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平成 24 年 7 月 27 日 

 

若者旅行振興研究会 第二期（平成 23 年 11 月～平成 24 年 6 月）のまとめ 

これで若者は旅に出る！第二弾 

～「いいね！」と言われたいネタ消費、就職活動、共通の関心、大勢でワイワイ、 

人との触れ合いなど若者の行動特性に対応した施策で需要開拓～ 

 

近年、若者の旅行離れに関する様々な指摘が行われている中、現在及び将来における旅行

市場の拡大、若者に良い旅行経験をしてもらうという観点から、観光庁は産学官の関係者に

より構成する若者旅行振興研究会（以下「研究会」という。）を設け、平成 22 年 7 月から二

期にわたり、若者の旅行動向に関する情報収集、他業界による若者へのアプローチの取組等

を研究し、若者の旅行振興策の議論を行ってきました。第二期研究会では、他業界での取組

やモニターツアーを通し、若者の関心を惹きつける事例等について議論を行いました。 

以下にその議論や発表の内容についてまとめました。 

 

Ⅰ.押さえるべきポイント 

若者の行動特性に対応した施策が需要開拓につながる！ 
第二期研究会では、旅行回数が低迷している二十代、三十代の若者にはどのようなテーマ

や手法が響くのかについて議論した。その結果、以下のような行動特性に対応した施策が需

要開拓に結びつくものと考えられる。 

 

その１“「いいね！」と言われたいネタ消費” 
友達をはじめとする自分の関係するサークルとの繋がりを重視する若者は、自分の考えや

行動について認められたいという思い（承認要求）が強いと言われている。例えば、Facebook

であれば自分の投稿に周りの友人から「いいね！」ボタンが押されることで、人との関係性

を確認するとともに承認要求は満たされる。沖縄県の行ったモニターツアーでは旅行中に情

報発信をした人は８割を超えた例もあり、Facebook をはじめとする SNS で自ら簡単に情報

発信が可能なため、若者達は承認要求を満たすべく情報発信のネタを探している。よって、

ネタとなる体験と旅をマッチングさせることが、若者の旅への動機付けとなり得る。 

 

事例： 

○イルカやジンベイザメに出会える海の生き物ツアー 

手軽そうでありながら非日常感のあるイルカ等を盛り込んだツアー 

（参考資料：若年層市場への沖縄観光の取り組み/沖縄県） 
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○雪かきボランティアとスノーボードツアー 

都会では体験することが少ない雪かき、かんじき歩き体験などをツアーに組み込んだ。 

（参考資料：モニターツアー調査報告/ダイヤモンド・ビッグ社） 

 

○カメラ女子ブログ あなたが見つける冬の北海道・南富良野の魅力発見ツアー 

ブログ等に掲載する写真の撮り方の指導付きツアー。情報発信時の一つのポイントであ

る良い写真を撮ることをテーマとした。 

 

その２“就職活動” 
雇用環境が厳しくなっている現在、若者は早くから就職活動を意識していると言われてい

る。そのため、例えば面接時に自己アピールに繋がる体験の組み込みや就職活動に活かせる

テーマが、潜在需要を喚起する旅のテーマとなり得る。 

 

事例： 

○大学生のための就活前の産業見学 

ものづくりの現場見学や就職合宿を組み込んだ。 

（参考資料：モニターツアー調査報告/ダイヤモンド・ビッグ社） 

 

その３“共通の関心” 
現在の若者は、ICT（※1）ツールの発達により不特定多数とコミュニケーションをとるこ

とが多く、学校・会社といった従来の枠を越えたコミュニティに属することに抵抗がなく、

むしろ自分好みのコミュニティや趣味を追究する傾向が伺える。こういった特定のコミュニ

ティや趣味をターゲットとすることで需要喚起に繋がるものと考える。 
※1 ICT=Information and Communication Technology 

 

事例： 

○フットサルで日本を元気に！！横浜フットサルコミュニケーションツアー 

東北と横浜のフットサル・チームをターゲットとし、試合の場を提供するツアー。 

 

