
北海道における災害対応体制の構築に向けた実証事業報告書（概要版１）

【業務の概要】
○ＦＩＴが増加する中、全道各地域において、外国人旅行者の避難誘導や正確な交通情報等の提供が課題となっている。
○ 外国人旅行者を円滑に避難誘導するための避難誘導マニュアルの作成を行うとともに、交通情報等を提供するポータルサイトを作成することで、災害発生時における
対応体制の構築を図る。

【解決する課題】

 ＦＩＴが増加する中、全道各地域において災害時の外国人対応が課題。

 各施設において、災害時における外国人対応の避難誘導マニュアルが作成されていない。

 洞爺は、日によって宿泊客のうち7割が外国人のホテルもあり、噴火の際、火山も知らない
外国人をどう誘導して避難させるかが課題。

 自然災害等により公共交通機関の運休があった場合の、訪日外国人旅行者への運休情報
代替交通等の情報提供に課題がある。

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業に係る調査」業務
（災害対応体制構築に向けた実証事業）

地域関係者との調整・情報共有
自治体・観光協会・民間事業者

地域における避難誘導マニュアル検討
・策定実証事業

外国人の避難
訓練実施

オーロラタウン
日時：平成２９年
１０月２５日
参加：３０名

「北海道旅の
安全情報検討
会議」の
開催・運営

調査結果のまとめ
地域における災害発生時の体制構築と他地域への普及展開
災害発生時における情報提供・発信のための体制構築

２０１６年度
大雨・台風
発生時及び
雪害時の対
応実態調査
（ヒアリング）
自治体

観光案内所

第４回検討会議
日時：平成３０年
３月２０日
参加：２４名

札幌市における
商業施設の避
難誘導マニュア
ル及び避難
ツールの作成

登別
セミナー開催
日時：平成３０年
１月１７日
参加：４４名

自然災害発生時の情報提供
・発信のあり方の検討に関する調査

外国人の避難
訓練実施

洞爺湖万世閣
日時：平成２９年
１０月３日
参加：２４名

札幌
セミナー開催
日時：平成３０年
２月２７日
参加：６６名

情報提供・発
信のための
ウェブコンテ
ンツの作成
「北海道旅の
安全情報」
平成２９年
１０月１日
仮オープン
１２月１５日
本オープン

第１回検討会議
日時：平成２９年
８月２１日
参加：３４名

第２回検討会議
日時：平成２９年
９月２０日
書面開催

第３回検討会議
日時：平成２９年
１１月３０日
書面開催

災害対応に関する実態調査
（アンケート・ヒアリング）

宿泊施設・主要観光関係施設・商業施設

「北海道旅の
安全情報

（運用ヒアリング）

自治体
観光案内所

【業務フロー】

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



北海道における災害対応体制の構築に向けた実証事業報告書（概要版２）

目的：
近年の自然災害発生時の
「避難誘導状況」や「災害
対応体制状況」等。

対象：
道内の宿泊施設、主要観光
施設、訪日外国人旅行者の
多い商業施設。

回答状況：
北海道ホテル旅館業連絡協
議会を構成する8団体(865
施設)、観光施設など
1,097施設に対してアン
ケート調査をし、446施設
(40.6%)から回答を得た。

実態調査 ① 災害経験、避難誘導の状況

災害経験のある施設は少なく、
外国人旅行者を含んだ避難経験も少ない。

あり, 

4施設, 12%

なし, 

23施設, 67%

わからない, 

5施設, 15%

その他, 0施設, 0%
無回答, 2施設, 6%

宿泊施設：経験災害での

外国人旅行者対応の有無

N=34

あり, 

34施設, 10%

ない, 

309施設, 90%

無回答, 1施設, 0%

宿泊施設：避難誘導/避難受入経験

N=344

あり, 

11施設, 

11%

ない, 

91施設, 89%

観光施設：避難誘導/避難受入経験

N=102

あり, 

2施設, 18%

なし, 

5施設, 46%

わからない, 

4施設, 36%

観光施設：経験災害での

外国人旅行者対応の有無

N=11

【アンケート結果から】
・外国人旅行者に対する災害対応体制の具体的対応がされていない。
・外国人旅行者対応を記載しているマニュアル等が極めて少ない。
・対応遅れの主な原因は、「言語対応への不安」や「文化や習慣の

