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解決主体：
北海道運輸局
北海道バス協会
関係バス事業者

開始時期：
平成28年２月頃の

約1か月を予定
実施する路線：
①主に札幌発着の予約
不要の都市間バス

②新千歳空港発着の空
港連絡バス

③札幌市内及び小樽市
内の路線バス

○ＪＲ北海道には「ジャパンレールパス」という周遊パスがあるのに対し、バス（都市間・路線）においては、一部のバス会社における取組に
とどまり、道内全体のバス路線をカバーする「周遊パス」がなく、観光客のバス利用が進んでいない。

○そこで、都市間バス等における周遊パス実証実験を行い、周遊パス導入にあたっての課題解決に向けた検討に資する。

課題

取組方法

市町村・北海道全域
時期：通年

ＪＲ北海道には「ジャパンレールパス」という
周遊パスがあるのに対し、バス（都市間・
路線）においては、一部のバス会社におけ
る取組にとどまり、道内全体のバス路線をカ
バーする「周遊パス」がなく、観光客のバス
利用が進んでいない。
運賃の支払いの簡便さ、乗り継ぎの利便性
から、全道の都市間バスを繋ぐパスの発行
はできないか。

来年2月に、北海道運輸局による訪日外国人観光客を対象とした都市間バス等における周遊パスの
実証実験の実施を予定。周遊パス導入に向けた課題等について検証。

取組の成果

○実証実験の結果を踏まえ、北海道運輸局、北海道バス協会において関係バス事業者を集め、周遊パス導入にあたって
の課題解決に向けて検討。

今後の方針：

周遊パス導入による乗り継ぎ利便性向上の取組
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解決主体：北海道運輸局、北海道バス協会、
道内路線バス事業者

開始時期：平成27年３月から
実施内容：バス協会による「バスロケ等情報提供高度化

事業に関する検討会」の開催

○バスの運行状況システム（バスロケ）は運行本数の少ない地域では、より必要性が高く、また、特に冬季は時間どおりにバスが来ないこと
により寒いバス停で観光客がバスを待っていることから、早急に導入を検討すべき。

○多言語化に対応し、かつ、利用するバス路線・バス停を目的地から検索できる機能（以下、「目的地検索機能」という。）を有する、ス
マートフォンを活用したバスロケを導入することにより、日本人のみならず、訪日外国人のバス利用者の利便性向上にも有効であることから、
自治体、交通事業者へのバスロケ導入を促進。

課題

取組方法

取組の成果
市町村・北海道全域

バスの運行状況システム（バスロケ）は運
行本数の少ない地域では、より必要性が高
いため、早急に導入を検討すべき。

現在のホームページなどによる検索システム
は、バス停の名称しか表示しておらず、目的
地に行くにはどこで降りていいのか分かりづら
いため、目的地検索機能を有するシステム
が必要。また、これらの検索システムは訪日
外国人が使用できるよう、多言語化が必要。

本年11月から旭川市で、目的地検索機能を有するバスロケのシステムである「バスキタ！」による実証
実験を開始。また、十勝を中心とした道東・道北のバス事業者が目的地検索機能である「もくいくぅ～」
を順次導入し、このうち十勝バスにおいて同システムを活用したバスロケの実証実験を実施中。

その他の地域においても、実証実験を実施する等、各地においてバスロケ導入の動きがみられる。

また、バス協会において、こうした各地の取組に係る情報
共有を図るため、「バスロケ等情報提供高度化事業に関
する検討会」を立ち上げ。

「バスキタ！」 「もくいくぅ～ 」

○各地における実証実験の終了後、北海道運輸局において、実施自治体・バス事業者・システム開発会社等から利用
状況等の結果データを収集、分析し、それに基づき本格導入に向け、自治体・バス事業者等に対する働きかけを継続
的に行う。

○バス協会において、引き続き「バスロケ等情報提供高度化事業に関する検討会」を開催するなど、システムの導入促進
に向けて取り組む。

今後の方針：

バスロケ及び検索システム導入による乗り継ぎ利便性向上の取組

3



解決主体：
北海道運輸局、ハイヤー協会

開始時期：平成27年12月

実施内容：北海道運輸局より、新
千歳空港に係るタクシー事業の営業
区域の拡大を認める通達を発出し、
タクシーの供給量増加を図る。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：新千歳空港

新千歳空港のタクシー乗り場については、
整理員を配置し利用に関するルール遵守
確保に努めているが、乗り場が混雑してい
る中、ルールを遵守しない事業者が多数
いる。

新千歳空港からの二次交通確保の一環として、タクシーの営
業区域の拡大を図る。

北海道におけるタクシー営業区域は、「札幌交通圏」、「恵庭
市」、「苫小牧交通圏」などの一定の地理的範囲で設定されて
いる。今後、次の条件を満たせば上記区域のタクシー事業者
は、自らの営業区域に加えて、それ以外の区域と新千歳空港
との間の旅客運送が可能となる。

・事前予約があるもの
・乗り場ルールの遵守
・平成27年12月1日～平成28年4月30日

また、空港内タクシー乗り場の利用ルールの遵守を図るた
め、ハイヤー協会において整理員を増員させる予定である。

○外国人旅行者の増加により、新千歳空港におけるタクシーの確保が困難になってきている。また、新千歳空港が所在する千歳市にあるタ
クシー会社のみでは、対応が困難になってきている。

○一方で、空港内タクシー乗り場が不足していることもあり、空港内タクシー乗り場の利用に関するルールが遵守されないケースが起きている。
○新千歳空港に係るタクシー事業の営業区域拡大を認めることで、タクシーの供給量を増加させるとともに、タクシー乗り場の利用ルールの

遵守を図るために、整理員の増員等の対応を行う。

○平成27年12月以降の措置状況の効果等について、北海道運輸局においてタクシー事業者から、報告を聴取する等に
より把握する。

○新千歳空港におけるタクシー乗り場利用に関するルールが守られていない状況を解消するため、新たな乗り場ルール作り
の検討についてもハイヤー協会等関係者において行う。

今後の方針：

新千歳空港からの二次交通の確保に係る取組

外国人旅行者の増
加により、新千歳空
港が所在する千歳市
にあるタクシー会社の
みでは、新千歳空港
におけるタクシーの確
保が困難。
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解決主体：
北海道運輸局、後志地区ハイヤー
協会、倶知安町 等

開始時期：平成27年11月

○ニセコ・倶知安地域の夏季と冬季の観光需要の繁閑差が激しく、繁忙期にあわせた輸送供給力を確保できず、冬季繁忙期においてはタ
クシーが慢性的に不足している。

○同地域における営業許可を有するタクシー事業者は10社あるが、観光客が多いニセコ町内、倶知安町内に所在するタクシー会社はそれ
ぞれ2社しかなく、その他は近隣町村に所在しているため、両町のニーズに対し十分に対応できていない。

○同地域における営業許可を有する事業者による共同配車体制を構築し、タクシー供給不足の解消を図る。

課題 取組方法
市町村・地域：倶知安町・ニセコ町
時期：冬季繁忙期
スキーシーズンを中心にパウダースノーを目当て
としたオーストラリア人観光客が大挙して来訪し
ていることにより、夏季と冬季の観光需要の繁
閑の差が激しく、繁忙期に合わせた輸送供給
力を確保できず、冬季繁忙期においてはタク
シーが慢性的に不足。

同地域における営業許可を有するタクシー事
業者は10社あるが、観光客が多いニセコ町内、
倶知安町内に所在するタクシー会社はそれぞ
れ2社しかなく、その他は近隣町村に所在して
いるため、両町のニーズに対し十分に対応でき
ていない。

タクシー事業者間の連携ができていないために、
タクシー不足という状況の問題解決の妨げと
なっている。

×
×

A社 全車両実車中

B社 全車両実車中

電話が繋がらず予約ができない！

共同配車
センター

×

×

A社 全車両実車中

B社 全車両実車中

D社 予約客の近所に
空車がある

C社 空車はあるが
予約客の近所にない

E社 全車両実車中

×

後志地区ハイヤー協会は、ニセコ町内及び倶知安町内に所
在している事業者と近隣町村に所在している事業者が連携し
た「共同配車体制」の構築に向けて取り組むことを合意した。

イメージ図

取組の成果

○後志地区ハイヤー協会において「倶知安地区繁忙期対策部会（仮称）」を設置し、平成28年度のスキーシーズンに
おける共同配車体制構築を目指した検討を行う。

○北海道運輸局から倶知安町等に対し、共同配車体制構築実現に向けた協力・支援の要請を行う。

今後の方針：

ニセコ・倶知安地域の繁忙期タクシー不足に係る取組
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解決主体：北海道運輸局、空港
事務所、千歳市

開始時期：平成27年11月末～
12月上旬

実施内容：
イレギュラー時に対応するための

体制構築に向け検討

各宿泊施設、交通事業者の
メーリングリストの取りまとめ、更新を
行い、航空会社に提供

新千歳空港における降雪イレギュラー等が発生した際の対応能力拡充に係る取組

課題
取組方法

取組の成果
市町村・地域

：新千歳空港、千歳市
時期：イレギュラー発生時（冬季に多

く発生する可能性あり）

イレギュラー発生時
航空各社
メールにて
確認回答 回答

交通事業者宿泊施設

イレギュラー運航の発生や運行遅延により
旅客が航空機を利用できない場合、航空
会社が宿泊施設やバス会社・タクシー会社
と直接交渉して手配しているが、確保が難
しいことがある。
各宿泊施設に個別に空室の確認を行うこ
とは非常に煩雑かつ非効率。
また、路線バス・貸切バス・タクシーなどの既
存の二次交通は、勤務ローテーションや運
転手・車両の不足によりイレギュラー時に十
分な供給が確保できない。

宿泊施設、交通事業者のメーリングリストを作成し、各航空
会社へ配布。これにより、宿泊、二次交通手配に係る情報
集約がスピードアップし、航空会社と宿泊・交通事業者双方
の負担軽減につながる。

イレギュラー発生時には、①航空会社からの一斉配信、②
それに対する宿泊・交通事業者からのサービス提供の可否
に係る連絡、③旅客への迅速な当該サービスに係る情報提
供という流れで対応を行う。

○降雪等イレギュラーによる航空便の運休、運航遅延により、旅客が空港内に滞留してしまう場合、必要となる宿泊施設や二次交通を確
保するため、現状、航空会社による宿泊施設、交通事業者への個別連絡が行われているが、非常に煩雑かつ非効率なため、スムーズ
に行えていない。

○航空会社と宿泊・交通事業者間において、メーリングリストを作成、共有することで、旅客に対して効率的な宿泊施設や二次交通のス
ムーズな供給を図る。

○旅客に対するスムーズな情報提供に向け、北海道運輸局、航空会社と宿泊・交通事業者との間において、情報共の
あり方について継続的に検証。対応する宿泊施設や交通手段の拡充についても合わせて検討。

今後の方針： 6



○外国人旅行者が所持するスーツケース等の大型荷物は、道内旅行の主流となる周遊旅行において、移動の阻害要因となっている。宅
配輸送サービスによる「手ぶら観光」の実現により、旅行客のストレスを解消することで、満足度の高い北海道旅行が提供できる。

○今夏、JR北海道と宅配事業者が連携し、新千歳空港駅構内で宅配事業の実証実験を実施し課題等を検証中。
○富良野駅ではJR北海道と観光協会とが連携し荷物一時預かり事業を強化し、JR北海道が冬季の観光駅の現状を確認のうえ対応策

を検討中。
○運輸局においても宅配輸送サービスを活用した実証実験により「手ぶら観光」を推進。

課 題 取組の成果
大型手荷物の車内持ち込み

今後の方針：

◆JR車内収納スペースの不足。

◆乗降車の際の旅行者及び周辺の乗客へのス
トレス。

◆大型荷物の車内積込み（路線バス）による
定員以下の乗車人数。

駅及び周辺での大型手荷物の持ち運び

◆駅構内のエレベーター及びエスカレーターの不足。

◆繁忙期の荷物一時預かり場所の不足。

◆冬道でのスーツケースのキャスターが機能しないこ
とにより移動困難。

実証実験実施主体：登別洞爺広域観光圏協議会、北海道運輸局 協力：ＪＲ北海道

実証実験：平成２８年２月実施
空港～宿泊施設及び宿泊施設～宿泊施設の間のJR・バス移動を、宅配輸送

サービスの活用により大型荷物を持ち歩かない形で行うモニターツアーを実施。

○実証実験の調査結果を踏まえ、北海道運輸局において早急に解決策を検討し、手ぶら観光の実現に向けた宅配輸送
サービスの整備につなげる。

○手ぶら観光普及促進のため、北海道運輸局はじめ関係者において多言語によるパンフレット、ＷＥＢサイト等効果的なＰ
Ｒ方法で周知を図る。

手ぶら観光の推進に向けた移動中の大型荷物輸送に係る取組

7



解決主体：北海道運輸局、「プライムロードひがし北・
海・道」推進協議会
開始時期：平成27年11月

広域観光周遊ルート形成促進事業として実施

○多くの外国人旅行者からWi-Fi環境整備を求められている。特に道東は移動時間が長いので、快適な旅行のためにはバスによる移動中
のWi-Fi環境の充実が必要。

○このため広域観光周遊ルート形成促進事業により移動Wi-Fi環境の整備に向けた実証実験を実施し実用化を図る。

課題

取組方法

取組の成果

市町村・地域：道東

外国人旅行者が地域の観光情報、交通
情報を入手し円滑に情報を発信するための
Wi-Fi環境が不十分との指摘があり、バスの
中でのWi-Fi環境も求められていた。

特に道東はバスによる移動時間が長く、移
動Wi-Fiの整備により旅行を快適にする必要
があった。

都市間バス、路線バス、定期観光バス計80台程度
に移動Wi-Fiルーターを車内に設置し実証実験を行う。

利用者アンケート調査を実施。
携帯キャリアによる
4G/3G通信

Wi-Fiアクセスポイント

＜拠点＞
• 十勝や帯広のように、都市間バスと

路線バスの乗り換えが発生するター
ミナルにルーターを設置。

• 対象拠点は15拠点とし、原則的に
1拠点に1アクセスポイントとする。

• フレッツ回線が設置済であり、想定
設置場所に電源が取れるような施
設を対象。

○実証実験で使用（車内に設置）した移動Wi-Fiルーターを有効活用し実用化を図る。
○北海道運輸局及び「プライムロードひがし北・海・道」推進協議会が中心となって、実証実験の効果検証を行い、移動

Wi-Fi整備に向けた整備方針及び自走化できるビジネスモデルを検討し、道内各事業者等へ情報を水平展開する。

今後の方針：

移動Wi-Fi環境の整備に向けた取組
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解決主体：札幌市、北海道バス協会
取組内容：

札幌市が中心となり関係者と積極的に協議し、対応
策を具体化（新たな臨時待機場を確保、バス待機場
の営業時間を改善）
啓発文書を配布
平成27年10月駐車実態調査実施（札幌市）

○観光バスを利用する来道外国人旅行者の急増に伴い、札幌の市街地観光スポットや大通、狸小路、すすきのなどで買物、食事の際の
観光バスの路上駐車により、交通渋滞や事故の誘発等危険な状態となっている。

