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Ⅰ．最終とりまとめの背景等

○訪日外国人旅行者数は、昨年、日本全体では過去最高の約1,341万人（対前年比で３
割増）となり、５年後の2020年までに2,000万人という目標を掲げているところ。

○ 今年９月には1,448万人に達し、昨年の年計を更新。政府は訪日外国人旅行者数2,000
万人の達成が視野に入ってきたことを踏まえ、次の時代の新たな目標の設定のため、
「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」を設置した。

○東北地方においては、今年９月までの外国人延べ宿泊者数が約３４万１千人に達し、
昨年同期比の約５割増しで推移。東日本大震災前の平成２２年とほぼ同水準まで回復
している。この流れをより確かのものとすべく、訪日外国人旅行者拡大への取り組みを

検討の背景・経緯

している。この流れをより確かのものとすべく、訪日外国人旅行者拡大への取り組みを
更に進めていくとともに、円滑に受け入れることができるよう、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ていかなければならない。

○上記より東北運輸局、東北地方整備局､東京航空局や東北６県、関係事業者等を構成
員とする「訪日外国人旅行者数2,000万人の受入に向けた東北ブロック連絡会」を今年
３月に設置し、調査・検討を開始。８月４日の第２回連絡会において、課題と対応策の
中間とりまとめを行った。

最終とりまとめについて

○訪日外国人旅行者状況や、主要観光地等の受入先の現状・課題、取組事例を調査
し、これらを踏まえた今後の方針を関係者間で共有することにより、今後の受入体制の
整備を促進していく。
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Ⅰ-１． 訪日外国人旅行者数2000万人の受入に向けた東北ブロック連絡会

○ 昨年の訪⽇外国⼈旅⾏者数は、過去最高の約1,341万人（対前年⽐29.4%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東北ブロック連絡会

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。

構成員

東北運輸局、東北地方整備局、東京航空局、東北６県、仙台市、東北観光推進機構、日本観光振興協会東北支部、

日本旅行業協会東北支部、日本旅館協会東北支部連合会、日本ホテル協会東北支部、東北鉄道協会、東北索道協

会、東北六県バス協会連合会、東北ハイタク連合会、全国レンタカー協会東北地区連合会、東北旅客船協会、東北

経済連合会、東北六県商工会議所連合会、仙台空港ビル、東日本旅客鉄道、国際観光振興機構

当面のスケジュール

３⽉〜

東北ブロック連絡会の⽴
ち上げ

現状把握･課題の整理
８月

対応策の
中間とりまとめ

１２月

進捗状況の確認、
とりまとめ

構成員

課題例

・空港・港のＣＩＱ体制の整備 ・空港容量、貸切バス、宿泊施設等の供給の確保
・観光バス駐⾞スペースの確保 ・観光地や都市部におけるバリアフリー化
・観光案内所、道の駅、みなとオアシス等の観光案内機能の向上 等
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Ⅰ-２．東北ブロック連絡会の体制

・クルーズ船発着港や観光施設周辺のバス駐車

スペースの確保

・空港・港湾等へのアクセス道路の整備

・宿泊施設の確保

・ムスリム対応の強化

・宿泊施設はじめ関係事業者へのおもてなし意識の

東北ブロック連絡会

二次交通・航空・港湾ＷＧ 観光産業・観光地域づくりＷＧ

・空港・港湾等へのアクセス道路の整備

・レンタカー利用環境の改善

・空港容量(発着回数）、航空座席数の確保

・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・スペースの確保 等

・宿泊施設はじめ関係事業者へのおもてなし意識の

浸透

・訪日外国人への日本の風習・習慣の周知

・観光地や都市部の道路、駅前広場、交通機関等に

おける移動円滑化（バリアフリー化）

・無料公衆無線LAN環境（WI-FI環境）の整備

・公共交通機関、道路、観光地等における多言語対

応の強化

・観光案内所、道の駅等の観光案内機能の向上・

ネットワーク強化 等
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Ⅱ．東北地域の現状と訪日外国人旅行者拡大への施策等 １．東北地域の現状①
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1月～10月までの累計は1,631.6万人となり、年計で過去最高だった
2014年（1,341万人）を上回る。

平成27年(1～9月)は前年同期比の約5割増し、震災前の平成22年と同
水準まで回復。
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※従業員数10人以上の施設における延べ宿泊者数。

平成２７年は月ごとの第２次速報値。 〔出展〕観光庁宿泊旅行統計調査
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Ⅱ-１．東北地域の現状②

都道府県別外国人延べ宿泊者数（２０１４年）

都道府県別では、東北６県は他地域に比べ外国人延べ宿泊者数が少
ない。
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7〔出展〕観光庁宿泊旅行統計調査
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※従業員数10人以上の施設における延べ宿泊者数。平成２７年は月ごとの第２次速報値。

〔出展〕観光庁宿泊旅行統計調査

国籍（出身地）別外国人延べ宿泊者数構成比（平成26年）

※従業員数10人以上の施設における延べ宿泊者数。
主として観光目的による宿泊者が多い施設の宿泊者数の合計。〔出展〕観光庁宿泊旅行統計調査



Ⅱ-１．東北地域の現状③

訪日外国人旅行消費額

2015年（平成27年）1-9月期の訪日外国人の旅行消費額は、前年同期
比77.0％増の2兆5,967億円となり、2014年（平成26年）の年間値を超え
るとともに、過去最高額となっている。
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2015年（平成27年）7-9月期
国籍・地域別の旅行消費額と構成比

国・地域別の訪日動機（２０１４年）

○ ショッピングを訪日動機として挙げる国・地域はアジアが上位を占め
ている。

○ 日本の歴史・伝統文化体験を訪日動機として挙げている国・地域は
欧米が上位を占める。

8観光庁｢訪日外国人消費動向調査｣による。
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消費税免税店数（輸出物品販売場）の県別分布

