④平成24年度 地方拠点

-112-

（39）外国人旅行者目線による博物館施設等の情報提供の
事業の概要
外国人旅行者向けに博物館等の解説機能の強化を図るとともに、施設利用の利便性を
高めるためのアクセスガイドマップ付きパンフレットの作成や、案内サイン等の充実を
図る。
博物館等の展示観光施設での情報提供
○アイヌ文化、タンチョウ、マリモ、摩周湖など希少性の高い地域固有資源の魅力を伝えるため、 圏域内の
博物館等の展示内容に合った解説方法を検討し、整備
○当該施設まで安全・安心に移動できるためのアクセスガイド、案内サイン等を作成

展示施設の多言語解説の拡充

アクセスガイドマップ付きパンフレット作成
○2次交通アクセス、地域資源の説明、街歩き用
エリア別MAP、エリア全体MAPが一体化した、
旅行者が持ち歩きしやすいパンフレットを、マー
ケティング調査を基に英語で作成。

○ガイドパンフレット、館内解説パネル、映像コン
テンツ等を多言語化。
○ターゲットの視点を踏まえ、日本語版とは異な
る解説を記載。
※例：日本語：自然界に住む多くの神様と生活し
ていた。（アイヌ民族資料館）
英語 ：自然界に存在する全てのものに
魂が宿っていると考えていた。

【アクセスガイドマップ付き】

○アイヌ文化、タンチョウ、マリモ、摩周湖など地
域固有の魅力について、外国人にも理解しや
すい解説手法を工夫。

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

自然・景観
外国人延べ宿泊者数 66,250人
観光・娯楽（博物館

（出典：平成22年度訪日外国人宿泊人数
調べにおける訪日外国人宿泊客延べ数）

等）

英語
紙媒体（パンフレット、MAP）、案内看板
釧路湿原・阿寒・摩周観光圏協議会
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充実【釧路・弟子屈】
対象地域の概況（特徴）
◆アイヌ文化、タンチョウ、マリモ、摩周湖などの希少性が高い地域固有資源の魅力を伝
えるような、博物館や資料館などの展示施設が多く存在。

事業の背景、拠点としての狙い
◆釧路・弟子屈地域の展示施設では、日本語の説明を翻訳しただけのパンフレットが多く、
外国人の興味（歴史的背景や希少性）やニーズ把握が不十分であり、アイヌ文化、タ
ンチョウ、マリモ、摩周湖など地域固有の魅力が十分に伝えられていなかった。
◆日頃外国人旅行者に接しているガイドや案内所スタッフ、施設職員の声が、各種制作物
に十分に反映されていなかった。
◆外国人旅行者が安全・安心に展示施設まで移動し周遊するためのアクセスガイドが十分
ではなかった。

～工夫したポイント～
◆地域の魅力向上とリピーター増加に向け、外国人旅行者が興味を引く、歴
史やストーリー性を意識した内容をパンフレット等に盛り込んだ。
◆対象となる外国人が好むように、デザイン等について事前アンケートと意
見交換によるマーケティング調査を行った。
◆日頃外国人旅行者に接している地元のメンバーがワーキンググループを作
り、次年度以降も継続していけるような情報発信に向けて活動した。
◆展示施設の案内とエリアマップが一体となったパンフレットを作成するこ
とにより、外国人旅行者の博物館への移動利便性の確保、展示施設間の移
動の促進を行った。

～得られた成果～
◆事業を実施した各展示施設において、外国人の興味（歴史的背景や希少
性）やニーズを捉え、ただ日本語の説明を翻訳しただけではなく、外国人
視点からアイヌ文化、タンチョウ、マリモ、摩周湖などの地域固有の魅力
を解説することで、外国人旅行者の満足度が向上した。
◆各施設における外国語案内が整備されたことにより、各施設で外国人旅行
者向けの 対応を行う職員のホスピタリティの意識が向上した。

～他地域で取組む際の留意点～
◆単なる翻訳ではなく、ターゲットの視点を踏まえ日本語版とは異なる解説
をするなど、地域の魅力について興味を持ってもらえるように表現を工夫
することが必要。
◆パンフレットにアクセスガイドマップを付けその内容を充実させることで、
展示施設を含むその地域全体の魅力を伝えることが重要。
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（40）コンパクトな都市における滞在型観光の実現【弘前】
事業の概要
観光スポットが一定エリア内に集中している地域において、じっくりと足を止めて観
光を楽しんでもらうためのツールを作成することにより、滞在時間の延長を図る。モデ
ルコースや飲食店情報等を盛り込みながら、出身の国・地域によって想定される趣向を
考慮した観光案内ツールを作成する。
主要な観光スポットが集中する都市での、滞在型観光の促進
弘前駅から弘前公園（弘前城）とその周辺のエリアには、城郭や寺社仏閣、伝統的建
造物群といった街並みや、伝統文化を紹介する施設（ねぷた、津軽三味線、郷土料理
等）などの観光スポットがコンパクトに集中。
コンパクトな観光エリアを活かした情報提供を実施。

【外国人視点のモニター調査】
・既存の外国人旅行者向け観光マッ
プ・WEBサイトを用いて、留学生等
によるモニター調査を実施（Ｈ24.9、
H25.2）
・現状の課題や、国・地域別に旅行者
が興味があるテーマや観光スポット
を把握

滞在時間の延長を促す多言語案内ツールの作成
【国・地域別の趣向に合わせたガイドマップの作成】

【既存WEBサイトの改修】

・体験型観光等を含む、観光モデルコースの紹介

・体験型観光の予約等、旅行計画に役立つ情報の提供

・わかりやすい道案内、交通手段等の利用方法の
解説

・ガイドマップの内容と整合した、国・地域別の趣向に合わせた
わかりやすい観光案内

・WEBサイトの内容と整合した観光案内

・郷土料理等の料理の内容を詳しく解説

【飲食店等受入側の支援ツールの作成】
・注文時に役立つ指差し会話集
・国籍別の嗜好を解説

[対象言語]
・英語、韓国語、中国語（繁体・簡体）

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

歴史・文化
外国人延べ宿泊者数 2,583人

※東アジア圏のみ（出典：平成20年 青森県観光統計概要）

飲食
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
紙媒体（パンフレット、MAP）、IT関連媒体（HP）
弘前市
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対象地域の概況（特徴）
◆当地域は観光資源が近距離に点在しており、400年の歴史を有する城下町でありなが
らも多くの洋風建築物が現存しているなど、「和」と「洋」の要素を兼ね備えている。

事業の背景、拠点としての狙い
◆当地域は「和」と「洋」の要素を兼ね備えているという魅力を有しているが、日本人観
光客が多く、外国人観光客が自在に周遊できる環境整備は遅れている。
◆外国人観光客向け観光ガイドマップ・パンフレット・WEBサイト等はある程度外国語
対応済であるが、内容は日本語版の直訳で、真の外国人対応には程遠い。そのため、
当地域における外国人の国籍別の趣向に応じたものとする必要がある。

～工夫したポイント～
◆モニター調査の結果を踏まえ、興味があるとの意見が多かったスポットを
組み入れたモデルコースを作成し、観光ガイドマップやWEBサイトに掲
載。
◆各国と弘前が関連する、興味の引く話題（例えば、韓国ドラマのロケ地情
報など）を観光ガイドマップに掲載。
◆観光客が自身の滞在時間に応じて立ち寄れるよう、食や体験スポットの情
報（位置、料金、所要時間等）を観光ガイドマップに掲載。
◆外国人モニターに人気の高い郷土料理や、外国人目線で推薦できるような
郷土料理が食べられる飲食店を抽出し、料理の解説や飲食店を紹介する、
食に特化したパンフレットを作成。

～得られた成果～
◆モニター調査時に、本事業の成果品である観光ガイドマップと既存の多言
語ガイドマップの比較実証を実施した結果、各国モニターほぼ全員から既
存のものよりも使いやすく分かりやすいとの回答を得た。
◆モニター調査の結果、当該地域は冬期間、積雪により行動範囲が制限され
るものの、屋内施設を中心とした観光であっても魅力的であることが判明
したため、屋内施設も組み込んだコンパクトなエリアで観光できるモデル
コースを作成し、観光ガイドマップに掲載。

～他地域で取組む際の留意点～
◆国・地域の趣向に合わせたテーマ別情報の提示やモデルコースの設定など、
国・地域ごとの興味・関心に合わせたコンテンツ作りが必要。
◆観光施設と合わせて「食」や「体験」といった情報の発信も行い、外国人
旅行者の滞在時間延長を促すことが重要。
-116-

（41）効率的な周遊の実現のための観光地の街歩き案内の
事業の概要
田沢湖・角館それぞれの観光地を一つの観光地域として捉え、路上誘導サインと街歩
きマップを一体的に整備することにより、各観光地での移動を容易にする。それによっ
て、２つの観光地の効率的かつ充実した周遊を実現。
田沢湖・角館2つの地域の効率的かつ充実した周遊の実現
秋田を代表する観光地である田沢湖・角館それぞれを一つの観光地として捉え、より多くの外国
人旅行者にＰＲして来訪者を増やす

路上誘導サインと街歩きマップの一体整備

各観光地での移動の簡便化
・公共交通（主にバス）の乗降方法について、多言語による
3段階での案内。

＜路上サインの整備連動した角館街歩きマップの作成＞
・角館市街地に現在建っている
標柱（16基）にそれぞれ番号

①観光案内所、チケットカウンター
・多言語で記載された交通機関乗り方ガイドを作成。

を付し、それらをプロットした街

表面：バスの乗り方をイラストなどを中心に解説
裏面：路線図、バス乗り場地図（バス停の位置、行き先）

歩きマップを新たに作成。
また、標柱に主要観光スポット
までの距離を付すことで、外国
人旅行者が安心して気軽に武
家屋敷通りなどを観光可能に。
＜多言語による田沢湖・角館周遊パンフレットの作成＞
・MAPは角館、田沢湖、乳頭
温泉を周遊観光の拠点とし、そ
れぞれの移動距離、移動手段
および所用時間、道中に設置さ
れている案内看板の場所を明
記することで、外国人旅行者
が周遊のイメージを描き易くし
た。

②バス乗り場
・①のガイドをバス乗り場にも設置。
③バス車内
・バスの乗り方を解説したポスターを作成し、車両内
に設置。
⇒断続的に情報提供の場を設け、見過ごしを防ぐ。

・ガイド面では、「歴史に触れる」
角館、「神秘に触れる」田沢湖、
「名湯に触れる」乳頭温泉を写
真中心で紹介し、旅の感動を
味わえる構成に。また、モニ
ター調査の意見を踏まえ、言語
別に内容を変更。
・MAPやパンフレットはHPからもダウンロードできるように
した。

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

2つの観光地の効率的かつ充実した
周遊の実現
・鉄道、バス、タクシー、遊覧船を
利用してエリアを周遊できる割
引パス「4遊パス」を外国人も利
用できるようにするために、パス
および利用案内を多言語化。
・その際、直訳ではなく、利用可
能区間などの要点を簡略化して、
外国人旅行者が最低限必要な
情報を得られるよう工夫。

歴史・文化、自然・景観、温泉
外国人延べ宿泊者数 13,044人（出典：平成21年 観光庁 宿泊旅行統計調査報告）
交通

ターゲット層
（対象言語）

英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語

媒体

紙媒体（パンフレット、MAP）、案内看板

実施主体

秋田県
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充実【田沢湖・角館】
対象地域の概況（特徴）
◆日本一の水深と“たつこ像”で有名な田沢湖と、重要伝統的建造物群保存地区に指定さ
れ「みちのくの小京都」と呼ばれる角館は、ともに秋田県を代表する観光地である。

事業の背景、拠点としての狙い
◆田沢湖と角館はともに秋田県を代表する観光地であることから、両者を一つの観光エリ
アと位置付けることで、より多くの外国人旅行者にPRして来訪者を増やすことができ
ると考えられる。
◆路上誘導サインの多言語化が不十分で既存のパンフレットとも連動していないため、
外国人の街歩きには不便と推測される。
◆受入環境整備水準の評価の結果より、外国語等に対応済みの主要な誘導サインは約7割
であった。

～工夫したポイント～
◆角館市街に設置する標柱には、街歩きマップにプロットした番号を明記す
るとともに、 多言語で周辺情報を盛り込むことで、現在地がわかる構成
とした。
◆地域を複数の交通手段によって移動することから、 「4遊パスは割安で良
い商品だが使い方がよく分からない」とモニターから指摘があった。その
ため多言語版では、それぞれの交通手段の使い方の情報を日本語版よりも
充実させた。

～得られた成果～
◆既存標柱を改良して街歩きマップと一体化することで、効果検証に参加し
た外国人留学生の85%以上が「迷わずに移動できる」と答えた。
◆ 「4遊パス」について、留学生の80%以上が「使いやすい」と答えたこ
とから、周遊観光の改善が図られた。
◆マップ等がHPからダウンロードできることについて、留学生の70%以上
が「旅行前に情報が得られて良い」と答え、角館、田沢湖の両観光案内所
スタッフ全員が、「外国人が問い合わせがあった時にHPへ誘導できるか
ら便利だ」と評価した。

～他地域で取組む際の留意点～
◆各観光拠点間の移動距離、移動手段や所要時間を明示し、外国人旅行者が
周遊のイメージを描きやすくすることが必要。
◆バスの乗降方法の案内、割引パスの多言語化など、各観光地間の移動を容
易にかつ効率的に行えるようにし、それぞれの観光地を一つの観光地域と
してとらえることができるような移動手段の使いやすさを確保することが
必要。
-118-

（42）世界遺産をより深く楽しむための案内ツールの提供
事業の概要
世界遺産と美しい景観を持つ平泉での観光を十分に楽しんでもらうために、外国人視
点を盛り込みつつ、平泉の歴史的背景や世界遺産についての詳細な情報を解説する案内
ツールを作成し、利便性を向上。
言語別の「知りたい情報」への対応
言語別の平泉に対する興味、食事や土産の嗜好、「街歩きの楽しみ方」の相違を検証し、ツール制作の方向性を確認した。
言語別 観光資源に対する嗜好性 と 知りたい情報
韓国語圏

