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平成 22 年度 都道府県等観光主幹課長会議 説明要点 

観光立国推進基本計画の見直しについて（総務課企画室） 

 

１）観光立国推進基本計画の見直しに関するご意見・御要望の募集について．．．P2 

 

２）「観光立国推進基本計画」の改定について．．．P３ 
 

■ 平成 18 年 12 月に制定された観光立国推進基本法において、政府は、観光立国の実現に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国に関するマスタープランとなる観光立国推進基本計

画を策定する旨を規定しており、平成 19 年 6 月に現在の計画を閣議決定。 

■ 観光立国推進基本計画は、５年間を見通して策定されたが、観光をめぐる情勢の変化等を踏まえ、お

おむね３年後を目途に見直しを行うものと明記。 

■ 新成長戦略等も踏まえ、政府を挙げて観光立国を実現するための道筋を明らかにするものとして、観

光立国推進基本計画の見直しを図り、本年春頃の改定を目指す。 

 

３）新たな「観光立国推進基本計画」の骨子（案）．．．P４～6 
 

副題：「観光でつくる日本のチカラ」（仮） 

 （＝観光立国に向けた取組みを推進することが、国・地域・国民に力をもたらす。） 

 

○第１ 観光立国の実現に関する施策についての基本的な方針（素案）．．．P７～９ 

 １．観光をめぐる状況の変化 

 （１）日本経済を再生するための起爆剤としての期待（新成長戦略の戦略分野） 

 （２）国民の間の旅行に出かけない風潮（特に若年層） 

 （３）国際情勢の変動による影響（急成長する東アジア観光市場を巡る国際競争の激化、観光によ

る外交・安全保障の補完・強化への期待） 

 ２．基本的な方針 

 （１）観光で日本経済を元気にする（＝経済力の強化） 

 （２）観光が持つ多面的な意義の最大化 

  ①ソフトパワーや人材力の強化、②魅力ある観光地づくりを通じた地域力の強化、③旅の感動で

くらしに活力をもたらす 

 （３）国民全員参加による観光立国の実現に向けた意識改革 

 

○第２ 観光立国の実現のための基本的な目標（素案）．．．P10～１２ 

 １．観光による国内消費の拡大 

 ２．訪日旅行の拡大・充実 

 ３．国際会議その他の国際的な規模で開催される行事（MICE（マイス））の開催・誘致の拡大 

 ４．国民の観光旅行の拡大・充実 

 ５．観光地の魅力の向上 
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           事  務  連  絡     

                                                        平成２３年２月１７日 

  各都道府県等観光主管課長 殿 

                                                  観光庁総務課企画室長 

 

 

観光立国推進基本計画の見直しに関するご意見・ご要望の募集について 

 

 

 平素より、観光行政への御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 平成１８年１２月に制定された観光立国推進基本計画に基づき、観光立国を実現するために政府全体で

取り組むマスタープランを初めて示すものとして、平成１９年６月に観光立国推進基本計画（以下「基本計

画」という。）が閣議決定されました。 

 

 基本計画には、観光を巡る情勢の変化等を踏まえ、おおむね３年後を目途に見直しを行う旨を明記して

おり、これを受け、観光庁では、交通政策審議会観光分科会の御審議を頂きつつ、本年春頃の閣議決定

を目指して基本計画の見直しの検討を進めているところです。 

 

 観光立国の実現に際しては、地方自治体の皆様をはじめ、各地方の方々の御協力が不可欠であると考

えております。つきましては、観光立国推進基本計画の見直しに際して反映すべき事項等、御意見・御要

望等がございましたら幅広くお寄せ頂きたく、お願い申し上げます。 

 

 年度末の御多用のところ恐縮ですが、３月４日（金）（必着）までに、電子メールにて以下のメールアドレス

あてお寄せ下さいますようお願いいたします（様式自由）。 

 

