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はじめに 
 

観光は、国全体の経済の活性化や国際相互理解の増進など様々な意識を有するほか、

地域の内発的発展に資すること等から、現在、我が国では、観光立国の実現を目指し

て、官民挙げて観光振興を強力に進めている。また、観光産業は、我が国の経済、雇

用、地域の活性化に対する貢献から、21 世紀における基幹産業として大きな期待が寄

せられているところである。 
そのため、政策立案や検証等に必要な基礎データを得るために、全国統一的な基準

に基づく信頼性の高い国の承認統計として、平成 19 年より、全国４７都道府県の従業

者数 10 人以上の宿泊施設を対象に全数調査を実施している。 
また、観光立国推進基本計画（平成１９年 6 月閣議決定）において、観光統計の整

備・拡充等が求められており、宿泊旅行統計調査に関し、課題とされている事項等に

ついて検討を行い、２２年に向けた宿泊旅行統計調査の整備方策について検討を行う

こととしている。 
なお、本検討に際しては、「観光統計に精美に関する検討懇談会」「宿泊旅行統計分

科会」座長の東京海洋大学海洋工学部流通情報工学部教授 兵藤哲朗氏をはじめ各委

員（委員名簿別途掲載）から多大なご指導をいただいた。 
本報告書の発刊にあたり、ここに厚く感謝の意を表する次第である。 
 
 
 
平成 21 年 3 月 
 
 

 国土交通省観光庁参事官（観光経済担当） 
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１．平成２０年調査の概要と課題 
 
１－１．宿泊旅行統計調査（承認統計）の実施 
平成 19 年 1 月より、わが国の宿泊旅行の実態を全国規模で把握する「宿泊旅行統計調査」

（統計報告調整法に基づく承認統計）を実施しているが、平成 20 年 1 月からの調査は、平

成１９年度の「宿泊旅行統計分科会」等の方針に基づく改定を行い以下の概要で実施した。 
 
（１） 調査の対象 

調査対象は、従業者数 10 人以上のホテル、旅館及び簡易宿所の全宿泊施設で、平成 19
年調査の母集団名簿をもとに、都道府県の協力を得て新設施設を追加した名簿を作成し、

これを母集団として調査を行った。 
 
（２） 調査の期間と時期 

調査の期間は、平成 19 年と同じく、1～3 月、4～6 月、7～9 月、10～12 月の各四半期

とし、各四半期末現在で調査した。 
 
（３） 調査事項 

調査に使用した調査票は、第１号様式（従業者数 99 人以下の宿泊施設に対する調査票）

及び第２号様式（同 100 人以上に対する調査票）である。 
第１号様式 第２号様式 

1.宿泊施設の名称 1.宿泊施設の名称 
2.宿泊施設の所在地 2.宿泊施設の所在地 
3.宿泊施設タイプ 3.宿泊施設タイプ 
4.客室数及び収容人数 4.客室数及び収容人数 
5.従業者数 5.従業者数 
6.宿泊目的割合 6.宿泊目的割合 
7.延べ宿泊者数と実宿泊者数、及び外国人

延べ宿泊者数と実宿泊者数（※1） 
7.延べ宿泊者数と実宿泊者数、及び外国人延

べ宿泊者数と実宿泊者数（※1） 
8.居住地別（県内外別）延べ宿泊者数（※2） 8.国籍別外国人延べ宿泊者数 
9.国籍別外国人延べ宿泊者数 9.居住地別（都道府県別）延べ宿泊者数（※2）

10.特記事項記載欄（※3） 10.特記事項記載欄（※3） 
※1.実宿泊者数及び外国人実宿泊者数は、1 人当たり平均宿泊数を把握するために平成 20 年調

査から新設した。 
※2.居住地別延べ宿泊者数は、第１号様式と第２号様式で調査項目が異なる。 
※3.特記事項記載欄は、平成 20 年調査より新設した。 
 
（４） 結果の推定方法 

平成 19 年調査と同じく、結果の推定は、未回収の施設があるため、調査結果に施設所在

地（47 区分）×従業者数（3 区分）の層ごとに回収率の逆数を乗じて合算した。また、平
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成 20 年調査からは新たに市区町村別の推定を行い、市区町村の層ごとに回収率の逆数を乗

じて合算した。なお、標本の総和が 1,000 人泊以上になる結果表セルにおいて 50％以上の

シェアを占める標本（以下「外れ値施設」という。）については別途層を設け、乗率 1/ =hh nN

とした。 
総計の推定値は次の式で表される。 

∑ ∑=
h i

ih
h

h x
n
N

G ,  

G ：総計（延べ宿泊者数等）の推定値 

ihx , ：第 h 層の第 i 番目の施設の調査結果（延べ宿泊者数等） 

hn ：第 h 層の標本（回収）施設数 

hN ：第 h 層の母集団施設数 

 
（５） 実宿泊者数の補定 

平成 20 年調査から新設した実宿泊者数は、回収した調査票のうち約３０％の調査票が未

記入であったため、実宿泊者数が未記入の調査対象施設に対しては電話照会を行い、電話

照会を行っても実宿泊者数の不明や矛盾が解消されなかった場合には、都道府県×従業者

数別の層別に補定を行った。 
それぞれの層ごとに実宿泊者数及び延べ宿泊者数の記入が有効である施設のデータをも

とに、その層内の施設全体の一人当たり平均宿泊数を求め、その値で当該施設の延べ宿泊

者数を除して実宿泊者数として補定した（層別には外れ値施設も含む）。 

具体的には、補定が必要な第h 層 ii番目の施設の実宿泊者数 iihy , は、当該施設の延べ宿泊

者数を iihx , とすると、 

h

iih
iih p

x
y ,

, = 、 hp は第h 層の有効データの平均連泊数で ∑=
i ih

ih

h
h y

x
n

p
,

,1
 

ここで、 ihy , は第h 層 i 番目の施設の実宿泊者数、 ihx , は第h 層 i 番目の施設の延べ宿泊者

数、総和の対象となる i（施設）は、 ihy , （実人数）、 ihx , （延べ人数）とも有効な施設のみ

で、 hn は有効施設の件数。 

以上の方法で実宿泊者数を補定したが、稀に、補定後の外国人実宿泊者数が全体の実宿

泊者数を上回ることがある。この場合は、当該施設の全体の実宿泊者数を優先し、全体の
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一人当たり平均宿泊数で外国人延べ宿泊者数を除して、それを外国人実宿泊者数に置き換

えた。 
 
（６） 結果の表章 

平成 20 年調査での表章内容は以下のとおりである。 
表番 表章項目 分析軸 

第 1 表 施設数 施設所在地別（※1）、従業者数別、宿泊目的割合別、宿泊

施設タイプ別（※2） 
第 2 表 延べ宿泊者数（※3） 月別、施設所在地別（※1）、従業者数別、宿泊目的割合別 
第 3 表 実宿泊者数（※3,※4） 月別、施設所在地別（※1）、従業者数別、宿泊目的割合別 
第 4 表 延べ宿泊者数（※3） 月別、施設所在地別（※1）、宿泊施設タイプ別（※2） 
第 5 表 実宿泊者数（※3,※4） 月別、施設所在地別（※1）、宿泊施設タイプ別（※2） 
第 6 表 定員稼働率 月別、施設所在地別（※1）、従業者数別、宿泊目的割合別、

宿泊施設タイプ別（※2） 
第 7 表 延べ宿泊者数 月別、施設所在地別（※1）、宿泊目的割合別、居住地別（※

5） 
第 8 表 延べ宿泊者数 月別、施設所在地別（※1）、宿泊施設タイプ別（※2）、居住

地別（※5） 
第 9 表 外国人延べ宿泊者数 月別、施設所在地別（※1）、国籍別 
参考第 1 表 延べ宿泊者数（※6） 月別、施設所在地別（※1）、居住地別（※7） 
参考第 2 表 延べ宿泊者数（※6） 月別、施設所在地別（※1）、居住地別（※7）、観光目的 50％

以上 
参考第 3 表 延べ宿泊者数（※6） 月別、施設所在地別（※1）、居住地別（※7）、観光目的 50％

未満 
（※1）平成 20 年調査から、施設所在地別には、都道府県別の他に運輸局別等を追加。 
（※2）宿泊施設タイプ別は、平成 20 年調査から新設。 
（※3）ここでの延べ宿泊者数には外国人延べ宿泊者数を、実宿泊者数には外国人実宿泊者数を

含む。 
（※4）実宿泊者数は、平成 20 年調査から新設。 
（※5）ここでの居住地別とは、県内外別を表章。 
（※6）参考第１表から参考第 3 表までの延べ宿泊者数は、従業員数 100 人以上の施設。 
（※7）ここでの居住地別とは、都道府県別及び運輸局別等を表章。運輸局別等は、平成 20 年

調査から新設。 
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また、平成 20 年調査から、以下の市区町村別表章も追加した。 
表番 表章項目 分析軸 

参考第 4 表 施設数 施設所在地別（※8） 
参考第 5 表 延べ宿泊者数 月別、施設所在地別（※8） 
参考第 6 表 実宿泊者数 月別、施設所在地別（※8） 
参考第 7 表 外国人延べ宿泊者数 月別、施設所在地別（※8） 
参考第 8 表 外国人実宿泊者数 月別、施設所在地別（※8） 
参考第 9 表 定員稼働率 月別、施設所在地別（※8） 
（※8）ここでの施設所在地別は、市区町村内回収施設数 10 施設以上かつ標準誤差率 30％以下

の市区町村を表章。 
 
（７） 遡及推計の実施 

平成 19 年末の名簿更改作業に合わせて、平成 19 年 1～12 月分についての遡及推計を行

い、平成 20 年 1～3 月分調査の公表時に合わせて、平成 19 年確定値として公表した。 
推計方法は、四半期毎の調査時と同じく、母集団を都道府県×従業者数別に層化し、そ

れぞれの層ごとに回収分のデータをもとに推計した。外れ値施設は、平成 19 年 10～12 月

調査で設定した施設を期間中適用した。 
母集団は月ごとに確定し、これらの推計も月ごとに行った。各月の母集団施設は、月初

の施設とし、各月の施設情報（新設、廃業情報）は、以下のとおりである。 
 
① ベースとなる名簿 
平成 19 年 3 月 31 日時点で確定した名簿（10,406 施設）及び平成 19 年末時点に更改

した名簿（特に新設施設について）の情報をベースとした。 
② 平成 19 年中の廃業施設 

平成 19 年調査時及び平成 20 年 1～3 月調査時において、平成 19 年中の廃業が判明し

た施設は、その廃業日を特定し、廃業月以降は母集団には含めない（毎月 2 日以降の

廃業及び廃業月の日付を特定できない場合は、翌月から母集団に含めない）。 
③ 平成 19 年中に対象外事由が判明した施設 
平成 19 年調査時及び平成 20 年 1～3 月調査時において、平成 19 年中に廃業以外の事

由で対象外（従業者数 9 人以下、同伴施設等）であることが判明した施設は、平成 19
年中（全 12 ヶ月）の母集団には含めない。 
ただし、平成 19 年調査時に従業者数が 10 人以上であることが把握できていて、平成

20 年 1～3 月調査時に 9 人以下になった施設は、平成 19 年の遡及推計の母集団には含

めた。 
④ 平成 19 年中の新設施設 

平成 19 年末時点に名簿を更改した際に把握した新設施設は、新設日を確定し、新設月

以降の母集団に含めた（毎月 2 日以降の開業及び開業月の日付を特定できない場合は、

翌月から母集団に含めた）。 
なお、これらの新設施設について、対象外（従業者数 9 人以下、同伴施設等）である
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施設数
（1日現在）

廃業
（1日現在）

開業
（1日現在）

平成19年1月 10,238 － －

平成19年2月 10,225 19 6

平成19年3月 10,223 11 9

平成19年4月 10,184 52 13

平成19年5月 10,204 4 24

平成19年6月 10,204 10 10

平成19年7月 10,217 5 18

平成19年8月 10,240 4 27

平成19年9月 10,259 5 24

平成19年10月 10,270 13 24

平成19年11月 10,278 10 18

平成19年12月 10,288 10 20

年内合計 143 193

ことが判明した場合は、平成 19 年の遡及推計の母集団施設に含めない。 
 
平成 19 年 3 月末時点の確定母集団の 10,406 施設のうち、年間を通して対象外（9 人以

下、同伴施設等）と判明したのは 421 施設、年初（1 月）時点で廃業が判明したのが 136
施設、年初時点で未開業が判明したのが 1 施設（8 月より開業）あり、これらを差し引いた

