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2020年・2030年の目標達成のために実施すべき取組(第１回資料)
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○ 昨年３月に策定された 「明日の日本を支える観光ビジョン」における目標「訪日外国人旅行者2020年4,000万人、
2030年6,000万人」の達成に向け、3つの視点・10の改革のもと、観光施策を実施してきている。

○ 同ビジョン及び本年6月に策定された「未来投資戦略2017」において、観光立国実現のための財源を検討することと
されたところ。

視 点 １
「観光資源の魅力を極め、

地方創生の礎に」

視 点 ２
「観光産業を革新し、国際競争力
を高め、我が国の基幹産業に」

視 点 ３
「すべての旅行者が、ストレスなく
快適に観光を満喫できる環境に」

■「魅力ある公的施設」を、ひろく国民、
そして世界に開放
・赤坂や京都の迎賓館などを大胆に公開・開放

■「文化財」を、「保存優先」から観光客
目線での「理解促進」、そして「活用」へ
・2020年までに、文化財を核とする観光拠点を
全国で200整備、わかりやすい多言語解説など
1000事業を展開し、集中的に支援強化

■「国立公園」を、
世界水準の「ナショナルパーク」へ
・2020年を目標に、全国５箇所の公園について
民間の力も活かし、体験・活用型の空間へと
集中改善

■おもな観光地で「景観計画」をつくり、
美しい街並みへ
・2020年を目途に、原則として全都道府県・
全国の半数の市区町村で「景観計画」を策定

■古い規制を見直し、
生産性を大切にする観光産業へ
・60年以上経過した規制・制度の抜本見直し、
ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの経営人材育成、民泊ﾙｰﾙの整備、
宿泊業の生産性向上など、総合ﾊﾟｯｹｰｼﾞで
推進・支援

■あたらしい市場を開拓し、
長期滞在と消費拡大を同時に実現
・欧州・米国・豪州や富裕層などをﾀｰｹﾞｯﾄにした
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、戦略的なﾋﾞｻﾞ緩和などを実施

・MICE誘致・開催の支援体制を抜本的に改善
・首都圏におけるﾋﾞｼﾞﾈｽｼﾞｪｯﾄの受入環境改善

■疲弊した温泉街や地方都市を、
未来発想の経営で再生・活性化
・2020年までに、世界水準DMOを全国100形成
・観光地再生・活性化ﾌｧﾝﾄﾞ、規制緩和などを
駆使し、民間の力を最大限活用した
安定的・継続的な「観光まちづくり」を実現

■ソフトインフラを飛躍的に改善し、
世界一快適な滞在を実現
・世界最高水準の技術活用により、出入国審査の
風景を一変

・ｽﾄﾚｽﾌﾘｰな通信・交通利用環境を実現
・ｷｬｯｼｭﾚｽ観光を実現

■「地方創生回廊」を完備し、
全国どこへでも快適な旅行を実現
・「ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾚｰﾙﾊﾟｽ」を訪日後でも購入可能化
・新幹線開業やｺﾝｾｯｼｮﾝ空港運営等と連動した、
観光地へのｱｸｾｽ交通充実の実現

■「働きかた」と「休みかた」を改革し、
躍動感あふれる社会を実現
・2020年までに、年次有給休暇取得率70％へ向上
・家族が休暇をとりやすい制度の導入、休暇取得
の分散化による観光需要の平準化

「観光先進国」への「３つの視点」と「１０の改革」

「未来投資戦略2017」（平成２９年６月９日、閣議決定）

「観光施策を実施するための国の追加的財源を確保するため、観光先進国を参考に、受益者
負担による財源確保を検討。」

・ 観光立国の実現による経済再生と財政健全化を両立させる観点から、引き続き観光関係
予算の適切な確保に努めるとともに、今後のインバウンド拡大等増加する観光需要に対し
て高次元で観光施策を実行するため、国の追加的な財源の確保策について検討を行う

