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1

魅力ある公的
施設・インフ
ラの大胆な公
開・開放

関東 【課題】防災船着場の開放等による舟運の活性化
■平常時における防災船着場の事業者及び一般利用者への利用促
進
【現状】
■防災船着場の平常時利用が少なく、消防訓練等公的な利用が多
い。
■災害時の復旧活動のために河川に整備された防災船着場の一般
の認知度が低い現状

船着場管理者及び沿川自治体からなる協議会を設立し、「荒川の
緊急用船着場等の自己責任を基本とした利用ルール （暫定版）」
を策定、平成３０年６月より運用を開始。荒川下流部の１３箇所
の船着場を利用対象としている。

「荒川の緊急用船着場等の自己責任を基本とした利用ルール （暫
定版）」について対象船着場の拡大を図っていく。
船着場の利便性の向上に努めることにより、認知度の向上を図
る。

関東地方整備局 関東地方整備局

2

魅力ある公的
施設・インフ
ラの大胆な公
開・開放

東京 【課題】舟運の活性化、新たな魅力の発信
【現状】
　舟運の活性化を図るため、東京都において、通勤等への活用を
想定した社会実験を実施し、実現可能性の検討を実施中。

東京都が実施する社会実験に協力。 引き続き東京都が実施する社会実験に協力していく。 総合政策局公共
事業企画調整課

関東地方整備局

総合政策局公共
事業企画調整課

国土交通省

3

魅力ある公的
施設・インフ
ラの大胆な公
開・開放

滑川町、熊
谷市【国営
武蔵丘陵森
林公園】

立川市、昭
島市【国営
昭和記念公
園】
　
ひたちなか
市【国営常
陸海浜公
園】

安曇野市、
大町市松川
村【国営ア
ルプスあづ
みの公園】
　
江東区【国
営東京臨海
広域防災公
園】

【課題】
外国人観光客の受け入れ環境向上に向けた、国営公園内Wi-Fiス
ポットの設置、表示・パンフレット等の多言語化
【現状】
観光資源となっている国営公園の魅力的な景観などを活用し、外
国人向けガイドツアーの開催やWi-Fi環境の整備等の推進が求めら
れている。
また、HP・園内マップ・券売機等の多言語化進めており、外国人
来園者は増加傾向にあるが、利用注意事項等の園内表示の多言語
化の整備が遅れている。

①案内サイン等の多言語化
ゲート券売機、案内表示、ゴミ箱の分別表示、トイレ使用方法、
園内放送

②広報
パンフレットの多言語化、ホームページの多言語化

③訪日外国人向けの案内等
外国語対応スタッフの配置、タブレット端末・音声翻訳機による
案内、語学研修（英語、中国語）実施

④その他
Wi-Fi環境の整備、外国人公園利用者の実態調査、外国語版webア
ンケートページ実施、公園SNSの新規導入

Wi-Fi環境の整備については、5公園で無料Wi-Fiスポットを設置完
了。今後さらに設置箇所を増やしていく。国営公園における魅力
的な景観等の観光資源を活用・発信していくため、引き続き、多
言語化されていない園内サインについても、整備を推進する。併
せて、外国語堪能スタッフ配置、外国人向けHP公開、外国人旅行
者向けガイドツアーの開催や、海外への情報発信、入園料徴収の
キャッシュレス化を実施し、更なる利便性・満足度の向上に努め
る。

国土交通省 関東地方整備局
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魅力ある公的
施設・インフ
ラの大胆な公
開・開放

関東 【課題】美しさと風格を備えた魅力ある水辺空間の創造
【現状】
かつては、川そのものが周辺の街並みと融けあって地域の代表的
な顔として美しい風景を形成していた。しかし、高度経済成長期
を経て現在に至り、多くの都市河川は効率を重視した排水路と化
し、街並みからも背を向けられる状況にある。

かわまちづくり支援制度にもとづき、沿川自治体と連携した水辺
整備に向け、官民連携出来るように講師に地元企業、観光業者、
自治体を含む、未利用空間の活用による生産性向上につながるミ
ズベリング勉強会を10回実施（のべ参加人数約520名 [R3.1.20現
在])。

引き続き、かわまちづくり支援制度にもとづき、都市・地域再生
等利用区域の指定等（オープン化）の支援を中心に、未利用空間
の活用による生産性向上や水辺利用による地域活性化、観光振興
を図る。

関東地方整備局
沿川自治体

関東地方整備局
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魅力ある公的
施設・インフ
ラの大胆な公
開・開放

首都圏外郭
放水路（埼
玉県春日部
市）

【課題】治水施設を見学するための受け入れ体制の整備
■民間開放を視野に入れた、魅力あるコンテンツと地域連携を検
討。
■協議会を設立し、見学者の拡大と地域活性化につながる仕組み
を検討。
【現状】
■平成15年より、治水の機能や役割を知って頂くため、国が主体
となって見学会を実施。
■近年のインフラツーリズムの高まりを受け、更なる拡大（土日
祝日の対応等）を求められている。

■新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新しい生活様式を意
識した取り組みを行い、７月１５日に見学会を再開
地元春日部市より地域経済活性化等の対策として「かすかべフー
ドセレクション」等の記念品のプレゼントや見学者向けプレミア
ム付き商品券を発行するなどした。
■観光庁の「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成
事業」を活用し、非公開部分の新たな開放に向けモニターツアー
を開催。また、グルメガイド、オリジナルメニュー作成などを実
施
■「地域の観光人材のインバウンド対応強化研修」を活用し、地
下神殿コンシェルジュや春日部情報発信館「ぷらっとかすかべ」
スタッフのスキルアップを実施
■地元春日部市は経済活性化を目的に「クレヨンしんちゃん」の
関連スポットを巡る「おでかけマップ」や、「春日部カフェブッ
ク」を制作（多言語版）し施設内で配架
■地元の高校が見学者向けに「桜台商店街マップ」を作成し施設
内で配架
■防災地下神殿（調圧水槽）の照明を水銀灯からＬＥＤに改修
し、利便性や安全対策の強化と、調光等の演出による付加価値を
増加
■地底探検ミュージアム　龍Ｑ館　展示物の改修
■外郭放水路のロゴマークを商標登録し、地元春日部市と連携し
て地元商店街での活用など、地域振興を推進。

■従来の取り組みを引き続き推進。
■新型コロナウイルス感染防止対策を図りながら、インフラツー
リズムにより地域経済や観光産業等の回復を支援していく。

国土交通省、市
及び関係団体
（商工会・観光
協会）

関東地方整備局
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魅力ある公的
施設・インフ
ラの大胆な公
開・開放

関東（群馬
県吾妻郡長
野原町及び
東吾妻町）

【課題】治水施設を見学するための受け入れ体制の整備
【現状】
　上半期（9月末まで）は、八ッ場ダム（群馬県吾妻郡長野原
町）を対象に、インフラツーリズムの一貫として、建設中のダム
現場見学会（無料）を実施
　下半期（10月から）は、地元観光協会主催のダム見学会（有
料）を実施。

■地元主導による八ッ場ダムを観光資源としたツアーの実施
・道の駅八ッ場ふるさと館主催による八ッ場ダム見学ツアーの実
施
・つなぐカンパニー長野原主催による八ッ場ダム見学ツアーの試
行
■地元主導のダムを活用した地域振興策の開始（水陸両用バス、
自転車型トロッコ）
・長野原町によるダム湖を活用した水陸両用バス（八ッ場にゃが
てん号）運行開始（７月１８日より）、地域振興施設については
川原湯温泉あそびの基地NOA（キャンプ場等）営業開始（８月１
日より）、やんば茶屋営業開始（１０月２０日より）、湖の駅丸
岩営業開始（１１月６日より）
・東吾妻町によるダムにより廃線となった線路を利用した自転車
型トロッコ営業開始（７月１８日プレオープン、９月１２日グラ
ンドオープン）
■八ッ場ダム堤体および資料館の一般開放
・八ッ場ダム堤体開放（７月７日より） 約２００，０００人が来
訪
・なるほど！やんば資料館の開放（１１月１日より） 約２６，０
００人が来訪（現在、新型コロナウイルス感染防止のため閉館
中）

■見学者受け入れに向けた取り組みの実施。
引き続き地元主導、民間主導のダムを活用した地域振興に取り組
めるよう支援していく。

国土交通省 関東地方整備局
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魅力ある公的
施設・インフ
ラの大胆な公
開・開放

関東 【課題】
    観光放流を核としながら、来訪者のさらなる増加
【現状】
　観光放流の取組がメインであり、来訪者に増加向け、既存施設
の有効活用が必要。
　

■観光放流を核としながら、見学者のさらなる増加を見込むた
め、通信環境の整備や外国人観光客の受け入れ体制の整備。
・令和２年４月～１１月　定期観光放流　→新型コロナ感染症拡
大防止のため中止
・観光放流時ダム管理階段開放　→新型コロナ感染症拡大防止の
ため中止
・令和２年7月～8月　「雨展」の開催　→新型コロナ感染症拡大
防止のため中止
・令和２年７月　ダム内部見学会　→新型コロナ感染症拡大防止
のため中止
・令和２年１０月　ナイト放流（ダム天端の夜間開放）　→新型
コロナ感染症拡大防止のため中止
・Wi－Fi整備
・案内標識及びHPの多言語化

■観光放流を核としながら、見学者のさらなる増加を見込むた
め、新たなインフラ施設開放や来訪者利便性の向上のための整
備。
・令和3年４月～１１月　定期観光放流、ダム管理階段開放
・令和3年7月～8月　「雨展」の開催
・令和3年7月　ダム内部見学会
・令和3年10月　ナイト放流（ダム天端の夜間開放）
・石小屋ダム開放に向けた整備
・来訪者駐車場の拡幅整備
→上記、対応方針については、地元県・市町村の動向を踏まえて
取り組む方針

国土交通省 関東地方整備局

【関東ブロック】（観光地域づくりWG）
令和２年度観光ビジョン推進関東ブロック戦略会議
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8

国立公園の
「ナショナル
パーク」とし
てのブランド
化

栃木県等
（日光国立
公園とその
周辺域）

・東京からの日帰り訪問者が多く、宿泊や長期滞在につながって
いない。
・外国人観光客が世界遺産周辺のみに集中し、全体に波及してい
ない。
・観光需要が繁忙期に集中し、特に冬季の観光客が少ない。

・中禅寺湖におけるレンタサイクルの運用継続などの二次交通対
策を継続した
・周遊モデルコースを含む国立公園の体験アクティビティコンテ
ンツ集の作成・配布等により、PR及び販売促進を行った。
・奥日光の利用拠点である日光湯元ビジターセンター前広場にお
いて、地元事業者による出店を実施した。
・展望地における通景伐採を継続的に実施
・環境省「先進的インバウンドプロジェクト支援事業」によるコ
ンテンツ作成や冬季誘客促進に向けた取組の検討
・環境省「国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創
出事業」により、民間事業者等による地域一体となった効果的な
コンテンツ提供体制の整備を支援。
・日光湯元地区の廃屋撤去を実施（R2.12）
・国立公園満喫プロジェクトの行動計画であるステップアッププ
ログラムを見直す。

・国立公園満喫プロジェクトの新たな５ヵ年の行動計画であるス
テップアッププログラム2025を着実に実行していく。
・ビジターセンター・観光案内所スタッフ向け研修・情報交換会
などのコンシェルジュ機能の強化のための取組を継続的に実施す
る。
・国立公園の各エリアを横につなぐ二次交通の推進や、EVなどの
脱炭素型の輸送手段の導入を図る。
・景観を阻害している廃屋等の更なる撤去や景観改善、修景伐採
の実施など、自然環境・良質な景観の保全のための取組みを進め
る。
・ツーリズムエクスポなどでの環境省、栃木県、各市町と連携し
た海外向けプロモーションを進める。
・多言語対応等のユニバーサルデザイン化、自然ガイドへの外国
人対応力強化研修（冬季実施予定）などの外国人観光客受入態勢
整備を進める。
・環境省「先進的インバウンドプロジェクト支援事業」によるコ
ンテンツ作成や冬季誘客促進に向けた取組を実施する。

栃木県、環境省 関東地方環境事
務所、関東運輸
局

環境省、国土交
通省、林野庁、

国立公園多言語
解説等整備事
業、国立公園利
用拠点滞在環境
等上質化事業、
国立公園利用促
進事業、国立公
園等の自然を活
用した滞在型観
光コンテンツ創
出事業
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景観の優れた
観光資産の保
全・活用によ
る観光地の魅
力向上

関東 【課題】無電柱化による良好な景観の形成(インフラ施策)
【現状】
■現在、電柱によって地上に張り巡らされている電線類は、防災
面の課題はもとより、歩道の円滑な移動や景観の妨げとなること
で、訪日外国人旅行者に対して国土の魅力を損なう要因となって
いる。
■これに対応するため、電線共同溝の整備を進めているが、電線
共同溝の整備計画は、沿道開発や電力・通信事業者の計画等を踏
まえて策定されてきたものであるが、景観の向上による、観光振
興のための地元ニーズの反映が必ずしも十分ではないことが課題
となっている。
■また、魅力ある景観向上のためには、直轄国道だけでは無く、
地方自治体と連携した地域一体の整備が重要だが、財政難や道路
空間の不足等で地方自治体の整備が進まないことが課題となって
いる。
■都内２３区内の直轄国道の無電柱化率は約８2％（H28.4時
点）。
　全体計画延長２０４ｋｍに対して、完成延長は１６7ｋｍ。

　都内センター・コア・エリア内の無電柱化を重点的に推進中。
■都内２３区内の直轄国道の無電柱化率は約８６％（Ｒ３．３時
点）。
　全体計画延長２０４ｋｍに対して、完成延長は１７６ｋｍ。

　２０２０オリパラに向けて、都内センター・コア・エリア内の
無電柱化を推進。

国土交通省・東
京都ほか

関東地方整備局
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景観の優れた
観光資産の保
全・活用によ
る観光地の魅
力向上

関東 【課題】美しい自然・景観の観光への活用
　「日本風景街道」の取組の推進等を通じ、地域と道路管理者等
が連携した多様な活動や道路景観を美しくする取組を進めるとと
もに、道路空間の使い方を工夫することにより、景観の美しい、
快適なドライブ環境の創出が課題。
【現状】
　「日本風景街道 関東優秀活動賞」、「日本風景街道 関東交流
会」、「アドバイザー相談会」等を通じて活動支援を実施中

・関東管内の観光資源の把握、風景街道活動団体の課題（活動の
衰退，地域社会との関連性）等を整理し、風景街道活動団体の活
動支援方策の検討と実行を実施。

・各活動団体との継続的な関係の構築を行い、課題に対する具体
的な支援方策を立案し実行することにより、継続可能な風景街道
の活動支援を目指す。

国土交通省等 関東地方整備局
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景観の優れた
観光資産の保
全・活用によ
る観光地の魅
力向上

関東 【課題】道路空間を活用したモーダルコネクト強化
【現状】
■三大都市圏では公共交通分担率が平成17年から増加し、自動車
分担率は減少傾向。
■一方で中心市街地へのアクセスの悪さや回遊のしにくさが空洞
化・地域活性化の弊害の一因として挙げられ、さらなるモビリ
ティの改善が求められている。

カーシェアリングの有用性の分析・検証等を実施
■取組状況：
・実施期間：平成２８年１２月～令和２年９月
・実施箇所：東京都千代田区丸の内（国道１号の道路上）及び港
区新橋（国道１５号の道路上）
・運営車両：道路運送車両法で定める第一種原動機付自転車
・カーシェアリングのステーションに必要な設備、計画・設計、
設置手続き、運営について検証を実施し、ステーション設置のた
めの留意事項等を整理

鉄道駅等の交通拠点に隣接する道路空間を活用したカーシェアリ
ング社会実験を継続し、必要な設備、計画・設計、設置手続き、
運営について検証を実施していく。

道路空間を活用
したカーシェア
リング社会実験
協議会
　（国土交通
省、東京都、千
代田区、港区、
警視庁、有識
者、地元代表
者、民間事業者
【公募により決
定】）

関東地方整備局

12

地方の商店街
等における観
光需要の獲
得・伝統工芸
品等の消費拡
大

【課題】
○商店街や伝統的工芸品産地等における海外顧客、インバウンド
需要の獲得。
【現状】
○ハイクオリティでありながら、大手の商流に乗らない伝統的工
芸品といった地域資源の情報が、海外の潜在顧客や、インバウン
ド層に対して十分に伝わっていない。

○商店街活性化・観光消費創出事業やインバウンド需要拡大推進
事業により、地域外の新たな需要の取り込みや、外国人観光客の
ニーズに対応した商品やサービスの開発を支援。
〇大手ECプラットフォーマーと連携し、自治体、産業支援機関、
観光協会などを対象に、大手ECプラットフォーマー（アマゾン、
イーベイ、ヤフー、楽天）によるECセミナーのほか、農政局と連
携し、EC活用による「食」の輸出促進を図るオンラインセミナー
を開催し、地域のデジタルツールを活用した新たな販路開拓を支
援。

〇伝産品、食、観光といった地域資源の磨き上げ、マーケティン
グ、戦略策定、新製品・サービス開発、新たな販路開拓を支援
し、地域、企業等の生産性向上、競争力強化を図る（伝統的工芸
品産業支援補助金、JAPANブランド育成支援等事業等）。
○大手ECプラットフォーマーのほか、大手クラウドファンディン
グプラットフォーマー等と連携し、地域、企業のデジタルツール
を活用した新たな製品開発、顧客開拓、国内外市場への進出を支
援する。

関東経済産業局
流通サービス産
業課
関東経済産業局
地域ブランド展
開支援室

関東経済産業局
流通サービス産
業課
関東経済産業局
地域ブランド展
開支援室

関東農政局
北陸農政局
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産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成強化

羽田空港
成田空港

（羽田空港全体）
訪日外国人旅行者の更なる拡大と日本人旅行者の海外旅行需要

を喚起する取り組みとして、空港型市中免税店2店舗（「Japan
Duty Free GINZA（2016年1月27日開業）」及び「ロッテ免税店 銀
座店（2016年3月31日開業）」）が開業した。
・商品引き渡し場所を空港内出国審査後エリアに確保し、オープ
ン済。
（現在、銀座2店舗の商品を取扱中。）
（成田空港）
・成田空港では、空港型市中免税店の開業に合わせて、同年1月
28日に市中免税店引渡しカウンターを各旅客ターミナルビルに
オープンした。本カウンターは、共同引渡方式として、その運営
をNAAリテイリング（当社のグループ会社）が行っており、現
在、㈱Japan Duty Free Fa-So-La 三越伊勢丹及び㈱ロッテ免税店
JAPAN、A&S高島屋デューティーフリー㈱の3社からの委託を受
け、それぞれが運営する上記の空港型市中免税店3店舗の商品引
渡しを行っている。

（羽田空港全体）
・インバウンド旅客増加への対応
・免税店の改装
・DUTY FREE CENTRAL 日本ブランド化粧品コーナーの充実を図
り、1月31日先行オープン。
・外国ブランド化粧品コーナーは3月末オープン予定。
・ﾌｧｯｼｮﾝ ・シャネルブティックは1月29日改装オープン。

（成田空港）
・空港内出国審査後エリアに空港型市中免税店の商品引渡しカウ
ンターを設置中。（銀座2店舗及び新宿1店舗の商品を取扱中。）

（羽田空港）
・2010年→免税店の主要顧客は日本人、2019年→主要顧客は中
国へシフト
・中国人にも人気のあるブランドへの入替を実施。

（成田空港）
・引き続き、空港型市内免税店の商品引渡しを実施。

東京航空局
関東運輸局

14

産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成強化

成田空港 【課題】
・空港型市内免税店の引渡し対応【解決済】
【現状】
・空港型市中免税店2店舗の商品引渡しに対応中

・空港内出国審査後エリアに空港型市中免税店の商品引渡しカウ
ンターを設置中。（銀座2店舗の商品を取扱中。）

・引き続き、空港型市内免税店の商品引渡しを実施。 成田国際空港
（株）

東京航空局
関東運輸局
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産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成強化

大多喜町 【課題】ボランティア通訳ガイドの育成
【現状】観光ボランティアガイドの構成員は、高齢者が多いた
め、外国語対応のできる人材が不足

総務省の多言語音声翻訳システムの利活用実証の結果を基に、タ
ブレット端末による外国人向け多言語案内サービスの導入。2017
年度から2020年度まで19社、24名活用。2020年は、コロナ禍の
ため外国人観光客の来町は、ほとんど見られなかった。
2019年度、観光ボランティアガイド英会話教室開催（１２回）。
2020年度コロナウイルスにより中止しているが継続予定。

