
「持続可能な観光」というものに
取り組む意義とその取り組み方について

観光庁参事官（旅行振興）付

大野 一



本日の構成

1

１．観光の意義・役割

２．何故、「持続可能な観光」に取り組む必要があるのか？

３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか（例）

① 危機管理（誘客多角化、マイクロツーリズム）

② 本物志向と地域貢献（体験ツアー、食事・お土産）

③ 旅行者の貢献感（罪悪感軽減） と 取組資金の確保

④ 受入環境整備（混雑・コロナ対策、日本のマナーの周知）

⑤ 平等で差別のない地域・事業者として

⑥ 目標を設けやすく対外的に分かりやすい取組（認証、Award、バッヂ）

⑦ 日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）ロゴマーク取得等 地域

⑧ 持続可能な観光に向けたアプローチ要領

４．最後に



急速な成長を遂げるアジアをはじめとする世界の国
際観光需要を取り込むことによって、日本の力強い経済
を取り戻す。

成長戦略の柱 地方創生の鍵

1

１.導入【我が国にとっての観光の意義】

＜訪日客で賑わう百貨店
（銀座・三越）＞

＜中国・韓国の旅行者でにぎわう
地方空港（富士山静岡空港）＞

人口減少・少子高齢化が進展する中、国内外からの交
流人口の拡大や旅行消費によって地域の活力を維持し、
社会を発展させる。

＜訪日客で賑わう大型商業施設
（鳥取県・境港市）＞

諸外国との双方向の交流を通して、国際相互理解
を深め、我が国に対する信頼と共感を強化する。国際
社会での日本の地位を確固たるものとするために、極め
て重要。

国際社会での日本の地位向上

＜茶道体験をする外国人旅行者＞

観光で国を開き、外国の人々に日本文化や日本人の
本質に触れて貰うことを通じて、日本人自らも、その価値を
再認識し、自らの文化や地域を誇りに思う。

自らの文化・地域への誇り

＜仙台七夕祭り＞
2



１.導入【人口減少・少子高齢化の推移・予測】
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0～14歳 15～64歳(生産年齢人口) 65歳以上

（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（中位推計））2017年7月

○ 今後、人口減少が進み、2052年には１億人程度となり、2065年には約30%減少する見通し。
○ 少子高齢化が急速に進行しており、2065年には総人口の約38％が65歳以上になる見通し。
○ それにより、生産年齢人口は2065年には約40％減少する見通し。
（人口：千人）

（年）

65歳以上割合
約27％

65歳以上割合
約38％

総人口
約1.27億人

総人口
約8800万人

生産年齢人口
約7700万人

生産年齢人口
約4500万人

20
15

20
65

総人口（2052年）
約１億人
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定住人口は2019年10月1日現在人口推計（総務省）、定住人口１人当たり年間消費額は2019年家計調査（総務省）による。
旅行消費額の訪日外国人旅行は訪日外国人消費動向調査（2019年）より算出、国内旅行は旅行・観光消費動向調査（2019年）より算出。
訪日外国人旅行者は日本政府観光局（2019年）発表数値、国内旅行者は旅行・観光消費動向調査（2019年）より算出。
訪日外国人旅行者１人１回当たり消費額は訪日外国人消費動向調査（2019年）、国内旅行者（宿泊/日帰り）１人１回当たり消費額は旅行・観光消費動向調査（2019年）より算出。
定住人口1人減少分に相当する旅行者人数は、定住人口１人当たり年間消費額を訪日外国人旅行者又は国内旅行者１人１回当たり消費額で除したもの。 （※観光庁資料）

１.導入【観光交流人口増大の経済効果（2019年）】

定住人口1人減少分
減少

外国人旅行者8人分

国内旅行者（宿泊）23人分

国内旅行者（日帰り）75人分

又は

又は

拡大

＋

定住人口＝1億2,617万人
１人当たり年間消費額＝130万円

国内旅行者（宿泊＋日帰り）

うち宿泊 3億1,162万人
うち日帰り 2億7,548万人

１人１回当たり消費額
宿泊 5万5,054円
日帰り 1万7,334円

訪日外国人旅行者

１人１回当たり旅行支出
15万8,531円

3,188万人 5億8,710万人 <延べ人数>

訪日外国人旅行4.8兆円 国内旅行（海外分除く）21.9兆円
うち宿泊旅行 17.2兆円
うち日帰り旅行 4.8兆円

旅行消費額

○ 定住人口１人当たりの年間消費額（130万円）は、旅行者の消費に換算すると外国人旅行者8人分、国内旅
行者（宿泊）23人分、国内旅行者（日帰り）75人分にあたる。

4



１.導入【旅行・観光消費の生産波及効果（2019年）】

◆生産波及効果
新たな需要が生じた際に、結果として産業全体にどれだけの効果が生じたのかを示
したもの。（例えば、旅行・観光消費によってこれらに原材料（中間財）を納めた業
者の売上や当該業者に勤務する従業員の給与が増加することによってもたらされる
産業全体の新たな生産を含めたもの）

