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課題

①整備に要する費用を課題としてい
る関係者が多い。また、整備が行わ
れている所においても、外国人旅行
者用の案内・説明がない所もある。

地域：東北管内

【東北ブロック(課題１)】無料公衆無線ＬＡＮに係る取組の成果

概要

〈面的整備の促進〉
○外国人観光客に快適・便利に滞在を楽しんでもらうため、自治体独自の補助制度や外国人観光客の多いエリアを中心
としたWi-Fi整備の促進

〈岩手県〉
○平成27年度 受入環境整備の補助制度創設

（28年度まで継続予定）
○WiｰFi整備実績：平成27年度33件、

取組の効果取組の方法

者用の案内・説明がない所もある。
②整備が進まないところでは、無料公
衆無線ＬＡＮの仕組みについて理
解されていないことや、通信環境が
脆弱な地域であることが要因として
ある。

○WiｰFi整備実績：平成27年度33件、
平成28年度8件（一次申請分）

○客室90室以上の宿泊施設中、96％がWiｰFi環境整備済み

○宿泊施設等については整備が進んでいることから、今後は飲食店等の整備を推進し、受入態勢の更なる充実を図る。（岩手県）
○民間事業者と連携し、外国人観光客の利用が多いエリアを中心に、引き続きアクセスポイントの整備拡大を図る。（仙台市）

今後の方針

〈仙台市〉
○平成26年度に市が提供する「SENDAI free Wi-Fi」の運用開始

（平成32年度まで継続予定）
○平成28年度取組内容：地下鉄南北線・東西線各駅構内、
ペデストリアンデッキ、ループル仙台バス停留所・車内など

○平成28年10月末現在、173アクセスポイントを整備済み
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課題

○民間の知見・活力による自走型のプロジェクトにより、Wi-Fi整備を促進することで「全産業型」の新たなビジネス領域の創出に向けた
取組を推進（山形県）

概要

〈山形県〉
○Wi-Fi整備をすることによるメリットを見いだし、行政の補助に頼らない民間の知見・活力による自走型
のプロジェクトを推進

○県内ＩＴ、メディア、通信事業者等で構成される「山形県デジタルコンテンツ協議会」を推進母体に、
行政・学術・金融機関が連携した「全産業型」による新たなビジネス領域の創出に取組む。

【東北ブロック(課題１)】無料公衆無線ＬＡＮに係る取組の成果

取組の方法 取組の効果

①整備に要する費用を課題としてい
る関係者が多い。また、整備が行わ
れている所においても、外国人旅行
者用の案内・説明がない所もある。

〈行政連携のもと民間活力による整備促進〉
○Wi-Fi整備の促進がもたらす、行政と民間事業者等とが連携した新たなビジネス領域の創出に向けた取組の推進

地域：東北管内

Ｗｉ－Ｆｉスポットの整備 情報コンテンツの発信
動画・クーポンなど 外国人観光客の行動分析

今後の方針

○平成28年、蔵王温泉をモデルにプロジェクトの実証実験を開始、平成31年を目途に山形県全域にエリア拡大を目指す。
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者用の案内・説明がない所もある。
②整備が進まないところでは、無料公
衆無線ＬＡＮの仕組みについて理
解されていないことや、通信環境が
脆弱な地域であることが要因として
ある。



課題 取組の効果

【東北地方ブロック(課題２)】多言語対応に係る取組の成果

概要

○「訪日外国人旅行者の受入環境整備事業」における地方拠点として選定された「弘前」、「田沢湖・角館」、 「平泉」、
「仙台・松島」、「会津若松」の５地区において、道路案内標識の英語表記改善を実施中。

○観光立国や地方創生の実現に向け、交差点名標識に著名な観光地等の名称を表示する取組を実施。

ローマ字表記から英語表記に変更
道路案内標識は、日本語
とローマ字の併記になってお
り、訪日外国人旅行者は
記載内容が分かりにくい状
況 Hirose dori Hirose-dori Ave.

