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充分なWi-Fiスポットの
設置ができておらず、
園内表示や音声翻訳機
等については整備が遅
れているのが現状。

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのKPI

連携する省庁

【関東ブロック(観光地域づくりWG)NO.3】

国営公園におけるWi-Fi環境の整備、園内表示等の多言語化に係る取組の成果

外国人観光客に対する環境、サービスの質が向上。

取組の効果

取組方法
・レストラン等の人の集まる場所に、 Wi-Fi付き
の自動販売機を設置。
・多言語化された園内サイン、パンフレットや音
声翻訳機（POCKETALK®:126カ国語対応）の導
入を実施。

魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・開放

○フリーWi-Fiスポットの設置により、外国人観光客の利便性向上と情報発信を促進。
○利用注意事項等の園内表示の多言語化や音声翻訳機の導入を進め、更なる利便性・満足度の向上を図る。

Wi-Fi環境の整備については、5公園で整
備を実施。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、外国人旅行者向けガイドツ
アーの開催や海外への情報発信を実施し、
更なる利便性・満足度の向上に努める。

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
等

目標 実績

Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備

2019年 5公園
2020年 5公園
2021年 5公園

2019年 5公園
2020年 ５公園
2021年 ５公園

課題 取組の成果 今後の取組方針

▲ 多言語パンフレット▲ 無料Wi-Fiスポット

関 東 地 方 整 備 局



首都圏外郭放水路
（埼玉県春日部市）

概要

観光ビジョン掲載施策

連携する省庁

【社会実験見学会（実績）】
〇令和2年7月15日～1月末時点 参加者：１８，８２５ 人（内外国人 477人）

取組の効果

取組方法

魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・開放

○従来の取り組みを引き
続き推進。とりわけ、令
和元年度に掲げた見学
者年間5万人（内、イ
ンバウンド5千人）の目
標実現に向け、新規見
学コース造成・施設の魅
力を最大限に引き出す
新たなコンテンツの検
討・見学者の地域への
周遊性向上を図る。

〇魅力ある公共施設を観光資源として活用するインフラツーリズムの取組を推進中。
〇“地下神殿”とも言われる首都圏外郭放水路の調圧水槽を中心に、民間企画・運営による社会実験見学会を実施。

○「首都圏外郭放
水路」には、潜在
的な観光需要が存
在。

〇民間開放を視野
に入れた、魅力ある
コンテンツと地域連
携を検討。

〇協議会を設立し、
見学者の拡大と地
域活性化につなが
る仕組みを検討。

「首都圏外郭放水路利活用協議会」（国・市・関係団体で構成）主催による「民間運営見学
システム」による社会実験の見学会を実施

【関東ブロック(観光地域づくりWG) NO.5】

治水施設を見学するための受け入れ体制の整備に係る取組の成果

今後の取組方針取組の成果課題

■社会実験（第２弾）実施時期：令和31年3月23日～
新型コロナ感染拡大に伴い令和2年3月2日より休止したが、新しい生活様式を意識した取り組みを行い
令和2年7月15日に再開。見学者に記念品プレゼント、見学者向けプレミアム付商品券の販売

■「防災地下神殿」ロゴマークの使用申請受付開始（令和２年10月末～）
商標登録されたロゴマークをオリジナルグッズ等に活用し地域活性化を推進

【「防災地下神殿」ロゴマークの使用】
○令和２年１月末時点 使用申請件数：３件（徐々に認知されランチ旗への活用など利用拡大中） インペラ

関 東 地 方 整 備 局



概要

観光ビジョン掲載施策

連携する省庁

○魅力ある公共施設を観光資源として活用するインフラツーリズムの取組を推進中。
○宮ヶ瀬ダム（神奈川県相模原市、愛川町、清川村）を対象に管理中のダムを活用し、地元の観光資源として観光放流・施設開放等を実施。

