
ゴールデンルート 国際観光需要の増加(特に東南アジア) 定住人口減少に対する旅行消費の効果 

 
         
         

北東アジア・東南アジア地域は世界で最
も高い伸びが予測される国際観光市場 

国際観光客到着客数の年平均伸び率予測 

①外国人旅行者10人分 

②国内旅行者（宿泊）26人分 

定住人口１人分の年間消費は、 

③国内旅行者（日帰り）83人分 

の旅行消費に相当 

都道府県別外国人延べ宿泊者数（２０１３年暫定値） 

複数の都道府県を跨って、テーマ性・ストーリー性を持った一連の魅力ある観光地を、交通アクセスも含めてネッ
トワーク化して、外国人旅行者の滞在日数（平均６日～７日）に見合った、訪日を強く動機づける「広域観光周遊
ルート」（骨太な「観光動線」）の形成を促進し、海外へ積極的に発信する。 

広域観光周遊ルート形成促進事業（広域の関係者による取り組み） 

○広域観光周遊ルート形成計画の策定 

○数値目標の設定とＰＤＣＡサイクルの整備 

○外国人受入環境の整備（免税店の整備、多言語表記、 

  無料公衆無線LAN環境の整備、手ぶら観光の推進等） 

○広域周遊のための交通アクセスの円滑化 

○地域の観光資源を活かした滞在コンテンツの充実 

○広域の関係者の官民連携による体制づくり 等 

国の支援 

○計画策定に係る費用 
○マーケティング費用 
○広域での外国人受入環境の整備 
○広域周遊のための交通アクセスの円滑化 
○海外への情報発信 等 

  

広域観光周遊ルート形成促進事業 

⇒ 多様な広域観光周遊ルートを形成して、地方に需要を創出 

H27要求額：1400百万円、皆増 
（新規） 資料２ 



291 

178 
251  

344  

400  

600  

0

100

200

300

400

500

600

700

H22
年 

H23
年 

H24
年 

H25
年 

H26
年 

広域観光周遊ルートのイメージ 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

（万人泊） 昇龍道９県 （万人泊） 

約37％増加 

（注）１．従業者数９人未満の宿泊施設を含む  
    ２．出典：観光庁 宿泊旅行統計調査 

26年末に400万人
泊を確実に達成 

昇龍道プロジェクトの新たな目標 

主に中華圏から中部北陸９県への
インバウンドを推進するため、「昇龍
道プロジェクト推進協議会」を設立。 
能登半島を龍頭に見立て、中華圏
に人気の龍をモチーフとして「昇龍
道」と命名し、昇龍道ブランドとして
プロモートするプロジェクト。 

中部北陸９県を「昇龍道」として知名度 
向上のための官民挙げたプロジェクトを開始 

昇龍道ミッションとして 
地域一体となったプロモーション 

・平成24年7月25～28日中国市場：上海・杭州 
・平成25年5月13～15日台湾市場：台北 
・平成26年2月22～26日タイ市場：バンコク 

外国人宿泊者数 全国との比較(1月～12月) 

 
 

 
 

 特定のテーマに従って
史跡、遺蹟、風光明媚な
風景などの「観光資源」
を結んだルートをドイツ
政府観光局や自治体等
が連携して設定。 

＜ドイツの街道観光＞ 代表例：ロマンチック街道  
（中世の古城や宗教建築等歴史情緒を感じる）     

 街道沿いに中世都市や美しい城、
宗教建築、工芸品などが点在し、ワ
インやドナウ川のます料理など観光
資源が豊富なルートであり、もっとも
人気の高い観光街道。 
 ･ 訪問者年間2400万人 
 ･ 宿泊数500万泊超 

（「ロマンチック街道協会」ＨＰより） 

昇龍道の取組(中部・北陸・近畿) 

H25 

H24 

（目標年次は政府の2,000万人目標達成時期と連動） 

将来目標  
600万人泊 

ドイツ７街道（ドイツ）＜参考＞ 

平成２５年の昇龍道９県における外国人
宿泊者数は前年比で約３７％の大幅増 
（参考：同時期の全国では約２７％増） 

エリカ街道 

メルヘン街道 

ゲーテ街道 

古城街道 

ロマンチック街道 

アルペン街道 ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸ街道 



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
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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要求額：５00百万円、皆増 
（新規） 



地域づくりの取組と連携した観光地域の例（各省事業と連携） 

観光資源のポテンシャルを活かした地方の創生については、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム 
2014」に基づき、以下のような切り口から、地域活性化プラットフォーム（※）等と連携し、地域の個性を活かした 
観光資源を磨き上げることが重要。 

③海洋観光の展開 
（島根県海士町） 

①魅力ある空間の形成 
（岐阜県高山市） 

②美しい自然を活かして 
（北海道知床） 

○国選定重要伝統的
建造物群である歴史
遺産やバリアフリーに
配慮したまちづくりを
推進。 
○駅周辺、歴史的地
区とそれらを結ぶ商
店街の一体的なを実
現。振興により、観
光活性化。 

○島の漁業資源の急
速冷凍化により、首都
圏等への販路拡大を
実現し、離島という地
理的ハンデを克服。 

○野生生物や自然環
境へ配慮した、森づく
り体験を実施し、観光
と自然保護の両立を
実現。 

○個人、企業からの
支援を得て、旧開拓
地の自然復帰を推進。 

（※）地域活性化プラットフォーム・・・新たな活力ある地域づくりのためのビジョン具体化に向けた、各省庁連携によるワンストップ支援体制。 

○観光協会による顧客
管理の徹底等により、
リピーターの確保や移
住者の増加が実現。 

≪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≫ 

⑤日本食文化の発信 
（三重県鳥羽市） 

⑥文化資源・科学技術との連携 
（群馬県富岡市等） 

④豊かな農山漁村の魅力 
（北海道帯広市） 

○学校給食で地場
産食材を活用するな
ど、地産地消による
６次産業化を推進。 

○地産地消レストラ
ンや専門ガイド付き
農業体験等により、
観光客誘致を推進。 

○豊富な海の幸を活
かした地域の郷土料
理に、地元大学の専
門家による監修を加
え、鳥羽ならではの
健康食を観光客へ
提供。 

○農業と連携した特
産品の開発や食事メ
ニューの提供により、
観光客へのおもてなし
を向上。 

○明治の産業遺産と
現在の企業群を産業
観光の資源と位置づ
け、広域連携での観
光客誘致を推進。 

○地元海女との交流
体験プログラムを実施。 

≪産業遺産を核とした広域連携での観光振興≫ ≪「農」の優位性を活かした産業と観光の融合≫ ≪地産から地消までを観光客とともに創りあげる地域≫ 
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