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１．コロナの現状



渡航医学会等からの情報収集

3大リスクとの戦い
ＪＡＴＡ対策部会、官民連携（観光庁、外務省など）

得体の知れない恐怖 情報による武装

テロ：ＮＹＣ９．１１ ⇒リスク会社、外務省

自然災害：東日本大震災、台風⇒気象予報会社

感染症：ＳＡＲＳ、コロナ ⇒渡航医学会

賀来教授（東京都、スポーツ）、中野教授（ワクチン）

※セミナー開催、ガイドライン作成
演者作成資料：禁無断転載・複製



国内の新規患者数の推移

出典：厚生労働省HPをもとに演者が作成（2月12日）



年代別の陽性者数（1月12日~18日）

出典：第68回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（令和4年1月20日）高山先生資料



新規陽性者における重症度（宮古・八重山
医療圏 / 1月1日～16日）

出典：第68回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（令和4年1月20日）高山先生



１０月１１日~１７日 ワクチン接種歴別の人口当たりの新規陽性者数
10万人あたり 出典：厚生労働省 専門家会議資料より

ワクチンは感染しにくい、させにくい、重症化しにくい

未接種者 一回接種 二回接種

全体 ７ ２．８ ０．９

65歳未満 ７．３ ２．７ ０．９

65才以上 ５ ３．７ ０．８



コロナの新規感染者数（１００万人あたり）

出典：Our World in Data2月12日から引用



コロナによる死者数（100万人あたり）推移

出典：Our World in Data2月12日から引用



ワクチン接種率２月10日現在 出典 Our World in Data



100人あたり国別ワクチン投与量２月10日
出典 Our World in Data



（１）12月27日時点で情報が得られた109例のオミクロン株感染例の解
析では、男性が63%（69/109）、入院からの観察期間中央値は 8日
（最小値 1日、最大値19日）で、観察期間中に継続して無症状が29例
、軽症が74例、中等症Ⅰが6例であった。ワクチン接種歴に関しては、未接
種者が22例、接種者*（追加接種ありを含む）が86例、ワクチン接種日
不明が1例であった。

（２）１2月25日までに健康観察を終了したオミクロン株感染例と同じ機
内の乗客2,097人のうち、入国後にオミクロン株による感染が明らかとなっ
たのは計4便の5人 (0.24%, 95％信頼区間（CI）:0.07-0.56)のみ
で、うち2名は家族だった。また、1名は同乗の感染例とウイルスゲノム配列が
異なっていた。

オミクロン株について政府第５報を渡航医学会大越理事が要約

オミクロン株：日本の感染者ほとんど無症状
中等症１例のみ



世代別ワクチン接種 8割で高止まり
１回接種80.1%、２回接種78.9%、3回接種7.9%（2月12日）

→①未接種者②高齢者③12歳未満課題

出典：官邸ＨＰ２月７日



16

川崎学園ウェブサイト．「新型コロナワクチン接種による抗体価の推移と健康状態に関する実態調査」[ニュースリリース]（2022年1月27日）
2022年1月29日アクセス https://k.kawasaki-m.ac.jp/document/2021/20220127.pdf
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３回のワクチン接種前後で
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（N＝498人） シスメックス社 SARS-CoV-

2 S-IgG試薬を用いて、血
清中のSARS-CoV-2スパイ
クタンパク質に対するIgG型
抗体を測定

5～8か月

２回目接種４週間後と５
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２回目接種５～８か月後と
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ワクチン3回目接種の効果



出典：読売新聞社2020年1月18日

新規感染者と内閣支持率



２．出口戦略の鍵

ワクチン・検査パッケージ

ワクチン（or/and）検査



ＩＡＴＡによる航空回復予測は2023年



国内に大きな市場を持つ国が一早く回復



経団連はワクチン接種の活用を政府へ提言

出典：（一社）日本経済団体連合会HP提言

予定通り目標達成。集団免疫は感染力が強く困難→ＷＺコロナ



対象：飲食店、ライブハウス・小劇場、大規模イベント、観光
（人流がビジネスの前提であるために打撃が大きな業種）

実施期間：2021年10月~11月

目的：オペレーション等を確認し、日常生活の回復に寄与する

方法：①ワクチン2回接種から2週間 接種証明の確認（コピー、写真可）

②ＰCR検査（3日前以内の検体）医療機関、衛生検査所

③抗原定性検査（一日前以内の検体）

採取者は研修を受ければ医療機関でなくても可

陰性の人も「マスク着用」「手洗い・手指消毒」「三密の回避」

実験での規制緩和：蔓延防止措置でも営業できるように

飲食店：4名以内の人数制限。営業時間短縮を緩和→？？

イベント：入場制限の緩和→デジタルパスポートなど実証

旅行・観光：そもそも規制がない→新しいＧｏＴｏを対象とする

三業界三様の「ワクチン・検査パッケージ」技術実証

演者作成資料：禁無断転載・複製



滞在中

入国時

イベントの実証実験はMySOSアプリを活用

強制インストール（全入国者、毎
日5000人～）
隔離期間管理（14日間）

隔離緩和（14日⇒10日）検査提
供10月開始

厚労省（検疫）

出国時

直営医療機関
チームメディカルクリニック
都内（６か所）及び
福岡・札幌・大阪・名古屋
オリパラ採用の検査体制

全世界210か国の渡航前陰性証明書に対
応、オリパラ採用の発行システム

MySOS

アプリ

旅館・ホテル
チェックイン時検査
（プリンスホテル提携）

デジタルパスポート（ワクチン
接種/PCR/抗原検査履歴等:

