからお越しいただきたい。

（現物入手） 

木古内町 ＊新幹線駅から駅前広場までの動線と案内ポイントのチェックをしてほ

しい。 

＊現在駅前の中核施設として建設計画中の「木古内町観光交流センタ

ー」のサイン計画に対するアドバイスがほしい。 

＊新幹線乗降時間までの間駅前で飲食、買い物していただくためのポイ

ントを教えてほしい。 

松前町 ＊市街地にある英語標識案内看板を調査してほしい。 

＊松前城、松前藩屋敷は冬季休業中なので道の駅「北前船 松前」を調

査してほしい。 

江差町 ＊「いにしえ街道」を重点的に調査してほしい。建物内の案内について

も点検、アドバイスしてほしい。 

＊昼食は「にしんそば」を食べてほしい。 

＊奥尻町も新幹線木古内駅活用推進協議会に入っているので江差フェリ

ーターミナルも調査してほしい。 

（調査終了後、報告会等をする場合、いつも協議会の会議も江差で行っ

ているので、江差町として場所の提供をすることも可） 
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「旬感 千年北海道」のパンフレット 
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（４）現地調査モニターツアーコースの設定 

コースの設定にあたっては、現地事前調査による地元ニーズをふまえ、北海道運輸局と打

ち合わせを行い、以下の内容を決定した。 

 

日 
月日 

（曜） 
行     程 

１ 
2/27 

（金） 

8:30 札幌駅北口「鐘の広場」集合 
 

8:50      12:30-13：15             13:50-14:10 

JR札幌駅＝＝＝大沼公園（昼食:フレンドリーベア）＝＝＝トラピスト修道院 
 

14:30-15:00         15:00-16:00 

木古内駅とその周辺調査＝＝＝まち歩き（商店街２店舗～みそぎ浜でみそぎ体験） 
 

   16:10-17:30              17:40 

＝＝＝意見交換会（木古内町及び関係者）＝＝＝旅館「きたかい」着 

２ 
2/28 

（土） 

9:00    9:15-10:00                 10:30-11:10 

旅館発＝＝＝知内町「三洋食品」工場直売所＝＝＝福島町「青函トンネル記念館」 
 

11:20-11:50                  12:20-13:20    

福島町「横綱千代の山・千代の富士記念館」＝＝＝矢野旅館（昼食、館内調査） 
 

   13：20-13:50   14:00-14:20        14:30-15:30 

＝＝＝松前町内散策＝＝＝道の駅「北前船 松前」＝＝＝意見交換会 
 

   16:30-17:00           17:30 

＝＝＝道の駅「上ノ国 もんじゅ」＝＝＝ホテル「ニューえさし」着 
 

   18：00 

＝＝＝夕食（チャイニーズレストラン美華） 

３ 
3/01 

（日） 

8:50     8：55（徒歩で移動）               ～10：15 

ホテル発＝＝＝旧檜山爾志郡役所＝＝＝「いにしえ街道」散策＝＝＝姥神大神宮 
 

   10：20-10：50 11:00-11:40 11：50-12：10       12：20-13：00 

＝＝＝横山家＝＝＝「開陽丸」＝＝江差フェリーターミナル＝＝＝昼食（「レストラ

ン江差家」でにしんそば） 
 

   13：00-13：30         13：40-15:00   15：30-16：00 

＝＝＝江差山車会館・江差追分会館＝＝＝意見交換会＝＝＝道の駅「あっさぶ」 
 

   20：30 

＝＝＝JR札幌駅 
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（５）調査箇所、チェック項目の設定 

①２月２７日（金） 

チェックポイント チェック、評価の対象 

札幌駅出発（バス） ・パンフレットの多言語・理解度チェック 

・イベントＤＶＤ（車内で放映）の魅力度評価 

トラピスト修道院 

※見学のみ 

・感想等を記載 

木古内駅とその周辺 

※見学のみ 

・感想等を記載 

木古内町 

・商店への立ち寄り（２店舗） 

・木古内みそぎガイドより町の案

内、「寒中みそぎ」の（疑似）体

験 

・ガイドの説明の理解度チェック、魅力度評価 

・商店の多言語・理解度チェック、魅力度評価 

・寒中みそぎ体験（疑似体験）の魅力度評価 

意見交換会（木古内町及び関係者） 

・「サイン計画」「観光交流センタ

ー」の説明、意見交換など 

・観光交流センターへの提案などを記載 

旅館「きたかい」 

・旅館で夕食（経営者と意見交換） 

・館内の多言語・理解度チェック、魅力度評価 

 

 

②２月２８日（土） 

内容 チェック、評価の対象 

知内町「三洋食品」工場直売所 ・店内の多言語・理解度チェック、魅力度評価 

福島町「青函トンネル記念館」 ・館内の多言語・理解度チェック、魅力度評価 

福島町「横綱千代の山・千代の富

士記念館」 

・サイン、看板の多言語・理解度チェック 

矢野旅館（昼食、館内） ・館内の多言語・理解度チェック、魅力度評価 

松前町内を散策 ・サイン、看板の多言語・理解度チェック 

道の駅「北前船 松前」 ・館内の多言語・理解度チェック、魅力度評価 

意見交換会（松前町及び関係者）  

道の駅「上ノ国 もんじゅ」 ・館内の多言語・理解度チェック、魅力度評価 

ホテル「ニューえさし」 

江差町で夕食（チャイニーズレス

トラン美華） 

・館内の多言語・理解度チェック 

・店内の多言語・理解度チェック、魅力度評価 
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③３月１日（日） 

内容 チェック、評価の対象 

江差町 

・旧檜山爾志郡役所を見学（説明

つき） 

・「いにしえ街道」を見学（説明つ

き） 

・姥神大神宮を見学（説明つき） 

・横山家を見学（説明つき） 

・旧檜山爾志郡役所の多言語・理解度チェック、魅力

度評価 

・「いにしえ街道」の多言語・理解度チェック、魅力

度評価 

・姥神大神宮の説明の理解度チェック、魅力度評価 

・横山家の多言語・理解度チェック、魅力度評価 

・「開陽丸」を見学 

・江差フェリーターミナルを見学 

・館内の開多言語・理解度チェック、魅力度評価 

・ターミナルの多言語・理解度チェック 

江差町で昼食 

（レストラン江差家で「にしんそ

ば」） 

・店内の多言語・理解度チェック、「にしんそば」魅

力度評価 

・「江差山車会館・江差追分会館」

を見学、江差追分を聴く体験 

・館内の多言語・理解度チェック 

・「江差追分」の魅力度評価 

意見交換会（江差町及び関係者）  

道の駅「あっさぶ」 ・館内の多言語・理解度チェック、魅力度評価 
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Ⅱ．調査結果 

 

１．現地での調査結果 

 

調査期間中に、該当地域の情報媒体（パンフレット、ＤＶＤ）および訪問施設の多言語状

況と受け入れ環境の調査、魅力についての調査を実施した。 

情報媒体（パンフレット、ＤＶＤ）、木古内地域、松前地域、江差地域、その他の地域の４

つの区分で調査結果を整理しまとめると次のとおりである。 

 

＜調査結果の見方＞ 

・調査員からの意見を、国籍ごとに、「アメリカ・カナダ」「台湾」「中国」「韓国」

の順番で掲載している。 

・特に問題がなかったという場合は「―」で示している。２名のうち、１人でも意

見があった場合は内容を記載している。 

・トイレの場所が分かるか、買い物ができるか、などは「分かる」「できる」で記

載している。２名の意見が違った場合は、双方の見解を掲載している。 

・表は、チェックシートの調査結果をまとめたものだが、説明文については、意見

交換会にて発言のあった内容についても、関連箇所ごとに掲載している。 

・調査員から特に好評であったこと、評価が高かったことについては、赤字と下線

で強調し表記している。 

 

 

（１）パンフレット、ＤＶＤの調査 

①松前町パンフレット「旅はさくら色『松前』」 

記載されている内容、読みやすさについて、分かりや

すいと評価が高かった。 

一方、「寄り道」「時代劇」「城下」などの日本語が伝

わりにくいという意見があった。 

 

 
アメリカ・カナ

ダ 
台湾 中国 韓国 

チェックした言語 英語 繁体語 簡体語 ハングル 

Ｑ.意味が分からな
い箇所は？ 

「寄り道」「時代
劇」が伝わりにく
い 

― 
「城下」は分から
ないのでは 

― 

Ｑ.修正が必要な箇
所は？ 

ある ある ― ― 

Ｑ.足りない情報、
もっと知りたい
情報は？ 

― 
距離、歩くのにか
かる時間、時刻表
など 

― ― 
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②江差町パンレット「江差之旅」かわら版 

記載されている内容や読みやすさ、レイアウトなどに

ついて評価が高かった。 

一方、「かわら版」「案内紙」という表現が伝わりにく

いという意見があった。 

 

 
アメリカ・カナ

ダ 
台湾 中国 韓国 

チェックした言語 英語 繁体語 簡体語 ハングル 

Ｑ.意味が分からな
い箇所は？ 

「Kawara-ban」
の説明が少しある
と良い。 

― ― 
「案内紙」が分か
らない。 

Ｑ.修正が必要な箇
所は？ 

― ある ― ― 

Ｑ.足りない情報、
もっと知りたい
情報は？ 

― 
距離、歩くのにか
かる時間、時刻表
など 

― ― 
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③木古内町ＤＶＤ「寒中みそぎ」（日本語のみ） 

前編静止画（写真）で、音楽が流れているＤＶＤであり、説

明は字幕のみだったが、祭事の様子から寒中みそぎフェステ

ィバルの様子まで、さまざまなシーンが映し出され、祭りの雰

囲気が伝わってきたという声があった。 

一方、字幕の流れるスピードが速いという意見や、「寒中み

そぎ」の背景にある日本独自の伝統文化について理解ができ

なかったという意見があった。 

 

 
アメリカ・カナ

ダ 
台湾 中国 韓国 

Ｑ.意味が分からな
い箇所は？ 

字幕が速く、歴史
など十分情報を得
られなかった。 

― 
日本独自の伝統に
ついて 

― 

Ｑ.不適切な表現、
内容は？ 

― ― ― ― 

Ｑ.感想 

・写真が多いのはとても良いが、それに説明が備わっていないので、あまり多
くの情報が得られなかった。［アメリカ・カナダ］ 

・動画を入れるともっと分かりやすくなるのでは。［アメリカ・カナダ］ 

・歴史の背景は興味深いので、もう少し詳しく、ゆっくりとしたペースで情報
を流してほしい。［アメリカ・カナダ］ 

・流れていた音楽はやさしかった。［台湾］ 

・画像は良いが、祭りに関して、分かりやすい説明が必要。［中国］ 

・地域で伝統を受け継いでいこうとする姿勢に感動した。［韓国］ 
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④松前町ＤＶＤ「松前さくら」（日本語のみ） 

松前の桜について紹介している映像で、桜の種類の多さに驚

いていた。 

桜は日本全体でのイメージが強いことから、町独自の桜の固

有性や、種類の多さなどをもっとアピールした方がよいという

意見があった。 

 

 
アメリカ・カナ

ダ 
台湾 中国 韓国 

Ｑ.意味が分からな
い箇所は？ 

― ― ― ― 

Ｑ.不適切な表現、
内容は？ 

― ― ― ― 

Ｑ.感想 

・松前には本当にさまざまな種類の桜が咲いていることを再認識させられま
した。松前でしか見られないものもあるということで、その部分はもっとア
ピールして良いのではと思いました。［アメリカ・カナダ］ 

・たくさんの種類の桜がありどれもとても美しい。DVD は外国人にもわかる
が、英語版が必要。映像もかなり古いように見えた。［アメリカ・カナダ］ 

・桜の種類が多いことにびっくりした。［韓国］ 
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（２）木古内地域の調査 

①木古内駅とその周辺 

現在建設中の新幹線に対応した「木古内駅」の駅舎や周辺のま

ちなかで、道南スギが積極的に用いられており、「香りが良い」

「地域資源をブランド化しようとしているところが良い」と評価

が高かった。また、もっといろいろな場所で利用すべきとの声が

多かった。 

駅周辺については、歩いて見学したこともあり、まち歩きに必

要な情報（看板やマップなど）を今後整備してほしい、との意見

があった。 

 

Ｑ.感想 

・まだ看板などもできあがっていないため、あまり確認ができなかった。［ア
メリカ・カナダ］ 

・木の香りが充満していて、安らげるつくりになっていると思った。［アメリ
カ・カナダ］ 

・昔風な町。まだ発展していないし、空いている空間がまだある。［台湾］ 

・とっても期待している。きれいな町で、伝統をとっても大事にしているとこ
ろは感銘を受けた。［中国］ 

・外国人利用者より、日本の観光客のニーズを（まず）把握することが急務だ
と思う。［中国］ 

・道路の標示の充実を。［中国］ 

・道南スギというブランディングが良い。飾り物やお土産など物語性、話題性
を。［中国語］ 

・町の感じが寂しかった。訪れたお菓子屋さんやお酒屋さんは、もっと外から
も分かるようにアピールする必要がある。［韓国］ 

・いよいよ北海道新幹線が開通するドキドキ感があった。まちを上げて国内外
の客を迎えるのに準備をしていること、道南スギをＰＲしようとしているこ
となどが分かった。［韓国］ 

・道南スギを利用したテーブル、椅子など用意された休憩できるオープンカフ
ェなどあると良い。［韓国］ 
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②木古内町 まち歩き（ガイドの説明） 

地域おこし協力隊でもあるガイドの説明を受けながら、

街中をあるき、店をまわった。 

はっぴを着てのおもてなしの姿勢、写真を用いながらの

丁寧な説明、スピーカーを用いて声がきちんと届くように

配慮していることなどが、好評であった。 

一部英語での説明があり、ぜひ内容を拡大して欲しいと

いう意見があった。 

 

 
アメリカ・カナ

ダ 
台湾 中国 韓国 

Ｑ.意味が分からな
い箇所は？ 

― ― ― ― 

Ｑ.不適切な表現、
内容は？ 

― ― ― ― 

Ｑ.感想 

・悪天候が残念だったが、訪れたお店は２軒とも、とても魅力的で、町の工事
の説明も、完成が楽しみになるようなものだった。［アメリカ・カナダ］ 

・ガイドの方々はフレンドリーだったが、北海道新幹線建設の情報と町の情報
があるとより良いだろう。［アメリカ・カナダ］ 

・空いている土地がまだあるので、将来、道幅が広く、きれいで、静かな空間
になるといい。［台湾］ 

・外国人には、日本人観光客に比べて、説明のポイントをどこに置くかを研究
してほしい。［韓国］ 
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③商店（酒屋） 

