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評価システム 戦略拠点整備 

○国が評価基準を作成 
○戦略拠点に指定された自治体を中心に評価 
 システムに参加 
○第三者が評価を確認することにより、客観性を
担保 

○重点事業分野の設定 
 （交通網の包括的な情報提供、街歩き情報・環境の充実 等） 
○戦略目標の設定 
 （2013年度までに戦略拠点として設定した受入拠点の受入環
境を整備 等） 

○自らの強みと弱みを把握することで、自治体の自
主的な受入環境の整備を促す 

○結果の公表により先進事例を普及させる 

概要 受入環境整備基本指針 

戦略拠点における受入環境整備の充実・促進 

訪日外国人旅行者の受入環境整備事業（平成22年度事業実施概要） 

戦 略 拠 点（想定） 
○全国的な観点から外国人観光客受入の中核的な役割を担う拠点 ※宿泊旅行統計における外国人延べ宿泊者数の多い上位50市区町村 

○上記地域へアクセスするための主要なゲートウェイ空港・港湾 ※日本の国際観光統計における外国人正規入国者数10万人以上の空港・港湾 

○戦略拠点プロジェクト：戦略拠点において重点事業分野に該
当する事業を実施 

○自律的整備プラン：戦略拠点プロジェクトを実施した地域にお
いて、自律的・継続的に受入環境を整備していくための計画 

受入環境整備プログラム 

○他の地域において、受入環境整備プログラムの先進的な事
例の活用・普及を図るための計画 

普及プラン 



受入環境整備評価システムの概要（評価の考え方） 

評価の対象 
訪日外国人旅行者の視点から、整備が求められる「環境項目」について、対象の各施設（宿泊施設、観光施設、観
光案内所、公共共通施設、商業施設、飲食施設）と地域インフラの整備状況を評価 

 

評価の視点 
整備が求められる「環境項目」は、訪日外国人を受け入れるために、すべての施設で具備することが望ましい「必
須項目」と、より優れた環境を提供するための「加点項目」に分類 
対象の各施設においては、「必須項目」および「加点項目」が満たされている割合＝達成率により評価 
地域全体の受入環境は、各施設の評価結果を地域全体で集約して評価 

各環境項目別、各施設分類別の視点での評価・分析を想定 
 

評価の方法の考え方 
各環境項目について、地方自治体や施設運営者が客観的かつ自主的に評価できるように、以下の点に留意。 

各項目について、対応策の実施の有無で整備状況を判断できるようにし、評価のバラツキや恣意性を、可能な限り排除する。 
評価項目や回答者の判断基準をシンプルにすることで、評価実施の負担や事務コストを可能な限り抑える。 

 

今後の検討 
主に以下の項目について、具体的な内容を引き続き検討 

環境項目の精査  ・・・・環境項目の確認、必須／加点項目の分類 
判断基準（対応策）の精査 ・・・・各環境項目に対する対応策の確認、評価基準の具体化 
対象施設の精査  ・・・・対象となる施設の具体化、対象施設の分類の検討 
運用方法の具体化 ・・・・実施主体、実施方法等の具体化 

 
 



受入環境整備評価システムの概要（実施体系） 

受入環境整備に 
関する検討会 

観光庁 

自己点検結果の集約 

フィードバック 
ベストプラクティスの共有 

地域 
（地方自治体、観光協会等） 

 
 

 
 • 個別施設の自己点検結果の集約 

• 地域インフラの点検・評価の実施 

点検実施の依頼 

結果の提出 

各施設運営者 

 
 
 

 
 

