
 

 

 

Ⅳ 観光産業対策 
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○　施策の体系  

　観光産業対策

・ウェブサイトによる情報発信

観光プロモーション等の積極的な展開

・東京の観光公式ウェブサイトの機能強化

・東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした東京観光ＰＲ

・アニメアーカイブ事業

・多摩・島しょ地域観光施設整備等補助事業

ＭＩＣＥ施設の受入環境整備支援

・島しょ地域誘客促進事業

・島しょ地域を活用した縁結び観光プロジェクト

都市間連携によるＭＩＣＥ誘致の推進

・多摩・島しょ地域内観光交通支援事業

ＭＩＣＥの誘致・開催支援

・多摩・島しょ地域旅行商品造成・販売支援事業

・伊豆大島観光復興支援事業

自然と調和した観光

・島しょ地域の観光振興事業

ＭＩＣＥ拠点育成支援事業

学術系国際会議誘致促進事業

・ユニークベニュー利用促進事業

多摩地域におけるＭＩＣＥ拠点の育成支援

・東京アニメアワードフェスティバル

・多摩・島しょの観光資源を活用したＭＩＣＥ開催支援事業

・ＭＩＣＥ情報発信の展開

・ＭＩＣＥプロモーション基盤の強化

・展示会・イベント誘致・開催支援事業

・国際会議誘致・開催支援事業

情報の収集及び発信

・観光マーケティング調査

・旅行地としての魅力発信

・東京圏大回廊を活用した観光振興

・東京都版エコツーリズムの推進

・島しょ地域における観光連携推進モデル事業

外国人旅行者誘致
の 新 た な 展 開

・成長開拓市場における観光プロモーション

・報奨旅行等誘致・開催支援事業

・立上げ型国際会議等準備・開催支援事業

・都立施設におけるユニークベニューの推進

・ＭＩＣＥマーケティング調査

・欧米豪を中心とした富裕層向けプロモーション

・民間事業者と連携した旅行者誘致事業

・ウェルカム・アジアキャンペーン

・「マラソン祭り」を通じた観光振興事業

・ショートショートフィルムフェスティバル

・東京観光レップの運営

魅 力 を 高 め る
観 光 資 源 の 開 発

・多摩・島しょ魅力発信事業

・自然公園を活用した観光振興事業

Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 誘 致 の
推 進

東京都ＭＩＣＥ連携推進協議会の運営

ＭＩＣＥ誘致に向けたプロモーションの展開

・東京から日本の魅力新発見

・地方連携参画型広域プロモーション

イベントを通じた観光振興

・東京国際映画祭
・「TOKYOアニメツーリズム」推進事業
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東京の観光振興を考える有識者会議の運営

観光事業者の災害対応力強化事業 

ビッグデータを活用した観光行動分析実証事業

観光経営・インバウンド対応力強化事業

TOKYO旅館ブランド構築・発信事業

都市観光支援事業

外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙化モデル事業

水辺のにぎわい創出事業

森林資源を活用した観光振興

・デジタルサイネージを活用した観光情報ネットワーク事業

・外国人旅行者に対するＷｉ－Ｆｉ利用環境整備事業

被災地応援ツアー

観光ボランティアの活用

東京都おもてなし・観光基金

観光経営人材育成事業

宿泊施設のバリアフリー化支援事業

宿泊施設における安全・安心向上事業

観光バス等バリアフリー化支援事業

ニューツーリズム事業可能性調査委託

観光インフラ整備支援事業

外国人旅行者受入に係るサービス向上支援事業

富裕層向け通訳ガイドの育成

・有形文化財に係る情報発信事業

・東京観光情報センター多摩の整備

・東京観光情報センター(東京都庁)及び全国観光ＰＲコーナーの整備

・全国特産品等の展示紹介事業

アクセシブル・ツーリズムの推進

・観光案内所の運営

観光案内機能の充実

・広域的な観光案内拠点等整備事業

・広域的な観光案内拠点等の運営

・東京ひとり歩きサイン計画

受 入 環 境 の 充 実

特産品を活かした地域の魅力発信事業

ナイトライフ観光の構築

外国人旅行者の多様な文化・習慣に関する受入環境整備支援事業

・東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業

アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業

・国内外他都市と連携した観光まちづくり推進支援事業

インフラツーリズムの推進事業

東京ライトアップ発信プロジェクト

・地域における観光まちづくりの支援

人材の育成・活用

東京フィルムコミッション事業

ムスリム観光客受入環境整備支援事業

多言語メニュー作成支援ウェブサイト保守・運営

・宿泊業活性化対策

推 進 体 制 の 構 築

観光まちづくり

地域資源発掘型実証プログラム事業

バリアフリー観光の推進

伝統文化発信事業

・ウェルカムボードの設置等

温かく迎える仕組みづくり

多摩の観光・産業振興ネットワーク事業

ユースホステル施設の貸付

・観光事業の企画調整

海外青少年の教育旅行受入促進

・振興育成等

・旅行業者の登録等

観光産業の育成

ＭＩＣＥ専門人材育成
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第１ 外国人旅行者誘致の新たな展開 

 

東京に広く世界から旅行者を誘致するために、官民一体となったブランディングを進めるとと

もに、効果的で的確なプロモーション活動を実施し、東京の魅力を積極的に国内外にアピールし

ていく。 

 
１ 情報の収集及び発信（企画課・受入環境課） 

(1) 観光マーケティング調査 

 ア 観光プロモーションマーケティング調査 

         観光プロモーションを効果的に展開するため、新たに観光プロモーションに取り組む市

場のマーケティング調査を実施する。 

   イ 成果指標 ＫＰＩ（Key Performance Indicator）を用いた効果測定 

     成果指標ＫＰＩを用いて、外国人旅行者誘致施策を行う市場において、施策効果を測定

し、より一層効果的な事業実施につなげる。 

   ウ 観光客数等実態調査 

     今後の観光施策の基礎資料とするため、訪都旅行者数、観光消費額、経済波及効果等を

把握する。 

   エ  国別外国人旅行者行動特性調査 

訪都外国人の行動特性を国別に把握することで、旅行者の特徴を国ごとに明らかにし、 

効果的な観光施策の実施につなげていく。 

   オ 観光スポット周辺のベンチ現地調査 

     都内主要観光スポットにおけるベンチの設置状況等について調査を行い、今後の施策に

生かす。 

 (2) ウェブサイトによる情報発信 

東京の観光公式ウェブサイト「ＧＯ ＴＯＫＹＯ」やＳＮＳを活用し、都内の観光情報を世

界に発信する。 

・「ＧＯ ＴＯＫＹＯ」対応言語： 

９言語 10 種類（日、英、中（簡、繁）、ハングル、独、仏、西、伊、タイ） 

    ・ＳＮＳ（Facebook、Twitter 等）対応言語： 

11 言語 12 種類（日、英、中（簡、繁）、ハングル、独、仏、西、伊、タイ、インドネ 

シア、ベトナム） ※中（簡）については Weibo、We Chat のみ 

 (3)  東京の観光公式ウェブサイトの機能強化 

    海外から数多くの旅行者が訪れる代表的な観光スポットやイベント等に関する情報を外国

人旅行者の目線も踏まえて一層充実するほか、個々の外国人の特別な興味や関心などに対応

した文化等の内容を紹介できるように、総合的で一覧性のあるウェブサイトとして機能強化

を行う。 
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(4) 旅行地としての魅力発信 

東京の観光の魅力を海外へ一層強力に発信するため、アイコンとキャッチフレーズ「Tokyo 

Tokyo Old meets New」を活用し、ＰＲ映像やポスター等のＰＲツール、インターネットを

活用した情報発信、広告展開などに取り組む。また、国内に向けては、ロゴ・キャッチコピー

「& TOKYO」の利用を継続し、民間事業者等と連携したプロジェクトなどを実施する。 

(5) 東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契機とした東京観光ＰＲ 

   ア テレビＣＭの放送やオンライン広告の掲出 

国際的な放送網のテレビＣＭや世界的に知名度の高いニュースサイト、旅行ウェブサイ

ト等を活用し、全世界に向けた効果的なＰＲを展開する。 

   イ 東京観光レップを活用した広告展開 

   東京観光レップのネットワークを活用し、現地で訴求力の高い広告媒体を通じて、東京

の多様な魅力をＰＲし、訪都旅行者の効果的な拡大を図る。 

  ウ 平昌 2018 大会を活用したＰＲ 

   機内誌、屋外広告・空港内広告等の広告媒体を活用し、現地の市民や現地を訪れる人々

への効果的な広告展開を実施し、東京の魅力をＰＲする。 

  エ 世界有数の観光都市との相互ＰＲ 

   パリ、ニューヨーク等世界有数の観光都市と相互に連携して、各都市の魅力を交通広告

等の広告媒体を通じて一般市民向けにＰＲすることで、旅行目的地としての各都市の認知

度を高め、都市間の旅行者の増加を図る。 

 