入国時行政確認）

スクリーニング⇒入場管
理（スポーツ/音楽/国際イ

ベント等）

出国用検査

TV通話

オンライン本人確認型検
査（移動先・自宅にて簡

易に）

アルム社資料



対象：旅行会社11社972名、宿泊施設１００以上7413名
実施期間：2021年10月~11月

目的：オペレーション等を確認する→手引書作成

方法：①ワクチン2回接種から2週間 接種証明の確認（コピー、写真可）

アナログの目視確認→スマホ利用検討、忘れた人対策（3割）

②ＰCR検査（3日前以内の検体）フォームを統一（木下グループなど）

③抗原定性検査（一日前以内の検体）ホテル三日月グループで実施

「マスク着用」「手洗い・手指消毒」「三密の回避」は基本

実験での規制緩和：

旅行・観光：そもそも規制がない

→「ワクチン・検査パッケージ」は蔓防でも新しいＧｏＴｏ可能？
変異種に対応したガイドラインの改定、新しい旅のエチケットの改定

（マイクロ飛沫感染：冬は特に注意！換気対策、不織布マスク）

観光の実証実験が目指したのはGoTo2.0

演者作成資料：禁無断転載・複製





旅行業界はPCR検査ツアーを4月に先行して検証

時期：2021年4月6日~4月25日（緊急事態宣言の谷間）

会社：8社9コース（クラブツーリズム、JTBメディア、

TーLIFE、日本旅行、阪急交通社、名鉄観光、

読売旅行、ワールド航空

発地：東京発5本、山梨、奈良、新潟、名古屋発

方面：東北、関西

参加：合計154名、男女（１対２）60代～70代が6割
お客様が重視すること：安心安全（７３％）目的（６０％）

価格（５８％）季節感（３７％）

ＰＣＲ検査 つけた方がいい（７８％）価格次第（１３％）

報道：NHK、読売新聞など好意的な取り扱い

Copyright © 2021 JATA  All rights reserved. 禁無断転載・複製



12月20日からQRコード付きワクチン証明書発行
（ワクチンパスポート）国内、海外での活用へ

Copyright © 2021 JATA  All rights reserved. 禁無断転載・複製



IATAトラベルパスの場合の流れ

出典：ANA作成資料を許諾を得て演者が引用



３．国内、海外、訪日の出口戦略



国内旅行

新しいGoToトラベル

訪日旅行

インバウンド実証実験
海外旅行

水際規制、隔離期間の緩和

感染症危険情報の緩和

航空座席確保

保険の付与

地元の受入れ体制
感染対策ガイドライン

行動マナー

ワクチン
and/or検査

ワクチンand/or検査が出口戦略のカギ

演者作成資料：禁無断転載・複製



国内旅行の出口戦略（地方主体に）

・ワクチン・検査パッケージまたは全員検査を選択（追加）
→県民割り（隣県→ブロックへ拡大）と新しいＧｏＴｏ2.0に適用

期間の延長、地域共通クーポン効果、割引率の見直し

（オフ対策）や段階的低減 基本方針は国、執行は地方

GoＴｏ予算1.3兆円はGW以降各都道府県へ

・感染対策の見直し（ガイドライン）

→デルタ株、マイクロ飛沫感染⇒換気や不織布マスク。

マスクなど基本的対策、検温＋抗原検査の活用

・地元受け入れ態勢の整備

→歓迎体制（知事の判断）、よそ者から稼ぐ覚悟

→医療機関の協力体制、抗原検査の活用

演者作成資料：禁無断転載・複製



訪日旅行の出口戦略（海外、国内と一体）

（海外旅行と共通部分）

オミクロン株で強化された水際対策の緩和、 重点国から再開

・医療体制の確認と旅行傷害保険の付与

（国内旅行と共通部分）

・感染対策ガイドラインは国内旅行に準拠

◇観光庁インバウンド実証実験

オミクロン株への水際対策強化で 2月以降に延期。

①インバウンド受入に熱心な自治体は山梨（やまなしグリー

ンゾーン認証）、和歌山県など少数派

保健部局と観光部局の調整→受け入れ態勢

②10か国・地域から400名の枠は予約完了→潜在需要

欧米からはＳＤＧｓ対応を確認される（Ｃｏ２削減）

演者作成資料：禁無断転載・複製



山梨モデル：認証制度の狙いはインバウンド

宿泊施設 1,257
飲食店 4,628
ワイナリー 51
酒蔵 ７
その他 722
合計 6,665
30から50項目の濃厚接触者
を出さない対策。設備改修、
導入の補助金で重点支援、
利用者がモニター。

