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国際グリーンツーリズム推進協議会の取組

○インバウンド版グリーンツーリズムのビジネスモデルの構築
○農山漁村地域や観光関係者を対象としたビジネスモデルの普及啓発

構成団体：ＮＰＯ、企業、市町村

事務局：ツーリズム・マーケティング研究所

国際グリ ンツ リ 推進協議会の取組

【訪日外国人マーケット調査（欧米諸国）】

既往調査の分析

▽

【海外ニーズ調査（東アジア）】

対象国の２次資料収集

▽ ▽

補足調査（アンケート調査）

▽

海外エージェントヒアリング調査（韓国・中国）

【海外エ ジェントとの意見交換】【海外向けコンテンツの検討（モデル地域候補の抽出）】

平
成
22
年 【海外エージェントとの意見交換】【海外向けコンテンツの検討（モデル地域候補の抽出）】年
度事

業
実
施
年
度

【海外向けコンテンツの整理（モデル地域の選定：数箇所）】

【モデル商品化の検討・造成】
【海外プロモーションの検討】

平
成

度

【モデル商品の販売準備】

モデル地域別の

最適PR方法を検討

【中間支援組織構築に関する検討】
成
23
年
度

【地域における国際グリーン・ツーリズムの自立的取組】平成24年度以降



H22年度詳細事業内容

（１）国際グリーン・ツーリズム拡大に向けたマーケット調査

１）東アジア地域（韓国・中国）におけるグリーン・ツーリズムに関するニーズ把握
①東 ジ 地域 訪 旅 動向 関す 次デ 収集 分析

H22年度詳細事業内容

①東アジア地域の訪日旅行動向に関する2次データの収集・分析
・東アジア地域の訪日旅行の動向について既存の調査結果を収集し、東アジア地域の日本の旅行の動向、ニーズを

分析する。
②東アジア地域のエージェントに対するヒアリング調査
・日本国内のグリーン・ツーリズム旅行及びエージェント利用する訪日旅行者動向に関するヒアリング調査を実施す日本国内 グリ リ 旅行及 利用する訪日旅行者動向 関する リ グ調査を実施す
る。
２）訪日外国人のグリーン・ツーリズムに対するニーズ把握

・日本国内の旅行実態及び動向の把握するため、国内の訪日外国人旅行者が利用する宿泊拠点において日本国内
の旅行ニーズ及びグリーン・ツーリズムに関するアンケート調査を実施する。アンケート調査を集計し、訪日外国人
旅行者のグリーン・ツーリズムへの参加可能性に関する分析を行う旅行者のグリーン・ツーリズムへの参加可能性に関する分析を行う。
３）国内グリーン・ツーリズム推進地域・訪日外国人受入推進地域調査

・国際グリーン・ツーリズムのモデル地域選定及び海外エージェントとの意見交換会の参加団体選定のため、国
内におけるグリーン・ツーリズム推進地域、訪日外国人受入推進地域を抽出する。

（２） 際グ ズ 旅行商 造成支援（２）国際グリーン・ツーリズム旅行商品の造成支援

１）海外エージェントとの意見交換会の開催
・ＡＰＥＣに合わせて海外エージェント（東アジア：韓国、中国）を招聘し、国内のグリーン・ツーリズム推進

地域の関係者とのビジネス対話を実施する。
２）モデル地域におけるグリ ン ツ リズムの旅行商品造成の支援２）モデル地域におけるグリーン・ツーリズムの旅行商品造成の支援

・国際グリーン・ツーリズム推進に向け、モデル地域向けの旅行商品の造成を行なう。旅行商品の造成に向けて
地域の現状調査、旅行商品として活用するコンテンツの収集・開発の支援を行う。

