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独立行政法人国際観光振興機構 《日本政府観光局/JNTO》 の概要

海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内、

その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行う

ことにより、国際観光の振興を図ることを目的とする。

 昭和３９年 ４月 特殊法人国際観光振興会設立

 平成１５年１０月 独立行政法人国際観光振興機構設立

※(独）国際観光振興機構法（平成14年法律第181号）施行

○ 平成２１年 １月 通称名を従前の｢ＪNTO｣から
｢日本政府観光局（またはJNTO）｣に改称

※(独）国際観光振興機構組織規程改正施行

○ 平成２７年～ 訪日プロモーション事業執行機関化

●役 員 ： ６人（理事長１、理事３、監事２）

●職 員 ： １０５人（国内６８人、海外３７人）

その他海外現地職員４１人 ※平成２７年４月1日現在

●国 内 ： ４部制

（経営管理部、インバウンド戦略部、海外プロモーション部、

コンベンション誘致部）

●海 外 ： １４事務所

●運営費交付金 ： ６５．４億円（平成２７年度）

●外国人観光旅客の来訪促進のための宣伝

● 外国人観光旅客に対する観光案内所の運営 ● 通訳案内士試験事務の代行

● 国際観光に関する調査研究・出版物の刊行 ● 国際会議等の誘致促進、開催の円滑化等

● その他附帯業務
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日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の活動
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・インバウンド（訪日外国人旅行）の飛躍的拡大に向けた取組において中核的な役割を果たし、訪日プロモーション事業の実施
主体として観光立国の実現に向けて国が掲げる目標の達成に貢献。
・海外1４事務所のネットワークを活かし、海外におけるプロモーション活動、国際会議等の誘致・開催支援を行うとともに、海外
現地の市場分析と自治体等の取組の支援等を実施。

○海外広告宣伝
ビジット・ジャパン事業

○海外メディア招請 ○海外旅行会社招請○旅行博出展・イベント開催

WEB、SNS、新聞、旅行雑誌、
映像等を通じ、現地消費者
向けに訪日観光の魅力発信

現地メディアを日本の観光地へ
招請し、帰国後、外国人目線に
よる記事掲載、番組放映等によ
り訪日観光の魅力を発信

海外旅行に関心を持つ現地
消費者へ訪日観光の魅力を
旅行博等でPR、併せて訪日
旅行商品の即売を支援

現地旅行会社等が一堂に集
まる旅行博への出展、商談
会等の開催

現地旅行会社を日本の観
光地へ招請し、新たな訪
日旅行商品の造成を働き
かけ

日本政府観光局の訪日観
光PRと旅行会社の訪日旅行
商品広告を共同で実施し、
販売を促進

○ツアー共同広告

〇市場分析・マーケティングに基づく自治体等への支援

・海外主要１４都市に設置する海外事務所の現地ネットワークや社会的ステイタスを最大限
に活用して、世界の主要市場における一般消費者の旅行動向、ニーズ等のマーケティン
グ情報をリアルタイムで収集し、市場別に分析
・自治体、民間企業等に対し、ウェブサイト、ニュースレター、出版物、セミナー、個別コンサ
ルティング等によりインバウンドに関する市場動向を提供し、インバウンドビジネスを支援
・ツーリスト・インフォメーション・センターを運営するとともに、全国の外国人観光案内所の認
定及び認定案内所に対する運営支援を実施

マーケティング・コンサルティング事業

〇国際会議等の誘致・開催支援

MICE事業

・MICE（Meeting, Incentive, Convention, 
Event）誘致のナショナル・センターとし
て、ニューヨーク、ロンドン、ソウルに
MICE 誘致専任職員を置き、会議開催
地としての認知度向上、誘致のための
情報収集やセールス活動のほか、企業
が成績優秀者を招待するインセンティ
ブ・ツアーの誘致活動を実施
・国際会議の誘致・開催にあたり、全国の
コンベンション推進機関と情報共有・連
携を行い、誘致を行う国内の主催者の
支援を実施。