・食事は母国との違いを感じつつ、肉料理、酒類を中心に、平泉ならではの食べ物に関心。
・世界遺産「平泉」に対して、歴史的な詳細より建物や自然景観の雰囲気を楽しむ傾向。若者の間では一人＆写真旅行が流行して
いる。
→ 主に食に関する情報

簡体字圏
繁体字圏 英語圏

・土産や食に関して、平泉地域内の各所で強い興味を示している。
・土産は南部鉄器、浮世絵箸、漆塗茶碗等の伝統工芸品や酒等、食事は前沢牛、寿司、天ぷら等の、土産と食事どちらも日本を
感じるものに幅広く関心。
→ 食事や買い物に関する情報
・世界遺産「平泉」では家族や友人と自然風景を眺め、日本風の街を幅広く回り、たくさん写真も撮りたいといったニーズがある。
・工芸品は日本製に大変興味を持ち、食事は平泉ならではのものなら高くても食べたいという意向あり。
→ 効率よく観光するために役立つ情報
・周囲の自然風景に溶け合っている世界遺産「平泉」の環境の良さに感動。のんびり、ゆっくり滞在したいといったニーズがある。
・食事については平泉の米、野菜、肉、餅などの食材や、漆塗りの器の魅力にも関心あり。
→ 幅広い観光全般に関する情報

仏語圏

・中尊寺では建築物の細かいところまで興味を示し、毛越寺では自然との調和や庭園としての空間の広がりに関心。
・食事では餅やお茶に関心があり、小皿に分ける懐石スタイルにも興味あり。
→ 平泉の歴史的な背景に関する情報

景観や食事・料理、土産等が楽しめる
「街歩きツール」の制作

平泉の歴史・背景（浄土）がわかる
ツールの制作
世界遺産の建物や周辺環境の歴史・背景に関する情報を充実さ
せることで、外国人旅行者に対し平泉の「歴史観」に関する理解を
促し、平泉観光の利便性向上を図る。そこで、イラスト等で視覚的
に「浄土」の世界を理解する冊子を作成。

言語別の嗜好に配慮した「街歩きツール」を作成。具体的には、
言語別に紙面デザインや構成、特集内容、写真アングル等を検
討し、画一的ではないツールを作成。

【対象言語】 英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、フランス語

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

歴史・文化
外国人延べ宿泊者数 12,174人（出典：平成21年度 岩手県観光統計調査）
観光・娯楽（寺社

等）

英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、フランス語
紙媒体（パンフレット、MAP）
平泉町
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【平泉】
対象地域の概況（特徴）
◆世界遺産と美しい景観を持ち、世界遺産登録以降、外国人も含めて多くの人々が来訪し
ている。

事業の背景、拠点としての狙い
◆これまで外国人旅行者に対して、日本人向けの情報をそのまま翻訳し、日本人向けのも
のと同じデザインの表紙を使用するなど画一的な情報提供をしていたことから、彼ら
の満足度を高めることができておらず、理解度も低いままであったことが危惧される。
◆世界遺産の登録以降多くの人々が来訪しているが、それを維持するためにはリピーター
の確保や口コミによる更なる間口の拡大が望まれる。そのためには世界遺産「平泉」
の成り立ちを正しく理解してもらうような情報提供が必要である。
◆更に、世界遺産登録による地域経済への波及効果を高めるためには、旅行者の消費行動
を促すことが重要となる。

～工夫したポイント～
◆「平泉の歴史・背景」ツールでは、写真を多用するとともに、地域の歴史
を簡潔に記載することで、外国人旅行者の理解が深まるように配慮した。
◆言語別の嗜好に合わせた「街歩きツール」では、事前調査の際にモニター
の方が撮影したポイント、あるいはその時のコメントを活用するとともに、
各国の旅行雑誌等から興味を引くトピックや写真の構図等を調査し、それ
ぞれの国・地域からの旅行者の親近感や共感、好奇心をより強く刺激する
工夫をした。

～得られた成果～
◆効果検証の結果、「平泉の歴史・背景」ツールは「簡単でわかりやすく、
写真が綺麗」といった評価をいただき、事後モニター＋アンケート回答者
の計15名中、9名が「非常に満足」、6名が「満足」と回答した。
◆「街歩きツール」は、同調査で平泉の楽しみ方が「大変よく理解できた」
＋「理解できた」11名、MAPに対して「大変満足」＋「満足」15名と
なっており、外国人旅行者に対する食や土産の情報提供の状況が改善でき
た。

～他地域で取組む際の留意点～
◆国別の興味、食事や土産の嗜好、「街歩きの楽しみ方」の相違を検証した
上で、各国の人々が何が知りたいのかという情報を把握し、それをツール
制作に生かしていくことが重要。
◆各国の旅行雑誌等を調査するなどして紙面デザインや構成、特集内容、写
真アングル等を検討し、それぞれの国・地域の旅行者の嗜好に合ったツー
ルを作成することが重要。
-120-

（43）外国人旅行者が緊急時対応に活用できるサポート環境
事業の概要
安心して観光を楽しんでもらうために、病気や災害等、困難な状況に直面した際に必
要となる情報を網羅した案内ツールを整備。
特に東日本大震災での経験から、災害時に想定されるリスクを踏まえた上で外国人観
光客が必要とする情報を提供。
災害時における外国人旅行者への対応方法の強化
○東日本大震災の経験を踏まえ、
「観光事業者」の災害時・ト
ラブル時の「外国人旅行者へ
の対応方法の共有化」、「意
識の醸成」を図り、緊急時対
応を行える体制を強化。

【緊急時心得マニュアル・リーフレット】
・観光事業者の方が有効活用
して頂くため、WEBサイトやヘ
ルプカード等の紹介、緊急時
の心得を掲載

WEBサイトと紙媒体の情報を共有化し、事前・現地で情報入手可能な環境を整備
【WEBサイトによる情報提供ツール】

【紙媒体による情報提供ツール】

災害・トラブル時、外国人が
即内容を確認できるようHPトップ
画面に多言語化サイトのボタン
を設置。
＜WEBサイトの構築・運営＞
災害時・トラブル時専用のポータルサイトを構築・運営。
「既存災害情報サイト」や「観光関連サイト」とリンクし、
避難所・病院等のリスト・連絡先、マップ情報等、訪日前、
訪日中に活用できる情報提供サイトを構築した。
WEBサイトは「パソコン・タブレット端末」「スマートフォ
ン」への対応を基本に構築。

＜ヘルプカード・指差し会話集の作成＞
ヘルプカードには災害時・トラブル発生時に必要
最低限の情報（相談窓口・連絡先、避難所・病院
等のマップ等）を掲載し、携帯しやすいポケット
タイプ版として作成した。
指差し会話集は、災害時・トラブル発生時に活用
できるよう「場面別」「状況別」に整理して作成
した。
【対象言語】 英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

自然・景観、都市型
外国人延べ宿泊者数 93,371人

（出典：平成21年 観光庁 宿泊旅行統計調査報告）

※仙台市内松島塩竃地域

その他（非常時対応）
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
紙媒体（パンフレット、コミュニケーションツール）、IT関連媒体（HP、タブ
レット端末）
宮城県
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整備【仙台・松島】
対象地域の概況（特徴）
◆当該地域は、地方拠点で唯一東日本大震災の被害を受けた観光地である。

事業の背景、拠点としての狙い
◆当該地域は、地方拠点で唯一東日本大震災の被害を受けた観光地であり、「安全」に
「安心」して観光できる受入環境整備が必要である。
◆東日本大震災の経験を活かした「場面（訪日前、震災時、帰国時）」「状況（災害直後
の避難・避難所での生活、事件・病気）」等を想定した外国人観光客への対応が求め
られている。

～工夫したポイント～
◆ WEBサイトは、緊急時を想定し即座に必要な情報が確認できるレイアウ
トにするとともに、動画を活用することで、災害対応についての理解が深
まるよう配慮した。
◆パンフレットは、外国人対応が可能な施設を絞り込み、すぐ避難できるよ
うMAP・連絡先を掲載した。また、場面・状況別に必要な情報を整理す
ることで、緊急時の利便性に配慮した。
◆観光事業者の多くは、災害時のマニュアルを作成していた。そのため対応
心得マニュアルは、「日頃からの備え」や「WEBサイト、パンフレット
を活用方法」を記載し、周知・PR資料としてシンプルなものとした。

～得られた成果～
◆外国人モニターによる現地点検及びワークショップの結果、「地図が見に
くい」「パンフレットの表紙がわかりにくい」「翻訳・表現が悪い」と言
う評価を得た。 事後査結果を基に見直し・改善を実施した。
◆ WEBサイト運営時に、WEBアンケート調査を実施した結果、「WEBサ
イトの必要性」81.8%、ヘルプカードの必要性77.3%、指差し対話集の
必要性70.5%となっており、高い評価を得た。
◆観光事業者へのヒアリング調査では、「必要な情報がシンプルでわかりや
すく記載されている」「完成したら是非欲しい」等、高評価が得られた。
◆災害時・トラブル時における外国人観光客への対応ツールとして、受入側
の期待は高い。

～他地域で取組む際の留意点～
◆災害時・トラブル時用のパンフレットは、必要最低限の情報をシンプルに
盛り込むことが重要。
◆情報を場面・状況ごとに整理する、パンフレットをポケットタイプ版とし
て作成するなど、緊急時の利便性に配慮することが必要。
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（44）豊富な郷土料理を活用した地域のおもてなし環境の
事業の概要
豊富な郷土料理を活用し、外国人旅行者向けに飲食店の情報が充実した情報提供ツー
ルを作成するとともに、外国人旅行者を受け入れる地域の意識醸成のために、受入側が
活用することができる対応マニュアルも整備することで、受入環境の向上を図る。
「食」を活用した情報の発信
【 AIZU観光シートを作成】

【情報の発信】

・会津若松を代表する食（郷土料理、会津馬肉、ソースカ
ツ 丼、そば、ラーメン、カレー焼きそば等）をカテゴリー
別に紹介。さらに、その料理を楽しむことができる店舗
の情報を１シート１店舗で紹介。34店舗を紹介予定。

・会津若松の食の情報を、 「AIZ情報光シート」で紹介。
専用バインダーで店舗を紹介し、会津若松市のＨＰや
観光案内所で発信。

【AIZU観光シート】

【HP】

【観光案内所】

①料理に加え、外観、内観、店舗の
人物の写真を掲載。
②店舗のお勧めのポイントを紹介。
③料理に含まれている食材をアイコ
ンで掲載。
④店舗の設備情報（禁煙・喫煙・クレ
ジットカード・畳席）を掲載。

・ MAP と会津若松の基本情報と合わせて、会津木綿柄
の専用バインダーとセットで用意する。
【マップ】

【専用バインダー】

⑤交通手段と合わせて周辺の観光
情報も掲載。

【対象言語】
英語、中国語（簡体字、繁
体字）、韓国語

おもてなし環境の整備
【 接遇マニュアルの作成】

【研修会の実施】

・接遇マニュアルには、外国人旅行者を迎える基本的接
遇に加え、チェックシートとして具体的な案内項目を掲
載し、使いやすいものとする。

・地域の観光関係者等に対しておもてなしのための研修
会を実施し、受入整備に対する意識及びおもてなし意
識の醸成を図る。

・外国人モニターの意見を踏まえ、写真メニュー等の基
本情報に加え、「笑顔」等のソフト面の項目も充実させ
る。

画像

【対象言語】
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

歴史・文化
外国人延べ宿泊者数 1,741人（出典：平成21年 観光庁 宿泊旅行統計調査報告）
飲食
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
紙媒体（パンフレット、MAP、コミュニケーションツール）、IT関連媒体（HP）
会津若松市

-123-

整備【会津若松】
対象地域の概況（特徴）
◆日本国内では観光地として知られているが、外国人旅行者には会津若松の知名度は未だ
低いという状況があった。そのため、主要観光スポットの紹介やＨＰ、バス乗り場等
の移動に関する情報については、多言語化による整備を実施してきた。

事業の背景、拠点としての狙い
◆これまでの整備事業や施策により多言語化による整備を実施し、外国人旅行者を受け入
れる一定レベルのハード整備は整ったと言える。今後は地域の魅力発信により、会津
若松への誘客を図ることが重要である。様々な郷土料理と豊かな食文化を有している
会津若松の「食」を活用し、情報発信及び地域のおもてなし等のソフト面の環境整備
を実施する。
◆受入環境整備水準の評価結果より、外国語等に対応済みの地域内の飲食施設は6割程度
であり、まだ改善の余地がある。

～工夫したポイント～
◆会津若松の「食」に関する情報の発信手法については、外国人モニターと
委員会組織であるワーキンググループとのディスカッションを通して得ら
れた視点を盛り込んだ内容とし、効果検証の結果を踏まえ改善した。具体
的には、モニターの評価を踏まえて、地元を代表する「食」から紹介する
食のカテゴリーを決定した。また外国人旅行者が必要と感じる「店舗の人
物写真」「周辺の観光情報」「交通案内」等の情報を、店舗の協力を基に
盛り込んだ。それにより、外国人旅行者にとって使いやすく、地域ならで
はの食をストレスなく体験できる内容になった。

～得られた成果～
◆地域関係者や参画した飲食店が会津若松の「食」の魅力を再確認できたと
ともに、外国人旅行者の受入及びおもてなし意識の醸成が図れた。
◆地域の人々（飲食店）が参加する情報発信の仕組みを構築することができ
た。
◆地元の多様な団体からなる委員会を組織したことで、多角的視点からの事
業推進及び地域団体の連携を図ることができた。

～他地域で取組む際の留意点～
◆料理だけでなく店の雰囲気や設備、店舗の人物を紹介するなど、地元を代
表する食により興味を持ってもらえるような情報発信の工夫が重要。
◆接遇マニュアルを作成し研修会を実施するなど、外国人旅行者への情報発
信と同時に受入側のおもてなし体制を構築していくことが必要。
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（45）温泉資源を活用した外国人旅行者の利便性向上【草津
事業の概要
在住の外国人等の意見を取り入れながら温泉地の魅力（温泉文化、温泉地としての自
然環境、食、歴史等）や実践的な情報（マナーや入浴方法、MAP等）を提供すること
で、外国人旅行者の温泉地における旅行環境を向上。
体制づくり