【2020年までのKPI】外国人向け多言語案内サービス活用端末
数：2017年実績19台、2020年目標24台。
2020年度SpotTourの12言語デジタル観光ツアーアプリ活用の検討
を行う。2022年度までに導入を目指す。

大多喜町
(一社)大多喜町
観光協会

関東運輸局 総務省 多言語音声翻訳
システム利活用
実証



No.
観光ビジョン

掲載施策
市町村

・地域等
課題・現状 令和２年度の成果及び取組 令和３年度以降の対応方針 実施主体

ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等
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産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成強化

富津市 外国人の来日が急激に増加している状況ではあるが、当市におい
ては、鋸山周辺やマザー牧場で増加している事が報告されている
が、その他の地区では大きな変化は確認されていない今後は外国
人の来客状況を詳細に把握しながら、ハード面の整備の検討やソ
フト面の意識の醸成を図っていく必要がある。

今年度については新型コロナウイルスの影響でセミナー等の開催
はできなかった。また、外部団体の開催するインバウンドセミ
ナーや外国人観光客に対する対応の研修等については、昨年度同
様、積極的に参加していく。

市内事業者等に対して、外部団体の開催するインバウンドセミ
ナーや外国人観光客に対する対応の研修への参加を促し、人材育
成強化に努める。
今後はリモートでの参加ができるようにする等、検討する。

富津市
富津市観光協会

関東運輸局
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産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成強化

関東 免税店の登録拡大
　各地区とも受入環境整備として免税店舗数増加の必要性は認識
しているものの、以下の点が免税店開設の阻害要因となっている
・費用対効果：導入コスト運用コストと売り上げのバランス
・手続きの煩雑さ：申請書類の作成や提出の手間
・登録後の対応：販売時の書類作成の煩雑さや一般品、消耗品の
区別の判断の難しさ
・周知：免税店の所在を外国人旅行者に認知してもらうためのPR
が不足している

都内に空港型市中免税店開業（「Japan Duty Free GINZA（2016
年1月27日開業）」及び「ロッテ免税店 銀座店（2016年3月31日
開業）」）

・国に対し、外国人旅行者への免税販売に関して、事業者等への
普及啓発などを通じて免税店舗の拡大等に繋げるとともに、旅行
者の一層の利便性の向上を図ることを、引き続き要望していく。
・事業者に対し、外国人旅行者の受入に必要な基本的事項を広く
普及啓発をすることにより、受入に係るサービス向上に向けた観
光事業者の取組の促進を検討していく。
・30年12月に、免税店運営等に役立つ各種情報を発信するＷＥＢ
サイトと免税店に関する各種相談に応じる個別相談窓口を開設し
た。
・中小規模の免税店がインバウンド対応力強化のために新たに実
施する取組について、支援していく。
・区市町村における、免税店に係る外国人旅行者の受入環境整備
に資する取組について、支援していく。

・国に対し、外国人旅行者への免税販売に関して、事業者等への
普及啓発などを通じて免税店舗の拡大等に繋げるとともに、旅行
者の一層の利便性の向上を図ることを、引き続き要望していく。
・事業者に対し、外国人旅行者の受入に必要な基本的事項を広く
普及啓発をすることにより、受入に係るサービス向上に向けた観
光事業者の取組の促進を検討していく。
・中小規模の免税店がインバウンド対応力強化のために新たに実
施する取組について、支援していく。
・区市町村における、免税店に係る外国人旅行者の受入環境整備
に資する取組について、支援していく。

制度、手続き：
国
普及啓発、案
内：国、東京
都、事業者

関東運輸局
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産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成強化

関東 観光ボランティアの育成・充実
・多言語での都内観光案内等のサービスを提供する観光ボラン
ティアは、２０２０年大会において観光・交通・会場案内等の
サービスを提供する、都市ボランティアの中核を担う存在として
も期待されている。２０２０年に向け、数多くの観光ボランティ
アを育成するとともに、活動を一層充実させていくことが必要で
ある。

・ 区市町村等と連携した観光ボランティアの裾野の拡大、中学・
高校生を対象として、観光ボランティアの候補生となる「おもて
なし親善大使」を育成していく。
・ 外国人旅行者が多く訪れる地域において、タブレット端末等を
活用した観光ボランティアによる街なかでの観光案内を展開す
る。
（令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により活動を休
止）

・ 区市町村等と連携した観光ボランティアの裾野の拡大、中学・
高校生を対象として、観光ボランティアの候補生となる「おもて
なし親善大使」を育成していく。
・ 外国人旅行者が多く訪れる地域において、タブレット端末等を
活用した観光ボランティアによる街なかでの観光案内を展開す
る。

東京都、各区市町村関東運輸局
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産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成強化

関東 【現状】
 外国人観光客のリピーター・FITのニーズが多様化し、県内の
様々な場所を訪問し楽しむ機会が増える。
【課題】
　外国人観光客に対応できる観光ガイドの確保と質の向上に取り
組む必要がある。（神奈川県）

・令和２年度は次の事業を実施し、観光ガイドの確保と質の向上
に取り組んだ。
・外国人観光案内ボランティア講座（オンライン）を開催。
　【参加者数】
　　1/23（土）初級58名、中級28名　合計86名
　　※2/20（土）に２回目実施
・通訳案内士の公開情報の更新
　通訳案内士法に基づき県で登録した通訳案内士について、本人
の希望によりホームページ上に掲載した情報を更新した。
　令和３年１月末現在、965名分を公開

体験型コンテンツを活用し、そのコンテンツの専門的な内容等の
深い知識をもった人材を育成する。
通訳案内士の公開情報の更新については、引き続き実施する。

神奈川県 関東運輸局
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産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成強化

関東 【課題】
　訪日外国人受入態勢の整備（二宮町）
【現状】
　訪日外国人に対応できる職員又はボランティアの体制ができて
いない。

現状においては、外国語表記の観光パンフレットを活用しなが
ら、訪日外国人に対応している。
なお、対応できる職員やボランティアの体制については、引き続
き検討している。

令和2年度と同様、外国語表記の観光パンフレットを活用しなが
ら、訪日外国人に対応する。
なお、対応できる職員やボランティアの体制については、引き続
き検討している。

二宮町・観光協
会

関東運輸局
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産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成強化

関東 【課題】
　多言語対応できるガイドがいない。（南足柄市）
【現状】
　英語対応出来るガイドは現在２名。
　多言語対応出来るツールがない。

・市内の観光ボランティアガイドと連携を図った。（市と通訳案
内のNPO法人で連携）
・小田原市・箱根町の通訳団体と、年度内に２回勉強会を行っ
た。

多言語対応アプリを使用して案内が出来るようにする。 南足柄市
南足柄市観光ボ
ランティアガイ
ド

関東運輸局
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産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成強化

関東 【課題】
　訪日外国人に対応できる職員又はボランティアの体制ができて
いない。（秦野市）
【現状】
　平成２９年に外国語対応のできる通訳ボランティアを募集し、
養成講座を行うなど、訪日外国人に対応できる環境を整備してい
る。

令和２年度は新型コロナウイルスの影響で大きな動き無し。
観光案内所には外国語対応可能なスタッフも勤務しており、外国
人観光客の対応を行っている。

英語対応可能なスタッフについては引き続き雇用し、訪日外国人
観光客の増加が見られれば必要なボランティア体制などを検討し
ていく。
また、携帯型翻訳機なども活用していく。

秦野市
秦野市観光協会

関東運輸局
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産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成強化

関東 【現状】
　神奈川県を訪れた外国人観光客へのアンケートによると、不満
に感じる点として、言語やコミュニケーションの難しさが挙がっ
ている。
【課題】
　言語やコミュニケーションに対する不満点を改善する取組みを
推進する必要がある。（神奈川県）

・県内の民間の観光施設における自動翻訳機の導入に対し、補助
した。
　交付決定件数　８件（１月末日現在）

補助については、引き続き実施する。 神奈川県 関東運輸局
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産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成強化

関東 【課題】
・より多くの外国人観光客を迎え入れるために、これまで培って
きたおもてなしの精神を向上させる必要が生じている。国籍、年
齢及び身体状況に関わらず誰しもが満足いただけるおもてなし
（ホスピタリティ）の強化が課題となっている。（伊勢原市）
・国籍、年齢、身体状況に関わらず、訪れてよしといった心地よ
さを提供するため、地域に根付くおもてなしの精神をさらに深化
させ、「また来よう」と思う魅力ある地域づくりを目指す。（伊
勢原市）
【現状】
・「大山おもてなし塾」を開講し、「おもてなし」スキルの向上
に必要な各種プログラムを実施する。
・大山の先導師旅館ならではの大山講の納太刀やみそぎ（滝行）
などの体験プログラムを用意し、外国人観光客を誘客する。神奈
川県の観光魅力創造協議会による外国人のモニターツアーを実施
し、外国人アドバイザーの意見を踏まえて、今後外国人向けツ
アーの定着を図っていく。
・比較的廉価なおいしい新メニューを、大山周辺の飲食店で提供
してもらうよう働きかけ、大山の新たな魅力を創出する。小田急
グループが実施する、とうふ味めぐりキャンペーンと連携し、新
メニュー作成や新たな魅力創出につなげる。
観光アプリの活用を継続して実施し、おもてなしの向上を図る。
・平成30年３月に日向薬師の公衆トイレの洋式化を実施した。平
成31年2月末を目標に比々多神社の公衆トイレを改修を進めてい
る。今後も公衆トイレの洋式化を進める。

■地域通訳案内士の制度
・「大山地域通訳案内士育成等計画」の計画策定（R2.7.14）
・研修制度の実施については新型コロナウイルス感染症の影響に
より中止

■受け入れ体制強化のための施設改修
・大山阿夫利神社下社公衆トイレにおけるホスピタリティの向上
のため、内装の改修及び外装の修繕を実施した。
（R1：便座の増設などの内装改修、R2：外装の修繕）

■地域通訳案内士の制度
・新型コロナウイルス感染症の状況を鑑みて、令和４年度から、
研修の実施予定

■集客施策
・大山宿坊を中心に、地元との勉強会等を実施してジビエや大山
とうふなどの地元の特産品を活用した新メニューの開発などを検
討する。

伊勢原市 関東運輸局
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産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成強化

川崎市 川崎市では、近年、外国人旅行者が増えており、観光地周辺を中
心に多言語対応を充実させ、受入環境整備を推進する必要性が高
まっている。特に、外国人の「言葉の壁」を解消し、有意義な滞
在を支援するためには、通訳ガイドの役割が重要となるが、川崎
市において活動しているガイドのうち多言語対応が可能な者はご
くわずかであり、神奈川の通訳ボランティア団体等、他の通訳ガ
イドに依頼する必要がある。

PRツールの多言語化促進や通訳ボランティア団体の活動状況や課
題等についての聞き取り調査実施に向けた検討を行う。

引き続き、PRツールの多言語化促進や通訳ボランティア団体聞き
取り調査実施に向けた検討を行う。

川崎市、（一
社）川崎市観光
協会、（公財）
国際交流協会等

関東運輸局
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産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成強化

埼玉県 【課題】
多言語で観光案内等ができる人材の育成
【現状】
訪日外国人観光客の増加に伴い、地域の観光施設、観光案内所、
宿泊施設等の観光関連施設で多言語対応ができる人材が不足して
いる。また、ボランティアガイドの後継者不足が課題となってい
る。

■実施主体：埼玉県
■解決方法：
2021年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向け
て、おもてなしの心を持ち、外国語で県内主要観光地をＰＲする
ことができる通訳ガイドを育成する。
■実績：平成２７年度：７２人、平成２８年度：１０４人、
　　　　平成２９年度：９３人、平成３０年度：９１人、
　　　　令和元年度：１４３人、令和２年度：１３４人
　　　　※令和２年度はオンラインによる研修を実施

引き続き、「おもてなし通訳案内士」の育成を進めていく。 埼玉県
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産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成強化

栃木県 観光業における業務の効率化や環境対策、新型コロナウイルス感
染症対策、人材不足等が課題となっている。

・観光業経営者等を対象に、感染拡大防止対策やSDGｓ等に関す
るセミナーを開催した。

観光業経営者等を対象に、コロナ対応や業務の効率化等に関する
研修を開催し、観光業の担い手人材を育成する。

栃木県
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産業界ニーズ
を踏まえた観
光経営人材の
育成・強化

群馬県渋川
市・吉岡
町・榛東村

【課題】
・観光地における多様な食の提供による集客・滞在促進
【現状】
・渋川伊香保エリア（渋川市・吉岡町・榛東村）はコロナ禍前に
おいて、外国人宿泊者数が増加傾向にあり、中でも人口に占める
ベジタリアンが比較的多いとされる台湾人が約半数を占める状況
となっている。
・都心近郊に位置する当エリアは「日帰り」での来訪客が多い
が、観光消費増による地域経済活性化の為には、「宿泊」滞在を
促すことが求められている。

【取組】
「台湾」を主要なターゲットとした、地場食材を活かした魅力的
な「ベジタリアンフード」の提供により、当該地域へのインバウ
ンド来訪・滞在促進効果を検証する。
＜取組時期＞令和２年８月～令和３年３月
＜取組概要＞
　・ターゲット、地域特性、地域資源に関する調査・分析
　・専門家等を含む関係者検討会の実施
　・モデルメニューの開発とセミナー・料理教室の開催
　・外国人モニター調査の実施・検証
　・ベジタリアンフード提供店舗等に関する情報発信
　・ガイドラインの作成
　・事業評価と次年度以降の取組の提案
【成果】
検証中のため、終了後に記載予定。

実証事業の結果を踏まえて、引き続き地域が主体となって、プロ
モーションを実施していくと共に、ターゲットの拡大・取組施設
の拡充・メニューの更なる充実を図り、地域としての「食」によ
るブランド力を強化し宿泊滞在を促進する。
また、伊香保モデルをベースとし、他の地域でも同様な取組を推
進する。

関東運輸局 関東運輸局
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宿泊施設不足
の早急な解消
及び多様な
ニーズに合わ
せた宿泊施設
の提供

関東 東京周辺で宿泊を希望する外国人旅行者数の需要の取り込む際
に、宿泊単価が市場価格よりも下がらないよう、上質な宿泊地と
してのイメージを保ちながら、外国人旅行者のための宿泊を確保
することが望まれる。

（取組）
・今年度は新型コロナウイルスの影響により現地プロモーション
等を見直し、情報発信事業及び受入環境整備事業に力を入れて取
り組んだ。
・情報発信事業においては、英語版ウェブサイトのリニューアル
を実施したほか、在日ライターを招請して記事（欧米豪・オース
トラリア・台湾向け）の執筆・WEB配信などを行った。
・受入環境整備事業においては、インバウンドに取組む観光事業
者等の登録制度の運用を開始し、勉強会の開催や英語版WEBサイ
ト整備支援・口コミ活用のための相談会などを行った。

（成果）
県内外国人宿泊者数
H28　197,090人泊
H29　270,620人泊
H30　274,860人泊
R1     269,090人泊
R2(11月まで)50,410人泊　※速報値
※観光庁宿泊旅行統計（従業員10人以上の施設）

・R3年度以降は、台湾・タイ・オーストラリア・シンガポール・
マレーシア・中国をターゲットとしてプロモーションを実施し、
ポストコロナのインバウンド需要のいち早い回復をめざし、情報
発信の強化と受入環境整備の高度化を推進する。
・特に、早期回復が期待されるFIT（個人旅行客）やラグジュア
リー層の獲得のため、「量から質」への転換を図ったターゲット
戦略により、海外メディアを活用したデジタルプロモーションを
実施する。
・受入環境整備に対しては、引き続き、県において県内自治体へ
の側面支援を行うとともに外国人旅行者受入に意欲的に取り組む
事業者への支援を強化する。

群馬県 関東運輸局
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宿泊施設不足
の早急な解消
及び多様な
ニーズに合わ
せた宿泊施設
の提供

関東 【現状】
　県内の宿泊施設において、ビジネスホテルの稼働率が80％台で
推移しているのに対し、旅館の稼働率は40％台で推移しており、
本市の宿泊施設の稼働率もこの傾向に当てはまる状況にある。
【課題】
　市内の温泉旅館においては、外国人観光客を今以上に取り込む
ことができれば稼働率の向上が期待できることから、受け入れ環
境の整備（施設の老朽化、宿泊プランの改善ほか）が課題となっ
ている。（厚木市）

・コロナウイルス感染症の影響により、国外からの観光需要が減
少した。国内の観光需要を喚起するキャンペーン（観光券・クー
ポン券の発行など）を実施した。

・感染症の収束を見極めつつ、訪日外国人に対する観光地として
の受入環境を整えるための経費の一部を助成する。

厚木市 関東運輸局
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インバウンド
観光促進のた
めの多様な魅
力の対外発信
強化

千葉県 東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、外国人観光客
へのおもてなしの向上と更なる誘客のため、県内における外国語
による観光ボランティアガイドの充実を図る必要がある。

２０２０年度においては、事業により培ってきたおもてなし力が
いよいよ発揮される年ということで、事業は一旦休止し、研修事
業のあり方について、検証する予定であったが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響により、オリパラが１年程度延期になり、
“おもてなし力の発揮”についても持ち越しとなってしまったと
ころ。
しかし、変わらず令和３年度に向けた事業検討を行うこととし、
“新しい生活様式”にも配慮した研修事業のあり方を検証する。

令和３年度に向けた事業検討を行うこととし、“新しい生活様
式”にも配慮した研修事業のあり方を検証する。

千葉県 関東運輸局
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インバウンド
観光促進のた
めの多様な魅
力の対外発信
強化

富里市 外国人観光客に対応できるよう受け入れ体制を整える。 観光協会で会員店舗へ多言語翻訳機器の貸与を行った。
また、外国人観光客を含め観光客が立ち寄れる観光・交流拠点整
備に関する検討を行った。

引き続き、外国人観光客に対応した機能整備を推進するととも
に、観光客の回復期に向け誘客策を実施する。

富里市・ＮＰＯ
法人富里市観光
協会

関東運輸局
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インバウンド
観光促進のた
めの多様な魅
力の対外発信
強化

柏市 訪日外国人の増加に伴い，市内の宿泊施設における外国人宿泊者
数は増加傾向にある。しかしながら，その多くは市内での買い物
や観光をほとんど行わず，都内で行っている状況である。このた
め，多言語版の観光パンフレットの作成及び周知による外国人観
光客の消費額増加を図ることは課題の一つとなっている。

平成31年4月にリニューアルオープンした本市の観光案内所「か
しわインフォメーションセンター」では，多言語対応のホーム
ページを構築するとともに，外国人スタッフによるイベントレ
ポートなど，多言語での情報発信に力を入れている。
また，柏市観光協会は，令和元年5月に多言語版ホームページを
開設し，体験メニューの紹介をするなど，外国人観光客に向けた
情報発信を強化している。

本市の魅力の一つである柏駅周辺の飲食店や市内観光施設を外国
人宿泊客にＰＲするため，多言語版観光マップの作成について検
討する。（NPO法人柏ソーシャルキャピタル協会）

多言語版ホームページの内容をより充実させるとともに，積極的
な情報発信を行う。（柏市観光協会）

NPO法人柏ソー
シャルキャピタ
ル協会（H31か
ら），柏市観光

協会，柏市

関東運輸局
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インバウンド
観光促進のた
めの多様な魅
力の対外発信
強化

柏市 訪日外国人の増加に伴い，市内の外国人宿泊者数も増加傾向にあ
るが，外国語対応可能な観光案内所の整備ができていない。

前述の「かしわインフォメーションセンター」は，外国人（宿泊
者）が来館・利用しやすい環境整備の一つとして，フルタイムで
英語対応可能な観光案内スタッフの常駐や案内サインの環境整備
を行い，「外国人観光案内所カテゴリーⅡ」の認定を今年度取得
した。

解決済 NPO法人柏ソー
シャルキャピタ
ル協会（H31か

ら），柏市

関東運輸局
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インバウンド
観光促進のた
めの多様な魅
力の対外発信
強化

銚子市 観光案内所や観光スポット、２次交通機関、宿泊施設、土産屋等
の観光関連施設では、多言語対応の人材が不足している。また、
パンフレットやホームページについても整備できていない現状で
ある。

