
 地域の資源を活用した観光地域づくりについて 
（ヘルスツーリズム） 

平成27年3月16日 

観光庁 観光資源課 

資料４ 
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訪日外国人旅行者数の推移 

（出典）日本政府観光局（JNTO） 

VJ開始 

1341.4万人 
（29.4％増） 

○ 2014年12月の訪日外国人旅行者数は、同月として過去最高の123.6万人（前年比43.0%増）となり、 

2014年の年間では、過去最高の1,341.4万人（前年比29.4%増）となった。 

○ 国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数は、これまで減少傾向が続いてきたが、緩やかに回復しつつあ
る。 

1 
注）2008年までは、20歳から79歳までが調査対象。2009年以降は、全年齢が調査対象 

観光庁「旅行・観光消費動向調査」 

宿
泊
数
（泊
） 

国民1人当たり国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数の推移 

回数（回） 万人 



■宿泊施設数：８０，４１２施設（平成２５年３月現在）  

                        【ホテル：９，７９６（客室数８１４，９８４）、旅館：４４，７４４（客室数７４０，９７７）、 簡易宿所：２５，０７１、下宿：８０１】 
■国際観光ホテル・旅館数：登録数：２，６０２施設（平成２６年５月現在） 【登録ホテル：９９５、登録旅館：１，６０７】 
■市場規模：２．７１兆円（平成２４年）                 ■従業者数：６９万人（ホテル・旅館）（平成２１年） 
■国内観光旅行１人当たり宿泊数：２．２５泊（平成２５年）           ■延べ宿泊者数：４億６，７２１万人泊 （日本人：４億３，３７０万人泊）（平成２５年） 

宿泊業の概要     

宿泊業の現状 
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若年層の旅行 

 

 

ニューツーリズム等の振興 

エコツーリズム 

グリーン・ 
ツーリズム 

文化観光 

産業観光 

ヘルスツーリズム 

自然観光資源について知識を有する者から案内又は
助言を受け、当該自然観光資源の保護に配慮しつつ
当該自然観光資源と触れ合い、これに関する知識及
び理解を深める活動 

農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を
楽しむ滞在型の余暇活動（農作業体験、農林漁家民
泊、食育など） 

日本の歴史、伝統といった文化的な要素に対する知
的欲求を満たすことを目的とするもの 

歴史的・文化的価値のある工場等やその遺構、機械
器具、最先端の技術を備えた工場等を対象とした観
光で、学びや体験を伴うもの 
 
 

自然豊かな地域を訪れ、そこにある自然、温泉や身体
に優しい料理を味わい、心身ともに癒され、健康を回
復・増進・保持するもの 

医療と連携 

した観光 

 ファッション・食・ 
映画・アニメ・ 
山林・花等 

スポーツを「観る」「する」ための旅行に加え、スポーツ
を「支える」人々との交流や、旅行者が旅先で多様な
スポーツを体験できる環境の整備も含むもの 

外国人患者等の受入環境を整備しつつ、医療と連携し
た観光ツアーの多様化・高付加価値化を推進するとと
もに、海外における認知度の向上を進める 

ニューツーリズム 

その他の新たな観光需要の開拓 

スポーツ観光 

若年層の旅行実態等を把握、成功事例の収集・普
及、若年層の旅行需要を喚起するための実証実験、
旅行の意義の啓発、若年層に係る新たな旅行機会の
創出等を通じて若年層の旅行促進を推進 

船旅の 

魅力向上 

船の認知度向上のための戦略的な情報発信や利用者
ニーズにあった旅行商品の開発・販売等を促進 

その他、左記を観光資源としたニューツーリズム 
 (例)ロケツーリズム： 
    映画、ドラマ、アニメのロケを契機に、ロケ地を観光 

   資源として活用するなど、地域に根ざした観光振興を 

   通じて、地域活性化を推進 

(例)酒蔵ツーリズム®： 
    単なる製造工程の酒蔵見学や一過性のイベントに 

   とどまらず、酒文化の体験、地域の伝統文化・食・工 

   芸等との連携、地域観光資源との連携等も含めた通 

   年的な観光振興を通じて、地域活性化を推進 

観光立国推進基本計画（平成２４年３月３０日閣議決定） 
我が国は、自然や景観、歴史、伝統、文化、産業等、豊富な観光資源があり、訪日外国人のみならず、日本人にとっても魅力的な観光メニューを提供
することができる。観光旅行者の多様なニーズに応えるためには、これらの資源を活用して地域密着型のニューツーリズムを創出することはもちろんの
こと、地域の旅行商品と観光旅行者とを結ぶための工夫や地域発の旅行商品が旅行市場において広く流通するための工夫が必要である。 

