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Post COVID-19 に向けた東北の観光戦略

山田浩久*・宮原育子**・櫛引素夫***・林　玉恵****・山口泰史*****・初澤敏生******

要　　旨

本稿は，2020年 8月8日の13 ： 30～15 ： 00に「Post COVID-19に向けた東北の観光戦略」をテーマにオンラインで開催

された北東支部例会の報告である．参加者は北海道から九州まで，非学会員を含めて41名を数えた．広域からの参加が

認められたことは，Post COVID-19に対する関心が地域を選ばないことの現れであると思われるが，それを支部例会で議

論することができたのはオンライン開催のメリットである．会場では，東北地方を対象にして，震災復興事業と

COVID-19対策の両立，国と県の施策のずれ，航空機と新幹線への影響に関する報告があった後，東北地方のインバウン

ド旅行に大きな影響力を持つ台湾の観光情勢について報告がなされ，総合討論において活発な意見交換が行われた．

キーワード　COVID-19，公衆衛生，Go Toトラベル事業，東北地方，台湾

Ⅰ　はじめに

本稿は，2020年 8月8日に行われた経済地理学

会北東支部例会 （オンライン例会） 「Post COVID- 

19に向けた東北の観光戦略」 （例会参加者41名）

の内容をまとめたものである．

周知のように，2019年末に中国湖北省で検出さ

れた新型コロナウイルスによる感染症は，2020年

2月にWHOによって正式名称が「COVID-19」に

決定され，3月に同事務局長がパンデミックの状

況にあることを表明した．

新薬も開発されていない現状において，楽しみ

や癒しを求めて行われる観光が，脅威の的になっ

ているCOVID-19と共存できる方法を明示するこ

とは難しい．しかしながら，現代社会に生きる

我々にとって，余暇活動は必須であり，外出せず

に生活することはできない．そして，なによりも

観光が国家戦略の重点課題になっているわが国に

おいて，観光関連産業を長期にわたって停滞さ

せることは国力の大幅な減衰を招くことに繋が

る．特に，地方においては持続的成長の中核に観

光を据えている自治体も多い．本例会は，Post 

COVID-19に向けて，観光戦略の早急な見直しを

迫られている東北地方を対象にして，現状におい

て発生している混乱や課題を報告し，今後考えて

いかなければならない論点を整理することを目的

に企画，開催された．

観光学は，満足度の高い観光を担保するための

制度設計，施設配置，インフラ建設等を考える場

として生まれた．また，観光が産業として成立す

るのに伴い （観光の産業化），観光／旅行商品を

介して成立するその需要者 （旅行者） と供給者

（観光関連事業者） との関係が，経済学や経営学

の理論で説明されるようになった．しかし，観光

の産業化による影響は，観光市場において調整さ

れる貨幣換算された両者の効用に止まらない．そ

れは観光に直接携わらない人々も含めた全住民の

生活に及ぶものであり，近年では，観光が社会や

地域に及ぼす影響を考える研究も盛んに行われて

いる．

これらの嚆矢になった研究は，V. L.スミスらに

よるホスト・ゲスト論であろう （Smith, 1989，市

野・東・橋本監訳，2018）．同書は，経済学におけ

る需要者と供給者の関係を来訪者 （ゲスト） と彼

らを受け入れる受入地 （ホスト） に置き換え，観

光による文化的な変異を継続的なフィールドワー

クによって検証した．その意義は価格や販売量だ

けでは計ることができない観光の影響を論理的に

指摘した点にあるが，COVID-19の猛威に曝され

ているわが国にあって，今議論しなければならな

いのは，まさにホストとゲストの関係である．
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各国の感染予防対策が徹底され，効果的な新薬

