
インバウンド観光促進のための多様な魅力の対外発信強化 

外務省 
平成２９年３月 
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在外公館では合計1600件を上回る訪日観光促進に資する事業を実施（平成28年度） 

４８４ 

３０７ 

２４８ 

２５１ 

９６ １７８ 

１２６ 

全世界で１６００件強 
         （平成２９年３月集計） 
     （平成２７年度：約１２００件） 

 地域別観光関連事業実施数 

 在外公館を活用した日本の多様な魅力の対外発信 



２ 

 在外公館を活用した日本の多様な魅力の対外発信 

【地方の魅力の発信】 

２１６件 

【在外公館の日常の活動とし
ての訪日観光促進】 

３６９件 

【伝統文化・ポップカルチャー・和食
等の日本の多様な魅力の発信】 

８３６件 

【海外メディアも活用した 
訪日観光促進】 

２１９件 

【その他】 

５０件 

 ジャンル別事業実績数  

在外公館ではあらゆる機会を活用し，工夫を凝らし，訪日観光に繋がる事業を実施 

「日印友好交流年オープニング」在インド大 

「ミュンヘン日本祭り」在ミュンヘン総 「アストロボーイ・テレビ放映記念事業」在コスタリカ大 

「大使によるテレビ番組での和食等日本文化の紹介」在メキシコ大 

「リミニ国際観光展」在イタリア大 

「邦画上映とあわせ，訪日観光をPR」 
在マイアミ総 



4 ３ 

「明日の日本を支える観光ビジョン」の目標，視点，改革 

●政府は，「観光は我が国の成長戦略の大きな柱の一つであり，地方創生への切り札，更には 
 ＧＤＰ６００兆円に向けた成長エンジンである」との認識の下，『明日の日本を支える観光ビジョ
ン』（2016年３月３０日，総理議長の会議にて決定）にて野心的な目標を設定 

目
標 

３
つ
の
視
点
と
１
０
の
改
革 

2015年実績 2016年実績 

1,974万人 2,404万人 

3.5兆円 3.7兆円 

2,514万人 2,845万人 

1,159万人 1,436万人 

20.4兆円 20.9兆円 

（注）2016年は速報値，推計値 



【在外公館の日常活動の一環】 

観光促進を在外公館のトップ・プライオリティの一つに 
在外公館が実施するすべてのレセプションで，ポスター掲示，資料を配布，ビデオを放映する等情報提供を強化。  

【日本の多様な魅力を発信】 

現地行事への乗り込み 
在外公館主催のイベントのみならず，現地で開催される大規模イベントに参加し，集客力，効果を増幅。 
日本に行けば本物に「触れられる」「買える」「体験できる」ことを発信。 

【地方の魅力を発信】 

海外においてもオールジャパンで取り組み 
訪日に直結させるため，ＪＮＴＯ，ＪＥＴＲＯ等と連携を強化，民間企業の活動とも積極的に協力し，情報の発信を拡充。 

「明日の日本を支える観光ビジョン」外務省の役割 

●在外公館において，『準備段階から関係省庁や関係機関と連携しつつ，日本の魅力を広く世界に届
け，欧米豪及び大口新興国マーケット，若年層，富裕層を主なターゲットに親日層を開拓』 

●在外公館等のＳＮＳを活用し，海外メディアでの日本事情に関する報道や放映・配信を効果的に拡
散する。        （『明日の日本を支える観光ビジョン』より） 

●在外公館のコミットメント 

●外務省のコミットメント 

４ 



５ 

派遣，講演会，SNS発信等の手段を駆使し地方の魅力を発信し，訪日を促す。 

 地方の魅力を発信する事業（１） 

日露青年交流センター，札幌大学ロシア語
学科，山形県国際交流センター他と在ハバ
ロフスク総領事館が連携し，ロシア人青年
を北海道・東北へ一週間派遣し，訪問先の
観光情報のレポート記事をSNS上に掲載。
外国人青年層の目から見た同地域の魅力
が広く発信された。 
 
 
 

【2016年日露青年交流事業】 

◆ロシア（ハバロフスク） 
「ロシア青年による北海道・ 
東北観光情報発信」 
（平成28年5月）   

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

◆中国（香港）・韓国 
「九州の魅力あふれる列車の紹介」 

（平成28年10月）  

熊本地震を受けた九州観光支援策として，
「ななつ星in九州」等を手がけるデザイ
ナー・水戸岡鋭治氏を香港，韓国に派遣。
日本の公共空間デザインの魅力とともに，
デザインした列車が走る九州地方の魅力
を発信。大使館，友好団体，大学等で講演
会を開催し，更に，大型パネル約100枚か
ら構成されるパネル展示を実施。現地紙，
ウェブメディア共に多数が取り上げ，幅広
い広報が実現できた。 