大規模集客施設、劇場、
運動施設（屋内）遊戯施設、
学習塾など休業要請業種を対
象に拡大中
出典：山梨県提供資料を演者が編集

（11月15日現在）



海外旅行の出口戦略（訪日と表裏一体）

（JATA要望） 経団連、航空、空港、各国政府と連携⇒開国へ

・オミクロン株で強化された水際対策（2月末迄）の緩和
14日間の隔離撤廃、人数制限緩和、ビジネストラックの再開

・感染症危険情報のレベル引き下げ

・入国枠の撤廃（現状5000名→3500名）

・デジタルヘルスパスポートの実用化（12月）

G7基準の適用を！

（ＪＡＴＡのアクション）

・運用手引書の作成（医療体制の確認、海外旅行傷害保険付与

・デジタルヘルスパスポートの利用アニュアル

・セミナー、商談会→12月実施予定の視察団は2月以降に延期

演者作成資料：禁無断転載・複製



Ｇ７諸国の出入国規制：ワクチンand/or検査

フランス：ワクチン接種の有無にかかわらず48時間以内の陰性証明

が必要。行動制限なし。衛生パス（→ワクチンパス）推奨

ドイツ： 観光目的ではワクチン接種とデジタル入国登録が必須。

行動制限なし

イギリス：3日以内の検査証明。連絡先の登録。10日間の自主隔離

入国後2日目、8日目の検査受験。ワクチン接種者は2月

11日から自主隔離も受験も不要。

アメリカ：ワクチン接種証明と１日以内の陰性証明。CDCの推奨事

項：ワクチン接種者到着後3~5日以内の検査。未接種者

は7日間の自己隔離とＰＣＲ検査。州や地域で規制あり

出典：1月26日現在 外務省HPより筆者が作成





羽田国際線ターミナルの絵馬 206ヶ国の参加者の感謝

提供：日本空港ビルデング㈱



ジョコビッチ事件はオーストラリアのマイナスイメージ？
2022年1月25日PATA（アジア太平洋観光連盟会議）にて



〇フランスは10月12日で完全接種66.81%（２月10日現在79.9％）

〇受け入れ： 6月からＥＵ受入、日本もグリーンゾーンに指定。

ワクチン接種の有無にかかわらず、出発前48時間以内に実施し

たPCR検査または抗原検査の陰性証明と到着時に新型コロナ

ウイルス検出検査を受ける宣誓書

〇国内は衛生パスを活用→ワクチンパスへ切り替え

飲食、観光、イベント（事前申請可能、パスポート、ワクチン接種

証明、航空券の画像をアップロード→ＱＲコード発行）

〇エールフランスの運航強化：10月31日から羽田~パリ週3再開

成田週3、関空週3、ＡＭＳ経由週９便＝計18便体制

フランスの観光復活プラン

フランス政府観光局プレスリリースから演者作成資料



観光庁予算→インバウンド継続、国内経済対策

１．一般財源：141億円

JNTO 65、受入インフラ27、DX7.8、広域周遊

7.6、宿泊高付加価値化5.5

２．国際観光旅客税81億円

文化庁22、国立公園22、CIQ改善33、

三の丸尚蔵品（宮内庁）9

３．経済対策1203億円

宿・観光地再生・高付加価値化1200、看板商

品つくり100、受入環境整備デジタル化100

４．新たなＧｏＴｏトラベル事業 1.3兆円

５．東日本大震災からの復興 7.7億円（福島、海）



Go Toトラベル
2.0

９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月~6月 7～9月 10月~12月

訪日旅行

海外旅行

GW

新型コロナ感染症の出口戦略図（案）1月26日現在
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国際行事
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県民割り→隣県→ブロック→全国？

オンラインセミナ
ー&商談会

インバウンド実証実験？

JATAの取組み

2021年 2022年

デジタルヘルスパスポート開始

緊急事
態宣言 新行動基準

ワクチン
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夏休み

ドバイ万博（10月から3月まで）
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水際対策の緩和

ガイドライン見直し
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G7
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演者作成資料：禁無断転載・複製

