
第2回観光立国推進本部 

 観光立国の推進に向けた取り組み 

観光庁観光庁 

平成２２年１１月２２日 



観光立国の意義 

１ 国際観光の推進はわが国のソフトパワーを強化するもの１ 国際観光の推進はわが国のソフトパワーを強化するもの１．国際観光の推進はわが国のソフトパワ を強化するもの１．国際観光の推進はわが国のソフトパワ を強化するもの
 諸外国との健全な関係の構築は国家的課題 
 国際観光を通じた草の根交流は、国家間の外交を補完・強化し、安全保障にも大きく貢献 
 中国、韓国からの訪日観光客数は大きく拡大 

年間の訪日観光客数は中国101万人 韓国159万人（平成21年 両国で全体の38 2％）   ・ 年間の訪日観光客数は中国101万人、韓国159万人（平成21年、両国で全体の38.2％）

少子高齢化 成熟 た社会 は 観光振興 交流人 拡大 需要 創出 よる経済 活性化が有効

２．観光は少子高齢化時代の経済活性化の切り札２．観光は少子高齢化時代の経済活性化の切り札  
少子高齢化で成熟した社会には、観光振興＝交流人口の拡大、需要の創出による経済の活性化が有効

 国内旅行消費額は23.6兆円。生産波及効果は51.4兆円で、これによる雇用効果は430万人（総就業者数の6.7%） 
  （※ともに平成20年度） 

 訪日外国人も今や無視できない消費活動の主体（平成20年度の訪日外国人旅行消費額→1.3兆円） 

３．交流人口の拡大による地域の活性化３．交流人口の拡大による地域の活性化  
 地方においては地域振興策の新たなアプローチが必要。観光による交流人口の拡大は地域経済の起爆剤 
集客力のある個性豊かな地域づくりは 各地域の自主・自律の精神も促す集客力のある個性豊かな地域づくりは、各地域の自主・自律の精神も促す 
  

４．観光立国により国民の生活の質を向上４．観光立国により国民の生活の質を向上  
退職期を迎える団魂の世代は、新たな生きがいを模索。観光交流の拡大は、精神活動を含めて生活の質の充実に貢献 
観光立国の推進は、我が国の歴史的・文化的価値を再認識するプロセスであり、日本の魅力の再活性化にもつながるもの 
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～～  観光交流人口の拡大による日本の再生観光交流人口の拡大による日本の再生  ～～  

  



２３ ６兆円

国内における旅行消費額（平成２０年度） 

海外旅行
（国内分） 
1.7兆円

訪日外国人旅行 
1.3兆円 
（5 7%）

２３．６兆円 

宿泊旅行 1.7兆円
（7.2%） 

（5.7%） 15.6兆円
（66.2%） 

日帰り旅行 
4.9兆円
（20.9%） 

我が国経済への貢献度（経済効果） 

生産波及効果 ５１ ４兆円 ･･･５ ３％（対産業連関表国内生産額）生産波及効果    ５１．４兆円 ５．３％（対産業連関表国内生産額）

付加価値誘発効果 ２６．５兆円 ･･･５．３％（対名目ＧＤＰ） 

雇用誘発効果     ４３０万人 ･･･６．７％（対全国就業者数） 

税収効果 ４ ６兆円 ５ ３％（対国税＋地方税）

国土交通省「平成２０年度旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」による。 

税収効果        ４．６兆円 ・・・５．３％（対国税＋地方税）
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新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～ （2010年6月18日 閣議決定） 

観光立国の推進～観光立国の推進～ 
 
 
 

【2020 年までの目標】 
『訪日外国人を2020 年初めまでに2,500 万人、将来的には3,000 万人。2,500 万人による経済波及効果約10 兆円、新規雇
用56 万人』 

