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Ⅰ－１－① ランドオペレーターについて

○ 「ランドオペレーター」は、旅行先における宿泊施設・食事・交通手段等の手配を行う者であり、「ホールセー
ラー」（旅行商品を卸している業者）と「サプライヤー」（ホテル・旅館、レストラン、交通事業者等）の仲介を行う
役割を担っている。「地上手配業者」などとも呼ばれる。

○ 旅行業法等の関係法令では、ランドオペレーターとしての業務を直接規制する制度は無い。

リテーラー

消 費 者

発地国
ホールセラー

（旅行商品を企画造成している旅行会社等）

リテ ラ
〔店舗、インターネットサイト〕

訪日旅行商品の流通の仕組みと
ランドオペレーターの役割

ランドオペレ タ

発地国

日 本

（旅行商品を企画造成している旅行会社等）

インターネット、電話

サプライヤー

ランドオペレーター
（旅行会社、地上手配専業社）

（注） 旅行商品の造成・流通
の仕組みは各国によって

等を利用した直販

サプライヤー
（宿泊施設、レストラン、航空会社、鉄道会社、バス会社、イベント会社等）

1の仕組みは各国によって
異なる
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Ⅰ－１－② 海外での日本ブランドの評価 （フューチャーブランド社ランキング）

○ 「Future Brand」（フューチャーブランド社）は、米国
ニューヨークに本社を置き、世界25拠点、700名以上

の専門スタッフを有するブランドコンサルティング会社。
同社では、2005年以来、毎年独自の調査により、国
別ブランドの評価「Country Brand Index（CBI）」を
発表している発表している。

○ CBIの2011-2012年版において、日本の総合評価

はカナダ、スイス、ニュージーランドに続く第４位とさ
れ、観光（Tourism）分野では、第１位となっている。

（注） 観光分野の評価は、9ヶ国(*)の約3,000人の海外旅行者(**)を対象

としたインターネット調査と、世界の観光市場の推計、海外旅行の
専門家(***)の意見に基づいて観光における国のブランド力を包括的
に評価するもの。2011-2012版における評価対象国は113ヶ国。

(*) アメリカ、イギリス、中国、オーストラリア、日本、ブラジル、アラブ
首長国連邦 ドイツ ロシアの各国首長国連邦、ドイツ、ロシアの各国

(**) 1年に1回以上海外旅行をする、世界9ヶ国の21歳～65歳の男
女。余暇の旅行者とビジネス旅行者の両方を含む

(***) 世界で活躍する47人の旅行 観光産業のライタ 編集者 ア(***) 世界で活躍する47人の旅行・観光産業のライター、編集者、ア
ナリストなど

NHK総合「追跡！真相ファイル」2012年8月21日放映
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Ⅰ－１－③ 海外におけるブランド確立への取組事例 （北海道）

○ 北海道では１９９０年代後半、インバウンド誘致に向○ 北海道では 年代後半、イン ウンド誘致に向
けて、特に台湾をターゲットとして、北海道の魅力、価
値を高める活動を展開した。

○ 具体的には 日本観光協会台湾事務所（当時）によ 1990年代後半の北海道 の台湾人訪問客数○ 具体的には、日本観光協会台湾事務所（当時）によ
る支援を得つつ、北海道観光連盟、道内各地の観光
協会、宿泊業者等の民間企業が協力し、台湾側の旅
行会社もプロモーションに参加させて取り組んだ。航

93,700 

60 000

80,000 

100,000 （
人
）

1990年代後半の北海道への台湾人訪問客数

行会社も シ 参加さ 取り組 。航
空会社によるキャンペーンとの相乗効果もあり、多く
のチャーター便の運航により、1997年度から1998年

度にかけて、台湾人北海道訪問客が急激に増加（対
前年比77 5％増）した

7,900 12,700 11,800 
20,400 

52,800 

9,500 

29,900 

20,600 

33,700 

20,000 

40,000 

60,000 

1997年度

1998年度

前年比77.5％増）した。

○ 「北海道＝雪＝冬」というイメージに留まらず、冬以
外の春・夏・秋における訪問客の増加も実現した。夏

0 

資料：北海道経済部観光局訪 増 実
季訪問客は1998年度に対前年比2倍以上の増加と
なっている。
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Ⅰ－１－④ 訪日外国人の満足度

○ 訪日外国人のリピーター化につながる「次回実施したいこと」の割合において 旅館宿泊は温泉入浴などよりも

■今回実施した活動と次回実施したい活動 （全国籍、複数回答） ■今回実施した活動で不満だったもの （全国籍、複数回答）

○ 訪日外国人のリピ タ 化につながる「次回実施したいこと」の割合において、旅館宿泊は温泉入浴などよりも
低くなっている。

94.1%

77.0%

64.1%

50.4%

41.8%

31 8%
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日本食を食べること
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51.5%
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33.2%
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21 2%
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温泉入浴

ビジネス 3.2%

3.3%

3.4%

3.6%

舞台鑑賞(歌舞伎・演劇・音楽…

旅館に宿泊

ショッピング

日本食を食べること

25.1%

24.4%

22.4%

18.1%

21.2%

31.8%

27.9%

24.7%
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ビジネス
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日本の生活文化体験

美術館・博物館

親族・知人訪問 1.9%

2.1%

2.8%

2.9%

ゴルフ
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19.4%
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24.4%
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親族・知人訪問

ナイトライフ
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四季の体感(花見・紅葉・雪など)

自然体験ツア 農漁村体験 1 5%

1.6%

1.7%

1.8%

9%

自然・景勝地観光

繁華街の街歩き

温泉入浴

テーマパーク

8.7%

6.8%

5.3%

4.0%

3 1%

22.8%

25.3%

21.4%

15.7%

自然体験ツアー・農漁村体験

イベント

舞台鑑賞(歌舞伎・演劇・音楽など)

映画・アニメ縁の地を訪問

今回したこと

（N= 3663）

次回したいこと

（N= 2918）

0 8%

0.8%

0.8%

1.4%

1.5%

日本の歴史 伝統文化体験

日本の生活文化体験

イベント

ビジネス

自然 景勝地観光

Ｎ＝3407（日本食）
～33（スキー）

3.1%

1.9%

1.6%

1.0%

19.7%

9.7%

14.8%

21.3%

スポーツ観戦(相撲・サッカーなど)

治療・健診

ゴルフ

スキー・スノーボード

観光庁 「訪日外国人消費動向
平成24年4-6月期報告書」

0.0%

0.5%

0.6%

0.8%

スキー

親族・知人訪問

自然体験ツアー・農漁村体験

日本の歴史・伝統文化体験
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Ⅰ－１－⑤ 観光サービスの品質認定制度の事例 （ニュージーランド）

○ ニュージーランドにおいては、観光サービスに関する品質認定制度（「クォールマーク」）が政府観光局と
ニュージーランド自動車協会により運用されている。

○ ホテル等の宿泊施設、観光施設、観光バス等の交通機関、アトラクションなど幅広く対象とされている。
近年は環境面の評価も導入している なお 宿泊施設については格付けも実施されている近年は環境面の評価も導入している。なお、宿泊施設については格付けも実施されている。

左から
・宿泊施設に与えられるクォールマーク

施設の内容や料金の目安を星の数で表す施設の内容や料金の目安を星の数で表す

・その他の観光サービスを提供する事業者
に与えられるクォールマーク

・環境負荷の軽減等に取り組む事業者に与
えられるクォールマーク

6



Ⅰ－２－① ツーリズム産業における労働時間

○ サ ビ 連合加盟組合 年度年間総労働時間は 時間 分 れは 全産業 均 時○ サービス連合加盟組合の2010年度年間総労働時間は2,056時間05分。これは、全産業平均の1,798時
間（厚生労働省「毎月勤労統計」に基づく労務安全情報センターの集計値）に比べて200時間以上長い。

○ 観光（旅行）・航空貨物業の1 975時間7分に比べて、ホテル・レジャー業の年間総労働時間は2 102時間○ 観光（旅行） 航空貨物業の1,975時間7分に比べて、ホテル レジャ 業の年間総労働時間は2,102時間
11分と長い。

○ 2010年度の年次有給休暇取得日数7.38日も、全産業平均の8.5日を下回っている。

○ 観光（旅行）・航空貨物業に比べて、ホテル・レジャー業の有給休暇の取得日数が少ない。

■年次有給休暇取得日数

２０１０年度

全産業平均 8 5日

■年間実総労働時間

２０１０年度

全産業平均 1 798時間 全産業平均 8.5日

サービス連合平均 7.38日

全産業平均 1,798時間

サービス連合平均 2,056時間05分

(内）ホテル・レジャー業
平均

2,102時間11分

（内）観光(旅行）・
航空貨物業平均

1,975時間07分

(内）ホテル・レジャー業
平均

6.34日

（内）観光(旅行）・
航空貨物業平均

9.27日

出典：サービス連合「2010年度年間総実労働時間調査」（加盟191組合中、回答組合数125）、労務安全情報センター

航空貨物業平均
1,975時間07分

航空貨物業平均
9.27日
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Ⅰ－２－② 旅行業における意欲的な取組の事例

イスラム教徒向けの沖縄ツアー商品の造成

〔沖縄ツーリスト㈱〕〔沖縄ツ リスト㈱〕

○ 豚肉が食文化の一つとなっている沖縄において、イス
ラム教徒向けツアーを造成した意欲的な取組み。インバ
ウンドの新市場開拓、地域観光発展に地元旅行会社が
尽力した事例。

