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和英文ドラフト  -  Speech by Mr. Yoshinori Ochi    

 
 
I am Yoshinori Ochi, Director of the Board and Secretary General of the Japan 
Association of Travel Agents.  The Maldives is a country of beautiful beaches 
which Japanese honeymooners and divers dream of.  I personally feel sentimental 
remembering the time when we held a  tourism recovery campaign after the 
tsunami in 2004.  
 
 
Page 1:  The power of JATA 
 
JATA is a unique and powerful association of the Japanese travel trade industry. 
While it is a representative of the private sector, it also operates as an active partner 
of the Japan Tourism Agency, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of 
Environment and other governmental organizations.  Our members are 1,118 
influential companies that employ 70,000 people and work in the field of outbound, 
domestic and inbound travel.  The member companies, which work in outbound 
travel in particular, hold more than 70% of the Japanese outbound market and 
partner with travel-related overseas organizations. 
 
 
Page 2:  Four main activities （JATA の 4 ッの機能の図を使用）  
 
JATA has four major business pursuits.  We lobby for new governmental proposals 
and improvement of institutionalized systems, organize demand-stimulating 
campaigns and trade events, we provide national examinations and information 
service, support research and staff-training, and work for customer-protection.  
 
 
Page 3:   Improving relations with China and South Korea  
          （ＭＥＧＡ ＦＡＭの歓迎写真－新規） 
 
As regards travel demand, JATA has led the industry and organized recovery events 
after the SARS outbreak and the 2011 earthquake and tsunami.  In order to initiate 
improvement in the relations with China and Korea, JATA organized a 1,000-strong 
MEGA FAM tour to South Korea in December.  Last month, we successfully 
organized a 3,000-strong delegation to China.  The projects are realized in 
response to the successful meeting on tourism among the governments of the three 
countries in April 2015 as JATA is putting into effect the decisions on strengthening 
exchange at private sector level.  



Page 4:   Tourism EXPO Japan  (EXPO の図解あり） 
 
Every year, JATA organizes Tourism EXPO Japan, which consists of a travel trade 
fair, business meeting, international tourism forum and pre-opening night 
celebration, all of them organized as BtoB and BtoC events.  It will be held from 
September 24th through 28th at Tokyo Big Sight and, as one of the world’s largest 
events, we expect it to assemble 200,000 people.   
 
We have invited Mr. Pascal Lamy, Chairman of UNWTO’s World Committee on 
Tourism Ethics and former Secretary General of WTO, to deliver the keynote 
speech.  We have also invited Mr. Xu Jing, Regional Director、UNWTO, to 
participate in the panel discussion of the keynote symposium.  Both the keynote 
speech and the keynote symposium will be held under the theme of “Tourism and 
Culture.” 
 
 
Page 5:  Foray into value-creating industries （南極旅行の海の写真－新規） 
  
Every year, about 17 million Japanese travel overseas.  They spend 22 billion 
dollars and most of them travel by air to their destinations.  While Japan cannot 
match the size of the Chinese market, we have a 50-year experience in outbound 
travel.  The outbound travel market of Japan has matured and established a 
reputation of quality and safety control.  Product development is an ongoing 
process.  For example, there are 1-month stays in Innsbruck designed for and 
offered especially to senior travelers.  There are tours which take 80-year old 
grannies to swim near the South Pole and school trips which offer unique 
experience through home stays in New Guinea.  I believe that product 
development in Japan can serve as a useful reference to tour developers 
throughout the world.   
 
 
Page 6:  The image of a new Japan （オリンピック指名写真） 
                      (イン＆アウト棒グラフ 4000 万人） 
 
Last year, 17 million Japanese traveled overseas while 13 million foreigners, 30% 
more than the previous year, visited Japan.  The government has set a target of 20 
million travelers in each direction in an effort to make Japan a travel-exchange 
oriented nation by 2020, the year of the Tokyo Olympics & Paralympics.  Japan 
has enjoyed a quick economic development after the 1964 Olympics and 
transformed itself into a highly technologically developed country.  For the 2020 
Olympics and Paralympics both the private and public sectors will work to offer the 
perfect mix of high technology and hospitality and, by doing so, take Japan to the 
level of great tourism nations.  Our target is to develop a model process of turning 
the fast-aging Japan into a society which boasts vigor and energy.  
 



