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　東北観光の現況１

○　国内観光

【平成１３年観光入り込み客数】
　東北６県　２億５２５１万人
　　　　　　（対前年比１０１．４％）

対平成９年比９８.５％
※長引く不況の影響で低迷傾向にあったが、大型
　イベントの開催等で前年をわずかに上回った。

○　季節波動

【季節別観光入り込み客数】
　夏　（６～ ８月） ９,２２６万人（３６. ５％）
　秋　（９～ 11月) 　６,４３０万人（２５.５％）
　春　（３～５月)     ５,６１０万人（２２.２％）
　冬　（12～ ２月） ３,９８５万人（１５.８％）
　　合 　計 ２５,２５１万人
　　　　　　　　　　　　　夏に全体の３６.５％
※お祭りやイベントが集中する５月・８月、紅葉
　シーズンの１０月に集中。気候の状況に影響を
　受けやすい。

東北への入り込み客数
【国内観光の推移】

【平成１３年季節別観光入り込み客の割合】
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　　　　　　　　　　　　　　　　資料　各県観光統計
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【宿泊旅行で行ってみたい地域】

［東京圏］１位　北海道　　　71.6％
　　　　　２位　九州・沖縄　60.1％
　　　　　３位　東北　　　　42.0％
　　　　　
［大阪圏］１位　北海道　　　72.1％
　　　　　２位　九州・沖縄　53.5％
　　　　　３位　東北　　　　27.4％

【東北旅行における目的】

［行ったことがある人］
　　　　１位　温泉
　　　　２位　おいしいものを食べる
　　　　３位　名所・旧跡巡り
［行ったことがない人］
　　　　　　１位　おいしいものを食べる
　　　　２位　温泉
　　　　３位　のんびりする

　　　　　　　　（出典：社団法人日本観光協会調査等）

東北の実態
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【平成１３年　観光地別の入り込み数】

　　　　　　　　　　注）岩手県①、②、④は平成１２年の入込数
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東北への外国人入り込み客数

　国際観光の現況２
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【東北の空港、海港からの入国外国人数】

○国際観光

　(1)東北の空港・海港からの入国外国人

　　　６万人（平成１４年）

　○アジア地域からが主流（８６％）

　○なお、平成９年（３万人）と比較すると倍増

　 (2)域外主要空港からの入国外国人

　　１７万人（平成１４年）　　

　○域外主要空港から入国する外国人旅行者の

　　東北への訪問率は、３．２％

○　東北地方への外国人入れ込み客数は、

　　２３万人（平成１４年）

　　（我が国全体(524万人)の４％）

　外国人旅行者受入数が低位にある我が国　
（世界第３５位）の中でも、東北は低水準。 北海道

関東

東北 中部・北陸

近畿

中国
四国

九州・沖縄

資料　出入国管理統計年報

資料　国際観光振興会「訪日外国人旅行者調査」(2000年～2001年)

【全国における訪日外客の訪問比】
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・駅・市内間「シャトルバス」運行
・「市内循環バス」の改善　　　　
・市内「観光タクシー」運行

観光バス設定

「きらきらみちのく」運行

観光タクシー設定

乗合バス導入

市内「観光タクシー」
導入

「うみねこ号」運行

特急「白鳥」運行

特急「つがる」運行

　観光振興施策例①（新幹線延伸効果の観光振興への活用）３

○　東北新幹線八戸延伸開業
　　　（平成１４年１２月１日）

○　新幹線延伸効果を広域的に波及さ
　　せるためには、新幹線新駅から観光
　　地への二次交通の整備が必須
　　・　三陸、十和田、下北、津軽など各
　　　方面へ
　　・　アクセス特急、路線バス、観光バ
　　　ス、観光バス、乗合タクシー、観　
　　　光タクシーなど
　　約９０の二次交通を新たに整備
　　

市内循環バスの改善

観光バス設定

北東北の観光振興に大きく寄与
　
　東北新幹線盛岡－八戸間　約 ５割増
　十和田湖冬物語　　　　 約 ９割増

弘前さくらまつり　　　 約２８割増
　　　　　　　　　　　　　　　など

更なる二次交通の充実が課題
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　観光振興施策例②（情報提供の充実）４

【　背　景　】
○　高速交通体系の整備
○　「個人旅行」の増加
　　　　↓
●　新幹線駅など主要駅からの
　　二次交通の充実が課題
●　また、二次交通に関する
　　情報提供が課題
　　（自ら行程を作成する旅行者に対する
　　　「時刻表に載っていない情報」提供の
　　　重要性の増大）

