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３千人、間接雇用含む総雇用者数

は ４ ７ ２ 万 ２ 千 人 と な っ て い る。

２０１６年（平成 年）以降もこの

年比で９・８％

年 ）に は 直 接 雇 用 は

傾向は続くとされており、２０２６
年（ 平 成

１３４万３千人（

年比で７・５％

増）
、間 接 雇 用 含 む 総 雇 用 者 数 は

５０７万９千人（

増）になる（図１）とされている。
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2026
（年）
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134

公益財団法人日本交通公社
観光政策研究部

こ う し た 数 値 か ら も 明 らか な 通

り、我が国における今後観光によっ

124

て生み出される雇用は、着実に増加

122

が約１９７４万人であったことから、

117

していくことが見込まれている。

110

５年間で２倍強、 年間で３倍強を
目指していくことを意味している。
また、世界的な旅行・観光関連企
業 団 体 の Ｗ Ｔ Ｔ Ｃ（ World Travel

107

本特集において、観光産業の雇用

観光産業における
雇用の状況

観光産業に対する需要

）が 発 表 し た、
& Tourism Council
日本における旅行・観光産業の経済

へと成長させるとしており、訪日外

300

環境や人手不足の問題について考察
していくにあたり、本稿では各種統
計データをもとに、観光産業に対す
る需要およびそれに対する労働力の

の日本を支える観光ビジョン」では、

的影響を分析した報告書

今年３月に政府が発表した「明日

のか、併せて、我が国の代表的な観

観光は「地方創生」
への切り札であり、

なお、我が国においては「観光産

国人旅行者数を２０２０年（平成

空会社、交通機関、旅行会社による

Tourism ECONOMIC IMPACT

Travel &

光地である温泉地の雇用の状況を概

国を挙げて観光を我が国の基幹産業

供給がどのような状況となっている

38

427

観する。
業」という分類での統計はまだ十分

年）までに４０００万人、２０３０年

飲食手配やレジャーアクティビティ

出典：「Travel&Tourism ECONOMIC IMPACT 2016 JAPAN」
（WTTC）
より作成

28

15

200

508

間接雇用含む総雇用者数

478

472

455

427

においては、旅行観光
2016 JAPAN
関連産業（宿泊施設や旅行会社、航

に整っていないことから、本稿では

年）までに６０００万人を

事業など）での直接雇用は２０１３

（平 成

目指すことをはじめとした高い目標

宿泊業のデータを主に用いている。こ
のため各データが対象としている産

２０１５年
（平成

年 ）で１２２万

年（平成 年）以降増加傾向にあり、
年）の訪日外国人旅行者数

が設定された。これは、２０１５年
（平成

図１ 旅行・観光産業での雇用者数
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業範囲が異なり正確な比較は困難で
あることに留意願いたい。
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直接雇用者数
（万人）
600