酒屋さんでは、お店の説明のほか、試飲とともに商品（日本酒）

の説明を受けた。 

地物の酒「みそぎの舞」の飲み比べなど、試飲を勧められなが

ら商品について説明を受けるスタイルは好評で、違いを楽しみな

がら話を聞くことができた。 

今回のように説明があり、試飲ができれば、外国人旅行者から

もお土産に好まれるという意見が多かった。 

 

 

 
アメリカ・カナ

ダ 
台湾 中国 韓国 

Ｑ .自分の国の観
光客は買い物が
できるか？ 

酒についての説明

があれば買える。 
できる できる できる 

Ｑ .自分の国の観
光客にとって魅
力的な品物は？ 

・純米や大吟醸、とっても美味しかった。お酒はいろいろな人に喜ばれるの
で、（新幹線が開業する）これからが楽しみ。［アメリカ・カナダ］ 

・酒が美味しかった。オーナー達がフレンドリーだった。酒のパンフレットを
英語で作ると良い。［アメリカ・カナダ］ 

・酒は良いプレゼントになるので買う。［台湾］ 

・日本酒［中国］ 

・「みそぎの舞」［中国］ 

・クレジットカードが使えると良い［中国］ 

・地元の酒「みそぎの舞」など［韓国］ 

・「みそぎの舞」など。お酒は女性が好みそう。［韓国］ 
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④商店（和菓子屋） 

和菓子屋さんでは、お店の歴史や代表的な商品「孝行もち」に

関係する『木古内の坊』の話を聞きながら、試食などを行った。 

商品名が日本語のみの表記なので、外国人旅行者には中身のイ

メージがつきにくいので買いづらいという意見、特に、アレルギ

ーを持つ人にとっては、材料を把握することが重要で、木の実な

どの材料に関しての表示を行った方が良いという意見があった。 

 

 

 

 
アメリカ・カナ

ダ 
台湾 中国 韓国 

Ｑ.自分の国の観光
客は買い物がで
きるか？ 

・木の実類など食
品アレルギーがあ
るので分からない
と買いづらい。 
・買えるが、英語
での情報がほし
い。 

できる できる できる 

Ｑ.自分の国の観光
客にとって魅力
的な品物は？ 

・和菓子は、欧米人にも人気なので、もう少し英語での説明も増やすといい。
［アメリカ・カナダ］ 

・スイーツが美味しかった。オーナー達がフレンドリーだった。外国人旅行者
に対して英語が必要。［アメリカ・カナダ］ 

・お菓子［中国］［中国］ 

・クレジットカードが使えると良い［中国］ 

・試食ができると良い。［中国］ 

・孝行もちなど［韓国］ 

・お菓子［韓国］ 
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⑤寒中みそぎ体験（疑似体験） 

海岸でレインコートを着て、みそぎ浜で「寒中みそぎ体験」を行う予定であったが、悪天

候のため中止となった。 

しかし、バスの中で、「寒中みそぎ」の行修者の経験を持つガイドから「寒中みそぎ」の歴

史や内容、参加する行修者の行動についてなどを詳しく聞き事ができた。 

また、用意された紙を選んでもらい、それを水に紙をつけると４体の御神体（別当・稲荷・

山の神・弁財天）の名前が浮き出る、といったサービスがあった。このような雨天時でも楽

しんでもらおうという対応や、実際に寒中みそぎの行修者になったことがあるガイドの話は

興味深いものであったと好評であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 
アメリカ・カナ

ダ 
台湾 中国 韓国 

Ｑ.自分の国の観光
客にとって魅力
的か？ 

・改善すると魅力
的になる。もう少
し背景や歴史を。 
・短い英語のプレ
ゼンテーション、
英語のパンフレッ
トが必要。 

魅力的 魅力的 

魅力的 
 
・多少の時間はか
かると思うがその
良さは理解でき
る。 

Ｑ1.感想 

・天気が悪く、体験できなかったのが残念だが、趣旨は十分伝った。ただ、日
本語が分からないと写真だけだとあまり歴史や伝統がうまく伝わってこな
いのでは。長きにわたる素晴らしい伝統行事なので、もっと分かりやすく伝
えられる準備があると良い。［アメリカ・カナダ］ 

・寒中みそぎ経験者でもあるガイドがとても親切で元気だった。彼の説明や経
験談を楽しんだ。外国人旅行者は彼を気に入るだろう。［アメリカ・カナダ］ 

・韓国にはないもので、面白かった。韓国語での説明さえあれば、問題ない。
［韓国］ 

・地域の伝統を今日まで継承していることに感心した。ぜひこれからも地元の
誇りとして継承していってほしい。［韓国］ 
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⑥観光交流センター（説明、完成予定図の紹介） 

意見交換会にて、現在建設中の観光交流センターの説明を受けた。 

無料 Wi-Fi や詳しい情報の提供など観光情報の受発信機能の充実、モデルルートの紹介、

多言語でなくても映像や漫画で紹介することも有効であるなどの意見があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ.説明を聞いた感
想、整備へのアド
バイスなど 

・全体的にとてもよいアイデアだと思う。簡易なものでも良いので英語（最低
限）のサイトと、無料 Wi-Fi があるととても便利だと思う。［アメリカ・カ
ナダ］ 

・モデルルートの紹介を。[中国] 

・みそぎ祭りの魅力と注意点の説明［中国］ 

・頑張っている感じが伝わってきた。［韓国］ 

・センターで詳しい情報を提供して欲しい。みそぎの映像も流すなど。［韓国］ 

・センターは重要だと思う。［台湾］ 

 

 

 

  

木古内観光交流センター完成予定図 
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⑦旅館「きたかい」 

観光ガイドも行うオーナーの旅館では、あたたかい対応やこだわりの料理が好評だった。

バス・トイレ共同であるなど設備上の不便さを感じる声もあったが、それ以上に、もてなし

の心や旅館の雰囲気などが評価された。 

 

 

 

 

 

 

 

 
アメリカ・カナ

ダ 
台湾 中国 韓国 

Ｑ.部屋の備品や案
内で分からない
ことは？ 

・照明のリモコン
の使い方 
・暖房のつけ方、
部屋の中で靴を履
いていいのか？ 

― 下足の置き場所 ― 

Ｑ.災害が発生した
時の逃げ方は？ 

説明はないがイメ
ージできる 

説明はないがイメ
ージできる 

説明はないがイメ
ージできる 

・説明はないがイ
メージできる 
・災害を意識して
いないので逃げ方
が分からない。 

Ｑ .トイレの場所
は？ 

分かる 分かる 分かる 分かる 

Ｑ .お風呂の場所
は？ 

分かる 分かる 分かる 分かる 

Ｑ.宿泊して、 

◎魅力的なこと 

▲不便だったこと 

◎立地、食事の美味しさ、人々のあたたかさ 

◎食事スペースが素晴らしい、とても新鮮で美味しい食べ物、オーナーがとて
もフレンドリー、日の出鑑賞に最適な場所であり、温泉も隣接している。［ア
メリカ・カナダ］ 

◎とてもいい。一番良かった。海も見え、部屋の中はあたたかく、コンビニも
近い。［台湾］ 

◎食事が美味しかった。［中国］ 

◎和食が美味しかった。［中国］ 

◎親切だった。気持ちが伝わった。［韓国］ 

◎笑顔での接客が良い。居心地が良かった。［韓国］ 

◎女性が好むおしゃれな雑貨が目をひく。［韓国］ 

 

▲２階トイレが男女同じスペースなのでその説明［アメリカ・カナダ］ 

▲個別の浴室またはシャワールームがないのは、外国人にとって不便。部屋・
浴室・シャワー・緊急時のルールに関しての説明とリストが必要。［アメリ
カ・カナダ］ 

▲バス、トイレが不便。［中国］ 

▲トイレと風呂が部屋についてなかった。［韓国］ 
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（３）松前地域の調査 

①矢野旅館（昼食、客室、浴室の調査） 

昼食会場となったほか、館内を案内してもらいチェックした。若女将が和服で対応してく

れたことに加えて、宿泊人数に応じていくつかの広さ、形式の客室があり好評だった。 

温泉でもある浴室では、入浴に関する外国人旅行者向けのポスターの内容が現在には相応

しない（内容が古い）ことや、温泉の効能を外国語でも表記してほしいという声、食事会場

のように、桜をイメージできる部屋のつくりだと喜ばれるのではという意見などがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客室には、無料 Wi-Fi の接続方法が 

英語で詳記されていた。 

 

 

 

 

 
アメリカ・カナ

ダ 
台湾 中国 韓国 

Ｑ.部屋の備品や案
内で分からない
ことは？ 

・浴室のピクト表
示（禁煙など） 
・布団が押し入れ
の中にあること 

― ― ― 

Ｑ.災害が発生した
時の逃げ方は？ 

分かる 分かる 分かる 分からない 

Ｑ .トイレの場所
は？ 

分かる 分かる 分かる 分かる 

Ｑ .お風呂の場所
は？ 

分かる 分かる 分かる 分かる 

 

 

 

②松前町内のサイン、看板 

松前城を取り囲む城下町エリアは、城下町らしい風景に配慮した景観であり、好評だった。

桜はもちろん、桜のシーズン以外でも、街歩きを楽しんでもらえる工夫を望む声がった。 

また、サインをはじめ、要所にあるマップについて多言語対応（英語、繁体字、簡体字、ハ

ングル）がなされており、評価が高かった。 

桜については、その多様さや松前の独自性、命名の由来、ルーツ（品種改良の流れ）など
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について興味を持つ人も多く、桜の花の美しさとともに、もっとアピールするべきとの意見

が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アメリカ・カナダ 台湾 中国 韓国 

チェックした言語 英語 繁体語 簡体語 ハングル 

Ｑ.意味が分からな
い箇所は？ 

ー ー ー ー 

Ｑ.修正した方が良
い箇所は？ 

ー ー ー ー 

Ｑ.足りない情報、
もっと知りたい
情報は？ 

・観光案内所、無
料 Wi-Fi が使える
場所 
・桜の種類、公
園、建物、歴史に
ついてなど 

ー 
観光スポット、歩
くルートの紹介 

松前ならではの桜
に対する説明を全
面に出してほし
い。 

 

 

 

③道の駅「北前船 松前」 

リニューアルオープン前ということもあり、お土産など商品の

品揃えはやや少なめであったため、桜を使った（イメージした）

商品の充実などを望む声があった。 

また、海の近くに立地しているため、海の景観をもっと活かし

た方がよいとの意見や、まだ道の駅になじみの薄い外国人旅行者

には、「道の駅＝お土産がある、休憩できる、飲食できる」などが

分かるような看板や表記（「Michi No Eki」以外の表記が良い）を

掲げるとよいなどの意見があった。 

レストランについては、写真を用いてメニューのイメージがつ

きやすいように工夫されていたが、食券器になじみの薄い外国人

旅行者にとっては利用を躊躇するかもしれないという声があっ

た。 

また、閲覧用として置いてあった、

地元の高校生が作成した「松前の歩き

方」は、英語で松前のこと（お店やお

土産なども含めて）が紹介されてお

り、内容が大変素晴らしいと評価を受

けた。しかし、表紙が漢字だけのため、

外国人旅行者が手に取ることに結び

つかないのではないか、との指摘があ
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った。 

 

 アメリカ・カナダ 台湾 中国 韓国 

Ｑ .トイレの場所
は？ 分かる 分かる 分かる 

分かる 

分からない 

Ｑ.修正した方が良
い箇所は？ 

Michi No Eki → Rest Stop に修正［アメリカ・カナダ］ 

Ｑ.感想 

・タッチパネルはとても良いアイデアだが、使われていない。［アメリカ・カ
ナダ］ 

・お土産、食品に関する情報は、特にアレルギーに関してなど、せめて英語併
記があると買ったり、食べたりしやすいのでは。［アメリカ・カナダ］ 

・スタッフが外国人の客を恐がっているように見えた。建物や景色は素晴らし
く便利な場所なのにもったいない。［アメリカ・カナダ］ 

・印象はない。無料で水が飲める場所があると良い。［台湾］ 

・海の景色がきれいなので、観光資源として利用すべき。［中国］ 

・桜の種類についてもっと知りたい。松前でしか見られない桜は 105 種類も
あると聞いた。このような観光資源をもっと活用すると魅力的な場所になる
と思う。［中国］ 

・『さくら』をメインとして頑張ろうとしていることは分かるが、買うまでに
は至らなかった。桜は松前だけでなく日本全体のシンボルのように思われて
いる。何か違うもので特化した方が良いかもしれない。［韓国］ 

・海の見えるカフェがあると嬉しい。［韓国］ 

・何かものたりない。［韓国］ 

Ｑ.自分の国の観光
客にとって魅力
的なお土産は？ 

・桜を使ったお菓子は魅力的。［アメリカ・カナダ］ 

・桜の飾り物［中国］ 
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（４）江差地域の調査 

①ホテル「ニューえさし」 

ビジネスホテルタイプのつくりであるため、設備等での不便

さがなかったが、部屋に備わっている案内資料などがもう少し

分かりやすい場所に置いてあると良いとの意見があった。 

 

 アメリカ・カナダ 台湾 中国 韓国 

Ｑ .部屋の備品や
案内で分からな
いことは？ 

無料 Wi-Fi の使い
方 

ー ー ー 

Ｑ .災害が発生し
た時の逃げ方
は？ 

説明が見当たらな
かった 

分かる 分かる 
分からない 

分からない 

Ｑ .トイレの場所
は？ 

分かる 分かる 分かる 分かる 

Ｑ .お風呂の場所
は？ 

分かる 分かる 分かる 
分からない 

分かる 

Ｑ.宿泊して、 

◎魅力的なこと 

▲不便だったこと 

◎部屋にシャワートイレがついていた。［アメリカ・カナダ］ 

◎小さい町にもビジネスホテルがあって良かった。［台湾］ 

▲Wi-Fi、災害発生時対応マニュアルなどもう少し分かりやすい場所に。［ア
メリカ・カナダ］ 

 

 

 

②食事場所「チャイニーズレストラン美華」 

メニューについては、主な内容については写真が掲載されてお

り、外国人旅行者でも注文できるのでは、という意見が多かった。 

 

 

 

 

 