地域：宮ヶ瀬ダム
(神奈川県相模原市、

愛川町、清川村）

通常の観光放流

ダムナイト放流
ダム内部見学会 ダム管理階段の開放

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。

・石小屋ダム開放
に向けた整備

・来訪者駐車場
の拡幅整備

取組の効果

課題

〇観光放流を核としなが
ら、管理施設見学の拡
充を試行し、来訪者の
さらなる増加を見込む。

取組の成果
取組方法

【ダム内部見学会 】
Ｒ01年度（R1.7.28) 672人
（ダム管理階段利用 ３４５人）

【ダムナイト放流】（実績）
H30年度 約９00人
R01年度 約1200人
(定員1200名の募集の対し、

3,900名を超える応募）

観光放流を核としながら、管理施設の開放や見学会を拡充。
観光放流に併せて、ダム管理階段の開放及び、ダム内部見学会を実施。
地元自治体が主体となり、10月にダムナイト放流を実施。
R2.４月より、Wi-Fi運用開始、案内標識及びHPの多言語化

【観光放流】（4月～11月）
R0１年度 71,２００人

【関東ブロック(観光地域づくりWG) NO.7】

治水施設を見学するための受け入れ体制の整備に係る取組の成果

魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・開放

今後の取組方針

関 東 地 方 整 備 局



課題 取組の成果
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

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

○JAPANブランド育成支援等事業 令和2年度管内採択：(当初)57件/(補正)100件
→事業例：ブランド都市・桐生の構築と「桐生マスク」のブランド化（桐生商工会議所）
○調査事業により、安心安全な観光の確立及び観光地域・企業の稼ぐ力の強化として、
DXにより生産性や持続性を高める方策及び取組について調査・分析
○EC活用による「食」の輸出促進を図るオンラインセミナー

デジタルツールを活用した新たな販路開拓を支援
→ 連携事業者・支援機関数：９件/一般参加申込者数 ：約300名 等

取組の効果

取組方法
○商店街活性化・観光消費創出事業
○インバウンド需要拡大推進事業
○JAPANブランド育成支援等事業：海外展開等を見据えた新商品・サービスの開
発・改良による新規販路開拓等の取り組みを支援
○伝統的工芸品産業支援補助金：伝統的工芸品産業の需要開拓等を支援
○デジタル×観光による安全安心な稼げる観光の確立に向けた調査事業の実施
〇ECプラットフォーマーと連携し、関東農政局・北陸農政局と共催で、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

今後の取組方針

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

関東農政局、北陸農政局

各ブロック別のKPIは設定してい
ないが、全体の目標達成に向けて、
需要獲得に取り組む地域・事業者
の数的増加・質的向上を後押しし
ていく。

【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

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

事業例：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

○ECプラットフォーマーのほ
か、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

需要と消費創出に向けた商品・サービス開発や販路拡大支援のため、デジタルツール活用
や他省庁との連携を通じた取組等を実施

関 東 経 済 産 業 局【関東ブロック(観光地域づくりWG) NO.12】

観光需要等獲得に係る取組の成果



【関東ブロック(観光地域づくりWG)NO.15】に係る取組の成果

2020年 ２４台
2021年 台
2022年 ○○台

取組方法
取組の成果課題

地域：大多喜町内

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁
総務省

産業界ニーズを踏まえた観光経営人材の育成強化 ＜目標＞

外国人向け多言語案内サービス活用端末

＜実績＞
2017年 １９台
2018年 ○○台
2019年 ○○台

概要

取組の効果

今後の取組方針

多言語翻訳システムの活用
と合わせ、外国人観光客へ
の観光ボランティアガイド
対策、個人旅行者、コロナ
禍での対策として、「12言
語デジタル観光ツアーアプ
リ」の活用を推進する。
・観光コース紹介
・観光スポット紹介
・施設紹介

多言語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ㇲの導入。総務省の多言語音声
翻訳システム実証実験参加により、外国人アレルギー、言葉の壁を取り除き、外国人旅行者の受け入れを図る。