Page 7:  JATA’s policy proposals  （ＪＡＴＡの 10 の提言－新規） 
 
As JATA is pursuing the target of turning Japan into a “travel-exchange oriented 
country” through developing two-way tourism, we have proposed ten policies 
grouped in four categories. 
 
1.  Creation of an environment which facilitates travel 
 �  Promotion of a holiday system and holiday-making 
 �  Improvement of the regulations facilitating free travel 
 
2.  Strategy for attractive and safe travel 
 �  Safe travel 
 �  International standardization ensuring protection of spenders and  
           attractive travel 
 
3.  Training of employees who can support international travel exchange and lively 
    local areas 
 �  Internationalization of the youth 
 �  Training and development of global business employees 
 �  Revitalization of local regions through internationalization 
 
4.  International contributions through tourism 
 �  Development of tourism infrastructure through ODA 
 �  Enhancement of “Japan Travel Week” 
 �  Strengthening the leadership of Japan in the field of international travel 
 
We will propose the policies to the government and are determined to work hard to 
achieve our goals. 
 
 
Page 8:   Leadership in international travel （ジャパン・ツーリズム・アワード－新規） 
 
At this year’s Tourism EXPO Japan, in collaboration with UNWTO, we will hold a 
Japan Tourism Awards commendation ceremony, with the objective of popularizing 
the Global Code of Ethics for Tourism.  The Japanese travel industry is convinced 
that the effort to energize people and regions through the power of travel will impart 
new value to travel.  We are aiming at developing “responsible tourism” while 
cooperating closely with the government and other public authorities. 
 
Thank you very much. 
 

 

 

 

 



ＪＡＴＡの理事・事務局長の越智です。 

 

モルジブは日本からハネムーナーとダイバーが訪れる憧れの美しいビーチリゾートです。

そして、私にとっては 2004 年津波事件のリカバリーキャンペーンをやった懐かしい国で

す。 

 

Page １：  ＪＡＴＡの力        

 

JATA はユニークでパワフルな旅行業界の団体で、観光庁や外務省、あるいは環境省な

どの政府機関の民間パートナーとして精力的に活動しています。 メンバーは有力な

1108 社が加盟し、加盟会社の従業員数は 7 万名、海外旅行、国内旅行、訪日旅行の全

てをカバーしています。 特に海外旅行は私たちＪＡＴＡの会員会社で市場の 7 割以上を

占めていて、海外の観光関係機関の窓口になっています。 

 

 

Page ２： ＪＡＴＡの四つの柱  （JATA の 4 ッの機能の図あり）  

   

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、研修・人材育成などの

経営支援業務、そして消費者保護です。 

 

 

Page ３：  日中韓の改善  （ＭＥＧＡ ＦＡＭの歓迎写真－新規） 

 

需要喚起では、ＳＡＲＳや津波後のリカバリーキャンペーンに業界をあげて取り組んでき

ました。直近では中国・韓国との関係改善を観光分野から牽引すべく、昨年 12 月に韓国

にＭＥＧＡ ＦＡＭ １０００名、そして先月 5 月に中国に 3000 名の大デレゲーションを成功

させてばかりです。政府が三国観光会合を 4 月に成功させたことに呼応して、民間で人

の交流を具体化する役目を担っています。 

 

Page ４：  ツーリズムＥＸＰＯジャパン (EXPO の図解あり） 

 

当会が主催するツーリズムＥＸＰＯジャパンは展示会、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。 

今年の国際観光オーラムでは、前ＷＴＯ事務局長 (Former Secretary-Geneal of WTO) 

でＵＮＷＴＯ倫理員会委員長のパスカル・ラミー氏 （Mr. Pascal Lamy) を基調講演に招

き、ＵＮＷＴＯのスージン部長にもパネルに参加いただき、ツーリズムとカルチャーを議論

していただく予定です。 

 

Page ５：  ＪＡＴＡ 価値創造  （南極ツアーの海の写真－新規） 

 

