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皆さんこんにちは。ご紹介頂きました JATA の越智です。 
まず昨年の台風の被害にあわれた方々に哀悼の意を表したいと思います。   
また、2011 年の東日本大震災において、たくさんの支援を頂いたことを改めて

お礼申し上げます。 本日は災害や大事件や事故にあたり旅行会社が果たすべ

き役割について、日本の取り組みを紹介したいと思います。 
 

Good afternoon, ladies and gentlemen.  My Name is Yoshinori Ochi 
of JATA.  

 
Before I start my presentation, I would like to express my deep 
condolences to the victims attacked by the big typhoon last year.  At 
the same time, I thank you again for your great support for Japan 
after the Great East Japan Earthquake in 2011.  

 
What I would like to talk about today is the role of a travel agency 
when confronted with disasters, big trouble and accidents in 
explaining how we grapple with those difficulties in Japan.  
 

  
1. 
私は日本のNO2旅行会社の本社でちょうど 2001年のNYC同時多発テロの年か

ら海外旅行のリスク管理をしてきました。 昨年から JATA の理事・事務局長

として業界としてのリスク管理を推進し、外務省の海外邦人安全協会の理事も

しています。 
 

While having worked at the head office of the second biggest travel 
agent in Japan, I had been in charge of Risk Management in 
overseas travel since the Terrorist Attack in NYC in 2001.  

 
Since joining JATA last year as Director of the Board and Secretary 
General, I am promoting Risk Management in the Travel industry, 
while serving as a Director of Japan Overseas Security Association 
(JOSA) formed at the Ministry of Foreign Affairs.  

 
 
2.  Index Page 



2 
 

 
3. 
まず JATA について紹介します。 
（日本には 1 万社の旅行会社があります。） JATA は大規模～中規模の 1108
社が加盟し、加盟会社の従業員数は 7 万名。 売り上げは 6 兆円。 JATA では

海外旅行、国内旅行、訪日旅行の全てをカバーしています。 特に海外旅行の

分野ではほぼ 100％のシェアーを持っています。 
 
First of all, please let me explain about JATA.  
 
Over 1,100 leading large-scale and middle-scale travel agencies 
belong to JATA.  The total number of employees of member travel 
agencies is 70,000 and the total sales figures is reaching US$ 600 
billion.  JATA covers all travel sections including overseas travel, 
domestic travel and inbound travel.  Especially, almost 100% of 
travel agencies in Japan dealing with overseas travel are members of 
JATA.  
 
 
4.  
JATA の主要な事業は４つです。�政策提言や制度改革などのロビー活動、需要

喚起のためのキャンペーン、イベントの実施、�国家試験や情報サービス人材

育成などの経営支援業務、17 億円の消費者保護基金の運営（弁済制度）やコー

ルセンターなどの消費者保護です。 海外では UNWTO や PATA と提携してい

ます。 
 

The main projects of JATA consist of 4 pillars as below;  
1)  Lobbying activity; 
2)  Implementation of campaigns and events to stimulate travel 

demand; 
3)  Business support activities in providing a national examination 

and human resource training; 
4)  Consumer protection activities. 
 
 
5.  Index Page 
 
6.   
需要喚起の最も大きな事業はツーリズム EXPO ジャパンの開催です。 これまで

旅博として海外の皆様にも親しまれてきましたが、今年から他の国内イベント

や観光庁のインバウンド商談会も統合し、生まれ変わります。 展示会、商談

会、国際観光フォーラム、前夜祭を BtoB, BtoC で実施し、20 万人を動員する

世界最大級のイベントとして 9 月 24 日から 9 月 28 日まで東京ビッグサイトで

開催します。是非ご参加ください。 
 
The biggest project in terms of stimulating travel demand is 
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implementation of “JATA Tourism Expo Japan 2014”.  This event 
with over 200,000 participants is internationally recognized as one of 
the largest comprehensive travel events in the world.  We are 
looking forward to your participation in this event in September. 