緊急措置



４．コロナの気付き：GoToトラベル
などでわかった観光の力



クイズ 2020年宿泊を伴う訪問先ベスト10はどこ？

東京都

北海道

大阪府

静岡県

千葉県

長野県

神奈川県

兵庫県

福岡県

京都府
観光庁「旅行・観光消費動向調査」より演者作成
目的は観光、知人訪問、出張



クイズ 2020年宿泊を伴う訪問先ベスト10はどこ？

東京都

北海道

大阪府

静岡県

千葉県

長野県

神奈川県

兵庫県

福岡県

京都府

1．北海道
２．東京
３．静岡県
４．長野県
５．神奈川県
６．千葉県
７．大阪府
８．兵庫県
９．福岡県
１０．京都府

観光庁「旅行・観光消費動向調査」より演者作成
目的は観光、知人訪問、出張



「西日本ふっこう割」がGoToトラベルの見本

Copyright © 2018  JATA  All rights reserved. 禁無断転載・複製

「西日本ふっこう割」は広島、岡山、愛媛をはじめ各県の復興に大きな
効果を発揮。

岐阜県
京都府

兵庫県岡山県
広島県

鳥取県
島根県

山口県

愛媛県
高知県

香川県
徳島県

福岡県

2018年12月25日現在
（単位：人泊）

13県合計
35.3万人泊



旅行割引による成功例：九州ふっこう割
180億円の原資で272万泊

出典：九州観光推進機構



GoToは経済テコ入れの起爆剤

宿泊割引＋
地域共通クーポン

演者作成資料：禁無断転載・複製



坂巻伸昭 東武トップツアーズ（株）代表取締役社長／（一社）日本旅行業協会副会長

１．経営継続支援の強化を。雇用調整助成金の助成率 を東日
本大震災と同様レベルに引き上げを。支給限度日数を２００日

２．観光業界による自主的な感染防止策を条件に、旅行・イベント

の自粛要請の解除を！

３．修学旅行を中止するのではなく、延期しての実施と学校側にキ
ャンセル料が生じる場合の財政支援を。

４．毎月1.5兆円の旅行需要の消失を取り返せるような大規模な

需要回復キャンペーンの実施を。

５．国際交流を蘇らせるために出国時の検温、健康チェックなど

の国際的な仕組みづくりを。

官邸ヒアリングでの日本旅行業協会要望



「観光は日本の成長戦略の柱であり、今回大変な
被害を受けているが、まず、事業を継続できるよう
に全面的に支援する。

⇒持続化給付金、雇用調整助成金

現在は感染拡大を防ぐことに全力を挙げているが
、しかるべき時にV字回復させるために前例のない
規模の旅行キャンペーンができるように予算化す
る」 ⇒Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン

安倍総理コメント（2020年3月23日）

演者作成資料：禁無断転載・複製



出所： 日本政府観光局 （JNTO)
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単位：万人 （政府目標）

震災後、

Ｖ字回復

史上初
1000万人達成

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
開始

日本の奇跡 インバウンドは成長戦略の柱

5年で3倍
3000万人達成

3119万人（11位）

収入4.5兆円（9位）
※2019年は第7位

Copyright © 2022  JATA  All rights reserved. 禁無断転載・複製



インバウンドは前政権のリーダーシップで成功

国際観光の伸び 特に近隣アジアの海外旅行ブーム

潜在的魅力

気候、自然、文化、食事 ＋ 安全

日本の奇跡

菅総理（元官房長官）のリーダーシップで実現（レガシー）

ビザ緩和、免税店、公的施設の開放、国立公園 ⇔国際観光旅客税

観光戦略タスクフォース←→アトキンソン氏の助言 為替

東京オリンピック・パラリンピック、ラグビーW杯、大阪関西万博

羽田発着枠の拡大、航空自由化（ＬＣＣ，国際定期便）

演者作成資料：禁無断転載・複製



Go To トラベルキャンペーンの中間総括

１．まず国内で観光業界の体力回復（世界共通）
２．近隣に車、自然が人気（世界的傾向）→OTA
３．安心、安全、個人旅行、テーマ型、体験型

日本の特色
１．７月から１２月 8500万人泊（宿泊の半分）
２．観光史上最大の作戦 5399億円⇒1兆3000億円

約３倍の効果。地域共通クーポン効果（1317億円）
地域経済に貢献（全国、迅速）

３．市場なりの効果 繁閑差、競争力格差の課題
４．旅行会社の役割
（１）航空機・列車・バス→遠方
（２）国内旅行の再発見（海外旅行のリピーターへ）
５．感染対策の普及 （国が全数監査）
（ＧｏＴｏトラベルキャンペーン事務局資料より演者作成）



2020年の旅行･観光消費額は前年から6割減

２０１９年 １～3月 4～6月 7～9月 10～12月 合計

国内旅行 ４２，１０９ ５９，９４７ ６６，９３２ ５０，３２４ ２１９，３１２

インバウンド １１，５１７ １２，６７３ １１，８１８ １２，１２８ ４８，１３６

海外旅行（国内分） ３，０００ ３，０００ ３，０００ ３，０００ １２，０００

合計 ５６，６２６ ７５，６２０ ８１，７５０ ６５，４５２ ２７９、４４８

２０２０年 １～3月 4～6月 7～9月 10～12月 合計

国内旅行 ３２，９７２ １０，０４６ ２９，０２８ ２７，６９１ ９９，７３７

インバウンド ７，０７１ ０ ０ ０ ７，０７１

海外旅行（国内分） １，０００ ０ ０ ０ １，０００

合計 ４１，０４３ １０，０４６ ２９，２４１ ３２，７１１ １０７，８０８

出典：観光庁旅行･観光消費動向調査より。インバウンド、海外旅行は４月以降
集計がない為ゼロで算出して演者作成。参考：２０２１年同調査国内旅行
１～３月１６，２７１億円、４～６月１８，５５７億円、７～９月２３，３１３億円
（単位億円）



