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要旨：21 世紀のツーリズム産業はテロ、感染症、自然災害の 3 つのリスクをどう克服するかが大きな課題で

あった。今回の新型コロナウイルス感染症により、未曽有の被害を受けているツーリズム産業の復活に向けて

日本政府は世界でも例にない規模の国内需要回復キャンペーンを実施している。本稿はその狙いと成果を検

証し、キャンペーンの再開を提案するものである。 
 このキャンペーンは過去の自然災害からの回復策の経験をもとにして、地域経済復興も狙って予算化され

た事業である。昨年度の実績を分析すると、想定通りの需要回復が実現しつつあり、コロナ下での新しい旅行

トレンドが生まれつつあった。感染症対策については事業者側のガイドラインと旅行者のマナー啓発、国の検

査体制などにより感染被害を 小限に抑えてきた。これまで実施してきた経験をもとに、さらなる感染拡大防

止策など改善策を施してキャンペーンを再開することを提言する。 
 
Summary: In the 21st century, the travel and tourism industry faced the major challenge of overcoming 
the three major threats to the travel and tourism industry: terrorism, infectious diseases and natural 
disasters.  
The Japanese government is conducting a domestic demand recovery campaign (Go To Travel Campaign) 
on an unseen scale to revive the tourism industry, which has been unprecedentedly damaged by the new 
coronavirus pandemic (Covid19). I will examine its aims and achievements and propose preparations for 
resuming the currently suspended Go To Travel Campaign. 
This campaign is a budgeted project aimed at regional economic recovery constructed through the 
experience and results of recovery measures implemented after past natural disasters. An analysis of last 
year’s performance shows that demand is recovering as expected and new travel trends under the corona 
pandemic are emerging. Regarding COVID19 countermeasures, damage caused by the campaign has been 
minimized, by the guidelines of business operators, the popularization of tourist safety etiquette and the 
national health inspection system. 
Based on the experience we have gained so far, I recommend that we take further improvement steps 
such as measures to prevent the spread of COVID19 and restart the campaign. 
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１ Go To トラベルキャンペーン成立の経緯 
1.1  感染拡大防止と社会経済活動の両立 
 

本稿執筆中の 1 月 28 日現在、2 回目の緊急事態宣言

が発せられ、Go To トラベルキャンペーンは国をあげ

て感染レベルを低下させるという意識を共有するため

に全面停止されている。本稿の目的はキャンペーンの

狙いと成果を検証し、再開の準備について提案するも

のである。 

まず、新型コロナウイルスが日本のツーリズム産業に

与えた影響を振り返る。2020 年 1 月 27 日から中国から

の団体旅行が禁止され、日本を含むアジア各国はイン

バウンドが大きく減退した。1 月 29 日には武漢からの

緊急避難チャーターが帰国、2月 3日には「ダイヤモン

ドプリンセス」が横浜に入港し、全員下船まで 1 か月

半にわたり検査や治療が行われた。国内に感染が拡大

したことを受けて、2 月 27 日に全学校の一斉休校が要

請され、TDR をはじめとする主要テーマパークが閉園さ

れ、国内観光に大量の取消と買い控えが発生した。3月

11 日には WHO がパンデミックを宣言。3月 24 日に東京

オリンピック・パラリンピックの 1 年延期が発表され

た。   

3 月 31 日には主要 49 か国が危険レベル 3（渡航延期

勧告）となり、海外ツアーは催行不可能となった。4月

7 日に 7 都道府県に緊急事態宣言が出され、4 月 16 日

には全国へ拡大された。この緊急事態宣言は 5月 14 日

に 8 都道府県を除く 39 県が解除、 終的に 5 月 25 日

に全面解除されるまで約 1か月半かかっている。 

この間、社会経済活動が停滞したことから、新型コロ

ナウイルス感染症専門家会議（5 月 4 日）の提言を受

け、政府は 8 割の外出制限に代わる三密回避やマスク

着用などの「新しい生活様式」を発表した。ここから「感

染拡大防止と社会経済活動の両立」がテーマとなり、前

提となる業種別のガイドラインが作成された。（現在

250 業種以上が政府に登録済み） 

諸外国においても、市中感染の封じ込めに成功して

いる台湾、感染レベルが低いとされる中国、感染が増え

ている欧米まで、感染レベルに応じて「感染拡大防止と

社会経済活動の両立」を模索している。 

 

1.2 史上 悪の被害と業界の対応 

 