○宿泊業、飲食店等の
経営者、従事者は若者
が少なく、対応に際し
て外国人に対する言葉
の壁がある。

○観光ボランティアガ
イドの高齢化により、
外国語対応のできる人
材の確保が難しい。

○施設紹介や観光案内、
利用者マナーなどの面
で外国人観光客へのお
もてなしツールがすく
ない。

＜取組主体＞一般社団法人大多喜町観光協会
＜取組時期＞2017年度～2020年度
＜取組内容＞

○ 観光ボランティアガイド育成に向けた英会話教室開催
○ 実証実験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

○ 観光ボランティアガイド育成に向けた英会話教室開催
2019年度12回（参加者11名）、2020年度はコロナ禍で中止。
○ 実証実験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
（観光案内所、宿泊施設、飲食店、観光関連事業者 19社24名
（2017年度～2020年度）

千 葉 県



実証地域：渋川伊香保エリア

＜取組主体＞ ＜取組時期＞
関東運輸局 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・資源に関する調査・分析
・地域事業者・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事業者向けセミナーの開催
・在日外国人モニターツアーの実施・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、事業評価と今後の取組の提案

現状と課題 取組の成果

インバウンド受入の現状

外国人宿泊者数が増加傾向にあり台
湾人が約半数を占める。(コロナ禍前)

日本情緒が味わえる国際的な宿泊地
としての評価を高めることを目指し
地域が主体となり取り組む素地が整
いつつある。

【関東ブロック(観光地域づくりWG) NO.28】

観光地における多様な食の提供による集客・滞在促進策の検証

今後の取組方針

取組の効果

取組方法

概要 「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。

地域特有の課題

東京からの日帰り来訪者が多く宿泊
滞在促進により消費拡大・地域経済
の活性化を図りたい。

宿泊滞在の目的地として選んでもら
うためのコンテンツ強化と受入環境
の整備が必要。

事業実施地域での
今後の取組

地域が主体となって、
プロモーションを実
施すると共に、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。

ブロック内の他の地
域での今後の取組

渋川・伊香保モデル
をベースとし、取組
のヨコ展開を実施。

他の地域でも同様な
取組を推進する。

実証期間のため検証中

３月上旬実施予定のモニターツアーの実施結果を受け、
効果をとりまとめる

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

産業界ニーズを踏まえた観光経営強化

モデルメニュー開発 事業者向けオンラインセミナー 在日外国人モニターツアー

KPIは設定していないが、今後の取組方針に従って、
訪日外国人旅行者の集客・滞在促進を推進していく。
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日本船社が運航するクルーズ船
外国船社が運航するクルーズ船

連携する省庁 訪日クルーズ旅客
2020年 500万人

【目標】 【実績】
2017年 252.9万人
2018年 245.1万人
2019年 215.3万人
2020年 12.6万人（速報値）

クルーズ船受入の更なる拡充

○ 明日の日本を支える観光ビジョンの新たな目標である「訪日クルーズ旅客数を2020年に500万人」に対応するため、新たなクルーズ
船受け入れ施設としての新港ふ頭９号岸壁の整備を実施。

○ また、大黒ふ頭において、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再編改良事業を
推進。

○訪日クルーズ旅客数が増加（2013年から
2017年の5年間で約15倍）による受入能
力の逼迫

○横浜ベイブリッジを通過できない超大型クルー
ズ船の寄港。

クルーズを安心して再び楽しめる環境づくり

訪日クルーズ旅客数

横浜港に寄港するクルーズ船の寄港回数

今年度の取組及び今後の取組

観光ビジョン掲載施策

課題

今後の取組方針

概要

今後の取組

【関東ブロック(観光地域づくりWG) NO.110】

港の受入環境の整備（インフラ施策）に係る取組の成果
2020年までのKPI

○令和2年は、新型コロナウィルス感染症の流行拡大に伴い、クルーズ船の運航が休止され、
訪日クルーズ旅客数及び総寄港回数が大幅に減少。

○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。

関 東 地 方 整 備 局



○ 政府が掲げる「観光先進国」実現をするため、羽田空港から出国される旅客に対し、最先端技術
（自動化、顔認証システム等）を活用した搭乗関連機器を導入することにより、搭乗に関する諸手続
の円滑化（手続作業簡素化、手続き時間の短縮）を図る。

