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2020年・2030年の目標達成のために実施すべき取組

○ 昨年３月に策定された 「明日の日本を支える観光ビジョン」における目標「訪日外国人旅行者2020年4,000万人、
2030年6,000万人」の達成に向け、3つの視点・10の改革のもと、観光施策を実施してきている。

○ 同ビジョン及び本年6月に策定された「未来投資戦略2017」において、観光立国実現のための財源を検討することと
されたところ。

視 点 １
「観光資源の魅力を極め、

地方創生の礎に」

視 点 ２
「観光産業を革新し、国際競争力
を高め、我が国の基幹産業に」

視 点 ３
「すべての旅行者が、ストレスなく
快適に観光を満喫できる環境に」

■「魅力ある公的施設」を、ひろく国民、
そして世界に開放
・赤坂や京都の迎賓館などを大胆に公開・開放

■「文化財」を、「保存優先」から観光客
目線での「理解促進」、そして「活用」へ
・2020年までに、文化財を核とする観光拠点を
全国で200整備、わかりやすい多言語解説など
1000事業を展開し、集中的に支援強化

■「国立公園」を、
世界水準の「ナショナルパーク」へ
・2020年を目標に、全国５箇所の公園について
民間の力も活かし、体験・活用型の空間へと
集中改善

■おもな観光地で「景観計画」をつくり、
美しい街並みへ
・2020年を目途に、原則として全都道府県・
全国の半数の市区町村で「景観計画」を策定

■古い規制を見直し、
生産性を大切にする観光産業へ
・60年以上経過した規制・制度の抜本見直し、
ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの経営人材育成、民泊ﾙｰﾙの整備、
宿泊業の生産性向上など、総合ﾊﾟｯｹｰｼﾞで
推進・支援

■あたらしい市場を開拓し、
長期滞在と消費拡大を同時に実現
・欧州・米国・豪州や富裕層などをﾀｰｹﾞｯﾄにした
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、戦略的なﾋﾞｻﾞ緩和などを実施

・MICE誘致・開催の支援体制を抜本的に改善
・首都圏におけるﾋﾞｼﾞﾈｽｼﾞｪｯﾄの受入環境改善

■疲弊した温泉街や地方都市を、
未来発想の経営で再生・活性化
・2020年までに、世界水準DMOを全国100形成
・観光地再生・活性化ﾌｧﾝﾄﾞ、規制緩和などを
駆使し、民間の力を最大限活用した
安定的・継続的な「観光まちづくり」を実現

■ソフトインフラを飛躍的に改善し、
世界一快適な滞在を実現
・世界最高水準の技術活用により、出入国審査の
風景を一変

・ｽﾄﾚｽﾌﾘｰな通信・交通利用環境を実現
・ｷｬｯｼｭﾚｽ観光を実現

■「地方創生回廊」を完備し、
全国どこへでも快適な旅行を実現
・「ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾚｰﾙﾊﾟｽ」を訪日後でも購入可能化
・新幹線開業やｺﾝｾｯｼｮﾝ空港運営等と連動した、
観光地へのｱｸｾｽ交通充実の実現

■「働きかた」と「休みかた」を改革し、
躍動感あふれる社会を実現
・2020年までに、年次有給休暇取得率70％へ向上
・家族が休暇をとりやすい制度の導入、休暇取得
の分散化による観光需要の平準化

「観光先進国」への「３つの視点」と「１０の改革」

「未来投資戦略2017」（平成２９年６月９日、閣議決定）

「観光施策を実施するための国の追加的財源を確保するため、観光先進国を参考に、受益者
負担による財源確保を検討。」

・ 観光立国の実現による経済再生と財政健全化を両立させる観点から、引き続き観光関係
予算の適切な確保に努めるとともに、今後のインバウンド拡大等増加する観光需要に対し
て高次元で観光施策を実行するため、国の追加的な財源の確保策について検討を行う

・ 検討に当たっては、他の観光先進国の取組も参考にしつつ、観光立国の受益者の負担に
よる方法により、観光施策に充てる追加的財源を確保することを目指す

次世代の観光立国実現のための財源の検討

・ 昨今のインバウンド拡大が我が国の経済、社会、人々の暮らしに変化を及ぼ
し、観光が成長戦略や地方創生の柱となる状況を踏まえて、今後さらに増加
する観光需要に対して高次元で観光施策を実行するために必要となる国の財
源の確保策について検討を行う。

・ 検討に当たっては、他の観光先進国の取組も参考にしつつ、観光立国の受益
者の負担による方法により、観光施策に充てる財源を確保することを目指す。

「明日の日本を支える観光ビジョン」
（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）
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補正予算 当初予算

観光庁予算の推移

観光庁発足
（Ｈ20.10）

（単位：億円）

（注）補正予算については、翌年度に計上している。
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地方自治体 平成２９年度予算（観光関連）①