【道路案内標識の英語表記改善】
地方拠点である「弘前」、「田沢湖・角館」、

「平泉」、「仙台・松島」、「会津若松」の５
地区において実施。
現地点検を外国語指導助手等と連携し

地点名表示から観光地名表示
に変更

【道路案内標識】
取組の方法

表記の統一化

況

○道路案内標識について、地方拠点５地区の英語表記改善を推進すると共に、地方拠点以外の地域においても関係機関と連携を図りながら、
英語表記改善を推進する。

○地域との合意形成が整った箇所から、交差点名標識の改善を実施する。

Hirose dori Hirose-dori Ave.
（通りを表わす単語を追記）

現地点検を外国語指導助手等と連携し
て行い、道路標識適正化委員会※で観光
部局とも連携して改善内容を決定後、各道
路管理者で順次施工を実施。

【交差点名標識の改善】
表示内容等については、地域の意向を聞

き取りした上で、観光関係者や県公安委
員会とも連携し、道路標識適正化委員会
※で決定。
あわせて、周辺の道路案内標識等との整

合を図る。

観光地に隣接する交差
点名標識の表記が観光
地と無関係な地名等と
なっており、わかりにくい状
況

【交差点名標識】

※各県に設置され、関係する道路管理者が参
画し、標識等の表示内容を検討する委員会

今後の方針

Tsutsujigaoka Park
Higashi

Tsutsujigaoka Park
East

表記を「Mt. Iwaki」に統一

Hirose dori ⇒ Ave.やSt.と

なっていない

外国人にわかり
にくいローマ字
表記
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課題
地域：東北管内

時期：平成28年8月1日～10日

○東北の夏祭りは、知名度もあり、旅
行者の関心は高いものの、日本人

○ホテル・旅館の協力により、前年より客室数を拡大確保。
（青森県80室、秋田県50室、岩手県100室、宮城県40室）

○昨年の動向を踏まえ、今年は青森・秋田市内のホテルを確保。
○対象国を台湾として実施。
○ツアー例：盛岡さんさ→秋田竿灯→青森ねぶた（3泊4日）
○各旅行会社による夏祭り時期のインバウンド向け旅行商品の造成
が促進。

【東北ブロック(課題３)】「東北夏祭り」におけるインバウンド宿泊枠の確保に係る取組の成果

概要

○東北の夏祭りは、日本人旅行者が多く宿泊施設の予約が取りにくいため、昨年に引き続き日本旅館協会東北
支部連合会、日本ホテル協会東北支部が連携し、一定の宿泊枠をインバウンド用に確保し、海外エージェントに
販売した。

取組の方法 取組の効果

解決の主体：日本旅館協会東北支部連合会、日本ホテル協会東北支部

実施期間：平成27年～28年

行者の関心は高いものの、日本人
旅行者が多く宿泊施設の予約がと
れないため、海外からのツアーは限ら
れている。

○2年間、日本旅館協会東北支部連合会と日本ホテル協会東北支部の共同企画として取組を推進してきたが、旅行会社による
夏祭り時期のインバウンド向け旅行商品の造成が促進されてきていることから、旅行商品造成にかかる宿泊枠確保を支援していく。

が促進。

【平成27年送客実績】
・台湾旅行会社６社によるツアー１２本催行
（新庄祭り３本含）

８４名参加
２８４人泊

今後の方針
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【平成28年送客実績】
・台湾旅行会社７社によるツアー１６本催行

１６１名参加
４６３人泊



課題 取組の効果

○面積が広域で観光地が点在する東北にお
いて、域内移動の利便性の向上を図る必要
がある。

取組の方法
地域：東北管内

【東北ブロック(課題５)】鉄道や高速バス、レンタカーによる東北の周遊促進に係る取組の成果

概要

○平成27年11月、インバウンドフリーパス導入に向けての検討会を設置し、方向性を確認するとともに、
実務者協議において実務課題等の整理・検討を重ねる。
（検討会:2回 実務者協議:4回）