 アメリカ・カナダ 台湾 中国 韓国 

Ｑ .自分の国の観
光客は注文でき
るか？ 

できる できる 
できない 

できる 
できる 

Ｑ .トイレの場所
は？ 分かる 分かる 

分からない 

分かる 

分からない 

分かる 
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③旧檜山爾志郡役所 

ガイドから、建物の歴史、建築上の特徴などに関する説明を丁寧に受けながら館内を見学

した。建物やその歴史に興味を持ったり、内容が面白かったという声が多かった。 

また、海の見えるロケーションであることや、隣にあった留置所の復元施設を見学できた

ことも好評であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アメリカ・カナダ 台湾 中国 韓国 

Ｑ.意味が分からな
い箇所は？ 

― ― ― ― 

Ｑ.不適切な表現、
内容は？ 

― ― ― ― 

Ｑ .日本語以外で
説明があるとい
いものは？ 

どこに何が展示さ
れているのかの大
まかな説明 

― 英語の説明 
韓国語のパンフレ
ットがほしい。 

Ｑ.感想 

・歴史ある場所で建造自体も展示物もとても大切にされてきたことが伝わっ
た。留置所も子ども達に喜ばれると思う。［アメリカ・カナダ］ 

・古い建築物がとても魅力的だった。刑務所も良かった。ガイドがとても良か
った。［アメリカ・カナダ］ 

・建築のスタイル［中国］ 

・歴史を感じられて良かった。留置所も面白い。牢屋体験なども良い。［韓国］ 

・観光スポットとしてはとても良い。昔の洋風の建物であり、重要な建物なの
で。海が見えるのが良かった。［台湾］ 

・歴史の中での位置づけ、役割。［中国］ 
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④「いにしえ街道」 

見通しの良い一本道に昔の風景を思わせる景観が再現されている街道に、こんなに立派だ

ったとは知らなかった、街歩きが楽しめて良い、と好評だった。 

ガイドから説明のあった屋号については、面白い、関心を持ったという声が多く、まち歩

きには、今回のようなガイドの存在が重要であるとの指摘があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看板や津波避難通路については、多言語対応が行われており、エリア全体の観光ポイント

の場所や距離、災害時の避難路やその方向などが外国人旅行者にも分かるようになっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アメリカ・カナダ 台湾 中国 韓国 

Ｑ.意味が分からな
い箇所は？ 

全体的に多言語対
応していない。 

ー 
歴史的な物の説明
（説明がない） 

ー 

Ｑ.不適切な表現、
内容は？ 

ー ー ー ー 

Ｑ.感想 

・一本道上に、たくさんの見どころがつまっていて、いろいろと分かりやすい
場所だと思った。多く時間がとれなくても、歩くだけで歴史が感じられるよ
うだった。売店や菓子店ひとつにも歴史があり、立ち寄る場所が多くあるの
は素晴らしい魅力だと思う。［アメリカ・カナダ］ 

・興味深かった。観光する場所として良い環境。［アメリカ・カナダ］ 

・屋号の説明などとても興味深かった。［アメリカ・カナダ］ 

・△の下に「一」など屋号が魅力的。「中国」 

・昔のつくりになっていて、いい。［韓国］ 

・一番良い道だった。訪れた中で一番すごかった。きれいで、静かなところだ
った。［台湾］ 

・散策路について地図があればおもしろい。［中国］ 
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⑤姥神大神宮 

江差町の代表的な観光資源である姥神大神宮では、境内

の案内とともに、名前の由来となっている折居姥の伝説（に

しん伝説）、境内にある山車（ヤマ）に関する資料の説明を

受けた。 

北海道の歴史は浅いと思っていたのに、このような歴史

のある場所があることや、その伝統が今まで続いているこ

とに驚いた、という声が多かった。 
 
 

 アメリカ・カナダ 台湾 中国 韓国 

Ｑ.意味が分からな
い箇所は？ 

ー ー ー ー 

Ｑ.不適切な表現、
内容は？ 

ー ー ー ー 

Ｑ .日本語以外で
説明があるとい
いものは？ 

簡易なものでも良
いのでお祭りの歴
史や説明 

ー ー 
韓国語で簡単な説
明を。 

Ｑ.感想 

・全国各地でさまざまな祭りがありますが、三大祭りに劣ることのない熱気と
歴史、背景にめぐまれた祭りだと思った。折居婆の話など、簡単な紙芝居に
しても面白いし、親しみやすくなるのでは。［アメリカ・カナダ］ 

・ガイドが賢くフレンドリーだった。外国人にとって素晴らしいスポット。［ア
メリカ・カナダ］ 

・説明があったので素晴らしかったが、ガイドがいなかったら素晴らしさが分
からないのではないか。［中国］ 

・姥神大神宮渡御祭はすごく和風な観光資源である。［中国］ 

・小さくてきれいなところ。海も見え、昔の道もあり、素敵なところだった。
［台湾］ 

・歴史にまつわるストーリーが興味深かった。［韓国］ 
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⑥横山家 

現在も住居として利用されている横山家を、主人によって案内してもらった。 

家や蔵のつくり、蔵の中の収納品などについて、江差の町の歴史や、当時の世界とのつな

がりなどを織りまぜながら、ユーモアたっぷりに、分かりやすく説明をうけ、大変好評であ

った。 

一方で、展示品がすべて日本語での表記にとどまっており、興味深い品々であるがゆえに、

多言語化や説明をしてくれるガイドの必要性を望む声が高かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アメリカ・カナダ 台湾 中国 韓国 

Ｑ.意味が分からな
い箇所は？ 

ー ー ー ー 

Ｑ.不適切な表現、
内容は？ 

ー ー ー ー 

Ｑ .日本語以外で
説明があるとい
いものは？ 

大まかな説明を英
語で！ 

パンフレットと簡
単な説明 

ー 
歴史的展示物につ
いての説明 

韓国語のパンフレ
ット 

Ｑ .トイレの場所
は？ 

分からない 分かる 分かる 分からない 

Ｑ.感想 

・とてもすてきな、ユーモアのあるオーナーで、歴史がとっても分かりやすか
った。昔からの家の造りも理解できた。［アメリカ・カナダ］ 

・とても素晴らしい経験だった。［アメリカ・カナダ］ 

・建物見学の中で、一番魅力的だった。（展示されている）本物の品物も見る
ことができた。見学できる範囲がより広いと良い。［台湾］ 

・説明も内容も素晴らしかった。日本の中で江差の歴史は重要であると分かっ
た。物流・交易について日本にもたらした影響についてもっと説明があると
より貴重さが伝わると思う。［中国］ 

・ガイドの話術は魅力的だった。［中国］ 

・富豪の家のエピソードが面白かった。韓国のチェ家のようだった。韓国人に
もうけると思う。［韓国］ 
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⑦開陽丸 

ガイドの案内により、船がつくられた歴史や船の特徴、船に

展示されている大砲や海底から引き上げられた品々の説明を

受けた。幕末の歴史に関心がある人も多く、丁寧なガイドの説

明は好評であった。 

一方で、展示品の説明が多言語対応されていないことが残念

であるという指摘を受けた。また、歴史の説明については、外

国人旅行者には日本の歴史と合わせて説明しても分からない

ことが多く、世界の歴史も取り入れながら展示、説明があると分かりやすいと意見があった。 

 

 
アメリカ・カナ

ダ 
台湾 中国 韓国 

Ｑ.意味が分からな
い箇所は？ 

ー ー ー ー 

Ｑ.不適切な表現、
内容は？ 

ー ー ー ー 

Ｑ .日本語以外で
説明があるとい
いものは？ 

せめて開陽丸全体
の説明を 

英語で説明がほし
い。 

歴史的に重要な説
明については、中
国語で説明がほし
い。 

せめて英語での説
明があると良い 

ない 

韓国語のパンフレ
ット 

Ｑ.感想 

・個人的には、とても楽しみにしていた場所なので、来ることができて良かっ
た。［アメリカ・カナダ］ 

・興味深かった。外国人には良い。美しい眺め［アメリカ・カナダ］ 

・日本にとっても、世界にとっても、歴史的な意味がある場所だと思う。［台
湾］ 

・ガイドの役割がとっても重要。［中国］ 

・ガイドさんの親切に感動した。［中国］ 

 

 

 

⑧江差フェリーターミナル 

江差と奥尻島を結ぶフェリーターミナルは、切符の販売

や乗船に関わる内容はすべて日本語のみであり、外国人旅

行者が自分で切符を買って乗船するのは難しい、という意

見がほとんどだった。 

 

 

 アメリカ・カナダ 台湾 中国 韓国 

Ｑ .自分の国の観
光客はチケット
を買って、船に
乗れるか？ 

・時刻、場所、値
段などすべて分か
らない。 

・英語で説明がな
いので難しい。 

日本語は半分中
国語みたいなの
で分かる。 

・外国人にはやさ
しくない環境だと
思う。 

・できる 

ここでチケットを
買うのは難しい 

Ｑ .トイレの場所
は？ 分かる 分かる 

分からない 

分かる 
分かる 
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⑨レストラン江差家 

ここでは、「にしんそば」を食べてもらうことが目的であった。 

当初、生臭いイメージなど「食わず嫌い」的な考えを持っていた人も少なくなかったが、

食べてみたら美味しかった、イメージが違った、と好評であった。 

メニューは一部写真が入っているので、それらについては外国人旅行者でも注文（メニュ

ーの理解）ができると思うが、写真がないメニューについては、注文は難しいとの意見があ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
アメリカ・カナ

ダ 
台湾 中国 韓国 

Ｑ .自分の国の観
光客は注文でき
るか？ 

ある程度は分かる
が、すべてに写真
がないので一部分
からない。 

できる できる できる 

Ｑ .トイレの場所
は？ 

暖簾をくぐったら
分かる 

分かる 分かる 分からない 

 

 

 

⑩江差山車会館・江差追分会館 

江差山車会館では、姥神大神宮渡御祭で使用する本物の山車（ヤマ）が展示されており、

その装飾などについて説明を受けながら見学し、祭りに関する映像を視聴した。映像を通し

て、祭りの歴史や当日までの準備、当日の様子などが分かり、映像で熱気が伝わってくると

評価が高かった。その分、多言語での表記も望む声も多かった。 

江差追分会館では、江差追分の生演奏を鑑賞した。江差追分の歌声を聞くことについては

全員が魅力的であると評価した。一方、歌詞についての説明などが多言語で紹介される機会

があると良いという意見もあった。 
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 アメリカ・カナダ 台湾 中国 韓国 

Ｑ.意味が分からな
い箇所は？ 

ー ー ー ー 

Ｑ.不適切な表現、
内容は？ 

ー ー ー ー 

Ｑ .日本語以外で
説明があるとい
いものは？ 

江差追分の大まか
な説明、歌詞の説
明 

ー ー 
韓国語のパンフレ
ット 

Ｑ .トイレの場所
は？ 

分からない 分かる 分かる 分かる 

Ｑ.「江差追分」を
聴くことは、自
分の国の観光客
にとって魅力的
か？ 

魅力的。歴史や歌
詞など簡単でよい
ので英語で説明
を。 

魅力的 魅力的 魅力的 

Ｑ.感想 

（江差山車会館） 

・歴史や言い伝えもとても分かりやすく、祭りの熱気も伝わってきて、参加し
たくなるような映像ばかりでした。若い人がたくさん関わっていたり、子ど
も達がたくさん参加していたり、町の人々に大切にされているのも伝わりま
した。［アメリカ・カナダ］ 

・コンテンツは良かったが、英語ではなかった。ビデオはとてもプロフェッシ
ョナルで、映像のクオリティが素晴らしかった。［アメリカ・カナダ］ 

・面白かった。北海道には（このような歴史のある祭りは）ないと思っていた。
［韓国］ 

Ｑ.感想 

（江差追分会館） 

・生の歌を聞く事ができて良かった。体験授業などもあるということで、歌詞
が短いので、ローマ字表記にすると海外の人も参加しやすいのでは。［アメ
リカ・カナダ］ 

・楽しくて、日本の伝統文化に触れる良い経験になった。［アメリカ・カナダ］ 

・生で聞くのは２回目だが、「かもめ～」の方ではない歌詞で聞くのは初めて
だった。事前に歌詞を朗読で説明してもらえたので、言葉にも注目して聞く
事ができた。若い世代にも受け継がれているようで素晴らしいと思う。［ア
メリカ・カナダ］ 

・日本らしいので、一度は聞いてみたいと思う。［韓国］ 

・日本を代表する音楽が聴けるので良い。［台湾］ 

・魅力的な音楽。観光ＰＲとして有効に活かせると思う。江差追分のホームペ
ージに英語などの表示があれば良いと思う。［中国］ 

・音楽も着物も魅力的。［中国］ 
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（５）その他の地域の調査 

①トラピスト修道院（北斗市） 

外観と売店の見学にとどまったが、沿道の並木道をはじめ、

景色や雰囲気の美しさを評価する声が多かった。 

売店については、親切な応対を評価する一方、品揃えがもっ

とあると良いという声もあった。 

 

Ｑ.感想 

・並木道が美しく、歴史を感じられるつくりの修道院がとてもきれいでした。
夏や秋、特に紅葉の季節は、一段と自然豊かに感じられるだろうなと思いま
す。まだ外国人の観光客が少ないのか、看板などにはほぼ英語が見られませ
んでした。［アメリカ・カナダ］ 

・教会の歴史を説明する掲示物がない。様々な美しい木々について説明する何
らかの方法があるだろう。人々はここでピクニックをして自然を楽しむこと
ができる。［アメリカ・カナダ］ 

・街路樹のある道は長くて、海も見え、静かなところですごくいい所だと思う
が、展示物や建築物など観光できるところは少ない。［台湾］ 

・きれいなところ。ゆっくり滞在したくなる。空気がきれい。［中国］ 

・お土産については、長期保存できる(旅の期間中)工夫が必要。［中国］ 

・風景はすごく素敵です。見学は男性に限ると看板があったが（女性は見学で
きないのか？）。［中国語］ 

・なかなか韓国では感じられない素敵なところだった。木や海が見えて良かっ
た。［韓国］ 

・売店に物が少なくて少し淋しかった。［韓国］ 

・この時期に来たのは初めてだったが修道院とその周囲の様子の素晴らしさ
を想像することができた。売店の方は質問に丁寧に説明してくれた。並木の
樹木の名前の説明などあると良い。［韓国］ 

 

 

 

②「三洋食品」工場直売所（知内町） 

直売所に隣接する別室で、商品の試食を頂いた。スモークの代表であるサーモンのほかに、

サバ、知内町の特産のカキ、ホタテ、鴨などの肉、からすみなど、多種多様な品揃え（と試

食）に驚いたという声があり、魅力的であるとの評価が多かった。 

今回のような試食があると、購入しようという気持ちになるので良いと評価が高かった。 

自国の観光客にとって魅力的な種類としては、サーモンが人気であった。 
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 アメリカ・カナダ 台湾 中国 韓国 

