
旅行・観光消費動向調査

平 成 2 4 年 6 月 1 8 日

観 光 庁

～平成24年1-3月期（速報）結果がまとまりました！～

●１－３月期の観光旅行の傾向
○消費額は、前年同期・前々年同期と比べプラスとなっている。
○延べ旅行者数は、前年同期・前々年同期と比べプラスとなってる。
○旅行単価※は 前年同期・前々年同期と比べ下落傾向となっている

１．消費額（単位：億円）

○旅行単価※は、前年同期 前々年同期と比べ下落傾向となっている。

国内宿泊観光旅行

平成２４年 平成２３年 平成２２年

１月 6,494 5,738 6,215

国内日帰り観光旅行

平成２４年 平成２３年 平成２２年

１月 2,339 1,974 2,366 

※旅行に行った者が、1回の旅行において支出した金額の平均

２．延べ旅行者数（単位：万人・回）

２月 5,314 5,447 5,549

３月 8,496 5,501 7,438

１－３月 20,304 16,686 19,202

２月 2,121 2,010 1,817 

３月 3,076 1,932 2,825 

１－３月 7,536 5,917 7,009 

国内宿泊観光旅行 国内日帰り観光旅行

旅行単価（単位 ）

平成２４年 平成２３年 平成２２年

１月 1,192 1,134 1,149

２月 1,115 1,089 1,016

３月 1,888 1,097 1,399

１－３月 4,195 3,320 3,565

平成２４年 平成２３年 平成２２年

１月 1,405 1,259 1,217 

２月 1,382 1,212 1,132 

３月 2,123 1,269 1,568 

１－３月 4,911 3,740 3,917 

３．旅行単価（単位：円）

国内宿泊観光旅行

平成２４年 平成２３年 平成２２年

１月 54,465 50,613 54,071

２月 47,667 50,005 54,613

３月 44,996 50,159 53,155

国内日帰り観光旅行

平成２４年 平成２３年 平成２２年

１月 16,646 15,677 19,442

２月 15,342 16,592 16,054

３月 14,488 15,230 18,018
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消費額 前年同月比

消費額 前々年同月比

旅 者数 前

１－３月 48,397 50,263 53,866 １－３月 15,346 15,822 17,893

【参考】
前年同月比・
前々年同月比の動向

国内宿泊観光旅行 国内日帰り観光旅行
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＊平成２３年３月の東日本大震災による影響を含まない比較のため、前年（平成２３年）に加え、前々年（平成２２年）の数値（確報）も掲載しております。



Ⅰ． 平成24年1～3月期（速報）について

※ ( )内は前年 (( ))内は前々年同時期の数値（確報）を表す１ 消費額 （単位：億円）

別添

旅行目的
旅行種類

全体 観光 帰省等 出張

国内宿泊旅行 35,289 20,304 9,046 5,938 

(31,478) (16,686) (9,444) (5,348) 
((34,923)) ((19,202)) ((8,644)) ((7,077))

国内日帰り旅行 11,254 7,536 1,997 1,722 

※ (  )内は前年、((   ))内は前々年同時期の数値（確報）を表す１．消費額 （単位：億円）

国内日帰り旅行 , , , ,

(9,395) (5,917) (1,814) (1,664) 
((10,890)) ((7,009)) ((1,661)) ((2,220))

２．延べ旅行者数 （単位：万人・回）

旅行目的
旅行種類

全体 観光 帰省等 出張

※ (  )内は前年、((   ))内は前々年同時期の数値（確報）を表す

旅行種類

国内宿泊旅行 8,130 4,195 2,428 1,506

(6,939) (3,320) (2,398) (1,221)
((7,224)) ((3,565)) ((2,164)) ((1,495))

国内日帰り旅行 7,663 4,911 1,501 1,251

(6,022) (3,740) (1,149) (1,133)
((6,702)) ((3,917)) ((1,196)) ((1,589))

旅行目的
旅行種類

全体 観光 帰省等 出張

国内宿泊旅行 43,407 48,397 37,251 39,431

(45,365) (50,263) (39,389) (43,785)

３．旅行単価 （単位：円） ※ (  )内は前年、((   ))内は前々年同時期の数値（確報）を表す

( , ) ( , ) ( , ) ( , )
((48,344)) ((53,866)) ((39,939)) ((47,346))

国内日帰り旅行 14,687 15,346 13,302 13,764

(15,603) (15,822) (15,794) (14,686)
((16,249)) ((17,893)) ((13,889)) ((13,972))

