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１．業務概要

１.１ 全体業務フロー

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業に係る調査」業務
（災害対応体制構築に向けた実証事業）
地域における避難誘導マニュアル検討
・策定実証事業

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
２０１６年度
大雨・台風
発生時及び
雪害時の対
応実態調査

地域関係者との調整・情報共有
自治体・観光協会・民間事業者

災害対応に関する実態調査
（アンケート・ヒアリング）
宿泊施設・主要観光関係施設・商業施設

（ヒアリング）
自治体
観光案内所

洞爺湖町におけ
る特定宿泊施
設の避難誘導
ﾏﾆｭｱﾙ及び避
難ﾂｰﾙの作成

札幌市における
商業施設の避
難誘導ﾏﾆｭｱﾙ
及び避難ﾂｰﾙ
の作成

外国人の避難
訓練実施
洞爺湖万世閣

外国人の避難
訓練実施
オーロラタウン

日時：平成２９年
１０月３日
参加：２４名

日時：平成２９年
１０月２５日
参加：３０名

平成２９年
１０月１日
仮オープン
１２月１５日
本オープン

登別
セミナー開催

札幌
セミナー開催

「北海道旅の
安全情報

日時：平成３０年
１月１７日
参加：４４名

日時：平成３０年
２月２７日
参加：６６名

情報提供・発
信のための
ウェブコンテ
ンツの作成
「北海道旅の
安全情報」

（運用ヒアリング）

自治体
観光案内所

「北海道旅の
安全情報検討
会議」の
開催・運営
第１回検討会議
日時：平成２９年
８月２１日
参加：３４名

第２回検討会議
日時：平成２９年
９月２０日
書面開催

第３回検討会議
日時：平成２９年
１１月３０日
書面開催

第４回検討会議
日時：平成３０年
３月２０日
参加：２４名

調査結果のまとめ
地域における災害発生時の体制構築と他地域への普及展開
災害発生時における情報提供・発信のための体制構築
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１.２ 実施体制
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２．地域における避難誘導マニュアル検討・策定実証事業

２.１ 実態調査 (自然災害発生時等の避難誘導状況、被災状況の情報伝達)
2.1.1 調査目的
道内の宿泊施設、主要観光施設、訪日外国人旅行者の多い商業施設などに対して、近年の自然災害
発生時等の“避難誘導状況”や“被災状況の情報伝達”などの事例収集を目的に実態調査を行った。
2.1.2 調査内容
実態調査は、以下に配慮し、アンケート及びヒアリングによって行った。
・対象地域は全道とした。
・調査内容は現状把握を主目的とし、可能な限り定量的なデータ収集に努めた。
・アンケートの回収率を高めるため、関係組織や団体などの協力のもと進めた。
・外国人旅行者の利用が多いと想定される施設を選定して行った。
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2.1.3 関係機関へのアンケート
調査対象施設
下表の組織・団体などに属する 1,097 施設に対してアンケート調査を実施した。

項番

区分

組織・団体など

会員数

アンケート対象
(重複を除く)

北海道ホテル旅館業連絡協議会 構成 8 団体

1
宿泊施設

2
3
4
5
6
7
8
9

(一社)日本旅館協会 北海道支部連合会
北海道ホテル旅館生活衛生同業組合
(一社)日本ホテル協会 北海道支部
札幌ホテル旅館協同組合
札幌市内ホテル連絡協議会
(一社)全日本シティホテル連盟 北海道支部
定山渓温泉旅館組合
札幌ホテル支配人会

865
930

政府登録ホテル・旅館
(一財)北海道ユースホステル協会
平成 28 年台風被害地域宿泊施設
ロンリープラネット 2015 掲載施設
北海道の歴史と文化を巡る旅(北海道開発局：パンフレット)掲載施設
観光施設・
国立公園内のビジターセンター・エコミュージアムセンター
商業施設
(公社)日本動物園水族館協会
主要エージェントインバウンド対応施設

135
33
25
83
33
13
9
47
合計

167

1,097

本調査では滞在時間の長い宿泊施設を中心に行い、観光施
アンケート対象施設の分類比率

設・商業施設の調査も行った。
アンケート調査対象の宿泊施設と観光施設・商業施設の比率

観光・商業施設,
167施設, 15%

を右に示す。

宿泊施設, 930施設,
85%
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[アンケート対象とした宿泊施設について]
振興局別アンケート対象宿泊施設は以下のとおりとなった。

振興局別の対象宿泊施設
138施設
117施設

105施設

80施設

73施設

90施設
71施設
56施設

68施設
38施設

27施設 22施設 26施設

19施設

北海道が公開している「平成 26 年北海道保健統計年報『第 104 表 ホテル・旅館・簡易宿所･下宿、
施設の種類・保健所別』
」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sum/hoso/hotou/hotou01/nenpou26.htm)
と本調査でアンケート対象とした宿泊施設を振興局別に集計して比較すると以下のようになっている。
平成 26 年北海道保健統計年報では、ホテル営業と旅館営業の施設数は 3,080 施設である。
一方、アンケート対象とした宿泊施設数は 930 施設であり、30%をカバーしている。
以下に、振興局別のアンケート対象施設数、及び平成 26 年北海道保健統計年報に対するアンケー
ト対象施設数の比率は以下のとおりである。

振興局別施設数とアンケート対象数
138
105
73
117

オホーツク

80
281
210
56
153
68
38

空知

27

日高

22

檜山

後志

71

宗谷

100

33%
30%
24%

十勝

25%

釧路

27%

宗谷

137

44%

根室

86

空知

71

日高

26
48
19

留萌
檜山

施設数

26%

オホーツク

90

十勝

29%

渡島

382

後志

留萌

胆振

268

対象施設数
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60%

41%

上川

357

渡島

40%
30%

石狩

284

胆振

20%

合計

365

上川

根室

0%

338

石狩

釧路

振興局別の対象施設数抽出率

38%
20%
26%
37%
40%

平成 26 年北海道保健統計年報では、ホテル営業と旅館営業の客室数は 109,365 室である。
一方、アンケート対象とした宿泊施設客室数は 66,749 室であり、61%をカバーしている。
以下に、振興局別のアンケート対象施設数、及び平成 26 年北海道保健統計年報に対するアンケー
ト対象施設客室数の比率は以下のとおりである。

振興局別の対象客室数抽出率

振興局別客室数と対象アンケート数
石狩
上川
胆振
渡島
オホーツク
後志
十勝
釧路
宗谷
根室
空知
日高
留萌
檜山

22,111

0%

31,563

40%

60%

合計

12,690
7,756
9,100
6,663
12,399
6,537
8,185
4,785
9,569
4,967
7,638
4,365
7,484
4,304
3,347
2,163
1,811
1,108
2,575
787
1,442
490
972
422
590
291

80%

61%

石狩

70%

上川

61%

胆振

73%

渡島

53%

オホーツク

58%

後志

52%

十勝

57%

釧路

58%

宗谷

65%

根室
空知
日高
留萌
檜山

客室数

20%

対象客室数
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61%
31%
34%
43%
49%

アンケート調査票
「宿泊施設向けアンケート調査票」
、
「観光施設向けアンケート調査票」は、資料編参照。
2.1.4 アンケートの結果
調査期間：平成 29 年 9 月 4 日～9 月 30 日
調査方法：調査票発送及び回答回収は郵送による。
アンケートの回収状況は以下の結果となった。
区分
宿泊施設
観光施設等

発送数
930
167

回収数
344
102

回収率
37.0%
61.0%

合計

1,097

446

40.6%

回答状況
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施設属性
[施設種別と施設規模(客室数、年間利用者数)]
宿泊施設では、ホテルや旅館が 9 割近くを占め、その規模は 30 室以下が 5 割近く、100 室以
上、31～99 室それぞれが 25％程度となっている。
観光施設では、博物館等の解説施設が多く、年間利用者数が 1 万～10 万人、10 万～30 万人が
いずれも 3 割近くを占める。

その他等内訳（宿泊施設）
民宿・ペンション
ホテル・コンドミニアム併設
コンドミニアム・コテージ
ホステル・ゲストハウス<相部屋がある>カ
プセルホテル
その他
計

23施設
1施設
0施設
17施設
1施設
42施設

その他：記載内訳（観光施設）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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飲食店
ワイナリー
温泉施設
多目的施設（スタジアム）
温泉施設
入場観覧施設
博物館と展望施設
ファミリーキャンプ場ゆ～に
レンタル業務
アイス、お菓子販売
記念館
植物園内に博物館を含む。
ロープウェイ
観覧・社会教育施設

[職員規模と外国人スタッフ]
職員規模は、宿泊施設・観光施設のどちらも、30 人以下の施設が約 7 割を占め、外国人スタッ
フがいる施設は 2 割に留まっている。
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[外国人旅行者の受入割合]
宿泊施設では、約 9 割の施設で外国人旅行者を受け入れている。中には“6~7 割未満”の受け
入れ状況の施設もある。
観光施設では、ほとんどの施設で外国人旅行者を受け入れている。

災害時の対応経験について
設問 1：貴施設では､これまで、自然災害時にお客様の避難誘導あるいは避難受入れを行なったことはあ
りましたか。

宿泊施設、観光施設ともに約 1 割の施設が災害時の対応経験があると回答しており、そ
の内訳として、2011 年の東日本大震災等の地震のほか、宿泊施設では 2016 年の台風豪雨
があげられていた。
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[対応経験のある直近の災害]
宿泊施設
地域

所在地

1

根室

中標津町

時期

災害種別

推定災害

2

上川

美瑛町

3

後志

岩内町

1993年7月 津波

北海道南西沖地震

4

後志

島牧村

1993年7月 地震、津波

北海道南西沖地震

5

渡島

松前町

1993年7月 地震

北海道南西沖地震

6

胆振

壮瞥町

2000年3月 地震、火山噴火

有珠山噴火

7

胆振

洞爺湖町

2000年3月 火山噴火

有珠山噴火

8

十勝

帯広市

2011年3月 地震

東日本大震災

9

渡島

鹿部町

2011年3月 地震、津波

東日本大震災

10

渡島

函館市

2011年3月 地震、津波

東日本大震災

11

渡島

七飯町

2011年5月 地震

12

空知

滝川市

2012年1月 大雪

13

上川

上富良野町

14

胆振

登別市

15

宗谷

礼文町

16

石狩

千歳市

2014年9月 台風・豪雨

17

石狩

千歳市

2014年9月 台風・豪雨

18

上川

1970年4月 その他(雪害大雨)
1988年12月 火山噴火

十勝岳噴火

平成２４年豪雪（岩見沢で最大積雪深で観測以来１位の
値を記録）

その他 十勝岳に発光
十勝岳噴火関連現象 ２０１２年６月３０日十勝岳火口が
2012年6月 現象。赤い光があった
明るく見える現象
ため、避難誘導した。
平成24年11月27日胆振地域暴風雪 鉄塔倒壊で広域
2012年11月 その他(大雪、停電)
停電
2014年8月 台風・豪雨
平成26年9月10-11日の支笏湖周辺土石流災害
平成26年9月10-11日の支笏湖周辺土石流災害

上富良野町

2016年7月 台風・豪雨

平成28年8月豪雨災害

19 オホーツク

斜里町

2016年8月 台風・豪雨

平成28年8月豪雨災害

20

十勝

芽室町

2016年8月 台風・豪雨

平成28年8月豪雨災害

21

十勝

足寄町

2016年8月 台風・豪雨

平成28年8月豪雨災害

22

上川

南富良野町

2016年8月 台風・豪雨、大雪

平成28年8月豪雨災害

23

上川

南富良野町

2016年8月 台風・豪雨

平成28年8月豪雨災害

24

上川

富良野市

2016年8,9月 台風・豪雨

平成28年8月豪雨災害

25

胆振

洞爺湖町

2016年8月 台風・豪雨

平成28年8月豪雨災害

26

渡島

函館市

2016年8月 地震、台風・豪雨

平成28年8月豪雨災害

27

上川

上川町

2016年12月 地震、台風・豪雨

28 オホーツク

清里町

2017年5月 地震

29

胆振

伊達市

2017年8月 その他(火災)

30

根室

根室市

31

後志

ニセコ町

－

32 オホーツク

遠軽町

－

33

根室

標津町

－

地震

34

根室

別海町

－

大雪

地域

所在地

時期

1

空知

長沼町

2008年2月 大雪

2

釧路

釧路市

2011年3月 津波

推定災害
長沼吹雪災害（２月23～24日国道274号100台以上が
閉じ込められる）
東日本大震災

3

石狩

千歳市

2011年3月 地震

東日本大震災

4

胆振

苫小牧市

2011年3月 地震

東日本大震災

5

渡島

函館市

2011年3月 地震

東日本大震災

6

渡島

函館市

2011年3月 地震、津波

東日本大震災

7

渡島

函館市

2011年3月 地震

東日本大震災

8

日高

平取町

2011年3月 地震

東日本大震災

9

200?年 地震、津波
－
－

観光施設等
災害種別

オホーツク

網走市

2015年2月 大雪

気象台が孤立地域の発生を懸念して説明会を事前に開催

10 オホーツク

網走市

2015年2月 大雪

気象台が孤立地域の発生を懸念して説明会を事前に開催

11 オホーツク

紋別市

2016年12月 大雪、風雪
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災害時の備えについて
設問 2-1：自治体が作成しているハザードマップや避難場所をご存知ですか。

約 8 割前後の施設は知っているが、残り 1～2 割への認知度アップが課題となる。

設問 2-2：貴施設では、災害発生時にスタッフが何をすべきか、役割分担や指揮系統を記載したもの（災
害対応マニュアル等）がありますか。

宿泊施設では、約 5 割弱の施設で独自マニュアルを作成しているが、施設規模の小さな
所(30 室以下)では独自マニュアルを作成していない施設が多い。
観光施設では、約 6 割強の施設で独自マニュアルを作成している。
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上記設問で「ある」とした回答者へ
災害対応マニュアル等には、外国人旅行者対応について記載されていますか。

宿泊施設では、独自マニュアルを作成していても、約 7 割の施設で外国人対応の記載が
ない。地域的には極端な差異は見られないが、施設規模別に見ると小さな所(30 室以下)ほ
ど独自マニュアルを作成していない。観光施設でも、独自マニュアルを作成していても、
ほとんどの観光施設で外国人対応の記載がない。
宿泊施設および観光施設全体で、独自マニュアルに外国人対応記載の割合は、
・宿泊施設：45%×16%＝7.2%
・観光施設：63%×5%＝3.2%
となっている。
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設問 2-3：災害時を想定した避難誘導のための訓練(火災消防訓練を含む)を実施したことが、5 年以内に
ありますか。

宿泊施設・観光施設ともに、約 7 割の施設で避難訓練を実施している。

上記設問で「ある」とした回答者へ
外国人旅行者対応を想定した訓練を実施したことはありますか。

避難訓練を実施している施設は、宿泊施設、観光施設ともに 7 割を超えているが、外国
人旅行者を想定した訓練を実施している施設は少ない。
宿泊施設では、地域別で道南の実施率が低く、また施設規模別に見ると小さな所(30 室
以下)ほど実施率が低い。また観光施設では、道南以外の実施率が低い。
宿泊施設および観光施設全体で、避難訓練で外国人対応を想定した訓練の実施割合は、
・宿泊施設：71%×20%＝14.2%
・観光施設：76%×13%＝9.9%
となっている。
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設問 2-4：災害時に帰られないお客様のための、備蓄物資（水や食事等）はありますか。

水、食料の備蓄が多い。(主に、通常品の転用と推察する。)
備蓄物資の中に、携帯用トイレ、蓄電池、防寒用品を備蓄している施設もある。

1
2
3
4
5
6

その他：内訳（宿泊施設）
ランタン、救命道具
在庫品より提供
灯光器
救急用品、生活用品
布団
寝具

1
2
3
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その他：内訳（観光施設）
長靴、ヘルメット
施設内コンビニ店販売品
寝具

設問間の相関関係
設問間の相関関係を調べてみたが、大きな関係性は見られなかった。

・「災害時の対応経験」(設問 1)の有無と、「自治体作成のハザードマップ/避難場所の認知度」(設問 2-1)との関係
・[「災害時の対応経験(設問 1)の有無」と、「施設独自の災害マニュアル等作成」(設問 2-2)との関係
・[「災害時の対応経験(設問 1)の有無」と、「避難誘導訓練の実施」(設問 2-3)との関係
・[「自治体作成のハザードマップ/避難場所の認知(設問 2-1)」と、「施設独自の災害マニュアル等作成」(設問 2-2)との関係
・[「自治体作成のハザードマップ/避難場所の認知(設問 2-1)」と、「避難誘導訓練の実施」(設問 2-3)との関係
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災害時の外国人旅行者対応のために
設問 3-1：外国人旅行者を含む災害対策を支援するためのアプリやパンフレットで、ご覧になったこと
があるものの番号の全てにチェック ☑ を入れて下さい。
（複数回答可能）

宿泊施設の 6 割、観光施設の 7 割の施設が、いずれのマニュアルもアプリも知らないと
回答しており、災害対策のマニュアルやガイドラインの認知度の低さが明らかになった。
そのなかで、翻訳アプリのボイストラは、2 割近い施設で知られていた。

19%

15%

63%

70%

設問 3-2：外国人旅行者を含む災害時対策に取り組むために、何が必要と思いますか。ぜひ必要と思う
ものを 3 つまでチェック ☑ を入れて下さい。その他には（ ）内に、具体的内容をご記入
下さい。

宿泊施設・観光施設のいずれも約半数がマニュアルの作成と回答しており、防災パンフ
レットの配布や研修会の開催が必要としている。
観光施設では、予備知識の普及を求める回答も多かった。

39%

36%
51%

44%
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47%

42%
40%

設問3-2 その他：記載内訳（宿泊施設）
地域

所在地

記載内容

石狩

札幌市

海外手配している旅行代理店や海外OTA※(アゴダ、エクスペディア)への打診

十勝

池田町

当方のスタッフは英語が苦手です。万一の場合に、電話をすれば英語で対応してく
れる部署があればありがたいです。

渡島

函館市

緊急時に一覧できるパンフ

オホーツク 北見市

災害時の危機管理の徹底

渡島

森町

当館として施設が小さい為、詳細分からない。

空知

妹背牛町

外国人を受け入れない。

石狩

江別市

外国人は受入しない。

後志

泊村

外国人は泊めない。

上川

中富良野町

日本語をお話になれない外国のお客様はお断りしています。

釧路

標茶町

外国人旅行者がほとんど来ないため、必要に迫られていません。もし泊まっても、日
本語を理解している方や、仕事で来るので通訳できる方も一緒に泊まるためです。

後志

岩内町

（開業1年で）まだ何もありません。これからです。

オホーツク 斜里町

特になし
※OTA：オンライン旅行取引事業者

設問3-2 その他：その他：記載内訳（観光施設）
地域

所在地

記載内容

上川

富良野市

①情報提供、②母国語翻訳アプリ

上川

旭川市

外国語を話すことができるスタッフの確保

災害時の外国人旅行者対応について困っていること、課題について
記載内訳（宿泊施設）
30室以下
31室～99室
100室以上

災害や避難誘導自体の懸念
宗谷

稚内市

外国人旅行者も大切です。当館は年間30人～50人の宿泊者。日本人をどう避難させるか、その事
で一番悩む。

渡島

松前町

災害の時にどこに避難させればいいのかわからない。

後志

倶知安町

外国人に限らず、道路が寸断されたりして、外部との往来が難しくなった時を考えると不安になる。
倶知安町内から離れているため。

インフラ停止時の課題
根室

別海町

停電の時の発電機の確保。断水時の水の確保。冬の停電時の暖房の確保。
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漠然とした言語対応への懸念
後志

積丹町

言葉の課題。「ボイストラ」を利用するための、タブレット購入費の助成。

後志

小樽市

外国人に危険な状態を伝える言葉が分かっていない社員が多い。

上川

上富良野町 言葉、考え方の違い。

根室

根室市

従業員の語学力が心配。マニュアルがまだできていない。英語、中国語以外の対応（マニュアル
等）が難しい。

宗谷

稚内市

言葉や習慣の違いによる問題等。

後志

小樽市

日本人相手でも大変な際に、言葉が通じない旅行者の方々へきちんと対応できるか、正直なところ
不安です。以前、新千歳空港で天候によるAIR欠航により、香港の方々が大騒ぎしてニュースになっ
たが、パニックになった外国人を抑えることが大変困難だと思っています。

オホーツク

遠軽町

普段、外国人が来館する機会が少ない為、英語を含め外国語を話せるスタッフが居ない。

石狩

札幌市

多言語（特に中国、韓国、英語）の案内や非常放送が難しい。

石狩

札幌市

言葉の壁。

オホーツク

斜里町

多言語に対応できるスタッフの不足。

上川

上川町

外国人スタッフは派遣やインターン生で賄っているため、入れ替わりが激しく教育が難しいのと、その
時にいるスタッフにより外国語の対応も限定されてしまう。

災害時における言語対応の懸念
外国語対応ができるスタッフが限られており、災害発生時にそのスタッフがいるとは限らず、言葉の
対応に課題。備品等の調達も現時点では不十分で課題があるが、どういった備品が必要なのかもよ
くわからない。

上川

美瑛町

上川

南富良野町

外国語を話せるスタッフが限られており、外国人が多い場合は広域箇所においてそれぞれに細や
かな意思疎通が難しく、スタッフの外国語力向上が急務となっております。

宗谷

稚内市

チェックイン・チェックアウト等の英会話は対応できるが、込み入った会話ができないため、災害があ
った場合、誘導・説明ができないと思う。

十勝

音更町

夜間はスタッフも手薄になるので、外国人対応が充分にできるか心配。

檜山

せたな町

オホーツク

北見市

言葉の問題としては翻訳アプリの活用がありますが、平時での対応にあまり心配なく出来ています
が、災害時ではどの様になってしまうかは心配があります。もっと業界・国とも連携しての研修会、マ
ニュアル配布等、取組みを強化していただきたい。

渡島

函館市

外国語（英語）を上手に話せるスタッフが不足しているため、災害時（緊急時）に混乱もなく対応する
のは難しいのが現状かと思われる。外国語表記のプラカードなどの掲示物があると非常に助かる。
自分達で作成している時間も知識もないので行政機関等で作成して頂けるとありがたい。

胆振

洞爺湖町

災害や避難などどの程度理解しているか。緊急時のコミュニケーション。

胆振

苫小牧市

常に外国語を話せるスタッフが居る訳ではないので、不在時にどのように対応することになるか不安
がある。

石狩

札幌市

外国語が得意なスタッフが常時いるわけではない。特に夜間はいない場合が多い。

上川

旭川市

外国人対応要員の不足（３名しかいない）

十勝

帯広市

緊急避難時に、英語で避難誘導できるスタッフが少ない。また災害時に、自分たちでも判断できる
ように、英語でのマニュアルを配布などを行う。

胆振

登別市

日本語の対応でさえ苦慮するであろう状況の中で、外国人に対してスムーズな対応がとれるかどう
か。現状では非常に厳しいと思われる。

外国語対応（普段の会話はアプリでも対応できるかもしれないが、災害時は例外である。）
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石狩

札幌市

・災害に関する情報の伝達など、外国人旅行者とのコミュニケーションが粗雑。
・生活、文化環境の違いから、トラブルの発生を危惧。
・災害の認識が日本人と大きな隔たりがあることから、各人の要望、問合せに柔軟な対応が求めら
れる。
・災害知識の多言語の能力を備えたスタッフの確保が必要。Jアラートの多言語の表示が必要。（混
乱防止）

外国人の考え方、行動に対する懸念
渡島
上川

函館市

外国人は個人主張が強く、統率することがかなり困難に思うので、簡素に、連絡の場所又は伴う説
明文を、少なくとも私たちのメールの中で、英文だけでも添付してもらえればと感じました。

上富良野町 言葉、考え方の違い。

宗谷

稚内市

言葉や習慣の違いによる問題等。

渡島

函館市

文化の違いか、案内してもすぐに動いてくれない。

石狩

札幌市

・災害に関する情報の伝達など、外国人旅行者とのコミュニケーションが粗雑。
・生活、文化環境の違いから、トラブルの発生を危惧。
・災害の認識が日本人と大きな隔たりがあることから、各人の要望、問合せに柔軟な対応が求めら
れる。
・災害知識の多言語の能力を備えたスタッフの確保が必要。Jアラートの多言語の表示が必要。（混
乱防止）

災害時への備え（外国人旅行者への周知）の課題
十勝

新得町

避難場所について説明するのに翻訳しながらだと時間がかかるため、ハザードマップの事前準備な
どが課題かと考える。

石狩

札幌市

防災意識が高まる昨今、インバウンド需要も高い状況下、本来は海外の方に対しての防災マニュア
ルも必要。当ホテルはまだそこまでの対応ができていないので、今後は宿泊者全員に指示できるマ
ニュアルを（用意）する。

十勝

帯広市

緊急避難時に、英語で避難誘導できるスタッフが少ない。また災害時に、自分たちでも判断できる
ように、英語でのマニュアルを配布などを行う。

胆振

登別市

チェックイン時、避難経路をしっかり案内している。

災害時への備え（施設対応）の課題
石狩
十勝

千歳市
帯広市

細かい言葉が通じなくても分かる誘導の表示
誤報を含めた館内放送内容について、どの言語までの対応が必要なのか、またその内容の翻訳を
入手したい。

石狩

札幌市

災害時、防災組織からの連絡・指示・情報提供する上での語学について、タイムリーな各種外国語
での放送が困難です。（現状は事前準備している英語のみ）
Ｊアラートが日本語のみのため、先
日の発報時に問い合わせが相次いだ。

石狩

札幌市

多言語（特に中国、韓国、英語）の案内や非常放送が難しい。

災害時への備え（スタッフの教育・研修）
上川

南富良野町

宗谷

稚内市

外国語を話せるスタッフが限られており、外国人が多い場合は広域箇所においてそれぞれに細や
かな意思疎通が難しく、スタッフの外国語力向上が急務となっていおります。
災害の少ない地域だったため、意識的に低い地域です。しかしながら、以前は大雨による大規模な
冠水等の被害があったことから、早めの対応策が急務と考えます。日本人、外国人同等に、避難訓
練を含めマニュアルとスタッフ教育が必要と感じています。それには、自治体と業界団体との情報
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交換を含めた定期的なセミナーの開催等を行っていただけるとありがたいです。

日高

石狩

新ひだか町 言葉の上達の勉強。

札幌市

・災害に関する情報の伝達など、外国人旅行者とのコミュニケーションが粗雑。
・生活、文化環境の違いから、トラブルの発生を危惧。
・災害の認識が日本人と大きな隔たりがあることから、各人の要望、問合せに柔軟な対応が求めら
れる。
・災害知識の多言語の能力を備えたスタッフの確保が必要。Jアラートの多言語の表示が必要。（混
乱防止）

災害時への備え（外国人スタッフ）
上川

富良野市

外国人スタッフの確保と教育。

胆振

登別市

災害時を想定し、特に外国人宿泊客の多いレストランに外国人スタッフを配置しておきたいが、レス
トランスタッフとしては就労ビザが難しい。

上川

上川町

外国人スタッフは派遣やインターン生で賄っているため、入れ替わりが激しく教育が難しいのと、その
時にいるスタッフにより外国語の対応も限定されてしまう。

十勝

新得町

英語対応ができるスタッフは多いのですが、中国語・韓国語・タイ語などで問合せを直接された場合
は対応できないので、翻訳ソフト等で対応せざるを得ません。外国人がサービス等で働きやすいビ
ザ等の規制緩和が必要に感じます。（職種制限含め）

英語以外の多言語対応
渡島

函館市

英語以外の外国語対応について。別表の２以外をiPadにダウンロードして活用したいと思います。

根室

根室市

従業員の語学力が心配。マニュアルがまだできていない。英語、中国語以外の対応（マニュアル
等）が難しい。

十勝

新得町

英語対応ができるスタッフは多いのですが、中国語・韓国語・タイ語などで問合せを直接された場合
は対応できないので、翻訳ソフト等で対応せざるを得ません。外国人がサービス等で働きやすいビ
ザ等の規制緩和が必要に感じます。（職種制限含め）

災害時への備え（行政等対応の要望）
後志
上川

積丹町

言葉の課題。「ボイストラ」を利用するための、タブレット購入費の助成。

中富良野町 本人情報の提供窓口（大使館？）

十勝

池田町

当方は小規模ですし、外国人の宿泊者はほとんどいません。万一の災害の場合は、宿のオーナー
が直接外国人の方を手助けできると思います。英語...については前ページに記した通りです。（当方
のスタッフは英語が苦手です。万一の場合に、電話をすれば英語で対応してくれる部署があればあ
りがたいです。）

渡島

函館市

外国人は個人主張が強く、統率することがかなり困難に思うので、簡素に、連絡の場所又は伴う説
明文を、少なくとも私たちのメールの中で、英文だけでも添付してもらえればと感じました。

オホーツク

北見市

言葉の問題としては翻訳アプリの活用がありますが、平時での対応にあまり心配なく出来ています
が、災害時ではどの様になってしまうかは心配があります。もっと業界・国とも連携しての研修会、マ
ニュアル配布等、取組みを強化していただきたい。

渡島

函館市

外国語（英語）を上手に話せるスタッフが不足しているため、災害時（緊急時）に混乱もなく対応する
のは難しいのが現状かと思われる。外国語表記のプラカードなどの掲示物があると非常に助かる。
自分達で作成している時間も知識もないので行政機関等で作成して頂けるとありがたい。

上川

富良野市

パンフレットの配布を希望いたします。
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根室

中標津町

当館は英語を話すスタッフが６～７名いつもいるので、言葉は通じると思われます。また年２回、スタ
ッフで避難訓練を実施しています。外国人によくわかる避難の仕方があれば、マニュアルを頂きた
いです。

十勝

帯広市

誤報を含めた館内放送内容について、どの言語までの対応が必要なのか、またその内容の翻訳を
入手したい。

石狩

札幌市

災害時の訪日者専用窓口（窓口）の開設→札幌市によるもの

石狩

札幌市

災害時、防災組織からの連絡・指示・情報提供する上での語学について、タイムリーな各種外国語
での放送が困難です。（現状は事前準備している英語のみ）
Ｊアラートが日本語のみのため、先
日の発報時に問い合わせが相次いだ。

石狩

札幌市

・災害に関する情報の伝達など、外国人旅行者とのコミュニケーションが粗雑。
・生活、文化環境の違いから、トラブルの発生を危惧。
・災害の認識が日本人と大きな隔たりがあることから、各人の要望、問合せに柔軟な対応が求めら
れる。
・災害知識の多言語の能力を備えたスタッフの確保が必要。Jアラートの多言語の表示が必要。（混
乱防止）

胆振

登別市

備品調達のためのアドバイスや機器類の情報。災害時の公共交通機関情報、臨時便の伝達方法
について。行政機関の対策の通知。

檜山

江差町

外国人旅行者が１割未満の為、具体的な災害対応は一般客と同様でよいと考えておりましたが、今
後、対策の構築が必要。

留萌

羽幌町

自治体発行の「防災のしおり」「防災ハザードマップ」

渡島

函館市

マニュアル作成予定あり。

日高

日高町

殆ど外国人旅行者は来ないが、ほぼ片言英語と身振り手振りで意思は伝えられる。災害にあいにく
い場所に所在している故か、あまり説明は重要と思っていない。火災だけは心配ですが、火事だけ
は出さないように気を付けています。

宗谷

稚内市

外国人旅行者の割合はまだ一割未満ですが、今後増えていく可能性もあり、災害時の対応は大事
かと痛感致します！！

檜山

江差町

外国人の方の災害時の対応、マニュアルの作成など、今後の課題にして検討していきたい。

後志

京極町

高齢により近々廃業を順序良く行う為、思案中です。（利用客の不足による営業継続は困難。企業
努力だけでは無理）今まで外国人が来たことはありませんし、施設面で受入れは無理と思われるの
で、今後の受入れもお断りを考えています。

空知

妹背牛町

オホーツク

滝上町

高齢と後継者が居ないため、外国人受け入れはしておりません。旅館も６室のみ、１０～１５人程度
です。健康維持とボケ防止になればと続けている状況です。

後志

共和町

施設内容、社員の能力、人数等で、外国人を受け入れる状況にはありません。現在迄も予約等は
なく、実際に対応していない。当館は一般旅行者の宿泊は少なく、99%工事関係者の長期滞在であ
る。従って、外国人受入等については全く検討しておりませんし、今後も受入れる意思はありませ
ん。災害時には当館に宿泊していないことを前提に、もし外国人が不自由していたら手助けしたい
し、できる限りの援助はいたします。

その他

その他

日本人専用の旅館です。
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記載内訳（観光施設）

災害時への備え（施設対応）の課題
後志

倶知安町

英語でのインフォメーションが少なすぎ。

釧路

釧路市

園内看板等の多言語表記の不足。

釧路

釧路市

英語を話せるスタッフが少ない。館内に英語表記がほとんどない。

釧路

弟子屈町

案内程度の外国人旅行者対応は現在いるスタッフで対応可能だが、緊急時に的確な多言語対応
で対応できるスタッフがいないため、サインや表記またはマニュアルなどですぐ示せるような状態が
望ましいと思う。

漠然とした言語対応への懸念
札幌市

外国語を話せるスタッフの数が少ない為、災害時だけでなく外国人旅行者との会話・意思疎通がで
きない場合がある。外国人旅行者の宗教上のタブーなど災害時に配慮できないと思われる。

上川

富良野市

外国人観光客の来所が増えており、言語対応が課題となっている。災害時の連携については、自治
体と観光協会、旅館組合が協定を結んでおり、外国人観光客も対象となると考える。富良野市観光
振興計画の中でも災害時の対応について整備することになっており、今後外国人を含めた観光客へ
の対応を考えていく必要がある。

上川

上富良野町

外国語を話せるスタッフがいないので、災害時の対応ができていません。外国語を話せるスタッフが
いない施設でも対応できるようなマニュアルや研修会があると、とても助かります。

