
１．知ってもらう（外国⼈に「⽇本」をよく知ってもらい、「⾏きたい」きっかけをつくる）
（ビジット・ジャパン事業10周年を迎えてのステップアップ）
○ 訪日旅行の一層の拡大に向け、ビジット・ジャパン事業10年間の取組を踏まえて、さらなるステップアップを図る。
○ このため 海外プロモ シ ンの抜本的転換を図るほか ク ル ジ パンと 体とな た日本ブランドの発信 オ ルジ パン体制による

資料３

○ このため、海外プロモーションの抜本的転換を図るほか、クール・ジャパンと一体となった日本ブランドの発信、オールジャパン体制による
連携の強化・拡大、東南アジアからの誘客強化等に取り組む。

万人 リーマンショック、
東日本大震災の発生 目標

1000万人

＜ ★クールジャパンと一体となった日本ブランド発信＞

○ 「ビジットジャパン」「クールジャパン」等を連携させ 日本ブランド
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ビジット・ジャパン・
キャンペーン開始

新型インフルエンザ流行

○ テレビＣＭ枠を確保する など、
積極的な映像プロモーション
を推進。

○ 「ビジットジャパン」「ク ルジャパン」等を連携させ、日本ブランド
発信を計画的・集中的に展開し、日本ブームを創出する。
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テレビCM（イメージ） 機内映像
○ 統一的なイメージの発信
・ロゴの共通化（観光庁「JAPAN. Endless Discovery.」、

サマーダボスジャパンナイ ト
「JAPAN. Tomorrow Starts here.」等）
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2.8％減

＜★オールジャパン体制による連携の強化・拡大＞

＜★影響力ある個人や先進的な民間アイデアの活用＞

○ 個人を活用したプロモーションの展開（ＳＮＳの活用による口コミ等）
・外国人留学生や在日外国人を通じた日本の観光魅力・旅行情報の発信

○ 観光庁・JNTOに加え、在外公館をはじめとする関係省庁、ＪＥＴＲＯ、海
外進出企業等が計画的に連携し、オールジャパン体制による訪日プロ
モーションの強化・拡大
・幅広い国土交通省所管分野に協力を要請

○ ＪＮＴＯの体制強化

○ 民間を活力やアイデアを積極的に活用

＜ 「DISCOVER the SPIRIT of JAPAN」の展開＞
海外６ヶ国８人の外国人を含む11人の委員による
検討会で取りまとめられた「日本人」を切り口とした、
訪日観光の３つの価値（３つのＣ）をベースにコンテ○ ＪＮＴＯの体制強化

・海外事務所の増加・重点配置、海外事務所要員の増加等

訪日観光の３つの価値（３つのＣ）をベ スにコンテ
ンツ（映像、ガイドブック、ウェブサイト）を一新。
※３つのＣ ： 日本人の気質（Character）

日本人の作品（Creation）
日本人の生活（Common Life）＜★送客元の多様化＞

○ 外的要因（震災や外交関係等）の影響を受けにくい訪日外客構造への

http://www.visitjapan.jp
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○ 外的要因（震災や外交関係等）の影響を受けにくい訪日外客構造への
転換

・多様な国からの誘致強化（東南アジアからの誘客等）
・個人・ビジネス旅行の促進
・ＭＩＣＥ誘致促進
・

＜★その他の取組＞
○ ビジット・ジャパン現地推進会の積極的な活用
○ 訪日外国人旅行者への観光案内に関わる人材のネットワーク化
・ボランティアガイドの周知･活用促進等



○ 2011年11月の日本・台湾間のオープンスカイ合意による航空ネットワーク拡大や、ビジット・ジャパン事業による様々なキャンペーンを

１．知ってもらう（外国⼈に「⽇本」をよく知ってもらい、「⾏きたい」きっかけをつくる）
（オープンスカイ施策と戦略的に連動させた効果的な訪⽇プロモーションの展開）

行った結果、2012年の訪日台湾人旅行者数は過去 高を記録。（2010年の約1.2倍、2011年の約1.5倍）
○ このような取組を踏まえ、観光立国の実現に向け、オープンスカイを契機とした新規就航・増便を促進する取組とビジット・ジャパン事業

との連携を強化し、訪日旅行の促進を図る。

オープンスカイ合意により企業数、

日本・台湾間の航空
ネットワーク拡大

九州への訪日台湾人旅客の需要喚

起を目的に 観光庁と台湾の航空会
★首都圏空港を含めたオープンスカイの実施を契機とし、

路線及び便数制限が撤廃された

結果、新たに日本７都市(就航予定

含む)へ新規路線が開設され、既存

路線でも増便が行われた。

起を目的に、観光庁と台湾の航空会

社（中華航空／福岡・宮崎・鹿児島（2012年4

月より開設）へ就航）が連携。

⇒ビジット・ジャパン事業の一環とし

て、台湾にて訪日旅行客促進キャン
本 台湾間 航空ネ ク ＋

空港会社等が実施する新規就航・増便を促進する取組と
ビジット・ジャパン事業を戦略的に連携させた訪日プロモー
ションを本格化。

オープンスカイ合意国
（平成2 年2⽉時点）

旭川
釧路函館

新潟

静岡
富⼭岡⼭

⾼松 関⻄

新規地点
新規路線

（点線：就航予定）

ペーンを実施。日本・台湾間の航空ネットワーク
（2013年2月時点） ＋

航空会社Ｂ

航空会社Ｃ 航空会社Ｄ

航空会社Ａ

航空会社Ｅ

（平成25年2⽉時点）

訪日台湾人旅客数 増大

オープンスカイ合意後
開設された地点・路線

⿅児島
台北
⾼雄

（観光庁と中華航空の共同広告）

航空会社Ｃ 航空会社Ｄ

空
港

空
港

空
港

空
港

航空会社Ｅ

ASEAN加盟国

2012年の訪日台湾人旅客数は

過去 高を記録。

（2010年の約1.2倍、2011年の約1.5倍） 110,000 
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訪日台湾人旅客数の増大 訪⽇台湾⼈旅客数 出典：JNTO（⼈）

港港港港

アジアなど、海外の旺盛な経済成長を取り込むため、企業数、路
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70,000 

90,000 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1,268,278 人

2011年 993,974 人

2012年 1,466,700 人

線及び便数に係る制限を二国間で相互に撤廃するオープンスカイを
推進しており、2013年2月時点において23ヶ国・地域と合意し、日本
発着総旅客数の91％を網羅している。
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○ 国際部門の特色である外国政府職員との接触が多いことを活かし 業務で会った外国人（政府職員等）に

１．知ってもらう（外国⼈に「⽇本」をよく知ってもらう、「⾏きたい」きっかけをつくる）
（国際部⾨等を活⽤した観光情報の発信）

○ 国際部門の特色である外国政府職員との接触が多いことを活かし、業務で会った外国人（政府職員等）に
対して、個人的に訪日観光を勧める。＝「あなたの観光コンシェルジェ」プロジェクトに取り組む。

○ 北海道人気が高まっている東南アジア等において、北海道産食品等の輸出拡大の取組に加え、更なる
観光需要を喚起するため、北海道の食や観光の情報発信を戦略的に実施。

「あなたの観光コンシェルジェ」プロジェクト 道産品輸出拡大と併せた観光情報を発信

★「訪日の際にはまず私にご相談ください」 とのメッセージ
付カード“Welcome Japan Card”を相手に手渡す。

• カードには、自身の名刺を差し込む。日本の観光情報も記載。

★道産食品等の情報と併せ、北海道の観光情
報を海外に発信し、道産品輸出拡大に加え
て、東南アジア等の新たな観光需要を喚起。

手渡す人 相手方

• 相手から相談を受けた職員は、観光庁・JNTOと連携し、
訪日観光をサポート。 ★海外への効果的な情報発信については、放

送関係者等と連携し、検討・実施。

• 国際部門職員はじめ
国交省職員

• 在外公館のアタッシェ
等

• 外国からの来訪者
• 出張の際の訪問先
• 国際会議の参加者
• 任国のカウンターパート

北
海
道
の

現
地
の
食
文
化

北海道

北海道国際輸送プラットホーム

輸出拡大の取組と併せ観光情報を発信

ねらい：
外国政府職員（新興国では比較的裕福）、家族、知人のプライベートな訪日観
光を促す。

の
観
光
・
食
情
報
の

、
習
慣
、
観
光
需
要

北海道側の機能
■輸送 ■輸出通関 ■商社

宅
配
輸
送

Ｌ
Ｃ
Ｌ
輸
送

効果：
国交省職員外国出張者 約1,500名／年×10枚＝15,000名
国交アタッシェ 約140名×100枚＝14,000名

＋家族・知人

＝３万人＋α
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○ 今後は 東南アジアを始めとする新興国からの訪日客に対する査証発給要件の緩和が必要

２．来てもらう（「⾏きたい」と思った外国⼈に、具体的に⽇本に来てもらう）
（ビザ要件の緩和）

○ 今後は、東南アジアを始めとする新興国からの訪日客に対する査証発給要件の緩和が必要。
○ さらに、中国人個人観光客に対する数次ビザの発給について訪問地要件の緩和。
○ 査証手続きの簡素化に取り組むことが必要。

中国人を対象とした訪日観光ビザ見直しの経緯

・２００９年７月～ 個人観光ビザを発給開始

【対象者】 「十分な経済力のある者」と同行する家族

・２０１０年７月～ 個人観光ビザの発給地域を中国全土に拡大

日本と韓国における査証制度（観光目的）の比較

旅行者の国籍 日本政府の対応 韓国の対応

免除・２０１０年７月～ 個人観光ビザの発給地域を中国全土に拡大、

発給要件緩和

【対象者】 「一定の『職業上の地位』及び『経済力』を有する者」

と同行する家族

・２０１１年７月～ 沖縄を訪問する中国人個人観光客に対する

韓国
免除

（90日以内）

中国

数次ビザ
※初回に沖縄県か被災三県

訪問が条件

数次ビザ
※訪問地要件なし

数次ビザの発給開始

・２０１１年９月～ 個人観光ビザ（シングル）発給要件の追加緩和

【対象者】 「一定の経済力を有する者」とその家族

※ 「一定の職業上の地位要件」の撤廃

台湾
免除

（90日以内）
免除

（30日以内）

香港
免除

（90日以内）
免除

（90日以内）

数次ビザ 免除・２０１２年７月～ 被災地3県（岩手、宮城、福島）を訪問する

中国人個人観光客に対する数次ビザの発給

東南アジアを対象とした訪日観光ビザの動き

タイ
数次ビザ 免除

(90日以内)

シンガポール
免除

（90日以内）
免除

（90日以内）

マレ シア
数次ビザ 免除

・タイ人の一般旅券所持者に対する短期滞在数次ビザの発給
（2012年６月～）

・マレーシア人及びインドネシア人の一般旅券所持者に対する
短期滞在数次ビザの発給（2012年９月～）

マレーシア
（90日以内）

インドネシア
数次ビザ 数次ビザ

インド
1次ビザ 数次ビザ

その他の動き
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・被災３県（岩手、宮城、福島）を訪問する外国人の査証料免除
（2011年11月～ ）

イ

ロシア
1次ビザ 数次ビザ



２．来てもらう（「⾏きたい」と思った外国⼈に、具体的に⽇本に来てもらう）
（⾸都圏空港の機能強化）

○首都圏におけるビジネス・観光両面の都市間競争力を大幅に強化するため、羽田・成田の両空港における発着容量の拡大等、
抜本的な機能強化、新規就航・増便の環境整備を図る。

★羽田空港・成田空港の発着容量の増加

・羽田空港の取組：
国際線９万回への拡大に必要な国際線地区の拡充、
発着容量44 7万回への拡大に必要な駐機場等の

羽田空港（うち国際線） 成田空港 首都圏空港全体

H22.10月まで
（羽田Ｄ滑走路供用前）

30.3万回 22万回 52.3万回

発着容量44.7万回への拡大に必要な駐機場等の
整備を行う。

・成田空港の取組：
地元合意を踏まえ、平成26年度中に発着容量
を30万回まで拡大させるため 高度な管制システムを

H25.3.30まで 39万回 （ 6万回 ） 25万回 64万回

現在
（H25 3 31以降）

41万回 （ 6万回 ）
68万回27万回

国内線２万回を増枠

を30万回まで拡大させるため、高度な管制システムを
導入し、同時平行離着陸方式の効率的な運用を図る。
また、平成26年度中の完成を目指し、LCC専用
ターミナルの整備を行う。