観光業界・旅行業界はまずインバウンド、続いて海外

旅行、2 月 27 日の自粛要請からは国内観光も大きく減

退した。特に 4 月～6 月は旅行総需要がほぼ消滅した。

観光庁の旅行観光消費動向調査の 4－6 月分（図表１）

では国内旅行消費が約 1 兆円あるのみで、国内旅行観

光消費は前年対比で 16％、インバウンド、海外旅行が

ないため、総消費額の前年対比はわずか 13％しかない。 

 
2 月初めの自民党観光立国調査会や与党のコロナ対

策本部でのヒアリングにおいて、宿泊、旅行、航空、鉄

道など観光各団体は、雇用調整助成金や持続化給付金

など当面の経営支援策としかるべき時の需要回復のキ

ャンぺーン実施について声を揃えて要望した。 

私は当時（一社）日本旅行業協会の理事・事務局長と

して、政府へ要望をするにあたり、対策の基となる旅行

消費予測を提供し回復のシナリオを提案した。具体的

には 2週間に一回、主要 10 社の 2か月先までの先行予

約の数字を集計し､過去 20 年で 悪の年であった 2009

年と比較したグラフを作成した。 



 
              出典：日本旅行業協会  

図表 2は 2月 28日の第１回目の集計に基づくグラフ

で、1 月 27 日から中国の団体旅行が禁止となった影響

で 3 月のインバウンドが 70％減少。国内旅行、海外旅

行とも3月で 40％減、4月で半減と厳しい数字だった。 

 21 世紀に入り、ツーリズム産業は 2001 年ニューヨー

クの同時多発テロ、2003 年の SARS、2005 年スマトラ沖

地震津波被害などテロ、感染症、自然災害の被害を受け

てきた。中でも も大きな影響を受けたのはリーマン

ショック後の景気減退と新型インフルエンザが重なっ

た 2009 年であった。この年の日本の国内旅行は７％減

少、海外旅行は 22％減少して、ついには JAL が経営破

綻するまでの事態となった。 

今回の先行予約の数字は2009年を大きく下回る動き

を見せていたことで、危機感を共有して頂いた。 

先行予約の 3月 13日の 2回目の集計では 3月は 7割

減少、4月以降はさらに悪化していった。これを観光庁

発表の主要旅行会社49社統計の前年月別に当てはめて、

月別の売り上げ予測として被害を想起しやすくしたも

のが図表 3 である。毎月 3,000 億円以上の売り上げが

なくなることを示した。（この予測方式は数か月後の結

果と照合すると数％以内の誤差であった） 

 

 
              出典：日本旅行業協会 

 

観光庁統計では 2019 年の日本の旅行・観光消費額は

27.9 兆円とされ、図表 4 の通り、毎月 2 兆円から 3 兆

円の旅行消費となる。 

 
出典：日本旅行業協会 

  

主要旅行会社 49 社の取扱額は年間 5兆 2千億円。こ

の約 5 倍が全体の旅行観光消費に相当する。つまり、

主要 49 社統計の被害予想毎月 3,000 億円の 5 倍、1.5

兆円の旅行消費が毎月消える計算となる。旅行消費の

波及効果は 2倍とされるので、GDP の押し下げ効果は 3

か月で 10 兆円規模に及ぶという説明を行った。民間シ

ンクタンクの経済損失をはるかに上回る経済損失が予

想されることを資料として説明し、需要回復のキャン

ペーンの規模算定の根拠として共有して頂いた。 



 なお、図表１の通り 4～6月の国内旅行消費の前年か

らの減少額は約 5 兆円となったので、ほぼ予測通りと

なった。また、海外旅行やインバウンドも加算すると 3

ヶ月の減少額は 7兆円規模となる。 

 

1.3  経済対策の Go To トラベルキャンペーン 

損失見込みと合わせて、需要回復のシナリオを提案

した。シナリオの参考になったのは、2003年香港のSARS

のリカバリープランである。香港は感染発生期、回復準

備期、回復期の 3 段階で対策すべきことを用意し、安

全宣言後に予算を集中投下することによって 2 か月で

観光需要を復活させていた。 

また、観光庁は、西日本豪雨災害の「西日本周遊ふっ

こう割」、「山形・新潟応援キャンペーン」など宿泊代金

補助で旅行需要を回復した実績があった。「西日本周遊

ふっこう割」では 2018 年 9 月～2019 年 1 月にかけて、

一人当たり 6,000 円または 4,000 円の宿泊補助方式で

17 億円の助成で 36 万人が、8.5 倍の 145 億円の旅行消

費を生み出す実績を上げていた。国の予算でレバレッ

ジを効かせて消費を産みだすモデルケースであった。 

経済の復活を目指す経済産業省は観光庁と連携して、

「観光を牽引役として地方経済を復活させる」と経済

対策の柱に明記し、その具体化としてトラベル事業 1.3

兆円を核に、イート、イベント、商店街支援をパッケー

ジにした総額 1.7 兆円の Go To 事業を策定した。つま

り、経済対策のために大型予算が組まれたのである。 

4 月 30 日に成立した第一次補正予算では、個人に対

する特別定額給付金 8.9 兆円、企業への持続化給付金

10.6 兆円、医療補助 2 兆円、そして経済対策 1.7 兆円

は Go To 事業に集約されていた。大半が応急的な輸血

策で Go To 事業だけがリハビリ策だったと言える。 

3 月 23 日の安倍首相以下主要閣僚が出席した官邸で

の観光・運輸業界のヒアリングの場で、安倍総理は「観

光は日本の成長戦略の柱であり、今回大変な被害を受

けているが、まず、事業を継続できるように全面的に支

援する。現在は感染拡大を防ぐことに全力を挙げてい

るが、しかるべき時に V 字回復させるために前例のな

い規模の旅行キャンペーンができるように予算化する」

と発言されている。 

これは、2018 年までのわずか 5 年間で、人数で 3 倍

の 3,000 万人越え、4.5 兆円の観光消費を産みだしたイ

ンバウンドの実績に基づく。2030 年 8 兆円の達成に向

けて成長戦略を実現する担い手の保護は国策にかなう

という判断でもある。 

 