■実施主体：銚子市、銚子DMO
■解決方法：多言語対応やおもてなしに係る勉強会を実施し、地
域全体のインバウンドに対する気運を高め、外国人観光客の受入
環境を整える。各観光施設などのパンフレットやホームページで
の多言語対応については、事業者ごとの判断に任せる。
■取組内容
　2016年10月　外国語版銚子市観光パンフレット改訂（英語、中
国語繁体字、中国語簡体字）
　2017年1月　外国人観光客へのおもてなしセミナーの実施
　2017年2月～　台湾国内向け訪日観光客PR用SNSメディア
「ラーチーゴー」への銚子市PR記事を継続して掲載
　2017年6月　外国語版銚子市観光パンフレット改訂（英語版、
中国語繁体字、中国語簡体字）
　2018年2月　文学碑案内板を多言語化（英語、中国語繁体字）
　2019年3月　市内6か所の観光案内板を多言語化（英語、中国語
繁体字、韓国語、タイ語）
　2019年3月　市内14か所の観光スポットの多言語音声ガイドを
作成（英語、中国語）
■成果
ラーチーゴー閲覧数　114,218件（2017.2.20-2019.6.18）
外国人観光客宿泊者数　2,501人（2015）→597人（2020）

■対応方針
　多言語版観光ポータルサイトの作成及びSNSの活用等により、
より効果的なインバウンド誘客を目指す。

銚子市、銚子市
観光協会

関東運輸局 地方創生推進交
付金
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インバウンド
観光促進のた
めの多様な魅
力の対外発信
強化

銚子市 市内の外国人宿泊者数は、719人（Ｈ26）から3,446人（2019）
に増加しているが、インバウンドを推進していくためのノウハウ
は少なく、自治体や民間事業者における連携体制の構築が出来て
いないため、効果的なＰＲが出来ていない。

■取組内容
　2016年10月～2017年2月　勉強会実施（全5回）
　2017年2月　モニターツアー実施
　2017年2月～　台湾国内向け訪日観光客PR用SNSメディア
「ラーチーゴー」への銚子市PR記事を継続して掲載
　2018年3月　インバウンドサイクリスト向けモニターツアーを
実施
　2019年3月　寿司握り体験プログラムの開発及びモニターツ
アーを実施
■成果
ラーチーゴー閲覧数　114,218件（2017.2.20-2019.6.18）
外国人観光客宿泊者数　2,501人（2015）→597人（2020）

■対応方針
　観光体験プログラムの開発、観光イベントの開催等により、よ
り効果的なインバウンド誘客を目指す。
■取組内容
　2020年7月　東京2020ホストタウン事業として、台湾PRイベン
ト実施

銚子市、銚子市
観光協会、台湾
文化センター

関東運輸局
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インバウンド
観光促進のた
めの多様な魅
力の対外発信
強化

銚子市 多くの事業者において、公衆無線ＬＡＮ整備の必要性に疑問を感
じている。費用対効果が不透明で投資に値する需要があるか分か
らないため、整備に慎重になっている。

■解決方法：千葉県が実施する補助事業（補助対象事業費の
2/3）を活用して、公衆無線ＬＡＮ整備を実施。
■取組内容
　2016年6月～11月　公衆無線ＬＡＮ整備（5か所）
　2016年11月　市HPにて整備箇所（5か所）を周知
　2018年2月　公衆無線ＬＡＮ整備（1か所）
　2018年2月　市HPにて整備箇所（1か所）を周知
　2019年3月　公衆無線ＬＡＮ整備（1か所）
　2019年3月　市HPにて整備箇所（1か所）を周知
　2020年7月　公衆無線ＬＡＮ整備（2か所）
■成果
外国人観光客宿泊者数　2,501人（2015）→597人（2020）

■対応方針
　観光事業者と連携し、公衆無線ＬＡＮ整備箇所を増加させてい
く。

銚子市、銚子市
観光協会、銚子
市公衆無線LAN
整備協議会

関東運輸局 千葉県公衆無線
ＬＡＮ観光整備
事業
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インバウンド
観光促進のた
めの多様な魅
力の対外発信
強

関東 【課題】
・国際観光地化にむけて、周知がまだまだ不十分な状態であり、
国外に向けた強力でかつ効果的な情報発信が必要である。（伊勢
原市）
・国際観光地化に向けて、外国人観光客の誘客を図るために、発
信する情報を充実・強化した上で、効果的な観光情報の提供を行
う。（伊勢原市）
【現状】
・大山紅葉ライトアップ、絵とうろうまつりなどの観光イベント
の充実・強化として、「下社や大山寺からの夜景」を新たな魅力
として活用したイベントを実施する。
・駅到着時からお客様にWELCOMEを感じていただくべく、伊勢原
駅北口において、着ぐるみでのお迎えやバスターミナルに『よう
こそ!大山へ』の看板設置等によりお出迎えの演出を進めるととも
に、Wi-fi設備の整備による情報発信の強化や、観光案内所におけ
る外国人旅行者の利便性の向上、観光音声ガイドの導入などを図
る。
・８月１１日の山の日に合わせ、夜景と絵とうろうまつり、納太
刀ウォークなど昼から夜まで楽しめる、山の日記念イベントを実
施し、ＧＷ期間と紅葉シーズンには駅前での着ぐるみによるお迎
え等のおもてなし事業を実施した。平成２８年度に大山地域での
Wi-fi設備の整備が完了し、観光アプリにより国内外に大山の魅力
を発信していく取組を進める。
・今後も駅までのおもてなし実施や、Wi-fi設備の整備による情報
発信の強化を進めていく。

■駅前おもてなし事業の実施
・観光客の多い紅葉シーズンに合わせて鉄道利用者に向けたパン
フレットの配布や観光情報の提供を新型コロナウイルス感染症の
影響を考慮した縮小版で実施した。
（実施日　R2 10/14,15,21,22,28,29 計６日間）
■日本博事業
・新型コロナウイルス感染症の影響により中止
■大山ワーケーション等基盤整備事業
・宿坊のワーケーション受け入れ体制の構築のために無線LAN環
境整備のための補助制度を制定
・大山宿坊ガイドの作成
■人流データ活用基盤整備
・WIFIセンサーを設置し、国内外の観光客の人数や周遊状況など
の情報収集を行った。

■駅前おもてなし事業の実施
観光客の多いゴールデンウィークや紅葉シーズンに合わせて鉄道
利用者に向けたパンフレットの配布や観光情報の提供、市公式
キャラクターによるお出迎えなどの事業を実施予定。
■日本博事業
日本博事業として、大山火祭薪能や宝城坊の常設展の特別展覧会
などを検討
■人流データ活用基盤整備
・WIFIセンサーによる国内外の観光客の人数や周遊状況などの情
報を観光施策の企画立案に活用。

伊勢原市 関東運輸局
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インバウンド
観光促進のた
めの多様な魅
力の対外発信
強

関東 【現状】
　町単体では観光資源や設定できるルートが限られる。
【課題】
　広域連携事業を行っている藤沢市や茅ヶ崎市と連携すること
で、寒川町の観光資源を生かすことのできる観光ルートの形成を
行う。（寒川町）

・新規の設置箇所の検討を行ったが、実施には至らなかった。
・広域連携（県・県観光協会・3市3町）の、湘南地区観光振興協
議会でガイドブック作成を行い、寒川町を含む周遊コースの掲載
を行い、周知を図った。
・一般財団法人モバイルスマートタウン推進財団と協定を締結
し、Guidoorにて多言語によるインバウンド向けの発信を行った。

・観光協会や近隣自治体と連携し、観光資源の発掘に努める。
・SNSを活用した魅力発信を行う。
・近隣自治体と連携し、湘南地区の魅力の創出および観光ルート
を作成することで、誘客を図る。
・Guidoorを活用した、より効果的なPRを検討する。

寒川町、寒川町
観光協会

関東運輸局
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インバウンド
観光促進のた
めの多様な魅
力の対外発信
強

関東 【課題】
　設置できる場所の検討（海老名市）
【現状】
　市内に観光案内所が存在しない。

令和２年度、相模鉄道海老名駅への観光案内所設置に向け検討
中。

観光案内所の設置は見送ることとなった。 海老名市 関東運輸局
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インバウンド
観光促進のた
めの多様な魅
力の対外発信
強

関東 【課題】
　今後外国人観光客の増加が見込まれるうえで、外国語対応や周
辺地域の観光案内・情報提供ができる体制を整備する必要があ
る。（秦野市）
【現状】
　秦野駅前観光所には外国語対応ができるスタッフも勤務してい
るが、常駐ではない。

・英語・中国語（2種）の本市の観光案内パンフレットを作成、
厚木市・伊勢原市と平成28年に観光アプリ「おおやまめぐりガイ
ド」及び英語版のパンフレットを作成した。観光案内所には外国
語対応可能なスタッフも勤務しており、外国人観光客の対応を
行っている。

英語対応可能なスタッフについては引き続き雇用し、訪日外国人
観光客の増加が見られれば必要なボランティア体制などを検討し
ていく。
また、携帯型翻訳機なども活用していく。

秦野市
秦野市観光協会

関東運輸局
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インバウンド
観光促進のた
めの多様な魅
力の対外発信
強

関東 【課題】
・湯河原町は、純和風旅館が多いため、日本の文化習慣に触れる
機会が多く、訪日外国人旅行者も喜んでいただいているが、浴衣
の着方や温泉入浴のマナーなどの日本の文化習慣の理解が促進さ
れ、より安全にトラブル等がなく楽しめる環境が必要である。
（湯河原町）

【現状】
　外国語パンフレットの作成、おもてなし英会話講座の実施な
ど、受け入れ体制の整備を整えているところである。

神奈川県観光協会、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町で過去
に作成された、「外国人おもてなしハンドブック」を訪日外国人
旅行者とのコミュニケーションツールとして使用しているが、充
足しているとはいえないので、外国語パンフレット及びホーム
ページの作成及び指さし英会話”飲食店編”を作成。

また、外国人を講師に招き、店舗に訪問する「おもてなし英会話
講座実践編」を開催し、受け入れ態勢の充実を図った。
なお、令和２年４月から、駅前観光案内所において、タイからの
留学生を職員として採用し、英語、タイ語での観光案内業務、観
光情報発信業務を実施している。また、町が率先して留学生を職
員として採用することで、各旅館等での労働力不足の解消の手段
としても、留学生を採用するという事例が生まれている・

・インバウンド施策として、日本に滞在している外国人の方に、
湯河原温泉への来訪の情報発信を実施している。
・左記を継続実施していく。

湯河原町 関東運輸局
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インバウンド
観光促進のた
めの多様な魅
力の対外発信
強化

関東 【課題】
訪日外国人旅行客の様々なニーズに対応すべく、新たな周遊構築
促進の施策が必要である。
新型コロナウイルス感染症の影響で大幅に落ち込んだインバウン
ド回復のため、アフターコロナの需要獲得に向けた取組みが必要
である。

【現状】
新型コロナウイルス感染症の影響で訪日外国人旅行客数は大幅に
減少した。
さいたま市や新幹線沿線各自治体のPRは十分であるとは言えない
状況である。

■実施主体：さいたま市、東日本の新幹線沿線自治体
■方針：平成27年10月26日に、東日本の各新幹線沿線自治体によ
り、地方創生及び地域の活性化に向けた「東日本連携・創生
フォーラム宣言」を採択したことを踏まえ、連携各都市の物産、
祭、イベント等を活用し広域的な周遊ルートを構築する。
■具体的取組
・連携自治体と東京2020大会に向けた共同取組について協議
■成果
・連携自治体と東京2020大会を契機とした共同取組への合意形成

■東京2020大会を契機とした事業の構築
・東日本連携WEBサイトの運営
・WEB広告、OTAサイトと連携した広報
・共同誘客キャンペーン
■まるまるひがしにほん（東日本連携センター）を活用したプロ
モーション

さいたま市 関東運輸局

45

観光教育の充
実

関東 【課題】若者や学生の観光をテーマとして教育機会の充実の場と
して活用していくことが課題（国土交通省）
【現状】地域の観光資源が集まる「道の駅」において、観光や地
域振興を学ぶ学生の課題活動やインターンシップの場として活用
する取組を進めている。

年間を通したゼミ活動等として実施する連携企画型の実習につい
て、１０大学が道の駅との連携した取り組みを進めているとこ
ろ。

それぞれの取り組み状況や成果について、道の駅に関する会議
や、道の駅シンポジウム等で、各市町村等へ周知するなど取り組
みを進める。

国土交通省 関東地方整備局
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民間のまちづ
くり活動等に
よる「観光・
まち一体再
生」の推進

関東 観光案内機能の拡充・展開
・多様化する旅行者のニーズに的確に対応した観光情報を提供し
ていくため、東京観光情報センター及び観光案内窓口において、
多言語で観光情報を提供する体制をさらに充実させていくことが
重要

・ 区市町村や観光関連団体、民間事業者等と連携して、都内全域
において、観光案内窓口の整備を実施。
・これまでに指定した広域的な観光案内拠点に対し、観光案内機
能の充実を図る。

・ 区市町村や観光関連団体、民間事業者等と連携して、都内全域
において、観光案内窓口の整備を行う。
・ これまでに指定した広域的な観光案内拠点に対し、観光案内機
能の充実を図る。

東京都 関東運輸局
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民間のまちづ
くり活動等に
よる「観光・
まち一体再
生」の推進

関東 【課題】
　増加する外国人観光客に対して、更なるおもてなしの向上が求
められる。（藤沢市）
【現状】
　増加する外国人観光客に対して、更なるおもてなしの向上が求
められるが、江の島島内をはじめとした公衆トイレについては、
規模・規格ともに課題がある箇所がある。

・江の島島内公衆トイレについて、建替えや改修、洋式化に向け
た実施設計及び改修工事を実施した。
また、外国人にも分かりやすい案内表示を設置した。（神奈川
県）
・令和2年度は取り組みなし（藤沢市）

・現時点では未定（藤沢市） 神奈川県
藤沢市

関東運輸局 ・社会資本整備
総合交付金
・訪日外国人旅
行者受入環境整
備緊急対策事業
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民間のまちづ
くり活動等に
よる「観光・
まち一体再
生」の推進

千葉市 千葉中心市街地は、大型バスが利用できる駐車場が少ないため、
ホテル等の宿泊施設がインバウンドを積極的に受け入れるための
障害となっている。2020年東京オリンピック・パラリンピック開
催にむけて、選手や大会関係者、観戦者の輸送を担う貸切バス車
両の台数がさらに増加することが想定されるため、駐車場の確保
は喫緊の課題である。

H30年も引き続き市役所駐車場スペースの貸出を継続。 H31年以降は、庁舎建替えの影響で市役所駐車場スペースが使え
なくなるため、市役所駐車場以外の新たな公共施設活用を検討し
ていく。

千葉市・千葉県
等

関東運輸局



No.
観光ビジョン

掲載施策
市町村

・地域等
課題・現状 令和２年度の成果及び取組 令和３年度以降の対応方針 実施主体

ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等
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民間のまちづ
くり活動等に
よる「観光・
まち一体再
生」の推進

千葉市 【課題】エリアマネジメントの民間開放によるMICE都市としての
魅力向上
【現状】
・幕張メッセは、幕張新都心の中核的施設として国際的な会議･イ
ベントを年間841件開催、来場者約709万人を集客(H29年度実績)
しているが、賑わいの効果を施設内だけでなく、街全体に波及さ
せていく必要がある。
・道路空間と民間敷地等を一体で活用することにより、経済効
果・賑わいの効果を、幕張メッセの施設内だけでなく街全体に波
及させ、MICE機能の向上および街全体の活性化を実現させる。

（主なもの）
■第3回JBCF幕張新都心クリテリウム【H30.11.10】
　日本最大級のスポーツ自転車フェティバル「CYCLEMODE」に合
わせ、道路空間を活用して、JBCF(全日本実業団自転車競技連盟)
に所属する選手による、自転車レースイベントを公道上で開催。
■ニコニコ超会議２０１８【H30.4.28～29】
　約16万人が来場するイベント「ニコニコ超会議２０１８」に合
わせ、海浜幕張駅から会場となる幕張メッセまでの歩行動線上
（駅前広場・歩行者用デッキ）に歓迎及び会場案内の横断幕（計
6箇所）を設置
■東京ゲームショウ2018【H30.9.20～23】
・コンピューターゲームを始めとするコンピューターエンターテ
インメント関連の総合展示会である「東京ゲームショウ」の開催
に合わせ、海浜幕張駅から会場となる幕張メッセまでの歩行動線
上（駅前広場・歩行者用デッキ等）に歓迎及び会場案内のための
横断幕等（計9箇所）を設置

引き続き、幕張メッセで行われる国際会議やイベント等での積極
的な活用について、実施主体である株式会社幕張メッセと連携し
ながら取り組む。

千葉市、株式会
社幕張メッセ
（国家戦略道路
占用事業の実施
主体）

関東地方整備局

50

民間のまちづ
くり活動等に
よる「観光・
まち一体再
生」の推進

川崎市 観光地である生田緑地では駐車場が少ない一方で、外国人旅行者
が団体で利用する機会や需要も多く、慢性的にバスの駐車スペー
スが不足している状況。

バスの駐停車場について、市の施設、用地等のスペースを有効活
用できるように調整している。

引き続き、バスの駐停車場について、既存のバス駐車場や市の施
設、用地等のスペースを有効活用できるように調整していくとと
もに、引き続き事前予約可能なバス駐車場について周知を行って
いく。

川崎市、民間事
業者

関東運輸局
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民間のまちづ
くり活動等に
よる「観光・
まち一体再
生」の推進

関東 【課題】道路空間と観光の連携の推進
　道路協力団体等、道路空間を利活用する団体との連携の推進が
課題。
【現状】
　道路協力団体と連携・協働し、道路空間における地域の賑わい
づくりや修景活動等に取り組んでいるところ。

関東地方整備局では平成28年度～令和2年度において、道路協力
団体の指定に向け５回募集を実施しており、現在第５回の指定に
向けて審査を実施中。道路維持活動やオープンカフェなどの活動
を実施中。

関東地方整備局と地方公共団体との情報共有を図る場の設置を検
討し、道路協力団体制度の円滑な運用を目指す。

国土交通省 関東地方整備局
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キャッシュレ
ス環境の飛躍
的改善

成田空港 【課題】
・決済システムの多様化
【現状】
・中国人向け決済の「Alipay（アリペイ）」及び「Wechat
Payment」の導入拡大

・国内の主要コード決済の導入（令和2年2月）
・キャッシュレス決済端末更新による利便性向上及び、国内コー
ド決済の対応種類の追加。（令和2年度に実施中）

・お客様のニーズに応えるため、多様化する決済システムに対応
すべく引き続き市場動向を注視していく。

成田国際空港
（株）
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キャッシュレ
ス環境の飛躍
的改善

羽田空港 （羽田空港全体）
国内線と国際線の一部の店舗において、中国人向けの決裁サービ
ス「Wechat Payment」＝スマホアプリを導入済。利用状況は、銀
聯カードほどではないが増加傾向。

（羽田空港全体）
〇中国人向け決裁サービス「Alipay（ｱﾘﾍﾟｲ）」「Wechat
Payment」を国際線ゲート内店舗、国内線店舗の一部に導入し、
POSレジとの連動が可能となり、レジ処理時間の短縮化に繋がっ
ている。
〇新規QRコード決済として、韓国人向け「NAVER　PAY」、東南
アジア向けモバイル決裁サービス「VIA」、日本人向け「PAY
PAY、LINE　PAY、楽天PAY」を導入した。
〇新規QRコード決済として、台湾人向け「JKO PAY」、日本人向
け「メルペイ、auペイ、d払い、ANAペイ」を令和3年2月に導入。

【羽田空港全体】
〇QRコード決済のPOSレジとの連動を、引き続き国際線ロビー店
舗への導入を図っていく。
〇クレジット、電子マネーの端末機を新端末に入れ替える作業を
令和2年11月より令和３年5月の間に順次実施。(緊急事態宣言の
発令等の影響により入替作業期間が延長となる）
　クレジットのICカード、非接触式カード及び電子マネー「QUICK
PAY」の使用を可能とさせる。

日本空港ビルデ
ング㈱

東京航空局
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成田空港 【課題】
・館内をストレスフリーに歩けるサービスの向上
【現状】
・訪日外国人旅客数も増加する中、初めて成田空港を訪ねる方で
もストレスフリーに館内を歩けるよう、サービス向上が求められ
ている

・成田空港ターミナル内の目的地への経路案内機能を備えた、高
精度屋内地図サイト「NariNAVI（ナリナビ）」を、2018年9月にリ
リース（日、英、中（簡・繁）、韓の5言語対応）、UDインタラ
クティブ型デジタルサイネージ「infotouch」で検索したルートを2
次元バーコードを介してサイト内で表示する連携機能を実装。

・リリースした地図サイトの効果検証を実施し、機能改修を進め
ていく。

成田国際空港
（株）

東京航空局
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羽田空港 （羽田空港全体）
一度のログインで国内線・国際線ターミナル双方を利用できる環
境を構築済みだが、鉄道事業者等との接点においては、別のID・
パスワードでネットワークにログインする必要があり、訪日外国
人にとって面倒である。

