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 観光・レクレーション目的の国内日帰り旅行に関する旅行者全体及びその年代別における消費全体並びに消費項目別の現状について 

The characteristics of total consumption and each consumption item by tourists overall and by tourists’ age for domestic day trips 
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Kenichi Shimamoto 

 

With the development of transport networks, the coverage of day trips have been expanding and there has been growing interest to 

understand the consumption behavior of day trip tourists. Hence, this paper investigates the day trip tourists’ consumption by both 

ages and consumption items. The results are mainly as follows. First, tourists in their 40s to 60s have the highest total 

consumption and they consume more than others in the area of transport, food/beverage and souvenir/shopping. With regards to 

total consumption per capita, tourists in their 50s to 70s were higher than others, and this was also found in the items of 

food/beverage and souvenir/shopping. Tourists under the age of 10 consumed less than others with almost all consumption items. 

There were also differences concerning the share of the consumption items by age and 60s and above were found to prefer spending 

on participation costs and souvenir/shopping. 
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1. はじめに 

観光庁の「旅行・観光消費動向調査」によれば、日帰り旅行は「日

常生活圏を離れたところへの日帰りの旅行で、目安として片道の

移動距離が 80km 以上または所要時間が 8時間以上の場合」と定

義されており、宿泊旅行に比べると身近に行える性質を有してい

ると言える。更に、高速道路や新幹線の整備等が進んだことで、

観光地までの移動時間が短縮され、日帰り旅行の範囲も拡大して

いる（日本旅行業協会, 2004）。実際に、その市場規模は 2016年

において約 4.9 兆円と大きく、2015 年から 2016 年における直近

の 2年においては、その消費額の伸び率も回復傾向にあり(観光庁, 

2017)、適切な施策の実施によっては、日帰り旅行の市場において

更なる拡大の可能性が考えられる。 

実際に、このような国内旅行において、その基礎的なデータの分

析に焦点をあてた先行研究として、観光庁(2009)があり、更に、

国内旅行の中でも日帰り旅行を検証した研究として、伊藤（2016）

においては、同分野の行動者率や行動者数の推移を洞察しており、

株式会社ジーエフ(2011)では、シニア・高齢者に関して、男女別、

年代別の頻度や同伴者、宿泊との比較等について調査を行ってい

る。しかしながら、同分野において年代別に消費項目別をクロス

させた分析は行っていないため、また、その消費項目別で考査す

ることは、旅行に際しどの領域で支出しているのか、その状況を

掴むのに適切であるため、本稿では、これらの先行研究の一助に

なるよう、観光庁(2016)による 2016年の旅行・観光消費動向調査

を有効活用し、観光・レクレーションを目的とした国内日帰り旅

行において、旅行者全体及びその各年代が消費全体並びに消費項

目ごとにどのような特徴を示しているのか、その基本的な概要の

確認作業を行うことにする。それを検証するに当たり、市場規模

を見るための消費額、消費単価の水準を検証するための 1 人当た

りの消費額、消費選好を把握するための各消費割合、の 3 つの基

準を使用し洞察を図ることにする。 

 

2. 国内日帰り旅行の観光・レクレーション目的の分野に関する

旅行者全体及びその年代別における消費全体並びに消費項

目別の状況 

2-1 国内日帰り旅行の観光・レクレーション目的の分野におけ

る年代別、消費全体及び消費項目別の消費額 

はじめに、観光・レクレーション目的の国内日帰り旅行に関して、

年代別の消費全体並びに各消費先の市場規模を把握するため、消

費総額及び各分野に支出される消費額の大きさについて年代別の

視点から洞察を試みる。その洞察のプロセスにおいて、2016年旅

行・観光消費動向調査の国内日帰り旅行（観光・レクレーション）

における消費額を基に分析を行うことにする。 

* 正会員 甲南大学 マネジメント創造学部 

 
- 286 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.16, 2017 年 11 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.16, November, 2017 

 

 

 

