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夜間の観光資源活性化に関する協議会 第1回
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協議会の目的と主な検討事項

本協議会は訪日外国人旅行者の日本滞在中のナイトライフの満足度向上と夜間帯
の消費額増加を目的とし、これに当たっての課題及び今後の方策について有識者お
よびオブザーバーの皆様と共に検討を行う場である

協議会の目的

訪日外国人旅行者の日本滞在中のナイトライフの満足度向上と夜間帯の消費額増加を目指すため、諸外国では
観光客滞在中に消費を誘発できているものの、国内ではこれまで観光の観点で有効活用が図れて来られなかった
夜間の活用促進に関し、夜間帯の経済規模を推計する手法、深夜帯の交通アクセス、ナイトライフ充実に向けた各
種課題に関しての対応策等の検討を行う。

主な検討事項

1. ナイトタイムエコノミー推進に必要な7つの要素の課題を国内外の調査から整理し、ナイトタイムエコノミーの課
題解決の方向性を検討する

<課題の7要素>

① コンテンツの拡充

② 場の整備

③ 交通アクセス

④ 安心安全の確保

⑤ プロモーション

⑥ 推進の仕組み

⑦ 労働

2. 別途実施する、ナイトタイムエコノミーの促進のためのモデル事業について、消費、誘客効果等やビジネスモデ
ル化に向けた検証を実施する

3. 海外のナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法の事例から、日本での統計データ算出方法を検討
する
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2018年 2019年

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①推進会議の運営・管理

推進会議の運営・管理

②マーケティング調査・調査結果の分析

デスクトップ調査・ヒアリング調査

Webアンケート調査（訪日外国人定量調査）

各種課題等に係る調査事業

協議会の設置・運営

モデル事業の実施、評価・検証等

調査結果を踏まえた今後の対応方針の検討

④観光活用に向けたガイドライン等の策定・展開

ガイドライン、優良事例集等の策定

成果報告会の開催

⑤ 事業実施報告書の作成

事業実施報告書の作成

スケジュール

夜間の観光資源領域では、協議会を「11月2日」・「12月中旬」・「1月下旬」の
計3回開催する予定である

③各種課題等に係る調査事業・モデル事業の実施、評価・検証等（夜間の観光資源）

作成

公募・決定

調査企画・実施・とりまとめ

調査企画・実施・とりまとめ

企画

とりまとめ

調査企画・実施・とりまとめ

事業準備・実施・評価・検証

今後の方針検討

準備

★推進会議① ★推進会議② ★推進会議③

★キックオフ 成果報告会★ ★最終報告マイルストーン

本日

構成検討

作成構成検討

★協議会①
★協議会②

★協議会③
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協議会での主な報告事項

第1回協議会では、「仮説を検証するための事例調査結果報告(1/2)、モデル事業
選定結果、および統計データ算出方法手法の結果報告」を予定している

主な報告事項 開催時期

調査の方向性の
事前確認会議

調査の方向性の事前確認
 諸外国の調査対象都市
 国内の調査対象都市
 ヒアリング調査方針
 調査対象文献・レポート

2018年7月24日

第1回
協議会

仮説を検証するための事例調査結果報告(1/2)

モデル事業選定結果
統計データ算出方法手法の結果報告

2018年11月2日

第2回
協議会

仮説を検証するための事例調査結果報告(2/2)

見直された仮説検証するための追加リサーチ結果報告 *
仮説を見直す場合に実施

2018年12月26日
（予定）

第3回
協議会

モデル事業結果報告
ガイドライン作成状況報告*

2019年2月4日
（予定）

※各有識者会議の1ヶ月前を目安に報告事項・開催日時を決定する * ガイドライン最終版は別途共有予定
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本日の検討事項及び論点

今後、調査事業およびモデル事業を進めるにあたり、本日ご意見を頂きたい検討事項
および論点は以下のとおりである

1. ナイトタイムエコノミー推進の課題と課題解決の方向性
① コンテンツの拡充
② 場の整備
③ 交通アクセス
④ 推進の仕組み

2. モデル事業について
① 石見観光振興協議会
② 長崎国際観光コンベンション協会
③ ナイトエンターテインメントによる地域経済の活性
化協議会事務局

④ 豊島区

4. 今後の方向性について
①調査
②調査とモデル事業との連携
③ガイドライン

3. ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法

本日の検討事項

 現状の統計データ算出方法の調査結果について
⇒現時点調査結果（中間時点）における意見

 モデル事業に対する意見
⇒消費効果の検証、ノウハウの全国への展開等の観点か
ら、モデル事業 推進における留意点、本件事業を通じ
て把握しておくべきポイント

 今後の調査の方向性について
⇒上記を踏まえ、今後の調査の方向性とモデル事業との
連携、およびガイドラインへの纏め方について、確認して
おくべきポイント

 ナイトタイムエコノミー推進の課題と課題解決の方向性の
考え方について
⇒現時点調査結果（中間時点）からの課題解決の方向性
における意見

論点
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開催概要

2018年9月13日（木）に最先端観光コンテンツ インキュベーター事業 「地域活性化に
向けた観光コンテンツ拡充推進会議」（第1回）が開催された

日時・場所 2018年9月13日（木）10:00-12:00 ＠AP東京丸の内 BC会議室 （日本生命丸の内ガーデンタワー3階）

出席者

＜有識者＞
梅澤 高明 A.T.カーニー（株）パートナー/日本法人 会長
須永 珠代 （株）トラストバンク 代表取締役
平良 朝敬 （一財）沖縄観光コンベンションビューロー 会長
デービッド・アトキンソン （株）小西美術工藝社 代表取締役社長
原田 静織 （株）ランドリーム 代表取締役
伏谷 博之 タイムアウト東京代表 ORIGINAL Inc. 代表取締役
前田 幸夫 凸版印刷（株） 取締役副社長執行役員
※（株）美ら地球 代表取締役山田 拓委員はご欠席