○平成28年7月、東北の高速バス事業者１９者、東北６県バス協会連合会及び東北観光推進
機構で構成される「高速バス東北共通インバウンドフリーパス協議会」を設立し、対象路線及び利
用・発売方法などを検討。

○インバウンド向けに東北の高速バス路線をネットワーク化して利便性を向上させるため、訪日外国人をターゲットとし
た東北管内で共通利用できる高速バスフリーパスの実証事業の実施

解決の主体：高速バス東北共通インバウンドフリーパス協議会

用・発売方法などを検討。
○平成28年10月21日、東北域内の高速バス約６０路線を対象に、
4日間及び7日間チケット（「TOUHOKU HIGHWAY BUS TICKET」）
の発売開始。

○利用者の利便性や商品性の検証などを行い本格導入を目指す。
○海外への情報発信強化など、FITを中心とした利用拡大を図る。

★交通の利便性を向上させることで、広域観光
周遊ルートである「日本の奥の院・東北探訪
ルート」における周遊を促進し、交流人口を拡大

今後の方針

(仙台空港での発売イベント)
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課題

○他地域と比べ、クルーズ船の寄港が
少ないほか、大型クルーズ船の受入環

取組の成果

港湾名：東北管内

○既存岸壁の延伸や物流ターミナルの老朽化対策と合わせた係留施設の改良を推進し、ハード面での大型クルーズ船の受入環境
を整備。

○大型クルーズ船の入港基準の策定など、ソフト面における受入環境を整備。
○地域関係団体による誘致体制を構築し、積極的なセールス活動により外国クルーズ船の初寄港が決定。

【東北ブロック(課題６)】港湾における受入環境、アクセスに係る取組の成果

概要

○大型クルーズ船の入港基準の策定など、ソフト面における受入環境整備

取組の効果
○既存岸壁の延伸や物流ターミナルの老朽化対策と合わせた係留施設の改良を推進し、ハード面での大型クルー

ズ船の受入環境の整備
・青森港：既存岸壁の延伸整備(H29年度完了予定）
・酒田港：老朽化対策と合わせた係留施設の改良(H28年度完了予定)

【解決主体】 東北地方整備局少ないほか、大型クルーズ船の受入環
境整備が必要。

○東北ブロックの関係者による官民連携体制を構築し、東北地域へのクルーズ船のマーケット拡大に向けた取り組みを強化するとともに、
大型クルーズ船への対応としてハード面・ソフト面での受入環境整備を推進する。（国、自治体、東北経済連合会等）

○大型クルーズ船の入港基準の策定など、ソフト面における受入環境整備

・宮古港 ：対象クルーズ船 14万㌧級 (Ｈ28年度策定予定)
・仙台塩釜(石巻港区)：対象クルーズ船 11万㌧級 (Ｈ28年9月策定)
・仙台塩釜(仙台港区)：対象クルーズ船 14万㌧級 (Ｈ28年度策定予定)
・酒田港 ：対象クルーズ船 16万㌧級 (Ｈ28年8月策定)

【解決主体】 国、県、市、港湾関係者 等

○地域関係団体による誘致体制を構築し、積極的なセールス活動により外国クルーズ船の初寄港が決定
・セレブリティ・ミレニアム(9万1千㌧)：青森港、仙台塩釜港(仙台港区）・・・(H29年4月寄港予定）
・コスタ ネオロマンチカ (5万7千㌧)：青森港、酒田港 ・・・(H29年8月寄港予定)

