
平成２２年度都道府県等観光主管課長会議 説明要点

参事官（観光経済担当）
１．観光統計の整備・拡充について

１）全体像（トピック）

・平成21年12月に策定した「観光入込客統計に関する共通基準」を基にした

調査が、全国45都道府県で開始または開始予定。

・宿泊旅行統計及び旅行・観光消費動向調査については調査対象を拡充。

・訪日外国人消費動向調査及び観光産業構造基本調査（仮称）を開始。

２）観光入込客統計に関する共通基準

・平成22年4～6月分調査より、全国39都道府県が「観光入込客統計に関する

共通基準」を基にした調査を開始。

・平成22年12月に、26県分のデータを観光庁にて公表。

・平成22年度中には45都道府県が同基準に基づく調査を開始予定。

・地域の観光現状の的確な把握と、それに基づく観光戦略の立案が可能にな

る。

例えば、

－実人数を把握することにより、より精緻な観光消費額が可能になる。

－実入込客数を把握することにより、観光消費額を上げるためのターゲット

の把握が可能になる。

３）宿泊旅行統計調査

・従業員数10人未満の施設を調査対象に加え、平成22年4～6月調査より、全

施設を対象に調査を実施。

・公表時期を早期化（調査対象期間後約3ヶ月→約2ヶ月）

４）旅行・観光消費動向調査

・サンプル数を拡充し、観光消費額等をより詳細に把握。

・平成22年4月分から四半期毎の速報（旅行回数、宿泊数、消費総額等）及び

年１回の確定値（費目別の消費額、国内旅行の周遊パターン別動向等）を公

表予定。

・旅行・観光消費を国際比較するため、ＴＳＡ に基づく試算結果を公表（平(※)

成22年12月）

TSA（Tourism Satellite Account：旅行・観光サテライト勘定）（※）

国民経済計算体系（SNA）のサテライト計算のひとつとして「93年国民経済計算体系」（SNA93） に位置づけられている。

これは、特別な経済活動（環境、家事等）を体系付けるサブ・システムであり、GDP統計等との整合性・比較可能性を保ち

つつ、新しい経済概念に対応していく枠組み

５）訪日外国人旅行動向調査

・平成22年4～6月分より、訪日外国人の消費動向等を把握するため、調査を

開始。



・四半期ごとの公表を実施。

・旅行動向を踏まえたプロモーション活動、消費性向が把握できるとともに、

ニーズに応じた受入体制の整備等観光施策の企画・立案及び成果検証への

活用が可能になる。

６）観光産業構造基本調査（観光センサス）

・観光に関するサービスを提供する側（供給側）に対する初の調査

・観光産業構造（事業者数、売上、雇用・就労状況等）の調査手法を検討する

ため、富良野市等の全国３地域で試験調査を実施。

・平成23年度は、引き続き予備的調査を実施し、平成24年度の本格調査実施

を目指す。

７）観光統計コラム

・関係者が観光統計を活用するための参考情報として、観光統計に関するコラ

ムを平成22年8月より、観光庁ホームページにて連載。

８）観光統計論文表彰

・次世代を担う観光政策の研究者・実務者の研究を奨励するため、観光統計

を活用し、調査・分析を行った専門的な論文を対象に、観光庁長官による表

彰を実施。

２．国内観光活性化（若年層・平日需要）について

・補正予算（国内観光活性化緊急対策事業）により、若者向けの今までにない

魅力を持った旅行商品を造成し、モニターを集い、モニターツアーを実施し、

その成果検証を行うとともに、若年層旅行を振興するためのPR方法を検討。

また、平日・閑散期の潜在旅行需要を顕在化させるための魅力を持った旅

行商品を造成し、モニターを集い、モニターツアーを実施し、その成果検証を

行う。

なお、成果検証を踏まえてモニターツアーと同種の商品を自律的に開発、販

売することとしている。

３．休暇取得の分散化について

１）休暇改革を巡る動き

・昨年12月の第２回休暇改革国民会議において、「『秋を先行させることとし、ブ

ロック数についてはよく検討した案』を事務局より次回の国民会議に提示し、

これを基に議論をする」ことが座長より提案され満場一致で了承された。

・現在、地方意見交換会・シンポジウム、国民意識調査を実施し、国民的コンセ

ンサスの形成、休暇取得の分散化の具体案の検討を行う。

２）家族の時間づくりプロジェクト

・全国９地域において、実施済み。現在、アンケート結果等に基づき、検証等の

とりまとめを行っている。



１．観光統計の整備・拡充 



訪日外国人の消費動向（交通費、宿泊費等）、リピーター
率、訪日ニーズ等を国籍別に把握 

従業員10人未満の宿泊施設を調査対象に追加 
公表時期の早期化 
新規VJC重点市場（インド、ロシア、マレーシア）の動向を把握 

調査サンプル数を拡充し、地域別、四半期別等に観光消
費額や流動を把握 
公表時期の早期化（速報値の公表） 

観光産業の基本構造（事業者数、売上規模、雇用・就労状況等）

を把握するための調査手法を試験調査により検証 

21年12月 「観光入込客統計に関する共通基準」を策定 
22年4月～  都道府県で「共通基準」による調査の実施 
22年12月 観光庁において、全国集計を公表 

            （22年4月～6月分調査結果：26県分） 

旅行・観光消費動向調査（四半期） 

１．１） 観光統計の整備について（全体像） 

宿泊旅行統計調査（四半期） 

訪日外国人消費動向調査（四半期） 

都道府県観光入込客統計（四半期） 

観光産業構造基本調査 
＜観光センサス＞ 

 ・従業員10人以上の宿泊施設の宿泊動向を把握。 
 ・Ｈ19年より総務省承認の一般統計として実施。 

・国民の旅行回数・宿泊数、旅行消費の経済効果波及を
算出。Ｈ15年度より一般統計として実施 

・都道府県の観光統計（観光入込客数・観光消費額）は、調
査手法が統一されておらず、データの比較ができない。 

全
国
レ
ベ
ル 

（観
光
庁
で
実
施
） 

都
道
府
県
レ
ベ
ル 

H22年度の取組 

Ｈ２２ 
拡充 

Ｈ２２ 
拡充 

Ｈ２２ 
新規 

Ｈ２２ 
新規 

統一 

観光統計論文表彰（年１回） 
＜観光をサイエンスする知的ネットワークの形成＞ 

そ
の
他 

   ＜H21年度スケジュール＞ 
    1月27日  審査委員会（応募論文数：１６本） 
    ３月９日 観光庁長官表彰 -1-

Ｈ２１ 
創設 



１．２）観光入込客統計に関する共通基準 



共通基準に基づく都道府県観光入込客統計 
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観光地点等名簿の整理 

観光地点等入込客数調査 

観光地点パラメータ調査 

観光庁提供データにより補正 

統計量の推計・共有・公表 

［１年周期］ 

［四半期周期］ 

［四半期周期］ 

［四半期周期］ 

［四半期周期］ 

観光入込客統計（○○都道府県）／全国観光入込客統計（観光庁） 
観光入込客数   【四半期別・年間】 
観光消費額単価 【四半期別・年間】 
観光消費額    【四半期別・年間】 

都道府県 市区町村 

市区町村 

都道府県 

観光庁 都道府県 

観光庁 都道府県 

統計の基礎となる観光地点等ごとの入込客数を把握。都道府県内の観光
地点及び行祭事・イベントに訪れた人数を、観光地点等の管理者、行祭事・
イベントの実施者等に月別に報告を求め調査。⇒延べ入込客数 

都道府県内の観光地点を訪れた観光客を対象に、属性別の構成比、平均
訪問地点数、平均消費額単価等のパラメータを把握。 ⇒実入込客数 

毎年１月１日現在で、観光地点及び行祭事・イベントの新設・改廃の整理。 
推計対象となるか確認。 

以下に示すデータを都道府県別に作成し、提供。 
・観光目的別・居住地別の宿泊観光入込客数[四半期・年間］ 
・ビジネス目的・県外の日帰り観光客入込客数［年間］ 
・訪日外国人観光目的別・宿泊／日帰り別の観光消費額単価[四半期・年間］ 

都道府県が推計し、共有様式にて市区町村、観光庁と共有。 
観光庁は、「全国観光入込客統計」として公表。 

観光 ○余暇、レクリエーション、業務等の目的を問わない非日常圏での活動を伴う旅行行動 

観光地点 
○月１回以上の頻度で訪問する人数の割合が半分未満と判断される地点 
○入込客数が適切に把握できる地点 
○前年の入込客数が、年間１万人以上もしくは前の特定月の入込客数が５千人以上である地点。 

観光入込 ○観光地点、行祭事・イベントに訪れた人数（受け入れ地側で観光行動を補足する） 

定義 



共通基準策定までの検討経緯 

１７年 ５月  観光統計の整備に関する検討懇談会設置 
１７年 ８月  我が国の観光統計の整備に関する提言 
１８年１２月  観光立国推進基本法成立 
１９年 ６月  観光立国推進基本計画閣議決定 
２０年 ４月  観光統計の整備に関する検討懇談会中間とりまとめ（平成20年4月22日） 
         調査主体となる都道府県等の負担軽減を考慮し、調査の信頼性を確保できる調査手法・  
         推計方法等の「観光入込客統計・観光消費額等統計の方針（ガイドライン案）をとりまと
め。     

都道府県 
観光統計 

検討委員会 

観光統計の整備に
関する検討懇談会 観光庁 

観光消費額統計分科会☆ 

観光入込客統計分科会☆ 

平成２０年度 
ガイドライン案）の妥当性・精度等を評価するための試験調査を新潟県・岡山県    

 で実施し、課題と対応の方向性について検討。 
倉敷市美観地区（岡山県）で、街並みにおける入込客数把握手法の試験を実

施。 
観光入込客統計・観光消費額統計合同分科会（３月） 

 
平成２１年度 

試験調査を１４道府県に拡大して実施。 
「都道府県観光統計検討委員会」を開催（４月、８月、１０月） 
観光入込客統計・観光消費額統計合同分科会（９月、１２月） 
都道府県等へ意見照会（１０月、１２月）し、意見反映。 
観光統計の整備に関する検討懇談会（１２月） 

