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国立公園満喫プロジェクト 霧島錦江湾地域協議会 設置要綱 
 

平成 28 年９月８日 施行 

 

（目的） 

第１条 国立公園の美しい自然を活かし、より上質な体験を提供することにより、世界水

準の「ナショナルパーク」へと改革していく国立公園満喫プロジェクトを霧島錦江湾国

立公園において推進するための具体的なプログラム（以下、「ステップアッププログラム

2020」という。）を策定し、実施していくことを目的に、関係機関の相互の連携を図るた

め、霧島錦江湾地域協議会（以下、「協議会」という。）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 協議会は、以下に掲げる事項を協議する。 

 （１）霧島錦江湾国立公園及びその関連地域における国立公園満喫プロジェクトの推進

に関する事項 

 （２）「ステップアッププログラム 2020」の策定及び実施に関する事項。 

 （３）その他、前条の目的を達成するために必要と認められる事項。 

   

（構成員） 

第３条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。 

２ 協議会は、必要に応じアドバイザーを招集することができる。 

 

（会議） 

第４条 会議は、必要に応じて事務局が招集する。 

２ 議事は、事務局において進行する。 

    

（地域部会） 

第５条 霧島錦江湾国立公園の霧島地域、桜島・錦江湾奥地域及び佐多・指宿地域、並び

にその関連地域における具体的な事項を検討するため、霧島地域部会、桜島・錦江湾奥

地域部会及び佐多・指宿地域部会を設置する。 

 ２ 霧島地域部会では、次の事項について所掌する。 

（１）「ステップアッププログラム 2020」のうち霧島地域及びその関連地域に関する事

項の検討 

（２）「ステップアッププログラム 2020」のうち霧島地域及びその関連地域に関する事

項の推進 

３ 桜島・錦江湾奥地域部会では、次の事項について所掌する。 

（１）「ステップアッププログラム 2020」のうち桜島・錦江湾奥地域及びその関連地域

に関する事項の検討 

（２）「ステップアッププログラム 2020」のうち桜島・錦江湾奥地域及びその関連地域

に関する事項の推進 



 

４ 佐多・指宿地域部会では、次の事項について所掌する。 

（１）「ステップアッププログラム 2020」のうち佐多・指宿地域及びその関連地域に関

する事項の検討 

（２）「ステップアッププログラム 2020」のうち佐多・指宿地域及びその関連地域に関

する事項の推進 

 

（事務局） 

第６条 協議会の事務局は、宮崎県環境森林部、鹿児島県環境林務部及び九州地方環境事

務所に置く。 

 

第７条 各地域部会の事務局は、該当県及び九州地方環境事務所に置く。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、地域部会の運営に関し必要な事項は各地域部会の

事務局において定め、その他、協議会の運営に関し必要な事項は協議会の事務局におい

て定める。 

 

附 則 この要綱は、平成 28年９月８日から施行する。 

 



別表

国 九州森林管理局 計画保全部長

九州地方整備局（調整中）

九州運輸局 観光部長

九州地方環境事務所 九州地方環境事務所長

県 宮崎県 環境森林部長

鹿児島県 環境林務部長

地方自治体 都城市 市長

小林市 市長

えびの市 市長

高原町 町長

鹿児島市 市長

指宿市 市長

垂水市 市長

霧島市 市長

姶良市 市長

湧水町 町長

南大隅町 町長

民間 (一社)九州観光推進機構 専務理事事業本部長

(公財)みやざき観光コンベンション協会会長

(公社)鹿児島県観光連盟 専務理事

構成員 参考

国立公園満喫プロジェクト　霧島錦江湾地域協議会構成員



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」

１

平成28年３月30日策定



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）



Ⅰ．背景
明日の日本を支える観光ビジョン

平成28年3月30日策定

国立公園の「ナショナルパーク」としてのブランド化
「国立公園満喫プロジェクト」として、まずは５箇所の国立公
園で、「国立公園ステップアッププログラム2020」を策定し、
訪日外国人を惹きつける取組を計画的、集中的に実施

Ⅲ．基本的考え方

全国の国立公園に展開！！
2020年までに訪日外国人の国立公園利用者数を1000万人に！

平成28年7月25日（第3回）：会議の議論を踏まえ、要望が
あった１６の国立公園の中から、先行的、集中的に取組を
実施する８つの公園を大臣が選定

阿寒、十和田八幡平、日光、伊勢志摩、
大山隠岐、阿蘇くじゅう、霧島錦江湾、
慶良間諸島

平成28年8月目処：８つの公園ごとに地域協議会を設置
平成28年12月まで：各地域協議会において

「ステップアッププログラム2020」を策定

①「最大の魅力は自然そのもの」をコンセプトに、非日常な
体験を世界の人々に提供
②最高の自然環境をツーリズムに開放し、高品質・高付加
価値のインバウンド市場を創造

平成29年1月以降：８公園のビューポイント（重点取組地域）
において、インバウンド増加に向けた本格的取組を実施

阿蘇くじゅう国立公園

平成28年5月10日： 有識者会議設置（３回開催）

Ⅱ．現状と課題

日本の国立公園は、優れた自然のみならず、その自然に育
まれた伝統文化や食などの地元特有の人の暮らしに触れら
れる公園
インバウンドに対して、国立公園のポテンシャルが十分に
引き出されていない
①外国人が満喫できるメニュー、快適な利用環境の未整備
②外国人をも魅了する公園利用拠点の不備
③外国人に日本の国立公園の魅力が伝わっていない

※選定されなかった８公園についても、１～２カ所のビューポイントにおいて取組を実施

Ⅳ．選定経緯

Ⅴ．今後の予定

国立公園満喫プロジェクト

※2015年の訪日外国人の国立公園利用者数は430万人

訪日外国人旅行者数に関する新たな目標として、
2020年に約2倍となる4,000万人を目指す。
国立公園は、10本の柱の一つに位置づけ。

1
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先導的モデルとなる国立公園の選定について

選定のメルクマールを有識者会議の議論を踏まえて設定

１．地元の熱意と仕組み
①地元の主体性、推進体制の構築 ②インバウンド増加に係る戦略・計画の策定
③自然環境（景観を含む）を損なうことのない適正な利用の担保
２．インバウンドを伸長する潜在力（ポテンシャル）
①観光資源としてのポテンシャル ②幅広い主体（観光庁・文化庁・民間等）との有機的連携のポテンシャル
３．特徴あるテーマ性、モデル性

自治体（道県）から要望があった国立公園は１６公園

○メルクマールに沿って、総合評価を行った結果、８つの公園を候補として選定
○選定された公園では複数のビューポイント（重点取組地域）において先行的、集中的に取組を推進
○要望があったその他の公園についても1，2か所のビューポイントにおいて、それぞれの特性に合ったハード
やソフトの取組を実施

全国の国立公園に展開！！
2020年までに訪日外国人の国立公園利用者数を1000万人に！

・阿寒国立公園（北海道） ・十和田八幡平国立公園（青森県、秋田県、岩手県）
・日光国立公園（栃木県） ・上信越高原国立公園（長野県） ・富士箱根伊豆国立公園（静岡県）
・中部山岳国立公園（富山県、岐阜県） ・妙高戸隠連山国立公園（長野県） ・伊勢志摩国立公園（三重県）
・吉野熊野国立公園（和歌山県） ・瀬戸内海国立公園（兵庫県、香川県） ・大山隠岐国立公園（鳥取県、島根県）
・足摺宇和海国立公園（高知県） ・雲仙天草国立公園（長崎県） ・阿蘇くじゅう国立公園（熊本県、大分県）
・霧島錦江湾国立公園（鹿児島県、宮崎県） ・慶良間諸島国立公園（沖縄県）

※締め切りまでにメルクマールに沿った総合的評価が可能な情報をいただいた道県に限る

参考資料
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国立公園名 選定のポイント

○阿蘇くじゅう 災害復興、カルデラと千年の草原

○阿寒 観光立国ショーケース、エコツーリズム全体構想

○十和田八幡平 震災復興、温泉文化

○日光 欧米人来訪の実績

○伊勢志摩 伝統文化、エコツーリズム全体構想

○大山隠岐 オーバーユースに対する先進的取組

○霧島錦江湾 多様な火山と「環霧島」の自治体連携

○慶良間諸島
地元ダイビング事業者によるサンゴ保全の取組
エコツーリズム全体構想

選定された国立公園
参考資料



国立公園満喫プロジェクト等推進事業等

H30以降も
要求予定
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有識者会議委員等の
アドバイザーから助言

ステップアッププログラム
に基づき各種取組を実施

2017（H29） 2020
（H32）

今後の主なスケジュール

道県ヒアリング
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ステップアッププログラム2020に盛り込む取組（例）

国立公園に加えて公園に至るアクセスルートを含む全域を「保全区域」と認識し、
看板、廃屋等、眺望を妨げるもの一切を撤去するなど、自然の魅力を最大限引き出す。

①外国人観光客の主要交通拠点の洗い出しと同拠点における国立公園への誘導情報の提
供

②自然景観や文化財等の所在も踏まえ、屋外広告物の制限や撤去、電線の地中化、街並み
の統一に 向けた関係者の協力が得られる主要アクセスルートの設定と、景観整備に必
要な仕組みづくり
③アクセスルート上のトイレ等のユニバーサルデザイン化、多言語案内の設置

方
向
性

１．交通拠点から国立公園までのアクセスルート

空港、道の駅等における
国立公園の情報提供

ｲﾒｰｼﾞ

アクセスルート沿いの
景観整備

ユニバーサルデザイン化等

アクセスルートのイメージ

ｲﾒｰｼﾞ

5
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３．プロモーション・誘導策

ステップアッププログラム2020に盛り込む取組（例）

6

大自然の中に身を置き、体感できるよう、上質な宿泊・滞在施設の誘致やツアー・プログラ
ムの開発などにより、公園区域内の大胆な利用の拡大を図る。

①ビューポイント（重点取組地域）の設定。案内標識等の
デザイン統一、多言語化、IT活用による情報提供等を
セットにした利用施設の整備、景観上の障害物の除去
等

②上質な宿泊・滞在施設の誘致に向けた拠点設置の候
補となるエリアの絞り込み。上記施設誘致に向けた地
元関係者間の合意形成。利用施設計画の柔軟な見直
し（歩道等を含む）

③廃業宿泊施設等のリニューアル、ビジターセンターにお
ける新サービスの提供、美しい街並みの整備、屋外広
告規制や景観統一に向けた仕組みづくり、Wi-Fi環境の
整備、国有林野の活用等の検討

④園内ルート周辺における景観障害物撤去の仕組みづく
り

⑤地域へのインバウンドが求めるニーズ情報の整理や、
ニーズに即した公園内の観光資源にかかる映像・動画
の収集。観光資源を活用した魅力的なプログラムの開
発、ガイド育成

国の機関によるプロモーション活動。それと連動した地域ならではの情報の発信

方
向
性

方向性

２．国立公園区域内

ビューポイントのイメージ

VCにおける新サービス
例）ツアーデスク設置

廃屋撤去後の
利用施設の整備

ｲﾒｰｼﾞ

ｲﾒｰｼﾞ

展望地の整備とITを
活用した解説案内



ステップアッププログラム 2020 の構成 

 

