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若者旅行振興に係るデータ（国内旅行）

○年代別の年間国内観光旅行回数の推移

出所：国土交通省観光庁「旅行・観光消費動向調査」より-2-

○性・年代別の年間国内観光旅行回数の推移

○各年代で年間旅行回数は横ばいか、減少傾向。
○20代男女では、女性は回復傾向にあるが、男性の年間旅行回数は益々低迷。



若者旅行振興研究会 振り返り

若者旅行振興研究会発足趣旨

• 第一期（2010年7月～2011年6月）第一回～第四回開催。

• 研究結果のとりまとめ発表 2011年7月26日
これで若者は旅に出る！～若者の旅行離れが指摘されているが、若者にとって
魅力的な商品をしかるべき方法で提供することによって需要を喚起できる～

• 第二期（2011年11月～2012年6月） 第一回～第四回開催。

• 若者旅行振興に向けた今後の取組について 2012年6月6日発表

• 研究結果のとりまとめ発表 2012年7月27日
これで若者は旅に出る！第二弾 ～若者旅行振興研究会 第二期の議論のまと
めについて～

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、将来的な旅行市場の維持はもとより、旅を通じて若者によい旅行体験をし
てもらう観点からも、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なり平成２２年に発足した。



若者旅行振興研究会 第一期 研究結果

• 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、各種の実証を行いました。

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」

若者に訴求する旅のポイントは、

「旅の目的の明確化」、「ICT ツールの活用」が鍵になる。

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



若者旅行振興研究会 第二期 研究結果

• 車業界や雑誌業界等、他業界での取組やモニターツアーを通して若者の関心
を惹きつける事例等について議論を行いました。

• その結果を、観光庁にてとりまとめ、「若者旅行振興に向けた今後の取組につ
いて」を発表しました。ポイントは下記となります。

１．若者の旅行傾向や他分野の取組事例
• ３名以上のツアー参加者が多いこと
• 価格訴求力が非常に強いものの、旅行のテーマや訪問地のイメージも参加

理由となっていること
• 旅と直接の接点のないＷＥＢサイトから、旅行に誘引する事例や他分野で若
者の購買意欲を刺激し、効果を上げている事例 等

２．具体策の提言
• ３名以上の旅行参加による特典を積極的に打ち出すこと
• 若者を惹きつける明確なテーマの設定
• 異業種と連携することで、新たなニーズを開拓する間口を広げる 等

＜今後の取組＞
上記取組を観光関係事業者、地域関係者と連携して取り組むとともに、大学のゼミ
など潜在的な旅へのニーズのある層へのアプローチ、先進事例に対する観光庁長
官賞の創設等を行う。



若者旅行振興の取組(平成25年～)

【平成25年度の取組】
（１）「今しかできない旅がある」若者旅行を応援する観光庁長官賞の創設

「今しかできない旅がある」をキャッチフレーズに、若者（特に20代）の旅行振興に寄与した
地方公共団体、ＮＰＯ、企業、個人等の取組の第１回目募集を平成24年12月から25年2月に

かけて実施。
受賞者の表彰式を6月27日に実施。第２回も本年度１２月から募集を行った。

○観光庁長官賞：trippiece(株式会社trippieace)
※その他、奨励賞、地域ブロック賞、審査員特別賞が設置され、受賞。（ 地域ブロック賞は、東北、関東、中部、

近畿のみ受賞。 ）

（２）若旅★授業
平成２５年２月より、「旅に出たい、出よう」という気持ちへの働き掛けを行うべく、旅に精通

した方を講師として派遣し、学生に旅の意義・素晴らしさを伝える、「若旅★授業」を実施してい
る。

＜実績＞
• 第１校目 平成25年2月13日（水） 品川女子学院高校（講師：トレンダーズ（株）伊藤春香氏）
• 第２校目 平成25年6月5日（水） 神田外語学院 （講師：日本航空 世古氏）
• 第３校目 平成25年7月5日（金） 文教大学 （講師：地球の歩き方 水野氏）
• 第４校目 平成25年10月23日（水） 千葉大学教育学部附属中学校 （講師：日本航空 谷口氏）
• 第５校目 平成25年10月26日（土） 大妻多摩高等学校、 （講師：LunchTrip 松澤 亜美氏）
• 第６校目 平成25年11月7日（木） 大成女子高等学校、 （講師：フリーライター 窪 咲子氏）
• 第７校目 平成25年11月15日（金） 早稲田大学 （講師：トラベルズー（株） 新居奈津子氏）
• 第８校目 平成26年５月上旬予定 東洋大学（講師：株式会社trippieace取締役代表 石田氏）
• 第９校目 平成26年５月上旬予定 名古屋市立中央高等学校（講師：未定） -6-



