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１．観光の現状



訪日外国人旅行者数の推移
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出典：ＪＮＴＯ ※2016年は推計値
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フィリピン
35万人（1.4%）

訪日外国人旅行者数及び割合（国・地域別）

【2016年（推計値）】

総計
2404万人

アジア 2010万人（83.6%）
うち東アジア 1747万人（72.7%）
うち東南アジア 251万人（10.4%）

⑤米国
124万人
（5.2%）

②韓国
509万人
（21.2%）

④香港
184万人
（7.7%）

③台湾
417万人
（17.3%）

①中国
637万人
（26.5%）

その他
98万人
（4.1%）

欧州主要
5ヵ国
94万人
（3.9%）

北米
152万人
（6.3%）

インドネシア
27万人（1.1%）

オーストラリア
45万人（1.9%）

スペイン
9万人（0.4%）

イギリス
29万人（1.2%）

カナダ
27万人（1.1%）

ベトナム
23万人（1.0%）

シンガポール
36万人（1.5%）

マレーシア
39万人（1.6%）

※ （ ）内は、訪日外国人旅行者数全体に対するシェア
※ その他には、アジア、欧州等各地域の国であっても記載のない国･地域が含まれる。
※ 数値は、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは合致しない場合がある。
※ 日本政府観光局（JNTO）資料より観光庁作成

インド
12万人（0.5%）

⑥タイ
90万人
（3.7%）

フランス
25万人（1.1%）

ドイツ
18万人（0.8%）

イタリア
12万人（0.5%）

ロシア
5万人（0.2%）

【2015年（確定値）】

総計
1974万人

アジア 1637万人（82.9%）
うち東アジア 1420万人（71.9%）
うち東南アジア 207万人（10.5%）

⑤米国
103万人
（5.2%）

②韓国
400万人
（20.3%）

④香港
152万人
（7.7%）

③台湾
368万人
（18.6%）

①中国
499万人
（25.3%）

その他
86万人
（4.3%）

欧州主要
5ヵ国
82万人
（4.1%）

北米
126万人
（6.4%）

インドネシア
21万人（1.0%）

オーストラリア
38万人（1.9%）

スペイン
8万人（0.4%）

イギリス
26万人（1.3%）

カナダ
23万人（1.2%）

ベトナム
19万人（0.9%）

フィリピン
27万人（1.4%）

シンガポール
31万人（1.6%）

マレーシア
31万人（1.5%）

インド
10万人（0.5%）

⑥タイ
80万人
（4.0%）

フランス
21万人（1.1%）

ドイツ
16万人（0.8%）

イタリア
10万人（0.5%）

ロシア
5万人（0.3%）
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訪日外国人旅行消費額の推移

〇 2016年の訪日外国人旅行消費額は、前年比7.8％増の３兆7,476億円となり、過去最高となった。

〇 2016年第４四半期（10-12月期）の訪日外国人の旅行消費額は前年同期比1.3％増の8,922億円、1人当た

り旅行支出は前年同期比12.2％減の14万7,175円となった。

四半期毎の旅行消費額と1人当たり旅行支出の推移旅行消費額の推移
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訪日外国人旅行消費額及び割合（国・地域別）

【2015年（確定値）】

中国

14,174 億円
40.8%

台湾

5,207億円
15.0%

韓国

3,008億円
8.7%

香港

2,627億円
7.6%

米国

1,814億円
5.2%タイ

1,201億円
3.5%

オーストラリア

870億円
2.5%

シンガポール

579億円
1.7%

英国

545億円
1.6%

マレーシア

459億円
1.3%

フランス

448億円
1.3%

カナダ

395億円
1.1%

ベトナム

361億円
1.0% フィリピン

340億円
1.0%

インドネシア

302億円
0.9% ドイツ

278億円
0.8%

イタリア

209億円
0.6%

スペイン

175億円
0.5%

インド

153億円
0.4%

ロシア

99億円
0.3%

その他
1,526

億円
4.4%

2015年
訪日外国人
旅行消費額

3兆4,771億円

【2016年（速報値）】

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」

注1）パーセンテージは、訪日外国人旅行消費額全体に対する割合
注2）速報値につき、今後、数値が更新される可能性がある。

中国

14,754 億円
39.4%

台湾

5,245億円
14.0%

韓国

3,578億円
9.5%

香港

2,947億円
7.9%

米国

2,130億円
5.7%

タイ

1,150億円
3.1%

オーストラリア

1,099億円
2.9%

シンガポール

591億円
1.6%

英国

532億円
1.4%

マレーシア

522億円
1.4%

フランス

479億円
1.3%

ベトナム

435億円
1.2%

カナダ

423億円
1.1%

フィリピン

390億円
1.0%

インドネシア

370億円
1.0%

ドイツ

313億円
0.8%

イタリア

236億円
0.6%

スペイン

206億円
0.5%

インド

178億円
0.5%

ロシア

105億円
0.3%

その他
1,794

億円
4.8%

2016年
訪日外国人
旅行消費額
（速報）

3兆7,476億円
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現地通貨ベースの訪日外国人1人当たり旅行支出

2016年10-12月期

注）為替レートは、原則としてIMF（国際通貨基金）公表の日次データによる調査期間中平均値を使用。
ニュー台湾ドルおよび香港ドルはFRB（連邦準備制度理事会）公表の日次データによる調査期間中平均値を使用。
現地通貨ベースの額は、その為替レートにて換算。なお、全国籍・地域は、ＵＳドルにて便宜的に換算。

2016年10-12月期

日本円ベース 現地通貨ベース 為替レート

前年比 前年比 前年比

中国 214,136（円） -21.6% 13,736（人民元） -3.9% 15.59 （円／人民元） -18.4%

台湾 127,033（円） -10.4% 37,987（台湾ドル） 0.1% 3.34 （円／台湾ドル） -10.5%

韓国 71,750（円） -2.1% 777,352（ウォン） 12.6% 0.09 （円／ウォン） -13.0%

香港 167,637（円） 2.8% 12,267（香港ドル） 18.0% 13.67 （円／香港ドル） -12.9%

米国 166,329（円） -2.3% 1,569（USドル） 12.0% 106.00 （円／USドル） -12.8%

（参考）全国籍・地域 147,175 （円） -12.2% 1,388 （USドル） 0.6% 106.00 （円／USドル） -12.8%

2016年暦年

日本円ベース 現地通貨ベース 為替レート

前年比 前年比 前年比

中国 231,504（円） -18.4% 14,276（人民元） -1.6% 16.22 （円／人民元） -17.1%

台湾 125,854（円） -11.1% 37,585（台湾ドル） 1.6% 3.35 （円／台湾ドル） -12.5%

韓国 70,281（円） -6.5% 755,706（ウォン） 8.3% 0.09 （円／ウォン） -13.6%

香港 160,230（円） -7.0% 11,517（香港ドル） 4.4% 13.91 （円／香港ドル） -10.9%

米国 171,418（円） -2.4% 1,587（USドル 9.4% 108.03 （円／USドル） -10.8%

（参考）全国籍・地域 155,896 （円） -11.5% 1,443 （USドル） -0.8% 108.03 （円／USドル） -10.8%

2016年暦年
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訪日中国人旅行者の日本滞在中における買物支出の緊急調査
～関税引き上げ及び越境ＥＣ利用の影響について～

昨今の訪日中国人の日本滞在中の旅行支出、特に買物支出に関して、中国政府が2016年4月から実施して
いる携行品輸入に係る関税引き上げの影響及び中国国内での越境ＥＣの利用による影響を調査した。
※ 2016年11月に日本を訪れた訪日中国人旅行者406人の傾向を調査。

１．関税引き上げの影響

 中国帰国時の関税支払を抑えるために、今回の日本滞在中の
買物支出を抑えたと回答した人は、全体の44.6％であった。

 支出を控えた品目では電気製品が最多であった。

 中国国内での越境ECの利用により今回の日本滞在中に買物
支出を抑えたと回答した人は、全体の22.4％であった。

 支出を控えた品目は化粧品・香水が最多であった。

２．越境ＥＣ利用の影響

 関税引き上げと越境EC利用により日本での滞在中の買物支出を控えた金額は、１人当たり4.7万円であり、買物支出の抑制率は
26.8％と推計される。
※この調査における中国人旅行者の1人当たり買物支出は、12.9万円。

 この調査結果をもとに、関税引き上げが行われた2016年4月以降の9ヶ月間において、関税引き上げと越境ECの利用が訪日中国
人の日本滞在中の買物支出額へ与えた影響額は、総額約2,000億円と試算される。

３．中国人旅行者の日本滞在中の買物支出に与えた影響（試算）
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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年速報値）

※観光、造船・舶用品、農林水産物、エアコン、冷蔵庫以外の各製品の金額は貿易統計（財務省）速報より算出。
※造船・舶用品、農林水産物、エアコン、冷蔵庫以外の金額は2016年の速報値。
※エアコン、冷蔵庫は2015年の確報値で、貿易統計（財務省）より算出。
※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（速報）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。

