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令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
１－①

観光ビジョン
掲載施策
「地方創生回

市町村・地域等

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体
北海道運輸局

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

・観光スポットを巡る周遊バス等について、利用率の低さ等から運行が

・９月３０日、自治体担当者向け人材育成研修を実施。（３４自

・引き続きシンポジウム、人材育成研修、セミナー等を通じて自

続かないため、支援運行や実証実験の支援が必要となっている。

治体・３９名参加）

治体交通担当者の人材育成や交通政策を支援する。

・また、二次交通として用いられているバス路線について、路線維持の

・２月４日、地域公共シンポジウムを札幌で開催する予定。

・引き続き、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業の事業

・訪日外国人旅行者受

広域観光周遊

ために補助金が必要となっている。

・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業及び観光振興事業

応募に向けて積極的な周知、説明を行い、選定された事業に対し

入環境整備緊急対策事

ルートの世界水

・二次交通として、FITは、冬にレールパスを利用してくるが、施設巡り （公共交通利用環境の革新等事業）について、選定された事業

て支援を行っていく。

業

準への改善

のパス利用者が多い。あれば便利だが経営的な面では難しい。【北海道

（１０件）に対して、可変式情報表示装置・多言語翻訳システム

・通報窓口に寄せられた事案について、適切に処理する。

・観光振興事業

全域】

機器・行き先表示器・バスロケーションシステム・QRコード決済 ・引き続きタクシー不足対策の検討を進める。

・最先端観光コンテン

対応自動券売機・企画乗車船券など、多言語対応やキャッシュレ

ツインキュベーター事

・FITが増加しているが、観光施設との間でのバスの便が悪い。

ス対応のための設備導入にかかる補助・支援等を行った。

業におけるモデル事業

・バスの本数が少ない。

・通報窓口に寄せられた事案はなかった。

・ＪＲや空港からのバスの乗り継ぎが悪く、利便性が損なわれている。

・倶知安・ニセコ地区におけるタクシー運転者不足解消のための

・観光客にも使いやすい公共交通手段が必要である。

運転者マッチング方法について、ハイヤー協会等業界関係者にヒ

・道東の足の弱さを路線バスで強化したいと思うが課題は大きい。【北

アリングを行ったところ、冬期間は倶知安・ニセコ地区以外で

海道全域】

あっても、一定程度の需要があり他地区へ運転者を派遣するほど

廊」の完備

北海道全域

課題・現状

北海道運輸局交 －

・訪日外国人旅行者周

通政策部

遊促進事業

の余力・必要がないことが判明した。
タクシーの不足

・なお、倶知安・ニセコ地区の冬期間タクシー不足対策として、

・スキーシーズンを中心にパウダースノーを目当てとしたオーストラリ

今シーズンにおいても、岩内余市圏に営業所を設けるタクシー事

ア人観光客が大挙して来訪していることにより、夏季と冬季の観光業の

業者に対し期間限定の営業区域拡大認可を行っている。

繁閑の差が激しく、繁忙期にあわせた輸送供給力を確保できず、冬季繁
忙期においてはタクシーが慢性的に不足している。
・特に最終バスの運行後に繁華街からホテルまで戻ってくるための公共
交通手段が存在しないこと。交通事業者は運転者不足に悩まされている
ことから、十分な対応が出来ていない。
・同地域における営業許可を有するタクシー事業者は10社あるが、観光
客が多いニセコ町内、倶知安町内に所在するタクシー会社はそれぞれ2社
しかなく、その他は近隣町村に所在しているため、両町のニーズに対し
十分に対応できていない。
交通事業者同士の連携不足
・特にタクシー事業者間連携が出来ていないために、タクシー不足とい
う状況の問題解決の妨げとなっている。
その他
・ＪＲ倶知安駅の施設や、バス・タクシー事業者の接客応対や多言語対
応についても、旅行者からクレームが出ている。【ニセコ地域】
・現在、ＪＲ白老駅に停車する特急列車は、Ｌ特急すずらん（札幌ー東
室蘭間）1日片道5本のみ。本町にあるアイヌ民族博物館には年間20万人 ・令和元年８月に北海道交通政策総合指針の重点戦略等を効果的
弱の来館者があり、国が整備する国立のアイヌ文化博物館（仮称）や国 に推進するため、交通・物流事業者や行政、関係機関などによる

・引き続き、北海道交通・物流連携会議を開催し、関係者が一体

立の民族共生公園が一般公開される2020年には年間50万人～100万人の 北海道交通・物流連携会議を開催。
・令和元年７月に情報共有・対応強化WGを開催し、交通事業者
観光客が想定される。【白老町】

・情報共有・対応強化WGを開催し、災害時等における交通情報

北海道

となった施策展開を図る。
の提供や交通モード間が連携した対応に向けて、検討を進める。

による情報発信の強化を進めるとともに、一元的な交通情報の発
・現在、白老町と新千歳空港及び札幌間を直接結ぶ高速バス路線はない

信について検討を行った。

状況。本町にあるアイヌ民族博物館には年間20万人弱の来館者があり、
国が整備する国立のアイヌ文化博物館（仮称）や国立の民族共生公園が
一般公開される2020年には年間50万人～100万人の観光客を想定。新千
歳空港や札幌からの高速バス利用者も見込まれるところ。【白老町】
・団体の外国人観光客が多く訪日する２月・7月・8月などのピーク時に
おいて、道央エリア（特に新千歳空港）から紋別市を含む道東エリアに
行くための貸切バスの不足等の問題が発生している。（期間中ほぼ稼働
率１００％）
・また、バス代金の高騰により、旅行会社の求める料金に見合わない
ケースが生じている。【紋別市】
・新運賃制度では、隣の町から車を持ってくるだけでも運賃が変わるた
め、実態に合わないところがある。
・貸切バス制度変更のため、ホテルから会場まで送り料金が加算される
ことになり、説明に大変苦労した。
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歳空港や札幌からの高速バス利用者も見込まれるところ。【白老町】

【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）
・団体の外国人観光客が多く訪日する２月・7月・8月などのピーク時に

おいて、道央エリア（特に新千歳空港）から紋別市を含む道東エリアに
令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
行くための貸切バスの不足等の問題が発生している。（期間中ほぼ稼働
率１００％）
・また、バス代金の高騰により、旅行会社の求める料金に見合わない

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

ケースが生じている。【紋別市】
課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体

・新運賃制度では、隣の町から車を持ってくるだけでも運賃が変わるた

・北海道全域の課題として、平成30年度同様、最寄JR駅（空港） ・地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業（活用年限最大3年 北海道観光振興機

め、実態に合わないところがある。

～観光地、観光地～観光地を結ぶ路線の維持、継続（最終目標は

間）で、地域が主体的に実施する観光資源の開発、二次交通運行

・貸切バス制度変更のため、ホテルから会場まで送り料金が加算される

自走化）を目的とし、地域の魅力を活かした観光地づくり推進事

実証、情報発信機能強化等の事業を支援し、各事業の4年目の自走

ことになり、説明に大変苦労した。

業の利活用で実証実験、プロモーション（情報発信）事業の一部

化を目標とする。

・貸切バスの事業区域が障害になっているので、この緩和が必要。

の事業支援を実施。

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

構

・海外は、コース設定が大雑把で大幅な変更があったりして、新運賃制
度のルールではこまめな対応ができない。【北海道全域】
●ニセコ駅・倶知安駅
・ＪＲ安全問題に関する報道は外国人も知っている。車両編成が１、２
両しかないため増結が必要だ。
●洞爺駅
・FITが増加しており、洞爺駅～バスターミナル～昭和新山のバスの便が
悪い。【解決済】
●摩周駅
・最近個人客が多くなってきたが、ＪＲ摩周駅で降りても、摩周湖に行
くことが出来ない。【ニセコ地域、洞爺湖町、弟子屈町】
●阿寒・弟子屈

・冬季繁忙期において、外国人利用が特に多い倶知安駅・ニセコ

・ご利用実績や地域の状況等を踏まえ、繁忙期を中心に可能な範

・釧路から阿寒・弟子屈には路線バスが走ってはいるが時間帯によって

方面について、可能な範囲で増結等を実施。

囲で増結や臨時停車等の対応を検討。

はまだまだ本数が少ない。一番の問題は阿寒と弟子屈間である。

・2020.4の「ウポポイ」オープンに向けて、白老駅のバリアフ

・2020.4の「ウポポイ」オープンに合わせて、白老駅の臨時改札

●洞爺

リー化を実施するとともに、2020.3のダイヤ改正で特急列車の停 口を開設予定。また、白老到着前の特急列車車内自動放送におい

・昭和新山まで洞爺湖温泉から歩いてくる人が多い。連絡バスは、一日

車拡大を実施予定。ダイヤ改正に合わせ、一部特急列車や快速エ

て、アイヌ語による「ウポポイ」紹介を放送予定。

に4本しかない。【解決済】

アポートの車内自動放送において、アイヌ語の挨拶「イランカラ

・ご利用実績を踏まえ、ニセコエリアと洞爺湖を結ぶアクセスバ

●大沼

プテ」を放送予定。

スの運行（夏季・冬季）への協力を検討。

・駒ケ岳登山は入山解放されたが、登山口までのアクセスは現在ない。

・北海道観光振興機構広域観光推進事業の支援を受け、冬期間に

●ニセコ・倶知安

ニセコエリアと洞爺湖を結ぶアクセスバスの運行に協力。

JR北海道

・冬のニセコ、夏の札幌とピークの違う宿泊地を、アクセス改善により
連携させられないか。【北海道全域】
・木古内町以西は函館バスを紹介しているが、本数が少なく、周遊バス
がない。
・いさりび鉄道も車両数が少なく増結が出来ないため、団体客への対応
が難しく、振り替えで対応。
・ＦＩＴによる函館市内の周遊観光を促進させる観点から、市電を降り
てから観光スポットへのアクセスを改善するか、市電路線の延長をする

・貸切バス運賃・料金制度の周知のため、フリーペーパー及び経

・引き続き、貸切バス運賃・料金制度の周知のため、フリーペー

かの取組が必要。【函館市】

済誌に広告を掲載した。

パー等に広告を掲載する。

バス協会

・関係機関と連携しながら、運転者確保のため全道6ヵ所で「バス ・引き続き、関係機関と連携しながら、「バス運転者合同採用説
・外国人はほぼバスを利用しており、アクセス関係で冬はバスの本数が

運転者合同採用説明会」を開催した。

明会」の開催等、運転者確保に向けて取り組む。

多くあまり問題はないが、夏は本数が少なくうまく繋がらない。【新得

・運転者確保のため、「バス運転手キャリアパスガイド」を作成

・引き続き、「バス運転手キャリアパスガイド」を活用し、運転

町】

し、全道の大学、高校、ハローワーク等に配布した。

者確保に向けて取り組む。

・令和２年１月に旅行業界・バス協会連絡会を開催する。

・引き続き、旅行業界・バス協会連絡会を開催する。

・９月から湯巡りパス（観光圏事業）がリニューアルするが、夏季はバ
スが運行しておらず二次交通が課題となっている。
・夏、冬の変動差が激しいタクシーの確保が問題になっており、季節変
動をカバーする手法が必要。
・ダイヤ改正により、小樽-倶知安間は増強されたが、倶知安-ニセコ間
は減となり、右肩上がりだった利用が減り、夏の乗車率が下がってい
る。
・函館-ニセコ間のバスが苦戦中であり、函館からニセコの動向には繋
がっていない。【ニセコ町】
・冬はユナイテッドシャトルがあるが、夏のエリア内交通の充実が必
要。【倶知安町】
・ＦＩＴにとっては稚内～旭川間の交通が大切であり、巡回バスのよう
なものが欲しい。
・今後のＪＲの便数継続について、不安感がある。
・宿泊施設、観光スポット、フェリーターミナルをつなぐ二次交通が課
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動をカバーする手法が必要。

【北海道ブロック】

・ダイヤ改正により、小樽-倶知安間は増強されたが、倶知安-ニセコ間

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）
は減となり、右肩上がりだった利用が減り、夏の乗車率が下がってい

る。
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・函館-ニセコ間のバスが苦戦中であり、函館からニセコの動向には繋
がっていない。【ニセコ町】

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等 ・冬はユナイテッドシャトルがあるが、夏のエリア内交通の充実が必
課題・現状
要。【倶知安町】
・ＦＩＴにとっては稚内～旭川間の交通が大切であり、巡回バスのよう

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体

・白老町へのアクセスを図るべく、関係機関・ＪＲ・バス事業者

・関係者と連携し、いかに利用できる交通網を維持できるか、地

等と協議を継続中。

域公共交通活性化協議会などで検討を行う。

・網形成計画の策定に向けたセールスを実施。

・引き続き地域における交通体系の対応策を検討する。

ニセコ町

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所

概要

概要

連合会

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

言」を策定

言」を策定

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

の誘客拡大を目指す

の誘客拡大を目指す

【満足度向上に向けた観光地域の創出・調査事業の実施】

【満足度向上に向けた滞在型観光の創出事業の実施（予定）】

概要

概要

・地域間の移動手段、交通アクセスの利便性、災害時・緊急時対

・令和元年度の調査結果を基に、滞在型観光の企画、商品造成に

応、滞在型観光ルート・アクティビティ等の現況調査・関係機関

向けた取り組み

と観光パッケージの構築

・モニターツアーの実施

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

白老町

なものが欲しい。
・今後のＪＲの便数継続について、不安感がある。
・宿泊施設、観光スポット、フェリーターミナルをつなぐ二次交通が課
題（タクシー利用を案内している状況）。観光客のための観光地周遊バ
スなどがあれば良い。
・夏季は繁忙期でバスを出せない状況にある。【稚内市】

・12月～2月の冬期間、ニセコ駅から各スキー場、昆布温泉に周
・冬のニセコ地域の観光客を小樽へ連れてきたいが、公共交通機関の不

遊バス運行。

便さがあるため、冬期間だけでもＪＲの増便が必要。また、バス運行の

・12月～2月の冬期間、洞爺～倶知安アクセスバス運行。

実証実験も実施したい。
・インバウンドの増加により観光バスが不足。【小樽市】
・斜里～ウトロ～知床自然センター～知床五湖間は、斜里バスが運行し
ているが、本数が少ない。
・札幌～ウトロ間も斜里バスが運行しているが、もっと有効なPRが必
要。
・広域観光周遊バスの有効活用の検討を。【斜里町】
・羅臼町内には阿寒バスの路線しかなく、本数が少なく不便。
・中標津空港のアクセスが悪い。航空機との接続が悪いため、利便性の
向上を。
・早朝、夜間のガイドツアーやホエールウォッチングなど実施時には、
タクシーが営業しておらず移動手段がない。
・宿泊施設への輸送も町内にタクシーが1台しかなく,利用が重なると対
応しきれない。【羅臼町】
・支笏湖までのバスの本数が少ない。【千歳市】
・東川町から直接旭川空港へのアクセスバスがない。
・旭川市を経由すると、時間、費用とも負担が大きい。【東川町】
・十勝川温泉～然別湖間のバス路線を新設してほしい。【音更町】
・函館でレンタカーを借りて千歳や札幌で乗り捨てるケースが非常に多
い7月～9月の繁忙期は陸送業者も忙しくて千歳に集まりすぎたレンタ
カーを函館まで運びきれない。そのため車が函館まで戻ってきていない
ために予約がとれず貸し出しができない。【函館市】
・洞爺湖とニセコ地域のアクセス交通を充実してほしい。ニセコを訪れ
た観光客が洞爺湖温泉にも行きたいという声も聞く。
・バス路線にナンバリングをし案内することにより、外国人の誤乗車を
防ぎたい。【洞爺湖町・解決済】
・地球岬までのアクセス交通を充実してほしい。【室蘭市】

・調査地：登別市、苫小牧市、白老町

※民族共生象徴空間（ウ

ポポイ）の開業（令和2年4月）
・有識者と連携し、調査事業等実施（令和元年10月～）
・調査結果取りまとめ（令和2年1月末予定）

・ニセコ地区とのアクセスを充実してほしい。【白老町】
・登別駅～マリンパーク～登別温泉街を結ぶバスを新設してほしい。
【登別市】
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
１－②

観光ビジョン
掲載施策
産業界ニーズを

市町村・地域等
北海道全域

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

・バスはあるがドライバーがいないという理由で断られる。

・平成２７年度から実施している「運輸支局長等による高校訪

・運輸支局長による高等学校の訪問活動を引き続き実施する。

踏まえた観光経

・長時間拘束されるなど労働環境が厳しいため、募集しても応募が少な

問」により，自動車運送事業や運転者の魅力のＰＲ等を行い，高

・「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」

営人材の育成・

いことから、ドライバーの高齢化が進んでいる。

卒者の運送業界に対する関心や興味の喚起を行っている。（記入

により，引き続き関係省庁による取組や検討を行う。

強化（観光関係

・二種免許取得まで時間が掛かり、学校を卒業したばかりの人材を確保

日現在５４件実施済み）

・「運転者職場環境良好度認証制度」を令和２年度から開始予

の規制・制度の

できないため、バス会社同士の引き抜きが激しい。

・「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」

定。

総合的な見直し

・急激な人口減少のなか、従来の制度では運転者不足は解消されない。

により，関係省庁による取組や検討が行われており、国土交通省

・地域によっては在住外国人の応募もあり、二種免許取得要件の緩和や

においては，長時間労働の是正などの働き方改革を重視した取組

運転免許制度の改正は出来ないか。【北海道全域】

状況を「見える化」 するため、自動車運送事業者「運転者職場環 経営事業者の支援を行う。
境良好度認証制度」(ホワイト経営)を創設した。

実施主体
北海道運輸局

ブロック
担当部局
北海道運輸局交 －

活用可能な
補助事業等

連携省庁
ー

通政策部

・創設した「運転者職場環境良好度認証制度」を活用しホワイト
「運転者職場環境良好度認証制度」を令和２年度から開始予定。
引き続き「運輸支局長等による高校訪問」を継続する。

・「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」
により，関係省庁による取組や検討が行われており、国土交通省
においては，長時間労働の是正などの働き方改革を重視した取組
状況を「見える化」 するため、自動車運送事業者「運転者職場環
境良好度認証制度」(ホワイト経営)を創設した。
平成２７年度から実施している「運輸支局長等による高校訪問」
により，自動車運送事業や運転者の魅力のＰＲ等を行い，高卒者
の運送業界に対する関心や興味の喚起を行っている。
・「観光人材育成事業（地方創生推進交付金）」により、北海道

・「観光人材育成事業（地方創生推進交付金）」として、引き続

を訪れる外国人観光客が、安全・安心・快適に道内観光を楽しむ

き、道民のホスピタリティの向上と観光振興に携わる人材の育

ことができるよう、観光振興に携わる人材の育成を目的として、

成・確保に向けた取組を推進するため、道内１０箇所程度で各種

外国人観光客受入の現場対応者向けの実践的な各種研修を全１０

実践的研修を実施予定。（北海道経済部観光局）

北海道

回（道内１０箇所）で実施。（北海道経済部観光局）

１－③

「世界一安全な

千歳地区

・イレギュラーな運航の発生や運航遅延により旅客が（既存の）二次交

・訪日外国人等の冬期における新千歳空港利用者の増加に対応す

・輸送の安全確保状況、利用者利便の状況、情勢の変化等を踏ま

国、日本」の良

通を利用できない場合、航空会社が複数のバス会社・タクシー会社と直

るため毎年度１２月１日～３月３１日の期間において、札幌交通

え必要に応じ、通達の見直しを行う。

好な治安等を体

接交渉し手配をしているが、時間帯によっては確保が難しいことがあ

圏、苫小牧交通圏のタクシー事業者に対し、新千歳空港構内の営

・イレギュラー対応については、関係各課と検討を進める。

感できる環境整

る。

業区域を申請により認める措置について令和元年１０月３０日付

備

・路線バスについては、運転者の勤務管理ローテーションに影響が出る

けで通達（恒久化）した。また、通達発出に際し、大雪等のイレ

ことから、イレギュラー事案への対応が難しい状況。

ギュラー時においても安定的な輸送力を供給できるよう措置し

・貸切バスについては、運転者不足が深刻であり、通常の観光客への対

た。

応にも支障を来している状況。

・令和元年１０月１日から千歳市と恵庭市の営業区域を統合して

・タクシーについても、運転者が不足している状況であるとともに、季

千歳圏とし、恵庭市に営業所を置く事業者が通年で新千歳空港で

節波動の影響からピーク時に合わせた車両の用意が出来ないことから、

の輸送ができるように措置し、全体の供給力を高めた。

千歳地区の車両数では対応できないことがある。【新千歳空港エリア】

・空港タクシー乗り場の使用ルール適正化について、令和元年１

北海道運輸局

北海道運輸局交 －

－

通政策部

２月３日に関係事業者に対して説明会を実施し、ルールの理解と
・外国人旅行者の増加により、新千歳空港におけるタクシーの確保が困

遵守を促した。

難になってきている。また、新千歳空港が所在する千歳市にあるタク

・北海道運輸局と連携し、それぞれ担当する事業者等に対し、

シー会社のみでは、対応が困難になってきている。

メールのリスト担当者・連絡先等の変更の有無、活用の有無等確

・新千歳空港のタクシー乗り場については、千歳地区ハイヤー協同組合

認し、更新したリストを配付。

が整理員を配置し利用に関するルール遵守確保に努めているが、既に乗

・イレギュラー発生時に、本リストが使用された場合は、その効

り場が不足していることと、千歳地区以外の事業者が多く利用し、ルー

果について関係者と協力し検証を行う。

・関係者と連携し、検討を継続する。

空港事務所

ルを遵守しない事業者もいる。【千歳地区】
・令和元年9月にこれまでの千歳市、恵庭市の交通圏が統合され千 ・これまでの取組をさらに推進する。

ハイヤー協会

歳圏となった。
・特に冬期間における新千歳空港からニセコなどの有名観光地へ
の輸送供給力、荒天時・災害時などの対応強化を図った。

4

・新千歳空港のタクシー乗り場については、千歳地区ハイヤー協同組合

【北海道ブロック】

が整理員を配置し利用に関するルール遵守確保に努めているが、既に乗

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）
り場が不足していることと、千歳地区以外の事業者が多く利用し、ルー

ルを遵守しない事業者もいる。【千歳地区】
令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所

概要

概要

連合会

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

言」を策定

言」を策定

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

の誘客拡大を目指す

の誘客拡大を目指す

・北海道バス協会へ交付している運輸事業振興助成金を通じて札

・低コストで導入できるバスロケの情報収集や研究・検討を実

幌市内のバスロケ導入を支援。

施。

・また、バスロケ導入には多額の経費が必要となることから、低

・道南地域におけるICTを活用した地域交通利便性向上実証実験事

コストで導入できるバスロケの情報収集や研究・検討を実施。

業のフォローアップを行い、効果や課題、今後の対応等について

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

北海道

・道南地域においてICTを活用した地域交通利便性向上実証実験事 整理。
業を実施。
バス、フェリー、鉄道、路面電車を運行している企業が協力、
各社GTFSを整備の上、外国人への対応を考慮し、GoogleMapsへ
掲載するとともに企画乗車券等を販売。

・ＧＴＦＳの普及促進を図るため、バス情報分野の最先端で活躍

・引き続き、検討会等でバスロケ及びＧＴＦＳ等の普及促進に取

されている講師を招いて、「標準的なバス情報フォーマット

り組む。

バス協会

（GTFS）説明会」を開催した。
・バス会社の担当者がＧＴＦＳによるダイヤデータの作成が出来
るようになることを目的に、「標準的なバス情報フォーマット
（GTFS）作成のための「その筋屋」実務者研修会」を開催した。

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所

概要

概要

連合会

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

言」を策定

言」を策定

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

の誘客拡大を目指す

の誘客拡大を目指す

【満足度向上に向けた観光地域の創出・調査事業の実施】

【満足度向上に向けた滞在型観光の創出事業の実施（予定）】

概要

概要

・地域間の移動手段、交通アクセスの利便性、災害時・緊急時対

・令和元年度の調査結果を基に、滞在型観光の企画、商品造成に

応、滞在型観光ルート・アクティビティ等の現況調査・関係機関

向けた取り組み

と観光パッケージの構築

・モニターツアーの実施

・調査地：登別市、苫小牧市、白老町

※民族共生象徴空間（ウ

ポポイ）の開業（令和2年4月）
・有識者と連携し、調査事業等実施（令和元年10月～）
・調査結果取りまとめ（令和2年1月末予定）
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
２－①

観光ビジョン
掲載施策
「地方創生回

市町村・地域等
北海道全域

廊」の完備

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

・ＪＲ北海道には「ジャパンレールパス」という周遊パスがあるのに対

・北海道運輸局ホームページに、「Hokkaido Budget Bus

・北海道運輸局ホームページに、「Hokkaido Budget Bus

し、バス（都市間・路線）においては、一部のバス会社における取組に

Pass」のサイトへリンクするバナーを設けて周知をしている。

Pass」のサイトへリンクするバナーを設けて周知する。

実施主体
北海道運輸局

ブロック
担当部局
北海道運輸局交 －

活用可能な
補助事業等

連携省庁
－

通政策部

とどまり、道内全体のバス路線をカバーする「周遊パス」がなく、観光
公共交通利用環

客のバス利用が進んでいない。

境の革新

・送迎等の足の弱さを公共交通で強化したいが、なかなかうまくいかな
い。
・路線バスの利用促進のために作成したバスパックについて外国人の利
用もある。
・運賃の支払いの簡便さや、乗り継ぎの利便性から、全道の都市間バス
を繋ぐパスの発行はできないか。【北海道全域】
・都市間バスがあるなら、それを含んだPRや周遊パスを作らないと目的
地に行けるかどうか分からない。【音更町】

２－②

通信環境の飛躍

・バスの運行状況システム（バスロケ）は運行本数の少ない地域では、

・北海道中央バス及びじょうてつのバスロケーションシステム導

・札幌市内のバス路線については、全てバスロケーションシステ

的向上と誰もが

北海道全域

より必要性が高く、また、特に冬季は時間どおりにバスが来ないことに

入について補助採択されたことを受けて、公共交通利用刷新計画

ムが導入された。今後は、他地域における導入意向があった際

一人歩きできる

より寒いバス停で観光客がバスを待っていることから、早急に導入を検

の認定・交通WGにおける事業実施計画の了承・交付申請等の必

に、補助活用などの相談に対応していく。

環境の実現

討すべき。

要な手続きを経た後、令和元年９月に観光振興事業費補助金及び

・現在のホームページなどによる検索システムは、バス停の名称しか表

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金の交付決定

公共交通利用環

示しておらず、目的地に行くにはどこで降りていいのか分かりづらいた

を行った。現在、事業に着手をしている。

境の革新

め、目的地検索機能を有するシステムが必要。また、これらの検索シス
テムは訪日外国人が使用できるよう、多言語化が必要。【北海道全域】

北海道運輸局

北海道運輸局交 －

・訪日外国人旅行者受

通政策部

入環境整備緊急対策事
業
・観光振興事業

・北海道バス協会へ交付している運輸事業振興助成金を通じて札

・低コストで導入できるバスロケの情報収集や研究・検討を実

幌市内のバスロケ導入を支援。

施。

・また、バスロケ導入には多額の経費が必要となることから、低

・道南地域におけるICTを活用した地域交通利便性向上実証実験事

コストで導入できるバスロケの情報収集や研究・検討を実施。

業のフォローアップを行い、効果や課題、今後の対応等について

北海道

・道南地域においてICTを活用した地域交通利便性向上実証実験事 整理。
業を実施。
バス、フェリー、鉄道、路面電車を運行している企業が協力、
各社GTFSを整備の上、外国人への対応を考慮し、GoogleMapsへ
掲載するとともに企画乗車券等を販売。
・ＧＴＦＳの普及促進を図るため、バス情報分野の最先端で活躍

・引き続き、検討会等でバスロケ及びＧＴＦＳ等の普及促進に取

されている講師を招いて、「標準的なバス情報フォーマット

り組む。

バス協会

（GTFS）説明会」を開催した。
・バス会社の担当者がＧＴＦＳによるダイヤデータの作成が出来
るようになることを目的に、「標準的なバス情報フォーマット
（GTFS）作成のための「その筋屋」実務者研修会」を開催した。
【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所

概要

概要

連合会

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

言」を策定

言」を策定

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

の誘客拡大を目指す

の誘客拡大を目指す

【満足度向上に向けた観光地域の創出・調査事業の実施】

【満足度向上に向けた滞在型観光の創出事業の実施（予定）】

概要

概要

・地域間の移動手段、交通アクセスの利便性、災害時・緊急時対

・令和元年度の調査結果を基に、滞在型観光の企画、商品造成に

応、滞在型観光ルート・アクティビティ等の現況調査・関係機関

向けた取り組み

と観光パッケージの構築

・モニターツアーの実施

・調査地：登別市、苫小牧市、白老町

※民族共生象徴空間（ウ

ポポイ）の開業（令和2年4月）
・有識者と連携し、調査事業等実施（令和元年10月～）
・調査結果取りまとめ（令和2年1月末予定）
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
２－③

観光ビジョン
掲載施策
公共交通利用環
境の革新

市町村・地域等
北海道全域

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

・インバウンド旅客が所持するスーツケース等大型荷物は、道内旅行の

・引き続き共通ロゴマークの承認基準を満たす手ぶら観光のカウ

・実際に手荷物の一時預かりや宅配サービスを実施している観光

主流となる周遊旅行の場合において、お客様移動の際の阻害要因となっ

ンター設置数の更なる増加をめざし、手ぶら観光の普及促進を図

案内所や土産店、宿泊施設などピックアップして、手ぶら観光制

ている。

る。

度や補助事業の活用などを働きかける。

・列車での移動においては車内での荷物の保管場所が限定されており、

・ＪＮＴＯ認定観光案内所を中心に、「手ぶら観光サービス」制

多数のインバウンド旅客のご利用があった場合に保管場所に苦慮してい

度概要や関係する資料を送付するなど具体的に周知を図る。

実施主体
北海道運輸局

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

北海道運輸局観 －

・訪日外国人旅行者受

光部

入環境整備緊急対策事
業

る。
・海外から到着後、ストレスなく宿泊ホテルへ荷物が運ばれていればお
客様の満足度の向上につながる。【北海道全域】
・大型のスーツケースを持った移動が大変（エレベーターやエスカレー
ターが無く階段の上り降りが大変。車両内の荷物置き場の不足、大型コ
インロッカーの不足など）。
・外国人観光客の手荷物は非常に多く、路線バス車内に大量の荷物を積
み込むため、乗車人員が定員の半分や１／３となっている事例がある。
・乗客の狭隘スペースを解消するために、バスの増便などで対応したい

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所

が、乗務員不足などの影響で増便がなかなかできない。

概要

概要

連合会

・また、大きな荷物を持った外国人が町にあふれている。

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・特に冬道などスーツケースのキャスターが機能しないため、持ち歩き

言」を策定

言」を策定

に苦労している旅行者が多い。【北海道全域】

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

●富良野駅

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

・富良野駅にはホームのエレベーターが無く、多くの方が大きな荷物を

の誘客拡大を目指す

の誘客拡大を目指す

①荷物置場

①荷物置場

・北海道新幹線車両と在来線主要特急車両への荷物置場設置済。

・需要を精査しながら、追加設置車両等を検討。

今後新製する特急車両には、製造時に荷物置場を設置。

②車両の増結

②車両の増結

・ご利用実績や地域の状況等を踏まえ、繁忙期を中心に可能な範

・ご利用実績や地域の状況等を踏まえ、繁忙期を中心に可能な範

囲で増結等を検討。

囲で増結等を実施。

③エレベーター

③エレベーター

・バリアフリー法基準等に基づき、関係省庁・自治体と連携を図

・バリアフリー法基準等に基づき、関係省庁・自治体と連携を図

りながら対応（南小樽駅、島松駅、洞爺駅、登別駅）。

抱え、長いホームの階段を上り下りしている。
・滝川市では市がエレベーターを設置したと聞いているが、ぽっぽブ
リッジがあるので、連動させる等早急な対応を希望。
・NATASやTITF、MATTA等の旅行博に参加の際に現地旅行会社の方々に
何度も対策を急いでくれと言われている。【富良野市】
●洞爺駅
・洞爺駅のアクセスが悪いため、乗り換えが必要になるときがあり、乗
換駅はエレベーターやエスカレーターもないため、FITの旅行者は苦労し
ている。【洞爺湖町・解決済】
・市電の利用に際し、近年は大型のキャリーケースが主流となってお
り、通行の妨げとなっていることから遅延の原因となっている。
・市電の遅れや満車には市民から苦情が寄せられているが、突発的な団
体利用時などは対応が困難。
・手ぶら観光で何ができるのか、どこへ行けるのかを繋げて売っていく
べきであり、自分の町でしっかりプロモーションを実施することが重
要。【函館市】
・いさりび鉄道の木古内町駅にエレベーターもエスカレーターも全く無
い。また、新幹線駅も含めコインロッカーもない（道の駅にのみ設

JR北海道

りながらエレベーターを設置（あいの里公園駅完了、白老駅3月予 ④コインロッカー
定、南千歳駅3月予定、南小樽駅工事中）

・大型化や口数の検討等、各駅の需要動向を精査しながら対応。

④コインロッカー
・大型化や口数の検討等、各駅の需要動向を精査しながら対応。

置）。【木古内町】
・手ぶら観光（宅配）と、コインロッカーの設置とのどちらを優先的に
進めるべきかが難しい。【北海道全域】
・今年から洞爺湖温泉～洞爺駅～洞爺湖に向かう便を増便する状況と
なっておるが、住民の利用する施設に立ち入るため狭い道路での運行と
なり大型車両が使用出来ず、荷物の多い外国人が乗車すると３０名程度
しか乗車できない。【洞爺湖町】
・JRの夕方の便は、通常期においても、通勤、通学客で混雑している状
態にあるため、繁忙期には観光客の大型荷物の対応が危惧される。【ニ
セコ町】
・フェリーでの手ぶら観光について、将来的には島まで手ぶらで行ける
サービスを提供したいが、スペースや輸送のトラックが問題となってい
る。
・サハリン航路の就航により、札幌で買い物したロシア人が家電等の大
型荷物を稚内までバスに乗せることが増加し、一般客に迷惑がかかって
おり、販売店から直接送ることで手ぶら観光ができたら良い。【稚内
市】
・手ぶら観光についても実施したいと考えているが、宅配や一時預かり
について、誰がやるのか議論が進んでおらず、実施には至っていない。
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しか乗車できない。【洞爺湖町】

【北海道ブロック】

・JRの夕方の便は、通常期においても、通勤、通学客で混雑している状
（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）
態にあるため、繁忙期には観光客の大型荷物の対応が危惧される。【ニ