＜オブザーバー＞
日本政府観光局（JNTO）

議事
 本事業の趣旨・目的について
 本事業の実施概要と今後の進め方について
 意見交換

主要な
コメント

 調査結果を踏まえ、各種観光テーマの課題の仮説設定をより具体化すべき
 調査対象がどのようなものを求めていくかというインサイトを調査で明らかにしていくべき
 有効な観光戦略を立てるためにも、各地域レベルのデータを調査・分析するべきではない

調査事業

モデル事業
 プロダクトアウト型のサービスではなく、ユーザーインサイト等を踏まえて、日本の強みを発揮していくアプ
ローチを考えるべき

 モデル事業の成果をより確実なものにするためにも、個々の事業のブラッシュアップを図るべき
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ナイトタイムエコノミー推進の要素を、ナイトタイムエコノミー議連の提言を参考に7つの要素に分類する
 7つの要素のうち、本事業において重点的に検討すべき要素に強弱をつけ、本事業では特に「コンテンツの拡充」、「場
の整備」、「推進の仕組み」についての検討を進める

ナイトタイムエコノミー推進の7つの要素

★：仮説を検証した上で、各自治体が夜間観光を推進するための具体的なアプローチ方法をパターン別に紹介
●：仮説を検証した上で、各自治体が夜間観光を推進するための具体的なアプローチ方法を紹介
▲：仮説を検証するための国内外の取組み及び事例の紹介

ナイトタイムエコノミー
推進の要素

訪日外国人のニーズを捉えたコンテンツの開発、開拓、活用が必要

夜間コンテンツを開催する施設等を適切に活用する

訪日外国人が快適に夜間の観光を楽しめる交通インフラの整備が必要

生活者、訪日外国人等全てのステークホルダーが夜間を安心安全に楽しめる環境の整備が必要

訪日外国人向けのプロモーション（チケッティングの仕組みの構築）が必要

複数のステークホルダーが関係するため、効果的なナイトタイムエコノミー推進の仕組みの整備が必要

ナイトタイムエコノミーを推進するための労働力の確保、維持、労働者の補助等が必要

要素の概要

1. コンテンツの拡充

2. 場の整備

3. 交通アクセス

4. 安心安全の確保

5. プロモーション

6. 推進の仕組み

7. 労働

★

●

★

★

●

▲

▲
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1.コンテンツの拡充、2.場の整備
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 コンテンツの拡充としては、訪日外国人が求める多様性のあるコンテンツの開発・発掘が必要となる

場の整備としては、ユニークベニュー、遊休施設、公共空間等を有効活用しやすい環境の整備が必要となる

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
ナイトタイムエコノミー推進の課題解決の方向性（詳細）

推進の課題

既存コンテンツを活かしきれていないため、
機会損失が生じている

1. コンテンツ
の拡充

2. 場の整備

② 昼間のアクティビティの夜間営業が限定的

訪日外国人訪問時の上演コンテンツ不足

夜間景観を楽しむコンテンツの不足

文化芸能に係る観光資源の保全状態が不十分

法令・条例等の規制により夜間コンテンツが
限定的

① 観光資源として利用価値のある施設等が未活用

② 遊休施設・公共空間（公園・道路等）が未活用

仮設建築物の設置期間が短く、長期活用が不可

法令・条例等の規制による営業地域や営業時間
の制限に事業者のニーズとの乖離

課題解決の方向性（仮説）

① 訪日外国人に人気なコンテンツの拡充

② 昼間のアクティビティの夜間営業を延長

③ ロングラン公演や常設のコンテンツの拡充

④ 夜間景観を楽しむコンテンツの拡充

文化芸能や既存施設の保護・活性化に寄与する
コンテンツの拡充

法令・条例等の規制の緩和による夜間コンテンツの
拡充

① ユニークベニューの有効活用

② 遊休施設・公共空間の有効活用

③ 仮設建築物の設置期間の規制緩和

④ 法令・条例等の規制を緩和し、現場の実態・運用に
適した営業地域、営業時間を可能とした制度を導入

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

実施主体

国 自治体 事業者

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

ナイトタイム
エコノミーの要素

ナイトタイムエコノミーの推進の課題と課題解決の方向性
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訪日外国人に馴染みがあり親近感がある飲食店等（バー、パブ等）をどのまちにもA.共通コンテンツとして整備し、文化

施設（美術館・博物館等）や文化体験の夜間営業などB.各地域固有文化を感じられる固有コンテンツを整備すること

 さらに、公共空間等を活用した、 C.イベントを毎年一定期間開催し地域全体のプロモーション効果を図ることが重要

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
夜間コンテンツ調査サマリー

各まちで整備を推奨するコンテンツ体系（3パターン）

コンテンツイメージ

各地域の固有性

体系の観点
（訪日外国人が求める観点（4C）より）

訪日外国人への親近感と地域との繋がり

まち特有の観光資源を活用したコンテンツ

例）美術館・博物館の夜間営業や夜間活用したイベントなど

どのまちでも主要なナイトタイムエコノミーコンテンツとして活用されて
いるコンテンツ

例）パブ・バー、ショー、ミュージックライブ、ナイトクラブなど

まちの官民や事業者同士の連携により、まち自体のプロモーション効
果による活性化をはかるコンテンツ

例）まち全体のプロジェクションマッピングイベントやナイトマーケットな
ど

地域自体のプロモーション効果

固有コンテンツ

体系

共通コンテンツ

イベント型コンテンツ

A

B

C

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge
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訪日外国人に馴染みがあり親近感がある飲食店等（バー、パブ等）をどのまちにもA.共通コンテンツとして整備する

