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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）
１－① 二次交通の確保【二次交通網の整備】

地域 現状及び課題

北海道 ・「観光施設との間でのバスの便が悪い」「路線バスの本数が少ない」等、FITの増加に対応できていない。
・観光客にも使いやすい公共交通手段の確保が必要。

ニセコ地域

・夏季と冬季の繁閑の差が激しく、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。
・最終バスの運行後に繁華街からホテルまでの交通手段がなく、交通事業者における運転手不足もあり、十
分な対応が出来ていない。

白老町 ・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がない状況。

紋別市 ・外国人観光客が多く来訪する2月、7月、8月は、道央エリアから紋別市を含む道東エリアまでの貸切バスの
不足等の問題が発生している。

羅臼町 ・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、タクシーが営業しておらず移動手段がない。
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道

観光振興機構

JR北海道

バス協会

「旅行業界・バス協会連絡会議」において貸切バスの需給状況について意見交換を実施、H30年度以降も継続して状況把握

地域公共交通シンポジウム及び人材育成研修、セミナー等により交通政策を支援

新幹線の開業効果波及のため、道内交通ネットワーク充実
取組支援事業を実施

広域観光推進事業にてバス実証運行事業が自走化できるよう支援を強化

継続的に、繁忙期を中心に可能な範囲内で増結等の対応

継続的に貸切バス新運賃・料金制度の周知を行うと共に旅行業界・バス協会連絡会を開催

H28年12月～H30年3月まで岩内余市圏ﾀｸｼｰ事業者に倶知安圏の申請を認める措置を実施、H30年度以降に検証

ひがし北海道エリアにて周遊バス運行の実証実験

継続して、二次交通ネットワーク充実に向けた取組の推進H28実施の道内旅客流動調査を踏まえた取組を推進

冬季のニセコ方面を可能な範囲で増結等の対応予定
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

１－② 二次交通の確保【バス運転手の確保】
地域 現状及び課題

北海道

・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。
・長時間拘束など労働環境が厳しいため、募集しても応募が少なく、ドライバーの高齢化が進んでいる。
・二種免許取得まで時間がかかり、新卒者の人材確保が出来ない。
・地域によっては外国人の応募もあり、二種免許取得要件緩和や運転免許制度の改正はできないか。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道 「北海道を支える人材の育成・確保事業」を継続実施

運輸支局長による高等学校訪問を実施 継続的に労働力確保に向けた各種取組を実施

「北海道バスフェスティバル2017」でバス運転士の仕事を紹
介するリーフレットを配布

路線バス運転手不足と地域交通に関するセミナー開催
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

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航空機を利用できない場合、航空会社がバス会社・タク
シー会社と直接交渉して手配しているが、確保が難しい。
・また、路線バス・貸切バス・タクシーなどの既存の二次交通は、勤務ローテーションや運転手・車両の不足に
よりイレギュラー時に十分な供給が確保できない。
・新千歳空港のタクシー乗り場については、整理員を配置しルール遵守確保に努めているが、乗り場が混雑し
ている中、ルールを遵守しない事業者が多数いる。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

空港事務所

航空会社・交通事業者間メーリングリストの検証等

H29年12月～H30年3月まで札幌交通圏、恵庭市、苫小牧交通圏ﾀｸｼｰ事業者に新千歳空港構内の申請を認める措置を
実施し、H30年度以降の対応策も検討

航空会社・交通事業者間メーリングリストの検証等

１－③ 二次交通の確保【イレギュラーな運航時の対応】

苫小牧港発のフェリーを活用するため、フェリー関係者と協議
しメーリングリストに加える措置を実施 新千歳空港～苫小牧港間の2次交通について検討を継続
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

北海道

・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、観光客のバス
利用が進んでいない。

・運賃の支払いの簡便さ、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。

音更町 ・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。

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

バス協会

２－① 乗り継ぎ利便性の向上【周遊パスの導入】

利用可能エリアの全道への展開について側面支援

H29年4月～H30年3月の間、道央圏の外国人向け周遊
ﾊﾟｽを試験販売 周遊ﾊﾟｽ導入に向けた支援等の取組を実施

H28年度のバス事業者による道央圏における実証運行を踏
まえた通年販売及びエリアの拡大を側面支援
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

北海道

・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、より必要性が高いため、早急に導
入を検討すべき。
・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。

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道

バス協会

システム拡大に向け情報共有及び意見交換を実施

ICTを活用したバス情報提供システムの普及促進

２－② 乗り継ぎ利便性の向上【バスロケ、検索システムの導入】

継続的に関係機関と連携し普及拡大に向けた取組を実施

導入促進に向けた情報交換会を実施

情報収集の継続実施

「バスロケ等情報提供高度化事業に関する検討会」を開催し、導入促進に向けた取組を実施

バスロケーションシステム視察等研修会を開催

6



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

北海道

・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向上につながる。
・「EV等の未設置」「車両内の荷物置き場不足」「大型コインロッカーの不足」等により、大型のスーツケースを
持った水平・垂直移動に多大な労力を要する。

・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となっている事例もある。
・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、持ち歩きに苦労している旅行者が多い。
・手ぶら観光（宅配）とコインロッカー設置とどちらを優先的に進めるべきか難しい。

函館市 ・市電の利用に際し大型キャリーケースが主流となっており、通行の妨げとなることから遅延の原因となってい
る。

２－③ 二次交通の確保【大型荷物の対応】
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

JR北海道

新幹線車両・S北斗号一部編成・Sとかち号編成に荷物置場設置

手ぶら観光ロゴマークを満たすカウンター設置数増加に向けた働きかけを実施

H28年度に実施した国際手ぶら観光サービス事業を「札幌
市内ホテル連絡協議会」で紹介し、今後の本格運用に向け
た展望について案内

繁忙期において、外国人利用が多い列車を中心に可能な範囲で増結等の対応

銭函駅にエレベーターを設置

コインロッカーについて、各駅の需要動向を精査しながら対応

バリアフリー法の基準に基づき、対象駅の選定を進め、関係者
と連携を図りながら対応

緊急対策事業の活用の働きかけを実施
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

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カードのニーズが高まっている。

小樽市 ・小樽を越えるとバスのICカードが使えなく不便。

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

JR北海道

事業者と意見交換を実施

継続的に小樽以降はICを利用できないことを周知

２－④ 乗り継ぎ利便性の向上【ICカードの導入】

必要に応じ関係者において協議の場を設置
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）
３－① 宿泊施設の確保【宿泊施設の不足対策】

地域 現状及び課題

北海道
・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が取れない状況は、函館地区、千歳地区、十勝川温泉地区、富良
野・美瑛地区、層雲峡地区、阿寒地区などでも発生。

道央圏 ・オンシーズンは要望があったとしても道央圏、とりわけ札幌市中心のホテルが取りづらい。

ニセコ地域 ・スキーシーズンの宿泊客は全体の７２％が外国人となっており、冬季は飽和状態となり予約を断っている。
・清掃スタッフ等の人手不足のため、部屋を全て稼働できない。

洞爺湖町 ・中小の宿泊施設は後継者が不足しているため、廃業に至る施設もある。

小樽市 ・宿泊施設の稼働率も上がってきており、ショルダー期である秋においても宿が取れない時期があった。
・小樽は宿泊キャパが少ないが、土地が少なく新規ホテルが進出しづらい背景がある。
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道

観光振興機構

北海道経済産業局

ジェトロ北海道

VJ事業、広域観光周遊ルート形成促進事業等により広域分散化・平準化を推進

住宅宿泊事業法の成立を受け、観光庁と連携した情報提
供を実施

閑散期及び道央以外地域の魅力を情報提供 継続的に市場・ニーズに応じた観光プロモーションを展開

海外アンケートや各種調査結果を活用し継続的に地域の受
入体制を整備

「地域未来投資促進事業費補助金」により、外国人観光
客の消費を取り込むための環境整備を支援（H29:富良
野市内における宿泊施設の整備を支援）

H30年度予算により、外国人観光客の消費を取り込むための
環境整備を支援

観光関連投資の情報収集等を継続的に実施

「宿泊施設不足解消に向けた長距離フェリー活用検討
会」の意見を、今年度実施の「北海道を発着する中長距
離フェリーの活性化調査事業」に反映し、フェリーを利用し
た旅行商品造成等を検討

宿泊施設不足等の課題に対し、外国企業の誘致事業を通じて、外国企業の進出等を促す

宿泊施設として長距離フェリーが活用可能となる方策を検討
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

北海道
・耐震診断義務づけ対象の大規模なホテル旅館にて、耐震改修が必要になる可能性。
・北海道の大規模温泉旅館は大広間があり、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。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道

道内の宿泊施設の情報を把握し、関係者間で検討

３－② 宿泊施設の確保【耐震改修】

中小企業総合振興資金「経済環境変化対応資金：防災・減災貸付（耐震改修対策）」による融資の円滑化を実施

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への経費の一部補助を実施
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

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航空機を利用できない場合、航空会社が宿泊施設と
直接交渉して手配しているが、確保が難しいことがある。

・各宿泊施設に個別に空室の確認を行うことは非常に煩雑かつ非効率。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

千歳市

空港事務所

３－③ 宿泊施設の確保【イレギュラーな運航時の対応】

航空会社・宿泊施設間メーリングリストの検証等

市内ホテルのリスト更新及び情報共有を実施

航空会社・宿泊施設間メーリングリストの検証等
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）
４－① 無料公衆無線LAN環境【Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備】

地域 現状及び課題

北海道

・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）。
・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。
・道東は移動時間が長いので、移動中でのＷi-Fi環境充実が必須。
・特に、外国人観光客にとって、無くてはならないアイテムである。
・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発信を行える環境整備が必要。
・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。

札幌市
・国営滝野すずらん丘陵公園内でWi-Fi設置箇所が１箇所しかなく、広い園内で不都合が生じている。
・公共施設に「Sapporo City Wi-Fi」を設置したが、その存在や、利用できる場所が分からないため、
外国人観光客が使用していないケースがある。