課題 取組の成果
場所：東京国際空港

概要

観光ビジョン掲載施策 2025年までのKPI

連携する省庁

【関東ブロック(観光地域づくりWG) NO.116】

東京国際空港FAST TRAVEL推進に係る取組の成果

＜取組主体＞東京国際空港ターミナル(株)
日本空港ビルデング(株)（T2 

SBD）
＜取組時期＞2019年９月～2021年3月
＜取組内容＞
①自動チェックイン機（CUSS）、保安検査場ゲー
ト（PRS）、自動手荷物預機（SBD）、自動搭
乗ゲート（BGR）を整備。
②これらの機器により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
顔認証システムを構築。
③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。
※昨年12月より自動搭乗ｹﾞｰﾄは一部運用開始

今後の取組方針

最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現

国土交通省、観光庁

＜出発手続関係＞
「手荷物預待ち～預け手続～保安検査待ち」を１０分以内
で2018.11の４1％から７０％への向上

取組方法・効果

○出発に関して、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70％への向上
を目指す。

※事業を行うにあたっては観
光振興事業費補助金（FAST 
TRAVEL推進支援事業を活
用。

○運航再開・オリパラに向け、新機器類のスムー
スな運用への慣熟と適切な整備を進める。

東 京 航 空 局



○下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、各種取組を実施。

課題 取組の成果
場所：成田空港

概要

観光ビジョン掲載施策 2025年までのKPI

連携する省庁

【関東ブロック(観光地域づくりWG) NO.117】

成田空港におけるFAST TRAVEL推進に係る取組の成果

＜取組主体＞成田国際空港(株)
＜取組内容＞
(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。

今後の取組方針

最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現

国土交通省、観光庁

＜出発手続関係＞
出発ロビーから免税エリアまで、搭乗に係る各手続きに要
する時間を平均10分とする。

取組方法・効果

○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

※事業を行うにあたっては観
光振興事業費補助金（FAST 
TRAVEL推進支援事業を活
用。

スマートレーン

○運航再開・オリパラに向
け、新機器類のスムースな
運用への慣熟と適切な整備
を進める。

東 京 航 空 局



概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのKPI

連携する省庁

【関東ブロック(観光地域づくりWG) NO.119】

道路ネットワーク整備に係る取組の成果

取組の効果

取組方法

公共交通利用環境の革新 【目標】
2018年度 約16km
2019年度
2024年度 約26km※

2025年度 約8.9km※

【実績】
2018年度 約16km
2019年度
2024年度
2025年度

※財投活用による整備加速箇所

圏央道及び外環の整備延長

○渋滞の激しい都心環状線で
は、都心に用のない通過するだ
けの車両が約6割を占める。
○結果、都心環状線に交通が
集中し、慢性的な渋滞が発
生。 内々交通

1%(0.1万台/日)

通過交通
(29万台/日)

62%

内外交通
(17万台/日)

37%

都心環状線沿道に
用のないクルマ都心環状線沿道に

用のあるクルマ

都心部（都心環状線）を走行する交通

都心環状線の渋滞状況

開通予定を公表しつつ、計
画的に整備を推進。

H30.6.2の外環道千葉区
間の開通や堀切JCT～小菅
JCT及び板橋JCT～熊野町
JCTの４車線化により、中央
環状内側の首都高（中央環
状含む）の渋滞損失時間が
約３割減少。
川口ＪＣＴ⇒高谷ＪＣＴ

にかけての都心経由から外環
道経由への転換により、所要
時間のばらつきが約20分減少
し、時間信頼性が向上。

環状道路の整備によって都心に集中する交通を分散させ、混雑する都心を経由する必要のない広域的な観光ルートを確保。

○圏央道
・ 横浜湘南道路

⇒事業中(2024年度※1開通)
・ 高速横浜環状南線

⇒事業中(2025年度※1開通)
・ 久喜白岡JCT～大栄JCT

⇒4車線化事業
(2022～2024年度※1開通)