〇自治体の財政状況や政策の優先順位等により自治体間で予算規模に大きな差
〇年度によって観光予算規模が変動する自治体や観光予算が減少傾向の自治体もある

No. 都道府県名
H29当初予算額
（千円）

H28当初予算額
（千円）

H27当初予算額
（千円）

前年度比
H29/H28

前年度比
H28/H27

合 計 72,673,669 68,086,712 69,465,182 1.07 0.98

1東京都 16,403,000 15,291,000 28,622,000 1.07 0.53

2沖縄県 7,374,123 16,144,008 8,506,486 0.46 1.90

3鹿児島県 4,515,142 3,890,499 2,208,255 1.16 1.76

4高知県 3,696,550 1,760,245 1,340,576 2.10 1.31

5宮城県 3,232,339 1,582,387 1,602,583 2.04 0.99

6北海道 2,050,030 1,485,982 595,274 1.38 2.50

7鳥取県 2,014,908 1,290,903 1,369,817 1.56 0.94

8静岡県 1,965,792 1,688,715 1,664,495 1.16 1.01

9徳島県 1,878,927 99,500 80,700 18.88 1.23

10新潟県 1,861,184 1,663,685 1,623,105 1.12 1.03

11福島県 1,848,608 1,510,360 2,248,064 1.22 0.67

12長崎県 1,362,907 608,723 418,000 2.24 1.46

13秋田県 1,272,799 1,165,049 1,372,971 1.09 0.85

14奈良県 1,188,606 1,307,777 928,607 0.91 1.41

15山形県 1,109,857 375,048 445,917 2.96 0.84

16島根県 1,098,973 698,404 864,697 1.57 0.81

17佐賀県 1,031,461 773,518 635,778 1.33 1.22

18青森県 1,005,451 641,029 461,661 1.57 1.39

19富山県 965,674 730,562 766,768 1.32 0.95

20香川県 926,524 649,985 637,684 1.43 1.02

21千葉県 923,858 1,003,195 850,914 0.92 1.18

22福井県 901,783 979,921 1,112,048 0.92 0.88
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地方自治体 平成２９年度予算（観光関連）②

※１ 観光担当部署での計上予算額を記載（職員給与費を除く）。
※２ 財源として国等からの補助金等を充てた事業の予算額も含めて記載。
※３ 石川県のH28当初予算には別途観光ファンドへの貸付金１５０億円が計上されている。

出典：観光庁「平成２９年度都道府県・政令指定都市における観光予算等調査」

No. 都道府県名
H29当初予算額
（千円）

H28当初予算額
（千円）

H27当初予算額
（千円）

前年度比
H29/H28

前年度比
H28/H27

23石川県 861,027 1,445,468 1,578,578 0.60 0.92

24岐阜県 842,905 878,780 571,664 0.96 1.54

25長野県 805,217 775,352 552,874 1.04 1.40

26兵庫県 790,556 689,996 179,245 1.15 3.85

27大阪府 747,074 366,244 259,625 2.04 1.41

28福岡県 692,163 453,862 293,716 1.53 1.55

29山口県 684,995 372,579 240,394 1.84 1.55

30京都府 672,668 536,940 481,139 1.25 1.12

31愛知県 667,962 603,594 453,049 1.11 1.33

32和歌山県 657,692 433,911 583,491 1.52 0.74

33山梨県 640,308 803,348 916,196 0.80 0.88

34岡山県 545,185 569,427 557,043 0.96 1.02

35広島県 544,507 669,868 155,967 0.81 4.29

36熊本県 526,486 181,880 313,467 2.89 0.58

37三重県 501,921 448,123 635,836 1.12 0.70

38群馬県 494,452 280,867 177,471 1.76 1.58

39茨城県 487,825 297,025 456,383 1.64 0.65

40愛媛県 482,467 502,662 456,839 0.96 1.10

41滋賀県 455,642 311,425 276,365 1.46 1.13

42大分県 451,700 552,439 557,829 0.82 0.99

43宮崎県 430,956 431,021 408,237 1.00 1.06

44神奈川県 385,973 161,737 127,581 2.39 1.27

45栃木県 382,786 312,189 364,617 1.23 0.86

46埼玉県 240,965 150,137 157,981 1.60 0.95

47岩手県 51,741 517,343 353,195 0.10 1.46
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我が国における宿泊税について（東京都、大阪府の事例）

東京都
（平成１４年１０月～）

大阪府
（平成２９年１月～）

納税義務者 宿泊客 宿泊客

税率
１万円～１４９９９円 １００円
１万５千円～ ２００円

１万円 ～ １４９９９円 １００円
１万５千円～１９９９９円 ２００円
２万円～ ３００円

税収 ２４．６２億円（平成２８年） １０．９億円（平年度見込み）

使途 観光振興
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（単位：百万円）
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地方自治体における観光関連の法定外税等の状況