３）国際グリーン・ツーリズムのモデル地域の選定
・国際グリーン・ツーリズムの推進のモデル地域を2地域選定する。モデル地域の選定は、対象地域と調整し、

同意が得られた地域を対象とする。



国際グリーン・ツーリズムの商品化の可能性国際グリ ン ツ リズムの商品化の可能性

旅行者
３者の課題抽出とWin& Win& Winの

旅行者
視点

受入地域
視点

旅行会社
視点

仕組みの検討

旅行者
【旅行会社のツアーを利用しない旅行者】
・日本のGT受入状況がよくわからない。

視点 視点 旅行者

プ

・情報を見つけても自身で予約できない。
⇒言葉・予約方法の問題

・受入農家を選ぶ判断基準が無い。

外国人旅行者
を対象とした際
に付加すること
が求められる

外国人旅行者
を対象とした旅
行商品化・流
通・プロモー

農家
地域

地域
・個人事業単位で広報プロモーションが出来ない。
・受け入れ施設・体制に何が必要か分からない
・どうすれば外国人旅行者に来てもらえるのかわからない。
・1地域で団体客を受け入れるキャパシティがない。

・旅行者からの予約の受付をどうすれば良いかわからな
い。が求められる

サービス・体制
は？

通・プロモ
ション手法と

は？

旅行会社 ・需要が安定せず募集型企画商品に組めない

・依頼があってもどこに連絡すれば手配できるかわからな
い

い。
・言葉・習慣の違いに不安。・・・など課題が多々ある

国際グリーン・ツーリズム推進に向けた
課題の抽出と実現に向けた仕組みの検討

い。
・一軒一件の内容チェックまで、コスト上行えない

・個人旅行者を送客するには交通が不便で勧められない。
サービス・設備の質に不安。
・料金体系などが不明確

・万一事故等があった場合の対応に不安（保険加入の有無万 事故等があ た場合の対応に不安（保険加入の有無
など）



国際グリーン・ツーリズムの商品化の可能性国際グリ ン ツ リズムの商品化の可能性

国際グリーン・ツーリズム推進に向けた課題の把握、
国内ランドオペレーターによる旅行商品化・販売の対応手法の検討・試行

■グリーン・ツーリズム商品化課題

・旅行会社は独自の仕入契約を結んでいる施設を利用することが原則
旅 会社が商 組 基準

旅行会社は独自の仕入契約を結んでいる施設を利用することが原則
・二次交通の確保・対応（公共交通の利便性）
・個々の農家や事業者との個別対応では、商品造成に手間がかかる
→地域側の受入調整などを図る中間支援組織の重要性

１．旅行会社が商品に組み込む基準
（募集型企画旅行商品・受注型企画旅

行商品）

地方 の訪問を希望する訪日旅行者も現れ いる

２．訪日旅行者のニーズ
（旅行会社を利用する訪日旅行者の

特徴）

・地方への訪問を希望する訪日旅行者も現れている

・海外エージェントを通じて訪日旅行商品を購入する旅行者の訪問先は、
ゴールデンルートが中心の傾向、日本の到着・出発空港間の行程が優先
→地方空港へ乗り入れがある国からの集客（韓国・中国など）

・「ジャパンレールパス」を所持している訪日外国人旅行者向けに、現地発

３．グリーン・ツーリズム特有の課題
（外国人向けの対応も含む）

ジャ ン 」を所持 る訪 外国人旅行者向け 、現地発
着の旅行商品として販売する対応も可能→FIT（個人旅行者）

・農業体験等を実施する場合には、作物の生育時期やフィールドの安全性
などの事前調査が必要

・農業体験などでは安全管理が重要になる 安全かつ楽しく体験を提供す（外国人向けの対応も含む）

４．訪問先（目的地）の海外での認知度

農業体験などでは安全管理が重要になる。安全かつ楽しく体験を提供す
るためには、外国語によるお客様に説明が必要

・海外エージェントの日本担当者が、日本の地域に精通していない可能性
・国内ランドオペレーターがグリーン・ツーリズムに興味を持つことが必要
→地域の紹介だけではなく エ ジ ント向けには施設の容量 価格などの→地域の紹介だけではなく、エージェント向けには施設の容量・価格などの

