
平成26年度観光庁関係予算について

 平成２６年度については、下記の基本方針により、「観光立国実現に向けたア

 (単位：百万円) 

26 年度 前年度 対前年度平成２６年度については、下記の基本方針により、「観光立国実現に向けたア

クション・プログラム」（平成２５年６月１１日観光立国推進閣僚会議 決定）及

び「日本再興戦略 -JAPAN is BACK-」（平成２５年６月１４日閣議 決定）に基づ

く施策を着実に推進する等、「住んでよし、訪れてよしの国づくり」の観光立国を

実現するために必要な事業に重点化を図ります。 

 その際、事業計画、計画の実施、事業評価、評価結果の反映というPDCAサイクル

を確実に回し 効率的かつ効果的な施策の実施を確保します

26 年度
予算額 
(Ａ) 

前年度
予算額 
(Ｂ) 

対前年度 
倍  率 
(Ａ／Ｂ) 

１．訪日外国人旅行者数拡大に向けたインバウンド政策の推進 8,497 8,208 1.04 

◎ 戦略的訪日拡大プランの推進（ビジット・ジャパン事業） 1,202 0 
1.07 

○ 訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業） 4 903 5 686

皆増 

0.86  
を確実に回し、効率的かつ効果的な施策の実施を確保します。

  
（１）訪日外国人旅行者数拡大に向けたインバウンド政策の推進 

    訪日外国人旅行者数2000万人の高みを目指す新たなスタートの年として、以下の取組

を戦略的に推進する。 

 

  戦略的訪日拡大プランの推進（ビジット・ジャパン事業）

○ 訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業） 4,903 5,686 

○ 宿泊施設の情報提供促進事業 11 0 皆増 

○ 通訳ガイド制度の充実・強化 19 25 0.75 

○ 国際会議等（MICE）の誘致・開催の促進 450 405 1.11 

○ 日本政府観光局(JNTO)運営費交付金 1,912 1,837 1.04 

   ①ビザ要件の緩和が実施されている東南アジア諸国への集中プロモーションの実施 
   ②今後の送客拡大が期待できる新たな市場において、日本の認知度向上等の取組    

  

 訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業） 

   ①現地消費者に向けて直接情報発信をする市場の拡大（シンガポール、タイ、マレー

シアを追加） 

前年度限り 0 255 皆減 

２．観光地域づくり支援 522 545 0.96 

◎ 観光地ビジネス創出の総合支援 72 0 皆増 

○ 観光地域ブランド確立支援事業 274 343 0.80 
   ②首都圏空港の発着枠拡大等と連動させた訪日プロモーションの展開           

                

    また、国際会議等（ＭＩＣＥ）の誘致・開催を促進するため、我が国のＭＩＣＥ競争

力の強化に集中的に取り組むほか、訪日外国人の受入環境整備を推進する。 

 

（２）観光地域づくり支援 

○ 地域観光環境改善事業 86 99 0.87 

 ○ 観光地域動向調査事業 39 38 1.03 

○ 観光地域評価事業 50 49 1.02 

前年度限り  0 16 皆減 

    地域ごとの問題意識や発展段階に応じた幅広い支援策によって、交流人口を拡大し、

地域の観光ポテンシャルを最大化する。 

 

  観光地ビジネス創出の総合支援 

   ○観光地域づくりの取組を進める主体が自ら着地型旅行商品の販路を開拓し、収益を

さらなる着地型旅行開発に充てることが可能となるビジネスモデル構築のための取

３．旅行振興 60 100 0.60 

○ 旅行の安全の確保・向上方策検討調査 24 25 0.95 

○ ユニバーサルツーリズム促進事業 37 39 0.94 

   前年度限り 0 36 皆減 
さらなる着地型旅行開発に充てることが可能となるビジネスモデル構築のための取

組を促進 

    

  観光地域ブランド確立支援事業 

  ○地域独自のブランドを確立し、国内外から選好される魅力ある観光地域の創出を目

指す地域の取組を支援    

４．観光統計の整備 429 518 0.83 

５．その他（経常事務費等） 302 284 1.06 
   

合                   計 9,811 9,655 1.02 指す 域 取組を支援
                                            
（３）旅行振興 

  旅行の安全の確保・向上方策検討調査、ユニバーサルツーリズム促進事業 

   ○旅行の安全・安心の確保に努めるとともに、誰もが旅行をしやすい環境を整備 

      
 

        ◎新しい日本のための優先課題推進枠   

 (うち 新しい日本のための優先課題推進枠 1,274 0 ) 