〈現地消費者向け〉 〈現地旅行会社向け〉



訪日教育旅行誘致促進事業例

市場 26年度実施VJ事業 27年度実施予定VJ事業（予定）

中国 学校関係者等招請

13名が北海道・東京を視察（12月）
学校関係者等招請

25名が九州・東京を視察（12月）

台湾 学校関係者等招請

85名が北関東、南東北、四国、九州等14コースに分れ視察
（12月）

学校関係者等招請
台湾教育旅行関係者120名の招請及び、日本の関
係者との交流会開催。地方事業との連携により、地
方視察12コースを設定

シンガポール 現地セミナー・旅行博等
現地教育関係者、旅行業関係者等を対象にセミナー開催

教育旅行セミナー・商談会開催予定（8月）

マレーシア マレーシア教育旅行調査、現地教育関係者招請
訪日教育旅行のキーパーソンを招請し学校を訪問し、学校
関係者へのインタビューを通じて現在の日本人学生の学校
生活や訪問候補施設を紹介

教育旅行セミナーの開催（3月）・訪日旅行関連パン
フレット制作

豪州 現地セミナー・旅行博等

シドニー、パースでセミナー開催。
日本側自治体関係者等14名、オーストラリア側学校・旅行
関係者 等80名が参加

メルボルンにて教育旅行関係者向けセミナー開催（
6～7月）

米国 現地セミナー・出展等

サンアントニオにて全米外国語教師協会)が開催する言語・
語学イベントに自治体・大学等と共同出展
教育旅行セミナーを開催し日本側約10名、米国側学校関係
者約50名が参加

サンディエゴにて教育関係者の年次総会と併催され
る見本市に自治体・大学等と共同出展。教育旅行セ
ミナーを開催（11月）
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教育旅行関連事業

訪日教育旅行セミナー

現地商談会 日本への招請事業訪日教育旅行セミナー

教育旅行交流座談会



各市場からの訪日教育旅行

国ごとに異なる⇒日本でいう「修学旅行」とは別の概念
・アジア：学校（小学校・中学校・高校）ごとに希望者を集めて行う団体旅行
・欧米豪：日本語学校や日本語学習者団体が明確な目的を持って実施

国や地域によって、実施形態・時期や実施にあたっての課題・ニーズが違い、学校
や地域との交流・観光施設等での訪日教育旅行受入促進にあたっては、その特徴を
理解する必要がある

教育旅行誘致のために行っている事業
・訪日教育旅行を促進するためのセミナー開催
（日本自治体・現地学校関係者・旅行会社）
・学校関係者の日本への招請事業（モデルコース紹介）
・訪日旅行PRのためのパンフレット作成

訪日教育旅行者受入数上位5か国（小・中・高合計）

国・地域 受け入れ人数

台湾 12947

韓国 8390

アメリカ 6103

オーストラリア 4269

中国 2851
出典：文部科学省（平成25年）

●訪日教育旅行等への参加を通じて、青少年のうちから日本を経験してもらい、
リピーターとしての訪日をねらう。

●各国の青少年に、日本の生活や日本人との交流を体験してもらい、草の根レベルの
交流で理解を深めてもらう。
●日本語学習者に対する日本文化理解と、学習意欲の増進（留学生増加の期待）

主な教育旅行の形態
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中国市場

現地の声

〇観光に加えて、学校での日本人学生との学校交
流や日本の教育旅行の強みである学習プログラム
（文化体験、環境技術見学等）を希望している
〇１カ月前など間際の申込みが通例であるため、
日本側の受入学校を見つけにくい

●中国人は伝統的に教育熱心であり、また一人っ子政策のため、一人しかいない子供への投資を惜しま
ない傾向があることから、教育旅行へ参加させる家庭が増えている。
●実施の可否は日中関係に大きく影響を受ける。尖閣諸島問題により、一時は多数の学校が日本行きを
敬遠した。

