参考資料

平成28年度地方ブロック別連絡会の成果及び
平成29年度の取組の方向性について

観光庁
平成２９年４月２５日

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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訪日外国人旅行者の受入に向けた地方ブロック別連絡会
設置の背景
急増する訪日外国人を受け入れる上での現状と課題をしっかり把握し、必要な手立てを迅速に講じるため、
各ブロックの地方運輸局、地方整備局､地方航空局や都道府県、関係事業者等を構成員とする｢訪日外国人
旅行者数2000万人の受入に向けた地方ブロック別連絡会｣を平成27年3月に設置。
※その後、平成28年4月に会議名称を「訪日外国人旅行者の受入に向けた地方ブロック別連絡会」へ変更
地方ブロック別連絡会
構成員例
地方運輸局、地方整備局、地方航空局、都道府県・政令市、
関係事業者・団体（交通、旅行、宿泊等）、日本観光振興協会（各支部）

等

課題例
通訳案内士、宿泊施設、CIQ、決済・通信環境、多言語対応、外国人患者受入、
地方空港ゲートウェイ機能、クルーズ船、観光バス駐車スペース 、
交通結節点の機能向上 等
新たな課題把握、既存
の課題整理を実施

スケジュール
地方ブロック別連
絡会を平成27年度
から継続運営

昨年度から引き続き
検討していく課題を
中心に対策を実施

Ｈ28年6月末
ブロック別に
中間とりまとめ

年内に解決したもの
年度内に解決の見込みがあるもの

Ｈ28年12月末
ブロック別に
年末とりまとめ

観光庁とりまとめ
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平成28年度の取組概要
課題件数 547件（対前年度比＋131件）

【凡例】
課題件数
（平成27年度件数）

平成28年度の特徴
58件

①「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」等、国の補助制度
を活用した課題解決の加速化

（53件）

⇒■公共交通機関、宿泊施設、観光案内所等におけるインバウンド対応支援
■貸切バスの路上混雑緩和、決済環境整備、渡航者医療の充実に
向けた実証実験の実施 等

②インフラ施策を取り込んだ観光施策の増加

⇒■クルーズ船寄港増・大型化に伴う港湾施設の受入環境整備の強化
■交差点標識等への観光地名称の整備 等

③都市部・地方部における課題の二極化

⇒■都市部：交通手段のわかりづらさ、混雑集中 等
⇒■地方部：二次交通の確保、多言語対応、通信環境整備等、基本的な受
入環境整備の実施 等

20件

（18件）

23件

（42件）

91件

48件

（28件）

106件
66件
66件
（57件）
（94件） （49件）
（31件）
34件
（16件）

35件
（28件）
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課題解決に向けた取組成果事例（ソフト系施策）
課題
①多言語対応
の改善・強化

課題解決に向けた主な対応

成果
事例
提出
数

各ブロックの内訳
運
輸
局

整
備
局

航
空
局

北
北
東 関 陸 中 近 中 四 九 沖
海
信 部 畿 国 国 州 縄
道 北 東
越

・交通結節点における多言語案内版等の整備による移動円滑化の実現
・外国人旅行者にも分かりやすい道路案内標識の多言語整備 等
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・日本政府観光局（ＪＮＴＯ）認定外国人観光案内所の整備
・手ぶら観光・免税カウンターの整備による消費拡大の取組 等
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・道の駅や観光地等における公衆無線ＬＡＮ環境の整備
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④緊急時・災害
時における対応

・外国人旅行者向け電話医療通訳サービスの実施
・災害時における外国人旅行者の避難誘導マニュアルの策定 等
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⑤路上混雑緩和
渋滞対策

・路上マナー啓発、整理員による駐車場への誘導
・バス駐車スペースの確保
・都市部・観光地周辺における貸切バスのショットガン方式の実施
・バス専用レーンの整備等による交通の移動円滑化 等
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⑥交通利便性の
向上

・外国人旅行者向け企画乗車券等の造成、ＩＣカード導入による広域
観光の実現
・空港・鉄道駅から観光地や市街地を結ぶ二次交通網の確保・充実
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⑦宿泊施設の確
保・環境改善

・都市部における宿泊施設不足解消に向けた増室・容積拡大の取組
・外国人旅行者が対応可能な宿泊施設の環境改善、機能拡充の取組
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⑧決済環境整備

・クレジットカード決済が可能な環境の整備
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②外国人観光案
内所等の整備
③通信環境
の整備
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課題解決に向けた取組成果事例（ハード系施策）
課題

⑨空港機能の拡
大・混雑緩和対策

⑩大型クルーズ船
の受入環境整備

⑪インフラ整備、
インフラを活用し
た観光振興

成果
事例
提出
数

課題解決に向けた主な対応

各ブロックの内訳
北

運
輸
局

整
備
局

航
空
局

北
東 関 陸 中 近 中 四 九 沖
海
道 北 東 信 部 畿 国 国 州 縄

越

・発着枠の拡大に対応した空港施設の拡張整備
・ＣＩＱ関連施設の拡張・最新機器の導入等による円滑な入国
審査体制の整備 等
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・大型クルーズ船の接岸に対応した港湾施設・岸壁等の整備
・ＣＩＱ関連施設の拡張による円滑な入国審査体制の整備 等
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・都市間や主要観光地を結ぶ道路網整備によるアクセス機能の向上
・交通結節点の整備による交通モード間の接続強化
・景観に配慮した観光地の無電柱化整備 等
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取組成果事例
北海道ブロック

東北ブロック

外国人レンタカー利用者に対する多言語による情報発信

○急増する外国人のレンタカー利用者に対して、道路情報や注意喚起を分かりやすく発信す
るため、道路情報板を活用した英語による情報発信、道路の通行規制情報を英語版web
サイトにて提供を実施。
国道39号動物飛び出し注意の英語表示

主要観光地等における無電柱化

○ 「平川ねぷた祭り」最大の目玉である高さ11メートルの「世界一の扇ねぷた」の円滑な運
航と壮大な景観を確保するため、地域の無電柱化を実施。

北海道地区道路情報英語版webサイト

平成28年７月～実施

平成28年９月～開設

架空線を避けるため、
上部を折りたたみ、祭りが一時中断

▲平川ねぷた入り込み客数
出典：青森県観光入込客統計

通行止め路線を地図上に表示
通行止め路線、区間、時間帯
を英語で表示

関東ブロック

「バスタ新宿」の整備によるモーダルコネクトの強化

○高速バス、タクシー、鉄道が直結し、19箇所に点在していた高速バス停が集約
され、乗換がスムーズに。また、観光情報センターも併設し、観光情報も提供。
西武新宿駅

Ｎ
ヒルトン東
京

小田急ハルク

Ｈ

新宿
新宿
局
Ｈ
中央公園
京王プラザ
東京都庁

福岡九州
福岡
新宿三丁目
北九州
佐世保
佐世保
佐賀北
佐賀
別府
別府
駅
長崎
長崎
大分
大分
熊本
熊本
新宿駅
バスタ新宿
宮崎
宮崎
鹿児島 鹿児島

新宿
ワシ ントン
ＪＲ東京
総合病院
凡例 整備前高速ﾊﾞｽ発着便数

タカシマヤ
タイムスクエア
新宿御苑
代々木
駅

1～100本
101～200本
401本以上

整備前は点在していた高速バス発
着場を１９カ所から１カ所に集約

インフォメーションカウンターや情報板、
自動券売機は複数言語に対応

6

取組成果事例
北陸信越ブロック

中部ブロック

医療通訳士派遣、多言語通訳サービスの提供

○長野県ではスキーや雪を楽しむ外国人旅行者が多く、それにまつわるケガや事故
も多いため、緊急時における多言語コミュニケーションサービスを提供。

・医療電話通訳サービス

中部国際空港アクセス向上に向けた取組

○増加する外国人観光客に対応する為、中部国際空港と名古屋市内を結ぶ「セン
トレアリムジン」を１日14往復に増便。併せて乗継拠点のバス乗り場の案内表示
の見直しを実施。

・セントレアリムジン1日8往復
⇒1日14往復に増便
・14往復化により、最大2時間の待ち時間が1時
間未満に短縮。
・ 1ヶ月あたり4,636人増（11月）

H28.12.10~H29.3.20
電話による3カ国語（英語、中国語、韓国
語）の通訳を行う

【案内表示板による乗り場案内】

対応時間９：００～２０：００
・医療通訳士の派遣
H28.12.10~H29.3.20
医療機関やスキー場等施設からの依頼

【ラッピングを施したリムジンバス】

を受け派遣する

近畿ブロック

【大型モニターによる運行情報の提供】

関西国際空港におけるＣＩＱ施設等の整備、体制強化

○空港内の混雑解消を図るため、ＬＣＣ専用ターミナルの増設、入国審査官の増員、
最新の検査システムを導入。
第２ターミナルビル(現在)

第２ターミナルビル(国内線)

第２ターミナルビル(国際線)

第２ターミナルビルの拡張（H29.1.~）

第１ターミナルビル入国検査場
に「バイオカート」設置
（H28.10～）

ボディスキャナー

第２ターミナルビル（国際線）にスマートセキュリティシステム導入
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取組成果事例
中国ブロック

