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訪日外国人旅行者数の推移
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１月＋15.2％

2008年は915万人台
を目指す

過去最高の
835万人を記録

ビジット・ジャパン・
キャンペーン開始

２月＋10.3％

注) 2007年1－11月の値は暫定値、2007年12月以降の値は推計値
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国・地域別訪日外国人旅行者の場合

総計
835万人

黒枠 重点市場(2003年度～)
青枠 重点市場(2004年度～)
赤枠 重点市場(2005年度～)

2007年重点市場分（推計値）
計 737万人(88.3%)

（2007年推計値）

韓国
260万人
（31.2%）

台湾
139万人
（16.6%）

中国
94万人
（11.3%）

米国
82万人
（9.8%）

香港
43万人
（5.2%）

タイ
17万人
（2.0%）

シンガポール
15万人
（1.8%）

カナダ
17万人
（2.0%）

イギリス
22万人
（2.7%）

フランス
14万人
（1.6%）

ドイツ
13万人
（1.5%）

オーストラリア
22万人
（2.7%）

その他
98万人
（11.7%）
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各市場別前年比伸び率

出典：国際観光振興機構（JNTO）資料

（％）

総数 13.8
韓国 22.8
台湾 5.8
中国 16.2
香港 22.7
タイ 33.2
シンガポール 31.0
米国 -0.1
カナダ 5.4
イギリス 2.5
フランス 16.9
ドイツ 8.6
オーストラリア 14.0
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（平成15年） （平成16年） （平成17年） （平成18年）（平成12年）

過去の最高値

（イラク戦争、ＳＡＲＳ発生）

（平成1９年）

前年比1.3％減

資料：法務省資料に基づく国土交通省作成資料による

注) 2007年の値は推計値
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主要国における出入国旅行者数国際ランキング

我が国は出国旅行者数（アウトバウンド）に比べて入国旅行者数（インバウンド）が少ない

外国人旅行者受入数国際ランキング（２００５年）

（インバウンド）
出国旅行者数国際ランキング（２００５年）

（アウトバウンド）
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← 日本は世界で第１２位

（アジアで第３位）

←日本は世界で第３２位

（アジアで第７位）

※マレーシア、ウクライナについては、２００４年の数字を掲載。 （万人） （万人）※ウクライナについては、２００４年の数字を掲載。
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国内における観光旅行消費額

22.8兆円
23.9兆円

1.6兆円

2.5兆円

1.1兆円

2.2兆円

29.7兆円

24.4兆円

平成17年度 平成22年度 出所：平成19年度版観光白書

日本人国内観光消費
「日本経済の進路と戦略」新成長経済移行シナリオ
（名目ＧＤＰ 年平均2.7％増）

訪日外国人旅行消費
訪日外国人旅行者数1,000万人を達成

団塊世代の影響
団塊世代（約1,026万人）の旅行回数と泊数の増加

余暇増大の影響
有給休暇取得率の向上
（平成17年 47％ → 平成22年 55％※）

※ 少子化社会対策会議決定に掲げられた目標値

（2005年度） （2010年度） -5-



国内の観光市場規模は？

宿泊旅行
15.7兆円
（66.6%）

日帰り旅行
4.7兆円
（20.1%）

海外旅行
（国内分）
1.7兆円
（7.4%）

訪日外国人旅行
1.4兆円
（5.8%）

国土交通省「平成１８年度旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」による。

２３．５兆円

我が国経済への貢献度（経済効果）

生産波及効果 ５２．９兆円 ･･･５．６％（対産業連関表国内生産額）

付加価値誘発効果 ２８．３兆円 ･･･５．６％（対名目ＧＤＰ）

雇用誘発効果 ４４２万人 ･･･６．９％（対全国就業者数）

生産波及効果 ５２．９兆円 ･･･５．６％（対産業連関表国内生産額）

付加価値誘発効果 ２８．３兆円 ･･･５．６％（対名目ＧＤＰ）

雇用誘発効果 ４４２万人 ･･･６．９％（対全国就業者数）
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国民１人当たりの宿泊観光旅行回数及び宿泊数の推移
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出典：国土交通省「旅行・観光消費動向調査」による
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国際会議の開催・誘致をめぐる国際環境