9,848 施設が遡及母集団に残った。 
また、平成 19 年 3 月末時点で廃業となっていた施設のうちの 50 施設、さらに平成 19 年

末の名簿更改で追加された施設のうちの 340 施設が、1 月の遡及母集団に加わった。したが

って、1 月の遡及母集団の施設数は、10,238（＝9,848＋50＋340）施設となった。 
平成 19 年遡及推計の月別の母集団施設数は、以下のとおりである。全体の施設数に対し

て、年間での廃業・開業施設数はそれぞれ 1～2％であった。 
 

表 1.遡及推計母集団の月別施設数 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１－２．平成２０年調査結果から抽出された課題 
（１） 市区町村別の表章 

平成 20 年調査から市区町村別の推定・表章を行っているが、表章対象を回収 10 施設以

上かつ標準誤差率 30％以下の市区町村に限定しているため、表章可能な市区町村は 200 余

りにとどまっている。 
また、市区町村別に推定を行うため、市区町村の合計が都道府県別の推定とは一致せず、

誤差が大きいことから、表章方法を再検討する必要がある。 
→ ２－２で方針検討 

 
（２） 外れ値の取り扱い 

外れ値施設については、平成 19 年調査と同じく、平成 20 年調査においても回収管理の

徹底を図った。しかし、調査回数を重ねるごとに外れ値施設数が増大し、どうしても回答

協力を得られない未回収外れ値施設が発生してきた。 
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未回収外れ値施設については、平成 19 年の検討懇談会の方針に基づき、補定を行ってい

るが、今後さらに外れ値施設が増えることが予想され、外れ値施設の取り扱いを再検討す

る必要が生じている。 
 → ２－３で方針検討 
 
（３） 実宿泊者数の把握 

平成 20 年調査から実宿泊者数を調査項目として追加したが、統計を取っていない施設が

多く、記入率が 70％程度と低い。未記入の対象施設に対しては電話照会を行うが、それで

も不明な場合は、補定を行っている。 
実宿泊者数の把握は一人当たり平均宿泊数の算出のため、必要不可欠であるため、記入

率を高めるための方法、さらに未回答の場合の補定方法を再検討する必要がある。 
→ ２－４で方針検討 

 
（４） 特記事項記入欄の記入状況 

平成 20 年調査から調査票に「特記事項記入欄」を設け、宿泊者数の変動を左右する特殊

要因の記入を求めたが、記入率が 10％未満と低く、調査票審査の効率化、集計の迅速化、

統計の精度向上等に寄与した記入内容はあまりなかった。 
したがって、この記入欄の取り扱いを再検討する必要が生じた。 
→ ３－３で方針検討 
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２．平成２１年調査からの改定事項 
前述の平成 20 年調査結果から抽出された課題、及びすでに平成 19 年度［観光統計整備

に関する検討懇談会］等で指摘された課題及び新たに発生した課題等を整理し、対応方針

を検討した。 
 
２－１．調査項目の改定 
（１） 客室稼働率の新設 

〔問題意識〕 
・ 現在、稼働率の集計・表章は「定員稼働率」により行っているが、ホテルの経営指標と

しては「客室稼働率」が使用されることが多く、本統計においても客室稼働率の集計・

表章が求められている。 
〔方針〕 
・ 平成 21 年調査において「利用客室数」（月別）を新設し、客室稼働率＝利用客室数÷（客

室数×月間日数）で集計・表章する。 
 
１） 客室稼働率の把握方法 

・ 平成 21 年調査より「利用客室数」（月別）を新設する。ただし、施設によっては、利

用客室数を把握していないことも考えられるので、その場合は直接、おおよその「客

室稼働率」（月別）を記入してもらうようにする。 
 

２） 表章について 

・ 現行の集計項目に加え、利用客室数と客室稼働率の従業者数・宿泊目的割合別、及び

宿泊施設タイプ別の表章を行う（現行の定員稼働率と同様）。 
 

（２） その他の変更点 

調査項目として「利用客室数」を追加する以外に、調査票の以下の部分を変更する。 
 
１） 統計時点の変更 

・ 本調査は四半期分を各四半期末現在で調査しているため、年初の初回調査は 1～3 月

分を 3 月末現在で記入してもらっている。したがって、客室数及び収容人数、従業者

数についても 3 月末時点の統計で年間固定していた。 
・ しかし、定期調査としての年次は 1 月からとしているため、これらの客室数及び収容

人数、従業者数の統計は、調査年次に合わせて「1 月 1 日現在」に変更する。 
 
２） 連絡先記入欄の改定 

・ 調査票の回答は、宿泊施設の所在地のみならず本社事務所等で回答するなど、宿泊施

設の所在地と回答者の所在地が必ずしも一致しないケースが出てきている。 
・ したがって、対象施設情報の混同を防ぐために、調査票送付先の住所以外に対象施設

の所在地記入欄も追加する（実際にはプレプリントされるため、回答者には訂正があ

る場合だけ記入してもらう）。 
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平成20年
1～3月調査

平成20年
4～6月調査

平成20年
上半期分析（※1）

延べ宿泊者数 210 214 200
実宿泊者数 210 214 200
一人当たり宿泊数（※2） 210 214 200
外国人延べ宿泊者数 155 172 135
外国人実宿泊者数 157 174 138
外国人一人当たり宿泊数（※2） 153 168 132

（※1）上半期分析は、1～3月調査と4～6月調査の両方とも表章した市区町村数

（※2）一人当たり宿泊数は、延べ宿泊者数と実宿泊者数の両方で表章した市区町村数

 
２－２．市区町村別の表章 
〔問題意識〕 
・ 地域計画を策定するための基礎資料として、平成 20 年調査より、市区町村別の推定・

表章を行っている。 
・ 表章対象は、市区町村内回収施設数が 10 施設以上かつ宿泊者数が標準誤差率 30％以下

（四半期の各月とも）の市区町村としている。そのため、延べ宿泊者数の表章可能な市

区町村数は、200 余りであった。 
・ 市区町村別に推定を行うため、市区町村の合計が都道府県別推定とは一致しない。推定

の際には、都道府県別と同様に、外れ値施設の設定を行っている。 
〔方針〕 
・ 推定値の誤差が大きく、都道府県別の推定値と一致しないなどの難点があるため、あく

までも参考表として、10 施設以上回答を得られた市区町村において、未回収分を推定

せずに、実数値を表章する。同時に、参考として市区町村別の回収率も掲載する。 
 
１） 表章可能な市区町村数 

・ 平成 20 年調査で、市区町村内回収施設数 10 施設以上かつ標準誤差率 30％以下の条件

で、延べ宿泊者数を表章した市区町村数は、1～3月調査分で 210、4～6月調査分で 214、
1～6 月の上半期で両方とも表章した市区町村は 200 であった。 
また、外国人延べ宿泊者数を表章した市区町村数は、1～3 月調査分で 155、4～6 月調

査分で 172、1～6 月の上半期では 135 であった。 
 

表 2. 統計項目ごとの表章可能な市区町村数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 平成 20 年 4～6 月調査での回収施設数×標準誤差率別の分布を見ると、延べ宿泊者数で

は回収 10 施設以上だと標準誤差率はすべて 30％以下で 214 市区町村を表章したが、外

国人延べ宿泊者数では回収 10 施設以上の 42 市区町村で標準誤差率が 30％を超えて、

172 市区町村の表章にとどまった。 
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　　　　　　　　　回収施設数
標準誤差率

0 1～2 3～4 5～9 10～19 20以上 合計

30％超 1 11 1 13

20～30％以下 19 31 5 3 58

10～20％以下 47 84 77 20 228

10％以下 32 36 47 58 173

0％（※1） 262 88 21 4 375

推定施設なし（※2） 107 310 417

合計 107 573 197 173 133 81 1,264

　　　　　　　　　回収施設数
標準誤差率

0 1～2 3～4 5～9 10～19 20以上 合計

30％超 61 71 29 13 174

20～30％以下 10 34 44 19 107

10～20％以下 6 24 36 43 109

10％以下 11 18 19 6 54

0％（※1） 263 109 26 5 403

推定施設なし（※2） 107 310 417

合計 107 573 197 173 133 81 1,264

 

表 3. 回収施設数×延べ宿泊者数の標準誤差率別の市区町村数（平成 20 年 4～6月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 4. 回収施設数×外国人延べ宿泊者数の標準誤差率別の市区町村数（平成 20年 4～6月） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
２） 表章の問題点と改善 

・ 市区町村別の層別に推定を行うため、市区町村の合計が都道府県別推定とは一致しない。

そのため、京都府などでは、表章可能な市区町村の合計宿泊者数だけでも、都道府県別

で推定した京都府全体の宿泊者数を上回っているなど矛盾点が多い。 
・ 一般的に小規模施設ほど回収率が低いが、市区町村別の推定では、比較的回収率の高い

大規模施設でも同じ乗率で計算されるため、現行の推定値は過大評価になっている。 
特に小規模施設と大規模施設の間の回収率の差が大きい市区町村において、過大評価の

傾向が強い。 
・ 都道府県別推定と同じく市区町村別でも層別（市区町村別）に外れ値を設定するため、

今後外れ値が増えた場合には、市区町村別の外れ値施設でも未回収となる施設が発生す

る可能性がある（平成 20 年 4～6 月調査では、市区町村別の前回外れ値施設のうち 1
施設が未回収であったが、この施設は都道府県別でも外れ値であった）。 

・ 市区町村別の推定は誤差が大きいため、平成 21 年調査では、市区町村内回収施設数が

10 施設以上の市区町村において、あくまでも参考値として、未回収分を推定せずに、

実数値を表章する。同時に、参考として市区町村別の回収率も掲載する。 
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10～29人 30～99人 100人以上

札幌市 116 96 82.8% 79.6% 81.1% 90.0%

仙台市 119 80 67.2% 57.7% 78.6% 85.0%

京都市 157 109 69.4% 59.7% 71.4% 95.0%

大阪市 158 114 72.2% 59.7% 74.1% 93.9%

従業者数別母集団
施設数

回収
施設数

回収率

（延べ宿泊者数、単位：人泊）

（A）
市町村別

推計（現行）

（B）
市町村×

従業者数別推計
（B）/（A）

札幌市 2,027,744 1,950,953 96.2%

仙台市 1,096,533 1,002,528 91.4%

京都市 2,485,226 2,219,605 89.3%

大阪市 3,490,736 3,172,514 90.9%

 
表 5.主な政令指定都市の従業者数別回収状況（平成 20年 4～6月） 

 

 

 

 

 

 

 

表 6.主な政令指定都市の層別方法による推定の違い（平成 20 年 4～6月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３．外れ値の取り扱い 
〔問題意識〕 
・ 平成 19 年調査から引き続き平成 20 年調査においても外れ値施設については、回収管理

を徹底してきた。しかし、平成 20 年調査からは実宿泊者数の調査項目を追加し、これ

らについても推定の際に外れ値施設の設定対象にしているため、4～6 月調査時点での

外れ値施設数は 226 施設と、大幅に増えている。 
・ どうしても協力が得られない未回収外れ値施設については、平成 19 年の方針に基づき、

原則として前年同月比を用いて補定を行っているが、第 1 回調査（1～3 月）では 2 施

設、第 2 回調査（4～6 月）では 6 施設に及んでおり、今後さらに外れ値施設が増加し、

未回収の補定も増えてくることが予想される。 
・ 外れ値施設が増えると、推定の際に利用できる層内の回収施設数が減少し、少数の小規

模施設のみで未回収施設分を推定することとなり、推定の精度が低下する。 
〔方針〕 
・ 平成 21 年調査では、四半期調査毎に外れ値施設を設定し、前回調査分の外れ値施設を