【日本ブランド発信事業】 

◆外務省本省ＳＮＳでの発信 
「九州の魅力の発信」  
（平成28年8月～9月）  

昨年４月の熊本地震後，九州全土での訪
日観光客の急減といった間接損害を受け，
外務省の英語版facebookやtwitter，外務
省制作の動画等も活用しつつ，14回シリー
ズで九州各地の魅力を発信。在外公館の
ネットワークを活用し，現地語も含め再発
信。回によっては，１万件を超える再生回
数となった。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji-Ivvpr_RAhUHTbwKHVVGDt4QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/miuraa/desingvehicle/&psig=AFQjCNFGHQRIIERLEEkrJV6z35Yth4Tk7w&ust=1484403142255429


６ 

イベントや展示会を活用し地方の魅力を発信し，訪日を促す。 

 地方の魅力を発信する事業（２） 

夏の風物詩として定着し，１万人の集客が
ある「ミュンヘン日本祭り」で，島根県大田
市の土江子供神楽を披露。大蛇のダイナ
ミックな舞に観客の大きな歓声があがった。
また，会場内に設置した観光誘致ブースに
は，日系の旅行関係企業も参加。地方公
共団体から提供された訪日観光資料は大
変好評で，昨年を上回る数が配布された。 
 
 

【在外公館文化事業】 

◆ドイツ（ミュンヘン） 
「ミュンヘン日本祭り（土江子供神楽）」 

（平成28年7月）   

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

◆マレーシア，フィジー他 
「巡回展『美しい東北の手仕事』」 

（平成28年度）  

陶芸，漆芸，染色，金工，竹細工等，多岐
にわたる分野で，古代から受け継がれる美
しい東北の手仕事を紹介。世界で巡回して
おり，平成28年度はマレーシア，フィジー，
ミャンマー，スリランカ等で展示。来場者の
多くから，更に日本文化に触れてみたく
なったとの感想が寄せられた。 
 

 
 

【国際交流基金事業】 
 

四国アイランドリーグplus ALL STARS選抜
チームとオタワの地元チームとの公式戦の
際，試合会場にて，日本の観光やJETプロ
グラムの紹介，キッズ・コーナーから成る日
本文化紹介ブースを設置した。又，民謡会
による阿波踊りや日本式応援の実演も行
い会場を盛り上げた。公邸にて選手及び関
係者を招きレセプション開催し，和食及び
日本酒の提供を行った。 
 

【スポーツ推進事業】 
 

◆カナダ（オタワ） 
「四国アイランドリーグのオタワ遠征」 

平成28年6月）  



７ 

日本が誇る伝統文化を海外に届け，「本物」に触れるための訪日を促す。 

 日本の伝統文化の魅力を発信する事業 

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

◆フィンランド・英国・フランス 
「江戸切子の講演会・意見交換」 

（平成28年９月）  

日本の伝統工芸士（江戸切子）・堀口徹氏
を派遣し，デザイン大国フィンランド，カット
グラスを日本に伝えた英国，カットグラス産
地のストラスブールに派遣。同氏は江戸切
子の可能性を広げるべく海外でも商品を展
開。派遣の際は，講演やメディア取材を通
じ，広く江戸切子と日本文化の魅力を伝え
た。 
 

 
 

【日本ブランド発信事業】 
 

◆米国（デトロイト） 
「International Tea ＆ Coffee Festival」 

（平成29年1月）   

デトロイト美術館で行われたお茶・コーヒー
に関する展示を行うイベントにて，煎茶の
試飲・茶菓子の試食を提供。約2000人が
ブースを訪れた。またステージでは着物
ファッションショーと茶道デモンストレーショ
ン等を実施。書道デモンストレーションでは，
観客が固唾をのんで，パフォーマーの筆裁
きに見入っていた。 
 

◆コスタリカ 
「狂言ワークショップ・野村萬斎狂言公演」 

（平成28年８月）   

狂言師・深田博治氏を講師とし，狂言ワー
クショップを実施。その後，ワークショップに
参加したコスタリカの舞踏家も交え，野村
萬斎氏の狂言公演を開催。600年の歴史
を誇る日本の伝統芸能の舞台に現地の舞
踏家が共演したことで，聴衆に大きな感動
を与えた。参加した舞踏家からは，継続し
て狂言を習いたいとの声が聞かれた。本
事業については，主要紙「la Nacion」や人
気情報番組「TELECLUB」が大きく報じた。 
 

