
観光立国実現に向けた
アクション・プログラム2014

参考



○昨年、訪日外国人旅行者数1000万人を史上初めて達成したが、観光立国に向け、この数字に甘んじるわけに
はいかない。

○「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会」の開催を追い風として、「2020年・2000万人の高み」を目指すべ
く、本日、アクション･プログラム2014を決定した。

○今後、このアクション・プログラムについて、しっかり進捗管理し、毎年見直しを行いながら、全力で取り組んで行
くため、各閣僚のご協力をお願いする。

観光立国実現に向けた政府の推進体制

○ 観光立国を実現するための施策について、関係行政機
関の緊密な連携を確保し、その効果的な推進を図るため、
観光立国推進閣僚会議を開催。

【構成員】 全閣僚（主宰：内閣総理大臣）

○ 観光立国の実現に向け、関係府省庁横断的に推進する
必要がある施策について検討を行うため、観光立国推進
ワーキングチームを開催。

観光立国推進閣僚会議
観光立国推進ワーキングチーム

内閣広報室提供

【座長】 国土交通副大臣 【座長代理】 国土交通大臣政務官
【構成員】 関係副大臣等

○2013年３月に観光立国推進閣僚会議が設置され、政府一丸となって観光立国を進める体制が整った。
○2013年６月11日、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」を決定し、政府一丸となって取組を強化した
結果、2013年は史上初の訪日外国人旅行者数1,000万人を達成した。

○2014年1月17日、総理よりアクション･プログラムの改定について指示を受け、2020年に向けて、2,000万人の
高みを目指すべく、6月17日に「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014」を決定した。

＜開催実績＞
第１回 平成25年３月26日
第２回 平成25年６月11日
第３回 平成26年１月17日

（アクション・プログラム改定指示）

第４回 平成26年６月17日
（アクション･プログラム 2014 決定）

《安倍内閣総理大臣発言》（平成26年6月17日第４回観光立国推進閣僚会議）

＜開催実績＞
第１回 平成25年４月10日
第２回 平成25年４月17日
第３回 平成25年５月20日
第４回 平成25年６月 ７日

第５回 平成25年９月20日
第６回 平成26年１月23日
第７回 平成26年４月16日
第８回 平成26年５月29日
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観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014(主な項目(例))