『平成26年度中国市場における訪日教育旅行関係者招請事業』参加者アンケート・中国事務所報告より

海外教育旅行実施概要

形態・実施主体

・小中高学校主催
旅行会社手配旅程に複数校が参加することもある。
・管轄地方政府教育行政部署や学校長の裁量により決
定

団体規模 数十名～数百名

実施時期 7～8月、12～2月

標準的な費用 12万～20万円程度

競合国/市場 韓国・台湾・アメリカ・オーストラリア・英国・UAE

訪問先決定要因
安全・国際情勢・費用・学習プログラム・交流相手先学
校

訪日教育旅行の実施状況

年間訪日教育旅行人数・学校
数

19,000人（2010年）
外務省による教育旅行査証免除申請件数

主な訪問地 北海道・東京・大阪、京都、長野・九州

標準的な日数 5～7日間

主な目的 学校交流・文化体験・環境技術見学・観光

その他

震災前は増加傾向にあったが、東日本大
震災後、従来日本を訪問していた学校が
韓国へ振り替える等、他国との競合が顕在
化し、回復の動きが少し鈍い。

【アンケート自由コメント及びヒアリング結果】
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台湾市場

●高校の訪日教育旅行が主流。同種の学校との交流(種別・学力・特徴等の共通性)を求める傾向があ
り、日本の名門大学視察を希望する学校もある。
●海外への教育旅行先として人気の高い日本への参加者数が増加しており、海外教育旅行のうち訪日
校のシェアは約９割と非常に高い
●2012年には、震災前を上回り、以後順調に伸びているが、福島県はじめ東北訪問校は依然少ない

〇日本側の学校交流のマッチングに時間がかかる。３カ月前の
申込でも受け入れしてほしい。
〇教育色を豊かにしたカリキュラムを提供してほしい。
〇日本の先駆的教育制度の事例を参考としたい（スーパーグロ
ーバルハイスクールなど）。

『平成26年度台湾教育旅行促進事業』アンケート・台湾交流協会報告より

海外教育旅行実施概要

形態・実施主体
・小中高学校主催
・学校長の裁量により決定

団体規模 数十名

実施時期 4～5月、11～12月

標準的な費用 9～12万円程度

競合国/市場 アメリカ、韓国、オーストラリア
訪問先決定要因 同種（学力・特徴等）の学校との交流

訪日教育旅行の実施状況

年間訪日教育旅行人数・学校数
9,692人・237校（2014年高校のみ）
出典：台湾国際教育旅行連盟

主な訪問地 東京・大阪・神戸・京都・長野・群馬・静岡

標準的な日数
5日～6日間（日本の学校訪問終日×1校あるいは半
日×2校を含める）

主な目的
体験学習・日本人の生活・学校訪問・民家宿泊・ホー
ムステイ・名門大学視察

その他
日本の文科省にあたる台湾教育部では、海外への教
育旅行を実施する学校に対して、補助金制度を設け
ているQ.訪日教育旅行を行う時に困ること現地の声

【アンケート自由コメント及びヒアリング結果】

調整
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シンガポール市場

●小中高専門学校主催で行われる
●教育熱の高まりを受け、訪日教育旅行は増加傾向にある。
●訪問国の独自文化・技術の体験や学校交流は、教育旅行の必須項目
●2015年6月にマレーシアのキナバル山で起きた地震で、シンガポールから修学旅行中だった小学生
6人が犠牲となり、教育旅行における安全、安心が強く求められている。

〇訪問先決定には、安心・安全要素が重視される。
〇シンガポール側は6月、11月、12月に実施を希望してい
るが、日本の学校の受入可能時期と合わないなど、交流校
探しが難しい。
〇体験プログラム、ホームステイの資料の紹介をしてほし
い。

『平成26年度シンガポールにおける教育セミナ-事業』アンケート・シンガポール事務所報告より

海外教育旅行実施概要

形態・実施主体
・小中高専門学校主催
・学校長・担当教諭が訪問地決定に影響

団体規模 25名程度

実施時期 6月・11月・12月が中心

標準的な費用 20万円程度

競合国/市場 オーストラリア、韓国

訪問先決定要因 学習内容・安心安全

訪日教育旅行の実施状況

年間訪日教育旅行人数・学校数 不明

主な訪問地
関東・関西・九州（沖縄・北海道の将来検討も多
い）

標準的な日数 7～8日間

主な目的
日本の学校との交流・ホームステイ・最新技術
体験

その他
シンガポール政府からの補助金制度はあるが、
年々金額が少なくなってきている。

現地の声 Q．訪日教育旅行に求めるもの
【アンケート自由コメント及びヒアリング結果】
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マレーシア市場

