
平成 22 年度 都道府県等観光主管課長会議 説明要点 

(観光資源課) 

 
１．ニューツーリズムの推進    

１）22 年度補正予算でのモニターツアー実施   資料① 
 ・全国より 67 件のツアーを採択 
 ・一過性に終わらないように、都道府県等からの支援を要請 

 
2) 顧客満足型旅行商品推進事業（平成 23 年度予算額：約 2500 万円） 資料② 

 ・地域資源を活かして地域が主体となって企画、造成している旅行商品の 
     実態調査。 

・１）のモニターツアー実施結果を参考に、23 年度には意識の高い地域に 
アドバイザー派遣や人材育成事業を重点的に実施し、当該地域を積極的に 
支援。 

 ・調査及び実証実験から成功事例を収集し、各地域へフィードバック。 
・24 年度は 23 年度事業の調査結果等をもとに品質向上策を検討予定。 

 
3) 外国人に対する地域資源の意識調査事業 

（平成 23 年度予算額：約 4000 万円） 資料② 
 ・地域資源を活かした旅行商品に対して、外国人受入環境整備を行い、 

外国人による CS 調査を実施、得られたノウハウを公表。 
 

２．通訳案内士制度の見直し 資料③ 

 ・総合特別区域法（仮称）における通訳案内士の特例の創設 
 ・総合特区の区域内において、研修等を経た通訳案内士以外の者による 
  有償ガイド行為を可能とする方向で調整中。 

 
 

☆ アメリカに食 情報発信！ 
著名シェフ David Myers がホストとなり、日本を旅して、日本

の食を紹介する番組制作プロジェクトが進行中です。意見交換会

会場のブースにて関連 DVD を放映します。食情報発信にご興味

のある方はぜひお立ち寄り下さい。 

問い合わせ先：観光資源課 井上 
（03-5253-8924、inoue-f2z7@mlit.go.jp） 



観光資源課　資料①

NO ブロック 都道府県 代表団体名 ツアータイトル
ニューツーリズム

の区分
催行予定日

1 北海道 北海道 （社）網走市観光協会
『エリア・コンシェルジュ』（語り部ガイド）が全コース同行・ご案内する
オホーツク・網走の歴史と文化にふれるエコな旅
世界中で２５人しか体感できない、この日、ここだけの『価値ある旅』

エコツーリズム
産業観光
文化観光
その他

2月18日（金）～20日（月）
2泊3日

2 北海道 北海道 北海道下川町
あなたと日本の未来をえがく旅
～おいでよ、森と人が輝くまちCIMOKAWA～

産業観光
3月4日（金）～3月6日（日）

2泊3日

3 北海道 北海道 美唄市役所
空知創造観光ツアー
～ワイナリーを巡りながら真冬の空知をまるごと体感するニューツーリズ
ムな人時間（ひととき）～

産業観光
文化観光

2月26日（土）～2月27日（日）
1泊2日

4 北海道 北海道
足寄町木質ペレット研究会
体験観光部会

「身体も地球も健康に」足寄ペレット体験ツアー
エコツーリズム
産業観光
ヘルスツーリズム

　2月19日（土）～2月20日（日）
1泊2日

5 北海道 北海道 富良野美瑛広域観光推進協議会 冬の美瑛の白い丘体験 その他
2月25日（金）～27日（日）

2泊3日

6 北海道 北海道 富良野美瑛広域観光推進協議会
エゾシカ伝承の地、北海道南富良野町｢幾寅」で
エゾシカの全てを楽しむツアー

グリーン・ツーリズム
エコツーリズム

3月8日（火）～10日（木）
2泊3日

7 北海道 北海道 知床観光圏協議会
アロマクラフト体験・まったりスイーツタイム・初心者歓迎の森林スノー
シュー・・・
知床の冬の森の中で心も体もリフレッシュする2日間