 
 

7. 
ＪＡＴＡが強力な組織であることはご理解いただけたと思います。 「旅の力」

を通じて経済的にも心理的にも世界を元気にする、そして地域の発展に貢献す

る。これが JATA の一貫したミッションです。 
 
Now, I hope you can understand that JATA is such a powerful 
association.  Making the world vitalized through travel, while 
contributing to the regional development – this is the consistent 
mission of JATA.  

 
 
8.  Index 
 
9.  
それでは観光危機管理の話に入ります。 
皆さんと同じように、2001 年以降 NYC 同時多発テロや SARS,スマトラ沖地震

と津波など大事件によって、日本の海外旅行も大きな影響を受けました、 
 

Now, I will begin with the topic of Tourism Risk Management.  
 
 
10.  
デスティネーション・コンディネーション・スケールで言えば、D3 で地震・

津波が D2 で中国韓国との政治的問題の影響、D5 でバス事故に対する関心が高

い点が日本の特殊事情と言えます。 
 
As you know well, Destination Condition Scale is internationally 
shared and used among the tourism countries. 
 
 
11.  
2012 年の日本人が海外で死亡した原因を見ると、７割がシニアトラベラーの病

気が原因です。 テロや災害でなくなるケースは極めて稀になっています。   
かつては 1997 年ルクソールでテロにより 10 名もの被害を出したり、2005 年

のバリ島テロではハネムーンのカップルが被害にあっています。 
 

According to the statistics of the overseas fatalities of Japanese 
nationals by cause in 2012, 70% was caused by disease of senior 
people.  The case of terrorist and disaster was few.  Formerly, 10 
Japanese travelers were dead by terrorist attack in Luxor in 1997 and 
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a Japanese honey-moon couple was killed by another terrorist attack 
in Bali in 2005.   

 
 

12.  
大手の旅行会社ではご覧のようなリスクマップをもとに、テロや感染症のリス

クを下げるために自社の危機管理能力を高め、業界内の連携を強め、外務省や

観光庁や外部機関と連携を進めてきました。 その成果によってリスクが低減

されてきた結果です。現在はバス事故や登山ツアーなど頻度の高い事故を防ぐ

ためのガイドラインつくりに取り組んでいます。 
 

Based on this risk map, leading travel agents have been enhancing 
their own risk management ability to reduce the risk caused by 
terrorist attack and infectious disease, while strengthening the 
relationship in the industry and promoting the relationship with 
external associations.   
 
Thanks to these efforts, we can see the preferable result of reducing 
risk.   

 
 

13.  
日本は GLOBAL PEACE INDEX によれば世界で第３位の平和な国です。 日本に

海外からお越しになった方は、電車の中で居眠りする人が多いのに驚きます。 

逆に言えば、安全に関して極めて厳しい消費者です。 
 

According to the Global Peace Index, Japan is positioned as the 
third-safest country in the world.  Japanese are extremely stern 
consumers in terms of security.   

 
 

14.  
説明なし。 
（日本では自動車販売においても、自動衝突回避装置をつけることがブームに

なっています。20 万円高くとも自動衝突回避装置の性能がいいほうが売れると

いう市場です。） 
 
 
15.  Index 
 
16.  
そのような安全に対してきびしい消費者を相手に私たちは旅行のサービスを

提供してきました。 観光地の危機管理と旅行会社の役割を整理します。 観光

地側では、災害発生すると、まず、旅行者を素早く安全に避難誘導、救援する。 
次に情報発信、そして持続性のある復興計画を作成し、観光プロモーションし

てできるだけ早く回復させるというプロセスを踏みます。 
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私達、旅行会社は国内。 海外の観光地のパートナーとして、初期においては

安否確認をし、帰宅支援を行い、次に安全調査を行って、ツアーを再開し、    
さらに送客キャンペーンを行い、継続的な支援をするというプロセスを一貫し

て実践してきました。 
 

日本の旅行会社の危機管理の 3 つの特徴を紹介します。 
 
We had been supplying the travel service to such consumers with 
strict idea regarding safety.  Let me explain clearly about the 
destination risk management and the role of travel agency.  When a 
disaster occurs at the destination, the first thing we should do is to 
evacuate and rescue travelers promptly and safely.  