（観光は少子高齢化時代の地域活性化の切り札） 
 我が国は、自然、文化遺産、多様な地域性等豊富な観光資源を有しており、観光のポテンシャルは極めて高い。例えば、南国の台湾
の人々は雪を見に北海道を訪ね、欧州の人々は伝統文化からポップカルチャーまで日本の文化面に関心を持ち、朝の築地市場など
生活文化への関心も高くなっている。このように、日本を訪れる外国人の間では、国によって訪れる場所や楽しむ内容に大きな相違が、 訪 、 訪 場 違
あるが、その多様性を受け入れるだけの観光資源を地方都市は有している。また、日本全国には、エコツーリズム、グリーンツーリズム、
産業観光など観光資源が豊富にあり、外国人のみならず、日本人にとっても魅力的な観光メニューを提供することができる。公的支出
による地域活性化を期待することが難しい現在、人口減少・急激な少子高齢化に悩む地方都市にとって、観光による国内外の交流人
口の拡大や我が国独自の文化財・伝統芸能等の文化遺産の活用は、地域経済の活性化や雇用機会の増大の切り札である。 
 
（訪日外国人を2020 年初めまでに2,500 万人に） 
 急速に経済成長するアジア、特に中国は、観光需要の拡大の可能性に満ちている。例えば、中国から日本を訪問している旅行者数
は年間約100 万人、日本から中国を訪問している旅行者数は年間約340 万人（いずれも2008 年ベース）と大きな開きがある。人口増

加や経済成長のスピードを考えれば、中国を含めたアジアからの観光客をどう取り込むかが大きな課題である。今後、アジアからの訪
日観光客を始めとした各国からの訪日外国人の増加に向けて、訪日観光査証の取得容易化、魅力ある観光地づくり、留学環境の整備、
広報活動等を図ることにより、訪日外国人を2020 年初めまでに2,500 万人、将来的には3,000 万人まで伸ばす。また、観光立国に
とって不可欠な要素として、交通アクセスの改善と合わせて安全・安心なまちづくりを進める必要がある。 
 
（休暇取得の分散化等）（休暇取得の分散化等） 
 国内旅行は約20 兆円規模の市場である。しかしながら、休日が集中しているため繁閑の差が大きく、需要がゴールデンウィークや年

末年始の一定期間に集中する結果、顕在化しない内需が多いと言われている。このため、休暇取得の分散化など「ローカル・ホリデー
制度」（仮称）の検討や国際競争力の高い魅力ある観光地づくり等を通じた国内の観光需要の顕在化等の総合的な観光政策を推進し、
地域を支える観光産業を育て、新しい雇用と需要を生み出す。 

※ 新成長戦略 平成２２年６月１８日閣議決定より 抜粋 
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入国者数（2009年） 出国者数（2008年）

外国人旅行者受入数の国際比較 

74,200 

54,884 

52,231 

50,875 

43,239 

フランス (France) 

米国 (U.S.A.) 

スペイン (Spain) 

中国 (China) 

イタリア (Italy) 

英国 ( )

国者数（ 年）
73,000 

69,011 

63,684 

50,243 

45,844 

36 538

ドイツ (Germany) 

英国 (U.K.) 

米国 (U.S.A.) 

ポーランド (Poland) 

中国 (China) 

ロシア (Russia)

国者数（ 年）

28,033

25,506 

24,224 

23,646 

21,454 

21,355 

20 741

英国 (U.K.)

トルコ (Turkey) 

ドイツ (Germany) 

マレーシア (Malaysia) 

メキシコ (Mexico) 

オーストリア (Austria) 

ウクライナ (Ukraine)

36,538

28,284 

27,037 

(23,837) 

23,347 

(20,989) 

(18,471)

ロシア (Russia)

イタリア (Italy) 

カナダ (Canada) 

スロバキア (Slovakia) 

フランス (France) 

ポルトガル (Portugal) 

ハンガリー (Hungary) 20,741

19,420 

16,926 

15,771 

14,915 

14,145 

11,914 

ウクライナ (Ukraine)