観光庁「旅行・観光消費動向調査」より演者作図

2020年の旅行･観光消費額はGoToキャンペーンで一息
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大手旅行会社 中小旅行会社 ＯＴＡ 宿泊施設直販

億円

旅行会社、ＯＴＡ＋宿直販で需要喚起



旅行会社(48社) OTA4社

１ 北海道 中部

２ 近畿 関東

３ 沖縄 近畿

４ 中部 九州

５ 関東 東北

６ 北陸信越 北海道

７ 九州 北陸信越

８ 東北 中国

９ 中国 大阪

10 大阪 四国

11 四国 千葉

12 千葉 沖縄

13 東京 東京 ✕

旅行会社は航空・列車利用、OTAマイクロツーリズム

旅行会社は航空、列車利用の遠方。OTAは自家用車で近場
せっかくだからちょっと贅沢、小規模、人気ホテル。自然、夫婦。

8月は県割引とダブル効果。旅行会社24,000円。OTA12,000円

9月15日受注
Copyright © 2021  JATA  All 

rights reserved.

禁無断転載・複製



都道府県名 人口 出国者数(2018)
出国者数
(2019）

対前年
増減率

全国構成比
(2019)

出国率
(2019)

埼玉県 7,173,734 1,047,094 1,093,473 4.4 5.4 14.6

千葉県 6,140,685 1,068,463 1,102,145 3.2 5.5 17.4

東京都 13,405,355 4,028,971 4,258,869 5.7 21.2 30.1

神奈川県 8,996,747 1,964,425 2,037,064 3.7 10.1 21.8

海外旅行をあきらめた人が国内再発見の旅へ

Copyright © 2021 JATA  All rights reserved.

禁無断転載・複製

京都府 2,526,684 439,024 478,234 8.9 2.4 17.4

大阪府 8,622,766 1,537,034 1,703,734 10.8 8.5 17.8

兵庫県 5,369,266 909,783 989,089 8.7 4.9 16.9



海外旅行リピーターに価値ある旅を企画販売



EXPERIENCES IN JAPAN by JNTO

出典：独立行政法人国際観光振
興機構
「「100 Experiences in Japan –Find 

the Japan of your Dreams!-」より

欧米人へ薦める体験100選

伝統、アウトドア、食、都市自
然、アート、リラクゼーション
の７つの切り口
JNTO(日本政府観光局）作成



どこから（都道府県TOP5）西日本 10月末

出展：観光庁Go Toトラベル事業分析 . 禁無断転載・複製

居住地

都道府県名 割合 都道府県名 割合 都道府県名 割合 都道府県名 割合 都道府県名 割合

静岡県 静岡県 44.6% 長野県 6.6% 山梨県 6.1% 愛知県 5.2% 神奈川県 5.1%
愛知県 愛知県 20.4% 岐阜県 8.6% 三重県 8.1% 静岡県 8.0% 長野県 7.9%
三重県 三重県 42.0% 愛知県 7.5% 大阪府 5.1% 岐阜県 4.0% 長野県 3.8%
滋賀県 滋賀県 15.6% 京都府 8.5% 大阪府 8.2% 兵庫県 7.8% 三重県 6.9%
京都府 京都府 18.9% 兵庫県 10.9% 大阪府 8.7% 三重県 5.1% 滋賀県 4.5%
兵庫県 兵庫県 27.4% 大阪府 10.2% 京都府 7.0% 三重県 3.2% 岡山県 2.9%
奈良県 奈良県 12.2% 大阪府 11.3% 兵庫県 10.5% 三重県 8.9% 和歌山県 6.3%
和歌山県 和歌山県 46.0% 大阪府 10.7% 兵庫県 6.0% 京都府 4.1% 三重県 3.9%
鳥取県 鳥取県 40.4% 島根県 10.0% 岡山県 8.2% 兵庫県 7.3% 広島県 5.7%
島根県 島根県 41.5% 鳥取県 12.2% 広島県 11.6% 岡山県 5.1% 山口県 4.1%
岡山県 岡山県 30.9% 鳥取県 7.8% 広島県 6.8% 兵庫県 6.4% 香川県 5.0%
広島県 広島県 31.4% 山口県 8.5% 島根県 7.0% 岡山県 6.4% 鳥取県 5.0%
山口県 山口県 43.2% 広島県 8.4% 福岡県 8.3% 大分県 6.7% 島根県 3.6%
徳島県 徳島県 24.4% 香川県 11.3% 兵庫県 9.4% 高知県 7.6% 愛媛県 7.5%
香川県 香川県 31.8% 愛媛県 10.9% 高知県 10.2% 岡山県 5.2% 兵庫県 5.1%
愛媛県 愛媛県 39.4% 香川県 10.1% 高知県 9.1% 広島県 6.5% 徳島県 3.5%
高知県 高知県 38.3% 愛媛県 10.9% 香川県 10.6% 大阪府 4.4% 兵庫県 4.2%
福岡県 福岡県 21.8% 大分県 16.7% 熊本県 10.8% 長崎県 9.5% 佐賀県 5.7%
佐賀県 佐賀県 30.7% 長崎県 13.1% 福岡県 12.8% 大分県 11.1% 熊本県 8.8%
長崎県 長崎県 53.5% 福岡県 10.9% 佐賀県 7.7% 熊本県 6.0% 大分県 5.9%
熊本県 熊本県 46.1% 大分県 9.9% 福岡県 9.2% 長崎県 6.1% 鹿児島県 5.7%
大分県 大分県 54.5% 福岡県 10.9% 熊本県 7.1% 宮崎県 4.3% 長崎県 3.1%
宮崎県 宮崎県 42.0% 大分県 12.8% 鹿児島県 12.7% 熊本県 8.0% 福岡県 7.8%
鹿児島県 鹿児島県 61.4% 熊本県 7.2% 宮崎県 7.1% 福岡県 6.1% 大分県 3.4%