自治体 税目 納税義務者 税率 税収 税収の使途 区分

温 泉 の 所 在 す る
９７６自治体

入湯税 入湯客 １日 １５０円
２２７億円
（２７年度）

観 光 振興 、鉱泉
源 の 保護 、消防
施設・環境衛生施
設

法定目的税

東京都
平成14年10月～
大阪府
平成29年1月～

宿泊税 宿泊客
１万円～１万４９９９
円／泊 １００円

等

２４．６２億円
（２８年度）
（東京都）

観光振興 法定外目的税

福岡県太宰府市
平成15年5月～

歴史と文化の環
境税

有 料 駐 車 場 利
用者

乗車定員１０人以
下の自動車

１００円 等

８千万円
（２７年度）

観光・産業振興、
史跡地保全・ライ
トアップ、観光案
内サイン整備 等

法定外普通税

（ 目 的 税的 普 通
税として使途を明
確にしたうえで活
用）

沖縄県伊是名村
平成17年4月～

環境協力税
旅客船・飛行機
等で入域する者

１回の入域
１００円

５百万円
（２７年度）

環境美化・保全、
観光施設の維持
整備

法定外目的税

沖縄県伊平屋村
平成20年4月～ 環境協力税

旅客船・飛行機
等で入域する者

１回の入域
１００円

３百万円
（２７年度）

環境美化・保全、
観光施設の維持
整備

法定外目的税

沖縄県渡嘉敷村
平成23年7月～

環境協力税
旅客船・飛行機
等で入域する者

１回の入域
１００円

１２百万円
（２７年度）

環境美化・保全、
観光施設の維持
整備

法定外目的税
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財源確保策の検討に当たっての主な論点について

論点 考え方（案）

観光立国の受益者について

訪日外国人は、訪日プロモーション事業、国内受入環境整備等の直接の受益者と捉え
ることができるのではないか。

日本人についていわゆる「インバウンド銘柄」とされるような特定の業種、業態等を観光
立国の受益者と捉えるべきか。

他方、観光が既に大きな経済波及効果を有している現状に照らせば、特定の業種、業
態等に限定すべきではないのではないか。

インバウンド施策による出入国環境の円滑化、航空ネットワークの拡充、空港アクセス
等公共交通機関の利便性向上等については、日本人も受益者ではないか。

観光財源を充当する施策（使
途）について

訪日プロモーション、出入国環境整備、国内受入環境整備等といった観光立国のため
の施策に充当し、観光財源によりこれらの施策が安定的に遂行・拡充することが考えら
れるのではないか。

訪日外国人は、訪日プロモーション事業、国内受入環境整備等の直接の受益者と捉え
ることができるのではないか。【再掲】

インバウンド施策による出入国環境の円滑化、航空ネットワークの拡充、空港アクセス
等公共交通機関の利便性向上等については、日本人も受益者ではないか。【再掲】

訪日旅行需要への影響につ
いて

需要への影響は、財源の使途と負担額など、受益と負担の関係がポイントではないか。
訪日旅行需要を牽引するLCCや定期航路等を利用する相対的に低運賃の旅客につい
ては、近隣アジア諸国との競争環境や国・地方の路線誘致策との関係等も踏まえて、
影響を勘案する必要があるのではないか。

財源確保として適正な手法に
ついて

国際社会における内外無差別原則からは、受益と負担の関係で外国人のみに負担を
求める行為は、極めて限定されるのではないか。

租税とその他の比較については、諸外国においても様々であり、我が国の受益者負担
による手法を参考にしながら、負担者の理解を得やすく、徴収を含め円滑な執行が可
能な仕組みとする等の観点を踏まえ検討すべきではないか。
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単位：億円

訪日外国人旅行消費額の製品別輸出額との比較（2016年）【再掲】

※観光、造船・舶用品、農林水産物以外の各製品の金額は貿易統計（財務省）確報より算出。
※造船・舶用品、農林水産物以外の金額は2016年の数値。
※造船・舶用品の金額は2014年の確報値で、海事局データより算出。
※農林水産物の金額は農林水産省公表値で、2015年の確報値。
※映像機器にはテレビの輸出額を含む。
※カッコ内に記載の品名は、貿易統計における品名を示す。

○ 2016年の訪日外国人旅行消費額は3兆7,476億円で、電子部品の輸出額を超える水準となっている。

（半導体等電子部品） （科学光学機器）（船舶類） （テレビ受像機） （電気冷蔵庫）（自動車の部分品）
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2016年の訪日外国人旅行消費額

3兆7,476億円
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単位：兆円

各産業の経済規模（国内産出額ベース）【再掲】

※観光以外の各産業の金額は国民経済計算産業連関表（内閣府）より算出。

※観光の金額は輸入分を除いた金額を示す。

※金額は平成25年の値。

※建設は土木の産出額を含む。
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※観光は「旅行・観光消費動向調査」、「訪日外国人消費動向調査」より算出。