草津温泉の魅力の発信
¾観光協会や旅館組合、商工会等の関係者
と座談会を積み重ねることで、様々な媒体
の中に埋もれている「草津温泉らしさ」に関
する情報を再認識し、外国人の嗜好を考
慮したツールの作成を行った。

草津
町
草津温泉
旅館協同
組合

㈱草津観
光公社

（仮称）草津
温泉外国人
観光客受入
環境整備協
議会

ＨＰの運用、ツールの
活用等、今後の運営
管理方法を共有する
ために、関係者によ
る草津温泉外国人観
光客受入環境整備協
議会を組織

草津温泉
観光協会

草津町飲
食店組合

草津町商
工会

草津温泉ならではの「泉質・温泉文化」を体験できる街歩きのサポート
・草津温泉ならではの「世界無比の泉質、効能」や独特のスタイルを内容の中心にして、外国人に伝えるHPを３言
語（英語、中国語（繁体字）、韓国語）で構築。
・草津温泉らしさ（泉質、温泉文化、歴史、作法等）が伝わるツールにして、外国人対応に積極的な旅館、飲食店等
で外国人旅行者に配布。
HPの強化

配布ツール

外国人にウェルカムな旅館、店舗
を中心に、各ツール（泉質紹介、
温泉文化紹介、歴史紹介、うまい
もの紹介）を設置する。

連携
設置

【ツール設置ＢＯＸ】

ウェルカムマップ

既存HP（湯Love草津）
に連携

紹介

ウェルカムマップで紹介する店舗
には、MAP上と店舗入口に同様の
デザインマークを貼る

店頭にマーク設置

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

温泉
外国人延べ宿泊者数 16,223人（出典：平成21年 観光庁 宿泊旅行統計調査報告）
宿泊、飲食
英語、中国語（繁体字）、韓国語
紙媒体（パンフレット、MAP）、IT関連媒体（HP）
群馬県
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】
対象地域の概況（特徴）
◆草津温泉には「世界無比の泉質、効能」があり、また長い歴史や独特の温泉文化を有し
ている。

事業の背景、拠点としての狙い
◆草津温泉らしさの「泉質主義onsen ism」や食、お土産品等について、外国人の嗜好
に合わせた情報提供が求められていた。
◆昨年度の事業で作成した多言語観光マップをはじめとして、かねてより複数のパンフ
レットが存在しており、その情報も来訪前に事前に入手できる環境整備が求められて
いた。
◆さらには関係者において、次年度に向けWi-Fi環境のハード整備を検討していることか
ら、そこで提供する情報コンテンツ（ソフト）の質を高めておくことが、地域の受入
環境整備としては、より有効であると考えられた。

～工夫したポイント～
◆世界に向けた認知度の向上や、泉質や効能、温泉文化、歴史、うまいもの
等の草津らしさを外国人にも伝えるためのHPを作成した。また現地でも
外国人がいっそう 草津らしさを体験できるように、泉質紹介や飲食店紹介
マップ等のツールを作成し旅館や飲食店に設置した。このように来訪前、
来訪後の一連の受入環境水準を高めることに 留意した。
◆HPの簡易な情報の更新を各店舗が任意に行える環境や、泉質や飲食店紹
介ツールも更新しやすい環境にすることで、次年度以降の継続性に配慮し
た。

～得られた成果～
◆草津らしさを紹介するHPについては、英語60％、韓国語95%、 中国語
95%がわかりやすかったとの評価。
◆旅館や飲食店で配るツールについては、英語70％、韓国語88%、中国語
80%がこのツールでお店がわかると評価。
◆飲食店20店舗が積極的に受入整備に参加。
◆関係者が一体的な受入環境整備を図れるように、（仮称）草津温泉外国人
観光客受入環境整備協議会を発足させた。

～他地域で取組む際の留意点～
◆HPの簡易な情報の更新を各店舗が任意に行える環境にするなど、情報更
新の継続性を担保しつつ各店舗の受入意識の向上につながるような仕組み
が必要。
◆外国人対応に積極的な旅館、飲食店等に草津温泉らしさを伝えるツールを
置いてもらうなど、活用できる場を生かして情報を発信していくことが重
要。
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（46）留学生等と連携した地域資源の整理及び効果的な情
事業の概要
地域に訪れた外国人旅行者がどのような視点で観光を楽しんでいるのかという点を整
理するために、市内の大学と連携して、留学生等の意見を参考にした。そして言語圏別
に外国人旅行者向けのモデルコース等を設定し、効果的な情報提供ツールを作成した。
言語圏別の嗜好に応じた観光コースの設定と受入環境改善の推進
¾川越市は、伝建地区や川越城跡など外国人旅行者の訪れる観光名所を抱えているが、外国人旅行者に
対応したモデルコースやガイドマップ等の整備が遅れていた。
¾市内の大学と連携して、在籍する留学生等の意見を参考にしながら、外国人旅行者向けにモデルコース
等を設定し、効果的な情報提供ツールを作成した。
【取組内容】
①川越地域の観光資源の収集
②地元留学生による現地視察と座談会の実施
③言語圏別の嗜好を踏まえたモデルコースの作成
④４言語 （英語、中国語（簡体字、繁体字） 、韓国語）のガイドマップとHPの作成
⑤留学生にセレクションされた店舗や施設に外国人から見た魅力とアドバイスを提案

留学生と連携して地域の魅力を伝えるガイドマップ・HPの作成
●ガイドマップ・・・地元大学の留学生等とのワークショップの結果や外国人モニター現地点検（事前調査）の結果をもと
に、言語別に体験できるメニューやモデルコースを設定。
●HP・・・出発前の事前情報提供機能を持たせることが必要であったため、ガイドマップのコンテンツを活用してWEBサイト
を構築。
【ガイドマップ】

【HP】
・ガイドマップを
ダウンロードで
きるよう対応

・英語

・言語別に合
わせた体験メ
ニューを掲載

・韓国語

観光地
の特徴

【対象言語】英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

歴史・文化
外国人延べ訪問者数 25,000人（出典：平成23年 川越市入込観光客調査）
観光・娯楽（地域資源全般）
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
紙媒体（パンフレット、MAP）、IT関連媒体（HP）
川越市
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報提供【川越】
対象地域の概況（特徴）
◆川越市は小江戸城下町として川越城本丸本殿、蔵造の町並み、菓子屋横丁などの観光資
源があり、料亭、お茶、参拝などの文化を体験することが可能。

事業の背景、拠点としての狙い
◆川越市では、小江戸城下町として料亭、お茶、参拝などの文化を紹介し、体験できる
ようなモデルコースやガイドマップ等の整備が遅れていた。（川越と言えば蔵造の町
並み、菓子屋横丁といった具合に日帰り観光が定着し、古くからある小江戸文化を有
効に活用できていなかった）
◆川越に来る外国人が何を求めているのかといったニーズや嗜好の把握、さらには飲食店
を含む主要観光エリアの商業者の外国人観光客への意識醸成が求められていた。

～工夫したポイント～
◆各言語圏別の嗜好でみた川越観光の魅力の発掘や改善が望まれる受入環境
の指摘について、留学生（３言語圏）による現地視察や座談会を活用した。
◆外国人から注目される観光資源については、ガイドマップやHPでクロー
ズアップすることで関係者の意欲を高めることができた。
◆新たな観光資源となる体験メニューやモデルコース以外の情報（ATMや
Wi-Fi、案内板の位置)も、ガイドマップに表記した。

～得られた成果～
◆地域の魅力が整理できていないことが課題となっていたことから、着物の
着付けやお茶など古くからある体験メニューを反映したガイドマップや
HPを言語別（英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語）にすることに
より、観光資源等の整理ができた。
◆外国人のニーズを確認するための、地元関係者（市、観光協会、商業者
等）と留学生 とのコミュニケーションの場が構築できた。
◆関係者には、今回作成したモデルコースを商品化していこうという動きが
あり、外国人旅行者受入への意識が高まった。

～他地域で取組む際の留意点～
◆留学生によってセレクションされた店舗や施設に対し、外国人から見た魅
力と外国人の受入改善につながるアドバイスを留学生にしてもらうなど、
広報手段の改善だけでなく店舗や施設そのものの受入体制の改善もしてい
くことが重要。
◆大学と連携することにより、留学生に外国人旅行者のニーズを継続的に提
案してもらう仕組みを作ることが重要。
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（47）日本文化を切り口とした外国人個人旅行者向けの街歩
事業の概要
外国人旅行者に好まれる寺社仏閣等の観光名所を、外国人視点でルート化し解説す
る。併せて地域を周遊する際に外国人対応ができる施設（飲食店、ATM、トイレ等）
を紹介することで、観光施設や飲食店等の外国人旅行者への対応を補完し、ストレス
なく観光が楽しめる環境を整備。
外国人個人旅行者が神社仏閣等の観光名所を
街歩きできるような環境の整備

【観光資源と外国人ひとり
歩きのための情報整理】

○武家の古都、鎌倉は、海外からの来訪者が日本文化を
堪能できるまちとして人気があるが、外国からの個人旅
行者が市内でひとり歩きを楽しむための環境整備が遅れ
ていた。
・歴史文化を中心とする名所をひとり歩きできるガイドマップを
作成（モデルルートや食、移動手段、関連情報等を分かりやすく）
・作成したガイドマップのコンテンツを鎌倉市のホームページ
にも活用

外国人旅行者がひとり歩きを楽しめるツールの作成
○外国人ひとり歩きガイドMAP

○外国人ひとり歩きWEBページ
・裏面には、鎌倉の歴史、
文化体験、観光スポット、
モデルルート、飲食店、
土産屋、ルール・マナー、
参拝の基本知識、年間
行事、指差し会話欄を掲
載

・表面（MAP面）
には、地図情報
と交通案内を中
心に掲載

・ガイドマップをPDFでダウンロー
ド可能
・鎌倉を紹介する音声ファイルを
トップページに設置
・現地での案内をサポートする既
存サービス「聴き旅」の紹介
【対象言語】英語、中国語（繁体字）、韓国語、フランス語、スペイン語

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

歴史・文化
外国人延べ宿泊者数 9,819人（平成２２年鎌倉市内宿泊施設外国人宿泊者数）
観光・娯楽（地域資源全般）
英語、中国語（繁体字）、韓国語、フランス語、スペイン語
紙媒体（パンフレット、MAP）、IT関連媒体（HP）
鎌倉市
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き環境の充実【鎌倉】
対象地域の概況（特徴）
◆鎌倉には神社仏閣等の観光名所が多数あり、世界文化遺産への登録に向けた取組みが本
格化している。

事業の背景、拠点としての狙い
◆外国からの個人旅行者が、ひとり歩きを楽しむための環境整備が遅れていることが課題
であった。特にガイドマップは多言語対応（英語、中国語、韓国語、フランス語、ス
ペイン語）となっているものの、分かりやすさ、地図の見やすさ等の改善とともに、
歴史文化の説明や食の紹介、観光ルートの解説などの「ひとり歩き」を意識した環境
整備が求められていた。
◆その際には、外国人のそれぞれの文化・嗜好に応じた見せ方が必要である。
◆世界文化遺産への登録に向けた取組みが本格化していることもあり、古都・鎌倉の街歩
き環境の整備が急務と考えられた。
◆受入環境整備水準の評価結果より、外国語等に対応済みである観光施設・娯楽施設およ
び飲食施設がなく、受入体制が不十分。

～工夫したポイント～
◆外国人の嗜好や感覚に合わせた情報提供を行うために、有識者・外国人と
の意見交換会を行い、ニーズを整理した。
◆欧米系には、大仏・鶴岡八幡宮等の主要な神社仏閣、お茶・座禅等の日本
文化体験を紹介し、アジア系（中国・韓国）には各国との歴史的つながり
を意識した歴史・名所を紹介した。
◆HPは、初めての外国人にも短時間で鎌倉の魅力を伝えるための工夫とし
て、 文字や画像だけでなく音声による説明を加えた（読んで理解ではなく、
聞いて知ってもらう）

～得られた成果～
◆ガイドマップには、歴史文化に関する観光資源の情報や、一人歩きを楽し
むために必要なモデルコース、ATM、洋式トイレ、飲食店、バス交通な
どの情報を掲載して、外国人旅行者がストレスなく観光が楽しめる環境を
整備できた。
◆既存ＨＰと連動したWEBページについては、ガイドマップのコンテンツ
を活用しつつ、より幅広く詳細な情報を掲載した。
◆本事業を通じて、市と地元関係者（観光協会、商工会議所、交通事業者
等）が一体となり受入環境整備に向けた取組みや情報共有を推進していく
きっかけづくりができた。

～他地域で取組む際の留意点～
◆欧米系には日本文化体験を紹介し、アジア系（中国・韓国）には各国との
歴史的つながりを意識した歴史・名所を紹介するなど、それぞれの国・地
域と日本との文化的な距離感を踏まえた上で案内する内容を設定すること
が重要。
◆HPには文字や画像だけでなく音声による説明を加えるなど、魅力を負担
なく知ってもらう工夫が必要。
-130-

（48）ターゲット国の詳細な旅行ニーズに合わせた実践的な
事業の概要
一律に外国人旅行客向けに総合的な観光情報を提供するのではなく、提供する情報
（飲食店、宿泊施設、観光地等）を国・地域やニーズごとに絞り込み、滞在中の過ごし
方を提案することで、外国人旅行者の満足度を向上。
スキー客を中心とした外国人旅行者の受入環境整備
○スキー客を中心とした外国人旅行客が多く訪れる地域ではあるが、外国人旅行者のニーズを把握及びニーズに
合わせた情報提供が十分に出来ていない。
・日本人視点の情報ではなく、制作プロセスごとに外国人視点を確保したツールを作成。観光客視点（留学生モニ
ター）、情報発信者視点（湯沢在住外国人サポーター）、情報提供ツール制作者視点（各国より取材チームの召
集）の全てに外国人視点を確保し、実践的な情報提供を実施。