鉄道会社が提供している公衆無線LANとはネットワーク（通信
キャリア）が異なるため、ログイン情報の相互提供に関する法的
問題の解消に向けて検討中

鉄道以外に、羽田空港に乗り入れる高速バス各社でも独自に公衆
無線LANサービスを提供しており、バス各社を含めた検討が必要

東京国際空港
ターミナル(株)

東京航空局
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栃木県 公衆無線ＬＡＮ環境や施設等のスタッフとのコミュニケーション
について不便に感じている外国人が多い。

・観光地での公衆無線ＬＡＮ環境の整備を支援した。
・外国人観光客を受け入れる県内事業者を対象にした多言語コー
ルセンターを設置した。
・観光協会所管の観光案内所が行う多言語音声翻訳機の導入支援
をした。
・外国人観光客に対応できる人材を育成するためのセミナーを開
催した。

引き続き、公衆無線ＬＡＮ環境の整備や外国人観光客が観光施設
等のスタッフと円滑なコミュニケーションを取れるよう支援して
いく。

栃木県
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君津市 無料公衆無線LAN（Wi-fi）を、補助金を活用し、平成２８年度及
び２９年度に君津市久留里観光交流センターをはじめ市内10箇所
の整備を行った。

令和元年度に君津市役所や公民館などの公共施設10カ所を新たに
整備し、合計現在20カ所の施設で無料公衆無線LAN(Wi-fi)を利用
することができるようになった。

引き続き維持管理及び情報発信を行う。 君津市 関東運輸局 平成28年、29
年設置時：外国
人観光客誘致の
ための公衆無線
LAN環境整備事
業
令和元年度：無
し
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館山市 LAN環境整備について
市施設への設置は一旦完了したが，未設置の市施設への公衆無線
ＬＡＮ設置及びアクセスポイント増設を予定している。宿泊施設
等においても、千葉県の補助金を活用するなどして、徐々に設置
が進んでいる。

市が設置した公衆無線ＬＡＮ設備について、機器の更新等の維持
管理を適切に行った。さらに，コロナウイルス感染症対応による
インターネットによる会議等の需要が高まり，アクセスポイント
の増設を行った。また，宿泊施設からの補助金の問合せに対し
て，千葉県の補助金についての情報を提供した。

コロナウイルス感染症対応によるインターネットによる会議等の
需要が高まっているため，新規に市施設に公衆無線ＬＡＮ設置及
びアクセスポイントの増設を行う予定である。また，宿泊施設等
へも情報提供を行っていく。

館山市 関東運輸局
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市原市 平成26年度に（一社）市原市観光協会が、飲食店や観光施設等を
対象に外国人観光客の受けに関するアンケート調査を実施した
が、回答が少なく情報集約が十分にできなかった。市内観光案内
所において、外国人旅行者に対応できる体制の構築が必要と考え
る。

令和元年度
・千葉市と連携し、市原市内のムスリム対応可能な飲食店を掲載
したムスリム向けの観光マップを作成した。
・千葉大学と連携し留学生を対象にした市内モニターツアーを実
施し、意見交換を行った。
・観光案内所においてスマホでの翻訳アプリを使用した外国人対
応を実施した。
令和２年度
・イスラム圏の首都圏在住外国人を対象として、バーベキュー大
会を実施した。

モニターツアー等で頂いた意見を参考に、外国人観光客の受け入
れに必要な情報掲載や受け入れ態勢づくりを進めていく。
・イスラム圏の在留外国人を対象としてのモニターツアー等の実
施
・飲食店を対象としたムスリムに受入環境の整備の支援

市原市・（一
社）市原市観光
協会・市原DMO

関東運輸局
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市原市 訪日外国人旅行者が必要とする無料公衆無線LANの整備が市の観
光施設及び民間施設において不足している。

・29年度：養老渓谷駅前に屋外型無料公衆無線LANを１基設置
・30年度：市原湖畔美術館レストラン棟に屋内型無料公衆無線
LANを１基設置
・令和元年度：高滝湖観光企業組合に屋内型無料公衆無線LANを
１基設置
・令和2年度：道の駅あずの里いちはらに屋内型無料公衆無線LAN
を１基設置

・設置した無料公衆無線LANの利用状況等を検証するとともに他
施設への導入計画を継続検討していく。

市原市、鉄道事
業者、バス事業
者、宿泊・飲食
施設等事業者

関東運輸局 外国人観光客誘
致のための公衆
無線LAN環境整
備事業補助金
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千葉県 東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、今後も多くの
外国人観光客が本県を訪れると見込まれるにも関わらず、県内の
無料公衆無線LAN環境が十分に整備されているとはいえなかった
ため、スマートフォン等からインターネットにつながらず、観光
地周辺の情報が入手しにくい状況にある。

本県を訪問した外国人がスマートフォン等により県内の観光情報
を容易に入手できるよう、宿泊施設、観光行楽地、道の駅、観光
農園等において、無線LANのアクセスポイントを設けるための
ネットワーク回線設置費用、アクセスポイントの購入及び工事費
用に対して補助金を交付した。
○実施件数
平成26年：31箇所、平成27年：101箇所、平成28年：96箇所、
平成29年：55箇所、平成30年：48箇所、令和元年：38箇所、
令和2年：12箇所（R3.1月末）

東京オリンピック・パラリンピックのに向けての事業であるた
め、令和３年度の事業予定はない。

千葉県 関東運輸局 観光庁



No.
観光ビジョン

掲載施策
市町村

・地域等
課題・現状 令和２年度の成果及び取組 令和３年度以降の対応方針 実施主体

ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等
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多言語対応に
よる情報発信

山武市 【課題】外国語を操れる人材の育成、観光案内の多言語化整備等
の必要です。（山武市、市観光協会）
【現状】市観光協会で英語のできるスタッフを募集中であり、ま
た、市観光パンフの外国語版を作成し活用しています。（山武
市、市観光協会）

・外国語を操れる人材について
　外国語を操れる人材として市観光協会で英語を話せる職員を募
集し、採用したが退職してしまった。そのため、現在は募集して
いるところです。
・外国語観光パンフについて
　平成28年度末までに英語版（日併記）、韓国語版の市観光パン
フを作成した。現在は外国語パンフを活用しているが、平成29・
30年度においては増刷は行っていません。
・自動翻訳機導入
　自動翻訳機を市観光協会で導入し、観光案内業務で活用中。

・継続して外国人観光客との交流促進に向けた取り組みを進めて
いきます。

山武市 関東運輸局
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八千代市 【課題】新型コロナウイルス感染症の影響により，近場を観光す
る需要が高まることが予想されるものの，八千代市は東京のベッ
トタウンとして発展してきたこともあり，宿泊施設が充実してい
なく，旅行者の受け入れについても意識が根付いていない。滞在
中の情報ニーズの把握や市内宿泊施設等でのWi-Fi環境の整備が課
題となっている。（八千代市）
【現状】市内宿泊施設の情報収集を行い，観光アプリ等で情報提
供を行っている。市内宿泊施設等ではWi-Fi環境の整備を推進でき
るよう，補助金等の周知を行っている。

平成30年1月にリリースした観光アプリ「ココシルやちよ」に
て，宿泊施設の情報提供を開始した。また，各施設等にWi-Fi環境
の整備等の補助金について，周知を行った。

引き続き観光アプリ等で宿泊施設の情報提供を行う。また，各施
設等にWi-Fi環境の整備等の補助金についても継続的に周知を行
う。

八千代市 関東運輸局 外国人観光客誘
致の ため公衆

無線ＬＡＮ環境
整備事業
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関東 情報通信技術の積極的な活用
・公共交通機関、商業施設、自治体等が整備する無料Wi-Fiに加
え、携帯電話各社が設置するWi-Fiアンテナを外国人が無料で利用
できるしくみが運用されるなど、利用できる場所が急速に拡大し
ている。
・都においても平成27年度以降、都立施設、路上に設置された観
光案内標識及び公衆電話ボックス周辺にWi-Fiアンテナ設置し、無
料Ｗｉ-Ｆｉサービス「TOKYO FREE WI-FI 」を提供している。
・都内の様々なサービスを利用する外国人旅行者が、共通の利用
手続きで利用できないこと、利用場所・利用方法がわかりづらい
ことが課題である。
・デジタルサイネージは、民間において普及が進んでいるが、設
置・管理コスト等の観点から、観光情報等の提供手段としての活
用は進んでいない。
・都では、平成27年度以降外国人旅行者の多く訪れるエリアの歩
行空間に観光情報等を多言語で提供するデジタルサイネージを設
置し、サービスを提供している。

・「TOKYO FREE Wi-Fi」では、都内の地下鉄等と連携すること
で、一度の登録で複数のサービスを利用できるしくみとしてい
る。今後、このしくみで連携できる主体を拡大し、旅行者の利便
指向上に取り組む。
・外国人旅行者の利用が見込まれるエリアの歩行空間及び観光案
内窓口において運用するデジタルサイネージで観光情報を提供す
る。

・「TOKYO FREE Wi-Fi」では、都内の地下鉄等と連携すること
で、一度の登録で複数のサービスを利用できるしくみとしてい
る。今後、このしくみで連携できる主体を拡大し、旅行者の利便
指向上に取り組む。
・外国人旅行者の利用が見込まれるエリアの歩行空間及び観光案
内窓口において運用するデジタルサイネージで観光情報を提供す
る。

東京都 関東運輸局
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関東 【現状】
　神奈川県を訪れた外国人観光客へのアンケートによると、不満
に感じる点として、通信環境が挙がっている。
【課題】
　通信環境に対する不満点を改善する取組みを推進する必要があ
る。（神奈川県）

・外国人観光客が無料で利用できるインターネット環境等を整備
するため、県内の民間の観光施設のWi-Fi整備に対し、補助した。
　交付決定件数　１件（１月末日現在）

国内外の観光客が安全かつ、快適に滞在できる環境づくりに向
け、民間事業者等が災害時に対応した無料Ｗｉ－Ｆｉを整備する
場合に、その整備費用に対して補助する。

神奈川県 関東運輸局
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関東 【課題】
　Free WiFiの導入・整備等には多額のコストがかかる（寒川町)
【現状】
・役場の一部及び町内一部商店にしか整備されていない。
・多額の費用がかかることから、事業者等へ大きな負担をかけす
にLAN環境の導入及び整備ができる方法の検討を行うとともに、
効果的なWiFi導入箇所の検討を行う。

新規の設置箇所の検討を行ったが、実施には至らなかった。 ・町内のWiFi導入が必要な箇所の検討を行う。 寒川町 関東運輸局
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関東 【課題】
なし（秦野市）
【現状】
無料公衆無線LAN（Wi-fi）の観光施設等に対する整備について、
現在必要と思われる箇所は全て設置済みである。

現在必要と思われる箇所は全て設置済みのため、新たに設置が必
要な箇所について検討している。なお、平成29年12月中に市内公
民館や市役所の一部等に無線LANを設置した。

新たに無料公衆無線LAN（Wi-fi）設置が必要な箇所の検討を行
う。

秦野市 関東運輸局
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埼玉県 【課題】
無料Wi-Fiや案内板の多言語などの受入環境整備
【現状】
国の調査で訪日外国人観光客があると便利だと思ったことの一つ
として、無料Wi-Fi環境の整備があげられているが、これらの整備
のほか、受入環境全体について整備を促進していく必要がある。

■実施主体：埼玉県
■解決方法：
平成26年度から県内市町村に対し、Wi-Fi整備に係るＰＲ経費の一
部を補助していたが、平成29年度から補助対象事業をWi-Fi整備以
外の多言語パンフレットや案内表示など外国人受入環境整備に対
象を拡充している。
■実績：平成29年度：４市、平成30年度：５市町、令和元年度：
４市町、令和２年度：１市

　今年度も市町村に対し、外国人観光客の受入環境整備に係る経
費の一部を補助する。

埼玉県
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関東 【課題】
　東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催により、国
内旅行者だけでなく外国人観光客の増加が見込まれるため、本市
への誘客を図り、インバウンドの推進が求められる。(茅ヶ崎市）
【現状】
　本市の周辺では、鎌倉、藤沢や箱根といったエリアに観光客が
集中しており、年間を通じて本市への誘客を図れていない。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえつつ、道の駅推進事業
における運営手法の検討を実施。行い決定。
また、新型コロナウイルスの影響を受け、改めて整備行程を精査
した結果、オープン時期を令和４年３月から令和７年７月へと見
直した。

引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた道の駅にお
けるインバウンドの取り組みを検討する。

茅ヶ崎市 関東地方整備局

70

通信環境の飛
躍的向上と誰
もが一人歩き
できる環境の
実現

長野県 【課題】
　無料公衆無線LAN環境整備（長野県）
【現状】
　県内の観光関連施設などに、無料公衆無線LAN環境が不足して
いると言われている。

〇平成31年２月に「長野県インバウンド推進協議会」を設立、同
年４月にWGのひとつである「受入環境整備部会」において、「イ
ンバウンドセミナー」を開催し、北陸信越運輸局職員が観光庁補
助金事業の説明を行い、市町村、DMO、民間事業者に対し補助事
業を活用したWI-FI整備等を促した。また長野県観光アプリに無料
Wi-Fiスポットを掲載し、外国人旅行者の利便性を向上。
○令和元年11月29日、「インバウンド受入環境整備セミナー」を
開催。田辺市熊野ツーリズムビューローのブラッド・トウル氏を
講師に招き、外国人旅行者の視点から見た無料Wi-Fi等受入環境整
備の重要性について講演いただいた。
○HAKUBAVALEEY（小谷村、大町市、白馬村）エリアを対象とし
た、国の補助金（まちあるきの満足度向上整備支援事業）への県
の上乗せ補助事業を実施。（屋外型無料Wi-Fiの面的整備）

〇長野県インバウンド推進協議会による民間主導の受入環境整備
活動と連携し、無料公衆無線LAN環境整備と外国人旅行者の利便
性向上を促進。

長野県 総務省
観光庁

「訪日外国人旅
行者受入環境整
備緊急対策事

業」等
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通信環境の飛
躍的向上と誰
もが一人歩き
できる環境の
実現

長野県 【課題】
　多言語対応可能な観光関連施設の増加（長野県）
【現状】
　県内の観光施設、宿泊施設、観光案内所、飲食店・土産物店な
どにおいて多言語案内などインバウンド対応が不十分な状況にあ
る。

〇平成31年２月に「長野県インバウンド推進協議会」を設立、同
年４月にWGのひとつである「受入環境整備部会」において、「イ
ンバウンドセミナー」を開催し、北陸信越運輸局職員が観光庁補
助金事業の説明を行い、市町村、DMO、民間事業者に対し補助事
業を活用した多言語案内表示の整備等を促した。また、「長野県
国際観光推進協議会」を主として設置した多言語コールセンター
への参加も促し、観光関連施設の多言語対応をサポート。
○「NAGANO多言語コールセンター」を設置し、加入事業者に対
し24時間、19言語対応のサービスを提供した。
○HAKUBAVALEEY（小谷村、大町市、白馬村）エリアを対象とし
た、国の補助金（まちあるきの満足度向上整備支援事業）への県
の上乗せ補助事業を実施。（多言語案内標識の一体的整備）

〇民間主体の「長野県インバウンド推進協議会」による民間主導
の受入環境整備活動と連携するとともに、インバウンド支援セン
ターによる事業者支援を継続。
○「NAGANO多言語コールセンター」による24時間、19言語対応
のサービスを継続。

長野県 観光庁 「訪日外国人旅
行者受入環境整
備緊急対策事

業」等
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通信環境の飛
躍的向上と誰
もが一人歩き
できる環境の
実現

関東 【課題】訪日外国人を受け入れるために、外国人観光案内所の認
定を受け、観光案内機能の向上を図るため取組みが進んでいる
が、日本に訪れる外国人においては、通信環境に不満を感じてお
り、道の駅における通信環境や外国人観光案内所の整備が課題
（国土交通省）
【現状】訪日外国人を受け入れるために、関東地方整備局管内
「道の駅」１１箇所　（平成２９年１１月時点）を外国人観光案
内所の認定を受け、観光案内機能の向上を図るため取組みが進ん
でいる。
その中で、日本に訪れる外国人においては、通信環境に不満を感
じており、観光の目的地になっている「道の駅」において無料公
衆無線LAN（Ｗｉ－Ｆｉ整備）の設置をすすめていく必要があ
る。

・道の駅の無料公衆無線LAN整備状況については、関東１８０カ
所（R3.3末時点）中、１３１箇所（R3.3末時点）を整備済み
・無料公衆無線LANを活用した道路交通情報の提供を目的とした
「道の駅ＳＰＯＴ」を３１箇所で整備済み（R3.3末時点）

道路交通情報の提供を目的とした「道の駅ＳＰＯＴ」について
は、各道の駅に関する会議や、道の駅シンポジウム等で、各市町
村等へ周知するなど導入促進に向けた取り組みを進める。

国土交通省 関東地方整備局
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通信環境の飛
躍的向上と誰
もが一人歩き
できる環境の
実現

関東 【課題】高速道路のPA・SAや「道の駅」トイレの改善を行い、観
光客が多く来訪する「道の駅」についても、清潔なトイレは必要
不可欠であり、施設改修を行い、質的向上を図ることが課題。
（国土交通省）
【現状】高速道路PA・SAや駅等のトイレは、社会情勢の変化に対
応して改修を行い、きれいなトイレに更新を行う必要がある。

・直轄一体型「道の駅」２１駅中、全洋式化は９駅（４３％） 今後、直轄一体型の「道の駅」については、全洋式化に向けて整
備を進める。また、直轄以外（市町村等）が整備したトイレにつ
いても、市町村等と連携のうえ、洋式化を進める。

国土交通省 関東地方整備局
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通信環境の飛
躍的向上と誰
もが一人歩き
できる環境の
実現

関東 【課題】安全で快適な自転車利用環境の創出
【現状】
　日本では、車道の左側を通行することが自転車通行の基本ルー
ルとされているものの、外国人サイクリストには認知されていな
いことが多い状況にある。
　また、自転車は車道通行が大原則であるが、通行ルールが十分
に周知されておらず、歩行者と歩道通行の自転車の錯綜により安
全性が確保されていない。
　これまで、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」
が発出され、「自転車活用推進法」が公布されている。

地方公共団体の自転車活用推進計画に位置づけられているネット
ワーク路線について、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイド
ライン」に基づき、自転車通行空間の整備を進めているところ。
＜令和２年度実施箇所＞
　・国道２９８号　埼玉県さいたま市

安全で快適な自転車利用環境の創出に向け、地域の自転車通行空
間のネットワーク化を図りつつ、基本ルールを自転車利用者に分
かりやすく伝える路面表示の設置を引き続き推進していく。

国土交通省、都
県政令市、区市
町村

関東地方整備局
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多言語対応に
よる情報発信

成田空港 【課題】
・空港における案内などの多言語化
・災害時等における避難誘導での訪日外国人への情報提供
【現状】
・空港内の案内サインが4言語以外（英、中（簡・繁）、韓）多
言語化されていない
・飲食店内メニューの多言語化対応は、店舗によってまちまちで
ある

・空港内の飲食店内メニューを観光情報サイト「LIVE JAPAN」上
で多言語表記
・有事の際、館内放送を通して多言語でご案内するため、タブ
レットの操作で事前登録した内容を多言語（日、英、中、韓）で
放送する多言語放送サービスを導入。

・引き続き「LIVE JAPAN」を活用し効果検証を行いながら、より
良い情報提供に向けて市場動向を注視していく。
・有事の際、館内放送を通してお客様を適切にご案内できるよう
活用していく。

成田国際空港
（株）

東京航空局
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多言語対応に
よる情報発信

成田空港 【課題】
・多機能インタラクティブ型デジタルサイネージの導入
【現状】
・施設案内等のお客様サービスの多言語対応が充分ではない

・タッチパネルによるフライト情報等の情報検索や、多言語に対
応した音声対話で自動応答が可能なUDインタラクティブ型デジタ
ルサイネージ「infotouch」を開発し、2019年6月に全ターミナル
展開、合計64台の供用を開始。（先行供用4台を含む）
・「AIチャットボット」を用いた会話型のお客様案内サービスの
実施。既存の2言語（英・中）に加え、2020年4月より韓国語での
サービスを開始した。

・供用開始したインタラクティブ型デジタルサイネージの効果検
証を実施し、機能改修を進めていく。
・「AIチャットボット」の二次交通のWi-Fiとの連携に向け調整
中。また、日本語対応を検討。

成田国際空港
（株）

東京航空局
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多言語対応に
よる情報発信

横芝光町 町内の公共施設等において案内看板の多言語化表記はない。また
多言語に対応できる職員がいない。宿泊施設についても外国人旅
行者の呼び込みを視野に入れているところもあるが、多言語化に
どこまで対応できるかが課題である。

