
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業に係る調査」業務 

（大規模地震等に備えた外国人観光客への 

情報集約・提供方法に関する実証事業） 

事業実施報告書 
 
 
 
 
 
 
 

平成 31 年 3 月 
 
 
 
 
 
 
 

国土交通省 北海道運輸局 
 
 
 

  



 
 

目  次 
 
Ⅰ．事業概要 .............................................................................................................................................. 1 

１．業務名 .............................................................................................................................................. 1 

２．業務の目的 ....................................................................................................................................... 1 

３．業務フロー ....................................................................................................................................... 2 

４．業務工程 .......................................................................................................................................... 3 

５．業務体制 .......................................................................................................................................... 4 

Ⅱ．事業実施報告 ....................................................................................................................................... 5 

１．現状把握による課題整理 ................................................................................................................. 5 

２．「大規模地震等に備えた外国人観光客への情報集約・提供方法に関する実証事業」検討会による意見 .... 37 

３．検証（訓練） ................................................................................................................................. 45 

４．ガイドラインの作成 ...................................................................................................................... 83 

５．セミナーの開催 ............................................................................................................................. 85 

Ⅲ．ガイドライン ..................................................................................................................................... 88 

 
 

 

  



 

1 

Ⅰ．事業概要 

１．業務名 

「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業に係る調査」業務 
（大規模地震等に備えた外国人観光客への情報集約・提供方法に関する実証事業） 

 

２．業務の目的 

政府は、「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年 3 月 30 日、明日の日本を支える観光ビジョ
ン構想会議決定）を策定し、「観光先進国」の実現に向け、訪日外国人観光客がストレスなく快適に観
光を満喫できる環境整備を進めることとしている。北海道においても、「観光ビジョン推進北海道ブ
ロック戦略会議」を通じて、道内の課題の把握や取り組み方針の検討を行ってきたところであるが、
その中で、災害時の外国人観光客への対応や、どのような受入体制を構築すべきかが課題となってい
る。 

平成 30 年 9 月 6 日未明に発生した「北海道胆振東部地震」において、北海道内には多くの外国人
観光客が滞在していたが、地震発生後、必要な情報が入手できず何が起きているのか把握が困難とな
り、外国人観光客が大きな不安を感じる要因となった。加えて、このたびの地震では大規模停電が発
生したことにより、観光地側も手探りの対応を迫られ、行き場を失った観光客が多数発生する等の混
乱が生じた。 

本業務は、これらの課題を解決するため、平成 26 年度に発行された国土交通省観光庁「自然災害発
生時の訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」や、平成 27 年度に発行された北
海道・北海道観光振興機構「外国人観光客災害時初動対応マニュアル」等の既存資料に併せて、北海
道胆振東部地震発生後３日間の状況を自治体アンケートと観光関係者へのヒアリングで明らかにし、
災害（地震）自体、避難場所、宿泊場所、交通機関、停電（情報不足）等による課題を整理してガイ
ドラインを作成した。 

ガイドラインでは、多様な課題の中から情報に関する課題を中心に据え、災害時に外国人観光客に
発信する主要な情報とその役割、必要な情報を正確に発信する枠組みと情報伝達を行える仕組みと共
に関係機関の具体的な役割について整理している。 

このガイドラインにより、大規模地震等発生時において外国人観光客が不安なく対応できる仕組み
を構築し、安全・安心な観光地づくりを目指す。 
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３．業務フロー 

本業務は、以下のフローに沿って実施した。ガイドラインの作成にあたっては実態調査や訓練の結果
を踏まえて、適宜修正を行った。 

有識者や関係機関で構成した検討会を 2 回開催し、ガイドラインの内容や関係機関の役割等について
協議した。 

最終的に道内外の観光関係者を対象としたセミナーを開催し、作成したガイドラインの内容に関する
報告やその意義に関する有識者の講演、関連情報の提供を行った。 
 
 

図表Ⅰ-１ 業務の全体フロー 
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４．業務工程 

本業務の工程は、以下のとおり実施した。 
関係機関等に対するヒアリング調査と道内市町村に対するアンケート調査を 12 月～1月にかけて行い、

その取りまとめと並行しながら、ガイドライン案の作成と修正を進めた。 
2 月は 2 回の検討会を行い、3 月 5 日に策定したガイドラインの検証（訓練）を行ってガイドライン

の最終版を作成した。 
 

図表Ⅰ-２ 業務工程 
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５．業務体制 

本業務は、以下の実施体制で行った。 
アドバイザーの 3 名は、ガイドラインの作成や訓練の実施にあたり、観光や防災といった専門的知見

からの意見を提示いただくと共に、検討会においても有識者として参画いただいた。 
検討会は、行政機関、交通事業者や観光、宿泊関連の事業者や団体等、本事業及びガイドラインの推

進において主要な関係機関等の代表となる方々に参加いただいた。 
 

図表Ⅰ-３ 業務体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

国土交通省 北海道運輸局 観光部 検討会 

株式会社サーベイリサーチセンター 

指示・承認 実施・報告 

アドバイザー 
北海道大学観光学高等研究センター 

准教授 石黒 侑介 

株式会社 JTB 総合研究所 

上席研究理事 髙松 正人 

東北大学災害科学国際研究所 

准教授 佐藤 翔輔 

 

運営 
報告 

検討 
意見 

検討委員 
1．有識者 

北海道大学観光学高等研究センター 

准教授 石黒 侑介（座⾧） 

株式会社 JTB 総合研究所 

上席研究理事 髙松 正人 

東北大学災害科学国際研究所 

准教授 佐藤 翔輔 

２．行政機関等 

北海道運輸局、JNTO 日本政府観光局、 

北海道、札幌市 

３．交通事業者 

北海道旅客鉄道㈱、北海道中央バス㈱、 

日本航空㈱北海道地区、全日本空輸㈱北海

道支社、新千歳空港ターミナルビルディング㈱ 

４．民間団体及び事業者 

(公社)北海道観光振興機構、㈱ぐるなび 

５．宿泊施設 

札幌市内ホテル連絡協議会（事務局:㈱京

王プラザホテル札幌）、 

定山渓温泉旅館組合 

６．旅行会社 

㈱JTB 北海道事業部 

７．観光案内所 

北海道さっぽろ観光案内所 

８．報道 

NHK 札幌放送局、㈱北海道新聞社 
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Ⅱ．事業実施報告 

１．現状把握による課題整理 

（１）既存資料からみる訪日外国人観光客と災害対応に関する基本的事項 
 
現状の把握と課題の抽出にあたっては、外国人観光客の傾向と災害対応に関する基本的事項を整理した。 
平成 26 年度に発行された国土交通省観光庁「自然災害発生時の訪日外国人旅行者への初動対応マニュア

ル策定ガイドライン」や、平成 27 年度に発行された北海道・北海道観光振興機構「外国人観光客災害時初
動対応マニュアル」には、災害時の外国人観光客に対する【留意点】が大きく４項目に整理されている。同
ガイドライン及びマニュアルでは、訪日外国人旅行者は、災害の経験や知識についてばらつきがあり、特に
地震についての知識や反応には、以下のような特徴があるとしている。本事業は、同ガイドライン及びマニュ
アル等の内容を確認し、基本的な留意点を把握し実行した。 

 

 留意点  

①さまざまな地域からの旅行者で構成され、災害の経験や知識についてばらつきがある 
②訪日外国人旅行者のほとんどは日本語が理解できない、また話すことが出来ないため、日本

語での最新情報の入手や日本語によるコミュニケーションが困難なケースが多い 
③土地鑑がなく説明なしに避難することが容易ではない 
④文化の違いから集団行動に慣れ親しんでおらずトラブルに発展する可能性がある 

 

 知識  

①地震を経験したことがない訪日外国人旅行者は、地震が発生したことを理解できない可能性
がある 

②震度とマグニチュードに関する知識が無いため、地震の揺れの大きさや規模を理解できない 
③地震が発生した後、観光・宿泊施設において停電や断水が発生することが予測できない 

 

 特有の反応  

①地震の規模が把握できないため、過剰な反応を示す傾向がある。そのため、建物の安全性（建
物の耐震に関する情報）について説明を求めることが多い 

②地震の揺れに対する恐怖でパニックを起こし、一人でいられなくなる場合がある 
③地震が発生した後も通常通りエレベーターを使おうとする人がいる 
④被災地からの移動や帰国を求めて交通情報についての質問が多く寄せられる 
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（２）道内市町村に対するアンケート調査 

道内全自治体に対して、北海道胆振東部地震における対応の状況や、災害時の外国人観光客への基本的な
対策の動向等について、アンケート調査を行った。以下にその内容をまとめる。 

 
①アンケート調査概要 

■目的 
北海道胆振東部地震における対応状況や自治体による外国人観光客への対策状況等、災害時の訪日外国

人旅行者の受入環境について把握するため、アンケート調査を実施した。 
 

■対象 
北海道 179 自治体 

 

■期間 
平成 31 年 1 月 15 日～1 月 31 日 

 

■方法 
郵送による配付、返信用封筒またはメール、FAX による回収 

 

■回収状況 

配布数 回収数 回収率 

179 件 139 件 77.7％ 
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②アンケート結果の概要 

 避難場所や災害時の対応に関して  

災害時の避難所・避難場所では多言語対応が不足 
139 自治体のうち、外国人観光客の受入れ対応した自治体（想定開設、結果的に開設含む）は
22 自治体（下記においては、重複があるため、26 自治体ではなく 22 自治体）であった。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

避難所・避難場所での多言語化不足（案内、掲示物等）

多言語対応できるスタッフが避難所・避難場所にいなかった

充電器等の物資が不足していた

避難所・避難場所が外国人観光客に認知されなかった（情報伝達不足）

災害情報が不足していた

受け入れ対応した避難所・避難場所が足りなかった（収容人数オーバー）

食料等の物資が不足していた

その他

困った状況にはならなかった

外国人観光客がいなかった（少なかった）ため、わからない

n= 22

54.5%

40.9%

36.4%

31.8%

13.6%

4.5%

4.5%

13.6%

18.2%

13.6%

0% 20% 40% 60%

外国人観光客の受入れを対応した避難所・避難場所の主な課題は、多言語化に関する
ものが最も多く、次に充電器等の物資の不足の課題であることから、多言語対応のツー
ルや人員体制の整備と充電器等の物資の整備が必要である。 

【主な課題】 
 「避難所・避難場所での多言語化不足（案内、掲示物等）」 
 「多言語対応できるスタッフが避難所・避難場所にいなかった」 
 「充電器等の物資が不足していた」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、自治体として災害時に不足していた情報としては、避難場所や誘導するための
情報、JR やバス等の公共交通の運行情報が自由記述で多くあげられていた。 

「開設時から外国人観光客の 
受入れ対応を想定していた」 

「開設時は外国人観光客の受入れを 
想定していなかったが、結果的に対応した場所がある」 

10 自治体 

16 自治体 
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多くの自治体は「地域防災計画」等へ外国人観光客に関する記載が不十分 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

外国人観光客の動向や観光情報等に関して  

北海道胆振東部地震直後の外国人観光客からの問合せを受けた自治体は 1 割 
外国人観光客からの問合せ方法について「外国人観光客からの問合せはなかった」が８割以上
だが、外国人観光客の入込が少ない自治体が多いためと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外国人観光客からの主な問合せ内容は「避難場所」「交通情報」「充電場所」「宿泊場所」「災害情報」 
外国人観光客からは、どこに避難したら良いのか、移動するための交通情報、スマートフォン
等を充電するための設備がある場所についての問合せが多かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

地域防災計画へ外国人観光客に関する記載が「ない」自治体 71.2％ 

地域防災計画以外の災害対策の取り組みで外国人観光客に関する
手引き等が「ない」自治体 

地域防災計画以外で手引き等がない場合、今後の検討意向 

 検討中である（必要と感じている） 35 件 

 検討していない（必要と感じていない） 63 件 

観光案内所や観光協会を経由して

宿泊施設を経由して

避難場所で自治体職員へ

役所へ直接訪問

自治体SNS （Facebook、Twitter 等）から

避難場所で管理スタッフ等を経由して

役所への電話

その他

外国人観光客からの問い合わせはなかった

無回答

n= 139

6.5%

6.5%

5.8%

4.3%

2.2%

2.2%

1.4%

1.4%

84.9%

1.4%

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

避難場所（安全な場所）

交通情報（移動手段、帰国便等）

電源供給所

宿泊場所の確保

災害情報（何が起こっているのか）

大使館・領事館の情報

その他

問い合わせで必要としていた情報はわからなかった

無回答

n= 19

68.4%

63.2%

57.9%

52.6%

47.4%

0.0%

26.3%

0.0%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80%

91.4％ 
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外国人観光客へ情報提供を行っていない自治体が 8 割 
外国人観光客に対して約 8 割の自治体が情報提供を行っていなかった。災害時に情報提供を行
う体制が不足していたと考えられる。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人観光客への情報提供や発信方法に多言語対応の課題が生じた 
情報提供や発信方法では、避難所・避難場所での課題と同様に多言語対応に関する課題が多く
あげられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多言語対応できる職員がいない

外国人観光客がどのような情報を求めているのかわからなかった

電力が使えず、多言語対応できなかった（PCやスマートフォンが使用できない等）

庁舎内での連携がとれていなく、情報を集約できなかった

情報は得たが、発信するための有効な（使える）情報を得ることができなかった

困ったこと（課題）はなかった

関係機関等からの情報を得ることができなかった

住民対応に追われて、外国人観光客の対応は人手不足で手が回らなかった

その他

無回答

n= 21

42.9%

33.3%

28.6%

23.8%

14.3%

14.3%

9.5%

4.8%

23.8%

4.8%

0% 20% 40% 60%

 「多言語対応できる職員がいない」 
 「外国人観光客がどのような情報を求めているのかわからなかった」 
 「電力が使えず、多言語対応できなかった（PC やスマートフォンが使用できない等）」 

外国人観光客に対しての情報伝達は行っていない

自治体ホームページ

自治体SNS （Facebook、Twitter 等）

役所での対面対応

避難場所への掲示物

電話対応

市町村内アナウンス（放送）

その他

無回答

n= 139

79.1%

9.4%

7.2%

5.8%

4.3%

2.9%

0.7%

5.8%

5.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 まとめ  

北海道胆振東部地震における対応状況等について道内の自治体に行ったアンケートについ
て、次のとおり整理する。 

 
１．防災計画等の課題 

自治体の地域防災計画への外国人観光客に関する記載は、道内自治体の約 7 割が未記載であ
り、北海道胆振東部地震発生時に避難所開設時から外国人観光客の受入れ対応を想定していた
自治体は全体の１割程度であった。また、約９割の自治体では地域防災計画以外に外国人観光
客に関する手引き等の作成をしておらず、今後手引き等の作成に検討意向を示す自治体は、全
体のおよそ 3 分の 1 に留まっている。 

北海道胆振東部地震時に外国人観光客の受入れ対応を行った避難所では、外国人観光客の受
入対応の経験がなく、外国語対応ができるスタッフも不足していたことから、コミュニケーショ
ンに支障が生じ、外国人観光客の要望に対し十分に応えられずにいた。また、外国人観光客は
言葉やマナーがわからずに避難所から引き返す事象も発生している。 

これらのことから、自治体にあっては日頃から外国人観光客の視点に立ち、地域防災計画作
成等の災害対策が求められる。 

なお、外国人観光客に関する記載がある地域防災計画では、案内や資料の多言語化、通訳ボ
ランティアの確保等の内容が中心である。また、手引き等の作成に検討意向がある自治体では、
主に災害時の外国人観光客対応の手引きの作成、避難所運営マニュアルにおける外国人対応の
留意点の記載、防災マップの外国語対応等が考えられている。一方、検討意向がない自治体の
多くは、現時点で外国人観光客が少ないことを理由に挙げている。 

 
２．情報提供・問合せ対応等の課題 

地震直後の問合せ内容については、外国人観光客の入込が活発な自治体において「避難場所」
「交通情報」「充電場所」「宿泊場所」「災害情報」に関するものが多かったが、情報の入手や伝
達する手段が、ラジオや行政機関内のネットワークに限られたり、整備していたフリーWi-Fi
の使用ができずに連携機関と連絡が取りづらくなる等、大規模停電の影響により制約が生じた
ため、十分な情報提供ができなかった。 

また、問合せ対応に関する課題としては、災害時の外国人観光客に対して、自治体のホーム
ページや SNS、対応窓口といった情報提供手段の不足や多言語対応ができるスタッフの不足、
外国人観光客がどのような情報を求めているのかわからなかったこと等が挙げられている。 

 
３．避難場所の開設・対応等の課題 

回答があった 139 自治体のうち、外国人観光客の受入れ対応を行ったのは 22 自治体であり、
このうち開設時から外国人観光客の受入れを想定していたのは 10 自治体であった。 

これら外国人観光客の受入対応を行った避難所では、外国人観光客の受入れ経験がなく、多
言語に対応できるスタッフや掲示物、案内等の多言語化も不十分であった。そのため、外国人
観光客は、外国人の受入れ可否、避難所内の状況等がわからずに領事館等の様々な関係機関へ
問合せをすることとなった。 

また、関係機関も正確な情報が得られず、避難所へ電話による確認や直接訪問を行う等の対
応に迫られた。 

 
以上から、市町村アンケートからみた課題は、多くの自治体で災害時の外国人観光客対応へ

の体制整備が不足していたことが挙げられる。 
具体的には、地域防災計画等の行政計画への外国人観光客対応の記載、停電等による情報の

入手や伝達手段に制約が生じる際の情報提供手段等の充実、問合せに対する多言語対応が挙げ
られる。特に外国人観光客の集中が見込まれる都市部の避難所においては、外国人観光客が必
要とする情報の提供体制の備えと多言語に対応できるスタッフのほか、多言語化した掲示物、
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案内等の充実が重点課題といえる。 
また、災害時に外国人観光客からのニーズが高い情報は、「災害情報」「避難場所」「交通情報」

「電源供給場所」「宿泊場所」と考えられ、これらの情報ニーズにスムーズに対応するための体
制整備が重要である。 

 

③実施結果（詳細） 

 避難場所や防災計画等、防災に関して  

災害発生時の主要な情報入手先［問１］ 

災害発生時の主な情報入手先は、「国・気象庁や防災研究機関等のホームページ」が最も多く、次いで
「テレビ・ラジオなどによる報道情報」、「J－アラート」と続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その他（2.9％）」のコメント 

 沙流川平取地区水害タイムライン 
 防災担当者からの情報 
 庁内防災危機管理からの情報 

  

国・気象庁や防災研究機関等のホームページ

テレビ・ラジオなどによる報道情報

Ｊ－アラート

消防団・関係機関などからの現場情報

公共情報コモンズ（Ｌ－アラート）

防災情報提供装置など専用システム

上記を活用した防災アプリ

その他

無回答

n= 139

93.5%

91.4%

81.3%

67.6%

54.0%

43.9%

18.0%

2.9%

0.7%

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

【課題のポイント】 

●多くの自治体では災害時の外国人観光客に対する体制整備が不足していた 
●情報の入手や伝達手段に制約が生じる際の情報提供体制の整備が不足していた 
●問合せへの対応や避難所の運営において、多言語対応が不足していた 
●「災害情報」「避難場所」「交通情報」「電源供給場所」「宿泊場所」の情報提供を行う体
制整備が重要である 
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北海道胆振東部地震直後、外国人観光客の受入れ対応をした避難所・避難場所［問２］ 

地震直後（９/６～８）の避難所・避難場所等の開設時から外国人観光客の受入れ対応を想定していた
場所の数は「１ヵ所」が９自治体（小樽市、登別市、富良野市、網走市、ニセコ町、上川町、奈井江町、
広尾町、斜里町）となっている。 

避難所・避難場所等の開設時には外国人観光客の受入れは想定していなかったが、結果的に受入れ対応
をした場所の数は「１ヵ所」が９自治体（三笠市、美唄市、富良野市、北斗市、稚内市、洞爺湖町、大空
町、日高町、釧路町）、「２ヵ所」が４自治体（釧路市、北見市、網走市、上川町）、「３ヵ所」が１自治体
（室蘭市）、「４ヵ所」が２自治体（札幌市、函館市）となっている。 

 

 

 

 

 

 

外国人観光客の受入れ対応した避難所・避難場所で困ったこと［問３］ 

外国人観光客の受入れ対応をした避難所・避難場所での課題は、「避難所・避難場所での多言語化不足
（案内、掲示物等）」が最も多く、次いで「多言語対応できるスタッフが避難所・避難場所にいなかった」、
「充電器等の物資が不足していた」が続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その他（13.6％）」のコメント 

 非常用電源システムを設置していない宿泊施設（ホテル）との連絡、連携 
 宗教上の食事に配慮してほしい旨の訴えや、文化の違いからトイレを詰まらせる人がいたこと 
 次の目的地へ移動するための情報について、何に困っているかを把握するのに時間を要したこと 

 

避難所・避難場所での多言語化不足（案内、掲示物等）

多言語対応できるスタッフが避難所・避難場所にいなかった

充電器等の物資が不足していた

避難所・避難場所が外国人観光客に認知されなかった（情報伝達不足）

災害情報が不足していた

受け入れ対応した避難所・避難場所が足りなかった（収容人数オーバー）

食料等の物資が不足していた

その他

困った状況にはならなかった

外国人観光客がいなかった（少なかった）ため、わからない

n= 22

54.5%

40.9%

36.4%

31.8%

13.6%

4.5%

4.5%

13.6%

18.2%

13.6%

0% 20% 40% 60%

調査数 0 箇所 1 箇所 2 箇所 3 箇所 4 箇所 ５箇所以上 無回答
139 127 9 - - - 1 2

100.0 91.4 6.5 - - - 0.7 1.4
139 121 9 4 1 2 - 2

100.0 87.1 6.5 2.9 0.7 1.4 - 1.4
※上段は件数、下段は割合（％）

開設時から受け入れ対応を想定
していた場所

開設時は受け入れ想定していな
かったが、結果的に対応した場所
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どのような災害情報が不足していたか［問４］ 

【不足していた情報】 
 避難場所 
 誘導情報 
 買い物や食事可能な場所の情報 
 公共交通機関の運行情報 

 
【情報入手手段の制約】 
 通信網の寸断により、入手手段がラジオ情報と行政情報ネットワークのみとなった 
 災害情報をスマートフォン等から得ようとしても、停電により充電手段が不足した 

 

北海道胆振東部地震直後の外国人観光客への対応で課題と感じたこと［問５］ 

【情報伝達】 
 市内で営業している飲食店や店舗の情報を観光客に伝達できなかった 
 観光案内所（市内 4 ヵ所）が全て停電の影響で開設できず、速やかな災害関連情報の提供ができな

かった 
 公共交通機関まで案内すること 
 外国人観光客への避難所情報の伝達手段、避難所への誘導 
 外国人観光客と市民では必要な情報が違い、外国人観光客が必要としている情報を入手すること 
 外国人対応の電話窓口や情報サイトが、外国人観光客に知られていないこと 
 発信した多言語情報を外国人に広く認知してもらうこと 

 
【停電時の機能維持】 
 停電時におけるフリーWi-Fi の機能維持（ブラックアウトにより整備していたフリーWi-Fi が使えず、

外国人観光客に不安を与える結果となった） 
 
【宿泊施設】 
 宿泊施設の確保 
 停電により宿で食事、部屋、大浴場の提供ができなかった（限られたもので対応した） 

 
【充電施設】 
 災害情報をスマートフォン等から得ようにも、停電により充電手段が不足していた 
 簡単な英語以外の言語の場合、スマートフォンの翻訳アプリ頼りとなってしまうため、停電時は機

器の充電次第でもあることから不安だった 
 ⾧時間の停電や携帯電波が弱い状態であったことから、スマートフォン等の翻訳アプリも使用でき

なくなるのではと危惧される 
 安否確認等で携帯電話を使う必要があり、電源の確保は必要 
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【コミュニケーション】 
 外国人観光客とのコミュニケーションの取り方がわからずに対応に困った 
 言葉、意思疎通に不安がある 
 外国人観光客への対応はなかったが、実際に対応となった場合を考えると、避難指示や避難後の対

応に課題はあると思う 
 
【多言語対応】 
 外国語対応できるスタッフの数が限られる 
 今回は問題なかったが、多言語対応できる職員が限られているため、今後は人手が追いつかないか

もしれないと思った 
 多言語対応できるスタッフが避難所におらず、外国人とのコミュニケーションに支障があった 
 翻訳人員や通訳人員の確保 
 英語以外の言語の方が来たが、対応できるスタッフがおらず、スマートフォンのアプリ等を通して

会話をした。意思疎通を図るのに時間を要してしまい、スムーズな対応ができなかったことから、
多言語対応できるスタッフの人材不足が課題だと感じた 

 避難所、避難場所の周知に関する多言語化の案内や掲示物等が不足しており、外国人観光客への対
応（情報伝達）に苦慮した 
 

【その他】 
 観光客はいないが、農業研修生（中国）が避難してきた。ある程度日本語を話すことができ、通訳

も滞在したため、会話等に問題はなかったが、住民が同じ施設を利用する中で、特に高齢者からは
居づらいという話が出ていた 

 移動手段がなく、外国人観光客がホテルから出られなかった（特に FIT の路線バス利用者が代替輸
送手段に苦慮） 

 年間を通して外国人観光客の集客数が低く、9 月の災害の際に外国人観光客がいなかったことから
も、整備体制への意識が低い。災害時のみでなく、これからインバウンドに向けての外国人観光客
に対する受入れ整備や施設整備が整っていない状況は課題である 

 避難所を開設したが、来る人はいなかった。認知されてなかったか、ホテルに留まったか把握でき
ていない 
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直近の「地域防災計画」改定年次［問６（１）］ 

直近の地域防災計画の改定年次は、「H28.4～H31.3」が最も多い。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域防災計画」への居住外国人・外国人観光客に関する記述の有無［問６（２）］ 

地域防災計画への居住外国人に関する記載は「ある」が 64.7％だが、外国人観光客に関する記載は「な
い」が 71.2％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n= 139

n= 139

35.3%

71.2%

64.7%

26.6%

0.0%

2.2%

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

①自治体に居住する

外国人に関する記載

②外国人観光客に

関する記載

ない ある 無回答

～H22.3 

H22.4 ～H25.3 

H25.4 ～H28.3 

H28.4 ～H31.3 

H31.4 ～

無回答

n= 139

1.4%

2.2%

28.1%

63.3%

2.9%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80%
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「地域防災計画」への外国人観光客に関する記載内容［問６（３）］ 

地域防災計画への外国人観光客に関する記載内容は、「案内標識等の外国語表記の推進、ユニバーサル
デザインの推進」が最も多く、次いで「ラジオや印刷物等の多言語化」、「通訳ボランティアの確保」となっ
ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その他（18.9％）」のコメント 

【周知啓発の充実】 
 迅速かつ的確な行動がとれるよう、環境づくりに努めると共に、様々な機会において防災対策に関

する周知啓発を図っている 
 

【多言語対応】 
 避難場所及び道路標識等の災害に関する表示板の多言語化 

 
【その他】 
 外国人を含めた防災訓練及び防災教育の実施 

 

  

案内標識等の外国語表記の推進、ユニバーサルデザインの推進

ラジオや印刷物等の多言語化

通訳ボランティアの確保

防災知識の普及推進（外国語表記のガイドブック作成等）

観光関連事業者との連携（連絡体制構築）

インバウンド向け避難所の開設

外国人観光客向け対応マニュアルの作成・配布

外国公館等関係機関との連絡体制の確保

観光関連事業者に対して災害時対応マニュアル作成（外国語版）の促進

その他

n= 37

56.8%

54.1%

35.1%

21.6%

13.5%

5.4%

2.7%

2.7%

2.7%

18.9%

0% 20% 40% 60%



 

17 

「地域防災計画」以外での外国人観光客に関する要領・手引きの有無［問７（１）］ 

地域防災計画以外での外国人観光客に対する災害時の対応・対策を記載した要領・手引きは、「ない」
が 91.4％を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域防災計画」以外に要領・手引き等がない場合、今後の必要性や検討の意向［問７（２）①］ 

地域防災計画以外の要領・手引き等の今後の必要性や検討の意向についての自由記載から、「検討中ま
たは必要と感じている」に該当する自治体は 35 件、「検討していないまたは必要と感じていない」に該
当する自治体は 63 件であった。 
 

検討中または必要と感じている 35 件 

検討していないまたは必要と感じていない 63 件 

 

「検討中または必要と感じている」に該当する具体的コメント（抜粋） 

【マニュアル等の作成】 
 災害時の外国人観光客対応の手引き等の準備を検討したい 
 外国人観光客に対する避難所等のマニュアル等、作成に向けて検討している 
 公益社団法人北海道観光振興機構発行の「外国人観光客初動対応マニュアル」等を参考にして、外

国人観光客に対する災害時の対応や対策について検討する必要性は感じている 
 外国人観光客の災害時の避難等が想定されるため、職員対応や外国人の避難所利用に関するマニュ

アル等の整備が必要と思われる 
 「外国人観光客」に対してはないが、「外国人」に対しては「市の避難所運営マニュアル」にて身振

り・手振り等による伝達や外国語が堪能な方の理解を得たうえで確実な情報を提供できるよう努め
ることや、「市の国民保護計画」では、外国語を使用した広報媒体を使用する等の方法により啓発を
行うといった記述があるため、それに則った対応が外国人観光客にも必要であり、今後検討してい
きたいと考えている 

 現在、インバウンド対応では、日本語との併記等を検討中である 
 英語版防災あんしんマップの作成を検討している 
 英語の防災ガイドマップの作成配布を検討中 
 予め災害時に必要で基本的なアナウンスを多言語で整理し、すぐに提示できるようにしておく 

n= 13991.4%

7.2%

1.4%

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

ない ある 無回答
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【対応ツールの作成】 
 避難場所や問合せ先がわかる媒体の作成を検討 
 外国人対策は必要と考えており、コミュニケーションツールの導入等について検討している 