言語ごとに異なる、実践的な観光情報の提供
¾外国人観光客の旅行ニーズに合致した事項の掲載

【言語圏別と地域別の広域ガイドブック】

【越後湯沢駅周辺マップ（町歩き用）】

【 英語版 】 【 繁体字版 】 【 簡体字版 】 【 韓国語版 】
韓国語圏：今スキーブーム
で関心が高い。また川端
康成「雪国」、温泉、酒にも
興味がある。

英語圏：スキーに親しんで
おり、世界屈指の豪雪地帯
は魅力。歴史・文化にも関
心が高い。
・「観る」「体験する」「食べる」「買う」「泊まる」等を旅行行動の
ジャンルに分けた情報の提供
・言語ごとのお勧め等の一言コメントの掲載
・マナー、会話集、ランキング等の役立つ情報の掲載
・湯沢地域周辺の観光情報の掲載
・基本情報の掲載（ATM、交通情報、観光案内所、緊急連絡等）

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

・モデルコースを、地域在住外国人と開発して掲載
・バス路線図、タクシー目安運賃等の二次交通につい
ての情報を提供
・案内所や緊急時連絡先を掲載

リゾート（スキー）
外国人延べ宿泊者数 19,202人（出典：平成21年 観光庁 宿泊旅行統計調査報告）
観光・娯楽（地域資源全般）
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
紙媒体（パンフレット、MAP）
雪国観光圏推進協議会
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情報提供【湯沢】
対象地域の概況（特徴）
◆当該地域はスキー客を中心とした外国人旅行者が多く訪れる地域であり、歴史、自然
等の豊富な観光コンテンツを有する。

事業の背景、拠点としての狙い
◆現在の情報提供ツールは日本人視点での一元的なものであり、外国人旅行者のニーズの
把握及びニーズに合わせた情報提供が十分とは言えない状況。
◆駅構内の拠点となる観光案内所において、外国人旅行者に周辺案内をするツールが不足。
◆言語圏別の旅行ニーズに合わせた実践的な情報提供ツールとして、ガイドブック等の整
備が急務。

～工夫したポイント～
➢外国人視点の制作プロセスごとの確保（英語、中国語（簡体字、繁体字）、
韓国語）
◆本事業で作成するツールは、日本人視点の情報ではなく、制作プロセスご
とに外国人視点を確保した情報という点で一線を画している。観光客視点
（留学生モニター） 、情報発信者視点（湯沢在住外国人サポーター）、情
報提供ツール制作者視点（各国より取材チームの招集）の全てに外国人視
点を確保し、実践的な情報提供を行った。
➢旅行ニーズに合致した掲載事項
◆言語圏別ガイドブックは観光基本コンテンツに加え、役立ち会話集、マ
ナー、 緊急情報等を収録。越後湯沢駅周辺マップ（町歩き用）とはセット
で相互補完的に使用することで、利便性を工夫した。

～得られた成果～
➢観光施設等の利用環境の改善
◆事後調査の結果、ニーズに沿った情報提供を実施したことで、観光施設等
の利用がしやすくなったと評価された。
➢地域初の外国人目線のガイドブック・MAPとしての高評価
◆事後調査において、一般的な翻訳型ガイドブック・MAPと比較し、今般
の外国人ライター型は旅行者が行きたい観光施設の情報や知りたい基本情
報が分かりやすく掲載されている。また文章表現の親和性も高いため、安
心して湯沢地域を観光できると評価された。

～他地域で取組む際の留意点～
◆観光客視点、情報発信者視点、情報提供ツール制作者視点の全てに外国人
視点を確保するなど、ガイドブック作成において外国人視点を制作プロセ
スごとに入れ込むことが重要。
◆ガイドブック作成において外国人ライターを活用するなど、ターゲット国
に対して記載情報や文章表現の親和性を高めることが重要。
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（49）特殊な交通事情を持つ地域での効率的な周遊環境の
事業の概要
複雑な交通環境を効率的に利用して観光を楽しめるように、決済環境の改善、WEBサ
イトやパンフレットによる交通情報および観光情報の充実、現地案内サインの多言語化
等を行い、海外からの個人旅行者にとっての利便性向上を推進。
複雑な交通システムに関する情報の正確さ、わかりやすさの確保
複雑な交通環境を有する当地域では、様々な交通機関を乗り継がなくてはならない等、海外からの個人旅
行者にとって周遊が困難な環境があった。それらの個人旅行者を迎え入れるために事前の情報発信や現
地での情報案内を充実させ、利便性を向上させた。

海外からの個人旅行者が複雑な交通を利用できるような環境の整備
¾海外からの個人旅行者の交通利用において役立つWEBサイト（事前情報）とパンフレット（現地情報）を作成。
○ 英語ＳＮＳサイト
【対象言語：英語】

○ 多言語公式WEBサイト
【対象言語：英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、タイ語】
・共通乗車券を活用し
た周遊ルートの紹介
及び周知

・海外からの個人旅行
者の交通利便性向上
の施策を検討するた
め、最新情報の発信
や問い合わせ対応を
試験的に行う

・海外からWEBで切符
を予約・決済できる
よう、システムを英
訳・改修

・現地在住外国人およ
び現地交通事業者と
の連携により運用

○多言語FAQ集

○多言語現地配布パンフレット

【対象言語：英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、タイ
語】

【対象言語：英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、タイ語】
・現地での交通機関の
利用方法、付随サー
ビス情報等を追加
・乗り継ぎ方法や移動
ルート等について、色
分けしたデザインにす
るなど分かりやすさを
向上

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

・WEBや配布用資料とし
て活かし、外国から海
外人旅行者が現地で
困らないように情報提
供をすることで、現地の
接客負担を軽減

自然・景観
外国人延べ訪問者数 97,000人（出典：平成22年 立山黒部貫光株式会社調べ）
交通
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、タイ語
紙媒体（パンフレット）、IT関連媒体（HP、SNS）、案内看板
立山黒部アルペンルート広域観光圏協議会
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整備【立山黒部】
対象地域の概況（特徴）
◆立山黒部地域では、海外からの旅行者の中でも個人旅行者が増加している。

事業の背景、拠点としての狙い
◆将来的に一定数の観光客を確保するためにも、海外からの個人旅行者をターゲットにし
た観光推進施策が必要とされている。しかし当地域には、様々な交通機関を乗り継が
なくてはならない等、海外からの個人旅行者にとって周遊が困難な環境がある。この
ような環境に彼らを迎え入れるには、事前の情報発信や現地での情報案内等が十分と
は言えないのが現状である。
◆受入環境整備水準の評価結果より、公共交通機関における情報提供促進実施計画の進捗
状況を見ると、鉄道の整備率は26％に留まっている。

～工夫したポイント～
◆コンテンツの企画・制作に先だって、英語、中国語（簡体字、繁体字）、
韓国語、タイ語の外国人モニターが交通機関を利用することで、複雑な交
通事情におけるニーズや課題を把握した。
◆把握した課題を踏まえ、以下の方針でコンテンツを整備した。
方針１／交通システムの利用を助ける情報を提供
入口駅での案内を強化、広域のアクセス情報を提供
海外からの切符の予約・購入ができる環境を整備、等
方針２／個人旅行者が旅行プランを立てるのに必要な観光情報を提供
方針３／現地を快適に移動するために必要な各種情報を提供

～得られた成果～
◆交通情報を伝えるメインコンテンツの「理解しやすさ」を2～0で3段階評
価すると、 WEBサイトは旧0.9→新1.5、パンフレットは旧0.6→新1.6
と大きく向上（複数項目で調査した値の平均）。案内サインを整備した信
濃大町駅の交通利便性を2～0で3段階評価すると、事前1.４→事後1.7と
向上。全体として外国人の交通利便性が向上したと言える。
◆本事業をきっかけに、現地交通事業者が今後外国からの個人旅行者向けに
運行状況等の最新情報を提供することとなり、また自立的整備プランの検
討において、外国語表記の統一やWi-Fi環境の整備など具体的な環境整備
への意欲を新たにした。

～他地域で取組む際の留意点～
◆事前調査において外国人へのモニター調査およびアンケート調査を実施し、
コンテンツ制作においてネイティブが執筆を担当し、効果検証において外
国人へのモニター調査およびアンケート調査を実施するなど、PDCAサイ
クルの中に外国人視点を入れ込むことが重要。
◆作成したコンテンツの運営の維持管理・更新等を現地の交通事業者が担う
ようにするなど、最新情報の発信や現場での運用による精査・カスタマイ
ズが行いやすいようにすることが重要。
-134-

（50）食をテーマとした外国人旅行者の利便性向上【金沢】
事業の概要
単に外国人向けの飲食店を紹介するだけにとどまらず、食文化や歴史的背景等も考慮
して外国人の嗜好や状況に合わせるために、ネイティブライターを使って金沢の食を情
報提供することで、飲食環境の満足度向上を推進。
【事前調査】

潜在的な消費を促すための、情報提供による文化的障壁の解消

¾現状把握調査
飲食店、宿泊事業者などへヒアリン
グ等の調査を行い、受入現場の実
態を把握

¾外国人観光客を受け入れる環境は整っているが、その中の
個人旅行客の消費を促す方策・情報提供が不十分

¾外国人モニターへの調査

～解決すべき課題内容～
・どの店に行けば何が食べられるのかわからない
・メニューの内容、料理の食べ方がわからない 等

英語圏、中国語圏（簡体字、繁体字）、
韓国語圏、フランス語圏のモニター
の「グループヒアリング」と「飲食店体
験」で、以下を数値・自由意見で評価

外国人が求める情報に応えるため、食をテーマと
した「事前調査」、それを踏まえた「外国人ライ
ターの手によるコンテンツの作成」、そして「事後
の効果の検証」を実施し、飲食環境の満足度向
上を図った。

①金沢の食文化への関心
②飲食店利用時に困る点
③ガイドブックに対するニーズ
¾外国人旅行者へのアンケート調査
外国人客の多い旅館やホテルで実
施し、外国人旅行者のニーズを把握

金沢の食を楽しむガイドブックの作成
▼英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、フランス語の5言語の
外国人ライターによりガイドブックを作成

食のスマートフォンサイト

・食の概要、楽しみ方、名物、マナー等を言語圏のニーズことに掲載
・外国人客の受入に積極的な飲食店を厳選して掲載
・外国人客が母国に持ち帰りたくなるような高いクオリティのガイドブック
を作成
【英語版】

・ガイドブックの情報に追加して、 Wi-Fi
スポットやATM等の海外からの個人旅
行者向け情報を掲載
・店舗や観光地情報を掲載したMAPを
搭載

【韓国語版】

・欧米系には料亭・割烹なども踏まえた食文化情報を
提供
・中国系や韓国人には居酒屋やB級グルメ情報を紹介

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

歴史・文化
外国人延べ宿泊者数 91,625人（出典：平成21年 観光庁 宿泊旅行統計調査報告）
飲食
英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、フランス語
紙媒体（パンフレット）、IT関連媒体（タブレット端末）
金沢市
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対象地域の概況（特徴）
◆金沢は豊富な食文化や飲食店を有し、欧米系の個人旅行者が多く訪れており、今後はよ
り多様な国・地域から個人旅行者が訪れる可能性が高い地域である。

事業の背景、拠点としての狙い
◆現状では、外国人観光客を受け入れる基本的環境は整っているものの、その中の個人旅
行者の消費を促す方策については十分ではない。特に金沢は豊富な食文化や飲食店を
有しているものの、個人旅行者にとっては店舗情報の不足や文化的障壁等によって飲
食店を楽しみにくいといった課題が指摘されており、潜在的な消費をいかに促すかが
課題となっている。

～工夫したポイント～
◆コンテンツ制作に先だち、外国人客、飲食店等の事業者、外国人モニター
より、ニーズ・課題を聞き出す調査を実施。そこで把握した点を踏まえて
以下の方針を定め、英語、中国語（簡体字、繁体字）韓国語、フランス語
の5言語の外国人ライターによる作成を行った。
・金沢が、日本でも有数の豊かな食文化がある土地であることを強調
・金沢の名物料理（寿司・鮮魚等）は何かを明確に発信
・金沢の主な料理店（寿司屋、割烹、居酒屋等）を楽しむスタイルを紹介
・食についてのルールやマナー（注文方法や作法等）を説明
・店選びに必要な情報（喫煙の可否、Wi-Fiの有無等）を詳細に掲載
・欧米系には料亭や割烹なども踏まえた食文化の情報を充実させる、中国系
には居酒屋やＢ級グルメ等の情報も加える等、各言語圏の嗜好に合わせた
内容にした

～得られた成果～
◆「食のガイドブック」は外国人から高い評価を得ており、冊子を手にした
外国人客の 50％以上がこれをきっかけに金沢の飲食店を訪問している。
冊子掲載店以外の店への訪問実績も一定数あり、地域全体に事業成果が波
及している。
◆本事業を通じ、外客受入に意欲的な民間事業者による連絡会議が発足。本
成果を引き継いだ活動を始めている。

～他地域で取組む際の留意点～
◆事業者の連絡会議を開催する、飲食店等向けの研修を行うなど、受入側の
意識の醸成が必要。
◆コンテンツの継続管理をインバウンドに積極的な民間事業者に任せる、市
のインバウンド施策と連携するなど、継続性や発展性を担保していくこと
が重要。
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（51）外国人旅行者の滞在型観光促進のための環境整備【
事業の概要
来訪する外国人旅行者の国籍や嗜好を考慮しつつ、地域資源を活用した豊富な体験型
プログラム(マリンスポーツ、ノルディックウォーキング等)の情報を提供するための環
境整備を行うことで、外国人旅行者の滞在中の満足度を高める。
外国人旅行者に対する体験型プログラムの訴求と安心して体験できる
環境の整備
体験型プログラムの積極的な活用によって外国人旅行者の満足度の向上および訪問
促進を図るため、体験型プログラムに対する外国人旅行者のニーズ等を国・地域別に
把握し、それに応じた情報提供環境を整備。
・日本人目線で訴求力があると考えられる体験プログラムは展開されている
が、外国人旅行者目線でのニーズが把握できていない
・外国人旅行者に対する情報の提供が十分ではない
・受入側のスタッフ・従業員の外国人対応が十分ではない