我が国の国際社会のハブとしての地位は低下している！

○近年、中国、韓国、シンガポール等の諸外国においては、国際会議を開催するメリットを認識し、
開催・誘致を強化
○このような中で、我が国は受け入れ先となる自治体、関係団体等の誘致主体による取組みにと
どまっているなど、立ち遅れている。

２０００年から２００６年の国際会議※の件数を比較すると、国別では日本は件数を減らし、順位は１８位に下落、
都市別でも東京は２５位に停滞。一方、中国・韓国・シンガポールが近年急速に開催件数を伸ばしている。

【国際会議の開催件数推移】 【国際会議の開催状況の国際比較】

７．９％増 １４６．３％増７７．９％増３０．０％減
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※ 国際団体連合（ＵＩＡ）の定義による国際会議
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観光立国推進基本計画の４つの施策の柱と２０年度主要事項

観光立国の推進 計６３億円

・広域観光圏・地域観光圏の形成支援（新規） ２．８億円

・観光ルネサンス事業 １．４億円

・ビジットジャパン・アップグレード・プロモーション ２９．８億円

・交通結節点における標識案内環境整備調査（新規 ） ０．２億円

・東アジアにおける共通ＩＣカード導入調査（新規） ０．３億円

・訪日外国人旅行者旅行行動実態調査（新規） ０．３億円

・国際会議・開催誘致の推進 ３．７億円

・世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）地域委員会（新規) ０．２億円

１．国際競争力の高い魅力ある観光地の形成

（予算額 ４．２億円）

３．国際観光の振興

（予算額 ３４．５億円）

・観光産業のイノベーション促進（新規） ０．２億円

・観光の振興に寄与する人材の育成 ０．５億円

・国内旅行需要創出・平準化の促進（新規） ０．２億円

・ニューツーリズム創出・流通促進事業 ０．６億円

他

２．観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に
寄与する人材の育成 （予算額 ０．７億円）

４．観光旅行の促進のための環境の整備

（予算額 ０．８億円）
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平成２０年観光関連予算について

基本的な目標基本的な目標
●●訪日外国人旅行者数を平成22年までに1,000万人にし、将来的には、日本人の海外旅行者数と同程度にする。
●●日本人の海外旅行者数を平成22年までに2,000万人にする。
●●国内における観光旅行消費額を平成22年度までに30兆円にする。
●●日本人の国内観光旅行による1人当たりの宿泊数を平成22年度までに年間4泊にする。
●●我が国における国際会議の開催件数を平成23年までに5割以上増やす。

観光立国推進基本計画の策定（平成観光立国推進基本計画の策定（平成1919年年66月）月）

国際競争力の高い魅力ある観光地の形成国際競争力の高い魅力ある観光地の形成

●国際競争力の高い魅力ある観光地の形成 【国土交通省】
●広域・総合観光集客サービス支援事業 【経済産業省】
●文化財の総合的な把握 【文化庁】
●世界文化遺産の活用 【文化庁】
●温泉の保護及び安全で適正な利用の確保 【環境省】
●地域の魅力溢れる伝統文化の継承・発展 【文化庁】
●離島観光振興を核とした交流人口の拡大による離島航路の活性化
【国土交通省】
●地域公共交通活性化・再生総合事業 【国土交通省】
●都市鉄道の利便増進 【国土交通省】 等

●観光産業の国際競争力強化、観光の振興に寄与する人材の育成
【国土交通省】
●文化ボランティア活動推進事業 【文化庁】 等

●ビジット・ジャパン・アップグレード・プロジェクト等による国際観
光の振興 【国土交通省】

●観光誘致関連広報 【外務省】
●映像国際放送の実施 【総務省】
●スポーツを通じた国際交流の推進・支援 【文部科学省】
●観光立国実現のための出入国審査の充実 【法務省】
●高校生交流の推進等 【文部科学省】 等

●休暇の取得の促進 【厚生労働省】
●地産池消の推進 【農林水産省】
●エコツーリズムの推進 【環境省】
●広範な関係者の参加による魅力的な国立公園づくり推進事業
【環境省】 等