ロシア (Russia) 

香港 (Hong Kong) 

カナダ (Canada) 

ギリシャ (Greece) 

タイ (Thailand) 

エジプト (Egypt) 

(18,471)

18,458 

15,987 

15,499 

14,450 

13,290 

13,072 

ハンガリ (Hungary)

オランダ (Netherlands) 

日本 (Japan) 

ウクライナ (Ukraine) 

メキシコ (Mexico) 

スウェーデン (Sweden) 

ルーマニア (Romania) 

 世界で14位。アジアで2位。 

11,890 

10,896 

10,402 

9,921 

9,335 

9,058 

ポーランド (Poland) 

サウジアラビア (Saudi …

マカオ (Macau) 

オランダ (Netherlands) 

クロアチア (Croatia) 

ハンガリー (Hungary) 

( )

11,996 

11,229 

10,868 

9,873 

9,677 

8,887 

韓国 (South Korea) 

スペイン (Spain) 

インド (India) 

トルコ (Turkey) 

オーストリア (Austria) 

ベルギー (Belgium) 
8,341

8,294 

(8,026) 

7,818 

7,488 

7,012 

6 901

モロッコ (Morocco)

スイス (Switzerland) 

アイルランド (Ireland) 

韓国 (South Korea) 

シンガポール (Singapore) 

南アフリカ共和国 (South …

チュニジア (Tunisia)

8,465 

(7,713) 

6,828 

6,347 

6,224 

5,854 

5 808

台湾 (Taiwan) 

アイルランド (Ireland) 

シンガポール (Singapore) 

デンマーク (Denmark) 

香港 (Hong Kong) 

フィンランド (Finland) 

豪州 (A t li ) 6,901

6,814 

6,790 

6,324 

6,092 

6,081 

5,739 

チュニジア (Tunisia)

ベルギー (Belgium) 

日本 (Japan) 

インドネシア (Indonesia) 

シリア (Syria) 

チェコ (Czech Republic) 

ブルガリア (Bulgaria) 

 世界で33位。アジアで8位。 

5,808 

5,727 

5,486 

5,253 

5,243 

4,936 

4 611

豪州 (Australia)

ブルガリア (Bulgaria) 

インドネシア (Indonesia) 

シリア (Syria) 

カザフスタン (Kazakhstan) 

ブラジル (Brazil) 

アルゼンチン (Argentina)

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

5,584 

5,109 

4,875 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 

豪州 (Australia) 

インド (India) 

スウェーデン (Sweden) 

千⼈ 

4,611 

4,429 

4,207 

4,087 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 

アルゼンチン (Argentina)

南アフリカ共和国 (South Africa) 

イスラエル (Israel) 

サウジアラビア (Saudi Arabia) 

千⼈ （独）国際観光振興機構（JNTO）資料による -4- 



訪日外国人3,000万人へのロードマップ～3期ローリングプランで2,500万人（2019年）～ 

世界経済や為替が安定していること、戦争や疾病の流行が発生しないこと等を前提とする。

英国(6位) 
3,019 平均伸び率8% 

の成長目標 

世界経済や為替が安定している と、戦争や疾病の流行が発生しない と等を前提とする。

ドイツ(9位)

平均伸び率10.5% 
の成長目標 

第３期 

ドイツ(9位)
2,487 平均伸び率14.5% 

の成長目標 

第１期 

第２期 

タイ(18位) 
1,433 

ビジット・ジャパン・
キャンペーン開始 

目標1,000万人 

第1期目標 
1 500万人

第2期目標 
2 000万人

第3期目標 
2 500万人1,500万人 2,000万人 2,500万人679 

（平成15
年）

（平成18
年）

（平成20
年）

（平成22年） （平成25年） （平成28
年）

（平成31
年）
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訪日外国人旅行者数2010年９月推計値 
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訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業）の取組み 

