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当面の主要課題について 
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新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～ （２０１０年６月１８日 閣議決定） にて、 

新成長戦略 

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。 

～観光立国の推進～ 
 

【2020 年までの目標】
 
 
 

（観光は少子高齢化時代の地域活性化の切り札） 
 我が国は、自然、文化遺産、多様な地域性等豊富な観光資源を有しており、観光のポテンシャルは極めて高い。例えば、南国の台湾の人々は

雪を見に北海道を訪ね 欧州の人々は伝統文化からポップカルチャ まで日本の文化面に関心を持ち 朝の築地市場など生活文化への関心も

【2020 年までの目標】 
『訪日外国人を2020 年初めまでに2,500 万人、将来的には3,000 万人。2,500 万人による経済波及効果約10 兆円、新規雇用56 万人』 

雪を見に北海道を訪ね、欧州の人々は伝統文化からポップカルチャーまで日本の文化面に関心を持ち、朝の築地市場など生活文化への関心も

高くなっている。このように、日本を訪れる外国人の間では、国によって訪れる場所や楽しむ内容に大きな相違があるが、その多様性を受け入れる

だけの観光資源を地方都市は有している。また、日本全国には、エコツーリズム、グリーンツーリズム、産業観光など観光資源が豊富にあり、外国

人のみならず、日本人にとっても魅力的な観光メニューを提供することができる。公的支出による地域活性化を期待することが難しい現在、人口減

少・急激な少子高齢化に悩む地方都市にとって 観光による国内外の交流人口の拡大や我が国独自の文化財・伝統芸能等の文化遺産の活用は少 急激な少子高齢化に悩む地方都市にとって、観光による国内外の交流人口の拡大や我が国独自の文化財 伝統芸能等の文化遺産の活用は、

地域経済の活性化や雇用機会の増大の切り札である。 
 

（訪日外国人を2020 年初めまでに2,500 万人に） 
 急速に経済成長するアジア、特に中国は、観光需要の拡大の可能性に満ちている。例えば、中国から日本を訪問している旅行者数は年間約長

100 万人、日本から中国を訪問している旅行者数は年間約340 万人（いずれも2008 年ベース）と大きな開きがある。人口増加や経済成長のス

ピードを考えれば、中国を含めたアジアからの観光客をどう取り込むかが大きな課題である。今後、アジアからの訪日観光客を始めとした各国から

の訪日外国人の増加に向けて、訪日観光査証の取得容易化、魅力ある観光地づくり、留学環境の整備、広報活動等を図ることにより、訪日外国

人を2020 年初めまでに2,500 万人、将来的には3,000 万人まで伸ばす。また、観光立国にとって不可欠な要素として、交通アクセスの改善と合

わせて安全・安心なまちづくりを進める必要がある。 
 

（休暇取得の分散化等） 
 国内旅行は約20 兆円規模の市場である。しかしながら、休日が集中しているため繁閑の差が大きく、需要がゴールデンウィークや年末年始の

定期間に集中する結果 顕在化しない内需が多いと言われている このため 休暇取得の分散化など「ロ カル ホリデ 制度 （仮称）の検討一定期間に集中する結果、顕在化しない内需が多いと言われている。このため、休暇取得の分散化など「ローカル・ホリデー制度」（仮称）の検討

や国際競争力の高い魅力ある観光地づくり等を通じた国内の観光需要の顕在化等の総合的な観光政策を推進し、地域を支える観光産業を育て、

新しい雇用と需要を生み出す。 
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国土交通省成長戦略会議（観光分野）重点項目 

Ⅰ 訪日外国人3 000万人を目指して

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の体制を強化し、市場ごとに訪日旅行者数の数値目標を立て、ノルマ、報奨金などの成果主義を
徹底。      
ブログ、ツイッター等新しいメディアの効果的な活用など新たな広報戦略を構築。 

