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訪日外国人旅行者数・出国日本人数の推移

訪日外国人旅行者数　　出国日本人数
出典：日本政府観光局（JNTO）
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コンベンションイ　ベ　ン　トイベント＆コンベンションカレンダー ※イベント日程等は変更になる場合がございます。

■6月3日(土)～7月23日(日)

■6月17日(土)～7月17日(月祝)

■6月18日(日)～10月15日(日)
　毎週日曜日
■6月28日(水)～7月7日(金)
■7月1日(土)(予定)
■7月1日(土)～31日(月)
■7月7日(金)•14日(金)•21日(金)•
　28日(金)
■7月8日(土)
■7月15日(土)・16日(日)
■7月16日(日)
■7月16日(日)
■7月19日(水)
■7月21日(金)～23(日)

■7月23日(日)～9月3日(日)

■7月30日(日)～31日(月)
■7月31日(月)
■7月31日(月)～8月7日(月)
■8月1日(火)～7日(月)
■8月4日(金)
■8月5日(土)～21日(月)
■8月7日(月)
■8月12日(土)

■8月20日(日)

■8月20日(日)
■8月20日(日)
■8月26日(土)～27日(日)
■8月29日(火)～30日(水)

■9月1日(金)～3日(日)

■9月9日(土)
■9月9日(土)～10日(日)
■9月12日(火)～15日(金)
■9月16日(土)～11月12日(日)
■9月18日(月祝)～20日(水)
■9月19日(火)
■9～11月の3日間

中南津軽まちあるき博覧会2017
特別企画展1 ～明治、実写(リアル)に出会う～
日本近代洋画の誕生 ―山岡コレクションを中心に―

弘前公園早朝散歩　朝市体験

ねぷた囃子講習会
日本集中治療医学会第1回東北支部学術集会
大仏公園　あじさいまつり

弘南鉄道　納涼ビール列車

弘前バル街vol.13
西弘ちょうちんまつり
星まつりinそうま
追手門広場フリースタイルマーケット
弘高ねぷた
百石町納涼夜店まつり
特別企画展2
画家 安野光雅展「ふしぎなえ」から「旅の絵本」
賀田夏祭り
弘前八幡宮宵宮
ねぷたミニ展
弘前ねぷたまつり
最勝院・八坂神社宵宮
ゆうれい展
なぬかびおくり
2017爆笑！ お笑いまつりinひろさき
第17回 全国高等学校ファッションデザイン
選手権大会
追手門広場フリースタイルマーケット
津軽花火大会
日本産業技術教育学会　第60回　全国大会
電気関係学会東北支部連合大会
日本商工会議所青年部　第36回東北ブロック大会
青森ごしょがわら大会
The津軽三味線2017
日本解剖学会第63回東北・北海道連合支部学術集会
2017年日本液晶学会討論会・液晶交流会
企画展2　花物語　暮らしをよそおう
重要無形民俗文化財 お山参詣
第34回 レッツウォークお山参詣
第6回観測的宇宙論ワークショップ

弘前市内および中南津軽地域各所

弘前市立博物館

津軽藩ねぷた村　こみせ通り

弘前市立観光館　多目的ホール
【ホテルニューキャッスル/東北】
大仏公園

※開催日により、出発駅異なる

市内参加店
西弘商店街
星と森のロマントピア 野外ステージ
追手門広場
弘前高等学校～市内
百石町

弘前市立博物館

賀田
弘前八幡宮
弘前市立観光館2Fロビー
弘前市内
最勝院・八坂神社
ギャラリー森山
岩木川河川敷
弘前市民会館

弘前市民会館

追手門広場
藤崎町　平川河畔白鳥ふれあい広場
【弘前大学文京キャンパス/全国220】
【弘前大学文京キャンパス/東北500】

【五所川原市オルテンシア/東北1,350】

弘前市民会館
【弘前大学大学院保健学研究科/東北80】
【弘前大学文京キャンパス/全国300】
弘前市立博物館
岩木山神社ほか
岩木庁舎～岩木山神社
【弘前大学50周年記念会館/全国60】

