
平成２２年度都道府県等観光主管部長会議 説明要点
参事官（観光経済担当）

１．観光統計の整備について
１）宿泊旅行統計調査の拡充
・従業員数10人未満の宿泊施設を調査対象に加え、22年４～６月調査より全施

設を対象に実施。
・公表時期の早期化を実施。

２）旅行・観光消費動向調査の拡充
・地域別、四半期別等に観光消費額や流動を把握するため、サンプル数を拡充。
・四半期ごとの公表を実施。

３）訪日外国人旅行動向調査について
・訪日外国人の消費動向等の把握調査を22年度より四半期ごとに実施。

４）観光入込客統計に関する共通基準について
・平成21年12月に「観光入込客統計に関する共通基準」を策定。
・平成22年4月から、ほぼ全ての都道府県で共通基準を導入。

５）観光産業構造基本調査（観光センサス）について（試験調査）
・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。３

箇所の対象地域を選定し、試験調査の実施に向けて調整中。
・観光産業におけるピーク需要時（ＧＷ、お盆等）の観光客の動向（旅行回数

等）調査を実施。主要な観光地点の入込客数のデータ収集等を依頼。

６）観光統計論文表彰
・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とした観光庁長

官による表彰制度を創設し、次世代を担う観光政策の研究者・実務者を奨励。
・第一回目を21年7月より募集を開始し、本年3月9日に表彰式を開催。今年度は

7月20日～11月17日の期間で募集中。

７）観光統計コラム
・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本年8
月より観光庁ＨＰにて連載中。現在第3回まで掲載。

２．休暇取得の分散化について
１）休暇改革を巡る動き
・新成長戦略(平成22年6月閣議決定)等を踏まえ、「観光立国推進本部・休暇分散化

ワーキングチーム」「成長戦略会議」等において取組方策を検討。10月6日（水）
には国民会議を開催予定。

２）休暇取得・分散化促進実証事業
・全国８地域９カ所（三重県亀山市等）において、親（企業）と子供（学校）

の休みのマッチングを行う実証事業を随時実施。



参事官（観光経済担当）の主な業務 

参事官（観光経済担当） 

○宿泊旅行統計調査 
○旅行・観光消費動向調査 
○訪日外国人消費動向調査 
○都道府県「観光入込客統計に関す

る共通基準」の作成・導入促進  
 等 

○若者旅行振興研究会 
○ショートショートフィルムフェスティバ

ル（SSFF）              等 

○観光白書の編集・作成 
○観光白書の国会手続き     等 

○休暇取得促進・分散化に係る事業の実
施 

○データの収集・分析、施策の検討 
○関係者との連絡・調整 
○休暇取得促進・分散化実証事業の実施     

等 

観光統計 

国内観光振興 

休暇取得の分散化 

観光白書 
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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（速報値の公表） 
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 都道府県データの比較を可能とするため、
観光庁が「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 

  ⇒観光庁は、都道府県データの全国集計・公表を実施 

旅行・観光消費動向調査（四半期） 

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 

Ｈ２１ 
創設 

現行 

現行 

現状 

現在利用可（調査拡充前） 

現在利用可（調査拡充前） 

今年中に一部利用可 

現在整備検討中 

今年度中に一部利用可 
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○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） 
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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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宿泊旅行統計調査の概要 



【参考】対象施設拡充について 

 平成２２年４月－６月調査から、新たに従業者数１０人未満の旅館・ホテル、簡易宿所及び会社・団体の宿泊施設を調
査対象とする。 

    なお、同伴施設については従来どおり調査対象外とし、キャンプ場等については、調査方法を引き続き検討する。 
 従業者数１０人以上の施設については、従来どおり悉皆調査とし、従業者数１０人未満の施設については、都道府県、
従業者別に層化し、標本調査とする。 

調査対象施設の拡充方針 

＜対象施設の整理方法＞ 
 
① 事業所・企業DBから宿泊業のデータ（約６万件）を抽出する。 
② ①のデータと現行の調査対象施設をマージし、重複する施設を排除する。 
③ ②のデータには、宿泊業が副業の施設、季節営業の施設などが含まれてい

