
 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    
    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

≪≪≪≪世界世界世界世界とアジアとアジアとアジアとアジアのののの外国人外国人外国人外国人観光客数観光客数観光客数観光客数ランランランランクククク２０１５２０１５２０１５２０１５年年年年≫≫≫≫≪≪≪≪訪日外国人訪日外国人訪日外国人訪日外国人のののの地域地域地域地域・・・・国別国別国別国別ランクランクランクランク２０１２０１２０１２０１６６６６年年年年≫≫≫≫    

    

    

    

    

    

    

◆◆◆◆昨年昨年昨年昨年のののの訪日外国人観光客訪日外国人観光客訪日外国人観光客訪日外国人観光客はははは約約約約２２２２，，，，４０４４０４４０４４０４万人万人万人万人にににに達達達達したがしたがしたがしたが、、、、世界世界世界世界やアジアのやアジアのやアジアのやアジアの中中中中ではではではではまだまだまだまだ順位順位順位順位はははは低低低低くくくく

増加増加増加増加ペースもペースもペースもペースも鈍化鈍化鈍化鈍化傾向傾向傾向傾向。。。。２０２０２０２０２０２０２０２０年年年年・・・・４４４４千万人千万人千万人千万人のののの大目標大目標大目標大目標にににに向向向向かってかってかってかって誘致活動誘致活動誘致活動誘致活動をををを一層強化一層強化一層強化一層強化すべきすべきすべきすべき。。。。    

◆◆◆◆現在現在現在現在、、、、日本日本日本日本のののの観光業観光業観光業観光業にはにはにはには、、、、①無料の公共Wi-Fi（無線型インターネット接続回線）のアクセスポイ

ントの不足 ②乗り換えが多く、高額な交通機関 ③多言語に対応できる人材や案内、標示の

不足 ④宿泊施設の不足 ⑤欧米向けの観光誘致活動の不足といったといったといったといった弱点弱点弱点弱点をををを抱抱抱抱えているえているえているえている。。。。    

◆◆◆◆外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客のののの満足度調査満足度調査満足度調査満足度調査ではではではでは、、、、９９９９割以上割以上割以上割以上がががが日本日本日本日本にににに再訪再訪再訪再訪するするするする意向意向意向意向をををを示示示示しししし、、、、安定的安定的安定的安定的なななな観光客観光客観光客観光客をををを

確保確保確保確保できるできるできるできる見通見通見通見通しししし。。。。人口減社会人口減社会人口減社会人口減社会をををを迎迎迎迎えるえるえるえる日本日本日本日本にとってにとってにとってにとって、、、、経済的経済的経済的経済的にににに大大大大きなチャンスきなチャンスきなチャンスきなチャンス。。。。    

◆◆◆◆観光収支はインバウンド（外国人客が日本で使うお金）と、アウトバウンド（日本人客が外国で使

うお金）の差額で、昨年中の収支は約１．３兆円の黒字。今年今年今年今年はははは黒字黒字黒字黒字がががが更更更更にににに拡大拡大拡大拡大するするするする見通見通見通見通しししし。。。。    
    

≪≪≪≪世界各国世界各国世界各国世界各国のののの観光収支黒字額観光収支黒字額観光収支黒字額観光収支黒字額ランクランクランクランク２０１２０１２０１２０１５５５５年年年年≫≫≫≫    

    

    

    
    

≪≪≪≪近年近年近年近年のののの日本日本日本日本のののの観光収支観光収支観光収支観光収支のののの推移推移推移推移≫≫≫≫        （（（（▼▼▼▼はははは赤字赤字赤字赤字    △△△△はははは黒字黒字黒字黒字））））    

    

    

    
    

    

    
    

    

0万人万人万人万人

1,000万人万人万人万人

2,000万人万人万人万人

3,000万人万人万人万人

訪日外国人観光客数の推移（１９６４～２０１６年）訪日外国人観光客数の推移（１９６４～２０１６年）訪日外国人観光客数の推移（１９６４～２０１６年）訪日外国人観光客数の推移（１９６４～２０１６年）

