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１．観光行政をめぐる最近の動き 
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日本人国内日帰り旅行 
5.1兆円（21.4%） 

日本人海外旅行
（国内分） 
1.3兆円（5.4%） 

訪日外国人旅行 
1.3兆円（5.7%） 

出典：国土交通省観光庁「旅行・観光消費動向調査」、日本銀行「国際収支状況（確報）」より 

２３．８兆円 

我が国経済への貢献度（経済効果） 

生産波及効果    ４９．４兆円 ･･･５．５％（対国民経済計算 産出額） 

付加価値誘発効果 ２５．２兆円 ･･･５．２％（対名目ＧＤＰ） 

雇用誘発効果     ４２４万人 ･･･６．６％（対全国就業者数） 

税収効果        ４．０兆円 ・・・ ５．３％（対国税＋地方税） 

日本人国内宿泊旅行 
16.1兆円（67.5%） 

１．１ 国内における旅行消費額（平成２２年） 

-3- 



４月  ビジット・ジャパン・キャンペーン開始 

12月  観光立国推進基本法が成立（全会一致） 

６月  観光立国推進基本計画を閣議決定 
10月  観光庁設置 
７月  中国個人観光ビザ発給開始 
10月  「訪日外国人3,000万人プログラム」を打ち出し（平成22年度予算概算要求） 
12月  第1回「観光立国推進本部」を開催 
５月    国土交通省成長戦略会議 取りまとめ 
６月  新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～ を閣議決定 
    
    ・「観光立国・地域活性化戦略」が７つの戦略分野の一つに選定される。 
    ・「訪日外国人3,000 万人プログラム」と「休暇取得の分散化」が国家戦略プロジェクトに選定される。   
 
３月  東日本大震災 発生 
５月  日中韓サミット首脳宣言 （2015年までに三箇国間の人的交流規模を2,600万人に拡大） 
８月  「日本再生のための戦略に向けて」を閣議決定 
 
12月 「日本再生の基本戦略 ～危機の克服とフロンティアへの挑戦～」を閣議決定 
 
     １.東日本大震災からの復興 
      ・東北観光博（仮称）や東北応援ツアーの実施 
 
     ４．新成長戦略の実行加速と強化・再設計      
      ⑤観光振興 
      ・訪日外国人旅行者の増大に向けた取組と受入環境水準の向上 ・MICEの誘致、開催の推進 

      ・観光需要拡大と雇用創出のための地域の取組支援      ・ニューツーリズム等の取組支援 
 
３月  観光立国推進基本計画を閣議決定 
７月  「日本再生戦略」を閣議決定 

平成15年 
平成18年 
平成19年 

平成20年 
平成21年 
 
 
平成22年 
 
 

１．２ 観光行政をめぐる最近の動き 
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・「観光立国戦略」が11の戦略分野の一つに選定される。 
 （重点施策：訪日外国人旅行者の増大に向けた取組、受入環境水準の向上） 
  ・オールジャパンの訪日プロモーションの推進             ・外客受入環境の整備 
  ・外国人の出入国審査の迅速化に資する方策の検討・促進   等 
 （重点施策：観光需要の喚起） 
  ・ニューツーリズムの振興                          ・MICEの誘致・開催の推進 

  ・戦略的な観光地域づくりの推進                     ・休暇改革の推進 等 
 

平成24年 

平成23年 



１．３ 新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定） 

【７つの戦略分野】 
  １．環境・エネルギー大国戦略 

  ２．健康大国戦略 

  ３．アジア経済戦略 

  ４．観光立国・地域活性化戦略               
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【21 世紀日本の復活に向けた21 の国家戦略プロジェクト】 （経済成長に特に貢献度が高いと考えられる施策） 
 
 １．「固定価格買取制度」の導入等による再生可能 
   エネルギー・急拡大 
 ２．「環境未来都市」構想 
 ３．森林・林業再生プラン 
 ４．医療の実用化促進のための医療機関の選定制度等 
 ５．国際医療交流（外国人患者の受入れ） 
 ６．パッケージ型インフラ海外展開 
 ７．法人実効税率引下げとアジア拠点化の推進等 
 ８．グローバル人材の育成と高度人材等の受入れ拡大 
 ９．知的財産・標準化戦略とクール・ジャパンの 
   海外展開 
 10．アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の構築を通じた 
   経済連携戦略 
 11．「総合特区制度」の創設と徹底したオープン 
   スカイの推進等 
 
  

 

 

 

 ５．科学・技術・情報通信立国戦略 

 ６．雇用・人材戦略 

 ７．金融戦略                   

12．「訪日外国人3,000 万人プログラム」と「休暇取得の分散化」 
  ・2020年初めまでに訪日外国人を2,500万人、将来的には3,000万人の 
   達成に向けた取組を進める。 
  ・地域ブロック別に分散して大型連休を取得する取組など「休暇取得の 
   分散化」を実施する。あわせて、年次有給休暇の一層の取得促進を 
   図る。 

13．中古住宅・リフォーム市場の倍増等 
14．公共施設の民間開放と民間資金活用事業の推進 
15．「リーディング大学院」構想等による国際競争力 
  強化と人材育成 
16．情報通信技術の利活用の促進 
17．研究開発投資の充実 
18．幼保一体化等 
19．「キャリア段位制度」とパーソナル・サポート制度 
 の導入 
20．新しい公共 
21．総合的な取引所（証券・金融・商品）の創設の推進 
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 １．危機の現状 
 
 ２．震災・原発事故からの復活 
 
  （１）東日本大震災からの復興 

  （２）エネルギー・環境政策の再設計 

 

 ３．経済成長と財政健全化の両立 

 

 ４．新成長戦略の実行加速と強化・再設計 
 
  （１）更なる成長力強化のための取組 

     （経済のフロンティアの開拓） 
 
  （２）分厚い中間層の復活 

     （社会のフロンティアの開拓） 
 
  （３）世界における日本のプレゼンス（存在感） 
    の強化（国際のフロンティアの開拓） 
 

 ５．新たなフロンティアへの挑戦 
 

   

 

 

     

 
 
 

