
（1）観光客アンケート調査を実施し、網走市を訪れる観光客の動向や観光消

費額、地域経済への波及効果を的確に把握する。

（2）調査結果に基づき観光消費動向についての分析を行い、網走市観光振興

計画に掲げる各種施策へフィードバックすることで、当市観光施策の効果

的な推進を図る。

◆調査の目的

調査実施場所 ■観光拠点2か所
■宿泊施設６か所

調査実施期間

【観光拠点アンケート】
・延べ14日実施
【宿泊施設アンケート】
第1期：平成28年8月下旬～9月中旬
第2期：平成28年10月中旬～12月中旬
第3期：平成29年1月上旬～2月下旬

回収サンプル数
■1,085票
道内客142票、道外客369票、海外客が最も多く574票

調査実施方法
■観光拠点ではアンケート用紙による対面調査
■宿泊施設における留置き調査

◆調査内容

1 網走市の観光の現状

■観光客入込の推移

■月別観光客入込数

■入込数に占める宿泊客数

 平成27年度の観光客入込総数は、東日本大震災の影響が大きかった平成23
年度と比べると120.4％と回復

 道外客の入込数も127.2％と伸びてはいるが、日本人の宿泊客数、宿泊客
延数は横ばいの状況が続いている。

 そのような中で、外国人宿泊客数は平成23年度対比で252.6％と大きく伸
び、網走観光を底上げしている。

 入込数のピークは8月であるが、流氷観光の2月にも同じレベルのピークが
ある

 年間宿泊客数は37万4千人で、入込数対比は24.4％と低い。
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（1）観光消費額の推計

観光客アンケート調査により、網走市を訪れる観光客の一人あたりの観光

消費額を把握する。その金額に年間の観光客数を乗じて、網走市における

総観光消費額等を推計する。

（2）観光経済波及効果の推計

上記の結果をもとに産業連関分析によって生産波及効果、所得効果、雇用

効果、税収効果をそれぞれ算出するとともに、観光による経済波及効果の

構造を明らかにする。

（3）観光振興の課題整理

上記のデータに基づき、網走市における観光と一次産業との関わり方など、

主に経済効果的な側面から観光振興課題の整理を行う。

◆調査概要

◆調査の特徴

これまで自治体単位ではほとんど行われていない日本人と外国人の同時調査

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

入込総数 55.7 99.0 103.0 129.3 243.6 131.8 108.7 88.2 72.2 138.6 221.9 140.4

内日帰客 41.3 67.6 71.2 86.0 188.9 89.5 72.9 66.0 52.7 116.1 187.7 118.5

内宿泊客数 14.4 31.4 31.8 43.3 54.7 42.3 35.8 22.2 19.5 22.5 34.2 21.9

宿泊客延数 18.0 39.3 39.8 54.1 68.4 52.9 44.8 27.8 24.4 28.1 42.8 27.4

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

（千人）

929 1,005 1,048 1,056 1,158

344
(27.0)

362.7

（26.5）

360.6

（25.6）

359.8

（25.4）

374

（24.4）
1,273

1,368 1,409 1,416
1,532

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

宿泊客
日帰客

（千人）

（ ）内の数値は

入込総数にに占

める宿泊客数の

割合

1



■年齢構成

 道内客、道外客ともに、40代以上が多い。
 海外客は、10代から30代までの若い層が多くなっている

■旅行形態

 海外客は家族旅行、日本人客はひとり、もしくは夫婦・パートナー。
 家族旅行の合計は、中国46.8％、台湾55.9％、香港は53.2％と高い割合に

なっているのに対して、韓国は23.8％と低く、友人・知人が50.8％と高い
割合

■旅行手配の方法

 WEB等で往復の航空券や宿泊などを個別に手配したとするFITが5割を若干下
回っている。

 道外客はFITが49.4％で、旅行会社のパッケージや団体ツアーの合計が
39.7％と高い割合になっている。

 海外客も旅行会社のパッケージや団体ツアーの合計が50.1％、とりわけ団体
ツアーが31.5％と高い割合になっている。

2 アンケート調査結果

■飲 食

 網走で食べたものは、「かに」、「寿司」、「網走ちゃんぽん」、「オホー
ツク網走ザンギ丼」、「網走モヨロ鍋」と続いており、網走・オホーツクを
冠した「食」の人気が高い。

■お土産

 来訪者全体で見ると、「海産物・珍味・加工品」24.2％、「菓子類」22.2％、
「地酒・ビール」19.3％が人気になっている。

 海外客は日本人客と比べて「工芸品」、「装飾品」の割合が高い。

■夜の観光

 道内客、道外客ともに「夜の観光はしない」の割合が高い。
 「飲食店・居酒屋」の率は、道内客で 19.6％、道外客で、13.6％、海外客

で12.1％となっている。

■網走市への旅行回数

 来道回数２回以上のリピーターは、道内客は66.7％、平均で3.5回、道外客
は54.1％、平均で2.6回、海外客は16.4％、平均で1.3回

 国・地域別にみると、中国は平均1.5回、韓国は平均1.2回、台湾は平均1.2
回、香港は平均1.3回となっている。

■網走市での宿泊数

 道内客は３泊以下が94.4％、平均で1.5泊
 道外客は３泊以下が95.3％、平均で1.6泊
 海外客は３泊以下が95.7％、平均で1.5泊となっている。

■網走市内での観光行動

 「自然・景観の観賞」、「歴史・文化施設見学」、「温泉」が人気
 「流氷体験」と「砕氷船おーろら」に次いで、日本人客は「花・ガーデン見

学」、海外客は「ネイチャークルーズ体験」、「バードウォッチング」、
「釣り」
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■経済波及効果の構造

