
平成２２年度版観光白書（概要） 
（「平成２２年度観光の状況・平成２３年度観光施策」） 

（１） 平成22年の訪日外国人旅行者数は、世界経済の回復に伴い、前
年に比べ約182万人多い、過去最高の約861万1千人と大きく増加
した。  

         日本人海外旅行者数については、円高基調・円の高止まり、バン

クーバーオリンピック・上海万博・南アフリカワールドカップ等の世界
的なイベントが開催されたことや羽田空港の国際線発着枠の拡大
に伴い、前年に比べ約119万人多い約1,663万7千人となった。 

（２） 中国をはじめとした全市場で訪日客が増加した。特に韓国、中国
市場からの訪日客が前年比で大幅に増加したことが、訪日客全体
の上げ幅を拡大させる結果となった。 

(４) 平成22年度の国内宿泊観光旅行１人当たり回数は
1.56回、１人当たり宿泊数は2.39泊となった。 

（５） 平成21年の国際会議開催件数は、平成20年の575件から538
件と件数が微減したが、アジア2位は堅持した （世界5位）。なお、
平成19年に国際会議の統計基準が緩和されているが、「観光立

国推進基本計画」に定められた目標値における基準に照らすと、
平成21年の国際会議開催件数は246件であると推察される。 

（３） 平成21年度の国内の旅行消費額は22.1兆円であり、その生産波
及効果は48.0兆円、付加価値誘発効果は24.9兆円（国内総生産
（名目GDP）476.4兆円の5.2％）、雇用誘発効果は406万人（全就
業者数6,412万人の6.3％）と推計。 

<訪日外国人旅行者数・日本人海外旅行者数> 

<国内宿泊観光旅行の動向> 

<平成21年度旅行消費の我が国経済への貢献（経済効果）> 

-第Ⅰ部 第1章 観光の現状- 

<州別、国・地域別訪日外国人旅行者の割合> 

<国際会議開催件数の推移> 

※平成19年より基準が変更されている。 

観光立国推進基本計画 
（平成19年6月29日閣議決定） 

【目標】 

１．訪日外国人旅行者数１，０００万人に（平成22年まで） 

２．日本人海外旅行者数２，０００万人に（平成22年まで） 

３．国内観光旅行消費額を３０兆円に（平成22年度まで） 

４．国内観光旅行宿泊数を１人年間４泊に（平成22年度まで） 

５．国際会議開催件数を５割以上増（平成23年まで） 

訪日外国人３，０００万人プログラム  

○訪日外国人旅行者数目標 
【第１期】２０１３年までに１，５００万人 【第３期】２０１９年までに２，５００万人  
【第２期】２０１６年までに２，０００万人 【将来目標】３，０００万人 

「新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本～」                                         

（平成21年12月30日閣議決定）に明記 

※観光、ビジネス、帰省を含む数字 
※観光のみの数字（ビジネス、帰省を含まない。） 
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旅行消費額 
22.1兆円 

うち訪日外国人1.2兆円 

●生産波及効果    48.0兆円 
●付加価値誘発効果 24.9兆円 

                  （名目GDPの5.2%） 
●雇用誘発効果    406万人 

                   （全就業者数の6.3%） 
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平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」の影響 3月単月の訪日外国人旅行者数は前年同月比で50.3%減少。3月単月の出国者数は前年同月比で12.2%減少。 
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観光で日本を元気にしよう 

第Ⅰ部 第2章 東日本大震災の被害と復興に向けて  
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観光は地域の活性化に大きな影響を与えるもの 

●復興のために被災していない地域の観光を活性化することが大事 
●被災地の復興のためには観光産業の復興が重要 
●過度な自粛はやめて旅行で日本を元気にしよう 

●観光により、地域にお金が循環し、地域経済が活性化する。 
●観光が地域の雇用を支え復興を加速する。 
 

○登録旅館・ホテルの被害 
 東北6県の登録旅館・ホテル285施設のうち、大規模損傷を
被った8施設をはじめとする約4分の1の施設が営業停止と

なった。その他多数の登録旅館・ホテルにおいても、施設の
損壊等により限定的な営業を余儀なくされた。 
○旅行業者への影響 
 平成23年3月の主要旅行業者の国内旅行取扱額は前年同
月比で31.5%減となった。 
○ＭＩＣＥ（国際会議等）の現状と今後 
 被災地だけでなく、全国的に国際会議等の開催の中止・延
期が立て続けに発生した。 
○訪日外国人旅行者数・出国者数 
 平成23年3月の訪日外国人旅行者数は前年同月比で
50.3%減の35万3千人となった（平成23年4月は62.5%減の
29万6千人）。また、出国者数は前年同月比で12.2%減の
137万2千人となった（平成23年4月は9.0%減の110万4千
人）。 