【解決主体】 地域関係団体（県、市町村、民間企業、経済団体 等）

〔入港基準策定〕

〔乗船客への受入対応〕
・みなとオアシスを活用した多言語案内チラシの配布、みそスープ振舞い、日本文化体験など乗船客のおもてな
し青森港、秋田港）

【解決主体】 地域関係団体（県、市、民間企業 等）、東北地方整備局

大型外国クルーズ船（11万㌧級）
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課題
地域：仙台市

【東北ブロック(課題11)】主要観光地等の受入環境に係る取組の成果

概要

○安心・快適に旅行を楽しんでもらうため、仙台駅を起点とした東北全域の観光ニーズに対応する、ワンストップ型
サービスを開始

①「びゅうプラザ仙台駅」〈平成28年4月28日リニューアルオープン〉
【観光案内】「仙台市観光情報センター（カテゴリー2）」

（運営：仙台市、(公財)仙台観光国際協会）
【外貨両替サービス】「ビューカード外貨両替センター JR仙台駅店」

（運営:トラベレックスジャパン㈱）
【訪日外国人旅行者向けサービス】「仙台駅訪日旅行カウンター」

取組の効果取組の方法

○東北のゲートウェイである仙台駅に
ついて、急増するＦＩＴに対する利
便性の充実を図る必要がある。

(観光案内所 月別外国人利用実績)

900

1,400

1,900 ２７年 ２８年

【訪日外国人旅行者向けサービス】「仙台駅訪日旅行カウンター」
（運営:㈱びゅうトラベルサービス）

②「ヤマト運輸宅急便カウンター」（運営:ヤマト運輸㈱）
【手荷物宅配・手ぶらで観光便サービス】〈平成28年4月28日開始〉

・平成28年11月1日：「手ぶら観光」共通ロゴマークの認定
【免税一括カウンター】〈平成28年5月1日開始〉

○より利用しやすい環境とするため、利用者ニーズを捉えつつサービスの充実を推進する。
○東北最大の利用者駅として、仙台・宮城県のみならず東北エリアの観光案内などの充実を図る。

今後の方針

★観光案内を含め、ワンフロアでの様々な手続きが可能に

解決の主体：仙台市、東日本旅客鉄道㈱、ヤマト運輸㈱

(リニューアル後)

便性の充実を図る必要がある。

(リニューアル前)
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H27.5～11月：6,708人
H28.5～11月：7,447人
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【電線共同溝事業の実施】
◇良好な景観の形成、防災機能の向上等を図るため、

平成24年度より電線類の地中化に着手している。

○平川市最大の観光イベントである「平川ねぷた
祭り」は、無電柱化によって、より迫力のある祭り
となり、観光による地域活性化に期待が高まる。

課題 取組の効果取組の方法
○架空線がねぷた運行の妨げになっ
ている。また、通勤・通学に利用す
る人が多く、電柱が通行の妨げと
なっている。

【東北ブロック(課題11)】主要観光地等の受入環境に係る取組の成果

概要
○青森県平川市本町地区及び柏木町地区は、平川市中心市街地に位置しており、平川市の夏を彩る「平川ねぷた祭り」の運行コースと
なっている。祭り最大の目玉である高さ１１ｍの「世界一の扇ねぷた」は観るものを圧倒するが、電柱及び架空線により、運行に支障をきた
している状況である。無電柱化によって、より迫力のある祭りとなり、観光による地域活性化に期待が高まる。

路線名：一般県道町居平賀停車場線
箇所名：青森県平川市本町～柏木町地内
全体計画：L=593m，W=9.0(18.0)m

本町工区 延長153m(整備延長306m)
柏木町工区 延長440m(整備延長880m)

架空線を避けるため、
上部を折りたたみ、祭りが一時中断

一般県道町居平賀停車場線 電線共同溝事業

○隣接工区の柏木町工区についても引き続き無電柱化を推進し、良好な景観形成や防災機能の向上に努める。

▲高さ11ｍ、横9ｍ、奥行き4ｍの
世界一の大きさを誇る扇ねぷた

▲上空には無数の架空線 平川ねぷた 約３０台の運行コース

本町工区
Ｌ＝306m

（H24～H28）

柏木町工区
L=880m

（H29以降）
▲平川ねぷた入り込み客数

出典：青森県観光入込客統計

▲世界一の扇ねぷたと青森ねぶた・弘前ねぷた

柏木町工区 延長440m(整備延長880m)