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
夜間コンテンツ調査サマリー

各まちで整備を推奨する共通コンテンツ事例

体系

共通コンテンツ

A

事例種類
課題
解決の
方向性

パブ＆バーの夜間
活用（ツアー） The Rocks Pub Tour（シドニー）

【特徴】
•シドニー最古のパブや歴史ある商店街
のパブのガイド付き周遊ツアー

1

5

1-

1-

名称・特徴 カスタマイズ・拡充方法（案）

•日本にある老舗のバー・居酒屋や商店街にあ
る個店などの周遊ツアーを夜間開催し、既存施
設の保護・活性化

スモールバーの
保護と活用

Small Bar Erskine St.（シドニー）
【特徴】
• 小面積空間のバー営業ライセンス整備
• その他既存のバー運営ライセンスより取
得が容易

• 営業時間条件：正午~2am

（延長許可時：10am~5am）

1

2

1-

1-

61-

42-

•ナイトタイムエコノミー振興に必要な法令・条例
等の規制緩和策や各種申請プロセスの簡素化

エンターテイメント
（ショー、ライブ、ク
ラブ）の夜間営業

Broadway Show（ニューヨーク）

【特徴】
•世界一のミュージカルの集積地

•ショーの前後に夕食を食べる（プレ・アフ
ターディナー）ことが一つのコンテンツ化

•夜間帯の公演
•常設劇場または仮設劇場による1年以上のロン
グラン公演

•和食を用いた「プレ・アフターディナー」

1

3

1-

1-

51-

32-

資料編P.18,19参照

資料編P.18参照

資料編P.12参照出所：Pixabay

出所：Dave‘s Travel & Events 等、 NSW Governmentウェブサイト、BROADWAY.COMウェブサイト等、ヒアリングを基に作成

出所：Pixabay ※イメージ
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文化施設（美術館・博物館等）や文化体験の夜間営業などB.各地域固有文化を感じられる固有コンテンツを整備する

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
夜間コンテンツ調査サマリー

各まちで整備を推奨する固有コンテンツ事例

固有コンテンツ

体系

B 歴史文化施設の夜
間営業

Anne Frank House（アムステルダム）

【特徴】
•アンネフランクという世界的知名度
•夜間営業（22時まで）
•好立地

1

2

1-

1-
•訪日外国人に人気な歴史文化施設を夜間営業

美術館・博物館の
夜間活用（ツアー）

The Metropolitan Museum of Art: VIP 

Tour（ニューヨーク）

【特徴】
• 閉館後の人気美術館を巡るツアー

• ガイドスタッフによる美術館・美術品の秘
密等の説明

1

2

1-

1-

12-

•通常の営業時間の夜間延長が困難な美術館・
博物館においては、管理可能な人数に限定し
たツアー

心霊スポットの夜
間活用

Ghost Bus Tours（ロンドン）

【特徴】

•有名な幽霊スポット（墓地等）を巡るツ
アー

•ロンドンの有名な2階建てバスを利用

1

4

1-

1-

12-

22-

•日本の心霊スポットを活用

事例種類
課題
解決の
方向性

名称・特徴 カスタマイズ・拡充方法（案）

資料編P.8,10参照

資料編P.8参照

資料編P.13,16参照

出所：オランダ政府観光局
※イメージ

出所：Anne Frank Houseウェブサイト等、 The Metropolitan Museum of Art Toursウェブサイト等、Ghost Bus Toursウェブサイト等を基に作成

出所：Pixabay

出所：Pixabay ※イメージ
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公共空間等を活用した、 C.イベントを毎年一定期間開催し地域全体のプロモーション効果を図る

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
夜間コンテンツ調査サマリー

各まちで整備を推奨するイベント型コンテンツ事例

体系

イベント型コンテンツ

C 官民連携の街全体
でのナイトイベント

Vivid Sydney（シドニー）
【特徴】
• シンボリックなオペラハウス等のプロジェ
クションマッピング

• 観光閑散期の時期に毎年開催。集客
力・経済効果の高い観光資源に醸成

1

4

1-

1-

12-

22-

•歴史的建造物と日本文化・アニメを用いたプロ
ジェクションマッピングを毎年1か月間程度開催

•毎年開催することで、地域自体のプロモーショ
ン効果を発揮

ナイトマーケットの
開催

Rod Fai Market（バンコク）
【特徴】
•飲食、ショッピングエリア等、1,000件程
度の露店が並び、併設ステージにて演
奏が行われる、ローカルな雰囲気が味
わえるナイトマーケット

