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第Ⅲ部 平成 26 年度に講じた施策 
 
第１章「2020 年オリンピック・パラリンピック」を見据えた観光振興 
 
第１節 オリンピック・パラリンピック開催をフルに活用した訪日プロモーション 

１ オリンピック・パラリンピック開催国という国際的注目度を活かしたオールジャパンによる訪日

プロモーション 
2020 年オリンピック・パラリンピックの開催国として、「スポーツ・フォー・トゥモロー」プロ

グラムに取り組むなど、スポーツを通じた国際交流を行っている。 
また、2020 年オリンピック・パラリンピックを契機とした訪日外国人旅行者の誘致に向け、文化

プログラム・スポーツイベントを実施した。さらに、オリンピック・パラリンピック・ムーブメント

を国際的に高めるキックオフイベントとして、国際会議「スポーツ・文化・ワールド・フォーラム

（仮称）」の 2016 年（平成 28 年）秋開催の準備を進めている。 
 
２ 近隣諸国の政府観光局と連携した広域プロモーション 

2015 年（平成 27 年）３月にマイアミで開催されたクルーズ見本市「クルーズ・シッピング・マイ

アミ 2015」において、東アジアでのクルーズを通じた広域プロモーションの推進について近隣諸国の

政府観光局のクルーズ関係者と意見交換を実施した。 
 
３ 大規模スポーツ国際競技大会との連携 

2014 年（平成 26 年）６月に、ＦＩＦＡワールドカップブラジル大会に合わせてリオデジャネイロ

市内に設置したジャパンパビリオンにおいて、関係省庁が連携して日本の魅力を海外に発信する「ジ

ャパンプレゼンテーション事業」を実施した。 
 

第２節 オリンピック・パラリンピックを機にした訪日外国人旅行者の受入環境整備 
１ 空港のゲートウェイ機能の強化 

（１）空港のゲートウェイ機能の強化 
首都圏空港については、成田空港におけるＬＣＣターミナル（第３ターミナル）の整備等に

より、2015 年（平成 27 年）３月に羽田・成田両空港の年間合計発着枠 75 万回化を達成した。

また、75 万回化達成以降の更なる機能強化に向けた取り組みも実施した。具体的には、関係地

方公共団体等が参画する「首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会」を設置、開催するな

ど、羽田空港の飛行経路の見直しを含む機能強化方策の具体化に向けて、関係地方公共団体等と

の協議を進めた。 
関西空港については、新たなＬＣＣ専用ターミナルの整備（2016 年（平成 28 年）下期供用

開始予定）を進めた。 
中部空港については、ＬＣＣ等の新規就航、増便に対応するためのエプロン整備に着手し

た。 
沖縄県と国内外とを結ぶ人流・物流の拠点として極めて重要な役割を果たしている那覇空港に

ついては、更なる沖縄振興を図るため、2014 年（平成 26 年）1 月に着手した滑走路増設事業を

推進した。 
また、慢性的に発生しているピーク時の航空機混雑を解消する必要がある福岡空港について

は、滑走路増設に係る環境影響評価手続を実施した。 
 

（２） ＣＩＱ体制の整備 
出入国管理業務について、2014 年（平成 26 年）７月に 10 空港（函館、旭川、茨城、富山、小

松、富士山静岡、高松、有明佐賀、熊本、宮崎空港）において緊急増員を実施した。 
税関業務について、外国人旅行者が我が国への出入国を円滑かつ快適に行えるよう、Ｘ線検査

装置や不正薬物・爆発物探知装置（Trace Detection System）等の取締・検査機器を整備すると

ともに、税関職員を増員することにより、入国旅客の携帯品検査体制を強化した。 
検疫業務について、国内に常在しない感染症の国内への侵入を防止するため検疫所職員を増員
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し、検疫体制を強化した。 
また、動植物の病害虫の侵入を防止することも必要であることから、植物防疫官及び家畜防疫

官の増員・再配置等による携行品検査等、多岐にわたる検疫業務の体制を整備し、水際での携行

品等検査を一層強化したところである。 
さらに、地方空港への国際定期便、チャーター便の乗り入れが拡大するなかで、一部空港では

ピーク時間帯において出入国導線等が狭隘となっている。このような状況を踏まえて、各空港に

おけるＣＩＱ施設の混雑状況等を把握し、一部の空港では出国待合スペースの一部を入国審査場

に転換する施設改良に着手した。 
 

（３）ＬＣＣの持続的な成長に向けた取組  
 ＬＣＣの参入を促進するため、成田空港において第３ターミナル（ＬＣＣターミナル）を整備

し、2015 年（平成 27 年）4 月 8 日に供用開始した。関西空港においても新たなＬＣＣ専用ター

ミナルの整備（2016 年（平成 28 年）下期供用開始予定）を進めた。中部空港においては、ＬＣ

Ｃ等の新規就航、増便に対応するためのエプロン整備に着手した。また、ＬＣＣが使用する機材

（100ｔ以下）に着目した着陸料の引き下げの継続等を行った。 
 

（４）首都圏空港におけるビジネスジェットの利用環境の整備  
首都圏空港におけるビジネスジェットの利便性向上のため、羽田空港では、専用動線の整備を

行い出入国やターミナルビルまでの移動に掛かる時間・距離の短縮を図った。成田空港では、新

たなアクセスルートを整備し移動時間の短縮を図った。また、羽田・成田両空港において、大型

機材対応スポットの整備等を行った。 
 
２ 空港アクセスの改善 

2014年（平成26年）12月26日より、国家戦略特区内の空港を発着する空港アクセスバスについて、運賃設

定を上限認可制から事前届出制へ緩和するとともに、運行計画の変更を30日前の届出から７日前の届出とする特

例措置を講じた。 
 
３ 無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備･多言語対応の徹底 

（１） 無料公衆無線ＬＡＮ環境整備  
訪日外国人旅行者が快適に利用できる無料公衆無線ＬＡＮ環境

の整備を促進するため、総務省及び観光庁が事務局となり、駅や

空港等のエリアオーナー、地方公共団体、通信事業者等から構成

された「無料公衆無線ＬＡＮ整備促進協議会」を 2014 年（平成

26 年）８月に設立した。本協議会の下に整備促進ＰＴ、周知・

広報ＰＴ、認証連携ＰＴを立ち上げ、各種取組を推進した。 
整備促進ＰＴでは、エリアオーナーにアンケートを実施し、整

備状況やビジネスモデル等の現状把握を行った。 
周知・広報ＰＴでは、利用場所の視認性を高めるための共通シンボルマーク（Japan.Free Wi-

Fi）の策定や海外への情報発信の取組の検討を行った。 
認証連携ＰＴでは、事業者の垣根を越えて利用手続きが簡素化できる方策を検討し、訪日外国

人旅行者が利用しやすい環境整備を進めた。 
 

（２） クルーズ船等が利用するターミナルにおける無料公衆無線ＬＡＮの整備・多言語対応 
無料公衆無線ＬＡＮ整備促進協議会の情報を「全国クルーズ活性化会議」（全国 108 団体の港

湾管理者等が参加）や「みなとオアシス」全国協議会（全国 103 団体等のみなとオアシス運営主

体等が参加）を通じて周知するとともに、「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のため

のガイドライン」を周知するなど、クルーズ船等が利用するターミナルにおける、多言語対応の

促進や無料公衆無線ＬＡＮ環境の提供の普及に向けた取組を推進した。 
 
 

 

無料公衆無線ＬＡＮ共通 

シンボルマーク 
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（３） 2020年オリンピック・パラリンピックに向けた多言語対応の改善・強化  
2014 年(平成 26 年)11 月に東京都主催の「2020 オリンピック・パラリンピック大会に向けた

多言語対応協議会」において、東京都が交通、道路、観光・サービスの３つの分野で今後取り組

むべき方針について策定した。また本協議会での検討を経て、2015 年(平成 27 年)３月に東京都

で「国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化指針」を改定・公表した。 
 

４ 多機能フリーパスの検討 
東京都において検討を進めている観戦チケット･ＩＣ乗車券一体化フリーパスについて、東京都及

び組織委員会と意見交換を行い、現状及び課題について認識を共有した。 
 
５ 観光案内拠点・観光ガイドの充実 

（１） 外国人観光案内所のネットワークの拡大  
訪日外国人旅行者の拠点となる観光案内

所等に対して日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の

行う認定制度の取得・カテゴリー変更の働

きかけ等を行った結果、「カテゴリー３」の

外国人観光案内所は、昨年度の７件から 18
件へと増加した。エリアについても、昨年

度、首都圏と関西のみだったものが、中部、

九州の各空港や駅等へ拡大した。カテゴリ

ー１・２・３及びパートナー施設の全体数に

おいても、昨年度の 365 件から 528 件（2015
年（平成 27 年）3 月 31 日現在）に大幅に

増加した。 
また、外国人観光案内所の質の向上を図るため、全国対象の総合的な研修会および地域研修会

等を開催するとともに、外国人観光案内所専用サイトの開設及びメールマガジンを発信した。 
 

（２） 通訳案内士制度の見直しに向けた取組  
通訳案内士制度は、創設以来 60 年以上が経過し、地域的偏在や、言語面における需給のミスマ

ッチなど、様々な課題が指摘されている。 
そこで、改善方策を検討するため、2014 年（平成 26 年）12 月に「通訳案内士制度のあり方に

関する検討会」を開催し、各関係者から意見聴取を行った上で、次年度に議論する論点整理を行

った。 
また、地方公共団体が実施する研修を修了した場合には、外国人に対する有償での通訳案内を

可能とするため、「構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」を提出した。 
さらに、訪日外国人旅行者の満足度向上とリピーター化を進めていくため、国内外の旅行会社

やランドオペレーター、訪日外国人旅行者等に対し、通訳案内士制度の周知とともに、無資格ガ

イドによる質の悪いツアーに関する注意喚起を行った。 
 

（３） 地域における受入環境整備支援  
 2020 年オリンピック・パラリンピックの開催効果を広く地域にも波及させるため、訪日外国

人旅行者が魅力ある地方を多く訪れ、その魅力を体験して貰う必要がある。そのため、全国９地

域で訪日外国人旅行者の受入環境整備に係わるモデル事業をＩＣＴの活用、受入施設における接

遇向上、多言語による情報提供の促進、ユニバーサルツーリズムの充実といった切り口で実施し

た。 
 
第３節 オリンピック・パラリンピック開催効果の地域への波及 
１ 航空による地方へのアクセスの充実 

（１） 羽田空港における乗換利便性の向上  
羽田空港の国際線・国内線地区を結ぶ既設連絡トンネルは、幅員が狭く大型のバスが走行でき

ない。2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて、インバウンド需要の高まりに

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）外国人観光案内所の 
認定区分及び主な基準 

カテゴリー３ 常時英語による対応が可能。その上で、英語

を除く 2 以上の言語での案内が常時可能な体

制がある。全国レベルの観光案内を提供。原

則年中無休。Wi-Fi あり。ゲートウェイや外

国人来訪者の多い立地。 
カテゴリー２ 少なくとも英語で対応可能なスタッフが常

駐。広域の案内を提供。 
カテゴリー１ 常駐でなくとも何らかの方法で英語対応可

能。地域の案内を提供。 
パートナー施設 観光案内を専業としない施設であっても、外

国人旅行者を積極的に受け入れる意欲があ

り、公平・中立な立場で地域の案内を提供。 



84 
 

より、国際線と国内線の乗継の一層の増加が想定され、円滑な乗継に支障を生じる恐れがある。

このことから、効率的な導線を確保するため、大型バスが走行可能な国際線地区と国内線地区を

結ぶトンネルの整備を進めている。 
 

（２） 航空路線の新規就航・増便を促進するインセンティブ付与  
航空路線の新規就航・増便を促進するため、航空会社から徴収する着陸料を軽減した。具体的

には、羽田空港に 23 時～５時 59 分の間に離着陸する国際旅客便の着陸料（新規就航・増便分

に限る。）を、2014 年（平成 26 年）11 月～2015 年（平成 27 年）10 月において１／２、2015
年（平成 27 年）11 月～2016 年（平成 28 年）10 月において７／10、 2016 年（平成 28 年）

11 月～2017 年（平成 29 年）10 月において４／５に軽減する制度を新設した。また、従来行っ

ている羽田以外の国管理空港における国際線着陸料の軽減（チャーター便：１／２、定期便：７

／10）も継続した。 
 

（３） 地方空港におけるＣＩＱ体制の整備 
【再掲】第Ⅲ部第１章第２節１（２） 

 
２ 地方への鉄道旅行の促進 

オリンピック・パラリンピック観戦のために訪日した外国人に、東京のみならず日本各地を訪問す

るよう、企画乗車券の造成等を促進してきており、多種多様な企画乗車券が販売された。 
 

３ ホストシティ・タウン構想の推進 
「経済財政運営と改革の基本方針 2014」（平成 26 年６月 24 日閣議決定）においては、2020 年オ

リンピック・パラリンピック東京大会を契機に、大会の参加国・地域と全国の自治体との相互交流を

一層活発に行うことによって、我が国の地域活性化や観光振興等を図ることを目的に「ホストシテ

ィ・タウン構想」を推進することとされた。 
これを踏まえ、平成 26 年７月、東京オリンピック・パラリンピック担当大臣主催により、関係府

省庁の局長級を集めた連絡会議を開催し、全国の自治体に対してアンケートを実施するなど構想の具

体化に向けた取り組みを実施した。 
 
第４節 オリンピック・パラリンピック開催を契機としたバリアフリー化の加速 
１ 公共施設等のバリアフリー化 

関係者が必要に応じて緊密に連携しながら、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律」（平成 18 年法律第 91 号。以下、「バリアフリー法」という。）等に基づく移動等円滑化の促進に

関する基本方針に定められた目標を達成すること等、一体的・総合的な公共交通機関等の旅行関連施

設のバリアフリー化を推進している。また、2020 年東京オリンピック・パラリンピックやその後の超

高齢社会を見据え、国土交通省内に設置（平成 26 年９月）した「バリアフリーワーキンググループ」

において、大会を契機とした鉄道駅・空港における複数ルートのバリアフリー化など、今後重点的に

取り組むべき施策について検討している。 
 

（１）公共交通機関等 
旅客施設においては、地域の実情に鑑み、高齢者、障害者等の利用の実態等を踏まえてバリア

フリー化を推進し、原則として１日当たりの平均的な利用者数が 3,000 人以上である旅客施設の

バリアフリー化を優先的に行っている。また、車両等においては、鉄軌道車両やバス車両、タク

シー車両のバリアフリー化を行っている。 
 

（２）歩行空間 
誰もが安心して歩ける歩行空間を形成するため、原則として重点整備地区内の主要な生活関連

経路を構成する全ての道路について、幅の広い歩道等の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、

無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備といったバリアフリー化を行った。その他、音響式

信号機、経過時間表示機能付き歩行者用灯器、歩車分離式信号等のバリアフリー対応型信号機、

高輝度標識等の見やすく分かりやすい道路標識等の整備を実施した。 
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（３）都市公園等におけるバリアフリー化 
都市公園の整備にあたっては、安全で安心した利用のためバリアフリー法に基づく基準や支援

制度により、出入口や園路の段差解消、高齢者や障害者等が利用可能なトイレの設置等を進めて

いる。 
また、身近な自然空間である河川等の魅力を誰もが享受できるよう、まちづくりと一体となっ

た水辺整備等を実施している。 
 

（４）ホームドアの整備促進 
ハンドル形電動車イスによる鉄道利用においては、障害者手帳等の提示によりハンドル形電動

車イスが真に必要であることを示すことが必要であり、外国人に対応したルールとなっていない。

このため、利用者の要件の合理化に向けた検討を進めるよう、鉄道事業者に求めた。 
また、視覚障害者をはじめ、すべての駅利用者のホームからの転落を防止するための設備とし

てホームドア等は非常に効果が高く、バリアフリー法に基づく基本方針や社会資本整備重点計画

等を踏まえ、その整備を促進している。また、車両扉の位置の相違等の課題に対応可能な新たな

タイプのホームドアの技術開発を推進している。 
 

（昇降ロープ式ホームドア） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（昇降バー式ホームドア） 

（昇降ロープ式ホームドア（支柱伸縮型）） （マルチドア対応ホームドア） 
 

新たなタイプのホームドア例 
  

 
３ バリアフリー車両の導入促進 

空港アクセスバスのバリアフリー化に向けて、関係者が連携した取組を推進中である。また、ユ

ニバーサルデザインタクシーにおいては、車両メーカーとの打合せを実施し、普及方策等について検

討している。 
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第２章 インバウンドの飛躍的拡大に向けた取組 
 

第１節 インバウンド推進の担い手の拡大 
外国人旅行者向け消費税免税制度改正を契機としたショッピングツーリズム事業に取り組んだ。訪

日外国人旅行者向けに、2014 年（平成 26 年）10 月１日に改正された外国人旅行者向け消費税免税

制度の内容や免税対象店舗リスト等の情報発信を行うＷＥＢサイトを製作し、海外でのＰＲを実施し

た。 
 
第２節 訪日プロモーションの戦略的拡大 
１ より科学的なマーケティングの実施 

2014 年（平成 26 年）４月、外部のマーケティング専門家も参画する「マーケティング戦略本

部」を観光庁で開催し、2014 年（平成 26 年）７月に、平成 26 年度プロモーション方針を策定し

た。プロモーションの方針は、市場（国・地域）毎に、訪日旅行等の実態を踏まえ、ターゲット層や

訴求コンテンツ、プロモーション実施時期等を定め、科学的・合理的にマーケティングを実施した。 
  

２ ビザ緩和にあわせた集中的なプロモーション  
2013 年（平成 25 年）７月にビザ免除が行われたタイやマレーシアをはじめ、2014 年（平成 26

年）にビザ免除となったインドネシアや、ビザ緩和が実施されたフィリピン、ベトナムにおいて、航

空会社との共同広告や各国で開催されるイベントへのブース出展を通じて、訪日プロモーションを展

開した。 
 

第３節 訪日プロモーションの新たな切り口での展開 
１ 「質の高い」日本の魅力を広めてくれる成熟した訪日旅行者層（「目利き」）へのプロモーション 

2014 年（平成 26 年）12 月１日から４日にフランス・カンヌにて開催された世界最大規模の富裕層

向け BtoB 商談会（ＩＬＴＭ）に出展し、「質の高い」日本の魅力を広めてくれる成熟した訪日旅行者

層（目利き）へのプロモーションを実施した。 
また、2014 年（平成 26 年）11 月に富裕層をターゲットにしている豪州の旅行会社に対して、日

本の伝統工芸品等に触れてもらうことを目的とした東京・金沢・富山への招請旅行を実施する等「質

の高い」日本の魅力の発信を図った。 
 
２ 若年層の交流拡大に向けたプロモーション 
 中国、台湾、シンガポール、豪州、米国等からの教育旅行などの機会に、若者に日本の伝統技術・

歴史・文化・芸術体験や日本人との触れ合いを行う等日本の魅力を発信することで、若年層の交流拡

大に向けた訪日プロモーションを強化した。 
 
３ トランジット旅客の取込 

トランジット旅客のうち、日本に入国しないで乗り継ぐ予定であった者（国

際線通過旅客）に、入国旅客への移行を図り、訪日外国人旅行者の増加を図る

とともに、我が国の良さに触れてもらうことで空港周辺地域の活性化や次回の

訪日につながることが期待される。 
このため、空港会社、航空会社、地方自治体等の関係者によるトランジット

プログラムの充実、プログラムのプロモーション、寄港地上陸許可制度の活用

等を目的とした「トランジット旅客の訪日観光促進協議会」を 2014 年（平成

26 年）９月に設置し、主に成田国際空港周辺におけるトランジットプログラム

について検討を行った。 
2015 年（平成 27 年）３月１日より成田国際空港周辺において、ボランティ

アガイドを活用した、日本の自然や文化等を体験できる「Narita Transit 
Program」を開始した。 

 
４ 地方への誘客に向けたプロモーション 
 海外の旅行会社やメディアの招請事業等を通じて、地域の観光資源の魅力を海外にＰＲした。ま

「Narita Transit Program」

チラシ 
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た、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の海外向けウェブサイトおいても、観光地の魅力を発信している。 
 

５ 地方の港湾への誘客に向けた訪日プロモーション 
我が国へのクルーズ船の寄港促進やこれに伴う地域活性化を図るため、2014 年（平成 26 年）11

月から 2015 年（平成 27 年）２月にかけて、クルーズ船社等３社のキーパーソンと港湾管理者等 16
港 17 団体との商談会を３回開催（試行）した。 

 
６ 訪日シーズンの分散化のためのプロモーション 

2014 年（平成 26 年）は、春・秋等訪日外国人旅行者が比較的少ないシーズンの需要の掘り起こ

しを目指し、「桜」をテーマとした継続的な訪日プロモーションを集中的に実施した。 
 

７ 「和食」の魅力発信 
「和食」のユネスコ無形文化遺産登録等により、国内外で日本食への関心が高まる中、2015 年

（平成 27 年）５月から 10 月までの間イタリアのミラノ市で開催される、食をテーマとした「2015
年ミラノ国際博覧会」において、官民一体となって「Harmonious Diversity －共存する多様性－」

をテーマとした日本館の建築や広報等を実施している。 

 
 

第４節 訪日プロモーションの実施体制の整備 
１ 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の訪日プロモーション事業の執行機関化 

訪日プロモーション事業は、2007 年（平成 19 年）の事業開始以来、観光庁が発注主体となり実施

してきたが、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る事業の

実施が求められる。そこで、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（2013 年（平成 25 年）12
月 24 日閣議決定）等において、訪日プロモーション事業は原則として日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が

実施主体となって実施することが決定された。 
これを受け、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）は、平成 26 年度補正予算事業より、訪日プロモーショ

ン事業の直接執行を開始した。 
 

２ アジア最大の国際観光イベントの実現 
2014 年（平成 26 年）９月、「ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡＮトラベルマート」と「ツーリズムＥＸＰＯ

ジャパン」の同時開催を実現した。国内最大のインバウンド商談会である「ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡＮ

トラベルマート」では、旅行会社 347 社（28 カ国・地域）、海外メディア 12 社（10 カ国・地域）が
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参加、観光関係者 400 団体が参加し、世界最大級の旅行博覧会「ツーリズムＥＸＰＯジャパン」で

は 1,129 団体（151 ヵ国・地域）が参加し、情報収集を効率的かつ効果的に実施した。 
 
３ 二国間関係の強化 

2014 年（平成 26 年）12 月に、東京において、「第 29 回日

韓観光振興協議会」を開催し、10 月には「第６回日越観光協

力委員会」を開催するなど、双方向の観光交流拡大に向けての

意見交換を行った。 
また、2015 年（平成 27 年）２月に、東京においてカタール

国政府観光局との間で、観光分野における協力関係の強化を内

容とする覚書を作成した。さらに、3 月にはベトナム社会主義

共和国ホー・アイン・トゥアン文化スポーツ観光省副大臣が

鈴木国土交通大臣政務官を表敬訪問し、2005 年（平成 17
年）に署名された観光協力に関する共同声明から 10 年の節

目を迎えることを受け、10 年間の両国間の交流の進展をふり返り、二国間の交流が、より一層活性

化されるよう努力することなど、両国の観光交流の促進について意見交換を行った。 
 

４ 国際機関等への協力を通じた国際観光促進  
ＵＮＷＴＯ（国連世界観光機関）、ＯＥＣＤ18（経済開発協力機構）、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国

連合）＋３、ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）等の主要な多国間枠組みに積極的に参加し、世界の

国際観光発展に向けた政策基盤の形成への貢献を行っている。 
2014 年（平成 26 年）５月、ＵＮＷＴＯ（国連世界観光機関）地域委員会（フィリピン・レガスピ）

では、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」等、訪日外国人旅行者数 2,000 万人に向けた