１．「2020年オリンピック・パラリンピック」を
見据えた観光振興

３．ビザ要件の緩和など訪日旅行の容易化

４．世界に通用する魅力ある観光地域づくり

６．MICEの誘致・開催促進と外国人ビジネス客
の取り込み

２．インバウンドの飛躍的拡大に向けた取組
５．外国人旅行者の受入環境整備

○ 戦略的なビザ要件の緩和
（インドネシア向けビザ免除、フィリピン・ベトナム向け実質ビザ免除等）

○ ＣＩＱに係る体制整備
（地方空港における緊急的な体制整備等）

○ 免税制度の拡充を契機とした免税店の拡大

○ 無料Wi-Fiの整備促進、多言語対応の強化

○ ムスリム旅行者への適切な情報提供

○ 安全・安心の確保（災害や病気・怪我への対応）

○ 「オリパラ」開催国としての国際的注目度を
活かした訪日プロモーション

○ 文化プログラムを活用した日本文化の発信

○ 「東京オリパラ」開催効果の全国への波及

○ 道の駅・郵便局・コンビニの活用を含めた、
外国人旅行者への観光情報提供拠点の充実

○ 様々な業種の参画による新たな取組の創出
（エンタメ、ファッション、食、流通、IT等様々な業種を担い手に）

○ 訪日プロモーションの戦略的拡大
（中国沿岸部・内陸部、東南アジア、インド・ロシア等への展開）

○ ＪＮＴＯを実施主体とした訪日プロモーション
の実施体制の整備

○ MICEに関する取組の抜本的強化

○ ファーストレーンの設置、「信頼できる渡航者」
の自動化ゲート対象化

○ IRについての検討 -3-

○ 多様な広域ルートの開発・提供と発信

○ 地域内の周遊観光をしやすくするための
仕組みづくり

○ 魅力ある空間の形成

○ 和食文化の発信、農山漁村での滞在促進

○ 観光振興による被災地の復興支援



「2020年オリンピック・パラリンピック」を見据えた観光振興

○「オリパラ」開催国としての国際的注目度を活かした訪日プロモーション

・「オリパラ」開催国としての国際的注目度を活かして、ビジット・ジャパンとクールジャパンの連携等による効果的な訪日プロ

モーションの実施や、スポーツイベントを含むMICEの誘致・開催を促進。

○文化プログラムを活用した日本文化の発信

・文化プログラムや聖火リレーの機会を活用して、日本文化等を多彩な観光の魅力として発信。

○ 「東京オリパラ」開催効果の全国への波及

・開催効果を東京のみならず、全国津々浦々に広げるべく、観光客を地方へ誘客するための施策を充実。

・地方空港への国際チャーター便に対する支援など、地方への新規路線開設を促進（地方空港イン・地方空港アウトの促進）。

・オリパラ観戦を目的とした訪日外国人が鉄道等で日本各地を訪問するよう、企画乗車券の造成を促進。

○道の駅・郵便局・コンビニの活用を含めた、外国人旅行者への観光情報提供拠点の充実

・観光情報提供や多言語対応、無料公衆無線LAN環境の整備、地域の名産品の産直海外発送等を促進。

-4-

＜2012年ロンドン大会における文化プログラムの事例＞
・2008年から、ロンドンのみならず英国全地域で文化プログラム実施。

文化プログラムを活用した魅力の発信

HATWALK：
ロンドン市内彫像２１
体に前衛的な帽子を
被せるイベント

ワールド・シェイクスピア・フェ
スティバル（バーミンガムなど
各地）

グラスゴー郊外のス
ターリング城前で開
催された交響楽団の
野外コンサート

(ロンドン以外の地域が約６割を占める)

出国

入国

周遊

地方空港イン・地方空港アウトの促進

https://www.google.co.jp/url?q=http://media.visitbritain.com/Story-Ideas/The-biggest-ever-festival-of-Shakespeare-9397.aspx&sa=U&ei=vS9FU4LAEoqIkwWN84GYDw&ved=0CEAQ9QEwCQ&usg=AFQjCNGpxj1yriGDxK6mlbsyvE2PtRzs4Q
https://www.google.co.jp/url?q=http://media.visitbritain.com/Story-Ideas/The-biggest-ever-festival-of-Shakespeare-9397.aspx&sa=U&ei=vS9FU4LAEoqIkwWN84GYDw&ved=0CEAQ9QEwCQ&usg=AFQjCNGpxj1yriGDxK6mlbsyvE2PtRzs4Q


○様々な業種の参画による新たな取組の創出
・エンターテイメント、ファッション、デザイン、アニメ、食、流通、農業、文化、ＩＴ等、従来の観光産業にとどまらず、様々な業界

にインバウンド推進の担い手を拡大。

○訪日プロモーションの戦略的拡大
・外部のマーケティング専門家が参画するマーケティング戦略本部を観光庁に設置し、より科学的なマーケティングを実施。

・中国沿岸部・内陸部や東南アジア、インド・ロシア等に訪日プロモーションを戦略的に拡大・強化。

○ ＪＮＴＯを実施主体とした訪日プロモーションの実施体制の整備
・ＪＮＴＯを訪日プロモーション事業の実施主体として、必要な体制を整備することにより、海外における訪日プロモーションの

貴重な機会を逃さず、迅速な意思決定によって事業を実施。
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インバウンドの飛躍的拡大に向けた取組

様々な業種の参画による新たな取組の創出

○異業種間連携や同業種間の連携を促すプラットホームを構築。

ＩＴ
（ＡＲ技術等）

異業種間連携等による新たな取組の創出

食

アプリ

ファッション

文化

流通

エンターテイメント

農業

ＪＮＴＯを実施主体とした訪日プロモーションの実施体制の整備

訪日プロモーションの実施体制の整備

観光庁

海外旅行会社等

海外での
直接契約

国内における契約

JNTO

国内広告
代理店

監督
委託

JNTO

海外旅行会社等

観光庁

監督

【現行】 【変更後】

国内広告
代理店

国内における契約

インバウンドの流れを広く「産業」として取り込み

http://vanva.co.jp/%E5%92%8C%E9%A3%9F.JPG
http://vanva.co.jp/%E5%92%8C%E9%A3%9F.JPG
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Seibu_Departmentstore_of_Kasukabe.JPG
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Seibu_Departmentstore_of_Kasukabe.JPG
http://barclay-global.biz/indonesia/?p=156
http://barclay-global.biz/indonesia/?p=156


