
Ⅰ．統計　日本の観光

バブル崩壊以降、長期に減少・低迷した国内宿泊は、最近
、横ばいから若干の持ち直し傾向。外国人の伸びが貢献。	
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Ⅰ．統計　訪日外国人旅行者の推移
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訪日外国人は、10年で倍増以上、2012-14年で500万人増加。	

リーマンショック	
東日本大震災	
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Ⅰ．統計　2014年の訪日外国人旅行者数及び割合（国・地域別）



Ⅰ．統計　費目別訪日外国人旅行消費額（２０１３年）

【費目別支出額】	 　	 （円／人）	

国籍	
旅行支出 

総額	
宿泊費	 飲食費	 交通費	

娯楽 
サービス

費	
買物代	 その他	

全国籍	 136,704	 45,961	 28,016	 14,280	 3,366	 44,691	 390	

韓国	 80,529	 26,044	 19,261	 9,673	 2,519	 22,678	 353	

台湾	 111,956	 31,775	 23,128	 10,777	 3,785	 42,381	 110	

香港	 141,350	 40,763	 29,575	 13,552	 4,887	 52,072	 501	

中国	 209,899	 49,982	 32,517	 13,212	 3,068	 110,058	 1,063	

タイ	 126,904	 39,383	 20,315	 11,975	 1,623	 52,513	 1,095	

シンガポー
ル	

164,246	 62,906	 34,344	 19,559	 2,987	 44,270	 178	

マレーシア	 144,770	 46,673	 36,552	 15,831	 3,691	 41,756	 267	

インド	 145,992	 76,866	 26,998	 16,145	 1,655	 24,259	 68	

英国	 171,547	 77,771	 39,435	 25,186	 2,561	 26,526	 66	

ドイツ	 156,288	 76,934	 33,777	 23,232	 3,610	 18,407	 328	

フランス	 203,912	 91,394	 44,931	 28,480	 5,905	 33,059	 142	

ロシア	 210,306	 74,565	 41,462	 23,187	 7,038	 63,294	 759	

米国	 170,367	 79,689	 39,355	 22,148	 3,399	 25,482	 294	

カナダ	 188,716	 79,377	 41,354	 28,565	 7,461	 31,659	 299	

オーストラ
リア	

213,056	 90,891	 46,890	 31,244	 7,102	 36,866	 63	

その他	 149,153	 60,233	 32,008	 16,339	 2,661	 37,750	 162	

○2013年の訪日外国人の旅行消費額は、宿泊費が最も多く4,763億円（全体の33.6％）。	
○次いで、買物代が4,632億円（全体の32.7%）と高い数字。	

旅行消費額
1兆4,168億円	
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Ⅰ．統計  日本で困ったこと
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Ⅰ．政府全体・観光庁の近年の取組み

２００３年１月	小泉総理が｢観光立国懇談会｣を主宰	

	 	　４月 	ビジット・ジャパン事業開始	
	

２００７年１月　観光立国推進基本法施行（議員立法）	

	 	　６月　観光立国推進基本計画閣議決定（安倍内閣）	
	

２００８年10月	観光庁発足（麻生内閣）	
	

２０１２年３月  観光立国推進基本計画改訂（野田内閣）	
	

２０１３年３月　観光立国推進閣僚会議設置（安倍内閣）	

	 	　６月　 「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」決定	

　　　　　　　　　日本再興戦略 –JAPAN is BACK- 閣議決定	
	

２０１４年６月　「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014」決定 
２０１５年６月　「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015」決定 
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Ⅰ．「外国人旅行者向け消費税免税制度」拡充

「外国⼈人旅⾏行行者向消費税免税制度度改正」開始記念念式

全国各地域における免税販売の様⼦子

日　時：10月1日（水）	
場　所：三越銀座店　9階銀座テラス	
共　催：観光庁、経済産業省、	

（一社）ジャパンショッピングツーリズム協会（JSTO）	
後　援：日本政府観光局（JNTO）	

協　力：株式会社三越伊勢丹ホールディングス	

栃木県内旅館で免税店“第１号”　	
県産品を免税で販売『鬼怒川グランドホテル』	
(引用元：下野新聞　2014年10月2日  朝刊)	
	
	

専用カウンターで免税手続きをす
る外国人客『イオン北谷店』	
（引用元：琉球新報　　2014年10月
2日web刊）	

和歌山県『黒潮市場』において消耗品
の免税販売を実施	
（写真提供：和歌山県）	

　『高知龍馬空港内の土産物店』など直
営４店を消費税免税店とした。 
  （引用元：高知新聞　2014年10月	
　2日朝刊）	

         　 　栃木県　　　　　　　　　　　　　　　　和歌山県             　　　　    高知県　　　　　　　　　　　沖縄県	
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Ⅰ．「2020年オリンピック・パラリンピック」を見据えた観光振興