店舗数
増加数 対前回比率

2015.4.1 2015.10.1

青森県 61 112 51 183.6%

岩手県 49 88 39 179.6%

宮城県 267 437 170 163.7%

秋田県 23 57 34 247.8%

山形県 39 64 25 164.1%

福島県 47 104 57 221.3%

東北計 486 862 376 177.4%

全国計 18,779 29,047 10,268 154.7%

2015.10.1現在

※国税局所管地域別（国税庁集計）

費目別の消費実態（２０１４年）



Ⅱ-２．訪日外国人旅行者拡大への施策等①

広域観光周遊ルートの形成促進

複数の都道府県を跨って、テーマ性・ストーリー性を持った一連の魅力
ある観光地を、交通アクセスも含めてネットワーク化して、外国人旅行
者の滞在日数に見合った、訪日を強く動機づける「広域観光周遊ルー
ト」（骨太な「観光動線」）の形成を促進し、海外へ積極的に発信する。

観光地における
トイレの補修

観光地①

空港

観光地③
空港における
広域観光案内機能の強化

文化施設における
案内看板の設置

多言語パンフレットの作成

バス停における
情報提供の多言語化

滞在プログラムの
開発・提供

Ｘ県Ａ市 Ｙ県Ｂ市 Ｚ県Ｃ町ゲートウェイの
おもてなし強化

○○伝統文化の体験 ○○自然環境の体験

空港

道の駅における
無料公衆無線LAN環境整備

観光地④

ビジット・ジャパン（ＶＪ）地方連携事業

○ 国と地方（自治体及び観光関係団体等）が都道府県の枠を越え広
域に連携して取り組む訪日プロモーション事業。

○ インバウンドに取り組む地域の連携を促し、訪問地の多様化や滞在
日数の増加を図ることにより、訪日リピーター需要の拡大に対応す
るとともに、多様なニーズに即した誘客を実現。

全国の全国の
運輸局及び運輸局及び

沖縄総合事務局沖縄総合事務局

観光庁観光庁

実施方針策定、

事業計画案

相互に連携して

事業を計画・実施

観光関係観光関係
団体団体

自治体自治体
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○名称

「日本の奥の院・東北探訪ルート」
“Exploration to the Deep North of Japan”

○副題

『もう一つの日本・東北山の彼方の美しい四季と
歴史文化、食文化を探訪するルート』

○コンセプト

色彩あざやかな四季を奏で、多くの文人を 魅了し
てきた美しい自然と風土が育んだ歴史文化と食を
探訪する旅

○主な対象市場・ターゲット

台湾、香港、中国（上海・広州）、ASEAN、欧米、
オーストラリア

＜平成２７年度の事業概要＞

○マーケット調査及び外国人モニター調査を通じて
ルート選定を行う。

○多言語の専用サイトの開設、多言語のナビゲー
ション（観光案内を自動的に作成）の導入。

日本の奥の院・東北探訪ルート
“Exploration to the Deep North of Japan”

東京

⑦会津・喜多方・
磐梯・大内宿

⑥蔵王・
山寺

⑯村上

⑧酒田・鶴岡・出羽
三山（飛び地）

⑮鳴子

⑫由利・
鳥海

⑪男鹿

⑨白神山地

①弘前

②八甲田・十和田・
奥入瀬

③角館・田沢湖

④平泉
⑬釜石・

遠野

⑭気仙沼

⑤仙台・松島

⑩八幡平

函館

実施方針策定、
事業の採択

総事業費の

最大５０％を

国が負担

民間企業民間企業

東北ブランドの発信

○桜と雪の回廊を同時に楽しめるという東北ならではの魅力について、海外エージェン
トの視察を通じて春の東北へのツアー商品造成を働きかけるとともに、海外メディア
取材を通じて海外現地の一般消費者に具体的に発信し、東北への旅行需要の喚起
を図ることとし、毎年集中的に実施。

〔桜と雪の回廊〕

〔風評被害の厳しい韓国市場への取組〕

○風評被害が根強い韓国市場においては、他地域と比較し回復が遅れている。
○ＳＩＴ（スペシャル・インタレスト・ツアー）と呼ばれる特定の興味・関心を満たすための

旅行は、目的がはっきりしていることから、比較的風評の影響を受けにくいとされる。
○このため、韓国で老若男女に人気があり、東北の魅力のあるコンテンツである登山・

トレッキングをテーマとした旅行に特化したプロモーションを実施。



Ⅱ-２．訪日外国人旅行者拡大への施策等②

地域資源を活用した観光地魅力創造事業

地域の観光資源を世界に通用するレベルまで磨き上げるため、歴史的
景観、美しい自然、海洋資源、豊かな農山漁村、魅力ある食文化等の
観光資源を活かした地域づくり施策と、体制づくり、受入環境整備、二
次交通の充実等の観光振興のための施策を一体で実施。

東北六県感謝祭

○ 東日本大震災の復旧・復興に対する台湾からの支援に感謝するとと
もに、未だ知名度が低い東北の魅力を台湾の消費者に直接発信す
る官民一体となった東北観光ＰＲイベントを開催。

○ 今年（平成２７年）は昨年に次いで2回目の開催であり、感謝を前面
に打ち出した昨年から、交流へのステップアップとして東北を楽しむ
ことをコンセプトに設定するとともに、より具体的な送客へ重点を置く。

観光案内所の機能強化

無料公衆無線LANの整備
案内ガイドの育成・研修

マーケティングの実施
マネジメント（各事業の一体的実施）
成果把握 【イベント開催概要】

■イベント名称： 大好き♡♥とうほく 「日本東北遊楽日」～一緒に楽しもう～

■主 催： 日本東北六縣感謝祭実行委員会
（東北観光推進機構、日本観光振興協会東北支部、

東北運輸局、東北6県）

■開催日時： 平成２7年１２月４日（金）～６日（日）の３日間
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体験型・交流型滞在プログラムの
企画・開発・提供