ニセコ地域 ・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。

帯広市 ・主要観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。
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道開発局
北海道

北海道総合通信局

北海道経済産業局

北海道、観光振興機構

札幌市

小樽市

緊急対策事業により宿泊施設やフェリー等へのWi-Fi導入を支援

NTT、KDDIグループとの連携協定に基づきｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用環境整備を促進

国営滝野すずらん公園内のWi-Fi増設

「SapporoCityWi-Fi」の運用と利用可能エリアの周知

小樽市と連携して、観光地域動向調査により、通信環境
のインバウンドの利用実態調査を実施

民間事業者への初期費用補助

「公衆無線LAN環境整備支援事業」により支援

「商店街・まちなか集客力向上支援事業」により、商店街
組織等が行うWi-Fi環境等整備を支援（H29年度:釧
路市内商業施設）

H30年度予算により、商店街組織等が行うWi-Fi環境等整
備を継続支援

観光事業者、商店街等からの申請に応じて支援

広域観光周遊ﾙｰﾄ形成促進事業等により、Wi-Fi整備に
係る現地調査を実施

・北海道内の「道の駅」全119駅の、道の駅SPOT
（無料公衆無線LAN）の設置が完了

・道の駅SPOTのポータルサイトの英語版を整備
・ポスター、ステッカー等で利用案内の充実を図る

・新規「道の駅」が開設される際は、適宜、道の駅
SPOTを設置

北海道運輸局と連携して、観光地域動向調査により、通
信環境のインバウンドの利用実態調査を実施 15



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

札幌市
小樽市

・都心部にある待機場を利用せずに、都心部の観光地やショッピングエリア（道庁赤レンガ、テレビ塔、すすき
のなど）付近において、貸切バスが長時間路上停車をしている実態がある。

・貸切バスは、都心部で夜間駐車ができないため、郊外までバスを退避させている。そのため郊外までの往復
時間が原因でドライバーが長時間労働している。

・繁忙期の混雑時間帯によっては、貸切バスの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。

函館市 ・一部地域において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と重なっているため危険
な状態。近くに広い駐車場がなく、解決が困難。

美瑛町 ・広いが故に景観スポットが点在していて、駐車場の確保も必要となってきている。

５ー① 駐車場の確保【貸切バス・レンタカー等の駐車場確保】

16



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

札幌市

小樽市

美瑛町

H28年度に実施した、観光バス路上混雑解消に向けた
巡回啓発事業を継続実施する札幌市と情報共有

冬季繁忙期における「都市バス都心部整理等業務」の実施により、待機場利用促進及び路上駐停車実態を把握

パークアンドトレインのアンケート調査を実施

継続的に動態調査等を行い、駐車場の受入環境について情報収集を実施

待機場有料化後の利用実態を見ながら、より利用しやすい運営について検討

都心部における乗降場や待機場等の整備について検討

関係者と連携して路上混雑解消に向けた取組を検討

パークアンドトレインの実証実験等の実施を検討

17



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

千歳市 ・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不足している。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道
観光振興機構

６－① 多言語での情報提供・発信【新千歳空港観光案内所整備】

H28年10月に開設した外国人観光案内所により全道的な観光案内を実施

観光案内業務以外の収益事業の実施を含め検討

18



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）
６－② 多言語での情報提供・発信【ＨＰ、案内表記等の多言語での情報発信】

地域 現状及び課題

北海道

・スマートフォンを活用したバスの利用サイトを構築したが、多言語化が課題。
・FIT観光客が目的地にたどり着けず、問い合わせが来ることが多い。
・バスの系統が複雑で、外国人には理解しがたい。
・一般の路線バスについて、外国語表記が進んでいない。
・観光地の名称は重要だが、多言語表記の統一が進んでいない。
・情報発信は地域で色々やっているが、まだ伝わっていない。
・日本語サイトをそのまま翻訳しているケースが多いが、きめ細やかな情報発信や広域連携が必要。

網走市、
大空町

・FITのレンタカー利用増えているが、ナビの使い方が分からない外国人もおり、案内看板の多言語表示の改
善が必要。

紋別市 ・紋別市案内サイトの情報が十分でない。

千歳市 ・FITの増加で今までインバウンドが行かなかったような店にも行くようになったが、英語のメニュー表が無い。

19



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道総合通信局

北海道経済産業局

北海道

観光振興機構

バス協会

観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン周知により統一表記を促進

「地域観光振興事業」で地域が行うウェブサイトや観光パンフレット等の多言語化を支援

継続的にバスロケ等情報提供高度化事業に関する検討会を開催し多言語化を実施

デジタルマーケティングを実施。結果をもとに情報発信や他事業（海外向け映像制作やSNSクロスメディア発信等）との連携
強化

社会資本整備総合交付金にて真駒内公園・オホーツク公園の案内ｻｲﾝ等の多言語化を実施

緊急対策事業により多言語化を支援

北海道総合通信局と連携して、多言語音声翻訳システム「VoiceTra」の周知・広報の取組を実施

「VoiceTra」等の多言語音声翻訳システムの普及促進

「商店街・まちなか集客力向上支援事業」で、商店街等の
多言語での情報発信を支援（H29:釧路市内商店街）
「IoTを活用した新ビジネス創出推進事業」により、IoTを
活用した訪日外国人へのおもてなしサービス向上に向けた
地域実証を実施（H29:釧路市）
「ｺﾝﾃﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ需要創出基盤整備事業」により、コンテン
ツの字幕・吹替等の現地化、及び見本市の出展を支援

H30年度予算を活用し、商店街等の多言語での情報発信
を支援

H30年度予算を活用し、IoTを活用した訪日外国人へのお
もてなしサービス向上に向けた取組を実施

20



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）
６－③ 多言語での情報提供・発信【観光案内所の充実】

地域 現状及び課題

北海道 ・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、外国人観光案内所の導入について躊
躇している状況。

帯広市
・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加し、FITの急増を実感している。
・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。
・人材不足で募集をかけているが配置できていない。

伊達市
・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。

・周辺地域の観光案内や情報提供等の対応が遅れている。

弟子屈町

・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。

・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されている案内所は、認定要件に
満たないためJNTOの認定申請はしていないが、問い合わせがあった際は、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。

紋別市 ・観光協会など窓口は設置しているものの、多言語を話す職員がないため、筆談での対応が多い。

十勝・道北
・日高 ・JNTO認定外国人観光案内所のないエリアもあり、観光情報の提供が遅れている可能性がある。 21



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道開発局
北海道 他

北海道総合通信局

北海道経済産業局

帯広市

緊急対策事業により観光案内所の機能向上に向けた支援を実施

外国語スキルを持った人材の起用による案内機能を強化

「道の駅」リーフレット（英語版・繁体字・ハングル）の配布

「道の駅」スタンプラリーの外国人向け対応

北海道総合通信局と連携して、多言語音声翻訳システム「VoiceTra」の周知・広報の取組を実施

「VoiceTra」等の多言語音声翻訳システムの普及促進

「地域未来投資促進事業費補助金」により、外国人観光
客の消費を取り込むための環境整備を支援（H29:富良
野市内における観光案内所の整備を支援）

22

H30年度予算により、外国人観光客の消費を取り込むための
環境整備を支援



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）
７－① 多言語人材の確保・充実【スタッフ等の多言語人材の充実】

地域 現状及び課題

北海道

・インバウンド旅客に対するJR券販売や案内のために新千歳空港、札幌駅内に「外国人インフォメーションデ
スク」を平成17年に設置している。
・繁忙期には通訳アルバイトを雇用しインバウンド旅客への案内をしている。
・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、
適切な案内業務に支障をきたす事象が発生。
・FITが増加し交通案内等の対応が十分でない。
・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している。

宗谷地域

・フェリーの乗船窓口は十分な外国語対応が出来ていないため、乗船時など混雑が予想される場面において
十分なサービスを提供できていない。
・駅前ターミナルで期間限定でタブレットによる通訳を実施しているが、スピード感の問題があり、多言語スタッ
フの充実が必要。

旭川市 ・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。
・JRに外国語対応出来る人材がいないため、緊急時に多言語でのアナウンスができない。

23



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道総合通信局

観光振興機構

ＪＲ北海道

ジェトロ北海道

稚内市 稚内観光協会にロシア語を話せる職員を配置

地元観光団体と連携した案内機能向上
（登別駅内に案内所設置、釧路駅内の案内所移設）

繁忙期に、外国人旅行者増加が見込まれる駅への通訳スタッフを配置

電話通訳サービス、iPadの活用

札幌駅、新千歳空港駅、新函館北斗駅への通訳の通年配置

継続的に留学生スキーインストラクター養成プロジェクトを実施

継続的に「地域観光振興事業」「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」において外国語併記の観光案内板の整備や実
践的研修の実施

北海道総合通信局と連携して、多言語音声翻訳システム「VoiceTra」の周知・広報の取組を実施

「VoiceTra」等の多言語音声翻訳システムの普及促進

中堅・中小企業に対し、外国人への接遇、コミュニケーション、異文化理解に関するワークショップの開催、個別相談

ロシア語以外の人材確保
24



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

北海道 ・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、本来の魅力を伝えきれずリピーター獲得の機会を逃している。

網走市 ・食や景観、歴史・文化をテーマとした施設等の観光施設を有している反面、外国人ニーズの高い体験型観
光に対するガイドの人材不足やスキル向上が課題。

美瑛町 ・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体験の要望が来ているが、ガイドが1人しかいない状況。

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道
観光振興機構

網走市

７－② 多言語人材の確保・充実【通訳ガイド、通訳案内士の不足】

継続的に留学生スキーインストラクター養成プロジェクトを実施

受入人材セミナーの開催

継続的に「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」において通訳案内士等の観光人材の育成

通訳案内士法の情報提供

25



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

北海道 ・従来は団体ツアーがほとんどであり、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が、FITの増
加・多国籍化に伴い、バスやタクシーのドライバーによる言語対応の機会が増え、その対応に苦慮している。