２ 観光プロモーション等の積極的な展開（企画課） 

(1) 成長開拓市場における観光プロモーション 

経済成長が著しく、今後の訪日旅行者数の増加が特に期待でき、訪都旅行商品を積極的に

造成する必要のある国・地域を対象に、観光関連の民間事業者と連携し、現地旅行エージェ

ントを対象としたビジネスマッチングやセミナーを実施し、東京への観光商品の造成を促進

する。また、メディアへの東京の魅力のＰＲ等を行い、一般市民に向けて東京の観光情報な

どを積極的に発信する。 

 (2) 民間事業者と連携した旅行者誘致事業 

    アジア地域及び欧米豪地域において、旅行博への出展や民間事業者との共同プロモーショ

ン、現地旅行事業者及びメディアの招聘等を実施し、東京の認知度を高めるとともに、旅行

商品の開発・販売を促進する。 

(3) 東京観光レップの運営 

    現地旅行事業者やメディアに対する東京の最新情報の提供やセールス活動、一般市民への

東京観光のＰＲを現地で継続的に行う「東京観光レップ」を設置し、効果的に外国人旅行者

の誘致を図る。 

   ・設置状況：ロサンゼルス、サンフランシスコ（平成 16 年４月～） 

ロンドン、ミュンヘン    （平成 16 年 10 月～） 

ミラノ、マドリード    （平成 18 年４月～） 
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ニューヨーク     （平成 18 年 10 月～） 

シドニー      （平成 20 年５月～） 

パリ         （平成 22 年４月～） 

トロント      （平成 23 年４月～） 

北京、ソウル         （平成 27 年４月～） 

(4) 欧米豪を中心とした富裕層向けプロモーション 

欧米豪地域などからの富裕な旅行者を誘致するため、富裕層の観光面でのニーズを把握す

るための取組を進めるとともに、富裕層向けの旅行商談会である「ＩＬＴＭ※ Japan」やク

ルーズ関連展示会「Seatrade Cruise Global」への出展及び観光レップによるプロモーショ

ンを行う。 

   ※International Luxury Travel Market 

 (5) ウェルカム・アジアキャンペーン 

   アジア 10 都市が連携し、欧米やオセアニア等からの旅行者誘致を促進する。 

   ・参加 10 都市：東京、バンコク、デリー、ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、 

ソウル、台北、マニラ、トムスク 

   ・アジア観光促進協議会の開催：平成 29 年度開催都市 ハノイ 

 (6) 東京から日本の魅力新発見 

海外からの旅行者をより一層誘致していくため、東京と日本各地、民間事業者が連携し、

東京と各地双方の魅力を堪能できる観光ルートを設定し、海外メディア等の招聘などにより、

効果的なＰＲを実施する。 

 (7) 地方連携参画型広域プロモーション 

東京が複数の自治体や民間事業者等で構成された広域連携組織からの要望に応じて共同プ

ロモーションに参画し、東京と地方双方の観光振興を推進する。 

 (8) 東京圏大回廊を活用した観光振興 

   関東運輸局や自治体、交通事業者等からなる関東観光広域連携事業推進協議会において、

広域観光周遊ルート（「東京圏大回廊」等）の設定やＰＲ等を行う。また、都独自で旅行業

者に世界遺産等をテーマとした旅行商品の造成を働きかけ、旅行業者と共同でプロモーショ

ンを行う。 

 

３ イベントを通じた観光振興（振興課） 

(1) 東京アニメアワードフェスティバル 

国際的なアニメーション映画祭の開催を通じて、アニメーション制作を担う次世代の人材

の発掘・育成等を行い、アニメーション産業の発展・振興を図るとともに、海外でも評価の

高いアニメの魅力を発信する。 

(2) 「TOKYO アニメツーリズム」推進事業 

外国人にも関心の高いアニメに着目し、都内のアニメ作品ゆかりの地を巡るイベントを開

催することにより、新たな旅行者の誘致につなげる。 
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(3) 東京国際映画祭 

 映像産業の発展、国際文化交流の推進及び地域の振興に寄与することを目的に開催される 

「東京国際映画祭」を共催し、海外の映像関係者等へ東京の魅力をアピールする。本映画祭

のグローバルスタンダード化に向けた取組として、収容能力の高いメイン会場の確保、業界

誌との連携、野外上映、ユース部門の実施について支援する。 

 (4) ショートショートフィルムフェスティバル 

 アジア発の新しい映像文化の発信、新進若手映像作家の育成、映像を通した国際的な芸術・

文化交流の振興などを目的に開催される「ショートショート フィルムフェスティバル アジ

ア」を共催し、海外の映像関係者等に東京の魅力をアピールする。本フェスティバルと連携

し、東京の多彩な魅力を国内外に発信するためのプロジェクトとして、国内外の多くの人々

が訪れたくなる「東京」をテーマにしたコンペティション部門「Cinematic Tokyo 部門」を

実施し、同部門で特別上映する短編映画の制作等を行う。 

 (5) アニメアーカイブ事業 

 過去から現在に至る貴重なアニメ資料を収集・分類・保管し、一部を観光資源・人材育成

資料等として展示することにより、アニメ産業振興のための活用を図る。また、保管資料を

活用した展示やパンフレットの制作を行う。 

 (6) 「マラソン祭り」を通じた観光振興事業 

     東京マラソンの開催に合わせて、臨時の観光案内所を設置するとともに、マラソンコース

周辺の観光マップを作成するなど、東京マラソンを通じた観光都市東京の魅力のＰＲを行う。 
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第２ ＭＩＣＥ誘致の推進 

 

 ＭＩＣＥ※の開催は、多くの外国人旅行者を呼び込むことで、高い経済波及効果をもたらすとと

もに、都市のプレゼンス向上や観光地としての東京のＰＲにもつながることから、様々な施策を

効果的に展開し、東京への誘致を推進する。 

 

 ※ Ｍ：Meeting（企業系会議）、Ｉ：Incentive（企業の報奨・研修旅行）、Ｃ：Convention 

  （国際会議）、Ｅ：Exhibition/Event（展示会・見本市、イベント等）を総称した造語 

 

１ 東京都ＭＩＣＥ連携推進協議会の運営（企画課） 

(1)  ＭＩＣＥ連携推進協議会の設置 

東京観光財団が中心となり、国や政府観光局(JNTO)、民間事業者、地域の団体などの関係

主体からなる官民一体の協議会を設置し、ＭＩＣＥの誘致や開催に向けて連携した取組を進

める。 

(2)  ＭＩＣＥシンポジウムの開催 

ＭＩＣＥ誘致の意義や取組等を関連事業者のほか一般都民にも広くＰＲし、普及啓発を図

るためのシンポジウムを開催する。 

 

２ ＭＩＣＥ誘致に向けたプロモーションの展開（企画課） 

 (1) ＭＩＣＥマーケティング調査 

    戦略的なＭＩＣＥプロモーションの展開に向けて、海外都市の取組状況や主催者のニーズ

等を調査・分析し、その結果を今後のマーケティング戦略の見直しに活用する。 

 (2) ＭＩＣＥ情報発信の展開 

企業系会議や報奨旅行の誘致を推進するため、ＰＲパンフレットの作成や海外専門誌への

広告掲載に加え、海外への訪問営業等を通じ、ＭＩＣＥ開催都市東京の魅力を発信する。 

また、国際会議等の開催地決定に影響力のある海外のＭＩＣＥ専門事業者等に対して招待

旅行を実施するとともに、ＰＲ映像などを活用し効果的な情報発信を行う。 

 (3) ＭＩＣＥプロモーション基盤の強化 

   東京観光財団が加盟する国際的な連携組織を通じて国際会議の誘致に有益な情報の収集や

プロモーション活動を戦略的に進めていく。 

 

３ ＭＩＣＥの誘致・開催支援（企画課） 

 (1) 国際会議誘致・開催支援事業 

    国際会議の東京誘致を優位に進めるための支援を実施する。 

 ア 国際会議誘致・開催資金助成 

    (ｱ) 国際会議誘致資金助成 

      東京が開催候補地となっている国際会議を対象に、一定の要件を満たすものについて、
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主催者に対し広告宣伝費や渡航費などの誘致活動に必要な経費の一部を助成する。 