Ｑ .自分の国の観
光客は買い物で
きるか？ 

・魚の種類の説明
が日本語のみなの
が残念。 

・買えると思う
が、簡単な英語の
説明があると良
い。 

できる できる できる 

Ｑ .トイレの場所
は？ 

分かる 分かる 分からない 
分からない 

分かる 

Ｑ .自分の国の観
光客にとって魅
力的な品物は？ 

・カナダでもスモークサーモンはメジャーだが、基本は紅サケだけなので、こ
んなに多種多様なスモークシーフードが観光価格ではない値段で買えるの
はうれしい。［アメリカ・カナダ］ 

・サーモン（トラウト）、牡蠣、その他の新鮮な魚介類［アメリカ・カナダ］ 

・サーモン、鴨［台湾］ 

・全て魅力的だが、包装と保存について工夫が必要［中国］ 

・サーモン、ホタテ［中国］ 

・サーモン、さば、ホタテ［韓国］ 

Ｑ.試食の感想 

・スモーク物独特の臭みがなくてとても食べやすかった。道内外発送している
のも便利で良いと思う。［アメリカ・カナダ］ 

・食べ物が美味しかった。説明がフレンドリーだった。［アメリカ・カナダ］ 

・からすみは塩辛かった。［台湾］ 

・おいしかった［中国］ 

・生ものかどうかについての説明があると嬉しい。生ものが苦手な外国人は少
なくない。［中国］ 

・ほとんどが美味しかったが、やはり食べてみないと分からないので、試食す
るチャンスは必要。韓国にないものもあったので、補足説明も必要。［韓国］ 

・魚、貝、肉すべて美味しかった。意外と鯖が美味しかった。［韓国］ 

 

 

 

③青函トンネル記念館（福島町） 

シアターで青函トンネルが完成するまでの映像を視聴した後、実際にトンネル工事に携わ

っていた方の話を聞いた。映像から、（言葉がなくても）トンネル工事の難しさや規模の大き

さ、達成感などが伝わってきたという声や、実際に工事に携わっていた方の話は興味深かっ

たという声があり、好評であった。 

館内には、工事に関連するさまざまな展示品や資料が展示・掲載されているが、「触らない

で下さい」という注意書きは多言語であるものの、展示の説明はほとんどが日本語のみであ

った。展示物の多言語化や説明用の資料があると良いという意見があった。 
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 アメリカ・カナダ 台湾 中国 韓国 

Ｑ.意味が分からな
い箇所は？ 

館内で英語のビデ
オと説明が必要。 

ー ー ー 

Ｑ.不適切な表現、
内容は？ 

ー ー ー ー 

Ｑ .日本語以外で
説明があるとい
いものは？ 

・展示品のおおま
かな説明を。 

・展示物に英語で
説明がほしい。 

苦労したことな
どを外国語で説
明するといい。 

沿革についての説
明 

韓国語のパンフレ
ット。 

Ｑ .トイレの場所
は？ 

分かる 分かる 
分からない 

分かる 

分からない 

分かる 

Ｑ.感想 

・映像が伝わりやすかったです。実際に工事に携わっていた方の話も聞けてよ
かった。［アメリカ・カナダ］ 

・子ども用に塗り絵が用意されているアイデアなどとても素敵だった。［アメ
リカ・カナダ］ 

・とても良い経験だった。楽しい良い勉強になった。［アメリカ・カナダ］ 

・青函トンネルのシアターに感動した。［中国］ 

・大変な工事だったことが分かった。工事にかかったお金、時間、人員などを
知りたい。［台湾］ 

・30 年間も作業が行われていた点に感動した。実際に働いていた方の話は本
当に面白かった。［韓国］ 

・工事に関わっていた本人の話は大変良かった。［韓国］ 

・映像を見て良く理解できた。感動した。長きにわたる体を張っての工事の結
果だと思う。世界に誇る技術。訪問する外国人は自国の技術について考える
と思う。［韓国］ 
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④横綱千代の山・千代の富士記念館（福島町） 

本来は閉鎖している中、本物の土俵があるスペースなど

館内の一部を見学した。本物の土俵を見て、その大きさに驚

いたり、神棚があることをはじめて知ったと言う声があっ

た。 

観光としての魅力については、相撲は日本を代表的する

ものであるため魅力的であるという意見がほとんどで、特

に韓国やモンゴルには似たような競技があることから興味

を持つ人も多いのではという声があった。また、体験ができると良いという意見もあった。 

 

 アメリカ・カナダ 台湾 中国 韓国 

Ｑ.意味が分からな
い箇所は？ 

ー ー ー ー 

Ｑ.不適切な表現、
内容は？ 

ー ー ー ー 

Ｑ .トイレの場所
は？ 

分かる 分かる 分かる 分かる 

Ｑ.感想 

・全体的に多言語化されていない印象。本物の土俵があったり、魅力はすごく
多いと思うので、相撲体験などあれば、外国人は喜ぶのでは（特に欧米）。
［アメリカ・カナダ］ 

・相撲を守る神様の話（土俵に神棚があること）は初耳だった。［中国］ 

・相撲は韓国人も興味ある日本の文化。体験なども含めてうまくアピールすれ
ば、観光地として（もっと外国人が訪れる）可能性がある。［韓国］ 

・本物の土俵を見ることができて良かった。日本を代表する相撲は大切なこと
で、土俵などいろいろな本物の大きさをみて、驚いた。［台湾］ 

・相撲と言われるものは韓国、モンゴルにもあるが、その形態がそれぞれ異な
ることを理解した方が良い。「まわし」の着用をはじめ形態の違いを知らせ
ることが重要。［韓国］ 
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⑤道の駅「上ノ国 もんじゅ」（上ノ国町） 

海岸沿いの見晴らしの良い位置にあり、２階レストラン

からの眺望は好評であった。特に、夕日がきれいであるとい

う情報を聞くと、ぜひ見える時にまた来たいという声があ

った。 

１階の売店では、観光みやげらしい品揃えは少なかった

ものの、地元の野菜などを多く取り扱っており、中には乾物

もあったので、お土産に良いという意見もあった。 

 

 
アメリカ・カナ

ダ 
台湾 中国 韓国 

Ｑ .トイレの場所
は？ 

分かる 分かる 分かる 分かる 

Ｑ.感想 

・景色がとてもきれいで、夜景や日没などは特に２階のレストランから見ると
素敵だと思った。［アメリカ・カナダ］ 

・スタッフが挨拶をせず笑顔がなかった。冷たい感じがした。［アメリカ・カ
ナダ］ 

・海の良い景色が見えるところで飲み物を飲みながら座って休むのに良い場
所だと思う。［アメリカ・カナダ］ 

・無料で水が飲める場所があると良い。［台湾］ 

・海がきれいだった。［中国］ 

・景色がきれい。［中国］ 

・いちごジュースがおいしかった。[中国] 

・（夕日や景色が）とても素晴らしい。この道の駅を楽しむだけでもドライブ
で来る。夕日を見るためにまた来たい。［韓国］ 

・建物が立派。２階のレストランは海の眺望も良く、なかなか出会えない場所
だった。こんな道の駅があるとは思わなかった。［韓国］ 

Ｑ .自分の国の観
光客にとって魅
力的なお土産
は？ 

・土地の食べ物は少なかったのでお土産としては悩む品揃えである。［アメリ
カ・カナダ］ 

・乾物（ごぼう、ねぎ）［韓国］ 

・観光客が持ち帰れそうなドライのものも多くて良い。［韓国］ 
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⑥道の駅「あっさぶ」（厚沢部町） 

2013 年 9 月にリニューアルされた特産品売場には、厚沢部町特産のメークインをはじめ、

地元の野菜が数多く並んでおり、また、お酒やお菓子などの商品も置いてあることから、買

い物の場としては好評だった。その一方で、たくさん品物がある故に、地元固有のお土産が

あると良いという意見があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アメリカ・カナダ 台湾 中国 韓国 

Ｑ .トイレの場所
は？ 

分かる 分かる 分かる 分かる 

Ｑ.感想 

・とてもきれいな建物で、広々としていて素敵だったが、お土産という意味で
はご当地ものが少なかった。［アメリカ・カナダ］ 

・特に印象的ではない。野菜がたくさんあるが、観光客は買わないと思う。［韓
国］ 

・無料で水が飲める場所があると良い。［台湾］ 

Ｑ .自分の国の観
光客にとって魅
力的なお土産
は？ 

・せんべい類など［アメリカ・カナダ］ 

・お酒［韓国］ 

・昆布味のキャラメル［中国］ 

  



北海道における外国人目線による多言語対応現状調査事業 

36 

 

 

２．意見交換会の概要 

 

（１）木古内地域での意見交換会 

 

＜木古内地域・参加者＞ 

木古内町地域活性化団体ＢＯＦ 代表 工藤 聖 

木古内町観光協会 副会長 多田 賢淳 

木古内商工会 事務局長 伊藤 光雄 

木古内町産業経済課水産商工グループ 主査 堺 泰幸 

木古内町まちづくり新幹線課新幹線振興室 主査 福井 弘生 

木古内町まちづくり新幹線課新幹線振興室 はやぶさ０３ 浅見 尚資 

木古内町まちづくり新幹線課新幹線振興室 はやぶさ０３ 津山 睦 

 

李さん（韓国） 

・函館には３度来たことがあるが、木古内町は初めてだった。トラピスト修道院は風景がきれいだった。木

古内は、未整備な部分も多く、心淋しい雰囲気ではあったが、訪れたお酒屋さんの日本酒は美味しかっ

た。 

・商店は、外から、「○○を売っています」と、はっきりアピールしないと、外国人旅行者にはお酒やお菓子

を売っていることが分からない。また、試飲や試食をすると美味しいことが分かるので、実施した方が良

い。現状では良さが十分アピールできていないと思う。 

全さん（韓国） 

・新しく建設されている木古内駅舎を見て、新幹線開業までいよいよカウントダウンなんだなと思った。木

古内駅は北海道に入って最初の駅になる。まちをあげてなんとか観光客を呼び込もう、という息づかいを

感じた。 

・道南スギの活用など、とても良い。スギはここが北限であり、スギに関する説明については、外国でのス

ギをどのように言うのかぐらいは表示しておいた方が良いのでは。 

・「みそぎ」という文化は韓国にはないので、売りになる。 

・日本人観光客に説明する時と、外国人旅行者に説明する時と、同じ内容（ボリューム）でなくても良いの

では。外国人には短めで良いと思う。ポイントを簡略化して説明してあげると良い。 

リシャットさん（アメリカ・カナダ） 

・道南は初めて来た。駅のスギの香がよくて、故郷のカナダを思い出した。これは道南スギですよと、もっと

示しても良いと思う。 

・（今日訪れたお店など）徒歩圏内に観光ポイントがあるので、街

歩き用のマップがあると良い。 

・食品は、アレルギーの人もいるので、木の実（ナッツ）など含ま

れる物は、表示した方が良い。 

・「寒中みそぎ」は、行修者の話を聞いて、健康が心配になった。

外国人旅行者の中には、そう思う人がいると思う。ちゃんと説明

した方が良い。 

ウさん（中国） 

・木古内町はきれいな町だと思う。風の町、木の町というイメージ。 
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・交流センターは完成すると、たくさんの人が来ると思う。 

・外国人にとってレンタカーの利用はまだ一部の人に限られるが、レンタサイクルは取り入れて欲しい。 

・「寒中みそぎ」という祭りや伝統が大事にされていて、尊敬できる。 

・情報については、文字のほか、漫画などがあれば、一瞬で分かる（伝わる）と思う。 

・クレジットカードが使えるお店が増えると、より買い物をする外国人旅行者が増えると思う。また、お土産

については、サイズ（鞄にぴったり入るか）、賞味期限が長いか、瓶など壊れないか、などを観光客は心

配するので、それをふまえた商品を販売すると良い。 

・商品の説明は、いくつもの外国語で示すのは見にくいと思う。試食は良いと思う。 

・海が見えることをもっとＰＲすると良いのでは。 

・自分は方向音痴なので、道路の標識をしっかりしてほしい。 

趙さん（中国） 

・道南スギをブランディングに活用することは良いと思う。 

・「寒中みそぎ」の話は興味を持った。意味は十分分からなかったが、魅力的に思った。交流センターが

できたら、「寒中みそぎ」に関する分かりやすい説明や、基本的な知識を掲示してほしい。 

・町内観光する際のモデルルートなども示してほしい。 

丁さん（台湾） 

・この町は和風を感じた。お菓子や日本の古い店が好きなので、店を紹介してほしい。案内所があると良

い。 

トーマスさん（アメリカ・カナダ） 

・この町にはすごく良い環境、雰囲気、歴史がある。外国人だ

ったら、楽しみに来ると思う。外国人の来る理由は、いろいろ

あると思うが、この町を楽しめると思う。今日の感じ（現状の受

け入れ環境）だと、（全部の魅力を 100％とすると）40％ぐらい

楽しめる。 

・英語で対応できるよう、あらかじめ準備してほしい。すべてで

なくても、ポイントを説明したら良い。 

・クレジットカードが使えるお店は、「この店はカードが使えますよ」と、使えることが分かるような表示がある

と良い。 

・小さな町でも、よい観光ポイントになると思う。 

・英語をぜひ勉強してほしい。この町の説明が（英語で）できる人がいると良い。 

木古内町・福井さん 

・道南スギに関心を持ってもらった。 

・食品アレルギー対応（表示）は、ぜひ店に伝えて対応したい。 

 

Ｑ.パンフレットにはどのような国の言葉が必要か？ 

→・サインやピクトグラムで解決できることも多い。説明は、英語、中国語、ハングルはあった方が良い

のでは。 

→・国のルールが分かるような表示は必要。 

→・英語が０％だと満足度は低いと思う。簡単な言葉は使えるように。（言語での表記だけでなく）ハー

フコミュニケーションができると良い。パンフレットも大事だが、コミュニケーションも大事。 

木古内町・津山さん、工藤さん 

・ＡＬＴの方からもっと勉強して、英語で「寒中みそぎ」をもっと説明できるようにしたい。 
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木古内町・多田さん 

Ｑ.外国人旅行者にとって、タブレットを使用することは良いのか？必需品なのか？ 

→・タブレットは、全世代で普及している。活用すると良いと思う。 

→・スマートフォンは 40代まで。口コミの力は強い。年配の人は使えない人も多いが、子どもと同行す

るので、その子どもが使えることが大事。パンフレットも情報量が多く、かさばらないものが良い。 

→・自分は、海外では自分のタブレットが使えないので、まず案内所に行って、紙の情報を得る。 

→・無料Wi-Fiが使えないのが残念。口コミは大事。韓国は「パワーブロガー」の影響は大きい。 

→・インターネット使わなくても利用できるアプリを利用することも考えられる。「紙の情報を探す人」と

「携帯を持ってくる人」と「何も持ってこない人」の３パターンに分かれる。 

 