○戦略的なビザ要件の緩和
治安への十分な配慮を前提としつつ、訪日客増加に大きな効果の見込まれるインドネシア、フィリピン及びベトナムに対して、相手国の協力を得つつ、
可能な限り早急に３カ国全てのビザ免除の実現に努力。
まずは、当面の措置として、以下の戦略的ビザ要件の緩和を実施。また、電子渡航認証システムについて検討。
・インドネシア向けのビザ免除（在外公館へのIC旅券事前登録） ・・・平成２６年１２月１日実施
・フィリピン及びベトナム向けのビザの大幅緩和
①一次ビザ実質免除（観光目的・指定旅行会社経由） ・・・平成２６年１１月２０日実施
②数次ビザ大幅緩和（発給要件緩和・有効期間の最長５年への延長）・・・平成２６年９月３０日実施

・平成２６年夏までにインド向けの数次ビザの発給を開始・・・平成２６年７月３日実施

・中国向けのビザ発給要件の緩和・・・平成２７年１月１９日実施（平成２７年１月６日外務省発表）
①商用目的の者や文化人・知識人に対する数次ビザ 商用：訪日渡航要件廃止、文化人・知識人：身元保証書等省略
②沖縄・東北三県数次ビザ（※）の発給要件の緩和（過去3年以内に訪日歴のある者については経済力の要件を緩和）
③訪問先条件のない数次ビザの新たな導入（相当の高所得者を対象）

ビザ要件の緩和など訪日旅行の容易化

戦略的なビザ要件の緩和

平成25年7月に実施したタイ・マレーシアのビザ免除の効果

マレーシアからの
訪日旅行者数

約３３万人

約１４万人

約２２万人

対前年同期比
57%増

（人）

70万

60万

50万

40万

30万

20万

10万

0

タイからの
訪日旅行者数

（人）

25万

20万

15万

10万

5万

0
平成24年７月～ 平成25年7月～
平成25年６月 平成26年6月

平成24年７月～ 平成25年7月～
平成25年６月 平成26年6月

対前年同期比
76%増

※ 最初の訪日時に沖縄県または東北三県（岩手、宮城、福島）のいずれかの県に１泊以上することを条件に発給。

国名
訪日外客数
（2013年）

現行 本年の緩和内容 緩和により期待される効果

インドネシ
ア

約14万人

数次
ビザ

ビザ免除
（在外公館へのIC旅券事前登録）

（平成26年12月1日実施）

・ビザなし訪日旅行の実現

フィリピン 約11万人
一次ビザの実質ビザ免除
（観光目的・指定旅行会社経由）
（平成26年11月20日実施）

・指定旅行会社のパックツアー
参加者の一次観光ビザの申請手
続き簡素化

ベトナム 約8万人

数次ビザの大幅緩和 ・数次ビザ取得者層の拡大

（発給要件緩和、 有効期間の最長５年への延長）
（平成26年9月30日実施）

・数次ビザの取得で最長５年間
で何度でも訪日旅行が可能

中国 約131万人

沖縄
・
東北
三県
数次
ビザ
（※）

【平成27年1月6日外務省発表】

（平成27年1月19日実施）

①商用目的の者や文化人・知識人に対する数次ビザ

（商用：訪日渡航要件廃止、文化人・知識人：身元
保証書等省略）

・数次ビザ取得者層の拡大による
訪日客数の増加

②沖縄・東北三県数次ビザの発給要件の緩和

（過去3年以内に訪日歴のある者については
経済力の要件を緩和）

・数次ビザの取得で期間内に何度
でも訪日旅行が可能

③相当の高所得者に対する個人数次ビザの導入

（沖縄・東北三県のいずれかに１泊すること
を要件としない新たな数次ビザ）

・高所得者層による訪問先条件の
ない訪日旅行者の増加
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港湾

61.8万人
その他

地方空港

218.4万人

中部空港

57.4万人

関西空港

232.3万人

羽田空港

129.3万人

成田空港

426.3万人

○ＣＩＱに係る体制整備

・CIQに係る予算・定員の充実を図り、必要な物的・人的体制の整備を進めて、2016年度までに空港での入国審査に要する最長

待ち時間を20分以下に短縮することを目指す。

・地方空港における外国人旅行者の受入に必要となるCIQ体制を確保。特に、入国手続に要する待ち時間が著しく長期化してい

る地方空港や、近隣官署からの応援に支障を生じている地方空港につき、待ち時間の短縮等を図るため、緊急に所要の体制

整備を実施。

出入国手続の迅速化・円滑化

地方空港における入国外国人数等

※入国審査場の状況（例）

その他地方空港利用状況の内訳

・福岡空港…… 68.7万人
・新千歳空港… 50.6万人
・那覇空港…… 37.4万人 など

計219.0万人

○平成25年（2013年）入国外国人の空港・港湾利用内訳

上記プログラムを受け、合計34名（税関14名/入管20名）を緊急増員（平成26年7月1日閣議決定）

平成27年度についても、CIQ体制の重点的整理（平成26年7月25日内閣総理大臣決定）の方針を踏まえ、
平成27年度CIQ関係定員として計465名を増員
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世界に通用する魅力ある観光地域づくり
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地域内の周遊観光をしやすくするための仕組みづくり

