『関東交通観光戦略2016』について
別添
趣旨・目的
(1)関東の重要課題に対して地域目線の政策を推進
多くの地域が直面している課題を本戦略の政策課題とし、地域毎にオーダーメイドの対応策を実施。

(2)中期的な工程の中で今年度の施策を定めることで戦略的に推進
2020年の将来像と数値目標を設定し、実現に向けた中期的な工程を設定。その中に今年度施策を位置付け戦略的に展開。

戦略の概要

関東の特性

関東の特性を踏
まえて、関東運
輸局の責務とし
て、以下4つの
重要施策を設定

重要施策
目標年次
PDCA

(1)激化する国際競争の中で日本経
済を牽引

(2)東京圏と東京圏外の二重構造

(3)首都直下地震等の巨大災害の
可能性

・我が国の政治・経済の中核であり、
、
海外と都市間競争を繰り広げる首
都東京を有する関東
・訪日外国人旅行者の東京一極集中
・2020年東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催

・明確な人口減少局面に入っていない
東京圏と全国平均を上回る速度で人
口減少と高齢化が進む東京圏外
・公共交通を利用するライフスタイ
ルが定着した東京圏と車社会の東京
圏外

・首都直下地震が今後30年以内
に発生する確率は70%程度
・地球規模の気候変動に伴う大
規模水害等のリスクの高まり
・軽井沢スキーツアーバス事故
等の重大事故の発生

(1)広域関東全体で訪日
外国人旅行者を受け
入れるための環境整備

(2)超高齢社会に対応し
た地域公共交通の再編

(3)労働力不足に対応し
た国際競争力を強化
するための物流効率
化・高度化

(4)防災減災対策と事故
防止対策の推進によ
る安全安心の確保

2020年（平成32年）
PDCAサイクルに基づき、毎年度末に、本戦略の推進状況の点検と必要な見直しを行い、戦略と次年度の
施策をブラッシュアップ

『関東交通観光戦略2016』のポイント①
（１）広域関東全体で訪日外国人を受け入れるための環境整備
2020年 東京に一極集中している訪日外国人旅行者を広域関東で受け入れる
の将来像 目標値 2020年の外国人延べ宿泊者数 東京圏：3,600万人泊、東京圏外1,200万人泊

ＦＩＴのリピーターをターゲットに、東京からの近さを活かし、週末に郊外に出かけ
るような気軽な感覚で、都心にはない自然や歴史文化の魅力を体験してもらいます。
戦

○訪日外国人の受け皿となる広域観光周遊ルートを設定（別紙①）
・関東平野を巡る江戸回廊ルートと大きく周遊する自然大回廊ルートを設定。数日から1週間以
上の旅行まで様々なニーズに対応します。

略 ○公共交通で観光地を周遊できるようアクセス環境を整備

・外国人でも公共交通を使えるよう、ターミナル駅から観光地まで一気通貫の情報を提供します。

○地域にできるだけ長く滞在してもらえるよう滞在型コンテンツを充実（別紙②）
・意欲のある地元産品、酒蔵を地域ブランドとして育成。農泊、自転車の活用を進めます。

（２）超高齢社会に対応した地域公共交通の再編
高齢化が進む地域で超高齢社会に対応した公共交通ネットワークにリニューアル
2020年 高齢化が進む地域で超高齢社会に対応した公共交通ネットワークにリニューアル
の将来像 する
目標値 地域公共交通網形成計画の作成件数：104（北関東の市町村数の総数）
自治体と共同して、高齢者のニーズに対応し、財政的にも持続可能な公共交通ネッ
トワークにリニューアルします。
戦

○ハブ＆スポーク方式の導入を促進
・効率性とサービスレベルを同時に向上させるため、地域の実情を踏まえつつ、ハブ＆スポーク
方式の導入を促進します。

略 ○高齢者のニーズにも対応した利便性の高い公共交通ネットワークを構築

・通勤通学に対応した従来型サービスに加え、小型車両によりこまめに回る運行経路など、高齢
者のニーズにあったサービスも提供する利便性の高いネットワークを構築します。

○住民参画を促進

・地域のニーズを熟知し、最大の支援者である地域住民の参画を推進します。

背景
（現状）
・全国の外国人延べ宿泊者数
の3割が東京都
・東京都の客室稼働率は2015
年において82%
・2020年には4,000万人の訪
日外国人旅行者が来訪
このままでは・・・

2020年に東京都だけで訪
日外国人旅行者を受け入
れることは不可能
背景
（現状）
・北関東の75歳以上の高齢者
人口は2015年において約87
万人
・2020年には約98万人、2030
年には約125万人に増加
・北関東の人口の11%は交通
空白地域に居住
このままでは・・・

