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第 1 章 受入環境整備水準の評価の概要 

 

１．受入環境整備とは？ 

外国人旅行者の拡大は、日本人と外国人の交流の機会を通じた相互理解の増進により、国家

間の外交を補完し、安全保障に貢献するとともに、我が国の少子高齢化に伴う人口減少といった

課題の中、経済成長著しい周辺諸国からの人の流入の拡大によって、地域経済の活性化、雇用

機会創出の効果があります。 

このため、海外における日本の観光魅力の発信や訪日旅行商品の造成支援等を行う海外プロ

モーションを官民一体で推進し、外国人の訪日したいという期待値を高める取組みを進めてきたと

ころですが、これに加えて、日本を実際に訪問した外国人を受け入れる環境を整え満足度を高め

ることで、「また日本に来たい」「誰かに日本の良さを勧めたい」という想いにつなげて行くことが重

要です。 

このような背景のもと、訪日外国人旅行者の実際の受入れを担う地方公共団体や民間事業者

などによる受入環境の自立的な整備を推進し、移動の容易化・言語バリアの解消等による満足度

向上の実現とともに、要望・不満の声が大きい事項の解消を図っていくことが求められています。 

 

２．受入環境整備水準の評価の概要 

（目的） 

 受入環境整備水準の評価は、訪日外国人旅行者の受入れを担う各地域における受入環

境の整備水準を測定し、評価することによって、地域における自主的な受入環境の改善を

促し、全国的な受入環境水準の向上を目指すものです。 

 具体的には、以下を実現するものとして位置づけられます。 

 受入環境を整えるため、必要とされる対応を「見える化」する 

 受入れを担う各主体が自主的に評価を行うことで、不足している部分を顕在化し、

自主的な改善を促す 

 地域として受入環境の整備が遅れている部分については、受入環境水準向上事

業等も活用しつつ、改善を行う 

 

（対象） 

 評価の対象は、訪日外国人旅行者の受入れにおいて不可欠な施設としています。評価の項

目は、外国語による情報発信や、案内・誘導表示等の外国語対応等が対象となります。 

 

評価の対象： 地域内の公共交通機関、宿泊施設、商業施設、飲食施設、 

観光施設、娯楽施設 等 

評価の項目： 外国語による情報発信、案内・誘導表示、緊急時の対応 等 
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３．受入環境整備水準の評価の活用方法 

 本評価は、基本的に地方公共団体や観光協会など、地域における訪日外国人旅行者の受

入れの中心となる主体を、評価の実施者として想定しています。 

 

 

 具体的には、地域は、本評価を活用して受入環境に関する自らの強みと弱みを把握すること

で、自らが行うべき整備内容を明確にし、整備の推進を図ります。 

 また、訪日外国人旅行者の受入環境に関する継続的な改善を行っていく際は、①Plan（計

画）、②Do（実行）、③Check（評価）、④Action（見直し）の４段階から構成される PDCA サイク

ル型のマネージメントを行い、課題や改善策を継続的に検討・実施していくことが重要です。

PDCA サイクルを繰り返していくことで、訪日外国人旅行者の受入環境の整備にかかる現状

を把握、評価し、課題や改善策を継続的に考え、その結果を施策に反映させていくことが可

能です。 

 観光庁では、先進的な取組みについては他地域への普及を図るとともに、後れている部分

については、地域の状況を認識するための基準の一つとして活用することも想定しています。

このため、外国人旅行者の受入れを推進したい地域においては、積極的な活用が期待され

ています。 
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 本評価では、チェックシートの配布から課題把握までの評価作業を想定しています。 

 

 

 

