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１．第一期若者旅行振興研究会の取組１．第 期若者旅行振興研究会の取組

2



１．第一期若者旅行振興研究会の取組

○第一期（平成２２年７月～平成２３年６月）

若者の旅行離れに関する様々な指摘が行われるなか シニア世代とは価値観や行動特性が変化している若者

若者旅行振興研究会（第一期における問題意識）

○第一期（平成２２年７月～平成２３年６月）

若者の旅行離れに関する様々な指摘が行われるなか、シニア世代とは価値観や行動特性が変化している若者
に対し、適切な商品提供を行っていないのではないかとの仮説の検証を行うと同時に、若者の実態に関する調
査を実施した。

第 期若者旅行振興研究会総括（平成２３年６月）

若者に対して、魅力的な商品提供を切り口に、①ボランティア活動を含めた観光旅行であるボランティア・
ツーリズム、②キャラクターを活用した観光旅行であるキャラクター・ツーリズム、③大学生が３万件の旅行

第一期若者旅行振興研究会総括（平成２３年６月）

商品から選ぶプランコンテスト、④割引料金などの特典がついたクーポンを期間限定でオンライン販売する手
法であるフラッシュ・マーケティングによる商品販売、⑤産業観光などの取組を行った。

上記取組の結果、若者に訴求する商品を提供するには、若者にとって旅行は目的ではなく何かをするための
手段と考えているため ボランティアをはじめとする「旅の目的の明確化」が必要手段と考えているため、ボランティアをはじめとする「旅の目的の明確化」が必要
である。また、フラッシュマーケティングをはじめとする手法自体が若者にとって
興味があり、面白いと感じ、旅行商品を探している人以外にも商品を訴求すること
ができることから、「ＩＣＴツールの活用」を行うことにより結果として旅行の誘
発につながるケ スがあるとの検証を行 た
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発につながるケースがあるとの検証を行った。

※ＩＣＴツールとは、情報（information）や通信（communication）に関する技術の総称である。



１．第一期若者旅行振興研究会の取組

１．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

旅行に明確な目的があれば若者は旅行をするのではないか という仮説の基

昨年度の具体的取組内容 １

旅行に明確な目的があれば若者は旅行をするのではないか、という仮説の基、
ボランティアという社会貢献活動を目的とした旅行商品を造成し、若者の旅行
に対する行動動機を調査。

→⼈間関係が希薄といわれている若者においても、社会貢献活動をしたいとい
意識が強 経験 価値が 感じ ⽐較的⾼額う意識が強く、その経験に価値があると感じたものには⽐較的⾼額であっても

マーケットが成⽴するということを検証。
２．若年層の旅行性向・意識に関する調査・分析

若年 癒 系 気があ 泉 き う あ若年層に癒し系キャラとして人気があり、温泉好きというキャラクターであ
る「カピバラさん」と、長野県の渋温泉がコラボレーションすることにより、
当該旅行商品が若年層向けの国内宿泊旅行の促進に寄与するかを検証。

→既存の⾃然や神社・仏閣、郷⼟料理ではなく、明確な⽬的となる「キャラク
ター」等のコンテンツの⼒で需要喚起できることを検証。

３．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
商品造成事業

旅行商品販売サイ 掲載 件 旅行プ から大学生 視点 よる旅行商品を 本選定や 大学旅行商品販売サイト掲載の３万件の旅行プランから大学生の視点による旅行商品を４８本選定や、大学
生による商品造成、フラッシュマーケティングでの商品販売を通じ、大学生の旅行に対する課題・障壁と
なる行動動機を調査。

→特徴的なネーミングや企画（＝「ターゲットの明確化」、「魅⼒的な商品開発」）が、旅⾏需要を喚起
できることを実証。また、「販路の⼯夫」によって、旅⾏商品を探している以外の層に対し、旅⾏販売以
外のコンテンツから旅⾏需要を喚起できることを実証。
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１．第一期若者旅行振興研究会の取組

４．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

日本の製造業 伝統産業等の現場を旅行先とした産業観光は旅行者にと て

昨年度の具体的取組内容 ２

日本の製造業、伝統産業等の現場を旅行先とした産業観光は旅行者にとって
日本の歴史、伝統を見つめ直すよい機会であり、新たな観光需要を創出する機
会でもある。そのため、産業観光の魅力を体験するモニターツアーを実施し、
再訪意向等を検証。

が が→再訪意向が⾼く、需要があることを確認。今後、産業観光を促進するには、
「⾯⽩い」と感じられる環境作りが必要であり、⼝コミの活⽤やＩＣＴツールを
通じた宣伝・広報により、参加を促すことが有効と推測。

その外、参加者から以下の通り若者旅行振興の取組や若者に関わる取組事例を共有した。
①沖縄県若年層市場開拓事業報告（沖縄県）
②大学生を対象とした観光意識調査報告（玉川大学）
③若者の車離れについて（トヨタ自動車）
④ソーシャルメディアを利用した若年層へのアプローチ（トヨタマーケティングジャパン）
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２．第二期若者旅行振興研究会の進め方
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２．第二期若者旅行振興研究会の進め方

○ 第二期若者旅行振興研究会は、一年間に一度も旅行を行かない層、いわゆる「ゼ
ロ回層」をはじめとする、旅行回数が低迷している二十代、三十代の若者を主に対
象として、各社における取組やデータの発表及び課題や実体的取組についての議論
を引き続き行う。