 

平成２１年１２月 「観光入込客統計に関する共通基準」「同調査要領」の策定 
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本編 

１．共通基準の概要 
１－１ 共通基準策定の目的 

１－２ 観光入込客統計の実施体制 
１－３ 観光入込客統計の調査体系 

２．総則 
２－１ 用語の定義 

２－２ 統計の対象とする項目 
２－３ 統計量に関する留意事項 
３．観光入込客統計の調査手法 

３－１ 調査フロー 
３－２ 観光地点及び行祭事・イベント名簿の整理 

３－３ 観光地点等入込客数調査 
３－４ 観光地点パラメータ調査 

３－５ 既存統計調査の活用 
４．統計量の推計方法と公表 
４－１ 統計量の推計方法 

４－２ 統計量の共有と公表について 
資料編 

資料１ 観光地点パラメータ調査票（標準様式） 
資料２ 観光入込客統計調査データ共有様式 

資料３ 全国取りまとめ・公表のイメージ 

 
はじめに 

Ⅰ部 担当者の作業 
Ⅰ-１ 作業フローと作業周期 
Ⅰ-２ 作業の具体的な内容 

０ 既存の観光統計調査の確認 
１ 観光地点等名簿の作成 

２ 観光地点等入込客数調査の実施 
３ 観光地点パラメータ調査の実施 

４ 統計量の推計 
５ 結果の整理 

Ⅱ部 例外的な対応について 
Ⅱ-１ 観光地点等入込客数調査において流入地点調査を実施する場合 

Ⅱ-２ 観光地点パラメータ調査において補足調査を実施する場合 
Ⅱ-３ 北海道及び沖縄県の特例 

資料 
資料１ 観光地点等名簿 整理項目 

１-１ 都道府県及び市区町村が観光地点等名簿で整理する項目 
１-２ 観光地点等名簿の作成にあたり管理者等に報告を求める項目 

資料２ 観光地点パラメータ調査の調査員マニュアル例 
資料３ データのクリーニング事項 

資料４ 観光地点パラメータ調査結果 入力項目 
資料５ 調査票関連一式 

５-１ 観光地点パラメータ調査票 標準様式 
５-２ 観光地点パラメータ調査票の解説  

５-３ 観光地点リスト 
資料６ 観光入込客統計調査データ共有様式 
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共通基準 調査要領 

 
観光地点パラメータ調査地点「抽出支援ツール」の使い方 
統計量の「推計支援ツール」の使い方 
「観光地点等名簿」の管理について 
 
 
 
 

支援ツール 

観光入込客統計に関する共通基準 （平成21年12月策定） 



観光入込客統計の「共通基準」とは 

各地域を“実際に訪れた人数”を把握し、 
その消費額を算出する“共通のものさし” 

観光地点（施設） 
□□□万人（延べ） 

行祭事・イベント 
□□□万人（延べ） 

○○県観光入込客数  □□□万人（延べ） 
内訳 

延べ人数 パラメータ調査 
（アンケート調査） 

 

・各県内で訪れた観光地点の数 等 

実人数 観光消費額単価 
（円／人・回） 観光消費額（円） 
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◆“日常的に”利用する人の 
 割合が半分未満の地点。 
 （月１回以上の頻度で訪問する 
  人数の割合が半分未満） 
◆入込客数が適切に把握で  
    きる地点。 
◆一定規模の入込客数があ 
  る地点。 
  （前年の入込客数が、年間１万 
  人以上もしくは前の特定月の 
  入込客数が５千人以上） 

共通基準要件 



観光客入込統計調査とパラメータ調査により観光消費額を算出 

観光消費額単価 
（円／人・回） 観光消費額（円） 

観光目的 
宿泊 日帰り 

県内 

県外 

宿泊 日帰り 

観光目的 

ビジネス目的 

【参考値】ビジネス目的 
宿泊 日帰り 

県内 

県外 
＊日帰りはビジネス目的兼観光 
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観光入込客数 
（人） 

観光消費額は、観光目的、県内外、日本人・訪日外国人といった切り口で、それぞれ算
出できる。 

日本人 訪日外国人 



観光地点と行祭事・イベントの区分 

行祭事・イベントの観
光入込客は、平均訪
問地点数を把握する
調査の対象とできな
いなどから、途中過
程の数量として整理
します。 

解説 

図表 統計量の整理＜観光入込客数（人回）＞ 
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算出データ（エリア毎） 

全国延べ入込客数 

＜共通基準要件＞ 
○月１回以上の頻度で訪問する人数の割合が半分未満と判断される地点 
○入込客数が適切に把握できる地点 
○前年の入込客数が、年間１万人以上もしくは前の特定月の入込客数が５千人 
  以上である地点 

【共通基準の特性】 把握エリアを柔軟に設定することが可能に 

・点在する各施設等の地点を共通基準（３つの要件）というフィルターにかけ、観光地点と認定し、 

 それぞれ個々の観光地点から毎月の入込客数データを提供いただくため、ミクロからマクロの 

 圏域までオーダーにあったエリアでの観光における延べ入込客数を把握することが可能に 

・また、そのエリア内で独自のパラメータ（平均訪問地点数・品目別観光消費額等）を把握するこ 

 とにより、観光における入込客数（実人数）消費額・消費構造を把握することが可能に 

地点 
地点 地点 

地点 地点 

地点 

地点 

地点 
地点 

地点 地点 

地点 

フ
ィ
ル
タ
ー 

観光地点として認定 

エ
リ
ア
毎
集
約 観光地点 

観光地点 

観光地点 

観光地点 

観光地点 

観光地点 

○○県 
延べ入込客数 

○○市 
延べ入込客数 

○○観光圏 
延べ入込客数 

○○温泉 
延べ入込客数 

独自パラメータ 

観光消費額 
観光入込客数 

 （実人数） 
観光の消費構造 
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観光圏における入込客数や消費額が横断的に把握できる 

-10- 

  観光地点ごとの 
  観光入込客数 

※観光地点とは ○月１回以上の頻度で訪問する人数の割合が半分未満と判断される地点 
○入込客数が適切に把握できる地点 
○前年の入込客数が、年間１万人以上もしくは前の特定月の入込客数が５千人以上である地点。 

集計 
圏域レベルで束ねて 

観光圏における延べ入込客数の算出 

観光地点等入込客数調査 

観光圏域内での独自パラメータ調査 

○域内の観光地点で調査員調査を実施 
○属性別平均訪問地点、品目別観光消費額 等を把握 

観光消費額 観光入込客数 
 （実人数） 観光の消費構造 

○○観光圏におけるアウトプット 

 
入込、周遊、消費の規模と構造を比較可能な手法（共通基準）で正確に把握することにより、 
観光圏における施策の効果が明確に⇒効果的な地域振興策を実施することが可能に⇒地域経済の活性化 

 
○域内の観光入込客（延べ人数） 

 

 
○域内の平均訪問地点数 
○域内の品目別観光消費額  

 

＜活用例＞ 
○観光圏における数値目標 
○観光振興事業の効果検証 
○他地域との比較分析 

得られるデータ 

交通費 宿泊費 

土産代 

飲食費 

【共通基準要件】 

※共通基準の標準調査票を活用することが可能 

本当は何人
来ている

の？ 

地域にいくらお
金が落ちてる

の？ 

どんなふうにお
金は使われて

いるの？ 

地域でお金が
まわっている

の？ 

産業連関分析（県産業連関表）も可能に 
⇒生産波及効果・付加価値効果・雇用創出効果・税収効果 



共通基準による観光入込客統計の実施状況 

秋田 岩手 

山形 宮城 

福島 

茨城 

千葉 

栃木 

埼玉 

群馬 

山梨 

東京 神奈川 静岡 愛知 三重 和歌山 

岐阜 奈良 大阪 

福井 

石川 

京都 
長野 兵庫 

富山 新潟 

滋賀 

広島 

島根 

岡山 

鳥取 
山口 

大分 

福岡 

熊本 

佐賀 

宮崎 鹿児島 

長崎 

沖縄 

青森 

北海道 

高知 

愛媛 

徳島 

香川 

※平成２３年２月９日現在 

･･･ 平成２２年度７月～９月調査結果まで集計済み（１２県） 

･･･ 平成２２年度４月～６月調査結果を集計中（３都府県） 

･･･ 平成２３年１月～３月調査より共通基準実施予定 （５県） 

･･･ 実施時期については未定 （２府県） 

･･･ 平成２２年度１０月～１２月調査より共通基準を実施（１県） 

･･･ 平成２２年度４月～６月調査結果集計済み（２４道県） 
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• 同じ地方に属するＡ県とＢ県の延べ観光入込客数は、ほぼ拮抗している。 

• ただし、実入込ベースに換算すると、Ａ県のそれは、Ｂ県の約1.77倍である。 

• 観光消費額は、Ａ県のそれがＢ県の約1.82倍であり、延入込客数でなく、実入込客数に比例

していることがわかる。 
   

アウトプット例１．「実人数の把握が観光消費額に比例することがわかります」 

10000 20000 30000 

B県 

A県 

0 5000 

B県 

A県 

観光消費額 延べ観光入込客数 

（千人回） （百万円） 

※）数値は日本人観光客のみ。また、延べ観光入込客数は観光地点の人数に加え、行祭事・イベントの人数を含む 

0 2000 4000 

B県 

A県 

実観光入込客数 

（千人回） 
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• 隣接するＣ県とＤ県の観光入込客数は、Ｄ県の人数がＣ県の人数を約1.12倍上回っている。 