４．本ガイドラインの構成 

 全体としてボリュームは多いものの、第１章及び第２章の計１９ページに目を通すことで、評

価を行うことが可能となっています。 

 また第３章では、各評価シートにおける評価の考え方と基準を解説しているので、必要に応

じ、ご参照下さい。また、訪日外国人旅行者を受け入れる際に最低限満たしておくべき水準

のみではなく、受入環境水準を更に向上させるための取組みについても記載しているので、

訪日外国人旅行者の受入環境を整備するにあたり参考にして下さい。 

 第４章においては、各施設運営者に自己評価を依頼する際、そのままの型で利用することが

できるよう、必要となる様式を収録していますので、地方公共団体や観光協会等において活

用下さい。 

 

 次の第２章では、具体的な評価の進め方について、その実施要領を解説します。 
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第２章 評価の実施要領 

 

1. 評価対象 

（１）評価対象となる環境対象 

 本評価では、今後、受入環境の整備を進めていくにあたり、下図に示す 10 の整備すべき対

象（＝環境整備対象）を、評価の対象として設定しています。 
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（２）各環境整備対象とその内容及び環境整備事項 

 環境整備対象の具体的な内容は以下の通りです。 

 10 の環境整備対象それぞれに、具体的に整備を行う事項（＝環境整備事項）を定めていま

す。 

 本評価は、各「環境整備事項」を対象に、評価を実施するシステムです。 

 「環境整備事項」の内容は次表のとおりです。（詳細な環境整備事項の説明は第３章で解説） 

 

 

環境整備対象 環境整備対象の内容 環境整備事項 

１．地域内におけ

る案内・誘導表示 

  

 施設等がどちらの方向にある

かを表示する誘導サインの充

実と外国語対応 

 観光地の誘導サインの設置、多言

語化 

 （１）施設の方

向を指示する

情報 

（誘導サイン） 

 観光案内所・情報コーナーの誘導

サインの設置、多言語化  誘導する対象は、観光地、観

光案内所・情報コーナー、主要

駅・バスターミナル、公園、公衆

トイレ等の公共施設 

 主要駅・バスターミナルの誘導サイ

ンの設置、多言語化 

 公園・公衆トイレ等の公共施設の誘

導サインの設置、多言語化 

 施設等の間近で、施設等の存

在を告知する位置サインの充

実と外国語対応 

 観光地の位置サインの設置、多言

語化 

 （２）施設の存

在を示す情報 

（位置サイン）  観光案内所・情報コーナーの位置

サインの設置、多言語化  位置を知らせる対象は、観光

地、観光案内所・情報コーナ

ー、主要駅・バスターミナル、公

園、公衆トイレ等の公共施設 

 主要駅・バスターミナルの位置サイ

ンの設置、多言語化 

 公園・公衆トイレ等の公共施設の位

置サインの設置、多言語化 

 観光地の案内サインの設置、多言

語化 

 観光案内版等、地図、図表類

の掲示により、当該施設に関す

る情報を提供する案内サイン

の充実と外国語対応 

 （３）誘導標識

（案内サイン） 

 観光案内所・情報コーナーの案内

サインの設置、多言語化 

 主要駅・バスターミナルの案内サイ

ンの設置、多言語化 

 案内サインに記載されるべく対

象は、観光地、観光案内所・情

報コーナー、主要駅・バスターミ

ナル、公園、公衆トイレ等の公

共施設 

 公園・公衆トイレ等の公共施設の案

内サインの設置、多言語化 
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環境整備対象 環境整備対象の内容 環境整備事項 

２．地域に関する

観 光 情 報 等 の 発

信 

  