Ｑ.アジアの人も、旅行の形態は、個人旅行にかわってきているのか？ 

→・団体旅行が多いのはタイ。今は中国人も個人観光が増えている。個人のニーズをキャッチすること

が大事。 

→・韓国は団体と個人の割合は半分半分だと思う。 

 

Ｑ.木古内でも地引き網や野菜掘りなどの体験観光ができるが、体験観光についてどう思うか？見学の方

が良いか？ 

→・体験ができることを楽しみにしている人は多い。ぜひ実施してほしい。喜ばれると思う。 

→・はじめは見学で、慣れてくると体験に関心を持つと思う。（長い目でみると）体験観光も企画するとよ

いと思う。 

→・自分は見学だけの方が良い。 

→・体験は関心があると思う。子どもにさせたいと思う親は多い。ターゲットを考えて設定した方が良いと

思う。 

木古内町・浅見さん 

Ｑ.今回体験してもらった「まち歩きガイド」の取り組みは、外国

人にとって便利だと思うか？ 

→・便利だと思う。台湾では「観光する時間が１時間ある」と

伝えると、ボランティアの方が丁寧に案内してくれて良か

った。留学生などのボランティアを活用してはどうか。 

→・以前、三島市に行った時、運転手の方が丁寧にガイド

をしてくれて良かった。ガイドを行う人達にとっても良い

経験になるのでは。若い人も良いが、高齢者の活用を。 

木古内町・堺さん 

・多言語の看板に入れる言語を何にするか苦慮している。 

・おもてなしコンテストを開催したところ、お店が（客であるか否かに関わらず）来訪者にトイレを提供する

「どこでもトイレ」を行う予定である。 

木古内町・伊藤さん 

・おもてなしが分かるようなシステムづくりが必要。 

・古風な雰囲気がある町と言われて安心した。いかにそういうところを取り入れていくかを考え、パンフレッ

トをつくったりしたいと思う。 

木古内町・福井さん 

・観光交流センターは、バス・レンタカーなどの二次交通の発着場所となるほか、広域的な観光案内機能

や物産館（津山さんや浅見さんはここでコンシェルジュとして対応）、マグロやはこだて和牛など地元の

食材を使ったメニューを提供するイタリアンレストランが備わる。 
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（全体で） 

・みんなでがんばってほしい。英語で話せるように。 

・道南スギでできたプレゼントやお土産品があると良い。 

・地元の人が木古内町を好きになることが大事。魅力があるので頑張ってほしい。 

・フレンドリーに接することが大事。良さを伝えてほしい。 

・日本語でもいいので、「こんにちは」と迎える教育が大事。外国人をあたたかく迎える意識が大事。 

・自然豊かで、食べ物がおいしくて、お酒があることをアピールしてほしい。そして無料 Wi-Fiが使えるよう

にしてほしい。 

・地図を広げていると、困っていますか？と話しかけられるようなまちに。受入側の意識改革も大事。 

 

 

 

（２）松前地域での意見交換会 

 

＜松前地域・参加者＞ 

松前町商工観光課 主幹 丹羽 一暢 

松前観光協会 事務局長 野戸 栄一 

温泉旅館矢野 若女将 杉本 夏子 

 

リシャットさん（アメリカ・カナダ） 

・（城下町エリアでは）英語対応が進んでいるのでびっくりした。

旅館については、温泉のサインや禁煙のサインなどもあると良

い。 

李さん（韓国） 

・旅館の館内に韓国語の表記がなかったのは残念。浴室で、多言語で説明があったのは北海道が作成

したポスター（禁止事項）だけ。内容は既に知られていることであり、時代遅れだと思う。 

・禁止を促すポスターは、ある言語だけで記載されていると「うちの国だけ指摘されているのか」と気分を

害されることがあるので、留意が必要。 

・温泉の効能については、日本語のみの表示であったが、多言語で記載してほしい。特に韓国人は健康

に対する意識が高く、温泉の効能に関心が高い人も多い。記載があると、魅力が高まると思う。 

・客室には韓国語で説明がないので、韓国の観光客は困ると思う。 

・海が見える城というのは珍しいと思う。売りになると思う。 

トーマスさん（アメリカ・カナダ） 

・きれいな町で桜の種類が多い。 

・英語のパンフレットは大変便利。内容はほぼ OK。道の駅は沿道に「休憩所」「お土産」があることが分か

る看板が（多言語で）あると、（道の駅になじみのない）外国人も利用すると思う。 

・高校生がつくった英語で町のことを案内している冊子が置いてあったが、良かった。ただし、表紙が日本

語なので、外国人旅行者は気づかないと思う。残念である。 

・（道の駅に各所に置いてある）タッチパネルを使ってみたが、残念ながら使えなかった。 

ウさん（中国） 

・矢野旅館のお昼ご飯がとても美味しかった。 

・まち歩きでまわったところは、（景観など）建物の工夫がされていて良かった。桜だけでなく、建物、橋、

川、海、全部見てもらった方が良いのでは。もっと PRすべき。 
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・この会場は桜の雰囲気が感じられるが、客室も桜を感じられるつくりであると良いと思う。 

・パンフレットの簡体版は、若干つまずいた。ホームページでダウンロードできると良い。来る前から素晴ら

しいものがあることがアピールできるので。フェイスブック、YouTubeにリンクすると良い。「いいね」を押し

てもらう。 

・道の駅は、海があって、すごくロケーションが良い。屋外にある海ももっと活用できないか。 

趙さん（中国） 

・町の雰囲気は和風でとても良い。歩いて桜を楽しめたら良い。着物体験ができると良い。 

・パンフレットに体験メニューがあるが、事前予約が必要となっている。団体客は良いが個人の観光客だと

予約が難しいのでは。 

丁さん（台湾） 

・海も見え、古風な建物もあり、きれいな町だと思った。 

・看板も多言語があるので十分だと思う。案内所の場所がよく分

からなかった（←冬のため閉鎖中）。自分はまず案内所を探す。

そこで交通情報をもらったりする。 

・パンフレットは見やすく分かりやすい。ここに来る交通（どうやっ

て札幌や函館から来るのか・行くのか）と所要時間、町を一周す

るとどの位かかるのか、などが掲載されていると良い。 

・ホームページは、入ってすぐ写真があると良い。目に入ってくる。 

全さん（韓国） 

・城下町としてのイメージづくりをされていることが分かった。インパクトが強い町だと思う。 

・旅館もいろいろなパターンの客室があって、人数で選べると思った。 

・桜は 250種類あるということで、勉強になった。日本人でも知らないのでは。桜の種類の多さを売りにし

てはどうか。 

・（魅力になる）売りがあるので、多言語については、足りない言語表記があれば、足していく。 

松前町・丹羽さん 

・道の駅は来月リニューアルする。フードコートもリニューアルし、表記の改善もしていく予定。タッチパネ

ルは、４月以降、オール Wi-Fiで作動する端末が入る予定。 

松前町・能登さん 

・パンフレットはダウンロードできるようにしたい。 

・着物の体験は、（桜の時期に）甲冑と着物の着付け体験を行っている。 

・主な桜の花に名札をつけ、桜が咲いていない時期でも、咲く花のイメージができるようにする予定。 

松前町（矢野旅館）・杉本さん 

・浴室の表記は、言われる通りだと思った。 

・地元雇用を基本としているので、多言語対応は難しいが、アプリなどの利用で対応できるようにしていき

たい。 

 

Ｑ.桜のオフシーズン、何を売りにすれば良いと思うか？ 

→・町の歴史がわかる博物館などがあれば良い。 

→・室内で異文化の体験ができると良いのでは。 

→・桜は日本中にあるので、特別な桜、松前ならではの桜として売りをつくらなければならない。 

→・歴史の伝え方、ストーリーをつくって売れるようにする。（松前など道南地域は歴史が長く）北海道の

中では珍しい地域だと思う。 
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→・中国では桜を見る観光が流行っている。「５月に桜が見ることができる、函館ではなくて松前で」とい

うことを、もっと印象づけたら良い。 

→・道の駅の沿道に、道の駅でできること（買い物、飲食、休憩）を示したサインボード、説明板をつけ

る。また、パンフレットには、シーフードの中でもどれがスペシャルなのか、本州まで何㎞あるのかな

ども入れても良いのでは。 

→・外国人が出てくるプロモーションビデオをつくっても良いのでは。 

→・小樽はたくさんレストランやカフェなどがある。松前も、店の情報を Webサイトにのせると良いので

は。店に入りたくても、情報がないとなかなか入れない。 

→・歴史、海、桜を取り入れていくと良い。海がとてもきれいなの

で、海が見えるカフェがあると良い。人力車も似合うと思う。 

→・海がきれいだから、桜がなくても城から海が見えると良いの

では。（←現状としては、展示物のメンテナンスもあり、オフ

期は城が休みになっている） 

→・店や案内所は、季節に関係なく開いていると良い。 

松前町・丹羽さん 

Ｑ.岩のりづくり体験、良いと思うか？ 

→・良いと思う。冬は海の幸を楽しんでもらったら良いと思う。 

（全体で） 

・桜のルーツが分かると面白い。 

・主な桜の種類だけでもピックアップして表記すると面白いのでは。 

 

Q.甲冑と着物の体験で、歩きたいか？ 

→・歩きたい。城まで歩きたい。 

 

 

 

（３）江差地域での意見交換会 

 

＜江差地域・参加者＞ 

江差町教育委員会社会教育課 課長 尾山 徹 

（文化財担当部署） 

江差町役場追分商工観光課 課長 大杉則明 

江差町役場追分商工観光課 主幹 若狭 巧 

江差町役場追分商工観光課 観光係長 森 直彦 

 

リシャットさん（アメリカ・カナダ） 

・英語のホームページはとてもシンプルだが、分かりやすく、内容も

OK。交通の情報などもう少し分かりやすくあると良い。 

・パンフレットは十分。レイアウトも問題ない。 

・海抜表記に英語があって良かった。町内の説明（案内看板以外）

は英語の表記はなかったので、もう少しあると良いと思った。 

・屋号に興味がある海外の人は多いので、もっとプッシュしても良い

のでは。 
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・祭りも存在を知らないと来ることができないので、まず、プロモーションが大事。 

全さん（韓国） 

・（函館に住んでいるが）江差には初めて来た。いにしえ街道がこんなに長く、規模の大きな街並みであっ

たことに感動した。屋根のない、民俗博物館的な印象を受けた。 

・復元された街並み、祭り、追分が、今日まで若い人達に受け継がれていることが伝わった。歴史が浅い

と言われる北海道の中でウェイトが大きいと思った。いかに外国人に PRするか。 

・韓国にも、「パンソリ」という追分のような歌があるので、歌による交流できると良いと思った。昔、函館で日

本と韓国の伝統的建造物の保存について意見交換会を行ったことがあるが、そのような、団体観光客が

携わるような、規模の大きな交流企画が行えないか。韓国の民族博物館にも日本人はたくさん来るの

で、江差もややアクセスが良くないが、韓国の関係者が知ったら、飛びついてくると思う。 

ウさん（中国） 

・「日本では金持ちは海沿いに建物を建てる」と聞いたが、そのこと

が分かった。 

・○○ドライブ、○○ツアー、○○見学など、良い名前をつけて外

国人にも PRすると良い。江差がこんなに面白いところだとは知ら

なかった。 

Q.年間の入り込み観光客数は？ 

→（町）36万人。祭りで 3万人と言われている。 

・外国人旅行者にも、桜を追いかけるツアーが広がっている。祭りも外国人旅行者に定着してくると思う。

青森の祭りと連携しても良いのでは。 

・「江差追分」は、言葉は分からないが、哀愁があって、落ち着いた雰囲気が良かった。インターネットなど

でもっと発信すべき。 

・観光施設では、英語の表記が少ない。食事、トイレ、災害の対応

など、英語が少ないと思った。 

・横山家の（家主の）ガイドが良かった。世界とのつながりを説明し

てくれて、よく分かった。世界の歴史の流れとつなげて説明しても

らえると分かる。西暦として、その当時どういうことがあったのか、

世界とのつながりをふまえて説明してもらえると面白いと思う。 

趙さん（中国） 

・和風な街並みは、外国人にとって魅力的だと思った。 

・パンフレットの中で、タイトルの「かわら版」という意味が分からなかった。「かわら版」の音読みをそのまま

中国語にしたものは掲載しなくても良いと思う。 

・「コミュニティベストツーリズム」という考え方がある。コミュニティの力で観光客にアピールする。エコミュー

ジアムの拠点をつくり、そこでパンフレットをもらって街並みを楽しむなど。 

・インタープリターの必要性を感じた。個人観光客の場合、屋号などは、ガイドさんに説明してもらわないと

意味が分からない。 

李さん（韓国） 

・江差は初めてで、とても楽しかった。魅力が伝わっていたら、もっと早く来ていたと思う。知られていない

のにびっくりした。北海道は歴史が浅い、アイヌの人達ぐらいだと思っていたが、江差に来て知らなかっ

た歴史がたくさんあった。 

・韓国人への対応環境がなく、困ると思う。看板なくても、観光施設を紹介するパンフレットがあれば、観光

できるのではないか。 

・韓国にも、富豪の家が観光スポットになっているところがある。ストーリーが分からないとおもしろさが伝わ

らないのが残念。横山家はストーリーが伝わる様にすると良い。 
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・山もあり、海の色もきれいで、リフレッシュできると思う。夕日を見ることができるスポットを紹介したり、夕日