○ ムスリム団体については 訪日需要は高いものの 宗○ ムスリム団体については、訪日需要は高いものの、宗
教戒律などの点から受け入れ体制整備が困難とされて
いたが、ハラル食材を取り入れたメニュー開発やお祈り
の場所の確保などの課題解決に取り組み、ホテルや観

が が光施設に協力を求めながら、３年がかりで、2012年6月
にシンガポールからの100名のツアー催行を実現させ
た。

☞ 北海道において開催されたハラル食に
よるインバウンドビジネス拡大をテーマとし
た勉強会 模様を報じた記事（ 月 北た勉強会の模様を報じた記事（10月19日北
海道新聞）
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Ⅰ－３－① 旅館経営についてのアドバイス

○ 旅館経営について、専門家等のアドバイスを受けていない経営者が多い。

旅館経営において誰にアドバイスを受けているか （回答数1,171）

設備投資 集客 その他経営全般

旅館経営 お 誰 ア を受け る 数 ,

13.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

税理士・会計士 3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

税理士・会計士 30.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

税理士・会計士

15.0%

12.5%

65 1%

金融機関

コンサルタント

アドバイスは受けていない

2.4%

16.3%

77 9%

金融機関

コンサルタント

アドバイスは受けていない

17.1%

15.4%

52 5%

金融機関

コンサルタント

アドバイスは受けていない65.1%アドバイスは受けていない 77.9%アドバイスは受けていない 52.5%アドバイスは受けていない

2012年3月 観光庁「旅館街再生基盤づくり調査」観 」
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Ⅰ－３－② 宿泊産業の先進事例 （生産性向上等）

○ 我が国の宿泊産業においては、いわゆる「家業」として親族による経営が多く、近代的企業による科学的な
アプローチがなされることが少なく、生産性の向上等が必ずしも進んでこなかった。

○ 一方で、一部の意欲的な経営者は、生産性の向上、財務・労務の改革等について積極的な取組みにより、
成果を挙げている。

（事例－１） 生産性向上への取組
箱根で複数の旅館運営を行う「一の湯」旅館では、そのうちの１軒にセントラルキッチンの役割を担わせ、下ごしらえした食材を

各旅館に配送し、社員のマルチタスク体制を採用している。また、社員の「人時生産性」を経営指標に取り入れることにより、生産
性向上に社員も含めて取り組んでいる性向上に社員も含めて取り組んでいる。

（事例－２） 財務と労務に着目した経営改善
滋賀県のおごと温泉「湯元舘」では、管理会計による部門別収支を導入し、徹底したコスト管理を行うとともに、労務管理による

社員のモチベーション向上に努め、生産性向上を図った結果、売上増や自己資本比率の向上につながっている。社員のモチベ ション向上に努め、生産性向上を図った結果、売上増や自己資本比率の向上につながっている。

（事例－３） 運営委託
㈱星野リゾートでは、旅館やリゾートホテルのオーナーから施設の運営を受託し、またはオーナーと共同で運営して業績を改善

するサービスを提供。「リゾート運営の達人」を標榜し、顧客満足、事業利益、環境負荷の3項目を重視して、旅館・リゾートホテル・
スキー場等を運営している。

（事例－４） 旅館業の地域協働
群馬県の四万温泉では地域の複数旅館が集まり、後方業務の協働化を図り、①客室清掃工程の効率化によるチェックアウトタ

イムの延長 ②温泉街のカフ 等の店舗と協働したブランチ（遅い朝食）の提供 ③温泉街でのんびりしてもらうための二次交通イムの延長、②温泉街のカフェ等の店舗と協働したブランチ（遅い朝食）の提供、③温泉街でのんびりしてもらうための二次交通
（バス）確保といった取組みを行った。
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Ⅰ－３－③ 宿泊産業の先進事例 （地域との連携）

雪国観光圏

○ 雪国観光圏は、新潟県魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町、群馬県みなかみ町、長野県栄村、3
市 村 る広域観光 官 協働 地域特性を生 た観光 ま づく 融合を 的 各種事業を県7市町村による広域観光圏。官民協働の地域特性を生かした観光とまちづくりの融合を目的に各種事業を

実施。

～宿泊施設と連携した取組～宿泊施設と連携した取組
・ 食の品質保証と情報公開に取り組む”雪国Ａ級グルメ”

雪国伝統の食文化を守り受け継ぐ趣旨から、「地球の食材を使い、雪国伝統の調理法を生かした本物の
味」などの基準をみたす旅館や飲食店を「Ａ級グルメ」として登録・認定。
国際的な基準を取り入れた”品質認証評価“・ 国際的な基準を取り入れた”品質認証評価“
宿泊施設を分かりやすくカテゴリー分けした上で、ニーズに合わせた施設を紹介する仕組みを整備。

ロイヤルパークホテルと飲食店連携

○ 東京日本橋の「ロイヤルパークホテル」では、周辺に創業100年以上の老舗が250軒以上存在する点に着目

し、まず飲食店について、英語の「バイリンガルメニュー」の作成や当該メニュー導入店を記載したマップ製作
等を共同で行い、さらに、その後、人形焼きをはじめとする菓子店、土産物などの物販店にも拡大した。

○ これらの取組みについて ホテルと周辺飲食店舗との間で基本的に金銭の授受はなく ホテルが顧客サー○ これらの取組みについて、ホテルと周辺飲食店舗との間で基本的に金銭の授受はなく、ホテルが顧客サー
ビスの一環として実施している。
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Ⅰ－３－④ 地域の金融機関による観光の活性化・支援事例

○ かつては地域の金融機関による観光の活性化・支援は、不良債権処理を意図したものが多く、観光地の経
営に積極的に関与するものは必ずしも多くなかった。

○ しかしながら近年は、地元中小企業の育成・健全化の視点から、地方銀行による観光地や観光事業に対す
る活性化・支援の動きが見られる。

（事例－１） 「滋賀の魅力発信ファンド」（事例－１） 「滋賀の魅力発信ファンド」
滋賀銀行は、2011年5月に「滋賀の魅力発信ファンド」を設定し、地域資源の活用や観光振興など地域の活性化に取り組む滋

賀県内の事業者に対して自ら投資を行う取組みを開始した。同ファンドからの投資の第一号案件は、滋賀県内トップの集客実績を
有する「黒壁ガラス館」。

（事例－２） 地域の金融機関による複数旅館の一体再生支援
長崎県の十八銀行は、雲仙温泉の４つの旅館について、持ち株会社方式による一体再生スキームを構築し、これに基づく金融支援を行っ

て経営再建を実現した。その後経営が安定した段階で、各館の持ち株は元の旅館経営者やその後継者に売戻し、持ち株会社は解散した。

（事例 ３） 地域の金融機関による観光地活性化支援（事例－３） 地域の金融機関による観光地活性化支援
新潟県の第四銀行は、平成16年以降、新潟県内経済の活性化に長期的に取り組むため、地域振興室を設置。観光ＰＲイベントの主催し、

シンクタンクと共同で県内各地の観光活性化支援事業を展開するとともに、「だいし観光学校」を開校し、経営改善や地域活性化に意欲ある
宿泊施設の支援に取り組んでいる。

12



Ⅰ－４－① インターネットを活用して事業を展開している旅行会社

【Ａ社】【Ａ社】
第1種旅行業登録

・ 海外、国内パッケージツアーの企画・実施が可能
・ 旅行者からの受注による海外 国内旅行の企画・実施が可能旅行者からの受注による海外、国内旅行の企画 実施が可能
・ 航空券等のチケットの手配が可能
・ 実態としては、インターネットサイト上での利用者との契約は利用者と子会社や宿泊機関

等との契約となり、会社が契約の当事者とならない場合がある。等との契約となり、会社が契約の当事者とならない場合がある。

【Ｂ社】
第3種旅行業登録第 種旅行業登録

・ 隣接市町村等までの範囲で国内パッケージツアーの企画・実施が可能
（上記以外の国内パッケージツアーや海外パッケージツアーの企画・実施は不可）

・ 旅行者からの受注による海外、国内旅行の企画・実施が可能
・ 航空券等のチケットの手配が可能
・ 実態としては、インターネットサイト上での利用者との契約は利用者と宿泊機関等との

契約となり、会社が契約の当事者とならない場合がある。

【Ｃ社】
旅行業法上の登録は受けていない。（外国に拠点があり、日本の利用客との契約もインター

ネ ト等を通じ 本 国外 行われ る ）ネット等を通じて日本の国外で行われている。）
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Ⅰ－４－② 訪日外国人が旅行中に困ったこと

課 題

○ 「無料公衆無線ＬＡＮ環境」、「コミュニケーション」に対する不満が多い。

旅行中困ったこと（複数回答） 旅行中 も困ったこと
回答数479 回答数372

目的地までの公共交通の経路情報の入手 20 0%

0% 20% 40%

10 5%

0% 20% 40%
■外国人旅行者が旅行中に困ったこと（複数回答）

課 題

目的地までの公共交通の経路情報の入手
公共交通の利用方法（乗り方）、利用料金
公共交通の乗り場情報の入手
公共交通の乗車券手配
観光情報（見所、文化体験等）の入手
観光チケット（入場券等）の入手