が開発されたとしても，今後の観光戦略に「公衆

衛生 （public health）」というキーワードの比重が

これまで以上に大きくなることに疑いの余地はな

い．感染拡大の危険性はホスト側にもゲスト側に

もあるが，その舞台（地理的な位置）はホスト側

にある．ホストはゲストの受入方法や観光の提案

方法はもちろん，観光に対する概念そのものを見

直す必要がある．COVID-19のパンデミックは，

グローバルスケールでの観光のパラダイムシフト

をもたらした．

Ⅱ　報告

１．宮城県におけるPost COVID-19の観光振興

  ―震災復興からCOVID-19への対応―

 宮原育子（宮城学院女子大学）

2011年 3月11日の東日本大震災から来年で10

年を迎える宮城県は，地震津波による人的・物的

被害からの生活再建を経て，2015年以降，被災地

の観光復興に力を入れてきた．観光客入込数の推

移をみると，宮城県は震災前年の2010年に6,129

万人を数え，当時の過去最高を記録していたが，

震災によりその７割まで落ち込んだ．そして震災

から 6年後の2017年に6,230万人となり，2010年

の入込数を超えることができた （第 1図）．その

後は，順調に数を伸ばし，2019年の宮城県の観光

客入込数 （速報値） は震災前の時期を含み，過去

最高の6,796万人となった．とは言え，被災沿岸

部の気仙沼・石巻圏域の市町は，ここへ来てよう

やく震災前の入込数に追いついたところであった．

宮城県の宿泊客数は，毎年観光客入込数の13％

前後を占めるが，震災直後から被災者の一時避難

施設や復興関連事業者の宿泊施設として使用され

るなどしたため，県全体の観光客入込客数からみ

た宿泊者数の割合には大きな変化はない．しか

し，近年ではインバウンドの宿泊者の伸びも影響

して，2019年の県内全体の延べ宿泊観光客数は

989万人と過去最高となった （宮城県経済商工観

光部観光課，2020a）．2016年の仙台空港の民営化

とともに，路線数の増加，就航便数の増加などが

あいつぎ，2018年は開港以来最高の358万人の旅

客輸送を記録した （宮城県経済商工観光部観光

課，2020b）．台湾便の就航はデイリーとなり，台

湾との往来は盛んになっていた．東北管内では，

台湾人の来訪が最も多く，東北のインバウンドの

約40％が台湾からの観光客となっている．宮城県

第 1図　宮城県における観光客入込数の推移
資料：宮城県経済商工観光部観光課 （2020a, b） より作成．



17─　　─

Post COVID-19に向けた東北の観光戦略 （239）

ついて宿泊や航空，鉄道，旅行会社などの観光関

連事業者や有識者と検討を始めた．現時点では，

県内各地から広く被害状況や意見の収集をしてい

るところであり，10月に「宮城県観光回復戦略」

の策定を急いでいる．県ではこの回復戦略が出る

間に，観光関連事業者に向けて2020年度内をめ

どに，観光宿泊プラン造成支援事業や，日帰りバ

スツアー特別支援，観光事業者スタンドアップ支

援，安心な観光地づくり推進事業，国内線を利用

した誘客プロモーション事業，民宿などの小規模

宿泊事業者支援事業などをスタートさせた．

宮城県は，2011年の東日本大震災からの観光の

復興を目前にして，COVID-19の感染拡大による

観光関連事業者への大きな負の影響に直面するこ

ととなった．東日本大震災では，宿泊施設や観光

関連施設の物理的な破壊は甚大であったが，震災

直後から復興ボランティアや被災地視察，復興

ツーリズムなどで，国内外からの交流人口の増加

がみられた．宿泊については，震災直後から被災

者の一時避難施設や復興関連事業者の宿泊施設と

して使用されるなど，経営が苦しいながら再建の

方向性や，誘客策を考えることができた．しか

し，今回のCOVID-19の感染拡大では，観光事業

の主軸である多くの観光客を集客すること自体が

リスクとなるため，観光関連事業者は，その対策

に苦慮している．

宮城県の観光予算は，当面COVID-19対策で国

からの交付金を使用することができるが，2月に

宿泊税の導入を取り下げたため，県独自の観光財

源の獲得をどのようにするか等の課題は残ったま

まである．現在，コロナの終息が見えず，状況が

絶えず変化する不安定な状況で，いつまでどのよ

うな施策を打つのか，県内の宿泊事業者の経営が

どこまでもつのか，県としても対処療法に忙し

く，長期的な見通しを立てることが難しい状況と

なっている．

宮城県に限らず，COVID-19の感染拡大の中で

観光需要を喚起し，観光客を誘致していくために

は，新しい生活様式に対応し，少人数であっても

付加価値が高く，観光客が満足してリピート率を

上げるような観光のビジネス構築が不可欠となろ

においても全国的なインバウンド急増の流れを戦

略的に取り込もうという機運が高まっていた．

仙台市に限ると，インバウンド需要を見込んだ

民間のホテル建設計画が複数立ち上がっており，

2021年までに仙台駅周辺に 5軒のホテルが開業

する予定である．

震災から10年，宮城県は，国からの復興予算

の終了を見据えて，今後の観光振興財源確保のた

め，2018年から観光財源の検討を始めた．その

結果として2020年 2月に「宿泊税」制度の導入の

条例案を議会に提出した．この宿泊税は，2021年

の徴収を目指し，3,000円以上の宿泊に一律300円

を課税することを柱とした制度であった （宮城県

観光財源検討会議，2020）．しかし，震災後から

経営に苦慮している地元宿泊事業者との議論が不

十分として反発が広がった．

こうした中で，宮城県はCOVID-19に見舞わ

れ，感染拡大による観光事業者の被害の発生に

よって，宿泊税導入は取り下げられることになっ

た．震災後，ようやく明るい兆しが見えてきた宮

城県の観光であったが，今回のCOVID-19感染拡

大の影響は大きい．

宮城県観光課が公表した2020年 4，5月を中心

とした県内事業者のCOVID-19による影響の概要

を記す （宮城県経済商工観光部観光課，2020c）．

宿泊施設等の 4月の宿泊者数は前年同月比81.2％

マイナスで，休業要請期間中 （4月25日から 5月

6日）は7割弱の宿泊施設が全館休業となって，6

月以降でも再開未定が過半数となった．鉄道で

は，東北新幹線の 4月の利用状況はマイナス87％

であった．バス会社については，4月から 5月の

バスツアーは全てキャンセルとなった．仙台空港

では，4月は国際線の全便が運休となり，国内，

国際線の合計旅客数は前年同月比で，4月はマイ

ナス86％の4.1万人となった．県内の旅行業者の

旅行予約状況は前年同月比で 5月は，マイナス

91％となった．

COVID-19の感染拡大が進む中，宮城県は 5

月，6月の補正予算によって観光事業者に対して

県独自の緊急支援策を開始した．6月には「宮城

観光振興会議」を立ち上げ，感染拡大への対応に
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総宿泊者数に占める県外居住者の比率 （68.0％）