オホーツク

網走市

外国人対応スタッフが不足。

釧路

標茶町

外国語で対応できるスタッフがいないことが課題と思います。

石狩

札幌市

必要事項の口頭での伝達。

石狩

英語以外の多言語対応
石狩

札幌市

外国人については通常でも誘導に応じてくれにくい。災害時にはどういう動きになるか想定しにくい。
言語についても種類が多く、対応しきれない。

外国人の考え方、行動に対する懸念
石狩

札幌市

外国語を話せるスタッフの数が少ない為、災害時だけでなく外国人旅行者との会話・意思疎通がで
きない場合がある。外国人旅行者の宗教上のタブーなど災害時に配慮できないと思われる。

石狩

札幌市

外国人については通常でも誘導に応じてくれにくい。災害時にはどういう動きになるか想定しにくい。
言語についても種類が多く、対応しきれない。

災害や避難誘導自体の懸念
渡島

函館市

言語に対し、課題があると考え、誘導や避難経路の説明を的確に案内することに対し、懸念を感じ
ている。

オホーツク

網走市

外国語に対応できるスタッフを配置していないため、スムーズな避難誘導ができない場面がある。
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災害時への備え（行政等対応の要望）
石狩

札幌市

多言語翻訳・広報機能のある器材等の開発・普及。行政機関による外国人に対する災害対応に係
る知識やルール等の普及啓発。

上川

上富良野町

外国語を話せるスタッフがいないので、災害時の対応ができていません。外国語を話せるスタッフが
いない施設でも対応できるようなマニュアルや研修会があると、とても助かります。

石狩

札幌市

いつ起こるかわからない災害、また、災害時外国人が抱える色々な問題(例：汽車が動いているか、
ケガをしたのでどうしたらよいか、家族に連絡を取りたい．．．とか)に、現場施設で対応することは難
しい(訓練を含めて)。専門スタッフを擁した機関が、各施設毎で起こりそうな問題を想定した上で、
現場に出向き(派遣)、定期的に現場職員に研修・指導することが有効ではないか。

石狩

札幌市

多言語翻訳・広報機能のある器材等の開発・普及。行政機関による外国人に対する災害対応に係
る知識やルール等の普及啓発。

災害時への備え（外国人旅行者への周知）の課題

上川

東川町

夏季、冬季共に当施設利用の外国人旅行客は増加しておりますが、当施設が含まれておりますエリ
アにおける災害等が起こりえる危険性の認識はかなり低く、一層の外国人旅行者への周知徹底、ま
た当施設側におきましても災害、事故、事件などが発生した場合の対応マニュアルを早急に作成
し、スタッフ一同が速やかに外国人旅行者にも対応ができるように心がけて置くことが必要であると
考え、取り進めているところであります。

今後の取組課題等
弟子屈町

案内程度の外国人旅行者対応は現在いるスタッフで対応可能だが、緊急時に的確な多言語対応
で対応できるスタッフがいないため、サインや表記またはマニュアルなどですぐ示せるような状態が
望ましいと思う。

上川

東川町

夏季、冬季共に当施設利用の外国人旅行客は増加しておりますが、当施設が含まれておりますエリ
アにおける災害等が起こりえる危険性の認識はかなり低く、一層の外国人旅行者への周知徹底、ま
た当施設側におきましても災害、事故、事件などが発生した場合の対応マニュアルを早急に作成
し、スタッフ一同が速やかに外国人旅行者にも対応ができるように心がけて置くことが必要であると
考え、取り進めているところであります。

空知

長沼町

火災などにおける危機管理マニュアルは準備していたが、自然災害などにおける災害対応マニュア
ルは準備していなかった。

空知

岩見沢市

釧路

これまで考えたことがほとんどありませんでしたが、必要だろうと思います。

釧路

釧路市

災害時の避難体制については、国内外を問わずお客様全員の生命を守ることに尽きると考えます。
当施設では、日頃より英語、中国語の言語対応を行っておりますが、有事の際には特に外国人旅行
者には、言語の不安を取り除くとともに、心の通う対応が必要となります。ツールやマニュアルも大切
ですが、有事の際に慌てることがないよう、外国人旅行者には常に心の通う対応を徹底するように、
社内にて取組みを継続してまいります。

宗谷

稚内市

今まで、特に外国人旅行者対応は考えていなかった。すべて今後の課題となります。検討を始めた
い。

札幌市

特にございません。

その他
石狩
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2.1.5 宿泊施設へのヒアリング
2016 年の台風・大雨の被害が大きかった道東地区の 6 施設、本事業で避難訓練を実施した洞爺湖
万世閣ホテルレイクサイドテラス及びとうやこ温泉旅館組合・湯の川温泉旅館組合・日本旅館協会北
海道支部連合会・北海道ホテル旅館生活衛生同業組合にヒアリングを行った。

実施期間

実施場所

第一回目：11 月 9～10 日
第二回目：11 月 21 日 宿泊関係団体は別途
道東地区：釧路市内（１）川湯温泉（１）阿寒湖畔（１）十勝川温泉（２）帯広市内（１）
避難訓練実施施設：洞爺湖温泉（１）
宿泊関係団体（４）
注：（）内の数字は、該当地域内でヒアリングを実施した施設の数である。

2.1.6 宿泊施設へのヒアリングの結果
宿泊施設

ヒアリング内容

十勝川温泉第一ホテル

・2016 年 8 月浸水被害に遭った。なんといっても日頃の訓練が一番重要。
・2016 年の台風に直撃されたが、6 月に避難訓練をしていたので迅速な対応が取れた。
（当初は３人で対応）
・十勝川が増水してきてマンホールが動き始めた。
午前２時に夜勤スタッフが客室を回り、全員２階以上の客室に誘導し待機していただいた。
（外に街灯がなく、高台に避難するのは危険と判断した。）
・レストランは高い場所にあり浸水していなかったので、朝食を取っていただき、その後帰宅してい
ただいた。
・札幌方面の道路が不通のため、十勝川～陸別～北見～丸瀬布～石北峠経由で札幌まで帰れ
る旨案内した。パニックが心配だったので、プリントを配布し合わせてメガホンで説明した。
火災については訓練に加え、消防署立ち合いで火災時を想定した机上シミュレーションを行って
役割分担を確認している。案内も日本語＋英語で作成している。
・当時 NEXCO の早期復旧などをもっと PR してほしかった。
風評被害をなくすためにも正しい情報を正確に伝えることが必要だと思う。
・台風以降、道東へのインバウンドは落ち込んだ。層雲峡も同様と聞いている。
韓国が戻ったといわれているが実感はない。
・電気が止まると携帯に集中して使えなくなり、結果、従業員スタッフに連絡がつかなくなる。
・日頃からラジオや公衆電話の活用も考えておく必要がある。

笹井ホテル

・10 月 1 日から「北海道 旅の安全情報」をフロントで利用している。
・夜間のスタッフが少ない場合の対応は、非常放送用に日本語＋英語を用意している。
・ホテルのマニュアルは、色々なマニュアルを編集して自館に即したものを作成している。
消防に関することは日本語＋英語を加えている。
・停電時、断水時、暖房がきれた場合、すぐに避難所へ避難する。
・災害時対応は、避難受入れ施設として昨年の台風時は他館から受入した。
・スタッフ研修としては、何と言っても避難訓練が重要である。
・毎年消防からのアドバイスのもと、幹事宿泊施設で実施する避難訓練（火災）を全施設の担当者
が見学している。
・今年度はホテル大平原で実施する。

・東日本大震災の時は浸水して地下の電気設備が使えなくなり、プリンスホテルさんにお客様を移
動した。
・現在、津波発生時に釧路市から３階宴会場が避難場所に指定されており、非常用の水・米・防
釧路 ANA クラウンホテル 寒シートなどを備蓄している。
・火災発生時用に英語の案内は事前に準備している。
・外国人旅行者を含む災害対策のアプリやマニュアルについては全く知らなかった。
・やはり研修会等が必要だと思う。
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・「北海道 旅の安全情報」は早速フロントで使うようにしたい。
川湯観光ホテル

・災害時の外国人旅行者対応の必要性は感じているが、今まで具体的な対応をしたことはない。
・アンケートにあったマニュアル等を参考にしたい。

鶴雅グループ

・施設としてのアンケート回答は「遊久の里鶴雅」として回答したが、「花ゆうか」・「鄙の座」も「遊久
の里鶴雅」と同じ考え方で対応している。
・災害や大雪発生時には、各ホテルでホワイトボード・地図を用意し「代替」案を日本語で提示し、
それを受け海外事業部担当者が英語版を作成し、阿寒湖畔グループホテル全てに対応してい
る。
・最近、障がい者の方も多く旅行されているので、今後は点字も検討が必要になってくると思う。
・最近、北朝鮮のミサイル発射でＪアラートが 2 回鳴り、日本語表記しかないため外国人旅行者が
びっくりして困った。英語表記は必要だと思う。
・今後「北海道 旅の安全情報」はフロントに利用するよう指示する。

・昨年の大型台風の際は、ロビーにホワイトボードを置き情報を提示した。
実際、外国人宿泊者は少なかった。
・JICA のお客様利用があるので、客室に 4 言語内容はグループホテルのノ
ホテル日航
ウハウを活用している。
ノースランド帯広
・緊急時の案内は、多言語のＣＤを準備している。
16 ページの「安全の手引き」を置いている。
・現在、J アラートの多言語案内を準備中である。
・今まで災害時の外国人旅行者に対する対応の必要性は感じていたが、具体的な取り組みはされ
洞爺湖万世閣
ていなかった。
ホテルレイクサイドテラス ・今回避難訓練を実施し、従業員全体で取り組みしたことで、重要性を共有できた。
・案内してもらったアプリやマニュアルを有効に活用して、継続的な取り組みを行っていきたい。
「宿泊関係団体」
・とうや湖温泉旅館組合
・湯の川温泉旅館組合
・日本旅館協会
北海道支部連合会
・北海道ホテル旅館
生活衛生同業組合

各団体とも、共通して以下の通りであった。
・災害時の外国人旅行者対応の必要性を感じてはいたが、今まで取り組んだことがなかった。
本事業を通じて作成された各種マニュアルやツールを活用したいし、今後とも情報提供をお願い
したい。
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2.1.7 自治体･観光案内所へのヒアリング
宿泊施設のヒアリングに並行して、外国人旅行者の案内業務を行っている観光案内所や地域自治体
の観光関係者へ、2016 年 8 月の大雨・台風発生時に、関係者がどの時点でどの程度の情報を把握し
ていたか、
外国人旅行者がどのような手段で情報を入手していたかについて実態を調査するとともに、
情報提供・発信のためのポータルサイト作成のためのニーズ調査を行った。
なお、実施にあたっては調査項目を整理したヒアリングシートを作成し、主要観光地の JNTO 認定
外国人観光案内所を中心に、観光協会・自治体 15 箇所をリストアップしてヒアリングを行った。
(ヒアリングシートは資料編参照)
ヒアリング日
平成 29 年
11 月 9～10 日

平成 29 年
11 月 21～22 日

平成 30 年
3 月 6～8 日

ヒアリングした観光協会・自治体
(一社)釧路観光コンベンション協会
(NPO)阿寒観光協会まちづくり推進機構
(一社)摩周湖観光協会
十勝観光連盟
(一社)登別国際観光コンベンション協会
洞爺湖町・(一社)洞爺湖温泉観光協会
(一社)北斗市観光協会（新函館北斗駅観光案内所）
ＨＩＦ（函館朝市インフォメーションカウンター）
(一社)函館国際観光コンベンション協会（函館元町観光案内所）
(一社)七飯大沼国際観光コンベンション協会（大沼観光案内所）
富良野市役所（富良野・美瑛広域インフォメーションセンター）
(一社)美瑛観光協会（四季の情報館案内所）
層雲峡観光協会・上川町役場（層雲峡観光案内所）
(一社)北見観光協会・北見市観光部
網走市役所観光商工課・(一社)網走観光協会

阿寒観光協会まちづくり推進機構

北斗市観光協会
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JNTO 認定
カテゴリー2
カテゴリー1
カテゴリー1
カテゴリー1
カテゴリー2
カテゴリー2
カテゴリー2
カテゴリー1
カテゴリー1
カテゴリー2
カテゴリー2
カテゴリー2

2.1.8 自治体・観光案内所へのヒアリングの結果
案内のために参照した情報元

ほとんどの箇所で、ＪＲ北海道・道路情報（国道・主要一般道）・
（１）災害発生前に情報収集した媒体は何ですか。 道路情報（高速・高規格）が上位を占めていた。
１

基本的には（１）と同じであったが、所在地及び近隣市町村のホ
ームページからの情報収集があった。
（２）災害発生中に情報収取した媒体は何ですか。
立地している、ＪＲの駅＝ＪＲ北海道、道の駅＝開発局からの最
新情報を上手く利用している事例が見られた。

２

入手しにくかった情報・不足していた情報は何です
か。

地域の空室情報・高速バスの運休や増便情報・路線バスの時間
が挙げられた。交通機関の最新開通情報が求められていた。

３

伝達方法

口頭が一番多く、次がパソコン・旅行者本人の携帯であった。

４

外国人旅行者から良く聞かれたこと。

圧倒的に目的地までの代替方法であり、次に当日の宿泊確保と
なっていた。

案内をする際どうようなことが困りましたか。（自由記述）

５

・周辺、函館市内の宿泊情報及び宿泊料金
⇒ 空室状況や大体の宿泊料金が分からず、スムーズな案内ができない。
・外国人旅行者からのタクシー利用問合せ
⇒ 大きな荷物があり小型では対応不可だが、中型大型車は出払っていて、配車が困難だった。
問い合わせ人員が多く、配車が追い付かない状況。
・ＪＲ駅との連携が不十分だった。
・リアルタイムの情報収集
・ＪＲ利用の外国人旅行者は JAPAN Rail Pass を購入されている方が多く、ＪＲ以外での代替交通の場合は自己負担と
なるがなかなか納得してもらえなかった。
・連日、悪天候、人身事故等が続き、不満を募らせていた。
・ＪＲの対応（代替交通を用意できない）に納得いかない様子で、ご了承いただくまで苦労した。
・二次交通の不便さ：駅からバス停まで遠い（大沼交通路線バスの場合）
・クルーズ客からメールのチェックをしたいのでパソコンを貸して欲しいと言われた。
結果無料で借りられる釧路市民活動センター（わっと）を紹介した。
・台風でクルーズ船の寄港が２回中止になった。
・特に除雪が間に合わない場合が困る。
・英語・中国語で対応。
・ニセコまでの交通の便が元々悪く、災害発生時以前の問題である。
・災害が終わってからも風評被害が続いた。
・被害が大きかったのは南富良野町だったが、「富良野」の名前がたびたび出るので富良野全体が大きな被害にあっ
た印象が強く、払拭するのに苦労した。
工夫して対応した事柄（自由記述）

６

・主要な目的地への代替案を書面に記載したものを配布
・前日に災害を想定して、必要書類を準備
・災害発生中、周辺や函館市内の各宿に電話し、空室があるかの問合せをした。
・登別駅構内案内所との情報共有
・2016 年度以降、上川駅・上川バスターミナル（森のテラスヌプリ）に、内閣府・総合通信
局の補助メニューを使ってＷｉ-Ｆｉ整備に合わせデジタルサイネージを設置。
観光案内がメインだが災害時の最寄り避難場所も日本語・英語で案内している。
来年度は層雲峡地区に３台設置予定
・長野の野沢温泉ではあえて異国感を味わっていただくため、多言語表記をして
いない。
最低限英語とピクトを活用すれば十分だと思う。
・ニュー阿寒ホテルに自家発電装置があるので何かあれば協力して
もらえる体制を取っている。
・道の駅「摩周温泉」が避難場所に指定されており、冬季は 17:00 で
閉まるが、何かあれば役場の防災担当職員が対応する体制を取っている。
・道の駅には食堂も併設されている。

上川町デジタルサイネージ

流氷街道網走観光案内所
ボイストラ・Safety tips の英語版パンフレット
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・ダンボール、ベッドを用意している。
・観光関係者のメーリングリストがあり、役場から情報がきたらすぐ流せるようになっている。
・外国人も援護者との位置づけにしている。
・ＪＩＣＡや帯広畜産大学留学生、家族等旅行者以外の外国人も多いので、
地域防災計画に外国人の対応について記載されてはいるが、チェックは必要。
・ボイストラ・Safety tips の英語版パンフレットを常時置いている。
・避難場所の案内図を作成、緊急時は多言語で案内
要望事項（自由記述）

７

・ＪＲから発表される内容が記された提示物等の情報提供
・各交通機関の運休及び運転再開情報の提供
・災害発生時に南北海道以外のことを問い合わせされることも多いため、北海道全体の交通機関の運休情報や通行
止情報が一覧になっていると代替案を提案しやすい。
・近隣地域の宿泊施設空室状況をリアルタイムで共有できる仕組みを考えてほしい。
・災害発生時には相乗りタクシーの運用が出来るようにしてほしい。
・ＨＵＧ（静岡県で作成している）避難所運営ゲームの活用
・まずはどこに逃げるかの指示が大事
・日頃から避難訓練を行うとともに関係者が集まり、災害図上訓練で役割分担のシュミレーションを行うと良い。
・復旧情報が重要
・いまだに多言語表記がばらばらである。
・全体の調整仕切りを行政にやってほしい。
・ボイストラを使いこなせるよう、研修をしてほしい。
・道東は防災意識が高いと思う。肌感覚だが日頃から地震が多い。
・地震の際まずはどこに避難するか、とりあえず場所の案内が最優先であり、外国語での案内（サインでも可）があれば
自発的に動ける。
・音更町では自衛隊ＯＢの方が災害対応の実務を仕切っている。人材活用が必要。
・特に新千歳空港からのバスの便が悪い。
中登別停留所で大きな荷物を持って乗り換えしなければならない。二次交通の充実が必要
・道南バスで路線（系統）毎に番号をつけてもらっており案内時に大変助かる。全道展開が必要と思う。
・二次交通が大きな課題として残った。
具体的には、富良野～新得方面のＪＲが災害で断線以降復旧の目途がたたず、ＪＲの復旧をあきらめバス中心にシ
フトせざるを得ない。
・避難所の運営について、個人旅行者が増えるに伴いファミリー層（家族連れ）のケアを考えなければならない。
（おむつやミルク等の備蓄）また宗教上やアレルギーに対応した食事の問題も考えていく必要がある。
・2016 年の台風・大雨で市内の川が氾濫し、河原に大きな流木が残ったため、大規模な護岸工事を行った。
結果景観が失われ、自然を楽しんでいただいていた体験観光メニューが大きなダメージを受け、ほとんどが廃業に追
い込まれた。
・自然体験を楽しみに来られる観光客と住民の安全確保という、相反する問題を突きつけられ、自然と調和した共存の
むずかしさを痛感させられた。
・災害対応ではないが、外国人旅行者がかってに畑の中に入って困ってる。何かいい方法があれば教えてほしい。
・交通事故対策では標識に「ＳＴＯＰ」の文字を加えて作成している。
・十勝岳については洞爺湖での事例を参考に対応を考えていきたい。
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2.1.9 実態調査の分析及び考察
アンケート調査結果で、
「ハザードマップ・避難場所の認知度」では宿泊施設 78%、観光施設 86%
で知っているとの回答があり、
「避難誘導訓練の実施状況」も宿泊施設の 71%、観光施設の 76%が実
施しているとの回答であった。
一方外国人旅行者に対する対応を見ると、宿泊施設全体で外国人対応について記載されているマニ
ュアルがある割合は宿泊施設全体の 7.2%、観光施設では全体の 3.2%という極めて低い結果であった。
また外国人旅行者を想定した避難訓練の実施割合も、宿泊施設で全体の 14.2%、観光施設で全体の
9.9%と低い結果であった。
全体的に外国人旅行者に対する災害時の対応体制づくりの必要性は感じてはいるが、今までほとん
ど具体的な対応が取られていないのが現状である。
その主な原因は、
「言語対応への不安」や「文化や習慣の違いを理解しコミュニケーションをとる」
ことの難しさが自由記述に挙げられている。
これらの課題解決のため、
「Safety tips」
「Voice Tra」などのアプリや各種マニュアルが作られてい
るが、回答のあった 344 宿泊施設中 218 施設(63%)、102 観光施設中 71 施設(70%)で全く知らないと
の結果であった。
外国人旅行者への取り組みに何が必要かとの設問では、宿泊施設では 1 位「マニュアル作成」
、2 位
「防災パンフ配布等」
、3 位「研修会開催」
、観光施設では 1 位「マニュアルの作成」
、2 位「行政から
の災害予備知識普及」
、3 位「防災パンフ配布等」であった。
このことから、今まで作成された各種アプリやマニュアルを、地域や施設の課題に合ったものに加
え、深化させ、具体的な対応について実践的な研修を継続してことが重要である。
ヒアリング調査では、特に平成 28 年の台風・大雨で特に一番被害が大きかった十勝川温泉で、
「そ
の年の 6 月に夜間の避難訓練を行っていたので、災害当時、夜間対応が少人数にもかかわらず混乱な
くでき、避難訓練の重要性を実感した。
」
「復旧回復状況についてはあまり報道されないため、その後
風評被害が大変だった。
」とのコメントがあった。
また道東地区の他宿泊施設からは、
「巨大地震発生リスクが報道されたこともあり、地震及び津波
発生時の外国人旅行者対応について早急に具体策を検討していきたいので、協力してほしい。
」との声
があった。
観光案内所からは「災害発生時に外国人旅行者から聞かれることの多くが目的地までの代替手段で
あるので、道路情報や交通機関情報が一元的に見られるサイトがあると嬉しいが、まだ各サイト自体
の多言語化が進んでいないので、外国人利用者にはまだ改善の余地がある。
」との指摘があった。
以上のことから外国人旅行者を想定した避難訓練の継続的な実施と災害後の回復情報発信の強化
は、今後とも災害対応の最重要事項として取組む必要がある。

- 30 -

２.２ 登別・洞爺を中心とした地域における自然災害を想定した実証実験
2.2.1 実証実験の概要
避難訓練について
10 月 3 日に有珠山火山防災協議会が主催する避難訓練に参加する形で、洞爺湖万世閣ホテルレイク
サイドテラスの協力により、実践的な形で避難訓練を実施することとした。
避難訓練参加者について
外国人参加者は、札幌では(公財)札幌国際プラザ（札幌市災害多言語支援センター）
、登別では日本
工学院の全面的な協力をいただき、結果多様な 10 国・地域から合計 24 名の参加となった。
国・地域別参加者
国･地域
韓国
中国
台湾
ドイツ
イギリス

人数
8
5
2
2
2

国･地域
インドネシア
香港
マカオ
ハンガリー
アメリカ
合計

人数
1
1
1
1
1
24

(公財)札幌国際プラザでのモニター募集案内 （英語の他・簡体字･韓国語でも案内）
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参加日程
10 月 2 日(月)から 3 日(火)にかけて、以下の日程で避難訓練を実施した。
月 日

日

程

10 月 2 日
(月)

[札幌からの参加者]
13:10
札幌駅北口～バスで洞爺湖へ
・バス車内で避難訓練についてのブリーフィング他
16:30～17:30
・ホテル館内の非常時対応表示等視察・点検
・宿泊 洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス

10 月 3 日
(日)

[登別からの参加者]
8:30
登別からバスで洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラスへ
9:30
洞爺湖町の避難訓練に参加
ホテルから洞爺湖文化ｾﾝﾀｰ（一時集合場所）に避難移動
10:00
バスで移動・豊浦町の避難訓練合同本部見学
11:30
ホテルに帰着
11:30～12:15
昼食
12:30
客室で待機
12:30～13:00
ホテル内での避難誘導訓練
13:00～14:00
現地関係者と意見交換会
14:30 意見交換会終了後バスで登別・札幌へ

参考：外国人参加者には、内容が出来る限り理解いただけるよう、ふりがなを振った日程表を配
布した。（資料編参照）
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訓練での実施事項
事前に準備した「避難誘導マニュアル」や「多言語案内ツール（マップ）
」などを使い洞爺湖町の
避難訓練に参加して課題の抽出と効果検証を行った。
項 目

内

容

洞爺湖町からの避難指示の合図 ・ホテルから一時集合場所までの案内ツール（マップ）を使った移動。
により、宿泊施設から一時集合場 ・自治体職員による一時集合場所での人員確認と避難バスへの誘導。
所までの避難移動。
・誘導に際して多言語案内プラカードやメガホンヤクを利用し効果検証。
ホテルスタッフによる客室からの ・ホテル客室からロビーまでの避難誘導訓練の実施（避難誘導マニュアルの検証）。
避難誘導
・誘導に際して多言語案内プラカードやメガホンヤクを利用し効果検証。
災害情報アプリ「Safety tips」、自動翻訳アプリ「Voice Tra」、北海道の交通災害サイト
各種アプリやポータルサイトの利用 「北海道 旅の安全情報」を、以下の「お役立ち情報」より参加者全員にダウンロードや
読み取りをして利用してもらい意見集約。
障がい者を想定した訓練

車椅子 2 台で、ホテルから一時集合場所までの避難移動を並行して実施。
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2.2.2 避難誘導マニュアル及び避難ツールの作成
避難誘導マニュアル
避難誘導マニュアルは、以下の方針に基づき作成した。
・これまでの一般的なマニュアルと違い、洞爺湖町の特定の宿泊施設をモデルにしたマニュアルを作
成することで、
「誰が」
・
「何を」すべきか役割を明確化する。
・避難訓練実施施設担当者と打合せを行い、具体的な組織体制を構築し、実際の避難訓練で活用でき
る内容とする。
・噴火レベルごとにスタッフの留意事項を掲載する。
・(公財)札幌市防災協会 細川雅彦 防災･危機管理専門官に、防災の専門家の立場でアドバイスをいた
だく。
・全道で汎用化できるような、内容・構成とする。

注：『自然災害から外国人旅行者の安全を確保するための避難誘導マニュアル―宿泊施設向け―』
（38 ページ）の原文は、資料編参照。
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避難案内ツール（マップ）
避難案内ツール(マップ)は、以下の方針に基づき作成した。
・宿泊施設から一時集合場所までの案内マップに、緊急時の連絡先や避難に役立つツールを掲載し、
できる限り多くの外国人旅行者が簡単に利用出来るようにサイズはポケット版とし、言語は 5 言語
(日本語、英語、簡体字、繁体字、韓国語)で作成した。
・日本語は、主に従業員の方々に利用していただくために作成した。
・作成にあたっては洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラスの希望もあり、当該施設だけではなく、
とうや湖温泉旅館組合加盟施設全体で使える内容とした。
また、避難訓練で実際に使用して、意見交換会等で受けた指摘を反映した。
・各施設から一時集合場所までの経路が分かりにくいとの指摘があり、赤矢印を加筆した。
・一時集合場所のピクトを拡大し、一時集合場所は避難場所行きのバス乗場であることを明示した。
【日本語版：表】

【日本語版：裏】

注：『自然災害時緊急避難案内』の５言語原文データは、資料編参照。
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集合場所・宿泊施設多言語案内・誘導ツール
避難訓練時、スムーズに避難誘導をできるように、洞爺湖町役場、お
よび洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス関係者の意見を取り入れ、
実際の災害状況と課題を想定し、誘導案内ツールを作成した。

1) 宿泊施設用例（11 種類）

裏面（案内スタッフ用）

表面（観光客用）

注：『宿泊施設用誘導案内ツール』の 11 種類原文データは、資料編参照。

2) 集合場所用例（7 種類）

裏面（案内スタッフ用）

表面（観光客用）

注：『集合場所用誘導案内ツール』の 7 種類原文データは、資料編参照。
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2.2.3 外国人の避難訓練
避難誘導の様子 (避難訓練のシナリオ)
避難訓練シナリオは以下のとおり。
【洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス】避難訓練基本計画
平成29年10月3日（火）９ ：０ ０～１４ ：００

日時

目的

有珠山噴火災害は 今ま での観測体制の構築な ど によって、予知する確率が 高くな ってはいるが 、日頃から万が 一のことを 想定し 、いかに備えるが 重要な ポイン
ト とな る。近年特に外国人個人旅行者が 増加し 、外国人旅行者の行動や避難誘導の課題を 理解し 、いざ というときスムーズに外国人旅行者の避難誘導を でき
るような 仕組み 作ることが 喫緊の課題とな っている。このたび北海道運輸局の「 災害対応体制の構築に 向けた実証事業」 に協力し ての避難訓練を 実施すること
とし た。
当ホ テルに 宿泊された、大切な お客様を より 安全に避難誘導で きるよう、災害発生時における各自の役割を 十分認識し 、慌てることな く行動できる体制づ くり に
役立つことを 望むものである。

１６ ：００ ～１ ８：０ ０の時間を想定

想定
項目

事
前
準
備

洞
爺
湖
町
避
難
訓
練

ホ
テ
ル
避
難
訓
練

意
見
交
換
会

時間

内容

担 当者

1

避難訓練参加者の指名と
担当確認

洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス防災本部組織体制に
基づき10月3日のシフトを参考に指名

2

避難訓練関係資料配布・
事前確認

避難誘導マニュアル・緊急避難案内（日・英・簡・韓）
「Ｓａｆｔｙ ｔｉｐｓ」「ボイストラ」のダウンロード
（お役立ち情報）

3

レベル４発令時に必要な
ものを用意・確認

関係機関の連絡先一覧（別紙）
情報収集先リスト（北海道旅の安全情報）
多言語案内ツール（別紙）
想定Ｑ＆Ａ(別紙）

4

関係者操作説明会
（10月2日）

5

関係者ミーテイング

9:00

ホテル関係者と実証事業関係者との最終確認・事前準備チェック

6

登別地区参加者洞爺集合

9:20

バス（１８名）・現地集合（９名）
バス車中で全体計画説明後アプリ等のダウンロード

7

避難訓練参加者ロビー集合

9:25

荷物を持って集合（荷物は訓練終了まで一括預かる）

8

避難訓練開始連絡

9:30

洞爺湖町役場→住民に避難指示サイレン

9

氏名確認

9:30

宿泊者名簿から外国人宿泊者をピックアップ

13:00 関係者にメガホンヤク・ボイストラの使用方法事前説明

チェックポイント

小坂＋（２～３

）

宮崎・小坂・小田

荷物預かり担当

○

北海道運輸局・北海道総合通
信局
ＪＴＢ北海道・スクラッチ・ライ
ヴ環境計画

ロビー下「バリアント」に移動し
訓練開始
レベル４を想定

総務・渉外班（２）

所要時間（5分以内）

総務・渉外班（２）
通報案内班（１）

掲示板用意
洞爺湖文化センターマップ
関係連絡先・情報入手先・ア
プリ等の情報を張り出し

9:35

11

一時集合場所へ移動

9:40

各自徒歩で移動（障がい者の視点：車いす2台）

12

一時集合場所到着

9:50

氏名確認

13

避難所へ移動

14

「合同災害対策本部運営訓
道南バスで豊浦町ふるさとドームへ移動、協議会の避難訓練見学後
練」
11:00
洞爺湖万世閣に戻る
「炊き出し訓練」会場の見学

15

ホテル到着

11:45 到着後昼食、12:20～客室で待機

16

訓練開始連絡

12:30 洞爺湖町役場→洞爺湖温泉観光協会→ホテル万世閣へＦＡＸ

17

訓練開始・全館放送

12:30 情報入手者→総務渉外班→ホテル責任者→全班責任者を招集

総務渉外班（１）
通報・案内班（１）
避難・誘導班（１）

18

全館放送

12:35 ホテル責任者→通報案内班に館内放送指示

通報・案内班（１）

各客室案内

避難誘導マニュアルに従い案内開始
12:40
（メガホンヤク・注意事項案内板・翻訳アプリ等）

○

○

○

○

作成した緊急避難案内の検証
観光振興課

言語別に誘導

○

観光振興課

メガホンヤク＋多言語案内
ツール

○

住民の方がいない場合「地震
体験」

レベル４を想定
想定Ｑ＆Ａ
多言語案内ツールの使用方
法
「Ｓａｆｔｙ ｔｉｐｓ」「ボイストラ」
のダウンロード確認
○

避難誘導班（３）

作成したツールや利用したアプ
リの検証

○

○

各種トラブルへの対応（ボイスト
ラ）
想定時間を１６：００～１８：００
とする

○

○

○

○

○

○

20

避難誘導

避難誘導マニュアルに従い誘導（階段利用）
12:45 事前に想定されるトラブルを洗い出し、外国人参加者に
演技してもらう。

避難誘導班（３）

21

ロビー集合

12:50 全員ロビー内に待機

通報・案内班（１）

22

氏名確認

12:55 宿泊者名簿により確認→ホテル防災責任者に報告

総務・渉外班（２）

23

意見交換会会場に移動

13:00 全員の確認後移動

24

昼食後関係者との
意見交換会

13:00

25

避難訓練終了

14:00 バスで札幌・登別へ
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北海道総合通信局・パナソ
ニック参加

登別観光協会前（８：００）発

状況及び避難場所説明

洞爺湖万世閣会議室で避難訓練参加者と地元関係者との
意見交換会

○

総務・渉外班

10

19

ボイス
トラ

全員

全員ロビー集合確認後案内通報班から避難場所への移動に
ついて説明(メガホンヤク・ボイストラ・多言語案内ツール）
緊急避難案内配布（日・英・簡・韓）

10:00 道南バスで洞爺湖温泉小学校へ移動

メガホ
ンヤク

総務渉外班（２）
通報・案内班（１）
避難誘導班（３）

宮崎・小坂

集合待機している方へのフォ
ロー
（お役立ち情報のご案内等）
日本語が堪能な外国人旅行
者へのサポート依頼
所要時間（避難誘導開始から
３０分以内）

また、以下の避難訓練動画を作成した。

意見交換会 （洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス）
洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラスでの避難訓練終了後、ホテル 3 階会議室で外国人参加者 24
名、避難訓練関係者 51 名、合計 75 名の参加により意見交換会を開催した。
意見交換会では、外国人参加者や地元関係者から多数の発言があり、活発な意見交換の後、最後に
アドバイザーをお願いしている(公財)札幌市防災協会 細川雅彦氏からまとめの発言があった。
意見交換会での主な発言要旨は、以下のとおり。
ホテル～一時集合場所(洞爺湖文化センター)の場面
[避難用チラシ]
・地図に避難経路の曲がり角の目印が欲しい。
・地図の表記でホテル名が訳されていなかった。
・地図に避難所を黄色地に赤字で示しているが、(シェルター)マークがないので、ど
こに逃げたらいいかわかりにくい。
・中国語が簡体字だけだったのでマカオ出身の私には読めず、香港/マカオ/東南
アジアの人のために繁体字も欲しい。
・「現在地」と「向かう場所」に“かなり目立つ印”があるとよい。
・地図は、日本語と他言語を併記してあると位置関係が理解しやすい。