※旅行消費額については、
・ 日本人国内旅行（宿泊旅行および日帰り旅行）、日本人海外旅行の
国内消費分および、訪日外国人の旅行等による消費額の合計。
・ 国際基準（UNWTO）に則り算出。P6の額に、別荘の帰属家賃等を追加計上。
出展：観光庁「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」（2021年３月）
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アジア 2637万人（82.7%）
うち東アジア 2236万人（70.1%）
うち東南アジア 383万人（12.0%）

北米
210万人
（6.6%）

欧州主要５ヵ国
129万人（4.0%）

その他
138万人
（4.3%）

①中国

959万人

（30.1%）

②韓国

558万人

（17.5%）③台湾

489万人

（15.3%）

④香港

229万人

（7.2%）

⑥タイ

132万人（4.1%）

シンガポール

49万人

（1.5%）

マレーシア

50万人

（1.6%）

インドネシア

41万人

（1.3%）

フィリピン

61万人

（1.9%）

ベトナム

50万人

（1.6%）

インド

18万人

（0.6%）

⑤米国
172万人
（5.4%）

カナダ

38万人

（1.2%）

英国

42万人

（1.3%）

フランス

34万人

（1.1%）

ドイツ

24万人

（0.8%）

イタリア

16万人

（0.5%）

スペイン

13万人

（0.4%）

ロシア

12万人

（0.4%）

豪州

62万人

（1.9%）

総計
3188万人

資料：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）資料に基づき観光庁作成
注１：（ ）内は、訪日外国人旅行者数全体に対するシェア
注2：「その他」には、アジア、欧州等各地域の国であっても記載のない国･地域が含まれる。

１.導入【訪日外国人旅行者数の推移】
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出典：日本政府観光局（JNTO）

訪日外国人旅行者数の推移
万人

年

7年間で3.8倍に
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注) 2021年の値まで確定値

％は対2019年同月比、（ ）内は対前年同月比

○ 2020年（令和２年）の訪日外国人旅行者数は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行による旅行控えや、
航空便の大幅な減少等により、対前年比マイナス87.1％の412万人となり、 ビジットジャパン事業開始以前の
1998年（平成10年）と同程度となった。

○ 2019年訪日外国人旅行者数の内訳は、東アジア2,236万人、東南アジア383万人、欧米豪413万人。



１.導入【訪日外国人旅行消費額の推移】
戦略的なビザ緩和、免税制度の拡充、出入国管理体制の充実、航空ネットワークの拡大など、
大胆な「改革」を断行。

・訪日外国人旅行者数は、約3.8倍増の3,188万人に
・訪日外国人旅行消費額は、約4.4倍増の4.8兆円に

（2012年） （2019年）

836万人 ⇒ 3,188万人

１兆846億円 ⇒ 4兆8,135億円

7

836
1,036

1,341

1,974

2,404

2,869
3,119 3,188

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

訪日外国人旅行者数の推移

7年間で3.8倍に

単位：万人

10,846
14,167

20,278

34,771
37,476

44,162 45,189
48,135

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

訪日外国人旅行消費額の推移

7年間で4.4倍に

単位：億円

出典：観光庁「訪日外国人旅行消費動向調査」出典：日本政府観光局（JNTO）
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１.導入【訪日外国人旅行消費額の製品別輸出額との比較】

2019年の訪日外国人旅行消費額
4兆8,135億円

（科学光学機器）

資料：財務省「貿易統計」、観光庁「訪日外国人消費動向調査」に基づき観光庁作成
※カッコ内に記載の品名は、貿易統計における品名を示す。（2020年3月） 8



○ 観光庁に「持続可能な観光推進本部」を設置（2018年）

○ 「持続可能な観光先進国に向けて」を公表（2019年）
→ 各地方公共団体や観光地域づくり法人（ＤＭＯ）による適切な観光地
経営の導入を通じて、地域社会における経済利益や旅行者・コミュニテ
ィ・文化資源・環境に対する利益の最大化、悪影響の最小化などにより
「持続可能な観光先進国」を実現していくため、

・ 混雑やマナー違反対策等の個別課題への対応
・ 多面的な現状把握の結果に基づく中長期的マネジメント

を実施していくことに。

○ 国として持続可能な観光の実現のために取り組むべき事項などを

まとめた「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」
を開発・公表（2020年）
→ 世界の主要観光地においても、観光指標を活用した中長期的な
観光地マネジメントを進めているところ

（※） 国際基準に準拠した指標（ガイドライン）とは、国連世界観光機関（UNWTO）、国連環境計画等より開発さ
れた「観光地向けの持続可能な観光指標（ＧＳＴＣ-Ｄ：GSTC Destination Criteria ）」を指す。

ＧＳＴＣ:Global Sustainable Tourism Council。国連世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）、国連環境計画
等の呼びかけにより持続可能な観光の共同理解を深めることを目的に活動する協議会。