1

労働力人口の状況

年）には１億１６６２万人（８・９

％減）となるとされている。この数

いが、年齢別に見るとその構造が変
化していることが分かる。 歳以上

働力人口が大きく減少した分を、

歳以上の年代の増加でカバーする構

造となっていることが分かる。

それぞれ３２７万人、２５５万人増

および ～ 歳以上は 年前に比べ

実に減っていくこととなる。

加している一方、それ以外の年齢層、

値から言えば、日本人の労働力は確
「労働力調査」
（総務省統計局）に
特に

働省）によれば、
２０１５年（注２（
）平

60歳以上
1,100

1,000

900

＊15～19 歳はグラフでは割愛。 出典：「労働力調査結果」
（総務省統計局）より作成

20,000

＊調査対象は企業規模10人以上
出典：「賃金構造基本統計調査」
（厚生労働省）より作成

人 以 上の 事 業 所 が 対 象 ）

「賃金構造基本統計調査」
（厚生労

業規模

は 万５千人である。これを年齢別

10

27

に見ると、最も多いのは ～ 歳の

22

29

る。 年前の２００５年（平成 年）

労働者が多い産業であることが分か

５万３４９０人であり、若い年代の

20

17

～ 歳が７万２９１０人と他の年

を見るとその傾向はより顕著であり、

10

たこと、また団塊ジュニア世代が

23,960 25,390
30,000

60歳以上
50～59歳
40～49歳
30～39歳

30

40,240
40,000

における「人手不足」という状況を

とがわかる。これら要因が、宿泊業

少に伴い労働者数が減少しているこ

業であるが、若い年代の労働力の減

若い年代の労働力が必要とされる産

っていること、一方で、宿泊産業は

ものの、その構造は高齢化率が高ま

ものは大きな減少とはなっていない

以上のことから、労働力人口その

る（図４）
。

代に比べ非常に多かったことが分か

29

代から 代になったことが大きな要

50,000

20

30

60 10

20

宿泊業の労働者の構造

既に広く認識されているように、我
よれば、２０１５年（平成 年）の労

ている（図３）
。この 年の間に、い

50～59歳
1,200

歳は２５２万人減少し

が国は人口減少時代を迎えており、
働力人口（注１）
は６５９８万人であり、

40～49歳
1,300

～

国立社会保障・人口問題研究所によ

成 年）の宿泊業の労働者数（＊企

一方、供給する側である労働力は

60

わゆる団塊の世代が 歳以上となっ

30～39歳
1,400

29

2015年
51,590
46,310
47,820
53,490

27

人から 年間で 万人減少（０・８％

20～29歳
1,500

40

2005年

55,720
60,000

20～29歳
15～19歳
0

72,910

17

53

どのような状況であろうか。

60

２００５年（平成 年）の６６５１万

49

る日本の将来推計人口（２０１２年

10

6,040
9,160
10,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015（年）
800

63,940
70,000

１月推計）では、２０１０年（平成

図３ 労働力人口の推移（年齢別）

減）となっている（図２）
。一見すると

6,600

因ではあるが、 代以下の年代の労

図４ 宿泊業の年代別労働者数の変化
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1,600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
（年）
6,300
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6,591

6,555

6,598
6,577 6,587
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6,700

（人）
80,000

22
出典：「労働力調査結果」
（総務省統計局）より作成

年 ）国 勢 調 査による１ 億 ２８０６

6,400

大きな労働力人口の減少には見えな

6,500

万人から、 年後の２０３０年（平成

図２ 労働力人口の推移（全体）
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40

42
（万人）
1,700

（万人）
6,800

生じさせていることが推察される。

主要観光地での
雇用状況の把握

の我が国全体の観光産業の状況

さて、ここでは、全国の７つの温泉
地で構成される温泉まちづくり研究
会の会員温泉地（北海道阿寒湖温泉、
群馬県草津温泉、三重県鳥羽温泉郷、
兵 庫 県 有 馬 温 泉、愛 媛 県 道 後 温 泉、
大分県由布院温泉、
熊本県黒川温泉）

