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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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
廊」の完備
広域観光周遊

市町村・地域等
北海道全域

課題
【二次交通

ＷＧ
交通

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

・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

【解決方法】

【解決方法】

の確保】二

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。

・地域公共シンポジウムを6月に3回開催した。（札幌200名参

・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

次交通網の

・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

加、旭川150名参加、釧路160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。

整備

ために補助金が必要となっている。

・10月小樽市において地域公共交通セミナーを開催した。（60名 ・引き続き、旅行業界バス協会連絡会議等各種会議の場を活用

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 参加）

し、貸切バスの需給状況の把握に努める。

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

・11月自治体等担当者向け地域公共交通人材育成研修を開催し

・引き続き、貸切バスの運賃・料金に関する通報窓口に寄せられ

全域】

た。（30名参加）

た事案を適切に処理する。

実施主体
北海道運輸局

２０２０年までの
ＫＰＩ
2018年中に検討

・11月帯広支局主催自治体職員向け地域公共交通基礎型研修を開 ・倶知安・ニセコ地区の対応措置終了後、利用者利便の向上等に
・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。

催した。（20名参加）

・バスの本数が少ない。

・12月に開催予定の「旅行業界・バス協会連絡会議」において、 ・各地域の個別の二次交通の不足状況等について、必要に応じ関

ついて更なる事後検証を行い、次シーズンの対応策を検討する。

・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。

貸切バスの需給状況について意見交換を実施。

係者で協議の場を設置する。なお、羅臼町の二次交通の不足状況

・観光客にも使いやすい公共交通手段が必要である。

・運賃･料金に関する通報が5月末現在で3件（全国79件）があっ

等については、三者での検討結果により、自家用有償運送が可能

・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

たが、通報内容が具体的でないため調査不能であった。

となれば、町の協議会において協議する。

海道全域】

・軽井沢スキーバス事故対策検討委員会でとりまとめた「安全・
安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」全85項目

タクシーの不足

全て着手済であり、新たな制度・対策をしっかりと実施し、確実

・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

に安全・安心に結び付けていく。

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

・倶知安・ニセコ地区の域内交通を含む輸送力確保を目的とし

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

て、隣接する地区が応援・協力できるよう、次の措置を講じた。

忙期においてはタクシーが慢性的に不足している。

岩内余市圏のタクシー事業者に対し、倶知安圏の営業区域を申請

・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

により認める。

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

措置の期間は平成２９年１２月１日～平成３０年３月３１日とす

ことから、十分な対応が出来ていない。

る。(11月中に通達発出）

・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 ・広域観光周遊ルート促進事業において、ひがし北海道の主要な
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 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実施。
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

・各地域の個別の二次交通の不足状況等について、関係者から聞

十分に対応できていない。

き取りを行い実態を調査する。なお、羅臼町の二次交通の不足状

交通事業者同士の連携不足

況等については、釧路運輸支局において町、観光協会、三者で自

・この地区の交通事業者間の連携が出来ておらず、ＪＲと域内バスの乗

家用有償運送が可能かどうか検討することとした。前段として観

り継ぎや、都市間バスとＪＲの乗り継ぎの利便性が損なわれている。

光協会から町に対し状況説明することになっている。

・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 【解決方法】
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 ・ビッグデータを活用した「北海道新幹線開業後における道内旅
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 客流動調査」の結果を共有し、地域特性を踏まえた取組の推進を
図る。
観光客が想定される。【白老町】

【解決方法】

北海道

・官民及び地域との連携を図りながら、二次交通ネットワークの
充実に向けた取組を進めていく。

・北海道新幹線の開業効果を全道に波及させるため、函館空港と

・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

道東・道北を運航するチャーター便を活用した旅行商品を対象と

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、 する「平成２９年度道内交通ネットワーク充実取組支援事業」を
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 実施する。
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
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No

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

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

【解決方法】

【解決方法】

北海道観光振興機

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

・「広域観光推進事業」

・自走化を最終目標とし、情報発進、プロモーション含め継続的

構

率１００％）

H28年度同様、地域の誘客を目的に観光素材へのアクセスが悪い

に支援を行う。

・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

地域への周遊バスを含め、二次交通は自走化を目指して支援は継

ケースが生じている。【紋別市】

続。しかし、路線、ルート維持には課題が多い。外部アドバイ

２０２０年までの
ＫＰＩ

ザー派遣による観光素材の磨き上げ等、支援強化を図り、流通プ
・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

ロモーション、情報発進の強化により地域を支援。

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。
・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。
・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

【解決方法】
・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 ・今冬季の繁忙期間において外国人利用が特に見込まれる倶知
悪い。
安・ニセコ方面については可能な範囲内で、増結等の対応を実施
●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
・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

【解決方法】

JR北海道

・ご利用実績や地域の状況等を踏まえ繁忙期間を中心に可能な範
囲内で、増結等の対応をする予定。

する予定。
・クラブメッドトマム開業予定のトマム駅について、お客様の利
用増が想定されるため、今冬は通常通過する特急列車を臨時停車
させる予定。
・美瑛地区観光バスについては、運営主体を地域に移管済。
（H29年度）

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。
●洞爺
・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
に4本しかない。
●大沼
・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。
●ニセコ・倶知安
・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

【解決方法】

【解決方法】

・貸切バス新運賃・料金制度の周知のため、フリーペーパー及び

・引き続き、貸切バス新運賃・料金制度の周知を図る。

経済誌に広告掲載をする。

・次年度以降も「旅行業界・バス協会連絡会」を開催する予定。

バス協会

・旅行業界・バス協会連絡会を開催する。(12月上旬）

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
かの取組が必要。【函館市】
・ハイシーズンにＪＲバスを２台体制で運行しているが、乗り切れな
い。タクシーも足りず２時間待ちになることもあった。ピーク時に合わ
せて車両を用意できないことが課題【美瑛町】
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平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

・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

【解決方法】

【解決方法】

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

・町内循環バスのマイクロバス車両を３台とすることで、運行便

・町内の移動には町内循環バスを利用できるが、白老町へのアク

町】

数の増加を図る。

セスは、ＪＲや地域間幹線バスの整備が必要であるため、関係機

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

白老町

関・ＪＲ・バス事業者等と協議していく予定。
・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

・他の交通機関などを調査・検討し、少ない財源の中でいかに利

スが運行しておらず二次交通が課題となっている。

用できる交通網を維持できるか、地域公共交通活性化協議会など

・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

で検討を行う。

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
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】
・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
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

【解決方法】

【解決方法】

・昨年同様12月下旬から2月末まで、ニセコ駅から東山、アンヌ

・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

プリ、モイワ、昆布温泉に周遊バスを運行する予定。（ニセコリ
ゾート観光協会）。

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】
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平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

・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】
・地球岬までのアクセス交通を充実してほしい。【室蘭市】
・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】

１－②

産業界ニーズを

・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。

【解決方法】

【解決方法】

踏まえた観光経

北海道全域

【二次交通
の確保】バ

交通

・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

・運輸支局長による高等学校の訪問（62校訪問、リーフレット

・引き続き労働力確保に向けた各種取組を継続する。

営人材の育成・

スの運転手

いことから、ドライバーの高齢化が進んでいる。

「安全・確実そして笑顔を運ぶバス運転士の活躍」を使用）を実

強化（観光関係

確保

・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

施。

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。

・9月17日に開催された「北海道バスフェスティバル2017」（北

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。

海道バス協会主催）において、来場者にリーフレット「安全・確

・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

実そして笑顔を運ぶバス運転士の活躍」（250部）を配布した。

運転免許制度の改正は出来ないか。【北海道全域】

・平成30年2月に「路線バス運転手不足と地域交通（仮）」を

北海道運輸局

2018年中に検討

テーマに札幌市又は旭川市においてセミナー開催する。

【解決方法】

【解決方法】

・「北海道観光を支える人材の育成・確保事業」継続実施。（北

・「北海道観光を支える人材の育成・確保事業」継続実施。（北

海道経済部観光局）

海道経済部観光局）

北海道

4

【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
１－③

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

課題
【二次交通

ＷＧ
交通

現状

平成29年度までの成果及び取組

・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

【解決方法】

平成30年度以降の対応方針
【解決方法】

国、日本」の良

の確保】イ

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

・11月に、新千歳空港事務所と連携し、それぞれ担当する事業者 ・タクシーの対策については、措置終了後、利用者利便の向上等

好な治安等を体

レギュラー

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

等に対し、メーリングリスト担当者・連絡先等の変更の有無、活

について更なる事後検証を行い、次シーズンの対応策を検討す

感できる環境整

な運航時の

る。

用の有無、本取組の課題・提案等の確認を実施。

る。

備

対応

・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

・大雪等イレギュラー発生時に、苫小牧港発のフェリーを活用す

・イレギュラー発生時の新千歳空港～苫小牧港間の2次交通につい

ことから、イレギュラー事案への対応が難しい状況。

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対策

ても検討を継続する。

・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

を講じた。

応にも支障を来している状況。

・11月中に取りまとめた情報も併せ、関係者へメーリングリスト

・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

を配布。

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、

・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

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】

果について関係者と協力し検証を行う。

実施主体
北海道運輸局

２０２０年までの
ＫＰＩ
2018年中に検討

・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
・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

し、大雪等のイレギュラー時に対応する安定的な輸送力を確保す

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

るため、次の措置を講じた。

シー会社のみでは、対応が困難になってきている。

札幌交通圏、恵庭市、苫小牧交通圏のタクシー事業者に対し、新

・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

千歳空港構内の営業区域を申請により認める。

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

措置の期間は、平成２９年１２月１日～平成３０年２月２８日と

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

し、空港タクシー乗り場の使用ルールを遵守しない事業者への指

ルを遵守しない事業者もいる。【千歳地区】

導を強化する。

【解決方法】

空港事務所

・11月に、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、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、本取組の課題・提案等の確認を実施。
・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。
・平成29年11月中に、新千歳空港内のタクシー乗り場の利用に関
するルールに千歳地区ハイヤー協同組合名に加え空港事務所名を
併記し、空港内の統一ルールとして千歳地区以外の事業者にもあ
らためて周知して、タクシー乗り場の利用ルール遵守に関し要請
を行う。

【解決方法】

【解決方法】

ハイヤー協会

・新千歳空港ポイント区域について、平成29年度も12月から2月 ・新千歳空港のタクシー乗り場ルール順守について、事業者にポ
の実施、法人事業者においては、車種限定とのことで、国を挙げ

イント区域について通達する際にも要請している。引き続き新千

ての訪日外国人受け入れ推進、冬期におけるニセコ地区の外国人

歳空港の乗り場増設を強く要望。

旅行客増加の状況に逆行するものであるから引き続き車種限定の
撤廃、通年の実施を求める。
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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
公共交通利用環

課題
【乗り継ぎ

ＷＧ
交通

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30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

【解決方法】

利便性の向

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

・平成27年度に実証実験を実施した周遊パスは、平成28年11月1 ・バス事業者が中心となって実施した外国人向け周遊パスの販売

上】周遊パ

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

日から平成29年3月31日の間一部バス事業者が事業を継承し、運 を踏まえて、今後の利用可能エリアを全道においても展開が出来

スの導入

客のバス利用が進んでいない。

輸局は側面で支援を展開。

・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

・平成２９年４月１日から通年販売及び一部利用可能エリアを拡

い。

大し、事業の拡大。

・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

・11月から十勝地区において訪日外国人を対象とした「ＴＯＫＡ

用もある。

ＣＨＩ 1ｄａｙ（2ｄａｙ）チケットの販売を開始した。

・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

（H29.11.1～H30.10.31、十勝バス、北海道拓殖バス）

境の革新

【解決方法】

実施主体
北海道運輸局

２０２０年までの
ＫＰＩ
2018年中に検討

ないか、側面で支援する。

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】
【解決方法】

【解決方法】

・平成２９年４月～平成３０年３月の間、道央圏の外国人向け周

・引き続き、周遊パスの導入・拡大に向けた取り組みを進める。

バス協会

遊パスを試験販売する。

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、

【解決方法】

的向上と誰もが

利便性の向

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

・5月システム普及拡大に向けて、システムの最新情報、事業者の ・引き続き、関係機関と連携しながら、バスロケの普及拡大に向

一人歩きできる

上】バスロ

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

導入状況等情報共有を図り、導入促進に向けて、システム会社、

環境の実現

ケ、検索シ

討すべき。

自治体、運輸支局等意見交換を実施。

ステムの導

・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

・10月、札幌市内乗合事業者、札幌市、バス協会等導入促進に向

入

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

けた情報交換会を開始。

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

・11月北海道バス協会、全道の乗合事業者と今後の進め方等意見

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】

交換を実施。

公共交通利用環
境の革新

北海道全域

【乗り継ぎ

交通

【解決方法】

北海道運輸局

2018年中に検討

けた取り組みを進める。

【解決方法】

【解決方法】

・北海道におけるＩＣＴを活用したバス情報提供システムの普及

・情報収集の継続。（北海道総合政策部交通政策局）

北海道

促進に向けて、引き続き、北海道運輸局や北海道バス協会と連
携。（北海道総合政策部交通政策局）

【解決方法】

【解決方法】

・バスロケーションシステム視察等研修会を開催し、バス事業者

・引き続き、「バスロケ等情報提供高度化事業に関する検討会」

と先進的な取り組みを視察。（７月２０日に開催）

を通じて、バスロケの導入に向けた取り組みを進める。

バス協会

・北海道運輸局と連携しながら、「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、バスロケの導入に向けて取り組
む。（１１月２日に検討会を開催）
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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
【乗り継ぎ

ＷＧ
交通

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30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

【解決方法】

【解決方法】

利便性の向

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

・手ぶら観光の共通ロゴマークの承認基準を満たすカウンター設

・平成29年度に引き続き、共通ロゴマークの承認基準を満たす手

上】大型荷

ている。

置数増加に向け、一括免税カウンターの機能を有する商店街組合

ぶら観光のカウンター設置数の更なる増加を図ることにより、手

物の対応

・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、

のほか、観光案内所、新幹線駅新函館北斗へ働きかけを行った結

ぶら観光の普及促進を図る。また、道内のホテル等宿泊施設にお

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

果、共通ロゴマーク使用について１件認定となった。訪日外国人

ける国際手ぶら観光サービスの更なる推進・普及を図る。

る。

旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金の活用については、募

・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

集期間が延長となったこともあり、引き続き働きかけを行う。

客様の満足度の向上につながる。【北海道全域】

・平成28年度に実施した国際手ぶら観光サービス事業について、

実施主体
北海道運輸局

２０２０年までの
ＫＰＩ
2018年中に検討

昨年度事業における実証実験対象宿泊施設の所属団体「札幌市内
・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

ホテル連絡協議会」の定例会議の場において、昨年度事業の概要

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

等について紹介し、今後の本格運用に向けた展望について案内し

インロッカーの不足など）。

た。

・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

・道内のホテル等宿泊施設における国際手ぶら観光の更なる推

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。

進・普及に向け情報共有や課題の検討を行うための、昨年度事業

・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

で構築された検討会議の開催に向けた準備を行った。

が、乗務員不足などの影響で増便がなかなかできない。
・また、大きな荷物を持った外国人が町にあふれている。
・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。【北海道全域】
●富良野駅
・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
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】
・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

【解決方法】

【解決方法】

①荷物置き場

①荷物置き場

・新幹線車両（H５系）へ荷物置場設置。(H29.7.1から順次。
H30.2完了予定)
・S北斗号の一部編成とSとかち号編成への荷物置場設置。
(H30.7完了見込み）
②車両の増結
・今冬季の繁忙期間において外国人利用が特に見込まれる列車
を中心に可能な範囲内で、増結等の対応をする予定。
③エレベーター
・銭函駅にエレベーターを設置。(H29.10.7供用開始）
④コインロッカー
・各駅の需要動向を精査しながら対応。

JR北海道

・S北斗号一部編成とSとかち号編成への荷物置場設置。
(H30.7完了見込み）
・需要を精査しながら、設置車両等を検討。
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間を中心に可能な
範囲内で、増結等の対応をする予定。
③エレベータ
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法基準等に基づき、関係省庁・自治体と連携をはかり
ながら対応。
④コインロッカー
・各駅の需要動向を精査しながら対応。

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
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

7

【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状
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

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

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】
・富良野・美瑛へのノロッコ号乗客の６～７割は外国人であり、スーツ
ケースが場所を取り乗りきれない時もある。【旭川市】
・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

【乗り継ぎ

的向上と誰もが

小樽市

利便性の向

一人歩きできる

上】ＩＣ

環境の実現

カードの導

交通

・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

【解決方法】

【解決方法】

ニーズが高まっている。【函館市】

・8月事業者から聞き取り等行い意見交換を実施。

・必要に応じ関係者で協議の場を設置する。

北海道運輸局

2018年中に検討

・必要に応じ関係者で協議の場を設置する。
・小樽を越えるとバスのICカードが使えなく不便。【小樽市】

入

【解決方法】

【解決方法】

・引き続きIC対応エリアに関する告知を継続。

・引き続きIC対応エリアに関する告知を継続。

JR北海道
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【宿泊施設

観光地 ・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

【解決方法】

早急な解消及び

の確保】宿

域づく 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

・VJ地方連携事業を活用し、観光入込の平準化・広域分散化に向 ・VJ地方連携事業を活用し、観光入込の平準化・広域分散化に向

多様なニーズに

泊施設の不

り

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

けたプロモーションを実施。

けたプロモーションを継続的に実施する。

合わせた宿泊施

足対策

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

・道央に集中する観光客の道東地域及び道北地域への広域分散化

・道央に集中する観光客の道東地域及び道北地域への広域分散化

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

を図るため、広域観光周遊ルート形成促進事業に基づき地域の関

を図るため、広域観光周遊ルート形成促進事業に基づき地域の関

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

係者と連携して事業を実施。

係者と連携して事業を実施する。

道全域】

・「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」として、昨年

・「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」等により継続

度、札幌市（札幌駅観光案内所、狸小路ＪＴＢ観光案内所）にお

的に支援を実施する。

設の提供
地方の商店街等

北海道全域

課題

における観光需

【解決方法】

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。」

いて、実施した空室情報促進実証実験の結果を踏まえ、効果的な

・今後行われる北海道を発着する中長距離フェリーの活性化に向

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。」

情報提供の手法について検討する。

けた取り組みにおいて、引き続き宿泊施設として長距離フェリー

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

・「宿泊施設不足解消に向けた長距離フェリー活用検討会」にお

が活用可能となるような方策を検討していく。

れない。」など、海外旅行会社からの発言。

いて出されたフェリーの認知度向上等の意見を踏まえ、今年度

・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、

行っている「北海道を発着する中長距離フェリーの活性化調査事

ほとんど満杯状態。」など、道内宿泊施設からの発言。・季節、地域に

業」に反映させ、フェリーを利用した旅行商品造成等を検討して

よる道内宿泊施設の稼働状況(傾向)が不明であること。

いく。

・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

・住宅宿泊事業法の成立を受け、観光庁と連携しながら関係者に

と。【北海道全域】

情報提供を行う。

実施主体
北海道運輸局

２０２０年までの
ＫＰＩ
2018年中に検討

・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
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
が、なかなか受け入れてもらえない。【道央圏】
・ニセコエリアにおけるスキーシーズン（2014/2015シーズン)の宿泊

【解決方法】

【解決方法】

・観光関連投資の情報収集等に継続して取り組む。（北海道経済

・観光関連投資の情報収集等に継続して取り組む。（北海道経済

北海道

部観光局）

部観光局）

【解決方法】

【解決方法】

北海道観光振興機

・閑散期や道央以外の地域の魅力を情報提供

・継続的に市場別・特定目的別の熟度・ニーズに応じた観光プロ

構

１．台湾、韓国などの観光成熟市場

モーションを展開する。

２．中国、タイなどの観光成長市場

・海外アンケートや各種調査結果を活用しながら、継続的に地域

３．欧米など一層誘客拡大が期待できる市場

の受け入れ体制整備を図っていく。

客は、全体の７２％が外国人となっており、約８０００室の客室がある
が、冬期はすでに飽和状態で予約を断っている。【ニセコ地域】
・札幌市内は、年間通して９０％程度の稼働率となっており、土曜日は
慢性的に満室状態が続いているほか、６月から９月にかけても予約が取
りづらい状況が続いている。【札幌市】
・あるホテルチェーンの料金表では札幌がダントツに安い。これまで札
幌の宿泊単価が低かったため、高級ホテルの進出が実現していない。５
～６年前はそういう単価が高い客層は目立たなかった。現在は宿泊事業
者の努力もあり、宿泊単価の伸び率は全国４位である。改装したタイミ
ングで値上げするなどしているが、施設が何も変わらないまま値上げす
ることは難しい。需要が高まっているので値上げしても仕方ないという