・ 検討に当たっては、他の観光先進国の取組も参考にしつつ、観光立国の受益者の負担に
よる方法により、観光施策に充てる追加的財源を確保することを目指す

次世代の観光立国実現のための財源の検討

・ 昨今のインバウンド拡大が我が国の経済、社会、人々の暮らしに変化を及ぼ
し、観光が成長戦略や地方創生の柱となる状況を踏まえて、今後さらに増加
する観光需要に対して高次元で観光施策を実行するために必要となる国の財
源の確保策について検討を行う。

・ 検討に当たっては、他の観光先進国の取組も参考にしつつ、観光立国の受益
者の負担による方法により、観光施策に充てる財源を確保することを目指す。

「明日の日本を支える観光ビジョン」
（平成28年3月30日、明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定）



諸外国の事例を参考にした財源確保の選択肢について(第１回資料)
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類型
出入国

(Arrival and departure)
航空旅行

(Air travel)
宿泊

(Hotel and accommodation)

導入国 韓国、豪州、米国 欧州各国 マレーシア、スペイン(州政府)

負担の対象 出入国旅客（人） 航空旅客（人） 宿泊客（人泊）

我が国における
対象イメージ

・外国人：約24百万人
・日本人：約17百万人

(2016年:出国者数）※1

・国内線：約210百万人
・国際線：約82百万人

(2016年:乗降客数）※2

・日本人：約423百万人泊
・外国人：約 69百万人泊

(2016年) ※3

相対的な優位点

外国人出入国者につい
てはインバウンド観光
施策の受益者と捉えや
すいか

PSFC等航空券面課金の
仕組みが国際的に整備
されている

負担ベースの大きさ

主な課題

渡航費用が上昇するこ
とによる訪日需要への
影響

内外無差別とした場合、
全体の約４割を占める
日本人出国者の受益

国内線には空港整備財
源として航空機燃料税
が課せられている

国内線にも課す場合、
全体の約７割を占める
国内旅客の受益

既に自治体財源として導入
されている

内外無差別とした場合、全
体の約85%を占める日本人宿
泊客の受益

○ OECDによる分類を参考に、①出入国、②航空旅行、③宿泊の３類型について、
我が国に置き換えた場合のイメージを以下で整理。

※１：日本政府観光局統計、法務省出入国管理統計、※２：国土交通省航空局空港管理状況調書、※３：観光庁宿泊旅行統計



関係事業者からのご意見の概要
事項 ご意見

「出入国」「航空旅行」「宿泊」の
OECD３類型の我が国への導入可
能性について

【「国内線を含めた航空旅行」及び「宿泊」について】

既存税負担との関係や国内旅客の負担が大きくなることから、導入すべきではない（航空業界、旅行業
界、宿泊業界）

【「出入国」について】
観光財源の必要性について一定程度理解（航空業界）
出国旅客に課税して負担を求めるのであれば、内外無差別の観点から、日本人・外国人双方を対象と
せざるを得ないことになるが、制度的に可能であれば、訪日外国人を対象範囲とすることを要望する。
（旅行業界）

国際航空旅客に負担を求める場合は、公平性の観点から国際船舶旅客にも負担をもとめるべきでは
ないか。（航空業界）
導入すべきではない。（一部の外国航空運送事業者）

負担額、訪日旅行需要への影響に
ついて

負担額に関わらず、短期的な需要への影響は不可避（航空業界、旅行業界）

短期的にマイナスの影響は避けられないが、使途が適切であれば、中長期的にはプラスの影響も期待
できる（航空業界）
負担は定額とすべきではないか（航空業界、旅行業界、海運業界）

既に空港旅客取扱施設利用料等の点で近隣アジア諸国と比べて高い水準にある日本への渡航費用
が更に上昇することとならないか（航空業界、旅行業界）
訪日需要とともにアウトバウンド需要への影響も懸念される（航空業界、旅行業界）
相対的に低運賃の短距離旅客需要への配慮が必要（航空業界、海運業界）
極力需要に影響が出ないよう低額に抑えるべき（海運業界）