はじめに 

・背景、計画期間（2020 年まで）、概要説明 
 
１．現状分析  

・当該国立公園の特徴 
・当該国立公園を訪れている外国人の国別内訳は○○ 
・当該国立公園が有する課題 
 
２．コンセプトと取組の方針 

・当該国立公園のコンセプトは○○（ 例：アイヌ文化をつむぐ森と湖） 
・コンセプトの解説（背景となる当該公園オリジナルの特徴や魅力、提供でき

るサービスなど） 
・当該国立公園が目指すべき姿、取組の方針、ターゲットとする利用者層の明

確化（国籍、旅行形態、関心事項） 
 
３．目標 

・当該国立公園は 2020 年に訪日外国人来訪者数を○万人とすることを目標とす

る 
※道県等が有する既存のデータを踏まえ、どこまで目標として共通に記載する

か、要検討 
 
４．プロジェクトの実施 

※可能な限り具体的な箇所名、実施主体、実施時期を追記した文章を記載する。

また、実施箇所の位置関係がわかる図面を添付する。 

 (１)主要交通拠点から国立公園主要利用拠点までのアクセスルートに係る事

項 

１）アクセスルートの特定と取組方針 

  ※当該国立公園に外国人観光客が使用すると想定される交通拠点から国立

公園内のビジターセンター等の主要な利用拠点までのアクセスルートを

図面で記載するとともに、設定の理由と当該アクセスルートの現状及び

取組方針を記載する。 

 ２）アクセスルート上で実施する事項 

 

 



 (２)国立公園内に係る事項 

１）国立公園全体の取組方針 

  ※国立公園全体の取組方針を以下の項目に沿って記載する。本項目を見るこ

とで国立公園でおおよそどのようなことをするのかがわかるように記載

する。 

①多様なサービスの提供のための民間活用 

(ⅰ)ビジターセンター等公共施設の民間開放 

(ⅱ)上質な宿泊施設の誘致 

(ⅲ)ツアー・プログラム開発とガイド育成 

(ⅳ)利用料等の公園管理への活用 

②まちなみ等の景観改善 

③インバウンド対応のための施設整備等 

２）ビューポイント（重点取組地域）に係る事項 

①ビューポイントの設定 

  ※冒頭に、国立公園全体で均一に取り組んでいくのではなく、重点的に取り

組む地域を設定し、当該地域を大きく改善して利用者を惹きつけることが

効果的であることを記載。 

(ⅰ)○○湖畔 

(ⅱ)○○温泉街 

※国立公園全体の中でのビューポイントの位置がわかる図面を記載する

とともに、設定の理由を記載する。 

②ビューポイント等において実施する事項 

 (ⅰ)○○湖畔（適宜、(ⅱ)○○温泉街、(ⅲ)…、とビューポイントを適宜  

追加） 

  ※冒頭にビューポイントごとの取組方針を記載する。 

※記載する事項がない場合は以下の項目を適宜削除する。 

ア）多様なサービスの提供のための民間活用 

a）ビジターセンター等公共施設の民間開放 

b）ツアー・プログラム開発とガイド育成 

c）利用料等の公園管理への活用 

イ）まちなみ等の景観改善 

ウ)インバウンド対応のための施設整備等 

  ※分類困難な場合は同じ施策を適宜再掲する。 

３）国立公園全体に係る事項等 

※国立公園全体に共通する施策やビューポイント以外に局所的に実施する

事項について記載 



（３)国立公園への誘導策・プロモーションに係る事項 

※取組方針を記載した上で、具体的な施策について記載する。 

（４）スケジュール 

※４．（１）～（３）の各施策とその実施時期を一覧表（縦軸に施策を並べ、

横軸を時系列とし、実施時期の確度に応じて点線や実線で実施時期を記載す

るイメージ。可能な場合は開始時期も記載）として整理して記載。 

 

５．効果検証 

 ・観光統計による毎年の訪日外国人による国立公園の推計利用者数で増加率

を検証 

 ・利用者アンケート等による改善点等の抽出 

・地域協議会で情報共有の上、翌年度の取組にフィードバック 

 

 

 

＜記載にあたっての注意事項＞ 

  国からの支援にあたっては、特に、国立公園へのアクセス経路を含めた思

い切った景観の改善やそのための制度の手当てについて具体的に記載する

ことが必要 

例１）○○温泉街において、地域住民や事業者との○○温泉街の景観協定を

平成○年度までに締結することを目指す（○○市） 

例２）アクセスルート沿線を対象に広告物の新規設置の禁止や既存広告物の

是正・撤去等を盛り込んだ屋外広告物規制条例を平成○年度までに制定

することを目指す（○○県） 



九州インバウンドの動向

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

九九 州州 運運 輸輸 局局

平成28年9月

国土交通省九州運輸局 観光部

国土交通省 九州運輸局 運輸と観光で九州の元気を創ります



国土交通省
九州運輸局訪日外国人旅行者数の推移

訪日外国人旅行者数の推移
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(52.0％増）

2月：189.1万人
(36.4％増）

3月：201.0万
人 (31.7％増）

4月：208.2万人
(18.0％増）

注) 2015年の値は確定値、2016年1～4月の値は暫定値、2016年5月～6月の値は推計値、％は対前年(2015年)同月比
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国土交通省
九州運輸局訪日外国人旅行者数及び割合（2014年→2015年 国・地域別）

2015年

⑤米国
103万人
（5.2%）

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%）

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

インド
10万人（0.5%）

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%）

その他

オーストラリア
30万人（2.3%）

ドイツ
14万人（1.0%）

フランス
18万人（1.3%）

イタリア
8万人（0.6%）

スペイン
6万人（0.5%）

ロシア
6万人（0.5%）

47.145.3

107.3

29.9

64.6

21.2
35.5

22.429.2
45.749.2

17.324.315.9
26.5

17.520.015.9
28.1

-15.1

27.525.6
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%

市場別増減率（2015年1～12月の前年同期比）

※ （ ）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

2015年

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%）

②韓国
400万人
（20.3%）

④香港
152万人
（7.7%）

③台湾
368万人
（18.6%）

インドネシア
21万人（1.0%）

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%）

2014年

⑥ タイ
80万人
（4.0%）

総計
1341万人

アジア 1061万人（79.1%）
うち東アジア 892万人（66.5%）
うち東南アジア 160万人（11.9%）

⑤米国
89万人
（6.6%）

②韓国
276万人
（20.5%）

④香港
93万人
（6.9%）

①台湾
283万人
（21.1%）

③中国
241万人
（18.0%）

68万人
（5.1%）

欧州主要
5ヵ国
68万人
（5.1%）

北米
107万人
（8.0%）

インドネシア
16万人（1.2%）

イギリス
22万（1.6%）

カナダ
18万人（1.4%）

ベトナム
12万人0.9%）

フィリピン
18万人（1.4%）

シンガポール
23万人（1.7%）

マレーシア
25万人（1.9%）

インド
9万人（0.7%）

⑥ タイ
66万人
（4.9%）

2



国土交通省
九州運輸局
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2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

九州の外国人入国者数の推移（2016年6月速報値含む）

ビジット・ジャパン・
キャンペーン開始

(万人)

前年比163.1%

（速報値）

455,158
564,026

1月

2月

3月

前年比174.9%

2,832,384過去最高

1,530,473

前年比166.4%
631,389

791,144
927,037 869,835

598,160

1,001,088

726,459

1,150,103
1,257,558

1,675,231

4月 前年比120.0%

5月

6月

前年比128.2%

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

・※1 外国人入国者数、※2 特例上陸数、※3 特例上陸を含む外国人入国者数、※4 外国人入国者数の比較、※5 特例上陸を含む入国者数の比較

・「特例上陸」には、2012.6からは一部クルーズ船の出入国管理及び難民認定法第14条による寄港地上陸、2015.1からは同法14条の2による船舶観光上陸を計上。

・斜体文字及び月報は速報値であり、年報は確定値であることから月ごとの集計と年間の合計は一致しない年もある。
出典： 法務省出入国管理統計

年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

2014

123,909 110,899 117,910 123,189 109,217 103,648 127,398 121,741 120,090 130,263 141,667 147,215 1,477,223 ※1

4,600 2,621 11,496 12,509 18,099 16,574 38,939 27,402 26,856 15,841 16,657 6,414 198,008 ※2

128,509 113,520 129,406 135,698 127,316 120,222 166,337 149,143 146,946 146,104 158,324 153,629 1,675,231 ※3

2015

161,585 154,566 166,791 183,700 167,532 136,909 168,346 181,886 153,542 184,896 189,486 195,853 2,045,117 ※1

871 13,391 6,346 34,683 43,403 85,052 126,482 133,448 112,289 104,792 70,797 55,713 787,267 ※2

162,456 167,957 173,137 218,383 210,935 221,961 294,828 315,334 265,831 289,688 260,283 251,566 2,832,384 ※3

218,270 214,859 208,401 169,743 126,654 151,659 1,089,586 ※1

2016 65,910 59,117 79,729 92,356 143,775 440,887 ※2

284,180 273,976 288,130 262,099 270,429 151,659 1,530,473 ※3

対前年比
135.1 139.0 124.9 92.4 75.6 110.8 ※4

174.9 163.1 166.4 120.0 128.2 147.8 ※5
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国土交通省
九州運輸局主要国・地域別の九州への外国人入国者数 （2015年）

欧州地域
３．４８万人

アジア地域
１９６．２６万人

（６９．３％）

その他の国・地域
１．４４万人
（０．５％）

船舶観光上陸
７８．７３万人
（２７．８％）

国・地域 2014年 2015年 伸率(%)

韓国 855,802 1,215,372 42.0 

中国 145,653 198,594 36.3 

台湾 211,846 278,618 31.5 

香港 83,133 141,789 70.6 

タイ 43,068 60,849 41.3 

シンガポール 12,970 15,881 22.4 

マレーシア 6,396 7,306 14.2 

インドネシア 4,470 4,448 -0.5 

2015年 2,832,384人

2014年 1,675,231人
2,832,384人 （+69.1％）

出典： 法務省出入国管理統計

３．４８万人
（１．２％）

北米地域
３．３万人
（１．２％）

台 湾
２７．８６万人

（９．８％）

香 港
１４．１８万人

（５．０％）

タ イ
６．０８万人
（２．１％）

その他アジア
５．１５万人
（１．８％）

総数

２８３．２
万人

＊（ ）書きは、シェア

韓 国
１２１．５４万人

（４３．０％）

中 国
１９．８６万人

（７．０％）

シンガポール
１．５９万人
（０．６％）

＊上記の表には船舶観光上陸を含まない

フィリピン 12,320 15,500 25.8 

ベトナム 8,282 12,454 50.4 

インド 1,624 2,196 35.2 

豪州 10,868 10,802 -0.6 

米国 30,857 23,346 -24.3 

カナダ 7,466 9,288 24.4 

英国 12,013 12,779 6.4 

フランス 2,679 3,321 24.0 

ドイツ 3,312 3,341 0.9 

オランダ 3,039 3,900 28.3 

ロシア 1,222 922 -24.5 
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国土交通省
九州運輸局明日の日本を支える観光ビジョン(平成28年3月30日)
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国土交通省
九州運輸局九州運輸局インバウンド事業の中長期3戦略

観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015(抜粋)(平成27年6月5日観光立国推進閣僚会議決定)

はじめに(前文) ○「2000万人時代」への受入環境整備
○訪日外国人「旅行消費額4兆円」 (2014年2兆円)

・インバウンド産業の領域拡大
・新たなサービス・商品創造、「稼ぐ力」向上

○これからの観光政策
・「稼ぐこと」を明確に意識して推進
・観光を日本経済を牽引する基幹産業に飛躍

各論(6項目) 1. インバウンド新時代に向けた戦略的取組
(1) 広域観光周遊ルート、地方への誘客
(2) 欧米からの取り込み 等

2. 観光旅行消費の一層の拡大、
幅広い産業の観光関連産業としての取り込み
(1) 「観光消費拡大・地域活性化プログラム」
(2) 幅広い産業のインバウンドビジネス参入促進