を鑑賞するプログラムなどがあると良い。 

トーマスさん（アメリカ・カナダ） 

・江差には伝統的なイメージを持った。神社、昔使われていたものなど。すべての観光スポットが、多言語

で説明されているマップが必要。 

・フェリーターミナルは、英語の表記がされていなかったので、乗ることは

難しい。 

・ホテルニューえさしの近くに小さな公園があって、そこにあった地図が、

周辺の案内を簡潔にしていて、とても便利だと思った。公園だけでなく、

まちなかの他のところにもこのような地図があると、外国人ももっとまち歩

きを楽しむのではないか。 

Q.開陽丸の入場料金は？ 

→（町）500円。 

・丁度良いと思う。 

Ｑ.案合所はあるか？ 

→（町）今はない。 

・まちの真ん中に案内所があったほうが良い。 

丁さん（台湾） 

・道南は、函館以外知らなかった。小さいけれど、歴史のある、素敵な所だと思う。北海道に来る人に勧め

たい。 

・３つ好きな所があった。１つは「横山家」。中の感じ、オーナーの説明が丁寧で良かった。２つめは「開陽

丸」。船の技術、世界や日本の歴史の中でも重要な役割を担っていたことが分かった。３つめは「追分会

館」。江差追分を聴く体験は素晴らしかった。 

・海と山の景観もあって、自分にとっては完璧だった。 

江差町･大杉さん 

・北海道が指定している郷土芸能の７つのうち、５つが江差町

にある。江差は早い時期からひらかれたので文化が栄えた。 

・松浦武四郎が指定した「江差八景」があったり、松浦武四郎と

頼三樹三郎が１回で百の詩と百の印鑑をつくった（を印石に

篆刻した）イベントの碑「百印百詩顕彰碑」があったりする。追

分も全国に支部があり、大会が行われている。これらのもの

が、人口減少で少しずつ衰えている。それを観光客が来ること

で文化を継承していきたい。 

江差町・尾山さん 

・観光にはストーリーが必要なんだと思った。「まちなかのストーリー」「世界の歴史と結びつけたストーリ

ー」など。 

・函館まで来て、そこから 1.5時間かけて来てまた戻るとなると、大沼公園も競合する。宣伝してもなかな

か足を運んでもらえない状況。自分も大沼を勧めてしまう。 

 

Ｑ.どんなものを中心に観光する場所を決めるか？（江差はどのようなアピール、情報発信をすべきか） 

→・リピーターならばいいが、初めての観光だったり、日程が限られているならば、江差は勧めづらい。 

→・韓国はリピーターが増えている。そういう人には良いと思う。 

→・まずは追分を通じた交流を。 
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→・江差に行かないと、北海道に来たことにはならないよ、位のインパクトのある言葉も大事。どういうイ

メージをつくるのかということも大事。あまり資源をすべて前面に出すと分からなくなる。 

→修学旅行で呼ぶと、フェイスブックで宣伝してもらえるかも。 

→・町内の交通システムをどうやって伝えるかを考えてほしい。北海道に来る人は、自然を見に来る人

が多い。札幌より江差は自然がある。江差は北海道最初の漁港の町であるなど、ポイントが伝わる

様に。無料 Wi-Fiが必要。地図やバス路線などがダウンロードできると良い。 

 

Ｑ.外国語表記は、日本語のほかは英語で良いか？旧檜山爾志郡役所では、スマートフォンでかざすと、

多言語の説明が情報提供できるようにできないかと話をしてい

る。 

→・表記は日本語と英語でよいのでは。 

江差町・若狭さん 

・今日は鴎島の中を案内できず（手前での説明にとどまり）残念だ

った。唯一自然を感じられる場所なので（見てほしかった）。 

 

Ｑ.ＰＲの方法として、効果的なものは？ 

→・インターネット。旅行する前は良く見る。事前に分かったものを持って江差に来て、案内所でより詳

しい情報を得る。 

→・写真など、イメージが分かるようなものを取り入れる。店の情報、ナイトライフ（夜の飲食など）情報が

分からない。 

→・韓国はインターネット、ブログの影響が大きい。 

→・自分はガイドブックのモデルルートを行く。 

→・インターネットで影響を持っている人を探して、伝えてもらう。持ちながら旅をするガイドブックも必

要。２つを取り入れる。 

→・新聞記者を呼ぶのが安あがり。 

→・北米もインターネット。北海道を紹介するポータルサイトにまず載せる。すると認知度が高まる。

「島」「歴史的名所」などテーマごとのサイトでＰＲするのも良い。 

→・パンフレットをつくったら、ネットに載せてほしい。 

江差町・森さん 

Ｑ.冬の時期に江差に来たいと思うか？ 

→・個人的には、あまり季節は関係なく来ると思う。 

→・売れるものが売れれば、冬も増えてくると思う。どこの地域も冬は落ち込む。かなりの努力が必要に

なる。 

（全体で） 

Ｑ.「にしんそば」はどうだったか？ 

→・おいしかった。 

→・はじめて食べた。生臭さがなく、美味しく食べることができた。 

→・にしんの歴史を聞いたので、歴史とつながっていて嬉しかっ

た。 

→・単品だと足りないので、セットメニューだと良い。 

→・他のメニューに換えてほしいと思っていたが、イメージと違って生臭くなく、美味しかった。 

→・すごく美味しかった。 

→・台湾にも似た料理があるが、台湾は醤油を使っておらず薄味なので、違いを感じた。 
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・「これぞ江差」という写真をびしっと撮って、宣伝に利用する。ケニアは、ライオンと、テントで食事する風

景が入った写真１枚で世界に広まった。説明が多すぎると分からなくなる。ポイントと絞った宣伝を。 

・ガイドブックやブログのＰＲについては、観光庁の「ビジットジャパン事業」を活用してほしい。韓国のパワ

ーブロガーの方も呼んで情報発信しているので、うまく連携できると良いと思っている。 

・まちのカラーもあまり説明をすべてに掲げると、旅行者の行動で自己完結してしまう。屋号も説明を入れ

るにも一つだが、分からなかったら町の人に尋ねて下さい、というコミュニケーションを持ってもらうことも

できるのでは。 

・宿で情報を探す人が多いので、そういう人をターゲットにしたプロモーションも考えられるのでは。 

・文部科学省が 2020年までに 100か所の登録を勧めている「日本遺産」に、登録できるようにしてゆきた

い。 
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Ⅲ．調査結果の考察 

 

現地調査や意見交換会、全体アンケートの内容をふまえて、調査結果の考察をまとめると、

次のとおりである。 

 

１．受入環境面について 

 

（１）現地に来るまでの情報提供について 

今回の調査対象である木古内・江差・松前地域は、函館地域に比べると観光地としての認

知度は低く、今回参加した調査員のほとんどが初めて訪れたという人ばかりであった。 

改めて、各町のホームページをチェックしてもらうと、観光情報がたくさん掲載されてい

るところも多く、そのホームページまでたどり着けないために魅力が伝わっていないという

ことが課題となっている。ポータルサイトや Facebook、YouTube などへリンクさせること

により、閲覧や拡散、口コミによる広がりをはかることも重要である。 

加えてほしい情報としては、旅行の計画に必要な情報（場所、かかる時間、かかるお金、

宿泊、交通など）が求められている。認知度が低い分、場所や行き方のイメージがつきにく

いため、より丁寧な情報発信が望まれている。 

また、多言語のパンフレットについては、Web 上からダウンロードできるようにすること

が求められている。 

なお、「城下町」などは、そのままローマ字表記にしても外国人旅行者には意味が分からな

い。道南地域では、歴史にまつわる難しい言葉や名称も多いが、その言葉が持つ意味が伝わ

るように配慮することも重要である。 

 

＜調査での意見＞ 

●北海道を紹介するポータルサイトにまず載せる。すると認知度が高まる。「島」「歴史的名
所」などテーマごとのサイトでＰＲするのも良い。 

●ガイドブックやブログのＰＲについては、観光庁のビジットジャパン事業を活用してほし
い。韓国のパワーブロガーの方も呼んで情報発信しているので、うまく連携できると良い
と思っている。 

●英語のホームページはとてもシンプルだが、分かりやすく、内容も OK。交通の情報なども
う少し分かりやすくあると良い。 

●パンフレットはホームページでダウンロードできると良い。来る前から素晴らしいものが
あることがアピールできるので。 

●パンフレットをつくったら、ネットに載せてほしい。 

●DVD には、動画を入れるともっと分かりやすくなるのでは。 

●Facebook、YouTube にリンクすると良い。「いいね」を押してもらう。 

●英語のパンフレットなどは、事前にダウンロードなどできる状態にしておくといいのでは。 

●（江差町のパンフレットで）タイトルの「かわら版」という意味が分からなかった。「かわ
ら版」の音読みをそのまま中国語にしたものは掲載しなくても良いと思う。 

●（松前町のパンフレットで）「寄り道」「時代劇」が伝わりにくい。 

●（松前町のパンフレットで）「城下」は分からないのでは。 

  



北海道における外国人目線による多言語対応現状調査事業 

47 

 

 

（２）現地についてからの情報提供について 

①観光案内機能 

全体的に指摘が多かったのは、観光窓口についてであった。現地に到着してまず情報収集

の場として頼りたいのがインフォメーションセンターであり、個人の外国人旅行者にとって

は、そのような窓口があるかないかは重要なことである。現状では、観光客の多いシーズン

のみの開館であったり、明確な窓口が存在しないという状況も見られるなか、効率的に正確

な情報を得ることができる拠点を、何らかの形で設けることが重要である。 

また、街歩きが観光コースになっている（これからなる）場合は、モデルコースやその所

要時間、トイレの場所、お店の情報（営業時間、お勧めの商品やメニュー、クレジットカー

ドが使えるかなど）をあらかじめ提供する役割も期待されている。 

特に、現在建設が進められている、木古内町の観光交流センターにおいては、広域観光の

視点から、既にさまざまな機能が備わる予定になっているが、特に地元である木古内町の散

策を促すにあたっては、レンタサイクルなども有効と考えられる。 

＜調査での意見＞ 

●インフォメーション（観光案内窓口）があるか分からないので、不安になる方もいると思
う。 

●クレジットカードが使えるお店は、使えることが分かるような表示があると良い。 

●（木古内町・観光交流センターでは）モデルルートの紹介を。 

●木古内町・観光交流センターは、重要だと思う。 

●無料 Wi-Fi があるととても便利だと思う。 

●木古内町・観光交流センターで詳しい情報を提供して欲しい。みそぎの映像も流すなど。 

●外国人にとってレンタカーの利用はまだ一部の人に限られるが、レンタサイクルは取り入
れて欲しい。 

 

 

②販売店、飲食店での対応 

お土産などが買えるお店については、値段が表示されていれば、多言語表記がなくても買

うことは可能であるが、外観から何が販売されているか分からない店舗も多く、そもそも店

に入らないという意見があった。地域全体での店の紹介も必要だが、個々のお店がまず中に

入ってもらう努力をすることが重要である。 

今回は日本酒と和菓子、水産加工物のお店を訪ねて、いずれも好評であった。日本酒と和

菓子はいずれも試飲・試食ができると購買は促進されることが分かった。また、それらをお

土産として持って帰ってもらうには、国外に持って帰る上で適当な大きさか、品質が保持さ

れる状況であるかということも重要である。 

そのほか、外国人旅行者の売上げを考えるうえで、クレジットカードが利用できる環境は

購買を促進するうえで重要なことが分かった。クレジットカードが利用できるお店を増やす

こと、クレジットカードが既に利用できる店は、カードのロゴを掲示するなどして「クレジ

ットカードが利用できること」を積極的にアピールすることが重要である。さらに、そのよ

うなお店が地域内にまとまってあると、まち歩きをする外国人旅行者にとって、魅力的な買

い物エリアになると言える。 

レストランなど飲食店では、メニューを写真で掲載することに加えて、地元の素材を使っ

ているなど、お勧めのメニューがどれなのかを（お勧めのメニューだけでも）、多言語で表記
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旅館「きたかい」でお土

産の横に表記のあった

「アレルギー表示」 

観光庁でも、 

免税店の申請

に関する手順

などを説明し、 

推進している。 

することが求められている。 

あわせて、食べ物を提供、販売する際に重要なこととして「アレルギー表示」がある。現

在、日本では必ず表示するものとして７品目、表示を勧めているものについて 20 品目あり、

魚介類やそばなど、道南地域の食材としてなじみの深いものも該当している。 

個々の商品のパッケージには記載されているが、販売する際にも再度表示を英語など多言

語で掲載することによって、外国人旅行者も安心して購入できると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜調査での意見＞ 

●（水産加工物の）ほとんどが美味しかったが、やはり食べてみないと分からないので、試
食するチャンスは必要。韓国にないものもあったので、補足説明も必要。 

●地元のお酒やシーフードなどの試食体験（を増やしてほしい） 

●酒が美味しかった。酒のパンフレットを英語で作ると良い。 

●和菓子は、欧米人にも人気なので、もう少し英語での説明も増やすといい。 

●スイーツが美味しかった。外国人旅行者に対して英語が必要。 

●木の実類など食品アレルギーがあるので分からないと買いづらい。 

●お土産、食品に関する情報は、特にアレルギーに関してなど、せめて英語併記があると買
ったり、食べたりしやすいのでは。 

●クレジットカードが使えるお店が増えると、より買い物をする外国人旅行者が増えると思
う。また、お土産については、サイズ（鞄にぴったり入るか）、賞味期限が長いか、瓶など
壊れないか、などを観光客は心配する。 

●（お店では）シーフードの中でもどれがスペシャルなのか（表示すべき） 

 

なお、今回の調査での指摘はなかったが、免税店になることで外国人旅行者の消費による

経済効果を高めることも期待できる。平成 26 年 10月より、現在免税対象となっている家電、

装飾品、衣類、靴、かばん等のほか、現在免税対象から除外されている食品類、飲料類、たば

こ、薬品類及び化粧品類等も含め、全ての品目が免税対象となり、1 人 1 日 1 店舗あたり

「5,000 円超 50 万円以下の購入」ができるようになった。今回の調査対象でもあったが、酒

屋などでは外国人旅行者がお土産として日本酒を 5,000 円超買うことも大いに考えられるこ

とから、都市部だけでなく、地方の商店においても、免税店の申請を進めていくことが重要

と思われる。 

 

 

 

 

 

  

アレルギー表示の対象となる食品（農林水産省ホームページより） 

【必ず表示するもの（７品目）】 

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生 

【表示が勧められているもの（20 品目）】 

「あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフ

ルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、

豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン 



北海道における外国人目線による多言語対応現状調査事業 

49 

 

 

③観光施設での対応 

今回調査を行った観光施設は、江差町の歴史的建造物のほ

か、福島町のトンネル工事の歴史を紹介する施設、二人の横

綱の記録やゆかりの品とともに相撲という日本の伝統文化

を紹介する施設であり、いずれも日本の歴史や文化がコンテ

ンツとなっている施設であった。 

それゆえに、外国人旅行者にとっては、見ただけでは分か

りづらい、見慣れない展示品や資料が多く、主要なものにつ

いては英語で表記したり、展示品等を紹介する多言語のパン

フレットを作成することが望まれている。なお、外国語で説

明する際には、外国の人も分かるような歴史的背景での説明

（その当時、海外はどのような時代であったのかなどの補足

説明）、年号については西暦を用いるなど、外国人目線での表

現、表記に心がけることが必要である。 

また、展示品の中には各地域の歴史や当時の暮らしと密接

に結びついているものが多く、展示品を見学することによっ

て、当時のその地域の歴史や文化を学ぶことができるが、外

国人旅行者にとっては、それらを説明してくれるガイドがい

ないと、単に「物を見た」だけで終わってしまいかねない。

今回は、各施設でガイド（あるいはオーナー）による丁寧な

説明を聞くことができたので満足度が高かったが、日本語が

理解できない外国人旅行者に対して、どのようにガイドがで

きる体制をとっていくかが課題である。 

＜調査での意見＞ 

●インタープリターの必要性を感じた。個人観光客の場合、屋号などは、ガイドさんに説明
してもらわないと意味が分からない。 

●（横山家では）世界とのつながりを説明してくれて、よく分かった。世界の歴史の流れと
つなげて説明してもらえると分かる。西暦として、その当時どういうことがあったのか、
世界とのつながりをふまえて説明してもらえると面白いと思う。 