【事前調査の実施】
¾ 体験型プログラムの実施者や
飲食・宿泊関係者などの地元関
係者へ事前にヒアリング調査を
実施し、外国人受入環境に関す
る課題を把握
¾ 外国人モニターへの調査を実施
し、体験型プログラムに係る関
心度や受入環境に関する意見
を国・地域別（英語圏、中国語
圏（簡体字、繁体字）、韓国語圏、
フランス語圏）に収集

体験プログラムに関する外国人向け情報提供ツールの作成
▼外国人旅行者への体験型プログラムの訴求と受入側の態勢を整備するための情報ツールを作成し、
滞在中の満足度を向上。
【動画による情報発信】

【外国人旅行者向けガイド】

¾体験型プログラ
ムを紹介する多
言語字幕付きオ
リジナル動画を
制作
¾HP、You Tubeな
どへ展開し、対
外的な認知向上
施策を展開

¾体験型プログ
ラムのガイドを、
国・地域別の
関心度を踏ま
え、多言語で
作成

¾従業員・インス
トラクター向け
の外国人旅行
者対応マニュ
アルを作成
¾それぞれの
国・地域の文
化・習慣を考
慮した多言語
の指差し会話
集を整理し、コ
ミュニケーショ
ンを支援

観光地
の特徴

【外国人対応マニュアル】

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

¾南伊豆地域の主
要拠点駅へ、主
な体験プログラ
ムの概要やバス
アクセス等を掲
載した広域サイ
ンを整備し、２次
交通としてのバ
ス利用環境を改
善
【バスターミナルへの広域サイン設置】
（主要体験プログラムの紹介）

リゾート（マリン）
外国人延べ宿泊者数 5,018人（出典：平成22年 観光庁 宿泊旅行統計調査報告）
観光・娯楽（体験施設）
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、フランス語
紙媒体（パンフレット、コミュニケーションツール）、IT関連媒体（HP、その
他）、案内看板
静岡県
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南伊豆】
対象地域の概況（特徴）
◆当該地域は自然や歴史文化など多様な観光資源が立地し、外国人旅行者に対して訴求力
があると考えられる多様な体験型プログラムが展開されている。

事業の背景、拠点としての狙い
◆外国人旅行者の実態や観光ニーズの把握が十分行われているとは言えない状況にあった。
◆外国人旅行者に対する情報発信・提供、受入側スタッフ・従業員の多言語対応などの
受入環境の整備が十分とは言えない状況にあった。

～工夫したポイント～
◆外国人モニターの視察、体験に基づき、体験型プログラムのスタッフ・従
業員向けに、受入側として最低限備えるべき知識や整備すべき事項などを
記載した多言語対応マニュアルを作成し、地域の受入環境を整備した。
◆事前モニターの結果を踏まえて、外国人旅行者に体験型プログラムの魅力
を訴求するガイドブックや動画を国・地域別に作成し、情報発信・提供を
行った。
◆拠点駅のバスターミナルへ、主要体験型プログラムや体験観光施設の概要
とバスでのアクセス を記載したサインを整備し、拠点駅から主要体験型施
設等への移動の円滑性、快適性の確保を支援した。

～得られた成果～
◆豊富な体験型プログラムを外国人旅行者が体験しやすい環境を整備するた
めに、施設に向かう出発点から体験施設に着くまでの外国人旅行者にとっ
てのバリアを解消したことで、地域として弱い部分であった観光施設への
外国人旅行者の訪問促進につなげた。
◆多言語対応マニュアルを施設に整備することで、外国人観光客の受入環境
が整い、施設側の受入意識の向上につながった。

～他地域で取組む際の留意点～
◆施設に向かう出発点から体験施設までを通して整備することで、外国人旅
行者のバリアをまとめて解消することが重要。
◆体験型プログラムを紹介するオリジナル動画を制作するなど、より魅力を
感じてもらえるように情報の発信方法を工夫することが必要。
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（52）外国人旅行者の滞在型観光促進のための環境整備【
事業の概要
統一した説明や表記で特産品等の歴史的・文化的な背景や利用方法等を説明すること
で、外国人旅行者の正確な価値の理解を促進し、購買をする上での満足度の向上を図る。

データベース化による統一した説明や表記による、外国人旅行者の購買環境の整備
自然や歴史文化を背景とした高山独自の特産品の魅力を伝え、満足
度の高い購買環境を実現するため、統一的な説明や表現をすることで
街中における情報発信、市内回遊の促進、購買促進に資する環境を
整備。
¾名産・伝統工芸・食事・土産物の説明内容を多言語でデータベース化。
¾飲食店、物販店、宿泊施設が共通して活用できる情報データを集積し、
活用情報を共有・一元化。

【情報多言語ＤＢ】
一位一刀彫
日 木目と艶が美しい 一位一刀彫
本 職人の高度な技術によって、細かい部分や豊かな表情まで表現された、山国らしい美術品。
語
一位（いちい）の木を材料に、熟練の彫師が丁寧に彫り込んだ、彩色されていない彫刻作品。約200年前から作られている。
動きのある生き物などを木から彫り出すデザインは生みの苦しみに似て、ノミで一刀一刀、彫り進める。鋭い刃跡が残り、優美さと荒々しさを兼ね備
えている。
一位（いちい）の木を材料に、熟練の彫師が丁寧に彫り込んだ、彩色されていない彫刻作品。約200年前から作られている。動きのある生き物などを
木から彫り出すデザインは生みの苦しみに似て、ノミで一刀一刀、彫り進める。鋭い刃跡が残り、優美さと荒々しさを兼ね備えている。
一位は時間が経つと光沢が増すので、箱に入れてしまっておかず、飾っておくことが大事。

英 ICHII ITTOBORI Wood Carvings Beauty lies in the wood grain and the luster
語

These artistic wood carvings show the ultimate craftsmanship, with abundant expressions of the delicate parts. The finest blessings
from a mountainous country like Hida are here to be enjoyed.

Using “Ichii” wood, the expertise of the wood sculptors is fully exhibited through these carvings that are left uncolored. This
tradition dates back about 200 years. The designs of animate objects that are carved out of the wood are, almost like when giving
birth, produced painstakingly with a chisel, one stroke (“Itto”) at a time. The scratches made from the sharp blades are kept as they
are. Thus, Ichii Ittobori is characterized by the senses of both elegance and vigor. From Buddhist statues to Hina-dolls (for the
Girls’ Festival of early Spring), animals, masks, legendary figures such as dragons, as well as sculptures of the Shichifuku-jin (Seven
Deities of Fortune) and the Maneki-neko (beckoning cat), the Ichii Ittobori products are quite diverse. Not all of them are large or
high-priced; they also come as small items that are easy to buy, such as netsuke (a small toggle used to secure a pouch on a
string) and cellphone-strap charms. The luster of Ichii wood will increase over long use and time, so the carvings should stay
exposed to air, not closed up in boxes.

（

中 木纹清晰、光泽鲜艳 一位一刀雕刻
国 工匠们高超精湛的手艺将细小部分到丰富的表情都体现无疑。被公认为是山国独特的工艺美术品。
語 “一位一刀刻”是一种以紫杉木为材料，经过熟练的雕刻师精心雕刻，不加任何色彩的雕刻作品。大约从200年前开始雕刻制作。运
用紫杉树特有的细小的木纹和美丽的光泽，用凿子一刀一刀的进行雕刻，雕刻时所留下来的刀痕让作品显得美丽而粗旷。雕刻的

）

簡 作品有佛像、女儿节陈列的偶人、动物、面孔、龙等传说中有生命力的东西以及在日本比较受人们欢迎的吉祥物七福神和招财猫
体 等。其涉及面非常广泛。不但制作传统主题的作品，而且还制作很多有趣的、设计新颖、造型摩登的作品。除了价格昂贵的陈列品
字 以外，也制作坠子和手机链等价格适中的小作品。对于亚洲的观光客来说，坠子和手机链等小饰品非常受欢迎。

地域産ブランドをアピールするわかりやすいツールの作成
▼「購買」と「回遊」の2つの情報の発信を、手元ガイドやまちなかパネルと連動させることにより、街歩きに
よる購買意欲を促進。
【ガイドブック】

【名産品紹介パネル】

【高山タウンバスガイド】

¾主な名産品、伝統工芸品、
食事メニュー等の小型パ
ネルを制作。 来訪者が
商品等を理解し、購買に
つなげられるよう紹介。

¾データベース化された
情報をもとに国別嗜
好に合わせたガイド
ブックを作成。購買意
欲を高めるため、“高
山産”を前面に打ち出
して、高山産の背景、
製品の特性などきめ
細かい情報を提供。

¾伝統工芸品の歴史的な経過を
知る手段として、市内博物館施
設への訪問や市内回遊を目指
す。市内の主要観光施設を訪問
するための「高山タウンバスガイ
ド」を多言語で作成し、観光案内
所、宿泊施設で配付。
【対象言語】
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、フランス語、タイ語

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

歴史・文化
外国人延べ宿泊者数 187,000人（出典：平成22年 高山市観光統計）
商業・買い物
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、タイ語、フランス語
紙媒体（パンフレット、MAP）、IT関連媒体（HP）
高山市
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高山】
対象地域の概況（特徴）
◆自然や歴史文化を背景とした高山独自の特産品（春慶塗、一位一刀彫、飛騨家具、酒、
布製品、紙製品）がある。

事業の背景、拠点としての狙い
◆高山独自の特産品がありながら、充分に特産品の魅力が伝わっていないことから、外国
人観光客の購買につながっていない。
◆店舗や施設によって統一的な説明や表現がなされていないことから、観光客にとっては
統一的な強いイメージが伝わっておらず、購買意欲を高めるに至っていない。
◆受入環境整備の評価結果より、外国語等に対応済みである拠点内の商業施設は2割程度
であり、購買環境の外国人対応が遅れているという結果が出ている。

～工夫したポイント～
◆「購買」と「回遊」の２つの情報発信を、手元ガイド、まちなかパネルと
連動させることにより、街歩きによる購買意欲を高める。それによって外
国人観光客による地域振興（地域の潤い）促進のモデルとする。外国人モ
ニター調査の意見と受入施設における利用実態を参考に、それぞれの国・
地域の方から見た魅力と購買意向を把握する。また、モニターの視察・体
験により外国人の特産品への嗜好を図り、紹介アイテム、順番、内容等を
国・地域別に整理するなど、それぞれの国・地域の観光客の関心を高める。
◆ データベースを作成することにより特産品の情報を汎用化し、地域として
の各種ツールの制作コストを削減する。
◆ 特産品の魅力を伝えるパンフレットを作成し、観光協会や宿泊施設で配付
するとともに、同様の情報を各店舗で掲示することによって、認知度と理
解度を高める。

～得られた成果～
◆事前に高山の特産品や食事の情報（冊子）を提供したことにより、高山で
の観光における購買意欲を事前に湧かせ、食事体験への誘導を実現した。
また、冊子の記述と各店舗におけるボードの掲示が連動しており、冊子で
見た情報を店頭で見ることにより、実際の購買、食事行動に結びつけるこ
とができた。
◆各種多言語データベースを作成したことにより、街全体で統一された情報
を提供することができるようになり、観光客への 分かりやすさを実現した。

～他地域で取組む際の留意点～
◆街全体で統一した情報を提供し観光客がわかりやすいようにするため、
データベースを作成し情報を一元管理することが有効 。
◆バスガイドブックを多言語化して発信することにより、市内周遊バスを活
用した外国人旅行者の回遊性の向上が可能。
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（53）宿泊施設周辺における実践的情報及び回遊情報の提
事業の概要
主に地域内で宿泊する外国人旅行者をターゲットに、飲食や決済環境、医療機関等に
関する実践的な情報や、空き時間を有効に利用できる回遊情報を提供することで、不便
さの解消を図る。
外国人の街歩きに必要な実践的な情報及び回遊情報の
不足状況の解消

【外国人視点のニーズ調査】

・関西国際空港の玄関口に位置し、宿泊する外国人旅行者数が全国で8位と多
いにも関わらず、外国人旅行者が街歩きする際に必要となる情報ツールが提
供されていない。
・また、外国人旅行者によるまちなかでの食事や買い物等の回遊が少ない。
¾ 飲食や決済環境、医療機関等に関する実践的な情報や空き時間を有効に利用で
きる回遊情報を提供することで、不便の解消を図った。

¾ 宿泊施設周辺の情報や短時
間の回遊のために必要な情
報を把握
¾ 留学生モニター調査を踏まえ、
回遊のモデルルートを設定
¾ 在住の留学生や泉佐野市内
にある国際交流基金関西国
際センターの諸外国の研修生
（諸外国の公務員・外交官）に
ニーズ調査を実施

外国人の食事や買い物等を促進するためのツールの作成
【街歩きMAP】

【タッチ×トーク（指差し会話集）】

【総合案内サイト（WEB）】

まちあるきMAP
タッチ×トーク
の紹介

・到着後や出発時間までの短い時間を利用し
た、宿泊施設を核とする回遊モデルコースの
紹介
・外国人のニーズが高い飲食店や土産店等
の店舗の紹介
・ＡＴＭや両替可能な施設、公共交通、電車の
乗り方等の便利情報の掲載

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

・飲食店等の店舗側におもてなしの向
上を促すための指差し会話集の作
成・配布
・受入店舗の明確化を図るための、受
入ステッカーの作成

・ 「泉佐野市観光協会」のWEBサイト
上に、総合案内サイトとして作成した
街歩きMAP及びタッチ×トークを掲載
し、回遊しながら情報が取得できるよ
うに情報を提供