公共交通施設 観光施設 観光案内所 

宿泊施設 商業施設 飲食施設 

結果の提示 フィードバック 



受入環境整備評価システムの概要（評価結果のイメージ） 

地域環境項目 
整備状況（達成度） 

必須項目 加点項目 対目標／対全国平均 

1 事前情報 ○○％ △△％ 

2 予約 

3 アクセス 

4 決済 

5 移動 

6 宿泊 

7 食事 

8 展示説明 

9 買物 

10 インフラ 

11 観光案内 

12 外貨両替 

13 施設内移動 

14 習慣・文化対応 

15 緊急時対応 

地域環境項目 
達成度 

必須項目 加点項目 

1 宿泊施設 ○○％ △△％ 

2 観光施設 

3 商業施設 

4 飲食施設 

5 観光案内所 

6 公共交通施設 

7 地域インフラ 

  地域総合評価（環境項目別） 

  地域総合評価(施設分類別） 

地域環境項目 
整備状況（達成度） 

必須項目 加点項目 

1 事前情報 

2 予約 

3 アクセス 

4 決済 

5 移動 

6 宿泊 

7 食事 

8 展示説明 

9 買物 

10 インフラ 

11 観光案内 

12 外貨両替 

13 施設内移動 

14 習慣・文化対応 

15 緊急時対応 

  施設総合評価 
  施設名   ○○○○○観光案内所 

必須項目達成状況 

達成項目数 

達成率 

評価 

加点項目達成状況 

達成項目数 

達成率 

評価 

宿泊施設 
観光案内所 

観光施設 
商業施設 

飲食施設 

公共交通 各施設による自己チェック結果は、
環境項目別の達成状況で評価 

地域全体での環境項目別の 
達成状況を評価 

地域内の施設分類別の 
達成状況を評価 

• 各施設の自己評価から、地域全体について、「環
境項目別」、「施設分類別」の総合評価を実施 
 

• 地域総合評価は全国平均や目標値との比較によ
り、改善活動を促す仕組み 



受入環境整備基本指針 

 

訪日外国人 3000 万人時代の実現に向け、訪日旅行促進事業により大規模かつ効果的な海外

プロモーションを進めていく一方で、日本国内における受入環境の整備・充実を総合的に推

進することにより、訪日外国人の移動の容易化・満足度の向上を図り「また来たい」・「誰か

に薦めたい」との想いに繋げていくことは急務である。 

本指針は、このような受入環境整備に向け、外客受入の中核を担う戦略拠点を定めると同

時に、各戦略拠点において地方公共団体・民間事業者等の協働体制による自律的な整備を進

めていくための基本的な指針として定めるものである。 

 

１ 戦略拠点 

 全国的な観点から外客受入の中核的な役割を担う戦略拠点としては、外国人延べ宿泊者

数の多い地域及び各地域へアクセスするための主要なゲートウェイ空港・港湾が想定され

る。 

 〔参考〕 

○外国人延べ宿泊者数の多い上位 50の市区町村 

東京都港区、東京都新宿区、大阪府大阪市、千葉県成田市、京都府京都市、東京

都千代田区、北海道札幌市、東京都渋谷区、愛知県名古屋市、東京都中央区、神

奈川県横浜市、東京都豊島区、福岡県福岡市、兵庫県神戸市、東京都文京区、北

海道登別市、千葉県浦安市、東京都台東区、千葉県千葉市、東京都品川区、広島

県広島市、山梨県南都留郡富士河口湖町、北海道函館市、大分県別府市、静岡県

浜松市、長崎県佐世保市、沖縄県那覇市、岐阜県高山市、石川県金沢市、神奈川

県足柄下郡箱根町、東京都大田区、宮城県仙台市、愛知県豊橋市、長崎県長崎市、

熊本県阿蘇郡南阿蘇村、滋賀県大津市、北海道釧路市、沖縄県国頭郡恩納村、福

岡県北九州市、山梨県笛吹市、熊本県熊本市、長野県松本市、北海道旭川市、宮

崎県宮崎市、熊本県阿蘇市、北海道小樽市、栃木県宇都宮市、大阪府堺市、新潟

県新潟市、岡山県岡山市 

○外国人正規入国者数 10 万人以上のゲートウェイ空港・港湾 

成田国際空港、関西国際空港、東京国際空港、中部国際空港、福岡空港、新千歳

空港、博多港 

 