 （１）パンフレッ

ト 

 外国人旅行者に配布する観光

情報パンフレットの外国語への

対応と充実化 

 地図情報の提供 

 主要観光地に関する情報提供 

 公共交通機関に関する情報提供 

 滞在に役立つ両替等の情報提供 

 緊急時対応に関する情報提供 

 （２）Web サイト  外国人旅行者向けに提供して

いる観光情報 Web サイトの外

国語への対応と充実化 

 地図情報の提供 

 主要観光地に関する情報提供 

 公共交通機関に関する情報提供 

 滞在に役立つ両替等の情報提供 

 緊急時対応に関する情報提供 

 外国人旅行者に観光に関する

情報の提供を対面式で行う観

光案内所の充実化 

 地図情報の提供 ３．観光案内所 

 主要観光地に関する情報提供 

 公共交通機関に関する情報提供 

 提供する情報の外国語対応と

充実化 

 滞在に役立つ両替等の情報提供 

 緊急時対応に関する情報提供 

 外国語対応可能な職員の配置状況

 地方公共団体や観光協会、民

間事業者の各主体による、地

域における訪日外国人旅行者

を受け入れる上での取組みの

充実化 

 受入体制整備に関する計画の策定

状況 

４．地域における

外国人旅行者を受

け入れる体制  受入体制整備に関する組織の設置

状況 

 外国人旅行者の緊急時に対する体

制の整備 

 地震等大規模災害時に対する体制

の整備 

 外国人旅行者のニーズの把握に関

する取組み 

 職員教育の実施の有無 

 地域内各施設の取組みに対する支

援 

 訪日外国人旅行者が宿泊施

設、料理・飲食店、博物館、美

術館、土産物店等の観光施設

 宿泊施設における優遇措置 ５．外国人旅行者

向 け 低 廉 旅 行 情

報提供 

 飲食施設でにおける優遇措置 

 博物館・美術館等の文化施設にお
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環境整備対象 環境整備対象の内容 環境整備事項 