商工会及び宿泊組合に「観光立国実現に向けた多言語対応の改
善・強化のためのガイドライン」を送付し、東京オリンピックに
向けたインバウンド対応を検討してもらっている。
アプリやウェブサービスを活用し、観光ガイドマップ、パンフ
レット等の多言語化を検討している。
観光ガイドマップの簡易版チラシを作成し、英語、中国語、韓国
語に翻訳し配布を行っている。

マリンピアくりやまがわ内に英語と中国語が併記された案内看板
及び注意看板を新たに設置した。

成田空港から外国人を呼び込むため、英語と中国語に対応したイ
ンバウンドツアーを開発し、モニターツアーを実施する。

商工会及び宿泊組合に引き続き、東京オリンピックに向けたイン
バウンド対応を検討してもらう。
アプリやウェブサイトを活用し、観光ガイドマップ、パンフレッ
ト等の多言語化を検討していく。
観光イベント等で外国語案内看板を作成しインバウンド対応を図
る。

横芝光町、商工
会、宿泊組合

関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

富津市 外国人の来日が急激に増加している状況ではあるが、当市におい
ては、鋸山周辺やマザー牧場で増加している事が報告されている
が、その他の地区では大きな変化は確認されていない今後は外国
人の来客状況を詳細に把握しながら、ハード面の整備の検討やソ
フト面の意識の醸成を図っていく必要がある。

平成29年度に作成した観光ガイドブック（英語版）を市内観光施
設に配布したが、今年度は新型コロナウイルスの影響で外国人観
光客がほぼ居なかった。

県外観光キャンペーンの際に、英語版観光ガイドブックを配布
し、当市の魅力を外国人観光客に発信する。
鋸山周辺に外国人観光客が増えていることから、無料WiFiの整備
やJR浜金谷駅前に多言語対応の観光案内看板の設置について検討
する。

富津市 関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

市原市 平成26年度に(一社)市原市観光協会が英語版リーフレットを作
成、また市でも平成27年度から養老渓谷周辺に英語表記を加えた
観光案内看板等の設置を進めてきているところであるが、まだ多
くの観光パンフレット、HP、案内看板等の多言語対応ができてい
ない。

多言語リーフレット
・市原市観光協会にて多言語での観光紹介リーフレットを作成
し、該当する国の方が訪れた際に配布した。
・チバニアンの地層周辺の観光パンフレット英語併記版を新たに
作成し、チバニアンの地層を訪れた方に配布した。
（英語・韓国語・中国語繁体字、簡体字、マレーシア語。タイ
語）
多言語案内看板
・27年度：観光施設誘導看板(5箇所)、養老渓谷周辺道標(6箇所)
設置
・28年度：整備実施なし
・29年度：養老渓谷周辺道標(5箇所)設置
・30年度：整備実施なし
・令和元年度：整備実施なし
・令和２年度：整備実施なし

【市原市】
・必要に応じ、多言語での紹介リーフレット作成し、外国人観光
客へのスムーズな案内環境づくりを進めていく。
・多言語案内看板については、引き続き設置場所等を検討し、整
備を進めていく。

市原市 関東運輸局 観光地魅力アッ
プ整備事業補助
金
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多言語対応に
よる情報発信

館山市 多言語対応について整備が十分でない。
表記方法の統一性が図られていない。
【令和元年度までの取組】
・館山市観光協会のホームページの英語ページの刷新により、英
語での情報発信を可能とし、利便性を高めた。また併せて、中国
語（繁体字）での情報発信を行った。
・館山駅東口・西口に多言語案内看板を設置。
・中国語（繁体字）の観光ガイドブックを作製。
・台湾人女性を正規職員として採用。
・中国語（繁体字）によるＦＢやブログでの情報発信を行った。

・館山市観光協会のホームページ（英語・中国語繁体字）での情
報発信を行った。
・中国語（繁体字）によるＦＢやブログでの情報発信を行った。

引き続き、館山市観光協会のホームページで、中国語（繁体字）
と英語での情報発信を行っていく。
引き続き、ＦＢやブログにて中国語（繁体字）での情報発信を
行っていく。
R3年度以降、中国語（繁体字）のアウトドアアクティビティ観光
ガイドブック及びプロモーション動画を作製する予定である。

館山市、館山市
観光協会、館山
インバウンド協
議会

関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

千葉県 東京オリンピック等に向けた受入体制を整備するため、多言語案
内板の改修等を促進する必要がある。

■解決方法：歩行者用観光案内板や車両用誘導標識を「千葉県多
言語観光案内板の表記等に関するガイドライン」に沿って改修し
ている。
■令和２年度：車両用誘導標識改修10基
■令和元年度：車両用誘導標識改修13基
■平成30年度：車両用誘導標識改修2基
■平成29年度：歩行者用観光案内板改修31基（歩行者用観光案内
板全て改修終了）
■平成28年度：車両用誘導標識改修1基
■平成27年度：観光案内板改修11基・車両用誘導標識改修8基

歩行者用観光案内板や車両用誘導標識を適正に維持・管理してい
く。

千葉県 関東運輸局 観光庁
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多言語対応に
よる情報発信

香取市 外国人観光客の増加に対応する上で、観光客の移動動線にわかり
やすい多言語案内板の設置が不十分である。

平成30年度に翻訳業務可能な人材をJETプログラムを活用したCIR
採用で確保。また、佐原地区内の外国人観光客受け入れのための
環境整備計画案を設定した。
令和元年度に多言語案内板の整備が完了し、観光客へわかりやす
く正確な地域情報の提供及び観光客の地域回遊性の向上が図られ
ていると見込まれる。
令和２年度についても、更に２件の多言語案内板の整備を行っ
た。

更なる受入環境整備の検討や、必要に応じて佐原地区以外での案
内板・誘導看板の新設や改修について検討していく。

香取市 関東運輸局 観光庁・国土交
通省関東地方整
備局・

83

多言語対応に
よる情報発信

関東 多言語による案内サインの充実
・ 東京を訪れる外国人旅行者は、案内サインを利用して困った理
由として、「多言語表記が小さくわかりづらかった」「多言語表
記がなかった」ことを挙げている。旅行者が安心してまち歩きを
楽しむためには、必要な情報を多言語で分かりやすく提供してい
くことが重要
・個人旅行者の増加や活動エリアの拡大等を踏まえ、分かりやす
い案内サインの整備を一層進めていくことが必要

・ 多言語対応の視点を強化し、「国内外旅行者のためのわかりや
すい案内サイン標準化指針」を広く普及させ、ピクトグラム（絵
文字）等も活用した分かりやすい案内サインの整備とともに、ガ
イドブックやパンフレット、ウェブサイト等と表記の統一を進め
ていく。
・ 外国人旅行者が迷うことなくまちを歩き、東京観光を楽しめる
よう、旅行者のニーズや動線等にも配慮しながら、都道や区市町
村道の観光案内標識の設置・更新を計画的かつ集中的に実施。

・ 多言語対応の視点を強化し、「国内外旅行者のためのわかりや
すい案内サイン標準化指針」を広く普及させ、ピクトグラム（絵
文字）等も活用した分かりやすい案内サインの整備とともに、ガ
イドブックやパンフレット、ウェブサイト等と表記の統一を進め
ていく。
・ 外国人旅行者が迷うことなくまちを歩き、東京観光を楽しめる
よう、都が整備した観光案内標識を管理・更新していくととも
に、区市町村の実情に合わせたきめ細やかな受入環境整備を実現
するため、区市町村による観光案内標識の新設・更新を支援して
いく。

東京都 関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

関東 【現状】
　神奈川県を訪れた外国人観光客へのアンケートによると、不満
に感じる点として、案内板、施設等での言語表記が挙がってい
る。
　また、旅行中にスマートフォンを情報源とする外国人観光客が
増加している。
【課題】
　案内板等の言語表記に対する不満点を改善する取組みを推進す
るとともに、多言語での観光情報の発信を充実させる必要があ
る。（神奈川県）

・民間事業者の行う多言語表記整備に対し、補助した。
　交付決定件数　６件（１月末日現在）
・県が運営する外国語観光情報ウェブサイトについて、各市町村
個別紹介ページやアウトドアアクティビティ特集ページを作成す
るなど、多言語での情報発信の充実を図った。
・県有の観光施設の多言語表記整備を実施。

補助については、引き続き実施する。
外国語観光情報ウェブサイトは、言語別おすすめ特集ページを作
成するなど、多言語で発信する情報の更なる充実を図る。

神奈川県 関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

関東 【課題】
　国際観光地化にむけて、周知がまだまだ不十分な状態であり、
国外に向けた強力でかつ効果的な情報発信が必要である。（伊勢
原市）
【現状】
　外国人観光客の受入体制の整備として、多言語観光パンフレッ
トの作成や案内板（駅、バス停、観光SPOT）の整備、接遇研修等
を進める。

■多言語ガイドの改訂・増刷
■日向山宝城坊、石雲寺の案内サイン看板に英語併記
■日本博事業（再掲出）
・新型コロナウイルス感染症の影響により中止

■多言語ガイドの改訂・増刷

■日本博事業（再掲出）
日本博事業として、大山火祭薪能や宝城坊の常設展の特別展覧会
などを検討

■地域通訳案内士の制度（再掲出）
・新型コロナウイルス感染症の状況を鑑みて、令和４年度から、
研修の実施予定

伊勢原市 関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

関東 【課題】
　多言語対応についての整備（座間市）
【現状】
　不十分（ＨＰ・案内看板等）
　ただし市のまつりでは外国語表記の冊子や外国語のアナウンス
を実施している

平成27年から市国際交流協会に依頼し、英語対応の案内冊子や、
英語のアナウンスを実施している。
令和２年度は各種イベント中止のため実施なし。

今後も継続して実施予定。 座間市・関連団
体

関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

関東 【現状】
・町公式ホームページは多言語対応となっているが、観光協会や
商工会など外国人観光客がアクセスする可能性のある関係団体の
ホームページは費用が高額になる等の理由から多言語対応できて
いない。
・案内板や町内商店等について多言語対応できていない。町内飲
食店のメニュー（店内の案内など含む）や店外の看板等について
多言語未対応が多い。
・現在配布しているパンフレット等には外国語対応したものがほ
ぼない。
・外国人観光客へ向けた情報発信をしていない。

【課題】（すべて寒川町）
・ホームページ、twitterや他のＳＮＳについてはその管理者とと
もに課題の抽出と実施可能な方法の検討を行い、多言語対応を進
めていく。
・観光案内板については、多言語対応の有無を確認し、各管理者
と多言語対応のための検討を行う。
・町内商店については、ピクトグラフ等の多言語化ツールを紹介
する。

・作成済みのパンフレット等を町観光協会や町外の施設へ配架す
ることで周知を行った。
・町観光協会にて、英語によるSNSの発信を行った。

・町内商店街へ多言語化ツールの紹介を行う。
・多言語化に向け、関係団体と調整を図り検討を行う。

寒川町,寒川町
観光協会

関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

関東 【課題】
　多言語対応看板の整備（二宮町）
【現状】
　エリア内における観光看板について、多言語対応ができていな
い。

外国語標記の観光パンフレットについては作成しており、今年3
月に駅前の民営駐車場に一部外国語表記観光案内看板を設置し
た。

二宮駅北口前の駐車場に令和２年３月から駐車場外国語表記観光
案内看板を設置しているが、引き続き多言語対応看板について対
応を検討し、重要な箇所より順次進めていく。

二宮町・観光協
会

関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

関東 【課題】
・多言語対応設備の設置には時間と費用を要する。(松田町)
【現状】
・多言語対応について整備が十分ではない。
・案内看板、観光パンフレット等の言語について多言語対応はし
ていきたいが、見やすさを優先すると多言語表記は難しい。
・多言語対応できる職員がいない。
・町内店舗、宿泊施設ともに多言語対応が難しい状況。
・町観光協会にインバウンドの推進や英会話ガイドの養成などを
目的として、国際交流事業を委託。
　→英語が堪能なスタッフを雇用

・足柄地域の英語版観光パンフレットの作成及び配架
・多言語対応可能なデジタルサイネージの管理
・英表記の道路案内表示の管理
・英語表記の階段アートの管理
・町観光協会にインバウンドの推進や英会話ガイドの要請などを
目的として、国際交流事業を委託。
　→英語が堪能なスタッフを雇用

・多言語対応可能なデジタルサイネージの管理
・英表記の道路案内表示の管理
・英語表記の階段アートの管理

松田町 関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

関東 【課題】
・多言語対応について整備が十分ではない。(開成町)
【現状】
・多言語対応の観光パンフレットが整備できていない。
・観光パンフレットについては、３年～４年毎に改訂しているの
で、改訂時期に多言語対応を検討していく。
・多言語対応できる職員がいない。

足柄地域（1市5町）の英語版観光パンフレットを作成した。
その他の課題は、進捗に進展はない。

観光パンフレットの多言語対応を引き続き検討していく。 開成町 関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

関東 【課題】
　多言語対応に費用及び意識改革を要する。(真鶴町)
【現状】
・観光パンフレットの多言語対応が十分でない。
・町内飲食店等のメニューの多言語対応が十分でない。

観光協会で英語版パンフレット（過去製作したものをそのまま利
用）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観光
協会にて、英語が話せる観光ガイドさんの採用。

わかりやすくニーズにあったパンフレット・ＨＰを作成したい
が、課題は変わらず。

真鶴町 関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

関東 【課題】
・多言語対応設備の設置には時間と費用を要する。(海老名市)
【現状】
・多言語対応について整備が十分ではない。
・多言語対応できる職員がいない。

市公式の観光アプリケーション（市内の観光スポット検索や目的
地までのルート案内、音声案内を提供。５か国語に対応。）を
H27年10月導入し、H30年度以降は、随時、内容更新等を実施。
ダウンロード数：33,357（R2.12末）

引き続き、最新情報の掲載に努める。
ＫＰＩ：33,000件（Ｒ２ダウンロード数）

海老名市 関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

関東 【課題】(すべて南足柄市）
・多言語対応について整備が十分ではない。
・多言語対応設備の設置には時間と費用を要する。
・案内板の設置管理者が多岐に及んでいる。
・表記方法の統一性が図られていない。
【現状】
・多言語対応のパンフレットがない。
・多言語対応の看板がない。
・多言語対応のHPがない。

・観光情報サイト（ARアプリ）の多言語化の拡充は、利用状況を
踏まえ、現状を維持することとする。
・新たな観光情報を発信出来る多言語観光案内パネルを大雄山最
乗寺に設置した。

・ARアプリの多言語ページの編集を検討し、情報の更新を図る。 南足柄市 関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

関東 【課題】
・多言語対応設備の設置には時間と費用を要する。(三浦市)
【現状】
・多言語対応について整備が十分ではない。
・多言語対応の観光パンフレットが整備できていない。

平成30年度に策定した「ぐるっと三浦・まちなかサイントータル
プラン」に基づき、英語表記を記載した観光案内板を１基整備す
る。

観光案内板等、パンフレットに出来るだけ英語表記をしていく。 三浦市 関東運輸局 平成29年度基
礎調査、平成
30年度サイン
プラン策定につ
いては、地方創
生推進交付金を
活用
令和元年度、令
和２年度事業に
ついては市町村
自治基盤強化総
合補助金を活用
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多言語対応に
よる情報発信

関東 【課題】
・多言語対応設備の設置には時間と費用を要する。
　（秦野市）
【現状】
・多言語対応の看板表示が整備できていない。
・公共施設、市内店舗とも多言語対応が難しい状況。
・公共施設等の多言語対応の整備については、統一的な取り組み
は現状検討されていない。

令和２年度については、観光スポットへの新たな看板の設置等は
行わなかった。

今後もこれまで同様に案内看板を更新する際には、英語について
は極力表記していく。

秦野市 関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

関東 【課題】
　町内にある相州刀を収集している美術館に、年々外国人観光客
の来訪が増加しており、今後も更なる増加が見込まれているもの
の、受入体制（セキュリティ対策、多言語化案内、多言語に対応
できる学芸員の確保）が整備されていない。（湯河原町）
【現状】
　特に進捗はない。

既存美術館の有効活用について検討中。
収蔵品についての研修会・勉強会を実施し、英語が堪能な観光ボ
ランティアによる施設の案内コースの作成について検討中。

引き続き検討する。 湯河原町 関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

関東 ・多言語化対応についての整備が十分ではない。 　高尾山を訪れる外国人ハイカーを相模原市（相模湖・藤野方
面）に誘客することを目的とした英語版ハイキングマップ「ＳＡ
ＧＡＭＩＫＯ/ＦＵＪＩＮＯ　Ｈｉｋｉｎｇ Ｍａｐ」について、
令和２年４月からパンフレット等閲覧まとめサイト「Catalog
Pocket」に公開した。

令和２年度中に新たな観光ガイドブックを作成予定であり、これ
についてもパンフレット等閲覧まとめサイト「Catalog　Pocket」
に公開を予定している。

相模原市 関東運輸局
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多言語対応に
よる情報発信

埼玉県 【課題】
観光施設等の多言語対応
【現状】
観光施設、宿泊施設、お土産店などでのコミュニケーション手段
として多言語化は必須だが、案内パンフレット、案内表示など多
言語に対応できていない。

■実施主体：埼玉県
■解決方法：県の観光パンフレットや観光ＰＲ用ＤＶＤは順次、
他言語化を進めている。
・県観光パンフ（英語、繁体字、簡体字、タイ語）
・観光ＰＲ用ＤＶＤ（英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国
語、タイ語）
　また、各観光施設でシートを見ながらコミュニケーションが図
れるよう「指さしコミュニケーションシート」を作成（平成26年
度作成済）し、県ホームページでダウンロードできるようになっ
ている。
　平成28年度から外国人観光客を工場等の見学で受け入れている
事業所に対し、案内パンフレットや案内表示などの多言語等に助
成をしている。

　今年度も観光パンフ等の多言語化のほか、工場等の見学受入に
取り組む事業所に対する助成を行う。

埼玉県
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多言語対応に
よる情報発信

関東 【課題】
・多言語対応について整備が十分ではない。（平塚市）
【現状】
・多言語対応のホームページがない。

平成31年度に作成した、「湘南ひらつか観光ガイドマップ」に英
語表記を拡充した。
観光協会が運営するホームページを多言語対応に改修。（令和３
年３月開設予定）

引き続き、マップやホームページ等を更新する際は、多言語化対
応を検討する。

平塚市、平塚市
観光協会

関東運輸局

100

「世界一安全
な国、日本」
の良好な治安
等を体感でき
る環境整備

全国 【課題】自然災害時においても外国人旅行者が安心して日本を旅
行できるようＨ30年度に気象警報等の多言語辞書を6カ国語で公
表。外国人旅行者の多様性から、さらに対応言語を増やす必要が
ある。

・気象警報等の多言語辞書を公表（11か国語、Ｒ元年7月）
・気象庁HPにおいて11か国語の危険度分布や雨雲の動きを提供
（Ｒ元年7月）
・気象庁HPにおいて11か国語の気象（天気、大雨、高温等）・地
震・津波・火山に関する防災気象情報を提供（Ｒ元年9月）
・緊急地震速報、津波警報、気象警報等に関する多言語辞書を11
か国語から14か国語に拡充（R2年3月）
・気象庁ホームページにおいて防災気象情報を11か国語から14か
国語に拡充して提供開始（R2年4月）
・チラシ「新型コロナウイルス感染症が収束しない中における災
害時の避難について」を14か国語で内閣府防災情報のページにて
公開（R2年6月）
・気象庁HPの台風情報を14か国語で提供開始（R2年9月）

今後は多言語辞書や多言語HPを自治体や民間事業者等に活用いた
だくよう普及啓発を進めていく

気象庁総務部企
画課

東京管区気象台
総務部業務課

内閣府、総務
省、消防庁、観
光庁

101

「地方創生回
廊」の完備

関東 【課題】道路案内標識の英語表記への改善（道路）
【現状】
■観光立国実現に向けた対策として、全国で「訪日外国人旅行者
の受け入れ環境整備事業」における戦略拠点（１８箇所）・地方
拠点（３１箇所）を選定し、英語表記改善を先行して実施してお
り、各道路管理者が連携して面的に整備を進めているところ。
（関東管内の１８拠点）
■観光立国や地方創生の実現に向け、交差点名標識に観光地等の
名称を表示することにより、観光地等へのわかりやすい案内とす
べく、交差点名標識の改善を推進。（国土交通省、都県政令市、
区市町村）
■2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて道
路標識改善の取組方針に則り、道路標識の改善を推進。（国土交
通省、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県）