衆議院議員田中かずのり 

国政報告書第２６７号 

自由民主党 ごごごご相談相談相談相談やごやごやごやご意見意見意見意見、、、、ごごごご要望要望要望要望ののののあるあるあるある    
方方方方ははははおおおお気軽気軽気軽気軽にごにごにごにご連絡下連絡下連絡下連絡下さいさいさいさい。。。。    

衆議院議員田中和德事務所衆議院議員田中和德事務所衆議院議員田中和德事務所衆議院議員田中和德事務所    
TELTELTELTEL：：：：０３０３０３０３－－－－３５０８３５０８３５０８３５０８－－－－７２９４７２９４７２９４７２９４    
FAXFAXFAXFAX：：：：０３０３０３０３－－－－３５０８３５０８３５０８３５０８－－－－３５０４３５０４３５０４３５０４    

http://www.tanaka-kazunori.com 

EEEE----mail:kmail:kmail:kmail:k----tanaka@kamome.or.jptanaka@kamome.or.jptanaka@kamome.or.jptanaka@kamome.or.jp    
 

外国人観光客４千万人達成に全力！ 

昨年の訪日外国人観光客は過去最高の約２，４０４万人。観光収支も 
約１．３兆円の黒字。東京オリ・パラまでに 年間４ 千万人を達成。 

１．訪日外国人観光客の国別人数と観光収支 

1位1位1位1位 フランスフランスフランスフランス 8445万人8445万人8445万人8445万人

2位2位2位2位 アメリカアメリカアメリカアメリカ 7751万人7751万人7751万人7751万人

3位3位3位3位 スペインスペインスペインスペイン 6822万人6822万人6822万人6822万人

4位4位4位4位 中国中国中国中国 5689万人5689万人5689万人5689万人

5位5位5位5位 イタリアイタリアイタリアイタリア 5073万人5073万人5073万人5073万人

16位16位16位16位 日本日本日本日本 1974万人1974万人1974万人1974万人

１９６４１９６４１９６４１９６４年年年年    
３５３５３５３５万人万人万人万人    

1位1位1位1位 中国中国中国中国 5689万人5689万人5689万人5689万人

2位2位2位2位 タイタイタイタイ 2988万人2988万人2988万人2988万人

3位3位3位3位 香港香港香港香港 2669万人2669万人2669万人2669万人

4位4位4位4位 マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア 2572万人2572万人2572万人2572万人

5位5位5位5位 日本日本日本日本 1974万人1974万人1974万人1974万人

 

中国中国中国中国 26.5%26 .5%26 .5%26 .5% アメリカアメリカアメリカアメリカ 5.2%5 .2%5 .2%5 .2%

韓国韓国韓国韓国 24.9%24 .9%24 .9%24 .9% 北米全体北米全体北米全体北米全体 6.5%6 .5%6 .5%6 .5%

台湾台湾台湾台湾 17.3%17 .3%17 .3%17 .3% 5 .9%5 .9%5 .9%5 .9%

香港香港香港香港 7.7%7 .7%7 .7%7 .7% 2 .1%2 .1%2 .1%2 .1%

そ の他そ の他そ の他そ の他 12.3%12 .3%12 .3%12 .3% 0 .5%0 .5%0 .5%0 .5%

85 .0%85 .0%85 .0%85 .0% 100 .0%100 .0%100 .0%100 .0%全体全体全体全体

アアアア
ジジジジ
アアアア

北北北北
米米米米

ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ

オセアニアオセアニアオセアニアオセアニア

そ の他そ の他そ の他そ の他

１９７０１９７０１９７０１９７０年年年年    
８５８５８５８５万人万人万人万人    

 