４．ウエディング、クルーズ、ドライブなどの特定目的旅行市場
５．スキー、サイクリング、マラソンなどスポーツを核とした
ツーリズム
などにおいて、旅行博への出展やマスコミ等の招へいなどの観光
プロモーションを実施。

雰囲気はあるが、旅行会社との料金改訂は半年ごと行うのが通例になっ
ており、任意のタイミングで改訂することはできない。【札幌市】
・ホテルの客室清掃が３Ｋイメージで人手が足りなくなってきている。
数年後には外国人が占めることになるのではないか。就学ビザできて認
められた時間の範囲でバイトしている例が多い。また、宴会の臨時ウエ
イトレス・ウエイターも不足しており、苫小牧では宴会が開けなかった
ケースもある。【札幌市】
・乗務員の宿の確保については特に札幌市内で苦労している。宿が取れ

【解決方法】

【解決方法】

ニセコ町、倶知安

・昨年に引続き、冬季駐車場の状況について調査を行い、データ

・宿泊施設の建設が今後も続く事が予想されるため、駐車場容量

町

の蓄積及び検討を行う。

や上下水道容量の観点から、開発規制の必要性について検討を

・各種法令のもと、民間事業者による良質な開発を推進する。

行っていく。

・人手不足解消のため、スタッフの宿泊施設建設が行われている

・各種法令のもと、民間事業者による良質な開発を推進する。

が、解消までにはまだ時間を要するため、引続き、札幌近郊から

・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

清掃スタッフを送迎し、対応する。

タッフを送迎し、対応する。

ないと、雁来や真駒内、定山渓まで移動することになり、そのことに
よって乗務員の拘束時間が伸びてしまう。【札幌市】
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

・札幌には５スタークラスのホテルがない。外国人富裕層向け２室を１

【解決方法】

【解決方法】

室にする改装を３フロアで実施したところもあるが、富裕層を取りこぼ

・宿泊数が最も多い台湾に対し、連携事業に取り組んでいる「ひ

・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モー

している可能性がある。【札幌市】

がし北海道３市」（帯広、釧路、網走）でFIT向けのセミナー開催 ションを展開する。
と航空会社、旅行エージェント等へのセールスコールの実施

・「ひがし北海道観光開発事業協議会」で実施する海外プロモー

・近年、北湯沢温泉町地区の大型宿泊施設への外国人旅行者、特に中国

（11月中に実施）。

ションに参画する。

系の旅行者が増加している。施設では日本人と外国人が混在し宿泊して

・台湾人向けに、ひがし北海道の魅力を紹介したパンフレットを

・「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

いる状況で、特に外国人観光客は団体での宿泊が大半を占め、旅行繁忙

作成し、あらゆる機会で配布（作成済み、配布は随時）。

るプロモーションを継続する。

期などに個人の日本人旅行客の予約が取りづらい状況が一時期発生して

・中国本土に対し、インターネットの生中継を通じて十勝・帯広

・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でき

いる状況である。【伊達市】

の観光素材のPRを実施（９月に実施済み）。

るポータルサイトの構築に向けた検討を行う。

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

帯広市

・香港の「スポーツ＆アウトドアエキスポ」に出展し、冬季も含
・北海道に訪れている外国人観光客のほとんどが札幌や函館に集中して

めた冬のキャンプなど様々なアウトドアアクティビティをPR（７

いる状況であるため、観光目的地として十勝を含む東北海道の知名度を

月に実施済み）。

向上する必要がある。【帯広市】

・タイの「JAPAN

EXPO

IN

THAILAND」に出展し、十勝の

ガーデンやアウトドアアクティビティ、食などをPRした（８月に
・中小の宿泊施設は後継者が不足しているため、廃業にいたる施設もあ

実施済み）。

る。【洞爺湖町】
・平準化により７～８月以外を埋めていかないと、５年後にインバウン
ドが倍になった時にどうなるのか。ホテルのキャパを超えており、単価
も落ちているので中長期的な大きな課題。【富良野市】
・島の宿泊施設は、オンシーズンは宿泊代が高騰し、オフシーズンは宿
自体が閉まってしまうという課題がある。【利尻島・礼文島】
・ハイシーズンにはホテルが満室となり断ることがあるが、直前になっ
てキャンセルが発生し穴埋めができないケースがあるため、ホテル間の
横の連携を図れる仕組みが必要。【上川町】

【解決方法】

【解決方法】

・市内に新規ホテル進出予定あり、開業時期等を含め情報収集す

・既存宿泊施設等の現状把握について保健所と連携。

る。

・新規宿泊施設の進出などの情報収集していく。

小樽市

・H29.10に19室のホテルオープン（既存施設のリニューアルで
ホテルへ）。
・既存宿泊施設等の現状把握について保健所と連携。
・新規宿泊施設の進出などの情報収集していく。

・宿泊施設の稼働率も上がっており、ショルダー期である秋において
も、昨年は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
いという背景がある。
・札幌で次々と宿泊キャパが増加していることや、宿泊単価についても
札幌と比較すると小樽の方が高いことから、札幌のホテルの利用が高

【解決方法】
・インバウンドに対してはピークである夏をはずしたプロモーションで誘客を実
施。（Ｈ29：ベトナム、シンガポール、スキー関係）

【解決方法】
富良野市
・ピークをはずした４月、５月のインバウンド入込が好調なので、継続してプロ
モーション実施。

まっている。
・繁忙期には宿泊単価が高騰するため、安い民泊に流れてしまっている
ということもある。また、悪質な民泊についても課題となっている。
【小樽市】
・従業員の不足や定着率が課題となっており、保育時間の延長や札幌か
らの応援で対応しているが、人手不足で予約を断っているケースもある
のではないか。【登別市】
・宿泊施設を運営していく上で、部屋の清掃スタッフ等の人手が不足し
ているため、部屋をすべて稼働できない。【ニセコ地域】

【解決方法】
【解決方法】
利尻町
・平成２９年４月に利尻町観光協会総会を開催し通年観光に繋がる冬 ・通年観光に繋がる冬季観光資源の掘りおこしが必要。観光協会の会議の
季観光資源の発掘について議論した。利尻島は２つの町から形成され、隣 場で戦略協議。
町である利尻富士町在住の観光ガイドがインバウンド誘客している利尻山
バックカントリーが少人数ではあるが右肩上がりである。当町も宿泊施設が通
年営業するには安定的な誘客ができる冬のアクティビティや食の充実が必要
であると認識しているため関係事業者と情報共有を図った。
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【解決方法】

【解決方法】

・休館施設物件についての問い合わせ対応。

・町外在住の観光事業従事者等の定住促進。

・新規宿泊施設開業希望者への対応、空き物件の紹介など。

・新規宿泊施設開業希望者への対応。

【解決方法】

【解決方法】

・保育環境の整備などについて、事業者や登別温泉地区の町内会

・保育環境の整備などについて、事業者や登別温泉地区の町内会

から要望がある。具体の対応については検討していないが、引き

から要望がある。具体の対応については検討していないが、引き

続き意見交換は継続する。

続き意見交換は継続する。

【解決方法】

【解決方法】

・自社サイトの充実により、直前キャンセルへの迅速な対応を図

・層雲峡温泉宿泊施設間の連携は営業上の障害があることから、

る。

予約をワンストップで対応できるサイトの開設などの検討が必要

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

洞爺湖町

登別市

上川町

と考えている。

【解決方法】

【解決方法】

・冬期観光の受入体制について、冬期観光資源の開発も併せて検

・冬期観光の受入体制について、冬期観光資源の開発も併せて検

討を進める。

討を進める。

【解決方法】

【解決方法】

・「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

・３０年度予算を活用し、市町村が策定した中心市街地活性化基

業）」で、市町村が策定した中心市街地活性化基本計画に基づき

本計画に基づき民間事業者が行う、外国人観光客の消費を取り込

民間事業者が行う、外国人観光客の消費を取り込むための環境整

むための環境整備を引き続き支援。

礼文町

北海道経済産業局

備を支援。２９年度は富良野市内に建設中の「おもてなし複合施
設」内の宿泊施設の整備を支援。

【解決方法】

【解決方法】

・宿泊施設不足、高級ホテルに対するニーズ、ホテル等経営者の

・宿泊施設不足、高級ホテルに対するニーズ、ホテル等経営者の

後継者難等の課題に対し、外国企業を誘致事業を通じて、外国企

後継者難等の課題に対し、外国企業を誘致事業を通じて、外国企

業の進出、合弁企業設立などを促す。

業の進出、合弁企業設立などを促す。

ジェトロ北海道
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
３－②

観光ビジョン
掲載施策
民間のまちづく

市町村・地域等
北海道全域

課題

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【宿泊施設

観光地 ・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

【解決方法】

【解決方法】

り活動等による

の確保】耐

域づく 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

・道内の宿泊施設の情報を把握し、関係者間で検討を進める。

・引き続き道内の宿泊施設の情報を把握し、関係者間で検討を進

「観光・まち一

震改修

り

体再生」の推進

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。

実施主体
北海道運輸局

２０２０年までの
ＫＰＩ
2018年中に検討

める。

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
る恐れがある。【北海道全域】

３－③

「世界一安全な

千歳地区

【宿泊施設

交通

・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

【解決方法】

【解決方法】

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

・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

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

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。（平成３１年３月３

けきれなくなる恐れがある。【札幌市】

経済局）

１日まで）（北海道経済部地域経済局）

・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に対す

・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に対す

る補助を実施。（北海道建設部住宅局）

る補助を実施。（北海道建設部住宅局）

・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

【解決方法】

国、日本」の良

の確保】イ

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、

・平成29年11月中に千歳市及び新千歳空港事務所が取りまとめた

好な治安等を体

レギュラー

確保が難しいことがある。

情報も併せ、関係者へメーリングリストを更新し配布。

感できる環境整

な運航時の

・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

・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

備

対応

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】

果について関係者と協力し検証を行う。

【解決方法】

北海道

北海道運輸局

2018年中に検討

千歳市

・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。

【解決方法】

空港事務所

・11月に、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、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、本取組の課題・提案等の確認を実施。
・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）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【無料公衆

観光地 ・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 【解決方法】

【解決方法】

的向上と誰もが

無線LAN環

域づく 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）。 ・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（地方での消費拡

・引き続き、「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」等

一人歩きできる

境】Wi-Fi環 り

環境の実現

境の整備

【北海道全域】

大に向けた環境整備（観光案内・地域情報発信）、宿泊施設のイ

により継続的に支援を実施する。

ンバウンド対応支援）により支援。

・平成29年度の実績を基に、引き続き検討を行う。

・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 ・広域ひがしルートの「拠点Wi-Fi整備に係る現地調査事業」に
発言あり。

実施主体
北海道運輸局

２０２０年までの
ＫＰＩ
2018年中に検討

・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

て、飲食店・宿泊施設・観光施設・交通機関等のWi-Fi環境の現状 し、フェリーや旅客船の公衆無線ＬＡＮ環境の整備に取り組んで

・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 を調査する。また、簡素化・一元化認証の手法を検討し、今後進

行く。

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 めるべき方向性を定める。
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

・観光地域動向調査により、小樽市において、無料公衆無線LAN

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

等通信環境のインバウンドの利用実態について調査を実施。

道全域】

・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業を活用し、新日本
海フェリー（株）のフェリー２隻、津軽海峡フェリー（株）の

・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

フェリー４隻に無料公衆LANを整備する。

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。
・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
人から求められている。

【解決方法】

【解決方法】

・連携協定に基づくインターネット利用環境整備を促進する。

・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。（経済部観光局）

【解決方法】

【解決方法】

北海道観光振興機

・「NTT東日本との連携協定によるWi-Fi環境整備促進」

・今後も各連携協定を踏まえ無料Wi-Fiの普及を図る。

構

【解決方法】

ハイヤー協会

・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
である。【北海道全域】
・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
駅、コンビニに殺到した。【網走地区】
・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。

北海道・NTT東日本との連携協定に基づき、観光関連団体を通じ
て、無料公衆無線ＬＡＮの普及を促進している（平成28年1月協
定締結）。
・「(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレスとの連携協定によるWi-Fi環
境整備促進」
北海道・観光振興機構・(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレスとの連
携協定に基づき、無料公衆無線ＬＡＮの普及に係る説明会を実施
するなど、普及を図る。(平成28年２月協定締結）

【ニセコ地域】
・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 【解決方法】
・東邦交通、互信グループ、大和交通、北の星観光バス、豊浦ハ
まだ差がある。【帯広市】

・札幌交通圏の特定地域事業者計画にてWi－Fi環境を活性化策と

イヤー、釧路日交タクシー等が主に観光ハイヤー車両にて車内Wi した事業者が2社あるため検討を継続する。

・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

－Fにi対応した。

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

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 【解決方法】
・継続して普及活動を行う。
光客が使用していないケースがある。

【解決方法】

ニセコ町、倶知安

・継続して普及活動を行う。

町

【解決方法】

【解決方法】

網走市

・プライムロードひがし北・海・道推進協議会事業にて今年度は

・平成29年度までの調査結果をもとに、今後の受入環境向上に向

飲食店を対象とした調査事業を実施中。

けた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

・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
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
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
幌市】
・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
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

図りながら更なる受入環境の改善を図る。

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
までには至っていない状況。
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

までには至っていない状況。

【解決方法】

・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

・外国人観光客が多く利用する観光施設へのWi-Fi整備の呼び掛け ・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

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、

や、整備に係る支援策等の情報発信を行っていく。

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 し、より効果的な整備を検討する。

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。

【解決方法】

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

帯広市

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

・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
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、
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４ヶ所で、一部整備済みが１ヶ所となっている。テーマ
パークについては、３ヶ所すべて未整備である。また、温泉街の飲食店

【解決方法】

【解決方法】

・既存のSCW運用と利用可能エリアの周知を継続していく。

・既存のSCW運用と利用可能エリアの周知を継続していく。

・民間施設が無料公衆無線LANを設置する際の初期費用の補助を

・民間施設が無料公衆無線LANを設置する際の初期費用の補助を

行う。

行う。

【解決方法】

【解決方法】

・今年度の事業実施はないため、次年度以降の再整備に向けた検

・対応可能な補助金や助成制度を活用し整備を進める予定。

札幌市

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】
・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
台・レストハウス内）」「川湯ふるさと館（施設内）」「川湯温泉市街

白老町

討を行う。

（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。
・貸切バスを利用した団体旅行の動線としては、道の駅、摩周展望台、
川湯市街と概ね整備ができている状況（未整備は、硫黄山レストハウ
ス、砂湯、アイヌ民俗資料館）。
・しかしながら、交通接点となるＪＲ摩周駅・川湯駅が未整備の状況で
あり、個人旅行者に対応した整備ができていないのが現状。【弟子屈
町】
・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
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。
【帯広市】

【解決方法】

【解決方法】

登別市

・平成27年度中に「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 ・交通機関内のWi-Fi環境整備については、行政として交通事業者
(地方創生先行型)」を活用し、Wi-Fi整備に係る費用の一部補助を に情報提供し、交通事業者の自助努力に期待したい。
希望した12施設（事業所）すべてに補助金を交付し、当該Wi-Fi
整備が完了した。
・未整備施設については財政上の問題から上記緊急支援交付金(地
方創生先行型)を活用した経緯を踏まえ、現状では整備に対する支
援を行う予定はない。
・交通機関内のWi-Fi環境整備については、行政として交通事業者
に情報提供し、交通事業者の自助努力に期待したい。

・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
ＬＡＮ環境が整っている。【紋別市】
・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
る。【利尻島】
・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

【解決方法】

【解決方法】

・アイヌ民俗資料館に設置。

・硫黄山ﾚｽﾄﾊｳｽの実施方法についてH２９年度の検討結果をもと

・硫黄山ﾚｽﾄﾊｳｽの実施方法について検討。

に実施可否を検討する。

・その他、整備必要カ所の精査、実施検討。

・その他、整備必要カ所の精査、実施検討。

【解決方法】

【解決方法】

・無線ＬＡＮ施設である紋別ガリヤ地区（オホーツクタワー、

・引き続き無線ＬＡＮ施設であることの周知を行なっていく。

弟子屈町

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
問題があり導入が進まない。【稚内市】
・今後SIMに移行していくのでは無いかと考えており、大規模な予算を
かけて積極的にWi-Fiを整備すべきかどうかは、判断が難しいところであ
る。【小樽市】

紋別市

とっかりセンター、アザラシシーパラダイス）の周知を行なって
いく。
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状
・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

平成29年度までの成果及び取組
①【取組方法】

平成30年度以降の対応方針
②【取組方法】

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 ・今年度、国営滝野すずらん丘陵公園において、Wi-Fi機器の増設 ・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
予定。
北海道が「道の駅SPOT」（無料公衆無線LAN）の設置を促進す
別市】
・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
発信を行える環境整備が必要となっている。【北海道全域】

【主要取組】

る。

＜平成29年度取組＞

【主要取組】

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

①北海道開発局
②北海道開発局
（北海道 等）

・滝野すずらん丘陵公園において、7月にWi-Fi機器を設置完了。 ＜平成30年度以降取組＞
・新規「道の駅」開設にあわせて適宜設置
②【取組方法】

・直轄1駅（平成30年度新規オープン）

・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

・直轄の道の駅以外との「道の駅SPOT」（無料公衆無線LAN）の

・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 北海道が「道の駅SPOT」（無料公衆無線LAN）の設置を促進す
る。
る。【北海道全域】

統一化検討
・「道の駅SPOT」（無料公衆無線LAN）利便性の向上

【主要取組】

・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 ＜平成29年度取組＞
・直轄３駅（今年度新規オープン）
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】
・補助11駅（全16駅設置完了）

・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】

・「道の駅SPOT」（無料公衆無線LAN）について、統一化検討
（H30に直轄の全駅の統一化）及び利用促進ポスター設置
・「道の駅SPOT」（無料公衆無線LAN）利便性向上

・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。

【解決方法】

【解決方法】

・市観光振興室新事務所の場所が運河に近く、執務室にて移動式

・観光事業者、商店街等からの申請に応じてWi-Fi環境整備を支援

Wi-Fiを実証実験的に活用する。

していく。

小樽市

・北海道運輸局と協力し、インバウンドに対するWi-ﬁに関する調 ・継続的に観光客の動態調査（5年ごと、H30実施）等を行い、
査を行ない、ニーズや課題点を探る（Ｈ30.3末までに）。

Wi-Fi環境整備を含めた受入環境の整備について検討していく。

・観光事業者、商店街等からの申請に応じてWi-Fi環境整備を支援
する。
・継続的に観光客の動態調査等を行い、Wi-Fi環境整備を含めた受
入環境の整備について検討していく。

【解決方法】
【解決方法】
利尻町
・平成２９年４月に利尻町観光協会総会時において必要性を周知した ・観光協会等の総会時において将来的なインバウンド観光客増加推移を示
が、現状では国内客の割合が高いこともあり平成３０年度以降に検討した すとともにＷiーＦiの必要性を周知したい。
い。

【解決方法】

【解決方法】

・平成28年度に設置した、市内観光スポット5カ所の無料公衆無

・無料公衆無線LAN環境の利用状況等の検証結果を踏まえて、設

線LAN環境の利用状況等の検証を行う。

置個所の拡充を検討する。

【解決方法】

【解決方法】

・専門業者に現況を説明し、事業費の積算を依頼中。

・3年以内を目途に環境整備。

稚内市

小平町

15

【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【解決方法】

【解決方法】

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

北海道総合通信局

・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
により、「普通地方公共団体・第三セクター」を対象に支援。な

境整備支援事業」により支援。（当面、平成31年度まで実施予

お、補助スキームは次のとおり。

定）

〈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：
博物館、文化財、自然公園 等
〈補助対象〉無線アクセス装置、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29年度事業の公募〉平成29年12月25日まで