が東北 6県の中で最も低いにも関わらず，観光宿

泊施設 （観光目的の宿泊者が50％以上の宿泊施

設） の宿泊者数の比率 （48.5％） は東北 6県の中で

最も高い．

これらの結果をまとめると，山形県は関係人口

が県内経済や県民生活に大きな影響を及ぼしやす

い県であるものの，インバウンド旅行者の開拓は

進んでいるとは言い難く，県内のリピーターが 1

年を通して観光宿泊施設を利用することで宿泊者

数を下支えしていると言うことができる．

COVID-19の影響を2020年 1月以降における月

別宿泊者数の対前年同月比から見ると，感染拡大

による宿泊者数の減少は山形県が東北 6県の中で

最も顕著に現れた．これは，山形県の100万人あ

たりの累積感染者数 （5月5日時点64人） が東北

最多になったことが一因として挙げられるが，県

内旅行に依存する割合が高いという同県の特徴

が，県内での感染拡大が宿泊者数に反映されやす

い状況を作り出したとも考えられる．一方で，実

際に県内で確認された感染クラスターは，都市部

よりもむしろ農村域に属する市町村の高齢者介護

う．震災復興途上の宮城県の観光関連事業者に

とっては厳しいチャレンジとなるが，これまで以

上に観光地以外の農村や被災沿岸部の諸産業や機

関との連携による新しい観光の創出が求められる．

２． 東北６県に対する旅行行動の特徴と山形県

の動向

 山田浩久（山形大学）

本報告では，東北6県に対する旅行行動の特徴

を観光庁の『宿泊旅行統計調査』のデータを用い

て明らかにし，COVID-19の感染拡大を受けて打

ち出された山形県の施策の特徴を指摘することに

よって，Post COVID-19の観光政策の策定に要求

されるであろう今後の課題について考察する．

東北地方では，宮城県と福島県の宿泊者数が群

を抜いている．最近10年間で100万人泊以上の増

加が見られたのは，岩手県，宮城県，福島県であ

り，青森県，秋田県，山形県は50万人泊未満の

伸びに止まっている．特に，秋田県，山形県につ

いては，増加幅が小さく，新規旅行者の開拓が停

滞していることが指摘される．

2019年における東北地方の月別宿泊者数を見

ると，日本人旅行者に関しては 3月 （送別／卒

業） と 8月 （盆） にピークが見られ，外国人旅行者

に関しては 2月 （春節），4月 （桜），10月 （紅葉）

にピークが見られる．しかし，山形県は日本人に

関しては 8月，外国人に関しては 2月にピークが

現れるのみでオフシーズンの期間が長い．

2019年における山形県の総宿泊者数は557万人

泊であり，東北 6県に北海道と関東 7都県を加え

た14都道県の中で11位であった （第 1表）．しか

し，人口 （2015年国勢調査） 100万人あたりの総

宿泊者数は496万人泊となり，14都道県中 4位に

まで順位を上げて，全国平均 （469万人泊） も上回

る．山形県は，来訪者側から見ると，観光・業務

双方において吸引力の弱い県であるが，収益分配

や受入負荷といった受入地側からの視点で見る

と，東日本でも有数の関係人口に対する依存度が

高い県の一つであると言うことができる．

ただし，総宿泊者数に占める外国人宿泊者数の

比率は4.2％にとどまっている．また，山形県は

第 1表　2019 年の東日本 14 都道県の宿泊者数

総数
2019年計
（人泊）

順位
百万人あたり
（人泊）

順位

北海道 36,983,420 2 6,871,687 1

青森県 4,605,780 13 3,521,239 11

岩手県 6,276,670 10 4,903,648 5

宮城県 10,934,100 6 4,684,704 8

秋田県 3,653,960 14 3,571,808 10

山形県 5,571,860 11 4,957,171 4

福島県 12,657,400 5 6,613,062 2

茨城県 6,299,850 9 2,159,702 13

栃木県 9,559,870 7 4,842,893 6

群馬県 8,648,460 8 4,383,406 9

埼玉県 5,436,550 12 748,115 14

千葉県 29,229,110 3 4,696,948 7

東京都 78,981,720 1 5,844,004 3

神奈川県 23,883,900 4 2,617,127 12

全　国 595,921,480 4,688,788

資料：2019 年宿泊旅行統計調査及び 2015 年国勢調査より作成．
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の差異から説明される．そのため，両者の施策の