ＪＮＴＯ等海外出先機関の連携を強化し 観光 文化に関する情報提供の 元化を実現するなどワンスト プサ ビスの提

Ⅰ 訪日外国人3,000万人を目指して

ＪＮＴＯ等海外出先機関の連携を強化し、観光・文化に関する情報提供の一元化を実現するなどワンストップサービスの提

供を推進し、より効果的・効率的な広報活動を展開 

将来的に、日本を総合的に売り込む「セールスプロモーション専任領事」を主要国の在外公館に配置。 

多言語表示が可能な携帯端末を活用した観光情報の提供を推進。特に地域を定めて重点的なＩＣＴ化を先行して実験的に

地域の観光振興を図るため 観光産業だけにとどまらず 農林水産業 地場産業 ＮＰＯ等幅広い関係者が参画する事業

Ⅱ 創意工夫を活かした観光地づくり 

推進。 

地域の観光振興を図るため、観光産業だけにとどまらず、農林水産業、地場産業、ＮＰＯ等幅広い関係者が参画する事業
主体（観光地域づくりプラットフォーム）の形成促進を図るため、組織化や中核人材育成等の支援を行うモデル的取組を実
施。 
宿泊施設における外国語接遇の充実強化など、外国人旅行者の受入れを担う人材育成を促進。 
医療観光、文化観光、スポーツ観光等、他分野との融合による新しい観光アイテムの活用、「新規需要の創出」・「もう一医療観光、文化観光、スポ ツ観光等、他分野との融合による新しい観光アイテムの活用、「新規需要の創出」 「もう
泊」につなげる。 
外客受入体制の強化、魅力ある観光地づくりのための環境整備に向けた法体系の見直し、規制緩和を検討。 

  （例）通訳案内士制度の見直し、着地型観光に即した旅行業規制の見直し 等 

春や秋の大型連休の地域別設定など、休暇取得の分散化に向けた取組みを検討・実施。 

Ⅲ 休暇取得の分散化の促進 

観光による地域経済の活性化、雇用の拡大を促進 -2- 



平成２３年度観光庁関係予算総括表 
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訪日外国人3,000万人へのロードマップ～3期ローリングプランで2,500万人（2019年）～ 

世界経済や為替が安定していること、戦争や疾病の流行が発生しないこと等を前提とする。 

英国(6位) 
3,019 平均伸び率8% 

の成長目標 

ドイツ(9位)

平均伸び率10.5% 
の成長目標 

成長目標

第３期 

ドイツ(9位)
2,487 平均伸び率14.5% 

の成長目標 

第１期 

第２期 

目標1 000万人

タイ(18位) 
1,433 

ビジット・ジャパン・
キャンペーン開始 

目標1,000万人

第1期目標 
1 500万人

第2期目標 
2 000万人

第3期目標 
2 500万人1,500万人 2,000万人 2,500万人679 

（平成15年） （平成18年） （平成20年） （平成22年） （平成25年） （平成2８年） （平成3１年） -4- 



2010年11月の訪日外客数（推計値） 
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訪日中国人旅行者数の推移（2010年） 

人 1～9月まで 10月
1～11月まで 

11月人 1～9月まで
対前年同期比+56.3% 

個人観光ビザ 

10月
-1.8% 対前年同期比

+43.4% 

11月
-15.9% 

取得要件緩和 尖閣問題発生 
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東アジアからの旅行者による国内消費 

訪日外国人の買物場所（訪日外客消費額上位５カ国） 

      

平成22年7-9月期 訪日外国人の総旅行消費額  （国籍別） ※四半期暫定値 
 

注１）出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ） 
    平成22年7月、8月は暫定値、9月は推計値を使用した。 

注２）四半期報告書に掲載する「総旅行消費額」は「旅行中支出額」の合算値であり、パッケージツアー参加費に含まれる日本国内支出 
    や日本の航空会社および船舶会社に支払われる国際旅客運賃を含まない。  

国籍別に見た土産品の品目別購入者単価（全体・訪日外客消費額上位５カ国） 

（出典：観光庁訪日外国人消費額調査2010) -7- 



訪日旅行で最も満足した購入品 

今回の旅行で購入したもので一番満足した商品 
（全体・訪日外客消費額上位5カ国 ６区分）

今回の旅行で購入したもので一番満足した商品（詳細18区分） 
（全体 訪日外客消費額上位5カ国。６区分）

一番満足した商品についてその理由（詳細6区分） 一番満足した商品の購入単価（詳細18区分） 
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国土交通省成長戦略会議におけるＩＲの議論 