 
【外国人観光客の増加で必要性を感じている】 
 近年、町内への外国人観光客は増加していることから必要性を感じており、今後検討する 
 近年外国人観光客は増加しているため、必要性は感じているが、作成には至っていない 

 
【連携体制の構築】 
 外国人観光客はもちろんのこと、当市を訪れた観光客への対応としてホテル旅館業や交通機関等と

の連絡や連携体制の構築が必要 
 
【今後の外国人観光客の入込次第で対応】 
 外国人観光客の入込状況により、今後の検討課題としたい 
 今後外国人観光客が増加した場合は、要領・手引きが必要になると考えている 
 町への外国人観光客数を把握した上で検討していく 
 現在、町内に滞在している外国人や観光で訪れる外国人が少ないため、今後の状況次第で検討する

可能性はある 
 現在、本町における外国人観光客で滞在する方がほとんどいないため、喫緊の対応は想定していな

いが、今後のインバウンド施策の振興に伴い、外国人観光客の増加が見込まれる場合には、外国語
に対応する情報提供が必要と思われる 

 
【その他】 
 避難所内や避難所の場所を示す看板等について、案内表示の多言語化が必要と考えている 
 外国人居住者の関係も含め、作成を検討していく 
 市内に外国人居住者がいるほか、北海道胆振東部地震においても外国人観光客への対応があったこ

とから今後検討したい 
 インバウンドや FIT といった外国人観光客は当町でも見られるため、災害時の対応や対策は必要 
 今後、観光客向けの災害に関するパンフレット等を作成する場合には、外国人観光客に配慮するこ

ととしたい 
 必要性を感じる一方で、その活用頻度や来町する外国人の教育を考慮して慎重に検討していきたい 
 2017 年度に北海道運輸局で宿泊施設向け避難誘導マニュアル（噴火災害用）を作成していただい

た。町としても整合性を図りながら、外国人観光客に対する災害時の対応策について早急に検討す
る必要性があると考えている 

 国や北海道、他市町村での取り組みを参考に検討する 
 必要性は認識しているが、具体的な予算や対応内容について整理されていない 

 

「検討していないまたは必要と感じていない」に該当する具体的コメント（抜粋） 

【外国人観光客が少数のため】 
 外国人観光客が少ないため、他の対応を優先している 
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 現在のところ外国人観光客は少数であるため、要領・手引きの作成は予定していない 
 今後、外国人観光客等が増加すれば必要になると考えるが、現状、あまり外国人観光客は多くない

ので、必要ではない 
 現在のところ、防災計画については、外国人旅行者の集客数の低さも鑑みて、変更・改定の予定は

なく、検討の段階に至っていない 
 
【既存の計画を活用】 
 北海道観光振興機構が発行している「外国人観光客災害時初動対応マニュアル」を活用していきた

い 
 地域防災計画に記載されている内容で対応していく 
 北海道のマニュアル作成に協力し、活用している 

 
【その他】 
 外国人労働者への対応が先と考える 
 要領、手引き等の作成は検討していないが、多言語表記の案内等は必要と感じている 
 避難所の案内看板を英語で表記したものを設置したが、特に要領や手引きの作成は考えていない 

 
 

「地域防災計画」以外に要領・手引き等がある場合、具体的記載内容［問７（２）②］ 

【通訳の協力要請、派遣】 
 通訳や外国語のできる人が避難所内にいないかを確認し、いる場合には協力を求める 
 日本語が不自由な外国人避難者がいる場合は、町災害対策本部又は地域ボランティアセンターへ連

絡し、通訳又は通訳ボランティアの派遣等を要請する 
 
【多言語対応】 
 防災ガイドマップに多言語対応をしている 
 外国人向けの避難所会話セットを用意している 

 
【情報提供手段】 
 外国人への情報の提供については、その手段や言語等にも配慮する（翻訳機やパソコンの翻訳ソフ

トの活用による伝達等） 
 市のホームページに災害時等における外国人支援として、「災害時等における外国人への情報提供な

ど支援に関するサイト」を掲載している 
 
【外国人向け災害時マニュアル】 
 転入外国人等に配布する外国人向け生活ガイドに災害時の対応や避難に関する内容を掲載しており、

市のホームページ上でも公開している 
 
【帰宅困難者対策】 
 「災害時観光客サポートステーション」 
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観光客帰宅困難者の安全・安心を守る体制の整備を目的に、ホテル・旅館の既存機能を活用し一時
滞在避難所として指定する 

 「地域帰宅困難者対策ガイドライン」 
大規模災害発生時に、上記地域において生じる「帰宅困難者」（外国人観光客も含む）に関して、適
切な対策を講じるための手順書として作成したもの 

 
【その他】 
 「都市安全確保計画」 

大規模地震発生時に、大型商業施設や業務機能が集中している都市再生緊急整備地域を対象とした
地区において、人的被害の軽減、災害時の事業継続・早期復旧による信頼性の確保、エリアマネジ
メントによる平時からのコミュニティ防災の継続を目的として、必要な対策を定めたもの 

 「外国人被災者対応マニュアル」 
災害発生時の国際部の活動について記載したものであり、北海道胆振東部地震での経験を踏まえ再
整備中 

 津波避難計画において、観光客等の避難対策、観光案内所やホテル等の施設に津波ハザードマップ
を配置するほか、津波発生時に自主的に避難が可能となるよう町内に設置した英語表記付きの夜間
発光型津波避難経路の管理に努める 

 

 外国人観光客の動向や観光情報等に関して  

北海道胆振東部地震直後の外国人観光客からの問合せ方法［問８］ 

北海道胆振東部地震直後の外国人観光客からの問合せ方法について、「外国人観光客からの問合せはな
かった」が最も多く、回答された問合せ方法は「観光案内所や観光協会を経由して」「宿泊施設を経由し
て」等となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光案内所や観光協会を経由して

宿泊施設を経由して

避難場所で自治体職員へ

役所へ直接訪問

自治体SNS （Facebook、Twitter 等）から

避難場所で管理スタッフ等を経由して

役所への電話

その他

外国人観光客からの問い合わせはなかった

無回答

n= 139

6.5%

6.5%

5.8%

4.3%

2.2%

2.2%

1.4%

1.4%

84.9%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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外国人観光客からの問合せ内容［問９］ 

外国人観光客からの問合せ内容は、「避難場所（安全な場所）」が最も多く、次いで「交通情報（移動手
段、帰国便等）」、「電源供給所」が続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その他（26.3％）」のコメント 

 停電復旧の見通し（情報を防災無線で提供した） 
 9 月末、10 月以降の状況について 
 食料の入手可能場所について 
 食糧の確保。昼夜食事していない旅行者が多く、近隣コンビニにも食糧がなくなっていたことから、

体調等を鑑みて職員が手持ちの菓子を渡したケースもあった 
 両替（カード中心で現金をあまり持っていない） 
 お風呂に入れる場所はあるか（避難所に風呂はなかった。温浴施設も停電等により数日営業できな

かった） 
  

避難場所（安全な場所）

交通情報（移動手段、帰国便等）

電源供給所

宿泊場所の確保

災害情報（何が起こっているのか）

大使館・領事館の情報

その他

問い合わせで必要としていた情報はわからなかった

無回答

n= 19

68.4%

63.2%

57.9%

52.6%

47.4%

0.0%

26.3%

0.0%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80%



 

22 

北海道胆振東部地震直後に訪れていた外国人観光客への情報伝達・発信方法［問 10］ 

北海道胆振東部地震直後に訪れていた外国人観光客に対する情報伝達・発信方法は、「外国人観光客に
対しての情報伝達は行っていない」が最も多く、以下は「自治体ホームページ」、「自治体 SNS（Facebook、
Twitter 等）」等となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その他（5.8％）」のコメント 

 消防本部、避難所での対面対応 
 日本語で緊急速報メール及びエリアメールにより、地域住民や町内滞在者に情報伝達を実施 
 市の Web サイト外国語版から外国人向けの情報発信を行っているサイトへ誘導した（観光客限定で

はない） 
【案内所、観光協会等で対応】 
 観光案内所での掲示や対面案内 
 観光協会を通じての提供 
 キタカラ（観光案内所や駅が入っている複合施設）でのアナウンスや呼びかけ 

  

外国人観光客に対しての情報伝達は行っていない

自治体ホームページ

自治体SNS （Facebook、Twitter 等）

役所での対面対応

避難場所への掲示物

電話対応

市町村内アナウンス（放送）

その他

無回答

n= 139

79.1%

9.4%

7.2%

5.8%

4.3%

2.9%

0.7%

5.8%

5.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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北海道胆振東部地震直後、外国人観光客への情報伝達・発信方法で困ったこと［問 11］ 

地震直後の外国人観光客への情報伝達・発信方法で困ったことは、「多言語対応できる職員がいない」
が最も多く、次いで「外国人観光客がどのような情報を求めているのかわからなかった」、「電力が使えず、
多言語対応できなかった（PC やスマートフォンが使用できない等）」と続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その他（23.8％）」のコメント 

 発信した多言語情報が外国人に広く認知されていなかったと推察される 
 外国人観光客が直接役場に来ることはなかったが、ブラックアウトになっていたため、SNS 等を使

用することができず困った 
【多言語による情報伝達手段の不足】 
 災害時対応用の多言語表示物が不足していること 
 交通関係の情報を多言語で正確に伝える手段が少なすぎた（観光案内所や各施設にて話せる人や掲

示物で対応）。※電力が戻っても Wi-Fi 設備が万全でないため、情報を得られない人がいた 
 

  

多言語対応できる職員がいない

外国人観光客がどのような情報を求めているのかわからなかった

電力が使えず、多言語対応できなかった（PCやスマートフォンが使用できない等）

庁舎内での連携がとれていなく、情報を集約できなかった

情報は得たが、発信するための有効な（使える）情報を得ることができなかった

困ったこと（課題）はなかった

関係機関等からの情報を得ることができなかった

住民対応に追われて、外国人観光客の対応は人手不足で手が回らなかった

その他

無回答

n= 21

42.9%

33.3%

28.6%

23.8%

14.3%

14.3%

9.5%

4.8%

23.8%

4.8%

0% 20% 40% 60%
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（３）関係機関等に対するヒアリング調査 

関係機関等に対して、北海道胆振東部地震における外国人観光客への対応や停電時の状況等について、ヒ
アリング調査を行った。以下にその内容をまとめる。 

 

①ヒアリング調査概要 

■目的 
関係機関等の防災対応の現状や、北海道胆振東部地震における外国人観光客の受入れ対応、停電時の状

況等を把握した上で、外国人観光客から求められる情報等を整理し、外国人観光客向けのガイドライン作
成のための基礎資料とした。 

   
■実施期間 

平成３０年１２月～平成３１年２月 
 
■実施対象 

以下の関係機関等、計 30 件を対象にヒアリング調査を実施した。 
 

①行政機関   ４件 

②在札幌領事館等  ５件 

③交通事業者   ３件 

④交通拠点   １件 

⑤宿泊事業者・宿泊団体  ５件 

⑥観光協会   ５件 

⑦観光案内所・コールセンター ３件 

⑧旅行会社   １件 

⑨マスメディア   １件 

⑩その他（インフルエンサー）  ２件 
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【関係機関等ヒアリング対象者一覧】 

分 類 対象先名称 

①行政機関 北海道 

 札幌市 

 函館市 

 千歳市 

②在札幌領事館等 在札幌アメリカ合衆国総領事館 

 在札幌オーストラリア総領事館 

 駐札幌大韓民国総領事館 

 中華人民共和国駐札幌総領事館 

 台北駐日経済文化代表処札幌分処 

③交通事業者 札幌市交通局 

 北海道旅客鉄道株式会社 

 北海道中央バス株式会社 

④交通拠点 苫小牧港開発株式会社 

⑤宿泊事業者・宿泊団体 ホテルオークラ札幌（日本ホテル協会北海道支部） 

 京王プラザホテル（札幌市内ホテル連絡協議会） 

 札幌第一ホテル（札幌ホテル旅館協同組合） 

 ANA クラウンプラザホテル千歳 

 ホテルグランテラス千歳 

⑥観光協会 一般社団法人札幌観光協会 

 一般社団法人定山渓観光協会 

 一般社団法人千歳観光連盟 

 一般社団法人登別国際観光コンベンション協会 

 一般社団法人層雲峡観光協会 

⑦観光案内所・コールセンター 北海道さっぽろ観光案内所 

 北海道ツーリストインフォメーションセンター 

 北海道外国人観光案内所（新千歳空港） 

⑧旅行会社 株式会社 JTB 

⑨マスメディア 日本放送協会札幌放送局 

⑩その他（インフルエンサー） 株式会社 SAMUTO 

 旅遊聯盟日本株式会社 taj 
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②関係機関ごとの意見 

[１]行政機関 

【北海道胆振東部地震における外国人観光客の様子や受入れ対応の実態】  
● 外国人観光客からの主な問合せは次のとおりであり、職員がインターネットを通じて関係機関

等の公式ホームページから入手していた 
 ・交通機関の復旧状況（特に飛行機の運航情報） 
・避難所の開設状況 
・外国人専用の避難所の有無 
・携帯電話の充電場所 
・食料の調達先 
・風呂等の入浴施設の有無 
・両替場所 

● 札幌市では約 300 ヵ所の避難所を開設したが、観光客の多くが滞在していた市内中心部につい
ては、中央区内の避難所は人が溢れる状態になった 

● 地方都市等では、避難所が人で溢れることはなく、収容人数、物資の両面で混乱はなかった 
● 新千歳空港やバスツアーの旅行者等が各地から札幌に集まってくる状態だった 
● もともとの計画では観光客用避難所の開設は想定していなかったため、急きょ観光客用避難所

として最終的に 3 ヵ所を開設した 
● 旅行者のことは帰宅困難者の一類型としてとらえており、観光客向けの避難所をつくるという

概念自体が存在しなかった 
● 地震当日は、昼ごろに避難してくる外国人が多くなり避難所がパンクしている状況が報告され

てきたため、急きょ指定避難所ではない市内の施設に開設を依頼した 
● 照会された主な内容は、「空いている避難所」、「交通機関の運行状況」「外国人専用避難所の有

無」、「充電できる場所」、「風呂に入れるところはあるのか」「お金はどこで両替できるか」等で
あったが、どの情報も把握できていなかった 

● 個々の飛行機の運航情報については全くわからなかった 
● 空港ビルが再開し飛行機が徐々に飛び始めたとの情報が入り始めると、観光客は一斉に空港に

向かった 
 

【関係機関との連携状況】 
● 手書きの避難所地図を作成し、ホテルを直接訪れて配布した 
● 宿泊団体と災害時に観光客の受入れに関する協定を結んだが、宿泊施設への情報伝達方法は今

後の課題である 
● 観光案内所からの問合せに答えられる情報の収集ができておらず、十分な対応ができなかった 
 

【今後の外国人観光客に向けた取り組みや意向】 
● 今後の災害発生時には、Twitter を利用し主に災害情報、交通機関の運行情報、避難場所の情

報等の情報発信を考えている 
● 宿泊施設の営業状況の入手と発信の必要性はあるが、現状では困難である。災害時に臨時対応

をしている施設側との連携の在り方等、今後の課題として検討していく 
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[２]在札幌領事館等 

【北海道胆振東部地震における外国人観光客の様子や受入れ対応の実態】 
● 外国人観光客からの主な問合せは次のとおりであり、職員がインターネットを通じて関係機関

等の公式ホームページから入手していた 
・交通機関の復旧状況（特に飛行機の運航情報） 
・避難所の場所と開設状況 
・宿泊ができる場所 
・停電の復旧見込み 
・食料品や薬、電池といった日用品の調達先 

● 入手した情報は、職員が手分けして情報の英訳作業にあたったが、全てに対応することは不可
能だったため、主だった内容をピックアップして英訳した 

● 避難所情報の、インターネットを通じた閲覧や電話での問合せでは、「開設状況」や「受入れ可
否」がわからなかったため、職員が直接避難所まで確認に赴き情報を収集した 

● 避難所についてインターネットの情報を観光客に案内しても、実際には避難所が既にいっぱい
で入れず、戻ってきたケースも多かった 

● ホテル滞在者の状況を確認するため、各ホテルを直接回り、携帯電話の充電状況や給水等の応
急対応がどうなっているのかを確認した 

● 空港が閉鎖された影響で、6 日の夜は少なくとも 120 名以上が事務所 1 階のロビーで夜を明か
した 

● 問合せへの対応として困ったことは、領事館側も正確な情報がわからないために、情報を正確
に伝えられなかったことである 

● 発災翌日になると「北海道から出るための手段」、さらに地震が落ち着いた頃には「北海道に行
く予定のため、道内の状況」に関する問合せが増えた 

  
【今後の外国人観光客対応に向けた要望】 

● 避難所に関する情報は、避難所の場所に加え開設の状況が必要である 
● 職員自らが情報を探すのは時間がかかるため、携帯電話が使えるという前提で、「このメールを

見ればわかる」という仕組みがあると良い 
● 入手する情報が最初から英訳されていると、情報発信作業の負担はかなり軽減される 
● ライフラインについて、水道が止まるのではないかといった誤った情報が流れ、真偽の判断が

できなかった。正しい情報が伝わるよう改善してほしい 
● 自動車を使って電力供給したコンビニがあったが、他社でも同様の対応があれば、混乱は少な

くなる 
● 観光客が多く訪れるコンビニやスーパーに、災害に関する案内文や二次元バーコードがあれば、

情報発信の一助になる 
● 同じ外国人でも観光客が求める情報は、地元の住民とは違い、早く自国に帰ることが重要とな

るため、外国人観光客に対しては、交通機関の情報提供がより大切である 
 

[３]交通事業者、交通拠点 

【北海道胆振東部地震における外国人観光客の様子や受入れ対応の実態】 
● 始業前から営業ができないという判断をしていたため、営業停止の張り紙をしてシャッターを

閉めたままにしていた 
● 営業中止の情報は、サーバーが停電で落ちていたため発信がかなり遅れてしまった 
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● 外国人旅行客の対応で最も困ったことは、案内を行う際の翻訳体制だった 
● 札幌駅では札幌市の避難所への案内地図を英語で作成し配布したが、避難所に入れず戻ってく

る外国人観光客もいた 
● 6 日、7 日はバスのほとんどの路線で運休したが、この間の運行状況に関してマスコミから何

度も問合せを受けた 
● 飛行機の全面欠航により、早く道外に出たい、あるいは帰国したいという外国人観光客がフェ

リーターミナルにやって来た 
● 主要な交通拠点や総合案内所には、翻訳アプリがインストールされたタブレット端末が置いて

あり、何か相談や困り事のある外国人旅行者には、それを使って対応することが可能である 
【関係機関との連携状況】 

● 全道停電の状況下で、交通事業者、交通拠点相互間の情報共有が困難となり、運行再開に関す
る情報の錯綜もあったことから、情報の一本化等の連携が今後の課題である 

【今後の外国人観光客対応に向けた取り組みや要望】 
● ガイドラインの枠組みには、中央バスに限らず他のバス会社も入れた方が良い 
● 北海道運輸局に情報テンプレートを送ることで、その情報が全報道機関に配信されれば、報道

機関への連絡負担が軽減される 
● 社内教育の一環として、英会話研修等、外国人とのコミュニケーション能力向上に取り組んで

おり、それを発災時における案内にも活かしたい 
 

[４] 宿泊事業者・宿泊団体 

【北海道胆振東部地震における外国人観光客の様子や受入れ対応の実態】 
● 外国人観光客から必要とされた情報は次のとおりであり、可能な限りスタッフが情報収集と提

供をした 
・交通機関の復旧状況（特に飛行機の運航情報） 
・建物の安全性 
・滞在可能な場所 
・食事の提供有無 
・充電や買い物の場所 

● 外国人観光客は、今回に限らず災害等が起きたら大抵ロビーに降りてくるが、発災当日も同様
に、発災後すぐに部屋に備え付けの懐中電灯を持ってロビーに降りてきた 

● ロビーへ降りてきた外国人は、不安のため、部屋に戻っても良いのか、それともロビーに留まっ
ていた方が良いのかとの質問が多く、安全を理解すると再び客室やロビーで過ごしていた 

● 外国人観光客はスマートフォンで情報を入手しており、ホテル周辺で、常時スマートフォンを
見続けている状況がみられた 

● 携帯電話を充電したいとホテルに来館する人が多かった 
● 施設内の情報は伝えられるが、交通状況等の外部の最新情報を入手できずに困った 
● テレビ等が日本語でしか報道されていないため、情報が理解できず、クレームもあった 
● 最新の情報がわからず困った。テレビを観た道外の人から宿泊客が情報を得る場面もあった 
● 避難所、他のホテル、空港等からホテルに泊まりに来た人は 30 人ほどいたが、これらの人た

ちに対しては無料でロビーを開放して宿泊させた 
● 対応して良かった事例としては、観光客にホテルに留まってもらうよう案内し延泊を受入れた

り、朝夕の食事を提供したりしたことがあげられる 
● 宿泊客の延泊対応はできる限り受けたが、まとまった数の部屋を用意できるかどうかがわから
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ない場合は団体客にお断りをした。延泊をお断りした団体客は、チェックアウト後も夕方ごろ
までロビーに滞在していたが、次の宿泊先が用意できて、交通状況を見ながら夕方には出発し
ていった 

【今後の外国人観光客対応に向けた要望】 
● 道内における主要な機能は札幌市に集中している。道内各地の情報も大切だが、優先順位とし

ては第一に札幌市が災害時にどのような状況になっているかを知りたい 
● 主な情報の入手手段はテレビとラジオ、インターネットだが、信頼できるところから情報を得

られる体制があれば良いと考える 
 

[５] 観光協会、観光案内所・コールセンター 

【北海道胆振東部地震における外国人観光客の様子や受入れ対応の実態】 
● 外国人観光客から必要とされた情報は、次のとおりであった 

・交通機関の復旧状況（特に飛行機の運航情報） 
・災害による現状（全体像） 
・滞在可能な場所、宿泊先 
・充電や買い物の場所 

● 交通機関の運行状況については、「止まっている」ということ以外、具体的な情報が一切入って
こないため、答えることができなかった 

● 7 日以降は札幌市が取得した市電・地下鉄の運行状況や市内のバスの運行状況等の、最新情報
を 1 時間に 1 回ほどの頻度で FAX にて情報をもらい、問合せに対応した 

● 観光客用の臨時避難所の情報、外国人観光客向けの災害多言語支援センターの情報を 4 ヵ国語
で書いて観光案内所のシャッター前に掲示した 

● 外国人観光客向けの避難所情報がわからず、センター⾧が自転車で各所を回り情報収集をした 
● 運営している施設では、発災当日は停電のため閉館したが、発災翌日から三日間開放し、市民

向けに給水・食事提供・充電のサービスを提供した 
● 発災当日、協会を訪ねてきた外国人は 10 数人程度だったが、外国人観光客は札幌駅コンコー

ス内や札幌駅周辺（北口・南口）に大勢座り込んでいた 
● 避難所を案内しても、言葉がわからないため戻って来る人もいた 
● 外国人観光客に観光客用避難所を案内しても、日本の避難所でのマナーがわからず、どう振る

舞って良いのかわからないため、避難所へ行くことを躊躇う人が多かった 
● 商店街の各店舗から水や軽食の提供を受けて配布し、路上に段ボールを敷いて休んでいる外国

人観光客には、センターの店内スペースを避難場所として開放した 
● 温泉街を巡回し、被害や宿泊客の状況を確認したが、多くの外国人観光客はホテルや旅館内に

留まって対応を受けており、ホテルや旅館の外に出ていた人はそれほど多くはなかった 
● 充電するために協会に来た観光客はいたが、自家発電がないため対応できなかった 
● ホテルに留まらずにやってきた外国人旅行者は、自国に帰るため首都圏に移動できるかどうか

を問合せる等、一刻も早く札幌を出たいようだった 
● 滞在先からの交通アクセス（どうやって帰れば良いのか）についての問合せには、最寄りのバ

スが全部止まって移動手段がなかったため、各ホテルに滞在するよう案内したが、混乱を防ぐ
意味でもこの対応は良かったと考えている 

● 発災翌日になると、航空券の変更をしたいとやって来る旅行者が増え、固定電話の無償利用サー
ビスを実施したが、外国人旅行者本人が次の行動を判断するための「選択肢を与える」対応と
なり、非常に良かった点である 
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【今後の外国人観光客対応に向けた要望等】 
● 情報を一本化して把握できるのが望ましい 
● 厳冬期に今回のような災害が発生した場合の対策が課題である 

[６]旅行会社 

【北海道胆振東部地震における外国人観光客の様子や受入れ対応の実態】 
● 宿泊先のロビーに集まった外国人の中には、しゃがんで泣いている人がいたが、夜中で外国語

ができるスタッフがいなかったことで、情報が十分に得られないことも混乱につながった 
● ツアー客は、空港の復旧、北海道から出られる日、停電の復旧といった見通しに不安を感じて

いたが、これらのいずれに対しても、情報がないため答えられなかった 
● 添乗員がいる団体の観光客は、ある程度状況を把握したり指示を受けたりすることができるが、

FIT は頼る人がおらず、より不安を感じていた 
【今後の外国人観光客対応に向けた要望】 

● 発信される情報を多言語化する場合、各情報発信者が翻訳作業をせずに、入力すれば日本語版
と同時に英語版ができるような仕組みであれば有用性がある 

 
 

[７]マスメディア 

【北海道胆振東部地震における外国人観光客に向けた対応の実態】 
● 当面の生活に必要な情報をテレビで出す班を結成して、自治体から入手した避難所や給水所等

の情報をテレビのテロップで流した 
【今後の外国人観光客対応に向けた要望】 

● 交通情報のうち、航空機の国際線運航情報については、時間と労力がかかるため、すぐに集約・
提供してもらえるとありがたい 

● 宿泊施設や観光施設の情報は、最新情報の入手や集約が難しいため、それらをまとめられる仕
組みがあると有益である 

 

 

[８]その他（インフルエンサー） 

【北海道胆振東部地震における外国人観光客の様子や受入れ対応の実態】 
● 地震発生直後から約 2 時間にわたって、札幌市内の状況を Facebook でライブ配信した 
● タイ人の旅行者や居住者からは、Facebook と LINE 合わせて 200 件を超える状況報告、問合

せ、コメントがあった 
● 問合せ内容としては、地震時にするべきこと、これから北海道に行く予定だがどうすれば良い

か、帰国するにはどうしたら良いか、宿泊場所はないか、避難所への行き方がわからない、と
いったものがあった 

● 問合せへの返信内容は、市役所等に確認して正確な情報とするよう注意を払い、公式情報には
発表日時を付記して発信した 

● 携帯電話で札幌市の避難所情報を収集し、Facebook にその名称・住所をタイ語、英語、日本
語で表記した画像をアップロードすることで、タクシーの運転手に見せれば避難所へ行けるよ
うにした。またグーグルマップのリンクも貼り、徒歩で行くこともできるようにした 

● 避難所情報については、開設状況、満空状態、外国人の受入れ可否がわからず困った 
● 発災時は様々な情報が入り乱れ、何が正しく何が正しくないのか日本人でも判断できない状況

で不安になる原因になった 
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● 避難所に入ったタイ人からは「外国語対応がない」「案内が日本語ばかりでわからず不安」といっ
た声があった 

● 行政からの情報は、英訳されたものが少ないと感じる 
【今後の外国人観光客対応に向けた要望等】 

● 発災時における情報の多言語化は不可欠で、日本人と外国人が同じタイミングで、同じ情報を
得られることが必要 

● たくさんの日本語案内をされると外国人は不安になる 
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 まとめ  

ヒアリングで明らかとなった北海道胆振東部地震発生後３日間の状況を次のとおり整理す
る。 

 
１．災害（地震）自体による課題 

地震発生時の外国人観光客にあっては、直ぐに被災地である道内からの移動を希望する人、
地震発生直後に宿泊施設のロビーに下り建物の安全が確認できるまで部屋に戻ろうとしない
人、ロビーでしゃがみ込んで泣き出す人等、地震に対する基本知識が不足している外国人観光
客特有の行動が各所で見られた。道外へ移動を希望する外国人観光客は、飛行機の欠航や空港
の閉鎖、二次交通の運休や宿泊場所等がわからないことから行き場をなくし、商店街や大通公
園で野宿する人や、地下歩行空間等で地ベタに横たわって過ごす人が発生する等、非常時に行
動するための必要な情報が得られずに混乱が生じていた。また、避難所情報を得て行動した場
合でも、既に避難所は人で溢れている等リアルタイムな情報は得られておらず、言葉やマナー
もわからないことから引き返すケースも発生していた。 

行政機関では、外国人観光客用の避難所設定、積極的に情報提供を行う体制、情報を得るた
めの関係機関との連携、情報の多言語化等、外国人観光客の視点に立った災害対策の取り組み
の必要性が明らかとなった。 

交通事業者、交通拠点では、運行状況やターミナルの状況に関する情報の発信体制、これら
の情報を多言語化して発信する体制、交通事業者間や交通拠点との連携体制に課題が生じた。 

宿泊事業者、観光案内所、旅行会社、領事館等の外国人観光客と直接向き合う施設において
は、スタッフが適切な案内をするための必要な情報を行政機関、交通事業者等との連携により
把握できる体制整備の必要性が明らかとなった。 