宿泊施設の魅力向上

二次交通の確保

観光案内所の機能強化
ウェブ予約一括システムの構築

東北における事業

○陸前高田市

震災の経験、ひと・町の復興プロセス
を活かした観光振興

○白石市

城下町の文化体験を白石
で完結できる仕組みを構築

○山形おきたま地域

６次産業化の取組みによる加工品・
土産品、秘湯を活かした観光振興

○会津若松市

会津の武家文化・建物等
を活かした観光振興

■開催日時： 平成２7年１２月４日（金）～６日（日）の３日間

■開催場所： 華山1914文化創意産業区園 東2A～2D（4棟連結使用）

■実施内容：
○オープニングセレモニー
主催者挨拶、東北伝統芸能披露など。

○ステージアトラクション
なまはげ太鼓、ねぶた隊、山形花笠等の東北の伝統芸能パフォーマンスや
現地著名人による東北の魅力のトークライブ、東北への旅行商品の説明会
等を実施。

○ブース出展
四季の魅力やスノーレジャーといったテーマでの東北の魅力発信を中心と
し、東北各県、ＪＲ東日本、日本航空、現地旅行会社等のブースで東北の
様々な魅力や具体の旅行商品を発信。

○体験コーナー
起き上がりこぼしの絵付けなど、東北ならではの伝統文化の体験を実施。

○試飲試食コーナー
芋煮、ずんだもち、りんごジュース等
東北の食をＰＲ。



Ⅲ．受入環境に対する現状・課題、今後の方針

１．空港

２．港湾・フェリー

現状・課題や今後の方針を共有することにより、東北地方における受入環境整備を促進
し、来る訪日外国人旅行者数２０００万人の受入に対応することを目的とする。

調査項目
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３．主要観光地

４．多言語対応

５．情報発信

６．消費環境

７．無料公衆無線ＬＡＮ環境

８．関係者間の連携体制



Ⅲ-１．空港

【空港】

○東北地域各空港への海外直行便について、新規路線の
開拓・既存路線の増便が必要。

○一部の空港において、入国審査場・搭乗待合室等のス
ペースが手狭となっており、現在パーティションを設置し
導線確保を行っている。また、ＣＩＱ機能については、近
隣施設から派遣して もらい対応している。今後定期便
やチャーター便が増便すると対応に苦慮する恐れがあ
る。

○空港によっては、複数便が同時間帯となった場合、上記

今後の方針現状・課題

【空港】

○海外直行便については、インバウンド・アウトバウンドの
需要が必要であり、相互の交流が重要なことから、今後
地域の自治体を中心として関係者間で連携し、需要の創
出やエアラインへの働きかけなど取り組んでいく。

○いわて花巻空港では国際線チェックインカウンターの増設
や入国審査場、搭乗待合室の拡張工事など国際線用施
設整備を進めており、今後も施設改修のタイミングや国際
線就航状況に応じ空港容量に対する課題解消に向けて
検討していく。
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○空港によっては、複数便が同時間帯となった場合、上記
課題に加え荷さばきやマンパワーの問題も発生する。

【アクセス】

○一部の空港において、近隣主要都市や観光地へのアクセ
ス、現在運行されている路線（バス・乗合タクシーなど）の
活用や周知が課題となっている。

検討していく。

○また、ハード面は設備投資が大きいことから、短期での
解決は難しいが、ソフト面については、航空会社や関係
機関との調整により対応を行っていく。

【アクセス】

○近隣主要都市や観光地へのアクセスは、臨時バスや実
証実験等による新規バス路線の検証も含め検討していく。
既存路線については、外国語版ＨＰやリーフレットでの案
内、インフォメーションカウンター により周知を図っていく。

◆現状（９空港）

〔国際線チェックインカウンター〕 １箇所=５空港 なし=４空港

〔国際線待合室〕 あり=６空港 なし=３空港

〔ＣＩＱ機能〕 あり=７空港（うち常駐２空港） なし=２空港

〔二次交通（鉄道・路線バス）〕 あり=３空港 なし=６空港

〔リムジンバス〕
あり=６空港（うち複数系統４空港） なし=３空港

◎実施主体

〔空 港〕東京航空局、各自治体、経済団体 他
〔アクセス〕東京航空局、東北運輸局、各県、関係事業者



Ⅲ-２．港湾・フェリー

【港湾】

○他地域と比べ、クルーズ船の寄港が少ない。

○大型クルーズ船の寄港が増加し、既存の港湾施設で
は対応が困難なところもある。

○クルーズ船に対応した港（埠頭）ではないため、受入
れ対応の施設がなく、ＣＩＱについては船上を含めた
仮設施設で対応している。今後訪日外国人が増加し
た場合、人員や両替所などの施設面や各店舗の外
国語対応が課題となる。

今後の方針

【港湾・アクセス】

○各自治体等、地域の関係者間で連携し、船社等への
働きかけなど取り組んでいく。

○クルーズ船の寄港増加や大型化に対応した港湾施
設の受入環境の改善を行う。

○今回調査した港湾はターミナル施設がないため、現
状の対策として、今後の就航状況を見ながらＣＩＱ仮
設施設での対応や臨時両替所の設置など、受入体
制の強化を図っていく。外国人旅行者に対しては、

現状・課題

【フェリー】

○接岸地の駐車場不足は、所有者や関係機関と調整
を行う。
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【アクセス】

○定期航路を持たない港では、路線バスなどの交通ア
クセスがないため、シャトルバスの増発やタクシー等
での対応となっている。

制の強化を図っていく。外国人旅行者に対しては、
指さしシートでの対応や案内の外国語表記などで対
応を行う。

○秋田港では受け入れ体制に向けた検討会議を立ち
上げ、寄港ごとに港湾容量やアクセス等の課題を抽
出し改善策を立てており、その様な事例を関係機関
に紹介することにより、更なる取り組みの強化を図っ
ていく。

【フェリー】

○接岸地の駐車場不足も課題となっているところもある。

◆現状（調査対象９港湾）

〔ターミナルビル〕 あり＝０港 なし＝９港

〔ＣＩＱ機能〕 あり＝４港 なし=４港（無回答１港)