113,330 

71,239 

37,476 
36,085 34,609 

28,433 
24,167 

20,462 

13,940 

7,451 
4,966 

1,431 1,024 107 
0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

自動車 化学製品 観光 電子部品 自動車部品 鉄鋼 原動機 複写機・カメラ 造船・舶用品 農林水産物 映像機器 エアコン テレビ 冷蔵庫

2016年の訪日外国人旅行消費額（速報）

3兆7,476億円

（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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宿泊旅行統計調査（平成28年・年間値（速報値））について

◇ 延べ宿泊者数について

➢ 延べ宿泊者数（全体）は4億9,418万人泊（前年比-2.0%）
であった。

➢ 日本人延べ宿泊者数は、4億2,330万人泊（同-3.5%）、
外国人延べ宿泊者数は、7,088万人泊（同+8.0%）であっ

た。

1,842 

2,631 

3,350 

4,482 

6,637 

7,088 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

外国人延べ宿泊者数推移（単位：万人泊）

◇ 三大都市圏及び地方部における外国人
延べ宿泊者数比較

➢ 平成28年における三大都市圏と地方部（※）の外国人延
べ宿泊者数の対前年比を比較すると、三大都市圏で

+4.8%、地方部で+13.2と、地方部の伸びが三大都市圏の
伸びを上回った。

➢ 都道府県別では、香川県（+69.5%）、岡山県（+63.2%）等
の伸び率が高かった。

※）三大都市圏とは、「東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫」の8

都府県をいう。地方部とは、三大都市圏以外の道県をいう。

4,047 
4,243 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

平成27年 平成28年

三大都市圏

+4.8%

（単位：万人泊）

2,514 

2,845 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成27年 平成28年

地方部

+13.2%

（単位：万人泊）
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宿泊旅行統計調査（平成27年・年間値（確定値））について

◇ 国籍別外国人延べ宿泊者数※について

➢ 国籍別外国人延べ宿泊者数は、第1位が中国、第2位
が台湾、第3位が韓国、第4位が香港、第5位がアメリカ

で、上位5カ国で全体の約70%を占める。

➢ 前年比でみると、中国の伸び率（+109.0%）が最も大き
かった。

◇ 客室稼働率

＜宿泊施設タイプ別客室稼働率＞

＜都道府県別客室稼働率＞

70%以上

65%～70%未満

60%～65%未満

55%～60%未満

55%未満

➢ 客室稼働率は、全体で60.3%であった。

➢ 宿泊施設タイプ別にみると、シティホテル（79.2%）、ビジネス
ホテル（74.2%）、リゾートホテル（56.0%）は平成22年の調査開
始以来、最高となった。

➢ 三大都市圏の稼働率が、特に高かった。

（％）

全 体 旅館
リゾート
ホテル

ビジネス
ホテル

シティ
ホテル

簡易宿所

平成27年1月～12

月
60.3 37.0 56.0 74.2 79.2 27.1

※ 従業者数10人以上の施設に対する調査結果から作成
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国内における旅行消費額（2015年（平成27年））

24 .8兆円

観光庁「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

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

日本人国内宿泊旅行 15.4 14.8 15.0 15.4 13.9 15.8 

日本人国内日帰り旅行 5.1 5.0 4.4 4.8 4.5 4.6 

日本人海外旅行（国内分） 1.1 1.2 1.3 1.2 1.1 1.0 

訪日外国人旅行 1.1 0.8 1.1 1.4 2.0 3.5 

合計 22.7 21.8 21.8 22.8 21.6 24.8 

旅行消費額の推移について（2010年～2015年）

日本人海外旅行（国内分）
1.0兆円（3.9%）

日本人国内日帰り旅行
4.6兆円（18.5%）

訪日外国人旅行
3.5兆円（14.0%）

日本人国内宿泊旅行
15.8兆円（63.6%）
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2  「明日の日本を支える観光ビジョン」

について



「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」について

訪日外国人旅行者数2000万人の目
標達成が視野に入ってきたことを踏まえ
、次の時代の新たな目標の設定とその
ために必要な対応の検討を行う。

2015年11月9日 【第１回本会議】

明日の日本を支える観光ビジョン構想会議

明日の日本を支える観光ビジョン構想会議ワーキンググループ

〈議長：安倍内閣総理大臣〉

〈副議長：石井国土交通大臣〉

【座 長】
内閣官房長官

【座長代理】
国土交通大臣

【構 成 員】
内閣官房副長官
内閣総理大臣補佐官
内閣官房副長官補
関係省庁局長 等

〇 第１～５回ＷＧにおいて、有識者ヒアリングを実施。
〇 第６回ＷＧにおいて、それまでの議論を踏まえた検討課題

を整理。

〇 第7～9回WGにおいて、テーマ別の議論を実施し、具体的
な施策の打ち出し内容を集中的に検討。

【議 長】 内閣総理大臣
【副議長】 内閣官房長官、国土交通大臣
【構成員】 副総理兼財務大臣、地方創生担当大臣、

一億総活躍担当大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、
厚生労働大臣、経済産業大臣

（民間有識者）
石井 至 石井兄弟社（旅行ガイド出版社）社長
井上 慎一 Peach Aviation（株）代表取締役CEO
大西 雅之 鶴雅グループ代表
小田 真弓 旅館 加賀屋 女将
唐池 恒二 九州旅客鉄道（株）会長
デービッド・アトキンソン 小西美術工藝社社長
李 容淑 大阪国際大学客員教授

2016年3月30日【第２回本会議】最終とりまとめ（新たな目標設定と必要な対応方策）

〈座長：菅内閣官房長官〉

これを踏まえ、「観光ビジョン実現に向けたプログラム」において観光ビジョンの取組の進捗をフォロー
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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

これまでの議論を踏まえた課題

「明日の日本を支える観光ビジョン」－世界が訪れたくなる日本へ－ 概要

■我が国の豊富で多様な観光資源を、
誇りを持って磨き上げ、その価値を
日本人にも外国人にも分かりやすく
伝えていくことが必要。

■観光の力で、地域の雇用を生み出し、
人を育て、国際競争力のある生産性の
高い観光産業へと変革していくことが
必要。

■CIQや宿泊施設、通信・交通・決済など、
受入環境整備を早急に進めることが必要。

■高齢者や障がい者なども含めた、すべての
旅行者が「旅の喜び」を実感できるような
社会を築いていくことが必要。

「観光先進国」への「３つの視点」と「１０の改革」

平成28年３月30日策定
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訪日外国人旅行消費額

安倍内閣３年間の成果

新たな目標への挑戦！

戦略的なビザ緩和、免税制度の拡充、出入国管理体制の充実、航空ネットワーク拡大
など、大胆な「改革」を断行。

・訪日外国人旅行者数は、２倍増の約2000万人に

・訪日外国人旅行消費額は、３倍増の約３.５兆円に

（2012年） （2015年）

836万人 ⇒ 1974万人

１兆846億円 ⇒ ３兆4771億円

地方部での外国人延べ宿泊者数

外国人リピーター数

日本人国内旅行消費額

訪日外国人旅行者数 2020年： 4,000万人 2030年： 6,000万人

2020年： 8兆円 2030年： 15兆円

2020年： 7,000万人泊 2030年：1億3,000万人泊

2020年： 2,400万人 2030年： 3,600万人

2020年： 21兆円 2030年： 22兆円

新たな目標値について

（2015年の約2倍） （2015年の約3倍）

（2015年の2倍超） （2015年の4倍超）

（2015年の3倍弱）

（2015年の約2倍）

（2015年の5倍超）

（2015年の約3倍）

（最近5年間の平均から約5％増） （最近5年間の平均から約10％増）
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視点１ 観光資源の魅力を極め、地方創生の礎に ➀

「魅力ある公的施設」を、ひろく国民、
そして世界に開放

－「技」の粋がつくされた日本ならではの空間を世界に－

１．公的施設 ２．文化財

「文化財活用・理解促進戦略プログラム2020」
を2016年4月に策定。
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。

赤坂迎賓館

2016年4月19日から一般公開を
通年で実施。

ホーフブルク王宮（オーストリア）

王宮内は、観光施設として日中見学が可能。一部を
レセプション会場等の利用向けに、一般開放。

王宮全景 宮殿内

「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

－「とっておいた文化財」を「とっておきの文化財」に－

観光拠点の面的整備
（福島県大内宿の茅葺き民家群）

修復整備の拡充と美装化
（清水寺三重塔の美装化）

わかりやすい多言語解説
（日光東照宮新宝物館）

結婚式場等への活用
（西日本工業倶楽部会館）

京都迎賓館

2016年4月28日～5月9日の試験
公開の結果を踏まえ、
2016年7月21日から一般公開を
通年で実施。
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○国内94か所で、宮殿などの
文化財をホテルとして運営。
運営利益から保存費用を捻出。

