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1 ガイドラインの目的 

 
1-1 ガイドライン策定の目的 

 

（１）ガイドライン策定の主旨 

本ガイドラインは、知床観光圏及び富良野・美瑛広域観光圏を対象とする。知床観光圏

は、世界遺産である知床半島を含む地域として、豊かな自然や温泉に恵まれ、年間を通じ

多くの観光客が訪れている。一方、富良野・美瑛広域観光圏は、美しい田園景観を有し、

ＣＭやドラマ等のロケ地としても有名であるほか、富良野市や占冠村では良好な雪質に恵

まれたスキー観光地域として、近年では海外観光客の入り込みも増加傾向にある。 

これら北海道を代表する両地域においては、今後もアジアの経済発展等に伴う外国人観

光客の増加が期待されている。 

こうした状況を踏まえ、両対象地域での更なる観光振興を図るために、国内観光客のみ

ならず外国人観光客の受入れ体制の整備に向けた指針として、｢多言語案内表示ガイドライ

ン｣を策定する。 

 

（２）ガイドライン策定の目的 

本ガイドラインは、外国人観光客がレンタカーや公共交通を利用し、両地域内の観光地

を自由に周遊できるような外国語表記のある案内表示(以下｢多言語案内表示｣という。)を

設置するために必要な基本的事項を定めたものである。 

策定にあたっては、｢わかりやすく、活用しやすい｣ガイドラインとなることはもちろん、

地域の特性を生かしつつ、基本的な事項において統一された｢多言語案内表示｣となるよう

配慮している。 

また、外国人観光客が観光地を周遊するにあたり最も大切なことは、道がわからなくて

困っている場合に、地域の人々による道案内＝｢ホスピタリティ(おもてなし)｣であると考

えられることから、全ての観光行動を｢多言語案内表示｣だけで支援するのではなく、対象

地域の観光関連事業者や交通事業者、また地域住民による親切な案内という環境づくりも

目指すものである。 

 

（３）ガイドラインの性格 

本ガイドラインは、外国人観光客に対して、統一性のある多言語案内表示により、観光

行動を支援することが望ましいことから、対象地域における｢多言語案内表示｣を設置する

ための基本的事項を定めたものである。したがって、｢多言語案内表示｣を新たに設置する

場合や、既設の案内表示を更新する場合には、本ガイドラインに沿うことを期待するもの

である。 

また、対象地域内の各市町村が、｢多言語案内表示｣に関する設置基準を新たに定め、ま

たは、改正する場合には、本ガイドラインを踏まえた設置基準とすることも求めることと

する。 

 3



 
1-2 ガイドラインで対象とする案内表示 

 

本ガイドラインでは以下の表示を対象とする。 
 

◆車輌、歩行者を対象とする案内表示の内、主に歩行者用の地図案内表示、誘導表示、記名・

説明表示、規制表示とする。 

◆ＪＲ関連の表示については、駅構内の各種利用案内とする。（※ＪＲ駅構内での各種表示につ

いては、国の指針やＪＲ北海道のルールに沿って整備が進められているため、これら指針や

ルールに沿い、かつ個別対応が可能な表示を対象とする。） 

◆バス関連の表示については、バスターミナル内の各種利用案内表示の他、バス停等を対象と

する。 

 

●高速で移動している利用者を対象とする

経路案内標識
出発地から目的地までの経路を案内する標識。
主として青字に白色矢印を用いた標識。

地点案内標識
現在地の情報提供や著名地点への案内などを行
う標識。交差点名標識、路線番号標識、著名地
点標識など

●車両系、歩行者系の両方を対象とする

歩者供用系 著名地点誘導表示

●低速もしくは停止している利用者を対象とする。

誘導表示

案内表示（地図案内）

記名表示

説明表示

規制表示

防災系表示

広報用表示

対
象

利用案内表示

位置・誘導表示

規制表示

車両表示（ＪＲ）

利用案内表示

位置・誘導表示

規制表示

バス停

車両（バス）

＜車輌・歩行者を対象とする案内表示＞

対
象
表
示

対
象
表
示

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
考
え
方
を
基
に
各
表
示
間
で
連
携
を
目
指
す

＜公共交通関連の案内表示＞

道路の分岐点において矢印等を用い目的の施設等を案内するサイン
で、道路管理者以外の公共団体に設置されたもの。

車両系 道路案内標識

歩行者系

人の移動を助ける情報（現在地と目標地、移動経路等の確認）

人の移動を助ける情報（目標地までの移動中の経路確認）

著名地点となる場所や、施設の名称を表示

著名地点となる観光地、記念碑、史跡、樹木等の説明

行先、種別（急行・快速等）、系統名・車両番号、次の停車地、乗
り換え情報、経由地、等

秩序を維持するための規制、警告

災害の備えとして必要な情報

広報板、掲示板など

交通機関系
（ＪＲ）

交通機関系
（バス）

構内案内図、乗車券購入方法、運賃表、時刻表、路線ネットワーク
図、等

旅客施設出入口・乗降口、案内所等、乗車券売場、精算所、待合
所、トイレ、改札口、停車地案内標、他

禁煙、立ち入り禁止、等

行先、種別（急行・快速等）、系統名・車両番号、次の停車地、乗
り換え情報、経由地、等

運行時刻表、路線図、等

時刻表、経路表示、運賃表示、等

バス案内、旅行案内、等

一般車両進入禁止（バスレーン）、等
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●情報提供の 

 あり方 

・ 外国人観光客に限らず、地域を訪れる観光客がより快適で気持ちよく観光を

楽しむことができるようにするためには、十分な観光情報の提供が不可欠で

ある。これにより、観光客は様々な観光対象に望ましい形で接することがで

きるようになり、観光資源・施設のみならず観光地そのものの価値の向上に

つながっていく。 

・ これに対し、観光客を迎える観光地サイドでは、大きく分けて観光案内所、

観光案内表示（サイン）、パンフレット類（マップ類）の 3 つのツールによ

り観光情報を提供していくことになる。よって、これらはそれぞれに独立し

て完結するものではなく、表示地名や案内情報等において、相互に補完しあ

いながら機能することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
●地図案内表示 ・ 地図案内表示は、観光地の空間の構造や施設の構

成を案内する面的な情報を伝えるためのもので

ある。観光客のような不特定多数の人々が利用す

る場所では、空間の構造を速やかに把握するため

の手がかりが必要で、観光客に不安を感じさせな

いように簡明に案内することが重要となる。代表

的な例として、観光対象を含むエリアの概要を知

らせる地図案内表示、交通拠点等に設置されてい

る施設配置板などがあげられる。 

・ 案内表示は、観光客の行動範囲や記憶のできる範

囲を踏まえて情報を基準化し、ピクトグラム等を

用いて表現が煩雑にならないような工夫が必要

である。 

 
●誘導表示 ・誘導表示は目的地（観光地）にすみやかに誘導し、

的確な動線をつくる働きが求められる。誘導表示は

方向案内とも呼ばれ、方向や行き先、距離を示す線

的な情報を伝えるものである。代表的な例として、

道路案内標識、観光案内標識、交通拠点や観光施設

内の方向案内などがあげられる。 

町清里町

町斜里町
羅臼町

標津町標津町

神の子池

さくらの滝

緑の湯

裏摩周展望台

道の駅ﾊﾟﾊﾟ ﾗﾝﾄﾞさっつる

きよさと焼酎工場
ﾚｽ ﾊｳｽきよさと

ﾐ ﾄ

ｺｽﾓｽ街道駐車帯

秀峰庵

緑清荘

清里ｵｰﾄｷ ﾝﾌﾟ場
宇宙展望台(町営牧場)

道の駅しゃり

町立知床博物館 似久科原生花園
斜里原生花園

斜里温泉

越川温泉

天に続 みち

ウナベツ温泉

清岳荘

Café pa h

知布泊

ｵｼﾝ ｼﾝの滝

ブユニ岬

道の駅うとろ・ｼﾘｴﾄｸ
知床世界遺産ｾﾝﾀｰ

ｳﾄﾛ温泉

知床自然ｾﾝﾀ
ﾌﾚﾍﾟの滝

来運の水

知床五湖

さけますふ化場

三段の滝

ﾁｬ ｺﾂ岬

知床峠

道の駅知床・らうす

羅臼ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ
見返り峠

間欠泉羅臼温泉

ｶﾘｺﾞｹの洞窟

天狗岩

幌萌ｵﾝｺ公園

峯浜ﾊﾟｰｷ ｸﾞ

しべつ海の公園ｷｬﾝﾌﾟ場ｻｰﾓﾝ科学館

北方領土館
ﾎﾟｰ川史跡自然公園

野付半島

観光案内所            誘導表示             広域マップ等        
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●記名表示 ・記名表示は、場所を特定する点的な情報、すなわち観光客に目的地への到着を

知らせるものである。目的となる場所を他と区別し、確かにその地点であるこ

とを証明する機能がある。代表的な例として、町名街区番号の表示、道路（通

り）名称、施設名称の表示板、駅、バス停などがあげられ、目印になる特徴的

な造形物（ランドマーク）にも記名機能がある。 

・さらに観光客に歓迎の意を

表示する歓迎サインもこ

れに含まれる。 

 

 
●説明解説表示 ・説明解説表示は、市町村や施設などの内容を紹介し、利用に関する情報を伝え

るものである。観光対象の由来や内容、施設の設備の使い方を説明するもの、

公共交通機関の料金表、時刻表、動物等の学習標などがあげられる。 

・基本的にはパンフレットやチラシと同様の機能を持つが、現場（観光地）との

対応において不可欠なメディアでもある。 

・説明解説サインには、大きく以下の 2種類に分類される。 

＜利用案内サイン＞ 

・施設設備等の内容を紹介するとともに、利用

方法を説明するものである。案内、記名、禁

止・規制を含めた複合的なサインとなること

が多い。 

 
＜解説サイン＞ 

・観光対象の由来や内容に対する理解を促すも

ので、景勝地や記念碑、動植物などの詳しい

情報を提供し、学習機会を提供する。 

 

 

 
●規制警戒表示 ・規制警戒表示は、利用上の最低限の約束やマナーを伝えるものである。代表的

な例としては、道路の規制標識や注意喚起標識、観光スポット周辺での立ち入

り禁止や禁煙、ゴミのポイ捨て禁止等があげられる。ピクトグラム等を用いて、

簡潔に誰にでもわかりやすい表現で表示する必要がある。 
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1-3 案内表示の多言語化に向けた調査とガイドライン作成の手法 

 

（１）ガイドライン作成の手法 

本ガイドラインは、各市町村及び観光協会、交通事業者等の担当者へのヒアリング調査と、

ヒアリング結果から、特に重要な案内表示を選定のうえ実施した現状調査から始め、調査結

果整理、事前診断調査等、以下の行程を踏まえ作成したものである。 
なお、事前診断調査、及び実地検証調査は、英語圏、韓国語圏、中文圏（繁体字・簡体字）

の 4カ国語圏ネイティブの参加により調査を行った。 
 

・ヒアリング調査

・案内表示の現状調査

・主要な観光拠点の整理（地名ﾘｽﾄ整理）

・観光経路の設定

・経路上での重要な案内表示の選定

・調査対象とした各案内表示毎の課題整理

・その他、公共交通機関等の課題整理

・既存の案内表示の課題整理

・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ基本ﾙｰﾙの整理

・検証用多言語案内表示の作成

・表示に対する実地検証の実施

・検証結果を踏まえ詳細ルールの整理

（地図案内表示、誘導表示、規制表示等、）

実地検証

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの整理

現状調査

調査結果整理

事前診断調査

課題整理

地図案内表示（道の駅 知

観光船運航状況案内 道の

観光船乗り場案内（羅臼漁

瀬石温泉（道道87号沿道）

熊岩（道道87号沿道）

相泊温泉（道道87号沿道）

バス時刻表（阿寒バス羅臼

ひかりごけ解説表示

熊越えの滝（国道334号沿

羅臼町

案内表示

現地調査チェックシート

①

⑥

③

④

⑤

市町村名 設置箇所 敷地管理者 羅臼町

番号 ① 優先度 高

現状言語

対応言語

大きさ

看板種別

盤面種別

地域要望

設置者

管理者

その他
・備考

羅臼町 道の駅 知床・らうす（前面）

羅臼町

日 ・  英 ・  韓 ・  繁 ・  簡 ・  ピクト

・設置してから年数がたっているため、掲載情報を
更新したい。

約1800×900

記名  ・誘導 ・ 案内 ・ 説明 ・ 規制 ・ その他

・ロシア語も併記されているが、ロシアから観光客
は少ないため、アジア圏の観光客にも対応した物
としたい

羅臼町

日  英 ・  韓 ・  繁 ・  簡 ・  ピクト

印刷シート型

現地調査シート 
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（２）4カ国語圏ネイティブによる調査の概要 

4 カ国語圏ネイティブによる調査は事前診断調査及び実地検証調査を行った。事前診断調
査は、両地域の現状調査結果より、地域内で特に重要となる設置箇所及び対象とする案内表

示を選定の上、現地診断形式で行った。 
また、実地検証調査は事前診断調査の結果をもととする多語案内表示の基本ルール設定の

後、ルールをもとに作成した検証用案内表示について、視認性や表示内容等について調査を

行った。 
なお、本ガイドラインは 4 カ国語圏ネイティブによる調査結果をもとに、特に重要となる

事項をガイドラインとして整理したものである。 

調査 言語圏 年齢 性別 職業等 母国

英語圏 30代前半 男性 翻訳会社経営 イギリス

韓国語圏 30代後半 女性 主婦（翻訳ｱﾙﾊﾞｲﾄ） 韓国

中文（繁体字）圏 30代前半 女性 主婦（翻訳ｱﾙﾊﾞｲﾄ） 台湾

中文（簡体字）圏 20代前半 女性 留学生（翻訳ｱﾙﾊﾞｲﾄ） 中国

英語圏 30代前半 男性 翻訳会社経営 イギリス

韓国語圏 20代後半 男性 留学生 韓国

中文（繁体字）圏 20代後半 男性 留学生 台湾

中文（簡体字）圏 20代後半 男性 留学生 中国

実地検
証調査

調査員

事前診
断調査

 
 
  ●富良野美瑛地域での調査の様子 

 
 
 
 

 

 

●知床地域での調査の様子 
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2 ガイドラインの対象地域と多言語案内等に関する現状 

 
2-1 対象地域の概況と北海道の外国人観光客の動向 

 

（１）対象地域の概要 

知床地域富良野美瑛地域 

   本ガイドラインの対象地域は、富良野・

美瑛広域観光圏地域（以下、富良野美瑛地

域）、及び知床観光圏地域（以下、知床地域）

の 2地域を対象とする。 

①富良野美瑛地域の概要 

  富良野美瑛地域は富良野市、美瑛町、上

富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠

村の 1市 4町 1村からなる。産業別就業者
数で見る町の特徴では、美瑛町、中富良野

町では農業の割合が高く、観光に関連する

飲食宿泊業では、占冠村で全体の約 28%と
就業者の割合が高いことが挙げられる。 
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②知床地域の概要 

知床地域は斜里町、清里町、標津町、羅

臼町の 4 町からなる。産業別就業者数では
農業の割合が高い町は清里町の約 35%、標
津町の約 18%が挙げられる。また漁業は羅
臼町の約 41%と割合が高い他、標津町も約
13%と比較的漁業者の割合が多い町である。 

地域 市町村 人口（人） 世帯数（世帯）

富良野市 24,488 10,803

美瑛町 11,105 4,707

上富良野町 12,071 5,304

中富良野町 5,648 2,136

南富良野町 2,876 1,468

占冠村 1,259 617

斜里町 12,846 5,330

清里町 4,708 1,894

標津町 5,858 2,348

羅臼町 6,130 2,166

富良野・美瑛
広域観光圏

地域
（１市４町１村）

知床観光圏
地域
（４町）

人口・世帯数（北海道 平成 20 年 3 月 31 日現在）

観光にも関連する飲食宿泊業では、斜里町が約 12%と就業者の割合が高い。 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

15歳以上
就業者総数

農  業
（第1次産業）

漁  業
（第1次産業）

第2次産業
飲食店，
宿泊業

（第3次産業）

サービス業
（第3次産業）

その他
（第3次産業）

分類不能等

2,604,271 155,015 38,771 495,496 150,766 377,216 1,706,316 57,907
(6.0%) (1.5%) (19.0%) (5.8%) (14.5%) (51.0%) (2.2%)

12,759 2,759 0 1,677 1,072 1,490 5,624 137
(21.6%) (13.1%) (8.4%) (11.7%) (44.1%) (1.1%)

5,833 1,879 0 810 432 532 2,102 78
(32.2%) (13.9%) (7.4%) (9.1%) (36.0%) (1.3%)

6,764 1,289 0 895 479 522 3,514 65
(19.1%) (13.2%) (7.1%) (7.7%) (52.0%) (1.0%)

3,073 1,312 0 323 146 238 1,014 40
(42.7%) (10.5%) (4.8%) (7.7%) (33.0%) (1.3%)

1,516 314 1 234 95 211 602 59
(20.7%) (0.1%) (15.4%) (6.3%) (13.9%) (39.7%) (3.9%)

1,167 68 0 319 328 123 299 30
(5.8%) (27.3%) (28.1%) (10.5%) (25.6%) (2.6%)

7,382 1,006 473 1,493 921 685 2,768 36
(13.6%) (6.4%) (20.2%) (12.5%) (9.3%) (37.5%) (0.5%)

2,525 872 4 504 130 232 749 34
(34.5%) (0.2%) (20.0%) (5.1%) (9.2%) (29.7%) (1.3%)

3,245 581 407 616 165 242 1,191 43
(17.9%) (12.5%) (19.0%) (5.1%) (7.5%) (36.7%) (1.3%)

3,732 28 1,521 666 228 228 1,057 4
(0.8%) (40.8%) (17.8%) (6.1%) (6.1%) (28.3%) (0.1%)

富良野市

美瑛町

羅臼町

斜里町

清里町

標津町

知床
地域

中富良野町

占冠村

南富良野町

富良野
美瑛
地域

上富良野町

北海道

産業別就業者数（平成 17 年度 国勢調査）



（２）北海道の外国人観光客の動向等 

①外国人来道者数の推移 

平成 12年度から平成 20年度の外国人来道者数の推移を見ると、年々順調に増加し、平成
12年度の 206千人から平成 19年度には 689千人と約 3．5倍に増加している。 
平成 20年度の外国人来道者を言語圏で区分すると、台湾・香港の繁体字圏が最も多く全体

の 51％（353千人）を占めている。次いで韓国からの来道者が 20％（139千人）、アメリカ、
シンガポール、オーストラリア等の英語圏が 13％（91千人）と続いている。 
なお、主に中国本土の簡体字圏からの来道者数は、7％（47 千人）と全体の割合では少な

いが、平成 12 年度の 2,400 人から比較すると平成 20年度では 47,400 人と大幅な増加傾向
が見られる。 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語圏 ハングル語圏 繁体字圏 簡体字圏 他言語圏 合計

91,200 139,100 353,600 47,400 57,850 689,150

13.2% 20.2% 51.3% 6.9% 8.4% 100.0%

来道者数

（平成20年度）

 

（人）

（年）

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

英語圏

韓国語圏

繁体字圏

簡体字圏

他言語圏

206,600 
236,100 

279,350 
293,780

427,050

513,650

590,650

710,950 
689,150 

訪日外国人来道者数（実人数）の推移（平成 20 年度 北海道） 

 

■各言語圏の対象国（上表は訪日外国人来道者数の推移から以下の区分で整理） 

 

 

英語圏 繁体字圏

ハングル語圏 簡体字圏

台湾、香港

中国（本土）韓国

米国、カナダ、豪州、シンガポール
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②季節別による外国人来道者の割合 

平成 20年度の全道の外国人来道者数から、季節別での入り込み状況を見ると、4月～9月
の上期が 972,703人（約 56％）、10月～3月の下期が 759,464人（44％）となっている。 
また、言語圏毎の割合を見ると、上期では繁体字圏（61%）に次いで、韓国（17%）から
の観光客が多いのに対し、下期では繁体字圏（59%）に次いで、英語圏（16%）からの観光
客が多いことが特徴として挙げられる。 

 

簡体字圏
8%

他言語圏
8%

英語圏
16%

韓国語圏
9%

繁体字圏
59%

簡体字圏
4%

他言語圏
8%

英語圏
10%

韓国語圏
17%

繁体字圏
61%

上期（4～9 月） 

５６％ 

【972,703 人】 

下期（10～3 月） 

４４％ 

【759,464 人】 

 

 

 

 

 

上期（4～9月）         下期（10～3 月） 

月別・国別訪日外国人宿泊者数（平成 20 年度 北海道） 

 

③外国人観光客の観光移動   

外国人観光客の観光移動を見ると、平成 11年度から平成 19年度の比較では、貸切バスが
約 5割から 3割弱へ減少しているのに対し、レンタカー利用者の割合は 16.3%から 23.4%へ
と増加している。また、鉄道の利用者は 14.3%から 21.9%へと増加しており、海外観光客の
観光移動も団体旅行から個人旅行へ変化していることがうかがえる。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H19

H14

H11

その他・不明 

（26.0%） 

鉄道 

（21.9%）

レンタカー

（23.4%） 

貸切バス 

（28.7%） 

その他・不明 

（20.9%） 

鉄道 

（18.0%）

レンタカー

（19.6%） 

貸切バス 

（41.5%） 

その他・不明 

（17.9%） 

鉄道 

（14.3%）

レンタカー

（16.3%） 

貸切バス 

（51.5%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千歳空港空港レンタカー調査（平成 19 年） 
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2-2 富良野美瑛地域の多言語案内等に関する現状 

 

 

（１）外国人観光客の動向 

 

当該地域の観光圏整備計画では、テーマを「ちょっと暮らすように旅をする～ふらのびえい

田園休暇街道」とし、以下の方向性と数値目標のもと観光振興に取り組んでいる。 

③観光圏整備計画の概要 

平成 20年度の外国人観光客の入り込み数を季節別で見ると、
4月～9月の上期が約 69％、10月～3月の下期が 31％となって
いる。また、富良野美瑛地域と全道の割合との比較では、上期

の入り込み割合が全道平均より高いことが特徴として挙げられ

る。 

また、平成 20年度の言語圏別での
割合を見ると、繁体字圏（香港・台

湾）の観光客が 44千人で全体の約 8
割を占め、英語圏（9.5%）、韓国語
圏（5.5%）、簡体字圏（2.9%）と続
いている。 

①外国人観光客の入り込み状況 

②季節別による外国人観光客の動向 

平成 16年度から平成 20年度まで
の外国人観光客数の推移を見ると、

平成 18 年度に 4 万人台への落ち込
みが見られる他は、各年約 55～56
千人で推移している。 

テーマ

宿泊延べ数 H24 年度：１５０万人（115％増）・・・【現状H19 年度：131 万人（H18:128 万人）】

ひとり当たり平均宿
泊数

H24 年度：１．３６泊（107％増）・・・【現状H19 年度：1.26 泊（H18: 1.23 泊）】

宿泊稼働率 H24 年度： ４２％（115％増）・・・・・【現状H19 年度：35.8％】

宿泊数 H24 年度：１１０万人（105％増）・・【現状H19 年度:104 万人（H18:104 万人）】

方向性

観光圏整備
計画の目標

① 宿泊延べ数150 万人の観光交流地域を目指します。

② 住んでよし、訪れてよしの地域づくりを目指します。

③ 環境にやさしい観光を推進します。

④ 広域のｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄを活かし「FURANO・BIEI」として外国人観光客誘致を積極的に行います。

「ちょっと暮らすように旅をする～ふらのびえい田園休暇街道

 

英語圏 韓国語圏 繁体字圏 簡体字圏 他言語圏 合計

9.5% 5.5%

外国人
観光入込数
（H20年度）

5,382 3,133 44,367 1,667 2,288 56,837

78.1% 2.9% 4.0% 100.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H16 H17 H18 H19 H20

英語圏

韓国語圏

繁体字圏

簡体字圏

他言語圏

56,193 55,116

44,797

55,123
56,837 

上期（4～9 月） 

６９％ 

【39,003 人】 

下期（10～3 月） 

３１％ 

【17,804 人】 
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富良野美瑛地域の主な観光資源は、田園景観等のビュー

ポイント、ラベンダー畑等の景勝地や、冬期の観光資源と

して富良野市、占冠村のスキー場があり、近年、海外から

も多くの観光客が訪れている。 

その他にも、富良野市の地場産品を活用したワイン工場

やチーズ工場、また、写真ギャラリー、美術館等があるほ

か、主に南富良野町や占冠村での自然体験、十勝岳周辺の

温泉、映画やドラマのロケ地など、観光資源に恵まれた地

域である。 

（２）主な観光資源・拠点の状況 
地区 市町村

●スキー場 ・ふらのスキー場、他

●ロケ地（ドラマロケ地・麓郷周辺） ・五郎の石の家、拾ってきた家、他

●観光・見学施設（体験、見学） ・ワイン工場、チーズ工場、ぶどう果汁工場 等

●景勝地（ビューポイント） ・パッチラークの路、パノラマロード、リフレッシュライン

●観光・見学施設（ギャラリー等） ・写真ギャラリー、絵画、陶芸、クラフト 等

●温泉 ・白金温泉

●温泉 ・十勝岳温泉、吹上温泉

●景勝地（ラベンダー等） ・日の出公園、フラワーランド 等

●観光・見学施設（美術館等） ・後藤純男美術館、土の館 等

●景勝地（ラベンダー等） ・町営ラベンダー園、彩香の里、ファーム富田 等

●体験（施設） ・コロポックル、ファームイン 等

●景勝地（自然） ・かなやま湖

●ロケ地（映画ロケ地・幾寅駅周辺） ・鉄道屋（ぽっぽや）

●体験（自然） ・ラフティング、わかさぎ釣り、等

●スキー場 ・トマムスキー場

●体験（自然） ・レクの森、サイクリング、赤岩青巌峡 等

主な観光資源（施設等）

南富良野町

占冠村

富良野・
美瑛地区

富良野市

美瑛町

上富良野町

中富良野町

 
 