表 1より、消費総額については、60代が最も多く、次いで 40代、

50代の順で多い。更に消費項目別に検証すると、参加費において

は、70代が最も多く、次いで 60代、50代の順で多い。一方、交

通費への支出は、40 代が最も多く、50 代、60 代と続いている。

また、飲食費への支出に関しても、40代が最も多いことがわかる

が、次は、60代、50代の順となっている。土産・買物代への支出

においては、60代が最も多く、次いで 50代、40代が多い。最後

に、入場料・娯楽費・その他への支出では、40代が最も多く、次

に、30代、60代が続いていることが伺える。 

2-2 国内日帰り旅行の観光・レクレーション目的の分野におけ

る旅行者の年代別、消費全体及び消費項目別の 1 人当たりの消

費額 

次に、各年代において、観光・レクレーション目的の国内日帰り

旅行の際、1 人当たりが消費総額に関してどれくらい支出を行う

のか、更には、同旅行の各消費項目に対して、各年代の 1 人当た

りの消費額はいくらになるのかについての検証を行うことにする。

この検証を行う理由は、どの年代に対してどれくらいの消費単価

の商品やサービスを旅行先地域や交通機関等にて提供すればよい

のか、消費単価の視点から効率的に旅行関連収入を増加させるた

めにはいずれの年代を主体に戦略を練るのが効果的なのかについ

て、その概要を掴むことができるからである。 

なお、ここでは、1人当たりの消費額に関して、2016年旅行・観

光消費動向調査の国内日帰り旅行（観光・レクレーション）にお

ける消費額を同調査の国内日帰り旅行（観光・レクレーション）

における延べ購入者数で除した結果を分析している。 

表 2 より、観光・レクレーション目的の国内日帰り旅行における

1 人当たりの消費総額については、60 代、70 代、50 代の順で多

い。 

 

ここで、1 人当たりの消費総額を更に消費項目別に分類し検証を

加えると、消費項目によって 1 人当たりの消費額の順位に年代の

ばらつぎが多少見受けられることがわかる。参加費の分野では、

30代が最も多く、次いで、50代、40代、70代の順で多い。また、

交通費の領域では、50代が最も多く、20代、80代以上、70代が

続いている。一方、土産・買物代の分野においては、60 代、50

代、70代、80代以上の順で多いことが伺える。また、飲食費の領

域では、70代が最も多く、次いで、50代、60代、80代以上、40

代の順で多いことがわかる。最後に、入場料・娯楽費・その他へ

の項目に関しては、80 代以上が最も多く、60 代、10 代、30 代、

20代と続いている。なお、10代における入場料・娯楽費・その他

を除けば、全ての消費項目において、10代以下は、消費単価が最

も低いか 2番目に低いことが伺える。 

2-3 国内日帰り旅行の観光・レクレーション目的の分野におけ

る旅行者全体及び旅行者年代ごとの各消費項目の割合 

次に、旅行者全体及び各年代において消費全体に占める各消費項

目の割合について、その特徴を検証する。 

その際、この節では、2016年旅行・観光消費動向調査の国内日帰

り旅行の観光・レクレーション目的の分野における消費額に関し

て、旅行者の年代ごとに、各消費項目の消費額を消費総額で除し

た結果を分析している。 

 

表 3 より、はじめに、旅行者全体においては、交通費への消費割

合は、34.9％と最も多く、次いで、土産・買物代（25.5％）、飲食

表1．国内日帰り旅行における消費額：観光・レクレーション（単位：百万円）

総額 参加費 交通費 飲食費
土産・買
物代

入場料・
娯楽費・そ
の他

旅行者全体 2,719,339 328,468 948,306 376,056 692,559 373,950
　９歳以下 147,873 8,708 60,755 24,089 27,806 26,515
　１０代 125,660 13,757 46,515 16,152 25,436 23,800
　２０代 293,576 11,545 125,505 50,709 63,713 42,104
　３０代 338,255 23,249 118,408 54,720 78,093 63,786
　４０代 443,728 27,236 165,318 72,878 109,931 68,365
　５０代 430,918 46,189 165,046 58,587 113,335 47,760
　６０代 502,988 78,040 154,476 58,840 153,180 58,452
　７０代 334,883 89,426 88,395 32,472 94,637 29,952
　８０代以上 101,458 30,317 23,887 7,610 26,428 13,215
観光庁(2016)を基に筆者により一部改変

表2．国内日帰り旅行における1人当たりの消費額：観光・レクレーション（単位：円/人）

総額 参加費 交通費 飲食費
土産・買
物代

入場料・
娯楽費・そ
の他

旅行者全体 13,366 9,202 5,814 3,137 4,794 3,754
　９歳以下 8,708 8,123 4,436 2,355 2,573 2,709
　１０代 10,813 7,920 5,157 2,352 3,231 4,019
　２０代 13,386 8,282 6,447 3,101 4,201 3,845
　３０代 12,970 10,961 5,273 3,036 4,556 3,925
　４０代 13,786 9,450 5,761 3,291 4,640 3,676
　５０代 14,445 9,486 6,622 3,406 5,371 3,679
　６０代 14,661 9,052 5,814 3,392 5,968 4,047
　７０代 14,475 9,444 6,115 3,446 5,345 3,494
　８０代以上 13,748 8,591 6,225 3,294 4,969 6,266
観光庁(2016)を基に筆者により作成