〔二次交通（鉄道・路線バス）〕 あり=１港 なし=８港

〔リムジンバス〕 あり=０港 なし=９港

◎実施主体

〔港 湾〕東北地⽅整備局、各⾃治体、東北運輸局 他
〔アクセス〕各⾃治体、東北運輸局、関係事業者 他
〔フェリー〕東北運輸局、各⾃治体、関係事業者 他



Ⅲ-３．主要観光地

【主要観光地】

○主要観光地においては、駐車場（特に大型車用）が不足
している状況が見られるが、設備投資が大きいことから、
今後の外国人旅行者数の動向を見つつ、駐車場の区割り
の見直しや借地での対応等を検討する。

○日本旅館協会東北支部連合会、日本ホテル協会東北支部
との連携により、東北の夏祭り期間中に一定の客 室数を
確保し、海外エージェント（台湾）に販売した。今後も継続的
な取組を拡大するとともに、台湾以外へのアプローチも検
討する。

【主要観光地】

○観光地によっては、混雑するシーズン（ＧＷ・お盆等） に

駐車場が不足しており、近隣駐車場の借用で対応してい
る施設がある。特に大型バスへの対応が課題となってい
る。

○宿泊施設においては、特に東北の夏祭り期間中が混雑

しており、予約を取りづらい。そのため、海外からのツ
アーは限られている状況。

○大型イベントが開催されると、周辺宿泊施設に不足が生

現状・課題 今後の方針
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討する。

○広域的に情報を共有することにより、他地域への宿泊施設
で対応するとともに、需要の動向に応じて施設整備など、
受入環境の整備を検討する。

○大型イベントが開催されると、周辺宿泊施設に不足が生
じることがある。

【アクセス】

○観光地によっては、幹線鉄道駅から離れているためアク
セスについての検討が必要。

○面積が広域で観光地が点在する東北において、域内移
動の利便性の向上が課題。

【アクセス】

○主要観光地へのアクセスについては、関係機関・事業者
等との連携（協議体の設置など）により、改善策を検討す
る。

○インバウンド向けに、レンタカーでの東北周遊の促進や
高速バスフリーパスなどの検討を行う。

◎実施主体
〔主要観光地〕東北運輸局､各自治体､⽇本旅館協会東北⽀部連合会、

⽇本ホテル協会東北⽀部 他
〔アクセス〕 東北運輸局、各⾃治体、関係事業者 他



Ⅲ-４．多言語対応

○自治体で作成したパンフレットや指さしシート、コミュニ
ケーションボード等で対応している施設が多い。また、現
在外国人旅行者が少ないため、必要性を感じていない所
や、どのような対応を取ればよいのか分からないとの意見
がある。また、費用対効果により二の足を踏むケースもあ
る。

○多言語音声ガイドペン等のＩＣＴ機器導入については費用
対効果が不明であったり、スタッフの高齢化により対応で
きないところもある。

○ムスリムについては、対応しているところは極少数で、今

○各地において、以下の取り組みがなされており、この様な
事例や補助制度を紹介することにより多言語化の取り組
みを促進していく。

・ 対応マニュアル（岩手県）やおもてなし英会話集（山形県）を
作成しセミナー等を開催

・市内温泉旅館に対し接客力の強化を図る（仙台市）

・ Ｅラーニングよる育成（宮城県）

・多言語コールセンターを設置（岩手県）

・二次交通や宿泊施設等に対し多言語化整備の補助（福島県）

現状・課題 今後の方針
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○ムスリムについては、対応しているところは極少数で、今
後、イスラム圏からの旅行者への対応が課題。

○ピクトグラムについては、避難路など最低限の対応にとど
める所や、どの様なデザインを示せばいいのか分からな
いとの意見もある。

○観光地等への案内標識が、「ローマ字」表記となっている。

○ ＩＣＴ機器の導入についても、以下のような取り組みがなさ
れており、導入事例を紹介することにより促進を図っていく。

・ ４カ国語対応の操作が容易なガイドペンの導入
（釜石市、会津若松市）

○ムスリムについては、マレーシアやインドネシアなど東南
アジアの国々をはじめとするイスラム圏の旅行者への対
応として、観光庁作成による「ムスリムおもてなしガイドブッ
ク」の活用を促進する。

○ピクトグラムや多言語対応については、観光庁策定によ
る「観光立国の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」等に沿った取り組みを促進する。

○主要な観光地等の案内標識を、「ローマ字」表記から外国人に
わかりやすい「英語」表記への改善を推進していく。

◆現状

〔ＩＣＴ機器の導入〕（施設・事業者84）

複数言語=5 一部言語=1 未対応=78

〔ピクトグラム〕（施設・事業者394）
・禁止や注意の表示

あり=162 一部あり=8 なし=224
・案内、誘導、位置の表示

あり=179 一部あり=8 なし=207 ◎実施主体 東北運輸局、東北地⽅整備局、東京航空局、
各自治体をはじめとする全団体



Ⅲ-５．情報発信

○海外に向けた情報発信を行っているところはあるも
のの、ＨＰの英語版のみという所が多い。その他の
言語、ＨＰ以外の情報発信については、費用・体制
の面から困難との意見もある。

○他組織との連携は必要と感じているが、施設等に
よっては、どの様に連携をしてよいか分からないとの
意見もある。また、既に連携し協議会等を設置してい
るところでも、課題認識や対象マーケットの違いがあ

○多言語対応のＨＰ「旅＊東北」運営する東北観光推
進機構との連携をさらに深めるとともに、各自治体
間による連携や、関係団体等との役割分担による
経費節減の検討を進めることにより、多言語ＨＰに
よる情報発信や、ツイッター等によるＨＰ以外の情報
発信がなされるよう取り組みをさらに促進していく。

○地域の関係者間の連携は重要であることから、例え
ば、日本版ＤＭＯを形成するなど、多様な関係者と

現状・課題 今後の方針
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るところでも、課題認識や対象マーケットの違いがあ
り、苦慮しているところもある。

