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「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

2017年実績 2018年実績

2,869万人 3,119万人

4.4兆円 4.5兆円

3,266万人 3,636万人

1,761万人 1,945万人

21.1兆円 20.5兆円
（出典）観光庁，JNTOウェブサイト
※外国人リピーター数について
は，訪日外国人旅行者数に，訪日
外国人消費動向調査による２回目
以降の訪日割合を乗じて算出した
推計値。



「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。
●ビザ緩和を戦略的に実施。 （『明日の日本を支える観光ビジョン』より）

【在外公館の日常活動の一環】

観光促進を文化，スポーツ交流と一体として在外公館のトップ・プライオリティに
在外公館が実施する全てのレセプションで，ポスター掲示，資料配布，ビデオ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，他省庁，国際交流基金，ＪＩＣＡのほか，ＪＮＴＯ，ＪＥＴＲＯ，ＣＬＡＩＲ等と連携強化，民間企業
の活動と積極的に協力し，情報発信を拡充。

●在外公館のコミットメント

●外務省のコミットメント

２０２０年の目標達成を念頭に，２０３０年を見据え，文化，和食，スポーツ発信を強化
２

現時点での重点的な取組



ビザの戦略的緩和

３

2018年の訪日客数は，全体で3,119万人，うち，中国：838万人（前年比14％増），
インド：15.4万人（前年比13％増），ロシア：9.5万人（前年比23％増），フィリピン：
50.4万人（前年比19％増）と過去最高を記録。

●中国（2009年に北京，上海，広州の3公館に個人観光査証を導入。2010年に個人査証の発給対象を全国に拡大以降，段階的なビ
ザ緩和を実施。）

一部大学生・卒業生等の個人観光一次ビザ申請手続き簡素化の対象校拡大（75校から1243校に拡大）
（2019年）

数次ビザの発給対象者の拡大（過去３年に２回以上の訪日歴に対し，経済力証明書の提出を免除）（2019年）

●インド（2014年に数次ビザ導入以降，段階的なビザ緩和を実施。）
数次ビザ申請手続きの簡素化 （原則として納税証明書のみで渡航し弁能力を証明） （2019年）

数次ビザの発給対象者の拡大（９０日・５年）（過去３年間に２回以上の訪日歴に対し，他の要件なしに数次ビザを
発給） （2019年）

●ロシア（2017年に数次ビザ導入を含むビザ緩和を開始。）
団体観光パッケージツアー参加者用短期滞在一次査証の導入（１５日又は３０日）（2018年）

●フィリピン（2013年の数次ビザ導入以降，段階的なビザ緩和を実施。）
商用目的，文化人・知識人に対する数次ビザの緩和（最長有効期間10年への延長，発給対象者の拡大等）
（2018年）

最近の主要なビザ緩和



４

在外公館では合計2300件を上回る訪日観光促進に資する事業を実施（平成30年度）

673

459

243

428

172200

174

全世界で約2300件
（平成３０年度分（平成３１年３月集計））

（平成２９年度：約１８００件）

地域別観光関連事業実施数

２０２０年に向けた日本の多様な魅力の対外発信



５

大規模な日本文化紹介・交流事業やジャパン・ハウスの活用により，日本の多様な魅力を
丸ごと発信し，訪日を促す。

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】

◆インドネシア
日本インドネシア国交樹立
60周年記念事業 「日本村」

（平成30年９月）

１ 日本文化を丸ごと紹介（１）

◆フランス
「ジャポニスム2018」

（平成30年７月～31年２月）

平成28年12月の日露首脳会談の際に，
人的交流の拡大策の一つとして，2018年
に「ロシアにおける日本年」及び「日本に
おけるロシア年」を開催することを発表。
政治，文化，経済，科学技術，教育，青
年・スポーツ交流，自治体間交流など
様々な分野での事業を実施中。歌舞伎，
日本絵画展，流鏑馬などの大型文化行事，
武道交流，地域間交流などを通じて，日
本の魅力をロシア全土で発信。

