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１．国際文化交流と国際観光振興の政策的意義 

 

国際交流基金（以下「基金」という。）と国際観光振興機構（以下「ＪＮＴＯ」

という。）は、我が国にとって、いずれも重要な「外交」と「観光」という二つの

異なる政策分野において、国際文化交流と国際観光振興をそれぞれ担う専門機関で

ある。 

基金は国際相互理解の増進と我が国の良好な対外関係の維持発展を目的とし、日

本語教育、日本研究･知的交流、文化芸術交流（文化による国際貢献を含む。）等を

主たる事業とし、海外での事業展開に当たっては、原則として、政府間あるいは外

交当局間で文化センター設置協定や口上書を取り交わした上で業務範囲や法的地

位を定め、相手国の教育省や文化省、大学・研究機関、日本語教育機関、芸術団体、

文化交流団体等とネットワークを構築し、連携して事業を実施する。ＪＮＴＯは、

外国人観光客の来訪の促進による国際観光の振興を目的とし、訪日旅行の魅力の宣

伝、国際会議等の開催誘致、旅行市場のマーケティング等を主たる事業とし、海外

での事業実施に当たっては、相手国の運輸旅行業界、メディア等の事業者とのネッ

トワークを構築し、訪日需要喚起、商品造成、訪日旅行者誘致の観点から連携して

事業を実施する。このように、国際文化交流と国際観光振興については両法人で

別々に担っている。 

このように両法人はそれぞれの分野で様々な活動を行うとともに、海外における

国際文化交流事業及び国際観光振興事業において一定の連携を行ってきた実績が

ある。 

 

東日本大震災以降、海外における日本に対する信頼回復の点で、文化交流と観光

振興はさらにその重要性、緊急性を増しており、政策の効果的、効率的な遂行を求

められている。 

本年７月３１日に閣議決定された「日本再生戦略」において、文化交流について

は、震災によりもたらされた国際的風評被害を乗り越え、世界における日本のプレ

ゼンス（存在感）を高め、日本ブランドを世界に発信し、世界の人々が持つ日本の

イメージ・認識の向上を図るべく、日本語・日本文化等を世界に伝えていくこと、

日本の強み・魅力を発信し、日本的な「価値」への国際理解を促進すること、世界

が抱える共通課題の解決に向けリーダーシップを発揮し、人類の未来に貢献する人

材を育成することの重要性が指摘されている。 

また、観光振興については、同じく「日本再生戦略」において「観光立国戦略」
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として１１の成長戦略の一つに位置づけられており、震災や原発事故により落ち込

んだ観光需要を回復し、国民経済を活性化するため、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こととされている。また、

観光立国推進基本法（平成１８年法律第１１７号）や同法に基づき策定されている

観光立国推進基本計画等においても国際観光が重要施策として位置づけられてい

る。 

こうした状況下において、国際文化交流と国際観光振興において両法人が果たす

べき使命を貫徹するべく、基金とＪＮＴＯは、各々これまで培ってきた専門性やノ

ウハウ、相手国との信頼関係やネットワークを継続して活用し、政策実施機能を確

保・強化するとともに、行政改革における徹底した合理化を実現することが求めら

れている。 
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２．組織の在り方に関する検討 

 

（１）基本的な考え方  

基金とＪＮＴＯの統合あるいは連携強化の在り方の検討は、「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、独

立行政法人の制度及び組織の見直しの趣旨である独立行政法人の政策実施機能の

強化と徹底的な合理化による行政改革の実現を目的として実施した。 

検討にあたっては、両法人の事業対象国・地域における現地事務所と職員の活動

に必要な法的地位及び国際的なステータスの維持に留意するとともに、各国の事例

や内外の有識者の意見も参考としつつ、検討を行った。 

 