 
２．避難所における課題 

札幌市内ではほとんどの指定避難所を開設したが、外国人観光客は帰宅困難者と捉えられ、
外国人観光客向け避難所の設定はされていなかった。 

他の地域から多くの観光客が押し寄せてきたことや、観光客の多くが市内中心部に滞在して
いたことから中心部の避難所は避難者で溢れ、指定避難所以外の施設を次々と開設する等対応
が後手を踏むこととなった。また、観光案内所や領事館等で案内した避難所では、既に避難者
で溢れて受入れができず、開設された避難所には日本人観光客も滞在していたため、言葉やマ
ナーがわからず多くの外国人観光客が不安を感じ引き返すこととなった。このように大規模災
害時の外国人観光客の避難所の設定、避難所においては多言語対応を含む外国人観光客への対
応、関係者間の避難所状況の共有等、連携した体制整備の必要性が明らかとなった。 

 
３．交通機関、交通拠点における課題 

災害発生時の外国人観光客にあっては、駅、空港、ターミナル等へいち早く向かい、被災地
からの移動を求める傾向にあるため、北海道胆振東部地震時においては、これら施設において
多くの外国人観光客が押し寄せ混乱が生じていた。 

また、交通機関、交通拠点の情報は、被災地から移動するための情報として発災直後から避
難所、宿泊施設、観光案内所等の外国人観光客と直接対応する場面等で求められていたが、大
規模停電により情報を発信できない状況であった。 

このように、大規模災害時に交通機関、交通拠点の情報は外国人観光客が特に必要とする情
報であるため、関係者間で状況の共有を図る等、連携した体制整備の必要性が明らかとなった。 

 
４．宿泊場所の課題 

外国人観光客は、災害の経験が浅く不慣れなため地震の揺れに過剰に反応し、揺れや建物の
倒壊等への不安から地震発生直後から、備え付けの懐中電灯等で足下を照らしロビーに集まる
行動が見られた。また、外国人観光客から部屋に戻るべきかロビーに留まるべきかの照会を受
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け、施設のスタッフが建物の安全性の説明を行うと安心して客室へ戻る行動も見られた。 
宿泊施設にあっては、停電の発生により顧客管理ができなく安全が確保できないことから、

延泊や予約者の宿泊を断る事象が発生していた一方で、延泊の受入れや食事の提供を行った施
設がある等、「おもてなしの心」でできる限りの対応を行っていた。 

また、リアルタイムに情報が入手できず、交通機関の情報やターミナルの営業状況の照会に
対応できていなかった。 

これらのことから、災害時に外国人観光客の不安をいち早く取り除き安心を提供するため、
宿泊施設の安全性の説明のほか、発生した災害自体に関する情報や交通機関の情報等について
最新情報を入手するために関係機関と連携する体制整備の必要性が明らかとなった。 

また、延泊や食事の提供の対応に見られるように、災害時の外国人観光客への対応の基礎的
要素として、全ての関係者が「おもてなしの心」を持ち対応することが特に大切であると位置
づけられる。 

 
５．停電がもたらした課題 

これまでの災害時の被害想定は、多くの関係機関で大規模停電を考慮せず、交通情報を含む
情報の入手手段は、インターネット環境の利用を中心とし、インターネット環境以外で情報を
入手する場合に必要となる関係者間の連携体制は構築されていなかった。 

そのため、外国人観光客にあっては大規模停電の発生により、避難所の開設場所や状況、交
通機関の運行情報、交通拠点の状況等、必要とする情報の入手が困難となった。同様に外国人
観光客に直接対応する観光案内所や宿泊施設等のスタッフにおいても外国人観光客から求めら
れる情報の入手が困難となり、外国人観光客に対し十分な情報提供を行うことができなかった。  

また、大規模停電の影響は、多言語化する端末の利用等に制約を生じ、得られた情報の外国
人観光客への提供が一段と困難となった。 

 
以上のことから、地震等の大規模災害発生初期段階には、災害に対する経験や知識が不足す

る外国人観光客に対し、関係者が連携し災害の基本的な情報を含む安心につながる情報の提供
を行うと共に、避難施設や宿泊施設の情報、交通拠点の状況と被災地からの移動を可能とする
交通情報、情報からの孤立を防ぐ上で重要となる充電場所の情報等、外国人観光客の不安を解
消し、情報からの孤立を回避するための体制整備を図ることが重要となる。 

 

【課題のポイント】 

●災害時でも宿泊施設が行った延泊や食事の提供のように、全ての関係者が外国人観光客
の視点に立ち、「おもてなしの心」を持ち対応することが必要 

●地震を含む災害の基本知識が不足する外国人観光客に対しては、災害発生初期段階に安
心につながる災害自体の情報等の提供が必要 

●外国人観光客の情報からの孤立を回避するため、関係者間の連携により避難所情報、交
通機関、交通拠点の情報、充電場所の情報等の提供を行う体制整備が必要 
特に宿泊施設、観光案内所、領事館等の外国人観光客と直接向き合う施設スタッフへの 
迅速な情報提供を行う体制整備が必要 

●停電を想定した情報入手と情報発信のための関係者間の連携体制の構築が必要 
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（４）ガイドライン案の作成 
既存資料、自治体アンケ－ト調査結果、関係機関ヒアリング結果及び有識者の助言を反映してガイドライ

ン案を作成した。 

  調査結果の整理  

既存資料、自治体アンケート及び関係機関ヒアリングの結果を整理すると下記の通りである。 
既存資料では、災害時の外国人観光客に対する留意点として、「災害の経験や知識についてば

らつきがある」「日本語が理解できない、また話すことが出来ないため、最新情報の入手やコミュ
ニケーションが困難なケースが多い」「土地鑑がなく避難することが容易ではない」「文化の違
いから集団行動に慣れていないため、トラブルに発展する可能性がある」の 4 点が挙げられて
いた。 

さらに、地震に対する知識や反応については「地震そのものや規模が理解できない」「地震後
の停電や断水が予測できない」「過剰な反応を示す傾向がある」「被災地からの移動や帰国を求
めて交通情報について質問が多く寄せられる」といった特徴が示されていた。 

このことは、関係機関ヒアリングからも「地震発生直後に宿泊施設のロビーに下りてきて部
屋に戻ろうとしない」「ロビーでしゃがみ込んで泣きだす」「交通情報の問合せが多く寄せられ
た」といった内容で示されている。 

これらの先行的な留意点の整理を参考として、今回の北海道胆振東部地震でどのような問題
点があったのかを把握できるよう、調査の設計を行った。 

関係機関ヒアリングによると、インターネットによって避難所情報を確認し、外国人観光客
に案内したが、既に避難者は人で溢れている状況から外国人観光客が引き返す事象があった。 

また、インターネットから避難所の所在地は確認できたが、開設状況がわからず、スタッフ
が各避難所を回り状況確認を行ったという状況もみられた。交通事業者や宿泊事業者において
も、外国人観光客から求められる交通機関の運行情報を始めとする必要な情報の入手が困難と
なり、観光客に対して十分な対応ができなかった等、関係機関の各所で様々な状況と課題が生
じていた。 

これらから、外国人観光客が求める情報を提供するためには、各機関がそれぞれ持ち得る情
報に加え、関係機関が持つ情報を相互に補完し合い外国人観光客へ提供できる連携体制を整備
する必要がある。 

この課題解消のためには、外国人観光客が求める情報を持つ関係機関の連携体制を構築した
上で、関係機関の情報を集約するハブ組織を中心に据えた、情報を一元的にまとめて発信する
体制整備が必要となる。 

また、自治体アンケートと関係機関ヒアリング双方の結果に共通する、災害時に外国人観光
客が特に必要とする情報は、「災害の基本的な情報」「交通機関の運行情報」「避難場所の開設状
況」「電源供給場所の情報」「宿泊場所の情報」等であり、北海道胆振東部地震では災害時に多
言語で説明する手段や準備が不足して苦慮したことから、災害時に外国人観光客が特に必要と
する情報に対しては、重点的に取り組むべき情報を絞り込みその役割を明確にすることや、情
報伝達手段における多言語化が必要である。 

さらに、自治体アンケートでは、8 割を超える自治体で「外国人観光客からの問合せはなかっ
た」と回答している一方、札幌市中心部では避難所が人で溢れ、指定避難所以外の施設を避難
所として開設している。外国人観光客の入込や宿泊客が多い地域とそうではない地域では、受
入れ対応の状況、問合せの件数や内容等に大きな差があったことも明らかになり、先行的、重
点的に体制づくりを行うエリアを検討することとした。 

また、今回の北海道胆振東部地震では大規模停電に対して関係機関が所在する建物の特性や
事前の備えの状況等によって、通信手段や通信不能な状況へのリカバリ等に差がみられた。非
常時の電源が確保されていない機関においては、外国人が必要とする情報の収集に苦慮したこ
とから、非常時の電源確保の重要性も浮き彫りとなった。 

このことからガイドラインの作成にあたり、非常用電源等の備えについても盛り込む必要度
の高さを確認した。 
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 重点課題と主要情報  

前述の「調査結果の整理」に基づいて、ガイドライン案に盛り込む重点課題と災害発生直後
期に外国人観光客に必要度が高い主要情報について次のとおりとした。 

 
   重点課題については次のとおり。 

  ①災害発生直後期に、外国人観光客に必要度が高い情報の整理 
   ⇒災害時の現状を踏まえ、外国人観光客が特に必要とする情報は何か、について整理を行い、

各機関が災害時対応を行いながら、持続的に提供可能な情報の内容を整理する必要がある 

②各必要度が高い情報の役割の明確化 
   ⇒災害時に必要度が高いと認められる情報について、その情報元や収集伝達における連携機関

を明らかにする必要がある 

③情報集約の方法と提供（発信）の手法 
   ⇒災害時に外国人観光客が必要とする最小限の情報を予め様式化し、外国人観光客支援のため

の公式情報として提供する手順を定める必要がある。また、発信手法やツールについて定め
ておく必要がある 

④外国人観光客に円滑に伝達するための多言語対応 
   ⇒上記③の様式に集約した情報の発信にあたって、多言語化した情報として伝達する対応を検

討する。また、外国人観光客と直接対応する各関係機関等は、多言語対応者の配置やそれに
代わるツール等の活用によって、外国人観光客に対する円滑な対応を行う必要がある 

⑤停電や通信手段の停止等への対応 
   ⇒北海道胆振東部地震と大規模停電の発生を教訓として、想定する情報流通手段が使えない場

合の非常用電源や補助ツールを検討し、関係機関等において備えを進める必要がある 
 
   主要情報については次のとおり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ⅰ）災害に関する基本情報 

ⅱ）避難所等に関する情報 

ⅲ）外国人観光客向け対応機関や相談窓口 

ⅳ）物資供給に関する情報 

ⅴ）充電や通信支援などに関する情報 

ⅵ）交通機関に関する情報 

ⅶ）交通拠点に関する情報 

ⅷ）宿泊施設等に関する情報 

ⅸ）外国人観光客の安否に関する情報 
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 有識者からの助言とガイドライン案への反映事項  

検討会開催のタイミングに合わせて、事前にガイドライン案に対して有識者より助言をもら
い、必要な事項を反映すると共に、今後検討すべき留意事項を確認した。 

その内容について以下のとおり整理する。 
有識者からは、災害発生後は時間の経過と共に必要とされる情報が変化することから、ガイ

ドラインが対象とするフェーズを明確にすること、必要とされる情報の収集から発信までの関
係機関による役割を具体的にすること、関係機関が集約した情報を外国人観光客へ発信した後
に、地図等の補助的な情報の準備を行う等、外国人観光客が実際の行動に結びつけられるよう、
ラストワンマイルを意識して取り組むべきとの助言を受けた。 

これを受けて、ガイドライン案の作成に当たっては、災害時の情報伝達段階を分類し、自治
体アンケート及び関係機関ヒアリング結果から、発生直後期を中心とした情報集約・提供方法
の枠組みと仕組みを重点的に検討することとし、この枠組みと仕組みが確実に機能するよう、
関係機関の役割を具体に記載することとした。 

また、ラストワンマイルに留意し、関係機関が集約した情報で不足する地域情報等の収集に
関し記載することとした。 

災害の種別については地震災害に加えて、わが国で発生頻度が高い風水害、北海道という地
域特性に基づく雪害も想定して、注意・警戒段階を情報伝達の範囲に含めた。 
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２．「大規模地震等に備えた外国人観光客への情報集約・提供方法に関する実証事

業」検討会による意見 

（１）検討会の開催概要 

ガイドラインの作成にあたっては、3 名の有識者を含む検討委員から意見をいただきながらガイドライン
案の骨格や詳細を作成、修正した。また、検討会を 2 回開催した。 

 

【検討会の開催日時と議題】 

 
 

 

  

回 開催日時 議題 

第 1 回 
平成 31 年 2 月 4 日（月） 

16:15～17:30 

①事業概要の説明 

②ガイドライン案の説明 

③意見交換 

 ・9 月 6 日の地震時の状況 

・情報伝達に関する各機関の取り組みや課題 

 ・本事業において各機関でできること 等 

第 2 回 
平成 31 年 2 月 25 日（月） 

15:00～17:00 

①ガイドライン案（修正版）の説明 

②連携組織の役割の説明 

③訓練に関する説明 

④意見交換 

 ・ガイドライン案やテンプレート案の内容 

 ・訓練における各機関の役割の確認 等 
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【検討会委員一覧】 

  

区 分 名 称 ・ 役 職 氏 名 

有識者 

北海道大学  
観光学高等研究センター 

大学院国際広報メディア・観光学院 
准教授   

石黒 侑介 
（座⾧） 

株式会社ＪＴＢ総合研究所 上席研究理事  
観光危機管理研究室⾧ 髙松 正人 

東北大学 災害科学国際研究所 情報管理・社会連携研究部門  
准教授 佐藤 翔輔 

行政 
機関等 

北海道運輸局 観光部⾧ 小松 重之 

ＪＮＴＯ 日本政府観光局 企画総室デジタルマーケティング 
室⾧ 吉田 憲司 

北海道 経済部観光局⾧ 近藤 裕司 

札幌市 経済観光局観光・ＭＩＣＥ推進部⾧ 森 有史 

交通 
事業者 

北海道旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部 営業部課⾧ 栗山 恒幸 

北海道中央バス株式会社 運輸部⾧ 田下 義則 

日本航空株式会社北海道地区 副支配人 安部 圭太 

全日本空輸株式会社北海道支社 副支社⾧ 宮坂 純子 

新千歳空港 
ターミナルビルディング株式会社 取締役 大岡 一成 

民間 
団体 

公益社団法人北海道観光振興機構 地域支援事業部⾧ 鶴蒔 徹 

株式会社ぐるなび 上席執行役員 山本 光子 

宿泊 
施設 

・団体 

札幌市内ホテル連絡協議会 
株式会社京王プラザホテル札幌 

代表幹事 
代表取締役 池田 純久 

定山渓温泉旅館組合 組合⾧ 宮越 健文 

旅行 
会社 株式会社ＪＴＢ北海道事業部 営業第五課⾧ 斉野 英俊 

観光 
案内所 北海道さっぽろ観光案内所 所⾧ 小林 秀行 

報道 
ＮＨＫ札幌放送局 放送部編成企画専任部⾧ 佐藤 茂樹 

株式会社北海道新聞社 新規事業推進チーム担当部⾧ 鈴木 徹 
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（２）意見整理 

ガイドラインの作成に関わる検討会での主な意見は下記のとおりである。 
 
[１]第１回検討会 

外国人観光客の視点 
 北海道胆振東部地震の際に、宿泊施設で求められたのは「建物の耐震性」「交通機関の状況」「復

電の見込み」「延泊の可否」「充電場所」「営業しているコンビニ」の 6 点に集約された 
 外国人観光客に対しては多言語化が課題で、英語のみの HP もある 
 外国人観光客には「安全・安心」だけでなく「いかに北海道から脱出できるか」の視点に立った

情報も必要 
 情報発信に関しては、事業者を主体に考えるのではなく、困っている観光客を主体に考えること

が必要である。例えば、外国人観光客が新千歳空港へ行く場合に、ＪＲ、バス等の個々の情報確
認をする必要がないように、それぞれの情報をまとめて一目で見られるようにすることが外国人
観光客の視点に立った情報といえる 

情報発信に対する考え方 
 普段はスマホを使っている観光客が多い中、有事は平時の延⾧であり、緊急時こそ普段使ってい

るものをどうやって稼働させる仕組みを作るか考えるべき 
 組織内で情報を共有する前に観光客に情報が伝わって招いてしまう混乱を防ぐため、組織内での

情報収集や共有体制を整備しておく必要がある 
 航空会社の情報は、市内、空港等の複数箇所から出すと情報にタイムラグが発生し混乱が生じる

ため、どこかが取りまとめて情報提供すると正確にわかりやすく伝わる 
 雪害についても扱った方が良い 
 情報発信のタイミングに関しては、考え方によってかなりの頻度が発生すると考えられるため、

その検討が必要である 
 情報発信のタイミングは、観光客が困る時と災害の状況は必ずしも一致しないことから、災害対

策本部の立ち上げとは連動しない方が良い 
 事業者が通常行っている情報の表現や発信手段を変えて、緊急時の観光客が求める内容にどの程

度まで応じることができるか、考える必要がある 
 正確に発信された情報を容易に得られることが求められている 
 JNTO が情報を届ける対象は、被災地にいる人、被災地以外の場所から被災地に行こうとしてい

る人、海外にいる人に大別され、情報の伝え方と風評被害が生じないための方策を意識している 
 災害時には既に各機関で情報発信を行っているため、新たにテンプレートに情報を載せるのは非

効率な部分があるため、この点に関して議論していく必要がある 
 情報発信の課題に多言語化が挙げられ、少なくとも英語、中国語（繁体、簡体）、韓国語が必要 

情報の内容 
 情報の内容は、速やかに出せるシンプルな形で発信することが非常に重要 
 外国の航空会社の状況が情報として抜け落ちがちであるため、空港ビルとの連携が非常に重要で

ある 
 空港ビルが空港全体の情報を把握していると、情報発信がスムーズになる 

情報の発信方法 
 関係者のホームページやＳＮＳのほか、観光情報提供のために設置するデジタルサイネージ等を

通じた発信が可能 
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 ＮＨＫワールドＴＶのインターネットストリーミング放送、北海道新聞社の紙媒体や電子版で発
信する方法等、報道機関を活用して発信することが可能 

 詳細な情報を一つに集めて提供されるのであれば、NHK のホームページに掲載することが可能 
 ＪＮＴＯが運営するツイッター、アプリ、グローバルウェブサイトや、LIVE JAPAN PERFECT 

GUIDE HOKKAIDO 推進委員会が運営する情報サイト、北海道旅の安全情報等の情報サイトを
活用して発信することが可能 

 避難所、市内宿泊施設、観光案内所等から直接、外国人観光客へ提供することが可能 
 情報のギャップ（札幌駅では情報が出ているが、定山渓では出ていない等）が起きない取り組み

が必要 
 集約した情報を伝える仕組みを構築後に訓練を行っていく必要がある 

[２]第２回検討会 

ガイドライン案の内容及び災害情報伝達システムについて 
 北海道が実施した観光事業者向けのアンケートや、北海道と北海道観光振興機構が共同で平成 27

年度に作成したマニュアルも参考とするべき 

情報の整理、発信について 
 関係者それぞれが持つ情報の規格をどのように共有し整理するか、議論を行うことが必要 
 飛行機の運航状況、ＪＲ、バス等の空港への移動手段情報等、ビジュアライズを含め、情報の見

せ方を検討する必要がある。マップベースで新千歳空港までの状況を見せる方法もある 
 北海道からの移動手段について、新千歳空港が使用できない場合は、旭川空港、函館空港を案内

することとなるため、これらの情報も提供すると良い 
 災害時に、直接外国人観光客と対峙する宿泊施設等では、発災後の初動で安心感を提供すること

が肝要であり、テンプレート情報は非常に重要である 
 テンプレート情報は、肉付けされた広範囲な情報をコンパクトに表すことが重要であり、提供す

る情報の優先順位に関する議論が必要である 
 わかりやすい情報を、どのように迅速に提供するかが重要であり、一定の範囲以外の情報は、関

係者が予め地図等の付属資料を準備しておく必要がある 
 北海道運輸局に提供された情報は、スピーディーに発信するべきだが、その間隔や頻度について

は議論を深めていく必要がある 
 情報の発信サイクルは、情報提供側の負荷は大きくなるが、「変わっていない情報も情報である」

との考えから、一定間隔の発信（オペレーショナル・ピリオド（OP））と、情報に変化があった
都度発信する場合の”or 条件”にできることがベストだと考える 

 今回の事業でＯＰを作るか否かは軽々には言えないが、ロールモデルとして設定する意義は大き
いと考える 

 どの Web サイトを見ても、情報に辿り着けるという環境整備が重要 
 Twitter による情報発信に、ハッシュタグの設定を提案する 
 どこからでも同じ情報が見られるように共通のハッシュタグを設定し、情報の多重化を図ること

を検討してはどうか 

テンプレートについて 
 テンプレートは、北海道から移動するため又は、北海道に留まる場合に最低限どのような情報が

必要かということを意識し、大きな混乱が想定される札幌と千歳を意識して作成している 
 テンプレートの情報はＪＮＴＯにも提供されるため、「大丈夫」という情報もＪＮＴＯから発信さ

れれば、風評対策にもなる 
 テンプレート情報は、ＳＮＳによる発信や印刷して掲示する等、様々な方法が考えられるが、そ

れぞれ適切なフォーマットが異なってくるため、どちらを優先するかということを考える必要が
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ある 
 北海道中央バスでは、ホームページ内の運休情報は現在多言語化が図られていないため、災害時

には、テンプレートをホームページ内に掲載することを考えている 
 情報のナンバリングと発信時刻を、目立つようにすると良い 
 情報発信のサイクルが明示されていると良い 
 視覚的に理解しやすくするため、空港や港の位置がわかるようにテンプレートに地図を用いる等、

直観的なイメージを訴求できる方法を検討する必要がある 

訓練について 
 各機関とも組織内の規定に基づき、可能な限り訓練のマニュアルに沿って対応し、情報提供され

た内容の発信方法について各組織で検証を行う 
 平時のため公には発信できないが、集約テンプレートの模擬掲示や SNS の原稿作成を行う 

今後の検討にあたっての留意事項 
 今後、札幌市を中心とした周辺エリアで発災した場合の対応の議論を続けていく必要がある 
 運行情報が記号でわかりやすいようになっているのは良いが、「○」「×」の定義が曖昧なため、

各機関で同じ認識を持っておいた方が良い 
 

[３]有識者 

検討会前後での助言 
 火山災害の視点もあった方が良く、噴火のスパンを考慮すると有珠山への注意も必要 
 雪害の発生や発生のおそれに対する情報も、北海道においては重要 
 デジタルを基本とした情報伝達だが、アナログでの対応も準備しておく必要がある 
 集約テンプレートには通称があった方が良く「Disaster Information Board for Tourists

（DIB）」ではどうか 
 メーリングリスト方式の場合、応答内容が埋没したり、変更情報を集約しにくい面があるため、

運用に注意が必要 

【訓練に向けて】 
 ガイドライン案の検証にあたっては、大きく情報伝達のプロセスの検証と、最終的に発信される

テンプレートの評価の２点があるため、同一会場の同一訓練の流れに混在させない方が良い 
 訓練時の外国人観光客（モニター）に対する案内においては、災害時の外国人支援ツールを参考

にできるが、まずは日常のコミュニケーション状況の下（使い慣れないツールを訓練用に用いな
い）で行ってみることが良い 

 検証上は、交通機関等を中心とした訓練ではあるが、外国人観光客（モニター）にはそれ以外の
不安や困りごとも従業員等に投げかけることが、自然な訓練を行う上で大切 
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（３）ガイドライン案への意見の反映 

有識者及び検討会の意見を踏まえて、ガイドライン案への反映事項や今後の課題は下記のとおりである。 

ガイドラインへの反映 
 北海道が実施したアンケートや、作成したマニュアルを参考資料として掲載 
 災害情報伝達システムの発動基準は以下の３点のいずれかと設定 

・北海道内で震度５強以上の地震が発生した場合 
・地震等の災害の発生により、外国人観光客の移動等が困難となる恐れがある場合 
・気象情報等の事前情報に基づき、外国人観光客の移動等が困難となる恐れがある場合 

 情報発信のサイクルは基本を 2 時間毎とするが、各機関からの重要な情報更新があった場合は
この間隔にとらわれずに発信すると設定 

 関係機関の情報収集や提供された情報の展開について「手順書」を作成 
 空港や飛行機の運航情報は、新千歳空港事務所に集約された情報を発信 
 関係機関の役割を具体に明らかにする 

テンプレートへの反映 
 北海道から提供される災害情報に「暴風雪」「火山災害」を追加 
 集約テンプレートに「Disaster Information Board for Tourists」と名称を明記 
 集約テンプレートに各モードの運行情報がわかるよう地図を追加 
 災害時に北海道から移動するための主たる情報となる航空情報を集約テンプレートの１枚目に

配置 

今後の課題 
 様々な災害の種別や発生する地域、被害状況へ対応できるようガイドラインやテンプレートの

改定が必要 
 テンプレートに記載される運行（運航）情報の基準は今後も各機関と継続して協議 
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（４）ガイドライン案の修正 

当初のガイドライン案に対し、有識者の助言や検討会での意見等を踏まえた再検討と修正を行い、情報収
集・提供に関する取り組みの「基本的な考え方」と「関係機関の具体的な役割と情報伝達の仕組み」を設定
した。 

 「基本的な考え方」に関する修正  

外国人観光客が必要とする情報を関係機関が共有し、関係機関内部や外部への発信に活用するた
めの基本的な考え方を以下の７点に整理してガイドラインに反映した。 

①重点的に取り組む圏域の設定 
   ⇒自治体アンケートと関係者ヒアリングによる北海道胆振東部地震発生後３日間の状況から、

外国人観光客の入込が多く、観光宿泊や交通の要所となる都市部に特化し、札幌市を中心と
する外国人観光客が特に多いエリアを対象として設定した 

②大規模地震等発生時の主要情報の整理  
   ⇒外国人観光客に対して提供する必要性の高い情報を、「主要情報」として以下の通り８点に

整理した 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

【主要情報（修正前）】 

ⅰ）災害に関する基本情報          ⅵ）交通機関に関する情報 

ⅱ）避難所等に関する情報          ⅶ）交通拠点に関する情報 

ⅲ）外国人観光客向け対応機関や相談窓口   ⅷ）宿泊施設等に関する情報 

ⅳ）物資供給に関する情報          ⅸ）外国人観光客の安否に関する情報 

ⅴ）充電や通信支援などに関する情報     

【主要情報（修正後）】 

ⅰ）災害に関する基本情報          ⅵ）宿泊施設等に関する情報 

ⅱ）交通機関に関する情報          ⅶ）物資供給に関する情報 

ⅲ）交通拠点に関する情報          ⅷ）充電や通信支援などに関する情報 

ⅳ）避難所等に関する情報           

ⅴ）外国人観光客向け対応機関や相談窓口に関する情報     

 

当面、重点的に取り組む伝達情報 
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③必要度が高い情報の設定  
   ⇒②の主要情報から特に外国人観光客からのニーズが高い情報を、「当面、重点的に取り組む

伝達情報」として以下のとおり 5 点設定した 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④外国人観光客への発信情報の集約・提供方法 
   ⇒上記の必要度が高い情報を集約、展開する定型様式の「テンプレート」を設定して、原則は

メールの送受信として、FAX や携帯電話による口頭伝達等、複数の伝達手段で対応する 

⑤外国人観光客への情報提供方法 
 ⇒災害時に外国人観光客の居所となりうる関係機関におけるテンプレートの掲示や多言語対

応のツールによる情報提供を想定する 

⑥停電や通信施設・設備等の停止等への対応 
 ⇒関係機関の非常用電源の確保やインターネット通信以外の伝達手段を備える 

⑦定期的な情報伝達訓練の実施 
⇒関係機関等の参画による定期的な情報伝達訓練を実施し、運用体制を維持、発展させる 

 

 「具体的な役割と方針」に関する修正  
 
前ページに記載した「当面、重点的に取り組む伝達情報」の情報伝達の仕組みと関係機関の具

体的な役割を整理して、ガイドラインに反映した。 

①災害情報伝達システムの設定 
   ⇒情報共有の仕組み全体を「災害情報伝達システム」と称して、「開始要請の基準」「更新頻度」

「情報の伝達ツールのテンプレート」「運用の手順」についてそれぞれ定めた 

②関係機関等の具体的な役割 
⇒外国人観光客が必要とする情報元としての役割や情報の集約方法や発信について関係機関
別に整理した 

 
 
 

  

【重点課題（修正前）】 

・災害発生直後期に、外国人観光客に必要

度が高い情報の整理 

・各必要情報の集約主体への提供の役割の

明確化 

・情報集約の方法と提供（発信）の手法 

・外国人観光客に円滑に伝達するための多

言語対応 

・停電や通信手段の停止などへの対応 

【重点課題（修正後）】 

・災害発生直後期に、外国人観光客に必要

度が高い情報の整理 

・必要度が高い情報の役割の明確化 

 

・情報集約の方法と提供（発信）の手法 

・外国人観光客に円滑に伝達するための多

言語対応 

・停電や通信手段の停止などへの対応 
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３．検証（訓練） 

検討会の議論を踏まえて修正したガイドライン案をもとに、札幌市内において関係者間による情報伝達
訓練と、定山渓温泉の宿泊施設を会場とした外国人モニターの参加による訓練を次のとおり実施した。以
下にその内容をまとめる。 

 
■目的 

大規模災害時に外国人観光客が不安なく対処できるよう、移動や帰国への支援策等として必要情報の適
時提供等について作成したガイドライン（案）の実効性の検証と問題点の確認等を行うことを目的とした。 

 
（１）関係者間の情報伝達の検証 

情報伝達訓練では、関係者間において「災害情報伝達システム」の開始段階から、各テンプレートの作成
や情報の受発信等、運用のプロセスを実際に訓練し、問題点の確認等を行う形式で実施した。以下にその内
容をまとめる。 