日仏両国が連携し，芸術の都フランス・
パリを中心に“世界にまだ知られていない
日本文化の魅力”を紹介する大規模な日
本文化総合行事を開催。2018年７月から
2019年２月まで，フランスのパリを中心に
展覧会，舞台公演，日本映画上映等様々
な文化事業を大規模に実施。柔道企画の
他，日本の祭りや和食・日本酒紹介など
の企画を通じ，地方の魅力や日本産品の
発信も実施。
昨年７月の開幕からの来場者数は，３５
０万人に上った。

◆ロシア
「ロシアにおける日本年」
（平成30年～令和元年６月）

日本インドネシア国交樹立60周年記念
事業運営委員会と大使館の共催にて，一
般財団法人自治体国際化協会及び多くの
地方自治体と連携し，各自治体の文化･
食・観光PRブースを設置。また，切り絵作
家によるトクショー及び作品展示，生け花
デモンストレーションやバトミントン親善試
合等様々なイベントが行われた。
その他，60周年を記念して，数多くの記
念事業が認定され，平成30年を通じ実施
された。周年事業は毎年複数の地域・国と
の間で実施され，対日理解促進に貢献し
ている。



６

大規模な日本文化紹介・交流事業やジャパン・ハウスの活用により，日本の多様な魅力を
丸ごと発信し，訪日を促す。

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】

日米関係をより重層的に強化していくた
めに，全米で日本の文化・芸術を紹介す
る「公式企画」を実施するとともに，期間中
に官民が実施する日本文化紹介事業，日
米交流事業を「参加企画」として認定。『源
氏物語』展やジャパン・ナイトにおける公
演等が予定されている。

◆東南アジア
「響きあうアジア2019」

（平成31年３月～令和元年12月）

１ 日本文化を丸ごと紹介（２）

日本と東南アジアの文化交流事業を幅
広く紹介する祭典。国を超え共に創り上
げた舞台芸術，映画から，東南アジア選
抜チーム「ASIAN ELEVEN」と日本チーム
によるサッカー国際親善試合，“日本語
パートナーズ”のシンポジウムまで，珠玉
のイベントの数々を楽しめる機会を日本
及び東南アジア各地で提供する。

◆米国
「Japan 2019」

（平成31年３月～令和元年12月）

◆英国
「英国における日本文化季間」
（平成31年～令和２年）

2017年8月，日英両首脳間で，2019年
ラグビー・ワールドカップと2020年東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会を橋渡
しする形で，英国において「日本文化季
間」を開催することに合意。
文化・芸術分野の交流，医療・科学技
術・産業分野等におけるイノベーションや
先端技術まで，今日の日本が有する多面
的な魅力を伝え，また地域や草の根でこ
れまで行われてきた手作りの活動を更に
促進し，長期的に両国間に残るレガシー
を創ることを目指す。
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（注）スキーム使用の場合【スキーム名】

１ 日本文化を丸ごと発信（２）

◆英国
ジャパン・ハウス ロンドン

開館記念行事
（平成30年９月）

◆ロサンゼルス（米国）
ジャパン・ハウス ロサンゼルス

全館開館記念行事
（平成30年８月）

◆サンパウロ（ブラジル）
ジャパン・ハウス サンパウロ
「和牛と泡盛の夕べ」
（平成30年８月）

ショッピングモールや美術館等が立ち並
ぶ，サンパウロ中心のパウリスタ通りに平
成29年４月開館。平成31年２月末までの来
館者数は約138万人。
平成30年８月には，ブラジル連邦議会関
係者，日系社会関係者，日本食レストラン
関係者，メディア関係者等約100名の参加
を得て，和牛と泡盛のPRイベントを盛大に
開催。日本からは，宮腰総理補佐官（当時）
が出席。鹿児島県産和牛の調理実演，日
本の泡盛マイスターと現地バーテンダーに
よる泡盛を使用してのカクテル・パフォーマ
ンス等も行われた。

富裕層が多く住み，店舗が建ち並ぶ人通
りの多いケンジントン地区に所在。平成30
年６月に開館， ９月に開館記念行事が行
われ，日本から麻生副総理，英国王室から
ケンブリッジ公爵殿下が御出席。地域の魅
力発信事業の第一弾として，同年９月から
10月にかけて，新潟県燕三条の金属加工
文化を紹介する「燕三条金属の進化と分
化」展が開催された。