○震災復興、風評被害の払拭も課題である。

ば、日本版ＤＭＯを形成するなど、多様な関係者と
の連携や合意形成を行う体制の整備を促進するこ
とにより、課題認識、対象マーケットの共有を図って
いく。

○観光振興による被災地の活性化・復興支援や、広
域観光周遊ルートをはじめ、ＶＪ地方連携事業等を
通じ、海外へのＰＲ、風評被害払拭に向け取り組ん
でいく。

◆現状

〔情報発信の有無〕

あり=348 なし=67 （施設・事業者・行政等415）

〔プロモーションターゲット把握〕

あり=86 なし=201 （施設・事業者・行政等287）

〔他組織との連携〕

あり=286 なし=134 （施設・事業者・行政等420）
◎実施主体

東北運輸局、東北観光推進機構、各⾃治体をはじめとする全団体



Ⅲ-６．消費環境

○「銀聯」などのクレジットカードを使用できる施設が増
えてきているが、施設内で窓口が１箇所しかないとこ
ろもあり、団体が来客すると対応できない可能性が
ある。

○免税手続きに時間を要し、長時間待たせることもある。

○クレジットカードや免税店は外国人旅行者の利便性
の向上につながるが、地区によっては対応していな
い施設もある。

○各施設等においては、「銀聯」など複数のクレジット
の対応を進めており、買物等消費額の大きい中国を
はじめ、外国人旅行者に対応できるようクレジット
カードの対応施設の拡大を図るとともに、必要に応じ
て団体客に対応できるよう、窓口を複数にすることを
検討する。

○エスパル仙台では免税一括カウンターを設置し外国
人旅行者の利便性を向上させるなど、全国的にも広

現状・課題 今後の方針

れん
れん
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い施設もある。

○両替所やＡＴＭの場所に関する問合せが多く、外国
人旅行者とは指さしシート等により対応を行っている。

人旅行者の利便性を向上させるなど、全国的にも広
がりを見せつつあり、必要に応じてカウンターの増設
含め関係機関と連携しながら免税店の拡大に向け
更なる働きかけを行う。

◆現状

〔使用可能カード〕

・主要観光地（48箇所）
複数=28施設（うち銀聯可5箇所） 1種類=1施設
不可=19施設

・主要宿泊施設（70施設）
複数=65施設（うち銀聯可33施設） 不可=5施設

・商業施設（免税店）（102施設）
複数=100施設（うち銀聯可69施設） 不可=2施設

◎実施主体

東北経済連合会、東北六県商⼯会議所連合会、東北運輸局、
各自治体をはじめとする全団体



Ⅲ-７．無料公衆無線ＬＡＮ環境

○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。

○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。

○ＳＩＭカードについては、ほとんどの施設で販売してお
らず、今後受入環境整備にあたっての課題の１つで

○東北管内で行われている以下のような補助制度や取
組事例を紹介することにより、無料公衆無線ＬＡＮの
有用性を示し、導入を促進する。

・ 仙台城跡にWi-Fｉを整備するとともに市内観光周遊バス「るー
ぷる」車内及び停留所、観光案内所等に拡大し整備（仙台市）

・無料公衆無線ＬＡＮに対する補助制度（岩手県、秋田市他）

・ID/PASSカードを使って、２週間無料でＷi-Ｆiインターネットに
接続できるサービスを提供
（東北観光推進機構、NTT東日本、関係自治体との連携）

現状・課題 今後の方針
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らず、今後受入環境整備にあたっての課題の１つで
ある。

（東北観光推進機構、NTT東日本、関係自治体との連携）

○外国人旅行者への案内は共通シンボルマークである
「 Japan. Free Wi-Fi 」の表示や利用方法の整備によ
り、外国人旅行者が利用しやすい環境を整備する。

○通信環境が脆弱な地域においては、通信会社の進
捗状況に合わせ取り組みを行っていく。

○仙台空港では、外国人旅行者用プリペイドＳＩＭカード
自動販売機を設置しており、今後も各地域に取り組
みを広げていく。

○道の駅についても、観光の拠点として、無料公衆無
線ＬＡＮの整備を行っていく。

◆現状

〔無料公衆無線ＬＡＮの導入〕 （288箇所）

あり=160箇所 一部あり=5施設 なし＝123箇所

〔SIMカードの販売〕 （253箇所）

あり=1箇所 なし＝252箇所 ◎実施主体

東北運輸局、東北地⽅整備局、東京航空局、
各自治体をはじめとする全団体



Ⅲ-８．関係者間の連携体制

○広域観光周遊ルートとして今年認定を受けた「日
本の奥の院・東北探訪ルート」やＶＪ地方連携事業
等などと連携し、広域周遊ルートの造成や、インバ
ウンドメニューの構築を図っていく。

○インバウンドへの対応について、関係者間で認識を
共有していくことが重要であるため、引き続き連携
の強化、場合によっては拡充をしながら連携の強化
を図る。
例えば日本版ＤＭＯを形成するなど、多様な関係者

○個人旅行客（ＦＩＴ）を含む外国人旅行者へ対応につ
いて、近隣自治体等と連携し、広域周遊ルートの造
成や宿泊施設等の受入体制整備、インバウンド対応
メニューの構築を検討している地域がある。

○連携を行っているが、イベント等における一過性のも
のとなっており、継続性がない地域がある。

○連携を強化したい考えもあるが、人員・予算的に難し
い。

現状・課題 今後の方針
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例えば日本版ＤＭＯを形成するなど、多様な関係者
との連携や合意形成を行う体制の整備を促進する。

○戦略的な取り組み等が出来るよう、観光地域におけ
る人材（担い手）育成を行っていく。

○東北全体のブランド力、観光立国を推進するため、
東北観光推進機構や運輸局をはじめ、国・地方公
共団体・旅行業者、交通事業者、宿泊施設等の観
光関係者による相互の緊密な連携、さらには農林
水産業・加工業者との連携を推進していく。