ないため、各都道府県において、旅館業法の宿泊施設情報などを活用し、こ
れら施設の追加を行う。また、廃業施設や同伴施設の排除を併せて行う。 

④ 事業所・企業DB以外に追加される宿泊施設については、従業者数を別途把
握する。 

事業所・企業DBの抽出 
重複施設の排除 
 

副業・季節営業の追加 
廃業・同伴施設の排除 
従業者数の把握 

標本
抽出 
 

＜スケジュール＞ 

調査票
の配布 
 

（観光庁） （都道府県・市区町村） （観光庁） 

７月 ５月中旬 ４月中旬 ●調査対象 
▲調査方法を引き続き検討 
×調査対象外 3 



【アウトプット例：１】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) 
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【アウトプット例：２】月次宿泊施設稼働率の推移 

月別の定員・客室両稼働率の時系列推移を、把握できる。 

（％） 
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12ヵ国・国籍別外国人延べ宿泊者数の推移（平成２１年分） 

【アウトプット例：３】国籍別外国人延べ宿泊者数とその推移 

※観光庁「宿泊旅行統計調査」による。 

国籍別外国人延べ宿泊者数を時系列で把握できる。 

韓国, 95.5% 

中国, 41.7% 

シンガポール, 25.3% 

タイ, 18.2% 

カナダ, 15.2% 

台湾, 14.6% 

香港, 12.6% 

オーストラリア, 10.6% 

フランス, 6.7% 

ドイツ, 6.5% 

アメリカ, 5.2% 

イギリス, -1.0% 

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 

（627,400→888,890） 

（95,440→119,560） 

（107,220→126,730） 

（46,150→53,170） 

（641,910→735,820） 

（390,080→439,340） 

（163,300→180,560） 

（76,420→81,550） 

（81,850→87,140） 

（507,590→534,200） 

（93,780→92,800） 

（482,180→942,840） 

(人泊) 
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Presenter
Presentation Notes
○統計の事例としての紹介○このグラフから何を導き出せるのか



【アウトプット例：４】都道府県別外国人延べ宿泊者数構成比（平成２１年分） 

※観光庁「宿泊旅行統計調査」による。 

都道府県別・国籍別に外国人の延べ宿泊者数を把握できる。 
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旅行・観光消費動向調査の概要 

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。 

 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。 

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 

   

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 

効   果 

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 ＋ ＋ 
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【アウトプット例：１】１人当たり国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数 

宿
泊
数
（
泊
） 

回
数
（回
） 

出典：国土交通省観光庁「旅行・観光消費動向調査」による。 

国民一人あたりの宿泊数と宿泊観光旅行回数の時系列推移が把握できる。 
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日帰り旅行 
4.9兆円
（20.9%） 

海外旅行
（国内分） 
1.7兆円
（7.2%） 

訪日外国人旅行 
1.3兆円 
（5.7%） 

国土交通省「平成２０年度旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」による。 

２３．６兆円 

我が国経済への貢献度（経済効果） 

生産波及効果    ５１．４兆円 ･･･５．３％（対産業連関表国内生産額） 

付加価値誘発効果 ２６．５兆円 ･･･５．３％（対名目ＧＤＰ） 

雇用誘発効果     ４３０万人 ･･･６．７％（対全国就業者数） 

税収効果        ４．６兆円 ・・・５．３％（対国税＋地方税） 

【アウトプット例：２】国内の観光市場規模（平成２０年度） 

宿泊旅行 
15.6兆円
（66.2%） 
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Presentation Notes
○旅行消費額で見ると、宿泊旅行によるものが日帰り旅行によるものと比べて著しく大きい。そのため、宿泊旅行の活性化が観光消費額の伸張の鍵となる。○訪日外国人の旅行消費額は、前年度比２０．２％の大幅増となっており、消費全体額に占める割合は無視できない規模となっている。○旅行消費額２３．５兆円の我が国経済にもたらす生産波及効果・付加価値誘発効果・雇用誘発効果は非常に大きいものである。※なお、「海外旅行（国内分）」とは、海外旅行の際のカメラ購入費用や空港への移動費用等の国内消費額を指す。