●（横山家の）説明も内容も素晴らしかった。日本の中で江差の歴史は重要であると分かっ
た。物流・交易について、日本にもたらした影響について、もっと説明があると、より貴
重さが伝わると思う。 

●（青函トンネル記念館では、工事で）苦労したことなどを外国語で説明するといい。 
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２．観光地としての魅力について 

 

（１）道南の歴史、祭りなど 

今回対象の地域（道南地域）は、他の地域よりも本州とのつながりが長く、その点では北

海道の中でも特殊な歴史を持つ地域といえる。「日本の歴史や文化を知りたいならば本州で」

という考えは道内居住の外国人にも浸透しており、今回の調査で、松前地域や江差地域など

で見られる城や蔵、瓦屋根の風景などに驚いた調査員は多かった。驚いたばかりではなく、

「今回訪れた場所ごとの満足感（印象に残った感）」を訪ねた結果、最も満足度が高かったの

がいにしえ街道をはじめとした江差町の街並みであった。 

見た目だけでは、本州のそれらに比べるとインパクトは弱いが、どうして道南にこのよう

な歴史があるのか、風景が見られるのかなど、物語を伝え理解してもらうことで、道南固有

の歴史を楽しんでもらえる。そのためには、外国人旅行者も理解できる説明が必要である。 

建物と同様に、歴史の深さ、重みを感じられたのが「寒中みそぎ」や「姥神大神宮渡御祭」

などの祭りである。 

今回これらを説明したガイドの２名は、いずれも「寒

中みそぎの行修者」経験者と「山車（ヤマ）の副頭取」

という、直接的な関わりを持っている（持っていた）

方々であった。その結果、熱のこもった説明を受けるこ

とができ、調査員にも、これらの祭りが地域の人達にと

って重要なイベントであり、長い間大切に守られてき

たことがより一層伝わったと思われる。アンケートで

も「外国人に慣れ、外国文化を良く理解するガイドと一

緒に楽しめるツアー）を」という提案があり、熱のこも

った案内と多言語化を組み合わせられるかが課題であ

る。なお、説明については、日本人観光客に話す内容か

ら更にポイントを絞った内容で話した方が、外国人旅

行者にとって、より分かりやすい説明につながると思

われる。 

さらに、祭りをより身近に楽しんでもらうには、参加

や体験という方法が考えられるが、神事でもあり、決まり事なども多く、外国人に限らず、

部外者が参加するには制限があったり、さまざまな条件が伴うことが多い。 

相撲についても、体験ができると喜ばれるのではという意見はあるが、神事としての性格

が強く、祭りと同じく容易に観光メニューにすることが難しい面もある。 

祭りを観光資源として活用、普及するにあたっては、参加に際して留意すべき点を十分に

説明することなども重要である。 

＜調査での意見＞ 

●各地がそれぞれ誇りにしている伝統や歴史に魅力を感じた。北海道の繁栄につながったよ
うな理由が道南にあり、さらに各町まったく違う特色を持っていることなど、とても興味
深かった。 

●瓦屋根の街並みに魅力を感じた。 

●江差は初めてで、とても楽しかった。魅力が伝わっていたら、もっと早く来ていたと思う。
知られていないのにびっくりした。北海道は歴史が浅い、アイヌの人達ぐらいだと思って
いたが、江差に来て知らなかった歴史がたくさんあった。 
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●説明してもらわないと、街並みの魅力は分かりづらい。 

●みそぎ祭りとその習慣に魅力を感じた。 

●「寒中みそぎ」という祭りや伝統が大事にされていて、尊敬できる。 

●天気が悪く、（寒中みそぎが）体験できなかったのが残念だが、趣旨は十分伝った。ただ、
日本語が分からないと写真だけだとあまり歴史や伝統がうまく伝わってこないのでは。長
きにわたる素晴らしい伝統行事なので、もっと分かりやすく伝えられる準備があると良い。 

●寒中みそぎ経験者でもあるガイドがとても親切で元気だった。彼の説明や経験談を楽しん
だ。外国人旅行者は彼を気に入るだろう。 

●韓国にはないもので、面白かった。韓国語での説明さえあれば、問題ない。 

●地域の伝統を今日まで継承していることに感心した。ぜひこれからも地元の誇りとして継
承していってほしい。 

●「寒中みそぎ」の話は興味を持った。意味は十分分からなかったが、魅力的に思った。 

●みそぎ祭りの魅力と注意点の説明（が必要）。 

●日本人に説明する時と外国人に説明する時と、同じ内容（ボリューム）でなくても良いの
では。外国人には短めで良いと思う。ポイントを簡略化して説明してあげると良い。 

●心に残るガイドと一体型のツアー（外国人に慣れ、外国文化を良く理解するガイドと一緒
に楽しめるツアー）を 

 

 

（２）「人」の魅力 

今回の調査では、(1)にあげたガイドのほか、各施設・店・宿などで、地元の方々のやさし

い対応とおもてなしを受けた。調査の感想の中でも「フレンドリーであった」という記載も

多く、調査員として迎えられた背景はあるものの、この地域の人達への評価は高かった。 

これらの評価が、外国人旅行者と関わりが深い人達だけでなく、地域の人達全体に広がる

ことが期待されており、言葉は分からなくても、温かく迎える気持ちや姿勢、一声などが普

及していくことが重要である。 

＜調査での意見＞ 

●木古内の人々は、全体的にとてもフレンドリーで（全部の地域そうだったのですが、木古
内町は特に）、たとえ言葉があまり伝わらずとも、なんとかなってしまうのではとさえ思う
ぐらいだった。 

●スタッフが外国人の客を恐がっているように見えた。建物や景色は素晴らしく便利な場所
なのにもったいない。 

●日本語でもいいので「こんにちは」と迎える教育が大事。外国人をあたたかく迎える意識
を。 

●外国人専用のスタッフを配置するのは当面難しいと思うので、観光地、レストラン、特に
宿泊施設においては「こんにちは」「ありがとう」「さようなら」「また来て下さい」などの
各言語学習の実施などが必要。母国語で対応されると本当に嬉しい。 
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（３）「食」の魅力 

今回は、日本酒や和菓子、水産加工品といった食べ物のお店を回る機会

が多く、また、江差町では地域の歴史とも関わりが深い「にしんそば」を

食べる機会もあった。調査員全員がにしんそばは初めてで、躊躇しつつも

食べてみたら美味しかった、と高評価であった。 

道南は、海にも近く、山もあり、さまざまな海の幸、山の幸が堪能でき

る地域であり、加えて今回の地域では、歴史的背景から比較的和菓子屋さ

んが多いなど、地域固有の食の特徴がある。地域の歴史とともに食の歴史

も PR し、魅力や購買につなげていくことが重要である。 

 

＜調査での意見＞ 

●（今回の調査で事前に興味をもったこととして）地元で獲れる食べ物 

●「にしんそば」はおいしかった。 

●「にしんそば」は、はじめて食べた。生臭さがなく、美味しく食べることができた。 

● にしんの歴史を聞いたので、歴史とつながっていて嬉しかった。 

●（当初、にしんそばではなく）他のメニューに換えてほしいと思っていたが、イメージと
違って生臭くなく、美味しかった。 

 

 

 

（４）自然の魅力 

今回の調査は観光施設や歴史的建造物など人工物の調査がメインであったが、調査ポイン

トを移動している際、バスの中から見える風景にカメラを向ける調査員の姿を多く見かけた。 

日本人、特に北海道民にとってはさほど珍しくない海岸の風景や山並みも、海外の人にと

っては新鮮であるとのことで、さらに海岸沿いには朝日や夕日がきれいなポイントもあり、

魅力的であるという声もあった。観光資源として積極的に活用することで、地域の魅力が高

まることが期待できる。 

また、今回の地域では、「松前城と桜と海」や「みそぎ祭りと雪景色と海岸」など、自然と

歴史が融合した、その地域ならではの風景があることも分かった。ポスターやホームページ

などで地域固有の風景を効果的に活用し、地域のイメージをアピールすることで、来訪を促

していくことも重要である。 

＜調査での意見＞ 

●もっと大自然を全面的に押し出してもいいのでは。 

●夕日が見えるポイントの PR を。 

●海の景色がきれいなので、観光資源として利用すべき。 

●美しい海でのクルージング（サンライズクルージング、フィッシングクルージング）、スキ
ューバダイビングなどを。 

●これぞ江差という写真をびしっと撮って、宣伝に利用する。説明が多すぎると分からなく
なる。ポイントと絞った宣伝を。 
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（５）体験の魅力 

今回は、寒中みそぎ体験や江差追分を鑑賞する体験などがあった。 

寒中みそぎ体験は天候の都合でみそぎ浜での体験ができなかったが、代わりのサービス（お

みくじ風みそぎ体験）が用意されており、調査員の満足度は高かった。江差追分についても、

全員、自分の国の観光客も魅力的に思うだろうという意見だった。 

このほか、今回は時間の都合で参加できなかった岩のりづくり体験も、意見交換会では参

加したいという意見があったほか、着付け体験などを希望する声もあった。試食や試飲も広

い意味で体験と捉えるならば、水産加工品の試食も楽しい体験となった。 

食の体験は購買や飲食につながり、地域の人とふれあう体験はリピーターにつながるため、

本地域においても地域色豊かな体験メニューに出会えるようにすることが求められている。 

＜調査での意見＞ 

●みそぎ体験を楽しみにしていた。 

●地元のお酒やシーフードなどの試食体験 

●歴史を感じられて良かった。留置所も面白い。牢屋体験なども良い。 

●相撲体験などあれば、外国人は喜ぶのでは（特に欧米） 

●着物の着付け体験で、松前城を歩いてみたい。 

●体験ができることを楽しみにしている人は多い。ぜひ（体験観光を）実施してほしい。喜
ばれると思う。 

●体験（観光）は関心があると思う。子どもに（体験観光）させたいと思う親は多い。 

●（体験観光については）ターゲットを考えて、設定した方が良いと思う。 
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３．全体的な課題 

 

本調査の結果、今回の調査目的である「外国人目線での多言語対応」については、現状と

して、松前城下町エリアや江差町の「いにしえ街道」の案内看板など、一部の地域では多言

語対応が進んでいるものの、多くの地域や観光施設では、ほとんど多言語対応が進んでいな

いことが分かった。 

一方、歴史に関わる観光スポットをはじめ、道南の観光資源については外国人旅行者にと

っても魅力があると、評価が高かった。 

以上のことから、これらの観光資源を外国人旅行者に楽しんでもらうためにはどのような

視点、ポイントで多言語対応を進めていくことが重要なのかをまとめてみると、次のとおり

である。 

 

 

（１）優先順位やターゲットの明確化 

来年の北海道新幹線開業によって、個人客を中心に外国人旅行者が急速に増加することが

予測される。多言語対応を短い期間に進めていくことが求められている。 

多言語対応として、看板やサインを整備するためには、コストや時間がかかる。今回の木

古内・松前・江差地域など道南地域全域で一気に整備を進めるということは現実的に難しく、

優先順位やターゲットを設定し、効果的に進めていくことが望まれる。 

本地域においては、渡島・檜山９町で構成している「新幹線木古内駅活用推進協議会」に

おいて「旬感千年北海道」の売り込みをはかっており、これらの関係先やターミナルから整

備するなど、優先順位を決めて進めていくことが効果的と考えられる。 

また、今回の調査において、歴史に関する興味や日本語の理解度の差によって、その人が

求める多言語対応のニーズや観光資源への反応が、必ずしも同じではないことが分かった。

このようなことから、自分の地域はどのような外国人旅行者に来てもらうことを想定するの

かなど、ターゲットについて考え、それに応じた多言語化を優先的に進めていくことも重要

である。 

＜調査での意見＞ 

●何をどこまで多言語にするかという判断は大変難しいと思うが、何よりも各地域の主張が
大事。それに従って検討が要される。 

 

 

（２）ミニマム言語バリアフリーの推進 

多言語化の手法として、看板の設置やパンフレットの整備など、コストがかかる方法以外

にも、使用料のかからないフリーのツールやソフトを活用するなど、お金をかけない方法（ミ

ニマム言語バリアフリー）で進められることも多い。関連する自治体や機関で連携し、効率

的に進めていくことも重要である。 

また、外国語を併記するという対処方法だけでなく、ピクトグラムやマーク、写真を用い

ることで、国籍に関わらず、誰が見てもわかる表記にできる部分も多い。 

さらに、言葉によるコミュニケーションができなくても、「指さし会話集」を用いたり、身

振り手振りでのコミュニケーションで対応できる範囲も少なくない。今回の調査でも、まず
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は日本語でもいいのであいさつを、という意見もあり、外国人旅行者を笑顔で迎える意識や

行動が重要である。 

＜調査での意見＞ 

●絵、マークで表すことができるものは一目瞭然で良い 

●「コミュニティベストツーリズム」という考え方がある。コミュニティの力で観光客にア
ピールする。エコミュージアムの拠点をつくり、そこでパンフレットをもらって街並みを
楽しむなど。 

 

 

（３）無料 Wi-Fiの整備 

外国人旅行者が自ら情報を探す際に必要な環境として、無料 Wi-Fi の整備が全体的に求め

られている。 

無料 Wi-Fi が使えるようになることで、外国人旅行者が自ら情報を探し出すことができる

ほか、Web を利用した案内など、紙媒体の多言語ツールを整備しなくても、効果的な情報発

信、情報提供を行うこともできる。多言語対応の基本的な環境づくりとして、優先的して整

備を進めていくことが必要である。 

＜調査での意見＞ 

●個人的に、日本全体がそうなのですが、海外には当たり前にあるように、無料 Wi-Fi がな
いのが少し残念かなと思います。 

●共通して言えるのは、無料 Wi-Fi の少なさです。 

●（木古内町のまちなかで）無料 Wi-Fi が使えないのが残念。口コミは大事。韓国は「パワ
ーブロガー」の影響は大きい。 

●（松前のまちなかで、看板に掲載してほしい情報として）無料 Wi-Fi が利用できる場所を。 

●無料 Wi-Fi が必要。地図やバス路線などがダウンロードできると良い。 
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Ⅳ.資料編 