①訓練の概要 

■検証のポイント 
   ア）「災害情報伝達システム」の運用に必要な組織内体制の確認 
   イ）情報の収集・提供・発信手順の確認 
   ウ）各作業の所要時間の把握 
   エ）情報活用の検討 
   オ）各作業工程の問題点等の把握 

 

■実施日時 
平成 31 年 3 月５日（火） ９:３０～１２:００ 
 

■実施場所 
関係機関内の会議室等で実施した。 

    
■実施内容 
【災害の想定】 
（１）発生時期は冬季、発生時間帯は平日午前９時とする 
（２）札幌市に近い断層帯で大規模な地震が発生。札幌市内で震度 6 弱、震源に近い地域で

は 6 強以上の激しい揺れとなる 
（３）直後から全市的に電力を喪失。電柱の被害が著しい地域以外は順次電力を回復 
（４）鉄道・地下鉄は当面不通、主要幹線は復旧・再開に向かう、一部、道路の損壊で迂回

や通行止めが発生 
（５）通信は、輻輳によるつながりにくさはあるが、回線は維持されている 
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【参加機関】 
区 分 機関名 訓練における実施内容 

行政機関等 

北海道運輸局 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・災害情報伝達システムの発動要請メール送信 
・情報収集手順の確認 
・集約テンプレートの作成と発信手順の確認 
・各作業の所要時間の把握 
・情報活用の検討 

 

ＪＮＴＯ 日本政府観光局 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報発信の手順確認 
・集約テンプレートの受信 
・情報活用の検討 

 

東京航空局新千歳空港事務所 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報提供の手順確認 
・情報テンプレートの作成、発信 
・集約テンプレートの受信 
・作業の所要時間の把握 
・情報活用の検討 
・各作業工程における問題点の把握 

 

北海道経済部観光局 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報提供の手順確認 
・情報テンプレートの作成、発信 
・集約テンプレートの受信 
・作業の所要時間の把握 
・情報活用の検討 
・各作業工程における問題点の把握 

 

札幌市経済観光局 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報提供の手順確認 
・情報テンプレートの作成、発信 
・集約テンプレートの受信 
・作業の所要時間の把握 
・情報活用の検討 
・各作業工程における問題点の把握 

交通事業者 

北海道旅客鉄道株式会社 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報提供の手順確認 
・情報テンプレートの作成、発信 
・集約テンプレートの受信 
・作業の所要時間の把握 
・情報活用の検討 
・各作業工程における問題点の把握 

 北海道中央バス株式会社 
・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体

制の確認 
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・情報提供の手順確認 
・情報テンプレートの作成、発信 
・集約テンプレートの受信 
・作業の所要時間の把握 
・情報活用の検討 
・各作業工程における問題点の把握 

 

札幌市交通局（地下鉄） 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報提供の手順確認 
・情報テンプレートの作成、発信 
・集約テンプレートの受信 
・作業の所要時間の把握 
・情報活用の検討 
・各作業工程における問題点の把握 

 

太平洋フェリー株式会社 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報提供の手順確認 
・情報テンプレートの作成、発信 
・集約テンプレートの受信 
・作業の所要時間の把握 
・情報活用の検討 
・各作業工程における問題点の把握 

 

川崎近海汽船株式会社 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報提供の手順確認 
・情報テンプレートの作成、発信 
・集約テンプレートの受信 
・作業の所要時間の把握 
・情報活用の検討 
・各作業工程における問題点の把握 

 

新日本海フェリー株式会社 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報提供の手順確認 
・情報テンプレートの作成、発信 
・集約テンプレートの受信 
・作業の所要時間の把握 
・情報活用の検討 
・各作業工程における問題点の把握 

 

商船三井フェリー株式会社 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報提供の手順確認 
・情報テンプレートの作成、発信 
・集約テンプレートの受信 
・情報活用の検討 
・各作業工程における問題点の把握 

 津軽海峡フェリー株式会社 
・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体

制の確認 
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・情報提供の手順確認 
・情報テンプレートの作成、発信 
・集約テンプレートの受信 
・作業の所要時間の把握 
・情報活用の検討 
・各作業工程における問題点の把握 

 

共栄運輸株式会社 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報提供の手順確認 
・情報テンプレートの作成、発信 
・集約テンプレートの受信 
・作業の所要時間の把握 
・情報活用の検討 
・各作業工程における問題点の把握 

 

北日本海運株式会社 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報提供の手順確認 
・情報テンプレートの作成、発信 
・集約テンプレートの受信 
・作業の所要時間の把握 
・情報活用の検討 
・各作業工程における問題点の把握 

民間団体・事業者 

公益社団法人北海道観光振興機構 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報収集の手順確認 
・情報テンプレートの受信 
・集約テンプレートの作成 

 

株式会社ぐるなび 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報収集の手順確認 
・集約テンプレートの受信 
・情報活用の検討 
・各作業工程における問題点の把握 

旅行会社 

株式会社ＪＴＢ北海道事業部 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報収集の手順確認 
・集約テンプレートの受信 
・情報活用の検討 

観光案内所 

北海道さっぽろ観光案内所 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報収集の手順確認 
・集約テンプレートの受信 
・情報活用の検討 

マスメディア 
ＮＨＫ札幌放送局 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報収集の手順確認 
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・集約テンプレートの受信、 
・情報活用の検討 

 

株式会社北海道新聞社 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報収集の手順確認 
・集約テンプレートの受信 
・情報活用の検討 
・各作業工程における問題点の把握 

領事館 

アメリカ合衆国総領事館 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報収集の手順確認 
・集約テンプレートの受信、情報活用の検討 

 

オーストラリア領事館 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報収集の手順確認 
・集約テンプレートの受信、情報活用の検討 

 

大韓民国総領事館 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報収集の手順確認 
・集約テンプレートの受信、情報活用の検討 

関係機関 

台北駐日経済文化代表処札幌分処 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織体
制の確認 

・情報収集の手順確認 
・集約テンプレートの受信、情報活用の検討 

北海道開発協会開発調査総合研究所 

・災害情報伝達システムの運用に必要な組織内
体制の確認 

・情報の受信と発信手順の確認 
・「北海道旅の安全情報」への公開方法の確認 
・各作業工程における問題点の把握 
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  【訓練の手順】 
 時刻 内  容 

01 9:30 全体 【地震発生〜緊急参集】 

冬季の平日午前９時に大規模な地震の発生により、オフィス等に

緊急参集する。 

地震の影響で全市的に停電が発生したが、非常用のライトや窓から

の明るさを利用して、オフィス内の状況や通信手段等を確認する。 

【使用できるパソコン等と非常用電源の確認】 

・パソコンやインターネットの利用が可能なことを確認 

・小型発電機・バッテリー類等の用意と接続 

02 9:30 北海道運輸局 【「災害情報伝達システム」開始の確認と決定】 

・北海道運輸局にて「災害情報伝達システム」開始の必要を確認 

・北海道運輸局にて「災害情報伝達システム」開始を決定 

03 9:35 北海道運輸局 【「災害情報伝達システム」開始の要請】 

・北海道運輸局より「災害情報伝達システム」開始の文面を、メー

リングリスト（以下、「ML」）全体に発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・非常用電源を確保できない事が想定される関係機関がある場合は、

携帯電話による情報伝達を行う。今回の訓練では、予め携帯電話

による情報伝達を行う関係機関を定めて実施する。 

04 9:35 情報テンプ

レート作成担

当部署 

【受信〜「情報テンプレート」作成体制の開始】 

・受信内容の確認 

・連携部署や連携機関等へ連絡 

 ①各機関の担当者は、受信内容を「各機関内の連携部署・連携機

関等」へ転送 

 ②非常用電源が確保できない（想定）機関の担当者は、その連携

部署・連携機関等に、口頭等で、開始要請を伝える 

05 9:35 

～ 

10:00 

情報テンプ

レート作成担

当部署 

【「情報テンプレート」の作成に必要な情報伝達】 

・各機関が定めている方法・手順で必要な情報を報告・収集する 

件名：【訓練】「災害情報伝達システム」訓練開始の要請（北海道運輸局） 

 

文面：【訓練】 

早朝 9時頃に発生した、大規模地震により、「災害情報伝達システ

ム」の開始を要請します。 

   「情報テンプレート」の作成を担当する各機関は、情報収集とテ

ンプレートの作成・送信をお願いします。 

   取り急ぎ「不明」を含む初報、以後、情報の判明や変更の都度、

情報テンプレートの送信をお願いします。 

 （北海道運輸局長 名義） 
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 時刻 内  容 

06 9:35 

～ 

10:00 

情報テンプ

レート作成担

当部署 

【「情報テンプレート」作成→送信１回目】 

・連携部署・連携機関からの提供情報を集約して「情報テンプレー

ト①」を作成 

・「情報テンプレート①」をチェックし、北海道運輸局へ送信 

・非常用電源が確保できない機関の担当者は、携帯電話から「情報

テンプレート①」の内容を網羅した情報を北海道運輸局へ送信 

07 10:00 

～ 

10:30 

北海道運輸局 【「情報テンプレート」の受信〜集約】 

・受信状況、受信内容を確認 

・各機関から提供された情報を集約して「集約テンプレート①」を

作成 

・送信がない機関には携帯電話で照会を行う 

08 10:30 

 

 

 

北海道運輸局 【「集約テンプレート」の作成→送信１回目】 

・「集約テンプレート①」をチェックし、ML へ送信 

・非常用電源が確保できない（想定）機関には、携帯電話へ集約テ

ンプレートを送信する。 

09 10:30 

～ 

11:00 

 

 

 

全体 【「集約テンプレート」の受信】 

・受信状況、受信内容を確認 

・情報の活用 

 ☞貼り出し（A3 以上） 

 ☞連携部署や連携機関等への転送 

 ☞WEB サイト等による情報発信準備、試行等 

   （以上で、第１回ローテーションを完了） 

10 11:00 全体 

 

【第２回ローテーションとして更新情報の伝達を実施】 

（順次電力が回復して全ての関係機関の電力が復旧したため、全

ての情報伝達は ML を使用して実施する） 

11 11:00 情報テンプ

レート作成担

当部署 

【情報不明の解消や状況変化に伴う 2 回目の報告を作成】 

・各機関が定めている方法・手順で必要な情報を報告・収集する 

 

12 11:00 

～ 

11:20 

情報テンプ

レート作成担

当部署 

【「情報テンプレート」作成】 

・更新情報を集約し「情報テンプレート②」を作成 

・「情報テンプレート②」をチェックし、北海道運輸局へ送信 

13 11:20 

～ 

11:30 

北海道運輸局 【「情報テンプレート」の受信〜集約】 

・携帯電話受信状況、受信内容を確認 

・各機関から提供された情報を集約して「集約テンプレート②」を

作成 

・送信がない機関には携帯電話で照会を行う 

14 11:30 北海道運輸局 【「集約テンプレート」の作成→送信２回目】 

・「集約テンプレート②」をチェックし、ML へ送信 
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 時刻 内  容 

15 11:35 

～ 

12:00 

全体 【「集約テンプレート②」の受信】 

・受信状況、受信内容を確認 

・情報の活用 

 ☞貼り出し（A3 以上） 

 ☞連携部署や連携機関等への転送 

 ☞WEB サイト等による情報発信準備、試行等 

16 12:00 北海道運輸局 【送受信の終了連絡】 

・ML にて、訓練における「災害情報伝達システム」終了の連絡を

行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件名：【訓練】「災害情報伝達システム」訓練終了の連絡（北海道運輸局） 

 

文面：【訓練】先ほど、「集約テンプレート」２回目の発信をいたしまし

た。これをもって、各機関による情報伝達（訓練）を終了いたし

ます。 

また、各機関におかれましては、連携部署、連携機関等への転

送や貼り出し、書き出し、WEB サイト等による情報発信準備、試

装などの訓練状況を確認していただき、訓練の全工程を終了とし

ます。 

 （北海道運輸局長 名義） 
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②実施結果 

北海道運輸局及び札幌市における訓練時の状況と検証結果を次のとおり整理した。 

[１]北海道運輸局の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【実際の訓練の時系列記録】 
時 刻 担 当 行  動 

9:30  【北海道運輸局内に災害対策本部立ち上げと災害情報伝達システムの開始決定】 
 本部⾧ 北海道運輸局内に災害対策本部立ち上げ 
 本部⾧ 災害情報伝達システム開始の必要性を確認し同システムの開始指示 

9:31 本部員 訓練メンバーへ参集命令  

9:34  訓練メンバーは PC 持参で参集 
9:37  PC 設置完了 

 推進官 訓練メンバーに災害情報伝達システムの各任務を指示 

9:38  メンバーが担当作業を開始 
9:40 担当者 訓練関係者に災害情報伝達システムの発動要請メールを送信 

9:42 担当者 
非常用電源が確保できない想定の関係機関へ、発動要請メールを携帯電話メール
で送信 

9:40 
～ 

9:50 
 

関係機関より随時情報テンプレートを受信 
※約 10 分で、13 機関のうち 12 機関から受信 

9:51 担当者 受信した情報テンプレートの保存フォルダへの保管と印刷 
9:56 担当者 集約テンプレート①作成開始 
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10:03 推進官 情報テンプレートの提供がない機関の連絡先の確認を指示 

10:06 担当者 集約テンプレート①内容と情報テンプレート①内容の突合 

10:07  情報テンプレート①の送信がない機関へ電話により照会 

10:12 担当者 
集約テンプレート①の内容チェック完了 
※電話照会中の 1 機関分は未記載で作成 

 推進官 集約テンプレート①の関係機関に対する送信準備と HP への掲載準備を指示  

10:15  
電話照会していた機関から情報テンプレートを受信 
集約テンプレート①へは掲載せず 

10:20  集約テンプレート①完成 

10:22 担当者 関係者へ送信するメール内容の確認 

10:24 担当者 集約テンプレート①を ML で関係機関に送信 

 広報対策官 集約テンプレ－ト①を HP に掲載 

 担当者 
非常用電源が確保できない想定の関係機関へ、携帯電話メールで集約テンプレー
トを画像化し送信 

  １回目ローテーション終了 

  ２回目ローテーション 
10:50 

～ 
11:20 

 
関係機関より随時情報テンプレートを受信 
※約 30 分で、13 機関のうち 10 機関から受信 

11:20 担当者 情報テンプレート②の受信状況、受信内容を確認 

  受信した情報テンプレートの保存フォルダへの保管と印刷 

  集約テンプレート②作成開始 

 推進官 情報テンプレートの提供がない機関の連絡先の確認を指示 

 担当者 
情報テンプレート②の送信がない 3 機関へ電話により照会 
１機関は電話にて情報確認※未受信は 2 機関 

  集約テンプレート②内容と情報テンプレート②内容の突合 

  
集約テンプレート②の内容チェック完了 
※照会中の 2 機関分は未記載で作成 

11:33  集約テンプレート②完成 

11:36  
照会していた 1 機関から情報テンプレートを受信※未受信は 1 機関 
当該機関の情報を集約テンプレートに反映して、関係者へ送信するメール内容の
確認 

11:38  集約テンプレート②を ML で関係機関に送信 

11:47  照会していた 1 機関から情報テンプレートを受信 

11:48  HP 掲載内容の確認 

12:00 広報対策官 集約テンプレート②を HP に掲載 

12:00 係⾧ 関係者間 ML で災害情報伝達システム訓練終了を連絡 

  ２回目ローテーション終了 
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【訓練による検証】 
北海道運輸局の訓練による検証をまとめると下記のとおりである。 

【検証結果】 
ア）「災害情報伝達システム」の運用に必要な組織内体制の確認 

北海道運輸局において「災害情報伝達システム」の発動基準は、既存の北海道運輸局防災業
務計画で設置される災害対策本部の立ち上げ基準と異なることから、これに特化した組織内
体制を構築し対応していた。 

訓練では非常用電源が確保できない機関も（1 機関）想定して実施したが、多くの機関が非
常用電源を使えずに、主たる連絡手段が携帯電話になるような場合では、対応スタッフ数、
携帯電話やタブレット等の必要機器の数等実効的な準備の体制整備が必要となる。また、手
順書やマニュアルの作成をする等、誰もが「災害情報伝達システム」を容易に運用できる体
制整備等に課題が確認された。 

 
イ）情報の収集・提供・発信手順の確認 

訓練に先立ち「災害情報伝達システム」の運用に資する役割と担当を決め対応を行った。 
訓練の手順で想定した役割については、情報テンプレートの内容を読み上げる者とそれに基

づき集約テンプレートを作成した者が復唱する方法が確実であること、集約テンプレートの
作成状況や出力した資料等はホワイトボード等を活用して全スタッフが情報共有できる環境
が必要であること、後刻見返しをするために作業毎の処理時刻を記載することが必要なこと
等、新たな作業内容が確認できた。 
情報提供の手段は、PC を用いたメールの他、一部の機関には非常用電源が使用できないこ

とを想定して携帯電話のメールを利用した。 
このうち、PC を用いたメールの運用に関しては、各機関のシステム管理上、情報ファイル

が添付されたメールと、そのファイルを解凍するためのパスワード提供メールを受信するこ
とになった。そのため、各機関から同じ件名のメールが入り交じり、どのメールにどのパス
ワード提供メールが対応しているかわかりづらくなって、ファイルの解凍作業が煩雑になる
等の課題が生じた。これへの対応として、メール返信時に件名に組織名を入れてもらう等の
改善が必要であることが判明した。 
 

 ウ）各作業の所要時間の把握 
作業毎の所要時間を把握したところ、それぞれ想定の範囲内に収まっており、今後も訓練

等により運用を習熟することで一層の時間短縮が求められる。 
一部の機関からは情報テンプレートの提供がされず、集約テンプレートの初報に情報を掲

載することができなかった。実際の災害時にあっても、情報テンプレートの提供がなされな
い場合が想定され、この対応への準備が必要となることが確認された。 

 
 エ）情報活用の検討 

 提供する情報は、北海道運輸局のホームページに掲載し活用され、ホームページの仕様を
災害仕様にする等の対応がとられていた。これらの工程を実際の災害時にスムーズに対応で
きるよう、定期的に手順の確認や訓練等が必要である。 
 

 オ）各作業工程の問題点等の把握 
訓練実施後、当日の訓練に参加できなかったスタッフを含め振り返りの検証を行い、問題
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点の把握に努め、一部については既に修正対応を行っている。このような取り組みを定期的
に行うことで、継続的な改良・向上に結び付けることが重要である。 

   なお、各作業工程で把握した問題点等は以下の 6 点である。 
①添付ファイルのある外部メールは大容量ファイルになり、パスワードによる解凍の必
要がある。解決方法として、メールの件名に組織名等を入力することが想定されるが、
理想としては LINE アプリ等の SNS を活用したグループの共有が考えられる。 

②各作業を行う際、作業効率を考慮し座席配置に工夫が必要。 
③提供情報をホームページで公開した際、災害対策本部への報告が必要。 
④ホワイトボードを活用し現状の共有を図るべき。 
⑤作業後の見返し等に役立てるため、各作業を行った時刻を印刷したテンプレートに記入

する必要がある。 
⑥携帯電話メールによる集約テンプレートの送信については、容量が大きく 1 枚ずつし

か送信できない。 
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 [２]関係機関（札幌市観光・MICE 推進課）の状況 

 
【実際の訓練の時系列記録】 

時 刻 行  動 
 9:30 参集、執務室の状況確認 
 9:30 電源、電話回線、PC 確認（破損有無） 
 9:30 庁内電源、自家発電に切り替わっていることを確認（停電時に瞬時に切り替え） 
 9:35 メールチェック（受信できていない） 
 9:40 「災害情報伝達システム」開始の文面受信 

 9:42 市民交流プラザと、地下歩行空間（建設局道路維持課）の状況を電話で確認 
 9:44 災害多言語支援センターから電話で状況を確認 
 9:46 市民交流プラザ、地下歩行空間、災害多言語支援センター（以下、３ヵ所）の状況について情

報テンプレートを作成（すべて〇） 
 9:48 北海道運輸局へ情報テンプレート①を送信 
10:24 北海道運輸局からの集約テンプレート①を受信・確認 
10:29 ３ヵ所への転送メール作成開始～作成文面確認 
10:32 集約テンプレート①を３ヵ所へ転送 

11:00 ３ヵ所から順次電話で状況報告（変化なし、すべて〇） 
11:04 情報テンプレート②を作成  
11:05 北海道運輸局へ情報テンプレート②を送信 
11:38 北海道運輸局からの集約テンプレート②を受信・確認 
11:41 ３ヵ所への転送メール作成開始～作成文面確認 
11:42 集約テンプレート②を３ヵ所へ転送 
12:00 北海道運輸局から、訓練終了通知メール受信 
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【訓練による検証】 
札幌市の訓練による検証をまとめると下記のとおりである。 

【検証結果】 
ア）「災害情報伝達システム」の運用に必要な組織内体制の確認 

札幌市観光・MICE 推進課では、北海道胆振東部地震の際に、連携する部署や連携先と連絡・
調整を早期に実施したことで、当時は想定していなかった外国人観光客の避難方策として、急
きょ外国人観光客を受け入れるための避難所を開設した実績がある。同課は、この経験を踏まえ
て、連携先との連絡・調整体制が今後も確実に機能することを再確認する形で、訓練を実施した。 

 
イ）情報の収集・提供・発信手順の確認 

札幌市役所本庁舎は、停電発生時には直ちに非常用電源から電力が供給される仕組みになっ
ている。今回の訓練においては、地震による停電発生を想定し、「災害情報伝達システム」で用
いるメールの送受信も非常用電源を用いる状況を前提として取り組んでいた。 

今回の訓練では、北海道運輸局、市役所内の関係課、市民交流プラザ、地下歩行空間、災害
多言語支援センターという連携先との間で情報の送受信を行い、予定した情報の収集・提供・発
信手順は、スムーズに実施することができた。 

実際の災害時には、いかなる場合（日時、職員体制等）においても、「災害情報伝達システム」
を容易に運用できるよう、定期的に手順の確認や訓練等を関係課だけでなく全庁的に行い、体制
の整備と維持をすることが必要である。 

 
 ウ）各作業の所要時間の把握 

訓練の中で、関係部署や関係先との連絡・調整と、情報テンプレートの作成に係る作業の所要
時間は各々10 分程度に収まった。その間に実施上の問題点等はなく、円滑に実施できたといえ
る。さらに、今後も訓練等により運用を習熟することで一層の時間短縮が求められる。 

 
 エ）情報活用の検討 

 札幌市では、「災害情報伝達システム」開始と共に、避難所等（市民交流プラザ、地下歩行空
間、災害多言語支援センター）の状況を確認の上、情報テンプレートを作成し北海道運輸局への
送信と、受信した集約テンプレートを避難所等に転送する訓練を実施した。 
 外国人観光客への情報提供にあっては、宿泊施設を活用した情報提供が極めて有効となるた
め、札幌市内の宿泊事業者団体との連携構築をベースとして、各団体から宿泊施設への情報提供
までを円滑に行えるよう情報伝達の仕組みを構築し、提供する情報が活用できるよう取り組むこ
とが求められる。 

また、ホームページ等を通じた集約テンプレート情報の展開についても検討が必要である。 
 

 オ）各作業工程の問題点等の把握 
北海道運輸局から送信された集約テンプレートには、各機関から送られてきた情報テンプレー

トがそのままワークシートとして付加されたエクセルファイルであったため、取り扱いに躊躇す
る場面があった。今後 PDF ファイルで送信されることで解決するが、関係者間では共有してお
く必要がある。 
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[３] 関係機関による展開事例 
北海道運輸局から「集約テンプレート」で受信した情報を展開・拡散するための活用方法の一環として、

訓練用に Web サイトへの模擬掲載や号外の作成等を行った関係機関の事例を以下のとおり記載する。 
 
〈北海道旅客鉄道株式会社〉 

北海道旅客鉄道株式会社では、集約テンプレートの情報を自社のホームページのテストサイトに掲載す
る形で、担当部署内での連携や手順を確認した。 

同社がホームページに集約テンプレートを掲載する方法は、自社の情報発信を行うテキスト画面におい
て、当該箇所をクリックすると集約テンプレートを PDF 化したファイルが開く形式である。 

訓練では、４ヵ国語分のシートを１つ 1 つ PDF 化して掲載しようとしたが、各シートのアップロード
に時間を要することがわかり、初めは英語版のみを掲載した。そのために自社情報のテキスト発信が遅れ
ることにもなったが、最終的には集約テンプレートの多言語シートを一つの PDF にまとめて、多言語に
よる自社情報のテキスト発信と共に、リンク先を掲載することができた。この PDF にまとめる作業には
10 分程度を要したことから、実際の災害時の運用においては、自社情報の発信作業、集約テンプレート
の加工と掲載という流れの効率化や標準化が課題となった。 

集約テンプレートの展開策については、担当部内に仮想駅を設定し掲示訓練も実施した。実際の災害時
では、自社の業務優先性を考慮すると掲示による展開は困難と考えているが、本訓練においてはこれを試
行し、社内からはテンプレートに記載されている二次元バーコードの読み取りにくさ、情報提供路線の追
加等の改善意見が出た。また、集約テンプレートを発信することにより、バスやフェリーといった他の交
通機関の情報についても、自社が把握していると捉えられる可能性があるとの意見があった。これに関し
ては、集約テンプレートに表示されている各社の二次元バーコード等の利用を、担当職員に浸透させる必
要があるとしている。 

今回の訓練では、予定した情報収集と提供のプロセスは実施できたが、実際の災害時における各駅から
の情報収集は、災害の規模や範囲によって大きく左右されるため、今後も様々な状況を想定した訓練等を
通して運用の改善を図っていくことが必要である。 
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［自社ホームページへの模擬掲載］ 
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〈北海道新聞社〉 
北海道新聞社では、集約テンプレートの情報を、実際の災害時に行っている英文による号外への転用や

SNS への発信用データへの反映等を模擬的に実施した。 
集約テンプレートに記載されている災害の概況を反映した英文号外のひな型の模擬作成では、そのプロ

セスに問題は発生しなかった。また、SNS はフォロワーのいないアカウントに掲出する形で集約テンプ
レートの英語版のイメージ掲載と、関連リンク先をまとめた発信用データを作成した。この作業自体は
10 分程度で行われ、正常に運用できることが確認できた。  

訓練を踏まえて同社では、大規模災害時の情報発信体制を構築する上で、訓練は良い機会になったと総
括している。今後に向けては、災害の規模・範囲が今回と異なる状況になった場合にも耐えうる対応が必
要であること、提供される集約テンプレートのファイル形式がエクセルではない方が誤りもなく速やかに
加工・拡散しやすいこと、報道機関各社が提供している新たなリンク先を掲載してはどうかといった、要
望や提案が示された。 

［模擬作成した英文号外］     ［SNS 発信用データ］ 
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 [４] 訓練参加者のヒアリング結果 
訓練終了後、関係機関に対してヒアリングシートや電話を通じて、訓練の所感や課題、今後に向けた取り

組みを聴取した。結果を以下に整理する。 
（１）日頃の備え 

停電時の対応 
 社内に自家発電機があっても、去年の震災のように⾧時間ブラックアウトしてしまうと、通

信回線が使用不能となることが課題である 
 電源が落ちた場合、関係機関との連絡手段は携帯電話になるが、現状ではその連絡先がわか

らないため、情報伝達ができない（今回の訓練では、前日に連絡先を確認していたため可能
だった） 

 発電機の必要性を感じたため、大型・小型それぞれの導入を検討中である 
担当者・送付先一覧 
 年度ごとに各機関の担当者一覧表（メールアドレス含む）を更新して、各機関で共有する必

要があるのではないか 
 情報を迅速に展開するために、情報テンプレートの送信先を一覧にしておく必要がある 

 

（２）「情報テンプレート」関係 
 北海道運輸局から「情報テンプレート」の作成を依頼するメールに、テンプレートを添付し

た方が良い。今回は訓練の前にテンプレート等の資料が配布されて準備は整っていたが、時
間が経ち、担当者が代わるとテンプレートの所在がわからなくなることがある 

 定期的な船の運休日に関する「○/×」表記の考え方を統一する必要がある 
 今回の訓練ではバス路線は５路線が運休という設定だったが、大規模地震であれば運休路線

は多岐にわたり、情報収集にはかなりの時間を要すると考えられる 
 空席状況も記入した方が良いのではないか 
 鉄道の路線は事前の打ち合わせで５区間としていたが、駅での掲示を想定して訓練してみる

と、札幌－登別、札幌－トマムもあった方が良いとも感じた 
 

（３）「集約テンプレート」関係 

二次元バーコード 
 複数の二次元バーコードの掲載位置に近いものがあり、スマートフォンでは適切に読み取れ

ないため、掲載位置を離す等の調整をした方が良い 
 A３サイズにプリントすることを前提とされて作られているが、A４サイズでプリントして配

布することも想定される。その場合は、二次元バーコードが小さくて読み取れなかった 
 二次元バーコードやサイトリンクを掲載することで、文字が少なくなりわかりやすい 

文字のサイズ等 
 「集約テンプレート」を用いて案内する分には、情報が集約されているため使いやすいが、

これをそのまま貼り出した場合、A３であっても文字が小さくて読めない。特に災害時にパ
ニックになっている場合にはなおさらである。そのため、貼り出し用のテンプレート（例:
項目ごと分ける等）も必要ではないか 

 日本語の情報が小さいため、日本人のお客様から苦情をいただいてしまう恐れがある 
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掲載情報 
 「○/×」表記がわかりやすく、必要な情報がまとまっていてとても良い 
 運航状況を詳しく発信（通常運航・間引き・不定期運航等、カテゴリを多く提供）した方が