9

観光庁では、国際基準（※）に準拠した観光地域（地方公共団体・DMO等）向けの指標

（ガイドライン）である「日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）」

を開発

２．何故、「持続可能な観光」に取り組む必要があるのか？



海外におけるオーバーツーリズムの状況（例示）

バルセロナやヴェネツィアなど、世界中から数多くの旅行者が訪れる海外の主要観光地の
中には、既にオーバーツーリズムの状況が発生している観光地が見られる。

バルセロナ市街の電柱に貼付された
ステッカー ヴェネツィアを訪れる大量の観光客

○ 大量に訪れる観光客による過度な混雑や景観破壊等の課
題から、観光客と市民との間に軋轢が生じ、世論調査に
おける市民が考える社会問題では、｢失業率｣を上回り
「観光」が１位になったことも。

バルセロナ

○ 市民により、景観破壊等をもたらすクルーズ船の乗入
れ制限を求めるデモが発生した。

○ また、大型クルーズ船等による観光客の増大により、
地価が高騰し、市民が退去を余儀なくされ、人口が激
減した。

ヴェネツィア

市民による反観光デモ「これは
観光ではない。侵略だ」

「酔っ払い観光」に対する反対
デモ

不動産投機に抗議する横断幕を
掲げる中心部の住宅街

ヴェネツィアに着工する大型クル
ーズ船

ヴェネツィア市街に掲示された反観
光客の風刺画

観光客の増加に抗議する市民

10



持続可能な観光の推進に係る国内各地域における課題

傷つけられた竹林（嵐山）

【畑への無断侵入】
○ 美瑛町や富良野等では、農家
の私有地である畑や花畑に無断
侵入し、インスタ映えを狙って
写真撮影に興じる外国人観光客
が多数に上る。

【地域住民がバスに乗車できない】
○ 京都市内の路線バスに、大型
の手荷物を持ち込む外国人旅行
者が増えたため、地域住民がバ
スに乗車できない状況もある。

【大型荷物による車両混雑】
○ 大阪府下の鉄道車内では、外
国人観光客の持ち込むスーツケ
ースが車両混雑の原因としてト
ラブルが発生した。

スーツケースにより混雑する電
車内（大阪府）

【地域住民が鉄道に乗車できない】
○ 鎌倉では、観光客が多い時期
は、沿線住民が電車に乗れなく
なってしまう。
（最長約１時間待ち）

【観光資源の竹が傷つけられる】
○ 嵯峨嵐山の竹林では、落書
きや刃物により外国語で文字
が刻まれた竹が増加し、被害
は100本以上に上る。

【クルーズ船着港時の交通渋滞】
○ 博多市内等では、クルーズ
船着港時、観光バスによる交
通渋滞が発生している。

日本国内においては、人気観光地を中心として、観光地等での混雑、マナー違反等といっ
た課題への関心が高まっている。

江ノ電長谷駅の混雑状況

博多の交通渋滞状況

バスに乗り込む外国人観光客（京都市）

畑に侵入する外国人（美瑛町）

11



今後の方向性 : 持続可能な観光先進国に向けて（2019年）

方向性
○ 外国人旅行者数について、2020年4,000万

人、2030年6,000万人等の目標を着実に達

成すると同時に、各自治体やＤＭＯによる
適切な観光地経営の導入を通じて、地域社
会における経済利益や旅行者・コミュニ
ティ・文化資源・環境に対する利益の最大
化、悪影響の最小化などにより「持続可能
な観光先進国」を実現していく

○ 国内外の先行的な取組事例を収集・共有し
つつ、モデル事業等を通じて、観光地の混
雑・マナー対策等を促す

○ 各自治体やＤＭＯが多面的な現状把握結
果に基づき持続可能な観光地経営を行うよ
う、国際基準に準拠した「持続可能な観光
指標」を開発・普及していく

個別の施策
嵐山地域における観光快適度
の見える化による分散化モデル
事業（平成30年度実施）

沖縄県におけるマナー啓発動画
の制作・放映モデル事業
（平成29年度実施）

モデル事業例

金沢21世紀美術館における優
先入場パスポート販売事業

沖縄県における地域
独自の観光指標

12
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○ 日本版持続可能な観光ガイドラインは、Aマネジメント、B社会経済、C文化、D環境の４分野から構成されており、
日本の特性を反映した合計47の大項目・113の小項目が設定されている。各分野の指標例は以下のとおり。

Ａ４ 観光による負荷軽減のための財源

観光による負荷（オーバーツーリズム関連の課題等）軽減のための財源
が確保されていること

① 目的を明確にした財源を確保、運用していること

Ａ．持続可能な

マネジメント
大項目数：16 小項目数：41

Ｂ．社会経済の

サステナビリティ
大項目数：8 小項目数：24

Ｃ．文化的

サステナビリティ
大項目数：８ 小項目数：19

Ｄ．環境の

サステナビリティ
大項目数：15 小項目数：29

Ｂ３ 地域事業者の支援と公正な取引
地域事業者の支援と公正な取引の実現に取り組んでいること（観光の効
果がおよぶ地元の職人、農業者等も対象とする）

① 地域の特産品やサービスの利用を促進していること
② 地元の観光関連の中小企業が、より市場に参入しやすくなるよう支

援していること

Ｃ３ 無形文化遺産
無形文化遺産の保護に関する計画や規制等があること

① 無形文化遺産のリストがあること
② 地域の行事（祭り等）の保存に努めていること
③ 伝統文化の次世代継承を支援するための取組があること

Ｄ７ 省エネルギー
観光地域におけるエネルギー消費量の削減と効率性の改善及び再生可能エネル
ギーの使用について目標値を定めていること

① エネルギー消費量を定期的にモニタリングし、削減するための取組があること
② 化石燃料の依存度を低減し、再生可能エネルギーの使用を促進する政策や

取組があること

２．何故、「持続可能な観光」に取り組む必要があるのか？

日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）の内容
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Ａ４ 観光による負荷軽減のための財源