○札幌市が中心となり北海道バス協会等関係者と協議を行った結果、「臨時待機場の設置」や「バス待機場の時間延長」等により、中
心市街地での路上駐車の減少、渋滞緩和に繋がった。

課題

取組方法

市町村・地域：札幌市

時期：平成２７年以前

今後の方針：

市街地観光や買物、食事の際に観光バ
スの路上駐車が横行していた。
市で設置しているバス待機場は18:00で
営業が終了してしまうため、夜間駐車場
の確保が必要。

市有地（中央区北1条西9丁目1-5）の一部を「観光バ
ス臨時待機場」として運用

• 平成27年8月21日～ 平成27年10月31日
• 8:30～21:00 （１２台）
• 期間中利用台数→1,704台

北海道バス協会と共同して設置している待機場の営業時
間を３時間延長して運営

• 平成27年8月3日より8:30～21:00 （３０台）
• 時間延長分利用台数→988台（8月3日～10月31

日）

○バス待機場の営業時間延長の継続。
○春節等の冬季積雪対応を含め、更なる待機場所等の確保（都心部民有地・市有地の活用等）。
○徒歩観光の促進。

路上駐車の減少、渋滞緩和

取組の成果

札幌市におけるバス駐車場の確保に係る取組

9



解決主体：函館市
（一社）北海道国際交
流センター

開始時期：平成２７年５月１日

２４時間対応
英語、韓国語、中国語本土、
中国語台湾、ロシア語、
タイ語、タガログ語、
インドネシア語、トルコ語、
ミャンマー語、フランス語
１１か国語対応
最初の１時間 ６，０００円
以降１時間毎 ３，０００円

＊日本円による現金払のみ
交通費別途実費

○FITが増加する中で災害時、傷病者緊急時に外国人への対応が課題となっているほか、全道各地域において外国語対応可能な病院
の情報が共有されていない状況となっている。

○函館市においては、平成27年5月1日から有料で通訳を派遣するヘルプデスクを設置し、外国人旅行者の傷病時の緊急対応に向けた
体制確立を図った。

課題
取組方法

取組の成果
市町村・地域：函館市

時期：平成２７年以前

今後の方針：

FITが増加している中において、外国人観
光客が急な疾病、ケガなどをした場合等の緊
急時に、外国語対応に苦慮している実態と
なっていた。

函館市において外国人観光客が安心して旅行できるよう、
外国人が緊急に病院等を必要とする場合に有料で通訳を派
遣する窓口としてヘルプデスクを設置。

○利用料金が高いこともあり派遣実績は０件となっているものの、病院等から問い合わせは寄せられており、今後におい
ては周知方法等について検討を行っていく。

○在住外国人の通院時にも範囲拡大を予定しているほか、観光案内や通訳の依頼もきており、多言語人材派遣の事
業化についても検討。

函館市における外国人旅行者に対する傷病等緊急時の体制確立に向けた取組

特に観光協会が機能
していない夜間時の対応
が課題となっている。

※他の地域においても、
外国人対応可能な病
院の情報が共有されて
いない等、緊急時の対
応が課題となっている。

10



解決主体：北海道運輸局
開始時期：平成27年10月

ブロック別連絡会議によるヒアリン
グ時に課題を把握

一次産業（農、水、畜）土産品
の利便性向上に関する調査事業
を実施

① 検疫・輸入規制等の内容調査
② 国・地域別一覧表を作成
③ 春節期に函館朝市にて実証実

験を実施

土産品の検疫情報周知に係る取組

○北海道の代表的な土産品である水産物等は訪日外国人旅行者の国・地域別に検疫対象が異なるため、その確認が煩雑となり、ビジネ
スチャンスを逃していた。

○函館朝市では販売店と外国人旅行者の双方がわかりやすい土産品の写真を活用した台湾客向けリーフレットを作成し、販売を促進させ
る取組を開始。

○北海道運輸局はこの取組を支援し、Ｈ27年度の調査事業により対象国を拡大し効果的な汎用ツールを製作、実証実験を行い、全道
で活用・普及を図る。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：函館市(函館朝市)

各国の検疫制度によって持ち帰れる土産
品や必要な手続等に違いがあり、北海道の
代表的な土産品である水産物の扱いが分か
りづらかった。

現在、農林水産省のＨＰには植物等の
検疫条件一覧（早見表）のみ掲載、水産
品の掲載がない。 (函館朝市作成の品目一覧)

(函館朝市)

現在、台湾の土産品として持ち帰れる検疫対象物は一定程
度把握ができている。検疫対象の土産品の把握を香港・中国・マ
レーシア・タイ・シンガポール・マレーシアの６つの国・地域にも拡大。

○北海道運輸局において、実証実験の成果と反省を踏まえ自立した取組を支援、次年度以降の態勢づくりをサポート
（販売店組織と行政、観光関係団体との連携強化→免税店の一括カウンターの導入、多言語対応の強化等により稼ぐ

力を向上）。
○北海道運輸局において、全道各地域で汎用可能なリーフレットデータ等を公開、積極的に情報展開。

今後の方針：

現在の対象地域 今後調査を実施する国・地域

タイマレーシア香港 中国台湾 シンガポール インドネシア
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解決主体：北海道運輸局
開始時期：平成27年４月

ブロック別連絡会議によるヒアリン
グ時に課題を把握

○ＦＩＴの増加によりレンタカーを利用する外国人旅行者が急増しているが、「止まれ」などの道路標識が外国人旅行者に分かりづらいとの
指摘があり、外国語併記など外国人運転者にも分かりやすい道路標識のあり方を検討（警察庁）。

○富良野・美瑛地区等の積極的な取組として「STOP」等補助的な看板設置の例がある。
○ＪＮＴＯ海外事務所等の協力を得て、本年度以降継続的に「北海道ドライブまるわかりハンドブック」など安全運転啓発ツールを活用し、

雪に不慣れな外国人旅行者に対して冬期安全運転の渡航前周知を徹底。
○道路案内標識の英語標記の改善を実施

課題 取組方法取組の成果

市町村・地域：北海道全域

外国人旅行者のレンタカーの使用は急増
しているが、「止まれ」などの道路標識が外国
人旅行者には分かりづらい。

冬道における運転上の危険性について、
外国人旅行客への渡航前周知が不十分。

北海道運輸局からの働きかけにより、各国のJNTO海外事務
所の協力を得てHP等において「北海道ドライブまるわかりハンドブッ
ク」を公開し情報発信。
【JNTO海外事務所発信状況】
① バンコク事務所HP
② シンガポール事務所Facebook
③ パリ事務所HP
④ JNTO通訳案内士試験Facebook
⑤ ソウル事務所HP

旅行博など機会あるごとにドライブ観光を取り扱う海外エージェ
ント等への周知を徹底。

レンタカー会社において、動画やパンフレット等の冬道安全啓発
ツールを作成、貸渡時にパンフレットを配布。

道路案内標識の英語標記の改善について、新たにニセコ地区
に着手したほか、函館地区のエリア拡大（北海道開発局、北海
道、北海道関係市町村）。

富良野市と美瑛
町等では、関係者
間の調整を含め地
域の積極的な取組
により、「STOP」等
の補助的な看板を
設置。

○北海道運輸局において、警察庁等の関係機関における検討状況について情報収集・共有。今後の方針：

外国人旅行者のレンタカー利用における安全確保に向けた取組
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新千歳空港における取組
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○混雑時又は遅延等により便が集中した場合及び今後の増便時に現状の航空機駐機スポットでは対応が困難となる。
○既存グランドハンドリング事業者においては、受託契約済みの便を前提に対応していることから、新たな便への柔軟な対応が困難となって
いる。
○地域住民と深夜・早朝枠拡大の合意により、国際競争力の向上及び集中する便の分散化が期待される。

課題 取組方法取組の成果
対象地域：新千歳空港

今後の方針：

国際線の混雑する時間帯において航空機駐機スポット数が
不足しており、チャーターを断念するケースも発生

国際線航空機がエプロンから滑走路へ移動する際、国内線
の到着・出発機と輻輳することで混雑が発生

グランドハンドリングの体制不足によりチャーター便の運
航を断念する航空会社が発生しており、グランドハンドリン
グの体制強化が必要

★発着枠が既に一杯であることから国際線駐機スポットに空
きがある時間帯（10時・11時台）に、新たな国際便を受け
入れることができない

関係機関：新千歳空港事務所、
北海道開発局、北海道運輸局、
北海道空港㈱、北海道庁 ほか

◆「（新千歳空港）国際航空便
の受入円滑化に向けた検討
会」を立ち上げ、諸課題の棚卸
しとその対策を検討中
（H27.1～、8/26中間とりまと
め発表）

◆ターミナルビル拡張（CIQ施設）やエ
プロン拡張、南側誘導路の新設等によ
り、国際線の受入能力を強化する事業
について、H28年度新規事業として計
画中。

◆今年度中 グランドハンドリング要
員体制の強化及びＧＳＥ機材増車の実
施

◆今年度中 定期便の運航意向調査を実
施し、空港関係者や2次交通事業者に情
報提供を行い、深夜・早朝時間帯の受
入体制を整備

★夏季多客期 （H27/7/25,8/8～16）
及び年末年始（H27/12/19,20,23～
31,H28/1/1～3）10:00～20:00の臨
時便・チャーター便における発着枠拡
大（32枠／時間→37枠／時間）を試行

① 国際線受け入れ能力を強化する事業の推進。
② グランドハンドリングについて、既存事業者の体制強化、航空ダイヤの平準化及び関係者間の連携強化、新規参入の検討。

新千歳空港国際線エプロンの混雑状況★地域住民と深夜・早
朝枠の拡大（6便→30
便）に合意（H27年8
月）、早期の活用を図
っていくことが必要

GSE：ground support equipment

関係機関：新千歳空港事務所

★ 「新千歳空港の今後の機能
強化に向けた検討会議」を立ち
上げ、発着枠の拡大について協
議を開始（H26.10～、発着枠拡
大試行実施（夏季多客期、年末
年始、冬季)



北海道内の地方空港における取組
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○空港施設の狭隘・能力不足等の問題が顕在化。
○広大な地域に分散する空港を限られたCIQ体制で対応しなければならない状況。

課題 取組方法取組の成果
対象地域：函館空港、旭川空港、帯広空港など

今後の方針：

【空港施設の容量不足】

◆空港施設（チェックインカウンター、保安検査場、CIQ審査
場、受託手荷物検査場等）の狭隘・能力不足等の問題が顕在
化。

○函館空港・旭川空港

新規路線の就航が相次ぐが、大型機材の受入れ又は複数
機材の同時受入れに対応するだけの空港施設の容量が不足。

○帯広空港

ビルの構造上、国際線と国内線の同時受入れができない
ため、国際線の受入れ可能な時間帯に強い制限がかかる。

◆道内地方空港への国際チャーター便運航の動きが加速する
中、広大な地域に分散する空港について限られたCIQ体制で対
応しなければならないなど、CIQ体制の強化が課題。

【グランドハンドリング体制の充実】

◆道内空港でグランドハンドリングに係る要員が恒常的に不
足しがちであり、必要な資機材も十分に確保されているとは
言いがたい。

関係機関：北海道庁、東京
航空局、空港ビル会社、航
空会社等地上支援業務受
託者他

① 国際線受入体制強化のためのターミナルビル施設等の整備促進。
② CIQ常駐体制のない準基幹空港における体制強化など、国に対しCIQ体制の充実を要請。

【空港施設の容量不足】

○函館空港

入国審査ブースを３ブースから５ブースに
増設及び要員補強し2015年8月に供用。
また、空港ビル国際線旅客エリア(CIQ含む)
の拡張について、2017年1月供用予定で検
討。

○旭川空港

市の需要予測調査結果を踏まえ、受入体制
強化のための施設整備を検討。

○帯広空港

受入体制強化を図るため、2016年に増築
工事を着工し、2017年度の早期に供用開始
予定。

◆CIQが常駐していない準基幹空港における体
制強化など、国に対しCIQ体制の充実を要請。

【グランドハンドリング体制の充実】

◆空港間広域支援体制構築のための支援策、国
内人材確保及び海外人材活用のための支援策を
検討。



クルーズ船対応岸壁の確保に係る取組

○日本に寄港する海外クルーズ船が年々大型化しているが、北海道内の既存港湾施設では14万㌧級以上の客船を受け入れることができない
○室蘭港では、既設の貨物船対応の大水深岸壁を活用し、防舷材と係船柱のみを改良することで、アジア最大級16万㌧級の客船に対応

可能になる

今後の方針：室蘭港の事例に倣い、他港湾における大型船対応施設等の整備の必要性について検討する。

取組方法
取組の成果

平成28年に、アジア最大16万㌧級の「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」が
室蘭港に２回（6月と12月）初寄港することが決定

解決主体：室蘭市・開発局

取組時期：平成27年7月～平成28年3月（予定）

取組内容：
１６万㌧級の大型クルーズ船を受け入れるため、崎守埠頭に
フォーム型防舷材を3基新設した（地方創生交付金を活用）

※平成27年10月完成

同埠頭の係船柱も現在改良中（社会資本整備総合交付金を活用）
※平成27年度内完成予定

新設したフォーム型防舷材

課題

地域：北海道内港湾

海外クルーズ船が大型化する中、14
万㌧級以上の船舶を既存施設で受入で
きる港湾施設が北海道内にない。

室蘭港：13万㌧級のクルーズ船
「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」 【クァンタム・オブ・ザ・シーズ寄港による経済効果】

平成27年8月1日（土） 那覇港寄港（乗客 4,605人、上海発着、ファーストポート）
乗客１人あたりの平均消費金額 13.8万円/人・日、直接的経済効果 約6.4億円/回

※沖縄総合事務局（2015）：外国クルーズ客船の那覇港寄港による経済効果について

提供元＝ロイヤル・カリビアン・インターナショナル
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外国人クルーズ客に対する外国語による観光案内に係る取組

○海外クルーズ船寄港時は、市民団体が通訳ボランティアとして観光案内を実施している場合が多いが、毎寄港時に必要人数を確保することが
困難となっている
○クルーズ船寄港時に、地域の高校生や大学生がクルーズ客に対する通訳案内や日本文化体験等を実施し、外国人観光客から好評だった
○学校側も普段学んでいる外国語の実践の場として活用している

今後の方針：函館港などの優良事例に倣い、他港湾においても学校等と連携した受け入れ環境の整備について検討する。

課題

取組方法

取組の成果
地域：北海道内港湾

【函館市内の遺愛女子高等学校が
第７回観光庁長官表彰を受賞

（H27.10）】

英語科生徒が通訳ボランティアとして受入
に関わり、観光案内や学校を開放して書道
や茶道の体験メニューを提供する等、創意
工夫に富んだ地道な活動により、市民レベ
ルからの国際交流の推進や日本文化の発信、
魅力ある地域づくりに貢献

北海道内の多くの港では、外国人クルーズ
客に対応する通訳ボランティアの必要人数が
（平日寄港の場合は特に）確保できず、対
応に困っている。
船が着岸する岸壁だけでなく、乗客が足を

