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JNTO 年次報告書の発行にあたって
平成 23 年度版 JNTO 年次報告書をお届けします。
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表し、被災さ
れた方々に心より御見舞い申し上げます。
平成 23 年度は、東日本大震災と原発事故、更には円高の影響により、観光業にとっても大変厳しい一年
となりました。私ども JNTO では、震災後大きく落ち込んだ訪日外客数を回復させるため、観光庁を始め
とする各省庁、在外公館、地方自治体、民間企業との連携強化を図りながら、オールジャパン体制での訪
日外客誘致の活動を展開して参りました。
平成 23 年度当初の訪日外客数は、先に述べた大震災等の影響により大幅に減少し、訪日旅行市場は大き
な打撃を受けました。しかしながら、震災発生直後からのニーズに即した情報提供や緊急対策等が功を奏
し、平成 24 年３月の訪日外客数は震災前の平成 22 年度同月比で 4.4％減までのレベルに達し、着実な回
復を見せました。韓国や欧州のように一部で回復が遅れている市場がある一方、東南アジア諸国を始め、
力強い回復基調を示す市場が増え、訪日外客全体では現在、震災前の水準まで回復しております。
本書では平成 23 年度の JNTO の業務実績についてご報告いたしますが、JNTO は震災の影響等を受けな
がらも、訪日外客数の回復に向け全力で取り組むと共に、組織運営についても積極的な活動と効率化の努
力を行って参りました。JNTO ウェブサイトでは、大震災発生直後に英語、中国語、韓国語による情報ポ
ータルサイトを立ち上げ、訪日旅行に関する懸念や風評被害の払拭に向けて安全・安心情報を継続的に発
信いたしました。また、ビジット・ジャパン（VJ）事業についてはプロモーションが現地密着型で効果的
に実施されるよう海外現地におけるマネジメントを通じて各事業に貢献して参りました。この他、外国人
観光案内所のツーリスト・インフォメーション・センター（TIC）については平成 24 年１月に民間委託し、
民間のノウハウを取り入れることで全国の外国人観光案内所の中核的役割を果たすべく努めております。
今後も JNTO は訪日プロモーション事業の海外現地における事業実施の推進機関、また、インバウンド
促進のための唯一の公的専門機関として、海外ネットワークを最大限活用し、訪日旅行市場の質・量両面
での拡大に向けて取り組む所存でございます。観光庁を始め、関係省庁や機関、地方自治体、民間事業者
の皆様との連携をより一層強化し、観光により日本を盛り上げていくため引き続き訪日インバウンド事業
に取り組んで参りますので、JNTO への変わらぬご協力とご支援の継続をよろしくお願いいたします。
平成 24 年 10 月
日本政府観光局（JNTO）
（独立行政法人国際観光振興機構）
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JNTO 概要

JNTO とは
日本政府観光局（JNTO）は、外国人旅行者を日本へ誘致することを目的に昭和 39 年に特殊法人として設立され、平成 15

年 10 月に独立行政法人となりました。この間 JNTO は一貫して「日本の政府観光局」の役割を担い、海外 13 事務所のネッ
トワークを利用した海外における観光宣伝、訪日外国人旅行者に対する観光案内、国際コンベンションの誘致といった外国人
旅行者の来訪の促進に係る業務を行ってきました。
（１）沿革

主な受賞歴

Thai International Travel Fair
2012 (TITF)

Leisure Travel Leaders Award

Expedia 社

2010

2011

2012

Best Pacific Asia Country

Destination of the Year

NTO(政府観光局)部門

Tourism Bureau

ブース賞

Award 2011

（２）Vision と Mission

インバウンド・ツーリズムの振興を通じて
「観光立国」の実現を目指す。

Vision

ビジット・ジャパン事業に貢献し、

Mission

訪日外国人旅行者を増大させることにより、
国民経済の発展と国際相互理解の増進に寄与する。

（３）海外事務所所在地

外事
事務
海海外
務所所

事業本部

企画本部

【

参考２

海外事務所所在地一覧

】
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（４）主な業務

市場分析・

日本向けツアーの現地旅行会社

海外現地メディアを通じた

マーケティング

による企画・販売の促進

広報活動

海外事務所からの情報や、JNTO が実施

新たな観光ルート・商品の提案、現

海外事務所ネットワークを活用し、海外

するインタビュー調査等を基に、インバウ

地視察の受入調整、訪日商品販売スタ

のテレビ・新聞等のメディアに訪日観光の

ンドの統計資料及びマーケティング資料

ッフの育成、販売促進ツールの提供等

話題をタイムリーに提供し、海外メディア

を発行しています。これらインバウンド戦

を通じて、日本向けツアーの現地旅行

の訪日取材を働きかけることにより、日本

略の基礎資料は、国・地方・民間の方々に

会社による企画・販売を促進していま

の観光に関する話題の露出の増加を図っ

ご活用頂いています。また、Ｅメールによ

す。また、訪日ツアー商品の販売促進

ています。

る最新市場動向の定期配信や海外事務所

を目的として、オンライン研修による

また、市場分析に基づき、各国・地域の

長による最新市場動向説明会は事業パー

「訪日旅行専門家」育成事業を全世界

特性に応じた画像、人物を起用し、多様な

トナーに高く評価されています。

で展開しています。

メディアを通じて日本の PR を実施してい
ます。

旅行業界・消費者への

国際会議（MICE）等の

訪日外国人旅行者の

情報発信

誘致・開催支援

受入体制の整備・支援

訪日観光情報ポータルサイト JNTO

国際会議やインセンティブ旅行等

JNTO は、外国人旅行者が最も集中する

ウェブサイト（※）を運営し、12 言

（MICE※）は、開催都市の国際的知名度

東京においてツーリスト・インフォメーシ

語で日本全国の観光資源や旅行時の

の向上の他、地域に大きな経済効果をもた

ョン・センター（TIC）を委託運営し、全

実用情報を提供しています。また、海

らします。JNTO は国際会議観光都市及び

国の観光案内所の中核的存在として、外国

外事務所ローカルサイトでは、現地の

コンベンション推進機関と連携し、誘致と

人旅行者に対し全国の観光地情報を総合

ニーズに応じた情報発信を行ってい

開催支援事業を展開しています。

的に提供しています。また、地方自治体や
地方観光協会等が設置する、外国人旅行者

ます。

※JNTO ウェブサイト
http://www.jnto.go.jp

※MICE･･･

の対応が可能な案内所を「ビジット・ジャ

・Meeting(企業等の会議)

パン案内所」として認定しています。これ

・Incentive Travel(報奨・研修旅行)

らの案内所は地元情報を発信する「地域観

・Convention(国際会議)

光案内所」として、「総合案内所」である

・Event/Exhibition(展示会・見本市)

JNTO の TIC と連携し、案内業務のネット
ワークを構築しています。
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第 2 部 平成 23 年度の活動
１．市場分析・マーケティング
JNTO は、関係省庁、地方自治体等の事業パートナーと多様なネットワークを築き、訪日外客統計を始めとする各種統計、各国の旅行関連
情報、国際観光をめぐる現状、訪日外客の行動の特性に関する報告書の発行、及び市場分析結果の発表を行いました。

■市場分析、マーケティング資料の発行

JNTO 日本の国際観光統計 2010

市場分析

平成 23 年 7 月発行

JNTO は毎月、訪日外客数、出国日本
人数の統計を集計・分析し発表していま
す。本書には、これら訪日外客数、出国
日本人数に関する月別、年別、国・地域
別、港別等の統計や、世界各国の旅行者
に関する統計が掲載されています。巻末

JNTO では、毎月の統計報道発表
資料で、前月分の訪日外客数推計値
及び３カ月前の月の国籍別目的別訪
日外客数暫定値を公表しています。
本内容は JNTO のウェブサイトから
もご覧いただけます。

には、付録として、統計のエクセル版デ

http://www.jnto.go.jp/jpn/reference

ータが付いています。

/tourism_data/visitor_trends/data_in
fo_listing.html

JNTO 賛助団体・会員専用サイトにおける
マーケットデータ提供サービス

「JNTO 賛助団体・会員専用サイト」より、市場別の最新動向やマーケ
ットデータ、主要旅行会社・メディアリスト、見本市・商談会等の事業参
加のご案内等、最新情報をご覧いただくことができます。また、一般には
公開していない報告書や、特定の会合で JNTO が配布したオリジナル資料
データも入手可能です。

© Y.Shimizu/© JNTO
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２．日本向けツアーの現地旅行会社による企画・販売の促進
JNTO は、海外の旅行会社による新たな訪日旅行の企画・販売を促進するため、各種情報提供、現地視察の受入調整、ツアーパンフレットの素材
提供、販売スタッフの育成プログラムの提供等、様々な支援を行っています。また、13 の海外事務所を中心に、海外のビジット・ジャパン事業（Ｖ
Ｊ事業）の海外現地マネジメントを行うことにより、国が行う訪日旅行商品の開発・販売支援事業の効果的・効率的な実施にも貢献しています。

■旅行商談会・フェア、セミナー等の実施
■旅行フェア
Japan Travel & Food Fair
シンガポール：平成 23 年 10 月 8 日～9 日
シンガポール随一の商業街、オーチャード
ロードに位置する高島屋シンガポール店に
て、訪日旅行に特化したフェア「My Japan
Holiday - Japan Travel & Food Fair 2011」
を開催しました。訪日旅行を取り扱うシンガ
ポールの主要旅行会社、日本の地方自治体、
観光関連事業者が参加し、各地の最新情報を
提供しました。フェアの推定来場者数は３万
人を超え、訪日旅行の需要喚起に貢献しまし
た。

■旅行博/セミナー
SATTE 2012, OTM 2012
インド(デリー)：平成 24 年 2 月 10 日～13 日
(ムンバイ)：平成 24 年 2 月 15 日, 17 日～19 日