単位：兆円

各産業の経済規模（付加価値合計）【再掲】

※観光以外の各産業の金額は国民経済計算産業連関表（内閣府）より算出。
※観光の金額は輸入分を除いた金額を示す。

※金額は平成25年の値。

※建設は土木の産出額を含む。
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※観光は「旅行・観光消費動向調査」、「訪日外国人消費動向調査」より算出。



近年における我が国の国際航空路線の新規開設事例

11

2015年度以降の我が国の国際定期航空路線の新規路線（予定を含む）の事例 ※代表的な路線を抽出

空港 ｺｰﾄﾞ 航空会社名 国籍 路線等 週便数 開設日 備考

成田 NH 全日空 日本 成田＝ﾋｭｰｽﾄﾝ 7/W 2015/6/12

成田 NH 全日空 日本 成田＝ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ 7/W 2015/9/1

成田 NH 全日空 日本 成田＝ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ 7/W 2015/10/25

成田 NH 全日空 日本 成田＝ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ 7/W 2016/9/1

成田 NH 全日空 日本 成田＝ﾒｷｼｺｼﾃｨ 7/W 2017/2/15

成田 JL 日本航空 日本 成田＝ﾀﾞﾗｽ 4/W 2015/11/30

成田 JL 日本航空 日本 成田＝ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ 7/W 2017/9/1

成田 JL 日本航空 日本 成田＝ｺﾅ 7/W 2017/9/15

成田 PO LOTﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ航空 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ ﾜﾙｼｬﾜ＝成田 3/W 2016/1/13 新規就航

成田 IB ｲﾍﾞﾘｱ航空 ｽﾍﾟｲﾝ ﾏﾄﾞﾘｰﾄﾞ＝成田 3/W 2016/10/18 1998.11以来の再開

成田 QF ｶﾝﾀｽ航空 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ=成田 7/W 2016/12/16

成田 R3 ﾔｸｰﾂｸ航空 ﾛｼｱ ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ=成田 2/W 2017/1/31 新規就航

成田 XT ｲﾝﾄﾞﾈｼｱｴｱｱｼﾞｱX ｲﾝﾄﾞﾈｼｱｴｱ ﾃﾞﾝﾊﾟｻｰﾙ＝成田 7/W 2017/5/25 新規就航

成田 OS ｵｰｽﾄﾘｱ航空 ｵｰｽﾄﾘｱ ｳｨｰﾝ＝成田 5/W 2018/5/18 2016.9休止の再開見込み

成田 AC ｴｱ･ｶﾅﾀﾞ ｶﾅﾀﾞ ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ＝成田 7/W 2018/6/1 開設予定

羽田 NH 全日空 日本 羽田＝ｼﾄﾞﾆｰ 7/W 2015/12/11 深夜早朝便

羽田 NH 全日空 日本 羽田＝広州 7/W 2015/10/25

羽田 NH 全日空 日本 羽田＝ﾆｭｰﾖｰｸ 7/W 2016/10/30

羽田 NH 全日空 日本 羽田＝ｼｶｺﾞ 7/W 2016/10/30

羽田 NH 全日空 日本 羽田＝ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ 7/W 2016/10/30 深夜早朝便

羽田 JL 日本航空 日本 羽田＝ﾆｭｰﾖｰｸ 7/W 2017/4/1

羽田 QF ｶﾝﾀｽ航空 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ｼﾄﾞﾆｰ＝羽田 7/W 2015/8/1 深夜早朝便

羽田 HA ﾊﾜｲｱﾝ航空 米国 ｺﾅ=羽田 3/W 2016/12/21 深夜早朝便

羽田 DL ﾃﾞﾙﾀ 米国 ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ=羽田 7/W 2016/10/30

羽田 NZ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ航空 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ＝羽田 3/W 2017/7/21 深夜早朝便

関西 NZ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ航空 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ＝関西 3/W 2016/11/4

関西 D7 ｴｱｱｼﾞｱX ﾏﾚｰｼｱ ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ＝関西＝ﾎﾉﾙﾙ 4/W 2017/6/28 以遠便

関西 BL ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰ・ﾊﾟｼﾌｯｸ ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾊﾉｲ－関西－ﾀﾞﾅﾝ 4/W 2017/9/1 新規就航

関西 TR ｽｸｰﾄ航空 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ＝関西＝ﾎﾉﾙﾙ 4/W 2017/12/19 以遠便

中部 AC ｴｱ･ｶﾅﾀﾞ ｶﾅﾀﾞ ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ＝中部 3/W 2017/6/2

中部 UO 香港ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 香港 香港＝中部＝ｸﾞｱﾑ 3/W 2017/10/29 開設予定

新千歳 D7 ｴｱｱｼﾞｱX ﾏﾚｰｼｱ ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ＝新千歳 4/W 2015/10/2

福岡 AY ﾌｨﾝｴｱｰ ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ ﾍﾙｼﾝｷ＝福岡 3/W 2017/4/28