運ぶ主要駅や背後圏の主要観光地におい
ても通訳案内ボランティアのニーズが高いが、
人数が足りていない。

地域連携により外国人クルーズ客受け
入れ時の通訳案内体制を構築

函館港、室蘭港、釧路港では、市町村が地域
の学校と連携し、学生達が外国人クルーズ客に対
し、市街地での観光案内や日本文化体験によるお
もてなしを実施

(小樽港の岸壁観光案内所)

解決主体：各市町村

取組内容：
外国人クルーズ客に対する通訳案内を地域の高校生や大学生が実施

(函館市街地で学生達が観光案内) (遺愛女子高等学校で書道体験)
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２．東北ブロック
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無料公衆無線ＬＡＮの環境整備に向けた取組

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先進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 取組方法取組の成果
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

• 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Ｌ
ＡＮの有用性を示す。

今後の方針：

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に協力頂いた
施設等に配布。その後、フォローアップを行っていく。

＜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。

仙台城跡

るーぷる

Ｓ－ＰＡＬ

アーケード商店街
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多言語対応に向けた取組

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

内施設等における導入の促進を行う。

課題 取組方法取組の成果
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

• 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：

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。

＜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。

＜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年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 取組方法取組の成果
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

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：

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。

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

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

「東北夏祭り」におけるインバウンド宿泊枠の確保の取組
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３．関東ブロック
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貸切バスによる路上混雑緩和に向けた取組

22

概要
都内観光地・商業地（浅草、秋葉原、銀座、新宿）における訪日外国人を乗せた貸切バスの路上駐車等が社

会的問題となっている。また、２０２０年にはオリンピック・パラリンピックを控え、今後一層の訪日外国人の
増加が見込まれており、早急に対応を協議する必要があることから、関係者と連携して対策を協議できる場とし
て「貸切バス駐車問題対策会議」を設け、各地域の対策協議等と連携しながら、貸切バス駐車問題の具体的な解
決策を検討する。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：都内観光地等 解決主体：関東運輸局

関東地方整備局
関係行政機関
各関係団体 等

解決方法：対策会議を設置し、関
係者間で具体的対応策
を検討する。

解決スケジュール：
平成27年12月17日・・

対策会議設置
平成28年1月以降・・

各地区対策会議の開催
平成28年2月4～13日・・

マナーアップキャンペーン実施
平成28年4月以降・・

ショットガン方式等実証実験の
検討

今後の方針 ： ○本会議と各区の対策検討会と連携しながら、駐車スペース運用システムの検討・
構築、統一ルールの検討・策定等を行う。

○地域ごとに地理的条件等が異なるため、地域に即した対応策をショットガン方式や
舟運の活用等による実証実験などを活用し、検討を行う。

・都内観光地・商業地における
訪日外国人を乗せた貸切バスの
路上駐車等が社会問題となって
おり、早急に対応方法を検討す
る必要があるものの、共通の駐
車場問題がある地域間で情報交
換や解決策を議論する場がな
かった。

貸切バス駐車問題対策会議の設置
○設置趣旨：各地域における対策会議等と連携しながら、現状の把握や各

種調査を行い、貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討
する。

○概要：平成27年12月17日 第1回会議開催（有明フロンティアビルＢ棟）
○構成機関：(一社)日本旅行業協会、(一社)全国旅行業協会、日本バス協

会、東京バス協会、日本百貨店協会、全国免税店協会、ア
ジアインバウンド観光振興協会、千代田区、中央区、新宿区、
台東区、東京都、警視庁、関東地方整備局、関東運輸局

○主な議事：
・インバウンドの現状について（運輸局）
・交通指導取り締まり等の状況について
・各地域の現状について（中央区･千代田区･新宿区･台東区）

貸切バスの路上混雑緩和に向けたマナーアップキャンペーンの実施
○概要：都内観光地・商業地において、パンフレットを活用し、貸切

バスの路上混雑緩和に資するマナーを啓発する。
○路上配付：平成28年2月4日午前11時～ 浅草エリア

平成28年2月10日午後4時～銀座エリア

〈マナーアップキャンペーンパンフレット〉



①プロモーション展開・・・協議会を地方自治体、民間事業者主導型に移行させ、ポータルサイト、マップ・パンフレットを活
用し、情報発信の強化を行う。その際、海外からのアクセス数の多い訪日外国人旅行者向けサイトと連
携し、詳細情報を掲載することで相互補完を図り、関東エリアの観光地の認知度の向上を推進する。

②コンテンツの作成・・・ネットには載っていないような、隠れた新たな観光スポット（観光地）を発掘し、地域物産品の発掘・
磨き上げにより、観光地域の「稼ぐ力」を醸成。地酒及び地場産品に対して、局長表彰等を実施しブラ
ンド化を図る。

訴求力の高い事業を効果的に展開するとともに、訪日外国人受入環境整備を積極的に実施し、都心部に集中している観
光客の宿泊需要を関東エリア全体に拡大・分散させることによって、地方創生と関東観光広域連携に大きく貢献。

都心部へ集中している宿泊需要の地方への分散に係る取組

概要
関東運輸局管内では官民の広域連携による協議会がなかったため、関東エリア全体の魅力が十分に伝わらず、訪日外国人の宿泊

需要は都心部に集中する傾向にあった。昨今の訪日外国人の急増により、都心部の宿泊施設不足が生じ、予約の取りづらい状態が
起きている。関東運輸局では、官民連携により「関東観光広域連携キャンペーン事業推進協議会」を設置し、関東エリアに広がる
魅力的な観光地をＰＲすることで、宿泊客を関東全域に分散させる取り組みを行っている。

課題 取組方法取組の成果

市町村・地域：関東エリア 解決主体：
関東運輸局・地方自治体・
民間事業者・各団体等

解決方法：
関東観光広域連携キャン
ペーン事業推進協議会を
設置し、関東の魅力を広域
的にＰＲする。

解決スケジュール：
平成27年4月･･協議会設置
平成27年8月･･

アクションプラン、ロゴ
キャッチフレーズの策定

・関東エリアには沢山の魅力ある観
光地があるにもかかわらず、それを
伝える方法が無く、訪日外国人の
宿泊需要が都心部に集中し、予約
が取りづらい状況になっていること
から、宿泊を関東エリア全体へ分
散させる取り組みを実践する組織
が必要。

・ＪＡＴＡ会員会社へのアンケートから
分析すると、２～４月時だけでも首
都圏からみで４万人、全国だと８万
人の外国人観光客が宿泊予約が
取れないため、他国への旅行先の
変更もしくはキャンセルしていると
推測される。

観光広域連携組織を設立しプロモーションを展開

関東観光広域連携キャンペーン事業推進協議会を設立

○設置趣旨・・・関東エリアに広がる魅力的な観光地をPRすることにより、
訪日外国人の再訪を促すとともに、宿泊地を分散させるこ
とによる地域経済の活性化を目的とする。

○構成員・・・関東1都7県の自治体、鉄道事業者、旅行業者、小売業者、観
光団体 等

○協議会のもとにワーキンググループを設置し、実務レベルでの協議、検
討を行う。

○事業ごとにプロジェクトチームを設置。

具体的なプロモーション
○関東の多様な魅力をより多くの訪日外国人に認知・体験を促し、リピー

ターを増加させることを目的として、ポータルサイト、マップ
・パンフを作成。

○テーマ型プロモーションとして、関東の四季の季節感を活
かしたテーマ・ストーリー性のある年度戦略として展開。
【春「花」･夏「山と海」･秋「紅 葉」･冬「温泉」】

○ロゴマーク･キャッチフレーズの活用と展開

今後の方針

ロゴ
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今後の方針：
○更なる改善を進めると共に、これらを好事例として、他駅に活用していくこととする。

解決主体：関東運輸局、鉄道各社、東京国道事務所等
調整対象：鉄道各社、東京国道事務所等
開始時期：応急措置は平成２７年１２月、以降は順次

訪日外国人旅客等の乗換え利便性が向上
関東圏の観光連携のネックを解消

新宿駅における案内表示に係る取組

概要

新宿駅における乗換え連絡に係る案内表示について検討し、順次、改善を図っている。

課 題

取組方法

取組の成果
市町村・地域： 新宿駅

時期：平成２７年１１月以前

○新宿各駅の乗換え連絡に係る
案内表示について、外国人を
はじめ不慣れな利用者にとっ
て不案内となっている箇所が
あり、利用者利便の向上に加
え、今後の関東圏における観
光連携の観点からも、早急に
改善する必要があった。

○抜本的な改善計画については
現在、２０２０年のオリン
ピックや東西自由通路の整備
を控え、駅及び周辺部を対象
とした「新宿ターミナル協議
会」（事務局：東京都）によ
り、新宿駅全体の案内表示の
あり方を含め協議が進められ
ている。

○新宿駅西口における
案内表示の応急措置
による改善
・新宿駅西口付近の案
内表示に「西武新宿
駅」を新たに記載

○今後の取組
・新宿駅西口と西武新宿駅間の案内の強化
・新宿駅東口と西武新宿駅間の案内の強化
・西武新宿駅の視認性の強化（壁面表示等）
について検討

○関係者の踏査により、特に新宿駅から離れて位置する西武新宿駅へ
の案内が少なく分かりづらい、案内が途切れる、西武新宿駅自体の
視認性が欠如している等の課題が抽出され、これらについて早急な
取組が必要であった。
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羽田空港のアクセス強化に係る取組

概要
深夜早朝時間帯の羽田空港へのアクセス改善については、平成２６年１０月から空港と都心部

の駅等とを結ぶ「羽田空港深夜早朝アクセスバス」の運行を推進し、平成２７年度も路線数及び
停留所数を拡大するなど、その改善に取り組んでいる。

課題 取組方法取組の成果

解決主体：
東京国際空港の深夜早
朝時間帯におけるアクセ
スバス運行協議会

構成員：
関東運輸局、航空局、周辺
自治体、 交通事業者団体、
航空事業者、空港会社 等

○ 羽田空港深夜早朝アクセスバスの運行
・平成２６年１０月に開始した羽田空港と都心部の
駅等を結ぶ深夜早朝アクセスバスの運行につい
て、平成２７年度においても ｢東京国際空港の深
夜早朝時間帯におけるアクセスバス運行協議会｣を
運行支援等の実施主体として、路線数を５路線から
７路線に拡大するなど、その
改善に取り組んでいる。

・さらに、平成２７年１０月から
の２０１５年航空冬ダイヤに
合わせ、深夜１時台の運行
に加え、深夜２時台を増便
するなど、アクセスバスの運
行拡充を図った。

羽田空港は24時間運行可能
な拠点空港として、訪日外国人
旅行者のさらなる増加に対応す
るため深夜早朝時間帯の利用
促進を図ることが必要であり、利
用促進に向けては空港アクセス
の充実が重要であることから、
深夜早朝時間帯の空港アクセス
の利便性向上と利用促進を図っ
ていく。

今後の方針：
今後とも引き続き、羽田空港の深夜早朝時間帯における空港アクセスの改善に向けた取組を
進める。

平成２７年度 深夜早朝
アクセスバス運行路線（７路線）
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成田空港のアクセス強化に係る取組

概要
首都圏空港においては増加する利用者に対して都心とのアクセスが重要な問題となっている。

成田空港においては、都心からのアクセス時間の短縮や低価格の空港アクセスバスの運行など利便性の向上が
現実のものとなった一方で、アクセス手段が多様化していることに対しての情報提供方法の改善や「遠くて不
便」「交通費が高い」といったイメージ払拭が課題となっており、解決のための取組を行った。

課題 取組方法取組の成果

解決主体：
成田空港のアクセス利便性
向上等に関する連絡協議会

構成員：
関東運輸局、東京航空局、
国土交通省各局、千葉県、
交通事業者、航空事業者、
空港会社

・平成27年7月に目的地までの最適な
交通手段を選択できる、主要方面別
の時刻表や各交通機関の運行情報
等を一元的に表示する大型ディスプ
レイ（日、英、中（繁、簡）、韓の５カ国
対応）等を設置。

・平成27年12月から「早い」「安い」「便利」をコンセプト
に、首都圏の駅、国内就航先空港など、約2,000箇所
で共同ＰＲを実施。

成田空港においては、アク
セス手段が多様化しており
利便性が向上しているとこ
ろだが、それらの情報提供
が不足しており、対策が求
められている。

今後の方針：
今後も協議会において更なるアクセス利便性の向上等について検討を行う。

○交通アクセス情報総合ナビゲーション・
デジタルサイネージの設置

○成田空港のアクセス利便性向上に関して交通事業
者の垣根を越えて共同ＰＲを実施

地方向けポスター首都圏向けポスター
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首都圏空港の機能強化に係る取組

概要
首都圏空港の機能強化に向けて、羽田空港の飛行経路の見直し等について住民との双方向の対話を行い、環境影響に

配慮した方策を策定するなど、成田空港における機能強化と合わせ平成32年までの空港処理能力約８万回の拡大に最優
先に取り組んでいる。また、平成32年以降の機能強化に向けて、成田空港における滑走路増設による抜本的な容量拡大
などの機能強化方策について、関係地方公共団体等と実現のための課題を整理し、具体化に向けた検討を進めている。

課題 取組の成果
市町村・地域：

時期：

今後の方針：羽田空港の機能強化については、住民から意見等を丁寧に伺った上で、平成28年夏までに環境影
響に配慮した方策を策定する。平成32年以降の成田空港の機能強化については、四者協議会※の結果を踏まえ、
議論を丁寧に進め、地元にも十分な理解を得ながら機能強化方策の具体化を図る。

首都圏空港においては、平成
26年度に空港処理能力の75万回
化を達成。

2020年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会の円滑な開
催、さらにはその先を見据え、首
都圏の国際競争力の強化、増加す
る訪日外国人旅行者の受け入れ、
地方創生等の観点から、首都圏空
港の更なる機能強化が必要不可欠。

※ 国、千葉県、空港周辺９市町、空港会社による協議会 27



概要
クルーズ100万人時代を迎え、外航クルーズ客は今後も増加する見込みであり、関東地方の各港湾において

受け入れ環境の一層の改善を図る必要がある。

課題 取組方法

■クルーズ船で訪日した外国
人数は昨年の2.4倍に増加し、
累計で100万人を突破（12月
８日）
■それに伴い、クルーズ船の
寄港数の急増や大型化が進ん
でおり、受入岸壁の不足や改
良といった大型クルーズ船へ
の対応など受け入れ環境の改
善が必要になっている。
■訪日外国人の受入環境を改
善するため、案内看板の多言
語化や無料公衆無線LAN
（Wi-Fi）の設置を進めていく
必要がある。

