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奈良県経済産業雇用振興会議奈良県経済産業雇用振興会議奈良県経済産業雇用振興会議奈良県経済産業雇用振興会議（（（（第４回第４回第４回第４回）））） 20131225目目目目 次次次次 Ⅰ．観光客の動向Ⅱ．観光消費の動向Ⅲ．宿泊施設のキャパシティーの動向Ⅳ．宿泊施設の稼働率の状況Ⅴ．観光客のプロフィールⅥ．外国人観光客の動向Ⅶ．２０２０年に向けてのプロモーション
１．奈良県の観光について・観光客の動向・観光客の動向・観光客の動向・観光客の動向・施策の展開・施策の展開・施策の展開・施策の展開・宿泊施設の稼働率の状況・宿泊施設の稼働率の状況・宿泊施設の稼働率の状況・宿泊施設の稼働率の状況・施策の展開・施策の展開・施策の展開・施策の展開



20130531

奈良県経済産業雇用振興会議奈良県経済産業雇用振興会議奈良県経済産業雇用振興会議奈良県経済産業雇用振興会議（（（（第４回第４回第４回第４回）））） 20131225目目目目 次次次次２．奈良県の雇用情勢の分析Ⅰ．有効求人倍率の動きⅡ．産業別賃金の全国との比較Ⅲ．若年者の非正規率の全国との比較



観光客の動向第34回全国豊かな海づくり大会～やまと～平成２６年 奈良県開催
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（※延人数）出典 ： 奈良県観光客動態調査平城遷都１３００年祭（1/1～12/31）観光客の動向観光客の動向観光客の動向観光客の動向 20131225

〔平成24年は速報値〕(※１)

奈良県への観光入れ込み客数（日帰り＋宿泊観光客数）奈良県への観光入れ込み客数（日帰り＋宿泊観光客数）奈良県への観光入れ込み客数（日帰り＋宿泊観光客数）奈良県への観光入れ込み客数（日帰り＋宿泊観光客数）
※１ 平成２２年４月から観光庁が策定した「観光入込客統計に関する共通基準」に準拠し推計。それまでの各県独自の推計方法による調査から、観光地点の定義、調査方法等について全国統一の基準を採用し、他府県との比較が可能となった。従前は、地域ごとに入込客数の伸び率を算出し前年の数値に乗じる方法だったが、現在は観光地点やイベントごとの入込客数を調査、集計する方法に変更。

なら・シルクロード博覧会（4/23～10/23）「あなたとなら･大和路」観光キャンペーン（4/26～8/25）奈良県の観光客数は、概ね奈良県の観光客数は、概ね奈良県の観光客数は、概ね奈良県の観光客数は、概ね3,500～～～～4,000万人で推移。万人で推移。万人で推移。万人で推移。大規模キャンペーン・大規模キャンペーン・大規模キャンペーン・大規模キャンペーン・ 大規模イベントのあった、大規模イベントのあった、大規模イベントのあった、大規模イベントのあった、S61年、年、年、年、S63年、年、年、年、H22年は年は年は年は4,000万人を超える。万人を超える。万人を超える。万人を超える。東日本大震災（3月）紀伊半島大水害（9月）
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1.7% 1.4% 1.3%4,464 万人 3,331 万人 3,429 万人02,0004,000 平成22年 平成23年 平成24年（万人）
20130531奈良県への観光客数奈良県への観光客数奈良県への観光客数奈良県への観光客数平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降 出典 ： 共通基準による観光入込客統計調査／ 奈良県観光客動態調査対前年比（対前年比（対前年比（対前年比（H23H23H23H23→→→→H24H24H24H24）））） 全国全国全国全国（（（（※33※33※33※33団体）団体）団体）団体） ＋＋＋＋7.8%7.8%7.8%7.8%、奈良県は＋、奈良県は＋、奈良県は＋、奈良県は＋2.9%2.9%2.9%2.9%の増の増の増の増

7.8%（（（（1.9億人）増
2.9%（（（（98万人）増奈良県の全国シェア※

※全国の観光客数は「共通基準に基づく観光入込客統計調査(観光庁)」にH22～H24の間継続して報告されている３３都道県の観光入込客集計（１４府県については調査未導入・集計中・未公表）
※平成22年から観光庁「共通基準による観光入込客統計」を実施