[資料配布]
・ロビーで自国語以外のチラシを受け取ってしまった。
資料の配置を分け、言語表記を掲げるなどの工夫が必要。

[避難途中]
・歩いている途中では、チラシの字が細かく、読む暇がないので、道路の曲がり角
などに避難先の案内看板が欲しい。
・自分は聴覚障害があるので、道路に案内看板が欲しい。
・誰が誘導しているのかわからず、誘導する方が識別できるよう服装などに視覚的
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な配慮が欲しい。
[一時集合場所]
・避難者カードの一番下の欄に英語がなかった。
・避難者カードを書き終わった後、案内不足のためカードの扱いに戸惑っていた人がいた。

一時集合場所～一次避難場所(洞爺湖温泉小学校)の場面
[移動途中]
・どこに連れて行かれるのかわからず不安だった。
せめて、行く場所とかの案内(掲示)が欲しかった。

合同災害対策訓練本部訓練開催場所(豊浦町ふるさとドーム)の場面
特に発言なし

ホテル客室～１階ロビーの場面
[客室]
・今回の小さいマップだけでなく、客室に普通サイズの案内チラシも配備するとよい。
・正しい表記で、様々な言語の紙を客室に配備してあると安心して過ごせるのではないか。
[避難誘導]
・避難誘導する方は服などを色付けし、その人の役割が視覚的に識別できるようになってい
るとよい。
[館内放送]
・日本語のアナウンスの直後に英語と中国語のアナウンスあり、重なって聞こえ、指示がよく
分からなかった。
(各言語が同時に放送され、かつ日本語と他言語での主旨が違っていた)
・館内放送に翻訳機器を活用したのは分かりやすかった。
・聞き取れず、詳細がわからなかった。
・部屋ではわからず、外(廊下)に出てやっとわかった。
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その他
[メガホンヤク]
・定型文では臨機応変な対応がしづらく、VoiceTra との合体を望む。
・こういう機械に頼るのはいかがなものか。間違ったトランスレイト(翻訳)もある。
・日本語のアナウンスと比べて、外国語のアナウンスの情報量が少なく主旨が違っている。
日本語では「留まって従業員の指示を待つ」とあったが、中国語にはその内容がなく「出て
下さい」と言っていて内容が違っていた。
[翻訳アプリ(VoiceTra)]
・翻訳アプリ(VoiceTra)は、広東語などにも対応して欲しい。
[その他]
・観光案内所に行きたかったが、道に案内看板がなくて行けなかった。
・J アラートは日本語なので読めない。
・外国語を話せる方に避難所対応のボランティアをお願いしたら手伝っていただけるのか。（地元関係者から）
⇒ 手伝う気持ちはあるが、制度がわからず自発的には行いにくい。
手伝いの依頼とクリアな指示があれば手伝える。
・避難するか、ホテルに留まるか、避難はホテルにバスを配車すべきか、体制/シナリオを考え直す参考になった。
・車で旅行していた時の避難はどう対応すべきか。
⇒ 住民は、徒歩/バス/車で指定された避難所へ移動するようにしている。
観光客の方は避難所へ向かう必要は必ずしもなく、
道路/鉄道などの状況を把握しつつ町から離れていただくとよい。
そのために、ホテルのロビーなどで情報を取集できるようにする必要がある。
⇒ 本事業で「北海道 旅の安全情報」というホームページを作成中で、
ホテルのフロントなどで活用/紹介いただきたい。(北海道運輸局)
[感想]
・日本語の話せない人にとって重要なイベントだった。
・ドイツには避難訓練がなく、何かが起こったことを考えての準備はすばらしい。
・ドイツでは行政が対応してくれるという意識がなく(自分の身は自分で守るという意識でいる)、
(日本では)避難場所や避難誘導などのシステムがあるということをもっと伝えるべき。
・いくら練習しても、災害発生時には必ずパニックが起こるものだと承知（周知）すべき。

総括
壮瞥町
観光誘客に対してマイナスイメージにもかかわらず、画期的な事業だった。
この地域には防災に対するシステムがあることを示す上で価値があった。
細かな改善点(ユニバーサルデザインなど)のヒントが得られた。
当地が防災に熱心で、何かがあった時には観光客の身を守ってくれる場所だと PR できた。
今後の観光推進に役立つと考えている。
札幌市防災協会 細川氏：
・客室～ロビー～玄関 … ホテルの方がメガホンヤクなどを使い誘導していた。
・玄関～一時集合場所 … 誰が先頭となっていたか、何処へ何のために行くのか、所要時間などといった点の説明がなく
不安を覚える。
誘導する方は、旗などの目印を持ち強いリーダーシップを取らないと、住民の避難と移動が交
差した場面などではぐれてしまう。
誘導は、ホテルが行うのか、町の人が行うのか、宿泊客の中からリーダを選ぶのか明確にして
理解しておく必要がある。
・緊急時には、翻訳アプリ(VoiceTra)などを使っていては時間がかかる。
訳を優先させるのか(コミュニケーション、状況の説明)、
避難行動を優先させるか(避難させて説明は後回し)の状況に応じた対応も必要。
・誘導には視覚に訴える表示の工夫が必要。
・外国人旅行者の荷物の取り扱いに対する課題もあると思われる。(バス乗車時には障害となる)
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避難訓練参加者アンケート

本アンケート票は、洞爺湖避難訓練と札幌市地下街の両方の避難訓練で使用した。
アンケート調査対象者は外国人避難訓練参加者のため、英語、韓国語、中国語に翻訳し、避難訓練
後に各参加者に配布・回収した。
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アンケート集計結果
① 基本情報について 単位：人 (n=23)
性別

年齢

50以上, 3人, 13%
女性, 6人,
26%

10代, 1人, 4%

40代, 2人, 9%
30代, 4人, 17%

男性, 17人,
74%

訪日目的

20代, 13人,
57%

滞在期間
その他, 1人, 4%

3ヵ月, 1人, 4%
半年, 2人, 9%

その他, 2人, 9% 観光, 1人, 5%
ビジネス, 3人,
13%
家族訪問, 1人, 4%
永住, 1人, 4%

一年以上,
19人, 83%

留学, 15人,
65%

日本語能力
流暢, 3人,
13%

国籍
インドネシア, 1人, 4%

分からない, 1人, 4%
少し理解できる,
3人, 13%

EU, 4人,
18%

中国, 5人,
22%

USA, 1人, 4%
豪州, 1人, 4%
香港, 1人, 4%

日常会話,
16人, 70%

台湾, 3人, 13%
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韓国, 7人,
31%

② 今回の避難訓練について
災害に関する知識(複数回答あり)

避難訓練の重要性
どちらともいえない,
2人, 9%

今回の訓練で学
んだ, 4人, 16%

必要ない, 0人, 0%

本国で把握した,
12人, 48%
日本で学んだ,
9人, 36%

重要, 21人,
91%

有用だと思う避難訓練

今回の避難訓練で不便に感じたこと

（複数回答）

（複数回答）

総合的な避難訓練

13人

災害別の避難訓練

12人

言葉が通じない

3人

災害のことがよくわからない

3人

情報が少ない

外国人対象の避難訓練

8人

11人

地域との交流が少ない

住民と外国人一緒の避難訓練

9人

その他

15人

5人

今回の避難訓練から重要だと思われる内容
0%

20%

40%

避難誘導担当のスタッフ

80%

17

『緊急避難案内』ツール
防災避難映像

60%

5

7

13

1

11

定期的な避難訓練
ボイストラ

とっても重要

1
7

7

2

12

6

3

11

メガホンヤク
Safety tips

100%

12

3
8

5

10

重要

どちらもない
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11
5

必要ない

2

1

③ 自由記述
国・地域

自由記述の内容

ドイツ

・客室外の案内放送は聞きにくかった。
・緊張感が足りない。平常時の放送のように聞こえた。もっと大きく、緊張感のあるアナウンスにすればよいと思
う。

ドイツ

・火山噴火により引き起こした二次災害（津波）などに関する情報が少ない。
・とてもいい経験だった。外国人として、このような機会を得たことはとても特別だった。多くの外国人は私たち
のように、特に、ここは危険な場所だと認識をしていない人たちに避難情報も伝えて欲しい。
・情報が少ない。もっと、詳細な情報を多言語で伝えて欲しい。
・ホテルのスタッフはどのように準備をしているのか、誰が責任者なのかを知りたい。
・停電時や信号がないときはどうすればいいですか。

米国

・行政やホテルスタッフがこのような災害管理認識があることを嬉しく思う。
・分かりやすいコミュニケーションがカギとなる。客室に多言語の情報案内を置くと便利だと思う。
・人々に①冷静になること、②スタッフの指示に従う、③助けが来る、④パニックにならないこと、⑤自然災害
が少ないが、起きる可能性があることを伝えるべきである。

ヨーロッパ

インドネシア

・『緊急避難案内』について、注意喚起するためにはマップの中のホテルは目立つように表記すべき。
マップ上の一時集合場所は分かりづらい。どこからどこへ行くかを示す矢印が必要。
例えば、一時集合場所は赤く表記し、ホテルは赤い★印を付けるなと表記が必要。
・一時集合場所、避難場所は明記する必要があります。
一時集合場所がどこに書いているか全然分かりません。
家族や友人に安否情報を伝えるときは、場所の説明は非常に重要となる。
・ホテルから避難場所の避難経路は分かりづらい、もっと分かりやすく、アクセスしやすくするべき。
・ホテルのフロアマップでは、現在地についての英語表記は明確ではないが、意味はわかった。
・災害が実際に起きた時ではどのように避難マップを配布しますか？私は間違って中国語の案内を取ったの
で理解できなかった。大きなサインなどあれば助かる。
・ホテルの名前は日本語になっているが、英訳をすればいいと思う。
・道の案内表示は何にも見えなかった。ホテルの外にいる外国人にとっては重要ではないでしょうか？

・どのように整理したら、こんなに上手く実行できたのかについて関心をもっている。
オーストラリア ・もっと、サインやアナウンスなど英語の情報があればいいと思う。パンフレットの英訳はいくつかのミスがあるの
で、修正すべき。
ヨーロッパ

・このような体験を与えたもらったことに感謝している。
・道路上に見えるサイン、マップはカタカナかアルファベットを記入するなど、日本語は喋れるが読めないた
め。一時集合場所の名前は重要なので分かりやすく大きく表示して欲しい。

台湾

・本当に大切な体験だと思った。
・日本語の放送と中国語の放送内容はちょっと違っていた。

中国

・避難訓練に参加でき、貴重なに経験に感謝しますが、緊張感がなく、遊び見たいな感じがした。

中国

・避難訓練案内マップは簡体字だけなので、香港とマカオ、あるいは東南アジアの人は簡体字を読めない人が
いるので、繁体字のマップも必要と思う。できれば音声翻訳アプリは広東語対応したほうが良いと思う。

中国

・避難の時、路線案内の矢印があれば、助かる。方向音痴の私にとって、重要。
・中国語の避難案内を取りたいけど、日本語のマップを取ってしまった。分かりやすく分けたほうがいいと思う。
地図を見たら、どこの避難所に行ったら良いか分からない、行く途中でちょっと不安になった。教えてくれれば
安心する。

台湾

・できれば、身振り手振りを使ってでも知らせて欲しい。

中国

・客室では、日本語のアナウンスだけしかが聞こえなかった。
・中国語のアナウンスは聞こえなかった。

香港

・聴覚の指示だけでは足りない、視覚の指示も重要だと思う。
・ホテルの担当スタッフは案内係だと分かるような特別な服を着たほうが良い。
・避難指示といえば、避難場所だけだったが、避難手順についての指示もあれば良いと思う。
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国・地域

自由記述の内容
・避難するとき、携帯の電源は大変大切だから、アプリは役に立つが、頼らないほうが良い。

台湾

・もし足が不自由な人など歩けない人が居たら、誰に助けを求めるかが心配だ。

中国

・定期的な避難訓練はとっても必要だと思う。
・ホテルから避難所までの道はちょっと長かった。観光客が荷物を持って歩いたら、疲れると思う。
・多言語サインが少ない。

韓国

・有益な時間だった。

韓国

・危機感が足りない、案ｉ内ツールの情報も少ない。
・情報提供はアプリも良いが、地域の人が協力したほうが良いと思う。

2.2.4 洞爺湖実証事業のまとめ
10 月 3 日有珠山火山防災協議会の避難訓練に参加する形で実施し、洞爺湖万世閣ホテルレイクサイ
ドテラスの協力により、より実践的な訓練を目指した。
外国人参加者の募集では、(公財)札幌国際プラザ及び日本工学院(登別)の協力で、当初想定より大幅
に上回る 10 国・地域 24 名の参加となった。また、登別からは宿泊施設関係者を中心に 14 名が日本
人旅行者として避難訓練に参加いただいた。
具体的な訓練スケジュールを計画するにあたっては、観光関係者だけではなく防災関係者との打ち
合わせを重ね計画を策定した。
避難訓練では、
「避難誘導マニュアル・案内ツール（マップ）の使用」
「各種アプリの利用」
「メガ
ホンヤクの利用」
「障がい者を想定した訓練」を実践し、避難訓練終了後の意見交換会や参加者アンケ
ートで効果を検証した。
【避難誘導マニュアル】
・マニュアルは特定の施設をモデルに「誰が」
「何を」すべきかの役割を明確化した。
・噴火レベルごとにスタッフの留意事項を具体的に掲載した。
・全道で汎用化できるような内容・構成とし、ワードデータで公表することとした。
【避難案内ツール(マップ)】
・宿泊施設から集合場所までの案内マップの他、緊急連絡先やツール等も掲載し外国人旅行者が簡単
に利用できるようポケットサイズで 5 言語（日本語・英語・簡体字・繁体字・韓国語）作成した。
・避難訓練を実施した洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラスだけではなくとうや湖温泉旅館組合加
盟施設すべてで使用できるようにした。
・意見交換会で、
「各施設から一時集合場所までどう行ったら良いか分かりづらい。
」
「一時集合場所が
何をするところか分からない。
」との指摘を受け、経路を赤字の矢印で入れ、一時集合場所のピク
トを大きくするとともに、そこが避難場所までのバスに乗る場所であることを明示した。
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【各種アプリ】
・
「Safety tips」
「Voice Tra」
「北海道 旅の安全情報」を参加者全員にダウンロードしてもらった。
参加者からは、機能は良いが使うには時間がかかるので、移動中等の緊急時ではなく避難場所に落
ち着いてから使うようにするなどの使い分けが必要との意見が多かった。
【
「メガホンヤク」
】
・事前に 9 つの定型文を「メガホンヤク」に登録し、誘導案内に使用した。
基本的な避難誘導には有効に使えたが、現状では自動翻訳ではないので変則的な対応は日本語のみ
となることを留意しておく必要がある。
【障がい者を想定した訓練】
・外国人に車椅子に乗ってもらい日本人スタッフが押して一時集合場所まで避難したが、一般の外国
人避難訓練参加者に比べ 5 分以上の遅延となった。
緊急時には車椅子での避難は現実的ではなく、宿泊施設の車等を使って避難するフォロー体制づく
りが必要である。
また本事業のアドバイザーをお願いしている(公財)札幌市防災協会の細川氏からは、
上記事項に加え、以下の提言を頂いた。
・地域での日常的な観光関係者と防災関係者の連携と役割分担を明確にすること。
・定期的な避難訓練の実施による課題の洗い出しと自分が非常時には何をするかを常に理解している
こと。
・繁忙期や夜間などの一番厳しい状況での災害対応を考えておくこと。
・特に、外国人の大型荷物対策は避けて通れない課題であること。
・従業員の家族の対応も日頃から考えておくこと。
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２.３ 札幌市における都市型災害を想定した実証実験
2.3.1 実証実験の概要
避難訓練実施について
実践的な訓練を体験してもらうため、10 月 25 日に札幌都市開発公社が実施する秋季総合消防訓練
に参加する形で実施した。
避難訓練参加者について
国・地域別参加者
参加者は、(公財)札幌国際プラザ(札幌市災害多言語支援センター)と北海
商科大学の全面的な協力をいただき、結果 10 国・地域から合計 30 名の
参加となった。
募集案内は、(公財)札幌国際プラザのホームページから英語・簡体字・
韓国語で掲載するとともに、英語版の募集用チラシを作成した。
(英語版募集チラシは資料編参照)
参加日程

国･地域
人数
中国
12
フィリピン
4
韓国
3
バングラディシュ
3
台湾
2
ロシア
2
香港
1
台湾
1
ライス
1
アメリカ
1
合計
30

10 月 25 日(水)に、以下の日程で避難訓練を実施した。
月 日

10 月 25 日
(水)

8:45
8:45～ 9:15
9:20～ 9:30
9:30～ 9:40
10:00～11:00
11:00

日
程
札幌地下街オーロラプラザ集合
避難訓練についてのブリーフィング
地震を想定した避難誘導訓練に参加
火災を想定した消火訓練見学
札幌国際プラザ会議室に移動して意見交換会
終了後解散

（参加外国人への前日案内及び当日配布注意事項は、資料編参照）

訓練での実施事項
「多言語案内プラカード」や「メガホンヤク」などを使い、地震発生時における避難誘導訓練と効果
検証を行った。
項 目

内

容

・オーロラプラザから避難場所までの誘導訓練の実施
札幌都市開発公社防災センター
・誘導に際して多言語案内プラカードやメガホンヤクを利用し効果検証
スタッフによる避難誘導
・店舗スタッフによる火災消火訓練見学
意見交換会場で災害情報アプリ「Safety tips」、自動翻訳アプリ「Voice Tra」、
各種アプリやポータルサイトの利用 北海道の交通災害サイト「北海道 旅の安全情報」を、参加者全員にダウンロードや
読み取りをしてもらい意見集約。
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2.3.2 避難誘導マニュアル及び避難ツールの作成
避難誘導マニュアル
避難誘導マニュアルは、以下の方針に基づき作成した。
・大型商業施設では災害対応マニュアルを作成していても、外国人対応の記載が少ないことを踏まえ
て、内容の中心を言語バリアフリー化に置く。
・外国人対応は、平常時からコニュニケーションを取ることの重要性に力点を置く。
・札幌市の防災アプリ「そなえ」を始めとした、外国人旅行者対応に役に立つツールを多く紹介する。
・(公財)札幌市防災協会 細川雅彦 防災･危機管理専門官に、防災の専門家の立場でアドバイスをいた
だく。
・全道で汎用化できるような内容・構成とする。

注：『外国人旅行者対応マニュアル』 (27 ページ)の原文は、資料編参照
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商業施設用多言語誘導・案内ツールの作成
避難訓練時、スムーズに避難誘導をできるように、(株)札幌都市開発公社の意見を取り入れ、実際
の災害状況と課題を想定し、商業施設用誘導案内ツール(17 種類)を作成した。
注：
『宿泊施設用誘導案内ツール』の 11 種類原文データは、資料編参照。
1) 商業施設用多言語誘導・案内ツールの例

裏面（案内スタッフ用）

表面（観光客用）

注：『商業施設用誘導案内ツール』の 17 種類原文データは、資料編参照。

2.3.3 外国人の避難訓練
避難誘導の様子
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意見交換会
オーロラタウンでの避難訓練終了後、(公財)札幌国際プラザ会議室に移動し、外国人参加者 30 名、
避難訓練関係者 12 名、合計 42 名の参加により意見交換会を開催した。
意見交換会では、外国人参加者から避難訓練やアプリについての意見・感想を集約した。
最後に、アドバイザーをお願いしている(公財)札幌市防災協会 細川雅彦氏からまとめの発言があっ
た。
主な発言要旨は以下のとおり。
意見交換会 ((公財)札幌国際プラザ 会議室)
[中国]
・プラカードが後方から見えない(小さい)。
・声が小さい。
[台湾]
・北海道は災害に関して安全というイメージがある。
・スピーカーからの音声ははっきりと聞こえて内容も理解できたが、日本語の量に
対して翻訳された内容が少ない。
[香港]
・アナウンスの声が大きくてびっくりし、緊張した。
・頭を抱えていたので、プラカードは確認できなかった。
(右写真参照)
[バングラディシュ]
・面白く、大変勉強になった。
・地元でも災害がけっこうあるが訓練はなく、訓練体験の機会に感謝している。
[ロシア]
・日本の中で北海道は、災害はあまり多くないというイメージがある。
[フィリピン]
・プラカードは、英語グループの所にはなかった。
どこで目にするかわからないので、プラカードは数多く配置するのが良い。
・メガホンの声が小さく、本番だったら聞こえない。
⇒ 今回は、中国語グループはメガホンヤクを使い、英語グループはボイストラの音声をメガホンで流して使用していた。
[パナソニックよりメガホンヤクの紹介]
・現在 4 言語(英語、韓国語、中国語、日本語)対応で、定型文を使う仕組みとな
っている。
・音量レベルは最大 10 だが、今回はレベル 7 として使用していた。(実演紹介)
・今後は、2020 年のオリンピックまでにアジア圏内を中心に 20 ヵ国語対応を目指
している。
・現在、成田空港、新千歳空港などで利用されている。
[北海道総合通信局よりボイストラの音量について]
・今回は、ボイストラ側のメガホンは最大音量としていた。女性でも持てる軽いメガホンを使用していたため、音量の制約が
あった。大きなメガホンを使い、館内アナウンスのマイクと繋ぐなどをすると、もっと大きな音量で流せる。
[フィリピン]
・実際の災害をイメージした訓練はできないか。
皆が並んで反応していたので、人の実際の反応が得られていない。
今回は説明があったので分かるが、本当に聞こえるか、アナウンスはどうなるか。
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[タイ]
・列を作って並んで歩いただけだったので、静かだった。
もう少しびっくり(エキサイティング)な状況を体験したかった。
でも、今日は色々いいことを体験して、参加してよかった。
[ラオス]
・ラオスは地震がなく、体験してよかったが、静かでびっくり感がなかった。
[韓国]
・韓国では災害の訓練をしていないので、災害の備えを徹底していると感じた。
・災害時の手順を確認できる。
・今回は静かだったが、災害時は色々な音がでるので、実際は聞き取りにくいだろう。
[アメリカ]
・実際の災害を学ぶのは無理だが、訓練を成功させる目的は理解できる。
・実際はパニックになるので、実際感があればよかった。
・場所(デパート、地下など)によって何処に逃げればよいか知りたかったが、情報を得られなかった。
・施設内なら店員が誘導してくれるだろうが、声も聞こえにくく、言葉もわからないだろう。道(通路)に誘導マークがあると助か
る。
災害の場合、屋内(地下)に留まればいいのか、外に逃げるべきか。
⇒ 地震の場合、一般的には地上よりも地下が安全。
警備員や警察が、外の状況の安全を確認してから皆さんを地上に誘導することを基本としている。
火災の場合、発生源から少しでも遠くに誘導する。
今回は、地震が発生して後に火災が発生したことを想定した訓練だった。
⇒ 避難経路のわかりやすいマークを、最寄りの場所に配置するのが大事だと感じた。
・マークは、文字よりも絵が良い。(ピクトグラム等の活用)
[北海道総合通信局よりボイストラの紹介]
・防災担当スタッフはピンマイクを身に着けており館内放送にも繋がるとのことで、
このピンマイクを通じてボイストラの翻訳を館内放送するアイデアもあると感じた。
・2020 年以降民間に引き継ぎ、民間のアイデアを自社製品に活用してもらう予
定。
ボイストラは AI を搭載しているので使えば使うほど賢くなる。
・ボイストラは無償アプリ。
・まだまだへたくそな翻訳もあるが、避難が一段落した際に、「いつ帰れるのか、誰
に聞けばいいのか、internet・電話は復旧しているか」など、聞きたいことを話す会
話の補助手段として使っていただきたい。

感想 (アドバイザー：(公財)札幌市防災協会 細川氏より)
・訓練に現実味がないとの意見があったが、本当は火を燃やすとか地面
を揺らすとかできるといいのだが、その再現は色々な制約があって難し
いことを理解願いたい。
・北海道は災害が少ないとの発言があったが、札幌でも熊本地震や阪神
淡路大震災クラス(震度 7)が起きる想定になっている。
・まず怪我をしないために、揺れが収まるまで姿勢を低くして頭を守ること
が重要。
・その後、係の人が誘導してくれると思う。それが分からない時は自分の
判断で逃げる必要があり、その際には逃げる場所に脱出口みたいな絵
のピクトグラムがあるとわかりやすい。
・翻訳機器(メガホンヤク、ボイストラ)、プラカードを使って誘導していた
が、本番時には混乱して音が輻輳してわかりにくいといった事態も予想できるので、何かを見て逃げるといったシステムも
必要な気がする。
・札幌直下の地震では緊急地震速報が間に合わないことも覚えておいてほしい。
・説明にあったように、地震では地下は地上より安全なので、警察官などから地上の様子を得て避難していただきたい。
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アンケート集計結果
① 基本情報について 単位：人 (n=28)
性別

年齢
50以上,
3人, 11%

男性, 7人,
25%
40代,
9人,
32%

女性, 21人,
75%

訪日目的

その他, 3人, 11%
ビジネス, 2人, 7%

20代,
15人,
53%

30代,
1人,
4%

滞在期間

観光, 3人,
11%

その他, 7人,
25%

3ヵ月, 2人,
7%

永住, 5人,
18%
留学, 15人,
53%

一年以上,
19人, 68%

日本語能力

国籍

分からない, 1人, 4%
流暢, 5人,
18%

中国
韓国
台湾
香港
タイ
バングラデシュ
ラオス
フィリピン
ロシア
その他

少し理解できる,
4人, 14%

日常会話,
18人, 64%
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11人
3人
3人
1人
1人
2人
1人
4人
1人
1人

② 今回の避難訓練について
災害に関する知識(複数回答あり)

避難訓練の重要性
必要ない, 0人, 0%
どちらとも
いえない,
1人, 4%

今回の訓練 本国で把握
で学んだ,
した, 11人,
10人, 34%
38%

重要, 27人,
96%

日本で学んだ,
8人, 28%

有用だと思う避難訓練

今回の避難訓練で不便に感じたこと

（複数回答）

（複数回答）

総合的な避難訓練
災害別の避難訓練
外国人対象の避難訓練

7人

災害のことがよくわからな
い

8人

18人

2人

情報が少ない

12人

地域との交流が少ない

12人

7人

住民と外国人一緒の避難
訓練
その他

言葉が通じない

12人

2人

その他

3人

今回の避難訓練から重要だと思われる内容
0%

20%

40%

避難誘導担当のスタッフ

防災避難映像

10

5

メガホンヤク

16

Safety tips

16
重要

どちらもない
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1
5

8

17

3
5

13
15

100%

3

17

ボイストラ

とっても重要

80%

22

『緊急避難案内』ツール

定期的な避難訓練

60%

5
8

6
7
必要ない

3
5
4

③ 自由記述
国・地域

自由記述の内容

中国

・今回の避難訓練は非常に必要だと思う。
・避難路線とか、安全な場所とか基本的なものが理解できた。

中国

・このような消防訓練は中国でも体験した。中国でも沢山の消防訓練を開いて欲しい。
・もっと多種類の災害訓練を体験してみたい。

中国

・日本の避難訓練は充実しているので、参加者はたくさんの実用的な知識を学ぶことができる。

中国

・以前は防災に関する知識が少なく、今回の訓練を通じて、沢山学べた。
・しかし、家や街中などの場面で災害が起きたらどうすればいいか分からない。次回は違う場面の災害訓
練があればいいと思う。

中国

・中国語の情報や案内が少ない。災害が起きた時は、中国人観光客はパニックに落ちるかもしれない（災
害に関する知識は少ないので）、冷静に日本語の案内に従うかどうか疑問。
①中国語の案内と他の言語の案内が混ざって、はっきり聞こえず、案内が途切れることもあった。
②避難時、頭を抱えて、低い姿勢を保つように言われていたが、頭を抱えている状態ではプラカードをどの
ように見るかが分からなかった。
③地下街の中では、避難標識などは無かった。日本語が分からない外国人に翻訳アプリを紹介するより、
分かりやすい避難標識の方が助かる。
④緊急時の中国語案内文が長すぎる、観光客に重要なのは避難情報の伝達であり、できるだけ短く、かつ
明確な案内文が重要。ピクトグラムなどは良いと思う。
⑤今回の避難訓練からある程度の避難知識を学びたかったが、訓練の後、説明がなくはっきり分からなか
った。今後は改善して欲しい。
⑥訓練時、皆冷静だったが、実際の時は状況が混乱していると思うので現実に近い訓練があれば良い。
⑦見学の時、全然様子が見えなかった。見学者にも見えるようにビデオ放送などがあれば、分かりやす
い。通行人も見るかもしれないので、勉強になると思う。
⑧ケガをした人は誰に助けを求めればいいか、分からなかった。

中国

・本当に地震があったとき、観光客は冷静に指示に従うことは非常に重要。
・救護の人たちの動きが遅く感じた。人命救助は時間との戦いなので、スピードは大事だと思う。

中国

・このような避難訓練はとても重要。定期的に行えれば、実際の時、対応の助けになる。
・完全に日本語が分からない観光客にとっては、避難の時、(誰かの)助けが必要なるではないでしょうか。
外国語の案内はさらに充実する必要がある。
・防災訓練以外では、平常時の教育・宣伝も重要。災害時は、慌ただしくなると思うので、宣伝・教育あるい
は避難経路の案内標識などが必要。

中国

・避難するとき、様々な国の言葉が混在しているので、聞きづらかった。
・アナウンスの内容はもっと短くしたほうが理解しやすいと思う。
・いい訓練と思う。ありがとうございました。

中国

・混雑のとき、声やスピーカーははっきり聞こえないときもあった。
・停電時も見える看板などがあれば、助かると思う。

中国

・プラカードの字が小さいので、はっきり見えなかった。

中国

・本日の防災避難訓練はとても重要だと思った。
・どのように自分を守るかなどについて勉強になった。

中国

・今回の避難訓練は救護について見学できたのでとてもよかった。
・しかし、観光客や住民の避難誘導について、もっと役割を明確にする必要があるではないか。
・実際の時は、とても混乱していると思うので、訓練前に案内放送するか、あるいは、現実の状況を想定し
た内容を加えたりしたほうが良い。混乱が起きた時でも無事に避難できるために避難訓練は良いと思う。

バングラディシュ ・この避難訓練はとても重要。
・個人的の理解だけではなく、これからの人生においても重要な避難訓練だった。将来的には、突然の避
難が必要なとき、今回の避難訓練から得られたものは大変参考になった。
バングラディシュ ・とても重要な訓練だった。
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フィリピン

・もっと現実の状況と似たような避難訓練になって欲しかった。

フィリピン

・ボイストラのボリュームは低かった。

フィリピン

・音をもっと大きくしてほしかった。

2.3.4 札幌実証事業のまとめ
10 月 25 日、(株)札幌都市開発公社の秋季消防総合訓練に参加する形で実施し、地震発生時での実
践的な訓練を目指した。
(公財)札幌国際プラザ及び北海商科大学の協力で 10 国・地域 30 名の外国人参加となった。
避難訓練では、
「避難誘導マニュアル」
「多言語誘導案内ツール」
「メガホンヤク」を作成・利用し、
避難訓練終了後の意見交換会と参加者アンケートで効果を検証した。
【
「避難誘導マニュアル」の作成】
・(株)札幌都市開発公社では災害対応マニュアルは既に作成しているが、外国人対応に関する記述が
ないため、
「言語バリアフリー化」と「平常時からのコミュニケーションの重要性」に力点を置い
た内容とした。
【
「多言語誘導案内ツール」の作成・利用】
・(株)札幌都市開発公社から、スムーズな避難誘導に必要と思われる 17 フレーズをヒアリングし、表
面には英語・簡体字・韓国語、裏面には日本語を記したラミネート加工した多言語案内ツールを作
成し、避難訓練で使用した。
【
「メガホンヤク」の利用】
・オリジナルの案内文 9 フレーズを登録し、事前に避難誘導担当者に操作研修を実施した。
また避難訓練参加者にバス車内等で説明する時間がないため、(公財)札幌国際プラザのアドバイス
を受け、訓練内容及び目的を理解してもらうため、前日にスケジュール・目的を書いた案内をメール
するとともに、当日「簡単な日本語」をベースに訓練の内容についての説明文「本日の避難訓練につ
いて」を作成配布し、訓練の趣旨を徹底させた。これらは他事業でも活用できると判断し、資料編に
ワードデータで公開することとした。
訓練終了後場所を移し、
「Safety tips」
「Voice Tra」
「北海道 旅の安全情報」を参加者全員にダウン
ロードや読み取りをしてもらってから、意見交換を行った。
意見交換会では
・避難訓練は大変参考になったとの意見があった反面、もっと臨場感があった方が良い。
・館内放送は良く聞こえていたが、現場での案内音声は全体的に小さかった。
・案内表示は文字よりもピクト等の方が分かりやすい。
との意見があった。その後の参加者アンケ－ト結果も同様の内容であった。
また本事業のアドバイザーをお願いしている(公財)札幌市防災協会の細川氏からは上記事項に加え、
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以下の課題が提起された。
・札幌では、災害の種類や程度で、避難するだけではなく避難場所になるケースもあり、状況をしっ
かり把握し、的確に判断する現場責任者の役割が大きい。
・宿泊者以外の不特定多数の旅行者が多いため、誰が避難誘導するのかが曖昧である。
札幌でも、観光関係者と防災関係者が今後とも継続的な連携強化により、複雑化している各種災害
対応について総合的かつ、個別具体的な対策を並行して検討していく必要がある。
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３．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

３.１ 関係者による検討会議の開催
3.1.1 目的
以下を目的に、自然災害に伴う関係機関の関係者を参集し、
『
「北海道 旅の安全情報」検討会議』
を開催した。
・外国人旅行者に対して、効率的な情報提供･発信を行うために求められる情報を把握する。
・自然災害の発生時に、どのような手段で、どういった情報提供を行うかを検討する。
・自然災害に伴う関係機関との交流を深め、災害発生時の情報提供を継続的体制構築の礎とする。
討議で得られた内容は、外国人旅行者に対して効率的な情報提供・発信を行うための、ウェブコン
テンツ(ポータルサイト)に求められる情報の検討材料とした。
3.1.2 構成団体
『
「北海道 旅の安全情報」検討会議』の構成団体を以下に示す。
北海道運輸局
北海道開発局
東京航空局 新千歳空港事務所
気象庁 札幌管区気象台
北海道
札幌市
(公社)北海道観光振興機構