（H25.3.31以降）

終形
羽田：H25年度末
成田：H26年度中

44.7万回 （ 9万回 ） 30万回 74.7万回

以降、首都圏空港を含めたオープンスカイを実施

国際線３万回を増枠

★羽田空港における深夜早朝時間帯の利便性向上

・Ｃ滑走路延伸の前倒し：
深夜早朝時間帯に就航する長距離国際線の輸送

★成田空港におけるオープンスカイの実現と料金施策

・成田空港の国際線ネットワーク拡大及びアジア地域における競争力強

＊１．いずれも年間当たりの回数である。

＊２．回数のカウントは、１離陸で１回、１着陸で１回のため、１離着陸で２回とのカウントである。
＊３．羽田空港の発着枠数の中には、深夜早朝の国際チャーター便等の運航に使われる枠数も含まれる。

能力を早期に増強するため、当初の予定から約３か月
早めた平成26年末の供用開始に向けて整備を
行っており、さらなる前倒しについても検討を進める。

・深夜早朝アクセスの改善：

化等を推進を目的として、オープンスカイを契機に、国際線着陸料の引
き下げと国際線手荷物取扱施設使用料の引き下げと見直しを行う
（2013年4月から）。

・成田空港国際線の新規就航や増便に対するインセンティブとして、
深夜早朝時間帯の発着枠３万回を有効活用するため、
交通事業者等と連携し、地上交通アクセスの改善に
向けて、検討を行う。

総着陸重量のうち、前年度と比して増加した分にかかる割引きを行う。
これにより、新規に就航する航空会社については、初年度の着陸料が
半額となるなど、就航による大きなメリットが生じる（2013年4月から） 。
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○今後、航空需要はアジアを中心に増加することが予測されている。我が国においても、新規需要の喚起による航空需要の底上げ

２．来てもらう（「⾏きたい」と思った外国⼈に、具体的に⽇本に来てもらう）
（ＬＣＣ及びビジネスジェットの参⼊促進）

規
のため、ＬＣＣやビジネスジェットの受入れ環境整備を図る必要がある。

○平成24年秋に、成田国際空港においてＬＣＣの暫定受入施設が供用開始されるとともに、同年10月に、関西国際空港において本
邦初のＬＣＣ専用ターミナルが、那覇空港において既存施設を活用した暫定ＬＣＣターミナルが供用開始されたところ。

○その他、国際線ネットワークの形成においてインバウンド促進を考慮した取組が必要である。

★ＬＣＣの受入環境整備

＜空港使用料の引き下げ＞

アジア中心に航空需要は今後増加

（世界の航空旅客輸送量予測（２０１１～２０３１年））

＜空港使用料の引き下げ＞
・25年度より成田空港・関西空港における、空港使用料の

引き下げ・見直しを実施
・新規就航や増便に対するインセンティブとして、
総着陸重量のうち、前年度と比して増加した分にかかる割引等を実施
航空ネ ク維持 ため 管 空港 着陸料軽減・航空ネットワーク維持のための国管理空港の着陸料軽減について、
小型機材（100ｔ以下）に着目した深掘を実施（平成25年度）

＜LCCターミナルの整備＞
・成田空港において26年度中の完成を目指し、成田空港において26年度中の完成を目指し、

ＬＣＣ専用ターミナルの整備を行う
・中部空港において26年後半の完成を目指し、

LCCの拠点化にも対応できる共用の新ターミ
ナルの整備を行う
関西空港において新たなＬＣＣ専用タ ミナルの

LCC需要増が航空需要増に貢献（欧州）欧米ではLCCシェアは２~３割程度

（世界のLCCシェア推移） 座席キロ（億キロ） LCCシェア(%)

・関西空港において新たなＬＣＣ専用ターミナルの
整備を検討中

＜訪日旅客増加に向けたプロモーション＞
（詳細は「Ｐ．２」参照）

★ビジネスジ トの受入環境整備★ビジネスジェットの受入環境整備
・情報発信やビジネスジェットに関する規制緩和
・空港における迅速な移動の確保に向けた検討

・出典：CAPA Centre for Aviation HP

新規需要の喚起により航空需要の底上げを図り、国内外航空旅客
輸送に占めるＬＣＣの割合を欧米並み（２～３割程度）とする -6-



○日本の物価は高いイメージがあるため 数日間滞在する訪日外国人旅行者に低廉な宿泊施設の情報提供を

２．来てもらう（「⾏きたい」と思った外国⼈に、具体的に⽇本に来てもらう）
（低廉な宿泊施設の周知）

○日本の物価は高いイメージがあるため、数日間滞在する訪日外国人旅行者に低廉な宿泊施設の情報提供を
充実し、希望に応じた選択ができるような環境整備が必要。

○希望する宿泊施設の予約を容易にできるように、ホームページの多言語化等も併せて実施することが必要。

訪日外国人旅行者(外国人観光客)が宿泊施設、料理・飲食店、
博物館 美術館 土産物店等の観光施設や交通機関を利用する

○宿泊施設の検索サイト ○ウェルカムカード

多言語対応した低廉や宿泊施設の検索サイトや、
料金別の検索サイト 博物館、美術館、土産物店等の観光施設や交通機関を利用する

際に提示することにより、割引料金等の優遇措置が受けられるカード。
料金別の検索サイト。

取組事例：昇龍道ウェルカムカード

プ が

※昇龍道プロジェクト推進協議会
主 華 東南 ジ 部 陸 バ ドを推進す 部 陸

昇龍道プロジェクト推進協議会が企画、中部北陸９県の４１４施設
が参加、昇龍道地域の観光力の強化とホスピタリティの醸成を目
的とした制度。
５月中旬より運用開始予定。

Japanese Inn Group HPより 日本旅館協会HPより

主に中華圏や東南アジアから中部北陸９県へのインバウンドを推進するため、中部から北陸に亘
る観光エリアを｢昇龍道｣と冠して海外への一貫したプロモーションや受入環境のレベルアップなど
に取り組む「昇龍道プロジェクト」の推進母体組織。会長及び副会長には中経連及び北経連の会長
が就任、現在４２３団体が加盟。

メンバー：中部運輸局、北陸信越運輸局、中部地方整備局、北陸地方整備局、中部広域観光推進協議会、
自治体、経済団体、観光団体、NEXCO中日本、中部国際空港㈱など

★ 宿泊施設の検索サイトをビジットジャパン事業で作成するパンフレット等に掲載するとともに、ＪＮＴＯに
おいて周知する等 訪日外国人旅行者が情報にアクセスしやすい環境を整備するおいて周知する等、訪日外国人旅行者が情報にアクセスしやすい環境を整備する。

★ 訪日外国人旅行者を念頭においた宿泊施設における施設・設備の状況等の各種サービスの有無等
についての情報提供のための仕組みを導入する。
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○ 世界のク ズ需要は増大し おり 日本 も外国船社ク ズの寄港急増し いる また 外国客船に

２．来てもらう（「⾏きたい」と思った外国⼈に、具体的に⽇本に来てもらう）
（クルーズの振興①）

○ 世界のクルーズ需要は増大しており、日本でも外国船社クルーズの寄港急増している。また、外国客船に
よる日本発着クルーズの本格実施も予定されている。

○ 日本船社主体の我が国のクルーズ人口は概ね横ばいであり、年齢層も高齢層が中心となっており、顧客
層の拡大が必要。層の拡大が必要。

○ 平成15年より、「クルーズ振興地方協議会」を全国の5地域（北海道、関西、中国、九州、沖縄）で設立・運営。

世界のクル ズ人口の推移 官民連携したクルーズの誘致促進

1,554 1,609 1,669

1,977 2,009
2,116

2,212

2,000

2,500 〔万人〕 世界のクルーズ人口の推移

北米

南米

欧州

アジア・豪州

官民連携したクルーズの誘致促進

港湾局 観光庁

485

720 720
895 930 980

1,150 1,150 1,165

1,400 1,427 1,427 1,427

473
578 593

708

1,030 1,042
1,217 1,250

1,360
,

1,000

1,500
日本

全世界合計
・全国クルーズ

活性化会議 等

・日本政府観光局
（JNTO） 等

365

485

63
141 188 197 205 221 254 278 351 396 465 473

18
60 100 105 100 85 110 110 91 89 93 93 93 93

18 23 22 20 17 14 16 16 18 18 19 17 19 19

463

0

500

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ・（社）日本外航客船協会（JOPA）
・クルーズ振興地方協議会 等

海事局

注：DOUGLAS  WARD｢Cruising & cruise ships 2013｣より引用

（日本の数字は国土交通省海事局調）

クル ズ振興地方協議会 等

★ 「クル ズ振興地方協議会」の他地域（例えば 東北 関東 北陸等）での設立の働きかけを強化★ 「クルーズ振興地方協議会」の他地域（例えば、東北、関東、北陸等）での設立の働きかけを強化。
★ 官民連携したクルーズの誘致促進。
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○アジア域内のクルーズ需要の増大を受け 我が国港湾への外航クルーズ船の寄港数増加やクルーズ船の大型

２．来てもらう（「⾏きたい」と思った外国⼈に、具体的に⽇本に来てもらう）
（クルーズの振興②）

○アジア域内のクルーズ需要の増大を受け、我が国港湾への外航クルーズ船の寄港数増加やクルーズ船の大型
化に対応するソフト面・ハード面の環境整備が必要。

○大型クルーズ船の寄港による経済波及効果は一寄港あたり数億円とも試算される中で、海外のクルーズ船社が
我が国港湾への寄港を検討するにあたり 一元的窓口及び各種情報が不足しているとの声が上がっている。我が国港湾への寄港を検討するにあたり、 元的窓口及び各種情報が不足しているとの声が上がっている。

★全国レベルでの「クルーズ振興・誘致」や「共通課題の
解決」のための機能の強化

★ワンストップ窓口の設置

全国の港湾管理者等７９団体が参加する
「全国クルーズ活性化会議」の設立（H24.11.7）を支援

◆クルーズの振興を図るため、港湾局が中心となり、関係者
の間で連携を図り、外国クルーズ船社に対応するワンストッ
プ窓口を設置。

今後、以下のとおりソフト面での支援を強化していく。

◆一元的かつ広範な情報提供を可能とするホームページ
の立ち上げ支援（H25.3.11暫定版開設）。

★ハード面の機能強化

◆クルーズ船の寄港増やクルーズ船の大型化に対応した
旅客船タ ナ 整備 荒 時における安定的なク

◆クルーズ・シッピング・マイアミ(※)における展示スペース
の確保等、「全国クルーズ活性化会議」のPRの支援。

（※世界 大のクルーズコンベンション。 H25.3.11～14
にマイアミで開催）

旅客船ターミナルの整備、荒天時における安定的なクルー
ズ船の安全な入港を可能とするために必要な防波堤の整
備等、ハード面の機能を強化する。

那覇港泊ふ頭地区旅客船ターミナル【那覇港の事例】にマイアミで開催）

◆CIQの充実等、我が国港湾のソフト面の共通課題の
解決に向けた活動の支援。

港湾施設用地(整備中)

岸壁（水深9m 延長340m）
・超大型クルーズ船（乗客定員約3,100人）に

対応する岸壁を整備（平成21年暫定供用）

・乗客の利便性の向上のため、ターミナルビル、
臨港道路を整備（平成26年供用予定）

-9-
臨港道路(整備中)