広島 MI ｼﾙｸｴｱｰ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ＝広島 3/W 2017/10/30 新規就航予定



地方空港における国際航空ネットワークの展開【再掲】

ソウル：７便 香港：２便
台北：３便 上海：７便

高雄：３便

熊本空港

ソウル：５便 香港：３便 台北：７便

上海：７便 成都(上海)：７便
大連：５便 北京(大連)：５便

広島空港（７都市３９便）

ソウル：３便 香港：１０便
台北：４便 上海：２便

バンコク：７便 クアラルンプール：４便
ソウル：４１便 釜山：９便 香港：１４便
高雄：５便 台北：２４便 上海：１５便
天津：２便 北京：５便 グアム：２便
ユジノサハリンスク：３便 ホノルル：３便
シンガポール(台北)：３便 杭州：３便
テグ：３便 南京：２便 長沙：２便

新千歳空港（１８都市１４７便）

ソウル：３便 台北：７便 上海：４便

小松空港（３都市１４便）
ソウル：３便 香港：２便

米子空港（２都市５便）

ソウル：３便 上海：２便
ハルビン：２便

新潟空港（３都市７便）

ソウル：５便 台北：８便
グアム：２便 上海：２便 北京(上海)：２便

仙台空港（５都市１９便）

ソウル：３便 香港：２便 台北：２便

宮崎空港（３都市７便）

ソウル：５便 香港：４便
台北：６便 上海：５便

高松空港（４都市２０便）

2017年夏期スケジュール当初の定期旅客便数。
便数は週当たりの往復便数。
就航都市数には経由地も含む。【表記：行き先（経由地）】
（2017年夏期事業計画認可をもとに作成）

ソウル：４便 上海：２便

シンガポール：７便 バンコク：７便
マニラ：１０便 ハノイ：２便
ホーチミン：２便 マカオ：３便
グアム：７便 ホノルル：５便
ソウル：１０８便 テグ：２１便 釜山：５６便
香港：２１便 高雄：５便 台北：３２便
上海：２８便 青島：７便 大連：７便
香港(台北)：７便 武漢(上海)：７便
北京(大連)：７便 北京(青島)：７便

福岡空港（２１都市３５６便）

ソウル：６便

大分空港

上海：４便

旭川空港

大連：２便 ソウル７便 釜山３便

北九州空港（３都市１２便）

上海：６便

ソウル：３便 台北：４便
上海：２便 大連：２便

富山空港（４都市１１便）

ソウル：５便 上海：３便

佐賀空港（２都市８便）

台北：１１便 天津：２便

函館空港（２都市１３便）

ソウル：５便 台北：４便 杭州：４便
寧波：２便 瀋陽：２便
上海：７便 武漢(上海)：７便

静岡空港（７都市３１便）

上海：２便

松山空港

岡山空港（４都市１９便）

ソウル：４９便 釜山：６便 香港：２４便
高雄：４便 台中：２便 台北：５６便
杭州：４便 上海：２１便 天津：２便
南京：５便 北京：４便
西安： ２便 バンコク： ７便

那覇空港（１３都市１８６便）

長崎空港（２都市６便）

香港：５便 台北２便

新石垣空港（２都市７便）

茨城空港

鹿児島空港（４都市１９便）

ソウル：３便

青森空港

2012Sから2017Sの地方空港に
おける定期国際旅客便の増加

524便→950便（約81％増）
＊2016夏期スケジュール当初は814便(約16％増)

空港名：2012S→2017S
新千歳： 9都市54便 →18都市147便

福岡：19都市229便→21都市356便
那覇： 6都市45便 →13都市186便

※2012年(時刻表)・2017年(事業計画認可)で集計しているため参考値。

12



2020年・2030年の目標達成のため必要な施策の一例

13

○ 訪日プロモーションの強化

デジタルマーケティングの強化

欧米豪・富裕層向けプロモーションの強化

JNTOの体制強化

○ 出入国環境整備

空港・港湾におけるCIQ体制・保安体制の強化・迅速化

○ 受入環境整備

観光案内所の拡充

Wi-Fi環境の充実、案内標識の多言語化、多言語デジタルサイネージの設置

地方の観光地における二次交通や拠点となる空港・港湾のアクセス交通の利便性向上



名称 負担者 代行納付者 納付先 根拠規定

再生ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金 電気使用者 小売電気事業者 費用負担調整機関
電気事業者による再生ｴ
ﾈﾙｷﾞｰ電気の調達に関す

