
「持続可能な観光国際年」における 
 活動報告  

  登録ガイドライン 
 

 



登録の手順  

http://www.tourism4development2017.org/join-the-celebration/ 

① 公式ウェブサイトサイト内の登録画面へ 

② 登録画面表示 

※入力は英語でお願い致します。 

２ 

③ スクロールして 
  画面の下部へ 
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登録の手順  
④ 登録画面にて順に登録 
＊は必ず入力して頂く必要がございます。 
 変更や追加等はp.9 の「お問合先」において可能です。 

所属企業・団体名称 所属企業・団体名称 

組織の種別が該当しない 
場合は記入 例）Media（プレス） 
組織の種別が該当しない 
場合は記入 例）Media（プレス） 

開催都市    
例） Tokyo 
開催都市    
例） Tokyo 

イベントのタイトル名 イベントのタイトル名 

 開催地域 
⋆日本は 
 East Asia &the   
 Pacific に該当 

 開催地域 
⋆日本は 
 East Asia &the   
 Pacific に該当 

開催国 
例) Japan 
開催国 
例) Japan 

組織の種別 組織の種別 
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登録の手順  
④ 順に登録 

開催日(暫定可） 開催日(暫定可） 

 
開催終了日(暫定可） 

 

 
開催終了日(暫定可） 

 

関連ウェブサイトのリンクを
張り付け 
関連ウェブサイトのリンクを
張り付け 

参加対象者 参加対象者 

参加推定人数又は活動を通して 
期待できる効果について記入 
参加推定人数又は活動を通して 
期待できる効果について記入 
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p.7 参照 p.7 参照 

p.8 参照 p.8 参照 

p.9 参照 p.9 参照 

活動を通して期待できる効果が
他にある場合、記入 
活動を通して期待できる効果が
他にある場合、記入 



登録の手順  
④ 順に登録 

取組の概要を記入（文字制限なし） 取組の概要を記入（文字制限なし） 

クリックすると、入力された内容はUNWTO本部で確認後、 
公式ウェブサイトにアップロードされます。  
アップロードが終了次第、ご登録されたemailに連絡が 
届きます。（世界地図への反映は連絡到着後、数日を 
要しますことをご了承ください。） 

クリックすると、入力された内容はUNWTO本部で確認後、 
公式ウェブサイトにアップロードされます。  
アップロードが終了次第、ご登録されたemailに連絡が 
届きます。（世界地図への反映は連絡到着後、数日を 
要しますことをご了承ください。） 

関連する写真をアップロード。 
写真の大きさは高画像が望ましい。 

アップロードできない場合は、p.9記載の 

UNWTO本部担当者へ直接送付も可 

関連する写真をアップロード。 
写真の大きさは高画像が望ましい。 

アップロードできない場合は、p.9記載の 

UNWTO本部担当者へ直接送付も可 

チェックを入れて
ください 
チェックを入れて
ください 

５ 

関連する映像のリンクがあれば貼り付け 関連する映像のリンクがあれば貼り付け 



登録の手順 （補足） 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q. Select IY 2017 pillar(s) your initiative is mostly related to  
 

観光国際年の重点項目とする以下の5つの柱のうち、 
一番関係の深いものを選択してください。 

①  Inclusive and sustainable economic growth 
    包括的及び持続可能な経済成長  

 

②  Social inclusiveness, employment and poverty reduction 
  雇用創出及び貧困の削減  
   

③  Resource efficiency, environmental protection and climate change 
      資源の有効活用、環境保全、気候変動  
 

④  Cultural Value, diversity and heritage 
       文化の価値・多様性・遺産の保護  
 
⑤   Mutual understanding, peace and security 
        相互理解、平和、安全  

   

６ 



登録の手順（補足） 

①Advocacy and awareness-raising  
 アドボカシー・意識の啓発  
 ・発展するためのツールとしての持続可能な観光を推進するために世界・国・地域が方向性を統合し、経済的かつ持続可能な発展を促進 
 ・観光が「持続可能な発展のための2030アジェンダ(アジェンダ2030）」及び「持続可能な開発目標（SDGs）」に対して貢献するという世界的 
  議論を促進 
 ・観光客を含む観光に関わる全てのステークホルダーに対し、観光・旅行が環境や社会に与える影響への意識を喚起し、責任ある観光が     
  いかに持続可能な発展に寄与できるか考察する機会を提供 
   

②Knowledge creation and dissemination 
 知識の創造・普及  
 ・先進国・地域、新興国・地域において観光国際年の5の柱を支援するための観光の役割への理解の深度化 
 ・観光によりもたらされるプラス面とマイナス面を測定及び監視するためのツールや仕組み作りを推進 
  

③Capacity-building and education 
  能力開発の機会・教育の提供 
 ・発展持続可能な観光の役割を促進するための教育方針の形成及び実施の支援 
 ・アジェンダ2030およびSDGsの則ったカリキュラムの強化 
 ・キャパシティービルディングや技術の習得を通した女性及び若者の地位向上 
 

④Policymaking 
 政策起案 
 ・持続可能な発展に向け、観光の潜在性を最大化し、事実に基づいた政策を促進、良好事例を共有 
 ・アジェンダ2030及びSDGsの達成に向け、観光政策を省庁横断的に連携しながら策定し、包括的・統合的な観光の発展を奨励 
 ・観光の発展を軸に官・民の連携を刺激し、企業の社会的責任(CSR)を促進 

Q. Lines of action 
以下のどの項目を一番の目的として行動を起こしましたか。  
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登録の手順（補足）   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q. Type of Activity 
活動の種類を選択してください。 

 

①Press and online campaigns and advocacy efforts(videos, coins, stamps etc.) 
  メディア、インターネット及び観光国際年を普及するための景品の作成（ビデオ、バッチ、シール等） 
 
②Awards and Competitions     大賞及びコンテストの実施  
 

③Events, Meetings and Conferences   イベントや会議の開催  
 

④Capacity buildings, workshops, training courses, and curriculum development 
    キャパシティービルディング、ワークショック、研修会、学術機関におけるカリキュラムの導入 
  

⑤Development and Tourism measurement tools   持続可能な観光の測定手法 
 

⑥Publications, research, paper and articles   出版、研究、論文、記事  
 

⑦Creation of multi-stakeholder partnership in the field of tourism  

  様々なステークホルダー間におけるパートナーシップの創造 
  （例：観光国際年に関するワーキンググループの策定等） 
 
⑧Development/Adjustment of policy, strategies, and practices to enhance the role of   
  sustainable tourism  for  development   
  発展のための持続可能な観光の役割を拡大するための政策・戦略の策定及び調整、 
  取組の開始・調整 
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●公式ウェブサイトはUNWTO本部(スペイン）において管理されています。 
  一度登録した内容の変更を希望する場合は、直接UNWTO本部の担当者へメールで変更内容を 
   送信してください。（英語でお願い致します。）  
 
   担当者：Ms. Ana Vingada    
          Email: iy2017comm@unwto.org 
 
 
●質問の内容について英語でのサポートが必要な場合や、担当者からの回答が得られない場合は 
   国連世界観光機関駐日事務所までご連絡ください。 
 
         担当者：吉田、村田 
   Email: info@unwto-ap.org 
   TEL:0742-30-3880 

 
 
 

お問合せ先 

９ 
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