取組の成果
○クルーズ船の利用を可能とするための港湾施設の整備

横浜港において、老朽化・陳腐化した岸壁の更新投資に
あわせ、クルーズ船の接岸を可能とするための整備を推進。

・平成27年度成果：横浜港において岸壁改修に着手
・平成28年度予定：横浜港において旅客施設の整備に着手等

○クルーズふ頭への免税店の臨時出店に対する支援
・平成27年度成果：横浜港において免税店の臨時出店（2回）

平成27年よりふ頭に臨時出店する仮設店舗の免税許可申請
が簡素化されたことに関する説明会を開催
【外国人旅行者向け消費税免税制度に関する説明会】

・平成28年度予定：引き続き関東地区各港において免税店の臨
時出店を支援

○外航クルーズ客に対する海のゲートウェイとしての
「みなとオアシス」の活用

・案内標識等の統一化、無料Wi-Fiの設置・拡大
・平成27年度成果：

茨城港において国、港湾管理者、地元市町村、
民間事業者等が参加する検討会を設置し、案内
看板やWi-Fi環境の改善等について検討を実施

・平成28年度予定：引き続き関東地区各港におい
て検討を推進

○「みなとオアシス」の共同PR
・関係機関が共同したPR等の実施
・Facebookの活用等

市町村・地域：
外航クルーズ船が寄

港する関東ブロック
管内の各港湾

解決主体：関東地方整備局
港湾管理者

今後の方針：今後とも引き続き、港におけるクルーズ船の受入環境の一層の改善を図る。

クルーズ船受入環境整備に関する取組

案内標識等の統一化

外航クルーズ船寄港時の
無料Wi-Fiの臨時ブースの設置

横浜港における免税店の臨時出店状況（平成27年10月1日）
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４．北陸信越ブロック
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貸切バス確保に係る取組

４月～６月の立山黒部アルペンルート繁忙期における外国人団体観光客用貸切バスの確保が、平成2６年4月から困難
となっている。このため、富山県では、海外でのセールスコールなど機会を捉えて現地旅行会社に対して早期のバス確保
の呼びかけ等の取組を行った。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：富山県

時期：４月～６月

解決主体：関係自治体、
関係団体

調整対象：関係自治体、
関係団体

開始時期：H27.4.1

今後の方針
平成27年においては、大きな混乱を生じることはなく、当面の対応ができたが、今後、観光客の動向を注視しつつ以下
により対応を図る。
○機会を捉えて現地旅行会社に対して早期のバス確保を呼びかける。
○会員リストの提供により、関係自治体・関係団体への情報提供を行い、スムーズな受入対応を図る。
○「訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について」の措置について恒久化及びさ

らなる臨時営業区域の拡大を関係機関に働きかけていく。

立山黒部アルペンルートにおいて、毎年
４～６月が繁忙期となっており、外国
人団体観光客用貸切バスの確保が困
難となっている。
平成27年3月には北陸新幹線開業に
伴い、内外からの来訪者の増大が予想
される。
外国人団体観光客用貸切バス等にお
ける受入体制の確保が必要。

(1)海外旅行会社への受入れ可能なバス会社の紹介

H27.3.5開催した、「北陸信越ブロックにおける訪日外
国人受け入れにあたっての貸切バス及び宿泊施設の確保
に関する連絡会」において、自治体、旅館・ホテル協会、
バス協会など関係機関の連携について協議し、富山県と
石川県の担当部局に、４県（新潟、長野、岐阜、福井）
のバス協会はインバウンド受入れ可能な貸切バス会社リ
ストを提供することとした。

(2)全日本シティホテル連盟加盟のホテルにおいて、イン
バウンドを受入れしているバス会社の紹介

(3)貸切バスの臨時営業区域の拡大

(4)海外でのセールスコール等において、現地旅行会社に、
早期のバス確保の呼びかけ

以上の取組を行うことにより、大きな混乱を生じること
はなく、当面の対応ができた。
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手荷物配送サービスに係る取組

新潟市では手荷物配送サービスを平成２６年２月より実施しているが、多言語表記の周知用リーフレットが未整備で

あった。このため、周知用の資料（6言語）を作成し、新潟駅観光案内所窓口に配置したほか、新潟観光コンベンション

協会のホームページにおいて、多言語（6言語）表記のコンテンツを掲載した。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：新潟市

時期：平成26年2月以降

解決主体：新潟市

調整対象：観光案内所

開始時期：Ｈ２７．３月末新潟市では手荷物配送サービスを平
成２６年２月より実施しているが、多
言語表記の周知用リーフレットが未整
備であった。
外国人旅行者が増加している中、利
便性の向上を図るため、手荷物配送
サービスに係る対応において、多言語
対応が必要。

新潟市では周知用の資料（6言語）を作成し、新潟駅
観光案内所窓口に配置した。

新潟観光コンベンション協会のホームページにおいて、
多言語（6言語）表記の“新潟駅から｢手ぶらで観光｣”
（下図）を掲載し、ＰＲを図っている。

今後の方針：
○手荷物配送サービスについて、周知用の資料（6言語）や新潟観光コンベンション協会のホームページ掲載の “新潟駅

から「手ぶらで観光」” により、ＰＲに努める。
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手荷物預かり機能に係る取組

金沢駅では北陸新幹線開業後、想定を上回る駅利用者の増加に伴い、コインロッカーが不足しているとの意見が多く寄

せられていた。このため、JR西日本は臨時手荷物預り所の開設やコインロッカーの増設により対応を図った。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：金沢駅

時期：北陸新幹線開業後 H27.3.14~

解決主体：ＪＲ西日本

石川県、金沢市

調整対象：

開始時期

：H27.3～臨時荷物預り所設置

：H27.5～コインロッカー増設

（H27.7増設完了）

金沢駅において、北陸新幹線開業後、
駅利用者から、コインロッカーが不足し
ているとの意見が多く寄せられていた。
入込客の増加に加え、旅行者の手荷
物の大型化等により、駅における手荷
物預り機能の充実が必要。

開業以降、週末等に臨時手荷物預り所を開設した。
駅利用者の利便性を考慮し、駅ビル内等に新たに３箇
所コインロッカーを設置した。
増設数 ４８６口（大９４、中170、小222）
既設数 ５１２口（大７６、中171、小265）
合 計 ９９８口（大170、中341、小487）

以上の対応により、ロッカー不足の状況はほぼ解消して
いる。

今後の方針：
○入込観光客の動向と各コインロッカーの需給バランスの把握に努め、観光客への案内等、適切な対応に心掛ける。

金沢駅

コインロッカー配置図

金沢駅
コインロッカー配置図
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道路空間の賑わい創出に係る取組

石川県では、世界農業遺産に登録された「能登の里山里海」景観や「霊峰白山と手取峡谷」の眺望など、魅力あるいし
かわの風景を楽しみながら、ゆっくりと周遊するための小規模な休憩施設として、駐車スペースや観光案内板を設置した
「寄り道パーキング」の整備を進めている。

地域住民と交流できる「おもてなしのみち」をコンセプトに、地域の観光交流拡大に寄与することを目的としており、
一部では地域住民による特産品の販売も実施されている。

課題 取組の成果
市町村・地域： 石川県内

今後の方針
○地元の自治体と住民が一体となって地域資源の活用・保全を図り、観光交流の拡大に努めていく。

●観光交流拡大に向け、道路
空間の賑わいの創出等を図
る。

寄り道パーキングについては、当初、北陸新
幹線金沢開業までに20箇所を整備する計画で進
めてきたが、多くの方々に利用され、好評を博
していたことから、H26年度に11箇所を追加し、
合計31箇所を整備する計画で進めている。

H26年度までに25箇所の整備が完了し、残る
6箇所についても今年度中に完成する予定である。
これにより、３１箇所全てが完成する予定。な
お、年末までに、寄り道パーキング「宝達山」、
「川北大橋」の2箇所が完成している。

寄り道パーキング「宝達山」（H27.8完成）

駐車場 展望デッキ

●

完成済 ○

完成予定 ◎

整備計画箇所

H26まで完成

H27完成予定
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５．中部ブロック
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課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：名古屋市

時期：平成27年6月以前

解決主体：
名古屋市

調整対象：
名古屋市及び民間観光関連施設

開始時期：
平成27年7月25日

観光ルートバス「メーグル」、市内３
つの観光案内所への整備を皮切り
に、11月21日からは名古屋市営地
下鉄85駅（上小田井、上飯田を除く
全駅）でWi-Fi環境を提供

今後の方針：
○民設民営によるアクセスポイントの設置勧奨に取り組む。

概要
訪日外国人をはじめとした観光客の利便性向上とともに、名古屋に滞在する観光客の方に向けて観光情

報を効果的に発信するため、民間事業者と連携し、名古屋市公衆無線LAN「NAGOYA Free Wi-Fi」の整
備を開始した。

無料公衆無線LAN（Wi-Fi）環境整備に係る取組

観光ルートバス「メーグル」へのWi-Fi環境整備

• 年間30万人以上の利用者
• 名古屋市内の主な観光施
設を周遊

• 全車7台に設置
• 車内で旅行先の情報入手
が可能⇒利便性の向上

市内各所へのWi-Fiアクセスポイントの整備拡大
目標

1,000AP
以上

ポータルサイト（観光情報発信ツール）の製作
今、名古屋にいる人のための観光・飲食・買い物・イベント
など、旬な情報を発信

○観光案内所毎にWi-Fi環境を整備
⇒案内所毎のSSIDであり、認証手続きに
も違いがあり、観光客にとって利用しにくい
状況であった

○観光関連施設にWi-Fi環境がない
⇒外国人を含む観光客が訪れる場所にも
Wi-Fi環境が整備されておらず、受入体制
が不十分
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課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：全般

時期：平成２５年９月

解決主体：中部地方整備局及び関係者
調整対象：中部ブロック「道の駅」連絡会
開始時期：H25年9月

今後の方針：
○道の駅等において、Wi-Fi環境の充実を図る。

概要
「道の駅」は主に市町村が設置し、国土交通省が登録する道路休憩施設であり、地域の創意工夫で「道の

駅」を地域活性化の拠点とする取組が進展している。「道の駅」における機能向上に係る取組として、外
国人観光客のニーズ及び情報発信機能を強化するため、無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）の設置を促進
する。

○無料公衆無線ＬＡＮ（Wi-Fi)環境整備

○統一のSSIDによる整備等の事業者間
の垣根を越えた利用しやすい認証手
続きの簡素がされていない

・道の駅「デンパーク安城」等にてWi-Fiを設置
・道の駅Wi-Fi 0駅 → 65駅 （全121駅）
・中部ブロック「道の駅」連絡会にて、Wi-Fi環境整備

事例を紹介し啓発 中部ブロック「道の駅」連絡会
構成員：「道の駅」設置市町村長ほか

無料公衆無線LAN（Wi-Fi）環境の整備に係る取組

※年度内にSSIDを統一
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解決主体：遠州鉄道㈱、浜松市

調整対象：天竜浜名湖鉄道㈱
浜名湖遊覧船㈱

開始時期：
①無料公衆無線LANの整備

：平成26年12月

②「HAMANAKO RAIL PASS」
発売開始：平成27年7月

③海外PR
平成27年6月：タイFITフェア
平成27年8月：タイTITF
平成27年11月：台北ITF

タイFITフェア

鉄道会社等におけるインバウンド対応に係る取組

概要
増加しつつあるFIT客に対応するため、浜松駅バスターミナル、中部国際空港直行バス「e-wing」車内、遠州

鉄道新浜松駅などへの無料公衆無線LANの設置や、「e-wing」、遠鉄バス・電車、天竜浜名湖鉄道、浜名湖遊覧
船で利用できるフリー乗車券「HAMANAKO RAIL PASS」を発売するとともに、海外の展示会などでPRを実施。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：浜松市及び周辺地域

時期：平成26年11月以前

今後の方針： ○海外の旅行代理店で「HAMANAKO RAIL PASS」の販売を拡大。
○地元企業と連携しモデルコースの提案・受入整備を強化。
○海外の旅行展示会等でのPRを強化。
○海外旅行代理店や、海外進出地元企業への営業を強化。

○ゴールデンルートの宿泊地として、またビ
ジネス利用やコンベンション参加者など、外
国人宿泊客が多い地域。

○宿泊客が通過型で、周辺観光地、店舗へ
の経済効果が少ない。

○駅周辺の宿泊施設から浜名湖周辺観光
地への外国人向け2次交通の案内が不足し
ている。

①浜松駅バスターミナル、中部国際空港
直行バス「e-wing」、遠州鉄道新浜松駅
への無料公衆無線LAN「HAMAMATSU
FREE Wi-Fi」の設置

②「e-wing」の片道乗車券と遠鉄バス・電車全線、天竜浜名
湖鉄道、浜名湖遊覧船で利用できるフリー乗車券
「HAMANAKO RAIL PASS」の販売
・利用可能期間：3日間
・地域内の観光施設等の割引も付加
・パンフレット作成

《作成言語》
日、英、中（繁・簡）、タイ

③海外の旅行博等でＰＲ
を実施

多言語パンフレット
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解決主体：中部運輸局

調整対象：
旅行会社、ランドオペレーター、
バス事業者

開始時期：平成２７年６月

中部運輸局に各事業者を集めて
情報・意見交換を実施
それぞれの商習慣や実際にあっ
て困ったことなど、率直な意見を
交換することにより、理解が深ま
り、担当者同士でのネットワーク
の構築にもつながった

貸切バスの円滑な手配に係る取組

概要
平成２７年６月末に春秋航空が中国５都市から中部国際空港へ新規就航したことにより、貸切バスの不

足問題が顕在化。中部運輸局が当事者の情報・意見交換の場を設けたことで、バス事業者間のネットワー
クが拡充した。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域： 中部国際空港

時期：平成２７年６月以前

今後の方針：
○今後の増便や新たなLCCの新規就航を見据え、バス事業者ネットワークのさらなる拡大の検討。（隣県事業者の取り込み）

○観光シーズンにおける慢性的バス不足
○バス事業者と旅行会社等とのマッチング

の不具合
○春秋航空新規就航を控え、対応が急務

空車情報の共有

旅行会社

バスA バスB バスC

旅行会社

・貸切バス事業者Ｃ
・貸切バス事業者Ｄ 等

・貸切バス事業者Ａ
・貸切バス事業者Ｂ 等

○複数の旅行会社が個別に貸切バス事業
者に配車を依頼、手配が錯綜していた

ランオペＺ他ランオペＹ

主要ランドオペレーター

貸切バス事業者Ａ
グループ配車センター

貸切バス事業者幹事会社

空車情報の共有

※航空会社系旅行会社が手配する観光バス（約20％）と主要ランド
オペレーターが手配する観光バス（約60％）で補完・調整を行う

補
完
・調
整

バスＤ

38



解決主体：ＪＲ東海

調整対象：
ＪＲ西日本、濃飛バス
北鉄バス、加越能バス
三重交通、熊野交通
旅行会社

開始時期：平成２７年７月

○関係する鉄道事業者・
バス事業者と商品の設
定面で連携。

○旅行会社とは商品の
販売面で連携

訪日外国人向け「周遊きっぷ」に係る取組

概要
昇龍道の取組と一層有機的に連携することを念頭に、平成２７年７月より、名古屋と大阪から鉄道とバスを使って高

山・北陸エリアを便利に周遊できる訪日外国人向け「高山・北陸エリアツーリストパス」について、利用可能なエリアと
交通機関を拡大して「高山・北陸エリア周遊きっぷ」へリニューアルするとともに、新たに名古屋から伊勢・熊野方面へ
周遊できる「伊勢・熊野エリア周遊きっぷ」を設定。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：

