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■調査の目的 

関西地域においてはこれまで、観光分野における取組とともに、留学生や起業家を関西に呼び込み定着

させるための取組など、各機関において様々な検討・取組が進められている。今後も国際的なスポーツイ

ベントの連続開催などによる訪日外国人の更なる増大が予想され、幅広い分野において外国人の視点に立

った関西の魅力向上を図ることが重要である。 

こうした中、関西経済連合会では、観光客のみならず、ビジネスマンや留学生等の受け入れに向けて、

外資系企業・総領事館・留学生など外国人の視点に立って、関西の強みや克服すべき課題について共有・

議論していくため、本年 6 月に「はなやか KANSAI 魅力アップフォーラム」を関係者により設置した。 

フォーラムは、地域・組織・テーマを問わず横断的に今後の取組課題を抽出するとともに、経済界や行

政の幅広い関係者への働きかけと取組のフォローアップにより、幅広い分野に係る関西全体の魅力向上に

取り組むものである。 

本調査では、フォーラムに対して外国人の生の声を整理・提供するため、「はなやかKANSAI 魅力アッ

プ研究会」（事務局：近畿経済産業局）を設置し、外国人目線に立ったニーズの深掘りや先進事例（ベス

トプラクティス）の発掘等を通じて、関西の魅力や課題等を分析するとともに、外国企業等の利便性の向

上と関西のさらなる魅力アップ方策について検討を行った。 

 

■魅力向上に向けた主な取組状況 

◎日本再興戦略（2013年 6 月） 

「日本産業再興プラン」「戦略市場創造プラン」及び「国際展開戦略」の３つのプランを定め、

対日投資、海外展開、外国人旅行者及び留学生等に係る数値目標を設定し取り組んでいる。 

●2020 年における「対内直接投資残高 35 兆円」の実現 

●2020 年までに中堅・中小企業等の「輸出額２倍化」の実現（2010 年比） 

●2020 年までに「外国人留学生 30 万人」の実現 

●外国人留学生の日本国内での就職者「年間 1 万人」の実現 

●2018 年までに「国際バカロレア認定校等 200 校」の実現 

●2030 年の「訪日外国人旅行者数 3,000 万人超」の実現 

 

◎外国企業の日本への誘致に向けた５つの約束（2015 年 3 月） 

 2020 年の東京オリンピック・パラリンピック大会を契機に、「外国企業の日本への誘致に向

けた５つの約束」を決定し、改善に取り組んでいる。 

●日常生活における言語の壁の克服（多言語情報を手軽に利用できる仕組みの普及等） 

●インターネットの接続環境の向上(無料公衆無線 LAN の普及等) 

●地方空港のビジネスジェット受入れ（CIQ 事務所への事前連絡期限の短縮等） 

●海外から来た子弟の教育環境の充実（インターナショナルスクールの認可基準の緩和等） 

●外国企業からの相談への対応強化（外国企業への相談相手を付ける制度等） 

 