・ 大栄JCT～松尾横芝IC
⇒事業中(2024年度 開通)

○外環（関越～東名）
⇒事業中

※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

課題 取組の成果 今後の取組方針

栄IC・JCT（仮称）施工状況(R2.9)

※ 用地取得等が順調な場合

横浜湘南道路・高速横浜環状南線

※2
※1

関 東 地 方 整 備 局



課題 取組の成果
地域：関東・山梨(1都7県）

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

【関東ブロック(観光資源魅力向上WG) NO.3】

公衆無線LAN環境整備

令和２年度に茨城県、埼玉県、東京都の１県３市村
で補助事業によるWi-Fi整備を実施するなど、公衆無
線LAN環境整備が着実に進展。

令和２年10月段階で、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、
約2万７千箇所が整備済み（残り約３千箇所が未整
備）。

取組の効果

取組方法
関東ブロックの自治体に対し、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を実施。ま
た、農林水産省、経済産業局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
実施するなど、自治体のWi-Fi環境整備の働きかけを
実施。

今後の取組方針

連携する省庁

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

関東総合通信局

2022年3月までに全国の約3万箇所にWi-Fi環境
を整備。

整備の進捗に遅れが出ていること及び書く地方公共団体の整備意向を反映した結果、2022年まで
に、主要な観光・防災拠点における重点整備箇所（推計29,000箇所(※)）に無料Wi-Fi環境の整備を推進

(※) 箇所数は今後さらに精査

観光庁の「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」において、旅行
中困ったことの上位に「無料公衆
無線LAN環境」があり、総務省
が「防災等に資するWi-Fi環境の
整備計画」で、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、自治
体の整備の進捗に遅れが生じて
いる。

背景には、新型コロナ感染症
対策の影響によるものがあり、説
明会などを通じた優良事例等の
紹介等、引き続きの支援が必要。

計画期間を2022年3月ま
でとし、防災の観点から、防
災拠点（避難所・避難場
所、官公署）及び被災場
所として想定され災害対応
の強化が望まれる公的拠
点（博物館、文化財、自
然公園等）における公衆
無線LAN（Wi-Fi）環境
の整備を行う地方公共団
体等に対し、その費用の一
部を補助。



課題 取組の成果

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

取組の効果

取組方法
今後の取組方針

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 2022年

地域：関東管内
外国語による対応は、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」をなくす取組が必
要である。

NICT(*)が開発した多言語翻訳技術を活用した多言語翻
訳システムの周知や導入促進に取り組むことで身近な多言
語翻訳システムとしての活用の促進及び地域の多言語対応
課題の解決を図る。総務省等が主催及び後援するセミナー
等の周知広報等に積極的に取組む。

NICTが開発した多言語翻訳技術を活用した多言語翻訳
システムの民間企業による実用化が進み、生活の多様な
場面において普及が進展している。

★ ＮＩＣＴの多言語翻訳技術を導
入した民間製品・サービス事例
https://gcp.nict.go.jp/news/products_
and_services_GCP.pdf

引き続き、NICTが開発した多言語
翻訳技術を導入した多言語翻訳シ
ステムの普及推進に取組み、関東
地域における多言語対応課題の課
題解決を図る。

★ 多言語音声翻訳アプリ

VoiceTra サポートページ：
https://voicetra.nict.go.jp/

ＮＩＣＴが開発した
多言語音声翻訳技術
をお試し頂けます。

多言語翻訳システムの導入が進みつつある中で、人口が集中し、国内外の交流が多く、国際的なイベントが多数開催される関東
ブロックにおいて、なお一層の多言語翻訳システムの普及・利活用を促進することにより、「おもてなし力」の向上を図る。