○「オリパラ」開催国としての国際的注目度を活かした訪日プロモーション 

　　・「オリパラ」開催国としての国際的注目度を活かして、ビジット・ジャパンとクールジャパンの連携等による効果的な訪日プロ 

　　　モーションの実施や、スポーツイベントを含むMICEの誘致・開催を促進。 
 
○文化プログラムを活用した日本文化の発信 

　　・文化プログラムや聖火リレーの機会を活用して、日本文化等を多彩な観光の魅力として発信。 
 
○ 「東京オリパラ」開催効果の全国への波及 

　　・開催効果を東京のみならず、全国津々浦々に広げるべく、観光客を地方へ誘客するための施策を充実。 

　　・地方空港への国際チャーター便に対する支援など、地方への新規路線開設を促進（地方空港イン・地方空港アウトの促進）。 

　　・オリパラ観戦を目的とした訪日外国人が鉄道等で日本各地を訪問するよう、企画乗車券の造成を促進。 
 

○道の駅・郵便局・コンビニの活用を含めた、外国人旅行者への観光情報提供拠点の充実 

　　・観光情報提供や多言語対応、無料公衆無線LAN環境の整備、地域の名産品の産直海外発送等を促進。 

＜2012年年ロンドン⼤大会における⽂文化プログラムの事例例＞
・2008年年から、ロンドンのみならず英国全地域で⽂文化プログラム実施。

⽂文化プログラムを活⽤用した魅⼒力力の発信 地⽅方空港イン・地⽅方空港アウトの促進

HATWALK：
ロンドン市内彫像２１
体に前衛的な帽子を
被せるイベント	

ワールド・シェイクスピア・フェ
スティバル（バーミンガムなど
各地）	

グラスゴー郊外のス
ターリング城前で開
催された交響楽団の
野外コンサート	

(ロンドン以外の地域が約６割を占める)

出国

入国

周遊
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2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた観光戦略
ー

効
果

持
続

リオデジャネイロ五輪	

 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　	
年
東
京
五
輪
決
定	

訪日外国人

２０００万人時代へ	
　
　
　
　
　
　

東
京
五
輪
開
催	

２０１３年年

２０１6年年

２０２０年年

○外国人受入環境の整備
　　多言語対応、無料Wi-Fi、買い物環境（免税店、クレジットカード）、宿泊施設の充実・多様化・情報提供、CIQの充実、

　　ファーストレーンの設置、案内所・案内ガイドの充実　等	

	
　

○オリンピック開催決定を契機とした　MICE　誘致のプロモーション強化	
　　　

○オリンピック・パラリンピックに関する文化プログラムの実施	

○オリンピック開催国「日本」という国際的注目度を活かした訪日プロモーション	

○事前合宿の日本各地への誘致

○魅力ある観光地域づくりを促進し、
オリンピック開催効果を地方に波及

・ＩＯＣオリンピック憲章において、オリンピック競技大会組織委員会は，複数の
　文化イベントのプログラムを計画しなければならないと定められている。	
・ ２０１２年ロンドン五輪に際しては、五輪開催4年前の2008年から、音楽や
演
　劇、ダンス、美術、映画、ファッションなど英国の多角的な文化・魅力を紹介す
　る文化プログラムを実施。2012年6月下旬～9月上旬の12週間に渡る「ロ
ンド
　ン2012フェスティバル」がメインプログラム。
・英国政府観光庁は2012年ロンドン五輪を、将来に向けて持続的に旅行者増
　加を目指すための世界に向けたＰＲの絶好の機会として活用。

２０１２年ロンドン五輪に向けて実施された文化プログラム２０１２年ロンドン五輪の観光分野での経済効果	

○各種国際競技大会の日本各地への誘致

出典：英国政府観光庁	

・2012年7月～9月までの3ヶ月間に、ロンドン五輪を目的とした訪英外国人旅行者は
　68万5,000人。
・オリンピックを主目的とする訪英外国人旅行者の滞在中の平均支出額は1,350ポン ド　
　（約166千円）。これは、同時期に他目的で訪英した外国人旅行者の約2倍。

・2013年7月に英国を訪れた全ての旅行者は326万人。（前年同月比3％増）
・2013年7月の旅行者の消費額は25億2,000万ポンド。(史上最高額、前年同月比23％
増)

「東京オリパラ」から
「日本オリパラ」へ
全国津々浦々に	
開催効果を波及	
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内外観光客を通して自分、地域の自己評価の向上、
自信につながる。	