グリーン・ツーリズム
エコツーリズム
ヘルスツーリズム
その他

3月3日（木）～5日（土）
2泊3日

8 東北 山形県 庄内町グリーン・ツーリズムの会
月山の麓で地域住民と触れ合う雪祭り体験の旅
～雪像つくり・雪灯りの製作と鑑賞・雪上体験プログラムへの参加～

グリーン・ツーリズム
2月18日（金）～20日（日）

2泊3日

9 東北 山形県 天童温泉協同組合青年部 「やまがたの逸品　～　郷土が誇る『ＩＣＨＩＢＡＮ』の魅力　～」
産業観光
文化観光
その他

2月19日（土）～2月20日（日）
1泊2日

10 東北 秋田県 仙北市観光商工部　仙北市T.I.C
華麗な火の輪が踊る「火振りかまくら」と秋田「茅」物語
～秋田版エコ・ツアー～　人と自然の共生文化「雪国の暖かさ」を体験

エコツーリズム

2月25日（金）～26日（土）
1泊2日

2月27日（日）～28日（月）
1泊2日

11 東北 岩手県
財団法人盛岡観光コンベンション協
会

健康・美肌のために繋温泉に宿泊し、南部地域固有の伝統産業と町家
文化・歴史に触れる旅

産業観光
ヘルスツーリズム
文化観光

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

12 東北 岩手県 岩手県北自動車株式会社
郷土再発見/経済産業省近代化産業遺産認定
かまいし鉄の遺産・鉄の歴史を辿る旅＆山田のかき小屋モニターツアー

グリーン・ツーリズム
産業観光

2月26日（土）～2月27日（日）
1泊2日

13 東北 福島県 特定非営利活動法人　素材広場 『水のチカラ　～　喜多方の食と酒の新融合　～』
産業観光
文化観光
その他

3月6日（日）～3月7日（月）
1泊2日

14 東北 青森県 福浦芸能保存会 福浦歌舞伎冬の段　食談義と下風呂温泉　冬の下北満喫の旅（仮称） 文化観光
2月26日（土）～2月27日（日）

1泊2日

15 関東 群馬県 財団法人群馬県観光国際協会 野菜王国昭和村でスロー体験三昧 グリーン・ツーリズム
3月4日（金）

日帰り

16 関東 神奈川県 丹沢湘南観光連携会議 海選山選～地元の名産・逸品を食し、自然を満喫！～
グリーン・ツーリズム
エコツーリズム
その他

2月26日（土）～2月27日（日）
1泊2日

17 関東 神奈川県
横浜市立みなと総合高等学校　企
画部

ヨコハマ・ドラマ・スター・ツアー 文化観光
3月上旬
日帰り

18 関東 山梨県 社団法人やまなし観光推進機構 重伝建　赤沢宿の歴史とくらしを学ぶ
グリーン・ツーリズム
文化観光

2月26日（土）～2月27日（日）
1泊2日

19 関東 千葉県 水郷佐原観光協会
春浅し　佐原の風と　旅をする
－雛まつり・新酒まつりにいちご狩り、も一つおまけに利根川舟巡り－

グリーン・ツーリズム
文化観光

2月21日（月）～2月28日（月）
期間中の平日・日帰り

20 関東 神奈川県 横浜市経済観光局観光振興課 写真で見る・撮る”ヨコハマ産業観光”
産業観光
文化観光

3月12日（土）又は13日（日）
日帰り

21 関東 群馬県 財団法人群馬県観光国際協会 ものづくりの町太田市で工場をめるぐ旅 産業観光
2月25日（金）

日帰り

22 関東 栃木県 渡良瀬漁業協同組合
☆初心者大歓迎☆指導員つきGIRLS　FISHING体験プラン
（女性向け釣り体験プラン）

ヘルスツーリズム
文化観光
その他

3月12日（土）
日帰り

23 関東 神奈川県
箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏
整備推進協議会

「梅の宴とまなづるの新鮮魚介をご堪能!!お花見ツアー」 文化観光 2月5日（土）～3月13日（毎日）

24 関東 山梨県
富士山・富士五湖観光圏整備推進
協議会

富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー 文化観光

　日帰り
　　3月 5日（土）・11日（金）
　　 　 12日（土）・15日（火）
　1泊2日
　　3月  6日（日）～  7日（月）
　　3月13日（日）～14日（月）