※この他のイベント情報は当協会ホームページをご参照下さい。 http://www.hirosaki-kanko.or.jp
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　外国人観光客の増加に伴い、様々な分野において環境を
整えることは必須となっています。特に、免税店について
は、免税制度が改善され、購入金額が引き下げられたり、
商店街の店舗とショッピングセンター等で購入したものを
合算して手続きできるようになったりとカウンターの利便
性が向上し、多くの消費額を期待できるようになってきて
います。
　そんな中、弘前下土手町商店街振興組合に青森県では初
めての一括免税カウンターが設置されたということで、実
際にどのような状況なのか弘前下土手町商店街振興組合
の菊池理事長にお話を伺いました！
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 『インバウンド（免税）事業をスタートさせ、約３カ月程度
が経ちました。
　定期便の就航により、外国人観光客の来街者が目立ち
はじめ、免税店登録している当店（菊池薬店）でも、これま
でに５,６件ほど実績がありました。免税対象客以外でも、
中国、韓国からの来店者も増え、翻訳アプリを活用して対
応しています。
　事業運営について
は、細かな部分を含め
課題もありますが、そ
の都度解決に導き対
応していきたいと思っ
ています。』

　今年の弘前さくらまつりでは、『外国人が多くなったな～』と感じ
た方も多いのではないでしょうか。中国・天津の定期便就航や台湾の
チャーター便運航、豪華客船の寄港等が要因として考えられますが、
こういった団体客以外にもFIT(Foreign Independent Tour)
と呼ばれる海外個人旅行者も年々増加しています。
　近年、観光分野で重要とされている「インバウンド」。今号では、こ
の「インバウンド」に着目して、初心者にも分かり易く「インバウン
ドって何？」「なぜインバウンドが必要なの？」という視点から掘り
下げてみようと思います。

 インバウンドって何？
　インバウンド（inbound）とは、直訳すると「本国行きの」「到着する」といった形容詞になりますが、観光分野で
は、「外国人が訪れてくる旅行」や「訪日外国人旅行者」のことを指し、広い意味で「外国人旅行者を誘致すること（事
業）」を含むこともあります。日本では、2002年から始まったビジット・ジャパン・キャンペーンや、2007年の観光立国

推進基本法が施行された当時から「インバウンド」という
言葉が一般的に浸透してきました。
　これに対し、対義語にあたるのがアウトバウンド
（outbound）で、自国から外国に出かける旅行（海外
旅行）のことを指します。

 日本のインバウンドの現状について
　「なぜインバウンドが必要なのか」を考える前に、まず
は、日本におけるインバウンドの現状について整理したい
と思います。　
　2016年は訪日外国人旅行者数が合計で2,404万人（推
計値）と前年比で21.8％増加（2015年は1,974万人）と
なり、過去最多となっています。2017年に入っても増加
を続けており、2017年４月には単月で過去最高の258万
人を記録しました。

　訪日外国人旅行者急増の大きな要素は、ビザ要件の緩和、免税措置を始めとしたビジット・ジャパン事業の展開、円安
基調、近隣諸国の観光旅行の緩和や解禁等があげられます。2003年（平成15年）には521万人であった訪日外国人旅行
者数が、2015年には1,974万人を数え、1970年以来45年振りに出国日本人数を上回ることになりました。
　これを受けて日本政府は「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」にて訪日外国人旅行者数の目標を改め、2020年
に年間4,000万人、2030年に年間6,000万人としました。　　　　　　　　　　　　　 　　　  　（２ページにつづく）

訪日外国人旅行者数

訪日外国人旅行消費

2015年

1,974万人

3.4兆円

2020年

4,000万人

8兆円

2030年

6,000万人

15兆円

明日の日本をささえる
観光ビジョン構想会議 ～新たな目標～

青森県初の一括免税カウンター設置



介 こちらのコーナーで紹介した
会員を協会facebookにも
掲載いたします。

連携企画！

会員のお店をご紹介するコーナーです。

※掲載をご希望の会員様は、事務局までご連絡ください。

Hirosaki Tourism and Convention Bureau
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外国人
延べ宿泊者数
地域別割合