2．震災直後の旅行者・宿泊施設・訪日外国人への対応 

6．復興に向けて観光が果たす役割 

○短期的に発揮できる役割 
 被災地域の復興には、生活インフラ（電気・水道・ガス・住宅等）、
社会インフラ（交通基盤・通信設備等）の復旧・再整備が必要であ
る。一方、社会インフラがある程度整えば、観光は比較的早期に事
業を再開できる分野であり、地域経済の復興に貢献できる分野で
ある。 

○国内旅行者の安否確認 
○観光産業への金融支援等 
 被災した旅館・ホテル等の観光産
業に対しても、資金繰りや雇用面、
税制面での各種支援策が講じられ
ている。 
○旅行業登録の有効期間の延長 
 災害救助法が適用された一定の
区域に主たる営業所を有する旅行
業者を対象に、旅行業の登録の有
効期間を一定期間延長している。 
○訪日外国人旅行者への対応 
 ツーリスト・インフォメーション・セン
ター（TIC）において電話照会サービ
スを24時間体制で行い、訪日外国
人旅行者の対応を行った。 

3．東日本大震災の被害・影響 

○平成23年3月11日に「平成23年
（2011年）東北地方太平洋沖地震」（震
源地：三陸沖、震源の深さ：24キロメート
ル（暫定値）、規模：マグニチュード9.0
（暫定値、国内観測史上最大）が発生し
た。 
○東北地方の太平洋沿岸を中心として
全国各地に大規模な津波が押し寄せ、
「阪神・淡路大震災」を上回る未曾有の
被害をもたらした。津波の影響により、
福島第一原発が被災し、半径20キロ圏

内に避難勧告の指示が出されるなどの
影響が生じた。 

1．東日本大震災の発生 

 
 

 

5．観光の経済効果と東北3県の観光の規模 
【福島県】 

【観光の消費額、経済効果】 

【東北3県における観光消費額と主要な産業との比較】 

【岩手県】 【宮城県】 

4．国内旅行振興と訪日外国人旅行の回復に向けて 

○国内旅行振興キャンペーン 
 「がんばろう！日本」というキャッチフレーズとロゴを
活用した官民合同による国内旅行振興キャンペーンを
実施している。 

○ボランティア・パッケージの展開 
 被災地にボランティアを送り込むボランティア･パッ
ケージを展開した。 
○観光庁長官による中国・韓国訪問 
 観光庁長官が中国・韓国を訪問し、各国の要人と現
地メディアに向けて東日本大震災に関する正確な情報
発信及び訪日旅行促進に向けたアピールを行った。 

○雇用の受け皿となる観光産業 
 アメリカ有数の観光立地であるフロリダ州オーランドにおいて、2007年

のリーマン･ショック前後における同地域の雇用者数の推移を調査・分析
した結果によると、観光に関わる産業の売上が減少しているにも関わら
ず、観光に関わる産業の被雇用者数は増加した。このことは短期的に観
光収入を一定程度犠牲にしても、観光客を維持するためには労働力がそ
れに応じて必要であり、観光に関わる産業の雇用吸収力が大きいことを
表している。 

○強い観光地づくりに向けて 
 観光は経済（景気）や災害等の外的要因による影響に左
右されやすい。外的要因による影響を皆無にすることは非
現実的であり、不可能であろう。そのため、外的要因による
影響があることを認識した上で、平時から観光地の強み・
弱みを把握し、観光振興に取り組むことが重要である。 
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1．観光に関わる地域産業のパターン 2．仕入構造、お金の流れ 

 
 

第Ⅰ部 第3章 観光にかかわる地域産業の構造  
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【図表 3市の人口、事業所集積の概要】 

