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震災後 全国的に落ち込んでいる国内観光需要回復のため 国内旅行促進に資する取り組みを実施するとともに

１．平成２３年度第３次補正予算の取組について

震災後、全国的に落ち込んでいる国内観光需要回復のため、国内旅行促進に資する取り組みを実施するとともに、
被災地復興と新たな観光地づくりのモデル構築を図るため、地域の様々な取り組みを連携させ、統一的な情報発信
等を行うとともに、地域再生のための観光業支援を行う

広域連携観光復興対策事業（東北観光博）国内観光活性化緊急対策事業

東日本大震災により落ち込んだ国内の観光需要を
着実に回復させるため、国内観光活性化緊急対策
事 観 喚

国による取組：【全体事業】

①東北観光博覧会（仮称）全体に係る統一した情報発信（予算事業）
「博覧会」のポータルサイト構築や各種メディア等によるＰＲを行う。

②「ゾーン事業」の統一性の確保（予算事業）
「博覧会」の統一ロゴの作成や「地域観光案内人」の育成のための研修等を行う。

事業を実施して、全国的な観光需要の喚起を図る。
①環境整備 ･･･ 休暇取得と外出／旅行促進のた

めの「ポジティブ・オフ」運動
②機運醸成 ･･･ 官民合同の国内旅行振興キャン

「博覧会」の統 ロゴの作成や「地域観光案内人」の育成のための研修等を行う。

③民間事業者との連携による利便性の向上、旅行促進（非予算事業）
交通事業者、旅行会社等に対して、新たなバス路線の運行、旅行商品の造成等を働
きかける。

ペーン
③需要創出 ･･･ 旅行に係る潜在需要掘り起こし

（モニターツアー）

東北地方に３０カ所程度設定された区域（ゾーン）それぞれにおいて、地
域内の幅広い関係者の連携により観光客を迎え入れる体制の強化に取り

各地域による取組：【ゾーン事業】

東日本大震災及びその後に生じた風評被害により甚
大な被害を受けた東北３県（岩手 宮城 福島）及び

地域再生のための観光業支援事業

域内の幅広い関係者の連携により観光客を迎え入れる体制の強化に取り
組む。
（例）・「地域観光案内人」の配置

・各種参加型コンテンツの提供
・各種イベントの開催

大な被害を受けた東北３県（岩手、宮城、福島）及び
北関東３県（茨城、栃木、群馬）を対象に、地域の核と
なる市町村と協働し、コミュニティを支える観光業を支
援する観点から、地域の課題、ニーズ、問題意識を踏
まえた相談 アドバイスを行い 地区 集落単位での地 各種イ ントの開催

・ゾーン内の移動手段の確保
・「地のもの」の活用（食事、土産 等）

まえた相談・アドバイスを行い、地区・集落単位での地
域の再生を図る。
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１．平成２３年度第３次補正予算の取組について

１ 「モニターツアーの造成による若者旅行振興に関する調査」の目的

○ 我が国の観光市場のうち国内宿泊旅行が大部分を占めている一方で、国民一人あたり
の国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数は減少傾向。

○ 二十代 三十代の国内宿泊旅行回数が低迷しているため 旅行回数が低迷している若

１．「モニターツアーの造成による若者旅行振興に関する調査」の目的

○ 二十代、三十代の国内宿泊旅行回数が低迷しているため、旅行回数が低迷している若
年層に対し旅行の魅力を体験させるモニターツアーを実施し、新たな国内観光需要を創

出するとともに、その結果の検証及び若者の実態について調査。

①旅行回数が低迷している若年層に旅行需要を喚起する企画であること。
②独創性 高 広報手段または タ 提案 ある と

２．モニターツアーの応募条件

②独創性の高い広報手段またはモニターツアーの提案であること。
③実施主体及び実施地域が、このテーマで商品造成の取組を継続的に実施していく方針
・熱意を持っていること。
④ツアー実施地域の着地側と連携をとっていること 等④ツアー実施地域の着地側と連携をとっていること。 等

３．そ の 他

①若者需要を喚起するテーマ性・独創性
②継続的な旅行商品として発展の可能性
③モニターツアーとしての規模
④実施可能性（告知方法 タ ゲテ ング等）
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④実施可能性（告知方法・ターゲティング等）
⑤地域関係者との連携状況
⑥潜在需要を喚起する期待度