【解決方法】

【解決方法】

・「商店街・まちなか集客力向上支援事業」で、商店街組織等が

・３０年度予算を活用し、商店街組織等が行うWi－Fi環境等整備

北海道経済産業局

行うWi－Fi環境等整備を支援。２９年度は釧路市内の商業施設の を引き続き支援。
Wi-Fi環境整備を支援。

５－①

民間のまちづく

札幌市、小樽

観光地 ・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 【解決方法】

【解決方法】

り活動等による

市、伊達市、倶 確保】貸切

【駐車場の

域づく 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

・平成２８年度に当局で実施した、夏季及び冬季繁忙期の観光バ

・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

「観光・まち一

知安町、美瑛

り

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

ス路上混雑解消に向けた巡回啓発事業を札幌市が継続して実施す

討する。

体再生」の推進

町、函館市、小 タカー等の

ある。

ることとなったので、情報共有し効果的な取り組みとなるよう協

平町

駐車場の確

・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

力を行った。

保

間が原因でドライバーの労働時間長期化につながる。

バス・レン

北海道運輸局

2018年中に検討

・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】

【解決方法】

【解決方法】

・来樽が集中する時期に不足する場合があるという状況。今後も

・継続的に観光客の動態調査（5年ごと、H30実施）等を行い、駐

・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

継続的に観光客の動態調査等を行い、駐車場等の受入環境につい

車場等の受入環境についての要望等情報収集していく。

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

ての要望等情報収集していく。

・駐車場料金について、観光協会ＨＰ等を通じ、観光客へ注意を

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

・駐車場料金について、観光協会ＨＰ等を通じ、観光客へ注意を

促す。

している状況にある。【伊達市】

促す。

小樽市

・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】
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状
・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
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
との重なっているため、危険な状態となっている。【函館市】

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【解決方法】

【解決方法】

・待機場有料化後の利用実態を見ながら、より利用しやすい待機

・待機場有料化後の利用実態を見ながら、より利用しやすい待機

場運営について検討する。

場運営について検討する。

・冬季繁忙期（平成30年1/20～2/28）における「観光バス都心

・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

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

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

態を把握する。

の整備について検討する。

【解決方法】

【解決方法】

・札幌市に対し、駐車場の確保について要請する。

・引き続き、札幌市に対し、駐車場の確保について要請する。

【解決方法】

【解決方法】

・昨年、臨時で実施した事業者向けの駐車場を、今年度も実施

・利用実態の把握や意見を踏まえながら、駐車場の再整備の可否

し、事業者の利用実態の把握を行う。

を判断する。

【解決方法】

【解決方法】

・平成２９年度についてはパークアンドトレインの実証実験は未

・パークアンドトレインの実証実験等（バス回遊など）を実施を

実施でアンケート調査を実施。

検討。

【解決方法】

【解決方法】

・事業実施に向け事業費積算中。

・繁忙期の駐車場が不足しているため、平成30年度約2,500㎡の

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

札幌市

・貸切バス乗車等の駐車場の確保。【小平町】

バス協会

倶知安町

美瑛町

小平町

増設を計画している。

６－①

通信環境の飛躍

【多言語で

観光地 ・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

【解決方法】

的向上と誰もが

千歳市

の情報提

域づく 不足している。【千歳市】

・平成28年10月新千歳空港内に開設した外国人観光案内所により ・引き続き、新地千歳空港内の外国人観光案内所により全道的な

【解決方法】

一人歩きできる

供・発信】

り

全道的な観光案内を実施する。

観光案内を実施する。

環境の実現

新千歳空港

・観光案内業務以外の収益事業の実施等を含め継続検討。

・観光案内業務以外の収益事業の実施等を含め継続検討。

北海道、北海道観 2018年中に検討
光振興機構

観光案内所
の整備
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
６－②

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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【多言語で

観光地 ・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

【解決方法】

【解決方法】

の情報提

域づく 用したバスの利用サイトを構築したが、多言語化が課題。

・「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」で多言語化を

・「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」で多言語化を

供・発信】

り

・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 支援。

支援。

HP、案内表

が多い。

・「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

・「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

記等多言語

・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

ドライン」の周知により、統一した表示方法の検討を働きかけ

ドライン」の周知により、統一した表示方法の検討を働きかけ

での情報発

にはバス系統は理解しがたい。

る。

る。

信

・一般の路線バスについて、外国語表記が進んでいない。

・「多言語音声翻訳システム（「VoiceTra」等）の活用に向けた

・「多言語音声翻訳システム（「VoiceTra」等）の活用に向けた

・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

周知・広報について」において、多言語音声翻訳システムの普及

周知・広報について」において、多言語音声翻訳システムの普及

ればいいのか、キリがない。【北海道全域】

促進に向け、北海道総合通信局と連携して周知・広報等の取組み

促進に向け、北海道総合通信局と連携して周知・広報等の取組み

実施。

を進める。

・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

・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業を活用し、フェ

・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業を活用し、津軽海

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

リーや旅客船の案内標識や案内放送等の多言語化に取り組んで行

峡フェリー（株）のフェリー５隻およびフェリーターミナル３カ

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

く。

所に多言語で着地の観光情報等を発信するデジタルサイネージを

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

実施主体
北海道運輸局

２０２０年までの
ＫＰＩ
2018年中に検討

整備する。

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
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
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】

【解決方法】

【解決方法】

・平成２９年度は、真駒内公園及びオホーツク公園の案内サイ

・引き続き、社会資本整備総合交付金を活用して真駒内公園及び

ン、誘導サインの多言語化を一部実施。（北海道建設部まちづく

オホーツク公園の案内サイン、誘導サインの多言語化を実施する

り局）

とともに、他の道立都市公園についても標識等の老朽更新に併せ

真駒内公園：案内サイン 1基、誘導サイン 1基

て多言語化に取り組む。（北海道建設部まちづくり局）

オホーツク公園：誘導サイン 2基

・引き続き、地域観光振興事業にて、地域が行うウェブサイトや

・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

北海道

観光パンフレット等の多言語化への取組支援を継続。

レット等の多言語化への取組を支援。

・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】
・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

【解決方法】

【解決方法】

北海道観光振興機

・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情報

・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情報

構

発信。

発信。

道全域】

・市場ニーズの把握するためにOTAサイト・旅行情報サイトと連

・市場ニーズの把握するためにOTAサイト・旅行情報サイトと連

携し、デジタルマーケティングを実施。結果を基に、情報発信や

携し、デジタルマーケティングを実施。結果を基に、情報発信や

・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

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

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。

携を強めていく。

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

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。

・訪日外国人をメインターゲットとした広域周遊バス（道東エリ

・「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 ア）の運行。
数あった。
・HPのトレンドの把握が不足している。
・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。
【北海道全域】
・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
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状
・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
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
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
る。【北見市】
・「外国語での案内やサインが少ない。」
「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、
観光客からの発言。
「どの程度の間隔で、何か国語で作る必要があるのか。」
「そもそも、外国人が来ていないのに、必要なのか。」など、
観光関係者からの発言。
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

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【解決方法】

【解決方法】

①ホームページ

①ホームページ

・外国人にとってより使い勝手が良くなるようなリニューアル
の検討。
・レールパス、指定席予約システムに関する各種情報の発信。
②案内表記
・各駅のニーズに合わせて外国語案内表記を実施。

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

JR北海道

・レールパス、指定席予約システムに関する各種情報の発信。
・必要の都度、列車運行に関わる各種情報の多言語による掲
載。
②案内表記
・需要を精査の上、案内表記の必要箇所について情報を収集。

・旭川駅内の案内表記を新たに２か所追加設置済み。
・日・英・中による乗車口案内モニターの設置。（南千歳駅、
東室蘭駅、H29年11月中に完了予定）
③案内放送
・i-Padアプリを使用した外国語放送を必要の都度実施。

③案内放送
・i-Padアプリを使用した外国語放送を必要の都度実施。

あること。【北海道全域】
・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】
・訪日外国人旅行者が迷うことなく目的地に辿り着くためには、地域に

【解決方法】

【解決方法】

・北海道運輸局と連携しながら、「バスロケ等情報提供高度化事

・引き続き、「バスロケ等情報提供高度化事業に関する検討会」

業に関する検討会」を開催し、多言語化に向けて取り組む。（１

を通じて、多言語化に向けた取り組みを進める。

バス協会

１月２日に検討会を開催）

おける統一性・連続性を確保した多言語表記の改善・強化が必要である
が、標識・サイン・観光案内板等に記載されている対訳が設置者・制作
者により異なっていたり、中国・台湾からの旅行者が多いが、繁体字・
簡体字での表記が少ないのが現状。また、施設の案内表示も多言語化が
進んでいないため、今後の検討課題である。【弟子屈町】
・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

【解決方法】

【解決方法】

・タクシー乗り場の多言語標記については引き続き調査・検証を

・ニーズの有無も含め、タクシー乗り場の多言語標記に関する外

行う。

国の事例研究なども進める。

【解決方法】

【解決方法】

・案内看板の多言語表示の整備について検討を進める。

・平成２９年度「大空八景」選定に伴い、大空町ＭＡＰ作成時に

ハイヤー協会

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。【白老町】
・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

大空町

おいて工夫する。（多言語で検索できる様にＱＲコードを配置す

内看板が未整備である。【幕別町】

る。観光スポットへ行きやすいようにマップコード等を表記す
・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

る。）

く。【旭川市】

・案内看板の多言語表示の整備について検討を進める。

●小樽駅・長万部駅
・ＪＲ小樽駅や長万部駅での乗り換え時間、ホームの番線、英語での説
明などが十分に旅行者への対応に活かされていない。【小樽市、長万部

【解決方法】

【解決方法】

町】

・年度内に、多言語化の案内板を工夫した停留場の改修が２ヵ所

・関係機関と協議のうえ、案内板の表記や設置について検討す

行われる。

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

・多言語化の案内板を工夫し設置するなど、外国人利用者へわか

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

りやすい表記にしたい。また、乗務員の研修を行うことにより、

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】

スピーディにお客様へ案内できるよう工夫する。

函館市

・HPの多言語化を検討。
・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
市】
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

・紋別市内案内サイトの情報が十分でない。【紋別市】

【解決方法】

【解決方法】

札幌市（スキー

・POPを含む簡易的な案内板も検討。

・場内における多言語による案内看板や掲示物の増設。

場）

・外国人観光客が利用する主要観光地や自然散策路等における表示が、

・ホームページは、リニューアル中。英語・簡体字・繁体字・韓

・中国語及び英語応対スタッフの増員・強化。

国語に加えてタイ語も対応予定。

・広告宣伝媒体やWebサイト関連情報の多言語化推進。

日本語のみの場合や英語表記であっても、誤った（若しくは場所によっ
て統一された標記ではないなど）が見受けられる。【弟子屈町】

・JR路線バスの車内アナウンスについては、今季も英語および日 ※以上、継続して実施。

・動物園内施設の外国語表記が不足している。【旭川市】

・中国語及び英語での接客応対については、現場スタッフ募集の

・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

・今年度も英語・中国語で記載のパンフレットを作成予定。

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。

２０２０年までの
ＫＰＩ

本語の2か国語で対応予定。
強化を継続中。
・Wi-Fi設備の増設。
・AlipayやWeChatPayなど中国で主流の決済システムに対応予
定。

・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

【解決方法】

【解決方法】

る。【函館市】

・網走市観光HPと網走市観光協会HPの統合を現在進めており、

・市内飲食店や観光スポットにおける多言語化対応を拡充する。

外国人向け観光情報の充実強化を図り、多言語での情報発信を行

・ハラル（ベジタリアン・ヴィーガン）への対応を検討する。

・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

網走市

う。

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
り、多言語での案内が必要。

・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 【解決方法】
・平成２９年度は北の峰スキーエリアに多言語誘導サイン看板を新設。
多言語化も必要ではないか。【洞爺湖町】
・VoiceTra利活用実証を実施。

【解決方法】
・平成３０年度で郊外のサインの整備及び既存看板の張替えの実施。

富良野市

【解決方法】

【解決方法】

紋別市

・市内飲食店、宿泊施設、お土産店などが掲載されているホーム

・完成したホームページの周知。

ページの周知を行って行く。

・各施設の劣化状況を把握しながら看板・案内板等の措置を行

・オムサロ原生花園に看板の設置を行う。

う。

【解決方法】

【解決方法】

・町所管の案内表示等について、（新規・既存に関わらず）継続

・町所管の案内表示等について、（新規・既存に関わらず）継続

的に優先度の高い箇所から整備を実施。

的に優先度の高い箇所から整備を実施。

・訪日客がJR倶知安駅で降車すべきところをJRニセコ駅で降車してしま
うという事例が発生しており、車内掲示物を含めて情報発信の手法を検
討中。【ニセコ町】
・案内標識の多言語対応が課題。【利尻島】
・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
要。【稚内市】
・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 ・所管外箇所は、引き続き関係機関に整備の要望を行っていく。

弟子屈町

・所管外箇所は、引き続き関係機関に整備の要望を行っていく。

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
地の情報を表示したい。【富良野市】
【解決方法】
（旭山動物園）
・引き続き園内の外国語看板を増やす。

【解決方法】
（旭山動物園）
・看板を含め，外国人に分かりやすい案内方法の更なる導入を図る。

旭川市

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

【解決方法】

【解決方法】

釧路市

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

・２９年度に策定する「釧路市サイン等多言語表記ガイドライ

・ガイドライン等に基づく整備の推進や促進を図る予定。

あり、多言語化が課題。【北海道全域】

ン」ならびに、広域観光周遊ルート事業で作成された「釧路市・

・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

弟子屈町外国語統一表記リスト」に基づき、整備の推進や促進を
・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

図る予定。

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
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状
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

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

思われる。【白老町】

【解決方法】

【解決方法】

・前年度に引き続き、白老町内の飲食店、販売店、体験事業者、

・２ヵ年の継続により、希望する店舗への多言語対応は概ね実施

・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

宿泊施設等を対象とした訪日外国人旅行者の受入れのための環境

されたことから、平成３０年度以降は多言語対応必要箇所の洗い

整備を進め、希望する店舗のメニュー等の多言語化を行う。

出し・検討を行う。

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

【解決方法】

【解決方法】

市】

・Ｈ30.3末までに市内3箇所の観光スポットに、4言語表記の案内 ・多言語標記の実現はハードの整備であり予算を確保する必要が

題。【音更町】

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

白老町

・「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

板を設置する。
・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

・北海道運輸局と協力し、外国人観光客が旅行に来て困ったこと

る必要がある。【紋別市】

に関する調査をＨ30.3末までに行ない、多言語による情報発信の

小樽市

ある。計画的な整備に向けて検討していく。

ニーズや課題点を探る。
・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】

【解決方法】
・ＨＰやマップについては今年度整備をする予定。標識看板は３０年以
降。

【解決方法】
・案内看板の多言語化を行う。

利尻町

【解決方法】

【解決方法】

稚内市

・多言語で記載されたパンフレットの、変更箇所の情報を更新し

・毎年、多言語で記載されたパンフレットの、変更箇所の情報を

た。

更新していく。

・多言語（中国語、ロシア語、韓国語、英語）で記載されたパン
フレットのデザイン・内容の見直しを行う。

【解決方法】

【解決方法】

・外国人観光客受入環境について、地域の観光事業者とともに整

・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

備内容を検討していく。

者と検討していく。

帯広市

・ワークショップ等の機会を通じて事業者と課題を共有し、対応
を検討していく。

【解決方法】

【解決方法】

・平成２８年度において、多言語表記統一リストが作成されたこ

・関係機関との協議、調整を図り、整備方針の策定（年次計画）

とから、多言語案内表示の整備に向け調査を実施する。

を行う。

上川町

・効果的で利便性の高い多言語案内表示の整備を図っていく。

【解決方法】

【解決方法】

洞爺湖町

・JR洞爺駅と洞爺湖温泉バスターミナルにデジタルサイネージを ・JR洞爺駅と洞爺湖温泉バスターミナルでデジタルサイネージに
設置。多言語で観光情報やバス時刻表などを表示。

よる多言語での観光情報及びバス時刻表などを表示。

・レンタカーを利用する外国人観光客が増えていることから、株

・観光パンフレットの電子化などにより、多言語で観光情報発信

式会社ネクスコサポートセンターと連携し、料金所職員向けの英

を行う。

会話講座を開催。

・SNSによる情報発信。

・胆振7町村が連携し、海外向けPR特別番組を制作・放送。
・洞爺湖温泉観光協会でSNS（インスタグラムキャンペーン）実
施。

21

【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【解決方法】

【解決方法】

・車内放送での周知を実施。

・車内放送での周知を実施。

【解決方法】

【解決方法】

・「千歳・恵庭・北広島広域観光推進協議会」において北海道観

・協議会で検討した内容について実施していく。

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

ニセコ町

千歳市

光振興機構の「インバウンド対応観光ルート創出事業」を活用
し、レンタカーを利用する外国人旅行者の受入課題の解決を検討
中。

【解決方法】

【解決方法】

・多言語音声翻訳システム（VoiceTra等の多言語音声翻訳アプ

・引き続き、多言語音声翻訳システムの普及を促進。

北海道総合通信局

リ）の普及を促進。

【解決方法】

【解決方法】

・「商店街・まちなか集客力向上支援事業」で、商店街組織等が

・３０年度予算を活用し、商店街組織等が行う多言語での情報発

行う多言語での情報発信を支援。２９年度は釧路市内の商業施設

信を引き続き支援。

北海道経済産業局

の取組を支援。
・「IoTを活用した新ビジネス創出推進事業」により、IoTを活用 ・３０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
した訪日外国人へのおもてなしサービスを向上に向けた地域実証

しサービスを向上に向けた取組を引き続き実施。

を実施。２９年度は釧路市でIoTを用いた実証を実施。
・「コンテンツグローバル需要創出基盤整備事業（J-LOP４）」
により、民間企業等を補助し、コンテンツの字幕・吹き替え等の
現地化や国際見本市への出展等のプロモーション費用等を支援。

６－③

通信環境の飛躍

【多言語で

観光地 ・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

【解決方法】

【解決方法】

的向上と誰もが

北海道全域

の情報提

域づく 加し、FITの急増を実感している。

・「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」で案内所の機

・「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」で案内所の機

一人歩きできる

供・発信】

り

・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

能向上に向けた支援を実施。

能向上を支援。

環境の実現

観光案内所

足で募集しているが配置できない。【帯広市】

・「多言語音声翻訳システム（「VoiceTra」等）の活用に向けた

・「多言語音声翻訳システム（「VoiceTra」等）の活用に向けた

周知・広報について」において、多言語音声翻訳システムの普及

周知・広報について」において、多言語音声翻訳システムの普及

・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

促進に向け、北海道総合通信局と連携して周知・広報等の取組み

促進に向け、北海道総合通信局と連携して周知・広報等の取組み

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

を実施。

を進める。

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

・JNTOが認定しているカテゴリーを取得していない木古内駅にお ・カテゴリー2を取得している新函館北斗駅も含め、引き続き新幹

市】

いて、カテゴリー２以上の取得に向け人材確保の取り組みを行っ

線駅における観光案内所の機能強化に向けた働きかけを行ってい

ており、引き続き取得へのフォロ-アップをしていく。

くとともに、必要に応じて、地方ＷＧの設置について検討する。

【解決方法】

【解決方法】

・英語をはじめとする外国語スキルを持った人材（外国人含む）

・翻訳ツールなどを活用した対応の検討。

の起用による、外国人観光客への案内機能の強化に向け、スキル

・外国語スキルを有する人材の積極登用。

の充実

北海道運輸局

2018年中に検討

・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
泉）
・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】

帯広市

を有する人材を探していく。

・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、
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状
・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

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【解決方法】

【解決方法】

・北海道観光振興機構の外国人観光客受入研修を実施。

・ホテル関係者や外部講師を招き能力向上を目指す。また、北海

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

紋別市

道観光振興機構の外国人観光客受入研修を実施を引き続き検討。

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 【取組方法】

【取組方法】

北海道開発局

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

・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、

高】

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

・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

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

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

する。

する。

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

【主要取組】

【主要取組】

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

＜平成29年度取組＞

＜平成30年度以降取組＞

導入について躊躇している状況も伺える。【北海道全域】

・「道の駅」リーフレット配布（英語、繁体字、ハングル）

・「道の駅」リーフレット配布（英語、繁体字、ハングル）

・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

し推進を図る

し推進を図る

・「道の駅」スタンプラリーの外国人向け対応

・「道の駅」スタンプラリーの外国人向け対応

【解決方法】

【解決方法】

・多言語音声翻訳システム（VoiceTra等の多言語音声翻訳アプ

・引き続き、多言語音声翻訳システムの普及を促進。

北海道総合通信局

リ）の普及を促進。

【解決方法】

【解決方法】

・「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

・３０年度予算を活用し、市町村が策定した中心市街地活性化基

業）」で、市町村が策定した中心市街地活性化基本計画に基づき

本計画に基づき民間事業者が行う、外国人観光客の消費を取り込

民間事業者が行う、外国人観光客の消費を取り込むための環境整

むための環境整備を引き続き支援。

北海道経済産業局

備を支援。２９年度は、富良野市内に建設中の「おもてなし複合
施設」に設置する観光案内所の整備を支援。

７－①

産業界ニーズを

【多言語人

観光地 ・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

踏まえた観光経

北海道全域

材の確保・

域づく 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 ・本年も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