運転できない高齢者の外
出が困難に

『関東交通観光戦略2016』のポイント②
（３）労働力不足に対応し国際競争力を強化するための物流の効率化・高度化
2020年
の将来像

労働力不足に対応した効率的な物流システムを構築する
京浜港の国際競争力を強化するため広域的な集荷体制を構築する
目標値 ・労働生産性2割程度向上
・京浜港の北米基幹航路のデイリー寄港週30便の維持・拡大

物流事業者、荷主企業など多様な主体の連携・協力を促進し、単独事業者ではな
しえない、物流効率化の新たなステージを切り開きます。
戦 ○手待ち時間を解消するため、物流施設への搬出入の管理システム導入を促進

背景
（現状）
・トラック事業では1運行当
たり2時間弱の手待ち時間
が発生
・京浜港の基幹航路の便数は
1998年：52便→
2013年：30便に減少
このままでは・・・

・物流事業者と荷主が連携して、物流施設への搬出入の予約システムの導入を促進します。
そのために、物流事業者と荷主企業をマッチングする方策を検討・実現します。

略

○京浜港の貨物取扱量を増やすため広域集貨体制を整備
・高速道路網と結節したインランドデポ、貨物鉄道と港湾の結節を強化するためのオンドック
レールの整備など京浜港の広域集貨体制の整備を進め、国際競争力を強化します。

（４）防災減災対策と事故防止対策の推進による安全安心の確保
首都直下地震等の発生に備えて必要な対策を推進する
○支援物資を輸送できるよう体制を整備
・各自治体において、既に連携体制が構築されているトラック事業者や倉庫事業者に加え、
鉄道事業者や内航海運事業者との連携体制を構築します。

○駅滞留者の支援、代替輸送機関の確保を円滑に進める体制を整備

物流が経済のボトルネッ
クになるとともに、企業
の立地環境が悪化
背景
・首都直下地震の今後30年
以内の発生確率は70%程度
→災害発生に備えて万全の
対策を講じておくことが
必要

・駅で滞留した帰宅困難者を支援し、代替輸送機関を確保するための体制を整備します。

軽井沢スキーバス事故等を踏まえ、必要な対策を実施する

・本年1月、軽井沢スキーバ
ス事故が発生

○軽井沢スキーバス事故を踏まえた対策を速やかに実施
・本年6月3日に取り纏められた「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な
対策」を踏まえ、問題のある事業者に対する監査の重点化などの対策を速やかに実施します。

→事故防止対策を迅速に実
行することが必要

「東京回廊～TOKYO & AROUND TOKYO ～ 」（仮称）形成計画概要
名称・コンセプト

別紙①

対象地域の地図

• ルート名称： 「東京回廊」 TOKYO & AROUND TOKYO
• 副題： ～広域関東で、多様な日本を楽しむ旅～
• コンセプト

●佐渡島

江戸回廊ルート1

⑨成田・佐倉
（千葉県）

さいたま

⑫高尾山・リニア
（東京都・山梨県）

◎

東京
③水郷三都・神栖・銚子
ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞ-ﾄ （千葉県・茨城県）

東京
⑬大山・丹沢
（神奈川県）

千葉
九十九里浜

横浜

江戸回廊ルート2

富士山

事業の概要
• 広域で取り組む主な事業
（１）事業計画策定・マーケティング
●訪日外国人旅行者の市場別ニーズ調査と周遊促進のための戦略策定
（２）受入環境整備・交通アクセスの円滑化
●外国人観光客が対象地域内を周遊できる企画乗車券の導入
（３）滞在コンテンツの充実
●歴史や伝統等を活かした「テーマ別滞在コンテンツ」の掘り起こしと磨き上げ
（４）対象市場に向けた情報発信・プロモーション
●広域メリットを活かした広告、旅行博への出展、旅行商品の造成等

②土浦・つくば
（茨城県）

⑪SAITAMA
ﾌﾟﾗﾁﾅﾙｰﾄ
（埼玉県）

八ヶ岳
⑭ワインリゾート
（山梨県・長野県）

④北臨海部
（
茨城県・
福島県）

松本

⑥東毛・栃木・結城
（栃木県・茨城県・群馬県）

①水戸・
奥久慈
（
茨城県）

• 目標の設定
10県の広域観光促進地域の外国人延べ宿泊者数を、平成32年度末までに1,609万人泊
（約2.5倍）以上に増やす。中間年である平成30年度末までに1.75倍以上に増やす。
• 成果把握の方法
観光庁「宿泊旅行統計調査」における外国人延べ宿泊者数を用いる。
• 計画期間
平成28（2016）年度～平成32(2020)年度までの５カ年とする。