• 他方、観光消費額に関しては、Ｃ県の額がＤ県の額を約1.65倍も上回っている。 
   

アウトプット例２．「観光消費額を上げるための施策の方向性がわかります」① 

10000 60000 110000 

D県 

C県 

0 5000 10000 

D県 

C県 

観光消費額 観光入込客数 

（千人回） （百万円） 
※）数値は日本人観光客のみ 

額ベースでは1.65倍
Ｃ県の方が高い。 

入込客数ベースでは1.12倍
Ｄ県の方が高い。 
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• Ｄ県は県外日帰客に多くを依存した入込構造である。 

• 県内宿泊客の単価はＤ県の方が高い一方で、Ｃ県の日帰客の単価が相対的に高い。 

• 結果として、Ｃ県の場合は、単価が高く、相対的に多い県外宿泊客と県外日帰客の消費額が

消費総額を牽引し、全体としての観光消費額を押し上げている。 

• 従って、Ｃ県にとっては、入込客数を増やすことが、消費額の増加につながり、Ｄ県の場合は、

単価の高い宿泊客の増加と、ボリュームゾーンである日帰客単価の増加が消費額の増加につ

ながる。 
   

アウトプット例２．「観光消費額を上げるための施策の方向性がわかります」② 

0 10000 20000 30000 

D県 

C県 

県外日帰 県外宿泊 
県内日帰 県内宿泊 

0 20000 40000 60000 

D県 

C県 

県外日帰 県外宿泊 
県内日帰 県内宿泊 

観光消費単価 観光消費額 

0 2000 4000 6000 8000 

D県 

C県 

県外日帰 県外宿泊 
県内日帰 県内宿泊 

観光入込客数 

（千人回） （百万円） （円／人回） 

※）数値は日本人観光客のみ -14- 



平成22年度入込手法調査について① 

15 

１．対象イベント 
  ・静岡県沼津市「東熊堂自治会高尾山例大祭」（平成22年11月） 小規模イベント 
  ・宮崎県えびの市「京町二日市」（平成23年2月） 大規模イベント 

２．調査手法 
   家庭用ビデオカメラの画像解析による入込数のカウント 

③三角形が画面のどちら方向へ
移動するかを分析し、行き来の２
方向で通行量・流入量をカウント。 

 
10:00～10:59 手前○○○人、向こう

○○○人 

②画 像 解
析で、頭と
両 肩 の 三
角 形 を 認
識し、ヒトと
して把握 

①ビデオカメラでヒトの流れを撮影 

 

 

断面線 

手前へ○人 

向こうへ○
人 

ＤＶＤ ビデオカメラ 

ビデオ画像（動画） 

画像解析ＰＣ 



平成22年度入込手法調査について② 

16 

３．実験結果を通して把握できること 
  ○お祭りに来た全来場者数の把握 
  ○サンプルポイントにおける数値の把握と全数との関連性 
  ○ビデオカメラの画像解析による観光客数の把握の精度検証と今後の課題 

 
   

ＪＲ降車数調査 

ビデオカメラ調査地点 

歩行者天国 

地点① 流入地点Ｂ 

流入地点Ａ 

駐車場 

駐車場 

流入地点Ｄ 
（バス停） 

駐車場 

流入地点Ｃ 

河川敷駐車場 

駐車場利用状況調査 



１．３）宿泊旅行統計調査 



宿泊旅行統計調査 

○我が国の宿泊旅行の実態を明らかにするため、宿泊施設を対象とした統計調査を実施する。 
 （平成１９年度から継続） 

調査の概要 

【調査対象施設】   
  全国のホテル、旅館、簡易宿所、保養所など 
【調査時期】 
  四半期毎（１～３月、４～６月、７～９月、１０～１２月） 
【調査方法】 
  調査票の郵送・回収による調査 
【調査項目】 

○地域における的確な観光施策の企画・立案及び成果検証 
地域における「宿泊」の実態を踏まえた資源配分の適正   
化（地産地消の実態把握 等） 
自然災害、風評被害等が地域の観光産業に与える影響  
等の把握、地域単位の経済波及効果の分析 

○民間ビジネスの活性化 
需要予測等に基づく施設立地、投資計画の適正化 等 

効   果 

施設の従業者数 標本施設数 抽出率 

１０人以上 約１万施設 全施設（悉皆調査） 

５～９人 約１万施設 １／３ 

０～４人 約３万施設 １／９ 

【施設抽出方法】 従業者・都道府県別層化抽出 

定員稼働率・客室稼働率の推移 
（平成19年1月～平成21年12月） 

18 

基本項目 
施設タイプ、 
客室数 等 

宿泊実態 
（日本人・外国人別）宿泊者数、 

宿泊者居住地（外国人の場合は国籍） 等 
＋ 
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調査目的 



月次延べ宿泊者数の推移 

月別の延べ宿泊者数の時系列推移を、日本人と外国人別に把握できる。 
(百万人泊) 全国すべての宿泊施設 従業者数10人以上の宿泊施設 
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１．４）旅行・観光消費動向調査 



旅行・観光消費動向調査 

 日本人の品目別旅行・観光消費額、旅行目的ごとの年間の平均旅行回数及び平均宿泊 数、等を把握することにより、日本
国民の旅行動向の実態を把握できる。 
 ＵＮＷＴＯ（世界観光機関）が提唱するＴＳＡ（Tourism Satellite Accounts：旅行・観光サテライト勘定）の作成に活用すること

により、旅行・観光産業の生産額や付加価値等の国際間比較が可能。 
 平成２２年４月分から四半期毎の速報値及び年１回の確定値を公表予定。 
 消費額等の国際比較を正確に行うため、TSA (Tourism Satellite Account）の本格的な導入を行い、平成２１年分（暦年）から 

  公表の予定（平成２３年２月頃） 

効   果 

-21- 

我が国における旅行・観光消費額を把握することにより、旅行・観光の経済波及効果の推計及び分析や、我が国の観光
政策の企画・立案のための基礎資料等に資することを目的とする。 

調査目的 

日本国民の国内・海外旅行の実施状況、旅行消費額等を把握するた
め、年間25,000人に対して調査を実施。同調査から得られるデータを基
に我が国の旅行・観光消費額を推計するとともにＴＳＡを作成する。 

   

調査概要 

◆調査時期：年4回 
◆調査対象：住民基本台帳から無作為抽出した日本国民 
◆調査方法：郵送による配布・回収 
◆サンプル数：50,000（25,000人×2回） 
◆調査項目 

属性 
性・年齢 等 

旅行行動 
旅行回数【宿泊旅行・日帰

り旅行ｊ・海外旅行】 

消費実態 
【項目×支出額】 等 ＋ ＋ 



１．５）訪日外国人旅行動向調査 



訪日外国人消費動向調査 

○訪日外国人の旅行動向を的確に把握するため、訪日外国人の消費実態等に関する統計調査を実施する。 

 訪日外国人（VJC重点市場１5カ国・地域を中心）の観光消費額（交通費、宿泊費等）、流動状況等について、国籍別・四半期
別・地方ブロック別に把握するための統計調査を実施する。 
  
＜調査の概要＞ 

 ◆調査時期：年４回          ◆調査場所：１１空海港                   

 ◆調査対象：日本を出国する訪日外国人 ◆サンプル数：計26,000票（四半期毎6,500票） 

  ◆調査方法：調査員による聞き取り調査   
  ◆調査項目 

 

  
＜調査のイメージ＞ 

○訪日外国人のニーズを踏まえた観光施策の企画・立案及び成果検証 

訪日外国人の旅行動向を踏まえたPDCAサイクルに基づくプロモーション活動の実施 

訪日外国人の消費性向やニーズに応じた受入体制の整備（国籍別のゴールデンルートの把握 等） 

訪日外国人旅行による経済波及効果（雇用・税収効果）、費用対効果の分析 
○ 訪日外国人ビジネスの活性化 

効果的な観光マーケティングへの活用（新しい旅行ルートの開拓 等） 

商業施設の立地戦略の策定等への活用 

訪日外国人旅行動向調査の実施 

効果 

属性 
国籍、性・年齢 

等 

旅行行動実態 
入国場所、訪日回数、同

行者、訪問場所 等 

消費実態 
【項目×支出額】、 
利用金融機関 等 

その他 
満足度、再訪意向、ロゴ

認知 等 
＋ ＋ ＋ 
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【アウトプット例】 
欧米人は、アジア人と比較すると買い物における一人あたり品目別消費額が相対的に低い。 

• カメラ・ビデオカメラ・時計の消費額を見ると、観光客よりもビジネス客の方が概ね高い。 
• 電気製品については、英米のビジネス客の消費額が高い。 
• ロシア人の消費額は、全般的に高い。 
• 欧米人をアジア人と比較すると、和服や民芸品の購入率や消費額が高い。 

訪日目的別買い物における一人あたり品目別消費額（4-6月期調査結果） （単位：円） 

※消費単価の空欄セルはＮＡ及び購入はしたが単価未回答 -24- 



【アウトプット例】「期待以上」と評価されている活動は自然・伝統系が多い。 

・  「期待以上であったこと」は「四季の体感」、「日本の歴史・伝統文化体験」といった自然や日本固有の伝統・文化に関する項
目が多い。 

• 他方、次回体験したいことは、「温泉入浴」がトップであり、次いで「日本食を食べること」となっている。 
– この両者は期待以上だったこととの乖離が少ない。 

・  伝統・文化系に関しては、体験者の評価は高いにもかかわらず、次回体験意向が必ずしも高くはない。 
– これらに関しては、その魅力が未経験者に十分に訴求していない可能性があるため、訴求次第で体験意向者が増えることが考えられる。 

 

（％） 

図８. 今回実施した活動で期待以上であったことと次回実施したい活動 
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【アウトプット例】一番満足した購入品が「炊飯器」の旅行者像 