１．４ 日本再生の基本戦略（平成23年12月24日閣議決定） 

③被災地の復興を日本再生の先駆例へ 
 
 ＜被災地で先進的に取り組む主な施策＞ 
 
 ○ 再生可能エネルギーの導入支援・研究開発拠点の 

   整備 

 ○ 地域資源を活用した電力・熱等のエネルギー供給 

   システムの導入 

 ○ 東北大学を中心とした東北地区の研究活動と連携 

   した地域的な医療健康情報の蓄積・共有・活用（東北 

   メディカル・メガバンク計画） 
 ○ 革新的な医薬品・医療機器等の開発推進 

 ○ 公共施設へのPPP/PFI 導入等による復興の促進 

 ○ 官民が連携した被災事業者の復興支援 

 ○ 東北観光博（仮称）や東北応援ツアーの実施 

 

 
⑤観光振興 
 
 ＜当面、重点的に取り組む主な施策＞  
 ○ 訪日外国人旅行者の増大に向けた取組と受入環境 
   水準の向上 
 ○ MICE（Meeting, Incentive, Convention, Exhibition/  
   Event）の誘致・開催の推進 
 ○ 観光需要拡大と雇用創出のための地域の取組支援 
 ○ ニューツーリズム等の取組支援 
 ○ LCC（Low-Cost Carrier）の参入促進 

 

  

 



１．５ 日本再生戦略（平成24年7月31日閣議決定） 
Ⅰ．総論  

Ⅱ．震災・原発事故からの復活 

Ⅲ．デフレ脱却と中長期的な経済財政運営  

Ⅳ．日本再生のための具体策  

 １．政策実行の枠組み 

 ２．「共創の国」への具体的な取組  

   ～11の成長戦略と38の重点施策～ 
 

  (1) 更なる成長力強化のための取組  

   ① 環境の変化に対応した新産業・新市場の創出 

      [グリーン成長戦略]     [ライフ成長戦略]   

      [科学技術イノベーション・情報通信戦略]  [中小企業戦略]   

   ② 新たな資金循環による金融資本市場の活性化 

      [金融戦略]   

   ③ 食と農林漁業の再生 

      [食農再生戦略]   

   ④ 観光振興 

    [観光立国戦略]   
   ⑤ 経済連携の推進と世界の成長力の取り込み 

      [アジア太平洋経済戦略]   

  (2) 分厚い中間層の復活  

   ① すべての人々のための社会・生活基盤の構築 

      [生活・雇用戦略]   

   ② 我が国経済社会を支える人材の育成 

      [人材育成戦略]  

   ③ 持続可能で活力ある国土・地域の形成 

      [国土・地域活力戦略]   

  (3) 世界における日本のプレゼンス（存在感)の強化 
 

Ⅴ．戦略の継続的な実効性の確保 

   ～本格的なPDCAサイクルによる戦略実現～ 

  

④観光振興 [観光立国戦略] 
 
 震災や原発事故により落ち込んだ観光需要を回復し、訪日 
外国人旅行者数の増大に向けた取組と受入環境水準の向上
を図るとともに、国内外から選好される魅力ある観光地域づく
り、安全性・利便性やコストの面での観光アクセスの改善、 
観光需要を喚起する大きな潜在力を有する休暇改革等を 
推進する。 
 
（重点施策：訪日外国人旅行者の増大に向けた取組、受入 
 環境水準の向上） 
 

・政府（関係省庁、在外公館）、地方公共団体、経済界の連携 
 強化によるオールジャパンの訪日プロモーションの推進 
・外国人観光案内所の機能向上等、外客受入環境の整備 
・日本人等の出入口審査の自動化等、外国人の出入国審査 
 の迅速化に資する方策の検討・促進   等 
 
（重点施策：観光需要の喚起） 
 

・LCCの就航促進、空港運営の効率化 

・LCCやビジネスジェットの推進等につながる技術規制の 

 見直し及び新たな基準の定着 

・地域の特性を活かし、かつ多様化する旅行者ニーズに 

 即した観光を提供するニューツーリズムの振興 

・国際見本市や国際会議等のMICEの誘致・開催の推進 

・地域の取組への評価等に応じた支援による戦略的な観光 

 地域づくりの推進 

・学校休業日の柔軟な設定、連続休暇の設定を含む休暇 

 取得の分散化の検討など休暇改革の推進  等 
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１．６ 復興構想会議提言・復興基本方針（観光関連） 

復興への提言～悲惨のなかの希望～（平成23年6月25日 東日本大震災復興構想会議） 

④ 観光 
地域観光資源の活用と新たな観光スタイルの創出 

観光業は裾野の広い経済効果を生み、農林水産業と並び、復興を支える主要産業である。美しい海など自然の景観や
豊かな「食」、祭・神社仏閣等の原文化、国立公園や世界遺産などのブランドなどの地域観光資源を広く活用して、東
北ならではの新しい観光スタイルを作り上げ、「東北」を全国、そして全世界に発信することが期待される。 

その際、復興の過程において、美しい景観に配慮した地域づくりを行い、観光資源とすることも重要である。また、
農林水産業等の地場産業への観光の視点を盛り込み、海からのアプローチも意識した新たな観光ルートを形成するなど
の創意工夫が必要である。 

また、人材育成などを通じ、観光産業にかかわる者だけではなく、農林水産業などの地場産業、地域づくりＮＰＯな
ど地域の幅広い関係者が「地域ぐるみ」で観光客を受け入れるような体制（プラットフォーム）を形成することが求め
られる。 

復興を通じた人の交流と観光振興 
短期的には、風評被害防止のための正確な情報発信や観光キャンペーンの強化などにより、国内外旅行の需要の回復、

喚起に早急に取り組むべきである。 
また、震災を機に生まれた絆を大切にし、復興プロセスを被災地以外の人々が分かち合うことも大切である。 

東日本大震災からの復興の基本方針（平成23年7月29日 東日本大震災復興対策本部） 

⑥観光 
（ⅰ）農林水産業と並ぶ主要産業である観光業について、風評被害防止のための情報発信や観光キャンペーンの強化、外

国人観光客の受入環境の整備などを効果的・集中的に行い、国内外の旅行需要を回復、喚起する。また、地域からの災
害記録情報の発信により復興を通じた国内外の交流を進める。 

（ⅱ）人材育成や幅広い関係者による地域プラットフォームの形成等により、自然の景観、豊かな文化・「食」、国立公
園や世界遺産などの地域の豊かな観光資源を活用した東北ならではの観光スタイルを構築する。 