観光立国推進基本法の制定観光立国推進基本法の制定
（平成１８年１２月）（平成１８年１２月）

合計：１，３４３億円（１，３１２億円）

観光産業の国際競争力の強化及び観光産業の国際競争力の強化及び
観光の振興に寄与する人材の育成観光の振興に寄与する人材の育成

国際観光の振興国際観光の振興

観光旅行の促進のための環境の整備観光旅行の促進のための環境の整備

平成２０年度における主要施策平成２０年度における主要施策

観光関連予算額の合計観光関連予算額の合計 ：： ２，１３３億円（２，０９１億円）２，１３３億円（２，０９１億円）

合計：１．６億円（１．４億円）

合計：５３０億円（５２４億円）

合計：２３９億円（２３３億円）

※予算額については、平成２０年度予算額（平成１９年度予算額）
※観光関連部分を特定できない予算は総額には含めていない
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観光立国懇談会報告書（平成１５年４月）のポイント
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観光立国推進戦略会議報告書（平成１６年１１月）のポイント
地域主導の国際競争力のある観光地づくり・新しい観光への取組みを全国へ

「住んでよし、訪れてよしの国づくり」
観光立国推進に向けての４つの課題と、国、自治体、産業界などに対する５５の提言

これからの「観光」は、
「点から線、線から面」へ広がりのある「観光」であり、
○地理的には宿から街へ、街から「地域」へと観光の対象が拡大し、
○時間的には、通過・日帰りから１泊２日、１泊２日から連泊、リピーター化・週末住民化・定
住へと滞在が長期化し、

○「地域」経済が潤うもの。

①釣り、そば打ち、スポーツ、歴史・文化探訪等時間消費型・体験型の観光コンテンツの充
実 【提言２・３】

②世界遺産はもとより、近代の街なみ、産業遺産、茅葺き屋根等の新たな観光資源の発掘
と編集、活用 【提言４～６】

③農山村の景観、伝統的な街なみ等美しい景観の整備 【提言７～１０】
④地域固有の料理や土産など地域ブランドの振興 【提言１１～１４】
⑤農業、漁業、伝統産業、商業・サービス業など観光地内での幅広い産業間パートナーシッ
プの確立とテーマを同じくする観光地同士のネットワーク化 【提言１５】

など面的に広がりのある観光地づくりが必要。

課題１：国際競争力のある面的観光地づくり

これからの「旅」は、
○団体旅行仕様（画一化した旅行）から個人・家族仕様（多様かつ個性的な旅行）へ
○「金銭消費型」から「時間消費型（「体験」、「交流」などを楽しむ長期滞在型）」へ変化。

①「旅」の担い手である観光関連産業の近代化・合理化の促進 【提言１６～２２】
・観光客の行動選択の自由度増加による競争の促進
「泊食分離」、「料理選択制」、「交泊分離」、「ITの活用」

・観光地の独自の条件を活かした魅力的な施設の整備促進
「規制の運用改善・特区制度の活用」

・各産業、地域の効果的な観光戦略の策定のための「観光統計の体系的な整備」
②観光関連産業を担う人材の育成強化 【提言２３～３０】

・「大学等の観光関連学部・学科等の設置の促進」
・「観光カリスマ塾の活用」、「地域限定通訳ガイド」が必要。

課題２：国際競争力強化のためのソフトインフラ

2010年までに日本に訪れる外国人旅行者を1,000万人に倍増するためには、官民での目標達成
にいたるロードマップの策定が必要。

①入国手続きの簡素化・円滑化 【提言３１～３５】
○ビザ取得の負担軽減の検討
・中国の団体観光旅行の発給対象地域の拡大 ・韓国、台湾の短期ビザの免除
○入国審査時の時間短縮
・入国審査官の機動的配置 ・プレクリアランス（出発地での審査）とセカンダリ審査の導入

②地域の外国人旅行者受入れ体制の整備 【提言３６～４１】
・宿泊施設・観光施設・公共交通機関等における外国語表記・絵文字案内の導入
・翻訳機能を活用した携帯電話や街路や店舗に埋め込まれたICタグによるハイテクを駆使した
観光案内の導入

③外国人への戦略的な情報発信 【提言４２～４６】
・明確な目標設定に基づく日本の魅力の情報発信や旅行商品の開発の計画的実施
・ビジット・ジャパン・キャンペーンの重点地域の見直しと宣伝方法の高度化
・韓国・中国等との連携による東アジア観光圏への誘客