1

4

1-

1-

22-

•各地域の商店街などの事業者等が協力し、公
園や道路等の公共空間を有効活用

•毎週末などにナイトマーケットを定期開催

森林の夜間活用 Foresta Lumina（モントリオール）
【特徴】
• イルミネーションで演出された森を歩くエ
ンターテインメントプログラム

•プロジェクションマッピング、ライティング、
サウンドエフェクトなどを駆使

1

3

1-

1-

41-

12-

事例種類
課題
解決の
方向性

名称・特徴 カスタマイズ・拡充方法（案）

•森林を夜間活用しコンテンツ化

資料編P.12,15参照

資料編P.21,24参照

資料編P.18,20参照

出所：Pixabay

出所：ケベック州政府観光局

出所：タイ政府観光局

出所： Vivid Sydneyウェブサイト等、Foresta Luminaウェブサイト等、 Bangkok.comウェブサイト等を基に作成



1.コンテンツの拡充、2.場の整備
ナイトタイムエコノミー推進における課題解決の方向性についてご意見頂きたい事項

論点：課題解決の方向性
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1. コンテンツの
拡充

①各まちにおいて、以下体系のコンテンツを整備（既存コンテンツの応用・新規開発）
A)共通コンテンツ
B)固有コンテンツ
C)イベント型コンテンツ

②複数の夜間コンテンツを活用したまちづくりと回遊の仕組みづくり

2. 場の整備

①法令・条例等の規制緩和や各種申請プロセスの簡素化

例）・遊休施設や文化施設などを夜間にユニークベニューとして活用するため
・公共空間や余裕スペースを有効活用するため

本編P.32を参照

ガイドライン策定にあたり、コンテンツの拡充及び場の整備において、観点が十分かご意見をいただきたい

訪日外国人を惹きつけるコンテンツのパターンは以下ABCで十分かご意見をいただきたい

各コンテンツのパターンに該当する有力なコンテンツについてご意見をいただきたい



3．交通アクセス

19



我が国では、夜間交通アクセスの整備はされておらず、今後、ナイトタイムエコノミーの推進に向け、深夜運行に対する

需要等の調査を踏まえた検討が必要である

夜間の交通アクセスを整備する上で、財源を確保するための仕組みづくりや鉄道・バス以外の交通手段の活用を検討

することが重要となる

3.交通アクセス
ナイトタイムエコノミー推進の課題解決の方向性（詳細）

公共交通機関が夜間運行していない
3. 交通アクセス

深夜時間帯の交通料金（タクシー等）が高い

夜間運行による採算性の確保

安全で便利な夜間公共交通手段の整備

鉄道・バス以外の交通手段の活用

財源確保をするための仕組みづくり

課題解決の方向性（仮説）推進の課題

1

2

3

1

2

3

実施主体

自治体 事業者国

20

ナイトタイムエコノミーの推進の課題と課題解決の方向性

ナイトタイム
エコノミーの要素



 公共交通機関の夜間運行はナイトタイムエコノミー振興のためには欠かせないものとなっている
 各都市で導入している交通機関の種類や導入方法は異なり、既存の交通機関や財源に応じた検討が必要である

3.交通アクセス
先進事例調査サマリー

ロンドン シドニー ニューヨーク

安全で便利な公共
交通手段の整備

鉄道・バス以外の交
通手段の活用

地下鉄/

地上鉄道
地下鉄バス バス

タクシー
乗り場の整備

路面電車 バス

夜間運行している
交通機関

導入方法
一部路線を
週末のみ運行

一部路線 鉄道路線沿いを
夜間はバスが運行

一部区間 一部路線 一部路線

ライドシェアの
活用

資料編P.27~31, 

33~35,37~38参照

資料編P.36,40参照

財源確保をするため
の仕組みづくり

アムステルダムにおけるナイトバスの運行は、ナイトクラブのオーナー達が、顧客の足の確保の
ために拠出している

アムステルダム

1

21

3

2



ガイドライン策定にあたり、交通アクセスにおいて、観点が十分かご意見をいただきたい

安価で便利な交通手段に該当する有力な交通手段についてご意見をいただきたい

財源確保の仕組みについて、他にどのような方法があるかご意見をいただきたい

3.交通アクセス
ナイトタイムエコノミー推進における課題解決の方向性についてご意見頂きたい事項

論点：課題解決の方向性
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①各まちのニーズに見合った、交通機関・対象路線・運行頻度を経済合理性を考慮し整備

②鉄道・バス以外にも安価で便利な交通手段を整備

③夜間交通による受益者（ナイトクラブ、飲食店等の事業者）からの拠出による財源確保の
仕組みを整備

3.交通アクセス



6．推進の仕組み

23
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ナイトタイムエコノミーを推進しようと考えている自治体は、推進体制の整備が重要となる

行政は民間事業者の事業継続を支えるため、行政手続きの効率化、簡略化、周知が重要となる

ナイトタイムエコノミー文化の醸成、住民の理解促進のために、利害関係者が集う場の整備が重要となる

6.推進の仕組み
ナイトタイムエコノミー推進の課題解決の方向性（詳細）

ナイトタイム
エコノミーの要素

6. 推進の仕組み

効率的な各種申請手続き（酒類販売権、苦
情処理等）の整備と柔軟な対応方針の構築

ナイトタイムエコノミー事業参入・継続のため
の行政手続きが煩雑である

各自治体にあった推進体制（行政主導、官
民連携、民間主導）を整備

ナイトタイムエコノミー推進のための体制が
整っていない

課題解決の方向性（仮説）推進の課題

多様なステークホルダー（行政、民間、住民）
が各種論点について議論できる場の整備

ナイトタイムエコノミー文化の醸成および住
民の理解が不足している

1

2

3

1

2

3

実施主体

自治体 事業者国

ナイトタイムエコノミーの推進の課題と課題解決の方向性
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 海外都市の先進事例では、ナイトタイムエコノミーを行政が主導するパターン、または民間が主導するパターンの大き

く2パターンに分けられる

6.推進の仕組み
推進体制の整備

【特徴】
長所：民間の意見を集約し、提言としてまとめやすい
短所：ナイトメイヤーに権限がなく、官側の行動につながりにくい

行政
（市長・市役所）

民間企業・NPO

（ナイトメイヤー）

民間より意見集約

助言

提言
利害調整
啓蒙活動助言

飲食業界
宿泊業界/

デベロッパー
音楽業界

民間

民間主導行政主導

【特徴】
長所：行政の対応が必要な手続き緩和等がスムーズに行われる
短所：民間の意向が政策に反映されにくい

行政
（市長・市役所）

ナイトメイヤー

調査
条例制定
取組み支援

飲食業界
宿泊業界/

デベロッパー

助言機関

民間

音楽業界

方針・指針の公表等

発言発言
助言

出所：「MD2023」、「MD1610」（Greater London Authority）、 「About the Night Mayor of Amsterdam」（Nacht Burgemeester Amsterdam）、ヒアリングを基に作成

【事例】
アムステルダム / Night Mayor

【事例】
ロンドン / Night Czar

資料編P.42~47参照課題解決の方向性 1
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 シドニーでは行政による効率的な各種申請手続きの整備と、柔軟な対応方針の構築がなされている
 イギリスでは多様なステークホルダー（行政、民間、住民）が、各種論点について議論できる場の整備がなされている

6.推進の仕組み
行政手続きの改革と議論の場の整備

【ラムフォード（イギリス）における議論の場の整備】

ラムフォードでは週に1回、多様な利害関係者（警察、監視カメラ運
営事業者）を集めたディスカッションの場を設けており、地域の安心
安全について現状の認識や改善策、協力できる点など議論を行っ
ている

【シドニーにおける行政手続きの簡素化】

ナイトタイムエコノミーの推進体制を行政主導で行っているシドニー
では、各種法規制の緩和よりも、行政手続きの効率化・簡素化が
更なるナイトタイムエコノミーの推進に効果的であるとの認識を
示している