富良野、志摩、飯田 3市の観光にかかわる地域産業の比較 
地域の活性化につながる好循環 

■富良野市：持続的発展維持型 
 訪問者満足度が高く、地域内・県内内
部循環は大きい 
 
■志摩市：地産地消取り組む型 
 訪問者満足度が高く、地域内内部循環
も大きいが、県外流出も大きい 
 
■飯田市：地域の魅力アピール必要型 
 訪問者満足度が低いが、地域内・県内
内部循環は比較的大きい 

 
詳細調査からわかった好循環 

 

■観光客のどのような層に自らの観光地が評価されているのか、評価さ
れていないのか等の自らの観光地の強み・弱みを把握し、地域の活性化
につながる観光施策を立案し、それに基づく適切な資源配分を計画的に
行う。 
 
■観光に関わる地域産業が自律的な好循環を生み出し、回っていくため
には住民の観光意識・従事者満足度の向上が重要な要素となる。 

図表 仕入れ・外注割合 

 
 
 
■富良野市 
 住民の観光意識が地域全体的に高い 
 従事者満足度はやや高い 
  
■志摩市 
 住民の観光意識はやや高い 
 従事者満足度はそこまで高くない 
  
■飯田市 
 住民の観光意識は地域全体的に低い 
 従事者満足度は高い 

図表 住民としての観光振興のための行動 4．住民の観光意識と従事者満足度 

 
 

5．住民と訪問者の観光意識のギャップ 

図表 地域の強み（志摩市）   図表 地域に今後必要なもの（志摩市）   
■「地域の強み」で「住民の観光意識」が「訪問者観
光意識」より高いものは地域の取組が不足している
と考えられる 
 
■「地域に今後必要なもの」で「住民の観光意識」が
「訪問者観光意識」より高いものは地域の取組が十
分であり、過度な投資は控え、他の取り組みに投資
すべきものと考えられる   

図表 従事者満足度 

地域内交通手段の充実 
 

PR活動の充実 
 

景観の魅力向上 
 

上段：訪問者 
下段：住民 

上段：訪問者 
下段：住民 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3．訪問者満足度 
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45.9% 



        

観光立国推進基本法 

の成立 

観光立国推進基本計画 

の閣議決定 
観光立国 
の実現へ 

観光立国の実現に向けた施
策を総合的・計画的に推進
するため、観光庁が発足 

観光庁の発足 

平成１８年１２月１３日 

観光立国の実現に向けた推進体制の強化 

○観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成 

○国際観光の振興 

○観光旅行の促進のための環境の整備 

  国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図り、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進する
ため、地域の民間組織や地方公共団体、地域住民等が一体となった取組を総合的に支援を行った。 

・広義の国際会議（MICE）の誘致・開催  

   観光産業における顧客サービス・収益性の向上、事業体質の改善を目指した先進的なビジネスモデルを

創出するために、「観光産業イノベーション推進ガイド」を策定するとともに、当ガイドラインの解説・実証事
業の事例紹介及び観光産業の経営や地域づくりの専門家による講演を行うセミナーを開催した。 

 国際会議のみならずMICE全般の振興を図るため、平成22年を「Japan 
MICE  Year」と位置付け、積極的な誘致活動を行った。 

 スポーツ観光振興のための連携推進に関する意見交換、情報共有の場として、「スポーツ・ツーリズム
推進連絡会議」を立ち上げ、スポーツ観光の普及を図った。 

▲「Ｊａｐａｎ ＭＩＣＥ Ｙｅａｒ」 
ロゴマーク及びキャッチフレーズ 

・文化観光の促進 
 日本最大の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル2010」
に観光部門を設立し、全国から寄せられた作品、 観光庁制作フィルム「青春
マンダラー！」を観光振興のツールとして活用を行った。 

5つの基本目標の設定 

平成１９年６月２９日 平成２０年１０月１日 

・観光に関する統計の整備 
 宿泊旅行統計調査及び旅行・観光消費動向調査の調査対象の拡充、訪日外国人の旅行消費に関
する統計の整備を行うとともに、観光事業者等の売上や就業実態等の調査手法等の検討を行った。
また、都道府県における観光入込客を統計を比較可能なものとする観光入込客統計調査が開始され
た。 