違いを理解しコミュニケーションをとる難しさ」である。
・各種マニュアルやアプリ等が、十分な活用に至っていない。

【十勝川温泉ヒアリングから】
・同年６月に夜間の避難訓練を行っていたので、災害当時の夜間対応

が少人数にもかかわらず混乱なくでき、避難訓練の重要性を実感。
・復旧状況があまり報道されないため、その後風評被害が大変だった。

④ 実態調査の分析及び考察

③ 外国人旅行者対応のために望むこと

公開されているマニュアル作成ガイドライン/アプリの認知度が
低く、研修実施や参考になるマニュアルが求められている。

15施設

50施設

10施設

6施設

18施設

19施設

25施設

5施設

2施設

218施設

1施設

32施設

1 Safety tips

2 ボイストラ

3 観光庁観光宿泊施設ガイドライン

4 観光庁外国人旅行者対応指針

5 外国人旅行者宿泊時災害ﾏﾆｭｱﾙ

6 北海道外国人災害時対応ﾏﾆｭｱﾙ

7 北海道観光防災ﾏﾆｭｱﾙ

8 北海道災害時ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応ﾏﾆｭｱﾙ

9 多言語防災ビデオ

10 全てない

11 その他

無回答

宿泊施設：公表アプリ/ガイドライン等の

認知度（複数回答）

N=344

15%

63%

125施設

174施設

47施設

77施設

35施設

84施設

99施設

151施設

12施設

32施設

1 研修会開催

2 マニュアル作成

3 マニュアル見直し

4 備品類確保

5 外国人スタッフの配置

6 災害対応訓練実施

7 行政等からの災害予備知識普及

8 防災パンフ配布等

9 その他

無回答

宿泊施設：外国人旅行者を含む災害時対策

の取組みに必要な事項（複数回答）

N=344

36%

51%

44%

「各種マニュアル・アプリ等の利用促進」
「実践的な防災セミナーの開催」
「外国人旅行者を想定した避難訓練の継続的な実施」
「災害後の回復情報発信」の重要性

今後の
方向性

② 災害に対する構えの状況

災害対応マニュアルを作成してはいるが外国人旅行者対応の記載が少ない。
⇒ 外国人対応が記載されているマニュアルがある割合 … 宿泊施設：7.2%、観光施設：3.2%

避難訓練は実施されているが、外国人旅行者を想定した訓練は少ない。
⇒ 外国人対応の避難訓練を行っている割合 … 宿泊施設：14.2%、観光施設：9.9%

ない, 

178施設, 

52%

ある, 

155施設, 

45%

無回答, 11施設, 3%

宿泊施設：独自マニュアル等の

作成状況

N=344

記載なし, 

109施設, 

70%

記載あり, 

25施設, 16%

わからない, 11施設, 7%

無回答, 10施設, 7%

宿泊施設：独自マニュアル等での

外国人対応記載

N=155

ない, 

183施設, 

74%

ある, 

48施設, 20%

わからない, 11施設, 4%

無回答, 4施設, 2%

宿泊施設：外国人想定訓練

N=246

ない, 

37施設, 

36%ある, 

64施設, 

63%

無回答, 1施設, 1%

観光施設：独自マニュアルの

作成状況

N=102

記載なし, 

58施設, 

91%

記載あり, 

3施設, 5%

わからない, 1施設, 1%

無回答, 2施設, 3%

観光施設：独自マニュアル等での

外国人対応記載

N=64

ない, 

66施設, 

85%

ある, 

10施設, 13%

わからない, 2施設, 2%

観光施設：外国人想定訓練

N=78



北海道における災害対応体制の構築に向けた実証事業報告書（概要版３）

「10月3日 洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラスでの避難訓練」
9：30～ ホテルから洞爺湖町一時集合場所までの避難訓練に参加（案内ツールの利用）

障がい者を想定した避難訓練も同時に実施
12：00～ 客室からロビーまでの避難誘導訓練（マニュアルに準拠・ボイストラ利用）
13：00～ 参加者全員による意見交換会

「10月25日札幌地下街オーロラタウンでの避難訓練」
9：20～ 地震発生を想定した避難訓練に参加

（案内ツール・メガホンヤク利用）
9：40～ 火災消火・救急救命訓練見学

10：30～ 外国人参加者との意見交換会

② 実証事業での実施事項 ④ 実証事業から見えた今後の対応策

・地域での日常的な観光関係者と防災関係者との連携、役割分担の明確化。
・定期的な避難訓練の実施による課題の洗い出しと、
自分が非常時には何をするかを常に頭に入れておく。
・繁忙期や夜間など、一番厳しい状況での災害対応を考えておく。
・外国人旅行者の大型荷物対策は、避けて通れない課題である。
・従業員の家族や、障がい者対応を日頃から考えておく。
・外国人旅行者を想定した避難訓練の実施推進。
・防災セミナーの継続開催。
噴火レベル１（駒ヶ岳・十勝岳など）、地震、津波（道東地域）