観光による負荷（オーバーツーリズム関連の課題等）軽減のための財源
が確保されていること

① 目的を明確にした財源を確保、運用していること

Ａ．持続可能な

マネジメント
大項目数：16 小項目数：41

Ｂ．社会経済の

サステナビリティ
大項目数：8 小項目数：24

Ｃ．文化的

サステナビリティ
大項目数：８ 小項目数：19

Ｄ．環境の

サステナビリティ
大項目数：15 小項目数：29

Ｂ３ 地域事業者の支援と公正な取引
地域事業者の支援と公正な取引の実現に取り組んでいること（観光の効
果がおよぶ地元の職人、農業者等も対象とする）

① 地域の特産品やサービスの利用を促進していること
② 地元の観光関連の中小企業が、より市場に参入しやすくなるよう支

援していること

Ｃ３ 無形文化遺産
無形文化遺産の保護に関する計画や規制等があること

① 無形文化遺産のリストがあること
② 地域の行事（祭り等）の保存に努めていること
③ 伝統文化の次世代継承を支援するための取組があること

Ｄ７ 省エネルギー
観光地域におけるエネルギー消費量の削減と効率性の改善及び再生可能エネル
ギーの使用について目標値を定めていること

① エネルギー消費量を定期的にモニタリングし、削減するための取組があること
② 化石燃料の依存度を低減し、再生可能エネルギーの使用を促進する政策や

取組があること

２．何故、「持続可能な観光」に取り組む必要があるのか？

日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）の内容



＜日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）＞

① 自己分析ツール
観光政策の決定、観光計画の策

定に資するガイドラインとして活用

② コミュニケーションツール
地域が一体となって持続可能な地

域/観光地づくりに取り組む契機に

③ プロモーションツール
観光地としてのブランド化、国際競

争力の向上

15

２．何故、「持続可能な観光」に取り組む必要があるのか？

日本版持続可能な
観光ガイドラインの役割

日本版持続可能な観光ガイドライン
（JSTS-D）へ取り組んでいることを
示す観光庁ロゴ(上)が活用可能



＜日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）＞

① 自己分析ツール
観光政策の決定、観光計画の策

定に資するガイドラインとして活用

② コミュニケーションツール
地域が一体となって持続可能な地

域/観光地づくりに取り組む契機に

③ プロモーションツール
観光地としてのブランド化、国際競

争力の向上
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２．何故、「持続可能な観光」に取り組む必要があるのか？

日本版持続可能な
観光ガイドラインの役割

日本版持続可能な観光ガイドライン
（JSTS-D）へ取り組んでいることを
示す観光庁ロゴ(上)が活用可能



２．何故、「持続可能な観光」に取り組む必要があるのか？

17

観光はSDGs全17のゴールに寄与
している。

SDGsは重要だ。

そのため、

• オーバーツーリズムを防ぐ

• 観光資源を守る

• 自然環境を守る

• 地域住民の観光への理解促進

などが重要だということは分かる。

しかし、｢「持続可能な観光」とは結局のところ「道徳・ボラン
ティア」なのではないか？大事なことだとは分かるが、お金儲けを

しないといけないのに、それでは難しい。インセンティブがない
と行動を変えづらい。」と感じている方は少なくはないのでは？

ＳＤＧｓとの関連



旅行業界における持続可能な観光の現状

観光による負の影響
マクロ：温室効果ガス（GHG）排出量の上昇
世界の観光関連を起因とするGHG排出量は2009年の39億トンから2013年の45億
トンに上昇。これは世界の総排出量の8%を占め、2019年時点では11% (54億ト
ン)と市場の拡大に伴う環境負荷の増大が問題視されている。
( 出典：「A Net Zero Roadmap for Travel & Tourism」(World Travel & Tourism Council))

ミクロ：オーバーツーリズムによる資源喪失・住民生活への負担
例）2006年に米国で世界一高い木が発見され旅行者が殺到。ごみの廃棄や土壌の
踏み荒らしなどで樹木を含む周辺環境が悪化し、さらに地域への冒涜行為などで
この周辺は立入禁止となり、貴重な観光資源を喪失。

旅行業者の現状
■ 世界の83%の旅行者が持続可能な観光は不可欠と考えている

・旅行業者はサステナブルな選択肢をもっと提供すべきと考える人は72%

・2人に１人は持続可能な旅行のための選択肢が十分でないと感じている

旅行者のニーズに旅行業者が応えられていない
( 出典：「Sustainable Travel Report 2021」(Booking.com))