是非を問う議論に正解は無いが，トップダウン型

の政策伝達やインバウンド一辺倒の観光戦略の再

考という形で今後に引き継がれるはずである．

COVID-19による旅行者の減少は，「元の状態

に戻す」ことによって回復するわけではない．

COVID-19のパンデミックが収束したとしても，

感染症に対する恐怖は消え去ることはないからで

ある．COVID-19のパンデミックがグローバルス

ケールでの観光のパラダイムシフトをもたらした

と言われる所以は，その不可逆的な影響にある．

わが国に関して言えば，「おもてなし」観光の

あり方が変わる．従来，受入地は「お客様は神様

です」をモットーに，来訪者を選ばない，幅広い

均一な歓待を目指してきたが，今後は来訪者を選

び，その基準に応じた歓待に責任と自信を持つこ

とが要求される．また，来訪者に関しても，従来

は，受け入れられることが前提になっていたが，

今後は，何をしたら許されるのかという意識が必

要になる．換言すれば，「自由」や「解放感」を

コアに構成されていた観光が，「調和」や「自意

識」をコアにする観光に変わっていくであろう．

３． 東北の空路と新幹線に及んだCOVID-19の

影響

 櫛引素夫（青森大学）

本報告では，県境を越えた長距離移動の観点か

ら，東北の空路と新幹線利用にCOVID-19が及ぼ

した影響を，公表データの分析，鉄道事業者，航

空事業者へのヒアリングに基づいて概観する．青

森県で起きた主な出来事についても言及する．

COVID-19が日本に影響を及ぼす直前の2019～

20年の冬，東北地方は記録的な暖冬と少雪に見

舞われ，スキー場など多くの観光地への入込客が

大きく減少した．それでも2020年 2月頃まで，

国内線の空路や新幹線への影響は軽微だったとみ

られる． JR東日本へのヒアリングによると，2016

～19年にかけて，北海道新幹線開業に合わせた

青森県・函館デスティネーションキャンペーンな

どの観光振興施策が奏功，北東北の利用者数は増

加傾向にあった．また，青森空港の利用データが

施設，工場，一般世帯に発生しており，旅行や観

光に関して言えば，風評被害として捉えることも

可能な現象であった．

こうした宿泊者数の激減に対して県が行った施

策は，対象を県内事業所と県民に限定した，観光

立寄施設支援の「県民のお出かけキャンペーン」，

観光立寄施設支援と宿泊支援とを組み合わせた

「県民泊まって応援キャンペーン」，宿泊支援の

「県民泊まって元気キャンペーン」である．これ

らは，5月，5～6月，7月に実施され，予算規模

は，3千万円から 2億 7千万円，7億 5千万円へ

拡大された．

山形県が打ち出した支援施策は，県民の県内旅

行に下支えされているという同県の関係人口に指

摘される特徴に合致したものであった．また，施

策が早期に実施され，連続してバージョンアップ

されたのは，迅速な対応を優先した段階的な補正

予算が組まれたためである．加えて，具体的な支

援方法や支援内容を効率的に企画することができ

たのは，同県が2015年に発令された蔵王山の噴火

警報による風評被害対策として，同様な旅行クー

ポンを販売した実績を有しており，その教訓を生

かしたためである （山田，2016）．山形県の支援施

策は，同県における関係人口の実態，COVID-19

の流入経路，予算規模，過去の実績等に基づく短

期的な地域政策として完成度の高いものであった．

一方，国は国内旅行支援として「Go Toトラベ

ル事業」を当初から計画していたが，実施には

至っていなかった．国の施策実施の遅れによって

県の施策が先行する形になったということであ

る．しかし，7月に入り，感染拡大の第 2波の到

来が囁かれる中で，国は同事業を 7月22日から実

施することを電撃的に公表し，断行した．

山形県も国も実現可能な施策を策定，実施した

はずであるが，結果的に対象や目的に微妙なズレ

が生じた．このズレは，騒動が落ち着くまでは

COVID-19を持ち込まず県内経済の早期安定を図

るという県の思考とCOVID-19と共存できる体制

を民間事業所や国民と共に構築するという国の思

考の違いによるものであり，管轄する空間のス

ケールとCOVID-19対策を考える時間のスケール
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それでも，5月25日の緊急事態宣言解除を挟ん

