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旅 行商品造成

名 産品開発 マ ーケティング

体験プランの企画、
モニターツアーの実施

地域資源掘り起しの
ためのアンケート調査

案内所で販売するた
めのお土産品の開発

地域資源を活用した観光地魅力創造事業

○地域の伝統文化、美しい自然、歴史的景観、豊かな農山漁村、魅力ある食文化等、地域の観光資源を活かした着地型
旅行商品の造成や名産品の開発等を支援することにより、魅力あふれる観光地域づくりを推進。

Ｈ２９年度予算：２７０百万円

単一市町村、観光協会、交通事業者、旅行業者、地域づくりの取組
を実施する者等により構成される協議会

支援対象事業

支援詳細

個別事業の実施に必要な経費の総額の２分の１以内の金額を予算の
範囲内で負担（最大3年間）

計 画策定

観光地域づくりに関する基本
的な計画の策定など

マ ーケティング
商品造成に必要なニーズ調査
や動向調査など

旅 行商品造成

モデルコース・体験プランの
企画、モニターツアー、造成
した旅行商品のPRなど

名 産品開発

地元の産品を活用したお土産
品の造成など

情 報発信

パンフレット・Webページ作
成、PR動画作成など

機 能強化

遊休施設改築や、ツアーデス
ク設置、バリアフリー化など

受 入環境整備

看板の多言語化やWi-Fi整備、
二次交通の実証実験など

シ ステム開発

予約システムの導入や周遊ア
プリの開発など

支援対象事業者

支援内容

国で実施可能な事業 （旅行商品等の造成に係る事業）

上記事業にあわせて地域が自主的に実施する事業の例
（情報発信・受入環境整備等に係る事業）

事業イメージ

地域資源の磨き上げのため、戦略的かつ一体的な取組を行う地域に対
して旅行商品の造成等を支援

計画の策定
（目標、事業内容）

地域の魅力を
高める取組

取組の結果を
踏まえた計画の
見直し

マーケティングの
実施
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共通の観光資源（世界遺産、日本遺産、社寺、酒蔵等）により、観光振興を図る各地域をネットワーク化し、共
同プロモーション等の取組を通じた、モデルケース形成を支援する。

地方誘客の促進とネットワークの自立、継続する仕組み構築を目指す。

テーマ別観光による地方誘客事業 平成２９年度予算額 １５１百万円

各地域旅行者 地域連携協議会

期待される効果

Ｚ地域Ｘ地域

Ｗ地域Ｙ地域

同じテーマで観光振興
を図る複数地域による
地域連携協議会の設置
によるネットワーク化を
促進、情報発信力を強
化

ネットワークの構築
・地域連携協議会の設立

ネットワーク間の共同での取組
・マーケティング
・共通パンフレット
・周遊クーポン等の作成
・周遊プランの形成
・共同プロモーション
・共同サイト開設

ネットワークの拡大推進
・シンポジウム開催
・共通マニュアル作成 等

事業概要

ネットワーク化

国による支援例

地域連携協議会の設立

各地域の市町村や
関係団体等から構成

地域連携協議会の設立・準備

各地域間の情報共有と
共通した取組の実施

事業の流れ

地域連携協議会の構成

・酒造ツーリズム
・エコツーリズム
・ロケツーリズム
・近代建築ツーリズム
・街道観光
・社寺観光
・明治日本の産業革命遺産

Ｈ２８年度の実施テーマ

・我が国の固有のテーマを
探求したいリピーター等に
質の高い旅行を提供し、特
定のテーマに関心の高い旅
行者にとって、より魅力的な
旅行を享受

・新たなテーマ設定による地
域の観光資源の発掘

・旅行者の地方誘客動機を促
し、新たな需要を創出

・地域間で課題や成功事例
を共有することによる、効
果的な観光振興策の推進

ネットワークの自立、継続のため、必要に応じ
複数年の支援も予定

１年目
・ネットワークの構築
・マーケティング

３年目
・共通マニュアル作成
・周遊プラン形成

２年目
・共同サイト開設
・共同プロモーション
・モニターツアー開催

４年目～
・ネットワークの自立

性、継続性の確立

例支援計画
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訪日外国人旅行者に酒類製造場で販売した酒類に係る酒税の免税制度の創設

