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観光財源の使途に係る基本的考え方①
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観光による双方向の国際交流を通じた国際相互理解はもとより、少子高齢化、人口減少を迎える
中で、観光を通じた交流人口の拡大は、経済活性化・地方創生の切り札であり、「観光は真に我が国
の成長戦略と地方創生の大きな柱である」との認識の下、2020年4000万人、2030年6000万人などの
大きな目標を掲げ、高いレベルの観光先進国の実現に向けた取組みを進めることとされている。

現在の観光需要増加を継続し、さらに加速させるためには、特定の地域に集中している国内外の
旅行者を全国各地に分散・拡大させるとともに、この需要増加を一過性のものに終わらせず、世代を
超えた交流人口を拡大し、国内外からより多くの人が何度も長期間にわたり訪れるサステイナブルな
地域の実現を図ることが求められる。

そのためには、観光客の満足度を高める旅行の利便性の向上、我が国の魅力的なブランドイメー
ジの確立と効果的な発信及び国際競争力ある観光資源の創出と魅力向上について、地方部への観
光の経済波及効果の最大化、持続的な経済効果の創出といった観点から、さらに高次元での観光
施策の実行が不可欠となっている。

こうした観点から、新たな観光財源を次頁以降の施策に充てることが考えられる。

１．今後の方向性



観光財源の使途に係る基本的考え方②
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① 旅行の利便性の向上
ターミナルの機能向上など円滑な出入国に対する環境整備、ＣＩＱ体制・保安体制の強化・迅速化
拠点空港・港湾のアクセス交通や地方の観光地に至る二次交通の利便性向上
Wi-Fi環境の充実、案内標識の多言語化、観光案内所の拡充など受入環境整備
観光産業の革新 等

② 我が国の魅力的なブランドイメージの確立
訪日観光プロモーションの強化
ＩＣＴの活用
JNTOの体制強化 等

③ 持続的な観光資源の創出と魅力向上
新たな観光資源の創出・魅力向上
DMOを中心とした観光地域づくり支援 等

④ ①～③に共通する事項
観光統計等のマーケティング強化 等

※イメージであり、今後の検討等により変更ありうる。

２．観光財源を充てる施策（イメージ）



（参考１）平成30年度観光庁予算要求
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2020年訪日外国人旅行者数4,000万人、訪日外国人旅行消費額8兆円等の目標達成のためには、訪日旅行者全体の84％を
占めるアジアのみならず、海外旅行市場の大きさに対して訪日旅行者数が十分に大きいとはいえない欧米豪をはじめ、訪
日インバウンドの成長が見込まれる全世界の市場からの誘客を実現していくことが必要。

現状①：インバウンドの84％がアジア 現状③：他のアジア諸国に比べ、日本は
欧州市場を取り込めていない

（出展）ＪＮＴＯ （出展）ＵＮＷＴＯ

○ 欧米豪市場からのインバウンド取込みのため、日本の旅行
先としての認知度が低く、広告や旅行博出展などの一般的
なプロモーション手法のみでは訴求しにくい訪日無関心層
をターゲットとして「訪日グローバルキャンペーン」を本
格実施。

○ 重点20市場からの更なる誘客の戦略的な実現のため、国別
戦略に基づくきめ細かな市場別プロモーション等を徹底。

○ これらのプロモーションの効果的な実施のため、デジタル
マーケティングを本格導入。

○ 自治体等との連携等による多様な魅力の発信により、地方
への誘客を強力に促進。

○ プロモーションの高度化及び戦略的誘客の実現に向けて、
ＪＮＴＯの体制強化を実行。

施策の方向性
訪日グローバルキャンペーンと市場別プロモーション

ポイント

（参考２）訪日プロモーションの抜本改革①

現状②：欧米豪地域は世界のアウト
バウンドの６割超を占める

62%
38%

2015年世界のアウトバウンドシェア

欧州・北米・豪 その他
（出展）ＵＮＷＴＯ
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（参考２）訪日プロモーションの抜本改革②