(一社)北海道バス協会
(一社)北海道ハイヤー協会
北海道地区レンタカー協会連合会
苫小牧港フェリー利用促進連絡会
北海道旅客鉄道(株)
北海道空港(株)
新千歳空港ターミナルビルディング(株)
東日本高速道路(株) 北海道支社
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3.1.3 検討会議録
検討会議は 4 回開催し、以下の内容を討議した。
開催回

開催日

議 題

第1回

平成 29 年 8 月 21 日

事業概要の説明

第2回

平成 29 年 9 月 21 日

ポータルサイトの仮立上げについて

第3回

平成 29 年 11 月 29 日

冬季に向けたポータルサイトの本格稼働について

第4回

平成 30 年 3 月 20 日

事業報告及び次年度の体制について

第１回検討会議
日時
場所
議題

協議内容

2017 年 8 月 21 日 13:30～14:40
(一財)北海道開発協会 6 階会議室
(1)事業の概要説明
(2)ポータルサイトの内容説明
(3)意見交換
(4)今後のスケジュール
指摘者
指摘事項
苫小牧港フェリ トップページの「太平洋フェリ
ー利用促進連 ー」を「北海道旅客船協会」に
絡会
差替要望。
北海道開発局 峠のカメラ画像の二次利用に
ついてＪＡＲＴＩＣに確認必要
北海道経済部 Twitter のアカウントを取得し、
観光局
他の公式Twitterのツイートをタ
イムラインで流れる仕組みの提
案。
東京航空局新 ガバナンス(運用規約)をしっか
千歳空港事務 り作ることが重要。
所
北海道開発局 リンクメニュー[道路]の「北海道
開発局」部分変更依頼。

変更内容
トップページの「太平洋フェリー」を「北海道旅客船協会」に差
替。
日本道路交通情報センター(JARTIC)に画像提供を申請中料
金は北海道全部の画像提供で月 5 千円
次年度以降の維持負荷も考慮し、Twitter の取り扱い検討
中。

北海道旅の安全情報運用規定（案）を作成。内容について参
加組織に確認依頼
名称と URL を変更し、ポータルトップページと同じ行先にす
る。
・変更前：北海道開発局
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/
・変更後：北海道地区道路情報
https://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/index.htm3

北海道開発局 峠カメラ画像に対し、地図併記 峠カメラ画像に、地図表記を追加。
の提案。
ＪＲ北海道
リンクはトップページでとの依 ＪＲ北海道のリンク先変更。
頼。
変更前：http://mobile.jrhokkaido.co.jp/webunkou/
変更後：https://www.jrhokkaido.co.jp/
太平洋フェリー 運行情報アカウントの Twitter 太平洋フェリーの運行情報アカウントの Twitter を削除。
の削除依頼。(会社非関与のア
カウント)
女満別空港ビ Twitter の削除依頼。(会社非 女満別空港ビルの Twitter を削除。
ル
関与のアカウント)
北海道総合政 在道外国公館一覧のリンク形 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/kaigaitoko.htm ⇒ 削 除
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/DiplomaticOffice_3.Mar.pdf
策部国際局国 態変更
⇒ 変更された URL に変更 (9/19 新 URL は国際課の連絡
際課
待ち)
室蘭運輸支局 台風 18 号上陸の際、本実験 北海道電力停電情報掲載を申請中
サイトが役に立ったが、停電情
報があれば更によかった。
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第２回検討会議
日時
場所
議題

2017 年 9 月 21 日
メール(書面)にて開催
(1)限定オープン版「北海道旅の安全情報」の内容（案）について
(2)限定オープンの範囲（案）について
(3)ホームページの管理運用規程（案）について
協議内容
指摘者
指摘事項
札幌管区気 気象情報のリアルタイムスクリーンショット
象台

気象警報等の発表状況の地図のほか、地震、津波、火山の
各ページのリアルタイムスクリーンショットも必要と考えます。

TOPICS の掲載基準の明示化
・TOPICS の掲載基準については、各機関の希望によって行
うとされたが、掲載すべき情報に関する最低限のルールは
必要（どの機関が何を基準に載せているのか、供用する機
関の認識をあわせるべき）と考えます。

会議の開催方法
・HP 等の運用ルールを策定する方向になると思うが、報道発表
も含めて資料掲載の基準や考え方も各機関の意見を聞くことに
より情報共有や連携に繋がると思うので、メール会議は避けた
ほうが望ましいと考えます。

変更内容
・トップページの全体のバランスも考え、
気象庁のスクリーンショットは 1 つに留め
させていただきます。
・注意報/警報のページをスクリーンショッ
トとする意見ですが、利用者は通常まず
天候を意識するとの仮定のもと、現状の
まま(天候のスクリーンショット)とさせてい
ただきます。
・原則、プレスリリース等を行う重要な情
報を掲載することとします。
それ以外の情報については、各機関に
よって掲載したい情報の内容が一様で
はなく、一律に基準を作るのが困難であ
るとともに、投稿者が限られた範囲(検討会
議参加機関、観光協会等)であることから、管理
が可能であることから、掲載基準は設け
ないこととします。
・第 1 回検討会議で報告させていただい
たように、大きな議題がない場合はメー
ル会議で進めさせていただいたいと存じ
ます。

ホームページの各サイトへのリンクのマーク

・国交省の「標準案内用図記号ガイドライ
ン」で定めているピクトグラムをベースに
・各サイトへのリンクの航空機、フェリー、気象等のマークにつ 見直しを図ります。
いては、外国人旅行者がイメージしやすいピクトグラムや特
定のサインマークを活用すべきと考えます。
・本検討会に参加している機関で同様な HP を構築する際
に、各機関それぞれでマークが異なっていると混乱の元と
なるので、統一する方法も検討すべきと考えます。
・マークが小さく、バスも鞄？とわかりづらい。

北海道開発
局

札幌管区気
象台

「峠情報カメラ画像」について

・ご指摘のように、カメラ名称は「狩勝峠
(R38)」のように変更します。
・カメラ名称を「峠名＋路線名」で表示してはいかがでしょう ・地図内の文字を大きめにして視認性の
か。
改善を図ります。
・北海道の地図自体をもう少し大きくした方が利用者にとって
・塩狩峠などの誤リンクは訂正を図りま
分かりやすいと思われます。
す。
・地図の塩狩峠をクリックすると狩勝峠が表示されますので
・画像を管理する JARTIC より画像使用の
訂正をお願いいたします。
許可を得ましたので、本公開までに改訂
を行います。
気象関連に関する意見
・英語のページは、自動翻訳で対応して
おります。
・weathr のページ中 Meteorological Agency を、Japan
自動翻訳とわかるよう、翻訳ボタンを変
Meteorological Agency （Governmental Organization）に
更します。
修正。 こちらはトップページ下も同様に修正。
また、自動翻訳である旨の注記を記載
Website のアドレスを、英語版ＨＰの
します。
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html に修正。
・気象機関の公式英語と自動翻訳の差
・Japan Meteorological Agency Sapporo District・・・・・
の欄を全て削除。（札幌管区気象台のＨＰは英語版がない
異を改善するため、日本語と英語を併
ので）
記した表示とします。
・tenki.jp Japan Weather Association を、tenki.jp Japan
Weather Association （Private Weather Campany）に修
正
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全体的な意見

・日本語リンクと英語リンクを併記した表
示に変更します。
・英文サイトに掲載するリンクは、存在するものは英文ページ ・領事館の英語表記は、外務省が記載し
へのリンクにする。
ている表記としており、このままとさせて
・固有名詞は極力英文 HP 等で調べて同じ表現にする。
いただきます。
（特に総領事館など公的機関）
例えば、「在札幌米国総領事館」は
https://jp.usembassy.gov/embassy-consulates/sapporo
/によれば U.S. Consulate General Sapporo です。

北海道経済
部観光局

Twitter の開設

・継続性を重視し、低コストで継続的な運
用を行うことを目指しているため、運営
・情報の更新に関して即時性を考慮した場合、本サイトで
管理にコストのかからない方向で進める
Twitter のアカウントを取得し、他の公式 Twitter のツイート
こととし、現段階では Twitter は設けない
をタイムラインで流れる仕組みとしたら省力化できるのでは
こととします。
ないか。
また、Twitter を持たない機関には Twitter で発信していた
だけるよう働きかけをしてはどうか。

札幌管区気
象台

北海道経済
部観光局

北海道開発
局

トップページの気象庁の英語ページ対応

・英語のページは、ローコストオペレーショ
ンの観点から自動翻訳で対応している
・北海道旅の安全情報の英語版トップページに掲載されてい ため、日本語ページのままとなっていま
る気象庁のページですが、
す。
http://www.jma.go.jp/jp/yoho/
ご指摘の通リ利用者の立場からすると
にリンクが張られています。
分かりづらいため、画面の下に英語版
しかし、こちらは日本語版の HP へのリンクとなりますので、
URL のリンクを記載し、すぐ英語版にアク
以下の英語版の HP にリンクするよう修正をお願いいたしま
す。 http://www.jma.go.jp/en/yoho/
セスできるようにしました。
文言(管理運用規程(案))
・検討会議を削除し、（基本方針）のみと
しました。
軽微な話しですが、運用規程の第３条の見出しですが、検
討会議（基本方針）となっていますが、（基本方針）のみで足
りると思われます。

文言(管理運用規程(案))

・第 1 条の「検討会議」の重複を訂正しま
す。
・第 1 条の「検討会議」が重複しています。
・第 8 条、第 10 条、第 11 条の「検討会
・第 10 条第１項及び第 11 条第2 項では「検討会議事務局」
議事務局」および「事務局検討会議」を
としていますが、第 8 条第 3 項及び第 11 条第 1 項では「事
「事務局」に統一します。
務局検討会議」としています。
・第
2 条に「株式会社ライヴ環境計画」を
敢えて、使い分けをしているのでしょうか。それとも、「検討
ひょうそく
付記して事務局の所在を明記します。
会議事務局」として平仄を合わせるべき？
・また、第２条「事務局」規定の中で、事務局を「㈱ライヴ環
境計画」と明記しておく必要はございませんでしょうか。（←
事務局がどこなのかが曖昧であるため）

東京航空局
新千歳空港
事務所

文言(管理運用規程(案))

・第 1 条の「検討会議」の重複を訂正しま
す。
・第 1 条：「検討会議」が重複
・第 3 条(1)の冒頭を、「災害対策基本法
・第 3 条(1)：「災害対策基本法に基づく自然災害発生時又
に基づく自然災害発生時」に訂正しま
は悪天候発生時の交通に関する～」に訂正。
す。
・第 8 条 3 項：「事務局検討会議」→「事務局」(誤記)
・第 8 条、第 10 条、第 11 条の「検討会
第 10 条、11 条にも同件箇所あり。
・第 10 条：「主旨を」→「送信者の個人情報を伏して、その主 議事務局」および「事務局検討会議」を
旨を」(Web サイトで公開する場合は、個人情報を公開すべ 「事務局」に統一します。
きではないと思料)
・第 10 条の「主旨を」を「送信者の個人
・第 12 条：「収集の目的を」→「Web サイトを利用する者にそ 情報を伏して、その主旨を」に訂正しま
の収集の目的を」(対象者を明確化)
す。
・第 12 条の「収集の目的を」を「Web サイ
トを利用する者にその収集の目的を」に
訂正します。
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第３回検討会議
日時
場所
議題

協議内容

2017 年 11 月 29 日
メール(書面)にて開催
(1)12 月 9 日のオープン予定の報告
(2)第 2 回検討会議以降指摘事項の対応について
(3)主要観光案内所・宿泊施設ヒアリング結果の報告
指摘者
指摘事項
札幌管区気象 誤植指摘
台
誤：Private Weather Campany
正：Private Weather Company
北海道開発局 Ｔｏｐｉｃｓ、観光協会からの情報について
・掲載基準を作成されないということですが、運用規程などに
掲載希望情報をどこにどのように連絡すれば掲載していただ
けるのか明記するというのはいかがでしょうか。
また、依頼をできる機関が、構成員及び観光協会に限定さ
れることを明記した方が良いかもしれません（民間事業者は
不可）。
「観光協会からの情報」欄には、イベント開催を告知したもの
の、天候により、中止・延期等になった場合に掲載する等、
ある程度のルールがあった方が良いかもしれません。
・何件程度表示する形でしょうか？
（現状の各 10 件はかなり多い印象です。スマートフォンで見
るとかなり縦長の掲載となり、「Ｔｏｐｉｃｓ」、「観光協会からの
情報」以下の情報に到達するまで縦スクロールがかなり手間
となります。）
例えば、7/5 付函館観光協会の調査結果については、(一
財)北海道開発協会様が運営されているインバウンド・インフ
ォに掲載すべき情報と考えます。

携帯端末表示の場合にメニューバーなどについて

変更内容
誤記を訂正しました。

・投稿者の範囲が限定されているこ
ともあり、旅行者に役立つと考える
情報を募り、「北海道 旅の安全情
報」の認知度と利用の促進を図る
ことを優先して、当面は掲載基準
を設けないこととします。
・「Tｏｐｉｃｓ」、「観光協会からの情
報」の掲載件数は、10 件から 7 件
に削減しました。

当面は現状のままとします。

繰り返しになりますが、スマートフォンで見た場合、縦長とな
り（特に１．の Topics や観光協会からの情報が多い場合）、一
番下の峠の画像までたどり着かない（存在に気づかない）恐
れがあります。
メニューバーで誘導できるような形にするか、「道路」のとこ
ろでも同じものが表示されるようにした方が良いのではないで
しょうか。

苫小牧港フェリ ホームページの中に、苫小牧西港フェリーターミナルの フェリーのページに、苫小牧西港フ
ー利用促進連 ホームページのリンクまたはバナーの貼り付けと最新情 ェリーターミナルのホームページの
絡会
報欄の掲載は可能でしょうか。
リンクをバナーで貼り付けました。
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第４回検討会議
日時
場所
議題

協議内容

2018 年 3 月 20 日 14:00～14:40
(一財)北海道開発協会 ６階大会議室
(1)サイトオープン以降の利用状況
(2)次年度以降の運営体制について
(3)意見交換
発言者
検討項目と協議内容など
サイトオープン以降の利用状況
⇒ 説明に関する質問なし。
次年度以降の運営体制について
⇒ (一財)北海道開発協会が引き継ぐことに関し異議なく了承いただけた。
本検討会議はそのまま維持し、事務局を(一財)北海道開発協会に置くこととする。
苫小牧港フェリ 「北海道 旅の安全情報」を継続運営するために、情報の更新をタイムリーに行う仕組み(関係
ー 利 用 促 進 連 機関から情報を上げやすいフォーマット作りなど)を検討いただきたい。
絡会
⇒ 検討する。
札 幌 管 区 気象 安全情報や防災情報だけでなく、今度は桜の開花情報も上げようかと思っている。
台
今回の情報提供の手順は、Powerpoint を PDF 化にして事務局に送り、事務局にてテキストに
起こしてもらい自動翻訳にも対応可能なようにしていただいていた。
新 千 歳 空 港事 「北海道 旅の安全情報」をお気に入りに登録して使っているが、アプリ化するともっと使いやす
務所
くなるのではないか。
⇒ アプリ化するとワンタッチで見られ、利便性が向上すると考える。
アプリ化は技術的には可能と考えるが、開発コストに予算上の問題があり、またローコストで
の運営も目的だったので難しい。
新 千 歳 空 港事 「北海道 旅の安全情報」にスポンサーがつくよう、バナー広告を載せることは可能か。
務所
⇒ 今年度は北海道運輸局の公益事業だが、来年度以降では可能性が出てくる。
検討会議で意思決定して、バナー広告を運営予算とする案もある。
なお、観光庁との関係もあるので、北海道運輸局も相談に載る。
北海道運輸局 「北海道 旅の安全情報」の利用状況調査は、4 月以降も続けるのか。
また、外国人の利用状況を調べることはできないか。
⇒ 4 月以降も利用状況を調べ、検討会議で報告する。
なお、現状では外国人を識別できる情報がなく、自動翻訳ではない外国語の専用ページ
を設けるなどをしないと、外国人の利用状況を調べることは難しい。

- 62 -

３.２ 情報提供・発信のためのウェブコンテンツの作成
3.2.1 目的
2016 年 8 月の大雨や台風の発生により、北海道内の各地で鉄道や道路に深刻な被害が発生した。
また、2016 年 12 月の大雪により新千歳空港や鉄道では多くの欠航/運休が発生した。
この時、代替交通手段やう回路の情報収集に多くの手間を要し、外国人旅行者はもとより日本人旅
行者も多くの苦労を伴った。
これらの状況を踏まえ、災害が発生した場合に国内外へ正確な情報を提供し、復旧後の円滑な旅行
需要の回復・拡大に寄与することを目的として、各交通機関および気象などの情報を一元化して発信
するポータルサイト『北海道 旅の安全情報』(http://safety-travel.jp/)を構築した。
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3.2.2 先行事例
調査した類似の先行事例を以下に示す。先行事例では文字による情報が中心となっている場合が多
く、視認性を意識したポータルサイトの構築を心掛けることとした。
九州地区の事例
国土交通省九州運輸局が、九州のりもの info.com
運営協議会のもと「九州のりもの info.com」を運営
している。
各交通事業者が、自ら情報提供システムに運行状
況を随時登録し、その情報は携帯電話やパソコンに
より照会ができる。
また、あらかじめ情報を入手したい交通事業者、
地域、路線名等を選択してユーザー登録することに
より、特定の交通事業者の提供情報に変更が合った
場合メールにより通知する機能がある。
提供している交通機関は、鉄道、モノレール、バ
ス、旅客船・フェリー、航空となっている。

九州のりもの info.com の例
(http://www.norimono-info.com/)

福岡県では、福岡県防災ホームページの「交通情報」(http://www.bousai.pref.fukuoka.jp/transit/)
で、鉄道/バス/道路/航空の情報を発信している。
新聞社の事例
北海道新聞には「防災・交通」のポータルサイトがあり、気象・避難情報、地震情報、津波情報、
火山情報、鉄道情報、空港情報を発信している。なお、鉄道情報/空港情報は、北海道新聞の電子版会
員向けのサービスとなっている。(https://www.hokkaido-np.co.jp/disaster_information/)
また、朝日新聞(http://www.asahi.com/traffic/)や読売新聞(http://www.yomiuri.co.jp/traffic/)などが、
「交通情報」として鉄道や航空の運行状況を発信している。
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災害に際しての観光協会からの情報発信
観光協会も、災害に際して情報発信をしている。
[九州北部豪雨 (2017 年 7 月 5～6 日) ]
観光協会から Facebook で以下のような情報などを発信している。
・あさくら観光協会：通行止め情報の案内など
・(一社)日田市観光協会：道路規制状況、公共交通機関の運行状況など
・うきは市観光協会：周辺地域の被害状況、代行輸送、被災地応援イベントの開催案内など
・由布院温泉観光協会：天候/交通情報、由布市への迂回交通路の案内など
[秋田周辺の大雨 (2017 年 7 月 22～23 日) ]
観光協会から Facebook で以下のような情報などを発信している。
・(一社)角館町観光協会：運休情報、河川の増水状況(写真付き)、復旧状況など
・(一社)大仙市観光物産協会：被害状況の案内など
3.2.3 方針
ポータルサイトは、以下の方針に基づき構築した。
項目

内容

想定利用者

旅行者の各種問合せ対応を行う観光案内所や宿泊施設のスタッフに加え、外国人旅行者であるこ
とも想定する。
[配慮事項]
・ PC だけでなくスマホやタブレットでの利用も可能な環境とする。
具体的には、画面サイズの小さいスマートフォンやタブレットでも利用しや
すいよう、指を使って拡大/縮小を行う、ピンチアウト/ピンチインができるよ
うにする。
・ 外国人旅行者の利用も想定して外国語にも対応させる。
但し、後述の「次年度以降の継続性」を図るため、ローコスト
での運用を意識して英語のみの自動翻訳対応とする。

デザイン

できるだけシンプルで分かりやすいユーザーインターフェースとする。
[配慮事項]
・ ピクトグラムなどを活用して、情報が一目で把握できるよう、視認性に配慮する。

段階的公開

関係機関からの意見・要望を取り入れながら試行するため、段階的に公開する。
8/21～
検討会議の参加者に対して限定公開
10/1～
宿泊施設、観光協会に対象を拡大して仮公開
12/15～
一般公開

次年度以降の継続性

ローコストな運用が可能なよう、シンプルな構成とする。
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3.2.4 ページ構成
ポータルサイトのページは、以下の構成とした。
ページ
トップページ

概要
交通機関や観光協会などからのトピックス、交通機関の運行情報、防災情報、峠のカメラを掲載。
このトップページに掲載している情報で、天候・交通情報の横断的な大まかな情報が得られる。

飛行機

運行されている 12 空港のリンク集を、地図での図示と共に掲載している。

フェリー

本州航路、離島航路を運航するフェリー会社のリンク集を、地図での図示と共に掲載している。

鉄道

鉄道、市電、地下鉄のリンク集を掲載している。

高速バス

都市間高速バスを運行するバス会社のリンク集を、地図での図示と共に掲載している。

道路

高速道路、一般道路などの道路状況が把握できるサイトのリンク集を掲載している。

他交通

ロープウェイを運行している会社のリンク集を、地図での図示と共に掲載している。

気象

気象庁、札幌管区気象台、日本気象協会の天気サイトのリンク集を掲載している。

外国公館

駐日外国公館や在札幌領事館などのリンク集を掲載している。

お役立ち

避難訓練等のビデオ、避難誘導マニュアル、医療機関の情報、各種リーフレットなどを掲載している。

その他のリンク

気象庁の防災情報のリンクを掲載している。

お問い合わせ

本ポータルに関する問合せメールができる。

このサイトについて 本ポータルの運営に関する事項や、リンクのためのバナーを掲載している。

各ページでは、以下のように“メニュー”と“自動翻訳”の項目を共通事項とした。

[自動翻訳]
翻訳は、Google の自動翻訳を使用。
ここで、“英語”を選択することにより、
当該ページが英語に自動翻訳される。

[メニュー]
ピクトグラムなどを活用して、掲載情報が一目で把握できるようにした。
各ピクトグラムを選択(クリック、タップ)すると、当該ページへ遷移する。
補足：ピクトグラムは、国土交通省の「標準案内用図記号ガイドライン」に
掲載されている記号を使用し、記載されていないものは(公財)交
通エコロジー・モビリティ財団の「標準案内用図記号ガイドライン」に
掲載の記号または一般的に使用していると考える記号を使用し
た。
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飛行機

各機関のサイトヘ

鉄道

フェリー

『北海道 旅の安全情報』のページ体系

道路

高速バス

メニュー

各機関のサイトヘ

トップページ

(http://safety-travel.jp/)

『北海道 旅の安全情報』

メニュー

他交通

各機関のサイトヘ

外国公館

気象

お役立ち

トップページ

[TOPICS]
交通機関の運行状況や天候の状況・見通しなど、旅行
者にとって役立つ情報を、当サイト事務局や各機関か
ら発信します。

[主な観光協会からの情報]
観光協会などは、前項 3.3.2 節(3)のように、災害に対
しても現地の状況をリアルタイムで発信しています。
現地周辺の天候や交通状況、イベント開催・中止情報
など旅行者にとって役立つ情報を、当サイト事務局や
観光協会などから発信します。

[主な運行情報]、[防災情報]
道内の主要交通機関や気象などのホームページを、リ
アルタイムスクリーンショットで画像表示しており、現在
の各ホームページの状況が視覚的に把握できるように
なっています。
以下の機関を掲載しています。
・新千歳空港の出発情報 (国際線、国内線)
・フェリー (北海道旅客船協会)
・鉄道 (JR 北海道)
・高速バスの運休情報 (北海道中央バス)
・道路の通行止め情報 (北海道開発局)
・高速道路の情報 (NEXCO 東日本)
・天候情報 (北海道、気象庁)
・停電情報 (北海道電力)
・河川の情報 (北海道開発局)
・外国語対応が可能な医療機関 (北海道)
画像をクリック(タップ)すると、その機関のホームページ
に遷移します。
英語のホームページがある場合、画像の下の“英語ペ
ージ”部分をクリック(タップ)すると、その機関のホーム
ページに遷移します。

[峠カメラ画像]
公益財団法人 日本道路交通情報センター (JARTIC)
が提供している、峠に設置されているカメラ画像を表示
しています。
地図上の峠名やカメラ画像をクリック(タップ)すると、カ
メラ画像が拡大表示されます。

- 68 -

飛行機

運行されている 12 空港(休止中の礼文空港を除く)を、
地図にマーキングしています。
空港をクリック(タップ)すると、その空港の日本語ホー
ムページに遷移し、飛行機の運行状況などを確認する
ことができます。

運行されている 12 空港(休止中の礼文空港を除く)の
一覧を、表示しています。
その右に、ホームページ(日本語と英語)、Facebook、
Twitter をリンクしており、それらをクリック(タップ)する
と、その空港のページに遷移し、飛行機の運行状況な
どを確認することができます。

北海道地域航空推進協議会が提供している、道内空
港と各地域のアクセスがわかる平成 29 年度版の MAP
の日本語版と英語版を掲載しています。
画像をクリック(タップ)すると拡大表示され、下部の文
字をクリック(タップ)すると pdf 形式のパンフレットが表示
されます。
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フェリー

フェリーの本州航路、離島航路を地図にマーキングし
ています。
青い部分をクリック(タップ)すると、そのフェリーを運航し
ているフェリー会社の日本語ホームページに遷移し、フ
ェリーの運行状況などを確認することができます。

本州航路、離島航路を運航しているフェリー会社の一
覧を、表示しています。
その右に、ホームページ(日本語と英語)、Facebook、
Twitter をリンクしており、それらをクリック(タップ)する
と、そのフェリー会社のページに遷移し、フェリーの運行
状況などを確認することができます。
フェリーターミナルを運営する苫小牧港開発株式会社
の「苫小牧西港フェリーターミナル」サイトのリンクで、
「北海道 旅の安全情報」と相互リンクしています。

鉄道

鉄道会社の一覧を、表示しています。
以下の鉄道を掲載しています。
・JR 北海道
・道南いさりび鉄道
・札幌市 市電/地下鉄
・函館市 市電
その右に、ホームページ(日本語と英語)、Facebook、
Twitter をリンクしており、それらをクリック(タップ)する
と、その鉄道会社のページに遷移し、鉄道会社の運行
状況などを確認することができます。

関係機関からの依頼などにより、観光旅行に役立つ状
況を掲載することがあります。
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高速バス

主な高速バス(都市間バス)を地図にマーキングしてい
ます。
吹き出しをクリック(タップ)すると、その高速バスを運行
しているバス会社の日本語ホームページに遷移し、高
速バスの運行状況などを確認することができます。

主な高速バス(都市間バス)を運行しているバス会社の
一覧を、表示しています。
その右に、ホームページ(日本語と英語)、Facebook、
Twitter をリンクしており、それらをクリック(タップ)する
と、そのバス会社のページに遷移し、高速バスの運行
状況などを確認することができます。

道路

道路情報を発信している機関の一覧を、表示していま
す。
その右に、ホームページ(日本語と英語)、Facebook、
Twitter をリンクしており、それらをクリック(タップ)する
と、その機関のページに遷移し、道路状況などを確認
することができます。
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他交通

その他の交通機関として、主なロープウェイを地図にマ
ーキングしています。
吹き出しをクリック(タップ)すると、そのロープウェイを運
行している会社の日本語ホームページに遷移し、ロー
プウェイの運行状況などを確認することができます。

主なロープウェイを運行している会社の一覧を、表示し
ています。
その右に、ホームページ(日本語と英語)、Facebook、
Twitter をリンクしており、それらをクリック(タップ)する
と、その会社のページに遷移し、ロープウェイの運行状
況などを確認することができます。

気象
気象情報を発信している機関の一覧を、表示していま
す。
以下の機関を掲載しています。
・気象庁
・気象庁 札幌管区気象台
・日本気象協会
その右に、ホームページ(日本語と英語)、Facebook、
Twitter をリンクしており、それらをクリック(タップ)する
と、その機関のページに遷移し、気象などを確認するこ
とができます。
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外国公館

駐日外国公館に関する一覧を、表示しています。
以下の情報を掲載しています。
・駐日外国公館リスト
・在道外国公館一覧
また、在札幌外国領事館を表示しています。
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お役立ち

お役立ち情報として、以下を掲載しています。
[ビデオ]
・洞爺湖避難訓練(2017.10.3 実施)ビデオ … 掲載予定
[マニュアル]
・避難誘導マニュアル (宿泊施設向け) … 掲載予定
[医療関係情報]
・外国語の対応可能な医療機関
・北海道医療情報検索システム
・北海道救急医療・広域災害情報システム
[札幌駅周辺バスのりば]
[安全運転啓発ビデオ]
[災害避難情報ツール]
[北海道開発局発行の各種リーフレット]
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3.2.5 ポータルサイトの利用状況
ポータルサイト「北海道 旅の安全情報」(http://safety-travel.jp/)の公開は、下表の段階を経て、関
係機関の意見･要望を取り入れて改善を施し、12 月 15 日に一般公開を行った。
公開日
8 月 21 日

公開状況
第 1 回「北海道 旅の安全情報」検討会議(8 月 21 日開催)の席で、ポータルサイトにパスワードを付与
した形態で、検討会議参加者に対して“限定公開”した。(検討会議は、合計 4 回開催)
10 月 1 日 10 月 1 日より、ポータルサイトにパスワードを付与した形態で“仮公開”する旨の案内を、以下の施設に
公開範囲を広げて 9 月 26 日に行った。
・北海道ホテル旅館生活衛生同業組合、日本旅館協会に加盟する宿泊施設(約 800 施設)
・JNTO 認定外国人観光案内所 (44 か所)
12 月 15 日 12 月 15 日より“一般公開”する旨を、北海道運輸局からプレスリリース(12 月 8 日)した。

このポータルサイトの利用状況を、無償ソフトウェアの「Google アナリティクス」を使用してアク
セス解析した。
ページビュー数 および アクティブユーザー数
ページビュー数(ページ参照回数)およびアクティブユーザー数(利用者数)の状況を以下に示す。
・限定公開(‛17.8.21)～‛18.3.10：201 日間 ⇒ 31,793 ページビュー (平均 158 ページビュー/日)
・一般公開(‛17.12.15)～‛18.3.10：86 日間 ⇒ 22,388 ページビュー (平均 260 ページビュー/日)
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一般公開(‛17.12.15)から 2018.3.10 の間(86 日間)に、延べ 4,110 人が 7,753 回利用している。
閲覧した人は、
1 日に 1.89 回アクセスし、
1 回に 2 分 20 秒の時間をかけて 2.89 ページを見ている。
天候が穏やかな日は、平日の時は 100～200 程度、休日の時は 50～80 程度で推移しているが、ト
ピックスに記事を掲載した時や、天候が不順な場合には閲覧回数が増えている。
利用の多かった日の上位 5 を以下に示す。
[閲覧回数ベスト５]
1位
2位
3位
4位
5位

閲覧日
3月1日
12 月 18 日
3月2日
12 月 15 日
12 月 19 日

ページビュー数
1,713
1,536
1,451
1,132
1,073

利用者数
376 人
493 人
374 人
229 人
325 人

備考
暴風雪
北海道新聞の紹介記事掲載(12/17）後
暴風雪
本サイトの一般公開日
北海道新聞の紹介記事掲載(12/17)後

特に暴風雪のあった 3 月 1 日～2 日には多くの方に利用された。
ポータルサイト「北海道 旅の安全情報」の 3 月 1 日～2 日の利用状況を、次ページに示す。
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よく参照されているページ
一般公開(’17.12.15)以後で、よく
参照されているページの上位 10 を
右図に示す。
“トップページ”(/)が 49.76%で、
続いて“飛行機”(/air/、7.96%)、
“道
路”(/road/、7.62) 、
“鉄道”(/railway/、
5.83%)、
“高速バス”(/bus/、3.86%)、
“フェリー”(/bus/、3.23%)と続い
ている。
ポータルサイトのアクセス元
ポータルサイト
「北海道 旅の安全情
報」
の参照元の上位 10 を右図に示す。
直接 URL(“お気に入り”登録)を指
定してのアクセスが 53.52%、検索サ
イト(google や yahoo など)のからのア
クセスが 22.50%、リンクを張って頂
いているサイト(札幌管区気象台など)
からアクセスが 11.39%などとなって
いる。
SNS(Facebook や Twitter など)からもアクセス(6.45%)されているので、
「北海道 旅の安全情報」
が口コミで広がっているのではと推察する。
よく参照している地域
北海道内からが 53.17%、
東京都からが 29.25%など、
殆どの都府県からの利用が
ある。
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北海道内からのアクセス回数順では、札幌、小樽市函館市、
、苫小牧市、旭川市、登別市など 43 市
町村から利用されている。
3,020

北海道内からのアクセス回数 (2017.12.15～2018.3.10)
99

77
68
58
48

47
39
28

27

25

23

20

19

18

13

12

11

10

9

7

7

7

6

4

4

4

4

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

また以下のように、日本以外の国･地域からも閲覧されている。

使用している端末
使用している端末は、パソコン(desktop)が 56%、スマホ等のモ
バイル端末(mobile )が 38%、タブレット(tablet)が 6%となってい
る。

利用端末
タブレット
6%
スマホ等
38%
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パソコン
56%

1

1

ポータルサイト内の遷移
以下に、よく参照されているページの“トップページ”
、
“飛行機”
、
“道路”
、
“鉄道”
、
“高速バス”
、
“フェリー”のページを例に取り、ポータルサイト「北海道 旅の安全情報」内をどう遷移して利用さ
れているかを示す。
これらから、ポータルサイト「北海道 旅の安全情報」の利用方法は、これから利用予定の交通機
関の状況の確認、次に代替交通機関の状況を確認していると思われる。
“トップページ”からは、飛行機、
道路、
鉄道のページへの遷移が多い。