（ⅲ）陸中海岸国立公園などの既存の自然公園を再編し三陸復興国立公園（仮称）とし、防災上の配慮を行いつつ被災し
た公園施設の再整備や長距離海岸トレイルの新規整備を検討する。また、農林水産業と連携したエコツーリズムの推進
など各種事業を行う。 -8- 
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２．観光立国推進基本計画 
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２．１ 新たな観光立国推進基本計画の特徴① 

○新たな「観光立国推進基本計画」が平成24年３月30日に閣議決定・国会報告。  

○本計画は、平成19年１月に施行された観光立国推進基本法の規定に基づき、観光立国の実現に関する 

 基本的な計画として定めている。  

○基本計画の策定の方向性として、「観光の裾野の拡大」と「観光の質の向上」を掲げている。  

＜観光を取り巻く状況＞ 
 ・諸外国との誘致競争の激化 
 ・マクロ経済・外交関係等の外的要因による訪日外国 
  人旅行者減尐のリスクの存在 
 ・新規訪日旅行者のみならずリピーターを獲得する必 
  要性 
 ・旅行の相対的魅力の低下等による国内旅行のゼロ  
  回層の増加 等 

観光の裾野の拡大と観光の質の向上が必要 
・東南アジア等、富裕層・中間層等急速な拡大が 
 見込まれる市場の旅行者の獲得 
・ゴールデンルートの次の目的地の開拓・情報 
  発信 
・観光地域や旅行サービスの質の向上 
・観光旅行者の滞在日数や消費額の増加 等 

 東日本大震災を踏まえ、「震災からの復興」を柱の一つに掲載。 

○観光立国の実現に関する施策についての基本的な方針 

 ① 震災からの復興  ② 国民経済の発展  ③ 国際相互理解の増進  ④ 国民生活の安定向上  

観光は、国の成長戦略の柱の一つであり、長らく経済が低迷し地域が疲弊する中、人口減尐・尐子高齢化の閉塞
状況を打ち破り、急速に経済成長するアジアの観光需要を取込むとともに、地域経済の活性化・雇用機会の増大
等を図る。 

○基本計画の見直しの方向性 
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２．２ 新たな観光立国推進基本計画の特徴② 

・観光地域や旅行サービスの質の向上を図るため、基本的な目標に満足度の指標（訪日外国人旅行者の満足 
 度、観光地域の旅行者満足度）を追加。  
・新たに、基本目標の下に「参考指標」を掲載。（訪日外国人旅行消費額、雇用効果、地方の国内旅行消費額等） 

○観光立国の実現に関する目標 

① 国内外から選好される魅力ある観光地域づくり（観光地域のブランド化・複数地域間の広域連携等） 
② オールジャパンによる訪日プロモーションの実施  ③ 国際会議等のＭＩＣＥ分野の国際競争力強化  
④ 休暇改革の推進 

観光は、良好な景観の形成、街並み整備等による地域の魅力向上、交通ネットワーク整備等による人の交流の
拡大、文化財や農山漁村等の多様な観光資源の活用による旅行の魅力の向上など、多様な関係者による広範
な施策により支えられるものであり、関係省庁間や多様な関係者間で連携を強化しつつ、取組むことが重要。具
体的な施策として、観光庁が主導的な役割を果たすべき主な施策（４項目）及び政府全体により講ずべき施策を
提示。 

○観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

 ① 国内における旅行消費額  ② 訪日外国人旅行者数  ③ 訪日外国人旅行者の満足度  ④ 国際会議の開催件数 

 ⑤ 日本人の海外旅行者数 ⑥ 国内宿泊観光旅行の年間平均宿泊数 ⑦ 観光地域の旅行者満足度 

必要に応じ有識者の助言を受けつつ、毎年度当初に、目標の達成状況、施策の推進状況に関する点検を行うとと
もに、施策の効果に関する評価を行う。観光庁は関係省庁に対し、当該点検・評価の結果について翌年の施策に
反映させるよう、働きかけを行う。 

○観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 
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２．３ 観光立国の実現に関する目標 

観光による
国内消費の
拡大 

国際観光の
拡大・充実 

国内観光の
拡大・充実 

１．国内における旅行消費額                 

  〔平成21年（2009年）： 25.5兆円〕                                     

   平成28年（2016年）までに30兆円 

２．訪日外国人旅行者数  

  〔平成22年（2010年）実績：861万人〕 
    〔平成23年（2011年）推計：622万人〕 

   平成28年（2016年）までに1,800万人 

３．訪日外国人の満足度 

 〔平成23年（2011年）：大変満足43.6%、必ず再訪したい58.4％〕 

   大変満足45％程度、必ず再訪したい60％程度 

４．国際会議の開催件数 〔平成22年（2010年）：741件〕                            

   平成28年までに５割以上増、アジア最大の開催国 

５．日本人の海外旅行者数  

  〔平成23年（2011年）推計：1,699万人〕   2,000万人 

６．国内宿泊観光旅行の年間平均宿泊数 

  〔平成22年（2010年）：2.12泊〕  （2.5泊）  
  

７．国内観光地域の旅行者満足度 〔実績値なし〕            

    （大変満足・必ず再訪したい25％程度） 

(1) 国内宿泊旅行消費額    平成28年（2016年）までに18兆円 
   国内日帰り旅行消費額   平成28年（2016年）までに6.5兆円 
      訪日外国人旅行消費額  平成28年（2016年）までに３兆円 

(2) 観光の雇用効果   平成28年（2016年）までに539万人相当 

(2) 訪日外国人旅行者に占めるリピーター数 

   平成28年（2016年までに1,000万人程度 

(1) 国際会議、展示会、研修等参加の訪日外国人参加者数 

   平成28年（2016年）までに170万人 

(1) 若年層の日本人海外旅行者数 

   平成28年（2016年）までに300万人 

(1) 国内宿泊観光旅行を行わない国民割合 

   平成28年（2016年）までに40％程度 
     （そのうち、特に若年層の割合 40％） 

(2) 若年層の国内宿泊観光旅行の年間平均宿泊数 

   平成28年（2016年）までに年間平均３泊 
 

(3) 三大都市圏以外の地方を主目的地とする国内旅行消費額 

   平成28年（2016年）までに年間12兆円 

目標の分類 観光立国の実現に関する目標 観光立国の実現に係る参考指標 
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(1) 訪日外国人のゴールデンルート以外の地域における延べ宿泊者数   
平成28年（2016年）までに2,400万人程度 

