
平成２９年愛知県観光入込客統計

観光入込客統計の調査体系 

観光入込客統計は、以下に掲げる調査により、観光入込客数、観光消費額単価、観光

消費額についての統計量を示す。（図１） 

（１）観光地点等入込客数調査（全数調査） 

県内の観光地点及び行祭事・イベントに訪れた人数を、観光地点の管理者、行祭事・ 

イベントの実施者等に四半期ごとに市町村が調査する。 

（２）観光地点パラメータ調査（アンケート調査） 

県内の観光地点から１０地点の観光地点を選定し、観光地点を訪れた観光客を対象 

に、訪問地点数、観光消費額単価等について、四半期ごとに調査する。

（３）他の統計調査 

上記①②を補完するため、国で承認された一般統計である宿泊旅行統計調査、旅 

行・観光消費動向調査等を活用する。 

図 1 観光入込客統計の調査体系 

統計の対象とする項目 

観光入込客統計は、都道府県単位での観光入込客数、観光消費額単価及び観光消費額

を統計量とします。 

（１）観光入込客数（人回） 

四半期ごとの当該都道府県内にある観光地点を訪れた観光入込客数及びその属 
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既存統計調査の活用 

・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・県外の日帰り観光入込客数 【年間】 

・観光目的別・宿泊／日帰り別の訪日外国人の観光消費額単価 

 【四半期・年間】 



性別内訳（目的別、居住地別、宿泊／日帰り別）で、区分は以下の表の示すとおり、 

都道府県の県内／県外別の観光入込客数の総数及び県内／県外別の宿泊客数、日帰 

り客数です。 

なお、単位は観光入込客の１回の来訪を１人回とします。 

（２）観光消費額単価（円／人回） 

四半期ごとの当該都道府県内にある観光地点を訪れた観光入込客１人回当たり 

の属性別平均消費額で、区分は以下の表の示すとおり、都道府県の県内／県外別の 

観光入込客の消費額単価及び県内／県外別の宿泊客、日帰り客の消費額単価です。 

なお、当該都道府県外での消費分については、当該都道府県の観光消費額単価に 

は含めないものとします。 

（３）観光消費額（円） 

四半期ごとの当該都道府県内にある観光地点を訪れた観光入込客の総消費額及 

びその属性別内訳（目的別、居住地別、宿泊／日帰り別）で、区分は以下の表の示 

すとおり、都道府県の県内／県外別の観光入込客の総消費額及び県内／県外別の宿 

泊客、日帰り客の総消費額です。

観光地点パラメータ調査の概要

（１）調査箇所 

   県が選定した、愛知県内5圏域（名古屋地域、尾張平野地域、三河平野地域、三 

河山間地域、三河湾・伊勢湾地域）における各2箇所、計10箇所の観光施設を調査 

箇所とする。 

調査地一覧及び分布を表-1及び図-2に示す。 

                表-1 調査地一覧 

圏域 ID 調査施設

名古屋地域 
1 東山動植物園 

2 名古屋城 

尾張平野地域 
3 明治村 

4 国営木曽三川公園 138 タワーパーク 

三河平野地域 
5 刈谷ハイウェイオアシス 

6 豊川稲荷 

三河山間地域 
7 香嵐渓 

8 道の駅どんぐりの里いなぶ どんぐり横丁 

三河湾・伊勢湾地域 
9 中部国際空港 

10 ラグーナテンボス 



         図-2 調査地分布図（数字は調査地ID-表-1参照-） 

（２）調査事項 

   観光入込客の居住地、性別、年齢、日帰り・宿泊別、宿泊施設、旅行目的、同行 

者数、県内訪問観光地点名、県内観光消費額単価等 

（３）調査対象 

観光施設を調査当日に訪れた観光客等。 

（４）調査時期 

調査は四半期ごとに年４回実施する。それぞれ休日（土・日・祝を含む）の1日 

を調査日とした。 



年 2017年
年間 年間

観光入込客数
観光入込客数（千人回）

観光目的 訪日外国人
宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 2,010 73,855 観光等 697 133
県外 2,677 25,878 ビジネス 1,152 -

参考値　ビジネス目的
宿泊 日帰り

県内 2,170 504
県外 5,809 3,474

観光消費額単価
観光消費額単価（円／人回）

観光目的 訪日外国人
宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 15,454 3,334 観光等 30,805 4,976
県外 23,287 4,860 ビジネス 53,282 8,571