の特集３では、温泉地に対する取材
を実施している。

データ取得の背後にある
コミュニティの存在

そして、把握されているデータは雇

用状況に関するものに限定されない。

基本となる宿泊者数はもちろんのこ

と、部 屋 数、収 容 人 数 な ど も 把 握。

さらには、
客室稼働率、
部屋人数稼働、

をはじめとして各種データを毎年取

先のような状況の中で、雇用者数

て把握が可能なのかである。道後温

握しているか以上に、なぜ地域とし

さて、ここで重要なのは、何を把

部屋充足率なども算出されている。

この７温泉地が全国の温泉地の雇

得している温泉地がある。愛媛県松

泉旅館協同組合の元事務局長後藤雅

―― 道後温泉の取り組み

象に、より地域の雇用実態に近づけ
用状況を代表するとは必ずしも言え

山市にある道後温泉である。

を対象に状況把握を試みる。

た把握を行う。それは、全国的な状

ないが、７温泉地は立地も個性も異

から、各観光地、中でも温泉地を対

況が各地域（供給側）においてどの

俊氏によると、
「旅館組合の歴史は

なる。都市に隣接するものから地理

道後温泉では、１９９４年（平成

ような問題や課題として生じてきて

具体的に把握することが課題解決に

規模施設を中心に構成される地域、

中心に構成されている地域から、小

また、７温泉地は、大規模施設を

で掌握しておかなければならないと

は、国の補助事業などを実施する中

ている。雇用に関するデータについて

に関するデータを集約し取りまとめ

は、経営の生命線であるため開示は

じめ顧客の属性などに関するデータ

一般的に雇用に関するデータをは

ータを出してくれる」とのことである。

性があるからこそ、声をかければデ

年ほど。先輩たちが長い時間をかけ

向けては重要と考えるからである。

大中小とさまざまな規模の施設で構

いう意識が芽生え始めたという。具

難しい。同じ地域で施設経営を行う

６年）から道後温泉旅館協同組合が

において雇用問題は取り上げられて

成される地域と、施設の集積状況も

体的な把握内容は、総従業員数、う

一員である一方、競争相手であるため、

的に独立して存在する温泉地までさ

きた。温泉地の多くが地方に存在し、

異なる。一つひとつの温泉地の現状

ちパート・アルバイト人数、大学短

なかなかそこまで踏み切れない。そ

いるか、そして地域側がどのような

かつ山 間に 立地していることから、

と課題を丁寧に把握していくことは、

大卒業者雇用人数、女性従業員数な

うした中において、道後温泉では、旅

て築き上げてきた地域の中での関係

地元住民の雇用ではまかないきれな

全国の温泉地が抱える課題の一端を

どである。施設によってカウントの仕

館組合が長年入湯税徴収代行業務を

中心となって、組合員から雇用状況

いなど、人手不足は少なからず不安

描き出すことにつながると考える。

方が異なるため、おおよそのデータと

まざまである。

視されていた。しかし、観光・集客に

とはいえ、温泉地単位のデータ、特
されていない。現状取得できるデー

握している観光地、温泉地は極めて

年前から地域として、組織として把

た流れの中で把握できているという。

いた。雇用に関するデータもそうし

実は、これまでも観光地、温泉地

対する意識と比べると、それほど目
実情であろう。課題は認識されてい

タだけで温泉地の雇用状況を描き出

担い、施設との関係を構築してきて

に雇用に関するデータは十分に整備

たにせよ、そこまで逼迫していなか

なお、補足として、旅館組合では、
稀であろう。

まれ

すことは極めて難しい。そのため、次

いうことになるとのことだが、約

を向けられてこなかったというのが

対策を講じようとしているかをより

75
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ったのかもしれない。
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2
1

人 材の確 保の方 針 も異なってくる。
絶対数の確保も求められる大規模施

● 立地環境
定住人口の中から人材を十分に確

１９９６年（平成８年）に、組合員
が利用するイントラネットを導入し

設と、従業員が消費者、そして経営
者とも近い小規模施設では、その求

保できない場合、供給サービスを維
持するためには、周辺地域や都市部

ている。全国の旅館組合で初の試み
であり、その中で、仕入れ約２５００

める人材像は異なる。
より地域の雇用状況を見るために

から人材を確保することになる。
それに伴い、通勤用の移動手段の

品目に関するデータを各組合員から
情報提供してもらう仕組みも構築し

は、表１のように客室数と価格帯を
う。どのような人的サービスを地域

提供や、居住場所の提供などが必要
なると、地域の中での生活サービス

側が提供しており、どのような人材

ているという。旅館組合にデータを
開示されるとのことで、組合員の中

が重要になってくる。一見すると、都

が必要かも間接的に見えてくる。

併せて把握することが好ましいだろ

には、当データを活用し、収益改善

市部に近いほうが有利と思われるが、

● 定住人口、就業者数と

となってくる。温泉地に移り住むと

に大きく結びつけた施設もあるとい

市中心部は他産業も集積しているこ

開示した組合員にのみ全体データが

う。自施設の経営改善に結びつくこ

１日当たりの客数

踏まえると、単に雇用をはじめとし

とから、単純に人がいるから人材が

数を把握することは、住民と観光客

域の中で高いことが予想されるが、そ

業」の産業別就業者数の構成比が地

の肌感覚とは異なるかもしれないが、

背部門なども含まれるので接客現場

また、宿泊業の就業者数には、後

（注１） 歳以上の人口のうち「就業者」と「完
全失業者」を合わせたもの。
（注２）以下「期間を定めずに雇われている労働
者」「１カ月を超える期間を定めて雇わ
れている労働者」「１カ月以内の期間を
定めて雇われている労働者または日々雇
われている労働者で、４月および５月に
それぞれ 日以上雇用された労働者」の
いずれかに該当する者を指す。