国内宿泊旅行 1,824（うち観光 1,137、帰省等 496、出張 191）

国内日帰り旅行 1,422（うち観光 1,002、帰省等 271、出張 149）
N数（標本数）



旅行目的
時期

全体 観光 帰省等 出張

平成24年 1月 11,618 6,494 3,698 1,425 
(10 949) (5 738) (3 663) (1 549)

Ⅱ． 平成24年1～3月期（速報）における月別の動向

１．消費額 （単位：億円） ※ (  )内は前年、((   ))内は前々年同時期の数値（確報）を表す

(10,949) (5,738) (3,663) (1,549)
((11,728)) ((6,215)) ((3,821)) ((1,692))

平成24年 2月 9,538 5,314 2,031 2,193 
(10,197) (5,447) (2,777) (1,973)
((9,746)) ((5,549)) ((1,913)) ((2,284))

平成24年 3月 14,134 8,496 3,317 2,321 
(10,332) (5,501) (3,005) (1,826)

((13,449)) ((7,438)) ((2,910)) ((3,101))

平成24年 1月 3,386 2,339 642 405 
(2 986) (1 974) (593) (419)

・国内宿泊

・国内日帰り

成 年 月
(2,986) (1,974) (593) (419)

((3,839)) ((2,366)) ((658)) ((815))

平成24年 2月 3,185 2,121 385 680 
(3,245) (2,010) (565) (670)

((2,914)) ((1,817)) ((289)) ((808))

平成24年 3月 4,683 3,076 970 637 
(3,164) (1,932) (656) (576)

((4,137)) ((2,825)) ((714)) ((597))

２ 延べ旅行者数（単位： 万人・回） ※ 内は前年 内は前 年 時期 数値（確報）を表す２． 延べ旅行者数（単位： 万人・回）

旅行目的
時期

全体 観光 帰省等 出張

平成24年 1月 2,674 1,192 1,044 438 
(2,612) (1,134) (1,112) (366)

((2,728)) ((1,149)) ((1,109)) ((470))

平成24年 2月 2,148 1,115 499 533 
(2,053) (1,089) (522) (442)

・国内宿泊

※ (  )内は前年、((   ))内は前々年同時期の数値（確報）を表す

((1,903)) ((1,016)) ((396)) ((491))

平成24年 3月 3,308 1,888 885 534 
(2,274) (1,097) (764) (413)

((2,592)) ((1,399)) ((659)) ((534))

・国内日帰り

平成24年 1月 2,257 1,405 483 369 
(2,005) (1,259) (412) (334)

((2,122)) ((1,217)) ((434)) ((472))

平成24年 2月 2,121 1,382 321 418 
(1,914) (1,212) (306) (396)

((2 001)) ((1 132)) ((292)) ((577))((2,001)) ((1,132)) ((292)) ((577))

平成24年 3月 3,284 2,123 697 464 
(2,103) (1,269) (430) (404)

((2,579)) ((1,568)) ((470)) ((540))

３． 旅行単価（単位： 円）

旅行目的
時期

全体 観光 帰省等 出張

※ (  )内は前年、((   ))内は前々年同時期の数値（確報）を表す

平成24年 1月 43,439 54,465 35,431 32,516 
(41,917) (50,613) (32,931) (42,288)

((42,991)) ((54,071)) ((34,457)) ((36,023))

平成24年 2月 44,410 47,667 40,672 41,103 
(49,676) (50,005) (53,228) (44,668)

((51,206)) ((54,613)) ((48,266)) ((46,529))

平成24年 3月 42,729 44,996 37,468 43,434 
(45,436) (50,159) (39,339) (44,167)

((51,877)) ((53,155)) ((44,156)) ((58,057))

・国内宿泊

・国内日帰り

平成24年 1月 15,002 16,646 13,286 10,980 
(14,890) (15,677) (14,399) (12,525)

((18,088)) ((19,442)) ((15,167)) ((17,281))

平成24年 2月 15,013 15,342 11,972 16,266 
(16,959) (16,592) (18,438) (16,937)

((14,566)) ((16,054)) ((9,896)) ((14,008))

平成24年 3月 14,260 14,488 13,926 13,722 
(15,049) (15,230) (15,246) (14,270)

((16,041)) ((18,018)) ((15,188)) ((11,047))



国内宿泊旅行 国内日帰り旅行

＜参考①＞ 主目的地別の延べ旅行者数
【平成24年1-3月期（速報）】

（単位：万人・回）

※ (  )内は前年同時期の数値（確報）を表す

旅行目的

主目的地
（地方運輸局別）

合計 観光 帰省等 出張

北海道

466 235 148 83 

(433) (233) (120) (80)