 
 

 



（３）公共交通の概要 

地域内の JR 路線は、旭川～富良野間の富良野線の他、札幌と道東を結び占冠村を通る石
勝線、滝川方面と道東とを結び富良野市、南富良野町を通る根室本線の 3路線がある。 
また、主なバス路線は、旭川～富良野間の旭川線、富良野～占冠村の占冠村村営バス路線

の他、主要な温泉や観光地を結ぶ路線が、美瑛駅、上富良野駅、富良野駅から通っている。 

 

旅客施設等 路線・車両等

ＪＲ
・美瑛駅
・富良野駅

・ＪＲ富良野線（旭川～美瑛～富良野）
・JR根室本線（滝川～富良野～新得）

・富良野バスターミナル

・旭川線高速ラベンダー号（富良野～旭川空港～旭川）
・高速ふらの号（富良野～札幌）

・麓郷線（富良野～麓郷）
・占冠村村営バス（富良野～占冠）
・ノースライナー帯広行き（富良野～帯広）

・美瑛駅前バス乗り場 ・白金温泉線（美瑛～白金温泉）

・上富良野駅前バス乗り場 ・十勝岳温泉線（上富良野～十勝岳温泉）

富良野・美
瑛広域観光

圏地域 バス

地域
地域内観光移動で利用する主要旅客施設、車両等

交通
機関

 
 

占冠村村営バス路線 

白金温泉線 

十勝岳温泉線

麓郷線 

ＪＲ石勝線 

ＪＲ根室本線 

ＪＲ富良野線 

旭川線 

（高速ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ号） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

富良野

富良野
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JR 富良野駅 
JR 美瑛駅 
バスターミナル 
バスターミナル 



 
2-3 知床地域の多言語案内等に関する現状 

（１）外国人観光客の動向 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H16 H17 H18 H19 H20

英語圏

韓 国

繁体字圏

簡体字圏

他言語圏

6,358
5,534 5,657 

8,246 

12,322

①外国人観光客の入り込み状況 

平成 16年度から平成 20年度の知
床地域の外国人観光客の推移を見る

と、平成 16年度の約 6千人にから、
平成 20年度では約 12千人と大幅な
増加が見られる。言語圏別では繁体

字圏が 6,287人（51％）で最も多く、
次いで英語圏が 2,275人（18％）、簡
体字圏が 1,415 人（11%）と続いて
いる。 

英語圏 韓国語圏 繁体字圏 簡体字圏 他言語圏 合計

2,275 851 6,287 1,415 1,494 12,322

18.5% 6.9% 51.0% 11.5% 12.1% 100.0%

外国人
観光入込数
（H20年度）

また、知床地域は簡体字圏からの

観光客が全道の入り込み割合より高

いことが特徴として挙げられる。 
 

②季節別による外国人観光客の動向 

上期（4～9 月） 

６３％ 

【7,818 人】 

下期（10～3 月） 

３７％ 

【4,504 人】 

平成20年度の全道の来道者数から季節別での入り込み状
況を見ると、4 月～9 月の上期が約 63％、10 月～3 月の下
期が 37％となっている。 

 

③観光圏整備計画の概要 

当該地域の観光圏整備計画では、コンセプトを「さらなる未知へさそう旅」とし、以下の方

向性と数値目標のもと観光振興に取り組んでいる。また、外国人観光客に関する目標では宿泊

者数を現状から約 60％の増加を目指すとされている。 
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コンセプト

１．Field
【面的観光へ】

ウトロ周辺から知床全域へ、観光フィールドを拡大する！

２．Target
【 個人型観光へ 】

メイン・ターゲットを、団体旅行を好まずフリープラン型を嗜好する、道外（特に大都市圏）の
個人客（１名～数名）に設定する！

３．Activity

【 体験型観光へ 】

自然景観を「見て楽しむ」旅から、自然そのものを「五感と心で感じる」旅へと、知床の旅の推

奨スタイルを転換する！
４．Stay

【 滞在型観光へ 】

日帰りor1 泊・通過型・周遊型観光から、３泊４日知床滞在に耐えうる観光地づくりを目指

す！
5．Option
【 着地型観光へ 】

知床での滞在プランを任せられる窓口を創設し、企画・予約・発券の一元化を目指す！

6．Season
【 通年型観光へ 】

年間を通した楽しみを創出し、季節間の入り込みアンバランスを是正する！

7．Information
【 情報一元化へ 】

知床観光の情報発信を一元化し、旅行者の求めに応じた情報発信を目指す！

8．Ecology
【 環境保全型観光

世界自然遺産登録地として、自然環境保全型の観光地づくりを目指す！

【年間宿泊者数】 542 千人（H20 年度推定）から570 千人（H25 年度目標）に、約5%増加させる。

【外国人宿泊者数】 17 千人（H20 年度推定）から27 千人（H25 年度目標）に、約60%増加させる。

【平均宿泊日数】 1.11 泊（H20 年度推定）から1.20 泊（H25 年度目標）へ、約8%増加させる。

【リピート率】 1.00（H21 年度仮定）から1.08（H25 年度相対目標）へ、約8%増加させる。

さらなる未知へさそう旅

知床観光圏
が目指す方

向性

観光振興に関
する数値目標



（２）主な観光資源・拠点の状況 

知床地域は、豊かな自然とその生態系(野生動植物など)を中心とする自然型観光地であり、
流氷や広大な原生林、川、滝、高山帯が織りなす紅葉、山岳などの自然景観に優れている。

また、シカ、キツネ、クマ、ワシなどの動物を見ることができることから、原生林エコツア

ーやホエールウォッチング、流氷ウォークなどの各体験プログラムがある他、ウトロや羅臼

では観光船観光なども盛んである。 
その他にも、ウトロ、羅臼等の温泉、ネイチャーセンター等の自然学習施設の他、海岸沿

いの滝や奇岩・奇石等の景勝地（ビューポイント）にも恵まれている。 

地区 市町村 施設名 観光資源（施設）

●温泉 ・ウトロ温泉、ウナベツ温泉

●景勝地（自然） ・知床五湖、斜里原生花園、似久科原生花園、他

●景勝地（ビューポイント） ・ﾌﾚﾍﾟの滝、ﾌﾟﾕﾆ岬、ｵﾛﾝｺ岩、ｵｼﾝｺｼﾝの滝、他

●観光・見学施設（自然学習） ・知床自然ｾﾝﾀｰ、知床世界遺産ｾﾝﾀｰ、他

●体験（観光船） ・ウトロ港観光船（知床半島観光）

●景勝地（自然） ・裏摩周展望台、神の子池、さくらの滝、等

●観光・見学施設 ・きよさと焼酎工場、他

●体験（サケ釣） ・しべつ海の公園キャンプ場、標津川、他

●観光・見学施設 ・サーモン科学館、ポー川史跡自然公園、他

●温泉 ・羅臼温泉、瀬石温泉、相泊温泉

●景勝地（ビューポイント） ・天狗岩、熊岩、ヒカリゴケ、他

●観光・見学施設（自然学習） ・羅臼ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ、ﾙｻﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ、他

●体験（観光船） ・羅臼港観光船（知床半島観光）

知床地区

斜里町

清里町

標津町

羅臼町

 

清里町清里町

斜里町斜里町
羅臼町羅臼町

標津町標津町

神の子池

さくらの滝

緑の湯

裏摩周展望台

道の駅ﾊﾟﾊﾟｽﾗﾝﾄﾞさっつる

きよさと焼酎工場
ﾚｽﾄﾊｳｽきよさと

ｺﾐｯﾄ

ｺｽﾓｽ街道駐車帯

秀峰庵

緑清荘

清里ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場
宇宙展望台(町営牧場)

道の駅しゃり

町立知床博物館 似久科原生花園
斜里原生花園

斜里温泉

越川温泉

天に続くみち

ウナベツ温泉

清岳荘

Café path

知布泊

ｵｼﾝｺｼﾝの滝

ブユニ岬

道の駅うとろ・ｼﾘｴﾄｸ
知床世界遺産ｾﾝﾀｰ

ｳﾄﾛ温泉

知床自然ｾﾝﾀｰ
ﾌﾚﾍﾟの滝

来運の水

知床五湖

さけますふ化場

三段の滝

ﾁｬｼｺﾂ岬

知床峠

道の駅知床・らうす

羅臼ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ
見返り峠

間欠泉羅臼温泉

ﾋｶﾘｺﾞｹの洞窟

天狗岩

幌萌ｵﾝｺ公園

峯浜ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

しべつ海の公園ｷｬﾝﾌﾟ場ｻｰﾓﾝ科学館

北方領土館
ﾎﾟｰ川史跡自然公園

野付半島
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（２）公共交通の概要 

地域内の JR路線は、網走～斜里～清里を結び釧路に至る JR釧網線の 1路線が通っている。 
主なバス路線は、網走と女満別空港を含む広域移動路線として、ウトロ～斜里～網走～女

満別空港間の女満別空港線が通っている。 
斜里～ウトロ～羅臼を結ぶ路線として斜里線があるが、国道 334号知床峠が冬期閉鎖とな
るため、通年運行は斜里～ウトロ間となる。また、主要な観光資源に挙げられるカムイワッ

カの滝とウトロとを結ぶ路線も夏期に期間運行している。 
 

旅客施設等 路線・車両等

ＪＲ ・知床斜里駅 ＪＲ釧網線（網走～知床斜里～清里～釧路）

バス

・斜里バスターミナル

・ウトロバスターミナル
・阿寒バス羅臼出張所

・斜里線（斜里～ウトロ～知床五湖～羅臼）
・女満別空港線（女満別空港～斜里～ウトロ）
・知床シャトルバス（斜里～ウトロ～知床五湖～カムイワッカの滝）
・札幌～知床線「イーグルライナー」（ウトロ～斜里～札幌）

地域
地域内観光移動で利用する主要旅客施設、車両等

知床観光圏
地域

交通
機関

 

【ＪＲ斜里駅】

<斜里ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ>

斜里線［夏期］ 

（ｳﾄﾛ～ｶﾑｲﾜｯｶの滝） 

網走線 

斜里線［通年］ 

（斜里～知床自然ｾﾝﾀｰ）

斜里線［夏期］

（ｳﾄﾛ～羅臼）

<ｳﾄﾛﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ> 

【ＪＲ網走駅】 

<網走ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ> 

阿寒ﾊﾞｽ 

<羅臼出張所>

女満別空港線

ＪＲ釧網線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

JR 知床斜里駅                斜里バスターミナル               ウトロバスターミナル 
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3 多言語案内表示に関する基本事項 

 
3-1 各表示で使用する言語に関する事項 

 

案内表示の多言語化についての基本的な考え方を以下に整理する。 
 

【多言語化についての考え方】 

◆基本とする表示言語は日本語と英語とし、各表示ごとの使用言語は下表を基本とする。 

 

◆イギリス英語・アメリカ英語のどちらの英語を使用するかは、現在までの整備状況等を勘案

し設定する。 

 

◆韓国語や中文（繁体字、簡体字）については下表を基本としながら、各市町村及び設置箇所、

また表示の内容等に応じ、適宜多言語化を行う。 

 

◆多言語表示を作成する際には、その表示に記載する言語を母国語とする人に監修してもらう。 

 

 

＜表示言語＞ 

・ 各案内表示で基本とする表示言語は、日本語と英語の 2 カ国語を原則とし、各表示毎に下表に

示す言語を表記することが望ましい。 

繁体字 簡体字

地図面 ● ● ○ ○ ○

凡例 ● ● ● ● ●

● ● ○ ○ ○

● ● ○ ○ ○

● ● ◎ ◎ ◎

● ● ● ● ●

【凡例】●必ず表記 ◎表記が強く望まれる ○表記が望ましい

日本語

各種利用案内表示（JR・バス等）

言語

中文
韓国語

表示

案内板
（広域・地区案内）

誘導表示（歩行者誘導サイン、等）

目的地表示（記名表示、等）

規制表示、警戒表示

英語
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3-2 地名表記に関する事項 

 

対象地域の多言語案内表示に使用する地名及び著名地点等の英語表記に関する基本的な考

え方を以下に整理する。 

 

【地名翻訳の基本ルール】 

＜英語表記＞ 

◆英語表記を行う場合は、「ローマ字＋英語表記」を基本とする。 

◆施設や河川、山、湖沼等の名称の場合、固有名詞部分をローマ字表記とし、普通名詞部

分を英訳して表記する。 

 

＜その他＞ 

◆「ひらがな」「カタカナ」の地名についてはピクトグラムの併記よる表示が望ましい。 

◆その他、誘導表示、他マップ・パンフ類も、極力ピクトグラムを併記する。 

 

＜基本事項＞ 

●英語表記 ・ 英語表記は、原則的に英語とローマ字の組み合わせとなるが、ローマ

字は一般的なヘボン式を基本とし、正確に情報を伝えるために改良を

加える等の配慮も併せて行うこととする。 
＜ヘボン式のつづり方＞ 

あ a い i う u え e お o
か ka き ki く ku け ke こ ko
さ sa し shi す su せ se そ so
た ta ち chi つ tsu て te と to
な na に ni ぬ nu ね ne の no
は ha ひ hi ふ fu へ he ほ ho
ま ma み mi む mu め me も mo
や ya ゆ yu よ yo
ら ra り ri る ru れ re ろ ro
わ wa
ん n

が ga ぎ gi ぐ gu げ ge ご go
ざ za じ ji ず zu ぜ ze ぞ zo
だ da ぢ ji づ zu で de ど do
ば ba び bi ぶ bu べ be ぼ bo
ぱ pa ぴ pi ぷ pu ぺ pe ぽ po
きゃ kya きゅ kyu きょ kyo
しゃ sha しゅ shu しょ sho
ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho
にゃ nya にゅ nyu にょ nyo
ひゃ hya ひゅ hyu ひょ hyo
みゃ mya みゅ myu みょ myo
りゃ rya りゅ ryu りょ ryo
ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo
じゃ ja じゅ ju じょ jo
ぢゃ ja ぢゅ ju ぢょ jo
びゃ bya びゅ byu びょ byo
ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo  
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＜地勢に関する英語表記＞ 

・～岳の場合は「Mt.」に固有名詞を付記するが、「-dake」ま

でを固有名詞として扱い『－（ハイフン）』で結ぶ 

例）富良野岳＝Mt.Furano-dake  

 

・～山（ざん・やま）の場合は「-yama、-zan」までを固有名

詞として扱い『－（ハイフン）』で結ぶ 

例）硫黄山＝Mt. Io-zan 

例）藻琴山＝Mt. Mokuto-yama  

 

・なお、すでに英語での名称が決まっているもの、認知度が高

いもの、名称が長いものについては、その名称を使用する。

例）オプタテシケ山＝Mt.Oputateshike 

例）上ホロカメットク山＝Mt.Kamihorokamettoku  

●山 

（Mt.固有名詞） 

 

・～川は固有名詞に「River」を付記するが、「-gawa」までを

固有名詞として扱い『－（ハイフン）』で結ぶ。 

例）富良野川＝Furano-gawa River 
 

●河・川 

（固有名詞-gawa River） 

 

・～湖は「Lake」に固有名詞を付記するが、「-ko」までを固有

名詞として扱い『－（ハイフン）』で結ぶ。 

例）かなやま湖＝Lake Kanayama-ko 
 

・すでに英語での名称が決まっているものや認知度が高いもの

については「-ko」をつけず使用する。 

例）網走湖＝Lake Abashiri 
 

 

・～沼は固有名詞にの「Marsh」を付記する。 

例）濤釣沼＝Toutsurutou Marsh 
 

 

・～池は固有名詞にの「Pond」を付記する。 

例）神の子池＝Kami-no-Ko Pond 
 

●湖沼 

・湖：（Lake 固有名詞） 

・沼：（固有名詞 Marsh） 

・池：（固有名詞 Pond） 

 

・渓谷は固有名詞に「Valley」を付記するが、「-keikoku」ま

でを固有名詞として扱い『－（ハイフン）』で結ぶ。 

例）十梨別渓谷＝Tonashibetsu-keikoku Valley  

●渓谷 

（固有名詞 Valley） 

 

・～ダムは固有名詞に「Dam」を付記する。 

例）水沢ダム＝Mizusawa Dam 
 

●ダム 

（固有名詞 Dam） 
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・～岬は「Cape」に固有名詞を付記する。 

例）知床岬＝Cape Shiretoko 
 

●岬 

（Cape 固有名詞） 

 

●半島 

（固有名詞-hanto Peninsula） 

・～半島は固有名詞に「Peninsula」を付記するが、「-hanto」

までを固有名詞として扱い、『－（ハイフン）』で結ぶ。 

例）野付半島＝Notsuke-hanto Peninsula 
 

 

＜市町村名に関する英語表記＞ 

・市町村の名称については、それぞれ『固有名詞‐City、Town、

Village』にて表記する。 

例）富良野市＝Furano City 

例）羅臼町＝Rause Town 

例）占冠村＝Shimukappu Village 
 

●市町村の名称 

・市：（固有名詞 City） 

・町：（固有名詞 Town） 

・村：（固有名詞 Village） 

 

●※施設名称等に町名が含

まれる場合の表記 

 

・施設名称等に「町（ちょう、まち）」が入る場合は英語とは

せず、『固有名詞‐cho』『固有名詞‐machi』として表記する。

例）羅臼町公民館＝Rausu-cho Community Center 
 

 

＜道路に関する英語表記＞ 

・国道は「National Highway Route No.―」と表記する。 

例）国道 244 号＝National Highway Route No.244  

●国道 

 

・道道は「Prefectural Highway-○○」と表記する。（番号の

場合、Route No.－） 

例）道道吹上・上富良野線＝Prefectural Highway-Fukiage/Kamifurano 

●道道 

 

・高速道路は、固有名詞に「Expressway」を付記する。 

例）道東自動車道＝Doto Expressway  

●高速道路 

（固有名詞 Expressway） 

 

●峠 

（固有名詞 Pass） 

・～峠は固有名詞に「Pass」を付記するが、「Touge」までを固

有名詞として扱う。 

例）羅臼峠＝Rausu Touge Pass 

例）樹海峠＝Jukai Touge Pass 
 

  

●橋 

（固有名詞 Bridge） 

・橋は固有名詞に「Bridge」を付記するが「-hashi、-bashi」

までを固有名詞として扱い『－（ハイフン）』で結ぶ。  

例）旭橋＝Asahi-bashi Bridge 

例）鹿越大橋＝Shikagoe-ohashi Bridge 
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＜交通機関に関する英語表記＞ 

・～線はＪＲを含めた固有名詞に「Line」を付記する。なお、

～本線の場合は「Honsen」までを固有名詞として扱い「Line」

を付記する。 

例）ＪＲ富良野線＝JR Furano Line 

例）ＪＲ釧網本線＝JR Senmou Honsen Line  

 

・～駅はＪＲを含めた固有名詞に「Station」を付記する。ま

た、省略の場合は「Sta.」を付記する。 

例）北浜駅＝JR Kitahama Station / JR Kitahama Sta. 

例）美瑛駅＝JR Biei Station / JR Biei Sta.  

・期間限定等の臨時駅の場合は、固有名詞と「Station」の間

に(Special)を記載する。 

例）原生花園駅（臨時駅）＝JR Genseikaen (Special) Station 

例）ラベンダー畑駅（臨時駅）＝JR Lavender-Farm(Special) Station 

●ＪＲ 

・～線：（固有名詞 Line） 

・～駅：（固有名詞 Station） 

 

 

・～空港は固有名詞に「Airport」を付記する。 

例）旭川空港＝Asahikawa Airport  

●空港 

（固有名詞 Airport） 

 

・～バスターミナルは固有名詞に「Bus Terminal」を付記する。

また、バス営業所（～バス～営業所）の場合は、固有名詞に

「Office」を付記する。 

例）富良野バスターミナル＝Furano Bus Terminal 

例）阿寒バス羅臼営業所＝Akan Bus Rausu Office 
 

 

●バスターミナル 

 （固有名詞 Bus Terminal） 

 

 

＜著名な観光施設や地点等に関する英語表記＞ 

・～温泉は「Onsen」までを固有名詞として扱い、（Hot Springs）

を付記する。 

例）ウトロ温泉＝Utoro Onsen (Hot Springs)  

例）白金温泉＝Shirogane Onsen (Hot Springs)  

●温泉 

（固有名詞 Onsen (Hot Springs)） 

 

・～滝はハイフンで結んだ「-Taki」までを固有名詞として扱

い、「Falls」を付記する。 

例）セセキの滝＝Seseki-no-Taki Falls  

 

●滝 

（固有名詞 Falls） 

・ただし、すでに英語での名称が決まっているものや認知度が

高いものはその名称を使用する。 

例）カムイワッカの滝＝Kamuiwakka Falls  
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・～岩は「iwa」を含めた固有名詞に「Rock」を付記する。 

例）オロンコ岩＝Oronkoiwa Rock 
 

 

・なお、岩は特徴的な形状を名称にしていることが多いが、そ

の場合は「iwa」を含めた固有名詞の後に英語を付記する。

例）熊岩＝Kumaiwa (Bear Rock) 

例）三角岩＝Sankakuiwa (Triangle Rock) 
 

●岩 

（固有名詞 Rock） 

 

・～スキー場は固有名詞に「Ski Grounds」を付記する。 

例）トマムスキー場＝Tomamu Ski Ground 

例）富良野スキー場＝Furano Ski Ground 
 

●スキー場 

（固有名詞 Ski Grounds） 

 

・～展望台は固有名詞に「Viewing Platform」を付記する。ま

た、展望台の他に～台などの眺望のきく場所の表記は、固有

名詞に「Observatory」を付記する。 

例）開陽台＝Kaiyoudai Viewing Platform 

例）白鳥台＝Hakucho (Swan) Observatory 
 

●展望台 

（固有名詞 Viewing Platform） 

 

・～公園は固有名詞に「Park」を付記する。 

例）芝桜公園＝Shibazakura (Moss Phlox) Park 

例）かなやま湖森林公園＝Lake Kanayama-ko Forest Park 
 

●公園 

（固有名詞 Ski Grounds） 

 

・～キャンプ場は固有名詞に「Campsite」を付記する。 

例）別海ふれあいキャンプ場＝Betsukai Fureai Campsite 

例）白銀荘前キャンプ場＝Hakuginsou CampSite 
 

 

●キャンプ場 

（固有名詞 Campsite） 

・オートキャンプ場の場合は固有名詞に「Auto Campsite」を

付記する。 

例）清里オートキャンプ場＝Kiyosato Auto Campsite 

例）かなやま湖オートキャンプ場＝Lake Kanayama-ko Auto Campsite
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＜公共施設に関する英語表記＞ 

・～役場は固有名詞に「Town Hall」を付記する。また、役場

支所の場合は、固有名詞に「Town Office」を付記する。 

例）清里町役場＝Kiyosato Town Hall  

例）役場トマム支所＝Tomamu Town Office 
 

●役場 

（固有名詞 Town Hall） 

 

・～警察署は固有名詞に「Police Station」を付記する。なお、

～駐在所の場合も同じく固有名詞に「Police Station」を付

記する。 

例）清里警察署＝Kiyosato Police Station 

例）中富良野駐在所＝Nakafurano Police Station 
 

 

●警察署 

（固有名詞 Police Station） 

 

・～消防署は固有名詞に「Fire Station」を付記する。 

例）清里消防署＝Kiyosato Fire Station 

例）中富良野消防署＝Nakafurano Fire Station 
 

●消防署 

（固有名詞 Fire Station） 

 

・～郵便局は固有名詞に「Post Office」を付記する。また、

～簡易郵便局は固有名詞に「Simple Post Office」を付記す

る。 

例）中富良野郵便局＝Nakafurano Post Office 

例）トマム簡易郵便局＝Tomamu Simple Post Office 
 

●郵便局 

（固有名詞 Post Office） 

 

・～病院は固有名詞に「Hospital」を付記する。また、診療所

は「Clinic」を付記する。 

例）町立国保標津病院＝Shibetsu Town Hospital 

例）村立占冠診療所＝Shimukappu Clinic 
 

●病院 

（固有名詞 Hospital） 
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＜公共的施設・民間施設に関する英語表記＞ 

○金融機関（都市銀行、地方銀行、信用金庫） 

・金融機関は固有名詞を記載せず「銀行（Bank）」とし、地

図案内表示等に記載する場合はピクトグラムを併記する。

 

○商工会 

 ・商工会は固有名詞に「Commerce and Industry Association」

を付記する。 

例）羅臼町商工会＝Rausu-cho Commerce and Industry Association

例）上富良野町商工会＝Kamifurano Chamber of Commerce 
 

 

○漁業協同組合 

 ・漁業協同組合は固有名詞に「Fishery Cooperative」を付

記する。 

例）羅臼漁業協同組合＝Rausu Fishery Cooperative 
 

 