○ 若者旅行振興研究会において若者の現状についての議論を通じて現在の若者に係
る認識を共有する。

１．第二期若者旅行振興研究会の予定スケジュール

第一回 平成２３年１１月１８日

２．若者旅行振興研究会の今後の方向性

第二回 平成２４年１月中旬
第三回 平成２４年３月中旬

必要なデータについて

第 一 期

若者旅行に対する様

第 二 期

旅行回数が低迷して

・旅行頻度の高い若者は幼少
期における旅行頻度も高い
か否か。

・旅行テーマ別に参加をした
若者旅行に対する様
々な仮説の検証を行
うと同時に、若者の
実態に関する調査を
実施した

旅行回数が低迷して
いる若年層を重点層
として取り組むとと
もに、第一期に引き
続き、若者の現状理

旅行 参加 し
背景や若者像の把握 等
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実施した。 続き、若者の現状理
解に資するデータ収
集を行う。



２．第二期若者旅行振興研究会の方針

若者旅行振興に関する課題の例

１．旅行機運の醸成

①．旅行ファン層を活用した呼びかけ
②．若者が使用する通信媒体の積極活用

４．旅行費用の低廉化

低価格商品の造成促進、収集・陳列等

③．観光立国教育の推進

２．若者に訴求する動機づくり ５．商品流通面の改善

① 雑誌 インタ ネ ト ＳＮＳ①．旅行動機付与
②．旅行以外の目的で結果的に旅行させる

３ 若者に訴求する商品づくり

①．雑誌、インターネット、ＳＮＳ
の活用

②．ターゲットに対する商品情報の
効果的発信

３．若者に訴求する商品づくり

①．商品タイトル
②．商品内容の工夫
③ 地域側の協力

効果的発信

③．地域側の協力
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３．若者旅行振興に係るデータ

〈参考〉
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３．若者旅行振興に係るデータ

○国内における旅行消費額（平成２１年）○国内における旅行消費額（平成２１年）

○ 国内旅行消費額のなかでは、日本人国内宿泊旅行が過半数を占める。

日本人海外旅行
（国内分）
1 5兆円（5 8%）

訪日外国人旅行
1 2兆円（4 6%）

２５．５兆円

日本人国内日帰り旅行
5.5兆円（21.5%）

1.5兆円（5.8%） 1.2兆円（4.6%） 日本人国内宿泊旅行
17.4兆円（68.0%）

我が国経済への貢献度（経済効果）

生産波及効果 ５３．１兆円 ･･･６．１％（対国民経済計算 産出額）

付加価値誘発効果 ２７．１兆円 ･･･５．８％（対名目ＧＤＰ）

雇用誘発効果 ４６２万人 ･･･７ ３％（対全国就業者数）
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雇用誘発効果 ４６２万人 ７．３％（対全国就業者数）

税収効果 ４．６兆円 ・・・ ６．０％（対国税＋地方税）

出所：国土交通省観光庁「旅行・観光消費動向調査」より



３．若者旅行振興に係るデータ

○国民１人当たり国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数の推移○国民１人当たり国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数の推移

○ 平成２０年以降、国民１人当たりの国内観光旅行の宿泊数は減少している。
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11出典：観光庁「旅行・観光消費動向調査」

（2005年） （2006年） （2007年） （2008年） （2009年） （2010年）

宿泊数 宿泊観光旅行回数
（注）2008年までは、20歳から79歳までが調査対象。

2009年以降は、全年齢が調査対象



３．若者旅行振興に係るデータ

○年代別の国内観光旅行回数の推移

○ ２０代の旅行回数について、２００６年から徐々に落ち込み、２００９年に
旅行回数が若干増えたものの、２０１０年は微減で推移している。

○ ３０代の旅行回数は ２００８年をあたまに低迷している○ ３０代の旅行回数は、２００８年をあたまに低迷している。
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出所：国土交通省観光庁「旅行・観光消費動向調査」より



３．若者旅行振興に係るデータ

○年代別の国内観光旅行回数の推移

○ ２０代女性に比べ、２０代男性の年間旅行回数は低迷している。
○ ２０代女性の旅行回数は２００８年以降増えているが、３０代女性の旅行

回数は年々減少している。回数は年々減少している。
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出所：国土交通省観光庁「旅行・観光消費動向調査」より



３．若者旅行振興に係るデータ

○その他資料１○その他資料１

○ ２０代男性の所得の使途について、外食に続き、衣料品と同様に貯金が多く、
国内旅行及び海外旅行に占める割合は少ない。

○ ２０代女性の所得の使途について、所得の有無を問わず衣料品を占める割合
が多く、国内旅行及び海外旅行に占める割合は少ない。

所得別の使途について（年収別）２０代男性 所得別の使途について（年収別）２０代女性

14出典：（株）ツーリズム・マーケティング研究所「20代の消費・旅行に関する調査」



３．若者旅行振興に係るデータ

○その他資料２○その他資料２

○ 男性は趣味に関する出費が多く、次いで外食、デートとなっている。
○ 女性については、衣料品が占める割合が高く、デート代、アクセサリーと続く。

【自由になるお金を何に使うか（複数回答 優先順1～3位合計） 】

代
○ 男性・女性問わず、国内旅行・海外旅行に占める割合は小さい。

その他の趣味に関するもの

友人・知人との交際費・デート代

衣料品

映画 コンサ ト ゲ ムソフト 書籍などの費用

靴・鞄、アクセサリー、化粧品などの身の回り品

外食

その他の趣味に関するもの

国内旅行

酒、タバコなどの嗜好品

貯金

映画・コンサート・ゲームソフト、書籍などの費用

その他

海外旅行

国内旅行

男性

女性
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出典：東洋経済１月１０日号ｇｏｏリサーチによるインターネット
調査 ２０～２９歳 １０００名対象