２ 重点事業分野 

訪日外国人旅行客の移動の容易化・満足度向上を効果的・効率的に実現していくため、

JNTO 調査結果において要望・不満の声が大きい事項の解消に資する事業分野を、重点事業

分野として設定する。重点事業分野としては以下の５つの事業分野が想定される。 

（１） 交通網の包括的な情報提供 

「交通網が不便である」、「交通網が複雑であり、手段の把握が難しい」等の交通

網全般に関する不便・不満の解消に資する事業分野 

（２） 街歩き情報・環境の充実 

「外国語案内標識が不十分」、「地図の記載が統一されていない」等の街歩き情報・

環境に関する不便・不満の解消に資する事業分野 

（３） 多様な観光情報の提供  

未定稿 



「観光情報が入手しづらい」、「観光案内所が尐ない」等の観光情報の取得に関す

る不便・不満の解消に資する事業分野 

（４） 言語対応サービス環境の整備 

「路上、施設ともに言葉が通じづらい」等の言語環境全般に関する不便・不満の

解消に資する事業分野 

（５） 地域（施設）全体での決済環境の導入  

「母国系カード対応 ATM、店舗が尐ない」、「クレジットカードが使いづらい」

等の決済環境に関する不便・不満の解消に資する事業分野 

 

３ 戦略目標 

 「訪日外国人 3000 万人プログラム」の第 1 期である 2013 年度までの 4 年間を対象期間

とし、その間に戦略拠点として設定した受入拠点について受入環境の整備を実施すること

を戦略目標とする。アクセス拠点についても、近隣の受入拠点整備の一環として整備を進

める。 

 平成２２年度における受入環境整備を実施する戦略拠点数は５拠点とする。 

  

４ 戦略拠点として達成すべき受入環境水準の目標 

受入環境の整備に当たり、外国人旅行者の行動シーンは、公共交通機関利用だけではなく、

宿泊施設利用、飲食施設利用、商業施設利用、観光施設利用、都市間移動、まちなか歩行

移動等多岐に及ぶが、「どこを」「どの程度」「いつまでに」といった基準が明確に示されて

いない。加えて、今後、個人旅行者の増加が見込まれるが、多様な行動パターンを持つ旅

行者に対応しきれている状態ではない。 

このような状況に対応するため、行動シーンごとに事前情報の入手、アクセス、決済等

に関して戦略拠点として達成すべき水準を観光庁として示すとともに、自治体や関係する

事業者に対し、受入環境の整備を促すこととする。 

 

５ 地域全体・国内全体での受入環境整備の必要性 

外国人旅行者の受入環境整備については、一部の自治体や公共交通機関において、先行して

行われているが、訪日外国人 3000万人時代の実現のためには、一部の自治体や事業者における

取組だけではなく、地域全体・国内全体での受入環境の整備が必要である。 

自治体や事業者が個々に受入環境の整備を実施したとしても、その効果は一部にとどまり、

地域全体・国内全体の受入環境を向上させることは難しい。しかし、多くの自治体や事業者が

それぞれ、及び連携して受入環境を整備していくことにより、地域全体・国内全体の受入環境

が向上し、外国人旅行者が増加することで地域の活性化につながるものと考えられる。 

  こうしたことから、観光庁として、社会全体での受入環境整備の推進の必要性を喚起してい

くこととする。 

 



戦略拠点プロジェクト選定基準（案） 

 

戦略拠点プロジェクトは、受入環境整備プログラムの最初の一歩となる先進的なモデル事

業として位置づけられる。本プロジェクトの成果を受けて、翌年度以降に自立的整備（自立

的整備プラン）を進めていくこと、また他地域への普及（普及プラン）を進めていくことが

求められる。 

 受入環境整備基本指針に則し、まず重点事業分野に該当する事業内容であることを必須要

件とし、プロジェクト候補を立案する。その上で、戦略拠点整備事業における位置づけを踏

まえ、「将来性が見込めること」、「実現性が高いこと」、「国として支援することがふさわしい

こと」を基準とし戦略拠点プロジェクトを選定する。 

 