しかし

18

２．何故、「持続可能な観光」に取り組む必要があるのか？



観光業の役割

2021年11月に観光における気候変動対策に関するグラスゴー宣言が、国連気候
変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）で発表。宣言に署名した団体は2023
年１月17日現在で735、内約4割は旅行業者*。日本からは3団体のみ。
* 旅行業者はツアーオペレーター/旅行代理店/OTA/DMCを含む

【グラスゴー宣言】
観光部門で2050年までにカーボンネットゼロ

世界の動き

旅行業者の影響力

旅行者への影響力
コロナ禍で生じた新しい旅行のニーズに応えられるサービスを求めて、今後旅行
会社の存在意義はますます高まると考えられる。

地域・観光事業者への影響力
目的地や宿泊施設、交通手段、飲食店などの提案・仕入れに関して旅行会社は広
く関与し、観光全体のバリューチェーンの持続可能性を高めることに大きな影響
を与える。 19

２．何故、「持続可能な観光」に取り組む必要があるのか？



○ 旅行における持続可能性をより意識するために、地域や商品・サービスの提供側に期
待する情報発信や推進活動は、

１位：世界的な認定機関から持続可能な観光を推進する
旅行先としての認証があること

２位：利用する交通機関のCO2排出量が検索できること
※ これらの意識は、ドイツ、スウェーデンなど欧州、豪州で高い傾向に見られる。

（出典：「SDGs に対する生活者の意識と旅行についての調査」（㈱JTB総合研究所））

海外における持続可能な観光への意識

～持続可能な観光に関する認
証制度ロゴマークの例～

トラベライフ サクラクオリティ

スカイスキャナー社では、CO2排出量の少ないフライトが
一目でわかる、「Greener choice」のマークを表示

東武トップツアーズでは、
旅行行程におけるCO2
排出量を計測可能なシ
ステムDTSを開発

20

２．何故、「持続可能な観光」に取り組む必要があるのか？



観光業のこれから

旅行者行動規範

カーボンクレジット

送客先地域での体験については地元企業を
支援（利用）することとし、例えば、とある地
域では顧客が現地でランチをするだけでコミュ
ニティー内の100以上の世帯の生活を支援
することができるなど、地域貢献を可視化。
(TUI Travel)

地域貢献の可視化

ラベル認証による選定

環境に配慮した行動やどのように地域をサ
ポートできるかなど、旅先での責任ある旅行
者となるためのヒントを案内する冊子を旅行
者に配布。(EXO Travel)

旅行によって生じるGHGを計算し旅行代金
にクレジット料金を含ませて販売。昨年までに
世界で358,000トンのGHGをオフセット。
(Intrepid Travel)

「サステナブル・トラベル」バッジを取得する宿
泊施設や、GSTC等の認定機関より認証さ
れた地域、事業者を優先的に選定。
（Booking.com）

旅行業者による持続可能な観光の取組例

21
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ビジネスとしての持続可能な観光

○ コロナ禍によりサステナブル指向がさらに高まり、旅行によって
旅行先に負担をかけたくない、むしろ貢献したいと考える人が増加
【旅行者】

・ ５人に３人が「環境に優しい方法で旅行するためなら料金が高
くなっても構わない」と回答（Expedia調査 2021）

・ 旅行者の67.7％が持続可能な出費に肯定的（Trip.com調査 2022）

41％が「旅行をサステナブルにする方法が分からない」
(Expedia調査 2021)

しかし

持続可能な観光は道徳・ボランティアだけではない。
来てほしい客層を取りこぼしていないか？

22

２．何故、「持続可能な観光」に取り組む必要があるのか？



観光地・資源を文字通りサステナブルにするために

○ 持続可能な観光に取り組む地域が増加【地域】

・ 日本版持続可能な観光ガイドラインロゴマーク取得地域

（12地域・2022年12月末時点）

・ Green Destinations TOP100地域
（2022年10地域、2021年12地域、2020年６地域）

⇒ 上記地域の多くは、質の高い旅行者に多く訪れてもらいたい

と考えている。（一部例外あり）

日本版持続可能な観光ガイド
ライン（JSTS-D）ロゴマーク

2022 Green Destinations 
TOP100ロゴマーク

頑張っている地域を理解し、その頑張りを正しく売り出すことがで
きるのは、旅行業者。地域の頑張りに応え、持続可能な観光地とし
て伸ばしていく役割。文字どおり10年先、50年先も誘客・送客でき
る持続可能な観光地にするために。 23

２．何故、「持続可能な観光」に取り組む必要があるのか？
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２．何故、「持続可能な観光」に取り組む必要があるのか？