引き継がないようにする。この方法によって、施設特有の要因等で特定月だけ外れ値に

なった施設を次回以降も外れ値施設として評価せず、外れ値施設の増大を防ぐ。 
・ 継続的な外れ値施設については、名簿情報においても管理し、都道府県等の協力を得て、

引き続き回収管理を徹底するが、どうしても協力が得られない場合は、引き続き前年同

月比による補定を行う。 
・ 平成 22 年調査においては、現在の外れ値施設の定義の見直しを含め、より精度の高い

推定方法となるよう検討する。 
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平成20年 平成20年 平成20年 平成20年

1～3月調査 4～6月調査 1～3月調査 4～6月調査

138 190             - 64

今回も外れ値(X1) 74 95             - 60

今回外れ値でない(X2) 62 89             - 0

今回回収できず(X3) 2 6             - 1

今回非表章(X4)             - 3

52 36 64 56

前回外れ値でない(Y1) 45 27             - 53

前回未回収(Y2) 7 9             - 3

190 226 64 117

※1：平成20年第1四半期調査分は、前回外れ値から今回集計対象外を除いた値。

※2：外れ値合計には、未回収分も含む。

都道府県×従業者数別 市区町村別

外れ値合計(X+Y-X4)　※2

前回外れ値(X=X1+X2+X3)　※1

新たな外れ値(Y=Y1+Y2)

１） 平成２０年調査での取り扱い方法 

・ 調査結果の集計では、都道府県×従業者数別の層別に推定を行っているが、特定の回答

については、標準誤差率が大きくなるという理由で、調査結果に与える影響が大きい回

答を外れ値として、特別な層を設定し、乗率＝１として推定している。 
・ 外れ値施設の判定基準は、宿泊者数についての総和が 1,000 人（泊）以上の集計表のセ

ルで、1 施設のみでシェアが 50％以上となる施設を外れ値施設とした。 
・ 平成 20 年調査からは、市区町村別の推定も行っているため、市区町村別の集計表にお

いても、同一の基準で外れ値施設を設定している。 
 
２） 平成２０年調査における外れ値施設の発生状況 

・ 都道府県×従業者数別の外れ値施設数は、平成 19 年 10～12 月調査分では 140 施設で

あったが、平成 20 年 1～3 月調査分では 190 施設、同 4～6 月調査分では 226 施設に増

大している。特に、奈良県と徳島県の従業者数 100 人以上の層では、両方とも 5 施設中

4 施設がすでに外れ値施設となっており、次回調査で仮に残り 1 施設を回収できなかっ

た場合は、この層の推定は不可能となる（この場合は、外れ値施設と同様に、この未回

収施設を補定するのが妥当であろう）。 
・ 市区町村別の外れ値施設数は、平成 20 年 1～3 月調査分では 64 施設、同 4～6 月調査

分では 117 施設に増大している。 
・ 外れ値施設に関しては、重点的に回収管理を徹底しているが、どうしても協力が得られ

ない施設が発生しており、平成 20 年 1～3 月調査分では 2 施設、同 4～6 月調査分では

6 施設となっている。 
 

表 7. 外れ値施設の発生状況 
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３） 未回収外れ値施設の補定方法 

・ 平成 19 年の方針に基づき、回収できなかった外れ値施設の補定は、当該施設の前年同

月比を仮定し、原則として、これを当該施設の前年同月の調査結果に乗じて行っている。

ただし、前年同期調査でも未回収の場合は、当該施設の過去 1 年間の回収済みのデータ

を基に月平均宿泊者数を算出し、これを代用した。 
・ 実宿泊者数に関しては前年の調査項目にないため、これらの補定は、別途定めた補定方

法を適用している。 
 

表 8.未回収外れ値施設の前年同月比の算出方法 

外れ値が発生する集計項目 前年同月比の算出方法 
全体の延べ宿泊者数 当該施設を除く同一都道府県内の全施設の宿泊者数の合計に

ついて、前年と今年の同月比 
県内外別の延べ宿泊者数 当該施設を除く同一都道府県内の全施設の県内外別宿泊者数

の合計について、前年と今年の同月比 

国籍別の延べ宿泊者数 当該施設を除く同一運輸局等（地方ブロック）内の全施設の

国籍別宿泊者数の合計について、前年と今年の同月比 

 
４） 平成２１年調査における取り扱い方法 

・ 現行の取り扱い方法では、調査毎に外れ値施設は加速度的に増大し、それにともない、

未回収施設も増えることが予想される。 
・ また、外れ値施設が増大した場合、推定する層内の外れ値以外の施設が減少し、ごく少

数の比較的小規模な施設で未回収分の推定を行うこととなり、推定の精度を著しく鈍化

させていくことが考えられる。 
・ 前回外れ値に設定された施設が、今後も外れ値として引き継ぐ必要がある施設であるな

らば、それ以降の調査でも外れ値施設として設定される可能性は高い。 
・ したがって、外れ値施設の設定は、調査毎に独立して行うほうが妥当と思われる。これ

によって、外れ値施設の増大を防げる。 
・ 調査毎に独立して外れ値施設を設定するが、年間を通じて継続的に外れ値となる大規模

施設については、「要回収重点施設」として、名簿上で管理すると共に、回収管理を徹

底する。 
・ 要回収重点施設については、どうしても協力を得られなかった場合、前年同月比による

補定を行う。 
・ 平成 22 年調査においては、現行の外れ値施設の判定基準である「1 施設のみでシェア

が 50％以上」という定義の見直しを含めた検討を行う。 
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（A）
現行の推定値

（B）
外れ値設定方法
変更後の推定値

（B）/（A）

石川県 1,075,911 1,091,912 101.49%

福井県 453,130 461,067 101.75%

山梨県 992,422 1,007,439 101.51%

宮崎県 570,593 582,269 102.05%

沖縄県 2,655,922 2,684,327 101.07%

全国 72,518,025 72,696,392 100.25%

表 9.延べ宿泊者数の推定シミュレーション（平成 20 年 4～6月） 

（外れ値設定方法を変更すると、現行方法より 1％以上推定値が増える県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２－４．実宿泊者数の把握 
〔問題意識〕 
・ 平成 20 年調査から、実宿泊者数を調査項目として追加し、延べ宿泊者数を実宿泊者数

で除すことにより、一人当たり平均宿泊数を把握している。 
・ しかし、調査票回収時点では、実宿泊者数の記入率は 70％程度であり、約 30％の調査

票では未記入であった。未記入の調査票の調査対象施設に対して電話で照会を行い、

終的な記入率を 95％程度まで高めている。電話照会で、実宿泊者数の調査をしたとこ

ろ、実宿泊者数の統計を取っていない施設がほとんどであったため、一人当たりの平均

宿泊数を確認して実宿泊者数を逆算している。 
・ 終的に把握できなかった 5％程度の施設に対しては、都道府県×従業者数別の層別に

一人当たり平均宿泊数を求め、それを用いて延べ宿泊者数を除して補定している。 
〔方針〕 
・ 平成 21 年調査においても、引き続き、実宿泊者数の調査を行う。記入率を高めるため

の記入要領を作成し、また、電話照会においては、一人当たりの平均宿泊数を効率的に

回答を得る方法を用いる。 
・ 実宿泊者数の記入状況、疑義照会状況を施設属性別（従業者数別、宿泊施設タイプ別等）

に把握し、平成 22 年以降どうように対応するかを再検討する。 
 
 
１） 実宿泊者数の記入状況と疑義照会 

・ 平成 20 年調査から調査項目として追加した「実宿泊者数」（延べ宿泊者数及びうち外国

人延べ宿泊者数の内数として月別に調査）は、調査票回収時点では約 30％の調査対象

施設で未記入や誤回答であった。 
未記入及び誤回答であった調査対象施設に対しては、電話照会を行った。 
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表 10. 実宿泊者数に関する疑義件数（平成 20年 1～3月） 

 電算審査 
件数 

実宿泊者数 
疑義件数 

うち実宿泊者数 
未記入件数 

うち実宿泊者数 
矛盾件数（※） 

電話照会前 2,065 (28.3％) 1,899 (26.0％) 166 (2.3％)
電話照会後 

7,303 件 
480 (6.6％) 454  (6.2％) 26 (0.4％)

（※）延べ宿泊者数が未記入で実宿泊者数のみ記入しているか、あるいは実宿泊者数が延べ宿泊

者数を上回っているケース。 
 
なお、以上の疑義照会は、調査の途中段階で行っているため、電話審査件数の中には無

効票も含まれ、さらに、調査の終盤段階では、電話審査を通さずに回収と同時に疑義照

会を行うケースもある。有効票に対する 終的な実宿泊者数の未記入率は 5％程度であ

る。 
 

・ 実宿泊者数の未記入及び誤回答は、ほとんどが「わからないから回答できない」という

施設であった。それらの施設に「一人当たり平均宿泊数」を聞いてもほとんど回答でき

なかったため、「宿泊客のうち 1 泊の割合は、2 泊の割合は、3 泊の割合は･･･」という

質問をして、その結果から平均宿泊数を計算し、延べ宿泊者数を除して実宿泊者数を算

出した。その結果、未記入及び誤回答の施設のうち 70％以上の施設における実宿泊者

数を把握することが可能となった。 
 
２）記入要領の改善 

・ 平成 21 年調査では、記入要領とともに、実宿泊者数の算出方法を説明した別紙を同封

し、実宿泊者数の統計を取っていない施設でも簡便に計算して記入できるように配慮す

る。 
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３．今後の検討課題 
３－１．対象施設の拡充 
〔問題意識〕 
・ 現行の対象施設母集団は、「ホテル、旅館及び簡易宿所で、従業者数が 10 人以上の施設」

となっており、すべてのホテル、旅館及び簡易宿所を網羅できていない。 
・ また、母集団名簿として事業所・企業データベースを用いているため、「副業として営

む施設」の追加把握、及び「同伴施設」の除外を行う必要があり、開業施設の把握と併

せて、都道府県の協力を得なければならない困難な状況となっている。 
・ 母集団名簿は、上記データベースを用いて、従業者数を層別情報として調査を実施して

いるが、各方面から、宿泊施設の規模情報は施設規模（客室数・収容人数）を層別情報

とすることがより適切であるとの指摘を受けている。 
〔方針〕 
・ 対象施設を「すべてのホテル、旅館及び簡易宿所」に拡充し、現行の都道府県観光統計

の調査対象を代替できるものにする必要がある。 
・ 平成 23 年経済センサス-活動調査の第 1 次試験調査（平成 21 年 1 月実施予定）におい

て、宿泊業（「旅館・ホテル」、「簡易宿所」）の施設規模（客室数・収容人数）を調査す

ることとされている。 
・ 平成 23 年経済センサス-活動調査で、副業情報の把握や客室数・収容人数の把握がされ

れば、調査対象施設母集団情報の層別情報として、施設規模（客室数・収容人数）を用

いて、全数調査から標本調査に変更し、目標精度を達成できる範囲で調査の効率化を図

る。 
 
１） 現行の対象施設 

・ 現行の対象施設は、「ホテル、旅館及び簡易宿所で、従業者数が 10 人以上の施設」（た

だし、いわゆる同伴施設は除く）であるが、第一次予備調査（平成 17 年 1 月～平成 18
年 2 月分）の結果によると、全施設の延べ宿泊者数の約 80％、外国人延べ宿泊者数の

90％強をカバーしている。 
・ 現行の母集団名簿は、事業所・企業データベースの「旅館、ホテル」「簡易宿所」をも

とに、以下のような補正を行い、更新している。 
① いわゆる同伴施設の除外について 

事業所・企業データベースでは、いわゆる同伴施設かどうかを判定できないため、都

道府県の協力を得つつ、観光協会等への電話照会やインターネット検索を繰り返し、

できるだけ除外するように努めている。 
② 副業として営む施設の追加 

事業所・企業データベースでは、主業の施設のみを把握しており、副業で営む施設が

把握できていないため、都道府県の協力を得て、追加・補正している。 
③ 客室数、収容人数の把握 

事業所・企業データベースでは、客室数及び収容人数を把握できないが、四半期調査

毎に、対象施設からの情報の更新、及び電話照会による情報収集を繰り返して、でき

るだけ不明施設を少なくしている。 
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調査項目 不明施設数 不明率

宿泊施設タイプ 680 6.7%

客室数 670 6.6%

収容人数 671 6.6%

従業者数 185 1.8%

 
表 11.施設属性情報の不明状況（平成 20 年 4～6月調査終了時点） 

 
 
 
 