インド市場における VJ 事業として、旅行
博覧会における日本ブースの出展及び訪日
旅行セミナーを観光庁と共に開催しました。
日本ブースにて日本の観光魅力をアピール
し、訪日旅行商品の造成・販売支援を行った
他、旅行博来場者及びセミナー参加旅行会社
のアンケート調査を実施分析しました。平成
24 年は日印国交樹立 60 周年の区切り年であ
り、在外公館、民間企業との連携を強め、訪
日インド人増加に向けたプロモーション活
動に取り組んでいきます。
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■共同広告
■韓国でＴＶショッピングを活用した共同広告を実施
平成 24 年 1 月～3 月、訪日旅行の回復が遅れる韓国市
場の緊急対策として、韓国の旅行会社等と共同でテレビシ
ョッピングを行い、訪日旅行商品の販売促進を図りました。
訪日旅行の回復が始まった九州に集中的なプロモーション
を実施し、テレビショッピングとして 15 本（九州 13 本、
関西 1 本、北海道 1 本）の訪日旅行商品を放映し、約 1 万
人を集客しました。

◆ＴＶショッピング放映の様子

■英国・ドイツにおける航空会社との共同プロモーションを実施
＜英国＞
平成 24 年 2 月 10 日から 3 月 15 日にかけて、ヴァージン・アトランテ

＜ドイツ＞
平成 23 年 11 月 26 日から 12 月 18 日にかけて、日本への経由便と

ィック航空（VS）
、高級紙 The Guardian と共同で、割引航空運賃の提示、 して認知度が定着しつつあるフィンランド航空（AY）と共同で、ドイ
オンライン・紙媒体での日本特集記事の掲載、日本紹介ビデオの作成、訪

ツの有力地方紙 3 紙を用いて、フィンランド航空の割引航空運賃を宣

日旅行を賞品とする懸賞の実施等のキャンペーンを行いました。懸賞の応

伝する広告を計 20 回集中的に実施しました。

募者数が 3 万 2,601 人に達した他、The Guardian 内の日本特集へのアク
セス数が約 1 カ月で 46 万ページビューを記録しました。

■カナダで機内プロモーションを展開
エア・カナダ及び有力旅行会社 4 社と連携し、平成 24 年 1 月から 2 月にかけて、エア・カナダの乗客を対象に機内プロモーションを展開しまし
た。機内誌『enRoute』
（1 月号、2 月号）に 1 ページ広告を掲載した他、日本の観光魅力を紹介した 30 秒スポット CM を機内で放送する等、旅行
目的地としての日本の認知度向上を図りました。また、訪日旅行が当たる懸賞企画への応募者数は 1 万 678 人に上りました。

■Ｅラーニング事業（旅行会社対象人材育成プログラム）
JNTO では、将来有力な訪日旅行担当者となる人材を育成するため、各市場においてＥラーニングによる訪日旅行専門家（JTS: Japan Travel
Specialist）育成事業を行い、現地旅行会社の訪日旅行販売活動を支援しています。Ｅラーニングプログラムは、日本ツアー商品の紹介、各地の観
光情報・トピックス、顧客に対するセールスポイント等に関しオンライン上で学習ができるプログラムで、旅行会社の販売員の日本に関する知識
を向上させ、訪日旅行商品の販売促進を図ることが目的です。

ドイツ市場でのＥラーニング
ドイツでは、他国に先駆け平成 18 年度よりＥラーニング事業を開始しました。初年度より実施の第１コース（初級）、平成 19 年度より実施の第
２コース（中級）
・第３コース（上級）
、平成 20 年度より実施の世界遺産に特化した第４コースの計４コースで実施しています。
平成 23 年度末の受講者総数は 7,059 人、修了者累計は前年度より 374 人増え、4,408 人となりました。
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中国市場でのＥラーニング
平成 23 年度、中国市場では旅行会社の訪日旅行商品販売・
企画担当者を対象に、インターネットを通じて学習できる「訪
日旅行スペシャリスト（JTS）育成Ｅラーニング」を開講しま
した。
訪日旅行基礎知識の習得を目的としたレベルＩの受講者は
810 人、個人旅行手配に有用な内容を盛り込んだレベルⅡには
641 人が参加しました。そのうち JTS として認定を受けた人数
はレベルⅠで 654 人、Ⅱで 544 人の合わせて 1,198 人となり

◆中国修了証授与式の様子（日本）

ました。

■東日本大震災後の訪日旅行の復活に向けた海外プロモーション（緊急対応事業）
東日本大震災の多大な影響を受けた訪日旅行の早期回復に向けて、安心で安全な日本の現状を実際に見て体験していただくため、平成 23 年 5
月から 8 月にかけて、ビジット・ジャパン（VJ）事業の緊急対応事業として視察や取材事業を集中的に実施しました。主要 15 市場を対象に、海
外の旅行事業者約 530 社、610 人、メディア約 270 社、390 人、合わせて約 800 社、1,000 人を招請しました。

■中国各地からメディアを招請
平成 23 年 6 月から 7 月にかけて、既に正常化した日本人
の生活や観光地の様子を中国で正しく理解してもらうこと
を目的に、中国の広範地域から旅行会社やメディアを招請
し、視察・取材活動を行っていただき風評被害の払拭に努め
ました。また、震災に対する支援への感謝メッセージ広告の
掲載や、現地旅行会社との共同広告を実施し、訪日旅行商品
の販売促進を図りました。
大連・瀋陽メディア一行
北京・青島メディア一行

■香港人気タレントを招聘し旅番組を制作
香港の人気司会者エリック・ツァン氏とその芸能人仲間約 40 人を招聘し、約 2 週間
のロケで東京、大阪を巡る旅番組を制作しました。タレントたちは風評被害を受ける日
本を応援するため、観光スポットを訪ね、刺身を食べる等、日本の安全性を自ら PR し
ました。同番組は、香港で絶大な人気を誇るテレビ局のゴールデンタイムで平成 23 年 7
月 11 日から 15 日の 5 夜連続で放送され、知名度の高い芸能人から安全安心な訪日旅行
をアピールしていただくことができました。
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3．海外現地メディアを通じた広報活動
JNTO は現地の有力テレビ、新聞、雑誌、ガイドブック等のメディアに対し、日本観光に関する情報・素材の提供、取材協力等のサービスを
提供する「広報活動」を行っています。活動の成果として、平成 23 年度には 2,148 件のテレビ放映や記事掲載があり、その広告費換算額は約
411 億円に上りました。

ロシア

米国

旅行ガイド「AFISHA」日本編初版発行支援

「NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER」取材支援

ロシ ア にお い て 最も 人 気の あ る旅 行 ガ イド ブ ック シ リー ズ

洗練された写真とストーリー性のある記事で定評がある米国の

「AFISHA」の日本編初版発行を平成 22 年から 23 年にかけて支

旅行雑誌「NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER」（発行部数：

援し、全国の観光地（北海道、東北、東京、京都、奈良、高山、石

71 万 5,000 部）の四国への取材支援を行いました。10 ページに

川、広島、四国、九州等の地域）の取材を斡旋した結果、平成 24

わたり四国の魅力が紹介された他、オンライン版にも記事が掲載さ

年 1 月に「AFISHA」日本編（400 ページ・2 万部）が発行されま

れました。取材支援にあたっては四国運輸局と連携を図り、ゴール

した。

デンルート以外の観光デスティネーションに対する米国人旅行者
の注目を高める上で有効な PR となりました。

フランス
旅行ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」改訂第 2 版発行支援

平成 23 年 5 月、日本に関する旅行ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」の改訂第２版がミシュラ
ンより発行され、新たに熊野古道（熊野三山、那智の滝、熊野本宮大社）、知床国立公園、摩周湖、阿寒湖が「わ
ざわざ旅行する価値がある」を意味する三つ星（★★★）となりました。今回の改訂増補にあたり、
「ミシュラン・
グリーンガイド」の編集者とライターたちは、JNTO と連携し、日本の 100 カ所近い観光地を新たに掲載して内容
の充実を図ると共に、掲載地の実用情報を見直して更新しました。震災後わずか約２カ月後の発行となったものの、
より多くの訪日旅行者を迎えられるよう新たな日本の魅力を積極的にプロモーションする機会となりました。

タイ
高級女性雑誌「Praew」（プレオ）取材支援
タイの国民的俳優・歌手であり、好感度も常に高いバード・トンチャイ氏を日本に招請し、
日本での滞在・観光の様子をタイ高級女性雑誌「Praew」で紹介しました。トンチャイ氏の訪
日の様子は彼自身の Facebook で報告されたと共に、JNTO バンコク事務所の Facebook にお
いても投稿されたことで、タイの一般消費者に広く情報発信することに成功しました。
滞在中は天候にも恵まれ、満足のいく取材活動をしていただくことができ、当初予定されて
いた 20 ページの掲載量は、36 ページに大幅に増加されました。また、富士山を背景としたベ
ストショットを飾る表紙は、日本の魅力を大いにアピールしました。
JNTO の Facebook に投稿された取材の様子には、投稿 1 件につき 800 件の「like」が押さ
れる等、多くの注目を集めました。
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4．旅行業界・消費者への情報発信