我が国の取り組みを報告した。９月には第８回ＡＰＥＣ観光大臣会合（中国・マカオ）に出席した。

この会合では域内の経済協力及び人的・文化的交流の促進における観光の重要性、域内の持続可能な

発展に向けた観光とその他産業との連携の重要性等について議論を行い、「マカオ宣言｣が採択された。

また同月、タリブ・リファイＵＮＷＴＯ事務局長が来日し、太田国土交通大臣との間で我が国とＵＮ

ＷＴＯの協力関係の強化に向けた意見交換を行った。 
11 月には、ＯＥＣＤ、ＥＵ（欧州連合）統計局、ＵＮＷＴＯ（国連世界観光機関）及び奈良県の協

力のもと、観光統計に関する２つのイベント（「第 13 回観光統計グローバルフォーラム」、「ＵＮＷＴ

Ｏ観光統計スペシャルワークショップ」）を「奈良観光統計ウィーク」として開催し、観光統計の充実

に向けた取組を進めた。また、これに合わせ来日したシュテファン・カプファーラーＯＥＣＤ事務次

長が西村国土交通副大臣を表敬訪問し、ＯＥＣＤと日本の協力関係の強化について意見交換した。 
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター（日本アセアンセンター）との協力のもと、双方向

の観光及び人的交流の拡大を図るため、若年層向けの交流事業やムスリム観光客の受入整備等に取り

組んだ。また、2015 年（平成 27 年）１月の第 14 回ＡＳＥＡＮ＋３観光大臣会合（ミャンマー・ネ

ピドー）では、「ＡＳＥＡＮ＋３観光協力ワークプラン 2013-2017 年」の進展報告が行われ、ＡＳＥ

ＡＮ＋３域内における双方向の観光交流拡大に向けた協力を強化していく旨を確認した。 

                                                   
18 Organisation for Economic Co-operation and Development の略。 

トゥアン副大臣の表敬訪問を受ける

鈴木国土交通大臣政務官 
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第５節 効果的なメディア戦略 
１ 日本コンテンツの活用 

クールジャパン機構において、日本のファッション、地域産品、観光などの周辺産業への波及効果

の高いコンテンツ配信プラットフォームの整備を推進した。例えば、平成 26 年度には、アジアや欧

米等、世界 22 カ国で 24 時間 365 日、日本番組を放送し、日本のコンテンツを海外に発信するとと

もに、関連する商品・サービスの物販、訪日観光客の拡大等を行う事業への支援を決定した。 
また、日本コンテンツの海外展開を促進するため、字幕付与・吹き替え等の現地化や国際見本市へ

の出展、広告出稿等のプロモーションの支援を実施した。これまで約２年間で約 3,800 件の案件を支

援し、非コンテンツ企業を含む幅広い事業者の海外展開を後押しした。 
 
２ 海外の有力メディアの積極的招請 
 2014 年（平成 26 年）は多くの海外の有力メディアを招請し、海外において訪日魅力の積極的に

発信する取組を実施した。 
 
３ 放送コンテンツの海外展開に向けた連携 

総務省事業において、日本各地の魅力を照会する鉄道旅行番組「Welcome To The Railworld 日本

編」をマレーシアと共同で製作し、同国内で継続的に放送する取組（全 10 話）等を支援した。本番

組の製作にあたっては、観光庁、総務省、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）、放送コンテンツ海外展開促

進機構（ＢＥＡＪ）の４者が連携してロケ地選定を行った。 
 
４ 国際放送による情報発信の強化 

日本の情報や魅力を世界に発信するため、ＮＨＫのテレビ国際放送（ＮＨＫワールドＴＶ）の充実

強化の一環として、国際空港でのモニター設置や航空機内でのスポット広告放映等による周知広報、

受信環境の整備等の取組を推進した。また、放送法改正により、テレビ国際放送の放送番組を国内放

送事業者に提供することを恒常的に可能とし、国内在住外国人やホテル滞在の外国人に対する情報発

信の機会拡充を図った。 
 

第６節 オールジャパン体制による連携の強化 
１ クールジャパン等と一体となった効果的な訪日促進 

クールジャパン事業と連携した、３つのイベント（①観光庁・日本政府観光局（ＪＮＴＯ）：「Visit 
Japan FIT Travel Fair」、②ＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）・ＰＲＯＭＩＣ（一般財団法人音楽産業・

文化振興財団）：「J POP Signature in Bangkok 2014」、③国際ドラマフェスティバル in TOKYO 実

行委員会：「J Series Festival」）を『JAPAN WEEKEND』として、同時期に、同じエリアで開催す

ることにより、タイ・バンコクにおいて効率的にビジット・ジャパン事業を実施した。 
クールジャパン機構では、2014 年（平成 26 年）９月に日本政府観光局（ＪＮＴＯ）との業務提

リファイＵＮＷＴＯ（国連世界観光機関） 
事務局長と意見交換を行う太田国土交通大臣 

カプファーラーＯＥＣＤ事務次長の 
表敬訪問を受ける西村副大臣 
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携を行い、日本のコンテンツ、食・サービス、ファッション・ライフスタイルなどの発信と訪日促進

との更なる連携強化を図った。 
 

２ 政府一体となった日本の魅力の海外発信 
官邸主宰の「対外広報戦略企画チーム」における議論を踏まえ、観光をテーマに含む海外に発信す

べき広報コンテンツをまとめた電子書籍「We Are Tomodachi」（英語・仏語・西語）を定期的に発

行するとともに、政府公式英文ウェブサイト「JapanGov」及びアプリ「JapanGov App」を構築

し、政府公式ＳＮＳと連動して発信することで情報の浸透を図った。 
また、外国要人の訪日に際し、地方を訪問してもらうことで、各地の魅力や「おもてなし」を対外

的に発信する取組を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

３ 伝統文化やポップカルチャーを活用した観光振興 
外務省及び国際交流基金では、海外ネットワークを活用し､日本の多様な魅力を海外に向けて発信

した。例えば 2015 年（平成 27 年）１月に上海で行われた民間企業が主体の訪日観光促進イベントに

おいて、在外公館が和太鼓演奏や華道デモンストレーションなどの日本文化紹介イベントを実施した。

また、2013 年（平成 25 年）12 月に安倍総理より発表された「文化の WA（和・環・輪）プロジェク

ト」の芸術文化交流事業として､2015 年（平成 27 年）１月～３月には､国際交流基金が東南アジア４

ヵ国にてストリートダンス公演を実施し､日本の舞台芸術の多様性を紹介した。 
文部科学省では、横浜トリエンナーレ、東京国際映画祭といった我が国を代表する国際フェスティ

バルや、「東アジア文化都市」などの文化芸術創造都市の取組に対して支援を行った。また、文化庁メ

ディア芸術祭（第 18 回）受賞作品展の実施に加え、当該受賞作品等を FILE2014（ブラジル・サンパ

ウロ）やルッカ・コミックス・アンド・ゲームズ（イタリア・ルッカ）等、19 の海外芸術祭に展示す

るなど、我が国の多様な文化芸術の海外への情報発信力を強化し、世界からのインバウンドの促進を

図った。 

経済産業省では、2014 年（平成 26 年）10 月に、映像・アニメ・音楽等の主要コンテンツが統合さ

れた国際見本市「JCS（Japan Content Showcase）」を主催した。世界の約 30 の国と地域から 300 以

上の出展者、世界 39 の国と地域から 1,000 人以上のバイヤーが集結し、総来場者数は約２万人とな

った。また、2015 年（平成 27 年）３月には、日本最大級の国際見本市「AnimeJapan2015」の開催

を支援し、総来場者数は 12 万人以上となった。イベントの開催を通じ、広く海外にアピールすること

で、日本コンテンツの海外展開を促進した。 

政府公式英文ウェブサイト「JapanGov」 

URL: http://www.japan.go.jp/ 
アプリ 

「JapanGov App」 
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上海での阿波踊り公演の様子 ハノイでのストリートダンス公演の様子 

（ｃ）Dance Dance Asia 
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第３章 ビザ要件の緩和など訪日旅行の容易化 
 

第 1 節 ビザ要件の戦略的緩和 
１ ビザ要件の戦略的緩和 

2014 年（平成 26 年）は、７月にインド向け数次ビザの導入、８月にブラジル向け数次ビザの導

入を決定した。その他、インドネシア、フィリピン及びベトナムに対し、９月に数次ビザの発給要件

の大幅緩和、11 月に指定旅行会社パックツアー参加者用一次観光ビザの申請手続簡素化を行った。

12 月には、ＩＣ旅券事前登録制によるインドネシア向けビザ免除を開始した。さらに、2015 年（平

成 27 年）１月 19 日から、中国人向け数次ビザの発給要件を緩和した。 
 
２ 新たなビザ要件の緩和対象国向けの集中的プロモーション  
【再掲】第Ⅲ部第２章第２節２ 

 
第２節 外国人長期滞在の促進 
 外国人富裕層の観光目的による我が国への長期滞在需要を取り込むべく、一定の要件を満たした外

国人の長期滞在を可能とする制度の導入について検討を進めた。  
 
第３節 出入国手続の迅速化・円滑化 
１ ＣＩＱ体制の整備 
【再掲】第Ⅲ部第１章第２節１（２） 

 
２ 空港におけるファーストレーンの設置  

国際会議の開催地やビジネス拠点の選択に当たり、玄関口たる空港の果たす役割は大きく、空港に

おける出入国手続きを迅速に行い都心部へ移動しやすくすることは、大都市圏の立地競争力強化の大

きな課題である。また、諸外国の主要空港においては、ファーストレーンを設置し、ＶＩＰ（Very 
Important Person）／ＣＩＰ（Commercially Important Person）に対して、一般旅客とは異なるサ

ービスを提供しているところである。このような状況を踏まえ、ファーストレーンの設置について関

係者による検討会を開催し、成田国際空港・関西国際空港ごとの部会を設置した。平成 27 年度中のフ

ァーストレーン設置の実現を見据えて、施設の詳細な設計等の検討を進めた。 
 

３ トランジット旅客の取込 
【再掲】第Ⅲ部第２章第３節３ 

 
４ 一定範囲の短期滞在者に係る出入国手続の円滑化の実施 

2014 年（平成 26 年）の「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第

74 号）」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」（トラスティド・トラベラー）として特定し，自動化ゲートの対象とする新たな枠組みを構築す

ることとされた。 
 
５ 自動化ゲートの利用改善・促進等 

2014 年（平成 26 年）４月以降、主要空港における自動化ゲート利用希望者登録カウンターを拡充

し、同年 11 月末には自動化ゲートを 40 台から 70 台に増配備した。その結果、同年における自動化

ゲート利用希望者登録数は、12 万 9684 人（対前年比４万 1013 人（46.3％）増）、自動化ゲート利用

者数は 169 万 557 人（対前年比 36 万 8123 人（27.8％）増）となった。 
また、審査ブースの機動的運用を継続的に実施している。 

 
第４節 本邦航空会社による新規路線の開設やＬＣＣの参入促進等による、利用しやすい旅行商品の

創出 
１ 航空路線の新規就航・増便を促進するインセンティブ付与 
【再掲】第Ⅲ部第１章第３節１（２）  
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２ ＬＣＣの持続的な成長に向けた取組  
【再掲】第Ⅲ部第１章第２節１（３） 
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第４章 世界に通用する魅力ある観光地域づくり 
 
第１節 地域連携による情報発信力強化と新たな広域周遊ルートの形成 
１ 広域観光周遊ルートの形成促進 
 複数の都道府県に跨って、テーマ性・ストーリー性を持った一連の魅力ある観光地を、交通アクセ

スも含めてネットワーク化し、外国人旅行者の滞在日数（平均６日～７日）に見合った、訪日を強く

動機づける「広域観光周遊ルート」（骨太な「観光動線」）の形成を促進する施策について、「世界に

誇れる広域観光周遊ルート検討委員会」を設置し、２回にわたり開催するなど、ルート形成に当たっ

ての基本的な方針等の検討を実施した。 
 
２ 地域間交流を深める運動の促進  

「北前船寄港地フォーラム」など、交流人口の拡大や国内ＭＩＣＥ19の推進を目的とする行事を後援

し、地域間交流を深める運動を推奨した。 
 

３ 道路の整備等 
高規格幹線道路を始めとする幹線道路ネットワークの整備を促進し、観光旅行者の来訪の促進や利

便性の向上を図った。なお、高規格幹線道路の延長については、平成 26 年度は近畿自動車道敦賀線

（小浜～敦賀ＪＣＴ）等、新たに 365km が開通し、合計 11,050km（2015 年（平成 27 年）３月末現

在）となった。 
また、既存の高速道路を有効活用し、地域経済の活性化や渋滞の軽減等に寄与することを目的とし

た「スマートインターチェンジ（ＥＴＣ専用インターチェンジ）」の開通箇所については、平成 26 年

度は新たに７カ所が開通し、77 カ所で開通、68 カ所で事業中（2015 年（平成 27 年）３月末現在）で

ある。 
高速道路の料金については、社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会（座長：寺島実郎一

般財団法人日本総合研究所理事長）の中間答申などを踏まえ、様々な観点から検討を進め、「新たな高

速道路料金に関する基本方針」（平成 25 年 12 月 20 日）やパブリックコメントを踏まえ、2014 年（平

成 26 年）４月より新たな高速道路料金を導入しており、観光需要を喚起し、地域活性化を図るため、

地方部の普通車以下の休日割引について、割引率を３割として継続している。 
環状道路の整備等による道路ネットワークの強化により、拠点的な空港・港湾・鉄道駅へのアク

セスの向上を図った。 
 
４ 道の駅を核とした地域における観光振興 

2015 年（平成 27 年）１月に、「道の駅」の新たな展開として、特に優れた取組を選定し、各省庁

と連携して、重点「道の駅」等として支援する取組を実施するとともに、63 件の「道の駅」が外国

人案内所として認定された。 
 

５ 外国人が周遊しやすい地域公共交通の確保 
 観光振興を図る上では、二次交通としての地域公共交通の充実が重要となっている中、2014 年（平

成 26 年）11 月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」（平成 26 年

法律第 41 号）が施行された。これにより、地方公共団体を中心として地域の関係者との合意の下で、

まちづくりや観光施策と連携した、面的な地域公共交通ネットワークを再構築する枠組みが整備され

た。 
 

第２節 地域の魅力を来訪者に体感してもらうための仕組みづくり 
１ 規制制度面での環境整備 

（１） 着地型旅行商品の造成促進・販路拡大に向けた制度の検討  
着地型旅行商品の造成促進・販路拡大のため、宿泊施設における着地型旅行商品の造成・販

売を促進する制度について、一橋大学大学院 山内弘隆教授を座長とする「旅行産業研究会」（平

                                                   
19 （Ｍ）Meeting、（Ｉ）Incentive、（Ｃ）Convention、（Ｅ）Exhibition の４つのビジネス・セグメン

トの頭文字をとった略語。 
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成 25 年９月設置）における議論の結果を 2014 年（平成 26 年）５月にとりまとめるとともに、

それを踏まえ、継続的に検討を行った。 
 

（２） 自家用有償旅客運送における周遊案内  
非営利団体を実施主体としている自家用有償旅客運送において、離島や中山間地等における

観光客等当該地域外からの来訪者についての周遊観光となる運送も可能となるよう、当該区域又

は地域の交通が著しく不便であることや、その他交通手段の確保を図ることが必要な事情がある

ことを当該区域又は地域を管轄する市町村長が認めた場合にあっては、旅客の範囲の規制を緩和

した。 
 

（３） 貸切バスの営業区域の弾力化  
2014 年（平成 26 年）４月から、安全の優良認定を受けたバス事業者に対して、営業区域を

従来の都道府県単位から地方ブロック（地方運輸局）単位に拡大していたが、この特例措置を当

該ブロック以外の隣接県まで拡大した上で 2015 年（平成 27 年）９月末まで延長した。 
 

（４） ツアーオペレーター認証制度の定着  
インバウンドの手配を行うツアーオペレーターのサービスは、日本の観光に対する評価を左右

しかねないことから、ＪＡＴＡ（一社社団法人日本旅行業協会）では、平成 25 年度よりツアーオ

ペレーター業務を行う企業を対象として、その提供するサービスの質や当該企業に対する信頼性

が一定水準以上であることを明示するための認証制度の運用を開始した。平成 26 年度、観光庁

では、ホームページや海外での商談会等で、同制度及び認証取得事業者のアピールに努めた。 
 
２ 地域の観光振興の促進 

（１） 観光地域のブランド化  
特定のテーマで国内外を訴求する際立った魅力をもつ観光地域を創出するため、「観光圏の整

備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」（平成 20 年法律第 39 号）に基づき、滞

在交流型観光に対応できる区域として「観光圏」の整備を促進しており、平成 26 年度はニセコ観

光圏等４観光圏を認定した。 
あわせて、当該４観光圏を含む 10 観光圏に対し、「観光地域ブランド確立支援事業」によ

り、地域のブランド戦略策定及びブランド戦略に基づく事業実施を支援した。 
 

（２） 魅力ある観光地づくり  
 「観光地ビジネス創出の総合支援事業」に基づき、45 地域を選定し、実学に即した研修や、商

品化を見据えた旅行会社等との商談会を通じて、観光地づくりの取組を進める主体が自ら販路を

開拓し、収益を更なる着地型旅行商品開発に充てることが可能となるビジネスモデルの構築を支

援した。 
また、「地域資源活用ネットワーク構築事業」に基づき、地方産業競争力協議会の報告を踏ま

え、各地域に眠っている地域資源を活用した新たなビジネスモデルの構築により、交流人口の増

大に繋がる取組を支援した。 
 

（３） 観光地域づくりの人材の有効活用  
地域の特徴を活かした魅力ある観光地域づくりのために、各省庁では、それぞれの観点から、

専門家を集約したリストの作成や派遣・支援制度を構築している。その中で、観光の観点からリ

スト等を更に有効活用するべく、各省庁で作成されたリスト等をとりまとめるとともに、ワンス

トップで観光関係の相談に対応できる窓口を観光庁内に設置した。今後は、当該窓口を活用し、

相談があった地域の実情等を踏まえつつ、適切な人材や支援メニューの紹介や、関係省庁へ連絡・

調整により、手続きがスムーズに進むよう支援していく。 
 

（４） ＩＣＴを活用した訪日外国人観光動態調査、受入環境整備 
従来の取組を評価し、訪日外国人旅行者のニーズを踏まえた効率的・効果的な取組につなげて

いくため、既存統計に加え、ビッグデータにより訪日外国人旅行者の観光行動を定量的に調査・
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分析を行うことが必要である。このため、「携帯端末の位置情報や携帯電話の基地局情報を活用し

た訪日外国人旅行者の観光動態」、「ＳＮＳを活用した訪日外国人旅行者の興味・関心に関する小

規模な試行調査」を行った。 
訪日外国人旅行者は自分の嗜好や属性に合った観光地の情報取得やサービス享受が難しいとい

うのが現状である。各種サービス事業者が訪日外国人旅行者の属性情報とそれに関連する観光情

報等を融合させ、各サービス事業の現場で情報共有・連携することで、より満足度の高いサービ

スを享受し、ストレス無く観光できる環境を整備することが必要である。そのため、様々な企

業・団体をメンバーとするおもてなしプラットフォーム研究会を開催し、今後の方向性や課題を

整理した。 
 

（５） 休暇取得の促進 
 2014 年（平成 26 年）の１年間における日本の労働者１人平均の年次有給休暇の付与日数は

18.5 日、そのうち労働者の取得した日数は 9.0 日で、取得率は 48.8％となっている。 
 こうした中、国内旅行の需要を喚起し、旅行需要を平準化するため、休暇取得の促進を図るこ

とが必要である。そこで、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（平成 26 年度末で 450 団体が賛同）や、学校行事の振替休業

日に合わせて有給休暇の所得促進を図る「家族の時間作りプロジェクト」（平成 26 年度は６地方

公共団体が実施）を推進した。 
 

（６） 先進事例の情報提供の強化  
観光地域づくりの先進的な取組事例を冊子として取りまとめ、紹介することによって、先進事

例の情報提供を強化し、地域における取組の質の向上を図った。 
 
３ 観光地域づくりを担う主体への支援制度 

（１） 株式会社地域経済活性化支援機構との連携協定に基づく施策  
2014 年（平成 26 年）５月、ＲＥＶＩＣ（株式会社地域経済活性化支援機構）と観光庁との間

で、観光を軸とした地域活性化モデルの構築を目的とする包括的連携協定を締結した。同協定に

基づき、地域の金融機関、事業者とＲＥＶＩＣの現地協議に参加し、両者と関係行政機関等との

橋渡しを行うことで取組の円滑化を図り、地域活性化のモデル構築を支援した。 
 

（２） 地域ブランドの振興  
観光資源等の地域の産業資源を活用して、中小企業が新商品・新サービスの開発を行い、その

新商品等の市場化への取組を総合的に支援した。加えて、中小企業地域資源活用促進法を改正し、

農業体験や産業観光等を支援対象に加えるとともに、観光資源などの地域資源を活用した「ふる

さと名物」の開発・販路開拓の取組に対する支援の強化を図った。 
 

（３） 地域経済の活性化に向けた決済環境や無料公衆無線ＬＡＮの整備 
地域経済の活性化を図るため、平成 25 年度補正予算事業を活用し、地方商店街において、決

済端末の導入や無料公衆無線ＬＡＮの整備等に係る支援を行った。 
 
第３節 世界に通用する地域資源の磨き上げ 
１ 魅力ある空間の形成 

（１） 景観等に配慮した道路整備の推進 
良好な景観の形成や観光振興、安全で快適な通行空間の確保、道路の防災性の向上等の観点

から、無電柱化を推進した。また、地域の活性化、観光振興、美しい道路景観の形成を目指す

「日本風景街道」において、地域と道路管理者が連携し、地域の多様な活動や道路空間を美しく

する取組を推進した。 
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（２） 観光振興に資する道路空間の有効活用等  
 「都市再生特別措置法」（平成 14 年法律第 22 号）などの道路占用許可基準の特例を活用し、

道路上におけるオープンカフェ等の設置による地域の活性化や賑わいの創出を引き続き推進して

いる。また、中心市街地活性化基本計画の認定を受けた区域において、その賑わい創出のための

道路の占用許可基準を緩和する特例制度を創設した。 
 

（３） 魅力ある水辺空間を活用した賑わいの創出 
水辺とまちの未来のかたちをデザインし、｢つくる｣

だけでなく｢育てる｣ことを視野に入れた持続可能な

未来の創造に貢献するため、水辺とまちの未来創造

プロジェクトに取り組んでいる。 
地域の景観、歴史等の「資源」や地域の創意とし

ての「知恵」を活かし、地方公共団体や地元住民と

の連携の下で河川や水辺の整備・利用を行う「かわ

まちづくり」や、住民、企業、行政が連携し、水辺

に新しい賑わいを創出する「ミズベリング・プロジ

ェクト」を推進した。 
 
 

（４） 良好な街なみ環境整備の推進、魅力ある空間の形成 
景観・歴史資源となる建造物の修理・改修等を含めた

景観・歴史的風致形成に資する取組に対して支援を行う

「街なみ環境整備事業」により、住宅等の外観の修景、

電線の地中化、道路・公園等の地区施設の整備、景観重

要建造物の整備等を引き続き支援した。さらに、国土交

通省ホームページにおいて、観光地における街なみ環境

の整備モデルとなる事例集の情報提供を実施した。 
 

 
 
 
 

（５） 一般自動車道の魅力発信  
テレビドラマの撮影に利用される等、展望のある景観を有する一般自動車道について、自動車

道事業者、レンタカー事業者、旅行会社等と連携して、観光資源としての自動車道の魅力発信を

強化しており、引き続き実施する。 
 

（６） インフラツーリズムの推進  
「観光地ビジネス創出の総合支援事業」の一環として、ダムとその周辺地域の自然環境や長大

美観を損ねる電柱・電線 地域住民等による道路景観改善のための 
除草作業（静岡県富士宮市） 

  

水辺のカフェで夕暮れを楽しむ人々 

（新潟県新潟市 信濃川・萬代橋） 

街なみ環境整備事業による住宅等の

外観の修景、電線の地中化等 

（奈良県橿原市 今井町地区） 
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橋など世界に誇るべき土木技術等を観光資源として活用するインフラツーリズムを取り入れた観