洞爺湖・札幌での実証事業（マニュアル等の作成・アプリ等の利用・避難訓練実施・防災セミナー開催）

③避難訓練実施と防災セミナー開催

洞

爺

湖

札
幌
地
下
街

「10月3日有珠山火山防災協議会の避難訓練に参加」
１０国・地域の２４名参加

「1月17日登別で開催」
４４名参加

「10月25日札幌都市開発公社の秋季訓練に参加」
１０の国・地域から３０名参加

「2月27日札幌で開催」
６６名参加

避難訓練の様子 避難誘導動画 防災セミナーの開催

①避難誘導マニュアルと案内ツール等の作成・利用

注：全ての制作物は出来る限りは汎用性のあるものとし、全道展開をはかる。

北海道 旅の安全情報

交通情報(飛行機、鉄道、バス、
フェリー、道路など)、気象情報が
一目でわかるポータルサイトです。

For Android For iPhone For Android For iPhone ht t p: //saf et y-t r avel . j p/

Safety tips VoiceTra

日本国内における緊急地震速報や津
波警報、噴火速報、その他気象の特別
警報を通知するプッシュ型アプリです。
<無料>

話しかけると外国語に翻訳してくれる、音
声翻訳アプリです。
<無料>

お役立ち情報



ポータルサイト「北海道 旅の安全情報」の利用状況

北海道における災害対応体制の構築に向けた実証事業報告書（概要版４）

22,388ページビュー(平均260/日)
’17.12.15～’18.3.10(86日間) 

天候が穏やかな日は、平日：100～
200程度、休日：50～80程度で推移。
トピックスに記事を掲載した時や、天候が
不順な場合には閲覧回数が伸びている。

トップページ、飛行機、道路、鉄道、高速バス、フェリー、気象のページなどが利用。
トップページ上の各リンクサイトも、多数利用されていると推察。
まず利用予定の交通機関の状況確認をし、次に代替交通機関の状況を確認な
どをしていると思われる。

3/9 大雨と融雪による冠水等

12/25 年末年始の天気予報掲載

12/15

一般公開

12/18 道新が記事掲載した翌日(月曜) 3/1-2 暴風雪

1/10 冬将軍襲来予報

[1,713]
[1,536] [1,451]

[1,132] [1,073]
[997]

[511]
[343] [485]

[830]

直接アクセス(お気に入り登録)の他、検索サイト(Google等)や、リンクを張って頂
いているサイトなどからアクセスされている。
SNS(Facebook等)からもアクセスされているので、「北海道 旅の安全情報」が
口コミで広がっているのではと推察する。

「北海道 旅の安全情報」検討会議による、自然災害発生時の情報提供・発信の在り方の検討（４回開催）

【次年度以降】
・ 検討会議の継続 (情報提供継続・情報の質量共の充実)

・ ポータルサイトの管理は、(一財)北海道開発協会が引き継ぐ

「北海道旅の安全情報検討会議」構成団体(15)：
北海道運輸局、北海道開発局、東京航空局 新千歳空港事務所、気象庁 札幌管区気象台、
北海道、札幌市、(公社)北海道観光振興機構、(一社)北海道バス協会、(一社)北海道ハイヤー協会、
北海道地区レンタカー協会連合会、苫小牧フェリー利用促進連絡会、北海道旅客鉄道(株)、
北海道空港(株)、新千歳空港ターミナルビルディング(株)、東日本高速道路(株) 北海道支社

【TOPICS】

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

【主な観光協会からの情報】

現地周辺の天候や交通状況、イベント開催予定といった
旅行者にとって役立つ情報を、当サイト事務局や観光協
会などから発信。

【主な運行情報】・【防災情報】

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

【峠カメラ画像】

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

ポータルサイト「北海道 旅の安全情報」の開設
http://safety-travel.jp/

アクセス元の上位10

直接アクセス

Google

Twitter

Yahoo

Facebook

Facebook

新千歳空港

札幌管区気象台

北海道運輸局

北海道開発局

[ 凡例 ]

：お気に入り登録からアクセス

：検索サイトからアクセス

：SNSからアクセス

：リンクサイトからアクセス

順
位

閲覧日
ページ
ビュー数

利用者数 備考

1 3月1日 1,713 376人 暴風雪
2 12月18日 1,536 493人 新聞の紹介記事掲載後
3 3月2日 1,451 374人 暴風雪
4 12月15日 1,132 229人 本サイトの一般公開日
5 12月19日 1,073 325人 新聞の紹介記事掲載後