１ 将来性が見込めること 

 将来性として、「翌年度以降に自立的整備が進められる見込みがあること」、また「他地

域に展開できる見込みがあること」の二つの観点より評価を行う。 

（１） 翌年度以降に自立的整備が進められる見込みがあること 

 戦略拠点プロジェクトでは本事業予算により必要な経費を支出するが、翌年度以降は

自立的に整備が進む見込みがあること。地方公共団体による支援のもと各事業者に採算

がとれる見込みがあり、継続して運営することが可能な枠組みであること。 

 

（２） 他地域に展開できる見込みがあること 

重点事業分野に該当する不満・不便の解消の手法として、ある特定の地域に特化した

手法ではないこと。不便・不満解消の手法として一定の汎用性を備えた手法であり、他

地域に事業モデル・得られた示唆を展開した場合にも有効性が認められる見込みがある

こと。 

 

２ 実現性が高いこと 

 各年度予算内、及び期間内にてプロジェクト準備・実行・検証のサイクルをまわすこと

が可能と見込まれること。 

加えて、主体的にプロジェクトを推進することとなる地方公共団体、民間事業者に積極

的な姿勢が認められること。 

 

３ 国として支援することがふさわしいこと 

 国として予算を付けて枠組みを構築し、最初の一押しをする価値がある事業であること。

個別事業者、民間事業者のみで取組むことが可能な事業ではなく、地方公共団体・民間事

業者等の官民による連携が必要であり、複数事業体による協働体制の構築が必要な取組み

であること。 



平成 22年度戦略拠点プロジェクト 

 

１ 交通網の包括的な情報提供 

プロジェクト名称：バス乗継ぎ案内システムの導入 

戦略拠点：京都府京都市 

実施主体：京都市、京都市交通局、ヴァル研究所 等 

事業モデルと狙い 

バス停付近店舗等に設置した端末にて、「行き先を入力すると乗るべきバスが簡単に示

されるサービス」を提供し、観光地等に向かうバス利用の利便性を高める。付近の飲食

店や商店からの掲載料収入により自立的に運営が可能なモデルを目指す。 

本年度の事業実施概要 

 本年度は、既存の日本人向けバス乗継ぎ案内システムである「洛ナビ」の検索機能を

活用し、観光目的地からの英語での経路検索を可能とすることで乗継ぎ案内情報を提供

する。また、付近の観光施設・飲食店・商店等をシステム上に掲載する。 

効果測定指標 

交通網利用満足度向上率（システム利用率、満足度向上率）、システム利用希望者数、

端末ユーザビリティへの満足度 等 

 

２ 街歩き情報・環境の充実 

プロジェクト名称：多言語マップガイドラインの整備 

戦略拠点：千葉県浦安市 

実施主体：浦安市、アクセンチュア 等 

事業モデルと狙い 

各自治体等で作成している地図・ガイド等の満足度向上を目指し、訪日旅行客向けに

載せるべき情報（観光地、周遊ルート、ATM 等）、表記方法を体系的に整理したガイド

ラインを整備する。ガイドラインに沿った地図を作成し街歩きに関する利便性を向上す

る、広告料収入により訪日外国人旅行客に無料配布するモデルを目指す。 

本年度の事業実施概要 

本年度は、「浦安ガイドマップ」、「「散策＆遊・食」楽園 うらやす」記載情報を再編

集・多言語化（英・中（繁体・簡体）・韓）し、ガイドブック（地図・クーポン付）を 1.8

万枚作成・配布する。その上で、訪日外国人旅行者の声を収集しつつ、ガイドラインの

整備を進める。 

効果測定指標 

街歩き環境満足度向上率（マップ利用率、満足度向上率）、市街地訪問率、クーポン利

用者数 等 

 