【まとめ】持続可能な観光の取組は道徳にすぎずビジネスにならないのか？

バルセロナにおける市民の反観光デモ

○ 世界最大のリアルエージェントであるTUIトラベル（ドイツ）は、「サステイナブルな
取組をしている地域でなければ送客をしない｣と明言

○ booking.comのアンケート調査(2019年)では、世界の86％が「サステイナブルな旅行
を体験したい」と回答

→ 特に若者を中心に関心が高まっている

→ コロナ禍によりサステイナブル指向がさらに高まり、旅行によって旅行先に負担をかけたくない、

むしろ貢献したいと考える人が増加

→ さらに2021年の調査では、世界の81％が｢エコフレンドリーな宿泊施設に１回は滞在したい」、

84％が「廃棄物を減らしてプラスチックをリサイクルするつもり」と回答している一方で、41％が
「旅行をサステイナブルにする方法が分からない」と

も回答している。

○ 本来、観光は｢住んでよし、訪れてよし｣、｢win-win」

であるべきもの。しかし、観光が地域住民にとっての悪者に

なってしまうと、その国や地域での観光促進は困難に。

最近よく耳にする量だけでなく質の向上ということを目指すのであれば、地

域も事業者もともに持続可能な観光に取り組んで、持続可能な観光地・旅行商

品づくりを実践してみてはいかがでしょうか。



○ GSTC認証を取得している米国コロラド州ヴェイルでは、

ヴェイルで働く理由の１位が「サステナビリティへの取組で他
の地域をリードしているから」。また、サステナビリティへの取
組を深めていくにつれて、従業員の満足度が向上し、離職率
も低下。

○ 日本で国際的な評価の高い、かまいしDMCにおいても、人
材が集まり取組がさらに充実している。

サステナビリティに取り組んでいるか否かが優秀
な人材を引き留めるためのポイントになっている。

優秀な人材確保につなげる

ヴェイルのスキー場 釜石市のトレイルコース
25

２．何故、「持続可能な観光」に取り組む必要があるのか？



３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか

○ 観光客として来て欲しいターゲット（欧米人、若者、女性等）を
定めることは、戦略としては重要。しかし、何らかの理由により
当該ターゲットが来なくなったとしても、危機に瀕しない仕組み
作りがより重要。

○ 「マイクロツーリズム市場を少なくとも１／３くらい確保できれ
ば、どのような波が来たときにも2020年４月、５月のような
90％減というようなことは起こらない。」（星野リゾート星野代
表）

地元の人たちでも行きたくなる、行きや

すい仕組み作りとアピールを

SDGｓを学べる修学旅行、校外学習の

誘致を
26

① 危機管理（誘客多角化、マイクロツーリズム）

バイオマス視察ツアー（福井県あわら市）
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３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか

○ 旅行の傾向として、「そこに行かなければ体験できない、手
に入らない」本物志向の需要の高まり

○ 地域では「当たり前」のもの（地域文化）を見せる

・ 古民家をリノベーションし宿泊施設に(徳島県祖谷渓谷 等)
・ 星空観察ツアー（岡山県井原市 等）

・ 地吹雪体験ツアー（青森県五所川原市 等）

○ お金を支払ってもらいながら地域貢献もしてもらう

・ サンゴの天敵オニヒトデ駆除ツアー

（高知県 等）

・ まりもの天敵ウチダザリガニを食材に

（阿寒湖） 29

② 本物志向と地域貢献（体験ツアー）

海外では高級食材とされるウチダザリガニ
をレストランで提供（阿寒湖）



３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか

○ 旅行の傾向として、「そこに行かなければ体験でき
ない、手に入らない」本物志向と購入することによっ
て地域のためになるという需要の高まり

○ 原材料から地元にこだわったご当地土産の創造、
プロモーション

→ 本物であることにこそ値打ちがある

→ 地元産にこだわることで、

雇用の確保、地域にお金が

落ちる仕組みに

30

② 本物志向と地域貢献（食事・お土産）

地元の中学生が考
案し、地元産の米
を材料としたお菓
子（岐阜県白川村）

漁の厄介者であるイ
ワガニをスープとして
活用したラーメン（宮
城県七ケ浜町）

漁で獲れるワカメの
茎を活用してつくり出
されたシャンプー（岩
手県陸前高田市）



３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか

○ 毎年度の都道府県、市区町村における年度予算の獲得はも
とより、さまざまな手段により持続可能な観光に資する目的の
資金確保に努める

→ 宿泊税（東京都、大阪府、京都市、金沢市等）

→ 入湯税の超過課税(釧路市阿寒町等)

→ 協力金
・ 入山料

・ 入島料

・ 入園料 等

→ 駐車場の運営（適切な駐車料金）

ごみ処理費、清掃費、案内板改修費等に活用

→ 寄付（環境保全団体等へ）
31

③ 旅行者の貢献感（罪悪感軽減）と取組資金の確保

協力金の案内と集金箱
（北海道ニセコ町・神仙沼）



３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか

【他産業から寄付事例のご紹介】

32

③ 旅行者の貢献感（罪悪感軽減）と取組資金の確保

店舗内に設置された投票BOX

○ imperfect（表参道のチョコレート店）
○ 「あなたの「おいしい」を、だれかの「うれしい」に。」、
「Do well by doing good. 」のコンセプトの下、商品購入者
に投票を求めている。

○ この投票は、売上の一部を以下３つのプロジェクト（いず
れも取扱い商品のストーリーと関連するもの）のいずれに寄
付をして応援しますか？と問いかける顧客参加型での活動。
①環境：森を再生し、地球とカカオを守ろう！
②教育：ミツバチと共存して作物を育てる養蜂を学ぼう！
③平等：女性たちが学びの機会を得て、活躍できる社会を！