宿泊旅行統計調査（観光庁）
（2016年速報値）

関東

37％
近畿

26％

北海道

10％

沖縄

５％

東北１％

北陸信越３％

四国１％

中国２％
九州

８％

中部

７％

外国人
延べ宿泊者数
県別割合（東北）
宿泊旅行統計調査（観光庁）
（2016年速報値）

岩手県

18％

秋田県

９％

青森県

23％

福島県

11％

山形県

11％

宮城県

28％

外国人
延べ宿泊者数
国別割合（青森県）
宿泊旅行統計調査（観光庁）
（2016年速報値）

台湾

35％

その他

11％

韓国

17％

アメリカ

14％

中国

12％

オーストラリア
２％

タイ４％

香港５％
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　昭和22年から上土手町で商売させて頂いております。
　スーツ・礼服・ジャケット・パンツ・
シャツ・コート・他、販売のメンズ専門
店です。日本製品を多数揃えておりま
す。学生だけのリクルートスーツ６点
セット29,800円も力を入れています。
オーダースーツ29,800円も、よく売れ
てます。詳しくはホームページで。
　買い物は土手町で！スーツはヤマザ
キで!!

　当店は、銅屋町から移転して今年で38年目を迎えます。
　線香花火・手持ち花火・噴出花火・打上花火・ロケット花火
など、約60種類の玩具花火を取り揃えております。
　今年も数種類の新商品が入荷しておりますので、どうぞよろ
しくお願い致します。
　当店は、定休日、営業
時間は特に決まってお
りませんので、電話で
確認してご来店される
事をお勧め致します。
　皆様のご来店お待ち
しております。

■弘前市土手町134
■TEL 0172（32）5225
■FAX 0172（32）5226
■営業時間　12:00 ～18:30
■定休日　第2水曜日
■ＨＰ　http://www.geocities.jp/ymzki134/
■Facebook　https://m.facebook.com/YamazakiYoufukuten/
■ブログ　http://ameblo.jp/yamazaki-youfukuten/

■弘前市城南3丁目8-6
■TEL 0172(87)2465
■FAX 0172(87)2465
■定休日　不定休

　明治40年の創業以来、麺ひとすじに製造を続けて、今年で110
年となりました。
　一般的な麺製品は小麦粉を原料としておりますが、小麦粉を
使用せず米粉を使った麺「お米つ
るつる」を販売しております。昨今
のグルテンフリー品の浸透や、小
麦アレルギーの方の増加等によ
り、根強いファンがおります。
　県内の各スーパーのほか、ネッ
ト販売で取扱いしておりますの
で、機会がございましたら召し上
がってみてはいかがでしょうか。

　当社は、弘前市で建設業を創業し50年を迎える事が出来ました。
　一企業として弘前市民のお役に立ちたいと考え、建設工事の
他に弘前市の除排雪業務に積極的に
参加すると共に、観光面においても
第１回目から平成28年度第42回目
の弘前城雪燈籠まつりの裏方として
自衛隊の皆様と雪運搬や雪像製作に
も毎年参加させて頂いております。
　今後も、弘前市の繁栄と発展に創
意工夫をめぐらし、一企業・一弘前
市民として参加させて頂きます。

■平川市日沼富田36
■TEL 0172(57)5225
■FAX 0172(57)5256
■営業時間　9:00 ～17:00
■定休日　水曜、日曜
■ＨＰ　http://www.takasago-mejya.net/

■弘前市城東1丁目3-1
■TEL 0172(27)3781
■FAX 0172(27)1422
■営業時間　7:30 ～17:00
■定休日　日曜、第2・4土曜
■E-mail　soma411s.db@jupiter.ocn.ne.jp

　2004年12月12日のJR弘前駅新装開業・東西自由通路開通の際に当案内所も現在
の場所でリニューアルオープンしました。
　駅にある観光案内所は旅の始まりに訪れる弘前の窓口といえます。観光のお客様は
もちろん、ビジネスマンや市民の方々も多く来所され、お問い合わせも広範囲に渡る
ため、日々情報収集を行い、迅速・丁寧な案内ができるよう努めています。
　お客様の手荷物を宿泊施設に配送する「駅から手ぶらで観光」は、2017年４月21
日に国土交通省認定の外国人観光客にも対応したカウンターとなりました。
　これからもお客様に喜んでいただけるサービスを提供できるよう頑張ります！
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ヤマザキ洋服店