消費税が免税となる輸出物品販売場の許可を受けた酒類製造場において、訪日外国人旅行者へ販売する酒類について、消費税に加え
酒税を免税とすることにより、地方における酒蔵ツーリズムを振興し、もって日本産酒類の認知度向上を通じた輸出促進を図る。

施策の背景

○ 「日本再興戦略2016」 （平成28年６月２日閣議決定）（抜粋） 第２・Ⅳ・⑵・ｖ） クールジャパンの推進
日本産酒類については、「日本産酒類の輸出促進連絡会議」の下で、日本食等と併せ、在外公館や国内外における多様な人的ネットワークやコンテンツ等を活用した情報発信、訪

日外国人旅行者等に対する酒蔵ツーリズム等のプロモーションの充実や免税店制度の活用、地理的表示制度の活用による付加価値の向上等を図るとともに、関係省庁やJETROに
よる販路拡大支援、輸出先国における環境整備等の課題を整理した上で政府一体となって取り組む。

（参考）「明日の日本を支える観光ビジョン」における新たな目標
・訪日外国人旅行者数 2020年4,000万人、2030年6,000万人
・訪日外国人旅行消費額 2020年８兆円、 2030年15兆円
（※平成28年３月30日 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定）

日本産酒類の輸出促進に向けた現状と課題 ・訪日外国人旅行者は、2015年1,974 万人に達し、
順調に増加

・2014年度の消費税免税制度拡充により、
免税の対象品目に消耗品が加わったことから、
化粧品、酒等の消耗品の消費額も大幅に増加

酒蔵ツーリズムの振興により、日本産酒類の消費の拡大、もって
海外での日本産酒類の認知度向上を通じた輸出促進を図ることが重要

要望の結果

訪日旅行者 酒蔵訪問
輸
出
物
品
販
売
場
の
許
可

消費税免税
＋

酒税免税

帰国

地方の酒蔵ツーリズムの振興

酒類購入

地方における外国人旅行消費の拡大
日本産酒類の認知度向上を通じた輸出促進

酒類の輸出金額の推移

出典：財務省貿易統計

好調な訪日動向

8,135 
10,846 

14,167 

20,278 

34,771 

622 836 
1,036 

1,341 

1,974 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2011 2012 2013 2014 2015

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査、日本政府観光局（JNTO)

旅行消費額（←左目盛） 訪日外国人旅行者数（→右目盛）

（年）

（万人）
（億円）

旅行消費額と訪日外客数の推移

・日本産酒類の輸出促進に向け
て取組を進めてきた結果、
2015年の酒類の輸出金額は、
2012年（206億円）の２倍近くと
なる390億円と過去最高を記録

・今後、日本産酒類の輸出拡大
を目指す上で、外国人に全国
各地で「日本の酒」を体験して
もらい、世界に知られていない
「日本の酒」の魅力を知っても
らうことが必要

対象者：訪日外国人旅行者
場 所 ：輸出物品販売場(※)の許可を受けた酒類製造場（酒蔵）
※ 非居住者に対して一定の物品を所定の手続きで販売する

場合に、消費税が免除される販売場（消費税法第８条）

物 品 ：酒類（日本産酒類の全品目が対象）

酒税を免税とする制度を創設する。
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●通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案
背景・必要性

法案の概要

◆ 地域における受入環境整備

・現在、通訳案内士は都市部に偏在するとともに、資格保有言語も英語への偏りがあり、量的
に圧倒的に不足し、多様化するニーズに対応不可能。

・長期滞在する訪日外国人旅行者や増加するリピーターによる、地域独自の文化や産業の体
験・交流などを重視した旅行商品（いわゆる地域体験・交流型旅行商品）に対するニーズの高
まり。