「酒蔵ツーリズム」は佐賀県鹿島市の登録商標です。 

 ★ニューツーリズムとは・・・従来の物見遊山的な観光旅行に対して、これまで観光資源としては気付かれていなかったような地域固有の資源を新たに活用し、体験型・交流型 

                   の要素を取り入れた旅行の形態 
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地域の資源を活用した魅力ある観光地域づくり 

①地域の特色ある素材の発掘や地域と旅行会社、交通事業者、旅行メディア等の総力を結集した枠組みによる確実な商品化と情
報発信等を行い、魅力ある観光地づくりを推進する（平成24年度補正予算：1,565百万円） 

②観光地域づくりの取組を進める主体が自ら販路を開拓し、収益をさらなる着地型旅行商品開発に充てることが可能となるビジネ 

    スモデルを構築する（平成25年度補正予算：400百万円＜繰越＞、平成26年度予算：72百万円） 

確実な商品化  

 観光資源の磨き上げ、
試行ツアーによる効果検
証を踏まえた観光資源
の確実な商品化 

 

地域の魅力の全国発信 

 本事業で磨き上げた観
光資源と地域の魅力を
商談会の開催等により
全国に発信 

②ビジネスモデルの構築 

○観光地ビジネスの専門
家の派遣 

○ビジネス化にあたっての
問題・課題の整理 

○観光地の担い手と専門
家による勉強会・商談会
の開催               

               等 

ポータルサイトの開設・商談会の機会提供 

○地域の取組を発信するポータルサイトを開設 

○旅行会社等との商談会の機会を提供。 

 ※商談会の際に本事業における取組が特に顕
著な地域に対して表彰式を行う 

 

 

 

 

 

○観光地づくりの担い手を集めた研修機会の
提供 

○マーケティング手法等の実学を含めた講習
を実施 

 

 

 

 

 

研修機会の提供 

①着地型旅行商品の開発 

○支援対象の選定 

○「目利き」の派遣 

○「地域の担い手」と「目
利き」が一体となった
資源の磨き 

○観光資源の「目利き」
（※）による訴求性の
高いコンセプトの設定 

○「地域の担い手」から
観光資源の提案 

２．資源の磨き １．資源の発掘 ３．試行ツアー造成 

○試行ツアーを実施し、市場
の目を通した効果検証 

○効果検証を踏まえた商品
内容の改善 

○商品化への絞り込み 

○食のメニュー開発 

○お土産開発 

○宿泊施設の確保 

○体験プログラム開発 

○ガイド養成 

○旅行商品造成     等 

※観光資源の「目利き」：旅行会社のバイヤー、旅行メディア、地域活性化プランナー 等 

・全国の消費者への 

 情報発信 

・地域間でのノウハウ 

 の共有 

・メディア・一般の消 

 費者等からの反応 

 を地域にフィード 

 バックし、地域間競 

 争を促進。 

全国より公募により78地域をモデル地域として選定 

①から、さらに厳選した45地域をモデル地域として選定 
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・【1】地域資源を活かした着地型商品の開発と販売、【2】観光商品づくりに関する地域内外のコーディ
ネート機能、【3】情報発信や来訪者受け入れの一元化窓口的機能、等を有する観光地域づくりのプラッ
トフォームへと発展することを目標に、着地型商品の開発・販売強化と観光協会の体制づくり 

観光地ビジネス創出の総合支援事業 

○観光協会がプラットフォームとなり得るた
めの体制強化 
スタッフのスキル研修 ・先進地の視察 など 
 

○既存｢きら★旅｣プログラムのブラッシュ
アップと新規プログラムの開発 
ワークショップ、勉強会の開催 *消費者の参加意向
度調査（WEBアンケートなど） 
 

○観光協会が実施主体のプログラムの造成
や観光協会が実施主体となる新たな観光商
品の開発 
指宿、頴娃エリアを周遊するバスツアーの商品拡充、
販促の実施  ※旅行業第３種の有効活用 
 