宿泊施設容量拡大・宿泊環境の整備

○広島市内のホテルにおいて、新設や容量拡大整備を実施。周辺の宿泊施
設においても観光庁補助制度を活用した機能性・快適性向上に向けた改修
を実施。
・市内ホテルの新設
⇒３施設合計1,589室の増室
・シングルルーム135室をツインルーム化、
容量拡大を実施
・周辺宿泊施設もインバウンド対応
を推進
⇒「宿泊施設インバウンド対応支援事業」
を活用した機能性・快適性向上を実施

九州ブロック

クルーズ船の寄港増・大型化に対応した受入環境の改善

○ 既存岸壁に小規模な改良（防舷材・係船柱の設置等）を施すことにより、
大型クルーズ船の受入を可能とする整備を実施。

四国ブロック

多言語コールセンターの設置

○24時間体制・多言語対応（４カ国語対応）可能なコールセンター
を設置。（徳島県・高知県）
【徳島県】
H27年7月～H28年2月実績
利用登録 ２６施設／７１件利用
Ｈ28年4月～H28年10月末実績
利用登録 ３３施設／９１件利用
【高知県】
H28年6月～H28年10月末実績
利用登録 １３０施設／６１件利用

沖縄ブロック

国際通り周辺における路上混雑緩和に向けた乗降場整備

○国際通り周辺に貸切バスの待機場を整備し、必要に応じて乗降場へ向かう「ショットガン
方式」による渋滞緩和対策を実施。

取り組み内容
・沖縄県那覇市国際通り近く（1.7㎞）
に待機場（16,000㎡）を確保

宮崎県油津港（ｸﾙｰｽﾞ船寄港時）

・貸切バスを待機させ、乗降場へショットガ
ン方式により車両を出庫。乗降場及び周
辺の渋滞緩和対策を実施

「受入拡大した事例」
・八代港外港地区：8万ﾄﾝ級→16万ﾄﾝ級
・油津港東地区 ：7万ﾄﾝ級→16万ﾄﾝ級
・博多港箱崎地区：11万ﾄﾝ級→16万ﾄﾝ級

実施期間
H28年9月26日～H28年12月10日
【待機場内に並ぶ貸切バス】
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平成29年度の取組の方向性（観光ビジョン推進地方ブロック戦略会議の設置・開催）
設置の背景
○今後我が国の観光資源の魅力を高めていくためには、中長期的な視点に立った観光地域づくりを行っていく必要が
あるが、そのためには各地域においても関係省庁を含む多数の関係者との連携・調整を行うことが不可欠である。
○このため、既存の地方ブロック別連絡会を発展的に改組し、平成２９年度当初に「観光ビジョン推進地方ブロック
戦略会議」を設置・開催する。
戦略会議の実施体制

観光資源魅力向上ＷＧの新設

観光ビジョン推進地方ブロック戦略会議

※上記を基本として、各地域の実情に合わせて実施

新ＷＧ

年１回程度
年２～３回程度

観光資源
魅力向上ＷＧ

〇親会
〇ＷＧ

観光地域づくりＷＧ

開催頻度

二次交通ＷＧ

地方運輸局及び地方整備局

航空・港湾ＷＧ

事務局

既存のＷＧ

・地方運輸局・地方整備局・地方航空局
・関係省庁地方支分部局（地方農政局・地方経
済産業局・地方総合通信局・地方環境事務所
等）
・地方自治体（都道府県・政令指定都市等）
・空港・港湾・道路管理者
構成員例 ・各事業者団体（交通事業者団体・旅行事業者
団体）
・観光関係団体（広域の観光機構やＤＭＯ等）
・その他、教育委員会、経済団体、日本政府観
光局（ＪＮＴＯ）、通信事業者、物流事業
者、大学・専修学校（観光分野）等、必要と
認められる者

観光ビジョン推進地方ブロック戦略会議

○観光資源魅力向上ＷＧでは、観光ビジョン掲載施策の具体化の
推進のために、必要な課題を議論する。
○検討課題の例
・国立公園の「ナショナルパーク」としてのブランド化
・景観の優れた観光資源の保全・活用による観光地の魅力向上
・滞在型農山漁村の確立・形成
・伝統工芸品の消費拡大
・通信環境の飛躍的向上 等
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事故・急病等の対応体制構築に向けた実証事業 結果概要(平成28年度事業)
○訪日外国人旅行者の増加に伴い、外国人患者は増加傾向。個々の医療機関が、外国語を使えるスタッフを複数人常駐させるこ
とは困難。
○地域の外国人患者受入のための環境整備に向け、外国人受入可能な医療機関の整理・周知や地域の拠点病院の確立など行
政が主体となった取組が必要。
【全道医療機関アンケート調査】
外国人患者受入れのために必要な事項（複数回答）（N=585）
平成25～27年度外国人受診者数別の施設数推移
300
245 250

250

267

H25年度

0%

H26年度

H27年度

200

10%

20%

40%

50%

60%

70%

80%

67%

地域における医療通訳派遣サービス事業（392施設）
33%

電話による医療通訳サービスの提供（191施設）

150

30%

46%

外国人対応可能な医療保険（269施設）

100

文化・風習に関する相互理解（156施設）
50

37 43 43

31 27
20

15 18 16

5 5

6

13 15 18

0
0名

1～10名以内

11～20名

21～30名

31～40名

27%

その他（35施設） 6%

40名超

【道南地域におけるヘルプデスク実証事業】
ヘルプデスクの認知度【N=315】
無回答
5人
1%

認知しやすいヘルプデスクの周知方法（N=292（複数回答）

はい
18人
6%

自国の旅行雑誌・ガイドブック
インターネットサイト

53

2

着地での空港や駅の案内所

110

5

着地での観光案内所や宿泊施設

156

4

受信する医療機関

いいえ
292人
93%

102

3

SNS

38

5

その他

0
0

関係者へのヒアリング結果
ヘルプデスクのことは承知しているが
・患者さん負担で有料であること
・紹介した通訳者が医療用語を誤訳し医療
事故に繋がるのではないかという心配
・誤訳したことで責任を追及されるのではな
いかなどの懸念
があり、なかなか依頼することが出来ない。

134

5

16
20

40

認知しやすい周知方法

60

80

100

120

1 40

160

18 0

人

一番入手しやすいもの

・外国人旅行者の閲覧数の多いHP等での周知な
ど、渡航前周知を行う
・医療機関との連携強化も視野に入れ、当面にお
いては函館市において継続的に実施する

【釧路市における電話医療通訳サービス導入実験事業】
利用者の来訪目的【N=12】

利用者の電話医療通訳サービスの感想【N=12】
9

① 観光

① 役に立った

1

② 短期ビジネス

9

③ 長期ビジネス

1

② 役に立たなかった

④ 市内在住者

0

2

2

③ 利用しなかった（わからない）

2

⑤ その他

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

医療機関へのヒアリング結果
・医療を専門とする通訳者だったため、やり取
りがスムーズであった。
・通訳者が、電話をかける度に異なることと接
続に時間がかかることが課題。
・入院病棟等で医師がいない場合、看護師が
利用して円滑に対応することができた。

専門性や複数言語への対応、利便性の高さに
よる安心感が医療機関においても好評
⇒実証事業実施５医療機関中、４医療機関にお
いて継続運用。
※未継続の１医療機関では、医師が英語、中国語対
応可能
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決済環境調査事業 結果概要(平成28年度事業)
○訪日外国人旅行者の増加に伴い、クレジットカードのニーズが増大。とりわけ、道内地方に行く程、他の決済環境（外貨両替及
び国際ATM等）が整備されていないため、潜在的に、外国人旅行者のクレジットによる決済ニーズは高くなるが、道内地方に行
く程、クレジット端末の設置が進んでいない。
○個別の事業者の取組では、費用対効果の意識から整備に対して消極的であることから、自治体や業界団体などが主導して普
及・啓蒙を行い、「地域の取組」として、継続的に面的な環境づくりを進めることが必要
【外国人旅行者向けアンケート調査】

【事業者向けアンケート調査】

【決済端末設置等による実証調査】

望ましい決済手段
アジア系

■店舗でクレジット可
■仮想通貨・電子マネー

欧米系

■外貨両替機で両替可
■現金のみでOK

■ATM可
■その他

① 現金のみ対応：25.7%
② クレジット決済も可：74.3%

① 必要性を感じない：54.5%
② カード会社の手数料負担大：29.9%
③ その他：11.7%

クレジットカード保有率
アジア系：92.8%

/

欧米系：98.8%

●現在「現金のみに対応している」事業者が、クレジット対応を
進めない理由は「必要性を感じない」が58%、「手数料負担
が大きい」が29%であった

●来道する外国人旅行者のクレジット保有率は、アジア系
（92%）・欧米系（98%）問わず、日本人の平均保有
率（84%）よりも高い

●「現金のみ」で対応している店舗でも、「費用負担の軽減」や
「クレジット決済を希望する顧客の増加」により、約４割は端
末導入を検討する可能性があった

●欧米系は、世帯年収の高い層から順に、来道している割合
が高い。一方でアジア系は、世帯年収が高い層と中間層と
に別れる傾向
⇒欧米系の方が、アジア系よりも全般的に、「お金持ち
層」が来道している傾向がある