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
セコ町】

・フェリーでの手ぶら観光について、将来的には島まで手ぶらで行ける
サービスを提供したいが、スペースや輸送のトラックが問題となってい

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

る。

課題・現状
・サハリン航路の就航により、札幌で買い物したロシア人が家電等の大

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

型荷物を稚内までバスに乗せることが増加し、一般客に迷惑がかかって
おり、販売店から直接送ることで手ぶら観光ができたら良い。【稚内
市】
・手ぶら観光についても実施したいと考えているが、宅配や一時預かり
について、誰がやるのか議論が進んでおらず、実施には至っていない。
【小樽市】

２－④

通信環境の飛躍

函館市

・東京経由で来る人やリピーターを中心に公共交通機関のICカードの

的向上と誰もが

小樽市

ニーズが高まっている。【函館市】

ー

北海道運輸局

の導入については、訪日外国人受入環境整備緊急対策事業又は観

一人歩きできる
環境の実現

・ＩＣカード及びそれ以外の新たな決裁手段（例：ＱＲコード）

・小樽を越えるとバスのICカードが使えなく不便。【小樽市】

北海道運輸局交 －

・訪日外国人旅行者受

通政策部

入環境整備緊急対策事

光振興事業（公共交通利用環境の革新等事業）の事業応募に向け

業

て積極的な周知、説明を行い、選定された事業に対して支援を

・観光振興事業

行っていく。

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所

概要

概要

連合会

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

言」を策定

言」を策定

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

の誘客拡大を目指す

の誘客拡大を目指す

・引き続きIC対応エリアに関する告知（駅頭、HP等）を継続。

・引き続きIC対応エリアに関する告知（駅頭、HP等）を継続。

・新函館北斗～新青森間の青函トンネルやその他一部トンネルで

・新函館北斗～新青森間の左記以外の残りのトンネル区間でも携

携帯電話が使用できるよう、電波遮へい対策を実施

帯電話が使用できるよう、電波遮へい対策を実施

JR北海道

・新幹線車内のWi-Fi環境を整備

8

【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
３－①

観光ビジョン
掲載施策
宿泊施設不足の

市町村・地域等

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

・札幌、ニセコといったインバウンド客の宿泊施設不足が顕著に現れて

・全国ホテル旅館生活衛生同業組合連合会が札幌にて開催した

早急な解消及び

いる地域のほか、日本人客のピークシーズンに影響され外国人客も予約

「第2回住宅宿泊事業法対策委員会」に出席し情報収集を行うとと れ、住宅宿泊仲介事業者が扱う民泊物件が適法であるかの確認方

多様なニーズに

が取れない状況は、函館地区（ＧＷから８月）、千歳地区（札幌と連動

もに、民泊施設の視察にも参加して実態を把握した。

合わせた宿泊施

した７月から９月）、十勝川温泉地区（７月～８月）、富良野・美瑛地

設の提供

区（ラベンダーの７月～８月、正月）、層雲峡地区（富良野と連動した

・「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」

７月、紅葉の９月）、阿寒地区（春節）などでも発生している。【北海

により，関係省庁による取組や検討が行われており、国土交通省

・訪日外国人旅行者等による広域的な周遊観光を促進するため、

道全域】

においては，長時間労働の是正などの働き方改革を重視した取組

日本政府観光局とＤＭＯが広域的に連携して取り組む各種事業を

地方の商店街等

北海道全域

課題・現状

における観光需

実施主体

・令和元年4月から住宅宿泊事業法施行規則及び施行要領が改正さ 北海道運輸局

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

北海道運輸局観 ー

・地域の観光資源を活

光部

用したプロモーション

法等が見直された。北海道運輸局としても、観光庁、北海道及び

事業

札幌市と連携して、住宅宿泊事業の健全な発展に寄与していく。

・訪日外国人旅行者周
遊促進事業

状況を「見える化」 するため、自動車運送事業者「運転者職場環 支援することで、地方部におけるインバウンドの拡大を目指す。

要の獲得・伝統

・7、8月及び2月の「宿泊施設の予約が取れない。」

境良好度認証制度」(ホワイト経営)を創設した。

工芸品等の消費

・韓国では、「登別の特定のホテルの予約が取れない。」

平成２７年度から実施している「運輸支局長等による高校訪問」

・訪日外国人旅行者の地方部への誘客を加速させるため、令和2年

拡大

・海外でのプロモーションの際に、「そのエリアの宿泊施設の予約が取

により，自動車運送事業や運転者の魅力のＰＲ等を行い，高卒者

度においても引き続き、地方の魅力ある観光資源を戦略的かつ効

れない。」など、海外旅行会社からの発言。

の運送業界に対する関心や興味の喚起を行っている。

果的に発信する「地域の観光資源を活用したプロモーション事

・札幌の宿泊施設について、「ホテルにもよるが、4月と11月以外は、ほ

業」を実施する。

とんど満杯状態。」など、道内宿泊施設からの発言。・季節、地域によ

・訪日外国人旅行者等による広域的な周遊観光を促進するため、

る道内宿泊施設の稼働状況(傾向)が不明であること。

訪日外国人旅行者周遊促進事業を活用し、DMOが取り組む「マー ・北海道労働局へ、運転者の雇用に特化した助成金の創設につい

・各宿泊施設のインバウンドの受入についての意向などが不明であるこ

ケティング調査、滞在コンテンツの充実、受入環境整備、情報発

と。【北海道全域】

信、プロモーション」など19本の事業に支援した。

・オンシーズンは要望があっても道央圏、とりわけ札幌市中心のホテル

・本年度に実施予定の左記事業中、約90%が実施完了又は実施中

が取りづらい。このため旅行業者は道東にシフトすべく提案している

である。（12月末現在）残り事業についても、年度末までに完了

が、なかなか受け入れてもらえない。【道央圏】

させるよう鋭意進捗している。

て検討を依頼する。

・令和2年度に実施する「地域の観光資源を活用したプロモーショ
・ニセコエリアにおけるスキーシーズンの宿泊者の多くは外国人となっ

ン事業」の事業提案（9月10日から10月18日まで）を行い、提案

ており、約20,000ベッドの客室があるが、冬期は飽和状態となってい

内容についてJNTOノウハウを活用しより効果的になるようにブ

る。【倶知安町】

ラッシュアップして観光庁へ提出している。（12月末現在）。

別荘やコンドミニアムに住む外国人が、ごみを捨てる場所（ゴミステー
ション）がわからず、役場に問い合わせてくる。（施設のオーナーの説
明責任もあると考える）
1

北海道ふっこう割終了にともなう観光需要の落ち込みを最小限 ・クラウディングアウトを意識して、春と秋～冬の北海道観光情

北海道観光振興機

に抑え、持続的な回復を図るための事業を実施した。

報発信を強化。BtoCに対してはデジタルメディアを中心とした展 構

対象市場：台湾、韓国、香港の成熟市場

開。BtoBでは、旅行会社対象の北海道観光セミナーを開催しツ

期間：4～6月

アー造成を促進していく。

「北海道春キャンペーン」として、特設ＷＥＢサイトによる春の

・アドベンチャー・トラベル・ワールド・サミット

観光情報発信、Instagram投稿キャンペーン等を実施した。

（ATWS2021）に向けた商品造成、プロモーションを強化

現地プロモーションとして、対象3市場での北海道観光セミナー

1

台湾や韓国、香港、シンガポールなどの観光成熟市場

（B2B、B2C）を開催し、春の北海道観光情報発信を実施した。

2

中国やタイ、フィリピン、マレーシアなどの観光成長市場

2

機構公式SNS（Facebook、Instagram）による観光情報発信 3

欧米は、アドベンチャートラベルがキーワード。グリーンシー

ズンの誘客強化
4

スキー、マラソン、サイクリング、ゴルフなどのスポーツを核

としたツーリズム

・地域ルールの厳正な運用の継続
インフラ（上下水道、通信、道路等）の整備（町道・道道の無電
柱化の実施）
・観光振興計画・観光地マスタープランの策定をおこない、その中で
リゾートエリアのキャパシティについて検討。
・宿泊施設のスタッフ確保が整うまでは、札幌近郊から清掃スタッフ
を送迎しての対応を継続。
・行政とDMO等が協働で作成する観光地マスタープランにおいて、
持続可能な観光振興について検討。

5

ウポポイプロモーションは全市場共通のテーマ

6

機構公式SNS（Facebook、Instagram）による観光情報発信

倶知安町
・地域ルールの厳正な運用の継続
インフラ（上下水道、通信、道路等）の整備
・観光振興計画・観光地マスタープランの検討結果をもとに、リゾー
トエリアにおける土地利用の方針や持続的な観光のためのキャパシ
ティの目標を定める。なお、観光地マスタープランについては継続的
にプランのローリングをおこなう。
・宿泊施設のスタッフ確保が整うまでは、札幌近郊から清掃スタッフ
を送迎しての対応を継続する。
・DMOが中心となり、会員企業に向けたローカルカード発行し、リ
ゾート内の商店や飲食店での特典・割引等を提供し、地元理解や
QOL向上を図る。
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

（ひがし北海道連携）

・東・東南アジア圏に対し、国別の嗜好を踏まえた継続的なプロ

・台湾、香港に対するプロモーション用のウェブサイトを作成

モーションを展開する。

・台湾（台中・高雄）での現地プロモーションの実施

・「（一社）ひがし北海道自然美への道DMO」で実施する海外プ

・香港からメディアを招聘、現地旅行雑誌に掲載

ロモーションに参画する。

・タイ旅行博（TITF）への出展

・「ひがし北海道３市」の枠組みでのひがし北海道への誘客を諮

実施主体

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

帯広市

るプロモーションを継続する。
・十勝・帯広に関心を示した外国人が情報入手や旅行商品が検索
できるポータルサイトの構築に向けた検討を行う。
・5年に1度の観光客動態調査結果を集計、宿泊施設へのニーズを ・5年に1度の観光客動態調査の結果をもとに、現状分析する。
把握。

・民泊登録施設等の現状把握について道、保健所と連携。

・H31.4にホテル新設１件あり。民泊をはじめ宿泊施設数は増加

・新規宿泊施設の進出などの情報収集していく。

小樽市

している。
・保健所と連携し、新規登録簡易宿泊所に対し宿泊客数の報告協
力を求める。
・新たなコンテンツの掘り起こし及び造成に向けて、関係機関と

・閑散期におけるコンテンツ造成の取り組みを進める。

富良野市

・町外在住の観光事業従事者等の定住促進に力を注いでいるが、

・継続して町外在住の観光事業従事者等の定住促進に向けて取

洞爺湖町

各宿泊施設の従事者、特に日本人労働者の不足は深刻な状況と

組。

なっており、外国人労働者（研修者）に頼らざるを得ない状況に

・大型施設１施設の耐震化工事及び客室の改装が完了し外国人観

ある。

光客を含む多様なニーズの受入に期待。

・新規宿泊施設開業希望者への対応を行っており、７月に１施設

・継続して新規宿泊施設開業希望者への対応を行う。

連携し情報交換やアイディア出しをを行った。
・コンシェルジュフラノにおいてはインフォメーションカウン
ター付近にカフェ、レンタサイクル、スキーレンタルや送迎サー
ビスの実施など観光の拠点施設としての機能が充実した。
・新規宿泊施設がオープンし宿泊キャパも増加した。

がリニューアルオープンした。
・ホテル間の連携が図れるよう仕組み作りが必要となっている。

・必要な協議をしながら対応方針を策定したい。

上川町

・観光協会と協力し、冬季観光について情報交換を図り、受入体

礼文町

・状況を見極めながら対応方針を策定していくこととしている
が、現状のところ取り組みが進んでいない。
ー

制の整備について検討する。

の誘客拡大を目指す

北海道商工会議所
【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】
連合会
概要
・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する
提言」を策定
・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議
所が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光
客の誘客拡大を目指す

・外国企業に対し日本への投資誘致事業を実施。北海道の観光産

・日本への投資誘致事業を実施しているところ、北海道の観光産

業、宿泊施設等への事業に関心のある外資に対する進出支援活動

業、宿泊施設への投資に関心のある企業に対する誘致支援活動を

を実施。

実施する。

・北海道経済産業局、北海道、道内市町村と連携し、観光産業や

・招へいした企業に対するフォローアップを実施し、関心のある

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】
概要
・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提
言」を策定
・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所
が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

ジェトロ北海道

北海道でのビジネスに関心のある企業20社を香港から招へい。北 企業に対し宿泊施設等へのビジネス（投資等）を働き掛ける。
海道における事業の実施（投資）、外国からの視点から新たなビ

３－②

・耐震診断義務づけ対象である札幌の約１６０の大規模なホテル旅館の

ジネス開発の働きかけを実施。
【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所 北海道運輸局観 －

・中小企業総合振興資

り活動等による

うち、半数の約８０は耐震改修が必要になる可能性がある。改修のため

概要

概要

連合会

金

「観光・まち一

には莫大な費用が必要となり、廃業に追い込まれる施設も予想される。

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

体再生」の推進

これにより、客室不足が一層進行する恐れがある。また、改修を行うに

言」を策定

言」を策定

しても長期休業を余儀なくされることから、この間も客室不足が発生す

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

る恐れがある。【北海道全域】

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

の誘客拡大を目指す

の誘客拡大を目指す

民間のまちづく

北海道全域

光部

・北海道の大規模温泉旅館は大広間があり、柱がないのが耐震上問題に
なるケースが多い。そのようなホテルは、修学旅行生の受入をしている
ことが多いため、耐震問題で長期休業が発生した場合、修学旅行生を受
けきれなくなる恐れがある。【札幌市】
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【北海道ブロック】

・耐震診断義務づけ対象である札幌の約１６０の大規模なホテル旅館の
（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）
うち、半数の約８０は耐震改修が必要になる可能性がある。改修のため

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
には莫大な費用が必要となり、廃業に追い込まれる施設も予想される。
これにより、客室不足が一層進行する恐れがある。また、改修を行うに
しても長期休業を余儀なくされることから、この間も客室不足が発生す

No

３－③

観光ビジョン
掲載施策

「世界一安全な

市町村・地域等

千歳地区

る恐れがある。【北海道全域】
課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

・中小企業総合振興資金「経済環境変化対応資金：防災・減災貸

・中小企業総合振興資金「経済環境変化対応資金：防災・減災貸

・北海道の大規模温泉旅館は大広間があり、柱がないのが耐震上問題に

付（耐震改修対策）」による融資の円滑化。（北海道経済部地域

付（耐震改修対策）」による融資の円滑化。（北海道経済部地域

なるケースが多い。そのようなホテルは、修学旅行生の受入をしている

経済局中小企業課）

経済局中小企業課）

ことが多いため、耐震問題で長期休業が発生した場合、修学旅行生を受

・ホテル等の所有者が行う耐震改修工事を支援する市町村（札幌

・ホテル等の所有者が行う耐震改修工事を支援する市町村（札幌

けきれなくなる恐れがある。【札幌市】

市を除く）に対する補助を実施。（北海道建設部住宅局建築指導

市を除く）に対する補助を実施。（北海道建設部住宅局建築指導

課）

課）

・イレギュラーな運航の発生や運航遅延により旅客が航空機を利用でき

・大規模災害時の外国人旅行者に対する情報提供システムにおい

・引き続き、新千歳空港BCPと連携し、一元化した陸・海・空の

国、日本」の良

ない場合、航空会社が複数の宿泊施設と直接交渉し手配をしているが、

て、8月の台風10号上陸に際し実際に運用を行い、交通機関の運

交通情報ネットワーク体制の維持を図る。

好な治安等を体

確保が難しいことがある。

行情報を新千歳空港BCPと連携し発信すると共に、関係機関に対

・連携機関の拡大を図り、情報拡散ルートの拡充をめざす。

感できる環境整

・空室状況の確認については、各宿泊施設に対して確認作業を行う必要

し情報提供を行い、関係機関のHP、SNSを利用した情報発信と各

備

があるため、非常に煩雑かつ非効率である。【新千歳空港エリア】

施設へ情報を貼り出すことにより外国人旅行者に対し発信を行っ

実施主体

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

北海道

北海道運輸局

北海道運輸局交 －

－

通政策部

・関係者と連携し、検討を継続する。

た。
・大規模災害時の外国人旅行者に対する情報提供システムについ
て、新たな連携機関の拡大を図り情報ルートの多様化を図った。
・新千歳空港事務所と連携し、それぞれ担当する事業者等に対
し、メールのリスト担当者・連絡先等の変更の有無、活用の有無
等確認し、更新したリストを配付。
・イレギュラー発生時に、本リストが使用された場合は、その効
果について関係者と協力し検証を行う。

・市内ホテルからメールアドレス等の追加・修正について連絡が

・市内ホテルからメールアドレス等の追加・修正について連絡が

あった場合は北海道運輸局へ情報提供する。

あった場合は北海道運輸局へ情報提供する。

・関係者と連携し、検討を継続する。

・関係者と連携し、検討を継続する。

・北海道運輸局と連携し、それぞれ担当する事業者等に対し、

・関係者と連携し、検討を継続する。

千歳市

空港事務所

メールのリスト担当者・連絡先等の変更の有無、活用の有無等確
認し、更新したリストを配付。
・イレギュラー発生時に、本リストが使用された場合は、その効
果について関係者と協力し検証を行う。
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
４－①

観光ビジョン
掲載施策
通信環境の飛躍

市町村・地域等
北海道全域

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

・Wi-Fi環境の整備は不十分。とりわけ、都市部を除き、光回線が整備さ ・「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業、観光振興事

・引き続き「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業、観光

的向上と誰もが

れていない地区のWi-Fi環境整備が困難（回線数が少なくパンク状況）。 業」の補助メニューにより無料公衆無線ＬＡＮ環境の面的整備に

振興事業」の補助メニュー等を活用し、課題の解消に取り組む。

一人歩きできる

【北海道全域】

実施主体
北海道運輸局

ついて支援を行った。（交付決定件数：２件）

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

北海道運輸局観 総務省

・訪日外国人旅行者受

光部

入環境整備緊急対策事
業

環境の実現

・観光振興事業
・過去から観光客より「宿泊施設や駅などでWi-Fiが使えない。」などの

・公衆無線LAN環境整

発言あり。

備支援事業

・観光関係者からは「無料Wi-Fi」をどの程度整備すればよいのか、よく
わからない。」、「東南アジアからの観光客にとって、Wi-Fiは必須、欧
米はそうでもない。」などの発言あり。整備にお金がかかること、どの
程度整備すればよいのかが不明であることが問題となっている。【北海
道全域】
・言語対応策として人材教育も必要だが、ITを活用したインフラ整備に

・連携協定に基づくインターネット利用環境の促進を行った。

・引き続き、連携協定に基づくインターネット利用環境を促進す

（北海道経済部観光局）

る予定。（北海道経済部観光局）

北海道

よる言語対応も重要。しかし、設備投資が大変なため補助をお願いした
い。
・特に道東は移動時間が長いので、移動中のWi-Fi環境充実が必須であ
る。

・「NTT東日本との連携協定によるWi-Fi環境整備促進」（H28.1 ・「NTT東日本との連携協定によるWi-Fi環境整備促進」（H28.1 北海道観光振興機

・また、Wi-Fi環境の整備について、バスの中でのWi-Fi整備までを外国

協定締結）

人から求められている。

・「㈱ワイヤ・アンド・ワイヤアレスとの連携協定によるWi-Fi環 ・「㈱ワイヤ・アンド・ワイヤアレスとの連携協定によるWi-Fi環

・長時間車内にいる外国人観光客にとって、無くてはならないアイテム

境整備促進」（H28.2協定締結）連携協定に基づき、観光関連団

境整備促進」（H28.2協定締結）連携協定に基づき、観光関連団

である。【北海道全域】

体を通じて、無料公衆無線LANの普及を促進している。

体を通じて、無料公衆無線LANの普及を促進している。

・平成31年3月末時点で札幌交通圏で7社36両、千歳で2社5両、

・引き続き補助制度等をタクシー事業者に周知するとともに、車

協定締結）

構

・ホテルや観光施設内でのWi-Fi環境整備は徐々に進んでいるが、移動時
間の長い道東エリアでは、移動Wi-Fiの整備が必要。【道東】
・光回線がない。ADSLでは回線数も少なく、一度につながらない。外国
人旅行者からクレームが多いため早急に改善を望む、との声が強い。

・Wi-Fiは全体として整備ができていない。クルーズ客船寄港時には道の 函館4社15両、室蘭・苫小牧で3社33両、旭川地区で2社4両、十
駅、コンビニに殺到した。【網走地区】

ハイヤー協会

内のWi－Fi環境整備に取り組む。

勝地区で2社14両、釧路地区で1社4両が車内備付Wi－Fi、もしく
はポケットWi－Fiで環境整備している。

・各施設が個別にWi-Fi環境を整備してきたため利用者が困惑している。 ・毎年5月辺りに前年度の導入状況を調査しているため、それ以降
【ニセコ地域】

の状況は現時点では不明。
・継続して普及活動を行う。

・継続して普及活動を行う。

倶知安町

・中心市街地にWi-Fi環境が整備されたが、飲食店など各個店の対応には ・ニセコプロモーションボードによるWi-Fiシステム「Fon」を活 ・Wi-FiスポットにおいてAIチャットボットの連動を予定。
まだ差がある。【帯広市】

用した、エリア一体となったWi-Fi環境の整備。

・公共施設（地下鉄主要駅、大通公園、円山動物園、定山渓エリア、主

・網走市では、外国人観光客等の市内施設利用者がスマートフォ

・引き続きWi-Fi環境の整備も含め、今後の受入環境向上に向けた 網走市

要スポーツ施設等）に無料公衆無線LAN「Sapporo City Wi-Fi（以下

ン等を利用し、無料でインターネットを利用でき、観光情報等の

整備方策を整理したうえで、観光ルートの整備などと連携を図り

SCW）」を設置したが、外国人観光客に対するアンケート調査による

取得のみならず、災害発生時等においても、避難者が避難情報の

ながら更なる受入環境の改善を図る。

と、SCWがあることや利用できる場所がわからなかったために外国人観 取得や安否情報を発信できるよう、2019年2月1日より
光客が使用していないケースがある。

「ABASHIRI City Wi-Fi」の正式運用を開始しています。サービ

・外国人観光客に対するアンケート調査より、民間施設（飲食店や小

ス提供箇所はクルーズ船入港時以外にも多くの訪日外国人観光客

売・サービス店、宿泊施設等）で無料公衆無線LANが使用できずに、外

が訪れる・みなと観光交流センター（道の駅「流氷街道網

国人観光客が買い物等をする上で不便を感じているケースがある。【札

走」）、駐車場と災害発生時等に訪日外国人観光客も含め避難所

幌市】

として利用される・オホーツク・文化交流センター（エコーセン
ター2000）の前庭、災害発生時等の対策本部となる網走市役所の

・白老町では観光施設や各店舗等において、無料公衆無線LANの整備が

2階フロア、ラグビー日本代表、フィジー代表が合宿地として利用

徐々に導入されつつあるが、2020年に開設される国立のアイヌ文化博物 された網走スポーツ・トレーニングフィールドのセンターハウス
館（仮称）により、多くの来訪が予想される外国人観光客に対応できる

です。

までには至っていない状況。

・中心市街地の公共Wi-Fi設置事業者に対して補助を行った。

・中心市街地のWi-Fi設置事業者より得られた利用状況や効果の内 帯広市

・普及が進まない原因として、町内全域に光ケーブルが配線されていな

容を分析しつつ、海外旅行用SIMの使用状況に関する情報を収集

いこともある。このため、住宅街から離れた場所にある宿泊施設では、

し、より効果的な整備を検討する。

施設内に無線LANを設置しているが光回線でないため通信速度が遅く、

・中心市街地のWi-Fiの設置事業者の協力を得て、利用状況や効果

ほとんど活用できない状況となっている。【白老町】

などを把握する。
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・Wi-Fi環境の整備については、外国人旅行者から宿泊施設の客室で利用

館（仮称）により、多くの来訪が予想される外国人観光客に対応できる

【北海道ブロック】

までには至っていない状況。
（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

・普及が進まない原因として、町内全域に光ケーブルが配線されていな

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
いこともある。このため、住宅街から離れた場所にある宿泊施設では、
施設内に無線LANを設置しているが光回線でないため通信速度が遅く、
ほとんど活用できない状況となっている。【白老町】

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状
・Wi-Fi環境の整備については、外国人旅行者から宿泊施設の客室で利用

令和元年度の成果及び取組
・既存のSCW運用と利用可能エリアの周知を実施した。

令和２年度以降の対応方針

実施主体

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

・既存のSCW運用と利用可能エリアの周知を継続していくほか、 札幌市
札幌市の公的観光施設におけるアクセスポイントを新規に設置予

できるニーズが非常に多く寄せられており整備を進めている。しかし、

定。

宿泊施設の近隣の温泉街や観光名所については財政上の問題から整備す
る予定がない。
・現状では、登別温泉地区の１４ヶ所ある宿泊施設のうち全客室整備さ
れているのは１０ヶ所で、一部整備済みが４ヶ所となっている。３ヶ所
のテーマパークについては、パーク全域が整備されているのが１カ所
で、２カ所は一部整備済となっている。また、温泉街の飲食店等では、
初期投資で補助しても年間経費が事業者負担となるため負担が大きいこ
とから整備は厳しい状況である。【登別市】

・総務省の補助金を活用し、平成３１年３月から公共施設４か所

・本年４月のウポポイ開設を見据え、町内の飲食店、ホテル等で

（総合体育館、中央公民館、総合保健福祉センター、仙台藩白老

ＷｉーＦｉ整備が進んでいる状況。

元陣屋資料館）、町内小中学校（４小学校、２中学校）にＷｉー

・昨年、日本人観光客、外国人観光客に対し、利用してみたい

Ｆｉのアクセスポイントを整備し、公衆無線ＬＡＮサービス「白

サービスとしてアンケートを実施した結果、ＷｉーＦｉが使える

老Ｆｒｅｅ ＷｉーＦｉ」を開始。※観光や防災に関する情報発

という回答がいずれも上位を占めたことから

信、学校でのＩＣＴ教育に活用

者等に活用できる補助制度等を周知しＷｉーＦｉ環境の整備も含

白老町

今後は、町内事業

め、受入環境の整備を進めたい。

・弟子屈町の公共施設の無料公衆無線LANは以下のとおり。
「道の駅摩周温泉（案内所・休憩スペース）」「摩周第一展望台（展望

・交通事業者に対し提供できる情報がなかっため、情報提供は実

・交通機関内のＷｉ-Ｆｉ環境整備については、行政として交通事 登別市

台・レストハウス内）」「川湯ふるさと館（施設内）」「川湯温泉市街

施しなかった。

業者に情報提供し、交通事業者の自助努力に期待したい。

・貸切バスを利用した団体旅行及び公共期間（ＪＲ等）を利用するＦＩ

・得られたデーターの解析等を行い、より効果的な整備や利用促

・得られたデーターの解析等を行い、より効果的な整備や利用促

Ｔの動線上において、Ｈ３０年設置予定箇所を含め、概ね整備が完了し

進方法を検討する。

進方法を検討する。

・Wi-Fi環境について、紋別バスターミナル、ガリンコターミナ

・引き続き、市内飲食店などのfreeWi-Fi環境の充実や、将来的に 紋別市

ル、宿泊説、オムサロビューネイチャーハウスは環境が整った

市内のバスなどでも利用できるように働きかけて行きたい。

（本通り、観光圏事業）」
・また、各宿泊施設では、主要なホテル、外国人客が多く宿泊するペン
ションにおいて設置されている。
弟子屈町

た。
・今後は、得られたデータの解析等を行うなどし、観光政策に活かす
等、有効活用するための方法を検討する。
・十勝・帯広では、訪日外国人旅行者数は年々増加しているが、主要観

が、市内の飲食店での環境についてまだ稼働範囲が狭いため、範

光地が郊外に点在しており、無料公衆無線LANの環境整備が難しい。

囲の拡充を働きかける。

【帯広市】
【取組方法】

【取組方法】

①北海道開発局

・紋別バスターミナル、ガリンコターミナル、宿泊施設では現状、無線

・道路情報提供装置として、道路管理者である北海道開発局及び

・道路管理者である北海道開発局及び北海道が設置する新規道の

②北海道開発局

ＬＡＮ環境が整っている。【紋別市・解決済】

北海道が「道の駅SPOT」（無料公衆無線LAN）の設置を促進す

駅に「道の駅SPOT」（無料公衆無線LAN）を整備

（北海道

る。

【主要取組】

・Wi-Fiは大きなホテルでは整備されているが、民宿などは未整備であ

【主要取組】

る。【利尻島】

・H31.4.26開業の道の駅｢あびら

等）

・｢道の駅SPOT｣のさらなる利用促進を図るため、広報周知を強化
D51ステーション｣

・R元.5.1開業の道の駅｢北オホーツクはまとんべつ｣
・Wi-Fiについては、都市間バスでも整備をしていきたいが、コストがか ・R元.12.22開業の道の駅「遠軽 森のオホーツク」
無料公衆無線LAN設置済
かることから、広域周遊ルートのメニューなどで整備したい。
・フェリーのWi-Fi環境について、船だと衛星Wi-Fiとなるためコストの

・全道125駅の道の駅整備予定

問題があり導入が進まない。【稚内市・解決済】

・直轄道の駅全駅の｢道の駅SPOT｣は統一化

※HP、ポスター、各種媒体等
・新規「道の駅」開設にあわせて適宜設置
・北海道内の全道の駅が「道の駅SPOT」の接続認証を統一化に向
け、協議継続

・北海道内の全道の駅において「道の駅SPOT」の接続認証統一化
・インバウンドの通信環境は個人による保有が進んでいる。無料公衆無

に向けた協議を道庁と実施

線ＬＡＮは長い特定の場所「空港」「駅」ではまだ利用ニーズが高い。

・5年に1度の観光客動態調査結果を集計、Wi-fi環境整備へのニー ・5年に1度の観光客動態調査の結果を参考にしつつ、単に利便性 小樽市

単に利便性を高める目的に留まらない、地域の観光促進に繋がる目的性

ズを把握。

を高める目的に留まらない、地域の観光促進に繋がる目的性ある

ある整備が必要。【小樽市】

・堺町通り商店街の要請により、商店街延長に伴うWiFi環境整備

整備をしていく（長期スパンで考える計画が必要）。

（観光まちあるき）計画を推進、国への補助申請を行い、市補正
・バス・ＪＲ内での時間の潰し方に進歩がなく、昔からただの無駄な移
動時間になっており、Wi-Fiを設置するだけでも違うのではないか。【登
別市】

予算を計上した。
・観光協会総会時にＷＩＦＩ必要性の勉強会を実施

・主用観光地へＷＩＦＩ設置

利尻町

・日本を訪れる外国人観光客からニーズが最も高い無料公衆無線LANの
環境を「道の駅ＳＰＯＴ」として整備し、近年、北海道で急増している
外国人によるレンタカー観光客に対して、適切な道路情報や地域情報の

・今年度、観光客の立ち寄りが多い施設２か所において、Wi-Fi環 ・引き続き、観光客の立ち寄りが多い地点におけるWi-Fi環境の整 稚内市

発信を行える環境整備が必要となっている。【北海道全域】

境の整備を検討していたが、今年度の整備は見送り、整備方法を

備方法を検討していく。

含め、改めて検討することとした。
・Wi-Fiを導入したいが、ランニングコストを考えると導入できないでい ・都市間バス、フェリーにおいて、Wi-Fi設備は導入済みである。
る。【北海道全域】
・硫黄成分が飛散している影響もあり、宿泊施設内でのWi-Fi利用は可能
だが、外でのフリーWi-Fiを利用することができない。【登別市】
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別市】

【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）
・日本を訪れる外国人観光客からニーズが最も高い無料公衆無線LANの

環境を「道の駅ＳＰＯＴ」として整備し、近年、北海道で急増している
令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
外国人によるレンタカー観光客に対して、適切な道路情報や地域情報の
発信を行える環境整備が必要となっている。【北海道全域】

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

・Wi-Fiを導入したいが、ランニングコストを考えると導入できないでい
課題・現状
る。【北海道全域】

令和元年度の成果及び取組
・道の駅エリア（屋外）にＷｉ-Ｆｉを設置した。

令和２年度以降の対応方針
・必要に応じて設置個所の拡充等について検討する。

実施主体

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

小平町

・硫黄成分が飛散している影響もあり、宿泊施設内でのWi-Fi利用は可能 ・キャンプ場については開設期間の時のみに使えるＷｉ-Ｆｉを設
置した。
だが、外でのフリーWi-Fiを利用することができない。【登別市】
・キャンプ場にWi-Fiがない。
・道の駅エリア（屋外）のWi-Fi環境がない。【小平町】
・外国人旅行者のレンタカー利用の急増に伴い、道路を安全・安心にド
ライブするための道路交通情報や防災情報および周辺の地域情報・観光
情報等が発信できる環境が必要。【北海道全域】
・札幌市内の外国人観光客向けWiFi環境がまだまだ整っていないとの声
が聞かれる。
・今後、中島公園にMICE関連施設ができるならば、そこまでの地域を網
羅する必要がある。【札幌商工会議所】

・Wi-Fi整備について、総務省「公衆無線LAN環境整備支援事業」 ・Wi-Fi整備について、引き続き、総務省「公衆無線LAN環境整備 北海道総合通信局
により、16自治体（16事業）に対し支援を実施。

支援事業」により支援。（令和３年度まで実施予定）

なお、補助スキームは次のとおり。
〈事業主体〉財政力指数が0.8以下（３か年の平均値）又は条件不
利地域（※）の普通地方公共団体・第三セクター
※ 過疎地域、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯
〈対象拠点〉最大収容者数や利用者数が一定以下の
・防災拠点：避難所・避難場所（学校、市民センター、公民館
等）、官公署
・被災場所と想定され災害対応の強化が望まれる公的拠点：観光
案内所、博物館、文化財、自然公園 等
〈補助対象〉無線アクセス装置（Wi-Fi装置）、制御装置、電源設
備、伝送路設備等を整備する場合に必要な費用 等
〈補助率〉1/2（財政力指数が0.4以下かつ条件不利地域の市町村
については2/3） ※交付下限額：100万円
〈要件〉Wi-Fiは固定式のものであること。（携帯型は不可）WiFiはIEEE802.11ac（5GHz帯）対応であること。
Wi-Fi認証は①SMS連携方式によるか、②SNSアカウント及びメー
ル認証方式の両方を備えた方式のいずれかによること。
既存（整備主体、電気通信事業者）のWi-Fi（5G）が使えない
（エリア外）こと。
〈平成31年度事業の公募〉平成31年3月29日まで

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所

概要

概要

連合会

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

言」を策定

言」を策定

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

の誘客拡大を目指す

の誘客拡大を目指す

【留学生アドバイザー事業による成果等】

【満足度向上に向けた滞在型観光の創出事業の実施（予定）】

○留学生が外国人目線で各地（函館、室蘭・登別・伊達、他）の

概要

観光施設、商業施設、駅などを検証し、結果を各地（施設）にア

・令和元年度の調査結果を基に、滞在型観光の企画、商品造成に

ドバイスを実施（H27年度～30年度）。

向けた取り組み

○改善状況を確認（令和元年6月）した結果、一部の施設等におい ・モニターツアーの実施
て取り組みが進められている。
・施設内での多言語化、多言語対応人材の配置
・Wi-Fi環境の整備
・Alipay、WeChatPay等の決済の導入
・バスロケーションシステムの導入
○令和元年度（令和2年3月予定）、砂川（予定）で実施