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道

ハイヤー協会

７－③ 多言語人材の確保・充実【ドライバーの多言語対応】

「実践的インバウンドおもてなし育成事業」によりタクシードライバー等観光人材の育成研修を実施

「英語応対能力検定」制度を活用した事業者、乗務員の
語学能力向上を推進

外国人対応者研修会にタクシー乗務員が参加

継続して、インバウンド対応、語学能力向上のための検定や
研修会の推進

26



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）
８－① 災害緊急時の対応体制【災害時及び傷病等緊急時対応】

地域 現状及び課題

北海道 ・道内各地域において災害時の外国人対応が課題。
・FITが増えるなか、傷病者等緊急時の対応は、全道的には十分な体制が整っていない。

登別・洞爺
地域 ・噴火の際、火山を知らない外国人をどのように誘導して避難させるかが課題。

富良野市
美瑛町

・十勝岳噴火や冬の暴風雪に対してどのように情報発信していくかはっきりしておらず、災害時の対策が課題
となっている。

宗谷地域 ・団体旅行は病気・ケガが発生しても添乗員を介して対応可能だが、FITの場合は正確なエマージェンシー
コールが出来るか不安。

ニセコ・
倶知安
地域

・スキーシーズンに外国人の病気・ケガが発生しており、特定の病院に診療が集中することから、住民の診療
にも影響を与えている。
・スキーシーズンの観光客の一部には、地域のルールを無視して危険地域を独自の判断で滑るケースがあり
問題視されている。
・外国人旅行者の救急搬送のとき、通報場所が分からず到着に時間を要する。
・緊急性の無い外国人患者が休日や夜間の時間に来院する、コンビニ受診が多い。
・医療の専門性を備え、病院のシステムや地域のことについて理解している通訳の人材確保が課題。
・海外の旅行保険を利用する場合、支払の了解を得るまでに時間がかかり、治療の着手が遅れる。

27



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道厚生局
北海道運輸局

北海道

観光振興機構

山岳遭難防止
対策協議会

札幌商工会議所

ニセコ町
倶知安町

登別・洞爺地域

関係者との意見交換会の実施

災害時初動対応に関するセミナー等を開催

外国語対応可能医療機関一覧を作成し、ＨＰに掲載

倶知安町厚生病院にて窓口に通訳を配置

医療機関受診の多言語しおりを作成

災害時の対応体制構築に向けた実証事業を実施
（避難誘導マニュアルの作成・訓練実施、交通情報一
元化サイトの構築）

訪日外国人の医療機関における円滑な受診に向けた取組を継
続

災害時初動対応マニュアルの普及啓発及びセミナー等の開催

外国人の医療受診の把握と日本の診療ルールの周知等
に関する検討 Ｈ２９年度の検討した対応方針に沿って取組を推進

シンポジウムでの啓発実施、登山者やスキー利用者に対する注意喚起の周知に関する議論を進める

「交通情報一元化システム」の構築（実証実験） H29年度の実証実験を踏まえて観光客の二ーズに対応

北海道運輸局との共催で有珠山噴火を想定して避難誘
導訓練の実施 28



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

北海道
・免税店登録は、外国語対応スタッフの人材確保・人件費、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い。

・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因となっている。

函館市 ・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。

千歳市 ・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。

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道経済産業局

ジェトロ北海道

９－① 旅行消費額の拡大【土産品の検疫と免税店の拡大】

外国・地域の輸入規制等貿易相談の実施及び情報提供

免税制度説明会等において一括カウンター制度導入を始め、地方での旅行消費拡大を支援

「商店街・まちなか集客力向上支援事業」により、商店街
組織等が行う免税手続きカウンター設置を支援
（H29:釧路市内商業施設）

免税商店街形成の地域の意識を高めるため、免税懇談会を開催

H30年度予算を活用し、商店街組織等が行う免税手続き
カウンター設置を継続支援
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

道東 ・釧路市内の銀行は両替できるところもあるが、阿寒地区や弟子屈町は郵便局とセブン銀行のATMでしか
両替できない。

ニセコ地域 ・ホテル内にセブン銀行のATMを設置している所もあるが、コンビニ内の設置でないため経費が割高なうえ、
夏季の利用が少ないため採算がとれない。

利尻・礼文 ・決済環境においては島のほとんどがカード非対応。

小樽市 ・電子マネーやスマホ決済（アリペイ、ウィーチャットペイなど）の出現で決済手段が急激に多様化して
いるが、店舗が対応できずに消費機会を逃している。

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道経済産業局

ニセコ町、倶知安町

９－② 旅行消費額の拡大【決済環境整備（両替対応の充実含む）】

継続的に緊急対策事業の調査結果を共有し地域の旅行消費額拡大の取組を支援

H30年度建設予定のひらふ高原地区観光中核施設内に
ATMを設置に向けた協議を継続

「IoTを活用した新ビジネス創出推進事業」により、IoTを活
用した訪日外国人へのおもてなしサービス向上に向けた地域
実証を実施（H29:釧路市）

H30年度予算を活用し、IoTを活用した訪日外国人へのお
もてなしサービス向上に向けた取組を実施

H31年3月のひらふ高原地区観光中核完成に合わせて
ATM設置
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

北海道
・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い。
・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
ツに関する情報発信が旅行者にあまり行き届いていない。

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

９－③ 旅行消費額の拡大【消費機会の増大】

広域観光周遊ルート形成促進事業・観光地魅力創造事
業により、滞在コンテンツの充実、名産品の開発等を推進 H29年度の実績を基に、引き続き検討

31

北海道経済産業局
中小企業地域資源活用促進法に基づき、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を支援

農商工等連携促進法に基づき、中小企業と農林漁業者が連携して取り組む観光コンテンツ・観光メニューの開発を支援



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

北海道 ・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え難い。また、日本人客が敬遠する。
・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。

富良野市
美瑛町 ・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。

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

観光振興機構

美瑛町

ニセコ地区

10－① おもてなし、日本の習慣等の周知【外国人旅行者へのマナーの周知】

観光マナーガイド（英・中）の配布 マナーガイドの内容修正や増刷により継続的な情報発信

渡航前周知や関係者間での有効事例の共有について検討

撮影ルールの提言

外国人のマナー対応について状況確認を実施
32



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

北海道 ・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。

ニセコ地域 ・新千歳空港から深夜到着または早朝出発のお客様には、エリア内の案内所が営業時間外となるため、交
通案内や移動のサービスが提供できない心配がある。

小樽市 ・外国語による必要最低限のサービスはできているが、もう一歩踏み込んだサービスができておらず、ビジネ
スチャンスを逃している。

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道経済産業局

札幌商工会議所

ジェトロ北海道

小樽市

10－② おもてなし、日本の習慣等の周知【受入体制及びおもてなし意識向上】

外国人観光客等受入研修会実施 小樽・北後志広域インバウンド推進協議会において受入体
制の充実を図る

緊急対策事業によりトイレの洋式化を支援

「おもてなし規格認証」の普及

中堅・中小企業に対し、外国人への接遇、コミュニケーション、異文化理解に関するワークショップの開催、個別相談
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「インバウンドビジネスマッチング交流会」の開催

「スマイル・サービスバッジ」の普及促進と「おもてなし語学・文化講座」の実施



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

北海道
・インドネシア、マレーシアからの観光客が増えており、ムスリム対応に不安を感じている。
・宗教やアレルギーに対応する成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の機会
を逃している。

札幌市 ・ムスリム旅行者にとっては安心して旅行が出来るか否かの判断情報が少ないため、旅行先として選ばれてい
ない可能性もある。

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

観光振興機構

10－③ おもてなし、日本の習慣等の周知【ムスリム対応】

ムスリムの基礎知識に関する研修会実施 市町村からの要望に応じ継続的に研修会・セミナーを実施

JTB旅ホ連の協力のもと食材ピクトグラムを関係者へ周知
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

北海道

・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、検討の余地がある。

・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分。
・道路案内標識の英語について、外国人にわかりやすい表記へと改善が必要。
・交通ルールだけではなく冬道の運転方法についてもレクチャーする必要がある。
・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、パンフレット等での啓発が必要。
・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、すべての旅行者にわかりやすい道案
内を推進。

･北海道内における外国人観光客は、季節による来訪者数の偏在が見られることから平準化が必要。また、
宿泊地が道央圏に集中しており、インバウンド観光の経済効果を道内各地に波及させていくことが重要。

函館市 ・レンタカー利用の外国人旅行者が、市電の方向指示器を一般車両向けと勘違いしている。

11－① レンタカーの安全確保【安全運転啓発及びトラブル防止】
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道運輸局

北海道開発局

北海道ドライブ観光促
進社会実験協議会
（21機関、事務局:北
海道開発局）

北海道

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
業を実施 実証事業の結果を関係機関に周知、情報共有

動画等による交通安全の啓発活動を継続的に実施

13箇所の交差点名標識の改善を実施
（H27年度からの累計で38箇所） 新規改善箇所をとりまとめ継続して取組を実施

北海道ドライブ観光促進社会実験
（H29.9.1～11.30）
・主にレンタカーを利用して道内を周遊する外国人観光
客を対象に、スマートフォンによるアプリを活用して、道内、
特に地方部の観光資源や割引等の特典提供施設の情報

などを効果的に発信
・外国人ドライブ観光客の移動経路や立ち寄りスポット等を
分析
・Facebookで冬道運転を注意喚起

平成29年度取組結果を活用してもらう。
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

地域 現状及び課題

北海道
・北海道は近畿、中国、四国地方の合計面積に匹敵する広大な地域であり、都市間距離は２～３倍と、
広域分散社会を形成する状況下で、主要都市間や観光地等を結ぶ高規格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れていない。

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道開発局
・十勝ｵﾎｰﾂｸ自動車道(陸別小利別-訓子府IC

間)H29.10.9開通済
・日高自動車道 門別厚賀道路 (日高門別IC-厚賀

IC間)の開通

12－① インフラの整備・利活用【広域幹線道路網の整備】

・函館・江差自動車道 茂辺地木古内道路(北斗茂
辺地IC-木古内IC（仮）間)