国土交通省成長戦略会議 観光分野報告書 
観光地の魅力度向上戦略（4．新しい観光アイテムの創造）より 

早期に実現を目指すもの 

・大きな経済波及効果等を有するＭＩＣＥの積極的な誘致・開催の推進を図る。 
・マカオ・シンガポール・ラスベガスなどで実績があり、日本に参入を希望する外資の

調査など ＭＩＣＥの誘致促進の観点からカジノを含めた総合リゾ ト開発（IR調査など、ＭＩＣＥの誘致促進の観点からカジノを含めた総合リゾート開発（IR：
Integrated Resort）の我が国におけるポテンシャルについて検討する。 
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ＭＩＣＥ誘致戦略・施設のあり方に関する調査について 

１．調査目的

１．国際的な競争力のあるＭＩＣＥ施設の現況や競合国の誘致戦略・マーケティング等について調査する 
  とともに、国内のＭＩＣＥ施設の現況の情報収集を行い、これをもとにわが国のＭＩＣＥ誘致戦略、国内 

における国際競争力のあるＭＩＣＥ施設のあり方に関する指針等を作成する  における国際競争力のあるＭＩＣＥ施設のあり方に関する指針等を作成する。
 
２．海外におけるＭＩＣＥ施設は、会議場・展示施設の他、ホテル、ショッピングモール、レストラン、劇場、 
  アミューズメントパーク等が一体となったＩＲといわれる複合的な施設が主流となりつつある。体 わ 複 設 流 あ
  このＩＲがＭＩＣＥの振興に有益かについての調査を行う。  

２．調査項目調査項目

 ① 海外のＭＩＣＥ施設の事例収集                    ④ 国内のＭＩＣＥ誘致施策に関する検討    
 ② 海外のＭＩＣＥ誘致施策に関する調査          ⑤ ＩＲ及びカジノに関する海外事例の収集  
 ③ 国内の既存施設の現況の情報収集            ⑥ ＩＲについての考察 

３．ＭＩＣＥ誘致戦略・施設のあり方に関する調査検討委員会実施スケジュール（予定） 
 指針の作成にあたっては、以下の通りＭＩＣＥ関連有識者を交えた調査 
委員会を開催する

○ 第１回  １０月６日（水） 

○ 第２回  １２月９日（木） 

委員会を開催する。 

○ 第３回  ２月上旬 

○ 第４回  ２月下旬  終報告 -10- 



平成23年度訪日外国人旅行者の受入環境整備事業 

受入環境水準向上事業 

  
    
 

 

○平成22年度に策定する評価システムを活用し、自治体等の強みと弱みを把握した上で、国による戦略拠点の整備、国と自治体等が連携した地方拠点の
整備及び受入環境整備サポーターによる自治体等の受入環境整備の支援を実施する 

受入環境整備水準の評価 

戦略拠点の整備  
 
  

○訪日外国人旅行者が多数訪れる地域において、国が戦略拠点整備事
業として受入環境を整備することにより、受入の拠点となる地域の受
入環境水準を高める 

地方拠点の整備 
○訪日外国人旅行者の増加が見込まれる地域において、国が自治体等

と連携して地方拠点整備事業として受入環境を整備することにより、全
国的な受入環境整備の底上げを目指す 

受入環境の改善

○ 国が受入環境整備サポーターを派遣し、自治体等と二人三脚で、先進事例の普及や新しい発想での改善を促す 

受入環境の改善 

医療観光の促進に向けた環境の整備 
コ ディネ タ （Plan & Do）コーディネーター（Plan & Do）

① デ ネ タ 外国人患者等の効果的な呼び込み方が分からない課

○ 日本の受入れ病院と外国人患者等の間に立ち、様々なコーディネート業務を実施する医療観光に取り組む各事業者の機能を整備 
  ・ 外国人患者等を集めるための、海外プロモーション戦略を策定 
  ・ 外国人患者等との窓口となる現地旅行会社と提携を結び、訪日医療観光ツアーを販売 
  ・ 外国人患者等の訪日に際し、ランドオペレーターとして各種手続き等を代行         等  

 
 
  

 ①コーディネーター：外国人患者等の効果的な呼び込み方が分からない
 ②病院：信頼の置けるコーディネーターと提携したい 

改善策の実践（Action） 受入環境整備水準の評価（Check） 

課
題 

○評価によって明らかになった弱みを補うことでコーディネーターの
質を向上 

○評価によってコーディネーターの得手・不得手を明確化し、病院と
の連携を促進 

○外国人患者等の受入環境水準の基準となる指標を策定 
○有識者からなる検討会において、評価の客観性を担保 

 
 