・令和元年度観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業

・阿寒湖温泉地区におけるfreewi-fi面的整備を検討中

釧路市

により釧路市中心市街地を貫く北大通におけるfreewi-fiの面的整
備中（実施主体：観光コンベンション協会）
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
５－①

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針
・引き続き関係者と連携して渋滞緩和対策を行う。

実施主体
北海道運輸局

ブロック
担当部局

民間のまちづく

札幌市、小樽

・都心部にある南8条西2丁目の待機場（以下「待機場」）の利用をせず

・札幌都心交通研究会貸切バス対策部会において、関係者による

り活動等による

市、伊達市、倶

に、都心部の観光やショッピングエリア（道庁赤レンガ、テレビ塔、す

８回の会議を重ね、札幌都心部における貸切バスの駐停車のルー

北海道運輸局交 －
通政策部

「観光・まち一

知安町、美瑛

すきの、ノルベサ）付近において、長時間路上駐停車をしている実態が

ルについて検討を行い、実証実験を踏まえ新たなルール作りを

観光部

体再生」の推進

町、函館市、小

ある。

行った。

平町

・都心部で夜間駐車ができず、郊外までバスを退避させるための往復時

活用可能な
補助事業等

連携省庁
－

間が原因でドライバーの労働時間長期化につながる。
・繁忙期の混雑時間帯によっては、待機場が一時的に満車状態になる
が、他に観光バス専用の駐車場等がない。
・小樽市も駐車場の絶対数が不足している。【札幌市・小樽市】
・道の駅である伊達市観光物産館は来場者が年間１００万人を超え、そ

・5年に1度の観光客動態調査結果を集計、駐車場の需要について ・5年に1度の観光客動態調査結果を分析、駐車場についての課題 小樽市
確認。

確認、今後の対策を検討していく。

・駐車料金について現地で料金表示を確認するよう、H31.4.1に

・駐車料金については、観光協会HP等を通じ、継続的に観光客へ

あらためて観光協会HP等を通じ、観光客へ注意を促した。

注意を促していく。

・夏季（7/25∼8/31）及び冬季（1/20∼2/29）繁忙期に、都心

・夏季及び冬季繁忙期に、都心部においてバス路上駐停車が多い

部のバス路上駐停車が多い箇所に整理員を配置し、観光バス駐待

箇所に整理員を配置し、「南8条西2丁目観光バス待機場」及び

機場の利用促進を図った。

「大通東２丁目観光バス暫定駐車場」の利用促進を図る。

の大半が北海道内からの日本人である。駐車場利用の現状は、行楽期を
中心に、イベント開催時期は、慢性的に貸切バスの駐車スペースが不足
している状況にある。【伊達市】
・車に対して駐車スペースが圧倒的に少なく、冬季に来る日本人インス
トラクターの駐車場所が確保出来ない。【倶知安町】
・広いが故に景観スポットがあちらこちらに点在していて、駐車場の確
保も必要となってきている。【美瑛町】
・一部地域において観光バスの路上駐車が多発している。特に観光客が

札幌市

・「南8条西2丁目観光バス待機場」及び「大通東２丁目観光バス ・駐待機場の利用実態を見ながら、より利用しやすい運営につい
暫定駐車場」の運営を行っている。

て検討する。

※民間事業者(都心交通研究会)が主体となり、ノルベサ前で観光

・繁忙期における都心部での観光バス整理等を実施するととも

バス乗降場及び待合スペースを設置する実証実験を実施。

に、路上駐停車実態を把握し、都心部における乗降場や待機場等
の整備について検討する。

出発する7:30～9:00頃にホテル前の駐車が多く、通勤ラッシュの時間帯

・関係者と連携して継続的に路上混雑解消に向けた取り組みを検

との重なっているため、危険な状態となっている。【函館市】

討する。

・貸切バス乗車等の駐車場の確保。【小平町】

・札幌市に対し、貸切バス駐待機場確保に向けた要請について検

・引き続き、札幌市に対し、貸切バス駐待機場の確保について要

討した。

請する。

バス協会

・会員事業者に対し、「南8条西2丁目観光バス待機場」及び「大 ・引き続き、会員事業者に対し「南8条西2丁目観光バス待機場」
通東２丁目観光バス暫定駐車場」の利用について周知し、利用促

及び「大通東２丁目観光バス暫定駐車場」の利用について周知

進を図った。

し、利用促進を図る。

・宿泊税を導入し、ニセコひらふエリアの駐車場の再整備に向け

・宿泊税を導入し、ニセコひらふエリアの駐車場の再整備に向け

た、各種施策に充当予定。

た、各種施策に充当予定。

・冬期臨時駐車場の開放、利用促進の啓発を継続。

・冬期臨時駐車場の開放、利用促進の啓発を継続。

・視点場について協議・検討を行った。

・協議・検討

美瑛町

・多目的広場を増設し、繁忙期には臨時駐車場として使用できる

・利用状況などを踏まえて拡充やその他設備整備の可否を検討す

小平町

ようにした。

る。

倶知安町
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
６－①

観光ビジョン
掲載施策
通信環境の飛躍

市町村・地域等
千歳市

的向上と誰もが

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

・新千歳空港では多言語かつ全道エリアに対応する空港内観光案内所が

・新千歳空港国際線ターミナルに開設した外国人観光案内所によ

・道内７空港民営化に伴い、新千歳空港の外国人観光案内所は民

北海道、北海道観 北海道運輸局観 －

不足している。【千歳市】

り全道の観光情報を提供。（北海道経済部観光局）

間運営に移行し（主体は北海道エアポートグループ）、引き続き

光振興機構

光部

北海道運輸局

北海道運輸局観 総務省

・訪日外国人旅行者受

光部

入環境整備緊急対策事

一人歩きできる

・観光振興事業

全道の観光情報の提供を行う予定。

環境の実現

６－②

多言語対応によ
る情報発信

北海道全域

・バスの利用は地元の人でも難しい面があるため、スマートフォンを活

・自治体に対し補助メニュー等の周知及び活用策について周知し

・引き続き、補助メニュー等を活用し引き続き課題の解消に取り

用したバスの利用サイトを構築したが、多言語化が課題。

ている。

組む。

・FIT観光客が目的地にたどり着くことができず、問い合わせが来ること

業

が多い。

・観光振興事業

・バスの系統が複雑で、日本人観光客でさえ苦労する。ましてや外国人
にはバス系統は理解しがたい。
・一般の路線バスについて、外国語表記が進んでいない。
・外国語表記についてはある程度対応しているが、何カ国語まで対応す
ればいいのか、キリがない。【北海道全域】
・２ヶ所のスキー場が一つとなったゲレンデで山頂から山麓までのコー
スは確保したが、日帰り海外旅行客が多く来られる施設としては、市内
からのアクセスで、どこの場所で下車して良いか分からず終点のハイラ
ンドゾーンまで乗って行くケースが多く見られる。なお、ＪＲ路線バス

・地域観光振興事業にて、地域が行うウェブサイトや観光パンフ

・引き続き、地域が行うウェブサイトや観光パンフレット等の多

終点は帰りも同じ乗車場所であるが、オリンピアゾーンでは下車場所の

レット等の多言語化への取組を支援した。（北海道経済部観光

言語化への取組を支援する予定。（北海道経済部観光局）

反対側が降車場所となり、ここでの２ヶ所の案内表示、英語・韓国・中

局）

北海道

国語が、まだ出来ていないのが現状である。また、海外のお客様は、レ
ンタルでスキーを借りると滑れると思いそのままリフトに乗車し降車
後、滑って降りれずスキーを持ち歩いて下りる者が多く見られる。【札
幌市スキー場】
①管内マップを６ヵ国語対応しているが、多国籍化が進み足りないと言
われている。
②お客様（旅行者）とサービス提供者のコミュニケーション不足
③ホームページの多言語化の限界（自動翻訳システム）
④館内ディレクトリー（案内板）の多言語化（モニター化）
⑤情報不足の解消
【千歳市】
・FITのレンタカー利用は増えているが、ナビの使い方がわからない外国
人もいる。案内看板の多言語表示の改善が必要。
・大空町ではレンタカーを誘導する案内看板の表記は徐々に直してきて
いるが、更に整備が必要。【網走市・大空町】

・ウェブサイトおよびパンフレットによる多言語での継続的発

・ウェブサイトおよびパンフレットによる多言語での継続的発

北海道観光振興機

信。

信。

構

・「DMOの活動推進に向けたマーケティング強化事業」におい

・「㈱ナビタイムジャパン」のデータを活用した動態調査の分析

て、「㈱ナビタイムジャパン」と連携し、ビッグデータを活用し

結果を活用し、市場ニーズを把握するためにOTAサイトと連携

た訪日外国人来道者の動態調査を実施。

し、デジタルマーケティングを実施。情報発信や他事業（海外向
け映像制作やSNSクロスメディア発信等）との連携を強めてい
く。

・情報発信は地域で色々とやっているが、まだまだ伝わっていない。観
光情報の発信状況では行政、観光・宿泊施設等、日本語サイトをそのま
ま翻訳しているケースが多いが、国・地域別市場動向に合わせ、きめ細
かな情報発信が必要。分かりやすい情報発信、広域連携が必要。【北海
道全域】
・英語をはじめとし、中国語、韓国語のHPで情報を発信しているもの
の、アクセス数が低調である。
・「HPが魅力的でない。」との発言があった。
・「HPが見ずらい、どこに何があるのかわからない。」などの発言が多

16

・大空町ではレンタカーを誘導する案内看板の表記は徐々に直してきて

【北海道ブロック】

いるが、更に整備が必要。【網走市・大空町】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

・情報発信は地域で色々とやっているが、まだまだ伝わっていない。観
令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
光情報の発信状況では行政、観光・宿泊施設等、日本語サイトをそのま
ま翻訳しているケースが多いが、国・地域別市場動向に合わせ、きめ細
かな情報発信が必要。分かりやすい情報発信、広域連携が必要。【北海

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

道全域】

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

・英語をはじめとし、中国語、韓国語のHPで情報を発信しているもの

①ホームページ

①ホームページ

の、アクセス数が低調である。

・多言語（英繁簡韓）ホームページでは、レールパスや指定席予

・多言語（英繁簡韓）ホームページで、レールパスや指定席予約

・「HPが魅力的でない。」との発言があった。

約システムに関する情報を随時発信しているほか、2019.9に多言 システムに関する情報のほか、多言語で列車運行情報を発信。合

・「HPが見ずらい、どこに何があるのかわからない。」などの発言が多 語の列車運行情報発信を開始。合わせてKitacaエリア（札幌圏）
のリアルタイム列車運転状況の多言語化も実施。
数あった。

・英語版Twitterアカウントで、大規模災害時・計画運休時に情報

・HPのトレンドについていくための更新などの作業が不足している。

時・計画運休時に情報を発信。

を発信。

【北海道全域】

②案内表記

②案内表記

・各駅のニーズに合わせて多言語（英繁簡韓）案内表示を設置。

・需要を精査のうえ、各駅のニーズに合わせて多言語（英繁簡

・情報が、オホーツクのエリア内で別々に配信されて分散しているた

（白老駅）2020.4の「ウポポイ」オープンに向けて、駅内の各種 韓）案内表示の追加設置を検討。

め、オホーツク管内の市町村の観光情報をまとめて検索することができ

案内サイン等の多言語化を実施予定。

③案内放送・掲示

ない。そこで、連携した一つのポータルサイトに集約して行く必要があ

③案内放送・掲示

・iPadアプリを使用した外国語案内放送を必要の都度実施。

る。【北見市】

・iPadアプリを使用した外国語案内放送を必要の都度実施。

・需要を精査のうえ、携帯翻訳機「ポケトーク」の増備を検討。

・携帯翻訳機「ポケトーク」を7月と12月に追加配備し、現在道

・多言語（英繁簡韓）乗車位置案内モニターシステムにより異常

内62箇所に配備済み。

時の列車運行情報を発信。

「サインでは、日本語のみでわからなかった。」
「地図がどの方向を向いているのか、わからなかった。」など、

・多言語（英繁簡韓）乗車位置案内モニターシステムにより異常

観光客からの発言。

オープンに向けて、白老駅に新規設置予定。

「そもそも、外国人が来ていないのに、必要なのか。」など、

・運行情報の駅頭掲示や新幹線車内座席テーブルにＱＲコード

サインなどの設置は、施設等管理者や地元関係者の意思によるもので
あること。【北海道全域】

連携省庁

活用可能な
補助事業等

JR北海道

時の列車運行情報を発信。同システムを2020.4の「ウポポイ」

「どの程度の間隔で、何か国語で作る必要があるのか。」
観光関係者からの発言。

担当部局

言語発信も実施。

・2019.4に英語版Twitterアカウントを立ち上げ、大規模災害

・車掌用のiPad多言語放送アプリを12月１日より使用開始。

ブロック

わせてKitacaエリア（札幌圏）のリアルタイム列車運転状況の多

・HPのトレンドの把握が不足している。

・「外国語での案内やサインが少ない。」

実施主体

シールを貼付し、ホームページの運行情報に誘導。
・北海道運輸局と連携しながら、令和2年2月に「バスロケ等情報 引き続き、北海道運輸局と連携しながら、「バスロケ等情報提供

バス協会

提供高度化事業に関する検討会」を開催し、多言語化に向けて取

高度化事業に関する検討会」を開催し、多言語化に向けて取り組

り組む。

む。

・英語、韓国語、中国語(簡体字・繁体字)表示可能の決済タブ

・これまでの取組をさらに推進する。

ハイヤー協会

・町観光協会ホームページの多言語化による情報発信、看板等の

・町観光協会ホームページの多言語化を実施しており、今後も継

大空町

整備について実施を行ったが、今後も継続的に実施していくこと

続的に実施していくこととする。

・色々な国から来道する外国人が増えているが、多言語化にも限度があ
る。何ヵ国語も並べると見た目も良くないし、見づらくなる。
英語と中国語だけで良いのではないか。【道東】
・主要な観光施設以外は、公共施設も含め最低限しか対応できていない
状況。
・本町は財政的に厳しい状況から、町の単独予算を確保できないことが
一番の原因である。外国人観光客の為に多言語表記のwebサイトや案内
看板の整備など。【白老町・新規】

レット（JapanTaxiタブレット）や中国国内でダウンロードした
アプリをそのまま日本でも利用できる配車アプリ（DiDi)等の導入
を進めている。

・現在は外国人観光客を誘客するための多言語表記のｗｅｂサイトや案
内看板が未整備である。【幕別町】
・旭川駅が新しくなってから、バス乗り場が分からないという声を聞
く。【旭川市・解決済】

とする。

・食を中心とする観光コンテンツについて、多言語化整備が遅れてお
り、市内の店舗においては、外国語表記や外国語対応がなされていない
ことから、外国人旅行客にとって不便な状況となっている。【網走市】
・サイン類の多言語化や案内サインの整備が進んでいない。【富良野

・函館駅前や五稜郭公園前停留場には，トータルデザインの５か

・電車の行先表示や車内表示の多言語化を順次進めていくととも

市】

国語の案内板を設置した。

に，乗務員に対しても外国人利用者への対応研修に参加させるな

また車両についても，順次電車の行先表示や車内表示を多言語
・紋別市内案内サイトの情報が十分でない。【紋別市】

化している。

・外国人旅行者は紙媒体の情報ではなく、スマホやタブレットなどより

・車内放送では主要停留場においては,現行の英語に加え中国語を

情報を得ることが多く、今後はWeb発信の充実が求められるが、費用等

追加した。

函館市

どのスキル向上を図っていきたい。

の兼ね合いから中々充実させることが出来ない。【紋別市・新規】
・動物園内施設の外国語表記が不足している。【旭川市・解決済】
・函館駅前電停では、行き先がどちら側のホームで乗れば良いのか、目
的の観光地にはどこで下車すれば良いのか分かりづらい。乗務員への質
問は、指さし会話ツールを使用しているものの、対応に時間を要し、遅
延の一因となっている。
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市】

【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）
・紋別市内案内サイトの情報が十分でない。【紋別市】

・外国人旅行者は紙媒体の情報ではなく、スマホやタブレットなどより
令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
情報を得ることが多く、今後はWeb発信の充実が求められるが、費用等
の兼ね合いから中々充実させることが出来ない。【紋別市・新規】

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等 ・動物園内施設の外国語表記が不足している。【旭川市・解決済】
課題・現状
・函館駅前電停では、行き先がどちら側のホームで乗れば良いのか、目
的の観光地にはどこで下車すれば良いのか分かりづらい。乗務員への質
問は、指さし会話ツールを使用しているものの、対応に時間を要し、遅
延の一因となっている。
・二次交通の多言語での案内表記が出来ていない。
・インバウンド対応のため、乗務員用の短時間で操作可能な翻訳ツール
や、乗客案内表示が簡単に作れるようなものがあれば良いと考えてい

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

・網走市観光協会公式ＨＰの多言語化（英語、韓国語、繁体字、

・網走市観光協会公式ＨＰの多言語化（英語、韓国語、繁体字、

簡体字）を実施したものについて、継続的に多言語での情報発信

簡体字）を実施したものについて、継続的に多言語での情報発信

を実施している。

を実施する。

実施主体

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

網走市

・食のコンテンツについて、北海道観光振興機構のインバウンド
推進地域開発事業において、訪日外国人観光客が多く訪れる飲食
店を中心に、一部メニューの多言語化を図り、利便性の向上を
図った。

る。【函館市】
・JRレールパスでバスに乗れると思っている外国人が多数いることに加
え、バスの乗り方がわからない人も多く、整理券を取らない場合もあ

・コンシェルジュフラノでのインフォメーションにより案内業務

・インフォメーションスタッフが増員され中国語、英語における

り、多言語での案内が必要。

をすることが可能に。

案内対応が可能になった。対応を継続。

・高速道路等で道路交通情報が1620ヘルツで提供されているが、これの ・富良野駅インフォメーションでは手荷物輸送対応も可能に。

・富良野駅インフォメーションでは、ヤマト運輸と連携し手荷物

多言語化も必要ではないか。【洞爺湖町】

配送を継続しつつ、業務中における路面状況や交通状況などの情

富良野市

報共有をもらう他、その他観光客に対する配送の利便を生かした
取り組みについて検討中。

・ニセコ山系の登山道の多言語表記【ニセコ町】
・「ニセコエリアには外国人客しかおらず看板は英語表記しかないと聞
いたが、そのように外国ひいきをするのは問題じゃないのか」という苦
情があった。
実際の現状とは異なるものだが、そのような認識をされていることは困
る。【ニセコ町・新規】
・別荘やコンドミニアムに住む外国人が、ごみを捨てる場所（ゴミス
テーション）がわからず、役場に問い合わせてくる。（施設のオーナー
の説明責任もあると考える）【ニセコ町・新規】

・観光案内所（紋別観光振興公社）で案内サイトの運営や外国人

・観光案内看板の更新・修繕を行ってゆくとともに、市内案内サ

旅行者の案内対応をしているが、多言語にはまだ対応していない

イトの内容を順次更新し内容の充実を図って行く。

紋別市

ため、近年増加している中華圏の他東南アジアの旅行者の対応の
充実を今後図ってゆく。観光施設看板については、今後も順次更
新及び修繕して行く。

・案内標識の多言語対応が課題。【利尻島】
・釧路市街地及び周辺地域を周遊するためのマップ（多言語対

・チャットボット導入による外国人観光客への情報提供体制の充

・未だに利尻礼文に渡れることを知らない客がいるので、情報提供が必

応）作り及び歩行者用案内三連看板のリニューアル（多言語）を

実および求めている情報の把握

要。【稚内市】

整備中（観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業：観

釧路市

光庁）
・多言語の案内表示は不足している。【上川町】
・スマホ向けのHPの多言語化と運賃表示器の多言語化を実施したい。ま
た、運賃表示器の横にサイネージ付けて旭川から富良野までの立ち寄り

・希望する飲食店等に対し、電子翻訳機を活用した実践研修を２

・多言語対応のためのツール作成検討（指さしボードなど）

地の情報を表示したい。【富良野市】

日間（４回）実施した。本年４月のウポポイ開設を見据え、町内

・町内事業者を対象に多言語対応の研修講座を実施

の飲食店・ホテル等を中心に翻訳機の導入、多言語化の対応が進

・多言語対応の他都市における実例調査陣屋

んできている状況。

・仙台藩元陣屋資料館については多言語ガイダンスシステム

・案内標識の多言語化はまだ不十分であるため、より充実したい。【小
樽市】
・ＪＲパスがどこで買えて、どこの路線で使えるのか、周知が足りずに

白老町

（Pittato）導入
・5年に1度の観光客動態調査結果を集計、多言語表記へのニーズ ・必要とされる場所に、多言語案内板を発信できるよう検討して

小樽市

を把握。

いく。

ー

・観光地へ多言語案内看板の設置

利尻町

・バスの乗り方の周知、バスロケアプリの存在や使用方法の周知が課

・稚内市公式観光ガイドブック及びパンフレットの多言語版（５

・稚内市公式観光ガイドブック及びパンフレットの多言語版・５

稚内市

題。【音更町】

か国語）を更新し、Web上に掲載した。

か国語の内、需要が低い韓国語については更新を見送るが、他の

使い方に迷っており、もっと周知する必要がある。ＪＲのホームページ
の運休情報も日本人ですら見づらく、駅構内の案内放送も日本語のみで
あり、多言語化が課題。【北海道全域】
・駅周辺のコンビニ、インターネットが使える休憩場所などにコピー機
を置き、ＱＲコードをかざすことにより観光案内マップを印刷できるよ
うなサービスがあると良い。ガイドの応募者が少ないため代替になると
思われる。【白老町】

・観光情報等の情報発信を、稚内市公式フェイスブックに外国語
・「日帰り路線バスパック」の説明に簡単な多言語チラシは用意し、HP にて定期的に掲載した。
も多言語化したので、バス停など乗り場周辺の多言語化が課題。【帯広

英語・ロシア語・繁体字・簡体字は更新し、Web上に掲載してい
く。
また、ＳＮＳ等を利用した観光情報の発信を行っていく。

市】
・観光施設において、看板等が劣化している箇所が多い為新たに整備す
る必要がある。【紋別市】
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思われる。【白老町】

【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）
・バスの乗り方の周知、バスロケアプリの存在や使用方法の周知が課

題。【音更町】
令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
・「日帰り路線バスパック」の説明に簡単な多言語チラシは用意し、HP
も多言語化したので、バス停など乗り場周辺の多言語化が課題。【帯広

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

市】

課題・現状

・観光施設において、看板等が劣化している箇所が多い為新たに整備す

令和元年度の成果及び取組
－

令和２年度以降の対応方針
・外国人観光客向けの目的地までの乗車案内を検索しやすいシス

実施主体

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

帯広市

テム構築を事業者と検討していく。

る必要がある。【紋別市】

・バスパックなどを簡単に予約・決済できる仕組みの構築を事業
者と検討していく。

・FIT客が増えているので、今まで行かなかったようなお店にも行くよう
になったが英語のメニュー表がない。【千歳市】
・スキー場内の券売所・レンタルショップ・スクール受付・レストラン
などの各施設が点在しており、特にインバウンド対応には苦労してい
る。（札幌市スキー場）
・既存の外国語表記の検証・改善【北海道全域・道商連】
①施設で作成されている外国語表記（案内板、パンフレット）の中に

・多言語の案内表示が不足している関係について、多言語案内表

・関係機関との協議、調整を図りながら整備方針を策定したい。

上川町

・公共交通機関の主要な施設において、デジタルサイネージを設

・これまでの取り組みを継続して実施しするとともに、公開と

洞爺湖町

置し多言語による情報発信を行いインバウンドに対応している

なった観光ガイド多言語WEBサイトを広めるため周知及び広報を

・ネクスコ東日本の職員向け英会話教室に協力し、レンタカーで

行う。

示の整備に向けた調査を行う予定だったが、まだ実施していない
状況。

は、外国人が理解出来ない文章、誤った表現がある。
②施設の職員が曖昧な外国語レベルで作成していたケースに多い。
③緊急を要する内容（「立入禁止」が「ここに入って下さい」という
表現）もあり、早期の検証・改善が必要。

高速道路を利用する外国人に対し英語対応をしている。
・路線バスで電子決済を採用。全国でも先駆的な取組でインバウ
ンドの満足度向上に貢献している。
・観光ガイドの多言語WEBサイトを年度内の公開に向けて製作
中。

・日英併記の湖沼探勝マップを作成した。

・引き続き、登山の看板やガイドマップの多言語表記に取り組

ニセコ町

む。

・「千歳・恵庭・北広島広域観光推進協議会」において、北海道

ー

千歳市

・引き続き、VoiceTra技術を導入した多言語音声翻訳システムの

北海道総合通信局

観光振興機構の「インバウンド対応観光ルート創出事業」によ
り、広域による外国人レンタカー利用者向けのドライブ推奨ルー
トをＰＲした。
・新千歳空港から道内各地と道内各地から新千歳空港へ向かう途
中の寄り道ができるドライブ推奨ルートの設定と受入環境整備に
より①旅行商品の造成と販売促進、②多言語サポートツールの導
入、③電子決済システムの導入を行った。
・ドライブ推奨ルートのＰＲを行った。（商談会、展示会、ファ
ムトリップなど）
VoiceTra技術を導入した多言語音声翻訳システムの認知度向上
と、さらなる普及拡大を実施。主な具体的取組は以下のとおり。

認知度向上と更なる普及拡大に取組む。

・10月25日～26日に開催された「G２０観光大臣会合」（倶知安
町）の会期中、総務省では官公庁と連携して「ICT展示会」を会場
ロビーにて実施。
NICTの多言語翻訳アプリVoiceTraと、話された言葉がどの言語
かを瞬時に自動判定する「言語識別j技術」の実演とNICTの技術
を活用した民間製品を紹介。
・自治体や大学訪問時に、多言語対応に伴うVoiceTraのチラシや
総務省主催の多言語音声翻訳コンテストのチラシの配布。
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体

【多言語表示の活用促進による施設等の受入体制強化】

【多言語表示の活用促進による施設等の受入体制強化】

北海道商工会議所

○平成31年2月に道商連が作成した多言語表示について、関係団

○平成31年2月に道商連が作成した多言語表示について、関係団

連合会

体等を通じて活用を促進

体等を通じて活用を促進

・作成種類

21 種類

・作成種類

21 種類

・対 訳 語

英語、中国語（簡体語・繁体語）、韓国語

・対 訳 語

英語、中国語（簡体語・繁体語）、韓国語

【多言語表示の利用促進による施設等の受入体制強化】

【多言語表示の利用促進による施設等の受入体制強化】

概要

概要

・引き続き、観光関係団体等へ説明・提供、施設への活用促進

・引き続き、観光関係団体等へ説明・提供、施設への活用促進

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

・利用状況、満足度・評判、更に必要な言語等を調査
・結果に基づき、新規サイン・言語追加等を検討
・札幌、函館市内における飲食店での活用促進

６－③

通信環境の飛躍

・温泉目的でない旅行者が目立つようになり、観光案内所への来所が増

・自治体に対し補助メニュー等の周知及び活用策について周知し

・引き続き、補助メニュー等を活用し引き続き課題の解消に取り

的向上と誰もが

北海道全域

加し、FITの急増を実感している。

ている。

組む。

北海道運輸局

北海道運輸局観 総務省

・訪日外国人旅行者受

光部

入環境整備緊急対策事

一人歩きできる

・案内機能として増加する外国人に十分な対応ができていない。人材不

業

環境の実現

足で募集しているが配置できない。【帯広市】

・観光振興事業

・伊達市には、外国人対応可能な観光案内所が無いことから、日本人対
応しか行わない案内所（道の駅）が案内を行っている現状にあり、外国
語対応や周辺地域の観光案内・情報提供等の対応が遅れている。【伊達
市】
・弟子屈町には、外国人対応可能な観光案内所として、日本政府観光局
（JNTO）が認定する観光案内所が１件設置されている。（道の駅摩周温 ・英語ならびに中国語のスキルを持った人材（外国人含む）を起
泉）
用し、外国人観光客への案内対応の充実を引き続き実施中。

・左記のスキルを持った人材（外国人含む）を継続して雇用して

帯広市

いく。

・その他、ＪＲ摩周駅及び川湯温泉市街（川湯ふるさと館）に観光案内
所を設置しており、認定要件に満たないため、JNTOの認定申請をしてい
ないが、外国人観光客の問合せがあった場合は、多言語パンフや電話通
訳を利用した観光案内を行っている。【弟子屈町】
・旅行で紋別市を訪れる観光客の９割がツアーでの旅行者が多いため、
ツアーガイドの方との対応が非常に多い。
・観光協会など窓口は設置しているものの、多国語を話す職員がいない
ため、筆談での対応が多い。【紋別市】
・JNTO認定外国人観光案内所のないエリア（十勝・道北・日高等）もあ
り、観光情報の提供等が遅れている可能性がある。【十勝・道北・日
高】
・観光ビジョンで示された訪日外国人旅行客の目標に対応するため、北
海道の「道の駅」の認知度向上や受入環境を充実することで、地方部へ
の広域周遊が期待される。現状では、「道の駅」への外国人来訪は特定

・増加している東南アジア圏の個人型旅行者について、次年度以

・当地で増加している東南アジア圏の個人型旅行者について、将

降にスマホで飲食や施設の概要が分かるような安価なガイドシス

来的にスマホを利用した観光等情報の発信による対応をして行

テムを検討している。

く。

・観光案内所などの窓口では、多言語に対応する職員がいないた

・ツアーが中心となっている東南アジア圏の旅行者については、

め、近年増加している東南アジアからの旅行者への対応が必要。

ツアーガイドが添乗しているため特に問題ないが、今後個人型の

紋別市

旅行者が増えることを想定し、東南アジア圏の言語を話せる職員
の採用、教育が必要

の場所に集中するなど、「道の駅」として外国人観光案内所や免税店の
導入について躊躇している状況も伺える。【北海道全域】
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高】

【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）
・観光ビジョンで示された訪日外国人旅行客の目標に対応するため、北

海道の「道の駅」の認知度向上や受入環境を充実することで、地方部へ
令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
の広域周遊が期待される。現状では、「道の駅」への外国人来訪は特定
の場所に集中するなど、「道の駅」として外国人観光案内所や免税店の
導入について躊躇している状況も伺える。【北海道全域】

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体

【取組方法】

【取組方法】

北海道開発局

・北海道開発局が施策を推進する関係機関と連携し、「道の駅」

・北海道開発局が施策を推進する関係機関と連携し、「道の駅」

（北海道運輸局、

の外国人向けリーフレット配布、市町村に対してインバウンド対

の外国人向けリーフレット配布、市町村に対してインバウンド対

市町村 等）

応の必要性や補助制度に関する説明を実施することで、外国人観

応の必要性や補助制度に関する説明を実施することで、外国人観

光案内所や免税店の普及や旅行商品の案内など効果的活用を促進

光案内所や免税店の普及や旅行商品の案内など効果的活用を促進

する。

する。

【主要取組】

【主要取組】

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

・道の駅パンフレット（4カ国語）の作成を行い、外国人への配布 ・道の駅パンフレット（4カ国語）の作成を行い外国人に直接配布
を実施

・全道｢道の駅｣会議、担当者会議にてインバウンド対応の制度や

・全道｢道の駅｣会議、担当者会議にてインバウンド対応の制度や

補助制度を都度説明

補助制度を都度説明

・直轄一体型道の駅をJNTO認定観光案内所として登録促進

・北海道地区「道の駅」連絡会によるQRコード決済機器導入支援 ・道の駅にQRコード決済導入を促進
をサポート（新たに5駅で導入）

・道の駅の24hトイレ洋式化を促進

・「道の駅」の外国人観光案内所設置によるインバウンド対応の

・道の駅SPOTは既に英語対応となっているが、災害時の外国人向

促進

けコンテンツを新たに追加
（12駅から２１駅に増）

VoiceTra技術を導入した多言語音声翻訳システムの認知度向上
と、さらなる普及拡大を実施。主な具体的取組は以下のとおり。

・引き続き、VoiceTra技術を導入した多言語音声翻訳システムの

北海道総合通信局

認知度向上と更なる普及拡大に取組む。

・10月25日～26日に開催された「G２０観光大臣会合」（倶知安
町）の会期中、総務省では官公庁と連携して「ICT展示会」を会場
ロビーにて実施。
NICTの多言語翻訳アプリVoiceTraと、話された言葉がどの言語
かを瞬時に自動判定する「言語識別j技術」の実演とNICTの技術
を活用した民間製品を紹介。
・自治体や大学訪問時に、多言語対応に伴うVoiceTraのチラシや
総務省主催の多言語音声翻訳コンテストのチラシの配布。

21

【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
７－①

観光ビジョン
掲載施策
産業界ニーズを

市町村・地域等
北海道全域

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体

・ＪＲ北海道ではインバウンド旅客に対するＪＲ券販売や案内のために

・自治体に対し補助メニュー等の周知及び活用策について周知し

・引き続き、補助メニュー等を活用し引き続き課題の解消に取り

踏まえた観光経

新千歳空港、札幌駅内に「外国人インフォメーションデスク」を平成17

ている。

組む。

北海道運輸局

営人材の育成・

年に設置している。また夏、冬の繁忙期には通訳アルバイトを雇用し、

強化

インバウンド旅客への案内をしている。

・「地域観光振興事業」（当初予算）で、地域が行う外国語研

・「おもてなし推進事業」で、地域で行う外国語研修や外国人受

北海道観光振興機

修、外国語併記の観光案内板や観光地への案内標識の整備に対し

入研修等の経費一部を負担し、来道外国人観光客へのホスピタリ

構

て助成を行うため対象事業を選定し、地域でそれぞれ着手。

ティ向上を図る。

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

北海道運輸局観 内閣府

・地方創生推進交付金

光部

事業

・i-Padを各駅に配備し翻訳アプリによる意思疎通をはかっている。
・インバウンド旅客の多い駅には、駅特性に応じた外国語による案内、
アナウンスを導入予定である。
・駅における案内内容において、ＪＲ情報の案内よりも駅地元の観光情
報案内にも多くの時間がかかっており、日本人も含めた駅利用者に対し
て適切なＪＲ券販売や案内業務に支障を来している事象が発生してい
る。【北海道全域】
・外国語のできるスタッフを駅に派遣したが、人材確保には限界があ
る。【北海道全域】
・地方での人材確保は難しい課題。英語を話せる人は少しはいるが、そ
の他の言語についてはほとんどいないのが現状。
・阿寒地区では今年度、総務省の「地域おこし協力隊」を活用し、外国