平成31年２月末時点の来館者数は約35
万人。

アカデミー賞授賞式会場のドルビー･シア
ター等が入居するハリウッド中心地の施設
に所在。平成29年12月にギャラリーや
ショップがある２階部分を先行開館。平成
30年８月，５階を含む全館が開館。全館開
館記念式典には，河野外務大臣を始めと
する日本政府関係者，米国議会・地方政
府関係者，日系社会関係者，メディア等約
800名が出席。X JapanのYOSHIKI氏によ
るピアノ演奏等が行われ盛り上がりを見せ
た。
平成31年２月末時点の来館者数は約
21.3万人。

大規模な日本文化紹介・交流事業やジャパン・ハウスの活用により，日本の多様な魅力を
丸ごと発信し，訪日を促す。
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２ スポーツ交流を盛り上げる（１）

２０１９年にはラグビーワールドカップ日本開催。スポーツを交流の契機とし，訪日を促す。

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】

◆欧州議会（ブリュッセル）
ラグビーワールドカップ2019日本大会

開催記念イベント
（平成31年2月）

欧州議会内において，EU日本政府代表
部とマクラーキン欧州議会議員との共催
で，ラグビーワールドカップ2019日本大会
開催記念イベントを実施。ラグビーワール
ドカップ2019日本大会成功議員連盟会長
を務める中谷元衆議院議員を始めとして，
欧州議会ラグビー議連を中心とした欧州
議会議員，同ワールドカップ参加国の各
国大使，ワールドラグビー国際関係部長
等が参加し，大盛況のイベントとなった。
同イベントでは，寿司を始めとする日本料
理が好評を博したほか，お土産として配
布した焼酎も大好評であった。

◆メルボルン（豪州）
車いすテニスオープンでのイベント開催

（平成31年1月）

総領事館とテニス・オーストラリアの共催
で，全豪オープンの前哨戦となるメルボル
ン車いすテニスオープンに合わせ，イベン
トを開催。車いすテニスの魅力を描いたア
ニメを上映し，主演の国枝選手の解説によ
り，会場は大変な盛り上がりをみせた。ま
た，日本酒及び公邸料理人による寿司，お
好み焼き，飛騨牛の提供を行い，選手や
コーチを含む大会関係者が長蛇の列なし
た。2020年に向けた広報とともに，日本が
多様で包括的な社会の実現に向け積極的
に取り組む姿勢を効果的にアピールする結
果となった。

◆コンゴ民主共和国
大使杯空手大会
（平成31年２月）

大使館とコンゴ民主共和国空手連盟との
共催で，４部門（男子組手，女子組手，男
子型，女子型）の空手日本大使杯を開催。
同大会に，同国で人気スポーツである空
手の愛好家やプレス関係者を広く招待す
ることを通じ，日本の武道だけでなく，2020
年オリンピック・パラリンピック東京大会の
広報を行う機会ともなった。

【在外公館文化事業】
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２ スポーツ交流を盛り上げる（２）

２０１９年にはラグビーワールドカップ日本開催。スポーツを交流の契機とし，訪日を促す。

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】

◆モザンビーク
日本国大使杯柔道トーナメント

（平成30年11月）

◆マレーシア
アイスホッケー指導者の派遣

（平成30年11月）

日本アイスホッケー連盟の協力を得て，
日本のアイスホッケー指導者5名をマレー
シアへ派遣。首都クアラルンプール近郊の
スタジアムにおいて，ホッケー選手，コーチ
等延べ425名に対し，技術指導，トレーニン
グ指導，栄養指導等を行った。また，同ス
タジアムにおいて，５日間の指導セッション
終了式が開催された際には，現地日本大
使館が，同国アイスホッケー連盟関係者，
国際アイスホッケー連盟関係者を交えた交
流レセプションを実施した。

【スポーツ外交推進事業】

大使館及びモザンビーク柔道連盟の共催
にて，モザンビークの青少年柔道選手を対
象に，日本国大使杯柔道トーナメントを開
催。JOCV隊員（柔道専門）が活動する孤
児院にて，平成30年８月に日本政府よりモ
ザンビーク柔道連盟に供与した柔道畳を敷
いて実施された。池田大使より，参加した
各道場代表選手に対して記念メダルを贈
呈。