ごとう けんたろう）

（もりや くにひこ／

いくことが望ましいだろう。

も視野に入れて幅広い視野で進めて

意が必要である。

とから、組合員側も旅館組合に対し

29

0

0

2

4

たデータの取得を目的とするだけで

定 住人口と１日当たりの観 光客

2

のバランスを図り、持続的地域を形

集まるという構図ではないことに注

■

● 観光産業（宿泊業）の位置づけ

てデータを開示、提供するのである。

0

はなく、地域の主体との関係性構築

さて、各温泉地に対する取材の一

の構成比はさまざまである。観光産

産業の維持のためには宿泊業の就業

理を 意 識して国 勢 調 査（ 平 成

表１ 黒川温泉の宿泊施設の客室数と価格帯の分布
成する上で重要である。

助となるよう、表２（ ・ ページ）

業を軸足に地域活性化を考えていく

者１人当たりが１日何人の宿泊客の

温泉地は「宿泊業、飲食サービス

では、各温泉地の基礎的情報を整理

のか、全産業の中で観光産業の位置

受入対応をしているかを把握するこ

雇用状況を
間接的に捉える観点

している。大字レベルでのデータ整

づけを捉えて、地域の持続性を考え

とも大切である。

おおあざ

総務省）や各温泉地から提供いただ

ていくのか、置かれた状況によって

年、

いたデータをも とに 作 成 を 行った。

注力の仕方が異なってくる。

われるが、現状や道後温泉の実例を

ータの重要性はさらに増すものと思

最後に、雇用の現状を把握するデ

間接的に雇用状況を捉 えるために、

● 施設規模と価格帯
施設の宿泊収容力の規模により、

次の項目について、その意味や留意
点を述べておく。

■■■■■
■■
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■

～15,000円

18

5

軒数

■■■■■ ■■■■
■■■■

8

■

15

■■

～20,000円

■■

～10,000円

3

■

～30,000円

1

～50,000円

■

軒数
～300室
～200室
～100室
～50室
～20室
～10室
客室数
価格

15

13

～40,000円

18

22

12

出典：各施設のホームページ、旅館組合ホームページ、時刻表2015.11（JTBパブ
リッシング）
、全国版宿泊表2015秋冬号（旅行出版社）をもとに作成
注：価格帯については、出典記載の資料での表示（最低料金）をもとに作成（2人
で宿泊した場合の1人当たりの1泊2食料金を基本にしている

特集 ◉ 観光地における雇用環境を考える——「地方創生」と観光
特集 2 観光産業、宿泊産業、観光地における雇用の状況

2016/07/01 10:09

230観光文化特集2.indd 11

0

＞

11

300

＜

600

由布院温泉における雇用関連の取り組み

出典：「黒川温泉視察資料2015」より作成
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0

200

98年、
ガイドブック
の読者アンケート
で九州地区第1位
の人気温泉に

400

99年、共同宿舎建設着手
1,000

宿泊客数（右軸）

800

400

では、２０１０年（平成 年）に観光関連
量問題にまで結びついてくるかもしれな
産業従事者に対して満足度調査（ＥＳ調
い。そうした中で、由布院のまちづくり
査）
を実施している。さらに２０１６年
（平
そのものを振り返ると、単に量的に人材
成 年）１月に改定された由布市観光基
確保を目指すだけではなく、由布院らし
本計画 後期計画 では、働き続けたい
い人材とは、という人材像まで含めて検
観光産業および観光地域の形成に向けて、 討されることが重要となる。そして、最
観光就業地としての価値を高める事業を
も重要なこととしては、由布院がここで育
重点プロジェクトの一つに位置づけている。 った子どもたちに愛されるまちづくりを
近年においては、外国人旅行者が急増
今後も変わらず目指していくことである。
したことから、外国語対応できる人材の
子どもが残る地域を目指し、今子どもが
確保は急務となっている。人材不足の問題
戻って由布院を支えているまちの現状を
は、由布院の旅館形態（１泊２食、離れ形
見ると、産業の維持という視点だけでな
式など）や各施設の個性化、地域の中で
く、地域全体の中で、そして中長期的視
の立ち位置、地域としての宿泊施設の総
点で雇用を考えていくことが求められる。

観光入込客数（左軸）

500
1,200

28

22

見えてくるのは、
「黒川一旅館」という一
貫したコンセプトである。震災により状
況が一変したものと思われるが、黒川温
泉が創り上げてきた地域、価値観に共感
する応援者の来訪が今後増えていくこと
が望まれる。