     ・補助率：補助対象経費の１／２ 

     ・補助限度額：400 万円 

   (ｲ) 国際会議開催資金助成 

      東京が開催候補地となっている国際会議を対象に、一定の要件を満たすものについて、

主催者に対し開催時の会場借上費などの一部を助成する。 

     ・補助率：補助対象経費の１／２ 

     ・補助限度額：3,000 万円 

   イ 国際会議開催支援プログラム 

   (ｱ) 誘致支援事業 

東京が開催候補地となっている国際会議を対象に、一定の要件を満たすものについて、

誘致競争の段階で、都内観光ツアーや日本文化体験プログラムの提供など、開催時の支

援を約束することにより、東京開催へのインセンティブを高める。 

    (ｲ) 開催支援事業 

ａ 東京開催における支援 

東京で開催される大規模国際会議に対し、参加者が実際に東京の魅力を体験できる

ようなプログラムを提供することにより、参加者の満足度を高め再来訪につなげると

ともに、口コミ効果など、参加者を通じた観光プロモーションを促進する。 

ｂ 前回大会における支援 

東京での開催が予定されている国際会議について、他国で開催される前回大会に参

加し東京の魅力をＰＲすることにより、東京大会への参加を促進する。 

 (2) 立上げ型国際会議等準備・開催支援事業 

      東京で新たに国際会議や国際イベントの設立を企画し、開催を図る取組を支援する。 

ア 国際会議等立上準備・開催資金助成 

   (ｱ) 国際会議等立上準備資金助成 

東京で新たに立ち上げる国際会議等を対象に、一定の要件を満たすものについて、主

催者に対し準備委員会の運営費やＰＲ活動費など、設立準備に必要な経費の一部を助成

する。 

     ・補助率：補助対象経費の１／２ 

     ・補助限度額：800 万円 

   (ｲ) 立上げ型国際会議等開催資金助成 

      東京で新たに立ち上げる国際会議等を対象に、一定の要件を満たすものについて、

主催者に対し会場借上費などの一部を助成する。 

     ・補助率：補助対象経費の１／２ 

     ・補助限度額：3,000 万円 

   イ 立上げ型国際会議等開催支援プログラム 

東京で新たに立ち上げる国際会議等の開催時に、外国人参加者に対して都内観光ツアー

や日本文化体験プログラムなどを提供することで、参加者の満足度を高め、再来訪につな
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げていく。 

(3) 報奨旅行等誘致・開催支援事業 

ア 報奨旅行等誘致・開催支援事業 

企業系会議や報奨・研修旅行の東京誘致を優位に進めるための支援を実施する。 

    (ｱ) 誘致支援事業 

東京を開催候補地として検討している報奨旅行等を主催する海外企業等を対象に、一

定の要件を満たすものについて、主催者等の視察の際に滞在費などを負担するとともに、

魅力的な視察コースを設定し、ツアーを実施するなどの支援を行う。 

(ｲ) 開催支援事業 

東京を開催候補地として検討している報奨旅行等を主催する海外企業等を対象に、一

定の要件を満たすものについて、開催時の魅力的なプログラムの提供（ギブアウェイや

アトラクション、東京ならではの特別感のある体験メニュー等の提供）を確約する。 

イ 報奨旅行等誘致メニューの開発 

海外企業等が行う報奨旅行の誘致を優位に進めるため、開催時に参加者に対して提供す

る東京ならではの体験メニューの開発を行う。  

(4) 展示会・イベント誘致・開催支援事業 

東京で開催される展示会の国際化や、国際イベントの誘致・開催に必要な支援を実施する。 

   ア 展示会における海外参加促進支援 

都内で開催を予定する展示会の主催者に対して、当該展示会を海外においてＰＲするた

めの経費を助成する。 

・補助率：補助対象経費の１／２ 

      ・補助限度額：300 万円 

   イ イベント誘致・開催資金助成 

   (ｱ) イベント誘致資金助成 

東京が開催候補地となっている国際イベントを対象に、一定の要件を満たすものにつ

いて、主催者に対し広告宣伝費や渡航費などの誘致活動に必要な経費の一部を助成する。 

・補助率：補助対象経費の１／２ 

・補助限度額：400 万円 

    (ｲ) イベント開催資金助成  

東京が開催候補地となっている国際イベントを対象に、一定の要件を満たすものにつ

いて、主催者に対し開催時の会場借上費などの一部を助成する。 

      ・補助率：補助対象経費の１／２ 

      ・補助限度額：3,000 万円 

   ウ イベント開催支援プログラム 

東京が開催候補地となっている国際イベントを対象に、一定の要件を満たすものについ

て、誘致競争の段階で、都内観光ツアーや日本文化体験プログラムの提供など、開催時の

支援を約束することにより、東京開催へのインセンティブを高める。 
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 (5) ユニークベニュー利用促進事業 

   歴史的な建造物や文化施設などをレセプション会場として使用するユニークベニューの利

用を促進するため、主催者に対して、ユニークベニューの利用に伴い生じる会場設営費の一

部を支援する。 

   また、ユニークベニューとして活用できる施設を増やしていくため、都内の関連施設につ

いて利用の可能性やレセプション等の開催に必要な設備の導入状況を調査する。 

 (6) 都立施設におけるユニークベニュ―の推進 

    美術館や庭園、都庁舎などの都立の８施設について、ユニークベニューとしての利用をＰ

Ｒするためのパンフレットを作成するとともに、主催者がレセプション等を開催する場合に、

会場設営費の一部を支援する。また、都庁舎を活用したプロジェクションマッピングなどを

実施することで、特別感の演出を図る。    

(7) 多摩・島しょの観光資源を活用したＭＩＣＥ開催支援事業 

多摩・島しょ地域の魅力的な観光資源を活用した観光ツアーや体験メニューを提供し、主

催者や参加者の満足度を高めると同時に、多摩・島しょ地域への送客を図る。 

 

４ ＭＩＣＥ拠点育成支援事業（企画課） 

  会議・宿泊・商業施設などのＭＩＣＥ関連施設が集積している地域を都が指定し、受入体制

の強化に向けた取組を支援し、ＭＩＣＥ拠点として育成していく。 

指定地域数：６地域（うち 29 年度新規指定３地域） 

 

５ 多摩地域におけるＭＩＣＥ拠点の育成支援（企画課） 

都心部以外でもＭＩＣＥの開催を増やしていくために、多摩地域におけるＭＩＣＥの誘致や

受入れに向けた取組に加え、地域が行う人材育成を支援し、新たな受入拠点の育成を図る。 

    指定地域数：１地域 

 

６ ＭＩＣＥ施設の受入環境整備支援（企画課） 

国際会議等の会場となる会議施設やホテル、大学などの施設機能の強化を図るため、Ｗｉ－

Ｆｉや高解像度プロジェクター、同時通訳システムなどＭＩＣＥの開催に役立つ設備の導入等

を支援する。 

・補助率：補助対象経費の１／２ 

・補助限度額：3,000 万円 

 

７ 学術系国際会議誘致促進事業（企画課） 

東京の強みとなる資源を有効活用しながら、国際会議の誘致を推進するため、都内に集積す

る医歯薬・理工学系の大学と連携して、誘致案件の一層の掘り起こしを行うとともに、立候補

から開催決定までの誘致活動を重点的に支援する。 
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８ 都市間連携によるＭＩＣＥ誘致の推進（企画課） 

  東京と異なる魅力を有する国内他都市と連携し、国内を周遊する報奨旅行の共同誘致や、国

際会議参加者の地方送客に向けた取組を実施する。 

  （連携都市） 

  札幌市、石川県、名古屋市、京都市、福岡市、沖縄県 
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第３ 魅力を高める観光資源の開発 

 

 東京が持つ様々な観光資源を生かし、旅行者のニーズを把握しながら、多様な観光資源を複合

的に組み合わせ、旅行者を惹き付けるとともに、来訪者の回遊性を高める。 

 