１．平成２３年度第３次補正予算の取組について

モニターツアー実施予定（平成２４年１月２０日時点）

モニターツアータイトル 目的地 実 施 内 容

“鹿角の萌えみのり”安保店長と行く！茅原実里の
「鹿角の萌えみのり」というお米のイメージキャラ

モニタ ツア 実施予定（平成２４年１月２０日時点）

鹿角の萌えみのり 安保店長と行く！茅原実里の
おもひでなぞりツアー

秋田県 クターであるみのりんとコラボした声優茅原実里
のDVDのロケ地めぐり、ならびに足あと巡り。

福島発 スキーエリア再活性化のための「今」と「未
来」の需要創造～「雪マジ！１９」プロジェクト in ふ 福島県

「19歳リフト券無料」により若者をスキー場へ誘
来」の需要創造～「雪マジ！１９」プロジェクト in ふ
くしま～モニターツアー

福島県
因するツアー。

プロが指南！お買い物予算１万円で、あなたのオ
シャレをコーディネート 原宿・南青山オシャレ・ウ 東京都

雑誌で人気のスタイリストが同行し、原宿・南青
山近辺をウオーキングしながらショッピングやスシャ を ディネ ト 原宿 南青山オシャ ウ

オーキングツアー
東京都 山近辺をウオ キングしながらショッ ングや

タイリストがコーディネイトをアドバイス。

震災復興への挑戦者との対話による学び、復興支
援 絆ツア

岩手県

震災の語り部から話や写真を聞くのみならず、被
災地で復興に取り組む企業等から取組や現場の
説明を受け 自分達で何ができるかを考え 現地援、絆ツアー

岩手県
説明を受け、自分達で何ができるかを考え、現地
の問題解決を検討する。

愛を伝える旅、形に残す旅（告白&プロポーズ&入
籍旅行プラン）～若者カップルを対象とした 新た

神奈 県
高額旅行需要として、告白記念、プロポーズ（既
婚者 プ ポ ズ 旅先 入籍などを

籍旅行プラン） 若者カップルを対象とした、新た
な高額旅行需要開拓のための宿泊プラン～告白
プラン／プロポーズプラン／旅先での入籍プランの
実証事業

神奈川県及
び静岡県

婚者のプロポーズAgain)、旅先での入籍などを

機会とした新たな旅行需要の掘り起こしに挑戦
する。
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スノースポーツ＆雪かきボランティアIN北秋田 秋田県

高齢者宅の雪かき体験やかんじき歩き体験とス
ノースポーツを実施。



１．平成２３年度第３次補正予算の取組について

モニターツアータイトル 目的地 内 容

自家用車をあまり持たない若年層に対し 交通の
静岡の城巡りツアー 静岡県

自家用車をあまり持たない若年層に対し、交通の
不便な場所にある古城、城址をバスで巡るツアー。

フットサルで日本を元気に！！横浜フットサルコ
神奈 県

震災で被害を受けた地域の人々を横浜に招き、
ポ 被

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

神奈川県 フットサルというスポーツを通じて被災地の方々と
の交流と震災復興。

丹沢山麓で、地元ガイド過ごす！アウトドア体験
神奈川県

ガイド付き山歩きをし、地元猟友会指導による猪丹沢山麓で、地元ガイド過ごす！アウトドア体験
～自然体験・交流の旅ｉｎたんざわ

神奈川県
ガイド付き山歩きをし、地元猟友会指導による猪
鍋作り、酒蔵見学を行う。

箱根で食育！ 健康で美しい身体づくり体験！ 神奈川県 地産地消による食育体験や健康セミナー。

大学生のための就活前の産業見学（製造業） 愛知県
大学生用アレンジしたトヨタ工場やヤマハ工場を
見学し、就職情報会社による「就活」までの過ごし
方のガイダンスを行う方のガイダンスを行う。

～雪と文化と雪灯りに包まれて～ 夜のかまくら
で鍋を囲もう！ （選べる！雪国体験付）

新潟県
地元産の雪室で貯蔵した野菜を使い化学調味料
を全く使わない「雪室鍋」をかまくらで食べる
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１．平成２３年度第３次補正予算の取組について

モニターツアータイトル 目的地 実 施 内 容

カメラ女子ブログ女子 あなたが見つける 冬の北 北海道及び
都会で暮らす20代、30代のカメラ女子、ブログ女

子に写真とブログにより女子感性で島の魅力を
ラ グ あ 見 冬

海道・南富良野の魅力発見モニターツアー 沖縄県
子に写真とブログにより女子感性で島の魅力を
発信してもらう。

「山ガール集まれ! 熊野古道セラピーウォーク」モニ
タ ツア

和歌山県
熊野古道と温泉を観光資源にした女性の登山ツ
アターツアー アー。

よくばり福岡女子の 「農・食・健・美 （のうしょくけん
び）」 体験ツアー

大分県
「エコ」と「おいしさ」という観点から、農業体験、農
家民泊という新たな旅のスタイルを提案。

伊豆ビーチヨガ＆修善寺ボランティア 静岡県
沖縄を除く海のリゾート地の閑散期に「ビーチヨ
ガ」と「社会奉仕活動」を行う。

「婚活はじまりの場所」といわれている沼島にお
神秘の島「沼島」と縁結びツアー 兵庫県

「婚活はじまりの場所」といわれている沼島にお
いて婚活パーティとパワースポット巡り。

自分を変える。秋田で変わる。あきた(プチ)美ュー
ティ キャンプ

秋田県 美を追求したプログラムの体験ツアー。
ティーキャンプ。

秋田県 美を追求した グラ の体験ツア 。

粋な女子旅 路地裏snap ～カメラを片手に岐阜・
下呂・郡上を巡る～

岐阜県
郡上八幡城下町の散策、指導員がつき高山線
のローカル列車や風景の撮影を行うツアー。

7計１９本を予定 モニターツアー参加者を６５０名以上想定
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２．各地域における若者旅行振興取組事例