(Ⅰ) (Ⅰ) 観光消費拡大観光消費拡大

○多様なインバウンド産業

(Ⅱ) 2023(Ⅱ) 2023年年440440万人達成万人達成

○「第二期九州観光戦略」の一員

(Ⅲ) (Ⅲ) 広域観光連携の深度化広域観光連携の深度化

○九州観光推進機構と共同事業推進

×× ××

九州運輸局インバウンド事業の中長期戦略九州運輸局インバウンド事業の中長期戦略

○多様なインバウンド産業
が参画したVJ先導的事業

○「観光消費拡大
・リピーター創造」施策

○「第二期九州観光戦略」の一員
○市場の中長期変化を先取り
するVJ事業 (FIT広域交通、

中国クルーズ高品質化等)

○九州観光推進機構と共同事業推進
○「温泉アイランド九州

広域観光周遊ルート」構築
(2015年度～18年度)

外国人旅行者受入環境の検証・改善海外プロモーション事業の高度化

観光消費拡大
・リピーター創造施策

広域観光魅力
発信 ＋

両輪の重点課題

○観光資源
○テーマ設定

○FIT広域交通商品の利用促進(公共交通パス・レンタカー等)

○多様なインバウンド産業の参画による観光付加価値(道の駅、商店街、決済等)

商品・サービスと地域資源との一体的な官民連携プロモーション
<例>ドライブ&お土産農水産物販売、九州バス旅、ローカル鉄道車窓の旅 等

①VJ事業手続
(受託者選定)

②関係者勉強会
○民間事業者 ○自治体
○事務局(運輸局・受託者)

③発信手法検討
(BtoB/BtoC)

④ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ実施
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入国空港別訪日外国人旅行支出額
(201４年)(円)   ※詳細p40

九州インバウンド

消費拡大



国土交通省
九州運輸局

○ 九州は、経済文化交流の玄関口として育まれた歴史を活かし、ここ数年、「世界遺産」登録活動が連続。
○ 日韓共通の自然体験観光「オルレ」への両国訪問者が増加し、日韓相互交流・理解に寄与。
○ 九州観光推進機構と自治体が連携し、「温泉アイランド九州広域観光周遊ルート」に、H27年より着手。

16,750 
24,160 

40,740 

5,410 
10,950 

27,960 22,160 

35,110 

68,700 

0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

H24.3～25.3 H25.4～26.3 H26.4～27.３

韓国人 日本人

合計

（人）
九州オルレ訪問者数 4．「温泉アイランド九州

広域観光周遊ルート」
(計画期間 : 平成27～30年度)

※全国7ルートを採択

① 屋久島（平成5年登録）
② 明治日本の産業革命遺産（平成27年登録）
③ 「神宿る」宗像・沖ノ島と関連遺産群

（平成29年登録目標）
④ 奄美・琉球世界自然遺産(平成30年登録目標)
⑤ 長崎の教会群とキリスト教関連遺産

（平成30年以降登録目標）

２．九州の主な観光資源

世界遺産等の資源を活かした広域観光連携

１．世界文化・自然遺産（登録活動中含む） 3. 九州オルレ
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コース名（オープン年月）

① 武雄 ｺｰｽ （平成24年 3月）

② 天草・維和島 ｺｰ ｽ （平成24年 3月）

③ 奥豊後 ｺｰｽ （平成24年 3月）

④ 指宿・開聞 ｺｰｽ （平成24年 3月）

⑤ 平戸 ｺｰｽ （平成25年 2月）

⑥ 天草・松島 ｺｰｽ （平成25年 2月）

⑦ 高千穂 ｺｰｽ （平成25年 2月）

⑧ 霧島・妙見 ｺｰｽ （平成25年 2月）

⑨ 九重・やまなみ ｺｰｽ （平成25年12月）

⑩ 唐津 ｺｰｽ （平成25年12月）

⑪ 嬉野 ｺｰｽ （平成26年 3月）

⑫ 宗像・大島 ｺｰｽ （平成26年 3月）
⑬ 別府 ｺｰｽ （平成26年12月）

⑭ 八女 ｺｰｽ （平成26年12月）

⑮ 天草・苓北 ｺｰｽ （平成27年 3月）

⑯ 久留米・高良山コース （平成27年11月）

⑰ 南島原コース （平成27年11月）

九州オルレ一覧（現在１７コース）

H24.3～25.3 H25.4～26.3 H26.4～27.３

①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑮

⑭

豊の国
観光圏

阿蘇
観光圏

佐世保・小値賀
観光圏

⑰

⑯



国土交通省
九州運輸局

九州九州

事業計画案

○ 国と地方（自治体及び観光関係団体等）が都道府県の枠を越え広域に連携して取り組む

訪日プロモーション事業

○ インバウンドに取り組む地域の連携を促し、訪問地の多様化や滞在日数の増加を図ること

により、訪日リピーター需要の拡大に対応するとともに、多様なニーズに即した誘客を実現

相互に連携して
事業を計画・実施

VJ地方連携事業

九州観光九州観光

Point

自治体自治体

◎ 都道府県の枠を越え広域で協働
◎ 連携・協働による事業規模拡大で、
プロモーションの効率・効果を大幅に向上

◎ 滞在日数の長い外国人旅行者のニーズに
対応した広域誘客を実現

JNTOJNTO

助言・協力

ビジット・ジャパン地方連携事業の概要

【事業内容の例】
○旅行会社関係者等の招請
〇海外旅行博への出展
〇海外新聞・雑誌等への広告掲載
〇メディア関係者等の招請
〇外国人向けパンフレット作成
〇教育関係者等の招請 等

九州九州
運輸局運輸局 観光庁観光庁

実施方針策定、
事業の採択

総事業費の
最大５０％を
国が負担

民間企業民間企業

九州観光九州観光
推進機構推進機構
観光関係団体観光関係団体

訪日
外国人
旅行者の
拡大

九州オルレ・韓国ブロガー招請

◎ クールジャパンと連携した事業等へ重点化

・FITは公共交通機関の利用率が高い
→ FITの誘客には交通情報が不可欠

増加するFITへの対応

観光情報＋目的地までの交通情報
欧州海外プロモーション香港・広州ウエディング

フォトツアー招請

九州ドライブマップ
（英語、韓国語・中国（繁））
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国土交通省
九州運輸局市場変化への先導的事業(FIT交通円滑化等)

○ 政府「観光立国アクションプログラム」を踏まえ、九州運輸局の海外観光プロモーション事業では、
アジア・欧米の中長期的な市場変化を見据えた先導的事業を、交通事業者と共同で本年度より着手。

(1) アジア個人旅行者に向け、九州内二次交通の利用促進 (ドライブキャンペーン、鉄道・バス)
(2) 欧米人の長期周遊旅行喚起に向け、九州外の他地域ブロックと横断連携

(九州・山陽鉄道周遊旅行、九州・奄美・沖縄世界遺産クルーズ)

鉄道

バス

1)Find fascinating places in Driving“ONSEN ISLAND Kyushu”

(「温泉アイランド九州」ドライブ周遊ルート)

○ 平成26年より、訪日外国人向け九州ドライ
ブ旅行キャンペーンを開始。

（主催:九州運輸局 他）
<H26>10/1-12/26
<H27>  9/1-12/25

広域二次交通の利用促進

3. Explore the World Heritage in 
“Cruising KYUSHU AMAMI 

& OKINAWA Islands”
(九州・奄美・沖縄 世界遺産クルーズ)

レンタカー

クルーズ船

2)Experience “the spirit of Kyushu and West Japan “
with Rail Pass  - Craftsmanship, Traditional Culture & Cuisine -

九州・山陽 鉄道周遊旅行 (南日本ゴールデンルート)

<H27>  9/1-12/25
○ ＮＥＸＣＯ西日本は九州内高 速 道路を定

額で何回でも利用できる九州周遊ドライブ
パスを販売。

<2日間2,500円～10日間10,500円>

長崎港

鹿児島港

屋久島

奄美群島

沖縄

産業革命遺産(平成２７年登録)
教会群候補
(平成３０年以降登録目標)

世界自然遺産(平成５年登録)

世界自然遺産候補
(平成３0年以降登録目標)

欧米「探検船」
ラグジュアリークルーズ市場に
属し、定員100-200名の小型
船(探検船)で秘境等を巡る。
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国土交通省
九州運輸局外国人九州ドライブ旅行の推進について

1.外国人旅行者向け
高速道路定額乗り
放題商品の販売
2.外国人向けドライブ
マニュアルの作成
3.海外プロモーションの
展開

③2015年度キャンペーン期間の
1日平均利用台数が倍増

○レンタカーを活用して九州を訪問する外国人旅行者の増加をめざし、２０１４年秋より官民連携のキャンペーンを実施。
○2014年度、2015年度の２回のキャンペーンを通して、着実な成果を挙げている。
○今後、インバウンド産業や消費環境の充実に強みのある民間組織の参画により地域の魅力創造を図る。

①年を重ねる毎に貸出件数が増加

官民連携した体制の構築
参画団体
・運輸局及び整備局等
・九州7県及び3政令市
・ＮＥＸＣＯ西日本
・レンタカー協会及び
レンタカー会社

・九州観光推進機構 等

取
組
概
要

②2015年度キャンペーンで延べ12万人の外国
人観光客が秋の九州ドライブ旅行を満喫 1日平均利用台数が倍増

延べ利用者数(人) 割合（％）
香港 44,237 37.4%
韓国 43,816 37.1%

シンガポール 8,450 7.1%
台湾 5,605 4.7%
タイ 5,295 4.5%

マカオ 2,568 2.2%
アメリカ 1,645 1.4%
欧州 1,517 1.3%

オーストラリア 126 0.1%
カナダ 10 0.0%
その他 4,812 4.1%
不明 105 0.1%

合計 118,186 100.0%

▼国(地域)別 延べ利用者（人日）※

※：利用件数×平均利用人数×平均利用日数

896
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1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 11月 １２月

(件) 福岡空港周辺のレンタカー営業所における外国人レンタカー利用件数の推移

H27

H26

H25

H27キャンペーン期間

H26キャンペーン期間

成
果
と
展
望

今後の展望

①観光消費拡大 (道の駅・高速道路SAで

の物販や体験型観光)

②リピーター創造 (温泉・食・旅館等の

付加価値)

③ドライブ利便性向上 (カード決済等、

旅行サポートサービス)

④九州各県の連携による魅力あるドラ

イブルートの魅力向上策の検討

人観光客が秋の九州ドライブ旅行を満喫

2015年

2014年

2013年

2015年

2014年

キャンペーン期間

キャンペーン期間
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○ 訪日外国人旅行者数4,000万人、6,000万人の実現に向けて、 訪日外国人旅行者の受入環境の整備が急
務。
○ ハード・ソフト両面からの受入環境整備を通じた訪問時・滞在時の利便性向上を図り、世界最高水準の観光

拠点の整備を加速化。

・観光案内所その他観光拠点情報・交流施設
の整備・改良

・案内標識、可変式情報表示装置の多言語表記等

訪日外国人旅行者受入基盤整備事業＜ハード系事業＞

・ホームドア

・交通施設のバリアフリー化
（鉄軌道駅等のエレベーター、

スロープ等）

＜支援メニュー例＞

訪日外国人旅行者受入基盤整備・加速化事業

※観光拠点を中心として面的に受入基盤を整備していくもの

H28（第2次補正）155億円

・手ぶら観光カウンター

・案内標識、可変式情報表示装置の多言語表記等
（設備が公共性のある施設と一体不可分の関係にあるもの）

・ホームドア

・企画乗車船券の発行

・無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備

訪日外国人旅行者受入加速化事業＜ソフト系事業＞

・交通系ＩＣカード

・ホームページ・案内放送の多言語化

・宿泊施設（無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備、トイレ

の洋式化等）

＜支援メニュー例＞

広域観光周遊ルート内の観光拠点等において、訪日外国人旅行者の受入環境整備を面的に整備

・案内標識、可変式情報表示装置の多言語表記等
（訪日外国人旅行者受入基盤整備事業以外のもの）

・受入加速化のための先導的な
調査・検討
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地域協議会

霧島地域部会

事務局会議

・宮崎県、鹿児島県、九州地方環境事務所で構成。必要
に応じて地域協議会のメンバーを加える

・３つの地域部会（地元）の意見をくみ上げ、内容を調
整し、地域協議会へ諮る準備をする

・随時開催

・地域部会で具体的取り組みの検討を行う。
・必要に応じて、取り組み課題毎にワーキンググループ
を設置して検討を行う。（ビューポイント毎・景観・
アクセスルート、宿泊施設誘致などの性質別）