○規模・設備・サービスに応じ、
施設ごとに5段階でランク分け。

パラドール（スペイン） 宿坊（日本）

パラドール・デ・グラナダ

アルハンブラ宮殿

恵光院

充実した英語解説

世界遺産や文化財等の施設を宿泊施設として活用し、利用者にとって「特別」な空間を提供
することで、富裕層を中心とした外国人観光客の取り入れを促進。

文化財の宿泊施設としての活用

○主に仏教寺院で、もともと
僧侶や参拝者のために造られ
た宿泊施設。

恵光院（和歌山県高野町）
え こ う い ん

奥の院のナイトツアー

パラドール・デ・グラナダ

・アルハンブラ宮殿内にある
旧修道院をホテルに改修。

・国内屈指の人気を誇り、宮殿内
には、宿泊者しか入場できない
施設もある。

※一部屋（ツイン）一泊

€382～（約47,600円～）

・院内の英語解説、無料WiFi設
置、クレジット決済対応など、
外国人の受入体制が充実。

・奥の院を僧侶が案内するナイト
ツアーや護摩行など、寺院なら
ではの体験メニューが豊富。

※一人一泊10,800円～

年間約１万７千人が宿泊し、
約８割を外国人が占める

年間約１万２千人が宿泊し、
外国人の宿泊者が日本人を
上回る
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「国立公園」を、
世界水準の「ナショナルパーク」へ

－世界中から休日をすごしにくる上質感あふれる空間に－

2020年を目標に、全国８箇所の公園について、
保護すべき区域と観光活用する区域を明確化し、
民間の力も活かし、体験・活用型の空間へと
集中改善。

イエローストーン国立公園（米国）

観光客が豊かな自然を体験するための施設やﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
を提供。運営費の一部は、入場料やｺﾝｾｯｼｮﾝ料で充当。

野生動物を間近で観察 専門家によるガイドツアー

ビジターセンターでの旅行案内 魅力的なホテル

３．国立公園

視点１ 観光資源の魅力を極め、地方創生の礎に ➁

４．景観

おもな観光地で「景観計画」をつくり、
美しい街並みへ

－ひと目見れば忘れない、ひと目見ただけで場所がわかる景観に－

京 都 市

屋外広告物の適正化が進んだ四条大通
（ 2007年 → 2015年 ）

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。国が
専門家チームを地域派遣し、取組を徹底サポート。
また取組を加速化すべく、2016年9月に全都道
府県及び主要な観光地が所在する市町村あてに
依頼文を発出。（※）2016年3月末時点で、20都道府県、

503市町村で景観計画を策定済み

歴史的建造物の保全や景観法規制に加え、屋外広告物
の適正化や地域協議会活動など、総合的な取組を展開。
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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

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

７．観光地経営

欧米豪や富裕層などをターゲットにしたプロモー
ション、戦略的ビザ緩和、MICE誘致支援、首都圏
のビジネスジェット受入環境改善などを推進。

ビザ緩和による効果

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

６．市場開拓

５．観光産業

古い規制を見直し、生産性を大切にする観光産業へ

規制・制度の抜本見直し（通訳案内士、ランドオペレーター、旅行業など）、トップレベルの経営
人材育成、民泊ルールの整備、宿泊業の生産性向上など、総合パッケージで推進・支援。

2011年7月～ 2012年7月～ 2013年7月～ 2014年7月～

2012年6月 2013年6月 2014年6月 2015年6月

タイからの訪日数 （ビザ免除：2013年7月1日）
（人）

+52.6％

+28.9％
ビザ免除

+76.4％

今後のビザ緩和
対象５ヶ国

・中国
・フィリピン
・ベトナム
・インド
・ロシア

2020年までに世界水準DMOを全国で100形成。
観光地再生・活性化ファンド、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。

湯田中温泉（長野県山ノ内町）

湯田中温泉街の再生事業に対し、地域経済活性化支援機構
（REVIC）と地元金融機関とが、ファンドにより投融資。

湯田中温泉 廃業した旅館や飲食店舗をリノベーション 22
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課題
・富裕層市場の分析
・国内の受入れ体制
・富裕層向け媒体への露出
・富裕層向け商談会の出展体制

欧米豪や富裕層をターゲットにしたプロモーション

平成28年度にイタリア、スペイン、
ロシア事務所を新規開設

→現地でのネットワーキングを強化

欧米豪市場を中心に新たな訪日旅行
需要を開拓するための「グローバル・

キャンペーン」を実施

訪日プロモーション予算を欧米豪に
重点配分

→ＢtoＣ向け施策を強化し認知度向上

Visit Britain・ブランドＵＳＡの事例

欧米豪向けプロモーション 富裕層向けプロモーション

○国際展開しているコンサルタント
を活用

○自治体へのセミナー開催

○商談会の出展拡大・富裕層向け
旅行事業者やメディアの招請

○共通ＰＲツールやコンテンツ等の
制作と共有 等

モスクワ事務所開所式の様子
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JNTOによる地方誘客型訪日プロモーション

海外の旅行会社やメディアを対象とした
農産物の収穫や日本産の食品作り体
験等を組み込んだファムトリップを実
施。

○実施時期：平成28年9月24日～27日
○参加者数：約100人
○体験の主な一例
石川県能登町 稲刈り
宮城県塩釜市 笹かまぼこ作り
栃木県日光市 湯葉作り 等

「VISIT JAPAN トラベル＆MICEマート2016」において、
ファムトリップを実施。

収穫および体験の様子

香港市場において、熊本地震を受けた風評被害対策事業
の一環として、メディア招請を実施。

九州（福岡・熊本・大分）へのメディア招請を6月に実施。7月5日
発売の現地旅行雑誌には、熊本と大分を中心に32ページにお
よぶ特集記事を掲載。

○実施時期：平成28年6月21日～26日
○雑誌名：「Go! Japan」
○【主な掲載内容】
◆中州屋台◆くまモンスクエア
◆黒川温泉◆水前寺成趣園
◆湯平温泉◆湯布院フローラルビレッジ

台湾歌手のミュージックビデオおよびショートムービーの製
作。

11月上旬に鳥取県、島根県を撮影地と
し、台湾の人気女性歌手を招請。ミュー
ジックビデオの撮影およびショートムー
ビーを製作。

JNTO台湾向けFacebookにショートムー
ビーを配信するとともに、12月に台北市
内イベントでお披露目。

○実施時期:平成28年11月～12月

東北地方のプロモーション映像を制作。
CNNを活用して全世界に情報発信。

○情報発信期間：平成28年5月18日～7月15日
○テレビ：CNN Internationalの3億1946万世帯に対してCM

を放送（計278回）
○ウェブサイト：ＣＮＮウェブサイト

（CNN.com、CNNInternational.com）
（ＰＣ＋モバイル）でのバナー広告や
１５秒版のCMの掲出（計1,400万回以上）

24



MICE誘致の促進

25

目指すべき将来像

Events Industry Board（英国）

文化・メディア・スポーツ省に設置された、MICE誘致・開催を横断的に支援する
官民組織により、政府レベルでのMICE開催・誘致を集中支援。

英国「ケンジントン宮殿」

MICE誘致・開催を横断的に支援する官民連携組織を築き、
オールジャパン体制でのMICE誘致支援を実施

Business visits and events strategy
（英国MICE戦略）



MICE誘致の促進

26

今後の対応

● 政府レベルのMICE支援体制を構築するため、関係府省
連絡会議を昨年末に新設。

● 将来的に、官民連携横断組織によるオールジャパン体制
での支援を実施。

MICEの意義や重要性についての啓蒙・普及
政府・民間を交えたMICE支援措置の検討



「歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォース」について

明日の日本を支える観光ビジョンに基づき、農山漁村を含めた地方に広く存在する古民家等を活用し
た魅力ある観光まちづくりを推進。

歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォース

【議 長】 内閣官房長官
【議長代理】 国土交通大臣
【副 議 長】 内閣府特命担当大臣（地方創生担当）、農林水産大臣
【構成員】 内閣官房副長官（政務・事務）

内閣総理大臣補佐官（地方創生担当）
内閣官房副長官補（内政担当）
内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付）
内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付）兼観光庁次長
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部地方創生総括官補
金融庁監督局長
総務省大臣官房総括審議官
消防庁次長
文化庁次長
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長
農林水産省農村振興局長
経済産業省商務情報政策局長
国土交通省都市局長
国土交通省住宅局長
観光庁長官