光地域づくりの支援を行った。 
 

２ 美しい自然を活かして 
（１） 日本の自然を活かした地域活性化 
 優れた自然資源を有する地域への誘客を図るため、世界自然遺産・国立公園において、魅力維

持に必要な施設を整備するなど質の高い自然環境保全を進めつつ、利用施設の質の向上、効果的

な情報発信、充実した運営管理等を実施した。また、我が国の豊富な自然観光資源を活かすた

め、エコツーリズムに取り組む地域協議会等への支援、エコツーリズム推進全体構想の認定・周

知、エコツーリズムガイドの養成等を行った。 
 

（２） サイクルツーリズムの推進  
今後の増大が見込まれるアジア等からの外国人の観光需要

拡大に向けて、台湾から自転車関係団体及びメディア関係者

を招き、十勝管内のサイクリングコースの走行や「ツール・ド・

北海道 2014」市民レースへ参加するファムトリップを実施し、

北海道のサイクリング観光の魅力をＳＮＳや雑誌等で発信し

た。 
 
 
 
 
 

（３） 奄美群島及び小笠原諸島における観光等産業の振興 
奄美群島及び小笠原諸島においては、「奄美群島振興開発特

別措置法」（昭和 29 年法律第 189 号）及び「小笠原諸島振興開発特別措置法」（昭和 44 年法律第

79 号）の有効期限を平成 30 年度まで延長した。これより、地域が自らの責任のもと主体的に施

策を実施する仕組みとして、特例通訳案内士や旅行業法の特例等を認める産業振興促進計画制度

を創設し、地方公共団体による下記の施策に対する支援を行った。 
奄美群島においては、地域の裁量に基づく施策の展開を後押しする仕組みとして奄美群島振興

交付金を創設し、航路・航空路の運賃低減事業、世界自然遺産登録を目指した観光キャンペーン

事業等に対する支援を行った。 
小笠原諸島においては、平成 28 年度に終航を予定している定期船「おがさわら丸」の代替船

に対応した港湾の整備や自然公園の整備等に対する支援を行った。 
 

（４） 沖縄における国際競争力を有する観光地の形成 
 政府においては、平成 26 年度税制改正で沖縄の観光地形成促進地域制度における投資税額控

除の拡充及び沖縄路線航空機燃料税の軽減措置の拡充・延長を実施した。「沖縄振興特別措置法の

一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 7 号）においては、これらの実施に伴う所要の規定を改

正した。 
沖縄県においては、沖縄振興一括交付金（内閣府）を活用して、市場特性に応じた誘客プロモ

ーション活動等を行ったほか、「国際ダイビング博覧会」、「世界空手連盟プレミアリーグ」の沖

縄開催を支援した。 
 

（５） 国家戦略特区を活用した沖縄における観光振興 
 世界水準の観光リゾート地を目指して、地域の強みを活かした観光ビジネスを振興するととも

に、新たなビジネスモデルを創出することにより、外国人観光客等の飛躍的な増大を図るため、

沖縄県を国家戦略特区に指定し、規制の特例を活用した事業を盛り込んだ区域計画の素案を作成

した。 
 

十勝管内サイクリングコースの

走行の様子 
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３ 海洋観光の展開 
（１） 日韓定期旅客航路の活性化 
 日韓定期旅客航路の活性化に向けて、訪日・訪韓双方向の観光交流拡大に向けた施策の推進を

図るため、2014 年（平成 26 年）10 月に、九州地域の官民の連携により、日韓定期旅客航路活

性化協議会が設置された。同協議会において、同年に旅客船会社、地元地方公共団体、日韓関係

者が連携し、日韓定期旅客航路利用者を対象としたアンケート調査を実施した。今後、同アンケ

ート結果の分析を通じて、民間 3 社が日韓定期航路を利用した新たな旅行商品の造成等に取り

組むこととしている。 
 

（２） 瀬戸内海の豊富な海洋資源を活用した観光の振興 
 風光明媚な瀬戸内海の景観を船上からのストリートビューで公開する「瀬戸内・海の路ネット

ワーク推進協議会」（沿岸 107 市町村の首長、11 府県、国の出先機関で構成）と連携して、瀬戸

内海の魅力の発信を推進した。 
 

（３） 新たなマリンレジャービジネスの創出 
 ヨットチャーター事業者において、海外のヨットチャーター事業者を日本に招聘し、瀬戸内海

周辺の観光資源の発掘や洗い出し等、ヨットチャーター事業の実現化に向けた調査を実施。ま

た、瀬戸内地域の自治体、国内旅行代理店、旅行雑誌社及びマリン関係者向けに発掘した観光資

源やヨットチャーターの魅力等を説明するセミナーを実施した。 
 

（４） 2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会を契機とした海上交通の活性化 
 2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて増加が見込まれる訪日外国人や日本

人観光客への対応、東京の水辺空間及び舟運のＰＲ等を目的として、2014 年（平成 26 年）２

月に「水のまち東京における舟運活性化に関する関係者連絡会」を設置し、平成 26 年度末まで

に 4 回開催している。 
 2014 年（平成 26 年）９月にはこの取組の１つとして、ツーリズムＥＸＰＯジャパンにご来

場された外国の旅行事業者を対象とした屋形船のＰＲを実施した。 
 

４ 豊かな農山漁村の魅力 
（１） 外国人旅行者の農山漁村への滞在の促進  
 農山漁村における子供の体験教育活動、農家民宿等を活用したグリーン・ツーリズムの普及拡

大を図るための取組を支援した。また、訪日外国人旅行者の農山漁村への滞在を促進するため、

訪日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ついて、『Japan.Farm Stay』シ

ンボルマークを掲げる農林漁業体験の民宿の推進を図るとともに、訪日外国人旅行者向けのポー

タルサイトを開設し、農山漁村地域等の情報を英語で発信した。 
 

（２） 普及指導員を通じた農業者の農観連携への取組の推進 
 農業者へ新しい農業技術等を指導している普及指導員に対し、農業者が地域の特産物を活用し

た土産物の開発等に取り組めるよう、メールマガジン配信、会議や研修会を通じて、農観連携等

について情報提供を行った。また、旅行者等を呼び込める地域の特産物等の開発につながる、品

質・ブランド力など「強み」のある農畜産物を創出する取組を支援した。 
 

（３） 農林漁業者と観光事業者等との連携による６次産業化の推進 
 農林漁業者と観光事業者等との連携を促しつつ、６次産業プランナーによるアドバイスを行う

とともに、新商品開発等の取組に対し、農林漁業成長産業化ファンド等を活用した支援を実施し

た（2015 年（平成 27 年）３月現在で 53 件の出資決定案件のうち、観光関連は４件）。 
 

（４） 森林資源の観光への活用 
 我が国の豊富な森林資源を観光資源として活用するため、森林内での様々な活動を通じた森林

環境教育や森林レクリエーション等の取組を支援するとともに、活動の場としての森林空間の整

備等を推進した。 
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５ 日本食文化の発信 

（１） 日本食文化・日本食材の魅力の発信 
海外の主要都市における食文化週間の開催や、国際見本市等の活用、一般生活者が多く集まる

場所での食イベントや料理デモンストレーション、食シンポジウム等を複合的に組み合わせるこ

とで、日本食・食文化の普及促進を図った。 
また、海外給食事業者とのメニュー開発の推進、日本食料理コンテストの開催、料理講習会の

開催等を通じて、海外の日本食・食文化の普及を担う料理人等の人材を育成にも努めた。 
 

（２） 観光分野における地域食材の活用を促進する取組  
全国の宿泊施設等の観光関連事業者に対し、地域食材の活用推進を呼びかけ、計 674 の賛同

事業者が「日本の食でおもてなしパートナー」として登録された（2015 年（平成 27 年）３月

末時点）。また、これらの事業者の施設所在地や取扱食材を検索できる地図を専用ホームページ

に掲載するとともに、各施設において「日本の食でおもてなし」という統一キャッチフレーズと

ロゴマークが入ったのぼりやポスターを掲出し、地域食材の消費拡大を推進した。 

 

 

「日本の食でおもてなし」 
ロゴマーク 

賛同事業者（旅館）の玄関先における 
PR の様子 

 
（３） 空港における食の海外展開等の取組  

訪日外国人旅行者を対象にした日本酒・焼酎の試飲や、外国人が見学可能な酒蔵情報の紹介等

を行う「日本の酒キャンペーン」を、成田・羽田・中部・関西の４つの国際空港で、2013 年

（平成 25 年）より継続して実施している。平成 26 年度末までの間に、延べ 569 社の蔵元が参

加し、延べ 11 万人以上の訪日外国人旅行者がキャンペーンブースを訪れた。 
 

（４） 日本食の情報発信  
海外の旅行博でのビジット・ジャパンブースの出展において、日本食を含む観光の魅力を積極

的に発信した。 
 
６ 文化資源・スポーツ資源・科学技術との連携 

（１） 「日本遺産（Japan Heritage）」創設に向けた取組 
文化財をパッケージ化して歴史的経緯を踏まえたストーリー上に位置付け、国内外に発信する

取組について、全国の実態や課題を把握した。また、有識者等からなる検討委員会での議論を通

じ、文化財のパッケージ化及びストーリー構築の在り方や国内外への戦略的発信の推進方策等に

ついて、「日本遺産調査研究事業」として研究した。これらを踏まえ、地域に眠る潜在的な資産を

今後の地域活性化方策につなげていくものとしての「日本遺産」事業の方向性について取りまと

めた。 
 

（２） 先住民族としてのアイヌ文化等の発信 
先住民族政策は、米国、北欧、豪州等先進国に共通する重要課題であり、我が国としても積極

的に取り組んでいる。特に、アイヌ文化復興等に関するナショナルセンターとして北海道白老町

に「民族共生の象徴となる空間」（以下「象徴空間」という。）を整備することとしており、国内
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外の多くの方にアイヌの歴史や文化、我が国のアイヌ政策を理解してもらうため、2020 年オリン

ピック・パラリンピック東京大会に間に合うように取組を進めている。 

平成 26 年度は、象徴空間における博物館の基本計画報告書、公園的土地利用の基本構想を取

りまとめるとともに、象徴空間で展開する体験交流等活動について、具体的なプログラムを策

定するための検討に着手した。また、平成 25 年度に引き続き、アイヌ語の挨拶「イランカラプテ」

（こんにちは）を北海道のおもてなしのキーワードとして普及させ、アイヌ文化の普及啓発と一体となった

観光振興の取組を展開した。 
 

（３） 産業遺産等を活用した観光の普及促進  
観光資源として有望な素材である世界遺産について、その活用及び保全策を所在地方公共団体

間で情報共有及び意見交換するため、2014 年（平成 26 年）10 月に京都市において「世界遺産

サミット」を開催した。 
また、産業観光の関係者のモチベーションを高めるため、産業観光による観光まちづくりを実

践し他の地域の模範となる地域を表彰する「産業観光まちづくり大賞」（主催：日本観光振興協

会）において経済産業大臣賞を創設した。 
 

（４） 文化資源・科学技術、科学館・博物館を中核とした科学技術の世界発信 
国立科学博物館、科学技術館、日本科学未来館の３科学館長をメンバーとする「社会と文化の

中の科学技術に関する懇談会」を開催し、社会と文化の中の科学技術の在り方について意見交換

を実施した。懇談会のワーキンググループでは、民間企業の協力の下、外部有識者を迎え、世界

に対する我が国の科学研究の蓄積や科学技術発展と最新の成果に係る発信のコンセプトについ

て、意見の集約を行っている。 
 
第４節 観光振興による被災地の復興支援 
１ 被災地における旅行需要の喚起 

被災地における旅行需要を喚起していくため、太平洋エリアを中心に、ポータルサイト「東北物

語」などによる情報発信の強化、東北沿岸の海の幸など地域ならではの観光資源を活かしたモニター

ツアーの実施、地域関係者によるワークショップの開催による地域資源の掘り起こしや滞在プログラ

ムの造成、語り部ガイドの研修や教育旅行関係者の招請による震災学習プログラムの磨き上げによる

震災の記憶の伝承などの取組に対する支援を実施した。 
 
２ 福島県における観光関連復興支援 

福島県に対しては、県が実施する風評被害対策及び震災復興に資する観光関連事業に対して補助を

行う「福島県における観光関連復興支援事業」を実施している。平成 26 年度は、パンフレット作成

等による国内プロモーション、海外の旅行会社の招請などによる海外プロモーション、教育関係者の

招へいなどによる教育旅行再生事業などの風評被害対策及び災害復興に資する観光関連事業に対する

支援を実施した。 
 

３ 国立公園を核としたグリーン復興の取組 
2015 年（平成 27 年）３月 31 日に、三陸復興国立公園に南三陸金華山国定公園を編入した。ま

た、東北太平洋岸自然歩道「みちのく潮風トレイル」は 2014 年（平成 26 年）10 月９日に福島県新

地町・相馬市の約 50km が新たに開通し、全線 700km のうち約 150km が開通した。さらに、岩手

県、宮城県、福島県の５地域（４市２町）におけるエコツーリズムモデル事業の実施や被災した国立

公園の利用施設の再整備等のグリーン復興プロジェクトを推進した。 
 

４ 第３回国連防災世界会議を契機とした被災地観光振興  
2015 年（平成 27 年）３月 14 日から 18 日にかけて仙台市で開催された第３回国連防災世界会議

では、全世界 187 カ国から、6,500 名以上（うち首脳級 25 名を含む閣僚級 100 名）の参加者を得

て、「仙台防災枠組 2015-2030」及び「仙台宣言」を採択した。また、３月 15 日には西村国土交通副

大臣が同会議のワーキングセッション「巨大災害からの教訓（Lessons from Mega Disasters）」に参

加した。併せてブラジル及び南アフリカ要人と会談を行った。会議期間中には、風評被害の低減や観
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光振興のため、25 コース 42 回のスタディ・ツアーが開催され、600 名を超える参加者が東北の被災

地を視察した。 
 

 
 
 
 
 
 
  

会議冒頭にスピーチする 
西村国土交通副大臣 

第 3 回国連防災世界会議スタディーツアー 

（「農業の復興」コースでの植物工場視察） 
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第５章 外国人旅行者の受入環境整備 
 

第１節 多言語対応の改善・強化 
１ 多言語対応ガイドラインの徹底 

「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」（2014 年（平成 26 年）３

月観光庁）に基づき、全国４地域でモデル事業を実施、また外国人目線による多言語対応現状調査を

全国９地域で実施した。 
また、国立公園における多言語表記に関する事例等を取りまとめた。これらの機会などを捉まえ、

多言語対応ガイドラインを周知するなど、モードごとの多言語対応の改善・強化の取組も進められた。 
さらに、国土交通省は東京都主催の「2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対

応協議会」交通分科会に鉄道、バス・タクシー事業者等とともに参画し、今後の取組方針を策定した。 
 
２ 多言語アプリの活用 

2014 年（平成 26 年）４月に「グローバルコミュニケーション計画」（総務省）を発表した。同計

画の推進を目的として、多言語音声翻訳アプリの認知度を高めるために、鉄道、タクシー、商業施設

等のサービス提供事業者へのヒアリング等を実施した。加えて、東京都との連携により、地方公共団

体等へ翻訳システムのデモンストレーションを実施した。 
また、多言語音声翻訳システムの早期実用化に向けて産学官の連携により活動を行う「グローバ

ルコミュニケーション開発推進協議会」が 2014 年（平成 26 年）12 月に国立研究開発法人情報通信

研究機構を中心に設置された。 
 

３ 地図の多言語対応 
訪日外国人旅行者が快適・安心して移動・滞在するための環境整備に向けた取り組みとして、外国

人にわかりやすい多言語対応の地図を作成するための標準を検討した。具体的には、有識者、関係機

関等からなる「外国人にわかりやすい地図表現検討会」（国土地理院）を開催し、2014 年（平成 26 年）

７月、12 月、2015 年（平成 27 年）２月、３月の計４回開催し、地名の英語による表記方法、外国人

にもわかりやすい地図記号等について検討した。 
  

４ 外国人旅行者に分かりやすい地図・ナビゲーション  
2020 年オリンピック・パラリンピック開催時に、高精度な測位環境を活用した様々なサービスが

実現できる環境づくりに向けて、「東京駅周辺高精度測位社会プロジェクト検討会」を開催し、東京

駅周辺の屋内外で測位、地図に関する実証実験を実施するとともに、測位環境や地図の継続的な整

備、運用モデル等の検討を行った。 
また、高齢者や障害者、外国人旅行者等も含め誰もが、必要に応じて移動に関する情報を入手し、

積極的に活動できるユニバーサル社会の構築に向け、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した歩行者移動

支援の取組を推進している。2014 年（平成 26 年）６月より「ＩＣＴを活用した歩行者移動支援の普

及促進検討委員会」（委員長：坂村健東京大学大学院情報学環教授）を開催し、普及促進に必要な事

項を検討した。 
 
５ 道路の案内標識等 

2014年（平成26年）３月に改正した「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」において、

道路案内標識に用いる英語表示の方法を定め、同命令等に基づき、「ローマ字」から「英語」への表

記改善の取組を推進した。 
また、訪日外国人旅行者に対する分かりやすい道案内を実現できるよう、公共交通機関や観光案内

パンフレット等と連携した更なる道路案内標識の充実を図った。 
 

６ 「道の駅」における受入環境整備 
道の駅において、外国人旅行者の受入環境整備のため、英語表記による情報提供や無料公衆無線

LAN 環境の充実を図った。 
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７ 鉄道の駅施設・車両・外国語案内等 
（１） 災害等による鉄道の輸送障害時の情報提供 

一部の鉄道事業者では、英語での自動音声案内や車内ディスプレイでの英語案内表示機能を搭

載した新型車両が導入されている。一方、災害等の緊急事態において、まずは列車内において旅

客にどのように行動すべきか指示を行う必要があり、現在の事業者の取組状況を把握、整理した。

また、東京都が主催する、「2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議

会」の交通分科会に鉄道事業者とともに参加し、案内表記の連続性等の課題について議論を行っ

た。 

 

（２） 多言語対応の案内強化 
東京都主催の「2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会交通分科

会」に鉄道事業者とともに参加し案内表示の連続性やコンシェルジュなどによる案内について、

課題を整理するとともに、取組の方向性をまとめた。 

 

８ 外国人が利用しやすいタクシーサービス等 
（１） タクシーの利用促進に向けた取組 

羽田空港国際線のタクシー乗り場において、外国人に対する接遇研修の受講者の入構を可能

とする外国人対応優先レーンの運用を開始した。 
また、タクシー車両への自動翻訳スマホアプリの導入に関しては、国土交通省が総務省と連

携して導入に向けた調整を行っている。 
 

（２） 従業員に対する外国語研修の充実 
公益財団法人東京タクシーセンターにおいて、東京のタクシー事業者の管理者や運転者に対

する外国人旅客接遇研修の普及・充実を図るため、2014 年（平成 26 年）12 月より、当該セン

ターの指定する機関が個々のタクシー会社等の申込みにより外部でも研修が実施できるよう、

「東京タクシーセンター認定外国人旅客接遇研修」の制度を構築した。 
公益財団法人大阪タクシーセンターが実施主体となり、大阪のタクシー、観光等に関係する

幅広い団体により構成される産官学連携で大阪インターナショナルタクシー創設委員会を 2014
年（平成 26 年）３月に設置して、タクシー運転者の外国語研修を実施する仕組み作りを検討し

ている。 
 
９ 美術館･博物館での展示解説 

国立美術館、国立博物館、国立科学博物館の多言語対応について、館内のサイン表示、解説パネ

ル、音声ガイド、ホームページ等は、日本語と英語を基調とし、さらに、パンフレット等の広報媒体

は、日・英のほか、中国語、韓国語、フランス語等、館によっては、８言語で対応するなど、多様な

入館者の受入れに努めた。また、地域の美術館・歴史博物館については、展示解説や館内案内表示の

多言語化など、外国人旅行者のための環境整備等に対して支援した。 
 
10 自然公園等の標識・情報提供施設 
 国立公園における外国人向けの情報提供機能を強化するため、標識・情報提供施設の多言語化、ト

イレの洋式化等の国際化対応が必要な自然公園等施について、直轄事業での整備を進めるとともに、

地方公共団体に対する支援策を創設した。また、国定公園及び長距離自然歩道において、案内標識等

の多言語化を図る地方公共団体に対し自然環境整備交付金により支援した。 
 

11 ホテル･旅館の外国語放送 
業界団体等を通じた外国語放送の受信環境（無料公衆無線ＬＡＮ等も含む）の整備状況に関する調

査を行い、状況把握に努めた。 
 
第２節 無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進など、外国人旅行者向け通信環境の改善 
１ 無料公衆無線ＬＡＮ環境整備を促進するための取組 

【再掲】第Ⅲ部第１章第２節３（１）  
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２ 外国人旅行者が持込み端末を利用しやすい環境の整備 

訪日外国人旅行者が自身の携帯電話端末に国内ＳＩＭを差し替えて利用することを促進するため

、関係者間でＳＩＭの利用開始手続の簡素化・迅速化に向けた課題の解決について検討を行うととも

に、観光関連事業者へＳＩＭカードの周知等の情報発信を行った。また、我が国に一時的に持ち込ま

れる携帯電話端末及びＷｉ-Ｆｉ端末等については、「電波政策ビジョン懇談会最終報告書」（平成26
年12月公表）による提言を踏まえ、国内の電波利用環境を維持しつつその円滑な利用を可能とする

内容の電波法の改正を含む「電気通信事業法等の一部を改正する法律案」が第189回国会に提出され

、可決された。さらに、国際データローミング料金の低廉化に向け、豪州等と二国間協議を進めてい

るところである。 
 

第３節 公共交通機関による快適・円滑な移動のための環境整備 
１ ＩＣカード･企画乗車券の利便性向上と情報発信 

（１） ＩＣカード・企画乗車券の普及・利便性拡大の推進 
企画乗車券やＩＣカードについて、クレジットカードを利用して購入しやすくするよう、駅

等における窓口の拡充、券売機の配置が促進された。 
また、交通系ＩＣカードの利便性について海外のガイドブックへの掲載を働きかけるべく、

鉄道事業者とともに交通系ＩＣカードのメリットや使用方法等を整理し、説明のためのひな形を

作成した。 
 

（２） ＩＣカード･企画乗車券の利便性向上と情報発信 
我が国の公共交通における交通系ＩＣカードは、2001 年（平成 13 年）にＪＲ東日本が Suica

導入して以降、全国的に普及・拡大している。2013 年（平成 25 年）３月 23 日からは Suica 等

の 10 種類の交通系ＩＣカードの全国相互利用（10 カードサービス）ができるようになり、いず

れか１枚のカードがあれば、これらのカードが利用可能な全国各地のバスや鉄道に乗車できるよ

うになった。 
また、「交通政策基本法」（平成 25 年法律第 92 号）に基づく「交通政策基本計画」（平成 27 年

２月 17 日閣議決定）においては、訪日外国人旅行者等の国内各地への移動の円滑化のため、「交

通系ＩＣカードの利用エリア拡大」について検討することが盛り込まれた。これを受け、交通系

ＩＣカードの導入状況の現状把握や、導入に係る課題抽出のためのヒアリングなど、普及・利便

性拡大に向けた検討を開始した。 

 
全国相互利用可能な交通系 ICカード(10 カード)の県レベルの導入状況 
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（３） 企画乗車券の利便性向上と情報発信 
「観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2014」（平成 26 年６月 17 日関係閣僚会議）

の策定以降、観光庁・鉄道局とＪＲ及び大手民鉄をメンバーとする訪日外国人増加に向けた鉄道

利用の整備等に関する連絡会を開催し（2014 年（平成 26 年）７月）、各事業者の取組を促してき

た。その結果、中部北陸圏の観光ルート「昇龍道」を巡ることのできる「Takayama-Hokuriku 
Area Tourist Pass」の発売、北陸新幹線（金沢駅～上越妙高駅）を活用した「関西・北陸エリア