 
２）対象施設の拡充方針 

・ 対象施設を「すべてのホテル、旅館及び簡易宿所」（ただし、いわゆる同伴施設を除く）

とする。これにより、現行の都道府県観光統計の調査対象と一致させる。 
・ 後述のスケジュールのとおり、平成 23 年経済センサス-活動調査により、宿泊業の施設

規模情報（客室数・収容人数）の把握が予定されることから、宿泊施設の規模情報区分

（層別基準、集計区分）を「客室数・収容人数」に変更し、推定精度の向上を図るとと

もに、集計結果の利便性向上を図る。 
 
３）母集団名簿の整備方法 

・ 母集団名簿の整備において、「副業情報の把握」「客室数及び収容人数の把握」「同伴施

設の除外」が重要となる。 
・ 「副業情報の把握」「客室数及び収容人数の把握」については、後述のスケジュールの

とおり、経済センサスによる把握が予定されている。 
・ 「同伴施設の除外」については、対象施設への照会や都道府県の協力を得て整備をし、

対象施設名簿の精度向上に努める。 
 
４） スケジュール 

・ 平成 21 年には、引き続き、施設規模（客室数・収容人数）情報を追加・収集し、施設

規模別を層別とした推定を試みる。 
・ 対象施設を「すべてのホテル、旅館及び簡易宿所」に拡充した宿泊旅行統計調査の実施

は、平成 23 年経済センサス-活動調査の調査結果を用いて行う（現在、第 1 次試験調査

の詳細が公表されたが、平成 23 年経済センサス-活動調査の結果の利用は、平成 25 年

以降となると考えられる）。 
・ それに先立って、平成 22 年に公表予定の平成 21 年経済センサス-基礎調査（平成 21 年

7 月 1 日調査実施、平成 22 年 6 月末日速報公表、同年 11 月末日確報公表）の結果を用

いて、さらに、都道府県の協力により同伴施設を判定して名簿整理（全施設対象）を行

う。 
・ さらに、平成 24 年を目処に予備調査を実施し、平成 25 年以降の本格調査の標本設計に

必要となる基礎情報を収集する（表 12「対象施設拡充に関するスケジュール」参照）。 
 
 
 
 



 

17 

宿泊旅行統計調査 都道府県協力等による名簿整備

平成16年 平成16年事業所・企業統計

平成17年

平成18年
予備調査
（従業者数10人以上）

名簿整備
（従業者数10人以上）
名簿整備
（従業者数10人以上）

平成19年
宿泊旅行統計創設
（従業者数10人以上）

名簿更新
（従業者数10人以上）

平成20年
宿泊旅行統計
（従業者数10人以上）

↑実施
名簿更新
（従業者数10人以上）

↓計画 平成21年
宿泊旅行統計
（従業者数10人以上）

平成21年経済センサス
（名簿調査）

名簿整備※1
（客室数把握、同伴施設除外）

平成22年
宿泊旅行統計
（従業者数10人以上）

名簿整備※1
（客室数把握、同伴施設除外）

平成23年
宿泊旅行統計
（従業者数10人以上）

平成23年経済センサス

名簿整備・標本設計
（平成21年経済センサスとの名寄せ）

平成24年
予備調査※2
（全施設に拡充）

名簿整備・標本設計
（副業施設を含めた全施設）

平成25年
以降

新・宿泊旅行統計
（全施設に拡充）

※1 施設への照会及び都道府県の協力による
※2 全施設対象の予備調査は、1四半期のみ実施

事業所・企業統計
及び経済センサス

宿泊旅行統計

表 12.対象施設拡充に関するスケジュール 
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３－２．オンライン調査の導入の検討 
〔問題意識〕 
・ 平成 19 年の「宿泊旅行統計分科会」において、政府の統計調査全体のオンライン化の

動向を踏まえつつ、本調査においてもオンライン化による調査対象等への便宜を図るこ

とを検討することが指摘された。 
・ また、宿泊施設の経営管理システムへの調査票様式出力モジュールの組み込みによる負

担軽減方策も考えられたが、システム改修にコストが必要なことから、現時点での導入

は見送られた。 
〔方針〕 
・ 現行の「政府統計共同利用システム」では、制約条件が多く、必ずしも調査対象施設に

対する負担が軽減するとも思えないため、現時点でのオンライン調査の導入は困難であ

り、今後さらに検討を要するものと考えられる。 
 
１） オンライン調査の導入メリット 

・ 昨今のインターネットの普及状況を鑑みて、様々な調査手法によるミックスモード回答

は、一般的には、調査対象施設に対して調査協力チャンスを増やし、回収率を上げるこ

とに寄与するものと考えられる。 
 
２） オンライン調査の問題点 

・ 現行の「政府統計共同利用システム」では、動作環境が厳しく、特定の環境ではうまく

動作しないという事例が発生しており、統計局のヘルプデスクでも解決できない状況に

なっている。 
・ また、システムの特性上、必ず全問に回答しないと送信できない構造になっている。し

たがって、国籍別や都道府県別などの内訳に対しても詳細の回答を要求されるので、詳

細までの回答困難な施設では、むしろ協力率が低下する危険性がある。また、回答欄は

一項目ずつ入力しなくてはならず、内訳などのマトリクス表形式の設問での回答負荷は

著しく高い。 
・ 調査対象施設からは、自社の持つ会計データ等からの一括貼り付けが可能な excel 形式

による貼り付け記入を希望する声もあがっている。調査対象施設の利便性を考慮してモ

ードを増やすのであれば、現状ではオンライン調査よりもむしろ excel ファイルでの送

受信回答のほうが効果的であると思われ、今後の検討対象に加える必要がある。 
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３－３．特記事項記載欄の記入状況 
〔問題意識〕 
・ 平成 20 年調査より、調査票に「特記事項記載欄」を設け、宿泊者数の時系列変動を左

右する特殊要因についての記入を求めた。 
・ 調査票審査の効率化、集計の迅速化、統計の精度向上に寄与した記載はあまりなかった

が、調査結果の評価・分析を行う際の参考データとして活用できるものもあった。 
〔方針〕 
・ 平成 21 年調査でも「特記事項記載欄」を継続して設け、結果の評価・分析を効率的に

行うための基礎データとして活用するが、記入内容や記入率の動向をふまえ、平成 22
年以降再検討する。 

 
１） 特記事項の記入状況 

・ 全回収施設に対する調査票の特記事項の記入率は、平成 20 年 1～3 月調査分で 5.6％、

同 4～6 月調査分で 9.3％に増えている。 
 

表 13. 特記時事項の記入内容の内訳（件数） 

 1～3 月 4～6 月  1～3 月 4～6 月 
キャンペーン 27 70 休業・改築 103 71
会議やイベント 92 120 廃業 5 3
天候の変化 14 17 苦情・拒否 9 1
天災や事故 7 92 景気・政策 11 81
合宿・修学旅行 13 60 その他 149 197

 
２） 特記事項の記入内容 

・ 特に、調査結果の評価において、特記事項の記載内容が役立ったケースが多い。 
 

表 14. 特記事項の具体的内容（調査結果の評価に活用したもの） 

内 容 具体的記載内容      （ ）内は回答施設の所在地 
キャンペーン JR の大人の休日キャンペーンにより前年比 100 人以上増えた（青森県） 
会議・イベント 国際会議のため増加（サミット＝北海道、G８外相会議＝京都府など） 
天候の変化 昨年に比べて、2 月の週末はすべて雪だった（岡山県） 
天災や事故 岩手宮城内陸地震及びその風評被害（東北各県） 

ゴンドラ事故でスキー客が半減（長野県） 
休業・改築 4 月、5 月はクローズ。冬場はスキー客が多かった（北海道） 
景気・政策 燃油・ガソリン価格の高騰（北海道ほか各県） 

サブプライムローン、円高の影響で海外の客が減少（東京都） 
その他 ミシュランで紹介され、外国からの客が増加（石川県、広島県） 

旧正月による中国からの客が増加（北海道ほか） 
大河ドラマ篤姫の影響による増加（鹿児島県） 
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３－４．調査結果の分析・活用 
〔問題意識〕 
・ 平成 20 年調査より、市区町村別表章、宿泊施設タイプ別表章、実宿泊者数の表章を行

っている。また、平成 19 年の遡及推計を行い、前年同月比等により分析を充実させた。 
・ 今後はさらに、調査結果の分析・公表内容を高度化し、本統計の利用者の拡大を図ると

ともに、調査協力施設へのフィードバックを充実させることが重要である。 
〔方針〕 
・ 平成 21 年調査より、「利用客室数」を調査項目に加え、客室稼働率の表章を実施する。

これにより、調査協力施設に対して、現行の「定員稼働率」よりもさらに経営指標とし

ての情報をフィードバックすることが可能となる。 
・ 今後、調査結果が蓄積されることによる時系列分析、季節変動分析、パネル分析等を充

実させるとともに、特別集計、他統計、地図情報などを組み合わせた分析により高度化

を図る。 
・ さらに、観光地域別の集計・分析、及びその表章を検討する。 
 
１） 平成２０年調査での分析内容 

・ 平成 20 年調査より表章した市区町村別、宿泊施設タイプ別、及び実宿泊者数の結果を

用いて、プレス発表資料及び統計報告書を通じて公表するとともに、ニュースレターを

通じて調査対象施設へのフィードバックを行ってきた。 
 

表 15.平成 20 年調査のニュースレターでのフードバック内容 

調  査 ニュースレターの内容 
平成 20 年 1～3 月 ・ 宿泊施設タイプ別一人当たり平均宿泊数 

・ 市区町村別一人当たり平均宿泊数 
・ 市区町村別外国人一人当たり平均宿泊数 

平成 20 年 4～6 月 ・ 都道府県別外国人延べ宿泊者数の前年同期比 
・ 市区町村別外国人比率（延べ宿泊者全体に占める外国人延べ宿泊者

の割合） 
・ 国籍別外国人延べ宿泊者数の上位５都道府県の割合 
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成19年 平成20年 平成21年

（万人）

観光地域名 設定数 回収数 市町村
青森・八甲田 32 26 青森市、東津軽郡
弘前 32 28 弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡
八戸 30 22 八戸市、三沢市、三戸郡
津軽・五所川原 19 14 五所川原市、つがる市、北津軽郡、西津軽郡
十和田・奥入瀬 22 16 十和田市
むつ・下北 18 16 むつ市、下北郡、上北郡

２）時系列分析及び季節変動分析 

・ 平成 21 年調査終了後には、過去 3 年間のデータが出揃うので、平成 19 年～平成 21 年

の調査結果を用いた 3 年間の時系列分析、及び季節変動分析等を充実させることができ

る。 
 

図 1.季節変動分析のイメージ（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３）観光地域別集計の検討 

・ 調査を実施している過程で、調査協力施設や地方観光協会等からは、現行の都道府県や

市区町村単位の集計に加えて、その施設が属する「観光地域」（複数の市区町村の集合）

別の集計・分析を期待する声が大きい。 
・ 名簿管理上での施設所在地の 小単位は市区町村であるが、近年の市町村合併で同一市

区町村内において複数の「観光地域」を有する場合もあり、これらを分割して集計する

ことは困難であるが、複数の市区町村をくくることによって、現行の市区町村別では施

設数が揃わずに表章困難であった地域も集計・表章することが可能となる。 
・ また、「観光圏整備実施計画」で認定された地域（観光圏）別に集計・分析等による活

用を図る。 
 

表 16.観光地域の例（青森県） 
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定員稼働率
40.0% 以上
35.0% ～ 40.0%
30.0% ～ 35.0%
25.0% ～ 30.0%
20.0% ～ 25.0%
0.0% ～ 20.0%