１ 自然と調和した観光（振興課） 

 (1) 多摩・島しょ地域観光施設整備等補助事業 

    多摩・島しょ地域への旅行者の誘致促進を目的として、市町村が行う観光施設整備や情報

発信等の事業を支援する。 

   ア 補助対象事業 

    ・施設整備事業（ハード事業）：観光案内板、休憩所等の整備等 

       ・観光振興事業（ソフト事業）：観光パンフレット、ホームページの作成等 

   イ 補助率：１／２以内 

   ウ 補助限度額：施設整備事業 2,000 万円 

           観光振興事業 500 万円 

 (2) 島しょ地域の観光振興事業 

観光を主要な産業の一つとしている島しょ地域において、各島が抱える共通課題を解決す 

るため、地域が主体的に取り組む観光振興事業を支援し、地域の更なる魅力の向上を図る。 

   ア 島しょ観光産業活性化支援事業 

      島しょ地域の民間団体が主体的に取り組む誘客事業を、町村とともに支援することで、 

    島しょ地域の観光産業の活性化を図る。 

   イ 島しょ観光客誘致支援事業 

     島の個性的な魅力を生かして実施されるイベント事業を活用して旅行者を誘致し、島し 

    ょ観光の振興を図る。 

 (3) 島しょ地域における観光連携推進モデル事業 

島しょ地域における観光関連団体を中心とした広域連携を進めるとともに、旅行者ニーズ 

を捉えた積極的なＰＲ体制を構築することで「東京の島」のプレゼンス向上を図る。 

 (4) 東京都版エコツーリズムの推進 

    小笠原村及び御蔵島村において、自然環境の保全と観光利用の両立を図るため、「東京都 

   版エコツーリズム」を定着させる。 

   ア 小笠原諸島（世界自然遺産地域における観光振興事業） 

     継続的な旅行者誘致を図るため、新たな旅行者へのアプローチに向け、関東以外の地域

でのニーズ調査やルート分析等の各種調査を行う。 

   イ 御蔵島（観光施設整備事業） 

     御蔵島村が実施する観光施設整備事業を支援する。 

(5) 伊豆大島観光復興支援事業 

伊豆大島の大規模土砂災害からの復興に向けて、主要産業である観光産業の活力を取り戻
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すため、観光施設の復旧支援や誘客促進など、観光振興の取組を支援する。 

ア 観光施設の早期復旧 

   大島町復興計画に基づいて町が取り組む観光施設等の整備を支援する。 

イ 大島の魅力・安全性の発信 

旅行者に向けた情報発信に係るツール作成等を支援する。 

ウ 賑わいを取り戻す催しへの支援 

   町が実施する島内外での物産展等、魅力を発信するイベントを支援する。 

 (6) 多摩・島しょ魅力発信事業 

国内旅行者を確実に取り込むとともに、増加する外国人旅行者や東京 2020 大会の開催効果

を都内全域に波及させるため、様々な情報発信ツールを多角的に活用し、集中的なプロモー

ションを行う。 

ア 魅力発信事業 

   (ｱ) ＷＥＢ等のメディアと紙媒体による情報発信 

   (ｲ) 誘客促進イベントの実施 

   イ イベント出展支援事業 

    観光協会などが地域外で開催されるイベントに参加する経費を支援する。 

(7) 多摩・島しょ地域旅行商品造成・販売支援事業 

   多摩・島しょの各エリアを周遊する外国人旅行者向け旅行商品の造成・販売を促進し、情

報発信の強化との相乗効果により、地域への誘客を加速させる。 

ア 旅行商品の造成支援 

民間旅行事業者を対象に、多摩・島しょ地域を周遊する新規性のある着地型旅行商品

等やオプショナルツアーの造成を促進する。 

・補助率：２／３以内 

・補助限度額：1,000 万円 

イ 旅行商品の販売支援 

販売促進ツールの作成経費やツアーの広告チラシ等の販売促進費用の助成を実施する。 

・補助率：２／３以内 

・補助限度額：250 万円 

 (8) 多摩・島しょ地域内観光交通支援事業 

移動アクセス手段の更なる充実が見込める多摩・島しょ地域で、観光客向けの新たな交通

サービスや交通インフラ開発を推進することにより、観光客の満足度を上げ、再来訪の増加

につなげる。 

ア 交通サービス事業 

多摩・島しょ地域の観光資源を生かした交通手段確保型旅行商品のモニターツアーを

企画、実施する。また、モニターツアーの結果を活用し、実証実験を行う。 

イ 交通インフラ整備支援事業 

観光客の二次交通としての足となる電動アシスト自転車の購入に対し支援を行う。 

・補助率：２／３以内 
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・補助限度額：100 万円 

(9) 自然公園を活用した観光振興事業 

    多摩・島しょ地域の豊かな自然を活用した観光振興を進めるため、国立公園をはじめとす

る自然公園を活用した新たな着地型旅行商品の造成に向け、モニターツアーを実施する。 

（10）島しょ地域を活用した縁結び観光プロジェクト 

  「婚活」やお見合いを目的とした、船舶で島しょ地域を観光する旅行商品の造成・販売促

進と観光ＰＲにより、旅行者を島しょ地域へ誘客する。 

ア モニターツアー実施による基礎調査 

民間旅行事業者や婚活イベント会社等を対象に、モニターツアーを実施する。 

イ 旅行商品の造成・販売支援 

  島しょ地域観光を促進し、出会いの場の提供にも結び付けるため、旅行事業者が船舶を

使って島しょ地域を旅行するツアーの造成・販売をする場合に、必要な経費の一部を助成

する。 

・補助率：１／２以内 

・補助限度額：100 万円 

ウ 情報発信 

  縁結びをテーマとした島しょ地域の観光スポット等の情報が掲載されたフリーペーパー

等を制作する。 

（11）島しょ地域誘客促進事業 

   島しょ地域で宿泊や観光に利用可能なプレミアム付き宿泊旅行商品券を販売し、「東京

島めぐり PASSPORT（しまぽ）」との連携を図ることで、島しょ地域のＰＲ及び島外旅行者

の島しょ地域への持続的な送客と、現地での観光関連の消費を促進する。 

   ア プレミアム付き宿泊旅行商品券発行 

     10,000 円の旅行券を発行し、うち 3,000 円を都が負担する。120,000 セット発行。 

   イ 電子しまぽ公式サイト構築 

     プレミアム付き宿泊旅行商品券と「東京島めぐり PASSPORT（しまぽ）」を電子システ

ム化する。 

 

２ 観光まちづくり（振興課） 

 (1) 地域における観光まちづくりの支援 

    地域が取り組む、主体的または広域的視点からの観光まちづくり事業を支援する。 

   ア 観光活性化フォーラムの開催 

     観光協会等の取組に新たな着眼点を付与する基調講演やディスカッション等を開催する

とともに、地域の優れた取組を他の観光協会や関係団体、自治体等に紹介する展示交流会

を実施する。 

   イ アドバイザー派遣事業 

     各地域が持つ観光資源を活用した観光まちづくりを展開することができるよう、地域で

主体となって観光まちづくりに取り組んでいる団体、または取組を予定している団体に専
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門家を派遣し、事業推進のための指導・助言等を行う。 

   ウ 地域の観光力強化事業 

   (ｱ) 学生インターン事業 

都内の大学の観光学部の学生を観光協会に派遣し、教育機関が有する人材や知見を事

業運営に活用するとともに、将来の地域活性化の新たな担い手を育成する。 

     (ｲ) 観光人材育成支援事業 

      地域の観光振興を担う観光協会に対して人材育成研修を行い、地域の観光振興をリー

ド・コーディネートしていくことのできる人材の育成を図る。 

   (ｳ) 地域観光活性化推進事業 

      観光協会が都と連携して策定した計画等の実施に要する経費の一部を補助することで、

事業計画の着実な実施と地域における観光産業の活性化を推進する。 

     ・補助率：２／３以内 

     ・補助限度額：100 万円（新たに設立した観光協会の設備整備事業等は 400 万円） 

 (2) 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業 

    旅行者の多様化する観光ニーズに応えるため、その地域ならではの様々な魅力を生かした

観光ルートの整備など、観光まちづくりに対する支援を行う。 

   ア  補助対象事業 

    ・次に掲げるテーマに関する観光ルートの整備など： 

伝統・文化、産業、食、景観、自然、水辺、スポーツ、ナイトライフ、 

インフラツーリズム 

    ・区市の直接事業及び民間事業者への補助事業（ハード及びソフト事業） 

   イ 補助率：１／２以内 

   ウ 補助限度額：施設等整備事業（ハード事業） 2,000 万円 

           広報・ＰＲ事業（ソフト事業）  500 万円 

           ※１区市あたり上限 2,000 万円 

(3) 国内外他都市と連携した観光まちづくり推進支援事業 

   地域の国内外他都市との交流を重要な観光資源と捉え、区市町村や観光協会が多種多様な強

みを持つ各地域と連携して行うイベントやマップの作成など、観光振興を図る事業を支援す

る。 

   ・補助率：１／２以内 

   ・補助限度額：1,500 万円 

 