・3回程度開催し、プログラムを取りまとめる。

・ステップアッププログラムの策定、承認、進捗報告
・12月までに3回程度開催

国立公園満喫プロジェクト・霧島錦江湾地域協議会の推進体制とスケジュール

推進体制

佐多・指宿
地域部会

桜島・錦江湾奥
地域部会



8月 9月 10月 11月 12月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

ステップアップ
プログラム2020

地域協議会

事務局会議

地域部会
（霧島地域、桜島・錦江湾奥
地域、佐多・指宿地域）

ワーキンググループ

※必要に応じて開催

第１回 第２回 第３回

8/2 8/26

たたき台提出 プログラム提出

※必要に応じて随時開催

※必要に応じて開催

※必要に応じて随時開催

スケジュール



日時　平成２８年９月８日　９：００～１０：３０
場所　ホテル京セラ　別館2階　フラワー（会議室）

（
公
社

）
鹿
児
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県
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光
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）
九
州
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○

高原町○ ○湧水町

えびの市○ ○姶良市

小林市○ ○霧島市

都城市○ ○垂水市

九州森林管理署○ ○指宿市

九州運輸局○ ○鹿児島市

○
環
境
省

第１回　国立公園満喫プロジェクト　霧島錦江湾地域協議会　座席表
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受付



国内外先進事例国内外先進事例

（１）魅力づくり・ブランディング

（２）仕組み・受入体制づくり

（３）情報発信・プロモーション

参考資料



【アメリカ・ゴールデンゲート
国立レクリーション地域】

・シンボルロゴを策定し、広告
展開と関連商品開発を進めた
結果、公園の認知度向上を実
現。収益にも繋がっている。

【アメリカ】
・ユニバーサルデザインのガイド

ラインに基づき、様々な利用者
が円滑に移動できるよう整備さ
れている。

シンボルロゴ

【イギリス】
・各公園で地域色を出したシンボルマークを設定。

ウェブサイトも各公園でデザインしている。

（1）魅力づくり・ブランディング（国外事例）

①国立公園としてのブランドづくり

②園地内のユニバーサルデザイン化

イエローストーン国立公園

関連商品

【ニュージーランド】
・全公園共通のサインで

レベルを伝えることで、
身体状況や技術に応じ
たルートを選択できる。

【スペイン・サンチャゴ巡礼路】
・区間によって、複数の言語に対

応した案内標識が設置されてい
る。

9ヶ国語に対応
した案内標識

パンフレットに記載されたサイン

出典）アメリカ公園管理局、ゴールデンゲート公園財団 各HP 出典）ﾚｲｸﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ国立公園、ﾋﾟｰｸﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ国立公園、北ﾖｰｸﾑｱｰｽﾞ国立公園 各HP

出典）（公財）日本交通公社 出典）（公財）日本交通公社出典）フィヨルドランド国立公園
パンフレット



（1）魅力づくり・ブランディング（国内事例）

①新たな地域資源を活かした魅力づくり ②訴求力のある資源を核としたブランディング

【広島県尾道市-愛媛県今治市・しまなみ海道】
・サイクリストの宿泊施設の整備が進むとともに、道

の駅などにあるレンタサイクルターミナルでのレン
タサイクル利用が増加。米CNNの世界７大サイクリ
ングロードに選定。

【群馬県みなかみ町】
・目を向けられていなかった利根川の急流に注目した

外国人移住者がアウトドア会社を設立したことを
きっかけに、ラフティングやキャニオングを好む外
国人客が増加した。

③日本の文化体験プログラムによる魅力づくり ④郷土料理を活かしたプログラムによる魅力づくり

【岐阜県飛騨市】
・酒文化講座、里山サイクリング、街並みウォーキン

グ等飛騨に受け継がれてきた「暮らし」を体験でき
るプログラムを提供。2013 年には外国人参加者数が
日本人数を上回った。

自転車の置ける宿泊施設

国際大会の様子ラフティング キャニオニング

【和歌山県田辺市・株式会社秋津野】
・農家と協力して外国人修学旅行生や個人客を農家民

泊で受け入れ、農産物の収穫体験や地元野菜の料理
体験を提供。ヨーロッパからの個人客が増加してい
る。

みかん収穫の様子夕食中の受け入れ民家と修学旅行生

出典）紀伊民報/近畿農政局HP

TOWN WALKの様子CULTURE WALKの様子

出典）SATOYAMA EXPERIENCE HP

出典）インバウンド推進のツボ（（公財）日本交通公社） 出典）インバウンド推進のツボ2（ （公財）日本交通公社）/朝日新聞



【アメリカ】
・主要な鑑賞地点では、

ベンチや観察用の
デッキが設置され、
景観を楽しむことが
できる。

【オーストラリア・ビバルマントラック】
・147区間それぞれに担当ボランティアが

おり、地元企業の協賛を受けたプログラ
ムに基づき、日常的に維持管理を行って
いる。

【ニュージーランド】
・全国の観光案内所（i-SITE）で、

宿泊、交通、アトラクション、
現地アクティビティなどの情報
収集と予約が可能。

【韓国、台湾】
・韓国：公園紹介サイトが4言語

（英中（繁・簡）日）に対応。
・台湾：入園申請サイトが2言語

（英日）に対応。

【オーストラリア・ビバルマントラック】
・トレイル上の主要な都市と都市の間を区間ごと

に踏破するガイドツアーを定期的に催行。全て
のツアーに参加することで無理なく全線踏破で
きるため、再訪意向の醸成に繋がっている。

①国立公園に関する
情報サイトの多言語化

②公園の利用を促す都市発着ツアーの催行

都市発着ツアーの様子

③主な鑑賞地点への
ベンチ等の設置

イエローストーン国立公園

④地域の企業や住民との協働による
施設の維持管理

ボランティアの
活動の様子

⑤観光案内所（ビジターセンター）
のワンストップ窓口化

出典）韓国国立公園管理公団、台湾内務省建設計画局各HP 出典）ビバルマントラック財団HP 出典）（公財）日本交通公社

出典）ビバルマントラック財団HP 出典）ニュージーランド政府観光局HP

韓国（日本語の画面） 台湾（日本語の画面）

（2）仕組み・受入体制づくり（国外事例）

⑥ピクトグラムの活用

【アメリカ、スイス】
・ピクトグラムの活用により、

様々な国の方にも伝わるよう
な直観的に分かり易いサイン
表記をしている。
出典）アメリカ国立公園管理局HP

Schweizer Norm 640 829a

アメリカ国立公園の標識 スイスの標識



（2）仕組み・受入体制づくり（国内事例①）

①サインの統一による交通アクセスの改善

【小田急箱根グループ】
・案内表示に使用する色、書体、外国語表記方法等の

サインマニュアルを作成、小田急グループ交通機関
全てにおいて共通化した。結果、乗り継ぎに関する
問い合わせや迷う人が減少。

【長野県飯山市・飯山駅観光案内所】
・観光情報提供、宿泊予約、ガイドツアー手配、交

通案内、宅配、手荷物預かりなど観光客の多様な
要望に応じられるようになっている。

マニュアル作成・案内表示統一前 マニュアル作成・案内表示統一後

出典）飯山駅観光案内所ＨＰ

隣接するアウトドア
レンタルショップ

豊富な情報量

②IT活用による店舗・施設における多言語対応

【豊岡市城崎町・城崎温泉】
・通訳アプリを試験的に導入。動画チャットを通じてそ

の場で通訳を介して問い合わせに対応する。

出典）cnet.Japan／株式会社ケイ・オプティコムプレスリリース

使用風景クラウドソーシングを用いた通訳の流れ

③ワンストップ対応による観光客の手間の削減 ④官民連携による経済効果の最大化

【福岡県福岡市】
・行政が民間事業者と連携し、市街地までのシャトル

バス運行や出入国手続きの迅速化に取り組むことで、
クルーズ船で来訪する外国人観光客による経済効果
を最大化 。

クルーズ船寄港時のみオープン
する中国人専用コーナー

クルーズ船が寄港したときの様子

出典）北海道の観光産業のグローバル化促進調査事業報告書（経済産業省北海道経済産業局）

出典）インバウンド推進のツボ（ （公財）日本交通公社）



（2）仕組み・受入体制づくり（国内事例②）

⑤宿泊施設との連携によるツアー参加の促進

【京都市・宇多野ユースホステル】
・外国人の宿泊が多く、各種ウォーキングツアーや、

戦国武将扮装、京舞妓扮装といった各種文化体験の
申込みを受け付けている。

⑥多言語対応による交通アクセスの改善

【長崎市】
・外国人旅行者が安心して長崎市内の公共交通を利用で

きるように、留学生各3名の協力を得て、検討・制
作・モニター調査を行い『公共交通ガイドブック』を
発行した。

出典）ながさき旅ネットHP出典）宇多野ユースホステルHP

京都嵯峨野散歩 一番深い京都（The Deepest Kyoto）ツアー



【ニュージーランド政府観光局】
・公式ウェブサイトで紹介される「おすすめモデルコース」は、

国（言語）によって内容が異なり、対象国の旅行の志向に合
わせた情報が提供されるようになっている。

【アメリカ】
・国立公園局が各公園の自然や歴史などの総合的な情報を紹介する公式ハンドブックを発行し有償で販売してい

る。各公園では案内マップの他、日々のイベントや交通などの情報が記載された情報紙が無料配布されている。

【アメリカ、イギリス、オーストラリア】
・当局や外郭団体がSNSに自らアカウントを

持ち、ガイドブックや情報紙で伝えきれな
い情報をこまめに伝えている。

（3）情報発信・プロモーション（国外事例）

①対象国の志向に合わせたウェブ情報の提供

②様々な紙媒体の使い分け

公式ハンドブック
（ヨセミテ国立公園）

「期間3-7日、目的地指定なし」という条件で検索した結果画面。中国（左）はアクティビティ系中心な
のに対し、アメリカ（中）やフランス（右）はゆったり楽しむ内容のものが中心となっている。

③SNSの活用による公園の日々の姿の
情報発信

公園案内マップ（ヨセミテ国立公園） 情報紙（ヨセミテ国立公園）

出典）ニュージーランド政府観光局HP 出典）イエローストーン国立公園のFacebook、Twitter、Instagramの各画面

出典）ヨセミテ国立公園公式ハンドブック、ヨセミテ国立公園公式公園案内マップ、情報紙ヨセミテガイド



（3）情報発信・プロモーション（国内事例）

①SNS・インフルエンサーを活用した情報発信

④外国人登用による外国人に響く媒体づくり

【広島県廿日市市】
・地元に愛着のある外国人をプロモーション担当とし

て登用し、パンフレットやウェブサイト作成に当
たって、外国人の視点を導入。あえて見えない部分
を作ることで、宮島の売りを目立たせている。

【神戸国際大学】
・日本で暮らす中国人留学生が、雑誌、動画、SNSを

通じて、中国国内のインフルエンサー（情報発信力
を持つ人）となる若い世代に対し、日本の姿を深く
掘り下げて伝える。

③ビーコンを活用した個人客へのガイド対応

【奈良県春日大社】
・アプリをダウンロードしたスマートフォンがビーコ

ンに近づくと、ガイドコンテンツが立ち上がり、巫
女による歴史・参拝方法・祭りなどの解説が行われ
る。

日本人が作成した英版パンフレット 登用された外国人が作成した英版パンフレット

水都大阪をめぐる旅を体験する中国人留学生

アプリ「Nara Audio Guido」
のイメージ

②Wi-fi整備促進による口コミ数の増加

【山梨県】
・県が中心となり、飲食店等が自らwi-fiを整備し、

NTT東日本の協力を得て周知を行うなどの官民一体
となった取組を実施した結果、口コミを発信する外
国人旅行者が増加した。

出典）山梨県ＨＰ

多言語対応のステッカー

出典）奈良県ＨＰ

出典）YouTube-遊日通道

出典）インバウンド推進のツボ（ （公財）日本交通公社）
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国内外先進事例 概要メモ 