表3．国内日帰り旅行における年代別・消費項目別の消費割合：観光・レクレーション

参加費 交通費 飲食費
土産・買
物代

入場料・
娯楽費・そ
の他

旅行者全体 12.1% 34.9% 13.8% 25.5% 13.8%
　９歳以下 5.9% 41.1% 16.3% 18.8% 17.9%
　１０代 10.9% 37.0% 12.9% 20.2% 18.9%
　２０代 3.9% 42.8% 17.3% 21.7% 14.3%
　３０代 6.9% 35.0% 16.2% 23.1% 18.9%
　４０代 6.1% 37.3% 16.4% 24.8% 15.4%
　５０代 10.7% 38.3% 13.6% 26.3% 11.1%
　６０代 15.5% 30.7% 11.7% 30.5% 11.6%
　７０代 26.7% 26.4% 9.7% 28.3% 8.9%
　８０代以上 29.9% 23.5% 7.5% 26.0% 13.0%
観光庁(2016)を基に筆者により作成
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 費と入場料・娯楽費・その他（13.8％）、参加費（12.1％）の順に

なっている。次に、年代ごとの各消費項目の占める割合を見てみ

ると、60代以下においては、交通費への消費割合が最も多く、70

代以上の高年代では 3 番目の位置まで後退していることがわかる。

また、60 代以下では、2 番目に土産・買物代となっており、その

一方で 70 代が最も多い消費割合を示していることがわかる。70

代以降の高年代は参加費が最も高いか 2 番目に高い消費割合を表

しているが 50代以下では最も少ない消費割合を示している。また、

20 代と 40 代では飲食費の割合が相対的に多いことが伺える。そ

の一方で、60代以上の高年代では飲食費への割合が最も少ないか

2 番目に少ない数値となっている。最後に、10 代以下や 30 代で

は入場料・娯楽費・その他の消費割合が 3 番目に多い特徴も見受

けられる。 

2-4 国内日帰り旅行の観光・レクレーション目的の分野におけ

る各消費項目に対する年代間消費割合の比較 

ここでは、観光・レクレーション目的の国内日帰り旅行について、

それぞれの消費項目に対して年代間の消費割合を比較し、その結

果について言及を加えることにする。表 3 より、はじめに、参加

費の項目では、80代以上が最も多く、60代以降の高年層に多い傾

向を見出だすことができる。交通費の分野については、顕著な特

徴は全体的に見られにくいが、20代、9歳以下、次いで、50代が

多い。逆に 80 代以上は最も少なく、60 代以降が他の年代と比べ

少ない傾向を示している。飲食費の分野においては、20代が最も

多く、次いで、40代、9歳以下、30 代が多い。逆に 60代以降の

高年層は少ない特徴を有している。一方で、土産・買物代の項目

では、60 代をピークに 50 代以降の中高年層が多く、逆に年齢が

低下するにつれその割合が少なくなる傾向がある。最後に、入場

料・娯楽費・その他に関しては、10 代と 30 代が多く、次いで 9

歳以下が続くが、50代以降の中高年層は少ない傾向を示している。 

 