や交通機関を利用する際の割

引等の優遇措置に関する情報

提供の充実化 

ける優遇措置 

 土産物屋等の商業施設における優

遇措置 

 公共交通機関における優遇措置 

 鉄道（旅客施設）における情報提供 公共交通機関の旅客施設、車

両、乗車券面やWebサイトの外

国語対応 

６．公共交通機関 

 鉄道（車両）における情報提供 

 鉄道（乗車券面、Ｗｅｂサイト等）に

おける情報提供  特に、「外国人観光旅客の旅行

の容易化等の促進による国際

観光の振興に関する法律」（外

客旅行容易化法）に基づき、情

報提供促進措置を講ずべき区

間に指定された区間における

外国語対応整備の促進 

 バス（旅客施設）における情報提供 

 バス（車両）における情報提供 

 バス（乗車券面、Ｗｅｂサイト等）に

おける情報提供 

 空港（旅客施設）における情報提供

 空港（Ｗｅｂサイト等）における情報

提供 

 宿泊施設における各種外国語

対応 

 Web サイトによる情報提供 ７．宿泊施設 

 事前予約への対応 

 外国人旅行者からみた施設の

利便性向上とサービス充実化

の取組み 

 施設名の表示に関する外国語対応

 コミュニケーションに関する外国語

対応 

 宿泊施設の利用に関する外国語対

応 

 施設内の表示に関する外国語対応

 精算時における外国語対応 

 緊急時における外国語対応 

 施設利便性向上のための取組み 

 従業員教育に関する取組み 

 Web サイトによる情報提供 ８．商業施設  商業施設における各種外国語

対応  施設名の表示に関する外国語対応

 施設の営業時間等の表示に関する

外国語対応 

 外国人旅行者からみた施設の

利便性向上とサービス充実化

の取組み  コミュニケーションに関する外国語

対応  

 施設内の表示に関する外国語対応

 精算時における外国語対応 

2-4 
 



環境整備対象 環境整備対象の内容 環境整備事項 

 緊急時における外国語対応 

 施設利便性向上のための取組み 

 従業員教育に関する取組み 

 観光施設・娯楽施設における

各種外国語対応 

 Web サイトによる情報提供 ９．観光施設・娯楽

施設  施設名の表示に関する外国語対応

 外国人旅行者からみた施設の

利便性向上とサービス充実化

の取組み 

 施設の営業時間等の表示に関する

外国語対応 

 コミュニケーションに関する外国語

対応  

 施設の利用に関する外国語対応 

 施設内の表示に関する外国語対応

 精算時における外国語対応 

 緊急時における外国語対応 

 施設利便性向上のための取組み 

 従業員教育に関する取組み 

 飲食施設における各種外国語

対応 

 Web サイトによる情報提供 １０．飲食施設 

 施設名の表示に関する外国語対応

 外国人旅行者からみた施設の

利便性向上、サービス提供の

取組み 

 施設の営業時間等の表示に関する

外国語対応 

 コミュニケーションに関する外国語

対応  

 精算時における外国語対応 

 緊急時における外国語対応 

 施設利便性向上のための取組み 

 従業員教育に関する取組み 
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2. 評価の実施要領 

（１）評価の流れ 

 本評価では、地方公共団体・観光協会等が主体となって評価を行うこととしています。 

 実際の評価作業は、①地方公共団体・観光協会が直接評価を実施する内容と、②民間事業

者等が運営する個別施設が評価を実施する内容に分かれます。 

 全体の流れは、以下の通りです。 
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（２）地域内整備状況に関する自己評価の実施方法 

 地域内の整備状況については、地方公共団体・観光協会等が、案内・誘導等表示、Web サイ

ト、パンフレット、観光案内所、外国人旅行者受入体制、低廉旅行情報提供のそれぞれにつ

いて、自己評価を実施します。 

 公共交通機関については、外客旅行容易化法に基づく情報提供促進実施計画の進捗率に

より評価を行います。 

 

 

 

（３）個別施設評価の実施方法 

 個別施設の評価は、地方公共団体・観光協会等が地域内の対象施設に対し、自己評価を依

頼します。 

※対象となる施設数が多く、全数調査が難しい場合には、後述【対象施設の抽出にあたっての  

考え方】を踏まえた上で、サンプリング調査の対象となる施設を選択することが考えられま 

す。 

 各施設による自己評価を回収・集計し、地域全体での整備状況を分析します。分析結果につ

いて、地域としての整備状況に対する評価と今後の取組方針について検討します。 
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【対象施設の抽出にあたっての考え方】 

＜基本的な考え方＞ 

 各地域における訪日外国人の受入れに関する戦略・計画に従って、受入環境の整備対象と

なるエリアや施設内容を設定し、評価の対象とします。 

 その際、下表の各ポイントに照らし合わせて、受入環境整備及び評価の対象となる施設を設

定します。 

 

 

チェックポイント 具体例 

 受入目標人数に対して、必要十分な

客室数が対象となっているか？  

訪日外国人の受入目標と比較して

必要十分な施設を整備対象としてい

るか？  

 交通結節点や観光施設、商業施設、

観光案内所など、訪日外国人の地域

内の観光における拠点となる施設が

対象となっているか？  

訪日外国人の受入れを担う拠点とな

る施設を対象としているか？  

 主要な観光地や交通結節点を結ぶ道

路や通りの施設（商店や飲食店等）が

対象となっているか？  

訪日外国人の観光動線上の主要な

施設を対象としているか？  

 訪日外国人旅行者の回遊エリア内に

おいて、旅行者が不便を感じない密度

となるような観光案内表示・道路標識

が、整備・評価の対象となっている

か？  

訪日外国人旅行者の回遊エリアに

おいて、十分な密度の施設を対象と

しているか？  

 訪日外国人旅行者が、地域の特徴を

感じるために必要不可欠なエリアや通

り、施設が整備・評価の対象となって

いるか？  

観光地としての地域の特徴・独自性

を発揮するために必要な施設を対

象としているか？  
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3. 評価チェックシートの記入要領 

（１）チェックシートの構成 

 チェックシートは、各個別施設が自己評価を行う際に使用するチェックシート（個別施設評価

シート）並びに地方公共団体、観光協会等が、案内・誘導表示や観光案内所など、その地域

に訪日外国人を受け入れるためのインフラ（地域インフラ）について評価を行うシート及び各

個別施設が行った自己評価を集計・分析するシート（地域評価シート）に分かれています。 

 全体の構成は、以下のようになっています。 

 