１位１位１位１位 ２位２位２位２位 ３位３位３位３位 ４位４位４位４位 ５位５位５位５位 １０位１０位１０位１０位

アメリカアメリカアメリカアメリカ
（約11.4兆円）（約11.4兆円）（約11.4兆円）（約11.4兆円）

スペインスペインスペインスペイン
（約4.9兆円）（約4.9兆円）（約4.9兆円）（約4.9兆円）

タイタイタイタイ
（約4.6兆円）（約4.6兆円）（約4.6兆円）（約4.6兆円）

マカオマカオマカオマカオ
（約3.6～3.7兆円）（約3.6～3.7兆円）（約3.6～3.7兆円）（約3.6～3.7兆円）

トルコトルコトルコトルコ
（約2.6兆円）（約2.6兆円）（約2.6兆円）（約2.6兆円）

日本日本日本日本
（約1.1兆円）（約1.1兆円）（約1.1兆円）（約1.1兆円）

１９８０１９８０１９８０１９８０年年年年    
１３２１３２１３２１３２万人万人万人万人    

アジア全体アジア全体アジア全体アジア全体    

１９９０１９９０１９９０１９９０年年年年    
３２４３２４３２４３２４万人万人万人万人    

２０００２０００２０００２０００年年年年    
４７６４７６４７６４７６万人万人万人万人    

２０１６２０１６２０１６２０１６年年年年    
２４０４２４０４２４０４２４０４万人万人万人万人    

２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年    
８６１８６１８６１８６１万人万人万人万人    

２０１２年２０１２年２０１２年２０１２年 ２０１３年２０１３年２０１３年２０１３年 ２０１４年２０１４年２０１４年２０１４年 ２０１５年２０１５年２０１５年２０１５年 ２０１６年２０１６年２０１６年２０１６年

収入収入収入収入 △１兆１８０７億円△１兆１８０７億円△１兆１８０７億円△１兆１８０７億円 △１兆４５７４億円△１兆４５７４億円△１兆４５７４億円△１兆４５７４億円 △１兆９３２０億円△１兆９３２０億円△１兆９３２０億円△１兆９３２０億円 △３兆０８３８億円△３兆０８３８億円△３兆０８３８億円△３兆０８３８億円 △３兆３８５０億円△３兆３８５０億円△３兆３８５０億円△３兆３８５０億円

支出支出支出支出 ▼２兆２３８５億円▼２兆２３８５億円▼２兆２３８５億円▼２兆２３８５億円 ▼２兆１４５６億円▼２兆１４５６億円▼２兆１４５６億円▼２兆１４５６億円 ▼２兆０５７１億円▼２兆０５７１億円▼２兆０５７１億円▼２兆０５７１億円 ▼１兆９６２１億円▼１兆９６２１億円▼１兆９６２１億円▼１兆９６２１億円 ▼２兆０４５８億円▼２兆０４５８億円▼２兆０４５８億円▼２兆０４５８億円

収支収支収支収支 ▼１兆０６１８億円▼１兆０６１８億円▼１兆０６１８億円▼１兆０６１８億円 ▼６８８２億円▼６８８２億円▼６８８２億円▼６８８２億円 ▼１２５１億円▼１２５１億円▼１２５１億円▼１２５１億円 △１兆１２１７億円△１兆１２１７億円△１兆１２１７億円△１兆１２１７億円 △１兆３３９１億円△１兆３３９１億円△１兆３３９１億円△１兆３３９１億円

PPPP1111（（（（裏面裏面裏面裏面ももももおおおお読読読読みくださいみくださいみくださいみください））））                                                        平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年６６６６月月月月３３３３日日日日    



    

    

◆◆◆◆政府政府政府政府ののののビジットジャパンビジットジャパンビジットジャパンビジットジャパン事業事業事業事業のののの下下下下、、、、訪日外国人訪日外国人訪日外国人訪日外国人はははは大幅大幅大幅大幅にににに増加増加増加増加してきたしてきたしてきたしてきた。。。。現在現在現在現在、、、、２０２０年までに年

間４千万人、、、、２０３０年までに年間６千万人というというというという目標目標目標目標にににに向向向向けけけけ、、、、以下以下以下以下のののの取組取組取組取組みみみみをををを進進進進めるめるめるめる。。。。    