【解決方法】

【解決方法】
・留学生スキーインストラクター養成プロジェクトを継続的に実

北海道運輸局

営人材の育成・

充実】ス

り・交 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、

する。

施する。

強化

タッフ等の

通

インバウンド旅客への案内をしている。

・「多言語音声翻訳システム（「VoiceTra」等）の活用に向けた

・「多言語音声翻訳システム（「VoiceTra」等）の活用に向けた

多言語人材

・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。

周知・広報について」において、多言語音声翻訳システムの普及

周知・広報について」において、多言語音声翻訳システムの普及

の充実

・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、

促進に向け、北海道総合通信局と連携して周知・広報等の取組み

促進に向け、北海道総合通信局と連携して周知・広報等の取組み

アナウンスを導入予定である。

を実施。

を進める。

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

【解決方法】

【解決方法】

北海道観光振興機

る。【北海道全域】

・「地域観光振興事業」

・継続的に「地域観光振興振興事業」、「実践的インバウンドお

構

地域が行う外国語研修、外国語併記の観光案内板や観光地への案

もてなし人材育成事業」を実施。

2018年中に検討

・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

・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

内標識の整備に対して助成を実施。

る。【北海道全域】

・「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」で、外国人観
光客受入のための小売店等の観光関係従事者の技能向上のための

・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

実践的な各種研修を実施。

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
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

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
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】
・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

平成29年度までの成果及び取組
【解決方法】

【解決方法】

①通年対応

①通年対応

・札幌駅、新千歳空港駅、新函館北斗駅での対応継続。

・札幌駅、新千歳空港駅、新函館北斗駅での対応。

・地元観光団体との連携。（登別駅内に案内所設置、

・地元観光団体との連携。

ある。【稚内市・利尻島・礼文島】

H29.6.1）

・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。

H29.7.14)

・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。特に中国語、台湾語の対応ができない。
・人材不足で募集しているが配置できない。
・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
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、
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
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】

平成30年度以降の対応方針

(釧路駅内の案内所を移設、
②繁忙期対応

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

JR北海道

②繁忙期対応
・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
フ対応継続。

・夏季は小樽・札幌・新千歳空港・富良野・美瑛・旭川・洞
爺・登別に配置。
・冬季に外国人観光客の増加が見込まれる駅への通訳スタッフ

③お客様対応
・電話通訳サービス、i-Padの活用。

対応を計画。（小樽、倶知安等）
③お客様対応
・電話通訳サービス、i-Pad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
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】
・流氷観光の５0％は外国人になり、外国語対応が求められる。

【解決方法】

【解決方法】

・フェリーターミナル内の多言語化、観光案内所での対応、表示

・フェリーターミナル内での多国語アナウンス、多国語対応とし

や説明方法を工夫するなどの現状に合った対応について引き続き

てピクトグラム活用の案内板設置を検討・実施。

検討する。

・食堂・売店内メニュー・インフォメーションの多国語化を推
進。

・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
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】
・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
別町】
・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
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】

礼文町

【解決方法】
（ＪＲ旭川駅について）
・旭川駅内の多言語対応について，引き続きＪＲ旭川駅に対して課題意
識を伝え改善をお願いしていく。
（旭山動物園について）
・以前よりWi-Fiエリアの拡大をしてきたが，引き続きエリア拡大（こども牧場
周辺）を行う予定。
・スマホアプリによるいくつかの施設の多言語による説明のシステムが導入さ
れ，各言語のパンフレットにも記載済み。
・引き続き，園内で業務している業者を含め人材確保に努めていく。

【解決方法】
（ＪＲ旭川駅について）
・引き続きＪＲ旭川駅に対して課題意識を伝え改善をお願いしていく。

旭川市

【解決方法】
・通訳案内士による年１０回程度の講習会を実施。

【解決方法】
・通訳案内士による年１０回程度の講習会を実施。

利尻町

【解決方法】

【解決方法】

稚内市

・本年6月から稚内観光協会にロシア語を話せる職員が配置され

・ロシア語以外にも対応できるよう、人材確保に取り組んで行

た。

く。

【解決方法】

【解決方法】

・多言語音声翻訳システム（VoiceTra等の多言語音声翻訳アプ

・引き続き、多言語音声翻訳システムの普及を促進。

（旭山動物園について）
・Wi-Fiエリアについては，引き続きエリア拡大を行う予定。
・引き続き，園内で業務している業者を含め人材確保に努めていく。

・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
なっている。【ニセコ地域】
・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
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。
【稚内市】
・駅内での問い合わせには英語は片言で対応できるが中国語は難しい。
・ＪＲに外国語の対応が出来る人がいないため、緊急時に多言語でのア
ナウンスが出来ない。【旭川市】

北海道総合通信局

リ）の普及を促進。

24

【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No

７－②

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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【解決方法】

【解決方法】

・訪日外国人（インバウンド）向けビジネスから海外展開（アウ

・訪日外国人（インバウンド）向けビジネスから海外展開（アウ

トバウンド）を目指す中堅・中小企業等に対し、外国人への接

トバウンド）を目指す中堅・中小企業等に対し、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開

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開

催、個別相談に応ずる。

催、個別相談に応ずる。

【多言語人

観光地 ・外国語ガイドが不足している。

【解決方法】

【解決方法】

踏まえた観光経

材の確保・

域づく ・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

・本年も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

・留学生スキーインストラクター養成プロジェクトを継続的に実

営人材の育成・

充実】通訳

り

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

する。

施する。

強化

ガイド、通

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】

・通訳案内士法の一部が改正されたことを受け、観光庁と連携し

訳案内士の
不足

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

ジェトロ北海道

北海道運輸局

2018年中に検討

ながら関係者に情報提供を行う。
・「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。
・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

【解決方法】

【解決方法】

・「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」（地方創生推

・引き続き「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」（地

北海道

進交付金事業）により、小売・アウトドア事業者、通訳案内士等

方創生推進交付金事業）により、通訳案内士等の観光人材の育成

の観光人材の育成の取組を継続。（北海道経済部観光局）

の取組を継続。（北海道経済部観光局）

【解決方法】

【解決方法】

北海道観光振興機

・「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

・継続的に「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」を実

構

訳ガイドの絶対数の確保を目的として、通訳案内士等研修会を実

施。

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
況。
・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
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

施。
・国が検討している通訳資格の規制緩和の動向に注視。

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
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
要性が高まっている。
・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
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

【解決方法】

【解決方法】

・増加する外国人観光客のニーズに対応するため、観光事業者の

・増加する外国人観光客のニーズに対応するため、観光事業者の

スキル向上やおもてなし意識の向上を目的とした受入人材育成セ

スキル向上やおもてなし意識の向上を目的とした受入人材育成セ

ミナーなどの実施に向けた検討。

ミナーなどを行う。

網走市

・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

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

供を行い、観光客の満足度向上を図る。

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】
・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
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
の人材不足やスキルの向上が課題となっている。【網走市】

【解決方法】

【解決方法】

・サイクリングのガイドについては何件かある状態であるが、冬

・広域的な対策ができないか検討する。

美瑛町

のアクティビティのガイドについては現状少ない状況であるた
め、富良野美瑛の広域的に対策を考えていく。

・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
ルールの整備が必要。【美瑛町】
・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。

【解決方法】

【解決方法】

・冬山ガイドを中心にガイド育成のための課題解決に向けた意見

・東川町ガイドネットワーク（仮称）の体制を構築する。

東川町

交換の場を設ける。

また、ガイドのポータルサイトがあれば便利。【東川町】
・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
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
７－③

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
【多言語人

ＷＧ
交通

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

・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

【解決方法】

【解決方法】

踏まえた観光経

材の確保・

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

・「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」（地方創生推

・引き続き「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」（地

営人材の育成・

充実】ドラ

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 進交付金事業）により、交通機関（バス・タクシー）従業員向け

方創生推進交付金事業）により、観光人材の育成の取組を継続。

強化

イバーの多

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】

にインバウンド対応の研修会を実施。

（北海道経済部観光局）

【解決方法】

【解決方法】

・ドライバーを対象とした研修会の開催について、検討を進め

・引き続き、ドライバーを対象とした研修会の開催について、検

る。

討を進める。

【解決方法】

【解決方法】

実施主体
北海道

２０２０年までの
ＫＰＩ
2018年中に検討

言語対応
バス協会

ハイヤー協会

・北海道ハイヤー協会が旺文社、カシオ計算機、毎日新聞社の3社 ・引き続き、道などの行政機関や関係団体、民間事業者とも協調
が2017年から開始した「英語応対能力検定」の協賛団体となっ

し、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

た。

進を図る。

・タクシー事業者、乗務員に対してこの検定制度の案内を行う。
・英語応対能力検定は従来の英語検定やTOEIC等とは異なり、訪
日外国人に対してのおもてなし英語力を測る検定である。5つの業
種別に分かれており、タクシーでの接客に特化した部門がある。
・北海道、北海道観光振興機構が主催したインバウンド対応人材
研修にタクシー乗務員が参加。（室蘭会場10月5日 16名 札幌会
場：10月6日開催 ４４名）※札幌会場においては主におもてな
し乗務員が参加した。

８－①

急患等にも十分

【災害緊急

観光地 ・全道各地域において災害時の外国人対応が課題。

【解決方法】

【解決方法】

対応できる外国

時の対応体

域づく ・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

・「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」により、北海

・継続的に「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」の調

人患者受入体制

制】災害時

り

道内における災害時の情報提供・発信、避難誘導等のあり方の検

査結果を共有し、各地域における体制の構築を支援する。

の充実、「世界

及び傷病等

一安全な国、日

緊急時対応

本」の良好な治

北海道全域

き体制が整っていない。【北海道全域】

2018年中に検討

討及び体制構築に関する調査・実証事業を実施。
・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

1.地域における避難誘導マニュアル検討・策定実証事業（登別・

い夜間の対策）が課題となっていた。【函館市】

洞爺地区、札幌市）

安等を体感でき
る環境整備

北海道運輸局

2.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
・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

・昨年度、「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」とし

院はどこなのか、市内全体で共有されていない。【小樽市】

て実施した事故・急病等の対応体制構築に向けた実証事業の調査
結果を共有し、各地域における体制の構築を支援する。

・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
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
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】
・冬山での遭難事故も発生しているが、地元警察には専門の捜索チーム
がおらず、民間と連携して捜索している。【ニセコ地域】
・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

【解決方法】

【解決方法】

・医療機能情報システムによる情報により、「外国語対応可能医

・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

療機関一覧」を作成し、英語等の主な外国語に翻訳したものを、

続。

道のホームページに掲載した。併せてクレジットカード利用の可

（北海道保健福祉部地域医療推進局）

北海道

否についても掲載。
・関係者を集めた意見交換会（胆振総合振興局が実施した先行事
例を参考に、所管区域に観光地を多く抱えている保健所（倶知
安、上川、釧路）で開催予定。）を開催し、関係者間の課題共
有、解決策を検討する。
・医療機関を受診するに当たっての受診の流れを、英語等多言語
で表記したしおりを作成する。
・外国人患者の受診に係るトラブル事例を道内の各医療機関等に
周知する。
（北海道保健福祉部地域医療推進局）

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
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平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

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

【解決方法】

【解決方法】

北海道観光振興機

体制の整備が必要。【稚内市・利尻島・礼文島】

・「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」において、観

・「外国人観光客災害時初動対応マニュアル」の普及啓発。

構

光関係者に対して外国人観光客に対する災害時初動対応に関する

・市町村などからの要望に応じて外国人観光客に対する災害時初

セミナー等を開催。

動対応に関するセミナー等を開催。

【解決方法】

【解決方法】

・災害時に帰宅困難となる観光客（外国人を含むすべての観光

・整備済みの災害時一時滞在避難所以外のの対応については検討

客）に対する一時滞在避難所については、整備済み。

中。

・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

２０２０年までの
ＫＰＩ

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】

函館市

・その他の対応については検討中。

・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

【解決方法】
【解決方法】
・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 ・外国人観光客受入研修会での観光関係者の学習継続。
・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 ドラインの周知を実施。
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 ・外国人観光客受入研修会での観光関係者の学習。
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。

富良野市

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
対応出来ない状況である。【千歳市】

【解決方法】

【解決方法】

・防災時にはエリアメールを送信（翻訳機能により多言語も一部

・防災時にはエリアメールを送信（翻訳機能により多言語も一部

対応可能）。

対応可能）。

【解決方法】

【解決方法】

美瑛町

・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

礼文町

・FITについては、礼文島観光協会が制作した多国語街歩きマップ ・FITの急病やケガの際に的確なエマージェンシーコールに対応す
内で緊急時の対応を図っている。

るために必要な人材の確保を進める。

・宿泊施設においては、九州運輸局作成の「指さし会話ツール」
（多言語版）も活用して対応する。

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】

【解決方法】

【解決方法】

ニセコ町、倶知安

・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。

町

・ニセコルールの適用により対応する。

・ニセコルールの適用により対応する。

【解決方法】

【解決方法】

北海道山岳遭難防

・平成２９年６月２０日に開催した「安全登山シンポジウム」に

・引き続き、「北海道山岳遭難防止対策協議会総会」において、

止対策協議会

おいて啓発を実施した。また、平成２９年１１月に開催する「北

登山者や冬山スキー等利用者（バックカントリーを含む）に対す

海道山岳遭難防止対策協議会総会」において、道内各山岳への登

る注意喚起の周知に関する議論及び「安全登山シンポジウム」に

山者や冬山スキー等利用者（バックカントリーを含む）に対する

おける啓発を実施する。

・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

注意喚起の周知に関し、道内７つの地方山岳遭難防災対策協議
会・北海道山岳連盟等構成機関における議論を実施する。

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
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
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

考える必要性は感じる。

【解決方法】

【解決方法】

・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】

・Ｈ29.11に医療事業従事者向けの外国人患者対応セミナーを後

・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

援。

要に応じて開催、観光事業者等へ情報提供していく。

・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

・Ｈ30.1観光事業者向け外国人受入セミナーのテーマのひとつに ・市内で多言語対応の病院についての情報収集、観光事業者へ情

る等の緊急時の対応が困難である。【旭川市】

災害緊急時や傷病等の緊急時の対応策をとりあげる。

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

小樽市

報提供していく。

・市内で多言語対応の病院についての情報収集、観光事業者へ情
・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

報提供していく。

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
険との関係など様々な対応が必要であり難しい。【小樽市】
・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

【解決方法】
・マニュアルのあり方を検討。

【解決方法】
・マニュアルのあり方を検討。

利尻町

【解決方法】

【解決方法】

稚内市

・本年6月から稚内観光協会にロシア語を話せる職員が配置され

・ロシア語以外にも対応できるよう、人材確保に取り組んで行

た。

く。

【解決方法】

【解決方法】

・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（災害対応体制の

・平成２９年度の実証事業の結果を踏まえて、事業を検討する。

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
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
きないか。【登別市】
・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】
・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

構築に向けた実証事業）【登別・洞爺湖地域】

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

・今年度は昭和52年の有珠山噴火から40年となり、圏域内で増加

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

する外国人観光客の防災、減災に関する事業を実施することで、

ンスがされていなかった。

有事の対応強化や安心安全な観光地づくりを促進する。

・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

・自然災害時におけるインバウンドの安全な誘導方法の検討や、

発信する等の連携が出来ていない。

有珠山噴火時の対応について必要な対策を講じる。

・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

・外国人のモニターを招請し、一般住民向けの避難訓練と連動し

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

た避難訓練への参加を模索する。

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

・宿泊施設における避難誘導マニュアル及び避難ツールを作成す

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】

る。

登別市

・外国人の避難訓練の結果検証を踏まえて、圏域内における外国
・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。

人の避難誘導対応に関するノウハウを確立し、普及促進するため

・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。

のセミナーを実施する。

・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。【登別・洞爺湖地域】
○外国人旅行者の救急搬送における課題
・通報場所がわからず、到着に時間を要する。
・アジア系に多いが、小さな怪我や熱でも救急だと主張。
・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

【解決方法】
【解決方法】
・旭川駅内の多言語アナウンスについては、運休・運転再開・緊急・避難時 ・引き続きＪＲ旭川駅に対して課題意識を伝え改善を要請する。
に英語・中国語・韓国語でのアナウンス対応が可能となり改善してきている。
・バスへの振替が必要な場面でのアナウンスについては，引き続きＪＲ旭川
駅に対して改善をお願いしていく。

旭川市

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
えない。
・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
みがない。
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平成２９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

ＷＧ

現状
○外国人旅行者の受診態度における課題
・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
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
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。

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【解決方法】

【解決方法】

・ＪＲ北海道が主体となって、施設管理者となる観光協会や施設

・不測の事態等については、当該施設に常駐している観光案内所

事業者を参集した意見交換会を開催するなどして交流を図り、将

職員が最初に行動を起こさなければならないため初動態勢のマ

来的な不測の事態に対応できるよう連携強化に努めている。

ニュアル化を策定するとともに、言語等で不安を抱える外国人旅

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

北斗市

行客に対応できるよう外国語のスキルアップを継続して行う。

○外国人旅行者と接する病院関係者における課題
・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
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

【解決方法】

【解決方法】

・1977年有珠山噴火から40年を迎え、北海道運輸局・洞爺湖

・避難誘導マニュアル及び避難ツールを作成し、噴火災害による

町・北海道登別洞爺広域観光圏協議会等との共催により、有珠火

避難訓練において、宿泊施設等における外国人観光客の参加を促

山防災協議会で実施した有珠山噴火総合防災訓練に合わせ、外国

進するとともに、噴火のみならず観光施設等での火災時における

・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。

人留学生等にも参加していただき、宿泊施設に滞在中の外国人旅

対応についても必要な対策を講じる。

○旅行保険について

おいて、参加していただいた外国人の方から感想を述べていただ

か。
・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
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
課題。

・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

洞爺湖町

行者を想定した避難誘導訓練を実施。訓練終了後の意見交換会に
いた。

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。
【倶知安町】
【解決方法】

【解決方法】

（１）「交通情報一元化システム」の構築（実証事業）

（１）「交通情報一元化システム」の構築

①概要

・２９年度の実証結果を踏まえ、より観光客のニーズに対応する

・さっぽろ産業振興財団（札幌市）が「札幌市データ活用プラッ

ようリッチ化を図る。

札幌商工会議所

トフォーム事業」の実証事業の一つとして公募した「観光客向け
交通情報一元化実証」事業に、札幌商工会議所が応募し、採択さ
れた。
・この事業により、ＪＲ，空港、バス、市営交通などの運行状況
を一目で視認できるサイトを作成し、スマートフォンやデジタル
サイネージなどを通じて観光客向けに利用を図る。
②時期
Ｈ２９年１２月末までにサイト構築
Ｈ３０年１月中旬以降～２月中旬（雪まつりの時期）に実証実験

９－①

地方の商店街等

北海道全域

【解決方法】
・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を
行う。

【解決方法】
・平成２９年度に検討した対応方針に沿って、取組を進める。

北海道運輸局、北

北海道運輸局

【旅行消費

観光地 ・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

【解決方法】

【解決方法】

における観光需

額の拡大】

域づく 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

・帯広での免税制度等説明会において、免税手続き一括カウン

・引き続き免税制度説明会等において、免税手続き一括カウン

要の獲得・伝統

土産品の検

り

ター導入のメリットや既存の補助制度等を紹介した。

ター導入のメリットや既存の補助制度等を紹介することで、免税

工芸品等の消費

疫と免税店

拡大

の拡大

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
因となっている。【北海道全域】

海道厚生局

2018年中に検討

業務を行う場合の負担軽減につながるよう取り組む。

・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
違いがある。
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平成２９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

ＷＧ

違いがある。

現状

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

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【解決方法】

【解決方法】

・「道産農畜産物産直市活性化事業」を実施。

・対応なし（来年度以降の予算がないため）

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

北海道

体験コーナーや試食・アンケートによる道産農畜産物の魅力発信

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、 等により、外国人観光客の産地等への誘引を図った。
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】
【解決方法】