・深川・留萌自動車道 幌糠留萌道路(留萌大和田
IC-留萌IC（仮）間)

・釧路外環状道路(釧路東IC-釧路別保IC間)
の開通

地域 現状及び課題
札幌･千
歳・中富
良野地区

・観光シーズンの渋滞が発生している地域もあり、外国人ドライブ観光客ストレス無く移動できる環境が課題。

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道開発局 ・経路誘導、渋滞情報提供、臨時駐車場運用
・幅広路肩を活用した車線運用

12－② インフラの整備・利活用【観光地における渋滞対策】

・他の対策手法も含め、関係機関と協議しながら抜本
的な解決策の検討を推進
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

12－③ インフラの整備・利活用【魅力ある観光空間の創出】
地域 現状及び課題

北海道 ・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、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。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

市町村、北海道開発局
等 ・各種イベント等の開催やルート設定や案内看板や案内表示などの改善の余地について引き続き検討

地域 現状及び課題

北海道

・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。

12－④ インフラの整備・利活用【無電柱化による景観改善】

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

北海道開発局 ・八幡ビューポイントパーキングにて羊蹄山の眺望を阻害
する電線を移設し、景観改善を実施

・地域と連携して、更なる地域の魅力の向上のため、景観の
向上に向けた取り組みを推進
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）
１４－① 【文化財の観光資源としての活用促進】観光資源としての環境整備

地域 現状及び課題

北海道

・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。

・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して活用し、情報発信力を強化していくことが重要。

江差町
・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。

上川町 ・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。
・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「見せ方」が課題。
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

推進チーム

北海道教育委員会

北海道経済産業局

北海道総合通信局

北海道
北海道観光振興機構

北海道運輸局

「日本遺産」関連地域の課題を把握し、各機関の施策の
情報共有を行うことで、地域の課題解決向けた検討 関係者が連携して取組を推進

国庫補助事業等の活用により耐震診断や耐震対策を促進

全国の先進事例等の情報収集・共有、対応策の検討

国の制度改正を踏まえた対応を推進

中小企業地域資源活用促進法に基づき、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発・販路開拓・観光集客等を支援

「公衆無線LAN環境整備支援事業」により支援

「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」において、外国人観光客受入のための現場対応者向けの研修を実施

北海道総合通信局と連携して、多言語音声翻訳システム「VoiceTra」の周知・広報の取組を実施

「VoiceTra」等の多言語音声翻訳システムの普及促進

H30年度予算により、商工会・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発・販路開拓・観光集客
等を継続支援

40



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）
１５－① 【国立公園の世界水準のナショナルパークとしてのブランド化】ブランド化の推進

地域 現状及び課題

北海道

・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、「国立公園満喫プロジェクト」を着実に進めていく必要がある。

・日本の豊かな自然環境を体感できる国立公園は、インバウンドの認知度や人気が高く有効であるが、ブラ
ンド化のためには、統一された整備やサービスが必要である。

実施主体 スケジュール
平成２９年度内 平成３０年度以降

推進チーム

北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所

北海道経済産業局

HATA

各国立公園の連絡会議等において満喫プロジェクトの進捗状況等を周知・共有

満喫プロジェクトを推進するための方策について、各実施主
体における取組状況を踏まえ対応方針を検討 関係者が連携して取組を推進

阿寒摩周国立公園においてステップアッププログラムに基づく取組を実施

訪日外国人を対象としたプロモーションの手法を検討 H29年度の検討を踏まえたプロモーションを実施

ATTAメンバーの北海道への招請、ATTAサミットへの参加 H29年度の事業を踏まえ、関係プロジェクトを支援

HATAのWEBサイトの構築、米旅行会社・メディアの視察
旅行の実施 継続して、WEBサイトの更新・拡充、視察旅行の実施

ATTAサミットへの参加
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

１５－②【国立公園の世界水準のナショナルパークとしてのブランド化】利用者の受入環境整備
地域 現状及び課題

北海道

・既存のブロック連絡会において把握した国立公園内における規制の内容等に関する課題について、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。

・「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。

稚内市 ・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る。
・英語が話せる人材が不足している。

札幌市
登別市
ほか

・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。

登別市
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。

東川町
登別市
ほか

・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。

千歳市 ・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。
稚内市
東川町
ほか

・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く、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。
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

推進チーム

北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所

北海道
北海道観光振興機構

「プライムロードひがし北・
海・道」推進協議会
北海道運輸局

千歳市

把握された課題を踏まえ、地域関係者との円滑な情報共
有方法等について、関係者間において対応方針を検討 関係者が連携して取組を推進

国立公園の課題について、各国立公園の連絡会議等において情報共有を図り、関係者間で対応を議論・検討

Wi-Fiを道内6国立公園の17か所のビジターセンターに
導入

継続的に「地域観光振興事業」「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」において、外国人観光客受入のための現場対
応者向けの実践的な研修の開催

ATTAの教育プログラムを釧路で開催、
情報共有セミナーの開催

英語で語れるガイド育成の受け皿や外部アドバイザーによる研
修等を実施

ATTAのガイド育成プログラムを実施予定

NTTに対して、光サービス提供について要望 光サービスが提供され次第Wi-Fi環境整備に
向けた事業を推進
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訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

１６－①【滞在型農山漁村の確立及び農泊の推進】受入体制の整備
地域 現状及び課題

北海道

・広大な自然を有する北海道ならではの食と、農林水産業における景観や生活を体感できるプログラムの確
立が必要。

・農山漁村の地域の人々と交流を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
立・形成していく体制を早急に構築する必要がある。

栗山地域
月形地域
七飯地域
鹿追地域
寿都地域
白老地域
旭川地域
えりも地域
鶴居地域

・農泊の総合的な地域のワンストップ窓口がないことや、地域内での連携がとれていないなど、地域における
体制の整備が課題。
・農泊をビジネスにしていくためには専門人材の確保が困難であることや、プロモーションを担う人的体制とノウ
ハウが不足しているなど、人材不足が課題。
・常勤体制を支える財源確保や「農泊」への先行投資することの合意形成、資金繰りの問題など、資金面の
課題がある。
・景観や食の伝統などの資源の発掘と磨き上げや、冬場の魅力的なコンテンツの開発・発信の必要性など、
観光コンテンツの開発が課題。
・閑散期の需要不足が課題。観光客の多くが春から夏に集中しており、オールシーズンでの集客の確保が難
しい。
・空き家古民家等を活用するにあたって、町内の実態や活用可能性が明らかになっていないことや、廃校を利
用した宿泊研修施設が老朽化により改修が必要などの課題がある。
・農村地域への二次交通手段がない。
・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は、以下の整備が必要。
①宿泊施設、②洋式トイレ、風呂の整備、③多言語表示施設、④Wi-Fi整備、⑤カード決済システム、⑥予約システム44



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

推進チーム

北海道（農政部）

北海道農政事務所

北海道経済産業局

北海道（観光局）
北海道観光振興機構

北海道運輸局

北海道総合通信局

農泊に積極的に取り組む地域の課題を把握し、各機関の
施策や支援メニューなどの情報共有を行い、地域の課題解
決につながる方法について検討

関係者が連携して取組を推進

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

各地域の特色を活かした構想づくりを支援

全道ネットワーク会議を開催し、体験・交流プログラムの作り方、地域ぐるみの滞在型観光商品化、コーディネート組織の組成
等について情報交換を実施
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、及び活用事例の紹介やア
ドバイスを実施

インバウンド観光セミナーを開催
「食・観光」地域連携シンポジウムを開催

「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」において、外国人観光客受入のための現場対応者向けの研修を実施

農商工等連携促進法に基づき、中小企業と農林漁業者が連携して取り組む観光コンテンツ・観光メニューの開発を支援

魅力創造事業で着地型旅行商品や名産品の開発を支援

「公衆無線LAN環境整備支援事業」により支援

緊急対策事業によりトイレの洋式化を支援
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SAVOR JAPANの取組みによる海外への情報発信を支援
六次産業化・地産地消法により農林漁業者が取り組むインバウンド向け商品の開発等を支援



訪日外国人旅行者の受入に向けた現状把握・課題整理について（概要）
１６－② 【滞在型農山漁村の確立及び農泊の推進】誘客プロモーション・情報発信

地域 現状及び課題

北海道
・小学校等の宿泊学習がメインで主に近隣学校にＰＲをしており、ＨＰからの参加者はほぼいない状況。
・ＨＰ、ＳＮＳ、雑誌、新聞等による発信を実施しているが、配布・発信できるツールが整備されていない。
・インバウンド向けの観光案内を含めた農泊や体験メニューの情報発信をするための多言語HPが未開設。

実施主体
スケジュール

平成２９年度内 平成３０年度以降

推進チーム

北海道（農政部）

農泊に積極的に取り組む地域の課題を把握し、各機関の
施策や支援メニューなどの情報共有を行い、地域の課題解
決につながる方法について検討

関係者が連携して取組を推進

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
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課題 取組の方法
地域：道東、道北

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(１－①)】広域観光周遊ルート周遊バス運行

今後の取組方針
◆ひがし北海道の魅力ある観光地を広域で周遊で
きる移動手段を整備することで誘客を促進。

◆平成29年度は冬期運行していない札幌・帯広
間を地域が自主的に運行しサウスルートへ接続。

取組の効果

○道東・道北は魅力的な観光スポットが
多く存在するが、広大なエリア内に点在
しており、近年個人旅行化がすすむ外
国人旅行者が効率よく周遊することが
困難。

○道央圏に集中する訪日外国人観光客
をひがし北海道エリアへ呼び込むため、
観光バスの基幹路線創造の可能性を
調査。

広域観光周遊ルートの世界水準への改善

解決主体：北海道運輸局、北海道観光振興機
構、「プライムロードひがし北・海・道」推
進協議会

開始時期：平成28年8月
取組内容：
南北で計4ルート、「秋期」と「冬期」の２つの期
間に分けて周遊バスを運行
周遊バスのチケットを海外向けWebサイトで販
売、又は各種旅行商品に組み入れること等によ
り販売を促進
利用客へのアンケート調査を実施