財源の使途について

旅客が受益する出入国の円滑化、保安強化、空港・港湾施設、アクセス改善に充てるべき（航空業界、
海運業界）
Wi-Fiや決済環境整備、多言語案内、バリアフリー、地域の二次交通等訪日旅行の環境整備（航空業
界、旅行業界、海運業界）
旅券取得費用の低減、日本人海外旅行者の安全確保策等アウトバウンド振興策（航空業界、旅行業界）
新たなクルーズ商品開発や海外におけるクルーズプロモーションへの支援（海運業界）
外国における訪日プロモーションの実施（航空業界）

その他
旅客負担を事業者が代行徴収・納付する場合には、間接業務の増加となるため、手数料や手数料相
当の負担軽減措置が必要（航空業界、旅行業界、海運業界）
一連の旅行機会における複数回の出国負担は避けるべき（海運業界）

上記に加え、IATA(国際航空運送協会）から10/2付けで本件に関するポジションペーパー（別添）が提出されている。
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論点整理の進め方（案）
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○ これまでの各委員、関係事業者等からのご意見を踏まえて、以下の点について今回及び次回
(10/24)で更に議論を深めることとしてはどうか。

①観光財源の必要性について
観光ビジョンにおける目標の達成
特に全国各地への訪日外客の来訪・滞在の促進

②観光財源の確保策について
諸外国事例のうち、受益と負担の観点から、我が国において導入可能性が高いと考えられる手法
租税とその他の手法の比較検討（徴収実務面の課題を含む）
訪日旅行需要への影響
全国知事会からのご意見への対応

③観光財源の使途について
観光ビジョンにおいて掲げられている施策のうち、今回の財源を充当すると想定される施策
国籍無差別とした場合の日本人、外国人双方への受益の関係
訪日外客4,000万人、6,000万人時代に求められる施策との関係



各委員からいただいたご意見について①
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論点 委員からの主なご指摘

観光財源確保の必要性につ
いて

これまでも政府の観光予算は増額してきているが、今後更に観光ビジョンの当面の目
標である2020年4,000万の達成に向けて、集中的な投資を行うための財源ということで
はないか。
財源の必要性は理解するが、使途についてバラマキや無駄遣いとならないように、費用
対効果等を検証することが必要ではないか。
地方ではインバウンド観光が経済の主役となっているところも出てきているので、地方
のインバウンド対応を集中的に支援するということであれば、観光財源の必要性は十分
理解されるのではないか。

訪日旅行需要への影響

訪日需要等への影響の観点から、ＬＣＣや外国エアライン、定期航路事業者等からは慎
重な意見もあるため、これらへの配慮が必要ではないか。
負担額については、訪日需要への影響や財源の使途との観点から総合的に検討すべ
きではないか。
負担額については、定額とした上で、ＬＣＣや短距離航路のような相対的に低運賃の旅
客に対しては歳出面で需要喚起施策を講じてはどうか。
近隣アジア諸国との競争環境については、旅行商品の価格帯が元々違うため（日本は
より高価格帯）であるため、単純に比較すべきではないのではないか。