パス」の発売、「山陰・岡山エリアパス」に智頭急行を追加し有効期間を拡大するなど、広域観光

周遊ルートに資する企画乗車券の開発・改善が進んだ。 
 

（４） 高速バスの外国人向けフリーパスについての普及促進 
 バス事業者に対するアンケート調査を実施しているところであり、取組状況の把握と普及に向

けた課題について整理する予定である。 
 
２ 美術館・博物館、観光施設等と相互利用可能な共通パスの導入 

「上野「文化の杜」新構想の中間報告」（平成 26 年８月）では、上野地区において、各文化施設

や交通機関と連携した共通入場券の仕組み（共通パスポートの発行、ＩＣカードやスマートフォンの

活用等）を導入することが提言されている。これを受け、上野公園内の国立の博物館や美術館と東京

都立文化施設間での共通パスポート導入の取組を国や東京都、各文化施設において開始した。また、

東京国立博物館、国立西洋美術館、国立科学博物館の３館において、地元の観光事業者らの協力によ

り、上野東京ライン開通記念による常設展の共通パスポートを発行した。（2015 年（平成 27 年）３

月から５月までの期間） 
 
３ 空港アクセスの改善 

（１）鉄道による東京圏の空港アクセス改善に向けた取組  
2014 年（平成 26 年）４月に交通政策審議会に対して、東京圏における今後の都市鉄道のあ

り方について諮問し、交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会東京圏における今後の都市鉄道の

あり方に関する小委員会において、空港アクセスの改善等について検討を行った。 
 
（２）バスによる首都圏空港のアクセス改善に向けた取組  

羽田空港においては、深夜早朝時間帯における空港の更なる利用促進に向けた同時間帯のアク

セスの改善を図るため、2014 年（平成 26 年）10 月から 2015 年（平成 27 年）３月末まで、バ

ス事業者や関係自治体等と連携のうえ、深夜早朝時間帯のバス実証運行を実施した。 
成田空港においては、交通事業者、関係行政機関と共に、多様なアクセス手段に対応するモー

ド横断的な情報提供、増加する訪日外国人旅行者等の受入環境の整備等、ソフト面を中心に関係

者が連携・協力して取り組む事項をとりまとめ、2015 年（平成 27 年）３月に公表した。 
 
４ 貸切バスの供給確保 
【再掲】第Ⅲ部第４章第２節１（３）  

 
５ レンタカーの利便性向上 

那覇空港新国際線旅客ターミナルビルの開業に合わせ、レンタカー送迎バスの待機場兼乗降場を確

保した。また、仙台空港においても同様に乗降場を確保した。 
 

６ 手ぶら観光の実現 
 平成 25 年度に訪日外国人旅行者に対する「手ぶら観光」に関する意識調査を実施した結果、宅配

運送サービスに関する利用経験や認知度が低い、外国語対応が不十分である等の課題が判明した。こ

のため、物流及び観光関係の団体・機関からなる「手ぶら観光促進協議会」を設置し、「手ぶら観

光」の統一的なＰＲを行うための共通ロゴマークの公募・選定及びホームページ・パンフレットの作

成、多言語による訪日外国人旅行者へのサービス説明時に使用できる補助媒体の作成等を実施した。 
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第４節 「クルーズ 100 万人時代」実現のための受入環境の改善 
１ 出入国手続の円滑化 

2014 年（平成 26 年）の「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 74
号）により、法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象として簡易な手続で上陸を認める「船

舶観光上陸許可制度」及び「短期滞在に係るみなし再入国許可制度」が創設され，2015 年（平成 27
年）１月から施行した。 

あわせて，クルーズ船入港時の入国審査手続の迅速化・円滑化を図るべく、海外臨船審査の早期実

施に向けて検討している。 
 
２ 情報発信とターミナルの機能強化 

（１） 情報発信とターミナルの機能強化 
全国 108 の港湾管理者や地方公共団体の首長等が参加する「全国クルーズ活性化会議」

（2012 年（平成 24 年）11 月設立）と連携し、クルーズ船の寄港促進を図るため、2014 年（平

成 26 年）11 月から 2015 年（平成 27 年）２月にかけて、クルーズ船社等のキーパーソンと港

湾管理者等との商談会を３回開催（試行）した。また、港湾管理者や地方公共団体等がクルーズ

船社のニーズ等に関する知見を深めるため、2015 年（平成 27 年）１月に「クルーズ・シンポ

ジウム in 横浜」を開催した。さらに、外国クルーズ船社等の更なるニーズに対応するため、港

湾施設の諸元や港を起点とした周辺の観光地情報を一元的に発信するウェブサイトの充実を図っ

た。 
 

（２） クルーズ船の日本への寄港を増加させるための取組 
外国クルーズ船の日本への寄港を増加させるため、2014 年（平成 26 年）11 月開催の第 15

回北東アジア港湾局長会議（日中韓三国の港湾担当部局の局長で構成）のワーキンググループに

おいて、港湾施設の情報を発信する必要性等を中国及び韓国に伝達するなど、東アジア・東南ア

ジア諸国における港湾施設等の情報の統一的な提供を促進した。 
また、2014 年（平成 26 年）11 月にミャンマーで開催された「日ＡＳＥＡＮ交通大臣会合」

において、日本とＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）との間のクルーズによる相互交流を促進す

ることを目的として「日ＡＳＥＡＮクルーズ振興戦略」（2014 年（平成 26 年）11 月）が採択さ

れた。同戦略では、2015 年（平成 27 年）から 2019 年（平成 31 年）までの５年間で、日本と

ＡＳＥＡＮ諸国が協力し、旅程表（モデルルート）の開発や質の向上（人材育成）等の「６つの

政策の柱」の実現に向けて取り組むこととしている。また、同戦略の成果については、今後、

「日ＡＳＥＡＮ交通連携ウェブサイト」により情報発信を行うこととなっている。 
 

（３） クルーズ振興を通じた地域活性化 
クルーズ振興を通じた地域活性化を図るため、外国人クルーズ客等が地元物産品等を購入しや

すい環境を整備するべく、外航クルーズ船が寄港する港湾における輸出物品販売場（臨時の免税

店）に係る届出制度を創設した。 
また、無料公衆無線ＬＡＮ整備促進協議会の情報を港湾管理者等からなる「みなとオアシス全

国協議会」（全国 103 団体等のみなとオアシス運営主体等が参加）等を通じて周知した。加え

て、「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」を周知するなど、

クルーズ船等が利用するターミナルにおける無料公衆無線ＬＡＮ環境の提供等の普及に向けた取

組を推進した。 
 
 

外航クルーズ船が寄港する港湾における輸出物品販売場に係る届出制度の創設 

岸壁や旅客船ターミナルにおける地元物産販売の例
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（４） 港湾におけるターミナル機能の強化等 
クルーズ船の寄港増や大型化に対応した港湾の受入環境を提供するため、物流ターミナル等の

既存施設を有効に活用しつつ那覇港等で旅客船ターミナルの機能強化を推進すると共に、メガヨ

ットを受入れるビジターバース情報の提供に向けた検討に着手した。 
また、無料公衆無線ＬＡＮ整備促進協議会の情報や「観光立国実現に向けた多言語対応の改

善・強化のためのガイドライン」を全国 108 の港湾管理者や地方公共団体の首長等が参加する

「全国クルーズ活性化会議」（2012 年（平成 24 年）11 月設立）等を通じて周知するなど、クル

ーズ船等が利用するターミナルにおける多言語対応の促進や無料公衆無線ＬＡＮ環境の提供の普

及に向けた取組を推進した。 
 

第５節 ムスリムおもてなしプロジェクトの実施 
１ 「ムスリムおもてなしの姿勢」の発信 

海外や日本におけるムスリム向けのセミナーの機会に合わせて、日本の「ムスリムおもてなしの

姿勢」についてメッセージを発信した。 
 

２ 受入関係者への情報提供の促進 
受入関係者が取り組むべき具体的な対応を掲載する「ムスリムおもてなしガイドブック」の作成

に向け、ムスリムの基礎知識や受入に必要な情報等について、国内外での調査、地方公共団体や観光

関係団体等との意見交換会を実施した。  
 

第６節 「外国人旅行者向け消費税免税制度」の拡充を契機としたショッピング・ツーリズムの振興

と決済環境の整備 
１ ショッピング・ツーリズムの振興 

（１） 外国人旅行者向け消費税免税店の拡大に向けた取組 
平成 26 年度税制改正において、訪日外国人旅行者にお土産として人気の高い「化粧品」や

「飲食料品」等の消耗品について、一定の不正防止装置を講ずることを前提に免税対象とされ

た。さらに、免税手続書類（購入記録表等）の様式の弾力化等を図り、大幅な簡素化・利便性向

上を実現した。その結果、地域ならではの銘菓や地酒などの名産品が新たに免税対象となり、全

国各地の大型スーパーなどの小売店、ホテルや旅館のお土産コーナー、物産センター、地方空港

の売店などにも免税店が広がった。2015 年（平成 27 年）４月１日現在の全国の免税店舗数は

合計で 18,779 店となり、１年間で 13,002 店増加した。 
また、免税店のブランド化・認知度向上のため、新たに「免税店シンボルマーク」を創設し

た。この免税店シンボルマークの使用申請にあわせて、免税店の店舗情報を提供するため、これ

を日本政府観光局（ＪＮＴＯ）のホームページで発信する新たな制度を構築した。現在、全国の

約 8,600 の免税店の「活きた情報」を取得し、情報発信に取り組んでいる。さらに、観光庁、経

済産業省は、全国で免税制度に関する説明会を開催するとともに、ホームページ等を活用して小

売業界等に免税制度を周知した。 
 

（２） 農畜産物のお土産に関する動植物検疫の環境整備 
 外国人旅行者向け消費税免税制度の改正（食料品が免税対象に追加）等により、訪日外国人旅

行者による農畜産物のお土産としての持ち帰りの需要が高まっている。これを踏まえ、2014 年

（平成 26 年）10 月に動植物検疫に関する事業者向けＱ＆Ａ及び農産物の主要国検疫条件早見表

を作成し、ウェブサイト上に掲載した。 
 

（３） 北海道産の農水産品等による観光の推進 
 北海道産品を直接かつ安定的に輸出するため、冷蔵・冷凍貨物の

小口混載輸送サービスに産学官連携で取り組んでいる「北海道国際

輸送プラットホーム」を活用した東南アジア地域等からの外国人旅

行者に向けた北海道産品の国際宅配輸送サービス「海外おみやげ宅

配便」について、導入店舗の拡大やフリーペーパーによるＰＲ、

新千歳空港内での販売ブースの設置など利用促進に努めた。 新千歳空港内における 

特設ブースの設置 
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２ 決済環境の整備 
（１） 決済環境の整備  

訪日外国人旅行者でも利用できる電子マネーやクレジットカードについて利用可能な施設の

拡大や利用可能であることの表示を促進すべく、関係事業者と意見交換を実施した。2014 年

（平成 26 年）７月には（一社）日本クレジットカード協会が、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の

ウェブサイトでウェブマガジン広告を発信する取組を行った。あわせて、関係省庁において、

12 月に決済の利便性・効率性向上を図るため「キャッシュレス化に向けた方策」についてとり

まとめ、公表した。 
 

（２） 海外発行クレジットカード等対応ＡＴＭの設置推進  
海外発行クレジットカード等で現金が引き出せるＡＴＭの設置拡大や表示促進のため、関係

事業者との意見交換等も含め、働きかけを行った。既に３メガバンクが海外発行クレジットカー

ド等に対応可能なＡＴＭ設置を進めることを表明していることに加えて、株式会社イーネット

は、2016 年（平成 28 年）春より同社のＡＴＭにおいて海外発行クレジットカード等の取り扱

いを順次開始することを公表した。あわせて、関係省庁において、12 月に決済の利便性・効率

性向上を図るため「キャッシュレス化に向けた方策」についてとりまとめ、公表した。 
 

第７節 外国人旅行者の安全・安心確保 
１ 災害対応 

（１） 災害時における訪日外国人旅行者への情報提供  
地震・津波等の災害時における訪日外国人旅行者への初動対応体制を構築すべく、観光・宿泊

施設向け「自然災害発生時の訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」、地方

公共団体向け「訪日外国人旅行者の安全確保のための手引き」を 2014 年（平成 26 年）10 月に

公表した。あわせて、関連団体、関係省庁及び地方運輸局等と連携して周知を実施した。 
また、訪日外国人旅行者向けプッシュ型情報発信アプリ「Safety tips」を同時に公表し、主

要空港や観光案内所等でＰＲを実施した。 

アプリ「Safety tips」 
 
（２） 宿泊施設の避難所としての活用および耐震化の促進  

各都道府県等を対象に、各地域の宿泊団体等と災害時に避難民等の受け入れに関する協定の締

結状況調査を行った。 
また、ホテル・旅館の耐震化を促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平

成７年法律第 123 号）に基づき、耐震診断を義務付けられた一定規模以上のホテル・旅館等の

耐震診断・耐震改修等に対する支援を行った。 
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（３） 主要駅周辺等における帰宅困難者対策 
人口・都市機能が集積する大都市の主要駅周辺等において、大規模な地震が発生した場合に

おける滞在者等の安全の確保と都市機能の継続を図るため、官民協議会による計画の作成や計画

に基づくソフト・ハード両面の取組に対する支援を行った。 
 

（４） 地下街の安心安全対策 
 2014 年（平成 26 年）４月に国土交通省が策定した「地下街の安心避難対策ガイドライン」に

基づき、地震時における地下街の防災対策を推進している。 
 

２ 不慮の怪我･病気への対応 
（１） 国内の医療機関における国際化への対応 

国内の医療機関において、外国人が安全・安心に日本の医療サービスを受けられるよう、外国

人患者の受入れに関する環境整備を行う。特に、2020 年オリンピック・パラリンピックまでの期

間を体制整備の集中期間とし、医療通訳人材育成カリキュラム・外国人患者向け多言語説明資料

を作成した。また、医療コーディネーターや複数言語の医療通訳の配置支援を行うことによる地

域ごとの拠点病院整備など、外国人患者が安全・安心に日本の医療サービスを受けることができ

る環境整備を行っている。 
 

（２） 訪日外国人旅行者への医療に関する情報発信  
訪日外国人旅行者が医療機関に関する情報をスムーズに得るための仕組づくりを行うため、

訪日外国人旅行者が訪日中のケガ・病気で医療が必要になった際の実態について、観光施設・宿

泊施設・医療機関等に対して調査を行った。あわせて、保険や医療アシスタンスサービスの有効

性についても調査を行った。 
 

（３） 自動車事故被害者の救済 
訪日外国人旅行者が自動車事故の被害に遭った場合に、被害者救済を確たるものにするた

め、自動車損害賠償責任保険に係る保険金支払い手続き等が円滑に行われるような体制整備等に

向け、訪日外国人旅行者の自動車事故被害に関する対応状況について、損害保険会社へヒアリン

グを実施するなどの取組を開始した。 
 
第８節 多様な滞在ニーズへの対応と宿泊施設の情報提供の充実 

（１） 国家戦略特区制度を活用した多様な滞在ニーズへの対応 
旅館業法の適用が除外される外国人滞在施設経営事業に関する制度を周知すべく東京圏・関西

圏等各地域に通知を発出した。 
 
（２） 外国人旅行者に向けた宿泊施設の情報発信の促進 

増加する訪日外国人旅行者向けに、効果的な情報発信を行うことが課題となっているため、日

本の多様な宿泊施設に関する情報をわかりやすく提供する総合案内サイトを日本政府観光局（Ｊ

ＮＴＯ）のウェブサイトに設けた。特に、日本特有の宿泊施設である旅館については、「ＲＹＯＫ

ＡＮ」のブランド化を進め、海外における認知度・関心を高める取組を行った。 
 
第９節 観光産業の人材育成 

観光産業における人材育成の観点から、産学官連携による経営マネジメント人材の育成や高等教育

機関における観光教育の充実を図る取組を推進した。 
 具体的には、観光立国の意義及び観光産業の理解促進を目的とした一橋大学等における、産学官連

携講座の実施、観光産業への就業意識醸成を目的としたインターンシップ事業の実施、旅館等の次世

代経営層を対象とした産学連携人材育成プログラムを運営する山形大学に対する協力を行った。 
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第６章 ＭＩＣＥの誘致・開催の促進と外国人ビジネス客の取り込み 
 

第１節 ＭＩＣＥに関する取組の抜本的強化 
海外のＭＩＣＥ見本市出展事業では、2014 年（平成 26 年）５月にドイツ・フランクフルトで開催

された「ＩＭＥＸ2014」において、日本からの出展者が過去最大の 21 団体を数え、日本の認知度向

上とＭＩＣＥ誘致の促進を図った。また、2014 年（平成 26 年）９月には、国内最大の旅行イベント

「ツーリズムＥＸＰＯジャパン」と同時開催された国内最大の訪日旅行商談会「VISIT JAPAN トラ

ベルマート」にＭＩＣＥ専用コーナーを新たに設置し、ＭＩＣＥの商談機会を拡大した。レジャー観

光の大規模な商談会と併催することで、バイヤー・セラー双方のＭＩＣＥの認知度向上につながり、

商談の増加は、インセンティブに関するサービスやＭＩＣＥ施設、ユニークベニュー等が海外に発信

され、レジャーに留まらない多くのＭＩＣＥ客が訪日すると期待される。 
ＭＩＣＥ誘致の取組により、2015 年（平成 27 年）の「シーグラフ・アジア 2015」の神戸開催

（参加予定人数 6,000 人）、2018 年（平成 30 年）の「世界牛病学会 2018」の札幌開催（同 2,000
人）等の大型国際会議の日本開催が続々と決定した他、台湾から約 2,000 名規模でインセンティブ旅

行が実施される等、大型インセンティブ旅行の催行が増加した。 
 

１ 取組対象の抜本的拡大 
（１） ＭＩＣＥブランディングの構築  

日本のＭＩＣＥブランド戦略を新たに構築するため、ブランドコ

ンセプト、ブランド名称及びロゴ等を作成するブランディング事業

を実施した。 
国内のＭＩＣＥ関係者に対し共通の理念や目的意識を統一する

ことで、オールジャパン体制によるＭＩＣＥ誘致・開催を醸成

し、海外の主催者に対し日本のＭＩＣＥブランドの認知度向上と

差別化を図り、日本でのＭＩＣＥ開催を誘致するための広報活動

の支援を図ることを目的としている。 

 
日本のＭＩＣＥブランドのコンセプト 

 
 

（２） ミーティング＆インセンティブ旅行の取組み  
 これまでの学術会議を中心とした国際会議（Ｃ）の誘致に向けた取組に加え、今後、ミーティ

ング（Ｍ）・インセンティブ旅行（Ｉ）の取組を実施していくに当たり、Ｍ／Ｉ／Ｃ／Ｅ市場の

経済規模を把握した。さらに、海外競合国・都市の施策や体制、海外誘致対象国の市場規模や定

日本のＭＩＣＥブランド

の共通ロゴ 
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性的性向などの調査を実施した。 
 

２ ＭＩＣＥ戦略･強化都市への多面的支援 
（１） グローバルＭＩＣＥ都市事業  

我が国のＭＩＣＥ誘致競争を牽引し、世界のトップレベルの誘致能力・体制・受入環境を持つ

ＭＩＣＥ都市を育成するため、選択と集中の下で、平成 25 年度に５都市を「グローバルＭＩＣＥ

戦略都市」、２都市を「グローバルＭＩＣＥ強化都市」として選定した。２カ年にわたる海外アド

バイザー等によるマーケティング活動高度化の支援を通じて、予算・体制の強化に向けた動き、

ステークホルダーとの連携強化等の一定の成果が得られた。 
 

 
 

 
（２） ＭＩＣＥアンバサダープログラム  

海外の主要国・都市では、国際会議等の開催適地としてのプ

レゼンス向上のため、学識、名声があり専門分野において影

響力のある人材をアンバサダーに任命し、国・都市の広報活

動や国際会議の誘致活動に取組んでいる。 
我が国でも、大学、産業界等の国内外に影響力のある方々

に、「日本の顔」として、日本におけるＭＩＣＥ開催の意義

に関する普及・啓発、ＭＩＣＥ開催地としての日本のＰＲ、

日本への国際会議等の誘致・開催の促進を行って頂くため、

観光庁長官が有識者等をＭＩＣＥアンバサダーとして委嘱

し、これまで合計 13 名の方々が活動を行っている。 
 
 
 

３ ＭＩＣＥの受入環境整備 
国際会議等のＭＩＣＥの開催に際し、博物館や美術館、歴史的建造物、世界遺産などをレセプショ

ン会場、イベント会場として使用するケースがあるが、このように特別に開放された会場を「ユニー

クベニュー」（Unique Venue ： 特別な場所）という。ユニークベニューでのイベントは、話題を呼

ぶとともに参加者に文化や歴史的な体験を提供する機会を与え、会の成功と開催地を強く印象づける

ことができる。 
日本の各地域には、 ユニークベニューとしての利用可能性の高い歴史的建造物、文化施設、空間等

が数多く存在しており、これらを積極的に活用していくことは、地域の魅力の再発見や向上につなが

る。 
平成 26 年度は、質的・量的拡大を図るため、全国主要都市の歴史的建造物、神社仏閣、城郭、庭園・

公園等の施設に対して、ＭＩＣＥ開催時のレセプションやイべント等の会場としての利用開放意向調

ＭＩＣＥアンバサダー委嘱式

及び第 2回ＭＩＣＥ誘致促進

委員会(平成 26年(2014 年)9

月 2 日東京プリンスホテル) 
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査を実施し、ユニークベニューの候補となる施設をリスト化した。更に、ユニークベニューとしての

利用円滑化のための手引きやベストプラクティス集をとりまとめたほか、ユニークベニューに関する

運用上の課題・解決策について検討を行った。 
また、文化財建造物及び伝統的建造物群の公開活用を促進するため、保存活用計画の策定と便益設

備整備や安全性確保対策等の取組を支援する「文化財建造物等を活用した地域活性化事業」（補助率：

原則 50％）を引き続き実施した。 
国立京都国際会館については、近年の国際会議の大規模化を背景に展示スペース等が不十分となっ

ており、展示施設の整備を行うにあたり設計に着手した。 
 

第２節 外国人ビジネス客の取込強化 
１ 訪日アクセス等の利便性向上 

（１） 首都圏空港の機能強化  
【再掲】第Ⅲ部第１章第２節１ 

 
（２） 空港におけるファーストレーンの設置 
【再掲】第Ⅲ部第３章第３節２ 

 
（３） 一定範囲の短期滞在者に係る出入国手続の円滑化の実施 
【再掲】第Ⅲ部第３章第３節４ 

 
（４） 首都圏空港におけるビジネスジェットの利用環境の整備 
【再掲】第Ⅲ部第１章第２節１（４） 

 
２ ビジネス環境の整備 

（１） 国際的なビジネス・生活環境の形成及びシティセールスの支援 
都市再生緊急整備地域は、都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に

市街地の整備を推進すべき地域として、政令で指定する地域であり、現在、６２地域が指定され

ています。特定都市再生緊急整備地域において、外国語対応医療施設等、国際的な求心力を高め

る都市機能の整備を新たに金融支援の対象とするとともに、官民により構成された都市再生緊急

整備協議会が作成する整備計画に位置づけられた国際的ビジネス環境等改善に資する都市機能の

向上及びシティセールスに係るソフト・ハード両面の取組に対して、総合的に支援を行った。 

  
都市再生緊急整備地域 
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（２） 無料公衆無線ＬＡＮ環境整備を促進するための取組 
【再掲】第Ⅲ部第１章第２節３（１） 

 
（３） その他通信環境の整備 
【再掲】第Ⅲ部第５章第２節２  

 
第３節 ＩＲについての検討 

統合型リゾート（ＩＲ）については、「「日本再興戦略」改訂 2014－未来への挑戦－」（平成 26 年 6
月閣議決定）及び「観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2014」（平成 26 年 6 月関係閣僚会

議）に従い、関係省庁において所要の検討を進めた。 
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第７章 観光旅行の環境整備 
 