全国の観光客数全国の観光客数全国の観光客数全国の観光客数※※※※奈良県の観光客数奈良県の観光客数奈良県の観光客数奈良県の観光客数
観光客の動向観光客の動向観光客の動向観光客の動向 20131225
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観光客観光客観光客観光客数の全国比較数の全国比較数の全国比較数の全国比較平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降 奈良県観光客数（奈良県観光客数（奈良県観光客数（奈良県観光客数（H24H24H24H24）））） ３，４２９万人３，４２９万人３，４２９万人３，４２９万人 ２５位２５位２５位２５位（（（（39393939団体団体団体団体※※※※中中中中））））全国全国全国全国（（（（※※※※39393939団体）団体）団体）団体）観光客数観光客数観光客数観光客数 ３０億４千８２１万人３０億４千８２１万人３０億４千８２１万人３０億４千８２１万人出典 ： 共通基準による観光入込客統計調査万人 ※観光客数は「平成24年共通基準に基づく観光入込客統計調査(観光庁)」に報告されている３９都道県の延べ観光入込客数（８府県については調査未導入・集計中）観光客の動向観光客の動向観光客の動向観光客の動向 20131225
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出典 ： 奈良県観光客動態調査平城遷都１３００年祭（1/1～12/31）
〔平成24年は速報値〕 (※2)

奈良県への観光入込み客数（日帰り）奈良県への観光入込み客数（日帰り）奈良県への観光入込み客数（日帰り）奈良県への観光入込み客数（日帰り）
※1 平成２１年より奈良県への宿泊者数について推計方法を変更。(次ページ参照)※2 平成２２年より奈良県への入込客数について推計方法を変更。 (次々ページ参照)

なら・シルクロード博覧会（4/23～10/23）「あなたとなら･大和路」観光キャンペーン（4/26～8/25） 阪神・淡路大震災（1月）
(※1)

東日本大震災（3月）紀伊半島大水害（9月）
奈良県の観光入込客数は、概ね奈良県の観光入込客数は、概ね奈良県の観光入込客数は、概ね奈良県の観光入込客数は、概ね3,500万人前後で推移。万人前後で推移。万人前後で推移。万人前後で推移。大規模キャンペーン・大規模キャンペーン・大規模キャンペーン・大規模キャンペーン・ 大規模イベントのあった、大規模イベントのあった、大規模イベントのあった、大規模イベントのあった、S61年、年、年、年、S63年、年、年、年、H22年は日帰り観光客数が増加。年は日帰り観光客数が増加。年は日帰り観光客数が増加。年は日帰り観光客数が増加。観光客の動向観光客の動向観光客の動向観光客の動向 20131225
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奈良県宿泊統計調査について奈良県宿泊統計調査について奈良県宿泊統計調査について奈良県宿泊統計調査について 出典：奈良県宿泊統計調査平成２１年より奈良県への宿泊者数について推計方法を変更。平成２１年より奈良県への宿泊者数について推計方法を変更。平成２１年より奈良県への宿泊者数について推計方法を変更。平成２１年より奈良県への宿泊者数について推計方法を変更。平成２０年以前平成２０年以前平成２０年以前平成２０年以前 （旧）（旧）（旧）（旧） 平成２１年以降平成２１年以降平成２１年以降平成２１年以降 （新）（新）（新）（新）調査対象 県内全施設（県消費・生活安全課、保健所調べ）・７４７施設 実態調査に基づく県内全施設（訪問、ヒアリング等により廃業施設や風俗営業施設などを除外）・５２８施設調査・推計方法 奈良県旅館・ホテル生活衛生同業組合の加入施設１９７（抽出率26.4％）に調査票を送付し、回答のあった施設（回収率
20％）の平均稼働率を算出し、県内宿泊施設の収容定員合計に乗じて推計。 ２９０施設に調査票を送付（抽出率54.9％）・回答のあった施設（回収率66.6％）について、営業形態（ホテル・旅館・民宿・キャンプ場）別、エリア別に定員稼働率を算出し、営業形態別、エリア別の収容人員に乗じて推計。問題点・改善点等 ①宿泊施設の現状（営業廃止等）が反映されていない。②抽出率、回収率がともに低く、推計結果の精度が十分とはいえない。③組合に加入していない小規模施設（特に民宿）などの動向が不明。④全県数値のみの公表のため、エリア別の動向が不明。 ①小規模施設の動向についても把握が可能。②営業形態別、エリア別の動向についても把握が可能。