◎観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2015（2015 年 6 月） 

2020 年を期限としてきた年間訪日外国人旅行者数 2,000 万人を早期に実現する考えを示す

とともに、訪日外客の消費額を 2014 年の約 2兆円から、2,000 万人達成の年には年間 4 兆円

に倍増させるとしている。

■関西のビジネス環境・生活環境等に関わる魅力・ポテンシャル 

◎バラエティに富んだ都市と歴史・文化の集積 

千年の歴史都市・京都、近世以来の商工業都

市・大阪、近代以降の開港場であり重工業集積地

である神戸を中心に、和歌山、奈良、大津、姫路

など、歴史と伝統を異にする都市が地理的に極め

て近接するなどの特徴をもつ。 

◎一国に匹敵する巨大市場 

 人口約 2,164万人、GDP 約 10,134 億ドル

の規模を持ち、OECD 諸国第 12位のオランダ

を上回る経済規模を有し、企業活動の拠点として

の関西圏の大きな魅力となっている。 

◎東アジアを中心とした国際ネットワーク 

4,000ｍ級の長距離平行滑走路 2 本を持つ完全

24 時間空港機能を備える関西国際空港を有する。 

旅客・貨物合わせ 24 の国・地域、89 都市を結び、週 1,215.5 便が就航（2015 年冬期スケジュ

ール 1月計画より）。LCC 路線の拡充により、国際線の 1 日当りの旅客数は 2014 年現在で約 35

千人、2015 年 8 月期時点で 50千人を突破している。 

◎優れた知の集積 

京都大学、大阪大学、神戸大学などの諸大学、（独）産業技術総合研究所関西センター、大型放射

光施設「SPring-8」などの最先端研究施設、けいはんな地域等の大企業の先端研究所の集積地等を

有する。 

◎厳しい目を持つ消費者の存在 

関西人には厳しい目を持つ消費者が多く、新製品、新サービスの創造においては大きな強みとなっ

ており、「関西発」の新製品や新たな生活文化が多数生まれている。 

◎ライフイノベーションやグリーンイノベーションなど成長産業の集積 

医薬品メーカーや医療機器メーカーなどのほか、医療系大学や研究機関、医療系インキュベーショ

ン施設も多数立地している。また、電池メーカーの主要生産拠点や関連大学等が数多く集積するほか、

ナノテクノロジー関連の開発支援拠点も数多く立地している。 

◎関西人のホスピタリティ 

国際協力活動を行う NPO 法人が多く、約 1,500 団体が国際交流や外国人への生活サポートに関

わる。また、任意団体や財団、各市町等の国際交流協会など数多くの国際交流活動が展開されている。 

◎関西在住外国人からみた関西の魅力 

今回実施した関西在住外国人に対するアンケート調査では、「関西に住もうと思った決め手」「特に

関西の魅力」と思われる点として、「京都・奈良に代表される神社仏閣や歴史的資源の豊かさ」を挙

げる声が最も多い。千数百年に渡り蓄積された歴史、伝統文化が関西の大きな魅力となっている。 

次いで「オープンな人柄、地域性」「身近に感じられる豊かな自然環境、四季折々の変化」「地域ご

との特色ある食文化、食材の豊かさ」なども魅力として挙げられている。 

- 要 約 編 - 
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■関西のビジネス環境・生活環境等に関わるニーズ＆主な先進事例（ベストプラクティス） 

外国人観光客等が急増する中、関西の魅力を存分に享受できるよう、外国人の受入環境整備や関西の多

様な歴史・文化等に親しむエンターテイメント、文化体験の場などを充実することが求められている。関

西におけるこうした経験は、外国人の関西に対する愛着を育み、関西への留学や赴任、ひいてはグローバ

ル企業の関西進出や、グローバル人材として関西において活躍することに繋がると期待される。 

今回調査で実施した関西在住外国人や関係機関へのアンケートおよびヒアリングをもとに収集した「外

国人の生声」（＝ニーズ・課題）等を整理・分析することで、関西における外国人の利便性向上や、さら

なる魅力アップに向けた「２５のキーワード」を抽出した。 

これら外国人のニーズ・課題に対応した様々な取組が、官民の主体を問わず、関西各地において既にた

くさん展開されている。 

 

 

▼関西在住の外国人のニーズ・課題に係る「25 のキーワード」 

 

 

 

 

 

キーワード① 関西一体となった広域的な魅力の情報発信・体制構築 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○関西の主要機関による一元化された情報発信が

必要。 

○各地域の情報発信も良いが、イベント等につい

ては関西が一体となって情報発信してほしい。 

○関空（関西国際空港）という名称は知られてい

るが、「関西」というエリア名は知られていない。 

【主な先進事例】 

☞ 関西広域連合や関西地域振興財団で、関西の観

光関連情報を発信するウェブサイトを運営。 

（いずれも、日・英・中・韓の 4 カ国語） 

☞ 民主導型 DMO 近江インバウンド推進協議会

は、湖東・湖北地域の歴史的遺産などを活用し、

訪日外国人旅行者の拡大を図る。 

 

 キーワード② 対日投資促進体制の整備 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○情報が足りない、信頼できる専門家に出会えな

い。 

○起業の場合、法律と手順がわからない。もっと

留学生に対する起業のサポートが欲しい。 

○グローバル人材や多言語に対応できる人材が少

ない。 

【主な先進事例】 

☞ 在大阪英国総領事館 OB が創業の KAHM ジャ

パン㈱は海外企業等と関西を結ぶ事業を展開。 

☞ INVEST 関西会議（事務局：近畿経済産業局）

は、ジェトロ対日投資・ビジネスサポートセン

ター(IBSC)をワン・ウィンドウと位置づけ、外

国企業に対して各種支援を実施。 

キーワード③ 無料 Wi-Fi 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○無料 Wi‐Fiスポットを増やしてほしい。 