その４“大勢でわいわい” 
10 代・20 代の男女では５割以上が３名以上で、10 代・20 代の男性では３割以上が５人以

上のグループ単位で旅行を申し込んだとの調査結果がある。そのため、３名以上のグループ

を対象とした商品プランを積極的に打ち出すことは需要喚起につながるものと考える。また、

グループ単位での旅行でのお得感を打ち出せば、費用対効果に敏感な若者にも通ずる価格訴

求となる。 

（参考資料：モニターツアーの分析結果/観光庁 p.5） 
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事例： 

○雪マジ！19 キャンペーン企画！19 歳集れ～雪マジ！19 素泊りプラン♪ 

雪マジ！19(※2)の会員登録者を対象として雪マジ！19 期間中、平日限定かつ 4人以上の

場合、一人当たり 1919 円のプランを提供。  

 

※2雪マジ！19; 2011－12 シーズンに実施したじゃらんリサーチセンターによるスキーエリア再活性化のため

の若者需要創出プロジェクト。日本 89カ所のスキー場と連携した、19 歳のリフト券が無料となるキャンペー

ン。 

 

その５“人との触れ合い” 
モニターツアーに参加した若者のアンケートには「地域の人との交流が良かった」「参加

者との交流が良かった」という声が多数あった。そのため、個人旅行では出来ない交流のプ

ログラム、一人参加でも寂しさを感じないプログラムなど、「交流」は一つの鍵となり得る。 

 

 

第一期研究会の振り返り 

第一期研究会では、シニア世代とは価値観や行動特性が変化している若者に対して、的確

な商品提供が行われていないのではないかとの仮説をたて、「商品の魅力」、「大学生対象」

との切り口で、各種の実証を行った。その結果、若者に訴求する旅のポイントとしては、「旅

の目的の明確化」、「ICT ツールの活用」が鍵になるのではないかとの結論に至った。また、

若者の旅行スタイルを読み解く６つのキーワード「旅をする人・しない人、旅行経験の二極

化」、「思い立ったら旅立ち」、「口コミ、実際に体験した人の声を重視」、「体験＋効能、自己

投資的な旅に価値」、「絆を重視」、「価格そのものではなく費用対効果を意識」を抽出した。 

第一期の総括はこちら →http://www.mlit.go.jp/kankocho/news05_000098.html 

 

 

Ⅱ.研究会で取り上げた主な事例 
１．新たな旅行機会創出へのチャレンジ 

告白＆プロポーズ＆入籍は旅先で♪ 
 告白・プロポーズ・入籍に関しては、①旅先で行う人はまだ少数、②プロポーズ自体ない

まま結婚となる成り行き婚が増加、③プロポーズやサプライズの方法に悩む男性も多い、と

いう現状がある。一方、告白・プロポーズ・入籍のようなライフイベントを旅先で行うこと

が一般化できれば、新たな旅行機会の創出や旅行支出の高額化、地域にとっては旅行者とそ

の地域との特別なつながりができることにより生涯顧客の獲得につながる。 

そのため、モデルケースとして２つの宿泊施設において「旅先での告白・プロポーズ」を

成功させる特典・サービス付きの「プロポーズプラン」を限定販売したところ、150 名分が

10 日で完売する結果となり、その参加者の９割が「期待以上に満足」と回答した。また、

別の調査では「旅先で告白＆プロポーズ」することについて２割が経験あり、７割は関心が
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ある、「旅先で入籍すること」については１割が経験あり、７割が関心があるとの結果が出

ており、旅先での告白・プロポーズ・入籍に関しては市場の萌芽が伺える。 

 さらに、モデルケースでは平日利用が 84%（うち 32%が金曜）であり、ライフイベントと

旅行を絡めることで平日需要喚起が可能であることが実証出来た。 

（参考：「告白・プロポーズ・入籍は旅先で♪プラン」の実証販売事業報告/リクルート） 

 

２.旅行への誘引のための表現上の工夫 
海外ボランティアツアーのパンフレット、雪かきボランティアとスノーボードツアー及び

大学生のための就活前の産業見学ツアーを事例として、どのような表現の工夫が旅行誘引と

なるかを議論した。その主なポイントは以下の通り。 

・海外ボランティアツアーにおいては、初めての参加者も多い。そのため、初心者の参

加の心理的ハードルを下げるように、表現のトーンは、読むだけで明るく元気な気分

になり、テンションが上がるように「旅の楽しさがしっかりイメージできる」、「希望

を持たせる」、「活動の意義をきちんと伝える」を原則としている。写真を多用した細

かい行程の情報、参加者の声、現地の感謝の声、Ｑ＆Ａなども必須。 

・タイトルでアピールのポイントをしっかり示すことが大事。 

・旅のスイッチが入るように表現で行程中の感動やワイワイした雰囲気を表現。 

（参考資料：若年層の旅行促進 弊社での取組について/ダイヤモンド・ビッグ社） 

 