お客様へ伝わると思われる  
 運航状況は簡潔で良いが、利用者が正常時のダイヤを理解していないと、混乱するのではな

いか 
例）隔日運航の場合、通常通りの運休と、災害により運航の見込みがなくなった運休がある 

 津波の可能性についての情報があった方が良い 
 ２回目の集約テンプレートのフェリー（苫小牧↔仙台）の状況が空白だったが、これは状況

が確認できなかったということだろうか?そうであれば「情報なし」等を入れた方が良いか
もしれない 

その他 
 訓練を行って、情報発信のイメージをつかむことができた 
 集約テンプレートにパスワードの設定があったが、実際の場面では作業効率化のためにパス

ワードなしでの送信を希望する 
 今回は４ヵ国語で計８ページだったが、運休路線等が増えてくると枚数が多くなるため、２

種類程度に集約（２ヵ国語で１つにする等）が必要と思う 
 リンク先のウェブサイトの多言語対応は各社にバラつきがあるため、すべてのサイトを目視

でチェックする必要があり、そこに手間と時間がかかる 
 集約テンプレートが Web 上で整備され、各自治体や地方運輸局が迅速にアップデートできる

環境が整うとより良い 
 

（４）送受信等の伝達方法に関する意見 
送受信の確認方法 
 発信した情報テンプレートが、北海道運輸局で受信されたかどうかの確認ができなかった。

受信完了を通知する仕組みがあれば良いのではないか 
 メールの受信が「BCC」扱いでくるため、複数で受信する組織内においては全員が受信でき

ているか、あるいは自分たちが正しい宛先のメールなのかが不明確となり、内部で声を掛け
合いながらメールの送受信を確認する作業が発生してしまっている。参加メンバーについて
は、メールアドレス公開（共有）しても構わないという考え方はどうか 

 メールの添付ファイルに対して別途送信される、パスワードの通知メールにより、メールの
整理やファイルの解凍に時間を要したが、少しでも作業を早めるためにパスワードなしで送
信いただきたい 

 メールのタイトルが同じもののため、いつどこからのメールかわかりづらかった 
 

携帯電話での送受信 
 携帯電話の場合、受信容量が小さいため、データでの送受信には不向きだと思う 
 スムーズに送受信できたが、パソコンがない場合、携帯電話からの送信は入力に時間がかか

る。各項目の状況をベタ打ちでお知らせするので、北海道運輸局でフォーマットに入れてい
ただけると助かる 



 

65 

（５）今後の展開手法等に関する意見、意向等  
 全道に対象エリアを広げる際、鉄道路線等の情報が膨大となり、見にくさの問題が出てくる

と思われる 
 集約する時間を明確に区切っておく必要があると思う 
 従来から連携している機関との情報共有がなければ、情報の食い違いと混乱が発生する恐れ

がある 
 今後も試行錯誤が続くと思われるが、外国人旅行者への丁寧な情報提供を目指し、関係者間

で高い意識を持って継続的に取り組んでいきたい 
 大規模災害が発生するのは数年に一度かと思うが、今回のような訓練を今後も実施して、送

受信に慣れておくと良い 
 定期的な訓練があった方が良いかと思われる 
 机上の訓練ではなく、各機関が連携した大規模な合同訓練があってもいいのではないか 
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【訓練による検証】 
P63～65 の関係機関の意見をもとに、訓練による検証をまとめると下記のとおりである。 
 

【検証結果】 
ア）「災害情報伝達システム」の運用に必要な組織内体制の確認 

「災害情報伝達システム」の運用にあたっては、日常業務や関係機関ごとの災害対応等と並行し
て災害情報伝達システムの実施手順を維持することが必要となる。訓練は、予め担当人員を割り
当てる形で実施できるが、災害時にはそれぞれの組織内で行う災害対応があり、運休等の発生状
況によっては情報収集に時間がかかることや、集約情報の掲示等の情報活用策に人手が割けない
可能性等にも留意する必要があり、多様な災害状況を想定した対応を関係機関が検討する必要が
ある。 

また、関係機関の多くは非常用電源を使用できない場合を想定した資機材面、人材面等の実効的
な準備が必要となる。さらに、関係機関が所在する建屋の非常用電源の設備等によっても状況の
差異があるため、関係機関の運用部署において災害時の電源確保策や端末機材等の準備等を想定
しておくことが重要である。 

情報の収集、提供等の送受信時等においては、情報の集約や提供情報等の確認作業等があり、標
準化した作業手順を定める等、誰もが同様の対応ができる体制を整えておく必要がある。 

また、停電時にパソコン等によるメールが不通となる可能性を考慮し、携帯電話を使用した情報
伝達を想定しているが、訓練では作業の繁雑性、担当者間の連絡体制について課題となった。こ
れらに対する対応として、定期的な訓練や作業手順等のマニュアルを作成する等、関係部署の誰
もが情報の収集、提供、発信手順に関し習熟する体制整備が求められる。 

災害情報伝達システム運用の維持にあたっては、担当者に変更がある都度及び年度ごとに各機関
の担当者一覧表（メールアドレスを含む）を更新して関係機関で共有する必要もある。 

 
イ）情報の収集・提供・発信手順の確認 

「災害情報伝達システム」の運用にあたっては、添付されたファイルの解凍に時間を要すること
や、セキュリティ用のパスワード通知により複数のメールの判別や整理が必要となり作業が煩雑
になることが確認された。 

メールの宛先が BCC 扱いのため、同一組織内の誰にメールが送付されているか確認に時間を要
す等の不都合が生じていた。また、災害情報伝達システムであることが認識できるように統一さ
れたメールのタイトルは、送信者がどの機関であるか判別しにくいという事象が生じた。そのた
め、送信時に組織名を入れてもらう等の運用上の細かな課題が確認された。 

訓練においては、送信したつもりだったが実際は未着だったというケース等、送受信時の情報管
理が困難であることもメールの特性として課題になったことから、所定の時間内に情報テンプ
レートが受信できなかった場合の確認、判断や各テンプレートの受信確認を含め、メールの送受
信後の相互の確認が重要である。 
 

 ウ）各作業の所要時間の把握 
関係機関では、情報収集過程、情報テンプレートの送受信、集約テンプレートの作成と確認、

発信までの各過程で、極端な時間を所要するようなケースは無かった。しかしながら、今回は予
め準備を整えた訓練であり、実際の災害時には、災害の規模や範囲によって、組織内の情報収集
に時間が掛かることも十分考えられる。今後も様々な想定による訓練等を通じて、対応内容を向
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上させる必要がある。 
 

 エ）情報活用の検討 
 P59～62 ページの事例の他、各機関において情報活用の検討を行った。具体的には、ホームペー
ジへの掲載や出力して掲示を行うことを想定する機関が多い。 
 北海道旅客鉄道株式会社では、自社ホームページにおける緊急時に最新の自社情報を発信する
ためのテキスト画面に、リンク形式で集約テンプレートを PDF 化したアップロードファイルを案
内する方法をテストした。 

北海道新聞社では、集約テンプレート内の災害の概況を用いた英文による号外の作成や、SNS
発信用データの中に、集約テンプレートの英語版のイメージを掲載する方法をテストした。 

株式会社ぐるなびでは、自社のホームページ内に訓練用のテストページを設け PDF 化した集約
テンプレートを掲載し、担当部署内ではその手順等の確認を行った。 

テンプレートに対する改善点では、掲載する路線の加除といった提供情報の内容に関する意見、
文字の大きさ、レイアウトの工夫に関する意見等が挙げられた。 
 

 オ）各作業工程の問題点等の把握 
訓練の実施やその振り返りを通じて、これまでに示してきたような関係機関相互の情報のやり

とりに関する課題をはじめ、各機関内で手順の整理、標準化やツール類の準備、確認等が継続的
に維持されることが最も重要であることが改めて確認できた。多くの機関からは、今後も訓練が
必要であるとの意見が出されており、定期的に訓練を実施し、手順や運用の理解を維持・向上さ
せていくことが重要である。 
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（２）宿泊施設において外国人モニターの参加による検証 

宿泊施設における訓練は、定山渓温泉で宿泊施設従業員が外国人観光客（調査モニター）に応対する形式
で実施した。訓練では地震発生時の外国人観光客への初期対応をはじめ、集約テンプレートの受信と施設へ
の貼り出し、情報の活用方法、わかりやすさ等、集約テンプレートの情報を用いた外国人観光客への説明、
案内等の問題点等の確認を行った。以下にその内容をまとめる。 

①訓練の概要 

■検証のポイント 
ア）組合・協会から宿泊事業者へのテンプレート伝達のしやすさ 
イ）集約テンプレートの活用方法と内容のわかりやすさ 
ウ）集約テンプレートの実用性 
エ）集約テンプレートに付加する情報 
オ）集約テンプレートの情報による外国人観光客への対応手段、方法 
カ）外国人観光客へのケアの課題 

 

■実施日時 
平成３１年 3 月５日（火）１３:００～１５:００ 

 

■実施場所 
定山渓温泉 定山渓ビューホテル（定山渓温泉旅館組合・定山渓観光協会） 

 

■実施内容 
【災害の想定】 

 

（１）発生時期は冬季、発生時間帯は平日午前９時とする 
（２）札幌市に近い断層帯で大規模な地震が発生。札幌市内で震度 6 弱、震源に近い地域では 6

強以上の激しい揺れとなる 
（３）直後から全市的に電力を喪失。電柱の被害が著しい地域以外は、順次電力を回復 
（４）鉄道・地下鉄は当面不通、主要幹線は復旧・再開に向かう、一部、道路の損壊で迂回や通

行止めが発生 
（５）通信は、輻輳によるつながりにくさはあるが、回線は維持されている 

  

【訓練地域の特徴】 
 

（１）定山渓温泉は、札幌駅から国道 230 号で南西に約 27km。札幌市南区にある「札幌の奥
座敷」として人気が高い温泉エリアである 

（２）休日はもちろん平日にも多くの外国人観光客が宿泊に訪れ、特に中国の宿泊客が多い。
秋の紅葉シーズンが来客のピークとなっている 

（３）札幌市街への交通手段としては、団体客にとっては貸切バスが主であるが、個人客が利
用できる公共交通手段は「じょうてつバス」を主とした路線バスである 
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（４）定山渓観光協会、定山渓温泉旅館組合は、同じオフィスとなっており、情報の受発信拠
点となっている。また、じょうてつバスのチケット取り扱いを行っているため、じょう
てつバス営業所との連携がとれる 

（５）タクシーは、事業所等がないため、災害直後の迎車等に頼ることは困難 
（６）ホテル等がもつ送迎バスも貴重な輸送力だが、停電により信号が機能しない状況では路

線バスも運行不可のため、送迎バスも同様に運行は難しい 
（７）集約テンプレートは、札幌市から旅館組合に伝達され、旅館組合から各旅館等に伝達さ

れる。旅館組合から各旅館等への通常の伝達手段は、電話・FAX が主であり、これらが
使用できない場合、スタッフが手分けして各旅館等を巡回し伝達することが現実的（※
体制・状況によるが全旅館等へ１時間程度で浸透できるのではないかとのこと、また、
今後、各旅館等との連絡手段も見直していくとのこと） 

（８）非常用電源については、大型施設では自家発電を整備しているところもあるが、多くは
そうした設備がなく、火災時等に備えたディーゼル発電機等が多いようである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定山渓観光協会ホームページより 
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【訓練の手順】 
 時 刻 内  容 

01 12:50 【集合】 

進行役「13:00 より、実証事業に関わる訓練を開始します。訓練に先立ちまして、事

業主体である国土交通省北海道運輸局よりご挨拶をさせて頂きます」 

進行役「定刻になりましたのでリーダーの指示に沿って訓練を進めてまいります」 

02 12:55 ※進行の便宜上、この間に【札幌市→組合】への集約テンプレートをメール送信 

（※送信は訓練スタッフから、組合への訓練用メールで送信） 

03 13:00 旅館組合 ・集約テンプレートの受信を確認後、ホテルに送信 

 メールにて、じょうてつバスの運行状況も伝達する 

 （想定した状況①…停電による信号停止により運行を見合わせている） 

04 12:55 リーダー ☞想定した９時の地震発生から訓練を開始します。それぞれ配置について

ください。（以下に散開） 

① 訓練リーダー          A 滞留スペース 

② ホテルスタッフ         B カウンター 

③ 外国人宿泊客（モニター）    Ｃ ラウンジ、物販エリア等 

05 13:00 リーダー ・地震発生（訓練開始の合図を行う） 

 （以後全体の動きをみて随時指示等の促し、全体の観察） 

06 13:01 

～ 

13:04 

モニター 

ホテル 

（災害モードへの切り替えとして以下を行動する） 

・A スペースに集合し待機 

・ホワイトボードの設置、１名はオフィスにて受信の確認 

07 13:04 

～ 

13:10 

ホテル ☞この後、余震が続くかもしれません。お部屋に戻るのが心配でしたら、

このままロビーにいてください。 

☞交通機関の影響等はまだわかりません。詳しいことがわかり次第、ご案

内します。 

・まずは日本語や英単語、身振り等で説明 

・次いでポケトーク等で案内を試みる 

08 13:04 

～ 

13:10 

モニター 

A/B/C 

・用意している質問カードに基づき質問を行う 

（組合からのＦＡＸ送信～貼り出しまでの間に実施） 

09 13:10 

～ 

13:20 

ホテル ・ホテルで「集約テンプレート①」を受信し、「集約テンプレート①」を

Ａ３版（貼り出し用）に印刷 

・Ａ３版をホテル内のホワイトボードへ貼り出すと共に、ホテルスタッフ

と内容を共有する 

10 13:20 

～ 

13:40 

モニター 

A/B/C 

・貼り出された「集約テンプレート①」を全体的に確認 

・掲載されている二次元バーコードのうち特に以下を確認 

 ①北海道運輸局の二次元バーコード 

 ②LIVE JAPAN の二次元バーコード 

 ③北海道旅の安全情報の二次元バーコード 

④新千歳空港ターミナルビルの二次元バーコード 

※訓練終了後、アクセス先の情報について有効性等の評価を実施 
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 時 刻 内  容 

11 13:20 

～ 

13:40 

モニター 

D/E/F 

・貼り出された「集約テンプレート①」を確認し、ホテルスタッフに質問・

相談を行う 

・用意している質問カードに基づき、質問を行う 

※訓練終了後、集約テンプレートの理解度等の評価を実施 

12  ホテル ・ホテルスタッフは、テンプレートの内容と地図、案内リストを用いなが

ら、また、ポケトーク等も使用しながら、説明・案内を試演する 

13 13:30 ※【札幌市→組合】への集約テンプレートをメール送信 

（※送信は訓練スタッフから、組合への訓練用メールで送信） 

14 13:35 旅館組合 ・集約テンプレートの受信を確認後、ホテルに送信 

 メールにて、じょうてつバスの運行状況も伝達する 

 （想定した状況②…道路の安全確認が終わり、運行再開の見通し） 

15 13:40  （第１ローテーションの終了を確認） 

16 13:45 

～ 

13:55 

ホテル ・ホテルで「集約テンプレート②」を受信し、「集約テンプレート②」を

Ａ３版（貼り出し用）に印刷 

・Ａ３版をホテル内のホワイトボードへ貼り出すと共に、ホテルスタッフ

と内容を共有する 

17 13:55 

～ 

14:15 

モニター

D/E/F 

・貼り出された「集約テンプレート②」を全体的に確認 

・掲載されている二次元バーコードのうち特に以下を確認 

 ①北海道運輸局の二次元バーコード 

 ②LIVE JAPAN の二次元バーコード 

 ③北海道旅の安全情報の二次元バーコード 

④新千歳空港ターミナルビルの二次元バーコード 

※訓練終了後、アクセス先情報の有効性等の評価を実施 

18 13:55 

～ 

14:15 

モニター 

A/B/C 

・貼り出された「集約テンプレート②」を確認し、ホテルスタッフに質問・

相談を行う 

・用意している質問カードに基づき、質問を行う 

※訓練終了後、集約テンプレートの理解度等の評価を実施 

ホテル ・ホテルスタッフは、テンプレートの内容と地図、案内リストを用いなが

ら、また、ポケトーク等も使用しながら、説明・案内を試演する 

19 14:15  （第２ローテーションの終了を確認） 

20 14:15 

～ 

14:50 

全員 ・ラウンジへ移動し、振り返りを実施 

「ホテル班」「モニター班」にわかれてヒアリング 

21 14:50 

～ 

15:00 

進行役「本日は大変おつかれさまでした。全体の講評を訓練リーダーからお願いしま

す」 

進行役「本日、ホテル並びに組合・協会のご協力により実施できました。組合長から

も所感等をお願いします」 

進行役「事業主体である国土交通省北海道運輸局よりご挨拶をさせて頂きます」 

進行役「本日は、皆さま大変おつかれさまでした。ありがとうございました」 
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【訓練参加者に対するヒアリングの構成】 
 

従業員、組合等関係者へのヒアリング 

約 30 分 ①参加従業員・組合等関係者のグループヒアリング 

②ヒアリングポイント 

 ・伝達方式（メール受信） 

  情報の受け取り方に関する意見 

 ・テンプレートの様式に関する意見 

   ①わかりやすさ、わかりにくい点 

   ②情報内容の不明・不足 

 ・打ち出し利用（手持ち資料、貼り出し等）の課題 

 ・案内に利用する際の問題点、改善点 

 ・補助ツールの必要性、今後の活用や展開等 

 

外国人観光客（調査モニター）へのヒアリング 

約 30 分 ①調査員による個別ヒアリング 

②ヒアリングポイント 

 ・「集約テンプレート」を視認した評価 

    ※再度、現物を見ながら 

    ①デザイン（ピクトや配置） 

    ②〇✕等の表記 

③わかりやすさ、わかりにくい点 

④多言語部分の違和感 

⑤情報内容の不明・不足 

⑥二次元バーコード 

 ・目的行動をとるための「集約テンプレート」以外の必要情報 

 ・質問に対する説明・案内、評価・課題 

 ・意見や要望等 
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【訓練体制の全体像】 
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 【実施体制（参加メンバー）】 
 

項  目 人 数 備  考 

組合・協会（情報伝達） 3 名 旅館組合・観光協会 

宿泊施設従業員（情報受信・活用） 5 名 定山渓ビューホテル 

事業主体・関係機関 4 名 北海道運輸局・観光庁・札幌市 

訓練運営スタッフ 3 名 サーベイリサーチセンター 

訓練リーダー・リーダー補佐 2 名 減災復興支援機構 

外国人宿泊客（英 3 名、中・韓 各 2 名） 7 名 調査モニター（留学生） 

ヒアリング調査員（多言語対応） 3 名 サーベイリサーチセンター 
※訓練リーダー（コントローラー）、リーダー補佐 

   木村拓郎 減災復興支援機構 理事⾧ 
        日本災害情報学会 理事 

1971 年から防災対策の仕事に従事。この間、雲仙・普賢岳噴火災害、阪神・淡路大震災、
新潟県中越地震、東日本大震災等の復興計画策定に参画。復興を通じて得た知識をもとに
減災活動に力を入れている 

   宮下加奈 減災復興支援機構 専務理事 
「ネットワーク三宅島」代表 

 
【会場レイアウト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

フロント・カウンタ― 

ロビー スペース全体 Ａ 滞留スペース 

ホワイトボード 

Ｃ 

ラウンジ 
物販 

エリア 

オフィス↑ 

エントランス↓ 

仮設テーブル 

Ｂ カウンター 
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③ 実施結果 

訓練後には訓練の振り返りについて、宿泊施設従業員及び外国人観光客（調査モニター）にヒアリングを
行った。宿泊施設における検証の実施結果として、以下に整理する。 

【実施状況】 
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【訓練参加者のヒアリング結果】 

（１）「集約テンプレート」を見た評価（※訓練時にはＡ３サイズで掲出） 

①宿泊施設従業員 

【「集約テンプレート」を見た評価】 
全体の配置、デザイン 
 デザインは良いと感じた 
 文字だけではなく、地図があるとよりわかりやすい 
 記載されている情報が優先順位の高い順になっていないと感じた 
 テンプレートの文字が小さく感じた 

多言語になっている部分のわかりやすさ、違和感等 
 日本語版がないのは、お客様に説明する上で不便だと思った 

 

【説明や案内について】 
 ロビーやインフォメーションデスクに、大型のモニターを設置すると良い 
 翻訳ソフトでの意思疎通は上手くいかないことが多かった。文章よりもキーワードのみでやり

取りした方が上手く伝わると考える。例えば、薬が欲しければ「薬」の一語のみを辞書機能を
使って伝えるほうが良い 
 

 

 

 

②外国人観光客（調査モニター） 

「集約テンプレート」を見た評価 

全体の配置、デザイン 
 デザインは良いと感じた 
 色分けをして重要な情報が一目でわかるようにすると良い 
 文字だけではなく、地図があるとよりわかりやすい 
 テンプレートの文字が小さく感じた 

○×等の表記 
 各国ごとに「○/×」の意味が違う。例えばインドで「○」は「まあまあ」という意味である 
 理解はできたが、初めて日本に来る中国人観光客にとっては「○」より「✓」のほうがわかり

やすい 
二次元バーコードの使いやすさ、アクセス先の情報について 
 複数の二次元バーコードの掲載位置が近すぎて使いづらかった 
 国によっては二次元バーコードを使用しない国がある 
 二次元バーコードを利用してホームページへ入ると、その後の案内は日本語・英語のみで理解

するのが大変だった 
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 二次元バーコードからチケット購入ページ等、自分が求めるページに移動できると良い 
多言語化されている部分のわかりやすさ、違和感等 
 多言語になっていたのはわかりやすかった 

今回提供された情報以外に必要と考える情報 
 余震に関する情報（注意）があると良い 
 どこが安全な場所なのかを提示してほしい 
 ホテル滞在時に（交通機関等の）キャンセル料や払い戻しが発生するのかを知りたい 
 航空チケットの手配に関する情報 
 ホテル近くで水や食料品、薬が買える店の情報 
 食料や水の在庫状況（何日分提供できるか） 
 薬局や病院はどこにあるか、また営業しているかどうかの情報がほしい 
 家族へ連絡できるように、国際電話の使用に関する情報 
 緊急電話の設置状況に関する情報 
 インターネットと Wi-Fi は正常に使用できるかどうかの情報があると良い 

 

説明や案内について 

 一生懸命説明してくれたスタッフの態度に感謝する 
 「心配はいらない、大丈夫、ここは安全」という言葉が安心感を与えてくれた 
 テンプレートを掲示する際に、呼びかけ等の音声アナウンスがなかった 
 多言語に対応できるスタッフを配置すると良い 
 

その他 
 災害対応に関するパンフレットを事前に作ってもらい、観光客がいつでも手に入れられる状態

にしてほしい 
 定山渓は山に近いので、土砂崩れが起こらないかが気になった 
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【訓練による検証】 
前述の通り、定山渓ビューホテル、定山渓温泉旅館組合、定山渓観光協会の協力の下、宿泊施設を会場と

した外国人モニター参加による訓練を行った。内容は主に集約テンプレートの受信、展開と活用を中心に訓
練を通した検証を行うものであり、以下の５つのポイントに沿って結果を整理する。 
【検証結果】 
ア）組合・協会から宿泊事業者へのテンプレートの伝達のしやすさ 

本訓練では、札幌市から定山渓温泉旅館組合、定山渓観光協会（組合、協会のオフィスは同一の建
屋内）への集約テンプレートの送受信と、宿泊事業者（定山渓ビューホテル）への転送による展開及
びホテル宿泊者である外国人観光客（訓練では留学生モニター）への実践的な活用の場面について、
訓練を通して検証した（訓練における札幌市からのメール送信にあたる部分は、現地訓練スタッフに
よる模擬送信によって再現した）。 

まず、組合、協会が受信するメールの添付ファイルの取り出しにあたっては、前段の関係者間の情
報伝達訓練における課題と同様に、メールの添付ファイルに対する開封パスワードの送信により、
ファイルの解凍が煩雑になる点が指摘された。 

組合、協会から宿泊事業者への集約テンプレートの転送においては、ホテル側での受信及び出力も
比較的スムーズに行うことができた。ただし、今回は訓練において定期的なメール受信がある前提で、
ホテル従業員がパソコンを注視する役割をこなすことができたが、ホテル従業員から「実際の災害時
には、メールの受信を意識的に確認する等のこまめな対応は難しくなるのではないか」との意見が
あった。 

 
イ）集約テンプレートの活用方法と内容のわかりやすさ 

ホテルにおける集約テンプレートの活用は、組合、協会オフィスで出力後、2 枚のホワイトボード
に集約テンプレートを貼り出し、外国人観光客（モニター）に提示した。訓練はモニターが情報の確
認や不明点等をホテル従業員に質問し、従業員が応答する形式で行った。 

集約テンプレートの全体的なデザインについては、リアリティのあるものだとの評価がみられた一
方、文字や二次元バーコードの大きさや配置については、使いにくい点があり改善を求める意見が
あった。国によっては、二次元バーコード自体に馴染みがないことや、表現記号として「〇」「✕」
を用いた点について、「〇」よりは「✔」記号の方がわかりやすいとの指摘があった。また、モニター
によっては、二次元バーコードを読み込むアプリをスマートフォンに備えていないことも、訓練を通
して把握することができた。 

また、集約テンプレートだけでは表示場所や一連の移動ルートのつながりが理解しにくく、地図等
の補足情報が必要との指摘も目立った。 

ホテル従業員からは、併記された日本語が目立たないため、集約テンプレートを入手した後すぐ
に内容を理解することができず、宿泊客へ説明をするにはやや使いにくいとの指摘があった。また、
掲出時や手元での説明時に、４種類（２枚つづり）の集約テンプレートを認識しやすいように色分け
を望む意見があった。 
 

ウ）集約テンプレートの実用性 
モニター、ホテル従業員のいずれも、「災害時に外国人観光客に必要な（外国人観光客から求めら

れる）交通情報等が集約されていることは、非常に有り難い」と評価している。特にホテル従業員か
らは、集約情報のよりどころがなかったこれまでの状況に比べ、集約テンプレートを用いた情報提供
の方法自体と、その情報が多言語で集約されていることについて、わかりやすく良い手法であると評
価している。 



 

79 

活用にあたってのわかりやすさという点では、上記 イ）に記載したとおり、文字や二次元バーコー
ドの大きさや配置、二次元バーコード自体に馴染みがない外国人もいること、表現記号として用いた
「〇」「✕」は国によって解釈が異なる指摘があったことは、実用面の課題となった。 

 
エ）集約テンプレートに付加する情報 

集約テンプレートは、限られた紙面の中で必要最小限の情報を多言語で正確に表示することを目指
しているが、モニターからは、「余震に関する情報」、「安全な場所の提示」、「チケットの手配やキャ
ンセル料・払戻の発生」、「水・食料・薬が入手可能な店」等の情報もほしいとの意見がみられた。ま
た、前ページ イ）に示したとおり、テンプレート上の個別情報をつなぐ補足情報として地図等の必
要性が示された。 

 
オ）集約テンプレートの情報による外国人観光客への対応手段・方法 

ホテル従業員は、集約テンプレートに記載されている運行状況等の説明にあたって、英単語を含め
た会話や指差し等を含めて直接的なコミュニケーションで接する説明が多くを占め、モニターにうま
く伝達できていた。一方、運行の有無よりも複雑な質問に対する説明や、英語以外の言語対応には、
市販の携帯型の通訳機や、スマートフォンの翻訳アプリ等を併用することとなったが、現場での吹き
込み（滑舌）の良否や、再生の音量操作等で、スムーズにコミュニケーションを行えない場面が目立
ち、きめ細やかな対応にあたっては、補助ツール等の操作の習熟が課題とみられた。 

また近隣の状況を説明する際に、集約テンプレートの情報だけではカバーできないため、地域のガ
イドマップを慌てて用意する場面も発生した。災害時に、補足説明が求められそうな地域情報を、ど
のように用意しておくか等、対応現場での工夫も求められる。 

対応の態度・姿勢については、熱意のある説明や、「安心してください」等の説明時に加えた一言、
落ち着いた対応等について、外国人観光客への安心につながるとの評価は多かった。訓練においてそ
れらの代表的な応答事例については、次項にて参考資料として取りまとめ、紹介する。 

 
カ）外国人観光客へのケアの課題 

災害時の外国人観光客への情報提供において、主な移動先として求められる空港への交通手段や交
通拠点の状況、避難先となり得る場所の情報等は、集約テンプレートの活用によって、伝わりやすく
説明することができた。一方、外国人観光客が抱える個々のケースによって、交通手段や交通拠点の
利用の可否と、利用できない場合の避難場所の情報だけでは必要な情報がカバーできない状況が発生
した。 

例えば、移動が困難な状況においても移動を必要とする外国人観光客に対しては、代替交通手段
の情報を提供することが必要である。また、避難生活上のケアに関する細かな情報等は、直接、外国
人観光客と接する現場で、それぞれが地域情報等を加味した説明で手助けする必要が生じるため、そ
れらに対応できる備えや、参考となる事例・手引きの共有が必要である。 
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【訓練時の主な質問・相談と回答・対応の事例】 

 前ページの 「オ）集約テンプレートの情報による外国人観光客への対応手段・方法」で触れた、訓練時の
外国人観光客からの質問や相談に対する回答や対応について、下表に整理した。 
 

 質問や相談の内容 回答や対応の事例 
01 ☞このホテルは（建物は）地震に強い

のか?ここにいても大丈夫か? 
☞この地域は、地盤がしっかりしています。建物が揺れ

ると不安でしょうが、大きな地震にも耐える建物です
から大丈夫です 

☞ご不安でしたら、このロビーやラウンジにいてくだ
さって構いません 

02 ☞この地震はいつ収まるのか?もう大
きな揺れは来ないか? 

☞地震がいつ頃収まるかは、申し訳ありませんがわかり
ません。少なくともしばらくは余震が続き、再び大き
な揺れが起こることもありえます 

☞地震に関する詳しい情報がわかりましたら、またご案
内します 

☞地震に関する情報や、交通機関の情報等、詳しい情報
がわかるまでは、このホテルで待機することが、最も
安全だと思います 

03 ☞家族と連絡がとれない。どうしたら
良いか? 