○無料 Wi‐Fiに簡単にアクセスできない。 

○電車やバスで使えないので改善が必要。 

○インターネットサービスに接続できるスポット

情報を提供すべき。 

【主な先進事例】 

☞ 大阪観光局の「OSAKA ENJOY RALLY」は、

府内の無料 Wi-Fi スポットを検索可能。５言語

（日本語、英語、韓国語、中国語、タイ語）対応。 

☞ 関西国際空港、阪急・阪神電鉄が無料 Wi-Fi を

設置。奈良県中部の４寺院（長谷寺、室生寺、岡

寺、安倍文殊院）も連携して無料Wi-Fiを設置。 

 

 キーワード④ 外国語対応の医療機関 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○英語でコミュニケーションできる病院リストを

配布してほしい。 

○診断を下す医師が英語を話せず、私も日本語を

話せないので、通訳者を呼んだ。 

○健康保険制度や紹介状制度が理解できない。 

○日本語がうまくないので、病院に行くのが怖い。 

【主な先進事例】 

☞ NPO 法人多言語センターFACIL は、「兵庫県内

の医療通訳システム構築モデル事業」を実施。 

☞ (独)りんくう総合医療センターでは、語学が堪能

な常駐スタッフを拡充した「国際診療科」を設

置。医療通訳者又は認定外国人約 60 名のボラ

ンティア通訳者を登録。 

キーワード⑤ 外貨交換・クレジットカード 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○自国発行のクレジットカードを使える場所が少

ない。 

○観光客フレンドリーな他国に比べて、日本は両

替所の数が非常に少ない。 

○海外クレジットカードで現金を引き出せるとこ

ろが少ない。 

【主な先進事例】 

☞ ㈱池田泉州銀行は、外貨両替のみを行う有人店

舗の外貨両替ショップ及び ATMを開設。 

☞ ㈱セブン銀行、㈱ゆうちょ銀行の ATM は、海

外発行クレジットカードによる現金引出可能。 

☞ Square㈱は、スマホ・タブレットを用いてクレ

ジットカード決済サービスを提供。 
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キーワード⑥ ムスリム対応 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○イスラム教徒は、お祈りやハラル食品を食べる

場所を見つけるのにとても苦労する。大きな駅、

ショッピングモール、混雑した観光地に、このよ

うな施設があると助かる。 

○イスラム教徒は排便のあと水を使う。全ての公

衆トイレに１台ずつ温水洗浄便座があるとよい。 

【主な先進事例】 

☞ NPO 法人インターナショクナルは、フードピク

トを開発。2014年度までに全国 1,300店で採

用。 

☞ 福島鰹㈱は、ハラル認証取得新工場を竣工。 

☞ 関西広域連合の運営する「関西観光 web」は、

“ムスリムフレンドリー関西”コーナーでムス

リムが関西観光を楽しむための情報を掲載。 

 

 
キーワード⑦ 防災情報 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○災害時の対応に不安がある。病院、避難所など

が記載された近隣地図があれば便利。 

○防災訓練に参加するチャンスがあまりない。 

○自国で地震や台風などの災害が少ない出身国の

人は、災害についての知識が欠如している。 

○警報が日本語のため何が起きたか分からない。 

【主な先進事例】 

☞ ㈱Local24は非常時に避難所として活用できる

よう、建物の耐震強化、非常食の常備等のパッ

ケージ化サービスを 2016 年度から展開予定。 

☞ 京都市、堺市、神戸市、和歌山県田辺市及び白浜町・

新宮市・上富田町・すさみ町は、電話同時通訳サービ

スによる365日24時間の5カ国語通訳体制を運営。 

 

 キーワード⑧  観光情報の発信・案内 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○観光案内所は、初めて日本を訪れた旅行者向け

のため、深い情報を得ることができない。 

○英語圏以外の旅行者に向けた情報が少ない。 

○外国人向けの観光案内所が少ない。 

○産業観光に興味があるが、情報をどこで得れば

よいのか分からない。 

【主な先進事例】 

☞ 関西シーンは、関西の外国人向けフリーペーパ

ーを発刊。6百カ所以上に 15 千部を月一配布。 

☞ ㈱PIJINは、多言語情報発信の「QR Translator」

サービスを関空等で提供。 

☞ 神姫バス㈱は、タイの観光客を呼び込むための

バス旅行を関西地域に限定して企画。 

キーワード⑨ 公共交通 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○関西は外国人を乗せないタクシーが多い。荷物