○各種プログラム実施主体者からの販売手
数料の徴収、または広告料の徴収が可能な
仕組みづくり 
 

○｢きら★旅｣プログラムの市内旅館・ホテル
と連携した販売強化 
市内観光事業者を集めた有料の啓蒙＆啓発セミ
ナー *｢きら★旅｣プログラム開発への参画促進 
 

○｢きら★旅｣プログラムのJR九州ほか旅行
会社や交通事業者と連携した販売の強化 
チケット商品開発など売る仕組みづくりによる販売促
進と手数料の増収 

“美容”“健康”“癒し”の要素を有する資源から「指宿海洋浴」を開発。特に都会に住む女性をターゲットとして心の健康の改善に重きを置いて、指
宿で体験できる様々なプログラムを企画。ゆったりとしたスケジュールで、砂むし温泉と海水パック体験、東洋のハワイをイメージできる朝フラダン
ス体験。指宿の貝殻や花を使ったレジン小物づくりやお月見ストレッチ（月夜の中で芝生でストレッチ）や地元野菜の詰め放題等を企画。  

事業概要 

事業全体イメージ 

ツアー名：美旅指宿～ひと息つきに、旅にでませんか～ 
催行日（参加人数）：10月4~5日（12名） 
ポイント：砂むし温泉と海水パック体験、東洋のハワイをイメージできる朝フラダンス体験。指宿の貝殻や花を使ったレジン小
物づくりやお月見ストレッチ（月夜の中で芝生でストレッチや地元野菜の詰め放題等 

行程（1日目）博多駅－鹿児島中央駅－指宿駅－指宿名物・温たまらん丼（昼食）－休暇村指宿（チェックイン）                              

チェックイン後、レジン小物作り・砂むし温泉と海水パック体験－夕食後、お月見ストレッチ（コーヒーとお菓子付）（２日目）朝フ
ラダンス－ホテルにて朝食－釜蓋神社－唐船峡（そうめん流し）－地元直売所にて野菜の詰め放題体験－道の駅指宿－鹿

児島中央駅－博多駅                                                                                                                                   

モニターツアーの概要 

観光地ビジネスの創出状況 

いぶすきの輝き再発見＆深発見！いぶすき海洋浴｢きら★旅｣体験で、日本人も外国人も女子力アップの旅づくり 
（鹿児島県指宿市全域及び周辺地域） 

提案者：大泉観光協会 

「いぶすき海洋浴」を構成する３要素 

・朝フラ、ビーチ 

 バレー、ノル 

 ディックウォー 

 キング、ビー 

 チヨガなど、 

 心地よい潮風 

 に吹かれなが 

 らのフィットネス 

・「日本のモンサンミッシェル」 
 と呼ばれ、再びこつ然と出現、 

 「流されても流されてもつなが 

 る島」として、「縁結び」「絆」の 

 象徴として認知されつつある 

 「知林ヶ島」の散策 

・健康効果、癒し効果、美容効果 

 は、鹿児島大学医学部等の専 

 門機関による調査・研究の結果  

 で証明済みの「天然砂むし温泉」 
・「美人湯」として知られる指宿温泉 

 の塩湯 

①「指宿タラソテラピー」 ②海洋フィットネス ③癒しとレジャー 

 目指す姿 
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地域資源を活用した観光地魅力創造事業 

国による支援 

○計画策定に係る費用 
○マーケティング費用 
○着地型旅行商品等の滞在コンテンツの企画・作成費用 
 ○二次交通の整備に係る実証実験等の実施費用 
 ○受入環境整備、おもてなしの向上に係る費用 
 

 
  