1.4 Go To トラベルキャンペーンの仕組み 

Go To トラベルキャンペーンの意義を再確認する。 

 

① 地方経済の再生 

 旅行消費は同額の波及効果が考えられ（食材、リネン

から土産物の購入など）イート、イベント、商店街な

どのキャンぺーンとの相乗効果も期待できる 

②戦略的な産業保護 

インバウンドで 4.5 兆円を稼いでいる成長戦略の担

い手を守る 

③予算上レバレッジ効果が高い政策 

 

キャンペーンの仕組みは、１泊 2万円を上限として 

旅費の半額を補填する方式で、補填額のうち宿泊補助

は 7 割、地域共通クーポンに 3 割が充てられる。地域

共通クーポンは期間や地域が限定されるため地方の消

費に直結する施策となっている。 

 旅行代金 2 万円で半額補助とすると 1 万円、うち旅

費補助が 7,000 円で 3 割が地域共通クーポンなので、

旅行代金は 1万 3,000 円で 3,000 円のクーポン付だ。 

5 万円の旅行では、半額で上限 2万円なので、旅費補助

が 1 万 4,000 円。地域共通クーポンが 6,000 円で、旅

行代金が 3 万 6,000 円、6,000 円のクーポン付となる。

旅費補助部分は 35％相当である。 

 

1.5  Go To トラベルキャンペーンの運用 
感染状況に応じて、以下のように段階的に拡大され、 

あるいは縮小されてきた。 

 

①7 月 22 日から先行して実施 

夏休みの連休に合わせて、立て替え方式で開始 

7 月 27 日から事業者取り扱いが開始 

ただし、地域共通クーポンはなく旅行補助のみ（東京

発着は除外） 

②10 月から 



旅行補助に東京発着も加わり、地域共通クーポンも

開始され、当初設計のフルスペックとなる 

③11 月 29 日から感染状況に応じて制限が加わる 

・11 月 29 日～12 月 15 日 札幌市、大阪市対象制限 

・12 月 1 日～17 日 東京都の 65 才以上の制限 

・12 月 15 日～ 東京、名古屋、大阪、札幌の制限 

・12 月 28 日～1月 11 日の全国での停止 

・緊急事態宣言の解除などを待って再開予定 

 

当初計画のフルスペックで実施されたのは 10 月、11 月

の 2か月である。 

 

２ Go To トラベルキャンペーンの成果 
2.1  Go To トラベキャンペーンの取り扱い実績 

観光庁発表では 1 月 15 日までの利用者は少なくと

も 8,282 万泊、支援額は 4,842 億円に達する。Go To ト

ラベルキャンペーンの事務局は公募審査を経て、ツー

リズム産業の連合チームが担っている。 

※ツーリズム産業共同提案体：（一社）日本旅行業協会、（一社）

全国旅行業協会、（公社）日本観光振興協会、㈱JTB,KNT-CT ホー

ルディング㈱、㈱日本旅行、東武トップツアーズ㈱）協力団体：

（一社）全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、（一社）日本

旅館協会、（一社）日本ホテル協会、（一社）全日本シティホテル

連盟、㈱リクルートライフスタイル、楽天㈱、ヤフー㈱ 

大手旅行会社 48 社、中小旅行会社 116 社、オンライ

ン予約サイト 4 社、宿泊施設直販システムの取り扱い

実績や予約見込みが定期的に集約されている。 

サンプルの報告ベースの数字では、12 月末までの取

扱人数は 7766 万人泊、旅費補助は 3799 億円、旅行代

金は 1 兆 1,219 億円と 3 倍の旅行需要が産み出されて

いる。旅費補助が 35％相当の定率補助によるためであ

ろう。旅行代金の平均単価は 14,450 円。オンライン予

約サイトや宿泊施設直販システムによる利用は約

13,000 円、旅行会社経由ではこれに列車や航空機、バ

スなどの交通費が加わるため約23,000円となっている。 

 

図表 5 Go To トラベルキャンペーン月ごとの推移 

 

 出典：Go To トラベルキャンペーン事務局資料から筆者作成  

 

月別の旅行総額の推移をみると毎月1000億円前後増

えており、特に 10 月、11 月とフルスペックで実施され

た月は約 3,000 億円（補助額で約 1,000 億円）が利用

されていることから、フルスペックで実施されればほ

ぼ計画通りの効果が得られたことが推測できる。 

 

2.2  旅行観光消費への効果 
図表 6（内訳は図表 1参照）により四半期ごとの様相

を説明する（前年との合計消費額との差/国内旅行消費

額のみの差） 

①感染開始期（１‐3月）3月から影響 

 ▲1.5 兆円（▲9千億円） 

②低迷期（4－6月）ほぼ需要喪失 

 ▲6.5 兆円（▲5兆円） 

③回復初期（7－9月）7月末からキャンペーン開始 

▲5.2 兆円（▲3.8 兆円） 

④回復期（10－12 月）東京解禁、地域共通クーポン    

▲3.2 兆円（▲1.8 兆円 ）※推計数字  

 