第１節 宿泊施設、食事施設、案内施設その他の旅行に関する施設及び公共施設の整備 
１ 観光振興に資する地域づくり、街並み整備 

（１） 官民連携による地域活性化のための基盤整備の推進 
大型クルーズ船誘致のための港湾施設の整備検討、運河周辺地域における地域活性化のための

基盤整備の検討、新たな観光拠点の創出のための基盤整備の検討等、官民が連携し民間の事業活

動と一体的に実施する地域活性化に資する基盤整備事業について、その事業化検討経費を支援し

た。 

 
官民連携基盤整備推進調査費の活用事例 
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（２） 広域的な連携による地域活性化の推進 
広域観光振興等による地域の自立と活性化を図るため、複数都道府県が連携・協力して作成する

「広域的地域活性化基盤整備計画」に対する支援を実施している。 
平成 26 年度は、広域観光の活性化を目的とした計画を作成している 30 県 45 計画に対して

「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」（平成 19 年法律第 52 号）に基づき交付金

を交付した。 

 
複数県が連携した広域観光活性化の取組事例 

 
（３） 良好な街並み環境整備の推進 

観光振興等に資する地域づくり・街なみの整備を推進するため、市町村が作成した都市再生整

備計画に基づいて実施される観光振興や観光交流促進等の地域のまちづくりの目標に沿ったハー

ド事業からソフト事業まで幅広い事業を支援した。また、土地区画整理事業においては、地域の特

性に応じた公共施設の整備等を支援した。 
 
 

２ 都市再生・地域再生に資する市街地再開発事業の推進 
駅周辺をはじめとした中心市街地等において、地域の観光の拠点となる商業施設等の建築物や、道

路、駅前広場等の公共施設の整備を行うことにより、観光地域にふさわしい魅力ある都市空間の形成

を図った。 
 

第２節 旅行業務に関する取引の公正の維持等 
近年増加しているオンライン旅行取引に係る安全・安心の確保、トラブル防止の観点から、一橋大

学大学院 山内弘隆教授を座長とした「ＯＴＡ（オンライン旅行取引業者）ガイドライン策定検討委

員会」（平成 27 年１月観光庁）を開催し、旅行取引サイトの表示に関するガイドラインを策定した。 
 

第３節 旅行の安全確保 
近年、旅行者が重大な事件等に巻き込まれる事案が発生しており、旅行業界には、安全に対する意識

の向上と具体的な取組が求められている。 
観光庁は、旅行業界に安全マネジメントの導入が促進されるよう、啓発パンフレットの作成や、セ

ミナーを開催するなど、業界の意識向上を図った。 
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第４節 若者の旅行促進 

若者旅行振興に取り組む機運を高めるため、「今しかできない旅が

ある」をキャッチフレーズに若者旅行を応援する取組を募集し、観光

庁長官賞として表彰している。平成 26 年度には、観光庁長官賞を含

む 10 の取組を表彰し、あわせて優秀な取組を事例集として紹介した。 
若者に旅の素晴らしさを知ってもらい、「旅に出たい、出よう」と

いう気持ちへ働きかけを行うため、「若旅★授業」を計 10 校（累計

17 校）にて実施した。 
2015 年（平成 27 年）２月には、このような観光庁の取組につい

て報告・レビューを行い、今後の施策に反映させるために、大学関

係者、民間企業、学生団体をメンバーとする若者旅行振興連絡会を開催した。 
また、「観光地ビジネス創出の総合支援事業」の中、大学で観光等を専攻している学生に、地域の

現場を視察してもらい、観光を通じた地域活性化等を提案募集してもらう事業をメニューとして位置

づけた。この事業の採択を受けた富山県立山町においては、「立山町インターカレッジ・コンペティ

ション」を開催し、優れた提案を事業で実現させる等成果を上げている。 

 
 

第５節 高齢者、障害者、外国人その他の観光旅行者が円滑に旅行できる環境整備 
１ 公共施設等のバリアフリー化 

【再掲】第Ⅲ部第１章第４節１ 
 
２ ユニバーサルツーリズムの促進 

誰もが旅行を楽しむことができる環境を整備するため、地域の受入体制を強化する取組を盛り込ん

だ事例集の作成及びシンポジウムの開催等の普及啓発を通じて、ユニバーサルツーリズムに対応した

観光地づくりを促進した。 
また、ユニバーサルツーリズムに取り組む旅行業者を拡大させるための検討を行うとともに、マー

ケティングデータを整備し、更なる普及促進を図った。 
 
３ 地域公共交通の活性化・再生 

観光振興を図る上では、二次交通としての地域公共交通の充実が重要となっている中、2014 年（平

成 26 年）11 月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」（平成 26 年

法律第 41 号）が施行された。これにより、地方公共団体を中心として地域の関係者との合意の下で、

まちづくりや観光施策と連携した、面的な地域公共交通ネットワークを再構築する枠組みが整備され

た。改正法の施行に当たっては、地方公共団体及び交通事業者向けに制度についての説明会を全国で

開催し、制度普及に努めた。 
また、地域公共交通ネットワークの再構築を図る事業について、民間資金の呼び水となる出資等を

行うことにより支援策の多様化を図るため、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行

政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案」を第 189 回国会に提出した。 
 

４ バスの利便性向上 
ＧＰＳ等を利用し、停留所やウェブ上でバスの位置情報が得られる「バスロケーションシステム」に

回数 学校名 実施日 回数 学校名 実施日

第1回 品川女子学院 2013年2月13日 第10回 都立蒲田高校 2014年9月10日
第2回 神田外語学院 2013年6月5日 第11回 千葉大学教育学部附属中学校 2014年10月15日
第3回 文教大学 2013年7月5日 第12回 玉川大学 2014年10月20日
第4回 千葉大学教育学部附属中学校 2013年10月23日 第13回 大成女子高等学校 2014年11月20日
第5回 大妻多摩中学高等学校 2013年10月26日 第14回 大妻多摩中学高等学校 2014年11月22日
第6回 大成女子高等学校 2013年11月7日 第15回 神田外語大学 2014年12月2日
第7回 早稲田大学 2013年11月15日 第16回 神戸学院大学附属高等学校 2015年1月29日
第8回 東洋大学 2014年5月7日 第17回 都立清瀬高校 2015年3月11日
第9回 名古屋市立中央高校（昼間定時制） 2014年7月9日

若者旅行振興「若旅」の 
ロゴマーク 
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ついては、平成 26 年３月末現在 12,656 系統で導入されている。 
 
５ 道路交通の円滑化 

道路ネットワークの整備やボトルネック解消策などの交通容量拡大策に加えて、車利用者の交通行

動の変更を促す交通需要マネジメント施策を実施した。また、カーナビゲーションに道路交通情報を

リアルタイムに提供する道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）の情報提供エリアの拡大、情報内

容・精度の改善・充実を図った。加えて、ＥＴＣ2.0 サービスの渋滞回避支援等の活用により、道路

交通を円滑化させ、観光旅行者の来訪の促進や利便性の向上を図った。 
また、信号機、道路標識等の交通安全施設等の整備を推進するとともに、カーナビゲーションシス

テムに蓄積された走行履歴情報であるプローブ情報を活用した交通管制システムの高度化等により、

複雑・過密化した交通を効率的かつ安全に管理して、交通の安全と円滑の確保を図った。 
 
６ 自転車利用環境の整備  

各地域において、道路管理者や都道府県警察が自転車ネットワーク計画の作成やその整備、通行ル

ールの徹底等を進められるよう 2012 年（平成 24 年）11 月に策定した「安全で快適な自転車利用環

境創出ガイドライン」を踏まえ、安全で快適な自転車利用環境の創出を推進した。 
 
７ 身体障害者等の運賃等の割引等 

各公共交通機関において、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた

利用者に対し運賃割引を実施しており、引き続き身体障害者等の運賃等の割引について各事業者の理

解と協力を求めていく。 
 

第６節 観光地域における環境の保全等 
１ 国立・国定公園の保護と利用の推進 

妙高戸隠連山国立公園の指定や三陸復興国立公園の拡張、広範な関係者の協力によるきめ細かな保

護管理を行うなど、観光資源となる国立・国定公園の保護及び適正な利用を通じ、自然公園の魅力の向

上を図った。また、自然とのふれあいの推進を図るため、安全で快適な公園利用施設の整備、利用者指

導や自然解説、エコツーリズムの推進を行った。 
さらに、優れた自然資源を有する地域への訪日外国人等の誘客を図るため、外国人観光者向けモデ

ルツアーやウェブサイトによる情報発信等を行った。 
 
２ 世界自然遺産地域の適正な保全・管理 

世界自然遺産の「知床」、「白神山地」、「小笠原諸島」及び「屋久島」について、世界遺産の価値を

保全するため、関係省庁、地方公共団体、地元関係者及び専門家が連携し、適切な保全・管理を行っ

た。特に小笠原諸島については、侵略的外来種であるグリーンアノールの重点的防除対策を継続し

た。また、国内候補地の奄美・琉球については、自然環境の価値の保全に必要な方策の検討、保全管

理体制の整備及び保全の推進等を行った。 
 
３ 環境対応車の普及促進による観光地域の環境の保全及びその魅力の向上 

自然豊かな観光地域において環境性能が特に優れた電気自動車の普及を効果的に加速するため、自

動車運送事業者等による電気自動車や燃料電池自動車等の導入について、他の事業者等による導入を

誘発・促進するような先駆的取組を重点的に支援した。 
また、小回りが利き、地域の手軽な移動の足となる超小型モビリティについて、地方公共団体等に

よる先導導入を支援し、観光地域における二次交通として活用することにより観光地域内の回遊性の

向上を図った。 
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環境対応車の導入事例（左：福岡県福岡市、右：奈良県高市郡明日香村） 
 

４ 自然と調和した港湾環境の保全・創出 
港湾において、親水性を高める取組を行うとともに、良好な環境・景観を創造するため、港湾整備

により発生する浚渫土砂等を有効活用し干潟・藻場等を再生・創出した。 
 
５ 皇室関連施設の魅力の発信 

新任の外国の特命全権大使が信任状を天皇陛下に捧呈する

儀式である信任状捧呈式は年に 30 回程度行われている。そ

の捧呈式に臨む新任大使の送迎を行う馬車列の運行予定につ

いて、宮内庁のホームページ（http://www.kunaicho.go.jp）
に日本語と英語で、また、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）のホ

ームページに英語で掲載しており、引き続き実施した。 
 
 

第７節 観光地域における良好な景観の保全 
１ 「景観法」の活用促進、基本理念の普及啓発 

「景観法」（平成 16 年法律 110 号）に基づき各種事務を行う地方公共団体である景観行政団体の景

観計画策定等、景観法の活用による良好な景観形成の推進を図るため、先進事例に関する情報提供等

の取組を行った。また、同法にある基本理念の普及や良好な景観形成に関する国民の意識向上を目的

とした各種の啓発活動、多様な主体の参加を図るための景観に関する教育の促進等の取組を行った。 
 

２ 歴史まちづくりの推進 
城、神社等の歴史的な建物や町家、武家屋敷等のまちなみと、祭礼行事等の歴史や伝統を反映した

活動があいまって形成される地域の歴史的な風情、情緒を生かしたまちづくりを推進している。この

ため、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」（平成 20 年法律第 40 号）に基づき、

49 市町（2015 年（平成 27 年）3 月末現在）の歴史的風致維持向上計画を認定し、計画に基づく取組

を支援した。 
 

信任状捧呈式の馬車列 
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歴史的風致維持向上計画認定状況（平成 27 年３月末現在） 

 
３ 歴史的風致維持向上推進等調査の実施 
 良好な景観や歴史的街並みの形成における共通課題の解決に向けた取組の募集を行い、優れた提案

について調査を実施した。平成 26 年度は、10 の地域で調査を実施するとともに、これらの調査結果

を広く情報提供することにより、景観形成・歴史まちづくりの取組を推進した。 
 

４ 観光地における屋外広告物に関する制度の充実 
平成 22 年度に設定した屋外広告物適正化旬間、平成 26 年度に実施した屋外広告物タウンミーテ

ィング等を通じて、地方公共団体間や関係団体の連携の強化を図り、屋外広告物の適正化に関する普

及啓発や各地方公共団体による一斉パトロール等違反広告物の是正対策を促進した。 
 

第８節 観光に関する統計の整備 
観光庁は、国民を対象として旅行回数、時期、旅行消費の内容など旅行動向を把握する「旅行・観

光消費動向調査」、宿泊施設を対象として延べ宿泊者数、稼働率などの動向を把握する「宿泊旅行統

計調査」、訪日外国人旅行者を対象として訪日の目的、訪問地、消費額などの消費動向を把握する

「訪日外国人消費動向調査」の結果について四半期周期で公表している。 
上記統計のうち、「訪日外国人消費動向調査」は、2015 年（平成 27 年）１月より、調査を行う空

海港を従来の 11 から 18 に増やすとともに、対象とする国・地域にイタリア、スペインを追加した。

この結果、同調査の一四半期の標本数は 6,600 票から 9,710 票に増加した。また、これまで空港ラウ

ンジ内での調査は実施していなかったため、空港ラウンジを利用している訪日外国人旅行者の旅行支

出を反映するために、ＣＩＱ出口付近の調査を四半期毎に行うこととした。 
これらの統計の利用促進のため、2014 年（平成 26 年）10 月から 2015 年（平成 27 年）２月にか

けて都道府県・市町村の地方公共団体職員、シンクタンク、報道関係者等への説明会を開催する等、

広報活動を実施した。 
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第Ⅳ部 平成 27 年度に講じようとする施策 
 
第１章 インバウンド新時代に向けた戦略的取組 
 
第１節 「色とりどりの魅力を持つ日本」の発信と地方への誘客 
１ 広域観光周遊ルートの形成・発信等による地方への誘客 

（１）地域連携による情報発信力強化と新たな広域周遊ルートの形成  
今後認定を行う広域観光周遊ルートに対し、地域の推進体制が実施する、①広域のマーケテ

ィングの実施を踏まえた戦略の策定、②歴史的風致、農林水産資源、日本遺産を始めとする文化

財などの地域に豊富に存在する観光資源の磨き上げ、③広域での無料公衆無線ＬＡＮ環境の整

備・多言語表記化などの外国人受入環境整備、などの取組に関するパッケージ支援を行うととも

に、海外に強力に発信を行っていく。 
 

（２）地方への誘客に向けたプロモーションの実施 
地方への誘客を図るため、地域が中心となって作り上げる広域周遊ルートや外国人旅行者に魅力のある地

域の観光資源について、プロモーションを実施する。 
 

（３）地方空港・港湾への誘客に向けた訪日プロモーション 
 オープンスカイ施策を受けた地方空港への航空路線の展開や海外クルーズ船のアジアへの配船

を訪日プロモーションの機会と捉え、海外で開催される航空路線商談会及びクルーズ見本市へ、

日本ブースを出展するとともに、海外クルーズ船社の寄港地決定権者等のキーパーソンを招請す

る。 
全国クルーズ活性化会議と連携して、我が国各港への寄港の安全性や寄港地周辺の魅力をプロ

モーションするとともに、この招請の機会を捉え、港湾管理者及び地方公共団体との商談会を開

催する。 
 

（４）日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が先頭に立っての地方誘客 
日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が先頭に立ち、全国の地方空港やその周辺観光地の魅力を直接海

外の航空会社に打ち込み、地方空港へのＬＣＣ等の新規就航を促進することで、新たな地方への

訪日需要を喚起する。    

さらに、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が地方自治体との連携を深め、プロモーションの時期・

内容について緊密な情報共有を図ることで、現地における効果的なプロモーションを展開する。 

 
 

 
２ 新たな季節需要・訪日需要の掘り起こし  

（１）より科学的なマーケティングの実施 
今後も、「マーケティング戦略本部」（平成 26 年４月観光庁）において事業成果等の検証を徹

底し、プロモーション方針・手法を不断に見直すことにより、ＰＤＣＡサイクルを大幅に強化

し、より科学的・合理的な分析を実施していく。 
 

（２）訪日シーズンの分散化 
 今後は、春の訪日旅行シーズンの更なる定着を目指すとともに、雪や紅葉などを切り口とし

て、切れ目のない集中的な訪日プロモーションを実施することにより、訪日シーズンの分散化を

目指す。 
 

（３）航空路線の新規就航・増便を促進するインセンティブ付与  
航空路線の新規就航・増便を促進するために、提案割引制度を実施する。具体的には、空港

経営の民間委託に前向きな地域から、路線充実に向けた航空会社との共同提案を募集し、創意工

夫に優れた提案の路線について、新規就航・増便分の着陸料を１年目１／５、２年目１／２、３

年目７／10 に軽減する。 
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（４）海外の有望な観光関連企業の誘致  
ＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）において、海外の有望な観光関連企業（ＬＣＣ、ホテル、ツア

ーオペレーター等）を発掘して、我が国に誘致し、日本の観光産業の活性化を図る。 
 

第２節 欧米からの観光客の取り込み 
日本の歴史・文化に高い関心を有しつつもまだ十分に取り込めていない欧米からの訪日需要を確実に

取り込むべく、欧米向けのプロモーション戦略を今一度練り直し、欧米からの旅行者に訴求する日本の歴

史や伝統文化をテーマとしたプロモーションを実施し、体験型訪日ツアー商品の充実を図る。 
具体的には、日中韓三国を旅の共通の目的地として、欧米等を対象とした「ビジット・イースト・アジ

ア・キャンペーン」を三国が連携して実施し、東アジア観光周遊モデルルートの商品化等により、域内へ

の観光客の取り込みを力強く進めていく。 
 

第３節 現地における訪日プロモーション基盤の強化   
１ 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の訪日プロモーション事業の執行機関化 

平成 27 年度から、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が本格的に訪日プロモーション事業の実施主体とな

り、海外事務所を活かしたプロモーションを実施する。 
 
２ 訪日旅行者数の大幅な増加が見込める市場へのプロモーション 

（１）今後大幅な増加が期待できる市場への集中的なプロモーション  
訪日プロモーション事業の重点市場について、平成 26 年度補正予算より、従来の 14 市場に

加え、今後大幅な増加が期待できる６市場（フィリピン、ベトナム、インド、ロシア、イタリ

ア、スペイン）を追加し、訪日プロモーションを展開することで、旅行先としての日本の認知度

の向上を図っていく。 
 

（２）中国の内陸部や今後の成長が見込める沿岸部へのプロモーション 
平成 27 年度は、中国において、従来中心としてきた三大都市圏（北京、上海、広東）に加え、

今後の大幅な増加が見込める沿岸部、内陸部への本格的なプロモーションを実施していく。 
 

３ 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）のウェブサイトの機能強化 
日本政府観光局（ＪＮＴＯ）のウェブサイトについて、日本各地の魅力や外国人旅行者向け企画乗

車券の紹介、免税店や無料公衆無線ＬＡＮスポットの検索など、訪日観光に関する情報を総合的に提

供・発信するポータルサイトとして機能強化させる。 
 

４ 我が国の生活習慣やマナーに関する情報の積極的な発信 
訪日外国人旅行者が旅行を満喫できるよう、我が国の生活習慣やマナーに関する情報を、現地旅行

会社の協力を得て、ツアーの参加者に出発前に提供するなど、あらゆる機会を通じて積極的に発信し、

徹底を図る。 

 
第４節 オールジャパン体制による連携の強化 
１ クールジャパンと一体となった効果的な訪日促進 

クールジャパン機構、ＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）と日本政府観光局（ＪＮＴＯ）との連携を強化し、ク

ールジャパンとビジット・ジャパンの連携を通じた効果的な訪日の促進を図っていく。 
 

２ 我が国の多様な芸術文化を生かした観光振興 
平成 27 年度においては、新たに、ＡＳＥＡＮ諸国及び中国、韓国との間で、将来の文化交流の担い

手となる中堅・若手の芸術家・文化人等の交流事業等を実施する。 
また、平成 26 年度に引き続き、文化庁メディア芸術祭（第 19 回）を開催するとともに、我が国の

優れた現代美術を海外で紹介する取組を支援するほか、東アジア域内の相互理解・連帯感の形成の促

進、東アジアの多様な文化の国際発信力の強化を図るため、「東アジア文化都市」の取組に対して支援

を行う。 
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３ 海外における日本コンテンツの放送 
「地域の活性化」や「訪日外国人観光客の増加」、「日本食・食文化の魅力発信」、「日本の最先端の

音楽・ファッション等の発信」等を目的とした放送コンテンツ等の製作・現地化や海外への継続的な

発信、広報等に対する総合的かつ一体的な切れ目のない支援事業を実施する（平成 26 年度補正予算

110 億円）。これにより、総務省・外務省・経済産業省・国土交通省が連携し、放送コンテンツ等の

海外展開を通じた日本の魅力発信を強力に支援する。 
 

４ 国際放送による情報発信の強化 
日本の情報や魅力を世界に発信するため、ＮＨＫのテレビ国際放送（ＮＨＫワールドＴＶ）の充実

強化の一環として、引き続き重点的な周知広報や受信環境の整備等の取組を推進する。特に、現地の

視聴実態に合わせたケーブルテレビ等を通じた配信の推進や多言語による情報発信に向けての実証を

実施することにより、テレビ国際放送の視聴機会の拡大に努めていく。 
 
５ 地域の魅力の情報発信の強化 

ＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）と日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が連携し、「地域貢献プロジェクト」と

して、海外に売り出そうとする地元工業製品等の発信とともに、当該製品に関連する観光資源を合わ

せて紹介することで、伝統工芸や科学技術など特定の分野に関心のある層に対して訪日を働きかけ

る。 
 
第５節 インバウンド・アウトバウンド双方向での交流促進 
１ 二国間関係の強化 

日中韓観光大臣会合をはじめ、中国や韓国その他のアジア諸国など主要国政府間でハイレベルでの

観光に関する定期的な政策対話を引き続き精力的に進めるとともに、在京大使館や外国政府関係機関

等と情報交換等を行い、観光分野における二国間関係の強化を図り、インバウンド・アウトバウンド

双方向での交流拡大（ツーウェイツーリズム）を進める。 

日中韓三国間での官民連携のもと、姉妹都市・友好都市同士の交流にあわせた交流ツアー、お祭

り・伝統芸能・世界遺産等を通じた文化・歴史交流や国際的スポーツ大会を契機とした共同プロモー

ション等の取組みを実施し、日中韓三国間の観光交流の拡大を強力に推進する。  
  
２ 国際機関等への協力を通じた国際観光促進  
 ＵＮＷＴＯ（国連世界観光機関）やＡＳＥＡＮ＋３をはじめとする観光分野における多国間関係の

枠組みにおいて、我が国のインバウンド観光政策等のベスト・プラクティスを紹介・共有する等、主

導的な役割を果たし、加盟国・地域のインバウンド観光政策の向上に積極的に貢献する。 
 

３ 日本人の海外旅行需要の喚起 
世界の 100 を超える国・地域から政府観光局、旅行関連団体・企業が集結する世界最大規模の相互

交流イベントである「ツーリズム EXPO ジャパン」の開催支援を行い、世界各地の魅力に触れる機会

を通じて、日本人の海外旅行需要を喚起する。 
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第２章 観光旅行消費の一層の拡大、幅広い産業の観光関連産業としての取り込み、観光産

業の強化 
 
第１節 「訪日外国人による観光消費拡大・地域活性化」プログラム 
１ 消費税免税制度拡充を契機としたショッピング・ツーリズムの振興と地方における消費拡大 

（１）免税店の拡大支援 
免税店シンボルマーク『Japan. Tax-Free Shop』に加え、免税手続の場所をわかりやすく示す

ため、免税手続カウンターのシンボルマーク『Japan. Tax-Free Counter』を新たに制定し、活用

を促す。 
また、いち早く、免税手続カウンターを活用して、まちぐるみで免税店化を進める商店街をモ

デル商店街として、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）により海外に強力にプロモーションする。 
 

（２）決済環境の充実  
商店街が、「免税商店街」化にあわせて行う、キャッシュレス決済に必要な端末、免税システ

ム、Wi-Fi 機器の導入等への支援を拡充し、地方において外国人旅行者が快適に買い物できる環

境づくりを進める。 
 

（３）海外発行クレジットカード等対応ＡＴＭの設置推進  
海外発行クレジットカード等で現金が引き出せるＡＴＭの設置を促進するほか、海外発行クレ

ジットカード等が利用可能なＡＴＭの情報を、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）のＨＰや海外ガイド