  



１．国内外から選好される魅力ある観光地域づくり（観光地域のブランド化と複数地域間の広域連携等） 

２．４ 政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策① 

・観光地域が旅行者の国際的な誘致競争にさらされる中、国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域の
早急な形成が必要。 

 このため、日本を代表し得る観光地域について、恒常的な評価等を行い、地域の取組段階に応じた戦略的な観光地域
づくりを促進。 
・日本の有する多様な観光資源の潜在能力を最大限に発揮し、テーマ性を持った周遊・滞在ルートを構築するため、複数
地域間の広域的な連携を強化。 
・全国各地の創意工夫を活かした先進的な取組を促進。 
・外客受入環境の充実、大都市における観光の推進、観光産業の参画、観光分野における人材の育成を図る。 
・観光地域づくりの理念に沿った良好な景観の形成、街並み整備や文化財、農作業体験等観光資源を活用した取組等の
推進のため、関係省庁、地方公共団体、（社）日本観光振興協会等と連携・協働。 

２．オールジャパンによる訪日プロモーションの実施 

・諸外国との誘致競争に勝ち抜くため、今後の顕著な成長拡大が見込める東南アジアをはじめとする新興国の中間層、 

  平均滞在日数の長い欧米豪市場、莫大な消費が期待される富裕層市場からの誘客を効果的・効率的に拡大する必要。 

・このため、①既存のプロモーションの枠組・手法にとらわれない海外消費者の趣向に則した、より機動的・効果的なプロ 

                     モーション手法の追求、 

        ②観光庁・日本政府観光局のみならず、在外公館をはじめとする関係省庁、地方公共団体、経済界との連携 

          強化によるオールジャパンによる強力な訪日プロモーション体制の実現を図る。 

・各市場の海外現場レベルでの情報収集・営業活動の強化のため専門性の高い職員からなる日本政府観光局海外事務 

 所の体制強化。 

○観光庁が主導的な役割を果たすべき主な施策として、以下の４つの施策を掲載。 

※日本政府観光局（独立行政法人国際観光振興機構又は「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平成24年１月20日閣議決定）に基づき平成26年４月を 

  目指して創設される新たな法人制度に  位置づけられ、政府観光局機能を移行することが見込まれる日本政府観光局たる機能を有する組織） 
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２．５ 政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策② 

・国際会議や展示会などのＭＩＣＥは、地域経済に与える経済波及効果の大きさ、ビジネス機会やイノベーションの創出効 
 果等、幅広い経済的意義を有する。近年、アジア主要国等との国際的な誘致・開催競争が激化し、我が国の競争力が 
 相対的に低下する懸念がある。 
・このため、 
  ①強みを活かしたターゲットの明確化など、各誘致主体の徹底したマーケティング戦略の高度化 
  ②誘致関係者の機能強化、選択と集中の徹底等を通じたＭＩＣＥ産業の競争力強化とＭＩＣＥに関する受入環境の整備 
 等を通じ、官民を挙げてＭＩＣＥ分野の国際競争力の強化が必要。  

                       
３．国際会議等のMICE分野の国際競争力強化          ※ＭＩＣＥ(=Meeting, Incentive, Convention, Exhibition/Event) 

                       

４．休暇改革の推進 

・顕在化していない需要を掘り起こし、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図るためには、休暇改革の推進が必 

 要。 

・休暇を取得しやすい職場環境の整備や、子どもの休みの多様化・柔軟化など、休暇に対する国民意識の変革に向けた 

 取組を推進する。 

・大型連休を地域別に分散して設定する休暇取得の分散化の本格実施について、震災後の国民生活・経済活動等への 

 影響及び国民的コンセンサスの状況を踏まえ、引き続き検討する。  

-14- 



２．６ 政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策① 

 ○政府全体により講ずべき施策として以下の施策を掲載。 

１．観光振興等に資する社会資本整備等の観光振興等への配慮 
 ・観光振興に資する地域づくり・街並み整備、道路整備、河川空間等の保全・活用等の社会資本整備等を行う際、これらの事業担当部局と観光関係部
局との連携をしつつ、観光振興や観光交流推進に配慮した整備を行う。 

（羽田空港） 
・24時間国際拠点空港化の推進。最短で平成25年度中に年間発着容量を昼夜あわせて44.7万回まで、そのうち国際線は現在の６万回（昼間３万回・ 
 深夜早朝３万回）から昼間３万回を基本として増枠。国際線旅客ターミナル及びエプロン等の拡充、Ｃ滑走路延伸事業の推進。 
（成田空港） 
・地元合意を踏まえ、平成23年度中に25万回、平成24年度中に27万回まで拡大。最短で平成26年度中に年間発着容量を30万回まで拡大。 
・平成23年度中のビジネスジェット専用ターミナルの整備、平成24年度の早い時期でのビジネスジェットの発着枠及び駐機場の使用申請のウェブ化等、  
 ＬＣＣの受入体制の強化。 
（関西国際空港） 
・伊丹空港との経営統合による収益改善やＬＣＣの拠点化等の施策により、国際拠点空港として再生・強化。 

                       ３．国際拠点空港の整備等                          

２．スポーツツーリズムの推進 

・「スポーツツーリズム推進基本方針」（H23策定）に基づき、地域スポーツコミッションの設立を促すとともに、情報の集約・発信、国際スポーツイベントの 
 誘致・開催支援などを担うスポーツツーリズム推進連携組織を創設。 
・2019年のラグビーワールドカップの日本誘致成功の経験を活かし、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの招致に取り組む。 

                       
                       ４．クールジャパンの海外展開 

・我が国の優れたコンテンツ、ファッション、食、生活日用品、伝統芸能等のクールジャパンを海外に発信。 

５．査証発給手続の迅速化・円滑化 
 ・二国間の人的交流を促進するため、査証申請人の利便性向上につながる円滑かつ迅速な査証発給手続を推進。 

６．出入国手続の迅速化・円滑化 
 ・観光立国の推進に資するため、空港での審査に要する待ち時間を20分以下に短縮することを目標に出入国手続の迅速化・円滑化を図る。 
・「訪日外国人2,500万人時代の出入国管理行政検討会議」（法務大臣の私的懇談会）における検討結果を受け、短時間で円滑かつ厳格な審査を確実
に実施できる将来の出入国審査の方法等について検討を進め、実施可能な施策から随時措置する。 -15- 