３ バリアフリー観光の推進（振興課） 

  旅行に際して支障となる観光施設や移動ルート上等のバリア及びバリアフリーの情報を集約

するとともに、ツアーのコースを設定し広くＰＲすることで、高齢者や障害者が安心して都内

観光を楽しむための環境を整備する。 
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４ 森林資源を活用した観光振興（振興課） 

  多摩地域の豊かな森林を生かした林道等における散策ルートやビューポイントの整備を支援

するとともに、こうした魅力を幅広くＰＲすることを通じて、観光による地域の活性化を図る。 

 (1) 観光に資する森林資源整備 

    林道等の隣接地における広場の整備や、林道等からの眺望良好地の見通し確保、森林景観

の整備といった修景事業を実施する。 

 (2) 多摩地域の森林のＰＲ 

     森林を紹介する観光パンフレットの作成や、東京の観光公式ウェブサイト「ＧＯ ＴＯＫ

ＹＯ」等で森林関連情報等の発信を行う。 

 

５ 地域資源発掘型実証プログラム事業（振興課） 

  地域の魅力ある資源を新たな観光資源として活用しようとする観光協会等のアイディアを、

民間事業者の事業化ノウハウと結び付けて具体化し、旅行者の誘致につなげる地域の取組を支

援する。 

 (1) 対象事業 

   ・着地型旅行商品の企画・造成 

   ・地域特産品の企画・開発 

   ・旅行者誘致イベントの企画・実施 など 

 (2) 対象件数 

   ・各区市町村内での取組    ：20 事業 

   ・複数の区市町村にまたがる取組：５事業  計 25 事業 

 

６ インフラツーリズムの推進事業（振興課） 

  都内のダムや橋等の公共インフラを活用した観光ルートを作成し、モニタ―ツアーを実施す

ることで、インフラツーリズムを推進する。 

 

７ 特産品を活かした地域の魅力発信事業（振興課） 

  世界最大級の旅のイベントである「ツーリズムＥＸＰＯジャパン」展示会に出展し、都内各

地域の食や工芸品等の特産品を展示・販売するとともに、東京の観光情報をＰＲする。 

 

８ 伝統文化発信事業（振興課） 

  外国人旅行者が気軽に東京の伝統文化に触れることができる環境を整えるため、都内の伝統

文化の体験施設等の情報をアプリケーションを使って発信し、旅行者がまち歩きに活用できる

仕組みを構築する。 

 

９ 水辺のにぎわい創出事業（振興課） 

観光協会や水辺活動団体等による、水辺空間に新たなにぎわいを創出する事業に対して補助

を行うとともに、水辺の観光ルートやイベント等の情報発信を行うことで、水辺空間に多彩な
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にぎわいを演出する。 

・補助率：１／２以内 

・補助限度額：1,000 万円／年 

 

10 東京ライトアップ発信プロジェクト（振興課） 

  都内の建造物や春・秋の自然などを活用したライトアップを行う取組に対し補助を行うとと

もに、都内の夜景やライトアップ等を紹介するマップの制作等を行う。 

 

11 ナイトライフ観光の構築（振興課） 

  東京での夜間の時間帯の観光を楽しめるよう、都内のナイトライフ観光のモデルルートを作

成するとともに、ブロガー等を活用した情報発信を行う。 

 

12 多摩の観光・産業振興ネットワーク事業（振興課） 

  多摩地域のコーディネート役となる団体に対して助成を行い、広域的な観光ルートの開発や

モニターツアー、情報発信など旅行者誘致の取組を推進する。 

 

13 東京フィルムコミッション事業（振興課） 

 (1) 東京ロケーションボックス（TLB）の運営 

    円滑なロケ撮影を支援するため、都内での撮影に関する情報提供や施設管理者との撮影許

可の調整等を行う。また、ホームページでの情報発信、支援作品を活用したパネル展の実施、

TLB の事業等を紹介する「東京ロケーションボックス・チャンネル」（動画）や「東京ロケー

ションボックス・プレス」（広報紙）等により、ロケ撮影に対する都民等の理解促進を図る。 

 (2) 地域におけるフィルムコミッション設立等支援事業 

    ロケ撮影の円滑化及びそれを活用した地域振興を図るため、活動の中核となるフィルムコ

ミッションの設立に向けた機運を醸成するとともに、設立後の活動支援を行う。 

   ア 各自治体等におけるロケ撮影担当者育成講習会 

     自治体や観光関連団体等を対象に、国内で活躍するフィルムコミッショナー等を講師と

した講習会を行い、ロケ撮影に対応する窓口担当者の育成を図る。 

   イ フィルムコミッション設立・運営支援アドバイザー業務 

     フィルムコミッションの設立に向けた意欲がある自治体等の要望に応じて、東京ロケー

ションボックススタッフがアドバイザーとして設立準備を支援するとともに、設立された

フィルムコミッションに対して、課題解決を図るための支援を実施する。 

 (3) 国内外へのＰＲ活動 

   ア 国内外の映像製作者を対象に、都内各地域におけるロケ撮影を促すため、地域における

ロケ支援活動等の情報を東京ロケーションボックスのホームページに掲載する。また、広

報紙や動画による情報発信も併せて行う。 

   イ  ロケツーリズム推進のため、東京のロケ地を巡るための情報を発信するアプリケーショ

ン「東京ロケたび」を運営する。 
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14 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業（振興課） 

外国人の関心が高いアニメ等のコンテンツを活用して観光振興を行う区市町村、地域の観光

振興団体の取組に対して支援を行うことで、国内外の観光客誘致の促進を図る。 

・補助率：①区市町村２／３以内、②観光振興団体４／５以内 

・補助限度額：①施設・構造物等の建設・改修・整備に関する事業 2,000 万円／件 

②情報発信等に関する事業、集客イベント事業 500 万円／件 

※１補助事業者あたり上限 2,000 万円 

※広域連携補助事業者として、都内自治体が連携して実施する②の事業につ 

いては、上限 1,000 万円／件 
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第４ 受入環境の充実 

 

 東京を訪れる外国人旅行者が安心かつ快適に観光を楽しめるよう、旅行者の移動・滞在を支え

る基盤の整備を計画的かつ集中的に進めるとともに、旅行者を迎え入れる快適な滞在環境の整備

や、観光事業者のサービスレベルの向上を図る取組を支援し、観光消費の拡大を図る。 

 

１ 温かく迎える仕組みづくり（受入環境課） 

 (1) ウェルカムボードの設置等 

   ア ウェルカムボードの設置 

     成田空港などに設置されているデジタルサイネージに、外国人旅行者に対する歓送迎メッ

セージを掲出する。 

   イ ウェルカムカードの作成・配布 

     観光スポット、観光地図、緊急時連絡先及び施設割引情報等を記載した TOKYO TRAVEL 

GUIDE（仮称）を新たに作成し、東京観光情報センター及び観光案内窓口等で配布する。 

    ・対応言語、作成部数 

9 言語 10 種類(日、英、中(簡・繁)、ハングル、独、仏、西、伊、タイ)、400 万部 

 (2) 宿泊業活性化対策 

    宿泊施設における受入環境の充実を図るため、宿泊事業者により構成される団体が実施す 

   る、旅行者へのサービス向上や安全・安心につながる取組を支援する。 

   ・補助率：１／２以内 

   ・補助限度額：1,000 万円 

 

２ ムスリム観光客受入環境整備支援事業（受入環境課） 

  今後も増加する期待が高いムスリム旅行者の受入れにあたり、ムスリム旅行者に向け、ムス

リムの習慣に配慮した飲食店等を紹介するとともに、事業者等に対して、ムスリムの食事や礼

拝などの基礎知識や対応策の普及啓発を図る。 

 (1) ムスリム旅行者対応施設を紹介したパンフレットの作成・配布 

    ムスリム旅行者の受入れに取り組んでいる飲食店や宿泊施設、礼拝所を紹介したムスリム

旅行者向けパンフレットを作成・配布する。 

 (2) ムスリム受入対応セミナーの開催 

    受入環境整備に必要な知識・ノウハウなどに関する情報提供や、先進事例の紹介などを目 

   的とした事業者向けセミナーを開催する。 

 (3) ムスリム受入環境整備に係る専門家の個別派遣 

    飲食メニュー開発等に取り組む事業者に対し、専門家を派遣し受入環境整備を支援する。 
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３ 外国人旅行者の多様な文化・習慣に関する受入環境整備支援事業（受入環境課） 