沖縄県 沖縄県 80.6% 福岡県 2.6% 大阪府 2.1% 東京都 1.9% 北海道 1.2%

訪問地 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位



５．2030年から戦略を考える





アメリカ × 中国 × ヨーロッパ

経済力 経済力 価値観
ＳＤGs、個人情報保護

インド

（人口） 人口が多い国の力

小国の独自性

日本

多極化する世界の中の日本

演者作成資料：禁無断転載・複製



SDGsに対する観光の貢献 SDGｓは儲かるのか？

UNWTOが提言した｢持続可能な観光｣で取り組むべき5分野は、それぞれがSDGsの17目標のいずれ

かの要素を備えており、それぞれの分野で目標達成すると、その効果が他の分野へ派生し始め、

結果、｢持続可能な観光｣を継続的に構築していくという大きな特性を持っている。

ひとつの分野の目標達成が、次の分野へ派生していく｢持続可能な観光｣の5分野

観光

①包括的・持続的な経済発展

②社会的な関わり、雇用拡大や貧困の撲滅

③資源の有効活用、環境保護や気候変動

④文化的価値・多様性・遺産

⑤相互理解・平和・安全

経済

社会

環境

文化

平和

Copyright © 2018  JATA  All rights reserved. 禁無断転載・複製 3



日本のSDGｓ実施指針８つの優先課題にヒント

１．あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現

２．健康・長寿の達成

３．成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション

４．持続可能で強靭な国土と質の高いインフラの整備

５．省・再生可能エネルギー、防災・気候変動対策、循環型社会

６．生物多様性、森林、海洋等の環境保全

７．平和と安全・安心社会の実現

８．ＳＤＧｓ実施推進の体制と手段

4

官邸HPから演者作成



オリンピック・パラリンピック
は2024年パリで開催

15％の人が障害を持つ
世界

日本でも７％の人が障害
を持つ。そして高齢化も

１．あらゆる人々が活躍する社会

出典：パリオリンピック・パラリンピック
大会組織委員会公式Twitter



障がい者の受入→ユニバーサルツーリズム

第5回ジャパンツーリズムアワード

観光庁長官賞

佐賀嬉野バリアフリーツアセンター

演者作成資料：各HPより

神戸須磨ユニバーサルビーチ
ビーチマットで車椅子で海岸
を楽しむ



ジャパンツーリズムアワード

部門賞 クラブツーリズム

世界初！ 視覚障がい者 夢の自
動車運転体験ツアー

障がい者団体の手配→ユニバーサルツーリズムへ

ツアーオブザイヤー観光庁長官賞
HIS
手話対応添乗員・ガイド同行のトレッ
キングツアー

演者作成資料：各HPより



３．地域の活性化：「少子高齢化」特に地方



日本の観光政策：観光戦略実行推進会議

１．Go To トラベルの継続

インバウンドのインフラを守る

地域経済を支える

２．インバウンドのコンテンツの競争力を高める

気候、自然、文化、食⇒国際観光旅客税

３．2030年インバウンド6000万人の目標

→これから新計画作成

基礎から競争力へ 高付加価値化など

演者作成資料：禁無断転載・複製



５．気候変動、環境保全に関する取り組み

フランスでは７月に気候変動対策・レリジエンス強化法が施行
〇航空 2030年までにＣＯ２を2005年比の50％削減

2050年ゼロを目指す
〇観光 「Ｔｒａｉｎ ａｎｄ Ａｉｒ」の推進

鉄道で2時間半未満で行けるところは航空機利用をやめる
〇自転車旅行の促進

オールインクルーシブ型の現地サイクリングツアー
レンタサイクル、宿泊予約、荷物の回送、自転車乗り捨て
緊急アシスト
サイクリングロード 2021年1万8848ｋｍ