合計 観光 帰省等 出張

217 125 52 40 

(229) (110) (74) (45)( ) ( ) ( ) ( )

東北

739 304 234 202 

(464) (225) (146) (93)

関東

2,147 1,047 568 531 
(1,775) (733) (649) (393)

北陸信越

734 452 203 79 

(638) (381) (189) (69)

( ) ( ) ( ) ( )

532 207 157 167 

(323) (190) (45) (88)
2,537 1,600 517 421 

(1,916) (1,204) (363) (349)
449 343 52 54 

(345) (245) (42) (59)(638) (381) (189) (69)

中部

1,070 654 288 127 
(919) (504) (282) (132)

近畿

1,230 614 337 279 
(1,044) (523) (331) (190)

中国

317 174 91 52 

(456) (174) (219) (63)

(345) (245) (42) (59)
1,166 831 179 156 

(1,006) (669) (165) (172)
1,153 822 202 129 

(1,088) (660) (231) (197)
506 298 117 91 

(288) (189) (71) (28)( 56) ( ) ( 9) (63)

四国

240 89 129 22 

(204) (89) (93) (22)

九州

914 447 400 67 

(792) (301) (330) (161)

沖縄

141 120 11 11 

(147) (121) (23) (4)

(288) (189) (71) (28)
155 100 50 5 

(140) (97) (25) (18)

802 506 148 148 

(579) (341) (112) (126)

13 13 - -

(23) (9) (8) (6)沖縄 (147) (121) (23) (4) (23) (9) (8) (6)

＜主目的地別 Ｎ数（標本数）＞

国内宿泊旅行 観光 帰省等 出張 国内日帰り旅行 観光 帰省等 出張

北海道 69 27 13

東北 69 43 26

関東 265 118 62

北陸信越 115 39 11

中部 171 58 17

近畿 174 70 31

北海道 32 12 7

東北 40 30 12

関東 282 77 50

北陸信越 66 10 6

中部 164 33 16

近畿 177 40 19近畿 174 70 31

中国 60 21 10

四国 28 29 3

九州 133 85 11

沖縄 33 2 1

近畿 177 40 19

中国 80 26 15

四国 29 11 2

九州 112 27 14

沖縄 2 0 0



＜参考②＞旅行・観光消費動向調査の概要

１．調査目的
日本国民の旅行の実態を全国規模及び地域ブロック別に把握することを目的としています。

２．調査時期・調査対象

日本全国に居住する日本国民であり、住民基本台帳から無作為抽出した25,000名を対象とし、１年間の
旅行実態を半年毎に２回に分けて調査を実施しています。

調査時期 調査対象期間 調査対象者数調査時期 調査対象期間

平成23年10月 平成23年4月～9月

平成24年4月 平成23年10月～平成24年3月

平成24年7月 平成24年1月～6月

平成25年1月 平成24年7月～12月

調査対象者数

各12,500人
（一人２回調査へ回答）

各12,500人
（一人２回調査へ回答）

月 月 月

３．調査方法

＜速報と確報の違い＞
1-3月期（速報）では、平成24年4月実施の調査のみから得られたサンプルを対象に集計しているが、
同時期の確報では、平成24年4月及び平成24年7月実施の調査から得られたサンプルを対象に集計しており、
速報における数値の方が大きく推計される傾向がある。

調査対象者本人または代理の者の自計による郵送調査を行っております。

４．調査事項

○年齢、性別
○旅行目的

旅 施 有 旅○過去6ヶ月間における旅行実施の有無・旅行回数
○過去6ヶ月間で一番最近行った旅行の内容

・帰宅日 ・宿泊数 ・目的地 ・交通手段 ・宿泊施設 ・旅行目的
・旅行前後の支出 ・パック・団体旅行の参加費 ・旅行中の支出 等

５．本調査における用語の定義

○国内宿泊旅行とは 自宅以外で１泊以上宿泊する旅行をいいます○国内宿泊旅行とは、自宅以外で１泊以上宿泊する旅行をいいます。

○国内日帰り旅行とは、日常生活圏を離れたところへの日帰りの旅行で、目安として片道の移動距離が
80km以上または所要時間（移動時間と滞在時間の合計）が8時間以上の場合をいいます。
ただし、通勤や通学、転居のための片道移動を除きます。

関連ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shouhidoukou.html

＜問い合わせ先＞
観光経済担当参事官付 神山、清水
TEL 03-5253-8111（27-219、27-215）

03-5253-8325（直通）
FAX 03-5253-1563

なお、詳細な分析結果については後日公表します。