☞オフィスにある固定電話が使えますので、どうぞ利用
してください 

☞携帯電話の充電は、あちらが使えます 
☞領事館等、相談の連絡先をお教えします 
☞外国人のための相談窓口等の開設状況がわかり次第、

ご案内します 

04 ☞今日は、●●へ向かう予定だったが、
このまま出発して大丈夫か? 

☞札幌駅までのバスは動くのか? 

☞今は、停電で信号機も止まっていて、この場所から移
動できる路線バス、自動車がいずれも安全に移動がで
きない状況です。今は、このホテルで待機することを
お勧めします 

☞道路の安全が確認でき次第、近く路線バスが運行を再
開するとの連絡がありました。新しい情報が入り次第、
ご案内します 

☞●●や途中の被害状況がわかりません。詳しい情報が
わかるまでは、このホテルで待機することが、最も安
全だと思います 

05 ☞札幌駅までのバスは動くのか? ☞今は、停電で信号機もとまっていて、この場所から移
動できる路線バス、自動車いずれも安全に移動ができ
ない状況です。今は、このホテルで待機することをお
勧めします 

☞道路の安全が確認でき次第、近く路線バスが運行を再
開するとの連絡がありました。新しい情報が入り次第、
ご案内します 
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 質問や相談の内容 回答や対応の事例 
06 ☞新千歳空港までは、どのように行け

ば良いか? 
☞今日、夕方の飛行機で帰国の予定だ。

飛行機は飛んでいるのか?空港に行
くことはできるのか? 

☞飛行機が飛び始めているようだ。ど
の交通手段が使えるのか?どのよう
に乗り継ぐことが可能なのか? 

☞普段であれば、札幌駅まで路線バスで行き、そこから
鉄道で空港に行くことができます。しかし、今は全て
の交通機関が動いていないので、このホテルで待機し
てください 

☞道路の安全が確認でき次第、近く路線バスが運行を再
開するとの連絡がありました。新しい情報が入り次第、
ご案内します。札幌駅に行くことができれば、空港行
きのバスに乗ることができます 

07 ☞札幌駅までの路線バスは、どこで乗
れるのか? 

☞このホテルを出てすぐの場所にバス停留所がありま
す。ただし現在は、運転を中止していますので、運転
再開の情報が入り次第、ご案内します 

08 ☞まず、札幌市の中心部に戻りたい。
そこで外国人の相談にのってくれる
ようなところはあるか?どこにある
か?そこで、宿泊や避難をさせても
らえる場所はあるか? 

☞外国人のための相談窓口等の開設状況がわかり次第、
ご案内します 

☞この機関で、そのような相談ができるようです。予め
電話で相談をしてみてはどうでしょうか 

☞領事館等、相談の連絡先をお教えします 
☞札幌市中心部の宿泊可能なホテル等の状況は、わかり

かねますが、旅行客向けの一時避難場所は、こちらが
開設されているようです（連絡先等を案内） 

09 ☞このホテルで延泊は可能か? ☞はい、設備の利用やお食事等ではご不便をおかけする
点もあると思いますが、滞在していただくことは可能
です 

☞ただいま空室状況の確認・調整中ですが、わかり次第
ご案内します 

10 ☞飛行機以外で、北海道の外に向かう
ことはできるか?どのように行けば
良いか? 

☞各港からのフェリーが運航しています。どちらに向か
いたいのですか? 

☞このフェリーが使える場合、到着地はここです（地図
等で案内できることが望ましい） 

☞乗船定員に空きがあるかどうか、詳しい情報はわかり
ません。より詳しい状況がわかる場合は、ご案内しま
す 

11 ☞この近くに病院はあるか? ☞こちらになります（地域の地図、パンフレット、を用
いて説明） 

☞受付状況を確認しますので、少し待ってください 

12 ☞予定していた飛行機に乗れない場合
は、どのような手続きや連絡が必要
か?費用はどのようになるのか? 

☞あいにく、お客様がご予約やご契約をされている内容
や条件によって、対応の内容が異なると思われますの
で、申し訳ありませんが、申し込まれた航空会社や旅
行会社等を確認して、相談してみてください 

☞電話がお使いになれない場合は、オフィスにある固定
電話が使えますので、どうぞ利用してください 

☞携帯電話の充電は、あちらが使えます 
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（３）ガイドラインへの反映と今後の課題 

訓練の検証を踏まえて、ガイドラインへの反映事項や今後の課題は下記のとおりである。 
 

ガイドラインへの反映 
 関係機関におけるメールの送受信やテンプレートの作成に関して手順を記載 
 非常用電源の設置等、停電や通信障害時に備えた平時からの備えについて記載 

テンプレートへの反映 
 集約テンプレートが言語別に判別できるよう、タイトル欄を色分け 
 集約テンプレートには空港の位置、路線情報、鉄道、バス、フェリーの運行情報がわかる地図

を追加 
 英語と中国語では「○」で示す内容を「✔」として表示 
 出力した際にできるだけ見やすいように、文字や二次元バーコードの大きさや配置を調整 

今後の課題 
 添付ファイルをメールで送受信する際に、パスワードが掛からない仕組みの検討 

（事前に各機関と調整して設定を解除する等） 
 テンプレートに記載される運行（運航）情報の基準は今後も各機関と継続して協議 
 食料や水、医療等に関する情報の提供 
 国際電話の設置や使用に関する情報の提供 
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４．ガイドラインの作成 

（１）作成の概要 
 

これまでに述べてきたとおり、本事業における各調査、検討会、訓練等を踏まえ、大規模地震等における
外国人観光客への避難、移動等に必要な情報集約・提供方法に関する対応を示すガイドラインを作成した。 

ガイドラインでは、行政機関、宿泊施設、駅や空港等の交通拠点、交通事業者、旅行会社、観光案内所、
報道機関、在札幌領事館等の多様な関係者と連携し、北海道胆振東部地震時の現状を踏まえ、取り組むべき
重点課題、大規模地震等の災害時において外国人観光客が必要とする情報とその役割等について整理すると
共に、重点的に取り組む情報を整理し、それぞれの情報に対する具体的な対応として関係機関の役割を記載
した。 

以下にガイドラインの中心となる内容について記載する。 
 
（１）外国人観光客が必要とする情報とその情報提供元 
（２）外国人観光客が必要とする情報の集約方法 
（３）集約した情報の外国人観光客への情報提供方法及び提供先等 
（４）災害発生時に必要とされる交通情報、避難場所情報等を整理したテンプレート 
（５）外国人観光客への情報提供のための関係者の役割や手順等 
（６）停電やシステム障害時への対応 

 

（２）ガイドラインの概要 
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ガイドラインでは、災害情報伝達システムの運用について当面の枠組みを定め、検討会や検証訓練を通じて
明らかになった課題について対策を含め速やかに整理・修正を行った。今後は、構築したシステムを確実に運
用できる体制維持を図るため、定期的な訓練やメーリングリストのこまめな更新を行うと共に、「やったこと
しかできない」を合い言葉に、システムに関わる人々の顔が見える関係を構築し、取り組みの質を高めること
が重要となる。 

なお、引き続き改善が必要な点を、以下に整理する。 
・提供する情報の種類と内容の拡充 
・集約方法の改善及び情報伝達手法の向上 
・テンプレートで誘導する関係者のサイト内情報の多言語化 
・情報集約、提供に取り組む圏域の拡大 
・災害情報伝達システムへの参画機関の拡充 
・停電やネットワーク障害に対する備えの充実 

ガイドラインの詳細については、後段の「Ⅲ.ガイドライン」に収録された本編を参照されたい。 
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５．セミナーの開催 

作成したガイドラインを踏まえて、外国人の避難誘導方法、避難場所の設定及び交通情報、避難場所情報
等の集約・提供方法に関するノウハウを共有することで、地域における災害対応体制の構築を目指し、全道
各地の観光関係者を対象としたセミナーを開催した。 

当日は 70 名を超える参加者があり、北海道運輸局によるガイドラインの報告、JTB 総合研究所 上席研
究理事 観光危機管理研究室⾧ 髙松正人氏による講演、「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE HOKKAIDO」推
進委員会による情報提供を行った。 

講演後、参加者からは「ガイドラインの運用開始時期」や「組織として災害情報伝達システムへの参画」、
「道内外での展開の可能性」等について質問があり、安心して旅行ができる環境整備の取り組みとして、大
規模地震等の非常時に、交通情報を中心として正確な情報を多言語で一元的に提供する取り組みに対する関
心の高さがうかがえた。 

今後、ガイドラインの周知やテンプレートの活用（実装）に向けては、定期的な訓練の実施と共に、関係
機関等に広く周知を行い取り組みへの関心をさらに高める働きかけと共に、訓練等への参加を促進すること
が重要である。 

 
（１）開催概要 

 
■日時 

平成３１年 3 月２２日（金） １４:００～１６:００ 
 

■場所 
京王プラザホテル札幌 ２F ローズ 

 
■内容 

・報告:「大規模地震等に備えた外国人観光客への情報集約・提供方法に関するガイドライン」 
・講演:「外国人観光客向けの災害対策の現状とガイドラインの意義について」 
・情報提供:「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE HOKKAIDO」推進委員会による取り組み 
・質疑 

 
■参加者 

７７名（北海道内外から行政機関及び観光関連事業者の方々） 
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【開催の様子】 
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【セミナー案内】 
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Ⅲ．ガイドライン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大規模地震等に備えた外国人観光客への 

情報集約・提供方法に関するガイドライン 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成 31 年 3 月 
 
 
 
 
 
 
 
 

国土交通省 北海道運輸局 
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Ⅰ．ガイドラインの趣旨 

１．ガイドライン作成の背景と目的 

政府は、「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年 3 月 30 日、明日の日本を支える観光ビジョ
ン構想会議決定）を策定し、「観光先進国」の実現に向け、外国人観光客がストレスなく、快適に観光
を満喫できる環境整備を進めることとしている。北海道においても、「観光ビジョン推進北海道ブロッ
ク戦略会議」を通じて、道内の課題の把握や取組方針の検討を行ってきたところであるが、その中で、
災害時の外国人観光客への対応や、どのような受入体制を構築すべきかが課題となっている。 

 
平成 30 年 9 月 6 日未明に発生した「北海道胆振東部地震」においては、北海道内に多くの外国人

観光客が滞在していたが、地震発生後、必要な情報が入手できず、何が起きているのか把握が困難と
なり、外国人観光客が大きな不安を感じる要因となった。加えて、このたびの地震では大規模停電が
発生したことにより、観光地側も手探りの対応を迫られ、行き場を失った外国人観光客が多数発生す
るなどの混乱が生じた。 

 
政府では、北海道胆振東部地震や同年の台風第 20 号などの風水害を踏まえ、平成 30 年 9 月に「非

常時の外国人旅行者の安全・安心確保のための緊急対策」を決定した。 
国土交通省北海道運輸局では、北海道内の外国人観光客に係わる関係機関等に対して、地震発生当

時の状況や対応課題に関する実態調査を行った。この調査結果に基づき、今後の地震等災害発生時に
おける行政機関、交通事業者、交通拠点、宿泊施設、各観光関連機関、マスメディア、在札幌領事館
等との連携により、災害時の円滑な情報連携を推進するために、「大規模地震等に備えた外国人観光客
への情報集約・提供方法に関するガイドライン」（以下「本ガイドライン」という。）を、有識者及び
関係機関等の委員からなる検討会による協議と、実証的な訓練を通じて作成した。 

 
本ガイドラインは、大規模地震等の災害発生時に外国人観光客が不安なく対処できるよう、関係機

関等が必要情報を適時に提供し、安全確保や避難誘導、移動や帰国への支援等を行うことにより、よ
り安全・安心・快適な北海道観光を実現するための強化策として位置づけるものである。 

そして全ての関係機関等が「おもてなしの心」を持ち、支援策等の実装と、訓練や周知を通して、
北海道を訪れる外国人観光客に対応していくものとする。 
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２．ガイドラインの対象・範囲 

本ガイドラインは、北海道を訪れる外国人観光客を対象として、その特性を理解した上で、大規模
地震等の発生時等の安全確保や避難、旅程の判断や帰国を支援するための情報集約・情報提供につい
て、外国人観光客に係わる関係機関等がそれぞれの立場や役割において、具体的な行動計画等につな
げていくための基本的な考え方を示している。 

平成 30 年 9 月 6 日に発生した「北海道胆振東部地震」の検証的な整理は後段で行うが、大規模地
震の発生とそれに伴う北海道全域にわたる大規模停電（ブラックアウト）を想定の軸に据えて、情報
集約・情報提供に関する対応を示している。 

図表 1-1 本ガイドラインの対象・範囲 

対象・範囲 内  容 

①支援の対象 北海道を訪れる外国人観光客 

②対応の主体 外国人観光客に係わる関係機関等 
行政機関、日本政府観光局（JNTO）、交通事業者、交通拠点、
宿泊事業者、宿泊事業者団体、観光協会、観光案内所・コー
ルセンター、大手旅行会社、マスメディア、在札幌領事館等、
情報サイト運営主体など 

③想定する災害 震度５強以上の大規模地震と大規模停電 
風水害や雪害などの気象災害 

④想定する期間 「発生直後」（北海道胆振東部地震を参考とする場合は、災
害発生から 3 日間程度）及び、風水害・雪害を想定する場合
の「注意・警戒段階」とする※ 

（※）本ガイドラインでは、災害時の情報伝達を以下の３つのフェーズでとらえることとする。その上で、今年度のガ
イドライン作成にあたっては、「発生直後」の期間にスコープした対応体制を整理する。 
また、風水害や雪害を想定する場合には、災害に関する事前情報のフェーズが生じることから「注意・警戒段階」
を併せて想定する。 

図表 1-2 災害時の情報伝達フェーズ 

平常時 発生直後 復旧プロセス 正常化プロセス 

平常時には、外国人観光客
が、北海道を訪れ、安全に
観光・移動・宿泊等を楽し
んでいる 

災害発生時の身の安全の
確保、退避、避難の誘導か
ら、居所の確保（避難所、
宿泊）など滞在に関する情
報の提供が必要となる 
併せて、安否確認、旅行の
継続や帰国など移動を判
断するための諸情報の支
援ニーズが高まる 

引き続き、交通機関をはじ
めとするインフラの復旧
や、各地の安全、生活利便
の回復などについて、情報
提供をする必要がある 
地域産業の再開など復旧
の濃淡に併せ、安全情報の
発信や誘客の再開を目指
す 

復旧プロセスを経ておお
むね生活や移動の利便・安
全が果たされた後にも、観
光地として受け入れが正
常化していることの情報
発信、風評・不安を除く対
策、地域の魅力の再発信な
どを強く進める 

 

注意・警戒段階 

台風・大雨など気象予警報な
どのほか、自治体が発する避
難準備、勧告など災害に対す
る事前情報を提供し、注意を
促す必要がある。併せて複数
の交通機関が、事前に運休を
決定し、外国人観光客が移動
や帰国に際し、困難な状況が
予想される 

発生直後 

注意・警戒段階（事前情報） 

の２つのフェーズを想定する 
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Ⅱ．現状と課題の整理 

１．訪日外国人観光客と災害対応に関する基本的事項 

現状の把握と課題の抽出にあたっては、外国人観光客の傾向と災害対応に関する基本的事項を整理
する。 

平成 26 年度に発行された国土交通省観光庁「自然災害発生時の訪日外国人旅行者への初動対応マ
ニュアル策定ガイドライン」や、平成 27 年度に発行された北海道・北海道観光振興機構「外国人観光
客災害時初動対応マニュアル」には、災害時の外国人観光客に対する【留意点】が大きく４項目に整
理されている。また、観光庁の同ガイドラインでは、訪日外国人旅行者は、災害の経験や知識につい
てばらつきがあり、特に地震についての【知識】や【反応】には、以下のような特徴があるとしてい
る。 

 
 

①さまざまな地域からの旅行者で構成され、災害の経験や知識についてばらつきがある 

②訪日外国人旅行者のほとんどは日本語が理解できない、また話すことが出来ないため、

日本語での最新情報の入手や日本語によるコミュニケーションが困難なケースが多い 

③土地鑑がなく説明なしに避難することが容易ではない 

④文化の違いから集団行動に慣れ親しんでおらずトラブルに発展する可能性がある 

 
 
 

①地震を経験したことがない訪日外国人旅行者は、地震が発生したことを理解できな
い可能性がある 

②震度とマグニチュードに関する知識が無いため、地震の揺れの大きさや規模を理解
できない 

③地震が発生した後、観光・宿泊施設において停電や断水が発生することが予測でき
ない 

 
 

 

①地震の規模が把握できないため、過剰な反応を示す傾向がある。そのため、建物の
安全性（建物の耐震に関する情報）について説明を求めることが多い 

②地震の揺れに対する恐怖でパニックを起こし、一人でいられなくなる場合がある 
③地震が発生した後も通常通りエレベーターを使おうとする人がいる 
④被災地からの移動や帰国を求めて交通情報についての質問が多く寄せられる 

 
さらに、同ガイドラインを踏まえた「訪日外国人旅行者の宿泊時における災害時初動対応マニュア

知 識 

特有の反応 

留意点 
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ル」（平成 28 年度，国土交通省九州運輸局／平成 29 年度，同中国運輸局）や、前述した北海道・北
海道観光振興機構「外国人観光客災害時初動対応マニュアル」では、外国人旅行者の特徴と対応の考
え方を示しており、それらをまとめると、以下のような内容になっている。 

なお、北海道・北海道観光振興機構「外国人観光客災害時初動対応マニュアル」は、宿泊施設や観
光関係者に求められる対応がわかりやすくまとめられており、各施設に配置されることが望ましい。 

 

図表 2-1 大規模地震等発生時の主要情報と提供元・入手手段 

 
外国人観光客の特徴 説  明 対応の考え方 

①地震そのものを理解で
きない 

・頻繁に地震が発生する日本と違
い、地震がほぼ起こらない国が
ある 

・気が動転して混乱状態になるこ
とがある 

・何が発生したのかを説明する必要が
ある 

・事前に、起こり得る災害を伝える取
り組みも大切 

②地震の揺れで過剰に反
応する 

・地震に対する基本知識がある日
本人と異なり、大きな揺れや建
物の倒壊などへの不安から、ロ
ビー等に集まり質問が殺到する
ことがある 

・施設や建物が安全であることを説明
し、強調する必要がある 

③地震や余震の揺れによ
る恐怖で混乱を起こす 

・大きな地震の後で断続的に余震
が発生した場合などは、恐怖で
精神的に追い詰められてしまう
ことがある 

・団体旅行者の場合は、集団で混
乱を起こすことがある 

・大丈夫というだけではなく、テレビ
等から収集できる情報の説明を加
える 

・団体旅行者には、添乗員の協力を得
て素早く状況説明をお願いする必
要がある 

・大使館、旅行会社、関係機関等と連
絡を取って状況の説明をお願いす
る必要がある 

④地震後の停電や断水を
理解できない 

・停電や断水を、ホテルや旅館側
の過失と勘違いし、修復の要望
や要求を言い立てることがある 

・復旧の見通しや、水や明かりの準備、
食料の配給状況などを説明する 

⑤地震の後にエレベー
ターを使おうとする 

・地震の際、閉じ込められる恐れ
があることは日本人にはよく知
られているが、エレベーターを
使おうとすることがある 

・地震発生時には、エレベーターの使
用禁止の表示などを徹底する 

・なぜ使用できないのかを明示する 

⑥多くは、自分だけで避難
することができない 

・屋外の避難誘導や避難所等への
移動に対し、地域の地理に詳し
くない外国人旅行者は、単独で
避難することができない 

・従業員による避難誘導や地域で指定
されている避難所等への案内が必要
である 

（次ページに続く）  
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外国人旅行者の特徴 説  明 対応の考え方 

⑦最新の正しい情報を入
手できない 

・地震後は、日本国内の知人や母
国の家族に連絡を取りたいとい
う相談が殺到することがある 

・電話やインターネット等が使えなく
なった場合に、連絡できませんと言
うのは簡単だが、提供できる情報や
その情報源を伝える必要がある 

⑧旅行者の関係者から安
否や滞留場所の問合せ
が殺到する 

・家族や同行者と離れ離れになっ
ていた場合など、ホテルや旅館
に安否確認を求めてくることが
ある 

・施設に滞在している外国人旅行者が
外出する際には、その行き先を聞い
ておくのが一番だが、個人旅行者は
行き先の把握が難しく、コミュニ
ケーションの工夫が必要である 

・安否確認の担当者を事前に決めてお
き、各観光地や旅行会社の担当者等
と連絡をとる訓練も必要である 

⑨被災している場所から
の移動を希望する 

・地震等を怖がって「安全な場所
へ移動したい」、「すぐに帰国し
たい」との希望やそれらに関す
る情報を求めてくることがある 

・恐怖心を取り除く対応が必要である 
・公共交通機関が停止しているような

場合は、むやみに移動しないように
伝えることが必要である 

・各交通機関の最新の運行状況につい
てどのように情報入手するか、また
大使館・旅行会社・関連団体とどう
連携するかを準備しておく必要があ
る 
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２．平成 30 年北海道胆振東部地震にみる概況 

平成 30 年９月 6 日の未明に発生した、北海道胆振東部地震の概要は以下のとおりである。 
この地震により、死者 42 名を含む約 800 名規模の人的被害、のべ１万件以上の住家被害が発生し

た。また各ライフラインにおいても停電、断水をはじめ、通信、道路、鉄道など公共交通機関にも大
きな影響を及ぼした。 

特に停電については、震源近くの苫東厚真発電所の緊急停止を発端とした大規模停電により、道内
全域約 295 万戸に及ぶブラックアウトが発生した。 

 

図表 2-2 平成 30 年北海道胆振東部地震の概要 

項  目 内    容 

①発生日時 平成 30 年 9 月 6 日（木）午前３時 7 分 

②震源及び規模 震源地 胆振地方中東部 
規模   マグニチュード 6.7（気象庁） 
震源の深さ 37km 

③各地の震度 震度 7  厚真町 
震度 6 強  安平町、むかわ町 
震度 6 弱 札幌市東区、千歳市、日高町、平取町 
震度 5 強 札幌市清田区・白石区・手稲区・北区、苫小牧市、 

江別市、三笠市、恵庭市、⾧沼町、新ひだか町、 
新冠町 

震度 5 弱 札幌市厚別区・豊平区・西区、函館市、室蘭市、 
岩見沢市、登別市、伊達市、北広島市、石狩市、 
新篠津村、南幌町、由仁町、栗山町、白老町 

 
本ガイドラインでは、北海道胆振東部地震発生後の外国人観光客の状況を明らかにし、災害時の課

題を把握するため、北海道内の行政機関、交通事業者、宿泊事業者、在札幌領事館、外国人インフル
エンサー（影響力があり媒体的役割を果たす人）など 30 件のヒアリングを行った。 

また、北海道内全ての 179 市町村に「訪日外国人旅行者の受け入れ環境に関する市町村アンケート
調査」を実施し、139 件（回収率 77.7％）の回答を得、自治体における地震発生後の全道的な状況を
明らかにした。 

さらに、北海道経済部観光局においては、平成 30 年 11 月に「北海道胆振東部地震に関する宿泊施
設へのアンケート調査」を実施し、131 施設の宿泊施設から回答を得、地震後の宿泊施設における状
況を明らかにしている。本ガイドラインの作成にあたっては、この調査結果も参考としている。 
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３．課題の整理 

（１）災害時の現状 

北海道胆振東部地震においては、午前 3 時台という未明の大地震発生により、地震による揺れに、
比較的慣れている日本人でさえ動揺するところ、地震が少ない国からの渡航者も多く含まれる外国
人観光客は、大きなショックと不安を感じながら、必要な情報が容易に入手できない状況で、何が
起きているのか、どう行動したらよいのかを判断しかねた時間が、より⾧かったと考えられる。 

加えて、発生した全道にわたる大規模停電による情報伝達の制約は、道民全体に大きな影響を及
ぼした。 

以下に、実態調査を経て明らかになった現状を整理する。 
 

① 地震発生に伴う現状 

外国人観光客の多くは、大地震の経験が少なく、地震によるその後の影響や、取るべき行動への
理解が不足している。そのため、今回の地震直後も、多くの外国人観光客が驚きや不安から、真っ
先に宿泊施設のロビーへ降りてくるなど、地震や停電への対処、自分がいる建物の強度等への不安
を、日本人よりも強く感じながら地震発生直後の時間を過ごしていた。 

テレビやラジオ、ホームページ、掲示物等から情報を得ようとしても、その多くは、日本語によ
る情報提供が中心となり、外国人観光客向けの情報提供が限られることから、自身のスマートフォ
ンなどにより、英語や自国語の数少ない情報収集に留まっていた。 

こうした状況を生み出した背景には、各関係機関等で、外国人観光客に対する防災対策を、予め
準備していなかったことが大きい。 

今回、本事業における関係機関等へのヒアリングからは、上記のような状況を踏まえた、今後の
対策の検討につながる意見が、多く見受けられた。 

 
【実態調査からみた状況や対応のポイント】 

（状況） 
 そもそも地震発生後、地震による影響や、どう動けばいいのか、外国人観光客は理解し

ていない（どこへ行けばよいのかわらかない、交通機関が停止すること、停電すること、
水・食料の調達が困難になること等が理解できない） 

 発災直後、多くの外国人観光客が宿泊施設のロビーに降り、説明の接客に追われた 
 地震の揺れにより建物の強度に不安を抱く者が多く、その質問が多かった 
 緊急情報をはじめ、テレビ、アナウンス、掲示物等に外国語情報が少ない 
 水・食料の調達、食事可能な場所がわからず、困っている観光客が多い 
 外国人観光客への防災対策等を、具体的に文書化した自治体・関係機関等が少ない 

 
（対応や考え方） 
 外国人観光客が必要としている情報を伝達する必要がある 
 外国人観光客には、口頭による情報伝達が安心感を与える 
 宿泊施設では、繰り返し、建物の強度についてアナウンスする必要がある 
 避難所の案内や、航空券変更等のための、固定電話の貸し出しなどの支援が喜ばれた 
 北海道庁総合政策部国際局国際課では、英語、中国語、韓国語で対応する外国人向け電
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話相談窓口を開設した 
 北海道庁では、今後発災時に観光局が主体となり、庁内連携による観光客の帰宅、帰国

支援を行う「観光客緊急サポートステーション」の開設を考えている 

 
② 大規模停電発生に伴う現状 

北海道胆振東部地震後には、全道的な大規模停電が数日にわたり発生したことにより、外国人観
光客自身が、主体的に情報を取得する手段となるスマートフォン等、情報端末のバッテリー切れの
問題や、情報不足による不安につながっていた。 

今回、本事業における市町村アンケートによると、外国人観光客からの問合せには、「電源供給所」
に関するものが非常に多かった。 

市街地では、充電サービスも各所で展開されたが、こうした情報をスムーズに外国人観光客に伝
える手段がなかった。関係機関等へのヒアリングからは、災害時に外国人観光客が集まることが想
定される場所への予備電源の確保や、その情報の伝達に関する意見が目立つ。 

また、外国人観光客へ対応を行う関係機関等には、一般的なオフィスビルに入居している場合も
多く、停電により建物自体への入館ができなかったケースや、非常用電源がないため電気・電話が
使用できないケースなどがあった。 

 
【実態調査からみた状況や対応のポイント】 

（状況） 
 外国人観光客にとっては、言葉が通じない中、スマートフォンの電源切れは大きな問題 
 防災無線がない場合、連絡手段が個人の携帯電話（電話、SNS）に限られてしまった 
 非常用電源のない建物は機能を喪失。電源がないことに加え、緊急時の連携体制がな

かった 
 避難者全員への充電希望に応えるには、電力が足りなかった 

 
（対応や考え方） 
 外国人観光客にとって、重要な情報収集手段であるスマートフォン等の充電希望者が非

常に多い中、札幌駅観光案内所では、全てのコンセントを充電用に開放し、非常に好評
だった。外国人観光客が集まる場所には、予備電源は絶対必要である 

 観光客自身で航空券変更手続き等を行うための、固定電話の無償利用サービスが、好評
だった 

 非常用電源の備えや、供給量を増やす必要がある 
 

 

③ 宿泊施設・避難誘導・避難所等における現状 

今回の地震は未明の発生のため、宿泊施設に滞在している外国人観光客が多かった。外国人観光
客の多くは、大きな地震があると、部屋を出てロビーに集まるため、そこでの説明やケアが必要と
なる。 

また、停電発生に伴う現状にも含まれる課題であるが、大規模停電により宿泊施設が利用できな
くなり、行き先を失う外国人観光客が発生する一方、通信手段が限られ、外国人観光客への情報提
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供に苦慮する事態となった。 
避難所等は、観光客への一時避難場所を開設したケースもあったが、その情報を外国人観光客や

関係機関等に伝達する方法が限られたため、それぞれの関係者が個別に、最寄りの避難所等に確認
して回るような場面もみられた。 

また、避難所等では掲示やアナウンスにおいて外国語の情報が少なく、通訳が可能な者も限られ
ることから、訪れた外国人観光客の不安や困りごとの解消につながらず、避難所等を後にするケー
スもあった。 

 
【実態調査からみた状況や対応のポイント】 

（宿泊施設等の状況） 
 電源の喪失により、宿泊客の予定等の状況がわからなくなった 
 停電が⾧く続くと宿泊客の安全確保、食事の提供、リネンの確保ができなくなる 
 自家発電を準備している施設は少なく、準備していてもメンテナンス不足により機能を

維持できない場合もあった 
 スマートフォンの充電場所、医療機関に関する情報が入手できなかった 

 
（宿泊施設等の対応や考え方） 
 ７割の宿泊施設が、宿泊客への対応を現場で判断した 
 宿泊客への情報提供は、ほぼ口頭によって行った 
 多言語に対応できるスタッフが限られているため、掲示物への翻訳を含めて十分な情報