地域コード 観光地域名 市町村
201 青森・八甲田 青森市、東津軽郡
202 弘前 弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡
203 八戸 八戸市、三沢市、三戸郡
204 津軽・五所川原 五所川原市、つがる市、北津軽郡、西津軽郡
205 十和田・奥入瀬 十和田市
206 むつ・下北 むつ市、下北郡、上北郡
301 盛岡 盛岡市、岩手郡、紫波郡
302 陸中海岸 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、気仙郡、上閉伊郡、下閉伊郡、九戸郡
303 花巻・遠野 花巻市、遠野市
304 北上・江刺 北上市、奥州市、和賀郡、胆沢郡
305 一関・平泉 一関市、西磐井郡、東磐井郡
306 八幡平 二戸市、八幡平市
401 仙台 仙台市、名取市、多賀城市
402 松島・塩釜 石巻市、塩竈市、気仙沼市、東松島市、宮城郡、牡鹿郡、本吉郡
403 宮城蔵王・白石 白石市、角田市、岩沼市、刈田郡、柴田郡、伊具郡、亘理郡
404 古川・鳴子 登米市、栗原市、大崎市、黒川郡、加美郡、遠田郡
501 秋田 秋田市
502 大館・能代 能代市、大館市、北秋田市、北秋田郡、山本郡
503 横手・湯沢 横手市、湯沢市、雄勝郡
504 男鹿半島 男鹿市、潟上市、南秋田郡
505 鹿角・十和田湖 鹿角市、鹿角郡
506 本荘・象潟 由利本荘市、にかほ市、
507 田沢湖・角館 大仙市、仙北市、仙北郡
601 山形・蔵王 山形市、上山市
602 米沢・赤湯 米沢市、長井市、南陽市、東置賜郡、西置賜郡
603 庄内 鶴岡市、酒田市、東田川郡、飽海郡
604 新庄・最上 新庄市、最上郡
605 天童・寒河江 寒河江市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、東村山郡、西村山郡、北村山郡
701 福島・二本松 福島市、二本松市、本宮市、伊達市、伊達郡、安達郡
702 会津若松 会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡
703 郡山・三春 郡山市、須賀川市、田村市、田村郡
704 いわき・相馬 いわき市、相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡
705 白河 白河市、西白河郡、東白川郡、石川郡
706 南会津 岩瀬郡、南会津郡

図 2.観光地域別定員稼働率の例（平成 20 年 4～6月、東北運輸局管内） 
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図 3.観光圏別定員稼働率の例（平成 20 年 4～6月、全国 16 地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.主な観光圏の月別延べ宿泊者数の例（平成 20 年 1 月～6月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定員稼働率
40.0% 以上
35.0% ～ 40.0%
30.0% ～ 35.0%
25.0% ～ 30.0%
20.0% ～ 25.0%
0.0% ～ 20.0%

 

富良野・美瑛広域観光圏
伊達な広域観光圏 

ふくしま観光圏 

水戸ひたち観光圏

富士山・富士五湖観光圏

南房総地域観光圏

会津・米沢地域観光圏

雪国観光圏 

京都府丹後観光圏

伊勢志摩地域観光圏 

淡路島観光圏 

山陰文化観光圏 

広島・宮島・岩国地域観光圏 

にし阿波観光圏 

新東九州観光圏 

阿蘇くじゅう観光圏
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参考資料１．宿泊旅行統計分科会 委員名簿 
（敬称略、順不同） 

座 長  兵藤 哲朗 東京海洋大学海洋工学部流通情報工学科教授 

委 員 清水 哲夫 東京大学大学院工学系研究科准教授 

 〃  宮川 幸三 慶應義塾大学産業研究所准教授 

 〃  古賀  学 松蔭大学経営文化学部教授 

 〃  東 耕一郎 ｲﾃﾞｱﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社取締役ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業部長 

 〃  清沢 正人 全国旅館生活衛生同業組合連合会理事 

 〃  光安 達也 秋田県産業経済労働部観光課長 

 〃  北村 文明 三重県 観光局観光・交流室長 

 〃  丁野  朗 社団法人日本観光協会総合研究所所長 

 〃  林   清 財団法人日本交通公社常務理事 

 〃  岩佐英美子 社団法人日本ホテル協会副参事 

 〃  小関 政男 社団法人国際観光旅館連盟専務理事 

 〃  中村 義宗 社団法人日本観光旅館連盟専務理事 

 〃  江國  実 国土交通省総合政策局情報管理部情報安全・調査課長 

   

関係者 神谷 俊広 国土交通省観光庁次長 

 〃 矢ヶ崎紀子 国土交通省観光庁観光経済担当参事官 

 〃  渡辺 哲至 国土交通省観光庁観光経済担当参事官付課長補佐 
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参考資料２．第６回 宿泊旅行統計分科会 議事録 
 
１． 実施日時：平成２０年１２月２日（火）１３：３０～１５：３０ 

 

２． 場  所：中央合同庁舎２号館１６階 観光庁国際会議室 

 

３． 出 席 者：（敬称略） 

座長：兵藤哲朗（東京海洋大学海洋工学部流通情報工学科教授） 

メンバー： 

清水哲夫（東京大学大学院工学系研究科准教授）、宮川幸三（慶應義塾大学産業

研究所准教授）、古賀学（松蔭大学観光文化研究センター教授）、東耕一郎（イ

デアパートナーズ株式会社取締役マーケティング事業統括）、清沢正人（全国旅

館生活衛生同業組合連合会理事）、荻原由美子（秋田県産業経済労働部観光課主

査）、森将和（三重県観光局観光・交流室主査）、安本達式（社団法人日本観光

協会総合研究所主任研究員）、林清（財団法人日本交通公社常務理事）、岩佐英

美子（社団法人日本ホテル協会副参事）、小関政男（社団法人国際観光旅館連盟

専務理事）、中村義宗（社団法人日本観光旅館連盟専務理事）、江國実（国土交

通省総合政策局情報安全・調査課長）、神谷俊広（国土交通省観光庁次長）、矢

ケ崎紀子（国土交通省観光庁参事官）、渡辺哲至（国土交通省観光庁課長補佐）、

福田雅子（国土交通省観光庁専門官） 

 

４． 配布資料： 

・ 資料１－１   委員名簿 

・ 資料１－２   席次表 

・ 資料２－１   短期的検討課題について 

・ 資料２－２   長期的検討課題について 

・ 参考資料１－１ 宿泊旅行統計調査 調査票（第１号様式）新旧対照表 

・ 参考資料１－２ 宿泊旅行統計調査 調査票（第２号様式）新旧対照表 

・ 参考資料２－１ 宿泊旅行統計調査 調査票記入要領（案） 

・ 参考資料２－２ 宿泊旅行統計調査 調査票記入要領別紙（実人数の算出方法） 

・ 参考資料３   宿泊旅行統計調査 表章計画（案） 

・ 参考資料４   調査票回答見本 

・ 参考資料５   ニュースレター見本 
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５． 議  事： 

（以下敬称略） 
（１） 事務局より資料２－１ 短期的検討課題について説明が行われた。 

＜質疑応答＞ 
① 客室稼動率の新設について 

■ 回答者が調査票の質問の意味がわからないと問題なので、ホテル・旅館の回答者が本当

に理解しているかをチェックする必要がある。 
「客室稼働率を％でお答えになった場合は右欄にチェックを入れてください」と調査

票で示しているが、チェック漏れが想定される。この質問は、まず客室数を聞きたい

が、書けない場合は補完的に客室稼働率を聞くという主旨だが、今のままではその主

旨が不明確である。まず利用客室数の質問項目があって、そして「これを書けない場

合は、客室稼働率を下に書いてください」ということで、％の欄を下につくることが

理想的だ。（宮川委員） 
➢ 問８の県内・外が何人かという回答で、実際は 20％・80％でも、チェックボック

スの記入漏れがあると 20 人・80 人になる。20＋80 でぴったり 100 人になる場合

等は、入力後のエラーチェックが必要だと考えている。 
％の欄を下につくる工夫については、現行の「利用客室数の記入が難しい場合は」

という吹き出しの文言を上に持ってきて、 初に、この文章を読んでから記入欄

に行くようなレイアウトを検討する。（事務局） 
② 外れ値の取り扱いについて 

■ 外れ値の取り扱いは、規模の大きい宿泊施設を外しているということか。（林委員） 
➢ その通りで、普通はそこでその層の回収率の逆数の乗率を掛けるが、外れ値は余り

にも大きいので、乗率は１として足し算をしている。（事務局） 
■ ある層の数が３つしかなく、そのうち１つ大きいものがあるケースと、層の中に 100

あって 1 つ大きいものがあるケースとでは全然違うので、全体の推定結果に影響を与え

る調査票は、必ず回収しなければいけない。平成 21 年調査においては、現行の外れ値

施設の判定基準である「１施設のみでシェアが 50％以上」という定義の見直しを含め

た検討を行う旨だが、それはぜひやってほしい。逆数を掛けるので、回収率が低いとこ

ろほど影響が大きくなってしまうので、常に回収率が低いところはしっかりと回収しな

ければいけない。（宮川委員） 
■ 外れ値施設の判定基準に、「宿泊者数についての総和が 1,000 人（泊）以上の集計表の

セル」とあるが、1,000 人（泊）以上というのは、月間当たりか。また、１施設で 1,000
人（泊）ということか。（東委員） 
➢ 個別の回答ではなく、集計表のセルの話になる。参考資料３の「表章計画案」の第

２表では、延べ宿泊者数が月別に出ていたり四半期別に出ていたりするが、それぞ

れの集計表について、例えば北海道の 10～29 人の従業者数のところの観光目的

50％以上の宿泊者数が 1,000 人（泊）以上であって、ある施設が 1 施設だけでそ

の半分以上を占めると外れ値になる。（事務局） 
■ 外れ値となる判定基準は、そのセルの宿泊者数が総宿泊者数の中で何％ぐらいを占めて

いるかということか。それは、どのぐらいのレベルなのか。（兵藤座長） 
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➢ 同じ県別でも、小さいところもある。その県の中の従業者数別などで少ないセルが

表章をされると、全体に占める割合としてはかなり小さくても、1 施設で 50％を

超えると、外れ値になってしまう。 
昨年の報告書の統計は５表だったが、今年から９表になった。表章が増えるほど

外れ値が増える。例えば、ある地域でどこかの施設に中国人が非常に多く泊まっ

ていると、そこの中国人の表章の部分だけでその施設は国籍別の表章で外れ値に

なってくる。（事務局） 
■ 大きい施設に関しては、できる限り回収できるようにしてほしい。仮に 50％を超えな

かったとしても、40％でも影響は大きいと思うので、外れ値でなくなったから、もう

回収もほかのものと同じということではなく、回収に関しては引き続き重点的にしてほ

しい。（宮川委員） 
③ 市区町村別の表章について 

■ 使う方からすると、推計値の方がよい。実数値だと、回収率が参考情報としてあっても、

状況によってはすごくがたがたする。市町村別表章という話が出た時に、毎回四半期ご

とにこの誤差率 30％を満たすところはどんどん変わるので、余りこだわらずに、確定

したところだけ載せるという話だった。（清水委員） 
■ 推計値のトータルが都道府県の数値を超える場合に技術的な工夫が可能なのかどうか。

県の総和は合わせておいて、技術的に誤差を地域に配分するやり方などがあるのなら、

トライしてみてはどうか。 
観光圏の話は、未来永劫固定的ではなく、県を越えるという厄介な組み合わせがある

ので、広域として表章するのは誤差率を下げて表章対象を増やす点ではいいが、その

フレームの安定性が気になった。（清水委員） 
➢ 市区町村に関しても、市区町村別に加え、従業者数規模も含めて層化して推計すれ

ば、都道府県とほぼ同じ推計値になると考えている。ただ問題は、大規模な市区町

村（100 施設以上）だけでなく、10、20 のところも推計している。それをまた従

業者数規模別にすると、施設数がかなり少なくなる。例えば、１つしか回収がない

のに未回収の２つ分を補定すると誤差が大きくなるケースもあり、全部をやるのは

難しいと思う。（事務局） 
■ 現状では従業者数規模別ではなくて、回収率全体、資料２－１の７ページの表３－４で

いうと、札幌市の 82.8％の逆数を掛けているということか。そういう意味だと、むし

ろこの従業者数別の回収率を出すと、情報量としては以前より増えることになる。それ

は出ているのか。（宮川委員） 
➢ 従業者数別の市区町村の回収率は出ていない。（事務局） 

■ 初に市区町村の表章をやるという時にデータを見たが、表章できない精度のものが非

常に多かった。宿泊者数が標準誤差率 30％以下とあるが、標準誤差 30％では、実際の

数の半分ぐらいの値が表章される可能性が十分起こり得るレベルの誤差となる。それを

理解しない人が誤解して使うことを考えると、「単に回収率に逆数を掛ければ出る」と

いう説明を付すのが誠実だ。回収率を書くことで、回収率が低い市区町村は回答率を上

げるインセンティブにもなるし、これをやることで市区町村別の外れ値は考慮しなくて

よくなる。こちらの方が統計としては誠実だ。ただ、ポリシーを考えると、なかなか使
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いにくいことは確かだ。（宮川委員） 
■ 気をつけて使う人はそういう配慮をするので、計算させる方が良いだろう。（清水委員） 