（評価シートの全体構成） 
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（２）地域評価シート 

①地域インフラ 

 地域インフラの整備状況については、評価主体である地方公共団体や観光協会等が、実際

の整備状況を調査し、対応の有無、対応している設備や施設の割合を評価します。 

 評価シートは、「対応状況判定」欄と「情報提供（等）内容別の評価」欄で構成されています。 

 「情報提供（等）内容別の評価」欄は、チェックシート１にある「対応済みの割合」で回答する

「パターン１」と、チェックシート２～５にある「対応の有無」で回答する「パターン２」がありま

す。 

 

評価シートの構成「パターン１」 

 

評価シートの構成「パターン２」 
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評価シート回答手順「パターン１」 

 

記入欄 記入方法 

 「情報提供の内容」に記載されている事項について、現状での対

応状況を調査し、「設置数」と「対応数（対応済みの数）」を記入し

てください。 

A 英 or ピクトによる対応 

数／設置数 

 対応済みとするのは、「英語」または「ピクトグラム」で対応してい

るものとし、数の多いものを「対応数」として記入します。 

 言語別の対応状況について、「設置数」に占める各言語での対応

済みの割合を記入してください。 

B 現状での有無 

 「情報提供の内容」について、今後の外国語対応の整備に関す

る計画の「あり」「なし」を記入してください。 

C .計画の有無 

 地域における整備状況に関して、評価主体（地方公共団体、観

光協会等）として以下の３点を記入してください。 

D. 現状と計画について 

① 現在の整備状況に対する評価主体としての認識 

 （適切な整備水準か？さらなる整備が必要か？） 

② 今後の整備に関する目標 

（整備の目標とする数値＝対応済み割合はどの程度か？）

③ 今後の整備に対する評価主体としての具体的な方針 

（②を達成するための具体的なアクション） 

E. 対応状況判定  「対応済み」の欄には、１～５までの対応数／設置数を合計し、

「情報提供の内容」に対応できているサインの割合を記入してく

ださい。 
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評価シート回答手順「パターン２」 

 