「ソフトとハードの連携」、「関係者の連携」による相乗効果を目指す



○我が国 ク ズ船 寄港誘致を進める とが重要 あるが ク ズ船が大型化し 隻 千人も

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（出⼊国⼿続の迅速化・円滑化）

○我が国へのクルーズ船の寄港誘致を進めることが重要であるが、クルーズ船が大型化し、一隻２～３千人も
の乗客の上陸時の入国審査手続に多くの時間を要する。

○空港での出入国手続について、出入国者が集中する時間帯等に旅行者の滞留が生じ、 長待ち時間が20
分を超える場合がある。

寄港数（隻）乗客定員数（人）

外国船社クルーズ船の寄港回数推移 空港での最長審査待ち時間

分を超える場合がある。

平成22年平均 平成23年平均 平成24年平均

158

229,665 

339,571 

300

350

400

450

500

250000

300000

350000

400000

寄港中止

寄港数

寄港人数 31

27

41

34

28 2728

37

31
30

35

40

45

57,919 

99,183 

143,590 
158,474 

138,713 

100
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200
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300

50000

100000

150000

200000
21

27

1817
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17

27

21

16

24

10

15

20

25

199 251 270 318 348 338 177 476
0

50

0

50000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

出典：港湾管理者への聞き取り調査結果等を基に国土交通省作成
注）
2012年までの確定値

0

5

10

○クルーズ船について、海外臨船、入国審査官の増員・機動的配置等により入国手続の迅速化・円滑化を図る
必要がある

・2012年までの確定値
・「2011年の寄港中止数」は、2011年2月末に集計した「2011年の総寄港数」の推計値から、「2011年の寄港数」を除き算出

必要がある。
○空港での出入国手続について、日本人等の出入国審査の自動化による外国人対応ブースの増設等、外国人

の出入国審査の迅速化に資する方策について、引き続き、検討・促進する必要がある。
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○ 旅行先としての日本に対するイメ ジとして 旅行費用が高いことを挙げる訪日外国人が多い

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（交通モードを通じた快適・円滑な移動のための環境整備）

○ 旅行先としての日本に対するイメージとして、旅行費用が高いことを挙げる訪日外国人が多い。
○ このため、国内移動者向け企画商品の造成をはじめとした訪日外国人旅行者の移動を円滑・快適に行うための環境整備に

向けた取組を推進し、新たな訪日外国人旅行者の需要を掘り起こす。

航空事業者の取組 鉄道の企画乗車券等の開発等 レンタカーの利用促進

○ レンタカーの利用に関する課題
（料金などの利用情報の発信 貸

バス・タクシー等の活用

○ バス・タクシー等への誘導の強
化・利用しやすい環境の整備。

○ 航空事業者による外国人向け
航空券割引商品の提供。

○ 鉄道事業者において、訪日外国
人向け鉄道旅行商品を造成 （料金などの利用情報の発信、貸

出・返却方法、標識ルールの周知
など）を整理し、利用しやすさの向
上のための方策を検討。

○ 訪日外国人向け高速道路割引

化 利用しやすい環境の整備。

・乗り場・バス・タクシー車両におけ
る外国語表示、バス停や系統表
示へのナンバリングの導入、空
港・都心での外国人専用乗り場の
設置等

航空券割引商品の提供。

（例)日本国内線エアーパス
外国に居住している方を対象に、

日本航空・全日本空輸が加盟のアラ
イアンスグループ航空会社を利用し

人向け鉄道旅行商品を造成。

（例）JR Sanyo-Shikoku-Kyushu 
RAIL PASS
JRの山陽･四国・九州エリアの

フリーパス（新幹線（のぞみ･ み
ず 急 速

○ 訪日外国人向け高速道路割引
商品の提供。
（例）ドラ割「Hokkaido

Expressway Pass」

NEXCO東日本北海道支社管内
・周遊エリア内乗り放題

設置等。

・空港からの定額タクシーの活用。

（例）羽田空港－新宿エリアの
定額タクシー
運賃：6 000円（定額）

イアンスグル プ航空会社を利用し
て日本を訪れ、国内線を利用した場
合、 高5区間まで定額とするサー
ビスを提供。

※国内線１区間10,500円
（日本航空、全日本空輸共通）

ずほ含む）、特急、快速･普通列車
の普通車指定席及び宮島フェリー
※ 【北部九州乗り放題】22,000円（５日間）

【全九州乗り放題】25,000円（５日間）

○ 10の交通系ICカード（Suica、 周遊 リア内乗り放題
・価格：３，５００～１１，０００円
（２日間～１４日間）

運賃：6,000円（定額）
※通常運賃（7,820円）から
約23.3％の割引

・空港アクセスバスを使いやすくす
るためのバス事業者・航空会社の
連携強化。

PASMO等）の全国相互利用化
（H25.3～）。

○ 駅・車両における外国語表記、
駅におけるナンバリングの導入の
促進等

連携強化。

★関係部局が連携しながら各事業者と意見交換会を実施 訪日外国人旅行者が快適・円滑に利用する

促進等。

★関係部局が連携しながら各事業者と意見交換会を実施。訪日外国人旅行者が快適・円滑に利用する
ための新たな 方策を検討し、意見交換会で得られた方策等について、ＪＮＴＯ等を通じて積極的に情報
発信を実施。
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３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（バス・タクシー等を活⽤したインバウンド観光の促進①）

○バックパッカーから富裕層まで多様なニーズを持つ外国人訪日旅行者を対象として、空港・市内間の移動
や市内・周遊観光等にバス・タクシー・レンタカーを幅広く利用することで訪日旅行の利便性や満足度をさら
に高めることができるよう、ハード・ソフトの両面について受入環境整備を行うことが必要。

空港⇔都心アクセスをさらに使いやすくするための取り組み

現在の取組現在の取組

◎空港リムジンバス（東京空港交通）

■年間利用者数：約８００万人(H22)
■料金：成田空港 新宿 3 000円

今後の取組今後の取組

★航空会社とバス事業者が連携した空港アクセス
バスの使いやすさの改善

航空会社 ご 事業者 連携■料金：成田空港－新宿 3,000円
羽田空港－新宿 1,200円 等

■特徴：ＨＰでの情報提供（４カ国語）、東京メトロ
１日乗車券とのセット販売（成田空港から3,100円）

◎空港からの定額タクシ （成 空港 羽 空港）

航空会社やアライアンスごとにバス事業者との連携
を深めるよう誘導し、出発空港や機内での案内・発券
から、バス乗車後の車内における外国語案内等まで一
貫して訪日外国人利用に特化した空港アクセスバスを

◎空港からの定額タクシー（成田空港・羽田空港）

■成田空港・羽田空港から一定の地域まで定額
■運賃：
（例）
羽田 新宿エリア 6 000円

運行（実証実験）
〔成田空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港を想定〕

足立区

葛飾区荒川区

板橋区
北区

練馬区

日本日本

海 空港等

海外海外イメージイメージ

羽田－新宿エリア 6,000円
通常運賃 7,820円

台東区
墨田区 江戸川区

江東区

文京区

千代田区

中央区

世田谷区

中野区

新宿区

目黒区

品川区

港区

渋谷区

豊島区

杉並区

武蔵野市

三鷹市

ゾーン ６ ０００円

海外空港等

日本の空港

B
U
S

一目でわかる空港
アクセスバス乗り場
への動線の確保

空港アクセスバス
乗り場

都心

羽田空港

品川区

大田区

ゾ ン ６，０００円
ゾーン ６，０００円
ゾーン ８，０００円
ゾーン ９，０００円
ゾーン １１，０００円

S

出発地から目的地までのシームレスな移動を実現出発地から目的地までのシームレスな移動を実現
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滞在中のバス・タクシー・レンタカーの利用のハードルをなくすための取り組み

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（バス・タクシー等を活⽤したインバウンド観光の促進②）

滞在中のバス タクシ レンタカ の利用のハ ドルをなくすための取り組み

現在の取組現在の取組

◎乗合バス

今後の取組今後の取組

★バス・タクシー・レンタカーへの誘導の強化

乗合バス◎乗合バス
■多言語による案内表示（東京、箱根地方等）

・ＨＰでのバスの乗り方や観光ルートの案内
（４カ国語）

・バス路線図の作成・配布（４カ国語）
■共通乗り放題カ ドの販売（４カ国語）

■バス停や系統表示へのナンバリングの導入
■共通乗り放題カードの販路拡大（出発空港・外国旅行会社等）

■空港・都心での外国人用乗り場の設置

乗合バス

タクシー

■共通乗り放題カードの販売（４カ国語）

（東京〔ＪＲ、東京メトロ、都営地下鉄、都バス等〕）

◎タクシー
■従業員に対する英語・中国語研修の実施
（東京 京都等）

■空港 都心での外国人用乗り場の設置
■空車・車体表示の国際化
■観光タクシーの外国人向けメニューの充実

■外国人向けサ ビスの全国展開の促進

レンタカー
（東京、京都等）

■「指差し外国語シート」の導入（東京）

■「外国人旅客への優良サービス提供車を示す
ステッカー」の導入（東京）

■外国人向けサービスの全国展開の促進
■空港や駅におけるレンタカー受付への誘導強化
■外国人向け交通事故防止指導の強化

★車内での円滑な意思疎通の確保 外国語による乗換案内・
ナビゲーション機能

■ＩＣカード利用を促進するためのプロモーション

■車内運転者との円滑な意思疎通のため
ケ シ 更なる検討

アプリ 自動翻訳機能

ナビゲ ション機能
乗合バス

タクシー

コミニュケーションツールの更なる検討
や自動翻訳スマホアプリの開発促進

■多言語スマホ配車アプリの普及促進

■多言語カ ナビゲ シ

◎レンタカー
■英語・中国語のドライブマップ・利用ガイドの作成（北海道）

指差し外国語シート ステッカー
北海道ドライブ

まるわかりハンドブック
（英・中・韓・日）

ダウンロード

レンタカー
旅行者のスマホ■多言語カーナビゲーション

アプリの導入促進
■標識等交通ルール

の情報提供

■従業員に対する英語研修の実施（北海道）

■４カ国語対応カーナビゲーションの搭載（北海道等）

■世界ブランド（Hertz等）との提携（トヨタ等）

外国人旅行者バス・タクシー運転手

円滑なコミュニケーションや移動の実現

旅行者のスマホ
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３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（バス・タクシー等を活⽤したインバウンド観光の促進③）

観光資源をさらにアピールするための取り組み

◎スカイホ プバス（ 丸自動車興業） ◎観光タクシーの運行

現在の取組現在の取組

◎スカイホップバス（日の丸自動車興業）

■利用者数：約１．９万人のうち約６割が
外国人（うち欧米人が約７割）(H24.6-H25.1)

■コース：浅草コース・お台場コース・六本木コース
■料金：１日券1800円 ２日券2500円

◎観光タクシ の運行

観光ルートを設定して、定額で周遊。運転者の外国
語研修を実施。

■料金：１日券1800円、２日券2500円
■特徴：ＨＰ・パンフレットでの情報提供（４カ国語）、

車内での外国語による観光案内

今後の取組今後の取組

◎外国人向けバスツアー（はとバス）

■年間利用者：約５．５万人（うち欧米人が約７割）

★外国人向けバスツアー・観光タクシーのメニューや
コースのさらなる充実

今後の取組今後の取組

外国人目線で魅力的な
■コース：(英語)皇居、新宿、浅草等９コース

(中国語)富士山、浅草等１１コース
■料金：1,500円～12,000円
■特徴：ＨＰでの情報提供（６カ国語）、車内での外国

外国人目線で魅力的な
メニューやコースの開発を
促進

語による観光案内、ホテルからの送迎サービス 外国メディア・外国旅行会社向けの
ファムトリップの定期的開催
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○ 羽田・成田空港へのアクセスを改善するため、成田新高速鉄道の整備（平成22年７月開業） 、京急蒲田駅の駅改良