１．検討事項

（１）農山漁村を含む地域の古民家等の活用・
再生事例の収集・比較

（２）成功の要因と課題の抽出
（３）具体的な支援策を含む全国展開方策の検討

等

集落丸山（篠山市） 多様なニーズへの対応 27

２．今後のスケジュール（予定）

○９月 ５日：第１回開催（有識者ヒアリング）

○10月18日：第２回開催（有識者ヒアリング）
○11月14日：第３回開催（有識者ヒアリング、

検討課題の整理）
○12月21日：第４回開催 中間とりまとめ、

(支援のあり方等を整理）
○１月30日：官民連携推進チーム（連携推進室、

専門家会議）発足

○ 29年度早期に ：とりまとめ

～



取組事例

歴史的資源を活用した観光まちづくり

28

文化・自然や古民家を活かした旅行商品の提供古民家の再生・活用

おぢかアイランドツーリズム（長崎県小値賀島）

＜取組内容＞

◆ 地元住民によるガイドツアーや農家での料理体験など島
の文化・自然体験を旅行商品化

◆ 武家屋敷や漁師の家など廃墟となった古民家を観光資
源として再生し、「古民家ステイ」、「古民家レストラン」を
展開。個人客をターゲットとした「暮らすように旅をする」

高付加価値の旅行商品を提供

→ 10年で300人を超える若者がUIターン
一桁まで落ち込んだ出生率が約２倍に増加

＜取組内容＞

◆ 歴史地区である篠山城下町において、国家戦略特区
を活用し、４つの古民家を１つのホテルとして面的に利

用するなど斬新な手法により古民家を再生
→ 20名以上の移住者、50名近くの雇用を創出

◆ 人口減少・少子高齢化が進む集落丸山の古民家をホ
テルとして再生・活用し、集落を活性化

→ 2.1haあった集落の耕作放棄地を解消

一般社団法人ノオト（兵庫県篠山市）

篠山城下町の歴史的街並み

モダンに改修された
古民家ホテル

暮らすような滞在を提供する
ため、古民家をまるごと

一棟貸し出し

地元の食材を活かした
島の家庭料理をふるまう

古民家レストラン

島の民家を訪ね地元住民
と家庭料理を作る体験

集落丸山



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

「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

－隅から隅まで日本の旅を楽しめるように－

１０．休暇

「ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾚｰﾙﾊﾟｽ」を訪日後でも購入可能化。
また、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の充実を実現。

９．地方交流

８．滞在環境

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させるほか、ストレスフリーな通信・交通
利用環境、キャッシュレス観光、ユニバーサルデザインなどを実現。

北海道新幹線の開業 複数空港の一体運営（新千歳）

「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

－国民一人ひとりが「仕事も」「休日も」楽しめるように－

2020年までに、年次有給休暇取得率70％に向上。
また、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などを推進。

家族の時間づくり（熊本県人吉市）

地域の伝統的な祭り開催日に、市内の全小・中学校を
休業日とし、地元企業への有給休暇取得を働きかけ。

おくんち祭り 地域協議会の様子 29



今後の対応

○バイオカートの導入
・平成28年度に関西・那覇・高松空港に導入し、本年度は成田空港等12空港に導入
予定。今後も対象空港の拡大を検討

○プレクリアランス（事前確認）の早期実現
・ 平成30年度以降の早期実現に向け、具体的な対象や実施方法・効果等の検討及び
相手国・地域との調整協議を加速

○自動化ゲートの利用拡大
・ 「信頼できる渡航者」（トラスティド・トラベラー）として、ビジネス客のみならず、外国人観
光客等の自動化ゲートの利用を実現（平成32年・2020年までの実施を目指す）

○ボディスキャナーの導入
・ 平成28年度内に成田・羽田・関西・中部・新千歳・福岡など８空港に導入
・ 本年度内に那覇・鹿児島など８空港に追加導入
・ 平成31年に国内主要空港への整備を完了

○顔認証ゲートの導入
・日本人出帰国手続における顔認証技術を活用した自動化ゲートの平成30年度

以降の本格導入を目指す

世界最高水準の技術活用等により入国審査場の風景を一変させ、円滑かつ厳
格な出入国審査等を高度な次元で実現し、最長20分の目標を目指す。

30

最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現

顔認証ゲートボディスキャナー

バイオカート

自動化ゲート



 平成26年度調査において、旅行中最も困ったこととしては「無料公衆無線LAN環境」が30.2%で最も多かった。
 平成28年度調査において、旅行中最も困ったこととしては「施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれな
い」が28.9%で最も多い。

「訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関するアンケート」調査結果
旅行中に最も困ったこと

【平成26年度調査】 【平成28年度調査】

31



目指すべき将来像

通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

無料公衆無線LAN、SIMカード等の相互補完に

より、シームレスな通信環境の実現

「Wi-Fi HK」ブランド
（無料公衆無線LAN）

リアルタイムでカスタマイズされた、

携帯端末への情報発信の実現

2020年までに無料公衆無線ＬＡＮ環境等を整備し、外国人旅行者の通信環境の向上に繋げる

とともに、誰もが一人歩きできる環境を実現するための情報コンテンツを充実

Discover Hong Kong 
Tourist SIＭ（SIMカード）

5day Pass 8-Day Pass

（参考）香港の取組事例

32



通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

今後の対応

通信環境の飛躍的向上

■無料Wi-Fi環境の整備

■事業者の垣根を越えた認証連携

■プリペイドSIM販売拠点の倍増 共通シンボルマークデザイン

誰もが一人歩きできる観光の実現

■多言語音声翻訳システム

■IoTおもてなしクラウド事業

Voice Tra（多言語翻訳アプリ）

33



キャッシュレス環境の飛躍的改善(海外発行カード対応ATMの設置促進を含む)

目指すべき将来像

海外発行クレジットカードのキャッシング対応 クレジットカード決済端末の拡充とIC対応化

今後の対応

○ ３メガバンクの海外発行カード対応ATM整備について、大幅な前倒しを要請

(2018年中にその大半を設置)

○ 2020年までに、外国人が訪れる主要な商業施設、宿泊施設及び観光スポットに
おいて、「100％のクレジットカード決済対応」及び「100％の決済端末の IC 
対応」を実現

34



医療面での安全・安心の確保

訪日外国人旅行者受入
可能な医療機関
リストの活用

訪日外国人旅行者向け
海外旅行保険の周知

不慮のケガ・病気に
なった際に役立つ

医療機関の利用ガイド
の作成

35



緊急地震速報、津波警報をプッシュ型で自動的に通知し、取るべき
初動対応を表示。災害概要についても解説。

地震・津波への対応

緊急地震速報 津波警報 コミュニケーションカード

災害時の安全・安心の確保（災害情報発信アプリ「Safety tips」）

36５言語（日本語・英語・中国語（繁体/簡体）・韓国語）に対応



「地方創生回廊」の完備

目指すべき将来像

スイス

国鉄・私鉄各社が運行する鉄道、バス、湖船、山岳交
通、都市交通など、交通各社の連携による乗り放題パス
（スイストラベルパス）を展開

37



「地方創生回廊」の完備

今後の対応

○ 新幹線、高速道路などの高速交通網を活用した
「地方創生回廊」の完備に向け、以下の取組を実施。

・「ジャパン・レールパス」の日本到着後の購入を可能に

・新幹線開業、コンセッション空港の運営開始、交通結節点の機能
高度化等と連動し、観光地へのアクセス交通の充実

・高速道路ナンバリングや観光地と連携した道路案内標識の改善

・規制の弾力化等を通じた多様なアクセス交通の実現

38



今後の対応

○今後のインバウンド需要に適切に対応するためには、首都圏空港の機能強化
を図る一方、ゴールデンルートに集中する観光需要を地方に分散させる観点
から、地方空港の活性化を図ることが必要

39

地方空港のゲートウェイ機能強化とLCC就航促進

戦略的な空港間連携や地方空港へのLCC・チャーター便の就航促進に取り
組みます。

・ 複数空港の一体運営（コンセッション等）（特に北海道）
・ 地方空港の着陸料軽減
・ 首都圏空港の容量拡大（羽田空港の飛行経路の見直し等）
・ 首都圏におけるビジネスジェットの受入環境の改善
・ 地方空港のLCC・チャーター便の受入促進
・ コンセッション空港等における到着時免税店制度の導入
・ 新規誘致に係るJNTOの協働プロモーション支援

複数空港の一体運営（新千歳）



神戸港※5

<2012.8.7 ・8.20
ボイジャー・オブ・ザ・シーズ>

（乗客3,616人）
約1.4億円/回

3.8万円/人

【出典】
※1  北海道開発局（2014）：北海道港湾におけるクルーズ振興に伴う港湾施設整備等検討業務報告

書
※2 東北地方整備局調べ（2015）

※3 横浜市港湾局（2012）：横浜港と地域経済～私たちの暮らしとつながる横浜港～
※4 中部地方整備局、清水港客船誘致委員会（2015）：清水港へのクルーズ船等寄港による経済効

果
※5 神戸市調べ（2012）
※6 福岡市調べ（2015）
※7 長崎県調べ（2015）
※8 宮崎県調べ（2015）

※9 沖縄総合事務局（2012、2015）：外国クルーズ客船の那覇港寄港による経済効果について
※10 韓国政府資料(2013)：海洋新産業育成と雇用創出のためのクルーズ産業活性化対策