本ページに掲載されている各機
関へ遷移したか、
本サイトから離
脱した部分。(以下同様)

“飛行機”のページからは、鉄道、
フェリー、道路への遷移、およびト
ップページへの遷移が多い。

“道路”のページからは、鉄道、気
象、飛行機への遷移、およびトップペ
ージへの遷移が多い。

- 80 -

“鉄道”のページからは、飛行機、
高速バス、道路への遷移、およびトッ
プページへの遷移が多い。

“高速バス”
のページからは、
道路、
鉄道、フェリーへの遷移、およびトッ
プページへの遷移が多い。

“フェリー”
のページからは、
鉄道、
道路、高速バスへの遷移、およびトッ
プページへの遷移が多い。
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3.2.6 情報提供・発信のあり方のまとめと今後の課題
2016 年 8 月の大雨・台風時の状況についてのヒアリングでは、当時、目的地までの代替方法につ
いての問い合わせが多かったが、
調べるのに大変時間がかかり困ったという意見が圧倒的に多かった。
それらの課題を解消すべく、
『北海道旅の安全情報検討会議』を立ち上げ、交通・災害情報を一元
的に掲載した実証実験サイト「北海道 旅の安全情報」を開設し、自然災害時の情報提供・発信のあり
方を検証することとした。
また、全国の先進事例調査も踏まえ、
「北海道 旅の安全情報」の基本方針を以下のとおりとした。
・ポータルサイトの主な想定利用者を旅行者の各種問合せ対応を行う観光案内所や宿泊施設のスタ
ッフに加え、外国人旅行者であることも想定した。
・ PC だけでなくスマホやタブレットでの利用も可能な環境とするよう配慮した。
具体的には、画面サイズの小さいスマートフォンやタブレットでも利用しやすいよう、指を使っ
て拡大/縮小を行う、ピンチアウト/ピンチインができるようにした。
・ 外国人旅行者の利用も想定して外国語にも対応させるが、
「次年度以降の継続性」を図るため、
ローコストでの運用を意識して英語のみの自動翻訳対応とした。
・デザインはできるだけシンプルで分かりやすいユーザーインターフェースとした。
・ ピクトグラムなどを活用して、情報が一目で把握できるよう、視認性に配慮した。
・関係機関からの意見・要望を取り入れながら試行するため、段階的に公開した。
・次年度以降の継続性を考え、ローコストな運用が可能なよう、シンプルな構成とした。
また情報提供組織からのリアルタイム情報を掲載するために、
「トピックス」欄を設けとともに、
各地域の観光協会等から交通情報やイベント催行情報等を集約して掲載するために「主な観光地から
の情報」欄も設けた。
10 月 2 日の仮オープンから 3 月 10 日までの利用状況は、
「3.3.5 節 ポータルサイトの利用状況」
で記したように、特に自然災害発生時にアクセス数が急増し、災害時における一定の役割を果たした
結果となった。
しかしながら、外国人旅行者の視点から見ると、
「北海道 旅の安全情報」自体の多言語化に加え、
各リンク先サイトの多言語化や、予約システムとは連動していない等の課題が顕在化しており、更な
るバージョンアップを進めていく必要がある。
また各地域でのサイトの認知度は低く、更なる告知宣伝強化も必要である。
次年度以降の運営は、インバウンド事業情報共有サイト「北海道インバウンド・インフォ」を運営
している(一財)北海道開発協会が事業の趣旨に賛同し、公益事業として協力したいとの申し出があり、
3 月 20 日開催された「第 4 回北海道旅の安全情報検討会議」で、検討会議の継続と、事務局を(一財)
北海道開発協会に置いて運営していくことが決定された。外国人旅行者にとって本当に役に立つサイ
トになるためにも、引き続き関係者の連携により更なる掲載情報の質及び量の充実を図っていく必要
がある。
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４．防災セミナーの開催
4.1.1 登別防災セミナー
洞爺湖での避難訓練終了後、
「倶多楽湖」が噴火警戒レベル 1 となっている登別市で防災セミナー
を開催した。
セミナーの開催概要
開催日時

平成 30 年 1 月 17 日（水） 13：30～15：00

開催場所

登別市鉄南ふれあいセンター（登別市幌別町 3 丁目 17-1）

主催

北海道運輸局

共催

北海道登別洞爺広域観光圏協議会、一般社団法人登別国際観光コンベンション協会

内容

対象

10 月 3 日に実施した洞爺湖避難訓練の結果報告（動画紹介）
避難訓練から見る課題と今後の対応策 札幌市防災協会 細川雅彦氏
「自然災害から外国人旅行者の安全を確保するための避難誘導マニュアル」
及び「北海道旅の安全情報」の紹介
多言語音声翻訳アプリ「Voice Tra」の紹介
質疑応答
行政機関、観光協会、宿泊事業者、交通事業者等の関係者
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参加４４名

セミナー記録
① 洞爺湖での避難訓練動画を紹介した後本事業のアドバイザーをお願いしている(公財)札幌市防災
協会 細川雅彦氏から、以下の内容の話があった。
避難訓練から見る課題と今後の対応策 (公財)札幌市防災協会 細川雅彦氏
1.災害とはなにか？
地震、台風は全部災害でしょうと言われますが、自然現象によって、人々が被害を負うことを災害と言う。
自然現象が多発する日本列島に住む我々は被害を出さないように自然現象と付き合うことが大切である。
2.有珠山の噴火例
前回の有珠山噴火の時、当時の気象庁さんは初めて噴火前に「緊急火山情報」を出した。
当時で言う「緊急火山情報」とは、噴火後に出す情報である。噴火の前に出す情報は「噴火臨時情報」である。
「間違いなく、噴火をする」との意味かもしれない。周辺自治体はすぐに避難勧告、避難指示を出して、住民の方々が避
難した。
2000 年 3 月 31 日、有珠山が噴火した。大変な災害だったが、人的被害はなかった。このようにうまく対応すれば、人
的な立場から見れば、災害はしていないこととなる。噴火災害は大変な災害だったが、行政、関係機関、住民など、すべ
てが上手く対応したために、被害が限りなくゼロに繋がった。
火山の上に国道と町があるのは、世界中から見ても、有珠山だけとある専門家に言われた。この周辺で住むと火山と
共生していく必要がある。約 30 年間噴火する火山とうまく付き合いながら、共生していくことである。
3.避難訓練の過程を紹介
今回の避難訓練の前提は「速やかに避難してください」ということである。本当の噴火まで時間的余裕がどのぐらいにあ
るのかについて、うまく専門家の判断のもとで行うことも必要ではないかと思う。
洞爺湖万世閣レイクサイドテラスから文化センターまでの避難では、なかなか言葉が通じないことから、ボイストラなど
翻訳機能があるツールを利用して、外国人の方々を誘導していました。時間的に余裕があるときは、翻訳機能をうまく利
用することができるが、時間がない時は、迅速に避難誘導できるかは課題である。
北海道の中では、かなり外国の方が見られている。宿泊施設の関係者はまず宿泊客を誘導する、自力で避難できる方
は自力避難の案内を出す。団体旅行のお客さんに関しては、添乗員の方に任せて、自分たちが安全なエリアへ移動して
もらう。問題は移動手段がなくて、個人客の対応が重要となる。
様々な情報のアプリについては、どこまで逃げればいいのか、この先はどうすべきかについてのご案内も意識やって行う
必要がある。
一番肝心なことは、お客さまの誘導は大切だが、従業員の家族の避難についても十分な体制を組んでいく必要があ
る。緊急事態が発生したとき、恐らく従業員は家に帰らないと思う。家にいる家族は自分で避難しなければならない、その
ため、日頃からの準備と家族間の打ち合わせが必要となる。
今回は訓練なので、外国人の方が淡々と行動をしているが、実際に危機が迫っている状況の中では、パニックになりや
すい。これを収めるためにも、強力なリーダーシップのもとで動いてもらうことになる。
ホテルから何のために一時集合場所に行くかについてはお客さんに説明をする必要がある。どこに連れていかれるか、
この先どうなるかは外国人の方々が不安と感じている。その時、端的に伝える必要がある。マップを使うなどいろいろな工
夫が必要と思う。
荷物について、旅行者は大きな荷物を持っている。噴火災害の時、暫く戻らない状況になる。ある程度、荷物を搬送す
ることも視野に入れないと難しい。
避難者名簿確認について、その名簿は本当にすぐ作れるかどうかも検討すべきである。既存の名簿を使うか、災害用
の名簿を作るかも問題である。団体客、個人客、また個人客の中交通手段が確保している方々などについて、日頃から
チェックしておいて、何か発生したとき、それを応用できるようにする。それから、毎日の情報をホテル側が町に伝える体
制がとれるようにすれば、柔軟な対応ができると思う。
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② 北海道運輸局から、本事業で作成した「避難誘導マニュアル」及び「北海道 旅の安全情報」に
ついて、以下の資料に基づき説明があった。

「自然災害から外国人旅行者の安全を確保するための避難誘導マニュアル」
及び「北海道 旅の安全情報」の紹介 北海道運輸局
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セミナーアンケート集計（n=25）

Q1 参加者の基本情報(n=25)
22人
17人
12人

性別

職業

Q2 セミナーをどこで知ったか (複数回答 1 名、n=26)

Q3 セミナーの感想 (n=25)
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8人

登別市以外

登別市内

2人
未回答

2人

5人

会社員

公務員

６０以上

５０代

４０代

年齢

団体職員

4人

2人
３０代

女性

男性

3人

会社役員

8人 8人 7人

お住まい

Q4 自由記述
50 代公務員

雪害についての対応策等（登別温泉のような）について緊急時にどのような対応をすべきか？
新千歳空港での欠航パニックの二の舞を回避するための方策など

40 代公務員

施設毎のマニュアルや情報を横展開、共有できればよろしいかと思います。

60 以上
団体職員

緊急時に早応できる最低限の外国語を宿泊施設接客担当者に教育する必要がある。

30 代公務員

「北海道 旅の安全情報」について、災害以外での交通機関の運行情報を載せるのも良いと思います。
（1 月 14 日のＪＲ白石駅でのトラブルのような場合を想定。）

30 代公務員

前回の訓練では実際に外国人の意見を聞けて参考になりました。ホテルや施設にいない場合（公園など
の屋外）の対応の検討も必要だと思います。
マニュアルのとうや湖温泉旅館組合の電話番号が違います。⇒修正済です。

30 代会社役員

災害時の多言語案内がスムーズに出来るスタッフがいない際の、便利なソフトなど従来にはなかった方法
を全員が使えるようにしていきたい。

50 代公務員

定期的な訓練は必要
全ての国の方に避難内容を伝えるのは不可能。言葉に頼らない工夫が必要。
ボイストラの過度の信頼は危険（災害時）

30 代会社員

避難訓練はとても画期的だと感じました。今回出た課題を見直し、また避難訓練を実施出来ると災害対応
強化につながっていくのでは。

50 代職業不明

停電すると何も使えなくなるので、各国語の避難マップを作り、チェックイン時各マップをダウンロードしても
らえば良いと思う。もちろん避難場所までの案内板は必須。
なるべくシンプルなものが利用しやすいと思います。
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4.1.2 札幌防災セミナー
札幌地下街での避難訓練終了後、札幌市内で防災セミナーを開催した。
（１） 概要
開催日時

平成 30 年 2 月 27 日(火) 14：00～16：00

開催場所

(一財)北海道開発協会 6 階大会議室

主催

北海道運輸局

共催

札幌市・(公財)札幌国際プラザ

内容

対象

10 月 3 日洞爺湖避難訓練（有珠山火山防災協議会）、
10 月 25 日札幌地下街秋季総合消防訓練（(株)札幌都市開発公社）の動画紹介
訓練から見える課題と今後の対応策 ：(公財)札幌市防災協会 細川雅彦氏
「外国人旅行者対応マニュアル」及び「北海道 旅の安全情報」の紹介
防災アプリ「そなえ」の紹介：札幌市
「災害多言語支援センター」について：札幌国際プラザ
多言語音声翻訳アプリ「Voice Tra」の紹介:：北海道総合通信局
質疑応答
行政機関、観光関係団体、宿泊事業者、交通事業者、旅行会社等の関係者
参加者 66 名
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発表要旨
① 札幌地下街及び洞爺湖での避難訓練動画を紹介した後、本事業のアドバイザーをお願いしている
(公財)札幌市防災協会 細川雅彦氏から、以下の内容の話があった。

訓練から見える課題と今後の対応策 (公財)札幌市防災協会 細川雅彦氏
ただいま、有珠山と札幌地下街で行われた避難訓練のビデオをご覧いただいた。
この訓練の中で、外国人旅行者に対する避難誘導に関する実証が行われたところ、自分の知る限り、本物の外国人を実
践的な災害対応訓練に多数参加させた訓練は北海道内では多分初めて。FIT（外国人個人旅行者）を含め外国人旅行者
が増えている現状を考えると今後の災害対策上とても有意義なものであったと思う。
外国人旅行者が増えているといえば、1 月 23 日の草津白根山の噴火、そのニュース映像に使われていたのは台湾人ス
キー客のスマホ映像だった。そのことも外国人旅行者の増加を物語っているように思う。
訓練から見える課題については、ビデオにもあった外国人の方の意見・感想そのものが課題と言えると思う。
そのことを含め、自分が気の付いた点などについてお話したい。
【防災とは想定外を無くすこと】
この度の実証事業（訓練）では、ホテルや地下街など、不特定多数の方が利用する施設において、災害時における外国
人旅行者への避難誘導はどのように行うのが有効なのか、ということである。
皆様方の事業所ではすでに BCP（事業継続計画）なり災害対応のマニュアルや計画が策定済みと思うし、訓練も継続実
施されていると思う。
防災・危機管理で一番大切なのは「なにが起きるのか」をしっかり想定することであり、これがずれると対応策のレベルが
ずれてしまったり、一番やってはいけない「想定外」を作ってしまうことになる。東日本大震災ではこの「想定外」が多かった。
現実に起きることをよく見ていなかったということである。東日本大震災の一番の教訓は「想定外をなくせ」である。
想定をするということであるが、有珠山でいえば平均３０年間隔で、２０００年噴火は前回の噴火から２３年後に噴火してい
る。とういことはあと５年から１５年くらいでまた噴火をする。それも国道や住宅、学校のそばなど、住んでいるところに新たな
火口ができて噴火をするというのがこれまでの経緯である。有珠山はこれまでは噴火の予兆を教えてくれる行儀のいい山と
いうイメージがあるが、自然はたびたび我々人間の予想を裏切るので注意は必要である。
【札幌の地震想定の状況】
今日は札幌セミナーなので札幌の地震想定の話をしたい。
札幌市の現在の想定は M7.3 最大震度 7 の直下型地震。これは奇しくも平成７年阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）
と平成 28 年熊本地震 これとまったく同じ。２つの地震とも M7.3 震度７であった。それと同じ地震が札幌でも起きるという想
定である。
耐震化が進んでいるため、同じ揺れでも当時の神戸ほど高速道路やビルが倒壊・座屈するようなことは少ないと考えられ
ているが、札幌で地震が起きた後の市内中心部のイメージは、ビルの窓ガラスや壁が落下、道路は液状化で車がバンパー
まで埋まり、マンホールも飛出す、橋は落下、火災も発生、ライフラインは交通機関を含めてすべてが止まる。 これが現実
的な想定である。
阪神・淡路大震災は野島断層が、熊本地震は日奈久断層・布田川断層が動いた地震である。
札幌に活断層があるのかということであるが、いまのところ見つかっていない。見つかっていないが専門家は伏在活断層
（隠れた活断層）の存在を指摘している。また、現在、全国では 2000、道内でも 60 の活断層が確認されている。先ほど話し
た通り、阪神は野島断層、熊本は日奈久・布田川断層、見つかっている活断層の活動によるものである。
しかし、近年起きている地震を見ると・・・・・
平成 15 年宮城県北部地震

６強

平成 16 年新潟県中越地震

７

平成 17 年福岡県西方沖地震

６強

平成 19 年能登半島地震

６強

平成 19 年新潟県中越沖地震

６強
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平成 20 年岩手・宮城内陸地震

６強

平成 23 年長野県北部地震

６強 （東日本大震災の翌日発生）

平成 23 年静岡県東部地震

６強 （東日本大震災の 4 日後発生）

これらはみな活断層が見つかっていない場所での直下型地震、いわゆる伏在活断層が動いた地震である。このように活
断層が見つかっていない場所での直下型地震の方が圧倒的に多い。このことは、札幌に限らず、日本全国いつ・どこで起き
てもおかしくないことを物語っている。
【災害時の避難誘導の様子】
先ほど、地震が起きたときの市内の様子のお話をした。
とても厳しい話だが、このようなことが起きることを意識して施設における避難誘導について考えておくことが大切と思う。
災害時・緊急時の避難誘導は、日本人・外国人に関係なく同時に同じ対応・誘導を行うことになる。問題は外国人には言
葉が通じないことである。
この度の訓練ではボイストラやメガホンヤクを活用して避難誘導が行われ、一定の効果が認められたが、「騒然とした中で
はよく聞こえなかった」と訓練参加した外国人の声も多い。
また、外国語での誘導は当然必要だが、これを補完できる大きめの誘導表示、看板や誘導フラッグが必要かなと思う。表
示はわかりやすいピクトグラムが望ましい。外国人からもそのような声が多かった。施設において日頃から壁などに避難誘導
の大きな表示をしておくことは抵抗があると思うが、検討していただければと思う。
有珠山の場合は噴火が切迫しているが、まだ起きたわけではなく、少しく時間的余裕があるなかでの避難誘導となる。した
がって、外国人を集めてボイストラによる比較的丁寧な説明が可能と思われるが、地震の場合はすでに起きているので長い
説明ではなく、単発的な必要最小限の指示が限界となることに注意が必要である。例えば、ホテルであれば「1 階へ逃げろ」
「エレベーターを使うな」などである。
【札幌地下街の避難訓練状況】
地震に関しては今回地下街の訓練では震度６強の地震が発生した想定で実施されたところである。このような地震につい
て知っておいてほしいことは次の通り。
震度６レベルの地震の場合、人間は強震動に翻弄され動けないのが実際である。
地震を知らない外国人は少しの揺れでもパニックを起こす。例として、札幌市内で震度４だった平成１５年の十勝沖地震
のときに、市内のあるホテルでは韓国人客が一斉に外に飛び出した例があった。
過去の地震では、震度５強くらいで天井材が落下するケースが多い。いきなり揺れ始めたら、できるだけ窓のない壁や太
い柱に身を寄せ、身体を守る、特に頭を守ることを指示してほしい。
緊急地震速報は近くで起きた地震のときは間に合わない。緊急地震速報は、秒速 7 キロでやってくる P 波・初期微動と、
秒速 4 キロでやってくる S 波・主要動の時間差攻撃の時間差を利用したシステムなので、近いところで起きた地震の場合は
先に強い揺れが襲い、揺れている最中、揺れが終わったころにテレビやスマホの緊急地震速報が鳴ることになるので注意を
していただきたい。
【宿泊施設内の避難誘導】
今日はホテル関係者も多いので、ホテルにおける避難誘導において意識しておいてもらいたいことをお話したい。
震度７の地震が起きた。揺れが収まったので宿泊客を誘導する・・・どこへ誘導？
施設の安全が確認されるまで 1 階ロビーなのか？
施設の安全が確認された場合、その後宿泊客をどうするのか？ ライフラインは全部止まっている。
客を外に出すのか？・・市内の最悪の状況のイメージは先にお話したとおりかなり危険な状況である
通行人がホテル内に逃げ込んでくることも考えられる。入れる？ 入れない？
入れるにしても、宿泊客・従業員分を含め 食料、水、トイレ、毛布などの対応ができるか？
災害時一番困るのはトイレである。
札幌市の被害想定では下水道使用不能は約２％程度であるが、上水道は７割近くが断水となる。
水洗トイレは使えないと思った方がいい。
ケガ人発生の場合の応急手当てについてであるが、
救急資機材はあるか？ 応急手当てができる者がいるか？
などについて確認しておくことが必要である。
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【職員家族の避難について】
それから、皆様方にやっておいてほしいことは、ご家庭における災害への備え、いわゆる自助をしっかりやっていただきた
いということ。
大災害が発生した場合、皆様方はそれぞれの施設における災害対応のため家には帰れず、また、電話も通じず家族と連
絡がとれない、ということになる。
また、家にいるとき災害が発生した場合、皆様方の多くは非常参集することになると思う。そのためには、自分も家族もケ
ガをしてはいけないし、家族とはどのような状況になったらどこに避難するなどをしっかり話し合っておくことが必要。
【継続的な避難訓練】
最後になるが、このような訓練が継続されることを望む。
防災・危機管理は経験がものを言う。とはいっても死ぬかもしれないような災害を経験することはまずない。だからこの度
のような実践的な訓練を積み重ねることが必要で、また、実際に起きた災害の中で、どのようなことが起き、どのようなことが
有効だったかなどをしっかり学んでいくしことが減災のために必要。
皆様方には、今後とも外国人旅行者の避難誘導を含め、減災のためのご努力をお願いしたいと思う。
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② 北海道運輸局から、本事業で作成した「避難誘導マニュアル」及び「北海道 旅の安全情報」につ
いて、以下の資料に基づき説明があった。

「外国人旅行者対応マニュアル」及び「北海道 旅の安全情報」の紹介1
北海道運輸局

注：登別セミナーで使用した時と同じ資料は割愛している。
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③ 札幌市から防災サプリ「そなえ」について、以下の資料に基づき説明があった。

③防災アプリ「そなえ」の紹介：札幌市
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④ (公財)札幌国際プラザから「災害多言語支援センター」及び「やさしい日本語」について、以下の
資料に基づき説明があった。

「災害多言語支援センター」について：(公財)札幌国際プラザ
それでは、災害多言語支援センターについての説明に入る前に、私のほうから、札幌や日本にいらっしゃる外国人を取り
巻く状況につき簡単にご説明申し上げます。
近年急速に外国人観光客が増えているというお話がありましたが、単に人数が増えているだけではなく、平均滞在日数も
伸び始めています。
これは、旅行に必要な航空券や宿泊施設の手配が、インターネット上でほとんどすべてが可能となり、母国語で格安航空
券を取り、同じくレンタカーを借りて、宿泊の予約もできる状況になってきています。
このような状況下にあって最近よく聞かれるのが「民泊」です。普通の民家に滞在するわけので、近所のスーパーで材料
を買い込み、好きなものを調理し、そして結果的にごみを出す。つまり、「在住外国人」と「訪日外国人観光客」の境は無いに
等しくなってきています。
私ども札幌国際プラザでは、外国籍住民の方々も暮らしやすい街にしよう、という事業を実施しており、生活者としての外
国人が安心して暮らせる街にしていくことは、観光客にとってもやさしい街になると考えています。
【外国人被災者５つの壁（P.2）】
日本に来た外国人、特に生活している外国人は、様々な困難を感じると言われています。これは生活するうえで感じるこ
ととしてよく言われるが、災害時では生活者も旅行者も同じように感じることが多くありますので、ご紹介いたします。
① 言葉の壁
日本語がわからないことで情報が得られません。災害で言うと、地震や大雨などが起こった際に送られてくる緊急メール
が読めない、何が起きたのかニュースを見てもよくわからない、ということに不自由を感じます。特に災害時では、外国人が
情報弱者になってしまい、何が起きているかわからずに不安を感じてしまう。そこで情報を多言語で伝えましょうということに
なります。
② 制度の壁
情報をそのまま多言語にしたらわかるのかといえばそうでもないです。日本独自の制度はそのまま外国語にしてもそもそも
それがわかりません。
例えば、日本と同じような戸籍制度があるのは、わずかな国しかなく、この制度のない国から来た方々は、市役所などで
「本籍を書いてください」と言われても本籍とは何かがわからないと書けないのです。
次に、「避難所」について、実際に他の地域の実例で、外国人が「避難所には外国人は入れないと思った。」という人もい
たそうです。「避難所」は旅行者でも、外国人でも日本人でも使えるということすらわかりません。
「避難指示」「避難準備情報」「避難勧告」これらは日本人でも違いがわからないですよね。おととし起きた十勝の大雨で、
この「避難準備情報」の程度が日本語でもわからず逃げ遅れたことが問題になりました。
これらを外国語にしたとしても、外国人にはもっと分からないでしょう。
旅行者はどうでしょうか。災害で、パスポートがなくなりました、ビザが切れました、ケガしました、保険ありません、といった
ことなど、色々です。
③ こころの壁
困ったことについて相談する相手がいないとか、私たち日本人が外国人に対して持っている偏見などが、残念ながら「ここ
ろの壁」として存在しています。例としてですが、まちなかで外国人旅行者が話しかけても「いえいえ、いやいや」と相手してく
れない場合も多いそうです。
④ 文化の壁
これが結構難しいのですが、事例を挙げますと、災害があった地域で、避難所の配給が置いてある所に「ご自由にお取りく
ださい」と書いてあったら、皆さん、どのくらい持っていくでしょうか？
日本人の場合は、大体一人一つですよね。でも、ある外国人が「ご自由にお取りください」と書いてあったので、たくさん持
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って行ってしまい、トラブルになったケースがあったようです。
日本人なら、配給が定期的にあることがわかっているので、その時に必要な分しかとらないのですが、事情の分からない
外国の方々の中には、これを逃したら今度はいつ手に入るかわからないと考え、確保しておこうとなるのはやむを得ないこと
でしょう。
それと、以前「災害時における外国人対応」の講演会で、講師の方から聞いた話では、避難所に一人で避難していた南
米のある国の方が、ずっと音信不通で心配していた友人が見つかり、その人が避難所にやってきたので、感激して抱き合
い、お茶を飲みながら話が弾んでいるのを見た日本人が、「外国人が避難所でパーティーをやっている、不謹慎である。」と
クレームを付けたそうです。
ほかにも、宗教的な問題、ベジタリアンで肉類が食べられないなど、色々な問題が起こります。
⑤ 経験の壁
災害の時には、災害そのものがない国の方には「経験の壁」も発生します。
例えば、ネパールなどは地震が結構あるのですが、ベトナムはほとんどないそうですので、日本に旅行などで来ている間に
地震に遭遇すると、どのように対処していいかわからず、逃げ遅れたり、パニックになったりこともあるそうです。これらの問題
は、旅行者に限らず、日本で生活している外国人にももちろん当てはまります。
ところで、ここ数年、極めて多くの方々が札幌を訪れておりまして、少し古い数字ですが、平成 28 年度には約 210 万人の
外国人が札幌を訪れています。単純計算いたしますと、一日当たり 5,700 人以上の方が滞在していることとなります。
従いまして、突然発生する災害時、札幌には留学生や技能実習生などを含む在住外国人はもちろんのこと、一日当たり
5,700 人以上の旅行者など、非常に多くの外国人が滞在していることになります。
このように、それぞれの外国人に配慮した対応も必要となってくる、というところが 難しいのですね。
【「ストック情報」と「フロー情報」】
このような５つの壁があるということを前提として、皆さんにお伝えしたいことは、「避難情報」だけを外国語に直しても、外
国人の方々が適切な行動をとることができるかと言えば、そうでないということです。
情報には「ストック情報」と「フロー情報」があります。
例えば、「今いる地域では、どのような災害が起こるのだろうか」とか、「避難するときは、どのようなことに注意すればいい
のだろうか、揺れたら机の下に隠れるとか、速報が鳴ったら火を消して逃げ道を作りなさい」とか。「どこに逃げればいいのだろ
うか」ということもあります。
日本では、避難所は学校が多いですよね。これは世界的には珍しいそうです。海外では、災害が起きた時に建物の中へ
避難することはほとんどないそうです。屋外、それも広い場所。例えばキリスト教国であれば、教会などが近くにある広場と
か。
このように、普段蓄積している情報が「ストック情報」です。
これに対して、「地震が起きました、逃げてください」というような、災害が発生してから得られる情報が「フロー情報」です
が、この情報を母国語で受け取ったとしても、どこに逃げ込めばいいのかは、「ストック情報」がなければ適切な避難行動はと
れません。
避難所が開設されたので、行ってくださいと言われて学校に行けるのは日本人だけかもしれません。
先日、復興庁で外国人の災害支援をされている方が話されていましたが、外国の方々が実際に避難していた場所は、役
所や図書館のように、災害時でも非常電源で照明が灯っている場所に集まっていたとのことでした。
以上のことから言えますことは、外国の方々に対して、「ストック情報」が提供されているか否かで大きく違ってくるということ
です。
旅行代理店であれば、送客会社やガイドさんに事前に防災の情報を伝えておくとか、ホテルやゲストハウスであれば客室
内のパンフレットに載せておくなどです。
もちろん火災時の避難方法や非常口の位置については、お部屋への案内時に直接お客様に伝えているでしょうが、地震
発生時の対応についても考える必要があるでしょう。
ご存知の方も多いと思いますが、市内の白石区には、「札幌市民防災センター」という施設がありまして、ここでは、地震の
強さや風の強さ、暗闇での避難などが体験でき、外国の方にも興味を持って災害時に取るべき行動を学ぶことができます。
もちろん入場は無料ですので、自家用バスがある場合などは、オプショナルツアーを組んで、お客様をご案内するのも貴重
な体験を提供することになるのではないでしょうか。
ちなみに私どもでは毎年留学生の方々を中心とした外国籍の方をご案内していますが、毎回好評です。
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【札幌国際プラザの役割】
ここで簡単に、私ども札幌国際プラザが普段どのような活動をしているかをご紹介させていただきます。まず、本日いらっ
しゃっている皆様に大きくかかわっているのが、ＭＩＣＥ誘致をしている企画事業部の「コンベンションビューロー」で、海外から
人を呼び込むことで札幌市を国際化していくことが目的です。
もう一つが、住んでいる外国人と日本人が共に生活してまちづくりをしていこうという「多文化交流部」でして、国際理解と交
流の促進や、札幌で生活するうえで、先ほどお話ししました「５つの壁」を取り除いていくことで、一緒に札幌を良くして行こう、
というような事業を行っています。
外国の方々に「ストック情報」を積み上げていただくための防災事業のほか、札幌市内在住の日本人の方々はもちろん、
外国籍市民の方、仕事や留学そして旅行で来られた方々に「札幌は安心安全なまち」と感じていただけるように、様々な事
業を行っております。
そして私ども札幌国際プラザは、大きな災害があった時には「災害多言語支援センター」の機能を担うことになっておりま
す。
【札幌国際プラザの防災事業】
まず、防災事業についてですが、主なものといたしまして
①札幌市の総合防災訓練への協力
②北海道大学と共催で、主に新着留学生に向けた防災啓発のためのバスツアーの実施、
③地域の各種防災訓練への協力
を行っております。
この一環として昨年、北海道運輸局様が実施された、洞爺湖およびさっぽろ地下街での避難訓練に外国人の方々と共に
参加させていただきました。
洞爺湖：有珠山の噴火を想定した避難訓練
有珠山というのは、これまでほぼ 30 年周期で噴火が起こっているそうで、2000 年に発生した有珠山の噴火を教訓とし
て、町内の避難所である「洞爺湖文化センター」や「洞爺湖温泉小学校」のほか、二次避難所として、災害時には隣接する
豊浦町と協力し、「豊浦町ふるさとドーム」を設置する体制になっています。
実際の避難訓練を通して確認できたことは、外国の方々がホテルで入手したマップを頼りに、避難所へ移動する際、道路
わきなどにある案内表示板には英語が併記されていたが、その数が少なく、途中でわからなくなったとの意見があったので
すが、これは日本人である私にも当てはまっていて、恥ずかしながら途中でわからなくなったということから、域外から来た
方々でもわかる案内表示の設置が重要である、ということでした。
また、同じ中国語でも、北京語と広東語は違うため、館内放送は、両方必要ではとの意見も上がっていました。
さっぽろ地下街（オーロラタウンでの実施）
毎年実施している訓練で、ポールタウンと隔年で行っています。参加した外国人からは、実際に地上へ逃げるなど、もっと
緊迫感があるものと予想していたという声も上がっていました。
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「災害多言語支援センター」について
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多言語音声翻訳アプリ「Voice Tra」の紹介 北海道総合通信局
総務省では、2020 年のオリンピックパラリンピックを一つの目標として、「こと
ばの壁をなくす」ということを政策に掲げております。
また、総務省所管の研究機関情報通信研究機構、通称 NICT というところが
ございまして、この研究所が AI を使った日本人向けの翻訳技術の研究に取り
組んでおります。
インターネット回線を利用してその場でサーバーまで翻訳に行き、ほぼ瞬時
に翻訳結果を提示します。現在 31 言語の翻訳ができ、そのうち音声で入れて
音声で出力できる言語が 16 カ国語となっております。
ビデオをご覧に入れましたけれど、AI は、使えば使うほど新たに学習をして
ゆきますから、少しでも多くの方に、いろいろな場面で「VoiceTra」を使っていただけば頂くほど、より翻訳精度が上がって、
よりよい製品やサービスに反映されます。是非たくさんの皆様に使っていただければと存じます。
ダウンロードは無料です。通信料はかかりますが、Wi-Fi を使うや定額契約であればその辺はあまりご心配ないかと思い
ます。
国際交流プラザさんから５つの壁のお話がありましたが、実はスマホの壁というのもあります。良いツールがあっても、使
うこと自体に気恥ずかしさや抵抗があるものです。端末をお持ちの方は、差しつかえなければ、チラシに QR コードがついて
いますのでダウンロードしてみていただいて、どんどん思い思いのことばで翻訳して慣れていただくことが大切です。
「VoiceTra」は個人の旅行者の試用を想定して作られた研究用アプリであり、研究目的のサーバーを使用しているた
め、なるべく民間アプリの利用を推奨します。チラシに民間製品の一部が掲載されていますが、「VoiceTra」の技術エンジ
ンには、民間企業がこのエンジンを使って自社の得意分野を活かしてよりよい商品やサービスを国民に提供していただくと
いう目的があります。
民間アプリは、アプリにもよりますが、一般的に次のような特徴があります。
「VoiceTra」は研究目的のアプリであるため、サーバダウン等の事象による復旧について即時性を有していませんが、民
間サービスはものによりますが 24 時間 365 日サービスを保証するなど保守が充実しているものがあります。
固有名詞の単語登録が充実していて翻訳の精度がアップしています。
また、観光、医療など分野別に最適化され、インターフェースも使い易い物になっています。
今日来られているパナソニックさんのメガホンヤクも、その先駆けとも言えます。
「VoiceTra」をどんどん使っていただいて精度を上げるご協力をいただきながら、様々な民間サービスも試されて、皆さ
んのお仕事であればどれがいいかな？といろいろご検討いただいて、最終的には社会実装を進めて行ければと思ってい
ます。
オリンピックで外国選手とのハグをたくさんご覧になったと思いますが、やっぱり人と人同士で言葉が通じれば最も良いで
すが、大人になって外国語を定着させることは容易ではないですよね、私もそれを痛感する一人です。たどたどしい日本
語でもいいし、こういうツールを使って補足することもいい。どれが良いということではなく、いろんなやり方で、日本人と同じ
ように外国のお客様の不安を取り除く、同じように行きたいところに行っていただく、おいしいものを食べていただく。日本っ
て安心だな、好きだなと思っていただければ良いのかなと思います。
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セミナーアンケート集計 （回収数 50）
Q1 あなたは、今回のセミナーをどこでお知りになりましたか (複数回答)