３.異業種の事例 
①雑誌 ～宝島社「smart」～ 

雑誌や本が売れないと言われている時代であるが、3年間で販売部数を 1.5 倍に伸ばした

宝島社の男性ファッション誌「smart」のケースを通じて若者へのアプローチ方法を研究し

た。主なポイントは以下の通り。 

 ・アンケートなどで収集した読者の声を徹底的に編集方針に反映。 

 ・男性読者のニーズをわかりやすく誌面に反映。例えば「モテるため」、「お洒落に見える

には」、「部屋を素敵に」、「アイドル」など。 

 ・時計など王道の人気の特集は連続。 

 ・写真はわかりやすく（背景との組み合わせよりは訴えたいものを抜き出す等）。 

・「女子が好きな男子スタイル」など女子に薦められることは男子にとっての原動力。 

・基本的だと思うことも一から丁寧に解説。 

・バラエティに富んだ誌面作りで、これまでにないセグメント層からも新規顧客開拓。 

（参考資料：「smart」を編集することで見える若者像/宝島社） 

 

②車 ～トヨタ自動車～ 

旅行と同じく、若者のクルマ離れに関する様々な指摘がなされているが、従来とは違っ

たやり方での若者へのアプローチや一般的な自動車旅行促進も行っているトヨタ自動車の

ケースをとりあげた。主なポイントは以下の通り。 
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（若者へのアプローチ） 

・“クルマは「夢」をかなえるモノ”であることを訴えかける CM 

・「尖ったクルマ」づくり→若者へのアンケート調査から、メッキや音や光を強化 

・カー雑誌やマンガ誌とのタイアップ 

・サーキット実体験 

（自動車旅行促進） 

・農山漁村での体験プログラムや、そのムラに住む人々との交流プログラムを用意した

「Gazoo mura」を全国 58 箇所に展開。都会の生活では経験できない出会い・発見へと

繋げる体験型ドライブを提供することで、ドライブの動機付けを創出。 

・個人の自動車旅行者に対し、新たなサービス提供と市場の創出、情報・コンテンツの

高度化かつ、拡充の支援を通じて、自動車旅行の更なる拡大への貢献をめざす官民に

よるアライアンス組織「カー旅機構」への参加。 

(参考資料：「若者のクルマ離れ」対策と自動車旅行促進策(2011)/トヨタ自動車㈱) 

 

Ⅲ.研究会メンバーから出た若者旅行振興に関する意見等 
・若者旅行振興の意義、重要性、そして好事例は、地域・観光事業者など多くの人に共

有し、若者旅行振興の機運を盛り上げるべき。 

・携帯ゲーム会社などは 5 分、10 分のシーンに多額の資金・人員を投入し、エンターテ

イメント性を追究するなど顧客獲得に必死の努力をしている。旅行業界もそういった

努力が必要では。 

・新規顧客獲得コストは、利幅の薄い商売をしている事業者は負担しにくい。目的地と

して選択してもらうためのマーケティングという観点から、地域で、また業界で団結

して獲得する努力が必要ではないか。 

・今の若者は旅行の仕方がわからないという人々もいる可能性がある。旅行の仕方から

業界全体で啓発することが必要では。例えば、旅行の仕方、旅館での過ごし方をきっ

ちり説明するなど。 

・生涯顧客を確保する施策の一つとして「記念日」は非常に有効。「記念日」商品を地域・

事業者・政府が一体になって作りあげていっては。 

・スピード感をもって、色々な方策をトライアンドエラーで実践することが必要 

・若者が価値があると考える事項の中で相対的に旅行の価値が落ちてきているため、若

者の旅行価値リテラシーを高めることが必要。 

・自分がボランティアで植樹した樹の成長を見たい、一度民泊でお世話になった家をま

た訪問したい、そんな心理を突いたリピーター施策があってもよい。 

・若者がアンケートでその地域で「やりたい」と答えたことの１～10 位を全て含むよう

なツアーを作ってみたらどうか。 

・学生にとって、長期留学やインターンや海外旅行は金銭面の援助、勧めてもらう/安心

して送り出してもらう等の観点から「親」が一つのポイントでは。 

・高校生、大学生の約 75%が you tube を、約 60%がニコニコ動画を利用しているという
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データがある。インターネット上の動画サービスをうまく取り込む施策が有効では。