ブック等で提供する。 
 
２ 地方の農林水産物・食品の販売促進 

（１）訪日外国人旅行者向け農林水産物及び食品の販売促進 
 訪日外国人旅行者の増加を踏まえ、「おもてなし」の国として、訪日外国人旅行者の満足度を高

め、日本の食の魅力の理解者・応援者を増やしていくため、農林水産物・食品を扱う免税店の拡

大や免税店での円滑な購入の支援、多言語対応の推進等、必要な環境の整備を検討する。 
 

（２）農畜産物のお土産に関する動植物検疫の環境整備  
外国人旅行者の利便性向上を図るため、主要空港に農産物の輸出検疫を行うカウンターを設置

するとともに、お土産としての持ち帰りが可能な品目等を掲載したパンフレットを作成し、訪日

外国人旅行者に配布する。また、訪日外国人旅行者へ農畜産物を販売する事業者が取り組みやす

い動植物検疫の受検方法・体制を構築する。さらに、訪日外国人旅行者による国産農畜産物の持

ち帰りが可能な国・品目を拡大するため、輸出相手国と協議を進める。 
 

（３）農林漁業者と観光事業者等との連携による６次産業化の推進  
地域における農観連携の推進と関連させた６次産業化の推進体制を強化しつつ、農林漁業成長

産業化ファンド等の活用により、農林漁業者と観光事業者等との連携した６次産業化の取組を推

進していく。 
また、「農林水産物の直売所」と「道の駅」の強みを生かし、観光事業も絡めた連携を進め、

農林水産物やその加工品（６次産業化商品）を免税品として販売するなど、インバウンド需要を

取り込む取組を検討していく。 
 

（４）北海道産の農水産品等による観光の推進 
 北海道産品を直接かつ安定的に輸出するため、冷蔵・冷凍貨物の小口混載輸送サービスについ

て産学官連携で取り組んでいる「北海道国際輸送プラットホーム」を活用した東南アジア地域等

からの訪日外国人旅行者向け北海道産品の国際宅配輸送サービス「海外おみやげ宅配便」につい

て、現在実施している香港・台湾・シンガポールのほかマレーシアへのサービスの開始や本サー

ビスを導入する国内販売店の拡大など、利用拡大に向けた取組を推進する。 
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３ 質の高い日本文化体験プログラムへの参加促進及び滞在期間の長期化 
（１）「日本遺産（Japan Heritage）」事業の創設 

「日本遺産調査研究事業」にて取りまとめた方向性によると、文化財や伝統文化を通じた地域

の活性化を図るためには、歴史的経緯を踏まえたストーリーの下に有形・無形の文化財をパッケ

ージ化し、地域が主体となって総合的な整備・活用を行うとともに、国内外への戦略的な情報発

信や人材育成・伝承、環境整備などの取組を進めることが求められる。そのための方策として、

我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」として認定し、ストー

リーを語る上で不可欠な魅力ある文化財群を総合的に活用する取組を支援する事業を創設する。 
 

（２）日本文化体験プログラムの充実 
能や歌舞伎、茶道体験、社寺観光、また、地域の伝統工芸体験や伝統芸能など各地の特色ある

地域文化を観光資源化し、日本の歴史・文化に関心の高い欧米等からの旅行者に訴求する質の高

い日本文化体験プログラムとして充実させ、体験プログラムへの参加を促進するとともに、滞在

期間の長期化を図る。 

 
（３）先住民族としてのアイヌ文化等の発信 
 平成 27 年度は、象徴空間の整備に関する取組として、博物館の設計、公園の基本計画の作

成、体験交流等活動の具体的なプログラムの検討を行う。アイヌ語の挨拶「イランカラプテ」

（こんにちは）を北海道のおもてなしのキーワードとし、アイヌ文化の普及啓発と一体となった

観光振興の取組を展開しながら、海外に向けた情報発信の強化を図る。 
 

（４）着地型旅行商品の造成促進・販路拡大に向けた制度の検討  
平成 27 年度も引き続き、宿泊施設等における着地型旅行商品の造成・販売を促進する制度に

ついて、旅行業法令の見直しを視野に入れて検討を行う。 
 
第２節 幅広い産業のインバウンドビジネスへの参入促進 
日本政府観光局（ＪＮＴＯ）において、インバウンドビジネスに新たに参入し、新ビジネスを創出し

ようとする事業者向けの国内セミナーを全国各地で開催する。 

 
第３節 観光産業の活性化・生産性向上に向けた人材育成等   
１ 観光産業における人材育成 

これまで実施してきた旅館等の次世代経営者層を対象とした人材育成プログラムについては、地域

における自立かつ持続可能な体制構築を支援していくとともに、カリキュラムのブラッシュアップと

体系化を図っていく。 
また、更なる教育機会の創出として旅館等の経営改善および生産性向上を目的とした教育講座のウ

ェブ配信、意識啓発セミナーを実施する。 
 
２ ツアーオペレーター認証制度の定着  
訪日外国人旅行者に対して提供する観光サービスの品質の確保と一層の向上を図るため、ＪＡＴＡ

（一般社団法人日本旅行業協会）が実施するツアーオペレーター品質認証制度の周知を図る。 
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第３章 地方創生に資する観光地域づくり、国内観光の振興 
 

第１節 広域観光周遊ルートの形成・発信 
１ 広域観光周遊ルートの形成促進  

【再掲】第Ⅳ部第１章第１節１（１） 
 

２ 道路の整備等  
高規格幹線道路を始めとする幹線道路ネットワークの整備を促進し、観光旅行者の来訪の促進や利

便性の向上を図る。なお、平成 27 年度には、新東名高速道路（浜松いなさ JCT～豊田東 JCT）など

の開通を予定している。 
また、既存の高速道路を有効活用し、地域経済の活性化や渋滞の軽減等に寄与することを目的とし

た「スマートインターチェンジ（ＥＴＣ専用インターチェンジ）」を引き続き整備する。 
首都圏の料金体系については、国土幹線道路部会の基本方針における、平成 28 年度より水準の整

理・統一及び起終点を基本とした料金を導入すべきとの方針を踏まえ、具体の検討を進める。 
 

３ 外国人が周遊しやすい地域公共交通の確保  
2014 年（平成 26 年）に改正された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（平成 19 年法

律第 59 号）に基づく「地域公共交通網形成計画」等の策定を行う地方公共団体を支援し、まちづくり

等と連携した、地域公共交通の活性化・再生を促進する。 
 

第２節 来訪者が地域の魅力を体感し、再び訪れたくなる観光地域づくり 
１ 「観光地経営」の視点から観光地域づくりを担う主体の形成・支援 

全国各地のモデル地域において、観光地域づくりの中心となる組織・機能（日本版ＤＭＯ）を確立

し、当該組織が中心となって実施する関係者の合意形成や、マーケティングに基づく戦略策定、各種

の主体が実施する観光関連事業と戦略との整合性に関するマネジメント等による「観光地経営」や商

品造成などの観光振興の取組を支援し、地域の関係者が一体となって観光資源を磨き上げる取組を推

進する。 

 
２ 地域の観光振興の促進 

（１）観光地域のブランド化  
地域からの申請に応じて、観光圏の追加認定を行う。あわせて、観光圏に対し、「観光地域ブラ

ンド確立支援事業」により、地域のブランド戦略策定及びブランド戦略に基づく事業実施を支援

する。 

 
観光圏の整備イメージ 
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（２）魅力ある観光地づくり  

「観光地ビジネス創出の総合支援事業」について、各取組をフォローアップするとともに、ビ

ジネス化のための取組を全国に波及させる。 
また、「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」に基づき、地域の幅広い関係者が官民一体と

なって、自然・文化・食など、各地域に豊富にある観光資源を徹底的に磨き上げる魅力ある観光

地域づくりの支援を行う。 
 

（３）地域の新商品・新サービスの開発の支援  
地域の産業資源を活用して、中小企業が新商品・新サービスの開発を行い、その新商品等の市

場化への取組を総合的に支援する。また、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促

進に関する法律」（平成 19 年法律第 166 号）を改正し、農業体験や産業観光等を支援対象に加え

るとともに、地域の観光資源を活用した「ふるさと名物」の開発・販路拡大の取組に対する支援

を行う。 
 

（４）地域経済の活性化に向けた決済環境や無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備  
 地域経済の活性化を図るため、決済環境や無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備等の支援を行う。 

 
（５）株式会社地域経済活性化支援機構との連携協定に基づく施策  
 地域活性化モデルの構築のため、地域の金融機関、事業者、ＲＥＶＩＣ（株式会社地域経済活

性化支援機構）と関係行政機関等との調整及び橋渡し等の必要な支援を行う。 
 

（６）ＩＣＴを活用した訪日外国人の観光動態調査、受入環境整備  
訪日外国人旅行者の旅行動態および潜在的なニーズを把握するため、平成２６年度の小規模な

試行実験を拡充する形でＩＣＴを活用した動態調査を実施し、新たな広域観光周遊ルートの検討

や、観光資源を世界レベルへ磨いて活かす地域づくり等の検討を行う。具体的には、携帯端末の

ＧＰＳ機能を活用した位置情報や携帯電話の基地局情報を活用した訪日外国人旅行者の観光動態、

ＳＮＳを活用した興味・関心といった嗜好や観光地の評判等について調査を行う。 
また、ＩＣＴを活用した訪日外国人旅行者向けのサービス提供のあり方について、訪日外国人

旅行者目線での検討を引き続き進めていくとともに、訪日外国人旅行者の満足度及び利便性向上

を図り、旅行者の行動分析から得られるビッグデータを活用したサービスの品質向上について、

個人情報の取扱いに十分留意しつつ必要な検討を引き続き進めていく。 
 

（７）地域ごとの休日の設定による地域活性化 
2014 年（平成 26 年）11 月にとりまとめられた「休み方改革ワーキンググループ」（内閣府）

の提言を受け、「家族の時間づくりプロジェクト」の対象として、各地域のお祭り等のイベントに

合わせた「ふるさと休日」を新たに追加するとともに、プロジェクト対象事業に国から支援を行

うこととされており、今後、認定地域の増加に取り組んでいく。 
  
３ 「道の駅」を核とした地域における観光振興 

（１）「道の駅」を核とした地域における観光振興  
「道の駅」を地域の観光振興の核として位置づけ、優れた取組を行う 「道の駅」を全国モデル

「道の駅」、重点「道の駅」として選定し、各省庁の施策を総動員して、観光拠点化の取組を支援

する。 
また、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）認定の外国人観光案内所、地域の特産品が購入できる免税

店、無料公衆無線ＬＡＮなど、外国人旅行者のニーズが高いサービスを提供する「道の駅」を拡

大し、こうしたインバウンド対応の「道の駅」の認知度向上のため、シンボルマーク『Japan. Michi-
no-eki』を創設し、活用・普及を図る。 
さらに、「道の駅」を地域の歴史・文化、地域資源を発信する「ローカルクールジャパン・ショ

ーケース」として活用し、地域の海外発信の拠点とする。 
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（２）農林漁業者と観光事業者等との連携による６次産業化の推進  
【再掲】第Ⅳ部第２章第１節２（３） 

 
第３節 世界に通用する地域資源の磨き上げ  
１ 魅力ある空間の形成 

（１）景観等に配慮した道路整備の推進  
 良好な景観の形成や観光振興、安全で快適な通行空間の確保、道路の防災性の向上等の観点か

ら、無電柱化を推進する。また、地域の活性化、観光振興、美しい道路景観の形成を目指す「日

本風景街道」において、地域と道路管理者が連携し、地域の多様な活動や道路空間を美しくする

取組みを推進するとともに、ルートの詳細情報を発信する仕組みを構築する。 
 

（２）観光振興に資する道路空間の有効活用等 
 「都市再生特別措置法」（平成 14 年法律第 22 号）などの道路占用許可基準の特例を活用し、

道路上におけるオープンカフェ等の設置による地域の活性化や賑わいの創出を引き続き推進す

る。 
 

（３）魅力ある水辺空間を活用した賑わいの創出 
世界中から人と活力を惹きつける魅力ある水辺空間をまちづ

くりと一体となって生み出し、賑わい・活力や自然豊かな景観

等を保全・創出するための取組を、住民、企業、行政が一体とな

って推進する。 
 
 
 
 
 
 

（４）魅力ある空間の形成 
広域観光周遊ルートの形成に向けた取組の一環として、歴史的風致維持向上計画認定都市にお

いて、受入環境整備に係るソフト・ハード両面の取組に対して総合的に支援することにより、歴

史的風致を活用した都市の魅力の向上および賑わいの創出を図る。 
あわせて、景観・歴史資源となる建造物の修理・改修等や景観、歴史文化といった地域資源

に着目した魅力ある地域づくりに資する取組への支援を行うことにより、地域内外からの人口交

流による地域の賑わい等を創出し、地域の活性化を図る。 
 

（５）インフラツーリズムの推進 
ダムとその周辺地域の自然環境や長大橋、歴史的な砂防設備、高度で多様な技術が結集した下

水道など、世界に誇る土木技術等を観光資源として積極的に活用し、旅行会社と連携してサービ

ス内容を充実させて旅行商品化することにより、インフラツーリズムの高度化を図る。 

 
２ 美しい自然を活かして 

（１）日本の自然を活かした地域活性化  
優れた自然資源を有する地域への誘客を図るため、世界自然遺産・国立公園において、魅力維

持に必要な施設を整備するなど質の高い自然環境保全を進めつつ、利用施設の質の向上、効果的

な情報発信、充実した運営管理等を実施する。また、我が国の豊富な観光資源を活かすため、エ

コツーリズムに取り組む地域協議会等への支援、エコツーリズム推進全体構想の認定・周知、エ

コツーリズムガイドの養成等を行う。 
 
（２）サイクルツーリズムの推進  

北海道でのサイクリングに対する国内外の需要を拡大するため、積雪寒冷地域の道路空間を活

かした多様性のある自転車走行環境の創出、サイクルネットワークの形成による地域活性化、サ

イクリングの魅力発信に関する検討を行う。 

木曽川水系水門川 

（岐阜県大垣市）たらい舟下り 
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また、「ジャパンエコトラック推進協議会」は、昨年 11 月に鳥取県（境港～大山）をアウトド

アスポーツに適した地域として、「エコトラックルート」の第１号に認定し、国内外への情報発

信を行っている。 
 

（３）スノーリゾートの振興  
既に世界的に高い評価を得ているニセコに加え、北陸新幹線の開業によって羽田・成田等国際

拠点空港からのアクセスが格段に向上した白馬・妙高エリアなどを、世界有数のスノーリゾート

として国内外に強力に発信すべく、「地域資源を活用した観光地域魅力創造事業」等を活用し、

スノーリゾートとしての総合的な磨き上げ・ブランド化・海外発信等の取組を支援する。 

スキーリゾートにおける無料公衆無線ＬＡＮ、多言語表記、スキースクールの外国人対応の可

否・外国人インストラクターの有無など、急増する外国人スキーヤーの利便性向上のために必要

な設備・サービスについて、国内スキーリゾート関係者間で情報共有を図るとともに、日本政府

観光局（ＪＮＴＯ）のホームページにおいて、各スキー場で利用可能な設備・サービスの情報を

一覧性をもって提供する。 

 

（４）新たなマリンレジャービジネスの創出  
ヨットチャーター事業者において、ヨットチャーター事業に必要な乗員兼サービス要員を養成

する実技研修を夏期に実施する予定である。 

 
（５）2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会を契機とした海上交通の活性化 

「水のまち東京における舟運活性化に関する関係者連絡会」の場を活用して東京ベイエリアに

おける屋形船や水上バスを活性化させるため、共通の航路マップの作成、初めて利用する日本人

や外国人にも手軽に楽しめる企画商品の開発、海外の旅行業者の乗船体験等を実施することで、

2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて増加が見込まれる観光需要への対応等の

諸課題について対応していくこととしている。 

 
（６）奄美群島及び小笠原諸島における観光等産業の振興  

奄美群島及び小笠原諸島においては、「奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29年法律第 189号）」

及び「小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）」に基づき、外国人を含めた観

光客に対応するため、地方公共団体が行う各種施策に対する支援を実施することにより、観光等

の産業振興を図る。 
奄美群島においては、沖縄と一体の世界自然遺産登録を目指す中で、沖縄やその他の周辺地域

との調和ある振興にも配慮しつつ、今後見込まれる観光客の増加への対応を行うため、奄美群島

振興交付金により地方公共団体が行う航路・航空路の運賃低減事業、世界自然遺産登録を目指し

た観光キャンペーン事業に対する支援を行うとともに、奄美群島特例通訳案内士育成等事業に係

る産業振興促進計画の策定を支援する。 
小笠原諸島においては、小笠原諸島特例通訳案内士育成等事業及び観光客旅客滞在促進事業の

実施に向けた取組、定期船「おがさわら丸」の代替船の整備、新船に対応した港湾の整備、自然

公園の施設整備・改修、自然ガイドの育成等、地方公共団体が実施する各種施策に対する支援を

行う。 
 

（７）沖縄における国際競争力を有する観光地の形成 
政府においては、沖縄において国際会議を開催するための経費として、新規に 3.5 億円を計上

した。 
沖縄県においては、2015 年（平成 27 年）３月に策定した「沖縄観光推進ロードマップ」に

基づき、沖縄振興一括交付金（内閣府）を活用して、付加価値の高い観光商品の造成等を行うほ

か、沖縄の温暖な気候とスポーツ資源を活用したスポーツツーリズムの推進を図る。また、新た

な市場の開拓に向けて、沖縄空手会館建設に向けて取り組む。 
 

（８）沖縄における観光振興  
2014 年（平成 26 年）に開催した第１回沖縄県国家戦略特別区域会議において作成した区域
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計画の素案を踏まえ、エリアマネジメントに係る道路法の特例等を活用し、外国人観光客等が旅

行しやすい環境の整備を進めること等により外国人観光客等の飛躍的な増大を図る。 
 

（９）豊富な海洋資源を活用した観光の振興 
海に浮かぶ島々の風景が美しい瀬戸内海において「瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会」

と連携し、災害時の人や物の輸送ルートとしての活用を考慮しながら、平時の観光や交流の拡大

を目指してクルーズ振興を推進するなど、我が国の海洋観光資源を活用した観光の振興を推進し

ていく。 
 

第４節 豊かな農山漁村、日本食・食文化の魅力 
観光による農山漁村の活性化を図るため、日本食・食文化の海外への魅力発信や輸出促進を、「本場」

で味わってみたいというインバウンド需要につなげ、それが更に日本の食材への関心・信頼を高める、

といった好循環を実現していくことが重要である。 
 
１ 地域における情報発信や受入環境整備等の取組を一体的に行う体制づくり 

「食」と農山漁村を結び付けた魅力あるコンテンツの磨き上げや、マネジメント、マーケティング等

を一体的に推進するため、各地域が実施する、ストーリー性を有した情報発信や外国人旅行者の受入

環境整備等を支援するとともに、これらを担う地域単位の体制構築を進める。 
 
２ 地理的表示産品等を活用した観光需要の取り込み 
 地理的表示産品や世界農業遺産の拡大を図るとともに、これらを活用した魅力的な地域づくりの取

組を「食と農の景勝地」と位置づけることにより、農山漁村や地域の食の魅力を国内外に協力に発信す

る仕組みを創設し、観光需要の農山漁村地域への取り込みを図る。 
 
３ 外国人旅行者の農村漁村への滞在の促進  
 農山漁村における子供の体験教育活動、農家民宿等を活用したグリーン・ツーリズムの普及拡大を

図るための取組を支援する。また、外国人旅行者の農山漁村への訪問・滞在を促進するため、

『Japan.Farm Stay』シンボルマークを利用する農林漁業体験民宿の普及・拡大を図るとともに、外

国人旅行者向けのポータルサイトにおける農山漁村地域等の情報の充実や、広域観光周遊ルートとの

連携など他の観光との組合せによる新たな観光需要の開発を図る。 
 
 
４ 日本食文化・日本食材の魅力の発信 

日本食や料理人の魅力・発信力を踏まえ、海外の食品見本市等における日本ブースの設置、啓蒙的

な食イベントの開催、日本食・食文化の伝道師の育成等を通じて、日本食文化・日本食材の魅力を海

外に発信する。 
また、①日本食・食文化親善大使の制度の創設、②日本食文化サポーター制度の創設、③教育・資

格認定制度の創設、④日本食の海外出店等の支援、⑤トップセールスをはじめとするクールジャパン

関係府省と連携した取組、⑥外務省、在外公館、ＪＩＣＡ（国際協力機構）、海外レストランとの連携、

⑦「複合文化パッケージ」による海外発信、⑧日本特産食品認定ロゴの検討、⑨和食継承のための国

内への魅力発信、⑩インバウンドの活性化に資する料理人の育成、を内容とする「日本食魅力発信 ア
クションプラン 10 」（平成 27 年２月９日）を策定し、取組を進めている。 

 
５ 観光分野における地域食材の活用を促進する取組  
全国の宿泊施設等の観光関連事業者に対し、地域食材の活用推進を呼びかけ、「日本の食でおもて

なしパートナー」への登録を促進する。地域食材の消費拡大を面的に推進するため、特に観光協会等

との連携を重点的に進める。また、専用ホームページ上で、これらの登録された事業者の施設所在地

や取扱食材を地図情報から検索できるシステムを充実するとともに、各施設において「日本の食でお

もてなし」という統一キャッチフレーズとロゴマークが入ったのぼりやポスターを掲出し、旅行者を

誘引することで、地域食材の消費拡大を推進する。 
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６ 空港における食の海外展開等の取組  
国際空港内において、和食プロモーションの開催や、日本産品のＰＲブース設置、国産農林水産物・

食品の生産現場や農林水産物の扱い方の展示、レストランでのキャンペーン等を行うことにより、外国

人旅行者に国産農林水産物・食品を味わってもらうことができる環境を整備し、帰国後、それらを購入

する動機付けにつながるよう、日本食・食文化の理解促進を図っていく。 
 
７ 日本食の情報発信  
観光庁、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）、ＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）等と連携して、ウェブ等

を活用し、訪日観光を検討している外国人を主な対象として、日本国内の優れた食材を扱う国内外の

飲食店を紹介する取組を促進していく。 
 

８ 「和食」の魅力発信  
「地球に食料を、生命にエネルギーを」がテーマの 2015 年ミラノ国際博覧会出展のため、日本館

の建築、展示物の製作、行催事・広報活動の実施、運営計画の策定等の開催準備等を実施する。 
 

９ 北海道産食の魅力発信 
食のブランド力や観光地としての魅力向上により北海道産食の海外需要拡大や外国人観光客の増加

を図るため、外国人旅行者の間で期待が高く、安全・安心で豊かな北海道の食を外国人旅行者に体験

してもらう食と観光の連携によるフードツーリズムの展開を通した北海道産食の魅力発信について、

海外における食の認知度や嗜好、ツーリズムに適した素材やツーリズム展開に当たっての課題の把

握、ＰＲ手法の強化等を行う。 
 
第５節 観光振興による被災地の復興支援 
１ 被災地における旅行需要の喚起  
 太平洋沿岸エリアの各地域が、復興プロセスに応じた滞在交流促進のための体制づくりや取組を段

階的に実施するための支援を行う。あわせて、地域の実情に応じたツアーの企画・造成等への支援

や、観光復興に関する課題の抽出や解決策についての調査・検討を実施し、自立した地域づくりに向

けた体制確立を図る。 
また、東北地方の祭り・景勝地・郷土食・地酒等、まだ外国人旅行者に十分知れ渡っていない観光

資源について、地域を代表するものを選定して磨き上げ、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が世界に向け