 

（1）魅力づくり・ブランディング（国外事例） 
①国立公園としてのブランドづくり 

【アメリカ・ゴールデンゲート国立レクリーション地域】 
■内容 

・NPS 全体のブランディングとしては、国立公園局、国立公園財団、デザインコンサルティング

会社が共同で National Park Service 全体のブランディング戦略を策定（Pass Program 等）。 
・各公園のブランディング戦略は主として各公園が独自に策定。これには地域住民と合意形成を

したうえで効率的に進めたいという連邦政府の狙いがある。 
・Golden Gate National Recreation Area（カリフォルニア州の Bay Area）では、多くの見所が

あるが拡散的であり、統一イメージが欠如し、利用者・地域住民の認知度は極めて低く、エリ

アとしてのアイデンティティに欠けていたため、統一ブランド確立の必要性があった。 
・そこで、外郭支援団体である GGNRA Conservancy とコンサル、デザイン会社と協力して、

各スポットをシンボル化してポスターデザイン（ロゴ）を策定し、広告展開と関連商品開発を

進めた。 
・名称も、Golden Gate National Recreation Area から Golden Gate National Parks へ変更（法

律的には Recreation Area）。 
 
■効果 

・サンフランシスコのバス停に 3 ヶ月間ポスターを掲示したところ、ポスターが盗まれる例が続

出。企業がポスターを購入してオフィスに飾る例も多く見られるなど、地域住民や企業の公園

に対する認知度向上を実現。 
・収益にも繋がっている（関連商品の売上げは数百万ドル、公園全体の収益の 4 分の 1 を占める）。

得られた収益はフィールドの補修やビジターセンターの建設などに充てられている。 
 
参考） 
・National Park Service HP  

https://www.nps.gov/partnerships/Branding_Case_Study_-_Golden_Gate_National_Recreat
ion_Area.pdf 
https://www.nps.gov/partnerships/branding.htm 

・第 2 回自然公園研究会「国立公園のブランドを考える」 
熊谷 嘉隆氏（国際教養大学教授･国際連携部長･地域環境研究センター長）「アメリカの国立公

園におけるブランディング戦略」 
http://shizenkouen.jp/activity/brand.html 
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【イギリス】 
■内容 

・国立公園全体のシンボルマークはなく、各公園で地域色を出したシンボルマークを設定。例え

ば、Lakedistict NP は湖水地方の風景、Peakdistrict NP は公園内で見られる遺跡の石の形が

モチーフとなっている。 
・各公園のウェブサイトもそれぞれの創意工夫でデザインしている。 
 

■効果 

・公園としてビジターに持ってもらいたいイメージを伝えることができる。 
・公園独自の魅力が情報発信に反映され、利用者がそれを捉えやすくなっている。 

・各公園のターゲットに応じた情報提供が可能となる。 
 

参考） 
・Lake District National Park HP http://www.lakedistrict.gov.uk/ 
・Peak District National Park HP http://www.peakdistrict.gov.uk/ 
・North York Moors National Park HP http://www.northyorkmoors.org.uk/ 
・第 2 回自然公園研究会「国立公園のブランドを考える」 

源氏田 尚子氏（環境コンサルタント）「イギリス、フランス国立公園のブランドとプロモーシ

ョン」 
http://shizenkouen.jp/activity/brand.html 
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②園地内のユニバーサルデザイン化 

【アメリカ】 
■内容 

・園地内の環境のユニバーサルデザイン化に関するガイドラインやチェックシートが定められて

いる。 
・ガイドラインは公園施設だけでなく、原生環境の保全と管理、文化資源マネジメント、インタ

ープリテーションや教育プログラムといったソフト的な側面も対象となっている。 
・園内の移動についても様々な利用者が円滑に移動できるよう工夫されている。 
 
◎ガイドライン 
https://www.nps.gov/dscw/ds-universal-design.htm 
 
◎チェックシート 
・移動、施設、プログラム、アクティビティなど各側面におけるバリアフリーの配慮事項につい

て、チェックリストとして用意されている。 
https://www.nps.gov/dscw/upload/nps-univdesign-accessibilityscopingform-agoda_8-20-13.doc 
 
 

■効果 

・誰もが利用しやすく、実際に、ベビーカーや車いすでの利用者も多く見られる。 

 

参考） 
・（公財）日本交通公社視察 
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【ニュージーランド】 
■内容 

・ニュージーランドの国立公園管理は DOC（ニュージーランド保全省）が担っており、以下のよ

うなリスクマネジメント方針を打ち出している。また、ニュージーランドの国立公園では全国

共通のサインを用いて利用者にレベルを伝えており、利用者は自分に相応しい箇所の選択が要

求される。 
DOC のリスクマネジメント方針（2008） 

DOC の役割 
・可能な限り利用者の求める体験をまもる 
・施設を法的に求められる安全な水準に保つ 
・利用者にリスクや危険を周知し、それに対応するのに必要な能力について知

らせる 
利用者の役割 
・リスクに関して、自己の判断に責任をもつ 
・技量、道具について、自己で責任をもつ 

観光事業者の役割 
・自己の顧客の安全性に責任をもつ 

出典：愛甲哲也「ニュージーランドの国立公園におけるリスクマネジメント」 

出典：愛甲哲也「ニュージーランドの国立公園におけるリスクマネジメント」 

 
・全てのコースにカテゴリーマークが付いていて、レベルが一目瞭然で分かるようになっている。 
 
■効果 

・自分自身で身体状況や技術に応じたルートを選択できる。 
・全国共通のため、わかりやすい。 
 
参考） 
・フィヨルドランド国立公園パンフレット 
http://www.doc.govt.nz/Documents/parks-and-recreation/tracks-and-walks/southland/souther
n-fiordland-tracks-brochure.pdf 
・ニュージーランド国立公園 HP Walking track categories 
http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/things-to-do/walking-and-tramping/track-catego
ries/ 
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【スペイン・サンティアゴ巡礼路】 
■内容 

・キリスト教三大聖地のひとつ Santiago de Compostela への巡礼路（Camino de Santiago）
は、キリスト教徒に限らずとも、何か精神的な動機によるものであれば正式な巡礼者と

して認められる。何回かに分けて歩くことや、グルメな旅や文化的な関心による旅も受

け入れられるなど、様々なスタイルを受け入れる寛容さがこの巡礼路の特徴である。 
・区間によって、複数の言語に対応した案内標識が設置されている。主として自治体の境

界部や公的施設の周辺に設置されており、おもてなしの心が感じられる。 
・記号（ホタテ貝のシンボル）と進行方向を示すサイン（黄色い矢印）が全区間で共通で

用いられており、どの国の人も、文字が読めない人も、迷い無く目的地のサンディアゴ

大聖堂にたどり着くことができる。 
・巡礼路は各地域の友の会によりボランティアで支えられており、道や標識の整備・修理、

巡礼の宿の設置・運営、巡礼手帳の発行等を行っている。 

  
 
■効果 

・実際に、様々な国の人が歩いている。 
http://www.camino-de-santiago.jp/pdf/2004-++data.pdf （2004-15 国籍別巡礼者数） 

・身体に障害がある人も多く歩いている。（聴覚障害者団体、自閉症団体、車イスなど） 
 
参考） 
・（公財）日本交通公社視察 
・NPO 法人日本カミーノ・デ・サンティアゴ友の会 http://www.camino-de-santiago.jp/ 
・第 1 回自然公園研究会「自然歩道を考える」 
石山 千代（公益財団法人日本交通公社 研究員）「Camino de Santiago サンティアゴ巡

礼の道（スペイン）～寛大でスピリチュアルな道」 
http://shizenkouen.jp/activity/trail.html 
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（2）仕組み・受入体制づくり（国外事例） 
①国立公園に関する情報サイトの多言語化 

■内容 

【韓国】 
・公園紹介サイト（公園全体および各公園）が 4 言語（英中（繁・簡）日）に対応。 
韓国語【母国語】 http://main.knps.or.kr/portal/main.do 
日本語 http://japanese.knps.or.kr/ 

 英語 http://english.knps.or.kr/ 
 中国語（簡体字） http://chinese.knps.or.kr/ 
 中国語（繁体字） http://big5chinese.knps.or.kr/ 
 
【台湾】 

・入園申請サイトが 2 言語（英日）に対応。 
 中国語【母国語】 http://npm.cpami.gov.tw/ 
 英語 http://npm.cpami.gov.tw/jp/index.aspx 
 日本語 http://npm.cpami.gov.tw/jp/index.aspx 
 
 
■効果 

・ターゲットとなる国の利用者が言語のバリアなく利用できるようになっている。 
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②公園の利用を促す都市発着ツアーの催行 

【オーストラリア・ビバルマントラック】 
■内容 

・Bibbulmun トラックは、パースからアルバニーまで約 1,000km 続くロングトレイル。 
・トレイルをマネジメントする財団が、トレイル上の主要な都市と都市の間を区間ごとに

踏破するツアーを定期的に催行。 
・各ツアーは 4～7 日程度の日程で、宿泊や交通、食事などを含む。（さらに長い日程のツ

アーもあり） 
・ツアーにはガイドが同行する。 
https://www.bibbulmuntrack.org.au/walk-the-track/guided-tours/town-to-town-tours/ 
 
■効果 

・全てのツアーに参加することで無理なく全線踏破できるため、再訪意向の醸成に繋がっ

ている。 
 
参考）オーストラリア政府観光局 HP 
http://www.australia.com/ja-jp/itineraries/wa-bibbulmun-track.html 
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③主な鑑賞地点へのベンチ等の設置 

【アメリカ】 
■内容 

・主要な鑑賞地点では、ベンチや観察用のデッキが設置されている。 
・鑑賞物に近づくことができる。 
・木道の大部分は手摺りを設けておらず、過剰に利用を制限しないデザインとなっている。 

 

  

 

■効果 

・環境にじっくりと浸りながら、景観を楽しむことができる。 
 
参考） 
・（公財）日本交通公社視察（イエローストーン） 
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④地域の企業や住民との協働による施設の維持管理 

【オーストラリア・ビバルマントラック】 
■内容 

・147 区間それぞれに担当ボランティアがおり、地元企業の協賛を受けたプログラムに基づ

き、日常的に維持管理を行っている。 
 
○制度上の担保 
・トレイルは通過する保護地域の距離に応じて、西オーストラリア州の公園・自然動物局

（Department of Parks and Wildlife (DPAW)）の 6 つの部局によって管理されている。 
・財団はボランティアを組織し、ボランティアはマネジメント（デスクワーク）やトレイ

