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日本観光振興協会は、地域がもつ固有の資源・文化を活かし地域住民とともに持続可能な再生・発展を
目指すサスティナブルツーリズムの考えにのっとり、魅力ある観光地づくり、広域観光の推進、双方向交流の活
性化等の事業を通じて、地域経済および観光産業の発展、国民の生活や文化の向上、国際親善等に貢
献し、観光立国の実現を目指す我が国の観光に関するナショナルセンターです。

当協会の調査部門は、昭和39年（1964年）の設立以来、長きに渡り我が国の国民の観光に関する動
向や志向を調査研究するとともに全国各地の観光客数動向についても収集分析を行うなど、我が国の観光
に関する現状や将来動向に関する専門的な知識を有しております。
平成8年、国が平成21年12月に策定した「観光入込客統計に関する共通基準」の元となる「全国観光
客数統計」や観光による経済波及効果推計マニュアルをとりまとめるなど、観光統計に関する専門的な知識を
培う中で、地方自治体などの観光入込客数の推計や経済波及効果の推計など事業を行って参りました。

また、地域の産業資源を活用した新たな産業創造や観光振興による旅行商品化等を促進するため、平成
13年からニューツーリズムとしての産業観光等の調査研究や全国産業観光推フォーラム・ワークショップ等を開
催して参りました。 さらに、全国各地の観光による地域振興に係るコンサルタント業務や観光振興計画やビ
ジョン等の策定に数多く携わり、観光形態や旅行者ニーズの変化を的確に捉え、社会環境の変化に時代の
ニーズに対応した観光振興プランの策定を図っています。

総合調査研究所

観光振興受託事業

研究開発・事業化提言観光振興支援事業

◆調査・計画の策定
・各種観光振興計画等の策定
・観光客数統計調査の実施
・観光入込客数の推計
・観光消費額・経済波及効果の推計

◆ﾆｭｰﾂｰﾘｽﾞﾑ推進に関する研究開発
◆産業観光振興に関する提言
・全国産業観光推進会議の運営
・ﾌｫｰﾗﾑ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催
・産業観光まちづくり大賞の運営

◆観光振興に関する専門家の派遣事業
◆観光振興基盤整備に関する支援
・観光協会や観光案内所の開設支援
・観光ﾓﾃﾞﾙﾙｰﾄの設定



地域経済に関わる様々なビックデータ（企業間取引、人の流れ、人口動態等）を収集し、「見える化
（可視化）」したシステムであり、地方自治体における効果的な政策の立案実行、検証を支援するもの

○観光地域経済調査（一般統計）
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

○旅行・観光消費動向調査（一般統計）
国内旅行消費額や国民の宿泊旅行回数等について調査。また本調査を基に生産波及
効果やTSAについても分析し、発表

○宿泊旅行統計調査（一般統計）
地域別の延べ・実宿泊者数、定員・客室稼働率等について四半期毎に調査し発表

○都道府県観光入込客統計
観光入込客を把握する統計手法に共通基準を観光庁が定めて平成２２年度から都道府県で調査を実施
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（１）観光地域づくり・ＤＭＯに必要とされるデータ・数値的４つの目標・狙い

経済波及効果 ：観光産業収益の拡大
観光による地域への経済波及効果を知る

入込客数・宿泊数：観光規模の拡大
地域に実際に何人が来訪、宿泊しているかを知る

来訪者ニーズ ：顧客満足の最大化
地域に求められるもの、満足度、再来訪意向度を知る

来訪者動向 ：顧客から得られる利益の最大化
来訪者の目的、動線を知る

観光地域づくり、DMOの形成・確立に向けては地域の観光振興組織が備える各種データ
等の収集・分析、戦略の策定・KPIの設定、PDCAサイクルの確立等を基礎とした科学的ア
プローチによる観光地域づくりが求められています。