記入欄 記入方法 

 「情報提供の内容」等に記載されている事項について、現状での

対応状況を調査し、対応の「あり」「なし」を記入してください。 

A. 現状での有無 

 「情報提供の内容」等について、今後の外国語対応の整備に関

する計画の「あり」「なし」を記入してください。 

B .計画の有無 

 地域における整備状況に関して、評価主体（地方公共団体、観

光協会等）として以下の３点を記入してください。 

C. 現状と計画について 

① 現在の整備状況に対する評価主体としての認識 

② 今後の整備に関する目標 

③ 今後の整備に対する評価主体としての具体的な方針 

 「情報提供の内容」等に記載されている事項について、対応して

いる言語を選択し、丸印を記入してください。 

D 対応言語 

 各チェックシートで指示する「情報提供の内容」等の全てに対応

できている場合、「対応している」と判定し、丸印を記入してくださ

い。 

E. 対応状況判定 
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②個別施設 

 本シートは個別施設による自己評価結果をもとに、地域全体での整備状況を把握するため

のシートです。個別施設による自己評価結果を集計し、以下の要領で地域の達成水準を算

出し、記入してください。 

評価シート回答手順 

記入欄 記入方法 

 評価対象施設のうちチェックシートを回収できた施設の数及び

総合評価として「対応済み」と回答した施設の割合をそれぞれ

記入してください。 

A. 対応状況判定 

 各施設の自己評価結果を項目別に集計した上で、評価対象施

設の中でチェックシートを回収できた施設のうち、該当する環境

整備事項の自己評価が「対応済み」となっている施設の割合を

記入してください。 

B. 対応済み施設の割合 

C. 対応項目 

D. 対応言語 

対応済み施設の割合 

＝ 「対応済み」と回答した施設数 ／ 評価対象施設の中でチェック 

シートを回収できた施設数 

 対応済み施設の割合に加え、「対応項目」、「対応言語」につい

ても、それぞれ割合を記入してください。 

 地域における「対応済み施設の割合」に関して、評価主体（地

方公共団体、観光協会等）として以下の３点を記入してくださ

い。 

E. 現状に対する考え方 

① 現在の整備状況に対する評価主体としての認識 

② 今後の整備に関する目標 

③ 今後の整備の推進に対する評価主体としての具体的な 

方針 

 （記入例） 
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（３）個別施設の自己評価シート 

 このシートは、各個別施設を運営する事業者等に配布して自己評価を行っていただくもので

す。 

 チェックシートは、「対応状況判定」欄と、「環境整備事項別の評価」欄に区分されます。 

 「環境整備事項別の評価」の欄には、施設の種類別に整備すべき事項（環境整備事項）と、

評価する際の項目（評価項目）が記載されています。 

 

 

 

 以下に示す手順に従って、評価を実施します。 
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環境整備事項別の評価 

① 評価項目別のチェック 

 まず、各「環境整備事項」について、自施設が「評価項目」に示す外国人の受入環境整備に

関する対応ができているか、チェックしてください。 

 「評価項目」に含まれていないが、該当する「環境整備事項」に関する取組みを行っている場

合には、「その他」の欄にチェックをするとともに、その具体的な内容を記入してください。 

② 「環境整備事項」別の評価 

 各「環境整備事項」の中の、「評価項目」のどれか一つでもチェックが入った場合、その「環境

整備事項」は「対応済み」として取り扱います。 

③ 対応言語のチェック 

 対応済みの「環境整備事項」については、どの言語で対応できているのかを確認し、その「対

応言語」を丸で囲んでください。 

評価シート記入手順 

記入欄 記入方法 

 「評価項目」の欄に具体的に整備すべき内容が記載されています。 A. 評価項目 

 各評価項目について、各施設で対応ができている場合には、チェッ

ク欄（□）にチェックを入れてください。 

 「評価項目」の選択肢の中に該当するものはないが、「環境整備事

項」に関する取組みを実施している場合、「その他の取組み」を選択

してください。 

B. その他 

 その場合、具体的な取組み内容を括弧内に記入してください。 

 各環境整備事項別に現状で対応している言語を丸で囲んでくださ

い。 

Ｃ.対応言語  

 （記入例） 
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対応状況評価 

次に、施設全体での対応状況の評価を行います。 

① 外国語の対応状況の評価 

 二重線で囲んでいる環境整備事項（必須事項）の全てにおいて、英語またはピクトグラムで

対応できている場合、施設全体での外国語での対応ができていると評価します。 

 二重線で囲んでいない「施設の利便性向上のための取組み等」、「従業員教育等」について

は、必ずしも対応することが求められているものではありませんが、施設の業態や規模等に

よっては対応した方が好ましいものを項目としています。 

② 対応している言語の判定 

 必須事項が、どの言語で対応できているかを評価します。全ての必須事項において対応が

できている言語について、○で囲んで下さい。 

評価シート記入手順 

記入欄 記入方法 

 必須事項（二重線内）の評価結果から、言語別の対応状況の判定

を行います。 

Ａ.対応言語 

 必須事項（二重線内）全ての「対応言語」欄に丸印が付いた言語に

ついて、「言語の種類」の欄に丸印を記入してください。 

 必須事項（二重線内）の評価結果から、外国語への対応の総合判

定を行います。 

Ｂ. 対応状況判定 

 必須事項（二重線内）の項目について、 

全て「英語」または「ピクトグラム」で対応できている場合 

  → 外国語に対応できていると判定 

一つでも、「英語」または「ピクトグラム」で対応できていない場合 

  → 外国語での対応ができていないと判定 

 （記入例） 
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