る特別措置法

空港使用料
（着陸料等）

航空会社 ー 国 航空法等

迎賓館参観料 施設参観者 ― 国 会計法等

電波利用料 無線局の免許人等 （納付受託者） 国 電波法

我が国の財源確保の手段①

名称 負担者 代行納付者 納付先 根拠規定

工事負担金
工事により著しく
利益を受ける者

ー
公物管理者である
地方公共団体等

道路法、港湾法、海岸
法、河川法等

適正化事業負担金 貸切バス事業者 ー 適正化事業実施機関 道路運送法

14

① 法令上の受益者負担金

② その他の法令上の受益者負担の事例



名称 納税者等
使途

（使途が規定されている法律）
スキーム

電源開発促進税 一般送配電事業者
発電施設（原子力、水力、地熱）の設置
促進等
（特別会計に関する法律等）

一般会計から特別会計に繰入

航空機燃料税 航空機の所有者等
空港の緊急な整備等
（特別会計に関する法律）

一般会計から特別会計へ繰入

自動車重量税
自動車検査証の交
付を受ける者等

法令に基づく地域における指定疾病に係
る補償給付費用及び公害保健福祉事業
（公害健康被害の補償等に関する法律）

一般会計から（独）環境再生
保全機構への交付を通じて指
定地域自治体へ納付

牛肉等関税 対象食肉の輸入者
食肉の流通の合理化その他畜産の振興施
策の実施
（肉用子牛生産等特別措置法）

一般会計から支出

15

我が国の財源確保の手段②

③ 我が国における租税の事例



我が国の空港で課されている料金
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料金 徴収主体 徴収対象 料金率 使 途

着陸料

空港管理者

（コンセッション
空港においては
運営権者）

航空機

【国内線】B767 １機あたり 227,500円
（1人あたり換算 1,126 円）

【国際線】B767 １機あたり 396,000円
（1人あたり換算 1,960円）

滑
走
路
等
の
維
持
管
理

航空機

【国内線】B767 １機あたり 10,630円
（1人あたり換算 53 円）

【国際線】B767 １機あたり 26,800円
（1人あたり換算 133 円）

停留料

保安料
航空旅客又は航
空貨物

【国内線】103円／旅客1人
309円／貨物1ｔ

【国際線】 約96円／旅客1人
約286円／貨物1ｔ

保
安
対
策

航行援助
施設利用料

国土交通大臣

航空機
（離着陸）

航空機（通過）

【国内線】B767 １機あたり 154,236 円 （東京-
札幌） （1人あたり換算 764 円）
【国際線】B767 １機あたり 177,125 円 （東京-香
港） （1人あたり換算 877 円）

航
空
管
制

サ
ー
ビ
ス

旅客取扱施設
利用料
(PSFC)

空港機能施設
事業者

航空旅客
羽田 国際線出発 2,570円／旅客1人
成田（1,2TB） 国際線出発 2,090円／旅客1人 等

航
空
旅
客

取
扱
施
設

〇現在、我が国の空港では、以下のような料金を賦課し、空港の維持管理、航空管制サービスの運営費用等に充てている。

（注）着陸料、停留料、保安料、航行援助施設利用料については、羽田空港に着陸し、停留するB767（最大離陸重量134t、騒音値約97EPNdB、289人乗りの機材）で、
搭乗率約70%の場合の例



我が国空港の旅客取扱施設利用料(PSFC)について

○ 旅客ターミナルビルの共用スペース等旅客が使用する諸施設の整備・運営の原資とするため、空港ビル会社（空港会社）が空
港法に基づき、旅客から徴収。
○ 利用料は、航空会社が航空運賃とともに徴収（オンチケット方式）し、空港ビル会社へ支払われる。

利用料一覧（平成29年８月現在）

種別 空港名 内際

H22.3 H26.4

1,000円 1,030円

H22.10 H26.4

2,000円 2,570円

H17.4 H23.4 H26.4

100円 170円 290円

H22.3 H26.4

500円 520円

H27.10

100円

H11.5 H26.4

945円 970円

H24.10 H26.4

300円 310円

H18.4

100円

H26.2

1,000円

金額推移（上段：適用時期　下段：金額）

那覇 国際線

国内線

福岡 国際線

北九州

国際線

国内線

国
管
理
空
港

新千歳 国際線

東京国際

国際線

国内線

百里

国際線

種別 空港名 内際

S53.5 S54.1 S56.12 H9.4 H26.4

1,000円 1,500円 2,000円 2,040円 2,090円

H27.4

1,020円

H27.4

440円

H27.4

380円

H17.2 H26.4

2,500円 2,570円

H17.4 H20.10 H26.4

200円 300円 310円

H6.9 H9.4 H26.4

2,600円 2,650円 2,730円

H24.10 H25.6 H26.4

1,500円 1,200円 1,230円

H24.10 H26.4

400円 410円

H24.10 H26.4

350円 360円

金額推移（上段：適用時期　下段：金額）

国内線

関西国際

国際線
（第1TB）

国際線
（第2TB）

国内線
（第2TB・出発）

国内線
（第2TB・到着）

会
社
管
理
空
港

成田国際

国際線
（第1,2TB）

国際線
（第3TB）

国内線
（第1,2TB）

国内線
（第3TB）

中部国際

国際線
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我が国の港湾で課されている料金

〇各港ごとに港湾管理者が条例において料金単価を設定
〇港湾管理者の判断で、多くのクルーズ船に対し、誘致促進のため、各港において入港料及び岸壁使用料の減免措置を実施