「モニターツアーの造成によるニューツーリズムの推進に関する調査事業」採択状況



NO ブロック 都道府県 代表団体名 ツアータイトル
ニューツーリズム

の区分
催行予定日

25 関東 山梨県 八ヶ岳観光圏整備推進協議会
ＪＴＢ旅いく×アウトオブキッザニア
『八ヶ岳観光圏　観光大使のお仕事』

産業観光
文化観光

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

26 北陸信越 長野県 大町市観光協会 「白馬・大町・安曇野の自然満喫　食と＆健康ツアー」 ヘルスツーリズム
2月25日（金）～2月27日（日）

2泊3日

27 北陸信越 新潟県 燕市 (仮称)燕まるごと体験ぎっしりツアー 産業観光
2月26日(土)～2月27日(日)

1泊2日

28 北陸信越 新潟県 胎内市 宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文化体験ツアー 文化観光
2月26日（土）、2月27日（日）

日帰り

29 北陸信越 富山県 一般社団法人　氷見市観光協会 一泊二日　氷見の新文化体験三昧（食・まんが三昧）
文化観光
その他

3月初旬
1泊2日

30 北陸信越 長野県 諏訪地方観光連盟
目から鱗！諏訪の「精密機械産業技術」がわかるテクニカルツーリズム
ツアー（案）

産業観光
その他

2月18日（金）～2月19日（土）
1泊2日

31 北陸信越 富山県 財団法人　利賀ふるさと財団
純白な利賀で、ふれあい交流・雪上運動会＆夜空と雪を彩るキャンドル
ライトアップ体験
～地域交流とキャンドルで田舎の冬を温めてみませんか！～