右のエリア図を参照

時期：平成２７年６月以前

○発売中の「高山・北陸エ
リアツーリストパス」につ
いて、利用可能なエリア
と交通機関を拡大するこ
とにより、商品の魅力・利
便性をさらに高めること
が可能。

○名古屋から魅力的な観
光資源である伊勢・熊野
方面へ便利に周遊できる
訪日外国人向けの乗り放
題きっぷの設定。

高山・北陸エリア周遊きっぷ
・北陸新幹線、加越能バス、高山線高山

駅以北などを追加

伊勢・熊野エリア周遊きっぷ
・新たに商品を設定・発売

発売額
13,500円
※こども半額

発売額
10,500円
※こども半額

今後の方針：
○関係自治体等と連携してアジア各国の旅行見本市・商談会や招聘事業等を通じたＰＲを実施。
○外国人旅行者（ＦＩＴ）の利用を更に高めるべく、ＶＪ地方連携事業等を活用した積極的なPRの実施。 39



市町村・地域：
昇龍道エリア

訪日外国人向け周遊パスに係る取組

課題 取組方法取組の成果

時期：
平成２６年１月頃から

今後の方針：
○LCCと連携したFITに向けたプロモーションの実施。
○外国人旅行者（ＦＩＴ）の利用を更に高めるべく、ＶＪ地方連携事業等を活用した積極的なPRの実施。

○交通事業者６社の共同により、訪
日外国人専用の「昇龍道高速バス
きっぷ」を開発。

○３日間、４日間、５日間の３種類
を販売。

○発売後、利用者は順調に伸びて
きたものの、昇龍道エリア内の周遊
範囲が狭かった。

概要
平成26年1月31日より開始している「昇龍道高速バスきっぷ」を、更なる外国人旅行者（ＦＩＴ）の誘

客を図り、昇龍道エリアで“広く・長い滞在“を促進するために、平成27年10月1日より「昇龍道高速バス
きっぷ（３日間）」及び「昇龍道高速バスきっぷワイド（５日間）」の２種類にリニューアルした。

広いエリアでの周遊性を確保

○従来の昇龍道高速バスきっぷ（3日券、４日券、5日券）を、
３日券に一本化

○広く・長い滞在を促進するため、長野県や富山県等のエリア
を周遊することができる５日間ワイドきっぷを設定

○交通事業者を従来の６社から、ワイドきっぷ対応をする
ために４社が参画

○セントレアリムジンバスの乗車も可能とし利便性を向上

３日間きっぷ

※両きっぷとも、空港ア
クセス片道乗車券２枚
を含んでいる。

解決主体： 名古屋鉄道㈱

調整対象： 名鉄バス㈱、濃飛乗合
自動車㈱、ＪＲ東海バス㈱、岐阜
乗合自動車㈱、北陸鉄道㈱、北鉄
金沢バス㈱、富山地方鉄道㈱、
加越能バス㈱、アルピコ交通㈱

開始時期： 平成２７年１０月１日～
５日間きっぷ（ワイド）
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課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：昇龍道エリア全般

時期： 平成２７年以前

解決主体：中部運輸局、昇龍道プロ
ジェクト推進協議会

調整対象：各旅館、日本旅館協会中
部支部、自治体等

開始時期：
平成２８年１月１３日（ｾﾐﾅｰ実施）

「昇龍道プロジェクト」の受入環境整
備分科会として開催するとともに、セ
ミナー終了後に旅館と、旅館に設備
等を提供する企業とのビジネス交流
会を実施し、受入意識の向上及び
昇龍道プロシェクトを促進。

今後の方針：
○セミナー及びアンケート調査結果を踏まえた分析及びさらなる受入施設の拡大を図る。

概要
名古屋市内をはじめとした都心部のホテルの客室稼働率が高く推移し、予約が取りにくい事態が出てい

る一方で、旅館においてインバウンド受入に消極的な施設も多く、受入意識の向上を図るためにセミナー
を開催。

旅館における外国人の受入に係る取組

○名古屋市内ホテルの客室稼働率は80
～90％と高く推移。

○都心部のホテルでは予約が取りにくい
事態も出始めている。

○一方、旅館においては、外国人の受入
に消極的或いは踏み出せない施設も多く
存在。

●旅館における外国人旅行客受入促進セミナー

○概要
積極的な対応により成功している旅館の先行事例
と、宿泊数で最大となっている中国旅行客の受
入・対応に関する講座を設けたセミナーを開催。

○講師
・黒川温泉 旅館わかば 志賀 希 氏
・㈱エム･オー･シー･ホールディングス

三宅 美智子 氏

※調査事業を活用した旅館の受入意識に
関するアンケート調査も別途実施中。



市町村・地域：
中部国際空港、名古屋市

中部国際空港アクセスバスに係る取組

課題 取組方法取組の成果

時期：
平成１９年頃から

解決主体： 名鉄バス㈱、中部国際
空港利用促進協議会（広告支援）

調整対象：
名古屋市内主要ホテル、
中部国際空港

開始時期：
平成２７年１０月１日

今後の方針：
○外国人の利用を更に高めるべく、ＶＪ地方連携事業等を活用した積極的なPRの実施。

［中部国際空港と名古屋市内主要
ホテルを直結するアクセスバス］

・中部国際空港開港当初（H17～H18）
は、空港と名古屋中心部を結ぶバス
が運行されていたが、H19年頃より、
名古屋市内を結ぶアクセスバスが
廃止。
・乗り換えなしで主要ホテル等に直
接乗り入れるバスの運行が望まれ
ていた。

概要
中部国際空港と名古屋市内を結ぶバスの運行がなく、平成24年10月から実証運行を始め、バス停留所

増加、ＩＣカード対応、経路の延伸等の対応を行い、平成27年7月から「セントレアリムジンバス」とし
て本格運行し、利用者の利便向上を図った。

実証運行を重ねて本格運行を実現

○平成２４年１０～１２月
名鉄バス㈱と中部運輸局が調整し、実証運行開始
⇒バス停を３箇所から７箇所に、ＩＣカード使用を可能に

○平成２５年５～１２月、平成２６年１～６月
実証運行継続

○平成２６年７月～
実証運行継続
⇒名鉄バスセンターまで延伸

○平成２７年７月～
本格運行
⇒１日４往復、運賃：１，２００円

旅行者の利便を図るため、
３列トランクルームを採用

※平成27年7月～12月までの輸送人員
は、19,871人（対前年比125.5％増加）
外国人の割合は約70％ ３列トランクにより荷物スペースが拡充
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課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：静岡市

時期：平成２７年１１月以前

解決主体：静岡市

調整対象：株式会社ビジョン

開始時期：平成２７年１１月１日

静岡市と株式会社ビジョンが業務
提携し、静岡市を訪れた外国人に
対してWi-Fiルーターを無料でレン
タルを実施
する。

今後の方針：
○現在観光案内所でのみ貸出を行っているため、貸出場所の増加に努める。
○本事業を実施したことによる効果測定については精査・検討していく。

概要
Wi-Fi環境の整備については従前より課題となっていた。アクセスポイントの整備は順次進めていると

ころであるが、平成27年11月より訪日外国人旅行者が「いつでも」「どこでも」モバイル端末によるイ
ンターネット利用が可能になるよう、Wi-Fiルーターの無料レンタルサービスを開始した。

無料公衆無線LAN（Wi-Fi）環境の整備に係る取組

○Wi-Fi環境については、アクセスポイント
の整備は順次進めているが、市全域を
カバーするまでには至っていない。

○外国人旅行者は、観光地で撮影した写
真をその場でSNSに掲載する、移動中
でも接続する等、「いつでも」「どこでも」
アクセスできる環境を求めている。

静岡市

〔静岡市観光案内所〕
○簡単な手続でレンタル
○空港や郵送でも返却することが可能

株式会社ビジョン
業務提携

※本来外国人旅行者が支払うべき費用を静岡市が
負担
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市町村・地域：
富士山静岡空港（静岡県）

富士山静岡空港の二次交通に係る取組

課題 取組方法取組の成果

時期：
平成24年度から

解決主体： 静岡県、藤枝市

調整対象： しずてつジャストライ
ン㈱、タクシー事業者（県西部複
数）、富士山静岡空港㈱

開始時期：
平成26年11月から

今後の方針：
○新規就航等による利用者動向に応じたアクセスバスの運行時刻の設定変更や増便を検討。

[富士山静岡空港の二次交通]

○アクセスバス
定時運行のため、航空機遅延対
応が困難で、次の便や代替手段
の利用も発生

○西部地域のアクセス
ビジネス需要への対応が不十分

○今春以降の中国路線新規就航
個人客の増加により利用ニーズ
に応えられないケースが発生
（待ち時間等）

概要
富士山静岡空港では、利便性の向上を図るため、鉄道駅等を結ぶ二次交通の改善に取り組んでいる。
今年の春以降の中国路線の新規就航等による個人観光客の増加にも対応し、アクセスバスの充実等を

図った。

県 ・（遅延対応）３月29日から静岡駅行の出発時間変更
・（天津線対応）6月1日から静岡駅－空港間で２便増便
・（運用時間延長後の増便対応）

7月23日から静岡駅-空港間で1便増便、
島田駅-空港間で２便増便

・（冬ダイヤ対応）
10月25日から静岡駅-空港間で１便増便、
島田駅-空港間で１便増便

藤枝市・（観光誘客）県支援により6月21日から藤枝駅
－空港間で13便運行開始

○西部地域乗合タクシーの運行

・３月１日から、浜松市街地への
予約制乗合タクシーを導入

○利用動向に応じたアクセスバスの改善
（利用者利便の確保）
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課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：下呂市、下呂温泉地域

時期： 平成２６年以前

解決主体：下呂温泉旅館協同組合

調整対象：下呂温泉の旅館・ホテル

開始時期：
平成２６年１０月～試行実施
平成２７年１０月～継続実施

今後の方針：
○さらなる加盟旅館の増加と、利用者増を図る。

概要
下呂温泉旅館協同組合が登録旅館宿泊者に対するモバイルWi-Fiルーターのレンタルサービスを始めた

ことで、居室内や温泉街散策におけるWi-Fi環境の整備を実証実験。一部旅館では、全館無線LAN配備す
るなどの取り組みが見られた。

旅館内におけるWi-Fi整備環境に係る取組

○ホテルの居室内にWi-Fi環境がほしいと
いうニーズが88％ある。

○ところが、下呂温泉のWi-Fi整備状況は
ほとんどがロビー周辺のみで利用者がロ
ビーに集まる

○全館無線LAN化には多額のイニシャル
コストとランニングコストがかかる。

○旅館の経営者にも、Wi-Fi整備メリットが
わかりづらく、設備投資につながりにくい。

※すぐに使えるようにオールインワ
ンパッケージで旅館に貸し出し

○旅館組合⇒旅館
リーズナブルな料金で貸し出すことで、イニシャル
コストやランニングコストを抑えながら必要な時だ
け必要な数を準備することができる。

○旅館⇒宿泊者
チェックイン時に無料で貸し出し、チェックアウト時
に返却とすることで手間や返却忘れを防ぐことが
できる。

○コンスタントな利用あり（月平均で約50回）
○当初加盟旅館18旅館⇒現在は16旅館へ。
多くの利用があった2旅館については、本事業に
よりWi-Fi整備の必要性を感じたことで、自社で全
館無線LANを整備。

旅館でのWi-Fi環境を整備
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課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：中部国際空港

時期：平成２７年９月以前

解決主体：
中部国際空港(株)、(株)JTB中部、
中部国際空港観光案内実施協議会

調整対象：
中部国際空港、旅行会社、鉄道会社

開始時期：平成２７年１０月２０日
（JR券販売は１１月から）

クレジットカード対応がされたことによ
り利便性が大幅に向上

今後の方針：
○ＶＪ地方連携事業等による積極的なＰＲの実施。
○取り扱う商品の増加、案内の充実及び販売体制の強化に向けた検討。

○観光案内所
・外国人への観光案内
・昇龍道等のPR
⇒ ツアー商品やJR切符が購入できない

○鉄道窓口
・名古屋鉄道切符（現金購入のみ）
⇒ クレジットカードが利用できない

旅客ターミナルビル２Ｆ到着ロビーに
「Central Japan Travel Center」を開設
• JNTO認定カテゴリー３観光案内所

（英･中･韓対応、他の言語は端末による対応）
• 鉄道・バスなどのアクセスチケットの販売
• 旅客販売総合システム（MARS）を用いたJR券の販売
• 訪日外国人向けツアー・宿泊施設の予約・販売

概要
中部国際空港には、訪日外国人のニーズが高いトラベルデスク機能（周遊チケット、JR切符、ホテル予

約等）が未設置。空港内アクセスプラザの鉄道窓口ではクレジットカードが利用できなかった。
中部国際空港(株)と(株)ＪＴＢ中部は、昇龍道プロジェクトを推進すべく、旅行会社の営業所と観光案

内所を一体的に運営する「Central Japan Travel Center」を開設。

［既存の案内所及び鉄道窓口］

中部国際空港の観光案内所に係る取組
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課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：清水港

時期：平成27年4月以前

・クルーズ船の寄港増及び大型化に伴い
外国人乗客が増加。

・ふ頭内での観光案内や物販の際、通訳
が不足、外国人乗客への対応が十分では
なかった。

・ふ頭内のバス・タクシー、隣接する岸壁や
ふ頭周辺の臨港道路等の物流と、乗客や
一般見学者等の人流について、動線の分
離が十分ではなかった。

解決主体：
清水港客船誘致委員会

調整対象：
静岡市国際交流協会、中部地方整備局

開始時期：平成27年10月

静岡市国際交流協会の支援により通訳を確保。観光案内
や物販の際、外国人乗客への対応が改善された。

中部地方整備局と清水港客船誘致委員会にて、隣接する
岸壁やふ頭周辺の臨港道路等の物流と、乗客や一般見
学者等の人流について、安全かつ円滑な受け入れや動
線の分離を検討した。
検討結果に基づき、動線の分離や誘導を行うために必要
なサイン・仮設物を設置し、より安全な動線の分離が可能
となった。

今後の方針：
○サインや仮設物の設置については、検証を行い必要に応じて修正・追加を行っていく。

概要
清水港では外航クルーズ船の寄港増及び大型化に伴い課題が発生。

通訳の確保については、静岡市国際交流協会の支援により、通訳の確保が可能となり、外国人乗客への対応が改
善された。物流と人流の動線の分離などについては、必要なサイン・仮設物を検討・設置し、より安全な動線の
分離が可能となった。

クルーズ船の受入環境の改善に係る取組
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市町村・地域：
中部国際空港、名古屋市