道南調査アンケート結果 

 

Q１．今回、実際に来る前に、興味を持ったことは何ですか。 

（木古内町） 

・みそぎ体験［中国］ 

・木古内町［中国］ 

（江差町） 

・にしんそば（食べたことがなかったので）[アメリカ・カナダ] 

・開陽丸の見学［アメリカ・カナダ］ 

・江差町［韓国］［中国］ 

（松前町） 

・冬の松前城（春は写真でたくさん見たことがあるので） 

・松前町［台湾］ 

・城下町の生活を知りたかった［台湾］ 

・姥神大神宮の渡御祭［中国］ 

＜そのほか、全体＞ 

・自然、建築物、地元で獲れる食べ物［アメリカ・カナダ］ 

・各地の伝統にどれぐらい若い人が関わっているのか［アメリカ・カナダ］ 

・小さい町の生活を見たかった［台湾］ 

・トラピスト修道院［韓国］ 

・旅館とホテル［韓国］ 

 

 

Q２.３日間の調査を終えた感想として、○を１つ、つけてください。 

 

 
アメリ

カ・カナ

ダ 
中国 台湾 韓国 

1.思っていたより、楽しかった！（とて
も満足） ● ●  ● 

2.思っていたとおりだった。（だいたい
満足） ● ● ● ● 

3.思っていたよりも、ちょっと、ものた
りなかった。（ちょっと不満）     

4.思っていたより、楽しくなかった（と
ても不満）     
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Q３.「Ｑ２」で、○をつけた理由を教えてください。 

 

1.思っていたより、
楽しかった！ 

（とても満足） 

・さまざまな場所を、このような短い時間で巡れて、有り難かった

です。なかなか行こうにも（自分では）行くことができない場所

なので、とても素敵な機会を頂けて感謝しています。今回こうや

って各地を実際に目で見てきたことにより、これからもう一度で

きれば春や夏に来たいと思うようになりました。［アメリカ・カナ

ダ］ 

・松前町の街並みがすごく魅力的です。にしんそばの量はちょっと

足りない感じでしたが･･･。［中国］ 

・自分自身が知らない箇所もあったので、大変勉強になりました。

［韓国］ 

2.思っていたとおり
だった。 

（だいたい満足） 

・行った場所が多かったので、疲れた。それ以外は良かった。［台湾］ 

・道南の魅力が分かって、全体として満足しています。［韓国］ 

・訪れた場所は良かった。英語での説明が十分にあるとより良い。

［アメリカ・カナダ］ 

・外国人旅行者を増やすには、観光ルート、お土産品、ホテルにつ

いて、まだまだ努力が必要と感じました。［中国］ 

 

 

Ｑ４.今回訪れた地域で、魅力を感じたことは何ですか。 

（木古内町） 

・みそぎ祭りとその習慣［アメリカ・カナダ］ 

・旅館「きたかい」［台湾］［韓国］ 

・木古内町［中国］ 

（福島町） 

・青函トンネル記念館［中国］［韓国］ 

（江差町） 

・古い建築物や日用品がとても良く、興味深かった［アメリカ・カナダ］ 

・江差の町といにしえ街道など。江差は全部良かった［台湾］ 

・江差町［韓国］［中国］ 

（松前町） 

・松前町の景色がきれいだったこと［アメリカ・カナダ］ 

・松前城［台湾］ 

・松前公園の桜［韓国］ 

・矢野旅館［韓国］ 

＜そのほか、全体＞ 

・トラピスト修道院［中国］［韓国］ 

・海［アメリカ・カナダ］ 

・祭り［韓国］ 

・瓦屋根の街並み［韓国］ 
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・道の駅「もんじゅ」［韓国］ 

・各地がそれぞれ誇りにしている伝統や歴史です。日本という、小さくも大きな国の中に、

歴史短し北海道がありますが、その北海道の繁栄につながったような理由が道南にあると

いうこと、そのうえで、さらに各町まったく違う特色を持っていることなど、とても興味

深かったです。［アメリカ・カナダ］ 

 

 

Q５.今回訪れた場所の満足感（印象に残った感）を「５段階」で評価してください。 

 

 

 

凡例 ５ ４ ３ ２ １ 

 

 カナダ 
カナダ・ 

アメリカ 
中国 台湾 韓国 韓国 

1. トラピスト修道院 ４ ２ ５ ４ ４ ５ 

2. 木古内駅とその周辺 ４ ２ ３ ３ ３ ３ 

3. 木古内町内・店めぐり、寒中みそぎ ４ ３ ４ ３ ３ ３ 

4. １泊目の旅館（きたかい） ５ ４ ５ ５ ４ ４ 

5. 知内町「三洋食品」直売所 ５ ３ ４ ３ ３ ５ 

6. 福島町「青函トンネル記念館」 ４ ４ ５ ５ ３ ５ 

7. 福島町「横綱千代の山・千代の富士記念館」 ４ ３ ４ ４ ３ ４ 

8. ２日目の昼食（矢屋旅館） ５ ３ ５ ５ ４ ５ 

9. 松前町内めぐり ５ ３ ５ ５ ４ ４ 

10. 道の駅「北前船 松前」 ３ １ ３ ３ ３ ３ 

11. 道の駅「上ノ国 もんじゅ」 ３ １ ３ ３ ５ ５ 

12. 夕食（チャイニーズレストラン美華） ４ ２ ２ ４ ４ ４ 

13. 2 泊目の旅館（ホテルニューえさし） ３ ２ ２ ４ ３ ２ 

14. 江差町（旧檜山爾志郡役所、「いにしえ街道」、
姥神大神宮、横山家） ５ ５ ５ ５ ４ ５ 

15. 江差町（開陽丸、江差フェリーターミナル） ５ １ ５ ５ ４ ３ 

16. 3 日目の昼食（江差家で「にしんそば」） ４ ４ ３ ３ ４ ４ 

17. 江差町「江差追分会館」、江差追分鑑賞 ５ ４ ５ ５ ５ ３ 

18. 道の駅「あっさぶ」 ４ ２ ３ ３ ３ ３ 

 

 

 

 

 

 

満足     普通     不満 
（印象に残った） （印象に残らなかった） 
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Ｑ６.今回のような団体ではなく、外国人が個人で旅行した場合、「困るだろうな」と思ったことは

ありませんでしたか。（チェックシートに書いたこと以外で） 

 

・共通して言えるのは、無料 Wi-Fi の少なさです。［アメリカ・カナダ］ 

・インターネットを使える環境には、ぜひしたほうが良い。［台湾］ 

・函館～木古内や江差の交通手段の表示（往復でどのぐらい時間がかかるのかなど）がない。

また、バスと JR で行きにくい。［台湾］ 

・それぞれの観光ポイントを見るために必要な時間の表示があった方が良い。（例えば、松前

城など）。［台湾］ 

・説明してもらわないと、街並みの魅力は分かりづらいと思います。［中国］ 

・韓国語の説明。［韓国］ 

・インフォメーション（観光案内窓口）があるか分からないので、不安になる方もいると思

います［アメリカ・カナダ］ 

・決定的に多言語がなされていないのが大きな課題［韓国］ 

 

 

Ｑ７.今回訪れた中で、「海外の人にも分かりやすくて良い！親切だ！」と思ったことがあれば教

えてください。（サービスの内容、案内、人の対応など） 

（木古内町） 

・木古内の人々は、全体的にとてもフレンドリーで（全部の地域そうだったのですが、木古

内町は特にそういう印象です）、たとえ言葉があまり伝わらずとも、なんとかなってしまう

のではとさえ思うぐらいでした。［アメリカ・カナダ］ 

・木古内では新幹線開通にともない、頑張ろうという姿勢を感じた［韓国］ 

・旅館「きたかい」のスタッフの方々は常にほほえんで対応されていた［韓国］ 

（福島町） 

・青函トンネル記念館［中国］ 

（江差町） 

・江差追分［中国］ 

（松前町） 

・看板の説明が詳細だった［台湾］ 

・松前町［中国］ 

＜そのほか、全体＞ 

・日本人の対応［台湾］ 

・全体的に親切でした［韓国］ 

・地域のみなさんはとてもフレンドリーで、丁寧に説明してくださり、たくさんの情報を得

ることができました［アメリカ・カナダ］ 

・景観がきれいだった（町、街道など）［台湾］ 

・江差町と松前町はパンフレットが本当によくできていて感心しました。［アメリカ・カナダ］ 
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・「和」を感じる矢野旅館（女将が和服で出迎え、大変安らぐ感じがした）［韓国］ 

 

 

Ｑ８.道南地域に、外国人がもっと訪れたり、旅行を楽しめるためのアイデアがあれば、教えて

ください。（何でもいいです） 

   

・個人的に、日本全体がそうなのですが、海外には当たり前にあるように、無料 Wi-Fi がな

いのが少し残念かなと思います。［アメリカ・カナダ］ 

・もっと大自然を全面的に押し出してもいいのではと思いました。［アメリカ・カナダ］ 

・英語のパンフレットなどは、事前にダウンロードなどできる状態にしておくといいのでは

ないでしょうか。［アメリカ・カナダ］ 

・「①交通に関する時刻と移動時間 ②宿泊場所 ③観光するための所要時間」が重要。これら

をまとめて、いくつかのモデルルートで示せると良い。［台湾］ 

・松前町で、250 種類の桜について、もっと説明して頂ければ、もっと楽しめると思います。

［中国］ 

・海の見えるカフェ［韓国］ 

・夕日が見えるポイント［韓国］ 

・韓国語のできるスタッフ［韓国］ 

・韓国語版の資料［韓国］ 

・芸能（をもっと観光に活かす）［韓国］ 

・道南には、たくさんの見どころと温泉があるので、観光滞在にはよい［アメリカ・カナダ］ 

・道南地域の桜はとてもきれいなので、どの地域においても、お花見などのイベントがある

と桜や日本の文化を体感できる［アメリカ・カナダ］ 

・美しい海でのクルージング（サンライズクルージング、フィッシングクルージング）、スキ

ューバダイビングなど［アメリカ・カナダ］ 

・北海道内では恵まれた暖かい地域において、小さい町ならではの隠れ家的リゾートまたは

キャンプなど［アメリカ・カナダ］ 

・地元のお酒やシーフードなどの試食体験［アメリカ・カナダ］ 

・もっと魅力的なお土産品［アメリカ・カナダ］ 

・心に残るガイドと一体型のツアー（外国人に慣れ、外国文化を良く理解するガイドと一緒

に楽しめるツアー）［アメリカ・カナダ］ 

・道南は、地理的条件から見て、リピーター、もしくは個人旅行で歴史、文化に興味を持っ

ている人々でないと、なかなか足を運ばないと思う［韓国］ 

・多言語の前に、この地域における外国人受け入れの意識を高める教育が必要。言葉は通じ

なくても、心から受け入れ、あたたかく迎えるということ［韓国］ 

・何をどこまで多言語にするかという判断は大変難しいと思うが、何よりも各地域の主張が

大事だと思う。それに従って検討が要されると思う［韓国］ 

・絵、マークで表すことができるものは一目瞭然で良い［韓国］ 

・外国人専用のスタッフを配置するのは当面難しいと思うので、観光地、レストラン、特に

宿泊施設においては「こんにちは」「ありがとう」「さようなら」「また来て下さい」などの
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各言語学習の実施などが必要。母国語で対応されると本当に嬉しい 

・「交流・シンポジウム」と「観光」をドッキングさせたコースをつくる。例えば、道内に唯

一江戸時代からの歴史を有していることから 200～300 年の伝統行事や芸能があり、今日

まで若者に受け継がれているので韓国の伝統交流を互いに学び合う（テーマはみそぎ、江

差追分、祭り、桜など）（１日目）函館山の夜景と西部地区の散策、湯ノ川温泉泊、（２日

目）トラピスト修道院、松前公園（桜）、矢野旅館泊、（３日目）バスの中から日本海の光

景、道の駅「もんじゅ」、いにしえ街道［韓国］ 

 

 

Q９.あなたが観光の情報を知るとき、よく見るもの、参考にするものはどれですか。（○はいくつ

でもいいです） 

 

 カナダ 

アメリ

カ・カナ

ダ 

中国 中国 台湾 韓国 韓国 

1.ウェブサイト（ホームページ） ● ●  ● ● ●  

2.Fasebook や Twitter などＳＮＳ ●   ●  ●  

3.ガイドブック  ● ● ● ● ●  

4.テレビやラジオ ●   ● ●  ● 

5.新聞    ●    

6.雑誌、フリーペーパー    ●   ● 
7.旅行会社がつくったパンフレット、旅行

会社のスタッフの説明 
●     ●  

8.観光地がつくったパンフレット・マップ ● ● ●   ●  

9.そのほか  ●    ● 
※  

※口コミ［韓国］ 
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Q10.外国人観光客（利用者）のために、外国語で表記することについて、あなたの考えに一番近

いものを１つずつ、選んでください。 

 

①自分が持ち歩ける、パンフレットについて 

 カナダ 

アメリ

カ・カナ

ダ 

中国 中国 台湾 韓国 韓国 

1.自分の国の言葉のパンフレットがあった

方がよい 
  ● ● ● ● ● 

2.外国語は、英語のパンフレットだけ、あれ

ばよい 
●       

3.外国語は、英語と［ ］のパンフレットが

あるとよい 
● 
※ 

      

4.そのほか        

※中国語、韓国語、タイ語、フランス語［アメリカ・カナダ］ 

 

 

②それぞれの場所にある、説明看板や案内板の文字について 

 カナダ 

アメリ

カ・カナ

ダ 

中国 中国 台湾 韓国 韓国 

1.自分の国の言葉のパンフレットがあった

方がよい 
● ● ●  ● ●  

2.外国語は、英語のパンフレットだけ、あれ

ばよい 
● ●  ●    

3.外国語は、英語と［ ］のパンフレットが

あるとよい 
       

4.そのほか       ● 

※●：アメリカ・カナダは英語圏なので１と２両方に相当。 

［意見として］ 

・重要な部分だけ［台湾］ 

・（母国語で書いてあると）親しみを感じます［韓国］ 

・景観を壊しすぎない程度に、ある程度ピクトも使用しつつ、が一番［アメリカ・カナダ］ 

・微妙です。うっとうしすぎてもいけないし、具体的な説明がないと分からない箇所は、英・

中・韓が必要。内容も、日本向けと同じでなくても良い。重要な部分だけ。年代表記は西

暦で。［韓国］ 

 

 