で利用状況は改善に向かった．JR東日本は大型

連休期間に運行予定だった新幹線の臨時列車をす

べて運休，さらに 5月28日以降の新幹線を 4割

減便する臨時ダイヤを発表していたが，緊急事態

宣言の解除に伴い，減便を取りやめた （JR東日本

2020年 5月13日・同22日ニュースリリース）．6

月には感染拡大が小康状態になり，6月1～25日

の東北新幹線・古川～北上間の利用は，前年比

26％まで戻った2）．青森空港の利用者は 6月，前

年比15.9％となった．

上記のように，新幹線が定期列車の運休を回避

したのに対し，空路はダイヤ回復のテンポが異な

り，6月でも 7割前後が減便していた．その理由

は，新幹線と空路のビジネスモデルの差異にある

とされる （梅原，2020）．新幹線は営業費用に占め

る固定費 （人件費，車両修繕費など） が 8割超と

され，減便のコストカット効果が限定的である．

一方，空路は人件費，航空機リース代などの固定

費が半分ほどで，燃料費などの変動費の割合が新

幹線より高く，経営面での減便の効果が出やすい．

なお，東北 6県における「リアルな人の移動」

について，NTTドコモが公表しているモバイル

公表されている青森県のホームページによると，

2019年 1～2月は利用者が前年を上回っていた．

しかし 3月以降，空路も新幹線も利用者が急減

した．外国人観光客の減少に伴い，仙台，青森，

花巻の 3空港に就航していた国際路線が相次いで

運休した．日本航空 （ JAL），全日本空輸 （ANA）

の両社は 3月初め，国内線の減便に踏み切り，や

がて対象路線･便数を拡大した．青森空港を例に

取ると，国内線の就航便数は 3月が前年比16.8％

減，4月は45.7％減，5月は74.5％減となった．5

月の東京便の利用者は前年の3.8％，全路線でも

同じく4.6％にとどまった （第 2表）．

航空 2社の全国ベースでの減便率も，全日本空

輸 （2020） および日本航空 （2020） によると，全社

ベース の減便率は 4月に 6～8割，5月には 7～

9割に達している．旅客輸送は対前年比で 1割を

割り込んだ．

新幹線は，路線全体に関する詳細な利用データ

が公表されず，メディアが断片的に報じる状態で

全容をつかみにくいが，例えば東北新幹線の古川

～北上間は，3月1～22日の利用が前年比48％，

4月24日～5月6日の大型連休期間中は同 5％に

まで減少した1）．

第 2表　青森空港における国内定期便の便数及び利用者数の対前年比推移 （2020 年1～6月）

JAL ANA FDA
計

東京便 札幌便 大阪便 札幌便 大阪便 名古屋便

1月
就航便数 （便） 1.4％ 4.0％ －1.1％ 1.7％ 4.0％ 8.1％ 2.8％

乗降客数 （人） 5.9％ 9.8％ 3.2％ －4.7％ 11.2％ 5.8％ 5.9％

2月
就航便数 （便） 9.5％ 1.9％ 9.6％ 9.7％ 17.2％ 9.0％ 9.4％

乗降客数 （人） 3.4％ －2.8％ 1.1％ －3.4％ 22.2％ 12.9％ 4.8％

3月
就航便数 （便） －19.4％ －22.8％ －18.5％ －30.9％ －3.2％ －11.7％ －16.8％

乗降客数 （人） －58.2％ －55.3％ －59.6％ －63.9％ －58.0％ －58.6％ －58.2％

4月
就航便数 （便） －60.3％ －30.1％ －40.4％ －87.0％ －37.8％ －47.9％ －45.7％

乗降客数 （人） －92.5％ －77.3％ －89.3％ －95.8％ －90.6％ －90.2％ －89.8％

5月
就航便数 （便） －80.1％ －33.9％ －65.6％ －100.0％ －68.1％ －100.0％ －75.4％

乗降客数 （人） －96.2％ －90.5％ －92.4％ －100.0％ －94.0％ －100.0％ －95.6％

6月
就航便数 （便） －74.7％ －65.1％ －65.3％ －100.0％ －65.5％ －83.8％ －71.7％

乗降客数 （人） －87.1％ －74.2％ －77.8％ －100.0％ －79.8％ －90.9％ －84.1％

1～6月
合計

就航便数（便） －38.2％ －24.8％ －30.9％ －51.9％ －26.6％ －44.6％ －34.6％

乗降客数（人） －59.1％ －54.5％ －55.0％ －69.5％ －54.2％ －60.8％ －58.0％

資料：青森県ホームページ資料から筆者作成．
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が，ビジネスモデルや社会的な役割の再考を避け