観光客の動向観光客の動向観光客の動向観光客の動向 20131225
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奈良県観光客動態（観光入込客）調査について奈良県観光客動態（観光入込客）調査について奈良県観光客動態（観光入込客）調査について奈良県観光客動態（観光入込客）調査について 出典：奈良県観光客動態調査・平成・平成・平成・平成２２年より奈良県への入込客数について推計方法を変更２２年より奈良県への入込客数について推計方法を変更２２年より奈良県への入込客数について推計方法を変更２２年より奈良県への入込客数について推計方法を変更
→観光庁の共通基準観光庁の共通基準観光庁の共通基準観光庁の共通基準に準拠した「観光入込客数」の推計を導入に準拠した「観光入込客数」の推計を導入に準拠した「観光入込客数」の推計を導入に準拠した「観光入込客数」の推計を導入平成２１年以前平成２１年以前平成２１年以前平成２１年以前 （旧）（旧）（旧）（旧） 平成２２年以降平成２２年以降平成２２年以降平成２２年以降 （新）（新）（新）（新）（観光庁基準に準拠）（観光庁基準に準拠）（観光庁基準に準拠）（観光庁基準に準拠）調査対象 市町村が観光地点と判断した施設等 観光庁「共通基準」の定義にあてはまる観光地点①非日常利用が多い（月1回以上の頻度で訪問する人数の割合が半分未満）。②観光入込客数が適切に把握できる地点であること。③前年の観光入込客数が年間1万人以上、若しくは前年の特定月の観光入込客数が５千人以上であること。調査・推計方法 県が市町村からの報告を基に、地域ごとに前年との伸び率を算出し、前年入込客数に乗じて算出。 四半期ごとに市町村が観光地点の管理者や行祭事・イベントの運営者に入込客数を調査し、県が集計。問題点・改善点等 ①観光地点の定義があいまい。②各都道府県が独自の調査を行っているため、全国比較、分析ができない。 ①調査対象や調査方法が全国共通基準のため、全国比較が可能。②入込客数と、訪問地点数や観光消費額単価等のデータを基に、実人数や観光消費額を推計することが可能。

観光客の動向観光客の動向観光客の動向観光客の動向 20131225
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10.9億人11.3億人 10.3億人 8.09.010.011.012.0平成22年 平成23年 平成24年
（億人）

1,731 万人1,720 万人1,741 万人1,7001,7401,780 平成22年 平成23年 平成24年（万人） 20130531奈良県への日帰り観光客数奈良県への日帰り観光客数奈良県への日帰り観光客数奈良県への日帰り観光客数平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降 出典 ： 共通基準による観光入込客統計調査対前年比（対前年比（対前年比（対前年比（H23H23H23H23→→→→H24H24H24H24）））） 全国全国全国全国（（（（※33※33※33※33団体）団体）団体）団体）＋＋＋＋5.8%5.8%5.8%5.8%、奈良県は＋、奈良県は＋、奈良県は＋、奈良県は＋0.6%0.6%0.6%0.6%の増の増の増の増
5.8%（（（（0.6億人）増

0.6%（（（（11万人）増
※全国の日帰り観光客数は「共通基準に基づく観光入込客統計調査(観光庁)」にH22～H24の間継続して報告されている３３都道県の観光入込客集計（１４府県については調査未導入・集計中・未公表）