図表 6 2019 年、2020 年 旅行・観光消費額比較 
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出典：観光庁統計から筆者作成 2020 年 10－12 月は推計   

 

7－8 月は多客期で Go To トラベルキャンペーンによ

って、致命的な被害が回避された。12 月は断続的に制

限が行われ、特に東京、大阪、名古屋、札幌など主要市

場に制限がかけられ、年末年始がキャンペーンの対象

外となって取消がでたことが影響している。そのまま

実施されていれば、前年並みに回復していたことが推

察される。 

 

2.3  旅行会社への効果 
 図表 7の通り主要49社の旅行会社の国内旅行の売り

上げ推移をみると Go To トラベルキャンペーンにより

回復軌道に乗っていたことがわかる。 

 

図表 7 主要旅行会社の国内旅行売上推移 

 
  出典：日本旅行業協会 

 

一方で、国内の団体旅行や、売り上げの 1/3 を占める

海外旅行やインバウンドの業績まではカバーしきれて

おらず、経営的にはきびしい状態が続いている。 

 

図表 8 主要旅行会社の売上の推移 

 

出典：日本旅行業協会 

 
３ 旅行トレンド「新しい旅のカタチ」 
3.1 旅行傾向 
 10 月末現在の事務局に集計された報告データによる

旅行傾向を引用する。 

 日程は 1泊が 82％、2泊は 10％、3泊が 3％。 

行先は北海道、千葉（TDR）、大阪（USJ）人気観光先が

上位。利用者は首都圏、大阪、愛知、福岡、広島など人

口が多い都市圏からの利用が多い。以上のように通常

と変わらない傾向が見える。 

 
出典：ＧｏＴｏトラベル事務局 

 

旅行代金の分布は、宿泊のみの手配では 5000 円～1

万円が多く、宿泊補助がある分やや高額なプランや宿



が選ばれているとはいえ、贅沢志向と言えるほどの変

化はない。また、旅行会社のツアーでは 1 泊半額 2 万

円までの補助を 大限利用して、1泊 2日 4万円以上の

ツアーが作られたことが、表からも読み取れる。 

 

3.2 マイクロツーリズム 
図表10はキャンペーン事務局で集計された行先ごと

の訪問者の居住地調査のデータである。 

 

図表 10 訪問先の旅行者居住地ランク 

 

 
出典：ＧｏＴｏトラベル事務局 

 

埼玉県以外はすべて地元に訪問する割合がトップと

なっている。宿泊施設が居住地の聞き取りできたもの

を事務局に報告するということを割り引いてみても、

地元志向や狭域志向が伺える。 

都道府県別の地元からの参加率は以下の通りとなる。 

8 割以上 ：北海道と沖縄県 

50％～70％：9県（東北など） 

39％～50％：17 県 

30％以下 ：18 都府県 

 石川県のように県民割との併用を認めていた県はこ

の傾向が高い。県民割は、現住所の確認が容易であるた

め、捕捉率が高くなっていることにもよる。 

 7 月の初めに各自治体で割引施策が実施されたこと

もあり、夏休みは自家用車で近隣の自然が豊かなリゾ

ートや中小規模の旅館に出かける傾向がみられた。そ

の後、旅行会社のツアーで遠隔地にも出かけるように

なったものの、地元化、狭域化は根強いと思われる。 

 これをもってマイクロツーリズムの時代とされるが、

首都圏や近畿圏など大市場の周辺ではビジネスとして

成立するかもしれないが、それ以外では成立しない。い

い例が長崎のハウステンボスである。ハウステンボス

は 6 月に入場券 1,000 円キャンペーンで毎日 1 万人の

長崎県民を集めたが、元の 1 万円に戻した途端、集ま

らなくなった。10 月以降は首都圏や近畿圏からのツア

ーで活況を呈した。 

 目指すべきはマクロツーリズムの復活であり、マイ

クロツーリズムはその一歩であるべきだ。 

  

3.3 新しい旅のカタチ 

ちなみに、昨年の海外旅行者は 2,008 万人で、首都

圏で 850 万人、東京だけでも 425 万人存在し、彼らは

海外旅行をあきらめ、国内旅行の再発見に出かけてい

る。目の肥えたゆとりがある海外旅行のリピーターに

対して、本来は海外旅行を企画するプランナーが 10 万

円以上の 4日間～1週間のツアーを企画して、売れ行き

も好調だ。ここ 近、安近短でなく、体験型や滞在型の

国内旅行企画の必要性が叫ばれてきたが、今回の想定

外の副産物である。 

 PATA（太平洋アジア観光協会）中国支部は 2020 年 3

月に中国人の海外旅行リピーター1,252 名へポストコ

ロナの旅行動向を調査した。その上で、旅行会社や訪問

先に対して、次のようなアドバイスを送っている。 

 