  平成 28 年度に実施した外国人旅行者の多様な文化・習慣に関する調査等を活用して、パンフ

レットの作成やセミナーの開催等を行い、外国人旅行者の受入環境整備に必要な知識・ノウハ

ウなどを観光事業者等に情報提供することにより、さらなる外国人旅行者の増加及び満足度向

上を目指す。 

 

４ 多言語メニュー作成支援ウェブサイト保守・運営（受入環境課） 

都内の飲食店が多言語のメニューを簡単に作成でき、外国人旅行者が外国語メニューを置く

飲食店を検索できる機能を備えたウェブサイト「ＥＡＴ 東京」を運営する。 

また、多言語メニューのさらなる普及を図るため、都内各地でウェブサイトの操作研修会を

行うとともに、ヘルプデスクを設置し、メニュー作成を行う飲食店へのサポートを行う。 

さらに、登録済み店舗に対する個別のフォローアップを行い、外国人旅行者に必要な情報を

より充実させるなど、情報の質の向上に取り組む。 

・対応言語： 

11 言語 12 種類（英、中（簡・繁）、ハングル、独、仏、西、伊、タイ、インドネシア、 

        ベトナム、アラビア） 

 

５ 観光案内機能の充実（受入環境課・企画課） 

 (1) 東京ひとり歩きサイン計画 

   ア 歩行者用観光案内標識の設置 

外国人旅行者が多く訪れる地域や、観光案内標識の必要性が認められる地域等に対して、

平成 26 年度に改定した「国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化指針（歩

行者編）」に則り、案内標識の整備を進める。 

・実施主体 

（都道） 東京都（建設局への執行委任） 

（区道等）区市町村への補助事業（補助率：原則として１／２以内） 

     イ 地図面の更新 

これまでに建設局及び区市町村により設置された観光案内標識の一部について、地図面

を更新する。 

    ・実施主体 

（都道） 東京都（建設局へ執行委任） 

（区道等）区市町村への補助事業（補助率：２／３以内） 

ウ 「案内サイン標準化指針」の周知 

わかりやすい案内サインの整備を促進するため、区市町村や鉄道事業者、観光施設等に

対して、「案内サイン標準化指針」の普及を図る。 

 (2) デジタルサイネージを活用した観光情報ネットワーク事業 

   多言語での観光情報の提供を目的にデジタルサイネージを屋内外に設置・運営するととも

に、地図上に表示する様々な情報を効率的に収集・管理するためのデータベースを運営する。 
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 (3) 有形文化財に係る情報発信事業 

    都が指定した貴重な有形文化財（建造物）について、外国人にも分かりやすい解説を作成

し、地域の歴史的な観光スポットとして、多言語により屋内外のデジタルサイネージで情報

発信する。 

 (4) 外国人旅行者に対するＷｉ－Ｆｉ利用環境整備事業 

東京を訪れる外国人旅行者が観光情報等の収集を目的にインターネットを利用する際に、

ストレスフリーで無料Ｗｉ-Ｆｉに接続できる環境の整備を行う。 

ア 都立施設におけるＷｉ-Ｆｉサービスの提供 

都立施設で提供される無料Ｗｉ-Ｆｉサービス（FREE Wi-Fi & TOKYO）を利用する際に、

一度の利用登録でどの施設も利用が可能となる共通の仕組みを運営するとともに、観光情

報や災害時の緊急情報等を提供していく。 

   イ 観光案内標識周辺へのＷｉ-Ｆｉアンテナ設置事業 

外国人旅行者が多く訪れる地域に設置されている観光案内標識周辺において、Ｗｉ-Ｆ

ｉが利用できる環境を構築する。 

（都道）  東京都 

（区道等） 区市への補助事業（補助率：２／３以内） 

   ウ 都内Ｗｉ－Ｆｉ利用環境満足度等調査 

     外国人旅行者に対してアンケート調査を行い、満足度を調査するとともに課題を把握す

る。また、機器設置等に適した公共物を調査し、街なかにおいて旅行者が認識しやすい場

所を新たにＷｉ－Ｆｉスポット化するためのモデル事業として設置運用及び検証を行う。 

 (5) 観光案内所の運営 

  ア 東京観光情報センターの運営 

    都内５カ所にある東京観光情報センターを運営し、観光情報提供の中核として、国内外

旅行者のニーズに的確に対応できる情報の提供を行う。 

設置場所：東京都庁第一本庁舎１階、羽田空港、京成上野駅、バスタ新宿、 

エキュート立川（6 月開設） 

   イ 全国観光ＰＲコーナーの運営 

東京都と全国の各自治体が連携して、都庁舎を「全国の観光情報発信拠点」として活用

し、日本各地域の魅力を広くＰＲするため、各自治体の最新の観光パンフレット等を設置、

配布するとともに、観光・産業・物産等のＰＲイベントを行うスペースの提供を行う。 

     設置場所：東京都庁第一本庁舎２階 

（都庁舎改修工事に伴い、平成 29年 11 月末から平成 30年 3月末まで休業予定） 

 (6) 東京観光情報センター多摩の整備 

    旅行者の多様なニーズに対応した多摩地域の観光の魅力をきめ細かく提供し、送客を効

果的に進めるため、多摩地域に初めてとなる東京観光情報センターを整備する。 

(7) 広域的な観光案内拠点等整備事業 

   外国人旅行者が多く訪れる地域において、広域的な観光案内拠点を整備するとともに、 

都内の観光案内窓口を拡充・強化し、都内全域での観光案内機能の充実を図る。 
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  広域的な観光案内拠点整備事業 

    ・補助率：２／３以内 

      ・補助限度額：１施設あたり 3,000 万円 

    観光案内窓口整備事業 

    ・補助率：２／３以内（区市町村は１／２以内） 

    ・補助限度額：１施設あたり 300 万円（区市町村は 225 万円） 

(8) 広域的な観光案内拠点等の運営 

国内外の旅行者に対して観光情報を円滑に提供できるよう、都以外の主体が設置する広域

的な観光案内拠点及び観光案内窓口の運営を支援する。 

 (9) 東京観光情報センター（東京都庁）及び全国観光 PR コーナーの整備 

    都庁舎改修工事に伴い、東京観光情報センター及び全国観光ＰＲコーナーを再整備し、観

光情報の提供機能を一層強化する。 

 (10) 全国特産品等の展示紹介事業 

    全国の特産品を一堂に集めた「日本全国物産展」を都庁南展望室で通年開催するとともに、

民間事業者による大規模イベントが都内で開催される機会を活用して、東京をはじめとした

各地のマラソン大会の紹介を切り口とした観光ＰＲを行う。 

 

６ 観光インフラ整備支援事業（受入環境課） 

  都内全域における受入環境の整備を促進するため、「外国人旅行者の受入環境整備方針」に

基づき、旅行者を迎え入れる快適な滞在環境の整備を促進していく。 

(1) 区市町村観光インフラ整備支援 

地域の特色を生かし、地域の実情に応じて旅行者の受入環境整備を計画的に実施する区市

町村の主体的な取組を支援する。 

     ・補助率：１／２以内 

      ・補助限度額：１区市町村あたり、平成 27 年度から５か年合計上限１億円 

 (2) 観光施設の国際化支援 

       多様化する旅行者のニーズに対応し、旅行者の受入環境整備を実施する都内の民間美術館・

博物館等の取組を支援する。 

・補助率：１／２以内 

・補助限度額：１施設あたり、平成 27 年度から５か年合計上限 1,000 万円 

 (3) コールセンターサービス 

    宿泊施設、免税店等における外国人旅行者と従業員間の円滑なコミュニケーションを支援

するため、24 時間対応のコールセンターサービスを提供する。 

    また、外国人旅行者を直接サポートし、観光案内や東京都医療機関案内サービス「ひまわ

り」を介した体調不良時の病院の案内等、様々な問い合わせに対応するサービスを検討する

ため、実証実験を行う。 
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７ 観光バス等バリアフリー化支援事業（受入環境課） 