・外国人観光客の多いエリアなど、道路案内標識を効果的・戦略
的に検討するエリアについて、各自治体、道路管理者と連携し、
道路標識適正化委員会において調整の上、英語表記の改善を推
進。
・観光地に隣接又は、観光地へのアクセス道路入口となる交差点
名標識に観光地の名称を表示することにより、観光地へのわかり
やすい案内となるように標識改善の取組を推進。（R3.3末時点で
関東管内では18箇所改善）
・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて道
路標識改善の取組方針に則り、道路標識の改善を推進する。

・道路案内標識を効果的・戦略的に検討するエリアにおいて、英
語表記の改善を更に進めていく。
・観光地に隣接又は、観光地へのアクセス道路入口となる交差点
名標識に観光地の名称を表示することにより、観光地へのわかり
やすい案内となるように標識改善の取組を継続して拡大してい
く。
・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて道
路標識改善の取組方針に則り、引き続き道路標識の改善を推進し
ていく。

国土交通省、都
県政令市、区市
町村

関東地方整備局
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「地方創生回
廊」の完備

関東 【課題】高速道路ナンバリング（道路）
【現状】
■訪日外国人をはじめ、すべての利用者にわかりやすい道案内の
実現を進めるため、「高速道路ナンバリングの実現に向けた提
言」が出され、今後、高速道路ナンバリングについては2020年ま
でに標識整備の概成を目指して、各道路管理者が、より一層連携
して取り組みを進めていく必要がある。（国土交通省、都県政令
市、区市町村、高速道路会社等）

・関東管内の都県において平成30年4月から高速道路ナンバリン
グによる道案内を開始。引き続き、2020年までの高速道路ナンバ
リングの概成を目指し、各道路管理者等で連携し、わかりやすい
道案内を推進。

関係する道路管理者等で構成する都県の道路標識適正化委員会に
おける調整を経て、概成を目指し、必要な道路標識の整備を推進
する。

国土交通省　関
東地方整備局、
都県政令市、区
市町村、
NEXCO、首都高
速道路

関東地方整備局
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「地方創生回
廊」の完備

関東 【課題】交通モード間の接続強化(インフラ施策)
　海外からの旅行者の増加により、ますます成田空港から都心へ
移動が集中するため、道路整備による交通の分散や、都心におけ
るターミナル駅の交通結節点の改善による移動円滑化が必要であ
る。
【現状】
　主な交通結節点事業
　・新宿駅南口地区基盤整備：平成２８年４月４日バスタ新宿開
業
　・渋谷駅周辺整備：地下歩道・歩道橋の整備
 　・日本橋地区都市再生事業：地下歩道改修
    ・品川駅西口基盤整備：令和元年度新規事業化

・新宿駅南口基盤整備：利用者の実感やニーズを把握し、更なる
利便性の向上を図る。
・渋谷駅周辺整備：地下歩道・歩道橋の整備
・日本橋地区都市再生事業：地下歩道改修
・品川駅西口基盤整備：調査設計

・新宿駅南口地区基盤整備：利用者の実感やニーズを把握し、更
なる利便性の向上を図る。
・渋谷駅周辺整備：地下歩道・歩道橋の整備を推進
・日本橋地区都市再生事業、品川駅西口基盤整備：引き続き関係
機関と連携しながら、事業を推進

・バスタ新宿：
国土交通省、新
宿高速バスター
ミナル(株)
・渋谷駅地下広
場・地下通路・
歩道橋の整備、
日本橋地下歩道
整備、品川駅西
口基盤整備：国
土交通省

関東地方整備局
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「地方創生回
廊」の完備

関東 【課題】「道の駅」において、６次産業化や地域の農林水産物等
の販売を行い、地域の魅力の向上を図ること、「道の駅」におい
て、着地型旅行商品の販売を行い、観光客誘致の強化を図ること
が課題（国土交通省）
【現状】道の駅に関する会議等において、先進事例や好事例の更
なる周知が求められている。

道の駅「もてぎ」、「川場田園プラザ」、「とみうら」などの先
進事例や好事例をとりまとめ、HPで周知

今後、道の駅に関する会議や、道の駅シンポジウム等で、各市町
村等へ周知するなど取り組みを進める。

国土交通省 関東地方整備局
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地方空港の
ゲートウェイ
機能強化とLCC
就航促進

羽田空港
成田空港

羽田空港の飛行経路見直し等により、首都圏空港の空港処理能力
を２０２０年までに約８万回（羽田４万回、成田４万回）拡大す
る取組を進めており、２８年７月には、首都圏空港機能強化の具
体化に向けた協議会において、羽田空港機能強化に必要となる施
設整備に係る工事費、環境対策費を国が予算措置することについ
て関係地方公共団体の理解を得た。
また、２０２０年以降、首都圏空港については、年間発着容量を
世界最高水準の約100万回とするため、引き続き首都圏空港の機
能強化に取り組む。
　具体的には、成田空港のＢ滑走路の延伸、Ｃ滑走路の増設等と
いった更なる機能強化について、取組を進める。

・羽田空港は新飛行経路の運用を令和２年３月２９日に開始。騒
音対策、落下物・安全対策を徹底し、丁寧な情報提供を行った。
・成田空港におけるB滑走路延伸やC滑走路新設等に向けて、成田
国際空港株式会社に対して、4,000億円の財政融資や300億円の出
資等を実施した。

引き続き、騒音対策、落下物対策を強化し、丁寧な情報提供を行
う。
成田空港については、更なる機能強化について関係者と連携し、
推進する。

航空局 東京航空局
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地方空港の
ゲートウェイ
機能強化とLCC
就航促進

成田空港 【課題】
・空港における案内などの多言語化
・災害時等における避難誘導での訪日外国人への情報提供
【現状】
・空港内の案内サインが4言語以外（英、中（簡・繁）、韓）多
言語化されていない
・飲食店内メニューの多言語化対応は、店舗によってまちまちで
ある

・空港内の飲食店内メニューを観光情報サイト「LIVE JAPAN」上
で多言語表記
・有事の際、館内放送を通して多言語でご案内するため、タブ
レットの操作で事前登録した内容を多言語（日、英、中、韓）で
放送する多言語放送サービスを導入。

・引き続き「LIVE JAPAN」を活用し効果検証を行いながら、より
良い情報提供に向けて市場動向を注視していく。
・有事の際、館内放送を通してお客様を適切にご案内できるよう
活用していく。

成田国際空港
（株）

東京航空局
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地方空港の
ゲートウェイ
機能強化とLCC
就航促進

羽田空港 （羽田空港全体）
・空港におけるインバウンド客へのコミュニケーション手段とし
て多言語化は必須の事項ではあるが、人的対応のみでは厳しい状
況である。
・店舗においては、「接客指さしシート（英語、韓国、中国、タ
イ、ベトナム）」の活用や各店に設置しているタブレットに翻訳
アプリを導入する等、環境は整備してきているものの、状況によ
り解決できない場合もある。

（羽田空港国内線）
・日本語と英語による人的案内を基本としたうえで、案内所や巡
回中のエアポートコンシェルジェにタブレットを用意し、翻訳ア
プリ等を活用して多言語での必要な情報を提供中。また、タブ
レットのTV電話システムを利用した３者同時通訳のアプリの運用
を開始した。
・防災面において、災害時の避難誘導に関しサインも含めて訪日
外国人への情報提供が難しい。

（羽田空港国内線）
○今後さらに増加する訪日外国人旅客への対応の一環として、多
言語対応での空港施設（店舗の概要・場所等を含む）案内や、施
設内における移動案内支援などのサービス提供を継続的に実施す
る。
〇Haneda Robotics Lab については、平成29年度からの方針に特段
の変更なし。
デジタルサイネージ型のAI案内システム（日本語、英語、中国
語、韓国語）を平成30年～令和2年9月まで試験導入を実施。更な
る改良を要する事から一旦設置を取り下げ、導入に向けた開発を
継続。
〇通訳専用装置として、民生品のモニター付きスマートスピー
カー（GoogleNestHub）を試験導入中。

（その他コロナウィルス感染対策として、対面による案内を回避
し遠隔においても案内が可能なロボットを導入。）

（羽田空港国内線）
○今後さらに増加する訪日外国人旅客への対応の一環として、多
言語対応での空港施設（店舗の概要・場所等を含む）案内や、施
設内における移動案内支援などのサービス提供を継続的に実施す
る。
〇Haneda Robotics Lab については、実証実験を実施したロボット
の内、特に現場の評価が高かったものについて順次試験導入を
行っていき、本格導入に向けた検討を図っていく。

多言語対応とコロナウィルス感染対策の両面を見据え、遠隔かつ
多言語にて案内可能なロボットの募集/開発に努める。

日本空港ビルデ
ング㈱

東京航空局
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地方空港の
ゲートウェイ
機能強化とLCC
就航促進

茨城空港 搭乗橋の不採用、出発・到着導線の一層集約など、運航コストの
節減を図りやすい「日本初のＬＣＣ対応空港」としてスタートし
たが、近年の就航路線の増加に伴い、旅客が急増している。
現在、国際便の出発、到着時刻を中心に入出国審査場をはじめと
してターミナルビルが相対的に狭隘となり、その影響も有りビル
内の下記の場所で、旅客が混雑する場合がある。
①チェックインロビー　②チェックインカウンター　③出国審査
場・保安検査場
④搭乗待合室　⑤入国審査場　⑥到着手荷物受取所　⑦税関検査
場　⑧到着ロビー
※⑤～⑧は、ＣＩＱ入国エリア

・令和２年度は国際線が全便運休となってしまったが，茨城県に
おいて「茨城空港の今後の在り方に関する調査研究」を実施し、
空港ターミナルビルとして求められる施設や設備（コロナ対策含
む）について検討を行った。

・引き続きアジアを中心に誘致を進めるにあたり，感染症対策や
水際対策など，アフターコロナを見据えた準備を整え，新型コロ
ナウイルス収束後の観光需要を逃さないように取り組んでいく。

茨城県開発公社 東京航空局
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地方空港の
ゲートウェイ
機能強化とLCC
就航促進

茨城空港 現状は，中国・台湾からの就航があることから，旅行客への対応
の充実が必要である。

訪日外国人向けに各種施策を設け，受け入れ体制を整えていた
が，令和２年度においては国際線が全便運休となってしまった。
（各種施策）
・東京や県内への連絡バスの運行，レンタカーキャンペーン等の
実施
・県内アクセスバス半額（片道無料）キャンペーンの実施
・県内観光周遊タクシーの実施
・いばらきスカイガイドによる利用促進策

・二次交通の充実
・県内の宿泊施設・観光施設等へ誘客

茨城県開発公社 東京航空局
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クルーズ船受
入の更なる拡
充

東京都
横浜市
千葉県
茨城県

【課題】港の受入環境の整備(インフラ施策)
■クルーズ船の寄港数の急増や大型化が進んでおり、受入岸壁の
不足や改良といった大型クルーズ船への対応が必要になってい
る。
■訪日外国人の受入環境を改善するため、案内看板の多言語化や
無料公衆無線LAN（wifi）の設置を進めていく必要がある。
■また、新たにクルーズ船による訪日外国人を受入れる場合は、
ＣＩＱ体制の確保が必要となる。
【現状】
■クルーズ船で訪日した外国人数は2018年244.6万人を記録し、
訪日クルーズ旅客を2020年に500万人を達成することを新たな政
府目標としている。

【横浜市】
〇新たなクルーズ船受け入れ施設としての新港ふ頭9号岸壁の改
修を行う。
〇横浜ベイブリッジの桁下を通過できない超大型クルーズ船の受
入環境の整備にも資する大黒埠頭の再編改良に着手。大黒ふ頭客
船ターミナル完成。

【横浜市】
〇大黒ふ頭再編改良の確実な推進。

【今後の取組】
○令和2年9月18日、国土交通省において、「クルーズの安全・安
心の確保に係る検討・中間とりまとめ」を公表。これに併せ、関
係団体から「クルーズ船及び受入港の感染症対策に　関するガイ
ドライン（国内クルーズを対象とした初版）」も公表。
○それらを踏まえ、港湾管理者及び邦船クルーズ社等と密に意見
交換するとともに、関東地方整備局が主催する「水際・防災対策
連絡会議」の枠組みも活用しながら、港湾管理者の主催する衛生
主管部局を含む地域の関係機関で構成される「協議会等」を開
催。そこでの合意に基づき、各港で客船受入体制を構築、クルー
ズ船の寄港受入を再開。
○　国際クルーズについても、国内外の感染状況、我が国を含む
諸外国の水際対策の動向を踏まえつつ、引き続き安全対策につい
て検討を進める等、クルーズを安心して楽しめる環境整備に全力
で取り組む。
○併せて、クルーズ再開に向けて、引き続き受け入れ環境の整備
事業を推進する。

国・各港湾管理
者

関東地方整備局
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公共交通利用
環境の革新

羽田空港
成田空港

（羽田空港国内線）
・訪日外国人の増加等により、配送受付手荷物が増え、回収時間
までの預かりスペースが不足している。混雑時間帯は受付待ちの
行列ができているのに加え、回収済みの荷物と混在し、煩雑と
なっている。
（成田空港）
手ぶら観光の推進については、平成27年3月、国土交通省におい
て、「手ぶら観光」の普及促進のための共通ロゴマークが作成さ
れたことを受け、成田空港内で宅配カウンターを運営する事業者
については、その使用にかかる申請を行い、承認を得られてお
り、平成27年7月から共通ロゴマークを掲出したカウンター運営
を行っているところ。

【羽田空港国内線】
○宅配受付カウンターを再配置し十分な荷物回収スペースを確保
するなど必要な機能強化を図りながら円滑な運用を進めた。
【成田空港】
・宅配及び手荷物一時預かりカウンターへ「手ぶら観光共通ロゴ
マーク」を掲出

【羽田空港国内線】
今後は日々の運用を見ながら順次対応を検討していく。
【成田空港】
・今後も手ぶら観光の普及促進のため、PRへの協力を行うなど、
随時、関係者との連携を図っていく。

日本空港ビルデ
ング㈱
成田国際空港
（株）

東京航空局
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公共交通利用
環境の革新

成田空港 現状課題：
首都圏空港のアクセス利便性向上に向けては、交通事業者に対し
利用者ニーズに合った多様なサービスの提供をお願いしている
が、関係者と連携し、以下のような課題の解決から優先的に取り
組んでいるところ。
【成田空港】
・多様なアクセス手段に対応するモード横断的な情報提供
・増加する訪日外国人旅行者等の受入環境の整備　等

・更なる機能強化を見据えて、50万回時の中長期的なアクセス拡
充について、関係者と協議・検討を実施

・第1ターミナル内の旅客用トイレ（68箇所）については、令和2
年3月にリニューアルが完了した。うち6箇所を「デザイントイ
レ」としてリニューアルし、大きな手荷物を持ち込むことができ
る広いブースや、利用しやすいパウダールームを設置するほか、
最先端のトイレ機器を導入する等、あらゆるお客様に対応すべく
トイレ内の全面改修を行った。

・今後も、更なる機能強化を見据えた空港アクセスの拡充につい
て、関係者と協議・検討を行う

・今後もターミナルの拡張やリニューアルに合わせて、障害当事
者等のご意見も踏まえながら、あらゆるお客様に使いやすいトイ
レ等の施設整備を行っていく。

成田国際空港
（株）

東京航空局
関東運輸局
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公共交通利用
環境の革新

成田空港 【課題】
・手ぶら観光の推進
【現状】
・「手ぶら観光共通ロゴマーク」をカウンターへ掲出

・宅配及び手荷物一時預かりカウンターへ「手ぶら観光共通ロゴ
マーク」を掲出

・今後も手ぶら観光の普及促進のため、随時関係者と連携を図
る。

成田国際空港
（株）

東京航空局
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公共交通利用
環境の革新

羽田空港 （羽田空港国際線）
・現在のバスレーンがリフトバスの発着に対応できない。
・タクシーレーンは、旅客からの認知されにくい場所にある。

・タクシー乗り場におけるお客様誘導強化のため、従来は午後に
配置していた案内誘導員（＝ガードスタッフ）を24時間配置に変
更。
・狭隘なタクシー乗り場改善のため関係各所と協議し、乗車幅の
拡幅、タクシーバースの増加、方面別乗り場の動線整理、待ちス
ペースの拡張を計画。次年度に工事実施予定頂いているため、施
設改修も含めた解決策を関係各所と協議する。

・来年度も施設改修が必要なほど国際線需要は回復しないとの予
測のもと、2021年度の工事は見送り「再延期」とする。（9/18
に東京航空局様に連絡済）

東京国際空港
ターミナル(株)

東京航空局
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公共交通利用
環境の革新

羽田空港 （羽田空港全体）
ピーク時間帯において、国内線と国際線ターミナル間の乗り継ぎ
用循環バスが混雑し、しばしば順番待ちが発生している。
（羽田空港国際線）
ピーク時間帯において
・出発時の保安検査場で 旅客が長い列を作り、通過に時間がかか
る。
・到着ロビーに入国直後の旅客が滞留する。

（羽田空港全体）
・新型コロナウィルス感染飛沫対策として、無料連絡バス運転席
にビニールシートを取り付けた。また、感染防止対策に関するポ
スターを多言語でバス車内に掲示し、旅客への周知を図った。
（羽田空港国内線）
・国内線から国際線への乗継旅客に対して、旅客需要にあわせた
無料連絡バスの運行を行うとともに、手荷物受取所内に無料乗車
票の利用を促す看板およびデジタルサイネージでの告知を行い移
動手段の分散化を図った。
・無料連絡バスの混雑が見込まれる場合は、コンシェルジュがバ
ス停にて国内線から国際線への乗継旅客へ無料乗車票を配布し、
移動時間が計算できる鉄道への振替を行った。
（羽田空港国際線）
・第3ターミナルでの乗り継ぎ無料乗車票（モノレール・京急
線）の配布を中止した。
・新型コロナウイルス感染防止に係る検疫体制指針に基づき、国
際線到着旅客に対しては無料連絡バスおよび鉄道利用を控える告
知を到着ロビー等へ掲出した。
・検査場混雑表示システムを一新。各検査レーン前にセンサーを
設置し、開場状況をリアルタイムに把握することで、表示時間の
精度を向上させた。また、より鮮明でお客様目線に合わせた立位
モニターに表示を切り替えると共に、モニター設置場所を大幅に
拡張した。
・しかしながらコロナ禍において、旅客数が激減し、成果が感じ
られることはなかった。
・保安検査場入口に搭乗券確認場所を移し、検査前に搭乗券を確
認することで通過時間の短縮を図った。

・新型コロナウイルス感染防止に係る検疫体制指針に基づき、国
際線到着旅客に対しては乗継循環無料連絡バスおよび鉄道利用を
控える告知を引き続き到着ロビー等へ掲出し、第3ターミナルで
の乗り継ぎ乗車票（モノレール・京急線）の配布を引き続き中止
する。また、国内線から国際線への乗継旅客に対しては、旅客需
要にあわせた無料連絡バスの運行を行うとともに、乗継旅客へ無
料乗車票を配布し鉄道利用を促すことで、移動手段の分散化を図
る。
（羽田空港国際線）
・無料循環バスの運行を24時間化し利便性を向上させる。
・第2ゾーン運用開始の折には、サインの見直し等、2階フロアの
わかりやすい動線表示を実施する。

日本空港ビルデ
ング㈱
東京国際空港
ターミナル
（株）

東京航空局
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最先端技術を
活用した革新
的な出入国審
査等の実現

羽田空港 (羽田空港国際線）
FAST TRAVEL事業を推進する。チェックイン、荷物預け、保安検
査場入場、搭乗など各プロセスにて先進機器･システム導入および
利用拡大し、ビジョンの具現化を図る必要がある。
具体的には、出発に関しては午前７－９時台出発の手荷物専用カ
ウンター利用の旅客において「手荷物預待ち～預け手続～保安検
査待ち」を10分以内で通過できる旅客の割合を2018.11の41％か
ら2020.11に70％への向上を目指す。
到着に関しては午後８－１０時台到着の旅客（日本人/外国人比
率 約50%）において、「検疫前～到着出口」を30分以内で通過す
る旅客を2018.11の81％から、2020.11に90％への向上を目指
す。
以上、2点を目標値と設定した。