地域の観光資源
宿泊施設

最寄駅

Ａ
県

Ｂ
県

拠点
空港

Ｃ
県

クルーズ船
発着港湾

○貸切バスの営業区域の弾力化○宿泊施設から観光地等への周遊
観光を可能とする規制緩和

昇龍道とは、能登半島を龍頭に見
立て、中華圏に人気の龍をモチー
フとした「昇龍道」と命名し、この観
光エリアへのインバウンドを推進
するプロジェクト

○中部・北陸９県を跨る「昇龍道」
として、一体的なプロモーション
を実施。

○台北での 「日本の観光物産博２０
１３」には、昇龍道ブースを出展
し、海外においても統一的なプロ
モーションを実施。 歴史的建造物

営業区域

○多様な広域ルートの開発・提供と発信
・地域間の広域連携を強化して情報発信力を高めるとともに、ストーリー性に富んだ多様な広域ルートを開発・提供し、海外へ
積極的に発信。

○地域内の周遊観光をしやすくするための仕組みづくり
・宿泊施設から観光地等への周遊観光を可能とする自家用有償旅客運送の規制緩和や、貸切バスのゲートウェイ施設への
発着を可能とする営業区域の弾力化を実施。

○魅力ある空間の形成
・自治体や電線管理者等と連携して本格的に無電柱化を推進するとともに、まちづくりと一体となった魅力ある水辺空間の創出
や、街なみ環境の整備改善等による美しい景観形成の整備を推進。

○和食文化の発信、農山漁村での滞在促進
・外国人旅行者を受け入れることが可能な農林漁業体験民宿に統一的なマークを付与し、海外に多言語で情報発信。

○観光振興による被災地の復興支援
・三陸鉄道の運転再開等、復興に向けた姿を体験する復興ツーリズムを推進。

多様な広域ルートの開発・提供と発信

http://www.google.co.jp/url?q=http://www.fukkou-ouendan.com/archives/899&sa=U&ei=ErEzU4PVIIrekAWvjoAY&ved=0CDwQ9QEwBw&usg=AFQjCNHeMtrzPwFTg5HKfgeLB8HJ63MMPg
http://www.google.co.jp/url?q=http://www.fukkou-ouendan.com/archives/899&sa=U&ei=ErEzU4PVIIrekAWvjoAY&ved=0CDwQ9QEwBw&usg=AFQjCNHeMtrzPwFTg5HKfgeLB8HJ63MMPg


○免税制度の拡充を契機とした免税店の拡大

・地域の名産品等の販売増により地域経済の活性化を図るべく、2020年に向けて全国各地の免税店を10,000店規模へと倍増

するとともに、免税販売手続におけるより一層の利便性向上を検討

○無料Wi-Fiの整備促進

・無料公衆無線LAN環境について、観光庁と総務省の連携により、事業者や自治体への働きかけや、一度の登録でサインイン

できるアプリの活用促進、共通シンボルマークの導入による「見える化」、海外への情報発信等を推進。

○2014年10月から、地酒や菓子、食品など地方の名産品も含め、
全品目免税対象化（平成26年度税制改正）

外国人旅行者の受入環境整備①

○地方運輸局及び地方経済産業局に相談窓口を設置

○「免税店シンボルマーク」を創設（2013年12月）

※既に全国５,000店超の免税店で使用

○ショッピングの魅力を官民連携して海外に強力に発信

免税店拡大とショッピングの魅力向上

○山梨県全域・東北観光
推進機構等と連携

○Japan Connected-free 
Wi-Fi（アプリ）による
認証一元化を展開中

○２０１２年３月末から比較すると、
無料Wi-Fiスポット数が２５倍に飛躍的に増加中

無料Wi-Fiの整備促進

＜NTTグループの取組（例）＞

約３，０００

約７５，０００

２０１２年３月末 ２０１４年３月末

Ｎ
Ｔ
Ｔ
グ
ル
ー
プ
の
無
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公
衆

無
線
Ｌ
Ａ
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ス
ポ
ッ
ト
数

4173 4622 5777

9361

0
2000
4000
6000
8000

10000
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免税店数の推移

（単位：店）

免税手続の第三者への委託を可能とし、商店街・物産セン
ター等において、免税手続の一括カウンターの設置を実現
（平成27年4月1日より制度開始）。併せて、一括カウンター
では、店舗を超えて購入金額の合算を認める（ただし、一般
物品と消耗品は区別）。
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外国人旅行者の受入環境整備②