 
As a second step, we will collect and dispatch the accurate 
information, establish the sustainable reconstruction plan and 
proceed with the tourism promotion for the earliest recovery.   
 
As a partner of domestic and overseas destinations, Japanese travel 
agents are supposed to confirm the travelers’ safety in the first 
phase and support their return home.  
 
At the next phase, Japanese travel agencies conduct the safety 
investigation and resume the tour and implement the destination 
campaign.  That is our consistent process to support the destination 
continuously.  

 
Next, I would like to explain the three characteristics of Japanese 
travel agent’s risk management.  Those are: 
1) Team Japan Tactics; 
2)  JATA Safety Management; 
3)  Recovery Support through Tourism. 

 
 

17.  
最初の特徴はチームジャパンでの取り組みです。一つは業界内部のチームワー

クともうひとつは官民連携です。 いずれも 2003 年の SARS、イラク戦争の危

機管理を通じて作り上げました。 私もその当事者です。 
 

ＪＡＴＡでは大手 10 社で海外旅行安心安全部会を設けています。  ここでは

いざ事件が発生した時に、事件の情報と安否確認情報を共有化します。 その

情報は外務省と観光庁に直ちに報告します。 先日のソチ五輪はテロが心配さ

れたので、滞在団体の名簿、滞在ホテルなどの情報を集約し、外務省の現地緊

急支援本部と共有していました。 
 
The first characteristic is Team Japan Tactics, featuring the 
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teamwork in the industry and the relationship between government 
and private sector.  These two features were created when 
confronted with SARS in 2003 and the Iraq War.  I was also 
engaged with the crisis management at that time.  

 
JATA set up the Safety and Assurance Committee consisting of 10 
leading travel agencies.  Once some accident would occur, the 
committee shares the information about the accident and confirms 
the travelers’ safety.  The information is immediately to be reported 
to the Ministry of Foreign Affairs and Japan Tourism Agency.   
 
During the Sochi Olympics, 1,600 Japanese tourist information 
including their group list and staying hotel have been put together 
for sharing with the on-site emergency rescue headquarter of the 
Ministry of Foreign Affairs against the terrorist attack.  
 
（また、ツアー再開に当たっては JATA で調査団を派遣し、大使館、外務省と

連絡して渡航情報に反映して頂いています。） 
 

 
18.  
このスライドは 2003 年 SARS のときに安心安全部会で作成した web サイト 

です。  （医学会と協力してセミナーも開催しました。  大事件の際は、こ

のように情報発信します。） 
 

This is the website created by JATA during the SARS risk in 2003.  
 
 

19.  
これは 2005 年のバリ島テロの一週間後に調査団を派遣した様子です。 コント

ロール・リスクス・グル―プのコンサルタントを同行させ、調査だけでなく警

備のアドバイスも行いました。 
 

This is the investigation scene by JATA Task Force with a professional 
risk management consultant dispatched a week after the terrorist 
attack in Bali in 2005.   

 
 

20.  
その際に要請があったので、最新式の警備車輛をバリ島警察に寄贈しました。 
今も JATA のマークをつけて活躍しています。  
 
このときは外務省の調査チームも合流しています。 スマトラ沖の津波後の  
アジアビーチ、トルコやエジプトのテロなど大事件の後は必ず調査団を送り、

ツアーの再開に結びつけてきました。 
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（昨年はエジプトに調査団を送り、ルクソール地区の警備レベルを確認して、  
外務省の危険情報を下げてもらい、ツアーを再開しました。） 

 
At that time, we donated the latest Security Vehicle to the Bali Police 
Department in accordance with their demand.  Still now, the Vehicle 
with JATA logo is actively helpful in Bali.  
 
On this occasion, an investigation team dispatched by the Ministry of 
Foreign Affairs also joined our team.  In addition to Bali, JATA 
dispatched the investigation Task Force to Asian Beach after the 
Tsunami disaster of Sumatra, and Turkey and Egypt after the big 
terrorist attack incident, which led to the resumption of tours in 
those regions.  
 