 御参考に、２月１０日（木）に開催しました交通政策審議会観光分科会に提出しました、観光庁資料を添付

いたしますので、ご参照ください。当該資料に掲げられた基本的な方針及び基本的な目標の案は現段階の

素案であり、今後、様々な御意見を踏まえ、変更があり得ますので、御了知下さい。 

 

 また、現行の観光立国推進基本計画については、観光庁ホームページの中の以下のページをご参照下

さい。  

 http://www.mlit.go.jp/kankocho/kankorikkoku/kihonkeikaku.html 

   
【お問い合わせ・連絡先】 
観光庁総務課企画室 指田・宮本・石岡 
電話： 03-5253-8111（内線 27-112,27-113,27-117） 
FAX： 03-5253-8721               

email： ishioka-r2rg@mlit.go.jp 
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新たな観光立国推進基本計画 

～観光でつくる日本のチカラ（仮）～ 

 

第１  観光立国の実現に関する施策についての基本的な方針（素案） 

 

１．はじめに  

 

観光立国推進基本法（平成１８年法律第１１７号）第１０条の規定に基づき、観光立国の実現に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成１９年６月に観光立国推進基本計画（以下「基本計画」と

いう。）が策定された。 

 

基本計画は、観光立国を実現するために政府全体で取り組むマスタープランを初めて示したものであり、

数値指標も用いた具体的な目標を掲げたことで、観光立国実現のために目指すべき道筋を分かりやすく示

すことができた。 

さらに、平成２０年１０月に観光庁が設立されたことで、官民を挙げて観光立国を実現していく体制が構

築されたと言える。 

 

しかしながら、現在の基本計画に掲げた目標の中には、達成に及ばないものも少なくない。その主な要

因として、リーマン・ショックに端を発する世界的な景気後退、円高の進行や新型インフルエンザの流行等

の外的要因が観光にマイナスの影響を及ぼしたことや、観光立国実現に向けて強化された取組の成果が

未だ十分には現れていないこともあるが、政府のこれまでの取組そのものが十分でなかった面も否定でき

ない。 

観光をめぐる状況の変化に適確に対応し、観光立国の実現に向けた取組を一層効果的に推進していく

ため、ここに、基本計画を改定することとする。 

 

２．観光をめぐる状況の変化 

 

観光をめぐる状況の変化としては、特に以下の三点に留意する必要がある。 

一点目は、日本経済を再生するための起爆剤として、観光への期待が高まっていることである。 

約２０年にわたって日本経済が低迷を続ける中、この閉塞状況を打ち破り、元気な日本を復活させるた

め、新成長戦略（平成２２年６月１８日閣議決定）が策定された。その中で、観光立国の実現は、地域経済

の活性化や雇用機会の増大の切り札として、７つの戦略分野の１つに挙げられている。少子高齢化や人口

減少が進む中、日本の内需を強力に牽引する役割を観光に期待する気運がこれまでに無く高まっている。 

二点目は、近年、旅行に出かけない風潮が国民の一部の層に見られる点である。特に、若年層におい

て年間旅行回数がゼロである人の割合が多いことから、こうした行動様式が定着すると、長期的に国民全

体の旅行行動に対してマイナスの影響を及ぼすことが懸念される。 

三点目は、我が国の観光をとりまく国際情勢の変動である。 

近年、中国をはじめとする東アジアは、急速な経済成長を背景に観光市場が拡大している。東アジアか
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らのアクセスにすぐれ、東アジアを主要な観光市場とする我が国にとって、訪日外国人旅行を急成長させ

る絶好のチャンスが到来している。この国際観光市場をめぐり、各国は熾烈な争奪戦を繰り広げており、そ

れに乗り遅れないため、我が国も観光政策を戦略的に展開する必要性に迫られている。 

さらには、先般の尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で生じたような外交分野の問題を、民間レベルの交

流の活発化で克服できるようにするためにも、かつて国連が「観光は平和へのパスポート」と称したとおり、

国家間の外交を補完・強化し、安全保障にも大きく貢献するという、観光が果たし得る役割に対する期待が、

従来にも増して強まっていることも重要である。 

 