具体的情報が重要



国際グリーン・ツーリズムビジネス対話①

■開催までの流れ

【参加地域（コンテンツ）の募集】
◆参加地域の募集

ビ
ジの

【招聘エージェント】
◆商談会開催趣旨の説明と参加依頼

◆商談会の詳細内容の調整
◆商談会における資料等の準備依頼

ジ
ネ
ス
対
話

の
開
催

■海外エージェント（４社）

ビジネス対話参加者

◆商談会開催趣旨の説明と参加依頼
◆参加者への案内

話

■海外エ ジェント（４社）

韓国・中国のエージェント（各２社）の日本行きの旅行商品造成担当者
韓国：旅行博士、ネイル旅行会社
中国：中国国際旅行社有限公司 上海中旅中国公民旅遊中心

■国内ランドオペレーター（1社）

国内のランドオペレーター（現地手配旅行会社）の旅行商品造成担当者

JTBATCJTBATC

■国内グリーン・ツーリズム推進地域（６地域）

国内において積極的に国際ＧＴを推進（今後、国際ＧＴの推進を検討）
する地域する地域

長野県飯山市、熊本県あさぎり町、茨城県県北地域、北海道富良野町
京都府美山町、大分県宇佐市（安心院）



国際グリーン・ツーリズムビジネス対話②

【開催日時】 ： 平成２２年９月２６日(日) ９：３０～１１：３０

【開催場所】 ： キャンパスプラザ京都 ２Ｆ 第２会議室

国際グリ ン ツ リズム ジネス対話②

【開催場所】 ： キャンパスプラザ京都 ２Ｆ 第２会議室

〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る
TEL 075-353-9100
URL http://www.consortium.or.jp/

【目 的】 2010年10月に新潟で開催されるAPEC食料安全保障大臣会合ならびに 9【目 的】 ： 2010年10月に新潟で開催されるAPEC食料安全保障大臣会合ならびに、9
月に奈良で開催されるAPEC観光担当大臣会合に合わせて、日本国内の農山
漁村地域への外国人旅行者の誘致拡大に向け、国内・国際観光関係者に対
し、日本のグリーン・ツーリズムを紹介する。

【内 容】 ： 会場内に地域ごとのブースを設けて、国内外のエージェントが時間内に各
ブールを廻り、出展地域より、地域のグリーン・ツーリズムの観光素材の紹介を
受ける。また、エージェントに対しグリーン・ツーリズムに関するアンケートを依頼
する。

エージェント ：韓国・中国から2社づつ 国内ランドオペレーター１社エ ジェント ：韓国 中国から2社づつ、国内ランドオペレ タ １社
地域 ：全国から6地域

【主 催】 ：国際グリーン・ツーリズム推進協議会

【後 援】 農林水産省 外務省 観光庁 JATA ANTA JNTO【後 援】 ：農林水産省 外務省 観光庁 JATA ANTA JNTO
財団法人都市農山漁村交流活性化機構 オーライ！ニッポン会議
京都府 京丹後市 京都市 NHK京都放送局 KBS京都 JA京都中央会
京都府生活協同組合連合会

【運 営】 ：株式会社ツーリズム・マーケティング研究所



国際グリーン・ツーリズム推進に向けた仕組みづくり国際グリ ン ツ リズム推進に向けた仕組みづくり

国際グリーン・ツーリズム推進に向けたマーケットニーズの把握、
外国人旅行者に訴求する商品コンテンツの発掘、ターゲットへのアプローチ

１ 地域とエージェントのコミュニケーション

■商品化に向けた仕掛け ■商品化への取組み

大分県宇佐
韓国１．地域とエージェントのコミュニケーション

【国際グリーン・ツーリズムビジネス対話】
・日本国内の農山漁村地域への外国人旅行者の
誘致拡大に向け、国内・国際観光関係者に対し、

大分県宇佐
市（安心院）

『海外エージェントのグリーン・ツーリズム旅行商品化』

ネット系旅行
会社（FIT型）

日本のグリーン・ツーリズムを紹介。
【参加地域】
長野県飯山市、熊本県あさぎり町、
茨城県県北地域、北海道富良野町、
京都府美山町、大分県宇佐市（安心院）
韓国 旅行会社（2社） 中国旅行会社（2社）

・旅行商品の造成・販売に向け担当者を招聘し現地調査及び安心
院グリーン･ツーリズム研究会（地域の受入組織）との調整。
・これまで、安心院グリーン・ツーリズム研究会はエージェントとの取
り引きを想定していなかったため、今回韓国旅行エージェントとの取
り引き用の価格設定、精算方式を調整。