（２）具体的な検討 

ア. 統合の場合 

一般的に、法人の統合により、一つの組織で事業を企画・実施することにより、

両組織の共通の目的に対して一体的に取り組むことが可能となり、政策実施機能の

強化が期待できる。 

加えて、両法人の統合の効果として、本部・海外の事務所の統合による経費節減、

管理部門の一元化によるスリム化、調達業務の共同実施、本部・海外事務所間の相

互配送業務の共同化等管理部門の合理化、共同事業実施等の事業連携による経費節

減が見込まれる。 

本部・海外の事務所の統合による経費節減は、具体的には会議室等の共用化によ

って、両法人が現在保有する事務所の総所要面積を縮小することによる事務所貸借

経費の節減等であり、同じ都市に存在する事務所の共用化又は近接化により実現可

能となる。 

管理部門については、物品調達の共同実施による購入単価の引き下げや本部・事

務所の物流等業務の一元化等により、合理化を図ることが可能となる。また、現在、

各法人の管理部門で個別に実施している経理事務等を一体として実施することに

よる管理部門の組織体制のスリム化が期待できる。 

事業連携については、オールジャパンで取り組む国際文化祭・芸術祭、旅行博覧

会、周年事業等の事業において、一体的に取り組むことにより、政策実施機能の強

化を図ることが可能となる。 

 一方、相手国関係者からの理解・協力を得つつ事業を実施する必要があることか

ら、以下の点についてこれまでの事業運営方法も尊重しつつ、相手国と調整する必
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要がある。 

 

（a）海外における法的地位の維持 

両法人にとって海外事務所を通じた事業展開は中核的業務であり、双方の海外

事務所が円滑に活動できる環境を整えることが必要不可欠である。基金の海外事

務所が文化交流事業を実施するにあたっては、相手国政府から、文化センター設

置協定や口上書の形式で、文化交流を実施する事務所としての法的地位を取得す

ることが必要となることが多い。当該文化センター設置協定等に基づき、事務所

で実施する業務を文化交流事業と定め、滞在許可等を取り決め、国によっては、

文化交流事業を実施する事務所を前提として土地・建物の使用優遇の措置を取り

交わしているところもある。他方、ＪＮＴＯの海外事務所は、特別な法的地位を

獲得するための協定等を交わすことなく、国際観光振興の業務を実施している。 

このため、両法人が統合した場合には、統合法人の業務範囲が変更されるため、

例えば北京及びモスクワにおいては、法人の海外事務所の設置目的等が変更され

ることにより、現存する又は現在交渉中の文化センター設置協定に基づき獲得し

た法的地位を失うことが懸念される。その場合、新たな業務範囲や法的地位に関

し、相手国政府と交渉を行い、新たな協定等を交わす必要が生じる。統合法人の

海外事務所の業務として、国際文化交流と国際観光振興の双方を位置づける場合、

諸外国において国際文化交流と国際観光振興を同一の法人が実施している事例は

ほとんどないため、相手国から組織の目的や業務内容の理解を得ることが困難と

なることが予想され、基金の海外事務所の多くが既得の法的地位を喪失する事態

が懸念される。また、パリ、マドリード、ケルンでは相手国提供の土地や建物の

貸与の停止又は取消しにより、業務の継続が困難になる事態が懸念される。また、

ソウル、マニラ、クアラルンプール、ジャカルタ、ニューデリー、シドニー、ニ

ューヨーク、ロサンゼルス、メキシコ、サンパウロ、ローマ、ブダペスト、カイ

ロ、ハノイにおいても文化交流機関として得ている既得の法的地位（例えば、事

業実施にあたっての免税措置、職員の滞在・労働許可の取得に関する待遇等）を

喪失することが懸念される。 

一方で、協定等に基づく法的地位を維持しようとして、現行の協定等を踏襲し、

業務範囲を文化面のみに限定した場合には、当該国においてＪＮＴＯが行ってい

る、様々な我が国観光資源を宣伝する国際観光振興の業務が実施できなくなるこ

とが懸念される。 

また、中国に関しては、外国文化センターを所管する中国政府文化部が、日本
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のみならず、全ての外国文化交流機関は中国国内に１ヶ所のみにしか設置を認め