い。

◆現状

〔近隣県・市町村との連携〕 （163団体）

あり=143団体 なし＝20団体

〔連携内容〕 （143団体）

・広域観光周遊ルートの形成
あり=104団体 なし＝38団体

・広域案内地図等の作成
あり=109団体 なし=33団体

・誘客キャンペーンの実施
あり=108団体 なし=34団体

・各種ニーズの調査
あり=29団体 なし=111団体

◎実施主体

東北観光推進機構、東北運輸局、各⾃治体 他



Ⅳ．主な取組事例等

１．主な取組事例等

① 東北地域における受入環境整備等の主な取り組み

各地域で行われている取組事例や補助・支援制度等を共有することにより、東北地方に
おける受入環境整備を促進し、来る訪日外国人旅行者数２０００万人の受入に対応する
ことを目的とする。

項 目
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① 東北地域における受入環境整備等の主な取り組み

② 無料公衆無線ＬＡＮ

③ 多言語対応

④ 「東北夏祭り」におけるインバウンド宿泊枠の確保

２．受入環境整備にかかる主な補助・支援制度等



Ⅳ-１．①東北地域における受入環境整備等の主な取り組み

〔秋田港〕 港湾容量 他
秋田港に来港する大型外航クルーズ船による外国人観光客
の受入体制について、関係者間の情報交換・受入時の課題を
整理し、明確化することにより、今後のサービス向上に繋げ
た。

〔東北管内〕宿泊容量
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、一定の宿泊数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。（日本旅館協会東北支部連合会、日
本ホテル協会東北支部）

〔いわて花巻空港〕 空港容量
既存ビルを増築し、国際線用の旅客施設整備を進めている。
国際線チェックカウンターを増設するとともに、手荷物受取所を
拡張する。また、搭乗橋１基を増設するほか、入国審査場や搭
乗待合室も拡張し、免税店スペースを確保する。
（南側ターミナル１２～１月、北側ターミナル２～３月完成予定）

〔岩手県〕 多言語対応
○外国人受入に関する「対応マニュアル」を作成し、それを教材
として「外国人受入セミナー」を開催する。さらに、受講した団体
の中で希望する者に対し、外国人受入のための「コンサルティ
ング」を実施し、県内の外国人受入施設増を目指す。
○多言語コールセンターの設置

〔釜石市〕 多言語対応
橋野鉄鉱山インフォメーションセンターに４カ国語（日英中韓）対
応のガイドペンを導入するため実証実験を行った上で、１１月２
８日から運用を開始した。

主要駅のWi-Fi化調整（秋田県交通事業者）

施設内Wi-Fi整備（八幡平市観光施設）

※今年取り組んだ事例を中心に、各地域での取り組みを抜粋して掲載

銀聯の取扱開始（つがる市商業施設）

銀聯の取扱開始予定（一関市商業施設）

ハラル食対応の検討（青森市宿泊施設）

ピクトグラムの設置（秋田市宿泊施設）

〔東北管内〕 公共交通
訪日外国人旅行者を対象に東北エリアを対象とした「JR
EAST PASS（東北エリア）」を来年４月より販売開始。

〔仙台市〕 ①無料公衆無線ＬＡＮ ②多言語対応
①平成27年3月に仙台城跡にSENDAI free Wi-Fiを整備を開始
し、平成27年12月から市内観光周遊バス「るーぷる仙台」車内
及び停留所、観光案内所等に拡大するなど、年度内に30か所
に整備予定。また、外国人観光客を対象に観光案内所等で
TRAVEL JAPAN Wi-Fiのプレミアムコードを配布することによ
り、市内1,650か所以上でのWi-Fiアクセスを実現。

・・・主な取組事例 ・・・その他取組

〔会津若松市〕 多言語対応
「音声ガイドシール」と「多言語音声ガイドペン」を活用し、鶴ヶ
城（史跡・若松城）を核とした地域資源の情報を４言語（日本
語・英語・中国語・韓国語）で発信する。（H27.10.1～11.30 実
証実験）

大型駐車場完備の土産店等を整備（尾花沢市観光施設）

銀聯の取扱開始予定（一関市商業施設）

銀聯の取扱開始（いわき市商業施設）

〔東北管内〕 無料公衆無線ＬＡＮ
NTT光回線を利用した無料Wi-Fiカードを作成して訪日外国人
旅行者に対して配布し、便宜を図っている。（東北観光推進機
構、ＮＴＴ東日本ほか）

〔東北管内〕 二次交通
インバウンド向けに高速バス共通フリーパスの導入を検討。
２８年夏～秋の導入を目指す。

〔仙台空港〕 ＳＩＭカードの販売
昨年１２月よりＳＩＭカードの自動販売機を設置。

多言語看板作成（会津若松市宿泊施設）

多言語表記のWi-Fi設置を調整中（西川町観光施設）
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EAST PASS（東北エリア）」を来年４月より販売開始。
（JR東日本）

〔ホテルメトロポリタン仙台〕 ムスリム対応
ホテル内のレストランにおいてローカルハラル認証を取得し、ハ
ラル料理を２月より提供開始。（仙台ターミナルビル(株)）

〔エスパル仙台〕 消費環境
エスパル仙台、エスパルⅡに免税一括カウンターを１１月に設
置。（仙台ターミナルビル(株)）

〔山形県〕 多言語対応
外国人旅行者の特徴と外国語での簡単な対応を学ぶ研修、
地域の観光地を対象とした講座や「おもてなし山形英会話集」
を活用した県民を対象とした研修を行っている。

〔宮城県〕 多言語対応
Ｅラーニングプログラム「東北ございん塾」を開設。簡単な英会
話だけでなく、意思疎通の可能なサービスツールなどを用いた
対処方法も紹介。



Ⅳ-１．②無料公衆無線ＬＡＮの環境整備

概要
無料公衆無線ＬＡＮの導入に際し、各自治体等で行われている補助制度や取組事例を提示することに

より、東北管内施設における導入の促進を行う。

課題 取組方法取組

市町村・地域：東北管内

時期：平成27年

解決主体：東北運輸局、
東北地方整備局、東京航
空局、各自治体をはじめ
とする全団体

開始時期：平成27年
無料公衆無線ＬＡＮの導入につ

いて東北管内は遅れている。導

＜取組事例＞
仙台市内において、アーケード商店街全エリア、Ｓ－ＰＡＬ仙台本館
（仙台駅直結の商業施設）、仙台城跡及び市内観光周遊バス「るーぷ
る」にフリーWi-Fiを導入。面的に整備を行うことで、旅行満足度を飛躍
的に高める取り組みを実施。