ソフトパワー
の強化	

観
光

国

地
域

意
義	

経済活性化	

内外観光客の消費による経済効果・企業競争力の
向上。（直接的な経済メリット）	

外国人観光客を通して、国家外交を補完する草の
根交流の促進	

国・地域ブランド強化による地域競争力の向上。
（日本、地域のすべての企業の販売力を向上させ
る国・地域ブランドイメージ向上効果）	

資料：「インバウンド研究会」中間提言より加工	
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Ⅱ．観光の力



Ⅱ．観光の力
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自然	

人	

農業	

漁業	

食品
加工	

飲食	

工業	

宿泊	

一次産業	 二次産業	 三次産業	 市場	

観
光
客	

内
外

ー
	

通販	

交通	

ＩＣＴ	

クリエイター	

モノ・サービス供給の流れ	 利益・雇用　獲得の流れ	

文化	

芸術

スポーツ



Ⅱ．観光の力

観光と地域活性化の関係 
 

観光は	

•  地域のバリューチェーンが外につながる重要な輪	
 

観光を 
•  地域の自然、人、文化や、１次２次３次産業と　

　一体で考える 
 

観光産業は 
•  地域の外から利益・雇用を獲得する窓口役の 

ひとり	
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配付資料⑧	



•  世界市場で生き残る日系グローバル企業の誘致・定着 
–  日系グローバル企業が日本の経済と雇用の基礎。 
–  世界に付加価値を提供し、見返りを日本にもたらす。 
–  海外観光客誘致も同じ効果。 

•  東京・全国市場に販売する企業の育成・支援、誘致 
–  地元系全国企業が地域の経済と雇用の基礎。 
–  全国に付加価値を提供し、見返りを地域にもたらす。 
–  国内観光客誘致も同じ効果。 

•  地元商圏で生きる地元企業の支援 
–  日本経済、地元経済の浮沈を受け入れる立場。 
–  地域経済の範囲で生き残れるか冷静に判断。 
–  役場、公共機関、団体も同じ。浮沈を受け入れる立場。 
–  近場からの誘客が、狭義の観光業の収益のベース	
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Ⅱ．観光の力　地域活性化といっても３種あり



Ⅱ．コンテンツ・マーケティング・ロジスティックス

観光による地域活性化の取組み　３つの柱 
 

１.コンテンツ 
・従来型観光地で飽き足らない顧客を満足させる観光コ

ンテンツ作り	

２．マーケティング 
・どんな人が何をしに来てくれているのか 
・顧客目線の観光モデルコースの提示　 
・成功には、人材、継続が大事　＝　地域振興一般と同じ 

３．ロジスティックス 
・空港、新幹線　＝　一次交通 
・その先　＝　二次交通	
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Ⅱ．  コンテンツ
      地域観光資源の魅力　再建・強化事業

魅力を発掘
外の目利き
地元の提案	

魅力を磨く
アドバイザーと
地域の担い手
の共同作業

試行ツアー
市場の目で
効果確認

商品化へ改善	

７ 



•  旅行者は、使える時間の中で良いところを周りたい。 
•  旅行者には県境、市町村境は関係ない。 
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Ⅱ．  マーケティング　顧客目線の観光モデルコースの提示　



Ⅱ．  マーケティング　顧客目線の観光モデルコースの提示　
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•  興味に応じたお奨めコースがあると参考になる。 
　→　よし、ここに行こう！	



なぜ、顧客目線の観光モデルコース 
の提示が必要か？ 
 

まず、他でなく、ここに来てもらうため、 
一番のお奨めの日帰り、1泊２日などのモデルコースで集客。 
→　リピーターになってもらって、 
　２回目、３回目はいろいろなところに来てもらう。 

 
顧客目線の観光モデルコースを作る仕掛けは？ 
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Ⅱ．  マーケティング　
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Ⅱ．  マーケティング　「観光圏」認定支援制度　
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Ⅱ．  マーケティング　広域周遊ルート認定・支援制度　
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Ⅱ．  コンテンツ・マーケティング・ロジスティックス

•  コンテンツ・マーケティング・ロジスティックスに
ついて何をすれば良いか？ 

　 

•  「国内外から選好される観光地域づくりの推進に関す
る検討業務」報告書（平成26年3月31日） 
国土交通省観光庁観光地域振興課 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/brand.html 
•  同報告書のブランド観光地域評価基準 

＝　地域が観光による地域振興に取組む際のチェック
リスト。 

http://www.mlit.go.jp/common/001050490.pdf 
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Ⅱ．コンテンツ・マーケティング・ロジスティックス　チェックリスト(一部)