 

受入を担う人材の育成 
○訪日外国人のニーズ変化に対応したガイドの育成 
  ・ 伝統文化やポップカルチャーなど、専門性の高い通訳案内士育成に向けた通訳案内士専門研修の実施 
  ・ 通訳案内士の有資格者数の増加を目的とした、通訳案内士養成研修の実施                        等 
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沖縄観光情報システムモデル構築事業（沖縄県事業／内閣府：沖縄振興のための特別の調整費） 

 平成22年度、沖縄県への観光客の増加を図り、沖縄観光の需要を喚起し、県内経済を活性化させることを目
的に複数の事業を補助しており、その中で当該事業が実施されている。 

＊プロジェクトＨＰより抜粋 

＊各サービスは、１０月より段階的に実施 -12- 



訪日中国人旅行者の受入環境整備に向けた人材育成 

○ 訪日中国人旅行者の受入環境のさらなる整備に向けて、ホテル・旅館の従業員等を対象に、訪日中国 
  人旅行者を迎えるに当たっての基礎的な知識・能力を習得するためのセミナーを実施。 
○ 訪日中国人旅行者の受入環境のさらなる整備に向けて、ホテル・旅館の従業員等を対象に、訪日中国 
  人旅行者を迎えるに当たっての基礎的な知識・能力を習得するためのセミナーを実施。 

内容内容

『『明日から使える！中国人観光客との実践コミュニケーション研修明日から使える！中国人観光客との実践コミュニケーション研修』』  
  ～これからの観光業で働くために必要なスキルを身につける～ 

 
 
 

内容 内容 

 観光に携わる仕事のやりがい、中国の基礎的な知識、中国人観光客の志向・特徴・旅行目的等について講義を行い、
実際の接客場面を収録した映像を見ながら、レクチャーやクイズ、さらに中国人講師による代表的な接客用語のレッス
ンを交え、中国人観光客のおもてなしに必要となる基本的な知識や中国語会話を学習 

第１部 オリエンテーション 

第２部 観光に携わる仕事のやりがいとは 

第３部 中国の国と人を理解する 

第４部 中国からのお客様をおもてなしするための実践コミュニケーション演習 

 観光に携わる仕事に従事する従業員・経営者、観光業界への就職を検討中の者等 

対象者 対象者 

日程・場所日程・場所日程・場所日程・場所

 平成２３年１月～３月にかけて全国５０か所で実施 
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観光立国推進基本計 （平成 9年6月 閣議決定）に

ニューツーリズムの推進について 

エ ツ リズム
自然環境や歴史文化を対象とし、それらを損なう
ことなく それらを体験し 学ぶもの（ホ ル プロスポーツ観戦やマラソン ウォーキング

観光立国推進基本計画（平成19年6月 閣議決定）に
位置付けられたニューツーリズム 

新しい観光連携分野 

＜定義＞ ＜例＞ 

計画期間

エコツーリズム

グリーン・ 
ツーリズム

ことなく、それらを体験し、学ぶもの（ホェール
ウォッチングや植林ボランティアツアーなど） 

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

スポーツ観光 
プロスポーツ観戦やマラソン、ウォーキング
等のスポーツイベント等への参加者による周
辺地観光 

計画期間ツ リズム 

文化観光 

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 

医療観光 
外国人が日本の医療機関等で治療、健診
等を受ける目的で訪日旅行し、併せて国
内観光を行う 

産業観光 
歴史的・文化的価値のある工場等やその遺構、
機械器具、 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 

 ファッション・食・ 
映画・アニメ等 

日本のファッション・食を目的とした訪日旅行、
ヒット映画のロケ地訪問、アニメ関連スポット
訪問等

ヘルスツーリズム 
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 

×観光 訪問等

その他 
フラワーツーリズム 
長期滞在型観光 等 

各府省連携による総合的な振興方策を検討 -14- 



スポーツ観光の推進について 
 

我が国の豊富なスポーツ資源我が国の豊富なスポーツ資源我が国の豊富なスポ ツ資源我が国の豊富なスポ ツ資源

世界的にもハイレベルな“観るスポーツ” 
プロ野球、Ｊリーグ、ラグビー、バレーボール、プロ

ゴルフ、大相撲、柔道 .etc 

世代を超えて人気を集める“するスポーツ” 
マラソン、ウォーキング、サイクリング、登山、ス

キー、ゴルフ、草野球 .etc

魅力あるスポーツ資源を最大限に活用し、インバウンド拡大、国内観光振興、 
そして地域活性化の「起爆剤」に！！ 

当

 