７．首都圏空港を含めた徹底したオープンスカイの推進 

・首都圏空港を含めたオープンスカイの実現を目指す。 

・米国、東アジア、ＡＳＥＡＮの国・地域を対象にして実施したオープンスカイの枠組みを引き続き拡大し、国際空港ネットワークの一層の拡充を図る。 

・平成27年までに3カ国間の人的交流規模を2,600万人に拡大。（H22 第５回日中韓観光大臣会合共同声明、H23 第４回日中韓サミット首脳宣言） 
・災害等発生時における危機管理に関して3カ国間の連携を強化。観光交流拡大のための日中韓観光ゴールデンルートの設定等を推進。（H23 第６回
日中韓観光大臣会合共同声明） 

                       ８．日中韓三国間の観光交流と協力の強化                          

                       11．旅行のサービス内容に応じた価格設定 

・公共交通や宿泊について、旅行者の多様なニーズに応じた取組を検討・促進。 

                       13．新たな観光旅行の分野の開拓 

・各ニューツーリズムの推進（エコツーリズム、グリーン・ツーリズム、ヘルスツーリズム、スポーツツーリズム、ファッション・食・映画・アニメ・フラワー等）。 

・若年層の旅行実態等の把握、成功事例の収集・普及、若年層の旅行需要を喚起するための実証実験等による若年層の旅行需要の喚起。 
・長期滞在型観光に係る需要の掘り起こし、地域による継続的な長期滞在型観光地域づくりの促進。 
・外国人患者等の受入環境の整備、医療と連携した観光ツアーの多様化・高付加価値化等による医療と連携した観光の推進。 

                       12．消費者のニーズに応じた旅行環境の整備 

・高齢者等の旅行需要を喚起するため、そのニーズを的確に把握した上で、質の高い旅行サービスを提供するための方策について検討し、旅行に出 
 かけやすい環境を整備。 

                       10．団塊の世代や若者旅行の促進、ゼロ回層対策の強化等 

・本基本計画に定める各施策を講ずることにより、団塊の世代の旅行促進、旅行に出かける層の活性化、ゼロ回層や若者旅行の促進を図る。  

２．７ 政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策② 

                       ９．留学生の増加・活用 

・日本への外国人留学生を30万人、海外への日本人留学生等を30万人とすることを目指し、外国大学との単位相互認定の拡大、外国人教職員・外国  
 人学生の受入の促進、外国人学生の就職支援等を進める。 
・日本人学生等の留学・研修への支援等海外経験を増やすための取組強化、外国人留学生の誘致、外国人留学生を活用した外客受入環境の充実、 
 外国人留学生に関する各情報発信ツールやネットワークを活用した日本観光の魅力の発信等 
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 観光立国の実現は、今後の我が国の成長戦略の柱として位置づけられるべき最重要課題であり、政府としての取組を一体的・総合的に推し進める
ため、国土交通省に観光立国推進本部を設け、観光立国の実現に向けた推進体制の強化を図る。 

趣旨 

 
 

検討内容 
 中国訪日観光査証の問題を含む外客誘致に係
る課題の解決に向けた関係省庁間の調整を行う。 
 【座長】 国土交通副大臣 
 【事務局長】 国土交通大臣政務官 
 【メンバー】 内閣官房副長官 
 総務大臣政務官 
 法務副大臣 
 外務副大臣 
 財務大臣政務官 
            厚生労働副大臣 
          ※農林水産大臣政務官 
          ※経済産業大臣政務官 
                     ※環境副大臣  
 警察庁次長 
 
 【開催状況】 第１回（平成21年12月16日） 
          第２回（平成22年2月5日） 
          第３回（平成22年5月17日） 
          第４回（平成23年6月21日） 
          第５回（平成23年8月10日） 

 
 

検討内容 
 エコツーリズム、グリーン・ツーリズム、文化観光、
産業観光、医療観光、スポーツ観光等の多様な観光
メニューについて、関係省庁の連携による総合的な
振興策の検討を行う。 
 【座長】 国土交通副大臣 
 【事務局長】 国土交通大臣政務官 
 【メンバー】 内閣官房副長官 
 内閣府大臣政務官 
 総務副大臣 
 外務副大臣 
 文部科学副大臣 
 厚生労働大臣政務官 
 農林水産大臣政務官 
 経済産業副大臣 
 環境副大臣 
 【開催状況】 第１回（平成22年1月14日） 
          第２回（平成22年2月16日） 
          第３回（平成22年3月30日） 
          第４回（平成22年4月21日） 
          第５回（平成22年5月20日） 
          第６回（平成22年8月5日） 
          第７回（平成23年6月21日） 
 

 
 

検討内容 
 需要の平準化を通じた旅行コストの低減や観光
産業の生産性の向上・雇用の安定化等様々な効
果をもたらす休暇の分散化について、関係省庁間
で検討・調整を行う。 
 【座長】 国土交通副大臣 
 【事務局長】 国土交通大臣政務官 
 【メンバー】 内閣官房副長官 
 内閣府政務官 
           内閣府政務官 
 総務大臣政務官 
           法務大臣政務官 
 文部科学大臣政務官 
 厚生労働副大臣 
 経済産業大臣政務官 
 
 【開催状況】 第１回（平成21年12月21日） 
          第２回（平成22年3月3日） 
          第３回（平成22年3月8日） 
          第４回（平成22年11月19日） 
 ＜準備会合＞ 
  平成22年3月16日、4月1日、4月14日、8月5日 

【本部長】 国土交通大臣   【副本部長】  内閣官房副長官及び全府省副大臣、その他本部長が指名する者（警察庁） 
【事務局長】 国土交通副大臣 【事務局次長】 国土交通大臣政務官 