⑦西毛・
東信州
（
群馬県・
長野県）

目標設定・成果把握

高山へ

⑧みなかみ・
伊香保
（
群馬県）

⑳信越自然郷
（長野県）

自然大回廊ルート（太平洋）
⑤日光・
那須塩原
栃(木県）

⑱上越・妙高・糸魚川
(新潟県）

⑲長野
（
長野県）

申請者：関東観光広域連携事業推進協議会
会長： 東京商工会議所 副会頭 佐々木 隆
事務局： （公社）日本観光振興協会 関東支部、東京商工会議所
構成員： 11都県（福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈
川県、新潟県、山梨県、長野県）、関連市町村、 (公社)日本観光 振興協会関東支
部、(一社)日本旅行業協会関東事務局、 関東鉄道協会、鉄道事業者等民間企業
等

⑮会津・相馬
（福島県）

自然大回廊ルート（日本海）

申請者（事業実施体制）
•
•
•
•

福島

⑯新潟・佐渡・中・下越
（新潟県）

⑰雪国観光圏
（
新潟県・
長野県）

2020年オリンピック・パラリンピック東京開催を控え、現状では東京都心部に一極
集中する外国人観光客の受入状況を変え、関東やこれに隣接する各県まで広域的
にその効果を拡大させようとする広域観光周遊ルート形成計画です。
この地域は、どこまでも街並みが続く巨大都市圏でありながら、豊かな山海に囲ま
れており、温泉、自然、歴史、祭から工場見学まで多様な観光資源が豊富です。
ルートのテーマ等の設定は、大自然を繋いだルートが2本（①群馬、新潟を経由し長
野方面まで ②日光・会津を経由し日立・成田方面まで）のほか、江戸の文化が息づ
いた川越や佐倉等を中心に訪問先を変えたルートを2本としました。
日本最大のゲートウェイである成田・羽田の他、茨城、新潟、福島の地方空港等を
起点・終点として、各ルート上に点在する魅力的な観光資源の特性ごとに、全域に発
達した鉄道・道路等公共交通が網羅され、ルート設定の基盤となっています。
「東京」の世界的な認知度をフル活用し、都心と周辺のコントラストの演出による
ギャップ効果を活用したプロモーション等を展開し、その効果を最大化させます。
• 主な対象市場・ターゲット
中国、台湾、韓国、タイ等の東南アジア、欧米等のFITリピーター層

小田原

⑩市原・木更津・南房総
（千葉県）

伊豆七島へ
広域観光促進地域

広域観光拠点地区

主要広域観光ルート

：主要ゲートウェイ施設

1

「TOKYO & AROUND TOKYO」ブランド地場産品のプロモーションについて

別紙②

外国人観光客に訴求する質の高い商品を「TOKYO & AROUND TOKYOブランド」として認定し、訪日外国人に積極的に販売していこうとする意欲に
溢れる生産者・販売者を強力に支援することにより、外国人観光客の地方への誘客を図るとともに、観光地域の「稼ぐ力」を醸成するために実施。

スケジュール
募集期間：１／１２～２／１

東京
東京さしすせそ

神奈川
イカ爆弾

埼玉
さやまかおり
・ふくみどり

茨城
トマト塩糀

応募総数：１８４品
一次審査：２／９
最終審査：２／２５
認 定 式 ：３／２４

千葉
えんじょい
ピーナッツ

観光振興賞
8品
対象となる主な商品

ジャム

ソーセージ

菓子類

漬け物

魚の干物

※すべて加工品に限る。

観光振興推奨賞
32品
栃木
ツルミのカツ煮まん

群馬
焼きまんじゅう

山梨
白桃シロップ漬け

Let’s go 海外！（第11回）
日程：平成28年7月2日（土） 10:00～19:00
会場：Tokyo City i パフォーマンススペース（屋内会場）
（JPタワーKITTE B1階）
主催：駐日外国政府観光局協議会（ANTOR JAPAN）
出展商品と事業者
東京都：東京さしすせそ（(株)フードリレーション）
神奈川県：イカ爆弾（(一社)真鶴町観光協会）
千葉県：Enjoy Peanuts（(株)やます）
茨城県：トマト塩糀（緑と風の農園）
栃木県：ツルミのカツ煮まん（ツルミ食堂）
群馬県：焼きまんじゅう（(有)田舎や・(株)成美）
山梨県：飲むデザート 桃ジュース
（(有)ピーチ専科ヤマシタ）

東京フラフェスタ in 池袋（第14回）
日程：平成28年7月30日（土）・31日（日） 11:00～18:00
会場：東池袋中央公園（屋外会場）
（池袋サンシャインシティ隣接）
主催：東京フラフェスタin 池袋実行委員会
出展商品と事業者
神奈川県：イカ爆弾（(一社)真鶴町観光協会）
茨城県：トマト塩糀（緑と風の農園）
群馬県：焼きまんじゅう（(有)田舎や・(株)成美）
山梨県：白桃シロップ漬け（(株)いちのみやママ工房）