高砂食品株式会社

工藤花火店

㈱相馬土木

新シリーズ「当協会管理施設紹介」

弘前市観光案内所

　東北・青森県の現状について
　前ページでは日本におけるインバウンドの現状を見てきま
したが、ここではもう少し身近な東北や青森県の現状を見て
みたいと思います。

　宿泊旅行統計調査（観光庁）によると、 東北における外国人延べ宿泊者数は2015年
にようやく震災前の水準に戻りましたが、 2016年の速報値でも全国に占める東北の
割合はわずか１％にすぎず、 まだまだゴールデンルートと呼ばれる関東・近畿地方
に集中しているとみてとれます。 しかし、 東北の中では青森県は健闘しており、 東北
に占める青森県の割合は23％と、 宮城県の28％に次いで２位となっています。
　また、 2015年からの伸び率（前年比）をみると、 全国の2015年比106％（6,051
万人泊→6,407万人泊）に対し、 東北は122％（53万人泊→64万人泊）、 青森県は
133％（11万人泊→15万人泊）と、いずれも全国平均を上回っています。 全国的に
地方部の伸び率が全国平均（大都市圏）の伸び率を上回っており、 外国人旅行者のリ
ピーターが徐々に地方部へ流れているとみ
てとれます。
　さらに、 政府は2016年を「東北観光復興
元年」と位置付け、 大々的に東北プロモー
ションを行うことで、 2020年までに東北６
県への外国人延べ宿泊者数を2015年の３
倍、 150万人泊にするという目標を掲げてい
ることから、 今後ますますの外国人旅行者
数の増加が予想されます。

　国別の外国人延べ宿泊者数をみると、  東アジアエリアが日本から地理的に近いこ
ともあり、  人数も圧倒的に多く、  青森県においても、台湾（35％）・韓国（17％）・ア
メリカ（14％）・中国（12％）・香港（５％）からの訪問数が多くなっています。
　
　なぜインバウンドが必要なのか？
　少子高齢化の進行により、 日本の総人口は2008年をピークに減少に転じていま
す。 人口の減少は消費者の減少であり、 内需の低下を意味しますが、 観光はその減っ
た人口を交流人口（特に外国人旅行者）で補う重要な意味を持っています。
　定住人口１人分の減少（１人あたり年間消費額125万円）を、 外国人旅行者では９
人分（１人１回あたり消費額15万１千円）、 宿泊を伴う国内旅行者では27人分（１人
１回あたり消費額４万７千円）、 宿泊を伴わない日帰りの国内旅行者では84人分（１
人１回あたり消費額１万５千円）で補えるというデータがあります。
　前述の通り、 日本における外国人旅行者はますます増え、 特に2020年の東京オリン
ピックには、 『せっかく日本へ来たのだから、 いろいろなところを観て周ろう』 と地方
部へもたくさんの外国人旅行者が訪れます。

　弘前も例外ではなく、 ますます外国人旅行者は増えますが、 より大
きな経済効果を生み出すためには、 お客様の満足度を高め、 弘前での
滞在時間を延ばすことが必要です。 そのためには、官民一体となった
受け入れ態勢の強化と市民一人一人のおもてなしが大事になってき
ます。
　このチャンスを逃さないために、 それぞれが各々の立場で、できる
ことから始めましょう。

外国人延べ宿泊数 （観光庁）
2016年

6,407万人泊

64万人泊

15万人泊

全　　国

東　　北

青 森 県

2015年

6,051万人泊

53万人泊

11万人泊

昨年比

106％

122％

132％

東北観光復興元年
2015年

53万人泊外国人延べ宿泊者数

⇒

３倍

2020年

150万人泊

定住人口１人分
※１人あたり年間消費額125万円

外国人旅行者９人分
※１人１回あたり消費額15万１千円

国内旅行者（宿泊）27人分
※１人１回あたり消費額４万７千円

国内旅行者（日帰り）84人分
※１人１回あたり消費額１万5千円