構成員 

概要 本部の下に３つのワーキングチームを設け、関係省庁間の具体的な調整・連携を図る。 

外客誘致ワーキングチーム 観光連携コンソーシアム 休暇分散化ワーキングチーム 

 ２．８ 観光立国推進本部 

※ 

※ 

※は第４回から参加 

第１回（平成21年12月9日） ： 観光立国推進本部の設置について  第２回（平成22年11月22日） ： 観光立国推進基本計画の見直し 等 
第３回（平成24年3月28日） ： ．観光立国推進基本計画（案）について 

開催状況 

※は第４回から参加 
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３．観光庁における 
   ニューツーリズムへの取組 
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３．１ ニューツーリズムとは  

従来の旅行      ニューツーリズム 

物見遊山 

団体 

旅行会社主導 

テーマ性 

人や自然とのふれあい 

体験的要素 

個人 

地域主導 

新規需要開拓へ
の期待 
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5.2 5.3 4.7 7.4 4.7 4.1 4.8 3.4 3.9 2.6 3.0 4.0 3.3 2.5 2.8 2.7 3.2 2.4 2.7 4.0 3.8 4.3 4.5 

19.7 18.8 18.5 

28.7 30.8 
26.0 27.8 29.7 

24.1 24.2 24.5 26.2 23.9 28.5 27.0 30.2 
34.5 37.3 36.4 

40.1 40.8 38.7 
46.9 

27.6 24.7 24.4 

26.8 28.4 
28.1 25.9 24.9 

23.9 26.4 
32.5 29.3 32.2 

31.0 30.9 
31.3 

31.2 29.6 31.2 
29.3 27.2 28.7 

20.4 7.5 5.8 8.8 

9.4 7.3 

11.3 12.3 13.0 
12.5 13.4 

11.5 
12.2 14.0 11.5 

11.0 12.5 12.4 12.3 47.5 51.2 22.2 
16.1 

19.0 

14.8 17.5 

17.5 15.7 15.2 15.5 14.6 12.0 
10.9 8.9 8.8 6.0 6.6 7.2 6.5 

52.2 

33.5 
33.6 4.1 

2.1 
13.2 11.4 

12.1 14.0 10.2 7.1 3.6 5.3 7.0 5.7 4.0 6.2 
2.9 

4.3 3.2 4.4 2.8 4.3 4.2 3.3 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

自分ひとり 家族 友人・知人 家族と友人・知人 職場・学校 旅行会社などの募集団体 地域など その他・不明 

個
人
、
家
族
・友
人 

職
場
・学
校
、 

パ
ッ
ク
ツ
ア
ー 

宿泊観光の同行者の種類の推移 

３．２ 旅行形態の構造変化 

出典：観光の実態と嗜好（第23回）（２０10年）〔日本観光協会〕 

・64年 団体旅行は約５０％  → 08年 団体旅行は約10％ 
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３．３ 旅行業者の現状 

■事業者数：１０，２４０社（平成２３年４月現在）  

        【第１種：７３８、第２種：２，７８５、第３種：５，８３７、代理業：８８０】 
■市場規模：６．７兆円（国内旅行５６％、海外旅行４３％） （平成２２年） 
■従業者数：１０万４千人（平成２１年） 

第１種 

738社

（7%） 
第２種 

 2,785

社

（27%） 

第３種 

5,837

社

（57%） 

代理業 

880社

（9%） 

順位 旅行会社名 シェア 

1 ＪＴＢグループ  21.5  

2 近畿日本ツーリスト 7.4  

3 日本旅行 7.2  

4 阪急交通社 6.7  

5 エイチ・アイ・エス 6.1  

6 楽天トラベル 4.8  

7 ANAセールス 3.9 

8 クラブツーリズム 2.7 

9 トップツアー 2.2 

10 ジャルツアーズ 2.1 

（２０１０年度） 

旅行業者における旅行取扱額の推移 

旅
行
取
扱
額
（単
位
・兆
円
） 

・２０１０年の旅行業者における旅行取扱額は６．７兆円（ピーク時の１９９６年に比べ３０％近く減尐） 
・旅行取扱額上位１０位までの旅行業者で、旅行取扱額（主要旅行業者）に占めるシェアは６４．６％ 

旅行会社シェア トップ10 

旅行会社登録種別 
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2.92 
2.74 

2.48 
2.37 2.38 

2.12  

1.78  
1.71  

1.52  1.52  
1.46  

1.34  

0.00  

0.50  

1.00  

1.50  

2.00  

0 

1 

2 

3 

4 

平成17年 

（2005年） 

平成18年 

（2006年） 

平成19年 

（2007年） 

平成20年 

（2008年） 

平成21年 

（2009年） 

平成22年 

（2010年） 

宿泊数 

宿泊観光旅行回数 

出典：観光消費動向調査 ［観光庁］ 

宿
泊
数
（泊
） 

回
数
（回
） 

３．４ 国内観光旅行の動向 

・景気の低迷等の影響により、国内宿泊観光旅行の回数、宿泊数とも減尐傾向 

国民１人当たり国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数の推移 
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３．５ ニューツーリズムのテーマ 

計画期間 

エコ 

ツーリズム 

グリーン・ 
ツーリズム 

文化観光 

産業観光 

ヘルス 

ツーリズム 

自然観光資源について知識を有する者から案内
又は助言を受け、当該自然観光資源の保護に配
慮しつつ当該自然観光資源と触れ合い、これに
関する知識及び理解を深める活動 

農山漁村地域において自然、文化、人々との交
流を楽しむ滞在型の余暇活動（農作業体験、農
林漁家民泊、食育など） 

日本の歴史、伝統といった文化的な要素に対す
る知的欲求を満たすことを目的とするもの 

歴史的・文化的価値のある工場等やその遺構、
機械器具、最先端の技術を備えた工場等を対象
とした観光で、学びや体験を伴うもの 

自然豊かな地域を訪れ、そこにある自然、温泉や
身体に優しい料理を味わい、心身ともに癒され、
健康を回復・増進・保持するもの 

医療と連携 

した観光 

 ファッション・食・ 
映画・アニメ・ 
山林・花等 

スポーツを「観る」「する」ための旅行に加え、ス
ポーツを「支える」人々との交流や、旅行者が旅
先で多様なスポーツを体験できる環境の整備も
含むもの 

外国人患者等の受入環境を整備しつつ、医
療と連携した観光ツアーの多様化・高付加価
値化を推進するとともに、海外における認知
度の向上を進める 

その他、左記を観光資源としたニューツーリズム 

 ニューツーリズム その他の新たな観光需要の開拓 

スポーツ観光 

若年層の 

旅行 

若年層の旅行実態等を把握、成功事例の収
集・普及、若年層の旅行需要を喚起するた
めの実証実験、旅行の意義の啓発、若年層
に係る新たな旅行機会の創出等を通じて若
年層の旅行促進を推進 