（例）2030年に向けたアクションプランにて、地元住民の苦情申立てプロセス
の改善、ライセンスの定期更新システムの導入等を掲げている

【シドニーにおけるライセンス付与の柔軟な対応】

シドニーでは営業形態や面積によって取得すべきライセンスが異な
り、同じライセンスでも細かい規制は店ごとに行政との対話で決定
される。事業者は優良店であるとアピールする等、行政に対して交
渉の余地がある

（例）営業時間制限、セキュリティースタッフの配置等が特定のライセンス取
得要件になっていたとしても、行政との対話によって基準が緩和される場合も
ある

【イギリスにおける議論の場の整備】

ナイトタイムに関連する企業の業界団体であるNTIA (Night Time 

Industries Association) はNight Time Commissionを設立し、
様々な利害関係者（交通局、警察、住宅、大学、音楽業界、ホテル
業界等）がナイトタイムに関連する共通の課題について議論する
場を提供し、啓蒙活動をしている

効率的な各種申請手続きの整備と柔軟な対応方針の

構築の事例

多様なステークホルダー（行政、民間、住民）が各種論

点について議論できる場の整備の事例

出所：「Open Sydney」（City of Sydney）、ATCMウェブサイト、NTIAウェブサイト、ヒアリングを基に作成

課題解決の方向性 2
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ガイドライン策定にあたり、推進の仕組みにおいて、観点が十分かご意見をいただきたい

日本で必要となる行政手続きの効率化・簡略化・周知についてご意見をいただきたい

行政・民間・住民が議論できる場について、主に日本ではどのように場を設けるべきかご意見をいただきたい

6.推進の仕組み
ナイトタイムエコノミー推進における課題解決の方向性についてご意見頂きたい事項

論点：課題解決の方向性

6. 推進の仕組み

①夜間の推進体制は地域毎に異なり、ナイトメイヤーの導入や、DMOの活用、推進協議会
を設立することで官民が協力し、ナイトタイムエコノミーを推進する仕組みを整備

②都市の文化を象徴する夜間ビジネス（中小企業等）を保護するため、民間企業が事業を
継続しやすいように行政手続きを効率化・簡略化・周知

③ナイトタイムエコノミー文化の醸成および住民の理解不足を解消するため、多様なステー
クホルダー（行政・民間・住民）が各種論点・課題について議論できる場を整備



ナイトタイムエコノミー推進・活性化に向けた
アプローチ方法

28
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ナイトタイムエコノミー推進・活性化には、はじめに各自治体固有の課題認識とビジョンの策定が重要

次に、課題に対して自主性がある自治体が既存組織を応用した推進体制を構築し、中長期的なアクションプランの策定

と着実な推進が重要

ナイトタイムエコノミー推進・活性化に向けたアプローチ方法

ナイトタイムエコノミーの推進要素とアプローチ方法

推進体制の構築

アクションプラン策
定

アクションプラ
ン推進

経済効
果算出

課題認識とビジョンの策定

• マスタープランとまちづくりビジョンに合った、多様性（官民連携など）
と柔軟性（既存の慣習、法規制に縛られないなど）のある推進体制
（ナイトメイヤー選定、協議会設置など）を構築

• ナイトタイムエコノミー推進の7要素と各課題に対する解決に向けた中長期
アクションプランの策定＆推進

• サステナビリティ夜間経済を実現するため、定量効果測定用のナイトタイムエコノミー
統計データ算出手法の開発と算出

• 推進体制メンバーに加え、国および周辺自治体、有識者、専門家を巻き込み、総合的な分
析を進め、策定したアクションプランをブラッシュアップ

• 各自治体固有課題の認識。課題解決に向けたマスタープラン（定量
＆定性）とまちづくりビジョンの作成

ナイトタイムエコノミー活性化

自治体の自主性既
存組織の応用

専門家による原因
の追究

期待成果と連動し
た目標設定

成功のポイント

カスタマージャー
ニーを考慮した、専
門家による個別に
作りこむコンサル
ティング力

日本独自方法の検
討

1

2

5

4

3

6

1. 訪日外国人が求める4Cの観点を取り入れたコンテンツ開発
2. ユニークベニューや公共の場を活用した訪日外国人の誘客
3. 夜間交通アクセス整備
4. 安全性の確保のための雇用とテクノロジーの活用
5. 訪日外国人向けチケッティング環境整備
6. 行政手続きシンプル化と行政の柔軟な対応
7. 夜間雇用の確保とそのための規制緩和

■ 国際競争力維持 ■産業の低迷 ■過疎化による税収減

■ Creation （創造性、生産性）■ Flow （回遊性、変化率） ■ Growth （成長性）
■ Connection （官民連携度合、客とコンテンツ＆コンテンツ同士のつながり）

7要素と
課題解決の
方向性

分析の視点例

課題例

分析
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海外先進事例では、ナイトタイムエコノミー推進にあたり、明確にビジョンを掲げ、ビジョンに基づいたアクションプランの

策定がなされている

ナイトタイムエコノミー推進・活性化に向けたアプローチ方法
ビジョンの策定

シドニーのナイトタイムエコノミービジョン

1. A Global Sydney – including innovative 

solutions, good governance and coordinated 

action.

2. A Connected Sydney – including connected 

transport and connecting visitors, business and 

events.

3. A Diverse Sydney – including diverse options 

and planned growth.

4. An Inviting and Safe Sydney – including 

welcoming public spaces and a more civilised

drinking culture.

5. A Responsive Sydney – including responsive 

regulation, cutting red tape, and precinct plans 

providing locally tailored solutions.

 上記ビジョンに基づき、詳細のアクションプ
ランを約250項目設定

 アクションごとに、アクションの責任者、予
算化の可否や目標期間などが定められて
いる

10 principles:

1. Be a global leader.

2. Provide vibrant opportunities for all 

Londoners, regardless of age, disability, 

gender, gender identity, race, religion, 

sexual orientation or means.

3. Promote all forms of cultural, leisure, retail 

and service activity.

4. Promote the safety and wellbeing of 

residents, workers and visitors.

5. Promote welcoming and accessible 

nightlife.

6. Promote and protect investment, activity 

and entrepreneurship.