今後の方針
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【電線共同溝の実施】
◇安全で快適な通行空間の確保、歴史的

景観の向上、防災機能の向上等を図る
ため、平成２５年度より電線類を地中化
する電線共同溝に着手。

◇事業概要（大手町工区）
・路 線 名：主要地方道白河停車場線
・箇 所 名：福島県白河市大手町地内

●歩道上の電柱が歩行者の通行や景観を
阻害している。

○福島県白河市大手町地区は、白河市中心市街地に位置し、路線前方には国指定の史跡である小峰城跡があり、また、沿道には市景観協定地区を
設定するなど、歴史的景観の保全に努めている地区である。安全で快適な通行空間を確保し、美しい町並み景観や防災機能等の向上を図るため、
無電柱化事業を実施した。

【東北ブロック(課題番号11)】主要観光地等の受入環境に係る取組の成果

概要

・震災前の観光客数より約２０万人観光客が増加。
・白河関まつりが１５年ぶりに復活するなど、地域活動
の活発化と、さらなる観光客の増加が期待 される。

事業箇所

震災前平均観光客数 約１０４万人

１２４
万人

震災

課題 取組の効果取組の方法

・箇 所 名：福島県白河市大手町地内
・全体計画：L=210.0m W=6.0

（20.0)m
・事業年度：平成25年度～平成28年度

○南側の向新蔵工区についても引き続き無電柱化を推進し、美しい町並み景観や防災機能等の向上につとめていく。

至 白河駅

至 国道294号

小峰城

電線共同溝 大手町工区

小峰城

大
工

町
工

区
Ｈ

2
6
.3

月
開

通

Ｈ28年度中
撤去予定

むかいしんくら

白河関まつり

ご当地キャラこども夢フェスタ

出典：福島県観光客入込状況（福島県観光交流課）

（万人）

震災前平均観光客数 約１０４万人

大町工区開通
大手町工区事業着手

完成イメージ
（H28年度完了予定）

至 白河駅

至 国道294号

小峰城

今後の方針
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課題

○「道の駅」について、免税店や外国人案内所の設置などインバウンド対応を促進し、地域の情報発信の拠点とする取組を進める。
○「道の駅」と大学の連携として、大学生が「道の駅」において現地調査等を実施。「道の駅」に求められる特性（ゲートウェイ型：地域の
観光総合窓口機能、インバウンド観光の促進等）を踏まえ、重点課題を抽出・整理するとともに、改善策の提案や企画立案等を行う。

【東北ブロック(課題番号11)】主要観光地等の受入環境に係る取組の成果

概要

地域：東北管内

○観光案内所
・道の駅における外国人観光客に対するサービス
は、多言語化やピクトグラムが必ずしも充分とは
言えず、海外向け情報発信のＨＰは英語のみ
というところが多い。

・また、クレジットカードや免税店は、外国人観光
客の利便性向上につながるが、対応してない施
設もあり、「道の駅」において、多言語化に対応し

外国人観光案内

免税店○観光案内所
解決主体：「道の駅」いいで（山形県 飯豊町）

開始時期：
免税店：H28.1月
外国人観光案内：H27.3月
・町の特産品を土産物に購入してもらおうと、
道の駅の土産品売り場が免税店の許可を受けた。

・外国人観光案内の認定も受け、インバウンド 対応

台湾観光客の受入数

取組の方法 取組の効果

○観光案内所について、「道の駅」における取組事例について、他の「道の駅」への情報発信等を継続して行っていく。
○大学連携の取り組みを拡大、継続的に実施し、提案された内容について、「道の駅」における取組についてフォローアップ調査を行っていく。