・左記の目標を達成するために「観光振興事業費補助金（FAST
TRAVEL推進支援事業）」を活用して、東京国際空港ターミナル
株式会社では自動チェックイン機58台（T2 26台、T3 32台）、保
安検査場ゲート35台（T2 12台、T3 23台）等を整備し、自動手荷
物預機56台（T2　32台　T3　24台）、自動搭乗ゲート８０台
（Ｔ2　20台　Ｔ３　60台）を整備する。
また、これらの整備する機器をパスポートを何度も確認する等の
非効率な本人確認を不要にし、短時間で安全な手続きを可能にす
るため「One-ID」を可能にする顔認証システムの整備も行う。
・従来手作業で行っていたパスポートや搭乗券のチェックを自動
化し、コロナ禍での非接触化を図った。
・顔認証技術を活用して、日本人の出国手続及び外国人の出国手
続を合理化し、より多くの入国審査官を外国人の審査に充て、審
査の厳格さを維持しつつ更なる円滑化を図るため、導入に向けた
準備を行う。
・顔認証ゲートによる外国人出国手続における運用を開始し、よ
り多くの入国審査官を外国人の審査に充て、審査の厳格さを維持
しつつ更なる円滑化を図る。（７月２４日顔認証ゲートによる運
用を開始）
・入管において、外国人の待ち列中に、指紋データ、パスポート
データを採取するキオスク端末を導入。時間短縮化を図った。
・税関検査場電子申告ゲートを開始した。ターンテーブルに手荷
物が出てくるまでの待ち時間を利用して、「携帯品・別送品申告
書」を電子的に提出することが可能。この場合、書面の申告書の
提出は必要ない。顔認証、パスポート認証も同時に行い、手荷物
を受取った後、電子申告ゲートへ進むと自動でフラッパーゲート
が開き、スムーズにゲートを通過することができる。(T3)

・新システムの名称を「Face Express」とし、安定運用を図る。 東京国際空港
ターミナル(株)
日本空港ビルデ
ング（株）

東京航空局 国土交通省
法務省

観光振興事業費
補助金（FAST
TRAVEL推進支
援事業）
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成田空港 【課題】
○旺盛なアジアの航空需要を背景に、成田空港では、混雑による
各種手続きにおける待ち時間が増加傾向にあり、ターミナル処理
能力の向上が急務となっているが、大規模な施設の拡充がすぐに
対応できないこと。
○今後労働力不足が深刻化し、航空会社現場スタッフや警備員の
確保が難しくなると想定されること。
○お客様に対する空港サービスの一環としてセルフサービスによ
る手続きを拡充させる必要があること。
【現状】
上記の課題に対応するためファストトラベルを推進することと
し、以下事項に取り組んでいる。
　　(1)  自動化される旅客手続に合わせた館内の案内表示リ
ニューアル
　　(2)　自動チェックイン機（CUSS）の導入拡大・再配置
　　(3)　自動手荷物預け機（CUBD）の本格導入
　　(4)　保安検査の高度化・スムーズ化（スマートセキュリティ
の本格導入）
　　(5)　標準運用手順書（SOP）および (6)  旅客動態管理システ
ム（PFM）の導入 によるスムーズな旅客フローの構築

　また顔認証技術を用いた次世代のファストトラベルの取り組み
として「OneID」についても導入を進めることとした。

【ファストトラベル】
(1) 自動化される旅客手続に合わせた館内の案内表示リニューア
ル
　自動手荷物預け機（CUBD）の導入にあわせ館内の主要動線上の
案内表示を、2020年度末までにリニューアル済。
(2) 自動チェックイン機（CUSS）
　航空会社が導入しているものであり、CUBDの導入に合わせ再配
置を実施済。一方、第3ターミナルにおいては、国際線用CUSSを
2019年度末までに導入済。
(3) 自動手荷物預け機（CUBD）
　2020年度末までに、全てのターミナルへ導入済。
(4) 保安検査の高度化・スムーズ化
　2019年度末までに、全てのターミナルでスマートセキュリティ
を導入済。
(5) 旅客動態管理システム（PFM）
　旅客動態を日常的に計測・予測するため、2020年度末までに、
第1、第2ターミナルに導入済。
(6)SOP
   一部のターミナルにおいて、チェックインにおける案内サイン
及び待ち行列管理SOPを定めた。
【次世代ファストトラベル（OneID）】
2021年春の導入に向けて、全体計画策定、運用業務設計、システ
ム設計、現地工事を実施。

・次世代ファストトラベル（OneID）の導入拡大に向けて、航空会
社を含めた関係者との協議を進めていく。
・成田国際空港ファストトラベルワーキンググループにて設定し
た目標値については、PFMによる計測を開始後、必要に応じて目
標値の修正を行うこととし、関係者とともに各種手続きの円滑化
に努める。

成田国際空港株
式会社

東京航空局 国土交通省
法務省

観光振興事業費
補助金（FAST
TRAVEL推進支
援事業）
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栃木県 個人旅行者も視野に入れた県域をまたぐ広域観光周遊ルートを設
定する場合、観光地間の交通アクセスのネットワーク化が必要で
ある。

市町村が行う二次交通対策に対して支援した。 引き続き、市町村内での二次交通対策や市町村が連携した二次交
通対策を支援し、交通アクセスの向上を図る。

栃木県
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公共交通利用
環境の革新

関東 【課題】環状道路のミッシングリンク解消
【現状】放射方向の高速道路とのJCT周辺で慢性的な渋滞が発生
■海外からの旅行者が増加すると、ますます成田空港から都心へ
移動が集中するため、道路整備による交通の分散や、都心におけ
るターミナル駅の交通結節点の改善による移動円滑化が必要であ
る。
■圏央道等の道路整備率（令和２年３月末）
　  ・中央環状線：１００％（約47km/約47km）
  　・外環道：約５８％（約49km/約85km）
　  ・圏央道：約９０％（約270km/約300km）
　  ・中部横断道：約４７％（約62km/約132km)

・圏央道　　：平成２９年２月２６日　境古河IC～つくば中央IC
開通
・外環道　　：平成３０年６月２日　　三郷南IC～高谷JCT　開通
・中部横断道：平成３１年３月１０日　新清水JCT～富沢IC、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　下部温泉早川IC～六郷IC
開通
　　　　　　　令和元年１１月１７日　富沢IC～南部IC　開通

引き続き、全線開通に向けて整備を推進。
・圏央道：
　令和６年度（2024年度）開通見込み※１
　横浜湘南道路（栄ＩＣ・ＪＣＴ（仮称）～藤沢ＩＣ）
　令和７年度（2025年度）開通見込み※１
　横浜環状南線（釜利谷ＪＣＴ～戸塚ＩＣ（仮称））
　令和６年度（2024年度）開通見込み※１※２
　大栄～横芝（大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ）
　※１ 財投活用による整備加速箇所
　※２ 用地取得等が順調な場合

【2020年度までのＫＰＩ】
首都圏中央連絡自動車道の整備延長
・2024年度※　約26km　(横浜湘南道路、大栄～横芝)
・2025年度※　約8.9km　(横浜環状南線)
※財投活用による整備加速箇所

国土交通省、
NEXCO

関東地方整備局
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公共交通利用
環境の革新

関東
鎌倉市
軽井沢町

【課題】ICT・AIを活用した観光渋滞対策（国土交通省・鎌倉市・
軽井沢町）
【現状】平成29年9月にICT による人や車の動向把握等の実証実験
に着手するエリア観光渋滞対策の実験実施地域として関東では神
奈川県鎌倉市、今後の取組方針や実験計画等の更なる具体化に向
けて検討を行う地域として長野県軽井沢町を選定し、検討を推進

■鎌倉市における、既存のＥＴＣ２．０データを活用して広域的
な渋滞発生状況の分析を行うとともに、静的・動的シミュレー
ションを実施し、ロードプライシング時の交通状況を把握。
■ロードプライシングの技術検討について、今後の進め方等を検
討。
■軽井沢町において、基礎的な検討を推進。

■ロードプライシング技術検討に向けた企画提案の公募を実施予
定
■ロードプライシング制度導入を目指す鎌倉市へ制度の実現に向
けた支援（短期的渋滞対策等）を実施予定
■軽井沢において、FS（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｽﾀﾃﾞｨ）として、今後の取組
方針や実験計画等を検討。

鎌倉エリア観光
渋滞対策実験協
議会
　（有識者、国
土交通省、神奈
川県警、神奈川
県、鎌倉市、Ｊ
Ｒ東、江ノ島電
鉄、京浜急行バ
ス、観光協会、
商工会議所）

関東地方整備局
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オリパラに向
けたユニバー
サルデザイン
の推進

関東 【課題】道路のバリアフリー化
【現状】
■2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴
い国内外から多くの人が訪れることが予想されることなどから、
高齢者や障害者を含めた全ての人 が、安全で円滑に移動できる環
境を確保するため、道路のバリアフリー化を進めていくことが必
要。
■東京都内の国道において、競技会場や観光施設周辺など、重点
的にバリアフリー化に取り組む「重点区間」を設定したところ。

東京オリンピック・パラリンピック競技会場や観光施設と周辺の
駅を結ぶ道路に
ついて、「東京都内の道路におけるバリアフリー化推進連絡会
議」を設立し、都・区等と連携して整備を推進する重点整備区間
を公表したところ。

安全かつ円滑な移動を実現させるためには、連続的・面的なバリ
アフリー化の整備が重要であることから関係機関との情報共有を
図り、計画的に2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大
会に向けて整備を推進する。

国土交通省、東
京都、区市

関東地方整備局
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1 公共交通利用環境の
革新

関東 【課題】
・主要ターミナル駅等から観光地までの一気通貫の情報提供、企画
乗車券に関する情報提供を、訪日外国人旅行者がわかりやすい方法
で実現することにより、FITが公共交通を利用して周遊できる環境
の整備を図る必要がある。
・最寄駅から観光地までのフィーダー交通がなかったり、利便性が
低い状況にある観光地については、最寄駅などから観光地までの
フィーダー交通を整備する、又はダイヤ、運行本数、経路等の改善
を図る必要がある。
・加えて、観光地までのフィーダーの整備に当たっては、特に、バ
ス路線が通勤通学に対応した路線やダイヤ設定となっており、観光
需要に適切に応えるための工夫が必要である。
・また、観光地間の横移動による訪日外国人観光客の取り込みが課
題となっているところ、日光などの主要観光地については成田空港
からの直通バスが運行開始されるなど空港や主要ターミナル駅から
の各観光地へのアクセスの向上は図られているが、主要観光地から
次の観光地への横移動を担う２次交通については、更なる改善が必
要である。（運輸局）
【現状】
・関東地方については、新幹線、在来線、民間鉄道、高速バス等の
幹線ネットワークが高度に発達しており、これらを利用して多くの
観光地にアクセスできるものの、複数の交通機関、事業者を経由す
るため、出発地（主要ターミナル駅）から観光地まで一貫した情報
の入手が難しく、特に、ラストワンマイルを担う路線バスは、来訪
者にとって非常に分かりにくく、利用しづらい状況となっている。
・また、各交通事業者が多種多様な企画乗車券を発行していおり、
どの企画乗車券を利用すれば得なのか分かりにくい。

①地方自治体との連携による路線バス等フィーダー交通の整備・改
善
・法定協議会や管内の自治体を集めた勉強会において二次交通整備
の重要性を自治体や事業者に説明し、その取組を促すとともに、各
自治体毎に課題等のすいあげを行い、乗り継ぎの悪い箇所や適切な
時間帯に運行されていない箇所などを個別に把握し、乗り継ぎ利便
の改善や路線・ダイヤの改善に取り組んだ。

②観光地における周遊の円滑化
・観光地における周遊を円滑化する観点から、様々な交通モードや
観光・商業施設、飲食店等のサービスをスマートフォン等により一
括して予約・決済ができるようにすることが重要であることから、
観光地型MaaSの実証実験の取組について、協議会への参画、補助
金等により支援した。

③二次交通対策WGの開催
・「観光先進国」の実現に向けて、訪日外国人を含む全ての旅行者
がストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備を図るため、無料
公衆無線LAN環境の一層の充実、多言語翻訳システムの普及等の多
言語対応の一層の促進等により、旅行環境整備を行うための対策を
促進することを目的とする、観光振興事業及び訪日外国人旅行者受
入環境整備緊急対策事業費補助金における取り組みを促進するた
め、二次交通対策WGを開催。
・二次交通対策WGの開催状況
R2.4.1～R3.1.31に48回開催。

地方自治体との連携による路線バス等フィーダー交通の整備・改善
・令和3年度以降は意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェ
クト」への参画を促し、同プロジェクトにおいて二次交通整備の重
要性を自治体や事業者に説明し、その取組を促すとともに、乗り継
ぎの悪い箇所や適切な時間帯に運行されていない箇所などを個別に
把握し、乗り継ぎ利便の改善や路線・ダイヤの改善に取り組む。
・R2.11の活性化再生法の改正により、原則として全ての地方公共
団体において地域交通に関するマスタープランとなる計画（地域公
共交通計画）の策定が努力義務化されたため、インバウンドを含む
観光ニーズの取り込みにより、生活交通も含め地域交通の持続可能
性を高めることを目的に、地方公共団体に対し地域公共交通計画の
策定を促していく。
・また、同改正によりMaaSの協議会・計画制度が創設されたとこ
ろであり、この制度の浸透に努め、各地における観光型MaaSの取
組を推進する。

関東運輸局

2 公共交通利用環境の
革新

関東 二次交通等の充実 東京・神奈川のタクシーセンターにおける外国人旅客接遇研修によ
る運転者教育の実施
・令和2年4月から12月までに東京タクシーセンターが実施した外
国人旅客接遇研修受講者実績はコロナウイルスの影響により法人タ
クシー運転者305名、個人タクシー運転者29名の合計334名と減少
し、神奈川タクシーセンターでは受講者が集まらず研修未実施

スマホ配車アプリ等と連動したキャッシュレス決済器の導入拡大及
び後部座席タブレット等を活用した外国語対応等

関東地区ハイ
ヤータクシー協
議会

関東運輸局

3 公共交通利用環境の
革新

香取市 成田空港から15㎞圏に位置するが、成田空港を起点とした訪日外
国人観光客の周遊ルートとして成田駅を経由した鉄道移動が主であ
り、空港からの交通移動手段の充実が必要である。

「トランジット旅客の訪日観光促進協議会」による成田空港利用の
トランジット客等を対象にした定期観光バスツアーや各種ツアーの
企画を、周辺自治体や成田国際空港等と実施。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ツアーを
休止しているが、SNSによる情報発信等を行い、旅行意欲の醸成を
図っている。

定期観光バスツアー等の認知度向上と利用者増加を図るため、域内
周辺の交通関係事業者等と連携し、空港利用者へのPR強化策及び
ツアー内容の更新（体験コンテンツの強化）を検討していく。
引き続き、情報発信による認知度向上及び旅行意欲の醸成を図る。

香取市 関東運輸局 観光庁

4 公共交通利用環境の
革新

木更津市 観光施設などを行き来する交通手段が乏しい 木更津市地域公共交通網形成計画及び令和元年度に策定した木更津
市地域公共交通再編実施計画に沿って、交通不便地域において自家
用有償旅客運送の実証運行の開始のほか、需要に応じた地域公共交
通の再編に向け、地域、交通事業者、関係自治体等と協議を行っ
た。

木更津市地域公共交通再編実施計画に沿った効率的な地域公共交通
の運行を目指すとともに、基本計画となる木更津市地域公共交通網
形成計画に基づき、交通機関における多言語化標記の整備検討な
ど、外国人観光客にも配慮した取り組みについて運行事業者に対し
協力を仰ぐ。

木更津市

5 公共交通利用環境の
革新

館山市 二次交通の充実が課題。
現状、観光施設などへ行き来する際の交通手段が乏しく、自動車以
外での周遊が難しい状況である。

①館山市観光協会におけるレンタサイクル事業を活用。
また、広域連携組織の南房総観光連盟（4市町）でもサイクルツー
リズムを推進している。
②令和3年1月5日～3月5日、館山市街地循環バスの実証運行を実
施。メインターゲットは市民だが、一部観光施設や温浴施設を巡る
コースとなっている。
③令和2年度中に、アニメの舞台となったスポットをより巡りやす
くするため、路線バス2社共通（路線限定）フリー乗車券を販売予
定。
※コロナの影響で販売時期は未定。
④令和3年2月・3月に、二次交通の脆弱さを解消し、魅力を高める
ための取組として、2階建てオープントップバスで地域内の観光ス
ポットを巡るツアーを実施予定。
※コロナの影響で中止となる場合もある。
⑤令和2年度中に、ジェイアールバス関東の路線バス車両1台に自
転車を搭載できるラックを設置する予定。
・③④⑤は事業者の取組だが、本市から補助金を交付する予定。

令和3年度以降も継続事業として進めていく予定である。また、本
市と南房総市が合同で、令和2年度中に「南房総・館山地域公共交
通計画」を策定することとしており、令和3年度以降は計画に従
い、魅力ある観光二次交通の整備を2市で検討していきたいと考え
ている。

館山市、南房総
観光連盟

関東運輸局

令和２年度観光ビジョン推進関東ブロック戦略会議



【関東ブロック】（観光資源魅力向上WG）
令和２年度観光ビジョン推進関東ブロック戦略会議

No.
観光ビジョン

掲載施策
市町村

・地域等
課題・現状 令和２年度の成果及び取組 令和３年度以降の対応方針 実施主体

ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

1 文化財の観光資源と
しての開花

千葉県 千葉県の文化財行政については、長く文化財の指定と保護
に重点をおいてきており、活用方法や課題については現在
整理をしている状況である。

文化財活用の取組例
・日本遺産による地域振興・観光振興
課題
・文化財の美装化
・関係部局との連携強化
・文化財としての受入体制

　「日本遺産北総四都市江戸紀行」について、課題として
残る認知度不足の解消を図るため、次のような方策を実施
した。
・ロゴマークの公募を実施しロゴマークを選定（済）
・PRのための各種イベントへの出展
・旅行商品の造成に向けたモニターツアーの実施
・「日本遺産北総四都市」の認知度調査
・地元の商工会議所、観光協会等各諸団体とのロゴマーク
活用に向けた意見交換会の実施
　認知度の更なる向上を図るため、引き続き以下の事業を
展開。
・「日本遺産北総四都市江戸紀行」HPの更新改修

　「日本遺産北総四都市江戸紀行」事業において、引き続
き来年度も認知度向上に取り組み、併せて地盤強化を図っ
ていく。
　ロゴマークを使用したノベルティグッズの企画や、各地
域の観光協会や商工会等の団体との連携を構築するなど、
北総四都市に対するブランディングを図っていく。

日本遺産は、
千葉県
佐倉市
成田市
銚子市
香取市

文化庁
観光庁

文化芸術振興費補
助金（日本遺産魅
力発信推進始業）
文化財保存整備事
業

2 文化財の観光資源と
しての開花

神奈川県 【現状】
・神奈川県が所有する国指定重要文化財である「旧横浜正
金銀行本店本館」は、博物館として活用しており、「神奈
川県庁舎」は、休日に一般公開を行うなど、魅力発信に取
り組んでいる。
【課題】
・保存修理に係る補助に関し、予算確保に努めているが十
分な額にはなっていない。
・現に公開・活用を行っている公共的施設以外では、そも
そも所有者の意向が不明であるところが多く、文化財の価
値を損なわずに活用していくだけの人的・金銭的裏づけも
ないことが大きな課題である。

・神奈川県が所有する国指定重要文化財「旧横浜正金銀行
本店本館」は、県立歴史博物館として保存活用されている
ところ、令和２年度においては新型コロナウイルス感染拡
大防止のため年度当初から休館を余儀なくされたが、６月
９日から再開し、感染拡大防止対策を徹底しながら常設展
示及び特別展（講演会等関連行事を含む。）のほか建物見
学会も再開したが、１月の緊急事態宣言を踏まえ、１月９
日から各種行事の開催を中止するとともに、1月12日から
２月７日まで再度休館することとなった。
　「神奈川県庁本庁舎」の令和２年度の一般公開は、新型
コロナ感染拡大防止の観点から、実施を見合わせている。

・神奈川県が所有する国指定重要文化財「旧横浜正金銀行
本店本館」を保存活用している県立歴史博物館では、現時
点では例年並みに通年開催の常設展示をはじめ、特別展等
のほか建物見学会等各種行事を開催する予定ではあるが、
今後の新型コロナの感染状況を踏まえ、各種行事の規模縮
小・中止及び臨時休館も含め適時適切な対応を行うことと
している。
　「神奈川県本庁舎」の一般公開については、実施の目途
はたっていない。