【在外公館文化事業】

宮崎県都城市は，１９９９年にウランバー
トル市と友好交流都市を提携し，東京オリ
パラにおいてはレスリング競技でモンゴル
のホストタウンに登録されており，スポーツ
等を通じた活発な青少年交流を実施。
在モンゴル日本国大使館では，モンゴル
のホストタウンに登録されている自治体の
交流を紹介する広報誌を作成し，同市の取
組についても掲載した他，天皇誕生日祝賀
レセプションにおいて同市から提供された
地元産の和牛をＰＲするなど，ホストタウン
交流や地方の魅力発信について側面支援
を行った。

◆モンゴル
ホストタウン交流他
（平成30年度）
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インバウンド観光客の伸びが期待できる国における様々な取組。

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】

３ 伸び代の大きい国への発信

◆ミュンヘン（ドイツ）
姉妹『城』関係意見交換
（平成30年７月）

◆インド
「日本酒の夕べ」
（平成30年９月）

大使公邸にて，日本酒の魅力を現地飲
食関係者に伝えるため，日本酒プロモー
ションイベントを開催。日本酒造組合中央
会の協力で日本から４つの蔵元と社団法
人ミス日本酒の協力でミス日本酒2018が
参加。試飲会の他，各蔵元と当地ホテル
関係者及び輸入業者とのビジネスマッチ
ングを行った。また，平成30年3月に日印
間で合意した水産物衛生証明書による日
本産水産物輸入第一号イベントとして，日
本産水産物を用いた寿司の提供，日本
食・日本産水産物のプロモーションも併せ
て実施。

ドイツのノイシュタインバイン城と姫路城
は「姉妹『城』」となっており，姫路市長が
訪独した機会を捉え，同市長及び独日協
会役員による城の歴史に関する講演を大
使館が主催。会場では，日本紹介パンフ
レットを配布。続けて，総領事公邸に観光
関係企業等を招待し，今後の姉妹城関係
強化等につき意見交換も実施した。

◆中国
日本映画上映会

（平成30年10月～31年1月）

日中平和友好条約締結40周年記念とし
て，平成30年10月より重慶，広州，深セン，
北京，上海，成都の６都市で，日本映画
の上映会を実施。日本で大ヒットした『カメ
ラを止めるな！』を中国で初めて上映した
ほか『家族のはなし』を海外初上映。チ
ケットは即完売する回もあり，約２万人近
くの観客が日本映画を楽しんだ。

【国際交流基金事業】



１１

文化の力で幅広い層に訴求。

４ 現代文化から伝統文化まで（１）

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】

◆東京
第12回日本国際漫画賞授賞式

（平成31年２月）

日本から世界に広がるマンガ文化を通じ
て国際交流と相互理解の和を広げることを
目的に平成19年に創設された国際漫画賞。
受賞者を10日間程度招へいし，日本の漫
画家との懇談及び関連団体訪問の機会を
提供。本年の第12回では，68の国と地域
から331作品の応募があり，最優秀賞1作
品（中国），優秀賞3作品（英国，中国（香
港），ベルギー），入賞11作品が選ばれた。

在シンガポール大使館ジャパンクリエイ
ティブセンター（JCC）が日本の企業である
Manga Designers Lab.(MDL)と共催で日
ASEAN45周年記念イベントとして，平成30
年7月21日～8月11日，JCCにおいて，「世
界をつなぐマンガデザイン展」を開催。MDL
が，本デザイン展の機会に作成した
ASEAN＋日本の外相の似顔絵（マンガ風）
を，平成30年８月にシンガポールで開催さ
れた日ASEAN関連外相会議等において，
河野大臣より，ASEANの各外相に贈呈。