→2030年2万5587kmへ整備
〇宿泊施設： 「グリーンキー」などエコラベルの普及

フランス政府観光局プレスリリースから演者作成資料



７．平和への貢献：観光交流は民間外交の役割

2019年、ＵNWTO（国連世界観光機関）とツーリズムＥＸＰＯジャ
パン（大阪）が共催する観光大臣会合に各国の観光大臣と国際機関
代表が参加→万遍なく世界とつながる関係つくり（日本流の外交）
＜参加実績国＞
アジア：フィリピン、マレーシア、タイ、インドネシア、カンボジア、ミャンマー

、モンゴル、ブータン、スリランカ、ウズベキスタン
欧米豪：フランス、オーストラリア、メキシコ、パラグアイ、アイスランド、

ラトビア、リトアニア、エジプト、スーダン、南アフリカ
国際機関：ＵＮＷＴＯ、ＷＴＴＣ、ＰＡＴＡ，アドベンチャートラベ

ル協会 下線はインバウンド重点国

※２０１９年はＧ２０観光
大臣会合（北海道・倶知安）
と連携

14 



【2018年暫定値】

②韓国
754万人
（24.2%）

※ （ ）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）訪日外客数2018年1月～12月累計暫定値からＪＡＴＡ作成

①中国
838万人
（26.9%）

③台湾
476万人
（15.3%）

総計
3,119万人

東アジア
2,288万人（73.4%）

その他
120万人
（3.8%）

オーストラリア
55万人（1.8%）

イタリア
15万人（0.5%）

ロシア
9万人（0.3%）

スペイン
12万人（0.4%）

ドイツ
22万人（0.7%）

フランス
30万人（1.0%）

イギリス
32万人（1.1%）

カナダ
33万人（1.1%）

インド
15万人（0.5%）

ベトナム
39万人（1.2%）

インドネシア
40万人（1.3%）

シンガポール
44万人（1.4%）

マレーシア
47万人（1.5%）

フィリピン
50万（1.6%）

④香港
221万人
（7.1%）

⑥タイ
113万人
（3.6%）

⑤米国
153万人
（4.9%）

東南アジア
348万人（11.2%）

欧米豪
363万人（11.6%）

2018 訪日外国人旅行者数及び割合（国・地域別）
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10%

10%

8%

3%

6%

3%

3%
3%

3%2%

15%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

21%

スペイン

インド

インドネシア

台湾

中国

韓国

イタリア

フィリピン

香港

シンガポール

タイ

ベトナム

カナダ

マレーシア

1%アメリカ

ドイツ

フランス

豪州

1%
英国

その他

2018 日本人海外旅行者数（国・地域別）※推計値

出所：Euromonitor International

* 基本的に各国政府観光局の到着ベースの報告数値に
依存した修正のため、集計のタイミングによって数値が
変動ずる。

30.8%

21.1%

27.4%

20.7%

その他

東アジア

東南アジア+インド

欧米豪
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8,380

7,539

4,757

2,207

1,132

504

468

437

397

389

154

1,526

552

334

330

305

215

150

119

95

2,690

2,949

1,969

1,288

1,656

631

394

830

530

827

209

3,596

469

247

253

1,164

613

933

548

102

中国

韓国

台湾

香港

英国

カナダ

フランス

ドイツ

イタリア

スペイン

ロシア

豪州

米国

タイ

シンガポール

インドネシア

ベトナム

インド

マレーシア

訪日外国人数（2018） 日本人海外旅行者数（2018）

単位:千人

フィリピン

主要国との相互交流 赤字はＧ２０参加国

出所：JNTO、各国政府観光局等

(2017年)

(2017年)

(2017年)

(2013年)
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2030年の日本の景色とキーワード

2025年 大阪・関西万博

「いのち輝く未来社会のデザイン」

202９年 ＩＲ

リニア新幹線

ＣＯ２ゼロを目指す交通ネットワーク

「グリーン」「デジタル」→ハイブリッド

2030年 インバウンド6000万人

「文化」「自然」観光で地域創生

ＳＤＧｓの目標年

演者作成資料：禁無断転載・複製



旅の力による「持続可能な発展」への貢献

１．雇用を産み、地域経済に豊かにする⇒地方創生

２．国際理解を深め、平和を促進する⇒民間外交

３．観光による復興（風評被害）⇒速効性がある回復策

４．気候変動・環境への負荷を軽減⇒保護と観光の両立

５．ユニバーサルツーリズム

「住んでよし、訪れてよし」の国づくり

受け入れてよし、訪れてよしの関係つくり

（受入地の理解）

演者作成資料：禁無断転載・複製



2022 東京

経済再生に向けた動きが活発化し、世界各国でも渡航制限の緩和の動きが進む中
、観光交流の再開に向け、ウィズコロナ・アフターコロナを見据え開催。会期中
だけでなく6月から12月までの半年間、公式ホームページで出展者情報をPR

