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外国人交流人口拡大に関する政府方針

○観光産業は、経済波及効果の裾野が広い産業。訪日外国人旅行客数
も急速な増大。

〇政府においても、国を挙げて観光を我が国の基幹産業へと成長させる
べく、2016年3月に「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定。

政府目標訪日外国人消費額の推移訪日外国人旅行者数の推移

訪日外国人旅行者数

訪日外国人旅行消費額

東北6県の外国人宿泊者数

2020年：4,000万人
（2015年の約2倍）

2020年：8兆円
（2015年の約2倍超）

2020年：150万人
（2015年の約3倍）
※明日の日本を支える観光ビジョンより

年 訪日外国人旅行消費額

2012 1兆 846億円

2013 1兆4,167億円

2014 2兆 278億円

2015 3兆4,771億円

2016 3兆7,476億円

2017 4兆4,162億円

2018 4兆5,064億円

※訪日外国人消費動向調査（観光庁）より
※2018年は速報値
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※日本政府観光局（JNTO）資料に基づき作成
※2018年1~11月は暫定値。12月は推計値。
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○東北の観光は、全国的なインバウンド急増の流れから大幅な遅れ。
○「観光先進地・東北」に向けて、平成32年（2020年）に東北の外国人宿泊者数を150万人泊とする
目標を設定するとともに、平成28年度から関連予算を大幅に増額。

○引き続き、平成30年度も必要な予算を確保し、東北の観光復興を加速化。

●平成29年(1月～12月)の対前年同期比
全国:＋13.8％ 東北6県:＋49.1％ 福島県:＋35.1％

※観光庁「宿泊旅行統計調査」確報値による。
※従業員10人以上の宿泊施設を対象。

外国人宿泊者数の推移

※観光庁「宿泊旅行統計調査」による。
※従業員10人以上の宿泊施設を対象。

（単位：万人泊）

東北６県

全 国

主な事業
（Ｈ30：50億円）

観光復興の成果（外国人宿泊者数）

東北のインバウンドの現状

H22 H29

全国 2,602.3 7,293.3

東北６県 50.5 96.7

東北３県 33.0 53.1

●東北観光復興対策交付金(観光庁) 
(30予算：33億円)

－地域の発案に基づくインバウンド誘客に向けた取組を支援。
－東北各県が東北観光推進機構等と連携して行う広域的な取組
を促進。

●東北観光復興プロモーション(観光庁)
(30予算：10億円)

－全世界を対象としたデスティネーション・キャンペーンとし
て、東北を対象とした集中的な訪日プロモーションを実施。

●「新しい東北」交流拡大モデル事業（復興庁）
(30予算：4億円)

－外国人旅行者の誘客につながる民間の新たなビジネスモデル
の立ち上げを支援。

－平成30年度から、地域型を創設。復興局主導で、被災沿岸
部等の事情に応じたビジネスモデル構築を目指す。

●福島県観光関連復興支援事業(観光庁)
(30予算：3億円)

－福島県が実施する教育旅行の誘致を含めた国内観光振興に関
する取組を支援

観光復興に向けた取組

東北３県

参考
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福島県交流拡大モデル事業の概要
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〇福島県における外国人交流人口拡大の課題解決に資する旅行商品等を
造成し、実際に商品を販売することで市場の評価を検証。

〇民間事業者等による自走や新商品・サービスの誘発につなげることで、
持続的な福島県への外国人交流人口の拡大を図る。

実施内容

●仮説の設定

‐課題を整理。課題を解決するビジネスモデルの
仮説を立てる。

●プロモーションの実施

‐設定したターゲットに応じたプロモーションを実施。

●プログラムの造成・販売

‐仮説に基づき旅行商品等を造成・販売。必要に
応じて、モニターツアーによる受容性の確認や、
受入体制の整備を実施。

●プログラムの内容の改善 等

支援対象

●ソフト面の取組にかかる経費

（例）人件費、旅費、セミナーの開催、プロ
モーション費用等

※ハード面の整備にかかる経費は対象外

（例）施設・車両・設備の購入・整備、用地
取得等

※販売時、商品参加に対して支払う対価等
を割り引くための経費は対象外



平成30年度事業の概要
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○福島県が抱える独自の課題に焦点を当て、以下2つのモデルを募集。

福島県の安全や新たな魅力の発
信等

原子力被災地をはじめとした地域
における震災学習等

②風評被害払拭モデル①震災学習モデル

【受託者】：福島県観光物産交流協会

【事業名】：ホープツーリズム海外誘客事業

【主な取組内容】：

○Web基盤の整理

○通訳ガイドの育成

○モニターツアーによるコンテンツの磨き上げ

○商品の造成・販売

【受託者】：電通

【事業名】：フードバリューチェーン学習の場としての
福島ブランドの確立と風評被害払拭事業

【主な取組内容】：

○ターゲットに対する旅行告知

○WebにおけるPR・販売

○モニターツアーによる受容性の評価

〇商品の造成・販売



取組③ コンテンツの磨き上げ （旅行商品造成・販売）取組① 受入体制整備 （通訳ガイド研修・マニュアル作成）

取組② 認知度の向上 （WEB基盤の整備）

〇海外に向けたホープツーリズムの情報発信を行うため
専用英語WEBサイトを開設。閲覧者の情報を分析し、
福島の今の情報や、ツアーの魅力を発信に繋げる。
ＵＲＬ：https://www.hopetourism.jp/en/

〇ガイド育成・アテンドマニュアルの作成により受け入れ体制の強化ができ、団体からの問い合わせにも対応が可能になった（海外大学ゼミ、県人会等）。
○一般旅行客向け旅行商品の造成により、福島に関心ある外国人が参加し、高い満足度が得られた。
〇販売・プロモーション、メディア露出により「ホープツーリズム」の認知度が向上した。