各自治体等で行われている補助制度や取組事例を提
示することにより、無料公衆無線ＬＡＮの導入促進や有用
性を示す。

開始時期：平成27年

• ブロック別連絡会議で
課題を把握

• 各自治体等で行われて
いる補助制度を集約し
提示する。

• 取組事例を紹介するこ
とにより、無料公衆無
線ＬＡＮの有用性を示
す。

今後の方針：

いて東北管内は遅れている。導
入を検討している施設等では、
課題のひとつとして、予算面を挙
げている。

各自治体等で行われている補助制度や取組事例を取りまとめたものを、関係者や今回の調査協力頂い
た施設等に配布。その後、フォローアップを行っていく。

的に高める取り組みを実施。

アーケード商店街

Ｓ－ＰＡＬ
仙台城跡
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るーぷる



Ⅳ-１． ③多言語対応

概要
観光地における多言語案内に関し、各自治体等で行われている取組事例を提示することにより、東北

管内施設における導入の促進を行う。

課題 取組方法取組

市町村・地域：東北管内

時期：平成27年

解決主体：東北運輸局、
東北地方整備局、東京航
空局、各自治体をはじめ
とする全団体

観光地における多言語対応に
ついてパンフレットでの対応や人

＜取組事例１＞会津若松市（ハード面）

「音声ガイドシール」と「多言語音声ガイドペ

取組事例を紹介することにより、新たな多言語
化への取り組みの促進や多言語化の有用性を
示す。

開始時期：平成27年

• ブロック別連絡会議で
課題を把握

• 取組事例を紹介するこ
とにより、新たな多言語
化への取り組みの促進
や多言語化の有用性
を示す。

今後の方針：

ついてパンフレットでの対応や人
材育成を検討している施設等が
ある。また、現在外国人旅行者
がそれほど訪れない施設等で
は、導入の必要性を感じていな
いのが現状である。

取組事例を紹介し、新たな多言語化への取り組みの促進や多言語化の有用性を示すことにより、多言
語化への対応の促進をする。その後フォローアップを行っていく。

ン」を活用し、鶴ヶ城（史跡・若松城）を核とし
た地域資源の情報を４言語（日本語・英語・
中国語・韓国語）で発信する。（H27.10.1～
11.30 実証実験）

＜取組事例２＞仙台市（ソフト面）

仙台市内の主な温泉旅館で、従業員の外国人への接客力を高
める取り組みを支援。
具体的には、市内に住む外国人をお客の代わりとして派遣し、従

業員と英語でコミュニケーションをしてもらうもの。
H27度は試験的な取り組みとして２～３施設に派遣。H28年度より

対象施設を拡大する。

鶴ヶ城多言語音声ガイドペン
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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、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、一定の宿泊数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。

課題 取組方法取組

市町村・地域：東北管内

時期：平成2７年８月

解決主体：
日本旅館協会東北支部
連合会、日本ホテル協会
東北支部 等

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

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、一定の宿泊数をインバ
ウンド用に確保し、海外のエージェントに販売。

ツアー例

台北発 仙台空港着

Ⅳ-１．④「東北夏祭り」におけるインバウンド宿泊枠の確保

開始時期：平成27年

• ホテルや旅館に趣旨を
説明し、一定の客室数
を確保した。

• 今年は、東北への旅行
者が多い台湾を対象と
した。

今後の方針：

旅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。

来年以降も継続的な取り組みを拡大する方向で調整する。また、台湾以外へのアプローチも検討する。

8月1日
台北発 仙台空港着
盛岡さんさ踊り

盛岡泊

8月2日
十和田湖、奥入瀬
ねぶた祭り

安比高原泊

8月3日
田沢湖、角館、
竿燈まつり

田沢湖泊

8月4日
中尊寺、山寺

作並温泉泊

8月5日
松島
仙台空港発 台北着

【送客実績】
台湾旅行会社６社による

ツアー１２本
（新庄祭り３本含）催行

８４名参加
２８４人泊
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Ⅳ-２．受入環境整備にかかる主な補助・支援制度等

地域 名称
予算又は

採択予定数
申込期間 補助率 備考

岩手県 外国人受入促進環境整備事業費補助 ３，０００万円 H27.6.20～H28.3.31
１／２

（上限なし）

無料公衆無線LANのほか、ホー

ムページの多言語化、海外カー
ド決済などのための設備整備へ
の補助

山形県 山形県観光施設情報環境整備事業費補助金（無線ＬＡＮ） １００万円
H27.9.29～H28.3.31 １／２

（１０万円上限）

鹿角市 外国人観光客受入体制整備補助金 ２５０万円 H27.4.1～H28.3.31
１／２

（２０万円上限）

秋田市 公衆無線ＬＡＮエリア拡大事業 ２，５００万円 H27.4.1～H28.3.31
２／３

（上限なし）

仙北市 無料公衆無線ＬＡＮ設置事業費補助金 ２００万円 H27.4.1～H28.3.31
光ステーション

全額負担

【無料公衆無線ＬＡＮに対する補助制度】 平成２７年１２月１日現在

【外国人受入体制における支援制度】

地域 名称 支援制度の内容
予算又は

採択予定数
申込期間 補助率 備考

平成２７年１２月１日現在

地域 名称 支援制度の内容
採択予定数

申込期間 補助率 備考

青森県
青森県インバウンド受入環境整備促進
多言語化事業費補助金

県内の観光事業者等が行う、外国人旅行
者の利便性を向上させるために実施する、
外国語表示、外国客接客マニュアル、ＷｉＦｉ
利用環境の整備などに要する経費の一部
を補助する。