（「地域観光振興事業（ハード整備）」は事業の見直しに伴い廃

語が話せる人材を募集したところ２名の応募があった。【道東】

止を予定。）

・フェリーの乗船窓口は、十分な外国語対応ができていないため、乗船
時など混雑が予想される場面では十分なサービスを提供できない心配が

①通年対応

①通年対応

ある。【稚内市・利尻島・礼文島】

・札幌駅、新千歳空港駅、新函館北斗駅での対応。

・札幌駅、新千歳空港駅、新函館北斗駅での対応。

・地元観光協会との連携等による通訳スタッフの通年配置対応

・地元観光協会との連携。

・ＦＩＴが増加し交通案内等の対応に十分な対応ができていない。

（登別駅、小樽駅）。

・外国人利用の多い駅への通訳スタッフ通年配置の検討、調整。

・夜間など外国語の対応ができるスタッフが不在の場合など対応に苦慮

②繁忙期対応

②繁忙期対応

している。特に中国語、台湾語の対応ができない。

・夏季、冬季に外国人利用増加が見込まれる駅への通訳スタッフ

・夏季、冬季に外国人利用増加が見込まれる駅への通訳スタッフ

・人材不足で募集しているが配置できない。

配置継続。

配置継続。

・外国語対応能力（人材確保）の解決策として、外国人労働の研修制度

③お客様対応

③お客様対応

の緩和の検討をお願いしたい。サービス業は実習期間が１年であるが、

・携帯翻訳機「ポケトーク」を7月と12月に追加配備し、現在道

・電話通訳サービス、iPad、ポケトークの活用。

３年または５年にして欲しい（本人のスキルアップとなり自国に帰って

内62箇所に配備済み。

からも有効に活用されることを理解してほしい）。【北海道全域】

・車掌用のiPad多言語放送アプリを12月１日より使用開始。

JR北海道

・電話通訳サービス、iPad、ポケトークの活用。
・旭山動物園内の業者には外国語対応をプロポーザルの条件にしている
が人材が見つからない。
間違った翻訳や不適切な翻訳がある。日本の文化を熟知していない留

・フェリーターミナル内の案内表示板を多国語対応とした。

・フェリーターミナル内観光案内所に音声翻訳機（ポケトーク）

・フェリーターミナル内にインバウンドコーナーを設置し、多国

を配置。

学生では、間違った翻訳になることもあるので注意が必要。【旭川市・

語対応の鳥観図及びパンフレットコーナーを設置。

解決済】

・フェリーターミナル内観光案内所に音声翻訳機（ポケトーク）

礼文町

を試験的に配置。
・流氷観光の５0％は外国人になり、外国語対応が求められる。
・ＦＩＴ増加に伴い直接関係ない交通機関などアクティビティ以外の質

ー

・英会話教室の実施

利尻町

・北宗谷地域や北海道観光振興機構等と連携し、インバウンド対

・稚内観光協会で導入した対面式多言語翻訳機やインバウンド対

稚内市

・多言語で対応できる観光案内人や従業員の配置が整っていない。【幕

応ビジネスモデル形成事業を活用し、多言語音声翻訳アプリや決

応ビジネスモデル形成事業の取組成果を活用しながら、観光案内

別町】

済システムの導入を推進することとした。

所の機能強化に取り組んでいく。

・市内２か所にある観光案内所が、「外国人観光案内所」の認定

また、必要に応じて人材の育成や確保に取り組んでいく。

問や問い合わせが多くなった。
・世界遺産知床についての専門的な質問が多い。高い外国語能力が求め
られる。中国語対応が課題。【知床地域】

・外国人の雇用は規制緩和が必要。研修制度を利用した人材育成では調

を受けた。

理は認められるが他の職種に認められないことが課題。【上川地区】

（複合施設内にある観光案内所「カテゴリー１」

・外国人スキーインストラクターが不足している。背景に在留資格要件

（稚内フェリーターミナル内にある観光案内所「パートナー」

認定有効期間／2019年6月30日～2022年6月29日）

（スキーインストラクターとして３６ヶ月勤務）があり、スキーシーズ

認定有効期間／2019年5月31日～2022年5月30日）

ンだけでは条件を満たすことが困難であり、人材確保・定着の障害に

・稚内観光協会において、対面式多言語翻訳機を導入する予定と

なっている。【ニセコ地域】

なっている。（12月下旬導入予定）

・駅前ターミナルで試験的に期間限定でタブレットによる通訳（有料ア
プリ）を実施しているが、「今すぐ情報が欲しい！」といった時に、時

22

【北海道ブロック】

・外国人の雇用は規制緩和が必要。研修制度を利用した人材育成では調

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）
理は認められるが他の職種に認められないことが課題。【上川地区】

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

・外国人スキーインストラクターが不足している。背景に在留資格要件
（スキーインストラクターとして３６ヶ月勤務）があり、スキーシーズ
ンだけでは条件を満たすことが困難であり、人材確保・定着の障害に

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等 なっている。【ニセコ地域】 課題・現状

令和元年度の成果及び取組

・駅前ターミナルで試験的に期間限定でタブレットによる通訳（有料ア

VoiceTra技術を導入した多言語音声翻訳システムの認知度向上

プリ）を実施しているが、「今すぐ情報が欲しい！」といった時に、時

と、さらなる普及拡大を実施。主な具体的取組は以下のとおり。

間がかかり、スピード感の問題があり、多言語スタッフの充実が必要。

・10月25日～26日に開催された「G２０観光大臣会合」（倶知安

【稚内市】

町）の会期中、総務省では官公庁と連携して「ICT展示会」を会場

令和２年度以降の対応方針
・引き続き、VoiceTra技術を導入した多言語音声翻訳システムの

実施主体

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

北海道総合通信局

認知度向上と更なる普及拡大に取組む。

ロビーにて実施。
NICTの多言語翻訳アプリVoiceTraと、話された言葉がどの言語
かを瞬時に自動判定する「言語識別j技術」の実演とNICTの技術
を活用した民間製品を紹介。
・自治体や大学訪問時に、多言語対応に伴うVoiceTraのチラシや
総務省主催の多言語音声翻訳コンテストのチラシの配布。
・高度外国人活躍推進プラットフォームを設置（18年12月）。同 ・高度外国人活躍推進プラットフォーム・ポータルサイトを通じ
プラットフォームのポータルサイトを通じた高度外国人材活用の

た高度外国人材活用のための情報発信、専門家支援を実施。

ための情報発信、専門家支援を開始。

・海外ビジネスに携わる高度外国人の活用に向けて相談対応、イ

・海外ビジネスに携わる高度外国人の活用に向けて、ジェトロの

ンターンシッププログラムを実施する。

ジェトロ北海道

取り組みを紹介。
・道内企業2社において、インターンシップ事業実施。
ー

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所

概要

連合会

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提
言」を策定
・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所
が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客
・DMO法人である（一社）釧路観光コンベンション協会及び(特

の誘客拡大を目指す
・DMO法人に対しての専門人材配置を継続し、釧路市街地や阿寒 釧路市

非)阿寒観光協会まちづくり推進機構に対して専門人材を配置し、 湖温泉地区での散策や周遊を促すコンテンツの整備を引き続き行

７－②

訪日外国人旅行者をはじめ国内外からの観光客の受入れを意識し

う。

たコンテンツづくり（バーホッピングツアー事業、アドベン

・自然×異文化×アクティビティを体感するアドベンチャーツーリ

・外国語ガイドが不足している。

チャーツーリズム事業など）を実施中。
・前年度に引き続き観光庁研修が実施され、令和元年度は動画研

ズム事業を推進する。
・観光庁長官から登録を受けた登録研修機関が実施する研修によ

踏まえた観光経

・体験メニューの増加、ＦＩＴ旅行者の増加、国籍の多様化などによ

修を令和元年８月５日～令和２年１月３１日まで実施した。北海

り既登録者の質の維持・向上を図る。

営人材の育成・

り、外国語で体験やストーリーを伝えるガイドが不足しており、本来の

道での集合研修については令和元年１１月８日に開催し受講者は

強化

魅力を伝えきれずリピーター獲得の機会を逃している。【北海道全域】

計17名。

産業界ニーズを

北海道全域

北海道運輸局

北海道運輸局観 内閣府

・地方創生推進交付金

光部

事業

・「通訳案内士の資格者の数が少ない。」
・「通訳案内士の試験が難しく。資格者が増えない。」
・「通訳案内士は料金が高額。」など、
観光関係者からの発言。
・「通訳案内士の仕事が少ない。」など、
通訳案内士関係者からの発言。

・「観光人材育成事業（地方創生推進交付金）」により、小売、

・「観光人材育成事業（地方創生推進交付金）」として、引き続

アウトドア事業者向け研修を道内３箇所で実施したほか、通訳案

き、外国人観光客の多様なニーズに対応した受入体制の整備に向

内士研修は３言語（英語、中国語、韓国語）で各１０回実施。

けた取組を推進するため、小売・飲食店、アウトドア事業者向け

（北海道経済部観光局）

研修を道内３箇所程度で実施するほか、通訳案内士研修について

北海道

も３言語（英語・中国語・韓国語）で実施予定。（北海道経済部

・通訳案内士を使わないで済んでいるということについて、なぜなのか

観光局）

が不明であること。【北海道全域】
・十勝、オホーツク圏では外国語のできる通訳ガイドが少なく危機的状

・「通訳案内士育成事業」で、通訳ガイドの絶対数の確保を目的

・「通訳案内士育成事業」において、通訳ガイドの品質の確保

北海道観光振興機

況。

として、通訳案内士向け、及び資格取得希望者に対する研修会の

と、将来にわたる安定的な通訳案内士の確保を目的として、有資

構

・地域に通訳案内士がいない、または著しく不足している。【十勝・オ

開催案内を行う。

格者向け、及び資格取得希望者に対する研修会を実施。

光地周辺を中心に案内表示の多言語化など、受入環境整備を推進する必

・網走市内の観光事業者などで構成する協議会において、「イン

・多言語でのサービス提供やニーズに対応する体験メニューの提

要性が高まっている。

バウンド向けのプロモーションと受け入れ態勢の構築」をテーマ

供の拡充を行い、訪日外国人観光客の満足度向上を図るととも

・その中で、外国人の｢言葉の壁｣を解消し、有意義な滞在を支援するた

としたシンポジウムを実施し、課題の共有と課題解決に向け知見

に、ガイド等のスキル向上に向けた取り組みを検討する。

めには、通訳ガイドの役割が非常に重要となるが、本町においては、日

を深めた。

ホーツク圏】
・弟子屈町では近年、訪日外国人旅行者数が増加傾向にあり、平成26年
度においては年間約10,000人（実数、前年比48%増）となっており、観
網走市

常会話を英語で話せる人材が数名いるだけであり、他の言語は皆無と
なっている。ガイドの絶対数を増加させるとともに、多様な言語に対応
できるガイドを確保することはもちろんであるが、英語ができるガイド
を確保することが喫緊の課題となっている。【弟子屈町】

23

光地周辺を中心に案内表示の多言語化など、受入環境整備を推進する必

【北海道ブロック】

要性が高まっている。
（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

・その中で、外国人の｢言葉の壁｣を解消し、有意義な滞在を支援するた

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
めには、通訳ガイドの役割が非常に重要となるが、本町においては、日
常会話を英語で話せる人材が数名いるだけであり、他の言語は皆無と
なっている。ガイドの絶対数を増加させるとともに、多様な言語に対応

No

観光ビジョン
掲載施策

できるガイドを確保することはもちろんであるが、英語ができるガイド
市町村・地域等 を確保することが喫緊の課題となっている。【弟子屈町】
課題・現状

令和元年度の成果及び取組
・丘のまちびえいＤＭＯにより「丘のまちびえいインタープリ

・食や景観、歴史・文化をテーマとした拝観施設など、豊富な観光資源

テーションガイド認定プログラム」を開始し、ガイド認定制度を

を有している反面、外国人のニーズが高い体験型観光に対応するガイド

開始した。

令和２年度以降の対応方針

実施主体

・左記継続

美瑛町

・令和元年度の取組を強化し、引き続き実施する。

東川町

・バス事業者に対して、訪日外国人受入環境整備緊急対策事業

北海道運輸局

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

の人材不足やスキルの向上が課題となっている。【網走市】
・通年観光にするために体験ガイドの養成が必要。冬はアクティビティ
の体験の要望が 来ているが、ガイドが1人しかいない状況。
・サイクリングも春から雪が降るまで楽しめるので、ガイドの養成と

・令和元年11月以降、日本語・英語・中国語を話せる外国人ス

ルールの整備が必要。【美瑛町】

タッフ２名を旭岳ビジターセンターに配置し、質の高い観光案内
を行っている。

・旭川には冬山ガイドがいないため、国でガイドの養成をしてほしい。

・旭岳ビジターセンターの新施設を活用した講習会を開催し、ガ

また、ガイドのポータルサイトがあれば便利。【東川町】

イドの養成を進めている。

・現在、クルーズ船の寄港の際にボランティアによる通訳対応を実施し
ているが、地域の情報を適切に伝えると共に、多様なクルーズ船観光客
のニーズに応えるためにもプロの通訳が必要となっている。また、縄文
文化を外国人観光客へ発信するための通訳ガイドも不足している。【函
館市】

７－③

産業界ニーズを

北海道全域

・外国人観光客については、従来は団体ツアーがほとんどであり、ツ

ー

北海道運輸局交 内閣府

・訪日外国人受入環境

通政策部

整備緊急対策事業

踏まえた観光経

アー添乗員もいるため、コミュニケーションにそれほど苦労しなかった

（交通サービス利便向上促進事業）による「多言語案内用タブ

営人材の育成・

が、最近急増しているFITの増加・多国籍化に伴い、ドライバーによる言

レット端末の整備」等の助成制度を活用してもらうように取り組

・地方創生推進交付金

強化

語対応の機会が増え、その対応に苦慮している。【北海道全域】

む。

事業

・「観光人材育成事業（地方創生推進交付金）」により、交通機

・「観光人材育成事業（地方創生推進交付金）」として、引き続

関（バス・タクシー）従業員向け研修を道内４箇所（バス２回、

き、外国人観光客の多様なニーズに対応した受入体制の整備に向

タクシー２回）で実施。（北海道経済部観光局）

けた取組を推進するため、交通機関（バス・タクシー）従業員向

北海道

け研修を道内４箇所程度で実施予定。（北海道経済部観光局）

・令和2年2月にポケトークの活用状況等について調査を行い、そ ・ポケトークの活用状況調査の結果等を基に、訪日外国人旅行者
の結果を基に、訪日外国人旅行者とのコミュニケーション手法に

バス協会

とのコミュニケーション手法について検討する。

ついて検討する。

ハード面

・これまでの取組をさらに推進する。

ハイヤー協会

・室内が広く、荷物が多い訪日外国人にも対応できるトヨタ・
JPNタクシーの導入を引き続き進めている。令和元年12月1日現
在、全道では11％（7月の報告時7.2％）、札幌交通圏では14％
（7月の報告時
11％）の割合で導入している。
ソフト面
・11月25日に北海道、北海道観光振興機構の主催の外国人タク
シー利用者対応講座が北海道ハイヤー会館にて開催。タクシー乗
務員41名が参加し訪日外国人への対応を学んだ。同セミナーは
2020年1月15日に函館でも開催予定。
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
８－①

観光ビジョン
掲載施策
急患等にも十分

市町村・地域等
北海道全域

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

・全道各地域において災害時の外国人対応が課題。

・大規模災害時の外国人旅行者に対する情報提供システムにおい

・引き続き、新千歳空港BCPと連携し、一元化した陸・海・空の

対応できる外国

・ＦＩＴが増えるなか、傷病者等緊急時の対応は、札幌市、函館市を除

て、8月の台風10号上陸に際し実際に運用を行い、交通機関の運

交通情報ネットワーク体制の維持を図る。

人患者受入体制

き体制が整っていない。

行情報を新千歳空港BCPと連携し発信すると共に、関係機関に対

・連携機関の拡大を図り、情報拡散ルートの拡充をめざす。

の充実、「世界

・北海道胆振東部地震の災害時に、拠点機能としての機能を果たした道

し情報提供を行い、関係機関のHP、SNSを利用した情報発信と各

一安全な国、日

の駅があった一方で、停電により臨時休業をした道の駅も存在。

施設へ情報を貼り出すことにより外国人旅行者に対し発信を行っ

本」の良好な治

・また、外国人向けの情報提供のノウハウがない等の課題。【北海道全

た。

安等を体感でき

域・開発局】

・大規模災害時の外国人旅行者に対する情報提供システムについ

る環境整備

実施主体
北海道運輸局

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

北海道運輸局観 総務省

・訪日外国人旅行者受

光部

気象庁

入環境整備緊急対策事

厚労省

業

て、新たな連携機関の拡大を図り情報ルートの多様化を図った。
・北海道胆振東部地震発生時に、外国人旅行者の避難場所の確保や外国

◯外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関の選出

語による情報提供、関係機関との連携を十分に行うことができなかっ

５月及び９月に厚生労働省へ報告、１２月３日に厚労省HPで公表 関になることを働きかけるなどにより、対応可能な医療機関の増

た。【札幌市】

・入院を要する救急患者へ対応可能な医療機関
・外国人患者を受け入れ可能ば医療機関

９施設

３５施設（４施設）

・ＦＩＴが増加し、傷病者等緊急時の対応（特に観光協会等が機能しな

※括弧内の数字については、「入院を要する救急患者へ対応可能

い夜間の対策）が課題となっていた。【函館市】

な医療機関」と重複する施設数

・外国人患者受入実績のある医療機関を対象に、拠点的な医療機

北海道

を図る。
・地域会議及び対応力向上研修については、引き続き開催を検討
中。（北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課）

◯地域会議の開催
・外国人観光客が、急な疾病・ケガをした場合に、外国語対応できる病

・来訪外国人の円滑な医療に向けた地域会議（帯広、R1.10.24）

院はどこなのか、市内全体で共有されていない。【小樽市】

・外国人患者対応に関する富良野地域意見交換会（富良野、

・北海道胆振東部地震時に、電源が確保できず市内すべての観光案内所

R1.11.27）

を2日間閉鎖することとなった。観光案内所における、災害時非常用電源 ・外国人患者対応に関する地域会議（倶知安、R1.11.29）
の確保が必要である。【小樽市・解決済】

◯対応力向上研修会の実施
医療従事者等を対象に、インターネットを活用した研修を実施

・スキーシーズンには外国人の病気・ケガが発生しており、医療機関が

・研修サイト開設（R1.11.19）

多くはない倶知安町内でさらに外国語対応が必要なことから、特定の病

（北海道保健福祉部地域医療推進局医療薬務課）

院に診療が集中しており、５時間待ちという事例も発生した。外国人を
受入可能な病院は町内では規模も大きく、住民にとっても重要な存在と
なっていることから、外国人に対する問題にはとどまらず、住民の診療
にも影響を与えている。【ニセコ地域】
・ニセコひらふ地区において、訪日外国人旅行者や観光関連事業者の増
加により道路交通に支障が出る時間帯が発生。当該エリアでは大規模開

・「外国人受入体制事業」で、地域の観光関係者向けに、台湾・

・「外国人受入体制事業」で、今後、道内に個人で訪れる可能性

タイに対する市場分析、セールス、情報発信などを習得する現地

の高い対象国（2か国程度）の海外市場分析、セールス、情報発信 構

北海道観光振興機

実践研修、セミナー等を開催。

などを習得する現地実践研修、セミナー等を開催。

発も予定されており、交通施策全般の対応が求められる。【倶知安町】
・自然のフィールドが人気の知床では、外国人による遭難事故も発生し
ている。救助隊は、警察や消防で組織されるが外国語対応されておら
ず、何らかのサポート体制が必要。【知床地域】
・利尻岳でのバックカントリースキーヤーが増えてきている。現在は、
利尻島在住のガイド（１名）で受入できているが、ガイドなしで入山し
た場合事故に繋がる恐れがある。今後ガイドの育成が必要。また、万が
一事故が起きた場合の責任問題や、緊急時の救助・連絡体制などの受入
体制の整備が必要。【稚内市・利尻島・礼文島】
・十勝岳噴火や冬の暴風雪に対して、どのように避難するのか、お客様
へどう情報を発信していくか、伝える手段がはっきりしていない。災害
時対策が課題。【富良野市・美瑛町】
・団体旅行の場合は、病気やケガが発生しても添乗員を介して対応が可
能だが、ＦＩＴの場合は、外国語対応が十分ではないため、正確なエ
マージェンシーコールができるか不安である。【稚内市・利尻島・礼文
島】
・外国人の事故や急病等に対する緊急対応が課題。

・Ｈ31.1に宿泊施設団体と協定を締結し、宿泊者等の受入れにつ ・災害時の旅行者の受入体制強化をさらに進めていくため、引き
いての協力体制を構築。その後、協定に基づく連絡体制の整備や

札幌市

続き、宿泊施設と個別に協定を順次締結していく。

旅行者の受入体制強化を目指すために宿泊施設と個別の協定を締
結した。
・災害時の外国人の避難誘導について，防災部局をはじめとする

・災害時の外国人の避難誘導について，引き続き防災部局をはじ

各所と打ち合わせを実施した。

めとする各所と打ち合わせ予定である。

函館市

・災害時のインバウンドへの情報提供ツール（Safety tips等）を
集約し，市のｗebサイトに掲載した。
・富良野駅インフォメーションでのヤマト運輸からの災害情報の

・富良野市総務課の防災ガイドマップの多言語化と、発信手段の

提供をより有効な発信手段の検討。

検討。

富良野市

・消防隊員が韓国人旅行者のバス事故に際して、言語対応に困ったとい
う事例があり観光コンベンション協会が相談を受けた事例有り。
・FITの急病や事故への対応を消防署や診療所に相談しているが、旭川の
病院も受入をしてくれないため、ヘルプのコールセンターが必要。【旭
川市】
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能だが、ＦＩＴの場合は、外国語対応が十分ではないため、正確なエ

【北海道ブロック】

マージェンシーコールができるか不安である。【稚内市・利尻島・礼文
（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）
島】

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
・外国人の事故や急病等に対する緊急対応が課題。
・消防隊員が韓国人旅行者のバス事故に際して、言語対応に困ったとい

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

う事例があり観光コンベンション協会が相談を受けた事例有り。
課題・現状
・FITの急病や事故への対応を消防署や診療所に相談しているが、旭川の
病院も受入をしてくれないため、ヘルプのコールセンターが必要。【旭

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体

・エリアメールを引き続き発信予定。

・情報発信の拡充を検討する。

ー

・花ガイドクラブやガイド業を営む個人事業主と協力し、FITに対 礼文町

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

美瑛町

川市】
・外国人旅行者の怪我や病気へのワンストップ窓口がない。
・観光連盟で通訳を派遣するなど個別に対応しているが、時間外などは

する緊急時の対応について情報共有を図り、的確に対応できる人

対応出来ない状況である。【千歳市】

材の確保を目指す。

・増加を見せる温暖な国からの来場者には、＜雪がある場所＝人の手が
加わったスキーエリア＞と考える人があり、スキー場と自然の雪山の境
目が判らず、コース外に迷い込む。【ニセコ地域】
・ガイドやインストラクターが引率して海外からやってくるグループツ
アーおよび近郊の外国人ガイドの一部には、地域のルールを無視して危
険区域を独自の判断で滑るケースがある。国際山岳ガイド等の有資格者
の場合もあり、判断に自信があることとは思われるが、他の滑走者の危
険区域侵入を誘発する行為でもあるため問題視されている。【ニセコ地
域】
・スキーでは危険な場所へ行くこともあり、十分な装備をして滑るよ
う、訪日前の情報提供が大きな課題（特にアジア系）。【上川町】

（倶知安町）

（倶知安町）

ニセコ町、倶知安

・倶知安厚生病院では外国人受診者に対し、町の補助金を受け、

・倶知安厚生病院では外国人受診者に対し、町の補助金を受け、

町

窓口に通訳を配置し対応しており、通訳雇用確保及び外国人旅行

窓口に通訳を配置し対応しており、通訳雇用確保及び外国人旅行

の啓発を継続実施。

の啓発を継続実施。

・平成30年4月より運用開始した「羊蹄山ろく消防組合山岳救助

・平成30年4月より運用開始した「羊蹄山ろく消防組合山岳救助

隊」の活動の継続。

隊」の活動の継続。

・通訳雇用確保及び外国人旅行者への啓発を継続実施。

・通訳雇用確保及び外国人旅行者への啓発を継続実施。

・ニセコルールの周知徹底を継続実施。

・ニセコルールの周知徹底を継続実施。

（ニセコ町）

（ニセコ町）

（外国人の医療対応)

・今後も継続して、啓発活動を行う。

・国際交流員（CIR)による通訳サービスを実施。

・今後も継続して、国際交流員によるサービスを行っていく。

（スキー場の安全対策）
・多言語（日英中韓）でニセコルールの啓発を行った。

・大雨の時に日本語でしか案内しなかったが、公共交通でトラブルの時
の対応は重要である。外国人向けの避難誘導マニュアルは作っておら
ず、大震災の時などはどうするか不安がある。
・個人客が増えて、観光防災が重要になっている。災害時施設の外に誘
導した後の対応が課題である。
・外国人対応の一番の肝は非常時対応である。電車の遅延などで日本語
のアナウンスは頻繁に館内放送等で流れているが、外国語のアナウンス
が無い。【函館市】
・インバウンド向け防災マニュアルの取組については、まだ日本人向け
のものも整備されておらずそこまで至っていない。本町は島唯一の耐震

・平成31年4月12日に開催した「北海道山岳遭難防止対策協議会

・前年度と同様に、関係機関と連携しながら、山岳遭難防止に向

北海道山岳遭難防

岸壁を有しており、災害時の避難の拠点となることから、防災のことも

総会」において、増加傾向にある山岳遭難の防止対策と遭難者の

けた啓発等の取組みを行っていく予定。

止対策協議会

考える必要性は感じる。

早期発見に有効な方策について協議を行った。

・事故急病への対策は全くできていない状況である。【利尻島】

・令和元年5月30日に開催した「安全登山シンポジウム」におい
て、山岳遭難の実態等について啓発を行った。

・駅のアナウンスは多言語対応していないため、豪雨でバスに振替にな

・当該協議会の構成機関である道の総務部、環境生活部、道警の

る等の緊急時の対応が困難である。【旭川市・解決済】

連名で、バックカントリースキーでの遭難防止について、道山岳
連盟、道スキー連盟、道山岳ガイド協会、道索道協会、旅行業協

・観光船事業者（青の洞窟ツアーなど）が増加し、航路における事故の

会等関係団体に対し、スキーヤー等に対する広報を依頼した。

懸念が高まっている。
・外国人観光客が死亡した場合に、家族への連絡、葬儀の手配、旅行保

・5年に1度の観光客動態調査結果を集計、災害緊急時等の外国人 ・5年に1度の観光客動態調査結果を分析、今後の対策を検討して 小樽市

険との関係など様々な対応が必要であり難しい。【小樽市】

観光客のニーズを把握。

いく。

・H31.4から配布の改定版観光ガイドブック（英語版）に、北海

・災害緊急時や傷病等の緊急時の対応策についてのセミナーを必

・旅行中の事故、病気時の各種キャンセル連絡、手術の同意、大使館へ

道旅の安全情報のQRコードを掲載。

要に応じて開催、観光事業者等へ情報提供していく。

の連絡等、アクシデントに対応するサービスが必要である。ジャパン

・H30に発行した災害時に役立つ情報をまとめた避難ガイドブッ

・非常時に速やかに非常用発電機を稼動できるような体制を整え

レールパスを購入する方が多いので、それに付帯させるような方法にで

ク（5ヶ国語）をH31.4に市HP掲載の宿泊施設に配布。

る。

きないか。【登別市】

・H30年度に国の補助金で整備した非常用電源装置の試運転を
H31.6に実施、実際に停電となった場合を想定した訓練により、

・病院にも外国人観光客が運び込まれるが、英語が出来るのは医者が１
人と、非常勤の看護師が１人いるだけ。アジアの客は海外旅行保険も掛
けていない。【富良野市】

問題点を洗い出した。
ー

・避難誘導マニュアルを検討

利尻町

・事故急病に関しては、英語・ロシア語はその都度通訳を探すことで何
とか対応できているが、中国語は対応が難しい。【稚内市】
・８月の台風の際、東京などからの乗客が新函館北斗駅に着いてから札
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の連絡等、アクシデントに対応するサービスが必要である。ジャパン

【北海道ブロック】

レールパスを購入する方が多いので、それに付帯させるような方法にで

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）
きないか。【登別市】

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

・病院にも外国人観光客が運び込まれるが、英語が出来るのは医者が１
人と、非常勤の看護師が１人いるだけ。アジアの客は海外旅行保険も掛
けていない。【富良野市】

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

・事故急病に関しては、英語・ロシア語はその都度通訳を探すことで何

・北宗谷地域や北海道観光振興機構等と連携し、インバウンド対

・稚内観光協会で導入した対面式多言語翻訳機やインバウンド対

とか対応できているが、中国語は対応が難しい。【稚内市】

応ビジネスモデル形成事業を活用し、多言語音声翻訳アプリや決

応ビジネスモデル形成事業の取組成果を活用しながら、観光案内

済システムの導入を推進することとした。

所の機能強化に取り組んでいく。

・８月の台風の際、東京などからの乗客が新函館北斗駅に着いてから札

・市内２か所にある観光案内所が、「外国人観光案内所」の認定

また、必要に応じて人材の育成や確保に取り組んでいく。

幌方面への特急列車の運休を知り、みどりの窓口で対応できずに観光案

を受けた。

内所に殺到するという事態となった。乗車時及び新幹線車内でのアナウ

（複合施設内にある観光案内所「カテゴリー１」

・また、代替手段であり都市間バスの予約状況をみどりの窓口にて提供
しているにも関わらず、「満席」という情報を伝えず観光案内所に回し

なっている。（12月下旬導入予定）
・避難誘導マニュアルの策定について、素案の作成を進めてい

・洞爺は、日によって宿泊客のうち7割が外国人のホテルもある。【登別
市】
・噴火の際、火山も知らない外国人をどう誘導して避難させるか。【登
別市】
・登別は大雨災害・停電など公共交通機関が止まった場合など外国人を

連携省庁

活用可能な
補助事業等

稚内市

認定有効期間／2019年5月31日～2022年5月30日）
・稚内観光協会において、対面式多言語翻訳機を導入する予定と

の対応体制が整備されていない状況となっている。【北斗市・解決済】

担当部局

（稚内フェリーターミナル内にある観光案内所「パートナー」

発信する等の連携が出来ていない。

たために、案内所で代行バスの手配を求められる事態となった。非常時

ブロック

認定有効期間／2019年6月30日～2022年6月29日）

ンスがされていなかった。
・ＪＲ東日本とＪＲ北海道の間で情報共有を行った上で、乗客に対して

実施主体

・避難誘導マニュアルの策定を予定している。

登別市

・外国人の事故や急病等に対する緊急対応が課題。消防隊員が韓

・ＦＩＴの急病や事故に対する体制構築等について調査、研究を

旭川市

国人旅行者のバス事故に際して、言語対応に困ったという事例が

行う。

る。

あり、観光コンベンション協会が相談を受けた事例あり。FITの急
病や事故への対応を消防署や診療所に相談しているが、旭川の病
院も受入をしてくれないため、ヘルプのコールセンターが必要。

どう安全に効率的に誘導していくか課題を抱えている。【登別市】
・宿泊施設への有珠山噴火災害に伴う外国人観光客避難誘導マ

・有珠山は２０～３０年周期で噴火するため次期噴火が確実に

・平成２９年度の洞爺湖温泉宿泊客のうち外国人が４６％【洞爺湖町】

ニュアルを配布するとともに、令和2年3月に行う有珠山噴火防災 迫っていることから、宿泊施設等観光関係者に外国人避難誘導マ

・噴火災害が起こった際に、外国人観光客をどう避難誘導させるかが課

訓練において、訓練項目のひとつとしてマニュアルを活用した外

ニュアルを浸透させ、避難訓練を定期的に実施することで持続的

題【洞爺湖町】

国人観光客の避難誘導訓練を実施する。

に防災意識の高揚を図る。

・通報場所がわからず、到着に時間を要する。

・平成２９年度、さっぽろ産業振興財団（札幌市）が「札幌市

・掲載協力先を増やすとともに、ウェブ広告料や蓄積データの販

・アジア系に多いが、小さな怪我や熱でも救急だと主張。

データ活用プラットフォーム事業」の実証事業の一つとして公募

売料を得ることでランニングコストを賄い、令和３年４月からの

・自国では救急車内でも痛み止め（麻薬）がもらえる欧米豪系は、痛み

した「観光客向け交通情報一元化実証事業」に札幌商工会議所が

ウェブサイトの自立化を目指す。

止めを診察前に要求。日本ではそれを提供できないことを理解してもら

応募し、採択された。

えない。

・本事業により、JR,空港、バス、市営交通などの運行状況を一目

・外国人の医療に関与する関係者による救急搬送体制の調整の場や枠組

で視認できるウェブサイトを作成し、スマートフォンやデジタル

みがない。

サイネージなどを通じて観光客向けに利用促進を図った。

洞爺湖町

○外国人旅行者の救急搬送における課題
札幌商工会議所

・特に北海道胆振東部地震の後ではインバウンドの閲覧数が大き
○外国人旅行者の受診態度における課題

く増えた。

・本来は救急外来を受診する緊急性のない軽症患者が、休日や夜間の時

・引き続き掲載協力先を増やし、ウェブサイトの存在を広く知っ

間帯に受診をしに来院するという、いわゆるコンビニ受診が多い。旅行

てもらうように努める。また、利用者アンケートを実施すること

保険で診療費が無料になることがわかっていることが背景か。

で、ウェブサイトの改善点を洗い出す。

○外国人旅行者と接する病院関係者における課題

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所

・通訳の人材確保。専門性を備え、当院のシステムや地域を理解してい

概要

概要

連合会

る通訳が必要。外国人対応する場合の診療報酬の引き上げの検討も必要

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

か。

言」を策定

言」を策定

・診療、事務等に係る対応において、日本人よりも時間と労力がかか

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

る。全般的に質問が多い。パンフレットやＦＡＱはあるものの、周知に

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

課題。

の誘客拡大を目指す

の誘客拡大を目指す

・外国人の医療に関与する関係者の調整を行う場や枠組みがない。

【満足度向上に向けた観光地域の創出・調査事業の実施】

【満足度向上に向けた滞在型観光の創出事業の実施（予定）】

概要

概要

○旅行保険について

・地域間の移動手段、交通アクセスの利便性、災害時・緊急時対

・令和元年度の調査結果を基に、滞在型観光の企画、商品造成に

・海外の旅行保険を利用する場合、時差の影響等により、支払の了解を

応、滞在型観光ルート・アクティビティ等の現況調査・関係機関

向けた取り組み

得るまでに日単位で時間がかかるため、治療の着手が遅れる。【倶知安

と観光パッケージの構築・提案

・モニターツアーの実施

町】

・調査地：登別市、苫小牧市、白老町

※民族共生象徴空間（ウ

ポポイ）の開業（令和2年4月）
・有識者と連携し、調査事業等実施（令和元年10月～）
・調査結果取りまとめ（令和2年1月末予定）
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
９－①