３ 多様な観光情報の提供 

プロジェクト名称：観光案内 ICT 端末の整備 

戦略拠点：広島県広島市 

実施主体：広島市、ラフォーレ T&S 等 

事業モデルと狙い 

単独では訪日旅行客向け観光案内所を設置することが難しい自治体・観光地でも充分



な多言語観光情報を提供できるよう、安価な観光案内端末を設置するとともに、設置し

た端末を通して観光案内事業者が旅行客の質問に遠隔対応できる枠組みを構築し、訪日

旅行客への情報提供を支援する。複数自治体・施設からの費用拠出により共同運営する

モデルを目指す。 

本年度の事業実施概要 

 本年度は、広島市の観光案内所、旅館等の複数個所を対象に端末を設置し、テレビ電

話（Skype）による遠隔対応を行う。英語・中国語に対応した観光案内センタをラフォ

ーレ T&S の既存スタッフを活用することで運営する。 

効果測定指標 

観光案内満足率（案内所利用率・満足度向上率）、遠隔質問利用率、端末利用満足度、

現地スタッフ満足度 等 

 

４ 言語対応サービス環境の整備 

プロジェクト名称：多言語ガイド人材育成プログラムの整備 

戦略拠点：福岡県福岡市、博多港、福岡空港 

実施主体：福岡市、ビジターズ・インダストリー協議会 等 

事業モデルと狙い 

地域が一体となりガイドの差配、研修の主催、ガイドの募集を実施し、ガイドの質・

利用環境を向上するための育成プログラムを整備する。訪日外国人旅行者へは旅行会

社・商業施設等を通じてガイドサービスを提供するモデルを目指す。 

本年度の事業実施概要 

 本年度は、「①クルーズ船寄港者向けツアーガイド（中国語）」、「②商業施設での買物

支援ガイド（中国語）」、「③FIT 旅行者向け着地型ツアーガイド（英語・韓国語）」を対

象とし、ウェルカムサポーター・旅行会社スタッフを中心としたガイド（80 人程度）の

スキル向上を図る。育成プログラムは、クルーズ船寄港時期に鑑み「①クルーズ船寄港

者向けツアーガイド（中国語）」を 10 月半ばに試行実施した上で、当該結果を踏まえ整

備を進める。 

効果測定指標 

言語環境満足率（ガイド利用率・満足度向上率）、購買選択寄与率等、各ガイド項目の

満足度 等 

 

５ 地域（施設）全体での決済環境の導入 

プロジェクト名称：回遊性向上に向けた電子マネー決済環境充実 

戦略拠点：神奈川県横浜市 

実施主体：横浜市 等 

事業モデルと狙い 

対象地域の主要ターミナル駅等で複数の交通機関を横断利用できる「外国人旅客専用

パスケース付きＩＣ乗車券」を販売し、旅行客の決済環境の利便性を向上する。また、

利用ガイドに観光施設や宿泊・飲食施設等の利用割引を付帯し、電子マネーの購入・利

用の促進も図る。 

本年度の事業実施概要 

 本年度は、横浜市内の観光案内所や主要ホテル等にてＳｕｉｃａ3000 枚程度の販売を

行う。販売時にはＳｕｉｃａ（定価）に加え、専用パスケースとみなとぶらりチケット



（市内公営交通 1 日乗車券、市内施設・飲食店等の割引冊子）を無料配布し購入のメリ

ットを提供する。Ｓｕｉｃａの利用履歴（詳細については調整中）や利用者アンケート

等により、利用者の移動状況・利便性等を分析する。 

効果測定指標（調整中） 

決済環境満足率（電子マネー利用率・満足度向上率）、年間利用想定者数、チャージ利

用者数、一人あたりチャージ金額 等 

 



平成22年度戦略拠点プロジェクト概要 

３ 
１ 

５ ２ 

４ 

プロジェクト名称 
重点事業分野 

実施箇所 
実施概要 

バス乗継ぎ案内システムの導入 
交通網の包括的な情報提供 

京都府京都市 
既存の日本人向けバス乗継ぎ案内システムである「洛
ナビ」の検索機能を活用し、観光目的地からの英語での
経路検索が可能な乗継ぎ案内情報を提供し、バス利用
の利便性を高める。 