メール
案内チラシ

2人

職場・学校など

24人

友人・知人・家族など

4人

北海道インバウンド・インフォ

4人

その他

【開催情報告知・案内依頼先】
北海道開発局
北海道 旅の安全情報 (ポータルサイト)
東京航空局 新千歳空港事務所
(公財)札幌国際プラザ
(一社)北海道観光を考えるみんなの会
苫小牧港湾開発(株)
(一財)北海道開発協会
（株）札幌都市開発公社
(一社)日本旅館協会 北海道支部連合会
北海道ホテル旅館生活衛生同業組合

18人

2人

Q2 今回のセミナーの感想を聞かせてください。 (n=50)

0%
避難訓練の動画・課題と対応策
訓練から見える課題と今後の対応策
マニュアル・北海道旅の安全情報の紹介

20%
8
13

大変参考になった

参考になった

80%

5

30
24

20

100%
12

32

16

「Voice Tra」の紹介
全体的として

60%

30

防災アプリ「そなえ」の紹介
「災害多言語支援センター」について

40%

4
19

6

29
27

17

20
27

どちらともいえない

1
2
3

参考にならなかった

Q3 今回のセミナーでお感じになった点又は今後「外国人旅行者に対する災害対策強化」に向けて
必要と思われる事柄等がございました、どのようなことでも結構ですのでお聞かせください。
(n=20)
記述内容
一人でも多くの方が、当事者意識を持つ事。小生の場合は、会社員でホテルに勤務していますが、訪日市場を担当してい
るセールスマンです。もちろん、訪日に携わることが多いですが、機能、役割的には、全体を日頃より管轄している総務人
事も関心を持ってもらいたい。
医療機関との連携、特に外国人の常備薬のデータベース化、薬剤の紛失対応。母国への連絡対応等が必要。
重大な災害の際には文化の壁と経験の壁が一番課題となるのではないかと感じていました。
大変勉強になりました。今後、各事務所の取組など具体的な事例、ベストプラクティスのご紹介をお願いします。「そなえ」
については道内の他の自治体への横展開をお願い致します。
やさしい日本語とても使えそうですね。
お互いに文化を理解することがまず必要だと思います。
外国人観光客にとっては、住居がホテルになる事から、ホテル（民宿等も含め）で、観光案内以外も含め、今日のような災
害情報を蓄積している事が大切だと感じた。
取組の周知方法、どうやって外国人旅行者にそれぞれのツールを知ってもらうか。
Voice Tra は便利だと思いますが、災害時等相手がどの言語を話しているか分からない時にも使用できる。訳す言語を選
択しなくても自動で聞き取って判断してくれ、それを日本語に翻訳してくれるような機能があれば良いなと思いました。やさ
しい日本語はもっと学びたいと思いましたし、アプリやサイトなど紹介して頂いたものを活用していきたいと思いました。ありが
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とうございました。
実際の災害時において、外国人観光客を安全に誘導することは大変難しいとは思いますが、旅行関係者の意識を高め、
備えておくことが必要と思います。
シェルターとなる施設の指定など事前に特定しておくと災害時に円滑に活動できると思います。
様々な状況を想定した訓練の実施が必要と感じています。
テロ対策
一つ一つの内容詳細をもう少しやって頂きたかった。2 時間では難しいですね。
時間が足りない。
各事業者が取り組みながら、ポータルサイトのような「まとまった」情報や、ツールが便利だと感じました。
やさしい日本語について、大変興味深かった。
私自身が 10 月に熊本から転勤で引っ越しして来ており、熊本地震も震源から 10 ㎞程度の場所で被害に遭いました。熊
本市全体で水道管が壊れて市全体で水が止まり、旅行者も私達自身もかなり大変な目にあい、災害時に飲料が提供でき
る自販機や施設なども判るようにしておくと助かるかなと感じました。
私はフェリー会社に勤めています。航海中に関しては何もすることはできませんが、無事に避難された後のお客様のケア
など、今回のセミナーで学んだことを活かしていきたいと思います。
札幌としてだけでなく、北海道として、各地方自治体とどのような災害が発生した場合にどのような対応されるのか分かり易
く、アプリが活用できるようなされること、早く、広域で対応できるようになることが肝要と思います。防災アプリ「そなえ」は大
変良いものですが、単独でなく、北海道が提供するアプリとして、広く、早急に使えるようにすると良いと思います。もう少し
ゆっくり説明して欲しかった。
外国人のストック情報レベルが日本国内の災害とリンクしていない面が多く見られる。また、災害ストック情報を学習する気
持ちが等しいと思う。
交通機関、地下歩道、商業施設、宿泊施設等に設置している、サイネージモニターに災害情報を多言語で放映し、外国
人旅行者に通知してはどうか。
外国人の考えていること、求めることを具体的に公表してもらえると参考になります。
行政主体の訓練や研修等の開催及び本セミナーで提示されたマニュアル等に基づく指導。外国人が訓練等に参加及び
環境づくり。案内表示（絵）の整備の大切さ。

Q4 最後にあなたご自身についてお伺いします。
（n=50）
45人

44人

年齢

職業
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お住まい

道外・その他

札幌市内

その他

1人

札幌市内・道内

5人

0人

会社員

会社役員

5人 3人

公務員

50代

40代

30代

30未満

女性

男性

性別

60以上

8人

5人 3人 6人

22人

20人

15人

団体職員

18人

4.1.3 防災セミナーのまとめ
本事業開始時点から「倶多楽湖」が噴火警戒レベル 1 になっていることもあり、防災セミナー開催
を希望していた登別で開催した。参加者アンケートからセミナーで外国人旅行者対応の基本情報と避
難訓練の重要性等は理解いただけたので、次年度以降、登別市・(一社)登別国際観光コンベンション
協会・宿泊施設及び観光施設が連携して、外国人旅行者を想定した避難訓練を実施し、施設毎のマニ
ュアル作成の契機になったと思われる。
他にも「十勝岳」
「駒ヶ岳」近隣地域でも早期の対応体制づくりを検討しており、本事業で作成し
たマニュアル・ツール等を使い、噴火災害対応に関する情報共有化とノウハウの汎用化が急がれる。
2 月 27 日には、札幌で避難訓練の報告を中心に防災セミナーを開催した。参加案内期間が短い中、
特に市内の大型 6 ホテルから参加いただき、関心の高さがうかがえた。
セミナーでは、事業報告に加え、札幌市の防災アプリ「そなえ」
、翻訳アプリ「Voice Tra」の説明
を行い、利便性を理解いただいたが、せっかくのツールがまだ十分知られていない現状も再認識させ
られた。
「そなえ」は、年度内に多言語化されるとのことなので、今後札幌市内では災害対応に大変期
待される。できれば全道で同様のアプリが使用できるようになることが理想である。
札幌市の多言語災害支援センター機能を担っている(公財)札幌国際プラザからは、
「在住の外国人だ
けではなく外国人旅行者も個人旅行化が進み同様の対応をする必要を感じている」
「国・地域や宗教の
違いを理解した避難所運営」
「外国語対応以前にまずは簡単な日本語から普及すべき」
との説明があり、
参加者から大きな関心を集める結果となった。
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５．全体のまとめ
【現状と原因】
外国人旅行者に対する災害対応体制づくりの必要性を感じてはいたが、今までほとんど具体的な対
応がされていなかった。また、外国人旅行者対応が記載されている各施設の避難誘導マニュアルが極
めて少ないのが現状である。
今回の事業を契機に、地域の防災計画に外国人旅行者対応の視点を入れることを推進するとともに、
観光関係者と防災関係者が限られた要員環境の中で、急速に増加している外国人個人旅行について地
域として現実的にどう対応したら良いかを話し合うことが必要である。
外国人旅行者対応が進まない主な原因は、
「言語対応への不安」や「文化や習慣の違いを理解しコ
ミュニケーションをとる」難しさが挙げられている。この課題解決のため、
「Safety tips」
「Voice Tra」
などのアプリや各種マニュアルが作られているが、まだ十分活用されるまでには至っていないことも
再認識された。
【避難訓練での取り組み】
外国人旅行者への取り組みは、今まで作成された各種アプリやマニュアルを、地域や施設の課題に
合ったものに加工、深化させ、先行している具体的な対応の実践的な研修を継続開催していくことが
重要である。
道東地区では、巨大地震発生リスクが報道されたこともあり、地震及び津波発生時の外国人旅行者
対応について、早急に現状の点検と対応策を検討していく必要がある。
また、平成 28 年の台風・大雨で特に一番被害が大きかった十勝川温泉からは、
「その年の 6 月に夜
間の避難訓練を行っていたので、災害当時、夜間対応が少人数にもかかわらず混乱なくでき、避難訓
練の重要性を実感した。
」
「復旧状況があまり報道されないため、その後の風評被害が大変だった。
」と
のコメントがあり、避難訓練の継続的な実施と災害後の回復情報発信の重要性が再確認された。
札幌は多種多様な都市型災害リスクがあり、災害によって避難するケースと避難場所になるケース
もあり、また不特定の外国人旅行者に誰がどう対応するかなど、想定されるケースが複雑で、防災責
任者の判断の難しさと役割の大きさが明らかになった。
札幌市では、防災アプリ「そなえ」の活用や、災害多言語支援センターとして「多種多様な国・地
域の特性」
「やさしい日本語」についてノウハウを持っている(公財)札幌国際プラザの機能活用が期待
される。
本実証事業では、特に誰が何をやるのかを明確化した個別具体的な避難誘導マニュアルの作成と避
難訓練の重要性が検証された。
【ポータルサイトでの取り組み】
2016 年 8 月の大雨・台風時の状況についてのヒアリング結果から、交通・災害情報を一元的に掲
載した実証実験サイト「北海道 旅の安全情報」を開設し、情報提供組織を中心に北海道旅の安全情報
検討会議を立ち上げ、自然災害時の情報提供・発信のあり方を検証することとした。10 月 1 日の仮オ
ープンから 3 月 10 日までの利用状況では、特に自然災害発生時にアクセス数が急増し、災害時にお
ける一定の役割を果たした結果となった。
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しかしながら、まだ以下の事項が課題として残っている。
[外国人旅行者の視点]
・
「北海道 旅の安全情報」自体が英語のみの自動翻訳である。
・各掲載サイト自体の多言語化や予約システムとの連動が極めて少ない。
[日本人関係者の視点]
・まだ十分サイトの存在が知られていない。
・緊急時には情報提供する余裕がない。
・どんな情報を提供したら良いかよく分からない。
次年度以降の運営は、検討会議はそのまま継続し、インバウンド事業情報共有サイト「北海道イン
バウンド・インフォ」を運営している(一財)北海道開発協会が公益事業として一体的に運営を引き継
ぐことが決まった。次年度以降も外国人旅行者、観光関係者双方に役に立つサイトに進化していくた
めに、検討会議及び各地域関係者との連携により、更なる掲載情報の質量ともの充実を図っていく必
要がある。
最後に本事業を踏まえ、次年度以降地域自治体や観光関係者と連携して、取り組むべき重点推進事
項を以下にまとめた。
◆ 「観光関係者と防災関係者との連携の必要性」と「地域防災計画への外国人旅行者対応記載」を推進す
る。
◆ 「外国人旅行者を想定した避難訓練の実施」や「チェックリストによる定期点検」など、日頃からの準備を怠
らない。
◆ 本事業で使用した防災に関する様々なアプリやツールを、地域や施設の実態に合わせ活用できるよう全道
展開する。
◆ 個人旅行者が増加する中、不特定多数の旅行者への情報提供は、観光情報とセットでの伝達方法を検討
する。
◆ 災害発生後は、地域全体でマスコミにも協力してもらい、正確な復旧状況を発信して風評被害を防ぐ。
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災害から外国人旅行者の安全を確保するための

外国人旅行者対応マニュアル(案)

（商業施設用）

国土交通省 北海道運輸局
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はじめに

近年、我が国における訪日外国人旅行者数は増加の一途をたどっており、2016 年に
は 2,404 万人と過去最高を記録した。今後外国人旅行者の更なる増加が見込まれる
中、外国人旅行者の受入環境整備が求められているところである。北海道においても
「観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議」を通じて、道内の課題の把握や取組方
針の検討を行っているところであり、その中で、訪日外国人、特に FIT 旅行者の増加
に伴い、全道各地において、災害時に外国人旅行者にどのように対応するかが課題と
なっている。
特に近年増加している地下商業施設における外国人旅行者に対して、災害発生時に
おける各自の役割を十分認識し、冷静に行動できる体制づくりを図るとともに、他地
域への普及展開を目指すため、外国人旅行者対応に特化したマニュアルを作成した。
既存の災害対応マニュアルを基本に、本マニュアルを活用し、訪日外国人旅行者の
受入体制強化が進むことを望むものである。

1

１．災害時の外国人旅行者対応の基本方針
1-1 外国人旅行者の防災に対する基本方針と役割

1-2 外国人旅行者の防災に関する留意事項

① 自然災害を理解出来ない人がいる。
② 災害によって感じた疑問をそのままぶつけてくる人がいる。
③ 地震や余震の揺れにより、パニックを起こす人がいる。
④ 災害発生後に、停電や断水が起きることを理解出来ない人がいる。
⑤ 地震、火災などの災害後もエレベーターを使おうとする人がいる。
⑥ ほとんどの外国人旅行者は自分だけで避難することができない。
⑦ ほとんどの外国人旅行者は最新の正しい情報を入手出来ない。
⑧ 外国人旅行者の関係者から安否や滞留場所の問合せが殺到する。
⑨ ほとんどの外国人旅行者は被災している場所からの移動を希望する。

2

２．外国人旅行者への具体的対応（警備担当者）
災害発生時の外国人旅行者への具体的な対応は、既存の「災害対策マニュアル」に
基づき日本人と同一行動することになるが、言語の問題でコミュニケーションが不足
し、どうしてもパニックになる危険性が高いので、日頃から準備しておく必要があ
る。

2-1 平常時の準備
平常時から備えていくと、緊急時でも関係者は冷静な対応ができる確率が高くな
り、それが外国人旅行者の安全を守ることに繋がる。
平常時の準備を要点ごとに整理し、備えていくことが大事である。
① 訪日外国人旅行者対応の組織体制・役割分担の明確化
訪日外国人旅行者を対応するための体制を事前に確立し、役割分担に基づいて指示を
待たずして速やかに対応できる体制を整える。
その中で、外国人旅行者への対応では、翻訳アプリ「VoiceTra」を活用し、誰もが英語・
中国語・韓国語などの多言語対応できるようにするとともに、あらかじめ決められた避難誘導
マニュアル計画を理解し、いざという時に判断できるようにしておくことが必要である。

② 地域の避難誘導先の確認
国や自治体が作成している自然災害の被害想定を把握し、日頃から避難場所や避難に
関する情報を確認しておく。
多言語対応ができる避難所のリストアップと、避難所運営者（自治体など）との調整を行
い、いざという時に地下商業施設に滞在している旅行者を、従業員の誰もが速やかに一時
集合場所に案内できるようにする。

③ 多言語での情報提供手段の事前確認・準備
災害情報アプリ「Safety tips」や交通情報提供のためのポータルサイト「北海道 旅の安全
情報」(http://safety-travel.jp/)などの多様な情報提供手段を用いて、従業員の誰もが案
内できるようにすることが必要。

3

④ 訪日外国人旅行者の対応に関する教育・訓練の実施
災害発生時の訪日外国人旅行者に対する『避難誘導マニュアル』及び多言語コミュニケ
ーションツール『災害時多言語緊急避難案内』を常備し、災害を想定した訓練を通じてマニ
ュアルと多言語緊急案内ツールの有効性を確認し、適宜改定を行う。

⑤ 地域の事業者間の情報交換
災害発生時の訪日外国人旅行者の対応に際して、情報交換や災害発生時の協力体制
などの関連事項について、関係者が定期的に会合を行い、協議する。
観光関係団体、自治体防災担当と、日頃から連絡・協力体制を構築する。

4

上記の準備を行うため、定期的(毎年)に以下のチェックリスト項目を確認する。

点 検 項 目

有り

一部

無し

組織体制
定期点検
情 報 提 供 ・初 期 対 応

1

災害発生時の外国人対応の命令系統の確立

□

□

□

2

地域防災計画（集合場所・避難場所）の把握

□

□

□

3

関係連絡先の把握

□

□

□

4

近隣地下商業施設間との情報共有体制

□

□

□

5

最終避難確認・従業員避難対応

□

□

□

1

外国人旅行者対応の定期的な避難訓練実施

□

□

□

2

マニュアル等の内容に関する定期点検

□

□

□

3

施設内の案内表示に関する定期点検

□

□

□

4

旅行者の国・地域別特性の理解

□

□

□

1

外国人旅行者のための情報収集先のリスト化

□

□

□

2

地震･火災・浸水等災害別対応の違いを理解

□

□

□

3

翻訳アプリ 「VoiceTra」 のダウンロード

□

□

□

4

災害情報アプリ 「Safety tips」 のダウンロード

□

□

□

5

札幌市防災アプリ 「そなえ」 のダウンロード

□

□

□

6

メガホン・拡声器

□

□

□

7

避難誘導の多言語案内板

□

□

□

8

避難集合場所までの多言語案内ツール（地図）

□

□

□

9

障がい者、傷病者への対応体制

□

□

□

10

ＡＥＤの操作可能人員の確保

□

□

□

11

交通機関の運行情報収集と案内体制

□

□

□

12

大型荷物対応のルール化

□

□

□

合

計

個
(

5

年

月

個

日 点検者

個
)

2-2 災害時の対応
（１） 情報収集
以下の情報について、適宜問い合わせをして情報を収集する。
項目

災害情報

内容
・道内の災害発生情報や程度

北海道防災情報
https://www.bousai-hokkaido.jp/

・どこに移動するべきか

北海道 旅の安全情報
http://safety-travel.jp/

・札幌市内の被害状況
・一次避難場所の状況
・国道・主要道道の被害状況
道路の
被害状況

札幌市危機対策室 011-211-3062
北海道開発局
http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/sp/

・高速道路/高規格道路の被害 ＮＥＸＣＯ東日本（ドラぷら）
状況
http://www.driveplaza.com/traffic/roadinfo/schedule/
・通行禁止箇所、道路状況
(冠水、亀裂、陥没)

停電情報

問合せ先

・停電情報避難場所
・航空機

警察 110
消防 119
北海道電力
http://teiden-info.hepco.co.jp/
新千歳空港

http://www.new-chitose-airport.jp/ja/airport/fis/

・ＪＲ北海道

ＪＲ北海道
https://www.jrhokkaido.co.jp/

・地下鉄

札幌市営地下鉄
https://www.city.sapporo.jp/st/

公共交通
機関の
運行状況

中央バス
http://www.chuo-bus.co.jp/

・バス

ＪＲ北海道バス
http://www.jrhokkaidobus.com/
北都交通
http://www.hokto.co.jp/
じょうてつバス
http://www.jotetsu.co.jp/bus/

病院
本国との
連絡

・災害拠点病院・医療救護施設 16 ページ参照
・外国公館

18 ページ参照
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（２） 帰宅支援に関する情報の提供
● 近隣来訪者や通行者等施設利用者以外の外国人旅行者も、受け入れ可能な場合は
積極的に保護をする。
災害発生時には、日本人の帰宅困難者や外国人旅行者の受入等で混乱が予想され
るが、『北海道における防災関連協定』を確認し、防災協定を結んだ企業・団体
などにも滞在中の外国人情報を提供し、帰国に向けたサポートをする。
● 災害時に必要な応急生活物資の調達と輸送を行うため、北海道道庁は『災害時に
おける応急生活物資供給等に関する基本協定書』に基づき、協定企業などに対し
て情報の提供と必要な要請を行うことになっている。
具体的な協力体制などは、事前に北海道総務部危機対策局危機対策課
(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/bsb/minnkannkyoutei.htm)に確認を取
ることをお勧めする。
● 北海道における防災関連の協定締結一覧

(参考)

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/kyouteiichiran280620.pdf
北海道における防災関連協定の分野
新聞・放送

医療・福祉・
医薬

住宅の支援

帰宅支援

食料・飲料・
救助・救援等
生活物質
の支援
の供給等
輸送

行政機関

葬祭の支援

その他

● 必要な時、災害時帰宅支援ステーションを利用し、あるい
は外国人に伝達する。
協力店舗には、右のステッカーが掲示されている。
災害時帰宅支援ステーションの役割
➀ 水道水の提供
② トイレの使用
➂ 地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可能な道路に関する情報の提供
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（３） 情報伝達
外国人への情報伝達には以下のツールが有効である。

項目

内容

備考

VoiceTra
13 ページ参照。

多言語案内パネル
その他の
多言語案内

メガホンヤク（拡声器）

20～25 ページ参照。
内容を毎年見直すこと。
メガホン型の翻訳機で、内蔵されている約 300 の定
型文のデータベースから検索し、ボタンを押すことに
より大音量で多言語の案内を行うことができる。
よく利用する定型文については 9 つまで事前登録
可能で、番号を押すだけで案内をすることができる。

ＮＨＫワールドニュース
https://www3nhk.or.jp/nhkworld/
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３．外国人旅行者への具体的対応（店舗担当者）
災害が発生した場合、基本的に外国人旅行者への対応は警備担当者が行うが、必ず
しも警備担当者が災害直後に誘導できるとは限らない。
災害の状況等を片言ででも外国人とコミュニケーションが取れるようにしたり、配
布された避難案内ツールを店内に常備したりするなど、日頃の準備が必要である。

3-1 日常会話集
災害には直接関係ないが、外国人とコミュニケーションを図る上で、役に立つ基本
的な日常会話のフレーズを、以下にまとめた。
また、第 4 章で紹介する翻訳アプリ「VoiceTra」も、外国人とのコミュニケーショ
ンを図る上では有効である。
平常時より、外国人とコミュニケーションを取っていれば、災害時にも必要な情報
を伝達することができる可能性が高まる。
（１） 基本接客用語
日本語

簡体字

繁体字

中国語の発音

英語

韓国語

韓国語発音

いらっしゃいませ

欢迎光临

歡迎光臨

ホァン･イン･グゥアン･リ
ン

May I help
you?

어서 오십시오

オソ オシブ シオ

こんにちは

您好

您好

ニーン･ホオ

Hello.

안녕하세요

アンニョン ハセヨ

おはようございます

早上好

早上好

ツァオ･シャン･ハオ

Good morning. 안녕하세요

アンニョン ハセヨ

すみません

对不起

對不起

ドゥェ･ブ･チィ

I’m sorry.

죄송합니다

ズゥェソン ハムニダ

はい

是的

是的

スードゥ

Yes.

네

ネ

いいえ

不是

不是

ブー･スー

No.

아니요

アニヨ

ありがとうございました 谢谢

謝謝

シィェ･シィェ

Thank you.

감사합니다

ガムサ ハムニダ

どういたしまして

不客气

不客氣

ブゥ･クゥ･チ

You’re
welcome.

천만에요

チョン マネヨ

かしこまりました

好的

好的

ハウディ

Certainly.

알겠습니다

アルゲッ スムニダ

またお越しください

欢迎再次光临

歡迎再次光臨

ホァン･インザイ･ツ･グゥ
アン･リン

Please come
again.

또 오십시오

ト オシブ シオ

さよなら

再见

再見

ツァイ･ジィェン

Good bye

안녕히 가세요

アンニョンヒ ガセヨ

ゆっくり言う

慢慢说

慢慢說

マン･マン･ショウ

Speak slowly

천천히 말한다

チョンチョンヒ マルハン
ダ

もう一度言う

再说一遍

再說一遍

ザイ･ショウ･イー･ベン

Say again

한 번 더 말한다 ハン ボン ド マルハンダ

少し待つ

稍等

稍等

シャオ･デン

Wait a minute 조금 기다린다

今言ったことを書く

写下现在的话

寫下現在的話

シェ･シャア･シェン･ザイ･ Write down
what you said
デェ･ハゥア
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지금 말한 것을
쓴다

ゾグム ギダリンダ
ジグム マルハン ゴスル
スンダ

日本語

簡体字

繁体字

中国語の発音

英語
Apply for tax free
purchase

免税手続き

免税手续

免稅手續

ミェン･シゥェイ･シォゥ･
シュィー

消費税

消费税

消費稅

シィアォ･フェィ･シゥェイ Sales tax

パスポート

护照

護照

フゥー･ヂァォ

領収書

发票

發票

レシート

收据

キャッシュ

现金

クレジットカード 信用卡

韓国語

韓国語発音

면세 수속

ミョンセ スゥソク

소비세

ソビセ

Passport

여권

ヨグォン

ファー･ピィアォ

Receipt

영수증

ヨンス ズゥン

收據

シォゥ･ヂィー

Receipt

영수증

ヨンス ズゥン

現金

シィェン･ヂィン

Cash

캐시

ケシ

信用卡

シィン･イォン･カァー

Credit card

신용카드

シンヨン カドゥ

カード払い

信用卡支付 信用卡支付

シィン･イォン･カァー･ヂ
ィー･フゥー

Credit card
payment

카드 지불

カドゥ ジブル

両替

兑换

兌換

ドゥェイ･フゥァン

Money exchange

환전

ファンゾォン

円

日元

日元

リィー･ユァン

Yen

엔

エン

暗証番号

密码

密碼

ミィー･マァー

PIN code

비밀번호

ビミル ボノ

サイン

签名

簽名

チィェン･ミィン

Signature

사인

サイン

売り切れ

售完

售完

ソォ･ワン

Sold out

품절

プム ゾル

値引き

打折

打折

ダァー･ヂゥーァ

Discount

할인

ハル イン

返品

退货

退貨

トゥェイ･フゥオ

Return

반품

バンプム

商品交換

换货

換貨

フゥァン･フゥオ

Exchange

상품교환

サンプム ギョファン

別料金

附加费

附加費

フゥ･ジャ･フェイ

Extra charge

별도요금

ビョルド ヨグム

（２） 数字

数字

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

中国語
表記と発音

零

一

二

三

四

五

六

七

八

九

リン

イー

アル

サン

スー

ウー

リュウ

チー

バー

ジュウ

英語

one

two

three

four

five

six

seven

eight

nine

ten

韓国語
表記と発音

공

일

이

삼

사

오

육

칠

팔

구

コン

イル

イ

サム

サ

オ

ユク

チル

パル

ク

日本語

簡体字

繁体字

英語

韓国語

十

十 (シェー）

十 (シェー)

Ten

십 (シブ)

百

百 (バイ)

百 (バイ)

Hundred

백 (ペク)

千

千 (チイエン)

千 (チイエン)

Thousand

천 (チョン)

万

万 (ワン)

万 (ワン)

Ten thousand

万 (マン)
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（３） 曜日

曜日

月曜日

火曜日

水曜日

星期一
星期二
星期三
中国語
表記と発音 シン・チ・イー シン・チ・アル シン・チ・サン
英語

Monday

월요일
韓国語
表記と発音 ウォリョイル

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

星期四

星期五

星期六

星期天

シン・チ・スー シン・チ・ウー シン・チ・リュウ シン・チ・テン

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

화요일

수요일

목요일

금요일

토요일

일요일

ファヨイル

スヨイル

モギヨイル

クミョイル

トヨイル

イリョイル

（４） フロアの言い方

日本語

簡体字

繁体字

英語

韓国語

一階

一楼
(イ・ロウ)

一層
(イ・ツン)

First floor

1층
(イル ツゥン)

二階

二楼
(アル・ロウ)

二層
(アル・ツン)

Second floor

2층
(イ ツゥン)

三階

三楼
(サン・ロウ)

三層
(サン・ツン)

Third floor

3층
(サム ツゥン)

地下一階

地下一楼
(ディシャ・イ・ロウ)

地下一層
(ディシャ・イ・ツン)

First basement

지하 1 층
(ジハ イル ツゥン)

簡体字

繁体字

英語

韓国語

（５） 方向案内

日本語
～どこですか

～在哪里？
(ザイ・ナーリー)

～在哪裡
(ザイ・ナーリー)

Where is ～？

～ 어디입니까?
(～ オディ イムニカ?)

左側です

左边
(ズゥオ・ビイェン)

左邊
(ズゥオ・ビイェン)

It’s on the left.

왼쪽입니다
(ウェンチョク イムニダ)

右側です

右边
(ヨー・ビィェン)

右邊
(ヨー・ビィェン)

It’s on the right.

오른쪽입니다
(オルンチョク イムニダ)

上です

上面
(シャン・メン)

上面
(シャン・メン)

It’s above.

위쪽입니다
(ウィチョク イムニダ)

下です

下面
(シャ・メン)

下面
(シャ・メン)

It’s below.

아래쪽입니다
(アレチョク イムニダ)

裏です

后面
(ホウ・メン)

後面
(ホウ・メン)

It’s behind.

뒤쪽입니다
(ドゥィチョク イムニダ)
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（６） よく使う場所
日本語

簡体字

繁体字

英語

韓国語

トイレ

洗手间 (シ･ショゥ･ジェン)，
卫生间，厕所

洗手间 (シ･ショゥ･ジェン)，
衛生間，廁所

Toilet

화장실
(ファザンシル)

エレベーター

电梯 (ディン･テイ)

電梯 (ディン･テイ)

Elevator

엘리베이터
(エルリ ベイトォ)

扶梯 (フゥ･テイ)

Escalator

에스컬레이터
(エスコル レイトォ)

エスカレーター 扶梯 (フゥ･テイ)
レジ

收款台
( シォゥ･クゥァン･タァィ)

收款台
( シォゥ･クゥァン･タァィ)

Cash resister

계산대
(ゲサンデ)

レストラン

餐厅 (ツァン･ティン)

餐廳 (ツァン･ティン)

Restaurant

레스토랑
(レストラン)

地下鉄

地铁 (ディー･ティエ)

地鐵 (ディー･ティエ)

Subway

지하철
(ジハ チョル)

バス停

公交站
(ゴォン･ヂィアォヂァン)

巴士站
(パァー･シィーヂァン)

Bus stop

버스 정류장
(ボス ゾンリュザン)

タクシー乗り場

出租车站
計程車站
(チゥー・ヅゥーチゥー・ヂァン) (ジ・チェン・チゥー・ヂァン)

Taxi stand

택시 승강장
(テクシ スンガンザン)

ホテル

酒店
(ヂ(ォ)ウ･ディェン)

酒店
(ヂ(ォ)ウ･ディェン)

Hotel

호텔
(ホテル)

電停

电车站
(ディェン･チゥー(ァ)･ヂァン)

電車站
(ディェン･チゥー(ァ)･ヂァン)

Tram station

전철 정류장
(ゾンチョル ゾォンリュザン)

（７） 主要な国・地域の名前
日本語

簡体字

中国

中国 (ヂォン・グゥオ)

台湾

台湾

香港

繁体字

英語

韓国語

中國 (ヂォン・グゥオ)

China

중국 (ジュングク)

台灣 (タァィ・ウァン)

Taiwan

대만 (デマン)

香港 (シィァン・ガァン)

香港 (シィァン・ガァン)

Hong-Kong 홍콩 (ホンコン)

韓国

韩国 (ハン・グゥオ)

韓國 (ハン・グゥオ)

Korea

シンガポール

新加坡 (シィン・ヂィア・ポォー) 新加坡 (シィン・ヂィア・ポォー) Singapore 싱가포르 (シンガポル)

マレーシア

马来西亚
(マァー・ラァィ・シィー・ィア)

馬來西亞
(マァー・ラァィ・シィー・ィア)

Malaysia

말레이시아 (マルレイシア)

タイ

泰国 (タイ・グゥオ)

泰國 (タイ・グゥオ)

Thailand

태국 (テグク)

インドネシア

印度尼西亚 (インドネシア)

印度尼西亞 (インドネシア)

Indonesia

인도네시아 (インドネシア)

アメリカ

美国 (メェィ・グゥオ)

美國 (メェィ・グゥオ)

U.S.A

미국 (ミグク)

澳大利亞 (オーダーリーヤ)

Australia

호주 (ホジュ)

New
Zealand

뉴질랜드
(ニュジルレンドゥ)

Sapporo

삿포로 (サッポロ)

(タァィ・ウァン)

オーストラリア 澳大利亚 (オーダーリーヤ)

ニュージーランド 新西兰 (シィン・シィー ラァン) 新西蘭 ( シィン・シィー・ラァン)
札幌

札幌 (ザーホォン)

札幌 (ザーホォン)

北海道

北海道 (ペェィ・ハァィ・ダァォ) 北海道 (ペェィ・ハァィ・ダァォ) Hokkaido
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한국 (ハングク)

홋카이도 (ホッカイド)

４. お役立ち情報編
4-1

アプリ等
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4-2 災害時外国人対応 Q&A

質問

答え

今すぐに避難する必要はあるのか？

重大な被害の発生が予想されるので、全員速やかに避難をお願
いします。

今どのくらい危ない状況なのか？

災害に関する情報は、刻々と状況が変わりますので、
災害時情報提供アプリ 「Safety tips」
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000234.html
で随時確認が出来ます。

安全な場所まで移動したい

最新の交通情報は、
ポータルサイト 「北海道 旅の安全情報」
http://safety-travel.jp/
で確認出来ます。

どこに避難したらよいのか？

まずは安全な場所まで誘導します。
公共交通機関で移動されるお客様は、最寄りの観光案内所で
状況を確認下さい。

荷物はどうしたらよいか？

こちらでは荷物はお預かりできません。
お客様の責任でお持ち下さい。
なお、必要な最小限な物だけで移動することをお勧めします。
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4-3 災害拠点病院・医療救護施設
(平成 28 年 4 月 1 日現在)
医療圏

医療機関名

全道域

札幌医科大学附属病院
市立札幌病院
北海道大学病院

札幌市

独立行政法人
国立病院機構
北海道医療センター
手稲渓仁会病院

住所

電話番号

札幌市中央区南 1 条西 16 丁 291 番地

011-611-2111

札幌市中央区北 11 条西 13 丁目 1-1

011-726-2211

札幌市北区北 14 条西 5 丁目

011-716-1161

札幌市西区山の手 5 条 7 丁目 1 番 1 号

011-611-8111

札幌市手稲区前田 1 条 12 丁目 1-40

011-681-8111
出典：災害拠点病院一覧

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/iryokeikaku/dai8syou/beppyou-014.pdf

災害医療提供体制のイメージ図

出典：『さっぽろ医療計画 2018(案)【本書】』
http://www.city.sapporo.jp/eisei/tiiki/iryouplan/second/index.html
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災害時における医療

出典：『札幌の医療に関するデータブック』平成 29 年 9 月 札幌市保健所
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f4imuyaku/f91iryodata/databook.html
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4-4 外国公館リスト
（１) 在札幌
主要な在道外国公館リスト
外国公館名

住所

電話番号

在札幌
米国総領事館

〒064-0821
札幌市中央区北 1 条西 28 丁目

電話：011-641-1115～7
FAX：011-643-1283

在札幌
大韓民国総領事館

〒060-0002
札幌市中央区北 2 条西 12 丁目 1-4

電話：011-218-0288
FAX：011-218-8158

在札幌
〒064-0914
ロシア連邦総領事館 札幌市中央区南 14 条西 12 丁目 2-5

電話：011-561-3171～2
FAX：011-561-8897

〒060-0005
在札幌
電話：011-242-4381
札幌市中央区北 5 条西 6 丁目
オーストラリア領事館
FAX：011-242-4383
札幌センタービル 17 階
出典：「在道外国公館 一覧」(北海道庁 総合政策部国際局国際課、平成 29 年 2 月)より抜粋
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/DiplomaticOffice.pdf

（２) 在東京
駐日外国公館リスト
エリア

Web サイト

アジア

駐日外国公館リスト（アジア）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/asia.html

大洋州

駐日外国公館リスト（大洋州）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/pacific.html

北米

中南米

駐日外国公館リスト（北米）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/n_america.html
駐日外国公館リスト（中南米）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/latinamerica.html

欧州

駐日外国公館リスト（欧州）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/europe.html

中東

駐日外国公館リスト（中東）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/middleeast.html

アフリカ

駐日外国公館リスト（アフリカ）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/africa.html
出典：「駐日外国公館リスト 目次」(外務省)より
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html
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4-5

災害対応用参考資料・マニュアル
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4-6 災害用定型文

An earthquake early warning is
accepted just now. Please stay calm
and prepare for strong tremors.