◆我が国スポーツ資源の海外発信

取り組み目標 
 

 

【メンバー】 

関係省庁、プロスポーツ団体、スポーツ統括団体、スポーツ

競技団体 観光団体 観光関係企業 スポーツ関係企業

スポーツ・ツーリズム推進連絡会議 
スピード感をもった検討と実証実

験の実施 
平成22年5月18日発足 

＜当面＞

◆我が国スポ ツ資源の海外発信
とアクセス向上 

 

◆レジャースポーツ観光のアジア
市場への販売促進

競技団体、観光団体、観光関係企業、スポーツ関係企業
 

【検討課題】 

（１）国際スポーツ大会・合宿・会議の戦略的誘致のあり方
（２）スポーツの国際化と国際交流の推進方策 

（３）スポーツ観戦・参加ツアー造成の推進方策 

中間的とりまとめ策定と予算要求

等への対応 

スポ ツ観光WEBサイトによる情報発信

市場への販売促進 

 

◆ワールドカップ・オリピック等
の国際競技大会や合宿・関係会議

の日本誘致

（４）海外からのチケッティングの改善方策 
（５）スポーツ施設の観光魅力化に向けた改善方策 
（６）スポーツを核としたまちづくりの推進方策 
（７）スポーツ・ツーリズムの推進組織のあり方 

 

組織の枠組みを超えたスポーツ・

ツーリズムに対する気運の醸成 

スポーツ観光WEBサイトによる情報発信
各スポーツ競技団体HPとの相互乗り入れでスポーツ情報、周辺地域の観光情報等の提供を行う。 

 

スポーツ競技団体との連携 
スポーツを観光情報発信のコンテンツとして活用すると共に、大会等への支援も通してスポーツ振

興にも寄与し 相互の発展を促す

の日本誘致 

 

◆スポーツ施設の魅力化 

興にも寄与し、相互の発展を促す。
 

スポーツ観光マイスターによるＰＲ及び機運醸成 
各スポーツ分野毎に発信力のある方を任命し、スポーツ観光の魅力ＰＲ及び機運醸成を図る。 

◆スポーツ観光まちづくり 
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日本スキー発祥100周年委員会との連携した冬季スポーツ観光の取組 

1911年1月12日にオーストリアのレルヒ少佐が日本に初めてスキーを伝えてから100周年。 
100周年を機に スノ スポ ツ スノ リゾ トに関わる行政（都道府県） 民間企業 団体 メディア等が官民 丸となって100周年を機に、スノースポーツ・スノーリゾートに関わる行政（都道府県）、民間企業、団体、メディア等が官民一丸となって、
「日本スキー発祥100周年委員会」を組織。観光庁も協力する形でスノーリゾートの活性化施策を検討・実施中。 

スキー100周年の総合的な活性化策の取り組み体制（イメージ） 

スノースポーツ団体 
＋ 観光庁・関係行政機関 

観光関係団体･企業等 

自治体 
スキー産業関係者 
索道関係者 
 

海外へのスノーレジャー魅力発信 
●広告宣伝では、100周年委員会開発のシンボルマーク「SNOW 

国内向けスノーレジャー振興 
●TOKYO SNOW WORLD in ODAIBAの開催 

RESORT JAPAN」を用い海外に発信 
●スノーレジャー旅行取扱旅行会社等招請事業を開催（10月） 
●海外において日本のスノーレジャーを活用した広告宣伝（新聞・雑
誌・ＷＥＢ等）を実施（冬季旅行需要に向け随時） 
●旅行博・トラベルマート等でのプロモーション支援（11月）

12月17日から19日の3日間、スキー発祥100周年委員会主催の
100周年記念イベントを開催（観光庁後援＆協力） 
 
 

●旅行博 トラベルマ ト等でのプロモ ション支援（11月）
●欧州・豪州向けにスノーレジャーの需要調査を行うとともにあわせ
て広告宣伝を実施（１月より実施中） 
●実証実験としてスキーファムトリップを実施。（1月を予定） 