●公共的施設 

○農業協同組合 

 ・農業協同組合は「JA」に固有名詞を付記する。また、支所

の場合は上記固有名詞のあとに「Branch」を付記する。 

例）JA ふらの＝JA Furano 

例）JA ふらの 上富良野支所＝JA Furano Kamifurano Branch 
 

  

○宿泊施設（ホテル、民宿） 

・ホテルの場合は固有名詞に「Hotel」を付記する。 

例）○○ホテル＝○○ Hotel、ホテル○○＝Hotel ○○ 
 

 

・民宿の場合は固有名詞に「Lodge」を付記する。 

例）民宿○○＝○○ Lodge 
 

 

●民間施設 

○その他商業施設等 

・コンビニエンスストア、スーパー、ガソリンスタンド等を

地図案内表示に記載する場合は、地図が煩雑にならないよ

う、各店舗名等の固有名詞を記載しないなどの工夫をす

る。 

例）コンビニエンスストア＝Convenience Store 

例）コンビニ＝Convenience Store 

例）スーパー＝Supermarket 

例）ガソリンスタンド＝Petrol Station 

例）ＧＳ＝Petrol Station  
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＜他言語の翻訳方法＞ 

本ガイドラインでの地名の英語翻訳は、英語圏ネイティブ調査員との検討のもと、固有名

詞については日本語読みの通りにローマ字で伝え、普通名詞を前後に付記するルールとした。 

これらは、事前診断調査において対象とする表示ごとに翻訳ルールにばらつきが見られた

ことによりルールを設定したが、ここでは英語翻訳と同様に、翻訳ルールにばらつきが見ら

れた韓国語についても、翻訳を行う場合のルールを参考までに整理する。 

なお、中文（繁体字・簡体字）訳の場合は、該当する漢字を当てはめることになるため省

略する。 

 

［韓国語（ハングル語）］ 

表記ルール 表記方法

市町村の名称については、それぞれ『固有名詞‐

시、쵸・마치、촌』にて表記

固有名詞 시

固有名詞 쵸・마치

固有名詞 촌

「岳」は、固有名詞のまま - 다케 固有名詞 - 다케

固有名詞の後 河・川のままー하・ 강・천
固有名詞 - 河 - 하

固有名詞 - 川 - 천・강

固有名詞 の後( 호)を付記  固有名詞の後(호)を付記

固有名詞の後（곶）を付記 固有名詞の後（곶）を付記

線
JRを含めた固有名詞に「선」を付記

本線の場合は「혼센」までを固有名詞

JR固有名詞 선

JR固有名詞 혼센 ( 선)

駅 JRを含めた固有名詞に「역」
JR固有名詞 역

臨時駅 期間限定等の臨時駅は、固有名詞と임시역 記載 JR固有名詞 임시역

固有名詞に「공항」を付記 固有名詞 공항

固有名詞に「버스 터미널」を付記 固有名詞 버스 터미널

「温泉」までを固有名詞とし「（온천）」を付記

湯は탕で表記

固有名詞 온천

固有名詞 탕

固有名詞に「스키장」を付記 固有名詞 스키장

固有名詞に「전망대」を付記 固有名詞 전망대

固有名詞に「캠프장」を付記 固有名詞 캠프장

固有名詞に경찰서を付記 固有名詞 경찰서

固有名詞に「주재소」を付記 固有名詞 주재소

固有名詞に「소방서」を付記 固有名詞 소방서

固有名詞に「우체국」を付記 固有名詞 우체국

固有名詞に「병원l」を付記 固有名詞 병원

項目

市町村

地勢

山

河・川

湖

岬

観光

温泉

スキー場

展望台

キャンプ場

交通

JR

空港

バスターミナ
ル

 公共
施設

警察署

駐在所

消防署

郵便局

病院
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3-3 標準案内用図記号に関する事項 

 

標準案内用図記号は、抽象化と単純化された絵で一見してその表現内容を理解させること

ができ、特定の言語で情報を伝えざるを得ない海外観光客にも、一定の理解度と視認性が期

待される。 
標準案内用図記号（以降、ピクトグラム）の使用にあたっては、本ガイドラインでは国土

交通省の関係公益法人である交通エコロジー・モビリティ財団の「一般案内用図記号検討委

員会」がまとめた図記号とガイドラインに準拠するものとする。 
 

【標準案内要図記号を使用する際の注意事項】 

 図記号の使用に関しては、推奨区分が設定されている。使用にあたってはこれを遵守す

るものとする。 
 

＜推奨度Ａ＞ 安全性及び緊急性に関わるもの、多数の利用者にとって重要なもの及び移動制約

者へのサービスに関わるもの。これらについては、図形を変更しないで用いる必

要がある。 

＜推奨度Ｂ＞ 多数の利用者が通常の行動や操作をする上で、図記号の概念及び図形を統一する

ことによって利便性が高まると期待されるもの。これらについては、図形を変更

しないで用いることが推奨されている。 

＜推奨度Ｃ＞ 多数の利用者が通常の行動や操作をする上で、図記号の概念を統一することが必

要なもの。これらについては、基本的な概念を変えない範囲で適宜図形を変更し

て用いることができる。 

 

 

＜基本事項＞ 

・交通エコロジー・モビリティ財団によるピクトグラムのうち、対象地域の案内表示での使用

が望まれるものを下表に整理する。（詳細は次頁参照） 

 

地図 凡例 道路 施設内

情報拠点・休憩施設 ● ● ●

交通機関 ● ● ●

主要観光地 ● ● ● ●

公共施設・民間施設 ● ● ○

施設内コーナー ●

安全 ●

禁止 ●

注意 ●

地図案内表示
記名・解説表示図記号 規制・警戒表示

誘導表示
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情報拠点・交通機関・主要観光地に関するピクトグラムと多言語翻訳 

日本語 英語 韓国語 中文（繁体字） 中文（簡体字）

■情報拠点・休憩施設 ＜公共・一般施設／推奨度：Ａ＞

案内所 Tourist Information 안내소 問訊處 问讯处

情報コーナー Information Corner 정보 코너 信息處 信息咨询区

お手洗 Toilets 화장실 洗手間 洗手间

■交通機関 ＜交通施設／推奨度：Ｂ＞

空港 Airport 공항 機場 机场

フェリー港 Ferry Port 페리항 碼頭 港口渡口

ＪＲ駅 Railway Station JR 역 ＪＲ車站 JR车站

バス乗り場 Bus stop 버스 타는 곳 巴士站 公共汽车站

タクシー乗り場 Taxi Rank 택시 타는 곳 計程車車站 出租车车站

レンタカー Rent a Car 렌터카 租車 汽车租赁

レンタサイクル Rental Bicycles 대여 자전거 出租自行車 自行车租赁

駐車場 Parking 주차장 停車場 停车场

展望地／景勝地 Viewpoint 전망지/경승지 瞭望台／名勝 瞭望区/风景区

温泉 Hot Spring 온천 溫泉 温泉

公園 Park 공원 公園 公园

博物館／美術館 Museum/Art Gallery 박물관/미술관 博物館／美術館 博物馆/美术馆

スキー場 Ski Ground 스키장 滑雪場 滑雪场

キャンプ場 Campsite 야영장 露營地 野营地

■主要観光地 ＜観光・文化・スポーツ施設／推奨度：Ｂ＞
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公共施設・民間施設に関するピクトグラムと多言語翻訳 

日本語 英語 韓国語 中文（繁体字） 中文（簡体字）

■公共施設・民間施設 ＜公共・一般施設／推奨度：Ａ＞

警察 Police 경찰 警察 警察局

病院 Hospital 병원 醫院 医院

お手洗 Toilets 화장실 洗手間 洗手间

男子 Men 남자 男 男厕

女子 Women 여자 女 女厕

身障者用設備
Wheelchair Accessible
Facility

장애인용 설비 殘障人士用設備 残障人士使用设施

車椅子スロープ
Wheelchair Accessible
Slope

휠체어 경사로 輪椅通道 无障碍斜坡

喫煙所 Smoking Area 흡연장소 吸煙處 吸烟处

飲料水 Drinking Water 음수대 飲用水 饮用水

救護所 First Aid 구호소 救護所 急救处

＜公共・一般施設／推奨度：Ｂ＞

ホテル／宿泊施設 Hotel / Accommodation 호텔/숙박시설 酒店／住宿設施 酒店/住宿设施

郵便 Post Office 우편 郵局 邮局

銀行・両替 Bank, Money Exchange 은행·환전 銀行‧兌換 银行、钱币兑换处

キャッシュサービス Cash Service 현금서비스 自動提款機 现金服务

コインロッカー Coin Lockers 코인로커 投幣式存物櫃 投币存包柜

きっぷうりば/ 精算
所

Tickets / Fare
Adjustment

매표소/정산소 售票處／補票機 售票处/补票处

＜商業施設／推奨度：Ｂ＞

レストラン Restaurant 레스토랑 餐廳 餐厅

喫茶・軽食 Coffee shop 커피숍·스낵 咖啡店‧簡餐 咖啡馆、速食店

会計 Cashier 계산 付款處 交费处

＜商業施設／推奨度：Ｃ＞

店舗／売店 Shop 점포/매점 店舖／小賣店 店铺/小卖店
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3-4 案内表示の種別と設置位置に関する事項 

 
多言語案内表示の設置位置に関する基本ルールを以下に設定する。 

 

【案内表示の設置位置】 

◆外国人観光客が求める情報を把握し、その場に適した｢多言語案内表示｣を設置する。 

 

◆設置に際しては、各施設管理者等から設置に必要な許可・同意を受けることとする。 

 

 

JR駅等の起点には、地域全体を示す｢地図案内表示(目次的・総括的な情報)｣を設置する。
なお、交通事業者による交通案内関係の案内表示もこれに含まれる。 

ひとまとまりの観光エリアを設定し、各観光エリアの入り口部分には｢エリア案内表示

(地区図・誘導的な情報)｣及び｢誘導表示｣を設置する。 

観光圏内において各観光施設等が探しにくい場合等には、適宜｢誘導表示｣を設置する。 

観光施設や著名地点等には｢記名表示｣を設置し、その名称や解説を掲示する。 

 

＜段階的構成と設置場所の説明＞  

・駅を降りた観光客は駅前に設置された｢地図

案内表示｣❶で自分の位置を確認する。 

・観光エリアⅠに行きたいときはＢ交差点ま

で行くことを確認する。(Ｂ交差点に｢誘導

表示｣を設置) 

・Ｂ交差点を左折すると観光エリアⅠの入口

に到着し、❷｢地区案内表示｣で観光資源の

位置を確認する。 

・エリア内を観光しながら各資源の｢記名表

示｣①,②,③...を見つけ、自由な観光行動を

楽しむ。 

・駅まで戻る場合や、ほかの観光エリアに向

かう場合も同じように各案内表示で確認す

る。 
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4 種別ごとの案内表示に関する事項 

 
4-1 地図案内表示に関する事項 

 

＜表示言語＞ 

・ 表示言語は、地図面の煩雑さを避けるため、日本語と英語の 2カ国語を原則とする。 
・ また、地図上での著名地点や施設にはピクトグラムを併せて表示することとしているが、

ピクトグラムを説明する凡例については、日本語、英語、韓国語、中文（繁体字、簡体

字）の 5カ国語表記を原則とする。 

繁体字 簡体字

地図面 ● ● ○ ○ ○

凡例 ● ● ● ● ●

【凡例】●必ず表記 ◎表記が強く望まれる ○表記が望ましい

地図案内表示
（広域・地区案内）

表示

言語

韓国語
中文

英語日本語

 

＜基本事項＞ 

●地図表示 ・ 掲載地図は広域観光圏等の複数市町村を対象とする広域図の他、設置

箇所に応じおおよそ市町村を対象とする地域図、また設置箇所周辺を

案内する地区周辺図等を適宜組み合わせにより表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●情報掲載項目 

 
・地図への情報掲載項目は主に下表の項目から適宜掲載する。また、該当

するピクトグラムがある場合は併記が望まれる。（詳細は 32頁参照） 

 

 

 

 

 

 

地勢 地勢、地域区分、道路

交通機関 空港、鉄道（JR）、バス（ターミナル）、タクシー（タクシー乗り場）

著名な地点、観光施設

等

情報拠点、沿道休憩施設、温泉、スキー場、登山道、展望地・景勝地、

文化財・史跡名勝等、大規模公園等、キャンプ場、文化的施設

観光コース ドライブコース等、観光船コース等

公共施設
役場、警察署、消防署、郵便局、教育施設、病院、福祉施設、公園、そ
の他施設等

公共的施設 金融機関、組合・協会等、その他

民間施設 宿泊施設、商業施設、ガソリンスタンド

項目
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●現在地表示 ・ 地図案内表示の設置箇

所を地図面に現在地

（You are Here）とし

て表示する。 

 

 

 

 

 

 
●凡例 ・凡例は地図案内表

示内で使用するピ

クトグラムについ

て、日本語と英語

の他、他の言語も

併せて表記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●その他 

 

・ 表示内には「方位」「縮尺（バースケール）」等を記載する。 

・ その他、地図案内表示内では以下の項目を併記するなど、移動情報や

や観光情報を適切に伝える工夫が望まれる。 
◆地図中の著名地点や施設等、観光ポイントの写真による解説 

◆地域間の距離・移動時間等の表示、等 
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＜地域別共通事項＞ 

●富良野・美瑛 

広域観光圏 

・ 富良野美瑛広域観光圏の地図案内表示には、当該観光圏のマークで

ある「田園休暇マーク」を表示内に掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●知床観光圏 ・知床観光圏の地図案内には、4 町を含む広域図を掲載し、広域図の名

称を「知床地域案内図」と記載する。 
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地図案内表示 情報掲載項目 

 名称の表示

地勢
山、河川、湖沼、海（湾、海峡）、港湾、
岬・半島、自然保護地区等

地域区分 町名、字名、条、丁目

道路 国道、道道、峠、橋

空港 空港ターミナル 空港ターミナルに表示

鉄道（JR） 鉄道等の交通の路線名／駅名 主要なＪＲ駅に表示

バス バスターミナル／バス停 主要なバスターミナル等で表示

タクシー タクシー乗り場 主に街区図や空港、バスターミナル周辺図で表示

案内コーナーを含む施設で表示

案内所 ※ 海外観光客対応案内所

沿道休憩施設 道の駅、パーキング等 道の駅 パーキング

温泉

スキー場

登山道 登山道や登山口など

展望地／景勝地
展望台などの眺望箇所、観光名所となっ
ている滝、奇岩・奇石等

展望地、景勝地として位置づけている名勝等に表
示

文化財、史跡名勝等
国や道が指定する天然記念物、遺跡、そ
の他貴重な自然資源等

公園等 道立公園、森林公園等

キャンプ場 キャンプ場、オートキャンプ場等

文化的施設
自然センター、資料館、博物館、美術館、
各種観光・見学施設等

博物館、美術館に表示

ドライブコース等
ドライブコース、サイクリングコース、トレッ
キングコース等

観光船コース等 観光船コース、観光船乗り場等

役場 市町村役場、支所等

警察署 警察署、駐在所等 警察所、駐在所ともに表示

消防署

郵便局 郵便局、簡易郵便局等 郵便局、簡易郵便局ともに表示

教育施設 高校、中学校、小学校、幼稚園等

病院 病院、診療所等 病院、診療所等ともに表示

福祉施設 高齢者福祉施設、児童福祉施設等

公園 街区公園以上の公園

その他施設等
コミュニティ施設、運動施設等、街区レベ
ルで利用が見込める公共施設

金融機関 都市銀行、地方銀行、信用金庫等
※外貨を扱っていない銀行ではドル、ユーロマー
クは外す

組合、協会等
商工会議所、商工会、農業協同組合、漁
業協同組合、観光協会等

その他
自治体が指定する文化財や史跡名勝とし
て重要な神社、寺院、教会、等

宿泊施設 主要なホテル、民宿等 ※ホテル、民宿、ユースホステル等、全て対象

商業施設
観光地周辺の主要なコンビニエンススト
ア、スーパー等

ガソリンスタンド
※観光地周辺の主要な施設、目印になる施設等
で表示（店名等は表示しなくても良い）

店名等の固有名詞は表示しなくても良い

観光案内所情報拠点

備考（標準図記号等）

山／緑地／河川など

町条丁区分

公道すべて（必要に応じて歩道）

公共施設

公共的施設

民間施設

項目

著名な地点、観
光施設等

交通機関

地勢

観光コース
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参考：地図案内表示を制作する場合のその他配慮事項等 

 
 
◆景観特性の反映（サイトデザイン） 

・本体の大きさは、表示情報の見やすさなど

から高さや幅を設定するのはもちろんであ

るが、案内表示が設置される場所の集客規

模や景観眺望、設置条件に合わせて選択で

きる「モジュール」と「デザインコード」

を設定する。 
・広域案内、地区案内のモジュールは、人が

顔を動かさずに見ることができる可視範囲

から表示面の基準寸法を設定する。また、

基準寸法を等分割した単位寸法を設定し、

各種案内表示に必要な情報量に合わせて大

小変更可能な体系とする。このモジュール

によって、情報の伝達に一定のルールが設

定され、簡潔でわかりやすい案内表示にす

ることができる。また、広域観光圏全体で

共通させる部材、設置場所の景観特性に合

わせてチョイスできる部分などのデザイン

コードを設定する等の工夫も考えられる。 
◆ユニバーサルデザインへの配慮 

＜表示面の高さ＞ 

・表示面の高さは車椅子利用者など不特定多

数の利用や、積雪深さなど地域特性を配慮

して設定する。 
［積雪深を考慮した場合の表示面の高さ例］ 

 案内表示面 誘導表示面

富良野・美瑛地域 1.0ｍ～2.0ｍ 2.5ｍ～3.0ｍ

知床地域 0.8ｍ～2.0ｍ 2.5ｍ～3.0ｍ
 
＜色彩・配色＞ 

・視覚障がい者等への対応としては、掲載情

報の判読性を高めるために、表示面の地と

図のコントラストをつけることが大切であ

る。また、掲載する情報を分類・整理して

情報の優劣を設定し、文字の大きさや書体

の種類、配色などにより、伝える情報の優

先順位を表わすことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統一したデザインコードで整備している部分

異なるデザインコードで整備している部分

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚障害者の大多数を占める

ある。右図の実線より右側の

点線を中心に対称位置にある

分類などの区別に利用するこ
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1ｍ離れた場所からの可視範囲900ｍｍ

角を基準寸法としたモジュール例
案内表示の可視範囲
のは赤緑色盲（第 1色盲、第 2色盲）で
「赤～緑の領域」では色の差が小さく、

色は区別がしにくい。この範囲の色は、

とは極力避ける必要がある。 



 
4-2 誘導表示に関する事項 

 

＜表示言語＞ 

・ 誘導表示は、日本語と英語の 2カ国語を基本とする。 
・ また、歩行者用の誘導サイン等で盤面に余裕がある場合は多言語化が望ましい。 

繁体字 簡体字

走行車対象 ● ● ○ ○ ○

歩行者対象 ● ● ◎ ◎ ◎
誘導表示

【凡例】●必ず表記 ◎表記が強く望まれる ○表記が望ましい

表示

言語

日本語 英語 韓国語
中文

 

＜基本事項＞ 

●表示対象と 

ピクトグラム 

・誘導表示の対象は下表の施設等が挙げられる。なお、主に走行車両を対

象とする誘導表示では、文字数や誘導先が多すぎると視認性が低下する

ため、不特定多数の観光客の利用が見込まれる施設等を勘案し対象とす

ることが望ましい。 

空港 （空港ターミナル）

フェリー （フェリー、観光船乗り場等）

鉄道（JR） （ＪＲ駅）

バス （バスターミナル、バス停）

タクシー （タクシー乗り場）

（案内コーナーを含む施設）

（案内所）

（海外観光客対応案内所）

沿道休憩施設 （道の駅）

温泉

スキー場

登山道

展望地／景勝地 （展望地、景勝地等）

文化財、史跡名勝等

公園等

キャンプ場

文化的施設 （博物館、美術館）

項目

著名な地点、観
光施設等

交通機関

情報拠点

矢印

備考（標準図記号等）
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●ピクトグラム 

 

・原則として誘導すべき観光対象（目的地）と、目的地への方向（矢印）

の他、盤面に余裕がある場合はピクトグラムや距離を表示することが望

ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・特に重要な観光拠点等への誘導表示では、盤面に余裕がある場合など、

主要な施設機能を示すピクトグラムの併記が望まれる。 
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4-3 記名・解説表示に関する事項 

 

＜表示言語＞ 

・ 記名・解説表示のうち、著名地点等を示す目的地の記名は、日本語と英語を基本とし、

盤面に余裕がある場合は多言語化が望ましい。 
・ また、解説表示については、目的地の由来等の文章を表記することになるため、日本語

と英語の 2 カ国語を基本とし、表示面の大きさ等を勘案の上、必要に応じ適宜他の言語
についても表記する。 

繁体字 簡体字

記名 ● ● ◎ ◎ ◎

解説 ● ● ○ ○ ○

表示

言語

日本語 英語 韓国語
中文

記名・解説表示

【凡例】●必ず表記 ◎表記が強く望まれる ○表記が望ましい  

＜基本事項＞ 

●設置位置と 

景観への配慮 

 

・当該地域での記名・解説表示は、展望地や景勝地についての表示が多く、

良好な景観箇所へ設置される場合も見られる。よって、眺望箇所を避け

るなど、設置箇所への配慮の他、表示の大きさ（高さ）等についても配

慮することが望ましい。 

 
・また、特に記名表示の対象が、樹木や滝、奇岩・奇石等の場合には、表

示自体が記念撮影の被写体となることがあるため、撮影箇所を考慮した

設置位置や、対象物や周辺景観と調和したデザイン、素材、色彩等への

配慮が望まれる。 
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4-4 規制・警戒表示に関する事項 

 

＜表示言語＞ 

・ 規制表示や警戒表示は、観光客の安全に関わる内容となるため、表示言語は、日本語と

英語を原則とし、極力他の言語についても併記することが望ましい。 

繁体字 簡体字

● ● ◎ ◎ ◎

表示

言語

日本語 英語 韓国語
中文

規制表示、警戒表示

【凡例】●必ず表記 ◎表記が強く望まれる ○表記が望ましい  

＜基本事項＞ 

●ピクトグラム

の併記 

・安全、禁止、注意などの表示については、該当するピクトグラムを極力

使用し、より理解度を高める工夫をする。（38、39頁参照） 

 

●多言語表示が 

 望まれる項目 

 

・両地域とも良好な景観とともに、自然そのものが観光資源の地域であり、

山、河川、湖沼等に多くの観光客が訪れている。これら自然地域に入る

場合、注意や警戒の意識が必要であるが、これらを伝える手段は表示に

よるところが多い。よって主に以下の項目については、極力多言語での

表示（解説）が望まれる。（40,41頁参照） 

◆道路に関する警戒表示（林道や農道等の通行規制等） 

◆河川に関する警戒表示（危険箇所、ダム放水注意等） 

◆環境保護に関する注意表示 

◆野生動物の保護に関する注意表示 

◆ヒグマに関する警戒表示  
  
●表示方法 

 

・注意・警戒表示は観光客に対する

注意喚起が目的であることから、

特に眼につく場所への設置はも

とより、表示の視認性を重視する

必要がある。遠くからでも認識し

やすいデザインや色彩の工夫が

必要である。 
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安全・禁止・注意に関するピクトグラムと多言語翻訳 

日本語 英語 韓国語 中文（繁体字） 中文（簡体字）

■安全（Safety） ＜安全／推奨度：Ａ＞

消火器 Fire Extinguisher 소화기 滅火器 灭火器

非常電話 Emergency Telephone 비상 전화 緊急電話 紧急电话

非常ボタン Emergency Call Button 비상 버튼 緊急呼叫鈕 紧急按钮

非常口 Emergency Exit 비상구 緊急出口 紧急出口

広域避難場所 Safety Evacuation Area 광역 대피장소 避難區域 广泛区域避难地点

■禁止（Prohibition） ＜禁止／推奨度：Ａ＞

一般禁止 General Prohibited Sign 일반 금지 一般禁止 一般禁止

禁煙 No Smoking 금연 禁止吸煙 禁止吸烟

火気厳禁 No Open Flames 화기 엄금 嚴禁煙火 严禁烟火

進入禁止 No Entry 진입 금지 禁止進入 禁止入内

駐車禁止 No Parking 주차 금지 禁止停車 禁止停车

自転車乗り入れ禁止 No Bicycles 자전거 진입 금지 自行車免進 禁止自行车入内

立入禁止 No Admittance 출입 금지 閑人免進 禁止入内

走るな／かけ込み禁
止

No Running/Rushing
달리지 말 것/뛰어들기
금지

禁止奔跑 禁止奔跑/禁止跑动

さわるな Do not touch 만지지 말 것 禁止觸摸 禁止触摸

捨てるな Do not litter 버리지 말 것 禁止亂扔東西 禁止乱扔垃圾

飲めない Not drinking water 마실 수 없음 非飲用水 非饮用水

携帯電話使用禁止 No Mobile Phone Use 휴대전화 사용 금지 禁止使用手機 禁止使用手机

電子機器使用禁止 No Electronic Devices 전기기기 사용 금지 禁止使用電子儀器 禁止使用电器装置

撮影禁止 No Photography 촬영 금지 禁止拍照 禁止拍照

フラッシュ撮影禁止
Flash Photography
Prohibited

플래시 촬영 금지 禁止用閃光燈拍照 禁止闪光拍照
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日本語 英語 韓国語 中文（繁体字） 中文（簡体字）

■禁止（Prohibition） ＜禁止／推奨度：Ａ＞

ベビーカー使用禁止 No Pushchairs 유모차 사용 금지 禁止使用嬰兒車 禁止使用婴儿车

遊泳禁止 No Swimming 수영 금지 禁止游泳 禁止游泳

キャンプ禁止 No Camping 야영 금지 禁止露營 禁止野营

■注意（Warning） ＜注意／推奨度：Ａ＞

一般注意 General Caution 일반 주의 注意 一般注意

障害物注意 Caution - Obstacle 장애물 주의 小心障礙物 注意障碍物

上り段差注意 Caution - Step Up 오름계단 주의 小心上台階 注意上行台阶

下り段差注意 Caution - Step Down 내림계단 주의 小心下台階 注意下行台阶

滑面注意
Caution - Slippery
Surface

미끄럼 주의 小心滑倒 注意滑面

転落注意 Caution - Drop 낙상 주의 小心墜落 注意摔倒

天井に注意
Caution - Overhead
Hazard

천장에 주의 小心碰頭 注意头顶

感電注意
Caution - Electric Shock
Hazard

감전 주의 小心觸電 注意触电
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注意・警戒表示の多言語表記例（道路・河川・環境保護の例） 

項目 日本語 英語 韓国語 中文（繁体字） 中文（簡体字）

お願い Important 안내 注意事項 注意事项

注意 WARNING 주의사항 注意 注意

砂利道 Gravel Road. 자갈길 石子路 石子路

冬期閉鎖 Closed during winter. 동절기 폐쇄 冬季封鎖 冬季封锁

通行止め多し要確認
This road is often closed.
Check opening before
departure.