て強力に発信する。 
 
２ 福島県における観光関連復興支援 
 福島県における早期の観光復興を最大限に促進するため、同県が実施する風評被害対策及び震災復

興に資する観光関連事業に対して支援を実施する。 
主要客層である台湾をはじめとするアジア各国に対するプロモーションの強化により、外国人旅行

者の回復を図る。 
また、首都圏での観光キャラバン等のキャンペーン実施や、教育旅行関係者の招請・モデルコース

の造成等による教育旅行再生に向けた取組の支援を実施し、全国各地からの観光客の呼び込みを強化

する。 
 
３ 国立公園を核としたグリーン復興の取組  

三陸復興国立公園について、県立自然公園の編入を検討する。また、「みちのく潮風トレイル」に

ついては、全線 700km の早期設定に向けた各地域での路線検討や開通区間における利用促進の取組

を進める。さらに、平成 24 年度から平成 26 年度まで復興エコツーリズムモデル事業を実施した地

域において、引き続き地域の自立した取組を支援するとともに、被災した国立公園の利用施設の再整

備等のグリーン復興プロジェクトを推進する。 
 
  
第６節 ＬＣＣ・高速バスの持続的な成長に向けた取組 

関西空港においては、新たなＬＣＣ専用ターミナルの整備（2016 年（平成 28 年）下期供用開始予
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定）を進める。 
中部空港においては、ＬＣＣ等の新規就航、増便に対応するためのエプロン整備を実施しており、

その一部が平成 27 年度中に供用開始予定である。また、航空会社の動向等を見極めて、新ターミナル

の検討をする。 
今後もＬＣＣの持続的な成長のボトルネックとなり得る要因を解消する必要があり、操縦士・整備

士等の確保・養成対策等も推進していくとともに、着陸料の引き下げなどＬＣＣに資する施策を検

討、実施していく。 
高速バスに関しては、訪日外国人旅行者にとって、利用しやすいものとなるよう、情報プラットフ

ォームの構築を進める。また、高速バスを活用した周遊観光を促進するため、高速バスの外国人旅行

者向けフリーパスの普及拡充を促進する。 
さらに、国内外の観光客の高速バスによる広域周遊の拠点づくりとして、地域の観光拠点となる

「道の駅」との連携を推進する。 
 
第７節 日本の魅力を活かした船旅の活性化 
１ 情報発信機能の強化 

全国 108 の港湾管理者や地方自治体の首長等が参加する「全国クルーズ活性化会議」と連携して、

クルーズ船社等のキーパーソンを招請し、我が国各港への寄港の安全性や寄港地周辺の魅力をプロモ

ーションするとともに、この招請の機会を捉え、港湾管理者及び自治体との商談会を開催する。また、

寄港スケジュールの立案に必要な情報を、ウェブサイト（「Wharf Information」及び「CRUISE PORT 
GUIDE OF JAPAN」）を活用するなど外国クルーズ船社等に積極的に発信する。 

 
２ クルーズ船の日本への寄港を増加させるための取組 

北東アジア港湾局長会議等の枠組みを活用して、東アジア・東南アジア諸国における港湾施設等の

情報の統一的な提供を促進する。 
また、「日ＡＳＥＡＮクルーズ振興戦略」（2014 年（平成 26 年）11 月）における「６つの政策の

柱」の１つである「旅程表（モデルルート）の開発」に基づき、日本とＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国

連合）との間の新しいクルーズルート（モデルルート）の調査を実施する。さらに、海洋を通じてア

ジアとのつながりが強い日本国内の都市において、モデルルートをテーマにしたシンポジウムを開催

し、ルートとしての魅力をアピールするとともに、魅力的なクルーズ商品の造成を目指す。 
 

３ クルーズ船の受入環境改善 
外航クルーズ船が寄港する港湾における輸出物品販売場に係る届出制度を活用しつつ、外国人クル

ーズ客が円滑に地元物産品等を購入できる環境を整備するとともに、地域ぐるみでのクルーズ客のお

もてなし等を推進し、クルーズ船の寄港地やその周辺地域の活性化を図る。 
また、「みなとオアシス全国協議会」（全国 103 団体等のみなとオアシス運営主体等が参加）と連携

して、クルーズ船等が利用するターミナルにおける多言語対応の促進や無料公衆無線ＬＡＮ環境の提

供の普及を図る。 
 

４ 港湾におけるターミナル機能の強化等  
 物流ターミナルにおけるクルーズ船とバスの乗換導線の改善などのクルーズ船の受入環境の改善を

図りつつ、既存ストックを有効に活用しながら、クルーズ船の寄港増や大型化に対応する。 
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貨物埠頭等の既存ストックを有効活用などしたクルーズ船の受入環境の改善 

 
５ 瀬戸内海周遊の促進  

官民が協力して、瀬戸内海の魅力を国内外に発信するとともに、フェリー等を活用して瀬戸内海を

周遊する旅行商品の造成を進め、その定着を図る。 

 

第８節 レンタカーによるドライブ観光の活性化 
１ 地方での利用促進 

地方部のゲートウェイに到着した外国人旅行者が、レンタカー等を利用して地方での周遊観光がで

きるよう、モデルコースの設定や多言語のドライブマップの作成等を促進する。 

 
第９節 鉄道の旅の魅力向上 
 ＪＲ九州の「ななつ星 in 九州」に代表されるトレインクルージングを新たな日本の魅力ある観光

資源とすべく、地方における特色あるクルーズトレインの開発、旅行商品の造成を促進する。 

特に、地方に外国人旅行者を呼び込むため、和歌山電鐵の「たま電車」や長野電鉄の「スノーモン

キー特急」などの優良事例の共有を通じて、地方鉄道における外国人向けサービスの充実を図るとと

もに、民鉄協や日本政府観光局（ＪＮＴＯ）と連携し、地方鉄道に係る情報をウェブサイトで一元的

に発信するなど、情報発信の強化を図る。 

 
第 10 節 テーマ別観光に取り組む地域のネットワーク化による新たな旅行需要の掘り起こし 
 個人旅行者の需要・関心の多様化等を踏まえつつ、世界遺産、日本遺産、酒蔵ツーリズム、社寺観

光、メディカルツーリズム、アートツーリズム、街道観光、ロケーション等、テーマ別観光に取り組

む地域をネットワーク化し、優良事例の選定、共通課題の解決に向けた取り組み、モデルコースの設

定、プロモーションの強化等により、新たな旅行需要の掘り起こしを図る。 

 
第 11 節 国民の旅行振興に向けた意識醸成・環境整備 
１ 若者の旅行促進 

我が国の国民による旅行離れが進展している中、若者旅行の振興に関する取組をより広く周知する

べく、これまで、首都圏を中心に実施していた「若旅★授業」を全国的に行うとともに、スタディー

ツアーやボランティアツアー等、若者参加型の商品造成を産学と連携して推進する。 
 

２ 休暇取得の促進 
休暇取得促進を通じて旅行需要を喚起すべく、企業における労使一体での休暇の取得向上を促すと
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ともに、「家族の時間づくりプロジェクト」を通じた連休創出を地域一体で推進する。 

 

３ 海に親しむ旅行商品の充実 
国民の祝日「海の日」の意義の国民的理解を深めるとともに、祝日三連休制度を活かした観光需要

の拡大を図るため、官民が協力して、フェリーを活用した周遊旅行など、海に親しむ旅行商品の充実、

キャンペーンを推進する。 

 

４ ボランティアガイドの拡大・組織化 
国内観光における満足度を高め、さらなる旅行振興につなげるため、ボランティアガイドの拡大・

組織化を促進すべく、主要観光地における先進事例を集約し、全国に発信する。  
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第４章 先手を打っての「攻め」の受入環境整備 
 
第１節 空港ゲートウェイ機能の強化、出入国手続の迅速化・円滑化 
１ 空港のゲートウェイ機能の強化  

首都圏空港については、羽田・成田両空港の年間合計発着枠 75 万回化達成以降の首都圏空港の更

なる機能強化に向けた取組を引き続き進め、2020 年オリンピック・パラリンピック開催までに増枠

の実現を図る。羽田空港については、住民説明の進め方等について専門家の意見も聴きつつ、精力的

に関係者の理解を得ていく。成田空港については、引き続き、空港と地域が共に発展できる成田空港

の将来像等についての共通認識を醸成するため、関係地方公共団体等と議論を深めていく。 
関西空港については、新たなＬＣＣ専用ターミナルの整備（2016 年（平成 28 年）下期供用開始

予定）を進める。 
中部空港においては、ＬＣＣ等の新規就航、増便に対応するためのエプロン整備を実施しており、

その一部が平成 27 年度中に供用開始予定である。また、航空会社の動向を見極めて、新ターミナル

の検討をする。 
沖縄県と国内外とを結ぶ人流・物流の拠点として極めて重要な役割を果たしている那覇空港におい

て、更なる沖縄振興を図るため、滑走路増設事業を平成 27 年度も引き続き実施する。 
また、福岡空港については、慢性的に発生しているピーク時の航空機混雑を抜本的に解消するた

め、滑走路増設に係る環境影響評価の手続を引き続き実施するとともに、滑走路増設事業に新規着手

する。 
訪日需要の急速な増加に対応するため、引き続き、上記の主要空港のみならず、全国の空港への就

航を促進するとともに、関係省庁の協力を得て、できるだけ速やかに全国の受入体制を強化する。 
 

２ 出入国手続の迅速化・円滑化 
（１）ＣＩＱの体制整備 

「『日本再興戦略』改訂 2014」（平成 26 年６月閣議決定）などに基づき、2020 年（平成 32 年）

の訪日外国人旅行者数 2000万人を達成するため、訪日外国人旅行者数の増加に対応できるよう、

計画的に、地方空港・港湾を含めた税関・出入国管理・検疫（ＣＩＱ）について、必要な物的・

人的体制の整備を進めるため、出入国審査についても、空港の審査ブースの増設及び入国審査官

の増員を行い、出入国審査体制を強化する。また、X 線検査装置や不正薬物・爆発物探知装置（Trace 
Detection System）等の取締・検査装置を整備するとともに、税関職員を増員し、入国旅客の携

帯品検査体制を強化する。検疫業務について、国内に常在しない感染症の国内への侵入を防止す

るため検疫所職員を増員し、検疫体制を強化する。さらに、動植物の病害虫の侵入を防止するこ

とも必要であることから、植物防疫官及び家畜防疫官の増員・再配置により検疫業務体制を強化

し、水際での携行品等検査をより一層強化する。また、動植物検疫ホームページを多言語化し、

外国人旅行者に対する動植物検疫制度の周知体制を強化する。 
さらに、ＣＩＱ施設の改良工事を推進するとともに、空港におけるＣＩＱ機能の向上方策に係

る検討もあわせて実施する。 
 

（２）トランジット旅客の取込  
2015 年（平成 27 年）３月より開始している「Narita Transit Program」について、安定

的・継続的な運営を行いながら、より多くの旅客を取り込むべく、2015 年（平成 27 年）中

に、寄港地上陸許可制度を積極的に活用するための適切な枠組みの構築について検討を行う。 
 

（３）一定範囲の短期滞在者に係る出入国手続の円滑化の実施  
2014 年（平成 26 年）の「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」（平成 26 年法

律第 74 号）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」（トラスティド・トラベラー）として特定し、自動化ゲートの対象とする新たな枠

組みを構築することとされたところ、本制度の円滑な実施に向けた取組を進める。 
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第２節 宿泊施設の供給確保 
１ 宿泊の需給動向について  

近年、東京、大阪等の大都市のホテルにおいて、客室稼働率が高い水準で推移していることから、

観光庁として旅行者の受入能力に余裕のある旅館や地方部への誘客を強化していくとともに、政府一

丸となって進める観光立国の実現に向け、大幅に増加している訪日外国人旅行者の多様な宿泊ニーズ

の把握及び対応策の検討を行う。 
 
２ 訪日外国人旅行者に向けた宿泊施設の情報発信の促進  

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）のウェブサイトに開設した総合案内サイトにおいて、観光庁、日本政

府観光局（ＪＮＴＯ）、宿泊団体が連携し、旅館等の動画を加える等、コンテンツの充実を図るとと

もに、訪日外国人旅行者の多様なニーズに対応した宿泊施設の情報発信を進める。 
 

 
第３節 貸切バスの供給確保、貸切バスによる路上混雑の解消 

増加する貸切バス需要に柔軟に対応するため、貸切バスの営業区域について、地方ブロック単位及

び営業所所在の隣接県まで拡大する弾力化措置を 2015 年（平成 27 年）９月末まで実施しており、10
月以降の対応方針を検討する。また、観光バスによる路上混雑の解消を図るため、自治体、事業者等と

連携して、地域の実情に即して、駐停車スペース・待機場所の確保に取り組む。 
 
 
第４節 通訳案内士制度の見直しによる有償通訳ガイドの供給拡大等  

より多くの訪日外国人旅行者が全国津々浦々を訪れ、その際の満足度が高まるよう、これまで一部

地域においてのみ認められていた特区ガイド制度を見直し、地域の発意により地域ガイドを実施する

制度の導入を検討する。 
また、従来の全国ガイドについても、資格付与のあり方を見直すとともに、質の向上と利用拡大の

ための仕組みを検討する。 
 
第５節 「地方ブロック別連絡会」を最大限活用した、地域における受入環境整備に係る現状・課

題の把握と迅速な課題解決 
急増する訪日外国人旅行者を受け入れる体制を充実させるべく、国土交通省の地方の出先機関を中

心に 2015 年 3 月に設置した「訪日外国人旅行者数 2000 万人の受入に向けた地方ブロック別連絡会」

を最大限活用し、空港・港湾の CIQ 体制、空港容量、貸切バス・宿泊施設等の供給の確保などの事項

について、検討を行う。 
 

第６節 多言語対応の強化 
「多言語対応ガイドライン」（平成 26 年３月）に基づき、多言語対応の統一性・連続性の確保に向

けて必要な取組を進める。 
また、「自然公園等施設技術指針」の改訂により自然公園における多言語対応を推進する。港湾管理

者に対しクルーズ船等の旅客船が利用するターミナルにおいて多言語対応を促進するため、多言語対

応ガイドラインに基づき、案内標識等の統一化や多言語化を要請する。 
 

 １ 空港、駅・車両、道路、旅客船ターミナル  
（１）空港 

主要空港において、リムジンバス・ＪＲ・私鉄等の複数の二次交通がある場合、発車時刻・到

着時刻・行き先・料金等の情報を、デジタルサイネージ等の活用により、一覧性をもって表示す

る。 

 
（２）駅・車両 

鉄道事業者による駅施設・車両等の案内表示の多言語化の取組を促進する。その際、特に、外

国人の利用者目線から、鉄道事業者同士の調整や、鉄道施設を出た後の地下街や地上側の関係者

等との連携によって、案内表示の連続性の高度化を徹底する。また、外国人旅行者の移動しやす
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い環境を整備するため、旅行者の利便性を考慮して必要な路線における鉄道駅のナンバリング導

入を促進する。 

 
（３）道路 

外国人旅行者に対する分かりやすい道案内を実現できるよう、公共交通機関や観光案内パンフ

レット等と連携し、道路案内標識の英語表記改善を推進する。 
 

（４）旅客船ターミナル 
陸上交通の運行情報や、浅草・お台場等の旅客船ターミナル周辺の観光情報を多言語で提供す

るため、旅客船ターミナルにおける案内情報の整備等を行う。 

 
２ 美術館・博物館 

我が国の国立美術館、国立博物館、国立科学博物館の多言語対応については、従前から多様な入館

者の受入れの取組を進めている。2020 年オリンピック・パラリンピック開催によって、より多くの訪

日外国人旅行者の入館が想定されるため、無料公衆無線ＬＡＮやスマートフォンの活用等、ＩＣＴを

駆使した多言語対応について検討していく。 
また、地域の美術館・歴史博物館については、多言語化による国際発信に係る事業を支援すること

により、訪日外国人旅行者対応を促進していく。 
 

３ 自然公園 
国立公園における外国人向けの情報提供機能を強化するため、標識・情報提供施設の多言語化、ト

イレの洋式化等の国際化対応が必要な施設について、直轄事業及び地方公共団体に対する交付金での

支援により整備を実施する。また、国定公園及び長距離自然歩道において、案内標識等の多言語化を

図る地方公共団体に対し、交付金により支援する。 
 
４ 飲食店 

飲食店において、多言語メニューの用意等の取組が進むよう、事業者団体と連携しながら、先進的

事例の紹介やセミナーの開催を行う。 

 
５ 多言語翻訳アプリ・ナビゲーション・地図の開発 

（１）多言語アプリ・ナビゲーションの活用 
高齢者や障害者、外国人旅行者等も含め、誰もが必要に応じて移動に関する情報を入手し、積

極的に活動できるユニバーサル社会の構築に向け、引き続き、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し

た歩行者移動支援を推進する。平成 27 年度は、歩行者移動支援に必要なデータのオープンデー

タ化及びその利活用の促進に向けた現地での試行等や必要な支援策の検討を行う。また、視覚障

害者や災害時に対応した歩行者移動支援サービスについて、現地での実証等、具体的な検討を行

う。 
総務省では、「グローバルコミュニケーション計画」（平成 26 年４月）を着実に進めるため、

平成 27 年度より、多言語音声翻訳システムを様々な地域・場面で社会実装する上で不可欠な、

周囲の様々な雑音の中で会話を正確に認識するための雑音抑圧技術等の研究開発や、病院、商業

施設、観光地等の実際の現場での性能評価等を行う社会実証を通じて、多言語音声翻訳技術の精

度向上を図る。 
 
（２）地図の多言語対応  

訪日外国人旅行者が快適・安心して移動・滞在するための環境整備に向けた取り組みとして、

外国人にわかりやすい地図を作成するため、地図等の多言語対応について検討する。具体的に

は、平成 26 年度に開催した「外国人にわかりやすい地図表現検討会」の結果を踏まえて、外国

人にも理解しやすい地名表記及び地図記号等についての標準を作成する。 
 

（３）外国人旅行者に分かりやすい地図・ナビゲーション 
高精度測位社会の実現にかかる技術的課題を解決するために、測位環境の改善と屋内外測位の
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相互連携、３次元地図の整備・更新に関する技術開発を行う。また、東京駅周辺において、シー

ムレスなナビゲーションに必要な高精度な測位環境の整備・活用に関する実証実験を実施すると

ともに、民間事業者による多様なサービスが生まれやすい環境づくりの検討を行う。 
 
第７節 無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進など、外国人旅行者向け通信環境の改善 
１ 無料公衆無線ＬＡＮ環境整備を促進するための取組 

無料公衆無線ＬＡＮ整備促進協議会を通じて、①事業者の垣根を越えた認証手続の簡素化、②無

料公衆無線ＬＡＮ整備の徹底的な底上げ、③共通シンボルマーク（『Japan. Free Wi-Fi』マーク）の

普及・活用による無料公衆無線ＬＡＮの利用可能な場所の「見える化」の推進と利用可能場所のオー

プンデータ化によるホームページ、アプリ等の媒体での効果的な情報提供を行う。 
 
２ その他通信環境の整備  

訪日外国人旅行者が利用しやすい携帯ルーター・ＳＩＭカードの貸出・販売サービスの促進や国際

ローミング料金の低廉化を通じて、多面的な通信環境の改善を図る。特に、ＳＩＭカードについて

は、「電気通信事業法等の一部を改正する法律」（平成 27 年法律第 26 号）基づき、料金の低廉化や

サービスの多様化を促進し、訪日外国人旅行者が持参した海外端末で利用しやすい通信環境の実現を

図る。 
 
第８節 公共交通機関による快適・円滑な移動のための環境整備 
１ IC カード・企画乗車券の利便性向上と情報発信 

「交通政策基本法」（平成 25 年法律第 92 号）に基づき、2015 年（平成 27 年）２月 13 日に閣議

決定した「交通政策基本計画」（平成 27 年２月 13 日）では訪日外国人旅行客等の国内各地への移動

の円滑化のため、「交通系ＩＣカードの利用エリア拡大」について検討することが盛り込まれた。こ

れを受け、学識経験者、交通事業者等をメンバーとする「交通系ＩＣカードの普及・利便性拡大に向

けた検討会」を開催し、普及方策等について検討を行う。 
また、広域周遊型乗車券の開発・販売、既存サービスの充実・改善を進めるとともに、複数の広域周

遊型乗車券の中から目的にあった乗車券を容易に選択できるようにするための一覧性のある情報提供

を促進する。 

  
２ 美術館・博物館、観光施設等と相互利用可能な共通パスの導入 
 公共交通機関の乗り継ぎに係る乗車券の購入や観光施設等での入場券の支払いは、外国人旅行者に

とって極めて煩雑であることから、旅行者利便の向上、移動の円滑化、費用の低廉化等を図るため、

公共交通機関、美術館・博物館、観光施設等で相互利用可能な共通パスの導入に向けて検討を進め

る。特に、上野公園内の国立の博物館や美術館と東京都立文化施設間での共通パスポート導入の取組

については、2020 年オリンピック・パラリンピックの文化プログラム実施を見据え、平成 27 年度も

引き続き関係機関による検討を行う。 
 

３ 空港アクセスの改善 
羽田空港においては、深夜早朝時間帯のアクセスを充実させるため、バス事業者や関係自治体と連

携のうえ、アクセスバスの路線数や停留所を拡大するとともに、深夜早朝であることを考慮し、都心

のホテルを巡回するコースの設定等、更なる改善に向けた検討を行う。 
成田空港においては、2015 年（平成 27 年）夏頃を目処に交通アクセスの方面別時刻表、運行情報

等をモード横断的にまとめて提供するとともに、空港から目的地までの経路等を検索する空港内端末

及びインターネットサイトを構築する。また、空港アクセスバスのネットワーク拡充等を促進する。 
関西空港においては、深夜早朝時間帯のアクセス拡充のため、24 時間いずれの時間帯でも１時間

に１本は大阪市内へリムジンバスが走るアクセス環境を整備出来るよう取り組む。 
 

４ 外国人が利用しやすいタクシーサービス 
新たに、観光タクシーの多様な運賃設定（遠隔地周遊向けに距離制・時間制を組み合わせた定額運

賃）を認め、長距離観光タクシーの利用促進を図る。また、タクシー車両への自動翻訳スマホアプリの

開発・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する。 
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５ 手ぶら観光の推進  
 平成 26 年度に作成した共通ロゴマークの普及やホームページ・

パンフレットの活用により、訪日外国人旅行者に対して「手ぶら

観光」をＰＲする。また、多様な輸送モードを活用した即日配送

の一般化、免税店との連携強化、多言語対応可能な窓口の拡大、

広域周遊ルート形成に併せたサービス提供等、更なる利便性の向

上に向けた方策について事業者とともに検討を行う。さらに、手

ぶら観光促進のための評価指標についても検討を行う。 
 

第９節 「クルーズ 100 万人時代」実現のための受入環境の改善 
１ 情報発信とターミナルの機能強化 

（１）情報発信機能の強化 
【再掲】第Ⅳ部第３章第６節 

 
（２）クルーズ船の日本への寄港を増加させるための取組 

【再掲】第Ⅳ部第３章第７節２ 
 

（３）クルーズ船の受入環境改善 
【再掲】第Ⅳ部第３章第７節３ 

 
（４）港湾におけるターミナル機能の強化等  

【再掲】第Ⅳ部第３章第７節４ 
  

第 10 節 ムスリムおもてなしプロジェクトの実施  
ムスリム旅行者が安心して快適に滞在できる環境を整備するため、受入施設におけるムスリム旅行

者に対する食事や礼拝環境への取組方法をまとめた「ムスリムおもてなしガイドブック」（2015 年 6
月公表予定）を発行して、自治体、飲食店、商業施設、宿泊施設、旅行業者に普及啓発を図り、ムス

リム旅行者に対する受入環境の向上を進める。特に、食事については「ノンポーク・ノンアルコー

ル」の英語併記があるだけで安心するとのムスリム旅行者の声を踏まえ、各受入施設において、基本

的な情報提供の促進を図る。 
 

第 11 節 外国人旅行者の安全・安心確保 
旅行中の外国人旅行者が事前災害や事故、不慮の怪我・病気等に巻き込まれる危険に対応して、外

国人旅行者の安全・安心を確保するための取組を関係省庁が連携して早急に進める。 
 

１ 災害対応 
（１）災害時における訪日外国人旅行者への情報提供 

外国人旅行者向け災害時情報提供アプリである「Safety tips」について、従来の地震、津波情

報に加え、新たに局地的・集中的な大雨、暴風、大雪、高潮、大規模な火山噴火などの気象情報

を提供し、外国人旅行者の初動での適切な行動を促す。 
 

（２）宿泊施設の避難所としての活用および耐震化の促進  
災害時に、宿泊施設を避難所として活用する内容の協定締結を促進すべく、関係府省と連携し、

地方公共団体における防災担当部局に働きかけを行う。 
また、ホテル・旅館の耐震化について、平成 26 年度に引き続き支援を行う。 

 
（３）主要駅周辺等における帰宅困難者対策  
 人口・都市機能が集積する大都市の主要駅周辺等において、大規模な地震が発生した場合にお

ける滞在者等の安全の確保と都市機能の継続を図るため、官民協議会による計画の作成や計画に

基づくソフト・ハード両面の取組に対する支援を継続するとともに、特に緊急性が高い地域につ

平成 26 年度に公募・選定した

共通ロゴマーク 
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いて、官民協議会による計画作成に係る支援を強化する。 
 