・安心安全が 大の関心事 

・旅行会社や観光地による感染防止対策の導入 

・観光地での感染状況などに関する情報提供 

・旅行の質的向上。特に観光地での食や宿泊施設 

居住地

都道府県名 割合 都道府県名 割合 都道府県名 割合 都道府県名 割合 都道府県名 割合

北海道 北海道 87.8% 東京都 1.2% 大阪府 1.2% 宮城県 0.9% 青森県 0.8%
青森県 青森県 48.8% 岩手県 16.4% 宮城県 8.9% 北海道 6.9% 秋田県 6.3%
岩手県 岩手県 68.2% 宮城県 7.9% 青森県 6.6% 秋田県 4.5% 山形県 2.3%
宮城県 宮城県 36.7% 福島県 11.2% 岩手県 10.7% 山形県 9.8% 青森県 6.4%
秋田県 秋田県 58.3% 岩手県 10.3% 宮城県 6.7% 青森県 6.4% 山形県 4.7%
山形県 山形県 50.8% 宮城県 13.1% 福島県 6.1% 新潟県 4.9% 岩手県 4.7%
福島県 福島県 46.8% 宮城県 11.4% 栃木県 6.5% 山形県 6.2% 新潟県 4.5%
茨城県 茨城県 20.6% 栃木県 14.6% 福島県 7.9% 千葉県 6.9% 群馬県 5.3%
栃木県 栃木県 38.2% 福島県 6.9% 群馬県 5.8% 千葉県 4.7% 宮城県 4.4%
群馬県 群馬県 38.2% 長野県 7.7% 新潟県 7.4% 栃木県 7.2% 千葉県 3.7%
埼玉県 栃木県 9.4% 群馬県 8.9% 静岡県 8.4% 千葉県 7.6% 神奈川県 7.2%
千葉県 千葉県 24.3% 栃木県 7.0% 神奈川県 6.9% 静岡県 6.3% 長野県 5.0%
東京都 東京都 20.2% 神奈川県 8.1% 静岡県 7.6% 千葉県 6.3% 長野県 5.7%
神奈川県 神奈川県 22.9% 静岡県 14.2% 千葉県 6.6% 長野県 5.7% 山梨県 4.9%
新潟県 新潟県 55.7% 長野県 6.5% 山形県 4.3% 福島県 4.2% 群馬県 3.4%
富山県 富山県 36.5% 石川県 14.1% 長野県 7.7% 岐阜県 4.9% 新潟県 4.5%
石川県 石川県 50.2% 富山県 5.7% 長野県 5.0% 福井県 3.8% 大阪府 3.4%
大阪府 大阪府 18.0% 兵庫県 12.7% 京都府 6.6% 和歌山県 5.8% 三重県 5.6%
福井県 福井県 44.2% 石川県 11.6% 大阪府 4.2% 京都府 3.8% 長野県 3.5%
山梨県 山梨県 24.8% 静岡県 15.9% 長野県 11.8% 神奈川県 6.5% 千葉県 4.4%
長野県 長野県 51.4% 新潟県 6.2% 静岡県 3.3% 群馬県 3.2% 山梨県 3.1%
岐阜県 岐阜県 28.2% 愛知県 9.9% 長野県 7.4% 三重県 6.4% 静岡県 5.4%