20.0%
17.1%

10.2%
6.1%

5.0%
2.3%

10.5%
7.3%

3.2%
1.3%
1.9%

0.3%
飲食店情報の入手
飲食店の予約
宿泊施設情報の入手
宿泊施設の予約
ツアー・旅行商品情報の入手
ツアー・旅行商品の予約

11.5%
6.5%

2.1%
2.5%

1.5%
1 0%

4.6%
1.6%
0.8%
1.3%

0.3%
0 3%ツア ・旅行商品の予約

割引チケット・フリー切符の情報の入手
割引チケット・フリー切符の入手
無料公衆無線LAN 環境
両替・クレジットカード利用
外国語の通じる病院情報の入手

1.0%
9.4%

5.0%

16.1%
1.7%

36.7%

0.3%
1.6%
1.9%

23.9%
9.1%

0.5%

地図、パンフレット（多言語）が少ない
地図、パンフレットが分かりにくい
観光案内所の数が少ない
観光案内所の場所が分かりにくい
ピクトグラム・サインが少ない
ピクトグラム・サインが分かりにくい

9.8%
5.0%

4.0%
4.2%
3.8%
4 4%

3.8%
1.1%
1.6%
1.3%
1.1%
0 8%ピクトグラム・サインが分かりにくい

コミュニケーション
その他

4.4%
24.0%

6.1%

0.8%
17.5%

2.4%

平成２３年度 「外国人観光案内所のあり方ＷＧ」による外国人旅行者に対するアンケート調査結果
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Ⅰ－４－③ 宿泊施設における無料公衆無線ＬＡＮ環境と外国語放送の整備状況

○ 無料公衆無線ＬＡＮを全館で提供しているホテル・旅館は11％にとどまっている。

○ 外国語テレビ放送受信設備を整備しているホテル・旅館は17％にとどまっている。

・宿泊施設での無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備状況について

全館

出典：観光庁調べ（2012年8月 調査）

11%

40% 一部

未整備

※未整備には、特定企業と利用契約を結んでいる場合にのみ
公衆無線ＬＡＮが使用可能である場合も含む

回答数＝６２５49% 未整備

宿泊施設での外国語テレビ放送受信設備の整備状況について・宿泊施設での外国語テレビ放送受信設備の整備状況について

17%
整備

未整備

98
81

100

120
英語 中国語 韓国語 その他

83%

未整備

17

51
43

8

33 31
13 1020

40

60

80

8 2
10 3

0

20

合計 ホテル 旅館出典：観光庁調べ（2012年8月 調査）
回答数＝６２５
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Ⅰ－４－④ 旅行に関する安全について

○ インターネットサイトを経由した旅行商品の販売や販売委託、仲介事業者等の活用に伴い、契約関係
が複雑になり、旅行の安全に関する責任の所在が分かりにくくなるおそれ。

【複数の主体が関与した旅行商品の販売の例】

利 用 者

インタ ネット会社インターネット会社

代売事業者代売事業者

旅 行 会 社

バス会社 航空機仲介者

バス会社 ＬＣＣ

16



Ⅰ－５－① 年代別に見る国内宿泊旅行需要について

○ 全世代において年間の宿泊旅行回数が低い傾向にあり 特に20代男性 50代男性の回数が低い

年代別年間宿泊観光旅行回数・男性 年代別年間宿泊観光旅行回数・女性

○ 全世代において年間の宿泊旅行回数が低い傾向にあり、特に20代男性、50代男性の回数が低い。
○ 諸外国に比べ日本は、年間に一度も国内宿泊旅行をしない「ゼロ回層」の割合が高い。

1.8
2.0 
2.2 
2.4 

２０代

３０代

４０代

年代別年間宿泊観光旅行回数 男性

1 8
2.0 
2.2 
2.4 

２０代

３０代

４０代

年代別年間宿泊観光旅行回数 女性

1.0 
1.2 
1.4 
1.6 
1.8 

５０代

６０代

７０代

1 0
1.2 
1.4 
1.6 
1.8  ５０代

６０代

７０代

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1.0 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

観光庁「旅行・観光消費動向調査」

国内宿泊旅行の回数（年間） 年代別の国内宿泊旅行の回数（年代別）

33.3 22.3 19.3 12.4 12.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日本

(N=1000)

０回

１回
2 11 1 78

2.43 
2.71 

2.29 

2.60 

2.48 

2.52 
2.51 

2.97 3.08 

2.52 

2.77 

2.07 

2.72 

2.5 

3.0 

3.5 

日本

(N 1000)

22.0 18.7 22.9 14.9 21.5 
フランス

(N=1000)

２回

３回

1.41 
1.61 1.71 1.70 

1.51 

2.11 1.78 

1.56 

0 5

1.0 

1.5 

2.0 (N=1000)

フランス

(N=1000)

韓国

(N=1000)

16.3 19.9 23.0 18.4 22.4 
韓国

(N=1000) ４回

以上
0.0 

0.5 

18-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60歳以上 全体

観光庁「平成21年度 旅行観光に関する国際調査」 17



Ⅰ－５－② 若年層に対する観光への興味喚起の取組

○若年層に対する観光への興味喚起を図るため、観光・まちづくり教育全国大会事務局では「観光・ まちづくり
教育全国大会」、（社）日本観光振興協会では「旅育」といった取組を行っている。

【観光・まちづくり教育全国大会】
・観光・まちづくりをテーマとした授業の実践例を公募

年 月に実施した第 回大会では 例の応募があ た

【旅育】

・日本観光振興協会が観光産業の専門家を学校に派遣し、
児童に出前講義を行う・2012年7月に実施した第4回大会では、284例の応募があった。

・全国大会には約200名が参加。

児童に出前講義を行う。
・2011年度は9回実施。
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Ⅰ－５－③ 宿泊産業に対する風俗営業法の適用について

○ 旅館・ホテルの営業形態によっては、風俗営業法に基づき都道府県公安委員会の許可が必要となる

○風俗営業法（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）） (抄)

○ 旅館 ホテルの営業形態によっては、風俗営業法に基づき都道府県公安委員会の許可が必要となる
場合がある。

【参照条文】
○風俗営業法（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）） (抄)

（用語の意義）
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

二 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業（前号に該当する営業を除く。）
３ この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

（営業の許可）
第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別（前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。）に応じて、

営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）の許可を受けなければならな
いい。

○解釈運用基準（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について（平成22年７月９日付警察庁丙保発第14

号、同少発第22号））（抄）

第４ 接待について（法第２条第３項関係）第４ 接待について（法第２条第３項関係）
１ 接待の定義

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰
安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して３の各号に掲げる
ような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常
伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

３ 接待の判断基準
（１）談笑・お酌等

特定少数の客の近くにはべり 継続して 談笑の相手とな たり 酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる れに対し特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対し
て、 お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒
類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に
当たらない。 19
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Ⅱ－ ① 観光立国推進基本計画について（平成24年3月30日閣議決定）

○ 観光は、国の成長戦略の柱の一つ。人口減少・少子高齢化の閉塞状況を打ち破り、急速に経済成長する

１．観光立国の実現に関する施策についての基本的な方針

① 震災からの復興 ② 国民経済の発展 ③ 国際相互理解の増進 ④ 国民生活の安定向上

アジアの観光需要を取り込むとともに、地域経済の活性化・雇用機会の増大等を図る。

２．観光立国の実現に関する目標

① 国内における旅行消費額 ：平成28年までに30兆円程度
② 訪日外国人旅行者数 ：平成28年までに1,800万人
③ 訪日外国人の満足度 大変満足45％程度 必ず再訪したい60％程度

⑤ 日本人の海外旅行者数 ：平成28年までに2,000万人
⑥ 国内宿泊観光旅行の年間平均宿泊数

平成28年までに年間2 5泊③ 訪日外国人の満足度 ：大変満足45％程度、必ず再訪したい60％程度
④ 国際会議の開催件数

：平成28年までに５割以上増、アジア 大の開催国

３．観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

：平成28年までに年間2.5泊
⑦ 国内観光地域の旅行者満足度

：大変満足・必ず再訪したい25％程度

＜観光庁が主導的な役割を果たすべき主な施策＞

① 国内外から選好される魅力ある観光地域づくり（観光地域のブランド化と複数地域間の広域連携等）
・地域の取組段階に応じた戦略的な観光地域づくりの促進、複数地域間の広域的な連携の強化
・外客受入環境の充実 大都市観光 新たな地域づくりのモデルとなる先進的取組 観光産業の参画 観光分野における人材の育成の推進・外客受入環境の充実、大都市観光、新たな地域づくりのモデルとなる先進的取組、観光産業の参画、観光分野における人材の育成の推進

② オールジャパンによる訪日プロモーションの実施
・より機動的・効果的なプロモーション手法の追求、在外公館をはじめとする関係省庁、地方公共団体、経済界との連携強化による

オールジャパンによる強力な訪日プロモーション体制の実現、日本政府観光局海外事務所の体制強化

③ 国際会議等のMICE分野の国際競争力強化 ※ＭＩＣＥ(=Meeting, Incentive, Convention, Exhibition/Event)