３．基本的な方針 

 

これらを踏まえ、新たな基本計画では、以下の点を重視して、外国人の訪日旅行、国民の国内旅行や

海外旅行を通じた観光交流を拡大し、充実させるための取組を進める。 

 

（１）観光で日本経済を元気にする。 

新たな基本計画で第一に重視する点は、観光分野が我が国の経済成長の強力な牽引役として果たす

べき役割である。 

90年代以降、日本経済の低迷が約20年間続き、国民の自信喪失、社会全体の閉塞感をもたらしている

が、観光は、このような閉塞状況を打ち破り、元気な日本を復活させるための鍵を握っている。 

観光分野は、宿泊業、運輸業、旅行サービス業といった一部の業種に限られるものではなく、例えば、

小売業、製造業、食料品産業、農林水産業、飲食店業なども含み得る、裾野が極めて広い産業分野であ

ることから、観光振興の効果は、これらの産業にも波及し、我が国経済全体にも大きなプラスになることが

期待できる。また、観光による経済効果は、旅行消費だけでなく、投資等による内需拡大も期待できること

から、少子高齢化時代の地域活性化や雇用機会の増大の切り札として日本経済を牽引し、そして、将来、

日本の基幹産業となり得る成長分野として大きなポテンシャルを持っている。 

このため、急成長を遂げている中国をはじめとするアジア市場に重点を置きつつ、訪日外国人旅行者の

誘致を強力に推進するとともに、例えば休暇改革の取組など、国内観光の埋蔵需要を発掘していくために、

オールジャパンであらゆる施策を総動員する。これにより、観光を基軸として我が国産業全体での新しい雇

用と需要の創出につなげていく。 

 

 

（２）観光が持つ多面的な意義を最大化する。 

上記（１）で述べた経済的意義に加え、観光が持つ多面的な意義に着目して、これらの意義を最大化す

るための取組を進める。 

 

①我が国のソフトパワーや人材力を強化する。 

国際観光による草の根交流を進めることは、我が国のすぐれたコンテンツを世界に向けて展開するとと

もに、我が国の外交や安全保障を補うなど、我が国のソフトパワーの強化に貢献するものである。また、グ

ローバリゼーションが年々進んでいき、国際舞台で活躍できる人材を育成することが大きな課題となってい
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る中、特に、若い世代や子どもたちを中心として、国際観光交流を通じて、異文化に対する理解力や適応

能力を育んでいくことが重要になっている。 

このため、特に若い世代や子どもたちを中心として、国際観光による草の根交流を拡大・充実するため

の取組を進め、国際観光交流を活発化する。 

 

②魅力ある観光地づくりを通じて地域力を強化する。 

魅力ある観光地づくりに向けた地域の取組は、地域の人々に「居場所」と「出番」を提供するものであり、

「支え合いと活気のある社会」を作るための当事者たちの「協働の場」としての「新しい公共」を具体化する

ものである。他方、地域における観光の持続的発展のためにも、観光が一過性のブームで終わらないよう

にし、一度訪れた旅行者にもう一度訪れたいという気を起こさせ、実際に何度でも訪れてもらうことが極め

て重要である。 

このため、地域のあらゆる人々が幅広く参加して、地域固有の伝統、文化、歴史等の魅力を生かし、観

光地における環境保全にも十分配慮した上で、訪れた旅行者にとって満足度や幸福度の高い、魅力ある

観光地づくりに取組むことを支援する。また、このような取組を通じて地域の自主・自律の精神を養い、地

域の誇りや意欲を引き出していく。 

 