○多言語対応の改善・強化
・美術館・博物館、自然公園、観光地、道路、公共交通機関等において、昨年3月に制定した多言語共通ガイドラインの徹底と、

多言語通訳・翻訳アプリ等の活用により、外国人旅行者によるスムーズな情報取得を促進。

・鉄道駅と地下街や地上側施設との連携など、徹底した利用者目線で、動線上の多言語案内表示を徹底。

・タクシー車両への自動翻訳スマホアプリの導入や、外国語対応が可能なタクシーの優先乗り場の設置を促進。

○ムスリム旅行者への適切な情報提供

・ムスリム旅行者がスムーズに食事を選択出来るよう、豚肉やアルコールの使用の有無等、レストランやホテル、お土産店

等における基本的な情報提供を促進。

○安全・安心の確保（ 災害や病気・怪我への対応）

・地震・津波等の災害に備えた宿泊施設等における対応マニュアルを作成、ＩＴ（アプリ）を活用した情報提供システムを整備。

・医療通訳等を配置したモデル拠点の整備など、 不慮の怪我や病気に直面した外国人患者の受入体制を充実。

多言語対応の改善・強化 ムスリム旅行者への適切な情報提供

○ムスリム旅行者に配慮した
食の提供

○日本を楽しむムスリム旅行者
○駅名の日本語の読み方に、英語で意味

を追加（名古屋市交通局地下鉄名城線市役所駅）

白浜温泉

Shirahama Spa.

白浜温泉

Shirahama Onsen

○日本文化を正しく伝えるべく、
世界的に定着しているOnsenに変更 -10-

https://www.google.co.jp/url?q=http://www2.asean.or.jp/muslim/example/&sa=U&ei=YxdFU7SkJsjDkQXyvYDwBw&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNHMK-cZ1a_IMrmejyqg5KhDRZHoGA
https://www.google.co.jp/url?q=http://www2.asean.or.jp/muslim/example/&sa=U&ei=YxdFU7SkJsjDkQXyvYDwBw&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNHMK-cZ1a_IMrmejyqg5KhDRZHoGA


○MICEに関する取組の抜本的強化

・国際会議（Ｃ）の誘致に加え、企業が主体となるミーティング（Ｍ）・インセンティブ旅行（Ｉ）・展示会・イベント（Ｅ）へ取組を拡大。

○ファーストレーンの設置

・国際会議等の参加者やＶＩＰ等を対象としたファーストレーンの設置を、まず平成27年度に成田・関空両空港において実現。

○「信頼できる渡航者」の自動化ゲート対象化

・改正入管法により、出入国管理上のリスクが低く、頻繁に我が国に入国する外国人を「信頼できる渡航者」として特定し、

自動化ゲートの対象に追加。

○ＩＲについての検討

・統合型リゾート（ＩＲ）については、観光振興、地域振興、産業振興等に資することが期待される。他方、その前提となる犯罪

防止・治安維持、青少年の健全育成、依存症防止等の観点から問題を生じさせないための制度上の措置の検討も必要な

ことから、ＩＲ推進法案の状況やＩＲに関する国民的な議論を踏まえ、関係省庁において検討を進める。

MICEの誘致・開催促進と外国人ビジネス客の取り込み

MICEに関する取組の抜本的強化 「信頼できる渡航者」の自動化ゲートの対象化

○2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催決定
を追い風として、大型国際会議等の誘致をさらに推進。

○内閣総理大臣、観光庁長官等の
招請状を発出し、香港、ソウル
を退け京都が誘致成功。

○2017年（平成29年）9月に、参加
規模７，０００名で開催予定。

事例：第２３回 世界神経学会議
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○パスポートと指紋の照合によ
り本人確認を行い，自動的に
出入国手続きを実施。

○これにより、旅客は審査ブー
スをスムーズに通過すること
が可能。審査側も出入国審査を
迅速化。

自動化ゲート