【在外公館文化事業】 



８ 

世界の若者に人気のポップカルチャーを様々な形で発信し，訪日を促す。 

 ポップカルチャーの魅力を発信する事業 

◆ブルガリア 
「アニメ・マンガ・コスプレ大会 

「Aniventure 2016」 
（平成28年9月）  

日本文化月間として，約３か月にわたり伝
統文化，ポップカルチャー，地方の魅力，
科学技術等を発信する計１４件の行事を実
施。その一環で全国アニメ・マンガクラブ
「ＮＡＫＡＭＡ」が主催したアニベンチャーと
いうアニメやゲーム，コスプレ等に関する大
会には，7,000人を超える若者が参加。コス
プレ大会では，「日本国大使賞」を設け，
ヨーロッパ・コスプレ大会への出場権を獲
得したイリナ・ツァプレヴァ氏に授与した。 

【在外公館文化事業】 
  

◆モンゴル 
「日本ポップカルチャー・フェスティバル」 

（平成28年8月）  

若者層をターゲットとしたポップカルチャー
フェスティバル（約7000人を集客）を実施。
コスプレコンクール，アニソン選手権に続き，
平成26年度国際マンガ賞最優秀賞受賞者
（モンゴル人）らを審査員として，即興４コマ
マンガ大会を開催。またＪＮＴＯブースを設
置，ステージで訪日観光ＰＲ映像を披露す
る等，多くの来場者に観光地としての日本
の魅力も発信する機会となった。 
 

【在外公館文化事業】 
 

若年層を中心に約1万2千人が集うハワイ
州最大のアニメイベントの会場に，日本文
化・地方紹介ブースを設置。日本各地のア
ニメの聖地がわかるアニメマップ（JNTO作
成）や，関連する日本各地の観光パンフ
レットを配布。アニメマップは特に好評で，
是非訪日したいとの声も聞かれた。 
 
 

【在外公館文化事業】 

◆米国（ホノルル） 
「アニメ関連イベント『Kawaii Kon』 

における日本文化紹介」 
（平成28年4月）  

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 



９ 

日本の風土・文化に育まれた和食及び日本産酒類の魅力を海外に広め，訪日を促す。 

 和食・日本酒の魅力を発信する事業 

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

◆英国（エディンバラ・ロンドン） 
「和菓子職人によるアフタヌーンティー」 

（平成29年2月）  

和菓子職人・井上豪氏を派遣。特にエ
ディンバラでは，最高級ホテル主催のアフ
タヌーンティーの会「SocieTEA」の会員を
対象に，トークとワークショップ，デモンス
トレーションを実施。和菓子の魅力を発信
した。インバウンド観光促進のターゲット
の一つである富裕層のほか，食品業界の
雑誌関係者も招待するなど，より広い層
への情報発信にも努めた。 

【日本ブランド発信事業】 
 

◆クウェート 
「クウェートテレビでの日本食実演放映」 

（平成28年6月）  

在クウェート大使館が，現地の「クウェート・
テレビ」の取材を受け，日本食を紹介。料
理人の日本食の実演に加え，大使夫人が
巻き寿司の実演を行った他，大使は日本
の食文化や日本とクウェートの関係に関す
る質問にも答えるなど，広く日本を紹介す
る機会ともなった。 

◆米国（ホノルル） 
「日本酒紹介事業「月見の宴」」 

（平成28年12月）  

数十銘柄の日本酒の試飲及びそれに合
う和食の試食イベントを開催。日本各地
の日本酒に合わせて，地方紹介のパンフ
レットも配布し，訪日観光誘致にも努めた。
会場では日本舞踊も披露するなど，日本
文化について総合的に発信するイベント
となった。 
 
 

【在外公館文化事業】 
 



１０ 

在外公館の活動の様々な機会を活用した取組 

スポーツ交流，子供向けイベント，旅行誌への掲載等，あらゆる機会を活用し，訪日を促す。 

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

2016東京国際ユース（Ｕ-14）サッカー大会
で優勝したボカ･ジュニアーズの選手16人
他を公邸に招き交流会を開催。選手らの
訪日が，現地国民による日本への注目を
一層高め，訪日観光へ繋がることを期待し，
マスコミ関係者も一緒に招待。主要紙，
ネット情報サイト等に広く取り上げられた。
また，ボカ・ジュニアーズのＳＮＳでは「いい
ね」が２万８千件を超える等大きな反響が
あった。 

【スポーツ外交推進事業】 

◆スイス 
「浜松ﾍﾞﾙﾝ児童絵画交流」 

（平成28年5月）  

ベルン美術館パウル・クレー・センター内の
子供向けアトリエ内にて，浜松市とベルン
市の小学生の絵画展を実施。イベントでは
静岡県や浜松市の訪日観光広報資料や
日本のお菓子を配付した。参加した子供た
ちからは，日本のことをもっと知りたくなっ
た，日本のお菓子がとてもおいしかったと
の声が聞かれた。 
 

