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報道関係各位 
ツーリズム EXPO ジャパン推進室 

2020 年 2 月 27 日 

 
ツーリズム EXPO ジャパン【主催：公益社団法人日本観光振興協会、一般社団法人日本旅行業協会（JATA）、日

本政府観光局（JNTO）】は、第 6 回「ジャパン・ツーリズム・アワード」の募集を 3 月 2 日（月）から開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ジャパン・ツーリズム・アワード」とは、ツーリズムの発展・拡大に貢献した、国内・海外の団体・組

織・企業の持続可能で優れた取組を表彰するものです。受賞取組を広く社会に知らしめること

で、ツーリズムへの理解を進めると同時に、モデルとしてさらなるツーリズムの発展に寄与することを

目的としています。審査にあたっては、観光産業関係者のみならず様々な分野の方々の視点を

取り入れるため、本保芳明氏（国連世界観光機関 駐日事務所代表）を委員長とする日本

を代表する団体・企業の方に審査委員にご就任頂き、「斬新性・革新性」、「事業性」、「発展

性」、「社会性」を審査ポイントとして審査を行います。 

 

昨年より新たに「国土交通大臣賞」「観光庁長官賞」を授与し、209 件の優れた取組の応募か

ら、国土交通大臣賞は株式会社百戦錬磨の【「農泊」と「世界」をつなぐ地域活性化サービス】

が受賞、観光庁長官賞は佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター、田辺市熊野ツーリズムビュー

ロー、パラオ政府観光局が受賞しました。 

 

本年のジャパン・ツーリズム・アワードの表彰式は 10 月 29 日（木）沖縄コンベンションセンターにて 「ツーリズム EXPO ジ

ャパン 2020 リゾート展 in 沖縄」の開会式にて執り行います。 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

社会の持続的発展に貢献するツーリズム 
ツーリズムの発展・拡大に貢献した優れた取組を募集！！ 

第6回ジャパン・ツーリズム・アワード 募集開始 
 

応募受付：2020 年 3 月 2 日（月）～5 月 29 日（金） 

＜お問い合わせ＞ 
第６回ジャパン・ツーリズム・アワードについて・・・八代 

ツーリズム EXPO ジャパンについて… 石井 
ツーリズム EXPO ジャパン推進室 

電話：03-5510-2004 E-mail：event@t-expo.jp  
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第6回ジャパン・ツーリズム・アワードの概要 

 趣旨 

国内外の人々の交流が日々拡大する中で、観光は雇用機会の創出、社会経済の活性化、相互理解の深化を実現

させ、日本のみならず世界の成長戦略として位置づけられています。 

 ツーリズムの発展には旅行業・運輸・宿泊業のみならず自治体、農林水産業、製造業、サービス業、ＩＴ産業などの

幅広い分野の産業・組織が関与しており、その裾野の拡大は目を見張るばかりです。 

 本アワードは、ツーリズムの発展・拡大に貢献し、「ツーリズム EXPO ジャパン」とのシナジー効果に寄与、または国内・

海外の団体組織・企業の持続可能で優れた取組を表彰するものです。受賞取組を広く社会に知らしめることで、ツーリ

ズムへの理解を進めると同時に、モデルとしてさらなるツーリズムの発展に寄与することを目的としています。 

 スケジュール 

 