【ノースルート】
①札幌～富良野・旭川エリア～層雲峡
②層雲峡～オホーツクエリア～ウトロ

【サウスルート】
①札幌～富良野エリア～十勝川温泉
②十勝川温泉～阿寒・摩周エリア～ウトロ

【料金】2,000円～7,000円 各ルート１日１便運行
【運行期間】秋 期 平成29年9月1日～11月2日

冬 期 平成29年12月9日～3月17日

期間中の利用者数・地点ごとの乗下車数の集計、
アンケート調査を実施し、旅行者の流動調査手
法や本格運行へ向けた改善点の検証を行う。

○魅力ある観光地を周遊させる交通手段の整備が不十分のため、ひがし北海道への誘客が促進されていない問題への
対応策として、ひがし北海道の主要な観光地を巡りながら移動可能な周遊バスの運行実証実験を行う。

○昨年に引き続き２カ年目の実施。昨年は夏季の台風、年末の雪害の影響で実証実験としてのデータが得られなかった
ことから、今年度も実施する。

【冬版ルート図】

空港接続等を図
り旅行商品とし
ての価値向上

－

2018年中に検討

1



特例期間中における輸送回数は、平成27年度から平
成28年度にかけて増加傾向にあり、訪日外国人等の
新千歳空港利用者の需要に対応した、タクシーの供給
が可能。

課題

地域：新千歳空港

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック（１－③）】タクシーにより新千歳空港利用者の二次交通確保の取組

今後の取組方針

営業区域を拡大する措置を平成29年12月1日から平成
30年2月28日の間、実施する。
タクシーの営業区域は、「札幌交通圏」・「恵庭市」・「苫小
牧交通圏」など、一定の地理的範囲で設定されているが、
次の条件を満たせば、上記区域のタクシー事業者は、自ら
の営業区域に加えて、それ以外の区域と新千歳空港との
間の旅客運送が可能となる。
・当該空港を発・着地とする事前予約のある旅客
・法人タクシー事業者は、乗車定員６名以上のタクシー及
び都市型ハイヤー

◆空港タクシー乗り場の秩序維持に関して、新千歳空港事務
所から示された乗り場ルールを全事業者に周知し、指導強
化を図る。

2018年中に検討

◯新千歳空港におけるタクシー輸送について、一時的かつ大量に発生する旅行者の需要に対応する車両の確保が困難となっており、平成２７年度
から、冬期のタクシー輸送力不足に対応するため、新千歳空港におけるタクシー事業の営業区域を拡大する特例措置を実施した。

◯関係者にヒアリング等を実施する等、昨年度の取組の検証を行った結果、平成29年度においても、昨年度と同じ条件・期限を設定し、特例措置
を継続することで、新千歳空港における冬期のタクシー輸送力不足の解消を図る。

◆訪日外国人等の冬期における新千歳空
港利用者の増加により、タクシーによる輸
送の安定確保が困難な状況。

◆当該空港のタクシー乗り場については、平
成27年12月から指導員を増員し、整理
に努めているが、未だに利用ルールを守ら
ない事業者が存在する。

本取組の効果・影響について、輸
送実績の集約や関係者のヒアリン
グ等を実施する等、更なる事後検
証を行い、新千歳空港の利用者
利便の向上を推進する。

取組の方法

取組の効果（昨年度）

「世界一安全な国、日本」の良好な治安等を体感できる環境整備
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課題 取組の方法
地域：北海道内全域

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(２－①)】周遊パス導入による乗り継ぎ利便の向上

今後の取組方針

取組の効果

○道内におけるインバウンド客が加速的
に増加している中、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
客のバス利用が進んでいない。

○ 運賃の支払いの簡便さ、乗り継ぎの
利便性から、都市間バスを繋ぐパスの
発行はできないか。

○平成27年度北海道運輸局による訪日外
国人観光客を対象とした都市間バス等に
おける周遊パスの実証実験を実施。周遊
パス導入に向けた課題等について検証し、
平成28年度においても、実証結果を踏ま
え、バス事業者が主体となって事業を継続。

○今年度行われる十勝地区の周遊パ
スは実証実験で終わらすことなく、本
格的な販売に繋がるようサポートを適
時行っていく。

○乗り継ぎ利便性の向上が課題。
○訪日外国人観光客を対象とした都市間バス等における周遊パス
（道央圏）の実証実験を実施。

○平成29年度は、発売期間を通年とし、一
部エリアを拡大し、事業を継続中。「Inter
City(Central Hokkaido Bus PASS」

○平成29年11月から都市間バス等の一部
路線を除く十勝バス、北海道拓殖バスの十
勝管内全路線が乗れるパスの実証実験が
始まる。「VISIT TOKACHI PASS」

裏面

５日券 表面

○道央圏、十勝圏
のみならず、広範
囲での利用を望
む声が多いことか
ら、北海道全域
での展開の可否
を引き続き模索し
ていく。（予約制
都市間バスへ利
用拡大や、エリア
の拡大）

「Inter City(Central Hokkaido Bus PASS」

「VISIT TOKACHI PASS」

国土交通省

公共交通利用環境の革新 2018年中に検討
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課題 取組の方法

地域：北海道内全域

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(２ー②)】スマートフォンを活用したバスロケーションシステムに係る取組

今後の取組方針

取組の効果

国土交通省

○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、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、早急に導入を検討すべきである。

○現状のＨＰなどによる検索システム
は、バス停の名称しか表示しておらず、
目的地は行くにはどこで降りるか分かり
づらく、目的地検索機能を有するシス
テムが必要であり、また、これらの検索
システムは、訪日外国人が使用できる
多言語化されたものも必要である。

○平成27年11月からの旭川電気軌道、道
北バスを皮切りにふらのバス、十勝バス、
北海道拓殖バス、千歳相互バスでバスロ
ケ運用開始。

○平成29年4月より札幌市がバス等公共
交通の検索システムについて、多言語化
等の改修を実施し29年4月より運用を開
始。

その他の地域においても、阿寒バス等
においてバスロケ導入の動きがみられる
ことから、バスロケ等導入事例の紹介を
通じ、自治体・バス事業者等に対し、
システムの 一層の普及促進の働きか
けを行う。

○旭川における取組では、バスの到着時間
がわかり利便性が拡大した事から、バスの
本数を減便したにもかかわらずバスロケ導
入後、バス利用者数が増加した。

○乗り継ぎ利便性の向上が課題。
○訪日外国人旅行者等が使用できる、多言語バスロケーションシステムを導入。

公共交通利用環境の革新 2018年中に検討
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【北海道ブロック(３-①)】富良野市の｢おもてなし複合施設」整備に向けた取組

○富良野市では、インバウンドが増加する中、まちなかの宿泊施設が不足し繁忙期には料金も高いため、客足が周辺に流れていた。
○平成２６年に策定した中心市街地活性化基本計画に基づき、新たな回遊の核となる拠点の創出による中心市街地の活

性化を目指し、インバウンドを主たるターゲットとする「まちなかのおもてなしと滞留の拠点」を整備。

取組の方法
解決主体：ふらのまちづくり株式会社

取組時期：平成29年度（平成30年春開業予定）

取組内容：

JR富良野駅前地区にある空き店舗ビルをリノベー
ションし、観光コンシェルジュデスク（富良野エ
リアの観光に関するワンストップ相談窓口）、簡
易宿泊施設、地産地消レストラン等を整備する。

地域未来投資促進事業費補助金（まちなか集客力
向上支援事業）[経済産業省]を活用。

課題
地域：富良野市内

○観光施設のほとんどが郊外に
配置されているため中心市街地
を訪れる観光客が少なく、空洞
化が懸念される中、中心市街地
活性化基本計画に基づき整備さ
れた「フラノマルシェ」「フラ
ノマルシェ２」の来場者数が平
成２２年のオープン以来累計
700万人を突破（平成２９年１
１月）し、市全体の観光入り込
みに貢献。

○一方で、宿泊施設の不足、繁
忙期の宿泊価格の高騰が観光客
の満足度の低下を招き、リピー
ター獲得に繋がらない、といっ
た問題が発生している。

観光・滞在・食をキーワードとした「おもてなし複
合施設」が整備されることで、観光客をはじめとする
「まちなか回遊」人口の増加が期待される。

観光ビジョン掲載施策

連携する省庁

今後の取組方針

市が策定した中心市街地
活性化基本計画に基づき
行われる、外国人観光客
の消費を取り込むための
環境整備を引き続き推進
する。

地方の商店街等における観光需要の獲得

【参考】フラノマルシェ・フラノマルシェ２の来場者数
H22年度 55.5万人 H26年度 85.2万人
H23年度 66.8万人 H27年度 118.1万人(←ﾏﾙｼｪ2ｵｰﾌﾟﾝ)
H24年度 74.5万人 H28年度 121.0万人
H25年度 79.5万人 H29年11月に累計来場者数700万人突破

経済産業省、内閣府

取組の効果

「おもてなし複合施設」
完成イメージ図

概要

2020年までのＫＰＩ
2018年中に検討
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課題
地域：北海道全域

概要

観光ビジョン掲載施策

連携する省庁

解決主体：北海道開発局、北海道
取組時期：平成27年4月～平成30年3月（予定）
取組内容：▷北海道内の開業済「道の駅」全道の駅SPOT（無料公衆無線LAN）の設置が完了。

▷道の駅SPOTのポータルサイト（接続画面）から、道路交通情報や防災情報および周
辺の地域情報・観光情報等へアクセス可能。

▷ポータルサイトの英語版を整備。ポスター、ステッカー等で利用案内の充実を図る。

通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

○近年急増する外国人のレンタカー利用者に対し、北海道内を安全・安心に周遊いただくための対策が求められている。
○2017年度末までに北海道内の開業済「道の駅」全駅の、道路情報・地域情報等を提供する「道の駅SPOT」(無料公衆無線LAN)の設置が完了。
○以降、新規「道の駅」が開設される際は、適宜、設置を進める。