（注）国土交通省観光庁「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究Ⅸ」による。 

◆生産波及効果 
新たな需要が生じた際に、結果として産業全体のどれだけの効果が生じたのかを示し
たもの。（例えば、旅行・観光消費によってこれらに原材料（中間財）を納めた業者の売
上や当該業者に勤務する従業員の給与が増加することによってもたらされる産業全体
の新たな生産を含めたもの） 

食料品産業 
1.54兆円 

小売業 
1.36兆円 

宿泊業 
3.70兆円 

飲食店業 
2.48兆円 

旅行サービス業等 
1.52兆円 

運輸業 
6.23兆円 

農林水産業 
0.23兆円 

食料品産業 
3.63兆円 

小売業 
2.47兆円 

宿泊業 
3.82兆円 

飲食店業 
2.87兆円 

旅行サービス業等 
1.94兆円 

運輸業 
8.02兆円 

農林水産業 
1.12兆円 

食料品産業 
190千人 

小売業 
533千人 

宿泊業 
381千人 

飲食店業 
608千人 

旅行サービス業等 
176千人 

運輸業 
4３３千人 

農林水産業 
428千人 ５１．４兆円 

２３．６兆円 

４３０万人 

旅行消費額 

生産波及効果 雇用誘発効果 

【アウトプット例：３】観光の我が国産業への経済効果（平成２０年度） 
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○我が国の観光消費は、観光関連産業への直接的な経済効果をもたらすとともに、観光関連産業の雇用者による家計消費への刺激により、国内の幅広い産業へ生産波及効果をもたらしている。○旅行消費額の関連産業への直接的経済効果は、運輸業6兆38百億円、宿泊業3兆62百億円等、観光に直接関係する産業への効果が大きい。○旅行消費額の関連産業への生産波及効果は、農林水産業1兆21百億円、食料品産業3兆74百億円、飲食店業2兆87百億円となっている。雇用誘発効果においても、農林水産業51万人、小売業67万人と推計されており、運輸業、宿泊業のみならず、農林水産業や食料品・小売業等他産業への波及効果も大きい。



○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 

訪日外国人消費動向調査の実施 

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 
＋ ＋ ＋ 

訪日外国人消費動向調査の概要 
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訪日外国人消費動向調査の調査スケジュール 

原則として実査終了後２ヶ月程度で、四半期ごとの結果公表を行い、年度末には年度報告書を
作成する。 
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プロモーション認知 

消費実態 旅行行動実態 属性 

情報源 

各種満足度 

訪日外国人消費動向調査の調査項目 

入国日 

国籍 

居住地 

性・年齢 

入国場所 

訪日回数 

同行者 

訪日目的 

訪問場所・泊数 

宿泊施設の種類 

旅行形態 

【項目×支出額】 
総額＆主たる訪
問地別に聴取 

買い物場所 

利用金融機関 
・決済方法 

ロゴ認知 

観光立国ナビゲーター 
認知 

訪日前に役だった 
情報源 

訪日後に役だった 
情報源 

必要と感じた情報 

満足した商品・ 
価格・理由 

活動項目別満足度 
・リピート意向 

全体での満足度 

再訪意向 

一般統計（総務省承認） 意識調査等 

国籍別・地方ブロック別に訪日外国人の消費実態を金額ベースで把握 
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訪日外国人消費動向調査表章計画 

第１表 国籍別（１６区分）別 標本属性および旅行内容 

入・出国港、居住地、性・年代、滞在日数、日本への来訪回数、同行者、主な来訪目的、宿泊施設の種類、旅行
形態、買物場所、利用した金融機関や決済方法 

第２表 居住地（１６区分）別 標本属性および旅行内容  

入・出国港、国籍、性・年代、滞在日数、日本への来訪回数、同行者、主な来訪目的、宿泊施設の種類、旅行形
態、買物場所、利用した金融機関や決済方法 
第３表 宿泊地別（都道府県４７区分および地方運輸局等１０区分） 標本属性および旅行内容 

入・出国港、国籍、居住地、性・年代、滞在日数、日本への来訪回数、同行者、主な来訪目的、宿泊施設の種類
、旅行形態、買物場所、利用した金融機関や決済方法 
第４表 国籍（１６区分）別 品目別購入率および購入者単価 