訪日観光ポータルサイトとしてトップレベルのアクセス
（２億 1,900 万ページビュー[前年度比 29.7%増]）

JNTO はウェブサイトを通じて、ビザや関税、交通機関、宿泊施設、地図等の訪日旅行基本情報に加え、桜開花予測等の季節情報、全国
の観光地や観光施設情報、ショッピングや食関連情報、モデルコース、テーマ別プラクティカル・ガイド等、旅行計画に役立つ幅広い実用
情報を、12 言語（英語、韓国語、中国語[簡体字・繁体字]、フランス語、ドイツ語、タイ語、ポルトガル語、ロシア語、イタリア語、ス
ペイン語、アラビア語）で提供しており、これは訪日旅行者が使用する言語の 9 割以上をカバーしています。
また、ウェブサイトをマーケティングツールとして活用するため、アクセス分析による情報ニーズ把握やプロモーション効果確認等を行
い、コンテンツの制作や改善を検討する上での基礎資料として役立てています。
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■訪日外国人旅行者向け情報提供をスマートデバイスでも開始
スマートフォンやタブレット端末の利用者が世界中で増加する中、こうしたスマートデバイ
スを持参して訪日する旅行者からのニーズが高いと考えられる宿泊施設や飲食店の情報を提供
するため、PC 端末向けに英語、中国語（繁体、簡体）、韓国語の 4 言語で運用中の「宿泊横断
検索システム」
、「飲食店検索システム」を、iPhone､iPad､Android 等の主流のスマートデバイ
ス向けに画面表示や操作性をカスタマイズしました。さらに、スマートデバイス版では GPS 機
能を活用し、現在地周辺の施設情報や、滞在する宿泊施設近傍の飲食店や観光地を横断的に検
索することが可能となっており、旅行者の利便性向上を図りました。
（スマートデバイス版サイト：http://m.japan.travel）

■ソーシャルネットワークサービス（SNS）の運用
旅行分野における SNS を通じた情報共有は以前に増して活用の場が広がっており、特に SNS
運営最大手の Facebook については世界中で利用者が広がっています。JNTO は Facebook を
活用し、米国・シンガポール・タイ・英国・香港・カナダ・フランス・ドイツ・インド・韓国・
豪州・台湾の 12 市場において、各市場に特化した情報発信を行っている他、Twitter（北米、
英国、ドイツ）
、微博（中国）等、市場に適した SNS を利用しています。また、Facebook では、
市場に特化しないグローバルページ“Visit Japan International”において、日本の「今」を世界
に向けて広く発信しています。

■JNTO アラビア語サイトを開設
今後の有望な訪日旅行市場の一つである湾岸諸国を中心としたアラビア語圏向けに観光情報
を提供するため、JNTO ウェブサイトで 12 言語目となるアラビア語サイトを開設しました。本
サイトは、日本の情報に接する機会が限られている湾岸諸国民向けに、写真を交えた日本の主
要観光スポット及び地方等の観光魅力、ショッピングや料理、交通等の実用情報、訪日旅行の
準備に役立つ基本情報等を提供しています。その他、湾岸諸国の宗教、生活習慣に配慮して料
理の食材や調理方法、日本国内のモスクの所在、旅行時の言語上の障壁を軽減するためアラビ
ア語・日本語・英語で併記した会話集等も掲載しています。

■JNTO 台湾市場向けサイトを開設
韓国、中国に次いで第 3 の訪日旅行市場である台湾
（平成 23 年の訪日台湾人旅行者数は 99.4
万人）をターゲットとしたウェブサイトを新たに開設しました。これまでは主に香港市場向け
に繁体字で観光情報サイトを運営してきましたが、香港と台湾では文化や社会等の環境はもと
より、人々の関心事項も異なるため、より台湾の市場性に特化した情報発信プラットフォーム
を整備する必要がありました。
台湾市場向けサイトの開設にあたっては、東日本大震災から約半年が経過したタイミングを
とらえ、団体旅行者に比べ旅行意欲が高い個人旅行者向けの東京発着東北日帰りモデルコース
や、東北の自治体や観光施設からのメッセージを週次で紹介するコンテンツを取り上げました。
また、台湾人が訪日旅行で最も楽しみとする「日本の食」に関して安全性が懸念されている状
況を緩和するため、JNTO スタッフによる食ブログを立ち上げ、食に関する安全をアピールし
ました。

JNTO Annual Report 2011

ビジットジャパン・フォトコンテスト

12

平成 23 年 9 月～12 月
―コンテスト専用サイトにて、参加投票を実施―
JNTO バンコク事務所では、東日本大震災後の日本の回復をアピールし、訪日

http://www.visitjapan.jp/eng/

旅行者の増加につなげるため、在タイ日本国大使館と連携し、「ビジットジャパ
ン・フォトコンテスト～笑顔の日本に行ってきました」を実施しました。震災後
に訪日したタイ人が日本各地で撮影した写真を選考対象とし、最終的には 1,256
枚の応募がありました。また、コンテスト専用サイトにて応募のみならず参加投
票を促したところ、1 万 5,060 票もの投票が寄せられました。

―在タイ日本大使公邸での表彰式―
タイを代表する写真家を審査員長に迎え秀逸な 10 作品を選考し、平成 24 年 1
月に在タイ日本国大使公邸にて表彰式を開催しました。
口コミによる情報伝達が浸透しているタイ市場において、安心感の醸成や風評
被害の払拭に効果がありました。

英語版「ジャパン・アニメ・マップ」で日本の魅力を新たに発信
―人気アニメを活用した初の全国版案内マップー

JNTO は、海外でも人気の高いアニメを訪日プロモーションに活用し、アニメファン層の訪日意欲を促進するため、日本各地に点在するアニ
メ舞台（聖地）や関連施設、ショップやグッズ、イベント情報等、アニメをテーマとした英文印刷物「ジャパン・アニメ・マップ」を発行しま
した。本アニメマップは、パリで開催された日本のポップカルチャーを紹介するイベント「Japan Expo」やロサンゼルスで毎年開催されるアニ
メファン向けの展示会「Anime Expo」等で配布されたと共に、ウェブサイトでも情報提供を行い、アニメ文化の中心地としての日本の魅力を
発信しました。

（http://www.jnto.go.jp/eng/animemap/）
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5．訪日旅行者の受入体制の整備・支援
JNTO は、外国人旅行者が日本で快適かつスムーズに旅行できるように、地方公共団体、民間事業者と連携しながら、受入体制の整備・支援に
取り組んでいます。

（１）ビジット・ジャパン案内所ネットワークの充実に向けた取り組み
ビジット・ジャパン案内所とは、全国各地で旅行者に情報を提供する対面式の案内所のうち、外国語を話すスタッ
フが常勤する、外国語パンフレットを常備する等、外国人旅行者が利用しやすい環境を整えた案内所について、JNTO
が指定しているものです。ビジット・ジャパン案内所は、地方自治体等の公的団体や鉄道会社等、官民の様々な組織
が運営を行っており、平成 24 年 3 月 31 日時点で全国に 313 カ所設置されています。各地のビジット・ジャパン案
内所には、外国人旅行者がすぐに認識できるよう、
「？」で表したマークが掲示されています。
JNTO では、このビジット・ジャパン案内所間のネットワークを確立し、印刷物やＥメール、研修会等によりスタッフのスキルアップとネ
ットワーク内の情報交換・共有化を進め、外国人旅行者がひとり歩きできる全国レベルでの環境整備に努めています。なお、平成 24 年１月
に、観光庁により「外国人観光案内所の設置・運営の在り方指針」が定められました。その結果を踏まえ、外国人観光案内所の更なる質の向
上・質の担保を図ることを目的として、案内所の立地・実情・機能等による３つのカテゴリー分類と「パートナー」カテゴリーの導入、3 年
ごとの更新制度等を概要とした新たな認定制度を設けることとなりました。
【

＜ビジット・ジャパン案内所＞
（山梨県立富士ビジターセンター）

参考 3 全国の「ビジット・ジャパン案内所」
の所在地

＜「ビジット・ジャパン案内所」研修会＞
（３月、東京）

】

＜「ビジット・ジャパン案内所」研修会＞
ウォーキングツアー（３月、東京）

（２）ツーリスト・インフォメーション・センター（TIC）について
JNTO は、独立行政法人改革にかかる事務・事業の見直しの一環として、外国人向け総合観光案内所（ツーリスト・インフォメーション・
センター：TIC）の運営を民間委託いたしました。新しい TIC は平成 24 年 1 月より運営を開始しています。

新しいロケーションで

民間とのコラボレーションによる

変わらないサービス体制

より便利になったTIC

情報提供の強化

（サービス水準の維持）

•所在地：千代田区丸の内３-３-１
新東京ビル１階

•｢ marunouchi cafe SEEK 」
（２階）の活用による連携

•東京・有楽町から至近距離。

•フリースペースとして利用が可能。

•１階路面施設への移転により利用者の

•インバウンドに着目したイベント開催

利便性・認知度が大幅に向上。
•周辺はDCブランドショップが並ぶ観光
スポット。

•英・中・韓の３言語対応
（9:00～17:00, 休館日 1月1日）
（TEL: 03-3201-3331）
•JNTOによる運営のバックアップ

も可能（伝統芸能セミナー、国際交流

•Vサポートサービス（電話通訳）を継続

イベント等）。

•自然災害等緊急時の外国人旅行者への

•Wi-Fi、PC及びライブラリーの整備

対応
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（３）個人旅行者の利便性向上に資する事業
■プラクティカル・ガイドと会話筆談集の配布
日本各地をひとり歩きする外国人旅行者の利便性向上のため、各地の観光情報やテーマ別情報を掲載した『プラクテ
ィカル・ガイド』
（英語版、全国 54 地域、テーマ別 13 種）や、外国人旅行者と日本人とのコミュニケーションを指さ
しによって行えるようにしたポケットサイズの『会話筆談集』の英語版、韓国語版、中国語版（簡体字・繁体字）を作
成し、TIC や全国のビジット・ジャパン案内所で配布しています。どちらの印刷物も手軽に持ち運ぶことができ、大変
好評を博しています。
『プラクティカル・ガイド』及び『会話筆談集』は全種類を JNTO のウェブサイトに PDF 形式で
掲載しており、旅行者がダウンロード・印刷して旅行中携帯できるようになっています。