【関東ブロック(観光資源魅力向上WG) NO.4】

多言語翻訳システムの社会実装推進への取組

ダウンロード用
QRコード

関東総合通信局、関東運輸局

概ね四半期毎にセミナー、各種説明会等
の機会を捉えて、多言語翻訳システムの
普及・導入促進活動を実施。

*：NICT(国立研究開発法人 情報通信研究機構)



【代表的な取組】
○農山漁村振興交付金農泊推進対策による支援
＜実施地域数＞ 72地域（関東ブロック管内）

○「経営人材育成研修」、「農泊地域専門家派遣・指
導」の実施

課題 取組の成果
農泊地域の創出
（全国で500地域）

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

○地域における宿泊者数の増加
【代表的な事例】
「香取市農泊推進協議会」
地域の米を使った米アイスづくりや星空体験、竹あかりの

作成体験、閑散期の取組として門松づくり体験等により
体験コンテンツを開発。
令和元年度実績は、目標宿泊者数が2万人に対して3

万6千人の実績を達成（目標の1.8倍）。
事業により整備した新設コテージも事業目標である

1200人を大幅に上回る2700人の宿泊者数となった
（目標の2.3倍）。

取組の効果

取組方法
今後の取組方針

滞在型農山漁村の確立・形成 農泊をビジネスとして実施できる体制を持った地域の創出

観光庁

＜目標＞ ＜実績＞
2020年(全国) 500地域 2019年(全国) 515地域 (関東) 66地域

【関東ブロック(観光資源魅力向上WG)NO.5】

「農泊の推進」に係る取組の成果 農林水産省関東農政局

○農泊を持続的な観光ビジネスとして推進するため、平成29年度から農山漁村振興交付金（農泊推進対策）を実施し、全国 で554地域を支援（関東ブ
ロックは72地域）。

○管内各都県と農泊の取組に意欲のある地域の情報を共有しながら新規地域の掘り起こしを実施中。
○農泊の取組について関東運輸局等との情報共有を実施。

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。

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、
① コンテンツの質の向上・量の拡大
② 利用者の利便性の向上
③ 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。

2020年(全国) 554地域 (関東) 72地域2021年(全国) － 地域



取組方法
取組の成果課題

地域：栃木県等
（日光国立公園と
その周辺域）

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁
国土交通省、林野庁、観光庁

国立公園の「ナショナルパーク」としてのブランド化

概要

取組の効果

今後の取組方針

◆自然ガイドの育成研修の継続
◆宿泊増や冬季の誘客に資す
るコンテンツの充実
◆環境省、県、市町の海外プロ
モーションと連携した、日光国立
公園のPR
◆展望地における眺望改善
◆多言語解説整備の促進

国立公園満喫プロジェクトとして、日光国立公園を世界水準の
「ナショナルパーク」としてブランド化し、外国人観光客の誘客を図る

○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。
○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。

＜取組主体＞環境省、栃木県
＜取組時期＞平成31年４月～令和８年３月
＜取組内容＞
〇展望地における通景伐採
○日光国立公園登録ガイド必須研修の継続（R3.1)
○日光湯元地区の廃屋を撤去（R2.12）
〇自然ガイドの外国人対応力強化研修の継続（R3.3予定）
○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

〇展望地における通景伐採実施数 ３か所（見込み）
（累計７か所）

○日光国立公園登録ガイド必須研修参加者数
ガイド29名 （累計162名）

○廃屋撤去による日光湯元地区の景観改善 １施設撤去
（累計２施設撤去）

●訪日外国人国立公園利用者数(2020年目標 50万人)
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
19.0万人 → 24.1万人 → 27.1万人 → 30.4万人 → 27.5万人

●訪日外国人国立公園周辺宿泊者数(2020年目標 25万人)
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
9.6万人 → 11.5万人 → 12.6万人 → 12.2万人 → 15.7万人

ガイド育成やコンテンツ充
実化をさらに進め、宿泊割
合や冬季利用の増加につな
げていく。

【関東ブロック(観光資源魅力向上WG)NO.7 】

国立公園満喫プロジェクトに係る取組の成果