• 今回の訪日中に購入したモノの中で一番満足したのは「炊飯器」。 
• 満足した理由は、「日本製だから」。購入単価は3万7500円で2台購入。 

中国国籍浙江省在住 

女性40代 

当該対象者の属性情報 

訪日経験 初回 

訪日日数 7泊8日 

同行者 職場の同僚 

主たる宿泊施設 ホテル 

主たる訪問地 大阪 

訪日目的 観光・レジャー 

旅行形態 団体・パックツアー 

滞在中の消費額 20万円（パック代金除く） 

主たる購入品 「菓子類」、「化粧品・医薬品・トイレタリー」 

買い物チャネル 「空港の免税店」「デパート・百貨店」「家電量販店」「土産物店」 

決済手段 デビットカード（銀聯カード等） 

訪日前情報源 インターネット 

訪日後情報源 空港観光案内所、それ以外の観光案内所、インターネット 

訪日後にあると便利と感じた情報 「宿泊施設」「飲食店」「土産物」「買い物場所」「トイレ」 

訪日時に体験したこと 「日本食を食べること」「旅館に宿泊」「自然・景勝地観光」「四季の
体感等」 
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１．６）観光産業構造基本調査
（観光センサス） 



観光産業構造基本調査（仮称） 

○観光産業が地域経済や雇用創出に大きく貢献している事を客観的に示すとともに、観光施策をより効果的かつ効率的に実 
  施するため、我が国の観光産業の基本的構造（事業所数、従業者数、売上高等）を地域別に明らかにする調査を実施し、我 
  が国の観光産業構造を示す基礎データを作成する。 

今後のスケジュール 
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調査目的 

平成２４年度 
 

【本格調査（予定）】 

平成２３年度 
 

【予備的調査】 

 

平成２２年度 【試験調査】 
 

・調査対象地域 － 北海道富良野市、長野県飯田市、三重県志摩市 
・調査対象事業所数 － ３，０００事業所 
・調査項目 － 売上高、従業者数、仕入先、観光との関わり 等 

効   果 

 
観光産業事業所数 
○○○事業所 

 
観光産業の従業者数 

○○○人 

 
売上高に占める観光客の 

割合 ○○％ 

  ・ 我が国の観光産業の基本構造（事業所数、従業者数、売上高等）を示す基礎データが作成可能となる。 

  ・ 観光需要によって生じる効果（経済・雇用等）を、企業活動の視点から具体的に明らかにし、我が国及び国内各地域 

    に与える効果等を把握することが可能となる。  

 



観光産業構造基本調査実施による自治体のメリット 

  
 ○全事業所数並びに各業種別の地域における観光産業に 
   関連する事業者の割合 
 ○観光産業に従事する雇用者数 
 ○売上高に占める観光需要の割合 
 ○仕入れに占める地元供給の割合（観光に帰因する地産地消 
   の割合） 

観光産業に係る以下のことが地域レベルで把握可能 

 ○地域における観光産業の規模感や経済・雇用効果が把握できます。 

平成２３年度は対象地域を拡大して予備的調査を 
実施します。対象地域を募集しておりますので、 

ご関心がある自治体の方は観光庁までご照会ください。 
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【参考】観光産業構造基本調査の位置づけ 

• 観光統計の体系的な整備の観点からの本調査の位置づけ 

 
– 従来の観光統計では、企業×カネという視点での調査が存在せず、観光需要によってもたらされる定量的な

経済効果を把握することが困難であった。 
– 観光産業構造基本調査は、この空白を埋めるために実施する調査である。 

ヒトの動き カネの動き 

生活者 

企業 

宿泊旅行統計調査 

旅行・観光消費 
動向調査 

都道府県観光 
入込客統計 

訪日外国人消費 
動向調査 

観光産業構造基本調査 

観光統計の位置付け 
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１．７） 観光統計コラム 



観光統計コラム「知って得する観光統計」による情報発信 

観光統計コラム「知って得する観光統計」とは？ 

    自治体や民間の皆さんがより効果的な観光振興の取り組みを行っていくために、データ面
から支援をしたいという観光庁の思いから始めた、観光統計の使い方の一例をコラム形式で
紹介する観光庁ホームページ内のコンテンツです。 

    一見、とっつきにくい統計情報ですが、うまく使えばおもしろいデータがたくさん詰まった「宝
の山」なのです。皆さんが統計データを活用される上での参考になれば幸いです。 

    皆さんからも「こういうことはできないか？」とか「こんな使い方もあるよ」といったご意見が
ございましたら、担当までにご連絡ください。  

＜観光統計コラム ホームページ＞ 
観光庁ホーム⇒ 情報・資料 ⇒ 統計情報 ⇒ 観光統計コラム（http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/toukeicolumn.html） 

第1回 観光をサイエンスしましょう！ 

第2回 宿泊旅行統計で見る「IRIS効果」 

第3回 中国人の「爆買い」はいつまで続くのか？ 

第4回 「地域の観光統計」ってどうなっているの？ 

第5回 「混雑vs姑」規制したくないホントの理由はどっち？ 

第6回 観光が成長戦略の有望分野であるわけ 

第7回 観光消費はどこから始まる？ 

第8回 旅行とお菓子の意外（？）な関係 

＜観光統計コラム 担当連絡先＞ 
担当：大江  TEL：03-5253-8111（内線：27-213）  Mail：statistical_column@mlit.go.jp 

• 宿泊旅行統計 

• 訪日外国人動向調査 

• ピーク調査 

• 旅行観光消費動向調査 

＜観光統計コラム オリジナルキャラクター＞ 

＜観光統計コラム 使用された統計と過去のコラム目次＞ 
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続きはWEBで http://www.mlit.go.jp/kankocho/column03_101018.html 
 

「知って得する観光統計」コラム 
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１．８） 観光統計論文表彰 



観光統計論文表彰 

次世代を担う観光政策の研究者・実務者の研究を奨励するとともに、観光施策の企画・立案及び成果検証における観光
統計の積極的な活用を促進する 

目的 

観光統計を活用して、観光旅行に関する市場・産業分析や消費行動分析、観光振興施策の効果分析等を行った専門的
な論文を対象とし、国、地方公共団体、観光事業者・関係団体等における観光に関する諸活動への貢献が顕著である
と認められるものについて、観光庁長官による「長官賞」及び審査委員会による「審査委員会奨励賞」の表彰を実
施。 

概要 

東京大学の清水哲夫准教授により、宿泊旅行統計調査を活用した 

訪日外国人の国籍別宿泊予測モデル、並びに地域連携効果が宿泊 

数増減に及ぼす影響の分析が行われた。 

被説明変数 

説明変数 

•ＧＤＰデータ 
•平均一般化費用 
•連携魅力指数 
•距離指標 

•国籍別宿泊者数 
最
尤
法
で
予
測 

【国籍別各都道府県の宿泊数予測値】 

出所）「地域連携効果を考慮した訪日外国人宿泊数予測モデルの構築」（清水哲夫） 
平成21年度観光統計を活用した実証分析に関する論文観光庁長官賞 

（株）ドーコンの朝倉俊一氏により、宿泊旅行統計調査から見た 

北海道における季節変動の構造に関する分析が行われた。 

◆北海道の居住地別・月別宿泊客数（2008） 

季節変動は、主に道外客によって 
もたらされている 

◆道内宿泊者種別の「ピーク／オフピーク 
  比率（2008）」 
   （ピーク月の宿泊者数比率／オフピーク月 
    の宿泊者数比率月別比率） 

道内観光客の季節変動は少ない！！ 

出所）「北海道における宿泊者数の季節変動に関する考察」（朝倉俊一） 
平成21年度観光統計を活用した実証分析に関する論文審査委員会奨励賞 

【研究事例：２】北海道における宿泊者数の季節変動に関する考察 
【研究事例：１】 地域連携効果を考慮した訪日外客の宿泊数予測 

＊平成２１年度・・・応募論文数１６編 
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２．国内観光活性化 



経済対策（ステップ2）における観光関連施策 
「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」（9/10閣議決定） 

ステップ１ 円高、デフレ状況に対する緊急的な対応 

ステップ２ 今後の動向を踏まえた機動的対応 

ステップ３ 平成23年度の対応―新成長戦略の本格実施 

 経済危機対応・地域活性化予備費（9,182億円）の活用。 
 観光業における雇用創造・人材育成の促進（0.4億円）を含む。 

 国庫債務負担行為（1兆円）の活用を含め補正予算を編成。 

 「元気な日本復活特別枠」の活用等による平成23年度予算の重点配分。 

ステップ２の経済対策の柱 
①雇用・人材育成 
②新成長戦略の実現 
③子育て、医療・介護・福祉等 
④地域活性化、社会資本整備、中小企業対策 
⑤制度・規制改革 

○外国人観光客の移動容易化のための言語バリアフリー化 補正予算額：500百万円 

交通拠点から目的地（主要観光地等）に至る行程で、外国人観光客に言語面の障害を感じさせないよう、点から線への多
言語対応を実施。 

○国内観光活性化緊急対策事業 補正予算規模：392百万円 

国内観光需要の喚起及び観光地の魅力度向上を図ることを目的に、休暇分散化や滞在型観光の推進を加速化させるた
め、以下の事業を実施。 

①休暇分散化に係る普及啓発 ③滞在型観光地の形成 

休暇分散化に係る国民の意
識・関心を高めるため、シン
ポジウムや調査等を実施。 

観光圏を整備し、広域的な魅
力ある観光地づくりを実施。 

交通拠点における電子看板等を利用し
た多言語による複合的情報の提供 

二次交通機関における多言語情報の提供 

停留所から目的地までの多言語情報の提供 

右の２つを組み
合わせて実施 

※ピクトグラム、ナンバリング、カラーリング等の措置を含む。 

②新たな旅行需要の創出に係る旅行商品の造成 

例）スポーツイベント後の滞在を促進、平日・閑散期に実   
  施、若年層の需要を喚起            など 

新たな旅行需要を喚起し、地域活性化に資する
旅行商品を試験的に造成し、効果検証を実施。 
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国内観光活性化緊急対策事業（若年層、平日需要）スケジュール 