提供ができなかった 
 延泊対応、軽食等の提供は好評であった 

 
（避難誘導・避難所等の状況） 
 停電により宿泊施設が継続利用できない場合、どこへ行けばいいのかわからなかった 
 外国人観光客、関係機関等ともに避難所等の開設状況を把握できなかった 
 観光客向け避難場所を開設した札幌市や千歳市には、開設後の情報提供が求められた 
 避難所へ向かっても外国語の情報が少ないため、不安になった 
 避難所を案内しても、日本の避難所マナーがわからず、ためらう 
 自治体に避難所の開設について問合せても、的確な情報が得られないケースがあった 
 「避難所に指定されている」ことは「避難所が開設されている」という認識があった 

 
（避難誘導・避難所等や考え方） 
 避難所での掲示物やアナウンスの外国語対応には、通訳が不足しており言葉の壁がある 
 外国人の特性を理解しているスタッフから、外国人観光客に対しては、どういった支援

をすれば良いのか、アドバイスを受けながら対応した 
 札幌市では急きょ開設した一時滞在施設において、食料などの物資を提供した 
 函館市では、宿泊施設での新たな受入れがほぼ不可という状況から、避難所での宿泊を

案内した 
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④ 交通機関・交通拠点における現状 

外国人観光客は、当面の安全確保や避難を行いながらも、災害の影響が及んでいる地域からの移
動や北海道から道外への移動の可否を確認し、移動策を確保したいと考えている。 

今回の地震発生の時間帯が未明であることから、地震直後の交通拠点では、多くの外国人観光客
が滞留していた状況ではない。 

しかし、北海道から脱出したいという意向が強い外国人は、災害時でも空港へ向かう人が増え、
空港が閉鎖状態になると、再び札幌へ戻り、一時避難や待機をしなければならない状況が発生した。 

交通機関・交通拠点では、情報伝達の手段が限られる中で、相互に運転休止、再開見通しなどに
ついての連絡を取り合い、また、自治体が開設した避難所を案内するなどの対応をしていた。しか
し、情報交換が個別になっていたことから、空港が再開しても空港への二次交通の運行状況や、自
治体が開設した避難所の受入れ状況がわからない等、総合的な情報が無いため、外国人観光客への
適切な誘導が行えなかった。 

【実態調査からみた状況や対応のポイント】 

（状況） 
 北海道から脱出したいと思っても、どんな方法があるか、必要な情報がとれなかった 
 航空券のキャンセル料を心配して、発災直後に空港へ行く人も多かった 
 観光客が多数利用する空港ホームページでも、多言語化の対応ができていなかった 
 新千歳空港の再開情報が知りたい、という声が多かった 
 新千歳空港が再開しても、二次交通（バス、JR 等）が運行しておらず、その情報がな

かった 
 航空券の変更希望者が多かった 
 札幌駅では、市の開設した避難所への案内図を英語で作成し外国人観光客に配布した

が、満員や対応の不安を理由に、避難所に入れず駅に戻ってくるケースもあった。 
 BCP において地震が発生すると津波が伴うことは想定していたが、停電により利用客が

滞留する状況は想定していなかった。 
 宿泊施設や案内所、観光協会等の関係機関等では、具体的な交通情報を入手することが

困難だった 
 信号が止まったことが、交通機関へ影響を与えた 
 電話による情報伝達が主だったため、時間がかかった 

 
（対応や考え方） 
 日頃から連携している関係機関等とは情報交換ができたが、避難所の現況など他の関係

機関等の情報は把握できなかった 
 JR は各駅が利用者の状況をみながら一時避難スペースの提供、物資提供、英語の話せ

るスタッフへの出勤要請等の判断をした 
 札幌駅と旭川駅では、観光客の避難場所開放にあたり、駅職員と鉄道警察隊が連携し、

夜間における安全を確保した 
 今後 BCP について停電や火山噴火も想定した見直しを行う予定 
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（２）課題の整理 

前項（１）の現状を踏まえ、重点課題を以下の５点と考え、本ガイドラインでは、それぞれ具体
的な対応として関係機関等の役割、方針等を計画する。 

 

① 災害発生直後期に、外国人観光客に必要度が高い情報の整理 

災害時の現状を踏まえ、外国人観光客が特に必要とする情報は何か、について整理を行い、各関
係機関等が災害時対応を行いながら、持続的に提供可能な情報の内容を整理する必要がある。 

 

② 必要度が高い情報の役割の明確化 

災害時に必要度が高いと認められる情報について、その情報元や収集伝達における連携機関を明
らかにする必要がある。 

 

③ 情報集約の方法と提供（発信）の手法 

災害時に外国人観光客が必要とする最小限の情報を予め様式化し、外国人観光客支援のための公
式情報として提供する手順を定める必要がある。また、発信手法やツールについて定めておく必要
がある。 

 

④ 外国人観光客に円滑に伝達するための多言語対応 

上記③の様式に集約した情報の発信にあたって、多言語化した情報として伝達する対応を検討す
る。また、外国人観光客と直接対応する各関係機関等は、多言語対応者の配置やそれに代わるツー
ル等の活用によって、外国人観光客に対する円滑な対応を行う必要がある。 

 

⑤ 停電や通信手段の停止などへの対応 

北海道胆振東部地震と大規模停電の発生を教訓として、想定する情報流通手段が使えない場合の
非常用電源や補助ツールを検討し、関係機関等において備えを進める必要がある。 
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Ⅲ．情報収集・提供に関する取組 

１．基本的な考え方 

関係機関等が取り組む具体的な役割と方針を示すにあたり、大規模地震等の災害時において、外国
人観光客が必要とする情報と、その提供元・入手手段について整理する。 

これらの情報は、関係機関等が共有し、各機関内部での伝達や外部への発信を通じて活用する。 
そのための基本的な考え方を、次の（１）～（７）に整理する。 

 

（１）重点的に取り組む圏域の設定 

本ガイドラインの推進にあたり、外国人観光客の来訪が特に多く、宿泊・避難・交通機関やその結
節点となる交通拠点などの利用ニーズが集中する、札幌市を中心とした圏域を、当面は重点的な取組
を行う対象エリアと考える。 

 

（２）大規模地震等発生時の主要情報 

「Ⅱ．現況と課題の整理」において、外国人観光客と災害対応に関する基本的事項や、先般の北海
道胆振東部地震にみる概況に示したとおり、外国人観光客に対して適時、提供必要度が高い情報を下
表の①～⑧に整理した。これらについて、次ページ以降で詳述する。 

 

図表 3-1 大規模地震等発生時の主要情報と提供元・入手手段 

収集が必要な情報 主な内容 情報の提供元・入手手段 
①災害に関する基本情報 発生日時、場所、災害規模、被

害状況、見通しなど 
・気象庁などの府省発表情報 
・北海道の災害対策本部情報 

②交通機関に関する情報 主要路線の運行、遅れや運休、
再開の見通し、被災の有無など 

・鉄道会社、航空会社、フェリー
会社、バス会社などの情報 

③交通拠点に関する情報 主要駅、空港、港などの被災状
況、運営状況、被災の有無など 

・鉄道会社、空港ビル会社、フェ
リーターミナル、バス会社な
どの情報 

④避難所等に関する情報 開設状況、所在地、物資、電源、
多言語対応の状況など 

・札幌市、各市町村の情報 

⑤外国人観光客向け対応機関や
相談窓口情報 

開設状況、所在地、対応内容な
ど 

・北海道、札幌市、各市町村の
情報 

⑥宿泊施設等に関する情報 営業状況（被災の有無）、空室状
況など 

・札幌市・宿泊事業者及び、宿
泊事業者団体、観光協会など
の情報 

⑦物資供給に関する情報 飲料水、食料、生活必需品の供
給情報、飲食店や商店などの営
業状況など 

・札幌市、各市町村の情報 

⑧充電や通信支援などに関する
情報 

スマートフォン等の充電サービ
ス、公衆電話やインターネット
利用サービスなど 

・北海道、札幌市、各市町村の
情報 
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① 災害に関する基本情報 

災害に関する基本情報は、災害の規模、災害・被害の状況、危険が考えられる場所等である。 
災害発生時には、外国人観光客が現状を正しく把握し、不安が軽減されるよう、これらの情報を

早急に提供することが必要である。情報元は、北海道内の災害情報を集約している北海道災害対策
本部とし、外国人観光客が必要とする基本情報は、北海道の担当部局より提供する。 
 

② 交通機関に関する情報 

交通機関に関する情報は、交通モードごとの主要路線・航路等の運行（運航）状況、交通機関の
施設の被災情報等である。災害発生後の外国人観光客は、「安全な場所へ移動したい」、「すぐに帰国
したい」との希望や、それらに関する情報提供を求める傾向があるため、混乱を未然に防ぐ観点か
らも、早急に交通機関に関する情報の提供が求められる。 

交通機関に関する情報は、交通事業者（航空会社、鉄道会社、バス会社、フェリー会社）が情報
の提供元となり、予め想定する、主要路線・航路等の運行情報を提供する。 

加えて、雪害、風水害などに備える事前情報の提供にあたっては、計画的な運転調整や運休に関
する情報提供を行うことで、外国人観光客等が、移動や待機の判断を的確に行えるよう支援する必
要がある。 

北海道胆振東部地震に際しては、キャンセル料の発生を心配し、飛行機の運航状況や航空会社の
対応を確認しないまま、空港に向かった旅行者も多数いたことから、予定の変更に伴う航空券の変
更手続きについても、周知する必要がある。 

 

③ 交通拠点に関する情報 

交通拠点に関する情報は、外国人観光客に北海道からの移動方法を提供する上で必要となるモー
ドごとの交通拠点とし、JR 札幌駅、新千歳空港や、旭川空港、函館空港などのターミナルビル等が
対象である。 

北海道胆振東部地震に際しては、新千歳空港ターミナルビル、JR 札幌駅は閉鎖されていたが、外
国人観光客の、いち早く北海道から移動したいとの心理的要因等から、多くの外国人観光客が詰め
かけ混乱が生じた。 

混乱を未然に防ぐためには、速やかな交通拠点に関する情報の提供が求められる。 
交通拠点に関する情報は、交通拠点（JR 札幌駅、新千歳空港、旭川空港、函館空港などのターミ

ナルビル等）の管理主体が情報の提供元となり情報を提供する。 
 

④ 避難所等に関する情報 

避難所等に関する情報は、避難所の所在地、開設情報等である。 
市町村における指定避難所等の設置については、住民を対象とした避難所に加え、観光客向け避

難所等の整備が求められる。北海道胆振東部地震に際しては、避難所情報の伝達や避難所への誘導
に課題が生じたほか、観光客向け避難所等については、事前の想定がなかったことから急きょ開設
することとなり、電源確保や物資供給等に課題が生じた。 

市町村においては平時から観光客向け避難所等の指定を行うことが期待され、物資の備蓄や供給、
電源、多言語対応等のリソースを確保しておくことが求められる。外国人観光客が多数滞在してい
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る市町村では、観光客向け避難所等の開設情報等を情報の集約先へ提供する。 
その他の市町村においても、観光客向け避難所が開設された場合には、速やかに避難所情報の提

供に努めることが求められる。 
 

⑤ 外国人観光客向け対応機関や相談窓口に関する情報 

外国人観光客向け対応機関や相談窓口に関する情報は、行政機関等が開設する多言語相談窓口等
についての情報である。災害時に、外国人観光客に接する多くの場に多言語で対応可能な人員を配
置することは困難であり、専門的な対応ができる相談窓口にスムーズにつなぐことも重要なケアで
ある。 

多言語相談窓口等では、言語だけでなく、外国人観光客の特性についても精通したスタッフを配
置することで、災害時の外国人の不安をより緩和できるため、そのような人材の発掘や育成、災害
時を想定したトレーニングなどが期待される。 
 

⑥ 宿泊施設等に関する情報 

宿泊施設等に関する情報は、宿泊事業者団体、宿泊事業者からの宿泊施設の受入状況等である。 
北海道胆振東部地震に際しては、宿泊施設によっては、延泊の無料受入れや、宿泊先がない外国

人観光客へのロビーの開放等の対応がとられた。 
宿泊施設等は、災害発生時の外国人観光客の安全確保に関する、緊急的な避難場所となることを

念頭に置いた対応を備えておくことが重要である。 
市町村においては、外国人観光客に対し安全に滞在できる場所の提供等、必要な支援ができるよ

う、災害時の対応について、宿泊施設団体及び宿泊施設等と協定締結等の取組が期待される。 
 

⑦ 物資供給に関する情報 

物資供給等に関する情報は、飲料水や食料、生活必需品等の供給情報である。 
北海道胆振東部地震に際しては、札幌市の一時滞在施設をはじめとして食料等の提供が行われた

が、物資供給に関する基本的な情報は、外国人観光客に伝える手段がなかった。 
市町村は、飲料水や非常食が入手可能な避難場所等の情報を、前述⑤に示した外国人向け対応機

関や相談窓口などに伝達することが重要である。 
また、各地域における飲食店や商店等の営業状況についても、関係機関等の間で共有し、外国人

観光客に情報伝達することが期待される。 
 

⑧ 充電や通信支援などに関する情報 

充電や通信支援等に関する情報は、スマートフォンやタブレットなどの充電ができる場所や、公
衆電話、インターネット利用のサービスが可能な場所などに関する情報である。 

外国人観光客が情報を取得する主な手段は、スマートフォンをはじめとした電子機器であり、停
電に際してはバッテリー切れによる情報不足の不安から、充電ができる場所への情報ニーズが高
かった。 

市町村では、ホームページや掲示物のほか、マスメディア等との連携により、充電サービスや通
信サービスなどの情報を伝えることが重要である。 



 

15 
 

また、関係機関等それぞれが非常用電源の確保策を推進し、すでに設備を行っている機関でも、
定期的に稼働を確認するメンテナンスや性能の向上が望まれる。 

 

（３）必要度が高い情報 

前項（２）の①～⑧の主要情報のうち、ヒアリング結果やアンケート結果を踏まえて、特に災害
の初期に外国人観光客の情報ニーズが高い「①災害に関する基本情報」、「②交通機関に関する情報」、
「③交通拠点に関する情報」、「④避難所等に関する情報」、「⑤外国人観光客向け対応機関や相談窓
口情報」を、確実に伝達できるよう取り組む。 

 

 

 

  

【関係機関等ヒアリング】 

災害時の外国人観光客の状況:道外へ出たい、外国語情報が少ない、水・食料の入手が困難 

情報ニーズ:避難や宿泊、移動手段、交通情報、充電場所等 

今後の方針:多言語化した情報提供、非常用電源など停電への対応、関係機関等との連携等 

当面、重点的に取り組む伝達情報 

①災害に関する基本情報 
②交通機関に関する情報 
③交通拠点に関する情報 
④避難所等に関する情報 
⑤外国人観光客向け対応機関や相談窓口情報 

避難場所（安全な場所）

交通情報（移動手段、帰国便等）

電源供給所

宿泊場所の確保

災害情報（何が起こっているのか）

大使館・領事館の情報

その他

問い合わせで必要としていた情報はわからなかった

n= 18

66.7%
66.7%

61.1%
55.6%

50.0%
0.0%

27.8%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

外国人観光客が求める情報 外国人観光客への情報伝達で困ったこと 

多言語対応できる職員がいない

外国人観光客がどのような情報を求めているのかわからなかった

電力が使えず、多言語対応できなかった（PCやスマートフォンが使用できない等）

庁舎内での連携がとれていなく、情報を集約できなかった

情報は得たが、発信するための有効な（使える）情報を得ることができなかった

困ったこと（課題）はなかった

関係機関等からの情報を得ることができなかった

住民対応に追われて、外国人観光客の対応は人手不足で手が回らなかった

その他

無回答

n= 21

42.9%

33.3%

28.6%

23.8%

14.3%

14.3%

9.5%

4.8%

23.8%

4.8%

0% 20% 40% 60%

【市町村アンケート】 
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（４）外国人観光客への発信情報の集約・提供方法 

本ガイドラインでは、大規模地震等発生時の主要情報を正確かつ円滑に提供するため、前項（３）
の①～⑤に記した災害に関する情報ごとに、災害時に外国人観光客が必要とする最小限の情報を
フォーマット化した「テンプレート」を定める。その様式は、記号を主体とした直観的な構成と多
言語に対応したものとする。 

テンプレートは、情報の提供元と情報の集約先とのやり取りに使用され、可能な限り加工するこ
となく使用してその効果を確保する。 

テンプレートは、観光庁、東京航空局新千歳空港事務所、北海道開発局、札幌管区気象台、北海
道、札幌市の行政機関、在札幌領事館、宿泊事業者、観光協会、観光案内所、旅行会社、マスメディ
ア等のほか、外国人観光客へ情報発信される。また、日本政府観光局（JNTO）、LIVE JAPAN PERFECT 
GUIDE HOKKAIDO、北海道旅の安全情報等のウェブサイトやインターネットサービスに対しても
積極的に提供される。 

テンプレートの提供を受けた関係機関等は、ホームページやツイッター等で速やかな掲載や更新
を行うほか、状況に応じて紙媒体による情報提供を行うと共に、その情報に可能な限りその他の情
報等を付加し、より有効な情報として提供することが期待される。最終的には、情報を取得した外
国人観光客が状況を理解し、目的行動が取れる水準をカバーするため、関係機関等はその体制を整
備する必要がある。 

テンプレートの使用にあたっては、現状では、原則としてメール（メーリングリスト）による情
報共有展開を想定する。また、リスク管理の観点から複数の伝達手段を確保するため、FAX の活用、
携帯電話による口頭報告までを視野に入れる。 

全体像としては、主要情報を各情報の提供元から情報集約先となる行政機関へ提供し、その行政
機関の公式情報として集約結果を発信する。なお、情報集約先の災害リスクを考慮し、情報集約体
制の二重化が求められる。 

また、災害時は各機関とも情報発信以外の業務も大量に抱えており、情報発信が他の業務を圧迫
することは望ましくない。一方、外国人観光客はリアルタイムの情報更新を求めていることから、
テンプレートに集約した情報発信と、各機関が SNS 等で個別に行う情報発信をバランスよく行うこ
とが望まれる。 

 

（５）外国人観光客への情報提供方法 

災害発生時に多くの外国人観光客の居所となりうる、避難所、宿泊施設、交通拠点などのほか、
情報収集や相談を目的として外国人観光客が訪れる観光案内所、インフォメーションセンターなど
では、テンプレートの直接的な掲示等を行う。また、大勢の外国人観光客への案内には、多言語化
した補足内容の掲示案内やフリップボードなどの補完ツールを備えて活用する。 

さらに直接的なコミュニケーションによる案内や説明には、多言語対応可能なスタッフがいる場
合は外国人に伝わる言語による情報提供を行い、不在の場合は多言語翻訳機、翻訳拡声器、スマー
トフォンやタブレットにインストールが可能な多言語音声翻訳アプリ等を活用し外国人観光客への
対応を行う。 

国内の外国人観光客はもとより、海外の来道予定者に対しては、多言語化された WEB サイト等を
直接閲覧可能な形にすることで、より正確な情報を伝える。 
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観光庁では、WEB サイト「災害時に、訪日外国人旅行者への情報提供に役立つツールについて」
（http://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000094.html）において様々なツールを紹介してお
り、特に日本政府観光局（JNTO）のグローバルサイトや公式スマートフォンアプリでは、いち早く
多言語による情報提供を行うことが可能である。 

また、多言語化やそれを補完する仕組みやツールを備え、北海道の観光情報、文化情報等を外国
人向けにインターネットで発信しているサイト運営管理者と連携し、信頼できる伝達情報の提供・
更新を行う。このような代表的なサイトやアプリを周知することが重要となる。 

北海道胆振東部地震に際しては、SNS 上の情報などにおいて、外国人観光客から信頼があるイン
フルエンサーによる災害関連情報の発信が有効に拡がったケースがあり、発信情報の展開において、
行政とインフルエンサーの連携による情報拡散策も検討・推進する。 

さらに、外国人観光客への情報伝達手段として次の体制の整備が期待される。 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

●街中のデジタルサイネージ等を活用し、災害時等の情報伝達手段として利用できる体制 
●外国人観光客の情報収集手段として、コンビニエンスストアや外国人観光客が多い商店

街等を利用できる体制 
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図表 3-2 災害時に有効なサイトやアプリ 

 

JNTO グローバルサイト 
日本政府観光局（JNTO）グローバルサイトの Important Notice に
おいて、災害時に関連リンクのページを設置。 
URL:https://www.japan.travel/en/ 

 
JNTO の Twitter、アプリからの情報発信 
スマートフォン向け観光情報アプリ「Japan Official Travel App」では 緊急地震速報、気象特別警
報等の災害情報を通知。 
URL:http://www.jnto.go.jp/smartapp/ 
 
北海道旅の安全情報 
外国人観光客に安全・安心な旅行を楽しんでもらうため、公共交通
機関の運休情報や代替交通等の情報を提供するポータルサイト。災
害発生時には「トピック」で交通に関する最新情報を掲載。 
URL:http://safety-travel.jp/ 
 
Safety tips 
平成 26 年 10 月から提供が開始された、観光庁監修の外国人観光客
向け災害時情報提供アプリ。 
 対応言語は５言語（英語・中国語（簡体字/繁体字）・韓国語・日
本語）で国内における緊急地震速報及び津波警報、気象特別警報、
噴火速報をプッシュ型で通知できるほか、周囲の状況に照らした避
難行動を示した対応フローチャートや周りの人から情報を取るため
のコミュニケーションカード、災害時に必要な情報を収集できるリ
ンク集等を提供。 
 
Android :https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc
.safetyTips.android 
iPhone :
https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8 
 
多言語音声翻訳アプリ（VoiceTra 等） 
話しかけると外国語に翻訳してくれる多言語音声翻訳アプリ「VoiceTra（ボイ
ストラ）」は、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）が音声認識、翻訳、
音声合成技術の研究の一環として開発・提供しているもので、試験的に利用で
きる。 
URL:https://voicetra.nict.go.jp/ 
 
また、持ち運びに適した小型翻訳機器など、NICT の多言語音声翻訳技術を活用した民間の製品・
サービスも利用できる。 
http://gcp.nict.go.jp/news/products_and_services_GCP.pdf 
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札幌市防災アプリ（通称:「そなえ」） 
札幌市が防災情報や災害時に役立つ情報を配信するスマホアプリ。
避難勧告等の発令や避難場所の設置、気象警報などの災害情報を
プッシュ通知で知らせるほか、衛星測位システム（GPS）により取
得した位置情報を基に、現在地周辺の避難場所を地図に表示する機
能がある。各端末の言語設定に応じて英語・中国語・韓国語・日本
語で自動表示される。 
URL:http://www.city.sapporo.jp/kikikanri/apri.html 

 
 

LIVE JAPAN PERFECT GUIDE HOKKAIDO 
LIVE JAPAN PERFECT GUIDE HOKKAIDO 推進委員会が中心となり
運営。北海道の観光名所、ATM、道案内、飲食店情報、買い物情報、
宿泊情報、Wi-Fi スポット、案内所、医療機関等の情報まで幅広く掲
載されている訪日外国人のためのインターネットサービス。スマート
フォンをメイン機種とし、８言語に対応している（英語・中国語・韓
国語・タイ語※、マレー語※、日本語※・・・※TOP ページ及び情報
コンテンツのみ）。 
災害時には、道内の災害情報や交通情報を掲載して外国人観光客向け
に役立つ情報提供を行う。 
URL:https://livejapan.com/ja/in-hokkaido/ 
 

 

 

（６）停電や通信施設・設備等の停止などへの対応 

関係機関等の非常用電源の設置状況と非常時の運用範囲、電話・FAX 回線の特性などを予め確認
する必要がある。その上で、テンプレートの情報流通に必要なパソコン（タブレット）等の確保や
その稼働に必要な非常用電源が確保できないことが想定される場合については、ポータブル発電機、
モバイルバッテリー、ポケット Wi-Fi などの準備と運用確認などの対応が必要である。 

また、外部要因などによりインターネット通信そのものが利用できない場合、携帯電話などによ
る口頭報告の手段を備える必要がある。 

さらに、交通事業者が保有する電源付きのバスを活用して、電源を確保することなども想定する
ことが望ましい。 

 

（７）定期的な情報伝達訓練の実施 

本ガイドラインの作成にあたって、情報伝達訓練を行った。以後は、これを基本フォーマットと
して、関係機関等の参画による情報伝達訓練を定期的に実施し、災害時に確実な運用ができるよう
体制を維持、発展させていく必要がある。 
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２．具体的な役割と方針 

（１）外国人観光客に係わる関係機関等と災害情報伝達システム 

本ガイドラインにおける情報共有の仕組みを「災害情報伝達システム※」と称する。 
「災害情報伝達システム」は、災害時に外国人観光客が求める主要情報のうち、災害直後に必要

となる「災害に関する基本情報」、「交通機関に関する情報」、「交通拠点に関する情報」、「避難所等
に関する情報」、「外国人観光客向け対応機関や相談窓口情報」を対象範囲として構成する。 
 
（※）災害情報伝達システム 

P21「図表 3－3 災害情報伝達システム（関係機関等の体制・位置づけ）」で示すフロー図に基づき、関係機関等
が定められたテンプレートにより必要な情報を提供、集約するシステムをいう。 

 

① 「災害情報伝達システム」開始の要請 

情報伝達（提供・集約・発信）は、下記に基づき北海道運輸局⾧から要請する。 
 

●北海道内で震度５強以上の地震が発生した場合 
●地震等の災害発生により、外国人観光客の移動等が困難となる恐れがある場合 
●気象情報など事前情報に基づき、外国人観光客の移動等が困難となる恐れがある

場合 
 

② 「災害情報伝達システム」の更新頻度 

北海道運輸局は、「災害情報伝達システム」開始の要請を行った後、関係機関等から提供される情
報を集約テンプレートへ集約し、速やかに第１報の発信を行う。以後の発信頻度は原則として２時
間毎正時に行うこととするが、関係機関から状況の変更に伴い、重要な情報更新があった場合には、
２時間の頻度にとらわれず更新情報を発信する。 
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（２）災害情報伝達システム 

本ガイドラインにおける、災害情報伝達システムの全体像（関係機関等の体制・位置づけ）は、
以下のように考える。 

図表 3-3 災害情報伝達システム（関係機関等の体制・位置づけ） 

 
 

 
また、具体的な情報集約・提供の方策としては、フェーズに適した必要情報をできる限り絞り込

んでフォーマット化することが、正確で円滑な情報集約・提供の鍵を握ると考えられることから、
情報の提供や集約のための「テンプレート」を定める。 

 
 図表 3-4 各種情報の提供に用いる「情報テンプレート」（イメージ） 
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図表 3-5 各種情報から取りまとめる「集約テンプレート」（イメージ）
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（３）災害情報伝達システムの手順（概要） 

災害情報伝達システムの手順について、全体のフローを示すと、以下のとおりである。 
 

図表 3-6 「災害情報伝達システム」の全体フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

① 災害の発生 

② 災害情報伝達システム開始 

③ 情報の伝達・活用 

●北海道内で震度５強以上の地震が発生 
●地震等の災害発生により、外国人観光客の移動等が困難となる恐れがある場合 
●気象情報など事前情報に基づき、外国人観光客の移動等が困難となる恐れがある場合 

●上記に基づき、国土交通省北海道運輸局⾧から「災害情報伝達システム開始」の要請 

●情報テンプレートの提供を担う関係機関が「災害情報伝達システム開始」の要請を確認 
●関係機関の「情報テンプレート」担当者は、予め各機関内で定めている方法により必要な

情報を収集し、「情報テンプレート」を作成 
●メーリングリストに基づき、「情報テンプレート」を北海道運輸局及びバックアップ機関

である北海道観光振興機構に送信 
●北海道運輸局は、「情報テンプレート」を集約し「集約テンプレート」を作成 
 （「情報テンプレート」の受信状況に応じて、提供担当機関と個別の連絡や確認を行う。

北海道運輸局に何らかの障害が発生し、情報集約・発信コアとしての機能を発揮できな
い場合は、北海道観光振興機構に代行の依頼を連絡する） 

●メーリングリストに基づき、「集約テンプレート」を関係機関全体に送信 
●「集約テンプレート」の受信があった関係機関は、外国人観光客の宿泊施設、避難所等、

各種案内場所等において、「集約テンプレート」の貼り出しや、情報を利用した説明・案
内などを実施するほか、WEB サイト、SNS、アプリ等を通じて、「集約テンプレート」の
情報を展開、拡散 

 
※「集約テンプレート」の第１報は速やかに発信する。以後の発信頻度は原則として２時間

毎正時に行うこととするが、関係機関から状況の変更に伴い、重要な情報更新があった場
合には、２時間の頻度にとらわれず更新情報を発信する 

④ 災害情報伝達システム終了 

●状況の収束を判断し、災害情報伝達システムの終了を決定した段階で、国土交通省北海道
運輸局⾧から「災害情報伝達システム終了」を発信 
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（４）関係機関等の具体的な役割 

これまでに述べてきた、災害時に外国人観光客が必要とする情報とその情報の提供元の役割、情
報の集約方法と発信について、実際の対応を関係機関別に整理する。 

 

① 行政機関の役割 

 

①－１ 北海道運輸局 

災害等の発生時、または気象庁、内閣府、国土交通省や災害研究機関などの府省等関連部局が発
表する事前情報等により、外国人観光客へ災害に関する情報、避難所情報、交通情報の提供が必要
と判断した場合、災害情報伝達システムの開始要請を行う。関係機関等との情報集約、提供体制の
中心的な役割を担い、北海道、札幌市等との連携による地域情報、各被害情報、避難所等の運営状
況などについて集約し、集約テンプレートを作成し関係機関等への発信と更新を行う。 