 
 
 
●新たな冬季スポーツ観光需要を喚起するモニターツアー調査を各地
で実施予定（１月末からを予定）

オーストラリア市場へのプロモーション具体例 
で実施予定（１月末からを予定）
 
 
 
 

場

30～50歳代ファミリー層＆40～60歳代富裕層へ
のアプローチの他ウインタースポーツ関心層へ
のアプローチを複合的に実施 

・インターネット上の各種広告 
・雑誌広告への掲載（2誌）

ゆったりシニアのスノーリゾートツアー 

スキーだけでなく、スノーシュー

クロスカントリー 

スキー体験ツアー 
スノーリゾートの楽しみ方

モニターツアー例 

 
 
●冬季スポーツ観光活性化のためのシンポジウム（１月２７日予定） 

雑誌広告への掲載（2誌）
・シドニーメルボルンでの屋外広告（2種、10～11月） 
・キャンペーンサイトにおけるパウダースノーのPR 
・FACEBOOKにおいてスノーボードゲームを展開 
・体験型展示イベントの実施 
・日本紹介小冊子の数頁においてスノーを紹介 

“Think powder”というキャッチフ
レーズを用いて日本の上質なス
キー場をPR（ホームページ） 

や食やホテルの楽しみ方など
も加えた、シニア大満足のリ
ゾートツアー！ 

リゾ トの楽しみ方
として、クロスカントリース
キーを覚え、新たな冬季
旅行モチベーションに！ 
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観光庁における医療観光の取り組み 

医療観光とは
  

○医療観光とは、外国人が日本の医療機関等で治療、健診等を受ける目的で訪日旅行し、併せて国内観光を行うこと。 
○人間ドック等の健診分野、がん、心臓病の手術等の本格的な治療分野、さらには温泉療養等の美容・健康増進に至るまで対象範囲は広い。 
 

背景・目的 
  

○ 先端の技術や機器等競争力のある日本の医療の強みを活かし、健診・治療等を目的とする海外の患者やその同行者の訪日渡航を促進。 
○訪日外国人旅行者3,000万人時代の実現のためには、海外における訪日プロモーションとともに、国内における新たな訪日メニューの創出が不可欠。 
○医療の国際化という世界的な潮流の中で、医療観光は、国際交流のみならず、国際貢献や地域経済の活性化に資するものとして期待。 

政府 体 組組

 
 
 

 

12．「訪日外国人3,000 万人プログラム」と「休暇取得の分散化」 
・・・「選択と集中」による効果的なプロモーションの実施や 医療など成長分野と連

政府全体の取り組み
 

○インバウンド医療観光研究会の開催 
 外国人患者等の受入体制整備に向けて、先進的な取り組み（実証事業）を

実施し、海外からの外国人患者の誘致、医療通訳の確保、医療費の決済、ト

観光庁の取り組み

新成長戦略（平成22年6月18日閣議決定） 

・・・「選択と集中」による効果的なプロモ ションの実施や、医療など成長分野と連
携した観光の促進、・・・に取り組むことで、訪日中国人旅行者数の大幅な増加を図
り、2020 年初めまでに訪日外国人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。 

ラブル時対応、新たな旅行商品の開発等に関する具体的課題を検証するとと

もに、医療観光の振興を図るため、医療関係者、法曹関係者、旅行会社等の

参画の下、平成21年7月より研究会を開催。 
 

観光立国推進本部（平成21年12月 ）
平成22年度事業全体像

  

○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重要

課題であり、政府としての取り組みを一体的・総合的に推進するため、観光立国推

進本部を設置。 
 

 
 

観光立国推進本部（平成21年12月～）
観光庁 

インバウンド医療観光
に関する研究会   

○本部の下に３つのワーキングチーム（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）を設置。現在、医療観光についても、

観光連携コンソーシアムにおいて議論されている。 

今後の展開

海外プロ
モーション 

海外動向
調査 

国内現況
調査 

   

○研究会を通して、海外の関係者を集めた商談会、我が国の医療関係者によるセミナー、海外プロモーション等を行うことにより、日本の医療サービスの認知度の 
 向上、潜在需要の掘り起こし、ひいては日本の医療のブランド化を図り、併せて効果や課題を検証する。 
○今後の医療観光の促進に向け、海外における事業化の現状や政府の役割等に関する調査、国内における先進事例、経済効果等の調査を行う。 

