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【市況（実績・データ）】 月次
6月訪日外客数 日本政府観光局（JNTO）・訪日外客統計 ー7/15 ・JNTO発表ー

訪日外客数は前年同月比マイナス99.9%、 9カ月連続で前年同月を下回る
①引き続き、検疫強化、査証の無効化、海外渡航制限等の措置の影響が大きい
➁ 3ヶ月連続で、22市場全てで訪日外客数がほぼゼロに近い数字となる。

2020年6月の訪日外客数は、
2,600 ⼈（前年同月⽐99.9%
減）となり、9か月連続で前年
同月を下回った。

COVID-19（新型コロナウイ
ルス感染症）の拡大により、日
本において検疫強化、査証の無
効化等の措置が引き続き取られ
ていること、また、多くの国に
おいても海外渡航制限等の措置
が取られていること等が、3 か
月連続で、22 市場全てで訪日
外客数がほぼゼロに近い数字と
なる要因となった。

URL：https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/



各国で観光業の回復に向けた制限緩和が検討されるも、実現は厳しい状況が続く
① 訪日数の多い東アジアを筆頭に、渡航制限緩和を計画も感染実態から実現せず。
➁ ベトナムでは、両国間の制限を部分的・段階的に緩和していくことで合意。

【市況（実績・データ）】月次
6月地域別訪日市場概況 日本政府観光局（JNTO）・訪日外客統計 ー7/15・JNTO発表ー

韓国においては、7 月1 日から19 日までを
「2020 特別旅行週間」と位置付けるなど韓国
政府が国内旅行需要活性化に向けた取り組み
を行っているものの、海外旅行の中止、延期
を国民に要請する特別旅行注意報は7 月19 日
まで延長されている。

中国においては、3月29日から実施された
「5つの1政策（1航空会社、1ヵ国、1路線、1
週、1便に限定する措置）」が6月8日から各路
線週2便までの増便許可に緩和され、日本への
直行便については週10便へと増加したが、
7月も大幅な運休・減便となっている。

ベトナムでは、日本への直行便は7 月も大
幅な運休・減便となっているものの、6 月19
日に日越政府は、両国間の出入国の制限を部
分的・段階的に緩和していくことで合意した

URL： https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/



【市況（実績・データ）】月次
4・5月 都道府県別外国人宿泊者数 観光庁・宿泊旅行統計調査 ― 6/29・観光庁発表 ―

外国人宿泊者、5月は
▲98.6％と記録的な減少
①（4月）都道府県別で

約87～99％マイナス。
➁（4月）市場別トップ

の米国でも̠▲96.1％。

URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/content/001350483.pdf

市場別宿泊者数4月

都道府県別外国人宿泊者数（4月）

延べ宿泊者



コロナウイルスの影響から、海外渡航者の入国
制限が継続しており、免税カウンターを閉鎖する
店も多く見られ、５月についても大きく数字を落
としている。

免税売上高は約7.7 億円（前年⽐97.5%減） 、
購買客数は約3,200⼈（同99.3%減） と、ともに
４か月連続でマイナスする一方で、購買単価につ
いては、約241,000円（同 268.8％増）と伸長して
いる。

5月は免税総売上高が約7.7億円で、継続して大きなマイナス
① 購買客数は約3千2百人で、前月の2千4百人よりは増加。
➁ 免税手続きの国別は、1位：中国、2位：台湾、3位：韓国、4位：香港の順

【市況（実績・データ）】 月次
5月全国百貨店売上高・来店動向 ― 6/23・日本百貨店協会発表 ―

URLhttps://www.depart.or.jp/press_release_other/files/444bcedbd992084b45341226171d987886d9d14f.pdf