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。

▼「道の駅」に立ち寄る外国人旅行者

▲H28年に免税店を開設した「もち米の里なよろ」 今後の取組方針
新規｢道の駅｣が開設される際は適宜、道の駅SPOTを設置。

▼「道の駅SPOT」使う外国人旅行者 ▼「道の駅SPOT」英語版ポータル

2020年までのＫＰＩ
－

－

取組の方法

取組の効果
▼利用案内のステッカー

【北海道ブロック(４-①)】Wi-Fi環境の整備に係る取組
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地域：札幌市

課題

概要

観光ビジョン掲載施策

連携する省庁

【北海道ブロック(６－③)】外国人観光案内所（カテゴリーⅢ）の整備

○FITが増加する中、北海道においてはJNTO認定外国人観光案内所カテゴリーⅢの外国人観光案内所が少なく、北海道の
中でも最も多くの外国人観光客が訪れる札幌市には２カ所しかない状況である。

○JNTO認定外国人観光案内所カテゴリーⅢが新たに開設されることで、外国人旅行者への案内・情報提供が充実する。
さらに、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業により、機能強化を支援。

【JNTO認定カテゴリーⅢの主な要件】
・英語の他に２以上の言語での対応

が可能
・全国の交通・観光情報が提供可能

外国人観光案内所がほとんど整備されて
おらず、最も外国人観光客が訪れている
札幌市にも２カ所しかない状況である。

取組の方法

訪日外国人旅行者が快適に観光案内を受
けられる環境を整備。

取組の効果

解決主体：（株）ZERO・PLANNING
取組時期：平成３０年３月まで
取組内容：札幌市において、カテゴリーⅢの観光

案内所を開設（※国が１／３を補助）

今後の取組方針

FITが占める割合が年々増
加する中、北海道内には
JNTO認定カテゴリーⅢの

通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

JNTO認定の外国人観光案内
所の拡充に向けて、引き続き
訪日外国人旅行者受入環境整
備緊急対策事業を活用し、支
援していく。

「TOURIST LOUNGE enon」
〈観光案内所の概要〉

スタッフ常時３名
多言語サービスの提供

（英語・中国・韓国語）
観光情報（道内・道外）、
２次交通情報
デジタルサイネージ設置
無料公衆無線LANの整備

国土交通省

2020年までのＫＰＩ
2018年中に検討
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課題 取組の方法
地域：北海道

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

今後の取組方針

◆ ４年間で、３９名の認定指導員を育成
◆ 毎年複数のスキー場でインストラクターとして活躍

取組の効果

〇北海道のスノーリゾートには、世界中からパウダースノーを求めて多くのスキーヤーが訪れているが、外国人スキー客に対応出来るスキーインストラ
クターが不足しており、レッスンを受けたいというニーズに応えられない状況が発生。

〇留学生スキーインストラクター『おもてなしスノーレンジャー』育成プロジェクトは、この問題を解決するために北海道に来ている留学生に着目し、外国
人スキー客に対するレッスン受入体制の充実、母国への情報発信により海外からのスキー観光需要の喚起に寄与することを目的に、産官学の連
携による留学生スキーインストラクターの育成プロジェクトを立ち上げ外国語でスキー指導が出来るインストラクターを育成している。

〇 外国人スキー客に対応出来るスキー
インストラクターが不足

〇 中国の富裕層ファミリーが、スキー目
的で来道し、子供に中国語でレッス
ンをして欲しいというニーズが高まっ
ている。

解決主体：おもてなしスノーレンジャー育成チーム
＜構成団体＞NPOおもてなしスノーレンジャー、北海道スキー連

盟、札幌スキー連盟、北海道スキー学校協会、札幌
大学、北海道大学観光学高等研究センター、札幌
市、北海道運輸局

＜協力団体＞加森観光(株)、(株)ｽﾎﾟｰﾄﾋﾟｱ、北海道索道協会、
(株)りんゆう観光、北海道ｽｷｰﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ協議会

開始時期：平成25年10月

取組内容(平成29年度)：
理論講習の実施(平成29年11月23日)

実技講習の実施(平成29年12月16日～平成30年3月10日)

→毎週土曜日12回、水曜日ナイター8回

※認定指導員検定会 平成30年3月17日～18日

〇 今後も継続して事業を実
施し、毎年スキーインスト
ラクターを育成していく。

〇 スキー教育旅行やウイ
ンターキャンプを誘致し,
ローカルスキー場にイ
ンバウンドスキー客を取
り込む。

産業界ニーズを踏まえた観光経営人材の育成・強化

国土交通省

【北海道ブロック(７－①、②)】 留学生スキーインストラクター
『おもてなしスノーレンジャー』育成プロジェクト

2018年中に検討
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地域：道内全域

課題

概要

観光ビジョン掲載施策

連携する省庁

【北海道ブロック(８－①)】 災害対応体制の構築に向けた取組

○FITが増加する中、全道各地域において、外国人旅行者の避難誘導や正確な交通情報等の提供が課題となっている。
○外国人旅行者を円滑に避難誘導するための避難誘導マニュアルの作成を行うとともに、交通情報等を提供するポータルサイトを

作成することで、災害発生時における対応体制の構築を図る。

取組の方法

取組の効果

今後の取組方針

○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。

○災害時における、外国人向け避難
誘導マニュアルが作成されていな
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。

○自然災害等により公共交通機関
の運休があった場合における訪日
外国人旅行者に対する運休情報
や代替交通等の情報提供に課題
がある。

道内の宿泊施設等に対して、ヒアリング・アンケートを行い、
自然災害発生時における避難誘導状況等の実態を把握

■実態調査

■避難誘導マニュアル等の作成と避難誘導訓練の実施
登別・洞爺地域
洞爺湖畔の宿泊施設をモデルケースに、外国人旅行者
の避難誘導マニュアル・ツールを作成
10月3日に避難誘導訓練を実施（外国人24名参加）

札幌市
10月25日に地下街で避難誘導訓練を実施（外国人30名参加）

■交通情報等を提供するポータルサイトの公開
ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ「北海道 旅の安全情報」を作成（12月ｵｰﾌﾟﾝ）

作成した避難誘導マニュアルやツールを他地域に
普及展開していく。
ポータルサイトの活用により、継続して情報発信。

作成したマニュアルやツール、ポータルサイトの活用
により、外国人旅行者が安心して旅行ができる環
境を提供。

道内の公共交通機関と気象・防災に関する情報を一元化
災害避難情報ツール（アプリやマニュアルなど）を掲載
日本語・英語の２言語対応

洞爺湖町での避難訓練 ポータルサイト
「北海道旅の安全情報」

※訓練において、VoiceTraやメガホンヤクなどのツールなどを使用し、効果
を検証

「世界一安全な国、日本」の良好な治安等を体感できる環境整備

解決主体:北海道運輸局 ほか
開始時期：平成29年6月
取組内容：

総務省、気象庁

2020年までのＫＰＩ
2018年中に検討
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課題 取組の方法

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

今後の取組方針

広域観光周遊ルートの世界水準への改善

〇多くの食材を有する「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」のエリアにおいて、食を外国人旅行者誘客の目玉にすべく、エリア全体の魅力ある食コン
テンツを情報発信するとともに、各地域において受入環境を整備し、受入の機運を醸成する。

○エリア内の飲食店においては
メニュー等の外国語表記への
対応店舗が少なく、受入環境
整備が不十分である。

解決主体：北海道運輸局、きた北海道広域観光周遊ルート
推進協議会

開始時期：平成29年９月
対象者：エリア内の飲食店舗及び観光関係者

取組内容：

エリア内の地域（８カ所）において、食に関するセミ
ナー・ワークショップを開催。専門家による外国人旅行者
受入に係るレクチャーや旬の食材カレンダー等を制作。

飲食店舗（約50店舗）において、翻訳メニューの制作や、
各店舗が旬の素材を活かした新メニューの開発を実施。

エリアの魅力ある「食コンテンツ」をPRするために、ウェ
ブやパンフレットにより情報発信。

各地域で取り組んだ内容について発表会を行い、取組に関
して広く周知。

次年度以降は、今年度
各店舗が取り組んだ食
コンテンツについて、
情報発信を含めプロ
モーションなどに利活
用していく方向。

○同エリアでは、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。

○ルート全体の食コンテンツに
関する情報発信が旅行者にあ
まり行き届いていない。

＜ワークショップの様子（稚内市）＞

取組の効果
魅力ある「食コンテンツ」の創造及び情報発信により、きたルートにお
ける「食」に関する認知度が向上し、外国人旅行者の誘客促進が
期待される。

【北海道ブロック(９－③)】食コンテンツに関する魅力創造・情報発信に係る取組

2018年中に検討

－
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課題 取組の方法

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(１０－②)】トイレの洋式化等に係る取組の成果

今後の取組方針取組の効果

通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

〇訪日外国人旅行者が増加する中、和式トイレが多く、洋式トイレの数が足りていない。
〇訪日外国人旅行者が快適に過ごすことができる環境整備のため、観光地における和式の公衆トイレを洋式化する。

地域：北海道全域

観光地における和式トイレを洋式化する
ことにより、訪日外国人旅行者がトイレ
を快適に利用できるようになった。

近年急増している訪日外国人旅行
者が利用しやすい観光地における
洋式の公衆トイレが少ない。

訪日外国人旅行者の快適な旅行環境整
備のため、引き続き訪日外国人旅行者
受入環境整備緊急対策事業により、公
衆トイレの洋式化等を支援していく。北見ハッカ記念館

解決主体：月形町、小樽市、北見市、
洞爺湖町、北海道旅客鉄道
株式会社、有限会社湧水の里

取組内容：
和式トイレの洋式化に係る工事の実
施（８件）
洋式トイレの増設工事の実施

（１件）
洋式トイレの旧式から新式への交換
に係る工事の実施（温水洗浄便座を
設置するものに限る。）（１件）

国土交通省

2018年中に検討
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概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

