
２０２１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） 

なお、２０２１年については、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の調査

が実施できなかったため、数値は参考値となります。 

 

（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、訪日外

国人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 

観光地点等入込客数調査 

観光地点パラメータ調査 

観光入込客統計（愛知県） 

・観光入込客数（人回） 

・観光消費額単価（円／人回） 

・観光消費額（円） 

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 名古屋港水族館 

2 名古屋城 

尾張平野地域 
3 犬山城下町 

4 愛・地球博記念公園 

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 道の駅もっくる新城 

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。 
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都道府県 愛知県

年 2021

観光入込客数(千人・回)

宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 2,024 57,183 観光等 15 -

県外 2,004 14,746 ビジネス 36 -

宿泊 日帰り

県内 2,033 516

県外 4,222 1,033

観光消費額単価(円/人・回)

宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 17,873 2,646 観光等 - -

県外 21,867 3,695 ビジネス - -

宿泊 日帰り

県内 25,295 5,471

県外 24,953 4,681

観光消費額(百万円)

宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

県内 36,171 151,297 観光等 - -

県外 43,815 54,492 ビジネス - -

宿泊 日帰り

県内 51,419 2,822

県外 105,347 4,837

参考値　ビジネス目的

観光目的 訪日外国人

参考値　ビジネス目的

観光目的 訪日外国人

参考値　ビジネス目的

統計量の取りまとめ(年間)

観光目的 訪日外国人

参考資料



○四半期データ(1/4)

年 2021

四半期 1-3月

観光入込客数

観光入込客数（千人回）

県内 340 17,218 観光等 3 0

県外 384 4,453 ビジネス 10 0

県内 471 124

県外 1,065 140

観光消費額単価 

観光消費額単価（円／人回）

県内 30,435 2,590 観光等 0 0

県外 15,354 2,733 ビジネス 0 0

県内 25,925 6,029

県外 34,456 5,556

観光消費額

観光消費額（百万円）

県内 10,339 44,592 観光等 0 0

県外 5,902 12,170 ビジネス 0 0

県内 12,219 746

県外 36,699 779

宿泊 日帰り

参考値　ビジネス目的

宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

観光目的 訪日外国人

宿泊 日帰り

参考値　ビジネス目的

宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

観光目的 訪日外国人

宿泊 日帰り

参考値　ビジネス目的

宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

観光目的 訪日外国人



○四半期データ(2/4)

年 2021

四半期 4-6月

観光入込客数

観光入込客数（千人回）

県内 419 12,797 観光等 4 0

県外 375 3,413 ビジネス 7 0

県内 367 62

県外 1,153 281

観光消費額単価

観光消費額単価（円／人回）

県内 19,595 2,615 観光等 0 0

県外 15,769 3,701 ビジネス 0 0

県内 25,300 7,655

県外 27,553 4,601

観光消費額

観光消費額（百万円）

県内 8,201 33,468 観光等 0 0

県外 5,909 12,631 ビジネス 0 0

県内 9,289 473

県外 31,774 1,293

宿泊 日帰り

参考値　ビジネス目的

宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

観光目的 訪日外国人

宿泊 日帰り

参考値　ビジネス目的

宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

観光目的 訪日外国人

宿泊 日帰り

参考値　ビジネス目的

宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

観光目的 訪日外国人



○四半期データ(3/4)

年 2021

四半期 7-9月

観光入込客数

観光入込客数（千人回）

県内 678 14,106 観光等 4 0

県外 570 2,467 ビジネス 8 0

県内 587 171

県外 857 197

観光消費額単価

観光消費額単価（円／人回）

県内 11,656 2,309 観光等 0 0

県外 27,632 4,449 ビジネス 0 0

県内 24,786 7,884

県外 18,366 3,663

観光消費額

観光消費額（百万円）

県内 7,908 32,570 観光等 0 0

県外 15,756 10,974 ビジネス 0 0

県内 14,540 1,349

県外 15,741 721

宿泊 日帰り

参考値　ビジネス目的

宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

観光目的 訪日外国人

宿泊 日帰り

参考値　ビジネス目的

宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

観光目的 訪日外国人

宿泊 日帰り

参考値　ビジネス目的

宿泊 日帰り 宿泊 日帰り

観光目的 訪日外国人



○四半期データ(4/4)

年 2021

四半期 10-12月

観光入込客数

観光入込客数（千人回）

県内 587 13,062 観光等 5 0

県外 674 4,414 ビジネス 11 0

県内 608 159

県外 1,146 415

観光消費額単価

観光消費額単価（円／人回）

県内 16,561 3,113 観光等 0 0

県外 24,095 4,241 ビジネス 0 0

県内 25,295 * 1,596

県外 18,434 4,923

*年間値平均により算出

観光消費額

観光消費額（百万円）

県内 9,722 40,667 観光等 0 0

県外 16,247 18,717 ビジネス 0 0

県内 15,370 254

県外 21,133 2,044

宿泊 日帰り

宿泊

参考値　ビジネス目的

宿泊 日帰り

訪日外国人

日帰り

宿泊 日帰り

観光目的

参考値　ビジネス目的

宿泊 日帰り

訪日外国人

宿泊 日帰り

宿泊 日帰り

観光目的

参考値　ビジネス目的

宿泊 日帰り

観光目的 訪日外国人

宿泊 日帰り