旅行前支出、日本訪問中の品目別支出 
第５表 居住地（１６区分）別 品目別購入率および購入者単価 

旅行前支出、日本訪問中の費目別支出 
第６表 宿泊地別（都道府県４７区分および地方運輸局等１０区分）品目別購入率および購入者単価 

旅行前支出、日本訪問中の費目別支出 
第７表 国籍別（１６区分）別 １人１回当たり旅行消費単価 

入・出国港、性・年代、滞在日数、日本への来訪回数、同行者、主な来訪目的、宿泊施設の種類、旅行形態 
第８表 居住地（１６区分）別 １人１回あたり旅行消費単価 

入・出国港、性・年代、滞在日数、日本への来訪回数、同行者、主な来訪目的、宿泊施設の種類、旅行形態 
第９表 宿泊地別（都道府県４７区分および地方運輸局等１０区分）１人１泊当たり旅行消費単価 

入・出国港、国籍、居住地、性・年代、滞在日数、日本への来訪回数、同行者、主な来訪目的、宿泊施設の種類
、旅行形態 15 



【参考】訪日外国人消費動向調査から分析できること（例） 

＜一般統計部分の設問＞ 
○どこからどのような属性の方が来てどんな周遊
をしているか（基本属性） 
例：中国人の消費動向 
○平均消費額は○○○○○○円と他国籍に比べ
高額 
○人気の品目は「電気製品」（設問F） 
○購入場所は「東京都」（設問F4）内の「家電量販
店」（G1）が多い 
○決済方法では「デビットカード（銀聯など）」が
○○％ 
 
 

＜意識調査等部分の設問＞ 
○どんな情報が有益で滞在時どのようなもの
に満足しているのか 
例：中国人の満足度 
○出発前に役に立った旅行情報は個人のプ
ログ（設問J１） 
○日本滞在中の主な情報源はスマートフォン
（設問J２） 
○購入した商品の中で一番満足した商品は
炊飯器（設問J４） 
○滞在時ショッピングした方が多く、その満足
度が高い（設問J５） 
○また日本に来たいと思っている方が多い
（設問J７） 
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地域における観光入込客統計の現状（その１） 

「勘」で集計 

県の入込客数に 
大きな影響 

右肩上がりのはず 

観光地点、イベントなどにおける 
観光入込客数の把握方法の現状は？ 
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推計手法については？ 
 

謎の係数から推測？ 他施設の増減率から推計？ 

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
は
？ 

地域における観光入込客統計の現状（その２） 

信
頼
で
き
る
数
値
？ 
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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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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 

観光入込客統計に関する共通基準の調査プロセス 

［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」として公表し。 
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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 

エリア毎にデータの把握が可能 

・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 

21 



観光圏における入込客数や消費額を横断的に把握 

  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 

22 



観光産業構造基本調査（案） 

○観光産業における事業者等の経営状況、雇用・就業実態等の把握を通じ、観光産業の基本的構造を明らかにするとともに、観 
  光に関する各種調査を実施するための基礎情報の整備を行う。 

現状・課題 

○観光産業は裾野が広く、交通、宿泊、飲食など、多様な業種・形態による事業が行われ、地域の消費・雇用に幅広い経済効果
をもたらすものの、現行の統計調査では、観光産業の基本的構造（事業者数、売上規模、雇用・就労状況等）を把握することが
できない。   ※標準産業分類に「観光産業」は存在しない。 

観光産業構造基本調査の実施（案） 

○平成２２年度に国内３地域で試験調査を行い、本調査の実施に向けた課題を抽出する。抽出された課題について調査内容
の見直しを行い、平成２３年度に予備的調査を実施し、平成２４年度の本調査に向けて調整中。 

平成２２年度 
試験調査 

平成２３年度 
予備的調査 

平成２４年度 
本調査 

今後のスケジュール（案） 

平成２２年度試験調査の概要（案） 

 ○調査手法、対象事業所 
  ・紙面調査票による郵送配布。回収方式 
  は郵送回収と調査員による回収の併用 
  ・調査事業所の範囲は、運輸、小売、飲食、 
   宿泊、公共施設（博物館、公園 等）など   
  ・対象事業所のすべてに調査票を配布 

○調査地域 
  ３地域で調整中 

 ○把握項目 
  ・観光事業所（観光産業に該当する事業所）の範囲 
  ・主な事業における対観光客の売上高とその比率 
  ・営業費用の項目別内訳、支払先の地域別割合 
  ・観光に従事する従業者の規模、就業形態  など 