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（空港アクセスの改善）

○ 羽田 成田空港 のアクセスを改善するため、成田新高速鉄道の整備（平成22年７月開業） 、京急蒲田駅の駅改良
（平成24年10月使用開始）を実施。

○ また、都心と国際空港間の更なるアクセス改善を図るため、「都心-空港・郊外直結鉄道（都心直結線）」の検討を行う。

京成本線（成田スカイアクセス 成田空港～
印旛日本医大駅

成田空港駅日暮里駅 総武線（成田エクスプレス
成田空港～東京 平均５３分）

京成本線（成田スカイアクセス 成田空港～
日暮里～東京 平均５５分）

成田新高速鉄道

成田空港～日暮里～東京 平均55分）

新東京駅 押上駅

成田空港～東京 平均５３分）

総武本線

京成本線

成田新高速鉄道線の整備
（平成２２年７月１７日開業）
日暮里～空港第２ビル
５１分→３６分に短縮

品川駅

泉岳寺駅
浜松町駅 東京地下鉄東西線 ★都心-空港・郊外直結鉄道（都心直結線） 概要

○新線のルート

５１分→３６分に短縮

都心直結線の整備イメージ

羽田空港駅

東京モノレール
（羽田空港～浜松町～東京 平均２７分）

京急本線
東京モノレール
（羽田空港～浜松町

～東京 平均２７分）

泉岳寺駅付近～新東京駅～押上駅付近(約11km)

・大深度地下を利用した整備を想定
・大深度地下部分でPFI手法の活用を検討

○建設費 約４ ０００億円

都心直結線の整備イメ ジ

新東京駅
（丸の内側）

新幹線（東北・上越・長野） 押上駅

都営浅草線

京急空港線
（羽田空港～品川～東京 平均３６分）

○建設費 約４,０００億円

○需要の見通し 約8,000万人/年
（うち、空港アクセス約1,000万人/年）

○所要時間 現行 整備後 【乗換回数】

京急蒲田駅の駅改良

京急空港線
（羽田空港～品川～東京 平均３６分）

※地震に強い
大深度地下ルート

泉岳寺駅

新幹線
（東海道）
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東京駅－羽田空港 27分～36分→18分 【１回→０回】
東京駅－成田空港 53分～55分→36分 【１回or０回→０回】

京急蒲田駅の駅改良
（平成24年10月使用開始)
都心からの直通運転６本→９本/時
横浜方面からの直通運転３本→６本/時 国際戦略総合特区 （アジアヘッドクォーター特区）

泉岳寺駅
品川駅



○ 観光地域の魅力向上のためには 観光地域内の移動手段を充実させることが必要不可欠である

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（観光⽴国を⽀える地域交通関連施策の展開）

○ 観光地域の魅力向上のためには、観光地域内の移動手段を充実させることが必要不可欠である。
また、便利で利用しやすい公共交通は観光地域の魅力増大に貢献し、車両や輸送サービス自体が観光資源となる場合もある。

○ このため、観光地域を支える地域の交通基盤の充実や魅力あふれる公共交通の導入等による観光の促進に取り組む。

主な取組例 主な取組例

地域公共交通確保維持に向けた取組み ★DＭＶ（デュアル・モード・ビークル）の導入促進

★バス路線等の確保・維持
（地域公共交通確保維持事業）

地域公共交通確保維持に向けた取組み

★地域ぐるみの利用促進活動
（地域協働推進事業）

★DＭＶ（デュアル・モ ド・ビ クル）の導入促進

鉄道に比べて低コストでの運行が期待
できるほか、地域における観光の新たな
魅力として活用。

【線路走行時】
道路用後部

ゴムタイヤ
鉄道用車輪

（前）
鉄道用車輪

（後）

★地域鉄道の再生・活性化策の確立に向けた取組

駅出口
バス情報案内板 ★電気自動車（電気バス・電気タクシー ）・

超小型モビリティの導入促進

電気自動車の環境との親和性超小型
ビリテ の回遊性の高さ等を魅力的

鉄道用車輪を出して走行（道路用後部ゴムタイヤが線路に接して駆動）

鉄道事業者の取組を整理・分析し、地域鉄道を特色
に応じ 「観光路線」や「生活路線」等にグルーピン
グ。グループに適したモデル事業の方向性を検討。

「観光路線」等のグループに適した鉄道利用促進策 和歌山電鉄：

モビリティの回遊性の高さ等を魅力的
で利便性の高い移動手段としても生か
しつつ、観光目的としても活用。

★観光列車 クル ズ列車の振興
観光路線」等のグル プに適した鉄道利用促進策

のモデル事業を選定・実施。

モデル事業の効果を分析することにより、今後の地域鉄道の講ずるべき施
策等を検討。

猫の駅長「たま」の人気
による鉄道の魅力向上

★観光列車・クルーズ列車の振興

観光列車やクルーズ列車等移動手段それ
自体が観光の目玉と位置づけられるような
鉄道の情報や魅力を発信。

★バス・タクシー・レンタカー等の利便性・満足度の向上（再掲）

★フェリーの利用促進（後掲）
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松山市「坊ちゃん列車」★クルーズ船の振興（再掲）



○訪日外国人旅行客 割以上は個人旅行 あり そ 多くが 自分 荷物を持 日本国内を移動

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（宅配便運送サービスを利⽤した「⼿ぶら観光」の促進）

○訪日外国人旅行客の７割以上は個人旅行であり、その多くが、自分で荷物を持って日本国内を移動。
○「外国人には日本の宅配便運送サービスの信頼性、利便性が浸透していないため、訪日外国人旅行客は宅配便運送サービスを

あまり利用していない。」との指摘がある。
→荷物持ち運びの負担感！

○荷物の持ち運びの負担を減らし、訪日旅行の利便性や満足度をさらに向上させ、リピーター客を増やすために、宅配便運送サー
ビスを利用した「手ぶら観光」を促進することが重要

施策の方向性

ビスを利用した「手ぶら観光」を促進することが重要。
○そのため、外国人に日本の宅配便運送サービスの信頼性、利便性を浸透させるとともに、訪日外国人旅行客が当該サービスを

容易に利用できるようにする。

★検討を踏まえた情報発信★検討会による課題整理 ★検討を踏まえた情報発信★検討会による課題整理

検討会での検討及び改善を踏まえ、日本の宅配便運送
サービスの質の高さ、利用方法等を外国人がよく閲覧する

宅配便運送担当部局と観光庁が連携し、省内に宅配便運
送サービスを利用した「手ぶら観光」の促進に関する検討会 サ ビスの質の高さ、利用方法等を外国人がよく閲覧する

と想定される旅行会社のＨＰや雑誌、パンフレット等で情報
発信を行う。

例：＜現在のＪＮＴＯホームページ＞

送サ ビスを利用した 手ぶら観光」の促進に関する検討会
を立ち上げる。検討会において、以下の取組を検討。

宅配便運送事業者、観光業者等から「手ぶら観
光」に関する取組、課題をヒアリング

宅配便運送サービスを取り扱っていることを外国人が一
目で分かるように、宿泊施設や市内のコンビニ等におい
てピクトグラムや外国語表記を整備

光」に関する取組、課題を アリング

外国人に情報発信するために必要な情報を整理

課題例

空港宅配の記述のみ。
申込方法の記載無し。
日本の宅配便運送サー
ビスの水準に関する情報
の記載無し。てピクトグラムや外国語表記を整備

送り状の多言語化や宿泊施設、コンビニ等の宅配便受付
カウンター等において、多言語対応ガイドラインや指差し
会話シートを整備するなど、外国人の利便性を向上

の記載無し。
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３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（観光産業のレベルアップ）

○ 観光立国を実現し 観光が我が国経済の成長の新たな牽引役となるためには その直接の担い手である観○ 観光立国を実現し、観光が我が国経済の成長の新たな牽引役となるためには、その直接の担い手である観
光産業の強化が不可欠。

○ 旅行業、宿泊業を始めとする日本の観光産業全体について大幅なレベルアップを図り、内外のユーザー・観
光関係者からの評価を高めて我が国観光産業のブランドを確立し、世界 高・ 先端の観光産業への飛躍を
目指していくため、平成24年度に開催した「観光産業政策検討会」の提言内容を踏まえ、下記の取り組みを推
進していく。

★★

○ 旅行産業のあり方・現行諸制度の見直し
○ ニューツーリズム等の需要創出、顧客対応の高度化
○ 他産業への参入、他企業との連携・事業統合

○ インバウンド事業の強化 三国間観光も含む積極的な海

○ ツアーオペレーター認証制度の導入・充実
○ 宿泊施設の情報提供制度の普及

○ 旅館の財務指標等のモデル化、簡便な管理会計システム
構築

★

○ インバウンド事業の強化、三国間観光も含む積極的な海
外展開

○ 組織的な安全マネジメントの構築

★

○ 金融機関との連携
○ MICEへの取組み強化、積極的な海外展開
○ 所有と経営の分離、新たな経営スタイルの導入

○ 組織的な安全マネジメントの構築
○ ＩＴ時代の消費者保護

○ 現場のモチベーション向上のための表彰制度の導入

○ マネジメント層の育成、語学力も含めた実務者層の更な
るレベルアップ

★

○ ＩＴ産業との相互理解の促進、ＩＴ技術を活用した事業展開
の促進

○ ユニバーサルツーリズムの情報提供制度の構築

★

るレ ルアップ
○ 観光産業への若年層の理解促進、興味喚起

○ サルツ リズムの情報提供制度の構築
○ 無料公衆無線LAN、外国語放送等の整備
○ 統計・データの整備
○ 国際的なプレゼンスの向上 -18-



■認定制度の概要 ★Ｖ案内所の認定開始（H24.10月～）
・H24 10 23付で第１回・計268件のＶ案内所を認定

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（観光案内所のネットワーク化と周知）

・外国人旅行者に対して観光案内所のサービスの充実度の「見える化」を実施。同時に外国人旅行者にPR。
・認定によるブランド化と観光案内所のｶﾃｺﾞﾘｰ別の分類により、外国人観光案内所の機能向上を促進し、質を保証。

分類 運営の考え方 多言語対応等 求められる立地

ｶﾃ ﾞﾘ ３
観光案内のゲー 英語 中国語 韓国語で対応ができ 全国

外国人旅行者が我が国のゲート
ウ と 初 訪れる地域ま

認定件数
合計

・H24.10.23付で第１回・計268件のＶ案内所を認定。
・H25.1.31付で第２回・計74件を追加認定。
・H25年度以降は、毎年7～8月ごろに新規募集、10月に