ないとの措置を取っている。現在、ＪＮＴＯは中国国内に３カ所の事務所（北京、

上海、香港）を設置しているが、ＪＮＴＯが基金と統合した場合、ＪＮＴＯの上

海、香港の事務所を閉鎖しなければならない可能性があり、訪日旅行者の有力市

場である中国におけるプロモーション業務やマーケティング業務の著しい後退を

招く可能性がある。 

 

（b）国際的信頼関係と事業関係者の理解・協力の維持 

両法人は「外交」と「観光」という異なる政策基盤に立ち、その専門機関とし

てそれぞれ国際文化交流と国際観光振興を担っている。 

基金は、全世界を対象とし、外交政策上の観点から重点国・地域を選定し、と

きに相手国の教育機関等公的機関をパートナーとし、芸術家、研究者、日本語学

習者等に向けて、日本の課題をも含めて発信、交流等を行い、もって中長期的な

日本への信頼と連帯感を構築する事業を実施している。基金が扱う「文化」の領

域は、芸術等の狭義の文化に留まらず、日本語、日本研究・知的交流、文化協力、

文化を通じた国際貢献等を含む、幅広いものであり、それらを総合的に連動させ

て展開しているところに特徴がある。このため基金は、単に日本を紹介するだけ

でなく、少子高齢化社会への対応、震災や自然災害等への対応、多文化共生、地

球温暖化、環境問題等、日本社会が抱える問題や国際的共通課題を広く取り上げ

ることで、政策決定者やオピニオンリーダーも含めた幅広い関係者との中長期的

な信頼関係と連帯感の構築を図り、将来の知日家や相互理解を担う人材の育成に

取り組んでいる。 

これに対して、ＪＮＴＯは観光客誘致の市場性の観点から、例えば、今後顕著

な成長・拡大が見込まれる新興国の中間層や、莫大な消費が期待される富裕層市

場等、事業対象の国・地域を重点化し、市場の特性に沿って、日本の魅力を宣伝

することで、訪日観光客の増加を図る事業を実施している。ＪＮＴＯは、日本政

府観光局として、現地政府関係者や現地の旅行業界関係者、メディア等官民にわ

たる多様な関係者との長年にわたるネットワークを通じて、市場の最新動向やニ

ーズの収集、分析を行い、国の観光政策の企画・立案に貢献するとともに、地方

自治体、民間事業者等への情報提供を行ってきている。また、具体的な訪日プロ

モーションの実施に当たっては、海外現地の旅行会社やメディアに対して日本の

観光に関する情報や観光素材の提供等のサービスを実施し、現地旅行会社の日本

向けツアーの造成の促進や、日本の観光魅力の宣伝を行うとともに、ウェブサイ
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トやＳＮＳ、旅行博覧会等を通じて、一般消費者に対する観光情報を発信してい

る。 

このように、基金は国の文化外交政策に基づき、国際文化交流の専門機関とし

てのステータスを背景に、日本語教育、日本研究・知的交流、文化芸術交流等の

国際交流事業の海外における実施・推進機関として、相手国教育省や文化省、大

学・研究機関、日本語教育機関、文化交流団体等との連携により業務を行うのに

対しＪＮＴＯは国が企画・立案した方針に基づき、政府観光局としてのステ－タ

スを背景に、訪日プロモーション事業の海外における事業実施の推進機関として、

民間事業者、地方公共団体との連携により業務を行っており、両法人の事業関係

者の範囲は大きく異なる。また、諸外国においても、別組織・法人により各種の

施策が実施されることが一般的であり、国際文化交流及び国際観光振興は国際社

会においてそれぞれ独立したものとして認知されている。現在、両法人はそれぞ

れ長年にわたって培ってきた国際的なステータスを背景にした信頼関係を構築し、

事業関係者の理解と協力を得て事業を遂行しているが、両法人が統合した場合に

は、上記のような国際的なステータスの維持及び事業関係者への効果的な働きか

けの継続が困難となり、事業遂行に支障をきたす。 

 