新
需
要
発
掘
、
自
律
的
な
旅
行
商
品
販
売 

（モ
ニ
タ
ー
・ツ
ア
ー
実
施
事
業
者
は
、
成
果
検
証
を
踏
ま
え
た
同
種
商
品
の
販
売
を
目
指
し
、
更
に
実
効
性
を
検
証
） 

若
年
層 

平
日
・
閑
散
期 

 

客観的、定量的に把
握できる方法で検証 
 
・モニター調査（再利用
意向、需要価格、等） 

・旅行事業者調査（商
品継続性、需要性、
協力性、訴求したと考
えられる内容、等） 

・受入事業体調査（商
品継続性、需要性、
協力性、意識変化、
等） 

・一般生活者調査（モニ
ターとの比較）            

・市場規模調査（推計に
よる本取り組みの市場
規模・経済効果の検
証） 

 

成果検証 

モ
ニ
タ
ー
・
ツ
ア
ー
の
造
成
・
実
施 

大
学
生
、 

特
に
男
子 

「家
族
」 

「休
暇
」 

比較検証可能な複数
の仮説を設定（条件
面、料金面、施設面

等） 

参加者による自己負担
額の適切な設定（需要

価格検証の一部） 

今後も旅行したい 
と思える内容 

パパと子が平日に
過ごす旅行 

モニター・ツアーの設計 

あわせて・・・ 
若者旅行振興の
広報ツールの開
発（共通ロゴ等） 

【条件】 
《共通》 

【要素】 
産業
観光 

スキー 
旅行振興 

目的のある
旅行（ボラン
ティア、社会

体験等） 

《個別》 

通常の土日を心理
的に3連休にする。
｢今夜は○○に帰
ろう｣ 

就職
活動 

朝から行動で
きるプログラム 

宿のレイトチェッ
クイン・アウト 

「就職活動に効く」
（インターン等） 

若者が主体的に
考えたツアー 
（公開プロセス等） 

ツアー造成費
用への補助 

 

          2011年                             2011年 
              1月～                                         2月～              3月～        4月～ 

           

-38- 



国内観光活性化緊急対策事業（若年層、平日需要）内容 

コンテンツ 

若
年
層 

平
日
・閑
散
期 

＜その他＞ 
   上記、取組以外に下記取組を実施。 
①若者の消費動向・旅行性向の基礎調査 
②若者旅行を振興するためのキャッチコピーorロゴの造成（若年層の旅行性向・意識に関する調査・分析による） 

若年層の旅行性向・意識に関する調査・分析 

事業名 

産業観光を通じた旅行の旅行性向・意識に
関する調査・分析 

ボランティア等社会貢献活動旅行を通じた
旅行性向・意識に関する調査・分析 

既存の枠組みに囚われない視点での平日・
閑散期の旅行需要促進商品造成 

「自治体イベントスタッフ」「雪かき」「自然環境保護」等のボランティア等社会貢
献活動旅行をテーマとしたモニターツアーを造成・販売し、その再利用意向を調
査・分析する。 

 
「キャラクター」で伝統温泉街を一色にし、そこを訪れるモニターツアーを造成・
販売し、その再利用意向を調査・分析する。 

観光資源として捉えられる機会が少なかった産業遺産や先端工場・関連ミュー
ジアムなどを訪れるモニターツアーを造成・販売し、その再利用意向を調査・分
析する。 

 
以下の4つのテーマでモニターツアーを造成し、新たな販売手法であるフラッ
シュマーケティングで販売を行う。その購入意向や再利用意向を調査・分析す
る。 
1．「若者による旅行商品造成コンテスト」 
2．金曜日泊の推進 ～今夜は○○へ帰ろう～ 
3．閑散期の観光地に旅行をしよう 
4．家族でゆっくり、スノースポーツを楽しもう 
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３．休暇取得の分散化 



３．１） 休暇改革を巡る動き 
 



休暇取得の分散化について（これまで提案してきたたたき台） 

日 月 火 水 木 金 土 
２９日 
昭和の日 
 

３０日 
振替休日 

１日 ２日 ３日 
憲法記念日 

４日 ５日 

６日 ７日 ８日 ９日 1０日 1１日 1２日 

1３日 1４日 1５日 1６日 1７日 1８日 １９日 

２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 

２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日 １日 ２日 

３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 

現行の祝日（記念日に） 

「中国・四国・九州・沖縄」の休日 

「近畿」の休日 

「中部・北陸信越」の休日 

「南関東」の休日 

「北海道・東北・北関東」の休日 

Ａ案：春の大型連休の分散（２０１２年５月～６月の例） 

Ｂ案：秋の大型連休の創設（２０１２年１０月～１１月の例） 

日 月 火 水 木 金 土 
３０日 １日 

※ 
２日 

※ 
３日 

※ 
４日 

※ 
５日 

※ 
６日 

７日 ８日 ９日 1０日 1１日 1２日 1３日 

1４日 1５日 1６日 1７日 1８日 １９日 2０日 

2１日 2２日 2３日 2４日 2５日 2６日 2７日 

２８日 ２９日 3０日 ３1日 １日 ２日 
 
 

３日 
文化の日 

４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 1０日 

「中国・四国・九州・沖縄」の休日 

「近畿」の休日 

「中部・北陸信越」の休日 

「南関東」の休日 

「北海道・東北・北関東」の休日 

体育の日（記念日に） 

５月 

６月 

１０月 

「成人の日」、「みどりの日」、「子供の日」の休日を地域ブロック別に分散 

「海の日」、「敬老の日」、「体育の日」の休日を地域ブロック別に分散 

北海道 

岩手 

宮城 

茨城 群馬 

愛知 

兵庫 

青森 

山形 

栃木 

埼玉 

神奈川 

岐阜 

三重 

秋田 

新潟 

東京 
山梨 

富山 

和歌山 

奈良 

福島 

千葉 

長野 

静岡 

福井 

京都 滋賀 

大阪 

徳島 

高知 

島根 

大分 

鳥取 

香川 広島 

福岡 

宮崎 

岡山 

愛媛 
山口 

熊本 

鹿児島 

長崎 

佐賀 

沖縄 

北海道・東北・北関東 22,279千人 

南 関 東 35,363千人 

中部・北陸信越 22,756千人 

近  畿 20,893千人 

中国・四国・九州・沖縄 26,477千人 

１１月 

※中国では、１０月１日を含む週は国慶節関連の大型連休であり、この時期
に国内の連休を設定すると、かえって混雑を助長する可能性があるため。 

石川 

【基本方針】 
分散化の対象とする「国民の祝日」は、記念日として従来の日に戻し、休日とし
ては地域別に分散して設定する。 
地区別取得する休日は、現行の「国民の祝日」と同様の扱いであり、企業に休業
を義務化するものではない。 
地区別に分散された休暇の前後に有休取得を働きかける。 
円滑な導入のために十分な周知・準備期間を設ける。 

【分散化の例】 

有休取得の働きかけ 

有休取得の働きかけ 

９月 

４月 
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  宿泊数を増やすと思う（8.8%） 
  宿泊旅行の回数をもう1回増やす 
  と思う（7.3%） 
  日帰りを宿泊旅行にすると思う 
  （19.6%） 
  宿泊旅行にもっと行くとは思わないが 
  日帰り旅行は増えると思う（32.7%） 
  宿泊にもっと行くとは思わないし日帰り 
  旅行も変わらないと思う（31.6%） 

休暇取得の分散化により期待できる効果 

混雑緩和で2.8兆円の新規旅行需要 

※N=10,301 

※観光庁「ＧＷにおける観光旅行」調査より。 
  調査概要：２０１０年①４月３日～６日及び②５月１５日～１６日の期間に 
  おいて、1万人以上を対象にインターネット調査を実施。 

20.2% 

35.0% 

国内宿泊旅行 
実施率 

国内日帰り 
旅行実施率 

【春のゴールデンウィークの分散化 】 
（実績）平成22年GWの国内旅行消費額    約1.4兆円 

（新規）混雑緩和による新たな国内旅行需要 約１兆円 
【秋の連休の設定】 

（実績）平成21年SWの国内旅行消費額    約1.4兆円 

（新規）新たに創出される国内旅行需要    約1.8兆円 

 
 

国
内
宿
泊
旅
行
を
実
施 

 
 

国
内
日
帰
り
旅
行
を
実
施 

 
 

実
施
し
な
か
っ
た 

79.8% 

65.0% 

ＧＷの旅行実施状況 

ＧＷに旅行しなかった層 ＧＷに旅行した層 

※N=5,315 ※N=4,915 

32.1% 

Ｑ： ＧＷにおける混雑が緩和されれば、 
   国内宿泊旅行に行くと思いますか？ 

 ピーク需要の平準化による 
 旅行料金の低廉化 

 交通渋滞や混雑の緩和に 
 よる移動時間の短縮化 

 環境負荷の軽減、混雑解消 
 によるインフラ投資の効率化 

 観光地における雇用の安定化 

 生産性の向上、サービス水準 
 ・ホスピタリティの向上 

消費者 

地域 

事業者 

混んでる１回よりゆと
りのもう１泊、もう１回 

もう１ヶ所 
観光できる 

ムダな投資の
回避 

正規雇用の 
増加 

快適な 
サービス 

需要平準化の効果 

  どちらかというと行くと 
  思う 
  どちらかというと 
  行かないと思う 

35.7% 

67.9% 

混雑の緩和による国内
宿泊旅行の増加意向 

旅行満足度の向上、リピーターの増加 
観光地の評価の向上 
潜在需要の喚起（高い料金や混雑を敬遠していた層） 

※精査中 
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分散化案のメリット、デメリットと、今後の対応 
【メリット】 