・各誘致主体の徹底したマーケティング戦略の高度化、ＭＩＣＥ産業の国際競争力強化と受入環境の整備

④ 休暇改革の推進
休暇を取得しやすい職場環境の整備や 子どもの休みの多様化 柔軟化など 休暇に対する国民意識の変革に向けた取組・休暇を取得しやすい職場環境の整備や、子どもの休みの多様化・柔軟化など、休暇に対する国民意識の変革に向けた取組

・休暇取得の分散化について、震災後の国民生活・経済活動等への影響及び国民的コンセンサスの状況を踏まえ、引き続き検討

＜政府全体により講ずべき施策＞
・クール・ジャパンの海外展開、査証発給手続・出入国手続の迅速化・円滑化、留学生の増加・活用 等
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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べき 重要課題であり 政府としての取組を 体的 総合的に推し進める

趣旨

Ⅱ－ ② 観光立国推進本部を中心とした関係省庁との連携

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べき 重要課題であり、政府としての取組を一体的・総合的に推し進める
ため、国土交通省に観光立国推進本部を設け、観光立国の実現に向けた推進体制の強化を図る。

【本部長】 国土交通大臣 【メンバー】 内閣官房副長官及び全府省副大臣、その他本部長が指名する者（警察庁）
【事務局長】 国土交通副大臣 【事務局次長】 国土交通大臣政務官

構成員

【事務局長】 国土交通副大臣 【事務局次長】 国土交通大臣政務官

第１回（平成21年12月9日） ： 観光立国推進本部の設置について 第２回（平成22年11月22日） ： 観光立国推進基本計画の見直し 等
第３回（平成24年3月28日） ： 観光立国推進基本計画（案）について

開催状況

検討内容 検討内容 検討内容

概要 本部の下に３つのワーキングチームを設け、関係省庁間の具体的な調整・連携を図る。

外客誘致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観光連携コンソーシアム 休暇分散化休暇分散化ワーキングチームワーキングチーム

中国訪日観光査証の問題を含む外客誘致に係
る課題の解決に向けた関係省庁間の調整を行う。

【座長】 国土交通副大臣
【事務局長】 国土交通大臣政務官
【メンバー】 内閣官房副長官

総務大臣政務官

エコツーリズム、グリーン・ツーリズム、文化観光、
産業観光、医療観光、スポーツ観光等の多様な観光
メニューについて、関係省庁の連携による総合的な
振興策の検討を行う。

【座長】 国土交通副大臣
【事務局長】 国土交通大臣政務官

需要の平準化を通じた旅行コストの低減や観光
産業の生産性の向上・雇用の安定化等様々な効
果をもたらす休暇の分散化について、関係省庁間
で検討・調整を行う。

【座長】 国土交通副大臣
【事務局長】 国土交通大臣政務官総務大臣政務官

法務副大臣
外務副大臣
財務大臣政務官
厚生労働副大臣

※農林水産大臣政務官
経済産業大臣政務官

【事務局長】 国土交通大臣政務官
【メンバー】 内閣官房副長官

内閣府大臣政務官
総務副大臣
外務副大臣
文部科学副大臣

【事務局長】 国土交通大臣政務官
【メンバー】 内閣官房副長官

内閣府政務官
内閣府政務官
総務大臣政務官
法務大臣政務官

※

※
※経済産業大臣政務官
※環境副大臣

警察庁次長

【開催状況】 第１回（平成21年12月16日）
第２回（平成22年2月5日）

厚生労働大臣政務官
農林水産大臣政務官
経済産業副大臣
環境副大臣

【開催状況】 第１回（平成22年1月14日）
第２回（平成22年2月16日）

文部科学大臣政務官
厚生労働副大臣
経済産業大臣政務官

【開催状況】 第１回（平成21年12月21日）
第２回（平成22年3月3日）

※は第４回から参加※は第４回から参加

第 回（平成 年 月5日）
第３回（平成22年5月17日）
第４回（平成23年6月21日）
第５回（平成23年8月10日）
第６回（平成24年8月22日）

第２回（平成22年2月16日）
第３回（平成22年3月30日）
第４回（平成22年4月21日）
第５回（平成22年5月20日）
第６回（平成22年8月5日）
第７回（平成23年6月21日）

第２回（平成22年3月3日）
第３回（平成22年3月8日）
第４回（平成22年11月19日）

＜準備会合＞
平成22年3月16日、4月1日、4月14日、8月5日
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Ⅱ－ ③ 日本政府観光局(ＪＮＴＯ)海外事務所の活動

○ 政府観光局組織（JＮＴＯ）としてのステイタス・信用力を活かし、現地のメディア・旅行会社・インセンティブプ
ランナー等、海外旅行市場形成に関する多数のキーパーソンとの継続的恒常的な協力関係を形成し、海外
現地をベースとする諸活動により訪日旅行市場の基盤を構築する。

市場分析・マーケティング 海外現地メディアを通じた広報活動

現地政府関係者、旅行業界関係者等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・ニーズを継続的に収集・分析し、国の観光政策の企
画・立案に貢献。地方自治体・民間事業者への情報提供やアドバイスを行
うとともに、これらの情報を各種媒体により幅広く提供。

現地の有力TV、新聞、雑誌、ガイドブック等のメディアに対し、日本観光
に関する情報・素材の提供、
取材協力等のサービスを提供。
※2,245件のTV放映や記事掲載。

その広報換算額は約242億円
（平成22年度）（平成22年度）。

一般消費者への観光情報発信日本向けツアーの現地旅行会社による企画・販売の促進

海外事務所長による市場説明/個別相談 ﾆｭｰｽﾚﾀｰ（ﾛﾝﾄﾞﾝ事務所）

英国有力日刊紙
ガーディアン

※2011年読者満足度
ランキ ングで日本が1位

ミシュランガイド
発行支援（フランス）

※アジア初の発行

一般消費者への観光情報発信日本向けツアーの現地旅行会社による企画・販売の促進

12言語のＷＥＢサイト、Facebook等のSNS、旅行博覧会や現地関連団
体との連携イベント等を通じて、一般消費者に対して信頼できる観光情報
を提供。Eメール、電話、対面で常時情報発信。

新たな観光ルート・商品の提案、現地視察の受入調整、日本の旅行会社と
のマッチングﾞ、ツアーパンフレットの素材提供、訪日商品販売スタッフの
育成、販売促進ツールの提供等を通じて、日本向けツアーの現地旅行会社
による企画・販売を促進。

Facebookを活用した情報発信（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
東北親善大使（震災後の東北地方を訪問し

た学生による情報発信）の例）

現地関係団体との連携イベントでの情報提
供（現地旅行博での日本食を通じた訪日観

光PRの例）
中国映画『非誠勿擾』ロケ
地ツアー（北海道）の提案

訪日教育旅行セミナー
（シンガポールの例）

旅行会社の現地視察（京都）
（米国の例） 23



○ 観光立国推進基本計画が定める「２０１６年１８００万人」の目標達成に向け、観光庁及び日本政府観光局（Ｊ

Ⅱ－ ④ オールジャパン訪日プロモーション①（在外公館等連携）

○ 観光立国推進基本計画が定める「２０１６年１８００万人」の目標達成に向け、観光庁及び日本政府観光局（Ｊ
ＮＴO）と外務省及び在外公館をはじめとする関係省庁との連携協力を強化し、オールジャパン体制による訪日
プロモーションを推進。

○ 平成２４年度は、海外２３市場にて、計４７件の出展事業やイベントを展開予定。

○観光立国推進基本計画（平成24年3月閣議決定）
「また、観光庁、日本政府観光局と在外公館をはじめとする関係省庁、インバウンドへの取組を加速する地方公共団体、日本ブランドの海外
展開を進める経済界との連携、（中略）あらゆる関係者・機会を総動員したオールジャパン体制で海外プロモーション事業を展開する。」

Thai  International  Travel  Fair（TITF）
（８月１６日～１９日、タイ・バンコク）

・訪日旅行PRのため、日本各地の観光情報を提供。
（１９団体２６ブース出展）

在外公館

・VJブースにおいて、在タイ大使館と連携したビザカ
ウンターを設置。２０１２年６月のマルチビザ導入
を説明することにより、訪日旅行促進を制度面から
もPR。

・国際交流基金による折り紙見本の展示・体験によ国際交流基金による折り紙見本の展示 体験によ
り、 日本文化を紹介。

期待される効果
○在外公館等が実施する海外広報や日本紹介事業によって生じた日本への関心
や興味を「日本へ行きたい！」という訪日意欲に転換。
○在外公館等が有する強みや資源（現地での知見、幅広いネットワークを活用した
広報、マンパワー等）を活用することによる事業の効率的・効果的な実施。

※ビザカウンターの様子
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Ⅱ－ ⑤ オールジャパン訪日プロモーション②（官民連携）

○ 海外の「日本ブランド」製品／サービス等を“第２の日本大使館”と捉え、連携して訪日プロモーションを展開。○ 海外の 日本ブランド」製品／サ ビス等を 第２の日本大使館 と捉え、連携して訪日プロモ ションを展開。
○ 当該製品／サービス等のファン層に対して、当該「日本ブランド」製品／サービス等と一体で、当該製品／

