
 

 

 
 
 

 

 

 

「訪日外国人旅行者数２０００万人の受入に向けた九州ブロック連絡会」の 

取組状況と今後の進め方について 
 

九州運輸局及び九州地方整備局並びに大阪航空局では、増加する訪日外国人旅行者を受け入

れる体制を迅速に整備するべく、昨年 3 月「訪日外国人旅行者数２０００万人の受入に向けた九州

ブロック連絡会」を設置して受入環境整備の検討を行ってきました。 

その結果、各自治体、関係事業者等の協力を得て改善が図られ、観光施設等の多言語化や無

料公衆無線 LAN（Wi-Fi）の整備など一定の成果を上げることができました。 

平成 28 年度においては、観光庁予算に「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」（80

億円）が計上されており、二次交通対策や宿泊施設のインバウンド対応など、さらなる受入環境の

整備を進めていくこととしています。 

詳細については、添付資料をご参照下さい。 

 

 

（参考）九州ブロック連絡会について 

主な構成員 

 九州運輸局、九州地方整備局、大阪航空局、都道府県・政令市、経済団体、広域観光機構、関

係事業者・団体（交通・旅行・宿泊） 

主な課題 

・クルーズ船の寄港増・大型化に対応した受入環境の改善  ・空港・港における CIQ 要員の確保 

・レンタカー利用環境の改善  ・インフラ・サービスの連携による交通ネットワーク強化 

・無料 Wi-Fi 環境、多言語案内表示の整備  ・宿泊施設の確保 

 

 

 

 

Ｎ ｅｗ ｓ  Ｒｅ ｌ ｅ ａ ｓｅ           国土交通省 

平成 28 年 2 月 29 日 

九州運輸局 
九州地方整備局 
大阪航空局 

お問い合わせは 

九州運輸局   観光部   ：髙橋、嘉村     TEL:092-472-2330   

    九州地方整備局 企画部   ：三浦、中村     TEL:092-476-3542 

  大阪航空局 福岡空港事務所：伊藤        TEL:092-621-2221 



九州ブロック連絡会の取組状況

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成２８年２月２９日

国土交通省九州運輸局

九州地方整備局

大阪航空局



訪日外国人旅行者数2000万人の受入に向けた九州ブロック連絡会

○ 昨年の訪日外国人旅行者数は、過去最高の1973.7万人（対前年比47.1%増）となり、順調に増加。

○ 一方、かつてないペースで訪日外国人旅行者数が伸びていく中、訪日外国人2000万人を万全に受け入
れる体制を充実させることが必要。

訪日外国人旅行者数2000万人の受入に向けた九州ブロック連絡会

各ブロックの地方運輸局、地方整備局､地方航空局や都道府県、関係事業者等を構成員とする

｢訪日外国人旅行者数2000万人の受入に向けた地方ブロック別連絡会｣を設置･開催し、訪日外国人を受け

入れる上での現状と課題をしっかり把握し、必要な手立てを迅速に講じる。
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九州運輸局、九州地方整備局、大阪航空局、都道府県・政令市、
経済団体、広域観光機構、関係事業者・団体（交通、旅行、宿泊） 等

訪日外国人旅行者数2000万人の受入に向けた九州ブロック連絡会

スケジュール

Ｈ27年3月
地方ブロック別連絡会の

立ち上げ
深掘り項目を中
心に対策を実施

Ｈ27年６月
ブロック別に
中間とりまとめ

Ｈ27年12月
各ブロックとりまとめ

主な構成員

主な課題
・クルーズ船の寄港増・大型化に対応した受入環境の改善 ・空港・港におけるＣＩＱ要員の確保
・レンタカー利用環境の改善 ・インフラ・サービスの連携による交通ネットワーク強化
・無料Wi-Fi環境、多言語案内表示の整備 ・宿泊施設の確保 等

随時、フォローアップ課題の整理、対応策の検討

Ｈ２８年２月
観光庁とりまとめ
別添資料参照別添資料参照



スケジュール

地方ブロック別連絡会を
継続運営

Ｈ28年6月（予定）
ブロック別に
中間とりまとめ

引き続き検討していく主
な課題をはじめ深掘り項
目を中心に対策を実施

年内
各ブロックとりまとめ

（各ブロックから最低
3つの成果）

新たな課題の把握、既存の
課題整理は適宜実施

Ｈ29年1月（予定）
観光庁とりまとめ

引き続き検討していく主な課題

今後の進め方

年内に解決したもの
年度内に解決の見込みがあるもの

※連絡会やＷＧの設置・運営（構成員の見直し含む）については各ブロックにおける実情を勘案し、適切かつ柔軟に行うものとする。

分類 課題の主な内容 解決の主体

航空・港湾

クルーズ船の大型化に伴う岸壁スペック不足、貨物船用岸壁における貨物船とクルーズ船
の調整

整備局、港湾管理者
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分類 課題の主な内容 解決の主体
観光産業 宿泊施設の確保 運輸局、宿泊事業者等