※直接効果（アンケートによる推計）

那覇港※9

＜2012.7.24ボイジャー・オブ・ザ・シーズ＞

（乗客3,609人）
約1.4億円/回

3.8万円/人

＜2015.8.1 クァンタム・オブ・ザ・シーズ＞

（乗客4,605人）
約6.4億円/回
13.8万円/人

韓国※10

512米ドル/人
※クルーズ客の直接消費額のみ

○クルーズ船による外国人入国者数は、2013年17.4万人から2016年199.2万人（速報値）へ急拡大。観光ビジョンで
は、2020年500万人を目指すとしている。

○大型クルーズ船の寄港地における経済効果は、寄港地の特性等により違いがあるものの、少ない場合でも乗客
１人当たり１万円／回程度であり、多い場合では、乗客１人当たり14万円／回程度に及ぶ。

家電量販店で買い物する
クルーズ客（博多港）

オプショナルツアーに
出かけるクルーズ客（那覇港）

ポートターミナル内で買い物を
楽しむクルーズ客（神戸港）

博多港※6

＜2015.9.1～10.31 スカイ・シー

コスタ・ビクトリア、コスタ・セレーナ、
クァンタム・オブ・ザ・シーズ、＞

10.7万円/人

※直接効果（アンケートによる推計）

油津港※8

＜2015.8.16
クァンタム・オブ・ザ・シーズ＞

（乗客4,843人）
約0.6億円/回

1.2万円/人

細島港※8

＜2015.8.10
スカイシー・ゴールデン・エラ＞

（乗客1,479人）
約0.3億円/回

2.3万円/人
※直接効果（アンケートによる推計）

横浜港※3

約2.2億円/回

※直接効果（ヒアリングによる推計）
日本発着クルーズの起点

5万トンクラスの想定
港費関係や給油・船用品など含む

小樽港※1

＜2013.6.19／7.19サン・プリンセス＞

（乗客1,603人／1994人）
約0.2億円/回

1.7万円/人

※直接効果（アンケートによる推計）
※日本発着クルーズの寄港地

室蘭港※1

＜2013.9.11～12
ボイジャー・オブ・ザ・シーズ＞

（乗客2,675人）
約0.3億円/回

1.2万円/人

※直接効果（アンケートによる推計）
※日本における寄港地は、伏木富山港

→室蘭港→東京港→長崎港

長崎港※7

＜2014年＞

約0.6億円/回
3.1万円/人

※直接効果 （アンケートによる推計）
乗客平均1,950人

清水港※4

＜2014年度＞

約0.4億円/回

※直接効果（アンケートによる推計）

※直接効果（アンケートによる推計）
※日本における寄港地は、広島港

→油津港→長崎港

直接効果
クルーズ客により寄港地及びその周辺に観光

消費が発生（例：飲食、土産品購入、ツアー参加など）

１次間接効果
観光消費の発生により、原材料購入等を通じ、

関連産業の生産を誘発

２次間接効果
直接・第１次波及効果の発生による雇用者所得の
増加から、消費支出が増加し、関連産業の生産を

誘発

経済波及効果

※直接効果（アンケートによる推計）

青森港※2

＜2015.8.26
ダイヤモンド・プリンセス＞

（乗客2,570人）
約0.3億円/回

1.3万円/人
※直接効果（アンケートによる推計）

※日本発着クルーズの寄港地

クルーズ船の急増と寄港による経済効果
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休暇の現状・課題
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○年次有給休暇の取得率は、近年、5割を下回る水準で推移
（平成26年：47.6％）

○約３分の２の労働者は、年次有給休暇の取得にためらいを感じている

○国内観光需要は、GW等の一部の時期に集中しているため、観光繁閑
期での稼働率に大きな乖離が生じている

（平成26年：68.3％。年次有給休暇の取得にためらいを感じる理由は、「みんなに迷惑がかかる
と感じるから」（74.2％）、「後で多忙になるから」（44.3％）、「職場の雰囲気で取得しづら

いから」（30.7％）等）



○ 働き方・休み方改革を推進し、年次有給休暇の取得を一層促進

休暇改革

 2020年までに年次有給休暇の取得率を70％に向上
 観光需要の平準化

今後の対応
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観光産業の生産性向上

○ 家族が休暇をとりやすい制度の導入、休暇取得の分散化

・ 5日間の年次有給休暇付与を使用者に義務付け（労働基準法の改正）
・ 地域ごとに協議会を設置し、計画的な年次有給休暇取得を企業、住民等に働きかけ、休暇取得促進の
機運を醸成

・ 分散化などの工夫事例を周知するとともに、経済界と連携し、子供の休みに合わせ年次有給休暇取得
3日増を目指す

・ 休暇取得の分散化のため産業界に対し奨励を行うとともに、経済的インセンティブ付与の仕組みの導入
を目指す



3 観光産業の活性化について



労働生産性の国際比較と国内の業種別付加価値額

出典：（公財）日本生産性本部「労働生産性の国際比較2015年度版」より抜粋

労働生産性

PPP*で評価されたGDP

就業者数
＝

単位：PPP換算
USドル

＊PPP：購買力平価（purchasing power parity）
OECDの2012年の換算レ－トは1ドル=105.972円

【労働生産性（付加価値ベース）の国際比較（2014年）】
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*1付加価値額とは、企業の生産活動によって新たに生み出された価値
（付加価値額=売上高ー費用総額＋給与総額＋租税公課）

【従業者１人当たりの付加価値額＊１（労働生産性）】

（百万円）

出典：総務省「平成24年経済センサス－活動調査」より抜粋

インバウンドの急増に伴い宿泊施設の需要が拡大する一方、全国の宿泊施設においては従業員等の人手不足が深刻化

⇒宿泊施設の生産性を向上させることで多様なニーズに対応していくことが、宿泊業にとって喫緊の課題

○労働生産性が低いと言われている我が国において、宿泊業は他業種と比べ労働生産性が低い。
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【宿泊業の市場規模】

１．経営手法を長年の「経験」や「勘」に依存

◆ 家業として経営を受け継ぐ旅館が多く、旧態依然の経営手法を踏襲。

◆ 部門別の管理会計を導入していないなど、科学的な経営が行われてい
ない旅館が多い。

◆ 後継者の確保、育成も課題。

79.3

20.7

実施

未実施

29.6

70.4

実施

未実施

宿泊産業の現状と旅館が抱える経営課題

旅館・ホテルの経営状況

【ホテル・旅館における客室稼働率（全国平均／平成27年）】

旅館の経営課題

【宿泊部門と飲食部門の区分会計実施状況】

最高 最低

ホテル 85.2%（８月） 67.8%（１月）

旅館 51.6%（８月） 32.5%（４月）

旅館 ホテル

出典： 観光庁 宿泊旅行統計調査報告
（ホテルはシティホテルの数値）

２．客室稼働率

◆ ホテルに比し、旅館の稼働率が極めて低い。

１．市場規模

 直近10年で旅館は29%減、ホテルは5％増。

（早稲田大学サービス・リエンジニアリング研究会 2013年ホテル/旅館産業の動向に関する実態調査）

２．旅行会社、日本人、団体に大きく依存

◆ 宿泊施設自らが情報発信し、集客するという意識が低い。

◆ 外国人の受入意識が低く、海外向け情報発信への取組が不十分。

◆ 旅行形態が団体旅行から個人旅行に移行しているにもかかわらず、
個人客の取込みに向けた情報発信、ターゲットの絞込みが不十分。

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年

旅館 ホテル 民宿・ペンション等

1.97 1.87 1.76

（兆円）

（注）レジャー白書2014（公益財団法人日本生産性本部編）に基づき観光庁作成

1.98

1.40

1.02

1.08

1.91

1.59 1.46 1.43 1.40

1.04 1.07
1.09

1.04
0.98

0.98 0.94 0.98

0.31 0.32 0.32 0.35
0.36

0.34 0.35 0.33 0.35 0.36
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観光産業の人材不足

出典：日本経済新聞（2016年8月30日夕刊）

【産業別有効求人倍率と賃金（2016年7月）】

出典：帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」
（2016年2月23日）

【従業員が「不足」している上位10 業種】

（％）

○宿泊施設は人材が不足している一方で、生産性が低いことも要因となって賃金が他業種より低くなっている。
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訪日外国人旅行者の旅行前の情報収集方法と対応

0 10 20 30 40 50

旅行ガイドブック

日本政府観光局（又は…

口コミサイト

個人ブログ

旅行会社のHP

母国にいる家族・知人

テレビ番組

SNS

旅行会社のパンフレット

旅行カウンター

自治体や観光協会など…

チラシ広告、キャンペーン

日本にいる家族知人

新聞

その他

％

全体 アジア 欧米豪

出典：DBJ・JTBFアジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査（平成28年度版）
平成28年６月～７月 海外旅行経験者対象 インターネットによるアンケート調査