設もあり、「道の駅」において、多言語化に対応し
た案内所や地域の特産品が購入できる免税店
などの高いサービスが求められている。

・外国人観光案内の認定も受け、インバウンド 対応
の促進を図る。

○大学連携
・地域の観光資源や魅力が集まる「道の駅」は、地
域活性化の拠点や観光窓口機能、インバウンド
観光の促進等の多様な機能が求められている。

・若者の視点による観光資源の発掘やイベント企
画運営、HP作成やSNSなどのスキル等を活用し
た情報発信が求められている。

○大学連携
解決主体：「道の駅」あ・ら・伊達な道の駅

（宮城県 大崎市）
石巻専修大学

実施内容
①地域情報の発信拠点機能の強化
②若者を呼び込む新たな魅力の創出
③外国人観光客への対応

を重点課題として取り組み、改善策の提案や企画の
立案等を行う。

①地域情報発信拠点の強化について
○ＱＲコードを活用した情報発信方法
の提案

○ＷＥＢを活用した情報発信方法の
提案

②若者を呼び込む新たな魅力の創出
について
○学生に対しアンケートを実施し、「道の
駅」におけるバーベキューの提案

③外国人観光客への対応について
○[指差し会話集」の活用

意見交換会

「最終成果報告書」の提出

今後の方針
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○Ｈ２８年度の取り組み

○バイパス整備を契機に自然豊かな現道の活用方法を
検討

課題 取組の方法
○ 観光入込客数は年間約200万人
で、特に10月の紅葉シーズンには約
39万人の観光客が殺到

○ 観光期には、観光バスやマイカーと
いった観光交通と地域の生活交通と
が錯綜し渋滞が発生

【東北ブロック(課題番号12)】主要観光地等へのアクセスに係る取組

概要 ○奥入瀬渓流区間の約14kmは全国で唯一国立公園の特別保護地区を通過する道路であり、観光期には観光客が
大型バスやマイカーを利用して殺到し、渋滞や環境への影響を引き起こすなどの様々な問題が生じている。

○これらの問題を解決するため、奥入瀬渓流を安全に迂回できる「青橅山バイパス」の整備を契機に、自然保護と利活用
を両立させる交通システムを検討・実施する。

奥入瀬渓流において、平成28年10月29日、30日に「国道

・現道のマイカーを通行止め（バイパスへの転換）
・周遊観光に適した、現道の交通モードを社会実験を実施し、
地域で検討

マ
イ
カ
ー
交
通

規
制
区
間

交通規制により、
マイカー転換

102
103

102

102

102

青橅山ＢＰ

青森県

七曲

Ｐ
焼山駐車場

渓流館
駐車場

Ｐ

石ヶ戸

道路脇に駐車して観光

Ｎ

取組の効果

○平成２９年度以降も「マイカー交通規制を順次拡大する」など、様々な取り組みを進め、奥入瀬渓流内への乗り入れ車両を限定し、
自然保護と観光等の利活用の両立を図る。

▲観光期の慢性的な渋滞

▲観光期の慢性的な渋滞

奥入瀬渓流において、平成28年10月29日、30日に「国道
103号通行規制、新たな交通システム導入実験」を実施
〈国道103号通行規制〉
→ 平日2日間、休日2日間の計4日間実施
→ 規制車両は、自家用車、バイク
（バス・大型車・タクシー・緊急車両は規制対象外）

〈新たな交通システム導入実験〉
→ 社会実験で周遊に適した交通モードを検討
→ 臨時駐車場からのシャトルバス、レンタサイクル、ランドカー等

交
通

規
制
区
間

103

454103

454

青橅山ＢＰ
（事業中）

秋田県

十和田湖

七曲
区間

子ノ口
駐車場

Ｐ

Ｐ
休屋
駐車場
(北)(南)