ルの維持管理といった面で DPAW に協力している。 
（参考）  

https://www.bibbulmuntrack.org.au/the-track/track-maintenance/ 
 
○資金 
・トレイルの維持管理プログラム（Eyes on the Ground Maintenance Program）は地元

の金鉱採掘会社（Newmont Boddington Gold 社）によってスポンサードされている。 
（参考） 

https://www.bibbulmuntrack.org.au/get-involved/partnerships/#newmont-nbg 
 
○ボランティアは無償 or 有償 
・報酬は従事した時間に応じて財団から現物支給される。アウトドア用品メーカー

（Mountain Designs 社）の協賛によるもの。オリジナル T シャツ、アウトドア用品ク

ーポン券、お楽しみグッズ など。 
（参考） 

https://www.bibbulmuntrack.org.au/get-involved/volunteer-with-us/training-and-reco
gnition/ 

※DPAW としてもボランティア制度あり。その際の報酬はやはり現物支給で、局長からの

感謝状、オリジナルグッズ用クーポン券、ボランティアパークパス、オリジナルバッジ 
など。 

 
■効果 

・参加者にとっては、ボランティアに参加することが、誇りの醸成と満足の源となってい

る。 

・多くの人々に親しまれる世界有数のトレイルとして維持されている。 

https://www.bibbulmuntrack.org.au/get-involved/volunteer-with-us/how-can-i-help 
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⑤観光案内所（ビジターセンター）のワンストップ窓口化 

【ニュージーランド】 
■内容 

・全国に 90 箇所ある公式な観光案内所（i-SITE）で、宿泊施設や交通機関、アトラクショ

ン、現地アクティビティなどの包括的な情報収集と予約が可能（手数料無料）。 
・担当者が旅行日程の相談にも応じる。 
・土産物や切手などを購入することもできる。 
・海外からの旅行者はオークランド国際空港とクライストチャーチ国際空港内のインフォ

メーションセンターにて、ニュージーランド全国の i-SITE の一覧表を手に入れることが

できる。 
・現在のニュージーランド政府観光局によって 1990 年に設立。運営費用は、土産物等の売

上に加え、会費収入と国や自治体からの財政補填によるもの。 
・i- SITE の強みは、全国の i- SITE と連携していることから、全国の情報を効率的に提供

できることであり、他地域の i- SITE と各地の写真や情報が共有されている。 
・事業者は i- SITE を通じた予約に対し、コミッションとして 10～20%を支払う仕組みに

なっている。 
 

■効果 

・情報収集だけでなく、希望を伝えると無料で予約を入れてくれるため、旅行者にとって

利便性が高い。 
・ニュージーランドの全国際観光客の 40％以上が i-SITE を利用し、内、約 2/3 の利用者の

が、i-SITE はアクティビティ、交通機関や宿泊の選択に影響を及ぼしている。さらに、

利用者の約半数は、実際に i-SITE で予約している。 
・また、i-SITE は、雇用機会と重要なコミュニティ機能を提供し、地域社会に大きな社会

的利益をもたらしている。 
 
参考） 

http://www.newzealand.com/jp/visitor-information-centre/ 
http://www.tourismnewzealand.com/tools-for-your-business/i-site-new-zealand/ 
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（3）情報発信・プロモーション（国外事例） 
①対象国の志向に合わせたウェブ情報の提供 

【ニュージーランド政府観光局】 
■内容 

・ニュージーランド政府観光局では、観光関連事業者が活用できるよう、主要ターゲット

国別のマーケティングデータ（戦略、訪問者数、利用形態、ターゲット層、等）を公式

ウェブサイトで公開している。 
http://www.tourismnewzealand.com/markets-stats/research/country-and-market-rese
arch/ 
http://www.tourismnewzealand.com/markets-stats/research/infographics/ 
 

・利用者に対しては、そういったマーケティングデータに基づき、ニュージーランド政府

観光局の公式ウェブサイト「おすすめモデルコース」を紹介。同じ条件で検索した場合

でも国籍（表示する言語）によって紹介される内容が異なり、対象国の旅行の志向に合

わせた情報が提供されるようになっている。 
例：中国 http://www.newzealand.com/cn/trips-and-driving-itineraries/3-7-days/ 

アメリカ http://www.newzealand.com/us/trips-and-driving-itineraries/3-7-days/ 
フランス

http://www.newzealand.com/nouvelle-z%C3%A9lande/trips-and-driving-itineraries/
3-7-days/ 

 
■効果 

・対象国の旅行の志向、ターゲットにあわせた情報提供が可能となっている。 
・各国の観光客からの高い満足度。 
http://www.tourismnewzealand.com/news/visitor-satisfaction-with-new-zealand-remain
s-high/ 
・各国の観光客数の増加。 
http://www.tourismnewzealand.com/news/growth-in-autumn-visitor-arrivals-prove-broa
dening-of-tourism-peak/ 
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②様々な紙媒体の使い分け 

【アメリカ】 
■内容 

・国立公園局が各公園の自然や歴史などの総合的な情報を紹介する公式ハンドブックを発

行し、有料で販売している。各公園では案内マップの他、日々のイベントや交通などの

情報が記載された情報誌が無料で配布されている。 
・その他、各ポイントやトレイルの入口に有料（寄付金として）のパンフレットやマップ

が置かれている。 
・媒体によっては、HP から事前にダウンロードすることも可能。 

https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/brochures.htm 
 
（例）ヨセミテ国立公園 
 公式ハンドブック 公園案内マップ 情報誌 
内容 ・各公園の自然や歴史など

の総合的な情報を紹介 
・美しい写真や地形図、昔

の写真など、ビジュアル

面を意識した構成 
・ボリュームは 150 頁程

度で、読み物としても充

実している 
https://bookstore.gpo.gov
/products/sku/024-005-0
1046-7 

・公園入口で入場料の支払

い時に配布される（英語

版）。 
・多言語版は有料で販売し

ている。 
 

・公園内の道路状況、登山

道状況、アクティビテ

ィ、レンジャーによるガ

イド、イベントスケジュ

ール、公園内の各施設の

営業時間等が記載され

ている 
・年に数回発行 
https://www.nps.gov/yos
e/planyourvisit/guide.ht
m 

料金 有料（$13.50） 無料 無料 
 
 
■効果 

・利用者は自分に必要な情報を取捨選択して利用できるようになっている。 
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③SNS の活用による公園の日々の姿の情報発信 

【アメリカ、イギリス、オーストラリア】 
■内容 

・公園やトレイルを管理する当局や外郭団体が Facebook や Twitter、Instagram といった

SNS に自らアカウントを開設し、イベントの様子やその時期ならではみどころなど、ガ

イドブックやフリーペーパーで伝えきれない公園内の日々の情報をこまめに伝えている。 
 
（例）イエローストーン国立公園 
Facebook  https://www.facebook.com/YellowstoneNPS/ 
Twitter  https://twitter.com/yellowstonenps 
Instagram  https://www.instagram.com/yellowstonenps/ 
HP  https://www.nps.gov/yell/index.htm 
※HP 下部に各 SNS へのリンクが設定されている 
 
（例）クイーンズランド国立公園 
Facebook https://www.facebook.com/qldnationalparks 
Twitter  https://twitter.com/QldParkAlerts 
Instagram  https://www.instagram.com/qldparks/ 
HP http://www.nprsr.qld.gov.au/ 
※HP 左側に各 SNS へのリンクが設定されている 
 
（例）レイクディストリクト国立公園 
Facebook  https://www.facebook.com/lakedistrictnationalpark 
Twitter  https://twitter.com/lakedistrictnpa 
HP http://www.lakedistrict.gov.uk/ 
※HP 下部に各 SNS へのリンクが設定されている 
 
■効果 

・リピーターによる口コミや拡散などの効果が期待できる。 
・イエローストーン国立公園 Facebook の 2016/6/23 時点の最新記事（21 時間前に投稿）

の「いいね！（超いいね！、すごいね含む）」数は 951 件。延べ「いいね！」数 770,213
人。 

・イエローストーン国立公園 Instagram のフォロワー数は 223 千人（2016/6/23 時点）。 
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国内外先進事例 概要メモ 

 

（1）魅力づくり・ブランディング（国内事例） 
①新たな地域資源を活かした魅力づくり 

【群馬県みなかみ町】 

■内容 

・みなかみ町水上温泉では、温泉地として 90 年代後半に年間 170 万に近い集客を集めていたが、

2009 年は全盛期のおよそ半数の約 86 万人にまで落ち込んだ。 
・外国人移住者マイク・ハリス氏が旧水上町を訪れた際に、これまで地元では観光資源として目

を向けられていなかった利根川に対して、「春の雪解けの利根川はワールドクラス。この激流は

必ず資源になる」と考え、ラフティング会社『キャニオンズ』を設立した。 
・ラフティングスポットとしての普及に取り組む一方で、クライミング用具を使って身一つで沢

を滑り降りるキャニオニングも、水上と同じく大河、急流の多いネパールから持ち込んだ。 
・『キャニオンズ』が経営方針の柱として掲げるのが、地元地域への貢献である。 
・スキー客や温泉客が減少して元気のない地域をどうやって盛り上げられるのかを考える過程で、

「水上の自然の素晴らしさを地元の人が認識していないこと」、そして「その魅力を旅行者に伝

えていくために最も大切な“地元のまとまり”が欠けていること」を認識し改善を図った。 
・消防団やゴミ拾いなどボランティア活動に積極的に参加。観光関連事業者の集まりに頻繁に参

加し仲間づくりに取組むとともに、いかに水上の自然が素晴らしいかを地元の人に訴え続けた。 
・「水上には富裕層を呼び込める施設はないが教育旅行なら呼び込める」、「経済発展著しいアジア

諸国で富裕層が拡大し、多国籍企業が増えればインターナショナル・スクールの数も自然と増

える」という読みをもとに、緻密なマーケティングとターゲティングを行っている。 
・“アジアの英語圏”の学校によるスキースクールの取込に特に力を入れているが、その理由は、

経営方針である地元地域への貢献を意識し、英語圏マーケットをターゲットにしスキーの指導

も英語で行うことで地元のインストラクターやアウトドア業者とのバッティングを避けている。 
 

■効果 

・「現在 10 を超えるラフティング会社も当時は 2 つしかなかった」という水上を舞台にラフティ

ングの魅力を伝え続け、同町は 2007 年の世界選手権の開催地最終候補になるなど、「知る人ぞ

知る」ラフティングスポットとして国内外に広く知れ渡るまでになった。 
 
参考） 
・３ 国際的視野から見た日本の地域発観光プログラム ロス・フィンドレー／マイク・ハリス

／ブラッド・トウル／守屋 邦彦 －日本交通公社 観光文化 224 号 Ｐ23  
https://www.jtb.or.jp/wp-content/uploads/2015/01/bunka224_P23-31.pdf 

・インバウンド着地型観光先進事例集-国土交通省  
http://www.mlit.go.jp/common/001091716.pdf 

・Vol.3 インバウンドから地域が学ぶ！～地元を繋ぐ“新しい目”～ -日本交通公社 
https://www.jtb.or.jp/report/inbound-minakami-2010 



2 
 

②訴求力のある資源を核としたブランディング 
【広島県尾道市-愛媛県今治市・しまなみ海道】 

■内容 

・しまなみ海道では、海道の開通に合わせて人気の高まったサイクリングを核に、プロモーショ

ンや受け入れ環境整備をすすめることで、外国人旅行者の誘客に取り組んでいる。 
・「しまなみ海道」＝「自転車」のイメージを定着させるために、レンタサイクルの利用者が減少

し続けても継続的にイベントを開催し続けた結果、国内の自転車ファンの中で口コミとして広

がり、やがては国外まで波及した。 
・2009 年自転車をそのまま積載することのできる「サイクルトレインしまなみ号」が開通するな

ど、サイクリストの宿泊施設の整備が進むとともに、道の駅などにあるレンタサイクルターミ

ナルでのレンタサイクル利用も増加している。 
・また、2011 年には「しまなみサイクルオアシス」をいう自転車の方々のサービスステーション

として、地域のお寺や土産物屋、食堂に提供してもらった軒先を青空空間の休憩所とした。 
・また、尾道-今治間での相互連携レンタサイクルシステムが構築され、利用者はどこでもレンタ