0 10 20 30 40 50 60 70

その他

キャンペーンやキャラバンの参加等

海外旅行博参加等

海外OTAサイトへのバナー等の掲載

国内OTAサイトへのバナー等の掲載

旅行紹介サイトへのバナー等の掲載

政府関連HPや媒体への掲載

人的ネットワークの活用

自社HP

口コミサイトの利用

SNSでの情報発信

海外の新聞への掲載

海外フリーペーパーへの掲載

海外の一般雑誌への掲載

海外の旅行雑誌への掲載

％

【「取り組んでいる」とした旅館での具体的な広告・宣伝方法】

出典：旅館ブランドに関する調査研究
（2014年10月 国土交通省国土交通政策研究所）

【旅行前はどのように情報収集したか】

○訪日外国人の旅行前の情報収集手段として、「旅行ガイドブック」、「JNTOのWebサイト」、「口コミサイト」、「個人ブログ」などが
上がっているが、旅館では対外的な発信が弱い。

旅行ガイドブック

日本政府観光局（又は観
光庁）HP

口コミサイト

個人ブログ

旅行会社のHP

母国にいる家族・知人

テレビ番組

SNS

旅行会社のパンフレット

旅行カウンター

自治体や観光協会など
地域の公式HP

チラシ広告、キャンペーン

日本にいる家族知人

新聞

その他
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国内宿泊旅行の同行者とセグメント別宿泊先

0

10

20

30

40

50

60

家族 友人・知人

家族と友人・知人 職場・学校の団体

地域・宗教・招待などの団体 自分ひとり

ホテル 2000年
2004～
2006年

2008～
2010年

2013年
*2

00/13年
増減率

幼児連れ家族旅行 28.0 37.6 42.7 56.1 200.4%

小学生連れ家族旅行 28.6 37.8 46.3 65.4 228.7%

中高生連れ家族旅行 23.1 41.4 45.1 64.1 277.5%

（大人の）親子旅行 32.6 37.6 40.7 54.6 167.5%

三世代家族旅行 24.8 34.7 43.1 50.8 204.8%

カップル旅行 46.8 49.6 53.8 71.4 152.6%

子育て前の夫婦旅行 33.4 41.5 47.7 61.7 184.7%

子育て中の夫婦旅行 33.6 43.5 56.7 62.4 185.7%

子育て後の夫婦旅行 33.6 37.4 46.2 54.1 161.0%

友人旅行 33.0 37.3 42.1 54.5 165.2%

男性のひとり旅 31.6 49.1 55.8 46.3 146.5%

女性のひとり旅 31.6 34.6 53.5 71.9 227.5%

【国内宿泊旅行の同行者の推移】

出典：旅行者動向2001、2007、2011、旅行年報2014より抜粋

*ひとり旅は2000年度は男女別調査なし *2 2013年は複数回答
出典：観光の実態と志向

○「家族旅行」、「ひとり旅」が増加傾向にあるものの、旅館はうまくそのニーズを取り込めていない。

％

【セグメント別宿泊先】 単位：％

旅館 2000年
2004～
2006年

2008～
2010年

2013年
*2

00/13年
増減率

幼児連れ家族旅行 17.3 23.2 23.6 28.8 166.5%

小学生連れ家族旅行 15.3 16.1 16.2 18.9 123.5%

中高生連れ家族旅行 16.8 19.1 25.0 20.4 121.4%

（大人の）親子旅行 30.2 33.5 36.8 36.8 121.9%

三世代家族旅行 39.5 33.0 32.7 36.5 92.4%

カップル旅行 22.2 21.4 28.4 23.6 106.3%

子育て前の夫婦旅行 26.4 24.1 29.1 30.3 114.8%

子育て中の夫婦旅行 23.1 24.7 23.8 32.1 139.0%

子育て後の夫婦旅行 33.0 35.7 36.4 37.1 112.4%

友人旅行 29.1 35.0 35.5 32.3 111.0%

男性のひとり旅 12.4 9.1 16.5 10.6 85.5%

女性のひとり旅 12.4 5.6 13.4 8.4 67.7%
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観光地の再生化にかかる課題

出典：「観光地再整備の方法と推進に関する研究」運輸政策研究、2012年秋

【ハード面から再整備する場合に
重視する取り組み】

【観光地再生のために望まれる事業】

アンケート対象：観光の名を明記した所管のある自治体もしくは左記
以外で観光協会を有する自治体の観光地（2カ所まで），②アンケー
ト配布：1,505自治体，
③調査期間：平成21年11月7日～27日，④アンケート回収数：570自
治体（642観光地），⑤回収率：37.9％

○観光地の再生のために、個々の施設の整備だけではなく、景観等を面的に整備し、観光地全体の経営を高度化することが
求められる。
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生産性向上の成果を挙げた旅館の先進事例

＜取組内容＞

◆ 会計管理の徹底・目標原価率の設定（原価率17％、
粗利率83％）。

◆ グループ８館の予約受付・経理・仕入・調理業務の
一元化で経費削減。

◆ サービス見直しにより経費を削減（客室冷蔵庫の廃
止、部屋食の廃止等）。

＜成果＞

◆※人時生産性が1,700円→5,000円に上昇（294%増）

一の湯グループ（神奈川県・箱根塔ノ沢温泉）

業務一元化によるコスト削減 マルチタスク化により生産性向上・事業拡大

越後湯澤 HATAGO井仙（新潟県・越後湯沢温泉）

＜取組内容＞

◆ 宿泊部門・飲食部門・販売部門を明確に区分し
て損益を管理。

◆ 全従業員を対象とした年間8日間のサービス研
修等を実施し、多能工化を積極的に推進。

◆ 接客業務のオフの時間帯を活用し、製菓事業等
の新たな業務領域を開拓。

＜成果＞

◆ 取組開始の翌年度に黒字転換。

◆ 従業員数を5割強増やす(20→32人）ととも
に、平均賃金が1.２倍に上昇。
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◆ 従業員の平均賃金が神奈川
県全産業平均賃金（363,300
円（平均年齢41.7歳、勤続
11.7年））まで到達。

※人時生産性：従業員１人が
1時間あたりに
稼ぐ粗利益



・食事提供等の見直し

・フロントが司令塔となり、Webカメラで
繁忙部署へ人員をリアルタイムで振り分け

・アイドルタイムの活用による収入増

・欧州豪厨房連携型注文システムを導入し
た携帯端末での接客

・多言語翻訳システムを導入した

タブレット端末での接客

宿泊業における改革の取り組み支援

事例② ローラーコンベアによる料理搬送
料理を厨房から宴会場へコンテナに

貼られたバーコードによりローラー

コンベアに載せ自動運搬

事例① タブレット端末の導入

【効果】

 迅速・正確なサービス

 注文ミス等の軽減

 従業員の労働時間短縮

1日約20分短縮×30日＝10時間/月）

【効果】

 迅速・正確なサービス

 運搬中の食器破損や料理の崩れが低減

 従業員の負担・当該部門人員削減

（4名→2名）

事例③ マルチタスク化

【効果】

 少ない人数で顧客対応

 一顧客に一貫したサービス

 従業員一人あたり生産性等上昇

（労働生産性:2.2倍、売上高:2.6倍)
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８モデル旅館ホテル e-ラーニング

旅館ホテルの経営改善に向けた
講座をインターネット上で配信

（いつでもどこでも誰でも無料で）

○「旅館ホテル生産性向上協議会」（平成27年10月発足）において選出された８モデル旅館ホテルへのコンサルティ
ングによるモデル事例創出や全国でのワークショップ開催、e-ラーニング等の取組み（平成27年度補正予算事業）

ワークショップ

オンライン講座「旅館経営教室」
（H27.5～8配信、約3200名受講）

経営診断及びフォローアップ
意欲ある経営者のスキルを伸
ばすため、全国20地域で開催

課題抽出・先進事例

イラストや実例を交えたわかり易い旅館ホテル生産性向上ガイド
ブックを冊子、動画で作成

全国に発信モデル旅館
小豆島国際ホテル<客室数120>

モデル旅館
綿善旅館（京都）<客室数27> 課題抽出・モデル事例創出

○旅館ホテルのICT化等による生産性向上

 宿泊事業者に対し、タブレット端末の導入やWi-Fiの整備等に要する費用を支援。
 平成27年度補正予算において約1,200、平成28年度当初予算において700の事業者の計画を選定。年内に各宿泊
事業者が事業を実施



課題認識： １．観光産業を牽引するトップ人材や新たなビジネスを創出できるトップ人材の不足
2. 地域の観光産業を担う経営力のある宿泊経営者、DMOの不足
３．インバウンドをはじめとした増加する観光客に対応する現場スタッフの不足