（４）地下街の安心安全対策  
 ターミナル駅等地下街が連担している地域における、複数の地下街や関連する地下通路管理

者、地方公共団体等で構成される協議会を補助事業者に追加し、関係者が連携して取り組む避難

対策を支援する。 
 
２ 不慮の怪我･病気への対応 

（１）不慮の怪我・病気への対応  
訪日外国人旅行者が不慮の怪我・病気になった際に、症状の段階に応じて、スムーズに医療機

関や薬局にアクセスできるための情報提供体制の構築や医療費の不安なく治療が受けられるよう

に渡航前や日本到着時の旅行保険や医療アシスタンスサービスへの加入促進に向けた取組を検討

する。 
 

（２）自動車事故被害者の救済  
訪日外国人旅行者の自動車事故被害に関する課題等の把握や、訪日外国人旅行者が自動車事故

に遭った際の適切な体制整備に向けた方策を検討するための調査を実施し、適切な被害者保護の

実現を図る。 
 
第 12 節 観光案内拠点の充実、外国人旅行者への接遇の向上等 
１ 外国人観光案内所のネットワークの拡大 
 認定外国人観光案内所の一層の拡大を目指すとともに、案内所間の全国的なネットワーク構築によ

る広域案内の展開や通訳案内士、ボランティアガイドの活用により、きめ細やかなサービス提供を行

う。 
 また、地方公共団体や観光協会と連携を図りながら、郵便局やコンビニエンスストア、道の駅、ア

ンテナショップにおける外国人旅行者への観光案内機能を強化する。 
 
２ 「道の駅」の機能強化 

全国の「道の駅」について、地域の総合観光窓口としての機能を強化し、着地型旅行商品を販売で

きる「道の駅」を拡大する。 
 
３ 観光案内拠点における案内機能の強化 

地方公共団体や観光協会と連携を図りながら、郵便局やコンビニエンスストア、道の駅、アンテ

ナショップにおける無料公衆無線ＬＡＮや多言語対応の改善・強化を含めた観光案内機能を強化す

る。 
 
４ 通訳案内士制度の見直しに向けた取組  

【再掲】第Ⅳ部第４章第４節 
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第５章 外国人ビジネス客等の積極的な取り込み、質の高い観光交流 
 

第１節 外国人ビジネス客の取り込み強化 
１ トランジット旅客の取込  

【再掲】第Ⅳ部第４章第１節２（２） 
 

２ 一定範囲の短期滞在者に係る出入国手続の円滑化の実施  
【再掲】第Ⅳ部第４章第１節２（３） 

 
３ ビジネスジェットの利用環境の整備  

ビジネスジェットの利用環境整備として、羽田空港の利用スポットの拡充等を検討するとともに、

成田空港において、ビジネスジェットが駐機可能なスポットを整備する。あわせて、地方空港におい

ても、利用環境の改善を図る。 
 

４ 空港におけるファーストレーンの設置  
平成 27 年度に成田空港・関西空港においてファーストレーン設置の実現を図り、両空港における

運用状況を踏まえつつ、その他の主要空港についても早期設置に向けて検討していく。 
 

 
第２節 ＭＩＣＥに関する取組の抜本的強化 
１ ＭＩＣＥ誘致による地域の活性化 

（１）ＭＩＣＥブランディングの展開  
 ブランディング事業により設定された日本のＭＩＣＥブランドを体現したコンセプトやロゴな

どを活用し、平成 27 年度から観光庁と日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が中心となって、海外プロ

モーションと国内の啓発活動などのブランディング事業戦略を実施していく。 
 

（２）グローバルＭＩＣＥ都市事業  
 平成 25、26 年度は、特に大型国際会議の誘致ポテンシャルを有する都市に対してマーケティ

ング戦略高度化のための集中的な支援を実施し、一定の成果が得られたところで、今後は支援を

踏まえた自律的な誘致の取組みを促す。また、これまでの取組を踏まえつつ、日本全体の国際会

議誘致力の視野を拡充するため、ＭＩＣＥポテンシャルを持つ都市を新たに「グローバルＭＩＣ

Ｅ強化都市」として選定し、国が集中的な支援を行っていく。 

 
グローバルレベルのＭＩＣＥの育成と目的 

 
２ 戦略的な国際会議の誘致 

（１）ＭＩＣＥ誘致アンバサダー  
重点分野における国際会議誘致のキーパーソンを「ＭＩＣＥ誘致アンバサダー」（仮称）に認定

し、会議の開催場所を実質的に決定する権限を有する者への直接的な働きかけ等により、誘致を

強力に進める。 
 

（２）ＭＩＣＥの受入環境整備  
平成 26 年度に行ったユニークベニューに関する運用上の課題・解決策についての検討を踏ま
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え、海外からの問い合わせについて迅速かつ実効的に対応し、具体的な開催候補地の提案・情報

提供を行うために、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）に一元的に問い合わせ窓口を設置するとともに、

ユニークベニューとして活用可能な施設、文化財等をリストアップして公表する。 
 

３ インセンティブ旅行における重点市場の設定  
 インセンティブ旅行（研修を含む）による訪日外国人旅行者数にについて、2015 年（平成 27 年）

70 万人を目標とし、特に重点市場（中国、韓国、米国、タイ、台湾、インドネシア、マレーシア）

に対して、観光庁や日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が中心となってプロモーション施策を実施してい

く。 
 
第３節 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

が、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。 

 
第４節 富裕層の取り込みと外国人長期滞在制度の利用促進    

海外富裕層のニーズに合った特別な体験ができるラグジュアリー・ツアーの造成・発信を通じて、積

極的に海外富裕層の観光需要を取り込むとともに、地方への誘客を図る。また、2015 年（平成 27 年）

中に開始する外国人長期滞在制度について、富裕層の利用促進を図るべく、海外向けの情報発信、有望

市場における説明会を実施するとともに、国内民間事業者、自治体等に対する説明会を開催する。 
 
第５節 質の高い観光交流の促進 

我が国の歴史・文化・芸術を深く理解し、体験を通じて日本や日本人の本質に触れられるような観光

交流機会を創出し、我が国の歴史・文化・芸術に関心の高い観光客層の呼び込みを図り、質の高い観光

交流の実現を図る。 
    

１ 文化資源、歴史的遺産の観光への活用 
（１）「日本遺産（Japan Heritage）」事業の創設 

【再掲】第Ⅳ部第２章第１節３（１） 
 

（２）先住民族としてのアイヌ文化等の発信 
 平成 27 年度は、象徴空間の整備に関する取組として、博物館の設計、公園の基本計画の作

成、体験交流等活動の具体的なプログラムの検討を行う。アイヌ語の挨拶「イランカラプテ」

（こんにちは）を北海道のおもてなしのキーワードとし、アイヌ文化の普及啓発と一体となった

観光振興の取組を展開しながら、海外に向けた情報発信の強化を図る。 
 

（３）北海道における歴史・文化を活用したインバウンド観光の振興 
 北海道独自の観光資源を活かしたインバウンド観光需要の拡大を図るべく、今後大きく訪日客

の増加が見込まれるアジアや歴史・文化への興味が高い欧米等を対象として、北海道における独

自性のある歴史・文化に関する観光資源の掘り起こし、観光資源としてのニーズを踏まえた歴

史・文化を活用した観光メニューの創出及び海外へのプロモーション方策の検討を行う。 
 

（４）産業遺産等の活用 
 「富岡製糸場と絹産業遺産群」や「明治日本の産業革命遺産」など、産業遺産等を活用した産

業観光を、国、自治体、観光協会、商工会議所等が連携して推進する。 

 

２ 文化芸術を通じた国際交流の推進 
外国人芸術家が一定期間滞在し、制作活動等を実施するアーティスト・イン・レジデンスの取組を

推進し、地域の魅力の再発見や文化芸術の創造活動を促進する。また､アート・アニメ等のポップカル

チャーの発信を強化するとともに、在外公館・国際交流基金による祭り支援事業や機動的な文化事業
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等を通じ､我が国の多様な文化の魅力を発信することにより、諸外国の日本への興味・関心を喚起して、

訪日のきっかけをつくる。 

 

３ 歴史・文化等に関心の高い観光客層の取り込み 
能や歌舞伎、茶道体験、社寺観光、また、地域の伝統工芸体験や伝統芸能など各地の特色ある地域

文化を観光資源化し、日本の歴史・文化に関心の高い欧米等からの旅行者に訴求する質の高い日本文

化体験プログラムとして充実させ、体験プログラムへの参加を促進するとともに、滞在期間の長期化

を図る。 
また、日中韓三国を旅の共通の目的地として、欧米等を対象とした「ビジット・イースト・アジア・

キャンペーン」を三国が連携して実施し、東アジア観光周遊モデルルートの商品化等により、域内へ

の観光客の取り込みを力強く進めて行く。併せて、欧米の知日派層や、中南米等の日系人コミュニテ

ィと連携した訪日プロモーションを展開する。 
 

第６節 多様なニーズへの対応と宿泊施設の情報提供 
１ 国家戦略特区制度を活用した多様なニーズへの対応   

旅館業法の適用が除外される外国人滞在施設経営事業の早期実現を図るため、宿泊者名簿の

設置等を含めた適切な対応を検討し、当該制度に基づく事業の実現を図る。 
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第６章 「リオデジャネイロ大会後」、「2020 年オリンピック・パラリンピック」及び「そ

の後」を見据えた観光政策の加速 
 
第１節 オリンピック・パラリンピック開催をフルに活用した訪日プロモーション 
１ 大規模スポーツ国際競技大会との連携 

2016 年リオデジャネイロ大会や 2018 年平昌大会など、大規模スポーツ国際競技大会との連携

や、海外でも著名な日本人メダリスト・アスリートの活用など、2020 年オリンピック・パラリンピ

ックの開催という注目度を活かしつつ、他の大規模スポーツ国際競技大会と連携した訪日プロモーシ

ョンを実施する。 
 
２ オリンピック・パラリンピック開催国という国際的注目度を活かしたオールジャパンによる訪

日プロモーション  
引き続き、2020 年オリンピック・パラリンピック開催に向け、より戦略的な訪日プロモーション

を展開していく。また、関係省庁が連携し、ラグビーワールドカップ 2015 においてジャパンパビリ

オンを設置すべく準備を進めていく。 
 
３ 近隣諸国の政府観光局と連携した広域プロモーション 

東アジアの近隣諸国と連携して欧米等からの観光客誘致を進めるため、近隣諸国の政府観光局と広

域プロモーションについて検討する。 
2015 年（平成 27 年）４月に東京にて行われた日中韓観光大臣会合において、各国の交流人口を

2020 年（平成 32 年）までに 3000 万人にする内容の共同声明を発表した。今後もそのような場を通

じて、近隣諸国と連携を進めていく。 
 
４ メディア戦略 

東京オリンピック・パラリンピック開催を契機とした訪日旅行のＰＲのため、海外メディアによる

日本紹介の番組等に活用してもらうべく、無償で映像を取得できるダウンロードサイト「オンライン・

メディア・センター」を設置する等、「メディア戦略」を強化する。 
 

第２節 全国各地の文化プログラムの開催 
2020 年（平成 32 年）に向けた文化プログラムについて、「2020 年に向けた文化イベント等の在り

方検討会」における検討結果を踏まえ、2015 年（平成 27 年）夏頃までに実施構想を策定する。 
また、平成 26 年補正予算事業より、日本文化等を含めた多彩な魅力を発信するための、海外メデ

ィア向け広報素材の提供準備等、本格的な訪日プロモーションに関連した準備をしていく。 
 
第３節 オリンピック・パラリンピックを機に訪日する外国人旅行者の受入環境整備 
１ 無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備･多言語対応の徹底 

（１）交通アクセスにおける無料公衆無線ＬＡＮ環境整備  
無料公衆無線ＬＡＮ整備促進協議会を通じて、①事業者の垣根を越えた認証手続の簡素化、②

無料公衆無線ＬＡＮ整備の徹底的な底上げ、③共通シンボルマーク（『Japan. Free Wi-Fi』マー

ク）の普及・活用による無料公衆無線ＬＡＮの利用可能な場所の「見える化」の推進と利用可能

場所のオープンデータ化によるホームページ、アプリ等の媒体での効果的な情報提供を行う。 
 

（２）2020 年オリンピック・パラリンピックに向けた無料公衆無線ＬＡＮ環境整備と多言語対応

の改善・強化 
オリンピック・パラリンピック大会開催会場が集中する選手村の周辺８ｋｍ程度の範囲におい

て訪日外国人旅行者が利用しやすい無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進を徹底するとともに、

「2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会」と連携して、訪日外

国人旅行者が利用する主要な施設において多言語対応の改善・強化を徹底する。 
 

（３）クルーズ船等が利用するターミナルにおける無料公衆無線ＬＡＮの整備・多言語対応 
「全国クルーズ活性化会議」や「みなとオアシス」全国協議会と連携して、クルーズ船等が利
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用するターミナルにおける、多言語対応の促進や無料公衆無線ＬＡＮ環境の提供の普及を図る 
 

２ 多機能フリーパスの検討 
 外国人旅行者のオリンピック･パラリンピック観戦にとどまらず、都内及び近郊地域の観光を促進す

る観点から、「観戦チケット･IC 乗車券一体化フリーパス」の検討を促進する。 
 

３ 東京駅の案内等の改善 
オリンピック・パラリンピックの玄関口となる、東京駅及びその他の主要ターミナル駅において、

鉄道・バス・タクシーの一覧性のある分かりやすい案内の充実、多言語対応の向上、アクセスビリテ

ィの高い乗り場の確保等に取り組む。 

 
第４節 オリンピック・パラリンピック開催効果の地方への波及 

2020 年オリンピック・パラリンピックの開催効果を東京のみならず広く地方に波及させるため、観

光客を地方へ誘客するための施策を充実させる。 
 

１ スポーツ振興を通じた国内外からの誘客 
平成 27 年度から、「スポーツによる地域活性化推進事業」を実施し、スポーツツーリズムなどに取

り組む地域スポーツコミッション等の活動を支援する。 
また、2015 年（平成 27 年）秋にイギリスで開催されるラグビーワールドカップにあわせ、クール

ジャパン施策と連携し、官民一体となって日本の魅力を世界に発信するジャパンパビリオンへの支援

を実施する。さらに、2020 年東京オリンピック・パラリンピック東京大会やその事前合宿の他、ラグ

ビーワールドカップ 2019 日本開催をはじめとする他の国際競技大会等の確実な開催により、各地域

に国内外からの誘客を図る。 
 

２ 地方への旅行の促進 

オリンピック･パラリンピック観戦を目的とした訪日外国人が、力強く復興している東北地方をはじ

め日本各地を訪問するよう、企画乗車券の造成を促進する。このため、例えば観光資源として魅力のあ

る列車の乗車や文化遺産を巡る等各地のモデルコースを作成し、リーズナブルな価格の新しい旅行商

品の造成を促進する。また、外国人旅行者が鉄道利用に大きな関心を寄せ、地方への旅行が促進される

よう、過去のオリンピック・パラリンピック開催国において、メダリストのサイン等をラッピングした

列車を運行した事例も参考にしつつ、大会気運の醸成を兼ねた取組を検討する。 
 
３ ホストシティ・タウン構想の推進 

全国の自治体において、大会参加国の選手や観客の地域への誘客を図るとともに、大会参加国の歴

史・文化等を学ぶ「一枚一国運動」、パラリンピックに関する障がい者との交流等を深めるホストシテ

ィ・タウン構想を強力に推進する。 
 
４ 航空による地方へのアクセスの充実 

（１）羽田空港における乗継利便性の向上  
引き続き、羽田空港における乗継利便性の向上のため、国際線地区と国内線地区を結ぶトンネ

ル（際内トンネル）の整備を推進する。 
 
（２）航空路線の新規就航・増便を促進するインセンティブ付与  

【再掲】第Ⅳ部第１章第１節２（３） 
 

（３）地方空港における税関及び出入国管理の緊急の体制整備 
【再掲】第Ⅳ部第４章第１節２（１） 

 

第５節 オリンピック・パラリンピック開催を契機としたバリアフリー化 
2020 年オリンピック・パラリンピックを見据え、また、社会の一層の高齢化を想定して、誰もが

安心して旅行を楽しむことができるユニバーサルツーリズムに対応した環境整備、個々の箇所（点）
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にとどまらず、線的・面的に捉えたバリアフリー対応（ハード面）の徹底、バリアフリーに関する教

育などによる「心のバリアフリー」（ソフト面）を進めていくことが重要である。 
 
１ 公共施設等のバリアフリー化 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成 18 年法律第 91 号）に基づく

「移動等円滑化の促進に関する基本方針」（平成 18 年 12 月）等に定められた目標に向けて着実に整

備を進めていくとともに、2020 年オリンピック・パラリンピックや、その後の我が国の高齢社会に

対応したあらゆる人に優しいまちづくりにもつながるように、国土交通省に設置した「バリアフリー

ワーキンググループ」での論議を踏まえ、主要ターミナルにおける複数ルートのバリアフリー化や地

方の主要な観光地のバリアフリー化、空港から競技施設までのルートや都内の人気観光スポット等を

結ぶ連続的なエリアのバリアフリー化等、さらなるバリアフリー化に向けた取組を進めていく。 
 

２ ホームドアの整備促進 
「交通政策基本計画」（平成 27 年２月 13 日閣議決定）に定める目標（ホームドアの設置駅数を平

成 32 年度までに約 800 駅）に向けて着実に整備を進めていく。 
 
３ 航空分野のバリアフリー化 

空港及び航空機の更なるバリアフリー化について、平成 27 年度中に諸外国の取組事例等の調査や

空港ビル会社、航空会社等の関係者との意見交換を実施し、バリアフリー基準や関係ガイドラインの

改訂に向けた検討を進める。 
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第７章 観光旅行の環境整備 
 
第１節 宿泊施設、食事施設、案内施設その他の旅行に関する施設及び公共施設の整備 
１ 観光振興等に資する地域づくり、街並み整備  

観光振興等に資する地域づくり・街並みの整備を推進するため、市町村が作成した都市再生整備計

画に基づいて実施される観光振興や観光交流促進等の地域のまちづくりの目標に沿ったハード事業か

らソフト事業まで幅広い事業を支援する。また、土地区画整理事業においては、地域の特性に応じた

公共施設の整備等を支援しており、引き続き実施する。 
 
２ 都市再生・地域再生に資する市街地再開発事業の推進  
 駅周辺をはじめとした中心市街地等において、地域の観光の拠点となる商業施設等の建築物や、道

路、駅前広場等の公共施設の整備を行うことにより、観光地域にふさわしい魅力ある都市空間の形成

を図る。 
 
第２節 旅行業務に関する取引の公正の維持等  

旅行取引における公正の維持や旅行者の安全確保等、引き続き消費者保護に取り組んでいく。 
 特に、平成 26 年度に策定した「ＯＴＡ（オンライン旅行取引業者）ガイドライン」については、

対象となるオンライン事業者に遵守を働きかけるほか、観光庁ホームページ等で消費者に対する周知

を行う。 
 
第３節 旅行の安全確保  
 平成 26 年度に作成したパンフレット「旅行安全マネジメントのすすめ」を活用しつつ、旅行者の

安全確保及び事件等が発生した場合に適切な対応ができるよう、旅行業界における旅行安全マネジメ

ント普及に努める。 
 

第４節 高齢者、障害者、外国人その他の観光旅行者が円滑に旅行できる環境整備 
１ 公共施設等のバリアフリー化  

【再掲】第Ⅳ部第６章第５節 
 
２ ユニバーサルツーリズムの促進 

これまで行ってきた地域の受入体制強化に係る効果検証を行う。また、引き続き地域の受入体制強

化に向けた取組として、地域における一元的な相談窓口であるバリアフリーセンターのウェブサイト

による多言語対応した情報発信及び、乳幼児を連れた旅行の調査・検討を行い、これまでの取組と相ま

って、ユニバーサルツーリズムの更なる促進を図る。 
 
３ 地域公共交通の活性化・再生  

2014 年（平成 26 年）に改正された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（平成 19 年法

律第 59 号）に基づく「地域公共交通網形成計画」等の策定を行う地方公共団体を支援し、まちづくり

等と連携した、地域公共交通の活性化・再生を促進する。 
また、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支

援機構法の一部を改正する法律」（平成 27 年法律第 28 号）に基づき、出資等の制度を創設し、地域

公共交通ネットワークの再構築を図る取組を支援する。 
 
４ バスの利便性向上 

バスの位置情報や遅延情報を提供するバスロケーションシステムについて、今後も普及促進を図る

とともに、乗り継ぎ案内、運行情報が入手しやすくなるバス総合情報システムの高度化を進めること

等により、バスの利便性の向上を図る。 
 
５ 道路交通の円滑化 
 民間事業者が保有するプローブ情報（カーナビゲーションシステムに蓄積された走行履歴情報）を

活用しつつ、災害時に交通情報を提供するための環境の整備を推進する。 
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また、道路ネットワークの整備やボトルネック解消策などの交通容量拡大策に加えて、車利用者の

交通行動の変更を促す交通需要マネジメント施策を実施する。カーナビゲーションに道路交通情報を

リアルタイムに提供する道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）の情報提供エリアの拡大、情報内

容・精度の改善・充実を図る。加えて、ETC2.0 サービスの渋滞回避支援等の活用により、道路交通

を円滑化させ、観光旅行者の来訪の促進や利便性の向上を図る。 
 

６ 安全で快適な自転車利用環境の創出 
「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（平成 24 年 11 月、国土交通省、警察庁）に基

づく自転車ネットワーク計画の策定の推進を図るとともに、観光振興、健康増進等自転車を活用した

取組と連携し、安全で快適な自転車通行空間の整備を推進する。 
 
第５節 観光地域における環境の保全等 
１ 国立・国定公園の保護と利用の推進 

国立・国定公園において、国、地方公共団体、ＮＰＯ、地元住民及び民間企業等の広範な関係者の協

力体制によるきめ細かな保護管理を進め、観光資源としての自然公園の魅力の向上を図る。 
また、自然とのふれあいの推進を図るため、安全で快適な公園利用施設の整備、利用者指導や自然解

説、エコツーリズムの推進を行う。さらに、ジオパークを含む優れた自然資源を有する地域への誘客を

図るため、国内外への戦略的な情報発信を行う。 
 
２ 世界自然遺産地域の適正な保全・管理 

世界自然遺産の「知床」、「白神山地」、「小笠原諸島」及び「屋久島」について、科学的知見に基づ

き、地域関係者との合意形成を図りながら、関係省庁、地方公共団体、地元関係者及び専門家が連携

し、引き続き適切な保全・管理を進める。国内候補地の奄美・琉球については、引き続き、同候補地

の自然環境の価値を保全するために必要な方策の検討、保全管理体制の整備及び保全の推進等を関係

機関等との連携により進める。 
 

第６節 観光に関する統計の整備 
データを迅速に提供するために、宿泊旅行統計調査は、平成 27 年度より公表周期を現行の四半期

から月次に変更し、調査対象月の翌月末に１次速報、翌々月末に２次速報を公表する。 
都道府県レベルのデータについては、その精度を高めるため、既存の観光統計の見直しを行う。 
観光統計の分析については、地域分析の高度化を図るために、平成 26 年度補正予算事業により、

選定したモデル地域においてモバイルデータなどの活用を含めた新たな分析手法の検討を進める。

  
 
 
 

 
 