サービスから想起される日本の観光地（「総本山」、「聖地」）へ誘致。

アニメ ファッション
本食愛好家など 日本の伝統文化に 日系企業製品

日本企業の
海外展開

日本ブランド
ファン層

日本文化の
海外発信

日本食の
海外展開

クールジャパン
の海外発信

アニメ、ファッション
のファンなど

日本食愛好家など 日本の伝統文化に
関心の高い者など

日系企業製品
愛用者など

海外展開
自動車、電気製品、

カメラ・・・

海外発信
浮世絵、能、歌舞伎、
書、俳句、相撲・・・

海外展開
寿司、日本酒、果物、
日本食レストラン・・・

の海外発信
漫画、アニメ、ファッ
ション、デザイン・・・

総本山／聖地への巡礼

【官民連携事例】
・ファッション：ZOZOTOWN

ZOZOTOWN.COM上で、日本のファッションブランド
と絡めて店舗所在の街（渋谷、表参道等）を紹介。

“総本山”来訪のついでに
周辺観光地へ

総本山／聖地への巡礼

・ポップカルチャー：サンリオ
都道府県別ご当地キティが

各地の観光情報を発信。

・和民
台湾、香港の「和民」の現地店舗内において、訪日

旅行を喚起するポスター、バナー、テーブルテントを
掲出するとともに、キャンペーンを実施。

25



Ⅱ－ ⑥ 「普遍的な日本の魅力」の再構築・発信について

○ 震災により 訪日外国人旅行者数は大幅に落ち込み（2011年は622万人で約28％減 ）背景

○ 震災後改めてその価値に気付かされた、日本が世界に誇る「普遍的な魅力」を再発掘、ブラッシュアップ。

○ 震災により、訪日外国人旅行者数は大幅に落ち込み（2011年は622万人で約28％減。）。
○ 回復基調にあるものの、依然として残る安全・安心に対する根強い不安。
○ 「３０００万人プログラム」達成に向け、上記不安を乗り越えるこれまで以上に強い「魅力」の訴求が必要。

狙い

背景

○ 震災後改めてその価値に気付かされた、日本が世界に誇る 普遍的な魅力」を再発掘、ブラッシ アップ。
○ 観光地・日本を「圧倒的存在感」と競合国にはない「独自の世界」をもって、海外消費者へ訴求。

○観光立国推進基本計画（平成２４年3月閣議決定）
「あらゆる訪日プロモーションの統一的基盤として、震災で改めてその価値に気付かされた日本が世界に誇る「普遍的な魅力」をコン
テンツとしてとりまとめ 外国人旅行者への訴求はもとより 日本人が自ら誇りをもって世界へ打ち出す基盤とする 」テンツとしてとりまとめ、外国人旅行者への訴求はもとより、日本人が自ら誇りをもって世界へ打ち出す基盤とする。」

委員数：11名（うち日本人３名、外国人8名）

「有識者委員会」による御助言
李 容淑 （株）リンカイ 代表取締役社長、大阪経済大学客員教授、

＜「普遍的な日本の魅力」の再構築・発信に関する検討会＞

時期：24年8月～25年3月の間に計３回程度実施予定
議題： ・「普遍的な魅力」の共通訴求コンセプトの検討

・取り上げる代表的な観光地／ルートの検討
・ふさわしい見せ方（映像）／伝え方（言葉）の検討

ステュウット ヴァー
ナム-アットキン

ナレーター、ライター、放送大学客員教授、バーミンガム・ブレーンズ・
トラスト(有)取締役

岡本 行夫 元内閣総理大臣補佐官

孔 怡 テレビ・ラジオパーソナリティ

坂之上 洋子 ブランド経営戦略コンサルタント 観光庁クリエイティブアドバイザ

「普遍的な 本 魅力 制作

・外国人目線と日本人目線の擦り合わせ 等
坂之上 洋子 ブランド経営戦略コンサルタント、観光庁クリエイティブアドバイザー

孫 盛林 日中コミュニケーション社長

ダミアン・ドーム
在日外国観光局協議会会長、ベルギー観光局ワロン・ブリュッセル日
本支局代表

テリー・ロイド (株)ジャパンインク・ホールディングス代表取締役社長

村 幸夫（座長）「普遍的な日本の魅力」コンテンツの制作
①基幹、②ルート別、③観光地／資源別 に映像／
パンフ等制作（平成２４年度中） ※詳細イメージは別紙参照

西村 幸夫（座長） 東京大学副学長

毛 丹青 神戸国際大学教授

レジス・アルノー France Japon Eco 編集長、東京ストーリー CEO

ビジットジャパン事業
平成２５年度より、海外プロモーション（広告宣
伝、旅行博出展等）の基礎ツールとして活用

オールジャパン活用
関係省庁、自治体、経済界等に対し、原則無償

による利用を許可。海外活動での活用促進

訪日旅行関連事業者
海外の訪日旅行取扱事業者等へ原則無償

提供し、パンフ等で活用
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Ⅱ－⑦ ＭＩＣＥの積極的な誘致・開催の推進

○ 海外競合先との誘致競争に打ち勝つため、特に効果が高いと期待される都市を対象に、マーケティング戦略○ 海外競合先との誘致競争に打ち勝つため、特に効果が高いと期待される都市を対象に、マ ケティング戦略
の高度化を通じ競争力の強化を図る。

○ これまで誘致活動に至っていない国際会議等が相当数あることから、国としてあらゆる機会、手段、ネットワー
クを総動員しつつ、誘致案件の掘り起こしに取り組む。

MICEの意義・効果 国際競争力強化へ向けた取り組み
アジア・大洋州地域の主要国の国際会
議開催件数における日本のシェア推移

100%
マーケティング戦略の高度化

～都市のMICE誘致競争力の強化～

●アドバイザー派遣

１．高い経済効果

MICE開催を通じた主催者、参加者等の消

費支出は、開催地域を中心に大きな経済波
及効果を生み出す 70%

80%

90%

100%

シンガポール

豪州

我
が
国 ●アドバイザー派遣

●マーケティング戦略の実施支援
●市場/競合都市の調査分析
●地域経済波及効果測定モデルの

開発

２．ビジネス機会やイノベーションの創出

及効果を生み出す。

MICE開催は、ビジネスや研究分野の海外 40%

50%

60%

70%

韓国

中国

国
の
国
際
競

誘致対象の掘り起こし

開発MICE開催は、ビジネスや研究分野の海外

参加者と我が国参加者の人的ネットワーク
形成に大きな効果。これによる新規契約創
出効果は、総消費額よりも遥かに大きい。

51.0%
36.0%

10%

20%

30%

21.0%日本

競
争
力
の
低

～新たな需要の発掘～

●MICE専門見本市への出展
●メディア招請
●誘致促進委員会の設置

３．都市の競争力・ブランド力向上

MICEを通じた人や情報の流通、ネットワー

ク構築の容易さなどは、都市の競争力・ブラ
ド力向上 寄与する アジアを中心にMICEビジネスはこ

0%

※ICCA（国際会議協会）統計より観光庁作成

低
下

●誘致促進委員会の設置
ンド力向上に寄与する。 →アジアを中心にMICEビジネスはこ

れから大きく成長が見込まれる一方、
アジア域内の競争は激化
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Ⅱ－ ⑧ 日中国交正常化４０周年記念 観光交流事業について

○ 日中国交正常化40周年を機に 日中両国間の交流と相互理解の一層の推進を図るため 各界で構成○ 日中国交正常化40周年を機に、日中両国間の交流と相互理解の 層の推進を図るため、各界で構成
される「2012 日中国民交流友好年実行委員会」(委員長：米倉経団連会長)と協力して、青少年交
流、地方間交流、文化・スポーツ交流、観光交流などの７項目を重点項目として、幅広い分野での交
流事業を推進。

１.「新発見４０の旅」
・観光分野における交流促進をより一層進めるべく、
観光庁 旅行業 運輸業等からなる「日中国交正常化観光庁、旅行業、運輸業等からなる「日中国交正常化
４０周年記念観光交流事業推進委員会」を３月に設置。

・日本・中国の様々な地域を周遊する訪中・訪日旅行の
モデルコース（４０コース）を造成し ホームページ 商談モデルコ ス（４０コ ス）を造成し、ホ ムペ ジ、商談
会でPR。

例）・昇龍道を回る旅（中部の世界遺産と古い町並み巡り） （伊勢志摩、金沢、白川郷）

・瀬戸内海を中心とした西日本周遊コース「エメラルドルート」（下関 広島 岡山 神戸）

２．地域交流行事支援
・文化イベント 周年記念イベントなどの地域交流行事を機に地域の

推進委員会ホームページにてモデルコースを紹介
http://cj40year.com/

・瀬戸内海を中心とした西日本周遊コ ス「エメラルドル ト」（下関、広島、岡山、神戸）

文化イベント、周年記念イベントなどの地域交流行事を機に地域の
観光魅力を発信する事業を、プロモーション等で支援。

例）・弘法大師・空海を偲ぶ日中交流訪問団に後援

・沖縄県主催「日中観光会議（6月21日開催）」に後援・出席

３．その他
・外務省と連携し、青少年交流事業を推進。

弘法大師・空海を偲ぶ日中交流訪問団
実施日：平成24年8月28日（火）
開催場所：中国・陝西省西安市（青龍寺）
参加人数：600人

議
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Ⅱ－ ⑨ 訪日旅行の魅力的なルート開発

○ 各地方運輸局において独自の魅力的な観光ルート開発に向けた取組が行われている。

九州運輸局の事例（平成23年度韓国旅行会社招請事業）

事業概要

事業費：2,500千円

○ 各地方運輸局において独自の魅力的な観光ル ト開発に向けた取組が行われている。

平成23年2月に立ち上げた「九州オルレ」を生かした旅行商品の造成に意欲のある旅行会社

を対象としたファムトリップを実施することで、九州観光の商品造成・発売とその浸透を図り、
九州への誘客増を図る。
※オルレとは・・韓国済州島の方言で「家に帰る細い道」という意味で、済州島の魅力を再発見させるために済州オル
レ協会が提案したウォーキングコースの総称。