認定を行う（認定期限：３年）。

ｶﾃｺﾞﾘｰ３
観光案内のゲ
トウェイ

英語、中国語、韓国語で対応ができ、全国
の観光や交通の情報提供ができる。

ウェイとして 初に訪れる地域ま
たは特に多く訪れる地域

ｶﾃｺﾞﾘｰ２
次の目的地へ
の橋渡し

英語で対応できるスタッフが常駐し、広域の
観光や交通の情報提供ができる。

外国人旅行者が観光の拠点として
多く利用し、ローカルな情報に加え
、次の移動先などの広域的な情報
の提供が求められる地域

合計
第1回認定(※) 第2回認定

カテゴ
リー３

７ 0 ７

カテゴ
リ ２

81 26 107の提供が求められる地域

ｶﾃｺﾞﾘｰ１ 地域情報の交
流拠点

電話通訳ｻｰﾋﾞｽやボランティアの活用等によ
り英語対応でき、地域内の観光や交通の情
報提供ができる。

外国人旅行者の 終目的地となり
ローカルな情報の提供が求められ
る地域

観光案内を専業としない施設やボランテ ア団体等により運営

リー２
81 26 107

カテゴ
リー１

159 38 197

Ｐ

施設
21 10 31

外国人旅行者を積極的に受け入れ
ﾊﾟｰﾄﾅｰ施設

観光案内を専業としない施設やボランティア団体等により運営
され、必要な基準を満たすもの。

施設

合計 268 74 342（313）

■Ｖ案内所シンボルマーク
（商標登録済み）

■Ｖ案内所への支援方策の概要

ビ認定期限の設定

外国人旅行者を積極的に受け入れ
る意欲のある地域

・（ ）内はH24.3月末のＶ案内所件数
・※第１回認定数には、カテゴリーを変更認定した数を含む。

（商標登録済み）
• 多言語の通訳サービス（電話）等の提供

• 各案内所から集められたノウハウ、ツール等を整理し、
他の案内所と共有することで、観光案内機能強化

政策の企画・立案に必要なデー
タ等の提供

認定期限の設定

覆面調査の実施

ＪＮＴＯにより認定されたＶ案内所
月次レポート 年次レポート

業務実績レポートを定期的に提出
（エクセルなどを活用した簡易な方式とする）

Ｖ案内所 利用者数や設備・サービスの提供状況等を取り
まとめ、観光庁へ報告

• 観光案内所利用者数の統計資

日本政府観光局
ＪＮＴＯ

・ＪＮＴＯにより認定されたＶ案内所
であることを示すシンボルマーク。

・カテゴリー１～３のＶ案内所は、
旅行者の目に付きやすい場所に
掲出する必要あり。

• 利用者数（国籍別）

• 観光案内所の業務上で
困った点、外国人旅行
者から寄せられる主な
要望、課題等

• 設置設備、サービスの
提供状況（チェック式）

• 観光案内所の業務上で
工夫した点や、共有でき
るノウハウ、ツールなど

• 観光案内所利用者数の統計資
料（時期別、地域別、カテゴリー
別等で整理）

• 外国人観光案内における課題等
を整理した報告書 -19-



３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（道の駅、ＳＡ・ＰＡの観光機能の強化）

○「道の駅」での観光等情報提供の内容の強化○「道の駅」での観光等情報提供の内容の強化。

○ＳＡ・ＰＡにおける観光情報の提供箇所の拡大・内容の充実

「道の駅」、ＳＡ・ＰＡの観光等の機能強化

・H24年12月に設立した「全国「道の駅」連絡会」と ・観光情報の提供箇所の拡大及び内容の
★「道の駅」 ★ＳＡ・ＰＡ

JNTO認定外国人
観光案内所のシン

・H24年12月に設立した「全国「道の駅」連絡会」と

連携し、各地域における「道の駅」での観光等情
報提供の内容充実を図る。

・観光情報の提供箇所の拡大及び内容の
充実を図る。

観光案内所のシン
ボルマーク

ＮＥＸＣＯ中日本（御在所ＳＡ（上り線））
※JNTOによるV案内所にも認定されている。

道の駅「阿蘇」の情報コーナー
世界有数のカルデラを誇る阿蘇ジオパークについ

あ そ

世界有数のカルデラを誇る阿蘇ジオパークについ
て、阿蘇ジオパーク推進協議会と連携し、多言語によ
り、情報提供している。

ＮＥＸＣＯ西日本（香芝ＳＡ（下り線））の
多言語による地域情報発信コーナー

かしば

-20-



○ 容易化法※に基づき、鉄道の路線や駅が番号等で分かる駅ナンバリングの導入が進展するなど、公共交通機関の案内表示

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（外国語案内表⽰等の充実）

機 表

の取組は進展しており、更なる充実を図る。 ※外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律

○ 道路の案内表示については、英語表記の統一や表示の連続性確保等の課題に対して適正化を推進するなど、案内表示の
充実に取り組む。

・交差点等の主要地点標識の設置により、歩行者やレンタカー
利用者などの移動の利便性の向上を図る。

★交差点等における主要地点標識の設置促進★容易化法に基づく措置 （平成１８年～）
・公共交通事業者に対する外国語等での情報提供促進措置の努力義務。
・多数の外国人観光旅客の利用が見込まれる区間を、特に情報提供の

促進が必要な区間として観光庁長官が指定（指定区間）。
・指定区間における計画作成と実施の義務。
・具体的な情報提供促進措置の方法をガイドラインとしてとりまとめ。

＜ナンバリングの概要＞

・道路管理者と地元自治体や、道路ユーザー、
沿道住民 関係団体などが 標識をマネジ

★地域の実情に応じた観光案内の検討
・路線や駅が番号等で分かる駅ナンバリングの導入が進展。
・平成25年３月現在、全国４８の鉄道事業者において導入。

40
50

＜ナン リングの概要＞

★案内表示の適正化

沿道住民、関係団体などが、標識をマネジ
メントするための会議などを組織し、地域の
課題やニーズに応じて、表示内容や設置位
置などについて検討

※地域のマネジメントによ
り作成された標識の例

0
10
20
30
40

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

Ｈ

05
路線カラー

駅番号

【導入例（東京メトロ・都営地下鉄）】

路線記号

国道230号

・英語表記の統一や表示の連続性確保など、案内表示を点検した
上で適正化を図る。

★案内表示の適正化 り作成された標識の例

★交通機関については、多言語表記に関する基準を改めて整理
し、それに基づいて評価を実施する。また、容易化法の枠組みを活

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 【導入例（東京メトロ 都営地下鉄）】

温泉に係る表示が「Ｓｐａ.」 「Hot 
Spring」と統一されていない例

国道230号
（北海道開発局設置）用し、公共交通事業者が策定する情報提供促進実施計画の記載

事項として、非常時における対応を追加する。

-21-



○観光地などに到達するため 手段とし は 地図が 般的 あるが現在 は バイ 端末やカ ナビゲ シ などを利用が

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（地図データを活⽤した観光振興①）

○観光地などに到達するための手段としては、地図が一般的であるが現在ではモバイル端末やカーナビゲーションなどを利用が
進んでおり、多言語に対応した地図（データ）が重要である。

○各機関において、多言語表記の地図整備の他、様々な取組が行われおり、その共有化や海外の観光客に分かりやく総合的な
情報発信にも取り組まれている。よりよい情報とするために情報提供や技術的な支援が必要。

★国土地理院は地図データ等の提供や関係機関と連携しつつ技術的な支援を実施する。
（地図データの提供、地名データの提供、情報発信のための技術的な支援など）（地図デ タの提供、地名デ タの提供、情報発信のための技術的な支援など）

より良い情報発信
地図データの提供 情報発信のための技術的な支援

※山車などの位置情報

交通
施設
情報

いつでも、どこでも

GPS衛星

「通り名 で道案内

※山車などの位置情報
を電子国土基本図上に
リアルタイムで表示

総合的な
情報の発信

地図
情報

観光

料金
情報

モバイル端末アメリカ

「通り名」で道案内

観光
情報

観光
ガイド
情報

山車の位置をリアルタイムに表示

・ 国土地理院では、全国の道路通称名を含む地理識別子の整備を進めている。
・ 「通り名」を付した地図を作成する際のデータの提供と技術的支援を実施。
・地図の多言語対応表記は観光庁等と連携し対応

-22-



３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（地図データを活⽤した観光振興②）

○ 地理空間（G空間）情報を活用したサービスモデルを検討。
○ 産学官が連携して実証実験を実施（大島でのオープンな観光プラットフォーム構築等）。その成果を手引きにとりまとめる。

地理空間情報を活用した新事業の創出・展開のための産学官連携プロジェクト

実証実験の例： 東京都大島町 「オープンな地域観光プラットフォームの構築」

観光や自然などの地域資源情報を 元的に集約 管理し かつ二次利用可能な形で公

産学官連携プロジェクトのスキーム

民間企業
NPO

産
システム提供、
技術的課題解決

観光や自然などの地域資源情報を一元的に集約・管理し、かつ二次利用可能な形で公
開することで、情報発信を促進。
更にiPhone用アプリケーションの開発などのサービス創発を促進するサービスを試行。
実証実験後、他の地方公共団体にオープンな情報発信サイトの取組が波及。

データ提供、

NPO

官
自治体
公的機関

大学
研究機関

サービスモデル構

学

関係機関や
住民との調整

築と課題解決に向
けた指導・助言

ビ デ★観光等の3分野でサービスモデルを検

討し、実証実験を実施。実証の成果を
手引きにとりまとめ、普及・啓発を図
る。

-23-



３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（ＩＣＴを活⽤した歩⾏者移動⽀援の取組）

○高齢者・障がい者や旅行者が、旅行先で個人の属性に応じた移動経路に関する情報やトイレ等の施設情
報を容易に知ることが出来る環境整備が必要

○外国人向けに、多言語化によるバリアフリーの推進が必要

ICTを活用した歩行者移動支援は 健常者
サービスを支える歩行空間ネットワークデータ

ICTを活用した歩行者移動支援は、健常者
だけでなく、高齢者や障がい者など広く多く
の人々のスムーズな移動を支援することを目
指し、個人の属性に応じた移動経路に関する
情報やトイレ等の施設情報の提供を行える環

歩行者移動支援サービスは、様々な場面における利用者の情報ニーズに応え、移動経路や地域
情報等を提供できるサービスで、スマートフォン等を通し、ダイレクトに個人へ情報提供できる仕組み

【健常者】

境の整備を行うものである。

高齢者や障がい者等の歩行者へのバリアフ
リー経路案内と併せて、観光情報、イベント
情報や施設情報等の提供により 旅行者 の

出発地
目的地

短ルートを希望
右に曲がって、そのままみ
ちなりです

現在位置の情報により、
短ルートの情報が届く

そのまま進みましょう

： 短ルートの案内

情報や施設情報等の提供により、旅行者への
情報提供の充実を図るとともに、提供する情
報の多言語化対応により、外国人受入環境の
充実等に取り組む。

現在位置の情報と利用者の属性

【車いす使用者等】
段差等を回避するルートを希望

現在位置の情報と利用者の属性、
ニーズに合わせて、段差等が少な
いバリアフリーの経路案内情報が
届く

目的地など（ノード）

バリアのない経路（リンク）

階段や坂道、狭小部などバリア
情報を持つ経路（リンク）： 段差の少ないルートの案内

多言語化で
の情報提供

★全国への普及促進のため
のガイドラインを策定

これらの取組みにより、高齢者･障がい者等の外出（観光）機会の増加及び外国人旅行者の増加を目指す
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３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（不動産関係事業者との協議会の設置）

○不動産事業者は、大手を中心に、訪日旅行者が多く利用するアウトレットモールなどの商業施設やホテルなどを
所有・運営

○それぞれの施設において、多言語対応の表示、銀聯カードによる支払い対応などを進めているが、施設毎、又
は 施設内の店舗毎の取組状況に差があるは、施設内の店舗毎の取組状況に差がある。

・訪日旅行者の増加、満足度の向上のためには、施設内の店舗毎ではなく商業施設全体での統一的な対応や、
複数の施設が連携したエリア全体での取組を進めていくことが必要複数の施設が連携したエリア全体での取組を進めていくことが必要。

・そのためには、これらの施設を所有・運営する不動産事業者を中心とした取組が有効。
★不動産事業者等に対して、以下のような外国人の誘客に効果が大きいと思われる対策や先進的取組事例を

情報提供するとともに、旅行会社など他の観光関連事業者の動向・ニーズや国の観光施策を情報提供すること
で、各事業者の取組を促進することを目的とした「観光立国推進のための不動産関係事業者協議会（仮称）」を
設立。
・多言語対応の統一的なサイン表示、多言語による館内放送
・ランゲージコミュニケーター（観光客と店舗の間に入る通訳）の配置ランゲ ジコミュニケ タ （観光客と店舗の間に入る通訳）の配置
・電話通訳サービスの導入
・飲食店のメニューの多言語化、ムスリム旅行者対応
・施設内、又はエリア内での無料WI-FI環境の整備
銀聯 ド 中 デビ ド デ バ ド・銀聯カード（中国のデビットカード）やディスカバーカード
（米国発行のクレジットカード）による支払に対応

・外貨両替所設置
・ホームページの多言語化 アウトレットにおけるランホ ムペ ジの多言語化
・バイリンガル対応可能なスタッフによる各コンシェルジュ業務の提供
・周辺地域情報の提供

多言語表示によるエリアマップ

ゲージコミュニケーター
（上）及び電話通訳サー
ビス対応マーク（下）
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３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（気象情報の利活⽤推進①）

★ 観光業界等と協力し 訪日外国人旅行者向けW bペ ジから

○ 気象庁は英語版ホームページを運営し、即時・非即時の気象情報を提供している。

★ 観光業界等と協力して訪日外国人旅行者向けWebページから
気象庁英語版ホームページへのリンクを推進する。

気象庁英語版ホームページへのリンク例

京都府
気象庁英語版

京都府
http://www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/

気象庁英語版
ホームページへのリンク

災害時情報提供ポータルサイト「Safety tips for travelers」（案）
※日本政府観光局（JNTO）のグローバルサイトで運用予定

和歌山市観光協会
http://www.wakayamakanko.com/eng/link/ 

英国外務省
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad

/travel-advice-by-country/asia-oceania/japan-26-



３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（気象情報の利活⽤推進②）

○ 気象庁は観光業界と気象情報の利活用について、意見交換に取り組んでいる。
（例） 旅行業界団体や観光危機管理研究機関と防災気象情報や気候情報の利活用について意見交換