●全国の高校は2,366校で、公立高校、私立高校、公立のエリート校である全寮制学校がある。
●海外教育旅行を過去に実施した178校のうち、過去5年間の内に訪日旅行実施校は24校
●マレーシアの日本語学習者は、33,077 人（世界第9 位/2012 年度国際交流基金海外日本語教育機関調査）
●私立学校を中心に旅行会社への訪日教育旅行の問い合わせが増加中
●公立の全寮制校のうち、85％にあたる58校で日本語を教えるクラスがある（2013）

〇ムスリム対応・交流学校の手配・現地見学施設等の手配
が難しい
〇学校交流の他にも周辺地域での見学施設、ホームステイ
や宿泊先等実施を検討するのに必要な基礎的情報が欲しい

『平成26年度マレーシアにおける市場情報収集・現地旅行会社への情報提供等事業』アンケート・マレーシア事務所報告より

海外教育旅行実施概要

形態・実施主体
・小中高学校主催
・学校長・担当教諭が訪問地決定に影響

団体規模 数名～50名

実施時期
スクールホリデーが中心
6月、11月、12月での実施が多い。

標準的な費用
公立学校1,000RM以下、私立学校3,000RM～5,000RM
（※1RM≒33.5円）

競合国/市場
シンガポール・インドネシア・タイ等近隣国
直行便のあるオーストラリア

訪問先決定要因 費用・学校交流・ムスリム対応・アクティビティ

訪日教育旅行の実施状況
年間訪日教育旅行人数・学校数不明

主な訪問地
大阪が最も多い。次いで東京、京都。
まだ地方都市の認知度は高くない。

標準的な日数 6日～8日間

主な目的 文化交流・国際交流・体験学習・観光・歴史学習

その他
成績優秀な公立学校に対して補助金を給付しており、
教育省審査に通れば、教育旅行に使用することも可。

Q.マレーシアから海外教育旅行を実施する上で課題となること

現地の声

※マレーシアでは公立＝マレー系、私立=中華系が多いことから課題にも
差が見られる

【アンケート自由コメント及びヒアリング結果】
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米国市場

●主に日本語学習の一環として、日本の社会/文化/歴史を学び、日本人と交流するために訪日するとい
う明確な目的。
●日本語学習者15万5,939人（2012）
●大学の日本語学習者を対象とした教育旅行も多く実施されている

〇日本側の考える教育旅行は観光がメインで、学校交流が
不足
〇学校の先生が旅行を（旅行会社に頼まず）自分で手配す
るケースが多く、学校交流先を探すつてがない

『平成26年度旅行博出展・セミナー・商談会実施事業』アンケート・米国事務所報告より

海外教育旅行実施概要

形態・実施主体
・大学・高校日本語クラスのうち、有志のみ
・日本語クラス単位

団体規模 数名～20名程度

実施時期 6月・7月が中心

標準的な費用 2500ドル≒25万円（1ドル＝100円換算）

競合国/市場 ―（日本語学習者向け）

訪問先決定要因 費用、宿泊施設、姉妹校、学習内容、安心安全

訪日教育旅行の実施状況
年間訪日教育旅行人数・
学校数

不明

主な訪問地 東京・大阪・京都・広島
標準的な日数 7日間以上、14日未満

主な目的
日本の衣食住体験・学校訪問（合唱
部、吹奏楽部による訪日・学校交流が
一例）・観光

その他
保護者、学校長の旅行同意取得の際
にわずかに震災の影響を気にする方
がいる

現地の声 Q．実施するにあたり苦労したことは何ですか？

【アンケート自由コメント及びヒアリング結果】
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豪州市場

●豪州における日本語学習者は約28万人と多く、スクールホリデーがある9月には、日本語教師が引率
して、日本語クラス単位の教育旅行が催行される。
●豪州の教育旅行は、隔年実施であり、一般的な観光に加えて文化交流や体験を取り入れるといった特
徴がある。
●教育旅行そのものを実施するというコンセンサスを形成することが必要（学校としてのコンセンサス
や親の理解）