 
21.   
これはスマトラ沖地震津波の後、アジアビーチがなかなか復活しない時に、大

手 4 社で 2 億円のキャンペーンを行った時の様子です。 大事件発生時には安

否確認や再開時の調査だけでなくリカバリーキャンペーンにおいても共同で

FAM トリップの実施、セミナーの実施、共同広告などで需要喚起をすることが

定着しています。 
 

以上が第一の特徴である「チームジャパン」の取り組みです。 
 

In purpose of the recovery of Asian Beach Tour after the Tsunami 
disaster of Sumatra, “Asian Beach Joint Campaign” was conducted 
by 4 leading travel agents spending US$ 2 million.  When a big 
accident would occur, not only the confirmation of safety and 
investigation after the tour resumption, it has also firmly established 
to conduct joint promotional activities including Joint Fam Trip, Joint 
Seminar and Joint advertisement in purpose of stimulating the travel 
demand.   

 
Mentioned so far is the first characteristic of “Team Japan” tactics.  

 
 
22.  Index 
 
23.   
次の特徴は JATA 安全マネージメントです。 
海外のバス事故に関しては 4 年前に、安全基準を満たしたバス会社との契約や、

ツアー日程作成時に走行距離や運転手の運転時間等を定めたガイドラインを

JATA で作成しました。 
 
 
そこで、国内版のバス運行ガイドラインを定め、また、登山ツアーのガイドラ
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インを作成しました。 大手のベストプラクティスを業界全体で共有する試み

です。 今年に入り、これを一歩進め、JATA 安全マネージメントという各社の

危機管理体制そのものに関するガイドラインを作成しました。 
 
The second characteristic is JATA Safety Management.  
 
In terms of the bus accident overseas, JATA established guidelines 
regarding the contract with the licensed bus company, which meet 
the safety standard as well as the regulation of the distance covered 
by a bus and the driving time to be referred to in planning the tour 
itinerary.  Following this precedent, we established guidelines for 
the domestic bus operation and climbing tour.  

 
We will try to share the best practice of major travel agencies among 
the whole travel industry.  From this year, we took another step to 
establish JATA Safety Management, which reflects the risk 
management itself of each travel agent.  

 
 
24.   
一昨年、国内の高速道路でバス事故が起きました。 また、北京の万里の長城

で気候激変で（暴風雪で）登山ツアーで 3 名が遭難しました。 
 
A year ago, a terrible bus accident happened on a highway in Japan.  
Furthermore, three Japanese tourists climbing the Great Wall in 
Beijing lost their way due to the sudden change of the weather with 
a snowstorm.  
 
 
25.  
安全責任者の任命、組織つくりに始まり、オペレーターとの契約のチェック 

リスト、企画のためのチェック・リストなどのＰＤＣＡサイクルを作成し  

ました。  海外旅行、国内旅行、訪日旅行の全てをカバーするものです。  
３年間でＪＡＴＡ加盟の会社の 7 割に普及させる目標です。 指標として、    
① 安全責任者の任命 ② 自主点検リストの導入 ③ 模擬訓練への参加に

ついてレポートさせます。 
 
（ガイドラインに実効性を持たせるために、７月１日の安全の日を模擬訓練予

定日です。 海外は数箇所でのテロ、国内は南海沖地震と津波を想定しようと

計画中です。） 
 

Also, we established PDCA cycle covering an appointment of the 
safety-responsible person, set up the committee, tour operator 
contract checklist and tour planning checklist.  This one covers 
whole things related to overseas travel, domestic travel and inbound 
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travel.  We are aiming for it to be widespread to up to 70% of JATA 
members within three years.  As an index, the following three items 
should be reported:  

 
1)  Appointment of safety-responsible person;  
2)  Adoption of the independent checklist; 
3)  Participation in disaster drills on the First of July. 
 