期待される効果 

  ○観光需要によって生じる経済、雇用の効果を企業活動の視点か
ら具体的に把握することが可能。 

  ○売上や仕入れの流れを把握し、観光需要が地域経済にもたらす
効果や地産地消に資する効果を把握することが可能。 
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【参考】観光統計データの利用 

観光庁ホーム⇒ 情報・資料 ⇒ 統計情報（ http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/index.html） 
 

＜公表データを活用し、分析をしたい場合（観光庁観光統計）＞ 

個別の統計毎に時系列データ
がありますので、必要な統計
部分をクリックして下さい。 

＜公表データ以外にも個票データを活用することが場合によっては可能（統計法第32条・33条）＞ 

 
 

 
 
 
【目的】 
・統計の作成又は統計的研究を行う場合 
・統計を作成するため調査に係る名簿を作成する場合 
【利用者の範囲】 
・行政機関 
・地方公共団体 
・独立行政法人等（国立大学法人・大学共同利用機関含む） 

委託研究及び共同研究を実施すれば 
個票データの利用も可 

○統計法第32条・33条「調査票情報の二次利用及び提供」 
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新成長戦略における位置づけ＜休暇関係抜粋＞ 

新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～＜抜粋＞（平成22年6月18日閣議決定） 

第３章 ７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果 
～観光立国の推進～ 
（休暇取得の分散化等） 
   国内旅行は約20兆円規模の市場である。しかしながら、休日が集中しているため繁閑の差が大きく、需要 
 がゴールデンウィークや年末年始の一定期間に集中する結果、顕在化しない内需が多いと言われている。こ 
 のため、休暇取得の分散化など「ローカル・ホリデー制度（仮称）」の検討や国際競争力の高い魅力ある観光 
 地づくり等を通じた国内の観光需要の顕在化等の総合的な観光政策を推進し、地域を支える観光産業を育 
 て、新しい雇用と需要を生み出す。 

《21世紀の日本の復活に向けた21の国家戦略プロジェクト》  
フロンティアの開拓による成長 
Ⅳ．観光立国・地域活性化における国家戦略プロジェクト 
12．「訪日外国人3,000万人プログラム」と「休暇取得の分散化」 
  （略）また、ピーク時に依存した需要構造を平準化し、混雑等のために顕在化していない需要を掘り起こすた 
 め、地域ブロック別に分散して大型連休を取得する取組など「休暇取得の分散化」を実施する。このための祝 
 日法の改正について検討を進め、十分な周知・準備期間を設けた上で、早ければ平成24年度中の実現を目 
 指す。あわせて、年次有給休暇の一層の取得促進を図る。 
  2020年初めまでに訪日外国人2,500万人達成により、経済波及効果10兆円、新規雇用56万人が見込まれ、 
 休暇取得の分散化により需要創出効果約１兆円が見込まれる。 
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休暇分散化の検討状況（観光立国推進本部休暇分散化ワーキングチーム） 

メンバー 

（座長） 

 ○国土交通副大臣  池口 修次          

（事務局長） 

 ○国土交通大臣政務官  小泉 俊明     

（メンバー） 

 ○内閣官房副長官              

 ○内閣府大臣政務官      

 ○総務大臣政務官        

 ○文部科学大臣政務官     

 ○厚生労働副大臣        

 ○経済産業大臣政務官     

検討内容 

 需要の平準化を通じた旅行コストの低減や観光産業の生産性の向上・雇用の安定化等様々な
効果をもたらす休暇の分散化について、関係省庁間で検討・調整を行う。 

【第１回】 平成２１年１２月２１日 
 ・休暇分散化の現状、論点の確認と意見交換 
  
【第２回】 平成２２年３月３日 
 ・経済界からのヒアリング 
  -（社）日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小 
   企業 団体中央会 
  
【第３回】 平成２２年３月８日    
 ・労働界、教育界からのヒアリング 
   -全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、 
    (社)日本ＰＴＡ全国協議会 
    -日本労働組合総連合会、サービス・流通連合 
  