地域の観光振興組織やDMOの基礎的な役割・機能は
①観光振興組織やDMOを中心とした観光地域づくりを行うことについての多様な関係
者の合意形成

②各種データ等の継続的な収集・分析、データに基づく明確なコンセプトに基づいた
戦略（ブランディング）の策定、KPIの設定・PDCAサイクルの確立

③関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整・仕組みづくり、プロ
モーション

来訪者満足度

旅行消費額

リピーター率

【参考】観光統計等の概要

延べ宿泊者数

国内旅行関係統計

観光関連業関係統計

○訪日外国人消費動向調査（一般統計）

訪日外国人の観光消費額(交通費・宿泊費等)等について国籍別・四半期別・地域別に調査し、発表

インバウンド関係統計

地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）

観光の実態と志向（(公社）日本観光振興協会調査）

宿泊観光旅行の動向と志向に関するアンケート調査を実施し、国民の観光旅行の実態や動向等をまとめ
たもの。昭和３９年から実施、過去の調査データの時系列分析などもとりまとめている。
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（２）調査の種類と目的

【参考】各種調査の実施フローイメージ

①来訪者調査

自分の地域のお客様の実態を知る
来訪目的、宿泊の有無、利用した宿泊施設の種類、宿泊数、同行者、
訪問回数、訪問地点、消費額、満足度、再来訪意向 など

②ビックデータ分析

来訪者の地域内での動きを具体的に知る
ＧＰＳデータやＲＥＳＡＳなどのビッグデータを活用し、地域訪れた
お客様の行動パターンを具体的に知ることが出来る。

③インターネット調査

自分の地域の認知度やイメージを知る
全国のインターネットユーザーに対し、調査を行い、自分の地域に対
する認知度や来訪経験、イメージ、来訪に対するニーズ等を把握する
ことができる。

④入込客数調査
自分の地域のお客様の数を知る
地域内の観光関連施設に対し、調査を行い、延べ人数を把握し、来訪
者調査の結果を反映し、来訪者の実人数を推計する。

⑤事業者調査
地域の事業者の観光に対する意識をする
主にヒアリング調査によるもので、地域の事業者の観光に対する意識
や現状及び課題等を把握する。

⑥住民意識調査
地域住民の観光に対する意識を知る
地域住民に対し、意識調査を行い、住民の地域に対する愛着や観光活
動に対する満足度を把握する。また、よそ者（観光客）に対する意識
を知る。



・ 旅行会社等が提供する宿泊予約・実績データの約８０００万泊から、国内外宿泊者の動向・属性の
把握分析、６ヶ月先の宿泊予測の把握が可能

・ 宿泊者の居住国、居住都道府県、年齢層、宿泊単価、滞在日数、参加形態、食事条件、宿泊先等
の把握・分析が可能、さらにこれらをクロス分析にて可能

・ 国内外の観光客に有用な約５６万件の観光地、免税店、病院、WiFi、ＡＴＭ等オープンデータが市
区町村毎に利用可能
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（４）ビックデータの活用② 観光予報プラットフォーム

（３）ビックデータの活用① 地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）

利用例① 全国市区町村別に観光客層の分析ができる。

Ex）2017年4月30日に神奈川県湯河原町に宿泊している方の属性（性別、参加形態、購入単価等）

地域経済に関わる様々なビックデータ（企業間取引、人の流れ、人口動態等）を収集し、
「見える化（可視化）」したシステムであり、地方自治体における効果的な政策の立案実行、
検証を支援するもの
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地域が継続して取得が必要と思われるデータを、当協会が観光統計や当協会が保有する
ツール等から抽出、分析、加工を行いレポートとしてまとめたものです。
年1回、同内容にて提供を予定していることから、定期的なデータの整備をはじめターゲッ

ト選定や事業戦略、KPIの目標値等にご活用いただける内容として提供いたします。
また、地域の観光関係者と共有できるようにグラフ等のビジュアルを多くし、見やすく表示

しました。
調査期間： 1月～12月または4月～3月の1年間
作成期間： 約２ヶ月
対象地域： 市区町村毎
※複数市区町村の場合やご希望の項目等がありましたら担当迄ご相談ください。