今後の展開 
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世界の医療観光の状況 

「医療観光」は世界的な傾向で 2012年には1 000億ドル市場規模に達するなど 今後も大きく成長が見込まれ

医療観光の市場規模予測*1 世界の医療観光の状況*3 

「医療観光」は世界的な傾向で、2012年には1,000億ドル市場規模に達するなど、今後も大きく成長が見込まれ
ている。その中でもアジアは主要な受入地域として世界中から医療観光者を集めている。 

日本 
アジアトップ水準 
の評価 地位獲得

年平均 
成長率9％ 1 000

1,200 
1,000 

インド 
20万人（2007年） 

の評価・地位獲得
（2020年目標） 
※新成長戦略の 
「国際医療交流」における目標 

600 

800 

1,000 

400

600 

マレーシア 

米国 
43万人（2008年） 

2004 2006 2012
0

200 

400 
400

韓国 
2万人（2007年）       
10万人（2012年目標） 

40万人（2007年）2004 2006 2012
0 

医療観光者数は2008年推計で約600万人*2、

タイ 
60万人（2007年）

シンガポール 
55万人（2007年）      
100万人（2012年目標） 

医療観光市場規模は2012年までに全世界で
1,000億ドルに到達（予測） 

※韓国政府によると、 
  5万人（2009年） 
 20万人（2013年目標） 
 100万人（2020年目標） 

60万人（2007年）   
200万人（2010年目標） 

出所：*1: Medical Tourism：Global Competition in Healthcare（National Center for Policy Analysis）に記載の推計・予測値。 
    *2: International Medical Tourism , Ian Youngman    *3「Medical Tourism Fact& Figure 2008」 Ian Youngman -18- 



２０１１年 国際森林年 

■ 国際森林年とは 
・2011年は、国連の定める「国際森林年」（International Year of Forests） 
・国連は加盟国が国際森林年に関連した活動（持続可能な森林経営、森林の保全・啓発等）を促進する 
ことを奨励 ことを奨励

・林野庁が中心となって、各地で様々な取組（植樹祭、森林関係者への支援、森林知識の普及、会議、 
 写真等の展示等）を推進する予定 
・第一回国際森林年国内委員会（10/12/16)にてテーマ決定第 回国際森林年国内委員会（ / / )にてテ マ決定 
      「森を歩く」 
 ～未来に向かって日本の森を活かそう～ 
    ～森林・林業再生元年～ 

  ＜参考＞ 国際年（International Year）とは  
  国連総会において採択・決議されるもので、特定の事項に対して 
  特に重点的問題解決について、 国連をはじめ 
  全世界の団体・個人に呼びかけるための期間のこと。  
  （例）2009年：世界天文年、国際天然繊維年、国際和解年  

2010年 国際生物多様性年 文化の和解のための国際年 国際ユ ス年

  ・ 林野庁の国際森林年推進事業と連携した、観光圏等の地域での森林を活用した観光振興・ 
交流人口拡大の取り組み支援の検討

 
 
 
 

    2010年：国際生物多様性年、文化の和解のための国際年、国際ユース年  
     2011年：国際森林年、国際化学年 

■ 国際森林年に係る観光庁の取組 

    交流人口拡大の取り組み支援の検討
    （森林を活用したイベント開催、エコツーリズム商品の造成、などを想定） 
 

・ 着地型旅行商品の外国人旅行者受入環境整備事業での森林を活用した

 

  ・ 着地型旅行商品の外国人旅行者受入環境整備事業での森林を活用した

    モニターツアーの実施 
 

・ 魅力ある日本のおみやげコンテスト２０１１にて 国産材使用商品に関して  ・ 魅力ある日本のおみやげコンテスト２０１１にて、国産材使用商品に関して

    「国際森林年 特別賞」の創設 
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休暇取得の分散化に関するこれまでの検討・対応状況（～平成22年12月） 

政府関係の動き 国民的な合意形成に向けた動き 調査 
21年12月 休暇分散化WT（12/21 第1回） 

- 分散化案の提示 

22年1月
産業界等2月

3月 休暇分散化WT（3/3 第2回） 
-ヒアリング（経団連、日商、全国中小企業
団体中央会） 

産業界等への
ヒアリング 

日本銀行  
金融業（銀行業（全

銀協等）、保険

休暇分散化WT（3/8 第3回） 
-ヒアリング（小学校長会、中学校長会、高
等学校長協会、日本PTA全国協議会、
連合、サービス・流通連合） 地方ブロック説明会 