サイクルを乗り捨てることが可能になっているなど、しまなみ街道の周辺自治体では緻密な連

携体制が敷かれている。 
 

■効果 

・米 CNN の世界７大サイクリングロードに選定されるなど、海外からも高い評価を受けている。 
・今治市の外国人宿泊客も約 1.5 倍に増加した。(H22:7,296 人→H26:10,953 人） 
・尾道市のデータによれば、2008 年に同市を訪れた外国人旅行者数は年間 2 万 5,317 人だった

が、2010 年には 3 万 7,611 人にまで増加。 
・国際サイクリング大会が 2014 年に開催され、6 億円以上の経済効果が生まれたとされている。 
・大会には 7,281 人が参加し、海外からは台湾 145 人、韓国 138 人、中国 75 人をはじめ、31 の

国・地域から参加。 
 
 

参考） 

Vol.7 本州と四国を結ぶ スローなインバウンド振興の架け橋 －日本交通公社 
https://www.jtb.or.jp/report/inbound-shimanami-2011 

・インバウンド着地型観光先進事例集-国土交通省  
http://www.mlit.go.jp/common/001091716.pdf 
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③日本の文化体験プログラムによる魅力づくり 

【岐阜県飛騨市】 

■内容 

・飛騨に受け継がれてきた「暮らし」を体験できるプログラムを提供。 
・「アート＆カルチャー」では、酒蔵の一室を使って酒文化を伝える講座を開き、酒の製造工程を説明す

るだけではなく、住民が酒とどう向き合って暮らしてきるかなどを話して、参加者から好評を得ている。 
・その他、地元の方々との交流も楽しみながら行う里山サイクリング、古い街並みウォーキングツアー

等、多彩なプログラムを用意。 

 
■効果 

・ツアー参加者は、年々着実に増加しており、特に外国人の伸びが顕著で、年々倍増しており 2013 年

には外国人参加者数が日本人数を上回った。 
 
参考） 
http://satoyama-experience.com/activity/art-and-culture/tour/food-culture-walk/ 
http://satoyama-experience.com/src/uploads/2015/02/011A3780.jpg 
  
■SATOYAMA EXPERIENCE（飛騨市） 
http://www.keisukemurayama.com/entry/2014/05/09/194238 
http://kanouseiji.com/inbound-3/ 
http://satoyama-experience.com/art-and-culture/ 
https://books.google.co.jp/books?id=6y-
3CwAAQBAJ&pg=PA208&lpg=PA208&dq=%E9%A3%9B%E9%A8%A8+%E5%A4%96%E5%9B
%BD%E4%BA%BA+%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0&sou
rce=bl&ots=v9Vl71Os9M&sig=stYCUOaXUZRReOE25tc5tXPwr68&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwi
B89HM5rXNAhUBkJQKHR6vDxAQ6AEINTAE#v=onepage&q=%E9%A3%9B%E9%A8%A8%20
%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%
83%A9%E3%83%A0&f=false 
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20140612/266751/?rt=nocnt 
http://www.mlit.go.jp/common/001091713.pdf 
（p24） 
http://www.projectdesign.jp/201508/sport-is-the-starting-point/002326.php 
 
■その他 
http://www.keisukemurayama.com/entry/2015/01/27/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA
%E8%A6%B3%E5%85%89%E5%AE%A2%E3%81%AB%E4%BA%BA%E6%B0%97%E3%81%
AE%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83
%A0%E3%81%AF%EF%BC%9F 
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④郷土料理を活かしたプログラムによる魅力づくり 

【和歌山県田辺市・株式会社秋津野】 

■内容 

・「農業法人 株式会社 秋津野」は、平成 19 年、地域づくりのため、上秋津地区の住民が中心と

なって設立され、これまで地元の廃校舎（小学校）を改修した交流施設（研修室、加工室）、農

家レストラン、宿泊施設を都市農村交流施設「秋津野ガルテン」として整備を行い、都市と農

村の交流に積極的に取り組んでいる。 

・この取組の中で、農家民泊による交流も行われ、現在、国内にとどまらず、地域の農家 14 戸と

協力して外国人観光客も農家民泊で受入れる取組を実施している。 
・民泊の中では、ミカンの収穫体験郷土料理を味わってもらうことで日本の文化を知ってもらい、

ファンを作る仕掛け作りに取り組んでいる。 
・また、旅行会社との連携が重要であると考えており、「奥ジャパン株式会社」（熊野古道を歩く

ツアーを企画しているイギリスで設立された日本行き専門旅行会社）と連携し、ヨーロッパか

らの個人や団体客を対象に継続的な受入れを行っている。 
・また、地域と来訪者をつなぐ地域密着型の旅行会社「（一社）田辺市熊野ツーリズムビューロー」

（日英 2 カ国語オンライン予約システムを立ち上げ世界各国からの予約を受付）とも連携し、

オーストラリアからの修学旅行生の受入れを行っている。 
・なお、言語については、タブレットで翻訳アプリを使用し対応しているため特にネックにはな

っていない。 
 
■効果 

・24 年にはイギリス、アメリカ等から 20 名、25 年にはオーストラリアから修学旅行の高校生 16
名、26 年には農業視察として韓国などから 106 名の外国人の受入れを行っています。27 年は、

特に、ヨーロッパからの個人客が増えている。 
 
参考） 

近畿農政局 近畿の食と農インバウンドの先駆的 64 事例 株式会社秋津野 
http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/kihon/inbound/jirei/02_jirei57.html 
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/pdf/tanabe_shi.pdf 
 
中小企業庁 近畿地方のはばたく中小企業・小規模事業者 
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/monozukuri300sha/2016/a129.pdf 
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（2）仕組み・受入体制づくり（国内事例） 
①サインの統一による交通アクセスの改善 

【小田急箱根グループ】 

■内容 

・企業グループ間で案内表示を統一するとともに、ＨＰ・携帯ＨＰの多言語化を行い、個人

旅行の外国人観光客が移動しやすいよう、情報提供に工夫している。 
・小田急箱根グループの交通各社では、乗り物、駅・施設名表示、案内看板のロゴ・カラー・

案内サイン等のデザインや表示方法について、各社が独自のルールに基づき整備を推進

してきた。 
・この結果、箱根を周遊する外国人を含む観光客の利用に際して、分かりづらいものとなっ

ていた。 
・これらの改善と観光地らしい情緒感のある空間づくりを目的として、グループ各社の案内

表示を統一することとした。 
・案内表示に使用するカラー、書体、外国語表記方法等を詳しく定めたサインマニュアルを

作成、小田急箱根グループの交通機関全てにおいて共通化し、観光客にとってわかりやす

い表示としている。  
・箱根の玄関口である箱根湯本駅の場合、以前は青色を基調とした小田急電鉄のサインを使

用していたが、小田急箱根グループの統一サイン（あかぐす色、隷書体）を使用し、和の

おもてなしの心を表現している。 
・マニュアルでは、案内表示をむやみに 4 ｶ国語（日英中韓）表記するのではなく、観光地

の風情を重視している。 
・例えば、記念撮影など日本の情緒が求められる場所では、表記は日本語のみに留めている。

また、ピクトグラム（絵文字）を用い、言葉だけではなく視覚的にもわかりやすいよう工

夫している。 
・翻訳は、直訳ではなくその国の人にとってわかりやすいよう意訳している。（例：海賊船

→Hakone sightseeing cruise） 
 
■効果 

・その結果、マニュアルに沿って案内表示の統一を進めた結果、個人の外国人観光客が自立

的に動けるようになり、乗り継ぎに関する問い合わせや迷う人が減少した。 
 
参考） 
・サービスインフラいい事例集 ～外国人観光客の 11 の取組 
http://www.hkd.meti.go.jp/hokiq/kanko_global/data.pdf 
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②IT活用による店舗・施設における多言語対応 

【豊岡市城崎町・城崎温泉】 

■内容 

・2015 年、豊岡市では過去最高となる 34,318 人（前年比 2.3 倍）の外国人観光客が宿泊

し、外国人観光客が急増している中、観光客も店舗側も「言葉が通じなかったこと」に不

便さを感じている。 
・2015 年度 Wi-Fi サービスの導入で、城崎温泉外湯の光回線の引込み工事を無料で実施

した㈱ケイ・オプティコムから、新たな通訳サービスの実証実験（2016 年 4 月実施）の

打診を受け、本実証実験によりインバウンドの受入環境整備の可能性を調査した。 
・本調査におけるサービス概要は、店舗･施設に設置するスマートフォンから、光回線と Wi-

Fi 環境を通じ「クラウド通訳」に接続すると動画チャットが開始され、店舗に通訳者が

いるような通訳の利用が可能となる。 
 
■効果 

・「クラウド通訳」は、今回の実験を通して今後商品化するかどうかが決定されるため、豊

岡市城崎町として今後導入するかどうかはまだ検討できない状況。 
・電話ヒアリングによると、今回の実験後に行われたアンケート調査によると、特に土産屋

からの評判が良く、利用率も高かった。 
・具体的には、外国人の方とコミュニケーションが図れることで販促に繋がること、困った

ときに対処できる手段があることで安心して接客できるという声が多かった。 
 
類似事例） 

・富士山吉田口の五合目管理センターでは、2012 年より ipad にあるビデオ通訳機能を使

い、リアルタイムで 3 者間通話による多言語＋種は通訳が可能になっている。夜間や早

朝など通訳案内士のいない時間帯にも 5 カ国語に 24 時間対応している、おける外国人登

山者からの問い合わせに対応している。 
・1991 年に設立された AMDA 国際医療情報センターでは、外国人、外国人患者を受け入

れている医療機関、外国人を雇用している会社、地方行政窓口などから医療関連の相談を

電話で受け、言葉の通じる医療機関の紹介や、治療時の通訳を行っている。8 カ国語対応。 
 

参考） 

・インバウンド向け「クラウド通訳」実証実験の実施 －豊岡市発表資料 
http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1459424742256/files/4.pdf 
・山梨県富士山五合目インフォメーションセンターについて －山梨県 
https://www.pref.yamanashi.jp/smartphone/fujisan/fujiy5informationc.html 
・ICT を活用した訪日外国人旅行者受入環境整備事例 －国土交通省 
http://www.mlit.go.jp/common/001024830.pdf 
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③ワンストップ対応による観光客の手間の削減 
【長野県飯山市・飯山駅観光案内所】 

■内容 

・信越 9 市町村（飯山市・中野市・妙高市・山ノ内町・信濃町・飯綱町・木島平村・野沢温

泉村・栄村）では、9 市町村全域を「自然共生圏」と捉え、「信越自然郷」と命名。 
・2014 年 11 月の飯山駅リニューアルに伴い、駅の正面玄関口に飯山駅観光交流センター

が新しく設置された。 
・飯山駅観光交流センターは、「信越自然郷 飯山駅観光案内所」「信越自然郷アクティビテ

ィセンター」「パノラマテラス」の３つの施設を有し、飯山市および周辺 9 市町村からな

る「信越自然郷」への旅の起点として、訪れる観光客に様々なサービスを提供している。 
・観光案内所では、観光情報を提供するだけでなく、旅行商品の販売、宿泊施設の紹介・予

約、体験プログラムの紹介・手配、飯山ふるさと案内人（ガイド）の手配、チケット販売、

宅配業務、レンタカー手配窓口、物販（郷土の小物、ポストカードなど）、無料 Wi-fi や
電源サービスなどが提供されている。 

・観光案内所では、日本政府観光局認定外国人観光案内所のカテゴリー２（少なくとも英語

で対応可能なスタッフが常駐し、広域の案内が提供できること）」に認定されている。 
・アクティビティセンターは、トレッキングやサイクリングなどで信越自然郷を移動しなが