グリーン・ツーリズム
文化観光

2月26日（土）～2月27日（日）
1泊2日

32 北陸信越 新潟県 雪国観光圏推進協議会
見て、聞いて、食べる。　おいしさ満載のグルメツアー
雪国Ａ級グルメ　産地見学と本物の食に出会う旅

産業観光
3月　9日（水）～10日（木）
3月11日（金）～12日（土）

1泊2日

33 北陸信越 新潟県 雪国観光圏推進協議会 スキーで学べ！オフサイト英会話講習 in 雪国 ヘルスツーリズム 3月上旬～中旬

34 北陸信越 新潟県 雪国観光圏推進協議会 ホワイトミュージアムツアー2011
グリーン・ツーリズム
エコツーリズム
ヘルスツーリズム

3月12日（土）～14日（月）
2泊3日

35 北陸信越 新潟県 雪国観光圏推進協議会
健康ストレス度計測と魚沼発芽玄米鍋による
美肌ストレスフリーツアー

ヘルスツーリズム

2月27日（日）～28日（月）
3月  1日（火）～  2日（水）
3月  3日（木）～  4日（金）

1泊2日

36 北陸信越 新潟県
トキめき佐渡・にいがた観光圏協議
会

佐渡島で環境を学ぶ・環境ＣＳＲツアー エコツーリズム

1月21日（金）～23日（日）
2泊3日

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

37 北陸信越 富山県 越中・飛騨観光圏協議会
越中・飛騨食文化観光
～郷土の歴史と風土に根ざした多彩な食と文化を学ぶ～

文化観光
2月25日（金）～27日（日）

2泊3日

38 中部 愛知県 田原市観光協会 農の本場！渥美で花植え・鉢植えを学ぶ！－春の訪れ体感 グリーン・ツーリズム
3月5日（土）～3月6日（日）

1泊2日

39 中部 三重県 上野商工会議所 伊賀、芭蕉の地を巡る（1泊2日） 文化観光
2月26日（土）～2月27日（日）

1泊2日

40 中部 岐阜県 下呂市役所
名泉体感！　～　美肌創造＆ハートリフレッシュ　～
天下の名泉と温泉文化を贅沢に楽しむ旅（仮称）

ヘルスツーリズム
文化観光

3月5日（土）～3月6日（日）
1泊2日

41 中部 三重県
(社）伊勢志摩観光コンベンション機
構

志摩で叶える願いごとツアー
エコツーリズム
文化観光

2月28日（月）～3月1日（火）
3月　3日（木）～　　4日（金）

1泊2日

42 中部 静岡県 伊豆観光圏整備推進協議会 伊豆早春の花めぐりとご当地グルメの旅
グリーン・ツーリズム
産業観光
文化観光

3月4日（金）～5日（土）
1泊2日

43 近畿 京都府 和束町雇用促進協議会
宇治茶歴史街道「文化的景観茶畑の道」
（恭仁京東北道万葉ウォークラリー）

エコツーリズム
産業観光
文化観光

　3月6日(日）
日帰り

44 近畿 京都府 株式会社　　ツアーランド 暗闇同心　鍔鳴剣屍郎　『京の魔界巡りツアー』 文化観光
3月12日（土）

日帰り

45 近畿 奈良県
奈良県地域振興部文化観光局　な
らの魅力創造課

南都社寺の歴史文化を深く学ぶ（仮） 文化観光
3月1日（火）～3月3日（木）

2泊3日

46 近畿 兵庫県
YOKOSOみなとまち神戸コンソーシ
アム

ド迫力！超巨大船舶の進水式から始まる神戸港産業観光ツアー！
～みなと神戸の「いろんな顔」体験シリーズ～（仮称）

産業観光
2月16日（水）

日帰り

47 近畿 兵庫県 六甲摩耶観光推進協議会 Rokko行こう！　女性のためのおしゃれな山の楽しみ方

エコツーリズム
ヘルスツーリズム
文化観光
その他

3月12日（土）～3月13日（日）
1泊2日

48 近畿 和歌山県 農業法人　秋津野ガルテン
関西のオアシス“秋津野ガルテン”ロハス塾と世界遺産・熊野古道と温泉
で甦りツアー

グリーン・ツーリズム
エコツーリズム
文化観光

3月6日（日）～3月9日（水）
3月8日（火）～3月11日（金）

3泊4日

49 近畿 京都府 丹後広域観光キャンペーン協議会 ＫＴＲ語り部列車  丹後七姫冬浪漫号

エコツーリズム
産業観光
ヘルスツーリズム
文化観光

2月27日（日）
日帰り

50 近畿 滋賀県 びわ湖・近江路観光圏協議会 江・浅井三姉妹ゆかりの地を訪ねて
文化観光
その他

2月25日（金）～27日（日）
2泊3日



NO ブロック 都道府県 代表団体名 ツアータイトル
ニューツーリズム

の区分
催行予定日

51 中国 広島県
広島県総務局　海の道プロジェクト
チーム

朝鮮通信使って！？ 文化観光
3月13日（日）～3月14日（月）

1泊2日

52 中国 広島県 広島ボートパーク株式会社 海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化 再発見の旅 文化観光
3月10日（木）～3月13日（日）

3泊4日

53 中国 鳥取県 とっとり観光振興研究会 鳥取ツーリズムー冬のいなばふるさとの味体感紀行
産業観光
文化観光

2月18日（金）～2月19日（土）
1泊2日

54 中国 島根県 NPO法人石見ものづくり工房 石見銀山龍源寺間歩・福光石石切場　坑道体験ツアー
産業観光
文化観光

3月5日（土）、3月6日（日）、
3月12日（土）、3月13日（日）

日帰り

55 中国 広島県 瀬戸内しまなみ海道振興協議会 百島いちご狩り体験とクルージング＆サイクリングツアー

グリーン・ツーリズム
エコツーリズム
文化観光
その他

　2月19日（土）～20日（日）
　2月26日（土）～27日（日）

1泊2日

56 四国 愛媛県
NPO法人アジア・フィルム・ネッ
トワーク

映画監督気分でロケハン・ウォーキング　〜中島で「春」を探す〜
文化観光
その他

3月12日（土）
日帰り

57 四国 愛媛県 内子町ニューツーリズム推進協議会
ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と白壁の町並散策と「内子座」貸
切和楽鑑賞、苔玉手作り体験、地産グルメ満喫の旅2日間