통행이 금지되는 경우
가 많으니 확인 필요

經常出現禁止通行的情

況，請核實路況

经常出现禁止通行的情

况，请核实路况

水量に注意 Beware of Water Levels 수량에 주의 注意水量 注意水量

川の水量は雨やダムの放流
によって急激に変わる事があ
ります。また、増水によって川
の地形は頻繁に変わります
ので、充分に注意してください

Water levels in River may
suddenly change due to
heavy rainfall or discharge
from Dam. Make sure you pay
close attention at all times,
as increasing water levels
also alter the terrain around
the river.

강물의 수량은 비나 댐
의 방류에 의해 급격하
게 바뀔 수 있습니다.

또, 물이 불어서 강의
지형이 수시로 바뀌기
때문에, 충분히 주의하
시기 바랍니다.

河川的水量可能會因降

雨或水庫放水出現急劇

變化的情況。此外，河

邊的地形會因為漲水而

頻繁變化，請多加小心

提高警覺。

河川的水量可能会因降

雨或水库放水出现急剧

变化的情况。此外，因

水量增多会导致河川地

形频繁发生变化，请多

加注意。

ゴミを捨てない Do not litter. 쓰레기를 버리지 말 것 請不要丟垃圾 切勿乱扔垃圾

ポイ捨て禁止！ DO NOT LITTER! 쓰레기 투기 금지! 禁止亂扔雜物！ 禁止乱丢垃圾！

ゴミを捨てないで下さい。（持
ち帰りましょう。）

Do not discard any rubbish.
(Please take all rubbish
home.)

쓰레기를 버리지 마십
시오.(가지고 돌아갑시
다.)

請不要丟垃圾。（讓我

們把垃圾帶走吧。）

请不要丢垃圾。（请将垃

圾带走）

ここは環境美化地区です
This area is a designated
Environmental Beautification
Area.

이곳은 환경미화지구입
니다

此處為環境美化地區 此处是环境美化区域

回収命令違反者は条例に
よって罰せられます。

Littering and other violations
of rubbish collection laws will
be prosecuted.

회수 명령을 위반한 사
람은 조례에 의해 처벌
을 받습니다.

違反回收命令者將依條

例受到處罰。

违反回收命令的人员将

按照条例进行处罚。

野生動物に餌を与えないで！ Do not feed the wild animals!
야생동물에게 먹이를
주지 마세요!

不要給野生動物餵食！
请勿给野生动物投放食

物！

ゴミは見た目の美しさを損なう
ばかりでなく、野生動物にも
深刻な影響を与えています。
小さなゴミでも絶対に捨てな
いでください。

Littering not only ruins the
beautiful scenery, it also
seriously damages the natural
habitat of many animals.
Please take all rubbish home
with you.

쓰레기는 외관상의 아
름다움을 훼손할 뿐만
아니고, 야생동물에게
도 심각한 영향을 주고
있습니다. 작은 쓰레기
라도 절대로 버리지 마
십시오.

垃圾不僅會影響美觀，

還會給野生動物造成嚴

重的影響。即使是很小

的垃圾也絕對不要丟

棄。

乱扔垃圾的行为不仅有

损外观的整洁，还会给

野生动物带来严重的影

响。请绝对不要乱扔垃

圾。

キタキツネなどの野生動物に
エサを与えないでください。エ
サを与えられた動物は道路で
待つようになり、交通事故で
多くが命を落としています。ま
たキタキツネにはエキノコック
スが寄生している事もあり、人
間も危険です。

Do not feed any of the wild
animals. Animals that have
been fed by humans often
stay near roads waiting to be
fed, often causing traffic
accidents that may lead to
the loss of life. Wild foxes
may carry echinococcus, and
are therefore very dangerous
to humans. Therefore, do not
attempt to approach or touch
foxes.

북방여우 등 야생동물
에게 먹이를 주지 마십
시오. 먹이를 받아 먹은
동물들은 도로에서 사
람을 기다리게 되고, 대
부분이 교통사고로 목
숨을 잃고 있습니다. 또
북방여우에게는 에키노
코쿠스라는 기생충이
기생하고 있는 경우가
있어 사람에게도 위험
합니다.

請不要給紅狐等野生動

物餵食。得到過食物的

動物會在路邊等待，很

多因交通事故喪生。此

外，有時紅狐身上有條

蟲寄生，可能傳染給人

類。

切勿给红狐等野生动物

投放食物。被投放食物

的动物会养成在道路等

待的习惯，因此造成交

通事故导致很多动物死

亡。此外，红狐身上寄

生的包生绦虫也会给人

类带来危险。

餌付けは生態系を乱し、人に
被害が及ぶ可能性がありま
す。

Feeding wild animals disturbs
the natural ecology of the
area, and may lead to severe
problems for both animals and
humans.

먹이를 주는 행위는 야
생동물의 생태를 교란
시킬 뿐 아니라, 인간에
게도 피해가 미칠 가능
성이 있습니다

餵食不僅會擾亂野生動

物的生態，也可能會給

人帶來傷害。

投放食物的行为不仅会

扰乱野生动物的生态环

境，也可能给人类带来

危害。

特にヒグマへの餌やりは非常
に危険です。

Attempting to feed wild bears
is extremely dangerous

특히, 큰곰에게 먹이를
주는 것은 대단히 위험
합니다

特別是給棕熊餵食極為

危險。

特别是给棕熊投放食物

的行为是非常危险的。

規制
警戒

野生
動物

道路
交通

河川

環境
保護
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注意・警戒表示の多言語表記例（ヒグマ注意の例） 

項目 日本語 英語 韓国語 中文（繁体字） 中文（簡体字）

ヒグマに注意 Beware of Bears 큰곰에게 주의 注意棕熊 注意棕熊

ここはヒグマの生息地です。 Natural Bear Habitat
이곳은 큰곰 서식지입
니다.

這裡是棕熊的生息地。 此处是棕熊的栖息地。

クマを見つけても
車から降りない
近づかない

Even if you see a bear.
Don't get out of your car!
Don't go near!

곰은 발견하더라도
차에서 내리지 마세요!

다가가지 마세요!

即使發現熊

也不要下車！

不要靠近！

即使见到棕熊
也切勿从车上下来！

切勿接近！

音や声を出しながら歩く
食べ物を持ち込まない
犬を連れて立ち入らない

Always make noise or talk
loudly while walking.
Do not take food into this
area.
Do not bring dogs into this
area.

소리를 내면서 다니십
시오.

음식을 반입하지 마십
시오.

개를 데리고 들어가지
마십시오.

走路時請發出響動或聲

音。

請不要帶食物。

請不要帶狗進入。

请走路时发出响动或声

音。
请勿携带食物进入。

请勿带狗进入。

視界不良時・夕方～早朝は立
ち入らない

Do not enter at early
morning, evening, or when
visibility is bad.

시야가 나쁠 때(저녁~이
른 아침)는 들어가지 마
십시오.

能見度低時（傍晚? 清

晨）請不要進入。
视野不清晰时（傍晚至
早上），请勿进入。

もしも、ヒグマに出会ったら？
・走らない。
・騒がない。
・ヒグマを刺激しないようゆっく
り後退。

If you encounter a bear.
・Do not run away.
・Remain quiet.
・Do not provoke the bear
with sudden movements.
Back away slowly.

만약 큰곰을 만나면?

・달리지 마세요.
・허둥대지 마세요.

・큰곰을 자극하지 않도
록 천천히 후퇴.

如果遇上了棕熊怎麼

辦？
・不要跑。
・不要慌張。

・慢慢後退，注意不要刺

激到棕熊。

如果遇到棕熊怎么办？

・不随便跑动。
・不惊慌失措。

・慢慢离开现场，以免刺
激棕熊。

ヒグマの足跡や糞などを発見
したら、すぐに引き返しましょ
う。また、人間の存在を鈴など
でヒグマに知らせ、遭遇を避
けましょう。

If you see bear tracks or
droppings, return immediately
along the same path you
walked along. When walking,
always carry a bell etc. to
alert bears to your presence
and avoid

큰곰의 발자국이나 대
변 등을 발견하면 바로
되돌아오십시오. 또, 종
소리 등으로 큰곰에게
인간의 존재를 알려서
곰과 만나는 것을 피하
십시오.

如果發現了棕熊的足跡

或糞便等，請立刻返

回。另外用鈴聲等提醒

棕熊有人類經過，可以

避免與他們遭遇。

如见到棕熊的足迹或粪
便，请立即返回。此

外，也可使用铃铛等让
棕熊察觉到人的存在，

从而避开遇到棕熊的情
况。

クマも人間が怖いので、すぐ
そばに潜んでやり過ごそうと
することがよくあります。そん
な時、敏感にクマに気付いた
犬が吠えかかると、クマを興
奮させ無用の危険を招きま
す。遊歩道内に犬を連れてい
くのはやめましょう。

Bears are afraid of people,
and will often stay hidden if
people are walking nearby.
However, if a dog senses that
a bear is nearby and starts
barking, this will provoke the
bear causing an extremely
dangerous situation.
Therefore, please do not take
your dogs.

곰도 인간을 무서워하
기 때문에, 옆에 숨어서
그냥 지나치도록 하는
경우가 자주 있습니다.
그럴 때 민감하게 곰을
알아본 개가 짖어대면,
곰을 흥분시켜 쓸데없
는 위험을 초래합니다.
산책로에 개를 데리고
가는 것은 삼갑시다.

棕熊也怕人，經常會藏

在近處試圖躲過去。這

時如果狗敏感地發現熊

並吠叫，將會讓熊興奮

招來無謂的危險。不要

將狗帶到散步道內。

熊也会惧怕人类，所以
经常会发生躲藏在一

旁，默默等人通过的情
况。此时，一旦狗注意

到熊，出于敏感会进行
吼叫，则会激怒熊从而

招致不必要的危险。请
勿将狗带入旅游区域的

道路内。

ヒグマ
注意
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5 拠点施設での多言語情報提供に関する事項 

 
5-1 情報拠点に関する事項 

 

＜情報拠点の状況＞ 

・ 対象地域の情報拠点は、主に市町村や観光協会等の管理運営による施設の他、道の駅等が

挙げられる。 

・ また、対象地域には外国人観光客にも対応できる JNTO 登録のビジットジャパン案内所が
富良野美瑛地域内（北の峰地区）にある。 

地区 情報拠点 備考

ＪＲ美瑛駅前 四季の情報館 観光案内所

白金地区 白金インフォメーションセンター 観光案内所

かみふらの十勝岳観光協会 観光案内所

中富良野町観光協会 観光案内所

ＪＲ富良野駅前 富良野インフォメーションセンター 観光案内所

北の峰地区 富良野・美瑛広域観光センター ビジットジャパン案内所（JNTO登録の案内所）

道の駅南ふらの物産センター 道の駅

南富良野観光案内所 観光案内所

占冠村観光協会 観光案内所

道の駅自然体感しむかっぷ 道の駅

JR知床斜里駅（観光案内所） 観光案内所

道の駅しゃり 道の駅

ウトロ地区 道の駅うとろ・シリエトク 道の駅

清里町コミット 観光案内所

標津町観光協会 観光案内所

道の駅「知床・らうす」 道の駅

知床地区

占冠村

富良野市

清里町

標津町

羅臼町

本町地区
斜里町

南富良野町

市町村

上富良野町

美瑛町

富良野・
美瑛地区

中富良野町

 
 

 

 

 

 

 

 

＜

・

・

 

 

 

    四季の情報館（美瑛町）           富良野ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（富良野駅前）   道の駅うとろ・ｼﾘｴﾄｸ（斜里町） 

ガイドラインの対象＞ 

 対象地域の情報拠点には一般の観光案内所の他、ビジットジャパン案内所、道の駅等があ

るが、これらは外国人観光客が観光情報を入手できる拠点として認知できることと、各施

設において適切な情報の入手環境がそろっていることが重要となる。 
 よって、本ガイドラインにおいて対象とする事項は以下の 2項目とする。 

◆記名表示（ピクトグラムの活用と多言語表示） 

◆拠点内の情報提供（多言語による案内パンフレット等を活用した情報提供） 
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＜表示言語＞ 

・ 情報拠点の記名表示は、日本語と英語の 2 カ国語を原則とし、情報拠点を示すピクトグ
ラムを併記することとする。 

・ 拠点内のインフォメーションカウンターやパンフレットコーナー等の誘導・位置表示は、

日本語と英語の 2 カ国語を原則とし、それぞれの機能を示すピクトグラムも併記し表示
することが望ましい。 

繁体字 簡体字

● ● ◎ ◎ ◎

● ● ○ ○ ○

情報拠点サイン

拠点内の情報提供

【凡例】●必ず表記 ◎表記が強く望まれる ○表記が望ましい

表示

言語

日本語 英語 韓国語
中文

 

＜基本事項＞ 

●情報拠点の 

多言語表記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・情報拠点の表記は案内所、若しくは観光案内所等の日本語表記とともに

“Tourist Information”を併記する。また、下表の“案内所”を示すそ

の他言語についても極力表記することが望ましい。  

・道の駅の表記は、道路案内標識においては “Michinoeki＋固有名詞”

で表記されているが、市町村等が設置する独自の施設サイン等では

“Michinoeki(Roadside Station)＋固有名詞”の方が海外観光客に対し

ても施設が認知されやすい。 
日本語 英語 韓国語 中文（繁体字） 中文（簡体字）

案内所 Tourist Information 안내소 問訊處 问讯处

道の駅 Michinoeki (Roadside Station) 휴게소 道路休息站 道路休息站  

●情報拠点を示

すピクトグラ

ムの活用 

 

 

・情報拠点を示すピクトグラムは、ビジットジャパン案内所として登録さ

れている施設については、下表のマークを表示することとする。 

・また、その他の案内所については、JIS規格のピクトグラムである‘？’

若しくは‘i’を併記することとする。  

ビジット・ジャパン案内所
外国人観光客に対応可能な
案内所として、JNTOに登録
されている案内所。

●
○

必要に応じ
て表示

案内所
JNTOに登録されていない観
光案内所。 ○ ●

情報コーナー
パンフレットなどを設置し
ている場所・コーナー。 ●

ピクトグラム

案内所、情報コーナー
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・観光案内の担当者が常駐している施設のインフォメーションカウンター

等は“Information”と表記する。 

・また、パンフレットコーナー等は“Information Corner”と表記する。

・その他、情報拠点内で多くの観光客の利用が見込まれる以下の施設（コ

ーナー）では、多言語による記名、施設内誘導表示の設置が望まれる。

日本語 英語 韓国語 中文（繁体字） 中文（簡体字）

情報コーナー Information Corner 정보 코너 信息處 信息咨询区

お手洗 Toilets／Restroom 화장실 洗手間 洗手间

店舗／売店 Shop 점포/매점 店舖／小賣店 店铺/小卖店

会計 Cashier 계산 付款處 交费处

きっぷ名 Ticket 승차권명 票名 票名  
 

 

 

 

 

 

 

・海外観光客にとって、多言語化されたパンフレットは、案内表示ととも

に手持ちのツールとして重要であるため、極力、多言語によるパンフレ

ットの設置が望まれる。 

・また、パンフレットの設置は、言語毎に分けて設置すると利用者にとっ

て親切であるが、中国語のパンフレットの場合は、「中文（簡体字）」「中

文（繁体字）」と表示するとわかりやすい。 

●施設内での誘

導・位置表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●その他 
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5-2 その他・観光拠点施設に関する事項 

 

＜観光拠点施設の概況＞ 

・ 両地域とも資料館、博物館等の見学・学習施設の他、工房等の体験施設が主要な観光拠点

として位置づけられている。 

・ 地域ごとの特徴では、富良野美瑛地域では主に美術館・ギャラリー等が多く、また、知床

地域では知床半島を含む斜里町・羅臼町を中心に、ネイチャーセンター等の自然・学習施

設が多い。 

地区 施設 施設名 市町村

島岡達三･須田剋太美術館新星館 富良野市

フォトギャラリー 丘の写真館 富良野市

富良野市博物館 富良野市

美瑛町郷土資料館 美瑛町

後藤純男美術館 上富良野町

土の館 「北海道遺産」認定 上富良野町

トリックアート美術館 上富良野町

中富良野町郷土館 中富良野町

富良野風景画館 中富良野町

物産館 占冠村

富良野演劇工場 富良野市

風のガーデン 富良野市

「北の国から」資料館 富良野市

ふらのワイン工場 富良野市

ふらのワインハウスラベンダー園 富良野市

ぶどう果汁工場・ぶどうが丘インフォメーションセンター 富良野市

「富良野チーズ工房」「アイスミルク工房」「PIZZA工房」
「富良野手づくり体験工房」

富良野市

ファーム冨田 上富良野町

町営ラベンダー園 上富良野町

フラノ自然体験村コロポックル 中富良野

金山ダム 湖・ダム・ふれあい展示ホール 南富良野町

かなやま湖畔のラベンダー園 南富良野町

宿泊研修施設双民館 占冠村

知床自然センター 斜里町（ウトロ地区）

知床世界遺産センター 斜里町（ウトロ地区）

鳥獣保護区管理センター 斜里町（ウトロ地区）

知床100㎡運動ハウス 斜里町（ウトロ地区）

羅臼ビジターセンター 羅臼町

ルサ・フィールドハウス 羅臼町

野付半島ネイチャーセンター 標津町

ワッカネイチャーセンター 標津町

知床博物館 斜里町

標津サーモンパーク・サーモン科学館（鮭の水族館） 標津町

北方領土館 標津町

郷土資料館 標津町

清里焼酎工場 清里町

農漁村加工体験施設 標津町

農林漁業体験実験館 羅臼町

遠音別サケマス観覧施設 斜里町

標津川さけます捕獲場 標津町

その他 北の国から2002遺言純の番屋（再現） 羅臼町

体験、見学施

設

富良野・

美瑛地区

知床地区

自然・学習セ
ンター等

資料館、博物
館

体験、見学施
設

美術館、ギャ
ラリー、博物
館等
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＜ガイドラインの対象＞ 

・ これら観光拠点では、多言語による施設入り口付近での各種利用案内とともに、館内の各

施設（コーナー）についても多言語併記による誘導と位置表示の設置が望まれる。 

・ また、美術館やギャラリー等の鑑賞を目的とする施設や、ネイチャーセンター等の学習を

目的とする施設については、館内見学の順路が設定されている場合も見られることから、

順路についての多言語誘導も重要な案内表示となる。 

施設入り口付近 ―→

◆施設内案内（施設平面図等による案内サイン）
◆開館時間等に関する案内
◆館内見学・利用料金等に関する案内
◆その他来館歓迎等の表示

↓

施設内 ―→

◆施設内誘導案内
・見学経路（順路）に関する誘導案内
・館内主要施設に関する誘導案内

◆主要施設（コーナー）の位置表示

↓

施設出口付近 ―→
◆出口への誘導案内

◆その他来館へのお礼に関する表示等

表示箇所 案内内容等

 

 

・ 観光拠点内の案内表示は、施設入り口付近に設置される「施設案内（平面図等による案内）」

や営業時間等に関する利用案内の他、各種誘導・位置表示等が挙げられるが、対象地域内

の各観光拠点は、内容・規模等が多様であることから、本ガイドラインでは、以下の表示

についての考え方を整理する。 

 
◆館内案内図表示（館内案内図で表示する施設の多言語表記） 

◆施設内の誘導・位置表示（順路案内等の多言語表記） 

◆施設利用案内（出入口付近での多言語案内表記） 
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＜表示言語＞ 

・ 館内案内図、館内誘導・位置表示は、日本語と英語の 2カ国語を原則とする。 
・ また、施設利用案内等は説明文が主な表記内容となることから、多言語による表記が望

ましい。 

繁体字 簡体字

館内案内（図表示） ● ● ○ ○ ○

館内誘導・位置案内 ● ● ○ ○ ○

他・施設利用等案内 ● ● ◎ ◎ ◎

施設案内表示

【凡例】●必ず表記 ◎表記が強く望まれる ○表記が望ましい

表示

言語

日本語 英語 韓国語
中文

 

＜基本事項＞ 

●館内案内図 

 

・一般的な観光拠点内の施設（コーナー）名称についての多言語訳を下表に

整理した。これらを案内図に掲載する場合、該当するピクトグラムも併せ

て記載することが望ましい。また、比較的規模の大きな施設の案内図では、

設置箇所を“現在地（You are here）”として示すことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語 英語 韓国語 中文（繁体字） 中文（簡体字）

観光案内所
Tourist Information
Center

관광안내소 旅遊問訊處 观光指南处

観光案内カウン
ター

Tourist Information
Counter

관광 안내 카

운터
旅遊問訊台 观光指南柜台

出入口 Entrance/Exit 입구/출구 入口/出口 入口/出口

インフォメーション Information 알림 如您需要說明 通知

お会計 CASHIER 계산 免費 免费

チケット売り場 Ticket Counter 티켓 판매소 售票處 售票处

化粧室 Toiletts 화장실 洗手間 洗手间

展示スペース Display Area 전시 공간 展示區 展示区

くつろぎスペース Rest Area 휴게 로비 休憩廳 休息大厅

売店 Shop 매점 小賣店 小卖店

レストラン Restaurant 레스토랑 餐廳 餐厅

研修室 Training Room 연수실 研修室 研修室

公衆電話 Public Telephone 공중전화 公用電話 公用电话

使用料:無料 Free of Charge 사용료: 무료 使用費：免費 使用费：免费

セルフサービス Self Service 셀프 서비스 自助 自助服务

自動販売機 Vending Machines 자판기 코너 自動販賣機 自动贩卖机角

喫煙スペース Smoking Area 금연 공간 吸煙處 吸烟处

コインロッカー Coin Lockers 코인로커 投幣式存物櫃
这里的寄存柜

移到这里

観光協会事務室
tourist association
office

관광협회 사무

실

旅遊協會辦公

室

观光协会办公

室

観光物産・物産
コーナー

Local Products and
Souvenirs

관광물산·물산

코너
銘產、紀念品

观光特产、土

特产區

公衆電話 Public Telephone 공중전화 公用電話 公用电话

写真コーナー Photograph Corner 사진 코너 照片區 照片角

ステージ Stage 무대 講台 讲台

手づくりクラフト作
品コーナー

Handmade Crafts
수 공 예 작품

코너
手工藝作品區 手工艺作品區

展望室 Observation Room 전망실 展望室 展望室

インターネットコー
ナー

Internet Corner 인터넷 코너 上網區 上网角

現在地 You are Here 현재 위치 現在位置 现在位置

館内案内図
で表示する

主な施設と多
言語表記例
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・位置表示は、主に館内案内図で表示した各施設（コーナー）について表示

するが、施設規模に応じ、適宜誘導表示も設置することが望ましい。 

・誘導表示、位置表示とも対象となるピクトグラムがある場合は併記するこ

とが望ましい。 

・また、鑑賞・見学施設等で順路が設定されている場合は、多言語により見

学順路を表示することが望まれる。 

日本語 英語 韓国語 中文（繁体字） 中文（簡体字）

見学順路１
見学順路２

Tour Route 1
Tour Route 2

견학 순서 1

견학 순서 2

參觀路線１

參觀路線２

参观线路1

参观线路2

［誘導案内例］
例文：展示・販売・
試飲コーナーへお
進みください。

Ｕp to the exhibition
area,
tasting area and
shop.

전시•판매•시음

코너로 가십시

오.

請前往展示・販

賣・品茗區。

请前往展示、售

卖及试饮区。

［誘導案内例］
例文：売店・出口
は奥になります。

This way for the shop
and exit.

매점·출구는 안

쪽에 있습니다.

小賣店‧出口在

裡面。

小卖店、出口请

往里走。

［誘導案内例］
階段が急です。お
気 をつけて 下さ
い。

Steep steps! Please
be careful!