【対象言語】英語、中国語（簡体字、繁体字 ）、韓国語
※関西国際空港、宿泊施設15施設、観光案内所2箇所、商業・
観光施設6箇所、南海線の駅にて配布

その他（空港隣接地域）
外国人延べ訪問者数 253,917人（出典：大阪府観光調査統計、泉佐野参考調査統計）
飲食、商業・買い物
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
紙媒体（MAP、コミュニケーションツール）、IT関連媒体（HP）
泉佐野市
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供による不便の解消【泉佐野】
対象地域の概況（特徴）
◆当該地域は関西国際空港の玄関口に位置し、年間270万人の外国人が出入国する恵ま
れた立地条件にある。

事業の背景、拠点としての狙い
◆宿泊する外国人旅行者数が全国で８位と多いにもかかわらず、外国人旅行者が街歩き
をする際に必要となる情報が提供されておらず、また宿泊者のまちなかでの食事や買い
物といった回遊が少ない。
◆外国人をもてなす側の店舗の受入体制が整備されていない現状にある。

～工夫したポイント～
◆関西国際空港利用者が前泊・後泊する際の短時間の回遊をターゲットとし、
宿泊施設周辺の情報（飲食店、土産店、Wi-Fi等）やモデルコースの情報
を提供する多言語MAPを作成した。
◆在住の留学生モニター（欧米、中国（簡体字、繁体字）、韓国）を対象と
したニーズ調査を行った。その中で、飛行機を始めとした次の移動手段に
乗るまでの空き時間の活用や当該地域に宿泊する外国人旅行者の回遊性向
上を目的として、外国人旅行者がMAPに掲載して欲しいと思う情報（飲
食店、土産店、Wi-Fi等）の確認をした。そして外国人目線でのツール作
成を行った。
◆店舗側の受入体制向上を図るため、地元の特産品等を取り扱い店舗に、接
客を支援する指差し会話集を作成し、MAPに掲載する受入店舗に配布し
た。

～得られた成果～
◆街歩きMAPにモデルコースを紹介したことで、空港での待機時間を利用
した日本での買い物や食事を楽しむ等に活用でき、回遊性が向上した。
◆街歩きMAPは、外国人モニター調査により、お店のお勧めメニューや営
業時間、予算等が記載されており、街歩きに必要な情報提供がなされた。
◆ タッチ×トークは、外国人からお店にあれば助けになるという評価を得、
また店舗へのヒアリング調査より、外国人の接客の助けになっているとい
う声をいただいた。

～他地域で取組む際の留意点～
◆外国人旅行客が回遊する時間を想定し、それに応じたモデルコースを設定
することが必要。
◆街歩きMAPには、お店のお勧めメニューや営業時間、予算等の外国人旅
行者のニーズに合致した情報を掲載することが必要。
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（54）食に関する情報提供手法の充実による利便性向上【田
事業の概要
地域での周遊の利便性を向上させるため、外国人対応が可能な飲食店の表示やMAPを
作成し、コンビニエンスストアなどのATMや無料Wi-Fiスポット等の情報を掲載した上
で、周遊する観光客も簡易に情報を入手することができるツールを作成。
外国人旅行者にとって必要な情報の整備・強化
【課題の抽出】
¾ 観光情報源であるウェブサイト、観光マップは、外国人旅行者にとって本当にほしい
情報(長期旅行する外国人旅行者が利用する生活情報や外貨両替等)が不足。
¾ 外国人旅行者に対するグルメ情報が不足。
¾ グルメ（飲食店）などで、外国人旅行者に対する対応の遅れ。
¾ 観光情報はウェブサイトとマップ等が主な情報源であり、ウェブサイトはスマートフォ
ンでの閲覧も多いが、スマートフォン向けの整備が不足。

【事前調査】
日本での旅行に興味があ
り、スマートフォンを所有
＆利用している在日外国
人（在日5年以内）を対象
にアンケート調査を実施
【サンプル数】
・４言語×１０名
＜英語、中国語（簡体字、繁体
字、）韓国語＞

利便性向上のための地域の情報提供ツールの作成
▼「グルメ」「ATM」「無料Wi-Fi」等の情報を中心としたWEB
サイトの作成

▼地域の実践的な情報を掲載した多言語マップの
作成

―田辺WEB―
【対象言語】
英語、中国語
（繁体字）、韓
国語、 フランス
語、スペイン語

・訪日外国人旅行者の集客が見込める場所におい
て、飲食店や商業施設への案内、コンビニエンスス
トアなどを掲載した「実践的な情報」入りの観光ガイ
ドマップを作成し、配布

―白浜WEB―
【対象言語】
英語、中国語
（簡体字、繁体
字）、韓国語

観光地
の特徴

【対象言語】英語（情報が細かくなりすぎないよう1言語で作成）

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

自然・景観
外国人延べ宿泊者数 13,118人（出典：平成21年 観光庁 宿泊旅行統計調査報告）
飲食
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、フランス語、スペイン語
紙媒体（MAP、コミュニケーションツール）、IT関連媒体（HP）
和歌山県
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辺・白浜】
対象地域の概況（特徴）
◆海の幸が豊富であり、もちがつお（春）や床ぶし（煮汁のつゆ）のそうめん（夏）等の
季節ごとの旬の料理が特徴的である。

事業の背景、拠点としての狙い
◆WEBサイトによる観光情報は名所案内やイベント案内、宿泊施設の情報が主な要素と
して構成されているが、現地の郷土料理や土産物などの外国語での情報が不足気味で
ある。
◆現地の飲食店や土産物店においても、外国人旅行者の受け入れ態勢が必ずしも整ってい
るとは言えない。
◆コンビニエンスストアなどのATMや無料Wi-Fiスポット等の情報が十分に整備されてい
ない。
◆受入環境整備の評価結果より、外国語等に対応済みの拠点内の飲食施設がなく、受入体
制が不十分。

～工夫したポイント～
◆団体旅行がメインのアジア系の旅行者は、移動に関して不自由を感じるこ
とは少ない。一方、単独（グループ）で行動する欧米系の旅行者には、移
動に関する情報や誘導を英語で表現することが必要となる。観光情報マッ
プなどは文字が細かくなりすぎないよう、外国人旅行者にとってある程度
「共通」の言語となる「英語（ローマ字表記含む）」表記のみを追加し、
WEBサイト等の各言語ごとに切り替えができるものは原則的に各言語に対
応することとした。
◆外国人旅行者が来店した際に受入店舗等が対応できるよう、接客用の指差
しシート等のコミュニケーションツールを作成し、言語だけではなくイラ
ストも記載し一目で内容が想像できるようにした。さらに、指差しシート
を掲示している店舗の入口に「外国人応対可能店舗」ステッカーを掲出し、
外国人旅行者がお店に入らなくても応対の可否がわかるようにした。

～得られた成果～
◆ＷＥＢサイトについては、「グルメ情報」「（外国で発行されたカードが
使える）ATM情報」「無料Wi-Fi情報」を中心とした欲しい情報が載って
おり、外国語による情報提供が充実した。
◆指差しシートをなるべくイラストを入れて簡潔な内容とし、更にステッ
カーがあることで店舗等での外国人旅行者の受入体制の整備が進んだ。
◆観光マップは基本的に「英語」表現のみに絞ったため、必要な情報の内容
と適切な情報量が揃っていてわかりやすくなった。

～他地域で取組む際の留意点～
◆外国人旅行者の旅行の仕方（団体旅行なのか、単独（グループ）旅行なの
か）を把握し、それに応じてツールのうちどこまでを多言語化すればよい
のか見定めることが重要。
◆季節ごとの旬の料理の情報を提供することで、季節ごとの食を楽しんでも
らい、地域の個性や魅力をより一層発信することが可能。
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（55）豊富な自然環境を活用した広域的周遊環境の整備【鳴
事業の概要
豊富な自然環境を中心とした広範囲の地域で、世界でも有数の渦潮を始めとする自然
景観を詳細に解説したり、外国人旅行者向けに効率的なモデルルート等の整備を行った
りすることで、広域的な周遊環境の整備を実施。
地域内における周遊環境整備の必要性の把握
○当該地域は、豊かな自然環境に囲まれた観光資源が豊
富な地域であるが、公共交通網が十分でなく、また鳴門、
南あわじがそれぞれ地域ごとに紹介されているなど、観
光資源が活かし切れていなかった。
○鳴門・南あわじ地域を旅行する外国人旅行者の実態、
受入環境の現状、外国人旅行者のﾆｰｽﾞなどの把握を
行った。

【事前調査の様子】

広域的周遊環境のためのモデルルート、パンフレットの作成
¾豊富な観光資源を活用し、鳴門・南あわじ地域を一体とした広域的な観光モデルルートの構築や、魅力向
上を図る観光パンフレットの整備、受入体制の充実など、周遊環境整備を行った。
【広域観光モデルルートマップの作成】

【観光パンフレットの作成】

・モニター調査で把握した国・地域毎のニーズを踏ま
えたモデルルートマップを作成

・広域観光モデルルートマップとセットで活用するこ
ととし、MAPで記載されていない内容や鳴門・南あ
わじの観光を更に楽しむための情報を掲載

【表面】
・移動手段別に応じ
た必要となる情報
（広域交通情報、
地域交通情報な
ど）を掲載

・中華系
自然や四季、有名な
観光地を中心に紹介
・欧米系
伝統文化の体験・鑑
賞を中心に紹介

・鳴門・南あわじの概要、歴史、特産品、歳時記・イベント
などの基本情報および観光地での楽しみ方、日本の風
習、乗り物の乗り方などを紹介
【裏面】
【対象言語】英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、ドイツ語

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

自然・景観
外国人延べ宿泊者数 13,087人（出典：平成21年徳島県観光動態調査、南あわじ市観光調査）
観光・娯楽（地域資源全般）
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、ドイツ語
紙媒体（パンフレット、MAP、コミュニケーションツール）
徳島県、鳴門市、南あわじ市
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門・南あわじ】
対象地域の概況（特徴）
◆当該地域は、「鳴門の渦潮」を始めとする、豊かな自然環境に囲まれた観光資源が豊富
な地域である。

事業の背景、拠点としての狙い
◆当該地域は公共交通網が十分でなく、また鳴門・南あわじ地域ごとに紹介されているな
ど、観光資源が活かし切れていない状況となっている。
◆そのため、豊富な観光資源を活用し、鳴門・南あわじ地域を一体とした広域的な観光
モデルルートの構築や、魅力向上を図る観光パンフレットの整備、受入体制の充実など
の周遊環境の整備が求められている。

～工夫したポイント～
◆ 「鳴門の渦潮」を核とし、鳴門と南あわじを一体的に体感できるような広域観
光モデルルートを検討。
◆空港別の入国者数や四国の国際便乗り入れ状況を踏まえ、国別にターゲットを
設定し、モデルルートを構築。
（アメリカ・韓国：関西国際空港をターゲットに南あわじ→鳴門ルートを設定
中国・台湾：松山・高松空港をターゲットに鳴門→南あわじルートを設定
ドイツ：鳴門市とドイツ館をメインとして鳴門→南あわじルートを設定）
◆外国人旅行者が自然環境を楽しめるように、外国人目線による当該地域でしか
見ることのできない眺望、絶景ポイントなどを記載した観光パンフレットを作
成。
◆自ら広域観光モデルルートマップや観光パンフレットを活用して、観光施設、
宿泊施設、飲食施設等が自ら観光紹介や案内をすることが可能な指差し会話集
を作成。
◆当該地域は、地域の人々とドイツ人との交流が根付いている。交流を促進する
ため、ドイツ語版の広域観光モデルルートマップ等を作成。

～得られた成果～
◆鳴門・南あわじ地域を一体とした多言語広域観光モデルルートマップ及び
観光パンフレットの整備により、「モデルルートを参考に両地域の観光が
可能となった」との意見が出され、外国人旅行者の回遊性が向上した。
◆指差し会話集の作成や各施設への研修会の実施により、受入環境が向上し、
また受入に対する各施設の意識が向上。

～他地域で取組む際の留意点～
◆外国人旅行者の出身地域では類似の景色がなく、当該地域でしか見ること
ができない眺望や絶景ポイントを紹介するなど、旅をより楽しめるような
要素を発信することが重要。
◆どの国・地域の外国人旅行者がどのようなルートで当該地域を来訪するの
かを把握し、それに応じてモデルルートを設定することが重要。
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（56）観光情報のデータベース化による地域の情報提供環境
事業の概要
観光情報をカテゴリーごとに分類したデータベースを作成し、作成主体が異なること
による表記・説明内容の差異の解消を図る。また、自治体だけでなく民間事業者も利用
できるようにすることで作成主体の翻訳経費等の節減にもつなげ、観光情報を提供する
主体数の増加による、外国人旅行者の利便性及び満足度の向上を推進。
観光情報の作成主体が異なることによる表記・説明内容の差異の解消
【観光地表記・説明】

【差異の解消】
【地域在住の留学生等の観光情報
ニーズの把握・表記の統一】

自治体や民間事業者ごとに
ガイドブックやMAP等を作
成しており、独自色が出て
いる反面、「同じ観光地の
表記が異なっている」、「外
国人が真に必要な情報が
掲載されていない」などの
問題

表記の差異
がある

台湾

韓国

中国

欧米

データベースの活用による観光パンフレット支援システムの構築
【分野別観光情報のデータベース化】
観光地情報

食情報

体験観光情報
旅のサポート情報

特産品

イベント・祭

公共交通情報

・公共交通の乗り方
・宿泊施設でのお風呂
の入り方
・外国語対応可能な病
院 など

【活用方法】
観光パンフレット支援システ
ムを活用して各主体がMAP
等を作成することにより、作
成主体が異なっても表記・説
明内容の統一が図られる。そ
れととともに、作成主体の翻
訳経費等の節減を図ること
が可能。
【対応言語】
英語、中国語（簡体字、繁体字）
韓国語