多言語マップガイドラインの整備 
街歩き情報・環境の充実 

千葉県浦安市 
既存ガイドマップ等の記載情報を再編集・多言語
化（英・中（繁体・簡体）・韓）し、ガイドブック（地
図・クーポン付）を作成・配布する。その上で、訪
日外国人旅行者の声を収集しつつ、ガイドライン
を整備し、旅行客の街歩きに関する利便性の向
上を図る。 

観光案内ＩＣＴ端末の整備 
多様な観光情報の提供 

広島県広島市 
広島市の観光案内所、旅館等の複数
個所を対象に端末を設置し、旅行客へ
の情報提供を支援するため、テレビ電
話（Skype）により、英語・中国語に対
応した観光案内を遠隔で行う。 

多言語ガイド人材育成プログラムの整備 
言語対応サービス環境の整備 

福岡県福岡市、博多港、福岡空港 
「①クルーズ船寄港者向けツアーガイド（中国語）」、
「②商業施設での買物支援ガイド（中国語）」、「③
FIT旅行者向け着地型ツアーガイド（英語・韓国

語）」を対象とし、ウェルカムサポーター・旅行会社
スタッフを中心としたガイドのスキル向上を図る。 

回遊性向上に向けた電子マネー決済環境充実 
地域（施設）全体での決済環境の導入 

神奈川県横浜市 
横浜市内の主要ホテル等にて、市内公営交通1日乗車

券、市内施設・飲食店等の割引冊子等を付帯したＳｕｉｃ
ａを販売し、旅行客の決済環境の利便性の向上を図る。
Ｓｕｉｃａの利用履歴や利用者アンケート等により、利用者
の移動状況・利便性等を分析する。 

【凡例】 



訪日外国人旅行者の受入環境整備事業（平成23年度予算概算要求概要）

既存の情報インフラを活用した訪日外国人向け情報提供

ソーシャルメディアであるツイッターの特性を生かし、訪日外国人からの英語でのつぶやきに反応して、必要とされる情報
を即座に提供することにより、訪日外国人の満足度の高い受入環境を実現する。

訪日外国人の不安や
不満のつぶやきにリア
ルタイムに反応し情報

を提供

的確な情報に対する感謝

誰かに見守られている安心感

迅速な反応に対する驚き

口コミによる日本の宣伝効果

リピーターの増加

受入環境の問題点を抽出し改善

通常の情報提供
よりも

高い満足感

医療観光の促進に向けた環境の整備

○外国人患者等の受入環境水準の基準となる指
標を策定

○有識者からなる検討会において、評価の客観性
を担保

受入環境整備水準の評価（Check）

○評価によって明らかになった弱みを補うことでコーディ
ネーターの質を向上

○評価によってコーディネーターの得手・不得手を明確化
し、病院との連携を促進

改善策の実践（Action）

受入環境の改善 戦略拠点の整備

○初年度に国費を投入することで、次年度以降、国費なし
で自走することができるプログラムを実施

○受入環境整備水準の評価を踏まえ、国が受入環境
整備サポーターを派遣し、自治体と二人三脚で、先進
事例の普及や新しい発想での改善を促す

平成22年度に策定する評価システムへの参加により、自治体の強みと弱みを把握した上で、必要に応じ、受入環境整備サ
ポーターの派遣による自治体への支援と、受入環境整備上重要な課題に対して戦略拠点の整備を実施する。

国が自治体の取り組みを支援し、
全体としての底上げを目指す

国が戦略拠点整備事業として受入環境を整備すること
により、受入の拠点となる地域の水準を高める

受入環境整備水準の評価

評価システムを活用した受入環境水準向上事業

日本の旅行会社等が、コーディネーターとして、日本の受入れ病院と外国人患者等との間に立ち様々なコーディネー
ト業務を実施

・ 外国人患者等を集めるための、海外でのプロモーションを実施
・ 外国人患者等との窓口となる現地旅行会社と提携を結び、訪日医療観光ツアーを販売
・ 外国人患者等の訪日に際し、ランドオペレーターとして各種手続き等を代行 等

①コーディネーター：外国人患者等の効果的な呼び込み方が分からない
②病院：信頼の置けるコーディネーターと提携したい

課題