●「クレジット決済できる」旨を独自で積極的に告知している事
業者は少なく、全体の46%が「カード会社からのツール」、
50%が「特にプロモーションしていない」との回答であった

●ヒアリングの範囲では、「地方部」「小規模店舗」「地元店
舗」において、クレジット決済に対応していなかったとの意見が
出ていた

●個別事業者が新規にクレジット対応を検討する
には、 「費用負担の軽減」や「希望顧客の増加」
といった外部環境の変化が必要

●「どの層をターゲットにするのか？」によって、
整備すべき決済手段も異なる

●既にクレジット対応を進めている事業者では、
「カード会社等による告知活動」次第では、アク
セプタンス強化に協力してくれると推察

●「決済環境整備」や「アクセプタンス周知」だけで、短期的な売上にはつながらない
●一方、外国人観光客への対応に関する課題意識は、総論としては共有されているこ
とから、各事業者とも何かしらの対応は必要だと考えている
●外国人旅行者に地域で消費してもらうための『受け皿づくり』には、地域や行政単位で
の『面』による取り組みが必要。
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国際手ぶら観光利用促進実証事業 結果概要(平成28年度事業)
○日本から訪日外国人旅行者の居住地等に荷物を直送する「国際手ぶら観光サービス」が宿泊施設で利用できることは一定の
ニーズがあることを確認。一方で、EMS利用料金が割高であること、訪日外国人旅行者に対する旅行前の周知等が課題。
○29年度以降も検討会議を継続的に開催し、サービスを提供する宿泊施設の増加、EMS以外のサービスの提供、訪日外国人旅
行者の自国で閲覧可能なウェブでのPR、旅行商品のオプション化に向けた取組等を検討・実施。
【宿泊施設における国際手ぶら観光サービス導入実証実験】
家電

アメリカ

利用実績：34

6%

シンガポール

【外国人旅行者ニーズ調査】

3.0%

中国（n=28)

ドイツ

衣類

3%

45.5%

44%

14%

64%

21%

手ぶら観光サービス利用の意向【N=98】

12%
中国

※国別クロス集計
台湾（n=14)

韓国（n=45)

利用したくない,

お土産(お菓子)

19.4%

51.5%

29%

58%
0%

利用したい, 39.8%

香港

54%

利用したい

20%

18%

24%
40%

60%

サービス内容によっては利用したい

18%
80%

100%

利用したくない

手ぶら観光サービスをどこで利用したいか【N=77】

26%
台湾

お土産(その他)

お土産(美容

45.5%

グッズ)

サービス内容によっては、
利用したい, 40.8%

15.2%

9%

n=34
n=33
利用した理由 ：移動が楽(8)、多くの買い物ができる(7)、手荷物が煩わしい(3)
利用しない理由 ：高い(5)、多くの買い物をしない(3)、荷物が煩わしくない・発想が面倒(共に2)

【宿泊施設への手ぶら観光促進に関する調査】

【海外旅行代理店ニーズ調査】

国際手ぶら観光サービス導入の意向【N=148】

旅行商品のオプションとして追加する可能性【N=19】
その他,
10.5%
可能性はな い,

外国人旅行者を受

その他,

入れる予定がない,

3.4%

国際手ぶら観光サービスをお客様に案内したいか【N=30】

荷物の受付、受渡の拠点と

2.7%

して参加したい, 4.1%

その他,

5.3%

可能性はある,

13.3%
条件等に応じて、
参加を検討したい,
参加は考えていない,
52.0%

37.8%

「条件等に応じて参加したい」(30)の具体の条件
：「当館利用者のみ」(5)
「従業員・保管場所を確保出来たら」(9)
「システムが分かりやすければ」(5) 等
「参加は考えていない」(40)理由
：「必要性を感じられない」 (16)
「人材がいない」(7)
「荷物を保管するスペースがない」(8)

84.2%

案内したくない,

お客様の要望に合う配送窓口【N=29】

20.0%
案内したいと思う,
66.7%

等
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29年度観光庁予算：観光先進国の実現に向けた取組の推進

H29 210億円

○ 「明日の日本を支える観光ビジョン」を踏まえ、訪日外国人旅行者2020年4000万人等の目標達成に
向けて、効果的な訪日プロモーション展開、ストレスフリーで快適な旅行環境の実現、観光資源の魅力
向上を着実に進め、観光先進国の実現を図る。
観光産業の革新と国際競争力の強化
ＪＮＴＯによる訪日プロモーション

ストレスフリーで快適な旅行環境の実現
訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
快適な宿泊環境への改善
（多言語表示、無料Wi-Fi整備等）

観光案内所等の機能向上

観光地の公衆トイレの洋式化等

公共交通機関における移動円滑化

グローバルメディアを
活用したプロモーションの展開
ビジット・ジャパン事業

観光に必要な情報を一元的に発信
（JNTOウェブサイト等の充実・強化）

地方創生の礎となる観光資源の魅力向上
広域観光周遊ルート形成促進事業
テーマ別観光による地方誘客事業

地方誘客の促進
（クルーズ関係者の招請）

観光人材育成支援事業

体験型滞在プログラム開
発・提供（紙すき体験）
観光ＭＢＡによるトップレベルの経
営人材の育成 など

地方公共団体及び関係団体が広
域に連携したプロモーション
（商談会の実施）
テーマごとの着地型
旅行商品の開発
（酒造りの現場見学会）

ネットワーク化による
情報発信と地方誘客
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平成２９年度観光庁関係予算

うち、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急
対策事業は、8,530百万円

14

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業

H29：8,530百万円

訪日外国人旅行者数4,000万人、6,000万人の実現に向けて、 訪日外国人旅行者の受入環境の整備を緊急的に進める。
交通サービスインバウンド対応支援事業
■多言語表記等

具体的な取組み

■観光案内所の機能向上

■全国共通ＩＣカードの導入

（施設の整備・改良、無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備、案内標識・デジタル
サイネージ・ＨＰの多言語表記等、案内放送の多言語化、スタッフ研修）

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者、一般乗合
旅客自動車運送事業者 等

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者、一般乗合
旅客自動車運送事業者 等

地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業

【補助対象事業者】
地方公共団体、公共交通事業者を含む民間事業者 等
（日本政府観光局がカテゴリーⅡ以上の認定をした、又は認定する見込みがある者）

■観光拠点情報・交流施設の機能向上
■無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備

■企画乗車船券の発行

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者、一般乗合
旅客自動車運送事業者 等

【補助対象事業者】
地方公共団体、公共交通事業者を含む民間事業者 等

【補助対象事業者】
公共交通事業者 等

■公衆トイレの洋式化等

■エレベーター・スロープ等の設置
による交通施設の段差の解消

■インバウンド対応型鉄軌道車両の整備

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者、バスターミナル事業を営む者、
国内一般旅客定期航路事業者で旅客船ターミナルを
設置等する者、航空旅客ターミナルを設置等する者 等

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者

■ＬＲＴシステムの整備
【補助対象事業者】
鉄軌道事業者

（施設の整備・改良、洋式便所の整備等、無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備、
多言語の展示設備、案内標識・デジタルサイネージ・ＨＰの多言語表記等、
案内放送の多言語化）

【補助対象事業者】
地方公共団体、公共交通事業者を含む民間事業者 等

■手ぶら観光カウンターの機能向上
（案内標識・デジタルサイネージ・ＨＰの多言語表記等、
案内放送の多言語化、手荷物集荷場等の整備等）

【補助対象事業者】
地方公共団体、公共交通事業者を含む民間事業者 等
（低床式車両）

■ノンステップバス、リフト付バス
の導入
【補助対象事業者】
一般乗合旅客自動車運送事業者、
一般貸切旅客自動車運送事業者
（貸切バス事業者安全性評価制度
の認定を受けた者） 等

■ユニバーサルデザインタクシーの導入
【補助対象事業者】
一般乗用旅客自動車運送事業者 等

■多言語バスロケーションシステムの設置
【補助対象事業者】
一般乗合旅客自動車運送事業者 等

（手ぶら観光共通ロゴマーク掲出の認定をした、又は認定する見込みがある者）

（停留施設）

宿泊施設インバウンド対応支援事業
■ホームドアの設置

■無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備 ■トイレ洋式化
■自社サイトの多言語化 ■案内表示の多言語化
■段差解消 ■タブレット端末の整備

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者

【補助対象事業者】
宿泊事業者等（複数の宿泊事業者（５以上）

■交通施設の多機能トイレの整備
【補助対象事業者】
鉄軌道事業者、バスターミナル事業を営む者、
国内一般旅客定期航路事業者で旅客船ターミナルを
設置等する者、航空旅客ターミナルを設置等する者 等

■船内座席の個室寝台化
【補助対象事業者】
国内一般旅客定期航路事業者、
国内不定期航路事業者、船舶
貸渡業者 等

等

等

により構成される団体が計画策定・申請）

実証事業等
■訪日外国人旅行者の要望・不満調査
■空港・港湾の待ち時間の有効活用
■災害、事故、急病等への対応
■ムスリム等個別ニーズへの対応
■通信環境と多言語対応の充実 等