○ 観光の安全および振興につながる気象情報の利活用は一部にとどまっている○ 観光の安全および振興につながる気象情報の利活用は 部にとどまっている。
（課題） 観光業界の気象情報に対するニーズを把握

観光業界への気象情報に関する知識の普及

★ 観光業界と一層の意見交換を図り、気象情報の利活用を推進し、観光の安全と振興に資する。

観光業界 旅行者気象情報気象情報意見交換気象庁

提供

観光業界のニーズを把握 気象情報の理解に基づく
旅行者への行動支援

観光業界

協
力

情報に基づく
安全行動や旅行計画

（例）観光地における避難行
動、

旅行者
の活用の利活用

見 換

行動支援提供

気象庁

気象情報
・防災気象情報
気候情報 など 旅行業界団体提供

観光業界の多様なニーズに
合わせた情報提供

力 動、
旅行の時期や服装の検討

レジャー業界団体

・気候情報 など 旅行業界団体

ホテル業界団体民間気象事業者

合わせた情報提供

沖縄本島中南部の
3月下旬の 高気温は

旅行者向け情報提供の例

これまでの取組を参考に
観光向け気象情報

沖縄気象台：平成24年5月～

3月下旬の 高気温は
東京都の5月中旬と

同じくらいです。

仙台管区気象台：平成25年1月～

観光向け気象情報の
提供に取り組む
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３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（ムスリム旅⾏者への対応）

○ 東南アジアからの訪日旅客が増加し、さらに2013年に「日・ASEAN友好協力40周年」を迎え、震災後も高い伸び率を示す東南
アジアからの訪日促進を強化する中で、ムスリム旅行者に配慮した（ムスリム・フレンドリーな）食事や礼拝スペース確保等、これ

まで対応が遅れていたムスリム旅行者に対する受入環境の整備やサービスの充実が課題となっている。

市場別外国人旅行者数の増減率（2012年の2010年比）

震災後も高い伸び率を示す東南アジアからの訪日 受入環境整備の課題（多様な食事や礼拝スペースの確保等）

・ 豚肉や豚由来の原料、酒・みりん
等のアル ル調味料を使用しない等のアルコール調味料を使用しない
配慮を講じたセットメニュー

（写真：京懐石 美濃吉）

出典：JNTO

増加するムスリム旅行者に対する受入環境整備が必要

・ 聖地の方向が分か
り、礼拝に適したスペー
スの提供

★ プロモーション事業と一体感のあるムスリム旅行者向け情報の発信
→ モスクをはじめとする礼拝可能な施設やムスリム旅行者に配慮した食事等を提供できるレストランの情報といった

ムスリム・フレンドリーな受入サービスをプロモーション・コンテンツとして発信

★ ムスリム向け受入環境整備の促進やサービス提供事業者の参入拡大★ ムスリム向け受入環境整備の促進やサ ビス提供事業者の参入拡大
→ 宿泊・飲食・商業・観光施設といったムスリム旅行者の訪問拡大が期待できる施設におけるムスリム・フレンドリー

な食事メニューの多様化や礼拝環境（礼拝用のマットが敷けるスペース、聖地の方向の表示等）の確保・充実
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諸 ジ ドを使 す が き 店舗が な き 境 あ も 観 等

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（海外発⾏クレジットカードを利⽤可能なＡＴＭの情報周知）

○ 諸外国に比べてクレジットカードを使用することができる店舗が少ない。また、利用できる環境であっても、景観・スペース等
の問題から表示していない店舗も多い。

○ PLUSマークやCirrusマークに対応しているATMがゆうちょ銀行とセブン銀行のみであるため、ATMの絶対数が少ない。

＜海外発行クレジ トカ ド使用可能ＡＴＭに いての情報提供＞＜海外発行クレジットカード使用可能ＡＴＭについての情報提供＞

★ バス・鉄道等公共交通機関、博物館等公的施設、宿泊施設、観光施設、コンビニを含む商業施設等において、外国人旅行者
でも利用できる電子マネーやクレジットカードを利用可能な施設の拡大を促進する。また、電子マネーやクレジットカードが利用
可能であることの表示についても促進する。

★ 海外クレジ トカ ドで現金が引き出せるATMの設置を促進する 併せて 利用可能なATMの情報をあらゆる媒体にて提供★ 海外クレジットカードで現金が引き出せるATMの設置を促進する。併せて、利用可能なATMの情報をあらゆる媒体にて提供
する。
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○ JNTOによる地域の観光資源の海外展開に取り組むほか、観光資源の発掘と磨き上げによる観光地域の魅力向上

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（地域の観光ポテンシャルの最⼤化）

を図り、この中で地域の取組を支援する新ビジネスの育成を促進するなど、魅力ある観光地域づくりに向けた取組を
推進する。

★ 地域の特色ある素材の発掘や地域と旅行会社、交通事業者、旅行
メディア等の総力を結集した枠組みによる確実な商品化と情報発信を
実施。この中で地域の取組を支援する新ビジネスの育成を促進。

１ 資源の発掘

★ 新の海外市場動向やマーケティング、プロモーションノウハウを有
するＪＮＴOが、地域の観光資源を海外展開するための地域別コンサ
ルティングを実施。ＪＮＴＯ海外事務所において、当該地域を海外消費
者、メディア、旅行業界等へ海外展開、集中的にプロモーション。

○ 観光資源の目利きによる訴求
性の高いコンセプトの設定

○ 地域の担い手からの提案

１．資源の発掘

※目利き：旅行会社のバイヤー、旅行メデイア、地域活性化

※DMC：Destination 
Management Company

・多くの情報の中に埋没
・外国人目線の不在

地域観光資源
地域

２．資源の磨き

○ 支援対象の選定、目利きの派遣

○ 地域の担い手と目利きが一体と
なった資源の磨き

プランナー等

ＤＭＣ等

地域の取組を支援
外国人目線の不在

・旅行者ニーズと不一致

地域観光資源海外展開プロジェクト

３．試行ツアー造成

なった資源の磨き

○ 試行ツアーの実施、効果検証

○ 商品化への絞り込み

統一的なプロモーションや
イベントの実施、資源の
磨き上げ、着地型旅行商
品の造成・販売等

ＪＮＴＯ海外事務所長等による、
最新の海外市場動向を踏まえた、
地域別コンサルティング

地域観光資源の国際化

○ 商品化への絞り込み

○地域の魅力を開発・発信し、観光地の再建を図る

品の造成 販売等

○ＤＭＣ等の育成

JNTO海外事務所
を通じた集中的

資源を目的とした
地域への来訪者ＵＰ

確実な商品化 情報発信

を通じた集中的
プロモーション

地域への来訪者ＵＰ

地域の取組を支援-30-



○ 世界に誇るべき耐震・免震技術や優れた環境性能を有する先進的な建築物 ダムとその周辺地域の特徴的な施設等

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（インフラツーリズムの推進等）
○ 世界に誇るべき耐震・免震技術や優れた環境性能を有する先進的な建築物、ダムとその周辺地域の特徴的な施設等、

特徴あるインフラ施設を観光資源として活用する。
○ さらに、国土交通省所管の公物等について、国際会議等の開催におけるユニークべニューとして活用する。

★ ダムとその周辺地域の環境整備や歴史的土木施設を
観光資源として活用。

★ 世界に誇るべき耐震・免震技術や優れた環境性能を有
する先進的建物を観光資源として活用。

主な取組例

【宮ヶ瀬ダム周辺（神奈川県）】
・宮ヶ瀬ダム周辺で年間320回（H23）のイベント開催。
・堤体内に設置されたエレベータや、インクラインを

た ブ など 学者 も 能

②清水建設本社ビル ③スカイツリー
サンプルツアー（例）

①柏の葉国際キャンパスタウン

環境配慮型都市
ＣＯ２排出ゼロ

建築物

★ 世界にもあまり例のない特徴的な施設等を観光資源の

利用したケーブルカーなどは見学者にも利用可能。

・地域のその他の観光資源との連携による
観光コースの多様化。

世界一の
自立式電波塔

アウトレットモールや
ショッピングセンター

を訪問

★ 世界にもあまり例のない特徴的な施設等を観光資源の

一つとして活用。

主な取組例

【海外からも関心の高い首都圏外郭放水路】
ダム湖周辺の

リレーマラソン大会
４月～１１月は毎月第２日曜日等
に１日２回観光放流を実施し、
年間約４万５千人の見学者が来訪。

湖周遊覧船

【海外からも関心の高い首都圏外郭放水路】
・日本が世界に誇る土木技術を結集した

世界 大級の地下放水路をユニーク
べニュー*として利用

*ホテルの宴会場といった一般的な会場ではなく、会議や
パ を う 特 放 れ 博物館

地下神殿を思わせる

【水陸両用バスを活用したダムツアー（川治ダム：栃木県）】
・水陸両用バスにより、道の駅を出発後に乗り換えなくダム湖を遊覧するほか、

パーティを行うために特別に開放された博物館や
歴史的建造物などの会場

地下神殿を思わせる
首都圏外郭放水路の調圧水槽

★ 国土交通省所管の公物等について、国際会議等の開催においてユニークべニューとして活用

水陸両用 より、道の駅を出発後 乗り換えなくダ 湖を遊覧するほか、
ダム内部や堤体外側の管理用通路（キャットウォーク）などを巡るツアーを実施。

-31-



○ 平成23年３月に九州新幹線（鹿児島ルート）が全線開業し、鹿児島県の宿泊客数の増加や九州各県における観光消費額の

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（インフラプロジェクトと連動した観光振興）
○ 平成 年 月 九州新幹線（鹿児島ル ） 線開業し、鹿児島県 宿泊客数 増加や九州各県 おける観光消費額

増加など、観光面でも大きな効果をもたらしている。
○ このような道路、鉄道、港湾等の各種インフラプロジェクトの整備等を契機とした観光振興の取組を強化する。具体的には、

インフラプロジェクトの進捗状況の共有を図り、これらと歩調を合わせた観光振興の取組を実施する。

○ 「インフラ整備等と一体となった観光振興連絡調整会議
（仮称）」を省内に設置し、各分野のインフラプロジェクトの

■ 平成２３年３月１２日全線開業
＜平成22年度＞

九州新幹線全線開通を見据えた九州

契機に合わせた需要喚起策の実施

（仮称）」を省内 設置し、各分野のイン ラ ジ クトの
進捗状況や供用情報の共有を図り、これらと歩調を合わせた
まちづくりやプロモーション等を実施。

○ 観光面からのニーズを把握・共有し、各分野のインフラ
整備において配慮。

■ 大きな時間短縮効果
博多～鹿児島中央の所要時間 ＋

・九州新幹線全線開通を見据えた九州

縦断ルート誘客促進事業等の実施

・九州新幹線全線開通を見据えた韓国

市場での情報発信事業

例）テレビのCMによる情報発信

インフラ整備等と一体となった
観光振興連絡調整会議（仮称）
・インフラプロジェクトの進捗状況や

供用情報の共有

整備 お 配慮。博多 鹿児島中央の所要時間

開業前

開業後

(H24 3 17～)

平成24年春ダ
イヤ改正

５３分短縮

２時間１２分

１時間１９分
（最高速度260km/h）

１時間１７分
（最高速度260km/h） さらに2分短縮

＋ 例）テ よる情報発信

列車での旅を提案するガイドブック

による情報発信 等

＜平成23年度＞

・韓国におけるＫＴＸ・九州新幹線を利用

河川 道路 鉄道 空港港湾

供用情報の共有
・観光面からニーズを把握・共有等

(H24.3.17～)