博多港
（福岡市）

長崎港
（長崎県）

神戸港
（神戸市）

大阪港
（大阪市）

横浜港
（横浜市）

東京港
（東京都）

入港料
（単価

円／トン）

356,918円 0円 370,645円 370,645円 370,645円 370,645円

2.6円 なし 2.7円 2.7円 2.7円 2.7円

岸壁使用料
（単価

円／トン）

1,256,076円 576,559円 1,379,623円 1,379,623円 1,379,623円 1,379,623円

9.15円 4.2円 10.05円 10.05円 10.05円 10.05円

合計
1,612,994円

（1人換算420円）

576,559円
（1人換算150円）

1,750,268円
（1人換算456円）

1,750,268円
（1人換算456円）

1,750,268円
（1人換算456円）

1,750,268円
（1人換算456円）

クルーズ船へ
の減免措置

入港料：減免なし
岸壁使用料：
20%～50％減額

岸壁使用料の半
額を補助（一定要
件を満たす場合）

入港料、岸壁使
用料：免除

入港料、岸壁使
用料：免除

入港料、岸壁使
用料ともに、寄港
回数等に応じて
50%～100%減額

寄港船舶の船型
（大きさ）等により
異なる（減免割合
非公表）

注． 港名のかっこ書きは各港の港湾管理者
‘Voyager of the Seas 全長311.12m、定員3,840人、総トン数137,276トンが12時間停泊した場合の料金を試算
これらに加え、旅客施設使用料等も必要
各港湾管理者（地方公共団体）の条例、聞き取り調査をもとに国土交通省港湾局調べ
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諸外国における出国旅客負担の事例

豪州 台湾 韓国 中国 香港 英国

名称 出国旅客税 空港サービス税 出国納付金 空港管理費 航空旅客税 航空旅客税

対象者 出国旅客 出国航空旅客 出国旅客 空港出発旅客 出国航空旅客 空港出発旅客

徴収額
60豪ドル

（約5,230円）
500台湾ドル

（約1,810円）

航空:10,000ｳｫﾝ
（約900円）

船舶:1,000ｳｫﾝ
（約90円）

国内線 50元
（約840円）
国際線 90元
（約1,500円）

120香港ドル
（約1,670円）

距離、座席ｸﾗｽ
等に応じて
13ポンド

～438ポンド
(約1,860円～
約62,600円)

使途
出入国管理、
国境警備、観
光振興等

歳入の半額が観
光局予算に充当

観光振興基金に
充当

国際線利用者の
90元のうち、20
元（約330円）
が観光振興基金
に充当

一般財源 一般財源

財源規模
約750億円
(2015年)

約420億円
(2017年)

約252億円
(2015年)

不明
約336億円
(2015年)

4,370億円
(2015年)
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※円換算レート 1豪ドル=87.22円 1台湾ドル=3.61円 1韓国ウォン=0.096円 1中国人民元=16.7円 1香港ドル=13.9円 1英ポンド=142.92円



OECDによる諸外国の観光関係の公租公課の分類

○ OECDによる調査(OECD Tourism Trends and Policies 2014) では、世界各国の
観光関係の公租公課＊を以下のように分類。
＊中央政府レベルで徴収される間接税、料金、課金で主に観光関係の活動に影響するもの

①出入国
②航空旅行
③宿泊
④消費税の減免
⑤環境保護目的
⑥インセンティブ

○ 上記の公租公課の根拠や使途として以下を例示
・ 自然環境保護財源（アイスランド：宿泊税）
・ 出入国、税関、検疫、保安等の手続きに対する対価（南ア：空港サービス料）
・ 空港での安全、保安財源（NZ:航空保安料）
・ 外客消費、雇用創出目的（イスラエル:付加価値税(VAT)の還付）
・ 観光プロモーション財源（メキシコ：非移民税）
・ 観光インフラ投資促進（豪州:ホテルへの課税標準特例）
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国・地域 韓国 豪州 米国

名称 出国納付金
出国税

(Passenger Movement 
Charge:PMC)

電子渡航認証システム
(ESTA)申請料

導入年 1997年 1978年 2011年

対象
出国旅客

(2歳未満等を除く)
出国旅客

(12歳未満等を除く)
ビザ免除国からの訪米外国人

料率・税率
（円換算）

航空旅客:10,000ｳｫﾝ(約960円)
船舶旅客:1,000ｳｫﾝ(約100円)

（定額）

60豪ドル(約5,230円)
（定額）

14ドル(約1,520円)(定額)

使途 全額観光振興基金に充当
出入国管理、国境警備、観
光振興等

10ドル分がBrand USA （官民
基金）に拠出され同基金が観
光プロモーションを実施

年間徴収額
（円換算）

2,600億ｳｫﾝ(約250億円）
(2015年)