ムスリム等個別ニーズ
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平成29年度事業① 災害時の情報発信、避難誘導等の体制構築に関する調査実証事業
「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業に係る調査」業務（災害対応体制の構築に向けた実証事業）
（予算：１２００万円）
ブロック連絡会で把握した課題
○FITが増加する中、全道各地域において災害
時の外国人対応が課題となっている。
○災害時における、公共交通機関の外国人向け
避難誘導マニュアルが作成されていない。
○災害により公共交通の運休があった場合に、運
休情報や代替便の状況等について、関係機
関で情報が十分に共有されておらず、乗客に
対して的確な情報の提供が出来ていない。
○洞爺は、日によって宿泊客のうち7割が外国人
のホテルもあり、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が課題。
○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どう安全に効率的に
誘導していくか課題を抱えている。（外国人の
避難訓練は、実施したことがない。）

事業内容
◆地域における避難誘導マニュアル検討・策定実証事業
①実態調査
・道内の宿泊施設・主要観光関係施設等に対する、自然災害発生時における避難
誘導状況等の実態把握（ヒアリング・アンケート）
②避難誘導マニュアル等の作成
＜登別・洞爺地域＞
・特定の宿泊施設をモデルケースにした避難誘導マニュアル
及び避難ツールの作成
・有珠山噴火40周年の防災訓練において、留学生の
避難誘導訓練を実施
・避難誘導のノウハウを共有するためのセミナー等を開催
＜札幌市＞
・地下空間における避難誘導マニュアル等を作成し、関係者向けセミナー等を開催
＊観光庁が提供する外国人向け災害時情報提供アプリ「Safety tips」の活用
＊観光庁が策定した「自然災害発生時の訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」及び、九州運輸局
が作成した「訪日外国人旅行者の宿泊時における災害時初動対応マニュアル」を参考

◆自然災害発生時の情報提供・発信のあり方の検討に関する調査
・関係者による連絡会の開催
（情報提供のあり方を検討して、体制を構築）

・実態調査

（2016年8月の大雨・台風発生時の関係者の情報入手状況について調査）

・情報提供・発信のためのウェブコンテンツ（プロトタイプ）の作成
（HP等の作成、HPの観光案内所での活用検討）

【事業効果及び次年度以降の方向性】
洞爺・登別地域と札幌市において、継続的な取組となるよう働きかけるとともに、道内のモデル地域として各地域への情報発信を行う。
道内関係機関の災害発生時の対応状況の実態調査を行うことで、現状の問題点を把握し、今後の各機関の連携につなげる。
災害時の情報提供・発信のための体制の構築することで、災害が発生した場合において国内外へ正確な情報を提供する。
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平成29年度事業② 外国人旅行者のレンタカー利用に係る安全性確立に向けた調査実証事業
外国人旅行者のレンタカー利用に係る安全性確立に向けた調査実証事業（予算：９００万円）
ブロック連絡会で把握した課題
○ 日本の交通ルールの認識不足によるトラブル
が発生している。
○ 外国人旅行者にとって「止まれ」などの道路標
識がわかりづらいとの指摘がある。
○ 危険な冬道運転についての事前周知が十分
にされていない。
○ 新千歳空港のレンタカーカウンターでは貸し出
す前に事前講習をしているが、その時間を過
ごすだけの一方的な説明となっているため有
効性に疑問がある。

事業内容
① 実態調査
・外国人旅行者の自国の交通ルールや慣習等の調
査を実施し、日本の交通ルールとの違いについて
整理する。
・レンタカー事業者・損害保険会社に対するアンケー
ト・ヒアリング調査を実施し、事故・トラブルの発生
状況調査や事故の傾向、事故発生後の対応等
の調査を実施する。
・海外で発行される日本の旅行ガイドブック、海外の
旅行サイト等において、日本の交通ルールや注意
点の掲載内容や掲載量を把握する。
・海外で販売されているFIT向けのレンタカーを利用
した旅行パッケージ商品における、モデルコース等
の行程について調査する。
② 安全性確立に向けた実証事業

日本の交通ルール
認知度チェック

１)車は左側通行
□ YES □ NO
・日本の交通ルール周知を目的とする問題形式の 2)右折車は一時,停止
ツールを作成し、レンタカー窓口において実施する。 □ YES □ NO
3)法定速度は70km
□ YES □ NO
・日本人ドライバーへの注意喚起を促すため、外国
・
人が運転していることを周囲に認識させるためのマ
・
・
グネット式マークを作成し外国人旅行者への貸与

を実施。

【事業効果及び次年度以降の方向性】
外国人旅行者へレンタカーの安全な使用方法や様々なルール等を周知するシステムを構築する。
外国人旅行者のレンタカー利用増加が見込まれる全国各地への普及モデルとしてのツール作成や体制を構築する。
レンタカー協会と連携し、各レンタカー事業者において継続的な実施となるように取り組む。
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参考資料

北海道開発局における観光に関する主な取組➀

○ゲートウェイである空港・港湾や観光地への交通アクセスを円滑化する高規格幹線道路等の整備を進め、道内各地の観光資源
の魅力アップを通じ、世界に通用する魅力ある観光地づくりを推進する。
ゲートウェイ機能の強化・観光地への交通アクセスの円滑化
●高規格幹線道路の整備と高速道路ナンバリング

●新千歳空港の空港機能の強化

観光地と主要な空港・港湾等のアクセス強化を図るため、高規格
幹線道路等のネットワークの構築を推進する。また路線名に併せて
路線番号を用いて案内する「ナンバリング」を導入することにより。す
べての利用者に分かりやすい道案内を実現。
高規格幹線
道路の
整備状況
北海道

新千歳空港における国際線旅客数の急激な増加に対応するた
め、航空機導線の変更等によって空港の処理能力を向上させ、
訪日外国人旅行者受入機能の強化を図る。

平成29年3月19日開通
旭川・紋別自動車道
丸瀬布～遠軽瀬戸瀬 11.2km

平成２８年度末

総延長

全国（北海道を除く）

1,825km
12,175km

供用延長
1,103km
10,311km

進捗率
60%
85%

合 計

14,000km

11,414km

82%

国際線利用客の推移

平成27年11月8日開通
北海道横断自動車道網走線
訓子府～北見西 12.0km
平成29年度秋頃開通予定
北海道横断自動車道網走線
陸別町小利別～訓子府
16.0km

●クルーズ船の受入環境の改善

E5

（小樽・稚内・函館）

急増するクルーズ需要やクルーズ船の大型化に対応するため、
貨物埠頭の一時利用など、既存ストックの有効活用を図り
つつ、大型クルーズ船の受け入れ環境の改善を推進する。

出典：国土交通省航空局「空港管理状況」、国土交通省東京航空局
「管内空港の利用概況集計表」

E39
E62

E61

E5

E38

E44

E38

E38

E5A

E60
E5

函館港若松ふ頭整備後の函館駅周辺(イメージ)

E59

1

海外船社
152回
98回
67回

69回

平成28年3月12日開通
国道38･44号釧路市
釧路西～釧路東 9.9km

E5

北海道内クルーズ船寄港回数の推移
日本船社

E63

平成28年3月12日開通
北海道横断自動車道根室線
白糠～阿寒 14.0km

入国審査場の混雑状況

国際線エプロンスポットの混雑状況

■国際線ターミナル地域再編事業

平成29年度開通予定
日高自動車道
日高門別～厚賀 14.2km

113回

66 回
：最近の開通

出典：港湾管理者への聞き取りを元に開発局作成 ※H29.2.1時点の予定

：平成29年度開通予定
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北海道開発局における観光に関する主な取組➁
○外国人旅行者の急増、個人旅行化に対応するために、重要な２次交通手段であるレンタカーを利用するドライブ観光の推進に必
要な周遊環境の整備・充実を図る。
●知床横断道開通に合わせ観光地名称を表示した標識を設置
冬期通行止めとなる知床横断道開通に合わせ、入口交差点において、観光地名称を
表示した交差点名標識を設置
▼交差点名標識の設置イメージ

▼開通前の状況

●外国人ドライブ観光の推進
■外国人のレンタカー貸出状況
推移
（千台）
５年で約９倍に増加
58.1
60.0

16.5

20.0
6.4

全道27箇所において、交差点名標識に観光
地名を導入。（H29年度10箇所追加予定）

北海道地区道路情報（英語サイト）
国道・道道の通行止め情報をリアルタイム発信。

(件)

21.8

9.4

0.0
H23 H24 H25 H26 H27 H28

■北海道ドライブまるわかりハンドブック
快適にドライブ観光を
楽しむためのポイントを
整理。
６言語で作成（日・
英・繁・簡・韓・タイ）。
レンタカー協会やＪＮ
ＴＯ海外事務所等の
ホームページに掲載。
H29年より独・仏版を
公開。