が非常に多いため敬遠される。 

○英語の情報が不十分。大阪駅の表示なども非常

に分かりづらい。 ゾーニング・色分けが必要。 

○車内アナウンスの多言語化が必要。 

○路線バスを使うのが一番難しい。 

【主な先進事例】 

☞ (公財)大阪タクシーセンターは、英語対応のタク

シー予約システムを 2015 年 7 月運用開始。 

☞ ＪR 西日本は、関西空港駅、京都駅、新大阪駅

等で、外国語の案内スタッフを配置。大阪駅に、

多言語案内情報・荷物宅配サービスなどを提供

する訪日外国人向けサービスセンターを開設。 

キーワード⑩ 宿泊 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○ホテルが確保できない。 

○気軽に泊まれる低価格の宿が京都にはない。 

○長期滞在できる安価なホテルが欲しい。 

○LCC の深夜便に対応しているホテルが少ない。 

○日本の一般家屋に泊まってみたい。 

○古民家に泊まってみたい。 

【主な先進事例】 

☞ (株)王宮 道頓堀ホテルは、訪日外国人向け「お

もてなしホテル」へと転換。日本を好きになっ

てもらう心に残る文化体験サービスを展開。 

☞ (一社)ノオトは、城下町の古民家等をホテルやレ

ストランなどに再生。 

☞ 大阪府は、「民泊条例」を 2015年に制定。 

 

 

キーワード⑪ 食事・買い物 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○どんな料理が提供されているのかわからない店

には入りづらい。多言語のメニューを置いている

店がほとんどないので、注文しづらい。 

○商店街では、その場で食べてみたい。食べ歩き

の際、清潔なトイレや Wi-Fi、休憩場所がほしい。 

○免税店情報が少ない。手続きに時間もかかる。 

【主な先進事例】 

☞ がんこ寿司道頓堀店は、外国人が気軽に注文で

きる｢写真付き指差しメニュー｣、｢人気メニューラン

キング｣、｢外国人向けセットメニュー｣を提供。 

☞ 黒門市場商店街は、食べ歩きニーズに応えてイ

ートイン形式の店舗を拡大。空店舗を無料休憩

所（トイレ､Wi-Fiスポット）等に改修。 

 

 キーワード⑫ エンターテイメント 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○USJ 以外のエンターテイメントがないのが残

念。関西に合うエンターテインメントが欲しい。 

○ほとんどの海外の有名都市はナイトエンターテ

イメントがあるのに、日本に無いことが不思議。 

○居酒屋等のスポット情報は多いが、ナイトエン

ターテイメント情報が不足している。 

【主な先進事例】 

☞ ギア-GEAR-は、言語を使用しないノンバーバ

ルパフォーマンス。2015 年 11月には 1,100

回のロングランを達成。約３割が外国人客。 

☞ (株)デザインポケットは、食品サンプル作製の体

験サービスを提供。英語・中国語・韓国語の 3

カ国語に対応し、実演を交えて作り方を指導。 

 

 キーワード⑬ 観光商品 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○畳屋、陶器の工房、西陣織の工房など職人技、

和食や着物、日本酒作り・歴史などを体験したい。 

○産直マーケットなど地元の催し等に触れたい。 

○ガイドブック等に掲載されていない観光場所を

探している。 

○田舎町を訪問できる娯楽がもっとあればいい。 

【主な先進事例】 

☞ (一社)田辺市熊野ツーリズムビューローは、外国

人の個人旅行を対象に着地型観光を展開。 

☞ いえしまコンシェルジュ合同会社は、原料から

出荷まで見学できる「海苔工場見学」等を提供。 

☞ グランソール奈良は、中国人等を対象にメディ

カル・ツーリズム事業を展開。  

 

 キーワード⑭ 文化体験 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○芸術文化を気軽に体験できる環境や選択肢が少

ない。 

○日本文化を体験し、伝統･歴史を深く知りたい。 

○伝統的な服の試着を通じて日本を感じたい。 

○日本文化を体験してみたいが、言葉が通じるか

が心配。 

【主な先進事例】 

☞ (有)ワックジャパンは、茶道・華道・家庭料理・

着物着付け体験などの体験プログラムを提供。

利用者の 9割が外国人。 

☞ (株)みたては、築 80年の京町家で、和文化（お

ばんざい料理、華道、茶道、書道、利き酒）を

英語で体験するプログラムを企画・運営。 

 