課題３：外国人旅行者の訪日促進

これからの「観光地」と「旅」の実現には、旅行需要の平準化が必要。

・旅行時期集中の弊害 宿泊業サイド：サービス内容に関する競争の阻害

観光客サイド：高い料金と低いサービスレベル

①国民の休暇取得促進・分散化 【提言４７～５１】
○大人の休暇策
・年次有給休暇の計画的付与制度の導入・促進 ・地域ごとに異なる休日の設定
○子供の休暇策
・学校の秋休み、２学期制、家庭のための休暇など学業休業の多様化・柔軟化

②旅行コストの引き下げ 【提言５２～５４】
○閑散期・オフピーク時間の有効活用
・運賃・料金の割引制度の多様化

③国民への戦略的情報の発信 【提言５５】
○観光への意識の高揚
・観光の文化性 ・観光の経済効果

課題４：国民観光の促進

【提言１】 国は、これからの「観光」と「旅」の実現のため、国際競争力のある面的観光地づくりに意欲を示す地域のプラニングに対し支援を

行うとともに、採択したプロジェクトについては、政策群メニュー等を活用して、政府一体となって支援。 -14-



戦略会議報告書（平成１６年１１月）の実施状況戦略会議報告書（平成１６年１１月）の実施状況戦略会議報告書（平成１６年１１月）の実施状況

４つの課題と５５の提言
・国際競争力のある面的観光地づくり
・国際競争力強化のためのソフトインフラ
・外国人旅行者の訪日促進
・国民観光の促進

観光による地域活性化等の効
果を更に高めることが必要

観光による地域活性化等の効
果を更に高めることが必要

多様な地域、人々の創意工夫
を更に引き出すことが必要

多様な地域、人々の創意工夫
を更に引き出すことが必要

多彩なものが共存・融合し、多
様な側面を持つ日本の観光魅
力を更に発掘し、磨きをかけ、
発信することが必要

多彩なものが共存・融合し、多
様な側面を持つ日本の観光魅
力を更に発掘し、磨きをかけ、
発信することが必要

今後とも５５の提言を着実に実施するとともに、次の視点で①～③に取り組む今後とも５５の提言を着実に実施するとともに、次の視点で①～③に取り組む

•外国人への戦略的情報発信や出入国手続きの簡素化・円滑化等
の取組みにより、平成１８年の訪日外国人旅行者数は７３３万
人に増加（前年比９％増）
•国内では、意欲ある地域への支援、人材育成の強化等の取組み
により、国際競争力のある面的観光地づくりが進展

実施状況

１１ 地域固有の宝を生かした、個性豊かな地域づくり地域固有の宝を生かした、個性豊かな地域づくり

システム改革による観光消費の拡大システム改革による観光消費の拡大２２

「美しい国、日本」の実現とその戦略的情報発信「美しい国、日本」の実現とその戦略的情報発信３３

「地域が輝く『美しい国、日本』の観光立国戦略」（平成１９年６月）の概要
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他省庁との連携の事例～ビジット・ジャパン・キャンペーンの推進～（外務省との連携）

日本の観光魅力を対外的に発信するビジット・ジャパン・キャンペーンについて、対象と
なる１２市場のそれぞれに国土交通省と外務省が連携した現地推進会を置いて事業を
推進している。

重点１２市場において、在外公館の長（大使、総領事）を会長在外公館の長（大使、総領事）を会長、ＪＮＴＯの海外事務所長を事務局とする現地推
進会を開催し、現地関係団体、関係企業関係者とともに外国人旅行者の誘致のための方策等について検討。