7. Promote domestic and international visits to 

London.

8. Be strategically located across London to 

promote opportunity and minimise impact.

9. Become a 24-hour city that supports 

flexible lifestyles.

10. Take account of future global and domestic 

trends in leisure, migration, technology, 

employment and economics.

ロンドンのナイトタイムエコノミービジョン

5 Goals:

出所：「Open Sydney」（City of Sydney）、「From good night to great night」（ Greater London Authority）を基に作成



時間帯により楽しむコンテンツは異なり、特に食後の20時から終電前のコンテンツを拡充（下記緑枠）することで、消費

額を増やすことが可能と想定

本年度のアンケート結果とモデル事業より、回遊イメージを精緻化し、次年度以降のプロモーションに活かすことを想定

ナイトタイムエコノミー推進・活性化に向けたアプローチ方法
時間帯別のまちの回遊イメージ（カスタマージャーニー）の精緻化について

ナイトタイムエコノミーのまちの回遊イメージ

フェーズ

思考

ナイトタイム

18:00 - 20:00 20:00 – 24:00

 迷わないだろうか？
美味しいか？売り切
れていないか？

 迷わないだろうか？
 面白いかな？
 終電大丈夫かな？

0:00 – 04:00 04:00 – 06:00 

 迷わないだろうか？
 面白いかな？
 安全かな？
 タクシー代高いかな？

 迷わないだろうか？
 安全かな？
 始発いつだろうか？
 口コミ投稿しよう

行動

 4Cを意識したコンテンツ整備が消費額に大きく影響する
 支払方法の簡便さ（キャッシュレス化）は消費額に大きく左右する
 安全なお店かどうかの情報提供は重要
 夜間の交通アクセスの実現は終電後の消費額に大きく貢献する

インサイト
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感情

 想定より美味しい
 欲しいものが買えて
うれしい

 無事目的地へ着いて良かった
 金額以上に楽しい、美味しい

 思ったより安全でよかった
 日本独特で楽しい

 お店が開いてて良
かった

 電車が混んでて嫌
だな

食事、ショッピン
グを楽しむ

終電が過ぎ更にアクティビティや
お酒を楽しむ

終電まで食後のアクティビティや
お酒を楽しむ

始発までの時間
を過ごす

- 18:00

 人気レストランは？
買いたい物はどこ？

 料金は？行き方
は？支払方法は？

 いろいろ選べて楽し
い

行先（飲食&遊
び）をリサーチ

デイタイム

アクションプラン推進4アクションプラン策定3
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内定したモデル事業の一覧

「最先端ICT：5件」・「自然体験：2件」・「ビーチ：1件」・「お祭り：2件」・「美容：2件」・
「夜間資源：4件」の計16件をモデル事業として内定した

テーマ ♯ モデル事業名 実施団体名

最先端ICTを
活用した観光

1 すなばＡＳＯＢＩ 鳥取砂丘デジタルアクティビティ開発共同体

2
帰国後の日本再訪意欲喚起のための国内観光資源VRコンテンツ
活用モデル実証事業（旅後）

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

3 “Culture・Experience”- ロケーション展開型周遊誘発モデル事業- 中部国際空港（株）

4
ハブ拠点でのVR体験による訪日外国人旅行者の地方誘客推進実
証事業【旅中】

アライド・ブレインズ（株）

5 インバウンド向けARスポーツ観戦サービス実証※ （株）NTTドコモ

潜在的な
観光資源

自然体験
6

ひがし北海道エリアにおけるアドベンチャーツーリズム・ラグジュアリ
市場顧客向け高付加価値商品造成事業

釧路湿原・阿寒摩周アドベンチャーツーリズム推進協議会

7
高浜町における観光資源を活用したインバウンド向け通年体験観
光サービスモデル創生事業

（一社）若狭高浜観光協会

ビーチ 8 リゾートウェディングツーリズムモデル確立事業 （一社）沖縄リゾートウェディング協会

お祭り
9 訪日外国人の受入れ・消費促進環境整備事業（仙台七夕まつり）※ （株）オマツリジャパン

10 訪日外国人の受入れ・消費促進環境整備事業（秩父夜祭）※ （株）オマツリジャパン

美容
11 美肌のススメ！温泉体験プログラムモデル事業 松江インキュベーター事業実行委員会

12 
観光地での隙間時間における多言語コミュニケーションツールを活
用した『リラクゼーションサービス業』への導入モデル事業

（株）リクルートライフスタイル

夜間の観光資源

13 石見神楽を活用したナイトタイムコンテンツ造成事業 石見観光振興協議会

14 
「体験型マルチメディア・ナイトウォーク」を契機とした市内宿泊・飲
食・交通事業者等の連携による魅力的なナイトライフの造成・提供と
消費拡大システムの構築

（一社）長崎国際観光コンベンション協会

15 ナイトエンターテインメントによる地域経済の活性化 ナイトエンターテインメントによる地域経済の活性化協議会事務局

16
大塚駅周辺エリアにおけるナイトタイムコンテンツ発掘／訪日外国
人向け消費喚起事業

豊島区

※ #5, #9, #10は非公募
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日本におけるナイトタイムエコノミーの統計データ算出方法は、海外の事例に倣い、業種の定義や経済効果の考え方を

活用する

日本におけるナイトタイムエコノミーの統計データ算出方法の方向性

日本におけるナイトタイムエコノミーの統計データ算出方法の方向性

時間帯
 日本における夜間の経済規模を推計するにあたって対象とする経済活動の時間帯は18：00から06：00とする

業種

経済効果の項目

 コア/ノンコア/サプライに分けて業種を定義する

 日本で夜間の経済規模を推計する場合には、シドニーやロンドンで活用されている業種を定義するナレッジを活用する

<コア>

• Food

• Drink

• Entertainment

<ノンコア>

• Retail

• Hospitality （宿泊施設）
• Transportation 等

<サプライ>

• 飲料メーカー
• 食品メーカー
• 音楽出版社 等

 日本における夜間の経済効果（便益）および経済コスト（費用）は下記のとおりである

<経済効果>

• 企業数
• 雇用者数
• 売上
• 税収

<経済コスト>

• 警察・司法サービス
• 救急・病院サービス
• 公共交通サービス
• その他公共サービス等
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ロンドン、シドニーにおけるナイトタイムエコノミーの統計では、ナイトタイムエコノミーの対象となる業種を定義の上、そ