（参考資料：若年層のコミュニケーションに関する調査/楽天トラベル p.6）（出典：

楽天リサーチ株式会社（2011 年 6 月）） 

 

Ⅳ.今後取り組んでいく方向性 

さらなる若者旅行振興のために 

研究会では第一期、第二期と約 2年に渡り、若者旅行振興のために、若者の実態にあった

商品の開発や新しいマーケティング手法を使った情報発信・商品 PR 等について具体的にど

のように取り組んだら良いか検討し、事例創出及び収集を行ってきた。研究会での取り組み

内容を参考に、観光庁は、地域・観光業界に向けてどのように若者旅行振興に取り組んでい

くべきかの提言を行っている。 

若者世代は他の世代と比較して所得が低く、人口ボリュームも少ないことから、地域・観

光業界などにとってはマーケティング等の投資効率が悪く、ターゲットセグメントとしにく

い現状はあるが、若者旅行振興を通じて顧客を育成し現在及び将来における旅行市場の拡大

を図っていくことは、地域・観光業界が一丸となって取り組むべき課題である。地域・観光

関係の皆様におかれては、提言に沿って、積極的に若者旅行振興に取り組んでいただくこと

を期待したい。 

（参考資料：若者旅行振興に向けた今後の取組について/観光庁） 
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（参考） 

１.若者旅行振興研究会発足経緯 

①若者旅行振興の必要性について 

国内観光市場については、東日本大震災の影響が大きいと予想される平成 23 年を除き、

ここ数年は大きな動きはなく、ほぼ横ばいであり 23～25 兆円の間で推移している。国内の

観光市場においては、外国人旅行者の増加に期待するものの、外国人旅行者の市場規模は約

5～6％であり、現状はまだ国民の国内旅行（特に宿泊旅行）が市場を支えている。国民一人

当たり国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数はともに減少傾向であり、現在実質市場を支えて

いる国民の国内旅行喚起も引き続き促していく必要がある（平成 23 年度暫定値：国民一人

当たり国内旅行回数 1.37 回、宿泊数 2.17 泊）。 

「旅行・観光消費動向調査」（観光庁）の調査結果から、国民の年代別の旅行回数を比較

すると、20 代、30 代の旅行回数の落ち込みや低迷が顕著である。特に 20 代男性は、過去 5

年間を通じても年代別男女別で旅行回数が最も少ないという結果が出ている。 

また、「日本人の旅行行動に関する実態調査」（観光庁）の調査結果から、人生のライフス

テージ別（子ども時代、学生時代、未婚・社会人時代、既婚・無子・社会人時代、既婚・有

子・社会人時代）の旅行回数を見ると、どの年代でも各ライフステージの中で休日・休暇の

自由度が相対的に高い未婚・社会人時代は、最も旅行回数が多い。しかし、可処分所得の減

少等によって、未婚・社会人時代でも若い世代ほど旅行回数は減少しており、結婚後、家族

旅行などへの影響が懸念される。また、現在（平成 20 年度調査当時）の学生は他の世代と

比較して学生時代の旅行回数が大きく減少しており、将来的な旅行動向に影響を与える可能

性がある。 

以上の問題意識より、現在及び将来的な旅行市場を維持・拡大するという観点や、旅を通

じて若者が自己を見つめ直して成長するという観点、また、地域の魅力に触れることで日本

を愛する気持ちを培う機会を増大するという観点等からも、若者の旅行振興は必要である。 
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②若者旅行振興研究会発足趣旨 