1.5% 1.7% 1.6%奈良県の全国シェア※ ※平成22年から観光庁「共通基準による観光入込客統計」を実施
全国の日帰り観光客数※奈良県の日帰り観光客数

観光客の動向観光客の動向観光客の動向観光客の動向 20131225

※ 日帰り観光客については、観光庁「共通基準による観光入込客統計調査」と奈良県観光客動態調査」では数値が一致しない。（観光庁は実人数、奈良県は延人数で推計）
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日帰り観光客の全国比較日帰り観光客の全国比較日帰り観光客の全国比較日帰り観光客の全国比較平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降 奈良県日帰り観光客数（奈良県日帰り観光客数（奈良県日帰り観光客数（奈良県日帰り観光客数（H24H24H24H24）））） １，７３１万人１，７３１万人１，７３１万人１，７３１万人 １７位１７位１７位１７位（（（（39393939団体団体団体団体※※※※中中中中））））全国全国全国全国（（（（※※※※39393939団体）団体）団体）団体）日帰り観光客数日帰り観光客数日帰り観光客数日帰り観光客数 １２億７千４１５万人１２億７千４１５万人１２億７千４１５万人１２億７千４１５万人出典 ： 共通基準による観光入込客統計調査万人※日帰り観光客数は「平成24年共通基準に基づく観光入込客統計調査(観光庁)」に報告されている３９都道県の日帰り観光入込客数（８府県については調査未導入・集計中）観光客の動向観光客の動向観光客の動向観光客の動向 20131225
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奈良県への宿泊客数奈良県への宿泊客数奈良県への宿泊客数奈良県への宿泊客数 出典 ： 奈良県観光客動態調査奈良県宿泊統計調査
※1 平成２０年までは、観光客動態調査の一部として実施。抽出率、回収率ともに低く精度が十分とはいえなかった。よって、より正確な数値を測定するため、平成２１年から、宿泊施設の現状（廃業等）を調査の上、「奈良県宿泊統計調査」として実施。県内を６エリアに区分して、営業形態及びエリア別の定員稼働率を算出し、おのおのの収容人員に当てはめて推計。 (※1)

大規模イベントのあった大規模イベントのあった大規模イベントのあった大規模イベントのあったS63年、年、年、年、H22年は、前年よりも宿泊客が大幅に増加年は、前年よりも宿泊客が大幅に増加年は、前年よりも宿泊客が大幅に増加年は、前年よりも宿泊客が大幅に増加 （※延人数）20131225なら・シルクロード博覧会（4/23～10/23） 東日本大震災（3月）紀伊半島大水害（9月）平城遷都１３００年祭（1/1～12/31）観光客の動向観光客の動向観光客の動向観光客の動向 20131225
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4.2億人 4.4億人3.5億人3.0億人 263 万人243 万人253 万人 322 万人0100200300 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年（万人） ※平成21年から新たな「奈良県宿泊統計調査」を実施
20130531奈良県への宿泊観光客数奈良県への宿泊観光客数奈良県への宿泊観光客数奈良県への宿泊観光客数平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降 出典 ：観光庁宿泊旅行統計／奈良県宿泊統計調査（億人）

5

4

3

2

対前年比（対前年比（対前年比（対前年比（H23H23H23H23→→→→H24H24H24H24）））） 全国＋全国＋全国＋全国＋4.8%4.8%4.8%4.8%、奈良県は＋、奈良県は＋、奈良県は＋、奈良県は＋8.2%8.2%8.2%8.2%の増の増の増の増
8.2%（（（（20万人）増奈良県の全国シェア※ 0.84% 0.92% 0.58% 0.60%

全国の宿泊観光客数奈良県の宿泊観光客数 4.8%（（（（0.2億人）増観光客の動向観光客の動向観光客の動向観光客の動向 20131225
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20130531宿泊者数の全国比較宿泊者数の全国比較宿泊者数の全国比較宿泊者数の全国比較平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降 都道府県別延べ宿泊者数（平成２４年１月～１２月）都道府県別延べ宿泊者数（平成２４年１月～１２月）都道府県別延べ宿泊者数（平成２４年１月～１２月）都道府県別延べ宿泊者数（平成２４年１月～１２月）2,334 1,624 2482231822,8594,9190 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 
東京都 北海道 大阪府 静岡県 千葉県 長野県 神奈川県 京都府 沖縄県 福岡県 愛知県 兵庫県 福島県 新潟県 宮城県 栃木県 群馬県 三重県 広島県 石川県 熊本県 山梨県 鹿児島県 長崎県 岩手県 大分県 岐阜県 山形県 茨城県 岡山県 青森県 山口県 和歌山県 滋賀県 愛媛県 埼玉県 宮崎県 富山県 香川県 福井県 秋田県 高知県 鳥取県 島根県 佐賀県 奈良県 徳島県