航空・港湾
の調整

クルーズ船の寄港増、大型化に伴う受入環境整備及び観光バスの増加による交通渋滞緩和 自治体、民間事業者

クルーズ船発着港のバス駐車スペースの確保 整備局、港湾管理者

分類 課題の主な内容 解決の主体

二次交通

インフラ・サービスの連携による交通ネットワーク強化 自治体、交通事業者等

レンタカー利用環境の改善 運輸局、レンタカー会社等

公共交通機関、道路における多言語対応の強化
運輸局、整備局、自治体、交
通事業者等

公共交機関における無料公衆無線LAN環境（Wi-Fi）の整備 交通事業者、自治体等

分類 課題の主な内容 解決の主体
観光地域づくり 観光地や観光施設における多言語対応の強化 自治体、関係事業者等



「次の時代」に向けた質の高い観光立国を推進するためには、外国人受入環境整備とホテル・旅館等をは
じめとする観光産業の高度化・生産性向上が必要。

具体的な取組み

「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」で議論
された受入環境整備の課題

平成 年度予算で課題解決し、大きく前進させる。平成28年度予算で課題解決し、大きく前進させる。

（参考）訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業

国交省の「地方ブロック別連絡会」において整理した
地域における受入環境整備の課題

二次交通対策 地方での消費拡大に向けた環境整備

H28予算：8,000百万円
（H27補正：1019百万円）
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■デジタルサイネージ
の設置

■エレベーター・
スロープ等の設置

■多言語バスロケー
ションシステムの設置

■全国共通ＩＣ
カードの導入

■免税取引情報の
整備

■観光案内所の
機能向上

■通訳ガイドの
活用促進

■旅行者のケガ・病気等
への対応能力の向上

宿泊施設のインバウンド対応支援 空室情報提供の強化 ICTを活用した生産性向上支援

■Wi-Fi環境整備 ■トイレ洋式化

■多言語対応

■観光案内所での空室情報集約・提供

本日の空室情報
◇◆ホテル ○ 空室あり
■□旅館 △ 空室少々

…

■厨房のＩCＴ化■タブレット端末の活用



観光立国実現に向けたアクションプログラムでは、「CIQに係る予算・定員の充実を図り、必要な物的・人的態勢の整備を進めるとと
もに、こうした取組により、2016年度までに空港での入国審査に要する最長待ち時間を20分以下に短縮することを目指す。」とされてい
る。九州内の空港においては、近年のインバウンド急増及び就航国際線の増加により、入国審査の待ち時間が長時間化している。

課題
市町村・地域：九州域内

佐賀・長崎空港の入国審査待
ち時間の状況は以下のとおり。
A319クラス（座席:約120名） 対応状況

現状

対応方針
１．空港関係者が連携し、出入国ブース増設やＣＩＱ要員増員、ＥＤカード確認等、総合的な対策
を講じ、その結果、入国審査時間短縮を図る。

２．クルーズ船については、船舶観光上陸許可制度の運用により、入国審査の迅速化、円滑化
を図る。また、主要港におけるクルーズターミナルの整備を図る。

空港・港におけるＣＩＱ要員の確保の取組 別添資料

A319クラス（座席:約120名）
20～30分

A320クラス（座席数：約180名）
40～50分

また、クルーズ船の全国状況
では、2000人規模のクルーズ船
の場合においては、寄港地上陸
許可の場合、全ての乗客が下船
するのに約95分～100分、それ
以外の場合、約190分かかる。

（空港）
１．４空港（佐賀・長崎・宮崎・鹿児島）の運航関係者に行ったヒアリングによると
①宮崎・鹿児島空港は本年7月より入国審査レーンを増設。（いづれも 5→６ブース化）
②鹿児島空港においては、入国待合エリアの拡大を行っており10月中旬運用開始。
③九州の空港においても、本年7月及び12月にCIQ要員の緊急増員。
④佐賀空港では、ＥＤカード確認や通訳案内のため臨時職員を配置。
⑤航空会社・空港ビル会社の協力により、審査時間短縮のためEDカードの事前チェックを行う