２００万円
（２０件）

H27.4.1～H28.2.29
１／３

（１０万円上限）

岩手県 多言語コールセンター事業 電話を使った通訳サービスの提供。 １５０万円 H27.9.1～H28.3.31 －

山形県
観光施設情報環境整備事業費補助金
（ＱＲトランスレーター）

山形県内の観光案内板やパンフレットにＱ
Ｒトランスレーターを導入し、利用者へ無料
で提供する。

２４０万円 H27.5.11～H28.2.29

・１箇所40千円上限
・１箇所あたり

３コードまで作成

福島県 二次交通案内多言語化促進事業
県内の交通事業者等が、路線図や駅・バス
停の案内標記などの多言語化整備に必要
な経費の一部を支援する。

１００万円 H27.4.1～H28.3.31
１／２

（50万円上限）
平成２８年度
も継続要望中

福島県 宿泊施設等案内多言語化促進事業
県内の宿泊施設等が、施設内において館
内誘導案内板やマニュアルなどの多言語
化整備に必要な経費の一部を支援する。

25万円 H27.4.1～H28.3.31
１／２

（５万円上限）
平成２８年度
も継続要望中

【外国人受入体制におけるガイドライン等】

名称 内容 備考

観光立国の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 多言語の表記方法や、代表的な標識やサインを掲載 Ｈ２６．３ 観光庁策定

ムスリムおもてなしガイドブック
主に食や礼拝への配慮について、具体的で実践的な対応方法や、
英語による問い合わせ用対応文例集を掲載

Ｈ２７．８ 観光庁作成 25



Ⅴ．今後の進め方①

○東北を訪れる外国人旅行者の拡大を図るとともに、外国人旅行者の受入に関
する各課題と今後の方針を踏まえ、効果的な受入体制整備の取組みを進める。

○具体的には、以下の基本的考え方のもと、特に、次頁の６項目について重点的
に取り組む。

○東北の空港への直行便や乗継便を活用するという視点と、旅行者数が多く

地理的・時間的に近い東京や北海道から一足伸ばしてもらうという視点のも

基本的考え方

地理的・時間的に近い東京や北海道から一足伸ばしてもらうという視点のも
と、東北ブランドを意識し、東北一体となって戦略的な取り組みを行う。

○具体的には、海外直行便の新設や既存路線の増設、大型クルーズ船の寄

港の増加、鉄道・高速バス・レンタカー等による周遊の利便性の向上等によ
る旅行者数の拡大を目指す。

26

○また、受入環境整備については、外国人旅行者のニーズが高い「無料公衆

無線ＬＡＮの環境整備」や「多言語対応」について、広域観光周遊ルートの形
成も踏まえて、旅行者が多いところから重点的に整備するなど東北全体とし
て戦略的に取り組む。



Ⅴ．今後の進め方②

５．無料公衆無線ＬＡＮの環境整備

〔課題の主な内容〕 整備に要する費用や、無料公衆無線ＬＡＮの仕組み
について理解されていない。

１．海外直行便の新設、既存路線の増設

〔課題の主な内容〕 東北地域各空港への海外直行便について、新規
路線の開拓・ 既存路線の増便が必要。
仙台空港民営化も控え、更なる戦略的取り組みが
必要。

〔 解 決 の 主 体 〕 各自治体、経済団体
〔 解決の方向性 〕 自治体を中心として関係者間で連携し、需要の創

出やエアラインへの働きかけなど取り組んでいく。
〔 解 決 の 時 期 〕 平成２８年～

２．鉄道や高速バス、レンタカー等による東北の周遊促進

〔課題の主な内容〕 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が課題。

４．広域観光周遊ルートの形成に合わせた受入環境整備

〔課題の主な内容〕 「日本の奥の院・東北探訪ルート」の形成に合わせ、
各拠点を中心とした受入環境の整備が必要。

〔 解 決 の 主 体 〕 東北観光推進機構をはじめとする全団体
〔 解決の方向性 〕 周遊ルートの形成に合わせ、戦略的に整備を行って

いく。
〔 解 決 の 時 期 〕 平成２８年～

継続的検討事項

について理解されていない。
〔 解 決 の 主 体 〕 各自治体をはじめとする全団体
〔 解決の方向性 〕 東北管内で行われている補助制度や取組事例を紹

介することにより、無料公衆無線ＬＡＮの有用性を示
し、導入を促進する。

〔 解 決 の 時 期 〕 平成２８年～

内移動の利便性の向上が課題。

〔 解 決 の 主 体 〕 関係事業者、東北運輸局
〔 解決の方向性 〕 インバウンド向けに、ＪＲにおいてエリアを絞ったフ

リーパスの販売、高速バスフリーパスやレンタカー
での東北周遊の促進などの検討を行う。

〔 解 決 の 時 期 〕 ＪＲ：JR EAST PASS（東北エリア）の販売（平成28
年4月販売）、高速バスフリーパス：平成２８年～
（平成２８年夏～秋の販売を目指す）、
レンタカー：平成２８年～

３．大型クルーズ船の寄港の増加と受入環境整備

〔課題の主な内容〕 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境整備が必要。
〔 解 決 の 主 体 〕 東北地方整備局、各自治体、東北運輸局、

東北経済連合会
〔 解決の方向性 〕 各自治体等、地域の関係者間の連携した船社等へ

の働きかけやクルーズ船の増便・大型化へ対応する

環境整備などに取り組んでいく。
〔 解 決 の 時 期 〕 平成２８年～

６．多言語対応の強化

〔課題の主な内容〕 外国人旅行者が少ないため必要性を感じていない所
や、どのような対応をとればいいのかわからないとの
意見あり。費用対効果も課題。

〔 解 決 の 主 体 〕 各自治体をはじめとする全団体
〔 解決の方向性 〕 東北管内で行われている補助制度や取組事例を紹

介するとともに、観光庁策定のガイドライン等に沿っ
た取り組みを促進する。

〔 解 決 の 時 期 〕 平成２８年～
27