万人泊万人泊万人泊万人泊 出典： 観光庁 宿泊旅行統計（Ｈ２４）奈良県宿泊者数奈良県宿泊者数奈良県宿泊者数奈良県宿泊者数 ２２３万人２２３万人２２３万人２２３万人 ４６位４６位４６位４６位 （Ｈ２４）（Ｈ２４）（Ｈ２４）（Ｈ２４）全国宿泊者数全国宿泊者数全国宿泊者数全国宿泊者数 ４億３千９５０万人４億３千９５０万人４億３千９５０万人４億３千９５０万人※ 観光庁では、平成19年より全国統一基準での宿泊統計を実施したことから、各都道府県毎の比較が可能となった。しかし、観光庁の宿泊統計では、県内のエリア別・営業形態別の動向が把握できず、また、小規模宿泊施設の状況も十分把握できないことから、奈良県独自で調査個所を増やした宿泊統計を平成21年より実施している。・県調査では、県内を６エリアに区分して、営業形態及びエリア別の定員稼働率を算出し、各区分毎の収容人員に当てはめて推計を算出しているが、観光庁調査では従業員数により施設を５区分し各区分毎に調査し推計を算出している。調査票の未回収分については、調査結果に母集団施設数に対する回収施設数の逆数(母集団施設数／回収施設数)を乗じて合算して算出している。・このような統計手法等の違いにより、観光庁と奈良県の調査では推計値に相違が生じている。［次ページ参照］（※）
観光客の動向観光客の動向観光客の動向観光客の動向 20131225
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観光庁と奈良県の宿泊統計調査について観光庁と奈良県の宿泊統計調査について観光庁と奈良県の宿泊統計調査について観光庁と奈良県の宿泊統計調査について「観光庁「観光庁「観光庁「観光庁」」」」宿泊旅行統計調査宿泊旅行統計調査宿泊旅行統計調査宿泊旅行統計調査とととと 「「「「奈良県奈良県奈良県奈良県」」」」宿泊統計調査との違い宿泊統計調査との違い宿泊統計調査との違い宿泊統計調査との違い｢｢｢｢観光庁観光庁観光庁観光庁｣｣｣｣宿泊旅行統計宿泊旅行統計宿泊旅行統計宿泊旅行統計調査調査調査調査
( H19～～～～ )

｢｢｢｢奈良県奈良県奈良県奈良県｣｣｣｣宿泊旅行統計宿泊旅行統計宿泊旅行統計宿泊旅行統計調査調査調査調査
( H21～～～～ )調査対象 ･従業員数１０人以上の施設の全数調査･平成２２年４月~ 従業員数９人以下の施設も対象（従業員数５～９人 ３分の１従業員数０～４人 ９分の１ を抽出） ・実態調査に基づく県内全施設・従業員数１０人以上の施設の全数調査・従業員数９人以下の施設の２分の１を抽出（訪問、ヒアリング等により廃業施設や風俗営業施設などを除外）調査・推計方法 ・送付施設数（全国）１７，８２５施設（抽出率34.3％）・回収数１１，３５１施設（回収率63.7％）

→従業員数により施設を５区分し各区分毎に算出。調査票の未回収分については、調査結果に母集団施設数に対する回収施設数の逆数 (母集団施設数／回収施設数) を乗じて合算して算出 ・送付施設数（奈良県）２９０施設（抽出率54.9％）・回収数１９３施設（回収率66.6％）
→回答のあった施設について、営業形態（ホテル・旅館・民宿・キャンプ場）別、 エリア別に定員稼働率を算出
→営業形態別、エリア別の収容人員にあてはめて推計問題点・改善点等 ①従業員数９人以下の施設について、抽出率が低いため動向がつかめない。②全県数値のみの公表のため、エリア別の動向が不明。 ①小規模施設の動向についても、より実態に則した把握が可能。②営業形態別、エリア別の動向についても把握が可能。