①全国大学生旅プランコンペin網走（網走市）

④元気プロジェクト（沖縄県）

①らき☆すた（久喜市）②棚田再生事業（美作市）

②川崎産業観光学生プロモーター（川崎市）

③くまモン（熊本県）

② 観光 （ ）

9③宮崎恋旅プロジェクト（宮崎県）
若者に関連した取組

若者旅行振興を目的とした取組



２．各地域における若者旅行振興取組事例

区分 取 組 名 内 容

１．若者旅行振興を目的とした取組

区分 取 組 名 内 容

①
全国大学生旅プランコンペin

全国の大学生、短期大学生を対象に着地型観光メニューの企画コンペを開
催し、実現可能な観光メニューを網走観光の新たな着地型観光メニューとし
て商品化 事業化を図ることを主眼に募集 平成２２年度にコンペを実施し①

網走（網走市）
て商品化、事業化を図ることを主眼に募集。平成２２年度にコンペを実施し、
応募総数は４７件にのぼった。平成２３年度は優秀な２件を旅行商品として
成立するか検証し、平成２４年度より商品造成すべく予定。

平成２３年１０月より、選抜された７名の学生が産業観光ツアーの企画や市

②
川崎産業観光学生プロモー
ター（川崎市）

内の企業・商店等と連携して産業観光グッズ等の開発を行うことにより、産
業観光マーケットのターゲット拡大や、より一層の産業観光振興を図るとと
もに、学生と企業等との交流を推進することを目的としている。

神話で有名な高千穂や縁結びで有名な青島神社を恋旅スポットとして ２０

③
宮崎恋旅プロジェクト
（宮崎県）

神話で有名な高千穂や縁結びで有名な青島神社を恋旅スポットとして、２０
～３０歳代の女性をターゲットに、携帯電話を使って県内の縁結びスポット
などを巡る。平成２１年１１月より当事業を行っており、「恋旅」旅行商品の
造成や東京ガールズコレクションとタイアップをするなど、メディアへの露出
が増えている。が増えている。

④ 元気プロジェクト（沖縄県）

平成２２年度に調査、検討会及びモニターツアーを行い、若年層市場につ
いて実態を把握。平成２３年度は沖縄の魅力をアピールし、観光客の誘客
が期待できる優れた事業計画を 広く公募して実施中。若年層のみならず、

音楽や映像 フ シ ンなどを活用した ンタ テイメント事業をはじめ
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音楽や映像、ファッションなどを活用したエンターテイメント事業をはじめ、
環境保護・伝統文化保全をテーマとした事業を行う。



２．各地域における若者旅行振興取組事例

区分 取 組 名 内 容

２．若者に関連した事業

区分 取 組 名 内 容

①
らき☆すた

平成７年４月より、アニメ「らき☆すた」が放送されてから多くのファンが鷲宮
神社をメインに訪れる。鷲宮神社を訪れるファンに対し、鷲宮町商工会が喜

①
らき☆すた
（久喜市（旧鷲宮町））

神社をメインに訪れる。鷲宮神社を訪れるファンに対し、鷲宮町商工会が喜
ぶサービスを考え、版権元の角川書店と当アニメの調整を行い、町独自の
オリジナルグッズを販売。平成７年からの経済効果は約１億円。

耕作放棄されていた美作市上山地区の棚田再生が目的 総務省が行う

② 棚田再生事業（美作市）

耕作放棄されていた美作市上山地区の棚田再生が目的。総務省が行う
「地域おこし協力隊」の取組や地元の村人、協力隊のネットワーク等を活用
しながら現在実施中。２０代から６０代の男女が近郊の岡山市や関西圏か
ら週末に来て草刈り等を手伝っている。

九州新幹線開通を迎え、熊本県出身の小山薫堂氏が提案した「くまもとサ
プライズ」をスローガンとして、熊本を盛り上げる取組の一環として誕生した
ゆるキャラ 現在では営業部長という肩書きをもち 県における観光や農作

③ くまモン（熊本県）
ゆるキャラ。現在では営業部長という肩書きをもち、県における観光や農作
物等のＰＲも行っている。くまモングッズの売り上げは１０億円以上。子供を
はじめ、老若男女に人気があり、くまモンを目的に熊本県に来るケースもあ
る。当初は平成２４年３月に終了予定だったが、当該取組は継続予定。
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