1,400
（千人）

11

20

600
（千人）

図５ 黒川温泉の観光入込客数、
宿泊客数の推移

大分県由布院温泉は、早くからまちづ
見方を変えるために努力されていた。
くりの方向性に沿って経営者側が雇用の
人材の育成に関しては、旅館の垣根を
問題に取り組んできた地域である。震災
越えた技術向上、交流の場への従業員の
により新たな局面を迎えているが、
一度そ
参加を許可している（ゆふいん料理研究
の歩みと近年の状況を振り返ってみたい。 会など）
。施設の外に従業員を出すことへ
まず人材の確保について。旅館の従業
の経営者の理解と勇気がそこには垣間見
員、特 に 女 性 従 業 員の 確 保 においては、 られる。由布院は、一つひとつの施設規模
当時の社会一般の旅館に対するイメージ
が小さい故、地域全体の質のレベルアップ
を認識しつつ、由布院の旅館が安全、安
を指向する必要があることなどもこの背
心な職場であることを関係者に丁寧に説
景にはある。
明するなど、地域における旅館業の位置、
こうした地域の意識を背景に、由布市

は、全旅館の８割程度が独自の従業員宿
舎を保有している。こうした従業員の住
環境整備により福岡や熊本など都市部か
らの採用・雇用が進み、その結果現在の正
社員が比較的若い年齢層であることにつ
ながっているのではないかとのことである。
黒川温泉は、複数の旅館のお風呂に入
浴できる入湯手形（１９８６年に販売を
開始）でも知られている。旅館同士が消
費者に対して施設を相互シェアするにと
どまらず、従業員に対しても共同で環境
を提供するなど、共同体としての意識や
人々の関係の強さがここから確認できる。
共同宿舎は、完成当時と現在とでは状況
が異なるものの、各種取り組みを通して

写真 共同宿舎（黒川温泉観光旅館協同組合提供）

黒川温泉における共同宿舎の整備
熊本県 南小国町にある黒川温泉では、
１９９９年度（平成 年度）に黒川温泉
観光旅館協同組合が共同宿舎建設に向
けた検討を実施。翌２０００年度（平成
年度）
に共同宿舎（ 室）が完成した（写
真）
。これらの事業は組合の単独事業と
して実施した（行政からの補助などはな
し、土地については町有地の借地）
。
建設当時は、宿泊者数が増加傾向にあ
り（ 図 ）
、従 業 員 を新たに確 保 すること、
そのための環境を整えることが課題であ
った。黒川温泉周辺には、賃貸住宅など
が少なく、自ら整備する必要があった。
また、同時期に並行して各宿泊施設で
従業員宿舎の整備も進められた。現在で
12