【データベースの活用（MAP作成など）】
飲食店

MAP

宿泊施設

WEB

自治体

観光協会

交通事業者

ガイドブック

・各主体がデータベース活用しMAP等を作成
・主体が異なっても表記・説明内容が統一
・翻訳経費等の作成費用を節減

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

都市型
外国人延べ宿泊者数 12,310人（平成21年観光庁

宿泊旅行統計調査報告）

観光・娯楽（地域資源全般）
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
紙媒体（パンフレット、MAP）、IT関連媒体（HP）
高知県庁
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の向上手法の検証【高知】
対象地域の概況（特徴）
◆自治体や民間事業者ごとにガイドブックやMAP等が作成されており、それぞれ独自色
が出ている。

事業の背景、拠点としての狙い
◆自治体や民間事業者ごとにガイドブックやMAP等を作成しており、独自色が出ている
反面、同じ観光地の表記が異なっている、外国人が真に必要な情報が掲載されていない
などの問題がある。
◆宿泊事業者等においては、自らが周辺観光地等のMAPを作成したくても、翻訳する人
材がいない、翻訳経費がかかる等の問題により、作成できていない場合が多い。
◆宿泊事業者等の民間事業者からも、誰もが自由に利用できる観光情報を整備してほしい
との要望も強い。

～工夫したポイント～
◆様々な国・地域（欧米、中国、台湾、韓国）の留学生モニター（これまで
に地域と協力体制をつくってきた留学生）による外国人目線での知りたい
情報ニーズと、各観光地の主体の情報発信ニーズ等を踏まえ、外国人の移
動、食、滞在等の観光行動を支援するために必要な情報を選定し、表記の
統一を図ったデータベース化を実施。
◆観光情報データベースが広く活用できるようにWEBによるシステムを構
築（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/020201/）
（http://www.attaka.or.jp/corp/ ）
◆各主体が観光情報データベースを活用し、外国人目線の情報提供を行うパ
ンフレット等が容易に作成できるように、MAPによる観光地紹介やお勧
め観光ルート紹介など、作成主体に応じた複数のパンフレット雛形を作成。
◆自治体や観光協会等向けに活用方法の説明会を開催し、操作性を確認して
もらうとともに、活用する側のニーズを把握し、使いやすいデータベース
を作成。

～得られた成果～
◆観光情報データベースシステム活用に向けた各主体への説明会を開催し、
MAPやパンフレットが容易に作成できることの情報提供をした。
◆宿泊施設や観光協会等がシステムを活用してパンフレットを作成し、表記
の統一を行った。
◆観光情報を提供する主体数、外国語によるMAPやパンフレット等の作成
数の増加が見込まれる。

～他地域で取組む際の留意点～
◆データベースから雛形を用いて各主体がパンフレットを作成できるように
することで、表記・説明内容の統一性を持ちかつ多様なパンフレット作り
を期待することが可能。
◆自治体だけでなく民間事業者も利用できるようにし、また活用方法の説明
会を開催することにより、各主体の自発的な活用を誘導することが可能。
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（57）受入側の外国人旅行者対応機能の向上による利便性
事業の概要
外国人旅行者が宿泊施設や飲食施設等を利用する際のそれぞれの場面に応じた基本的
なコミュニケーションツールを作成し、また外国人対応ができる施設等に関する情報を
提供することにより、滞在時の利便性を向上。
【検討会の開催】

地域の現状を踏まえた外国人受入課題の改善
松山では交通拠点などにおける
外国人旅行者への対応は一定程
度できているが、買い物や食事、
宿泊といった場面での多言語対
応が十分ではない。そのため、受
入側の多言語対応機能の向上に
よって、外国人旅行者の利便性
向上を図った。

・県、市、商工会議所、ホテル
協会、道後温泉旅館協同組
合などが参画した街ぐるみの
組織で検討会を開催
・商店街振興組合なども協力し、
飲食施設、物販施設もモデ
ル店舗として参画

①観光案内所における「観光案内サポート資料」に
よる案内機能の強化
②商店街などにおいて「コミュニケーションペー
パー」「商品紹介ポップ」による受入体制の充実
③宿泊施設等での「おもてなしペーパー」の作成
④観光案内所・両替等の情報のWEBでの提供

宿泊・商業施設を主眼とした多言語対応ツールの作成
○宿泊施設や飲食施設等における現状の受入課題を踏まえ、モニター調査などから外国人視点での対策を図った。
▼観光案内サポート資料

▼おもてなしペーパー

・観光案内所において、観光パンフレッ
トなどを集めたサポート資料を作成

▼多言語POP

・宿泊施設において、日本のマナーなどを案
内する「おもてなしペーパー」を作成し、配布

・名産品を紹介するポップにより、
購入に向けた訴求効果と、外国
人の買い物の満足度アップ

▼コミュニケーションペーパー

▼MAP

▼Welcomeステッカー

・外国人が気軽
に入店できるよ
うにWelcome
ステッカーを掲
示
・海外で発行されたカードに対応可能
なＡＴＭや両替施設等の、実践的な情
報を提供

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

・お土産物店や飲食店、旅館などにおい
て、コミュニケーションペーパーの活用や
メニュー等の多言語化を実施

【対象言語】英語、中国語（簡体字、
繁体字）、韓国語

温泉
外国人延べ宿泊者数 34,000人（平成21年観光庁

宿泊旅行統計調査報告）

宿泊、飲食、商業・買い物
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
紙媒体（パンフレット、MAP、コミュニケーションツール）、IT関連媒体（HP）
愛媛県
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向上【松山】
対象地域の概況（特徴）
◆当該地域は松山空港やJR松山駅、松山観光港を玄関口に、道後温泉などの日本の歴
史・文化を目的に多くの外国人が訪れる、四国有数の地域となっていた。

事業の背景、拠点としての狙い
◆交通拠点などでの外国人旅行者への対応は一定程度できているものの、外国人旅行者が
街歩きをする際に必要となる情報が提供されておらず、買い物や食事、宿泊等におい
て多言語での対応が十分とは言えない状況であった。そのため、これらの受入側の施
設における対応機能の向上が最も必要とされてきた。

～工夫したポイント～
◆利用側である外国人のモニター調査と、道後温泉観光案内所・宿泊・物
販・飲食施設の受入側の施設の両面からニーズを把握し、実地で利用でき
る「コミュニケーションペーパー」や「おもてなしペーパー」を作成。
◆外国人が周遊しやすくなるように、県、市、県観光物産協会、松山商工会
議所、愛媛ホテル協会、道後温泉旅館協同組合による検討会に加え、道後
商店街振興組合、松山ロープウェー中央商店街振興組合、まちづくり松山
から随時意見を頂くなど、街ぐるみの連携による取組を行った。

～得られた成果～
◆当該事業協力施設では、外国人に対して、愛媛県・松山市の名産品を詳し
く紹介でき、商品の訴求効果が得られた。また、試食・試飲が気軽にでき
るようになり、販売員とのコミュニケーションが生まれ、購入促進につな
がった。
◆飲食施設では「Welcomeステッカー」が掲示されたことで、外国人が入
店しやすくなったとの意見が得られた。また、カード利用ができない店舗
では、入店前に外国人が確認できる表示が行われたことで、これまで発生
していたトラブルが事前に回避できるようになったとの効果が得られた。

～他地域で取組む際の留意点～
◆利用側である外国人だけでなく、受入側である施設も加えた両面からニー
ズを把握した上でツールを作成することが重要。
◆外国人旅行者の周遊を促すために、自治体、観光協会、各種協会や組合、
商店街など多様な主体を巻き込んで街ぐるみの連携体制を構築することが
必要。
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（58）一元的な観光情報提供環境の整備による回遊性の向
事業の概要
外国人旅行者向けの情報提供プラットフォームや決済環境等を整備し、モデルコース
に誘導する仕組みを構築することで、定期航空便やクルーズ船寄港に伴って訪れる海外
からの個人旅行客を想定した受入環境の基盤を整備。
海外からの個人旅行客の不便や不安の解消
¾中国地方最高峰国立公園大山、水木しげるロード、皆
生温泉等、観光・リゾート資源を多く有している当該地
域は、訪日外国人にも魅力あふれる地域となっている。
¾しかしながら、観光地等への誘導が未整備のため、自
由に安心して移動できない、日本円の両替やキャッシン
グができる箇所が不足していながら、クレジットカード決
済の整備がされていない等、諸問題を抱えていた。

《課題》
●当地の魅力が伝わりきれていない
●広域的で総合的な観光情報が少ない
●公共交通の乗り継ぎ情報が少ない
●ウォンからの両替が不便
●フリーのWi-Fi環境が少ない

ＷＥＢサイトやアプリ開発による海外からの個人旅行客の回遊性の向上
○外国人旅行者向け観光情報の集約
・WEBサイトなどの情報を集約し、
一次元的に外国人旅行者に提供
できるプラットフォームを整備

○決済環境の整備
・EC（電子商取引）決済の仕組みを
応用したクレジットカード決済システムを
整備

【WEBサイト】

・スマートフォン
で利用できる、
現地店舗での
買物決済シス
テムの構築

・旅の事前情報として閲覧
されることを前提とした
WEBサイトの構築
・スマートフォンやタブレット
PCでの閲覧可能

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

○外国人旅行者向けモデルコースの設定
・当該地域内を周遊する外国人目線の
モデルコースを設定

【対象言語】英語、韓国語

自然・景観
外国人延べ宿泊者数 23,470人（平成22年観光庁

宿泊旅行統計調査報告）

観光・娯楽（地域資源全般）
英語、韓国語
紙媒体（パンフレット）、IT関連媒体（HP、SNS、タブレット端末）
鳥取県、大山・中海エコツーリズム協議会

-151-

上【鳥取県西部】
対象地域の概況（特徴）
◆ 鳥取県西部地域では、韓国からの国際航空便や貨客船の定期運航により、体験型旅行
を中心に海外からの個人旅行客が増加傾向にある。

事業の背景、拠点としての狙い
◆体験型旅行を中心に海外からの個人旅行客が増加傾向にありながら、二次交通を利用し
た観光地等への誘導が未整備であるため、当該地域を自由に快適に安心して移動でき
ないなど満足度が上がっていない。
◆日本円への両替やキャッシングができる箇所が不足しているにもかかわらず、クレジッ
トカード決済の整備がされていない中小の店舗が多数あるため、滞在中の消費機会を
大きく逃している。

～工夫したポイント～
◆広報として、韓国でのPRイベントの開催、Facebook等のSNSでの発信
やSEO対策を行った結果、韓国大手メディア等で紹介されるなど、本
WEBアプリの認知度が高まった。
◆ Wi-Fi環境の進んでいないエリアにおいて、二次交通を利用して安心して
快適に移動ができるように、スマートフォン用無料アプリをオフラインで
使用ができるように開発し、提供した。
◆外国人旅行者がクレジットカード決済できるシステムを中小店舗が構築で
きるよう、ネット通販の仕組みを応用したシステムを開発した。
◆上記システムの開発に併せ、受入施設における多言語化への対応や空港か
らホテルへのスーツケース配送サービスなど、個人旅行者にとってやさし
い環境づくりをセットで進めた。

～得られた成果～
◆外国人旅行者自らが事前に旅行プランを作り、二次交通を利用して安心し
て快適に移動できるツールが整備されたことで、旅行者のニーズに沿った
旅行を実現し不安の解消ができるような環境を整えることができた。
◆本事業の取組みについては、韓国の航空会社や大手旅行社から注目されて
おり、本WEBアプリの利用を組み入れた個人旅行者向け旅行商品の開発
が行われている。

～他地域で取組む際の留意点～
◆決済システムの開発、Wi-Fi環境が進んでいないエリアへの対応、空港か
らホテルへのスーツケース配送サービスなど、個人旅行者が周遊する上で
の不便さを解消することが重要。
◆本アプリの対象エリアの拡張、情報の更新、サービスの範囲拡大などによ
り当該地域の魅力を向上させることで、個人旅行者の増加とともにリピー
ターの拡大を目指すことが重要。
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（59）宿泊環境における外国人旅行者の不便解消手法の検
事業の概要
宿泊施設での外国人旅行者への対応を向上させるために、食事や設備、応対等の様々
角度から検証し、改善を図るツールを作成する。併せて宿泊施設を起点とした街歩きの
対応環境を整備することで、外国人旅行者の不満足を解消する。
宿泊施設における外国人の不便の解消

【おもてなし研修の開催】

「宿泊施設」での外国語対応や従業員の教育による、外国人旅行者の満足度の向上
宿泊施設を拠点とした街歩きのための「商業施設」、「飲食施設」、ＡＴＭ等の情報を提
供をすることで、外国人旅行者の不便を解消

・宿泊施設の経営者や従業員を
対象としたおもてなし研修を開催
・おもてなしの意識向上を図るた
め、外国人を活用した体験研修
を実施

・街歩き情報を
提供

松

まちなか
ATM

フロント

江

LAN

・不便解消のため
の多言語ツール
を提供

【おもてなし研修の様子】

客室

接客

宿泊環境で活用する多言語対応ツールの作成
○コミュニケーションツールや街歩きツール等の提供により、外国人旅行者の不便解消とともに、満足度を向上
【宿泊施設周辺地域の街歩き支援】
・松江らしさや日本らしさの点で旅行者に紹介したい店舗のアンケート
を元に掲載
・外国人受入店舗には統一した受入ステッカーを掲示
・ATMやWi-Fi等の便利な情報を加えた

【宿泊施設における受入環境の整備】
・外国人旅行者と受入側の双方の目線から
利用しやすいツールを作成
●フロント接客ツール

●街歩きマップ

●接客支援ツール

●店舗ステッカー

【対象言語】英語、中国語（簡体字、繁体字） 、韓国語

●客室施設案内ツール

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

歴史・文化、温泉
外国人延べ宿泊者数 4,840人（平成21年観光庁

宿泊旅行統計調査報告）

宿泊
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
紙媒体（MAP、コミュニケーションツール）、IT関連媒体（HP）
松江市
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証【松江】
対象地域の概況（特徴）
◆松江市は、市内中心部（松江駅・宍道湖温泉駅周辺）と玉造温泉地区に宿泊施設が分か
れている。