※レポートはイメージです。

１ ●●●町の社会生活と経済

調査項目
（１）人口の現状
（２）人口推計
（３）月別降水量と平均気温
（４）地域経済循環図
（５）事業所数割合
（６）民間事業者の売上（収入）

金額試算値割合

基データ：RESAS

２ ●●●町の観光資源

分類
（１）宿泊施設
（２）自然
（３）歴史・文化
（４）温泉・健康
（５）スポーツ・レクリエーション

（６）都市観光－買い物・食等－
（７）特産品
（８）行祭事・イベント
（９）乗り物
（10）その他

基データ：全国観光情報データベース
（運営：日本観光振興協会）
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３ ●●●町の観光客数・観光消費額

調査項目
（１）日帰り・宿泊別観光入込客数
（２）県外別観光入込客数
（３）観光消費額
（４）観光について●●県の中で●●●町が

占める割合
①観光客総数
②日帰り観光客数
③宿泊観光客数
④観光消費額

（５）●●県の中で観光客数及び観光消費額
ランキング

（６）定住人口に対する延べ宿泊数割合

基データ：都道府県または該当市区町村の
観光客数・消費額調査（推計）結果

４ ●●●町のビックデータによる宿泊者動向

調査項目
（１）宿泊実績の月別推移

①全体
②国内
③海外
④購入単価別の月別推移（全体）

（２）外国人宿泊者の動向
①外国人宿泊者内訳
②大人・子どもの割合
③参加形態の内訳
④宿泊日数の割合
⑤購入単価層の割合

基データ：観光予報プラットフォーム
（事務局：日本観光振興協会）
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５ ●●●町の分析・評価

調査項目
（１）社会及び経済背景評価
（２）観光資源評価
（３）観光動向評価

６ ●●●県（該当都道府県）の観光の実態と志向
基データ：平成2８年度第3５回観光の実態と志向から●●県分を抽出

調査項目
（１）●●県への宿泊観光旅行実施率
（２）●●県への宿泊観光旅行者の属性
（３）宿泊観光旅行の出発日
（４）旅先での行動
（５）利用交通手段
（６）消費額
（７）満足度
（８）再来訪意向
（９）希望する旅行目的
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７ ●●●町のビックデータによる宿泊者
動向（前項４の詳細版）

基データ：観光予報プラットフォーム
「あの町レポート」 例）湯河原町

調査項目
（１）●●●町の経年推移

（３）●●●町への訪日外国人の動向①
訪日外国人の日別者数
訪日外国人上位10位

（２）●●●町のお客様（宿泊客）の属性
宿泊者の属性と泊数
総宿泊者数上位１０位とその泊数
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（６）隣接市町の動向②
宿泊者の食事形態
訪日外国人の宿泊者ランキング

（５）隣接市町の動向①
月別宿泊数の月別前年比
一人あたりの宿泊購買単価

（４）●●●町へ訪日外国人の動向②
訪日外国人の宿泊者数の年度変化
●●●町上位５つの訪日外国人の
日本での渡航先
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旅行会社等が提供する宿泊予約・実績データの約８０００万泊から、国内外宿泊者の動向・
属性の把握分析します。利用者が選択する任意の地域と、利用者が選択する比較対象地域の観
光動向を数値とグラフで四半期毎にレポートを提供します。
年度終了後、年間レポートを速やかに作成し、観光宿泊動向をリアルタイムに提供します。

レポートイメージ

レポート面 分析内容
変更
可否

表面①

過去１年間の
宿泊動向

※集計月より過去１
年間の動向を集計

①宿泊者数の月別推移（１年間）※比較対象地(2自治体まで) 集計対象地変更可

②大人･小人の別（年計）

固定
③同伴形態の別（年計）

④食事の取得状況の別（年計）

⑤一人あたり宿泊購入額の別（年計）

⑥年間宿泊者居住地（国内）ランキング （年計）
※対象地･対象地所属都道府県、比較対象地(2自治体まで)