【目標・効果】
地方部への外国人旅行者数の拡大による地方創生、旅行の安心・安全の向上による質の高い観光交流の実現
（ＫＰＩ） 訪日外国人旅行者数 2404万人（2016年推計値）⇒4000万人（2020年） 訪日外国人旅行消費額 ３．７兆円（2016年速報）⇒８兆円（2020年）

地方部（三大都市圏以外）での外国人延べ宿泊者数 2514万人（2015年）⇒7000万人（2020年）

旅行の安全・取引の公正確保等

【通訳案内士の質の向上】 （通訳案内士法関係）
試験科目の見直し →緊急時対応等通訳案内士の実務に係る科目の追加
通訳案内士に対する定期研修受講の義務付け →通訳案内の実務等、ガイドに必要な
知識の更新

【地域を巡る旅行の促進】 （旅行業法関係）
地域の観光資源・魅力を生かした体験・交流型旅行商品の企画・販売の促進に
向けた見直し
→「旅行業務取扱管理者」の営業所への配置に関する規制を緩和

• 地域に限定した知識のみで取得可能な地域限定の旅行業務取扱管理者の資
格制度の創設

• １名の旅行業務取扱管理者による複数営業所兼務の解禁
⇒ホテル・旅館等による地域体験・交流型旅行商品の企画・販売の促進

【旅行サービス手配業に係る制度の創設】（旅行業法関係)
旅行サービス手配業の登録制を創設

① 旅行の安全、旅行者の利便等を確保するため、管理者の選任、書面
の交付等を義務付け

② 旅行の安全、旅行者の利便等を害する旅行サービス手配業者に対す
る業務改善命令、業務改善命令違反の場合には登録を取消し（欠格
期間：５年間）

等

【通訳ガイドの量の確保】 （通訳案内士法関係）
幅広い主体による通訳ガイドを可能にするため、業務独占規制を廃止
地域ガイド制度の創設 →自治体の計画策定・研修実施による資格取得 等

※旅行サービス手配業者：旅行業者から委託を受け、運送手段や宿泊
施設、ガイド等を手配する者をいう。

＜旅行者と旅行サービス手配業者等との関係＞

旅

行

者

旅

行

業

者

旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者

バ
ス
・
ホ
テ
ル
等

◆ 規制改革実施計画（平成28年６月２日閣議決定）
「訪日外国人旅行者の増加とニーズの多様化に対応するため、通訳案内士の業務独占規制を廃止し、名称独占のみ存続することとする。その際、業務独占規制の廃止に伴い団体旅行
の質が低下することのないよう、訪日旅行商品の企画・手配を行っているランドオペレーター等の業務の適正化を図る制度を導入する。」

【実施時期：平成28年度中に法案提出】

◆ 旅行の安全や取引の公正の確保等

・旅行サービス手配業者（いわゆるランドオペレーター）に旅行手配を丸投げすることによ
り、安全性が低下する事案の発生。

・訪日外国人旅行の一部において、キックバックを前提としたお土産屋への連れ回し、高
額な商品購入の勧誘等の実態があり、是正が必要。

地域における旅行者の受入環境整備
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・地域通訳案内士育成等基本計画策定、地域通訳案内士に対する研修実施、地域通訳案内士の登録業務（構造特区等とほぼ同様）
・「旅行サービス手配業」（ランドオペレーター）の登録業務
・地域限定旅行業における旅行業務取扱管理者の複数営業所兼務の状況確認（登録時、取扱額報告）