 キーワード⑮ 住居 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○日本人の保証人を見つけるのは無理がある。 

○客側が礼金を支払う制度は理解できない。 

○敷金、礼金が高い。さらに 2 年間の契約制度は、

2 年で引っ越せと言われているように感じる。 

○家具付き住宅が少ない。 

○外国人お断りという所もあり、差別を感じた。 

【主な先進事例】 

☞ (公財)京都市国際交流協会は、外国人向け物件検

索サイト「HOUSE navi」を民間と共同運営。

多言語対応可能な不動産業者の情報を提供 

☞ (公財)滋賀県国際協会は、外国人住民向けの「民

間賃貸住宅Ｑ＆Ａ」を作成。 
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キーワード⑯ 子供の就学サポート 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○いじめの犠牲者になるのが心配との理由で、幾

つかの幼稚園から息子の入園を拒否された。 

〇地元の学校からは外国人生徒に対するいじめに

対応できないと言われた。 

〇実際に入学してうまくできるか、そのために何

をすべきかなど、教育に関して情報が少なすぎ。 

【主な先進事例】 

☞ (公財)滋賀県国際協会は、学校における言葉の支

援「多文化共生づくり学校支援サイト」を提供。 

☞ 大阪府は、学校制度や学校生活について「小学

校入学準備ガイドブック」を 8言語で作成。 

☞ 豊中市は、外国人住民のための日本語指導者養

成講座を開講。 

 

 キーワード⑰ 国際バカロレアプログラムの導入促進 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○授業料が極端に高い。 

〇日本人生徒で一杯。 

〇京都、大阪、神戸に限られ、他の場所の居住者

には不便。 

〇インターナショナルスクールが少ないため、職

場から遠方に住まなければならない。 

【主な先進事例】 

☞ 大阪府・市は 2013 年 9 月に国家戦略特区で、

「国際バカロレア認定を受ける公設民営学校の

設置」を含む「公立学校運営の民間への開放」

を国に提案。 

これを受け、2015 年 9 月に国家戦略特区法が

改正された。 

 

キーワード⑱ 留学生への情報提供 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○スポーツイベント、アートイベントなど、人と

人が出会って一緒に活動できる機会がほしい。 

〇日本人の友人がたくさん欲しいので、大学にも

っと国際交流の機会を作って欲しい。 

〇日本の大学には、クラブやサークル以外に社交

の場が極めて少なく友人作りを困難にしている。 

【主な先進事例】 

☞ 京都市・(公財)京都市国際交流協会は、留学生に

役立つ情報を「京都 留学生情報サイト」で発信。

日本語、英語、中国語、韓国語の 4言語対応。 

☞ (公財)都市活力研究所は、留学生による国際観光

サポートチームを発足。観光プロモーションやイベン

トに参画し、その様子を母国に向けて情報発信。 

 

 キーワード⑲ アルバイト 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○首都圏に比べ単価が安い上に、来日直後は単純

作業しかできないため、さらに低賃金となる。 

○アルバイトと学業の両立が難しい。 

○留学生向けのアルバイト情報が不足。 

〇28 時間の労働時間制限では、学費を私費で用意

することが難しい。 

【主な先進事例】 

☞ 学校法人エール学園は、「アルバイトは日本を知

り、自分を磨く最高の場である」との認識から、

企業とタイアップして、良質なアルバイト先を

留学生に提供。アルバイト経験のある留学生と

のセットでアルバイト先に派遣するなど、手厚

くサポート。 

キーワード⑳ 就職サポート 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○仕事を見つけるには多数のサイトにエントリー

しなければならないが、エントリーシートをすべ

て記入するのは難しく、途中で挫折してしまう。 

〇日本独自の就職システムが理解できない。 

〇就職や進学について、相談する人がいない。 

○ガイダンスなど情報提供を英語でして欲しい。 

【主な先進事例】 

☞ 学校法人エール学園は、インターンシップを活

用し、100％の留学生就職率を達成。 

☞ ㈱ジェイケイ・ブランディングは、(公財)京都市

国際交流協会と連携しキャリアフェアを開催。 

☞ ㈱ロジックアンドサプライズは、外国人等のた

めの就職情報サイト「LANDS-NAVI」を運営。 

 

 