国道36号すすきの交差点

●道路情報板を利用した英語による情報発信

《通行止め解除予告情報の提供》
▼通行止め

▼通行止め解除予告

○○峠
○時頃通行止

解除予定
通行止め情報等
を英語で発信

集計期間：平成27年4月～平成28年3月

資料：北海道地区レンタカー協会連合会調べ

を選択するとリアルタイムで
詳細表示！

全道の道路情報板を活用して英語による道路情報を発信。今冬は、通行止め解除１時間前を目処
に解除予告の情報提供を試行。

秋から冬にかけて増加

38.5

40.0

●交差点名標識に観光地名称を表示 ●英語サイトによる通行止め情報の提供

■北海道地区道路情報の海外からのアクセス数（月別）

■H29北海道ドライブ観光促進社会実験
地域間・季節間の旅行
需要の平準化のため、
観光施設等で利用可
能な特典をまとめた携
帯アプリを使用し、主に
外国人ドライブ観光客
を対象として、9月から
11月に北海道の地方
部(札幌市を除く全道)
へ誘導する社会実験を
実施する。
■冬道ドライブの心構え

■エゾシカＭＡＰ
秋から冬に多発するエ
ゾシカ衝突事故の注
意喚起として「ひがし
北海道地域版」のエ
ゾシカ衝突事故マップ
（英語・中国語等）
を作成。

北海道における冬道の
ドライブについて、安全・
快適にドライブするため
のポイントをお知らせす
る「冬道ドライブの心構
え」の英語版を作成。
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北海道開発局における観光に関する主な取組③
○「道の駅」の観光情報提供等の拠点としての活用推進、 「道の駅」スタンプラリーと「シーニックバイウェイ北海道」、また民間企業
との連携により、ドライブ観光の充実を図る。
●「道の駅」のインバウンド化
外国人観光客に「道の駅」の利用方法等の周知を図り、インバウンド観光を促進。
▼道の駅ＳＰＯＴ
（無料公衆無線LAN）

▼外国人向けの「道の駅」パンフレット

▼外国人観光案内所
（道の駅「摩周温泉」）

●「道の駅」第47回登録（H29.4.21)で、北海道内で新たに２駅が
登録（全119駅）
道の駅「ノンキーランド ひがしもこと」
・世界遺産「知床」へ向かう観光ルートに位置し、
近隣地域に不足している情報・休憩施設・トイレの提供。
・魅力ある新しい地域創造の場として、都市住民と地域住民の交流を促進する拠点施設。
・台風、暴風雪による通行止め発生時には道の駅全体を避難所として活用し、
大空町東藻琴地区唯一の大型宿泊施設として、宿泊施設も避難所の一部として開放。
▼イメージパース

▼位置図

全117駅中106駅整備済（4/1時点）
H29年度には全117駅で整備完了予定

●北海道の「道の駅」を楽しむ３つの提案

・「道の駅」スタンプラリー帳は、更なるサービス向上として来場日を記録するスタンプや、
インバウンド観光利用を見据えた英語表記や英語サイトへのQRコードが新たに追加。
・道の駅を通じた周遊観光を促す取組としてシーニックバイウェイドライブマップや、シー
ニック協力企業が発行する“道の駅グルメ”パスポートと連携し情報発信。
▼「道の駅」スタンプラリー帳

▼シーニックドライブマップ

▼道の駅 グルメパスポート

めぐる

眺める

食べる

英語表記

当該箇所

道の駅「 北欧の風 道の駅とうべつ 」
・地元農畜産品の直売所のほか、地元農畜産品を活用したレストランや
テイクアウトコーナー、加工品の特産品販売コーナーを整備。
・道都札幌市に隣接する農村という特性を活かし、隣接する市町村や民間企業との
連携により、年間を通じた多彩なイベント開催の拠点としての役割を果たす。
▼イメージパース

スタンプラリー応募用
紙に貼るとWチャンス
来場日
スタンプ

シーニックカフェも
対象に

英語HPへ

▼位置図

当該箇所

おいしい
道の駅
情報

昨年度の1.5倍の48駅に加え、
シーニックカフェ3カ所も追加
道の駅スタンプラリー

シーニックバイウェイ北海道

道の駅グルメパスポート

※道の駅グルメパスポートを発行する株式会社えんれいしゃは、シーニックバイウェイ北海道実施要綱にある協力団体及び機関です。
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北海道開発局における観光に関する主な取組➃
○道内各地の観光資源の魅力アップを支援し、気軽に来られて何度でも楽しめるとともに、滞在も移動も楽しめる世界水準の観光
地の形成に取り組む。
●国営滝野すずらん丘陵公園におけるインバウンド対応

●北海道におけるサイクルツーリズムの推進
世界有数のサイクリング環境を構築し、サイクリングツーリズムを推進す
るため、多様な関係者と連携しながら、安全で快適な自転車走行環境を
創出するとともに、利用実態調査やルート診断を通じて国内外のサイクリ
スト受入環境の整備・改善及び情報の発信を行う。

北海道内外からの来園者のニーズはもとよりインバウンド観光客のニーズに対応するべく様々な施策を
積極的に実施し、地域と連携したイベント等へ外国人が参加しやすい環境を整えることによりインバウン
ド観光客等の利用促進を図る。
例）在日外国人対象のモニターツアーの開催、外国人受入環境の整備（WI-FI設置：H28・3基）
在日外国人を対象としたモニターツアーの実施
年間計

インバウンド観光客の利用実績（GS：夏季、WS：冬季）
河川管理用道路等の活用

サイクルラックの整備された休憩施設

●河川を利用したツーリズムの推進
まちづくりと一体となって魅力ある水辺空間の創出を行う「かわまちづくり」の
実施箇所、ダム等のインフラ施設、川の学習施設等を拠点とした観光コースを
構築するとともに、それらを河川や道路でネットワーク化し、サイクリングや公
共交通等により周遊するツーリズムを推進し、地域活性化や観光振興を図る
ため、地域と連携して、環境整備、情報通信等を推進する。
地域観光資源
美瑛の丘・ エリア間の連携
市街地エリア （２０ｋｍ）

●公共施設見学ツアーの推進
民間の旅行会社との連携によ
り、インフラ（河川、ダム、道路、
港湾、農業用施設等）の見学
を旅行商品に組み込むことで、
インフラの役割を効果的に国
民の方々に伝えるとともに、イ
ンフラを活用した地域活性化、
北海道の観光産業の発展を推
進する。

十勝岳・白金温泉
・青い池エリア

公共施設の案内等（北海道開発局）

観光・グルメ 等

旅行商品の企画･催行（旅行会社）

「青い池」を訪れる観光客

【国道４０号 旭橋】

【豊平峡ダム（観光放流見学）】
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北海道ブロック訪日外国人受入に関する航空関係の取組

東京航空局

●北海道各空港外国人出入国者数（２０１６年）
韓国
11%

国際線ＬＣＣの比率、 新千歳空港では堅調に推
移（21％（H28）から31％（H29）へ増加）

１４．９万人
台湾
35%

●外国航空機の乗入制限の緩和及び
新千歳空港発着枠の拡大

１９．６万人

2016年冬ダイヤから一部外国航空機の乗入制限を緩
和すると共に2017年夏ダイヤから新千歳空港の日中
（AM7:00～PM10:00）の１時間当たりの発着枠を32便
から42便へ拡大。

台湾
76%

その他（ア
ジア以外）
6%

台
湾
26
%

中
国
73
０．３万人
%

中
国
79
０．７万人 %

●訪日誘客支援空港について Ｈ２９年度予算（新規）
地方空港へのＬＣＣ等の国際線の就航を強力に推進するため、地方空港の中か
ら「訪日誘客支援空港」を認定し総合的な支援措置を講じる。

国際線ターミナルビルの
機能向上（ＣＩＱ施設）
に必要な整備を実施し、
ターミナルビルの旅客処
理能力を向上。

台湾 28%

●空港の民間運営民間運営（コンセッション）
函館

中標津

女満別

紋別

釧路

稚内

奥尻

利尻

礼文

国

北海道

丘珠空港は防衛
省との共用空港

ＧＳＥ置場の混雑

香港 11%

Ｈ２９年度

エプロンの拡張

ＧＳＥ車両置場を新設
し、ＧＳＥ車両置場の
不足を解消。

バスプール

車両整備工場 給油所

L5

美沢 川

M6

牧
苫小
１
号
沢

至

管制塔
ラプコン局舎

ローディングエプロン

K4

誘導路新設により国際線導線を変更し、混雑緩和と地上走行距離を軽減。

移動電源設備
保管庫

新設
01R屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

帯広

帯広市

旭川

旭川市

民間事業者

ＧＳＥ車両置場の新設
出典：法務省出入国管理統計

（北海道１３空港）

新千歳

丘珠

韓国 27%
国際線スポットの混雑

旭川空港（H30年度予定）

帯広空港（H29年3月）

ターミナルビルの機能向上

その他（ア
ジア）16%

２２８．３万人

函館空港（H29年１月）

●新千歳空港関連整備
「国際線ターミナル地域再編事業」
（Ｈ２８年度着手・Ｈ３１年度完了目標）

国際線ターミナルビルの混雑

中国 12%

ピーチアビエーションによる新千歳空
港の拠点化表明など拡大傾向

●道内空港におけるターミナルビルの拡張

中国
53%

中国
22%

台
湾
20
%

参考資料

●新千歳空港ＬＣＣの動向

滑走路・
ビルの
資産調査
（デュー
ディリジェ
ンス）

民
間
投
資
意
向
調
査

実
施
方
針
の
策
定
・
公
表

Ｈ３０年度

Ｈ３１年度

Ｈ３２年度

運
営
権
者
の
選
定

業
務
引
継

運
営
開
始

（上記はH29.4月時点の予定）

7空港の地元にてシンポジウムを開催（黒字は開催済み）
旭川、釧路、稚内、函館、帯広、女満別、新千歳の各都市

出発機・到着機が一
定の方向に移動可能
現在の走行経路
南連絡誘導路整
となり、円滑な地上走
備後の走行経路
行が可能
２号 沢

１ 号沢

川

美
沢

川

美 沢

国内線
国際線
2 ,8 47 .0 22

南側誘導路
2 ,5 65 . 02 0

●新千歳空港降雪時対応の改善

降雪時の対応として、オープンスポットを活用する運用ルールを導入。
凍結防止剤散布車両を増強。
備蓄品（毛布、寝袋）をこれまでの3,000人分から6,000人分へ拡充。