イ. 連携強化の場合 

両法人が、国内・海外における連携強化として、本部・海外事務所の統合による

経費節減、調達業務の共同実施、本部・海外事務所間の相互配送業務の共同化等管

理部門の合理化等の取組を実施することにより、相当程度の経費節減効果が期待で

きる。さらに、事業を連携して実施することにより、政策実施機能の強化が期待で

きる。 

また、連携強化は、海外における法的地位に影響を与えず、これにより、国際的

なステータス及び事業関係者との信頼関係が維持されることから、業務の円滑な実

施を継続することが可能である。 

 

ウ. 各国の事例や内外有識者の意見 

主要国における文化交流機関と観光振興機関は、いずれも政策遂行のための専門

機関として別組織となっており、同一の機関が国際文化交流と国際観光振興を担う

例はほとんどなく、海外・国内の有識者やジャーナリストからは、両法人の統合を

懸念する声が挙がっている。 
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（３）組織のあり方に関する結論 

上記を踏まえ、両法人の現在の政策実施機能を一層向上させ、現下の要請に応え

ていく観点から、「連携強化」のために必要な取組の一層の強化を図っていくこと

とする。その際、統合も視野に置き、海外事務所及び職員の法的地位の喪失、相手

国提供の土地や建物の貸与・使用の停止、両法人の文化交流機関又は政府観光局と

しての国際的なステータスの喪失等を招かないような法人の在り方及び事業運営

上の工夫について、適切な措置を講じつつ、必要な検討を行う。 
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３．今後の具体的な取組 

 

（１） 連携に係る体制の構築 

連携強化の取組を進めるにあたり、外務省、国土交通省、基金及びＪＮＴＯによ

る合意書を締結する。合意書には、両法人の政策実施機能の強化と、徹底的な合理

化による行政改革の実現を目的とした連携強化に関し、連携推進会議の設置による

継続的な組織的連携の仕組みづくり、オールジャパンの日本発信への共同の取組、

各法人の事業への相互協力、広報手段と情報の相互活用その他両法人の政策実施機

能の強化と徹底的な合理化による行政改革の実現という目的の達成に資する事項

を定めることとする。 

また、両省及び両法人による定期的な連携推進会議を開催し、連携事業の計画策

定や、フォローアップ等を行う。 

 

（２） 本部事務所及び海外事務所の共用化等及びそれによる円滑な事業連携の実施 

 本部事務所及び海外事務所について、下記の方針に基づき共用化に取り組む。こ

れらの事務所の共用化により、近接した場所で日常的に業務を行うことで共同事業

等の事業連携に円滑に取り組む体制を構築することが可能となる。 

 

ア. 本部事務所 

平成２６年４月を目途に両法人の本部事務所を共用化する。 

 共用化に当たっては、空きスペースや賃貸料、移転費用等も勘案した費用対効果、

業務の効率性等の観点から具体的な物件の調査・検討を進め、業務に必要な条件を

満たし、かつ平成２６年４月から５年間の経費節減効果がより高い方法を以下の二

つから選択し、平成２４年１２月までに結論を得るものとする。 

① 現在の基金本部ビル（四谷）にＪＮＴＯが移転する。 

② 新たな場所に両法人が共同で移転する。 

 

イ. 海外事務所 

海外事務所については、基金が２１ヵ国に２２の海外拠点、ＪＮＴＯが１０ヵ国

に１３の海外拠点を設置しており、このうち、両法人の海外拠点を設置している都

市は、トロント、ニューヨーク、ロサンゼルス、ソウル、北京、バンコク、シドニ

ー、ロンドン、パリの９ヶ所であるが、これらの事務所スペースのうち、可能なも

のから順次共用化を推進する。 
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具体的には、既に共用化済みの北京、バンコクに加え、ロサンゼルス、ロンドン、

