別添 ３

参考：観光連携コンソーシアムとりまとめ
予算連携事項
平成22年11月22日

１．平成２２年度 連携事項例（ＶＪＹ、東京都、見本市等での海外ＰＲ）
◎外国人旅行者向け観光資源コンテンツの発信
海外への発信
観光庁／ＪＮＴＯ ホームページ、パンフレット

情報の集約
文化施設

各省庁

映画

食

ファッション

産業

自然

医療

◎沖縄の魅力発信

◎東京都における文化関連イベントの集中ＰＲ
東京都
東京文化発信プロジェ
クト等の文化イベントの
実施

アニメ

経済産業省

文化庁

コフェスタ、ＪＦＷ等
文化イベントの実施

国立新美術館
等でのイベント実施

内閣府

文化庁

観光庁

支援・助言

情報集約、海外への発信、メディア
招請（訪日旅行促進事業で実施）

観光庁

沖縄県
・固有の伝統文化、現代文化の保存、
発展、発信策の検討

◎海外ＰＲの協調実施
外務省

経済産業省

観光庁

在外公館を活用したPR
JAPAN EXPO、上海万博等
での日本文化紹介事業、等

JAPAN EXPO
コフェスタ（海外）

各国旅行博への出展等
（訪日旅行促進事業で実施）

文化庁

農林水産省
各国食品見本市への出展等

それぞれの海外発信の機会を共有し、連携してＰＲ

国際文化交流・協力
事業

例：JAPAN EXPO（パリ）
コフェスタin上海等
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２．22年度補正：新たな旅行需要の創出に係る旅行商品の造成事業 【観光庁】
事業概要：

国内旅行の新需要創出と、これによる旅行人口の増加・経済効果の誘発を目的として、これまでの旅行商品に
はない新たな旅行需要を惹起させるモニターツアーを実施。参加者や関係者へのアンケート等を実施することに
より、ツアーの実現可能性や経済効果を検証。

事業内容：

・ニューツーリズム着地型旅行商品の造成推進事業
・スポーツと周辺観光を組み合わせた旅行商品の造成推進事業
・若年層の旅行振興に向けた旅行商品の造成推進事業
・平日・閑散期における旅行需要創出に向けた旅行商品の造成推進事業

＜関係省庁との連携が考えられる事業＞
【ニューツーリズム着地型旅行商品の造成推進事業】
・観光連携コンソーシアムで取り上げられた各ツーリズム等の推進に向けて、
各地域からニューツーリズム推進上の課題解決につながり、かつ、新たな旅
行需要の喚起に資する旅行商品を公募し、効果的と認められるものについ
てモニターツアーの造成、効果検証を支援。

・スケジュール
12月 支援対象ツアーを募集を開始 2月

モニターツアーの実施

【スポーツと周辺観光を組み合わせた
旅行商品の造成推進事業】
・スポーツ観光の推進に向けて、各地域や民間等からスポーツ観光商品を
公募し、新規需要開拓に資するモニターツアーの造成、効果検証を支援。
・想定される商品事例
マラソン等の参加型スポーツ＋オプショナルツアー
プロスポーツキャンプを核とした旅行商品 等
・スケジュール
12月 支援対象ツアーを募集を開始

2月

モニターツアーの実施

①公募

選定委員会
②応募

各地域

・対象分野
文化観光（食、アニメ、映画、ファッション等も含む）、産業観光、ヘルス
ツーリズム、エコツーリズム、グリーンツーリズム 等

観光庁
⑤効果測定

③選定
④実施 アンケート調査

ｸﾞﾘｰﾝ・
ﾂｰﾘｽﾞﾑ

エコ
ﾂｰﾘｽﾞﾑ

文化観光

産業観光

ヘルス
ツーリズム

旅行商品の造成を地域に働きかけ

関係省庁

スポーツ
+観光

３－１．平成２３年度予算連携事項 ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ、ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ
農林水産省

農山漁村の地域資源を活
用した都市農村交流の取
組に対する支援

環境省

国立公園等におけるエコ
ツーリズムの仕組みづくり
（人材育成、ルールづくり
等）

観光庁

観光地域づくりプラット
フォームの形成支援
訪日旅行促進事業
着地型旅行の流通促進

○農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（農林水産省）
平成23年度要求 204億円の内数（22年度予算 246億円の内数）