長期滞在型 

観光 

長期滞在型観光に係る需要の掘り起こしに
努めるとともに、地域による継続的な長期
滞在型観光地づくりを促進 

船旅の 

魅力向上 

船の認知度向上のための戦略的な情報発
信や利用者ニーズにあった旅行商品の開
発・販売等を促進 

 観光立国推進基本計画（平成２４年３月３０日改訂） 
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３．６ ニューツーリズムの課題 

・小ロット他品種  

 

・商品化や実施に手間 

 

・地域側の思いと消費者とのギャップ 

 

・成功事例が尐ない 

                       など 

 
そもそも現状は・・・？ 
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ニューツーリズム 

育成重点地域 

（通称） 

品質向上策の検討 

現状調査(平成23年度） 
・マクロデータ（実施主体数、参加者数、経済規模等） 
・商品造成手法（マーケティング、商品造成、販売手法、 
        PDCAの実態等） 

ｴｺ 
ﾂｰﾘｽﾞﾑ 

産業 
観光 

ｸﾞﾘｰﾝ・ 
ﾂｰﾘｽﾞﾑ 

ﾍﾙｽ 
ﾂｰﾘｽﾞﾑ 

文化 
観光 

・・・ 

各地域の特色ある地域資源を生かした旅行商品 

○全国各地の旅行商品について、地域が商品の品質向上を自主的に行う方策の実施を視野に入れ、各地域において取
り組まれている地域の特色ある資源を活かした旅行商品について、種類、数、及びマーケティング、商品造成、販売
手法、商品改良等に渡るＰＤＣＡサイクルのあり方を調査し、品質向上策の検討を行う。 

成功事例の収集、 

各地域へのフィードバック 

支援（23～24年度） 
・アドバイザー派遣 

・人材育成 

・ＰＤＣＡ実証 

事例収集及び平成22年度 

補正事業(モニターツアー) 

の結果から支援対象地域 

を抽出 

第３者有識者 

委員会による選定 

 ～顧客満足型旅行商品推進事業(23～24年度事業) ～ 

３．７ ニューツーリズムの推進 
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３．９ ニューツーリズムの現状調査 

■ ニューツーリズム（着地型旅行）の実施主体 

対象： ANTA、JATA加盟旅行会社、観光協会、自治体、 
     NPO/NGO法人等 
手法： インターネットによるアンケート調査（サンプル数857） 

■ 消費者調査 

対象： 無作為に抽出した着地型旅行への興味者、参加者 
手法： インターネットによるアンケート調査（サンプル数1400） 
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～顧客満足型旅行商品推進事業  
    23年度調査からわかったこと～ 

・着地型旅行の年間の推定市場規模（売り上げベース）は、約331億円と推計。 

・推定参加人数は約260万人。 

・推定運営者数は5500。  

着地型旅行市場規模（推計） 

（単位：百万円） シェア

23,904,000 -

5,498,000 -

33,100 100.0%

11,264 32.1%

工場見学 5,184 14.8%

歴史的遺構の見学体験 6,079 17.3%

4,826 13.8%

5,939 16.9%

自然観察 4,187 11.9%

環境保全作業 1,751 5.0%

4,258 12.1%

5,893 16.8%

伝統文化体験 4,686 13.4%

現代文化体験 1,207 3.4%

2,920 8.3%

【比較データ（2009年度）】
国内観光消費＝国内市場規模

【比較データ（2009年度）】
日帰り旅行市場規模

年間推定市場規模

産業観光合計

文化観光合計

その他

グリーンツーリズム

エコツーリズム合計

ヘルスツーリズム

推定参加人数 運営者別推定売上高と推定運営者数 

参入運営者別
市場規模

（単位：百万円）
シェア

参入運営者数
（単位：者） シェア

参入運営者
１者あたりの
平均売上高

（単位：万円/者）

合計 33,100 100.0% 5,500 100.0% 601.8

企業 29,827 90.1% 2,745 49.9% 1,086.5

自治体 1,447 4.4% 1,013 18.4% 142.9

観光協会系 535 1.6% 352 6.4% 151.9

NPO・NGO 544 1.6% 154 2.8% 353.0

個人 233 0.7% 843 15.3% 27.6

その他 514 1.6% 393 7.1% 130.7

注１）修学旅行など小学生、中学生、高校生などが行う教育旅行に含まれる着地型旅行は市場規模に
は含めていない。 

注２）産業観光には、旅行業者以外が実施する工場見学（例：●●重工業が自社××工場の工場見学
を募集・実施する）などは市場規模に含めていない。 

注３）ヘルスツーリズムにおいて、企業などが福利厚生の一環として行うようなヘルスツーリズム（いわゆ
るBtoB商品）は対象外である。 

注４）当該報告書においてヘルスツーリズムに含まれる範囲は、前述の定義のとおり、「心身の癒しと健
康の増進・保持」すなわち健康増進（一次予防）と「健康の回復」いわゆるリハビリテーション（三次予
防）である。 

参加人数
（単位：人）

シェア

2,590,000 100.0%

1,635,789 63.2%

506,316 19.5%

555,000 21.4%

404,079 15.6%

1,309,605 50.6%

827,632 32.0%その他

グリーンツーリズム

エコツーリズム合計

ヘルスツーリズム

文化観光合計

年間推定市場規模（参加者）

産業観光合計

３．１０ ニューツーリズムの現状 ① 
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～顧客満足型旅行商品推進事業  
    23年度調査からわかったこと～ 

・着地型旅行の市場規模については、参入済み運営者の感覚として市場全体は緩やかに拡大。 

着地型旅行市場に５年前から参入している運営者の売上高推移 

３．１１ ニューツーリズムの現状 ② 
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～顧客満足型旅行商品推進事業  
    23年度調査からわかったこと～ 