シドニー、ニューヨーク、トロントについて、国際業務型４法人（ＪＩＣＡ、基金、

ＪＥＴＲＯ、ＪＮＴＯ）による海外事務所の機能的統合の進捗も踏まえ、各法人の

契約終期等を目途に、基金とＪＮＴＯ双方の事務所の共用化・近接化を進める。 

さらに、現在ＪＮＴＯの事務所のないジャカルタにおいて、平成２５年度中を目

途に、追加的な国費の投入を生じさせないことを前提に、基金の海外事務所のスペ

ース内にＪＮＴＯが事務所を設置することによる共用化を検討する。 

また、各都市において、ワンストップ担当者の設置等の取組を進め、定期的に会

合を実施し、現地における事業連携と業務効率化を推進する。 

 

（３）共同事業等の事業連携による効率化の仕組みの構築 

両法人では既に一定の事業連携がなされているが、政策効果を高めるため、両法

人が共同で実施することで相乗効果が見込める事業について、共同で予算要求を行

い、事業連携による効率化を進める。 

具体的には、① 主務大臣が指示する中期目標において、連携すべき事業及びそ

の成果目標を明示する、② 連携すべき事業については、年度毎に各法人における

事業計画に相互に盛り込む、③ 各法人の業務及び費用負担を明確にして事業を実

施する、④ 事業実績、成果については年度毎に各主務大臣の適切な評価を受ける、

という形で事業策定から実績評価までを通して、事業連携による効率化が図られる

仕組みを検討する。 

実際の取組にあたっては、日本ブランドを総合的に発信する日本文化祭や外交上

重要な行事・周年事業等において、オールジャパンで情報発信を行うとともに、両

法人が主導する事業について、広報協力や情報・資料提供等の形で相互に協力し、

併せて施設の相互活用を図ることで、効果的な事業連携を図るものとする。 
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「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）（関連部分） 

 

 

 

国際交流基金と国際観光振興機構について講ずべき措置 

 

○国際交流基金と国際観光振興機構の統合あるいは連携強化の在り方について

協議の場を設置し、検討を行い、本年度中に方向性について整理した上で平成

２４年夏までに結論を得る。 

 

 

 

国際業務型４法人について講ずべき措置 
 
 

○国際交流基金、国際協力機構、日本貿易振興機構及び国際観光振興機構の海外

事務所については、現地における事務所及び所員の法的地位等を保持すること

に留意しつつ、ワンストップサービスを実現するとともに、当該法人の海外事

務所がない拠点においても他の国際業務型の法人の拠点を活用して業務を行

うことができるよう、機能的な統合を進めることとし、特に、３法人以上の海

外事務所が設置されている都市については、速やかに作業に着手し、本年度中

に方向性について結論を得る。その他についても、機能的な統合の在り方等に

ついて個々に検討を行い、平成２４ 年夏までに結論を得る。 

 

 

【「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）より抜粋（一部改訂）】 
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国際交流基金と国際観光振興機構の統合あるいは 

連携強化のあり方に関する検討会議及び実務者会合の構成員 

 

 

国際交流基金と国際観光振興機構の統合あるいは 

連携強化のあり方に関する検討会議  構成員 

 

 

外務大臣政務官      加藤 敏幸 

 

国土交通大臣政務官     室井 邦彦 

 

独立行政法人 国際交流基金理事長  安藤 裕康 

 

独立行政法人 国際観光振興機構理事長  松山 良一 

 

 

 

国際交流基金と国際観光振興機構の統合あるいは 

連携強化のあり方に関する実務者会合 構成員 

 

 

外務省大臣官房国際文化交流審議官   芝田 政之 

(平成２４年７月３１日までは、広報文化交流部長  村田 直樹) 

 

国土交通省観光庁審議官    志村 格 

 

独立行政法人 国 際 交 流 基 金 理 事   田口 栄治 

 

独立行政法人 国際観光振興機構理事   福本 啓二 
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国際交流基金と国際観光振興機構の統合あるいは 

連携強化のあり方に関する検討会議及び実務者会合の開催状況 

 