- 新規旅行需要創出効果 ＝ 2.8兆円（春・秋） 
- 観光地の混雑緩和 
- 旅行料金の低廉化 
- 地域経済の活性化 
- 環境負荷の低減 

- 観光産業における生産性・サービス向上、雇用安定化 
- 家族旅行の機会増加による教育効果 

【デメリット】 
- 企業活動への影響（シフト勤務や休日出勤による人件費・労務管理コスト

の上昇、在庫の増加、ブロック間取引への影響等） 
- 資金決済への影響（中小企業の資金繰り、市場の公平性等） 

- 全国一斉の休日でないと休めなくなる懸念 
- 学校行事への影響 

- 親子や遠方の親族・友人の休みの不一致 
- 祝日の意義の低下 

11.7% 16.4% 26.4% 29.7% 15.8% 

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない 

高速道路・交通機関や観光地の混雑が緩和する（72.3%） 

休みを取りやすくなる（48.2%） 

経済活動が活性化する（42.5%） 

宿泊施設の料金が低下する（25.4%） 

新たに秋の大型連休ができる（16.4%） 

家族・親類や知人と休みがあわなくなる（54.2%） 
全国一斉でないとかえって休めなくなる（44.3%） 

現行の制度になれている（34.9%） 
経済活動に影響が出る（29.6%） 

祝日が「休日ではない記念日」になることに抵抗がある（26.0%） 
5週にわたって分散化されることに抵抗がある（23.8%） 

5ブロックという分け方に抵抗がある（23.7%） 
大型連休が年2回あるより、3連休がたくさんある方がいい（17.3%） 

メリットを活かしつつ、デメリットを最小化するような案の見直し 

賛成の理由 
反対の理由 

調査 
概要 

内閣府特別世論調査   
調査対象：全国20歳以上の者3,000人   ※有効回収数(率)：1,953人（65.1%） 

調査期間：平成22年10月21日～10月31日 
調査方法：調査員による個別面接聴取 

調査目的：休暇取得の分散化に関する国民の意識を調査し、今後の施策の参考とする。 

国民の意識 

現在提案中の分散化案に対し、賛成２８．１％、反対５６．１％ 

※第2回休暇改革国民会議（平成22年12月16日）において、秋を先行させることとし、ブロック分けについては 
  事務局でよく検討した案を提示すべきという提案。 44 



 
 
○ 土日祝日を中心とした休暇の取得 
○ 企業独自のカレンダーによる休暇の取得 
○ サービス業等を中心としたシフト勤務による休暇の取得 等 
 
 

私たちの休みの現状 

決められた休日が主体の 
休み方 

 
 
「休暇取得の分散化」は、『休暇改革』の第一歩 
 －あわせて「家族の時間づくり」を実施 
 ……「有休」を取得するきっかけづくり 
 ……「休み方」を考えるきっかけづくり 
 
 

自分で「休み」を設計していく 
スタイルを促す 

「旅」のスタイルの例 

春 

夏 

秋 

冬 

ゴールデンウィーク 
（一斉型のお休み） 

お盆休み、夏休み 

秋休み 
（地域ごとのお休み） 

年末年始、お正月 

お花見、グルメ、子どもとの旅行等 

マリンスポーツ、登山、子供との旅行、帰省等 

秋の良い気候における新たな旅 

ウィンタースポーツ、温泉、帰省等 

〔現 状〕 

ＧＷ 

お盆 

年末年始 
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（イメージ）秋先行で分散化＝多様な休み方の実現への第一歩 



これまでに挙げられた 
課題・懸念 

「秋先行」で緩和される点           引き続き残る課題と、その緩和に向けた対応案 

共通事項 

・ゴールデンウィーク期間に確立されている慣習などへの
変更は生じないため、その部分への影響は緩和・解消。

・地域ブロックに分散した連休を設定することによる対応。 
【緩和に向けた対応案（以下の各項目にも共通）】 
→ブロック数や実施期間の調整による必要な対応の最小化。 
→十分な周知･準備期間の確保。 

企
業
活
動 

・企業のサプライ
チェーンや本支
店間連絡への
影響 

・全国一斉の休
日でないと休め
なくなる懸念 

※原則として、「休暇取得の分散化」は、労使協定に基
づく企業独自の休業日を尊重することが前提。 

 
・現在、全国的に一斉に連続して休業する慣習のある

ゴールデンウィーク時期については、分散化の対象で
はなくなることで、これまでどおりの休みとなり、影響は
生じなくなると考えられる。 

・地域ブロックに分散した連休を設定するため、シフト勤務等の工夫
や、分散化期間に備えた前倒し生産・在庫積み増しなどの対応
が必要。 

・取引先が全国にまたがる場合、特に中小企業において、休暇が
減少する恐れが残る。 

・資金決済（銀行
業務）への影響 

・ゴールデンウィーク期間に集中的に行っているシステム
更新作業等への影響が解消。 

・金融決済機能維持のため、金融機関には必要最小限の体制を
構築するよう要請。 

・官公庁の手続き
が必要な場合 

ー 
・公的機関の休日は所在地の休日にあわせつつ、公的手続が停

滞しないよう、必要業務はシフト勤務で対応。 

学
校 

・全国大会・地方
大会、学校行
事等への影響 

・5月から6月にかけて行っている行事への影響は解消。 ・地域ブロックに分散した連休を設定するため、体育行事、全国・
地方大会の日程調整が必要。 

家
族 

友
人 

・親子や遠方の
親族・友人の休
みが一致しない
懸念 

・ゴールデンウィーク期間の休業日はこれまでどおり。 ・休みが一致しないケースが残る可能性あり。 
 

祝
日 

・祝日の意義を失
わせる恐れ 

・成人の日、みどりの日、こどもの日については現状どおり。 ・海の日、敬老の日、体育の日については、ハッピーマンデーの対
象外とし、「記念日」として、本来の意義のある日に固定。 

【緩和に向けた対応案】 
→祝日・記念日の意義を学習する機会の設定や、地域や関係

者による記念行事の実施を促進。 
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秋先行とした場合に、緩和される点・引き続き残る課題（議論のたたき台として） 



  秋の大型連休の創設による 
  国内旅行需要 

2009年のシルバーウィークの国内旅行消費額 秋の大型連休の地域別設定による国内旅行需要の創出効果 

 国内宿泊旅行（観光・帰省）を実施 

日帰り旅行（観光・帰省）を新たに実施  

  

12,602億円 

10,824億円 

約2.3兆円 
（23,426億円） 

7,160億円 

6,600億円 

秋の大型連休の創設による需要創出効果（試算）  

 国内宿泊旅行 

 国内日帰り旅行 

＜7,160億円×1.76（国内宿泊旅行の新規需要の創出割合）＞ 

＜6,600億円×1.64（国内日帰り旅行の新規需要の創出割合）＞ 

秋の大型連休における国内旅行（観光・帰省）の状況 

＜参考＞ 

旅行回数 
宿泊数 

（１回当たり） 
旅行消費額 

国内宿泊旅行 １．１回 ２．０泊 ７，１６０億円 

国内日帰り旅行 ２．２回 ― ６，６００億円 

  ２００９年８月 ３，３５２万人泊（－０．４％） 
        ９月 ２，６４９万人泊（＋６．２％）  
        ⇒平成２１年は全体で前年比－２．７％ 
          ９月は平成２１年において唯一前年比プラス   

日本人の延べ宿泊者数（前年同月比） 

※１ 国内旅行消費額は「秋の大型連休の実態把握調査」＜観光庁＞（2,580人を対
象としたインターネット調査）（2009年9月実施）に基づく観光庁試算。 

（※１） 

宿泊旅行統計調査（観光庁） 

（※２） 

（※２） 

   ハッピーマンデーの移動による 

    旅行消費の減少 ※精査中 
約0.5兆円 
（5,421億円） 

＜13.9兆円  ×3.9%  =5,421億円＞ 

※２ 観光庁「GWにおける観光旅行調査」（2010年4～5月において実施）における、GWの混雑緩和による国内旅行需
要の増加割合。 

※３ 「旅行・観光消費動向調査」における国内宿泊旅行・日帰り旅行の消費額（17兆円）を基に、観光・帰省目的
の消費額を観光庁において試算。 

※４ 秋の大型連休の創設により、ハッピーマンデー（３連休）が通常の土日になると仮定し、 
  「秋の大型連休の実態把握調査」を基に３連休の需要減少率を観光庁において試算。 

（※３） （※４） 

新たに創出される国内旅行需要 約1.8兆円 
（18,005億円） 

（観光・帰省） 

（観光・帰省） 

＜9月19日（土）～23日（水・祝）＞ 

※精査中 
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休暇取得の分散化に関する地方ブロック意見交換会の日程 

運 輸 局 日    程 開 催 地 開催場所、時間(予定) 

北 海 道 平成２３年３月 ２日(水) 札 幌 市 調整中 

東  北 平成２３年２月２３日(火) 仙 台 市 
江陽グランドホテル 
 １４：００～１６：００ 

関  東 平成２３年３月 ３日(木) 東 京 都 
東京２３区内 
 ※シンポジウムを開催 

北陸信越 平成２３年２月１８日(金) 富 山 市 
富山国際会議場 
 １４：００～１６：３０ 

中  部 平成２３年２月 １日(火) 名古屋市 
名鉄ニューグランドホテル 
 １４：００～１６：００ 

近  畿 平成２３年３月 ７日(月) 大 阪 市 
リーガロイヤルホテル大阪 
 １０：００～１２：００ 

中  国 平成２３年２月 ９日(水) 広 島 市 
ホテルグランヴィア広島 
 １５：００～１６：３０ 

四  国 平成２３年２月 ８日(火) 高 松 市 
かがわ国際会議場 
 １３：３０～１５：３０ 

九  州 平成２３年２月２８日(月) 福 岡 市 
ホテル日航福岡 
 １３：００～１５：００ 

沖  縄 平成２３年２月１６日(水) 那 覇 市 
沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ 
 １４：００～１６：００ 