3. 結論 

国内日帰り旅行の観光・レクレーション目的の分野に関して、旅

行者全体及びその年代別における消費全体及び消費項目別の傾向

について、本稿にて検証を行った結果、以下の通り、それらに関

し言及を加えることができる。 

第 1 に、観光・レクレーションが目的の国内日帰り旅行における

消費額の場合では、総額的には 60代、40代、50代の順で、中高

年層がメインターゲットとなり得ることが指摘できる。消費項目

別に洞察を加えると、交通費、飲食費の分野では 40代、土産・買

物代では 60 代が最も多く、いずれの分野でも 40 代から 60 代に

かけて中高年代の消費額が多い。また、参加費の分野では、消費

を示す年代層が更に高くなる傾向、つまり、70代を主体とした 50

代から 70 代の志向を配慮する必要性がある。その一方で、入場

料・娯楽費・その他の分野では、40代を主体とした 30代、60代

の年代が多い特徴が伺える。ゆえに、旅行関係者が市場規模を意

識した上で収入増加を見込みたい場合は、上記で示した通り、各

消費項目において消費額の規模が大きい年代を主要な顧客対象と

して、戦略・戦術を考える必要性があるだろう。 

第 2 に、観光・レクレーションを目的とした国内日帰り旅行にお

ける 1人当たりの消費額に関して、総額では、60代を中心とした

中高年層が相対的に高く、一部の年代（例えば 20代）を除いて基

本的には年代が低下するにしたがって消費単価も下がる特徴が伺

える。つまり、総額的には、60代を中心とした中高年層のニーズ

を考慮しつつ、上述した年代の消費単価の水準における傾向を踏

まえて商品やサービスを供給することが重要になるだろう。更に

消費項目別に検証してみると、参加費の分野では、30代がその消

費単価が最も高く、40代から 50代の中年層や 70代も相対的に高

い反面、20 代以下の若年層が低い特徴が見受けられる。そして、

交通費の領域では、50代が最も高く、70代以降の年代も相対的に

高い消費単価を示すとともに 20代も高い特徴を有する。その一方

で、10代以下は低い消費単価を示している。飲食費の領域につい

ては、40代以降の消費単価が高い一方で 30代以下、とりわけ 10

代以下は低い特徴がある。また、土産・買物代においては、60代

をピークに 50代以降が高い消費単価を示す一方で 60代からは年

代が下がるにつれその単価も低くなり、特に 10代以下ではより低

い特徴が見受けられる。最後に、入場料・娯楽費・その他の領域

では、80 代以上の消費単価が顕著に高く、60 代や 10 代から 30

代にかけても相対的に高い傾向を示している。以上のことから、

これらの年代における 1 人当たりの消費額の水準に適した商品や

サービスを適切に供給することで、効率的な収入増加につなげる

ことができるようになるであろう。 

第 3 に、国内日帰り旅行の観光・レクレーション目的の領域に関

して、年代ごとの全体に占める各消費項目の割合の結果から、以

下の洞察を提示することができる。 

50代以下という大半の年代においては、交通費の割合が消費項目

の中で最も多く、35％から 42.8％の高い数値を示している。これ

は交通費が日帰り旅行において必需的かつ大きなウェートを占め

る費用であることを示唆しているのかもしれない。また、これら

の年代は、2 番目に土産・買物代が多く、最も低い消費割合とし

て参加費が位置している点でも共通している。一方、60代以降の
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 年代も各消費の配分傾向が類似しており、土産・買物代と交通費

の割合が多い点は旅行者の年代全体とも類似しているが、参加費

の割合が相対的に高いことが特徴として挙げられる。 

また、各々の消費項目に対する年代間での比較の結果からは、以

下の洞観を加えることができる。40代以下では、基本的に、消費

割合の選好は類似していることがわかる。具体的には、10代の飲

食費の分野を除き、交通費、飲食費、入場料・娯楽費・その他の

割合が旅行者の全体平均に比較して大きく、逆に参加費や土産・

買物代の割合が小さい傾向を有している。一方、60代以降におい

ても年代間で同じ傾向を示しており、参加費や土産・買物代の領

域で旅行者の全体平均より消費割合が高い反面、交通費、飲食費、

入場料・娯楽費・その他の分野では低い傾向を示していることが

伺える。50 代は 40 代以下と 60 代以降の間に位置しているため、

消費傾向も両者の特徴が混合した結果を示している。つまり、参

加費と交通費は 40 代以下と同様の特徴を有する一方で、飲食費、

土産・買物代、入場料・娯楽費・その他の分野では 60代以降の年

代の消費割合と同じ傾向を示していることが伺える。 

以上の年代における消費選好を把握したうえで、消費配分といっ

た視点を重視する場合、関連業者は、自らが関係する領域におい

て、商品・サービス等を充実させる必要があるだろう。 

交通網の整備等の進展に伴い、国内日帰り旅行の圏内が広がる中、

同旅行の発展を維持していくためには、旅行先地域や交通機関等

が上記の傾向や特徴を考慮しつつ、旅行者への適切な戦略・戦術

を行うことがより一層求められるようになるであろう。 

 

参考文献 

1) 伊藤薫(2016), 男女・年齢別観光客の特徴とその推移‐全国

調査と高山市観光統計による分析、Review of Economics 

and Information Studies, Vol.16 No.3/4 March, 41-62. 

2) 株式会社ジーエフ(2011), シニア・高齢者の旅行に関する調

査 , 

http://www.senior-promo.com/wordpress/wp-content/uploa

ds/2011/06/senior_travel02.pdf 

3) 観光庁(2017), 旅行・観光消費動向調査 平成 28 年年間値

（ 確 報 ） に つ い て , 

http://www.mlit.go.jp/common/001186516.pdf 

4) 観光庁(2016), 旅行・観光消費動向調査 2016 年 1 月～12 月

( 確 報 ) 集 計 値 , 

http://www.mlit.go.jp/common/001182826.xlsx 

5) 観光庁 (2009), 日本人の観光旅行の状況に関する調査・分析

等報告書, http://www.mlit.go.jp/common/000059312.pdf 

6) 日本旅行業協会(2004), 提言：「更なる国内旅行にむけて」, 

https://www.jata-net.or.jp/membership/info-japan/research

/index.html 

- 289 -