○韓国における国民的なレジャ であるトレッキングをテ マにし 健康志向の強い韓国の

ポイント

○韓国における国民的なレジャーであるトレッキングをテーマにし、健康志向の強い韓国の
幅広い年齢層からの誘客をさらに促進

○「九州オルレ」を中心に、魅力的な温泉や宿泊施設などを組み合わせることにより、高付加
価値な旅行商品として訴求。
※招請コース・・福岡～佐賀～大分～熊本～鹿児島（移動手段は平成23年3月に全線開通した九州新幹線を主に利用）※招請コ ス 福岡 佐賀 大分 熊本 鹿児島（移動手段は平成23年3月に全線開通した九州新幹線を主に利用）

平成24年3月～5月の実績（韓国旅行会社10社に聞き取り調査）

事業の成果

平成24年3月～5月の実績（韓国旅行会社10社に聞き取り調査）
●佐賀県武雄コース・・・約200名の送客
●大分県豊後大野コース・・約1000人の送客
●熊本県天草維和島コース・・約15人の送客
●鹿児島県指宿開門コース・・約20人の送客●鹿児島県指宿開門コ ス・・約20人の送客
（その他定性データ）佐賀県武雄市の3月、4月の宿泊した韓国人観光客は平成22年対比・2倍超の240人の
韓国人が宿泊。上天草市では、従来外国人観光客の宿泊は皆無であったが当該事業実施後は韓国人観光
客3ヶ月で50名が宿泊。

【招請の様子】 29



羽田空港の再拡張事業と国際線機能の更なる拡充 成田空港における30万回化へ向けた取組み

Ⅱ－ ⑩ 首都圏空港（羽田・成田）の整備状況

４本目の滑走路（Ｄ滑走路）及び国際線地区の整備を実施：

■2010年10月21日 Ｄ滑走路・国際線旅客ターミナルビル等 供用開始

■2010年10月31日 32年ぶりに国際定期便が就航（昼間3万回・深夜早朝3万回の計6万回）

・成田空港の年間発着枠は、B滑走路の2,500m化や同時平行離着陸方式の導入により、平成23年10月
に23.5万回、平成24年3月25日に25万回に増加。
今後は 新成長戦略及び地元合意（平成22年10月13日）等を踏まえ 平成24年度末までに発着枠を２７

港 張 機 港

国際線旅客ターミナル

・今後は、新成長戦略及び地元合意（平成22年10月13日）等を踏まえ、平成24年度末までに発着枠を２７
万回へ拡大し、オープンスカイを実現。さらに、 短で平成26年度中に30万回へ拡大。
・拡大された容量を 大限活用して、更なる国際航空ネットワークの強化、国内フィーダー線の拡充、
LCC・ビジネスジェット等多様な航空サービスの拡大を実現し、アジアのハブ空港としての地位を確立。国際線旅客タ ミナル

及びエプロン
今後の施設整備概要

誘導路新設

30万回に向けた取組み

国際線機能の拡充のため、国際線旅
客ターミナル及びエプロンの拡張、C滑走
路延伸事業を推進。

年度中 増枠 機

駐機場増設

ビジネスジェット対応

１．管制方式の高度化
同時平行離着陸方式の導入

（平成23年10月～）

2013年度中の44.7万回への増枠を機
に、国際線枠を9万回規模（昼間6万回・
深夜早朝3万回）に拡大。
欧米や長距離アジアを含む高需要・ビ

ジネス路線を展開Ｄ滑走路 C滑走路の延伸

LCC対応

２．施設の拡充整備等
①誘導路の新設

②駐機場（スポット）の増設
③ＬＣＣ（格安航空会社）受入施設の整備

ジネス路線を展開Ｄ滑走路
（2,500m）

C滑走路の延伸 ③
④ビジネスジェット専用ターミナルの整備

⑤ターミナルビルの増設（27万回以上増加
する場合）

３ その他（アクセス改善等）

ターミナルビルの増設

【2010年11月15日撮影】

貨物ターミナルの増設
３．その他（アクセス改善等）
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Ⅱ－ ⑪ 首都圏空港（羽田・成田）の年間発着枠の増加

羽田空港 成田空港 首都圏空港全体羽田空港
（うち国際線）

成田空港 首都圏空港全体

H22.10月まで 30 3万回 22万回 52 3万回
H22.10月まで

（羽田Ｄ滑走路供用前）
30.3万回 22万回 52.3万回

現在

（H24.3.25以降）

39万回 （ 6万回 ） 25万回 64万回
国際線の内訳
昼 間：3万回 深夜早朝：3万回

H25年夏ダイヤから 41万回 （ 6万回 ）
国内線２万回を増枠

68万回27万回

（H25.3.31以降）
以降、首都圏空港を含めたオープンスカイを実施

国内線２万回を増枠

終形
羽田：H25年度末
成田：H26年度中

44.7万回 （ 9万回 ） 30万回 74.7万回
国際線の内訳
昼 間 6万回 深夜早朝 3万回昼 間：6万回 深夜早朝：3万回

＊１．いずれも年間当たりの回数である。

＊２．回数のカウントは、１離陸で１回、１着陸で１回のため、１離着陸で２回とのカウントである。
＊３．成田空港の今後のスケジュールについては、 短の場合を想定したものである。

＊４．羽田空港の発着枠数の中には、深夜早朝の国際チャーター便等の運航に使われる枠数も含まれる。
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Ⅱ－ ⑫ 日本へのＬＣＣ （格安航空会社）の就航状況

○ ＬＣＣ（格安航空会社）は北東アジア等でも急成長しており、我が国への就航も増加してきている。

国・地域 航空会社 乗入年月日 日本就航路線 備考

関西＝仁川 （デイリー） 関西＝金浦 （デイリー）

（10社） （2012.8.1現在）定期便

韓国

チェジュ航空 09年3月20日

関西 仁川 （デイリ ） 関西 金浦 （デイリ ）
関西＝済州 （週３便）（H24.4.28から週５便）
北九州＝仁川 （週３便）（H24.4.22まで）
中部＝金浦 （デイリー） 中部＝仁川（デイリー）
福岡＝仁川 （H24.3.30からデイリー）

エアプサン 10年3月29日
福岡＝釜山 （デイリー） 関西＝釜山 （デイリー）
成田 釜山 （デイリ ）

アシアナ航空46%出資
韓国

ア サン 年 月
成田＝釜山 （デイリー）

アシアナ航空 出資

ジンエアー 11年7月15日 新千歳＝仁川 （週５便） 大韓航空100%出資

イースター航空 11年5月5日
成田＝仁川 （デイリー）
関西＝仁川 （H24.3.30から２デイリー）

ティーウェイ航空 11年12月20日 福岡＝仁川 （２デイリー）

中国 春秋航空 12年6月23日 茨城＝上海（週６便）

シンガポール ジェットスター･アジア航空 10年7月5日
関西＝台北＝シンガポール （２デイリー）
関西＝マニラ＝シンガポール （週４便）

カンタスグループ49%出資

マレーシア エアアジアX 10年12月9日
羽田＝クアラルンプール （デイリー）
関西＝クアラルンプール （週４便）

フィリピン セブ・パシフィック航空 08年11月20日 関西＝マニラ （週３便）

成田＝ゴールドコースト （週５便）※

オーストラリア ジェットスター航空 07年3月25日
成田＝ケアンズ （デイリー）
関西＝ゴールドコースト （週４便）※

ｼﾄﾞﾆｰ - ｹｱﾝｽﾞ - 関西 - ｹｱﾝｽﾞ （週４便）※

ﾀﾞｰｳｨﾝ = ﾏﾆﾗ = 成田 （週４便）

カンタスグループ100%出資

（１社）プログラムチャーター便

※期中変動あり

国・地域 乗入年月日 日本就航路線 備考

中国 春秋航空 10年7月28日
高松＝上海(週３便)
佐賀＝上海（週２便）（H24.7.2からH24.9.19まで週３便）

（１社）
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Ⅱ－ ⑬ 日本でのＬＣＣ事業の概要

○ ピーチアビエーションが本年３月から関空を拠点に運航開始し、５月には国際線にも参入。

○ ジェットスター・ジャパンは７月から、エアアジア・ジャパンは８月から、それぞれ成田を拠点に運航開始。

○ 各社とも、LCC事業としての低コスト運航（フライト準備時間を短縮した高稼働率・付加サービスの有料選択化）による
低価格運賃設定を通じて、新たな需要を創出するなど、日本経済の活性化に繋げていく考え。