観光客の動向観光客の動向観光客の動向観光客の動向 20131225

13



20130531県内６地域別宿泊者数県内６地域別宿泊者数県内６地域別宿泊者数県内６地域別宿泊者数 出典 ： 奈良県宿泊統計調査
　　各エリアの市町村一覧　　各エリアの市町村一覧　　各エリアの市町村一覧　　各エリアの市町村一覧　Ａ．奈良市、生駒市、天理市、大和郡山市、香芝市　　　平群町、三郷町、王寺町、斑鳩町、広陵町、山添村　Ｂ．大和高田市、橿原市、葛城市、桜井市、御所市、明日香村、高取町　Ｃ．宇陀市、曽爾村、御杖村、東吉野村　Ｄ．吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村　Ｅ．五條市、野迫川村、十津川村　Ｆ．川上村、上北山村、下北山村 （対象宿泊施設無し：安堵町、上牧町、河合町、川西町、三宅町、田原本町）

AエリアBエリア CエリアDエリアEエリア Ｆエリア
奈良市を含む「奈良市を含む「奈良市を含む「奈良市を含む「Aエリア」の宿泊者は、県全体の約７割を占める。エリア」の宿泊者は、県全体の約７割を占める。エリア」の宿泊者は、県全体の約７割を占める。エリア」の宿泊者は、県全体の約７割を占める。
H21 H24 175万人(67%)

24万人(9%) 13万人(5%)

28万人(10%)

15万人(6%)

8万人(3%)

観光客の動向観光客の動向観光客の動向観光客の動向 20131225

14



施策の展開第34回全国豊かな海づくり大会～やまと～平成２６年 奈良県開催 大宮通りプロジェクト
15



20130531

⑤大宮通り⑤大宮通り⑤大宮通り⑤大宮通り④平城宮跡 ②②②②県庁県庁県庁県庁周辺周辺周辺周辺 ①①①①奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園近鉄大和西大寺 近鉄奈良JR奈良
①奈良公園④平城宮跡 ⑤大宮通り⑥交通対策③県営プール跡地平城宮跡歴史公園の整備平城宮跡歴史公園の整備平城宮跡歴史公園の整備平城宮跡歴史公園の整備・国営公園の整備促進・国営公園の整備促進・国営公園の整備促進・国営公園の整備促進・県営公園（朱雀大路西側地区）の整備・県営公園（朱雀大路西側地区）の整備・県営公園（朱雀大路西側地区）の整備・県営公園（朱雀大路西側地区）の整備・イベント等による賑わいづくり・イベント等による賑わいづくり・イベント等による賑わいづくり・イベント等による賑わいづくり・平城宮跡における歴史展示の展開・平城宮跡における歴史展示の展開・平城宮跡における歴史展示の展開・平城宮跡における歴史展示の展開⑥⑥⑥⑥交通対策交通対策交通対策交通対策・鹿ゾーンの設置・鹿ゾーンの設置・鹿ゾーンの設置・鹿ゾーンの設置・歩道の整備・歩道の整備・歩道の整備・歩道の整備・・・・PPPP＆＆＆＆BRBRBRBRの継続の継続の継続の継続・駐車場情報提供の充実・駐車場情報提供の充実・駐車場情報提供の充実・駐車場情報提供の充実・ホテルの誘致・ホテルの誘致・ホテルの誘致・ホテルの誘致・バスターミナル、駐車場の整備・バスターミナル、駐車場の整備・バスターミナル、駐車場の整備・バスターミナル、駐車場の整備・コンベンション施設の整備・コンベンション施設の整備・コンベンション施設の整備・コンベンション施設の整備・イベント等による賑わいづくり・イベント等による賑わいづくり・イベント等による賑わいづくり・イベント等による賑わいづくり