【解決方法】

・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

・H28年外国人観光客の動態調査によると、購買する土産品はガ

・今後も定期的に動態調査（5年ごと、H30実施）、外国人観光客

苦慮している。【千歳市】

ラス、オルゴール、菓子に集中している。立ち寄る観光ゾーンが

の嗜好等を分析し、特定の土産品に限らない、バラエティに富ん

運河、堺町、小樽駅にとどまっていることも浮き彫りになった。

だ地元商品の消費につながる方策を模索していく。

外国人がまち歩きをしやすいようにH29に英語版の観光案内マッ

・継続的に免税制度の情報提供を行っていく。

・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】

小樽市

プを発行。動線を広げることで、新たな地元商品の消費につなげ
・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

ていく。

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

・継続的に免税制度の情報提供を行っていく。

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
企業が参入しづらい状況が生じている。【小樽市】
【解決方法】

【解決方法】

・「商店街・まちなか集客力向上支援事業」で、商店街組織等が

・３０年度予算「地域・まちなか商業活性化支援事業（地域商業

行う免税手続カウンターの設置を支援。２９年度は釧路市内の商

自立促進事業）」を活用し、商店街組織等が行う免税手続カウン

業施設が行う免税手続カウンター設置を支援。

ターの設置を引き続き支援。

・「免税商店街」を形成し、地域一体となって賑わいを創出して

・今後も、「免税商店街」を形成することでインバウンド需要の

いく（商店街に更なるインバウンド需要を取り込む）という意識

拡大を見込める地域において懇談会を開催予定。

北海道経済産業局

を高めていくため、関係者による懇談会を開催。２９年度は帯広
市で開催。

９－②

【解決方法】

【解決方法】

・外国・地域の輸入規制等貿易相談の実施および情報提供を行

・外国・地域の輸入規制等貿易相談の実施および情報提供を行

う。

う。

【解決方法】

キャッシュレス

道東、ニセコ地 【旅行消費

観光地 ・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

【解決方法】

環境の飛躍的改

域、利尻島、礼 額の拡大】

域づく 郵便局とセブン銀行のATMでしか出来ない。【道東】

・地域ヒアリングなどを通じ、平成28年度に実施した「決済環境 ・引き続き、平成28年度に実施した「決済環境調査事業（訪日外

善（海外発行

文島、函館市、 決済環境整

り

調査事業（訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業）」の調

国人旅行者受入環境整備緊急対策事業）」の調査結果を共有し、

カード対応 ATM 小樽市

備（両替対

・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

査結果を共有し、各地域における旅行消費額拡大の取り組みを支

各地域における旅行消費額拡大の取り組みを支援する。

の設置促進を含

応の充実含

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

援する。

む）

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

ジェトロ北海道

北海道運輸局

2018年中に検討

が難しい。【ニセコ地域】
・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
島】

【解決方法】

【解決方法】

ニセコ町、倶知安

・平成３０年度完成予定のひらふ高原地区観光中核施設内にＡＴ

・平成３１年３月のひらふ高原地区観光中核施設完成に合わせて

町

Ｍ設置に向けた協議を継続。

設置予定。

【解決方法】
・必要性を会議等で周知。

【解決方法】
・必要性を会議等で周知。

・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
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
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

利尻町

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
できるシステムが不可欠である。【函館市】
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平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

・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

【解決方法】

【解決方法】

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

・現状の把握と今後の方策について検討する。

・カード決済の対応と併せて、ATMの設置などのインフラ整備に

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

礼文町

ついても検討が必要。

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】

【解決方法】

小樽市

・北海道運輸局と協力し、キャッシュレス環境に向けた実証実験
について検討していく。

【解決方法】

【解決方法】

北海道経済産業局

・「IoTを活用した新ビジネス創出推進事業」により、IoTを活用 ・３０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
した訪日外国人へのおもてなしサービスの向上に向けた地域実証

しサービスの向上に向けた事業を支援。

を実施。２９年度は釧路市でIoTを用いた実証を実施。

９－③

地方の商店街等

【旅行消費

観光地 ・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

における観光需

北海道全域

額の拡大】

域づく い。

要の獲得・伝統

消費機会の

り

工芸品等の消費

増大

・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

【解決方法】
・広域観光周遊ルート形成促進事業及び観光地魅力創造事業にて、滞
在コンテンツの充実、名産品の開発等を行っている。

【解決方法】
・平成29年度の実績を基に、引き続き検討を行う。

北海道運輸局

【解決方法】

【解決方法】

北海道経済産業局

・中小企業地域資源活用促進法に基づく事業計画認定により、中

・引き続き、中小企業地域資源活用促進法に基づき、取組を支援

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

する予定。

2018年中に検討

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

拡大

済波及効果が限定的になっている。
・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
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
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
報発信が旅行者にあまり行き届いていない。【北海道全域】

援。
・農商工等連携促進法に基づく事業計画認定により、中小企業と

・引き続き、農商工等連携促進法に基づき、取組を支援する予

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

定。

開発を支援。
これまでインバウンドを対象にした加工食品の開発を支援。平成
２９年度は、中標津町の酪農家と中小企業者が連携した５年間の
事業計画「牧場の資源を活用した都市農村交流ビジネスの展開」
を認定し、酪農家が手がける宿泊型体験観光サービスを支援。

１０－①

多言語対応によ
る情報発信

北海道全域

【おもてな

観光地 ・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

【解決方法】

【解決方法】

し、日本の

域づく え難い。また、日本人客が敬遠する。【北海道全域】

・外国人旅行者に対するマナーに関しての渡航前周知や関係者間

・引き続き、外国人旅行者に対するマナーに関しての渡航前周知

習慣等の周

り

での有効事例の共有について検討する。

や関係者間での有効事例の共有について検討する。

【解決方法】

【解決方法】

北海道観光振興機

・「観光マナーガイド」の配布

・必要に応じマナーガイドの内容修正や増刷等を行い、継続的な

構

知】外国人

・「外国人のマナーの悪さは、絶好調！」など、

旅行者への

アンケートでの記載

マナー周知

・「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

北海道運輸局

2018年中に検討

平成27年12月に作成した外国人観光客向けに最低限の旅のマナー 情報発信を図る。
を紹介するマナーガイド（英語・中国語）を、機構HPなどを通じ
て配布するほか、旅行博等の機会に海外エージェントにも配布す
るなどして周知を図る。

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】
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平成２９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

ＷＧ

【北海道全域】

現状

・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

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

【解決方法】
・農業環境会議の継続実施。

【解決方法】
・観光マナー啓蒙チラシを配布。（レンタカー及び空港への配布強化）

富良野市

【解決方法】

【解決方法】

美瑛町

・撮影ルールを作成するために意見を募集しており、平成３０年

・撮影ルールの提言。

２０２０年までの
ＫＰＩ

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。【富良野
市・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】

度に美瑛町としての撮影ルールを提言する予定。

・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

【解決方法】

【解決方法】

ニセコ町、倶知安

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】

・外国人マナーの対応について、状況確認を実施。

・外国人マナーの対応について、状況確認を実施。

町

・ニセコルールの周知徹底を図る。

・ニセコルールの周知徹底を図る。

・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

・宿泊事業者等との情報交換を行っている。引き続き、掲示情報

・宿泊事業者等との情報交換を行っている。引き続き、掲示情報

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

の検討や事例の共有などにより対応していく。

の検討や事例の共有などにより対応していく。

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】
・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】

１０－②

通信環境の飛躍

【おもてな

観光地 ・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

【解決方法】

【解決方法】

的向上と誰もが

北海道全域

し、日本の

域づく 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

１．受入体制の整備

１．受入体制の整備

一人歩きできる

習慣等の周

り

（１）「インバウンドビジネスマッチング交流会」

（１）「インバウンドビジネスマッチング交流会」

環境の実現

知】受入体

①実績と年度内の予定

・年２回程度開催を継続方針。

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】

制及びおも

・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

・Ｈ２９年９月２２日 サプライヤー１０事業者・（バイヤー）

２．おもてなし意識の向上

てなし意識

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

参加者４７名

（１）「スマイル・サービスバッジ」の普及促進と「おもてなし

の向上

入体制が整備されていない状況にある。【芦別市】

・Ｈ３０年３月には個別マッチングを重視し、事前予約商談制と

語学・文化講座」の実施。

して開催予定（ホテル等にブースを構えてもらい、サプライヤー

・バッジの配布、講座の継続を予定。

・台湾、中国等から多くの観光客が来られている。

が商談に回る仕立てを計画）。

・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

２．おもてなし意識の向上

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

（１）「スマイル・サービスバッジ」の普及促進と「おもてなし

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

語学・文化講座」の実施。

いただくことができていると思われる。

①実績と年度内の予定

・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

・累計4,500個のバッジを頒布（Ｈ27年度～現在）

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

・おもてなし講座は年度内に2回予定。

している場合がある。

・バッジ利用状況のヒアリング実施

・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

⇒１１月以降実施、ヒアリングに基づく既存事業の見直し。（デ

応していた(春節の期間、２月いっぱい)。 【七飯町】

ザイン、言語の増加、ＰＲ方法）

札幌商工会議所

2018年中に検討

・増加を見せるアジアスキー客の中には、スキーについての知識があま
りにも無く不用意な人がいる。いきなり滑れるものと思い山の上まで行
くリフトに乗ってしまうなど。【ニセコ地域】
・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

【解決方法】

【解決方法】

ニセコ町、倶知安

・利用状況の実態を確認し、開設時間を調整。

・実態確認を基に、営業時間の内容を決めていく。

町

・引き続き、情報提供の充実を図っていく。

・引き続き、情報提供の充実を図っていく。

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
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平成２９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

ＷＧ

現状
スを逃している。【小樽市】

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【解決方法】

【解決方法】

・平成２９年８月、芦別市をはじめ東空知に台湾の著名ブロガー

・繁体字対応国の知名度向上や観光資源についての更なる磨き上

・「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、

２名と旅行代理店１社１名を招聘し、ＳＮＳ等による情報発信を

げを行うとともに、web等の観光プロモーションツールの作成ま

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

行ったほか、課題について検討中。また、年度内に東空知を周遊

たは、活用を行い情報発信を行う。また、指さしやジェスチャー

域全体として受入体制の構築が必要である。【稚内市】

するモデルコースを設定する。

でも対応できるよう、外国語メニューや表記等の受入環境を整備

・平成２９年１１月には、平成２８年度に構築したプロモーショ

する。（予定）

・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

ンツールを利用し、台湾の博覧会でプロモーションを実施する。

ルの人手不足という状況になっている。

また、平成２９年１１月以降で芦別市をはじめ、専門家による東

・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

空知エリアの観光施設等に対する講習会を実施する。

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

芦別市

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
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
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
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】
・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
する必要がある。【東川町】

【解決方法】

【解決方法】

・平成30年1月に、北海道観光振興機構の委託事業である「外国

・インバウンド対応研修会を必要に応じ、市内、広域（北しりべ

人観光客等受入研修会」の開催を小樽市で実施し、現場対応者向

し）で実施し、受入れ体制の充実をはかる。

け実践研修を行う予定。

・継続的に観光客の動態調査（5年ごと、H30実施）等を行い、ト

・小樽・北しりべし推進協議会のH29北海道観光振興機構の採択

イレの設置等を含めた受入環境の整備について検討していく。

事業である「インバウンド対応観光ルート創出事業」のひとつ

・H28外国人観光客の動態調査において、観光地における公衆ト

「インバウンド受入研修会」を管内２箇所（場所等未定）で実施

イレの設備整備は必須であることが明確となった。環境部で市内

し、地域の実情に効果的な研修会を開催する。（第1回はＨ

の公衆トイレを５年計画で整備するが、優先的に港湾部横の公衆

29.11.13小樽開催）

トイレを整備する予定である。

【解決方法】

【解決方法】

小樽市

・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
用できるトイレが足りない。
・悪質な客引き、観光事業者のマナーも課題。
・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

の中で、事業者の従業員向けの外国語講座の実施や、飲食メ

の結果をもとに、事業者向けの外国語講座やメニュー作成支援な

ニュー等の多言語化を進める。

どを実施していく。

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

【解決方法】

【解決方法】

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。

・遭難防止対策協議会を主体にハザードマップの配布による注意

・道警や消防と連携し、ガイドを中心に遭難救助訓練を実施す

・国内からの雇用も不足している。

喚起を実施する。

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

・７月に北海道主催で実施されたバックカントリースキーのあり

・パトロール活動を実施する。

る。【ニセコ地域】

方検討会が実施されたことから、北海道、警察、消防、国有林・

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
る。【小樽市】

札幌市

・「平成29年度事業者向けインバウンド受入体制強化支援業務」 ・「平成29年度事業者向けインバウンド受入体制強化支援業務」

・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
東川町

道有林等の土地所有者、北海道内のスキー場を持つ自治体・民間
・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

企業と連携し課題解決に取り組みたい。

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】
・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】

【解決方法】

【解決方法】

・稚内観光協会で、着物を着てまち歩きをしながら観光ガイドを

・実施設計・工事施工を行う。

稚内市

行う事業を実施。
・市内の複合施設である副港市場の一部をインバウンドに対応し
た施設改修に向けて検討・基本設計を行う

【解決方法】

【解決方法】

・冬期の観光資源について、広域での取り組みも含めて検討す

・冬期の観光資源について、広域での取り組みも含めて検討す

る。

る。

礼文町
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平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【解決方法】

【解決方法】

・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（地方での消費拡

・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（地方での消費拡

大に向けたインバウンド対応支援事業（公衆トイレの洋式化及び

大に向けたインバウンド対応支援事業（公衆トイレの洋式化及び

機能向上））により支援。

機能向上））により支援。

【解決方法】

【解決方法】

・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、より高い生産性を実現するための「おもてなし規格

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

認証」の普及を引き続き図る。

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

北海道運輸局

北海道経済産業局

てなし規格認証」の普及。

１０－③

産業界ニーズを

北海道全域

【解決方法】

【解決方法】

・訪日外国人（インバウンド）向けビジネスから海外展開（アウ

・訪日外国人（インバウンド）向けビジネスから海外展開（アウ

トバウンド）を目指す中堅・中小企業等に対し、外国人への接

トバウンド）を目指す中堅・中小企業等に対し、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開

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開

催、個別相談に応ずる。

催、個別相談に応ずる。

【おもてな

観光地 ・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

【解決方法】

【解決方法】

踏まえた観光経

し、日本の

域づく に不安を感じている。【北海道全域】

・ＪＴＢ旅ホ連北海道支部連合会（加盟旅館ホテル242軒）の協

・継続的に食材ピクトグラムについて関係者へ周知を実施する。

営人材の育成・

習慣等の周

り

力により、昨年度2年間の使用権の更新をした食品ピクトグラム使

強化

知】ムスリ

・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

用権（ＮＰＯインターナショクナルがライセンス所持）を活用

ム対応

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

し、関係者への周知を進める。（※使用権期間：平成28年6月1日

の機会を逃している。【北海道全域】

～平成30年5月31日）

ジェトロ北海道

北海道運輸局

2018年中に検討

・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。」
・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、

【解決方法】

【解決方法】

北海道観光振興機

「ほとんどは、華僑」

・「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」において、ム

・市町村などからの要望に応じて、ムスリムの基礎的知識やベジ

構

・「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

スリムの基礎的知識やベジタリアンへの対応等に関する研修会、

タリアンへの対応等に関する研修会、セミナーを実施。

う。」など、観光関係者からの発言。

セミナーを実施。

・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】

【解決方法】

【解決方法】

・訪日ムスリム旅行客の課題と方向性を見極め、商業施設や宿泊

・訪日ムスリム旅行客の課題と方向性を見極め、商業施設や宿泊

・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

施設の対応を検討していく。

施設の対応を検討していく。

【解決方法】

【解決方法】

・継続的に普及啓発を実施。

・継続的に普及啓発を実施。

北海道空港(株)

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】
・弟子屈町では、イスラム諸国からの観光客が少ないため、ムスリム旅
行者の受入環境は整備されていない状況。観光圏事業で食物アレルギー
や食習慣に係る旅行者への対応として、「食の安全安心マニュアル」を

弟子屈町

策定し、圏域の観光協会及びホームページを活用して普及啓発を行って
いるが、上記の理由から環境整備については進んでいない。【弟子屈
町】
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平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【レンタ

観光地 ・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

【解決方法】

【解決方法】

国、日本」の良

カーの安全

域づく 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

・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

・前年度実施した外国人旅行者のレンタカー利用に係る安全性確

好な治安等を体

確保】安全

り

施。

保実証事業の結果を関係機関に周知し情報共有する。

感できる環境整

運転啓発及

・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 １．全道のレンタカー利用に関する事故・トラブルの発生状況や

備

びトラブル

の例がある。

海外の交通ルールの調査を実施した。

防止

・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

２．レンタカー貸出窓口においてタブレットを用い、問題形式で

分。【北海道全域】

の交通ルールの周知を図った。

「地方創生回

北海道全域

課題

地がある。

実施主体
北海道運輸局

２０２０年までの
ＫＰＩ
2018年中に検討

廊」の完備
・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
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
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
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
要。【帯広市】
・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】
・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
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
して欲しい。
・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
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
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
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
らうか仕掛けが必要である。
・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。【北海道全域】
（道路案内標識の英語表記改善）
・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
早急な対応が必要。【北海道全域】
（交差点標識に観光地名称の表示）
・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
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
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、
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
必要。【北海道全域】
（外国人ドライブ観光客に対する情報提供）
・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
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
設や観光情報、道路情報などの提供に課題。

①【取組方法】

①【取組方法】

①北海道開発局

・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

（北海道、市町

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

村、NEXCO等）

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

②北海道開発局

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。

（道路協力団体）

【主要取組】

【主要取組】

③北海道開発局

＜平成29年度取組＞

＜平成30年度以降取組＞

（各道路管理者、

・交差点名標識について、全道13箇所を改善予定

・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

北海道警察 等）

・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

継続

④北海道ドライブ

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

・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

観光促進社会実験

グを整備（旭川紋別自動車道（丸瀬布ＩＣ～遠軽瀬戸瀬ＩＣ）、

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

協議会（21機

十勝オホーツク自動車道（陸別小利別IC～訓子府IC)）。

グの整備。

関、事務局：北海

②【取組方法】

②【取組方法】

・ＩＣＴ機器(無線標識)を観光地にアクセスする道路の休憩施設

・ＩＣＴ機器(無線標識)を観光地にアクセスする道路の休憩施設

等の駐車場に設置し、ドライブ観光促進のため各種情報を発信。

等の駐車場に設置し、ドライブ観光促進のため各種情報を発信。

【主要取組】

【主要取組】

＜平成29年度取組＞

＜平成30年度以降取組＞

・H28実証調査結果を検証し、本格実施に向けて改善等の検討を

・H29取組結果を検証し、本格実施に向けて移行を進める。

道開発局）
⑤北海道開発局

行う。
③【取組方法】

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

・外国人観光客に対して、道路情報や注意喚起を分かりやすく発

信するため、英語による情報発信を実施。

信するため、英語による情報発信を実施。

【主要取組】

【主要取組】

＜平成29年度取組＞

＜平成30年度以降取組＞

外国人ドライブ観光客に対する支援（外国語鹿マップ(H29版）

・訪日外国人向け交通安全対策検討

・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

H29取組結果を検証し、必要な対策の検討を進める。

取り組み
・北海道警察等と連携して、出合頭事故等の対策として「STOP」
標識の整備に併せ路面標示設置を推進
・北海道地区道路情報のメール配信サービスを活用した通行止め
解除の事前提供（解除の概ね１時間前を目処））
④【取組方法】

④平成29年度取組結果を活用してもらう。

・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
とした取組を実施する。
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

【主要取組】
＜平成29年度取組＞
・スマートフォン用アプリケーション（株式会社ナビタイムジャ
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
析する社会実験（9/1～11/30）を実施。
・Facebookで冬道運転の注意喚起。
⑤【取組方法】

⑤【取組方法】

・急増する訪日外国人観光客のレンタカー利用による交通事故を

・急増する訪日外国人観光客のレンタカー利用による交通事故を

防止するため、レンタカー事業者や警察、関係機関と連携しなが

防止するため、レンタカー事業者や警察、関係機関と連携しなが

ら、ETC2.0の急ブレーキデータ等を活用して、外国人特有の事故 ら、ETC2.0の急ブレーキデータ等を活用して、外国人特有の事故
危険箇所を特定し、ピンポイント事故対策を推進する。