キーワード㉑ 国際交流 

【主な生声（＝ニーズ）】 

〇日本人の友人がたくさん欲しいので、大学にも

っと国際交流の機会を作って欲しい。 

〇日本の大学には、クラブやサークル以外に社交

の場が極めて少なく友人作りを困難にしている。 

〇もっと日本語を理解して近所の人や友人と、よ

り良くコミュニケーションを取りたい。 

【主な先進事例】 

☞ NPO 法人国際交流の会とよなかは、TIFA キッ

チン、ホストファミリー活動等を展開。外国人

による料理の日替わり提供や、多文化交流のみ

ならず、日本における就労支援にも繋げている。 

☞ (公財)京都市国際交流協会は、留学生を家族に迎

え入れる「留学生交流ファミリー制度」を実施。 

 

 キーワード㉒ 地域コミュニティ 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○コミュニティとのつながりが浅い。 

○これまで赴任した国の中で、心理的な寂しさや

差別などを最も感じた国は日本であった。 

○まだ来日して間もなく、地域の方との集まりな

どに参加していない。幼児がいるので、できれば

幼児教室などにも参加させたい。 

【主な先進事例】 

☞ (公財)大阪府国際交流財団は、外国人情報コーナ

ーを開設、在留資格･医療･福祉など様々な情報

を提供。８カ国語に対応。 

☞ ひょうごラテンコミュニティは、スペイン語圏

出身者への生活相談や通訳、子ども向けスペイ

ン語教室等を実施。情報誌「Latin-a」を発行。 

 

 キーワード㉓ 外国人社員の積極登用・支援 

【主な生声（＝ニーズ）】 

○「外国人を積極的に雇いたい」という企業が多

いものの、実際に雇っている企業は、それほど多

くない。 

○外国人を差別しないという企業が多いが、実際

現場に入ってみたら現実は違い、日本人とは違う

扱いをされているように感じ、悲しい。 

【主な先進事例】 

☞ エバオン㈱は、留学生インターンシップを積極

受入れ。これをきっかけに元留学生９名が勤務。 

☞ ㈱をくだ屋技研は、マレーシア人社員の縁を活

かして現地法人設立。タイ子会社設立に発展。 

☞ アクロナイネン㈱は、本社研修後の外国人社員

を現地法人に派遣し、現地の経営管理を向上。 

 

 キーワード㉔ 海外資本を活用した事業展開の推進 

【主な先進事例】 

☞ 共和薬品工業㈱は、インドの大手製薬会社ルピン社との共同研究を契機とする投資提携の受け入れ

により、売上高が 7年間で 3 倍に増加。提携先の資金力を活かして新規設備投資を積極的に推進。 

☞ ㈱デジタルは、高品質なタッチパネル表示器を武器にさらなる海外展開を推進するため、製品領域

の異なる仏・シュナイダー社と投資提携。両社が相互補完関係を構築することで海外展開を推進。 

☞ スイスポートジャパン㈱は、新明和工業のグランドハンドリング(航空機誘導・点検事業)を非中核

事業として分離・売却して誕生。外資のノウハウを活用することで業容拡大に成功。 

キーワード㉕ 関西のポテンシャルを活かした事業展開の推進 

【主な先進事例】 

☞ 剣豪集団㈱は、現会長の神大留学経験や中国人脈を活用した貿易会社として設立。神戸の旧 P&G

ジャパン本社ビルを買収、「中国企業 200 社の日本における活動拠点」としてサービス提供予定。 

☞ ㈱アクティブゲーミングメディアは、ゲームを中心に日本のポップカルチャーの海外展開をサポー

トする会社として東京で設立。CAPCOM との縁で大阪に移転。 

☞ セレスパワー社は、住宅・商業用燃料電池コジェネレーションシステムの開発企業。日本拠点開設

に際して、電池関連産業の関西の集積やセラミック産地の中京との近接性に着目して京都に進出。 
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■「KANSAI 魅力アップ」に向けて 

関西を訪れる外国人が滞在の不自由なく、関西の魅力を愉しみ、多様な交流や経験を通じて関西への愛着を育む中で、国や地域を越えて「グローバル企業やグローバル人材が活躍する関西」を目指すことが、関西活性化に

とって重要である。既に、関西各地において広く外国人目線に立った先進的な取組が展開されており、これらの取組を活かしつつ更なる魅力向上に向けて、以下の方策を推進することを提案する。  

 

 

 