産業界ニーズを踏まえた観光経営人材の育成・強化

大学院

○観光MBAの設置・開学

大 学

○「観光産業中核人材育成講座」の
水平展開と大学コンソーシアムの構
築

○観光系大学等のカリキュラムポリ
シー整備

○長期インターンシップモデル検証

専修学校

○長期インターンシップモデル検証

○専門学校におけるカリキュラムの
あり方検討

その他

○ＤＭＯを担う人材育成

○休眠労働市場（シニア、女性な
ど）が活躍できるための他省庁との
連携施策

○ジュニア観光人材育成

観光産業の

国際競争力UP！

②地域の観光産業を担う
中核人材育成機関

①トップレベルの
観光人材育成機関

① 観光産業を牽引する
トップレベルの経営人材育成

② 地域の観光産業を担う中核人材育成
⑴観光産業を担う中核人材育成講座

⑵ＤＭＯを担う人材育成

③観光産業の即戦力となる実践的な人材の
育成

・観光MBAの設置・開学（京都大学、一橋大学）
・社会のニーズに合った人材輩出のための観光系大学等の

カリキュラムポリシー改革

・地域の宿泊産業の経営力アップのための「観光産業中核
人材育成講座」の水平展開とブラッシュアップ

・自走スキーム構築のためのコンソーシアムの設立

・基礎プログラムのブラッシュアップ、応用プログラム
の策定

・長期インターンシップモデル事業（専門学校、大学等）
・休眠労働市場（シニア、女性、障害者など）が活躍でき

るための他省庁との連携施策
・観光人材の早期獲得のためのジュニア観光人材育成

③実務を担う実践的な
観光人材育成機関

観光経営人材の育成・強化の
スキーム
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観光MBA設置スケジュール

○観光経営を担うトップ層の育成
…一橋大学及び京都大学において2018年度に観光MBA設置・開学、2020年第一期修了

・カリキュラム開発を見

据えた実証実験（社会人

講座の開講等）

・産学官によるカリキュ

ラム検討WGの開催

・海外連携大学の開拓

・カリキュラム開発①

（5科目程度）

・産学官によるカリキュ

ラム検討WGの開催

・受講生募集開始

・１年生入学

・カリキュラム開発②

（5科目程度）

・カリキュラム①授業

実施

・２年生入学

・カリキュラム①②

授業実施

※１期生2020年３月

卒業

2016（平成28）年

2017（平成29）年

2018（平成30）年

2019（平成31）年

2020年以降
自走

文科省認可

観光MBA設置・開学

完成年度
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平成28年度「観光産業を担う中核人材育成事業」

第１ターム 第２ターム 第３ターム

10月11日（火）～13日（木）（２泊３日）
小樽商科大学 札幌サテライト

 開講式
 日本の観光政策 観光庁
 経営に関する「基礎知識」の習得

－講義、グループディスカッション

生産性向上、サービス品質向上、
インバウンド戦略、ブランド戦略
マーケティング戦略、ＥＳ向上 など

11月17日（木）～19日（土）（２泊３日）
小樽商科大学 札幌サテライト
ウィンザーホテル洞爺湖

 経営に関する「応用知識」の習得
－講義、グループディスカッション

ケーススタディ
■宿泊施設及び地域の視察

財務分析、管理会計、人事労務管理、
組織・人材マネジメント、リーダーシップなど

３月8日（水）～10日（金）（２泊３日）
小樽商科大学 札幌サテライト

 ビジネスプランの発表
－評価、受講生間でのフィードバック、

まとめ

 閉講式

自社の経営課題の認識・整理
経営者としての自己分析

現場実務と理論の結びつけ
経営ビジョンの模索

経営視野の拡がり
実践の継続

オンサイト（自社における実践）

※欠席者については、e-ラーニングによる遠隔授業で補講

自己の変革 自社（旅館・ホテル）の変革 地域や観光産業の変革

宿泊産業の強化・発展を推進するため、地域の旅館・ホテルの経営人材育成に向けた高度かつ発展的な教育カリキュラム
の確立を目指すとともに、産学連携による自立持続可能な仕組みづくりを支援する。28年度は、小樽商科大学（継続）
ほか、和歌山大学、大分大学で新規開講予定。

 事業実施にあたり日本旅館協会、全旅連、日本ホテル協会
全日本シティホテル連盟より協力（講師派遣、募集案内）

 ８月29日より受講生募集開始（〆切り9月30日）
 受講料は「無料」 ※交通費等は自己負担
 講師は小樽商科大学教員をはじめ各界の有識者
 「オフサイト（講座受講）」と「オンサイト（現場実務）」の

繰り返し（アクション・ラーニング）により理論と実践の結びつけ

【小樽商科大学カリキュラム例】
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再生活性化事例（施設「点」の事例①）



再生活性化事例（施設「点」の事例②）
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再生活性化事例（エリア「面」の事例①）
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再生活性化事例（エリア「面」の事例②）

内部体制

○観光による活性化の取組

観光地域づくりの取組内容

○マネジメント
・エリアとテーマが複合したマネジメントにより、

瀬戸内エリアのブランド価値向上に取り組む。

○瀬戸内Finder
・瀬戸内ブランドの認知、浸透を効果的
に展開する独自のメディア(観光情報サ

イト)を運営。

○事業概要
・瀬戸内地域の金融機関からの共同出資を中心とし
た民間からなる(株)瀬戸内ブランドコーポレーショ
ンと連携し、エリア全体のプロモーションや、コン
テンツ開発業者に対する支援等を総合的に実施。

○連携企業：(株)瀬戸内ブランドコーポレーション
・せとうち観光推進機構との連携事業のほか、瀬戸
内地域の地銀７行と日本政策投資銀行が組成した

100億円規模の観光ファンドを活用し、観光関連事
業者への経営支援や資金支援等を実施している。

○瀬戸内ブランド登録制度
・瀬戸内エリア特有の資源を用いた商品
やサービスを「瀬戸内ブランド」として

登録。

※ 登録商品数：
533品・183社/32サービス・18社(2016年4月現在)

（一社）せとうち観光推進機構
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民泊における新たな制度スキーム

○ 制度目的
多様化する宿泊ニーズへの対応、空きストックの有効活用、健全な民泊の普及、宿泊需給への対応 等

○ 制度の対象とする民泊の意義
住宅を活用した宿泊の提供と位置付け、住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、「一定の要件」の範囲内で、

有償かつ反復継続するもの。
※ 「一定の要件」として、既存の旅館・ホテルと法律上異なる取扱いをするための合理的な基準を設定（日数制限）。

「一定の要件」を超えて実施されるものは、新たな制度枠組みの対象外であり、旅館業法に基づく営業許可が必要。
※ 「住宅」として扱い得る「一定の要件」の設定により、住居専用地域でも実施可能（ただし、地域の実情に応じて条例等により

実施できないこととすることも可能。）。

○ 制度枠組みの基本的な考え方
「家主居住型」と「家主不在型」に区別した上で、住宅提供者、管理者、仲介事業者に対する適切な規制を課し、

適正な管理や安全面・衛生面を確保しつつ、行政が、民泊を把握できる仕組みを構築。

基本的な考え方

制度スキーム図

（①、②とも）

住宅提供者利用者

仲介事業者 行政庁

住宅の提供 ②家主不在型
（管理者に管理を委託）

①家主居住型
（住宅提供者本人が管理）

登録

住宅提供者による届出 管理者の登録

インターネットを活用した
シェアリングの推進

インターネット
を活用した手続
を基本とする
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通訳案内士制度の見直し方針について

大都市部への偏在

（4分の3は都市部）

現行の通訳案内士は、フルアテンドを前提とした極めて難易度の高い試験であり、外国人旅行者が
急増する中、量的に圧倒的に不足。
また、資格や研修で得られる画一的な知識・経験では、多様化する外国人旅行者のニーズに

対応できない。

英語への偏在

英語

67.8%

中国語

12.0%

韓国語5.2%

その他

15.0%

現状と課題

（3分の2は英語）

ガイドニーズの多様化

我が国の伝統文化の詳細な説明

街歩きや山歩きなど地域密着型の案内

着付け、陶芸等の体験型旅行需要への対応

（外国人の興味・関心は千差万別）

見直し案

東京
31%

神奈川
13%

千葉
7%

埼玉
5%

大阪
9%

兵庫
6%

京都4%

その他
25%

約

1.9万人

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。 60



ランドオペレーターの業務の適正化を図るための制度の創設

利益確保のための質の低い旅行商品

現状と課題

ダンピング契約による安全への影響

見直し案

旅行の質と安全を確保するため、ランドオペレーターの実態を把握するとともに、問題のある事業者に

対し適切な指導・監督を行い業務の適正化を図るための制度を導入する。

 キックバックを前提とした特定のお土産屋

などへの連れ回し

手配不履行（直前キャンセル、料金不払い 等）

 貸切りバス事業者への最低価格割れ料金

 無理なスケジュールの強要等

いわゆる“ぼったくり”ツアー 軽井沢バス事故

現行の旅行業法は、個人の旅行者に直接サービスを提供する旅行業者のみが対象になっており、
旅行業者の委託等を受け、宿泊施設や運送手段・ガイド等を手配するランドオペレーターは同法