有馬温泉

（兵庫県神戸市）
＊北区有馬町

道後温泉（愛媛県松山市）

＊道後姫塚、道後喜多町、道後鷺谷町、
道後多幸町、道後湯之町、道後町1丁目、
道後町2丁目、道後緑台、道後湯月町、桜谷町

黒川温泉（＊1）

（大分県由布市）

（熊本県南小国町）

＊川上、川北、川南、中川、川西

＊大字満願寺

動車道
大分自

由布市由布院、
川上、川北、川南、中川、川西

松山市道後姫塚、道後喜多町、道後鷺谷町、
松山市
道後多幸町、道後湯之町、道後町 1 丁目、
道後町 2 丁目、道後緑台、道後湯月町、桜谷町

＜有馬口＞

由布院温泉（＊1）

●有馬温泉

神戸市北区
有馬町

●黒川温泉

由布院温泉
●

道後温泉本館○

南小国町
大字満願寺

●道後温泉
至大分

0

○道後公園

1km

＜六甲山＞

0

0

200m

3km

0

線
久大本

2km

←松山市街
0

1

3km

由布市

1,903人

4,558人

9,482人

1,864人

1位：女性20～24歳 129人
2位：女性65～69、70～74歳 89人

1位：女性35～39歳 183人
2位：女性65～69歳 178人

1位：女性60～64歳 451人
2位：男性60～64歳 383人

1位：女性60～64 歳 101人
2位：男性60～64 歳 95人

993人（52.2％）

2,696人（59.2％）

5,680人（59.9％）

1,094人（58.7％）

923人

1,946人

4,987人

1,128人

543人（58.8％）宿泊業、飲食サービス業

392人（20.1％）宿泊業、飲食サービス業

1,345人（27.0％）宿泊業、飲食サービス業

516人（45.7％）宿泊業、飲食サービス業

100人（10.8％）卸売業、小売業

355人（18.2％）卸売業、小売業

762人（15.3％）医療、福祉

248人（22.0％）農業、林業

49人（5.3％）分類不能の産業

232人（11.9％）医療、福祉

717人（14.4％）卸売業、小売業

70人（6.2％）卸売業、小売業

171万人／年間〔H26〕＊神戸市統計
4,684人／日〔H26〕有馬エリア観光地点の入込

5,707,600人／年間〔H26〕＊松山市全体
15,637人／日〔H26〕

3,215,404人／年間〔H26〕＊市全体
8,809人／日〔H26〕

916,843人／年間〔H26〕
2,512人／日〔H26〕

－人／年間（－％） ＊未詳
－人／日

〔H26〕＊松山市全体
88,700人／年間（1.6%）
243人／日

〔H26〕
144,680人／年間（4.5％）
396人／日〔H26〕

－人泊／年間（－％） ＊未詳
－人泊／日

－人泊／年間（－％） ＊未詳
－人泊／日

933,715人泊／年間〔H27〕＊道後温泉
2,558人泊／年間〔H27〕

765,962人泊／年間〔H26〕
2,099人泊／日〔H26〕

305,614人泊／年間〔H26〕
837人泊／日〔H26〕

－人泊／年間（－％） ＊未詳
－人泊／日

－人泊／年間（－％） ＊未詳
－人泊／日

〔H26〕
58,302人泊／年間（7.6％）
160人泊／日〔H26〕

－人泊／年間（－％） ＊未詳
－人泊／日

41軒 ＊有馬温泉全体

35軒〔H27〕

204軒〔H25〕＊市全体

29軒〔H27〕

＊組合加盟29（休館施設を
1,214室〔H26〕 除く）軒、以下同様

1,613室〔H27〕

1,779室〔H25〕＊市全体、以下同様

501室〔H27〕

49室〔H26〕

46室〔H27〕

9室〔H25〕

17室〔H27〕

5,064 人〔H26〕 除く）軒、以下同様

6,628人〔H27〕

8,076人〔H25〕＊市全体、以下同様

1,868人〔H27〕

175人〔H26〕

189人〔H27〕

40人〔H25〕

64人〔H27〕

＊組合加盟29（休館施設を

◦神戸市街地に隣接
◦性・年齢別人口が最も大きいのは、
20～24 歳の女性
◦就業者数の6 割弱が宿泊業、飲食
サービス業に従事

◦松山市街地に隣接
◦愛媛県職業訓練コンソーシアムの協
力により、観光業界向けの公共職業
訓練「えひめおもてなし科」を開講、
修了予定者を対象とした合同就職面
談会も開催

◦都市部（大分市）まで、車で1時間
◦小規模宿泊施設が集積、価格帯は、
高単価のものから低価格まで存在
◦宿泊業、飲食サービス業の就業者数
は1位、その構成比は3割弱
◦取り組みについては、コラム参照

◦都市部（熊本市）まで、車で約2時間
◦小規模宿泊施設が集積
◦宿泊業、飲食サービス業の就業者数
が1位、農林漁業が2位
◦取り組みについては、コラム参照

◦平成26年観光入込客数および平成26年度
観光動向調査（神戸市）
、有馬温泉旅館協
同組合提供情報

◦平成26年松山市観光客推定表（松山市）
◦道後温泉旅館協同組合提供情報

◦平成25年由布市観光動態調査（由布市）

◦黒川温泉視察資料 2015
◦黒川温泉観光旅館協同組合提供情報

（＊1）由布院温泉・黒川温泉は平成28年4月の震災前の数字をもとに整理している
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表２ ７温泉地のプロフィール
温泉地名
（行政区域）
＊大字