２０１３年までに訪日外国人旅行者数を１，５００万人にするとの訪日外国人３０００万人プログラム第１期目標に向け、
重点市場を対象に、我が国の観光魅力を発信するとともに、日本への魅力的な旅行商品の造成等を支援する訪日旅
行促進事業を官民一体で推進。 

重点市場 ドイツ 
韓国

ロシア

 訪日旅行者数の多い１２の国・地域に今後大きな伸びが
期待できる３市場（インド、ロシア、マレーシア）を追加し、
全１５市場でプロモーションを展開。 

重点市場

米国 

カナダ 

豪州 

英国 中国 

台湾 

香港

韓国

インド 

※この中でも特に東アジア４市場（韓国、中国、台湾、香
港）を 重点プロモーション対象市場とする。 

認知度向上事業 誘客事業

フランス 

香港
タイ 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾏﾚｰｼｱ 

我が国の観光魅力を発信するための事業 
 ○海外メディアの日本への招請、取材支援 

○海外のＴＶＣＭ等による広告宣伝

認知度向上事業 

魅力的な訪日旅行商品の造成・販売支援や、 
青少年交流の拡大に向けた事業 

○海外旅行会社の日本への招請 商談会の実施

誘客事業 

 ○海外のＴＶＣＭ等による広告宣伝
 ○ＷＥＢサイトによる情報発信 
 ○海外の旅行博覧会等への日本ブース出展 

○海外旅行会社の日本への招請、商談会の実施
 ○訪日旅行商品の共同広告 
 ○訪日教育旅行の誘致 

フランス・日仏観光交流年バス車体広告 
（２００８年3月） 

香港・メディア招請事業 
（仙台・２００８年８月） 

シンガポール・訪日教育旅行セミナー 
（２００８年８月） 

＊上記の事業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（自治体・民間等）と連携。 

（ビジット・ジャパン地方連携事業） 

大規模商談会・YŌKOSO！JAPAN 
トラベルマート（２００８年１０月） 
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観光圏整備のイメージ 地域が連携して行う取組への 