第5位訪問地 第1位 第2位 第3位 第4位

居住地

都道府県名 割合 都道府県名 割合 都道府県名 割合 都道府県名 割合 都道府県名 割合

静岡県 静岡県 44.6% 長野県 6.6% 山梨県 6.1% 愛知県 5.2% 神奈川県 5.1%
愛知県 愛知県 20.4% 岐阜県 8.6% 三重県 8.1% 静岡県 8.0% 長野県 7.9%
三重県 三重県 42.0% 愛知県 7.5% 大阪府 5.1% 岐阜県 4.0% 長野県 3.8%
滋賀県 滋賀県 15.6% 京都府 8.5% 大阪府 8.2% 兵庫県 7.8% 三重県 6.9%
京都府 京都府 18.9% 兵庫県 10.9% 大阪府 8.7% 三重県 5.1% 滋賀県 4.5%
兵庫県 兵庫県 27.4% 大阪府 10.2% 京都府 7.0% 三重県 3.2% 岡山県 2.9%
奈良県 奈良県 12.2% 大阪府 11.3% 兵庫県 10.5% 三重県 8.9% 和歌山県 6.3%
和歌山県 和歌山県 46.0% 大阪府 10.7% 兵庫県 6.0% 京都府 4.1% 三重県 3.9%
鳥取県 鳥取県 40.4% 島根県 10.0% 岡山県 8.2% 兵庫県 7.3% 広島県 5.7%
島根県 島根県 41.5% 鳥取県 12.2% 広島県 11.6% 岡山県 5.1% 山口県 4.1%
岡山県 岡山県 30.9% 鳥取県 7.8% 広島県 6.8% 兵庫県 6.4% 香川県 5.0%
広島県 広島県 31.4% 山口県 8.5% 島根県 7.0% 岡山県 6.4% 鳥取県 5.0%
山口県 山口県 43.2% 広島県 8.4% 福岡県 8.3% 大分県 6.7% 島根県 3.6%
徳島県 徳島県 24.4% 香川県 11.3% 兵庫県 9.4% 高知県 7.6% 愛媛県 7.5%
香川県 香川県 31.8% 愛媛県 10.9% 高知県 10.2% 岡山県 5.2% 兵庫県 5.1%
愛媛県 愛媛県 39.4% 香川県 10.1% 高知県 9.1% 広島県 6.5% 徳島県 3.5%
高知県 高知県 38.3% 愛媛県 10.9% 香川県 10.6% 大阪府 4.4% 兵庫県 4.2%
福岡県 福岡県 21.8% 大分県 16.7% 熊本県 10.8% 長崎県 9.5% 佐賀県 5.7%
佐賀県 佐賀県 30.7% 長崎県 13.1% 福岡県 12.8% 大分県 11.1% 熊本県 8.8%
長崎県 長崎県 53.5% 福岡県 10.9% 佐賀県 7.7% 熊本県 6.0% 大分県 5.9%
熊本県 熊本県 46.1% 大分県 9.9% 福岡県 9.2% 長崎県 6.1% 鹿児島県 5.7%
大分県 大分県 54.5% 福岡県 10.9% 熊本県 7.1% 宮崎県 4.3% 長崎県 3.1%
宮崎県 宮崎県 42.0% 大分県 12.8% 鹿児島県 12.7% 熊本県 8.0% 福岡県 7.8%
鹿児島県 鹿児島県 61.4% 熊本県 7.2% 宮崎県 7.1% 福岡県 6.1% 大分県 3.4%

沖縄県 沖縄県 80.6% 福岡県 2.6% 大阪府 2.1% 東京都 1.9% 北海道 1.2%

訪問地 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位



・大型ツアーから小人数のテーマツアーへのシフト 

・FIT、SIT ツアーの増加 

・余裕のある日程への移行 

 

それ以降、日本も含めた各地で実施されている旅行

者の意向調査ではほぼ同じ傾向が示されている。感染

が終息するまで、あるいはそれ以降も世界共通での「新

しい旅のカタチ」の標準となるのかもしれない。 

 
４ 感染拡大防止の対策 
4.1 事業者向けガイドライン 
2003 年 SARS からの回復キャンペーンは WHO が終息

宣言を発してから開始された。2009 年の新型インフル

エンザの際は毒性が極めて弱いことが確認され、国土

交通省からひとまず安全宣言が発せられた。 

今回の新型コロナウイルスの場合、集団免疫を獲得

するまでには 2年～3年かかるとされ、また、ワクチン

の接種も本格的にはこれからである。感染拡大の防止

と経済両立という初めての取り組みに各国が挑戦して

いる。 

感染拡大を防止するために業種別のガイドラインが

設けられたことを第 1 章で紹介した。私たち旅行業界

は自粛解除や需要喚起の大前提として、3月に感染拡大

防止のガイドライン策定を提案していた。これは 2003

年の SARS の際に策定した経験があったためである。 

今回は、観光庁の支援で一早く旅行業・宿泊業のガイ

ドライン策定に着手できた。策定にあたり渡航医学会

の浜田篤郎先生、大越裕文先生、古賀才博先生の 3 名

の感染症の専門家と観光危機管理の専門家である観光

レリジエンス研究所高松正人代表（前 JTB 総研常務）

に監修して頂いた。また、旅行業界の対策部会で現場に

浸透させる運営方法の検討を重ねてきた。 

宿泊業界のガイドラインでは施設の消毒や従業員の

健康管理、換気に始まり、お客様の予約方法、受付、エ

レベータ利用、部屋使い、食事、入浴、土産品購入、チ

ェックアウトまで場面ごとに考えられるリスクに対し

て、3密を回避し、二次感染のリスクをいかに下げるか

が具体的にガイドラィンに落とし込まれている。 

旅行業のガイドラインでは、店舗や社内での対策と

共に旅行の取り扱いについて策定した。交通、宿泊、飲

食などの各業界が策定するガイドラインを遵守すると

ともに、ツアー運営に当たり、感染レベルの高い地区へ

のツアーは催行しないこと、密を避けるための企画や

旅程管理上の注意が記載され、ツアー受付での体温チ

ェックなども記載されている。事業者側で気を付ける

リスクについてカバーしているだけでなく、感染リス

クを下げるための旅行者のマナーについても及んでい

る。 

Go To トラベルキャンペーン参加事業者はガイドラ

ン順守が参加条件となっている。旅行会社、宿泊施設の

約 7 割が参加している。観光庁では宿泊施設について

は全参加施設を専門チームが立ち入り調査をして、100

項目に及ぶ点検指導をしている。また、旅行会社につい

ても調査中である。 

このように、専門家の監修のもとにガイドラインを

策定し、順守のためのチェック体制があること、そして

何より風評被害によるダメージを恐れて、懸命に取り

組んでいることが二次感染者の少ない理由である。 

 