事業の背景、拠点としての狙い
◆市内中心部と玉造温泉地区の両地区とも、宿泊施設をはじめ飲食、店舗等の施設で外国
語対応や従業員の教育が進んでいないため、受入環境整備による外国人旅行者の満足
度向上が求められているところである。受入環境整備水準の評価結果より、外国語等
に対応済みである拠点内の宿泊施設はない。
◆宿泊施設においては、チェックインからチェックアウトまでの接客対応等が行えるよう
な受入環境の改善を図るとともに、宿泊施設を拠点とした街歩きのための商業施設や飲
食施設、ＡＴＭ等の情報を提供をすることで、外国人旅行者の不満足を解消し、さら
なる外国人旅行者、リピーターの増加を目指す必要がある。

～工夫したポイント～
◆外国人の宿泊施設等での満足度の向上を図るため、外国人旅行者と受入側
（宿泊施設や店舗）の双方の目線から使いやすい宿泊施設支援ツールとな
るよう工夫した。
◆宿泊施設従業員等を対象としたおもてなし研修では、外国人が期待する接
客や喜ばれるポイントに加え、従業員の不安解消となるように工夫し研修
を行った。
◆紹介する店舗は、松江市在住の外国人に、松江らしさや日本らしさの点で
旅行者に紹介したいと思う店舗をアンケートし、その上位を選定。
◆店舗紹介に協力頂いた店舗には、この事業をきっかけに外国人を積極的に
受け入れて頂けるように働きかけを行った。
◆街歩きマップには、店舗情報に加え、外国人ニーズが高かったATMやWiFi、レンタサイクル、夕日スポット等の便利な情報を加えた。

～得られた成果～
◆宿泊施設等の従業員研修を通じて、受講者の多くが外国人の接客に、自信
を持って「笑顔」で接客しようと積極的になった。日頃からツール等を活
用し、外国語の勉強をしようと前向きになった人もいる等、意識向上が図
れた。
◆国際観光案内所でこれまで外国人に飲食店を紹介するツールがなかったが、
街歩きマップを活用することでお勧め店舗を紹介できるようになった。
◆外国人が困った時の情報や便利な情報等のツールが整備されたことで、外
国人旅行者の不安解消に寄与する環境を整えることができた。
◆松江市では次年度以降に街歩きマップのフランス語版を制作する予定であ
り、受入環境整備の意識も高まっている。

～他地域で取組む際の留意点～
◆フロントでの接客、客室の使い方の案内、従業員のおもてなし研修を実施
するなど、外国人旅行者が宿泊するにあたって言語や文化の違いによる負
担感を感じさせないようにすることが必要。
◆街歩きの起点となる場所を設定し、その場所を中心として受入整備を進め
ていくことが重要。
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（60）コミュニケーション環境の整備と実践的な情報の提供
事業の概要
既存のコールセンター機能を活用してコミュニケーション環境を整え、外国人個人旅
行者向けMAP等を作成して実践的情報を容易に入手できる環境を整えることで、外国人
旅行者の滞在中の不安を解消。
外国人専用ダイヤルによる外国人旅行者の不安の解消
長崎市街地の外国人旅行者に対して、観光地の情報、行き方、料金などの問い
合わせに多言語で対応するための環境の整備

もしもし、
何かご
用でしょ
うか？

¾外国人専用ダイヤルによるサービス
・外国人専用のダイヤル回線「あじさいコール」
を設置するとともに、外国語対応スタッフが電
話に出ることで、外国人旅行者の安心感を高
め、相談しやすいようにした

言葉が通じる
のか不安

¾WEBによるコミュニケーション環境の整備

外国人
専用
ダイヤル開始後

・FAQにて多言語で情報提供
・PCのサイトを多言語化
・知りたい情報をFAQで探しやすいようにプログラム化
・Wi-Fi環境下ではスマートフォンに対応
・目的地への公共交通利用の案内をサービス

Hello, May I
help you?

【対象言語】 英語、中国語（簡体字、繁体字） 、韓国語

個人旅行者向けの多言語回遊MAPの作成
外国人個人旅行者が長崎市街地を回遊するときに必要となる、目的地や公共交通の情報などをコンテンツ
とした携帯用MAPを作成
¾ 市街地回遊に必要な情
報を掲載した多言語MAP
・主要な観光情報はもとよ
り、外国人旅行者が長崎
市の中心市街地を一人
で回遊する場合でも不安
にならないように、観光
案内所、両替所、公共交
通利用方法などが一つ
でわかる利便性が高い
MAPを作成
・さらに、無料Wi-Fiエリア
や「あじさいコール」の
サービスについても案内
するなど、情報量の拡充
による安心感が高い情報
MAPを作成

観光地
の特徴

詳細図には、交通拠点で
の乗換え案内図(右図①)、
空港行バスが発着するバ
スセンター(下図②）や路
面電車の乗継案内(下図
③）など必要に応じてコメ
ントをつけて、移動しやす
いMAPを作成した

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

①

英語、中国語（簡体字、繁体字） 、韓国
語の４言語のMAPを作成
地図面の施設名などには日本語を併記
して、外国人旅行者から尋ねられた日
本人がある程度MAPを通してコミュニ
ケーションができるようなものとした

③

・表紙面に、無料Ｗｉ-Ｆｉ、ＡＴ
Ｍ等の情報を掲載
・言語毎に表紙の色を変え、
識別しやすいよう工夫した

②

歴史・文化
外国人延べ宿泊者数 164,335人（出典：平成22年長崎市観光統計）
観光案内所
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
紙媒体（MAP）、IT関連媒体（HP、タブレット端末）、その他（コールセンター）
長崎市
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による不安の解消【長崎】
対象地域の概況（特徴）
◆長崎市は、市街地にグラバー園や中華街などの外国とのつながりがある観光地や、出島
などの歴史的に諸外国との文化交流があった史跡が存在するなど数多くの観光資源が存
在する。そのため、アジアに加えて欧米からの訪日外国人も多い。

事業の背景、拠点としての狙い
◆観光案内所が、市街地から離れた長崎駅にあるだけである。外国人用パンフレットや多
言語WEBサイトなども含めて、外国人が個人で安心して旅行するための情報提供の窓
口体制が不十分な状況。

～工夫したポイント～
◆あじさいコールの観光関係の既存FAQ以外に、観光地やアクセス方法に関
する外国人旅行者向けの多言語情報を充実させた。
◆長崎市街地のWi-Fi環境の拡充を踏まえ、移動時の情報としてスマート
フォンでのHP閲覧にも対応した。また、特に路面電車を中心とした観光
地までのMAPでの経路案内を図った。
◆さらに携帯MAPでは、留学生によるワークショップでMAPへの必要情報
を把握し、その結果を有識者へ照査してもらうことで市街地回遊時に実用
性が高い情報を提供できるように工夫した。

～得られた成果～
◆｢外国人専用ダイヤルがある場合、安心して電話できる｣という評価がモニ
ター調査で85点(100点満点)と高かった。また､外国人旅行者アンケート
で『問題発生時に外国語で助けてもらえるのは安心して旅行が続けられる
良いアイディア』等のコメントを得た。
◆コールセンターのWEBサイトは、多言語ページへのアクセス件数が745
件/月と、活用されている状況が見られる。
◆外国人旅行者用MAPの満足度は、 外国人旅行者アンケートで89点(100
点満点)、モニター調査で95点と高い評価を得た。また外国人旅行者から、
『海外旅行者にとって詳しい情報が載った地図に満足』等のコメントを多
く得た。

～他地域で取組む際の留意点～
◆外国人個人旅行者向けMAPからコールセンターに誘導することで、コー
ルセンターに出先の情報案内窓口としての機能を持たせることが重要。
◆コールセンターに外国人専用ダイヤルを開設するなど、外国人旅行者が情
報を入手する上での不安感を払拭することが重要。
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（61）安全・安心及び交通ネットワーク情報等の提供に向けた
事業の概要
安全で快適な滞在に必要な情報、台風など地域特有の緊急時に不安軽減を図る情報を
提供する環境を整備。また、空港・港湾・バスターミナル等のゲートウェイにおいて確
実かつ効率的に目的地へ到達するための案内・情報提供を推進。
台風などの地域特有の不安を軽減するための受入環境整備
¾ 石垣新空港開港に伴い外国人個人客の増加が予想されるため、観光情報、公共交通機関の情報等の多言
語対応が急務となっていた。
¾ 台風や時化による交通機関の運休といった地域特有の緊急事態時に、適切な情報発信ができる体制を整備。

安心・安全及び交通ネットワーク情報を提供する多言語ツールの作成
○ 緊急時における避難路等への誘導整備の構築

【ＷEBサイトによる事前情報収集】

・地元の防災計画を踏まえ、直感的に理解できるピクトグラム
や矢印等を活用するとともに、夜間でも視認性の良い素材を
活用した避難誘導看板等の設置

・わかりやすいアク
セス情報
・最終便や運行頻
度・運休情報等
のトラブル回避
情報の発信

○公共交通乗継ぎアクセス方法に関する冊子やパンフ
レット制作及びポータルサイトの構築
・交通案内（交通検索、域外主要交通とのリンク）
・観光情報、モデルコース
・緊急・災害時情報（交通の運行情報、避難、連絡先等）

○観光施設や商業店舗等への多言語対応の強化及び
HP整備の促進に向けた啓蒙・支援

八重山旅遊 WebSi t e

日本語

Yaeyama si ghtseei ng Web Site
交通嚮導

八重山旅遊信息

災害時信息

TOPICS

2012 年○月○日
2012 年○月○日
2012 年○月○日
2012 年○月○日

・案内標識、施設名称の多言語化
・観光施設や商業店舗、飲食店等を補助する講習会実施
・商品解説や販促POPの作成やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾂｰﾙの作成

活動一覽
7 月的活動
2012 年○月○日
2012 年○月○日
2012 年○月○日
2012 年○月○日

Wi- Fi/ ATM

中 文 ( 简体 字 ) 中 文 ( 繁體 字 )

ENGLISH
TOP

模型路線

話題

諮詢

FAQ

鏈接

八重山影樓

相關的地域的信息被表示單 擊地圖

○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○
看其他
其他的月這邊
○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○
看其他

内容
交通嚮導
交通搜索系統 / 路徑圖
時刻表 / 車票信息

八重山旅遊信息
自然地 /传统文化 / 體育
土特產 / 海濱 / 設施

災害時信息
Wi- Fi/ ATM
避難場所 / 氣象信息震·/海嘯信息航
地
石垣島 / 竹富島 /
運行信息 /急聯繫方式
黑島 / 波照間島 /

小濱島
與那國島

模型路線
石垣島 / 竹富島 /
黑島 / 波照間島 /
八重山影樓
石垣島 / 竹富島 /
黑島 / 波照間島 /

八重山リンク 集
投宿設施
旅遊

沖縄県

土特產 · 土特產
美食

石垣市

旅行公司 · 交通機關
購物

竹富町

与那国町

業餘時間的娛樂 · 旅遊設施
其他

与那国町 石垣市観光協会

縣 · 市町 / 各

竹富町観

竹富町商工会
与那国観光協会
与那国町商工会

【着地情報の追加収集】

○体験型ﾂｰﾘｽﾞﾑ（ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、ｶﾇｰﾂｱｰ等）における危険
回避 のための情報提供
・注意事項、危険事項、危険生物、基本ルール、ケガや病気時
の対処法、連絡先などをまとめたパンフレットの作成・配布

・現地の特色・魅
力や楽しみ方を
伝える
・日本人との会話・
交流を交えた
サービス

・地域ならではの危険
回避・緊急時対応

【観光や食事、買い物を楽しむためのツール】

観光地
の特徴

観光地特性
訪日外国人数
整備対象

事業の
整備手法

ターゲット層
（対象言語）
媒体
実施主体

自然・景観
外国人延べ宿泊者数 173,200人

※沖縄県総数（平成21年観光庁 宿泊旅行統計調査報告）

交通、その他（非常時対応）
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
紙媒体（パンフレット、コミュニケーションツール）、IT関連媒体（HP）、案内
看板
八重山広域市町村圏事務組合
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環境整備【八重山】
対象地域の概況（特徴）
◆2013年3月の石垣新空港開港に伴い、今後は台湾・香港をはじめとするアジアから
の個人客の増加が予想される。

事業の背景、拠点としての狙い
◆アジアからの個人客の増加が予想されるため、公共交通機関における多言語化対応が急
務。
◆台風や時化による交通機関の運休といった地域特有の緊急事態時に、適切な情報発信が
できる体制を整備し、外国人旅行者の安全確保と不安軽減を図ることが必要。
◆観光情報の発信について多言語化の対応が遅れており、外国人観光客が自国内で事前の
旅行計画を立てることが難しい。また大部分の施設でコミュニケーションの対応が遅れ
ていることが受入環境整備水準の評価結果から明確となった。

～工夫したポイント～
◆各種公共交通機関(バス、飛行機及び船)の乗り継ぎ情報、雨天時に楽しめ
る施設の情報、災害・緊急時の情報等、観光情報等、各関係者が個別に発
信する情報を外国人観光客の目線で編集し、効率的に活用できるポータル
サイトを構築。
◆ポータルサイトには地図を見ながら旅程の確認、検討ができるWEB GIS
を組み込み、利便性の高いサービスを提供。
◆ポータルサイトやパンフレット等のデザインや色彩の統一を図ることで多
言語対応ツールの視認性を高め、相互に連動したツールの組み合わせるこ
とで利便性を向上。

～得られた成果～
◆構築したポータルサイトは、リアルタイムの交通情報やルート検索機能を
有するなど、現地で使用することで外国人旅行者の利便性が高められた。
◆避難誘導看板では、外国人旅行者も視野に入れた取組の必要性が行政の防
災担当者に対して意識付けられた。
◆指差し確認シート等のコミュニケーション補助ツールを飲食店、土産店向
けに整備しただけでなく、地域固有の特産品紹介シートも作成することで、
地域内のサービス事業者の関心・意識の向上が図れた。

～他地域で取組む際の留意点～
◆緊急時における避難誘導の整備は、行政の防災計画と連動して進めていく
ことが重要。
◆ポータルサイトにリアルタイムの交通情報やルート検索機能を設けるなど、
利便性が高い機能を付与することが重要。
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