深夜到着航空便に対応する二次交通に係る取組

課題 取組方法取組の成果

時期：
平成２７年１２月から

解決主体： 鯱バス㈱、中部国際空
港利用促進協議会、中部運輸局

調整対象：
警察（所轄）、名古屋市、
バス停周辺商業施設等

開始時期：
平成２７年１２月１６日～
平成２８年１月６日まで

・新規就航LCCの運航ダイヤに合
わせた運行を行い、乗合バスの定
時運行化に向けた課題の抽出と対
応策の検討行う。

今後の方針：
○実証運行を通じて得られた結果を踏まえ、利用価値の高い二次交通確保に取り組む。

○中部国際空港に深夜到着となる
LCCが就航

○到着時間帯には鉄道及び乗合バ
ス運行がないが、航空会社から
は、名古屋都心部へ向かう二次交
通の確保が要望されていた。

※就航するLCCの旅客のほとんど
はＦＩＴやビジネスユースであること
から、貸切バスではなく、乗合バス
運行が求められている。

概要
中部国際空港に新規就航するLCCの到着時間帯が、鉄道や乗合バスが運行していない深夜となり、二次

交通の確保が課題となった。今後、深夜発着便が増加する可能性があることを踏まえ、深夜時間帯の乗合
バスの定時運行に向けた課題の抽出と対応策の検討を行うため、実証運行を実施。

■乗合バスの実証運行を実施

○平成２７年１２月１６日～平成２８年１月６日
運行日：火曜、水曜、土曜、日曜
区 間：セントレア～名古屋都心（栄、名古屋駅）
運 賃：一律１５００円

名古屋駅【西口】（2:25着）

中部国際空港（1:00発）

名古屋駅【笹島】（2:18着）

栄（2:10着）

48



課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：
名古屋鉄道主要駅を中心とした沿線

時期：平成２４年頃

解決主体：名古屋鉄道（株）

調整対象：関係バス事業者他

開始時期 ①平成１７年１月
②平成２６年１月
③平成２７年５月
④平成２７年６月

【その他の取り組み】
○運送約款の多言語化

（日、英、韓、中（繁体・簡体）、葡）
○ホームページの多言語化
（日、英、韓、中（繁体・簡体）、泰、葡）

今後の方針：
○インバウンド対応強化のため、さらなる受入環境整備について、グループ会社とも連携し対応策を検討。

概要
中部の玄関口であるセントレアの中部国際空港駅から昇龍道に係る各種観光ルート回遊及び昇龍道エリ

アの主要結節点でもある名鉄名古屋駅等主要駅で訪日外国人が乗車券購入、乗車、乗換え等をストレスな
く行えるよう、独自の取り組みを始めとした様々な受入環境の整備を実施。

鉄道会社における駅での案内に係る取組

○中部国際空港駅で乗車券の購入時、
外国人の対応
○名鉄名古屋駅を中心とした他社との主
要乗継駅における乗換え案内
○乗車ルール・マナー周知等の際のコ
ミュニケーション
○中部国際空港から岐阜・北陸方面への
アクセスの充実

①名鉄名古屋駅、中部国際空港駅に外国人対応可能な係員を
配置

②バス会社と連携し、中部国際空港から飛騨・高山・北陸方面
への企画乗車券「昇龍道高速バスきっぷ」等を発売

③名鉄名古屋駅、名鉄名古屋駅サービスセンター、中部国際
空港駅に翻訳機能を有したタブレットを配置

④外国人が駅等に忘れ物をした場合の対応として、可能な限り
遺失物を返却できるサービスを確立
スムーズに行えるよう独自の届け出用紙を作成

□遺失物届出用紙（英語版・中国語版）
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課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：

伊豆箱根鉄道沿線

時期： 平成２７年７月以前

解決主体： 伊豆箱根鉄道(株)

調整対象：
伊豆箱根バス・西武グループ
沿線自治体・観光協会

開始時期：
①サービス開始 平成２７年７月１８日
②実証実験期間

平成２７年８月２９日～１１月３０日
③供用開始 平成２７年１０月１日
④発売開始 平成２７年１０月１日
⑤実施時期

・2015西武グループFAMツアー
平成２７年９月１３日～９月１７日

・台湾国際展
平成２７年１１月６日～１１月９日

今後の方針：
○無料公衆無線LANサービス実証実験の有用性の検証及び沿線自治体の観光スポットでのサービス開始による面展開。
○FIT旅行者及び旅行会社等への１日フリー乗車券の積極的なPR。

概要
増加傾向にある訪日外国人旅行者の対応をするため、駿豆線１０駅における無料公衆無線LANサービス

の開始、電車内での無料公衆無線LANの実証実験、駅前の観光案内所オープン、駿豆線及び伊豆箱根バス
（６路線）で使用できる１日フリー乗車券「Izuhakone Line 1-Day Pass(RAIL&BUS)」を発売するとと
もに西武グループと連携したPRを実施。

鉄道会社におけるインバウンド対応に係る取組

○伊豆箱根鉄道駿豆線の沿線には、日本
の名湯で知られる伊豆長岡や修善寺の温
泉地がある。
○平成２７年７月に伊豆箱根鉄道駿豆線
沿線にある韮山反射炉が世界遺産に登録
された。

○上記により、訪日外国人旅行客は増加
傾向にあるが、環境整備ができていない。
・「おもてなし」の充実
・旅先での利便性の向上
・伊豆地域への回遊性の向上

①駿豆線１０駅における無料公衆無線LANサービスの開始
②駿豆線電車内での無料公衆無線LANの実証実験の実施
③伊豆長岡駅前に「伊豆の国市観光案内所」がオープン
④インバウンド旅客向け１日フリー乗車券の発売
「Izuhakone Line 1-Day Pass(RAIL&BUS)」
・伊豆箱根鉄道駿豆線と伊豆箱根

バス（６路線）が利用可能

⑤西武グループと連携した取組
・2015西武グループFAMツアーへの参加（駿豆線のPR）
・台湾国際旅行博への出展（１日フリー乗車券のPR）
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課題 取組方法取組の成果
市町村・地域： 伊豆急行沿線

時期：平成２７年１月以前

解決主体： 伊豆急行(株)

調整対象： 沿線自治体
観光協会

開始時期：

①発売開始
平成２７年１月１５日

②実施時期
平成２７年５月

高雄市国際旅展（台湾）
台北観光博覧会（台湾）

平成２７年１１月
台南旅行博（台湾）

今後の方針：
○訪日外国人旅行者、旅行会社等への更なるPR。
○ソフト面のさらなる受入環境整備。（特急停車駅に多言語対応のためのタブレット配布(一部稼働中））

概要
JR東日本が発売している「JR EAST PASS」や「JR Kanto Area Pass」への参画や、旅行会社と連携し

て観光列車「リゾート２１」の体験乗車をバスツアーに入れるなど、以前より訪日外国人旅行者に対する
取り組みを行っていた。新たに、伊豆急行線を単独で使用できるきっぷを発売し、訪日外国人旅行者にお
ける伊豆周遊の利便性を向上させるとともに積極的なPRを実施。

鉄道会社における周遊きっぷに係る取組

○以前より、訪日外国人旅行者が多いた
め、公衆無線LANの整備や駅・ホームペー
ジの多言語表記など、受入環境整備を積
極的に行っていた。

○ジャパンレールパスを利用して伊東駅ま
で訪れる訪日外国人旅行者に対して、利
便性の高いフリー乗車券がなかった。

①訪日外国人旅行者用の１日フリー乗車券の設定
「Izukyu-line One-day pass（伊豆急線ワンデーパス）」
・伊豆急行線全線１日フリー
・特急列車の自由席も利用

可能

②沿線自治体や観光協会等と
連携し、以下の取組を実施
・海外の旅行博への出展
・AGT商談会への参加
・海外メディアへの情報発信 など
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課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：
長良川鉄道及びその沿線自治体

時期：
平成２７年８月以前

解決主体：長良川鉄道（株）

調整対象：臺灣鐵路管理局
国内沿線自治体

開始時期：平成２７年９月～

【その他の取り組み】
前平公園駅、加茂野駅のワンマン

列車の乗降案内を多言語表記
（英語、韓国語、ポルトガル語）

今後の方針：
○ さらなる受入環境整備に向け、Wi-Fiの整備等ハード面及び人材確保等のソフト面の対応について

沿線自治体とも連携しながら整備の充実を図ることを検討。

概要
従来は、訪日外国人がツアー等団体で利用するケースがほとんどであったが、今後のFITの増加を見込

み、比較的利用の多い台湾にターゲットを絞り、台湾の鉄道事業者「台鐵内湾線」と姉妹鉄道協定を締結
し、台湾旅行者のニーズ把握や効果的なPRを行うとともに、双方で１日フリー切符を設置する等観光交流
を推進。

鉄道会社におけるFIT受入体制強化に係る取組

○中小民鉄の事業規模によるPRの制限
・中小事業者は１人で複数の業務を担当

しており外国人受入業務に特化するこ
とが困難

○海外へのプロモーションノウハウの不足
・コミュニケーションを始めとした海外へ

の売り込み方法等の知識が少ない

○臺灣鐵路管理局の内湾線と姉妹鉄道協定を締結し、両鉄道
が互いにPR活動を行い観光交流を進める。
○どちらか一方の1日フリー切符を利用するともう一方の1日フ
リー切符を無料で利用可能（パスポート提示等の条件あり）
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６．近畿ブロック
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宿泊施設における取組

現在、関西においてもインバウンドが増加する一方、大阪市内、京都市内のホテルの中心に、稼働率が非常に高く、週
末及び特定時期においては、予約が取れない状況である。

この状況を踏まえ、これら都市部における加熱した需要に対応するため、地方の宿泊施設への分散や、ホテルから旅館
などへの分散を行っているところである。

課題 取組の成果
◎ビジットジャパン地方連携事業

近畿運輸局＋自治体等連携先

◎広域観光周遊ルート事業
関西経済連合会

近畿運輸局＋ 関西広域連合
関西地域振興財団

◎ランドオペレーターヒアリング及びホテル・旅
館関係者を集めた宿泊産業意見交換会の実
施 （近畿運輸局）

◎『宿泊施設対策プロジェクト会議（仮称）』を
平成28年１月に設置予定 （近畿運輸局）

（メンバー：ランドオペ、宿泊施設、旅行会
社、

新関西国際空港、 大阪観光局、
大阪商工会議所、近畿運輸局等）

◎訪日外国人旅行者を対象とした宿泊動機等
の調査、宿泊施設数等の実態把握調査等を
実施予定 （近畿運輸局）

今後の方針：ビジットジャパン地方連携事業や広域観光周遊ルート事業などを活用し、関係者と意見交換会等の実施及びプロ
ジェクト会議の設置により、ホテル不足解消に向けて、地方への分散、旅館などへの分散を図るとともに、外国人旅行者の受入環
境の整備を強化するとともに関西経済の押し上げにつなげていく。

●地方、旅館への分散

＊平成27年6月広域観光周遊ルート事業「美の伝説」採択・地
方部の観光拠点等を紹介する広域観光ポータルサイトの創
設や広域観光案内ガイドブックの作成・配布

＊平成27年度ビジットジャパン地方連携事業（12件）
・Experience関西ベトナム訪日市場に対する関西周遊型旅

行商品の造成支援事業 （7月/和歌山県）
・香港FIT市場を対象としたプロモーション事業（7月/滋賀県）
・日中国交正常化50周年事業関西広域造成及びPR事業

（10月/兵庫県）他
＊平成２７年１１月にランドオペレーターヒアリング及びホテル・

旅館関係者を集めて宿泊産業意見交換会を開催（近畿運
輸局）

＊外国人旅行者向け旅館直販サイト等、参加旅館の増加 の
推進 （各機関）

●その他

＊「国家戦略特区」として民泊条例制定（H27年10月：大阪府）
＊市所有売却予定地へのホテル誘致（大阪市）
＊京町家の活用や旅館の魅力をWEBにて情報発信（京都市）
＊国家戦略特区として古民家を活用した宿泊予約事業を開始

（H27年10月：兵庫県篠山市）
＊観光案内、物販、交流スペース、宿泊等の機能を備えた外

国人観光客交流館を整備中（H27.7末プレオープン（観光案
内、物販）、H28年秋以降フルオープン）（奈良県）

取組方法
【インバウンドを中心としたホテルの不足】

特に、大阪市内、京都市内のホテルの稼
動率が非常に高く、週末や特定の時期には
予約が取れない状況である。

（出典：観光庁平成２７年宿泊旅行統計調査報告）
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移動円滑化（乗車券）に関する取組 (KANSAI ＯＮＥ ＰＡＳＳ)

関西圏は公共交通網が高度に発達しているものの、外国人旅行者にとっては乗り継ぎや乗車券の購入方法が複雑で
わかりにくいものとなっている。この問題を解決するために、既存の交通ICカード（ICOCA）をベースにした関西統一
交通パス「KANSAI ONE PASS」（鉄道、地下鉄、バス等を含む）の創設を決定した。カードに付加価値を付けることに
より移動ツールという視点だけではなく、関西経済の活性化や関西ブランドの発信にも資することが期待される。

課題 取組方法取組の成果
外国人旅行者は、訪日旅行中の公共

交通機関の利用についての不満をあげ
る割合が高い。

関西圏は、公共交通機関網が整備さ
れている一方で、外国人旅行者には乗
換えや切符の購入方法が複雑なものに
なっているので、既存のICOCAをベー
スに統一交通パスを創設して、一枚の
パスで関西全体を円滑に旅行できるよ
う利便性を向上させる。

解決主体：
関西経済連合会
Kansai One Pass ワーキンググ

ループ（近畿運輸局参画）

調整対象：
官民連携推進体制＋交通事業者
（JR西日本や関西私鉄9社等）

開始時期：
2014年10月9日

⇒懇談会で統一交通パス創設を前
提に検討開始を合意
2015年8月28日⇒懇談会で決定
2015年9月18日⇒準備会開催
2016年4月8日⇒実証実験開始

広域観光週ルート事業
・ＷＥＢサイトの構築
・販促ツールの制作
・プロモーション事業

【JR西日本】ICOCA

●乗換や切符購入に煩わされない「利便性」と施設優待
特典や関空内での「インセンティブメリット」を提供

●魅力的なICカードのデザインにより、関西の魅力をア
ピール

※デザインは検討中

【実証実験概要】
実施開始日：平成28年4月8日

（平成29年3月末までの期間）
販売額：3,000円 発売枚数：30,000枚
発売場所：各社主要駅等
購入資格：外国人旅行者

（パスポートの提示が必要）
利用エリア：

「ICOCA」及び「PiTaPa」利用可能エリア
インセンティブ：
・ショッピングや観光施設、関西国際空港内の
店舗を含めカード提示による優待特権を付加
・モバイルサイトにおいて、利用方法や優待特
権施設、関西の観光情報を案内 対応言語：4カ国語【関西私鉄】PiTaPa

今後の方針：今年度内に広域観光周遊ルート事業を活用するなどして、関西が一体となって、「KANSAI  ONE 
PASS」を推進することで、外国人旅行者の受入環境の整備と関西全体への外国人旅行者の誘客を図る。 55