■ 鹿児島県の宿泊客数
（主に観光目的）の増加

■経済効果等

したツアー造成のための招請事業

観光振興の取組を実施（まちづくりや訪日プロモーション等）

道路整備
無電柱化

鉄道整備 港湾整備 空港の機能
拡充・強化

-10%
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10%

20%

30%

40%

100,000
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200,000 

250,000 

300,000 

350,000 宿泊者数

（主に観光目的）の増加

（出所）（財）九州経済調査協会

観光消費額： 2010年度：2兆2,400億円
↓

2011年度：2兆4,900億円
（対前年度比約11％増加）

河川整備
ダムや砂防施設
等の活用強化
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◆鹿児島県への影響
経済効果：約464億円増加（対前年度比）

（出所）鹿児島地域経済研究所

（出所）鹿児島県観光動向調査

（施策例）
・H26年度末の北陸新幹線金沢、H27年度末の北海道新幹線新函館（仮称）開業にあわせた

まちづくりやプロモーションの実施
・高速道路の整備、新規IC開業にあわせた まちづくりやプロモーションの実施
・港湾整備にあわせた外航クルーズの誘致 プロモーションの実施 -32-



３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（⼤都市圏の国際競争⼒の強化）
★ 観光立国の実現のためには、大都市圏の競争力強化により海外から人を呼び込むことが不可欠。このため、首都圏空港の

首都圏空港（羽田・成田）の機能強化 （再掲） 交通アクセス改善（再掲）

○ 都心と羽田・成田空港へのアクセスをさらに改善するため、

★ 観光 国 実現 ため は、大都市圏 競争力強化 より海外 ら人を呼び込む 不可欠。 ため、首都圏空港
機能強化、空港アクセス改善、都市再開発、国際会議誘致等、関連施策の有機的連携を図る。

○ 都心と羽田 成田空港 のアクセ をさらに改善するため、
「都心-空港・郊外直結鉄道（都心直結線）」の検討。

○ 航空会社とバス事業者が連携した空港アクセスバスの利便性の改善。
航空会社やアライアンスごとにバス事業者との連携を深めるよう誘導し、出発空港や
機内での案内・発券から、バス乗車後の車内における外国語案内等まで一貫して訪日
外国人利用に特化した空港アクセスバスを運行（実証実験）

○ 羽田空港・成田空港の発着容量の

増加（2014年度中に75万回化）。

○ 成田空港のＬＣＣ専用ターミナルの
整備（2014年度中の完成を目標）。

外国 利用 特 港 ク を 行（実証実験）
〔成田空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港を想定〕

日本

海外空港等

海外イメージ

日本の空港

B

一目でわかる空港
アクセスバス乗り場
への動線の確保

空港アクセスバス
乗り場

都心

○ 羽田空港における深夜早朝
時間帯の利便性向上
・羽田空港Ｃ滑走路延伸部の供用開始の

前倒し。
・羽田空港の深夜早朝時間帯の発着枠３万回

を有効活用するため 交通事業者等と連携し

＊１．いずれも年間当たりの回数。
＊２．回数のカウントは、１離陸で１回、 １着陸で１回のため、１離着陸で２回。
＊３．羽田空港の発着枠数の中には、深夜早朝の国際チャーター便等の

運航に使われる枠数も含まれる

都市再生の推進
国際会議誘致等（後掲）

U
S

出発地から目的地までのシームレスな移動を実現

を有効活用するため、交通事業者等と連携し、
地上交通アクセスの改善に向けて検討。

○グローバルレベルのMICE都市の育成

プロモーション等による
各局の施策との連携

○ 特定都市再生緊急整備地域等における国際競争力
を備えたオフィス・商業・住宅等の複合開発を推進。

（虎ノ門ヒルズ） （グランフロント大阪）

○グローバルレベルのMICE都市の育成
・「戦略的MICE強化都市（仮称）」を選定し、国が集中的
に支援すると共に都市の自律的取組を促し、グローバル
な誘致競争に打ち勝つ都市を育成する。

○国家戦略 都市戦略と 戦略 体化

河川空間を利用した
まちのにぎわいの創出

○ まち シ ボ となる空間と

○ 外国人の生活を支える外国語対応が可能な

○国家戦略/都市戦略とMICE戦略の一体化
・国や都市の戦略ツールとしてMICEを位置づけて、

ビジネス振興・イノベーション創造の促進を図る。
○大学、研究所との連携

○国を挙げたオールジャパンの誘致体制構築

○ まちのシンボルとなる空間と
して整備することにより観光の
拠点の一つとして貢献。

○ 外国人の生活を支える外国語対応が可能な
生活機能の整備への支援を検討。

○ 都市の魅力の情報発信等への
支援を検討。

○国を挙げたオ ルジャ ンの誘致体制構築
○文化施設・公共空間のユニークベニュー利用

○ナレッジ集積エリアとしての都市機能強化
○日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）と協働

して訪日や対日投資を促進紫川（福岡県） 京橋川（広島県） -33-



３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（景観の改善）

○「日本風景街道」の取り組みにおける修景•緑化を推進し、取り組み情報を広く発信するとともに、美しい景観の一
端を担う道路における無電柱化の推進を図る。

景観の改善

★「日本風景街道」における取り組みの推進
・地域の魅力ある観光資源の保全・向上のための取

★美しい景観の一端を担う道路の無電柱化の推進

・観光地の魅力向上、歴史的街並みの保全等の観
り組みを風景街道と連携して推進。

（参考）日本風景街道
多様な主体による協働のもと、道を舞台に、地域資源を生かした美しい国土景観の形

成を図る活動で、H25年2月末で１２８ルートが風景街道として登録されている。

点から無電柱化を推進。

整備前 整備後

撤去前

美観を損ねる電柱・電線の撤去

道路法面への花植え
【日南海岸きらめきライン（宮崎県）】

修景看板の設置
【かごしま風景街道】

撤去後
美観を損ねる電柱 電線の撤去

【京都府】
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３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（地域の魅⼒を活かした観光まちづくり）

○歴史まちづくり法に基づき、金沢市歴史的風致維持向上計画を平成21年に認定（全国初の認定都市の一
つ）。

○北陸新幹線の金沢開業（平成２７年春予定）に合わせ、計画に位置づけられた金沢城公園整備や、歴史
的建造物の復元 改修 無電柱化 歩行回廊の整備とい た 金沢の歴史的風致を活かしたまちづくり

○金沢城公園の整備

的建造物の復元・改修、無電柱化、歩行回廊の整備といった、金沢の歴史的風致を活かしたまちづくり
を、各分野の連携により総合的に支援。

○北陸新幹線 金沢開業（H27春予定）

回廊ルート

都心軸ルート

←浅野川

探訪ルート

まちなか歩行回廊ルート

金沢駅
橋爪門

（H27春までに復元整備）

北陸新幹線イメージ
（出典：JR東日本・西日本）

整備を終えた金沢駅と、
駅前広場（西広場上空より）

金沢城公園

○観光資源や周辺基盤の整備・改善
←犀川

○歴史的建造物の復元・改修 ○無電柱化 ○歩行回廊の整備
兼六園

河北門（H22 完成）休憩施設や照明施設の整備

★金沢の事例のように、インパクトのあるプロジェクト等の時機をとらえたまちづくりを強化するため、観光庁
や各分野との連携を強化する。
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○ 訪日外国人旅行者は、日本の歴史的・伝統的な街なみや都市の景観などに対する関心が高く、国際競争力の

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（街なみ環境の整備と観光振興の連携強化）
○ 訪日外国人旅行者は、日本の歴史的 伝統的な街なみや都市の景観などに対する関心が高く、国際競争力の

高い観光地の形成に資する、美しく魅力的な街なみ整備を推進することが有効。
○ 他方、現状では、街なみ環境の整備改善に係る事業等について、地方公共団体の観光部局や観光関係団体

等への十分な周知、相互の連携が必ずしも図られていない。

観光行政とまちづくり行政の新たな連携・協働を展開

★街なみ環境の整備改善事業等を活
用した 魅力ある観光地域づくりのモ

★ソフト面の取組 ～ 関係者の連携による協議会活動への支援

★観光行政とまちづくり行政とが連携

・街並み・建物の調査
・コンサルタント派遣

・権利者・住民等の意
識調査

・観光ルートの開発
・観光マップの作成
・催事の開催
・社会実験の実施

用した、魅力ある観光地域づくりのモ
デルとなる取組事例集の取りまとめ地域の住民等

まちづくり
関係者

観光関係者

★ハード面の取組 ～ 美しく魅力的な街並み環境整備への支援
国内へ

★観光行政とまち くり行政とが連携
し、地方公共団体をはじめ民間事業
者とも情報共有する新しい取組み

・既存建築物の外観の ・催事・避難に活用できる ・空き店舗等を活用した交

・勉強会・見学会開催
社会実験 実施

・周知・情報発信
関係者

・観光庁の主催する会議等の活用に
よる事例・手法の周知

既存建築物の外観の
修景整備

催事 避難に活用できる
小公園等の整備

空き店舗等を活用した交
流センターの整備

新たな連携 協働の展開

・訪日旅行促進事業（地方連携事業）

海外へ
・既存建築物の耐震改修・老朽空き家の除却 ・道路の美装化、案内板の

設置

新たな連携・協働の展開

訪日旅行促進事業（地方連携事業）
の活用による魅力的な街なみの情報
発信

設置

社会資本整備総合交付金によるソフト・ハードへの支援
-36-



○ 河川 魅力を活用 まち シ ボ となる空間と 整備する と より 観光 拠点 と 貢献

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（河川空間を利⽤したまちのにぎわいの創出）

○ 河川の魅力を活用し、まちのシンボルとなる空間として整備することにより、観光の拠点の一つとして貢献。

河川空間を利用したまちのにぎわいの創出

親水性の高い遊歩道の整備や、オープ
ンカフェ等の設置により、まちの魅力の向
上に貢献

熊野古道の起点である八軒家浜の船着場

整備、中之島での水辺空間への店舗設置や
イベント利用を通して、観光拠点の一つとし

【 道頓堀川（大阪府） 】 【堂島川（大阪府） 】

て貢献。

○観光にも配慮した河川

▲かつての道頓堀
▲独立型店舗

整備
○観光庁を始めとする関
係者との連携強化
活用事例を周知し取組▲独立型店舗、

テーブル等の設
置やイベント利
用等による水辺
空間の活用。

・活用事例を周知し取組
を推進

・訪日旅行促進事業
（プロモーション）

▲水辺に近づけるボードウォークの
整備により、周辺施設が川に

向くようになった。 ▲ライトアップの様子

（プロモ ション）
・ニューツーリズム促進
（観光資源として活用）

★観光にも配慮した河川整備とともに、今後は、観光庁のプロモーションや観光振興策の取組と連携して、河川
の魅力を活用した地域の観光を積極的に支援するとともに、広く情報を発信。
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○我が国は世界有数 海洋国家 あるが リ ジ 等 国民が海とふれあう機会が減少し 沿岸域 観光産業が衰退

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（海洋観光の振興）

2,500

106観光産業の衰退188 
252 

防災対策

水産・漁業振興

■取り組みを進める上での課題
（観光・エコツーリズム）

■マリンレジャーの参加人口

(万人)

■沿岸域の利活用に関して、今後取り組みを強化したい分野

○我が国は世界有数の海洋国家であるが、マリンレジャー等の国民が海とふれあう機会が減少し、沿岸域の観光産業が衰退。
○外国人が行ってみたい日本の観光地として、「海」は上位に入っていない。

■アジア８地域の外国人が行ってみたい
日本の観光地

1位 富士山

1,000

1,500

2,000

釣り

30 

31 

39 

60 

106 

水産・漁業の衰退

その他

災害の脅威

地域の活力の喪失

観光産業の衰退

44
52 
54 
56 

82 
89 

136 
182 

歴史文化

再生可能エネルギー利用

地場産業振興

海上交通の維持

海上輸送・港湾物流

マリンレジャー、遊魚など

環境保全

観光・エコツーリズムなど

防災対策(万人)

釣り

1位 富士山
2位 温泉
3位 桜
4位 日本的な街並み

15位 海（海岸）
・・

・

0
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海水浴
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30 
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海洋・沿岸域の利用を巡る利害の衝突