■善意通訳の普及
善意通訳（Goodwill Guide）普及運動は、外国人旅行者の言葉の上での不安や不便の解消を目指し、昭和 39 年の
東京オリンピック開催時に初めて実施されました。この運動は、その後昭和 42 年の国際観光年、昭和 45 年の日本
万国博覧会（大阪）開催時、昭和 50 年の沖縄海洋博開催時にも行われており、昭和 54 年からは JNTO が地方自治
体等の協力を得て、年間を通じて同運動に参加する意欲のあるボランティアを募り、その充実と普及を図っています。
平成 24 年３月までの全国の善意通訳の登録者数は延べ 5 万 6,844 人に上ります。
また、JNTO ではビジット・ジャパン案内所のネットワークの拡充等受入対策事業と善意通訳者とを連携させ、
外国人旅行者がひとり歩きできるための環境づくりに貢献するため、善意通訳者の組織化を進めています。全国で

＜善意通訳のマーク＞

善意通訳組織（SGG ＝ Systematized Goodwill Guides）が結成されており、各地域で組織的に善意通訳活動を行うと共に、地域の観光案内所
の支援、観光地や観光施設での案内、国際会議・イベントのボランティア通訳、各種国際交流活動の支援等を行っています。JNTO では、訪日予
定の外国人旅行者が海外からでも SGG についての情報を入手し、直接連絡がとれるよう、地域別リスト、各 SGG の活動内容・連絡先等を以下の
英語サイトに掲載し、常時更新しています。

（http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/travel/guide/guideservice.html）

（４）通訳案内士試験の実施
通訳案内士（通訳ガイド）は、単に語学力が優秀であるだけでなく、日

★通訳案内士試験・試験科目

本の地理、日本の歴史、さらに産業、経済、政治及び文化といった分野に

筆記試験（第 1 次試験）

至る幅広い知識、教養を持って日本を紹介するという重要な役割を負って

①外国語についての筆記試験（記述式）

います。
外国人旅行者に日本の良い印象を持ち帰っていただくことは、正しい日
本理解の第一歩となり、通訳案内士（通訳ガイド）の仕事は、“民間外交
官”とも言える国際親善の一翼を担うやりがいのある仕事です。

英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリ
ア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語及びタイ語のうち、
受験者の選択する１カ国語。
②日本語による筆記試験（マークシート方式）

通訳案内士法の規定により、報酬を受けて外国人に付き添い、外国語を

（ア）日本地理

用いて旅行に関する案内をする業を営むためには、観光庁長官が実施する

（イ）日本歴史

「通訳案内士試験」に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要がありま

（ウ）産業、経済、政治及び文化に関する一般常識

す。平成 23 年 4 月 1 日現在の登録者数は 1 万 5,371 人に達しています。

口述試験（第 2 次試験）

JNTO は、昭和 60 年度から通訳案内士試験に関する事務を代行していま

通訳案内の実務

す。
通訳案内士試験の外国語の種類は、現在 10 言語（英語、フランス語、

（筆記試験で選択した外国語による実践的コミュニケーション能力・
人物考査を含む）

スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、
韓国語及びタイ語）となっています。
通訳案内士試験は、年齢、性別、学歴、国籍等に関係なく受験が可能で
す。平成 23 年度通訳案内士試験には、894 人が合格しました（受験者
5,485 人：合格率 16.3％）。

★試験についての詳細は以下のウェブサイトをご参照下さい。
http://www.jnto.go.jp/jpn/interpreter_guide_exams/index.html
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国際会議等（MICE）の誘致・開催支援

年間 47 件（平成 23 年度）の国際会議等を誘致し、地域活性化・国際化に貢献
JNTO は、国際コンベンションの誘致に熱心な国際会議観光都市（※1）及び各コンベンション推進機関により組織された
「国際会議観光都市連絡協議会」会員等と連携し、国際会議やインセンティブ旅行（企業報奨旅行）、企業会議等、MICE（※
2）の誘致活動や開催・受入に関する支援を実施しています。また、JNTO は 13 カ所ある海外事務所のうちロンドン、ニュー
ヨーク、ソウルにコンベンション誘致専門職員を配置し、世界各地で会議情報の収集や日本のコンベンション開催地としての
魅力等の広報宣伝を行っています。
平成 23 年度は、東日本大震災の影響による国際会議やインセンティブ旅行の実施・参加のキャンセル防止及び今後の決定
の不安要素を払拭するための諸対策を精力的に実施しました。MICE 業界の主要メディアを招請し、正しい情報の発信により
風評被害の払拭を図った他、観光庁長官及び JNTO 理事長からの国際会議参加予定者の方々へのサポートレターの発出、有力
MICE 専門誌における日本の復興状況を伝える理事長インタビュー記事の掲載等も行いました。
※１

国際会議場施設、宿泊施設等のハード面やコンベンション・ビューロー等のソフト面での体制が整備されており、コンベンションの振興に適すると認めら

れる市町村で、市町村からの申請に基づき、観光庁が認定したもの。
※２

MICE とは、企業等の会議（Meeting）
、企業の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行、Incentive Travel）
、国際会議（Convention）
、イベント、展

示会・見本市（Event/Exhibition）の頭文字のこと。インセンティブ旅行とは、優良顧客や成績優秀な従業員を対象に企業が実施する報奨旅行のこと。

また、JNTO コンベンション誘致部のウェブサイトでは、JNTO の支援サ
ービスの詳しいご説明に加え、過去の誘致活動のケーススタディーや世界の
国際会議のトレンド等、主催者の皆様に役立つ情報をご紹介しています。さ
らに、JNTO 発行の「国際会議誘致マニュアル」や「国際会議マニュアル」
を無料でダウンロードすることができます。 （http://mice.jnto.go.jp/）

（１）国際会議及びインセンティブ旅行の誘致
観光庁策定の「MICE 推進アクションプラン」に基づき、JNTO は年間を通じた計画的事業として、規模や市場ターゲット
を絞り込んだキーパーソンの招請、出展、セミナー等のプロモーションを中心に実施しました。
【震災後の MICE 産業への対応】
■ICCA (International Congress and Convention Association) CEO 及び
セミナー講師の仙台視察：平成 24 年 1 月
ICCA セミナーのために来日した ICCA の CEO 及び講師の計 4 人に対し、東日本大震
災の被災地である仙台への視察を実施し、仙台及び秋保温泉の国際会議施設及び展示場
の視察と都市担当者やコンベンション推進機関との意見交換会を行いました。その後、
ICCA の CEO より ICCA のウェブサイトを通じて日本と仙台の PR メッセ―ジが発信さ
れた他、ICCA の推薦を受けて、平成 24 年 5 月にフランクフルトで開催された MICE 専
門見本市「IMEX」に特別招待枠として仙台の出展が決定しました。
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■韓国インセンティブ旅行招請事業：平成 23 年 7 月
東日本大震災後、訪日インセンティブ旅行が停止した韓国市場へのビジット・ジャパ
ン（VJ）緊急対策事業として、訪日インセンティブ旅行の実績のある有力企業及びイン
センティブ旅行会社のキーパーソンを招請し、北海道コースと東京・横浜コースの２グ
ループに分かれて各 5 人ずつ、計 10 人の視察を実施し、日本でのプログラム実施の安
全性を PR しました。そのうち 1 社は、同年 10 月に 180 人を超えるインセンティブ旅
行を北海道で実施しました。

【国内における国際会議誘致、開催支援】
■IME2011（第 21 回国際ミーティング・エキスポ）：平成 23 年 12 月
国際ミーティング・エキスポ（IME）は、MICE 事業の推進を目的とした、日本で唯一の
総合コンベンションイベントです。JNTO は同エキスポを観光庁、JCCB（日本コングレス・
コンベンション・ビューロー※）と共催しました。全国からコンベンション関係の団体・企
業が一堂に会し行われる、密度の濃い商談会・展示会・ビジネスマッチングは MICE 事業の
発展につながる大きな機会であり、JNTO は国際会議誘致の鍵となる学協会関係者の来場者
確保（約 290 人）に貢献し、各都市との商談の促進に取り組みました。
また、JNTO は、平成 23 年度の「国際会議誘致・開催貢献賞」の受賞会議 7 件を決定し、
受賞式及び受賞者によるパネルディスカッションを開催しました。
※JCCB（日本コングレス・コンベンション・ビューロー）とは、日本のコンベンションを
より一層振興させるため、JNTO、国際会議観光都市、コンベンション・ビューロー等によ
り設立された一般社団法人。

【海外における認知度向上及び商談会開催】
■IT&CM China 2011：平成 23 年 4 月
IT&CM China（Incentive Travel & Conventions, Meetings China）は、バンコ
クで開催されているアジア・太平洋地区最大の MICE 専門の国際見本市「IT & CMA」
から、成長著しい中国市場をフォーカスする形で分離独立した見本市です。2007 年
より開始され、今回で 5 回目の開催となりました。バイヤーの内訳は、中国 50％・
アジア 25％・ヨーロッパ 25％となっており、企業会議やインセンティブ旅行の商談
が中心となります。
JNTO では上海事務所が中心となり本出展事業を実施しています。
今回は東日本大震災直後の開催であったため、日本からの共同出展者数は当初の予定
から大幅に減少しましたが、JNTO は震災後の現状と会議開催の安全性について情報
発信し、60 件の商談を行いました。
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（２）国際会議の開催支援
JNTO では、日本での国際会議開催が決定した会議主催者の方々に対し、以下の開催支援サービスを行っています。