 
26.  
なお、訪日旅行においてはこれに加え、ツアーオペレータ品質認証制度をスタ

ートしました。 観光庁にサポートして頂き、外部審査員により、審査を行っ

ています。 （個人情報保護（Ｐマーク）の取得も義務付けた厳しい基準で、   

現在 38 社が取得しています。）   
 
（日本ではオペレーターを規制する法律がない ので、皆さんはこの品質認証

取得会社を選んでいただければ、安心してお任せいただけます。）  
 
以上が二つ目のＪＡＴＡ安全マネージメントです。 

 
In addition to that, we launched “Quality Assurance System for Tour 
Operator” for inbound travel.  With the support of Japan Tourism 
Agency, so far 38 travel agencies have been assessed by an external 
certification body.  We would like to recommend to use these 
agencies listed in the pamphlet on your table. 
 
Mentioned so far is the 2nd characteristic, JATA Safety Management.  

 
 
27.  Index 
 
228.  
3 番目の特徴は持続的な復興支援です。 
2011 年 3 月 11 日に東北地方で発生した東日本大震災では約 2 万名の方がなく

なりました。  海岸から 2 キロも離れた仙台空港のターミナルビルも 1 階部

分は水没しました。 
 

The 3rd characteristic is sustainable support for the recovery of the 
affected region.  
 
Approximately 20,000 people were dead or missing after the Great 
East Japan Earthquake occurred on March 11, 2011 in the Tohoku 
Region.  The 1st floor of Sendai Airport terminal building located 2 
km from coastline was submerged.  
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29.  
説明なし。 
（津波が引いた後の道路にはご覧のように大きな船が横たわる有様でした。ス

ライドの右側でご覧いただけるように市街地はかなり復旧しましたが。 海岸

沿いは引き続き復旧工事中です。） 
 
 
30.   
震災後の日本の旅行動向を紹介します。 震災後、1 か月間はＴＶコマーシャル

も放映されず国全体が喪に服している状態でした。 1 か月を過ぎて、行き過

ぎた自粛は国の衰退を招くということで、積極的な経済復活策がとられました。 

東北地方に対しても、東北の産品を買ったり、東北にボランティアやツアーで

でかけることで支援しようという動きがでてきました。 
 

国内旅行は震災４か月後の夏休みには前年比 100 を越え、（1 年間ではほぼ前年

並みに戻しました。）  
 
また、海外旅行も 9 月には 100％を越え、（1 年間でみれば前年を 4％上回りま

した。） 日本の力強い復活の様子が見ていただけます。 
 

Next, I would like to introduce the travel tendency of Japan after the 
Great Earthquake and Tsunami.  After the disaster, it seemed that 
all of Japan was in mourning and TV commercials were cancelled for 
a month.  After one month passed, reflecting too much 
self-restraint that might cause the decline of the country, a positive 
financial policy was been introduced.  As support for the Tohoku 
region, people started buying local Tohoku specialties and visiting 
Tohoku for volunteer activities or tours.  
 
In terms of domestic travel, 4 months later after the earthquake it 
recovered 100% in comparison with the previous year’s summer 
holiday season.   

 
As for overseas travel, it recovered 100% in September.  I hope you 
can understand how strongly Japan could be revitalized.  

 
 

31.  
ＪＡＴＡが需要回復にどう取り組んだか紹介します。 
震災直後は安否確認、避難誘導に全力で当たりました。 そして、震災後 1 か

月の 4 月 12 日に「復興宣言」の全面広告を新聞掲載しました。 
 

Furthermore, let me explain how JATA worked for the recovery of 
travel demand.  Just after the earthquake, we made every possible 
effort to confirm the safety of travelers and show them this is a safe 
place.  Then, April 12, 2011, a month after the earthquake, JATA 
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made an announcement of “Recovery Declaration” with a full-page 
advertisement in a nationwide newspaper.   
旅を通じて日本を元気にしよう！ ということで、国内旅行を通じて復興地へ

の送客、  海外旅行を通じて感謝と日本が元気だというアピール、節電に応じ

た長期海外旅行の提案をしました。 
 

Under the theme of “Revitalize Japan through Travel!”, we advocated 
sending tourists to the affected area through domestic travel and 
appealed with appreciation that Japan is fine through overseas travel, 
while suggesting a long-term overseas travel in accordance with 
power saving.  