１.訪日グローバルキャンペーンの本格実施
欧米豪市場を中心に、日本の旅行先としての認知度が低い
訪日無関心層に対し、統一的なキャンペーン・テーマのもと、
「楽しい」旅行先としての日本の魅力をアピール
○ 緻密な市場分析によるターゲティング
○ ＩＴ技術を用いて、個々の対象の属性（国、年齢、関心等）
に合わせたコンテンツを、ウェブ等の様々な媒体を通じて露出さ
せる新たな手法を活用

○ 本格的なキャンペーン展開
・ キャンペーン露出機会の大幅拡大（媒体（ＴＶ・ラジオ、
新聞・雑誌、公共交通広告、ウェブ、ＳＮＳ等）、
対象国等）
・ 今年度事業を踏まえた映像コンテンツ等の追加、見直し

２.国別戦略に基づくプロモーションの徹底
重点２０市場からの更なる戦略的誘客のため、国別戦略
を徹底し、旅行ニーズに応じたきめ細かな市場別プロモー
ションを実施
【欧米豪市場】
魅力あるアクティビティ等の訴求力の高いコンテンツを中心と
したプロモーションを実施
・ より戦略的な広告・宣伝の展開（富裕層のとりこみ等）
・ ラグビーＷ杯、オリパラ東京大会、その他現地日本関連イベ
ント等の機会活用

【アジア市場】
個々の旅行ニーズに応じたきめ細かなプロモーションを実施
・ パワーブロガーやＳＮＳの効果的な活用（口コミ対策）
・ ムスリム市場分析や情報発信の充実

○ より効果的なプロモーションの実施のため、デジタルマーケティング
を本格導入

・ビッグデータ分析により、訪日客の嗜好や行動パターンを
把握し、プロモーションへの反映や効果検証を実現

○ 訪日プロモーションの高度化及び戦略的誘客の実現に向けて、
ＪＮＴＯの体制を強化
・マーケティング等の専門人材の配置、地方支援を専任する部署の設置

３.デジタルマーケティングの本格導入、ＪＮＴＯ改革
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（参考３）広域周遊観光促進のための新たな観光地域支援事業

支援制度

・補助対象事業：
各DMO策定の事業計画に記載があり、かつ、連絡調整会議において連絡・
調整の図られた外国人旅行者の誘客を目的とする以下の取組

①計画策定、マーケティング ②広域周遊観光促進のための環境整備

③滞在コンテンツの充実 ④情報発信・プロモーション

定期的な戦略会議の開催 訪日外国人旅行者向け統一交通パスの販売
(c)Tezuka Productions 地域資源の魅力を活かした

滞在プログラムを造成、提供 商談会の開催

（具体的な取組事例）

観光地域づくりの舵取り役であるDMOを中心とする、観光地の魅力の向上を図る地域の取組と、それらの観光地
を結びつける広域の取組を合わせて支援することで、訪日外国人旅行者をはじめとする観光客の地方部における
広域的な周遊観光を促し、より多くの来訪・滞在を促進する。

事業目的

・補助率：
事業費の１／２以内

・補助対象者：
ＤＭＯ、その他事業計画に記載された事業の実施主体

広域連携ＤＭＯ
（地方ブロック単位）

事業計画の策定
地域連携ＤＭＯ
（複数市町村単位）

地域ＤＭＯ
（単独市町村単位）

＜連絡調整会議＞
計画の連携・調整の確保

事業計画の策定事業計画の策定

※広域観光ルート形成に関する事業の実施主体

各DMO策定の事業計画の連携・調整を確保する仕組み

「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光立国推進基本計画」において、地方部での外国人延べ宿泊者数を
2020年には7,000万人泊とするとともに、地方部の比率を2020年には50％まで高める等の目標が掲げられたとこ
ろ、2016年時点で、地方部における訪日外国人延べ宿泊者数は2,753万人泊、地方部の比率は39％に留まって
いる。当該目標の達成を通じ、観光による地方創生を実現するためには、地方部における外国人旅行者の来訪・
滞在を増大させていく必要がある。