③旅の感動でくらしに活力を与える。 

観光は、テレビ、インターネットなどのメディアを介したヴァーチャルな体験と異なり、現地で本物を直接

体験することで、日常生活では得がたい感動や満足感をもたらし、私たちのくらしを心豊かなものにする効

果がある。また、観光の体験を通じて、我が国、我がまちに対する自らの帰属意識を高め、その魅力を再

発見するきっかけを得ることも期待できる。 

このため、このような観光の意義を広く普及・啓発することを含め、より多くの国民が観光旅行に関心を

持つこと、そして、実際に旅へ出かけることを促すための取組を進める。また、旅を通じて旅行者が感動や

満足を得られるよう、国民の多様なニーズに対応した観光地づくりや旅づくりを支援していく。 

 

（３）国民全員参加による観光立国の実現に向けて意識改革を進める。 

  観光立国の意義については、国民の間で広く共有されることが必要である。また、国民一人一人は、

観光により人生を楽しむ旅行者であると同時に、魅力ある観光地づくりの主体であり、さらに、自らが観光

地の魅力の一部となり得る貴重な観光資源でもあるとの意識を持つことが極めて重要である。特に、近年、

次世代を担う若い世代の旅行離れの傾向が見られるが、観光の持続可能な発展を実現するためにも、若

い世代や子どもたちの観光に対する理解と関心を深める必要がある。 

このため、観光立国の実現に向けた取組の意義を国民全体で共有するための意識改革を進めていく。 

 

 

３．計画期間 

この基本計画は、より長期的な展望を視野に入れつつ、今後 5 年間を対象として策定する。 
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新たな「観光立国推進基本計画」 

～観光でつくる日本のチカラ（仮）～ 
 

第２  観光立国の実現のための基本的な目標（素案） 

 

 「第１ 観光立国の実現に関する施策についての基本的な方針」にしたがって観光立国を

実現するに当たっては、多様な関係者による積極的な取組が必要となる。このため、観光立

国の実現の歩みを概括的に示すため、この基本計画の期間中における代表的かつ分かりやす

い基本的な目標を以下のとおり具体的に定めることとする。（※ 二重線枠内 は、主たる目

標） 

 

１．観光による国内消費の拡大 
 

わが国観光地の魅力が向上し、国際競争力が高まることで、国内における観光旅行消費

を拡大し、経済の活性化や雇用の拡大を実現する。その達成状況を測る指標として、以下

を目標値とする。 

 

○ 国内における観光旅行消費額を平成 28 年までに○○兆円【新規雇用●●人相当】（う

ち日本人国内宿泊旅行△△兆円【新規雇用▲▲人相当】、日本人国内日帰り旅行□□兆

円【新規雇用■■人相当】、訪日外国人旅行××兆円【新規雇用■■人相当】）にする

ことを目標とする。 

【平成 21 年度：22.1 兆円（うち日本人国内宿泊旅行 14.9 兆円、日本人日帰り旅行 4.8 兆円、訪日

外国人旅行 1.2 兆円）（現行公表値）】 

 

○ 観光ＧＤＰ（※１）のＧＤＰ全体に占める割合を○％にすることを目標とする。 

【平成 20 年：2.0％(TSA ベース)】 

（※１）「観光 GDP」とは国内総生産（GDP）のうち、旅行・観光に由来する分。 

 

２．訪日旅行の拡大・充実 
 

訪日外国人旅行者数を増加させると同時に、それらの旅行者の満足度を向上することで、

外国人の日本に対する評価を高める。その達成状況を測る指標として、以下を目標値とす

る。 

 

○ 訪日外国人旅行者数を平成 25 年までに 1,500 万人、平成 28 年までに 2,000 万人にす

ることを目標とする。 

【平成 22 年：861 万人】
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○ 平成 28 年までに、ビジット・ジャパン事業対象市場における訪日旅行認知率を○％と

し、また、訪日旅行選好率を△％にすることを目標とする。（※１） 

【平成 22 年：訪日旅行認知率□％、訪日旅行選好率×％】 

  （※１）「訪日旅行認知率」とは、日本を旅行目的地として認知している人の率を、「訪日旅

行選好率」とは、日本を優先度の高い旅行先として考えている人の率をいう。 

 