検討状況 ※現在調整中 
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休暇取得の分散化について 

○国内旅行は約２０兆円の市場であるが、休日がＧＷ等の一定期間に集中するため繁閑の差が大きく、顕在化しない内需が多い。 

○「財政出動を伴わない成長戦略」として、休暇分散化による需要の創造・平準化を通じ、地域経済の活性化、サービスの向上、雇
用の安定化など幅広い効果の実現を目指す。 

 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。 
 

 ※現行の祝日はそれぞれ記念日として残す。 

【GWの地域別分散のイメージ】 2010年5～6月の例 
日 月 火 水 木 金 土 

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 10日 11日 12日 

「九州・沖縄・中国・四国」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 

現行の祝日（休日ではない） 

※分散する時期を全体で２．５週とする方策例も検討 

春の大型連休の分散 

 ハッピーマンデーのうち、「海の日」、「敬老の日」、
「体育の日」を従来の日に記念日として戻しつつ、休
日については、観光、スポーツ、文化活動等に適した
秋の時期に地域ブロック別に分散。 

秋の大型連休の創設 Ａ案 Ｂ案 

日 月 火 水 木 金 土 
26日 27日 28日 29日 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 

【秋の大型連休の創設イメージ】 2010年9～10月の例 

「九州・沖縄・中国・四国」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 

※分散する時期を全体で２．５週とする方策例も検討 

「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 

○観光立国推進本部・休暇分散化ワーキングチームにおいて、休暇取得の分散化に向けた具体策を検討。 

休暇取得分散化に向けた取組方策の例 

体育の日 
（記念日として設定） 

「成人の日」、「みどりの日」、「こどもの日」 
の休日を地域ブロック別に分散 

９月 

１０月 

５月 

６月 
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休暇分散化の効果について 

 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 

旅行満足度の向上、リピーターの増加 

潜在需要の喚起（高い料金や混雑を敬遠していた層） 

消費者 

地域 

事業者 

 観光地の評価の向上 

同じ費用で 
３回旅行に 

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 
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GWの 
国内旅行消費額 

「
混
雑
の
緩
和
」
＋
「
旅
行
料
金
の
低
廉
化
」
に
よ
る 

新
た
な
国
内
宿
泊
旅
行
の
需
要 

休暇取得の分散化による国内旅行需要の創出効果 

現状のＧＷの国内旅行消費額 ＧＷの混雑緩和等により創出される国内旅行消費額 

延べ国内宿泊
旅行実施者 

延べ国内日帰
り旅行実施者 

旅行 
単価 

国内宿泊旅行を 
新たに実施 

国内宿泊旅行の 
旅行回数・宿泊数を増加 

日帰り旅行を 
宿泊旅行に変更 

日帰り旅行の 
新規実施、回数増加 

× 

× 

＝ 

＝ 

＋ 

純増分 

GWの混雑緩和による 
新たな国内旅行需要 

＋ 旅行 
単価 

42,874円 

約1.4兆円 

約2,200万人 

約5,100万人 

4,730億円 

800億円 

1,510億円 

2,850億円 

約１兆円 
（9,890億円） 

8,776円 

※四捨五入の関係で、数値の合計は一致しない。 
※旅行料金のうち、宿泊料金、パックツアー料金に相当する部分。 

※「日帰り→宿泊」の転換分を差し引いて算出。 

9,272億円 

4,454億円 

＜宿泊旅行＞ 

＜日帰り旅行＞ 

実績分 

約0.3兆円

＜参考値＞ 

（※） 
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【地方説明会の開催状況】 

「休暇取得の分散化に関する地方ブロック説明会」の概要 

日    程 開 催 地 

北 海 道  ５月２０日(木) 札 幌 市 

東  北  ５月３１日(月) 仙 台 市 

関  東  ６月 ２日(水) 東 京 都 

北陸信越  ６月 ９日(水) 新 潟 市 

中  部  ５月２５日(火) 名古屋市 

近  畿  ５月２６日(水) 大 阪 市 

中  国  ５月２６日(水) 広 島 市 

四  国  ５月２４日(月) 高 松 市 

九  州  ５月２６日(水) 福 岡 市 

沖  縄  ４月２７日(火) 那 覇 市 

 
  