参考資料

北海道経済産業局の観光関係の取組と
観光関連支援事例

平成29年4月26日
北海道経済産業局

映画･音楽･先端ITが融合する国際ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ（No Maps）への支援
 「Ｎｏ Ｍａｐｓ」は、米国テキサス州オースティンで毎年開催される世界最大規模のビジネスイベンﾄ「Ｓ
ＸＳＷ」を参考として、「Film(映像)」、「Music(音楽)」、「Interactive(ＩＴ先端技術等)」の３分野
及びその複合領域を対象とした国際コンベンション。
 「クリエイティブ産業の活性化」、「創業支援・新産業の創造・投資の促進」、「札幌や北海道の国際的知
名度の向上」を目的に、札幌市内中心部を会場として、コンペティション、作品上映会・ライブ上演、トレー
ドショ－、カンファレンス、ワークショップなどを展開。
 平成２８年１０月１０日～１６日にプレ開催。ベンチャー、金融・投資家、音楽・映像・ＩＴ関係者、
市民など２万人以上が参加。平成２９年から本格開催（１０月５日～１５日）。
北洋銀行旧本店や
北洋銀行旧本店や地下
地下歩行空間で最新VR
歩行空間で最新VRシス
システムによる未来を
テムによる未来を体感
体感。

Trade Showでは最先
Trade
Show では最先
端のデジタルテクノ
端のデジタルテクノロジー
ロジー・サービスが
サービスが集結
集結。

11回目となる
11回目となる「札幌
「札幌国際
国際短編映画祭」を
短編映画祭」
を開催。選り
開催。選りすぐりのプ
すぐりのプロ
ログラムを上映
グラムを上映。

人工知能の第一人者
人工知能の第一人者
によるカンファレン
によるカンファレンスを実
施 スを実施。

市内ライブハウス
市内ライブハウスでロッ
でロック、ポップ
ク、ポップス、アニソンな
ス、アニソンなど
ど幅広いジャンルの音
幅広いジャンルの
音楽イベントを開
楽イベントを開催
催。
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フォーラム開催による新たなビジネスチャンス創出を支援
 北海道経済における観光と他産業の連携による新たなビジネスチャンスの可能性を探ることをテーマとした
フォーラムを開催。
 北海道内外で観光に関わる様々な分野で活躍されている官民の第一人者の方々からの講演など、旅館
業、旅行業のみならず、サービス業、小売業、流通業などの非常に裾野の広い観光関連の事業者の皆様
へ情報を積極的に発信。
北海道 経済・観光イノベーションフォーラム2017
＜開催概要＞
日時：2017年1月17日（火）
場所：ロイトン札幌

＜プログラム内容＞

セッション1：地域経済を支える観光の基幹産業化へ向けた取り組み 日本の稼ぐ力へ
経済産業省 商務情報政策局 サービス政策課
セッション2：ニセコ進化論
(株)NISEKO ALPINE DEVELOPMENTS マーケティング・マネージャー
セッション3：JTBが進める新たな事業戦略について
(株)JTB北海道
セッション4：岩見沢市の観光振興への挑戦
岩見沢市役所
セッション5：観光×ICT 訪日外国人客への新たなソリューション・サービス
(株)パナソニック

2

道内コンテンツ企業の海外展開とインバウンド需要の取り込みを支援

 クリプトン・フューチャー・メディア(株)は、音を発想源とした事業を展開する企業。歌声合成ソフトウェア｢初音ミク｣の開
発企業としても知られる。国内では300社以上と提携し、｢雪ミク｣｢初音ミク｣関連商品・サービスを展開。異業種へ
の高い経済波及効果をもたらしている。
 平成２８年度の取組では、UAE・ドバイの財閥と連携し、北海道を応援するキャラクター｢雪ミク｣を活用した中東圏
における北海道ブランドの発信、｢食｣｢観光｣需要の獲得に向けた情報発信拠点をドバイに設置し、｢雪ミク｣関連商
品の輸出を開始。
 また、道内ホテルや食品製造業等を対象としたインバウンド受入体制強化のためのセミナーを開催し、ムスリムにも対応
したメニュー開発を支援。
輸出需要
◆提携先300社
・グッズ、お菓子などの関連製品の
輸出拡大

インバウンド需要
◆国内外旅行会社
＜道内事業者向けセミナーの開
催、ムスリム圏の富裕層向け観光
パッケージの企画等＞

地域中核企業
ｸﾘﾌﾟﾄﾝ・ﾌｭｰﾁｬｰ・ﾒﾃﾞｨｱ(株)
◆「雪ミク」やバーチャル・シン
ガー「初音ミク」を展開
・自社製品販売以外にも、
7,000種類を超える提携
商品・サービスを展開。
◆プロジェクトマネージャー
(株)北海道二十一世紀総合研究所
客員研究員 高澤 直之

第54次南極地域観測隊調理担当として昭和基地に赴
任し、帰国後の2014年より北海道の食品の中東販路開
拓を手掛ける。氷彫刻の世界大会優勝などの経歴も持ち、
世界中に幅広い人脈を持つ。

ターゲット国
現
地
進
出

中東

東南アジア

UAE

マレーシア
インドネシア

◆JETRO現地事務所
＜現地進出支援＞
◆現地財閥(シャラフグループ等)
＜現地店舗を活用した新プロ
ジェクト組成＞
＜現地メディアと連携した世界に向け
た情報発信＞

◆「雪ミク」とは ： 雪ミクはクリプトン・フューチャー・メディア(株)が展開する北海道を応援するキャラクター。2010年の「さっぽろ雪まつり」で“真っ白い「初音ミク」の雪像”を作ったことをきっかけに誕生し、
それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル「SNOW MIKU」が、毎年「さっぽろ雪まつり」開催時期にあわせて、北海道で開催されている。【公式サイト：http://snowmiku.com】
◆「初音ミク」とは ： クリプトン・フューチャー・メディア(株)が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせる事ができる「ソフトウェア」。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インター
ネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなった。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍し、その人気は世界に広がっている。
【公式サイト：http://piapro.net】
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地域におけるインバウンドの消費単価向上を目指す取組を支援
～国際化に対応した地域における消費単価向上支援事業の活用事例～

●通年型観光地に向けた新たな観光
サービスの開発を支援
【ニセコヒラフ】

●地域の魅力を引き出す新たな観光
サービス実証を支援
【阿寒湖温泉】

●新たな観光コンテンツ（夜のエン
ターテイメント）の策定・情報発
信を支援【札幌狸小路】

『ニセコヒラフエリア』 商業機能強化を通
じた通年型リゾート地発展事業

『自然との共生文化を体感する「観光立
国ショーケース」の実現に向けた、欧米豪
州の富裕層とアジア富裕層向けの阿寒湖
温泉磨き上げ事業』 （㈱ライヴ環境計画）

札幌都心部商店街を核としたインバウン
ド観光イノベーション促進事業

（東急不動産㈱）

サマーゴンドラを活用した山頂ランチ

サマーゴンドラを活用した山頂で
の飲食イベントやフロートレイル
導入などのスキー場施設の有効活
用の検討、アクティビティ事業者
と連携した地元農作物販売・飲食
店利用促進による地域内消費アッ
プを図る。

阿寒湖商店街・空
き店舗を活用した
食・アートの新サービ
ス実証

外国人富裕層に共感を得る「阿寒
湖の本物の自然的価値」を引き出
す活動メニューを開発・展開する
とともに、新たな視点からアウト
ドアフィールドの拡大を図り、阿
寒湖観光の多様性を図る。