政
府
・

業、証券業、資
金決済会社、貸
金業） 

製造業（自動車、
製鉄、電機、製

休暇分散化WT準備会合（3/16） 

4月 休暇分散化WT準備会合（4/1） 
休暇分散化WT準備会合（4/14） 

 4/27 沖縄（那覇市） 
 5/20 北海道（札幌市） 
 5/24 四国（高松市） 
 5/25 中部（名古屋市） 

5/26 近畿（大阪市）

ピーク需要調査（GW）
（4/3~6、 5/15~16 ） 

経済効果分析 
響

与
党
関
係

製鉄、電機、製
紙、食品） 

流通業界 
印刷業界 
運輸業界 
物流業界5月

6月

7月

5/26 近畿（大阪市）
 5/26 中国（広島市） 
 5/26 九州（福岡市） 
 5/31 東北（仙台市） 
 6/2   関東（東京都） 

6/9 北陸信越（新潟市）

企業影響調査 
アイディアボックス
（6/22~7/12） 

者
へ
の
説

物流業界
旅行業界 
宿泊業界 
公益事業 

8月 休暇分散化WT準備会合（8/5） 

9月

10月 休暇改革国民会議（10/6 第1回）

6/9  北陸信越（新潟市）
ピーク需要調査（お盆）
（8/5~18） 

明
 

中小企業ヒアリング調査 

内閣府特別世論調査
10月 休暇改革国民会議（10/6 第1回）

11月 休暇分散化WT（11/19 第4回） 

12月 休暇改革国民会議（12/16 第2回） 

内閣府特別世論調査
（10/21~31実施、12/2公表） 
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休暇取得の分散化に関する論点及び今後の検討方向性 

新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定）を踏まえ、 「財政出動を伴わない成長戦略」として、休暇分散化による需要の創造・ 
平準化を通じ 地域経済 活性化 サ ビ 向上 雇用 安定化など幅広 効果 実現を目指す平準化を通じ、地域経済の活性化、サービスの向上、雇用の安定化など幅広い効果の実現を目指す。

当初案：全国を５つの地域ブロックに分け、地域ブロック別に、春の大型連休の分散及び秋の大型連休の創設を行う。 

これまでの議論における主な論点 

【効果】 

- 新規旅行需要創出効果 ＝ 2.8兆円（春・秋） 
- 観光地の混雑緩和 
- 旅行料金の低廉化 

地域経済の活性化

【課題】 

- 企業活動への影響（シフト勤務や休日出勤による人件費・労務管
理コストの上昇、在庫の増加、ブロック間取引への影響等） 

- 資金決済への影響（中小企業の資金繰り、市場の公平性等） 
全国 斉 休 な と休めなくな 懸念- 地域経済の活性化 

- 環境負荷の低減 
- 観光産業における生産性・サービス向上、雇用安定化 
- 家族旅行の機会増加による教育効果 

- 全国一斉の休日でないと休めなくなる懸念
- 学校行事への影響 
- 親子や遠方の親族・友人の休みの不一致 
- 祝日の意義の低下 

内閣府特別世論調査（全国20歳以上を対象 有効回収数：1,953人） 

現在提案中の分散化案に対し、賛成28.1％、反対56.1％ 

今後の検討方向性

○ 第２回休暇改革国民会議での提案（※）を踏まえ、メリットを活かしつつ、デメリットを最小化するような案の見直しを行い、
修正案については、地方ブロック説明会等を開催し、産業界や労働界等への説明を行う。 

※第２回休暇改革国民会議（平成22年12月16日）において、秋を先行実施させることとし、ブロック分けについては、事務局で

今後の検討方向性 

※第２回休暇改革国民会議（平成22年12月16日）において、秋を先行実施させることとし、ブロック分けについては、事務局で
よく検討した案を提示すべきという提案。 

○ 休暇取得の分散化の意義・メリット等を幅広く周知する措置を引き続き講じるとともに、休暇取得の分散化の円滑な導入に
向けた取組を実施する。 

国民的なコンセンサスの形成に向け、最大限努力 -21- 