계단이 가파릅

니다. 조심하십

시오.

樓梯陡，請小

心。

台阶很陡。 请

小心行走。

館内
誘導
表示

●施設内誘導 

・位置表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

●施設利用 

案内 

（出入口付近） 

 

 
・施設出入り口付近では、施設の開館時間等に関する案内や、入館料等の施

設利用に関する案内、また、歓迎を表す表示等がある 

・これらは多言語による表記でなければ伝えづらい情報であるため、次頁の

表記例等を参考に適宜多言語による案内を行うことが望ましい。 
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施設利用案内等に関する多言語表記例 

日本語 英語 韓国語 中文（繁体字） 中文（簡体字）

いらっしゃいませ Welcome! 어서 오십시오 歡迎光臨 欢迎光临

周辺のごあんない
Area Around the
Center

주변 안내 周邊介紹 周边介绍

お問い合わせはインフォメー
ションカウンターへ！

Ask questions at the
information counter!

문의는 안내 카운터

로!

如有任何不明之處，

歡迎諮詢服務台!

如有任何不明之

处，欢迎咨询服务

台！

ご案内の必要な方は呼び出し
ボタンを押してください

Please press this
button if you need
assistance.

안내가 필요하신 분

은 호출 버튼을 눌러

주십시오.

如您需要說明，請按

呼叫按鈕。

需要指南服务的人

员，请按呼叫键。

出口はこちらとなります。 This way for the exit. 출구는 이쪽입니다. 出口在此。 出口在这边。

ありがとうございました。
Thank you for
visiting!

감사합니다. 感謝您的光臨。 谢谢您的参观。

またのお越しをお待ちしており
ます。

Please come again!
다시 찾아 주시기를

기다리고 있겠습니

다

歡迎您下次再來。 欢迎您再次光临。

非常階段
非常階段です。通常の使用は
できません。

Emergency Staircase.
For use in
emergencies only.

비상계단입니다. 평

상시에는 사용할 수

없습니다.

緊急通道

平時禁止使用

紧急楼梯。正常情

况不可使用。

開館時間 Opening Times 개관시간 開館時間 开放时间

開館時間のお知らせ。
9～5月 9:00～16:30
6～8月 9:00～18:00

Opening Times
September
~ May 9:00~16:30
June
~August 9:00~18:00

개관시간 안내.

9 ∼ 5 월 9:00 ∼

16:30

6 ∼ 8 월 9:00 ∼

18:00

開館時間

9～5月 9:00～16:30

6～8月 9:00～18:00

开馆时间通知。

9 ～ 5 月 9:00 ～

16:30

6 ～ 8 月 9:00 ～

18:00

年中無休 Open All Year 연중무휴 全年營業 全年无休息日

休館日 Winter Closing 휴관일 休息日 休馆日期

臨時休館あり

Center may close
temporarily under
special
circumstances

임시 휴관 있음 有臨時休館的情況 有临时休馆的情况

上映時間 Screening Times 상영 시간 放映時間 放映时间

料金 Admission Prices 운임 票價 车费

大人 Adult 어른 大人 成人

子供 Child 어린이 兒童  儿童

高校生以上
（※16歳以上とする場合）

Age 16 and over

고등학생 이상

(※16세 이상의 경

우)

高中生以上

（※16歲以上）

高中生以上

（※16岁以上）

小・中学生
（※5歳以上15歳未満の場合）

Age 6 to 15
5세 이상 15세 미만

의 경우

中小學生

（※5歲以上15歲以

下）

中小学生

（※5岁以上15岁以

下）

幼児は無料です。
（※5歳未満とする場合）

Free for children age
5 and under

유아는 무료입니다.

(※5세 미만의 경우)

兒童免費。

（※5歲以下）

儿童免费。

（※5岁以下）

小学生未満 Below school age 초등학생 미만 小學生以下 小学生以下

団体割引あります。
Group discounts are
available

단체 할인이 있습니

다.

可享受團體打折優

惠。

可享受团体打折优

惠。

▲名以上
（※15名以上）

15 or more people 15명 이상 15名以上 15名以上

ペット持込不可 No pets 애완동물 반입 금지 禁止攜帶寵物入內 禁止携带宠物入内

館内禁煙
No smoking in the
building

관내 금연 館內禁煙 馆内禁烟

ゴミのお持ち帰りにご協力くださ
い。

Please take your
rubbish home with
you.

쓰레기는 가지고 돌

아가시기 바랍니다.

請將垃圾帶回，感謝

您的合作。

请将垃圾带回，感

谢您的合作。

入り口付近
案内

開館時間
等に関する
表記例

その他（注
意表示等）

出口付近
案内

館内見学・
利用料金
等に関する
表記例
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参考：コインロッカーの利用に関する多言語表記例 

日本語 英語 韓国語 繁体字 簡体字

ご利用方法 How to Use 이용방법 使用方法 使用方法

扉を開けて荷物を入れる
Open the door and
place your luggage
inside.

1. 문을 열고 물건을

넣는다
1 打開櫃門放入行李 打开门，放入物品

使用料金だけ硬貨を入れる
Insert the correct
amount of coins into
the slot.

2. 사용 요금만큼 동

전을 넣는다

2放入正好所需金額

的硬幣
投入所需的硬币

扉を閉めカギを左に廻して抜く
Close the door, turn
the key to the left,
and pull out the key.

3. 문을 닫고 열쇠를

왼쪽으로 돌려서 뺀

다

3關上櫃門，將鑰匙
向左旋後拔出

关上门，向左拧转钥

匙后，拔出钥匙

荷物を出すときは、カギを差し
込み右に廻して扉を開けてくだ
さい。

To remove your
luggage, insert the
key and turn it to the
right to unlock the
door.

물건을 꺼낼 때는 열

쇠를 꼽고 오른쪽으

로 돌려 문을 여십시

오.

提取行李時，請插入

鑰匙向右旋打開櫃

門。

提取物品时，请插入

钥匙向右拧动，打开

门。

カギは大切に保管してください。
紛失した場合実質――円を頂
きます。

Please keep the
locker key safe.A―
― yen charge will be
incurred for lost keys.

열쇠는 소중하게 보

관하십시오. 분실한

경우 실비 ――엔을

받습니다.

請小心保管鑰匙。如

遺失需支付更換鑰匙

費――日元。

请注意妥善保管钥

匙。如果丢失，需支

付――日元费用。

カギのないロッカーは使用中で
す

Lockers that do not
have keys are already
in use.

열쇠가 없는 로커는

사용 중입니다.

櫃子無鑰匙表示有人

在使用

寄存柜没有钥匙表示

有人正在使用。

コインロッカーのカギをなくされ
ると取替料として――円いただ
きます。

A ―― yen charge
will be incurred for
lost locker keys.

코인로커의 열쇠를

분실하시면 교체비

용으로 ――엔을 받

습니다.

如遺失存物櫃鑰匙，
需支付換鎖費用――
日元。

如果丢失了寄存柜的

钥匙，需支付换锁费

用――日元。

コインロッ
カーの利用
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6 公共交通に関する事項 

 
6-1 前提条件の整理 

＜公共交通関連の基準・ガイドライン等＞ 

・ 下表は既存ガイドラインを整理したものであるが、これらは本ガイドラインの上位の位

置づけにあるものとして取り扱うこととする。（出展「公共交通機関における外国語等に

よる情報提供措置ガイドライン」より） 

 

対象分野

テーマ

［車両等］ ［旅客施設］

発行者：

c．国土交通省航空局

d．財団法人運輸政策研究機構

e．交通エコロジー・モビリティ財団

公共交通機関

a．国土交通省総合政策局観光地域振興課

国際化への対応

バリアフリー化への
対応・ユニバーサル

デザイン

観光立国への取り組
み・外国人観光旅客

の誘致

b．国土交通省総合政策局事業総括調整官及び観光地域振興課

標準案内要図記号ガイドライン（平成13年3月）.e

ひと目でわかるシンボルサイン－標準案内要図記号ガイドブック（平成13年12月）.e

JIS Z 8120:2002 案内要図記号（平成14年3月）

）

交通拠点のサインシステム計画ガイドブック
（平成10年3月）.e

旅客船バリアフリー～設計マニュアル
（平成12年12月）.e

公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備
ガイドライン（平成13年8月）.e

障害者・高齢者等のための公共交通機関の
車両等に関するﾓﾃﾞﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ（平成13年3月）.d

みんなが使いやすい空港旅客施設計画資料
（平成14年3月）.c

旅客船バリアフリーハンドブック
（平成17年3月）.e

公共交通機関旅客施設のサインシステム
ガイドブック（平成14年11月）.e

公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備
ガイドライン追補版（平成14年12月）.e

都市鉄道における案内情報ガイドブック
（平成18年3月）.d

高齢者・障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化に関する法律
（通称「交通バリアフリー法」、平成12年5月制定）

移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両の構造及び設備に関する基準
（省令、平成12年11月）

観光立国関係閣僚会議による観光立国行動計画（平成15年7月）

観光活性化標識ガイドライン（平成17年6月）.b

外国人観光客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律
（通称「外客誘致法」、平成17年6月改正）

外客誘致法第 19 条に規定する情報提供促進措置に関する基準
（告示、平成18年3月）

公共交通機関における外国語等による情報提供促進措置ガイドライン（平成18年3月）.a
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＜ＪＲ北海道における案内表示の多言語化に関する状況等＞ 

・ JR北海道では、前頁の既存ガイドライン等に準じ、道内の主要な観光地周辺の駅において、
既に案内表示の多言語化が進められており、表示言語は、日本語の他、英語と繁体字が併

記されている。また、新千歳空港駅では、空港内の案内表示に韓国語も含まれていること

から、空港内の表示に合わせ韓国語も併記されている。 
・ 本ガイドラインの対象地域では、富良野駅、美瑛駅、知床斜里駅が多言語化の対象駅とし

て、駅構内の主要な誘導サインや位置サインは、JR北海道の規定に基づいた整備が既に行
われている。 

 
 
 
 
 
 
 
 

多言語化対応 エリア 駅

道央エリア
札幌駅、新千歳空港駅、小樽駅、伊達駅、門別駅、洞爺駅
（※新千歳空港駅は英、韓、繁の3カ国語対応）

道北エリア 富良野駅、美瑛駅

道南エリア 函館駅

道東エリア 知床斜里駅、釧路駅

道北エリア 旭川駅、網走駅

道東エリア 帯広駅、新得駅

案内表示の多言語化
既対応駅

案内表示多言語化の
候補駅

平成 22 年 3 月現在         

 

 

 

 

 

JR 富良野駅・プラットホーム   JR 富良野駅・構内経路案内    JR 知床斜里駅・きっぷうりば案内 

 

＜対象地域での主要な旅客施設、車両等＞ 

・ 両地域の主要な旅客施設と車両を挙げると以下とすることができる。（12、15頁参照） 

旅客施設 路線・車両等

ＪＲ
・美瑛駅
・富良野駅

・ＪＲ富良野線（旭川～美瑛～富良野）
・JR根室本線（滝川～富良野～新得）

バス ・富良野バスターミナル

・旭川線高速ラベンダー号（富良野～旭川空港～旭川）
・高速ふらの号（富良野～札幌）
・麓郷線（富良野～麓郷）
・占冠村村営バス（富良野～占冠）

・ノースライナー帯広行き（富良野～帯広）

ＪＲ ・知床斜里駅 ＪＲ釧網線（網走～知床斜里～清里～釧路）

バス
・斜里バスターミナル
・ウトロバスターミナル
・阿寒バス羅臼出張所

・斜里線（斜里～ウトロ～知床五湖～羅臼）
・女満別空港線（女満別空港～斜里～ウトロ）
・知床シャトルバス（斜里～ウトロ～知床五湖～カムイワッカの滝）

富良野・美
瑛広域観光

圏地域

知床観光圏

地域

対象地域内での主要な旅客施設、車両等交通

機関
地域
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6-2 ＪＲ関連の各種案内に関する事項 

 

＜ＪＲ駅構内の案内表示＞ 

・ 既存ガイドライン等から、JR駅構内で設置される案内サインを種別により整理すると、誘
導サイン、位置サイン、案内サイン、規制サインの 4 種に分けられるが、これらは既存ガ
イドライン等で多言語表記に関する事項の他、個々の配置や設置箇所、また色彩やデザイ

ンに関する事項が整理されている。 

対象とするサイン例

誘導サイン
駅構内の移動経路上で施設等の方向を指示するのに
必要なサイン

位置サイン 目的とする施設等の位置を告知するのに必要なサイン

【位置関係等案内サイン】
位置関係等を案内するのに必要なサイン（図解情報）

・構内案内図、路線ネットワーク図、等

【乗降条件等案内サイン】
乗降条件や行為・操作の付帯条件等を案内するのに
必要なサイン（図解情報）

・乗車券購入方法、運賃表、時刻表、乗車方
法（ﾜﾝﾏﾝ列車）、等

規制サイン 利用者の行動を規制するのに必要なサイン ・禁煙、立ち入り禁止、等

・旅客施設出入口・乗降口、案内所等、乗車券
売場（ﾁｹｯﾄｲﾝｶｳﾝﾀｰ）、精算所、待合所、トイ
レ、改札口、・停車地案内標、その他（ｺｲﾝﾛｯ

ｶｰ等）

サイン種別

案内サイン

 

 

＜多言語案内すべき案内＞ 

・ 4カ国語圏ネイティブとの調査では、乗降条件等の文言での説明が必要となる案内サインに
ついて、特に多言語による表記が望まれていた。 

・ 下表は調査対象とした富良野駅、美瑛駅、知床斜里駅の調査結果から、多言語による表記

が望まれる案内表示を整理したものであるが、特に対象とすべき案内表示は運賃表、乗車

券購入方法、ワンマン列車の乗車方法の 3つが挙げられる。 

施設箇所 情報の種類 設置位置 案内種類 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ対象

運賃表（路線ネットワーク図） ○

乗車券購入方法 ○

発車時刻表 －

ワンマン列車の乗り方案内 ○

駅周辺案内図 －

バス乗り継ぎ案内標 －

入場動線用情報
のりばへの動線分岐点及び
ホーム階段の昇降口

停車駅案内標 －

出場動線用情報 改札口への動線分岐点 構内案内図 －

ホーム階段の昇降口及び
ホーム上の情報コーナー

停車駅案内案内標 －

路線ネットワーク図 －

発車時刻表 －
ホーム上の情報コーナー等

ＪＲ駅構内

コンコース

ホーム 入場動線用情報

出場動線用情報 改札口付近及び適所

入場動線用情報

改札口付近

きっぷうりば付近
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JR 運賃表（路線ﾈｯﾄﾜｰｸ）         乗車券購入方法                   ワンマン列車の乗り方 

 

＜ガイドラインの対象とする情報と提供手法＞ 

・ JR 駅構内での対象とする案内表示は、前記の通り既存ガイドラインや JR 北海道でのルー
ル等に準じ、既に整備が進められていることから、本ガイドラインでは、以下の情報提供

に関する基本的な考え方も踏まえ、案内表示と組み合わせて利用できる紙等のシンプルな

媒体による情報提供とする。 
 

［公共交通機関における外国語等による情報提供措置ガイドライン（基本的考え方）より抜粋］ 

● 各種案内表示だけでなく、パンフレットやホームページ等の様々な媒体を適切に組み合わせて、

相互補完させながら、情報提供を行う。 

● 高価な媒体だけでなく、紙等の比較的安価でシンプルな媒体も組み合わせて、よりわかりやすい

情報提供の工夫が重要。 

 

・提供する情報については、JRの利用に不慣れな海外観光客にとって重要な情報となる対象地
域内の無人駅や臨時駅等の各駅の情報のほか、一律ではない駅の営業時間に関する情報も提

供すべき情報と言える。よって本ガイドラインでは、双方の地域の特性も踏まえ、以下の情

報について、提供手法を整理する。 

 

◆対象とする情報：既存の案内サインと組み合わせて利用することで、海外観光客のＪＲの

利用（移動）に役立つ、位置関係の情報（路線情報）と乗降条件等の情報（運賃情報、Ｊ

Ｒの乗り方）を対象とする 

情報内容

路線ネットワーク図

路線上の主要駅情報（営業時間等）

対象路線上の運賃

その他主要都市への運賃

ＪＲの乗り方案内（ワンマン列車）
・駅員のいない時間帯の乗り方・降り方
・車両の入り口、出口（１両編成、２両編成）

案内種類

運賃表（料金表）

ＪＲ路線図
位置関係

情報

乗降条件等
情報

 

◆情報提供の手法：対象路線上の全ての駅で共通して利用できるものとし、携帯できるパン

フレットや駅に設置できるポスター等の紙媒体とする。 

 ◇パンフレット････････････ＪＲ路線図、運賃表 

 ◇ポスター（パネル）･･････ＪＲの乗り方案内（ワンマン列車） 
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＜表記言語＞ 

・ 主に路線図等の位置関係情報については日本語と英語の 2カ国語を原則とする。 
・ 乗降条件等については、日本語と英語の 2カ国語を原則とするが、JRの乗り方について
は説明文となることから、その他の言語も含めた表記が望ましい。 

・ また、運賃に関する情報は、パンフレット等の紙面を考慮しながら、極力多言語による

表記が望ましい。 

繁体字 簡体字

位置関係情報 ● ● ○ ○ ○

乗降条件情報 ● ● ◎ ◎ ◎

表示

言語

日本語 英語 韓国語
中文

案内サイン

【凡例】●必ず表記 ◎表記が強く望まれる ○表記が望ましい  
＜基本事項＞ 

●ＪＲ路線図 

 

○情報提供すべき主要な駅の設定 

・対象とする地域（路線上）の全ての駅を掲載することは、誌面の制約等

から難しい。よって、海外を含む観光客の利用が想定される主要な駅を

設定し整理する。 

・また、英語圏以外の観光客でも理解しやすいよう、各駅の駅番号等も併

せて整理する。 
駅

番号
掲載駅 英語 料金表 駅情報

（営業時間等）

旭川本線 Ａ28 旭川 Asahikawa ○

Ｆ37 美瑛 Biei ○ ○

Ｆ38 美馬牛 Bibaushi ○

Ｆ39 上富良野 Kami-Furano ○ ○

Ｆ40 西中 Nishinaka

Ｆ41 （臨時）ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ畑
(Speshial)Lavender-
Farm

○ ○

Ｆ42 中富良野 Naka-Furano ○

Ｆ43 鹿討 Shikauchi

Ｆ44 学田 Gakuden

Ｔ30 富良野 Furano ○ ○

Ｔ31 布部 Nunobe

Ｔ32 山部 Yamabe

Ｔ33 下金山 Shimo-Kanayama

Ｔ34 金山 Kanayama

Ｔ35 東鹿越 Higashi-Shikagoe

Ｔ36 幾寅 Ikutora ○

Ｔ37 落合 Ochiai

Ｋ23 新得 Shintoku ○ ○

Ｋ22 トマム Tomanu ○ ○

Ｋ21 占冠 Shimukappu ○ ○

網走本線 Ａ69 網走 Abashiri ○ ○

Ｂ76 北浜 Kitahama ○ ○

Ｂ75 （臨時）原生花園 (Speshial)Genseikaen ○ ○

Ｂ72 知床斜里 Shiretoko-Syari ○ ○

Ｂ71 中斜里 Naka-Syari

Ｂ70 南斜里 Minami-Syari

Ｂ69 清里町 Kiyosato ○

Ｂ68 札弦 Sattsuru

Ｂ67 緑 Midori

Ｂ66 川湯温泉 Kawayu-Onsen ○

Ｂ65 美留和 Biruwa

Ｂ64 摩周 Mashu ○ ○

Ｂ56 釧路湿原 Kushiro-Shitugen ○ ○

釧路本線 Ｋ53 釧路 Kushiro ○ ○

釧網線
知床観光
圏地域

案内種類

釧路本線

富良野線
富良野・
美瑛広域
観光圏地

域
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○路線図の表記 

・路線図は現在駅（走行

箇所）と下車駅との位

置関係がわかりやすい

よう、極力シンプルな

表記とする。また、駅

名の他、駅番号等も表

記することが望まし

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●駅情報 

 

 

 

 

 

 

 

 
・案内表示で提供できる情報は限られるため、各駅にて係員等から直接観

光情報等が入手出来る環境は観光客にとって重要である。よって下車予

定駅での多言語対応等に関する情報の他、営業時間等も含め整理し、情

報提供することが望ましい。 

案内種類
駅

番号
掲載駅 営業時間 その他必要情報等

Ｆ37 美瑛 6:30 ～ 18:30 夏期（6月～8月）は英語・中国語対応
Ｆ39 上富良野 7:20 ～ 15:00 （日・祝日休み）

Ｆ41 （臨時）ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ畑 終日無人 臨時駅（6月5日～10月11日）
Ｔ30 富良野 7:00 ～ 18:00 夏期（6月～8月）は英語・中国語対応

Ｋ23 新得 5:20 ～ 21:30 －

Ｋ22 トマム

［4月～11月］
10:00 ～ 16:30

［12月～3月］
10:00 ～ 17:30

トマムインフォメーション内

Ｋ21 占冠

［ 平 日 ］
7:35 ～ 15:25

［土日祝日］
7:35 ～ 15:00

－

Ａ69 網走 5:50 ～ 22:30 －

Ｂ76 北浜 終日無人
2008年12月に公開された中国映画
「非誠勿擾（フェイ・チェン・ウー・ラオ」
の撮影場所です。

Ｂ75 （臨時）原生花園 終日無人 －

Ｂ72 知床斜里 6:30 ～ 18:00 －

Ｂ64 摩周 5:20 ～ 16:30 －

Ｂ56 釧路湿原 終日無人 釧路湿原内にある駅です。

Ｋ53 釧路 5:30 ～ 22:30 －

知床観光
圏地域

富良野・
美瑛広域
観光圏地

域

 
●運賃表 

（料金表） 

・紙媒体での情報提供は特定の駅だけでは無く対象路線上の全ての駅で簡

易に設置出来るものが望ましい。よって、運賃表は路線上のどの駅でも

利用料金を確認できるよう、表形式等での整理が考えられる。 
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・なお、これらは日本人にとっては比較

的見慣れたものであるが、他国では日

常的に使用しない表現であることも考

えられるため、表の見方（解説）を加

える等の工夫も望まれる。 

 

 
●道内主要都市

への経路・運

賃案内 

 

・他都市への移動情報は、移動が想定される方面、また路線図と合わせ確

認出来るよう、乗降駅と料金等についての情報提供が望まれる。 

地域 主要都市方面 経路 料金

①富良野（T30）～滝川（A21） \1,040

②滝川（A21）～札幌（01） \1,600

①富良野（T30）～新得（K23） \1,600

②新得（K23）～新千歳空港（AP15） \2,560

①富良野（T30）～新得（K23） \1,600

②新得（K23）～釧路（K53） \3,150

網走方面 知床斜里（B72）～網走（A69） \810

①知床斜里（B72）～釧路（K53） \2,700

③釧路（K53）～帯広（K53） \4,480
釧路・帯広方面

知床観光圏地域

（釧路・網走駅発経路）

富良野・美瑛
広域観光圏地域

（富良野駅発経路）

釧路方面

新千歳空港方面

札幌方面

 
 

●乗車券情報 ・北海道に訪れる海外観光客の内、JRの利用者も年々増えていることから、

JR を利用した道内旅行に便利な切符の情報についても提供することが

望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行程 切符名 内容

指定席往復切符
（Rきっぷ）

Reserved-Seat
Return Ticket:
R-Ticket

「行き」「帰り」に特急列車
普通車指定席を利用で
きる往復割引きっぷ

A return ticket that can be
used for reserved seats both
ways on a local or limited
express train

６日間
Six
days

自由席往復切符

（Sきっぷ）

Non-Reserved
Seat Return
Ticket:  R-
Ticket

「行き」「帰り」に特急列車
普通車自由席を利用で
きる往復割引きっぷ

A return ticket that can be
used for non-reserved seats
both ways on a local or limited
express train.

６日間
Six
days

指定席回数券
Reserved Seat

Set

特定列車普通車指定席
を利用できるキップが６枚
セットになった回数券

A set of 6 tickets that can
used on all local and limited
express trains.

３ヶ月
Three
months

Sキップフォー S-Ticket Four

特急列車普通車指定席
を利用できるキップが４枚
セットになった回数券

A set of 4 tickets that can
used on all local and limited
express trains.

３ヶ月
Three
months

道フリーパ
ス

Hokkaido Free
Pass

道内の特急・急行、JRバ

スが乗り降り自由なきっ
ぷ。普通車指定席も６回
まで利用できる。

A ticket valid for all express
and limited express trains and
JR buses in Hokkaido. You can
also make up to 6 trips on
local treins.

７日間
Seven
days

休おでかけ
パス

3-Renkyu
Odekake Pass

３連休などの３日間乗り降

り自由な切符と旧列車用
は道内の特急・急行自由
席が乗り放題。また、指
定席も４回まで利用でき
る。普通列車用は道内の

普通席列車自由席に乗
り放題。

A ticket for unlimited travel
over a 3-day period. great for
long weekends. The Limited
Express Pass gives you
unlimited travel on all express
and limited express trains
Hokkaido, including up to 4
trips in a reserved seat. The
Local Train Pass gives you

３日間
Three
days

有効期間

往復で利用する

切符
For Round Trips

何度でも、何人
でも利用できる

切符
For Multiple
Trips or Multiple

Passengers

道内周遊旅行等
で得な切符

For Total
flexibility

北海

三連
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●ＪＲの乗り方 

（ﾜﾝﾏﾝ列車） 

・ワンマン列車の乗車方法については、乗車から下車までの行程（乗り方）

についての多言語での情報提供が望まれる。 

日本語 英語 韓国語 中文（簡体字） 中文（繁体字）

1 乗車
いちばん前のドアか
ら乗車

Board the train
through the
front door

맨 앞의 문으
로 승차합니
다.