らその工程事態を楽しむ新しい旅行のスタイルに対応できるよう、また、旅行者が安全で

快適に行程を移動できるよう、それに必要な道具のレンタルや講習・諸手続が行える施設

になっている。 
・アクティビティセンターでは、アクティビティの情報提供・手配サービス、アクティブ用

具直接レンタル（自転車、シューズ、ウォーキングポール、ウェアなど）、アクティブ用

品の手配（カヌー、スキーなど）、各種ガイドの手配（トレイル、登山、スキースクール、

森林セラピーなど）、信越自然郷共通リフト券などの販売、現地情報提供、アクティブ関

係の講習会などが行われている。 
・パノラマテラスでは、利用者に居心地のよい空間を提供するとともに、地元のスイーツや

軽食を提供している。また、地域を発信する小規模なイベントにも対応している。 
 
■効果 

・飯山駅観光交流センターが拠点施設となりワンストップで旅行のプランを立てることが

できるので、観光客が信越自然郷でより長く滞在できるようになった。 
 
参考） 
北陸新幹線延伸後初の冬 にぎわう飯山駅前 外国人スキー客も多く－北陸信越観光ナビ 
http://www.hokurikushinkansen-navi.jp/pc/news/article.php?id=NEWS0000005689 
～北陸新幹線飯山駅開業と地域公共交通～ 
http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2015030300028/file_contents/030203.pdf 
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④官民連携による経済効果の最大化 
【福岡県福岡市】 

■内容 
・福岡市では、アジアからのアクセスが良いことや、1980 年代より「アジアとの交流」が

市政の核として盛り込まれたことから、官民一体となってアジア市場をターゲットとし

た外客誘致の取り組みを推進している。 
・クルーズ船の誘致については、まずは行政が入港料や岸壁使用料の値下げをすることによ

って、寄港地としての競争力強化に取り組んでいる他、博多港から町中までのシャトルバ

スの無料化や出入国手続きの迅速化に取り組むことで、旅行者の効率的な買い物を促し

ている。 
・また、市内の商業施設では、クルーズ船客の滞在時間が短いことを逆手に取り、来航の期

間や場所を絞り込んで受け入れの体制を整えることで、受け入れ環境のためのコストを

削減する工夫をしている。 
（+海外との連携について↓） 
・福岡市では、福岡と釜山を一つの観光交流圏ととらえ、大連、広州、上海など中国市場な

ど圏外からの誘客拡大について、両市による一体的な取り組みが行われている。 
 
■効果 
・受け入れ環境のためのコストを削減した結果、限られた買い物時間の中で効率的に買い物

ができるように中国語の通訳サポートスタッフを配置することができた。 
 
参考） 
Vol.5 福岡式アジア戦略にみる“地の利”の活かし方（福岡県福岡市） －日本交通公社 
https://www.jtb.or.jp/report/inbound-fukuoka-2010 
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⑤宿泊施設との連携によるツアー参加の促進 

【京都市・宇多野ユースホステル】 

■内容 

・宇多野ユースホステルでは、宿泊客が日本の文化を学び地元住民と交流を楽しむイベ

ントを毎夜実施したり、夕食に「おばんざい」１品を提供したりして、京都の文化を生

かした利用促進の取り組みを進めている。 
・他にも、各種ウォーキングツアーや、戦国武将扮装、京舞妓扮装といった各種文化体験の

申込みを受け付けている。 
 
■効果 

・外国人客の割合は、2014 年度の 28.9％から 2015 年度 35.9％まで増加した。 
・イギリス・ウェリンガーデンシティに本部を置く国際ユースホステル連盟（Hostelling 

International）は、ユースホステル予約サイト「Hostels Worldwide - Hostelling 
International (https://www.hihostels.com/)」に寄せられた利用者からの評価を元にした

京都市宇多野ユースホステルは 2008 年、2009 年、2011 年、2012 年に、「居心地のよさ

（Most Comfortable Hostel）」のカテゴリーで、京都市宇多野ユースホステルが世界第 3
位に選ばれている。 

 
参考）  
YH のウェブサイト（英文） 
http://yh-kyoto.or.jp/utano/index.html 
 
京都嵯峨野散歩 
http://kyotosaganowalk.main.jp/ 
 
deepest kyoto tour 
http://deepestkyototour.com/ 
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⑥多言語対応による交通アクセスの改善 

【長崎市】 

■内容 

・外国人旅行者が安心して長崎市内の公共交通を利用できるように、留学生各 3 名の協力

を得て、検討・制作・モニター調査を行い『公共交通ガイドブック』を発行した。 
・2011 年に長崎市は、「電車・バスの 乗り方がわからない」という外国人旅行者が安心し

て長崎市内の公共交通を利用できるように『公共交通ガイドブック』を発行した。 
・英語圏・韓国・中国・台湾からの留学生各３名の協力を得て、検討・制作・モニター調査

を行い、英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語版の４言語で作成。 
・各言語につき 1,000 部を配布し、配布を終了した現在では観光ポータルサイト「ながさき

旅ネット」の外国語ページからダウンロードできる。 
・作成に際しては、出来る限り写真を掲載し、視覚的にわかりやすくするように心掛け、ガ

イドブックでは市内の路面 電車・バス・タクシーの乗車から料金支払い・降車までの動

きを写真などによって詳しく解説。 
・例えば路面電車やバスについては車体の写真が掲載され、どこに行き先が表示されるか、

どこから乗車や降車を行えばよいかが図示されている。 
・ＩＣカードをタッチする、降車ボタンを押すなど、乗降車時に必要なことも順を追って説

明されている。 
・また、主要電停・主要バス停には多言語表記案内板が設置されていることも紹介されてい

る。 
・どちらも路線ごとに色分けされた路線図が掲載されており、どの路線を使えばよいのか 
がひと目でわかりやすい。 

 

■効果 
・個人旅行の外国人が安心して長崎市内を周遊できるようになった。 
・外国人モニターに 
 
参考） 

整備手法別の取り組み事例 －国土交通省 
http://www.mlit.go.jp/common/000220367.pdf 
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（3）情報発信・プロモーション（国内事例） 
①SNS・インフルエンサーを活用した情報発信 

【神戸国際大学】 

■内容 
・日本で著名な中国人作家、神戸国際大学教授の毛丹青氏は、自身のゼミの中で、日本で日

常生活を過ごす中国人留学生たちに、日本の文化や伝統を体験させている。 
・具体的には、神社の巫女体験（兵庫県西宮市）、アニメフェスティバルへの参加（徳島市）、

高野山訪問（和歌山県高野山）、水都大阪を巡る旅（大阪市）などの実績がある。 
 
■効果 
・参加した中国人留学生たちは、先入観なしに等身大の視点で日本を見て体験し、雑誌、動

画、SNS の連動を通じて、中国国内のインフルエンサー（情報発信力を持つ人）となる

若い世代に対し、知られていない日本の姿を深く掘り下げて発信している。 
 
 
参考） 

遊日通道（第２回）水都大阪 -YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=zMoFpwLqZlo 

 

  



12 
 

②Wi-fi 整備促進による口コミ数の増加 

【山梨県】 

■内容 
・山梨県では、外国人観光客にとって Wi-Fi は重要で、彼らは Wi-Fi スポットを求めて移動

することもいとわないという行動パターンを目の当たりにし、県内の観光地に多くの Wi-
Fi スポットを設ければ、そこで観光情報を見てもらえる、更に、Wi-Fi スポットを中継地

点にして、県内を周遊観光してくれるのではないかという考えに至った。 
・そこで、山梨県では、外国人観光客が手軽に利用できる無料公衆無線 LAN（Wi-Fi)のス

ポット整備を全県的に推進する「やまなし Free Wi-Fi プロジェクト」を立ち上げた。 
・無料の Wi-Fi にアクセスするには、専用の ID とパスワードが必要で、観光案内所、観光

施設で明記されたカードを受け取る。訪日外国人向けに 2 週間無料のサービスとなる。 
・設置費用は、外国人を迎えたい施設側が負担する。 
 
 
■効果 
・施設の Wi-fi 設置率や外国人観光客のガードの利用が増加した結果、外国人による地元飲

食店への口コミ数や飲食店を利用する外国人が増加。 
 
参考） 
山梨県が、Wi-Fi スポットを活用した外国人観光客向けの集客と購買促進 –Clair inbound 

library 
http://clair-inbound.net/wifi/ 
 
やまなし Free Wi-Fi プロジェクトって？ -フレッツ光 
https://flets.com/hikaristation/report/ 
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③ビーコンを活用した個人客へのガイド対応 
【奈良県春日大社】 

■内容 
・奈良県では、外国人に対する春日大社のガイドにビーコン*を実証的に活用した。 
・春日大社の境内 5 か所にビーコンを設置し。 
・あらかじめアプリケーションをダウンロードしたスマートフォンがビーコンに近づくと、

ガイドコンテンツが立ち上がり、春日大社の巫女さんが春日大社の歴史・参拝方法・祭祀

などの解説を行なってくれるようになっている。 
・外国人に特化したアプリケーションとなっており、英語、中国語（簡体字）、韓国語の 3
ヶ国語が準備されている。 

 
※ビーコンとは 
・ビーコンとは、Bluetooth Low Energy（BLE 電波）を発信する端末のこと。 
・専用アプリを搭載したスマートフォンが BLE 電波を受信させることにより、スマート

フォンの位置に応じた情報がプッシュ配信される。 
・小売店や観光施設の展示物にビーコン端末を設置し、近づいたユーザーにクーポンや関連

情報を配信することができる。 
 

 
■効果 
・神社について詳しくない外国人でも、アプリケーションの動画解説によって、より深く楽

しむことができるようになった。 
・実際のサービスはまだ開始されていないが、前向きに導入を検討している。 
 
参考） 
ソフトバンク外国人観光客向け奈良県公式音声ガイドアプリ「Nara Audio Guide」リリース

を決定 ～世界遺産 春日大社で 3 月末まで実証実験を実施～ －ソフトバンクリリース 
http://www.softbankcr.co.jp/ja/news/press/2015/0130_002480/ 
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④外国人登用による外国人に響く媒体づくり 

【広島県廿日市市】 
■内容 
・廿日市市では、外国人観光客の受け入れ対応のためだけでなく、地域の魅力発信において

文字通り外国人の視点を取り入れるため、プロモーション事業の企画担当として外国人

を登用している。 
・2009 年には、廿日市市が海外向けプロモーション事業を委託した広島 YMCA から派遣

された外国人スタッフを、主にプロモーション事業企画の担当とした。 
 
■成果 
・外国人スタッフを登用することで、ＨＰやパンフレットの作成において、単に日本語を外

国語に翻訳するのではなく、外国人のツボを意識した媒体が作成された。 
・具体的には、パンフレットや HP に情報を詰め込みすぎず、シンプルにすることによっ

て、あえて「見えない部分を作る」、「出し惜しむ」ことで、逆に宮島の何が売りなのかを

浮きだたせている。 

  
▲以前のパンフレット。表紙には宮島の全景と“World Cultural Heritage”（＝世界遺産）、 
“One of Japan’s Three Most Scenic Spots”（＝日本三景）の文字。中身も説明文が多い。 

  
▲新しいパンフレット。表紙には鳥居が全面に配され、漢字の「宮島」が目を引く。 
紹介する見どころを絞り込むなど、中身にも工夫が見られる。 

 
参考） 

世界遺産を知らない外国人が“ヒロシマ”を訪れる理由 －日本交通公社 
https://www.jtb.or.jp/report/inbound-miyajima-2010 