寄附金募集・交付金交付制度の運営について

JNTOの寄附金募集・交付金交付制度は、国際会議主催者の開催支援のた

｢寄附金募集・交付金交付制度実務研修会｣を名古屋（平成 24 年

めに、税制優遇措置のある特定公益増進法人として日本での国際会議の開

1 月）
、京都（2 月）
、東京（3 月）で実施し、約 100 人が参加し

催のための寄附金を受け入れ、主催者に対して交付することにより、日本

ました。

での国際会議の開催が円滑に行われるよう支援する制度です。
JNTO では、会議運営会社（PCO）の実務担当者及び学会関係者を対象
に、制度を利用する場合の申請書類の作成方法、留意点等をテーマに

開催日

会議開催都市

医学系会議

平成 23 年 4 月

京都市

医学系会議

平成 23 年 9 月

東京都

工学系会議

平成 23 年 9 月

東京都

医学系会議

平成 23 年 10 月

京都市

医学系会議

平成 23 年 11 月

東京都

万円）でした。

＜寄附金募集・交付金交付制度の概要＞
募金活動

寄附金
課税優遇

J
N
T
O

交付金

会議主催 者

会議種別

9 件、交付金を交付した国際会議は 13 件（交付額：3 億 2,300

寄附者（ 個人・ 法人）

＜平成 23 年度に寄附金募集・交付金交付制度を利用した会議の例＞

また、平成 23 年度に寄附金募集の協力が決まった国際会議は

寄附金
課税優遇なし

＜主な申請条件＞
 外国人参加者 50 人以上、かつ参加国数概ね 10 ヶ国以上
 全参加者数が概ね 200 人以上
 開催に要する全経費概ね 2,500 万円以上

国際コンベンション関連誌を通じた広報活動
国際会議に関する機関誌に、JNTO のコンベンション誘致・開催支援情報を掲載することにより、JNTO の認知度を向上させると共に、主催
者の誘致・開催活動の促進を図りました。

学術情報誌『学術の動向』

平成 23 年 6 月号より、毎月 2 ページずつ、事業活動等の記事を掲載しています。

JNTO が取り組んでいる MICE 推進活動について、関
係者のみならず、ビジネスパーソンを対象とした雑誌へ
の記事広告掲載を通して、広く MICE について周知し、

一般向けビジネス誌
『週刊ダイヤモンド』

ビジネスの需要拡大につなげることを目的としました。
平成 23 年 12 月 10 日号及びインターネット上に、
MICE
の総論、業界第一人者や国際会議誘致・開催に成功した
主催者へのインタビューと共に、JNTO 理事長のインタ
ビュー記事を掲載し、MICE の重要性及び JNTO の活動
について国内広報しました。
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人材育成等研修・セミナーの実施
国際会議主催者への支援サービスや連携強化を行う一方、コンベンション開催都市や推進機関、関連企業等の人材育成等、研
修・セミナー事業にも取り組んでいます。
ICCA／観光庁主催研修会

平成 24 年 1 月

観光庁事業の一環として、観光庁が ICCA（国際会議協会）より海外のベテラン講師 4 人を招聘し、コンベンション推進機関、コンベンショ
ン施設、コンベンション関連企業等の国際会議誘致活動の実務担当者を対象に、国際会議の動向や効果的なビッドペーパー（開催提案書）やプ
レゼンテーション作成方法等実務に関する研修を 2 日間に渡り実施しました。JNTO はプログラム案へのアドバイス、参加者募集に協力しまし
た。参加者には ICCA より修了証が授与されました。

JNTO 主催

MICE セミナー初級者編

平成 23 年 6 月

国際会議観光都市及びコンベンション推進機関で新たに実務を担当することとなった関
係者を対象に、MICE の基礎に関する講演を行いました。また、JNTO とコンベンション推
進機関の実務担当者からの実務紹介や、東日本大震災後の JNTO の対応についてのプレゼ
ンテーションを行う等、具体性の高い研修を実施しました。さらに、その後協賛団体を対
象としたウェブ上のサービスや、経済波及効果測定システム「測定くん」についてのプレ
ゼンテーションを行いました。

JNTO 主催

MICE セミナー中上級者編 【実践編／理論編】

①【実践編】：平成 23 年 11 月
JNTO の協賛団体である国際会議観光都市・コンベンション推進機関、及び

②【理論編】：平成 24 年２月
国際会議観光都市とそのコンベンション推進機関の実務担当

JCCB のコンベンション部会加盟の全国コンベンション推進機関の実務を担

者及び管理職を対象に、より深い知識を得てもらうためのセミナ

当する実務経験３年以上の職員を対象に、経済波及効果測定システム「測定く

ーとして実施しました。MICE の現状と課題に関する JNTO から

ん」の具体的な使用方法についてのプレゼンテーションや、中国のインセンテ

のプレゼンテーションに続き、MICE マーケティングを専門とす

ィブ市場に関する講演を行いました。また、国際会議とインセンティブの小グ

るセントラルフロリダ大学の原准教授による講演、近年日本への

ループに分かれてのグループワーキングを実施しました。国際会議グループで

インセンティブツアーが急増しているアジア諸国の JNTO 事務

は、課題として準備した架空の国際会議誘致失敗例を分析し、成功する国際会

所長と受け手側のコンベンション推進機関担当者によるパネル

議誘致のプランを組む作業を、インセンティブグループでは、架空のインセン

ディスカッションを行いました。

ティブツアーの企画作業等のシミュレーションを行いました。

©Shimane Prefectural Government/©JNTO
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7．国内関係者との事業連携

©Yasufumi Nishi/© JNTO

（１）JNTO 賛助団体・会員へのサービス
■JNTO 賛助団体・会員制度について
JNTO では国からの運営費交付金の他、地方自治体、民間企業等の皆様

なお、JNTO に対する賛助金は、特定公益増進法人への寄附として

からの寄附や会費を主な財源としており、
「賛助団体」
・
「会員」の 2 種類

法人税制上の優遇措置が適用され、一般の寄附金の損金算入限度額と

の仕組みを設けています。

は別枠で損金算入が可能となります。賛助団体の皆様には、JNTO の

「賛助団体」は、原則としてインバウンド振興により地域や関連業界

調査資料や活動に関する情報をお届けする他、各種事業への参加のご

全体の活性化に寄与する公共的サービスを提供されている地方自治体、

案内をお送りします。

主要運輸機関、空港施設等を対象としています。JNTO の事業に賛同され
たこれらの企業・団体の皆様からは、事業実施、組織運営等 JNTO 全般

をお支払いただく民間企業の皆様を対象としています。

に渡るご支援として「賛助金」を拠出いただいています。賛助金はカテ

賛助団体制度、会員サービスの詳細については、以下のウェブサイ

ゴリー（業界・業種）
、事業規模、受益の程度等を考慮して期待額を決め
させて頂いております。

「会員」は、JNTO の提供するサービスご利用の対価として「会費」

トをご参照下さい。
http://www.jnto.go.jp/jpn/biz_partners/index.html

お問い合わせ先：事業連携推進部 事業開発グループ
TEL：03-3216-1901 FAX：03-3214-7680
E-MAIL：members-service@jnto.go.jp

【

参考 4

賛助団体リスト

】

■JNTO ニュースフラッシュの配信
賛助団体・会員向けに毎週配信している「JNTO ニュースフラッシュ」では、JNTO
の海外事務所より寄せられた現地の最新マーケット動向や各種統計情報の他、各国・
地域で開催される商談会セミナー募集のご案内等を掲載しています。国内に居なが
ら、海外マーケットの情報収集ができる便利なメールマガジンです。
平成 23 年度は原則毎週金曜日に計 56 回発信しました（臨時号を含む）。
＜ニュースフラッシュの例

Vol. 371＞



東日本大震災後の台湾旅行業界の動き【台北発】



タイの旅行事業者による大規模視察ミッションとタイの訪日市場の展望
【バンコク発】



2010 年の国際会議開催統計（ICCA）発表

日本は世界第 7 位（アジア第 1 位）

【コンベンション誘致部 誘致グループ発】


オーストラリア市場でのスノー・プロモーションが本格化【シドニー発】
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■JNTO 個別相談会・JNTO インバウンド旅行振興フォーラムの開催
JNTO では、海外事務所長が一堂に会し最新のマーケットの動向を説明すると共に、賛助団体・会員の皆様の海外プロモーションのご相談
をお受けする｢JNTO 個別相談会 (9 月)｣と「JNTO インバウンド旅行振興フォーラム (2 月)」を開催しています。

JNTO 個別相談会
平成 23 年 9 月 5 日（大阪）
、7 日（東京）
JNTO は賛助団体・会員・コンベンション協賛都市の皆様を対象に、
各海外事務所長（㈶交流協会台北事務所主任を含む）
、コンベンション
誘致部及びビジット・ジャパン案内所担当者との「個別相談会」を開
催しました。
今回初めての試みとして、５日は大阪で個別相談会を開催し、会場
ではソウル、北京、上海、香港、台湾、バンコク、シンガポール・マ
レーシアの 7 海外事務所・市場の相談枠を各 9 枠設け、関西圏を中心
に 29 団体・54 人の皆様にご参加いただきました。
また、7 日の東京開催では、上記の 7 海外事務所・市場に加え、ニ
ューヨーク、ロサンゼルス、トロント、ロンドン、パリ、フランクフ
ルト、シドニー、インドの 8 海外事務所・市場とコンベンション誘致
部及びビジット・ジャパン案内所デスクを設置しました。各デスクで
はそれぞれ 17 回の相談枠を設け、126 団体・286 人の皆様にご参加
いただきました。
会場では一般的な市場情報の収集を始め、各市場から見た地域や自
社の認知度・イメージ、海外での PR 施策といった具体的な案件まで、
多岐にわたる内容について熱のこもった相談が続きました。
また、7 日には相談会と並行して各界のキーパーソン等によるプレゼ
ンテーションが行われ、ご好評を頂きました。