各委員からいただいたご意見について②

論点 委員からの主なご指摘

財源確保策について

宿泊行為に負担を求めるとすれば長期滞在者に、出入国行為に負担を求めるとすれば
短期滞在者にそれぞれ負担が大きくなるため、今後の国の施策の方向性と整合がとれ
た制度とすべきではないか。
OECDの３類型でいえば、「出入国」旅客の負担による方法が、受益と負担の関係等か
らも適当ではないか。
徴収方法については、航空旅客については円滑な執行を確保するという観点や空港旅
客取扱施設利用料（PSFC)等における既存の仕組みからいわゆるオンチケット方式によ
る事業者の代行徴収が現実的ではないか。
船舶については航空のように国際的に統一的な仕組みがないことに留意が必要ではな
いか。
負担額については、訪日需要への影響や財源の使途との観点から総合的に検討すべ
きではないか（再掲）。
負担額については、定額とした上で、ＬＣＣや短距離航路のような相対的に低運賃の旅
客に対しては歳出面で需要喚起施策を講じてはどうか（再掲）。
負担を求める対象、目的、使途について立場によって相当意見が異なるため、公平感、
納得感が重要ではないか。
税と負担金等その他の手法については、受益負担の関係に留意しつつも、観光が広範
な施策を対象とするものであることから、租税を軸としてはどうか。
知事会から要望のあった地方譲与税については負担額や配分基準が不明確であるこ
とから、国によるＤＭＯの支援等を通じて、広く各地域への外国人旅行者の来訪、滞在
を促進する施策を講じることとすべきではないか。
税とした場合、財源を観光施策に充当することについて、どのように担保するのか。
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各委員からいただいたご意見について③

論点 委員からの主なご指摘

観光財源を充当する施策（使
途）について

どの分野にどの程度の財政需要があるのかを具体的に示すべきではないか。
地方の観光振興に財源が行き渡るような方法を考えるべきではないか。
観光資源の磨き上げとその発信の双方を対象とすべきではないか。

ビジョンの達成には、全国各地への訪日外客の来訪滞在促進が鍵であり、地域のイン
バウンド振興を担うDMOの支援を集中的に行うべきではないか。
人材支援、海外プロモーション強化をしっかりやっていくべきではないか。

訪日外国人旅行者増により地域への負荷が増える部分への対応についても検討する
余地があるのではないか。

宿泊税については受益と負担の関係が必ずしも一致していないため、国において負担
が大きい地域への手当を考えるべきではないか。

観光資源の磨き上げの事業には日本人、外国人双方が受益するものが大半であるた
め受益と負担の関係での説明が必要ではないか。

日本人出国旅客から負担を求めるとした場合、出入国の円滑化や「たびレジ」の活用等
邦人保護関係施策は直接受益を感じられるものとして整理できるのではないか。

アウトバウンド振興策として事業者から提案のあったパスポート取得費補助は、需要喚
起には直接つながらないのではないか。

海外プロモーションについてボリュームが大きいのはアジアであり、欧米豪とアジアの二
兎を追うべきではないか。
ＪＮＴＯの海外事務所の機能強化、特に有能な人材を拡充することが重要。
ＪＮＴＯの体制強化について、ＳＮＳの時代に人員をどこまで配置する意味があるのか。

海外プロモーションというのは理解するが、一般目線ではコマーシャルのようにふわふ
わしたものに感じてしまうため、わかりやすいもの（例：効果が見えやすいもの、観光資
源のセキュリティや品質維持、海外での邦人保護等）とすべきではないか。

税とした場合、財源を観光施策に充当することについて、どのように担保するのか。（再
掲）
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制度設計に当たって国際関係上留意すべき点
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● 国際民間航空条約との関係
○国際民間航空条約（昭和二十八年条約第二十一号）（抄）

第十五条 いずれの締約国も，他の締約国の航空機又はその航空機上の人若しくは財産が自国の領域の上空の通過、同領域
への入国又はそこからの出国をする権利のみに関しては、手数料、使用料その他の課徴金を課してはならない。
“No fees, dues or other charges shall be imposed by any contracting state in respect solely of the right of transit over or 
entry into or exit from its territory. “