観光商品、旅行先での体験に置き換えてみると、
・地域のサステナブルな取組に関する財源確保に貢献
・旅行者が有する旅先への罪悪感を軽減
・寄付先を旅行者自身で選択できることから、自ら社会貢献活動
に参加できているという実感・貢献感も高まる



３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか

【他産業から寄付事例のご紹介】

33

③ 旅行者の貢献感（罪悪感軽減）と取組資金の確保

○ 一般社団法人京都府タクシー協会に加盟する3社において、軽電気
自動車（EV）の日産サクラが京都府内で運用するタクシーに採用。

○ EV車の導入により、脱炭素に向けた取組を進めていくことはもちろん、

これらのタクシーは「ドネーション（寄付）タクシー」として運用。これは、同
タクシーを利用した乗車客の乗車距離に応じた一定額を環境団体に寄
付するシステムで、タクシーを利用するだけで、乗車客は間接的に環境
支援に関わることのできるといった取組。

旅行業者として、旅行者の送客先・誘客
先の各地域においてこのような取組をして
いる事業者についてしっかりと把握し、
その情報を旅行者に正しく伝えること。



３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか

○ booking.comのアンケート調査（2020年）では、世界の約70％
が「観光地においてソーシャルディスタンスの措置を取ることを
期待する」と回答し、さらに約70％は、宿泊施設について、「健
康・衛生に関するポリシーを実施しているところでなければ予
約をしない」と回答。
→ 安全・安心のアピールとして、業界ガイドラインに則した検温、消毒等に加え、

・ 大浴場や食堂、ロビー等の混雑(密集)状況の見える化

・ 空気（CO2)濃度（密閉状況）の見える化

観光庁補助金の活用

34

④ 受入環境整備（混雑・コロナ対策）

混雑（密集）状況の見える化（一例）
密閉状況（CO2濃度）
の見える化（一例）



○ 結果

・ 観光客の訪問時間帯が分散（ピーク時の減少と早朝・夕方の時間帯の増加）

・ 利用者から、「混雑する時間を避ける（５割）」、「空いている場所を訪問する（１割）」などの行動変化を促す傾
向が把握できた。

・ 周辺エリアを訪れたHP利用者の４割が、HPのナビの利用をきっかけに訪問したと回答。

Webサイトにおける
観光快適 度の予
測とおすすめ観光
ルートの提示

○ 場所：京都市 嵐山地域
○ 内容：スマートフォン等のWi-Fiアクセスデータを活用して観光客の入込状況を把握し、観光客に対して、HP上

で、快適に観光できる場所や時間帯に関する情報の可視化や、おすすめ観光ルート情報の提供によっ
て周辺エリアへの回遊を促すとともに、嵐山地区全体での観光快適度の向上を図る。

35

観光快適度の見える化による分散化実証事業（２０１８年）

３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか
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京都における観光快適度の可視化は、現在では以下のとおりエリアを拡大し、予測データも細分化
されるなどバージョンアップして展開中

京都観光Navi

３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか
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他にも、人気観光地やビーチなどでも観光快適度の可視化が広がりを見せている

熱海サンビーチ
混雑状況

（静岡県）

ENO MAP

（神奈川県）

３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか
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さらに、ホテル・旅館などの屋内施設においても観光快適度（混雑状況）の可視化が広がっている。

恩湯（山口県）

導入施設からは、「お客様からの電話が減りお問い合わせ対応が削減された」、「混雑状況を表示
することで顧客満足度が向上した」、「お客様の来客が増えた」など、ビジネス面においてもプラスの
効果が出ているとの意見が出ている。

３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか



３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか

○ 第23回世界ベストツーリズム映像祭で日本（監督：大阪府立大学花村教授）のマナー

トラブル軽減を目指す映像が２位と注目を浴びた。

○ マナー啓発は、観光客にとって煩わしいと感じさせるものではなく、その

地で大切なことを教えてくれる重要なこと。

○ UNWTOも世界中の観光客に向けて「責任ある旅行者になるためのヒン
ト」を公表し、旅行先で迷惑をかけない、旅先に敬意を払うことなどの重要
性について伝えている。

○ マナー違反者の多くは、「知らなかった」ためにマナー

違反を犯してしまった人が大半であるため、文化・風習の

違いを知らせることが重要。

観光庁作成のマナー

啓発動画を適宜活用
（WORLD MEDIA FESTIVAL 2021で

Gold賞を受賞 ）
39

④ 受入環境整備（日本のマナーの周知）



３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか

○ Expediaの調査（2021年）では、約２／３が「平等で差別のな
い社会を目指すソーシャル・インクルージョン(社会的包摂)を
実践する旅行会社を利用する」と回答。

つまり、旅行商品（訪問先の地域、宿泊施設等）のサステナ
ビリティだけでなく、そういった商品を販売している旅行会社そ
のもののサステナビリティも購買意欲に直結するということ。

・ 役員の男女比（ジェンダー平等）

・ 正規・非正規雇用の賃金格差 など

○ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が改正（2021年）
され、来年（予定）の公布に向けて必要的かつ合理的な対応が求められ
る。