从最前方的车

门上车。

從最前面的車

門上車。

2
整理券
取得

乗車の際は、１人１
枚、必ず整理券をお
取り下さい

Make sure you
take one
numbered
ticket per
person when
you board.

차할 때는 반
드시 각자 1매
씩 정리권을
뽑으십시오.

上车时，每个

人必须领取一

张车费计算

票。

上車時請務必

索取一張整理

券

3
運賃
確認

１両目最前部の運賃
表と整理券番号で金
額をお確かめください

Check your
fare with your
numbered
ticket and the
fare chart at
the front of
the first car.

맨 앞 차량 맨
앞 부분에 있
는 요금표와
정리권 번호
로 금액을 확
인하십시오.

请参照第一节

车厢最前方的

车费表和车费

计算票上的号

码确认车费金

额。

請依照第一節

車廂最前面的

票價表和整理

券號碼確認票

價。

運賃箱に整理券と運
賃、または乗車券を
お入れください

Put your ticket
or your
numbered
ticket and fare
in the fare box.

요금함에 정
리권과 요금
또는 승차권
을 넣으십시
오

请将车费计算

票和车费、或

车票投入到车

费投入箱里。

請將整理券和

購票錢票錢或

車票投入收票

箱内。

※駅員がいる場合
は、改札口で整理券
と運賃を支払います。

※At staffed
stations, give
your numbered
ticket and fare
to the staff at
the gate.

※역무원이
있는 역에서
는 개찰구에
서 정리권과
요금을 지불
합니다

※车站如果有

工作人员，则

应该在剪票口

交付车费计算

票和车费。

＊在有站務員

的車站，請在

檢票口交付整

理券和票錢。

いちばん前のドアか
ら降ります

Disembark
through the
front door.

맨 앞쪽 문으
로 내립니다.

从最前方的车

门下车。

從最前面的車

門下車。

※駅員がいる場合
は、すべてのドアが
開き、どこからでも降
りることができます。

※At staffed
stations all
doors will
open, so you
can exit from
any door.

※직원이 있
는 역에서는
모든 문이 열
리므로 어디
서나 내릴 수
있습니다.

※车站有工作

人员时，所有

车门都会打

开，可从任何

一个车门下

车。

＊在有站務員

的車站，所有

車門都會打

開，可以從任

何車門下車。

解説例
行程

5

4

下車

運賃
支払

 
●パンフレット

等の紙媒体の

作成例 

・以上の基本事項を踏まえ、下表の 2種類の紙媒体を例示として示す。な

お、JR路線・運賃に関する案内は、携帯できるパンフレット形式とし、

ワンマン列車の乗り方については、両地域共通で利用できるパネル形式

を想定し作成した。 

紙媒体例

路線ネットワーク図

路線上の主要駅情報（営業時間等）

対象路線上の運賃

その他主要都市への運賃

ＪＲの乗り方案内
（ワンマン列車）

・駅員のいない時間帯の乗り方・降り方
・車両の入り口、出口（１両編成、２両編成）

ＪＲ（ワンマン列車）の乗り方に
関する案内パネル・例

ＪＲ路線・運賃に関する
案内パンフレット・例

情報内容

運賃表（料金表）

ＪＲ路線図
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ＪＲ路線・運賃に関するパンフレット例（富良野・美瑛広域観光圏） 
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ＪＲ路線・運賃に関するパンフレット例（知床観光圏） 
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ＪＲ（ワンマン列車）の乗り方に関するパネル例 
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参考：ＪＲ駅および列車、乗車券等の案内に関する紙媒体作成用テキスト例 

日本語 英語 韓国語 中文（繁体字） 中文（簡体字）

駅名 Station 역명 站名 站名

①番のりば ／②番の
りば

Platform 1 / Platform
2

타는 곳 ①번／타는

곳 ②번
①號站台／②號站台

①号巴士站台／②号

巴士站台

係員がいる時間
When station staff are
available

직원이 있는 시간 有站務員在的時間 工作人员在岗时间

終日無人 Unstaffed all day 종일 무인 全天無人 全天无工作人员在岗

ＪＲの利用案内
Guide for Using JR
Trains

JR 이용안내 ＪＲ乘車指南 JR乘车指南

ＪＲ路線図 JR Route Map JR노선도 ＪＲ路線圖 JR线路图

特急列車用
For Limited Express
Trains

특급열차용 特快列車用票
特快列车专用三天连

休外出特价车票

普通列車用 For Local Trains 보통열차용 普通列車用票
普通列车专用三天连

休外出特价车票

ＪＲ（ワンマン列車）の
乗り方

How to Travel on JR
(One-Man) Trains

JR(원맨열차) 타는 법
ＪＲ（一人服務車）

搭乘方法

JR(无人售票列车)乘

车方法

きっぷ名 Ticket 승차권명 票名 票名

お得なきっぷ案内 Discount Tickets 실속 승차권 안내 優惠票指南 特价票介绍

料金 Price 요금 票價 费用

主要地 料金表 Fares for Main Areas 주요 행선지 요금표 主要站 票價表 主要地点  费用表

運賃 Fares 운임 票價 车费

片道 One Way 편도 單程 单程

往復 Round Trip 왕복 往返 往返

回数券（4枚綴り）
Multi-ticket (4
Tickets)

회수권(4매 묶음) 回數券(四張一聯) 打折套票(4张一套）

往復・回数券は窓口で
お買い求め下さい。

Please purchase
round trip or multi-
tickets at the ticket
counter.

왕복·회수권은 창구

에서 구입하십시오

來回票和回數票請到

窗口購買。

请在窗口购买往返票
及打折套票。

有効期限 Period Valid 유효기간 有效期 有效期

往 復 で 利 用 す るに
は？

For Round Trips
왕복으로 이용하려

면?
往返乘車時 可供往返乘车的车票

両替 Change money 잔돈 換零錢 零钱兑换机

両替はこちら Change money here 잔돈은 여기에서 換零錢處 请在此处兑换零钱

JR乗車券、料
金、支払いに関
するテキスト例

JR駅・列車に関
するテキスト例
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6-3 バス関連の各種案内に関する事項 

 

＜ガイドラインの対象とする案内表示＞ 

・ 下表はバスに関連する案内表示を整理したものであるが、主なものとして、バスターミナ

ル内で表示される各種案内と、各停留所（バス停）が挙げられる。このうち多言語案内す

べき表示は、他国では表現が異なるバスターミナルの記名表示と、バスを利用する上で最

低限必要な情報である運行経路、運賃、時刻表が挙げられる。また、各停留所からの乗車

も考慮しバス停についても対象とする。 

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ対象

・記名表示（ターミナル名） ○

【ターミナル内表示】
・乗車券売所（券売機）、トイレ、待合所、インフォ
メーションコーナー、レンタカー受付、等

－

・運行経路図（運賃表） ○

・運行時刻表 ○

・都市間バス、観光バス等案内、他 －

位置サイン ・のりば案内表示（行き先、発車時刻、等） －

規制サイン ・一般車両進入禁止、等 －

位置サイン ・バス停（時刻表、等） ○

施設箇所

案内サイン

各停留所

案内種類

位置サイン

バス
ターミナル

バスレーン

ターミナル

 

 

＜紙媒体で提供する情報＞ 

・ その他、バスターミナル内の各種表示と組み合わせて利用できる、紙媒体で提供する情報

は以下の内容が考えられる。 

情報内容

・運行経路図

・期間運行路線情報

・対象経路上の運賃

・その他主要都市への運賃

バスの乗り方案内 ・乗降方法、料金確認・支払い方法等

位置関係等
情報

乗降条件等
情報

案内種類

運賃表（料金表）

運行経路図

 

 

 65



＜表記言語＞ 

・ バスターミナル内の各種案内表示や各停留所については、日本語と英語の 2 カ国語を原
則とする。また、盤面に余裕がある場合等、多言語による表記が望ましい。 

・ パンフレット等での提供情報についても、日本語と英語の 2 カ国語を原則とし、バスの
乗り方等に関する情報は説明文となることから、極力多言語による情報提供を行うこと

が望ましい。 

繁体字 簡体字

ターミナル ● ● ◎ ◎ ◎

停留所 ● ● ○ ○ ○

位置関係情報 ● ● ○ ○ ○

乗降条件情報 ● ● ◎ ◎ ◎

【凡例】●必ず表記 ◎表記が強く望まれる ○表記が望ましい

表示

言語

日本語 英語 韓国語
中文

案内サイン

他・パンフレット等

 

＜基本事項（案内サイン）＞ 

●ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ名 

（記名サイン） 

・“バスターミナル”はカタカナであるため、簡単な漢字であれば理解でき

る韓国語圏、中文圏の方も含め海外からの観光客には判読できない。よ

って英語の併記はもとより、極力多言語による表記が望ましい。 

・また、バスターミナルや停

留所はピクトグラムを併

記することが望ましい。  

 

 

●運行時刻表 

 

●運行経路図 

 

 

 
・運行時刻表はバスターミナルから出発する運行路線ごとに表示し、乗り

場が複数ある場合はのりば番号も含めたわかりやすい表示が望まれる。

・運行経路図は、英語併記を原則とし、運行路線と各停留所との関係がわ

かりやすいよう、極力シンプルな表現が望まれる。 

・また、地図案内表示と同様に、ターミナル等の現在地を“現在地（You are 

here）”等として示す。 
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●バス停留所 ・バス停の表示は日本語と英語（Bus Stop）の 2カ国語表示とし、ピクト

グラムを併記する。 

・また、その他の時刻表等についても英語併記が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基本事項（パンフレット等）＞ 

●情報提供すべ

き主要な停留

所の設定 

・JRと同様に、運行路線上で多くの観光客の利用が想定される停留所を設

定し整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案内種類 掲載駅 英語 料金表

旭川 Asahikawa ○

厚生病院 Asahikawa Kosei Hospital

旭川医大 Asahikawa Medical College

基線８号 Kisen 8go

旭川空港 Asahikawa Airport ○

美瑛 Biei ○

美瑛駅 JR Biei Station ○

深山峠 Miyama Pass ○

上富良野 Kamifurano ○

上富良野役場前 Kamifurano Yakubamae

中富良野 Nakafurano ○

富良野 Furano ○

本町５丁目 Honmachi 5 chome

市場前 Ichibamae

基線 Kisen

ナトゥールバァルト前 Furano Naturwald Hotel ○

富良野プリンスホテル Furano Prince Hotel ○

４線 4 Sen

新富良野プリンスホテル Sin-Furano Prince Hotel ○

女満別空港 Memanbetsu Airport ○

JR網走駅 JR Abashiri Station ○

網走バスターミナル Abashiri Bus Terminal ○

道の駅流氷街道網走 Roadside Station “Ryuhyou Kaidou”Abashiri

小清水原生花園
Koshimizu Gensei Kaen (Primeval Flower
Garden)

斜里バスターミナル Shari Bus Terminal ○

オシンコシンの滝 Oshinkoshin Falls ○

道の駅 うとろ・シリエトク Roadside Station Utoro ･ Shirietoku ○

ウトロ温泉バスターミナル Utoro Onsen Bus Terminal ○

知床自然センター Shiretoko National Park Nature Center ○

岩尾別 Iwaobetsu

知床五湖 Shiretoko Goko Lakes (Five Lakes) ○

カムイワッカ湯の滝 Kamuiwakka Yu-no-Taki Falls (Hot Springs) ○

知床峠 Shiretoko Pass

羅臼湖入口 Entrance to Lake Rausu-ko

阿寒バス羅臼営業所 Akan Bus Rause Office ○

富良野・美瑛
広域観光圏

地域

知床観光圏
地域
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●運行経路図 ・運行経路図は現在地と下車

予定の停留所がわかりやす

いよう、極力シンプル表記

とする。 

・また、JRと同様に路線上の

停留所に番号等を設定する

などの工夫も望まれる。 

 

 

 

 

 
●期間運行及び

都市間バス等

の利用情報 

・両地域とも札幌等の都市を結ぶ路線があることから、これら海外観光客

の利用が想定される路線、料金等についても提供すべき情報として整理

する。 

運行期間 大人 子供

札幌行き
（高速ふらの号）

通年 片道 \2,200 \1,100

通年 片道
旭川空港
\750

\370

通年 片道
旭川駅
\860

\430

帯広行き
（ノースライナー号）

通年 片道 \2,100 \1,050

知床観光圏地域
（斜里ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ発）

知床～札幌行き
（イーグルライナー）

通年 片道 \7,000 \13,300

備考
経路主要都市方面地域

旭川駅・旭川空港行き
（ラベンダー号）

富良野・美瑛
広域観光圏地域
（富良野ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ

発）

 
●運賃表 

（料金表） 

・運賃表は、地域内を循環する路線や、主要な観光地を結ぶ一定区間を対

象に、表形式による表記が考えられる。 
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●バスの乗り方 ・バスの乗車方法は国によっても異なるため、乗車から下車までの行程（乗

り方）について多言語での情報提供が望まれる。 

日本語 英語 韓国語 中文（簡体字） 中文（繁体字）

1
行き先
確認

行き先を確認しましょ
う

Make sure you
are going in
the right
direction.

행선지의 방향

을 확인합니

다.

请确认车辆前

往目的地的方

向。

請確認目的地

的方向

2 乗車
前の扉からバスに乗
ります

Board the bus
through the
front door.

앞쪽 문으로

버스에 탑니

다.

从前方的车门

上车。

請從前門上巴

士。

3
整理券
取得

入口で整理券を取り
ましょう

Take a
numbered
ticket at the
entrance.

입구에서 정리

권을 뽑습니

다.

请在入口处领

取车费计算

票。

請在入口取整

理券。

4
運賃
確認

運賃を確認。前にあ
るモニターに整理番
号と運賃が表示され
ます。

Check your
fare. The
ticket numbers
and
corresponding
fares will be
shown on a
screen at the
front.

요금을 확인.

앞에 있는 모

니터에 정리번

호와 요금이

표시됩니다.

核实车费。前

方的显示屏上

会显示车费计

算票及车费。

確認票價。前

方屏幕上會顯

示整理券號碼

和票價。

5
降車
合図

降りたいバス停がき
たらボタンを押してく
ださい

Press the
button for the
stop where
you wish to
disembark.

내리고자 하는

버스 정류장

순서가 되면

버튼을 누르십

시오.

抵达想要下车

的巴士站之

前，请按按

钮。

到 想下車的

巴士站時請按

按鈕。

降りる前に清算してく
ださい。整理券と運賃
を運賃箱に入れてく
ださい

Pay before
disembarking.
Put your
numbered
ticket and fare
in the fare box.

내리기 전에

요금을 정산하

십시오. 정리

권과 요금을

요금함에 넣으

십시오.

下车前请交纳

车费。请将车

费计算票和车

费投入到车费

投入箱里。

下車前請付

錢。請將整理

券和票錢投入

收票箱。

おつりはでません。両
替してから入れてくだ
さい。

The fare box
does not give
change, so

거스름돈은 나

오지 않습니

다. 잔돈으로

바꾸어 넣으십

不找零钱。请

兑换零钱后再

投币。

車内不能找

零，請事先換

好零錢。

7 下車 前から降ります
Disembark
through front
door.

앞쪽 문으로

내립니다.
从前门下车。

從前面的車門

下車。

運賃
支払

6

解説例
行程

 
●パンフレット

等の紙媒体の

作成例 

・以上の基本事項を踏まえ、JRと同様に下表の 2種類の紙媒体を例示とし

て示す。 

紙媒体例

・運行経路図

・期間運行路線情報

・対象経路上の運賃

・その他主要都市への運賃

バスの乗り方案内 ・乗降方法、料金確認・支払い方法等
バスの乗り方に関する
案内パンフレット・例

バス路線・運賃に関する
案内パンフレット・例

情報内容

運賃表（料金表）

運行経路図
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バス路線・運賃に関するパンフレット例（富良野美瑛広域観光圏地域） 

 70



バス路線・運賃に関するパンフレット例（知床観光圏地域） 
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バスの乗り方に関するパンフレット例 
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参考：バスターミナルでの案内に関する紙媒体作成用テキスト例 

日本語 英語 韓国語 中文（繁体字） 中文（簡体字）

バスターミナル Bus Terminal 버스 터미널 巴士站 公共汽车站

バスのりば Bus Stop 버스 타는 곳 巴士站 公共汽车站

1便、2便、3便
1st Bus/2nd Bus/3rd
Bus

1편, 2편, 3편 第1班、第2班、第3班 第1班 第2班 第3班

バスの利用案内 Guide for Using Buses 버스 이용안내 巴士利用指南 巴士乘车指南

バス路線図 Bus Route Map 버스 노선도 巴士路線圖 巴士线路图

バスの乗り方
How To Travel on
Buses

버스 타는 법 巴士搭乘方法 巴士乘车方法

バス乗車方法
（例文：乗車する時に、
ひとり１枚、整理券を
お取り下さい。降りる
前に精算して下さい。
整理券と運賃を運賃
箱に入れて下さい。）

Make sure you take
one numbered ticket
per person when you
board.Pay before
disembarking. Put your
numbered ticket and
fare in the fare box.

승차할 때는 반드시

각자 1매씩 정리권을

뽑으십시오.내리기

전에 요금을 정산하

십시오. 정리권과 요

금을 요금함에 넣으

십시오.

請乘客上車時務必領

取一張整理劵，下車

前將整理劵及票錢投

入收票廂。

上车时，每个人必须

领取一张车费计算

票。下车前请交纳车

费。请将车费计算票

和车费投入到车费投

入箱里。

運行時間 Timetable 운행시각 發車時間 开行时间

所要時間
（例文：札幌駅前まで
の所要時分）

Travelling time  to
Sapporo

삿포로역까지의 소요

시간
到札幌站前所需時間 到札幌站前所需时间

運行時間の遅延
（例文：天候・交通障
害等で遅れる場合もあ
ります。）

Please note that
travelling times may
be affected by
circumstances beyond
our control, such as
traffic jams or bad
weather.

날씨·교통장애 등으

로 지연되는 경우도

있습니다.

巴士可能因天氣・交通

阻礙等原因誤點。

有时因天气、交通不

畅等情况会晚点。

予約制 Bookings Required 예약제 需預約 需要预定

ご予約、お問い合せ先

For reservations or
enquiries, call Dohoku
Bus Asahikawa
Station Terminal

예약·문의처
預約‧諮詢處    道北

巴士旭川站前總站
车票预定及咨询处

天候・交通障害等で遅
れる場合もあります。

Please note that
travelling times may
be affected by
circumstances beyond
our control, such as
traffic jams or bad
weather.

날씨·교통장애 등으

로 지연되는 경우도

있습니다.

巴士可能因天氣・交通

阻礙等原因誤點。

有时因天气、交通不

畅等情况会晚点。

バスターミナル
内の各種案内サ
イン等に関する

テキスト例

バス運行時間、
チケット予約等
に関する案内テ

キスト例
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7 維持管理に関する事項 
 

（１）運用・管理について 

 

◆ ｢多言語案内表示｣は、情報の老朽化、表示性・視認性の低下、外観の劣化などは避け

られないため、設置の段階から｢管理｣に配慮すること。 

 

 

＜維持管理事項＞ 

①｢多言語案内表示｣は、設置とともに日常的に行うメンテナンスが重要であり、日頃から

個々の表示に関するデータベースを構築し、運用・管理するなどのメンテナンス体制の

整備に努めることとする。 

なお、今回のガイドライン策定段階で、実地検証用に制作した地図、及び多言語翻訳

データ等は、富良野美瑛広域観光推進協議会、並びに知床観光圏協議会に帰属し、デー

タの更新等に努めることとする。 

 

②メンテナンスにおいても両観光圏協議会の関係者、並びに交通事業者等の協力関係が大

切である。特に｢多言語案内表示｣については利用者や地域のニーズに沿って更新してい

く必要があるため、対象地区の観光圏協議会内での協働・連携などの取り組みに努める

こととする。 

 

③また、両観光圏協議会組織が中心となり、私的な看板等が乱立しないよう、自主的に規

制・誘導する仕組みづくりに努めることも重要である。 

 

⑤当該業務以降で制作する｢多言語案内表示｣も含め、維持管理者の連絡先等は整理し、維

持管理に反映できる体制づくりに努めることとする。 

 

（２）更新について 

 

◆ 記載データの加除、修正、経年劣化に伴う交換など、｢多言語案内表示｣の適正な｢更新｣

に努めることとする。 

 

◆ データベース活用による定期点検、住民等からの連絡による臨時点検などで、｢多言語

案内表示｣の速やかな｢更新｣ができるように努めることとする。 
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（３）撤去について 

 

◆｢多言語案内表示｣自体が不要になった場合、構造体を全面更新する場合、あるいは管理

者の要請により設置場所を移動する場合などは、速やかな案内表示の｢撤去｣に努める

こととする。 

 

◆ ｢撤去｣に関しては、土地所有者や施設管理者と事前に協議し、必要な手続きを行うこ

ととする。 

 

◆ 特に、道路管理者等の要請により撤去する場合でも、｢多言語案内表示｣設置の必要性

があるときには、再設置のための代替場所についても併せて協議をすることとする。 

 

 

 

 75



 
8 参考資料 

 
8-1 富良野美瑛地域 地名リスト 

（１）主に広域図で使用する共通地名リスト 

１）「地勢」に関する地名・名称等 

日本語 英語

オプタテシケ山 Mt.Oputateshike

上富良野岳 Mt.Kamifurano-dake

上ホロカメットク山 Mt.Kamihorokamettoku

ゼロの山(標高740m) Mt. Zero-no-Yama (Elevation 740m)

十勝岳 Mt.Tokachi-dake

美瑛富士 Mt.Bieifuji

富良野岳 Mt.Furano-dake

前富良野岳 Mt.Maefurano-dake

三角山 Mt. Sankaku-yama

狩勝山 Mt. Karikachi-yama

狩振岳 Mt. Karifuri-dake

清風山 Mt. Seifuu-zan

福山 Mt. Fuku-yama

落合岳 Mt. Ochiai-dake

屏風山 Mt. Byoubu-san

シーソラプチ川 Seesorapuchi-gawa River

トナシベツ川 Tonashibetsu-gawa River

富良野川 Furano-gawa River

空知川 Sorachi-gawa River

美瑛川 Biei-gawa River

鵡川 Mu-kawa River

青い池 Blue Pond

かなやま湖 Lake Kanayama-ko

赤岩青巌峡 Akaiwa Seigan Kyo (Red and Blue Rock Gorge)

十梨別渓谷 Tonashibetsu-keikoku Valley

新区画ダム Shin-Kukaku Dam

日新ダム Nisshin Dam

聖台ダム Hijiridai Dam

水沢ダム Mizusawa Dam

双珠別ダム Soushubetsu Dam

忠別ダム Chuubetsu Dam

白金ダム Shirogane Dam

渓谷

ダム

項目

地勢

山

河川

湖沼
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２）「地区区分」「道路」に関する地名・名称等 

日本語 英語

旭川 ／ 旭川市 Asahikawa ／ Asahikawa City

札幌 ／ 札幌市 Sappori ／ Sapporo City

上富良野 ／ 上富良野町 Kamifurano ／ Kamifurano Town

占冠 ／ 占冠村 Shimukappu ／ Shimukappu Village

中富良野 ／ 中富良野町 Nakafurano ／ Nakafurano Town

南富良野 ／ 南富良野町 Minamifurano ／ Minamifurano Town

美瑛 ／ 美瑛町 Biei ／ Biei Town

富良野 ／ 富良野市 Furano ／ Furano City

ニニウ Niniu

西瓜峠 Suika Touge Pass

西達布 Nishitappu

美馬牛 Bibaushi

平沢 Tairazawa

八幡丘 Yahataoka

ルベシベ Rubeshibe

老節布 Rouseppu

麓郷 Rokugo

旭 Asahi

下宇莫別 Shimoubakubetsu

幾寅 Ikutora

金山 Kaneyama

五稜 Goryo

三愛 Sanai

三田 Mita

志比内 Shibinai

上宇莫別 Kamiubakubetsu

新区画 Shinkukaku

新星 Shinsei

水沢 Mizusawa

大村 Omura

中宇莫別 Nakaubakubetsu

東鹿越 Higashi-Shikagoe

藤野 Fujino

美園 Misono

美聖 Bisei

美沢一区 Misawa-ikku

美田 Mita

美馬牛 Bibaushi

俵真布 Tawaramappu

北瑛 Hokuei

北落合 Kita-ochiai

落合 Ochiai

朗根内 Rounenai

新相生通り Shin-Aioi-Dori

環状通り Kanjou-Dori

中央通り Chuoh-Dori

美沢通り Misawa-Dori

五条通り Gojo-Dori

本通り Hon-Dori

通り

地区区分

項目

市町村名

字名
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日本語 英語

国道237号 National Highway Route No.237

道道吹上・上富良野線 Prefectural Highway-Fukiage / Kamifurano

道道芦別美瑛線 Prefectural Highway-Ashibetsu / Biei

道道十勝岳温泉美瑛線 Prefectural Highway-Tokachidake-Onsen / Biei

道道上宇莫別美瑛停車場線 Prefectural Highway-Ubakubetsu / Biei Station Line

道道天人峡美瑛線 Prefectural Highway-Tenninkyo / Biei

道道美沢・上富良野線 Prefectural Highway / Misawa Kamifurano

道道美沢美馬牛線 Prefectural Highway / Misawa-Bibaushi

道道美馬牛神楽線 Prefectural Highway-Bibaushi / Kagura

トマムIC Tomamu IC

占冠ＩＣ Shimukappu IC

道東自動車道 Doto Expressway

幾寅峠 Ikutora Touge Pass

鬼峠 Oni Touge Pass

金山峠 Kaneyama Touge Pass

狩勝峠 Karikachi Touge Pass

樹海峠 Jukai Touge Pass

日高峠 Hidaka Touge Pass

深山峠 Miyama Pass

鹿越大橋 Shikagoe-ohashi Bridge

新空知橋 Shin Sorachi-bashi Bridge

みどり橋（緑橋） Midori-bashi Bridge

丸山橋 Maruyama-bashi Bridge

四季の橋（赤い橋） Shiki-no-hashi Bridge （Red Bridge）

辺別川橋 Bebetsu-gawa-bashi Bridge

ふらの五条大橋 Furano Gojo-ohashi Bridge

シャトーふらの橋 Chateau Furano-bashi Bridge

道

道路

橋

項目

高速道路

峠
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３）「公共交通」に関する名称等 

日本語 英語

JR富良野線 JR Furano Line

JR根室本線 JR Nemuro Line

JR石勝線 JR Sekisho Line

JR上富良野駅 JR Kamifurano Station / JR Kamifurano Sta.