海岸侵食

海洋環境の変化

海洋・沿岸域の利用
を巡る利害の衝突7 

20 
23 

40 
44 

0  100  200  300

その他

資源開発

無回答

学校教育と地域住民への啓蒙活動

歴史文化

海洋に関する学校教育等

出典：レジャー白書2012（日本生産性本部）

釣り
海水浴

出典：沿岸域の利活用に関する市町村アンケート （平成24年度 総合政策局海洋政策課調査）

（市町村）

出典：アジア8地域・訪日外国人旅行者の意向調査
（平成24年 日本政策投資銀行）

18位 海（リゾート）

24位 工場（製造ライン）

・・

・・

○海洋観光の振興を海洋政策としても推進する観点から、次期海洋基本計画に位置づける。

海洋 ネ ギ 鉱物資 など多様な 能性を秘 る我が 広大な管轄海域 豊 な自然 など「観光資

（平成24年 日本政策投資銀行）

○海洋エネルギー・鉱物資源など多様な可能性を秘める我が国の広大な管轄海域について、豊かな自然・文化など「観光資源」
としての可能性にも着目し、新たな魅力の創出を図り、海洋観光が旅行の目的として選択されるよう取り組む。
（関係各局等との連携を図りつつ、既存の取組の推進・活性化の視点も踏まえる）

★海洋観光の魅力発掘・発信、認知度向上 ★海洋観光に意欲的な地域の取組支援

・海洋産業の振興（クルーズ、マリンレジャー、グルメ等の海洋に関する観光産業の活性化）

★海洋観光の魅力発掘 発信、認知度向上
国内外への広報、シンポジウムの開催等

★海洋観光に意欲的な地域の取組支援
新たな海洋観光ルートの開発・検証等

【海洋観光の例】

・離島・沿岸域等の地域活性化
・海とのふれあいを通じた国民の海洋に関する理解の増進
・海洋を通じた諸外国との交流促進 等

外航クルーズ 瀬戸内海の多島美

小笠原諸島
（世界自然遺産）-38-



○全体の傾向として 離島の観光客数及び宿泊客数は年々減少しているため 新たに創設した離島

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（離島活性化交付⾦の積極的活⽤）

○全体の傾向として、離島の観光客数及び宿泊客数は年々減少しているため、新たに創設した離島
活性化交付金を活用し、観光の推進等の取組を支援する。

２）観光の拡大のための仕掛けづ１）離島の観光情報の発信 ３）島外住民との交流の実施
くり

・地域にある自然風景、遺跡などの資
源を発掘し、顧客のニーズに応じた
体験 健康等の観光メニュ を開発

・離島の自然環境、文化、景観等を活か
した観光・交流の促進のため、ＨＰの運
用、新聞雑誌への広告掲載、パンフレッ
ト作成等の広報活動

の推進

・海岸漂着ごみを拾い集めるキャン
ペーンを実施し、環境保全を図る
と共に 島外住民との交流を促進体験・健康等の観光メニューを開発

・民泊先進地での民泊体験等の先進
事例調査

ト作成等の広報活動

・教育旅行やスポーツ団体の合宿を受け
入れるためのPR活動

と共に、島外住民との交流を促進

・スポーツイベントの実施による観
光客誘致

観光HPの運用観光HPの運用

観光メニューの開発 海岸清掃イベントの実施

先進事例の調査ポスター、広報誌の作成 スポーツ大会の開催

★自治体への説明会等において、観光に関する取組に離島活性化交付金が活用できる点に
重点をおいて説明する。

スポ ツ大会の開催
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○瀬戸内海等における地域の足であり モーダルシフトの受け皿である

３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（フェリーの利⽤促進）
○瀬戸内海等における地域の足であり、モ ダルシフトの受け皿である。

○既存のフェリー等を活用して、瀬戸内海の豊富な観光資源の掘り起こしや広報活動の拡充により、国内外の旅客によるフェリー
等の利用促進につなげるとともに、これを契機に訪日外国人の誘致を図る。

取組の方向性
瀬戸内海の観光コンテンツ

「私はイングランド、スコットランド、アイルランド、スイス、イタリアの湖という湖の
ほとんど全てを訪れているが、瀬戸内海はそれらのどれよりも素晴らしく、それら
全部 も良 と ろだけをと 集め た ど美 （ 年

既存フェリーを活用したツアーの造成等による新しい
観光魅力の発掘

取組の方向性

全部の も良いところだけをとって集めて一つにしたほど美しい。」※（１８７２年
に世界で 初の旅行会社をつくったトーマス・クックが瀬戸内海を訪問した際の
言葉）
※ピアーズ・ブレンドン 石井昭夫訳「トマス・クック物語」中央公論新社 １９９５年

地域固有の観光資源や食材等、
地域の魅力を活かしたプロモーションの実施

フェリー事業者と地方自治体等

船旅の魅力 しまなみ海道サイクリング 小豆島

フ リ 事業者と地方自治体等
地域との連携強化

既存フェリーを活用したツアーの造成等による
日本人フ リ 利用客の増加日本人フェリー利用客の増加

訪日外国人観光客のフェリー利用増加

★古くから交通の要衡としての歴史と文化、芸術、自然豊かな多島美の空間を有し、明治以降多くの外国人にも評価され、
国際・国内競争力のある観光地としてポテンシャルを有する瀬戸内海の魅力を、運航している既存のフェリー等を活用し
て、情報発信していくことにより、国内旅客のフェリー等の利用促進につなげるとともに、訪日外国人旅客者の誘致を
図る。

★関係市町村等地域の巻き込みを図り、具体的な旅行商品化につなげる。
★非日常的な空間を有する船旅の魅力を広め、海洋立国日本に対する国民の理解の深化につなげる。
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３．満⾜してもらう（ﾘﾋﾟｰﾀｰとして訪れたい、周りの⼈に訪⽇を勧めたい、と強く思わせる）
（レンタサイクルの利⽤促進）

★自転車通行空間を整備するとともに、歩道等の道路空間にレンタサイクルの駐車場等を確保
することで、利用促進を図る。

市役所ステーション ＩＣカードを利用

例）富山市におけるレンタサイクルの整備例（アヴィレ）

※道路空間のオ プン化を推進するため 都市再生

富山市における自転車共同利用システム

※道路空間のオープン化を推進するため、都市再生
特別措置法等の改正により、2011年10月よりレンタサ

イクル等のための自転車駐車器具の道路占用許可基
準を緩和。（無余地性の緩和）富山市における自転車共同利用システム 準を緩和。（無余地性の緩和）
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○海外競合国・都市との厳しい誘致競争に打ち勝つため 勝てるポテンシャルのある都市を選定して集中的に支援しつつ グロー

４．⼈と知恵、更には投資を惹きつける（国際会議等の誘致や投資の促進を図ることにより、
多くの⼈や優れた知⾒を⽇本に呼び込む）（国際会議等のＭＩＣＥを通じた我が国の国際競争⼒強化

○海外競合国 都市との厳しい誘致競争に打ち勝つため、勝てるポテンシャルのある都市を選定して集中的に支援しつつ、グロ
バルレベルの誘致競争力を有する都市を育成する。

○また、国や都市の競争力強化の有力ツールとしてMICE（＝国際会議、展示会などのビジネス系イベント）を位置づけ、産業育成
やイノベーション創造の推進を図る。あわせて、MICE誘致に向けた各種施策を総合的に実施する。

70%
80%
90%

100%

シンガポール

豪州

ビジネ 機会とイ ベ シ 創造

MICE誘致を通じて、海外からビジネス
パーソンや研究者を我が国に呼び込む。

アジア主要国中の日本の国際会議開催シェア

・MICE誘致支援の主体となる我が国都市の誘致体制・取
組は 海外競合国に比べて脆弱

★グローバルレベルのMICE都市の育成

51%
36%20%

30%
40%
50%
60%
70%

韓国

中国

ビジネス機会とイノベーションの創造

地域への大きな経済効果

が 際

組は、海外競合国に比べて脆弱。
・「グローバルMICE戦略都市」を選定し、国が集中的に支

援するとともに都市の自律的取組を促し、グローバルな誘
致競争に打ち勝つ都市を育成する。

★国や都市の戦略実現ツ ルとしてのMICEの活用

36%

0%
10%
20%

21%我が国の国際競争力の強化
～MICEは経済のソフトインフラ～

日本

グロ バルMICE戦略都市

世界トップレベ
ルのMICE都市

我が国を代表するMICE都市

絞り込み

・国や都市の戦略的ツールとして国際会議等のMICEを位置

づける。会議誘致を通じて世界のビジネス／科学技術をリード
する人やナレッジを世界から集め、ビジネス振興・イノベーショ

★国や都市の戦略実現ツールとしてのMICEの活用 グローバルMICE戦略都市
（H25年度～）

国の集中的支援

組 都

公募

する人やナ ッジを世界 ら集 、 ジネ 振興 イ ショ
ン創造の促進を図る。

国・都市の
戦略重点分野

戦略分野の
MICE誘致
を重点強化

＜対応例＞
自動車分野の国際会議

国内でMICEに取り組む都市

・都市のMICE誘致体制の強化
・都市のMICE誘致戦略の策定・高度化
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戦略重点分野 を重点強化 自動車分野の国際会議
の積極招致

ビジネス振興、産業育成、
イノベーション創造への効果

都市 誘致戦略 策定 高度
・関係者（自治体、地元産業界、ホテル・旅行業、大学等）

の連携体制の構築
・MICE開催都市としてのブランド化 等



４．⼈と知恵、更には投資を惹きつける（国際会議等の誘致や投資の促進を図ることにより、多く
の⼈や優れた知⾒を⽇本に呼び込む）（国際会議等のＭＩＣＥを通じた我が国の国際競争⼒強化）

★国を挙げたオ ジ パ 誘致体制構築
★文化施設・公共空間等を利用したイベントの活性化

★国を挙げたオールジャパンの誘致体制構築

・自動車分野を含む幅広い国交省所管分野での積極的誘
致を推進する。同時に、各省所管分野での積極的なMICE
誘致・開催を図る

（ユニークベニューの整備）

・文化施設・公共空間での会議レセプションの開催など、海外に
比べて後れている我が国のユニークベニュー利用を促進。誘致・開催を図る。

・国交省全体で誘致可能性のある案件をカレンダー化
国際部門内に国際会議開催 「相談窓 を設置し 各局

比 後れ る我 国 ク 利用を促進。
・国交省所管の施設等をユニークベニューとして積極的に活用。

【フランスの事例】

「もっと国際会議」計画

･国際部門内に国際会議開催の「相談窓口」を設置し、各局
に対する会議誘致を働きかけると共に、相談・質問に対
応。ロジ・サブ両面で各局を支援。

【フランスの事例】
ルーブル美術館

を利用してレセプ
ションを開催。

★ミーティング・インセンティブ誘致の推進

・企業が主催するミーティングやインセンティブ旅行（報奨旅
行）を我が国に誘致するため、メディア招請、モニターツアー

★大学、産業界等との連携

・大学、学会、産業界等の有力者をMICEアンバサダーに任命。 行）を我が国に誘致するため、メディア招請、モニタ ツア
等の各種プロモーションを実施する。

★MICE開催地としての都市機能強化

大学、学会、産業界等の有力者を アン サダ 任命。

国内での誘致立候補案件の掘り起こしから海外でのロビーイン
グ活動までをアンバサダーが支援する制度を構築。

・多忙で国際会議誘致に取り組みづらい研究者に対するサポー
ト環境の整備を通じて、各種国際会議の誘致を推進。

・海外の競合国に比べて機能性等で後れをとっている会
議関連施設や宿泊施設等について、機能強化のための各
種取組の検討や関係者への働きかけ等を実施する。

★運輸事業者との連携

・MICE誘致のためJNTOやコンベンションビューローと運輸事

環境 整備を通 、各種国際会議 誘致を推進。
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★ＪＥＴＲＯの対日投資誘致との連携

業者の連携を促進し、会議主催者の事前視察への共同対応
や会議参加者に対する商品造成等を共同で行う。