阿寒湖温泉

草津温泉

（北海道釧路市）

＊阿寒湖温泉町1～6丁目

鳥羽温泉郷

（群馬県草津町）

（三重県鳥羽市）

＊大字草津

＊鳥羽市全体

写真

鳥羽市
阿寒湖

○草津高原ゴルフ場

答志島

神島

小浜
菅島
坂手島

至名古屋

鳥羽

草津国際スキー場○

地図

●
草津温泉

安楽島

至伊勢市

伊勢志摩スカイライン

0

浦村

近
鉄
志
摩
線

●阿寒湖温泉
釧路市
阿寒湖温泉町
1 ～ 6 丁目

石鏡

●鳥羽
温泉郷

500m

草津町
大字草津

国崎
ド

ルロー

至
賢
島

パー

畔蛸

0

2km

0
0

1

2

相差

4km
4km

人口〔H22〕

1,583人

6,544人

21,435人

性・年齢別人口順位〔H22〕

1位：女性60～64歳 98人
2位：男性60～64歳 81人

1位：女性60～64歳 350人
2位：女性65～69歳 321人

1位：女性60～64歳 944人
2位：男性60～64歳 929人

生産年齢人口〔H22〕（構成比）

1,111人（70.2％）

3,767人（57.6％）

12,541人（58.5％）

就業者数〔H22〕

1,071人

3,807人

10,866人

第１位〔H22〕（構成比）

539人（50.3％）宿泊業、飲食サービス業

1,845人（48.5％）宿泊業、飲食サービス業

2,206人（20.3％）宿泊業、飲食サービス業

第２位〔H22〕（構成比）

232人（21.7％）卸売業、小売業

444人（11.7％）卸売業、小売業

1,539人（14.2％）卸売業、小売業

第３位〔H22〕（構成比）

52人（4.9％）運輸業、郵便業

326人（8.6％）医療、福祉

1,231人（11.3％）製造業

観光入込客数（年間・1日）

964,000人／年間〔H24〕
2,641人／日

2,965,101人／年間〔H27〕＊町全体
8,124人／日〔H27〕 以下、同様

4,617,471人／年間〔H27〕
12,651人／日〔H27〕

うち外国人（年間・構成比）

－人／年間（－％） ＊未詳
－人／日

－人／年間（－％） ＊未詳
－人／日

〔H27〕
41,020人／年間（0.9％）
112人／日〔H27〕

宿泊客数（年間・1日）

531,000人泊／年間〔H24、延べ〕
1,455人泊／日〔H24〕

1,878,946人泊／年間〔H27、延べ〕＊町全体
5,147人泊／日〔H27〕

1,884,352人泊／年間〔H27、延べ〕
5,163人泊／日〔H27〕

うち外国人（年間・構成比）

〔H24〕
88,373人泊／年間（16.6％）
242人泊／日〔H24〕

〔H27〕＊町全体
31,633人泊／年間（1.7％）
87人泊／日〔H27〕

〔H27〕
40,679人泊／年間（2.2％）
111人泊／日〔H27〕

おおよその数
宿泊施設数 （施設のカウントの仕方による）

18軒〔H28〕＊阿寒湖温泉全体

160軒〔H27〕＊草津温泉全体

169軒〔H27〕＊市全体

客室数（総数）

1,332室〔H28.6〕＊主要旅館7軒、以下同様

2,406室〔H27〕＊組合加盟106軒、以下同様

2,396室〔H27〕＊温泉振興会55軒、以下同様

客室数（平均）

190室〔H28.6〕

23室〔H27〕

44室〔H27〕

収容人員（総数）

5,267人〔H28.6〕＊主要旅館7軒、以下同様

9,481人〔H27〕＊組合加盟106軒、以下同様

10,854人〔H27〕＊温泉振興会55 軒、以下同様

収容人員（平均）

752人〔H28.6〕

89人〔H28〕

197人〔H27〕

◦都市部（釧路市街）まで、車で1時間
備考
ほど
（立地、産業構造、施設構成、
◦湖畔沿いの大規模宿泊施設群と、小
居住環境など）
＊平成27年度
第3回温泉まちづくり研究会資料
および電話ヒアリングなどより

規模の物販飲食・宿泊施設で構成
◦居住環境（医療体制、住民向けの物
販施設など）の整備が課題

出典

◦阿寒湖温泉・創生計画2020後期計画
◦阿寒観光協会まちづくり推進機構／阿寒湖
温泉旅館組合提供情報

＊
［共通］平成22年度国勢調査

◦都市部（高崎市）まで、車で2時間弱
◦湯畑を中心に、
中小規模の旅館、
さら
にその周辺に大型の宿泊施設やペン
ションなどが立地

◦都市部（津市）まで、車で1 時間強
◦宿泊業、飲食サービス業の就業者数
は1位だが、構成比は約2割

◦入込状況の推移／草津町観光立町推進
基本計画（草津町）
◦草津温泉旅館協同組合提供情報

◦平成27年観光統計資料（鳥羽市）
◦鳥羽市温泉振興会提供情報

＊今回は町ではなく、大字で把握

＊鳥羽温泉郷は、鳥羽市温泉振興会の範囲に
合わせて、市全体のデータをもとに整理

（参考）各温泉地のより広域的な単位でのデータは、機関誌『観光文化』223号「温泉地における不易流行を考える」を参照
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