ＪＲトマム駅 JR Tomamu Station / JR Tomamu Sta.

JR中富良野駅 JR Nakafurano Station / JR Nakafurano Sta.

JR下金山駅 JR Shimo-Kanayama Station / JR Shimo-Kanayama Sta.

JR幾寅駅 JR Ikutora Station / JR Ikutora Sta.

JR金山駅 JR Kanayama Station / JR Kanayama Sta.

JR山部駅 JR Yamabe Station / JR Yamabe Sta.

JR上富良野駅 JR Kamifurano Station / JR Kamifurano Sta.

ＪＲ占冠駅 JR Shimkappu Station / JR Shimkappu Sta.

JR中富良野駅 JR Nakafurano Station / JR Nakafurano Sta.

JR東鹿越駅 JR Higashi-Shikagoe Station / JR Higashi-Shikagoe Sta.

JR美瑛駅 JR Biei Station / JR Biei Sta.

JR美馬牛駅 JR Bibaushi Station / JR Bibaushi Sta

JR富良野駅 JR Furano Station / JR Furano Sta

JRラベンダー畑駅（臨時駅）
JR Lavender-Farm ( Special )  Station / JR Lavender-Farm (
Special ) Sta.

JR布部駅 JR Nunobe Station / To JR Nunobe Sta.

JR落合駅 JR Ochiai Station / JR Ochiai Sta.

旭川空港 Asahikawa Airport

富良野バスターミナル Furano Bus Terminal

空港

バスターミナル

公共交通

項目

JR（路線）

JR（駅）
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４）「著名な地点・観光施設」に関する名称等 

日本語 英語

かみふらの十勝岳観光協会 Kamifurano Tokachidake Tourism Association 

白金インフォメーションセンター Shirogane Information Center

ぶどうヶ丘インフォメーションセンター Budo Gaoka Information Centre

富良野・美瑛広域観光国際センター Furano Biei International Tourism Centre

富良野・美瑛広域観光センター Furano Biei Tourism Center

観光センター白金ネイチャークラブ Shirogane Tourist Information Center Shirogane Nature Club

四季の情報館（観光協会） Shiki-no-Jouhoukan （Tourist Information Center）

占冠村観光協会 Shimukappu Tourism Association

南富良野観光案内所 Minamifurano Tourist Information 

白金インフォメーションセンタービルゲの森Shirogane Biruke Tourist Information Center

富良野・美瑛広域観光センター Furano Biei Area Tourism Center 

北西の丘案内所 Hokusei-no-Oka Infomation Center

道の駅自然体感しむかっぷ Michinodeki (Roadside Station) Shizentaikan Shimukappu

道の駅「丘のくら」 Miochinoeki (Roadside Station) Oka-no-Kura

道の駅南ふらの物産センター Miochinoeki (Roadside Station) "Minamifurano" Bussan Center

吹上露天の湯 Fukiage Onsen (Hot Springs)

富良野温泉紫彩の湯 Furano Shisai-no-yu  (Hot springs)

ハイランドふらの Highland Furano (Hot Springs)

十勝岳温泉 Tokachi-dake Onsen (Hot Springs)

白金温泉 Shirogane Onsen (Hot Springs)

びえい白金温泉 Biei Shirogane (Hot Springs)

天人峡温泉 Tenninkyo Onsen (Hot Springs)

フロンティア・フラヌイ温泉 Frontier Furanui Onsen (Hot Springs)

露天風呂 凌雲閣 Natural Hot Spring Ryouunn-kaku

湯の沢温泉 Yu-no-Sawa Onsen (Hot Springs)

トマムスキー場 Tomamu Ski Grounds

北の峰ゴンドラ Kitanomine Gondola

パークヒルバレースキー場 Parkhill-Valley Ski Grounds

富良野スキー場 Furano Ski Grounds

富良野ロープウェー Furano Ropeway

北星スキー場 Hokusei Ski Grounds

国設南ふらのスキー場 Minamifurano Ski Grounds

町民スキー場 Biei Town Ski Grounds

深山峠展望台 Miyama Pass Viewing Platform

四季の塔 Shiki-no-Tou Tower （ Viewing Platform ）

十勝岳望岳台レストハウス Mt. Tokachi Observatory Rest House

麓郷展望台 Rokugo Tenboudai Viewing Platform

狩勝峠展望台 Karikachi Touge Viewing Platform

白ひげの滝 Shirahige-no-Taki falls

白金不動の滝 Shirogane Fudou-no-Taki falls

ぜるぶの丘 Zerubu-no-Oka

マイルドセブンの丘 Mild Seven Hill

亜斗夢の丘 Atom-no-Oka

絵織りの丘 Eori-no-Oka

三愛の丘 Sanai-no-Oka View Park

四季彩の丘 Shikisai-no-Oka

新栄の丘 Shinei-no-Oka View Park

千代田の丘 Chiyoda-no-Oka

北西の丘 Hokusei-no-Oka View Park

ぜるぶの丘 Zerubu Hill

メルヘンの木が見える丘 Hill where Meruhen-no-Ki Tree can be seen

時計回りの丘 Tokeimawari-no-Oka Hill

マイルドセブンの丘 Mild Seven Hill

滝

項目

著名な地
点、観光施
設等

情報拠点

展望台
等

沿道休
憩施設

道の駅

温泉

スキー場

丘

眺望箇
所
（ﾋﾞｭｰ
ﾎﾟｲﾝﾄ）
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日本語 英語

かんのファーム Kanno Farm (Garden)

ケンとメリーの木 Ken and Mary Tree

クリスマスツリーの木 Christmas Tree

ケンとメリーの木 Ken & Mary Tree

セブンスターの木 Seven Stars Tree

パフィーの木 Puffy Trees

親子の木 Parent and Child Trees

哲学の木 Philosophy Tree

セブンスターの木 Seven Stars Tree

モノローグの木 Monologue-no-Ki Tree

メルヘンの木 Meruhen-no-Ki Tree

フラワーランドかみふらの Flower Land Kamifurano

彩香の里 Saika-no-Sato

かんのファーム Kanno Farm

町営ラベンダー園 Chouei Lavendar-en Gardens

風のガーデン Kaza-no-Garden

ラベンダーの森 Lavender-no-Mori Park

ラベンダーイースト Lavender East

日の出ラベンダー園 Hinode Lavender Park

ファーム冨田 Farm Tomita 

なかふらのフラワーパーク Nakafurano Flower Park

ラベンダーオーナー園 Lavender Owner Gardens

鹿越園地ラベンダー園 Shikakoshi Enchi Lavender Gardens 

旭野やまびこ高地 Asahino Yamabiko Heights

白樺街道 White Birch Way

十勝岳スカイラインルート（冬期通行止） Mt.Tokachi Skyline Route （Closed to vehicles in winter）

ジェットコースターの路 Roller Coaster Road

パッチワークの路 Pachwork Road

パノラマロード Panorama Road

リフレッシュライン Biei Shirogane Hot Spring Refresh-line

ジェットコースターの路 Roller Coaster St.

東大樹木園（桜の名所） Tokyo University Botanical Forest (Famous for Cherry Blossom

パノラマロード江花 Panorama Road Ehana

ラベンダーロード Lavender Road

和田草原とどんぐりの郷 Wada Grassland & Acorn Village

かなやま湖森林公園 Lake Kanayama-ko Forest Park

東京大学演習林 Tokyo University Experimental Forest

鳥沼公園 Torinuma Park

中富良野森林公園 Nakafurano Shinrin Koen Forest Park

白金いこいの森林 Shirogane Ikoi Forest

白金野鳥の森 Shirogane Yachounomori National Forest

かなやま湖オートキャンプ場 Lake Kanayama-ko Auto Campsite

かなやま湖畔キャンプ場 Lake Kanayama-ko Kohan (Lakeshore)  Campsite

国設白金キャンプ場 Shirogane National Campsite 

美瑛自然の村キャンプ場 Biei Nature Village Campsite 

ニニウキャンプ場 Niniu Campsite

白銀荘前キャンプ場 Hakuginsou Campsite

「北の国から」資料館 "Kita-no-Kuni-kara" TV Drama Museum

上富良野郷土館 Kamifurano Folk Museum

森林資料館 Shinrin Shiryo-kan Museum

土の館 Musenm of Soils and Ploughs of the world

トリックアート美術館 Trick Art Museum

美術
館・資
料館・
ギャラ
リー

文化的
施設

著名な地
点、観光施
設等

眺望箇
所
（ﾋﾞｭｰ
ﾎﾟｲﾝﾄ）

公園等

キャンプ場

木

項目

景勝地
他

花畑
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日本語 英語

四季の交流館 Shiki no Kouryukan

十勝岳火山砂防 情報センター Tokachidake Volcanic Sand Erosion Information Center

西美の杜美術館 Seibi-no-Mori Museum

拓真館 Takushinkan （Photo Gallery）

日本画家後藤純男美術館 Goto Sumio Museum

富良野演劇工房 Furano Theatre Factory

富良野市博物館 Furano Museum

深山峠アートパーク Miyama-Touge Art Park

項目

著名な地
点、観光施
設等

文化的
施設

美術
館・資
料館・
ギャラ
リー
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（２）主に市街地図に使用する施設名リスト 

１）美瑛町 

日本語 英語

美瑛町役場 Biei Town Hall

美瑛交番 Biei Police Station 

置杵牛簡易郵便局 Okikineushi Simple Post Office

美馬牛郵便局 Bibaushi Post Office

美瑛小学校 Biei Elementary School

美瑛中学校 Biei Junior High School

美瑛東小学校 Biei Higashi Elementary School

美進小学校 Bishin Elementary School

美沢小学校 Misawa Elementary School

美馬牛小学校 Bibaushi Elementary School

美馬牛中学校 Bibaushi Junior･High School

明徳小中学校 Meitoku Elementary and Junior High School

美瑛循環器内科 Cardiovascular Internal Medicine Hospital

美瑛町立病院 Biei Town Hospital

ビルゲの森パークゴルフ場 Biruke-no-Mori Park Golf Course

花人公園 Hanabito Park

開拓記念公園 Kaitaku Memorial Park

丸山公園 Maruyama Sports Park

丸山公園 Maruyama Park

憩ヶ森公園 Ikoigamori Park

新区画公園 Shinkukaku Park

聖台ダム公園 Seidai Dam Park

白金ゴルフ倶楽部 Shirogane Golf Club

美馬牛の森公園 Bibaushi-no-Mori

旭川信金 Asahikawa Bank

道銀 Hokkaido Bank

美瑛神社 Biei Shrine

美郷不動尊 Misato Fudouson

ホテル ラヴニール Hotel Lavnir

青少年交流の家 Taisetsu National Training House

白金温泉ホテル Yumoto Shirogane Onsen Hotel

白金観光ホテル Taisetsuzan Shirogane Kanko Hotel

ホテル パークヒルズ Hotel Park Hills

ふじスーパー Fuji Supermarket

ふるさと市場 Furusato Market

ローソン Lawson（cvs） 

土井酒店 Liquor's Shop Doi

美瑛選果 Biei Senka

炎創窯 Enzougama

皆空窯 Kaikuugama

絵葉描館 Ehagakikan

カルビーポテト ア・ダッポル Calbee Aardapple

ファームズ千代田 Chiyoda Farms

歩人 Hobitto

民間施設

公共施設

項目

役場

教育施設

医療施設

警察署

郵便局

その他公園、施
設等

公共的施
設

金融機関

神社、寺院、教
会、墓地等

スーパー・コン
ビニ・商店 等

民間施設

工芸・お土産
等

飲食店 等

宿泊施設
（ホテル・旅館・
ペンション等）
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２）上富良野町 

日本語 英語

上富良野町役場 Kamifurano Town Hall

交番 Police Station

消防署 Fire Station

郵便局 Post Office

上富良野高等学校 Kamifurano High School

上富良野小学校 Kamifurano Elementary School

上富良野中学校 Kamifurano Junior High School

公民館・図書館 Community Center/Library

社会教育総合センター Social Education Center

町立病院 Town Hospital

島津公園 Shimazu Park

にしまち公園 Nishimachi Park

パークゴルフ場 Kamifurano Park Golf Course

爆発記念碑駐車公園 Tokachidake Eruption Monument Park (Summer Only)

見晴台公園 Miharashidai Park

JAふらの 上富良野支所 JA Furano Kamifurano Branch

上富良野町商工会 Kamifurano-cho Commerce and Industry Association

観音像 Kannon Buddhist Statue

ランドスケープふらの Pension Landscape Furano

いせや旅館 Iseya Ryokan (Inn)

コスモスファーム Cosmos Farm (Pension)

コテージペンション ウッディライフ Cottage Pension Woody Life

宿泊宝龍 Shukuhaku Houryuu (Lodge)

旅の宿 Mr.GNU Travel Lodge Mr.GNU

旅の宿ステラ Travel Lodge Stella

十勝岳温泉カミホロ荘 Tokachidake Onsen Kamihoro-sou (Hot Spring)

ノルテポトシ Norte Potoshi (Pension)

ヒュッテバーデンかみふらの Hutte Barden Kamifurano (Hot Spring)

吹上温泉保養センター白銀荘
Fukiage Hot Spring Recreational Facility Hakugin-sou Hot
Spring Lodge

富良野ホップス・トーアスホテル Furano Hops Tohas Hotel

ペンション Ken's Pension Ken's

ペンションしぇらばん Pension Sherapan

ペンションじょう舎 Pension Josha

みのや旅館 Minoya Ryokan (Inn)

洋風民宿 ひつじの詩 Western Style Lodge Hitsuji-no-Uta

エーコープふらのwe's A-Coop Furano Uizu Store (Supermarket)

スーパーチェーンふじ Super Chain Fuji (Supermarlet)

多田精肉店 Tada Butcher's Shop

谷口精肉店 Taniguchi Butcher's Shop

はやし商店 Liquor Shop Hayashi shouten

松浦こうじ店 Matsuura Kouji Store

松屋製パン Matsuya Bakery

山崎肉店 Yamazaki Butcher's Shop

ゆめの野菜小屋 Yumeno Yasai Goya Greengrocers Shop

リカーショップかまだ Liquor Shop Kamada

ローソン LOWSON (CVS)

若狭商店 Liquor Shop Wakasa Shouten

民間施設

公共的施
設

神社、寺院、教
会、墓地等

組合、協会等

宿泊施設
（ホテル・旅館・
ペンション等）

スーパー・コン
ビニ・商店 等

教育施設

医療施設

その他公園、施
設等

公共施設

役場

警察署

消防署

郵便局

項目
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日本語 英語

ウッドールハウス Wood Doll House

想い出のふらの Omoide-no-Furano (Restaurant)

かみふらの泥流窯 Kamifurano Deiryuu Kama (Pottery)

グラスポンテ Glass Studio Punty

寺坂農園 Terasaka Nouen (Souvenir Shop)

陶房 景和窯 Toubou Keiwa Kama (Pottery)

ふくろうの店 Fukurou-no-Mise

プチショップ Petit Shop

フラノーブルマツオ Franoble Matsuo (Restaurant)

ふらの香りの舎 Furano Kaori no Sya (Souvenir Shop)

深山園 Miyama-en (Souvenir Shop)

ヤマイチ Yamaichi (Souvenir Shop)

大阪苑 Osaka-en (Yakiniku Restaurant)

菓子司 あかがわ Confectioner Akagawa

喫茶YUBA Tea House YUBA

きゃらうぇい Caraway Furano (Restaurant)

喰いしん坊 Kuishinbou (Restaurant)

サリーリ Sariri (Tea House)

シーニックカフェ＆レストラン ウッディライ Scenic Café & Restaurant Woody Life

松月食堂 Shougetsu Shokudo (Restaurant)

食事処 新町 Restaurant Shinmachi

そば処 浜長 Soba Restaurant Hamachou

第一食堂 Dai Ichi Shokudou (Restaurant)

たまや Tamaya (Restaurant)

つた家 Tsutaya (Japanese Food)

手打ちそば まん作 Handmade Soba Restaurant Mansaku

出前鮨 Demae Sushi

といろ Toiro (Restaurant)

西村食品 Nishimura Shokuhin (Shop)

ハーブヒルふらの Herb Hill Furano (Restaurant)

花七曜 Hanashichiyo (Dog Run)

富良野スイーツトアルージュ Furano Sweets Toit Rouge

富良野ラーメン花道 Furano Ramen Hanamichi

北海道ソフトクリーム館 ラベンダーショッ Hokkaido Soft Cream Kan Lavender Shop Matsui

みどり寿司 Midori Sushi

民間施設

飲食店 等

工芸・お土産
等

項目
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３）中富良野町 

日本語 英語

中富良野町役場 Nakafurano-cho Town Hall

中富良野駐在所 Nakafurano Police Station

中富良野消防署 Nakafurano Fire Station

中富良野郵便局 Nakafurano Post Office

中富良野スポーツセンター Nakafurano Sports Center

中富良野町公民館 Nakafurano-cho Community Center

旭川信用金庫 Asahikawa Shinyo Kinko Bank

JAふらの JA Furano

その他 中富良野神社 Nakafurano Jinja (Shrine)

セイコーマート Seicomart (Convenience Store)

ローソン Lawson (Convenience Store)

植田燃料給油所 Ueda Nenryo Petrol Station

キシ興産給油所 Kitsu Kousan Petrol Station

ホクレン給油所 Hokuren Petrol Station

組合、協会等
公共的施
設

警察署

スーパー・コン
ビニ・商店 等

消防署

郵便局

その他施設等

民間施設

ガソリンスタンド

金融機関

項目

公共施設

役場
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４）富良野市 

日本語 英語

富良野市役所 Furano City Hall

若葉郵便局 Wakaba Post Office

扇山小学校 Ogiyama Elementary School

樹海小学校 Jukai Elementary School

樹海中学校 Jukai Junior High School

西中学校 Furano Nishi Junior High School

東中学校 Furano Higashi Junior High School

富良野市生涯学習センター Furano Lifelong Learning Center

富良野小学校 Furano Elementary School

北海道富良野高等学校 Hokkaido Furano High School

八幡丘分校（中の澤分校）
Yahataoka Community Center (Ex. Nakanosawa Elementary
School)

麓郷小学校 Rokugo Elementary School

麓郷中学校 Rokugo Junior High School

富良野協会病院 Furano Kyokai Hospital

富良野西病院 Furano Nishi Hospital

朝日ヶ丘公園 Asahigaoka Park

朝日ヶ丘公園パークゴルフ場 Asahigaoka Park Golf Course 

東山パークゴルフ場 Higashiyama Park Golf Course

富良野ゴルフコース Furano Golf Course

旭川信金 Asahikawa Shinkin Bank

空知商工信組 Sorachi Shoko Shinkumi Bank

北洋銀行 Hokuyo Bank

北海道銀行 Hokkaido Bank

天満宮 Tenmangu Shrine

北眞神社 Hokushin Shrine

新富良野プリンスホテル New Furano Prince Hotel

富良野プリンスホテル Furano Prince Hotel

生協 Seikyo Market

へそ歓楽街 Heso-Kanrakugai

ニングルテラス Ningle Terrace

フラノ・マルシェ Furano Marche

富良野オルゴール Furano Orugoru (Music Box Shop)

ふらのジャム園・アンパンマンショップ Furano Jam Factory Anpanman Shop

富良野チーズ工房 Furano Cheese Factory

富良野手作り体験工房 Furano Hands on Workshop

ふらのぶどう果汁工場 Furano Grape Juice Factory

ふらのワイン工場 Furano Winery

ふらのアイスミルク工房 Furano Ice Milk Factory

ふらのピッツァ工房 Furano Pizzeria

ふらのワインハウス Furano Wine House Restaurant

中心市街地活性化センター ふらっと Furatto Indoor Swimming Pool & Gym

拾ってきた家 ～やまて町～ Houses from TV drama "Kita-no-Kuni Kara"

フェニックス牧場 Farm Phoenix

ふらの森の教室 Furano Mori-no-Kyoshitsu Forest Workshop

へそ市場 Heso Ichiba Market

三好牧場 Farm Miyoshi

麓郷の丸太小屋 Goro's Log Cabin

麓郷の森 Rokugo-no-Mori Forest

民間施設

工芸・お土産
等

医療施設

金融機関

民間施設

宿泊施設
（ホテル・旅館・
ペンション等）

公共施設

郵便局

教育施設

役場

その他公園、施
設等

項目

公共的施
設

神社、寺院、教
会、墓地等

スーパー・コン
ビニ・商店 等

飲食店 等

その他
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５）南富良野町 

日本語 英語

南富良野町役場 Minamifurano Town Hall

郵便局 Post Office

幾寅小学校 Ikutora Elementary School

南富良野高校 Minamifurano High School

南富良野中学校 Minamifurano Junior High School

町立幾寅診療所 Ikutora Clinic

エジンバラ公の森 Duke of Edinburgh Forest

やわらぎ公園パークゴルフ場 Yawaragi Koen Park Golf Course

下金山ふれあい広場パークゴルフ場 Shimo-Kanayama Fureiai Hiroba Park Golf Course

金山ダムサイト公園 Kanayama Dam Site Koen Park

金山ふれあい広場パークゴルフ場 Kanayama Fureai Hiroba Park Golf Course

落合ふれあい広場パークゴルフ場 Ochiai Fureai Hiroba Park Golf Course

南ふらの情報プラザ Minamifurano Information Plaza

カーリング場 「空知川スポーツリンクス」 Curling Center "Sorachi-gawa Sports Links"

スポーツ研修センター Sports Training Center

かなやま湖ログホテルラーチ Lake Kanayama Log Hotel Larch

かなやま湖保養センター Lake Kanayama Hoyou Center

スキー場ロッジ Ski Ground Lodge

ログハウス村 Log House Village

坂井旅館 Sakai Ryokan

民宿岩本 Iwamoto Guest House

JAコープ南ふらの店 JA Coop Minamifurano Store

セイコーマート マルクくろだ店 Seicomart Marko Kuroda Store (Convenience Store)

直売所：よりみち金山237 Direct to Public Shop: Yorimichi Kanayama 237

直売所：磯江農園 Direct to Public Shop: Isoe Farm

農産物直売所 作倶楽(さくら) Direct to Public Farm Shop Sakura

手作り工房サインポスト Tezukuri Koubo (Hand Craft Studio) "Signpost"

小室農園(さくらんぼ・いちご狩り) Komuro Farm (Cherry & Strawberry Picking)

かなやま湖ログホテルラーチ レストラン
「ル・モンターニュ」

Lake Kanayama Log Hotel Larch Restaurant "La Montagne"

グリル青山農場(せいざんファーム) Guriru Seizan Farm (Restaurant)

そば処「みなみ」 Soba Restaurant "Minami"

たるきいとな Tarukiitona(Restaurant)

とんかつの真SIN Tonkatsu-no-Shin "SIN"(Restaurant)

なんぷ～香房「森のパン屋」 Nanpu~ Kyoufusa "Mori-no-Pan-ya" (Bakery)

なんぷ傍蕎屋 Nanpu Sobasobaya (Restaurant)

居酒屋 旨いもん屋 旬香 Izakaya Umaimon-ya Junko (Restaurant)

魚鬼や(イトウや) Itou-ya(Restaurant)

食菜茶房「リゾートイン」 Shokuna Coffee Shop "Resort Inn"

人来瑠(ニングル) Ningle (Restaurant)

道の駅南ふらの ごはん家 ラーチ
Miochinoeki (Roadside Station) "Minamifurano" Gohan-ya
Larch (Restaurant)

道の駅南ふらの さっちゃん
Miochinoeki (Roadside Station) "Minamifurano" Satchan
(Local Foods)

旅籠や・れすとらん なんぷてい Inn & Restaurant "Nanputei"