貸切バス駐車場問題に係る取組

課題 取組方法
＜大阪市ミナミエリアにおける対応＞
●解決主体：

大阪市、大阪府警、近畿運輸局
（大阪市、大阪府警、近畿運輸局等

の関係機関で平成２６年７月「観光
バスに係る対策会議」を設置）

●解決に向けた対策

観光バスの誘導員配置の継続、観光
バス乗降スペース（多言語案内板の設
置含む）の増設・駐車場の整備等を検
討する。

＜京都市域における対応＞
●解決主体： 京都市
●解決に向けた対策

京都駅八条口の改修

今後の方針：平成２７年４月以降、状況は改善しつつあるが、引き続き、「観光バスに係る対策会議」により注視
するとともに、乗降ルールの徹底、海外に向けて余裕のない行程については滞在時間延長をＰＲしていく。

◆ 急激な外国人旅行者の増加により、主に
以下の２地区では観光バス乗降付近の多
重駐車問題、駐車場不足が発生しており、
その対応が急務となっている。

○ 大阪市ミナミエリア
日本橋（堺筋）の乗降スペース（２枠）のピー

ク時には７車線道路の５車線を占める状況と
なっている。

○ 京都駅八条口
貸切バス駐車場不足や施設配置が適正と

言えず八条通を含めた全体の空間を再編す
ることが必要となっている。

取組の成果

訪日外国人旅行者の増加により貸切バスを利用して観光する旅行者が増加し、大阪市内日本橋地区及び京都市域を
中心に、路上駐車が増え、周辺の道路交通に悪影響を及ぼしているところである。

この状況を踏まえ、当該地区における乗降場所の増設、周辺地区におけるバス駐車場の拡充などを行っているととも
に、駅前ターミナルの改修などを行っていく予定である。

● 大阪市ミナミエリア
①運転者、添乗員へ啓発活動を実施 （毎月）。

②貸切バス乗降スペースを２枠から５枠に増設
（平成２７年２月完成）。

③貸切バス乗降スペースに誘導員を配置（平成２７年４月完
成）。
④周辺地域である桜川（浪速区幸町）においても、駐車場

を１カ所（９台）を新設。
（平成２７年１２月）。

⑤周辺地域である大阪城のバス駐車場を
現行５０台分から９４台分に拡充予定

（平成２８年１月）。

● 京都市域
①京都駅八条口

・京都駅貸切バスプール（平成２７年４月完成）
ショットガン方式を導入。

・京都駅八条口改修（平成28年12月完成）
路線バス・貸切バス・タクシー・自家用車の乗降・待機
場所を整理し、駅前の混雑緩和を図る。

整備の成果
・乗降スペースの利用台数
（増設前） 1日平均 150台
（増設後） 1日平均 271台
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空港受入環境の整備に関する取組

関西国際空港においてＬＣＣ参入の増加に伴い、繁忙期などには訪日外国人が急増し、ＣＩＱ施設等が混雑し、出国時
の手荷物問題では、土産が多く、機内に持ち込む手荷物が増大しており、検査場の混雑の要因となっている。

また、早朝・深夜便対策では、今後、更に早朝・深夜便の増加が想定され、遅延便等が発生した場合、空港からの公共
機関アクセス及び空港内の休憩施設の改善が求められる。

課題 取組方法取組の成果
●ＣＩＱ問題等

中国、台湾、タイ、韓国のＬＣＣ航空会社の
参入、東南アジア方面のビザ緩和によるイン
バウンド急増により、ピーク時には出発・到着
手続きに時間を要して混雑が発生している。
●手荷物問題

訪日外国人の帰国時、土産が多く、受託手
荷物の個数や重量限度（限度を超えると超
過料金発生）から機内に持ち込む手荷物が
増大しており、検査場の混雑の要因となって
いる。
●早朝・深夜便対策

早朝・深夜便対策として、今後、更に早朝・
深夜便の増加が想定され、遅延便等が発生
した場合、空港からの公共機関アクセス及び
空港内の休憩施設の改善が求められる。

●ＣＩＱ問題等
・受入施設の増強
今後の需要の増加に対応した施設の
整備を進める。
・受入体制の確保・ＰＲ活動
混雑に対応した人員を確保するととも
に、円滑な出入国に向けた活動を進め
る。

●手荷物問題
・案内の徹底

一昨年度国慶節時期より、航空会社
チェックインカウンターや空港免税店に
て機内持込手荷物制限のルールにつ
いて、案内を徹底する。

●早朝・深夜便対策
・深夜早朝時間帯のアクセス拡充

バス会社に対し早朝・深夜便の増便
を要請する。
・待合、休憩スペースの整備

早朝・深夜のターミナルビル滞在者
に対応した施設整備を図る。
・空港利用者へのサービス強化

スタッフを増強しサービス向上を図る。

今後の方針：受入施設の増強、受入体制の確保を図るとともに、円滑な出入国に向けたＰＲ活動を行う。また、手荷物問題につい
ては、機内持込手荷物制限のルール等の案内を徹底する。

国際線保安検査場の混雑状況（関西国際空港）

●ＣＩＱ問題の成果
① 今後の需要に対応した施設の整備を進める。

② 出入国（ＥＤ）カードの機内等での事前記入の周知について、航空会
社等に要請を行うとともに、入国審査場において中国語対応スタッフを
配置し、ＥＤカードを配布、記入方法の説明、誘導案内等を行っている。

③ 日本人観光客の自動化ゲート利用をリーフレットの作成により旅客
に配布し、利用を促進している。
④ 入国審査官を増員
⑤ 国際線出発ロビーで出発口付近の導線整理や列誘導するためのエ
リアマネージャー（空港会社職員）を配置

●早朝・深夜便対策
＊深夜早朝時間帯のアクセス拡充

・梅田線の運行ダイヤを深夜毎時0分に発車する変更及び増便し、２４
時間対応とした。更に難波行きについても深夜１便増便した。

＊待合、休憩スペースの整備
・エアロプラザ内に、ベンチなど約 300 席を配置し、深夜時間帯のみ

毛布の貸出しを実施。また、シャワーブース（有料）の設置や電源
コーナー、無料Wi-Fiを整備。

＊空港利用者へのサービス強化
・Ｔ１国際線到着案内カウンターを2015年7月1日より24時間対応とした。
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外航クルーズ船対策に関する取組

課題 取組方法
●インフラ整備
・既存ストックを活用した施設整備によるク

ルーズ客船の大型化や寄港数増大への対応
・荷役業者とのバース調整
・100台を超えるバスの待機スペース確保

概ね2,000~3,000人の乗客定員のクルーズ客船の寄港について、現状では神戸港、大阪港及び京都舞鶴港（以下「関西主
要3港」という。）を中心にハード・ソフト両面での受入環境の改善が進んでいるものの、クルーズ客船の大型化等に対応
したインフラ整備、クルーズ旅客の円滑な移動･周遊を可能とするオペレーション対応の強化、多言語による情報提供の不足
及びクルーズ旅客による消費拡大を通じた地域活性化に向けた対応等、緊急的に解決しなければならない課題がある。

取組の成果

●オペレーション対応
・CIQ関係者等との情報共有や意見交換等による連携を強化
・CIQ手続きの時間短縮
（大阪港では2,500人の実績ベースで約180分→約90分に短縮）

・複数の多言語案内表示や案内人の配置によりスムーズな移動
動線を確保

●インフラ整備
京都舞鶴港でのクルーズ客船の受入は､市街地に近い西港第2ふ

頭で行っているが､11万ﾄﾝ級（全長約300m）までしか接岸でき
ないため､14万ﾄﾝ級（全長約310m）以上の客船は貨物専用の
国際ふ頭で受入｡

現在､既存ストックを活用した施設整備により2015年8月から
16万ﾄﾝ級（全長350m）の接岸も可能となっている。今後は､埠
頭用地の拡張を図り､より効率的なバス通行ルート及びバス約100
台分の駐車スペースが確保される予定であり､関係者との調整が
容易になる見込み。

●ホスピタリティの向上
・天保山岸壁及び客船ターミナルでの免税店

出店は2015年6月以降、計5回実施
・乗客や乗組員等の利便向上及び免税販売等

促進のために岸壁へ移動ATM車両を配置
※外国のｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞで円のｷｬｯｼﾝｸﾞが可能

・多言語表示によるインフォメーション及び
観光等に関する情報提供基盤の充実

●オペレーション対応
・CIQ体制のさらなる充実･強化に向けた取組
・複雑な移動動線の改善
・バス等のオペレーション機能の強化

●ホスピタリティの向上
・地域活性化に向けた岸壁や客船ターミナル

等での免税店出店の促進
・多言語による情報提供不足への対応

●インフラ整備
・クルーズ客船専用バース等の整備のため

の交付金等の財源確保に向けた、港湾管
理者と国との連携･調整の継続

●ホスピタリティの向上
・港湾管理者と国を始めとした関係者との

連携によるクルーズ埠頭での臨時免税店
届出制度活用の強力な促進

・客船ターミナル等における多言語表示に
よる情報提供基盤の適切な配置･充実

●オペレーション対応
・海外臨船審査の実施やCIQ要員の拡充等､

CIQ体制の充実･強化に向けた要望の継
続･強化

・客船ターミナル及び周辺スペースでの利
用方法の確立等による移動動線の改善

今後の方針： 関西主要3港において上記に示した課題への対応を進めるとともに、関西主要3港以外でクルーズ客船が寄港
する姫路港や新宮港などの他港においても、課題の抽出及び対応方策の検討を行う。

京都舞鶴港「国際ふ頭」

（13万8千ﾄﾝ､全長約310m）
接岸船舶は｢ﾏﾘﾅｰ･ｵﾌﾞ･ｻﾞ･ｼｰｽﾞ｣

京都舞鶴港「国際ふ頭」

移動ATM車両

大阪港「天保山岸壁」免税店出店箇所
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観光地へのアクセス道路に関する取組

課題 取組方法

今後の方針：広域的な機能を有する港湾や空港、および新幹線駅などの拠点施設との効果的な連結を図りつつ、
広域交通機能を確保し、観光に資する広域幹線道路網の整備を引続き推進していく。

●関西においては、広域的な観光に不可欠な高規格幹
線道路網等にミッシングリンクが未だ多く残されており、
地域の観光資源が充分に活かし切れていない状況に
ある。

関西は京阪神都市圏はもとより、地方部においても多くの魅力ある観光資源を有しているものの、広域幹線道路網による観光地へのア
クセス性が未だ十分ではない状況にある。

この状況を踏まえ、現在、広域的な機能を有する港湾や空港、及び新幹線駅などの拠点施設との効果的な連結を図りつつ、観光地への
アクセス性の改善を図る広域幹線道路網の整備を行っている。
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白浜町の外国人観光客数（宿泊）

訪日外客数（全国）

白浜町への外国人観光客が増加
（H14～H26間で全国の2.6倍に比べ、白浜町は10倍増）

白浜町への利便性向上が、１人あたりの観光消費額増を後押し

●ストック効果の事例
◇阪和自動車道の整備により、観光地への往復時間が短縮さ
れ、長時間滞在が可能となったことから、観光消費額が増加
◇外国人観光客の増加も顕著であり、関西国際空港からの道
路アクセスの向上により、新規観光客を獲得
◇外国人来客数の増加も含めた新たな観光ルートを創出

取組の成果
●【高速道路等の開通予定を宣言】
（人とモノの流れが変わる！）高速道
路等の、３年先までの開通予定を公表
することで、民間投資を喚起。

●京都縦貫道（京丹波わちIC～丹波
IC）の開通により、近畿北部の周回観
光ルート(300km)が形成。乗り放題の
料金設定をした「京都・若狭・琵琶湖周
回ドライブキャンペーン」により、地域
の観光振興に寄与。

平成27年供用

開　通　済

事　業　中

調　査　中

凡　　例

近畿圏の高規格幹線
道路網等
（H27.9.13現在）
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７．中国ブロック
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広島港のCIQ体制の充実に係る取組

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：広島県広島市

時期：平成27年８月以前
解決主体 :  広島県

中国地方整備局
中国運輸局

開始時期：平成27年10月

今後の方針：

広島港旅客誘致・おもてなし委員会（平成26年４月設置 構成メンバー：広島県［事務局］・中国地方整備局・中国運輸局等

２８団体）で今後もCIQの実施体制等について協議を継続する。

仮設テント（外観） 建設中の上屋イメージ広島港五日市埠頭入港の様子
大型クルーズ客船
（クァンタム・オブ・ザ・シーズ）

©篠本秀人

概要
平成27年8月に大型クルーズ客船（クァンタム・オブ・ザ・シーズ：乗船客約4,900名、乗員約1,600人）が広島港
五日市埠頭に初寄港し、今後も多数の乗客・乗員を乗せた大型クルーズ客船を迎える予定である。当該埠頭は、貨物
埠頭であることから、大型クルーズ客船の受入れを可能とするため、施設面を含むCIQ体制の整備を行い、入国審査等
の迅速化を図る。

広島港五日市埠頭は、貨物埠頭であること
から、通常は船内でのCIQを実施するところ
であるが、乗客数の多い大型クルーズ客船で
は、スペースの制約により船内が混雑し、手
続きに多大な時間を要するなどの様々な問題
が生じる。

したがって、CIQ手続きの迅速化を図るた
め、施設面を含むCIQ実施体制の整備が喫緊
の課題となっている。

平成27年８月の初寄港時には、臨時的な対応として「広島港
客船誘致・おもてなし委員会」が中心となり対応を検討した結
果、大型仮設テントの設置およびテント内への仮設ブースの設
置（23ブース）により円滑なCIQ手続きを実施し、船社からも
高い評価を得ることが出来た。

また、今後の寄港に備えた設備面の改善については、通常は
貨物を取扱い、客船寄港時には旅客ターミナルとしてCIQ手続き
も可能となる上屋を整備することとし、昨年10月より建設に着
工、２月末の完成を予定している。
※最大24ブースまで仮設可能であり、円滑な手続が可能となる。

仮設テント（内部）
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Wi-Fi環境の整備の取組

概要
官民連携して環境整備に取り組むことで無料公衆無線ＬＡＮのアクセスポイントは増加しているが、アクセス数はさ

ほど伸びておらず、認知度向上が課題。また、更なる利便性向上に向け、外国人の動線を考慮したWi-Fiの面的拡大や
統一したSSID認証方法による連続性確保、災害時の防災情報収集対策としてWi-Fi環境の整備を図る。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：中国地方全域 ほか

時期：平成27年現在

解決主体：観光庁
中国地方整備局

着手時期：平成27年12月
※「道の駅SPOT」

今後の方針：

●中国地方整備局では、管内直轄国道の道の駅において、
道の駅の情報発信機能の強化を目的として、道路情報
コーナーに「道の駅SPOT（Wi-Fi）」を整備することと
しており、今年度内の整備完了を目指す。

無料公衆無線ＬＡＮのアクセスポイ
ントの認知度向上

Wi-Fiの面的拡大や統一したSSID認
証方法による連続性確保

一度ログインすればエリアが変わっ
ても不自由なく使えるWi-Fi｢ワン認
証｣

直轄国道の道の駅について、今年度内の「道の駅SPOT」の整備完了を目指す。

【共通シンボルマーク】

■「道の駅スポット（Wi-Fi）」のイメージ 接続画面

■主なサービス内容
・２４時間３６５日無料
・利用規約に同意後、メールアドレスを入力で使用可能

※一度認証すれば半年は自動で接続
※災害時はメールアドレス入力なしで接続

・接続後、県別のポータルサイトから以下の情報にアクセス
道の駅の情報、道路交通情報、気象・災害情報、観光情報、
地域情報等

・ユーザ登録は、日本語、韓国語、英語、中国語（簡体及び繁体）

●観光庁では、Japan Free Wi-Fiとして、全国の無料
Wi-Fi情報を海外に発信し認知度向上に努めている。
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バス駐車場の確保に係る取組