（１）「今しかできない旅がある」若者旅行を応援する観光庁長官賞の創設

○ 「若者旅行を応援する観光庁長官賞」を設け、募集を行ったところ、若者旅行振興に資
する取組として自治体、民間企業等から約60件の応募がありました。

○ 観光庁長官賞、奨励賞、10のブロック賞を第三者審査会にて選定し、本年６月２７日に
表彰式を実施しました。

第１回若者旅行を応援する観光庁長官賞
募集概要

・応募資格
若者(特に２０代)の旅行振興に寄与した取組や仕掛けを講じている地方公共団体、ＮＰＯ、
企業、個人等の取組（修学旅行に関するものは除く。国内外問わない）。

・応募期間
平成24年12月3日（月）～平成25年2月28日（木）

・観光庁長官賞：若者の旅行振興に多大なる貢献
をした取組。

・奨 励 賞：規模的には大きくなくても革新的で将
来的な発展が見込める取組。

・ブロック賞：北海道、東北、関東、北陸信越、中部、
近畿、中国、四国、九州、沖縄の１０
ブロック毎の取組のうち優れた取組。

賞の内容

（１）新規需要開拓への貢献度

（２）関係団体や住民コミュニティ等との連携・
協働
（３）若者との連携・協働
（４）取組の実施内容の斬新性
（５）応募した取組の持続性・発展性

審査基準



（１）「今しかできない旅がある」若者旅行を応援する観光庁長官賞の創設

第一回「今しかできない旅がある」若者旅行を応援する取組表彰について観光庁長官賞をはじめとす
る各賞が決定！平成２５年６月２７日に表彰式を開催しました。

【受賞取組一覧】

○観光庁長官賞：trippiece(株式会社trippieace)
○奨励賞：・若年需要創出による日本のスノーエリア再活性化プロジェクト雪マジ！

１９～SNOW MAGIC～（（株）リクルートライフスタイル）

・世界一周に関する情報発信、イベント開催（世界一周団体TABIPPO）

・オリジナル・アニメ『ガールズ＆パンツァー』と連動した夢と魔法の物語。

・『実家のような町』大洗でしか味わえない旅がある。（株式会社Oaraiクリエイティブマネジ
メント）

○東北ブロック賞：福島を感じて考えるスタディーツアー「スタ☆ふく」（スタ☆ふくプロジェクト）

○関東ブロック賞：はっちゃけ野郎旅（一般社団法人みなかみ町観光協会）

○中部ブロック賞：『笑いの力で犬山を元気に！』プロジェクト（犬山市観光協会）

○近畿ブロック賞：有馬温泉ゆけむり大学（社団法人有馬温泉観光協会）

○審査員特別賞：丸の内朝大学 環境学部 地域プロデューサークラス（丸の内朝大学企画委員会）

◆若者旅行振興に関する取組事例集を、観光庁HPで公開中！
<http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/wakamono_zirei.html>

【第二回の応募に向けて】
審査委員会において、第二回表彰に向けて期待したいというご意見を踏まえ、募集内容として次の２点を追加！
・第一回表彰において対象外としていた修学旅行に関し、将来のリピーターに繋がる取組が盛り込まれたものについては、

対象に。
・インバウンドと絡めた、若者と外国人旅行客との交流を促進する取組についても募集します。
※応募期間は、平成25年12月12日～平成26年2月28日。



同じ目的を持った仲間で集
まって旅に出るので、身近
な友達と普通に旅行する
のとは違った新しい出会い
の提供。

プランを作成しているプロ
セスを共有することで、出
発前から連帯感、達成感
をもたらしてくれる

トリッピースはみんなで旅をつくるwebサービス（facebookアプリ）。

行ってみたい旅を共有し、それに興味を持った人達みんなで旅をつく
る。

例えばアマゾン川でピンクのイルカと遊んだり、アラスカでオーロラを
見たり、ラオスで象使いになったり浅草の三社祭に行ったり。ソー
シャルメディアでの出会いをリアルの場につなげ、既存のツアーには
ない独自性に溢れる旅行の企画を行う。

取組名：Trippiece(とりっぴーす) 団体名：株式会社Trippieace

自分が行きたい旅プランに、共感した人が集まって参加するツアーを企画するfacebookを利用したWebサービス

①旅の企画の投稿

ユーザは、「旅のタイトル」「イ
メージ写真」「旅への想い」の
三項目を決めて投稿

②旅への共感と詳細決定

投稿された旅に共感したほかの
ユーザーが集まり、具体的な予
算や日程などを決めていく

自然に具体的な旅行プランができあがる

旅行企画までの流れ

旅行代理店が
ツアー化し、
旅行へGO!!