・着地型旅行運営者のタイプは副業型、組込型、本業型の３つに分かれる。 

・副業型タイプが最も多い。 

本業型7.3％ 

→独自に着地型旅行を企画し販
売している 

組込型14.7％ 

→大手旅行会社のパッケージツ
アーのコースの一つとして含ま
れているイメージ（教育旅行もあ
てはまる） 

副業型78.0％ 

→宿泊施設や一次交通機関が客の
利用率向上やお客様満足向上の
ために着地型旅行を行うイメージ 

副業組込型 

ほぼ0％ 

→現時点でほとんどないと考え
られる。 

 

着地で実施 
申込みは現場・事前両方有る 

発地からの商品に 
組み込まれている 

本
業
と
す
る 

副
業
と
す
る 

3年前と比較し売上高が1％以上向上している運営者（150サンプル）の構造 

出所：事業者アンケート結果 

※参考値① 
3年前と比較して売上高が5％以
上向上している運営者（74サン
プル）の状況 
 
 組込型  ＝ 23.0％ 
 本業型  ＝ 13.5％ 
 副業型  ＝ 63.5％ 
 副業組込型＝ ほぼ0％ 

※参考値② 
3年前と比較して売上高が1％以
上縮小している運営者（99サン
プル）の状況 
 
 組込型  ＝ 24.2％ 
 本業型  ＝   4.0％ 
 副業型  ＝ 71.7％ 
 副業組込型＝ ほぼ0％  

３．１２ ニューツーリズムの現状 ③a 
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～顧客満足型旅行商品推進事業  
    23年度調査からわかったこと～ 

本業型 事例 

トレッキング、森林セラピー、里山・高原歩き、カヌー･ラフティング、 

フルーツ狩り、田舎料理作り など 

(千円） 

３．１３ ニューツーリズムの現状 ③b 
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～顧客満足型旅行商品推進事業 
    23年度調査からわかったこと～ 

副業型 事例 

朝の散歩ツアー、日光東照宮特別拝観ツアー、季節の花巡りツアー 
など 

３．１４ ニューツーリズムの現状 ③c 
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～顧客満足型旅行商品推進事業 
    23年度調査からわかったこと～ 

組込型 事例 

３．１５ ニューツーリズムの現状 ③d 
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～顧客満足型旅行商品推進事業 
    23年度調査からわかったこと～ 

消費者アンケートより導出される着地型旅行の特徴 
・利益はあまり高くないが人気はある。 
・運営者側が人気があると思っているカテゴリーであっても参加率が高くないカテゴリーもある。 
 （グリーンツーリズム・エコツーリズム・ヘルスツーリズム） 
・顧客満足度は、運営者側が思っている以上に高い。 
・料金は運営者側が思っているほど高くないと消費者は考えている。 

大項目 小項目

【運営者視点】

「利益が高い」と

考えている

【運営者視点】

「人気が高い」と

考えている

【消費者視点】

参加率が高い

【運営者視点】

「満足度が高い」と

考えている

【消費者視点】

満足度が高い

【運営者視点】

「料金が高い」と

考えている

【消費者視点】

料金が高い

工場見学 22.4% 57.1% 59.6% 16.3%

歴史的遺構の見学 23.1% 54.3% 55.5% 19.5%

グリーンツーリズム 農村などの体験 18.5% 48.3% 19.5% 55.8% 70.2% 19.6% 9.6%

自然観察 21.0% 51.0% 53.0% 21.0%

環境保全作業 13.3% 36.4% 40.5% 12.9%

ヘルスツーリズム 心身の癒し健康回復など 34.8% 57.2% 15.6% 59.6% 75.9% 32.4% 22.9%

伝統文化の見学体験 26.3% 47.6% 56.3% 27.2%

現代文化の見学体験 34.1% 42.7% 47.0% 33.5%

その他観光 その他 27.8% 40.4% 31.9% 56.1% 74.7% 29.1% 14.7%

全体数値 24.6% 48.3% 33.7% 53.7% 72.2% 23.5% 13.2%

運営者と消費者のギャップ -

12.3%

63.2%

21.4%

50.5%

全体

-14.6% 18.5% -10.3%

産業観光

エコツーリズム

文化観光

69.0%

72.8%

70.6%

6.8%

13.2%

着地型旅行の特徴 

※赤の網掛けは、回答率が50％を超えているものである。 

３．１６ ニューツーリズムの現状 ④ 
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 18,729		

 9,506		  7,207		

 2,056		
 1,087		

 -		

 2,000		

 4,000		

 6,000		

 8,000		

 10,000		

 12,000		

 14,000		

 16,000		

 18,000		

 20,000		

全員	 認知者	 興味者	 参加者	 リピーター	

（人） 

（100％） 

（38.5％） 

（11.0％） 
（5.8％） 

（50.8％） 

離反率：  
49.2％ 

離反率： 
24.2％ 

離反率：  
71.5％ 離反率：  

47.1％ 

Why?  

①興味が持てる内容でない(31.9%) 

②見ず知らずの人と体験したくない(25.9%) 

③詳しい情報がないから(15.6%) 

Why?  

①詳しい情報がない(41.6%) 

②旅行に行く時間がない(41.3%) 

文化、産業、ヘルス、エコ、グリーンツーリズム全体 

消費者の構造（全体） 

・着地型旅行の認知度は、全体の約半数。そのうち7割が興味を持っている。 
 そこから3割が実際に参加者となり、最終的に全体の5〜6％程度がリピーターとなると推測。 
・１度参加すると、リピーターとなるのは約半数。興味者へのリーチする手法が必要 

～顧客満足型旅行商品推進事業 
    23年度調査からわかったこと～ ３．１７ ニューツーリズムの現状 ⑤ 
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４．各省庁における 
   ニューツーリズムへの支援 
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４．１ 各省庁におけるニューツーリズムへの支援 

観光庁： 観光圏整備事業、プラットフォーム支援事業 

 

環境省： エコツーリズム総合推進事業 

  地域コーディネーター活用事業 

  エコツーリズムガイド育成事業 

 

文化庁： 文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業 

 

農林水産省： 食と地域の交流促進対策交付金  

 

経済産業省： 地域集客・交流産業活性化支援事業 

 

厚生労働省： 実践型地域雇用創造事業 