て通れなくなりつつある．「観光」という概念や

営みについても，あらためて，何らかの起点や基

軸を設定する営みが不可欠と感じられる．

４． COVID-19影響下における台湾の観光刺

激策

 林　玉惠（台湾銘傳大学）

COVID-19の世界的大流行により，観光関連産

業はかつてない打撃を受けている．台湾の旅行業

商業同業公会全聯会の発表によると，2020年 1月

24日から 3月31日までの台湾における観光業の

損失は，1,200億台湾元 （日本円で約4,400億円）

に上った．このように厳しくかつ困難な状況のな

か，観光業における人員削減や無給休暇を避ける

ため，台湾政府は短期・中期・長期の観光業に対

する救済案を作成している．行政院 （日本の内閣

に相当） の蘇貞昌院長 （日本の首相に相当） も4月

1日に，新型コロナウイルス感染に関する経済対

策の規模を，1兆500億台湾元 （同約 3兆7,500億

円） に拡大すると発表した．一方，5月に入って

から，台湾域内のコロナの流行状況が安定したこ

とを受け，観光業の回復を狙い，これまでに交通

部 （日本の交通省に相当） は，域内団体旅行振興

のモデル事業として「防疫旅行」，「安心旅行」，

「安心旅遊國旅補助方案」，「振興三倍券」などを

発表した．本報告は，観光業の振興と内需刺激を

図るために，台湾政府が最も力を入れている「安

心旅遊國旅補助方案」（国内旅行喚起策）および

「振興三倍券」を中心に，COVID-19影響下にお

ける台湾の観光刺激策について調べ，その課題と

影響について考察することを目的とする．本報告

の内容は，以下の 4点にまとめることができる．

（1）安心旅遊國旅補助方案

「安心旅遊國旅補助方案」とは，ポストコロナ

時代に入り，交通部観光局が台湾元39億元 （日本

円で約140億円） を投じ，深みのある国内旅行を

促進する方案を，7月1日から10月31日まで実施

するものである．この喚起策では旅行業者，本国

籍 （台湾国籍） の個人旅行者，観光バス業者，遊

園地，地方自治体などを対象に補助金を支給す

空間統計データから，緊急事態宣言中の 4月18～

19日と解除後の 6月20～21日のデータを確認す

ると，各県とも全体として回復傾向にあった．た

だ，この時点では，回復の中心は近隣県に限ら

れ，大都市圏との行き来は限定的だった （NTTド

コモ・モバイル空間統計サイト，2020）．

国は旅行・観光需要の喚起キャンペーン「Go 

Toトラベル」を 7月22日に開始すると発表，大

型連休中に行楽や帰省を見送った人々の移動ニー

ズが夏休み・お盆シーズンにシフトすると見込ま

れ，空路や新幹線の利用回復の期待が広がった．

しかし，7月に入ると全国的に感染者が増加し

た．各地の自治体の首長が，「Go Toトラベル」

キャンペーンによる感染拡大への懸念を表明，さ

らに帰省の自粛を求める一方，国は「Go Toトラ

ベル」キャンペーンを進めると同時に帰省の移動

制限を検討するなど，混乱が広がった．身内や身

近な人々への感染を恐れて，首都圏などから帰省

を取りやめる人が相次いだ．航空 2社は，一時は

1割以下に設定した 8月の減便率を，7月下旬に

なって 2割前後まで増やした．

ANAへのヒアリングによれば，旅行者のマイ

ンドについて「9.11」，つまり2001年のアメリカ

の同時多発テロの影響との類似を指摘する声が

あった．不特定多数の人々が，航空機による移動

そのものを忌避する空気が似通っており，首長ら

の帰省自粛要請に，敏感に反応しているという．

ANA，JR東日本へのヒアリングによると，東

北は他地域に比べて観光 （ビジネス以外） の長距

離移動ニーズが高い．「弘前さくらまつり」をは

じめとする春祭り，青森ねぶた祭・弘前ねぷた祭

など，需要の大きな祭りはCOVID-19の影響で中

止となり，秋の紅葉シーズンへの影響も懸念され

る．青森銀行系のコンサルティング会社・あおも

り創生パートナーズは、青森ねぶた祭・弘前ねぷ

た祭の中止による経済的損失を575億円と推計し

ている．

「ウィズ・コロナ時代」に向けて，中長期的な

スパンで，どのようなコンセンサスやその拠り所

となる根拠・指標を構築し直していくか．空路と

新幹線は暮らしや経済活動に不可欠なインフラだ
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には12万人を超える来場者があり，過去最高の