グリーン・ツーリズム
文化観光

3月5日（土）～3月6日（日）
1泊2日

58 四国 愛媛県 森の国エコツーリズム推進協議会 滑床渓谷エコツアー　ネイチャーガイドと歩く奥四万十 エコツーリズム
3月4日（金）～3月5日（土）
3月5日（土）～3月6日（日）

1泊2日

59 四国 高知県 仁淀川地域観光協議会 高知再発見！　仁淀川流域～リバーツーリズム～
グリーン・ツーリズム
産業観光
文化観光

3月6日（日）、3月10日（木）
　　3月12日（土）

日帰り

60 四国 香川県 坂出市 さかいでナイトクルーズ　～工場＆橋萌えツアー～ 産業観光
2月26日（土）・3月5日（土）

日帰り

61 四国 徳島県 山の楽校　自然の宿あさひ 葉っぱビジネスを探ろう！徳島上勝町で田舎体験

グリーン・ツーリズム
エコツーリズム
産業観光
ヘルスツーリズム

3月14日（月）～3月15日（火）
1泊2日

62 四国 徳島県  にし阿波観光圏協議会
伝説伝承に彩られた
「日本の原風景・ほんものの田舎」を巡る旅（仮）

エコツーリズム
産業観光
文化観光

2月25日（金）～26日（土）
1泊2日

63 四国 香川県 香川滞在型観光推進協議会
満開！さぬきの文化と伝統美
「せとうちアート」を訪れる３日間の冒険

文化観光
2月18日（金）～20日（日）

2泊3日

64 九州 大分県
特定非営利活動法人　竹田市観光
ツーリズム協会

温泉による自然治癒力の向上と心身のリフレッシュツアー
（現代版湯治・温泉療養保健システム体験ツアー）

ヘルスツーリズム
3月2日（水）～3月5日（土）

3泊4日

65 九州 長崎県 ㈱小値賀観光まちづくり公社 島旅満喫！「古民家ステイ＆体験交流ツアー」
グリーン・ツーリズム
エコツーリズム
文化観光

3月  4日（金）～3月  6日（日）
3月11日（金）～3月13日（日）

2泊3日

66 九州 宮崎県 ㈲綾わくわくファーム 有機農業と伝統工芸にふれるスローライフ体験の旅
グリーン・ツーリズム
エコツーリズム

3月11日（金）～3月13日（日）
2泊3日

67 九州 熊本県 阿蘇くじゅう地域デザイン会議
『感動体験！阿蘇ジオパークの旅』
『阿蘇高原ダイエット村』

グリーン・ツーリズム
エコツーリズム
ヘルスツーリズム　 

ジオツアー
　3月1日（火）～3日（木）　2泊3日
ダイエットツアー
　3月4日（金）～6日（日）　2泊3日



◎ 物見遊山ではない新しい旅行形態

ニューツーリズムの推進(全体図） 観光資源課 資料② 

◎ 物見遊山ではない新しい旅行形態 
  （体験型・知識習得型＝ 
    着地型旅行 商品）の普及・定着 
◎ 数量や経済波及効果の実態把握 

◎ 新規需要開拓、課題解決方策の検討 
◎ 専門家（アドバイザー）の招請や先進 
  地域への派遣を通じたノウハウの蓄積

着地型商品認知度向上 
地域 派遣を通 ウ ウ 蓄積

◎ 各省との連携強化による総合的な支援 

大規模モニターツアー事業 
（22年度補正予算、約1億円） 

観光統計の整備 
（23年度予算、 

約4億7 500万円の内数）

観光立国推進人材育成事業 
（23年度予算、約9,700万円） 

約4億7,500万円の内数） 

良質な商品づくり商品の流通円滑化 良質な商品づくり商品の流通円滑化

◎ 旅行者オリエンティッドで 良質な◎ IT等も活用し 旅行者による着地型

顧客満足型旅行商品推進事業 
（23年度予算、約2,500万円）

◎ 旅行者オリエンティッドで、良質な 
  着地型旅行商品の普及 
◎ 望ましい商品造成プロセスの追求、民間 

 の自主的な取り組みの促進

◎ IT等も活用し、旅行者による着地型
  商品の情報入手、購入の容易化 
 

  例 ： 宿泊予約サイト利用者に地域情報の提供、 
       着地型専門サイトの構築など 



平成23年度 ニューツーリズム推進に関する予算 （観光資源課） 