テーマ

講演者

「平成 23 年度 VJ 事業と通年キャンペーン」

観光庁

「震災後日本に中国人観光客を迎えるには」

北京大学研究員、英フィナンシャル・タイムズ
コラムニスト

加藤 嘉一 氏

エクスペディアホールディングス株式会社
「震災後のブッキングトレンドについて」

北アジア・ミクロネシア地区担当
本部長

ピーター・リー 氏

日本・ミクロネシア地区担当 部長
「東日本大震災の訪日旅行市場への影響と今後
の見通しについて」

JNTO

明石 匡史 氏
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第 9 回 JNTO インバウンド旅行振興フォーラム
平成 24 年２月 2 日～3 日
2 日間にわたり開催した JNTO インバウンド旅行振興フォーラムで

また、会場のホワイエにおいては、賛助団体・会員間相互の PR、

は、全国から地方自治体、観光・コンベンション推進機関、宿泊施設、 情報交換、ビジネスの促進のため、お申込みのあった賛助団体及び会
旅行会社、運輸機関等、JNTO の賛助団体及び会員の皆様を中心に延べ

員 6 団体による B-to-B 企業 PR デスクを設置し、事業パートナー相

548 人の方々にご出席いただきました。

互の情報交換の場としてご活用いただきました。

毎年ご好評を頂いている海外事務所長との「個別相談会」は、今回

2 日の夜に開催した「交流会」には、多くの皆様にご参加いただき、

韓国、香港、台湾、欧米豪加の枠を大幅に拡大し、より多くの賛助団

JNTO 海外事務所長及び次長との意見交換、交流の場として、この機

体・会員の皆様と一対一でお話しさせていただく機会を設けました。

会をご活用いただきました。

各回 20 分と限られた時間ではありましたが、熱心な質疑、意見交換が
交わされました。また、個別相談会と並行して、各海外事務所長等に

★関連：フォーラム満足度アンケート調査結果については p.24 を

よる「市場説明会」も開催し、今回は観光庁からも来年度のビジット・

ご参照下さい。

ジャパン（VJ）事業等についてご説明いただきました。500 人収容の
会場がほぼ満席となり、多くのお客様にご参加いただくことができま
した。

（2）地方自治体・民間企業等との事業連携
JNTO は、訪日旅行の魅力発信、海外プロモーションにおける地方自治体・民間企業等の事業パートナーとの連携を通じて、事業の効果的・
効率的な実施に取り組むと共に、事業パートナーの活動をサポートしています。

■訪日旅行の魅力発信・PR における連携
■マンスリーウェブマガジンによるＰＲ
JNTO ウェブサイトでは、旬な情報や訪日喚起につながるコンテンツを紹介する
「JNTO Monthly Webmagazine」を月刊で英語、繁体字（香港）、繁体字（台湾）
、
簡体字、韓国語の 5 言語で公開しています。このウェブマガジンでは事業パートナ
ーの皆様からお寄せいただいた新着情報や、日本ならではのユニークな情報をピッ
クアップし、外国人向けにアレンジをして紹介しています。平成 24 年度からは、海
外向け広報にご関心をお持ちの皆様の記事を有償で制作する記事広告枠を設けまし
た。この記事広告では、JNTO ウェブマガジン制作チームが、皆様のご要望を伺い外
国人ユーザに知らせたいとっておきの観光情報や、企業活動、日本ならではの商品
等をわかりやすく世界へ紹介します。
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■海外プロモーションにおける連携
■一般消費者向けイベント「Japan Week」の活用【米国：平成 24 年 3 月】
食をメインテーマとしてニューヨーク・グランドセントラル駅構内で 3 日間にわたって開催された一般消費者向けイベント「Japan Week」に、
JR 東日本、JR 東海、静岡県、堺市、旅行会社・ホテル・航空会社、食品関係企業等、計 14 団体と共同でブースを出展し、モニター放映・パンフ
レット配布等により訪日観光の魅力を PR しました。また、同時期に開催された他のイベント（インターナショナルレストラン＆フードサービスシ
ョー、レストランウィーク、NY Times Travel Show 等）と連携し、本イベント来場者に対する日本ブランド訴求、メディアに対するパブリシテ
ィ効果の向上に努めました。
また、本イベントの開催と連動し、日系企業等に協力を要請しラッピングバス運行等の屋外広告や、一般消費者の訪日旅行需要を喚起するため
の複数のツアーオペレーターとの連携による共同広告等を実施しました。

■ITB ベルリン出展【ドイツ：平成 24 年 3 月 7 日～11 日】
世界最大規模の旅行見本市とされる ITB ベルリンにおいて、JNTO は全日空、JR グループ、オークラホテルズ＆リゾーツ、スイスホテル南海大
阪、阪急交通社、JTB&GMT、近畿日本ツーリスト、日本通運、日本旅行、JF Tours Innovation、東京都観光レップ、三重県、京都国際観光客誘
致協議会、大阪市、沖縄観光コンベンション・ビューローの 15 社・団体と共に、日本ブースで訪日観光の共同 PR を実施しました。

（3）国際コンベンション誘致事業協賛都市制度について
JNTO は、先にご紹介した JNTO 賛助団体・会員制度に加えて、国際会議及びインセンティブ旅行等の MICE に特化した協賛金制度を設け、
国からの運営費交付金と事業パートナーである「国際会議観光都市」等からの協賛金を財源として、国際会議及びインセンティブ旅行等の誘致
事業を効率的・効果的に推進しています。
【

参考５

国際コンベンション誘致事業

】
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（4）国内広報
一般の方々にインバウンドや JNTO の業務をご理解いただくため、国内広報に重点的に取り組んでいます。報道資料の発表（国交省記者クラ
ブへの投げ込み、ウェブサイトへの公開）に加え、概ね四半期ごとの理事長による記者発表会（会見）
（平成 23 年 6 月、9 月、10 月、平成 24
年 1 月）を開催しました。また、テレビを始め一般紙や旅行業界誌のインタビューへの対応、及び最新のマーケット動向や JNTO の活動状況に
ついて役職員が寄稿や情報提供を行いました。
その他、東日本大震災等の訪日旅行に関する正確な情報提供と訪日旅行再開の働きかけを含めた訪日外国人旅行者の回復に向けた取り組みに
ついては、報道発表等を通じて国民への積極的な広報を行いました。

【

参考６

報道発表案件一覧

】

8. 業務改革に向けた取り組み
（１）関係省庁・団体との連携強化
JNTO は、在外公館、日本貿易振興機構（JETRO）
、国際交流基金（JF）等他の公的機関の海外事務所、民間企業の海外事業所等に対し、外
国人旅行者の来訪促進事業についての理解が深まるように働きかけ、広報宣伝・情報提供等の分野での協力を求める等、連携の強化を図って
います。平成 23 年度の具体的な取り組み例は以下のとおりです。

日韓交流おまつり 2011 in Seoul【韓国：平成 23 年 9 月 25 日】
「日韓友情年 2005 年」の主要行事として始
まった「日韓交流おまつり」の実行委員会の
一員及び展示ブース担当として、日本国大使
館、日本商工会議所、自治体国際化協会、国
際交流基金等と共に同イベントを支援し、訪
日観光を PR しました。同イベントは約 4 万
5,000 人もの観客が来場し大いに賑わいま
した。

Japan Film Festival（日本映画祭）
【豪州：平成 23 年 10 月～】
JNTO シドニー事務所は、国際交流基金主催の日本映画祭との連携により、同映画祭サイトに上
映映画のロケ地及びその観光情報を提供する特設サイトを設置しました。同サイトでは、各ロケ地
の観光関連情報を、写真と映画場面の解説付きで紹介しており、効果的な訪日旅行のプロモーショ
ンとなりました。また、映画祭会場にて JNTO の観光パンフレット等を配布、及び広告を掲載し
JNTO の PR を行いました。

特設サイト：http://traveljapan.japanesefilmfestival.net/index.html
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第 110 回 中国輸出入商品交易会（広州交易会）
【中国：平成 23 年 10 月 14 日～19 日】
中国最大の輸出入商談会・見本市である広州交易会において、日本貿易振興機構
（JETRO）に協力し、ジャパンパビリオン内に日本観光 PR ゾーンを設置しました。
JETRO は産業と食、JNTO は観光、とそれぞれ役割を分担し、効果的に PR を実施す
ることができました。
日本観光 PR ゾーンには中国で人気のある富士山の写真パネルをバックに記念撮影
できるスペースを設け、多くの来場者にご好評を頂きました。また、今回は同パビリ
オンにて東日本大震災において大きな被害を受けた東北３県（岩手県、宮城県、福島
県）12 社・団体による県産品・製品の展示も行い、中国での日本に対する風評被害対
策を支援いたしました。

(２)

JNTO 個別相談会・JNTO インバウンド旅行振興フォーラムでのアンケート調査の実施

平成 23 年 9 月 5 日に大阪、7 日に東京で開催した個別相談会においてア
ンケート調査を実施し、参加者に個別相談会の満足度を５点満点で評価して
いただいたところ、回答者の評価平均点は 4.2 点（100 点満点に換算すると

あまり役立た
なかった,

まあまあ役
立った, 16%

1%
大変役立っ

84 点）となりました。
平成 23 年度は、前年度に実施したアンケート調査結果を受け、個別相談
会を東京に加え初めて大阪でも実施し、関西圏の賛助団体・会員へのサービ

た, 27%
役立った,
56%

スの拡充を図りました。
また、平成 23 年 2 月 2 日～3 日に東京で開催した JNTO インバウンド旅

【JNTO インバウンド旅行振興フォーラム アンケート結果】

行振興フォーラムにおける同フォーラム満足度アンケート調査結果では、JNTO 事業パートナーである回答者の 99％から「役立った」との評価を
頂きました。JNTO は事業パートナーの皆様からのご意見を活かし、引き続き事業の改善に取り組んで参ります。