【市況（予測）】6ヶ月予測
観光予報 宿泊者予測（2020年7月～12月） ― 7/12・観光予報プラットフォーム抜粋 ―

海外からの宿泊者予測

海外からの宿泊者、
夏以降に漸次増加か？

〇上図の予測値、下図の増加
予想ともに宿泊客が徐々
に戻る予想となっており、
今後渡航制限が解除される
時期・市場を注目したい。



政府は、昨年８月から本年６月にかけて「観光戦略実
行推進会議」を計６回開催し、議論を深めてきた。

こうした議論を踏まえて、政府の今後１年を目途とし
た行動計画として、「観光ビジョン実現プログラム
2020」を決定した。

本プログラムでは、
[1]新型コロナウイルス感染症により深刻な影響が生じて
いる観光関連産業において、まずは雇用の維持と事業の
継続の支援策を最優先に取り組むこと
[2]観光需要の回復に向けて反転攻勢に転じるための基盤
を整備すること
[3]感染の状況等を見極めつつ、我が国の観光消費の８割
を占める国内旅行需要を強力に喚起し、観光産業の回復
と体質強化を図ること
[4]国・地域ごとの感染収束を見極め、誘客可能となった
国等からインバウンドの回復を図ること
等を打ち出している。

【市況】報道発表
「観光ビジョン実現プログラム2020」について ― 7/13・観光庁発表 ―

政府による行動計画「観光ビジョン実現プログラム2020」が決定
① 観光関連産業における雇用の維持と事業の継続の支援策。
➁ 観光需要の回復に向けて反転攻勢に転じるための基盤を整備。
➂ 感染収束を見極め、誘客可能となった国等からインバウンドの回復を図る。

URL https://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000419.html



観光庁では、2030年訪日外国⼈旅行
消費額15兆円等の目標の実現に向け
て、スノーリゾートへのインバウンド
需要をタイムリーかつ的確に取り込む
ため、本年度より新たに「国際競争力
の高いスノーリゾート形成促進事業」
を実施している。

本事業では、国際競争力の高いス
ノーリゾートを形成する地域を公募
し、当該地域における、アフタース
キー・グリーンシーズンのコンテンツ
造成、受入環境の整備、二次交通の確
保、情報発信、スキー場インフラの整
備等の取組を支援する。

令和２年４月10日から６月１日にか
けて公募を行い、有識者等による審査
を踏まえ、今般、18件を支援対象地域
として選定することとした。

【市況】報道発表
「国際競争力の高いスノーリゾート形成促進事業」支援対象地域18件を選定

― 7/3・観光庁発表 ―

地域一丸となって取り組むスキー場を「世界に誇れるスノーリゾート」へ
① 観光庁は、コンテンツ造成、受入環境整備、二次交通の確保等の取組を支援。
➁ スノーリゾートへのインバウンド需要をタイムリーかつ的確に取り込む。

URL https://www.mlit.go.jp/kankocho/news04_000171.html



「より幅広い国や地域から来訪する観光客を受け入れる
基盤を速やかに整備していくこと」、「国内外の観光客が
安心して観光を楽しむことができるよう、地域が一体と
なって新たな生活様式に沿った旅行スタイルに対応した着
地整備を行っていくこと」が重要。

こうした観点を踏まえ、観光庁では、地方公共団体、観
光地域づくり法⼈（ＤＭＯ）等が観光イベント・観光資源
をより安全で集客力の高いものへと磨き上げるために実施
する実証事業を公募する。
事業内容
① 観光イベントの実施・観光資源の磨き上げ
② 情報発信・プロモーション
③ 事業効果の検証
④ 調査事業者が派遣する外部有識者等との連携
⑤ 報告
※支援対象経費の上限は 1 件あたり 2,000 万円(税込)

【市況】トピックス
「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」における実施事業公募

― 6/26・観光庁公表―

観光庁が「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」事業を公募
① 観光イベントの実施・観光資源の磨き上げにかかる実証事業が対象。
➁ 支援対象経費の上限は 1 件あたり 2,000 万円(税込)で全額支援可能。

URL https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics08_000147.html



【市況】トピックス
「Go To トラベル事業」 7月22日から開始 ― 7/10・観光庁発表 ―

「Go To トラベル事業」7月22日から、旅行代金の最大35%割引から先行して実施
〇 2020年7月22日（水）～2021年春ごろを予定、一人1泊当たり最大2万円補助