訪問者数を記録した．さらに，7月15日の夏休み

の初日には，離島の澎湖空港の観光客数は設立以

来43年間で過去最高を記録し，1万人を超えた．

このような反動は観光に大きく貢献している．

（4）観光振興に向けた方向性に関する私見

現在の台湾の観光事情や観光事業者による取り

組みの事例，筆者自らの離島旅行の経験から，観

光振興に向けた方向性に関する私見を示す．台湾

の蘭嶼島の魅力は，報告者から見ると以下の 3点

にあった．1点目は島行きの小型プロペラ機であ

る．報告者には小型の飛行機への搭乗経験がな

かったことや，飛行中にパイロットとの会話を楽

しむこともできたため，飛行時間は20分程度

だったにもかかわらず，印象深かった．また，2

点目は，タオ族特有の文化に触れることができ，

タオ族伝統の拼板舟 （タタラ船） も見られたこと

である．さらに，3点目の魅力としては，珍しい

林投 （アダン） のジュースや，種類豊富な飛び魚

料理など，島特有の食文化を楽しむことができた

ことである．今後の観光振興に向けた主な課題を

整理すると，①総合的な交通基盤の整備と地域連

携の推進，②地域文化の保存と活用，③地域食資

源の発掘と再発見，の 3点である．

以上の 4点を通して，COVID-19影響下におけ

る台湾の観光刺激策の現状と問題点を確認するこ

とが，今後の観光業振興の一助となれば幸いであ

る．果たして，台湾の観光刺激策はピンチをチャ

ンスに変えることができるのか．引き続き関心を

持って見守りたい．

Ⅲ　質疑応答

いずれの報告も，極めて今日的なテーマを扱っ

た内容であることから，参加者の関心も高く，多

くの質問や意見が出た．

長崎農産品貿易 （株） の前田陽次郎会員からは，

長崎県と比較して，東北地方は余裕があるのでは

ないかとの意見が出た．COVID-19の感染拡大に

より，主力の観光産業に大きな影響が出た長崎県

る．これにより，約638万人分の旅行需要を喚起

し，約235億元の経済効果が生まれると見込まれ

ている．7月から国内旅行に出かける人が多く，

例えば，台湾東部・花蓮県の夏のホテルの稼働率

は平日・休日を問わず80％を超えている．また，

台東県観光協会の潘理事長によると，台東のホテ

ルの 9月の予約率は60～70％で，10年間で最高

だったという．コロナ自粛で抑えられていた旅行

意欲の反動で235億台湾元以上の経済効果が生ま

れるのはないかと分析している．

（2）振興三倍券

「振興三倍券」とは，行政院が消費拡大を目指

して発行したもので，台湾元1,000元を消費すれ

ば，台湾元3,000元相当のクーポン券がもらえる

というものである．使用期間は 7月15日から12

月末までとなっている．つまり，クーポン券によ

る消費奨励で，経済の活性化を促すことを目的と

している．小売業や飲食業も相次いでお得なキャ

ンペーンを打ち出し，三倍券の争奪戦を繰り広げ

ている．例えば，コンビニエンスストア最大手，

セブン－イレブンは，三倍券3,000元分を，同店

で使える商品券「振興随取卡」4,000元分と引き

換えられる．また，百貨店最大手，新光三越は三

倍券3,000元分の利用で，電子クーポン券1,000元

分を贈呈する．そして，六角国際事業傘下の飲食

チェーンでは，三倍券の200元券を240元分の支

払いに利用でき，さらに総額2,000元相当の優待

クーポン券を贈呈する．このように，「振興三倍

券」は相乗効果が三倍どころか，四倍，五倍効果

になって現れることが調査からわかった．

（3）報復性旅遊

いまの台湾の観光事情は「報復性旅遊」を抜き

にしては語れない．「報復性旅遊」とは，コロナ

の影響で抑圧を受けたのち，そこから解放される

ことによって，反発力が生まれる現象で，リベン

ジツーリズムあるいは反動的ツーリズムともいえ

るものである．例えば，端午節 4連休期間中，台

湾東部・花蓮県の主要ホテルは新記録を樹立し，

ほぼすべてのホテルで90％以上の稼働率を誇っ

ていた．また，台湾南東部・台東県の発表による

と，「台湾国際バルーンフェスティバル」の初日
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タイルが期待されると回答した．