背 景
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訪日外国人旅行者数4,000万人等の実現に向けて、多言語音声翻訳システムの普及等の多言語対応の一層の促進、無料公衆無線ＬＡＮ環境
の一層の充実、増加する訪日ムスリム旅客の受入体制の強化等、ストレスフリーな受入環境の整備に向けてさらにきめ細やかな支援を行う。

交通サービスインバウンド対応支援事業 地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業

■多言語表記等

■交通施設や車両等の無料Wi-Fiの整備

■ホームドアの設置

■交通施設や車両等の洋式

■観光案内所の機能向上
（施設の整備・改良、タブレット端末の整備、案内標識・デジタルサイネー
ジ・ＨＰの多言語表記等、案内放送の多言語化、スタッフ研修、無料Wi-Fi
の整備）

■インバウンド対応型鉄軌道車両の整備

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者

■ノンステップバス、リフト付バスの導入

【補助対象事業者】
一般乗合旅客自動車運送事業者、
一般貸切旅客自動車運送事業者
（貸切バス事業者安全性評価制度の認定
を受けた者） 等

■ユニバーサルデザインタクシーの導入

【補助対象事業者】
一般乗用旅客自動車運送事業者 等

■多言語バスロケーションシステムの設置
【補助対象事業者】
一般乗合旅客自動車運送事業者 等

■船内座席の個室寝台化

【補助対象事業者】
国内一般旅客定期航路事業者、
国内不定期航路事業者、船舶
貸渡業者 等

■全国共通ＩＣカードの導入
【補助対象事業者】
鉄軌道事業者、一般乗合
旅客自動車運送事業者 等

■企画乗車船券の発行
【補助対象事業者】
公共交通事業者 等

■ＬＲＴシステムの整備

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者、一般乗合
旅客自動車運送事業者 等

■エレベーター・スロープ等の設置による
交通施設の段差の解消

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者、バスターミナル事業を営む者、
国内一般旅客定期航路事業者で旅客船ターミナルを
設置等する者、航空旅客ターミナルを設置等する者 等

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者

【補助対象事業者】
地方公共団体、公共交通事業者を含む民間事業者 等
（日本政府観光局がカテゴリーⅡ以上の認定をした、又は認定する見込みがある者）

■手ぶら観光カウンターの機能向上
（案内標識・デジタルサイネージ・ＨＰの多言語表記等、
案内放送の多言語化、手荷物集荷場等の整備等）

【補助対象事業者】
地方公共団体、公共交通事業者を含む民間事業者 等
（手ぶら観光共通ロゴマーク掲出の認定をした、又は認定する見込みがある者）

宿泊施設インバウンド対応支援事業

の整備 ■トイレ洋式化

■タブレット端末の整備

等■段差解消

■自社サイト・案内表示の多

【補助対象事業者】
宿泊事業者等（複数の宿泊事業者（５以上）
により構成される団体が計画策定・申請）

具体的な取組み

実 証 事 業 等
■訪日外国人旅行者の要望・不満調査

■ムスリム受入れ体制支援（セミナー、パンフレット、ＨＰ等）

■多言語音声翻訳システム（ＶｏｉｃｅＴｒａ）
の観光関係者への全国的普及 等

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者、一般乗合旅客自動車運送事業者 等

（停留施設）（低床式車両）

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者、バスターミナル事業を営む者、
国内一般旅客定期航路事業者で旅客船ターミナルを
設置等する者、航空旅客ターミナルを設置等する者 等

等

■観光拠点情報・交流施設の機能向上
（施設の整備・改良、タブレット端末の整備、多言語の展示設備、案内標識・
デジタルサイネージ・ＨＰの多言語表記等、案内放送の多言語化、無料
Wi-Fiの整備）

【補助対象事業者】
地方公共団体、公共交通事業者を含む民間事業者 等

■公衆トイレの洋式化等（新設を含む）
【補助対象事業者】
地方公共団体、公共交通事業者を含む民間事業者 等

■タブレット端末の整備

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者、一般乗合
旅客自動車運送事業者 等

トイレ、多機能トイレの整備

言語化■ムスリム受入マニュアル作成■無料Wi-Fi

※新規メニュー（赤字）

（参考４）訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
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