 
【在外公館文化事業】 

 

◆アルゼンチン 
「ボカ・ジュニアーズＵ－１４との交流」 

（平成28年6月）   

◆フィリピン 
「旅行専門誌『Travel Now』への掲載」 

（平成29年）   

現地で影響力の大きい旅行専門誌「Travel 
Now」に，訪日観光促進につながる日本の
観光地等の魅力を紹介する在フィリピン大
使のインタビュー記事を掲載。北海道，東
京，神奈川，京都，大阪，長崎等の各地魅
力を伝えるとともに，ラーメン，寿司，天ぷ
ら，焼き肉，お好み焼き，たこ焼きといった
おすすめグルメ情報も紹介。 



１１ 

海外メディアやＳＮＳを活用した事業 

◆カンボジア 

「カンボジアのメディアによる 
日本取材と発信」 
（平成28年4月） 

ANAの直行便就航時にANAとの協力でTV
３社，新聞４社，ウェブニュース１社を日本
へ招へい。日本での取材をもとにカンボジ
ア現地のTV，新聞，ウェブ，SNS等で発信
してもらった。のfacebookへもシェア。また
在カンボジア大使館は，facebookを活用し，
現地語での訪日観光情報や大使の１分動
画などの日本関連情報の発信を強化。「い
いね」数が３万件に達した。 

【外国報道関係者招へい】 
 

現地の新聞・テレビ等のメディアを活用し，訪日を促す。 

◆アジア始め11か国・地域，ロシア 

「山口外国記者招へい・プレスツアー」 

「ロシアテレビ局による日本特集番組放映」 
（平成28年12月） 

プーチン大統領訪日に先立ち，アジア5か
国・地域からの招へい記者と在京特派員
による山口県プレスツアーを実施。錦帯橋
や元乃隅稲荷等を取材し，各国で山口の
魅力を伝える記事が掲載された。また，ロ
シアの主要全国テレビ局「ロシア１」を招へ
いし，旅行番組「徒然紀行」を制作。ロシア
全土に向け，観光スポット，生活などを２回
シリーズで放映。  
【報道関係者招へい・FPCプレスツアー】 

【外国テレビチーム招へい】 

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

イベリア航空による東京－マドリードの直
行便就航式典が開催され，在スペイン大
使が出席。「在スペインの邦人・日系企業
にとって長年の悲願」と挨拶し，１８年ぶり
の復便を祝った。本就航については現地
の２５ものメディアが報じた上，NHKニュー
スビデオを在スペイン大使館のSNSで発信
したところ，大きな反響があった。同便の就
航により，より一層日本観光への関心が高
まっている。 

 
 

◆スペイン 
「イベリア航空による東京－マドリードの 

直行便就航式」 
（平成28年10月）  



「地方を世界へ」プロジェクトでの取組 

外務大臣が地方を訪問し，その魅力を世界へ発信。外務省SNSでの発信に加え，同行す
る駐日外交団や招へい記者からも，記事やＳＮＳを通し海外へ発信され，訪日を促す。 

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】 

１２ 

岸田大臣及び武井大臣政務官が，駐日外
交団と共に宮城県を訪問し，宮城県の名
産品や名所を世界にPRするとともに，「力
強く復興している東北の魅力をグローバル
に発信するには」と題したシンポジウムを
開催。この訪問に同行した，在京イスラエ
ル大使及び在京インド大使が，本件訪問と
宮城県の魅力について，それぞれの大使
館のフェイスブックから世界に向けて発信。 

◆駐日外交団によるSNS発信 

「大臣の宮城県訪問」 

（平成28年11月） 

中・東欧6か国及びアジア6か国の招へい
記者グループが九州を訪問し，佐賀県知
事，熊本県高森町長及び益城町長へのイ
ンタビュー，益城町「復興市場屋台村」や熊
本城の復興状況，黒川温泉，豊前街道等
の観光資源を取材。タイ，インドネシア，中
国，インド，セルビア等の有力紙に多数の
記事が掲載された。 
 
     【外国報道関係者招へい】 
 
 

 
 

 

◆招へい記者による発信 

「セルビア・タイ・インドネシアのメディアによ
る日本取材と発信」 

（平成29年3月） 

岸田大臣及び武井大臣政務官が，駐日外
交団と共に熊本県を訪問。同行した大使は
南阿蘇鉄道，益城町「復興市場屋台村」，
熊本城等の視察を通し，震災復興の状況
や，豊かな観光資源を有する熊本の魅力
に直に触れた。その様子に関し，在京スイ
ス大使及び在京インド大使がそれぞれの
大使館のフェイスブックから世界に向けて
発信。 

◆駐日外交団によるSNS発信 

「大臣の熊本県訪問」 

（平成29年３月） 