○エコツーリズム総合推進事業費（環境省）
平成23年度要求 1.1億円（平成22年度予算 1.3億円）

○食と地域の交流促進対策交付金（農林水産省）
平成23年度要求 19.7憶円の内数 新規

○生物多様性の保全・活用による元気な地域づくり事業（環境省）
平成23年度要求 15億円の内数 新規

○訪日旅行促進事業（観光庁）
平成23年度要求 88.7億円の内数
（平成22年度予算 86.5億円の内数）
○観光地域づくりプラットフォーム支援事業（観光庁）
平成23年度要求 5.4億円
(平成22年度予算（観光圏整備事業費補助金） 5.4億円）
○着地型旅行商品流通促進支援事業（観光庁）
平成23年度要求 0.3憶円 新規

○環境省、農林水産省、観光庁の３省庁が連携し、相乗効果の高い観光地づくりの推進
○エコツーリズム、グリーン・ツーリズム等の積極的な発信と外国人旅行者の誘致
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３－２．平成23年度予算連携事項 文化観光
文化庁

観光庁

文化発信拠点形成の強化
○我が国のかけがえのない文化財の保存・活用・継承等（文化庁）
平成23年度要求 448.5億円 (平成22年度予算395.5億円） （※の特別要望枠事業を内数に含む）
○世界文化遺産の普及活用（文化庁）平成23年度要求 1.1億円 (平成22年度予算 0.7億円）
○文化芸術の海外発信拠点形成事業（文化庁）平成23年度要求 2.0 億円 新規
○文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業（文化庁）平成23年度要求 85億円 新規（※）
○国際芸術フェスティバル支援事業（文化庁）平成23年度要求 3.0億円 新規
○舞台芸術創造力向上・発信プラン（文化庁）平成23年度要求 72億円の内数
（平成22年度予算 16億円）

文化財の公開促進
○我が国のかけがえのない文化財の保存・活用・継承等（文化庁）
平成23年度要求 448.5億円 (平成22年度予算395.5億円） （※の特別要望枠事業を内数に含む）
○文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業（文化庁） 平成23年度要求 85億円 新規（※）

文化芸術創造都市の推進

訪日旅行促進事業

日本の文化芸術の
積極的な発信と
外国人旅行者の誘致

○訪日旅行促進事業（観光庁）
平成23年度要求 88.7億円の内数
（平成22年度予算 86.5億円の内数）

観光地域づくり
プラットフォーム
支援事業

文化芸術を核とした
観光地づくりの推進

○観光地域づくりプラットフォーム支援事業（観光庁）
平成23年度要求 5.4億円
(平成22年度予算（観光圏整備事業費補助金）
5.4億円）

○文化芸術創造都市の推進（文化庁）平成23年度要求 0.5憶円（平成22年度予算 0.3憶円）

美術館・博物館の活用促進
○国立の美術館における展覧会の実施（文化庁）
平成23年度要求 独立行政法人国立美術館運営費交付金 57.0億円の内数
（平成22年度予算 59.0億円の内数）
○国立博物館における展覧会の実施（文化庁）
平成23年度要求 独立行政法人国立文化財機構運営費交付金 80.2億円の内数
（平成22年度予算 82.0億円の内数）
○文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業（文化庁）平成23年度要求 85億円の内数 新規

内閣府

沖縄における
文化観光の推進

沖縄の特色ある文化・芸能を
活用した観光誘客の促進

○文化観光戦略推進事業（内閣府）
平成23年度要求 1.3億円 新規
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３－３．平成23年度予算連携事項 COOL JAPAN (ﾌｧｯｼｮﾝ、食、ｺﾝﾃﾝﾂ）
COOL JAPAN関係

