日本観光研究学会東日本大震災特別研究中間報告

東日本震災後の九州観光の現状―訪問客の訪問地選びの合理性と風評被害
Impact on Tourism in Kyushu Area in the Aftermath of the Great East Japan Earthquake
: Investigation of Rational Choice of Visitors Preference for Tourism Destination
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るが、これは口蹄疫禍で入り込み客が急減した前年と
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３. まとめ

21.7％減少している。宮崎県は口蹄疫禍、新燃岳噴火

九州においては、3 月 4 月にこそ、震災・原発事故の
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ある。だがしかし、外国人客は３月以来戻っておらず、
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ほとんど増えていない。震災以外の悪条件が重なった
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外国人観光客減少の原因を探りつつ、リスク社会と
観光との関係を考察することを今後の課題としたい。
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