中部ブロック意見交換会の概要 

（大企業製造業） 全般として良い。停滞感、閉塞感の打破は必要。個別論でサプライチェーンなど課題有り。地区別分散が困難でもシルバーウィークは
やればよい。 

（中小企業） 客が稼働していれば休めない。一斉連休がよい。 

（地方銀行） 分散化は実施できない。秋一斉型での連続休暇にトライするのはよい。 

（流通業） 「春＋秋・５ブロック」案については、業界の統一見解はまとめられず。「秋＋３ブロック」案について、中部では、北陸地方やターミナル
系百貨店は効果を期待。この業界は365日稼働。従業員の勤務態勢は分散化で変化しない。休みの増加はビジネスチャンス。秋の
分散化案に賛成。 

（トラック業界） 365日休めない。内需増えればそれに超したことは無い。渋滞は多少減る。 

（労働界） 有休の取り方に企業毎に差が有りすぎる。そこを整理するのが先。いまの休みの山でちょうどよい。3連休を増やすというところから始め
てみてはどうか。 

（亀山市教委） 実証事業の成果は有った。準備期間をきちんと取れば、親はもっと休める。今年も５月２日を休みにして実施。 

（島田市教委） 既に学校休業日をずらす実証事業でシルバーウィークを作った。今年も１０月７日を休みにして4連休を創出。 

（鳥羽市長） 意見は聞けば聞くほど実行できなくなる。秋先行でやるのはよい。分散化にも賛成。 

（鉄道事業） 需要平準化は賛成。この地域は物づくりに大きく依存。しかし、良かった時代は戻ってこない。交流人口が大事。ピーク時にあわせて
投資している車両や施設など、無駄削減できる。 

（宿泊業） 平準化は有り難い。連休は長い方がよい。海外旅行に取られるが、ここはインバウンドで取り返せればいいが、実勢は国内旅行に不利。 

（旅行業） 賛成。秋に5連休が分散でも一律でも出来ればいい。有休を取りにくい状況。日本人の感覚では公休日の方が休みやすい。 

（大企業・経済界） 秋休みはよく、問題は分散化。地域分散化ありきで議論するのはどうか。何故これを政治が決めるのか。政争の具にされるとダメ。全
国一斉連休を先ずやって、第二段階で分散化を考えるべき。 

（新聞社） 国民一人一人が納得しないとダメ。文化体系にはまらないものを押しつけてもダメ。観光地の受入側の工夫が必要。日本は何処に
行っても同じような観光地。 

日時：平成23年2月1日（火）14:00～16:00     場所：名鉄ニューグランドホテル 

○議論全体の総括 
・ 総論としては賛成だが、個別論については慎重な意見が多かった。また、３分割することについては賛否が分かれたが、秋に休みをまとめて取ること

は概ね合意。 

○個別意見の概要  
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四国ブロック意見交換会の概要 
日時：平成23年2月8日（火）13:30～15:30     場所：かがわ国際会議場 

○議論全体の総括 
・ 秋に大型連休を取ることには概ね賛成の一方、分散化については、賛否。「やってみないと分からない」という意見が多く表明。 

○個別意見の概要  
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（経済団体） 顧客との関係、全国各地との連携、社員が休めなくなるおそれといった懸念。ブロック分けの数を減らしても賛成できない。秋に全国一
律の大型連休をつくることは賛成。有給休暇取得の呼び水になる。 

（労働界） 発想的には良いが、一般に賛否。製造業は全国的に休日のカレンダーができている。企業・地域の実態に合わせるべき。秋に連休を分
散化させて取得することは判断に迷う。文化・歴史的なものを重視すべき。 

（教育界） 家庭・地域の交流を深めるメリットは理解。しかし、保護者は休みを取るのが難しい。学童保育にも強い要望。秋の連休はよい案だが、子
供だけ家庭に残る場合が多くなる可能性。祝日の意義を十分に教育できないおそれ。教育課程や学校行事の日程調整が困難。 

（PTA） 豊かな・恵まれた家庭だけが対象となっている印象。飛び石の休日の間も休みとしてほしい。秋祭りの日は地域で違うので、休みにして
ほしい日も異なる。労働者の立場を十分考慮すべき。 

（経済学者） 「休暇」という旗を立て、議論・国民運動をやっている点は評価。ハッピーマンデーに焦点を当てるのは斬新でよい。労働者の有休取得
率は低い。日本においても２０１５年に適応される国際会計基準という新たな視点がある。（取得されなかった休暇は）労働債務として計
上しなければならない。国主導ではなく、労使協定に基づく計画休暇を年始に作成する必要。 

（徳島県） 「石橋を叩いて最後に渡らないというのではなく、まずやってみる」というのが重要。「秋先行・３ブロック」は、支障が少ない。  

（高知県） 一昨年のシルバーウィークは効果があったので一定の期待。社会全体のシステムに関わる問題なので、慎重に対応すべき。 

（放送局） 特別世論調査の結果を重く受け止めるべき。（「春かつ秋の分散化」に対して）国民全体の１／４しか賛成していない。多くのコンセンサス
を踏まえるべき。  

（新聞社） 「とにかくやってみなければ分からない」という感じ。社会をかえる一つのきっかけになれば良い。議論に若い人も参加すべき。 

（鉄道事業） やってみないと分からない。分散化で交流が増え客が増えるのは望ましいが、車両の増加などの対応には時間を要する。全国規模で運
賃等の調整という課題有り。有名施設に旅行需要が集中して地域間で弱い所が取り残されるおそれ。 

（観光産業団体） 会員へのアンケートの結果、多数は「どちらともいえない」で、「反対」が「賛成」の１．５倍。分からないから態度を表明できないのではない
か。一度やってみるのは非常に価値。地域間・地域内の競争の激化に繋がるという不安があるのではないか。 

（宿泊業） 「とにかくやってみよう」というのが、宿泊施設としての意見。有休取得率が低いので、バカンス法のような法を制定すべきというのが９０％
の意見。 



（経済団体） 昨年9月に行った当初案の基づく会員アンケートでは賛成2割、反対4割。製造業に至っては反対が5割。人口減少が進む中、観光振興
は経済活性化の切り札。観光をしやすいように制度を整備するという趣旨には賛成するが、慎重な制度設計をすべき。 

（商工会議所） 商工会議所の目的と異なることはなく一定の理解をしている。まずは有休取得を促進すべきではないか。与党案でも、全国展開企業や
中小企業の業務効率悪化などの懸念が払拭されておらず慎重な審議が必要。実証的検証により事業効果を明確にする必要がある。 

（自動車業界） 家族で過ごす時間の増加、国民生活の向上、経済活性化といった目的は理解。旅行需要が増え、自動車の有効利用に繋がればありが
たい。一方で、部品メーカーの休日出勤の増加を懸念。休業日については、労使で詰めていくことになる点に配慮してほしい。 

（金融業界） 全国の銀行で資金決済ができなくなることを懸念。特に、中小企業の資金繰りや決済の効率化が阻害されるおそれあり。仮に銀行が営
業するとしても休日出勤となり、休暇分散化の本来の目的を達成できない、3ブロックになっても根本的な解決にならない。 

（労働界） 2020年までに有休取得率を70％に引き上げる政府目標の達成が最優先。国民の合意形成が大前提だが、総論賛成の中で何らかの
実施をする場合、まずは秋の連休について社会実験を行うべき。その際に、ブロック内の各界の協力体制を構築することが大切。 

（教育界） 秋の分散化への学校の対応は可能だが、2～3年の猶予期間が必要。 また、学校が休みでも保護者が家に不在だと多くの課題が生じる。 
歴史ある祝日の記念日化によって、子ども達が意義を理解するのが困難になることから慎重であるべき。秋の大型連休設定によって、教
育課程編成上の問題が発生し、修学旅行や文化祭などの行事の運営に支障が出るおそれがある。 

（ＮＰＯ） 各分野のＮＰＯからは賛否両論。分散化の意義は認めるが、有休取得が先ではないか。議論が成熟しデメリットを小さくすることが必要。 

（宿泊業界） ハッピーマンデーの祝日の集中化によって秋の連休を創るということを国民に説明すべき。与党の3ブロック案はかなり改善されたという印
象。混雑緩和によって強者には良いかもしれないが弱者は不安。5連休によって海外に流れる懸念があるが、競争に勝っていかなければ
ならない。 

（旅行業界） 有休取得が進まない中、休暇取得促進の取組は新規需要創出も期待でき評価。一方で、分散により祭りなどへの集客が減り地域活性
化を阻害するおそれあり。ＨＭがなくなって秋に大型連休ができる際の需要予測が必要。中国の春節や国慶節を意識する必要もある。 

（運輸業界） シルバーウィークは海外旅行が増加したが、5連休になれば海外にシフトしがちで、国内需要創出に繋がりにくい。10月は修学旅行のピー
クで需要は十分。分散化によるダイヤ設定は極めて煩雑であり、適切な設定や利用者への周知ができるか疑問。実施には慎重な対応を。 

（有識者） 国民経済への効果が期待できない。勤労世帯では、観光消費増加によって日常生活を切り詰めるしかなく、生活関連産業に影響が出る。
勤労世帯ではなくシルバー世帯をターゲットとし、貯め込んでいる資産が出てくるようにすれば、今回の案も意味のあるものになる。 

（テレビ） 休暇を増やすことは必要だが、ブロック別の分散化は話が異なる。狭い日本の中で生活が広域化、多様化しており、制度としてブロック化
をするのではなく、それぞれの自主性に任せるべき。 