◆◆◆◆２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年にラグビーにラグビーにラグビーにラグビーＷＷＷＷ杯杯杯杯がががが､､､､２０２０２０２０２０２０２０２０年年年年にににに東京東京東京東京オリンピック・パラリンピックがオリンピック・パラリンピックがオリンピック・パラリンピックがオリンピック・パラリンピックが日本日本日本日本でででで開催開催開催開催されるされるされるされる｡｡｡｡我我我我がががが

国国国国をををを海外海外海外海外にアピールするにアピールするにアピールするにアピールする好機好機好機好機､､､､日本政府日本政府日本政府日本政府やややや民間側民間側民間側民間側もももも外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客のののの誘致誘致誘致誘致にににに全力全力全力全力をををを挙挙挙挙げているげているげているげている｡｡｡｡    

◆◆◆◆海外海外海外海外でのテレビでのテレビでのテレビでのテレビ番組番組番組番組やややや報道報道報道報道､､､､ネットネットネットネット上上上上のののの掲載掲載掲載掲載､､､､書籍書籍書籍書籍やガイドブックのやガイドブックのやガイドブックのやガイドブックの各言語各言語各言語各言語のののの翻訳本翻訳本翻訳本翻訳本をををを空港空港空港空港内内内内売売売売

店店店店やややや本屋本屋本屋本屋でででで積極的積極的積極的積極的にににに販売販売販売販売をををを行行行行いいいい､､､､日本日本日本日本のののの観光地観光地観光地観光地､､､､歴史歴史歴史歴史､､､､文化文化文化文化のののの普及普及普及普及をををを企企企企るるるる｡｡｡｡特特特特にににに欧米向欧米向欧米向欧米向けがけがけがけが重要重要重要重要｡｡｡｡     
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

◆◆◆◆神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県にはにはにはには鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉やややや箱根箱根箱根箱根などなどなどなど、、、、著名著名著名著名なななな観光地観光地観光地観光地がががが多数多数多数多数ありありありあり、、、、外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客もももも順調順調順調順調にににに増加増加増加増加。。。。しかししかししかししかし、、、、

外国人訪問数外国人訪問数外国人訪問数外国人訪問数はははは全国全国全国全国のののの都道府県都道府県都道府県都道府県でででで５５５５位位位位、、、、宿泊数宿泊数宿泊数宿泊数はははは９９９９位位位位にににに留留留留まりまりまりまり、、、、東京都東京都東京都東京都やややや大阪府大阪府大阪府大阪府などのなどのなどのなどの遥遥遥遥かかかか

後塵後塵後塵後塵をををを拝拝拝拝しているしているしているしている。。。。またまたまたまた、、、、横浜横浜横浜横浜・・・・鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉・・・・箱根以外箱根以外箱根以外箱根以外のののの地域地域地域地域のののの集客力集客力集客力集客力がががが弱弱弱弱いといういといういといういという課題課題課題課題があるがあるがあるがある。。。。    

◆◆◆◆神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県ではではではでは、、、、外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客のののの増加増加増加増加にににに向向向向けてけてけてけて、、、、以下以下以下以下のようなのようなのようなのような施策施策施策施策をををを進進進進めているめているめているめている。。。。    

①①①①ロボットロボットロボットロボット産業産業産業産業やややや未病未病未病未病のののの治療治療治療治療をテーマとしてをテーマとしてをテーマとしてをテーマとして、、、、県央県央県央県央・・・・県西地域県西地域県西地域県西地域のののの観光集客力観光集客力観光集客力観光集客力をををを高高高高めるめるめるめる。。。。    

②②②②新新新新たなたなたなたな観光地観光地観光地観光地としてとしてとしてとして、、、、三浦半島三浦半島三浦半島三浦半島、、、、大磯地域大磯地域大磯地域大磯地域、、、、伊勢原市大山地域伊勢原市大山地域伊勢原市大山地域伊勢原市大山地域のののの整備整備整備整備をををを進進進進めるめるめるめる。。。。    

③③③③羽田空港羽田空港羽田空港羽田空港とととと県内観光地県内観光地県内観光地県内観光地をををを結結結結ぶぶぶぶリムジンバスルートやややや無料 Wi-Fi、、、、宿泊施設の整備をををを進進進進めるめるめるめる。。。。    