筑波大学大学院の張紅氏からは，観光業におけ

る量から質への転換に疑問がなされた．東北地方

でも質はもちろん重視すべきだが，そもそも観光

客数が伸び悩んでいる中，さらに質を重視すると

競争力の弱い観光関連施設はどうやって生き残れ

ばいいのか，量と質のバランスを問うた意見であ

る．これに対して山田会員は，大資本系列だけで

なく，零細な宿泊施設も健闘していると述べた．

零細なところは，本業のほかに，酒屋，土産物

屋，食堂，農業など副業を行っているところも多

く，COVID-19の影響に悩まされながらも何とか

やり繰りしている．したがって，今後は規模の大

小ではなく，構想力のあるところが，質の確保も

含めて生き残っていくとの見解を示した．

関西大学の土屋純会員からは，パラダイムシフ

トに関する質問が出された．流通業界では，パラ

ダイムシフトとして，通信販売と実店舗を併存し

ている会社が強い一方，過当なサービス競争も起

きている．翻って観光業におけるパラダイムシフ

ト，換言すれば，客を「選ぶ立場」としての高度

な観光サービスに舵を切れるか，その実現可能性

を問うた．質問を受けた山田会員は，COVID-19

の感染拡大以前より，薄利多売につながるオー

バーツーリズムから，富裕層向けに高付加価値の

観光サービスを提供する動きへの転換が見られた

こと，また，今日では，当たり前とされてきたパ

ブリックウェルフェア （安全，安心，清潔，正確

など） にお金を払う概念も誕生していることか

ら，そうした流れにどう対応するかが観光業のパ

ラダイムシフトに要求されると回答した．土屋会

員は，観光業者の選別や格差拡大につながらない

よう慎重な対応が必要との懸念を示した．

日本観光研究学会東北支部長で石巻専修大学の

丸岡泰氏は，COVID-19を警戒しすぎではないか

と持論を述べた．国の「Go Toトラベル」施策は

焼け石に水であり，我が国の観光が一刻も早く元

に戻ることが望まれるとコメントした．これに対

して櫛引会員は，現状では感情が理論を凌駕して

いる側面があり，安全性に対するあやふやな状況

をどのように解きほぐすかが難しいと返答した．

では，国の「Go Toトラベル」施策に期待すると

ころが大きい．しかしながら，実際には県の目標

値に達しておらず，県知事自ら危機感をあらわに

している．経済より命を優先すべきことは言うま

でもないが，さりとて経済を動かさないことには

守れる命も守れなくなるとの見解を，欧米の例も

交えながら述べた．これに対して櫛引会員から

は，東北地方は全国的には感染者数が多くないも

のの，あくまで程度の問題であり，東北の観光も

厳しい現状には変わりがないとの返答がなされた．

櫛引会員からは，林報告に対して，台湾の観光

振興策がどのように受け入れられ，また，どのよ

うに恐怖心を克服しているのか質問が出た．日本

で「Go Toトラベル」が批判されがちな現状と対

照的であることを踏まえている．林氏からは，住

民が政府の政策を支持していることが，大きな理

由であるとの返答がなされた．一方で，離島の環

境破壊など，新たな問題が生じているとのことで

あった．続けて宮原会員から，台湾の団体旅行の

状況について質問が出た．林氏は，台湾では団体

の規模を10～15人程度に制限しており，マスク

着用やアルコール消毒を徹底するとともに，食事

を分散して行ったり，テーブルにアクリル板を

設置したりするなどの対策が取られていると回答

した．

東北学院大学の柳井雅也会員からは，マイクロ

ツーリズム （近距離の日帰り旅行） に関する質問

がなされた．インバウンドや長距離旅行の縮減に

よる観光のダメージをマイクロツーリズムで取り

戻す動きがある中，もともとマイクロツーリズム

が盛んな東北では成長が望めないのではないかと

の懸念を示した．質問を受けた宮原会員は，マイ

クロツーリズムは特段新しい概念ではないこと，

また，東北ではマイクロツーリズムに近い形での

グリーンツーリズムに力を入れてきたことなどを

踏まえれば，必ずしも東北に観光客が来ないこと

を心配することはないとの見解を示した．同様に

質問を受けた山田会員は，今後はDMO （DMC）

の役割が一層重要になり，全国的に人口密度が低

い東北では，「人が集まる」場所から「人が集ま

らない場所」へ誘客を図ることで，新たな観光ス
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COVID-19の感染状況は日々刻々と変化してお

り，本稿が掲載される頃には，本例会の開催時

（2020年 8月8日） とは様相が大きく異なっている

かもしれない．しかしながら，例会時点でのヴィ

ヴィッドな報告を行えたことには大きな意義が

あったといえよう． 
（*山形大学，**宮城学院女子大学，***青森大学，

****台湾銘傳大学，*****熊本学園大学，

******福島大学）

注

1）朝日新聞2020年 3月26日版及び5月29日版．

2）朝日新聞2020年 6月27日版．
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光統計概要（速報値）について．記者発表資料

（令和 2年 7月2日），https://www.pref.miyagi.jp/

release/ho20200702-1.html（2020年 8月8日閲覧）
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要　平成30年 （1月～12月）．宮城県経済商工観

Ⅳ　コメント

 山口泰史（熊本学園大学）

宮原報告からは，COVID-19の感染拡大に対す

る観光復興の，時間的な難しさを実感した．誤解

を恐れず言えば，東日本大震災などの自然災害

は，発生直後が最悪の状態であるが，COVID-19

は，7月以降に全国レベルで再び感染が拡大して

いるように，いつが最悪の状態なのか判断できな

い．観光事業者が暗中模索して観光復興に取り組

むのは，物質的のみならず，精神的にも大きな負

担がかかると推測される．

山田報告からは，COVID-19の感染拡大防止に

向けた山形県の「覚悟」が感じられた．山形県は

他県に比して，宿泊者における県内居住者の割合

が高い．そのことから，いち早く県民限定のキャ

ンペーン企画を始めた．いうならば，山形県の観

光の落ち込みを，山形県民の力で回復させようと

いう動きである．COVID-19を県内に持ち込ませ

ないという徹底した取り組みが功を奏し，本例会

から 1週間後の2020年 8月15日，山形県は全国

に先駆けて「現在感染者数」がゼロになった．

櫛引報告からは，COVID-19の感染拡大にとも

なう働き方の変化が今後，交通機関にどのような

影響を与えるかが懸念された．対面接触を避ける

ために行われているオンラインでの会議やイベン

トが，感染終息後も「便利なもの」として普及し

た場合，出張によるビジネス旅行が停滞して，飛

行機や新幹線の利用者が減少するだけでなく，宿

泊施設や飲食店など観光業全般に影響が及ぶ恐れ

がある．

林報告からは，住民の政府への信頼が，日本と

台湾で異なる様子が見て取れた．2020年8月の世

論調査（読売新聞ほか）では，COVID-19への政

府の対応を「評価しない」が66％と，調査以来

の最高値を示し，「Go Toトラベル」施策も「適

切ではなかった」が85％となった．台湾では，

政府のCOVID-19への迅速な対応と，住民への丁

寧な説明が感染拡大の防止につながり，観光刺激

策が成功したと考えられる．日本も見習うべきと

ころが多い．
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