© Yasufumi Nishi/© JNTO
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東日本大震災への対応
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の被害により亡くなられた方に謹んでお悔やみ申し上げますと共に、被災された皆様に心よりお見
舞い申し上げます。JNTO では、東日本大震災の発生を受けて、大震災対策本部を設置し、以下のような取り組みを行いました。今後とも JNTO は
震災後落ち込んだ訪日旅行の回復、促進に取り組んで参ります。

■東日本大震災の影響と震災直後の JNTO の対応

■震災後の訪日外客の回復に向けた取り組み

JNTO Annual Report 2011

第 3 部 財務

【表１ 予算】
〔一般勘定〕
（単位：百万円）

区 分

予算額

決算額

差額

<収入>
運営費交付金

1,972

1,972

0

賛助金･コンベンション協賛金収入

356

281

△75

事業収入

411

126

△285

22

17

△5

2,760

2,396

△364

業務経費

754

709

45

受託経費

451

186

265

1,296

1,178

118

259

244

15

2,760

2,317

443

事業外収入
計
<支出>

人件費
一般管理費
計

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

〔交付金勘定〕
（単位：百万円）
区 分

予算額

決算額

差額

<収入>
寄附金収入

350

263

△87

事業外収入

0

0

0

350

263

△87

350

320

30

350

320

30

計
<支出>
交付金事業経費
計

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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【表２ 収支計画】
〔一般勘定〕
（単位：百万円）
区 分

予算額

決算額

差額

<費用の部>
経常費用

2,760

2,330

430

業務経費

754

691

63

受託経費

451

188

263

1,554

1,420

134

減価償却費

1

24

△23

財務費用

-

7

△7

-

-

-

3

△3

2,760

2,333

427

1,971

1,835

△136

767

454

△313

資産見返運営費交付金戻入

1

18

17

資産見返補助金戻入

-

1

1

資産見返寄附金戻入

-

2

2

21

9

△12

-

-

一般管理費

雑損
臨時損失
計

0

<収益の部>
運営費交付金収益
国際観光振興事業収入

事業外収益
臨時利益
計

0

2,760

2,319

△441

当期純利益(△当期純損失)

0

△14

△14

前中期目標期間繰越積立金取崩

0

3

3

当期総利益（△当期総損失）

0

△11

△11

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

〔交付金勘定〕
（単位：百万円）
区

分

予算額

決算額

差額

<費用の部>
経常費用
交付金事業経費
当期利益金(△当期損失金)
計

350

320

30

350

320

30

0

5

△5

350

325

25

350

325

△25

<収益の部>
寄附金収入
事業外収益
計

0

0

0

350

325

△25

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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表３

資金計画

〔一般勘定〕

（単位：百万円）
区

分

予算額

決算額

差額

<資金支出>
業務活動による支出

2,760

投資活動による支出

-

事業外支出

-

2,278

482

33

△33

7

△7

0

1,420

△1,420

2,760

3,739

△979

2,760

2,810

50

1,972

1,972

0

賛助金･コンベンション協賛金収入

356

281

△75

事業収入

411

541

130

21

16

△5

0

929

929

2,760

3,739

979

次期への繰越金
計
<資金収入>
業務活動による収入
運営費交付金による収入

事業外収入
前期からの繰越金
計

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

〔交付金勘定〕
（単位：百万円）
区

分

予算額

決算額

差額

<資金支出>
業務活動による支出

350

317

33

0

175

△175

350

492

△142

350

252

△98

寄附金収入

350

252

△98

事業外収入

0

0

0

0

240

240

350

492

142

次期への繰越金
計
<資金収入>
業務活動による収入

前期からの繰越金
計

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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参考

【 参考１ 国内組織図 】

平成 24 年 4 月 1 日時点

日本政府観光局（JNTO)

理事長
理

事

Japan National Tourism Organization

監 事
経営戦略部
総務広報グループ

TEL：03‒3216‒1905
総務、情報公開、国内広報

経営計画グループ

中期・年度計画、業務実績評価、規程管理

人事グループ

人事制度、給与、人材育成、福利厚生

財務グル－プ

予算、決算、契約

海外マーケティング部
市場統括グループ

TEL：03‒3216‒1902
マーケティングデータの収集・分析・発信、市場
別業務の総括、市場横断的マーケティング・プロ
モーション業務の実施

アジアグループ

市場別マーケティング・プロモーション業務の実施

欧米豪グループ

市場別マーケティング・プロモーション業務の実施

（ツアー造成・販売支援、海外メディア対応等）
（ツアー造成・販売支援、海外メディア対応等）

事業連携推進部
事業開発グループ
観光情報戦略室
情報サービスグループ
受入体制グループ

TEL：03‒3216‒1901
賛助団体・会員サービス、新規事業開発
外国語による観光情報の収集・発信、
外国語ウェブサイトの整備
外国人観光案内所の体制整備及び支援、
受入体制に係る関係団体との連携

通訳案内士試験

コンベンション誘致部
誘致推進グループ
開催支援グループ

TEL：03‒3216‒2905
MICE誘致に係るマーケティング・プロモーション
業務の実施（誘致の推進及びその支援）
MICEに係る人材育成、寄附金募集・交付金交付
業務
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【 参考２ 海外事務所所在地一覧 】
平成 24 年 3 月 31 日時点
ソウル

シドニー

Hotel President 2F 188‒3,

Suite 1, Level 4, 56 Clarence Street,

Eulchiro 1‒ga, Jung‒gu,

Sydney NSW 2000, Australia

Seoul, Republic of Korea
ロンドン
北京

5th Floor,

中国北京市朝陽区建国門外大街甲 6 号

12/13 Nicholas Lane,

SK 大厦 28 階 01 単元

London EC4N 7BN, U.K.

(Unit 2801 28th Floor SK Tower,
No.6 Jia Jianguomenwai Avenue,

パリ

Chaoyang District, Beijing 100022, China)

4, rue de Ventadour 75001
Paris, France

上海
中国上海市茂名南路 205 号 瑞金大廈 1412 室

フランクフルト

(Room 1412, Ruijing Building,

Kaiserstrasse 11,

205 Maoming South Road,

60311 Frankfurt am Main, Germany

Shanghai 200020, China)
ニューヨーク
香港

11 West 42nd Street, 19th Floor,

Suite 3704‒05, 37/ F.,

New York, NY10036, U.S.A.

Dorset House, Taikoo Place,
Quarry Bay, Hong Kong

ロサンゼルス
340 E. 2nd Street,

バンコク

Little Tokyo Plaza, Suite 302,

10th Floor Unit 1016, Serm‒Mit Tower,

Los Angeles, CA 90012, U.S.A.

159 Sukhumvit 21Rd, Bangkok 10110,
Thailand

トロント
481 University Avenue,

シンガポール

Suite 306, Toronto, Ontario

16 Raffles Quay, #15‒09,

M5G 2E9, Canada

Hong Leong Building, Singapore 048581
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【 参考３ 全国の「ビジット・ジャパン案内所」の所在地 】
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【 参考４ 賛助団体リスト 】
平成 24 年 3 月 31 日時点

団体・企業名
1 ．メインサポータ-

団体・企業名
3 ．市区町村・観光協会

東日本旅客鉃道㈱（JR東日本） 札幌市
㈱ジェイティービー
千歳市
日本航空㈱
千歳観光連盟
函館市
2 ．都道府県
北海道
登別市
青森県
仙台市
岩手県
つくば市
宮城県
日光市
秋田県
成田市
山形県
横浜市
福島県
横浜観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ･ﾋﾞｭｰﾛｰ
茨城県
新潟市
栃木県
富山市
群馬県
金沢市
埼玉県
松本市
千葉県
高山市
東京都
美濃市
神奈川県
浜松市
新潟県
熱海市
富山県
名古屋市
石川県
彦根市
福井県
京都市
山梨県
大阪市
長野県
堺市
岐阜県
神戸市
静岡県
姫路市
愛知県
奈良市
三重県
鳥取市
滋賀県
岡山市
京都府
倉敷市
兵庫県
真庭市
奈良県
広島市
和歌山県
廿日市市
鳥取県
高松市
島根県
松山市
岡山県
雲仙市
広島県
宮崎市
山口県
鹿児島市
徳島県
台東区
香川県
大田区
愛媛県
七飯町
高知県
鳴子温泉郷観光協会
福岡県
草津町
佐賀県
軽井沢町
長崎県
(財）箱根町観光協会
熊本県
ニセコ町
大分県
一般社団法人 高千穂観光協会
宮崎県
弟子屈町
鹿児島県
山ノ内町
沖縄県
豊岡市
富良野美瑛広域観光推進協議会
とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会
㈳白馬村観光局
㈳小谷村観光連盟

団体・ 企業名
団体・ 企業名
4 ．観光関係団体・ 事業共同グループ 7．旅行会社
（財）休暇村協会
（社）国際観光日本ﾚｽﾄﾗﾝ協会
（社）国際観光旅館連盟
ジャパニーズ・イン・グループ
ジャパン・エコノミー・ホテル・グループ
（社）全国旅行業協会(ANTA)
全日本海員組合
（社）全日本シティホテル連盟
（財）地域伝統芸能活用センター
（社）日本観光旅館連盟
（社）日本ホテル協会
（財）日本ユースホステル協会
（社）日本旅行業協会(JATA)
PTグループ
NPO法人アジアインバウンド観光振興会(AISO)
東京商工会議所
日本ﾃﾞｭｰﾃｨｰ･ﾌﾘｰ･ｼｮｯﾌﾟ協会
(社)日本自動車連盟