○ 訪日外国人消費動向調査で「大変満足」と回答する割合及び「必ず再訪したい」と回

答する割合を平成 28 年までに○％以上増加させることを目標とする。 

【平成 22 年 7-9 月期：「大変満足」の回答割合 35％、「必ず再訪したい」の回答割合：50％】 

 

○ 訪日外国人旅行者に占めるリピーター（訪日回数の合計が２回以上の者をいう。）と

して想定される人数を平成 28 年までに○万人とすることを目標とする。 

【平成 22 年：△万人】 

 

○ 訪日外国人旅行者のうち、若年層（20－29 歳。以下同じ。）として想定される人数を

平成 28 年までに○万人にすることを目標とする。 

【平成 22 年：△万人】 

 

○ 訪日外国人の日本各地への来訪を促進することで、平成 28 年までに、訪日外国人が

地方（三大都市圏以外の地域）に宿泊滞在する割合を○％にすることを目標とする。 

【平成 21 年：△％】 
 

３．国際会議その他の海外からの相当数の参加者を伴う行事（MICE
マ イ ス

）の開催・誘致の拡大 

 
訪日旅行のうち、特に経済効果が高く、また地域の国際化・活性化等にも大きく貢献す

るＭＩＣＥの開催・誘致を拡大する。その達成状況を測る指標として、以下を目標値とす

る。 

 

○ 平成 28 年までに、我が国における国際会議の開催件数（※１）を○件、国際会議に参

加する外国人参加者数（※２）を△人にすることを目標とし、アジアにおける最大の開

催国を目指す。 

【平成 21 年：国際会議の開催件数 538 件、外国人参加者数□人】 

（※１）「国際会議の開催件数」の国際会議は、国際団体連合（ＵＩＡ）の基準によるもの。 

（※２）「国際会議に参加する外国人参加者数」の国際会議は、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

の基準によるもの。 

○ 国際展示会をはじめ、国際会議以外のＭＩＣＥに係る指標については、平成 23 年度

から所要の検討を行い、平成 24 年度より、統計が整備されたものから順次目標値を

設定する。 

【実績値無し】 
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４．国民の観光旅行の拡大・充実 
 
 国民が観光旅行に出かける機会を増大する。特に、若い世代の旅行離れの傾向に歯止め

をかけるとともに、現在、旅行に出かけていない層を減少させる。その達成状況を測る指

標として、以下を目標値とする。 

 

○ 国民一人当たりの国内宿泊旅行（観光・帰省目的に限る。以下同じ。）の回数を平成

28 年度までに年間平均○回にすることを目標とする。そのうち、特に、若年層にお

ける回数を年間平均△回にする。 

【平成 21 年度：□回】 

（若年層の国内宿泊旅行×回） 

 

○ 年間に国内宿泊旅行を全く行わない国民の割合を平成 28 年度までに○％にすること

を目標とする。そのうち、特に、若年層における割合を△％にする。 

【平成 21 年度：□％】 

（若年層における割合×％） 

 

○ 日本人の海外旅行者数を平成 28 年までに○○万人（うち若年層の旅行者数を○○万人）

にすることを目標とし、国際相互交流を拡大させる。【Ｐ】 

【平成 22 年：1,664 万人】 

 

○ 三大都市圏からそれ以外の地方へ移転する国内宿泊旅行消費額を平成 28 年度までに

○兆円にする。 

【平成 21 年度：△兆円】 

 

○ 年次有給休暇の取得を促進し、取得率を平成 28 年度までに少なくとも○％以上にする

ことを目標とする。【Ｐ】 

【平成 21 年度：47.1％】 

 

５．観光地の魅力の向上 
 

 わが国観光地の魅力を向上し、旅行者の満足度を高めることを目標とする。その達成状

況を測る指標として、以下を目標値とする。 

 

○ 国内観光地の旅行者満足度調査において、総合満足度について「大変満足」と回答す

る割合及び再来訪意向について「大変そう思う」と回答する割合を平成 28 年度までに

○％以上増加させることを目標とする。 

【実績値無し】 

 