◆ASEAN
日ASEAN外相似顔絵（マンガ風）

（平成30年8月）

◆ニューヨーク（米国）
英語落語独演会及び和食レセプション

（平成30年７月）

カナダ人落語家・桂三輝（かつら・さん
しゃいん）氏のNY滞在の機会をとらえ，英
語落語独演会及び公邸料理人・神谷賢二
氏による和食レセプションを大使公邸にて
開催。観客からは，桂三輝氏の身振り手振
りを存分に使用した話芸に大きな賛辞が
送られた。また，日本食材が数多く登場す
る落語演目「ちりとてちん」の上演の後，当
該演目とも関連する和食を提供。落語と和
食に連関性を持たせたことで観客からも好
評を得た。



１２

文化の力で幅広い層に訴求。

４ 現代文化から伝統文化まで（２）

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】

◆スペイン
「ジャパン・ウィークエンド」
（平成30年９月）

マドリード見本市会場（IFEMA）で開催さ
れた日本のアニメ・マンガイベントに大使
館が参加。会場内に日本スタンドを設置し，
日本スペイン外交関係樹立150周年記念
パネル展や，伝統的な日本家屋での写真
撮影，マルコス・サラ氏による薙刀と居合
術の実演，J-POP・アニメ/ビデオゲーム
ソング歌手ナナオカベ氏による小ステージ
を実施。

【在外公館文化事業】

◆セントルイス，マイアミ，ナッシュビル（米国）
◆バンクーバー（カナダ）
「忍者の神秘と精神」
（平成30年８-９月）

伊賀流忍者博物館を拠点に活動する阿
修羅知之助氏が，米国（シカゴ，マイアミ，
ナッシュビル）及びカナダ（バンクーバー）
を訪問し，忍術に関する講演及びデモンス
トレーションを実施。各会場では定員を上
回る聴衆が集まった。講演では，必ずしも
正確に理解されていない忍者の世界につ
いて解説し，またデモンストレーションでは，
多くの聴衆が楽しめるよう工夫を凝らした
参加型の忍術披露を行った。

【日本ブランド発信事業】

日本語教育の普及啓発を目的に，J-
POP・アニソンの発音・歌唱力等を競うコ
ンテストを大使館が主催（今年度で10回
目）。コンテストにおいては，現地アイドル
グループMNL48のパフォーマンスやポ
ケットモンスターの着ぐるみのパフォーマ
ンスが行われ，日本のポップカルチャーを
アピールした。

【在外公館文化事業】

◆フィリピン
「J-POPアニメシンギングコンテスト」

（平成31年2月）



１３

文化の力で幅広い層に訴求。

４ 現代文化から伝統文化まで（３）

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】

◆カメルーン
茶道デモンストレーション
（平成30年９月）

大使館が，日仏茶道交流会と連携し，サ
ブサハラアフリカで初となる裏千家による
本格的な茶道デモンストレーションを，日
本文化紹介イベント会場及び大使公邸に
て実施。政府関係者や文化・教育関係者
等，両日で合計200名近くの参加を得て，
日本の伝統文化を発信した。

【在外公館文化事業】

◆ブラジル
大使によるポップカルチャー講演

（平成30年11月）

ブラジリア大学文学部主催の「第９回中
西部日本研究フォーラム」において，山田
大使が，ポルトガル語にて，「日本のマン
ガ～過去、現在、未来」と題する講演を実
施（聴衆約250名程度）。会場は学生以外
の一般客も含めて満員となり，立ち見も多
数出るほどの盛況であった。講演終了後
は大使及び館員との写真撮影を求める学
生が多数見られた。また，同時に行った
Facebookでの動画中継は閲覧数２６００，
いいね！等２００，コメント７２，シェア５７を
記録。

◆カメルーン
茶道デモンストレーション
（平成30年９月）

大使館の主催により，日本国内外で活
躍するプロ和太鼓チーム「和太鼓 大元

組」による和太鼓と盆踊りの公演をラトビ
アのリエパーヤ市及びリガ市にて実施。
両日合わせ，約1,200人が来場。公演で
は，和太鼓だけでなく，同じく伝統文化で
ある盆踊り，獅子舞も併せて披露され，祭
りの文化を一体として紹介。会場からは
万雷の拍手が沸き起こっていた。