の対象外。
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多様な関係者との連携

日本版ＤＭＯ
宿泊施設

交通事業者

商工業

飲食店

農林漁業

・個別施設の改善
･品質保証の導入

・農業体験プログラムの提
供
・６次産業化による商品開発

・ふるさと名物の開発
・免税店許可の取得

・二次交通の確保
・周遊企画乗車券の設定

・「地域の食」の提供
・多言語、ムスリム対応

･観光振興計画の策定
･プロモーション等の
観光振興事業

･インフラ整備（景観、
道路、空港、港湾等）
･文化財保護･活用
･観光教育
･交通政策
･各種支援措置

行政

日本版ＤＭＯの役割

観光地域づくりの一主体として実施する
個別事業

（例）･着地型旅行商品の造成･販売、
･ランドオペレーター業務の実施 等

地域住民

･観光地域づくりへの理解
・市民ガイドの実施

① 日本版ＤＭＯを中心として観光地
域づくりを行うことについての
多様な関係者の合意形成

② ･各種データ等の継続的な
収集･分析、
･明確なコンセプトに基づいた
戦略の策定、
･ＫＰＩの設定･ＰＤＣＡサイクルの
確立

③ 関係者が実施する観光関連事業
と戦略の整合性に関する調整･仕組
み作り、プロモーション

観光客の呼び込み

地域一体の魅力的な観光地域づくり
戦略に基づく一元的な情報発信・プロモーション

観光による地方創生

内外の人材やノウハウを取り込みつつ、多様な関係者と連携

日本版ＤＭＯの役割、多様な関係者との連携
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広域連携ＤＭＯの事例 （一社）せとうち観光推進機構

内部体制

○観光による活性化の取組

観光地域づくりの取組内容

○マネジメント
・エリアとテーマが複合したマネジメントにより、
瀬戸内エリアのブランド価値向上に取り組む。

○瀬戸内Finder
・瀬戸内ブランドの認知、浸透を効果的
に展開する独自のメディア(観光情報サ
イト)を運営。

○事業概要
・瀬戸内地域の金融機関からの共同出資を中心とし
た民間からなる(株)瀬戸内ブランドコーポレーショ
ンと連携し、エリア全体のプロモーションや、コン
テンツ開発業者に対する支援等を総合的に実施。

○連携企業：(株)瀬戸内ブランドコーポレーション
・せとうち観光推進機構との連携事業のほか、瀬戸
内地域の地銀７行と日本政策投資銀行が組成した
100億円規模の観光ファンドを活用し、観光関連事
業者への経営支援や資金支援等を実施している。

○瀬戸内ブランド登録制度
・瀬戸内エリア特有の資源を用いた商品
やサービスを「瀬戸内ブランド」として
登録。

※ 登録商品数：
533品・183社/32サービス・18社(2016年4月現在) 63



地域連携ＤＭＯの事例 （一社）雪国観光圏

地域の概要等

・新潟県湯沢町生まれ。東ワシン
トン大学経営学部マーケティング
学科を卒業後、旅館の４代目とし
て家業を継ぐ。
・2008年4月の雪国観光圏認定以
来、プランナーとして参画し、
2013年4月には、（一社）雪国観
光圏を設立。代表理事として地域
の観光地域づくりを主導。

○組織体制
・幅広い地域関係者から構成される戦略会議の中核
を担う。

○観光による活性化の取組

独自の取組内容

宿泊施設の品質を評
価する観光認証制度

○地域のキーマン（井口 智裕氏）

○品質認証制度の導入

・サクラクオリティ ・雪国Ａ級グルメ

地元食材を雪国伝統
の調理法で提供する旅
館や飲食店を認定

情報発信

○雪国観光圏フォーラムの開催

・地元教育委員会等の関
連事業者との連携促進を
はかるためのフォーラム
を開催。
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地域が稼ぐためのクラウドを活用した知的観光基盤整備事業
○観光地域のマーケティング・マネジメントを「誰でも、簡単に、効率的に」行うことを可能

とするシステム・ツールである「ＤＭＯネット」を開発し、地域に提供
○ＤＭＯが果たすべき様々な機能・役割について、システムによる支援を行うとともに、

各ＤＭＯ間の連携や好事例の横展開を促進

ＤＭＯ

ＤＭＯネット
国

RESAS等
オープンデータ

自治体
観光統計

ＤＭＯ ＤＭＯ

専門的ノウハウを持つ民間事業者・民間人材

専門的ノウハウの提供 オプションツールの開発

連携促進 好事例の横展開

マーケティング、マネジメント
の実施を支援する各種ツール

専門的ノウハウを持つ民間業
者、民間人材とのマッチング機能

各DMOの情報

【例】・ＤＭＯ内でスケジュール
や業務管理を行うため
のグループウェア機能
・経済効果分析ツール
・地域全体での顧客管理
システム

システムを通じた、 ①マーケティング・マネジメント業務の効率化
②専門業者・専門人材の検索・活用
③他DMO等の情報の取得・活用
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DMOを担う専門人材の育成について

○我が国にはこれまで諸外国のようなDMO的な組織がなく、「地域の各関係者を取り込む組織作り」、「マーケティン
グ及び戦略を策定するためのデータ分析・調整能力」、「経営的手法（PDCA）に基づく観光地運営」をするための
ノウハウが存在しない。

○このため、２８，２９年度の２カ年で、国内及び海外の先進的な事例を参考にして、DMO的手法で観光地経営をする
ための人材を育成する基礎・応用プログラムを策定するとともに、人材のマッチングもシステム化することにより、
各地域でのDMOの設立、運営の強化を図る。

○先進的な取組に関する調査
・国内外のDMO活動の先進事例
・DMO組織における中核・専門

人材の育成事例
・日本版DMOにおける人材育成の

あり方検討

○プログラムの策定・研修の試行
・戦略策定、財務分析、顧客サービ

ス、新技術の活用に関する基礎的な
プログラムを策定

・上記プログラムを活用した研修を
試行し、本格実施に向けた課題等を
抽出

○育成した人材のマッチング
・育成した人材を取得科目、実績、

対応可能時期等で整理
・あらゆる人が簡易にマッチング
できる仕組みを構築

平成28年度実施事業

基礎プログラムのブラッシュアップ

【主な調査事項】
○研修受講者を対象として、アンケートの実施
○各DMO内での、先進的な人材育成事例、

課題の抽出

既存プログラムのブラッシュアップ

○以下のテーマ等に関する応用プログラム
を策定。
【例】

・景観形成論（まちづくり、自然公園）
・プロモーション戦略

（SNS活用、メディア戦略）
・ユニバーサルデザイン論
・テーマ別観光

（スノーリゾート、食、酒、
映画ロケ地、等に関する専門知識等）

○上記プログラムを活用した研修を実施

平成29年度(予算要求中)

応用プログラムの策定・研修の試行

平成３０年度以降

○平成３０年度以降、民間におい
て自主的に運営できるような
体制を構築

○実施体制の整備
（組織、財務等）

・講師となる専門家の発掘
・参加者の呼びかけ
・意欲ある観光の担い手を育成

等

研修実施
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国
交付金（１/２）

都道府県
市町村

①先駆性のある取組

・官民協働、地域間連携、政策間連携、事業推進主体の形成、中

核的人材の確保・育成

例）ローカル・イノベーション、ローカル・ブランディング

（日本版DMO）、生涯活躍のまち、働き方改革、小さな拠点

等

②先駆的・優良事例の横展開

・地方創生の深化のすそ野を広げる取組

③既存事業の隘路を発見し、打開する取組

・既存事業の隘路を発見し、打開するための取組

○本格的な事業展開の段階を迎えた地方創生について、更なる深

化のため、地方創生推進交付金により支援

①地方版総合戦略に基づく、地方公共団体の自主的・主体的で

先導的な事業を支援

②KPIの設定とPDCAサイクルを組み込み、従来の「縦割り」事

業を超えた取組を支援

③地域再生法に基づく法律補助の交付金とし、安定的な制度・

運用を確保

※ 地方公共団体は、対象事業に係る地域再生計画（５ヶ

年度以内）を作成し、内閣総理大臣が認定

地方創生推進交付金

２9年度概算決定額 1,000億円（28年度予算額 1,000億円）

事業概要・目的 対象事業・具体例

資金の流れ

具体的な
「成果目標（KPI）」

の設定

「PDCAサイクル」
の確立

（１/２の地方負担については、地方財政措置を講じる）

① 交付上限額の引上げ（事業費ベース）

【都道府県】 先駆 6.0億円（28年度：4.0億円）

横展開・隘路打開 1.5億円（28年度：1.0億円）

【市区町村】 先駆 4.0億円（28年度：2.0億円）

横展開・隘路打開 1.0億円（28年度：0.5億円）

※ 地方の平均所得の向上等の観点から特に効果的な取組は、交

付上限額を超えて交付することが可能。

② ハード事業割合

・計画期間を通じたハード事業の割合は、原則として1/2未満。

・ただし、1/2以上になる事業であっても、地方の平均所得の向上

等の観点から地方創生への高い効果が認められる場合は申請可

能。

29年度からの運用弾力化
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