「
世
界
か
ら
人
が
集
い
、
多
様
な
活
躍
が
で
き
る
魅
力
あ
る
関
西
」
に
向
け
て 

外国人のニーズ 
 

学び・働きやすい 
関西に向けて 

 
・投資しやすい環境整備 

・留学生への情報提供 

・アルバイトの確保 

・就職サポート 

・国際交流の推進 

・（企業における）外国人社員の積極登用 

住み心地の良い 
関西に向けて 

 

・外国語対応の医療機関の拡充 

・防災情報の拡充 

・公共交通の利便性向上 

・観光商品の充実 

・文化体験の機会充実 

・住居の確保し易さの改善 

・子どもの就学サポート 

・インターナショナルスクールの拡充 

・地域コミュニティとの交流 

 

観光客の更なる 

受入に向けて 

 
・関西が一体となった広域的な情報発信 

・無料 Wi-Fi の拡充 

・外貨交換･クレジットカードの対応拡

充 

・食材対応（ムスリム対応・ベジタリアン

等） 

・観光情報の発信・案内 

・宿泊施設の拡充 

・食事･買い物の対応 

・エンターテイメントの充実 

主な魅力向上方策 

●先進的な取組の普及 

＜DMO：地域全体をカバーする着地型旅行業の展開＞ 
・取組事例 田辺市熊野ツーリズムビューロー：世界中からの個人旅行者に対する行き届いた対応を実践 

（情報発信、外国人観光推進員の活用、現地のレベルアップ、関係者へのセミナー・研修等） 

＜食べ歩き等外国人ニーズに応える商店街＞ 
・取組事例 黒門市場商店街振興組合：訪日外国人受入環境整備の充実 

（イートイン形式への店舗の改修、外国語でのポップ作成、空き店舗の活用（トイレ等）） 

＜ユニバーサルエンターテイメント＞ 
・取組事例 ギア-GEAR-（ART COMPLEX）：言語を使用しないパフォーマンス、夕刻からの上演により、多数の訪日

外国人客が鑑賞  

＜留学生の就職支援＞ 
・取組事例 学校法人エール学園：長期インターンシップによる留学生就職支援（講義と長期インターンシップによる企業

と留学生の関係性構築により 100％の就職率を確保、ハノイ貿易大学と単位互換制度を活用した提携） 等 

●外国人受入環境整備 

入管手続きの迅速化（国際線 LCC 便やクルーズ船便の増加等により急増した訪日外国人への対応（入管職員数の充実等）） 
外国人受入のための主体（DMO 等）及びインフラ整備等への支援 

＜主なメニュー例＞ 
・無料 Wi-Fi の整備（エリア拡大、交通機関等移動中での利便性向上、アクセスの簡略化、スポット情報の提供等） 
・多言語表記の整備（観光地、店舗、交通機関等での QR コード、ピクトグラム等の導入） 
・大型観光バスの乗降場所の確保、駐車場等の整備 
・金融サービス支援（外貨両替ショップ・ATM、自国発行クレジットカードが利用可能な ATM の普及等）  
・緊急時の多言語化対応支援（災害・警察や消防署等への通報・医療機関での受診時等） 
・店舗・宿泊施設等における外国人対応マニュアルの整備（研修会の実施等）  
・ムスリム対応（ハラル認証、祈祷室整備等） 等 

●規制緩和 

・在留資格要件の緩和         
・通訳案内士              
・路線バス事業            
・駐車禁止区域の一部緩和       
・旅館業法の追加緩和          
・道路法、河川法の追加緩和 
・留学生等の就労時間制限の緩和  
 

：滞在条件切替等の柔軟性、帯同家族への要件緩和、職務兼務への対応等 
：「通訳案内士（通訳ガイド）」の対象言語拡大、特定分野専門案内士の制度創設 
：周遊バスの参入緩和 
：大型観光バスに限り、主要観光地での駐車禁止指定を緩和 
：古民家等の宿泊施設としての活用促進 
：道路や水辺空間を活用したオープンカフェの設置等によるまち歩き観光への対応 
：留学生や高度外国人材の帯同配偶者の週 28 時間上限を緩和 等 
 

●外国人視点での継続的な情報発信 

・海外での関西プロモーション  
・関西情報のオンライン配信  
・関西で活躍する外国人の紹介 

：現地のメディア、個人旅行者向け海旅行会社、航空会社等を活用した情報発信 
：外国人目線で作成した各種情報の国内外への発信 
：関西での生活を謳歌し、企業等で活躍する外国人を各国で紹介 等 
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