近年、若者の旅行離れに関する様々な指摘が行われる中、観光庁においては、平成 21 年

観光白書等でその原因分析を行ってきたところであるが、「①若者旅行振興の必要性」の通

り、若者の旅行振興に向けた具体的な取り組みの検討が必要とされている。 

このため、産学官の関係者から構成する研究会を立ち上げ、今後の若者の旅行振興に必要

な取り組みについて検討を行うこととした。第一期は平成 22 年 7 月～平成 23 年 6 月、第二

期は平成 23 年 11 月～平成 24 年 6 月にかけて開催した。 

 

◆第二期研究会メンバー 

【大学関係者】 

折戸 晴雄  玉川大学 経営学部 観光経営学科 学科主任 教授 

高橋  竜  日本学生観光連盟代表 

坪野  愛  特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）アイセック・ジャパン 

立教大学委員会 観光プロジェクト 

 

【民間企業】 

太田 智之  株式会社宝島社 編集一局 スマート編集長 

奥   健  株式会社ダイヤモンド・ビッグ社 本部長  

上山 康博  楽天トラベル株式会社 執行役員 事業推進第二部長（～平成 24 年 3 月） 

有木 祐二  楽天トラベル株式会社 事業推進第二部 副部長（平成 24 年 4 月～） 

関山 幹人  株式会社ＮＨＫエンタープライズ 制作本部エンターテインメント 

番組 エグゼクティブ・プロデューサー 

都丸 一昭  株式会社グラウンディングラボ 取締役副社長 

藤井 英夫  トヨタ自動車株式会社 渉外部 第一渉外室 担当課長 

矢ケ崎紀子  日本総合研究所 総合研究部門 上席主任研究員 

横山 幸代  株式会社リクルート じゃらんリサーチセンター 研究員 

 

【行政・観光関係団体】 

川口 明子  財団法人日本交通公社 主任研究員 

下地 芳郎  沖縄県文化観光スポーツ部 観光政策統括監 

林  大吾  日本商工会議所 流通・地域振興部 課長 

廣瀬 弘和  一般社団法人日本旅行業協会 ＶＷＣ２０００万人推進室 

プロジェクトマネージャー（～平成 24 年 3 月） 

勢子 浩之  一般社団法人日本旅行業協会 総合企画部 

企画・広報グループマネージャー（平成 24 年 4 月～） 

森島  聡  社団法人日本経済団体連合会 産業政策本部 主幹 

 

【観光庁】 

志村  格  観光地域振興部長（～平成 24 年 3 月） 

瀧本  徹  観光地域振興部長（平成 24 年 4 月～） 

新垣 慶太  観光地域振興部観光資源課長 

井上 史子  観光地域振興部観光資源課ニューツーリズム推進官 
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２. 第二期研究会の開催状況 

①第一回若者旅行振興研究会 （平成 23 年 11 月 18 日） 

 若者旅行振興に関する意見交換 

 発表 

-第二期 若者旅行振興研究会の進め方/観光庁 

-男性ファッション誌編集長から見る最近の若者像/㈱宝島社 

-国内旅行における「男旅とホンネ」について/㈱リクルート 

-若年層の旅行促進 弊社での取り組みについて/㈱ダイヤモンド・ビッグ社 

-若年層のコミュニケーションに関する調査/楽天トラベル㈱ 

 

②第二回若者旅行振興研究会 （平成 24 年 1 月 20 日） 

 若者旅行振興に関する意見交換 

 発表 

-平成 23 年度第３次補正予算の取り組みについて/観光庁 

-若年層市場への沖縄観光の取り組み/沖縄県 

-「若者のクルマ離れ」対策と自動車旅行促進策(2011)/トヨタ自動車 

-若者から見た旅行/日本学生観光連盟 

 

③ 第三回若者旅行振興研究会 （平成 24 年 6 月 6 日） 

 若者旅行振興に関する意見交換 

 発表 

-モニターツアーの分析結果について/観光庁 

-若者旅行振興のためのモニターツアー調査報告/ダイヤモンド・ビッグ社 

-「告白・プロポーズ・入籍は旅先で♪プラン」の実証販売事業報告/リクルート 

-なぜ、若者は 4 年間フリーマガジンを作り続けるのか？～フリーマガジン Lily の事

例で読み解く現代の若者の気持ち～/グラウンディングラボ 

-NPO 法人アイセック・ ジャパン 

-若者旅行振興に向けた今後の取組について/観光庁 

 