【各地域における直近の現地推進会】

１５年７月 香港（第１回）

１６年２月 中国・北京（第３回）

１７年９月 カナダ・トロント（第１回）

１７年１０月 オーストラリア・シドニー（第１回）

１８年２月 米国・ニューヨーク（第２回）

１８年３月 米国・ロサンゼルス（第３回）

１８年３月 米国・ホノルル（第１回）

１８年３月 シンガポール（第２回）

１８年５月 中国・上海（第１回）

１８年６月 カナダ・バンクーバー（第１回）

１８年１１月 ドイツ・ベルリン（第４回）

１８年１１月 台湾・台北（第３回）

１９年１月 タイ・バンコク（第２回）

１９年６月 韓国・ソウル（第４回）

１９年７月 英国・ロンドン（第４回）

１９年１０月 フランス・パリ（第５回）

２０年１月 米国・サンフランシスコ（第５回） -16-



○「地域中小企業応援ファンド」（中小企業基盤整備機構に５年間で２,０００億円程度の資金枠を確保）
●中小機構による商談会の開催（０８年２月２０日～２２日、東京ビッグサイト）

●中小機構によるアンテナショップの開設（０８年３月オープン、東京メトロ表参道駅から徒歩１分）

●地域中小企業と外部人材とのネットワーク構築活動に対する支援

●地域資源を活用するための大学等と連携した研究開発に対する支援 等 （●は予算事項）

１．「中小企業地域資源活用促進法」に基づく支援
（域外市場を狙った新商品開発・事業化に対する支援）

☆ポイント

○地域の「強み」となる地
域資源を、地域主導で
掘り起こす取組を支援。

○マーケティング、ブランド
戦略に精通した人材・仕
掛人。

○産学官連携、農工連携
など、従来の垣根を超え
て、地域の力を結集。

○首都圏など大都市、更
には海外市場を視野に。

２．その他の支援 （地域資源を活用した新たな取組を掘り起こすための支援等）

都道府県が基本構想を策定し地域資源を指定
（国が認定）

国が基本方針を策定

支援措置

中小企業が地域資源活用事業計画を作成
（国の地方支分部局が認定）

●試作品開発等に対する補助金

○設備投資減税

○政府系金融機関による低利融資

○信用保証枠の拡大

○投資育成株式会社法に係る特例

○食品流通構造改善促進機構の債務保証

等

●専門家等によるアドバイス等

●中小機構・ＪＥＴＲＯ・国際観光振興機構

による販路拡大支援

支援措置

スキーム

地域資源を活用して新商品開発等を行う計画

他省庁との連携の事例 ～中小企業地域資源活用プログラム～（経済産業省との連携）

◆ 経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣が主務大臣となり、以
下のスキームで業務を共同で実施

地域の資源を活用した新商品の開発・事業化の取り組みについて、国土交通
省と中小企業庁等が一体となって補助等の支援を行っている。
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他省庁との連携の事例～地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案～（文化庁との連携）

地域における歴史的風致の維持・向上を図るため、国土交通省のまちづくり行政と文
化庁の文化財行政が一体となった仕組みを構築することとしている。

歴史的価値の高い国民共有の文化的な資産
地域の歴史・文化を反映しつつ、営まれる人々の活動

古都保存法古都保存法 文化財保護法文化財保護法 景観法・都市計画法景観法・都市計画法保全保全

まちづくり行政まちづくり行政
((国土交通省・農林水産省国土交通省・農林水産省))

文化財行政文化財行政
（文化庁（文化庁))

歴史まちづくりを進める市町村の認定歴史まちづくりを進める市町村の認定
（文科省・農水省・国交省が共同で認定）

重要文化財等と一体で歴史的風致を重要文化財等と一体で歴史的風致を
形成する建造物の復原・再生形成する建造物の復原・再生

歴史的風致を活かしたまちなみの再生歴史的風致を活かしたまちなみの再生

市町村が指定し、届出勧告制などにより保全
管理・修理について文化庁が技術的指導
農用地区域内の開発許可基準に歴史的な農業用水路・水門等を保全す
るための特例を追加

住宅地の規制のままで、歴史的な建造物を飲食店や工房等に活用できる
地区計画制度を創設
電線共同溝を整備できる道路の範囲を拡大し、無電柱化を促進

建造物の復原・修景のための新事業の創設、建造物の復原・修景のための新事業の創設、
まちづくり交付金や公園事業の拡充まちづくり交付金や公園事業の拡充等に等により強力に支援より強力に支援