▲観光庁制作フィルム「青春マンダラー！」の一場面 

観光立国推進本部 
観光立国の実現に向け、観光立国推進本部において、関係省庁間で検討 

国土交通省成長戦略会議 
観光立国の実現を含む国土交通行政に係る我が国の成長戦略を議論 

平成２１年１２月 

平成２１年１０月 

 自立して観光まちづくりに取り組む、観光地域づくりプラットフォームの立ち上げを支援し、体制づくり
における共通の課題・解決策等を整理した。 

平成２２年度に講じた主な施策 平成２３年度に講じようとする主な施策 第Ⅱ部 
（新たに行う主な施策） 
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MICE＝Meeting, Incentive travel,         
Convention, Event / Exhibition 

 日本におけるターゲット国を明らかにし、健診等の受入対象分野を整理する目的から医療観光関係
者を対象とした海外動向調査を実施するとともに、医療観光の日本ブランドの形成及び認知度の向上
を目的にドクタープロモーションを実施した。 

・査証発給手続きの迅速化・円滑化 

 中国人の個人観光査証の取得容易化に資する措置を講じた。具体的には査証取扱公館および代理申
請機関である中国側取扱旅行会社を拡大した。 

・医療観光の推進 

・スポーツ観光の推進 

○国際競争力の高い魅力ある観光地の形成 

○観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成 

○国際観光の振興 

○観光旅行の促進のための環境の整備 

・我が国の観光魅力の海外発信等 
  訪日外国人3,000万人プログラムに基づいて、中国をはじめとする東アジア諸国を当面の最重点市場と位
置づけ、選択と集中による効果的な海外プロモーションを展開する。 
・受入環境水準の向上 
  訪日外国人旅行者3,000万人時代の実現に向け、戦略拠点及び地方拠点の整備・自治体の自主的な受入

環境整備の支援を実施することで、全国的に訪日外国人旅行者が安心して、快適に、移動・滞在・観光する
ことができる環境を提供し、訪日外国人旅行者の訪問を促進するとともに、満足度を高め、リピーターの増加
を図る。 

・二国間の観光交流の取組の推進 
  各国との二国間の相互交流の拡大に向けた取組は、両国国民の理解増進が図られ、訪日旅行者の拡大

にもつながることから、今後とも交流年等の機会を捉えて、ビジット・ジャパン事業の一環として取り組んでい
くこととする。平成23年は、日本とドイツが日独交流150周年であることから、周年事業として開催される行事
と連携した訪日旅行のプロモーションを行うこととしている。 

・船旅の魅力向上の推進 
 アジア地域でのクルーズ需要が高まっている状況を踏まえ、様々な角度から外航クルーズ船に対す
る日本寄港の誘致促進を図るためのプロモーションを実施する。 

  観光地域づくりに必要となる人材を育成するため、国内外からの観光に関する専門家の招請による研修
や、国内外で先進的な取組を実施している観光地への派遣による研修等を行う。 

  国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図り、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進する

ため、地域の民間組織や地方公共団体、観光関係者や地域住民等が一体となった取組を総合的に支援
を行う。 

新成長戦略 

平成２２年６月１８日 

～「元気な日本」復活のシナリオ～ 
７つの戦略分野の基本方針
と目標とする成果 

平成２１年１０月 

平成２１年１２月 

○国際競争力の高い魅力ある観光地の形成 ○東日本大震災を受けた対応 
 東日本大震災後、被災や風評、様々な活動の自粛により観光旅行需要が急激に冷え込んでいること
から、国内観光旅行振興のための様々な取組を推進する。また、正確な情報と日本の“いま”を海外に
発信し、効果的なプロモーションを行い、訪日外国人旅行者の誘致に取り組む。 

・我が国の観光魅力の海外発信等  
 インド・ロシア・マレーシアを新たに重点市場に追加し、全15市場を対象市場とし、なかでも東アジア4
市場を当面の最重点市場と位置づけ、訪日旅行促進のためのプロモーションを行った。 

・観光に関する統計の整備 
 我が国における観光産業の事業者数や就業実態等を明らかにする観光地域経済調査（仮称）の本
格実施に向け、予備的調査を通じて調査設計に取り組む。 

・日中韓三国間の観光交流と協力の強化 
  平成23年は、韓国において、第6回日中韓観光大臣会合の開催を予定しており、引き続き、日中韓三国間
の観光交流と協力の強化に努める。 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4