URL https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001351403.pdf



【市況】トピックス
公共交通事業者等「外国人観光旅客利便増進実施計画」対応状況 ― 6/26・観光庁公表― 

観光庁が「外国人観光旅客利便増進実施
計画」各社対応状況のとりまとめを公表

〇 国際観光振興法による外国人観光
旅客の利便を増進するために必要な
措置の実施状況の対応状況を、主要
交通事業者を中心にとりまとめ。

URL https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics08_000146.html

国際観光振興法において、公共交通事業者等
は、外国⼈観光旅客の利用上重要なものとして選
定した旅客施設・車両等を対象に、外国⼈観光
旅客の利便を増進するために必要な措置の実施
に努めることとされており、多数の外国⼈観光
旅客の利用が見込まれる区間等については、実
施計画の作成及び当該計画に基づく措置の実施
が義務付けられている。

今般、令和２年度の実施計画について、343の
公共交通事業者等から観光庁に提出があったと
ころ、外国⼈旅行者の利用が特に多いと考えら
れる主要線区における、外国⼈観光旅客利便増
進措置ガイドライン（平成30年10月）に則った
対応状況を取りまとめたので公表する。



【市況】トピックス
訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業の公募開始 ― 7/10・観光庁発表―

観光庁が「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金」の公募を開始
〇 地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業、感染症対策事業が対象。

URL https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics08_000150.html

観光庁は訪日外国⼈
旅行者を含む受入環境
整備の一環として、令
和2年7月10日（金）
より、「訪日外国⼈旅
行者受入環境整備緊急
対策事業費補助金」
（地方での消費拡大に
向けたインバウンド対
応支援事業、感染症対
策事業）の公募を開
始。



今後の観光振興に当たっては、コロナ感染リスクを避けなが
ら安全に旅行することが重要であることから、同観点から旅行
連絡会が、旅行者視点での感染防止のための留意点をまとめた
「新しい旅のエチケット」を作成、6月24日に公表、また7月8
日には英語版のリーフレットが追加された。

「新しい旅のエチケット」概要
【策定主体】
旅行連絡会（協力：国土交通省・観光庁）
※ 旅行連絡会……交通機関や宿泊・観光施設等の旅行関係業
界の業界団体等で構成
【概要】
旅行時における感染防止のための基本的な留意事項に加え、旅
行の各場面（移動、食事、宿泊、観光施設、ショッピング）ご
との留意事項を掲載。今後、旅行連絡会加入団体等より、ホー
ムページへの掲載・ポスター掲示・チラシ配布等により、旅行
者への周知を実施する。

【市況】トピックス
旅行者向け「新しい旅のエチケット」について 英語版リーフレットを追加

― ７/8・旅行連絡会公表 ―

旅行連絡会が「新しい旅のエチケット」英語版リーフレットを公表
① 旅行者視点での感染防止留意点をイラストを用いてわかりやすく作成。
➁ 訪日旅行の再開に向けて英語版が完成した。

URL http://www.jata-net.or.jp/virus/2006_newqetiquettetourism.html



【市況】トピックス
タイ市場向けコミュニケーションロゴ「I Miss JAPAN 」を配布 ― 7/1・JNTO―

JNTOがタイ市場向けロゴを配布
① 「I Miss JAPAN」＝日本が恋しい
➁ インバウンド関係者に広く配布
➂ 20年5月からJNTOで活用、SNS等で好評

JNTO バンコク事務所では、今後もタイの方々に日本を
旅行先として選択いただけるよう、外国旅行ができない現
時点からアフターコロナにかけて使用するコミュニケー
ションロゴを制作。

機構だけではなくタイからの誘客に取り組まれる日本側
インバウンド関係者様にも広くご利用いただくことにより、
一体となってメッセージを届けることを目的に、ロゴデー
タを配布。

当ロゴは、タイの方々に日本への親近感・愛着を持ち続
けてもらうためのコミュニケーションを行うシンボルとし
て、2020 年5月からJNTO タイ語Facebook やWeb サイト
上で活用。

ロゴを活用したFacebook 投稿は反応が良く、コメント欄
では200 以上の訪日旅行の思い出が共有。

利用をご希望の場合は、利用届に必要事項をご記入の上、
JNTO バンコク事務所（jnto_bangkok@jnto.go.jp）まで。
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