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

～公益財団法人福島県観光物産交流協会～

（対象市場：欧米・訪日外国人・留学生）ホープツーリズム海外誘客事業

取組全体の目的・概要： 福島県（原子力被災１２市町村をはじめとした浜通り等）における風評が続く中、外国人交流人口拡大のためには
「被災地の状況を中心に福島県を分かりやすく伝える技術の向上」「外国人向け旅行商品づくり・周知」が課題。

〇特に原発事故関連の解説を求められることから、
通訳ガイドとして必須知識である専門用語や主要
訪問地等を掲載したアテンドマニュアル・事例集を
作成。

○地元の受け入れ団体（地元ＮＰＯ団体や語り部団体）との連携強化、引き続きガイド育成による受け入れ体制の強化を継続。
○募集型・受注型・ＦＩＴ等、多様なニーズに対応できる商品展開を図る。

主な実施取組の内容

取組のモデル性：

〇広島大学留学生を招聘し、モニターツアーを実施。
結果に基づき、外国人旅行客のニーズを踏まえた
参加者の理解が深まるようなツアー行程を検討し、
一般向け旅行商品の造成・販売・催行を実施。

【旅行商品の実施テーマ（2泊3日）】
１日目：震災の歴史・結果・経過
２日目：震災の爪痕と現状の共有・地域の人々

のくらし
３日目：未来に向けて私たちができること

【旅行商品の販売・プロモーション】
販売：WEBサイトで販売
プロモ：WEBメディア等紹介記事を掲載（12月～１月）
成果：ＮＨＫ全国放送、日経新聞等メディア取材３媒体

被災地を中心とした学習旅行「ホープツーリズム」における、①受入体制の整備（通訳ガイド育成・マニュアル作成）②認
知度の向上（Web整備）③コンテンツの磨き上げ（旅行商品造成販売）によって、継続的な外国人交流人口の拡大をはかる。

〇原発事故を中心に福島の現状を正しく伝えるため
の基礎知識やファシリテーション能力の習得を図る
べく、通訳ガイドの研修を実施。

【研修概要】
開催回数：6回（延べ48名参加）

テーマ：放射線、食の安全、廃炉、復興、ﾌｧｼﾘﾃｰ
ｼｮﾝ、実地研修（浜通り地区）

講師：福島大学マクマイケル・ウィリアム助教

WEBサイト

マニュアル

研修の様子
催行の様子①

メディアでの報道

催行の様子②

H30交流拡大モデル
事業報告概要
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https://www.hopetourism.jp/en/


取組① 商品化に向けた整備

上記をもとに旅行商品を造成
・「一般社団法人ASEAN食産業人材育成協会」（afh）
寄付講座で告知（ベトナム・ミャンマー合計約270人）
・留学生組織「トモノカイ」メルマガで
ツアー募集告知（国内約4200名）

・FUN JAPAN WEB掲載＆記事配信
（タイ3記事、ベトナム2記事、インドネシア2記事）
リーチ合計：1,863,849

○実際のツアープログラムを通じて、参加者の殆どの「福島に対する不安感が減少」した。福島の地元の企業や人が中心となって、風評被害を無くすために努力が
なされていることが伝わっており、ツアーを通じて福島食産業の発達もしっかり確認できる体験を提供できた。

取組③ モニターツアー実施

～株式会社電通～

取組全体の目的・概要：福島県では、訪日外国人旅行者の急増の効果を享受できておらず観光産業を通じた復興は道半ば。
外国人向けの新たな交流拡大モデルの確立は福島県が復興するための課題である。

取組のモデル性：「風評自体を旅行コンテンツ化」。最先端の食産業を体現している福島県内の生産や流通の現場を見てもらい日本の誇る
安全・安心な食産業のシステム「フード・バリュー・チェーン」について学ぶツアーを造成し、マーケティング検証を行うものである。

H30交流拡大モデル
事業報告概要

福島県内の「食産業関連（生産）」「製造加工（物流）」「消費」のバリューチェーン
への取組や六次産業までの取組を視察/体験、さらに日本企業への就労に関
するJobFairまで教育旅行コンテンツとしてプログラム化。
【訪問先】
・アサヒビール福島工場 ・道の駅ひらた
・ASEAN食産業人材育成協会および吉野家ファーム
・吉野家ファーム ・スパリゾートハワイアンズ
・スーパーマルト

○「商品内容／価格／期間／販売手法」などに改善を施し、より参加しやすい「ツアー商品」の造成をすることやターゲットを見直すことも改善ポイントである。
○本事業の検証結果をベースに「学習要素」と「観光要素」をバランス良く配分し、日程・金額を参加しやすく改善したツアー組成の可能性が検討されるきっかけに
なった。

取組② 旅行商品の造成

主な実施取組の内容

フードバリューチェーン学習の場としての福島ブランドの確立と風評被害払拭事業
（対象市場：東南アジア）

①ツアー実施
11月19日～21日の2泊3日でモニターツアーを実施
・参加者 19人
ベトナム7人、シンガポール4人、マレーシア3人、フィリピン3人、オーストラリア
1人、インドネシア1人

②情報発信
・学生に加え、外国人フォロワーの多いインフルエンサー （元ＡＫＢ48）も参加、

SNSから情報発信
・ツアー実施を紹介する誌面を福島民報に掲載し、周知広報。
③ニーズ把握調査
・ツアーへのニーズ・評価把握のためのオンライン調査とモニタツアー参加者アン
ケートを実施

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し
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