復興枠を含めた総計 10,359 10,232 1.01 



 

 

 

観光立国の推進 

 

○ 訪日プロモーションの戦略的・重点的実施等 

［61億円（1.08）］※ 
 

・ 経済成長を背景に海外旅行需要が増大することが期待される東南アジア諸国

について、ビザ要件の緩和措置を契機として集中プロモーションを実施する。  

・ 来るべき訪日 2,000 万人時代を見据え、今後の送客拡大が期待できる新たな市

場（潜在市場：欧州、インド、トルコ等）において、テレビＣＭの活用等によ

る旅行先としての日本の認知度向上等の取組を戦略的に実施する。 

・ 現地消費者に向けて直接情報発信をする市場を拡大し、従来の韓国、台湾、中

国、米国、香港の５大市場に、シンガポール、タイ、マレーシアを追加する。 

・ 首都圏空港の発着枠拡大等を機会と捉え、欧州、東南アジア方面の新規路線開

設・増便と連携して訪日プロモーションを展開する。 

・ 日本の魅力をさらに高め、世界に発信するため、民間企業、関係省庁、地方公

共団体等、多様な主体との連携強化により、訪日プロモーションを強化・拡大

する。また、リピーターの定着や訪日旅行の品質向上に向けた取組を強化する。 

・ ムスリム旅行者の受入環境の整備、多言語対応の改善・強化等、良好な受入環

境に係る情報発信を強化するとともに、バス、タクシー等の交通機関を利用し

た快適・円滑な移動環境の整備を強化する。 

 

 

○訪日外国人旅行者数の大幅な増加が
期待できる市場での事業展開

○東南アジア横断集中プロモーション

訪日ビザ要件の緩和を契機に、東南アジアに特
化した集中プロモーションを実施

（テレビCMには世界遺産

富士山も活用）

旅行先としての日本
の認知度向上等の取
組を戦略的に実施

○海外広告宣伝
○海外メディア招請
○旅行博出展

○海外旅行会社招請
○ツアー共同広告
○旅行博出展・商談会等開催

現地旅行会社向け事業現地消費者向け事業

韓国・台湾・中国・米国・香港・英・仏・独・豪・加・
シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア

韓国・台湾・中国・米国・香港の５大市場に、
シンガポール・タイ・マレーシアを追加

重点１４市場

８市場

東南アジア主要６カ国の訪日成長率

２０１２年 ７７万人 →  ２０１３年 １１５万人
約５割増と急成長中

○現地消費者向け情報発信対象市場の拡大

首都圏空港の発着枠拡大等と連動させた
訪日プロモーションの展開

○航空会社・クルーズ会社等との連携強化

※自動車局予算を含む 



 

 

 

○ 社会資本整備と一体となった観光振興 

 
国土交通省が一丸となって観光立国を推進する観点から、観光振興への社会資

本等の利活用を推進する。 

・ 民間企業や地方公共団体、住民等のアイデアや活力を活かして水辺に風格と賑

わいを創出するため、民間企業等と共同で、都市の水辺とまちのソーシャルデ

ザイン（「つくる」から「育てる」への転換）に取り組む。 

・ 外国人旅行者の多い地域等において、道路案内標識の英語表記を改善するとと

もに、道の駅における外国語表記の案内板の整備や、沿道の緑化、ビューポイ

ントの整備等を推進する。 

・ クルーズ船の我が国への寄港数増加や大型化に対応するため、旅客船ターミナ

ルの整備に加え、外国クルーズ船社に対応するワンストップ窓口の周知を図る

等、外航クルーズ船の日本寄港促進のためのハード・ソフト両面での環境整備

を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 別途、「○ 大都市の国際競争力の強化のためのビジネス・生活環境整備」、

｢○ 民間事業者の資金や公的不動産を活用した都市機能の立地誘導等｣及

び「○地域の活力を支える社会資本の総合的整備（社会資本整備総合交付

金）」を通じて、観光振興を支援。 

 

