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（仮称）芭蕉翁記念館基本計画  = 第６章「分析からみる記念館」 = 

 

1.集客見込 
 

 
 
 

 

■類似施設における実績からの推計 

全国の類似施設のうち、本計画記念館規模に近い施設の来館者数実績と

施設規模との関係を調査。また、同様に三重県内の博物館の来館者数と施

設規模の来館者数を調査した結果を下記に記載する。 
 

＜全国類似施設＞ 

・延床面積あたりの来館者数 24.62 人/㎡ 

・展示面積あたりの来館者数 89.72 人/㎡ 

＜三重県内博物館＞ 

・延床面積あたりの来館者数 19.87 人/㎡ 

・展示面積あたりの来館者数 80.35 人/㎡ 

 

※計画値：延床面積 2150 ㎡、展示面積 510 ㎡からの推計値 

 

来館者数の推計＝24.62 人／㎡×2,150 ㎡＝52,933 人(延べ床面積からの推計） 

来館者数の推計＝89.72 人／㎡× 510 ㎡＝45,757 人（展示面積からの推計） 

 

■伊賀市の賑わいづくりの目標と集客実績から見た来館者数 

 

・伊賀市の観光入り込み客数 

減少傾向にあったが、2004 年(平成 16 年)頃から増加傾向に転じて

おり、すでに伊賀市が目標値として設定している観光入り込み客数

300 万人を、統計上は超えている。 

・近隣の施設では、2007 年(平成 19 年)で、伊賀流忍者博物館に 23

万 1 千人、だんじり会館に 4 万 2 千人、上野城に 10 万 6 千人が訪

れている。 

 

■記念館における来館者数の目標値の想定 

類似施設における実績、市内の観光集集客実績をふまえ、年間来館者

数の目標を５万人とする。 

芭蕉翁記念館（仮称）の来館者数の想定  年間５万人 

 

この目標を実現させるためには、本計画書の事業計画に基づいた積極

的なソフト事業の展開と、新しいスタイルの記念館づくりを行う必要

がある。 
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（仮称）芭蕉翁記念館基本計画  = 第６章「分析からみる記念館」 = 

 

2.経済波及効果 
 

 
 
 

観光消費に対する需要増加額の算出 

（仮称）芭蕉翁記念館への来館者の観光消費に対する需要増加額の試算 

①（仮称）芭蕉翁記念館の来館者見込み数 50,000 人 

②来館者見込み数のうち市外からの人数  45,000 人 

※来館者見込み数のうち、市内からの来館者は観光消費を行わないもの

とみなし、市外からの来館者を試算の対象とする。市外からの来館者

の割合は 90％と仮定。 

③市外からの来館者見込み数 

宿泊・日帰り別人数 宿泊 18,945 人 日帰り 26,055 人 

※伊賀地域への観光入込客数における宿泊・日帰り別の割合と同割合と

仮定。 

 

 宿泊 日帰り 

入込客数 1,357,865 人 1,867,467 人
伊賀市 

割 合 42.1％ 57.9％

見込客数 18,945 人 26,055 人
来館者 

割 合 42.1％ 57.9％

・伊賀市の数値は「観光レクリエーション入込客数推計書 平成

19 年」（三重県）および「観光客実態調査報告書 平成 19 年」

（三重県）より 

④伊賀地域における観光客一人当たりの平均消費額 宿 泊 32,933 円 

                        日帰り  8,184 円 

 

■伊賀地域における観光消費額と内訳（単位：円） 

 宿泊 日帰り 

伊賀地域 32,933 8,184

交通費 5,053 2,119

宿泊費 14,910 －

飲食費 5,115 2,385

買物費 4,827 2,470

 

その他(レジャー費等) 3,028 1,211

・「観光客実態調査報告書 平成 19 年」（三重県）より 

 

 
□伊賀地域に来た観光客の
発地の割合における「三重
県内」7.9％(観光客実態調
査報告書 平成 19 年より 
三重県） 
 
□伊賀市全体の小学生数 

5,207 人 
※2007(平成 19)年度 

 
□伊賀市人口  101,813 人
※2008年(平成20年)９月末
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（仮称）芭蕉翁記念館基本計画  = 第６章「分析からみる記念館」 = 

 
  

⑤市外からの来館者の観光消費額 837,150 千円 

＜市外からの来館者の観光消費額と内訳（単位：千円）＞ 

 宿泊 日帰り 計 

伊賀地域 623,916 213,234 837,150 

交通費 95,729 55,211 150,940 →運輸へ 

宿泊費 282,470 － 282,470 →対個人サービスへ

飲食費 96,904 62,141 159,045 →対個人サービスへ

買物費 91,448 64,356 155,803 →各項目へ 
 

その他 
(レジャー費等) 