自然災害に伴う関係機関を参集し、「外国人旅行者に対して、効率的な情報提供・発信を行うために求められる情報を把握する。」「自然災害の発生時に、どのような手段で、どういった情報提供を行うか
を検討する。」「自然災害に伴う関係機関との交流を深め、災害発生時の情報提供を継続的体制構築の礎とする。」ため「北海道旅の安全情報検討会議」を立ち上げた。



調査事業のまとめ

北海道における災害対応体制の構築に向けた調査事業（概要版５）

◆「観光関係者と防災関係者との連携の必要性」と「地域防災計画への外国人旅行者対応記載」を推進する。
◆「外国人旅行者を想定した避難訓練の実施」や「チェックリストによる定期点検」など、日頃からの準備を怠らない。
◆本事業で使用した防災に関する様々なアプリやツールを、地域や施設の実態に合わせ活用できるよう全道展開する。
◆個人旅行者が増加する中、不特定多数の旅行者への情報提供は、観光情報とセットでの伝達方法を検討する。
◆災害発生後は、地域全体でマスコミにも協力してもらい、正確な復旧状況を発信して風評被害を防ぐ。

全体のまとめ

・マニュアルは特定の施設をモデルに「誰が」「何を」すべきかの役割を明確化
・噴火レベルごとにスタッフの留意事項を具体的掲載
・宿泊施設から集合場所までの案内マップに、緊急連絡先/ツールも掲載した案内ツール作成
※全ての制作物は出来る限りは汎用性のあるものとし全道展開を図る。

『洞爺・登別自然災害（噴火）対応実証事業』

・都市型災害は多様なので対応が極めて複雑である。
・既存の災害対応マニュアルに外国人対応に関する記述がなく、「言語バリアフリー化」と
「平常時からのコミュニケーションの重要性」に力点を置いた内容とした。
・多言語表記よりピクトや画像が良いとの意見が多かった。

『札幌：都市型災害を想定した実証事業』

「北海道旅の安全情報検討会議」の設立とポータルサイト「北海道 旅の安全情報」の運営
・主な利用者を、観光案内所スタッフや宿泊施設のフロント担当者と外国人旅行者とした。
・パソコンだけではなくスマートフォンやタブレットでも利用できるようにした。
・言語対応は、次年度以降の継続的な運営も考え、英語のみの自動翻訳とした。
・ピクトグラムなどを活用して、情報が一目で把握できるよう視認性に配慮した。
・情報提供組織からのリアルタイム情報を掲載するために、「トピックス」欄を設けた。
・各地域の観光協会等から情報等を提供いただく「主な観光地からの情報」欄を設けた。

『自然災害発生時の情報提供・発信のあり方の検討に関する調査事業』
「災害発生時にはアクセス数が急増し一定の役割果たす」
「サイト自体の多言語化や予約システムとの連動検討要」
「サイトの更なる認知度アップ」
「地域観光協会との連携強化による情報提供強化」
「利用状況の定期的な分析とフィードバック」
「北海道旅の安全情報検討会議の継続」
「北海道開発協会へポータルサイト管理の引き継ぎ」

「地域での日常的な観光関係者と防災関係者の連携と役割分担の確認」
「定期的な避難訓練実施と課題洗い出し」
「繁忙期や夜間など一番厳しい状況を想定」

「外国人旅行者の大型荷物対策は必須」
「従業員家族や障がい者対応は事前に想定」
「チェックリストによる定期点検実施」

。

『実態調査』

『全道アンケート調査』
・外国人旅行者に対する災害対応体制づくりについては必要性を感じてはいたが、
今までほとんど具体的な対応がされていない。
・外国人旅行者対応を記載している防災マニュアルが極めて少ない。
・外国人旅行者対応が遅れている主な原因は、「言語対応への不安」や「文化や習慣の
違いを理解しコミュニケーションをとる」難しさである。
・防災アプリや各種マニュアルが、まだ十分活用されるまでには至っていない。

「各種ツールやアプリの利用促進」「地域・災害に即した実践的セミナー開催」

『ヒアリング調査』
・夜間の避難訓練を行っていたので、災害当時、夜間対応が少人数にもかかわらず
混乱なくでき、避難訓練の重要性を実感した。
・マスコミが回復状況についてはあまり報道しないため、その後風評被害が大変だった。
・日頃から地域における災害対応対策共有と非常用の水・米・防寒シートなどの備蓄が必要。
・道東地域では地震及び津波対応を心配する声が多かった。

「避難訓練の継続的な実施」と「災害後の回復情報発信強化」


