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国土交通省近畿運輸局

注) 2019年までの値は確定値、2020年の値は暫定値、2020年11月～12月の値は推計値、％は対前年 (2019年) 同月比

１．訪日外国人旅行者数の推移（全国）
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・ 大阪・関西の活性化にとって、インバウンド観光の振興は極めて重要。コロナ禍によりインバウンドは蒸発。
・ 感染拡大防止の徹底の下、東京オリンピック・パラリンピック、ワールドマスターズゲームズ、大阪・関西万博
などを通じて、2030年6千万人・旅行消費額15兆円の達成を目指す。
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国土交通省近畿運輸局２.訪日外国人旅行者のニーズの変化(衛生面への関心の高まり)

２

出典： 日本政策投資銀行関西支店「DBJ・JTBFアジア・欧米豪
訪日外国人旅行者の意向調査」（令和2年8月公表）

・ 昨年６月アジア・欧米豪１２地域の海外旅行経験者約６千人を対象とした緊急調査を実施。その結果、新型コロナ収
束後に海外旅行をしたいかという問いについて、「思う」「どちらかといえば思う」と回答した人は、８割を超え(図表1-2)、
旅行先として国では「日本」、地域では「関西」の人気が高く、コロナ禍においても関西へのインバウンド需要は健在 (図
表1-3、図表1-4)。
・ 従来の関西観光の主要目的であった「食」や「文化体験」へ期待される一方、コロナ禍により旅行者の「衛生面」、
「３密回避」への関心が高いことが窺える(図表4)。



国土交通省近畿運輸局国土交通省近畿運輸局

業種別ガイドライン 旅行者向け「新しい旅のエチケット」

【宿泊関係業界】
作成主体：日本ホテル協会、全国旅館ホテル

生活衛生同業組合連合会、日本旅館協会、
全日本シティホテル連盟

【旅行関係業界】
作成主体：日本旅行業協会、全国旅行業協会

【貸切バス】
作成主体：貸切バス旅行連絡会（日本バス
協会、日本旅行業協会、全国旅行業協会）

【タクシー】
作成主体：全国ハイヤー・タクシー連合会

等

・業界団体が感染症専門家に助言を受

けながら作成。(国は指導・助言)

・最新の状況・知見等に対応して随

時見直していく。

・各エリア・場面ごとにおける留意点、

対策等を規定。

・旅行者視点での感染防止の留意点等をまとめた「新しい旅のエチケッ

ト」（発行元：旅行連絡会※、協力：国土交通省・観光庁）を公表・周知。
※旅行連絡会・・・交通機関や宿泊・観光施設等の旅行関係業界の業界団体等で構成

（例）

３

感染拡大防止策の支援

サーモグラフィーによる
モニタリング

非接触体温計の導入 換気設備の導入

３.GoToトラベル事業の実施を通じた感染拡大防止策の徹底

・ GoＴoトラベル事業は、参加する観光関連事業者と旅行者の双方において、互いに着実に感染症拡大防止策を
講じることを求めており、「安全で安心な新しい旅のスタイル」を普及・定着させることを目的としたもの。
・ 近畿運輸局においても、GoＴoトラベル事業に参加登録している宿泊施設に対して、感染症拡大防止策の実施
状況の調査を実施し、改めて日本の宿泊施設の衛生環境の質の高さを実感。これは、ウィズ又はポストコロナの
下で、訪日外国人旅行者を増やしていく上でのセールスポイントに。

宿泊施設での感染症拡
大防止対策状況調査

（大阪府内）



国土交通省近畿運輸局国土交通省近畿運輸局４．新技術を活用したコロナ対策による安全・快適な車内空間の実現

１．コロナフリーな車内空間の実現 （車内の空気清浄）

２．車内空間の状態の「見える化」 （清浄効果の表示）

○空気清浄モニター

・ 概要 ： 車内の空気清浄状態をセンサを用いてモニタリングし、
結果をタブレット等により表示

○高性能フィルタによりウィルスを除去

・ 概要 ： 高性能フィルタ（N100）を有する空気清浄機により、ウイルスを除去
（タクシーの場合、４分でウイルスを１／１０００まで低減）

（装着数の目安 ： タクシー１装置程度、大型バス２装置程度）

吸込部

吹出部
（全周） ★超高効率フィルタ

(0.3μm微粒子を
99.9％以上捕捉） 空気清浄装置

(サイズW213 x H193 xD90 )

令和2年度補正予算案額：３０５億円の内数

感染拡大防止のための新技術を活用した鉄道・バス・タクシー・船舶へのコロナ対策を国庫補助し強力に
推進。旅行中の移動に関し、安全・快適な車内空間の実現等を図る。
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国土交通省近畿運輸局５．誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成
令和2年度補正予算案額：１０２億円