屋外広告物規制、都市公園や緑地の管理等について、市町村に権限委任

地域にとって貴重な財産である歴史的風致の次世代への継承

地域の活力の源でもある
歴史的風致歴史的風致を著しく損なう
事例が数々発生

市町村による歴史的風致維持向上計画歴史的風致維持向上計画の策定

歴史的風致の維持及び向上に関する基本方針歴史的風致の維持及び向上に関する基本方針の策定（文科省・農水省・国交省が共同）

歴史的風致歴史的風致
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１．インターンシップの意義

（１）大学・学生側にとってのインターンシップの意義
― 大学教育において、インターンシップは次のように位置付けられる。
・実社会を体験することにより、仕事を通じた達成感を実感し（職業意識の醸成）、自信をもって社会に出る
ための体験。
・早期離職が問題となっており、職業選択に当たっての自己決定の重要性が増大している中、職業の理解
と自己の適正や興味を判断する機会。
・職場体験を通じ、社会人としての心構えやものの考え方、課題発見能力等を養成するとともに、学習意欲
を創出し、就職に向けた動機付けを図ることにより、より良い人材の輩出を容易にするための実践的なプ
ログラム。

― 学生にとっては、上述の内容に加え、希望する業種や実施企業との接点を持つことができる。

（２）業界側にとってのインターンシップの意義

― 企業の社会に対する貢献
― 大学や学生における認知度向上
― 地元の大学等との交流の深化
― 大学や学生による業務への深い理解の獲得
― 就職先として観光産業を選択する学生の拡大

― 将来の観光産業全般の発展を担い得る学生の発
掘や卒業後に採用したい人材の見極め

― 将来のユーザーとなってもらうことを期待

２．インターンシップの推進に当たっての課題

（１）大学・学生側と業界側のミスマッチ

①インターンシップの実施目的に関する意識の格差

②大学・学生が期待する実施内容と受入企業側の実施内容とのズレ

③学生の受入企業の偏り

④実施時期のミスマッチ

⑤実施期間のミスマッチ

（２）インターンシップの効果が十分でない

⑥事前指導、実施期間中及び事後のフォローアップが不十分

⑦充実したインターンシップの内容を遂行するための企業におけるイン
ターンシップの実施体制が脆弱

（３）インターンシップ実施のための負担が大学側、業界側ともに重い

⑧受入事業者の開拓が困難、公的機関における受入先も限定的

⑨通勤圏外に住む学生を受入れた場合の負担が重い

（４）取り扱いが標準化されていない
⑩手続きが複雑
⑪報酬の取り扱いがまちまち

⑫第三者への損害のリスクの存在

⑬保険加入が不徹底

（５）インターンシップ実施に伴うリスクの存在

（１）大学・学生側と受入業界側のミスマッチの解消

―企業側からの正確な職務内容等基本的な条件の事前伝達と業務の位置付けや意義の説明、イン

ターンシップの内容が大学のカリキュラムの一環として取り扱うのにふさわしい内容となるよう考慮し
アルバイト的な実習内容とはしない

―大学から学生へのインターンシップの目的・意義を正確に認識し、問題意識を有してインターンシップに

参加が可能となるような事前指導と情報提供

３．インターンシップ実施についての課題の解決の方向性のあり方

―業界全体の受入容量を増やすための業界団体による仲介の検討

（２）インターンシップの教育効果の向上

―大学、企業側双方の負担を軽減するための仲介機関の構築の検討、公的機関での受入れ促進

―通勤圏外に住む学生へのＵターンや広域的な実施などの配慮

（３）インターンシップ実施のための負担の軽減

（４）インターンシップ実施手続等の標準化

（５）インターンシップ実施に伴うリスクの回避

―学生が休業期間以外に長期のインターンシップを経験できるような大学での柔軟な運用

―大学におけるインターンシップの事前指導と事後のフォローアップの充実、実施期間中の学生のケ

アや大学と企業がコミュニーケーションのとれる体制の構築

―企業における全社的な推進体制・受入体制の整備、産学官連携の場を通じての情報交換などの連

携強化

―業界毎の手続きの標準化による受入手続の簡素化

―報酬を受ける場合の業務の適用範囲や内容の検討

― リスク分担の明確化や守秘義務に関する誓約書の取り交わし、損害保険への加入

―大学が関与しないインターンシップも含めて保険加入の督励

他省庁との連携の事例～インターンシップ活用ワーキンググループ（中間とりまとめ）～
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他省庁との連携の事例～海外修学旅行の促進～