会社名 ピーチアビエーション㈱ エアアジア・ジャパン㈱ ジェットスター・ジャパン㈱

資本金
（準備金含む）

150億円
（ANA 38.7%, First Eastern-Aviation Holding 

Limited 33.3%,    産業革新機構 28.0%）

25億円（順次50億円まで増資予定）
（ANA 67%, エアアジア 33%）

96億円（今後120億円まで増資予定）
（カンタスグループ 33.3%,     JAL 33.3%, 

三菱商事16.7%,   東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ16.7%）

拠点空港 関西国際空港 成田国際空港 成田国際空港

使用機材
エアバスA320-200型機

※2011年11月に初号機受領、2年で10機

エアバスA320-200型機
（就航後A330の導入計画あり）

エアバスA320-200型機
※当初は3機,その後3年間で24機まで増機

運航路線

内） 関西＝札幌、福岡（2012年3月 1日）
関西＝長崎 （2012年3月25日）
関西＝鹿児島 （2012年4月 1日）
関西＝那覇 （2012年10月18日）

際） 関西＝仁川 （2012年5月8日）

内） 成田＝札幌、福岡（2012年8月1日）
成田＝那覇 （2012年8月3日）

際） 成田＝仁川、釜山（2012年10月）

内） 成田＝札幌、福岡（2012年7月3日）
成田＝那覇、関西（2012年7月9日）
関西＝札幌、福岡（2012年8月24日）
関西＝那覇（2012年10月28日）

際） 中国 韓国などの短距離国際線を際） 関西＝仁川 （2012年5月8日）、
香港（7月1日）、桃園（10月16日）

際） 中国、韓国などの短距離国際線を
予定（2013年中）

（路線例）
国内大手航空会社の

普通運賃
事前割 運賃

ＬＣＣ普通運賃（対大手普通運賃比率）
※予約時点の空席状況により運賃は変動

エアアジア・ ジェットスター・

Peach就航路線（関空＝札幌）の旅客数

（事前割引運賃） ピーチアビエーション
エアアジア・

ジャパン
ジェットスター・

ジャパン

関西＝札幌
41,300円

（9,800円～36,200円）

14,790円 （36％）
～

4,790円（12％）
－

14,490円（35％）
～

4,590円（11％）

成田＝福岡
36,700円

（11,800円～29,800円）

－
19,580円（53％）

～
5,180円（14％）

18,990円（52％）
～

5,090円（14％）

※11月搭乗分に適用となる運賃(H24.9.13時点）
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Ⅱ－ ⑭ 外国船社クルーズ船の日本寄港回数

○ 外国船社運航クルーズ船の日本への寄港回数が近年急激に増加している。

外国船社運航クルーズ船 地域別寄港回数

地域名 寄港数 シェア

北海道・東北 17 8 5

地域名 寄港数 シェア

北海道・東北 13 3 8

地域名 寄港数 シェア

北海道・東北 20 4 4

2005年 2010年 2012年

北海道 東北 17 8.5 

関東 15 7.5 

関西 22 11.1 

中国・四国 30 15.1 

九州（沖縄除く。） 25 12.6 

沖縄 80 40 2

北海道 東北 13 3.8 

関東 21 6.2 

関西 28 8.3 

中国・四国 21 6.2 

九州（沖縄除く。） 153 45.3 

沖縄 91 26 9

北海道 東北 20 4.4 

関東 29 6.3 

関西 42 9.2 

中国・四国 50 10.9 

九州（沖縄除く。） 196 42.7 

沖縄 109 23 7

外国船社クルーズ船の寄港回数推移
400,000 500

沖縄 80 40.2 

その他 10 5.0 

全国 199 100.0 

沖縄 91 26.9 

その他 11 3.3 

全国 338 100.0 

沖縄 109 23.7 

その他 13 2.8 

全国 459 100.0 

338,045 

300,000 

350,000 

,

350

400

450

459
149

158 474

229,665 

200,000 

250,000 

200

250

300

350

寄港中止

寄港数

乗客定員数

251 270
318 348 338

186
57,919 

99,183 

143,590  158,474 
143,250 

50,000 

100,000 

150,000 

50

100

150

200

出典：港湾管理者への聞き取り調査結果等を基に国土交通省作成
注１）2011年予定回数は、2011年５月18日現在で集計した数値 注２）寄港中止決定済は、2011年２月末現在の予定値 注３）2012年寄港回数は、2011年12月時点で知り得ている情報
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34



○ 企業と連携し、休暇を取得して外出・旅行を楽しむことを積極的に促進する「ポジティブ・オフ」運動を平成２３年７月よりを展開。

Ⅱ－ ⑮ 「ポジティブ・オフ」運動について

○ 企業 連携し、休暇を取得し 外出 旅行を楽しむ を積極的 促進する ポジティ オ 」運動を平成 年 月よりを展開。
○ 「ポジティブ・オフ」運動に賛同する企業等がその従業員に対して、休暇取得と外出・旅行の実施を呼びかけ。週末や連休、お

盆、年末年始以外にも気軽に休暇を取得することができる環境整備を、職場を通じて行う。これにより、外出・旅行を促し、地域
経済活性化に貢献する。

○ この取組を通じて、長期的には、休暇を楽しむことやワーク・ライフ・バランスなど、成熟したライフスタイルの定着に寄与する。○ 取組を通 、長期 、休暇を楽 ク ラ ラ な 、成熟 ラ タ 定着 寄与する。

「ポジティブ・オフ」運動のしくみ

企業・団体は、賛同申請書を提出して、運動に賛同する。

「ポジティブ・オフ」運動のメリット
＝⼈よし・企業よし・社会よしの「三⽅よし」

「ポジティブ・オフ」運動により

観光庁が、ウェブサイトなどで、賛同企業・団体の取組を紹介。
各賛同企業・団体も、⾃社広告などで賛同企業・団体であること
をアピール。さらに、関連商品・サービスの販売・展開も可。
ステップ１、２を通じて「ポジティブ・オフ」運動を知った「ポジティブ・オフ」運動により、

誰もが気軽に休暇を取得出来るようになれば・・・
個⼈ 企業等 社会・地域

・外出・旅⾏の機会の
増加

・従業員満⾜度向上、
それによる業績向

・外出・旅⾏による地
域経済活性化

⼈々や企業・団体が新たに賛同。

「ポジティブ・オフ」に賛同するには
サポート無し サポート有り

⇒⾃⼰増殖的に広がる

増加
・家族の絆の再確認、
強化

・趣味や⾃⼰研鑽
→豊かな成熟したライ
フスタイルの実現

それによる業績向
上・イノベーション
・企業による社会貢献
・優秀な⼈材の確保
→⻑期的な企業価値の
向上

域経済活性化
・地域社会の絆の再⽣
（地域活動、ボラ
ンティア等への多
くの⼈々の参加）

→地域や⽇本の経済・
会 献

サポート無し サポート有り

既存の休
暇制度の
活⽤

社内メールや回覧等で、
積極的なオフの取得と外
出/旅⾏などを社員に呼
びかけ

積極的なオフの取得と外出/
旅⾏などを社員に呼びかけ、
福利厚⽣（補助など）でサ
ポートフスタイルの実現 社会の再⽣に貢献

共同提唱：提唱：
取組実施：上記府省庁、各「ポジティブ・オフ」運動賛同企業・団体

休暇制度
の変更、
新設

休暇制度の変更、新設を
し、積極的なオフの取得
と外出/旅⾏などを社員
に呼びかけ

休暇制度の変更、新設をし、
積極的なオフの取得と外出/
旅⾏などを社員に呼びかけ、
福利厚⽣（補助など）でサ
ポートポート

★ 「ポジティブ・オフ」公式ウェブサイト
www.mlit.go.jp/kankocho/positive-off/

★ 「ポジティブ・オフ」Facebookファンページ
www.facebook.com/positiveoff

10月19日現在

２３7社・団体が賛同
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Ⅲ－① ユニバーサルツーリズムについて

○ バ サルツ リズムにより 高齢者や障がい者を含め全ての人が観光の楽しみを享受できることが求○ ユニバーサルツーリズムにより、高齢者や障がい者を含め全ての人が観光の楽しみを享受できることが求
められている。

○ 旅行業者は、旅行需要の拡大が見込まれる高齢者、障がい者を対象とした取組について、将来的には必
要性を感じているものの、現時点において積極的に取り組んでいる事業者は限られている。要性を感じて るものの、現時点にお て積極的に取り組んで る事業者は限られて る。

◆日本の将来人口予測

総人口 65歳以上

◆日常生活に影響のある者の割合

全世代 65歳以上総人口 65歳以上

2010年 （現在） 128,057千人（1.00） 29,484千人（1.00）

2020年 （10年後） 124,100千人（0.97） 36,124千人（1.23）

年 （ 年後） （ ） （ ）

全世代 65歳以上

割合（2006年） 10.7％ 22.6％

出典：厚生労働省「平成１９年国民生活基礎調査」

※日常生活に影響のある者 健康上の問題で日常生活動作 外出

◆「現時点」 「将来」における高齢者および障がい者を対象 ◆高齢者および障がい者を対象とした旅行に

2040年 （30年後） 107,276千人（0.84） 38,678千人（1.31）

出典：人口問題研究所「日本と将来推計人口・出生中位（死亡中位）推計（平成24年1月推計）」

※日常生活に影響のある者…健康上の問題で日常生活動作・外出・

仕事・家事・学業・運動等に影響がある者

【現時点】 【将来】
16% 34%14%29%

◆「現時点」、「将来」における高齢者および障がい者を対象
とした旅行に対する旅行業者の取組姿勢

◆高齢者および障がい者を対象とした旅行に
消極的な旅行業者の理由

3%

93%

利益が少ない

専門ノウハウがない

10%

6%

22%

7%
6%

8% 10%

24% 6%10%

54%

22%
7%

かなり積極的

積極的

どちらとも言えない

消極的

34%29% 93%

59%

59%

14%

専門ノウハウがない

協力者が確保できない

事故などのリスクが大きい

対応に負担が大きい

54% 53%
54%消極的

かなり消極的

N=107 N=102

出典：観光庁「ユニバーサルツーリズムにおけるサービス提供に関する調査」（平成２３年度） 出典：同左

回答数：107 回答数：102 37
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

対応に負担が大きい
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Ⅲ－② 着地型旅行の市場の状況と旅行業登録