57,365 31,553 88,918 →対個人サービスへ

・「④伊賀市における観光客一人当たりの平均消費額」×「③市外からの来

館者見込み数の宿泊・日帰り別人数」より 

 

⑥来館者の観光消費にともなう需要増加額 695,654 千円 

※「⑤市外からの来館者の観光消費額」を、各費用の地域内自給状況等

を踏まえながら産業部門別に分配する。 

分類項目 額(千円) 備考 

農 業 3,040 ｢買物費｣のうち農業に関連する需要 

林 業 697 ｢買物費｣のうち林業に関連する需要 

漁 業 569 ｢買物費｣のうち漁業に関連する需要 

食料品 17,808 ｢買物費｣のうち食料品に関連する需要 

繊維製品 260 ｢買物費｣のうち繊維製品に関連する需要

その他の製造工業製品 3,362 
｢買物費｣のうちその他の製造工業製品に

関連する需要 

商 業 54,861 
｢買物費｣のうち商業マージンに関連する

需要 

運 輸 84,624 
｢交通費｣に関連する需要、および｢買物

費｣のうち貨物運賃に関連する需要 

対個人サービス 530,433 
｢宿泊費｣｢飲食費｣｢その他(レジャー費

等)｣に関連する需要 

計 695,654  

・｢買物費｣については「購入者価格」であるため、産業部門別の分配とと

もに、生産者価格への換算を行っている。「生産者価格」とは、「購入者

価格」から商業マージンや貨物運輸コストを除いた、生産者が生産に要

する金額をさす。 
 

 

■経済波及効果について ＜経済波及効果の推計額＞ 

来館者が記念館で直接払う入館料等の他に、記念館を目的に伊賀市を訪れた

観光客が土産物の買物や飲食代などの観光消費が見込まれる。それら観光消費

は需要増加額で 695,654 千円になると推計され、その需要増加は、経済波及効

果として生産誘発額(総合効果)で 977,150 千円、粗付加価値額(総合効果)で

565,053 千円、雇用者所得誘発額(総合効果)で 257,896 千円の経済効果を生み出

すものと考えられる。 

 
□観光消費額 

観光客が観光行動に伴い消

費する費用の金額。交通費、

宿泊費、飲食費、買物費な

どを含む。 

 

□需要増加額 
産業行動によって新たに発
生し消費されるモノやサー
ビスを金額で表したもの。

 

□生産誘発額 

生産活動の増加によって各

産業部門に直接および間接

に必要となった生産額の合

計。 

 

□雇用者所得誘発額 

経済波及効果にともなった

生産活動に従事する雇用者

が得られる所得額の合計。

 

□粗付加価値額 

生産活動によって新たに付

加された価値をいい、総生

産額から中間投入額（生産

活動に必要な原材料・燃料

等の財貨・サービスの購入

費用）を除いた額の合計。

 

□総合効果 

経済波及効果において、直

接効果(最初の需要増加

分)､第１次波及効果(中間

投入の増加がもたらす関連

産業の生産増加の波及)､第

２次波及効果（雇用者所得

の増加がもたらす消費財産

業の生産増加の波及)の全

てを合わせたもの。 
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（仮称）芭蕉翁記念館基本計画  = 第６章「分析からみる記念館」 = 

 
  

 

■需要増加額の算出フロー 
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（仮称）芭蕉翁記念館基本計画  = 第６章「分析からみる記念館」 = 

 
  

 

■経済波及効果について＜伊賀市における観光消費への拡大効果＞ 

経済波及効果の推計額が、伊賀市における観光消費全体へ及ぼす増大効果を

計算する。 

今回と同様の推計方法で三重県が行った「平成 15 年度三重県観光消費のもた

らす経済効果の試算」での、観光消費による県内需要増加額 8,232.8 億円、お

よび経済波及効果の生産誘発額(総合効果)11,563.0 億円をもとに、伊賀市の観

光客数の割合（5.98％）で按分すると、伊賀市全体の需要増加額が 492.3 億円、

経済波及効果の生産誘発額(総合効果)が 691.5 億円と算出される。 

伊賀市全体の需要増加額および経済波及効果合計に対する今回の推計結果か

ら、新記念館が伊賀市に及ぼす経済波及効果として約 1.41％の拡大が見込まれ

る。 

 

 

■経済波及効果の拡大効果算出フロー 

 

 

 
 

 
 