4.2 旅行者のマナーの啓発 

感染拡大防止には事業者側の取り組みだけでなく、

旅行者側の理解・協力が不可欠である。「新しい生活様

式」の旅行者版が「新しい旅のエチケット」である。「マ

スクつけ私も安心、周りも安心」、「間あけ、ゆったり並

べば、気持ちもゆったり」など川柳方式でわかりやく作

られている。Go To トラベル参加者にはツアー参加時に

旅行会社やあるいは宿泊先の受付時に渡されている。

宿泊施設では各所に掲示されてもいる。 

Go To トラベルキャンペーンは旅行を通じて「新しい

生活様式」を普及啓発する国民運動を展開していると

もいえる。 

 

4.3 キャンペーンでの感染者 

12 月 17 日までに事務局に対して、参加施設から報告

された利用者の陽性者は 309 名である。1泊の利用者が

82％なので、5,600 万人相当の利用者とした場合、309

÷5600 万名となってキャンペーンでは感染が拡がって

いないこととなる。 

一方で西浦教授が感染拡大とキャンペーンの拡大の

関係を指摘している。5月から 8月に発症した感染経路



や行動歴などがわかる 24 県 4 千名を分析して、817 名

が県境を跨いだ旅行歴があるかその人たちとの接触歴

があるという調査結果である。7月 15 日～19 日という

キャンペーンの開始前と開始後の期間では 1.5 倍、観

光目的では 2～3倍感染が増えていることから、キャン

ペーンが初期の段階で感染拡大に寄与している可能性

が高いという見解だ。 

2－1 で紹介した通り、Go To トラベルキャンペーン

は7月末に開始後、右肩上がりで利用者が増えている。

これに対して、感染者は 11 月中旬まではほぼ横ばいで

あり、相関は見られない。Go To トラベルキャンペー

ンを全否定するのでなく、11 月以降に感染が拡大した

原因を分析し、ガイドラインの補強など感染対策を強

化していくことが大切だと考える。 

その意味で、事務局に報告された陽性者の感染例を

もとに対策を考えていくことが有効と考える。報告さ

れた感染者の内訳は個人と団体で半数ずつとされてい

る。個人はキャンペーン開始以来、平均して発生してお

り、特段の増加傾向は見られない。一方で 10 月以降団

体において散発的にクラスターの発生が報告されてい

る。 

 団体、特に貸切バスについては、 も注意をし「貸切

バスガイドライン」をバス協会と共同で策定した。航空

機や列車と同様に換気性能がいいことは確認されてい

る一方で、長時間、密な状態が続くので、受付での体温

チェックや休憩時間中の換気、消毒、カラオケや食事の

禁止などを盛り込んだ。一部旅行会社では座席定員を

半分にして、安心感を訴求している。ガイドライン上は

マスクをつけ、静かに旅行を楽しむ限り座席制限は必

要ないとしている。 

クラスターが発生した場合、事務局、観光庁、業界団

体で情報が共有される。明らかなガイドライン違反は

稀であり、そのような会社は、キャンペーンの参加資格

を失うなど罰則を科して再発防止に努めることになる。       

修学旅行では数件陽性者の発生があるが、二次感染

は 小限に抑えられ、管理された状態と判断されてい

る。 

 一方で、想定外のケースとして、ツアー中に発熱した

旅行者から 18 名のクラスターが発生した例があり、厚

生労働省のクラスター班が調査した結果が国立感染研

究所のホームページに掲載されている。 

 

図表 11 バスツアー関連新型コロナウイルス感染症例 

 

出典：国立感染症研究所ホームページ   

 

当該旅行社ではプロ野球やＪリーグの対策チームの

賀来満夫先生など感染症の専門家を迎えた対策委員会

を持ち、「健康チェックシートによる毎日の健康管理」

や「バス車内での飲食禁止」などの対策をとることで、

再発防止策を講じている。また、事例と対策は業界で共

有している。観光庁や旅行業界ではケースが発生する

都度に、これまでのガイドラインを補う追加対策を通

知して、リスク管理レベルをあげている。 

 