（㈱ＪＴＢ北海道）

狸小路プラザでの夜間エンターテイメント例

コンテンツ個々の発信から、
「GO AROUND」として連携による
発 信を 行う ことで 狸小 路を エン
ターテイメントの聖地としてのブ
ランド形成を図る。
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商店街における免税手続きカウンター・Wi-Fi環境等整備を支援
●免税手続きカウンター等整備支援事例
函館朝市（函館市）
カウンター設置日時：2016年9月1日
カウンター設置施設：函館朝市協同組合連合会（函館朝市内）
（同施設では、函館中央郵便局臨時出張所も併設しており、
国内外への配送サービスも実施）
特定商業施設名：函館朝市
委託型免税店：２１店（順次拡大予定）
海産物・土産品などの２１店舗
活用支援策：平成27年度補正予算「商店街・まちなかインバウンド促進支援事業」
（商店街インバウンド促進支援事業）
・免税手続カウンターの人件費一部負担 ※補助事業年度のみ
・ホームページ多言語化など

＜函館朝市＞

＜免税手続カウンター＞

●Wi-Fi環境等整備支援事例
小樽堺町通り商店街（小樽市）
事業名：小樽堺町通り商店街振興組合 公衆無線LAN整備運用事業
活用支援策：平成27年度補正予算「商店街・まちなかインバウンド促進支援事業」
（商店街インバウンド促進支援事業）
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地域資源活用による新商品･新サービスの開発、販路開拓を支援
～「中小企業地域資源活用促進法」による支援の活用事例～

豊富町

七飯町

（株）川島旅館

どさんこミュゼ（株）

【平成２６年１０月１５日認定】

【平成２８年２月３日認定】

鶴居村
（株）丘の上のわくわくカンパニー
【平成２８年７月６日認定】

羽幌町
（有）ネイチャーライヴ
【平成２８年１０月１４日認定】

事業名

事業名

事業名

豊富温泉を中核とした食と
美容をテーマとする滞在型観
光事業

北海道開拓の歴史を背景とし
た、これまでにない体験観光プ
ログラムの開発と集客手法を用
いたブランド化及び商品の高付
加価値化を図る事業

釧路湿原における食育、環
境、交流を組み合わせた新
たな滞在型観光事業の創
出と推進

愛の鳥ケイマフリなどを活用し
た天売島・焼尻島の観光事
業

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

村内で生産される良質な
牛乳と全国から高い評価を
受けているチーズ、釧路湿原
で自生し村内でも活用が広
がっているハーブ等を活用し
た調理体験や釧路湿原の
自然環境を体験できる観光
プログラムの開発により、交
流人口の増加が期待される。

海鳥が多く飛来する春～夏に
かけて、多くの観光客が訪れる
「天売島」と「焼尻島」において、
ケイマフリをはじめとする野鳥撮
影や自然体験を好む写真愛
好家、観光客を対象に、写真
家による小型ボートを使った海
からの海鳥撮影会や「夫婦島」
と呼ばれる両島の愛のパワース
ポット巡り等を中心とした新たな
体験型観光サービスを提供す
ることにより、さらなる観光客増
加を目指す。

地域産業資源である豊富温
泉を中核として、温泉とヘル
シーで安心・安全な食事、地
域の観光などを組み合わせた
宿泊・観光メニューを開発し、
美容と健康をテーマに新規顧
客の開拓を目指す。豊富町や
観光協会などと連携し、地域
全体で観光客へのホスピタリティ
を強化することで、豊富温泉の
活性化及び集客力の向上を
図る。

北海道農業近代化の発信
基地として大きな役割を果たし
た「七重官園」と在来和種馬
「どさんこ」の歴史文化を活用し、
大沼国定公園等の自然環境
を活かした体験型・滞在型観
光事業を展開する。
北海道のはじまりを「コト」として
体験できる観光プログラムを開発
し、北海道のゲートウェイ拠点とし
てのブランドを確立することより、
交流人口の増加、地域経済活
性化が期待される。

事業名
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農商工連携による新商品･サービスの開発、販路開拓を支援
～「農商工等連携促進法」による支援の活用事例～
滝川市産のさつまいも及び本別町産の豆類を使用し
たこだわりの砂川スイーツの開発、 販路開拓事業

【平成27年10月14日認定】

北海道産の農産物と農産加工品を用いた外国人
専用商品の開発・販路開拓サービス事業

【平成28年10月14日認定】

(有)ほんだ菓子司が出店エリアの拡大を進めていく上で、
地産地消型で良い原材料を用いた商品を適正な価格で
販売できる体制の強化を図るため、香西農園からは良質
なさつまいもを、JA本別町からは本別町産の大納言小豆
等を(有)ほんだ菓子司のニーズに応じた形で受け、新たな
“こだわりの砂川スイーツ”の開発、製造及び販売を行う事
業。

(株)DMCが海外企業向け旅行業やイベント企画等
のインバウンド事業で培った“外国人が好む商品に関す
るノウハウ”と、(有)大塚農場が生産する米・馬鈴薯・か
ぼちゃ等の農産物を用いて外国人専用の商品を企画・
開発し、インバウンド客が訪れる土産店等への販路と海
外販路を開拓し、農業者に代わって代行販売サービス
を展開する事業。

【連携体】

【連携体】

中小:(有)ほんだ菓子司（砂川市）
農業:香西静江（屋号:香西農園）（滝川市）
JA本別町（本別町）

中小:(株)DMC（札幌市）
農業:(有)大塚農場（当別町）
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コンテンツを活用した海外誘客活動・販路拡大事業を支援
～「コンテンツ等海外展開支援事業（JLOP）の活用事例～
＜タイ向け海外プロモーション＞
道内の自治体と連携し、タイ最大級の旅行見本市で訪
日客の増加を促進（北海道新聞社）

＜香港向け海外プロモーション＞
香港で、漫画『僕等がいた』等を通じ、釧路の魅力を
PR。
網走地区や十勝地区と共に、「東北海道」への観光を
促進。（釧路観光コンベンション協会）

＜地域コンテンツをローカライズし海外に魅力発信（帯広・十勝）＞ ＜地域コンテンツをローカライズし海外に魅力発信（網走・釧路）＞
香港にて、漫画『ゴールデンカムイ』や網走の観光映
TVアニメ『銀の匙 Silver Spoon』を活用し、十勝・帯広
像等を紹介。
の魅力をPR。
十勝、釧路と連携して、「東北海道」への観光を促進。
網走や釧路と共に、「東北海道」への観光を促進。
（網走市観光協会）
（帯広観光コンベンション協会）

出典：特定非営利活動法人 映像産業振興機構「JLOP」HPより抜粋
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商工会･商工会議所と小規模事業者が連携して行う新商品･サービスの
開発、販路開拓を支援
～「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」の活用事例～
＜新たな観光周遊ルートの創出＞

＜新たな体験観光メニューの創出＞

「しりべしアグリツーリズム」
による新たな後志周遊観光創出
事業（小樽商工会議所）

札幌版オプショナルツアーの構
築事業（札幌商工会議所）

＜新たな観光プログラム・飲食メニユ
ーの開発＞

岩見沢産ワインを中心とした観
光プログラム・飲食メニューの
新規創出事業（岩見沢商工会議
所）

・「体験する観光」を推進する事に
よってさらなる誘客を図り、アク
・「魅力ある食材」の生産と酒造り
・ワインを中心とした観光プログラ
ティブ志向の新規観光客の獲得や
が盛んな地域を活かし、生産者と
ムと飲食メニューを新規開発し、
滞在日数の増加を目的。
観光客の交流プログラムの開発を
道内外からの観光需要を地域全体
・①オプショナルツアー先進地への
進めることで、ツアー前後の波及
で取り込むことを目指す。
視察、②札幌市内のホテルにて、
消費につなげる、小樽発着の「し
・まずは地元の小規模事業者による
りべしアグリツーリズム」を企画。 直接観光客に対して観光目的やア
岩見沢産ワインを活用した地域活
クティビティ認知度をヒアリング、 性化の方法を検討するため、本年
・また、トマトやワイン用ぶどう、
③市内中心部から体験施設までの
プルーン、ゆり根などの食材を
度は地元ワインと合う飲食メ
定額タクシー運賃での運行可能調
テーマに、食事を組み込んだモニ
ニューの開発と観光ルートのニー
査、④ツアーガイドの人材育成を
ターツアーを実施。
ズについての調査研究を行った。
行い、今後の体験観光に向けての
可能性や
観光客受
け入れ体
制の強化
を検討し
た。
じゃがいもをテーマにしたモニターツアー

手ぶらでワカサギ釣りができる茨戸川

映画のロケ地や漫画の舞台としても知名度
が高いワイナリー

出典：日本商工会議所「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」HPより抜粋
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小規模事業者が経営計画に沿って取り組む販路開拓等を支援
～小規模事業者持続化補助金の活用事例～
合同会社Staylink（札幌市）
【会社概要】

有限会社モリヤ写真館（美瑛町）
【会社概要】

平成26年6月に創業し、外国人向けの「ゲストハウスwaya」をオープン。
【事業内容】
 物件の2階部分だけでなく、1階の空テナントも有効活用するためバーラウ
ンジに改装し、宿泊客以外の顧客を獲得。
【事業効果、支援成果】
 新設したバーラウンジとゲストハウスの相乗効果で、宿泊客のラウンジ利用
による客単価向上と近隣居住者を含めたラウンジ利用客数アップによって、
稼働率が80％前後まで上昇。
 創業相談や補助金申請を通じて、商工会議所の経営指導員から得た、
経営者としての考え方や実行力についての助言によりモチベーションが上
がった。
 経営陣はやりたいことをやりつつ、財務面など現実的な事項を踏まえて経
営指導員がアドバイスし、計画・実行の進捗管理がなされていること。