5 ．運輸機関
全日本空輸㈱
日本郵船㈱
*郵船トラベル
*カメリアライン
*クリスタルヨットクラブ
北海道旅客鉃道㈱（JR北海道）
東海旅客鉃道㈱（JR東海）
西日本旅客鉃道㈱（JR西日本）
四国旅客鉄道㈱（JR四国）
九州旅客鉃道㈱（JR九州）
東武鉄道㈱
西武鉄道㈱
京成電鉄㈱
京王電鉄㈱
小田急電鉄㈱
東京急行電鉄㈱
京浜急行電鉄㈱
相模鉄道㈱
東京地下鉄㈱（東京メトロ）
名古屋鉄道㈱
近畿日本鉄道㈱
南海電気鉄道㈱
京阪電気鉄道㈱
阪急電鉄㈱
阪神電気鉄道㈱
西日本鉄道㈱
富士急行㈱
東京空港交通㈱（リムジンバス）
広島電鉄㈱

6 ．空港施設
関西国際空港㈱
中部国際空港㈱
東京国際空港ターミナル㈱
日本空港ビルデング㈱（羽田）
成田国際空港㈱

㈱日本旅行
日本通運㈱
トップツアー㈱
近畿日本ツーリスト㈱
㈱エイチ・アイ・エス
㈱阪急交通社

8．観光施設
㈱オリエンタルランド
㈱ユー･エス･ジェ イ(ユニバーサルスタジオ・ジャパン）

㈱時代村（日光江戸村）

9．その他
㈱うかい
㈱ぐるなび
㈱チャイナ・コンシェルジュ
（社）日本ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼｮｰ協会
ソニーマーケティング㈱
イオンモール㈱
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【 参考５ 国際コンベンション誘致事業 】
JNTO では、国際会議誘致事業を「基礎事業」、
「マーケティング事業Ａ」、
「マーケティング事業Ｂ」の３つに区分し、お申込
いただく事業によって国際会議観光都市等の協賛金を定めており、負担と受益の関係を明確化するよう努めています。

基礎事業

① 国内・海外におけるセールス活動
１．国際会議・インセンティブ
旅行誘致セールス及び事業活動

② 海外３JCB における都市・コンベンション推進機関への
セールスサポート（ロンドン、ニューヨーク、ソウル）
③ 国際会議、インセンティブ旅行等の個別招請（主催者からのリクエストベース）
①「Japan Meeting & Incentive News」英文ニュースレターの配信

２．国際会議開催国、インセンティブ
旅行の目的地「日本」の認知度向
上（海外 PR）

(年間 4‒6 回程度発行)
② JNTO ウェブサイトでの広報宣伝（日・英・仏・韓）
③ 海外マスメディアを活用した記者招請等 PR 活動（メディアからのリクエストベース）
① コンベンション施設ガイドへのコンベンション都市情報の掲載及び配布
② 国際会議の誘致・開催マニュアルの提供
③ 国際会議主催者向け「JNTO コンベンションニュース」の配信（年 3‒4 回発行）

３．国際会議主催者向け、誘致
促進・情報発信（国内 PR）

＊コンベンション都市情報等を掲載し、主催者へメールで配信
④ 国際会議に関連する国内機関誌及びコンベンション専門誌等への記事掲載
（
「学術の動向」等）
⑤「JNTO 国際会議誘致・開催貢献賞」の実施
⑥ 国際ミーティング・エキスポ（IME）の共催
⑦ 国際会議主催者セミナー
① 国際会議情報の整備・充実及び開催情報の提供
② 国際会議一覧（過去に開催された国際会議及び今後開催される国際会議）の
JNTO ウェブサイトへの登載

４．国際会議誘致に係る
基本インフラの整備

③ 国際会議統計（＝旧コンベンション統計）の作成及び JNTO ウェブサイトへの登載
④ JNTO 出版物の提供
（国際会議統計（＝旧コンベンション統計）
、JNTO 日本の国際観光統計、他）
⑤ 国際会議経済効果測定システムの整備
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① MICE セミナー/初級者対象の実施
５．研修等人材育成
② MICE セミナー/中上級者対象の実施
① 国際会議観光都市連絡協議会の開催
６．都市・CB との連携

②「JCB・JNTO 海外事情通信」の配信（会員向け、年 3‒4 回発行）
③ セミナーへの JNTO 講師派遣（リクエストベース）
① 寄附金募集・交付金交付制度の取扱い

7．開催支援
② 寄附金募集・交付金交付制度実務研修会（全国 2‒3 都市開催）
① 海外 JCB 管理経費等
8．運営管理経費
（＊国際団体加盟活動含む）

② 本部管理経費等
③ UIA、ICCA 等年会費及び国際団体加盟活動費

マーケティング事業 A

国際会議誘致を
メインターゲットとした事業

① IMEX（フランクフルト）出展、商談会の実施
② 国際会議キーパーソン招請事業（Meet Japan）の実施（年 1 回）

マーケティング事業 B

① IT&CM China（上海）への出展、商談会の実施

インセンティブ旅行誘致を
メインターゲットとした事業

② ソウル・インセンティブマートの開催
③ インセンティブ旅行キーパーソン招請（アジア市場対象）
④ インセンティブセミナー（上海）の開催
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【 参考 6 報道発表案件一覧 】

発表時期

報道発表案件
１．訪日外客数・出国日本人数（平成 23 年 3 月推計値､1 月暫定値)
２．日本に関する旅行ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」新たな発売

平成 23 年 4 月

日を 2011 年 5 月 13 日に決定
３．日本政府観光局（JNTO）TIC の設置・運営委託先を募集―運営委託開始は
来年 1 月を予定―
１．日本に関する旅行ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」掲載地を更
に充実させて、改訂第２版を発行

平成 23 年 5 月

２．平成 23 年度通訳案内士試験の実施予定について
３．東日本大震災後の国際会議等の日本開催の動きについて
４．訪日外客数・出国日本人数（平成 23 年 4 月推計値､2 月暫定値）
１．日本からの”ありがとう”キャンペーン
２．疾駆する日本の観光魅力－2011 SUPER GT シリーズ

マレーシア大会で

訪日旅行をＰＲ
３．訪日外客数・出国日本人数（平成 23 年 5 月推計値、3 月暫定値）
平成 23 年 6 月

４．英語版「ジャパン・アニメ・マップ」で日本の魅力を新たに発信
５．JNTO アラビア語サイトを開設
６．東日本大震災後の復活に向けた海外プロモーション（緊急対応事業）について
７．5 月の訪日外客数と東日本大震災後の訪日外客の動向及び JNTO の対応に
ついて

平成 23 年 7 月

１．訪日外客数・出国日本人数（平成 23 年 6 月推計値、4 月暫定値）
２．シンガポール東北親善大使～100 名の大学生が東北を視察～
１．観光統計資料集「JNTO 日本の国際観光統計（2010 年）
」を発行

平成 23 年 8 月

２．東日本大震災後のアジア市場の回復に向けた追加的な緊急対応（情報発信）
の実施
３．訪日外客数・出国日本人数（平成 23 年 7 月推計値、5 月暫定値）
１．訪日外客数・出国日本人数（平成 23 年 8 月推計値、6 月暫定値）
２．日本の魅力を紹介する、2012 年版 JNTO 卓上カレンダーが完成

平成 23 年 9 月

３．訪日外国人旅行者向け情報提供をスマートフォンでも開始
４．インセンティブ旅行キーパーソンを日本に招請
５．国際会議の経済波及効果測定調査結果の報告について
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６．シンガポールの大学生 100 名による口コミの波及効果～シンガポール東北親善
大使～
７．東日本大震災後の復活に向けた訪日観光旅行の状況について
８．日本政府観光局（JNTO）理事長に松山良一が就任
１．ITB アジアに日本がパートナーカントリーとして出展
２．日本政府観光局（JNTO）TIC の運営委託先を決定
平成 23 年 10 月

３．香港の旅行会社（300 名）が被災地へ手編みマフラーを贈呈に来日
４．英・米の権威ある観光地ランキングで日本が高評価
５．訪日外客数・出国日本人数（平成 23 年 9 月推計値、7 月暫定値）
１．2010 年国際会議の開催件数、経済波及効果額を発表
２．「平成 23 年度日本政府観光局（JNTO）国際会議誘致・開催貢献賞」

平成 23 年 11 月

受賞会議の決定と受賞式の開催について
３．JNTO 台湾市場向け観光情報サイトを開設
４．訪日外客数・出国日本人数（平成 23 年 10 月推計値、8 月暫定値）

平成 23 年 12 月

１．カリフォルニアの大学生 24 名が訪日教育旅行により宮城県の被災地等を訪問
２．訪日外客数・出国日本人数（平成 23 年 11 月推計値、9 月暫定値）
１．日本の国際会議開催件数、世界第２位（アジア首位）を記録～2010 年の世界
の国際会議開催件数（UIA 統計暫定値）～
２．訪日外客数・出国日本人数（平成 23 年 12 月推計値、10 月暫定値）
３．国際会議協会（ICCA）CEO が被災地仙台を視察

平成 24 年 1 月

４．日本政府観光局（JNTO）が海外から国際会議のキーパーソンを招請
～国際会議海外キーパーソン招請事業－Meet Japan2012 の実施～
５．ロシア語旅行ガイドブック「アフィーシャ（AFISHA）
」の日本版が創刊
６．日本に関する旅行ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャパン」英語版改訂
第 2 版を販売開始
１．日本政府観光局（JNTO）×東京メトロ×近畿日本ツーリスト（KNT）

平成 24 年 2 月

～海外からの東京マラソン 2012 ツアー参加者の観光をサポート～
２．平成 23 年度通訳案内士試験の合格発表
３．訪日外客数・出国日本人数（平成 24 年 1 月推計値、平成 23 年 11 月暫定値）

平成 24 年 3 月

１．訪日外客数・出国日本人数（平成 24 年 2 月推計値、平成 23 年 12 月暫定値）
２．JNTO 本部組織の改正について
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