観光圏整備事業 

観光圏整備のイメ ジ
国の主な支援メニュー

○予算（観光圏整備事業費補助） 
 宿泊、観光資源、交通移動、案内・情報提供などのレベル

アップを図る地域の取組を支援

体験交流メニュー 
の充実 

・滞在力を高める農業体験、

宿泊の魅力向上 

・連泊・圏域内

情報提供の充実 

・圏域全体を紹介 
アップを図る地域の取組を支援

⇒２泊３日以上快適に充実して過ごせる観光圏づくりに向けた
地域の取組を活発化し、観光旅客の満足度を向上 

○農山漁村活性化法の特例 
 観光圏内の農山漁村における交流施設整備について、農山

農
アウトドア等の体験メニュー
開発のための 

 専門家招請等 

  転泊プランの 

  企画立案・広 

  報等 

  する地図・パン

  フレット作製や 

  ホームページ 

  立ち上げ等 

○社会資本整備への配慮 
社会資本整備 おける 景観整備 案内標識整備等 事業

漁村活性化プロジェクト支援交付金の交付が可能 
⇒農山漁村の体験・交流メニュー等楽しく過ごせる滞在メ

ニューの充実 

周遊 周遊 

Ｂ市 Ｄ町 

市

滞在を促進する 
イベントの実施 観光案内の充実

社会資本整備における、景観整備、案内標識整備等の事業
による観光圏整備事業との連携・配慮 

⇒ハード面を含めた観光圏全体の総合的な魅力向上 

○旅行業法の特例 
ホテル・旅館による旅行業者代理業の特例

滞在促進地区 

周遊

Ａ市

周遊

イベントの実施
・滞在を促進する早朝・夜

間の新たなイベントの企
画・実施等 

観光案内の充実

・圏域全体の情報を多言語 

により案内するための研修 

の実施等 

ホテル 旅館による旅行業者代理業の特例

⇒宿による宿泊客への着地型旅行商品の販売を可能とし、宿
泊客の滞在を拡大 

観光旅客のニーズをふまえた

周遊

Ｃ町 

周遊

Ｅ村 

取組への支援

国際競争力の高い魅力ある観光地の形成 
↓

効果 
移動の快適化 

・利便向上 
・市町村域を超えるシャトル

バスの試験 

運行等

歴史的建造物の 
改修・活用 

・地域の歴史・文化を体験 
 させるための歴史的建造 

物（古民家

観光案内所の整備 

・圏域全体の情報を提供する 
  多言語対応の観光案内所 
の整備等 ↓

内外観光客による２泊３日以上の 
より長期の滞在を拡大 

↓ 
地域経済の活性化 

 運行等  物（古民家
 等）の改修・ 
 活用等 

 の整備等
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観光連携コンソーシアムの概要 

観光立国推進基本計画（平成19年6月 閣議決定）に

エ ツ リズム

自然環境や歴史文化を対象とし、それらを損なう
ことなく それらを体験し 学ぶもの（ホ ル プロスポーツ観戦やマラソン ウォーキング

観光立国推進基本計画（平成19年6月 閣議決定）に
位置付けられたニューツーリズム 新しい観光連携分野 

＜定義＞ ＜例＞ 

計画期

エコツーリズム

グリーン・ 
ツーリズム

ことなく、それらを体験し、学ぶもの（ホェール
ウォッチングや植林ボランティアツアーなど） 

農山漁村地域において自然、文化、人々との交
流を楽しむ滞在型の余暇活動（農作業体験、農
林漁家民泊 食育など）

スポーツ観光 
プロスポーツ観戦やマラソン、ウォーキング
等のスポーツイベント等への参加者による周
辺地観光 

計画期
間 

ツ リズム

文化観光 

林漁家民泊、食育など）。

日本の歴史、伝統といった文化的な要素に対す
る知的欲求を満たすことを目的とするもの 

医療観光 
外国人が日本の医療機関等で治療、健診
等を受ける目的で訪日旅行し、併せて国内
観光を行う 

産業観光 
歴史的・文化的価値のある工場等やその遺構、
機械器具、 先端の技術を備えた工場等を対象
とした観光で、学びや体験を伴うもの 

 ファッション・食・ 
映画・アニメ等 

日本のファッション・食を目的とした訪日旅
行、ヒット映画のロケ地訪問、アニメ関連ス
ポット訪問等

ヘルスツーリズム 
自然豊かな地域を訪れ、そこにある自然、温泉
や身体に優しい料理を味わい、心身ともに癒さ
れ、健康を回復・増進・保持するもの 

×観光 ポット訪問等

その他 フラワーツーリズム 
長期滞在型観光 等 

各府省連携による総合的な振興方策を検討 
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休暇取得の分散化について 

○国内旅行は約２０兆円の市場であるが、休日がＧＷ等の一定期間に集中するため繁閑の差が大きく、顕在化しない内需が多い。○国内旅行 約 兆円 市場 ある 、休 等 定期間 集中する 繁閑 差 大きく、顕在化 な 内需 多 。

○「財政出動を伴わない成長戦略」として、休暇分散化による需要の創造・平準化を通じ、地域経済の活性化、サービスの向上、雇用の安定
化など幅広い効果の実現を目指す。 

○観光立国推進本部・休暇分散化ワーキングチームにおいて、休暇取得の分散化に向けた具体策を検討。 

休暇取得分散化に向けた取組方策の例 

 みどりの日（５月４日）、こどもの日（５月５日）、成
人の日（１月の第２月曜日）を つのまとまりとして

春の大型連休の分散 

 ハッピーマンデーのうち、「海の日」、「敬老の日」、
「体育の日」を従来の日に記念日として戻しつつ 休

秋の大型連休の創設 
Ａ案 Ｂ案 

人の日（１月の第２月曜日）を一つのまとまりとして、
地域ブロック別に分散。 

 