◇ 我が国への「入国又はそこからの出国をする権利のみに関して」については、その事実だけをもって課される負担ではないと
の説明が必要。

● 二国間租税条約との関係（例）
○日米租税条約（平成十六年条約第二号）（抄）
第二十四条

１ 一方の締約国の国民は、他方の締約国において、特にすべての所得（当該一方の締約国内に源泉のある所得であるか否か
を問わない。）について租税を課される者であるか否かに関し、同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課されており若しく
は課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外の又はこれらよりも重い租税若しくはこれに関連する要件を課される
ことはない。この１の規定は、いずれの締約国の居住者でもない者にも、適用する。
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement 
connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which 
nationals of that other Contracting State in the same circumstances, in particular with respect to taxation on worldwide 
income, are or may be subjected. The provisions of this paragraph shall also apply to persons who are not residents of 
one or both of the Contracting States.
６ この条の規定は、第二条及び第三条１（d）の規定にかかわらず、一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公
共団体によって課されるすべての種類の租税に適用する。
6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2 and subparagraph (d) of paragraph 1 of 
Article 3, apply to taxes of every kind and description imposed by a Contracting State or a political subdivision or local 
authority thereof.
◇ 租税として検討する場合には、各国との間の租税条約上、「国籍無差別」とする必要。



観光財源に係る租税とその他の手法(負担金・手数料等)の比較
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○ 観光財源を出国旅客の負担により手当する手法として、租税と負担金、手数料等その他の手法
の比較は以下のとおり。

租税 負担金、手数料等

負担者 出国旅客※1

納付者 運送事業者等※2

受益と負担
受益と負担の関係が一対一対応し
ていなくてもよい

受益者・原因者の範囲を特定し、その程
度に応じた課金とする必要

使途の特定
使途を特定するには法律その他の
措置が必要
毎年度の予算措置が必要

法律で使途を規定することが必須
毎年度の予算措置が必要

国籍無差別
租税条約との関係で国籍無差別が
前提

国際民間航空条約の規定との関係ととも
に、外国人のみに負担を求めるためには、
入国管理政策の一環(米国ESTA)のよう
な国際社会で説明できる論拠が必要

徴収手数料
国税に関し、国から徴収手数料は
支払われない

国の手数料の支払事例はない※3

※１ 出入国に課金する場合、出国旅客への課金が国際的に広く採用されている。航空、船舶双方を対象とするかや、乗員等非対象
者の範囲については、執行の観点も踏まえた検討が必要。

※２ 旅客による個別納付ではなく、運送事業者等による代行徴収が既存の仕組み（空港施設利用料等）との関係からも現実的。
※３ 空港施設利用料においては空港会社と航空会社との間の契約において手数料等が規定されている。



諸外国における出国旅客負担の事例(第１回資料)

豪州 台湾 韓国 中国 香港 英国

名称 出国旅客税 空港サービス税 出国納付金 空港管理費 航空旅客税 航空旅客税

対象者 出国旅客 出国航空旅客 出国旅客 空港出発旅客 出国航空旅客 空港出発旅客

徴収額
60豪ドル

（約5,230円）
500台湾ドル

（約1,810円）

航空:10,000ｳｫﾝ
（約900円）

船舶:1,000ｳｫﾝ
（約90円）

国内線 50元
（約840円）
国際線 90元
（約1,500円）

120香港ドル
（約1,670円）

距離、座席ｸﾗｽ
等に応じて
13ポンド

～438ポンド
(約1,860円～
約62,600円)

使途
出入国管理、
国境警備、観
光振興等

歳入の半額が観
光局予算に充当

観光振興基金に
充当

国際線利用者の
90元のうち、20
元（約330円）
が観光振興基金
に充当

一般財源 一般財源

財源規模
約750億円
(2015年)

約420億円
(2017年)

約252億円
(2015年)

不明
約336億円
(2015年)

4,370億円
(2015年)

※円換算レート 1豪ドル=87.22円 1台湾ドル=3.61円 1韓国ウォン=0.096円 1中国人民元=16.7円 1香港ドル=13.9円 1英ポンド=142.92円
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航空運送事業のチケット料金等の徴収実務①
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• 乗客は、旅行会社に、“航空券発券”時にチケット料金等（←空港使用料PSFCを含
む）を支払。