○ 着地型旅行の年間の推定市場規模（売上高ベース）は、推定330億円（平成23年度、観光庁調べ） 。
○ 着地型旅行を自ら企画、募集して実施するためには、少なくとも、営業保証金300万円、旅行業務取扱管理

者の選任等の要件を満たし、第３種旅行業登録が必要となる。

着地型旅行の市場の状況

※1 「着地型旅行」とは、旅行者を受け入れる地域

（着地）側が、地域の観光資源を基にした旅行商品
や体験プログラムを旅行者へ提供する旅行形態。

・地域の観光資源の活用や多様化する観光客のニーズへ
の対応の観点から、地域独自の魅力を活かした地域密
着型の旅行（いわゆる「着地型旅行」（※1））への期待が

周遊周遊

Ｂ市 Ｄ町

Ａ市
（宿泊地等）

高まっている。

・「着地型旅行」の年間の推定市場規模（売上高ベース）
は、推定330億円（平成23年度、観光庁調べ） 。

・一方 隣接市町村等を実施可能区域とする第３種旅行業

宿泊業における着地型旅行の取組み事例

周遊

Ｃ町

周遊

Ｅ村

・ 方、隣接市町村等を実施可能区域とする第３種旅行業
者の募集型企画旅行の取扱額は約20億円（平成21年
度、観光庁調べ（※2））。
※2 第3種旅行業者のうち取扱額実績報告書があったものを集計。

島のガイドツアー ブランド芋の大収穫祭

旅行業の類型

業務範囲業務範囲 登録要件登録要件

募集型企画旅行募集型企画旅行
（パックツアー）（パックツアー）

受注型受注型
企画旅行企画旅行
（修学旅行（修学旅行

手配旅行手配旅行
（チケット手（チケット手

配等）配等）

営業保証営業保証
金金

基準資産基準資産
旅行業務旅行業務
取扱管理取扱管理
者の選任者の選任（海外） （国内）

旅行業類型別
業務範囲と登録要件

等）等）
配等）配等） 者の選任者の選任（海外） （国内）

第１種 ○ ○ ○ ○
７,０００

万
３,０００万 必要

第２種 × ○ ○ ○
１,１００

７００万 必要第２種 × ○ ○ ○
万

７００万 必要

第３種 ×
△

（隣接市町村等）
○ ○ ３００万 ３００万 必要
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Ⅲ－③ 海外進出に対する支援等

○ 宿泊産業や旅行会社が海外進出を行う際に、観光産業に特化した海外支援制度・仕組みは設けられて
いない。

【海外進出している旅行会社の課題の例】
・現地マーケットに対して日本国内で培ってきた企業ブランド力が充分に効かない。
・現地は人材の流動化が激しく 人材確保と雇用継続に苦慮している現地は人材の流動化が激しく、人材確保と雇用継続に苦慮している。
・日本から派遣する社員の就労ビザ枠の確保も厳しくなっている。
・現地の旅行業界に関する情報は少なく、事業提携候補の調査・選定が難しい。

【海外進出を検討している旅館の課題の例】
・海外のホテルオーナー業を営む者からその国への進出を誘われることがあるが、現地マーケットや

信頼が置ける相手なのか等の情報が無く 判断に迷ってしまう信頼が置ける相手なのか等の情報が無く、判断に迷ってしまう。

【参考】・・・企業に対する海外展開への政府関係の支援としては、経済産業省・中小企業庁・ＪＥＴRO等の支援がある。
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Ⅲ－④ 自然災害後の地域からの要望事例

【ある県の要望事例抜粋】

「・・・水害により、・・・宿泊施設や温泉施設が浸水や土砂崩れにより損壊、国道の南北分断
経営が 宿 施 が多 ダ 壊 険性により経営が再開できない宿泊施設が多い。さらに土砂ダム決壊の危険性、風評によるキャ

ンセルや新規予約が皆無に等しいなどの被害が出ており、インフラ整備の復旧とともに、風
評被害の払拭が喫緊の課題である。

今後これらの地域の早期復興には観光客の誘致により『地域が元気である』ことを内外に今後これらの地域の早期復興には観光客の誘致により『地域が元気である』ことを内外に
発信することが不可欠であるため、特段の支援をお願いしたい。」
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Ⅲー⑤ 観光に関する国の主な表彰制度

観光関係功労者表彰 観光庁長官表彰
若者旅行を応援する

観光庁長官賞

表彰授与者 国土交通大臣 観光庁長官 観光庁長官

「観光関係事業」 魅力ある観光地づくり その魅力の発 若者旅行振興に資する優良な取組を「観光関係事業」
・ホテル業または旅館業
・通訳案内業
・旅行業
・観光レストラン業

魅力ある観光地づくり・その魅力の発
信・訪日外国人旅行者の誘致など、以
下について観光の振興、発展などに貢
献し、業績が顕著と認められるもの等

・若者旅行振興に資する優良な取組を
行った地域、旅行会社、個人等

対象 ・観光土産品業等観光の振興に寄与
する事業

・コンベンション事業

（添乗員等も対象となる）

・他に先駆けた取り組み
・新たな連携への取り組み
・創意工夫、改善への取り組み
・長年の地道な活動
・社会的影響への取り組み（添乗員等も対象となる） 社会的影響 の取り組み

ホテル関係団体役員 １名 地域の観光関係団体 ２団体

Ｈ２４年度
受賞者

ホテル関係団体役員 １名
ホテル従事者（料理長等） ７名
旅館会社役員 １名
旅館女将 ４名
旅館支配人 １名
レストラン関係団体役員 １名

地域の観光関係団体 ２団体
地域の温泉観光ＰＲ組織 １団体
自治体 １市
外国旅行会社役員 １名
外国旅行業関係団体役員 １名

（Ｈ２４年１２月頃、 初の公募を予定）

レストラン関係団体役員 １名
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Ⅲ－⑥ 国際観光ホテル整備法の概要

○ 国際観光ホテル整備法は ホテルその他の外客宿泊施設についての登録制度や外客に対する登録

登録登録実施実施機関機関（情報提供事業実施機関）

○ 国際観光ホテル整備法は、ホテルその他の外客宿泊施設についての登録制度や外客に対する登録
ホテル等に関する情報提供を促進するための措置等について規定。

登録ホテル・旅館登録ホテル・旅館

ホテルホテルの主なの主な基準基準
・総客室数・・・１５室以上
基準客室数が総客室の半数以上

登録基準登録基準 登録登録施設数施設数
ホテル：１，０２０施設
旅館：１，６５４施設
合計：２，６７４施設

登録登録実施実施機関機関（情報提供事業実施機関） 登録ホテル 旅館登録ホテル 旅館

・約款、料金の公示及び届出（設定・変更）
施設基準の維持

ホ
テ
ル
・旅

ホ
テ
ル
・旅

・基準客室数が総客室の半数以上
・洋朝食が提供できる厨房及び食堂
・一定水準以上のロビー、食堂面積
・外客に対応した館内表示

（館内案内・客室・避難経路等)
・土足でロビーが利用できること

（Ｈ２４年３月現在）

遵守事項

・施設基準の維持
・「標識」の掲示
・外客接遇主任者が行うべき業務の実施

（従業員の指導、苦情処理、研修計画に関する事務）
・登録事項の変更等の届出

旅
館
を
営
む
者

旅
館
を
営
む
者

・客室に机・テーブル・いすがある

旅館旅館の主なの主な基準基準
・総客室数・・・１０室以上
・基準客室数が総客室の1/3以上
・浴室・トイレ付の客室が２室以上

申請申請 登録登録

者者
浴室 トイレ付の客室が２室以上

・共同用浴室（全基準客室に浴室
がある場合を除く）

・外客に対応した館内表示
（館内案内・客室・避難経路等）

・客室に床の間・踏み込みがある
客室に洗面設備がある

・複数の言語による案内標識
・クレジットカードでの精算、外貨から日本円への両替
・インターネット設備の整備
外国語会話能力を有する複数の従業員による接遇

外国人宿泊客の利便の増進のための努力義務

・客室に洗面設備がある ・外国語会話能力を有する複数の従業員による接遇
・複数の外国語会話能力を有する従業員による接遇
・外国語パンフレット配布等による観光情報の提供 等共通の基準共通の基準

・外客接遇主任者の選任
（英検3級程度以上）

・洋服をかける設備があること

地方税の不均一課税地方税の不均一課税
２５９市町村で固定資産税の軽減措置を実施（平成２２年３月３１日現在）

※ 現在は、登録実施機関として登録を受けた機関がなく、
国が直接登録事務を実施

洋服を ける設備 ある
・電話があること
・ロビーにテーブル及び椅子があること
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