北東北３県の
二次交通情報提供・検索システム
「東北ネクストごーごーＮＥＴ」

開設（平成１５年４月より）
・利用駅と目的地のみ入力で簡単に

二次交通手段が検索可能
・３５事業者、３５１ルートを登録　　　

南東北３県への拡大が課題
（東北６県版ごーごーＮＥＴ）
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　観光振興施策例③（広域連携と新たな観光ツールの導入）５

○　観光における広域連携や地域の交通・観光
　　事業者、地方公共団体、商工会等の新たな　
　取組みを支援
○　新たな観光ツールの開発、導入を促進し、　
　　地域の観光振興を推進

例）「会津ぐるっとカード」
　　会津地域１３市町村の鉄道・バスのフリー乗　
車に観光施設・飲食店等の割引特典を組み合　
わせ、廉価（２日間有効　おとな２，６００円）で　
提供する「会津ぐるっとカード」

仙台、八戸においても検討中
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生産誘発効果 ４兆円 ６兆７，０００億円

雇用創出効果 ２３万人 ３８万６，０００人

訪日外国人旅行者数と日本人
海外旅行者数との格差をでき
るだけ早期に是正する必要

当面、当面、平成１９（２００７）年を目途に平成１９（２００７）年を目途に
訪日外国人旅行者数を訪日外国人旅行者数を

８００万人にすることが目標８００万人にすることが目標

各国の政府観光機関の状況

韓国観光公社　　　　　　　韓国観光公社　　　　　　　１１９億円１１９億円
香港政府観光局　　　　　　　９１億円香港政府観光局　　　　　　　９１億円
オーストラリア政府観光局１００億円オーストラリア政府観光局１００億円
英国政府観光庁　　　　　　１０１億円英国政府観光庁　　　　　　１０１億円
カナダ観光局　　　　　　　　１３４億円カナダ観光局　　　　　　　　１３４億円
国際観光振興会　　　　　　　３４億円国際観光振興会　　　　　　　３４億円

「ビジット・ジャパン・キャンペーン」の本格的な展開「ビジット・ジャパン・キャンペーン」の本格的な展開
［国・地方・民間共同による国を挙げての戦略的キャンペーン］

ビジット・ジャパン・キャンペーンの背景及び効果

平成13年の経済効果
＜訪日外国人旅行者数　４７７万人＞

約２兆７千億円の新たな経済波及効果

約１５万６千人の新たな雇用創出効果

訪日外国人旅行者数
８００万人の経済効果

訪日外国人旅行者の増加→我が国に大きな経済効果

1,622万人（世界第１０位）
328億ドル

477万人（世界第３５位）
34億ドル

※国際収支は約3.6兆円の赤字

　ビジット・ジャパン・キャンペーン６
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東北におけるビジット・ジャパン・キャンペーンの展開

重点市場のキーパーソン
　・メディア
　・旅行エージェント
を招聘

【海外重点市場】
韓国、米国、台湾、中国、香港

東北６県連携した

招 請 事 業

東北各地の冬祭りなど
６県の観光魅力を体験

海外からの旅行者は、
広域観光が主体

行政エリアにとらわれず
東北ブロック全体の連携が必要
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東北６県ＶＪＣイベント（国内イベント）の開催

東北プレゼンテーション

東北の四季の自然、
夏祭り等を紹介
（祭り実演等）

効果的・効率的なインバウンド・キャンペーン

東北シンポジウム
東北の魅力についてディスカッション

交流商談会
インバウンド商品造成に向けた商談

交流懇親会
東北の「食」の紹介、伝統工芸体験

東北６県官民の連携・招請事業との同時開催
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　観光推進体制の強化７

東北観光誘致連絡協議会

・国内観光振興事業　
・平成５年７月発足　
・会員数　約1,000団体

東北の広域的な観光振興を強力かつ効率的に進めるため
地方公共団体、観光団体、事業者の各自の取り組みに加え

東北６県の官民が一体となった推進体制が必要

東北広域観光推進協議会
●国際＆国内の双方の観光振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　　
●地方公共団体、国の出先機関、観光団体、観光事業者など　　

約１，１００団体が加盟（東北最大の観光推進組織）　
●平成１５年５月発足　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東北地域国際観光推進協議会

・国際観光振興事業　　
・平成１２年１１月発足
・会員数　１１２団体　
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