危険箇所を特定し、ピンポイント事故対策を推進する。

【主要取組】

【主要取組】

＜平成29年度取組＞

＜平成30年度以降取組＞

・ETC2.0プローブデータの取得

・ETC2.0プローブデータの取得

・ETC2.0プローブデータの分析

・ETC2.0プローブデータの分析

・ヒヤリハット地点の抽出

・ヒヤリハット地点の抽出
・多言語注意看板設置等によるピンポイント事故対策
・効果検証

【解決方法】

【解決方法】

・交通安全に係る啓発活動の継続

・交通安全に係る啓発活動の継続

H29.4～ 安全運転に係る動画を「Hokkai・Do・画」で紹介

※参考（実施主体・・・公安委員会）

「ようこそ！～安全運転で北海道観光」

北海道

外国語併記標識の設置

多言語（日本語・英語・韓国語・中国語（繁体字））
※参考（実施主体・・・公安委員会）
外国語併記標識の設置

【解決方法】

【解決方法】

・各レンタカー会社が、「外国の方が運転しています」というス

・レンタカー会社と連携し、特に外国人利用者へ電車と車との併

テッカーを車に付け、周囲に注意を促しているため、乗務員にも

用道路での運転について周知を徹底する。

函館市

運行中見かけたときは、注意するよう呼びかけている。
・注意喚起のパンフレットを各レンタカーに配布予定。
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
１２－①

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

「地方創生回

北海道ブロック 【インフラ

観光地 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

の整備・利

域づく 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

活用】広域

り

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。

幹線道路網

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】

の整備

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

＜平成29年度開通予定＞

＜平成30年度以降開通予定＞

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、

・北海道横断自動車道 網走線 十勝オホーツク自動車道〔陸別小

・一般国道228号 函館・江差自動車道 茂辺地木古内道路〔北

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

利別～訓子府IC間〕H29.10.9開通済

斗茂辺地IC～木古内IC（仮）間〕

いる。

・一般国道235号 日高自動車道 門別厚賀道路〔日高門別IC～日高 ・一般国道233号 深川・留萌自動車道 幌糠留萌道路〔留萌大

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

厚賀IC間〕

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

北海道開発局 等 2018年中に設定

和田IC～留萌IC（仮）間〕

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38・44号 釧路外環状道路（釧路東IC～釧路別保IC

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

間）

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。

１２－②

「地方創生回

北海道ブロック 【インフラ

観光地 北海道内の観光地周辺では、年間を通じた休日の渋滞や、一部の施設の

【取組方法】

【取組方法】

廊」の完備

札幌市、千歳

域づく 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る

・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

り

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

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

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ＰＤＣＡサイクル

を図りつつ実施する。

で改善を図りつつ実施する。

【主要取組】

【主要取組】

＜平成29年度取組＞

＜平成30年度以降取組＞

の整備・利

市、中富良野地 活用】観光
区

渋滞対策

北海道開発局 等 －

・国道36号札幌市札幌ドーム周辺において、イベント開催時の左 ・誘導表示の信頼性向上
折車両と歩行者との輻輳による渋滞対策とし、渋滞情報提供によ

・効果的な情報提供により広域誘導を強化

る経路誘導およびイベント参加者へチラシ配布等により退避経路

・車線運用に依らない渋滞緩和対策の検討

誘導による交差点の横断抑制を実施
・国道36号千歳市千歳航空基地周辺において、平成２９年７月２
３日のイベント時に渋滞情報提供による交通分散対策を実施
・国道237号中富良野町ラベンダー畑周辺において、観光繁忙期
間に、既存の道路空間を活用し、観光車両と通過車両との分離及
び臨時駐車場によるシャトルバス運行等による渋滞緩和対策を試
行等

１２－③

魅力ある公的施

北海道ブロック 【インフラ

観光地 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が、

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

①北海道開発局

設・インフラの

各地区

の整備・利

域づく 各地域がそれぞれの資源を活かして「世界水準」の魅力ある観光地域づ

【取組方法】

【取組方法】

（シーニックバイ

大胆な公開・解

活用】魅力

り

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組み

・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

放

ある観光空

を構築するとともに、旅行者を北海道内各地に分散・周遊させることが

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）

間の創出

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

【主要取組】

【主要取組】

②北海道開発局
（市町村 等）

景観の優れた観

(シーニック

光資産の保全・

バイウェイ

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

＜活動団体＞

＜活動団体＞

活用による観光

北海道の推

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。

・14ルート約400団体

・14ルート約400団体

地の魅力向上

進)

＜団体の活動＞

＜団体の活動＞

（かわまち

・地域毎の取組の有機的に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に連携や地域間の周遊観光を促す情報発

多言語対応によ

づくりの推

信等

信等

る情報発信

進）

＜平成29年度取組＞

＜平成30年度以降取組＞

－

・シーニックバイウェイ道内各14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ルートにおいて広域的な連携の取
取組を実施。

組を継続して実施していく。

⇒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 ⇒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
迎えする一斉活動、各種イベント等

迎えする一斉活動、各種イベント等
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平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

⇒外国人向けのパンフレットを作成しルート間相互での情報発信

⇒外国人向けのパンフレットを作成しルート間相互での情報発信

等

等

⇒外国人レンタカー観光客誘致と連携した受け入れの対応（各種

⇒外国人レンタカー観光客誘致と連携した受け入れの対応（各種

催し）等

催し）等

⇒「秀逸な道」を選定する枠組みを構築

⇒「秀逸な道」の設定

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

・継続して着実に取組を実施し、改善・推進する。
②かわまちづくりの推進
【主要取組】

②かわまちづくりの推進

＜平成29年度取組＞

【主要取組】

・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 ＜平成30年度以降取組＞
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

・平成29年度のルート設定を受け、各種イベント等の開催や改善

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

の余地について検討を進める。

親子試走会を実施するなど地域と連携して、ルート設定や案内看
板や案内表示などの検討を引き続き進める。

１２－④

景観の優れた観

北海道ブロック 【インフラ

観光地 ニセコ地区は、北海道で有数のリゾート地であり、近年、外国人宿泊者

【取組方法】

【取組方法】

光資産の保全・

ニセコ地区

の整備・利

域づく 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の

・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

活用】電線

り

拠点の創出が必要となっているが、拠点となる道の駅『ニセコビュープ

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

共同溝の整

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、重点道の駅への支

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

備

なっている。

援を検討。

を検討。

【主要取組】

【主要取組】

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

＜平成29年度取組＞

＜平成30年度以降取組＞

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

・観光振興や防災性の向上の観点から防災拠点化の整備について

・重点道の駅への支援を検討。

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

関係機関と調整。

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。

・地域のシーニックバイウェイ北海道の活動団体と協力し、倶知

北海道開発局 等 －

安町八幡のビューポイントパーキングにおいて羊蹄山の眺望の支
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

障となっていた電柱の移設が実現。

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 【インフラ

観光地 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れ

【取組方法】

【取組方法】

の開拓

各地区

の整備・利

域づく 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い

・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

活用】自転

り

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

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、先進地

・北海道におけるサイクルツーリズムを推進するために、先進地

域の取組等も踏まえつつ、自転車の走行環境、受入環境の改善・

域の取組等も踏まえつつ、自転車の走行環境、受入環境の改善・

充実を図るための方策や、サイクリストも参画した効果的な情報

充実を図るための方策や、サイクリストも参画した効果的な情報

発信の方策について、専門的見地から審議を行うため、「北海道

発信の方策について、専門的見地から審議を行うため、「北海道

のサイクルツーリズム推進に向けた検討委員会」を設立し、検討

のサイクルツーリズム推進に向けた検討委員会」を設立し、検討

を進める。

を進める。

【主要取組】

【主要取組】

＜平成29年度取組＞

＜平成30年度以降取組＞

車

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題。

北海道開発局 等 －

・国道39号上川町層雲峡地区にて自転車走行空間を明示する路面 ・平成29年度に行った路面表示間隔の検証を基に、整備区間を延
表示整備を実施。アンケートにより最適な路面表示間隔の検証を

伸。

行う。

・「北海道のサイクルツーリズム推進に向けた検討委員会」での

・「北海道のサイクルツーリズム推進に向けた検討委員会」での

審議結果を踏まえ、5つのモデルルートにおいて、受け入れ環境の

審議結果を踏まえ、5つのモデルルートにおいて、受け入れ環境の 充実、情報発信・サイクリストとのコミュニケーション、自転車
充実、情報発信・サイクリストとのコミュニケーション、自転車

走行環境の改善等に関する試行を29,30年度の2年間で実施。

走行環境の改善等に関する試行を29,30年度の2年間で実施。
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

「地方創生回

北海道ブロック 【インフラ

観光地 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と

【取組方法】

【取組方法】

北海道開発局

廊」の完備

各地区

の整備・利

域づく 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」

（北海道経済産業

活用】電気

り

２０２０年までの
ＫＰＩ
－

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番 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 局、市町村 等）

自動車

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が

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

（EV）充電

重要な課題。

進する。

進する。

【主要取組】

【主要取組】

＜平成29年度取組＞

＜平成30年度以降取組＞

・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

し推進を図る

し推進を図る

インフラ

・新規設置６駅

１２－⑦

オリパラに向け

北海道ブロック 【インフラ

観光地 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客

【取組方法】

【取組方法】

北海道開発局

たユニバーサル

各地区

の整備・利

域づく 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、ユニバー

・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

活用】特定

り

村）

デザインの推進

１２－⑧

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

する。

する。

アフリー化

【主要取組】

【主要取組】

＜平成29年度取組＞

＜平成30年度以降取組＞

・国道12号札幌市中央区北1条東でバリアフリー化に向けて実施

・関係機関と調整の上、事業環境が整った箇所について適宜バリ

中。

アフリー化を予定。

民間のまちづく

北海道ブロック 【インフラ

観光地 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都

【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

の整備・利

域づく 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、魅

・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

「観光・まち一

部）

活用】道路

り

くり株式会社）

体再生」の推進

１２－⑨

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

道路のバリ

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

空間の利活

力的な環境を創出する空間に課題。

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

用

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】

＜平成29年度取組＞

＜平成30年度以降取組＞

・外国人ドライブ観光客促進のため道の駅等地域観光資源の情報

・外国人ドライブ観光客促進のため道の駅等地域観光資源の情報

発信、地域特産品のＰＲを行うためのスキームを検討。

発信、地域特産品のＰＲを実施。

【取組方法】

公共交通利用環

北海道ブロック 【インフラ

観光地 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】

北海道開発局

境の革新

各地区

の整備・利

域づく 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「ピア２１しほろ」を都市間バス、コミュニティバスの

・道の駅「あいろーど厚田」を路線バス、デマンドバスの乗り継

（道の駅、自治

活用】交通

り

乗り継ぎ拠点として活用。

ぎ拠点として活用。

体、バス事業者

＜平成29年度取組＞

【主要取組】

等）

・道の駅移転に合わせてバス停を集約、ダイヤの調整等を実施。

＜平成30年度以降取組＞

結節

おいては、旅行者等の観光拠点が存在しない状況。

－

－

－

・道の駅新設に合わせてバス停を集約。
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【その他】

観光地 ・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

【解決方法】

【解決方法】

制・制度の総合

ツアーの品

域づく 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

・「改正旅行業法に向けた説明会（観光庁主催）」を開催し、ラ

・引き続き、制度の周知に取り組む。

的な見直し

質向上

り

が無いことから、なかなか浸透していない。

ンドオペレーター業務の登録制等について、関係者に対して周知

・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

を行った。

実施主体
北海道運輸局

２０２０年までの
ＫＰＩ
2018年中に検討

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】

１３－②

広域観光周遊

北海道全域

【解決方法】

【解決方法】

・旅行業法が改正されランドオペレーター業務が登録制になるた

・旅行業法が改正されランドオペレーター業務が登録制になるた

め、制度の周知に取り組む。

め、制度の周知に取り組む。

・海外でのセミナー時において、認証制度の紹介並びに認証会社

・海外でのセミナー時において、認証制度の紹介並びに認証会社

PRを継続して取り組む。

PRを継続して取り組む。

【その他】

観光地 ・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

【解決方法】

【解決方法】

ルートの世界水

地域での課

域づく 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

・道内日本版ＤＭＯ候補法人の取組状況の把握及びそれを踏まえ

・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

準への改善

題解決に向

り

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。

を行う機会が非常に少ないことが判明した。

た適切な情報提供や助言、また、各日本版ＤＭ候補法人からの要

けた連携強

・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

望や課題についてのヒアリングを行うとともに、フォローアップ

化

た。

として各日本版ＤＭＯ候補法人を一同に集めた意見交換会の開催

・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

を年２回（H29.8.28、H29.11.27）行うことにより、各法人間

域内での連携強化は急務である。【北海道全域】

のネットワーク化等を促進する。

JATA

北海道運輸局

2018年中に検討

・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

【解決方法】

【解決方法】

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

・広域観光周遊ルート形成事業を推進するにあたり、宗谷管内関

・広域観光周遊ルート形成事業を推進するにあたり、宗谷管内関

ついて共有出来ていない。

係機関連絡会議を立ち上げており、本組織を通じて情報共有を進

係機関連絡会議を立ち上げており、本組織を通じて情報共有を進

・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

めていく。

めていく。

【解決方法】

【解決方法】

・当局関連施策（省エネルギー促進に向けた広報事業委託費、地

・３０年度予算を活用し、地域の観光事業者等を対象とした勉強

熱発電に対する理解促進事業費補助金、エネルギー構造高度化・

会・セミナー等を開催し、地域内の情報共有を引き続き支援。

稚内市

（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】

北海道経済産業局

転換理解促進事業等）により、観光事業者等を含めた地域事業者
を対象に勉強会・セミナー等の開催し、地域内の情報共有を支
援。２９年度は札幌市、ニセコ町他で勉強会、セミナー等を開催
予定。

【解決方法】

【解決方法】

・羊蹄地域８町村と連携し、協議会を設立。輸出の取り組み等を

・輸出の取り組み等を通じ、夏季のインバウンド振興や外国人訪

通じ、夏季のインバウンド振興や外国人訪問先の偏り解消目指

問先の偏り解消目指す。

ジェトロ北海道

す。
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

観光関係の規

稚内市、利尻

【その他】

観光地 ・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、

【解決方法】

制・制度の総合

島、礼文島

旅行業法の

域づく 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

・観光庁より制度趣旨から困難との回答。

見直し等

り

的な見直し

平成30年度以降の対応方針

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

北海道運輸局

2018年中に検討

ニセコ町

2018年中に検討

札幌商工会議所

2018年中に検討

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

【その他】

観光地 ・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

【解決方法】

国実現のための

ニセコ地域

観光財源の

域づく 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

・JTBF主催の観光財源研究会に参加するとともに、庁内プロジェ ・JTBF主催の観光財源研究会に参加するとともに、庁内プロジェ

財源の検討

確保

り

クトを発足させ、制度の調査・勉強を進める。

クトを発足させ、制度の調査・勉強を進める。

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

【解決方法】

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

【その他】

観光地 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、札幌にお

【解決方法】

【解決方法】

新たな魅力

域づく 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と

１．夜間エンターテイメント創出事業

１．夜間エンターテイメント創出事業

の発掘

り

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の

①「夜間観光開発事業」

①「夜間観光開発事業」

脱却が必要。【札幌市】

インバウンド受入事業者の協力を得て、観光客と事業者の両方に

２９年度に試作した商品の事業化。

アンケート調査を実施。現状の課題・ニーズを整理し、新たな観
光メニューの開発につなげる。

２．札幌観光大使インターナショナル

②時期

①「札幌観光大使インターナショナル」

・Ｈ２９年７月～９月にインバウンド向けアンケート2,000件実

２９年度と同様のペースで実施。

施。
・Ｈ２９年１１月～１２月に観光関連事業者とのワーキングＧ形
成し、商品開発を目指す。
・Ｈ３０年１～２月頃に、海外エージェントに開発商品を提案す
る。
２．札幌観光大使インターナショナル
①「札幌観光大使インターナショナル」
留学生に札幌の魅力をＳＮＳで発信していただき、母国からの誘
客に繋げるため、当所企画でさまざまな観光体験をしていただ
く。また、留学生ならではの視点から新たな魅力を発掘して頂く
（意見を頂く）。
②時期
・Ｈ２９年８月～１０月に４つのイベントを開催済。
・年度内に毎月1回のペースで実施予定。
※報告日現在の観光大使インターナショナル登録者数60名程あ
り。
【解決方法】

ジェトロ北海道

進出済み外国企業支援の一環として、外国の旅行会社等を招き、
外国人目線から新たな魅力の発掘および観光地の情報発信を実施
した。
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

洞爺湖町、壮瞥 【その他】

観光地 ・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

【解決方法】

【解決方法】

町、北海道全域

域づく 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

・北海道、壮瞥町等の関係者における調整状況を注視していく。

・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

り

町】
・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
いる。【北海道全域】

実施主体
北海道運輸局

２０２０年までの
ＫＰＩ
2018年中に検討

ていく。

【解決方法】

【解決方法】

・用地買収協議中。（北海道建設部土木局）

・用地買収、本工事（歩道設置）予定。（北海道建設部土木局）

北海道

【解決方法】

【解決方法】

北海道観光振興機

・H28年度同様、地域観光活性化促進事業にてバス運航経費及び

・H29年度の実証実験検証を経て、冬季周遊バス自走化を図る。

構

広告宣伝の一部補助継続、運行期間の12/1から2/28（８５日

機構としては情報発進、プロモーション等支援を継続し、自走化

間）自走に向け課題を抽出し次年度の完全自走化を図る。

をフォローしていく。

【解決方法】

【解決方法】

・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
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
とから、地域への集客・経済経済効果につなげられない。【北海道全
域】
・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
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。
【北海道全域】

北海道経済産業局

・本年7月に施行した「地域未来投資促進法」では、地域の特性を ・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
活用した事業の生み出す経済波及効果に着目し、これを最大化し

を行う自治体の取組を支援。

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
を受けた基本計画のうち、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4自治体（札幌市、岩見沢市、
帯広市、音更町）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。
・「地域中核事業創出・支援事業」により、観光関連事業者を含

・３０年度予算を活用し、地域の中核となる企業の事業化戦略の

む地域の中核となる企業の事業化戦略の立案・販路開拓等の取組

立案・販路開拓等の取組を支援。

を支援。
（具体事例）
○中核企業であるもりもとが自社工場に観光的要素を付加する取

・引き続き、地域未来投資促進法に基づく地域の特性を活かした

組を支援。また、もりもとは、地域未来投資促進法に基づき事業

中核企業の新たな取組を支援する予定。

計画の承認を受けており、インバウンド受入体制の構築に向けた
取組等支援していく。
○鶴雅リゾート（株）を中核企業として、FAMツアーの実施や、
Adventure Travel World Summitへの参加を通じ、道東地域をモ
デルとしたマーケティング戦略を策定中。
○ドバイの財閥と協力し、現地で北海道の常設の情報発信拠点を
整備。「雪ミク」を活用した北海道の観光プロモーションを実施
中。
・「観光資源等を活用した地域高度化計画の策定等支援事業（世

・３０年度予算を活用し、地域における消費単価向上を促進。

界が訪れたくなる観光づくりに向けた高度化策定事業）」によ
り、地域における消費拡大を図り、景観・空間的魅力や滞在環境
を高度化するマスタープランを策定。２９年度は富良野市で山岳
テーマに係る計画を策定。
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

・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

・３０年度予算を活用し、商工会・商工会議所等が地域の小規模

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

事業者と連携して行う特産品開発・販路開拓や観光集客の取組

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

等、複数の事業者の売上増大につながる取組を引き続き支援。

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

ながる取組を支援。
・ニセコエリアからの岩宇地域への誘客と地域の魅力向上のた

・ニセコエリアからの岩宇地域への誘客と地域の魅力向上のた

め、ツアーコンテンツの検討、モニターツアー、ワークショップ

め、引き続き地域全体の活性化促進を支援。（関係エリア：泊

等の実施を支援し、地域全体の活性化を促進。（関係エリア：泊

村、岩内町、共和町、神恵内村）

村、岩内町、共和町、神恵内村）
・ものづくり補助金により、経営力向上に資する革新的サービス

・３０年度予算を活用し、経営力向上に資する革新的サービス開

開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う事業者を支援。

発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う事業者を引き続き支
援。

・冬季スポーツを核とした産業創出拠点を目指し、「大学を軸と

・２９年度調査結果を踏まえ、道内外の冬季スポーツに関する取

した冬季スポーツによる地域経済の活性化のための基礎調査」を

組の連携、加速させることにより、ものづくり・観光・食品分野

２９年度実施。北見工大冬季スポーツ科学研究推進センターや自

での新たな産業の創出を促進。

治体、企業等で行われているスポーツ用品開発、合宿誘致・選手
育成の取組を連携、加速させることにより、ものづくり・観光・
食品分野での新たな産業の創出を促進。
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