観光立国推進基本法に基づき平成１９年６月に閣議決定された観光立国推進基本計画において、日本人の海外旅行の促

進は「国際相互理解を増進し政府間の外交を補完する」「海外旅行経験が国際感覚や語学力の向上の契機となり我が国の

国際競争力の基盤強化に資する」など、「高い意義を有する」ものとされている。特に、青少年による国際交流は、将来にわ

たる国際相互理解の増進等の観点から有意義なものと考えられることから、その一環として、海外修学旅行を促進する。

文部科学省、首都圏の教育委員会関係者及び公立高校の校長先生等の参加を得て、下記のとおり「海外修学旅行に関

する意見交換会」を開催した。

○目的：高等学校等においても修学旅行を海外で実施するケースが増えてきている一方、実施に当たっては、費用を
含め様々な課題もあるため、海外修学旅行の意義や取り巻く課題等について意見を頂くことにより、関係者間
の理解をより一層深める。

○主催：国土交通省、（社）日本旅行業協会

○参加者：文部科学省、首都圏公立高校の校長先生等の教育委員会関係者、（財）日本修学旅行協会、（財）全国修学
旅行研究協会等

○議題（意見交換）：海外修学旅行のケーススタディ
海外修学旅行等に関する意識
海外修学旅行を取巻く課題について

海外修学旅行に関する意見交換会の開催（Ｈ２０．３．２７）
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他省庁との連携の事例～ラグジュアリーマーケットの開拓～（経済産業省との連携）

世界中の富裕層の旅行需要を取り組むため、国土交通省と経済産業省が一
体となって検討を進めている。

◆ 委員会での検討内容
・日本の「本物」の魅力を伝えるためのプロモーション方法
・当該魅力を訪日意欲に繋げる為のプロモーション方法 等

◆ 事務局
・国土交通省、経済産業省、㈱アールプロジェクト・イン・コーポレイテッド（委託先）

◆ 開催状況
【第１回】
日時：平成19年8月24 日（金）
・平成１８年度調査研究報告
・ＩＬＴＭの概要及びＩＬＴＭ２００７への取組状況について
・ＩＬＴＭ２００７ジャパンナイト実施企画案について

【第２回】
日時：平成19年10月19 日（金）
・ＩＬＴＭ２００７ジャパンナイト企画案について
・ラグジュアリー・ジャパンコンシェルジュブック及びプロモーション映像について

【第３回】
日時：平成19年11月14日（水）
・「ジャパンナイト」プログラムについて
・ラグジュアリー・ジャパンコンシェルジュブックについて
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◆ 環境大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、文部科学大臣が主務大臣となり、以下のスキームで業務
を共同で実施

推進の枠組み

地域ぐるみ
の推進体制
の構築

政府がエコツーリズム推進の基本方針を策定

市町村は、事業者、ＮＰＯ等、専門家、土地所有者、関係行政機関等による協議会を組織できる。

協議会はエコツーリズム推進全体構想を作成し、エコツーリズムを推進。

→

全体構想の認定・保護措置

市町村は、主務大臣に対し、全体構想の認定を申請できる。
認定された全体構想に係るエコツーリズムについては、国が広報に努めるとともに、各種許認可等で配慮。
市町村は、認定された全体構想に基づき、保護を図るべき特定自然観光資源を指定できる。
→汚損・損傷等の禁止、利用者の数の制限等が可能。

○自然環境への配慮 ○観光振興への寄与○地域振興への寄与 ○環境教育への活用基本理念

エコツーリズムの実施の方法、自然観光資源（動植物の生息地等）の保護措置等を規定。

○

○

○
○
○

観光旅行者が、自然観光資源について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該自然観光資源の保護に
配慮しつつ当該自然観光資源と触れ合い、これに関する知識及び理解を深めるための活動

エコツーリズムとは

○環境問題への関心の高まり →実際に自然とふれあい、その仕組みを理解することが重要
○観光による自然への悪影響（踏み荒らし、ゴミ散乱、混雑等） →自然保護に配慮した観光の推進