  国内外から多様な旅行者を迎えるにあたり、障害者や高齢者が安心して都内観光を楽しめる

環境を整備するため、主要な交通インフラである観光バスのバリアフリー化を推進する。 

(1) 観光バス車両のバリアフリー化の推進 

 リフト付観光バスの新たな導入に取り組む事業者に対して補助を実施する。 

 ・補助率：10／10 以内  

 ・補助限度額：１車両あたり 1,000 万円 

(2) 観光バス乗降場等におけるバリアフリー化の推進 

 リフト付観光バスの乗降場の整備、だれでもトイレ、休憩所など付随する施設の整備、ピ

クトグラムの掲示などに取り組む区市町村への支援を行う。 

 ・補助率：２／３以内  

 ・補助限度額：１区市町村あたり 3,000 万円 

 

８ アクセシブル・ツーリズムの推進（受入環境課・振興課） 

障害者や高齢者等が積極的に外出して、快適に移動しながら都内観光を行う、アクセシブル・

ツーリズムの充実に向けた取組を推進する。 

(1)  シンポジウムの開催 

 都民や観光関連事業者を対象に、アクセシブル・ツーリズムの普及啓発と機運醸成を図る。 

(2)  受入事業者の支援 

ア 現地相談員派遣 

     受入環境の向上を検討する観光関連事業者に対し、専門家等を現場に派遣し、助言を行

う。 

イ 補助事業 

     障害者等を受け入れるために介助等の接客サービスの改善・向上に取り組む観光関連事

業者に対して、研修の実施やマニュアル策定に係る経費を補助する。 

 ・補助率：１／２以内 

 ・補助限度額：150 万円 

(3)  旅行事業者の支援 

ア 旅行事業者向けアクセシブル・ツーリズム研修 

  アクセシブル・ツーリズムの研修を行い、旅行事業者のアクセシブル・ツーリズムへの 

参入を促し、高齢者や障害者の都内観光の環境整備へ繋げる。 

イ リフト付バス利用助成事業 

  旅行事業者がリフト付バスを借りてツアーを行った場合に、通常のバスのレンタル料と 

の差額について助成する。 

 

９ 宿泊施設のバリアフリー化支援事業（受入環境課） 

東京を訪れる高齢者や障害者等が、宿泊施設を安全かつ快適に利用できるよう、都内宿泊施

設が行うバリアフリー化の取組を支援する。 
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    ・補助率：１／２以内 

    ・補助限度額：①施設の整備                    500 万円 

           ②複数の障害に対応可能な客室への改修 700 万円 

           ③コンサルティング          25 万円 

           ④備品の購入             200 万円 

 

10 宿泊施設における安全・安心向上事業（受入環境課） 

      観光面での安全・安心を確保するため、宿泊施設における防犯カメラの導入を支援する。 

    ・補助率：１／２以内 

    ・補助限度額：１施設あたり 90 万円 

 

11 観光事業者の災害対応力強化事業（受入環境課） 

外国人旅行者のさらなる安全・安心の強化を図るため、「外国人旅行者の安全確保のための

災害時初動対応マニュアル」を様々な災害に対応できるよう改訂するとともに、幅広く周知を

図る。 

 

12 外国人旅行者受入に係るサービス向上支援事業（受入環境課）  

外国人旅行者による観光を東京での消費活動につなげるよう、旅行者の一層の消費拡大や受

入に係るサービス向上に向けた観光事業者の取組を促進する。 

(1)  セミナーの開催、コンサルタント等活用による支援  

外国人旅行者受入に取り組もうとする宿泊、飲食、小売事業者に対してセミナーを開催す

るとともに、アドバイザーを現地に派遣することで、取組を後押しする。 

(2) 観光タクシー普及事業 

     観光施設や商業施設等を移動に便利な観光タクシーでめぐるモニターツアーの調査結果等

を踏まえてパンフレット作成を行い、外国人旅行者に周知・情報発信することで、観光タク

シーの一層の普及促進と外国人旅行者の認知度向上を図る。 

(3) 地域限定特例通訳案内士育成等事業 

    一定の語学力を有するタクシー運転手等に対し、通訳案内士に必要とされる基礎知識に加

え、観光英語や旅程管理等に関する研修を行い、円滑に外国人旅行者を案内できる人材を育

成する。 

 

13 ビッグデータを活用した観光行動分析実証事業（受入環境課） 

  ビッグデータを活用し、外国人旅行者の都内での行動の特徴や消費の内容に関する数多くの

情報を総合的に分析することで、観光事業者による事業展開の企画などに役立てる。 

 

14 観光経営・インバウンド対応力強化事業（受入環境課） 

 (1)  観光経営力強化事業 

都内の宿泊・飲食・小売事業者等が専門家の支援を受け実施する、生産性向上に要する設
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備導入や観光消費拡大に向けた取組を支援する。 

・補助率：１／２以内 

    ・補助限度額：①既存サービスの質の向上 ②消費拡大への対応 

1,500 万円（②のみの場合は 500 万円） 

 (2)  インバウンド対応力強化事業 

外国人旅行者が都内で快適に滞在できるよう、宿泊施設・飲食店・免税店等における外国

人旅行者対応に係る無線ＬＡＮ環境の整備、トイレの洋式化、人材育成等の経費の一部を助

成する。 

・補助率：１／２以内 

    ・補助限度額：300 万円（団体等は 500 万円） 

 

15 ＴＯＫＹＯ旅館ブランド構築・発信事業（受入環境課） 

旅行者と地域をつなぐ役割を担う「旅館」が、旅行者の誘致を地域と協力して進める取組を

支援するとともに、こうした「旅館」の観光の拠点としての機能充実を通じた、旅館ブランド

の構築と発信体制の強化を図る。 

 (1) 地域グループへの支援 

旅館が地域の観光協会や商店などと協力して旅行者誘致を行う取組を支援するため、モデ

ルとなる地域グループに対して、専門家を派遣し助言等を行うとともに、必要となる経費を

助成する。  

・補助率：２／３以内  

・補助限度額：１グループあたり 1,000 万円 

・支援期間：３年以内 

 (2) 旅館ブランドの発信 

   和の文化とおもてなしを体験できる旅館の優れたイメージを、海外に向けてブランドとし

て発信する取組を支援する。 

 

16 外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙化モデル事業（受入環境課） 

外国人旅行者が快適に宿泊・飲食施設を利用できるよう、分煙設備等の導入に取り組む事業

者に対して補助を実施するとともに、関係業界団体を通じた普及啓発を行う。 

・補助率：４／５以内 

  ・補助限度額：１施設あたり 300 万円 

 

17 東京都おもてなし・観光基金（企画課） 

  平成 27 年度に設置した「東京都おもてなし・観光基金」を、東京を訪れる国内外の旅行者に

対する受入観光の充実及びその他観光都市としての東京の発展に資する事業に充当する。 
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第５ 人材の育成・活用 

 

東京の観光振興を支える人材や、国際的視野を持つグローバルな人材など、幅広い人材を育成・

活用していく。 

 

１ 観光経営人材育成事業（受入環境課） 

観光関連産業（旅行業、宿泊業、飲食業、小売業等）の経営層を対象とした講座を開講する

ことにより、経営の視点からサービス提供ができる人材の輩出につなげるとともに、観光関連

事業者の経営力を向上させる。 

 (1) 首都大学東京と連携した観光経営人材育成講座の実施 

    観光関連産業（旅行業、宿泊業、飲食業、小売業等）の経営層・マネジメント層に対し、

必要な研修を実施する。 

 (2) 首都大学東京による高度観光専門人材育成に向けた調査・研究 

    国内外の教育組織体制やカリキュラムの事例等に関する調査・研究を実施する。 

 

２ ＭＩＣＥ専門人材育成（企画課） 

  ＭＩＣＥに関わる人材の専門性や対応力を高めるため、関連事業者等を対象にＭＩＣＥの誘

致や開催に必要な知識やノウハウを身に付けるための研修を実施する。 

  受講対象者：ＭＩＣＥ関連事業者（会議施設、ホテル、会議運営事業者 等）、 

エリアマネジメント団体 等 

  回数等：全 18 回、各定員 20 名（予定） 

 