・ 観光施設における心のバリアフリー認定制度（観光庁）

・ 介護福祉施設、介助士等との連携 40

⑤ 平等で差別のない地域・事業者として



３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか

○ 一定の基準がある認証制度等への挑戦

・ 世界観光倫理憲章への署名（UNWTO）

・ サステイナブルツーリズムへの誓約（ユネスコ）

・ 旅行業者向け認証制度（CONTROLUNION、Travelife 等）

・ レインフォレストアライアンス認証取得農園

からの原材料の仕入れ

・ The Valuable 500への賛同（障害者雇用）

・ FSC認証、MSC認証の取得及びその材料の仕入れ

・ グリーンビルディング認証への挑戦（WELL認証）

・ ビーチ環境認証であるブルーフラッグの取得

・ グラスゴー宣言への署名 等々
41

⑥ 目標を設けやすく対外的に分かりやすい取組



持続可能な観光にかかる旅行商品の
造成に向けたラベルインデックスの
とりまとめ（2022年３月公表）

42

３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか
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３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか



３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか

○ JSTS-Dのロゴマークは、GSTCから公認を取得！

→ 対外的に、持続可能な観光に取り組む地域としてアピール

可能

○ グリーンデスティネーションズなどの国際認証制度に挑戦

→ 北海道ニセコ町や岐阜県白川村、京都市をはじめ、2020年
は６地域、2021年は12地域（世界最多）、2022年は10地域が、
グリーンデスティネーションズ

のTOP100選に

○ Best Tourism Village認定地

域（UNWTO） など

44

⑦ 日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)
ロゴマーク取得等 地域



３．どのようにして「持続可能な観光」に取り組めば良いのか

○ 日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）やGSTCなどの国際基準には多くの項目

があり、一見ハードルが高そうに感じるところだが、地域・事業者として既に取り組んでい

る取組は意外と多く、ひとつの取組が複数の項目に寄与することも多い。

○ アプローチ要領① チャットコンシェルジュサービスの導入

・ A10 プロモーション ・ A15 危機管理 ・ B8 受入環境整備 等

○ アプローチ要領② ㈱三浦観光バスの絵本読み聞かせ

・ A8 観光教育 ・ A10 プロモーション（ファンの増加）

・ A7 住民理解向上、意見聴取

・ A5 事業者の持続可能な観光への理解促進 等

持続可能な観光の取組は、決して０（ゼロ）からのものばかりでなく、SDGsや持続可

能な観光といった用語を意識せずとも以前から自然と取り組んできたことが、実は持

続可能な観光に資するものだった、ということは珍しくない。

そのため地域・各社の取組を振り返ってみると、当たり前と思っていたことの中にサ

ステナビリティは意外とあるもの。

ただし、ただやる・やらないではなく、経年変化をモニタリングすることが重要。 45

⑧ 持続可能な観光に向けたアプローチ要領

三浦観光バスの絵本読み聞かせ



４．最後に
• 観光業でのサステナビリティへの取組は、多岐に渡る

ため難易度も高くなります。旅行会社であれば、何を基
準にホテルや飲食店を選ぶのかも問われるでしょう。事
業者によって考慮する項目も違えば、範囲も多岐にわ
たるため、何から始めてよいのか分からないという方が
多いのではないでしょうか。

• しかし、結果として持続可能な観光に繋がるものであれ
ば、商品内容にこだわり過ぎる必要はありません。この
分野は100か０かではありません。ガチガチにサステナ

ブルを意識しすぎて売れない旅行商品を作るよりは、
サステナブルの要素を含んで売れるものを作った方が
効果的ですので肩の力を抜いてできることから取り組
んでいきましょう。

46



【日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）ロゴマーク取得地域】
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2022年12月末現在 12地域

小樽市、一般社団法人小樽観光協会
一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント

三浦半島観光連絡協議会
京都市

釜石市、株式会社かまいしDMC
一般社団法人四国ツーリズム創造機構

東松島市
阿蘇市

一般社団法人秋田犬ツーリズム
一般社団法人幡多広域観光協議会

廿日市市
一般社団法人あまみ大島観光物産連盟



【グリーンデスティネーションズTOP100】
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2020年（６地域）

釜石市（ブロンズ賞も受賞）

沖縄県
白川村
京都市

ニセコ町
三浦半島

2021年（12地域←世界最多）

京都市

釜石市（ブロンズ賞も受賞）

ニセコ町
奄美大島
阿蘇市

長良川流域
七尾市および中能登町

那須塩原市
佐渡市

小豆島町
豊岡市
与論島



【グリーンデスティネーションズTOP100】
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2022年
（10地域）

那須塩原市 大洲市 阿蘇市

小豆島町 釜石市
（シルバー賞も受賞）

小国町

南知多町 下呂温泉 箱根町 東松島市



ご清聴ありがとうございました。

▽ 「持続可能な観光にかかる旅行商品の造成に向けた
ラベルインデックス」をとりまとめました！

https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000359.html
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▽ 観光庁における持続観光にかかる取組
・事例集
・過去の研修概要 など

https://www.mlit.go.jp/kankocho/jizokukanou.html

▽日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)

https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics08_000148.html