項目

公共施設

役場

郵便局

教育施設

医療施設

公園等

その他施設

民間施設

宿泊施設施設

スーパー・コン
ビニ・商店 等

工芸・お土産等

飲食店等
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６）占冠村 

日本語 英語

占冠村役場 Shimukappu Town Hall

役場トマム支所 Tomamu Town Office

トマム簡易郵便局 Tomamu Simple Post Office

村立トマム診療所 Tomamu Clinic 

村立占冠診療所 Shimukappu Clinic

セブン銀行ＡＴＭ（ザ・タワー内） Seven Bank ATM (Inside The Tower)

旭川信用金庫（ATM） Asahikawa Shinyo Kinko Bank (ATM)

アルファリゾート・トマム Alpha Resort Tomamu

ザ・タワー The Tower

しむかっぷ物産館 Shimukappu Bussan-kan

占冠村物産館 Shimukappu Bussan-kan

ＪＡ富良野占冠給油所 JA Furano Shimukappu Petrol Station

横川興産トマム給油所 Shimukappu Village

横川興産占冠給油所 Yokokawa Kousan Shimukappu Petrol Station

項目

公共施設

役場

郵便局

医療施設

公共的施
設

金融機関

民間施設

宿泊施設

おみやげ等

ガソリンスタンド
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8-2 知床地域 地名リスト 

（１）主に広域図で使用する地名リスト 

１）「地勢」に関する地名・名称等 

日本語 英語

斜里岳 Mt. Shari-dake

知床岳 Mt. Shiretoko-dake

サシルイ岳 Mt. Sashirui-dake

羅臼岳 Mt. Rausu-dake

知西別岳 Mt. Chinishibetsu-dake

遠音別岳 Mt. Onnebetsu-dake

海別岳 Mt. Unabetsu-dake

武佐岳 Mt. Musa-dake

雄阿寒岳 Mt. Oakan-dake

雌阿寒岳 Mt. Meakan-dake

硫黄山 Mt. Io-zan

美羅尾山 Mt. Birao-zan

藻琴山 Mt. Mokuto-yama

ルシャ川 Rusha-gawa River

カムイワッカ川 Kamuiwakka-gawa River

イワウベツ川 Iwaubetsu-gawa River

ホロベツ川 Horobetsu-gawa River

遠音別川 Onnebetsu-gawa River

斜里川 Shari-gawa River

ルサ川 Rusa-gawa River

サシルイ川 Sashirui-gawa River

羅臼川 Rausu-gawa River

春苅古丹川 Shunkarikotan-gawa River

忠類川 Churui-gawa River

標津川 Shibetsu-gawa River

釧路川 Kushiro-gawa River

ペレケ川 Pereke-gawa River

網走湖 Lake Abashiri

サロマ湖 Lake Saroma

阿寒湖 Lake Akan

摩周湖 Lake Mashu

屈斜路湖 Lake Kusharo

能取湖 Lake Notoro-ko

濤沸湖 Lake Toufutsu-ko

藻琴湖 Lake Mokoto-ko

羅臼湖 Lake Rausu-ko

風連湖 Lake Fureno-ko

一菱内湖 Lake Ichibishinai-ko

知床五湖 Shiretoko Goko Lakes (Five Lakes)

濤釣沼 Toutsurutou Marsh

神の子池 Kami-no-Ko Pond

オホーツク海 Sea of Okhotsk

根室海峡 Nemuro Strait

野付湾 Notsuke-wan Bay

野付水道 Notsuke Strait

羅臼漁港 Rausu Fishing Port

標津漁港 Shibetsu Fishing Port

ウトロ漁港 Utoro Fishing Port

ペレケ新港 Pereke New Port

知床岬 Cape Shiretoko

プユニ岬 Cape Puyuni

能取岬 Cape Notoro

チャシコツ崎 Cape Chashikotsu-zaki

野付半島 Notsuke-hanto Peninsula

和琴半島 Wakoto-hanto Peninsula

五湖の断崖 Goko-no-Dangai Cliffs

地勢

項目

山

河川

湖沼

海（湾・海峡）

港湾

岬・半島
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２）「地区区分」「道路」に関する地名・名称等 

日本語 英語

斜里町 Shari-Town

清里町 Kiyosato-Town

羅臼町 Rausu-Town

標津町 Shibetsu-Town

中標津町 Nakashibetsu-Town

別海町 Betsukai-Town

岩尾別 Iwaobetsu

ウトロ Utoro

清泉 Kiyoizumi

標津 Shibetsu

伊茶仁 Ichani

標茶 Shibecha

別海 Betsukai

コタン Kotan

丸山 Maruyama

札友内 Satsuyuunai

養老牛 Youroushi

中虹別 Nakanijibetsu

厚床 Attoko

黄金 Kogane

虹別 Nijibetsu

国後島 Kunashiri Island

泊村 Tomari-mura

留夜別村 Ryuyabetsu-mura

泊山 Mt. Tomari-yama

白糠泊 Shiranukadomari

忠類 Churui

富士見町 Fujimi-cho

知床峠 Shiretoko Pass

羅臼峠 Rausu Pass

根北峠 Konpoku Pass

清里峠 Kiyosato Pass

小清水峠 Koshimizu Pass

野上峠 Nogami Pass

美幌峠 Bihoro Pass

津別峠 Tsubetsu Pass

ルサ乗り越え Rusa Pass

知床大橋 Shiretoko Ohashi Bridge

知床横断道路 Shiretoko Crossing Road

地区区分

道路

町名

字名

峠

橋

その他

項目
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３）「公共交通」に関する名称等 

日本語 英語

女満別空港 Memanbetsu Airport

根室中標津空港 Nemuro-Nakashibetsu Airport

釧路空港 Kushiro Airport

斜里バスターミナル Shari Bus Terminal

ウトロバスターミナル Utoro Bus Terminal

阿寒バス羅臼営業所 Akan Bus Rausu Office

ＪＲ釧網本線 JR Senmou Honsen Line

知床斜里駅 JR Shiretoko-Shari Station

止別駅 JR Yamubetsu Station

浜小清水駅 JR Hama-Koshimizu Station

原生花園駅（臨時駅） JR Genseikaen (Special) Station

北浜駅 JR Kitahama Station

藻琴駅 JR Mokoto Station

鱒浦駅 JR Masuura Station

桂台駅 JR Katsuradai Station

網走駅 JR Abashiri Station

呼人駅 JR Yobito Station

女満別駅 JR Memanbetsu Station

西女満別駅 JR Nishi-Memanbetsu Station

美幌駅 JR Bihoro Station

緋牛内駅 JR Hiushinai Station

端野駅 JR Tanno Station

愛し野駅 JR Itoshino Station

柏陽駅 JR Hakuyō Station

北見駅 JR Kitami Station

西北見駅 JR Nishi-Kitami Station

東相内駅 JR Higashi-Ainonai Station

相内駅 JR Ainonai Station

中斜里駅 JR. Naka-Shari Station

南斜里駅 JR Minami-Shari Station

清里町駅 JR Kiyosatochō Station

札弦駅 JR Sattsuru Station

緑駅 JR Midori Station

川湯温泉駅 JR Kawayu-Onsen Station

美留和駅 JR Biruwa Station

摩周駅 JR Mashū Station

南弟子屈駅 JR Minami-Teshikaga Station

磯分内駅 JR Isobunnai Station

標茶駅 JR Shibecha Station

五十石駅 JR Gojikkoku Station

茅沼駅 JR Kayanuma Station

姉別駅 JR Anebetsu Station

厚床駅 JR Attoko Station

初田牛駅 JR Hattaushi Station

別当賀駅 JR Bettoga Station

公共交通

空港

バス

JR（路線・駅）

項目
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４）「著名な地点・観光施設」に関する名称等 

日本語 英語

道の駅「知床・らうす」 "Shiretoko ･ Rausu"

道の駅うとろ・シリエトク Utoro ･ Shirietoku

道の駅しゃり Shari

道の駅パパスランドさっつる Papas Land Sattsuru

道の駅はなやか（葉菜野花）小清水 Hanayaka Koshimizu

道の駅流氷街道網走 "Ryuhyou Kaidou" Abashiri

道の駅メルヘンの丘めまんべつ  "Meruhen-no-Oka" (Fairytale Hills) Memanbetsu

道の駅サロマ湖 Saromako

道の駅愛ランド湧別 Ailand Yubetsu

道の駅摩周温泉 Mashu Onsen

道の駅ぐるっとパノラマ美幌峠 Gurutto Panorama Bihoro Touge

峯浜パーキング Minehama Parking

第1しべつ展望パーキング（茶志骨ポイント） No.1 Shibetsu Viewpoint Parking Area (Chashikotsu Point)

第2しべつ展望パーキング（野付半島ポイント） No.2 Shibetsu Viewpoint Parking Area (Notsuke-hanto Peninsula Point)

第3しべつ展望パーキング（川北ポイント） No.3 Shibetsu Viewpoint Parking Area (Kawakita Point)

カムイワッカ湯の滝 Kamuiwakka Yu-no-Taki Falls(Hot Springs)

岩尾別温泉 Iwaobetsu Onsen (Hot Springs)

ウトロ温泉 Utoro Onsen (Hot Springs)

夕陽台の湯 Yuhidai-no-Yu (Hot Springs)

ウナベツ温泉 Unabetsu Onsen (Hot Springs)

越川温泉 Koshikawa Onsen (Hot Springs)

緑の湯 Midori-no-Yu (Hot Springs)

相泊温泉 Aidomari Onsen (Hot Springs)

セセキ温泉 Seseki Onsen (Hot Springs)

熊の湯温泉 KumanoYu Onsen (Hot Springs)

川北温泉 Kawakita Onsen (Hot Springs)

養老牛温泉 Youroushi Onsen (Hot Springs)

からまつの湯 Karamatsu-no-Yu (Hot Springs)

川湯温泉 Kawayu Onsen (Hot Springs)

砂湯 Sunayu (Hot Sand Springs)

池の湯温泉 Ikenoyu Onsen (Hot Springs)

和琴温泉 Wakoto Onsen (Hot Springs)

本町らうす丸足湯（季節限定） Honcho Rausumaru Hot Spring Footbath (Limited Opening Season)

ウナベツスキー場 Unabetsu Ski Grounds

金山スキー場 Kanayama Ski Grounds

緑スキー場 Midori Ski Grounds

ウトロスキー場 Utoro Ski Grounds

羅臼岳岩尾別登山口 Mt. Rausu-dake Trailhead Iwaobetsu Entrance

羅臼岳湯ノ沢登山口 Mt. Rausu-dake Trailhead Yunosawa Entrance

斜里岳登山口 Mt. Shari-dake Trailhead Entrance

羅臼湖入口 Entrance to Lake Rausu-ko

宇宙展望台 Uchu (Space) Viewing Platform

開陽台展望台 Kaiyoudai Viewing Platform

展望台 Viewing Platform

裏摩周展望台 Ura-Mashu Viewing Platform

第一展望台 Dai-ichi Viewing Platform

第三展望台 Dai-san Viewing Platform

900草原 900 Meadows Viewing Platform

多和平展望台 Tawadaira Viewing Platform

大草原展望塔 Daisougen (Meadows) Viewing Platform

別海北方展望塔 Betsukai Hoppo Viewing Platform

新酪農展望台 Shinrakunou Viewing Platform

白鳥台 Hakucho (Swan) Observatory

望郷台・羅臼国後展望塔 Rausu Kunashiri Observatory

項目

眺望箇
所

（ﾋﾞｭｰ
ﾎﾟｲﾝﾄ）

著名な地

点、観光施
設等

登山道（登山

口）

展望台

等

道の駅

パーキ
ング

温泉

スキー場

沿道休
憩施設
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日本語 英語

カシュニの滝 Kashuni-no-Taki Falls

カムイワッカの滝 Kamuiwakka Falls

フレペの滝 Furepe-no-Taki Falls

三段の滝 Sandan-no-Taki Falls

オシンコシンの滝 Oshinkoshin Falls

さくらの滝 Sakura-no-Taki Falls

男鹿の滝 Ojika-no-Taki Falls

セセキの滝 Seseki-no-Taki Falls

熊越の滝 Kumagoe-no-Taki Falls

金山の滝 Kanayama-no-Taki Falls

クテクンの滝 Kutekun-no-Taki Falls

オロンコ岩 Oronkoiwa Rock

熊岩 Kumaiwa("Bear Rock")

三角岩 Sankakuiwa (Triangle Rock)

カメ岩 Kameiwa (Turtle Rock)

ゴジラ岩 Gojira-iwa (Godzilla Rock)

金山渓谷 Kanayama Keikoku Valley

緑ダム Midori Dam

北海道指定天然記念物 マッカウス洞窟（ひかり苔） Makkausu Cave (Glowing Moss) (Natural Monument)

間歇泉（天然記念物） Geyser (Natural Monument)

カリカリウス遺跡 Karikariusu-iseki Ruins

トドワラ Todowara (Withered Sakhalin Firs)

ナラワラ Narawara (Withered Mongolian Oaks)

サンゴ草群生地 Coral Grass Grounds

以久科原生花園 Ikushina Gensei Kaen (Primeval Flower Garden)

小清水原生花園 Koshimizu Gensei Kaen (Primeval Flower Garden)

標津湿原 Shibetsu Shitsugen Marshland

来運の水 Raiun-no-Mizu Spring Water Park

朱円ストーンサークル Shuen Stone Circle

ウトロ灯台 Utoro Light House

越川橋梁 Koshikawa Kyouryou Bridge

くじらの見える丘公園 Whale View Park

しおかぜ公園(オホーツク老人の像) Shiokaze Park ("Okhotsk Rojin" monument)

ポー川史跡自然公園 Po-gawa River Historical Nature Park

しべつ海の公園 Shibetsu Umi-no-Koen Park

しべつ海の公園・オートキャンプ場 Auto Campsite

望ヶ丘森林公園 Nozomigaoka Forest Park

ゆめの森公園 Yume-no-Mori Park

緑ヶ丘森林公園 Midorigaoka Shinrin Forest Park

みどり工房 Midori Koubou Rural Park

野鳥虹の森 Yachou (Wild Bird) Niji-no-Mori Forest

江南パークゴルフ場 Kounan Park Golf Course

リリーパーク Lily Park

芝桜公園 Shibazakura (Moss Phlox) Park

北浜白鳥公園 Kitahama Hakucho (Swan) park

てんとらんど Tent Land Park

運動公園 Sports Park

鉄道記念公園 Tetsudo Kinen Park (Railway Commemorative Park)

望郷の森 Boukyo-no-Mori Forest

知床国立公園羅臼温泉野営場 Shiretoko National Park Rausu Onsen Campsite

羅臼オートキャンプ場 Rausu Auto Campsite

清里オートキャンプ場 Kiyosato Auto Campsite

尾岱沼ふれあいキャンプ場 Odaitou Fureai Campsite

別海ふれあいキャンプ場 Betsukai Fureai Campsite

滝

奇岩・
奇石

文化財・史跡名
勝等

公園

キャンプ場

他

項目

著名な地
点、観光施
設等

眺望箇
所
（ﾋﾞｭｰ
ﾎﾟｲﾝﾄ）

 

 
 

 94



日本語 英語

知床自然センター Shiretoko National Park Nature Center

知床世界遺産センター Shiretoko World Heritage Conservation Center

羅臼ビジターセンター Rausu Visitor Center

知床国立公園羅臼ビジターセンター Shiretoko National Park Rausu Visitor Center

野付半島ネイチャーセンター Notsuke-hanto Peninsula Nature Center

ワッカネイチャーセンター Wakka Nature Center

鳥獣保護区管理センター Wildlife Sanctuary Management Center

ルサ・フィールドハウス Rusa Field House

知床100㎡運動ハウス Shiretoko 100 Square Meter Movement House

北方領土館 Northern Territories Museum

郷土資料館 Hometown Museum

知床博物館 Shiretoko Museum

北方民族博物館 Hokkaido Museum of Northern Peoples

網走監獄博物館 Abashiri Prison Museum

標津サーモンパーク・サーモン科学館（鮭の水族館） Shibetsu Salmon Park ・Salmon Science Pavilion (Salmon Aquarium)

農漁村加工体験施設 Agriculture and Fishery Village Processing Experience Facilities

農林漁業体験実験館 Agriculture, Forestry and Fishery Experience and Training Pavilion

純の番屋（再現） Jun-no-Banya (Jun's House) (Reproduction)

北の国から2002遺言純の番屋（再現） Jun-no-Banya (Reproduction) from TV Drama "Kita no Kuni Kara 2002 Yuigon"

上武佐ハリストス正教会 Kamimusa Japan Orthodox Church

加賀家文書館 Kaga Family Archives

奥行臼駅逓所 Okuyukiusu Ekiteijo

レストハウスきよさと Rest House Kiyosato

清里焼酎工場 Kiyosato Shochu Factory

ハイランド小清水 Highland Koshimizu

遠音別サケマス観覧施設 Onnebetsu Salmon Viewing Facilities

標津川さけます捕獲場 Shibetsu-gawa Salmon and Trout Capture Point

メロディーロード Melody Road

ミルクロード Milk Road

天に続く道
Ten ni Tsuzuku Michi ("Road that Leads to the Sky" Viewing
Point)

知床岬コース Cape Shiretoko Course

硫黄山コース Mt. Io-zan Course

ベアウォッチングコース Bear Watching Course

ホエール＆バードウオッチングコース Whale & Birdwatching Course

観光船乗り場 Sightseeing Boat Platform

大型観光船のりば Large Sightseeing Boat Platform

小型観光船のりば Small Sightseeing Boat Platform

大型観光船発券所 Ticket Offices for Large Sightseeing Boats

小型観光船発券所 Ticket Offices for Small Sightseeing Boats

資料
館・博
物館

文化的
施設

著名な地
点、観光施
設等

項目

ドライブコース
等

観光船コース等

観光コース

著名施
設、観
光・見
学施設
等

自然セ
ンター
等
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（２）主に市街地図に使用する施設名リスト 

１）斜里町（ウトロ地区） 

日本語 英語

役場ウトロ支所(漁村センター) Utoro Town Office (Fishing Village Center)

ウトロ駐在所 Police Substation

ウトロ消防署 Fire Station

ウトロ郵便局 Post Office

ウトロ中小学校 Utoro Junior High and Elementary School

保育所 Nursery

道立ウトロ診療所 Utoro Clinic

知床森林センター Shiretoko Forest Center

しれとこ自然村 Shiretoko Nature Village (Hot Springs & Campsite)

国設知床野営場 National Shiretoko Campsite

ウトロ漁協 Utoro Fishery Cooperative

遠音別神社 Onnebetsu Shinto Shrine

ウトロ墓地 Utoro Graveyard

神社山 Mt. Jinja-yama

夕陽台展望台（知床八景） Yuu-hi Dai (Sunset) V iewing  Platform (Eigh t S cen ic Spots of Shire toko)

オロンコ岩（知床八景）散策路展望台 Oronkoiwa (Eigh t Scen ic Spots of Shire toko) Walking Course & Viewing Platfo rm

松浦武四郎顕彰碑 Takeshiro Matsuura Monument

知床旅情の碑 Shiretoko Ryojou-no-HI Monument

ホテル季風クラブ知床 Hotel Kifu Club Shiretoko

知床プリンスホテル風なみ季 Shiretoko Prince Hotel Kazanamiki

知床第一ホテル Shiretoko Daiichi Hotel

知床花ホテル Shiretoko Hana Hotel

ホテル知床 Hotel Shiretoko

知床グランドホテル北こぶし Shiretoko Grand Hotel Kitakobushi

いるかホテル Iruka Hotel

民宿ランタン Rantan Lodge

民宿船長の家 Sencho-no-Ie Lodge

民宿石山 Ishiyama Lodge

民宿マリーン知床 Marine Shiretoko Lodge

民宿ペレケ Pereke Lodge

民宿酋長の家 Shucho-no-Ie Lodge

民宿たんぽぽ Tanpopo Lodge

温泉旅館つくだ荘 Hot Spring Hotel Tsukudasou

国民宿舎桂田 Katsurada Lodge

民宿知床荘 Shiretokosou Lodge

夕陽のあたる家 Yuhi-no-Ataruie Lodge

宿泊施設
（ホテル）

宿泊施設

（民宿）

公共施設

公共的施
設

民間施設

役場

警察署

消防署

郵便局

項目

教育施設

医療施設

その他公園、施

設等

組合、協会等

神社、寺院、教
会、墓地等

著名地点・施設
等
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２）清里町 

日本語 英語

清里町役場 Kiyosato Town Hall

警察署 Police Station

消防署 Fire Station

清里郵便局 Post Office

清里高校 Kiyosato High School

清里中学校 Kiyosato Junior High School

清里小学校 Kiyosato Elementary School

病院 Hospital

緑ヶ丘公園 Midorigaoka Park

観光案内所 Tourist Information

武道館 Martial Arts Dojo

町営球場 Kiyosato Baseball Park

トレーニングセンター Training Center

プール Swimming Pool

生涯学習総合センター（図書館） Lifelong Integrated Education Center (Library)

介護老人保健施設きよさと Nursing Home Kiyosato

特別養護老人ホーム 清楽園 Nursing Home Seirakuen

パパスシャトー清里焼酎工場 Kiyosato Shochu Factory

ホテル清さと Hotel Kiyosato

清里イーハトーヴユースホステル Kiyosato Ihatov Youth Hostel

風景画 Fuukeiga Lodge

民宿富士 Fuji Lodge

民宿北の家 Kita-no-Ya Lodge

レストハウスきよさと Rest House Kiyosato

清岳荘 Seigakusou Mountain Hut

緑清荘 Ryokusei-so Lodge & Hot Springs

項目

役場

公共施設

民間施設

公共的施
設

その他公園、施

設等

著名地点・施設
等

ホテル

民宿

警察署

消防署

郵便局

教育施設

医療施設

 
 
３）羅臼町 

日本語 英語

羅臼町役場 Rausu Town Hall

羅臼警察官駐在所 Police Substation

羅臼消防署 Fire Station

羅臼郵便局 Post Office

羅臼中学校 Rausu Junior High School

羅臼小学校 Rausu Elementary School

羅臼幼稚園 Rausu Kindergarten

羅臼町国民健康保険診療所 Rausu-cho Hospital

羅臼海上保安署 Rausu Coast Guard

羅臼町郷土資料室 Rausu-cho Local History Museum

羅臼町公民館 Rausu-cho Community Center

羅臼町体育館 Rausu-cho Gymnasium

羅臼漁業協同組合 Rausu Fishery Cooperative

羅臼町商工会 Rausu-cho Commerce and Industry Association

羅臼神社 Rausu Shinto Shrine

国後館～知床草楽園 Kunashirikan Shiretoko Sourakuen Gardens

羅臼町立林間広場キャンプ場 Rausu-cho Rinkan Hiroba Campsite

民間施設 羅臼町中央市街（飲食店街） Rausu-cho Town Center (Restaurant Area)

著名地点・施設
等

商業施設

項目

警察署

消防署

郵便局

公共的施

設

公共施設

役場

教育施設

医療施設

その他公園、施
設等

組合、協会等

神社、寺院等
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４）標津町 

日本語 英語

標津町役場 Shibetsu Town Hall

駐在所 Police Substation

消防署 Fire Station

郵便局 Post Office

薫別局 Post Office

古多糠簡易局 Post Office

標津忠類簡易局 Post Office

標津中学校 Shibetsu Junior High School

標津高校 Shibetsu High School

標津小学校 Shibetsu Elementary School

川北中学校 Kawakita Junior High School

川北小学校 Kawakita Elementary School

古多糠小・中学校 Kotanuka Elementary and Junior High School

薫別小・中学校 Kunbetsu Elementary and Junior High School

幼稚園 Kindergarten

町立国保標津病院 Shibetsu Town Hospital

農村公園 Rural Park

ゲートボール場 Gateball Court

桜づつみ Cherry Blossoms

望ヶ丘パークゴルフ場 Nozomigaoka Park Golf Course

パークゴルフ場 Park Golf Course

簡易裁判所 Summary Court

下水道管理センター Sewage Processing Center

根釧東部森林管理署 Nemuro Kushiro East Hokkaido Regional Forest Office

地域活性化センターしらかば Regional Revitalization Center Shirakaba

生涯学習センターあすぱる Lifelong Integrated Education Center Asparu

川北生涯学習センター Kawakita Lifelong Integrated Education Center

文化ホール Cultural Center

勤労者会館 Kinrosha Community Hall

ふるさと館 Furusato-kan (Hometown Pavilion)

ふれあい加工体験センター Fureai Food Processing Center

ふれあいセンター Community Center

図書館 Library

キラリ児童館 Kirari Children's Hall

川北児童館 Kawakita Children's Hall

総合体育館 Gymnasium

鳩ヶ丘体育館 Hatogaoka Gymnasium

町営球場 Town Baseball Ground

スケートリンク Skating Rink

屋内プール Indoor Swimming Pool

テニスコート Tennis Courts

標津漁業協同組合 Shibetsu Fishey Cooperative

商工会 Commerce and Industry Association

JA標津 JA Shibetsu

特別養護老人ホームはまなす苑 Special Nursing Home Hamanasu-en

保健福祉センター ひまわり Health and Welfare Center Himawari

保育園 Nursery

くれよんハウス Crayon House

美郷団地 Misato Residential Complex

著名地点・施設

等

警察署

消防署

郵便局

教育施設

項目

役場

公共的施
設

公共施設

医療施設

その他公園、施
設等

組合、協会等
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