れらに係る便益と費用の分析により経済効果を算出している

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法

分類 概要

コア ナイトタイムエコノミー（ENTE/NTE）の活動に直接
寄与する業種

 Food

 Drink

 Entertainment

ノンコア ナイトタイムエコノミー（ENTE/NTE）に間接的に寄
与する業種

 Retail

 Hospitality （宿泊施設）
 Transportation 等

その他 サプライ：コア及びノンコアをサポートするサプライ
チェーンを行う業種

 飲料メーカー
 食品メーカー
 音楽出版社 等

コーポレート：業種の分類としてはコアに属するが、
ビジネスの範囲が調査対象地域に限定されず、広
範囲な業態

 パブ、レストランチェーンの本社 等出所：「Westminster ENTE Cost Benefit Analysis」 （Westminster Council）
「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol Committee、Ortus Economic Research）

ナイトタイムエコノミー
（ENTE/NTE）のサービス
の提供による直接雇用や
サービス消費によって得ら
れる効果

 企業数

 雇用者数

 粗付加価値（GVA）*

 売上

 税収

ナイトタイムエコノミー
（ENTE/NTE）のサービス
提供に起因する負の影響
または副次的な影響に対
応するための社会コスト

 警備・司法サービス

 医療・救急サービス

 交通サービス

 そのほか公共サービス

便益（Benefit） 費用（Cost)

*営業利益、人件費、賃借料、租税公課、支払利息、減価償却費の合計
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ナイトタイムエコノミーにおける経済効果の考え方 ナイトタイムエコノミーにおける業種の定義



 TBR社のナイトミックス指数（NMI）の考え方と手法 （シドニーの例）は以下の通り

 6pm以降の活動が主となる事業をコアナイトタイムエコノミーとし、不明確なものは母集団に含めない保守的な手法に

より推計している

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法

出所：「Sydney Night Time Economy: Cost Benefit Analysis」 (City of Sydney Council)、ヒアリングを基に作成

 ANZSICの業種分類区分を基に、ナイトタイム
エコノミーを定義（①）

 上記に一切該当しない業種をデイタイムエコノ
ミー（⑤）へ分類

 Step2において、昼間と夜間の活動の比重が
不明確なものは、ナイトタイムエコノミー（①）か
ら排除し、デイタイムエコノミー（⑤）へ分類

③
（ノンコア）
ナイトタイム
エコノミー

②
（コア）

ナイトタイム
エコノミー

全体

 ナイトタイムエコノミー（①）を、6pm以降の活動
をメインとするコアナイトタイムエコノミー（②）と、
それ以外のノンコアナイトタイムエコノミー（③）
およびその他（④）に分類

①ナイトタイムエコノミー

左記3つのインプットデータとの照合、NTE専門家・事業者からの
ヒアリング等により精緻化

④その他 Step1

Step2

Step3

The Floor Space

and Employment 

Survey（シドニー）

従業員数

オーストラリア統計局
データ

企業数、従業員数
企業財務データ

Dun＆Bradstreet

従業員数、
企業財務データ

インプットデータ
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ナイトタイムエコノミーの概念図 統計データの算出ステップ



協議会の概要

各種関連する会議の報告

ナイトタイムエコノミー推進の課題と課題解決の方向性

モデル事業について

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法

今後の方向性について

本日の議題

38



今後の方向性について

今後の調査作業内容

今後、本日のご意見を踏まえた追加調査および海外事例調査を継続する

事例調査、夜間交通のニーズ調査、モデル事業と連携し、調査のとりまとめ、ガイドライン策定へ落とし込む

調査内容 スケジュール

ガイドライン

夜間交通のニーズ調査

事例調査

① ナイトタイムエコノミー推進の課題、課題解決の方向性の整理、磨
きこみ

② ガイドラインのとりまとめ

① 海外ヒアリング先への追加調査（電話、メール）
② 協議会を踏まえた追加デスクトップ調査

① JNTOプロモーション対象20か国に対するニーズ調査結果の分析
② 東京圏における深夜運行の需要等調査
 夜間帯のコンテンツ提供事業者に対する調査
 モデル事業を活用した訪日外国人に対する調査
 交通事業者に対する調査