4.5 無症状者の感染対策 
今回の新型コロナウイルス感染症で一番やっかいな

無症状者からの感染については、旅行業のガイドライ

ンを監修して頂いた大越先生から 2020年 12月 21日に

英国の有名雑誌 BMJ に掲載された 近の知見を紹介し

て頂いている。 

・以前 80％とされた無症状の感染者の割合は 17％から

20％になっている。無症状で発覚した人 49％はなんら

かの症状がでる 

・有症状者とこれから発症する人が感染拡大に大きく

関与する 

・有症状者の感染率は無症状者の 3から 25 倍 

・ただし無症状者は自覚がない為、多くの人と接触する

危険性が高い 

旅行業界・観光業界は大越先生の感染症対策セミナー

を実施しており、そこで示された二次感染率の確率は

以下のとおりである。 

・無症状者の接触後感染 0.3％ 



・軽症者        3.3％ 

・中等者        5.6％ 

・重症者        6.2％  

感染力は重症者のほうが明らかに高い。また、無症状 

者の 50％である発症前の人は、まったく症状がなく終

わる人よりも感染力は高い。（先のクラスター例もこの

ケースに該当） 

以上から「マスクと手洗いは全員が行うことが必要。

また、無症状と本人が申告している場合でも、よく症状

を聞くと風邪気味など軽い症状が出ている場合がある。

若い人は無症状や軽症が多いので自分が感染させる可

能性を教育することが大切である」と指摘頂いている。 

 旅行の運営管理で言えば、4－3 で挙げた通りツアー

受付の際の体温測定だけでなく、健康チェックシート

で参加段階とツアー中毎日の健康チェックで早期発見

をすることが二次感染を拡大させないことにつながる。

（発熱 2 日前から感染力が増す）また、バス車内での

食事禁止などの措置は有効と考えられる。 

添乗員がつかない個人旅行については、一層の啓発

が必要と考えられる。次項で山梨県の例を紹介する。 

 

4.5 地域の取り組み やまなしグリーンゾーン認証 
山梨県は将来のインバウンド受け入れ環境整備もに

らんで、超感染症社会の形成を目指している。一つは感

染者の早期発見、早期治療を実現する医療体制の整備。

もう一つが感染拡大防止と経済活動の両立を目指す

「やまなしグリーンゾーン構想」の推進であり、この二

つをセットで進めている。「やまなしグリーンゾーン認

証制度」は構想を実現するための仕組みで、宿泊施設 58

項目、飲食 39 項目で濃厚接触者を出さないためのガイ

ドラインを設け、宿泊施設 888、飲食店 1,760、ワイナ

リー42 の計 2,690 施設が 2020 年 12 月現在で登録して

いる。登録事業者は認証を受けるにあたり、県の検査を

受け、感染対策の設備改修には補助金がでる。利用にあ

たって、利用者は事業者に掲示された QR コードを読み

取り、事業者の感染対策に不備があれば報告できる仕

組みとなっている。複数の報告が上がった場合は、県の

担当者が指導を行っている。このように利用者による

モニター制度で感染対策の定着化を図っている。登録

事業者は認証を安心安全な施設であることのアピール

に積極的に利用している。 

現在十分な検査指導ができておらず、感染の原因と

される飲食業の感染対策の参考になる。 

 

５ キャンペーン再開に向けての提案 
 感染拡大防止と経済の両立、旅行観光との両立は世

界共通の課題である。各国はまず国内旅行から旅行需

要を回復させ、次に二国間の交流に徐々に拡大する動

きをしている。 

日本は Go To トラベルキャンペーンで国内旅行需要

を回復させ、国際交流のテストを経て、東京オリンピッ

ク・パラリンピックを実施し、世界に先駆けて交流のモ

デルを示そうとしている。 

 Go To トラベルキャンペーンが想定通りの効果を産

んでいることを検証してきた。第 3 次補正予算では国

土強靭化や環境分野などの経済対策事業が計上されて

いる。しかし、即効性と波及効果を考えると Go To ト

ラベル事業の優位性は揺るがない。成長戦略の担い手

を保護し、費用対効果の高い政策としても感染状況が

落ち着き次第、早期の再開を提案したい。 

 

 再開にあたり、以下の７つを提案したい。 

① Go To トラベルキャンペーンの年内の延長 

段階的な補助率の低減を行い、補助がなくなっ

た場合の反動を避ける 

② 受け入れ地域の歓迎体制整備 

医療体制など住民福祉を確保し、歓迎メッセー

ジやGo Toトラベルキャンペーンと併用できる

旅費補助など「訪れてよし」「受け入れてよし」

の環境つくり 

③ 未経験者向けのモニターバスツアーの実施 

ツアーでの感染対策を体験して頂き、キャンペ

ーンへの理解を広げる 

④ 専門医、旅行業界と連携した団体旅行の管理強化 

毎日の健康チェックなどで無症状者からの感染 

リスクを下げる 

⑤ 個人旅行者向けの意識向上 

アプリを開発し、毎日の健康チェックや注意事

項を確認できるようにする。ポイントプレゼン

トなど意識向上の工夫を行う 



⑥ イート事業のモニター制度 

山梨県などの例を参考に 

⑦ 日本の旅行・宿泊のガイドラインを多言語化し、 

   海外へ発信 

   東京オリンピック・パラリンピックに向けて 

日本の感染症対策を発信する。受け入れ準備で

得た知見も反映させる 

 

 以上と別にワクチン接種や隔離・経過観察の手配運

営など人手や場所などツーリズム産業としてできるこ

とがあれば協力していくことも必要だと考える。 

 

ツーリズム産業は危急存亡の時にある。感染拡大防

止か？社会経済活動・観光か？の二者択一の議論では

なく、両立を目指す為の知恵を結集する時である。余暇

ツーリズム学会がツーリズム産業の復活と発展のため

の提案の場となることを期待し、本稿を終える。 

 

 

参考文献：図 1，2，3，4，6，7，8は観光庁資料をもとに日本旅

行業協会が作成。図 5は Go To トラベル事務局資料をもとに筆

者が作成、図 9，10 は Go To トラベル事務局資料、図 11 は国立

感染症研究所ホームページ資料。

 