➢ 「こういうところに気をつけて使ってください」という、統計を扱う時の誠実性を

表すような解説文を入れていきたい。それを委員の方々にも見ていただき、誠実対

応、かつ回収率を表記することによって、「うちも答えなければいけない」といっ

た気持ちが働くと、フレーム的にも長期的に安定してくることが期待できる。（矢

ヶ崎参事官） 
■ 今の報告書には、精度に関する解説はあるのか。（兵藤座長） 

➢ 統計表の見方はつけているので、そこに追加することができる。（事務局） 
■ 市区町村別の表章対象は、10 施設以上かつ宿泊者数が標準誤差率 30％以下ということ

だが、これを稼働率にしたらどうなるのか。（林委員） 
➢ 同じになる。稼働率の計算は、もともと延べ宿泊者数から計算しているので、それ

をもとにして行っている。（事務局） 
④ 実宿泊者数の表章について 

■ 問題意識の 初にある国の政策としての１人当たりの宿泊数の増大だが、これは１人当

たり年間だと、ここで出しているのは１回当たりの宿泊数なので、整合しないと思う。

（林委員） 
➢ それは整合しないが、その施設の宿泊数を増大させることと同じことだと思う。（事

務局） 
■ 参考資料２－２の実人数の算出方法は、わかりやすいが、一方で、加重平均値を求めな

ければいけないので、間違える人もいる。例えば、ネット上からエクセルシートをダウ

ンロードできるようにし、ただ単にパーセントだけを入れると自動計算できるものがあ

ると非常によい。（宮川委員） 
➢ それは検討したい。ただ、小規模な対象施設にはネット環境がまだない施設が多い。

そういった施設に、実人数を把握していないところが多いので、課題は残る。（事

務局） 
➢ 旅館の側からすると、エクセルを見るのは無理だと思う。調査票に記入して送り返

すのが限界である。旅館側は、全体で何泊あって、いくら利益が上がったかを見て

いるので１人が何泊しようと関係なく、実人数は意味がないという事は配慮してほ

しい。（小関委員） 
➢ 調査票は絶対に送るべきだが、もしエクセルができる人がエクセルで答えたいと言

う場合は、それを認めてもよいだろう。（宮川委員） 
➢ 確定申告などがネットで行えるようになってきたが、ホームページ上で記入すると

か、将来的には、この調査票全部がそうなるといい。（兵藤座長） 
➢ 参考資料２－２の事例の 80％、15％、５％のように、回答者が正確に答えられる

かはわからないが、これが 70％、25％、５％となっても平均宿泊数が 1.25 から

1.35 に増える程度なので、このやり方でいいのではないか。（清水委員） 
■ サンプルは多いので、大数の法則で真実に合ったものが見つかるかもしれないが、上の

式と、この記入から計算に至るところにギャップがある。もう少しわかりやすい書き方

の方がよい。（兵藤座長） 
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➢ もう少しわかりやすくしたい。（事務局） 
⑤ 遡及推計の実施について 

■ 従業者数が割と多い大規模な施設で遡及推計をすると、遡及推計用母集団は増えるとの

ことだが、これは新設の宿泊施設が多かっただけのことか。（兵藤座長） 
➢ 大規模な施設の新設が多かったのと、小さい施設がかなり廃業でなくなったことに

よる。（事務局） 
⑥ 特記事項記載欄の記入状況について 

■ １割弱の宿泊施設が特記事項を回答している。貴重な情報なので、これは続けてほしい。

回答結果が全てテキスト化されていることもあり、後で有益な情報になる。例えば、「ミ

シュランで紹介され、外国からの客が増加」というのは、おもしろい。来年にかけては、

円高の影響とか色々なことが書かれそうだ。そういうことを書きとめておく意味はある。

（兵藤座長） 
⑦ 調査結果の分析・活用について 

■ 観光圏、今の 16 地域をＰＲする意味で、観光圏を表章した集計も進めてほしい。（兵

藤座長） 
■ 宿泊統計において従業者数別というのもひとつの集計だと思うが、キャパシティーによ

って違う。客室数自体も集計がとられているが、客室規模別で今後表章することも検討

してほしい。（東委員） 
➢ これは次の長期課題で説明する。（事務局） 

■ 資料２－１の 16 ページに東北地方の全域が出ているが、これは全市区町村で全数発表

されているのか。（林委員） 
➢ 現在は回収施設数が 10 以上の市区町村だけを表章しているので、地図で見ると真

っ白な部分が多いが、地域を集めると 10 以上の回収数になるので、そこの平均値

を表章するとこういう形になる。（事務局） 
■ この調査結果の活用は大事なところで、長年データがたまると使い勝手がよくて、政策

に対する評価に使える。だから、これはもっとアピールしていってほしい。（林委員） 
■ 観光地に多くの人が行くのは、ホテルや旅館があるからではなく、ホテルや旅館の近く

に名所旧跡等があるためだ。そういう意味で、この統計調査をほかの情報と組み合わせ

て使うことにより幅が広がる。方針案に「他統計、地図情報などを組み合わせた分析に

より高度化を図る」とあるが、例えば、入れ込み客数の調査結果で観光施設別の人数が

わかる。さらに、その近くに鉄道が走っていれば、駅で何人降りたかは国交省は把握し

ている。このように、地図情報や国交省のほかの統計とも組み合わせて、それをマイク

ロデータベース化して、イメージとしてはＧＩＳを整備して、まずは内部でそれを使い、

常に整備しながら、例えば白書を書くとか分析をして、 終的には、外から研究者等に

色々分析をさせれば、活用という意味でも非常にいいので、特に他統計や地図情報との

組み合わせは長期的な課題になるが、取り組んでほしい。（宮川委員） 
➢ 観光庁内に、そういう研究的なことを担当する部署はあるのか。（兵藤座長） 
➢ まずは観光統計ラインがその先鞭をつけたい。きちんとしたデータ収集機能を充実

させているところだが、そろそろほかのデータと合わせて何が言えるのか、それが

観光庁の政策課題だけではなく、国土交通省の政策云々にどれだけ寄与していける
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かを考え始める段階に来ているので、ありがたいアドバイスだ。（矢ヶ崎参事官） 
■ 学会などでもこういう数字を扱った分析はほとんどない。私は観光研究学会の理事もや

っていたが、こういうのがもっとオープンになって使えると学問的にも進む。（林委員） 
➢ 観光学会ではなくて、土木系の学会で私は発表したことがある。（清水委員） 
➢ 確かに土木系の方がある。（林委員） 

■ 交通もやっているので、魅力の変数と入り込みの関係がどうなっているかと、訪日外国

人だけだが、そういう分析をやった例はある。今、通年 19 年の統計が出てきたので、

１年間で見た時とか、季節別になった時とか、どのようにこの入り込み、宿泊数を予測

できるかを分析しているので、結果がうまく出たら、紹介させていただきたい。（清水

委員） 
➢ 色々な先生方の学際的なナレッジを合わせていかないと取り組んでいけないテー

マなので、ぜひお願いしたい。（矢ヶ崎参事官） 
■ そういうデータがあって、こういう分析をしているというと、結構興味を持ってくれて、

「そのサイトはどこにあるのか」と色々引き合いがあるので、多分そのうちあちこちで

出てくると思う。（清水委員） 
■ 学会でも観光の分析をするグループがあるので、そういったところと連携をとればよい。 

このニュースレターも簡単な書き方をしているが、毎回継続的な発行をしているもの

なので、とりあえず簡単なもので済ましている。これについても、こんな見方をした

いとか、集計ないしは分析のリクエストがあれば、何なりと言って欲しい。（兵藤座長） 
 
（２） 事務局より資料２－２ 長期的検討課題について説明が行われた。 

＜質疑応答＞ 
① 対象施設の拡充について 

■ ウイークリーマンションはどういう扱いなのか。（林委員） 
➢ ウイークリーマンションは宿泊施設として入っている。（事務局） 
➢ 沖縄あたりでは随分そういう利用ができてきている。（林委員） 
➢ ただ、それが全部網羅されているわけではない。（事務局） 
➢ 地元の利用者もいるので、どうするかは難しいが、徐々にそういう方向にシフトし

てくると思う。今後の検討課題ということでお願いする。（林委員） 
■ 副業情報は、どのぐらいのレベルがとれるのか。例えば、農家が民宿をやる場合は、１

室だけを年間 100 日ぐらい営業という感じなので、対象に入れる苦労を考えると、量

的にはインパクトはない。ただし、廃校利用施設などは安く長期に滞在できる可能性が

出てくるので、長期に滞在させるという意味で国の施策に合う。こういう施設などは経

済センサスで副業情報として高精度にとれるのか。（清水委員） 
➢ 経済センサスの状況は、先日、１次試験調査(平成 21 年１月実施) の調査票案が提

示された。懇談会の委員の方々に後押ししていただき、宿泊業に対する客室と収容

人数については１次試験調査で実施されることになった。キャパシティーがとれる

ので母集団に活用できるが、副業情報については、２次試験調査の中で検討するこ

とになっている。客室規模は宿泊業に対する調査票として決定されたが、副業情報

は、全産業に聞く必要があり、日本標準産業分類の大分類ベース飲食業・宿泊業が
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今の素案になっているので、今のままでは使えない。２次試験調査は平成 22 年１

月に実施で、調査票の設計は来夏ぐらいから入るので、省内で調整して、懇談会の

副業情報の把握が必要だという意見を後押しにして、調整していきたい。何とか中

分類あるいは旅館・ホテル・簡易宿所ぐらいのベースに落とした段階で副業をとれ

るように調整していきたい。（福田専門官） 
■ 全産業網羅的に副業について聞くのは、このままだと大分類レベル（飲食業・宿泊業）

になりそうだ。ただ、産業別に調査票を配るので、例えば遊園地や飲食店にホテルがつ

いているケースが多い場合は、遊園地あるいはゴルフ場を対象とした調査票の中に、宿

泊サービスをやっていますか、何人泊めていますかといった質問を特別に入れてもらう

という話は出ていて、１次試験調査では入らないが、２次試験調査ではそういう形で入

る可能性がある。ただ、問題は、農林水産業は経済センサスの対象外なので、農林水産

業の統計の方に働きかけをした方がいいかもしれない。（宮川委員） 
■ 遊園地やゴルフ場とか、どういう組み合わせがあり得るのか、ある程度のエビデンスを

集めないと、要望もできないだろう。それをどうするかだ。これは長期的な課題だから、

急ぐ必要はないが、どうやって集めていったらいいのだろうか。（兵藤座長） 
➢ 現時点で副業も幾つかは把握しているのか。（宮川委員） 
➢ サンプルは少ないが、葬儀屋が意外と多い。そこに来る人たちが宿泊する施設があ