    ≪≪≪≪近年近年近年近年のののの神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県のののの外国人観光客数外国人観光客数外国人観光客数外国人観光客数のののの推移推移推移推移≫≫≫≫    

    

    
    

P2P2P2P2（（（（表面表面表面表面よりおよりおよりおよりお読読読読みくださいみくださいみくださいみください））））                                                            平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年６６６６月月月月３３３３日日日日    

２．政府の観光ビジョン実現プログラム２０１７ 

    

①①①①    赤坂赤坂赤坂赤坂やややや京都京都京都京都のののの迎賓館迎賓館迎賓館迎賓館、、、、桂離宮桂離宮桂離宮桂離宮などなどなどなど、、、、歴史歴史歴史歴史的的的的なななな公的施設公的施設公的施設公的施設のののの一般一般一般一般公開公開公開公開をををを強化強化強化強化・・・・促進促進促進促進。。。。    

②②②②    青森県青森県青森県青森県弘前市弘前市弘前市弘前市などなどなどなど、、、、地域地域地域地域のののの観光資源観光資源観光資源観光資源やややや文化財文化財文化財文化財をををを一体的一体的一体的一体的にににに整備整備整備整備しししし、、、、地方地方地方地方のののの観光観光観光観光振興振興振興振興をををを図図図図るるるる。。。。    

③③③③    自然自然自然自然やややや温泉温泉温泉温泉などをなどをなどをなどを活活活活かしたかしたかしたかした魅力的魅力的魅力的魅力的なななな観光観光観光観光プログラムプログラムプログラムプログラムのののの開発開発開発開発、、、、多言語多言語多言語多言語対応標示対応標示対応標示対応標示のののの整備整備整備整備、、、、外国外国外国外国

人向人向人向人向けけけけガイドのガイドのガイドのガイドの育成育成育成育成などをなどをなどをなどを通通通通じてじてじてじて、、、、国立公園国立公園国立公園国立公園をををを世界水準世界水準世界水準世界水準のナショナルパークのナショナルパークのナショナルパークのナショナルパークへとへとへとへと磨磨磨磨きききき上上上上げげげげるるるる。。。。    

④④④④    古民家古民家古民家古民家のののの活用活用活用活用、、、、農業農業農業農業体験体験体験体験プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの開発開発開発開発などでなどでなどでなどで、、、、農山漁村農山漁村農山漁村農山漁村におけるにおけるにおけるにおける『『『『農泊農泊農泊農泊』』』』をををを推進推進推進推進。。。。    

取組みⅠ：観光資源の魅力を高め、『地方創生』の礎とする 

    

①①①①    増大増大増大増大するするするする需要需要需要需要にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、民泊民泊民泊民泊やややや宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設、、、、通訳通訳通訳通訳ガイドガイドガイドガイド等等等等にににに対対対対するするするする規制規制規制規制をををを緩和緩和緩和緩和。。。。    

②②②②    観光産業観光産業観光産業観光産業のののの担担担担いいいい手手手手をををを育成育成育成育成するためするためするためするため、、、、産産産産････官官官官････学学学学がががが協力協力協力協力してしてしてして教育教育教育教育プログラムをプログラムをプログラムをプログラムを開発開発開発開発・・・・推進推進推進推進。。。。    

③③③③    ＤＭＯＤＭＯＤＭＯＤＭＯ（（（（行政行政行政行政やややや地域住民地域住民地域住民地域住民、、、、企業企業企業企業とととと連携連携連携連携してしてしてして観光地作観光地作観光地作観光地作りをりをりをりを行行行行うううう法人法人法人法人））））のののの設立設立設立設立にににに財政財政財政財政支援支援支援支援。。。。    

ＤＭＯＤＭＯＤＭＯＤＭＯはははは、、、、マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングやややや観光戦略観光戦略観光戦略観光戦略のののの策定策定策定策定等等等等をををを行行行行いいいい、、、、地域地域地域地域のののの観光業観光業観光業観光業のののの舵取舵取舵取舵取りりりり役役役役をををを担担担担うううう。。。。    