现在收到紧急地震速报。请保持
冷静，应对强烈地震带来的摇动。
只今、緊急地震速報を受信しました。大き
な揺れに備えて冷静に行動をお願います。

방금 긴급 지진 속보를
수신하였습니다.큰 흔들림에
대비해 침착하게 행동해 주십시오.

Strong shaking is expected soon.
Watch out for falling objects.
强烈地震即将来临。请充分留
意周边的坠落，坍塌物。
大きな地震が来ます。落ちてくる物、
倒れてくる物に注意して下さい。

강한 지진이 옵니다.낙하물,
넘어져오는 물건에 주의해
주십시오.

Strong shaking is expected soon.
Keep your prosture lower and
protect your head.

强烈地震即将来临。请弯腰
保护头部。
大きな地震が来ます、姿勢を低くし
て頭を保護して下さい。

강한 지진이 옵니다, 자세를
낮추고 머리를 보호해 주십시오.
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Be calm. Stay there.
请保持冷静。原地不动。
落ち着いてください。その
場から動かないでください。

진정하세요.그 자리에서
움직이지 마세요.

Watch out for falling objects.

充分注意周边的坠落，
坍塌物。
落ちてくる物、倒れてくる物
に気を付けてください。

낙하물, 넘어져오는
물건에 조심해 주십시오.

Is anyone got injured?

有人受伤吗？
부상자 있습니까?

怪我をされた方はいませんか

21

We will investigate the
damage situation.
我们会调查受灾情况。
피해 상황을
조사하겠습니다.

被害状況を調査します。

A strong earthquake has just
occurred. Gas emergency shutoff
valves are closed.

现在发生了强烈地震。请马
上关紧煤气紧急截止阀。
只今大きな地震が発生しました。ガ
ス緊急遮断弁は閉止しております。

지금 큰 지진이
발생하였습니다.가스 긴급 차단
밸브는 잠겨 있습니다.

To protect injuries due to falling
objects, please protect your head
with items around you.
为了防止坠落物等导致的事故发生，
请使用随身物品保护头部。
落下物などによる事故防止のため、
身の回りのもので頭などを保護してく
ださい。

낙하물등으로 의한 사고 방지를
위하여 주위물건으로 머리등을
보호해 주십시오.
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We will guide you to safety area shortly.
Please stay calm and follow the
instructions of the staff.
我们将马上引导大家到安全的场所。
请保持冷静，服从负责人员的指示。
まもなく、皆さんを安全な場所に誘導し
ます。落ち着いて係員の指示に従って
ください。

곧 여러분을 안전한 장소로
유도하겠습니다.침착하게 관계자의
지시에 따라 주십시오.

We will guide in safe place shortly. Please follow
the instructions of the staff and make 4 rows in
front of an evacuation guidance flag.

现在引导大家到安全的场所。请听
从负责人员的指示，在避难诱导旗
下排成4列队。
これから皆さんを安全な場所に誘導
します。係員の指示に従って避難誘
導旗の方に4列で集まってください。

지금부터 여러분을 안전한 장소로
유도하겠습니다.관계자의 지시에 따라
피난 유도기쪽으로 4줄로 모여 주십시오.

Police confirmed the safety of the
Odori park. We will evacuate to
Odori Park from now.
警察已经确认了大通公园的安全。
现在引导大家到大通公园避难。
警察官から大通公園の安全が確認され
ました。これから大通公園に避難します。

경찰관으로부터 오도리 공원의 안전이
확인되었습니다.지금부터 오도리
공원으로 피난하겠습니다.
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When evacuating, please keep close to the
person in front of you. Please cooperate.
We will start evacuating now.

请不要掉队。协助避难。
现在开始避难。
避難時は前の人から離れないように注
意してください。皆さんの協力をお願いし
ます。避難開始します。

피난시 앞 사람과 떨어지지 않도록 주의해
주십시오.여러분의 협력을
부탁드립니다.피난 시작하겠습니다.

Is anyone got injured?

有受伤的人员吗？
부상자 있습니까?

怪我をした方はいませんか。

A rescue team will arrive soon.
Stay calm and wait for a while.

救护人员马上到。
请保持冷静，耐心等待。
間もなく救護班が来ます。落ち
着いて待っていてください。

곧 구호반이 옵니다.
진정하시고 기다려 주십시오.
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There are serious injuries.
We will carry the person on a stretcher.

有重伤人员，担架搬送。
重傷者あり、担架搬送。

중상자가 있습니다.
들것으로 반송하겠습니다.

Please stay calm and follow
the instructions of the staff.
各位顾客请听从负责人的指示行动。
お客様は、落ち着いて係員の
指示に従い行動して下さい。

고객여러분은 침착하게 관계자의
지시에 따라 행동해 주십시오.
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言語
日本語
英語

その他の外国人対応文例
避難時、エレベーターは使えません！階段を利用ください！
Don`t use elevators, only use the emergency stairs

中国語

避难时，不得使用电梯，请使用紧急通道避难！

韓国語

피난시 엘리베이터는 사용할 수 없습니다!계단을 이용해 주십시오!

日本語

スタッフの指示に従ってください。

英語

Please follow the directions of the staff.

中国語

请听从工作人员的指示。

韓国語

스탭의 지시에 따라 주십시오.

日本語

ここは安全です。

英語

It`s safe here.

中国語

这里很安全。

韓国語

여기는 안전합니다.

日本語

慌てて外に飛び出さないでください。

英語

Don’t rush outside in a hurry.

中国語

切勿惊慌奔逃到户外。

韓国語

당황해서 밖으로 뛰어 나가지 말아 주십시오.

日本語

エレベーターが止まったらすぐに降りてください。

英語

Get out of the elevator immediately once it has stopped.

中国語

电梯一旦停止，请立刻离开。

韓国語

엘리베이터가 멈추면 즉시 내려 주십시오.

日本語

水は使えますがお湯は出ません。

英語

Cold water only. No hot water is available.

中国語

我们只能提供冷水，没有热水。

韓国語

물은 사용할 수 있습니다만 더운 물은 나오지 않습니다.

日本語

飲料水と食料は確保しています。

英語

We have enough water and food in stock.

中国語

我们有储备的饮料水和食物。

韓国語

음료수와 음식은 확보하고 있습니다.

日本語

従業員の指示には必ず従ってください。

英語

Act calmly and follow instructions from staff.

中国語

请按照工作人员的指示行动。

韓国語

직원의 지시에는 반드시 따라주십시오

日本語

必要な情報・わからないこと・不安なことは従業員に訊ねてください。

英語

Do not hesitate to contact us whenever you need information, have any
questions or face any problems.

中国語

如有任何欲获知的信息，疑问或焦虑都可以联系工作人员。

韓国語

필요한 정보 , 궁금한 점, 불안한 점은 직원에게 얘기해 주십시오.
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言語
日本語
英語

その他の外国人対応文例
鉄道やバスが運行していないので空港へ行くことはできません。
There is no airport access because trains and buses are not in operation.

中国語

因为铁道和巴士停运，所以无法前往飞机场。

韓国語

철도나 버스가 운행하지 않고 있으므로 공항에 갈 수 없습니다.

日本語

母国や他国への航空機は現在就航していません。

英語

All overseas flights are currently not in service.

中国語

飞往海外的航班都停运了。

韓国語

모국이나 타국으로 가는 항공기는 현재 취항하고 있지 않습니다.

日本語

大使館の連絡先はこちらです。

英語

Contact information for the embassy is as follows.

中国語

大使馆的联系方式如下。

韓国語

대사관 연락처는 여기에 있습니다.

日本語

旅行会社、航空会社の問い合わせ先はこちらです。

英語

Contact information for the embassy is as follows.

中国語

旅行社以及航空公司的联系方式在这里。

韓国語

여행 회사, 항공 회사 문의처는 여기에 있습니다.

日本語

観光協会の問い合わせ先はこちらです。

英語

Contact information for the Tourism Association is as follows.

中国語

观光协会的联系方式在这里。

韓国語

관광 협회

日本語

この紙に書いてください。

英語

문의처는 여기에 있습니다.

Please write it on this paper.

中国語

请写在这张纸上。

韓国語

이 종이에 써 주십시오.

日本語

テレビやインターネットは使えません。

英語

The TV and internet cannot be used.

中国語

电视和英特网络都不能使用。

韓国語

텔레비전이나 인터넷은 사용할 수 없습니다.

日本語

携帯電話やスマートフォンは使えません。

英語

Mobile phones and smartphones cannot be used.

中国語

手机和智能手机都无法使用。

韓国語

휴대 전화나 스마트 폰은 사용할 수 없습니다.

日本語

ラジオで外国語の放送をしています。

英語

The current news in foreign languages is now available on the radio.

中国語

您可以收听到外国语的广播电台。

韓国語

라디오에서 외국어 방송을 하고 있습니다.
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自然災害から外国人旅行者の安全を確保するための

避難誘導マニュアル（案）
～ 宿泊施設向け ～
（噴火災害用・洞爺湖編）

国土交通省 北海道運輸局
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はじめに
有珠山噴火災害に対しては、有珠山火山防災協議会が定める有珠火山防災計画に基づく避難
体制の構築、札幌管区気象台では異常現象を早期に予知する体制をとっているが、日頃から万が
一のことを想定し、いかに備えるが重要なポイントとなる。
近年特に外国人個人旅行者が増加し、外国人旅行者の行動や避難誘導の課題を理解し、いざと
いうとき、スムーズに避難誘導をできるような仕組みを作ることが喫緊の課題となっている。
このたび、北海道運輸局の「災害対応体制の構築に向けた実証事業」において、関係機関の協
力のもと、本マニュアルを作成した。
本マニュアルは、災害発生時に大切なお客様をより安全に避難誘導できるよう、従業員が各自の
役割を十分認識し、慌てることなく行動できる体制づくりを目的とするものである。

1. 訪日外国人旅行者への対応に関する理解
1-1 訪日外国人旅行者への対応の心構え
訪日外国人旅行者

言語、文化生活環境などの相違

観光地では移動者であり、土地勘がな
い、社会的ネットワークがない等

訪日外国人旅行者は、災害時には国民・住民と比べ、様々なハンディキャップ（土地勘がな
い、情報が理解できない等）を負っていることを認識すること。
災害時に国や自治体が対応できることには限界があり、訪日外国人旅行者支援のために必
要な事項は、特に地域の関係者が理解し、それらを各主体が協力・分担して取り組むこと。
地域では、住民にも支援者になってもらうことが重要であること。
訪日外国人旅行者支援のための重要な活動の一つは情報提供であり、各主体が分担して
適時・適切に情報を提供すること。
訪日外国人旅行者が不安にならないよう、在住外国人による共助の視点も重要である。
平時の在住外国人向けの支援の枠組を効果的に活用すること。
観光を楽しむという訪日外国人の本来の目的や気持ちを汲み取り、災害リスクに対する注意
喚起等の際には風評被害に配慮すること。
被災地以外の地域での観光に関して、問合せがあった時は積極的に対応すること。
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1-2 外国人の自然災害に関する理解
地形的な条件などにより、日本は地震など自然災害が比較的頻繁に発生する国である。
そのため、政府、各自治体、学校などの機関はさまざまな自然災害を想定し、防災・避難措置を
取ってきた。日本国民も自然災害はいつ起こってもおかしくないと多くの方々が思っている。
しかし、世界全域からみれば、まったく自然災害に遭遇しなかった国・地域はたくさん存在してい
る。
例えば、自然災害の少ない国・地域から日本に訪問する外国人旅行者は、日本で自然災害に遭
遇したとき、予備知識がないためパニックに陥りやすいうえ、特徴的な行動を取る場合がある。
特に、以下の行動が外国人旅行者の場合ではよく見られる。
自然災害発生時の外国人旅行者に関する留意事項
① 自然災害を理解出来ない人がいる。
② 災害によって感じた疑問をそのままぶつけてくる人がいる。
③ 地震や余震の揺れにより、パニックを起こす人がいる。
④ 災害発生後に、停電や断水が起きることを理解出来ない人がいる。
⑤ 地震、火災などの災害後もエレベーターを使おうとする人がいる。
⑥ ほとんどの外国人旅行者は自分だけで避難することができない。
⑦ ほとんどの外国人旅行者は最新の正しい情報を入手出来ない。
⑧ 外国人旅行者の関係者から安否や滞留場所の問合せが殺到する。
⑨ ほとんどの外国人旅行者は被災している場所からの移動を希望する。
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2. 平常時の準備要点とチェックリスト
2-1 平常時の準備要点
平常時から備えていくと、緊急時でもホテルの従業員など関係者は冷静な対応ができる確率が高
くなり、宿泊客の安全を守ることに繋がる。そのため、平常時の準備は要点ごとにまとめ、備えていくこ
とが大事である。
① 訪日外国人旅行者対応の組織体制・役割分担の明確化
・ 訪日外国人旅行者対応のための体制を事前に確立し、役割分担に基づいて指示を待たずして
速やかに対応できる体制を整える。
その中で、外国人旅行者への対応は、英語・中国語・韓国語を中心とした言語で対応できる担
当者を複数名選出し、かつ、あらかじめ基本方針について理解し、いざという時に相当程度のこ
とが自主判断できるようにしておくことが必要である。
・ 災害発生時における外国人交流機関、通訳ボランティア、在住外国人コミュニティー及び旅行
会社との連携について、役割分担を決定し、災害発生後に速やかに活動できるような体制を整
える。
② 訪日外国人旅行者の安否確認手段・方法の確立
・ 訪日外国人旅行者の安否確認の手段・方法を確立する。
また、平時から訪日外国人旅行者の人数・出身国の内訳の概要を把握し、災害発生時の安否
確認に備える。
③ 地域の避難誘導先の確認
・ 国や自治体が作成している自然災害の被害想定について把握し、避難所や避難に関する情報
を確認し、多言語対応できる避難所のリストアップと避難所運営者（自治体など）との調整を行
う。
・ 洞爺湖町の洞爺湖温泉地区の場合、一時集合場所は「洞爺湖文化センター (洞爺湖温泉
142)」及び「旧洞爺湖温泉中学校 (洞爺湖温泉 187)」の２か所が設定されており、いざという
時、宿泊している旅行者を速やかに、一時集合場所に移動させ、宿泊客名簿を作成し、一時
集合場所の担当者（町役場の担当者）に渡す。
注) 本マニュアルでの一時集合場所は、以後「洞爺湖文化センター」を例として記しています。
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④ 多言語での情報提供方法・提供手段を事前に確認し、準備する
・ どのタイミングで、どの場所で、どの情報を多言語で提供すればよいかを事前に確認しておく。
また会話対応が難しい場合、ピクトグラム等を提示して伝達する方法も準備しておく。
例えば避難誘導に際して、『自然災害時緊急避難案内洞爺湖編（マップ）』をすぐ配布できるよ
うにしておく。
自主避難方へ『北海道 旅の安全情報ポータルサイト』（http://safety-travel.jp/）を必ず案内
するなどの準備をしておく必要がある。
⑤訪日外国人旅行者対応に関するツールの定期点検
・ 災害発生時の訪日外国人旅行者に対する対応マニュアル及び多言語コミュニケーションツー
ル『自然災害時緊急避難案内洞爺湖町編』を整備し、災害を想定した訓練を通じてマニュアル
と多言語コミュニケーションツールの有効性を確認し、適宜改訂を行う。
⑥ 地域の事業者間の情報交換
・ 災害発生時の訪日外国人旅行者対応に関する情報交換や災害発生時の協力体制について
事業者間が定期的に会合を行い、協議する。
観光協会や役場防災担当と、日頃から連絡・協力体制を構築し、状況に応じた備えをする。
⑦ その他の準備
・ 粘着性のある付箋紙(メモ紙)や、ホワイトボード・サインペンを準備する。
・ 外国人旅行者の情報を集め、避難所などに移動する際や拠点病院に搬送する場合を想定し、
宿泊者名簿の写しを作成して活用する。
・ 訪日外国人旅行者向け防災グッズ・非常用備品の準備。
通常の防災グッズに加え、宗教対応避難食の準備を行う。
・日頃から宗教による留意点を把握し、共同生活に際してストレスを減少できるような配慮をする。
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2-2 防災対策チェックリスト
定期的（毎年）にチェックリストの項目を確認し、実情に応じた備えを行う。

点 検 項 目

有り

一部

無し

組織体制
定期点検
情報提供・
初期対応力

1.

災害発生時の外国人対応の命令系統の確立

□

□

□

2.

洞爺湖町の防災計画（一時集合場所・避難所）の把握

□

□

□

3.

町内関係連絡先の把握

□

□

□

4.

宿泊施設間の情報共有体制

□

□

□

5.

最終確認・従業員避難対応

□

□

□

1.

外国人旅行者対応の定期的避難訓練実施

□

□

□

2.

マニュアル等の内容に関する定期点検

□

□

□

3.

館内案内表示の定期点検

□

□

□

4.

国・地域別特性の理解

□

□

□

1.

宿泊名簿による短時間での安否確認体制

□

□

□

2

外国人旅行者のための情報収集先のリスト化

□

□

□

3.

噴火警戒レベルによる対応の違いを理解

□

□

□

4.

宿泊者以外の外国人旅行者保護のルール化

□

□

□

5.

メガホン・拡声器の準備

□

□

□

6.

避難誘導の多言語案内ツール

□

□

□

7.

一時集合場所までの案内ツール（地図）

□

□

□

8.

障がい者、傷病者への対応体制

□

□

□

9.

噴火警戒レベルによる対応の違いを理解

□

□

□

10. 出火防止と初期消火体制

□

□

□

二次・三次交通への案内ルール化
（最寄りのバスターミナルまでの案内を基本ルールとするが、
11.
最寄りのバスターミナルが利用できない場合には、周辺のバ
スターミナルへ案内できるよう情報提供をする。）

□

□

□

12. 大型荷物対応のルール化

□

□

□

13. 個人旅行者対応窓口の開設

□

□

□

合

個

計
(

5

年

月

個

個

日 点検者

)

3. ホテル全体の防災体制と対応
3-1 防災本部組織体制（避難訓練実施施設の例）

区分

人員

担当

防災本部長

1

支配人

防災副本部長

副支配人
班長

総務・渉外

任務分担

１

②各班責任者への行動指示
①本部長の補佐
②本部長不在時の本部長業務代行
①宿泊名簿の照合

副班長 １

総務①

班員（

総務②

）

①防災に関する総責任者

②関係機関との連絡・調整
(洞爺湖町役場・洞爺湖温泉観光協会・
洞爺湖温泉旅館組合等)
③各班からの情報集約

班長
通報・案内班

１

副班長 １
班員（

）

班長

１

副班長 ２
ﾁｰﾌ １
避難誘導班

班員（

）

ﾁｰﾌ １
班員（

）

ﾁｰﾌ １
班員（

）

班長
救護班

施設班

西館

フロント

②各種情報収集
交通情報・気象情報・ニュース報道

レストラン責任者
予約責任者

①客室からの避難誘導・人員確認
②洞爺湖町指定の一時集合場所までの
誘導・案内

レストラン スタッフ

中央館 バンケット スタッフ

東館

事務所(予約、総務) スタッフ

１

副班長 １
班員（

）

班長

１

副班長 １
班員（

①館内放送

売店・資材
スタッフ

施設
スタッフ

）
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①けが人の応急介助
②高齢者・障がい者のサポート

①館内退去に際して設備点検・最終確認

3-2 噴火警戒レベルに応じた警報と避難行動の目安
下表は、噴火レベルに応じた警報と避難行動の目安です。
なお洞爺湖町では、レベル 3 以上に対して 1 ランクアップした行動で対応することとしています。
(レベル 3 の時はレベル 4 の行動、レベル 4 の時はレベル 5 の行動)

種別

名称

対象
範囲

レベル
(キーワード)

説明
火山活動の状況

住民等の行動

)

居住地域及びそれより火口側

噴火警報 居(住地域
又は 噴火警報

特別警報

火口から
居住地域近くまで
火口周辺

噴火警報 火(口周辺 )
又は 火口周辺警報

警報

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生、あるいは切迫して
いる状態にある。

危険な居住地域からの
避難等が必要 (状況
に応じて対象地域や方
法等を判断)。

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生すると予想される
(避難準備) (可能性が高まってい
る)。

警戒が必要な居住地
域での避難の準備、要
配慮者の避難等が必
要 (状況に応じて対象
地域を判断)。

居住地域の近くまで重
大な影響を及ぼす (こ
の範囲に入った場合に
は生命に危険が及ぶ)
(入山規制) 噴火が発生、あるいは
発生すると予想され
る。

通常の生活
(今後の火山活動の推
移に注意)。
状況に応じて要配慮者
の避難準備等。

５
(避難)

４

３

登山者・入山者
への対応

登山禁止・入山
規制等危険な地
域への立ち入り規
制等 (状況に応じ
て規制範囲を判
断)。

火口内等

噴火予報

予報

火口周辺に影響を及
ぼす (この範囲に入っ
通常の生活 (今後の
た場合には生命に危
(火口周辺 険が及ぶ) 噴火が発 火山活動の推移に注
意)。
規制)
生、あるいは発生する
と予想される。

火口周辺への立
ち入り規制等 (状
況に応じて火口周
辺の規制範囲を
判断)。

火山活動は静穏。
火山活動の状態によっ
て、火口内で火山灰の
(活火山で 噴出等が見られる (こ 通常の生活
あることに の範囲に入った場合に
留意)
は生命に危険が及
ぶ)。

状況に応じて火口
の立ち入り規制
等。

２

１

出典：リーフレット「噴火警報と噴火警戒レベル」(気象庁、平成 29 年 6 月)
リーフレット「有珠山の噴火警戒レベル」(気象庁、平成 28 年 4 月)より
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3-3 噴火警戒レベルに応じた行動と役割

状況

【レベル２対応】
有珠山噴火に関する異常現象が観測された
行動

内容

異常気象 入手者→総務渉外班→
情報入手
本部長・副本部長に報告

チェックポイント
・情報入手先
(①マスコミ報道 ②役場からの情報提供
③洞爺湖温泉観光協会 ④その他具体的に）
・気象庁火山情報
（http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tok
yo/volcano.html）の確認

情報収集
本部長→
専属体制
総務渉外班・通報案内班
指示

・関係機関との連絡体制確立
洞爺湖町企画防災課（0142-74-3004
洞爺湖町観光振興課（0142-75-4400
洞爺湖温泉観光協会（0142-75-2446
洞爺湖温泉旅館組合（0142-75-2446

担当）
担当）
担当）
担当）

・ホワイトボード・筆記用具・関係機関連絡先一覧事
前準備
防 災 本 部 対 応

通報案内班→宿泊者
必要事項を紙に書いて貼り出
し、合わせて同様の内容を記し
たペーパーを配布する。
何時現在の情報であるか。

・異常観測情報はすぐに広まり、宿泊客からの問い
合わせが多くなる。
宿泊客が知りたい情報を掲出するなどして、不要な
混乱を押さえる。

・何が起きた・起きている
（例：火山性地震が継続してい ・宿泊客が知りたい情報は、
- いま危ない状況なのか、
る。これに伴い図のエリアは入
- 避難が必要なのか、
山規制となっている。）
- いつまでに避難が必要なのか、
宿泊客へ ・避難の必要性
- どこまで（どこに）避難すればいいのか、
の情報提 （例：現在、ホテル及び周辺地 - 避難は何を使ってするのか、
供
などである。
区には危険はなく、避難の必
要はありません。ただし、早め
の移動(チェックアウト）を希望 ・日本語のほか、英語、中国語（簡体字・繁体字）、
韓国語の凡例を事前に準備する。
される方は、フロントにご相談く
ださい）
・想定されるＱ＆Ａを事前に準備する。
・噴火した場合の危険区域予測
図（有珠山火山防災マップ等）

（万一噴火した場合を考え、安全なエリアまで移動
したい。安全なエリアは？移動手段は？）

・災害に関する情報を入手でき ・回答伝達手段〜ボイストラの活用
るスマホアプリ（Safety tips）な
どの紹介
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【レベル２】
準備するもの

確認

警報発令内容・時間の掲示

□

関係機関との連絡体制確認と連絡先一覧の掲示

□

避難案内マニュアル及び避難案内ツールの所持確認

□

「Safety tips (災害時情報提供アプリ)」、「VoiceTra (翻訳アプリ)」のダウンロード確認

□

情報収集先リストの掲示

□

宿泊者名簿の写し作成

□

Ｑ

Ａ

今すぐ避難する必要はあるのか？

今すぐに避難する必要性はありません。
ただしチェックアウトを希望される方はフロントに相談ください。
災害に関する情報は刻々と状況が変わるので、災害時情報提

今どのくらい危ない状況なのか？

供アプリ「Safety tips」で随時確認ができます。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000234.html

安全な場所まで移動したい

最新の交通情報は、ポータルサイト「北海道 旅の安全情報」で
確認ができます。http://safety-travel.jp/

告知案内文例
有珠山噴火に関する異常現象が観測され、【噴火警戒レベル２】が発表されました。
今すぐに避難の必要はありませんが、有珠山周辺は入山規制と発表されますので絶対に近づかないでく
ださい。
状況は刻々と変わりますので、
・災害情報は、災害時情報提供アプリ「Safety tips」
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000234.html

Android

・交通情報は、ポータルサイト「北海道 旅の安全情報」

http://safety-travel.jp/

で確認ください。
早めの移動又はチェックアウトを希望される方はフロントにご相談ください。
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iPhone

状況

【レベル３対応】
洞爺湖町から避難準備・高齢者等避難開始発令
行動
避難準備・高齢者
等避難開始発令

内容

チェックポイント

洞爺湖町役場→
洞爺湖温泉観光協会→
ホテルへＦＡＸ

避難準備・高齢者 入手者→
等避難開始発令
総務渉外班→
情報入手
本部長・副本部長に報告

・発令時間の確認

避難準備・高齢者
総務渉外班→
等避難開始発令
洞爺湖温泉観光協会
情報確認報告

・確認時間の報告
・気象庁火山情報
(http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/dat
a/tokyo/volcano.html)の確認

避難方針の決定

・本部長⇔洞爺湖町で
避難対象者を協議し決定

防 災 本 部 対 応

・関係機関との連絡体制確立
洞爺湖町企画防災課 0142-74-3004
洞爺湖町観光振興課 0142-75-4400
洞爺湖温泉観光協会 0142-75-2446
洞爺湖温泉旅館組合 0142-75-2446
・ホワイトボード・筆記用具・関係機関連絡先
一覧事前準備

通報案内班→宿泊者
必要事項を紙に書いて貼り
出す、合わせて同様の内容
を記したペーパーを配布す
る。
何時現在の情報であるか。

宿泊客への情報
提供又は避難指
示

・異常観測情報はすぐに広まり、宿泊客からの
問い合わせが多くなる。
宿泊客が知りたい情報を掲出するなどして不
要な混乱を押さえる。

・宿泊客が知りたい情報は、
- いま危ない状況なのか、
・なにがおきた・おきている
- 避難が必要なのか、
(例：火山性地震が継続して - いつまでに避難が必要なのか、
いる。これに伴い図のエリア
- どこまで(どこに)避難すればいいのか、
は入山規制となっている。)
- 避難は何を使ってするのか、
などである。
・避難の必要性の有無
・避難指示の場合は移動方 ・日本語のほか、英語、中国語(簡体字・繁体
字)、韓国語の凡例を事前に準備する。
法案内
・噴火した場合の危険区域予 ・想定されるＱ＆Ａを事前に準備する。
(万一噴火した場合を考え、安全なエリアま
測図(有珠山火山防災マッ
で移動したい。安全なエリアは？移動手段
プ等)
は？)
・災害に関する情報を入手で
・回答伝達手段〜ボイストラの活用
きるスマホアプリ(Safety
tips)などの紹介
・外国人宿泊客の動向を記録
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【レベル３】
準備するもの

確認

避難情報発令内容・時間の掲示

□

防災本部体制の配置確認と体制図掲示

□

関係機関との連絡体制確認と連絡先一覧の掲示

□

避難案内マニュアル及び避難案内ツールの所持確認

□

「Safety tips (災害時情報提供アプリ)」、「VoiceTra (翻訳アプリ)」のダウンロード確認

□

情報収集先リストの掲示

□

宿泊者名簿の写し作成

□

Ｑ

Ａ

今すぐ避難する必要はあるのか？

高齢者など要配慮者への避難開始発令ですが、宿泊のお客様
についても直ちに町外の安全な場所に避難をお願いします。
災害に関する情報は刻々と状況が変わるので、災害時情報提

今どのくらい危ない状況なのか？

供アプリ「Safety tips」で随時確認ができます。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000234.html
有珠山周辺には危険ですから絶対に近づかないでください。

安全な場所まで移動したい

道路・交通情報は、ポータルサイト「北海道 旅の安全情報」で
確認できます。http://safety-travel.jp/

告知案内文例
有珠山噴火に関する異常現象が観測され、【噴火警戒レベル３】が発表されました。
ただちに町外の安全な場所に避難してください。
詳細は、ホテルフロント又は従業員にお問合せください。
状況は刻々と変わりますので、
・災害情報は災害時情報提供アプリ「Safety tips」
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000234.html

Android

・交通情報はポータルサイト「北海道 旅の安全情報」

で確認ください。
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http://safety-travel.jp/

iPhone

状況

【レベル４対応】
ホテルの所在する地域に、洞爺湖町から「避難勧告」が発令
行動
避難勧告
発令
避難勧告
発令情報
入手
避難勧告
発令情報
確認報告

内容

チェックポイント

洞爺湖町役場→
洞爺湖温泉観光協会→ホテルへＦＡＸ
入手者→総務渉外班→
本部長・副本部長に報告

・発令時間の確認

総務渉外班→洞爺湖温泉観光協会

・確認時間の報告
・一時集合場所までは、自力避難を原則とする。

本部長→全班長召集
避難誘導
計画指示

・担務に従って、宿泊客を一時集合場所へ
誘導する。
・全員に、外国人用案内ツールの所持を確
認・徹底

・移動手段を持たない外国人旅行者は、住民避難と同様に一
時集合場所からバス等による避難となる。
①一時集合場所：洞爺湖文化センター
(距離：850m、移動：徒歩 12 分 車 3 分)
②避難所：洞爺湖温泉小学校
(距離：2ｋｍ、移動：徒歩 28 分 車 6 分)
・拡声器・懐中電灯・携帯ラジオなどの避難グッズの備蓄確認
・気象庁火山情報
(http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/volcano.
html)の確認

情報収集
体制指示

本部長→総務渉外班・通報案内班

防 災 本 部 対 応

・関係機関との連絡体制確立
洞爺湖町企画防災課 0142-74-3004
洞爺湖町観光振興課 0142-75-4400
洞爺湖温泉観光協会 0142-75-2446
洞爺湖温泉旅館組合 0142-75-2446
・防災無線・広報車等の情報収集