今後の取組方針

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、すべての旅行者にわかりやすい道案内を推進。

課題 観光客の増加に伴い、観光地等へのアクセスのため、訪日外国人旅行者を含めた全ての旅行客にとってわか
りやすい道案内とする必要がある。地域：北海道全域

本年度実施予定の１３箇所の改善にあわせて新規対象
箇所をとりまとめ、継続実施予定

対象の観光地等の選定は、地域要望を十分
考慮のうえ検討し、関係機関や地元等との調
整を踏まえ、北海道ブロック道路標識適正化
委員会で議論し、改善を実施。

－

－

取組推移
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40

H27 H28 H29

交差点標識名改善の
取組箇所数（累計）

２

25

38

取組の方法 ＜対象観光地の選定＞ 交差点名標識に観光地名称を表示し、観光客に向けて観光地へのわかりやすい案内を提供。
観光客より「案内標識が目に入り迷わず行けた」等の意見があった。

取組の効果

【改善後】

【改善前】

「地方創生回廊」の完備

【北海道ブロック(11-①)】交差点名標識改善に係る取組
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北海道ドライブ観光促進社会実験

解決主体：北海道ドライブ観光促進社会実験協議会
（21機関、事務局:北海道開発局）

実験期間：平成29年９月１日
～平成29年11月30日

取組内容：
スマートフォン用アプリケーション「Drive Hokkaido!」
（㈱ナビタイムジャパン提供）を活用して、道内、特に
地方部の魅力的な観光資源や割引等の特典を提供する施
設の情報等を効果的に発信するとともに、外国人ドライ
ブ観光客の移動経路や立ち寄りスポット等を分析。

併せて、Facebookで冬道運転の注意喚起を実施。

取組の方法

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

今後の取組方針

・埋もれている地域資源の活用･
需要の創出
・外国人ドライブ観光客の移動経
路等の把握

取組の効果

○主にレンタカーを利用して北海道内を周遊する外国人観光客を対象に、閑散期における旅行需要の喚起と地方部への誘
導を目的とした取組を実施。

課題

個人旅行の増加等により、外国人へのレン
タカー貸渡台数が年々増加傾向にある中、道
内において季節による外国人観光客の偏在、
宿泊地の道央圏への集中が見られ、インバウ
ンド観光の経済効果が地方部まで十分に波及
していない。

地域：札幌市を除く北海道全域

－

－

本社会実験結果を今後の観光施策やプロモーション活動等に活用してもらう。

道央圏

72.9%

道南圏

7.6%

道北圏

12.5%

オホーツク圏

1.9%
十勝圏

2.5%
釧路・根室圏

2.6%

平成28年度 圏域別外国人
来道者宿泊延べ数

（千人泊）

滞在地分析（イメージ図）

結果分析中
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平成28年度

月別外国人来道者宿泊延べ数

閑散期

（出展：北海道「北海道観光入込客数調査報告書」）

（10kmメッシュ図）

【北海道ブロック(11-①)】ドライブ観光の促進
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課題 取組の方法
地域：北海道全域

概要

観光ビジョン掲載施策

連携する省庁

【北海道ブロック(１１－①)】レンタカーの安全性確保に係る取組の成果

今後の取組方針

従来までもペーパーによる周知等に取り組
んでいたが、読まれないこともあり効果的で
はなかった。今回タブレットでのクイズ形式に
したため、当事者が能動的に関わる必要が
あり、より印象に残る仕組みとなった。

取組の効果

○外国人旅行者のFIT化によるレンタカー利用が増加傾向にあり、レンタカー利用に際し安全性の確保が課題となっている。
○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。

・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。

解決主体：北海道運輸局・北海道地区
レンタカー協会連合会

開始時期：平成29年12月
取組内容
・日本の交通ルールの周知を目的とした、ク
イズ形式のアプリを作成。
・レンタカー貸出窓口において、同アプリをイ
ンストールしたタブレット端末を用いて、外
国人旅行者に日本の交通ルールの理解
度確認及び周知を実施。

今後はレンタカー協会が中心となり、
各レンタカー事業者の店舗にアプリをイ
ンストールしたタブレット端末を備え付
け、全道的な展開に取り組んでいく。

「世界一安全な国、日本」の良好な治安等を体感できる環境整備

－

2020年までのＫＰＩ
2018年中に検討
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課題 取組の方法

○北海道には豊かな自然環境や景観等、特徴的で魅力的な観光資源が存在し、近年、来道する外国人旅行者数は急増。観光立国の実現に向けて北海道
が果たす役割は大きい。

○一方で、インフラの整備や、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。
○特に北海道は、近畿・中国・四国地方の合計面積に匹敵する広大な地域であり、都市間距離は全国の約２～３倍と、国内他地域とは異なる広域分散
社会を形成しており、いまだ主要都市間や観光地等を結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れていない。

○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推進し、国際競争力の高い魅力ある観光の振興を目指す。

観光ビジョン掲載施策

連携する省庁

引き続き高規格幹線道路の整備を進め、観光地を結ぶ高規格ネットワークの充実を図る。
今後の取組方針

取組の効果

近年、来道外国人旅行者数は急増している一方、
北海道の都市間距離は全国の約2~3倍と、広域分
散社会を形成し、主要都市間や観光地等を結ぶ高規
格幹線道路のネットワークが十分に構築されていない。

平成29年10月9日に、十勝オホーツク自動車道 （陸別小利別～訓子府
IC 延長16km）が開通。
当該区間は、「広域観光周遊ルート」内にあり、観光拠点間を連絡する道路。

同区間の開通により、北見～帯広までの所要時間は、十勝オホーツク自動車道
未整備時と比べ、夏期で8分、冬期で9分短縮。
また、観光地への交通アクセスが改善されることにより、オホーツク圏の外国人宿泊
客数の増加も期待。

2020年までのＫＰＩ
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2018年中に設定

－

「地方創生回廊」の完備

【北海道ブロック(12-①)】広域幹線道路網の整備
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取組の方法

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

今回の取り組みにより一定の渋滞緩和効果は見られたものの、依然として渋滞は残存して
おり、他の対策手法も含め、関係機関と協議しながら抜本的な解決策の検討を推進する。

今後の取組方針

○北海道内の観光地周辺では、年間を通じた休日の渋滞や、イベント時・観光シーズンにおける一部の施設への需要の偏在などによる渋滞が発生している地域
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課題。

○国道237号中富良野町では、 ラベンダーが見頃となる7月3連休にラベンダー畑を訪れる観光目的の車両が集中することにより、旭川市・美瑛町方面へ向かう
直進車両を阻害する渋滞が発生するため、既存の道路空間を活用し、観光目的の車両と旭川市・美瑛町方向へ向かう車両を分離する車線運用や近郊駐
車場を活用したパーク＆バスライド等を行うことで、渋滞緩和対策を試行。

国道237号沿線でもある富良野美瑛地域
は、年間約700万人が訪れる道内有数の観
光圏。7月の3連休には中富良野町のラベン
ダー畑を訪れる観光目的の車両が集中し、
渋滞が発生。

課題 幅広路肩を活用した車線運用や、近郊駐車場・空き地等を活用したパーク＆バ
スライドにより近郊駐車場等と観光地を結ぶシャトルバスを運行。渋滞区間を極力回避する経路で運行。
近郊駐車場等を利用した人向けに割引クーポン（リフト50円OFF等）を配布。併せて、道路情報板による
広域的な混雑時間・区間の情報提供を実施し、仮設誘導看板設置および広報チラシ（中富良野町役
場、観光協会、観光事業者と協働）による取組周知を実施。（H29.7.15～17）

リフト割引券

周辺観光地のクーポン（案）

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰｿﾌﾄｸﾘｰﾑ割引券

お食事割引券

パーク＆バスライドでは、臨時駐車場を
116台が利用、199名が乗車（H29.7.15）。
当該取組により、前年度より渋滞長が
減少（H28：L=1.1km⇒H29：L=0.9km）※
※パーク＆バスライド取組時間帯（9:30～15:00）での平均渋滞長

取組の効果

－

－

シャトルバス経路

シャトルバス利用者用
臨時駐車場

臨時駐車場
（駐車場のみ）

「地方創生回廊」の完備

【北海道ブロック(12-②)】観光地における渋滞対策の取組
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課題 取組の方法

市町村・地域： 河川及び沿川

概要

観光ビジョン掲載施策

今後の取組方針

○美瑛川における平成28年度の工事によって、河川区間の堤防天端の舗装が完了し、サイクリングにも
活用可能となったため、美瑛川地区かわまちづくりワーキンググループによる試走会および親子試走会を
実施するなど地域と連携した取組を実施した。

取組の効果

○景観、歴史、文化及び観光基盤などの地域が持つ「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、地方公共団体や地元住民との連携し良好なまちと水辺
が融合した空間形成の推進を図り、訪日外国人旅行者の嗜好するサイクリングやカヌー等による空間の活用を促進する。

○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、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。

解決主体：市町村、北海道開発局等
○河川管理者と共同して、かわまちづくり計画を策定。
○計画に基づき、水辺空間の形成等のハード施策とあわせて、良好なまちと一体となった河川空間の多様
な利用等によるソフト施策を実施

〈平成２９年度美瑛川地区かわまちづくりの事例〉

各種イベント等の開催やルート設定や案内看板や案内表示などの改善の余地について引き続き検討を
進める。

魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・開放

ワーキンググループによる
試走会（７月） 親子試走会（１０月） 路面表示例

2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

－

－

【北海道ブロック（１２－③）】魅力ある観光空間の創出
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課題 取組の方法

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

取組の効果

景観の優れた観光資産の保全･活用による観光地の魅力向上

－

○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。

○ニセコ町の拠点となる道の駅『ニセコビュープラザ』周辺や羊蹄山周辺のビューポイント等においては、羊蹄山等の良好な景観が電柱や電線類に
より阻害されており、無電柱化による良好な景観の向上が必要。
○2017年8月、八幡ビューポイントパーキングにて羊蹄山の眺望を阻害する電線を移設し、景観改善を実施。