観光ビジョン
掲載施策
地方の商店街等

市町村・地域等
北海道全域

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

・免税店登録を検討しているが、外国語対応スタッフの人材確保、同人

・「令和元年度第一回北海道ブロック広域観光振興事業推進協議

・引き続きセミナー等の機会を利用し、消費税免税制度等につい

における観光需

件費、初期の設備投資、ランニング経費等が高額となるため申請できな

会」において免税制度について周知を行った。

て周知広報を実施する。

要の獲得・伝統

い。また、レジでの手続きに必要な時間的ロスも申請に踏み切れない要

工芸品等の消費

因となっている。【北海道全域】

拡大

・国によって検疫の関係で果物や魚貝類等の土産品を持ち帰れるか否か

実施主体
北海道運輸局

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

北海道運輸局観 経産省

ー

光部

違いがある。
国ごとに果物や魚介類等の土産品で何が検疫の対象になるか確認が煩雑
で課題であった。函館は台湾からの観光客が外国人旅行者の７０％を占
めており、台湾に持ち帰ることができる土産品を民間の広告会社に依頼
してA4版のピクトグラムを作成し平成28年の春節に実施した。魚卵は、
繁殖性がなく加工された物であれば台湾の検疫に引っかからないことが
分かった。【函館朝市】

・5年に1度の観光客動態調査結果を集計、観光客の観光需要の傾 ・5年に1度の観光客動態調査結果を分析、消費拡大への対応策を 小樽市
向を把握。

検討していく。

・H31.4に改訂された観光ガイドブック（英語版）を道内外に配

・継続的に免税制度の情報提供を行っていく。

布。

・免税店の許可を取ったところは増えているが、人件費のコストが高く
苦慮している。【千歳市】
・十勝川温泉地区で免税の対応をできる店は少ない。【十勝川温泉】
・全国展開している企業が参入してくることで、全国どこに行っても同

・面談、電話、E-mail 等で随時貿易情報相談を実施。外国の貿易 ・面談、電話、E-mail 等で随時貿易情報相談を実施。外国の貿易 ジェトロ北海道

じお店ばかりになってしまい、地元以外の企業の展開により個性が薄く

規制等について、WEBサイトを通じて提供。また相談対応等を実 規制等について、WEBサイトを通じて提供。各国の輸入規制など

なってしまうことが心配。また、堺町通りは地価が上昇しており、地元

施した。

の情報提供、相談に対応する。

企業が参入しづらい状況が生じている。【小樽市】

９－②

キャッシュレス

道東、ニセコ地

・釧路市内の銀行は両替出来るところもあるが、阿寒地区や弟子屈町は

・観光振興事業費補助金交付要綱に基づく指定市町村に対して補

・引き続き、観光振興事業費補助金（観光地の「まちあるき」の

環境の飛躍的改

域、利尻島、礼

郵便局とセブン銀行のATMでしか出来ない。【道東】

助金のプレ要望調査を実施した。

満足度向上整備支援事業）の申請に向けて、説明会・各種会合等

善（海外発行

文島、函館市、

・2019年度 観光振興事業費補助金（観光地の「まちあるき」の

を活用して周知を図る。

カード対応 ATM 小樽市

・エリア内にＡＴＭが不足している。ホテル内にセブン銀行のＡＴＭを

満足度向上整備支援事業）の交付決定実績

の設置促進を含

設置している例があるが、セブン・イレブン（コンビニ）内の設置では

①釧路市において、「くしろまちなか周遊促進整備計画」を策定

む）

ないため経費が割高なうえ、夏期の利用が少ないため採算がとれず維持

し、多言語観光案内看板、電子マップ（コンテンツ制作）、北大

が難しい。【ニセコ地域】

通の無料公衆ＬＡＮの整備を行った。

北海道運輸局

北海道運輸局観 ー

・観光振興事業

光部

②小樽市において、「小樽駅前・南小樽駅前エリアにおける旅行
・決済環境については、島のほとんどがカード非対応。【利尻島、礼文

環境まるごと整備計画」を策定し、色内大通り地区の無料公衆Ｌ

島】

ＡＮの整備を行った。
③函館市において、函館市観光案内所の非常用電源装置の整備を

・冬の観光資源が不足している状況において、通年型で天候等に左右さ

行った。

れない観光コンテンツの開発として、現在、留学生を対象に実施してい

・行政とDMO等が協働で作成する観光振興計画・観光地マスター ・行政とDMO等が協働で作成する観光振興計画・観光地マスター 倶知安町

る茶道、書道、華道、お寺体験などを外国人観光客向けの体験メニュー

プランにおいてリゾート全域でのマーケティングを見据えた対応

に応用することを検討しているが、WEBでの申込とWEB上でカード決済 の検討を継続。
できるシステムが不可欠である。【函館市】
・インバウンドの増が直接的に経済効果に繋がっていない要因の一つと
して電子マネーやスマホ決済などの出現で決済手段が急激に多様化して
いる。特にアリペイ、ウィーチャットペイなどの中国人の新たな決済手
段のニーズが急激に高まっているが、店舗がそれに対応できずに消費機
会を逃している。【小樽市】
・クレジットカードによるキャッシング対応施設増加に向けた支援【北
海道全域・道商連】

プランの検討結果をもとに、リゾート全域でのマーケティングを
見据えた目標を定める。なお、観光地マスタープランについては

・「ニセコペイ」の本格運用。

継続的にローリングをおこなう。

・インバウンド対応に向けた決済サービス必要性の勉強会を実施

・「ニセコペイ」運用の継続。
・キャッシュレス環境の整備について検討

利尻町

・各事業者の取り組みとして、フェリーターミナル前売店や新規

・礼文町商工会と協力し、カード決済について情報交換を図り、

礼文町

オープンのカフェにおいてキャッシュレス環境が整備された。

キャッシュレス環境の整備について検討する。

・5年に1度の観光客動態調査結果を集計、キャッシュレスの需要 ・実証実験および動態調査により検証された結果に基づいて対応
を把握。

小樽市

策を検討していく。

・H30に実施した運輸局と市内観光事業者によるキャッシュレス

①キャッシュレス化が進むまでは、キャッシングが求められている地域

決済の実証実験報告会を行った。
【留学生アドバイザー事業による成果】

がある。

○留学生が外国人目線で各地（函館、室蘭・登別・伊達、他）の

②当該地域では、郵便局でクレジットカードによるキャッシングが可能

観光施設、商業施設、駅などを検証し、結果を各地（施設）にア

だが、24時間対応には至っていない。

ドバイスを実施（H27年度～30年度）。

③セブン銀行等ＡＴＭの導入が早道だが、個別導入には設置者負担で月

○改善状況を確認（令和元年6月）した結果、一部の施設等におい

30万円程度を要し、増加に繋がらない。

て取り組みが進められている。

ー

北海道商工会議所
連合会

・施設内での多言語化、多言語対応人材の配置
・Wi-Fi環境の整備
・Alipay、WeChatPay等の決済の導入
・バスロケーションシステムの導入
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②当該地域では、郵便局でクレジットカードによるキャッシングが可能

【北海道ブロック】

だが、24時間対応には至っていない。
（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）
③セブン銀行等ＡＴＭの導入が早道だが、個別導入には設置者負担で月

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
30万円程度を要し、増加に繋がらない。

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

・昨年度は、広域連携事業にて、電子決済システムＷｅＣｈａｔ

・インバウンド対応に向けた決済サービス（クレジットカード、

Ｐａｙの1年間における試験導入を行った。

電子マネー、モバイル決済サービス）対応策の検討

実施主体

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

白老町

・白老町では５事業者（宿泊業者３、飲食・加工品業者２）７台
導入した。

９－③

地方の商店街等

・訪日外国人旅行者が多く訪れるにも関わらず、そこでの消費がされな

・訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金では、DMOが取り組む ・訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金及び訪日グローバル

における観光需

北海道全域

い。

「マーケティング調査、滞在コンテンツの充実、受入環境整備、

キャンペーンに対応したコンテンツ造成事業にて、新たな滞在コ

要の獲得・伝統

・売られている土産品に、北海道産の原材料を使用していないもの、北

情報発信、プロモーション」など19本の事業に支援した。

ンテンツの創出等を行って行く。

工芸品等の消費

海道以外で作られているものが少なくないため、土産品の販売による経

・訪日グローバルキャンペーンに対応したコンテンツ造成事業で

用促進法に基づく支援

拡大

済波及効果が限定的になっている。

は、欧米豪向けの新たな滞在型コンテンツの造成及びアドベン

・農商工等連携促進法

・一部の観光地は見るだけの通過型の観光地になっており、魅力ある観

チャートラベルのコンテンツを造成・磨き上げ、地域コーディ

に基づく支援

光資源を有していながら滞在時間が短く、モノやサービスなどの観光消

ネーターの育成を行った。

費の機会が限られている。
・「日本のてっぺん。きた北海道ルート」のエリアにおいて、食材が豊
富であるにも関わらず、外国人旅行者が魅力を感じる旬の食材を用いた
メニューの提供が少ないとともにルート全体の食コンテンツに関する情

・中小企業地域資源活用促進法及び農商工等連携促進法に基づく

・引き続き、中小企業地域資源活用促進法及び農商工等連携促進

事業計画認定により、中小企業等が実施する観光コンテンツ・観

法に基づき、取組を支援する予定。

北海道運輸局

北海道運輸局観 経産省

・訪日外国人旅行者周

光部

遊促進事業
・中小企業地域資源活

北海道経済産業局

光メニューの開発等を支援。

報発信が旅行者にあまり行き届いていない。【北海道全域】
・自社がいっぱいでも他社に空きがある場合も多いため、ラフティング
等、体験を受け入れる事業者を横で繋げ、予約を地域単位で円滑に回す

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所

システムが必要。【富良野市】

概要

概要

連合会

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・台湾からの情報として、日本各地から台湾にプロモーションに来てい

言」を策定

言」を策定

るが、イベント情報（日程・概要）は、遅くても半年前に提供いただき

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

たい

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

・一週間の北海道観光を希望したら、それに応じたプランを提案してく

の誘客拡大を目指す

の誘客拡大を目指す

れるトータル窓口の情報が欲しい【北海道商工会議所連合会】

【満足度向上に向けた観光地域の創出・調査事業の実施】

【満足度向上に向けた滞在型観光の創出事業の実施（予定）】

概要

概要

・地域間の移動手段、交通アクセスの利便性、災害時・緊急時対

・令和元年度の調査結果を基に、滞在型観光の企画、商品造成に

応、滞在型観光ルート・アクティビティ等の現況調査・関係機関

向けた取り組み

と観光パッケージの構築・提案

・モニターツアーの実施

→

ツアー造成に苦慮

・調査地：登別市、苫小牧市、白老町

※民族共生象徴空間（ウ

【観光消費活性化に向けた調査・研究】

ポポイ）の開業（令和2年4月）

・「稼ぐ観光」には、来道者数だけではなく、一人当たりの観光

・有識者と連携し、調査事業等実施（令和元年10月～）

消費増額を視点に入れることが重要

・調査結果取りまとめ（令和2年1月末予定）

・地域の観光消費、経済効果等の勉強会

【留学生を活用した観光閑散期対策の検討】

・モデル地域選定による観光消費等調査

概要
・外国人が訪れたくなる冬期のアクティビティの洗い出し、留学
生が体験
・体験した内容を自国へ情報発信、反応・評判を検証
・新たなルート構築への情報現として活用
・ライトアップされた幣舞橋を中心に、まちなかにおける周遊促

・引き続き幣舞橋を中心に、まちなかにおける周遊促進と消費拡

進と消費拡大を図ることを目的に飲食店等への誘導を促すための

大を図ることを目的とした光を軸とした仕掛けづくりの検討

仕掛けづくりの検討。

・自然×異文化×アクティビティを体感するアドベンチャーツーリ

・「阿寒湖の森ナイトウォーク〈カムイルミナ〉」と「阿寒ユー

ズム事業を推進する。

釧路市

カラ〈ロストカムイ〉」との連動などによって観光客の回遊性向
上や滞在化を進め阿寒湖温泉全体の活性化を推進した。
・台湾・中国・韓国を対象に調査型FAM事業を実施するととも
に、新たなルートの洗い出しを行った。
・地域の冬季の観光魅力を編集した８K動画を作成し、幅広い層に
対しての情報発信を実施。
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
１０－①

観光ビジョン
掲載施策
多言語対応によ
る情報発信

市町村・地域等
北海道全域

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

・トイレの使用、温泉の入り方、大声を出すなど身勝手な振る舞いが耐

・1月15日に、観光庁が制作する外国人観光旅客向けのマナー啓

・引き続き、観光庁が制作したマナー啓発動画を活用して周知し

え難い。また、日本人客が敬遠する。【北海道全域】

発動画が公開された。管内に来訪する外国人観光旅客に対して、

ていく。

実施主体
北海道運輸局

ブロック
担当部局
北海道運輸局観 －

活用可能な
補助事業等

連携省庁
－

光部

管内の観光関係者に広く提供して周知を行った。
・「外国人のマナーの悪さは、絶好調！」など、

・利用者からの意見・要望などをバス事業者へ適切に伝達し、接

アンケートでの記載

遇の改善・指導教育に反映してもらえるように指導する。

・「海外の添乗員を教育すべきだ。」
・「インバウンドに関し、習慣やマナーなどを説明する機会がないのが
現状」
・「中国人も教えれば守る。知らないだけ。」など
観光関係者からの発言。
・習慣、マナーを周知する場がないこと。
・来道観光客のそれぞれの国の習慣などについての知識が不足している
こと。
・何をどのように伝えれば、理解してもらえるのかが不明なこと。【北
海道全域】
・農地への侵入、たばこのポイ捨て、ゴミの置き去りなど農家との軋轢
が拡大。そもそも中国には私有地が無くうまく伝えられない。【美瑛

・「ユニバーサルツーリズム推進事業」で、ベジタリアンやグル

・「ユニバーサルツーリズム推進事業」で、受入可能な店舗や宿

北海道観光振興機

テンフリーなど来道する外国人の多様なニーズに対応するため道

泊施設等の追加掲載（更新）を行うとともに、観光関係者向けに

構

内の受入可能な飲食店や宿泊施設等を集約し、ＨＰにおいて発

「食のユニバーサル化」対応のワークショップ等を開催し、環境

信。（対応言語：英語、インドネシア）

の整備を図る。

・「ニセコエリアには外国人客しかおらず看板は英語表記しかないと聞

・ＮＰＯ法人にて美瑛町における撮影マナー・ルールを作成・周

・引き続きマナー・ルールの周知を図る。

いたが、そのように外国ひいきをするのは問題じゃないのか」という苦

知を行った。

情があった。

・丘のまちびえいＤＭＯにて美瑛観光ルール・マナー１１０番を

実際の現状とは異なるものだが、そのような認識をされていることは困

開設した。

る。【ニセコ町・新規】

・トイレマナーについて多言語標記にてマナーの周知を行った。

町】
・外国人旅行者のトイレ利用のマナーが悪く、トイレットペーパーを床
に捨てる方が多く他の利用者より苦情が出ている。【美瑛町】
・外国人の入れ墨には日本で捉えられているイメージ（反社会的）とは
違い一律に「入浴お断り」ではトラブルになるケースもあり、現場で対
応に苦慮している。【ニセコ地域】
・中国人をターゲットにした場合、大声で話したりゴミのポイ捨てをす
るなど、マナーの悪さから日本人宿泊客が離れていかないか心配であ
る。
また、同業者から南京虫の被害報告を聞いており、被害があった場合に
はホテルの評判が落ちるので不安である。【稚内市・利尻島・礼文島】
・海外客はコーヒーの紙コップや食品の包装紙ほかポイ捨てが多い。歩
行喫煙も多く吸い殻もポイ捨てする。また、日本人の感覚と異なりガラ
ス製のビンやジョッキまでポイ捨てするので危険でもある。【ニセコ地
域】

美瑛町

・別荘やコンドミニアムに住む外国人が、ごみを捨てる場所（ゴミス
テーション）がわからず、役場に問い合わせてくる。（施設のオーナー
の説明責任もあると考える）【ニセコ町・新規】
・FITは、宿泊や体験の予約をしても当日来ないことが多々ある。また、
体験の場合には予約をせずに来ることもある。【北海道全域】
・ロケ地聖地巡礼のため、民地や市道であっても立ち入って写真を撮っ
たり、民家にいたずらをする事案が発生。また交通ルールを守らない外
国人観光客も散見される。【小樽市・新規】
・本市の道の駅は、平成５年に道内２番目に認定を受けた施設で、建設
以来、屋外公衆トイレの便器について更新しておらず、まだ多くの和式
便器が設置されている。屋外公衆トイレは、滝川インターチェンジと富
良野エリアを通行する観光バス等のトイレ休憩場所として利用されてお
り、近年は、インバウンドの団体利用客も多くなっている。屋外公衆ト
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体験の場合には予約をせずに来ることもある。【北海道全域】

【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）
・ロケ地聖地巡礼のため、民地や市道であっても立ち入って写真を撮っ

たり、民家にいたずらをする事案が発生。また交通ルールを守らない外
令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
国人観光客も散見される。【小樽市・新規】

・本市の道の駅は、平成５年に道内２番目に認定を受けた施設で、建設

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等 以来、屋外公衆トイレの便器について更新しておらず、まだ多くの和式
課題・現状
便器が設置されている。屋外公衆トイレは、滝川インターチェンジと富

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

良野エリアを通行する観光バス等のトイレ休憩場所として利用されてお

・地域のエリアマネジメント団体による清掃活動を継続実施。

・地域のエリアマネジメント団体による清掃活動を継続実施。

り、近年は、インバウンドの団体利用客も多くなっている。屋外公衆ト

・イルミネーション等の受入環境美化を継続実施。

・イルミネーション等の受入環境美化を継続実施。

イレの年間利用者は約１７万人あり、利用が多い反面、便や尿の飛び散

・ニセコ観光圏において、AIを用いた多言語案内サービスについ

・ニセコ観光圏において、AIを用いた多言語案内サービスやCRM

り、汚物入れに用を足したトイレットペーパーが入れられているなど清

て調査検討。

システムについて導入開始予定。

実施主体

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

倶知安町

掃委託業者等から、利用状況の改善要望を受けており、多言語表記や和
式から洋式便器への交換の必要性を感じている。【芦別市・新規】
・外国人観光客の為に多言語表記のwebサイトや案内看板の整備など
【白老町・新規】

１０－②

通信環境の飛躍

・新千歳空港から深夜到着、または早朝出発のお客様には、エリア内の

・「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業・観光振興事

・引き続き「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業・観光

的向上と誰もが

北海道全域

案内所であるヒラフ・ウェルカムセンターが営業時間外となるため、交

業」 の補助メニューにより公衆トイレの洋式化について支援を

振興事業」 北海道運輸局の補助メニュー等を活用し課題の解消に

一人歩きできる

通案内や移動のサービスが提供されない現状にある。【ニセコ地域】

行った。（交付決定件数：8件）

取り組む。

北海道運輸局

北海道運輸局観 経産省

・訪日外国人旅行者受

光部

入環境整備緊急対策事
業

環境の実現

・観光振興事業
・平成２６年度の外国人観光入込客数は、約２千人であり、発地型観光
での受入が主流であることから、宿泊施設以外の飲食店・商店などの受
入体制が整備されていない状況にある。【芦別市】
・台湾、中国等から多くの観光客が来られている。
・団体食の場所が少ないので、団体食を扱っているところは応じきれな
く断っている。おそらく別な場所に行かれていると思われる。もし受け
入れることができればもっとツアーを呼ぶことができ、大沼を楽しんで
いただくことができていると思われる。
・交通機関もＪＲ、観光バスで来られる方が多い。時間帯によって、多

・利用状況にあわせたウェルカムセンターの運営を継続実施。

・利用状況にあわせたウェルカムセンターの運営を継続実施。

くの台湾、中国の観光客であふれることがある。日本人の観光客が困惑

・ニセコ観光圏において、AIを用いた多言語案内サービスについ

・ニセコ観光圏において、AIを用いた多言語案内サービスやCRM

している場合がある。
・交通機関ではＪＲさんが中国人のお客様のために臨時便を運行して対

て調査検討。
・引き続き千歳空港や札幌駅、海外での観光セールス用に本市の

システムについて導入開始予定。
・引き続き千歳空港や札幌駅、海外での観光セールス用に本市の

応していた(春節の期間、２月いっぱい)。

外国語観光パンフレットを配架し誘客ＰＲに努める。

外国語観光パンフレットを配架し誘客ＰＲに努める。

・市内観光施設と宿泊施設が連携し、ＯＴＡを活用した宿泊コー

・市内観光施設と宿泊施設が連携し、ＯＴＡを活用した宿泊コー

スなどの商品化に取り組む。

スなどの商品化に取り組む。

【七飯町】

・外国語による必要最低限のサービスはできているが、「おすすめポイ

倶知安町

芦別市

ント」や「お土産品の特徴」など、もう一歩踏み込んだサービスができ
ておらず、おもてなしの心を伝え切れていない。また、ビジネスチャン
スを逃している。【小樽市】

・5年に1度の観光客動態調査結果を集計、外国人観光客のおもて ・5年に1度の観光客動態調査結果を分析、今後の対策を検証す
なしに必要なものは何か把握。

る。

・「外国人にあまり来て欲しくない」マインドからスタートしており、

・市や観光協会のHPに外国人観光客向けに食やトイレ、交通マ

・今後も必要に応じて外国人観光客受入セミナーを実施してい

それが最近になってやっと受入に対する意識が出てきたという印象。地

ナーを多言語で伝えるページを掲載。

く。

小樽市

・観光客動態調査分析結果に基づき対応していく。

域全体として受入体制の構築が必要である。【稚内市】

・今後数年計画で海水浴場トイレ整備をしていく。
・インバウンドのスキー需要の高まりにより道内全体的にスキースクー
ルの人手不足という状況になっている。
・バックカントリースキーの課題として、国際ガイドの質の問題がある
ため、島のガイドを「許可制（ライセンス料を取る）」にする仕組みづ
くりを進めたいと考えている。【利尻島】
・観光客が夏季に集中しており、年間の平準化を図りたい。そのために

・民間事業者と構成する札幌おもてなし委員会（事務局：札幌商

・国際的な大規模イベントを控えていることから、地元事業者と

は、冬の観光資源の開発が必要と考える。

工会議所）の中で、市内観光事業者向けに外国語セミナーや出前

より連携を深め、引き続き多言語対応の促進等を図る。

札幌市

講座、多言語メニュー作成支援等を実施した。
・稚内に訪れた観光客の9割は宗谷岬に行くことが分かっているが、滞在
時間は15分程度であるため、「朝カフェ」の取組の経験などを活かしな

・釧路市街地に立地する公共施設トイレの洋式化対応状況につい

がら、宗谷岬の滞在時間を延ばす取組を検討していきたい。【稚内市】

て点検を実施

ー

釧路市
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ため、島のガイドを「許可制（ライセンス料を取る）」にする仕組みづ

【北海道ブロック】

くりを進めたいと考えている。【利尻島】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

・観光客が夏季に集中しており、年間の平準化を図りたい。そのために
令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
は、冬の観光資源の開発が必要と考える。

・稚内に訪れた観光客の9割は宗谷岬に行くことが分かっているが、滞在

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等 時間は15分程度であるため、「朝カフェ」の取組の経験などを活かしな
課題・現状
がら、宗谷岬の滞在時間を延ばす取組を検討していきたい。【稚内市】

令和元年度の成果及び取組
・旭岳ビジターセンターにおいて「ココヘリ（遭難捜索ヘリサー

・軽装備で入山する人を防ぐためにもバックカントリーの定義を正しく

ビス）」のレンタルを開始した。

する必要がある。【東川町】

・道警と連携して作成した「旭岳たすかるマップ」（日英２か国

令和２年度以降の対応方針

実施主体

・令和元年度の取組を強化し、引き続き実施する。

東川町

稚内市

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

語）を配布している。
・観光地のトイレ不足が課題であり、堺町通りにおいても、観光客が利

・道警・消防と連携し、遭難防止活動・救助訓練を実施した。

用できるトイレが足りない。

・国内外の観光客が立ち寄る施設について、訪日外国人旅行者受

・「訪日グローバルキャンペーン」の取組成果を活用しながら、

・悪質な客引き、観光事業者のマナーも課題。

入環境整備緊急対策事業費補助金及び環境保全施設整備交付金を

インバウンドへも対応した体験メニューの開発を行っていく。

・重要な観光資源のひとつである「景観」の保全が課題。屋外広告物な

活用して、公衆トイレの洋式化を図った。（宗谷岬周辺、西稚内

・宗谷岬周辺地域の滞在時間を延ばすため、ツアーセンターを設

どについても、商店街などが主体となって自主規制していく必要があ

地域）

置し、宗谷丘陵にある「白い道」ガイドツアーやレンタサイクル

る。【小樽市】

・「訪日グローバルキャンペーン」を活用し、在日アメリカ人に

などに取り組む。

よる体験型コンテンツの現地調査を行った。
・スキー場・ホテル・飲食店など各種業種・業態で冬期の労働力の不

また、12月と１月に、日本人講師によるガイド育成研修を実施

足。海外からインターンシップが増加しているが、需要を満たしていな

する予定である。

いのと単年度の雇用で地域のスキルアップにはならない。

ー

・国内からの雇用も不足している。

・北宗谷広域観光推進協議会関係機関と協力し、冬期観光につい

礼文町

て情報交換を図り、広域での取り組み方について検討する。

・清掃業で人の不足は、サービスの低下になりかねないほどの状況にあ
る。【ニセコ地域】
・外国人観光客に対するアンケート調査により、飲食、小売サービス
店、宿泊施設等の従事者に言葉が通じずに困ったというケースが多かっ
た。
・上記に次いで、飲食店内表示やメニュー、看板、案内サイン等の外国
語対応が不足しているという意見が多かった。【札幌市】

・サービスを提供するすべての事業者に高品質なサービスの提

・引き続き、サービス産業の活性化・生産性向上に向け、規格項

供・維持・向上を促し、より高い生産性を実現するための「おも

目がリニューアルされる「おもてなし規格認証」を普及していく

北海道経済産業局

てなし規格認証」を普及した。

予定。

・面談、電話、E-mail 等で随時貿易相談を実施。人材育成など

・面談、電話、E-mail 等で随時貿易投資相談等に対応する。

ジェトロ北海道

北海道運輸局

・都市部を除き、観光施設や観光施設近隣のトイレの洋式化が課題。
【北海道全域】
・路線バス運転手の訪日外国人観光客に対する接客態度が横柄であり、

様々な相談に応じる体制を整えている。

大きな課題となっている。【洞爺湖町】

１０－③

産業界ニーズを
踏まえた観光経

北海道全域

・インドネシア、マレーシアからの観光客が増えており、ムスリム対応

・令和元年度の観光庁補正予算にて、「訪日外国人旅行者受入環

・活用できる制度等を周知することなどを通じて、引き続き、ム

に不安を感じている。【北海道全域】

境整備緊急対策事業」により、2020年東京オリンピック競技大

スリムなど食事に制限のある旅行者への取り組みを支援する。

営人材の育成・
強化

会・東京パラリンピック競技大会の競技会場、ホストタウン、選
・食の魅力発信を進める一方で、宗教やアレルギーに対応するための成

手村が所在する地域に対して緊急的に支援する項目の中に、ムス

分表示が徹底されておらず、ホスピタリティの欠如からリピーター獲得

リム等への対応が組み込まれた。

北海道運輸局観 －

・訪日外国人旅行者受

光部

入環境整備緊急対策事
業費

の機会を逃している。【北海道全域】
・ムスリム観光客については、「札幌駅で見かけた。」
・「礼拝堂を用意したが、月に2回程度しか使っていない。」

・「観光人材育成事業」で、業種別（小売、交通機関、宿泊、観

・「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業（仮称）」で、

北海道観光振興機

・マレーシアなどいわゆるイスラム圏からの来道者数は伸びているが、

光協会など）に外国語会話の基礎研修、来道外国人（新興市場）

受講対象者（業種別）を絞った実践的な来道外国人対応の研修

構

「ほとんどは、華僑」

の受入研修、災害時の初動対応研修などを実施し、来道外国人が

（ワークショップ）等を実施し、観光関係人材の質の向上を図

・「インドネシアのムスリムとマレーシアでは、求められるレベルが違

安心・安全、快適に道内を旅行できるよう事業を実施。

る。

う。」など、観光関係者からの発言。
・現在、ムスリムの方々がどの程度の数が来道しているかが不明である
こと。
・ムスリムへの対応に、レベルがあり、どの程度なのか不明であるこ
と。【北海道全域】
・様々な国の方々が来道するようになって来ているが、空港内のレスト
ランではムスリムやベジタリアン、アレルギー対応などを出来るところ
は少ない。【千歳市】
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
１１－①

観光ビジョン
掲載施策
「世界一安全な

市町村・地域等

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体

担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

・外国人旅行者のレンタカーの使用は急増しているが、「止まれ」など

（情報提供に関して）

・外国人旅行者のレンタカー利用に係る安全性確保実証事業の結

の道路標識が外国人旅行者には分かりづらいとの指摘があり、検討の余

・令和元年度は、手軽に楽しめる北海道のアウトドアをテーマと

果を関係機関に周知し情報共有する。

好な治安等を体

地がある。

し、キャンピングカーを活用したグランピング等の手ぶらでのア

感できる環境整

・富良野・美瑛地区の積極的な取組として「STOP」等補助的な看板設置 ウトドア体験にアクセスするためのWEBサイトの作成、海外エー ・令和2年度においても、ドライブを切り口とした地方への誘客に

入環境整備緊急対策事

備

の例がある。

ジェントによる旅行商品の開発、WEBでの情報発信を通じ、来道 繋がる事業を実施して、海外への情報発信を実施していく。

業

・危険な冬道については旅行前（事前）に周知が必要だが取組が不十

意欲促進を図る。

・観光振興事業

分。【北海道全域】

また、セルフドライブで楽しむ道北地方の自然景観やグルメ、ア

廊」の完備

北海道運輸局

ブロック

国、日本」の良

「地方創生回

北海道全域

課題・現状

北海道運輸局観 警察庁

・訪日外国人旅行者周

光部

遊促進事業
・訪日外国人旅行者受

クティビティメニューなどをの情報を香港とシンガポールのメ
・数年前よりＦＩＴの増加によりレンタカーを利用する外国人観光客が

ディアを活用して発信する。

増加しているが、十勝のホテル事業者では、宿泊客からレンタカーを利

・上記事業を実施し、台湾、香港、シンガポールに向けてドライ

用するＦＩＴ利用者から高速道路の表示でETCレーンと一般レーンの区

ブ観光客に向けた情報発信を実施した。

分けが分からないとの指摘があった。道路標識や案内版の多言語化が必

①【取組方法】

①【取組方法】

要。【帯広市】

・観光先進国や地方創生の実現に向け、「観光地に隣接する」ま

・観光先進国や地方創生の実現に向け、「観光地に隣接する」ま

たは「観光地へのアクセス道路入口となる」交差点の交差点名標

たは「観光地へのアクセス道路入口となる」交差点の交差点名標

・レンタカーで最近見かける「外国の方が運転しています」というス

識の観光地名表示により、訪日外国人をはじめ、すべての旅行者

識の観光地名表示により、訪日外国人をはじめ、すべての旅行者

テッカーはすごく良い取り組み。今シーズンかなり見かけており、浸透

にわかりやすい道案内を推進。

にわかりやすい道案内を推進。

して欲しい。

【主要取組】

・交差点名標識について、引き続き地域要望を踏まえ取り組みを

・交通ルールだけでなく冬道の運転方法についてもレクチャーする必要

・全道42箇所改善済み

継続

がある。新千歳空港のレンタカーカウンターでは貸し出す前に事前講習

・訪日外国人をはじめ、すべての旅行者にわかりやすい道案内の

・訪日外国人をはじめ、すべての旅行者にわかりやすい道案内の

をしているが、その時間を過ごすだけでいいのであまり有効ではないよ

実現を進めるため、各道路管理者において、高速道路ナンバリン

実現を進めるため、各道路管理者において、引き続き高速道路ナ

うに思う。レンタカーを借りる際に、いかに教習ビデオを真剣にみても

グを整備。

ンバリングを整備。

らうか仕掛けが必要である。

・交差点名標識について、引き続き地域要望を踏まえ取り組みを

②【取組方法】

・これだけレンタカーが入ってくると事故が多発しており、パンフレッ

継続

・道路情報発信アプリにより、ドライブ観光促進のため各種情報

ト等での啓発が必要。【北海道全域】

・訪日外国人をはじめ、すべての旅行者にわかりやすい道案内の

を発信し、効果検証、改善を図りながら引き続き実施する。

実現を進めるため、各道路管理者において、高速道路ナンバリン

③【取組方法】

（道路案内標識の英語表記改善）

グを継続実施。

・外国人観光客に対して、道路情報や注意喚起を分かりやすく発

・外国人旅行者のレンタカー利用が急増し、道路案内標識の英語表記の

②【取組方法】

信するため、英語による情報発信を継続実施。

早急な対応が必要。【北海道全域】

・ＩＣＴ機器(無線標識)を観光地にアクセスする道路の主要交差

北海道開発局

点やシーニックバイウェイルートの区間等に設置し、ドライブ観
（交差点標識に観光地名称の表示）

光促進のため各種情報を発信を継続実施。

・観光立国や地方創生の実現にむけ、観光地等に隣接する又は観光地等

【主要取組】

へのアクセス道路の入口となる交差点の交差点名標識（交差点におい

・道路情報発信アプリによる多言語表示や音声による主要交差点

て、地点名を表示する標識）に観光地等の名称を表示することにより、

における進行方向の案内、シーニックバイウェイルート情報等の

旅行者にとって観光地等へのわかりやすい案内となるよう標識の改善が

各種情報提供を継続実施。

必要。【北海道全域】

③【取組方法】
・外国人観光客に対して、道路情報や注意喚起を分かりやすく発

（外国人ドライブ観光客に対する情報提供）

信するため、英語による情報発信を継続実施。

・外国人観光客が年々増加し、レンタカー需要も急増する状況下、地方

【主要取組】

部における観光地にアクセスする道路では、情報拠点が不足し、休憩施

・新千歳空港周辺において開発局、NEXCOと連携した情報提供の

設や観光情報、道路情報などの提供に課題。
【交通ルール】
・レンタカーを使用している外国人旅行者が、市電の方向指示器を一般
車両向けと勘違いして走行し、たまに市電にクラクションをならされて
いる。【函館市】
・車道を堂々と歩いたり、屯している外国人観光客が目立ち、住民やド
ライバーからの苦情が増えている。【洞爺湖町】
・FITの増加によりレンタカーによる移動が増えているが、交差点でウイ
ンカーも点灯せずに停まるなど、交通ルールを守らない外国人観光客が
増えている。【洞爺湖町】