9億豪ドル(約785億円)
(2015年)

1億ドル～(約108億円～）

諸外国の観光関係の公租公課について①

○ 出入国に関する公租公課
・査証手数料等が代表的であり、回答のあった30カ国中20カ国が本類型の公租公課を採用。
・EUのｼｪﾝｹﾞﾝ協定加盟12カ国は、協定に基づく短期滞在者用ビザ手数料(60ﾕｰﾛ)のみを徴収。
・査証手数料のほか、出入国行為に負担を求めている事例は以下の通り。
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※ 円換算は、1韓国ウォン=0.096円、1豪ドル=87.22円、 1ユーロ=130.22円として計算



国・地域 英国 フランス ドイツ

名称
航空旅客税

(Air Passenger Duty(APD))
民間航空税

(Civil Aviation Tax)
航空券税

(Aviation Tax)

導入年 1994年 1999年 2011年

対象
12歳以上の出発航空旅客(内際)
（トランジット、一部離島発

着便等を除く）

出発航空旅客(内際)
（トランジット等は除く）

出発航空旅客(内際)
（離島航路等を除く）

料率・税率
（円換算）

13ポンド～438ポンド
(約1,860円～約62,600円)
（距離、座席クラス別）

4.44～8ユーロ
(約580円～1,040円)

（距離別）

8～45ユーロ
(約1,040円～約5,860円）

（距離別）

使途 一般財源

民間航空局予算:3.75億ユーロ
(約488億円)

一般財源:0.6億ユーロ
(約78億円)

一般財源
（温暖化対策が導入の背景）

年間徴収額
（円換算）

31億ポンド(約4,431億円)
(2015年)

4.35億ユーロ(約566億円)
(2012年)

10億ユーロ(1,320億円)
(2011年)

諸外国の観光関係の公租公課について②

○ 航空旅行に関する公租公課
・大半は着陸料等の空港使用料、空港保安関係課金、空港出発関係課金（航空税、航

空券税、航空旅客税等）
・航空旅行行為に負担を求めている事例は以下の通り。

22※ 円換算は、1英ポンド=142.92円、1ユーロ=130.22円として計算



諸外国の観光関係の公租公課について③

国・地域 チェコ マレーシア
スペイン

（ｶﾀﾙｰﾆｬ州)

名称
宿泊税

(bed night tax)
観光税

(tourism tax)
ホテル税

(tourist tax)

導入年 不明 2017年9月 2012年

対象 宿泊客 外国人宿泊客
宿泊客

(16歳以下、８泊目以降は免除)

料率・税率
（円換算）

15ﾁｪｺｺﾙﾅ(80円)/人泊 10リンギット(250円)/ 人泊
0.49～2.47ﾕｰﾛ

(約60円～約320円)/人泊

使途 不明
観光産業振興のための

基金に充当
不明

年間徴収額 不明 不明 不明

○ 宿泊施設に関する公租公課
・宿泊税、観光税等の形態により宿泊者等により支払われるもの。
・大半は地方政府レベルでの徴収。
・宿泊税等の事例は以下の通り。
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※ 円換算は、1ﾁｪｺｺﾙﾅ=4.98円、1ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞｯﾄ=25.84円、1ユーロ=108.38円として計算



諸外国の事例を参考にした財源確保の選択肢について

類型
出入国

(Arrival and departure)
航空旅行

(Air travel)
宿泊

(Hotel and accommodation)

導入国 韓国、豪州、米国 欧州各国 マレーシア、スペイン(州政府)

負担の対象 出入国旅客（人） 航空旅客（人） 宿泊客（人泊）

我が国における
対象イメージ

・外国人：約24百万人
・日本人：約17百万人

(2016年:出国者数）※1

・国内線：約210百万人
・国際線：約82百万人

(2016年:乗降客数）※2

・日本人：約423百万人泊
・外国人：約 69百万人泊

(2016年) ※3

相対的な優位点

外国人出入国者につい
てはインバウンド観光
施策の受益者と捉えや
すいか

PSFC等航空券面課金の
仕組みが国際的に整備
されている

負担ベースの大きさ

主な課題

渡航費用が上昇するこ
とによる訪日需要への
影響

内外無差別とした場合、
全体の約４割を占める
日本人出国者の受益

国内線には空港整備財
源として航空機燃料税
が課せられている

国内線にも課す場合、
全体の約７割を占める
国内旅客の受益

既に自治体財源として導入
されている

内外無差別とした場合、全
体の約85%を占める日本人宿
泊客の受益

○ OECDによる分類を参考に、①出入国、②航空旅行、③宿泊の３類型について、
我が国に置き換えた場合のイメージを以下で整理。

※１：日本政府観光局統計、法務省出入国管理統計、※２：国土交通省航空局空港管理状況調書、※３：観光庁宿泊旅行統計 24