• 旅行会社は、"航空券発券"後、搭乗有無にかかわらず、一定の締日で航空会社
にチケット料金等（←PSFCを含む）を支払。

※ 払戻の際は、航空会社に支払われたチケット料金等（←PSFCを含む）から手数料を差し
引いて行う。

乗客＝旅行会社＝航空会社の場合

乗 客 旅行業者 航空会社

代金

航空代金
空港使用料

（オンチケット）

精算金

航空代金
空港使用料

（オンチケット）

フロー図



航空運送事業のチケット料金等の徴収実務②
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• 航空会社は、空港会社に、搭乗乗客数に基づくPSFC対象の旅客数を報告し、空港
会社にて人数を検収。

• 航空会社は、空港会社にて確認した旅客数に応じてPSFCを支払。

※ “搭乗”を契機として、航空会社は空港会社に支払を行う。

※ “搭乗”を契機としていることから、払戻の際は空港会社への支払は行わない。

航空会社＝空港会社の場合

航空会社 空港会社

空港
使用料

▲手数料

フロー図

（A社の場合）
・毎日旅客係員が、マニュアルで全
便チェックして、旅客数、乗継旅客
数などをカウントする。

・毎月決まった営業日に空港会社へ
報告する。



外航旅客運送事業（定期航路）のチケット料金等の徴収フロー
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※１ 本船の入出港に伴う関係官庁への確認等の申請・届出等の業務を船社や船長の代理で行う。
※２ 公租公課等

・ 入港料、港湾施設使用料等
・ 水先、タグボート、給水等の各種料金

公租公課等

定期船乗客

港湾管理者等

パターン２（対馬）

ターミナル
使用料

ターミナル
使用料

船舶代理店 ※１

港湾管理者

船 社
(外国事業者含む）

船舶代理店 ※１

旅行代金（チケット代（公
租公課等※２を含む。））

定期船乗客

船舶代理店 ※１

港湾管理者等

パターン３（その他）

公租公課等

船 社
（外国事業者含む）

港湾管理者

ターミナル
使用料

旅行代金（チケット代（公租
公課等※２を含む。））、ター
ミナル使用料

定期船乗客

船 社
（外国事業者含む）

自動販売機(ターミ
ナル運営会社）

ターミナル
使用料

パターン１（博多港）

公租公
課等

公租公課
等を含む
代理店料

代理店
契約

船舶代理店 ※１

港湾管理者等

旅行代金（チケット代（公
租公課等※２を含む。））

港湾管理者

ターミナル
使用料

公租公課
等、ターミ
ナル使用
料を含む
代理店料

代理店
契約

公租公課
等を含む
代理店料

代理店
契約

販売方法は、窓口販売の他、
旅行代理店、インターネット
によるものもある。

販売方法は、窓口販売の
他、旅行代理店、インター
ネットによるものもある。

販売方法は、窓口販売の
他、旅行代理店、インター
ネットによるものもある。

船舶代理店を設けず、船社が直接、港湾管理者
等に支払うケースもある。

船舶代理店を設けず、船社が直接、港湾管理者
等に支払うケースもある。

船舶代理店を設けず、船社が直接、港湾管理者
等に支払うケースもある。



クルーズ船のチケット料金等の徴収フロー
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クルーズ乗客

クルーズ船社

船舶代理店 ※１

港湾管理者等

旅行代理店

旅行代金

（チケット代、港湾施設使用料等を
同時に支払い）

旅行代金

支払い

支払い ※２

代理店契約

契約

※１ 本船の入出港に伴う関係官庁への確認
等の申請・届出等の業務を船社や船長の
代理で行う。なお、総代理店と現地代理店
の二層構造が多い。

※２ 公租公課（入港料、港湾施設使用料等）
に加え、水先、タグボート、給水等の各種
料金を支払う。請求書

請求書