 
計画の策定（数値目標、取組体制、事業内容等） 

  マーケティングの実施 

            地域の魅力を高める取組の実施 

観光関係者による取組 

・着地型旅行商品の造成・販売 
・地産地消の推進 
・ガイドの育成 

・観光案内所の機能強化 
・観光地周遊バスの実証運行 
・美観の維持、トイレ改修 

①滞在コンテンツの充実・強化 ②来訪需要の喚起 

④外国人受入環境整備 ③来訪者の利便性等向上 

・一元的な情報発信／予約 
  システム の構築 
・宿泊施設の魅力向上 
・地域版ＭＩＣＥの推進検討 

・観光案内の多言語表記化 
・Wi-Fi環境の整備 
・免税店の導入検討 

等 

等 

パ
ッ
ケ
ー
ジ
支
援 

地域の観光資源を世界に通用するレベルまで磨き上げるため、歴史的景観、美しい自然、海洋資源、豊かな農山漁村、魅力ある食
文化等の観光資源を活かした地域づくり施策と、体制づくり、受入環境整備、二次交通の充実等の観光振興のための施策を一体で
実施する。 

協議会：市町村、観光協会、交通事業者、関係行政機関その他地域づくり
の取組を実施する者等により構成 

様々な地域づくりの取組と連携し、地域の観光資源を世界に通用するレベルまで磨き上げるとともに、外国人の受入環境整備を実施。 

歴史的景観とバリアフリー 
の相乗効果による観光振興 

日本最北の世界自然遺産で 
観光と保護の両立 

離島のハンデを克服した 
観光システムづくり 

地産から地消までを観光客 
とともに創りあげる地域 

産業遺産を核とした広域 
連携での観光振興 

取
組
の
評
価
を
踏
ま
え
た
計
画
の
見
直
し 

「農」の優位性を活かした 
産業と観光の融合 等 

〈観光による活性化事例（埼玉県川越市）〉 

［歴史的景観］ ［外国人も含めた賑わい］ ［多言語表記案内板］ 

歴史的景観を活かしつつ、 

 ・滞在コンテンツの充実 

 ・外国人受入環境の整備 

 等を総合的に実施   

川越市外国人入込観光客数 

  Ｈ２５年 ４５，０００人 

  Ｈ１９年 ３１，０００人 
（川越市ＨＰ「観光統計資料」より） 

 ⇒ 平成１９年比４５％増  

 

H27予算額：２９０百万円（新規） 
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日本クアオルト協議会について 

○滞在型の健康保養地づくりを推進するため、山形県上山市、大分県由布市、和歌山県田辺市の 
  ３市により「温泉クアオルト研究会」を平成23年に発足。 
○平成26年度に新潟県妙高市、石川県珠洲市が加入し、「日本クアオルト協議会」として格上げ 
 し、従前より自治体の連携を強化するなど、「日本型クアオルト」の確立を目指している。 
 

 ※クアオルト…ドイツ発祥で、定量的なデータをもとに長期滞在型の「療養地・健康保養地」を指定した地域。 
        観光と健康を軸に、温泉や森林、気候などの地域資源を活用し、疾病を治療・予防・緩和する自然療法。 

≪協議会の構成員≫ 
会   長：大分県由布市長（5市町間で互選） 
副会長：山形県上山市長、和歌山県田辺市長 (5市町間で互選） 
会   員：新潟県妙高市長、石川県珠洲市長 他13名 
 
 
 
 
 

山形県上山市の事例 
課題認識：県内で医療費に係る割合が高いという現状を踏まえ、市民の健康を促進させる事や、交流人口の拡大 
     による地域活性化を狙い、クアオルト事業を導入。 
 

・実績 
 

H21   371人(ウォーキング導入年)  
   
 
   

H26  10,073人(4月～12月分) 

＜導入内容①＞  「クアオルト健康ウォーキング」 
 

 市が主導となり、温泉旅館組合や観光関係者等が連携し、
アジア・日本初のドイツ・ミュンヘン大学が認定した地域資
源を活用したウォーキングコースで実施。 

≪開 催 実 績≫ 
日 時： 平成27年1月29日 
内 容：・関係省庁による記念講演 
    ・パネルディスカッション 
    ・基礎講座（勉強会） 等 

導入から５年で 
約27倍の人数に増加 

＜導入内容②＞  「クアオルトに関する旅行商品の開発」 
 

 民間企業と連携して、健康保養地づくりを目指している 
上山市の地域資源を活用し、H25より食事・身体・心の健康
バランスを整えることが出来るクアオルトを体験するツアー
を開催。H27以降も継続して開催予定。 

・ツアー内容 
 

◆管理栄養士監修の食事を提供 
◆健康ウォーキング・均整ストレッチ 
 を体験 等 
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