・交通安全に係る啓発活動の継続（北海道環境生活部くらし安全

・交通安全に係る啓発活動の継続（北海道環境生活部くらし安全

局道民生活課）

局道民生活課）

冬道の運転を含む交通安全の基礎知識について、多言語で道のＨ

冬道の運転を含む交通安全の基礎知識について、多言語で道のＨ

Ｐに掲載するとともに、動画（YouTube）でも情報提供

Ｐに掲載するとともに、動画（YouTube）でも情報提供

（多言語・・・日本語、英語、中国語、韓国語）

（多言語・・・日本語、英語、中国語、韓国語）

※参考

※参考

外国語併記標識の設置（実施主体・・・公安委員会）

・従来のパンフレットに英語表記を加えたものを作成した。

北海道

外国語併記標識の設置（実施主体・・・公安委員会）

・市内のレンタカー業者に依頼してパンフレットを配布するとと

函館市

もに注意喚起を図っていきたい。
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
１２－①

１２－②

１２－③

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

「地方創生回

北海道ブロック

１．北海道には、豊かな自然環境や景観等、アジアの中でも特徴的で魅

【取組方法】

【取組方法】

廊」の完備

各地区

力的な観光資源が存在し、アジアからの旅行者の旅行先としてのニーズ

観光地への交通アクセス改善を図るため、高速交通体系の整備を

観光地への交通アクセス改善を図るため、高速交通体系の整備を

北海道開発局

が高い地域である。近年、来道する外国人旅行者数は急増し、2016年度 推進し、国際競争力の高い魅力ある観光の振興を目指す。

推進し、国際競争力の高い魅力ある観光の振興を目指す。

には230万人（訪日外国人旅行者数の約1割）となっており、観光立国の 【主要取組】

【主要取組】

実現に向けて北海道が果たす役割はますます大きくなっている。一方

＜令和元年度開通予定＞

＜令和２年度開通予定＞

で、インフラや人材等の受入環境の整備、季節間の旅行需要の平準化、

・一般国道233号

インバウンド観光による経済効果の地方部への波及などが課題になって

和田IC～留萌IC（仮称）〕

いる。

・一般国道44号

２．北海道は、１都道府県で近畿・中国・四国地方の合計面積に匹敵す

称）〕

る広大な地域であり、都市間距離は約２～３倍と、国内他地域とは異な

・一般国道450号

る広域分散社会を形成する状況下で、いまだ主要都市間や観光地等を結

瀬戸瀬IC～遠軽IC〕（R1.12.21開通）

ぶ高規格幹線道路の未整備区間が存在し、十分なネットワークが構築さ

・一般国道337号

れていない。

央～北海道夕張郡長沼町幌内〕

深川・留萌自動車道

幌糠留萌道路〔留萌大

・一般国道278号

函館新外環状道路

ブロック

実施主体

等 北海道開発局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

担当部局
－

－

－

－

経産省

・小規模事業者地域力

林野庁

活用新事業全国展開支

建設部

空港道路（赤川IC～函館

空港ICの暫定２車線開通）

根室道路〔温根沼IC（仮称）～根室IC（仮
旭川・紋別自動車道
道央圏連絡道路

丸瀬布遠軽道路〔遠軽

泉郷道路〔北海道千歳市中

「地方創生回

北海道ブロック

・北海道内の観光地周辺では、年間を通じた休日の渋滞や、一部の施設

【取組方法】

【取組方法】

廊」の完備

札幌市、千歳

の需要の偏在などによるイベント時、観光シーズンの渋滞が発生してい

・経路誘導、渋滞情報の提供、臨時駐車場などの駐車場容量の効

・経路誘導、渋滞情報の提供、臨時駐車場などの駐車場容量の効

市、中富良野地

る地域もあり、外国人ドライブ観光客がストレスなく移動できる環境に

率的な運用、既存の道路幅での臨時的な車線運用など、観光需要

率的な運用、既存の道路幅での臨時的な車線運用など、観光需要

区

課題がある。

の偏在に対応する渋滞対策を関係機関と連携し過年度の課題改善

の偏在に対応する渋滞対策を関係機関と連携し過年度の課題改善

を図りつつ実施する。

を図りつつ実施する。

【主要取組】

【主要取組】

・地域と連携し観光渋滞対策を継続。【中富良野町】

・地域と連携し観光渋滞対策を継続。【中富良野町】

・国道237号中富良野町のラベンダー観光による渋滞発生に対

・国道237号中富良野町のラベンダー観光による渋滞発生に対

し、臨時車線運用や臨時駐車場を利用した無料シャトルバスによ

し、臨時車線運用や臨時駐車場を利用した無料シャトルバスによ

るパーク&バスライドを実施（7/13、14）。

るパーク&バスライドを実施予定。

北海道開発局

等 北海道開発局
建設部

魅力ある公的施

北海道ブロック

・現在、来道外国人旅行者の宿泊地の多くは、道央圏に集中している

①シーニックバイウェイ北海道の推進

①シーニックバイウェイ北海道の推進

北海道開発局

設・インフラの

各地区

北海道開発局

が、各地域がそれぞれの資源を活かして「世界水準」の魅力ある観光地

【取組方法】

【取組方法】

（シーニックバイ 建設部

大胆な公開・解

域づくりを進め、観光消費を一層拡大させ、それが地域内に循環する仕

・北海道の雄大な景観の中での移動そのものを楽しむドライブ観

・北海道の雄大な景観の中での移動そのものを楽しむドライブ観

ウェイ北海道（日

援事業

放

組みを構築するとともに、旅行者を北海道内各地に分散・周遊させるこ

光やテーマ性・ストーリー性を持った一連の魅力あるネットワー

光やテーマ性・ストーリー性を持った一連の魅力あるネットワー

本風景街道）

・森林･山村多面的機

とが課題。

ク化などにより広域的な観光周遊ルートの形成を促進する。

ク化などにより広域的な観光周遊ルートの形成を促進する。

ルート団体

能発揮対策交付金

【主要取組】

【主要取組】

景観の優れた観
光資産の保全・

・古くから培われた地域の歴史や文化、人々の生活とのつながりなど、

＜活動団体＞

＜活動団体＞

活用による観光

水辺にはその地域特有の資源があるにも関わらず、活用されていない。

・16ルート約400団体

・16ルート約400団体

＜団体の活動＞

＜団体の活動＞

地の魅力向上

・地域毎の取組の有機的な連携や地域間の周遊観光を促す情報発

・地域毎の取組の有機的な連携や地域間の周遊観光を促す情報発

多言語対応によ

信等

信等

る情報発信

・シーニックバイウェイ道内各16ルートにおいて広域的な連携の ・シーニックバイウェイ道内各16ルートにおいて広域的な連携の
取組を実施。

等

取組を継続して実施していく。

⇒花植･道路美化など外国人観光客をお迎えする一斉活動、各種イ ⇒キャンドルナイトの連携、花植･道路美化など外国人観光客をお
ベント等

迎えする一斉活動、各種イベント等の継続実施

⇒「秀逸な道」を選定する枠組みを構築し、選定された「秀逸な

⇒「秀逸な道」の今後の取組の方向性に基づき、地域と道路管理

道」の区間の景観改善の実施、制度設計・検討を継続実施し、今

者との協働で、引き続き道路景観の重点的な保全、ドライブ観光

後の取組の方向性を取りまとめる。

客へ効果的な情報発信等を行う。

・美瑛川サイクリングコース親子体験試走会映像及び美瑛川・青

・美瑛川沿いのサイクリングコースのさらなるＰＲを行うため、

い池サイクリングコースマップを作成し、ホームページに掲載し

管内の主要な施設にパンフを配布すするとともに、コース全線を

た。

活用したイベントを企画するための試走会やツアー企画などを

・美瑛川沿いのサイクリングコースのＰＲと沿川施設の利用促進

WGや沿川の民間事業者と連携しながら取り組む予定。

北海道開発局

を図り、利用状況や整備効果を把握するための体験試走会および
フォトコンテストを実施した。
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No

１２－④

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

令和２年度以降の対応方針

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所

概要

概要

連合会

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

言」を策定

言」を策定

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

の誘客拡大を目指す

の誘客拡大を目指す

景観の優れた観

北海道ブロック

・ニセコ地区は、北海道で有数のリゾート地であり、近年、外国人宿泊

【取組方法】

【取組方法】

光資産の保全・

ニセコ地区

者が増加している。更なる国際リゾート地としてふさわしい滞在型観光

・ニセコ町にある道の駅『ニセコビュープラザ』については、平

・ニセコ町にある道の駅『ニセコビュープラザ』については、平

活用による観光

の拠点の創出が必要となっているが、拠点となる道の駅『ニセコビュー

成27年１月に重点道の駅に指定され、地方創成拠点としての機能 成27年１月に重点道の駅に指定され、地方創成拠点としての機能

地の魅力向上

プラザ』周辺については、電柱や電線類が林立し、良好な景観の阻害と

を拡充していくことから、地域と連携しつつ、重点道の駅の支援

を拡充していくことから、地域と連携しつつ、重点道の駅の支援

なっている。

を検討。

を検討。

【主要取組】

【主要取組】

・重点道の駅への支援を検討。

・重点道の駅への支援を検討。

ニセコ町、倶知安町、蘭越町とが連携し、ニセコブランドを国内外に定

ブロック

令和元年度の成果及び取組

着させるべく観光圏が形成され、北海道でも有数なリゾート地となって

・道の駅「ニセコビュープラザ」周辺の無電柱化事業（道道区

いる。近年、当該地域では、訪日外国人観光客の宿泊者が増加し、国際

間）を支援予定〔官民連携無電柱化支援事業〕（北海道）

実施主体

北海道開発局

等 北海道開発局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

担当部局

－

－

－

－

建設部

リゾート地としてふさわしい滞在型観光拠点の創出が必要。
当該地域においては、日本百名山である羊蹄山があり、羊蹄山を含む良
好な山並等の景観が電線・電柱で阻害されている状況。

１２－⑤

新たな観光資源

北海道ブロック

・北海道は、豊かな自然環境、雄大な自然景観や生産活動の中で形成さ

【取組方法】

【取組方法】

の開拓

各地区

れた農村景観など世界有数のサイクリング観光に魅力的な資源を有して

・道路に自転車通行位置を示す路面表示を行い、自転車及び自動

・道路に自転車通行位置を示す路面表示を行い、自転車及び自動

いる一方で、郊外部の道路における安全で快適な自転車走行環境に課

車ドライバーの双方に対し、注意喚起することで安全で快適な自

車ドライバーの双方に対し、注意喚起することで安全で快適な自

題。

転車利用環境を創出する。

転車利用環境を創出する。

・北海道におけるサイクルツーリズムを推進するために、試行結

・北海道におけるサイクルツーリズムを推進するために、試行結

【サイクルツーリズム関連】（道商連・新規）

果を踏まえた提言「北海道のサイクルツーリズム推進方針」に基

果を踏まえた提言「北海道のサイクルツーリズム推進方針」に基

○空港、札幌駅、道内観光案内所などにサイクルマップを充実して欲し

づいて、世界水準のサイクリング環境構築に向けた取組開始

づいて、世界水準のサイクリング環境構築に向けた取組を進め

い

【主要取組】

る。

・道内の各地域・ルートのサイクリング環境整備を支援するた

【主要取組】

（平成24年度～）し、道内のサイクルマップを作成、道内外に幅広く周

→道商連では、「サイクル・ツーリズム北海道推進連絡会」を設置

め、全道的な組織として、道路・河川等の走行空間の管理者、観

・道内の各地域・ルートのサイクリング環境整備を支援するた

知するも、更なる充実が求められている

光等の民間事業者団体などを構成員とする連携協議会を設立。

め、全道的な組織として、道路・河川等の走行空間の管理者、観

○サイクル・ツーリズム北海道推進連絡会あてに海外（中国の旅行会社

・連携協議会と連携・協働したサイクルツーリズムの提供を希望

光等の民間事業者団体などを構成員とする連携協議会を設立

など）から、50～80人規模などへの道内受入対応について問合せがある する団体（ルート協議会）を募集
→関連企業・団体と連携し、調整・対応を図っている
○台湾からの情報
・北海道をはじめ日本からプロモーションが多数あるが、大会・イベ

等 北海道開発局
建設部

・連携協議会と連携・協働したサイクルツーリズムの提供を希望

・応募のあったルート協議会において、地域や道路管理者等が連

する団体（ルート協議会）を継続的に募集

携し、受入環境の充実や走行環境の改善、情報発信等の取組を実

・応募のあったルート協議会において、地域や道路管理者等が連

施

携し、安全で快適な自転車走行環境の創出、サイクリストの受入

ント情報は半年前には欲しい

北海道開発局

環境の充実及び情報発信等の取組を推進する。

・空港での出迎えなど「特別感」が欲しい

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所

・北海道には費用面の補助はあるのか（中国のイベントに参加する場

概要

概要

連合会

合、費用の半分以上は中国側で負担、山形県は無料で招聘（7～10人程

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

度））

言」を策定

言」を策定

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

の誘客拡大を目指す

の誘客拡大を目指す

・一週間滞在をお願いしたらプラン造成してくれるトータル窓口が欲
しい
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
１２－⑥

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

「地方創生回

北海道ブロック

・北海道の都市間移動は、本州と比較して２～３倍の移動距離があると

【取組方法】

【取組方法】

廊」の完備

各地区

ともに、積雪寒冷地であることから航続距離が減少する傾向がある。

・北海道開発局が施策を推進する関係機関と連携し、「道の駅」

・北海道開発局が施策を推進する関係機関と連携し、「道の駅」

ブロック

実施主体
北海道開発局

等 北海道開発局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

担当部局

経産省

建設部

・電気自動車・プラグ
インハイブリッド自動

・北海道の次世代自動車（EV・PHV）の普及状況は都道府県単位で約10 設置者である市町村に対してEV充電インフラの必要性や補助制度 設置者である市町村に対してEV充電インフラの必要性や補助制度

車の充電インフラ整備

番目に位置している一方で、地方部のＥＶ充電インフラ環境の普及促進

に関する説明を実施することで、EV充電インフラ環境の普及を促 に関する説明を実施することで、EV充電インフラ環境の普及を促

事業費補助金

が重要な課題。

進する。

進する。

【主要取組】

【主要取組】

・全道「道の駅」会議、担当者会議等にて制度や事例を適宜説明

・全道「道の駅」会議、担当者会議等にて制度や事例を適宜説明

し普及活動を実施

し普及活動を実施する
・EV充電器の補助金情報を各種会議を通じ周知

・電気・ハイブリット自動車へ電気を供給する充電設備の導入を

・引き続き、「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充

行う事業者等を支援する「電気自動車・プラグインハイブリッド

電インフラ整備事業費補助金」により、電気・ハイブリット自動

北海道経済産業局

自動車の充電インフラ整備事業費補助金」で、道内5事業を採択。 車へ電気を供給する充電設備の導入を行う事業者等を支援する予
定。（現在、概算要求中）

１２－⑦

オリパラに向け

北海道ブロック

・外国人観光客が年々増加していることから、身障者も含む外国人観光

【取組方法】

【取組方法】

北海道開発局

北海道開発局

たユニバーサル

各地区

客に対するバリアフリー化や冬期間の快適な歩行空間確保など、ユニ

・特定道路における段差解消や点字ブロック等のバリアフリー化

・特定道路における段差解消や点字ブロック等のバリアフリー化

（北海道、市町

建設部

バーサルデザインの考え方を踏まえた環境整備が必要である。

を促進し、身障者も含む外国人観光客への優しい歩行環境を創出

を促進し、身障者も含む外国人観光客への優しい歩行環境を創出

村）

する。

する。

【主要取組】

【主要取組】

・特定道路における段差解消や点字ブロック等のバリアフリー化

・特定道路における段差解消や点字ブロック等のバリアフリー化

の取り組みを継続。

の取り組みを継続。

デザインの推進

１２－⑧

民間のまちづく

北海道ブロック

・北海道における外国人の宿泊地の多くは、札幌に集中する一方で札幌

【取組方法】

【取組方法】

北海道開発局

り活動等による

札幌市（都心

都心部において札幌駅前地区と観光拠点ススキノを結ぶ大通地区では、

・札幌大通地区の６商店街の総合調整役である札幌大通まちづく

・札幌大通地区の６商店街の総合調整役である札幌大通まちづく

（札幌大通まちづ 建設部

「観光・まち一

部）

魅力的な環境を創出する空間に課題。

り株式会社は国道では全国初となる『特例道路占用制度』を活用

り株式会社は国道では全国初となる『特例道路占用制度』を活用

くり株式会社）

し、食事購買施設『すわろうテラス』を開設し、外国人向けの宅

し、食事購買施設『すわろうテラス』を開設し、外国人向けの宅

配サービスやおしゃれなカフェ・バーなどの魅力的な空間を創

配サービスやおしゃれなカフェ・バーなどの魅力的な空間を創

出。

出。

【主要取組】

【主要取組】

体再生」の推進

北海道開発局

－

－

－

－

－

－

・地域の魅力発信を目的に地域特産品のＰR及び販売やイベントを ・地域の魅力発信を目的に地域特産品のＰR及び販売やイベントを
実施

１２－⑨

継続実施予定

公共交通利用環

北海道ブロック

・北海道の観光地では路線バスや都市間バスのバス停が、約100ｍ程度離 【取組方法】

【取組方法】

北海道開発局

北海道開発局

境の革新

各地区

れていることにより、乗り継ぎに不便な地域もあり,また、交通結節点に ・道の駅を路線バス、デマンドマスの乗り継ぎ拠点として活用。

・道の駅を路線バス、デマンドバスの乗り継ぎ拠点として活用。

（道の駅、自治

建設部

おいては、旅行者等の観光拠点が存在しない状況。

【主要取組】

【主要取組】

体、バス事業者

・道の駅設置者と連携・調整を行い交通結節点化の検討を実施す

・地域の課題を解決する取組として、道の駅の交通結節点化と高

等）

るとともに、成果の水平展開を図る。

規格道路との連携について検討する。

・大樹町において道の駅を拠点とした自動運転サービス実証実験
を実施。
・また、域内交通をカバーする自動運転バスと広域交通をカバー
する都市間快速バス（高規格道路）を試験運行させ、道の駅を交
通結節拠点化した実証実験を実施（大樹町、中札内村）
【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所

概要

概要

連合会

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

言」を策定

言」を策定

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

の誘客拡大を目指す

の誘客拡大を目指す
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
１３－①

観光ビジョン
掲載施策
観光関係の規

市町村・地域等
北海道全域

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

・ＪＡＴＡがツアーオペレーターの品質保証制度を創設・実施しツアー

制・制度の総合

の品質向上に努めているが、ＰＲ不足・目に見えたインセンティブ効果

的な見直し

が無いことから、なかなか浸透していない。

ー

令和２年度以降の対応方針
・引き続き制度の周知に取り組む。

実施主体
北海道運輸局

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

北海道運輸局観 －

－

光部

・他方、悪質なツアーオペレーター等の中には、貸切バス事業者に安売
り・急なスケジュールの変更などを求める実態があるため、過当競争に
よる運賃問題や運転者の労働時間の問題が発生しており、宿泊予約した
まま来ないこともある。【北海道全域】
・２４０名の海外団体客の昼食を受注したところ現れず、確認したとこ
ろ別の場所で食事をしていた例があった。値段だけで判断され、来な
い、急なキャンセルでは、予約も受けられない。【稚内市・利尻島・礼
文島】
・バス協会に加盟していないインバウンド受注中心のバス会社を持つ旅
行会社やランドオペレーターで、韓国のお客様が激減しているため、な
りふり構わず格安のバス料金で韓国旅行客市場以外の東南アジアの市場
を荒らしまわっており、折角ツアーオペレーター認証制度を取得した日
本の旅行会社が仕事が取れず、不条理が横行しているが話だけで証拠も

１３－②

広域観光周遊

北海道全域

・無資格・無登録のランドオペレーターに「旅行サービス手配業

・無資格・無登録ランドオペレーターがなくなるよう、弊支部か

務取扱管理者」の資格取得の必要があるが、ランドオペレーター

ら会員を通じて、地道に制度の周知徹底を呼びかけていく。

がどこに存在するか調べようもなく、徹底できず限界がある。研

・ツアーオペレーター認証会社を訪日外国人ツアーで利用しても

修は他の団体で実施を始めたため、ＪＡＴＡ北海道支部では休

らえるよう海外旅行セミナー等で来る政府観光局等に説いていく

止。

取り組みを継続していく。

JATA

・課題の整理を行う中で、主要地域に赴き「ヒアリング調査」を実施し

・「北海道インバウンド観光連絡調整会議」は、北海道における

・引き続き、各日本版DMO間のネットワーク促進を行い、成功事 北海道運輸局

北海道運輸局交 経産省

・省エネルギー促進に

ルートの世界水

たところ、このような地域の主要な機関などが一同に集まり、意見交換

外国人観光旅客の来訪・滞在等を促進するため、北海道ブロック

例等を共有し各地域の改善に向けた取組に反映していく。

通政策部

向けた広報事業委託

準への改善

を行う機会が非常に少ないことが判明した。

全体としての方針を策定し、当該方針に基づき北海道内の各DMO

観光部

費、地熱発電に対する

・一方、地域内で意見交換されていれば解決した問題もあると実感し

が策定する事業計画について相互連携の観点から調整を図る。

理解促進事業費補助

た。

・10月30日に「令和元年度第１回北海道インバウンド観光連絡調

金、エネルギー構造高

・緊急時対応など、医療・消防・警察などとの連携の必要性もあり、地

整会議」（書面会議）を開催し、令和元年度事業の中間評価を実

度化・転換理解促進事

域内での連携強化は急務である。【北海道全域】

施した。

業

・地域内で話し合いを行う場が少なく、成功事例・課題解決に向けたノ
ウハウなどを調べる手段が少ない。
・地域内で解決できる問題も多く、観光産業に従事する機関・施設など
を幅広く集めて情報交換する場が無いため、先進事例やそのノウハウに
ついて共有出来ていない。
・広く情報共有するためには、収集した先進事例を紹介するシステム
（ポータルサイトの開設・事例集の作成

等）が必要。【北海道全域】

・地域内の情報の共有化が課題である。
・地域内の広域連携が脆弱で、特に南宗谷との連携が中々広がっておら
ず、広域の取組を推進するプラットフォーム的な組織の必要性を強く感
じる。【稚内市】

・広域観光周遊ルート事業により、コンテンツの開発や観光資源

・最終年度となる広域観光周遊ルート事業において、空港をゲー

の磨き上げに取り組み、外国人旅行者の周遊促進を図ることとし

トウェイとした広域観光づくりをテーマにコンテンツの開発や観

た。

光資源の磨き上げ等に取り組み、外国人旅行者の周遊促進を図っ

稚内市

等

・北宗谷地域における「地域連携DMO」の設立に向け、稚内市内 ていく。
にある観光関連団体等で構成される「わっかない観光活性化促進

・DMO準備室を中心に、地域間で協議を重ね、「地域連携DMO」

協議会」内に「DMO準備室」を設置した。

の設立に向けて取り組んでいく。

・外部機関より、地域連携ＤＭＯ形成に向けたＤＭＯ準備室での

・外部機関より、地域連携ＤＭＯ形成に向けたＤＭＯ準備室での

各種アドバイスや実務的業務、また、ＤＭＯ形成における観光戦

各種アドバイスや実務的業務、また、ＤＭＯ形成における観光戦

略の検討等を担う人材の派遣を受けた。

略の検討等を担う人材の派遣を受ける。

・「水産加工業の経営に役立つ省エネ促進セミナー」を道内5地域 ー

北海道経済産業局

（網走、紋別、留萌、小樽、森）で開催。
・札幌においては、「食品産業の経営に役立つ省エネ促進セミ
ナー」を開催。
・北海道経済産業局、北海道、道内市町村と連携し、観光産業や

・広域観光周遊ルートの世界水準への改善に資するため、第4四半 ジェトロ北海道

北海道でのビジネスに関心のある企業20社を香港から招へい。北 期に、観光産業（アドベンチャーツーリズム）を対象に外国企業
海道における事業（投資）の実施、外国人の視点から新たなビジ

を招へい、北海道への投資を働きかける。

ネス開発の働きかけを実施。広域観光周遊ルートの改善を目指し
た。

37

【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
１３－③

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

観光関係の規

稚内市、利尻

・一般社団法人稚内観光協会では、地域限定旅行業の登録を行ったが、

制・制度の総合

島、礼文島

旅行業法施行規則第１条の２第３項に定める「観光庁長官の定める区

的な見直し

令和元年度の成果及び取組
ー

令和２年度以降の対応方針
・制度趣旨から困難（観光庁）

実施主体
北海道運輸局

ブロック
担当部局
北海道運輸局観 －

活用可能な
補助事業等

連携省庁
－

光部

域」のうち、「一般定期航路事業の船舶が、一の自らの営業所の存する
市町村の港を出港して、はじめて入港する港の存する市町村」の解釈に
より、利尻島に２つある町のうち、利尻町は旅行を実施できない区域と
なっている。稚内市発の着地型観光商品の造成を目指した同協会である
が、上記により利尻島への旅行は実質的に企画できない状態になってい
る（利尻島に渡った旅行者に、利尻富士町のみの訪問に制限することは
不可能であり、最も人気がある稚内市から利尻島、礼文島の２島を巡る
旅行は、事実上企画できない）。【稚内市・利尻島・礼文島】

１３－④

次世代の観光立

・観光事業における充実した受け入れ態勢を確保するためには新たな財

(宿泊税）

国実現のための

ニセコ地域

源が必要。その具体的な手法として目的税があげられているが、徴収事

・宿泊税導入にあたり、宿泊事業者にアンケートを取ったり、北

財源の検討

業者の指定や税額の定率化などについては諸外国のように行えない現状

海道の会議に参加したりと、情報収集につとめた。

・有識者会議等を行い、実施に向けて検討していく。

ニセコ町

北海道運輸局観 －

－

光部

にある。税制度改正を含め、各地において実施の基礎となるひな形を作
成するなど、全体的な検討が必要【ニセコ地域】

１３－⑤

新たな観光資源
の開拓

札幌市

・体験観光やグルメなど、新たなメニューの発掘や開発により、札幌に

・ラグビーワールドカップ札幌大会で札幌を訪れたインバウンド

・観光案内所などで問い合わせを受けていることから、バリアフ

おける滞在期間を延ばす取組みをすることで、市内の経済効果に繋げる

を対象にしたビール＆グルメフードマップを制作し、ビールを主

リー対応の宿泊施設、観光施設、飲食店などについて紹介する

とともに札幌の新たな魅力の発掘、買い物の拠点としての位置付けから

な提供するアルコールの主力とする５２店舗を掲載した。同マッ

ホームページを制作する。食のバリアフリーの観点からベジタリ

の脱却が必要。【札幌市】

プは次年度の東京オリンピック・パラリンピックの終了まで使用

アンフード対応の飲食店についても取り上げる。

札幌商工会議所

北海道運輸局観 －

－

光部

する。

・北海道経済産業局、北海道、道内市町村と連携し、観光産業や

・招へいした企業に対するフォローアップを実施新たな観光資源

北海道でのビジネスに関心のある企業を香港から招へい。北海道

へ発掘、開発、投資を目指す。

における事業の実施、外国人の視点から新たなビジネス開発を働

・第4四半期に、観光産業（アドベンチャーツーリズム）を対象に

きかけをおこなった。

外国企業を招へい、新たな観光資源の発掘、開発、投資に結び付

ジェトロ北海道

ける。
【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所

概要

概要

連合会

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

言」を策定

言」を策定

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

の誘客拡大を目指す

の誘客拡大を目指す

【留学生を活用した観光閑散期対策の検討】

【満足度向上に向けた滞在型観光の創出事業の実施（予定）】

概要

概要

・外国人が訪れたくなる冬期のアクティビティの洗い出し、留学

・令和元年度の調査結果を基に、滞在型観光の企画、商品造成に

生が体験

向けた取り組み

・体験した内容を自国へ情報発信、反応・評判を検証

・モニターツアーの実施

・新たなルート構築への情報現として活用

【観光消費活性化に向けた調査・研究】

・砂川で実施（令和2年3月予定）

・「稼ぐ観光」には、来道者数だけではなく、一人当たりの観光
消費増額を視点に入れることが重要
・地域の観光消費、経済効果等の勉強会
・モデル地域選定による観光消費等調査

・「阿寒湖の森ナイトウォーク〈カムイルミナ〉」と「阿寒ユー

・阿寒の自然や文化を活かした新たなコンテンツ開発を検討

釧路市

・地域の関係機関や事業者等が行う取組について支援する予定。

北海道経済産業局

カラ〈ロストカムイ〉」との連動などによって観光客の回遊性向
上を図った。
・地域の冬季の観光魅力を編集した８K動画を作成し、幅広い層に
対しての情報発信を実施。
・「令和元年度地域経済産業活性化対策等調査事業（北海道十勝
地域の食・観光関連産業の連携による高付加価値化プロジェクト
創出調査）」実施により、地域におけるインバウンド獲得による
プロジェクト創出に向けた調査を実施。
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
１３－⑥

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

訪日ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの

洞爺湖町（解決

・冬季の５ヵ月半、昭和新山に行くバスが無く外国人旅行者等は歩くこ

・今後とも北海道、壮瞥町等の関係者における調整状況を注視し

・今後とも北海道、壮瞥町等の関係者における調整状況を注視し

戦略的高度化

済）、壮瞥町

とになるが、途中の危険な曲線部分に歩道がない。【洞爺湖町・壮瞥

ていく。

ていく。

（解決済）、北

町・解決済】

海道全域

実施主体
北海道運輸局

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

北海道運輸局観 経産省

・商店街活性化・観光

光部

消費創出事業
・地域未来投資促進法

・地方の発意の元にＪＮＴＯとも連携しつつ、地方の魅力ある観

・引き続き、「地域の観光資源を活用したプロモーション事業」

による支援

・都市部等を除き、観光資源はあるが飲食店のキャパシティが不足して

光資源を戦略的かつ効果的に発信する「地域の観光資源を活用し

でいただいた事業提案について、ＪＮＴＯのプロモーションノウ

・小規模事業者地域力

いる。【北海道全域】

たプロモーション事業」を実施している。

ハウやデジタルマーケティング等による分析結果を踏まえた事業

活用新事業全国展開支

計画を策定し実施する。

援事業

・地域資源等を活用した効果的な海外向けプロモーション、新たな観光

・ものづくり・商業・

メニュー・観光コンテンツ・モニターツアー等の開発ノウハウがないこ

サービス生産性向上促

とから、地域への集客・経済効果につなげられない。【北海道全域】

進事業
【現状】

【現状】

・新たな観光商材・サービスの開発などにより生産性を向上させたい

冬季の５ヵ月半、昭和新山に行くバスが無く外国人旅行者等は歩

冬季の５ヵ月半、昭和新山に行くバスが無く外国人旅行者等は歩

が、そのための設備導入費などイニシャルコストの問題を抱えている。

くことになるが、途中の危険な曲線部分に歩道がない。【洞爺湖

くことになるが、途中の危険な曲線部分に歩道がない。【洞爺湖

【北海道全域】

町・壮瞥町】

町・壮瞥町】

【取組】

【取組】

用地買収協議（相続）。（北海道建設部土木局道路課）

本工事を行い、歩行者の安全な通行を確保する。（北海道建設部

北海道

土木局道路課）
【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

【外国人観光客受入強化に関する提言の実現】

北海道商工会議所

概要

概要

連合会

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

・道商連では平成30年6月に「外国人観光客受入強化に関する提

言」を策定

言」を策定

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

・地方創生、地域経済活性化に繋がるよう、道内４２商工会議所

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

が一丸となって、さらなる外国人観光客の受入拡大や国内観光客

の誘客拡大を目指す

の誘客拡大を目指す

【支援事業】地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業（当初

【支援事業】地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業（当初

北海道観光振興機

予算）において、地域から要望のあった以下の事業を支援し、イ

予算）において、地域から要望のあった来道外国人観光客向け

構

ンバウンド観光客向けに利便性を図る事業を実施。

の、利便性や満足度を高める目的の事業を支援し、地域経済の活

・登別洞爺ニセコ倶知安アクセスバス実証事業：道央圏の主要観

性化を図る。

光地間のアクセス改善を図るため、実証バスを運行。

【重点施策】

・摩周・鶴居 台湾友好観光推進事業:台湾のサイクリング愛好家

・道内7空港民間委託を契機をした、地方空港と主要観光地間のア

との友好提携に基づく誘致活動

クセス改善を図る二次交通整備の実証

・外国人おもてなし「Japanese Talk

Support &

communication」プロジェクト：「やさしい日本語（実践セミ

・アドベンチャートラベルの推進に資する地域ごとのメニュー開
発や多言語による情報発信機能の拡充

ナー）」を活用した地域住民の外国人受入対策
以下の７案件に対して補助金を交付し、商店街が行う観光等の新

・引き続き、商店街が行う観光等の新たな需要を取り込む取組を

たな需要の取込を行う取組を支援。

支援する予定。

北海道経済産業局

①帯広電信通り商店街振興組合／空き店舗を活用した情報交流拠
点の整備や多言語表示の案内サインによる観光客の動線の形成等
②(一社)紋別市商店街連合会／WAONカードに商店街共通ポイン
ト機能を搭載するためのシステム開発
③千歳市商店街振興組合連合会／ライトアップ事業等による商店
街の魅力向上と、デジタルサイネージやSNS等を活用した情報発
信の強化
④清里町商工会／観光アプリを活用したポイントシステムの整備
と情報発信、インバウンド向けの観光案内図等の整備
⑤浦河町商店街連合会／町内商業地区を対象とした地域共通ポイ
ントシステムの導入やスマートフォンアプリを活用した情報発信
等
⑥札幌二条魚町商業(協組)・(一社)さっぽろ下町づくり社／免税
カウンター機能を持ったインフォメーションセンターの設置や看
板、メニュー、POSシステム等の多言語化及び民泊施設等と連携
した地域紹介ツアーの販売等
⑦ふじまるビル商店会・(一社)まちづくり元気おびひろ／藤丸百
貨店と帯広駅北多目的広場を会場としたグルメイベントやスタン
プラリー等の実施による街なか誘客・回遊促進事業

39

【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ、交通ＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

・元年度補正予算「インバウンド需要拡大推進事業」により、地

・引き続き、中小商業・サービス業等が行う外国人観光客のニー

域の中小商業・サービス業等において、外国人観光客のニーズに

ズに対応し、消費拡大に寄与する取組を支援する予定。

実施主体

ブロック

活用可能な
補助事業等

連携省庁

担当部局

対応した商品やサービスの多言語化や、店舗データ分析を用いた
地域の高度化による効果的な商品・サービスの提供等により、地
域における訪日外国人消費拡大に寄与する取組を支援。
・平成２９年7月に施行した「地域未来投資促進法」では、地域の ・引き続き、地域未来投資促進法に基づく基本計画に添った取組
特性を活用した事業の生み出す経済波及効果に着目し、これを最