【外国クルーズ船社に対応するワンストップ窓口】【旅客船ターミナルの整備例】

外航クルーズ船の日本寄港促進のためのハード・ソフト両面での環境整備

・外航クルーズ船の寄港増や大型化

に対応した旅客船ターミナルの整

備等、ハード面の機能を強化

［ 国 ］ ［国以外］

クルーズ船社等ＣＩＱ関係省庁 国土交通省

ワンストップ窓口
クルーズコンタクト窓口

（港湾局産業港湾課）

E-mail:
cruisecontact@mlit.go.jp

海事局、観光庁、海上保安庁
法務省 入国管理局

財務省 関税局

厚生労働省 医薬食品局

農林水産省 消費・安全局

その他関係機関

全国クルーズ

活性化会議※

港湾管理者

地元自治体

港湾管理者

地元自治体

・ 海外のクルーズ船社の我が国港湾への寄港検討を支援するため、関係者の間で連携を図り、外国ク

ルーズ船社に対応するワンストップ窓口を平成25年6月に国土交通省に開設。

・ クルーズ船社等からの問い合わせに対し、ワンストップ窓口が関係行政機関との情報共有・連携を

図り、窓口または担当する関係行政機関から回答。

※ クルーズの振興を通じて、地域振興等に資することを目的とした団体（全国の港湾管理者等99団体が参加）

●ビューポイントの整備

（奥能登絶景海道）

●沿道の緑化

（日南海岸きらめきライン）



 

 

 

○ 観光資源のポテンシャルを活かした魅力ある観光地域づくりの支援 

［5億円※（0.96）］ 

※H25補正を含め 9億円（1.69） 

 
・ 地域経済の活性化を図るためには、地域自らが自立的・継続的に着地型旅行商

品を開発・販売できる仕組みが必要である。そのため、観光地域づくりの取組

を進める主体が自ら着地型旅行商品の販路を開拓し、収益をさらなる着地型旅

行開発に充てることが可能となるビジネスモデル構築のための取組を促進する。 

・ 国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを促進するた

め、地域独自の「ブランド」の確立を通じた滞在交流型観光の推進に向けた取

組の支援等を行う。 

 

※ 別途、「○地域の活力を支える社会資本の総合的整備（社会資本整備総合交付

金）」を通じて、総合的に地域の観光振興を支援。 

 

 

 

○ 国際会議等（ＭＩＣＥ）の誘致・開催の促進 

［4億円（1.11）］ 

 
国際会議等（ＭＩＣＥ）の誘致・開催は、経済波及効果創出、ビジネス機会等

の創出、国・都市の競争力・ブランド力の向上につながることから、我が国のＭ

ＩＣＥの国際競争力を強化すべく、グローバルＭＩＣＥ戦略都市の競争力の強化、

ＭＩＣＥ開催地としての日本の魅力向上・確立、ユニークベニューの開発・利用

促進等を通じた受入環境・体制の整備等に取り組む。 

ユニークベニュー(※)の開発・利用促進

（東京国立博物館におけるイベント開催の事例）

※歴史的建造物、文化施設や公的空間等で、会議・レセプションを開催
することで特別感や地域特性を演出できる会場



平成２５年度 第１次補正予算(観光関係)

オリンピック・パラリンピックの東京開催決定により日本への国際的な関心が高まるとともに 東南アジアでのビザ緩和オリンピック パラリンピックの東京開催決定により日本への国際的な関心が高まるとともに、東南アジアでのビザ緩和
が進む一方、4月からの消費税増税による訪日旅行者数の落ち込みが懸念される中、春の旅行シーズンの需要喚起
を目指し、集中的かつ切れ目無いプロモーションを実施する。併せて地域の観光地づくり支援を実施。

（１）春の旅行需要取り込みに向けた訪日促進キャンペーン【１１億円】

①春の旅行需要喚起のための集中キャンペーン
（旅行会社・メディア招請、商談会開催、

②旅行先としての日本の認知度向上キャンペーン
（テレビCM、交通広告、WEB広告等）

（１）春の旅行需要取り込みに向けた訪日促進キャンペ ン【１１億円】

共同広告等）

≪東アジア・東南アジア≫

≪今後戦略的なプロモーションにより訪日旅行者数の大
幅増加が期待できる市場（潜在市場：欧州、インド等）≫

旅行会社招請 共同広告メディア招請

ショッピング人気が高い東アジア・東南アジアに
向け、買い物需要を喚起する共同広告も実施。 インパクトのあるキャッチフ

レーズ等で効果的に訪日

テレビCM 交通広告

レ ズ等で効果的に訪日
誘致サイトへ誘導

○観光地ビジネスの専門家の派遣

（２）観光地ビジネス創出の総合支援【４億円】

春の旅行シーズンに各地域でモニターツアーを実施し、
地域経済の活性化につなげられるよう、地域の観光地
づくりを支援。

○観光地ビジネスの専門家の派遣

○ビジネス化にあたっての問題・課題の整理

○観光地の担い手と専門家による勉強会・シンポジウムの開催