神奈川県 関東運輸局 文化庁 文化財関係補助

3 通信環境の飛躍的向
上と誰もが一人歩き
できる環境の実現

関東・山梨
（1都7県地
域）

【現状】
・地方公共団体への直近の「防災等に資するWi-Fi環境の
整備計画」調査における各地方公共団体の整備意向を反映
し、令和3年度までの整備目標数として、引き続き約3万
箇所の目標を設定。
・関東ブロックの自治体では、Wi-Fi整備に係る総務省補
助事業が開始された平成25年度から令和元年度までに、2
県40市区町村が整備。
【課題】
・「防災等に資するWi-Fi環境の整備計画」では、2022年
3月までに、全国で約3万箇所のWi-Fiを整備することとし
ているが、2020年10月時点での整備済数は約2.7万箇所で
あり、今後、約3,000箇所の整備を推進する必要がある。
・背景には、新型コロナ感染症対策の影響による自治体の
整備の遅れ等がある。

【成果】
・令和2年2月に総務省が公表した「防災等に資するWi-Fi
環境の整備計画」では、整備計画で掲げる令和3年度
（2022年3月）までの全国約3万箇所整備に対し整備済み
率約88%を達成。
・令和2年度総務省補助事業について令和2年2月に公募を
行い、応募のあった埼玉県及び同県鴻巣市（計２事業主
体）において、補助事業を活用したWi-Fi整備を実施。ま
た、令和2年7月から9月末までの間、追加公募を行い、応
募のあった茨城県高萩市、東京都利島村（計２事業主体）
においても、補助事業を活用したWi-Fi整備を実施。
【取組】
・関東ブロックの自治体に対して、防災拠点等（避難所・
官公署等）におけるWi-Fi環境の整備に活用できる総務省
補助事業に関する説明会等を実施。令和2年度事業につい
ては、地方公共団体向けにオンライン開催による説明会及
び、農林水産省、経済産業省など地域情報化所管他府省と
の自治体向けオンライン開催による合同説明会を行った。
また、当該事業の活用意向のある自治体に対しては、補助
事業に関する詳しい説明等を行った。

・「防災等に資するWi-Fi環境の整備計画」に基づき、総
務省補助事業の活用等によるWi-Fi環境の整備を推進して
いく。

関東総合通信局 総務省補助事業
「公衆無線ＬＡＮ
環境整備支援事

業」

4 通信環境の飛躍的向
上と誰もが一人歩き
できる環境の実現

関東・山梨
（１都７県
地域）

【現状】
　2016年に観光庁が実施した「訪日外国人旅行者の国内
における受入環境整備に関するアンケート」によると、訪
日外国人旅行者の32.9%が旅行中に困ったこととして、観
光施設や飲食店等のスタッフとコミュニケーションがとれ
ないことを挙げている。また、施設内に多言語による案内
板･地図･メニュー等が設置されているものの、「表示の少
なさ」「わかりにくさ」が不満となっている。
【課題】
　外国語による対応については、日本人の外国語（英語）
苦手意識（「流暢に話さなければならない」という思い込
み等）等が積極的なコミュニケーションにつながらない原
因となっている。さらに昨今の訪日外国人は多国籍･多言
語化しており「言葉の壁」は高度化･困難化の方向にあ
る。グローバル化への対応として、外国語教育の充実とと
もに日本が誇る情報通信技術により「言葉の壁」をなくす
取り組みが必要である。

【取組の方針】
　VoiceTra技術（NICTの多言語翻訳技術）を導入した多言
語音声翻訳システムの認知度向上と更なる普及拡大に取り
組む。また、観光案内所、宿泊施設、公共交通機関等に加
えて、観光地の「まちあるき」の満足度向上を図るべく地
域の飲食店小売店等における多言語翻訳システムの活用を
含めたまちなかにおける受入環境の面的整備を進める。

【取組状況】
　関東地域における多言語対応の課題解決に向けて、多言
語翻訳技術の研究開発や社会実装・普及推進の取組、多言
語対応課題の解決に向けた各団体の取組を紹介する以下の
イベント等（総務省主催・後援）の開催を関係団体等に周
知した。
・多言語翻訳システムの社会実装・普及推進に資する「多
言語音声翻訳コンテスト(第３回)」（令和３年１月30日、
オンライン開催）
・多言語翻訳技術の研究開発や社会実装、多言語対応課題
の解決に向けた各団体の取組を紹介する「グローバルコ
ミュニケーションシンポジウム2020」（令和２年12月11
日、オンライン開催）や「第４回自動翻訳シンポジウム」
(令和３年３月16日、オンライン開催)
・VoiceTra技術（NICTの多言語翻訳技術）を導入した多言
語音声翻訳システムの電子チラシを活用し、関係団体等に
周知した。

【今後の取組方針】
　引き続き、NICTの多言語翻訳技術を導入した多言語翻訳
システムの普及推進を通して、所管地域における多言語対
応の課題解決を図る。また、観光案内所、宿泊施設、公共
交通機関等に加えて、観光地の「まちあるき」の満足度向
上を図るべく地域の飲食店、小売店等における多言語音声
翻訳システムの活用を含めたまちなかにおける受入環境の
面的整備を進める。

【具体的な計画】
　関東地域における多言語対応の課題解決に向けて、次期
に実施する具体的な取組は以下である。
・多言語翻訳技術の研究開発や社会実装・普及推進に資す
るイベント等（総務省主催・後援）の開催を関係団体等に
周知する。
・各団体・企業からの多言語対応に関する問合せに対応す
る。
・電子チラシ等を活用し、当局が主催・共催するオンライ
ンセミナー等でNICTの多言語翻訳技術を導入した製品や
サービス、活用可能な補助事業等を紹介する。

関東総合通信局
関東運輸局

関東総合通信局
関東運輸局

総務省
国土交通省
観光庁

○観光振興事業(観
光地の「まちある
き」の満足度向上
整備支援事業)
○訪日外国人旅行
者受入環境整備緊
急対策事業

5 滞在型農山漁村の確
立・形成

８都県（茨
城県、栃木
県、群馬
県、埼玉
県、千葉
県、東京
都、神奈川
県、山梨
県）

　2020（令和２）年までに農泊をビジネスとして実施で
きる体制を持った地域を全国で500地域創出することが目
標とされており、① 新規地域の掘り起こしや取組意向地
域への働きかけ、② 農泊実践地域の体制強化及び自立
化・持続化並びにインバウンド受入拡大に向けた環境整
備、③ 「農泊」の認知度向上を図ることが必要。

①  農泊地域の創出
・農山漁村振興交付金（農泊推進対策）において、農泊に
取り組む全国554地域（関東ブロック72地域（茨城県5地
域、栃木県10地域、群馬県9地域、埼玉県6地域、千葉県
19地域、東京都5地域、神奈川県9地域、山梨県9地域））
を支援。
・各都県と農泊取組意向のある地域の情報を共有し、対応
方針を確認しながら新規地区の掘り起こしを実施。
②　農泊推進体制の強化
・農泊地域を牽引する経営人材の育成を目的とした「経営
人材育成研修」を全国各地で開催（全国事業：12月）
・農泊推進対策実施地域に対し、事業の円滑な実施にむけ
た指導･助言を適宜実施。
・Go To トラベル事業、Go To イート事業、持続化給付金
等の各対策を農泊実施地域に情報提供。
・農山漁村振興交付金（農泊地域高度化促進事業）におい
て、インバウンド需要に対応するための、ストレスフリー
で快適に滞在できる環境の整備に取り組む、関東ブロック
4地区（栃木県１地区、埼玉県２地区、神奈川県1地区）
を支援。
③　「農泊」の認知度向上【解決済み】
・関東農政局ホームページで管内の農泊実践地域の概要を
情報発信。農泊・ワーケション及び新しい生活スタイルを
テーマに管内の農泊プロモーション動画を8本配信（令和
2年12月～）。

 農山漁村ならではの宿泊、食事及び体験の提供という
サービスの質を向上させ、利用者に楽しんでもらう仕組み
づくりに重点をおき、コンテンツの質の向上・量の拡大、
利用者の利便性の向上及び農泊推進体制の強化等を図り、
「農泊」らしい実践地域を増やしていく。また、宿泊、食
事、体験の一連のサービスを適切かつ効率よく提供するシ
ステムを構築して持続的な農村ビジネスを確立・普及する
取組を推進する。

　新型コロナ禍で新しい生活様式への対応を検討する首都
圏住民に対し、農山漁村地域におけるリモートワーキング
等をプロモーションすることで、農泊の認知度向上及び需
要喚起を図るための取組を支援。

関東農政局 関東農政局農村振
興部

農林水産省
観光庁

農山漁村振興交付
金

6 産業界ニーズを踏ま
えた観光経営人材の
育成・強化

千葉市 ・ムスリムの受入には「食」や「礼拝」への対応が必要で
あり、必要な基礎知識や接遇方法への知見について蓄積さ
れていない現状がある。
・ハラールについての認証機関が複数あることや、そもそ
も認証取得が難しく受入環境整備のハードルとなってい
る。

【コロナ禍下におけるムスリムインバウンド環境整備】
・本市の充実したムスリム受入環境をPRするために昨年度
制作した動画及び記事を、本市のFacebook及びJNTOの
「地域情報発信事業」に係る動画として登録することで、
全世界に発信した。
・市内の飲食店などで構成する協議会において、アフター
コロナにおけるムスリムインバウンド受入環境整備につい
て研究し、ムスリムマップなどへの掲載方法の工夫を検討

・ムスリムマップVer.6の製作・配布及びマップ利用者増
加へむけたプロモーション
・来年度以降のマレーシア留学生スポーツ大会の誘致、開
催
・食のダイバーシティ対応の促進

千葉市 関東運輸局 訪日外国人旅行者
受入環境整備緊急
対策事業

7 国立公園の「ナショ
ナルパーク」として
のブランド化

栃木県等
（日光国立
公園とその
周辺域）

・東京からの日帰り訪問者が多く、宿泊や長期滞在につな
がっていない。
・外国人観光客が世界遺産周辺のみに集中し、全体に波及
していない。
・観光需要が繁忙期に集中し、特に冬季の観光客が少な
い。

・中禅寺湖におけるレンタサイクルの運用継続などの二次
交通対策を継続した
・周遊モデルコースを含む国立公園の体験アクティビティ
コンテンツ集の作成・配布等により、PR及び販売促進を
行った。
・奥日光の利用拠点である日光湯元ビジターセンター前広
場において、地元事業者による出店を実施した。
・展望地における通景伐採を継続的に実施
・環境省「先進的インバウンドプロジェクト支援事業」に
よるコンテンツ作成や冬季誘客促進に向けた取組の検討
・環境省「国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテ
ンツ創出事業」により、民間事業者等による地域一体と
なった効果的なコンテンツ提供体制の整備を支援。
・日光湯元地区の廃屋を撤去（R2.12）
・国立公園満喫プロジェクトの行動計画であるステップ
アッププログラムを見直す。

・国立公園満喫プロジェクトの新たな５ヵ年の行動計画で
あるステップアッププログラム2025を着実に実行してい
く。
・ビジターセンター・観光案内所スタッフ向け研修・情報
交換会などのコンシェルジュ機能の強化のための取組を継
続的に実施する。
・国立公園の各エリアを横につなぐ二次交通の推進や、
EVなどの脱炭素型の輸送手段の導入を図る。
・景観を阻害している廃屋等の更なる撤去や景観改善、修
景伐採の実施など、自然環境・良質な景観の保全のための
取組みを進める。
・ツーリズムエクスポなどでの環境省、栃木県、各市町と
連携した海外向けプロモーションを進める。
・多言語対応等のユニバーサルデザイン化、自然ガイドへ
の外国人対応力強化研修（冬季実施予定）などの外国人観
光客受入態勢整備を進める。
・環境省「先進的インバウンドプロジェクト支援事業」に
よるコンテンツ作成や冬季誘客促進に向けた取組を実施す

栃木県、環境省 関東地方環境事務
所、関東運輸局

環境省、国土交通
省、林野庁、

国立公園多言語解
説等整備事業、国
立公園利用拠点滞
在環境等上質化事
業、国立公園利用
促進事業、国立公
園等の自然を活用
した滞在型観光コ
ンテンツ創出事業

8 文化財の観光資源と
しての開花

長野県 【課題】
　文化財の観光資源としての活用（長野県）
【現状】
　県内の有形や無形の様々な文化財の魅力が、国内外に発
信しきれておらず、観光資源として有効活用されていな
い。

〇中山道ブランド構築事業（セミナー、モニターツアーの
開催等）により、欧米豪を中心に外国人旅行者に向けて中
山道に魅力を発信。

〇日本遺産については、引き続き県内市町村の認定申請へ
の支援を行うとともに、既認定地域での地域活性化やイン
バウンドに向けた取組が推進されるよう支援を行う。
〇中山道ブランド構築事業を継続し、中山道の新たな魅力
を掘り起こし、外国人旅行者に発信していく。
○「文化財多言語解説事業費補助金」の積極活用を県内関
係事業者等へ働き掛ける。

長野県 文化庁
観光庁

9 文化財の観光資源と
しての開花

山梨県 県内の文化財をはじめ神社仏閣やそれらにまつわる歴史な
どを活用した歴史文化ツーリズムを推進（観光振興課、観
光資源課、世界遺産富士山課、文化振興・文化財課）

「山梨の歴史を旅するサイト」の運営とともに、歴史文化
の観光資源を活用した観光地づくりや誘客施策を展開し
た。
文化振興・文化財課：文化財の更なる活用を図るため、

歴史文化の観光資源を活用した観光地づくりや、神社仏閣
等の文化財をつなぐ「歴史の道」を活用したツーリズムの
推進、文化財の高付加価値化による文化観光コンテンツの
創出など、誘客施策をさらに展開していく。

山梨県

10 その他 埼玉県 【課題】
体験型コンテンツの充実による滞在強化
【現状】
従来の見る観光から体験する観光へと観光客のニーズが変
化する中、地域ならではの観光資源を磨き上げ、PRするこ
とで旅ナカの満足度を向上し、観光客の増加や観光消費額
の増加を図る必要がある。

　令和元年度から、外国人観光客の本県滞在を強化するた
め、県の自然、文化、食などを生かした体験型コンテンツ
の発掘・商品化に取り組んでいる。
　令和２年度については、県内体験型コンテンツの口コミ
サイトの情報整備、観光動画の制作、県公式観光ＳＮＳで
の情報発信に取り組んだ。

　令和３年度は、３密回避のアウトドアアクティビティの
ＶＲ動画を活用したＰＲ等に取り組む。

埼玉県

11 景観の優れた観光資
源の保全・活用によ
る観光地の魅力向上

山梨県 世界遺産富士山、南アルプスユネスコエコパーク、甲武信
ユネスコエコパークの活用、発信（世界遺産富士山課・観
光資源課・みどり自然課）

世界遺産富士山課：保全管理、登山者の安全対策、普及啓
発、世界遺産センターの運営等
登山道の通行止めに伴い、対象となる登山者がいないた
め、富士山保全協力金事業は実施しなかった。
観光資源課：令和元年度は南アルプス地域の観光振興を図
るため、国、地元市町村、観光事業者、山岳関係者等を構
成団体とする「南アルプス観光活用検討委員会」を設置
し、観光振興の基本方針となる「南アルプス観光振興ビ
ジョン」を令和2年3月に策定した。令和２年度は検討委
員会を廃止し、ビジョンで示した基本方針及び展開施策に
基づき具体的施策の展開等を推進するため、新たに「南ア
ルプス観光推進協議会」を設立した。
みどり自然課：甲武信ユネスコエコパーク推進協議会にお
いて、普及啓発用のポスター、リーフレットを作成した。

左記の取組を継続（世界遺産富士山課）

左記の取組を継続し、南アルプス観光推進協議会において
具体的施策の展開等を推進していく。

甲武信ユネスコエコパーク推進協議会において、保全と利
活用に向けた情報発信等を推進するとともに、甲武信ユネ
スコエコパークインフォメーションセンターを設置し、情
報発信機能の強化を図る。

山梨県

12 休暇改革 関東 【課題】
働き方・休み方改革を推進し、年次有給休暇取得の一層の
促進化
【現状】
大手企業の7割方については、残業時間の上限規制が進ん
でいるものの、中小企業に関してはなかなか進んでいな
い。また、休暇取得促進に関しても大手企業で4割程度
と、人手不足が深刻な現実もあり、より一層の促進化を図
る必要がある。

・家族が休暇をとりやすい制度（キッズウィーク等）の導
入
・休暇取得の分散化による観光需要の平準化

キッズウィークについては、地域における休み方協議会の
設置促進等を行い、課題解決に向けて引き続き、施策実施
を進めていく。

関東 厚生労働省
文部科学省



No.
観光ビジョン

掲載施策
市町村

・地域等
課題・現状 令和２年度の成果及び取組 令和３年度以降の対応方針 実施主体

ブロック
担当部局

連携省庁
活用可能な
補助事業等

13 インバウンド観光促
進のための多様な魅
力の対外発信強化

群馬県 【課題】
　群馬県内には、13,000を超える古墳・重要な発見が相次
ぐ遺跡など、古墳時代を中心とした様々な歴史文化遺産が
あり、これらを広く発信している。
　こうした歴史文化遺産を観光資源として活用していくた
めには、古墳や遺跡の整備や、ボランティアガイドの養成
などの受け入れ体制の充実などに地元市町村とともに取り
組み、魅力ある観光資源として磨き上げていく必要があ
る。（群馬県）

群馬県の歴史文化遺産の価値や魅力を多くの方々に知って
もらうため、群馬県・関係市町村・関係団体が連携して、
次の事業を実施した。
・群馬の埴輪ガイドブック「HANI－本」の販売
・群馬の埴輪アプリ「群馬HANI－アプリ」の運営
・ぐんま古墳カード第2弾の制作・配布
・県内の歴史文化遺産とその関連施設を巡る旅行商品の造
成
・県公式YouTubeチャンネルでの動画配信（埴輪等）
・文化観光推進法に基づく「群馬県立博物館イノベーショ

引き続き、群馬県内の歴史文化遺産が所在する市町村と連
携し、必要な施策の検討を進めていく。

群馬県

14 インバウンド観光促
進のための多様な魅
力の対外発信強化

群馬県 世界遺産・日本遺産・ぐんま絹遺産・指定文化財等の活
用・発信（文化財保護課・文化振興課）

・中山道や三国街道など、「群馬県歴史の道シリーズ」
15分冊のパンフレットを販売。（文化財保護課）
・平成版『群馬県古墳総覧』と『ぐんま古墳探訪』を販売
するとともに、古墳アプリの普及を図り、群馬県内の古墳
情報を広く発信。（R3年1月までのアプリダウンロード数
7,600件）（文化財保護課）
・史跡観音山古墳や史跡上野国分寺跡を広く公開し、解説
員による情報発信を実施。（R2年度観音山古墳見学者12
月末11,118人、R2年度上野国分寺跡見学者12月末1,413
人）（文化財保護課）
・県内寺社の装飾建築や伝統芸能について総合調査を実施
すると共に、外国語対応の寺社の周遊観光支援アプリ「ぐ
んま寺社巡り」及びパンフレットを配布し広く情報発信。
（R3年1月までのアプリダウンロード数2,060件）（文化
財保護課）
・世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」のガイダンス施
設である群馬県立世界遺産センター「世界を変える生糸
（いと）の力」研究所（略称：セカイト）を開設。（文化
振興課）
・ぐんま絹遺産の周遊観光支援のアプリ「きぬめぐり」を
活用したスタンプラリー等を実施。（文化振興課）

・「群馬県歴史の道シリーズ」パンフレット全15分冊を
販売し、合わせて県HP等で情報発信する。歴史の道ウォー
キングを推奨することで、沿道の文化財を観光資源として
活用し、観光振興を支援する。（文化財保護課）
・古墳アプリ等により古代群馬の古墳・埴輪等情報発信を
行う。（文化財保護課）
・史跡観音山古墳や史跡上野国分寺跡を広く公開し、解説
員がわかりやすくその魅力を伝える。（文化財保護課）
・ぐんまの寺社総合調査報告書を作成する。合わせて調査
結果を反映させた外国語対応の寺社アプリやパンフレット
を作成・配布し情報発信するとともに、寺社シンポジウム
を開催する。（文化財保護課）
・群馬県立世界遺産センター「世界を変える生糸（いと）
の力」研究所（略称：セカイト）で情報発信・普及啓発を
実施し、世界遺産をはじめ、ぐんま絹遺産の更なる周遊を
推進する。（文化振興課）
・周遊アプリ「きぬめぐり」等によりぐんま絹遺産の情報
発信を図り周遊観光を支援する。（文化振興課）
・観光庁事業の「多言語解説整備支援事業」を活用し、外
国人観光客にとってわかりやすく魅力的な多言語解説文を
作成し、ホームページに掲載することで、より効果的な情
報発信を目指す。（文化振興課）
・インバウンド向けに世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産
群」のプロモーション動画を多言語（英・中（繁・簡）・
仏）により制作し、県公式YouTubeチャンネルで配信。
（文化振興課）

群馬県