〈都市部・地方部別通訳案内士登録者数（平成28年4月現在）〉

地方自治体の新たな業務

都市部：東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、京都、兵庫



  平成 ２８年 ３月 １６日 
観     光     庁 

 
入れ墨（タトゥー）がある外国人旅行者の入浴に関する対応について 

～外国人旅行者がより温泉のよさを満喫できるために～ 
 

 
観光庁では、外国人旅行者が急増する中、各地の入浴施設における入れ墨がある

方の入浴に関する対応について、昨年よりアンケート調査や聞き取り調査等の実態

調査を行いました。 

この度、その調査結果を踏まえ、入れ墨がある外国人旅行者の入浴に関する留意

点や対応事例をとりまとめ、個別の施設の対応改善を促すことにしました。 
 

 
【背景】 

 入れ墨がある方の入浴については、外国人と日本人で入れ墨に対する考え方

に文化的な違いがあり、すべての方を満足させる一律の基準を設けることは困

難であると考えています。 

しかしながら、外国人旅行者が急増する中、入れ墨がある外国人旅行者と入

浴施設の相互の摩擦を避けられるよう促していく必要があります。 

このため、観光庁においては、入れ墨がある外国人旅行者の入浴に関する留意点

や対応事例をとりまとめ、個別の施設の対応改善を促すことにしました。 
 
【具体的取組み】 

■観光庁より入浴施設への働きかけ 

具体的な対応方法を例示として整理し、業界団体等を通じ各地の入浴施設に

周知します。これらを参考としていただき、今後それぞれの施設における対応

改善を促します。 
 

（対応事例）※詳細は別紙のとおり 

①シール等で入れ墨部分を覆うなど、一定の対応を求める方法 

②入浴する時間帯を工夫する方法 

③貸切風呂等を案内する方法 
 
■観光庁より外国人旅行者への働きかけ 

JNTOや各旅行会社の HP、パンフレット等様々なチャンネルを通じて、以下の情報提

供をしていきます。 

・我が国においては、入れ墨に対する独特なイメージがあること 

・入れ墨をしている場合は、一定の対応を求められる場合があること 
 
＜添付資料＞ 

・入れ墨（タトゥー）がある外国人旅行者の入浴に際し留意すべきポイントと対応事例 
 

【問い合わせ先】   

観光庁 観光地域振興部観光資源課  大岡、赤道 

代表 03-5253-8111（27802、27806）、直通 03-5253-8924、FAX 03-5253-8930 

観光産業課                西川、初谷 

代表 03-5253-8111（27302、27306）、直通 03-5253-8329、FAX 03-5253-1585 



・宗教、文化、ファッション等の様々な理由で入れ墨をしている場合があることに留意する。

・利用者相互間の理解を深める必要があることに留意する。

・入れ墨があることで衛生上の支障が生じるものではないことに留意する。

（１）一定の対応を求める方法

・シール等で入れ墨部分を覆い、他の入浴者から見えないようにする
（衛生的な入浴着等を着用する方法も考えられる）。

・入れ墨のサイズが小さく（例えば、手のひらサイズ）、他の入浴者に
威圧感を与えない場合は特別な対応を求めない。

（２）入浴する時間帯を工夫する方法

・家族連れの入浴が少ない時間帯への入浴を促すようにする。

（３）貸切風呂等を案内する方法

・複数の風呂がある場合、浴場を仕分けてご案内する。

・貸切風呂がある施設では、貸切風呂の利用をご案内する。

・宿泊施設の場合、専用風呂のある客室等をご案内する。

①留意すべきポイント

②入浴に関する対応事例

入れ墨（タトゥー）がある外国人旅行者の入浴に際し留意すべきポイントと対応事例



日本においては、入れ墨がある方への独特のイ

メージがあり、浴場において入浴が断られたり、当

該部分を隠す等の対応を求められることがあります。

温泉旅館などでは、部屋に付属のお風呂や貸し切

り風呂を利用することにより、温泉を楽しむことがで

きます。

ご存じない方は驚くとおもいますが、日本の宿泊施

設において、入浴から寝具の使用方法まで、多くの

習慣があります。これらの習慣を参考に、トラブル

に遭遇しないようにしましょう。

宿泊施設

日本文化と習慣の確認



競技団体における取組事例 
 
 

 日本ラグビーフットボール協会（来日する各国チームのチームマネージャーへの周知） 

 

Note 

 Players are asked to cover tattoos with strapping/large plasters,or they may ask you to leave 

from the gym and pool as tattooed customers are not allowed (tattoos are not fashion or 

sacrament statement in Japan). 

  A quotation from Team Manager’s Handbook（TOKYO SEVENS 2015） 

 
 
 
 