 各賞（予定） 

国土交通大臣賞 

1 本 

観光庁長官賞 

3 本 

エクセレント・パートナー賞 海外領域 1 本 

学生が選ぶジャパン・ツーリズム・アワード 1 本 

観光を学ぶ学生代表審査委員 20 名が独自の目線で優れた取組を表彰します。 

DMO 推進賞 

地域の観光振興を推進する

DMO の優れた取組を表彰しま

す。 

デジタル活用賞 

デジタル・テクノロジーを活用して観光

振興を進めている取組を表彰します。 

UNWTO 倫理賞 

観光を通じて地域社会の課題解決・

価値向上を進めている取組を表彰し

ます。 

n メディアプロモーション賞 

効果的なプロモーションを行ったメ

ディアの取組を表彰します。 

エンターテインメント賞 

エンターテインメントを活用した取組を

表彰します。 

リスクマネジメント賞 

災害等のリスク要因に対して効果的

なマネジメントを行っている取組を表

彰します。 

スタートアップ賞 

取組期間 3 年未満の革新的な

取組を表彰します。 

入賞 

15～20 本程度 

 受賞のメリット 

1. ツーリズム EXPO ジャパン会場内で「ジャパン・ツーリズム・アワード受賞」をアピールできるため、外部からの評価

向上、及び新たなビジネスパートナーの発掘につながります。 

2. 受賞後、3 年間は受賞ロゴが使用できるので、外部パートナーやお客様からの信頼が高まります。 

3. 主催三団体からあらゆる機会を通じて広報されるので、受賞団体・組織内でモチベーションの向上につながりま

す。 

4. ツーリズム EXPO ジャパンホームページでも受賞取組の紹介をします。 

2020年7月上旬

各賞ノミネート

取組発表

2020年8月上旬

最終選考会

2020年8月下旬

最終選考結果

発表

2020年10月29日

表彰式
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 応募について 

 

 審査方法 

応募資料をもとに観光を始めとする各界の有識者で構成する審査委員会（委員長：本保芳明氏 国連世界観光

機関 駐日事務所代表）にて各賞を決定し、表彰を行います。 

 審査ポイント 

 

 審査委員 

【ジャパン・ツーリズム・アワード審査委員】（50 音順・敬称略） 

 氏  名 役   職   名 

審査 委員長 本保 芳明 国連世界観光機関（UNWTO) 駐日事務所代表 

審 査 委 員 

石原 義郎 株式会社航空新聞社取締役編集長 

太下 義之 独立研究者（文化政策）/独立行政法人国立美術館理事 

加藤  進 観光庁審議官 

久保 成人 公益社団法人日本観光振興協会理事長（主催者） 

清野  智 日本政府観光局（JNTO)理事長（主催者） 

関口 和一 株式会社 MM 総研代表取締役所長 

田川 博己 一般社団法人日本旅行業協会会長（主催者） 

野口 直良 日本貿易振興機構（ジェトロ）理事 

浜野  京 国立大学法人信州大学理事 

森下 晶美 東洋大学国際観光学部国際観光学科教授 

矢端 謙介 株式会社日本政策投資銀行地域企画部 担当部長 

涌井 雅之 東京都市大学特別教授 

 応募方法  

 

•国内旅行及び訪日外国人旅行の拡大・活性化への取組国内・訪日領域

•日本国外における旅行需要の拡大・活性化への取組（日本からのアウ

トバンドも含みます。）
海外領域

斬新制・革新性

•取組自体がイノベーションを促

進しているか？

•新しいビジネスモデルとして新た

な市場を開拓しているか？

事業性

•収益・財源確保が見込まれ、

今後も安定的に取組を実施で

きるか？

•利用者の満足度が高い等、市

場に受け入れられリピーターなど

が獲得出来ているか？

発展性

•ベスト・プラクティスとして、取組

が他の地域へのヒントとなり横

展開できるか？

•交流拡大など、取組自体の発

展が期待でき、さらなる進展を

実現できるか？

社会性

•地域社会との共生を図り、地

域魅力の向上など地域に恩恵

があるか？

•歴史・文化遺産の保全、環境

保全、人材育成、ユニバーサル

デザイン、ダイバーシティ、リスク

マネジメントなど持続可能な社

会の実現に貢献しているか？

ツーリズム EXPO ジャパン 2020 公式ホームページにある応募フォームに従って必要事項を入力の上、ご応募ください。

画面などの添付につきましても応募フォームよりアップロード出来ます。 

 ツーリズム EXPO ジャパン 2020 公式ホームページ 

応募受付：2020 年 3 月 2 日（月）～5 月 29 日（金） 

 https://www.t-expo.jp 

 ※添付写真については、容量 25MB を最大とします。 

https://www.t-expo.jp/