３ 観光ボランティアの活用（受入環境課） 

  外国人旅行者を温かく迎え入れる環境の整備を進めるため、東京の伝統と革新を表現した観

光ボランティアの着用するユニフォームを作成するなど、東京の観光スポットを案内する観光

ボランティアの育成と確保を図る。 

 (1) 東京都観光ボランティア 

外国人旅行者ニーズにきめ細かく対応するため、都内の観光ルート 13 コースの観光ガイド

サービス、都庁案内ツアー、国際会議及びイベントへ派遣を行う。 

また、外国人旅行者に積極的に声を掛け、外国語で観光案内等を行う「街なか観光案内」

を新宿、上野、浅草、銀座で実施する。平成 29 年度は外国人旅行者が多く訪れる地域のうち

2 地域で新たに開始予定。 

    ・東京都観光ボランティア登録者数 2,496 名（平成 29 年 4 月１日現在） 

    ・平成 29 年度登録者数：500 名（予定） 

    ・対象言語  観光ガイドサービス：７言語（英、中、韓、独、仏、西、伊） 

都庁案内ツアー  ：３言語（英、中、韓）  

  

- 110 -



 

 (2) おもてなし親善大使育成塾 

    都内在住または在学の中学生・高校生を対象に、外国人旅行者を英語で観光案内する「お

もてなし親善大使」を育成する。 

    ・おもてなし親善大使任命者数：562 名（平成 29 年４月１日現在） 

    ・平成 29 年度任命者数：250 名（予定） 

 

４ 富裕層向け通訳ガイドの育成（企画課） 

  訪日旅行者のうち富裕層の観光消費動向や、通訳ガイドへのニーズ等を調査・分析し、都独

自の富裕層向け通訳ガイドの育成について検討する。 

 

５ 海外青少年の教育旅行受入促進（企画課） 

  観光、教育、私学等の関連部署の連携により「東京都訪日教育旅行促進協議会」を設置して、 

 学校交流のマッチングや交流活動の支援を行うとともに、教育旅行の訪問先としての東京を海 

 外に向けＰＲすることで、海外青少年の東京への教育旅行の受入を促進する。 
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第６ 推進体制の構築 

 

１ 都市観光支援事業（企画課） 

 公益財団法人東京観光財団は、東京都の産業・技術及び歴史的・文化的資源を活用し、観光及

びコンベンションの振興を図ることにより、地域の産業経済の活性化及び文化の向上並びに国際

相互理解の増進に資することを目的として、各種事業を実施している。 

都は、東京における観光産業の振興を図るため、行政と民間事業者等の架け橋となる公益財団

法人東京観光財団を支援する。 

・設立年月日  平成15年10月15日（平成23年４月１日 公益財団法人に移行） 

・所在地    新宿区山吹町346番地６ 日新ビル６階 

・組織     役員（常勤・非常勤）27名、常勤職員数103名（平成29年４月１日現在） 

・会員数    468会員（平成29年３月31日現在） 

・事業体系 

公益事業     海外からの旅行者誘致に関する事業 

コンベンション誘致に関する事業 

地域の観光振興に関する事業 

観光情報発信に関する事業 

会報発行事業 

 
収益事業      旅券交付に伴う東京都手数料徴収及び収入印紙販売事業 

ガイドマップ等の販売事業 

 

その他事業    セミナー等の開催 

会員情報交換会の開催 

 

２ ニューツーリズム事業可能性調査委託（企画課） 

  東京に存在する多様な観光資源に関する情報を分析し、新たな可能性として注目されるニュー

ツーリズムの東京での事業可能性を調査する。結果は、観光資源の発掘、育成、振興に向けた

施策に反映させていく。 

 

３ 被災地応援ツアー（受入環境課） 

都内旅行事業者と連携し、福島県を目的地とする旅行を促進し多くの観光客を現地へ送るこ

とで、現地での消費を喚起し地域経済復興の支援を行う。また、福島県が実施する「福島県教

育旅行復興事業」と連携し、都内の学校が実施する福島県への教育旅行を支援する。 
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４ 東京の観光振興を考える有識者会議の運営（企画課） 

  観光を巡る環境の変化に的確かつ迅速な対応を図るため、幅広い分野の有識者との意見交換

を通じて、今後の観光振興の方向性や具体的な観光施策について検討を進めることを目的に、

「東京の観光振興を考える有識者会議」を設置する。会議における検討結果は、毎年度、内容

を更新する「ＰＲＩＭＥ 観光都市・東京～東京都観光産業振興実行プラン～」に反映させてい

く。 

・委員：17 名（平成 29 年５月 16 日現在） 

 

５ 観光産業の育成（企画課・振興課） 

 (1) 観光事業の企画調整 

    東京都の観光事業の振興充実を図るため、知事の附属機関として、「東京都観光事業審議

会」を運営するとともに、企画調整・調査を行うことにより、観光事業施策の重要な柱を確

立していく。 

   ア 東京都観光事業審議会の運営 

     ・委員：23 名（平成 29 年４月１日現在） 

   イ 各種連絡会議等の運営 

    (ｱ) 東京都区市町村観光行政連絡会議 

       ・構成員：各区市町村観光主管課 

    (ｲ) 東京都観光情報連絡会 

       ・構成員：ホテル・旅館業界、交通業界、旅行業界等 

(2) 振興育成等 

   ア 観光団体振興育成 

     都内の観光振興を推進するため、広域事業を実施する観光団体に分担金等を支出する。 

   イ 多摩地域観光活性化事業 

     多摩地域の観光振興に寄与する大多摩観光ガイドの育成を図るため、講習会等を実施す

る。 

 (3) 旅行業者の登録等 

   ア 旅行業 

主たる営業所を東京都内に置き、旅行業又は旅行業者代理業を営む者について登録制度

を実施し、あわせて旅行業を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織す

る団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の

安全の確保及び旅行者の利便の増進を図る。 

・根拠法令等：旅行業法（昭和 27 年 法律第 239 号） 

旅行業法施行令（昭和 46 年 政令第 338 号) 

旅行業法施行規則（昭和 46 年 運輸省令第 61 号） 

旅行業者営業保証金規則（平成８年 法務・運輸省令第１号） 
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    (ｱ) 旅行業者等の登録（旅行業者代理業を含む。） 

      （平成 28 年度実績） 

 

登録者数(平成28年度末)              1,356 

 

取 

扱 

件 

数 

    新 規 登 録                211

    抹 消 登 録                138

    変 更 登 録                 24

    更 新 登 録 170

    登 録 事 項 変 更                747

    営 業 保 証 金 取 戻                 66  

     (ｲ) 営業保証金の還付 

        旅行業法第 17 条に規定する、旅行業者と旅行業務に関し取引をした旅行者で、そ

の取引によって生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、

その債権の弁済を受ける権利を有する者に対し、登録行政庁として営業保証金の還付

手続きを行っている。 

      （平成 28 年度実績） 

  

  
取
扱
件
数 

    被 申 立 て 旅 行 業 者 数            0  社  

 

 

    債 権 者 数 旅行者 1  人 

    意 見 聴 取 会 開 催 件 数             1  回 

    処 理 済 件 数             2  件 

    イ 通訳案内士 

      東京都内に住所を持ち、報酬を得て、通訳案内（外国人に付き添い、外国語を用いて

旅行に関する案内をすること。）を業とする者について登録制度を実施し、あわせて通

訳案内士の業務の適正な実施を確保することにより、外国人旅行者に対する接遇の向上

を図り、もって国際観光の振興に寄与する。 

     ・根拠法令等：通訳案内士法（昭和 24 年 法律第 210 号） 

            通訳案内士法施行規則（昭和 24 年 運輸省令第 27 号） 

（平成 28 年度実績） 

登録者数(平成28年度末)            7,310 

 

 

 

(注)登録証の有効期限なし 

取
扱
件
数 

    新 規            719 

    再 交 付               15 

登
録
事
項

の
変
更 

    都      内               83 

    転      入              32 

    転 出 ・ 抹 消               18 

   ウ 住宅宿泊事業法への対応 

     関係部局及び区市町村との緊密な連携を図りながら、住宅宿泊事業法の円滑な施行に

向けた対応を実施する。 
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６ ユースホステル施設の貸付（受入環境課） 

  ユースホステル施設を民間事業者に貸し付けることで、より柔軟な運営を図るとともに、都

は施設所有者として、建物の修繕等にかかる経費を負担する。 

 

場 所 新宿区神楽河岸１番１号 セントラルプラザ18・19階 

延 床 面 積 1,721.11㎡ (地下室・事務室を含む) 

貸 付 期 間 
平成28年４月１日から平成33年３月31日までの５年間 

（定期建物賃貸借契約による） 

室 数 

洋室 10人用 ２室     和室 ６人用 ２室 

８人用 ２室 

５人用 ４室 

４人用 21室 

      ３人用 ２室（車椅子利用可） 

宿 泊 定 員 158人 
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