集計対象地
国内・国外
変更可

表面②

当期(3カ月間)の宿泊
動向

※集計月より過去３
カ月間の動向を集
計

①宿泊者数の月別推移（３ヶ月間）
※比較対象地(2自治体まで)

集計対象地変更可

②大人･小人の別（期計、前年同期比）

固定
③同伴形態の別（期計、前年同期比）

④食事の取得状況の別（期計、前年同期比）

⑤一人あたり宿泊購入額の別（期計、前年同期比）

裏面①

当期以降3カ月間の観
光予報

※集計月より向こう
３カ月間の予約動
向を集計

①当月以降３ヶ月間の観光予報（推計値）
※比較対象地(2自治体まで)

集計対象地
集計期間
変更可

②宿泊予約者の大人･小人の別（向こう3ヶ月間計）

集計期間
変更可

③同伴形態の別（向こう3ヶ月間計）

④食事の取得状況（向こう3ヶ月間計）

⑤一人あたり宿泊購入額（向こう3ヶ月間計）

⑥予約宿泊者居住地（国内）ランキング 上位5位

⑦予約宿泊者居住地（国外）ランキング 上位5位
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各自治体、観光団体、地域DMO等が今後の観光などに関する施策の方向を検討するための情
報を提供します。
各地域の観光特性を明らかにすることを目的に、任意の市区町村の宿泊特性をご要望を踏ま

えて分析、レポートします。

レポートイメージ
■追加分析(B)

項目 分析内容
レポート
枚数

基礎分析

総数の経年分析
宿泊者の特性分析
訪日外国人の動向分析

４～５p

追加
分析

(Ａ)
比較分析（ほかの自治体）
当該自治体と、比較したい自治体（最大３つ迄）を選んで
宿泊傾向の違いを分析

３～４ｐ

(Ｂ)
テーマ分析
温泉・レジャーリゾート・スポーツ、世界遺産等のテーマ
に応じた他類似都市との宿泊動向を比較分析

３～４ｐ

方向性提案
(Ｃ)

方向性の提案
解析結果を踏まえ、今後の施策（取組み）の方向性を提案
他地域のの取組事例等を簡便に紹介（数事例）

２～３ｐ

■複数県・複数市区町村での分析も可能
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観光地域づくりに必要な調査や統計についての基本的な説明から「地域経済分析システム
（ＲＥＳＡＳ）」、「観光予報プラットフォーム」の基本的な操作方法やパソコンを使用した
実習を行います。
ツールを活用した地域における事例をご紹介します。

◆ビックデータの活用① 地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）

地域経済に関わる様々なビックデータ（企業間取引、人の流れ、人口動態等）を収集し、
「見える化（可視化）」したシステムであり、地方自治体における効果的な政策の立案
実行、検証を支援するもの

◆ビックデータの活用② 観光予報プラットフォーム

・ 旅行会社等が提供する宿泊予約・実績データの約８０００万泊から、国内外宿泊者の動向・ 属性
把握分析、６ヶ月先の宿泊予測の把握が可能

・ 宿泊者の居住国、居住都道府県、年齢層、宿泊単価、滞在日数、参加形態、食事条件、 宿泊先等
の把握・分析が可能、さらにこれらをクロス分析にて可能

・ 国内外の観光客に有用な約５６万件の観光地、免税店、病院、WiFi、ＡＴＭ等オープンデータが市
区町村毎に利用可能

１部 観光地域づくりに必要な調査や統計について（30分間）
２部 地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）について（50分間）

ＲＥＳＡＳを使った地域の活用事例
実習 ＲＥＳＡＳを使ったレポート作成

３部 観光予報プラットフォームについて（50分間）
観光予報プラットフォームを使った地域の活用事例
実習 観光予報プラットフォームを使ったデータ分析

◆セミナーイメージ

◆RESAと観光予報プラットフォームの特徴・違い（2016年12月時点）

【平成29年6月1日（初版）】