賛成意見 

（経済界） 
 ・まずはやってみれば良いのではないか。 
 ・内需拡大、ビジネス拡大につながるのではないか。 
（観光業） 
・需要分散の観点から歓迎すべきものと認識。この機会に問題点を乗り越
えていけばよいと思う。 

・ライフスタイルを変えていくという観点から分散化は大いに推進すべき。 

（産業界） 
 ・ブロックを超える企業取引が機能しなくなり、ものづくり基盤や社会効率が

低下するおそれがある。 
 ・銀行休業日が地域ごとに異なるため、金融決済や取引に影響が生じる。 
 ・休暇分散化の経済効果等の検証が必要。  
（労働界） 
 ・年次有給休暇の取得促進が最優先の取組ではないか。 
（教育界） 
 ・保護者が単身赴任でブロック外にいるため、休暇が子どもと合わないケー

スもある。産業界の協力を得て、一緒に休みが取れるようにすべき。 
 ・祝日は日本の歴史・文化・伝統と深く関係があり、制度導入によりその意

義が薄れるおそれがある。  
（観光業） 
  ・人気のある観光地・宿泊施設とそれ以外の差がはっきりしてしまう。 
  ・ハッピーマンデーの三連休がなくなると旅行需要が減少する懸念があ
る

反対意見 

○観光庁において、「休暇取得の分散化に関する説明会」を全国１０ブロックで開催し、地域の経済界・労働界・教育界な
ど幅広い関係者と意見交換を実施。 
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○【保護者の声】 4/30（金）の休業日が家庭にもたらした良い影響 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※4/30（金）が休日となったことを評価する保護者からの回答              
○【学校関係者の声】 学校休業日を個別に設定することへの評価・影響 

・4/30（金）を休業日に設定することに困難が生じると考えられる点（「学校行 
 事の実施」、「保護者や子どもへの周知」等）の各項目について、それぞれ約 
 ５～９割の学校長、教職員から、特に困難は生じなかったとの回答があった。 
・子ども達にとっては、親子で一緒に出かける時間や機会が増えた（ようだ）、 

 という回答が、学校長・教職員の約8割からあった。 
・連続した休業日の設定については、約６～７割の学校長・教職員が賛成と回答。 

 一方、「保護者が休みではない場合の子どもへの影響」を懸念する意見があった。 

休暇改革への取組 家族の時間づくりプロジェクト 

実施地域名 実施日 実施内容（予定） 

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：200名 

静岡県 
島田市 

10/8～10/11（4日） 
市内全小中 
参加人数：8,000名 

福岡県 
福岡市 

10/8～10/13（6日） 
博多小 
参加人数：600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（390名） 
上鳥羽小（370名） 
小栗栖宮山小（370名） 
向島藤の木小（300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（90名） 
妙高高原中（140名） 
妙高高原北小（170名） 
妙高高原南小（90名） 
新井中央小（370名） 

 
○4/30（金）に学校を休みとし、4/29（木）～5/5（水）まで7連休を設定 

○4/30（金）は、市内主要事業所52社中、25社（48％）が休業日 
○市の博物館など5施設を無料開放し展示物などを特別公開 

三重県亀山市の実施結果 

亀山市におけるアンケート調査結果（抜粋） 

全国９地域の実施時期、参加者 

4月30日を休みにしたことで実現できたこと ※４月３０日に仕事をしなかった層の回答 
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休暇改革国民会議について 

目 的 
休暇取得の分散化の具体策についての国民的な合意形成 

休暇取得・分散化を準備・実施するための国民運動を推進 

メンバー 

開催実績 ※ 第1回会議 平成22年10月6日(水) 9:00～10:30 
       グランドプリンスホテル赤坂 

座  長 ： 三村明夫 新日本製鐵㈱会長 

経済界 ： 日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会、日本青年会議所、 

          全国中小企業団体中央会、全国銀行協会、日本観光協会 

労働界 ： 日本労働組合総連合会 

教育界 ： 全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会  他 

有識者 ： 伊藤元重 東京大学大学院教授  他 

自治体 ： 指定都市市長会、全国市長会、全国町村会、道県知事 

若年層 ： 学生組織、若者向けＮＰＯ 

メディア ： 全国地方新聞社連合会 

観  光 ： 日本ツーリズム産業団体連合会 