地域：ニセコ町等

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

国道276号 倶知安町
（八幡ビューポイントパーキング）

解決主体：・｢シーニックバイウェイ北海道
支笏湖洞爺ニセコルート
ニセコ羊諦エリア｣の活動団体

・電線管理者
・北海道開発局

取組時期：平成15年～平成29年8月

取組内容：電線・電柱の移設

今後の取組方針

地域と連携して、更なる地域の
魅力の向上のため、景観の向上
に向けた取り組みを推進

－

【北海道ブロック(12-④)】無電柱化による景観改善の取組
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課題 取組の方法

地域：阿寒摩周国立公園

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(１５－①)】阿寒摩周国立公園満喫プロジェクトの推進

今後の取組方針

◆ステップアッププログラムの取組を通じて、地域の魅力の再発見や磨き上げ、
人材育成、景観改善など地域力の向上が期待される。

◆阿寒摩周国立公園を訪れる外国人旅行者が増加することにより、地域経
済の活性化が期待される。

◆本年8月の阿寒摩周国立公園への名称変更により、阿寒地域及び摩周
地域が一体となった更なる取組が期待される。

取組の効果

国立公園の「ナショナルパーク」としてのブランド化

○ 平成28年3月に新たな観光戦略として政府がとりまとめた「明日の日本を支える観光ビジョン」において、改革を行う10の柱のひとつに
「国立公園のナショナルパークとしてのブランド化」が位置づけられた。

○ これを受け、阿寒摩周国立公園を含む全国８つの国立公園において、「国立公園満喫プロジェクト」として訪日外国人を惹きつける取
組を先行的、集中的に実施中。

○受入れ態勢の充実
・施設の利便性や快適性の向上
・まちなみ景観の改善
・案内や接客などサービスの向上
・二次交通の充実

○利用メニュー・滞在プログラムの提供
・利用者のニーズを的確に捉えた
メニュー・プログラムの提供

○プロモーションの促進
・阿寒摩周国立公園の魅力のＰＲ
など積極的なプロモーションの促進

○ブランドの確立と地域の活性化
・阿寒摩周国立公園ブランドの確立、
旅行消費額の向上など地域の活
性化

解決主体：阿寒摩周国立公園満喫プロジェクト地域協議会
開始時期：2016（平成28）年９月
取組内容：
「火山と森と湖が織りなす原生的な自然を堪能する」をコンセプトとし、地域協
議会を構成する関係機関・団体における具体的な取組内容を「ステップアップ
プログラム2020」としてとりまとめ
同プログラムに基づき、以下の取組を推進中
・阿寒湖マリモ観察ツアーの検討（平成30年度試行予定）
・川湯エコミュージアムセンターカフェの導入検討（平成30年度試行予定）
・阿寒湖温泉における「まちなかアイヌアートミュージアム」（一部実施中）
・ファムトリップによる地域資源の磨き上げ（平成30年1月実施予定） 等

○ステップアッププログラム
2020に掲げられた各主体
における取組の進捗状
況について定期的に確認、
共有。
○数値目標として掲げた訪
日外国人の国立公園利
用者数について毎年の推
移を踏まえつつ、より効果
的な取組を行うべく、ステッ
プアッププログラム2020の
改訂を行う。

環境省、国土交通省、林野庁、経済産業省

2018年中に検討
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地域：北海道全域
（特に国立公園エリア）

唯 一 の 世 界 的 機 関 で あ る Adventure

Travel Trade Association（ATTA 世界80

か国約1,000団体が加盟1990年設立）が

提唱する旅行スタイル。旅行者の滞在期間

が長く地元への経済効果も高い。

課題 取組の方法

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(１５－①、②)】新たな観光の柱へ アドベンチャートラベル推進の取組

今後の取組方針◆マスツーリズムとは一線を画す北海道ならではの旅行ス
タイルが確立できる。

◆一連の事業とATTAを通じて、アドベンチャートラベルの
巨大コミュニティと太いパイプを築くことができた。

◆多くの関係者（行政、大学、観光協会、民間企業
等）を巻き込み機運が高まってる。

取組の効果

国立公園の「ナショナルパーク」としてのブランド化

○アドベンチャートラベル（自然との関連性・身体活動・異文化体験のうち２要素を含む旅行形態）は、欧米を中心に２，６３０億ドル
の市場規模を有し、急成長中。

○全ての要素を満たしている北海道を、アドベンチャートラベルの世界的な旅行目的地に押し上げる。

2,630億＄

890億＄

３倍！

○欲しい情報を見つけられる窓口
○ターゲットの設定と的確な宣伝
○体験メニュー等を増やす試み
○外国語ができるアウトドアガイド不足
○顧客のためにガイドが運転する仕組み
づくり

○将来に向けて連携した取り組み

解決主体：北海道アドベンチャートラベル協議会（HATA）、観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議「国立公
園のナショナルパークとしてのブランド化」推進チーム

開始時期：平成２９年６月
取組内容：

北海道における窓口となる協議会（HATA）の設立（H29.6.21）
※７４団体にのぼる産官学の連携組織（主にPRとマーケティングを担当）
HATAのWEBサイトの構築 http://hokkaido-adventuretravel.com/ （H29.10）
米国大手アドベンチャー旅行会社・メディアによる視察旅行の実施（H29.9.30-10.9）
ATTAの年次総会 Adventure Travel World Summit（アルゼンチン）への参加（H29.10.16-19)
ATTA会長の北海道視察と、ネットワーキングイベントである Adventure Connect 実施（H29.9.18)
ATTAの教育プログラムである Adventure EDU を釧路で開催し８７名が参加（H29.9.27-28)

○HATAによるアドベンチャートラベラー受入れの推進
（ビジネスとして成立することが必要）
○「国立公園」推進チームによるアドベンチャートラベ
ラー受入れに関する課題の解決

○英語で語れるガイド育成の受け皿整備

国土交通省、環境省、経済産業省

2018年中に検討
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課題 取組の方法
地域：全道地域

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(16ー①、②)】農村ツーリズムの取組の成果

今後の取組方針

滞在型農山漁村の確立・形成

〇本道への訪日外国人を含む旅行者が増加する一方、農山漁村の受入体制や効果的な情報発信が十分に整備されていない。
○農林水産業のみならず、地域の多様な分野が連携した地域ぐるみの体制づくりを新たなグリーン・ツーリズム（農村ツーリズム）として推進し、農山
漁村の豊かな自然や文化、食、生活体験を都市との交流に活かすことで、農山漁村の活性化を図る。

○本道の農山漁村は、
人口減少や高齢化
により、これまで取り組
んできたグリーン・ツー
リズムの担い手やコ
ミュニティ機能の低下
が顕在化している。

○農家民宿・民泊は、
一般旅行者を受け入
れる割合が少なく、
H28アンケート調査に
おいて、高齢化等によ
る受入負担や農業へ
支障があるといった回
答が多かった。

解決主体：北海道 〔庁内農泊推進部会(農政部、経済部観光局、水産林務部)、各(総合)振興局関係課〕

開始時期：平成２９年４月
取組内容：
農泊の意向のある地域を掘り起こすための実態調査を実施
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（各振興局主催）
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）
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、体験・交流プログラムの
作り方、地域ぐるみの滞在型観光商品化、コーディネート組織の組成等について情報
交換

◆セミナー：岩見沢市、栗山町、月形町、石狩
市、ニセコ町、むかわ町、厚真町、浦河
町、日高町、旭川市、ほか８管内

◆勉強会：鶴居村、三笠市、七飯町、月形町、
根室市、白老町、栗山町、東川町、鹿
追町、寿都町、利尻町、帯広市、美瑛
町、中標津町

◆ネットワーク勉強会：札幌市、十勝管内

セミナー等の開催地
取組の効果

地域への支援を進めることで、
「地域ぐるみ」の受入体制の整
備と効果的な情報発信による
農山漁村の活性化が期待され
る。

地域ぐるみのイメージ

地域の歴史や文化などの特徴を活かし、
地元の誇りを取り戻すとともに、都市住
民が何度も訪れたくなる地域づくりを支
援するため、農村ツーリズム（農泊）の
モデル地域を全道に展開。

農林水産省

2018年中に検討
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課題 取組の方法

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【北海道ブロック(１６－①)】魅力創造事業に係る取組

今後の取組方針

モニターツアーの結果が活かされ、顧客
満足度の高い体験メニューや旅行商品
造成へ繋げる。

取組の効果

滞在型農山漁村の確立・形成

市町村・地域：事業実施地域

○体験観光メニューのさらなる
磨き上げ

○観光資源の掘り起こし（冬
の魅力等）

○知名度の向上
○通過型から
滞在型の観光

○地域の伝統文化・美しい自然・歴史的景観・豊かな農山漁村・魅力ある食文化等、地域の観光資源を積極的に活用した着地型
旅行商品の造成や名産品の開発等を支援することにより、魅力あふれる観光地域づくりを推進する。

○平成２９年度支援対象地域「帯広市、木古内町、網走市、枝幸町」

解決主体：北海道運輸局、各地域「観光推進協議会」
（自治体、観光協会、商工会議所、観光事業者等）
開始時期：平成27年8月
取組内容：
モニターツアーを実施。併せてアンケートを実施し、「満足度」や
「次に体験してみたい観光」等を調査
農業・漁業・水産加工業と連携した体験観光コンテンツ造成
ワークショップ等を開催し、人材育成を実施
地域資源の評価や、ターゲットとすべき客層を分析するための
マーケティング調査を実施

▲農場体験【帯広】 ▲地引き網体験【木古内】

地域の強み弱み、ニーズ、不足している
受入環境、ターゲットとすべき客層等を把
握し、今後の取り組みへと活かす。

▲商品化（例）

2018年中に検討

＜モニターツアーの様子＞

－
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