開催前
6月～

開催後
～12
月

期間：２０２２/９/２２ー２
５
会場：東京ビッグサイト

リアル出展
BtoB＋BtoC 4日間

オンライン商談出展
BtoB 2日間

動画・画像
テキスト・資料で
出展情報PR

開催後も
商談システムを利用し

連絡が可能

人脈づくり、商売につながる観光の総合見本市



期間：２０２３/１０/２６ー２９

会場：インテックス大阪

主催：公益社団法人日本観光振興協会

一般社団法人日本旅行業協会

日本政府観光局（JNTO）

開催支援：大阪・関西開催地連絡協議会

• 大阪・関西をゲートウェイとした国内
海外・訪日の出展誘致

• 国際的な大規模イベントに繋がる先進
事例を大阪から世界に発信

いのち輝く
未来社会のデザイン

スポーツ・フォー・ライフ
（人生を豊かにするスポーツ）

2026

IR
2029

ツーリズムEXPOジャパン2023 大阪・関西は
観光を基軸とした大阪・関西の経済成長に弾みをつける一歩です
。

2023 大阪・関西

ツーリズム
EXPO

ジャパン2019
大阪・関西

初開催！
地域開催の
モデルを示す



６．コロナの気付きを事業再構築へ



○安心安全が最大の関心事

・旅行会社や観光地による感染予防策の導入

・観光地での感染状況などに関する具体的な情報提供

○旅行の質的向上。特に観光地での食や宿泊施設

○大型団体ツアーから少人数のテーマツアーへのシフト

○FIT, SITツアーの増加

○余裕のある日程への移行

→金と暇をかけてでかける価値の提供

競争力のあるコンテンツ（簡単に世界と比較）

：アジア太平洋観光協会（中国支部）2020年３月調査

世界に共通する旅行動向



コロナ禍の試みを事業再構築へ

デジタル対応

・個人旅行のダイナミックパッケージ対応（価格変動型）

・店舗中心からネット対応中心へ

・セルフガイド方式の旅行インフラ提供⇒ＦＩＴモデル

ハイブリッドなサービス

・イベント・コンベンション

・ＯＮ ＬＩＮＥツアー、地産販売（物販、食）⇒重ね売り

代行業

・人材派遣 役所の事務代行（ワクチン接種など）

⇒公設民営、アウトソーシング

びゅうトラベルサービス→JR 東日本びゅうツーリズム＆セールス
個人型旅行商品：JR 東日本びゅうダイナミックレールパック



事業再構築するチャンス

成
長
性

花形

金のなる木

教育
旅行

一般
団体

店頭
販売

国内
企画

海外
企画

シニア
クラブ

スポーツ

地域
DMC

ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ

シェア

グローバ
ル

問題児

負け犬

教育
事業

シニア向け
テーマ旅行

MICE
ハイブ
リット

個人向けのダ
イナミック・
パッケージ

総務のアウト
ソーシング

演者作成資料：禁無断転載・複製



価格安価

差別化大

差別化小

競合条件

コモディティ

製品

サービス

体験（演出）

経験経済の考え方：価格競争から価値競争へ
脱コモディティ戦略 真似されない価値の提供

高価
出所：B.J.パインⅡ、J.H.ギルモア（2005) 『新訳 経験経済』ダイヤモンド社
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航空券・宿泊 DP

企画旅行

サービス・企画提案営業

ユニークべニューでの
特別体験

脱コモディティ戦略：独自の勝負モデルを築く

OTAの
競争優位性

レガシー・エージェントの
競争優位性

価格安価

差別化大

差別化小

競合条件

高価
出所：B.J.パインⅡ、J.H.ギルモア（2005) 『新訳 経験経済』ダイヤモンド社
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福岡地区観光協議会の皆様

コロナ禍からの出口戦略

①ワクチン・検査パッケージの活用で国内旅行振興

新しいGoToトラベルは地方主体）

新九州ふっこう割（旅行会社とOTA）

②鎖国政策の中止、G7並みの基準へ緩和の要望

アジア各国はタイと中国の動向に注目

③国の政策を利活用しつつ、自立の道を探る

④持ち味を活かし真似できない価値を提供をする。

（脱コモディティ戦略） 気候、文化、自然、食

⑤Ｃｏ２削減やSDGｓは身近な課題になる

⇒民間・地方リーダーシップの時代へ



就職氷河期は来なかった 観光、飲食、イベント以外

世界の実質GDP成長率
の寄与度：急速な回復

お客様が元気な点が
リーマンショックとの違い

出典：日本総研
各国統計、IMFをもとに
日本総研が作成

それでも観光業界で働きたい若者は多い
⇒夢を託せる業界へ



ご清聴ありがとうございました。