国宝・石清水八幡宮”新しい生活様式”における
祈りのともしび参拝事業【京都府八幡市】

南山城村ユニークベニュー交響曲“茶園の調べ”
実証事業【京都府南山城村】

【事業内容】
・ナイトタイムの高付加価値の観光造成、開発。
・本殿と回廊のライトアップによる演出
・疫病退散を祈るオブジェの展示
・特別な講話と巫女舞の開催
・WEBでのLIVE中継。

【事業内容】
• ICTによる遠隔イベント等にも対応したユニーク
ベニューとしてのメニュー、コンテンツの開発。

• モニターツアーの実施。

事業例 （近畿管内採択件数：88件）

集客力の高い観光イベント、地域の観光資源の磨き上げにより多様な、外国人目線でみて魅力ある滞在

コンテンツを造成すること等により、観光地等の高付加価値化や誘客の多角化を促進する。

５



国土交通省近畿運輸局６．海外向け情報発信の強化・充実

６

国内外で外出制限・自粛等が継続される中で、訪日旅行が不可能な状況であっても、新型コロナウイルス
感染症収束後の訪日意欲を喚起し、「将来的な訪日」、「関西地域への誘客」に繋がる情報発信の強化・充実
を図る。

関西観光本部と連携した取組 関西広域連合と連携した取組
関西広域PR動画制作事業（東アジア市場）
○関西の将来の観光旅客回復につなげるため、関西の安心・安全対

策と併せて観光コンテンツの情報を発信するための映画風のPR動画
を制作。

○コンセプト：「カンサイジーン（IMPRESSIVE KANSAI)」
～関西の人との出会いが まちとの出会いが

心が「ジーン」となる 関西だけの感動の旅へ～

○中国語（繁体字、簡体字）、英語、韓国語のナレーション・字幕で
制作し、関西広域連合HP、Facebook、You Tubeなどで配信

関西広域連合公式YouTubeチャンネル

https://m.youtube.com/channel/UCidEuI
zPtmT_8SaPnHZNXRw/videos

大阪府/滝畑四十八滝

京都市/醍醐寺

関西広域回遊に向けたデジタルプロモーション事業
○関西観光本部運営サイト「The KANSAI Guide」及び、そのサイ

ト内の特集ページ「The Exciting KANSAI」を市場横断的に訴
求するコミュニケーションプラットフォームと位置づけ、当該サイトへの流
入促進を図るため、動画配信プロモーション等を実施した結果、「文
化観光」をテーマにした動画の視聴回数が500万回超えの反響。

○前年度に制作した、 「Nature」「Tradition」「Cuisine」の3テーマ
を切り口とした3種の動画を「The KANSAI Guide」 のほか、
Youtubeでも配信するなど、訪関西意欲の促進に向け、今後を見
据えた取組を継続して実施。

https://kansaiguide
.jp/rt/eng/ https://kansaiguide.jp/exciting/

https://kansaigu
ide.jp/rt/Videos/
動画サイト



国土交通省近畿運輸局国土交通省近畿運輸局７．国内外の感染状況等を見極めた上でのインバウンドの段階的復活

■ 国内外の感染状況等を見極めつつ、感染状況が落ち着いている国・地域から、主催者がビジネストラック
に準じた防疫措置を徹底した形での管理された小規模分散型パッケージツアーを試行的に実施。

１．ツアーの内容
○感染状況が落ち着いている国・地域、ビジネストラック対象国からの出発ツアーを想定
○ビジネストラックに準じた防疫措置を徹底した形の管理された小規模単位での実施（コントロールパッケージツアー）
○感染症や旅行業に精通する専門家の意見も踏まえ、ツアーを選定
○密を避けたポストコロナに相応しい観光メニューを発掘

２．防疫措置の例示
○専用車での移動、観光施設の貸切り、一般客との動線分離
○出入国時のPCR検査の実施
○接触感染アプリの利用
○個人での夜間外出制限
○ツアー内感染防止対策

インバウンドの段階的回復に向けた取組「小規模分散型パッケージツアー」

インバウンドの段階的回復に向け、訪日旅行者と受入地域の双方にとって安全・安心な旅行環境の構築を
目指す実証事業の実施。今後の訪日意欲の喚起を図り、2030年6000万人の誘客につなげる。

実証事業イメージ

感染防止対策を徹底しつつ、管理された小規模分散型パッケージツアー

・出国前検査証明の取得
・接触確認アプリの

ダウンロード 等 密を避けたポストコロナに相応しい観光メニューを優先的に選定 ・出国前PCR検査
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