要員の配置。
２．各空港において、入国審査待ち時間の短縮に向けた空港関係者（ＣＩＱ、航空会社、空港ビル

会社、空港事務所）による課題・改善策等を検討する体制を構築する予定である。
３．福岡入国管理局、九州運輸局、九州地方整備局及び大阪航空局との意見交換、情報共有の

場を構築予定。
（港湾）
１．船舶観光上陸許可制度の運用による入国審査の迅速化、円滑化とともに、ＣＩＱ職員の機動

的配置を実施。
２．以下の３港においてターミナルを新設し、入国審査ブースを増加した。
・博多港 8→20 ・長崎港 以前最大12→最大20ブース ・佐世保港 施設なし→10ブース

対応状況
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公共交通機関における多言語対応の強化の取組

「交通政策基本方針」では、「公共交通機関における多言語対応の徹底」が施策に掲げられており、各交通事業者
を主体に取り組んでいるところ。

課題 対応状況市町村・地域：九州域内

訪日個人旅行者の増加を図
るうえで、外国人がストレス
なく利用や乗り継ぎができる
交通ネットワークの構築が課
題となっている。

①鉄道
・車両の多言語率91％、駅79％と着実に対応が進んでいる。
・ＪＲ九州「D＆S列車」及び「クルーズトレインななつ星in九州」
や、西鉄「水都」などの観光列車では、外国人の利用促進に向け
多言語化対応を積極的に行っている。

②バス
○福岡市内

現状

西鉄「水都」

別添資料

このため、交通結節点やバ
ス・鉄道等の多言語化整備を
すみやかに行う必要がある。

○福岡市内
・西鉄天神高速バスターミナル・博多バスターミナルで多言語化
を強化した整備が行われている。

・平成28年度からは博多港・博多駅・天神地区の回遊性向上に向
け連節バスの運行を予定。

○地方部
・別府～由布院間の定期観光バスで多言語案内を開始。
・宮崎県内においても本年11月より外国人乗り放題パスの販売開
始にあわせて、バス停の英語表記やナンバーリングを実施。

③旅客船
平成27年1月1日以降の新造旅客船
・多言語化を実施した船舶 9隻 ・今後建造予定の船舶 1隻

④交通結節点（バスターミナル・駅）
・熊本交通センター（H30秋予定） 熊本駅広場（H32春予定）
・長崎駅（H30年度末予定）

西鉄「水都」

亀の井バス「ゆふりん」（別府～
由布院駅）

熊本交通センターイメージ
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鉄道・バスにおける多言語化進捗状況

鉄道

車両数 多言語化車両数 整備率 駅（電停）数 多言語化駅（電停）数 整備率

2,516 2,300 91.4 1,017 811 79.7 

公共交通機関における多言語対応の強化の取組 別添資料

バス

所有台数
多言語化
表示台数

整備率 バス停数
多言語化
バス停

整備率 ターミナル数
多言語化
ターミナル

整備率

4,082 1,529 37.5 15,514 565 3.6 33 13 39.4

注）九州内主要乗合バス事業者２グループ・７社

注）九州内鉄道事業者１６社・局
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観光地や観光施設における無料公衆無線LAN（Wi-Fi環境）の整備の取組

①各自治体でWi-Fi環境整備に取り組んでいるが、それぞれに温度差があり、進捗状況はまちまちである。
②民間のWi-Fiスポットは各所にあるが、キャリアフリーでないものも数多く、外国人観光客はそれらを利用できない。
③キャリアフリーの既存Wi-Fiスポットであっても、それぞれのスポットで認証手続きを要する。

課題 対応方針
市町村・地域：九州域内

●地域によってWi-Fi環境に濃淡がある。
●接続認証手続きを何度もする必要

があり、煩雑。

１．自治体が中心となり、地方創生交付金を活用した整備を推進している。
２．国は各地域でのWi-Fi整備について、「Japan. Free Wi-Fi」のロゴを提供する等
を通じて、外国人に対するWi-Fi環境の「見える化」を推進している。
３．九州経済連合会、九州観光推進機構及び九州七県等が連携した、「Kyushu 
_Free_Wi-Fi」を本年6月に運用を開始した。（本年11月末現在の加盟無料スポット
約11,000箇所） この「Kyushu_Free_Wi-Fi」では、「Japan Connected-Free Wi-Fi」

現状

別添資料

約11,000箇所） この「Kyushu_Free_Wi-Fi」では、「Japan Connected-Free Wi-Fi」
と多言語観光情報提供アプリ「Japan Travel Guide」を連携して提供することでWi-
Fi環境の統一を目指す 。

各無料Wi-
Fiスポットの
加盟促進

一
度
の
認
証
手
続
き
で

様
々
なW

i-Fi

ス
ポ
ッ
ト
で

の
利
用
が
可
能

平成27年6月以降に
Wi-Fi可能となった施
設等一覧 等

長崎市 大分市 宮崎県 鹿児島市

4