背景

他省庁との連携の事例 ～エコツーリズム推進法について～（環境省との連携）

自然観光資源の保護に配慮した学習型観光であるエコツーリズムについては、
環境省と国土交通省等が包括的に連携してその振興を図っている。
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観光地域づくり相談窓口支援メニュー（補助対象：○民間 □民間、地方公共団体 △地方公共団体）

○観光ルネサンス補助
対象事業：訪日外国人対応の情報提供充実、観光商品開発、アクセス改善等の事業

○観光圏整備事業費補助
対象事業：観光圏整備のための宿泊魅力向上、情報提供充実、観光商品開発、アクセス改善等の事業

□ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業
対象事業：旅行会社招聘事業、ツアー共同広告事業、メディア招聘事業、展示会等事業、広告宣伝事業等を地域と共同で実施
する場合には、国は総費用の１／２を上限に地域と連携して実施する。

○ニューツーリズム創出・流通促進事業
対象事業等：ニューツーリズム創出に係る実証事業経費の一部

○観光産業のイノベーション促進事業
対象事業等：客室稼働率の向上や業務の共同化・効率化等に関する実証事業経費の一部

○訪日外国人旅行者接遇研修会の開催
研修内容：訪日外国人旅行者動向と受入対策事業実施状況、台湾人旅行者受入のメリットと接遇上の注意事項、韓国人旅行者
の特徴とニーズ等

○観光カリスマ塾の開催
講習内容：観光カリスマの取組活動などの講義、現地視察・現場体験等の体験、地元関係者との意見交換等

○「観光地域プロデューサー」モデル事業
事業内容：地域の観光振興の牽引役を養成し、派遣を要望している地域に送り込む。

□観光まちづくりコンサルティング事業
概 要：各地方運輸局に観光まちづくりアドバイザリー会議を設置し、地域の魅力を活かした創意工夫豊かな企画旅行商品を
造成・販売できる環境を整備する。
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観光地域づくり相談窓口支援メニュー（補助対象：○民間 □民間、地方公共団体 △地方公共団体）

○地域公共交通活性化・再生総合事業

対象事業：鉄道、バス、タクシー等の実証運行、乗継情報提供、ＩＣカード導入、Ｐ＆Ｒ、レンタサイクル、乗継割引運賃・周遊切符
導入推進等

□まちづくりナビプロジェクト（まちなび）

支援対象：交差点標識とカーナビ等を連携させた案内システム等総合的な観光情報提供システム構築のための検討会開催費用
等

△地域自立・活性化交付金

対象事業：広域的活動を促進するための道路、河川、港湾、鉄道、下水道、住宅、公園等の基幹事業及び提案事業

□まちづくり交付金

対象事業：まちづくりに関する道路、公園等の基幹事業及び提案事業

□景観形成総合支援事業（H20年度～観光圏整備と連携）
対象事業：景観法に基づく景観重要建造物・樹木の修理及び周辺の外観修景等の関連事業

□歴史的環境形成総合支援事業

対象事業：歴史的風致形成建造物の復原、修理、買取又は移設及び周辺施設整備や歴史的風致形成建造物を活用したソフト
事業

□みなと振興交付金

対象事業：港湾施設の整備と併せた社会実験等の実施による賑わい空間づくりや複数港の連携による交流拠点づくり等
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観光地域づくり相談窓口支援メニュー（補助対象：○民間 □民間、地方公共団体 △地方公共団体）

□地方の元気再生事業

対象事業：地域産業振興、農村産業振興等、地域固有の実情に即した先導的な地域活動等幅広い取組に対して、立ち上がり段
階の取組、地域づくりの専門家派遣、社会実験などソフト分野を柱とした取組

△頑張る地方応援プログラム

対象事業：自治体が独自に取り組む観光振興・交流プロジェクト（グリーンツーリズム、郷土料理体験セミナー等）

○広域・総合観光集客サービス支援事業

対象事業：体験交流プログラム等の企画開発商品化、人材育成等の事業

○中小企業地域資源活用プログラム（経済産業省と連携）

対象事業：地域資源を活用した観光商品の開発、展示会出展等の事業

△農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（H20年度～観光圏整備と連携）
対象事業：農産物等直売施設整備、農業体験プログラム開発等の事業
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