文化財の観光資 北海道全域、江 【文化財の

観光地 ・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

【解決方法】

【解決方法】

文化財推進チーム 2018年中に検討

源としての開花 差町、函館市、 観光資源と

域づく 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。

・「観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議」の観光地域づく

・平成２９年度に検討した対応方針に沿って関係者が連携して取

（北海道教育委員

り

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

りWGに設置した推進チームにおいて、「日本遺産」の認定を受

組を進める。

会、北海道開発

促進】観光

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

けた地域及び認定を受けようとしている地域の課題を把握し、各

局、北海道経済産

資源として

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

機関の施策や支援メニューなどの情報共有を行うことで、地域の

業局、北海道総合

の環境整備

域】

課題解決につながる方法について検討を進める。

通信局、北海道、

松前町、上川町 しての活用

北海道運輸局）
・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】
・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

【解決方法】

【解決方法】

・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

・今年度、文部科学大臣から文化審議会に対し「これからの時代

診断や耐震対策を促進。

にふさわしい文化財の保存と活用の方策の改善等」について諮問

・文化財の活用に向けての各種課題については、全国の先進事例

しており、年内に答申される予定。国（文化庁）においては、文

等についての情報収集を行い、関係機関で情報共有を図るととも

化審議会からの答申を踏まえ、今年度中に文化財の一体的活用と

に、対応策の研究を進める。

地域振興に向けた文化財保護制度の見直しを行うことを検討して
おり、こうした制度改正を踏まえた対応を推進。

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。【上川町】

北海道教育委員会

【解決方法】

【解決方法】

・中小企業地域資源活用促進法に基づく事業計画認定により、中

・引き続き、中小企業地域資源活用促進法に基づき、取組を支援

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

する予定。

北海道経済産業局

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

・３０年度予算を活用し、商工会・商工会議所等が地域の小規模

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

事業者と連携して行う特産品開発・販路開拓や観光集客の取組

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

等、複数の事業者の売上増大につながる取組を引き続き支援。

ながる取組を支援。
【解決方法】

【解決方法】

北海道総合通信局

・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
により「普通地方公共団体・第三セクター」を対象に支援してい

支援事業」により支援。（当面、平成３１年度まで実施予定）

るところ。文化財であれば建物そのものではなく、離れた場所か
ら建柱等によりWi-Fiを設置し、文化財エリアをカバーする手法も
あり、補助対象とすることができる場合もある。
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：
博物館、文化財、自然公園 等
〈補助対象〉無線アクセス装置、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①
SMS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29年度事業の公募〉平成29年12月25日まで
・多言語音声翻訳システム（VoiceTra等の多言語音声翻訳アプ

・引き続き、多言語音声翻訳システムの普及を促進。

リ）の普及を促進。
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

【解決方法】

【解決方法】

北海道、北海道観

・「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」で、外国人観

・「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」で、外国人観

光振興機構

光客受入のための現場対応者向けの実践的な各種研修を実施。

光客受入のための現場対応者向けの実践的な各種研修を実施。

【解決方法】

【解決方法】

・「多言語音声翻訳システム（「VoiceTra」等）の活用に向けた

・「多言語音声翻訳システム（「VoiceTra」等）の活用に向けた

周知・広報について」において、多言語音声翻訳システムの普及

周知・広報について」において、多言語音声翻訳システムの普及

促進に向け、北海道総合通信局と連携して周知・広報等の取組み

促進に向け、北海道総合通信局と連携して周知・広報等の取組み

を進める。

を進める。

観光地 ・「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

【解決方法】

【解決方法】

ショナルパー

域づく 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

・「観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議」の観光地域づく

・29年度に検討した対応方針に沿って、関係者が連携して取組を ム（北海道地方環

り

「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 りWGに設置した推進チームにおいて、阿寒摩周国立公園に関す

国立公園推進チー 2018年中に検討

ク」としてのブ 公園地域）

のナショナ

ランド化

ルパークと

（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

る情報を共有しつつ、道内６つの国立公園（利尻礼文サロベツ、

然環境事務所、北

してのブラ

るという目標が掲げられている。

知床、阿寒摩周、釧路湿原、大雪山、支笏洞爺）における満喫プ

海道経済産業局、

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

北海道、北海道運

29年度事業の取組状況等を踏まえ対応方針を検討する。

輸局）

ンド化】ブ

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

ランド化の

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）

推進

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
・「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
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
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
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】

進める。

ＫＰＩ

北海道運輸局

国立公園の「ナ 北海道全域（道 【国立公園
内６ヶ所の国立 の世界水準

２０２０年までの

境事務所、釧路自

【解決方法】

【解決方法】

北海道地方環境事

・満喫プロジェクト全体の情報発信やブランディングの方策等に

・地元関係者等に対しては、各国立公園の連絡会議等において満

務所、釧路自然環

ついては、環境本省の「国立公園満喫プロジェクト有識者会議」

喫プロジェクトの進捗状況等を周知・共有していく。

境事務所

において検討が進められている。地元関係者等に対しては、各国
立公園の連絡会議等においてその状況等を周知・共有する。
・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

・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（阿寒摩周国立公園プロモーション戦略の策定、阿寒摩周

く取組を実施する。

国立公園における利用のあり方に関する全体構想のとりまとめ
等）を実施する。
・国立公園ブランドが、インバウンド対応に有効であるとの認識

・道内６つの国立公園について、平成29年度の検討を踏まえ、訪

のもと、道内６つの国立公園について、訪日外国人を対象とした

日外国人を対象としたプロモーションを実施する。

プロモーションの手法の検討を行う。

○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

【解決方法】

【解決方法】

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

・アドベンチャーツーリズム（以下、AT）市場獲得を目指し、

・平成29年度の事業を踏まえ、関係プロジェクトを支援する。

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

Adventure Travel Trade Association（以下、ATTA）の会長を含

町、白老町、釧路町、標茶町、鶴居村、斜里町】

むボードメンバー3名を北海道に招聘し、知床、阿寒、釧路湿原エ

・「国立公園」、「ナショナルパーク」の範囲、サービス、特別感、統

リアの魅力をPRするFAMトリップを実施。また、ATTAメンバー

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

と道内AT関係者とのネットワーク形成やアドベンチャーツーリズ

る。【知床地域】

ムの知見を深めることを意図したアドベンチャーコネクトを実

・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

施。

要【倶知安町】

北海道経済産業局

10月にアルゼンチンで開催（主催：ATTA）されたAdventure
Travel World Summitに参加し、道東の魅力をPRするとともに、
海外のAT関係者とのネットワークを構築。
【解決方法】

【解決方法】

・北海道におけるアドベンチャートラベルの窓口となる協議会

・引き続き、平成29年度に構築したWEBサイトの更新・拡充や視 チャートラベル協

北海道アドベン

（HATA）を設置し、WEBサイトの構築や米国大手アドベン

察旅行の実施等を行う。

議会（HATA）

チャー旅行会社・メディアによる視察旅行の実施、10月にアルゼ ・より多くの参加団体を募り、組織の転換・拡大を図る。
ンチンで開催（Adventure Travel Trade Association（ATTA）主
催）されたAdventure Travel World Summitに参加等を行ったと
ころである。
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【北海道ブロック】 （観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
１５－②

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

国立公園の「ナ 北海道全域（道 【国立公園

観光地 ・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 【解決方法】

【解決方法】

ショナルパー

域づく 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

・「観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議」の観光地域づく

・29年度に検討した対応方針に沿って、関係者が連携して取組を ム（北海道地方環

り

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

りWGに設置した推進チームにおいて、既存のブロック連絡会及

進める。

内６ヶ所の国立 の世界水準
のナショナ

ランド化

ルパークと

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

び今回ヒアリングにおいて把握された課題を踏まえ、地域関係者

然環境事務所、北

してのブラ

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

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

海道経済産業局、

ンド化】利

に係る対応を検討する必要がある。

を検討する。

北海道、北海道運

環境整備

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
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。
【北海道全域（道内６ヶ所の国立公園地域）】
○受入環境整備
・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】
・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

ＫＰＩ

国立公園推進チー 2018年中に検討

ク」としてのブ 公園地域）

用者の受入

２０２０年までの

境事務所、釧路自

輸局）
【解決方法】

【解決方法】

北海道地方環境事

・国立公園の規制については、自然環境や景観を守ることにより

・国立公園内の各種課題については、各国立公園の連絡会議等に

務所、釧路自然環

観光資源を守っているという側面も大きいため、単純に規制緩和

おいて情報共有を図った上で、関係者間で対応を議論・検討して

境事務所

をすることが、インバウンド受け入れに望ましいとは考えられな

いく。

いため、国立公園内の各種課題については、各国立公園の連絡会
議等において情報共有を図った上で、関係者間で対応を議論・検
討する。なお、国立公園に係る具体的な案件については、引き続
き自然保護官事務所等に相談いただきたい。
・全国34の国立公園内の環境省が整備したビジターセンター等に
おいて、無料で利用できる公衆無線LAN（National Park Wi-Fi）
を導入し、11月1日より順次サービスを開始した。道内の６つの
国立公園では、17箇所のビジターセンター等に導入。

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】

【解決方法】

【解決方法】

北海道、北海道観

・「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」で、外国人観

・「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」で、外国人観

光振興機構

光客受入のための現場対応者向けの実践的な各種研修を実施。

光客受入のための現場対応者向けの実践的な各種研修を実施。

【解決方法】

【解決方法】

「プライムロード

・北海道におけるアドベンチャートラベルの窓口となる協議会

・英語で語れるガイド育成の受け皿の整備や外部アドバイザーに

ひがし北・海・

（HATA）を設置し、Adventure Travel Trade Association

よる研修等を実施する。

道」推進協議会、

・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】
・国立公園の規制により、道路が拡幅できかなったことがある。【白老

（ATTA）の教育プログラムの釧路での開催等を行ったところであ

北海道運輸局

る。
・上記教育プログラムに関する情報共有セミナーを道内４カ所で

・Adventure Travel Trade Association（ATTA）のガイド育成プ

実施予定。

ログラムを実施予定。

【解決方法】

【解決方法】

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】

千歳市

・平成28年12月に設立した「支笏湖温泉光回線誘致の会」におい ・光サービスの提供が実現された際には、Wi-Fi環境の整備に向け
て、ＮＴＴ東日本北海道支社に対する要望書を平成29年2月に提

た事業を進めていく。

出した。平成29年度においても引き続き光サービスの提供につい
て要望活動を実施している。
・支笏湖を訪れた外国人観光客にアンケート調査を行いWi-Fi環境
の整備方法について検討中。

・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
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。

【解決方法】

【解決方法】

【倶知安町】

・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

・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

活動を継続する。

活動を継続する。

登別市

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・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【解決方法】

【解決方法】

・島内の観光施設にある公衆トイレについては、町単費により一

・新設や全面改修も含めて補助制度を有効に活用しながら対応を

部洋式化の改修がされているが、箇所数が多くなかなか進まない

進める。

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

礼文町

ため、新設や全面改修も含めて補助制度を有効に活用しながら対
応を進める。

１６－①

【解決方法】

【解決方法】

・所有者が北海道であり、継続して要望を行う。

・所有者が北海道であり、継続して要望を行う。

利尻町

滞在型農山漁村 北海道全域

【滞在型農

観光地 ・「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

【解決方法】

【解決方法】

の確立・形成

山漁村の確

域づく 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

・「観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議」の観光地域づく

・29年度に検討した対応方針に沿って、関係者が連携して取組を ム推進チーム（北

グリーンツーリズ 2018年中に検討

立及び農泊

り

進める。

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

りWGに設置した推進チームにおいて、農泊に積極的に取り組む

の推進】受

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

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

事務所、北海道経

入体制の整

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】

有を行うことで、地域の課題解決につながる方法について検討を

済産業局、北海道

進める。

総合通信局、北海

備

海道、北海道農政

道運輸局）

【解決方法】

【解決方法】

・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、体験・交流プログラムの作り方、地域ぐるみの滞在

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

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

行う。

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年度道内採択件数：１４

ツの磨き上げと拠点施設整備。

北海道（農政部）

地域）

【解決方法】

【解決方法】

・帯広地域拠点では、11月17日(金)に、インバウンド観光セミ

・SAVOR JAPANの取組みによる海外への情報発信を支援。

ナーを開催し、「今、『食』観光で十勝がなすべきこと、そして

・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

将来」と題して、食料基地十勝の強みである食を活かした更なる

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

インバウンド誘致を目指すためのパネルディスカッション等を実

発や観光関連事業を支援。

北海道農政事務所

施。
・釧路地域拠点では、12月14日(木)に、「「食・観光」地域連携
シンポジウム」を開催し、「滞在交流モデルプランとコーディ
ネート組織の作り込みで、住んで良し訪れて良しの観光地域づく
りを！」と題した基調講演やパネルディスカッションを実施。
・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・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

１．地域における体制の整備が困難

【解決方法】

【解決方法】

・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

・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

域】

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

・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

コンセプトの重要性等について学ぶ場をつくる。

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

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

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

北海道（農政部）

ト手法について学ぶ場をつくる。

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】
・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】
・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】
・北海道ツーリズム協会として窓口業務、体験プログラムの集客で事業
として自立していくのが課題。【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

【解決方法】

【解決方法】

・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

・地域の構想づくりへの側面的支援として、全国の取組事例や知

・地域の構想づくりへの側面的支援として、全国の取組事例や知

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

見をもつ講師または実践者を派遣。（報償費、旅費等）

見をもつ講師または実践者を派遣。（報償費、旅費等）

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

・道が主催する実践者や自治体を集めたネットワーク会議への参

・道が主催する実践者や自治体を集めたネットワーク会議への参

現地目線による「着地型」の支援を期待。【月形地域】

加呼びかけ。

加呼びかけ。

北海道（農政部）

・6月より人材育成事業として1名の募集を行っているが、現時点でまだ
採用に至っていない【七飯地域】
・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
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
がなく、域内での人材確保が困難な状況。【白老地域】
・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
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
せ等に適宜対応していくことが難しい。【旭川地域】
・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
域】
・現在緑化事業が外国から注目を受け始めていることからインバウンド
観光にも対応できる人材確保（育成）が課題。【えりも地域】

48

【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

【解決方法】

【解決方法】

北海道（観光

・「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」で、外国人観

・「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」で、外国人観

局）、北海道観光

光客受入のための現場対応者向けの実践的な各種研修を実施。

光客受入のための現場対応者向けの実践的な各種研修を実施。

振興機構

・「インバウンド受入体制整備事業」で、地域の中核人材を対象

・「インバウンド受入体制整備事業」で、地域の中核人材を対象

にプロモーションと受入を総括的にプロデュースできるノウハウ

にプロモーションと受入を総括的にプロデュースできるノウハウ

を習得させる。

を習得させる。

３．資金面での課題

【解決方法】

【解決方法】

・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

・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

形地域】

策）を紹介し、必要に応じ情報提供を行う。

策）を紹介し、必要に応じ情報提供を行う。

・「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

・農泊勉強会を開催。（11/2、12/8）

・農泊勉強会を開催。（未定）

４．観光コンテンツの開発に関する課題

【解決方法】

【解決方法】

・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】

・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

・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

振興交付金の活用事例の紹介やアドバイス等を実施。

振興交付金の活用事例の紹介やアドバイス等を実施。

【解決方法】

【解決方法】

北海道（観光

・「インバウンド対応観光ルート創出事業」で、地域が連携して

・「インバウンド対応観光ルート創出事業」で、地域が連携して

局）、北海道観光

地域資源を活かした新たな提供メニューの創出等によりインバウ

地域資源を活かした新たな提供メニューの創出等によりインバウ

振興機構

ンドにとって魅力ある国際観光ルートづくりを支援。

ンドにとって魅力ある国際観光ルートづくりを支援。

・「広域観光周遊ルートビジネスモデル形成事業」で、道東・道

・「広域観光周遊ルートビジネスモデル形成事業」で、道東・道

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

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

客向けの滞在モデルプランを確立。

客向けの滞在モデルプランを確立。

【解決方法】

【解決方法】

・中小企業地域資源活用促進法に基づく事業計画認定により、中

・引き続き、中小企業地域資源活用促進法に基づき、取組を支援

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

する予定。

２０２０年までの
ＫＰＩ

北海道（農政部）

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】

北海道（農政部）

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】
・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
と磨き上げが必要。【月形地域】

北海道経済産業局

援。
・農商工等連携促進法に基づく事業計画認定により、中小企業と

・引き続き、農商工等連携促進法に基づき、取組を支援する予

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

定。

開発を支援。
これまでインバウンドを対象にした加工食品の開発を支援。平成
２９年度は、中標津町の酪農家と中小企業者が連携した５年間の
事業計画「牧場の資源を活用した都市農村交流ビジネスの展開」
を認定し、酪農家が手がける宿泊型体験観光サービスを支援。
・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

・３０年度予算を活用し、商工会・商工会議所等が地域の小規模

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

事業者と連携して行う特産品開発・販路開拓や観光集客の取組

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

等、複数の事業者の売上増大につながる取組を引き続き支援。

ながる取組を支援。
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

【解決方法】

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

北海道運輸局

・「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」により、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で、魅力あふれる観光地域づ
くりを推進。
※平成２９年度支援対象地域「帯広市、木古内町、網走市、枝幸
町」

５．閑散期における需要不足

【解決方法】

【解決方法】

・閑散期である冬の体験メニューの開発が課題。【月形地域】

・閑散期対策について、農山漁村振興交付金の活用事例の紹介や

・閑散期対策について、農山漁村振興交付金の活用事例の紹介や

北海道（農政部）

・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

アドバイス等を実施。

アドバイス等を実施。

【解決方法】

【解決方法】

北海道（観光

・「インバウンド対応観光ルート創出事業」で、地域が連携して

・「インバウンド対応観光ルート創出事業」で、地域が連携して

局）、北海道観光

地域資源を活かした新たな提供メニューの創出等によりインバウ

地域資源を活かした新たな提供メニューの創出等によりインバウ

振興機構

ンドにとって魅力ある国際観光ルートづくりを支援。

ンドにとって魅力ある国際観光ルートづくりを支援。

・「広域観光周遊ルートビジネスモデル形成事業」で、道東・道

・「広域観光周遊ルートビジネスモデル形成事業」で、道東・道

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

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

客向けの滞在モデルプランを確立。

客向けの滞在モデルプランを確立。

６．空き家古民家等を活用するに当たっての課題

【解決方法】

【解決方法】

・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

・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

るには改修が必要。【栗山地域】

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

【解決方法】

【解決方法】

・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。

・左記課題全般について、農山漁村振興交付金の活用事例の紹介

・左記課題全般について、農山漁村振興交付金の活用事例の紹介

【鹿追地域】

やアドバイスなどを実施。

やアドバイスなどを実施。

【解決方法】

【解決方法】

北海道（観光

・インバウンドの急激な増加に対応した現場の多言語対応につい

・インバウンドの急激な増加に対応した現場の多言語対応につい

局）、北海道観光

て、「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」で、外国人

て、「実践的インバウンドおもてなし人材育成事業」で、外国人

振興機構

観光客受入のための現場対応者向けの実践的な各種研修を実施。

観光客受入のための現場対応者向けの実践的な各種研修を実施。

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】

北海道（農政部）

・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。
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、えりも地域、旭川地域】
③ 多言語表示施設
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【北海道ブロック】

（観光地域づくりＷＧ・交通ＷＧ）

平成２９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

ＷＧ

現状
③ 多言語表示施設
【七飯地域、鹿追地域、鶴居地域、えりも地域、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、えりも地域、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】

平成29年度までの成果及び取組
【解決方法】

平成30年度以降の対応方針
【解決方法】

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

北海道総合通信局

・「④Wi-Fi整備」について、総務省「公衆無線LAN環境整備支援 ・「④Wi-Fi整備」について、引き続き、総務省「公衆無線LAN環
事業」により支援。

境整備支援事業」により支援。（当面、平成31年度まで実施予

平成29年度事業において、道内13団体が交付決定済み。いずれも 定）
防災拠点：避難所・避難場所（学校、市民センター、公民館
等）、官公署への整備であるが、当該事業では被災場所と想定さ
れ災害対応の強化が望まれる公的拠点：博物館、文化財、自然公
園