参考値　ビジネス目的
宿泊 日帰り

県内 4,225 2,886
県外 23,188 5,875

観光消費額
観光消費額（百万円）

観光目的 訪日外国人
宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 31,647 249,313 観光等 22,020 938
県外 63,002 130,001 ビジネス 61,820 -

参考値　ビジネス目的
宿泊 日帰り

県内 8,737 1,900
県外 134,439 19,837

統計量の取りまとめ



年 2017年
四半期 1-3月

観光入込客数
観光入込客数（千人回）

観光目的 訪日外国人
宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 428 24,619 観光等 108 98
県外 614 8,031 ビジネス 260 -

参考値　ビジネス目的
宿泊 日帰り

県内 517 117
県外 1,557 749

観光消費額単価
観光消費額単価（円／人回）

観光目的 訪日外国人
宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 11,782 3,945 観光等 23,390 7,961
県外 17,981 6,614 ビジネス 44,143 5,810

参考値　ビジネス目的
宿泊 日帰り

県内 16,900 3,475
県外 22,151 8,217

観光消費額
観光消費額（百万円）

観光目的 訪日外国人
宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 5,041 97,126 観光等 2,530 783
県外 11,043 53,121 ビジネス 11,477 -

参考値　ビジネス目的
宿泊 日帰り

県内 8,737 406
県外 34,480 6,156

統計量の取りまとめ



年 2017年
四半期 4-6月

観光入込客数
観光入込客数（千人回）

観光目的 訪日外国人
宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 457 19,773 観光等 200 -
県外 631 5,825 ビジネス 281 -

参考値　ビジネス目的
宿泊 日帰り

県内 530 72
県外 1,392 937

観光消費額単価
観光消費額単価（円／人回）

観光目的 訪日外国人
宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 13,991 2,705 観光等 33,986 -
県外 22,491 3,147 ビジネス 47,385 11,373

参考値　ビジネス目的
宿泊 日帰り

県内 - 1,733
県外 22,566 3,027

観光消費額
観光消費額（百万円）

観光目的 訪日外国人
宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 6,396 53,493 観光等 6,807 -
県外 14,186 18,328 ビジネス 13,304 -

参考値　ビジネス目的
宿泊 日帰り

県内 - 124
県外 31,415 2,835

統計量の取りまとめ



年 2017年
四半期 7-9月

観光入込客数
観光入込客数（千人回）

観光目的 訪日外国人
宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 615 15,790 観光等 205 -
県外 741 5,298 ビジネス 314 -

参考値　ビジネス目的
宿泊 日帰り

県内 567 39
県外 1,597 828

観光消費額単価
観光消費額単価（円／人回）

観光目的 訪日外国人
宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 17,319 3,433 観光等 27,139 7,458
県外 27,171 4,581 ビジネス 51,000 8,695

参考値　ビジネス目的
宿泊 日帰り

県内 - 1,605
県外 23,544 6,979

観光消費額
観光消費額（百万円）

観光目的 訪日外国人
宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 10,648 54,207 観光等 5,556 -
県外 20,127 24,273 ビジネス 15,997 -

参考値　ビジネス目的
宿泊 日帰り

県内 - 62
県外 37,599 5,780

統計量の取りまとめ



年 2017年
四半期 10-12月

観光入込客数
観光入込客数（千人回）

観光目的 訪日外国人
宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 511 13,674 観光等 184 34
県外 692 6,724 ビジネス 298 -

参考値　ビジネス目的
宿泊 日帰り

県内 555 276
県外 1,263 960

観光消費額単価
観光消費額単価（円／人回）

観光目的 訪日外国人
宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 18,725 3,253 観光等 38,706 4,485
県外 25,505 5,098 ビジネス 70,601 8,407

参考値　ビジネス目的
宿泊 日帰り

県内 - 4,729
県外 24,491 5,275

観光消費額
観光消費額（百万円）

観光目的 訪日外国人
宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 9,562 44,487 観光等 7,126 154
県外 17,647 34,278 ビジネス 21,041 -

参考値　ビジネス目的
宿泊 日帰り

県内 - 1,308
県外 30,945 5,067

統計量の取りまとめ