概要
広島市にある世界遺産の原爆ドームを含む平和記念公園に貸切バスを利用して訪れる観光客が多く、ピーク時には
周辺道路にバスを駐車する実態があるが、広島市と中国バス協会のはたらきかけにより、関係機関と調整すること
により解消を図る。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：広島県広島市

時期：平成27年現在

解決主体：広島市
中国バス協会
中国運輸局

調整対象：バス事業者等

開始時期：平成27年４月以降

今後の方針：

平成27年４月以降、観光シーズンには、中央公園内の
旧市民球場跡地（20台駐車可能）の暫定使用を可能と
した。
なお、平和記念公園・中央公園（広島城南側・旧市民球
場跡地）については、広島市緑政課が管理しており、引
き続き、同課を含む関係者と調整し、バス事業者に対す
る周知等も含めて当該課題の解消を図る（マツダスタジアム

付近は、広島市観光政策部が管理）。

原爆ドームを含む平和記念公園には、
貸切バス駐車場（66台駐車可能）があ
るが、駐車スペースには限界があり、
ピーク時においてはバスがオーバーフ
ローしてしまい周辺道路に駐車する状
況がある。

貸切バスの駐車場として近隣の中央公
園内の広島城南側（60台駐車可能）及
びマツダスタジアム付近（80台駐車可
能）にも駐車スペースは存在するが、
平和記念公園との距離が離れているた
め、その利用があまり図られていない
のが現状である。 写真提供：広島県

平成2８年1月以降、関係者との調整の中で情報共有や対応検討を行う予定。

平和記念公園

約３KM

平和記念公園

広島城南側

旧市民球場跡地

マツダスタジアム

国土地理院
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概要
○大型クルーズ客船の寄港の増加、連続チャーター便の就航等による山陰を訪れる訪日外国人旅行者の増加とともに、ＦＩＴ化、

旅行ニーズの多様化が進む中、山陰両県の通訳案内士が不足していることから、ボランティアガイドや県外の通訳案内士に頼ら
ざるを得ない状況にあり、訪日外国人旅行者の求める詳細な情報を提供するといった対応は十分にできていない状況にある。

○これら通訳案内士をはじめとする通訳ガイドの不足について、鳥取、島根両県が構造改革特区認定を受け、「山陰地域限定
特例通訳案内士」を養成し、山陰両県の特色ある歴史や文化、自然など地域の実情に応じたきめ細やかな案内のできる通訳
ガイドの育成を図る。

通訳ガイドの確保に係る取組

課題 取組方法取組の成果

市町村・地域：鳥取県・島根県
時 期：平成２７年以前

解決主体：鳥取県
島根県
中国運輸局

開始時期：平成27年9月

今後の方針：

構造改革特区法の改正（H27.9.1施行）をうけ、鳥取県・
島根県共同で両県全域を区域とした構造改革特区認定申請
を平成27年9月16日付けで行い、同年11月27日付けで認
定された。
同年12月21日より、養成に向けた研修受講生の募集を開
始。今後、クルーズ客船の寄港やチャーター便の就航をは
じめ、国際定期航路を活用したツアーに対する通訳ガイド
不足を解消し、両県を訪れる外国人旅行者の満足度向上を
図る。

境港での大型クルーズ客船の寄港の増
加、米子鬼太郎空港での連続チャー
ター便の就航等の一方で、通訳案内士
が不足しており（平成27年3月31日現
在での登録者数：鳥取23人、島根38
人）、訪日外国人旅行者の求める通訳
ガイドのニーズに十分応えられていな
い。

平成28年２月より研修を開始し、英語・中国語・韓国語の３言語で鳥取・島根両県それぞれ２０人程度ずつ、１２０人程度を養成し、６月
にも実働予定。今後、「通訳案内士制度のあり方に関する検討会」での議論及び「観光立国実現に向けたアクション・プラン2015」を踏
まえ、「訪日外国人旅行者2000万人の受入に向けた中国ブロック連絡会」の中で更なる改善を図る。

大型クルーズ客
船寄港時の通
訳ガイドの
様子

境港大型クルーズ客船寄港時の様子
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８．四国ブロック
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多言語表記の整備に係る取組

概要
内子町の八日町護国の町並みは、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、訪れる外国
人観光客も増加しているが、駅、施設等における多言語表記が不十分であるため、その利便を図る
ために「外国人目線による多言語対応現状調査事業」を実施し、必要な箇所に多言語表記を行う。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：愛媛県内子町

時期：平成２７年現在

解決主体：内子町
内子町ビジター
センター

調整対象：多言語表記

開始時期：平成２８年４月

今後の方針：情報媒体、案内、各種掲示等に多言語表示を導入するとともに、宿泊施設、物販サービス、
交通など観光に関わる人たちに対して、外国人への対応の仕方について、具体的で役立つ
情報提供や啓発活動を行う。

内子町の八日町護国の町並み
は国の重要伝統的建造物群保存
地区に選定されており、当地を
訪れる外国人観光客も増加して
いるが、多言語による案内看板
及び観光施設の説明等が十分に
されていないため、多言語表記
が求められている。

外国人留学生等から得たアドバイスも参考
に内子町内の３５箇所にQRコードを設置
し、多言語による情報を提供する予定。

・平成２７年１１月から工事開始
・平成２８年２、３月完成、４月から運用
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観光案内所に係る取組

概要
高松市内に３箇所ある認定外国人観光案内所では、常時対応しているのは、英語のみとなっている。四

国の玄関口として相応しい機能を有する外国人観光案内所の設置が必要と考え、常時多言語対応可能な外
国人観光案内所の設置を予定している。運輸局からも３回のワーキングに出席、アドバイスを行った。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域： 高松市

時期：平成２７年現在

解決主体：香川県・高松市

調整対象：外国人観光案内所

開始時期：平成２８年３月

観光庁が平成２６年度に実施
した香川県における「おもて
なし」向上事業による調査結
果等を通じ、外国人観光案内
所の多言語対応が必要である
との香川県の結論を得、同県
の主導により常時多言語対応
が可能な案内所の開設に至っ
た。

今後の方針：

高松市内には、
＜カテゴリー２＞
「高松空港総合案内所」
「高松市ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ」
＜カテゴリー1＞
「香川観光案内所」
の３箇所の認定外国人観光案内所
が有り、英語対応のみであること
から、多言語による対応が求めら
れている。

・高松駅内に外国人観光案内所を平成２
８年３月に開設し、英語・中国語・韓国
語による常時対応できる体制を整える予
定。
・外国人観光案内所の設置には、香川県
及び高松市が共同出資する。

開設後、カテゴリー３の認定外国人観光案内所の認定申請を目指す。また、四国圏内における外国
人観光案内所の連携強化にも取り組む。

＜高松駅＞
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免税店の拡大に係る取組

概要
今治市と尾道市を結ぶしまなみ海道においては、昨年開催されたしまなみ国際サイクリング大会に象徴され
るようにサイクリング客の国外客の誘致を図っており、運輸局も受入環境改善事業で参加。今後、増えるこ
とが予想される外国人客の利便を図り、さらに誘客を加速するために３つの道の駅に免税店を設置した。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：今治市

時期：平成２７年１０月から

解決主体：㈱しまなみ

調整対象：免税店

開始時期：平成２７年
１０月

今後の方針：観光の地方拠点としての機能を充実し、当地に訪れる外国人観光客に免税店であることの
周知を図り、外国人観光客の増加を加速させる。

しまなみ海道にサイクリング
目的で訪れる外国人が増えて
おり、また、国土交通省が全
国３５か所で選定している
「重点道の駅」事業の一環と
して外国人観光客の更なる誘
致を目的として導入。

しまなみ海道沿線にある道の駅3店舗
○ 「よしうみいきいき館」（吉海町名）
○ 「伯方S・Cパーク」（伯方町叶浦）
○「多々羅しまなみ公園」（上浦町井口）

四国の道の駅で免税店として営業を始めるのは
初めて。
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９．九州ブロック
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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）

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。【別紙１】
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

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要員確保の取組
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公共交通機関における多言語対応強化の取組

「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。

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。

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
・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）

現状

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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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

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 

注）九州内鉄道事業者１６社・局

公共交通機関における多言語対応強化の取組
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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）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」
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

現状
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１０．沖縄ブロック
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空港容量の確保に係る取組

【概要】
那覇空港における航空機の発着回数は、旺盛な需要の伸びにより増加しているため、駐機施設

を含め将来対応方策についての検討が必要である。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：沖縄本島地区

時期：平成27年度～平成3１年度

今後の方針：

• 那覇空港においては、旺盛な需要の
伸びにより航空機の発着回数が増加
しているため、駐機施設を含め将来
対応方策についての検討が必要。

• 那覇空港の国際地区スポットは、空
港内に存在する排水路（開渠）等の
影響から、一部が限定運用となって
いる。また、ピーク時には、同時に
４機の発着があり、今後の需要の増
加により国際地区のスポット増設に
ついて対応が必要である。

・平成３２年３月末供用開始をめどに滑走路増設整備

・平成２８年度末供用開始をめどにスポット増設整備

解決主体：大阪航空局
沖縄総合事務局

調整対象：空港関係者
開始時期：H27年度～

増設スポット

継続して滑走路増設整備、スポット増設整備に取り組むとともに、関係機関と協力の上沖縄観光推進ロードマップに示された
目標を達成するためにどのような整備を行っていく必要があるか検討を行う。 75



外航クルーズ船の受入体制の構築と寄港回数急増への取組

【概要】
宮古島のクルーズ船寄港は過去は年間２～３回であったが、平良港の貨物岸壁を利用し４万トン級の外航クルーズ船が

2015年７月より10月まで毎週寄港しており、既存施設のストック効果が地域振興に寄与。
港湾管理者である宮古島市や国等の出先機関が協議会を通じて民間の取組みを調整し受入体制の構築を行った結果、宮

古島のクルーズ寄港は好評を得、2016年は70回程度の寄港が見込まれている。

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：宮古島市

時期：平成27年７～9月

＜解決主体＞
宮古島クルーズ客船誘致連絡協議会

＜参画主体＞
・宮古島市（幹事）
・沖縄総合事務局平良港湾事務所
・沖縄県宮古事務所
・宮古島観光協会、宮古島商工会議所、

宮古青年会議所
・タクシー協会、バス会社 ほか

○3ヵ月間に協議会1回、幹事会4回を開催
○CIQや県警等と連携し、受入れを円滑化

【クルーズ船寄港以前、受入体制
に不足していた事項の例】

①港湾における大型外航クルーズ
船に対応した保安体制

②千人規模の外国客の受入れの
ノウハウ

③バス・タクシーの台数
④タクシー・商店等の多言語対応
⑤Wi-Fi、銀聯カードの使用可能

施設など観光・買い物環境
⑥夜間の案内・トラブルへの対応

【行政・民間の連携による取組みの例】
①SOLAS条約対応のため港湾の設備配置を見直

しCIQ配備を調整
②トイレ・駐車場等の状況を提供し、旅行代理店が

観光ルートを多数用意して旅行客を分散化
クルーズ船・外国人の来島をマスコミを通じ市民に
周知、商習慣の違い・対応等を商店等に周知

③旅行代理店とタクシー協会が協力し観光タクシー
ツアーをクルーズ船内で販売

④外国語会話表を作りタクシー・バス会社等に配布
⑤Wi-Fiや銀聯カードの使用可能施設を掲載した地

図・リストを作り案内所で観光客やクルーへ配布
⑥多言語対応の案内所の連絡先を商店に周知す

るとともに、夜間の連絡体制を船舶代理店と構築

今後の方針：
○貨物（砂利）を扱う岸壁での受入れは利便性が悪いことから、受入れの利便向上に資する港湾整備に向け検討する。
○来年もクルーズ船の寄港増が見込まれ、船舶乗降の円滑化等の受入体制を強化する。また、ＣＩＱ体制強化を要請する。

【平良港のクルーズ船の寄港回数】
3回(2014年) → 13回(2015年) → 70回程度(2016年見込み)

平良港下崎ふ頭地区岸壁に寄港するスーパースター・リブラ
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貸切バスの確保に係る取組

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：沖縄本島地区

時期：９月後半～１２月中旬

解決主体：
沖縄県、沖縄総合事務局

調整対象：
旅行業者、貸切バス会社

開始時期：
H27.9～

今後の方針：
・予約手続のルール化運用開始に伴い、今後はルールを注視し、必要に応じて適切な対応が図られる

よう努める。

【概要】
修学旅行、一般団体旅行及びクルーズ船の受入が短期的に集中する時期（9月後半～12月中旬）に貸切
バスの供給が切迫しており、インバウンド観光客が貸切バスサービスを受けられない可能性がある。

・個人客の多い時期（7～8月）は貸切
バスの需要が極端に低いため、事業者
は台数を増やすことを躊躇。
・修学旅行等大口需要を扱う旅行会社
が必要以上に貸切バスを確保すること
があると聞いており、貸切バスの供給
が逼迫する場合がある。
そのため、訪日外国人旅行者等の予約
に応じられない可能性がある。
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・沖縄総合事務局にバス協会、主要旅行社
及び沖縄県等を集め意見交換を行い、これ
を通して予約手続のルールを定め、平成27
年12月16日から運用開始。

・このルールにより、所定の期限までに旅行
行程表等を提出することで、二重予約の解消
やかみ合わせ作業等が容易となり、バスの
効率的配車が可能。

【現状】

【成果】予約
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路線バス対策に係る取組

課題 取組方法取組の成果
市町村・地域：沖縄本島地区

時期：平成27年度現在

解決主体：沖縄県

調整対象：バス事業者

開始時期：平成24年度

今後の方針：
・平成２９年度までに、これらの取り組みを完了させる。

【概要】
県内で運行されている路線バスは路線バス網のわかりにくさや乗り継ぎの不便さ等、観光客が利用する

には複雑でわかりにくく利用が進んでいない。バス車両の路線表示の改善、主要なバス停標識等のグレー
ドアップや路線図と一体となった分かりやすい時刻表、ルートマップ等の多言語化に取り組む。

・路線バス網のわかりにくさや
乗り継ぎの不便さ等、観光客
が利用するには複雑でわかり
にくい

・ルートマップや切符等が多言
語化されていない

・バス車両の路線表示の改善:導入台数115台
（系統別フルカラー行先電光表示器 27年10月末時点）
・路線図と一体となった分かりやすい時刻表：29年度末
までにバス停88箇所で対応予定
・時刻表の大型化に伴い、主要なバス停のグレードアッ
プ（表示板の機能改善・大型化）：導入割合35.2%
（バス停留所88箇所中31箇所グレードアップ 27年10月

末時点）
・ルートマップの多言語化：本年度中に完成予定

バス停のグレードアップ

イメージ

系統別カラーリング
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