 ※現行の祝日はそれぞれ記念日として残す。 

【GWの地域別分散のイメージ】 2010年5～6月の例

「体育の日」を従来の日に記念日として戻しつつ、休
日については、観光、スポーツ、文化活動等に適し
た秋の時期に地域ブロック別に分散。 

【秋の大型連休の創設イメージ】 2010年9～10月の例【GWの地域別分散のイメ ジ】 2010年5 6月の例

日 月 火 水 木 金 土 
２日 ３日 

憲法記念日 
４日 ５日 ６日 ７日 ８日 

９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 

「九州・沖縄・中国・四国」の休日

現行の祝日（休日ではない） 

日 月 火 水 木 金 土 
26日 27日 28日 29日 30日 1日 2日 

3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 

【秋の大型連休の創設イメ ジ】 2010年9 10月の例 

「北海道・東北・北関東」の休日 

９月 

１０月 

５月 

16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 

23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 

30日 31日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日

「九州 沖縄 中国 四国」の休日

「近畿」の休日 

「中部・北陸信越」の休日 

10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 

17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 
「中部・北陸信越」の休日 

「南関東」の休日 

「海の日」、「敬老の日」、「体育の日」 
の休日を地域ブロック別に分散 体育の日 

（記念日として設定） 

「成人の日」、「みどりの日」、「子供の日」 
の休日を地域ブロック別に分散 

６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 
「南関東」の休日 

「北海道・東北・北関東」の休日 

※分散する時期を全体で２．５週とする方策例も検討 

24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 

「九州・沖縄・中国・四国」の休日 

「近畿」の休日

※分散する時期を全体で２．５週とする方策例も検討 

６月 
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期待できる効果 

混雑緩和で2 8兆円の新規旅行需要
※観光庁「ＧＷにおける観光旅行」調査より。 
  調査概要：２０１０年年①４月３日～６日及び②５月１５日～１６日の期間に 混雑緩和で2.8兆円の新規旅行需要 調 概要 年年① 月 ② 月 期間
  おいて、1万人以上を対象にインターネット調査を実施。 

【春のゴールデンウィークの分散化 】 
（実績）平成22年GWの国内旅行消費額 約14兆円

 
 

 
 

 
 