日本人の海外旅行は 1700 万人、消費額は 220 億ドルでほぼ航空機を使用して旅行して

います。 マーケットサイズは中国にはかないませんが、海外旅行 50 年の成熟した市場

と品質管理、安全管理は定評があります。 また旅行商品の開発でも、シニア を対象に



インスブルック滞在 1 ヶ月、南極海クルーズで 80 歳のおばあちゃんが元気に南極海を泳

ぐツアー。 あるいは修学旅行で、ニューギニアでホームステイするツアーなど

Experience を切り口にした新しい商品開発をおこなっており、各国の参考になると思い

ます。 

 

Page ６：  新しい日本の国家像  （オリンピック指名写真） 

                      (棒グラフ イン＆アウトのグラフで 4000 万人） 

 

日本は昨年、海外旅行 1700 万人、訪日旅行が 1300 万人（前年比３０％増）で、２０２０年

のオリンピックイヤーには双方向で２０００万人を達成し、ツーウエイでの交流大国を目指

しています。 1964 年オリンピックの後に、日本は高度成長を迎え、ハイテク日本を実現

しました。 今回のオリンピックでは、ハイテクとおもてなしの融合する観光大国の実現を

官民で目指します。 少子高齢化でも活力ある国つくりの世界の先端モデルを目指して

います。 

 

Page ７：  ＪＡＴＡの政策提言  （ＪＡＴＡの 10 の提言－新規） 

 

ＪＡＴＡでは、ツーウエイツーリズムによる「交流大国」を目指すために、４ツの分野に分け

て、具体的に１０の政策提言をしました。 

 

１． 旅行をしやすい環境つくりのための 

① 休暇制度の提言、 

② 自由な往来のための制度の提言。 

２． 魅力的な旅を安全にできるための 

③ 安心安全な旅 

④ 消費者保護のための国際標準化の提言。 

３． そして交流を支える人材育成と地域創生のための 

⑤ 若者の国際化や 

⑥ グローバル人材の育成、 

⑦ 国際化による地域創生の提言 

４． ツーリズムを通じた国際貢献のために 

⑧ ＯＤＡでの観光インフラ支援、 

⑨ ジャパン・トラベルウイークの充実、 

⑩ 国際観光におけるリーダーシップの発揮を提言しました。  

 

これらは政府への提言であり、同時にＪＡＴＡとしての決意表明です。 

 

 

Page ８：  国際観光でのリーダーシップの発揮     （ジャパンツーリズムアワード） 

  

今年のツーリズムＥＸＰＯジャパンではＵＮＷＴＯの協力でTourism Ａｗａｒｄ を新設し、世

界観光倫理憲章 (Global Code of Ethics for Tourism) の普及に努めます。 旅の力を通

じて人と地域を元気にする、日本は観光における価値創造を目指します。 特に官民連

携して国際観光の中で Responsible Tourism を示していきたい。 

 



 

ＰＰ作成について 

 

１． ＪＡＴＡのパワー→ＰＰ１ （あり） 

 

２． ＪＡＴＡの四つの柱→ＰＰ２  ＪＡＴＡの 4 つの機能（あり） 

 

３． 日中韓の改善 →ＰＰ３   ＭＥＧＡ ＦＡＭの歓迎写真（新規） 

 

韓国のＭＥＧＡ ＦＡＭの歓迎写真（新規） 酒井副部長 

 

４． ツーリズムＥＸＰＯジャパン→ ＰＰ ツーリズムＥＸＰＯ（あり） 

 

５． ＪＡＴＡ 価値創造 → ＰＰ 南極ツアーの海の写真（新規） 

  

グローバルユースに頼みます（越智 → 柴崎さん） 

   

６． 新しい日本の国家像 → ＰＰ オリンピック指名写真（あり）  

       

   グラフで イン、アウトのグラフで 4000 万示す （飯田さんつくって下さい） 

     田川会長のプレゼンでＪＴＢ制作のものがあるかも 

 

７． ＪＡＴＡの政策提言 → ＰＰ 政府への提言とＪＡＴＡの決意 （新規） 

    飯田さんつくって下さい！ 

１． 旅行をしやすい環境つくり。 

２． いい旅を安全にできるための提言 → 活力ある観光開国 

３． そして交流を支える人材の育成の提言    

→ ４．ツーリズムを通じた国際貢献。 

 

８． 国際観光でのリーダーシップの発揮 → ＰＰ ジャパンツーリズムアワード 

             

       英文名      

       表彰風景？    池田次長何かアピールできる絵はないですか？    