『平成26年度豪州における訪日旅行促進事業教育旅行セミナー』アンケート・シドニー事務所報告より

〇生徒同士が一緒に実施できる交流プログラム（文化体験や
運動等）が人気。
〇ホームステイ（難しい場合は民泊）の要望が多い。
〇オーストラリア側の学校が希望する４月は日本側の受け入
れ可能時期と合わないなど、交流相手の学校が見つからない
ケースが多い。

海外教育旅行実施概要

形態・実施主体
・高校日本語クラスのうち、有志のみ
・日本語クラス単位

団体規模 30名程度

実施時期 9月（4月にもニーズがあるが、日本の受入が困難）

標準的な費用 30万円程度

競合国/市場 ―（日本語学習者向け）

訪問先決定要因 費用・宿泊施設・安全・姉妹校・公共交通機関

訪日教育旅行の実施状況

年間訪日教育旅行人数・学校数
留学を含む教育（Education）目的は全
体の2.4%（5,900人）（2014）

出典：Australian Bureau of Statistics 

主な訪問地 広島・東京・京都・兵庫・大阪

標準的な日数 14日間

主な目的 学校交流・一般的な観光

Q．興味のあるプログラム現地の声 【アンケート自由コメント及びヒアリング結果】
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韓国市場

●2014年4月に船舶事故があり、その犠牲者の多くが修学旅行中の高校生だったことから、教育旅行・
修学旅行が自粛された。その後、政府が修学旅行に関する一定の安全指針を示し、修学旅行に関する新
たな安全措置（安全指導員等の義務化等）を施行開始。
●2014年8月には韓国青少年連盟が「先進安全教育研修」として訪日研修旅行を実施。教育関係者等を
中心に約90人の参加があり、広島県教育センターや下関市の消防防災学習館等を訪問し、先進的かつ実
践的な日本の安全対策を学習。

海外教育旅行実施概要

形態・実施主体
・青少年団体（複数の学校で募集）
・小中高校が独自に決定

団体規模 30名～80名

実施時期
・青少年団体→1・2月、7・8月（冬・夏休み）
・学校教育旅行→4・5・6月、10・11月

標準的な費用 約60万W～80万W≒6～8万円（1W=0.1円）
競合国/市場 中国

訪問先決定要因
・予算、安全性、プログラム内容
・船舶事故以降、校長に対する責任が増し、また父母
の意見が大きな決定要因となった。

訪日教育旅行の実施状況
年間訪日教育旅行人数・
学校数

約2万人（JNTOソウル事務所推計値）
※韓国側の正式な統計なし

主な訪問地
北部九州＞関西＞関東（福岡、大阪、京都、奈
良、東京等）。

標準的な日数
4泊5日（船舶利用、2泊は船内泊）
3泊4日（航空機利用）

主な目的
・海外文化探訪（朝鮮通信史等）
・体験型（伝統工芸制作,スポーツ,自然等）
・姉妹校訪問

☆2014年11月21日
韓国青少年連盟（KOYA）とのMOU締結
JNTOソウル事務所：約30万人の会員を持つ韓国最大の
青少年団体と、両国の青少年の友好と相互交流を目的と
する業務協約

現地の声 【JNTOソウル事務所ヒアリングより
】
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〇最近の傾向として、特定時期に全体が旅行に行くのではなく
クラス別及び小規模単位で分けて行く形態もある
〇学習内容として、日本生活体験や、韓国にゆかりのあるもの
の体験学習
〇長期的な相互学校交流を希望



まとめ

各市場に共通する訪日教育旅行の特徴

学校交流のニーズが高い
学校交流では、どの市場も授業への参加や、部活動等の体験のニーズが高い。
また、教育旅行では、学習内容が教育旅行で最も重要な要素としてとらえられており、
豊富な体験プログラムの提供が求められている。

日本の学校側に対しての要望：学校交流受入の拡大

・訪日教育旅行では学校視察・学校交流が重要なポイント
・海外の学校は、適当な交流先を探すことが困難

→ 各学校において積極的な学校交流の受入をお願いしたい

交流相手の学校探しに課題

・申し込みから教育旅行実施までの時間が少なく、調整に時間がかかる（中国）
・同種（学力・特徴等）の学校を希望している（台湾）
・実施時期が合わない（シンガポール・豪州）
・交流先が見つからない・交流できる学校の情報が少ない（マレーシア・米国）

13