■観光消費による生産波及効果フロー

■観光消費額（単位：円）

3 観光消費額の推計と経済波及効果の算定

新たな最終需要額
うち粗付加価値 直接効果
うち雇用者所得

第1次波及効果
第1次生産誘発額

うち粗付加価値 第１次間接効果
うち雇用者所得

↓

第2次生産誘発額
うち粗付加価値 第2次間接効果　(第2次波及効果)
うち雇用者所得

用語の説明
・需要誘発要因：観光振興による施設整備、基盤などの投資活動など
・最終需要額：最終的に消費される財・サービス
・中間投入：生産活動に必要な原材料の購入費用
・粗付加価値額：生産活動よって生み出された価値
・雇用所得：雇用者に労働報酬として支払われた現金等
・第1次生産誘発額：最終需要を賄うために、産業で必要とされる生産額
・第2次生産誘発額：雇用された者が得た所得からの消費支出を補う生産額
・直接効果：当初に与えられた最終需要によって生じた生産額の増加分のこと
・間接効果：直接効果によって誘発された生産額のこと、第.1次と第2次間接効果を合わせたもの
・総合効果：第1次波及効果と第2次波及効果を合わせたもの

総
　
合
　
効
　
果↓

需要誘発要因

うち中間投入

↓

↓

民間消費支出額(家計消費)

総観光消費額

125.8億円

日帰り客
消費単価6,470円

×

年間日帰り客677,427人
43.8億円

宿泊客
消費単価21,923円

×

年間宿泊客374,000人
82.0億円

観光消費額

最終需要額

57.8億円

直接効果

9.7億円

第1次間接効果

＋ ＋
9.7億円

第2次波及効果

総合効果77.2億円
波及効果倍率1.34倍

■観光面からみた地域産業の課題

・豊富な第一次産業である農・畜産品や水産品は、一部を除いて原材料また

は１次加工を市外に移出している。第1次、第２次、第3次産業との結びつ

きが総じて弱い。

・市内には多くの農畜産品や水産品があるが、これらの地場産品の観光への

活用は一部に限定されている。

・地域には、海・山、湖沼、農地など変化に富んだ自然があり、また各種の

イベントがあり観光客が訪れているが、必ずしも大きな観光の消費の機会と

はなっていない。

・多くの観光メニューが用意されているが、「網走ならではの売り」が明確

になっていない。

■地域経済循環強化の具体策

今後の課題としては、第１次産業、第２次産業側がそれぞれの持ち味を生か

した観光事業への進出とともに、宿泊業、飲食業、土産品業との連携による

新たな網走ブランドの創出に向けた協力体制をつくりあげることが必要であ

る。

消費費目 宿泊客 日帰客

宿泊代 9,889 -

飲食代 4,476 2,214

土産品代 2,816 2,294

交通費 3,331 1,109

文化・体験・スポーツ 1,411 853

合 計 21,923 6,470
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3 網走市の観光振興の方向

 日本人の宿泊客は伸び悩んでいる

 外国人観光客（宿泊客）の増加が大きい

 宿泊客率を上げる

 閑散期となる4～5月、10～12月の誘客

が課題

 外国人のおよそ半数が個人客、FIT対応

を強める

 旅行会社のパッケージや団体ツアーも5

割に近い

 旅の情報の入手は多様化している、情報

発信の工夫が必要

 泊っても夜の楽しみが少ない

 食に対する関心が高い

 観光消費単価を高める工夫が必要

網走市観光の課題 観光振興の方向性
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観光による

網走の活性化

訪れる観光客を

増やす

多くの消費を

してもらう

多くの満足を

与える

また網走に

来てもらう

１．立ち寄り観光地から
宿泊・滞在観光地へ

•魅力ある食文化開発

•体験メニュー開発

•夜の楽しみを増やす

２．１次産品のブランド
化と自給率の向上

•オホーツクの海の幸、
農産物活用

•加工食品等の付加価
値を高める

•１次産品、食のブラン
ド化を推進

•地元食材の市内自給
率を高める

３．ショッピングの楽しめ
るまちづくり

•どこで何が買えるのか
の周知・ＰＲの強化

•免税店の拡大（場合
によっては免税窓口
の一元化など）

•より楽しく買い物ができ
るような環境づくりに繋
げる

４．満足度とリピーター
率を高める

•外国人の受入環境の
整備

•日本客の網走の新た
なイメージづくり

５．網走観光の新たな
イメージづくり

•豊富な網走市の地域
資源の売り出し方の工
夫

•自然、オホーツク文化、
歴史的建造物、花な
ど

•より新鮮な網走市の
新たな観光イメージ形
成

６．観光施設間の二次
交通の充実

•「あばしり観光施設め
ぐりバス 1dayパス」の
お得感のアップ

•「1dayパス」そのもの
の周知・ＰＲの強化

•バス路線と観光施設
のアクセス情報の整
備、発信

７．エリアとしての知床
斜里との連携強化

•道東地域の中心部に
位置する網走市の立
地を生かし、周辺の主
要観光地との連携を
強化

今後の観光振興の取り組み