【在外公館文化事業】

◆ラトビア
「和太鼓 大元組」和太鼓と盆踊りの公演

（平成30年７月）



１４

地方公共団体や関係省庁等との連携により，上質な，そして楽しい地方の魅力を発信。

５ 地方の魅力を発信

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】

◆上海（中国）
「大阪の夏祭りを体感しよう！！」

（平成30年6月）

総領事館多目的ホールにおいて，総領
事館と此花区観光協会（大阪）及び大阪市
の共催により，「日中平和友好条約締結４
０周年記念事業 上海パフォーマンスツ
アー 大阪の「夏祭り」を体感しよう！！」を
開催。当日は，150名もの市民の方々が来
場し，本場大阪の出演者22名の見応えあ
る地車囃子（だんじりばやし）や和風創作
ダンス，ユーモア溢れる大道芸，来場者を
交えた河内音頭などにより会場が熱気に
包まれた。
【地域の魅力発信プロジェクト】

◆東京
外務大臣及び福島県知事

共催レセプション
（平成30年12月）

外務省飯倉公館にて「外務大臣及び福
島県知事共催レセプション」を実施し，駐
日外交団，駐日商工会議所，企業関係
者他約300名が参加。また，駐日外交団
による福島県への地方視察ツアーを実
施。これら事業を通じて，福島県産の食
の安全や伝統工芸品，観光やJヴィレッ
ジ等のPRを行い，福島県の復興の現状
や様々な魅力などを広く発信した。
平成30年度には，鹿児島，愛媛県，長
崎県知事との共催レセプションも実施。
【地方創生支援飯倉公館活用対外発信
事業】【地方視察ツアー】

◆カザフスタン
ホストタウン及び日本庭園に関する講演会

（平成30年６月）

大使館，内閣官房東京オリンピック競技
大会・パラリンピック競技大会推進本部事
務局，橿原市（カザフスタンのホストタウ
ン）の共催により，同市から派遣された造
園家による日本庭園の歴史と背景哲学に
関する講演及び橿原市職員によるホスト
タウンを紹介する講演を開催。日本の伝
統文化のみならず，2020年の東京オリン
ピック・パラリンピックやホストタウン事業
についても積極的に発信する機会となっ
た。
【在外公館文化事業】



１５

６ 現地の「日本祭り」及びフェスティバルに参加

オールジャパンで現地大型行事の充実を支援。日本文化・日本事情を発信して，訪日を
促す。

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】

◆豪州
「キャンドルフェスティバル2018」

（平成30年10月）

◆ホンジュラス
アニメ・漫画の祭典「メガコン」

（平成30年11月）

アニメ・マンガの祭典である「メガコン
2018」において，大使館が，日本文化紹
介ブースを出展。寿司・天ぷら等の日本
食サンプルや日本の伝統工芸品の展示，
けん玉・輪投げ・折り紙等の日本の伝統
玩具体験や浴衣の試着体験，習字の実
演等を行い，日本文化を紹介。また，映
像ブースを設置し，農林水産省作成の日
本食紹介映像「“OISHI” TRIP（おいしい・
トリップ）」等を放映。

【在外公館文化事業】

キャンベラ奈良平和公園にて「キャンドル
フェスティバル」が開催され，大使館がブー
スを出展。書道ブース，折り紙ワークショッ
プの他，水風船釣り，けん玉やコマ回しな
どの伝統玩具を通じ，日本の伝統文化の
一端を地元の人々に体験してもらうとともに，
JNTOや一般財団法人自治体国際化協会
（CLAIR）と連携し，観光や文化の広報ブー
スでインバウンドや対日理解の促進に努め
た。ステージ上では，大使，奈良市長及び
アンドリュー・バーACT首席大臣がキャンベ
ラと奈良市の姉妹都市交流提携25周年を
記念した挨拶及びキャンドルの点火式等を
行った。【在外公館文化事業】

◆カンボジア
「絆フェスティバル2019」
（平成31年2月）

カンボジア日本人材開発センター
（CJCC)，大使館，国際交流基金アジアセ
ンターの共催による，カンボジア最大の日
本文化紹介イベント。４日間で23,000人が
来場。日本からストリートダンスグループ
「Area Rock Styler」や「民謡ガールズ」によ
るパフォーマンス，各種日本文化の紹介や
浴衣体験を提供。日本への観光気分を味
わってもらうため，桜や鳥居を設置するな
ど，写真スポットを創出を実施。また，文科
省奨学金の紹介や情報提供も行った。