また、交通行政機関として局内各部門が行う、関係機関等、事業所等からの情報を集約し、集約
テンプレートに取りまとめ発信と更新をする。 

航空会社の運航情報、新千歳空港ターミナルビルの運営状況等、新千歳空港に関する情報は、東
京航空局新千歳空港事務所が集約する情報の提供を受け、北海道運輸局は航空以外の交通情報や避
難所情報などを提供して相互に補完し合う。 

取りまとめ情報は、ホームページやＳＮＳを通じた直接的発信と災害情報伝達システムを形成す
る関係機関等へ提供し、外国人観光客への情報支援活動に結びつける。 

災害情報伝達システムの発動要請後の情報収集や提供がスムーズに行えるよう、関係機関等に訓
練等を定期的に呼びかけ、実施主体となる。 

 

①－２ 北海道 

災害対策本部や庁内関係部門が収集した災害に関する基本情報を、情報テンプレートを利用し災
害情報伝達システムにより北海道運輸局及び北海道観光振興機構へ提供する。 

災害情報伝達システムにより提供された情報は、ホームページやＳＮＳを通じ、外国人観光客へ
の情報支援活動に結びつけると共に、災害時に設置する観光客向け支援拠点「観光客緊急サポート
ステーション」において提供する。併せて、スマートフォン等の充電サービスなども行う。 
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①－３ 札幌市 

災害対策本部や庁内関係部門の収集した外国人観光客が滞在できる避難所等に関する情報につい
て、情報テンプレートを利用し災害情報伝達システムにより、北海道運輸局及び北海道観光振興機
構へ提供する。 

災害情報伝達システムにより提供された情報は、ホームページやＳＮＳ、避難所、災害多言語支
援センター、市内の宿泊施設のほか、観光情報を提供するため新たに設置するデジタルサイネージ
等を通じ、外国人観光客への情報支援活動に結びつける。 

基礎自治体としての災害対応の中で、避難所の運営情報の提供をはじめ、外国人（居住外国人、
外国人観光客）への配慮（避難所運営上可能な範囲での多言語対応の工夫、対応施策や支援）を行
う。 

 

①－４ 北海道観光振興機構 

北海道運輸局に、何らかの障害が発生し、情報集約・発信コアとしての機能を発揮できない場合
は、北海道観光振興機構がその役割を代行する。そのため、本システムの訓練や災害時の実動にお
いて、北海道運輸局と共に情報テンプレートの受信機関となり、集約テンプレート発信のバックアッ
プ機能を果たせる態勢を整える。 

 

①－５ 東京航空局新千歳空港事務所 

災害時に、東京航空局新千歳空港事務所が設置する、新千歳空港総合対策本部と連携し、相互で
リアルタイムに情報交換を行う。新千歳空港総合対策本部は、航空機の運航情報や空港内の情報を、
速やかに情報テンプレートを利用し災害情報伝達システムにより北海道運輸局及び北海道観光振興
機構へ提供する。北海道運輸局は、避難所情報や航空機以外の交通情報及び交通拠点情報を提供す
る。災害情報伝達システムにより提供された情報は、ホームページやＳＮＳを通じ、外国人観光客
への情報支援活動に結びつける。 

 

② 交通事業者の役割 

北海道旅客鉄道㈱、札幌市交通局、北海道中央バス㈱、太平洋フェリー㈱、川崎近海汽船㈱、新
日本海フェリー㈱、商船三井フェリー㈱、津軽海峡フェリー㈱、北日本海運㈱、共栄運輸㈱等の交
通事業者は、各々の交通機関の運行状況について情報を取りまとめて、情報テンプレートを利用し
災害情報伝達システムにより北海道運輸局及び北海道観光振興機構へ提供する。提供する情報は、
外国人観光客が、北海道から道外、または海外への移動のために必要な範囲とし、主要となる具体
的な路線や区間を、予め北海道運輸局と協議し設定する。 

本ガイドラインの災害フェーズである「災害発生時」は、この範囲を中心に、情報の伝達を行う。
災害情報伝達システムにより提供された情報は、ホームページやＳＮＳのほか、施設への貼り出し
等により外国人観光客への情報支援活動に結びつける。 

 

  



 

26 
 

③ 交通拠点の役割 

北海道旅客鉄道㈱は、札幌駅、新千歳空港駅、旭川駅など、外国人観光客が集まる主要駅の被災
や、営業状況について情報を取りまとめて、情報テンプレートを利用し、災害情報伝達システムに
より北海道運輸局及び北海道観光振興機構へ提供する。新千歳空港ターミナルビルの営業状況に関
する情報は、①－５で述べた東京航空局新千歳空港事務所との連携により把握する。災害情報伝達
システムにより提供された情報は、ホームページや施設への貼り出し等により外国人観光客への情
報支援活動に結びつける。 

 

④ 宿泊事業者団体・観光協会等、宿泊事業者の役割 

宿泊事業者団体・観光協会等は、災害情報伝達システムから適切に情報活用ができるよう、連携
を保持する。外国人観光客への情報提供にあたっては、各団体での活用のほか、集約テンプレート
の情報だけでは不足する地域情報などの収集を行い、これらを合わせて、加盟する宿泊事業者等へ
の情報伝達を行う。 

ホテル・旅館等の宿泊事業者は、宿泊客である外国人観光客への災害時の避難誘導、ケアにあた
ると共に、宿泊事業者団体等から伝達される集約テンプレート及び地域情報により、外国人観光客
への情報提供を行う。また、スムーズに災害時の情報提供をできるよう、備えやトレーニングを継
続する。 

災害直後は、延泊への対応と翌日以降のキャンセル見込みなどの調整が難しい状況もあるが、客
室以外のロビー、ホール、会議室等での一時避難（退避）スペースの提供など、緊急時の柔軟な対
応も期待される。 

また、宿泊施設等には、災害時の外国人観光客の安全確保の支援として、外国人用災害時対応マ
ニュアル等の配備が求められる。 

札幌市内については、札幌市と宿泊事業者団体の連携協定のもと伝達される、集約テンプレート
及び各自による地域情報を、各団体で活用すると共に、加盟するホテル・旅館等へ情報伝達を行い、
それぞれの施設等での活用を促す。 

 

⑤ 観光案内所・コールセンターの役割 

北海道さっぽろ観光案内所、災害多言語支援コールセンターは、外国人観光客からの問合せ・相
談などへの対応にあたって、災害情報伝達システムから適切に情報活用ができるよう、連携を保持
する。外国人観光客への情報提供にあたっては、多言語対応機能を活かして、スムーズに災害時の
情報提供ができるよう、備えやトレーニングを継続する。 

また、外国人観光客からの問合せ・相談の内容や傾向からみられる「情報提供ニーズ」を行政機
関につなぐ取組を行う。 

⑥ 大手旅行会社の役割 

大手旅行会社等は、自社の旅行サービスの利用者である、外国人観光客からの問合せ・相談など
への対応にあたって、災害情報伝達システムから適切に情報活用ができるよう、連携を保持する。 

また取引先・連携先である宿泊施設・観光施設との情報共有により知り得た情報や、外国人観光
客からの問合せ・相談の内容や傾向からみられる「情報提供ニーズ」を行政機関につなぐ取組を行
う。 
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⑦ 在札幌領事館等の役割 

領事館等の在札公館については、日本国内に滞在する自国民保護という領事サービスに必要な情
報について、災害情報伝達システムから適切に情報活用ができるよう、連携を保持する。 

具体的には、自国または外国人観光客から照会があった場合には、この仕組みから提供された情
報を活用し正確な情報を伝える。 

 

⑧ マスメディアの役割 

日本放送協会札幌放送局では、災害情報伝達システムにより集約した情報提供を受け、ＮＨＫワー
ルドＴＶのインターネットによるストリーミング放送のほか、アプリやホームページへの多言語化
した情報掲載を中心として、情報発信を行う。 

㈱北海道新聞社では、インターネットや紙媒体で情報提供を行う際、災害情報伝達システムによ
り集約した情報を活用する。また、取材網を活かした災害関連情報（例えば、避難所における緊急
ニュースの発行など）を検討する。 

さらに、情報そのものの多言語提供や情報サイトへの誘引、アプリの活用などを促す支援に取り
組むほか、その更新情報を適時に修正対応できるよう、体制を整える。 

また、独自の収集情報により、外国人観光客の「情報提供ニーズ」を行政機関につなぐ取組を行
う。 

 

⑨ 情報サイト運営主体の役割 

北海道運輸局が提供する情報を、北海道旅の安全情報、日本政府観光局（JNTO）が運営するツイッ
ター・アプリ・英語グローバルウェブサイト、LIVE JAPAN PERFECT GUIDE HOKKAIDO 推進委
員会が中心となり運営する LIVE JAPAN PERFECT GUIDE HOKKAIDO などの情報サイトにて拡散
する。 

【北海道開発協会】 
災害情報伝達システムから提供を受けた情報を、北海道旅の安全情報に掲載し、情報発信を行

う。  
【日本政府観光局（JNTO）】 

災害情報伝達システムから提供を受けた情報を、ツイッター、アプリにより発信するほか、大
規模な災害等にあっては、英語グローバルウェブサイトを開設し情報発信を行う。 

【LIVE JAPAN PERFECT GUIDE HOKKAIDO 推進委員会】 
災害情報伝達システムから提供を受けた情報を、LIVE JAPAN PERFECT GUIDE HOKK- 

AIDO を活用し、多言語で発信するほか、災害時に必要な飲食店等の営業情報を付加し、発信す
る。 
 
 

⑩ その他 

SNS 上の情報などにおいて、外国人観光客から信頼があるインフルエンサーによる災害関連情報
の展開が有効に機能するよう、行政とインフルエンサーの連携による情報拡散策を検討・推進する。 
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（５）情報提供・発信のツール及び方法 

① 北海道運輸局による集約テンプレート 

災害情報伝達システム内で情報集約・発信コアとなる、国土交通省北海道運輸局と連携支援先で
ある北海道観光振興機構が取りまとめて発信する様式である。 

集約テンプレートは、①英語、②中国語（簡体字）、③中国語（繁体字）、④韓国語の４種で作成
する。 

災害に関する基本情報については、具体的な表記や内容は、災害種別によって差異があるものの、
基本的には災害の規模、発生した日時、被災範囲、被害の概況や今後の見通しなどを想定する。 

災害に関する基本情報以外の情報は、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）は「✔」と「×」、
韓国語は「○」と「×」で表記（※）する。 

それぞれの表記の用い方については、次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※「✓」や「○」の使用については、検討会の際に有識者から、また訓練の際に外国人モニターから、「『○』の意味がわか
らない外国人もいる。『✓』なら理解できる」といった意見を受けて反映した。 
 
さらに、詳細な情報については、各情報源となる WEB サイトへの URL のリンクと二次元バーコー

ドを掲載する。 
このテンプレートで提供される情報は、災害時の主要情報のほか、二次元バーコードにより提供

される各関係機関等のホームページ等の情報を含め少なくとも英語表記が求められる。 
また、水・食料の情報等、災害時の主要情報は、その情報の提供元となる関係機関等において、

テンプレートで提供された情報に付加し、外国人観光客へ提供することが期待される。 
 
 
 
 
 
 

●避難所及び多言語相談窓口情報（開設状況についての情報） 
「✔ または○」＝避難所や多言語相談窓口が支障なく開設されているもの 
「Ｘ」        ＝避難所や多言語相談窓口の開設がなされていないもの 

または開設された避難所の受入れや多言語相談窓口での対応ができな
いもの 

 
●交通機関情報 

「✔ または○」＝一部運休や遅れがあっても、目的地まで運行（運航）されているもの 
「Ｘ」        ＝全便、運休または欠航しているもの 

一部の区間が運行（運航）していても、目的地に到達できないもの 
 

●交通拠点情報 
「✔ または○」＝交通拠点の営業状況に支障がないもの 
「Ｘ」        ＝交通拠点の営業が停止しているもの 
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図表 3-7 北海道運輸局による集約テンプレート見本（英語版 １／３）
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 図表 3-8 北海道運輸局による集約テンプレート見本（英語版 ２／３）
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図表 3-9 北海道運輸局による集約テンプレート見本（英語版 ３／３）
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図表 3-10 北海道運輸局による集約テンプレート見本（中国語（簡体字）版 １／２）
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図表 3-11 北海道運輸局による集約テンプレート見本（中国語（簡体字）版 ２／３）
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図表 3-12 北海道運輸局による集約テンプレート見本（中国語（簡体字）版 ３／３）
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図表 3-13 北海道運輸局による集約テンプレート見本（中国語（繁体字）版 １／３）
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図表 3-14 北海道運輸局による集約テンプレート見本（中国語（繁体字）版 ２／３）
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図表 3-15 北海道運輸局による集約テンプレート見本（中国語（繁体字）版 ３／３）
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図表 3-16 北海道運輸局による集約テンプレート見本（韓国語版 １／３）
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図表 3-17 北海道運輸局による集約テンプレート見本（韓国語版 ２／３）
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図表 3-18 北海道運輸局による集約テンプレート見本（韓国語版 ３／３）
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② 行政機関による情報テンプレート 

災害の概況や観光客緊急サポートステーションについて、北海道が北海道運輸局及び北海道観光
振興機構に、避難所や多言語相談窓口について、札幌市が北海道運輸局及び北海道観光振興機構に、
それぞれ提供する様式である。 

施設の開設状況は「○＝受入可」「×＝受入不可」として提供する 
 

図表 3-19 「行政機関による地域情報」に関する情報テンプレート見本
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③ 交通事業者による情報テンプレート 

交通事業者による、交通機関（鉄道、地下鉄、バス、フェリー）の運行情報及び交通拠点（鉄道
駅等）施設の被災状況、営業状況などについて、北海道運輸局及び北海道観光振興機構に提供する
様式である。 

運行（運航）状況は、予め定めておいた主要路線や区間について「○」「×」の情報を記載して提
供する。運行（運航）状況と記号の用い方は、28 ページに示したとおりである。 

 

 図表 3-20 「交通事業者による交通機関の運行状況及び施設の営業状況」に関する情報テンプレート見本 
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④ 東京航空局新千歳空港事務所による情報テンプレート 

東京航空局新千歳空港事務所による、新千歳空港ターミナルビルの運営状況及び飛行機の運航情
報について、北海道運輸局及び北海道観光振興機構に提供する様式である。 

運航情報は、予め定めておいた主要路線や区間についての情報を記載して提供する。 
運航状況と記号の用い方は、28 ページに示したとおりである。 

 

図表 3-21 「東京航空局新千歳空港事務所による施設の運営状況及び運航情報」に関する情報テンプレート見本 
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⑤ メーリングリストの作成とメール送受信による情報共有 

関係機関等が作成する情報テンプレートと、運輸局が作成する集約テンプレートの伝達手段は、
メーリングリストを活用したメール送受信方式を想定する。そのため、予め関係機関等の担当者や
担当部署のメールアドレスや連絡先を整理すると共に、定期的に見直しや更新をする。 

 

⑥ 停電やシステム障害等への対応 

関係機関等は、上記⑤の情報提供手段が、停電やシステム障害等により運用できない場合に備え
る必要がある。 

関係機関等における災害時等の非常用電源の有無と、上記⑤の情報提供手段（パソコン等の端末
装置やプリンタ、インターネットを用いる通信装置類など）への通電の確認が必要である。 

それらの環境が見込めない場合は、小型発電機等の用意や省電力で稼働する端末や周辺装置の利
用及びバッテリー類の用意などによる対応を行う。携帯電話、固定電話、ＦＡＸ回線などの併用を
想定し、自記式での送信や、通話での読み上げなどが必要な状況においても、提供情報の伝達がで
きるよう、状況欄を空白としたテンプレート類を予め紙に印刷して非常時に用いることができるよ
うに備える。 
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（６）関係機関等における手順のまとめ 

① 情報集約・発信コア（北海道運輸局・北海道観光振興機構） 

情報集約・発信コアとなる、北海道運輸局・北海道観光振興機構の全体フローをまとめると、以
下のとおりである。 

 
（ⅰ）手順の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１．災害の発生 

※地震（震度５強以上）発生や、気象情報など事前情報に基づき、
外国人観光客の移動等が困難となる恐れがある場合 

２．災害情報伝達システム開始の要請 

※庁内体制の立ち上げ～協議～国土交通省北海道運輸局⾧名
による「災害情報伝達システム開始」の関係機関への発信 

３．担当機関からの情報テンプレートの受信・内容確認 

※情報テンプレートの受信、フォルダ保存、記録・照合用の印刷
等の実施 

４．集約テンプレートへの反映・照合 

※情報内容を複写等により集約テンプレートに反映 
※照合用印刷紙面との確認など 

５．発信用 PDF ファイルの生成 

※発信に必要な部分について PDF ファイルを生成 

６．PDF ファイルを添付し関係機関へメール送信 

※以後、３～６を繰り返す 
※発信頻度は 2 時間毎正時に行う（重要な情報更新は、随時続報） 

７．災害情報伝達システム終了の発信 

※状況の収束～協議～国土交通省北海道運輸局⾧名による「災害情
報伝達システム終了」の関係機関への発信 
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（ⅱ）手順の詳細 
  【a.備え】 
 

 
 
 
  【b.災害発生段階】 

 

 
 
  【c.災害情報伝達システム開始】 
 
 
 
 
  【d.情報の伝達・活用】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【e.災害情報伝達システム終了】 
 
 

  

●災害もしくはそれに準ずる状況について、運輸局⾧の判断により「災害情報伝達システム
開始」を決定 

●災害情報伝達システムに必要な庁内体制の立ち上げ 
●国土交通省北海道運輸局⾧名の「災害情報伝達システム開始」を、関係機関にメーリング

リストに基づいて発信 

●着信したメールに添付された情報テンプレートファイルを、所定のフォルダに保存し、記
録、照合確認用の紙面を印刷 

●情報テンプレートの内容を集約テンプレートに複写等の方法で反映させ、情報テンプレー
トと突合 

●集約テンプレートの内容を、記録、照合確認用に印刷した紙面と照合 
●内容に誤りがなければ、集約テンプレートのタイムスタンプ（及び号番）を入力 
 （※英語版への入力で全言語版に反映可能。時刻・号番のズレや重複に注意する） 
●最終確認を行った上で、発信に必要な部分の PDF ファイルを生成 
●送信先への注意喚起のため、集約テンプレートのタイトルと通し番号を含むメール表題に

組織名を入れて、送信メールを作成。PDF ファイルを添付し、メーリングリストに従っ
て関係機関に送信 

●集約テンプレートの第１報は、情報テンプレートの集約状況が芳しくない場合を含め（状
況不明の発生を含め）可能な限り速やかに作成し発信 
（※システムの実質的な開始を伝えるため、第０報としての性質を意識して、速やかな発
信を行う） 

●第１報作成時に情報テンプレートの送信が無かった関係機関には、携帯電話等で連絡し、
情報提供を改めて依頼。送信困難な状況が判明した場合は、伝達方法の切り替えや携帯電
話による伝達などで補完 

●北海道運輸局に何らかの障害が発生し、情報集約・発信コアとしての機能を発揮できない
場合は、携帯電話により、北海道観光振興機構に代行の依頼を連絡 

●第 1 報に不明情報がある場合、情報更新次第、更新間隔にとらわれずに第 2 報を発信 
●以後、発信頻度は 2 時間毎正時に行うが、重要な情報更新については、更新間隔にとらわ

れずに続報を発信 

●メーリングリストの整備・更新（関係機関全体）、暗号化パスワードなどの事前解除 
●担当者、使用機器、テンプレート（電子・紙）、非常用電源などの確認・準備 
●災害情報伝達システムの手順の確認、訓練など 

●各種情報から状況の収束を判断し庁内の協議で「災害情報伝達システム終了」を決定 
●国土交通省北海道運輸局⾧名の「災害情報伝達システム終了」を、関係機関にメーリング

リストに基づいて発信 
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② 情報テンプレート作成担当機関（行政機関・交通事業者） 

情報テンプレートの作成を担当する関係機関等における、全体フローをまとめると、以下のとお
りである。 

 
（ⅰ）手順の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１．災害の発生 

※地震（震度５強以上）発生や、気象情報など事前情報に基づき、
外国人観光客の移動等が困難となる恐れがある場合 

２．災害情報伝達システム開始の受信 

※国土交通省北海道運輸局⾧名による「災害情報伝達システム開始」
の受信～組織内体制の立ち上げ 

３．担当部門・連携機関などからの情報収集 

※必要情報を提供する担当部門・連携機関等への連絡～情報提供を
依頼～情報を収集 

４．情報テンプレートの作成・照合 

※必要情報を情報テンプレートに反映・照合 

７．災害情報伝達システム終了の受信 

※国土交通省北海道運輸局⾧名による「災害情報伝達システム終了」
の受信～関係部門、外部連携機関等への申し送り～対応の終了 

 

５．情報テンプレートの送信 

※情報集約・発信コア（北海道運輸局・北海道観光振興機構）に送信 
※発信頻度は 2 時間毎正時に行う（重要な情報更新は、随時続報） 
 

６．集約テンプレートの受信・伝達・活用 

※集約テンプレートの活用については、P46 の「③集約テンプ
レート受信・活用機関」を参照 

※以後、３～6 を繰り返す 
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（ⅱ）手順の詳細 
  【a.備え】 
 

 
 
 
  【b.災害発生段階】 

 

 
 
  【c.災害情報伝達システム開始】 
 
 
 
 
 
  【d.情報の伝達・活用】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【e.災害情報伝達システム終了】 
 
  

●災害もしくはそれに準ずる状況においては、北海道運輸局⾧からの「災害情報伝達システ
ム開始」の受信を注意する 

●国土交通省北海道運輸局⾧名の「災害情報伝達システム開始」を受信 
●災害情報伝達システムに必要な組織内体制の立ち上げ 
●組織内で定めた方法で、必要情報を提供する担当部門・連携機関等への連絡を実施、情報

提供を依頼 

（情報テンプレートの作成・送信） 
●組織内で定めた方法で、必要情報を提供する担当部門・連携機関などから情報を収集 
●必要情報を情報テンプレートに反映し、タイムスタンプ（及び号番）を入力 

（※時刻・号番のズレや重複に注意する） 
●作成した情報テンプレートを、所定のフォルダに保存 
●記録・照合確認用の印刷を行い、タイムスタンプ（及び号番）順に整理 
●情報テンプレートの表示内容を、記録・照合確認用の紙面と照合 
●内容に誤りがなければ、送信先への注意喚起のため、情報テンプレートのタイトル、組織

名及び通し番号を含むメール表題で、送信メールを作成し、メーリングリストに従って、
情報集約・発信コア（北海道運輸局・北海道観光振興機構）に送信 

●何らかの障害が発生し、メールによる情報テンプレートの提供が困難な場合は、携帯電話
により、情報集約・発信コアに連絡し、代替策を調整し履行 

 
（集約テンプレートの受信・伝達・活用） 
●情報集約・発信コアから受信したメールに添付された集約テンプレートを、所定のフォル

ダに保存 
●組織内で定めた関係部門への転送や、外部の連携機関等への転送を、事前に定めた伝達方

法で行い、情報展開 
●貼り出しのほか、WEB サイト、SNS、各種アプリへの展開などを行う場合は、加工や掲

載プロセスを担当する部門・機関等への転送 
●以後、発信間隔である 2 時間毎正時を目安に情報把握・提供のサイクルを回すが、重要な

情報更新は、更新間隔にとらわれずに続報を発信できるよう、必要情報を提供する担当部
門・連携機関等と申し合わせておく 

●メーリングリストの整備・更新（担当者変更、必要情報の担当部門確認など）、暗号化パ
スワードなどの事前解除 

●担当者、使用機器、テンプレート（電子・紙）、非常用電源などの確認・準備 
●災害情報伝達システムの手順の確認、訓練など 

●国土交通省北海道運輸局⾧名の「災害情報伝達システム終了」を発信した時点で、関係部
門や、外部の連携機関等にも終了を申し送りし、対応を終了 
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③ 集約テンプレート受信・活用機関（全体※特に接客・相談・情報展開） 

集約テンプレートを受信し、活用・展開を行う関係機関等おける、全体フローをまとめると、以
下のとおりである。 

 
（ⅰ）手順の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１．災害の発生 

※地震（震度５強以上）発生や、気象情報など事前情報に基づき、
外国人観光客の移動等が困難となる恐れがある場合 

２．災害情報伝達システム開始の受信 

※国土交通省北海道運輸局⾧名による「災害情報伝達システム開始」
の受信～組織内体制の立ち上げ 

３．集約テンプレートの受信 

※情報集約・発信コア（北海道運輸局・北海道観光振興機構）から
の受信もしくは、連携機関等からの受信 

４．集約テンプレートの活用 

※以後、３～４を繰り返す 
※各受信機関の特性による活用対応 
 ●紙面の打ち出しと貼り出し 

●説明・案内の手元資料としての活用 
 ●WEB サイト、SNS、各種アプリへの展開のため、加工や掲載プ

ロセスを担当する部門・機関等への転送 など 

５．災害情報伝達システム終了の受信 

※国土交通省北海道運輸局⾧名による「災害情報伝達システム終了」
の受信～関係部門、外部連携機関等への申し送り～対応の終了 
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（ⅱ）手順の詳細 
  【a.備え】 
 

 
 
 
  【b.災害発生段階】 

 

 
 
  【c.災害情報伝達システム開始】 
 
 
 
 
  【d.情報の伝達・活用】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【e.災害情報伝達システム終了】 
 
 
 
 
 
 
 

  

●災害もしくはそれに準ずる状況においては、北海道運輸局⾧からの「災害情報伝達システ
ム開始」の受信を注意する 

●国土交通省北海道運輸局⾧名の「災害情報伝達システム開始」を受信 
●災害情報伝達システムに必要な組織内体制の立ち上げ 

●情報集約・発信コアや連携機関等からの集約テンプレートを受信 
●各受信機関の特性に応じて以下の対応を行う 
●プリンタによる打ち出し、ＦＡＸの場合は受信紙など、各言語のテンプレートを可能な範

囲で、できるだけ大きなサイズに拡大して、外国人観光客が集まる箇所、目にとまりやす
い箇所への貼り出し 

●地域交通機関、宿泊情報、飲食情報など、別途把握している地域情報を付加した貼り出し、
説明を実施 

●外国人観光客への説明・案内にあたるスタッフ等への、手元資料としての配布 
●貼り出しのほか、WEB サイト、SNS、各種アプリへの展開などを行う場合は、加工や掲

載プロセスを担当する部門・機関等への転送 
●以後、発信間隔である 2 時間毎正時を目安に情報把握・提供のサイクルを回すが、重要な

情報更新は、更新間隔にとらわれずに続報されるため、受信状況はできるだけこまめに
チェック 

●メーリングリストの整備・更新（担当者変更、必要情報の担当部門確認など） 
●担当者、使用機器、テンプレート（電子・紙）、非常用電源などの確認・準備 
●集約テンプレートの形式の確認、活用の訓練など 

●国土交通省北海道運輸局⾧名の「災害情報伝達システム終了」を発信した時点で、関係者
等にも終了を申し送りし、対応を終了 
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（７）ガイドラインの推進にあたって 

本ガイドラインでは、災害情報伝達システムの運用について当面の枠組みを定めた。また、検証
訓練の実施を通じて明らかになった課題についても、速やかに修正可能な点は、対策を含めた上で、
本ガイドラインをまとめた。 

さらに改善が必要な点については、平成 31 年度（2019 年度）以降も、引き続き検討や定期的な
訓練を通じた修正を行っていく。特に重要な点を、以下の３点に整理する。 

 

①テンプレートで取り扱う情報の内容・集約方法の改善及びその補完 

本システムの開始にあたって、必要度の高い情報を速やかに集約し、可能な限りシンプルな情報
と多言語での提供を目指した。一方、外国人観光客が容易に判断でき、安心して行動できる情報提
供を実現するためには、提供情報をより詳細なものにする必要があり、それを短時間で集約するこ
とや多言語化して提供することは簡単ではないが、各テンプレートの内容や集約のあり方の改善を、
引き続き検討する。 

また、そうした課題を補完するために、集約テンプレートには、参照すべき WEB サイトのリンク
や二次元バーコードを掲載している。それら参照先サイト内情報の多言語化については、一部が多
言語化されているものや、多言語化されていないものなど、必ずしも外国人観光客にわかりやすい
情報として整備されていない現状がある。関係機関等は、これらの改善に積極的に取り組むことが
望まれる。 

 

②災害情報伝達システムへの参画機関の拡充 

本ガイドラインでは、当面、重点的に取り組む伝達情報と、札幌市を中心とする圏域を設定して、
災害情報伝達システムを開始していく。今後、様々な災害の種別や発生する地域、被害の状況など
に対応していくためには、多様な関係機関等と災害情報伝達のネットワークを充実させていく必要
がある。 

災害時に現実的に集約・展開しうる情報の質・量を検討し、関係機関等が連携協定などを通じて
ハブ機能を持ちながら、ネットワークを拡大することや、ハブ機能にあたる関係機関等の情報を水
平展開する方法（例:宿泊事業者団体間の情報の共有と、その集約情報の提供）などを引き続き検
討し、実現していく必要がある。 

こうした動きを北海道全体で活発に進めていくためにも、自治体における地域防災計画をはじめ、
多主体において、防災上、危機管理上の対応方針の中に外国人観光客への取組を、より具体的に明
示して推進することが望まれる。 

 

③情報伝達手法の向上、停電やネットワーク障害への備えへの取組 

災害情報伝達システムで運用するテンプレートの様式、受送信方法などは経過的に見直していか
なければならない。現在のメーリングリストの方式からログイン形式の入力・表示システム化など
を進めることで、伝達に係る安定や効率化について改善することができる。 

また、停電やネットワーク障害に対する備えは、本ガイドラインにも示しているが、その実践や
充実を、関係機関等それぞれが進めていくことが重要である。 