散策する観光客の安全性等に課題

【青橅山バイパス】
幅員狭小、線形不良等の隘路区間を解

消し、観光期の渋滞解消及び観光客の安
全性・快適性を向上を目的に、平成25年
度より事業中

⇒ 奥入瀬渓流区間の交通量が減少し、
休日では渋滞長1500m→0m（石ヶ戸）

今後の方針

渓流区間の
交通量が減少

※推計値

休
日

約60％減少

ランドカー

シャトルバスの運行
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○平成26年度にJR秋田駅から男鹿
半島への定期観光バスが休止され

た。

課題 取組の効果取組の方法
○ダイヤの見直しや運行状況報告のための定
期的な会議が、市内の観光業者同士の意
見交流の場となっている。

○運行プランの作成を通じ、各観光施設の
館内イベントの開催時間の調整を行い、各

○秋田県男鹿市において、観光地への移動手段を確保するため、地元関係者の検討・協議によって
平成28年4月から運行を開始した観光乗合タクシー(男鹿半島あいのりタクシー｢なまはげシャトル｣)
により、インバウンド受入体制の強化が図られた。

概要

○男鹿市や地元観光業者に加え、県やJRも参
画する協議会を設立。平成28年4月から市
内の主要観光地を巡る相乗タクシー(事前予
約制)の運行を開始した。

○運行にあたり、タクシーの一般利用よりも安価

【東北ブロック(課題12)】主要観光地等へのアクセスに係る取組の成果

地域：秋田県男鹿市

た。

○路線バスの運行本数が減少していた
こともあり、観光地や観光施設への移
動手段はタクシーまたはレンタカーに
頼らざるを得ない状況となっていた。

館内イベントの開催時間の調整を行い、各
施設の連携が図られた。

○利用状況を分析することにより、利用の多
い時間帯や、人気の路線、利用客数、出
身国など、今後のマーケティングデータ収集
が期待できる。

○クレジットカード決済の導入により、
乗車料金の支払が円滑となった。

○平成28年11月までの利用実績
2,326人（うち外国人65人）

○県や市による観光PRや、各施設における宣伝活動との連携を深め、国内外における認知度向上を図る。

○運行にあたり、タクシーの一般利用よりも安価
な料金を設定し利用者の負担軽減を図るとと
もに、通常料金との差額は、当事業の受益者
である男鹿市をはじめ各観光・宿泊施設が負
担金を拠出し対応することとした。

○平成28年度には、以下のインバウンド対策を
実施した。
・受付用ホームページや、乗降場所の案内
板の多言語化

・クレジットカードによる決済システムの導入

今後の方針
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課題 取組の効果

○免税手続きに時間を要し、長時間
待たせることもある。

取組の方法
地域：東北管内

【東北ブロック(課題15)】消費環境に係る取組の成果

概要

○免税手続き一括カウンターを設置することで、手続きに要する時間や煩雑さを解消し、外国人旅行者がよりお得
にかつ便利に買い物を楽しむことを目的とした取組（山形市七日町商店街振興組合）

○免税手続き一括カウンターの設置に向け、意見交換会や勉強会を実施。
○平成28年８月１日、東北地方の商店街で最初となる免税手続き一括カウンターが9店舗参加で
オープン。

○現在、街なかコミュニティ機能型交流拠点を建設中であり、
「街なか案内所」、「アンテナショップ」などを設置し集客力アップ

解決の主体:山形市七日町商店街振興組合

★外国人旅行者の旅行消費額の増加による地域の活性化

「街なか案内所」、「アンテナショップ」などを設置し集客力アップ
を図ることで、街中の賑わいを創出することを検討。
併せて免税店利用者の拡大につなげていく。

○平成28年11月までの利用実績：32人

○地方の商店街の魅力を含めながら情報発信することで利用拡大を促進するとともに、より多くの店舗への
拡大を図る。

今後の方針
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