等での整備も可能。

＜補助対象＞
無線アクセス装置、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以下は２／３）
＜要件＞
Wi-Fiは固定式のもであること。（携帯型は不可）Wi-Fi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29年度事業の公募＞
平成29年12月25日まで

１６－②

滞在型農山漁村

北海道全域

の確立・形成

緊急対策事業費補助金（地方での消費拡大に向けたインバウンド

緊急対策事業費補助金（地方での消費拡大に向けたインバウンド

対応支援事業（公衆トイレの洋式化及び機能向上））」により、

対応支援事業（公衆トイレの洋式化及び機能向上））」により、

公衆トイレの洋式化を支援。（補助率1/3）

公衆トイレの洋式化を支援。（補助率1/3）

北海道運輸局

観光地 ・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

【解決方法】

【解決方法】

域づく ている。ＨＰからの参加者はほぼいない状況。【栗山地域】

・「観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議」の観光地域づく

・29年度に検討した対応方針に沿って、関係者が連携して取組を ム推進チーム（北

立及び農泊

グリーンツーリズ 2018年中に検討

り

進める。

・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

りWGに設置した推進チームにおいて、農泊に積極的に取り組む

の推進】誘

報（イベント、飲食店、特産品、施設、名所等）のＨＰ、ＳＮＳによる

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

事務所、北海道経

客プロモー

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

有を行うことで、地域の課題解決につながる方法について検討を

済産業局、北海道

ション・情

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。

進める。

総合通信局、北海

報発信

【寿都地域】

居地域】
・多言語対応が課題【旭川地域】

北海道全域

・洋式トイレの整備について、「訪日外国人旅行者受入環境整備

山漁村の確

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

休暇改革

【解決方法】

・洋式トイレの整備について、「訪日外国人旅行者受入環境整備

【滞在型農

・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

１７－①

【解決方法】

休暇改革

観光地 ＊関係機関に対して、学校休業日を工夫している事例等を確認中。

（キッズ

域づく

ウィーク）

り

海道、北海道農政

道運輸局）
【解決方法】

【解決方法】

・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国の取組を情報提供）

ターツアーの実施など国の取組を情報提供）

北海道（農政部）

に関する情
報
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【北海道ブロック】 （航空・港湾WG）

平成29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

市町村・地域等

課題

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

地方空港のゲー 新千歳空港

国際線ス

航空・ ・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 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)

引き続き、国際線エプロン3スポット分の整備を行う。（H30年度 東京航空局

トウェイ機能強

ポット不足

港湾

混雑。

において、国際線エプロン3スポット分の整備を継続。

末完了予定）

化と LCC 就航

・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

また、国際線ターミナルビルの機能向上(CIQ施設)についても着

国際線ターミナルビルの機能向上(CIQ施設)についても引き続き

促進

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

手している。

整備を行う。(H31年度末完了予定)

２０２０年までの
ＫＰＩ
2018年中に設定

北海道開発局

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。

１－②

地方空港のゲー 新千歳空港

運用時間

航空・ ・一部外国航空機の乗入制限（ただし、火・水は12時～16時、金は17

【対応終了】

トウェイ機能強

「乗入制

港湾

時以降、土・日は終日の発着が可能）があるため、特定の曜日・時間帯

平成28年冬ダイヤ(2016.10.30)から、一部の制限が緩和され、

化と LCC 就航

限」

に便が集中していたが、平成28年冬ダイヤ（2016.10.30）から一部の

月～木は12時～17時、金は12時以降、土・日は終日の発着が可能

制限が緩和され、月～木は12時～17時、金は12時以降、及び土、日は

となった。

促進

_

_

_

終日の発着が可能となったところ。

１－③

地方空港のゲー 新千歳空港

発着枠の拡

航空・ ・2015年度の夏季および冬季多客期において、臨時便・チャーター便を 【対応終了】

トウェイ機能強

大

港湾

対象に、発着枠（32）を最大5発着回まで拡大する試行運用を実施し、

・平成29年夏ダイヤ(2017.3.26～)から、発着枠が42に拡大され

化と LCC 就航

問題点の抽出・評価を実施してきた。

た。

促進

・2016年度の夏季および冬季多客期において、臨時便・チャーター便を

_

航空局

_

東京航空局

対象に、発着枠（32）を最大10発着回まで拡大する試行運用を実施し、 ・新たな管制方式の導入等により、発着枠拡大に対応。【航空
問題点の抽出・評価を実施してきた。

局】

・平成29年夏ダイヤ（2017.3.26）から、発着枠が42に拡大されたとこ
ろ。

・2016年度の夏季多客期(8.11～8.21)および冬季多客期(12.17

・また、深夜・早朝時間帯の発着枠にについては、２０１６年夏ダイヤ

～1.4,1.28～2.12)においては、発着枠を最大10発着回まで拡大

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

する試行運用を実施し、問題点の抽出・評価を実施。【東京航空

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

局】

期便が就航し、枠の活用が進んでいる。
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【北海道ブロック】 （航空・港湾WG）

平成29年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
１－④

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

地方空港のゲー 北海道内空港

空港施設の

航空・ 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

○新千歳空港

〇新千歳空港

＜平成29年度＞

トウェイ機能強

容量不足

港湾

・引き続き、新千歳空港の国際ターミナルビル拡張整備を行う。

東京航空局

荷物検査場等）の狭隘・能力不足等の問題が顕在化。また、乗入制限・

・チェックインカウンター不足について、既存エアラインのデイ

化と LCC 就航

季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

リー化や新規エアラインの参入時は、今後も時間帯によっては各

促進

狭隘化が進んでいる。

社調整の上（各社の要望より少ないブース数での運用）効率的な

○旭川空港

運用を行う【航空会社】とともに、チェックインカウンターの更

・平成30年秋頃に国際線旅客ターミナルビルの供用開始を予定。 航空会社

〇新千歳空港

なる増設を検討する。【空港ビル会社】

【旭川空港ビル】

<チェックインカウンターの不足>

・バスラウンジ不足について、既存エアラインのデイリー化や新

・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

規エアラインの参入時は、時間帯によってはバスの利用増が予想

〇地方管理空港

東京航空局

36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。

されるため、１階のバス用搭乗ゲートの増設を検討する。【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

空港ビル会社

しかし、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

ビル会社】

るため、国に対し、ＣＩＱ体制の充実を要請。【北海道】

らなる混雑が予想され、遅延便の発生や旅客サービスの低下が懸念され

・新千歳空港の国際ターミナルビル拡張整備に着手。【空港ビル

る。

会社】

２０２０年までの
ＫＰＩ
2018年中に設定

北海道
空港ビル会社

＜平成30年度＞

<バスラウンジ不足>
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 ○旭川空港
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 ・訪日誘客支援空港の支援を活用しながら、平成29年９月に国際
～4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 線旅客ターミナルビルの増築着工。【旭川空港ビル】
の搭乗が重なった場合、今後も混雑が予想され、遅延便の発生や旅客
サービスの低下が懸念される。

○帯広空港

・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。

・国際線と国内線の同時受入れを可能とするため、ビル増築部分
にPBBの増設、エプロンの拡張を行い国際線と国内線の同時受入

〇函館空港・旭川空港

れを可能とし国際線の受入制限を改善する。（平成30年3月完

・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

了）

設の容量が不足。
〇地方管理空港
〇帯広・釧路・女満別空港

・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

・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

るため、国に対し、ＣＩＱ体制の充実を要請。【北海道】

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。

１－⑤

地方空港のゲー 北海道内空港

グランドハ

航空・ ・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

〇新千歳空港

〇新千歳空港

航空局

トウェイ機能強

ンドリング

港湾

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

・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

・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

北海道

化と LCC 就航

体制の充実

便への柔軟な対応が困難。

務受託者】

務受託者】

旭川市

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

・試験導入している臨時ランプパスの評価を行い、本運用へ移行

・引き続き増設予定の３スポットにハイドラント施設の整備を行

地上支援業務受託

常的に不足しがちで、グランドハンドリングの実施に必要な資機材も十

する。【航空局】

う。【新千歳空港関係事業者】

者

促進

・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

帯広市

分に確保されているとは言い難い。

新千歳空港関係事

・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。
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

2018年中に設定

・増設予定の３スポットにハイドラント施設を整備することに着
手。【新千歳空港関係事業者】

るため、新規

業者
○旭川空港
・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

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。

化のための支援を実施する。

※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 〇旭川空港
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

・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

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

化のための支援を実施する。

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

〇道内空港

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 ・グランドハンドリング事業者の新規採用を促進するための支援
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

（道内空港国際航空便受入機能強化事業費補助金）をH28に引き

合には、体制充実のための対応が必要。

続き実施する。（空港人材育成のみ実施）【北海道】
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【北海道ブロック】 （航空・港湾WG）

平成29年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
１－⑥

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

地方空港のゲー 北海道内空港

ターミナル

航空・ ・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。

〇釧路空港

トウェイ機能強

ビル施設の

港湾

・釧路空港では、メール認証による利用開始手続きが煩わしい等、

・年度内にメール認証を必要としないfree・Wi-Fiの整備を実施す ・引き続き、煩雑なfree・Wi-Fiの認証手続きの一元・簡易化につ

化と LCC 就航

機能向上

free・wi-ﬁ圏からの訪日外国人旅行者が求める利用利便に応えられてい

る。

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

ない状況。

〇道内空港共通

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

・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

・煩雑なfree・Wi-Fiの認証手続きの一元・簡易化について、道内 を行う。

接続可能な無料Wi-Fi環境の提供が必要。

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

促進

〇道内空港共通

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

空港ビル会社

_

2018年中に設定

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。

１－⑦

地方空港のゲー 北海道内空港

空港アクセ

航空・ ・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

・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

・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

空港内事業者

トウェイ機能強

スの充実

港湾

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

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

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

交通事業者

化と LCC 就航

に対応するには、関係事業者間の連携・調整が不可欠。

る。なお、新千歳空港においては、駐車スペース800台分程度の

検討する。

北海道

促進

・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

立体駐車場の整備に着手(H29d中に完成予定)

新千歳空港建設促

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)

・新千歳空港と周辺宿泊施設等を結ぶ２次交通を整備するため、

進期成会

・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

・深夜における新千歳空港と札幌市中心部を結ぶ２次交通を整備

事業者と連携した実証運行を実施し、アクセス拡充に向けた課題

新千歳空港周辺自

滑な利用の支障になっている。

するため、事業者と連携した実証運行を実施しアクセス拡充に向

の整理等を行う。

治体協議会

けた課題の整理等を行う。

（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の活用
を申請中）

１－⑧

地方空港のゲー 新千歳空港

輻輳を生じ

航空・ ・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 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)

トウェイ機能強

る走行導線

港湾

化と LCC 就航

の確保

引き続き、南側誘導路の整備を行う。（H31年度末完了予定）

において、南側誘導路の整備を継続。

東京航空局

2018年中に設定

北海道開発局

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

促進

１－⑨

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
制、空港処理能力にも影響。

地方空港のゲー 新千歳空港

利用者利便

航空・ ・旅客が著しく伸びていることにより、利用者の利便性を向上させる必

多くの旅客が空港へのアクセスとして鉄道を利用しており、その

トウェイ機能強

の向上

港湾

中心となるのがJR札幌駅であることから、JR札幌駅西コンコース 画している。(平成３０年度末完了予定)

要がある。

化と LCC 就航

のJR総合案内所・北海道さっぽろ観光案内所に航空機の運航情報

促進

表示モニターを整備する。(H29.12.1サービス開始)

引き続き札幌駅構内に航空機の運航情報表示モニターの増設を計

空港ビル会社

_

航空局
東京航空局
北海道開発局
航空会社
グランドハンドリング
会社
空港ビル会社
交通事業者
高速道路事業者

_

また、運航

情報表示モニターの設置及び設置場所を利用者に周知するために
ポスターを作成し、空港ターミナルビル、駅、バスターミナル、
フェリーターミナル及びホテルなどの旅客が利用する施設に貼付
する。

１－⑩

地方空港のゲー 新千歳空港

大雪時にお

航空・ 新千歳空港において、平成28年12月22日から24日の大雪等の影響で以

トウェイ機能強

ける旅客対

港湾

化と LCC 就航

応

促進

下の課題が発生した。
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。
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 「多数の欠航便が発生」に係る対応方針
・凍結防止剤散布用車両（小型）２台調達
・オープンスポット活用運用ルール策定・周知
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」に係る対応方針
・機動的な交通流制御実施のための関係者間合意
〇 「空港内に多数の滞留者が発生」に係る対応方針
・滞留者数の早期予測・把握のため二次交通機関も含めた運航状況共
有体制を構築（メーリングリスト）
・運航情報表示モニターを札幌駅に整備(上記1－⑨に同じ)
・航空各社から旅客への案内体制強化
・6000人以上の滞留者にも対応可能な備蓄品の準備

・凍結防止剤散布用車両（大型）1台導入を計画

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。
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【北海道ブロック】 （航空・港湾WG）

平成29年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
２－①

２－②

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

クルーズ船受け 北海道内港湾

クルーズ船

航空・ ・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

①大型クルーズ船（11万トン級）に対応した港湾整備を実施す

①引き続き、大型クルーズ船（11万トン級）に対応した港湾整備 ①函館市、稚内

入れの更なる拡

対応岸壁の

港湾

る。

を実施する。

充

確保

②大型クルーズ船（13万トン級）に対応した港湾整備を実施す

②引き続き、大型クルーズ船（13万トン級）に対応した港湾整備 開発局

る。

を実施する。

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。

２０２０年までの
ＫＰＩ
訪日クルーズ旅客

市、北海道開発局 2020年 500万
②小樽市、北海道 人

クルーズ船受け 北海道内港湾

クルーズ船

航空・ ・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

①十分な用地を確保できない場合は、岸壁近くの市有地を利用す

①十分な用地を確保できない場合は、引き続き、岸壁近くの市有

①小樽市、室蘭市 訪日クルーズ旅客

入れの更なる拡

受入時の岸

港湾

る。

地を利用する。

②釧路市

充

壁における
車両待機ス

②車両駐車、通行の支障となっている、老朽化した建築物の屋根

②引き続き、バス、タクシー等の待機スペースを確保する。

ペースの確

取壊しを行い、バス、タクシー等の待機スペースを確保する。

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。

2020年 500万
人

保

２－③

２－④

クルーズ船受け 北海道内港湾

クルーズ船

航空・ ・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、

入れの更なる拡

受入時の岸

港湾

充

壁から市街

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

地へのアク

能性がある。

①市街地周辺の港湾整備を実施する。

①引き続き、市街地周辺の港湾整備を実施する。

②地元バス会社がシャトルバスを運行する。

②引き続き、地元バス会社がシャトルバスを運行する。

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

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

③引き続き、シャトルバスを運行する。（船社負担のバスの運行

確保

頼）

について依頼）。

④市の負担で道の駅（市街地に隣接）までのシャトルバスを運行

④引き続き、市の負担で道の駅（市街地に隣接）までのシャトル

する。

バスを運行する。

①環境が整った道の駅まで乗客を誘導する。

①可動式Wi-Fiの台数増加について具体的に検討。

クルーズ船

航空・ ・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

入れの更なる拡

受入時の岸

港湾

充

壁における

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。

②室蘭市

2020年 500万

③釧路市

人

④網走市

セス手段の

クルーズ船受け 北海道内港湾

①函館市、小樽市 訪日クルーズ旅客

②固定式Wi-Fiの整備を実施。

②固定式Wi-Fiの増強を検討。

①観光案内を業務委託などにより対応する。

①引き続き、観光案内を業務委託などにより対応する。

①網走市

訪日クルーズ旅客

②稚内市

2020年 500万
人

Wi-Fi環境の

２－⑤

クルーズ船受け 北海道内港湾

整備
外国人ク

航空・ ・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

入れの更なる拡

ルーズ客に

港湾

充

対する外国

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

語による観

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。

内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

光案内

＜平成29年度＞

訪日クルーズ旅客

①函館市、釧路市 2020年 500万
②乗客の国籍に応じた通訳を配置する。

②引き続き、乗客の国籍に応じた通訳を配置する。

②室蘭市

人

③函館市、小樽
③ボランティア（市民、学生）による観光案内を実施する。

③引き続き、ボランティア（市民、学生）による観光案内を実施

市、釧路市、室蘭

する。

市

④地元大学へボランティア通訳を依頼する。

④網走市
＜平成30年度＞
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

２－⑥

クルーズ船受け 北海道内港湾

クルーズ船

航空・ ・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

入れの更なる拡

利用岸壁周

港湾

充

辺における

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

多言語に対

負担が大きくなる。

応した案内

①クルーズ用案内マップを配布する。

①引き続き、クルーズ用案内マップを配布する。

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
②多言語案内板を設置する。

②引き続き、多言語案内板を設置する。

①函館市

訪日クルーズ旅客

②小樽市

2020年 500万

③釧路市

人

④網走市
③市全体で案内板等を順次設置する。

③引き続き、市全体で案内板等を順次設置する。

④多言語案内板を設置する。

④引き続き、多言語案内板を設置する。

板の設置
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【北海道ブロック】 （航空・港湾WG）

平成29年度観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議

No
２－⑦

２－⑧

２－⑨

観光ビジョン
掲載施策

市町村・地域等

課題

ＷＧ

現状

平成29年度までの成果及び取組

平成30年度以降の対応方針

実施主体

２０２０年までの
ＫＰＩ

クルーズ船受け 北海道内港湾

外国人ク

航空・ ・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

①引き続き、乗客を地元金融機関へ誘導する。

①引き続き、乗客を地元金融機関へ誘導する。

①小樽市

訪日クルーズ旅客

入れの更なる拡

ルーズ客に

港湾

一部岸壁対応も実施。

一部岸壁対応も実施。

②室蘭市

2020年 500万

充

対する両替

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

③釧路市

人

対応

ルーズ客の消費行動の妨げになっている。

場合、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

②引き続き、乗客を地元金融機関へ誘導する。

②引き続き、乗客を地元金融機関へ誘導する。

③引き続き、乗客を地元金融機関へ誘導する。

③引き続き、乗客を地元金融機関へ誘導する。

関係機関との情報共有等により連携強化を図る。

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。

クルーズ船受け 北海道内港湾

クルーズ船

航空・ ・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

入れの更なる拡

受入時のＣ

港湾

者、北海道開発

2020年 500万

充

ＩＱ体制の

局、北海道運輸

人

強化

局、北海道

合は手続きに長時間要すことがある。

クルーズ船受け 北海道内港湾

クルーズ船

航空・ ・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

入れの更なる拡

受入に向け

港湾

充

た地域の連

①近隣地域との情報共有。

①引き続き、周辺地域と連携していく。

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。

②ようてい、西いぶり広域連携会議にて情報共有。

携強化

北海道内港湾管理 訪日クルーズ旅客

＜平成29年度＞

訪日クルーズ旅客

①小樽市、釧路

2020年 500万

市、網走市

人

②室蘭市
③小樽港クルーズ協議会で北後志地域と連携する。

③小樽市
＜平成30年度＞
①函館市、小樽
市、室蘭市、釧路
市、網走市

２－⑩

クルーズ船受け 北海道内港湾

クルーズ船

航空・ ・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

釧路・網走で連携し、Visit Japan事業を活用し、クルーズキー

入れの更なる拡

受入に向け

港湾

パーソンとの商談会へ参加する。

充

た港湾間の

ント等は同様なものが実施される場合がある。

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。

＜平成29年度＞

訪日クルーズ旅客

釧路市、網走市

2020年 500万
人

連携強化

＜平成30年度＞
函館市、小樽市、
室蘭市、釧路市、
網走市

２－⑪

２－⑫

クルーズ船受け 北海道内港湾

クルーズ船

航空・ ・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

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

引き続き、通訳ボランティア、近隣観光協会、商店街等に国籍情

函館市、小樽市、 訪日クルーズ旅客

入れの更なる拡

の客層や国

港湾

を提供する。

報等の情報を提供する。

室蘭市、釧路市、 2020年 500万

充

籍に応じた

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

受入体制の

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

整備

効果が十分に発揮されていない可能性がある。

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

網走市

人

クルーズ船受け 北海道内港湾

みなとオア

航空・ ・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

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

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

北海道みなとオア 訪日クルーズ旅客

入れの更なる拡

シスと連携

港湾

図る。

設と連携を図る。

シス活性化協議

充

したクルー

ず、港や地域の魅力が十分に周知できていない。

2020年 500万

会、北海道開発局 人

ズ船の受け
入れ
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