り、これが今の名簿に結構入っている。このように統計を逆からとるというのはあ

るかもしれない。（事務局） 
② オンライン調査の導入の検討について 

■ 政府統計共同利用システムは、まだ始まったばかりで、稼働がうまくいっていない部分

もあるようだ。例えば、調査票はエクセルか何かでつくったようなものなので、これを

アドレスへ送ってエクセルで返すという形は、承認統計として許されるのか。（兵藤座

長） 
➢ 様式があれば、大丈夫だ。（矢ヶ崎参事官） 

■ 様式があれば、いいので、今でもやろうとすれば、紙ではなくて、観光庁のホームペー

ジからダウンロードして、メールで返却してもらうことは、すぐできるのか。（兵藤座

長） 
➢ 仕組みをつくれれば、できる。（矢ヶ崎参事官） 
➢ フリーの書式をダウンロードして答えてもらうことはできるが、既に対象施設の情

報が入ったものをダウンロードするとなるとセキュリティーの話が絡んでくるの

で、難しくなってくる。プレプリント情報がないと、実際に返ってきた情報が名簿

のどの企業に当たるかを漢字等で名寄せをしなくてはいけない。ホテルは複数の電

話番号を持っているので、電話番号や住所でも厳しいので、ID 番号を振っておい

て、それがあれば必ず受け付けるとかの工夫を凝らさないと難しい。 
ただ、そのステップをクリアしても、この調査票は大規模施設では 47 都道府県分

を３カ月分、150 カ所答えなければいけないところがあるので、ここがオンライン

調査の一番のネックである。オンライン調査の場合は、150 カ所の箱に全部一個一

個手で打たなければいけない。普通の企業だと、その 150 個の集計データがあれ

ば、エクセルで少なくとも 47 都道府県分があるので、47 を縦に選択して貼るとな



 

s-9 

ると、オンライン調査よりは、エクセルがよい。既にエクセルに張った方が答え

やすいという要望は出ているし、現在でも自社でプリントアウトしたものを別添

としてつけて回答をもらっているところもある。（事務局） 
■ 欧州では、予約情報から統計に結びつくといった試みもあるので、そういうことも研究

してほしい。ノルウェー、スウェーデンでは、予約の時に発地も入れてしまって、それ

が統計に結びついている。日本のホテルでは予約の時に、どこから客が来るかを入れて、

それが統計になる仕組みはないか。（林委員） 
➢ 発地別の統計は、後から取るので、予約の際には入れていない。（岩佐委員） 

■ 三重県は独自で、宿泊施設対象の調査をやっている。宿泊旅行統計では 200 施設が対

象だが、プラス 300 の 500 施設が三重県内にあり、宿泊旅行統計とは別に全施設に対

して宿泊の色々な調査をしている。 新の調査では、回答があった施設のうち 20％強

がオンラインで回答している。残りの約８割がファクスの回答。それは、従業者数規模

の小さなところも全部含んでいる。基本はファクス送付だが、アドレスを示すとこちら

の方にも回答がくる。ネットの回答には、過去の調査結果とか、色々なデータがそこの

サイトからダウンロードできるインセンティブをつけている。（森委員代理） 
➢ 一歩先を行くということで参考になる。全部で 500 で宿泊旅行統計の対象は 200。

差分の 300 のデータもあるということなので、もし機会があればデータを拝借さ

せていただき簡単な集計をするとか、ぜひ活用させていただきたい。（兵藤座長） 
■ もう２年たって、この統計について、都道府県がどれぐらい盛り上がってきたかが大事

ではないか。都道府県、市町村の協力があれば、もっと精度を高めることができるが、

県などでは、まだ余りそういう意識がないような気がする。それを、ニュースレターで、

このように活用するとこんなこともわかる、協力するともっとそれが自分たちのために

なるというところを見せ、タッチももう少しやわらかく、誰でもわかるようなものにす

るといい。 
国が観光立国推進基本法をつくったおかげで、県が観光条例をかなりつくってきた。

今７つぐらいあるが、あと２つ、３つは今つくっている。その中で統計をしっかりや

った方がいいという話を結構した。その結果、それを実施計画の中に入れることにな

り、計画にのっとって事業をやっていくという姿勢が県や大きな市町村では出てくる

と思う。そういったところにしっかりと統計を位置づけてもらえるような方策や、呼

びかけをしていく必要がある。 
今、神奈川県の仕事をしているが、統計・集計は、松蔭大学、横浜商科大学、文教大

学の３大学がかかわっている。あるいは日観協が東洋大学に集計を頼んだりしている

ので、その中で宿泊統計が実際に都道府県でどういうとり方をしているのか、問題点

がどうだったのかがもっと細部にわたってわかると思う。そういったものをきちんと

把握すると同時に、今後都道府県においても学との連携をしっかり図りながら統計を

充実させていくことを前面に打ち出すのもいいのではないか。これは両方のためにな

る。学も今地域との連携を十分意識してやっているので、その辺をもう少し明確に打

ち出していく必要がある。 
特記の事例は自分たちの施設ではなくて都道府県の状況という感じになっているが、

イベントとか、細かいのを見ると、その項目が施設レベルの話もあるようだ。都道府
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県も統計をやる時に、今年１年はどうだった、だからこういう統計が出たんだという

のを必ず書いているので、それはそれで十分把握できるのではないか。特記で書いて

もらうのは、数字でわかりにくいところあるいは数字で知りたいところにしたらどう

か。例えば、泊数、４泊が伸びてきたとか、あるいは若い女性たちが増えてきたとか、

そういった数字ではわからない部分、見えない部分を漠然とでもいいから知りたいと

いった部分を特記に書いてもらう。そして、それが重要なことであれば、今度は数量

的にどうやって統計の中に出していくかを細かく検討していくといったことに使った

らどうか。（古賀委員） 
➢ 今のご指摘は、そのような方向でも考えていきたい。自治体で盛り上げていくこと

は非常に重要だと思っていて、別途入り込みとか、ほかにとっているものもあるの

で、すべてを合わせて観光統計という形でセットで盛り上げていきたい。ニュース

レターでは、こういうおもしろい計り方をしたら、どのぐらい都道府県に役に立っ

たという情報も積極的につくり込んでいき、提供したい。統計を盛り上げていくと

いうこと自体が観光行政の基本の基本だという認識は観光庁にも強くあるので、ぜ

ひ引き続き委員の方々のご知見、アドバイスをよろしくお願いしたい。（矢ヶ崎参

事官） 
➢ 入り込みも含めて観光統計の整備を進めてきたが、色々なデータが出てきたので、

観光統計の利活用に関する検討の場があった方がいいのかもしれない。（兵藤座長） 
➢ 宿泊旅行統計調査の実施については、本日の議論を踏まえ調整を行った後、来年１

月調査から調査項目の変更等を行えるよう、総務省への承認申請等を実施したいと

考えている。（渡辺課長補佐） 
（以上） 
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参考資料３－１．平成２１年１～３月宿泊旅行統計調査 調査票 第１号様式
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参考資料３－２．平成２１年１～３月宿泊旅行統計調査 調査票 第２号様式
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参考資料４．平成２１年宿泊旅行統計　表章計画

第１表 施設所在地(47区分及び運輸局等)、従業者数(3区分)、宿泊目的割合(2区分)別施設数
並びに施設所在地（47区分及び運輸局等）、宿泊施設タイプ（4区分）別施設数

第２表 月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、従業者数(3区分)、宿泊目的割合(2区分)別延べ宿泊者数
並びに月（3区分）、施設所在地（47区分及び運輸局等）、宿泊目的割合（2区分）別外国人延べ宿泊者数

第３表 月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、従業者数(3区分)、宿泊目的割合(2区分)別実宿泊者数
並びに月（3区分）、施設所在地（47区分及び運輸局等）、宿泊目的割合（2区分）別外国人実宿泊者数

第４表 月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、宿泊施設タイプ（4区分）別延べ宿泊者数
並びに月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、宿泊施設タイプ（4区分）別外国人延べ宿泊者数

第５表 月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、宿泊施設タイプ（4区分）別実宿泊者数
並びに月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、宿泊施設タイプ（4区分）別外国人実宿泊者数

第６表 月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、従業者数(3区分)、宿泊目的割合(2区分)別定員稼働率
並びに月（3区分）、施設所在地（47区分及び運輸局等）、宿泊施設タイプ（4区分）別定員稼働率

第７表 月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、従業者数(3区分)、宿泊目的割合(2区分)別利用客室数
並びに月（3区分）、施設所在地（47区分及び運輸局等）、宿泊施設タイプ（4区分）別利用客室数

第８表 月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、従業者数(3区分)、宿泊目的割合(2区分)別客室稼働率
並びに月（3区分）、施設所在地（47区分及び運輸局等）、宿泊施設タイプ（4区分）別客室稼働率

第９表 月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、宿泊目的割合(2区分)、居住地（2区分）別延べ宿泊者数
第１０表 月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、宿泊施設タイプ(4区分)、居住地（2区分）別延べ宿泊者数
第１１表 月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、国籍（出身地）（13区分）別外国人延べ宿泊者数

＜居住地別集計＞
参考第１表 月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、居住地（47区分及び運輸局等）別延べ宿泊者数

（従業員数100人以上の施設）
参考第２表 月（3区分）、施設所在地（47区分及び運輸局等）、居住地（47区分及び運輸局等）別延べ宿泊者数

＜観光目的の宿泊者が50％以上の施設＞（従業員数100人以上の施設）
参考第３表 月（3区分）、施設所在地（47区分及び運輸局等）、居住地（47区分及び運輸局等）別延べ宿泊者数

＜観光目的の宿泊者が50％未満の施設＞（従業員数100人以上の施設）

＜市区町村別集計＞
参考第４表 施設所在地(主な市区町村)別施設数及び回収率
参考第５表 施設所在地(主な市区町村)、月（3区分）別延べ宿泊者数
参考第６表 施設所在地(主な市区町村)、月（3区分）別実宿泊者数
参考第７表 施設所在地(主な市区町村)、月（3区分）別外国人延べ宿泊者数
参考第８表 施設所在地(主な市区町村)、月（3区分）別外国人実宿泊者数
参考第９表 施設所在地(主な市区町村)、月（3区分）別定員稼働率
参考第１０表 施設所在地(主な市区町村)、月（3区分）別利用客室数
参考第１１表 施設所在地(主な市区町村)、月（3区分）別客室稼働率

平成21年における変更点
・利用客室数の集計を新設する（第７表、参考第１０表）
・客室稼働率の集計を新設する（第８表、参考第１１表）
・施設所在地（主な市区町村）別回収率の集計を新設する（参考第４表）
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第１表　施設所在地(47区分及び運輸局等)、従業者数(3区分)、宿泊目的割合(2区分)別施設数
　　　　並びに施設所在地（47区分及び運輸局等）、宿泊施設タイプ（4区分）別施設数

観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

施設所在地　計
　北海道
　青森県
　・・・・・・
　沖縄県
運輸局等（再掲） 2)
　北海道運輸局
　・・・・・・
　沖縄総合事務局
1)宿泊目的割合不詳を含む。
2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。

第２表　月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、従業者数(3区分)、宿泊目的割合(2区分)別延べ宿泊者数
　　　　並びに月（3区分）、施設所在地（47区分及び運輸局等）、宿泊目的割合（2区分）別外国人延べ宿泊者数

観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

平成21年1～3月　計
　北海道 ※「平成21年1～3月　計」の部分を「平成21年1月」「平成21年2月」「平成21年3月」と変えて、月別に3表続く。
　青森県
　・・・・・・
　沖縄県
運輸局等（再掲） 2)
　北海道運輸局
　・・・・・・
　沖縄総合事務局
1)宿泊目的割合不詳を含む。
2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。

第３表　月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、従業者数(3区分)、宿泊目的割合(2区分)別実宿泊者数
　　　　並びに月（3区分）、施設所在地（47区分及び運輸局等）、宿泊目的割合（2区分）別外国人実宿泊者数

観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

平成21年1～3月　計
　北海道 ※「平成21年1～3月　計」の部分を「平成21年1月」「平成21年2月」「平成21年3月」と変えて、月別に3表続く。
　青森県
　・・・・・・
　沖縄県
運輸局等（再掲） 2)
　北海道運輸局
　・・・・・・
　沖縄総合事務局
1)宿泊目的割合不詳を含む。
2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。

施設所在地（47区分
及び運輸局等）

総数
1)

従業者数（3区分）、宿泊目的割合（2区分） 宿泊施設タイプ（4区分）
10～29人 30～99人 100人以上

旅館
リゾート
ホテル

ビジネス
ホテル

シティ
ホテル

施設所在地（47区分
及び運輸局等）

延べ
宿泊者数

1)

従業者数（3区分）、宿泊目的割合（2区分）

うち
外国人延べ
宿泊者数

1)

宿泊目的割合（2区分）
10～29人 30～99人 100人以上

施設所在地（47区分
及び運輸局等）

実宿泊者数
1)

従業者数（3区分）、宿泊目的割合（2区分）

うち外国人
実宿泊者数

1)

宿泊目的割合（2区分）
10～29人 30～99人 100人以上
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第４表　月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、宿泊施設タイプ（4区分）別延べ宿泊者数
　　　　並びに月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、宿泊施設タイプ（4区分）別外国人延べ宿泊者数