２．訪日外国人旅行者実態（FITの動向）

韓国：旅行会社（2社）、中国旅行会社（2社）
国内ランドオペレーター（1社） 【ポイント】

・「安心院」単独では、韓国国内での訴求力が
弱いことから、既に一定の地名度がある「由布
院」と連携して販売。

・日本国内の旅行実態及び動向の把握するため、
国内の訪日外国人旅行者が利用する宿泊拠点に
おいて日本国内の旅行ニーズ及びグリーン・ツー
リズムに関するアンケート調査を実施。
・国内において外国人旅行者の利用が多いユ 国内の旅行会社（ランドオペレーター）による商品化（紹介）だ

・由布院とのアクセスが不便であることから、安
心院から送迎。（費用は旅行者負担を想定）

・国内において外国人旅行者の利用が多いユー
スホステルを対象。

国内の旅行会社（ランドオ タ ） よる商品化（紹介）だ
けでなく、海外エージェントとの直接取引も可能である。



訪日外国人観光客調査訪 外国人観光客調査

【調査目的】 ： 訪日外国人観光客を対象に、訪日旅行の実態及びグリーン・ツーリズムに対するニーズの把握

【調査対象】 全国ユ スホステルに泊る訪日外国人観光客（FIT中心）【調査対象】 ： 全国ユースホステルに泊る訪日外国人観光客（FIT中心）
（配布先は、下記の表参照）

【調査期間】 ： 2010年11月20日～2010年12月20日

【調査項目】 ： 訪日旅行の実態、グリーンツーリズムに関するニーズ・希望、基本属性の計32項目

調査施設
No YH名 都道府県 市町村 英語 韓国語 中国語 英語 韓国語 中国語

調査票の配布数 調査票の回収数

No. YH名 都道府県 市町村 英語 韓国語 中国語 英語 韓国語 中国語
1 札幌国際ユースホステル 北海道 札幌市 30 20 20 0 0 0
2 メープル仙台ユースホステル 宮城県 仙台市 20 20 20 0 0 0
3 日光大谷川ユースホステル 栃木県 日光市 30 20 20 15 0 0
4 東京代々木ユースホステル 東京都 渋谷区 40 40 40 39 12 11
5 東京隅田川ユースホステル 東京都 台東区 100 100 100 21 7 2
6 箱根仙石原ユースホステル 神奈川県 足柄下郡箱根町 20 20 20 18 6 0
7 富士吉田ユースホステル 山梨県 富士吉田市 20 20 20 6 0 0
8 おぶせの風ユースホステル 長野県 上高井郡小布施町 10 10 10 2 0 0
9 ひだ高山天照寺ユースホステル 岐阜県 高山市 20 10 10 20 2 0

10 宇多野ユースホステル 京都府 京都市 100 50 50 18 0 1
11 美山ハイマ トユ スホステル 京都府 南丹市 20 10 10 0 0 011 美山ハイマートユースホステル 京都府 南丹市 20 10 10 0 0 0
12 新大阪ユースホステル 大阪府 大阪市 100 50 50 88 9 44
13 奈良県青少年会館ユースホステル 奈良県 奈良市 50 30 30 26 0 1
14 倉敷ユースホステル 岡山県 倉敷市 20 10 10 6 2 0
15 高知ユースホステル 高知県 高知市 20 10 10 4 0 0
16 福岡ユースホステル 福岡県 福岡市 20 20 20 7 1 3福岡 ホ テル 福岡県 福岡市
17 ユースホステル宮崎県婦人会館 宮崎県 宮崎市 20 10 10 1 0 0

640 450 450 271 39 62
1540 372



今後のスケジュール及び事業完了後のイメージ

（1） 訪日外国人観光客調査 ： 集計・分析（2月中旬）

（2） 海外現地調査 韓国 中国 台湾（1月中旬 2月下旬）

今後 スケジ ル及び事業完了後 イ ジ

（2） 海外現地調査 ： 韓国、中国、台湾（1月中旬～2月下旬）
→台湾 1月26日～27日 韓国 2月14日～15日 中国 2月21日～22日
→ヒアリング先：旅行会社、旅行雑誌、行政（GT関連）等

（3） 第2回検討委員会の開催
→2月下旬、または3月上旬に開催を検討
→検討内容：訪日外国人観光客調査・海外現地調査の結果→検討内容：訪日外国人観光客調査 海外現地調査の結果

モデル地域の検討、事業の総括等 海外
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