④④④④    新新新新しいしいしいしい観光客層観光客層観光客層観光客層をををを開拓開拓開拓開拓するためするためするためするため、、、、欧欧欧欧････米米米米････豪向豪向豪向豪向けのけのけのけの誘致誘致誘致誘致活動活動活動活動ややややマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングをををを強化強化強化強化。。。。    

⑤⑤⑤⑤    中国中国中国中国ややややインドインドインドインド、、、、フィリピンなどフィリピンなどフィリピンなどフィリピンなど、、、、訪日観光客訪日観光客訪日観光客訪日観光客のののの増加増加増加増加がががが見込見込見込見込めるめるめるめる国々国々国々国々にににに対対対対するするするするビザビザビザビザをををを緩和緩和緩和緩和。。。。    

取 組 み Ⅱ ： 観 光 産 業 を 革 新 し 、 日 本 の 基 幹 産 業 と す る 

    

①①①①    最新技術最新技術最新技術最新技術をををを活用活用活用活用しししし、、、、よりよりよりより迅速迅速迅速迅速、、、、簡素簡素簡素簡素、、、、安全安全安全安全にににに出入国手続出入国手続出入国手続出入国手続ききききをををを行行行行えるえるえるえる環境環境環境環境をををを整備整備整備整備。。。。    

②②②②    海外海外海外海外ののののクレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード文化文化文化文化にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、商業商業商業商業・・・・宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設ののののカードカードカードカード決済環境決済環境決済環境決済環境をををを整備整備整備整備。。。。    

③③③③    無料無料無料無料 WiWiWiWi----FFFFiiii やややや消費税免税店消費税免税店消費税免税店消費税免税店のののの整備整備整備整備、、、、多言語対応多言語対応多言語対応多言語対応型型型型のののの翻訳翻訳翻訳翻訳システムシステムシステムシステムのののの開発開発開発開発をををを促進促進促進促進。。。。    

④④④④    世界世界世界世界にににに約約約約１６１６１６１６億人億人億人億人いるいるいるいるイスラムイスラムイスラムイスラム教徒教徒教徒教徒のののの観光客観光客観光客観光客をををを誘致誘致誘致誘致するためのするためのするためのするためのアクションプランをアクションプランをアクションプランをアクションプランを策定策定策定策定。。。。    

⑤⑤⑤⑤    ジャパンレールパスジャパンレールパスジャパンレールパスジャパンレールパス（（（（ＪＲＪＲＪＲＪＲのののの外国人限定乗外国人限定乗外国人限定乗外国人限定乗りりりり放題放題放題放題チケットチケットチケットチケット））））をををを日本日本日本日本入国後入国後入国後入国後もももも購入購入購入購入可能可能可能可能にするにするにするにする。。。。    

⑥⑥⑥⑥    外国語外国語外国語外国語にもにもにもにも対応対応対応対応したしたしたした、、、、全国全国全国全国のののの公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関のののの経路経路経路経路検索検索検索検索サービスをサービスをサービスをサービスを２０２０２０２０２０２０２０２０年年年年までにまでにまでにまでに実現実現実現実現。。。。    

    

取 組 み Ⅲ ： 外 国 人 旅 行 客 が 快 適 に 観 光 で き る 環 境 整 備 

２０１ １年２０１ １年２０１ １年２０１ １年 ２０１ ２年２０１ ２年２０１ ２年２０１ ２年 ２０ １３年２０ １３年２０ １３年２０ １３年 ２０ １４年２０ １４年２０ １４年２０ １４年 ２０ １５年２０ １５年２０ １５年２０ １５年

８１万 人８１万 人８１万 人８１万 人 １０ ６万 人１０ ６万 人１０ ６万 人１０ ６万 人 １ １６万 人１ １６万 人１ １６万 人１ １６万 人 １ ６５万 人１ ６５万 人１ ６５万 人１ ６５万 人 ２ ２３万 人２ ２３万 人２ ２３万 人２ ２３万 人

３．神奈川県の観光業について 