国際交流基金と国際観光振興機構の統合あるいは 

連携強化のあり方に関する検討会議  開催状況 

 

国際交流基金と国際観光振興機構の統合あるいは

連携強化の在り方に関する論点について 
第１回 平成２４年２月２８日（火）

平成２４年３月２７日(火) 国際交流基金及び国際観光振興機構本部の 
 

（延期） 視察実施 

国際交流基金と国際観光振興機構の統合あるいは

連携強化の在り方について 
第２回 平成２４年３月２８日（水）

（加藤外務大臣政務官による）国際交流基金本部

の視察実施 
 平成２４年４月１３日(金）

国際交流基金と国際観光振興機構の統合あるいは

連携強化の在り方に関する報告書骨子について 
第３回 平成２４年７月２０日（金）

国際交流基金と国際観光振興機構の統合あるいは

連携強化の在り方に関する報告書について 
第４回 平成２４年８月９日（木）

 

 

国際交流基金と国際観光振興機構の統合あるいは 

連携強化のあり方に関する実務者会合  開催状況 

第１回 平成２４年２月７日（火） 第６回 平成２４年３月２３日（木） 

第２回 平成２４年２月１５日（水） 第７回 平成２４年５月１７日（木） 

第３回 平成２４年２月２１日（火） 第８回 平成２４年５月３１日（木） 

第４回 平成２４年３月７日（水） 第９回 平成２４年６月１８日（月） 

第５回 平成２４年３月１４日（水） 第１０回 平成２４年７月１２日（木） 
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国際交流基金と国際観光振興機構の現状について 

（１）組織の目的及び業務について1 

国際交流基金は、国際文化交流事業を総合的かつ効果的に行うことにより、我が

国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、及び文化その他の分野に

おいて世界に貢献し、もって良好な国際環境の整備並びに我が国の調和ある対外関

係の維持発展に寄与することを目的とする組織であり、具体的な事業としては、海

外における日本語の普及、日本研究・知的交流の促進、文化芸術交流の促進、国際

交流情報の収集・提供及び国際文化交流の担い手への支援等を行っている。 

また、国際観光振興機構は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観

光案内、その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことによ

り、国際観光の振興を図ることを目的とする組織であり、具体的な事業としては、

外国人観光旅客の来訪促進のための宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内所の運

営、通訳案内士試験事務の代行、国際観光に関する調査研究・出版物の刊行、国際

会議等の誘致促進、開催の円滑化等を行っている。 

 

（２）財政について 

国際交流基金は、平成２４年度予算において、収入が１５４．５億円（内訳：運

営費交付金１２８．１億円、運用収入１１．７億円、寄付金収入５．５億円、受託

収入０．２億円、その他収入８．９億円）となっている。 

国際観光振興機構は、平成２４年度予算において、収入が２８．２億円（内訳：

運営費交付金１８．８億円、賛助金・コンベンション協賛金収が３．４億円、寄付

金収入３．５億円、事業収入２．３億円、事業外収入０．２億円）となっている。 

                                                  
1 国際交流基金法第十二条  基金は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。  

一 国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい  

二 海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及  

三 国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあっせん並びにこれへの参加  

四 日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料の作成、収集、交換及び頒布  

五 国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並びに国際文化交流のために用いられる物品の購入に関する援助及びこれらの物品の

贈与（基金が寄附を受けた物品の贈与に限る。）  

六  国際文化交流を行うために必要な調査及び研究  

七  前各号の業務に附帯する業務  

 

国際観光振興機構法第九条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

一 外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝を行うこと。 

二 外国人観光旅客に対する観光案内所の運営を行うこと。 

三 通訳案内士法（昭和二十四年法律第二百十号）第十一条第一項の規定により通訳案内士試験の実施に関する事務を行うこと。 

四 国際観光に関する調査及び研究を行うこと。 

五 国際観光に関する出版物の刊行を行うこと。 

六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

七 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律（平成六年法律第七十九号）第十一条に規定する業務を行

うこと。 