代表者(左)と山田経営指導員(左から2番目)、
役員(右側2名)
（出典）中小企業基盤整備機構WEBサイトより

1階バーラウンジ

地元企業、学校、住人を顧客とする写真業
【事業内容】
 女性・母親視点での顧客提案（町の風景を取り入れた野外ウェディング
フォト、マタニティフォト等）を開始。
 販促物の作成と活用、見本のフォトブック作成による受注確度の向上。
【事業効果、支援成果】
 マタニティフォトは月１件に受注増。
 ロケーションフォトはH26年6～10月で14件の受注となり、前年比2倍増。
 写真展の開催により旭川市、富良野市等、町外顧客が増加。

店内のフォトブック見本とディスプレイ
（出典）全国商工会連合会

資料より
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革新的なサービス開発･試作品開発･生産プロセスの改善を行う中小企
業･小規模事業者の設備投資等を支援
～革新的ものづくり･商業･サービス開発支援補助金の活用事例～
【(株)ギアエイト】（札幌市）●外国人観光客向け北海道観光情報の配信サービス事業への新分野進出●
ものづくり補助金では、北海道への観光来訪の増加が期待されるタイ人を対象に、スマートフォン等モバイル端末向け
に、北海道の観光情報を発信するアプリ「Trippino Hokkaido」を開発し、情報配信サービスにより北海道観光を活
性化を図る。
課題
タイ人の北海道旅行のニーズ調査では、①出入国手続で日本語に不安
がある、②タイ語での観光地やグルメ情報が不足、③日本とタイではWiFi
環境の有無など通信環境が異なる、等の課題が判明。
「Trippino Hokkaido」の開発・運営
 上記の課題に対応した下記の機能を持ち、北海道の観光情報を発
信するアプリを開発し、平成27年7月にリリース。
① 旅程作成機能：入国審査で質問されやすい事項を網羅
② 写真加工機能：地名入力やスタンプ等の加工が可能
③ 翻訳機能：タイ語でモバイル端末に話すと日本語に翻訳
 平成28年1月末までに12,270件がダウンロード。
 今後、台湾・香港向けに繁体字などの多言語提供も検討。

タイ人の来道観光客数の推移
98,800
37,000

9,700
23年度

128,300

※出典：北海道経済部観光局「訪日外国人来道者数（実人数）の推移」
24年度
25年度
26年度

メニュー

観光情報
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中小企業等経営強化法支援策（固定資産税の特例）
 史上初の固定資産税での設備投資減税。赤字企業にも大きな減税効果が期待。
 中小企業者が取得する新規の機械装置について、一定の要件を満たした場合、３年間、
固定資産税を１／２に軽減。平成２９年度税制改正において、対象設備に器具備品・
建物附属設備等を対象地域・業種を限定した上で追加し、重点的に支援。
新制度

【追加する対象設備】

【適用期間：平成３０年度末まで】

 中 小 企 業 者 が 認 定 計 画 に 基 づ き 、 平 成 ３ ０ 年度 末 ま で に 取 得 す る

【中小企業等経営強化法】

経済産業大臣
（基本方針の策定）

主務大臣

（事業分野別指針の策定）
申請

優良事例の提供

事業分野別
推進機関

器具備品・建物附属設備等

認定

申請事業者
中小企業

支援機関
商工会議所・商工会、金融機関、
税理士・診断士等の士業 等

 生産性を高める設備が対象（H29年・30年に新規取得）
（旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上（工業会等による確認）等）

【特例措置】

 固定資産税の課税標準を、３年間

１／２に軽減。

【対象地域・業種】

経営力
向上計画
普及啓発
人材育成

※中小企業者：資本金１億円以下等、大企業の子会社除く

申請を
サポート

 ① 最低賃金が全国平均未満の地域 → 全ての業種
 ② 最低賃金が全国平均以上の地域
→ 労働生産性が全国平均未満の業種
※機械装置については、引き続き全国・全業種対象。
＜対象設備の例＞

三次元座標測定機（測定機器）

空調設備

冷蔵陳列棚
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中小・小規模事業者の「攻めの投資」を支援する税制措置

（法人税・所得税・法人住民税・事業税・固定資産税）

○中小・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しするため、中小企業投資促進税制の上乗せ措
置（即時償却等）を改組し、中小企業経営強化税制を創設。対象設備を拡充し、器具備
品・建物附属設備を追加（適用期間は２年間）。固定資産税の特例対象設備も同様に拡充
することで、サービス業も含め、幅広く中小企業の生産性向上を強力に後押し。
○中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制も適用期限を２年間延
長。
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＜地域未来投資促進法案＞

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案の概要

１．背景
（１）地域経済における事業環境の変化

○近年、地域経済における事業環境の変化に伴い、産業・雇用の担い手は多様化。
特に、今後成長が期待される分野として、①成長ものづくり分野（医療機器、航空機部品、新素材等）、
②農林水産、地域商社、③第４次産業革命（IoT、AI、ビッグデータ活用）、
④観光・スポーツ・文化・まちづくり関連、⑤ヘルスケア・教育サービス等が挙げられる。

（２）これまでの産業集積の成果と課題

○現行法による制度は、企業立地等の促進による産業集積に一定程度寄与したと評価できるが、地域への経済的波
及効果が十分に認められないこと、非製造業の事業者の多くが主要な支援措置の対象外であったこと等が課題。

（３）支援の枠組みの最適化の必要性

○地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化すべく政策資源を集中することが
重要。
○製造業のみならずサービス業等の非製造業を含む幅広い事業を対象とした支援措置が必要。

２．法律の概要
地域の成長発展の基盤強化を図るため、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対す
る経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する「地域経済牽引事業」に係る計画を承認する制度を
創設するとともに、当該計画に係る事業を支援するための措置等を講ずる。
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 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果
を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業（「地域経済牽引事業」）を促進し、地域の
成長発展の基盤強化を図るため、事業者等が作成する当該事業に係る計画を承認する
制度を創設し、計画に係る事業を支援する等の措置を講ずる。
枠組みのイメージ
土地の利用の調整を要する場合

市町村及び都道府県：基本計画

国：基本方針

同意

○地域経済牽引事業の促進を図るための土地の利用の調整 等

事業者等：地域経済牽引事業計画

対象区域

都道府県
が承認※ 〔申請主体〕

基本計画の目標

①民間事業者、②官民連携型（地方公共団体及び民間事業者）
※②の場合は、国が事業を承認

地域経済牽引事業の要件
活用する地域の特性

承認

市町村：土地利用調整計画

都道府県が同意

等

支援機関：連携支援計画
 地域の公設試等が連携して、地域
経済牽引事業を支援（広域的な連
携も含む）

支援

〔地域経済牽引事業の例〕
①先端ものづくり分野（医療機器、航空機部品、新素材等）
②農林水産、地域商社（農水産品の海外市場獲得等）
③第４次産業革命（ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータ活用）関連
④新たなニーズをターゲットにした観光、スポーツ、文化、まちづくり関連
⑤ヘルスケア・教育サービス
等
〔事業計画のポイント〕
○地域への相当の経済的波及効果（域内取引拡大等） 等

承認された事業に対して政策資源を集中投入して支援
① 設備投資に対する支援措置、②財政面の支援措置、③金融面の支援措置、 ④規制の特例措置等、 ⑤その他（データ利活用等）
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① 設備投資に対する支援措置

③ 金融面の支援措置

○課税の特例

○リスクマネーの供給促進

・先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置

・地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）、中小企
業基盤整備機構等によるファンド創設

○地方税の減免に伴う補てん措置

④ 規制の特例措置等

⇒機械・装置等：40％特別償却、4％税額控除
⇒建物等：20％特別償却、2％税額控除

・固定資産税等を減免した地方公共団体に減収補てん

② 財政面の支援措置
○地域経済牽引事業に対する補助等

・地方創生推進交付金（29年度予算1,000億円）
の活用
 地域未来投資促進法の承認を受けた計画について
は、内閣府と連携し、重点的に支援

・海外市場展開等の専門人材による人的支援
 地域中核企業創出・支援事業（29年度予算
25.0億円）
 地域の企業の国際市場展開に向けた専門家によ
る全国的な支援ネットワークの構築
・省エネ補助金（29年度予算672.6億円）、
サポイン補助金（29年度予算130.0億円）の活用

○幅広い規制改革ニーズへの迅速な対応
・工場立地法の緑地面積率の緩和

・補助金等適正化法の対象となる財産の処分の制限に
係る承認手続の簡素化
・一般社団法人を地域団体商標の登録主体として追加

○農地転用許可、市街化調整区域の開発許可
等に係る配慮

⑤ その他
○事業者から地方公共団体に対する事業環境
整備の提案手続の創設
○ＲＥＳＡＳ等を活用した候補企業の発掘等
のための情報提供
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