① 11月-12月
② 12月-2月

① 11月初旬～12月下旬
② 11月初旬～12月下旬

① 11月-2月（調整中）
② 11月-2月（調整中）

モデル事業との連携 ① モデル事業のモニタリング結果のとりまとめ
① モデル事業の実施：11月中旬-1

月下旬
② とりまとめ：1月-2月
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最終とりまとめ方針

ガイドライン策定に向けた最終とりまとめ方針（案）

ガイドラインでは、目指すべきナイトタイムエコノミーを実現するための課題解決の方向性を整理する

整理においては、国内外の事例を基に、特徴や日本における活用の示唆をとりまとめることで、ガイドライン利用者が課

題整理を行う際のチェックリストとしての活用を期待する

 訪日外国人のニーズを捉えたコンテンツの開発、開拓、
活用が必要

1. コンテンツの拡充

夜間の観光資源活性化に向けて検討が必要な項目 課題解決の方向性

 各まちで共通・固有・イベント型のコンテンツを整備

 xxx

参考事例

 夜間コンテンツを開催する施設等を適切に活用する2. 場の整備
 法令・条例等の規制緩和や各種申請プロセスの簡
素化

 訪日外国人が快適に夜間の観光を楽しめる交通イン
フラの整備が必要

3. 交通アクセス
 各まちのニーズや経済合理性を考慮した整備

 xxx

 生活者、訪日外国人等全てのステークホルダーが夜
間を安心安全に楽しめる環境の整備が必要

4. 安心安全の確保
 安心安全確保のための各種環境を整備

 xxx

 訪日外国人向けのプロモーション（チケッティングの仕
組みの構築）が必要

5. プロモーション
 情報が一元化されているポータルサイトを整備

 xxx

 複数のステークホルダーが関係するため、効果的な
ナイトタイムエコノミー推進の仕組みの整備が必要

6. 推進の仕組み
 課題解決に最も現実的且つ有効な体制の構築

 xxx

 夜間観光を推進するための労働力の確保、維持、労
働者の補助等が必要

7. 労働
 夜間における雇用拡大に必要な法規制を整備

 xxx

 日本におけるナイトタイムエコノミーの統計データ算出
方法は、海外の事例に倣い、業種の定義や経済効果
の考え方を活用

統計データ算出方法
 ナイトタイムエコノミーの対象となる業種を定義

 xxx

国内ナイトタイムエコノミー市場の把握に向けて検討が必要な項目 課題解決の方向性 参考事例

検討中

検討中



参考
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ナイトタイムエコノミー推進には、7つの要素を整えることが重要となる
 さらに、コンテンツの拡充と場の整備については、9つに類型化されたまちのタイプをベースに、訪日外国人が求める４
つの観点（4C）でコンテンツを整備することが重要となる

ナイトタイムエコノミー推進の要素・類型化・観点

ナイトタイムエコノミー
推進の7要素

インバウンド訪日観光客のニーズを捉えたコンテンツの開
発、開拓、活用が必要

夜間コンテンツを開催する施設等を適切に活用する

インバウンド訪日観光客が快適に夜間の観光を楽しめる
交通インフラの整備が必要

生活者、インバウンド訪日観光客等全てのステークホル
ダーが夜間を安心安全に楽しめる環境の整備が必要

インバウンド訪日観光客向けのプロモーション（チケッティ
ングの仕組みの構築）が必要

複数のステークホルダーが関係するため、効果的なナイト
タイムエコノミー推進の仕組みの整備が必要

夜間観光を推進するための労働力の確保、維持、労働者
の補助等が必要

要素の概要

1. コンテンツの拡充

2. 場の整備

3. 交通アクセス

4. 安心安全の確保

5. プロモーション

6. 推進の仕組み

7. 労働
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ロケーション

自然現象

生物

アミューズメント施設

歴史的建造物

文化施設

エンターテイメントショー

グルメ・ショッピング

最先端トレンド

まちの9類型
訪日外国人が求
める観点（4C）

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge
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まちづくりコンセプトの基礎として、訪日外国人に需要があると想定される観光資源により、まちを類型化する

各観光資源を主たる観光資源とし保有していると想定される都市（国内外）を抽出する

海外の想定都市からナイトタイムエコノミーコンテンツ事例を調査する（当該観光資源を活用したアクティビティを含む）

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
まちの類型化

自然資源

まちの9類型（観光資源）

出所：日本交通公社の資料を基に作成

文化資源

ロケーション

自然現象

生物

アミューズメント施設

歴史的建造物

文化施設

エンターテイメント
ショー

グルメ・ショッピング

最先端トレンド

資源例（日本） 想定都市（日本）

海・湖・川・滝・山・森 等

雪・紅葉 等

動物・植物 等

テーマパーク・水族館 等

城・神社・仏閣・庭園 等

美術館・博物館 等

芸能・興行・イベント 等

日本食・土産 等

テクノロジー・建築・食 等

那覇・富士 等

札幌・ニセコ・長瀞 等

日光・知床 等

浦安・佐世保 等

京都・姫路 等

広島・安来（島根県） 等

宝塚・ひたちなか 等

大阪・博多 等

東京 等

想定都市（海外）

ハワイ・ニース 等

アンカレッジ 等

クライストチャーチ 等

ラスベガス・
オーランド 等

ローマ・アテネ 等

アムステルダム・
パリ 等

カンヌ・イビザ 等

香港・台湾 等

ロンドン・シドニー・
ニューヨーク 等



訪日外国人が旅中に求める4つの観点（日本固有性/地域とのつながり/親近感/最先端）を4Cと定義する

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
訪日外国人が旅中に求める4つの観点（4C）

具体例

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

日本固有の文化を感じることができる

日本の地域住民や従業員との交流ができ

る

自国にも存在するコンテンツで親しみを感

じることができる

最先端テクノロジーや建築などを体験でき

る

観点（4C） 説明

ポップカルチャー
（原宿・かわいいモンスターカフェ）

雪
（札幌・雪まつり）

温泉
（大分・湯布院）

日本食
（銀座・九兵衛）

バー・パブ
（新宿・HUB）

ナイトクラブ
（新木場・Ageha）

屋台
（福岡・中州）

ツアー・クルーズ
（品川・屋形船）

バー・パブ
（新宿・HUB）

カフェ
（渋谷・スターバックス）

ファストフード
（渋谷・マクドナルド）

スポーツ
（札幌・野球観戦）

高品質商品
（渋谷・ドラッグストア）

アトラクション
（新宿・VR ZONE）

最先端建築
（浅草・スカイツリー）
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訪日外国人が旅中に求める4つの観点（日本固有性/地域とのつながり/親近感/最先端）を想定する

その上で、期間、時間、ソフト、ハードの組み合わせによりコンテンツを類型化し、ナイトタイムエコノミーのまちづくりコン

セプト毎に必要なナイトタイムエコノミーコンテンツを整理する

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
コンテンツの類型化

時間期間 ハード（場所）ソフト（内容）

24時間営業

夜間営業

（早朝含む）

例）6:00pm – 6:00am

昼夜営業

例）9:00am – 11:00pm 空間（公/私）

（公園/道路等）

施設（公/私）

（商業ビル/公共施設等）

ユニークベニュー利用

（用途転用に係る施設
の活用等）

通常利用

（通常用途での施設利
用等）

観点（4C）

長期型

オールシーズン型

短期型

ユニークベニュー利用

（用途転用に係る施設
の活用等）

通常利用

（通常用途での施設利
用等）

モノ消費＆コト消費

モノ消費

コト消費

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge
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