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責任ある観光を実施するには、観光に関わる全ての人の
貢献が必要です。
デスティネーションアジアは、
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責任ある旅行
者になる

• 責任ある選択

責任ある観光方法を選びましょう。
同行ガイドに適切なアドバイスをお尋ねください。

• 準備

訪問地域への理解を深めましょう。
異文化でのマナー、正しいふるまいを学びましょう。.

• ゆっくり行こう

徒歩、
自転車、人力車を使って観光することは地域
の文化を深く学ぶだけでなく、温室効果ガスの排出
量削減にもつながります。

• 子供たちは観光のアトラクション
ではありません

お菓子やお金を子供にあげることは、物乞いを習慣
化させてしまい、正しい支援方法とは言えません。地
域の認定組織等に寄付し、有効に活用してもらうこ
とが、長期的な観点での若い世代の育成に最も重
要な支援となります
（地域の慈善活動やNGOの活
動など、
同行ガイドに聞いてみましょう）。

• 観光大使として
この目標に向けてサプライヤーや地元企業との連携を高めてまいります。旅行者は、正しい倫理規範
のもとに実施される観光サービスを利用することが重要です。
それによって、観光産業に理解のある伝
統工芸の見学や工房の訪問、
博物館等の教育施設の訪問など、
ありきたりの観光では得ることができ
ない、
その土地ならではの経験をすることができるでしょう。

観光中に、不適切な行為や、責任ある観光と謳うプ
ログラムに虚偽がある場合、旅行者が報告すること
で、観光産業全体の取り組みの向上につながります。
そのような場合には、
同行ガイドに報告して頂き、
ガ
イドを通じて各オフィスで対応します。
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責任ある
消費行動

• 責任ある消費

ホテルのチェックアウト時、照明やエアコンの電源オフ、水道の
蛇口の閉め忘れの確認をしましょう。必要のない電気機器の
電源オフを意識しましょう。

• 3R（スリーアール）

Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)。
訪問国でのごみの削減に努めましょう。
その国で行われているゴ
ミの分別に従いましょう。

• 郷土食を楽しむ

旅行先で、
その土地の料理を味わうことは最高の体験です。不要
な食品包装は断る、
あるいは、持ち帰りにせず、
その土地の食堂
で地元の人と一緒に味わうことが本当のローカル体験となるで
しょう。

• 繰り返し利用できる旅行用品

水筒、繰り返し利用可能なストロー、
マイ箸、
買い物バッグを持
参しましょう。
これだけで、旅行中の不要なごみの削減が可能で
す。使い捨てとなる商品の受け取りは積極的に断りましょう。

• 国・地域の法令、条例

違法ドラッグの利用は厳しく禁止されており、法を犯せば刑罰の
対象となります。国立公園や寺社等、場所によってはアルコール
類の飲酒は厳禁の場合があります。国・地域の法令、条例を順守
しましょう。

• 温室効果ガスの削減

快適性を求めて飛行機を利用するか、
じっくりと旅を楽しむため
に電車を利用するか、移動手段による環境への影響を考慮しま
しょう。
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責任ある
消費行動

• お土産品の選択は慎重に

違法な商品や倫理的に問題のある
商品など、誤って購入しないように
注意しましょう。地域で作られた商
品を選び、国際自然保護連合
(IUCN）
のレッドリスト
（特定のカメ、
ゾウ、
トラ、
サメ、
クジラなど）
に該当
する製品は避けましょう。適切なお
土産について、
同行ガイドにアドバ
イスを求めましょう。

• 地域のものを買う

地域で生産された食品を買うことが
地域経済への大きな貢献になりま
す。
また、地域の生活を知る機会と
なります。市場やクラフトセンターを
訪問することで、
その土地ならでは
のモノとの出会い、
それにまつわる
ストーリーを聞くことができるでしょ
う。地域の活動や取り組みに関心を
持つことで、
あなたがそこで使うお
金がその地域の暮らしを支えること
になるでしょう。

• 地域の取り組みへの寄付

旅行中には、
その土地の保護活動や
社会的取り組みを支援できる機会
が多くあります。
同行ガイドにあなた
ができることを尋ねてみましょう。
そ
して、現金や他の方法で貢献できる
ことを実践しましょう。

敬意を払う

• 落ち着いて、想定外の出来事も楽
しみましょう

旅行中には、
良くも悪くも予期せぬ出
来事が起こります。
どんな状況であろ
うと、動揺せず冷静に礼儀正しく振舞
うことが、
よい解決・結果につながり
ます。

• 好奇心を持って

訪問地域の様々なストーリーを知るこ
とを楽しみましょう。地域の人と触れ合
うことで、彼らの生き方、地域の維持や
保全について学びましょう。

• 地域の文化に敬意を払いましょう

訪問先の伝統的慣習、年中行事など地
域の文化を学ぶことが、
その土地とそ
こに暮らす人々についての理解を深め
るためには欠かせません。
また、
あなた
の国の文化も地元の人たちと共有して
ください。
そうした異文化交流が旅の醍
醐味です。

• 地域のルールを理解しましょう

その土地ならではの決まりや規則は、
と
きに部外者にとっては、理解しにくい場
合もあります。
そうした時でも、
良いふる
まい、悪いふるまいを理解していれば、
無自覚な対応によって、相手を不快にす
ることは避けられます。
とりわけ、
神聖な
場所での適切な服装は重要です。