を行う自治体の取組を支援。

大化しようとする地方自治体の取組を支援するもの。同法に基づ
き同意を受けた道内４８の基本計画（令和元年12月上旬時点）の
うち、道内で「観光」を含む地域の特性やその活用戦略等を盛り
込んでいるのは２９計画（札幌市、帯広市、釧路市ほか）であ
り、インバウンド受入を含む域内観光産業に係る取組を支援。
・アドベンチャーツーリズム市場獲得のため、令和元年度「地域

・引き続き、アドベンチャーツーリズム市場獲得のための取組を

経済牽引事業支援事業費補助金（戦略分野における地域経済牽引

支援する予定。

事業支援事業）」により、中小企業等が実施する観光コンテン
ツ・観光メニューの開発等を支援。
・小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業により、商工

・引き続き、商工会・商工会議所等が地域の小規模事業者と連携

会・商工会議所等が地域の小規模事業者と連携して行う特産品開

して行う特産品開発・販路開拓や観光集客の取組等、複数の事業

発・販路開拓や観光集客の取組等、複数の事業者の売上増大につ

者の売上増大につながる取組を支援する予定。

ながる取組を支援。
・エネルギー構造高度化・転換理解促進事業による再生可能エネ

次年度以降も、これまでと同様の方向性で施策を展開。

ルギーを活用したスキーリゾート開発に向けた調査や、観光事業
者の小規模事業者持続化補助金等の活用支援を実施した。
・「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業」（平成30 ・「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業」（令和元
年度補正予算）においては、1次と２次合わせて道内２４６者を、 年度補正予算）及び「ものづくり・商業・サービス高度連携促進
「ものづくり・商業・サービス高度化連携促進事業」（平成３１

事業」（令和２年度予算）を活用し、経営力向上に資する革新的

年度予算）においては、１次と２次合わせて道内９件１８者をそ

サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う事業者を

れぞれ採択し、観光関連事業を含む採択者の経営力向上に資する

支援。

革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う取
組を支援。
・北海道におけるスポーツビジネス創出の機運を高めるイベント

・引き続き、SpoPla北海道を中心に、スポーツと周辺産業が融合

「北海道Sports Days」を実施し、情報発信・共有やネットワー

したプロジェクト組成を通じて、新たなビジネスやサービスの創

キングを通じて関係者間の連携を深め、アクションプランの具現

出を支援。

化を図った。
・国内外から多数の来道が見込まれるラグビーW杯札幌予選の期
間中にスポーツ関連産業ショーケースを実施し、先進的なスポー
ツの楽しみ方やビジネスの可能性、北海道のプロスポーツチーム
関連情報について広く発信するとともに、フィジー共和国大使館
および在江別フィジー共和国名誉領事館との連携により、フィ
ジー共和国の産業・観光情報を提供。
・スポーツ・オープンイノベーションを実現するためのプラット
フォーム（SpoPla北海道）を中心に、スポーツと周辺産業が融合
したプロジェクト組成を通じて、新たなビジネスやサービスの創
出を支援。

１３－⑦

「観光地再生・

「持続可能な観光」は、国際的にも関心の高いテーマとなっており、令

・持続可能な観光に向けた具体的な取組の推進のために、GSTCト ・ペットボトルごみ削減に向けて、釧路市阿寒町阿寒湖温泉にお

活性化ﾌｧﾝﾄﾞ」の 釧路市

ニセコ町

和元年10月に倶知安町で開催されるG20観光大臣会合においても主要

レーニングプログラムを開催した（ニセコ町：9/30～10/2）

継続的な展開

テーマとなる予定である。観光地が長きにわたって外国人旅行者を受け

路市阿寒町阿寒湖温泉：11/5～11/7）。

・実証事業の結果を、道内観光関係者に周知し、持続可能な観光

入れていくためには、経済、社会、文化、環境等の様々な観点から十分

・釧路市阿寒町阿寒湖温泉において、11/20よりペットボトルご

の推進を図る。

配慮されていることが重要であるが、地域では具体的な取組方法が把握

み削減に向けた実証事業を開始した（11月～翌4月まで

できていない。【北海道運輸局】

ポット3箇所）。

（阿寒町）

釧 ける給水スポットを7箇所に拡大する。

北海道運輸局

北海道運輸局観

－

－

光部

給水ス

・実証事業のシンポジウムを2/18に開催し、道内観光関係者に対
する意識の向上に努めた。
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
No
１４－①

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

文化財の観光資

北海道全域、江

・道内各地域にある様々な文化財を、魅力ある観光資源に磨き上げ観光

源としての開花

差町、函館市、

資源化していくために、各関係者において議論していくことが必要。

松前町、上川町

令和元年度の成果及び取組
ー

また、多言語による分かりやすい解説や滞在コンテンツの充実を図る

令和２年度以降の対応方針

実施主体

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

・主な推進機関である北海道庁の取組（地域の観光地づくりの取

文化財推進チーム 北海道運輸局観 文化庁

・重要文化財（建造

組に対する支援等）や北海道教育委員会の取組（文化財保存活用

（北海道教育委員 光部

経産省

物）耐震対策事業

大綱の策定等）を中心に、各機関の情報共有を行う。

会、北海道開発

総務省

・中小企業地域資源活

とともに、道内における「日本遺産」認定を始め、文化財を観光資源と

局、北海道経済産

用促進法に基づく支援

して活用し、情報発信力を強化していくことが重要である。【北海道全

業局、北海道総合

・農商工等連携促進法

域】

通信局、北海道、

に基づく支援

北海道運輸局）
北海道教育委員会

・小規模事業者地域力

・文化財に手を加えられないのが悩み。国指定重要文化財である旧中村
家住宅に対して、Wi-Fi機器を設置しようにも、壁等に穴を空けることが
できない。
・文化財の耐震化をしなければ、地震が発生した場合に倒壊する懸念あ
り。【江差町】

・日本遺産については、新たに空知・後志・胆振管内１２市町に

・日本遺産認定ストーリーに対する国庫補助事業について、国と

よる「本邦国策を北海道に観よ！～北の産業革命「炭鉄港」」が

認定団体の連絡調整を行っていく。

認定を受けた。また、令和２年度認定に向けて、申請予定の地域

・文化財の耐震化については、国庫補助事業等の活用により耐震

の状況把握に努めた。

診断や耐震対策を促進していく。

・文化財の耐震化については、国庫補助事業等の活用により耐震

・文化財保存活用大綱の策定作業の中で、引き続き文化財の活用

診断や耐震対策を促進した。

に係る課題等を検討していくとともに、大綱策定後は、大綱の趣

活用新事業全国展開支
援事業
・公衆無線LAN環境整
備支援事業

旨を広く市町村等に周知していく。

・大雪山麓を周遊できる体験ツアーを設定したいが、通訳やガイドがで
きる人材の確保が難しい。

・(有)ネイチャーライヴ（羽幌町）に対し補助金を交付決定し、

・引き続き、中小企業地域資源活用促進法及び農商工等連携促進

・観光客を呼び込むために、ストーリーを構成する文化財の有効な「見

補助事業者が実施する観光コンテンツ・観光メニューの開発等を

法に基づき、取組を支援する予定。

せ方」が課題。【上川町】

支援。

・引き続き、商工会・商工会議所等が地域の小規模事業者と連携

・小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業により、商工

して行う特産品開発・販路開拓や観光集客の取組等、複数の事業

会・商工会議所等が地域の小規模事業者と連携して行う特産品開

者の売上増大につながる取組を支援する予定。

北海道経済産業局

発・販路開拓や観光集客の取組等、複数の事業者の売上増大につ
ながる取組を支援。
・Wi-Fi整備について、総務省「公衆無線LAN環境整備支援事業」 ・Wi-Fi整備について、引き続き、総務省「公衆無線LAN環境整備 北海道総合通信局
により、16自治体（16事業）に対し支援を実施。

支援事業」により支援。（令和３年度まで実施予定）

なお、補助スキームは次のとおり。
〈事業主体〉財政力指数が0.8以下（３か年の平均値）又は条件不
利地域（※）の普通地方公共団体・第三セクター
※ 過疎地域、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯
〈対象拠点〉最大収容者数や利用者数が一定以下の
・防災拠点：避難所・避難場所（学校、市民センター、公民館
等）、官公署
・被災場所と想定され災害対応の強化が望まれる公的拠点：観光
案内所、博物館、文化財、自然公園 等
〈補助対象〉無線アクセス装置（Wi-Fi装置）、制御装置、電源設
備、伝送路設備等を整備する場合に必要な費用 等
〈補助率〉1/2（財政力指数が0.4以下かつ条件不利地域の市町村
については2/3） ※交付下限額：100万円
〈要件〉Wi-Fiは固定式のものであること。（携帯型は不可）WiFiはIEEE802.11ac（5GHz帯）対応であること。
Wi-Fi認証は①SMS連携方式によるか、②SNSアカウント及びメー
ル認証方式の両方を備えた方式のいずれかによること。
既存（整備主体、電気通信事業者）のWi-Fi（5G）が使えない
（エリア外）こと。
〈平成31年度事業の公募〉平成31年3月29日まで

・「インバウンド対応ビジネスモデル形成事業」により炭鉱遺産

引き続き、地域の観光地づくりの取組に対し支援する予定。（道

をテーマにしたインバウンド向け観光ルートづくり（3地域）を支 観光局部分のみを記載）

北海道、北海道観
光振興機構

援（観光局関連部分のみ記載）
・多言語化等の課題に関し、自治体に対し補助メニュー等の周知

・引き続き、補助メニュー等を活用し引き続き課題の解消に取り

及び活用策について周知している。

組む。

北海道運輸局
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
No
１５－①

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

実施主体

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

国立公園の「ナ

北海道全域（道

・「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づき、日本の国立公園を世

・主な推進機関である環境事務所の取組（阿寒摩周国立公園のス

国立公園推進チー 北海道運輸局観 環境省

・国立公園満喫プロ

ショナルパー

内６ヶ所の国立

界水準のナショナルパークとしてのブランド化を図ることを目指した

テップアッププログラムに基づく取組等）を中心に、各機関の情

ム（北海道地方環 光部

林野庁

ジェクト等推進事業

ク」としてのブ

公園地域）

「国立公園満喫プロジェクト」が始動した。同プロジェクトでは、2020

報共有を行う。

境事務所、釧路自

経産省

・地域の観光資源を活

ランド化

ー

令和２年度以降の対応方針

（平成32）年における訪日外国人の国立公園利用者数を1,000万人にす

然環境事務所、北

用したプロモーション

るという目標が掲げられている。

海道経済産業局、

事業

北海道においては、同プロジェクトを先行的・集中的に取り組む国立
公園の一つとして「阿寒摩周国立公園」が選定され、2016（平成28）年
12月、同公園における2020（平成32）年度までの具体的な取組をとり
まとめたステップアッププログラムが策定された。
阿寒摩周国立公園をはじめとする道内６つの国立公園（利尻礼文サロ
ベツ、知床、阿寒摩周、釧路湿原、大雪山、支笏洞爺）において、同プ
ロジェクトを着実に進めていく必要がある。【北海道全域（道内６ヶ所
の国立公園地域）】
○情報発信

北海道、北海道運
・阿寒摩周国立公園において、トレイルネットワークの確立に向

輸局）
・引き続き、平成31年１月に改定した阿寒摩周国立公園のステッ 北海道地方環境事

けた歩道整備・管理ガイドライン案の検討、官民連携による廃屋

プアッププログラムに基づく取組、特に東北海道におけるATの推 務所、釧路自然環

撤去の着手やキャンプ場運営の検討、案内標識の多言語化等を着

進、阿寒摩周国立公園トレイルネットワークの形成、官民連携に

実に進めている。

よる利用拠点の再生、利用者目線での簡易な改善への早急な対応

・支笏洞爺国立公園において、年度末までに支笏湖定山渓地区自

についての取組を推進する。

然体験活動推進協議会を開催して関係機関と連携を図りつつ、前

・支笏洞爺国立公園において、引き続き、支笏湖定山渓地区自然

年度に策定された訪日外国人自然体験活動推進プログラムの進捗

体験活動推進協議会を継続開催して、関係機関と連携を図りつ

状況評価や見直しを実施予定。

つ、訪日外国人自然体験活動推進プログラムの進捗状況評価や見

境事務所

直しを行い、先行８公園の成果や知見を活かしながら取り組みを

・「国立公園満喫プロジェクト」の取り組み内容や当プロジェクト自体

進めていく。

の周知・情報発信が弱い。【稚内市】
・「国立公園満喫プロジェクト」は、国立公園の利活用について前向き

・アドベンチャーツーリズム市場獲得のため、平成31年度「地域 ・引き続き、アドベンチャーツーリズム市場獲得のための取組を

に検討していると感じるので、継続して実施し、現在選定されていない

経済牽引事業支援事業費補助金（戦略分野における地域経済牽引

国立公園へも活かせるようなものとしていただきたい。【南富良野町】

事業支援事業）」により、中小企業等が実施する観光コンテン

北海道経済産業局

支援する予定。

ツ・観光メニューの開発等を支援。
○ブランディング
・日本の豊かな自然環境を体感できる国立公園ブランドは、インバウン
ドの認知度や人気が高く、有効である。【稚内市、利尻富士町、豊富
町、東川町、上富良野町、札幌市、登別市、伊達市、ニセコ町、倶知安
町、白老町、釧路町、標茶町、鶴居村、斜里町】
・「国立公園」、「ナショナルパーク」の範囲、サービス、特別感、統
一感が乏しく、名称だけでブランディングすることは難しいところであ
る。【知床地域】
・国立公園のブランド化のためには、全国で統一された基準や整備が必
要【倶知安町】

・昨年9月に開催された「Adventure Travel World Summit

・アドベンチャートラベルガイドの育成を継続実施し、

2019 Sweden」に地域の関係者と連携して出展し、北海道のAT

Adventure Travel World Summitに参加し情報を発信するととも チャートラベル協

について情報発信するとともに、海外のAT関係者64名と新たな関 に、海外のAT関係者とのネットワーク構築・拡大を図り、
係を構築し、ネットワークを拡大した。また、出展中の9月18日

2021Adventure Travel World Summitの北海道誘致を進めるこ

にATTAシャノン会長等の幹部とATWS2021誘致についての意見

とで、ブランド化を推進する。

北海道アドベン
議会（HATA）

交換を行った。
・昨年10月に厚岸町において、アドベンチャートラベルガイドの
育成研修会を実施し、22名が参加した。
・2021Adventure Travel World Summitの北海道誘致にあた
り、北海道、北海道観光振興機構、札幌市、釧路市、北海道運輸
局及び北海道経済産業局にて構成するATWS2021北海道誘致準備
会として、10月に行われたATTAの公式視察で来道したシャノン
会長、ガブリエラ南米担当部長の対応を行った。
・阿寒摩周国立公園満喫プロジェクトステップアッププログラム

・引き続きステップアッププログラムに基づき関係機関と連携し

に基づき、阿寒湖フォレストガーデン整備事業やまちなみ景観の

た取組を推進する。

改善事業を実施中。

・2021Adventure Travel World Summitの北海道誘致に向けた

・アイヌコタンを中心とした歴史文化交流ゾーンの整備、アイヌ

海外のAT関係者とのネットワーク構築・拡大などの取組を推進す

アートのまちづく

る。

釧路市

り、アイヌ文化を基調としたプロダクト開発を実施中。（実施
主体：阿寒観光協会まちづくり推進機構）
・Ｒ元．９月にスウェーデンで開催されたAdventure Travel
World
Summitに参加し、海外のAT関係者とのネットワークの構築・拡
大を図った。（実施主体：水のカムイ観光圏協議会）

１５－②

国立公園の「ナ

北海道全域（道

【国立公園の世界水準のナショナルパークナショナルパークとしてのブ

ショナルパー

内６ヶ所の国立

ランド化に関連する既存課題を集約したため、６－②【多言語での情報

ク」としてのブ

公園地域）

提供・発信】に掲げられていた「多言語の案内板は国立公園の規制があ

境事務所、釧路自

り目につきづらく、環境省との整理が必要。【上川町】」を移行してこ

然環境事務所、北

の現状に包括】

海道経済産業局、

・既存のブロック連絡会において「エリア内に国立公園が多くＷｉ-Ｆｉ

北海道、北海道運

ランド化

が設置出来ない」、「多言語の案内板は国立公園の規制があり目につき
づらく、環境省との整理が必要」という課題が挙げられており、国立公
園内における規制の内容等について、北海道地方環境事務所及び釧路自
然環境事務所と関係者間における情報共有を図った上で、受入環境整備
に係る対応を検討する必要がある。
また、「外国人旅行者へのマナーの周知」等、日本の風習・ルールの
周知に加え、外国語で魅力の伝えることの出来る通訳ガイドの育成と

ー

ー

・受入環境整備に関する課題について、各機関が行う施策等の情

国立公園推進チー 北海道運輸局観 環境省

・訪日外国人旅行者周

報共有を行う。

ム（北海道地方環 光部

遊促進事業

・受入環境整備に関する課題について、各機関が行う施策等の情

輸局）
北海道地方環境事

報を共有し、支援策等の検討を行う。

務所、釧路自然環

経産省

境事務所
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り目につきづらく、環境省との整理が必要。【上川町】」を移行してこ

【北海道ブロック】

の現状に包括】

（観光地域づくりＷＧ）

・既存のブロック連絡会において「エリア内に国立公園が多くＷｉ-Ｆｉ

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
が設置出来ない」、「多言語の案内板は国立公園の規制があり目につき
づらく、環境省との整理が必要」という課題が挙げられており、国立公

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

園内における規制の内容等について、北海道地方環境事務所及び釧路自
課題・現状
然環境事務所と関係者間における情報共有を図った上で、受入環境整備

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体

・「観光人材育成事業（地方創生推進交付金）」により、北海道

・「観光人材育成事業（地方創生推進交付金）」として、引き続

北海道、北海道観

を訪れる外国人観光客が、安全・安心・快適に道内観光を楽しむ

き、道民のホスピタリティの向上と観光振興に携わる人材の育

光振興機構

周知に加え、外国語で魅力の伝えることの出来る通訳ガイドの育成と

ことができるよう、観光振興に携わる人材の育成を目的として、

成・確保に向けた取組を推進するため、道内１０箇所程度で各種

いった既存課題についても、継続的に対応していくことが必要である。

外国人観光客受入の現場対応者向けの実践的な各種研修を全１０

実践的研修を実施予定。（北海道経済部観光局）

【北海道全域（道内６ヶ所の国立公園地域）】

回（道内１０箇所）で実施。（北海道経済部観光局）

に係る対応を検討する必要がある。
また、「外国人旅行者へのマナーの周知」等、日本の風習・ルールの

○受入環境整備

・北海道アドベンチャートラベル協議会（HATA）の事務局運営に ・引き続き、関係プロジェクトを支援する。

「プライムロード

よりATに取り組む異業種間のコミュニティ形成を継続できた。

ひがし北・海・

【国立公園の世界水準のナショナルパークナショナルパークとしてのブ

道」推進協議会、

ランド化に関連する既存課題を集約したため、１０－②【おもてなし、

北海道運輸局

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

日本の習慣等の周知】から移行】
・利尻島、礼文島において、国立公園のトイレの改修の強い要望があ
り、広域周遊ルートのメニューに入れて対応したい。【稚内市】
・羊蹄山は夏期年間１万人以上の登山者が利用する山であるにも関わら
ず、４コース中２コースしかトイレ・水道が整備されていない状況であ
る。【倶知安町】
・実際に外国の方が来た際、対応可能な（英語が話せる）人材が不足し
ている。【稚内市】
【国立公園の世界水準のナショナルパークナショナルパークとしてのブ
ランド化に関連する既存課題を集約したため、内容を修正した上で４－
①【無料公衆無線LAN環境】から移行】
・Wi-Fi環境の整備をしたいが、光回線が通っておらず難しい。【千歳

・環境省の「国立公園満喫プロジェクト」と連携し、支笏湖ビジ

ー

千歳市

登別市

ターセンターのコンシュルジュ機能強化のため、4月に外国語対応
スタッフを配置したことにより、外国人観光客への案内が強化さ
れ国立公園内や市街地への回遊性の向上が図られた。

市】
○規制及びマナーの周知
・国立公園の規制がインバウンド受け入れ推進の障害になった具体的な
事例はない。【稚内市、利尻富士町、豊富町、釧路町、標茶町、鶴居
村】
・国立公園の規制により自然が守られているので、規制は必要。【東川
町、千歳市、知床地域】
【国立公園の世界水準のナショナルパークナショナルパークとしてのブ

・国立公園内での観光客受入環境整備については、引き続き要望

・国立公園内での観光客受入環境整備については、引き続き要望

ランド化に関連する既存課題を集約したため、１０－②【おもてなし、

活動を継続する。

活動を継続する。

・国立公園の規制により、道路が拡幅できなかったことがある。【白老

・主要観光地２カ所の公衆トイレについて、和式トイレの洋式化

・次年度以降も予算確保に努め、改修を進める。

礼文町

町】

を実施した。（２カ所５基）

・所有者が北海道であり、継続して要望を行う。

利尻町

日本の習慣等の周知】に掲げられていた「国立公園の中にすべての宿が
あり、行灯１つの設置にも法規制がかかっている。【登別市】」を移行
してこの現状に包括】
・国立公園に関する規制（案内看板及びライトアップ等）によって、注
意喚起の掲示をする場合や、イベントのイルミネーション等の新たな取
り組みを行う場合、制限されることがある。【札幌市、登別市、伊達
市、洞爺湖町】
・建物の高さ制限のため、宿泊施設の規模が拡大できないことがある。
【登別市、洞爺湖町】

・冬期のスノーモビルや雪上車等の乗り入れ規制が障害。【上富良野
町】
・ツーリズムにより発生する地域への悪影響やコスト負担への配慮が必
要である。【知床地域】
・観光客の国立公園内でのルール・マナー（規制場所への立ち入り、ゴ
ミの投棄、植物の採取、野生動物への餌やりの禁止等）の周知が課題で
ある。【東川町、上富良野町、登別市、倶知安町、知床地域】
・自然保護の涵養と公園制度への理解のために、一定のルールと秩序に
基づいて持続可能に行われることが大前提である。【知床地域】
・環境保全と観光推進の課題解決にあたっては、縦割りによる弊害が感
じられるため、満喫プロジェクト等を通じて、国、道、市町村で建設的

ー

な議論と国立公園の管理やインフラ整備が議論されることが望ましい。
【倶知安町】
・北海道運輸局は、国の方針を、地域レベルでも浸透させるべく、地方
環境事務所等との調整を実施してほしい。【登別市】
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
No
１６－①

観光ビジョン
掲載施策
滞在型農山漁村
の確立・形成

市町村・地域等
北海道全域

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

・「食と農の景勝地」として、広大な自然を有する北海道ならではの食

・主な推進機関である北海道庁の取組（地域支援体制の整備、セ

・主な推進機関である北海道庁の取組（セミナー、研修会等開

グリーンツーリズ 北海道運輸局観 農水省

・農山漁村振興交付金

とそれらの生産に必要不可欠な農林水産業における景観や生活を体感で

ミナー等の開催、地域の構想づくり等の意見交換会開催、情報発

催）を中心に、各機関の情報共有を行う。

ム推進チーム（北 光部

経産省

・SAVOR

きるプログラムの確立を行うとともに、農山漁村の地域の人々と交流を

信の取り組み）について、各機関へ情報共有を行った。

海道、北海道農政

総務省

（農泊

JAPAN

食文化海外発

行うための地方における「農泊」を推進する等、滞在型の農山漁村を確

事務所、北海道経

信地域）

立・形成していく体制を早急に構築する必要がある。【北海道全域】

済産業局、北海道

・六次産業化・地産地

総合通信局、北海

消法に基づく支援

道運輸局）

・地方創生推進交付金
・中小企業地域資源活
用促進法に基づく支援
・農商工等連携促進法
に基づく支援
・小規模事業者地域力
活用新事業全国展開支
援事業
・農泊漁村振興交付金
・公衆無線LAN環境整

・農林漁業者のみならず、地域の多様な分野が連携した地域ぐる

・左記取組により、農村ツーリズム地域（農泊地域）を全道で展

みの体制づくり（農村ツーリズム）を推進。

開。

〇各地域で農村ツーリズム（農泊）に関するセミナーや勉強会を

〇各地域で農村ツーリズム（農泊）に関するセミナーや勉強会を

開催し、理解の醸成と意向地域の掘り起こしを実施。（各振興局

開催し、理解の醸成と意向地域の掘り起こしを実施。（各振興局

主催）

主催）

〇道内のモデルとなりうる各地域の特色を活かした構想づくりを

〇道内のモデルとなりうる各地域の特色を活かした構想づくりを

支援。（各振興局主催）

支援。（各振興局主催）

〇農泊を進める地域のキーパーソンを中心に全道ネットワーク会

〇農泊を進める地域のキーパーソンを中心に全道ネットワーク会

議を開催し、地域ぐるみの滞在型観光商品化（体験・交流プログ

議を開催し、地域ぐるみの滞在型観光商品化（体験・交流プログ

ラムの作り方）や運営、人材育成、情報発信等について意見交換

ラムの作り方）や運営、人材育成、情報発信等について意見交換

を行った。

を行う。

〇農山漁村振興交付金（農林水産省）の活用による観光コンテン

〇農山漁村振興交付金（農林水産省）の活用による観光コンテン

ツの磨き上げと拠点施設整備。（Ｈ２９～Ｒ１年度道内採択件

ツの磨き上げと拠点施設整備。

北海道（農政部）

備支援事業

数：４３地域）

・「SAVOR JAPAN（農泊 食文化海外発信地域）」認定地域募集 ・「SAVOR JAPAN（農泊 食文化海外発信地域）」認定地域募集 北海道農政事務所
の周知。

の周知。

・「SAVOR JAPAN（農泊 食文化海外発信地域）」道内認定地域 ・「SAVOR JAPAN（農泊 食文化海外発信地域）」道内認定地域
の支援。

の支援。

・農林水産省と「Google Arts & Culture」が連携し、「SAVOR

・六次産業化・地産地消法に基づく事業計画認定により、農林漁

JAPAN（農泊 食文化海外発信地域）」の郷土料理を始めとした日 業者等が食品事業者と連携して行うインバウンド向け等の商品開
本の食・食文化をテーマとしたオンラインページ「Flavors of

発や観光関連事業を支援。

Japan - 奥深き日本の食文化を召し上がれ」を公開。
・「食かけるプロジェクト」の一環として、国内の食が絡んだ多
様な体験事例を募集・表彰する「食かけるプライズ」を実施。
・六次産業化・地産地消法に基づく事業計画認定により、農林漁
業者等が食品事業者と連携して行うインバウンド向け等の商品開
発や観光関連事業を支援。
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

１．地域における体制の整備が困難

・地域の多様な事業者や住民を対象としたセミナーや勉強会を開

・地域の多様な事業者や住民を対象としたセミナーや勉強会を開

・実施団体が個々で活動しており、他分野との連携が不十分。【栗山地

催し、意識の醸成や役割分担による連携手法、ビジョンに向けた

催し、意識の醸成や役割分担による連携手法、ビジョンに向けた

域】

コンセプトの重要性等のほか、具体的運営に関するコーディネー

コンセプトの重要性等のほか、具体的運営に関するコーディネー

・グリーンツーリズム協議会は事務局（役場産業課）が、町外の事業者

ト手法について学ぶセミナー・勉強会を開催。

ト手法について学ぶ場をつくる。

より依頼を受けて修学旅行生を農家に割り当てするだけの受身の形にと

・農山漁村振興交付金を活用し、地域ぐるみで宿泊、食事、体験

・農山漁村振興交付金を活用し、地域ぐるみで宿泊、食事、体験

どまっており、町内において広がりを欠いている。【月形地域】

及び交流を提供できる体制づくりを推進。

及び交流を提供できる体制づくりを進め、コーディネート組織に

・農泊や農業体験の地域内での受入体制の整備が課題。【七飯地域】

実施主体

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

北海道（農政部）

よる受入体制を確立。

・北海道ツーリズム協会として、現在事務所を構えておらず（財政上の
理由）、また、事務局機能、交流機能等を持った施設がなく、活動拠点
がないため、総合的な地域の案内（ワンストップ窓口）ができない。
【鹿追地域】
・グリーンツーリズム事業に取組んで既に３０年近く経過しているが、
これまで培ってきた事業を次世代にどのように継承していくか、特に現
今仲間との協力、連携という考え方が少なくなり個人中心になってきて
いるので、地域としてどうまとめて行くか、地域での協力関係をどのよ
うに継承していくかが課題。【鹿追地域】
・地域の魅力を伝え、旅行をコーディネートできる窓口施設整備及び体
制が必要【鹿追地域】
・関係する事業者間の機能分担とそれに応じた収益配分システムを構築
し、その中に同ネットを核として位置付けることが課題。【月形地域】
・体験プログラムについて運営ノウハウを含め人的・物的な現場の実施
体制がない。【月形地域】
・観光コンテンツになりうる資源が集中しているにもかかわらず、プロ
モーションや運営面でほとんど連携がとられておらず、トータル的な強
みが活かされていない。【月形地域】
・町外民間会社のようなコーディネートする受入窓口がない。【寿都地
域】
２．人材不足

・有識者や優良地域の実践者から学び、取り組む関係者のスキル

・有識者や優良地域の実践者から学び、取り組む関係者のスキル

・個々の地域の実情に応じて、自治体において各省庁の施策メニューを

アップなどを図る地域の勉強会等への支援を実施。

アップなどを図る地域の勉強会等への支援を実施。

有機的に組み合わせた総合的な取組が有効であるが、そのためには高度

・農泊の実践者や自治体等を集めたネットワーク会議を開催。

・農泊の実践者や自治体等を集めたネットワーク会議を開催す

な政策形成能力を有した人材が必要。国には職員派遣や研修受入れなど

北海道（農政部）

る。

現地目線による「着地型」の支援を期待。【月形地域】
・農泊事業をビジネスとして廻していくためには、体験プログラムの作

・「インバウンド対応ビジネスモデル形成事業」により、地域が

・引き続き、地域の観光地づくりの取組に対し支援する予定。

北海道（観光

成等を行う専門人材の確保が必要となっているが、町内には知見の蓄積

連携

（北海道経済部観光局）

局）、北海道観光

がなく、域内での人材確保が困難な状況。【白老地域】

した魅力ある国際観光ルートづくり（全14地域）、及び道東・道 ・「観光人材育成事業（地方創生推進交付金）」として、引き続

・活動に際しては協議会構成員（メンバー）で都度対応しているもの

北エリアにおける広域観光拠点地域を核とした新しい外国人観光

き、道民のホスピタリティの向上と観光振興に携わる人材の育

の、専従職員を置くまでに至っていないことから、外部からの問い合わ

客向けのビジネスプラン確立（8事業）を支援。

成・確保に向けた取組を推進するため、道内１０箇所程度で各種

せ等に適宜対応していくことが難しい。【旭川地域】

・「観光人材育成事業（地方創生推進交付金）」により、北海道

実践的研修を実施予定。（北海道経済部観光局）

・プロモーションを担う人的体制とノウハウの不足が課題。【月形地

を訪れる外国人観光客が、安全・安心・快適に道内観光を楽しむ

域】

ことができるよう、観光振興に携わる人材の育成を目的として、

振興機構

外国人観光客受入の現場対応者向けの実践的な各種研修を全１０
回（道内１０箇所）で実施。（北海道経済部観光局）
３．資金面での課題

・資金面について、農水省の農山漁村振興交付金（農泊推進対

・資金面について、農水省の農山漁村振興交付金（農泊推進対

・自主財源を持っておらず、常勤体制を支える財源の確保が課題。【月

策）の情報を必要に応じ提供。

策）を紹介し、情報を必要に応じ提供する。

４．観光コンテンツの開発に関する課題

・観光コンテンツの磨き上げと拠点施設整備に関して、農山漁村

・観光コンテンツの磨き上げと拠点施設整備に関して、農山漁村

・農泊や農業体験ができる拠点施設の整備が課題。【七飯地域】

振興交付金を活用し、観光コンテンツとなりうる地域資源の発

振興交付金を活用し、観光コンテンツとなりうる地域資源の発

・冬場は大沼地域全体として観光は落ち込むので、魅力的なコンテンツ

掘・検証や磨き上げを支援。

掘・検証や磨き上げを行い、魅力ある観光地づくりを支援。

北海道（農政部）

形地域】
・「農泊」という新たな集客要素に先行投資することの合意形成が課
題。【月形地域】
・交付金事業に取り組む上で採択から交付までの期間の資金繰りが課
題。【月形地域】
・任意協議会のため、融資を取り付けることは現状困難。【寿都地域】
・協議会として１名増員したが、現状では増員分の人件費をカバーでき
るだけの営業力がまだない。【鹿追地域】

の開発、発信が必要【七飯地域】
・現在、芋ほり体験、林業体験や自然体験を行っているが、観光コンテ
ンツを加えた観光メニューを検討していくことが課題。【栗山地域】

北海道（農政部）
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ）

４．観光コンテンツの開発に関する課題
令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
・農泊や農業体験ができる拠点施設の整備が課題。【七飯地域】

No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

・冬場は大沼地域全体として観光は落ち込むので、魅力的なコンテンツ
課題・現状
の開発、発信が必要【七飯地域】

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体

・現在、芋ほり体験、林業体験や自然体験を行っているが、観光コンテ

・「インバウンド対応ビジネスモデル形成事業」により、地域が

・引き続き、地域の観光地づくりの取組に対し支援する予定。

北海道（観光

ンツを加えた観光メニューを検討していくことが課題。【栗山地域】

連携

（北海道経済部観光局）

局）、北海道観光

・外部の視点から町内に賦存する景観や食の伝統など有望な資源の発掘

した魅力ある国際観光ルートづくり（全14地域）、及び道東・道

と磨き上げが必要。【月形地域】

北エリアにおける広域観光拠点地域を核とした新しい外国人観光

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

振興機構

客向けのビジネスプラン確立（8事業）を支援。

・(有)竹下牧場に対し補助金を交付決定し、宿泊と酪農体験を一

・引き続き、中小企業地域資源活用促進法及び農商工等連携促進

体化したサービスの開発等を支援。

法に基づき、取組を支援する予定。

・小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業により、商工

・引き続き、商工会・商工会議所等が地域の小規模事業者と連携

会・商工会議所等が地域の小規模事業者と連携して行う特産品開

して行う特産品開発・販路開拓や観光集客の取組等、複数の事業

発・販路開拓や観光集客の取組等、複数の事業者の売上増大につ

者の売上増大につながる取組を支援する予定。

北海道経済産業局

ながる取組を支援。

５．閑散期における需要不足

・閑散期対策について、農山漁村振興交付金を活用し、冬の体験

・閑散期対策について、冬の体験メニューを開発し、観光客入り

北海道（農政部）

・閑散期である冬の体験メニューの開発が課題。【月形地域】

メニュー開発に向けたモニター検証等の取組を支援。

込み人数の季節変動を緩和。

・「インバウンド対応ビジネスモデル形成事業」で、地域が連携

・引き続き、地域の観光地づくりの取組に対し支援する予定。

北海道（観光

して取り組むインバウンドにとって魅力ある国際観光ルートづく

（北海道経済部観光局）

局）、北海道観光

・観光客の８割は春から夏にかけて集中しており、体験メニューに関し
ても、春から夏にかけてのメニューが多く、冬の味覚などを堪能できる
メニューはほとんどないこと、併せて雪の影響などによりオールシーズ
ンで集客を確保するには高いハードルが存在。【寿都地域】
・夏期中心の体験メニューや農泊の受入施設の不足。【鶴居地域】