（新聞） 実現が難しいと考える国民は多い。実際に東京の稼働状況によって広島が稼働するかどうかも決まる。根本的な東京一極集中の問題を
議論せずに休暇分散は難しい。個人的に「秋の試行」に賛成。分散化は無理でも秋に休日をつくり、出てきた課題を修正していくべき。 

中国ブロック意見交換会の概要 
日時：平成23年2月9日（水）  15:00～16:40   会場：ホテルグランヴィア広島（広島市） 

○議論全体の総括 
  ・ 休暇取得促進は評価するが、分散化には慎重な意見や否定的な意見が多い。秋に試験的に実施することで効果を検証すべきとの意見もあり。 
○個別意見の概要  
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※「春の大型連休」とは、ゴールデンウィークを指します。 
※「秋の大型連休」とは、１０月・１１月に観光庁が地域ブロック別に 
  創設を検討している大型連休を指します。 

一昨年は９月にシルバーウィークがありましたが、 
この時期の大型連休について、どのようにお考えですか。 

現在観光庁が検討している休暇の創設、 
休暇の分散化について、どのようにお考えですか。 

・「是非あるべき」と「あっても良い」を 
 合わせた数字は、４５％ 

秋の大型連休の創設・分散化に関するアンケート結果 

※調査概要：（財）日本交通公社「旅行者動向調査」 （2010年12月実施） 
  ２０１０年の秋の連休及びその前後の休暇の取得実態及 び活動実態を把握し、昨年の大型連休の状況と比較し、また、国民の休暇創設・ 
  分散化に対する意識を調査し、 今後の休暇施策の参考とすることを目的とする 
  全国の日本在住の18歳以上の男女（回答者数3773人）を対象にインターネット調査（ＷＥＢ調査）を実施 

・秋の大型連休の創設・分散化について、 
賛成39.2％、反対25.5％。 
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３．２） 家族の時間づくりプロジェクト 
（休暇取得・分散化促進実証事業） 

 



休暇改革における「家族の時間づくりプロジェクト」 
国内旅行による地域活性化のためには、ピーク需要を平準化することにより、 

埋蔵需要を掘り起こすことが必要 

54 
魅力的な地域づくり 

人と地域とのつながり 

休暇取得の地区別分散化案 
家族の時間づくりプロジェクト 

有給休暇取得促進 

国民 労働界 

教育界 経済界 

自治体 国 

休暇を楽しむライフスタイル 
家族との時間 

家庭の教育力の向上 

学校休業日の多様化・柔軟化 

連続休暇の確保に向けた取組 

余暇活動をビジネスチャンス・ 
雇用創出に 

経営に効く休暇 みんなで取り組む休暇改革 

国民が休暇を積極的に取れる環境づくりが必要 

 
＜春の大型連休の分散＞ 

みどりの日(5月4日)、こどもの日(5月5日)、成人の日   
(1月の第2月曜日)を一つのまとまりとして、地域 

ブロック別に分散 
＜秋の大型連休の創設＞ 

「海の日」、「敬老の日」、「体育の日」を従来 
の日に戻して記念日とし、休日は、秋の時期に 

地域ブロック別に分散して設定 
※第２回休暇改革国民会議の議論を踏まえ、「秋を 

 先行させる修正案」を検討中 
 

 

「祝日」への働きかけ ｢有給休暇｣･｢学校休業日｣への働きかけ 

休暇取得の分散化 

  地域ぐるみの「家族の時間づくり」を目的として、 
  各地域の協力のもと、「大人（有給休暇の取得促進 
   等）」と「子ども（学校休業日の柔軟な設定）」 

   の休みのマッチングを図る 
 

  ○有給休暇の取得等お休みを取りやすい環境の整備 
  ○地域で連携した余暇活動メニューの取組 

  ○新たな観光資源の発掘    等 

家族の時間づくりプロジェクト 

⇒全国レベルでの取組 ⇒地域ごとの取組 

［現状］ 祝日を中心とした休みの取得 

相乗効果 

～分散化後の休日
にあわせた有給休暇
の取得促進も期待～ 



家族の時間づくりプロジェクト（休暇取得・分散化促進実証事業）の概要 １ 

実施地域名 実施日 実施内容 

三重県 
亀山市 

4/29～5/5（7日） 
市内全ての幼稚園（6）・小学
校（11）・中学校（3） 
参加人数：4,662名 

東京都 
荒川区 

6/5～6/7（3日） 
尾久宮前小 
参加人数：230名 

山口県 
山口市 

9/19～9/26（8日） 
私立野田学園中 
参加人数：180名 

静岡県 
島田市 

10/8～10/11（4日） 
市内全幼稚園（9）・市立全小
中学校（25） 
参加人数：9,741名 

福岡県 
福岡市 

10/8～10/13（6日） 
博多小 
参加人数：620名 

京都府 
京都市 

10/7～10/11（5日） 
10/8～10/12（5日） 
10/8～10/13（6日） 
10/9～10/14（6日） 

朱雀第三小（388名） 
上鳥羽小（366名） 
小栗栖宮山小（371名） 
向島藤の木小（303名） 

福井県 
勝山市 

10/30～11/3（5日） 
野向小 
参加人数：36名 

福井県 
小浜市 

11/3～11/7（5日） 
小浜小 
参加人数：272名 

新潟県 
妙高市 

10/31～11/3（4日） 
11/20～11/23（4日） 

 
 
 

新井南小（92名） 
妙高高原中（140名） 
妙高高原北小（153名） 
妙高高原南小（92名） 
新井中央小（413名） 

全国９地域の実施時期、参加者 家族の時間づくりプロジェクトとは 

○地域ぐるみの「家族の時間づくり」を目的として、各 
 地域の協力のもと、大人（企業）と子ども（学校）の休 

 みのマッチングを行う実証事業。 
○「家族の時間」がもたらす教育的・社会的効果を明ら 
 かにするとともに、取組課題とその改善方策の検証を行 
 い、同様の取組実施を広く働きかけることを目指す。 

各地域における取組の実施と効果の検証 

幼稚園・ 
小学校・中学校 

企業・ 
経済団体 

家庭 

・有給休暇取得の働きかけ 
・地元経済団体へ協力要請 

取組 
 準備 ・ポスター、チラシ 

 等による普及啓発 
・幼稚園、学校の 
 休業日の調整 

成果
と課題
の検証 

・アンケート調査、ヒアリングの実施 
 （教育的、社会的、経済的効果や課題の検証） 

取
組
主
体 

・課題の改善と同様の取組の他地域への拡大 

＜具体的な取組は各地域と調整の上実施（下記内容は一例）＞ 

地域の自治体（県、区市町村） 

観
光
庁 

サ
ポ
ー
ト 

実
施 
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家族の時間づくりプロジェクトの評価と課題（結果の概要） 

【今後の対応】 

【結果総括】 

【評 価】 

【課 題】 

≪地域ぐるみによるお休みに関する家庭（保護者）の感想≫ 

※亀山市、山口市（野田学園） 荒川区、島田市、京都市、福岡市計６地域のアンケート調査結果を集計 

35.1%  42.9%  19.2%  
よかった 
どちらともいえない 
よくなかった 

【家庭の回答】 
＊家庭にもたらした良い影響として、 

 「家族で話す機会が増えた」‥（約3割5分～約5割） 
 「家族の思い出ができた」 ‥（約3割弱～約5割） 
 との回答が多く、家族での触れ合う機会となった。 
＊学校が休業日となって連休により実現したことにつ 

 いて、 
 「市内外への施設・イベントに出かけた」 

 「地元のお祭りに出かけた」 
 「日帰り旅行に出かけた」 

 「国内旅行に出かけた」‥‥との回答が多く、家族 
  の時間づくりに良い影響があった。  

【学校長、教職員の回答（幼稚園小学校）】 
＊休業日を設定したことによる学校等運営上 

 の影響について、質問を実施 
「困難は生じなかった」‥‥約7割5分～8割 
「困難が生じた」   ‥‥約1割～2割弱 
＊「家族で一緒に出かける時間や機会が増え 

  た」 
 「家族で地域の活動や行事に参加できた」 

 「家族で話す時間や機会が増えた」 
 との回答が多く家族の時間への影響を評価 

   

【事業所の回答】 
＊地域ぐるみによるお休みにより、市内事 
 業所における休業日の新たな設定や従業 
 員等に対する有給休暇取得の機会につな 

 がった。 
＊地域ぐるみの休日を通じて、事業所に 
 おける、「連続した休日・休暇の設定」 
 により、家族の時間づくりの創出へとつ 

 ながった。 
 

【家庭の回答】 
＊「通常どおり仕事をした」との回答が、約5割弱～ 
 約7割弱の回答があり、休暇を取りやすい仕組み 

 づくりの検討が必要 
＊子どもだけで過ごす時間が増えることへの懸念 

＊「どちらともいえない」と回答した家庭について、 
 特に中学校の保護者の家庭からの回答が多くなって 

 いる。  

【学校長、教職員の回答（幼稚園小学校） 】 
＊学校スケジュールの決定、学校行事等の 

 実施への影響 
＊子どもが休みになっても、保護者が休みと 

 ならないケース等 
  
  

【事業所の回答】 
＊「通常どおり営業した」との回答が、 
 約6割～約7割5分となり、多くの事業所 

 が通常どおり営業した 
＊業種や取引先との関係により、休業日と 
 することや、休暇の取得について、困難 

 なケースがある。 
 

○国、地域が連携して、取組 
＊学校休業日の柔軟な設定‥保護者の休暇取得や学校運営への影響がでないようできる限り早い時期にスケジュールを決定 

＊休暇を取りやすい仕組み‥市内事業所への普及啓発を半年前を目安に実施するなど準備期間を設定 
            ‥市外の事業所への普及啓発を実施するなど、より「広域」で取り組む方策を検討 

＊地域の連携‥家族だけでなく、友達等で過ごす環境づくりや、地域のお祭りや伝統芸能、観光資源の活用を進める  
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