【在外公館文化事業】



１６

７ 海外の現地の方々とともに，観光促進

海外の現地の方々の目線を通じて日本を紹介。

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】

大使館とモロッコ文化・コミュニケーション
省の共催で，同省内モハメッド・エル・ファ
シ・ギャラリーにて，モロッコ人写真家が撮
影した日本の風景及び人物の写真展を開
催し，２月６日～14日にかけて無料で開放。

【在外公館広報事業】

◆モロッコ

モロッコ人写真家による日本写真展

（平成31年２月）

◆ベネズエラ
日本のマンガに関するワークショップ

及び講演会
（平成30年９月）

ベネズエラのアレスキー・アート・アカデ
ミーのアレスキー・アギラール氏による「マ
ンガの書き方」ワークショップ及びセオ・
アーツ・アカデミーのラウル・ベラスケス氏
による「北斎と漫画」講演会を実施。
ワークショップには，計105名が参加し，
日本の現代文化への関心を深め，また四
苦八苦しながらマンガに挑戦する姿が見ら
れた。

【在外公館文化事業】

アイスランド人の人気シェフが日本を訪
問し，日本の食についてレポートするド
キュメンタリー番組を同国のテレビ局が製
作。大使館が事前に日本に関するブリーフ
を行った。番組放送時（平成30年９～12
月）には，大使館SNSで番組を広報。番組
は計６話，３５分間の特番。「どのエピソー
ドも興味深い。日本に行ってみたくなった」
等のコメントが寄せられた。

◆アイスランド
人気シェフの訪日ドキュメンタリー制作支援

及びSNSによる広報
（平成30年９～１２月）



１７

和食及び日本産酒類の魅力を紹介，味覚を通じて親日層を醸成。

８ 幅広い和食の魅力を紹介

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】

◆トロント，ウィンザー（カナダ）
◆米国（ナッシュビル，ワシントンDC)

日本産ウィスキー
（平成30年11月）

◆シカゴ（米国）

「シカゴ・グルメ」における和食紹介事業

（平成30年９月）

平成30年で11回目を迎え，約１万1000人
が来場するシカゴ圏最大の食のイベント
「シカゴ・グルメ」の機会を捉え，和牛の専
門家として名高い千葉祐士氏を招き，和牛
を含めた和食の魅力につき講演・デモンス
トレーションを実施。併せて農水省が発行
する和食紹介パンフレットやＪＮＴＯ及び各
自治体が発行する観光パンフレット等を提
供し，来場者に対し和食の魅力や観光地
としての日本の魅力を発信した。参加者か
らは，日本を訪問してみたくなったとの前
向きな反応が得られた。
【在外公館文化事業】

近年，日本産ウイスキーの高い品質が海
外でも高く評価され，認知度が広がる中，
鹿児島県にある本坊酒造の久内一氏が，
ウィスキー産地でもあるカナダと米国を訪
問し，日本産ウイスキーの魅力を紹介。
日本産の独特な味わいを，日本独特の気
候・風土，豊富で良質な水，地域性を含
む文化的要素と併せて解説した。講演の
後，参加者には本坊酒造が所有する蒸
留所と熟成所のウイスキーを飲み比べて
もらい，異なる環境がウイスキーの香りや
味わいにいかに変化を与えるかを直接実
感してもらった。【日本ブランド発信事業】

◆ウラジオストク（ロシア）
「札幌ラーメンセミナー」
（平成30年7月）

北海道有数の製麺業者である西山製
麺社及び札幌市でラーメン店を展開する
「麺や琥張玖（こはく）」と協力し，ウラジ
オストクのレストラン関係者及び日本食
材取扱業者を対象に，総領事公邸にて，
日本のラーメン文化に対する理解を深め
るべく，札幌ラーメンの海外展開に関す
る取組及び札幌ラーメンの作り方を紹介
するセミナーを実施。セミナー終了後，立
食形式のレセプションを行い，札幌ラーメ
ンの試食会を実施。