ＧＷの旅行実施状況 

20.2% 

35 0%

国内宿泊旅行 
実施率 

国内日帰り 
率

（実績）平成22年GWの国内旅行消費額    約1.4兆円

（新規）混雑緩和による新たな国内旅行需要 約１兆円 
【秋の連休の設定】 

（実績）平成21年SWの国内旅行消費額    約1.4兆円

国
内
宿
泊
旅
行
を

国
内
日
帰
り
旅
行

実
施
し
な
か
っ
た 

79.8% 

65 0%
※N=10,301 

35.0%
旅行実施率

（実績）平成 年 国内旅行消費額 約 兆円

（新規）新たに創出される国内旅行需要    約1.8兆円 
を
実
施 

行
を
実
施 

65.0%

Ｑ： ＧＷにおける混雑が緩和されれば需要平準化の効果

※精査中 

ＧＷに旅行しなかった層 ＧＷに旅行した層 

※N=5,315 ※N=4,915 

Ｑ： ＧＷにおける混雑が緩和されれば、 
   国内宿泊旅行に行くと思いますか？ 

 ピーク需要の平準化による 
 旅行料金の低廉化 

交通渋滞や混雑の緩和に

消費者 
同じ費用で 
３回旅行に 

もう１ 所

需要平準化の効果

32.1% 
交通渋滞や混雑の緩和に

 よる移動時間の短縮化 

 環境負荷の軽減、混雑解消 
 によるインフラ投資の効率化 

地域 

もう１ヶ所
観光できる 

ムダな投資の
回避 

35.7% 

67.9% 

  宿泊数を増やすと思う（8.8%） 
  宿泊旅行の回数をもう1回増やす 
  と思う（7.3%） 
  日帰りを宿泊旅行にすると思う 

（19 6%）

 観光地における雇用の安定化 

 生産性の向上、サービス水準 
 ・ホスピタリティの向上 

事業者 

正規雇用の 
増加 

快適な 
サービス 

  どちらかというと行くと 
  思う 
  どちらかというと 
  行かないと思う 

 （19.6%）
  宿泊旅行にもっと行くとは思わないが 
  日帰り旅行は増えると思う（32.7%） 
  宿泊にもっと行くとは思わないし日帰り 
  旅行も変わらないと思う（31.6%） 
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混雑の緩和による 
国内宿泊旅行の 

増加意向 

旅行満足度の向上、リピーターの増加 
観光地の評価の向上 
潜在需要の喚起（高い料金や混雑を敬遠していた層） 



平成２３年度観光関連予算概算要求について 

平成２３年度における主要施策平成２３年度における主要施策

国際観光の振興 
  

平成２３年度における主要施策平成２３年度における主要施策

●●  観光誘致関連広報 【外務省】 
●●クリエイティブ・ニッポン発信！プロジェクト 【文化庁】

●●  訪日外国人3,000万人プログラム第1期 【観光庁】    
●● 芸術家・文化人等による文化発信推進事業 【文化庁】

 合 計 ： ５１２．８億円   

●●クリ イティブ ッポン発信 プ ジ クト 【文化庁】
●●  地域コンテンツ海外展開プロジェクト【総務省】  
●●  観光立国実現のための出入国審査の充実 【法務省】          等 

●●  芸術家 文化人等による文化発信推進事業 【文化庁】
●●  映像国際放送の実施 【総務省】    
●●  学生の双方向交流 【文部科学省】 

国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等 
●●  観光を核とした地域の再生・活性化 【観光庁】 
●●  地域力活用新事業創出支援事業 【中小企業庁】 
●● 我が国のかけがえのない文化財の保存・活用等 【文化庁】

●●  地域集客・交流産業活性化支援事業 【経済産業省】 
●●  社会資本による外国人受入環境整備の推進 【国土交通省】    
●● 歴史まちづくりの推進 【国土交通省】

合 計 １ ２８２ ９億円

●●  我が国のかけがえのない文化財の保存 活用等 【文化庁】
●●  国際スポーツキャンプの招致・開催支援 【文部科学省】 
●●  旅客船ターミナル等の整備 【国土交通省】  
●●  整備新幹線整備事業 【国土交通省】 
●●  舞台芸術創造力向上・発信プラン【文化庁】      

●● 歴史まちづくりの推進 【国土交通省】
●●  沖縄における観光振興施策 【内閣府】    
●●  国際競争力の強化につながる空港の整備と有効活用等 【国土交通省】    
●●  安全・快適な交通環境実現のための施策の推進 【警察庁】 
                                              等  

観光旅行の促進のための環境の整備 
   

合 計 ： １，２８２．９億円

●●  観光産業の競争力強化・ﾆｭｰﾂｰﾘｽﾞﾑの推進 【観光庁】 ●●ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境の整備【観光庁】  

 

 合 計 ： ５８８．６億円 

●●  地域公共交通確保維持改善事業 【国土交通省】  
●●  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】 
●●  観光統計の整備 【観光庁】       
  

●●  休暇の取得の促進 【厚生労働省】    
●●  エコツーリズム総合推進事業費 【環境省】    
●●  都市と農山漁村の共生・対流の推進 【農林水産省】           等 

  

観光関連予算概算要求額の合計観光関連予算概算要求額の合計    ２，３８４．４億円２，３８４．４億円  
※観光関連部分を特定できないものは総額には含めていない。 
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