クール・ジャパン推進に関する
関係府省連絡会議（知的財産推進本部）
クール・ジャパン官民有識者会議

観光庁

訪日旅行促進事業

・コフェスタ関係イベント（経済産業省）
・メディア芸術祭（文化庁）
・国際芸術フェスティバル（文化庁）
・Foodex JAPAN

・海外メディアの招請
・国内各イベントの海外
におけるPR
等

○メディア芸術の振興(文化庁） 平成23年度要求 16.0億円（平成22年度予算 15.0億円）
○国際芸術フェスティバル支援事業（文化庁） 平成23年度要求 3.0億円 新規

海外での輸出促進等
・ポップカルチャーイベントを活用した日本紹介
・在外公館による日本文化紹介イベント・情報発信
・食、ファッション等の有名展示会への日本ブース出展
・クールジャパン戦略推進事業（経済産業省）

・海外における広告宣伝
・旅行博への日本ブース出展

等
○観光誘致関連広報（外務省）平成23年度要求 0.24億円の内数（平成22年度予算 0.42億円の内数）
○海外広報用グッズの整備及び文化事業の実施（外務省）平成23年度要求 3.2億円の内数
（平成22年予算 2.7億円の内数）
○クールジャパン戦略推進事業(経済産業省） 平成23年度要求 19.2億円 新規
○輸出倍増リード事業及び輸出倍増サポート事業（農林水産省） 平成23年度要求 11.2億円の内数

優良な映像コンテンツの制作
・地域コンテンツの海外展開プロジェクト（総務省）
・スクリーンツーリズム関係事業（観光庁）
（訪日旅行促進事業）
○地域コンテンツ海外展開プロジェクト（総務省）

平成23年度要求 8.5億円 （平成22年度予算 4億円）

各省連携した日本文化の積極的な発信と
効果的な外国人旅行者の誘致

国内におけるイベントの実施

・海外での映像コンテンツの
放映支援

○訪日旅行促進事業（観光庁）
平成23年度要求 88.7億円の内数

（平成22年度予算 86.5億円の内数）

-6-

３－４．平成23年度予算連携事項 スポーツ+観光
スポーツツーリズムの推進

文部科学省
＜スポーツ立国戦略＞
平成22年8月26日策定

５つの重点戦略

•ライフステージに応じたスポーツ機会の創造
•世界で競い合うトップアスリートの育成・強化
「国際競技大会の招致・開催支援、スポーツ・ツーリズムの促進」

•スポーツ界の連携・協働による「好循環」の創出
•スポーツ界における透明性や公平・公正性の向上
•社会全体でスポーツを支える基盤の整備

国際スポーツ
キャンプの招致
・開催支援
○国際スポーツキャンプの招致・開催支援（文部科学省）
平成23年度要求 0.4 億円 新規

観光庁
＜スポーツツーリズムの推進について 中間報告＞
平成22年7月28日策定

取り組み目標
•「観るスポーツ」「するスポーツ」などのスポーツツアーの造成
•インバウンドを対象としたチケッティングの改善
•国際大会等を通したスポーツの国際化・国際交流の推進
•スポーツ施設の魅力化とスポーツを核としたまちづくりの推進

スポーツ観光
支援事業

○スポーツ観光支援事業（観光庁）
平成23年度要求 0.3億円 新規
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３-５．平成23年度予算連携事項 医療+観光
新成長戦略に沿って実施
医療の国際化

観光の促進

国際交流

外国人患者受入れ推進体制
（プロモーションを含む）の整備
（経済産業省・観光庁）

外国人患者受入れに資する
医療機関認証制度の整備
（厚生労働省）

医療をきっかけとした
新たな旅行需要の開拓
（観光庁）

医療機関のネットワーク化
（経済産業省）

○医療サービス国際化推進事業（経済産業省）
平成23年度要求 10億円 新規
○国際医療交流（外国人患者の受入れ）のための体制整備に向けた取組
（厚生労働省）
平成23年度要求 0.39億円 新規

国際貢献

地域経済の活性化

○訪日旅行促進事業（観光庁）
平成23年度要求 88.7億円の内数
（平成22年度予算 86.5億円の内数）
○訪日外国人旅行者の受入環境整備事業（観光庁）
平成23年度要求 2.5億円の内数（平成22年度予算 1.7億円の内数）
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