①顧客満足型旅行商品推進事業 ②外国人に対する地域資源の意識調査事業 ①顧客満足型旅行商品推進事業

○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

②外国人に対する地域資源の意識調査事業

○国内向けとしては先進的な地域資源を活かした旅行商品（例：世界遺
産地域のツアー等）を中心として、外国人旅行者受入環境整備行うとと
もに、外国人によるＣＳ調査を実施。 

諸課題・成功要因等得られたノウハウを展開することで 各地域にお

各地域の特色ある地域資源を生かした旅行商品

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。 

諸課題 成功要因等得られたノウハウを展開することで、各地域にお
ける受入環境の自主的な整備を促し、地方への外国人旅行者の訪問増に
つなげていく。 

各地域の特色ある地域資源を生かし、国内向けとしては先進

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 ・・・ 

世界遺産

的かつ外国人旅行者の関心も比較的高いテーマであるが、外
国人対応が遅れている旅行商品 

アニメ、食、ファッションをはじめ 
外国人旅行者の関心の高い 

ﾆｭｰﾂｰﾘｽﾞﾑ

現状調査 
・マクロデータ（実施主
体数 参加者数 経済規

世界遺産
文化関係 

・・・ 

支援 
・外国語パンフレット

作成

第3者有識者 
委員会による選定 

第3者有識者 
委員会による選定 

ﾆｭ ﾂ ﾘｽ ﾑ
推進重点地域 

（仮称） 

体数、参加者数、経済規
模等） 
・商品造成手法（ ﾏｰｹﾃｨﾝ
ｸﾞ、商品造成、販売手法、 
PDCAの実態等） 支援 

・アドバイザー派遣事例収集及び平成22年度

着地型旅行商品化（外国人対象） 

の作成 
・通訳案内士の手配 
・ＣＳ調査の実施 
         等 
を地域と共同で実施。 

成功事例の収集、 
各地域へのフィードバック 

アドバイザ 派遣
・人材育成 
・ＰＤＣＡ実証 

事例収集及び平成22年度
補正事業の結果から 
支援対象地域を抽出 

ツアー実施＋ＣＳ調査 

諸課題、成功要因等ノウハウの整理 諸課題、成功要因等ノウハウの整理 品質向上策の検討 品質向上策の検討 



総合特区法案における通訳案内士法の特例について 

現行制度

観光資源課 資料③ 

 外国人に対し、外国語で、有料で、旅行に関する案内を業として行う場合には、 
通訳案内士試験に合格し、通訳案内士の資格を取得することが必要。 

制度変革の必要性

訪日外国人旅行者数3000万人実現のため、外国人観光旅客の需要の高度化、多元化等に的確に対応する必要 

 
「ご当地ガイド 育成の ズ

制度変革の必要性 

 
アジア言語ガイドのニ ズ「ご当地ガイド」育成のニーズ

 
地域別訪日外国人旅行者割合 

（平成２０年） 
通訳案内士登録者言語別割合 

（平成２０年） 
都市部・地方部別通訳案内士登録者割合 

（地域限定通訳案内士を含む）（２００９年４月１日現在） 

アジア言語ガイドのニーズ
 

韓国語 
5%

その他 
15% ヨーロッ

北米 
12% 

その他 
3% 

都市部

地方部 
26% 

英語 
69%

中国語 
11% 

5%

アジア 

パ 
11% 

多様なサービス形態へのニーズ 

74% 

69%
■日本文化の体験    （例） 侍・忍者体験 
                     生花、茶の湯体験 等 
■空白時間帯の街歩き （例）  秋葉原３時間買い物 等 

74%

総合特区の区域内において、 
研修等を経た通訳案内士以外の者による有償ガイド行為を可能とする方向で調整中。 



「総合特区制度概要」（内閣官房作成資料より抜粋） 



「総合特区制度概要」（内閣官房作成資料より抜粋） 