１８

９ 多様な手段を通じた発信

SNSやテレビ等の各種メディアや在外公館の施設活用し，日本紹介。

◆イラン
「ジャパンルーム」
（平成31年１月～）

日本とイランの外交関係樹立から９０年
となるのを記念して，大使館内に日本文
化を体感する「ジャパン・ルーム」を設置し，
一般向けに無料で開放。剣玉や浴衣等の
日本の伝統文化からマンガ・アニメ・ゲー
ム等の日本のポップカルチャーが楽しめる
ようになっている他，ジャパン・ルームの部
屋一面には日本の地方を紹介するポス
ターを約３００枚以上展示し，日本の各地
方の魅力を紹介。

アルゼンチンを始め，複数の在外公館長
が各種SNSに公式アカウントを開設，大使
自身の日常や外交活動，多彩な日本の魅
力を積極的に発信している。
福嶌在アルゼンチン大使は，Facebook，
Twitter，Instagramに大使としての公用ア
カウントを開設し，日本帰国時に自ら撮影
した動画や日本で売られているアルゼンチ
ン産品を紹介するなど，同国民の関心を
引く投稿を行い，高い反響を得ている。

◆レオン（メキシコ）
総領事のテレビ出演
（平成30年５月）

◆アルゼンチン他
在外公館長によるSNS発信

（平成30年５月）

伯耆田総領事が，メキシコ国グアナファト
州の主要テレビ局「TV４」の人気情報番組
「エル・デパ４」に館員とともに出演。
在レオン日本国総領事館の仕事の内容
や，当地で急激に増加している日本企業
や在留邦人の生活，日本の伝統文化や食
文化について紹介するとともに，日本とグ
アナファト州の密接な関係について説明。



１９

１０ 自然災害による風評被害への対応

様々な機会を活用し，被災地を中心とした各地の魅力を発信。

（注）スキーム使用の場合【スキーム名】

大使館と北海道文化放送（UHB）との共
催により，大使館多目的ホールにて北海道
観光振興イベントを開催。北海道の概況，
観光査証制度の緩和（団体観光査証）に関
するプレゼンテーション等の他，UHBが札
幌から招待したおにぎり職人・川原悟氏に
よるパフォーマンス，北海道産食材を用い
た料理等の試食会・懇談を実施した。
約60名の観光関係省庁や観光業者，ロ
シアメディア，在モスクワ邦人プレス等が参
加し，ニュース番組や旅行雑誌でも取り上
げられた。

◆中国
中国記者グループ招へい（宮城県）

（平成30年９月）

◆全世界
◇天皇誕生日祝賀レセプションにおける

訪日観光ブースの設置
◇外務省・在外公館のSNSを通じた発信

（平成30年）

◆ロシア
北海道観光振興イベント
（平成30年11月）

◇ほぼ全ての在外公館にて年に１度開催
される天皇誕生日祝賀レセプションにおい
て，多くの公館が，JNTOや地方自治体，
民間企業と協力しつつ，訪日観光ブースの
設置や観光PR動画の放映等を実施。
◇平成30年７月豪雨，台風21号，北海道
胆振東部地震等自然災害が相次いだこと
を受け，訪日観光に係る風評被害への対
応として，外務省の英語版公式SNS
（Facebook及びTwitter）にて，被災地を中
心とした各地の現状や魅力を伝える写真
や動画を発信。全世界の在外公館のSNS
でもシェアやリツイートし拡散。

石巻魚市場視察の様子

東日本大震災からの復興の様子に関す
る取材機会を提供すべく，中国の５都市
（北京，上海，青島，香港，重慶）から記者
を１名ずつ招へいし，宮城県の取材機会を
アレンジ。村井嘉浩宮城県知事及び戸田
公明大船渡市市長インタビューの他，石巻
魚市場，宮城県水産技術総合センター，石
巻元気いちば，大船渡防災センター，農業
試験場における農産物の放射線検査の様
子等を視察した。被招へい者による，被災
地復興や食品安全をテーマとした事実に
基づく報道へとつながった。
【報道関係者招へい】