 
 

32.  
被災地へのボランティアの実施、被災地の子供たち 1000 名をＴＤＲに招待、 
（観光庁が開催した復興イベント東北博覧会への送客などを実施しました。）   
 
そして、最大のイベントは各社の経営幹部とツアープランなー合計 1000 名を

チャーター列車を利用して、東北各地に派遣し、復旧の状態を確認し、ツアー

企画販売につなげたことです。 
 

We also conducted volunteer activities in the affected area, inviting 
1,000 children from the affected area to Tokyo Disney Resort.  

  
And, the biggest event was dispatching 1,000 executives and tour 
planners of member travel agents via charter train for the inspection 
of the recovery process in key spots of the Tohoku Region, which led 
to the successful sales of planned tours. 

 
 

33.  
これは東北地方への滞在者の推移を表したグラフです。 ご覧のとおり、急速

に回復した様子が伺えます。 もちろん初期は復旧工事関係者やボランティア

の数が相当入っています。 また、東北支援のために大小のコンベンションを

誘致したこともあります。 ＷＴＴＣも東京だけでなく仙台で開催して頂きま

した。 修学旅行でも、災害時の体験を聞く防災ツアーも実施しています。  
３年たってそろそろ復旧特需も終了します。純粋な観光需要だけで見ると、   
9割程度の回復のようです。 これを100％以上にすることが私たちの使命です。 

 
This graph shows the transition of people staying in the Tohoku 
region.  You can see that the recovery was so rapid.  Of course, 
the number includes many people engaged in recovery construction 
and volunteer activities in its early stages.  In addition to that, many 
conventions were invited to Tohoku as a support plan. WTTC was 
held also in Sendai, not only in Tokyo.  
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Even for school trips, students can join a disaster damage prevention 
tour to listen to a talk about personal experiences during the disaster 
time.  Since three years have passed, the restoration emergency 
demand will be finished soon.  In terms of the pure travel demand, 
it seems to have recovered to 90%.  Our mission is to make it more 
than 100%. 
 

 
34.  
継続的な支援を通じて新しい地域の魅力つくりをするプロジェクト。 それが

「ＪＡＴＡの道 しおかぜトレイル」です。 津波の被害にあった東北の海岸

線で約 700 キロの歩く道を環境庁が７年間かけて作り上げます。 それが「潮

風トレイル」です。 私たちはこのプロジェクトに参加し、道標を作ったり、

道の清掃整備などを行っていきます。  
 
（7 年間で 2000 万円を投資します。 また、整備作業やできあがった道を歩

くツアーを送りこみます。） このトレイルには 2020 年に聖火ランナーが走る

予定？です。  
 

The project establishing the new regional attraction through the 
continuous support - That is “ JATA Way - Shiokaze Trail” project.  
Along the coastline in Tohoku affected by Tsunami, a 700 km 
walkway will be constructed by the Environment Agency spending 7 
years, the “Shiokaze Trail”.  As one of the project members, JATA 
will be engaged in putting guideposts, providing cleaning 
maintenance, building observation facilities with eco-system using 
rainwater, and eventually sending tours. 

 
In 2020, an Olympic torch runner might take this way.  (I do really 
hope so.)  
 
以上が３つ目の継続的な被災地支援です。 

 
Mentioned so far is sustainable support for the reconstruction, the 
3rd characteristic of our risk management.  

 
 

35.   
以上ＪＡＴＡはチームジャパンを牽引して、ＪＡＴＡ安全マネージメントと、

継続的な被災地支援で、旅行者の安全と地域の発展に貢献します！ 
旅の力で被災地での国内及び海外との人的交流を活性化し、地域の発展に貢献

します。 
 
JATA’s mission is to lead “Team Japan” for the contribution of traveler 
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safety through JATA Safety management and regional development 
through the continuous support to the affected region.  JATA will 
revitalize both domestic and international human traffic in the 
affected area and contribute to regional development! 
 
 
36.   
最後に私の好きな言葉は 「正常化」でなく「より良い回復」です。 

 
In conclusion I would like to say that my favorite expression is “Build 
back better”, not only “Back to normal”.   

 
 
37.  
ご清聴ありがとうございました。 
 
Thank you for your kind attention.  

 
 