通報案内班→宿泊者
宿泊客へ
避難勧告
の案内

避難誘導
の実施

・館内放送による案内

・日本語のほか、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語の凡
例を事前に準備する。

・避難勧告を紙に書いて貼り出し、合わせて
同様の内容を記したペーパーを配布する。
避難誘導班・通報案内班共同→宿泊者

・想定されるＱ＆Ａを事前に準備する。

・宿泊客全員に速やかな避難を促す。

・避難者(宿泊客)に伝達、指示する内容
⇒ 現時点における火山噴火に関する情報
⇒ 団体で(若しくはグループに分かれて)、一時集合場所
(洞爺湖文化センター)に移動(避難)すること。
⇒ センターまでは徒歩で移動(避難)、所要時間は 12 分
⇒ 障がい者(視覚、聴覚、肢体等、)等自力歩行困難な人
はホテル側で車両、車椅子で移動介助を行う。
⇒ 一時集合場所からは、バスなどで安全な場所に移動
(避難)すること。

・観光バス、自家用車、レンタカー、公共交
通機関などで訪れた宿泊客には、事情を説
明のうえ、自分たちの移動手段で移動(避
難)してもらう。
この際、立入禁止箇所や通行止めなどの情
報を提供する。
・移動手段がない者に対しては、ホテル側が
用意するバス等で、避難区域外等、かつ、
その後の移動手段がある安全な場所まで
輸送する(※ホテル側にその余裕がある場
合に限る)。
・前記の自力移動、ホテル側移動対象者以
外の者が残った場合、その者をホテルから
一時集合場所(洞爺湖文化センター)へ避
難誘導する。
各班長→総務渉外班→本部長・副本部長

・外国人旅行者への伝達手段
⇒ 外国語対応スタッフの配置
⇒ 多言語案内ツールの事前準備
⇒ 多言語翻訳アプリ「ボイストラ」の活用
⇒ 外国人宿泊客の中に日本語が可能な方がいれば、
通訳をお願いする。

・避難誘導班による館内チェック
避難誘導
・避難誘導完了確認
の報告・従
業員退去 総務渉外班→洞爺湖町・洞爺湖温泉観光
協会に避難完了報告
本部長→従業員全員にホテル退去指示
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【レベル４】
準備するもの

確認

避難情報発令内容・時間の掲示

□

出勤者の把握と役割分担の指示

□

連絡･報告者及び最終確認者の確認

□

関係機関との連絡体制確認と連絡先一覧の掲示

□

避難案内マニュアル及び避難案内ツールの所持確認

□

「Safety tips (災害時情報提供アプリ)」、「VoiceTra (翻訳アプリ)」のダウンロード確認

□

拡声器・懐中電灯・携帯ラジオの確認

□

情報収集先リストの掲示

□

宿泊者名簿の写し作成

□

Ｑ
今すぐに避難する必要はあるのか？

Ａ
重大な被害を及ぼす噴火発生が予想されるので、全員速やか
に避難をお願いします。
車で来られたお客様は、速やかに町外に避難してください。
公共交通機関でお越しのお客様は、住民の皆さんの一時集合

どこに避難したらよいのか？

場所に指定されている洞爺湖文化センターに集合してください。
徒歩で約 12 分です。
場所は、お渡しした避難案内ツールを参照ください。

洞爺湖文化センターからはどうなるの
か？
荷物はどうしたらよいか？

一時集合場所の洞爺湖文化センターからは、洞爺湖町の職員
が避難所の洞爺湖温泉小学校まで、住民の皆さんと一緒にバ
ス等で案内します。
生活に必要な最小限な物だけにしてください。
避難所に担当者がいますが限られた人員のため、
ご自身で
・災害情報は、災害時情報提供アプリ「Ｓａｆｅｔｙ ｔｉｐｓ」

今後のことは誰に相談したらよいか？

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000234.html
・交通情報はポータルサイト「北海道 旅の安全情報」
http://safety-travel.jp/
で確認してください。
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告知案内文例
有珠山噴火に関する異常現象が観測され【噴火警戒レベル４】が発表されました。
ただちにフロントに集合してください。
エレベーターは使えません！階段をご利用ください！
ホテルスタッフの指示に従ってください。
体調の悪い方や避難にお手伝いが必要な方はホテルスタッフまでお申し出ください。
現在鉄道やバスは運行していません。
危険ですので有珠山周辺には絶対に近かずかないでください。
車でお越しのお客様は、直ちに町外の安全な場所に避難してください。
公共交通機関でお越しの方は、一時集合場所である洞爺湖文化センターに集合してください。
詳細は、ホテルフロント又は従業員にお問い合わせください。
洞爺湖文化センターまでは、徒歩で約１２分です。
場所は避難案内ツール『自然災害時緊急避難案内洞爺湖町編』を参照ください。
避難所に担当者がいますが、限られた人員のため、ご自身で
・災害情報は、災害時情報提供アプリ「Ｓａｆｅｔｙ ｔｉｐｓ」
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000234.html

Android

・交通情報は、ポータルサイト「北海道旅の安全情報」

で確認してください。
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http://safety-travel.jp/

iPhone

状況

【レベル５対応】
ホテルの所在する地域に、洞爺湖町から「避難指示」が発令

本部対応

急を要し、避難のために立ち退かせる状況を想定。
基本動作はレベル４と同様
行動

時間

内容

避難指示連絡

0:00

洞爺湖町役場→
洞爺湖温泉観光協会→
ホテルへＦＡＸで通知

訓練開始・全館放送

0:00

本部長→
通報案内班に館内放送指示

避難誘導開始準備

10 分 本部長→
以内
総務渉外班に避難誘導準備指示
本部長→
避難誘導班長に誘導開始指示

避難誘導

避 難 誘 導 実 施

ロビー集合

10 分
以内 避難誘導班長→
各館別対応可能人員を確認し案
内箇所分担を指示
20 分
全員ロビー内に集合待機
以内

チェックポイント

・多言語原稿及び対応ス
タッフの事前確認
・宿泊所名簿・作成したツ
ールや利用可能アプリの
確認
・各種トラブル対応のＱ＆
Ａ活用
・救護班は、障がい者をフ
ォロ－
・集合待機している方へ、
「北海道 旅の安全情報」
(http://safety-travel.jp/)

を案内
氏名確認

状況説明及び
避難所の説明

一時集合場所へ誘導

5分

避難誘導班→ロビー集合の宿泊者
宿泊者名簿により確認

全員ロビー集合確認後、総務渉外班
5 分 から避難所への移動を説明。
一時集合場所：洞爺湖文化センター

・翻訳アプリ「ボイストラ」の
活用

・集団移動の引率体制
ホテル車又は徒歩で、洞爺湖文化セ
10 分
・各種情報(特に道路情
ンターへまとまって避難移動
報)のリアルタイムな入手

ロビー集合時確認名簿と照合
氏名確認
10 分 誘導班長→本部長→
(開始１時間以内の完了)
洞爺湖町に避難誘導完了報告
避難所へ移動

・外国人への説明スタッフ
確保

洞爺湖町→
集合した住民と一緒に行動
適時
避難所で帰国に向けた相談
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4. 各班の対応手順と要点
4-1 組織体制・役割分担
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4-2 総務・渉外班の対応手順と要点
総務・渉外班の対応ポイント

■速やかに集める
①避難指示のＦＡＸが届いたら宿泊客を速やかに 1 階のロビーに集めましょう。
②ケアすべき個人客（外国人+日本人）がどの程度いるのかを宿泊名簿ですぐ確認出来るよう
にしておきましょう。
③状況に応じてエレベーターの使用制限をしましょう。
■宿泊者の名簿確認
①一列に整列してもらいましょう。
②時間が無い場合は、名簿確認用の紙を配布して、記載してもらって回収しましょう。

① 宿泊名簿の照合
名簿（例）
チェック

部屋番号

名前

性別

年齢

国･地域

連絡先

□
□
□
□

② 関係者との連絡・調整
関係者との連絡関係

役場

観光協会

防災担当

ホテル

関連自治体の連絡先
市町村名
洞爺湖町

担当部署
企画防災課防災グループ

壮瞥町

総務課防災係

伊達市

総務部総務課危機管理室

室蘭市

総務部防災対策課

電話番号

住所

TEL：0142-74-3004

〒049-5692

FAX：0142-74-2121

洞爺湖町栄町 58 番地

TEL：0142-66-2121

〒052-0101

FAX：0142-66-7001

壮瞥町字滝之町 287 番地 7

TEL：0142-23-3331

〒052-0024

(内線)465
TEL：0143-22-1111
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伊達市鹿島町 20 番地１
〒051-8511
室蘭市幸町 1 番 2 号

4-3 通報・案内班の対応手順と要点

■アナウンスの工夫
①短いセンテンスで分かりやすく伝えることが大切です。
通報・案内班の対応ポイント

「アナウンスの一例」
・火山の噴火が迫っています。
・(脱出(避難)の必要があります。)
・1 階のロビーに集合して下さい。

・・・ 状況説明
・・・ 切迫状況の説明が重要な場合もある。

②避難勧告の放送後、多言語で避難勧告の放送内容を翻訳し、再放送しましょう。
③避難勧告の始まりと完了まで、少なくとも 2 回以上の放送を行いましょう。
④避難勧告を放送後、観光客は不安に陥りやすいことを想定して、
「落ち着いて、行動してください」などの内容を放送しましょう。
⑤停電して館内放送ができないときを想定して、拡声器・メガホンなどを準備しておきましょう。
■その他
①パニックになる想定で、できるだけ旅行者の不安を解消してもらうことを心がけましょう。
②噴火災害時は、一旦避難したら暫く戻れないことを説明しましょう。
③避難誘導する人員が多くロビーでの混乱が想定される場合、宴会場等への案内誘導も検討し
ておきましょう。
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① 関連情報の収集
外国人旅行者対応窓口を開設し、情報の提供などを行う。状況に応じて、提供情報を事前に整
理し、速やかに提供できるようにする。
(１) 外国人旅行者がホテル側に問い合わせそうな内容
● 外国人旅行者はさまざまな情報を求めてくると想定できる。
ニーズと被災状況を応じて、事前に情報ツールを用意する。
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(２) 外国人旅行者の質問に答えるためのツール、Web サイト

観光庁監修 外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ「Safety tips」
日本国内における緊急地震速報や津波警報、
噴火速報、その他気象の特別警報を通知する
プッシュ型アプリです。<無料>

Android

iPhone

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000234.html
多言語音声翻訳アプリ＜VoiceTra(ボイストラ)＞
国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)
話しかけると外国語に翻訳してくれる、
音声翻訳アプリです。<無料>

http://voicetra.nict.go.jp/

Android

NHK ワールド
NHK の海外向けサービスで、日本とアジアの今を伝える
ニュースや番組を世界に発信しており、パソコンやスマート
フォンで視聴できます。

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
北海道 旅の安全情報
交通情報(飛行機、鉄道、バス、フェリー、道路など)、
気象情報が一目でわかるポータルサイトです。

http://safety-travel.jp/
洞爺湖温泉観光協会
洞爺湖温泉観光協会の公式ホームページで、
洞爺湖温泉の各種情報を提供しています。
<総合案内所所在地>
〒049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉 142
TEL:0142-75-2446 FAX:0142-75-3715

http://www.laketoya.com/
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iPhone

(３) 外国公館リスト
主要な在道外国公館リスト
外国公館名

住所

電話番号

在札幌
米国総領事館

〒064-0821
札幌市中央区北 1 条西 28 丁目

電話：011-641-1115～7
FAX：011-643-1283

在札幌
大韓民国総領事館

〒060-0002
札幌市中央区北 2 条西 12 丁目 1-4

電話：011-218-0288
FAX：011-218-8158

在札幌
ロシア連邦総領事館

〒064-0914
札幌市中央区南 14 条西 12 丁目 2-5

電話：011-561-3171～2
FAX：011-561-8897

在札幌
オーストラリア領事館

〒060-0005
電話：011-242-4381
札幌市中央区北 5 条西 6 丁目
FAX：011-242-4383
札幌センタービル 17 階

出典：「在道外国公館 一覧」(北海道庁 総合政策部国際局国際課、平成 29 年 2 月)より抜粋
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/DiplomaticOffice.pdf

駐日外国公館リスト
エリア

Web サイト

アジア

駐日外国公館リスト（アジア）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/asia.html

大洋州

駐日外国公館リスト（大洋州）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/pacific.html

北米

中南米

駐日外国公館リスト（北米）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/n_america.html
駐日外国公館リスト（中南米）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/latinamerica.html

欧州

駐日外国公館リスト（欧州）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/europe.html

中東

駐日外国公館リスト（中東）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/middleeast.html

アフリカ

駐日外国公館リスト（アフリカ）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/africa.html
出典：「駐日外国公館リスト 目次」(外務省)より
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html
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(４) 帰宅支援に関する情報
● 近隣来訪者や通行者等施設利用者以外の外国人旅行者も、受け入れ可能な場合は積
極的に保護をする。
災害発生時は、日本人の帰宅困難者の受け入れ等で混乱が予想されるが、『北海道にお
ける防災関連協定』を確認し、防災協定を結んだ企業・団体などにも滞在中の外国人情
報を提供し、帰国に向けたサポートを依頼する。
● 北海道における防災関連の協定締結一覧 (北海道庁総務部危機対策局危機対策課)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/bsb/minnkannkyoutei.htm
北海道における防災関連協定の分野
新聞・放送

医療・福祉・
医薬

食料・飲料・
生活物質
の供給等

救助・救援等
の支援

葬祭の支援

住宅の支援

帰宅支援

輸送

行政機関

その他

● 必要な時、災害時帰宅支援ステーションを利用し、あるいは外国
人に伝達する。
協力店舗には、右のステッカーが掲示されている。
災害時帰宅支援ステーションの役割
➀ 水道水の提供
② トイレの使用
➂ 地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可能な道路に関する情報の提供
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4-4 避難誘導班の対応手順と要点
① 館内での誘導

館 内 での避 難 誘 導 の対 応 ポ イント

■お客様への案内
①宿泊者が不安にならないように、冷静に呼びかけましょう。
②外国語のスタッフと協力しながら、多言語での案内をしましょう。外国人スタッフがいない場合
でも速やかに誘導できるように多言語の案内版を準備しておきましょう。
③高齢者や障がい者などの避難弱者の皆さんを優先的に避難誘導しましょう。
④自分（自家用車やレンタカー)で避難できる人は避難してもらい、団体客は添乗員 に任せまし
ょう。
⑤自分で避難する方には、道路状況や災害状況を「北海道 旅の安全情報」などで案内しましょ
う。
⑥残ったお客様に、避難方法についての説明をして行動に移しましょう。
■荷物を持った避難の想定
①大型荷物を持つ旅行者がいることを想定しましょう。
②日頃から関係者間で大型荷物も想定した輸送力の確保について打合せをしておきましょう。
■従業員とその家族の避難
①宿泊客だけでなく、従業員や家族の避難方法とタイミングも事前に決めておきましょう。
（災害対応の際に忘れがちなポイント）
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② 館外での誘導

■避難誘導案内
①「自然災害時緊急避難案内」（マップ）を配って携帯してもらいましょう。
②一時集合場所への案内は、最低限伝えるべきことを短いセンテンスで説明しましょう。
「説明の例」
・噴火が迫っています。
・・・ 状況を説明する。
・避難バス乗場へ誘導します。
・・・ 目的を伝える。
・(赤いベストを着ている人)に付いてきて下さい。 ・・・ 誰が誘導員か知らせる。
■避難誘導案内（マップ）の工夫

館 外 で の 避 難 誘 導 の 対 応 ポ イ ン ト

①一時集合場所はピクトグラムで表示しましょう。
②赤い矢印を入れるなど、わかりやすい補助的説明をしましょう。
③何のための場所かの説明を入れましょう。
・避難のためのバス乗り場
■誘導員
①誘導員と一目でわかるようにしましょう。
「着用の例」
・緊急時着用する服装（ジャンパーや赤いベスト）
・誘導用具（旗や赤いライト）
②誘導スタッフが足りない場合は、宿泊客に誘導をお願いすることも考えましょう。
③違う方向に走っている人がいても惑わされず、しっかりとした意思を持って誘導しましょう。
④集団で移動する場合は、はぐれないように最後方にも人を付けましょう。
■避難先の目印
①標識はピクトグラムなどを使い、はっきりと理解できる目印で案内表示しましょう。
②一時集合場所が固定の場合、「噴火避難バス乗り場」のような案内標識設置を考えましょう。
■受付の体制
①日頃から関係者間で対応言語、要員確保等について決めておきましょう。
②差し迫った状況の中で、受付カードの内容は最低限の情報があれば受付完了と見なしましょ
う。
・名前・年齢・性別・国籍は必須
③受付が渋滞した場合、バス乗車時や車内での受付カード回収も可としましょう。
➃時間的猶予を最優先に考え、臨機応変な対応を心がけましょう。
■避難バス
①バスには、状況を理解して今後の行動を説明できる人が同乗しましょう。
②バスの中や避難先などで時間的余裕ができたら、「VoiceTra」（翻訳アプリ）「Safety tips」（災
害時情報提供アプリ）「北海道 旅の安全情報」（災害交通情報のポータルサイト）などを使っ
て状況を説明しましょう。
③バスの手配は大型荷物も想定して手配しましょう。
➃障がい者、高齢者の移動は、関係者全体で対応する体制を決めておきましょう。
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一時集合場所
避難誘導者

避難対象者

ホテル職員
（避難誘導班）

宿泊客、施設周辺客

一時集合場所
洞爺湖文化センター
〒049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉 142-140

洞爺湖温泉地区は、避難所へ避難後、役場防災担当の協力を得て、情報収集、実態把握お
よび帰国等の準備を行う。
道路交通への影響が認められない場合
避難手段

避難対象者

避難方法

レンタカー利用など

レンタカー、自家用車を利用し
て来た旅行者など

観光バス

団体旅行者など

公共交通手段
（バス、JR など）

個人旅行者など公共交通手
段を使用している旅行者
負傷者や要配慮者（高齢者、 安全な場所にある病院等、所要の施設に優先
障がい者、幼児など）
的に避難させる。

消防車両

役場担当者及び警察等の誘導や交通整理によ
り、安全な経路で避難させる。

道路交通への影響が認められる場合（救出救助）
避難手段

避難対象者

避難方法

有珠山周辺にいる観光客等

消防及び自衛隊で調整のうえ、救出を行い、安
全な経路で避難させる。

負傷者や要配慮者

消防及び自衛隊により救出救助し、安全な場所
にある病院等、所要の施設に優先的に避難さ
せる。

消防及び自衛隊の特
殊車両・ヘリ等
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4-5 救護班の対応手順と要点
① けが人の応急
外国人旅行者の傷病者が発生した場合は、応急処置を行う。治療が必要な場合は、近隣の医
療施設を確認し、随行・搬送する。
● 落ち着いてゆっくり話す。
● 緊急の措置を施す。
● 宿泊者の状況を医療機関に伝える。
● 外国語を話せるスタッフあるいは日本語を話せる外国人に協力してもらう。
● 症状を把握し、必要に応じて下記の災害拠点病院・医療救護施設に連絡をする。
● けが人の名前・年齢・連絡先を把握し、関係者に伝える。
災害拠点病院・医療救護施設
地域
洞爺湖町
伊達市
室蘭市

医療機関名

住所

電話番号

社会福祉法人
北海道社会事業協会洞爺病院

虻田郡洞爺湖町高砂町 126 番地

0142-74-2555

総合病院伊達赤十字病院

伊達市末永町 81 番地

0142-23-2211

市立室蘭総合病院

北海道室蘭市山手町 3 丁目 8-1

0143-25-3111

日鋼記念病院

北海道室蘭市新富町 1-5-13

0143-24-1331

② 避難弱者(高齢者・障がい者)のサポート
● 避難弱者(高齢者・障がい者)の方がいた場合、緊急対応をしているスタッフを除き、最優先で
サポートを行う。
なお一時集合場所である洞爺湖文化センターまでの移動は、原則ホテルの車で送り届ける。
また本人を了解のもとご家族への連絡も代行する。

4-6 施設班の対応手順と要点
① 館内の最終確認・点検
● 施設班は宿泊者のホテル退去後、館内をくまなく点検し、従業員も含め全て館内に人がいな
いことを最終確認する。確認後防災本部長に報告し、合わせて洞爺湖町災害対策本部にも
報告を行う。
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4-7 避難誘導訓練の重要性

■避難訓練について

避 難 訓 練 の ま と め

①外国人との言葉や理解が不足、内容を違って解釈した。
⇒ 次回の訓練で改善を図りましょう。
②同じ訓練は意味がないということはない。
⇒ 訓練を行うたびに課題が見つかるはずです。
③今回は 2～3F から約 20 人の避難訓練だった。
⇒ 満室時を想定したシミュレーションを行いましょう。
「想定される課題」
・スタッフの数、避難所要時間、集合場所のスペース
・日本人/外国人を分けるか否か、外国人に伝わらなかったことは何か
④完璧を目指すのではなく、次回に向けて課題を少しでも減らす努力をしましょう。
■危機管理体制
①人も入れ替わるので、定期的に組織体制の点検と、実践（訓練）で経験することが大事です。
②想定外は起きるもので、訓練を継続することで本番時のダメージが少なくなります。
・案内しても付いてこない。
・荷物を一杯持ってきて階段を下りられない。
■顔の見える関係づくり
①普段から顔の見える関係づくりが大事です。
関係づくりができていないと．．．
・困った時に手伝いを依頼しても、なかなかうまくいきません。
・計画などで連携方法について定めていても、本番にはうまくいかないことが多々おきます。
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【参考】 平成２９年１０月３日（火）実施の避難訓練シナリオ
項目

事
前
準
備

洞
爺
湖
町
避
難
訓
練

ホ
テ
ル
避
難
訓
練

意
見
交
換
会

時間

内容

担当者

チェックポイント

メガホ
ンヤク

ボイス
トラ

○

○

総務渉外班（２）
通報・案内班（１）
避難誘導班（３）

1

避難訓練参加者の指名と
担当確認

洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス防災本部組織体制に
基づき10月3日のシフトを参考に指名

2

避難訓練関係資料配布・
事前確認

避難誘導マニュアル・緊急避難案内（日・英・簡・韓）
「Ｓａｆｔｙ ｔｉｐｓ」「ボイストラ」のダウンロード
（お役立ち情報）

3

レベル４発令時に必要な
ものを用意・確認

関係機関の連絡先一覧（別紙）
情報収集先リスト（北海道旅の安全情報）
多言語案内ツール（別紙）
想定Ｑ＆Ａ(別紙）

4

関係者操作説明会
（10月2日）

13:00 関係者にメガホンヤク・ボイストラの使用方法事前説明

5

関係者ミーテイング

9:00

ホテル関係者と実証事業関係者との最終確認・事前準備チェック

6

登別地区参加者洞爺集合

9:20

バス（１８名）・現地集合（９名）
バス車中で全体計画説明後アプリ等のダウンロード

7

避難訓練参加者ロビー集合

9:25

荷物を持って集合（荷物は訓練終了まで一括預かる）

8

避難訓練開始連絡

9:30

洞爺湖町役場→住民に避難指示サイレン

9

氏名確認

9:30

宿泊者名簿から外国人宿泊者をピックアップ

総務・渉外班（２）

所要時間（5分以内）

10

状況及び避難場所説明

9:35

全員ロビー集合確認後案内通報班から避難場所への移動に
ついて説明(メガホンヤク・ボイストラ・多言語案内ツール）
緊急避難案内配布（日・英・簡・韓）

総務・渉外班（２）
通報案内班（１）

掲示板用意
洞爺湖文化センターマップ
関係連絡先・情報入手先・アプリ等の情報を張り出し

11

一時集合場所へ移動

9:40

各自徒歩で移動（障がい者の視点：車いす2台）

12

一時集合場所到着

9:50

氏名確認

13

避難所へ移動

10:00 道南バスで洞爺湖温泉小学校へ移動

14

「合同災害対策本部運営訓練」
「炊き出し訓練」会場の見学

11:00

15

ホテル到着

11:45 到着後昼食、12:20～客室で待機

16

訓練開始連絡

12:30 洞爺湖町役場→洞爺湖温泉観光協会→ホテル万世閣へＦＡＸ

17

訓練開始・全館放送

12:30 情報入手者→総務渉外班→ホテル責任者→全班責任者を招集

総務渉外班（１）
通報・案内班（１）
避難・誘導班（１）

18

全館放送

12:35 ホテル責任者→通報案内班に館内放送指示

通報・案内班（１）

19

各客室案内

12:40

避難誘導マニュアルに従い案内開始
（メガホンヤク・注意事項案内板・翻訳アプリ等）

避難誘導班（３）

作成したツールや利用したアプリの検証

○

○

20

避難誘導

避難誘導マニュアルに従い誘導（階段利用）
12:45 事前に想定されるトラブルを洗い出し、外国人参加者に
演技してもらう。

避難誘導班（３）

各種トラブルへの対応（ボイストラ）
想定時間を１６：００～１８：００とする

○

○

21

ロビー集合

12:50 全員ロビー内に待機

通報・案内班（１）

○

○

22

氏名確認

12:55 宿泊者名簿により確認→ホテル防災責任者に報告

総務・渉外班（２）

○

○

23

意見交換会会場に移動

13:00 全員の確認後移動

24

昼食後関係者との
意見交換会

13:00

25

避難訓練終了

14:00 バスで札幌・登別へ

全員

総務・渉外班

小坂＋（２～３

宮崎・小坂・小田

） 北海道総合通信局・パナソニック参加
北海道運輸局・北海道総合通信局
ＪＴＢ北海道・スクラッチ・ライヴ環境計画
登別観光協会前（８：００）発

荷物預かり担当

ロビー下「バリアント」に移動し訓練開始
レベル４を想定
○

○

○

○

作成した緊急避難案内の検証
観光振興課

言語別に誘導

○

観光振興課

メガホンヤク＋多言語案内ツール

○

道南バスで豊浦町ふるさとドームへ移動、協議会の避難訓練見学後
洞爺湖万世閣に戻る

洞爺湖万世閣会議室で避難訓練参加者と地元関係者との
意見交換会
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住民の方がいない場合「地震体験」

レベル４を想定

宮崎・小坂

想定Ｑ＆Ａ
多言語案内ツールの使用方法
「Ｓａｆｔｙ ｔｉｐｓ」「ボイストラ」
のダウンロード確認
○

集合待機している方へのフォロー
（お役立ち情報のご案内等）
日本語が堪能な外国人旅行者へのサポート依頼

所要時間（避難誘導開始から３０分以内）

5. 北海道の自然災害状況
5-1 災害の種類による差異
災害の種類によって以下の様な特徴や相違点があるので、対応にあたって留意が必要となる。
また、自然災害が発生した場合、二次災害も発生する可能性がある。
よって、火山噴火に伴う地震、火事など災害が発生することを考慮しながら、避難誘導を行う必要
がある。
災害
種類

二次災害

被災
範囲

旅行者の安全上の留意点

地震・津波

・通信インフラ、交通インフラが被害を受けている可能性がある。
建物損壊、
都市単位 ・観光施設や宿泊施設等も被災している可能性がある。
火災、浸水、
～
インフラ・ライフライ
・当面の間は余震の警戒が必要である。
広域
ン被害など
・被災地域以外での観光は可能。

台風

・地震等に比べると影響期間は短期間。
浸水被害、
土砂崩れなど

広域

・実際の被害発生前に警戒期間がある。
・被災地域以外での観光は可能。

豪雨

・地震等に比べると影響期間は短期間、影響範囲も局所的。
浸水被害、
土砂崩れなど

都市単位 ・ゲリラ豪雨のように突発的に発生するものもある。
・被災地域以外での観光は可能

火山噴火

・事態進展の不確実性（火山活動への警戒、長期化）がある。
降灰影響、
地震など

広域

・被災地域以外での観光は可能
・大規模の降灰があった場合には、交通機関、特に航空機運航
に影響がある。

観光庁：「訪日外国人旅行者の安全確保のための手引き」（平成 26 年 10 月）から引用
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5-2 地震

出典：「その震度どんなゆれ？」気象庁震度関連解説表：震度とゆれの状況(平成 28 年 6 月)
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5-3 大雨

災害が起こるおそれがある気象現象が予
想されるとき

重大な災害が起こるおそれがある気象
現象が予想されるとき

数十年に一度という極めて稀で異常な気
象現象で重大な災害が起こるおそれが
著しく大きいとき

出典：気象庁「大雨や台風に備えて」(平成 29 年 3 月)
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5-4 大雪

出典：札幌管区気象台、北海道開発局、北海道、(国研)土木研究所 寒地土木研究所
「できていますか？暴風雪への備え」(平成 26 年 1 月)
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6. 災害用参考資料
以下のアプリやガイドライン、マニュアル、ビデオなどが、Web 上で公開されています。
ご一読いただき、活用いただければ幸いです。
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7. 外国人対応文例
火山噴火関連文例
火山噴火に関する警報が出ましたので、ただちに、フロントに集合してください。
For issuing the volcano eruption alert, please gather at the front desk of the hotel to take
refuge.
因发布火山喷火警报，请迅速到酒店前台避难。
화산 분화에 관한 경보가 발령되었으므로 즉시 프런트에 집합해 주십시오.
パスポートなど貴重品のみをお持ちください。
Please only carry your passport and other valuables.
请务必只携带护照等贵重物品。
여권 등 귀중품만 챙기시길 바랍니다.
避難時、エレベーターは使えません！階段を利用ください！
Don`t use elevators, only use the emergency stairs
避难时，不得使用电梯，请使用紧急通道避难！
피난시 엘리베이터는 사용할 수 없습니다!계단을 이용해 주십시오!
スタッフの指示に従ってください。
Please follow the directions of the staff.
请听从工作人员的指示。
스탭의 지시에 따라 주십시오.
ここは安全です。
It`s safe here.
这里很安全。
여기는 안전합니다.
慌てて外に飛び出さないでください。
Don’t rush outside in a hurry.
切勿惊慌奔逃到户外。
당황해서 밖으로 뛰어 나가지 말아 주십시오.
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外国人対応文例
エレベーターが止まったらすぐに降りてください。
Get out of the elevator immediately once it has stopped.
电梯一旦停止，请立刻离开。
엘리베이터가 멈추면 즉시 내려 주십시오.
水は使えますがお湯は出ません。
Cold water only. No hot water is available.
我们只能提供冷水，没有热水。
물은 사용할 수 있습니다만 더운 물은 나오지 않습니다.
この建物から避難するので貴重品を持ってフロントに集合してください。
We must evacuate this building. Bring your valuables and gather at the front desk.
我们必须撤离这座建筑物，请带上个人随身贵重物品，到大厅前台集合。
이 건물로부터 피난하므로 귀중품을 가지고 프론트에 집합해 주십시오.
飲料水と食料は確保しています。
We have enough water and food in stock.
我们有储备的饮料水和食物。
음료수와 음식은 확보하고 있습니다.
電気が止まっているので照明やエアコンは使えません。
Due to an electricity failure, the air conditioner and room lights cannot be used.
由于停电，照明和空调设备无法使用。
전기공급이 멈췄으므로 조명이나 에어컨은 사용할 수 없습니다.
断水しているのでトイレの水は流れません。
The toilet doesn’t flush due to stoppage of the water supply.
因为供水中断，厕所无法冲水。
단수 중이라서 화장실 물이 내려가지 않습니다.
断水しているので風呂・シャワーは使えません。
The bath and shower cannot be used due to stoppage of the water supply.
由于供水中断，浴缸，淋浴都无法使用。
단수 중이라서

목욕・샤워는 할 수 없습니다.
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外国人対応文例
従業員が施設内を巡回しますのでドアを開けたままお待ちください。
Keep your room door open for the safety check patrol.
请打开客房门，以方便工作人员巡逻检查。
직원이 시설내를 순회하므로 문을 열어놓은 채로 기다려 주십시오.
ケガや火傷した場合は従業員に申し出てください。
Let staff know immediately if you are injured or burned.
烧伤或受伤时请告知工作人员
부상이나 화상을 입었을 경우에는 직원에게 알려 주십시오.

情報提供時の告知文例
この施設は一時集合場所の移動まで皆様の安全を守ります。
We will keep you safety during you go to the Temporary meeting place.
在您转移到临时集合场所以前，我们都会维护您的安全。
이 시설은 일시 집합장소로 이동할때까지 여러분의 안전을 지켜 드립니다.
従業員の指示には必ず従ってください。
Act calmly and follow instructions from staff.
请按照工作人员的指示行动。
직원의 지시에는 반드시 따라주십시오.
必要な情報・わからないこと・不安なことは従業員に訊ねてください。
Do not hesitate to contact us whenever you need information, have any questions or face
any problems.
如有任何欲获知的信息，疑问或焦虑都可以联系工作人员。
필요한 정보 , 궁금한 점, 불안한 점은 직원에게 얘기해 주십시오.
鉄道やバスは運行していません。
Public trains and buses are not yet in operation.
铁道和巴士都停运。
철도와 버스는 운행하지 않습니다.
鉄道やバスが運行していないので空港へ行くことはできません。
There is no airport access because trains and buses are not in operation.
因为铁道和巴士停运，所以无法前往飞机场。
철도나 버스가 운행하지 않고 있으므로 공항에 갈 수 없습니다.
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情報提供時の告知文例
母国や他国への航空機は現在就航していません。
All overseas flights are currently not in service.
飞往海外的航班都停运了。
모국이나 타국으로 가는 항공기는 현재 취항하고 있지 않습니다.
大使館の連絡先はこちらです。
Contact information for the embassy is as follows.
大使馆的联系方式如下。
대사관 연락처는 여기에 있습니다.
旅行会社、航空会社の問い合わせ先はこちらです。
Contact information for the embassy is as follows.
旅行社以及航空公司的联系方式在这里。
여행 회사, 항공 회사 문의처는 여기에 있습니다.
観光協会の問い合わせ先はこちらです。
Contact information for the Tourism Association is as follows.
观光协会的联系方式在这里。
관광 협회

문의처는 여기에 있습니다.

この紙に書いてください。
Please write it on this paper.
请写在这张纸上。
이 종이에 써 주십시오.
テレビやインターネットは使えません。
The TV and internet cannot be used.
电视和英特网络都不能使用。
텔레비전이나 인터넷은 사용할 수 없습니다.
携帯電話やスマートフォンは使えません。
Mobile phones and smartphones cannot be used.
手机和智能手机都无法使用。
휴대 전화나 스마트 폰은 사용할 수 없습니다.
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情報提供時の告知文例
ラジオで外国語の放送をしています。
The current news in foreign languages is now available on the radio.
您可以收听到外国语的广播电台。
라디오에서 외국어 방송을 하고 있습니다.
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