ユーザ自身が旅を発案し、
参加者を集め、参加者同
士で旅を作りあげていく
新しい旅行の形を実現。

特徴１ 特徴２ 特徴３

※トリッピースは旅行会社で
はなく、実際に旅に行く事
が決まった場合は旅行代
理店がツアー化。

累計参加者数約8000人。
ユーザ登録者数約5万人。

（平成25年5月時点）
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観光庁長官賞 受賞



（２）若旅★授業

今後、観光庁では「若旅
★授業」を希望する学校と
講師のマッチングを行うなど
、当授業を継続的に実施す
る仕組みづくりをしていきま
すので、ご興味がありました
らご一報ください。

第１校目：品川女子学院にて実施
講師には、世界一周旅行を行い、女子大生
カリスマブロガーと呼ばれた、伊藤春香さん
（トレンダーズ（株）キレナビ編集長）をお招き
し、高校１年生約200名を対象に授業を行い
ました。

第２校目：神田外語学院にて実施
講師には、これまで多数の海外旅行と留学
の経験を持つでもある世古奏芽さん（日本航

空株式会社社員）をお招きし、授業を行いま
した。

学生向けに旅の意義・素晴らしさを伝える「若旅★授業」を実施しております。（３校抜粋）

第３校目：文教大学にて実施
講師には、海外ボランティアと多数の海
外旅行の経験を持ち、学生時代には女
の子の一人旅を支援するフリーペー
パーを創刊した水野千尋（みずのちひ
ろ）さんをお招きし、授業を行いました。



（２）若旅★授業 （ご発表スライドより、一部抜粋。）

旅の良さや旅の経験についてお話し頂きます。



（２）若旅★授業 （ご発表スライドより、一部抜粋。）

また、旅がキャリアにどう繋がったか、世界の社会問題等についてもお話し頂きます。



（２）若旅★授業 振り返り

「自分もやればできるんじゃないか」という希望を持つ
良いきっかけになったことでしょう。 生徒にとても良い
影響を与えたと私は確信しています。
（中学校 教員）

海外旅行に行ってみたくなった。そのために英語の勉
強を頑張りたい。（中学校 生徒）

世界を見に行くことの素晴らしさが充分なほど伝わ
り、今回の講義で人生が変わったと思われる生徒も
いたほどです。次年度以降も是非お願いしたいと考
えております。 （高校 教員）

授業では、授業の前・後にアンケートを実施し旅に関する意識調査を行った。過
去7校の「若旅★授業」では、「旅にでてみよう」と意識が変わった生徒の割合は、
次の通り。

第１校目 品川女子学院高校 63％→87％（↑ 24%）
第２校目 神田外語学院 88％→99％（↑ 11%）
第３校目 文教大学 49％→85％（↑ 36%）
第４校目 千葉大学教育学部附属中学校 89％→96％（↑ 7%）
第５校目 大妻多摩中学校 67％→80％（↑ 13%）
第６校目 大成女子高等学校 46％→92％（↑ 46%）
第７校目 早稲田大学 67％→88％（↑ 21%）

また、授業後に教員の方や学生にインタビューを行いました。下記、一部抜粋。

たくさんの旅先の写真を見て、世界が広がりました。
いつか絶対にいってみたいです。
（高校 生徒）

中学、高校、専門学校、大学で実施した結果、比較的高校生に効果的。



Chapter2
若旅★授業講師の方より旅の良さや旅にでたきっかけ
語って頂いたインタビュー。
（３分×１０本）※１０人の講師の方に協力頂きました。
＜主な内容（例）＞
・あなたはなぜ旅に出るのですか？

・行きたい旅は？

・最も印象的だった旅のシーンは？

・旅によってあなたは変わりましたか？

・あなたにとって旅とは？

若者旅行振興に資するプロモーションの実施

全国の学生に旅のよさを伝えるべく「若旅★授業」を収録したDVDを作成しています。

全国の若者に旅の意義・素晴らしさを知ってもらい旅行にでるきっかけを与える為に「若旅★授業」
を収録したDVDを作成しており、申請のあった全国の学校に配布予定です。
また、『観光庁TV（youtube）』にて若旅★授業の講師の方々に旅に関するインタビュー動画を配信
します。（３月末予定）

【 「若旅★授業」DVD内容】

Chapter1
「若旅★授業」１５分×３本の収録。
＜講師＞
窪咲子様（フリーライター）
石田言行様（トリッピース株式会社取締役社長）
大橋菜央様（ （株）リクルートライフスタイル 編集長）

海外旅行の良さだけではなく、国内旅行の良さについて、
そして旅が今のキャリアにどう結びついているか、語って
頂きました。

講師登録がない地域の学校でも、若旅
★授業の実施をすることが可能に。

学校に若旅★授業のイメージを知って
もらい実施するきっかけ作りに。

観光庁TVでもアップすることで、多くの
若者に旅の良さを訴えます。
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