• 性風俗産業への注意

バーやクラブなどでは、人身売買に
関与したり、予期せぬ事態に関与す
るリスクがあります。適切なバーや
クラブが分からない場合には、
同行
のガイドにアドバイスを求めましょう。

• 自然の保護

自然を楽しむ一番の方法は、
あるがま
まの状態を味わうことです。野生動物
の生活を邪魔することなく、
そこで定
められた決まりに従い行動しましょ
う。植物の採取は厳禁です。
サンゴ礁
の損傷など、
自然環境を損なう行動は
やめましょう。

• 行動する前に確認しよう

特定地域での写真撮影や動画撮影の
前には許可を得ましょう。民族によっ
ては、撮影によって自分たちの魂の一
部が失われると考える人たちもいま
す。人物撮影においても、対象となる
人に事前に許可を得るのがマナー
です。
たとえ、許可が下りない場合で
も、
きちんと敬意を払いましょう。

注意が必要なアクティビティ
の心がけとガイドライン

1

野生動物の観察と保
護地域でのアクティ
ビティ

• 同行ガイドの指示のもと、そこで定められた決
まり、規則に従いましょう。

• ごみの削減に努め、水筒、布ナプキン、お弁当箱

など、繰り返し利用できるモノを持参しましょう。

• 動物や昆虫に決して触れないこと、
どんな動植
物にも触れないこと。
それらには毒がある場合
があります。

• 野生動物との接触を促す行為や、餌付けを行っ

てはいけません。
そうした行為は、動物と旅行者
の双方に危険をもたらす可能性があります。
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海、海洋生物、
サンゴ
礁、
ウォーターアクテ
ィビティ

• 水泳、
シュノーケリング、
スキューバダイビング

時には、
サンゴに上に立ったり、触ったりしない
でください。

• 海洋生物の餌付けはしないでください。餌付け

は、生物の習性を変え、海の生態系に影響を与
える可能性があります。

• いかなる海洋生物に対しても、追いかけたり、
触ったり、突いたり、刺したり、捕まえたりし
ないでください。

• いかなるゴミも海の中に捨てないでください。

• 野生動物とは適切な距離を保ちましょう。追い

• 海洋生物を利用したお土産品は、違法な場合

• 動物同士の喧嘩を誘引するアクティビティや野

• 水中写真撮影を行う際には、付属機器がサン

• 車から動物観察を行う際には、適切な距離を保

• 海やサンゴに優しい日焼け止めを利用してくだ

• 野生動物の写真撮影においては、
フラッシュの利

• ボートでの移動やシュノーケリングを行う際に

かけたり、追い詰めたりしてはいけません。

生動物を殺すスポーツハンティングに加担しな
いでください。

ってください。決められた道路での走行を守り、
野生動物を探すために道から外れてはいけま
せん。
用を避けてください。
また、
ごみは指定された場
所で処分してください。

がありますので、購入しないでください。

ゴに接触して傷つけることがないよう、十分に
注意してください。
さい。酸化亜鉛 (zinc oxide) もしくは酸化チ
タン (titanium dioxide) でできている日焼け
止めならサンゴにも身体にも優しいです。

は、必ずライフジャケットを着用してください。

• 違法な行動を確認した場合には、同行ガイドに
報告してください。

3

地域コミュニティ、先住民族が暮
らす地域への訪問

4

文化遺産へ
の訪問

• こんにちは」、
「ありがとう」
といった基本的な挨拶を学びましょう。

• 地域の信仰や文化を傷つけることがないよう、同

• 地域の信仰や生活スタイルに敬意を払いましょう。同行ガイドに、

• 文化遺産にまつわる様々なストーリーを、同行ガ

• 地域の郷土料理を楽しみましょう。食べたくない場合には、丁寧に

• 注意を促す看板標識の確認を忘れずに。写真や

• お土産など地域の商品を購入する際には、適切な金額を支払いま

• むやみに登ったり、落書きをするなど、遺跡、建築

友好的な交流のきっかけとなります。

訪問地域のエチケットを確認しましょう

断れば問題はありません。

しょう。値段交渉をする場合にも、
あなたの支払う金額が地域
にとって唯一の収入源となることを忘れないでください。

• 写真撮影をする際には、必ず事前に許可を取りましょう。地域によ
っては、撮影は大きな問題になり得ます。

• その地域にふさわしい服装を心がけましょう。
とりわけ神聖な場所
を訪問する際には十分配慮してください。

• お菓子やお金を子供にあげることは、物乞いを習慣化させてしま

い、正しい支援方法とは言えません。地域の認定組織等に寄付し、
有効に活用してもらうことが望ましいです。

• 路上で物乞いにお金をあげないでください。結果的に、人権問題や
人身売買に加担する場合があります。

• 寄付をする際には同行ガイドに相談して、あなたの寄付金が必要と
している人に確実に届くようにしましょう。

行ガイドに訪問時のマナーを確認しましょう。

イドを通じて学びましょう。

動画撮影の際には、必ず事前に許可を得ましょう。

物、
および訪問地域の観光施設の損傷につながる
行為はやめましょう。

• 同行ガイドの指示に従い、決められた区域から外れ

ることがないよう、責任ある行動を心がけましょう。

• 発掘品や遺物などと疑われる骨董品販売は違法で
す。鑑賞や購入はしないでください。

• ごみの削減やリサイクルに努め、訪問地域には自分
の足跡以外、残さないように心がけましょう。

• 寄付をする際には同行ガイドに相談して、あなたの

寄付金が文化遺産の保全・保護に確実に使われる
ようにしましょう。