平成21年1～3月　計
　北海道 ※「平成21年1～3月　計」の部分を「平成21年1月」「平成21年2月」「平成21年3月」と変えて、月別に3表続く。
　青森県
　・・・・・・
　沖縄県
運輸局等（再掲） 2)
　北海道運輸局
　・・・・・・
　沖縄総合事務局
1)宿泊施設タイプ不詳及び簡易宿所を含む。
2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。

第５表　月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、宿泊施設タイプ（4区分）別実宿泊者数
　　　　並びに月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、宿泊施設タイプ（4区分）別外国人実宿泊者数

平成21年1～3月　計
　北海道 ※「平成21年1～3月　計」の部分を「平成21年1月」「平成21年2月」「平成21年3月」と変えて、月別に3表続く。
　青森県
　・・・・・・
　沖縄県
運輸局等（再掲） 2)
　北海道運輸局
　・・・・・・
　沖縄総合事務局
1)宿泊施設タイプ不詳及び簡易宿所を含む。
2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。

第６表　月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、従業者数(3区分)、宿泊目的割合(2区分)別定員稼働率
　　　　並びに月（3区分）、施設所在地（47区分及び運輸局等）、宿泊施設タイプ（4区分）別定員稼働率

観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

平成21年1～3月　計
　北海道 ※「平成21年1～3月　計」の部分を「平成21年1月」「平成21年2月」「平成21年3月」と変えて、月別に3表続く。
　青森県
　・・・・・・
　沖縄県
運輸局等（再掲） 2)
　北海道運輸局
　・・・・・・
　沖縄総合事務局
1)宿泊目的割合不詳及び宿泊施設タイプ不詳を含む。
2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。

施設所在地（47区分
及び運輸局等）

延べ
宿泊者数

1)

施設所在地（47区分
及び運輸局等）

定員稼働率
1)

ビジネス
ホテル

シティ
ホテル

施設所在地（47区分
及び運輸局等）

実宿泊者数
1)

ビジネス
ホテル

シティ
ホテル

旅館

100人以上
宿泊施設タイプ（4区分）

旅館
リゾート
ホテル

ビジネス
ホテル

シティ
ホテル

従業者数（3区分）、宿泊目的割合（2区分）

ビジネス
ホテル

10～29人 30～99人

リゾート
ホテル

施設タイプ（4区分）

うち外国人
実宿泊者数

1)

施設タイプ（4区分）

旅館
リゾート
ホテル

施設タイプ（4区分）
うち

外国人延べ
宿泊者数

1)

施設タイプ（4区分）

旅館
リゾート
ホテル

ビジネス
ホテル

シティ
ホテル

旅館
リゾート
ホテル

シティ
ホテル
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第７表　月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、従業者数(3区分)、宿泊目的割合(2区分)別利用客室数
　　　　並びに月（3区分）、施設所在地（47区分及び運輸局等）、宿泊施設タイプ（4区分）別利用客室数

観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

平成21年1～3月　計
　北海道 ※「平成21年1～3月　計」の部分を「平成21年1月」「平成21年2月」「平成21年3月」と変えて、月別に3表続く。
　青森県
　・・・・・・
　沖縄県
運輸局等（再掲） 2)
　北海道運輸局
　・・・・・・
　沖縄総合事務局
1)宿泊目的割合不詳及び宿泊施設タイプ不詳を含む。
2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。

第８表　月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、従業者数(3区分)、宿泊目的割合(2区分)別客室稼働率
　　　　並びに月（3区分）、施設所在地（47区分及び運輸局等）、宿泊施設タイプ（4区分）別客室稼働率

観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

1)
観光目的の
宿泊者が
50％以上

観光目的の
宿泊者が
50％未満

平成21年1～3月　計
　北海道 ※「平成21年1～3月　計」の部分を「平成21年1月」「平成21年2月」「平成21年3月」と変えて、月別に3表続く。
　青森県
　・・・・・・
　沖縄県
運輸局等（再掲） 2)
　北海道運輸局
　・・・・・・
　沖縄総合事務局
1)宿泊目的割合不詳及び宿泊施設タイプ不詳を含む。
2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。

第９表　月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、宿泊目的割合(2区分)、居住地（2区分）別延べ宿泊者数

県内
1)

県外
1)

2) 県内 県外 2) 県内 県外

平成21年1～3月　計
　北海道 ※「平成21年1～3月　計」の部分を「平成21年1月」「平成21年2月」「平成21年3月」と変えて、月別に3表続く。
　青森県
　・・・・・・
　沖縄県
運輸局等（再掲） 3)
　北海道運輸局
　・・・・・・
　沖縄総合事務局
1)宿泊目的割合不詳を含む。
2)居住地不詳を含む。
3)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。

施設所在地（47区分
及び運輸局等）

利用客室数
1)

観光目的の宿泊者が50％未満
宿泊目的割合（2区分）、居住地（2区分）

施設所在地（47区分
及び運輸局等）

客室稼働率
1)

施設所在地（47区分
及び運輸局等）

延べ
宿泊者数

1)、2)

観光目的の宿泊者が50％以上

従業者数（3区分）、宿泊目的割合（2区分） 宿泊施設タイプ（4区分）
10～29人 30～99人 100人以上

旅館
リゾート
ホテル

ビジネス
ホテル

シティ
ホテル

10～29人 30～99人
従業者数（3区分）、宿泊目的割合（2区分） 宿泊施設タイプ（4区分）

100人以上

旅館
リゾート
ホテル

ビジネス
ホテル

シティ
ホテル
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第１０表 月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、宿泊施設タイプ(4区分)、居住地（2区分）別延べ宿泊者数

県内
1)

県外
1)

2) 県内 県外 2) 県内 県外 2) 県内 県外 2) 県内 県外

平成21年1～3月　計
　北海道 ※「平成21年1～3月　計」の部分を「平成21年1月」「平成21年2月」「平成21年3月」と変えて、月別に3表続く。
　青森県
　・・・・・・
　沖縄県
運輸局等（再掲） 3)
　北海道運輸局
　・・・・・・
　沖縄総合事務局
1)宿泊施設タイプ不詳を含む。
2)居住地不詳を含む。
3)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。

第１１表 月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、国籍（出身地）（13区分）別外国人延べ宿泊者数

平成21年1～3月　計
　北海道 ※「平成21年1～3月　計」の部分を「平成21年1月」「平成21年2月」「平成21年3月」と変えて、月別に3表続く。
　青森県
　・・・・・・
　沖縄県
運輸局等（再掲） 2)
　北海道運輸局
　・・・・・・
　沖縄総合事務局
1)国籍（出身地）不詳を含む。
2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。

施設所在地（47区分
及び運輸局等）

延べ
宿泊者数

1)、2)

施設所在地（47区分
及び運輸局等）

外国人延べ
宿泊者数

1)

国籍（出身地）（13区分）

韓国 中国 香港 台湾 アメリカ カナダ イギリス ドイツ フランス シンガポール タイ オーストラリア その他

宿泊施設タイプ（4区分）、居住地（2区分）
旅館 リゾートホテル ビジネスホテル シティホテル
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参考第１表 月（3区分）、施設所在地(47区分及び運輸局等)、居住地（47区分及び運輸局等）別延べ宿泊者数
　　　　　　（従業員数100人以上の施設）

平成21年1～3月　計
　北海道 ※「平成21年1～3月　計」の部分を「平成21年1月」「平成21年2月」「平成21年3月」と変えて、月別に3表続く。
　青森県
　・・・・・・
　沖縄県
運輸局等（再掲） 2)
　北海道運輸局
　・・・・・・
　沖縄総合事務局
1)居住地不詳を含む。
2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
3)宿泊目的割合不詳を含む。

参考第２表 月（3区分）、施設所在地（47区分及び運輸局等）、居住地（47区分及び運輸局等）別延べ宿泊者数＜観光目的の宿泊者が50％以上の施設＞
　　　　　　（従業者数100人以上の施設）

平成21年1～3月　計
　北海道 ※「平成21年1～3月　計」の部分を「平成21年1月」「平成21年2月」「平成21年3月」と変えて、月別に3表続く。
　青森県
　・・・・・・
　沖縄県
運輸局等（再掲） 2)
　北海道運輸局
　・・・・・・
　沖縄総合事務局
1)居住地不詳を含む。
2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。

参考第３表 月（3区分）、施設所在地（47区分及び運輸局等）、居住地（47区分及び運輸局等）別延べ宿泊者数＜観光目的の宿泊者が50％未満の施設＞
　　　　　　（従業者数100人以上の施設）

平成21年1～3月　計
　北海道 ※「平成21年1～3月　計」の部分を「平成21年1月」「平成21年2月」「平成21年3月」と変えて、月別に3表続く。
　青森県
　・・・・・・
　沖縄県
運輸局等（再掲） 2)
　北海道運輸局
　・・・・・・
　沖縄総合事務局
1)居住地不詳を含む。
2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。

・・・・・・

施設所在地（47区分
及び運輸局等）

総数
1)

居住地（47区分）

施設所在地（47区分
及び運輸局等）

総数
1)

施設所在地（47区分
及び運輸局等）

総数
1)、3)

居住地（47区分） 3)

北海道

運輸局等（10区分） 2)、 3)

居住地（47区分） 運輸局等（10区分） 2)

沖縄総合
事務局

沖縄県 国外
北海道
運輸局

・・・・・・北海道 青森県

青森県 ・・・・・・ 沖縄県 国外
北海道
運輸局

・・・・・・
沖縄総合
事務局

運輸局等（10区分） 2)

北海道 青森県 ・・・・・・ 沖縄県 国外
北海道
運輸局

・・・・・・
沖縄総合
事務局
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参考第４表 施設所在地(主な市区町村)別施設数及び回収率

　北海道札幌市
　北海道函館市
　・・・・・・
　・・・・・・
　沖縄県石垣市
　沖縄県国頭郡　恩納村

参考第５表 施設所在地(主な市区町村)、月（3区分）別延べ宿泊者数

　北海道札幌市
　北海道函館市
　・・・・・・
　・・・・・・
　沖縄県石垣市
　沖縄県国頭郡　恩納村

参考第６表 施設所在地(主な市区町村)、月（3区分）別実宿泊者数

　北海道札幌市
　北海道函館市
　・・・・・・
　・・・・・・
　沖縄県石垣市
　沖縄県国頭郡　恩納村

参考第７表 施設所在地(主な市区町村)、月（3区分）別外国人延べ宿泊者数

　北海道札幌市
　北海道函館市
　・・・・・・
　・・・・・・
　沖縄県石垣市
　沖縄県国頭郡　恩納村

2月 3月

施設所在地
（主な市区町村）

施設数

月（3区分）

施設所在地
（主な市区町村）

延べ
宿泊者数 1月

回収率

月（3区分）

施設所在地
（主な市区町村）

実宿泊者数
1月 2月 3月

施設所在地
（主な市区町村）

外国人延べ
宿泊者数

月（3区分）

1月 2月 3月
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参考第８表 施設所在地(主な市区町村)、月（3区分）別外国人実宿泊者数

　北海道札幌市
　北海道函館市
　・・・・・・
　・・・・・・
　沖縄県石垣市
　沖縄県国頭郡　恩納村

参考第９表 施設所在地(主な市区町村)、月（3区分）別定員稼働率

　北海道札幌市
　北海道函館市
　・・・・・・
　・・・・・・
　沖縄県石垣市
　沖縄県国頭郡　恩納村

参考第１０表 施設所在地(主な市区町村)、月（3区分）別利用客室数

　北海道札幌市
　北海道函館市
　・・・・・・
　・・・・・・
　沖縄県石垣市
　沖縄県国頭郡　恩納村

参考第１１表 施設所在地(主な市区町村)、月（3区分）別客室稼働率

　北海道札幌市
　北海道函館市
　・・・・・・
　・・・・・・
　沖縄県石垣市
　沖縄県国頭郡　恩納村

施設所在地
（主な市区町村）

外国人
実宿泊者数

施設所在地
（主な市区町村）

定員稼働率

月（3区分）

1月 2月 3月

施設所在地
（主な市区町村）

利用客室数

月（3区分）

1月 2月 3月

月（3区分）

1月 2月 3月

施設所在地
（主な市区町村）

客室稼働率

月（3区分）

1月 2月 3月
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