りを支援するとともに、道東・道北エリアにおける広域観光拠点

振興機構

地域を核とした新しい外国人観光客向けのビジネスプランを確
立。（北海道経済部観光局）

６．空き家古民家等を活用するに当たっての課題

・空き家改修や古民家活用について、農山漁村振興交付金の活用

・空き家改修や古民家活用について、農山漁村振興交付金の活用

北海道（農政部）

・廃校を利用した宿泊研修施設があるが、老朽化が進んでおり、活用す

事例の紹介やアドバイス等を実施。

事例の紹介やアドバイス等を実施。

７．その他

・課題全般について、インバウンド受入環境の向上に資する農山

・課題全般について、インバウンド受入環境の向上に資する農山

・急激なインバウンド等のお客の増加で現場が対応しきれていない。

漁村振興交付金の支援メニュー（Wi-Fi環境、多言語対応、トイレ 漁村振興交付金の支援メニュー（Wi-Fi環境、多言語対応、トイレ

【鹿追地域】

の洋式化等）の紹介やアドバイスなどを実施。

の洋式化等）の紹介やアドバイスなどを実施。

・「観光人材育成事業（地方創生推進交付金）」により、北海道

・「観光人材育成事業（地方創生推進交付金）」として、引き続

北海道（観光

を訪れる外国人観光客が、安全・安心・快適に道内観光を楽しむ

き、道民のホスピタリティの向上と観光振興に携わる人材の育

局）、北海道観光

ことができるよう、観光振興に携わる人材の育成を目的として、

成・確保に向けた取組を推進するため、道内１０箇所程度で各種

振興機構

外国人観光客受入の現場対応者向けの実践的な各種研修を全１０

実践的研修を実施予定。（北海道経済部観光局）

るには改修が必要。【栗山地域】
・空き家古民家等の活用については、町内の実態や活用可能性が明らか
になっていない。【月形地域】

北海道（農政部）

・農業体験（酪農）等の病気対策は現状では極めて不十分。ニュージラ
ンドでは釣り客のウエダー（長靴）は新品以外空港で没収されることに
なっている。このように国内への病原菌の侵入を水際で防ぐ対策なしに
インバウンドを無制限に増やすのは問題。【鹿追地域】
・観光ガイドの不足。【鶴居地域】
・十勝の農村地域で大きな課題は、二次交通手段がないことであり、そ
の対策は不可欠。【鹿追地域】
・国内の教育旅行の受入から国内の個人旅行・インバンドの個人旅行の
受入等へ活動を拡大するに当たって、次の施設等の整備が必要。

回（道内１０箇所）で実施。（北海道経済部観光局）

① 宿泊施設
【七飯地域、鶴居地域、旭川地域】
② 洋式トイレ、風呂の整備
【鶴居地域、旭川地域】
③ 多言語表示施設
【七飯地域、鹿追地域、鶴居地域、旭川地域】
④ Ｗｉ－Ｆｉ整備
【栗山地域、七飯地域、鹿追地域、鶴居地域、旭川地域】
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・十勝の農村地域で大きな課題は、二次交通手段がないことであり、そ

【北海道ブロック】

の対策は不可欠。【鹿追地域】
（観光地域づくりＷＧ）
・国内の教育旅行の受入から国内の個人旅行・インバンドの個人旅行の

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
受入等へ活動を拡大するに当たって、次の施設等の整備が必要。
No

観光ビジョン
掲載施策

① 宿泊施設
市町村・地域等

【七飯地域、鶴居地域、旭川地域】
課題・現状
② 洋式トイレ、風呂の整備
【鶴居地域、旭川地域】
③ 多言語表示施設
【七飯地域、鹿追地域、鶴居地域、旭川地域】
④ Ｗｉ－Ｆｉ整備
【栗山地域、七飯地域、鹿追地域、鶴居地域、旭川地域】
⑤ カード決済システム
【鶴居地域、旭川地域】
⑥ 予約システム
【鹿追地域、鶴居地域、旭川地域】

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体

ブロック
担当部局

連携省庁

活用可能な
補助事業等

・Wi-Fi整備について、総務省「公衆無線LAN環境整備支援事業」 ・Wi-Fi整備について、引き続き、総務省「公衆無線LAN環境整備 北海道総合通信局
により、16自治体（16事業）に対し支援を実施。

支援事業」により支援。（令和３年度まで実施予定）

なお、補助スキームは次のとおり。
〈事業主体〉財政力指数が0.8以下（３か年の平均値）又は条件不
利地域（※）の普通地方公共団体・第三セクター
※ 過疎地域、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯
〈対象拠点〉最大収容者数や利用者数が一定以下の
・防災拠点：避難所・避難場所（学校、市民センター、公民館
等）、官公署
・被災場所と想定され災害対応の強化が望まれる公的拠点：観光
案内所、博物館、文化財、自然公園 等
〈補助対象〉無線アクセス装置（Wi-Fi装置）、制御装置、電源設
備、伝送路設備等を整備する場合に必要な費用 等
〈補助率〉1/2（財政力指数が0.4以下かつ条件不利地域の市町村
については2/3） ※交付下限額：100万円
〈要件〉Wi-Fiは固定式のものであること。（携帯型は不可）WiFiはIEEE802.11ac（5GHz帯）対応であること。
Wi-Fi認証は①SMS連携方式によるか、②SNSアカウント及びメー
ル認証方式の両方を備えた方式のいずれかによること。
既存（整備主体、電気通信事業者）のWi-Fi（5G）が使えない
（エリア外）こと。
〈平成31年度事業の公募〉平成31年3月29日まで

・「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業・観光振興事

・引き続き「観光振興事業」の補助メニュー（公衆トイレの洋式

業」の補助メニューにより公衆トイレの洋式化について支援を

化）により、公衆トイレの洋式化を支援。

北海道運輸局

行った。（交付決定件数：8件）

１６－②

滞在型農山漁村
の確立・形成

北海道全域

・小学校等の宿泊学習がメインの誘客であり、主に近隣学校にＰＲをし

ー

・主な推進機関である北海道庁の取組（農林水産省の取組の情報

グリーンツーリズ 北海道運輸局観 農水省

提供等）を中心に、各機関の情報共有を行う。

ム推進チーム（北 光部

経産省

・現在のプロモーションとしては、寿都観光物産協会による町内観光情

海道、北海道農政

総務省

報（イベント、飲食店、特産品、施設、名所等）のＨＰ、ＳＮＳによる

事務所、北海道経

発信、寿都町における広告媒体（雑誌、新聞等）による発信を実施して

済産業局、北海道

いるが、配布、発信できるツール（パンフ等）が整備されていない。

総合通信局、北海

【寿都地域】

道運輸局）

ている。ＨＰからの参加者はほぼいない状況。【栗山地域】

・農山漁村振興交付金

・インバウンド向けの観光案内を含めた宿泊施設（農泊）や体験メ
ニューの情報発信における多言語対応（ホームページが未開設）。【鶴
居地域】
・多言語対応が課題【旭川地域】

・プロモーションに係る発信ツールの整備について、農山漁村振

・プロモーションに係る発信ツールの整備について、農山漁村振

興交付金の紹介やアドバイスなどを実施。（例：雑誌メディア、

興交付金の紹介やアドバイスなどを実施。（例：雑誌メディア、

海外の発信力のあるタレントを起用したプロモーションビデオに

海外の発信力のあるタレントを起用したプロモーションビデオに

よるＳＮＳ発信や海外エージェント、ブロガーを対象としたモニ

よるＳＮＳ発信や海外エージェント、ブロガーを対象としたモニ

ターツアーの実施など農林水産省の取組を情報提供）

ターツアーの実施など農林水産省の取組を情報提供）

北海道（農政部）
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ）

令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
No
１７－①

観光ビジョン
掲載施策
休暇改革

市町村・地域等
北海道全域

課題・現状

令和元年度の成果及び取組

令和２年度以降の対応方針

実施主体

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

北海道教育委員会において、学校休業日を工夫している事例等を情報提

・内閣官房からの「キッズウィーク」に関する取組の進捗状況等

・学校休業日の設定の工夫は、全ての道立学校及び約９割の市町

北海道教育委員会 北海道運輸局観 文科省

供

の情報提供を受けて、市町村等に情報提供を行っているが、現段

村で行えるようになっており、引き続き、市町村教育委員会や道

光部

階では情報提供無し。

立学校への情報提供に努める。

ー
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【北海道ブロック】（航空・港湾WG）
令和元年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議
Ｘ

No.

観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等
新千歳空港

1-①

令和2年度以降の対応方針

実施主体

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

東京航空局
北海道開発局

東京航空局
北海道開発局

財務省
法務省
厚生労働省
農林水産省

－

・令和元年７月３日に「北海道エアポートグループ」を優先交渉権者として選定。運営権者による事業が円滑に行え
るよう手続きを推進し、令和２年１月１５日に７空港一体のビル経営を開始した。
・1日30枠の本格運用が開始された深夜・早朝時間帯の発着枠については、引き続き利用促進に努める。【北海
道】

・道内７空港の運営事業開始に向け準備を進めるとともに、民間の創意工夫を十分に
発揮できるよう支援を行う。【航空局】、【北海道】
・1日30枠の本格運用が開始された深夜・早朝時間帯の発着枠については、引き続き
利用促進に努める。【北海道】

航空局
北海道
旭川市
帯広市

東京航空局

－

－

○新千歳空港
・新千歳空港の国際線旅客ターミナルビル拡張整備により、チェックインカウンターを４７ブースから７４ブース、保
安検査レーンを５レーンから９レーンとした他、バスラウンジを拡張し、バスゲートを２ゲートから４ゲートに拡充する
【現状】
等整備を行った。【空港ビル会社】
・空港施設（チェックインカウンター、保安検査場、CIQ審査場、受託手荷 ・新千歳空港FAST TRAVEL推進WGを立ち上げ、新千歳空港FAST TRAVEL推進ビジョンを策定し、概ね５年以内
物検査場等）の狭隘・能力不足等の問題が顕在化。また、乗入制限・季 の達成目標として、出発にあっては現状の待ち時間の半分、到着にあってはIATA「LEVEL of Service」等とするた
節偏差に伴う便の集中がある上、新規就航、増便が相次ぎ、現施設の狭 め、令和元年度は出発動線に自動チェックイン機24台、CUTEシステム１式等を、保安検査場にスマートレーン７台
隘化が進んでいる。
や自動ゲート６台等の整備を行った。
【空港ビル会社(幹事)・東京航空局新千歳空港事務所・CIQ官署・新千歳空港AOC・航空局(オブザーバー)】
〇新千歳空港
・「観光振興事業費補助金（FAST TRAVEL推進支援事業）」に係る各手続きを行った。【航空局】
<チェックインカウンターの不足>
・国際線のチェックインカウンターは、出発階(3F)の南北に分かれて計36 ○函館空港
ブースが設置されていたが、平成29年度中に47ブースに増設した。しか ・保安検査場の混雑解消に向けたレイアウト変更（「かぎ状」となっている国内線保安検査場の導線出口側（保安エ
し、今後も出発便の集中時間帯における増枠の状況によっては、さらなる リア側）の狭隘が検査場混雑の一因となっていたため、流れをよくする）を実施。【函館空港ビル】
混雑が予想され、遅延便の発生や旅客サービスの低下が懸念される。
【解決済】
○帯広空港
<バスラウンジ不足>
・国に対しCIQ体制の充実を要請。
・バス専用のラウンジは無く、出発階(３階)のバス用搭乗ゲートからエスカ
レーターにより１階に移動してバスへ搭乗している。使用頻度は週に3～4 〇地方管理空港
回程度。出発バスゲートを2カ所に増設したが、オープンスポットでの搭乗 ・広大な地域に空港が分散する北海道全体での受入体制を強化するため、国に対し、ＣＩＱ体制の充実を要請。【北
が重なった場合、今後も混雑が予想され、遅延便の発生や旅客サービス 海道】
の低下が懸念される。 【解決済】
・また、新千歳空港を除く他の地方空港では次のような課題が顕在化。 ○訪日誘客支援空港
・新規就航・増便の支援、空港受入環境の整備等を支援【航空局】
〇函館空港・旭川空港
・大型機材の受入れ又は複数機材の同時受入れに対応するだけの空港
施設の容量が不足。【旭川空港：解決済】

○函館空港
・公募に選定された運営権者（北海道エアポート）より、国際線旅客施設の拡張、FAST
TRAVEL推進等の受入環境整備が提案されているところであり、運営権者により事業
が円滑に開始されるよう必要な手続を推進する。【航空局等】

航空局
北海道
帯広市
空港ビル会社

東京航空局

財務省
法務省
厚生労働省
農林水産省

・訪日誘客支援空港
・観光振興事業費補助金
（FAST TRAVEL推進支援事
業費補助金）

東京航空局

－

・訪日誘客支援空港

東京航空局

－

・訪日外国人旅行者受入環
境整備緊急対策事業

【課題】
・道内７空港の一括民営委託を通じた航空ネットワークの充実・強化
・発着枠の拡大
【現状】
・深夜・早朝時間帯の発着枠にについては、2016年夏ダイヤから１日30
枠の本格運用が開始され、2016年夏ダイヤで１日最大14便の国内定期
便が、2017年夏ダイヤで１日最大16便の国内定期便が就航し、枠の活用
が進んでいる。

北海道内空港

【課題】
・空港施設の容量不足

地方空港のゲート
ウェイ機能強化と
LCC 就航促進

令和元年度の成果及び取組
・新千歳空港国際線ターミナル地域再編事業（平成28年新規事業）において、国際線エプロン３スポット分の整備を ー
行い令和元年８月３０日より供用開始している。また、国際線ターミナルビルの機能向上（CIQ施設）についてもは、
エプロン３スポットの供用に併せて令和元年８月３０日に部分供用開始。引き続き整備を継続し、令和２年３月末ま
でに完了予定。

新千歳空港

地方空港のゲート
ウェイ機能強化と
LCC 就航促進
1-④

【課題】
・国際線スポット不足【解決済】
【現状】
・近距離国際便が集中(特に12時~13時台)するため、国際線スポットが混
雑。
・2012年９月のトランスアジア航空・台北線及び同年10月のタイ国際航
空・バンコク線開設以降の国際定期便需要の大幅な高まりにより、国際
線スポット空き時間帯及び施設要件の面から、国際チャーター便を含め
た受入希望について、現状では固定橋装備のスポットでの対応は困難な
状況。

地方空港のゲート
ウェイ機能強化と
LCC 就航促進

1-③

課題・現状

○帯広空港
・引き続き、国に対しCIQ体制の充実を要請。
〇地方管理空港
・広大な地域に空港が分散する北海道全体での受入体制を強化するため、引き続き、
国に対し、ＣＩＱ体制の充実を要請。【北海道】
○訪日誘客支援空港
・引き続き、新規就航・増便の支援、空港受入環境の整備等を支援【航空局】

〇帯広・釧路・女満別空港
・ビルの構造上、国際線と国内線の同時受入れができないため、国際線
の受入れ可能な時間帯に強い制限がかかる。
・国際航空定期便の就航していない道内地方空港への国際チャーター便
運航の動きが加速する中、本道の広大な地域に分散する空港について
限られたCIQ体制で対応しなければならないなど、CIQ体制の強化が課
題。

北海道内空港

1-⑤

地方空港のゲート
ウェイ機能強化と
LCC 就航促進

北海道内空港

1-⑥
地方空港のゲート
ウェイ機能強化と
LCC 就航促進

【課題】
・グランドハンドリング体制の充実

〇新千歳空港
・引き続き新規採用者の促進に努める。【新千歳空港地上支援業務受託者】
・地上支援業務の人材確保支援を実施した。【北海道】
【現状】
・試験導入している臨時ランプパスの評価を行い、平成２９年度に本運用へ移行した。
・国内自社便及び受託契約済みの便を対象に、予め計画的に編成されて ・増設予定の３スポットにハイドラント施設整備の整備を行う。（平成30年12月20日供用開始）【新千歳空港関係事
おり、国際便需要の高まりに伴なう新規の国際定期便や国際チャーター 業者】
便への柔軟な対応が困難。
・また、空港周辺人口の少なさや労働市場の売り手市場化など雇用情勢 〇旭川空港
の変化により、多くの道内空港でグランドハンドリングに係る要員は恒常 ・グランドハンドリング事業者の国際航空旅客便受入体制の安定化のための支援を実施する。
的に不足しがちで、グランドハンドリングの実施に必要な資機材も十分に
確保されているとは言い難い。
○訪日誘客支援空港
・なお、人材確保の面で、各空港ごとに次のような課題がある。
・新規就航・増便の支援、空港受入環境の整備等を支援【航空局】
〇新千歳空港
・季節偏差が大きく、少ない人員でピーク時に対応す るため、新規就航
や増便のほか、チャーター便への柔 軟な対応力に難がある。
※平成26年度後半から、新規就航や増便が相次ぎ、はじめにチャーター
便、次いで定期便も受託が困難になったが、急な撤退やオフピーク時の
余剰人員・機材発生のリスクを見据えて、大幅な増強による体制強化が
進まない。
〇その他の空港
・いずれの空港も、国内自社便への対応を優先させつつも、現有施設で
受入可能な国際航空便に対応す るための最低限の人員は確保できてい
るが、インバウンド需要の増大を背景に、現施設の拡充等が行われた場
合には、体制充実のための対応が必要。

〇新千歳空港
・引き続き新規採用者の促進に努める。【新千歳空港地上支援業務受託者】

【課題】
・ターミナルビル施設の機能向上

〇道内空港共通
空港ビル会社
・引き続き、煩雑なfree・Wi-Fiの認証手続きの一元・簡易化について、道内及び国内の
空港間で「シングル・サインオン」で利用可能な環境整備や承認を必要としないWi-Fi利
用環境に向けた取組を行う。
【新千歳空港については対応済】

〇新千歳空港
・Wi-Fiの機能強化を実施（H30.3）【空港ビル会社】
①アクセスポイントの増設
【現状】
②操作手順の簡略化
・道内空港では、奥尻空港を除き無料Wi-Fi設備については対応済み。
③多言語化（５言語→９言語）
・防災情報をはじめ観光・おすすめ品情報の提供面からも、より容易に接 ④端末の言語設定に応じた切り替えの自動化
続可能な無料Wi-Fi環境の提供が必要。
〇道内空港共通
・煩雑なfree・Wi-Fiの認証手続きの一元・簡易化について、道内及び国内の空港間で「シングル・サインオン」で利
用可能な環境整備や承認を必要としないWi-Fi利用環境に向けた取組を行う。

航空局
北海道
旭川市
〇旭川空港
地上支援業務受託者
・グランドハンドリング事業者の国際航空旅客便受入体制の安定化のための支援を実 新千歳空港関係事業者
施する。
○訪日誘客支援空港
・引き続き、新規就航・増便の支援、空港受入環境の整備等を支援【航空局】
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No.

観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等
北海道内空港

1-⑦

新千歳空港

地方空港のゲート
ウェイ機能強化と
LCC 就航促進
新千歳空港

1-⑨
地方空港のゲート
ウェイ機能強化と
LCC 就航促進

・需要動向等を見極めつつ、需要規模に見合うアクセス本数の確保、バス乗降場・待機場及び駐車場などの拡
張、増設を検討する。

【課題】
・輻輳を生じる走行導線の解消【解決済】

令和2年度以降の対応方針

実施主体

・引き続き需要動向等を見極めつつ、需要規模に見合うアクセス本数の確保、バス乗
降場・待機場及び駐車場などの拡張、増設を検討する。

空港内事業者
交通事業者
北海道
○新千歳空港
新千歳空港国際化推進協
・新千歳空港における深夜・早朝時間帯の活用を促進し、利用者の利便性を向上させ 議会
るための取組みを検討する。【北海道】
新千歳空港周辺自治体協
議会

ブロック
担当部局

活用可能な
補助事業等

連携省庁

東京航空局

－

・一般財団法人空港環境整
備協会の空港周辺環境整
備事業

・新千歳空港国際線ターミナル地域再編事業(平成28年度新規事業)において、南側誘導路の整備を継続中であ －
り、令和２年３月２６日供用予定。なお、旧正月における国際線需要の一層の高まりに対応するため、１月２４日か
ら２月２７日まで暫定供用予定。

東京航空局
北海道開発局

東京航空局

－

－

－

空港ビル会社

東京航空局

－

・一般財団法人空港環境整
備協会の空港周辺環境整
備事業

・引き続き取組を継続

東京航空局
空港ビル会社

東京航空局

【現状】
・国際便の発着の通路となるＪ1~J3誘導路は、国内線ｴﾌﾟﾛﾝ#0~#10番ス
ポットにイン・アウトする航空機の影響を受け渋滞が発生。 国際便が集
中する時間帯には、その影響が国際線スポットにも及び、便の定時制、
空港処理能力にも影響。
【課題】
・利用者利便の向上 【解決済】
【現状】
・旅客が著しく伸びていることにより、更なる利用者の利便性を向上させる
必要がある。

新千歳空港

1-⑩

【課題】
・空港アクセスの充実

令和元年度の成果及び取組

【現状】
・空港アクセスは、バス・タクシー等の公共交通（新千歳は鉄道を含む）及
び自家用車などの利用になるため、訪日外国人旅行者の需要増加に対
応するには、関係事業者間の連携・調整が不可欠。
・今後については、発着枠の早期の有効活用を図るため、２次交通アクセ
スの確保といった受入体制の充実が必要。(No.37から移動)
・また、バスの乗降場・待機場では、便が集中する時間帯に混雑し、円滑
な利用の支障になっている。

地方空港のゲート
ウェイ機能強化と
LCC 就航促進

1-⑧

課題・現状

【課題】
・災害発生時における旅客対応

・災害発生時における旅客対応

防衛省

－

○凍結防止剤散布車
・除雪車両はＳＰＣ（北海道エアポート）に譲渡する予定で手続き中。
○除雪体制
・5月まで ＳＰＣ（北海道エアポート）に伝承する。

【現状】
・新千歳空港において、平成28年12月の大雪あるいは平成30年9月の北
海道胆振東部地震発生時において以下の課題が発生。
〇多数の欠航便が発生
・滑走路の凍結防止対策に必要な凍結防止剤散布車両が1台であったた
め、散布に時間を要した。
・オープンスポットが十分活用されず、固定スポット駐機のための航空機
が多数待機した。

地方空港のゲート
ウェイ機能強化と
LCC 就航促進

〇空港処理能力を超えた航空機が飛来し、多数の上空待機・ダイバート
が発生した。
〇空港内に多数の滞留者が発生した ・滞留者の発生 ・滞留規模の予
測・把握が早期にできなかった。
・適時・的確な運航情報の提供ができなかったため、多くの旅客が空港で
待機することとなった。
・備蓄品の数量が滞留者数に十分足りず、自衛隊に備蓄品の支援を要
請することとなった。

北海道内港湾

2-①
クルーズ船受け入れ
の更なる拡充

クルーズ船受け入れ
の更なる拡充
北海道内港湾

2-③
クルーズ船受け入れ
の更なる拡充

北海道内港湾

2-④
クルーズ船受け入れ
の更なる拡充

北海道内港湾

2-⑤
クルーズ船受け入れ
の更なる拡充

北海道内港湾

2-⑥
クルーズ船受け入れ
の更なる拡充

①大型クルーズ船（11万GT級）に対応した港湾整備を実施中。H30.10月に４万GT級対応で暫定供用開始。
②大型クルーズ船（22万GT級）に対応した港湾整備を実施中。
③大型クルーズ船（13万GT級）に対応した港湾整備を実施中。

①引き続き、大型クルーズ船（11万GT級）に対応した港湾整備を実施する。
②引き続き、大型クルーズ船（22万GT級）に対応した港湾整備を実施する。
③引き続き、大型クルーズ船（13万GT級）に対応した港湾整備を実施する。

①函館市、北海道開発局
②室蘭市、北海道開発局
③小樽市、北海道開発局

北海道開発局港湾空港部
港湾計画課

－

－

①引き続き、岸壁近くの市有地を利用。

①引き続き、岸壁近くの市有地を利用。

①小樽市、室蘭市
②釧路市

北海道開発局港湾空港部
港湾計画課

－

－

①函館市、小樽市
②室蘭市
③釧路市
④網走市

北海道開発局港湾空港部
港湾計画課

－

－

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

2-②

【課題】
・クルーズ船対応岸壁の確保

【課題】
・クルーズ船受入時の岸壁における車両待機スペースの確保

②国際クルーズ船客受入機能高度化事業を活用し、岸壁近くにバス、タクシー等の車両待機スペースを確保。令
【現状】
和元年度11月完了。
・船舶の大型化に伴い、５０台以上のオプショナルツアーバス・市街地へ
のシャトルバス・タクシー等の対応が必要となる場合、岸壁の車両待機ス
ペースでは不足が生じる。
【課題】
①市街地周辺の港湾整備を実施する。
・クルーズ船受入時の岸壁から市街地へのアクセス手段の確保
②シャトルバスの運行体制を構築済。（地元バス会社が利用者負担で運行）
【現状】
・市街地から離れた岸壁に着岸する場合、徒歩でのアクセスが行えず、 ③シャトルバスを運行する。（船社負担のバスの運行について依頼）
自治体の費用負担により市街地や主要駅とを結ぶバスの運行を行って
いるが、寄港回数が増えると財政負担が大きくなり、対応が困難となる可 ④岸壁から市街地までの無料シャトルバスの運行。（市負担）
能性がある。

②確保したスペースをバスやタクシーの待機場所や市民の駐車場として利用。

【課題】
・クルーズ船受入時の岸壁におけるWi-Fi環境の整備

①クルーズ船寄港時に可動式Wi-FIを設置し、対応。
②固定式Wi-Fiを設置済み。

①網走市、小樽市、室蘭市 北海道開発局港湾空港部
釧路市
港湾計画課
②稚内市、釧路市、室蘭
市、函館市

－

－

①観光案内を業務委託などにより対応する。

①函館市、釧路市
②室蘭市
③函館市、小樽市、釧路
市、室蘭市、網走市

北海道開発局港湾空港部
港湾計画課

－

－

①函館市
②小樽市
③釧路市
④網走市

北海道開発局港湾空港部
港湾計画課

－

－

①クルーズ船寄港時に可動式Wi-FIを設置し、対応。
②固定式Wi-Fiを設置済み。

【現状】
・船内のインターネット利用料が高額なため、乗客・乗員が寄港地に無料
のWi-Fi環境を求める声が多いが、岸壁周辺に十分な利用環境が整備さ
れていない。
【課題】
①観光案内を業務委託などにより対応する。
・外国人クルーズ客に対する外国語による観光案内
②乗客の国籍に応じた通訳を配置する。
【現状】
・海外クルーズ船寄港時は、市民団体が通訳ボランティアとして観光案内 ③ボランティア（市民、学生）による観光案内を実施する。
を実施している場合が多いが、毎寄港時に必要人数を確保することが困
難となっている。また、近年中国人客が増加しており、中国語対応が必要
となっているが、中国語を話せるボランティアがほとんどいない。
【課題】
・クルーズ船利用岸壁周辺における多言語に対応した案内板の設置

①クルーズ用案内マップを配布する。

②多言語案内板を設置する。
【現状】
・市街地への案内については、多言語に対応した案内板等が岸壁周辺に ③市全体で案内板等を順次設置する。
ないことから、主にボランティアがパンフレットを使用して案内しているが、
船舶の大型化に伴う乗客数の増加により、ボランティアにかかる負担が ④二か国語（日本語・英語）のまち歩きMAPを作成。
大きくなる。

①市街地周辺の港湾整備を実施する。
②シャトルバスの運行体制を構築済。（地元バス会社が利用者負担で運行）
③シャトルバスを運行する。（船社負担のバスの運行について依頼）
④岸壁から市街地までの無料シャトルバスの運行。（市負担）

②乗客の国籍に応じた通訳を配置する。
③ボランティア（市民、学生）による観光案内を実施する。

①クルーズ用案内マップを配布する。
②多言語案内板を設置する。
③市全体で案内板等を順次設置する。
④二か国語（日本語・英語）のまち歩きMAPを作成。
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No.

観光ビジョン
掲載施策

市町村
・地域等
北海道内港湾

2-⑦
クルーズ船受け入れ
の更なる拡充

北海道内港湾

2-⑧
クルーズ船受け入れ
の更なる拡充

北海道内港湾

2-⑨
クルーズ船受け入れ
の更なる拡充
2-⑩

①乗客を地元金融機関へ誘導する。一部岸壁対応も実施。

②乗客を地元金融機関へ誘導する。一部岸壁対応も実施。
【現状】
・船内の両替レートが高いこともあり、特にファーストポートになった場合、 ③乗客を岸壁周辺施設に設置された外貨両替へ誘導する。
外国人クルーズ客が十分な日本円を有しておらず、岸壁周辺での両替を
希望する声が多い。しかし、金融機関が岸壁周辺にない為、クルーズ客
の消費行動の妨げになっている。
【課題】
・関係機関との情報共有等により連携強化を図る。（小樽市）
・クルーズ船受入時のＣＩＱ体制の強化
【現状】
・ファーストポートとなる場合は上陸前にＣＩＱを行うが、大型船の場合は
手続きに長時間要すことがある。
【課題】
・クルーズ船受入に向けた地域の連携強化

・近隣地域との情報共有。（釧路市）
・ようてい、西いぶり広域連携会議にて情報共有。（室蘭市）
・小樽港クルーズ協議会で北後志地域と連携する。（小樽市）
・広域観光周遊ルートを通じた道東エリアへの情報提供。（網走市）

令和2年度以降の対応方針
①乗客を地元金融機関へ誘導する。一部岸壁対応も実施。

実施主体

活用可能な
補助事業等

連携省庁

北海道開発局港湾空港部
港湾計画課

－

－

・引き続き、関係機関との情報共有等により連携強化を図る。（小樽市）

北海道内港湾管理者、北海 北海道開発局港湾空港部
道開発局、北海道運輸局、 港湾計画課
北海道

－

－

・近隣地域との情報共有。（釧路市）
・ようてい、西いぶり広域連携会議にて情報共有。（室蘭市）
・小樽港クルーズ協議会で北後志地域と連携する。（小樽市）
・広域観光周遊ルートを通じた道東エリアへの情報提供。（網走市）

函館市、小樽市、室蘭市、
釧路市、網走市

北海道開発局港湾空港部
港湾計画課

－

－

②乗客を地元金融機関へ誘導する。一部岸壁対応も実施。

①小樽市
②室蘭市
③釧路市、函館市

ブロック
担当部局

③乗客を岸壁周辺施設に設置された外貨両替機へ誘導する。

【課題】
・クルーズ船受入に向けた港湾間の連携強化

・Visit Japan事業を活用し、クルーズキーパーソンを招請して北海道の寄港地の視察を行った。
（網走港、苫小牧港、函館港）
・令和元年6月10日にクルーズキーパーソン招請地域が集まり今後の受入体制について会議を開催し、招請
【現状】
地域が連携して受け入れ事業を実施していくことを確認した。 （室蘭港、稚内港、網走港、釧路港）
・北海道の港湾に複数寄港するクルーズが設定されるが、入港時のイベ ・海外船社へのセールスコールを行い、北海道観光及び各港湾の後背観光地をPR。
ント等は同様なものが実施される場合がある。
（釧路市、網走市、稚内市、北海道）
・港湾間の連携を強化し、情報の共有化をしていく。（小樽市）

・引き続き、港湾間の連携を強化し、情報の共有化をしていく。
・引き続き、他港連携し、キーパーソンの招請、商談会に参加。

函館市、小樽市、室蘭市、
釧路市、網走市、稚内市、
北海道運輸局、北海道

北海道開発局港湾空港部
港湾計画課

－

－

北海道内港湾

【課題】
・クルーズ船の客層や国籍に応じた受入体制の整備

・通訳ボランティア、近隣観光協会、商店街等に国籍情報等の情報を提供する。
・市全体での国籍情報、ツアー情報の共有。（網走市）

函館市、小樽市、室蘭市、
釧路市、網走市

北海道開発局港湾空港部
港湾計画課

－

－

・引き続き、クルーズ船のおもてなしにおいて、みなとオアシス施設と連携を図る。
・引き続き、クルーズ船のおもてなしを通じてみなとオアシス施設へ誘導。

北海道みなとオアシス活性 北海道開発局港湾空港部
化協議会、北海道開発局、 港湾計画課
釧路市、利尻町

－

－

北海道内港湾

クルーズ船受け入れ
の更なる拡充

令和元年度の成果及び取組

北海道内港湾

クルーズ船受け入れ
の更なる拡充

2-⑫

【課題】
・外国人クルーズ客に対する両替対応

【現状】
・クルーズ旅客は広範囲で周遊する場合があるが、周辺地域には情報提
供が行われておらず、経済効果が十分に発揮されていない可能性があ
る。

クルーズ船受け入れ
の更なる拡充
2-⑪

課題・現状

・通訳ボランティア、近隣観光協会、商店街等に国籍情報等の情報を提供する。
・市全体での国籍情報、ツアー情報の共有。（網走市）

【現状】
・欧米系の旅客は自然や景観、アジア系の旅客は買い物等、国籍によっ
て行動が異なる。また、カジュアルクルーズとラグジュアリークルーズ等、
クルーズ形態によっても旅客の嗜好が異なっている。しかし、受入れ側の
地域では、これらが考慮された体制整備が行われておらず、経済効果が
十分に発揮されていない可能性がある。
【課題】
・みなとオアシスの代表施設「釧路フィッシャーマンズワーフMOO＆EGG」において、日本文化の体験を通
・みなとオアシスと連携したクルーズ船の受け入れ
した外国人クルーズ船客へのおもてなしイベントを開催。（釧路市）
・みなとオアシスの構成施設「釧路港耐震・旅客船ターミナル」において、盆踊りとこども縁日を開催し、
【現状】
多くの市民と外国人クルーズ船客が参加し交流を深めた。（釧路市）
・外国人クルーズ客をみなとオアシスのエリアや施設に誘導しておらず、 ・「にっぽん丸」の寄港に合わせて、みなとオアシス代表施設の「沓形港耐震岸壁」において「利尻町in
港や地域の魅力が十分に周知できていない。
くつがた」を開催。（利尻町）
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