拠点をつなぐ移動などの拠点をつなぐ移動などの拠点をつなぐ移動などの拠点をつなぐ移動などのもてなし環境もてなし環境もてなし環境もてなし環境 県庁周辺の整備県庁周辺の整備県庁周辺の整備県庁周辺の整備・文化・文化・文化・文化会館、美術館の改修会館、美術館の改修会館、美術館の改修会館、美術館の改修・県・県・県・県庁舎の観光交流拠点化庁舎の観光交流拠点化庁舎の観光交流拠点化庁舎の観光交流拠点化・奈良・奈良・奈良・奈良公園へのプロムナード整備公園へのプロムナード整備公園へのプロムナード整備公園へのプロムナード整備・照明・照明・照明・照明（ライトアップ）などの整備（ライトアップ）などの整備（ライトアップ）などの整備（ライトアップ）などの整備奈良公園の魅力向上奈良公園の魅力向上奈良公園の魅力向上奈良公園の魅力向上・春日山原始林等の保全・春日山原始林等の保全・春日山原始林等の保全・春日山原始林等の保全・吉城園周辺整備や鹿苑の改修・吉城園周辺整備や鹿苑の改修・吉城園周辺整備や鹿苑の改修・吉城園周辺整備や鹿苑の改修・イベント等による賑わいづくり・イベント等による賑わいづくり・イベント等による賑わいづくり・イベント等による賑わいづくり・奈良公園における歴史展示の展開・奈良公園における歴史展示の展開・奈良公園における歴史展示の展開・奈良公園における歴史展示の展開・案内サイン、照明、トイレなどの整備・案内サイン、照明、トイレなどの整備・案内サイン、照明、トイレなどの整備・案内サイン、照明、トイレなどの整備
ぐるっとバス

③県営ﾌﾟｰﾙ跡地
② 県庁周辺施策の展開施策の展開施策の展開施策の展開 ［大宮通りプロジェクト］［大宮通りプロジェクト］［大宮通りプロジェクト］［大宮通りプロジェクト］ 20131225
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伊勢神宮の参拝者数とおかげ横丁の集客数
0100200300400500600700 昭和30年昭和31年昭和32年昭和33年昭和34年昭和35年昭和36年昭和37年昭和38年昭和39年昭和40年昭和41年昭和42年昭和43年昭和44年昭和45年昭和46年昭和47年昭和48年昭和49年昭和50年昭和51年昭和52年昭和53年昭和54年昭和55年昭和56年昭和57年昭和58年昭和59年昭和60年昭和61年昭和62年昭和63年平成元年平成2年平成3年平成4年平成5年平成6年平成7年平成8年平成9年平成10年平成11年平成12年平成13年平成14年平成15年平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年平成24年万人

内宮 外宮 おかげ横丁
伊勢神宮の参拝者数と「おかげ横丁」の集客数伊勢神宮の参拝者数と「おかげ横丁」の集客数伊勢神宮の参拝者数と「おかげ横丁」の集客数伊勢神宮の参拝者数と「おかげ横丁」の集客数

○出展 ：平成２４年 伊勢市観光統計
●「おかげ横丁」平成５年７月、伊勢神宮への参拝客が「おはらい町」へは立ち寄らない状況を打破するため、「赤福」が参拝客をもてなすための施設として整備。 江戸末期から明治初年の風情をテーマに、伊勢の代表的な建築物を移築・再現。老舗の味、名産品、歴史を体感できる施設。おかげ横丁の基本精神を「神恩感謝」(＝謙虚な気持ちで今あるものをありがたいと感謝する)と定め、商品の誠実さ、本物の味にこだわり、一店舗ごとの個性を大切にしつつ、参拝客に喜んでもらえるサービスを続ける。★ ★遷宮 遷宮内宮への参拝者が伸びない中でも「おかげ横丁」は開設以来、順調に集客。魅力的な施設は集客に役立っている。観光客の動向観光客の動向観光客の動向観光客の動向 （伊勢・おかげ横丁）（伊勢・おかげ横丁）（伊勢・おかげ横丁）（伊勢・おかげ横丁） 20131225
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20130531奈良公園周辺エリア奈良公園周辺エリア奈良公園周辺エリア奈良公園周辺エリア 県立都市公園奈良公園県立都市公園奈良公園県立都市公園奈良公園県立都市公園奈良公園◆◆◆◆戦略と特区の関係戦略と特区の関係戦略と特区の関係戦略と特区の関係「世界に誇れる公園」を目指し、奈良公園の価値を積極「世界に誇れる公園」を目指し、奈良公園の価値を積極「世界に誇れる公園」を目指し、奈良公園の価値を積極「世界に誇れる公園」を目指し、奈良公園の価値を積極的に維持し、更なる魅力を向上させるもの。的に維持し、更なる魅力を向上させるもの。的に維持し、更なる魅力を向上させるもの。的に維持し、更なる魅力を向上させるもの。 ◆◆◆◆目目目目 的的的的資源の資源の資源の資源の｢｢｢｢維持維持維持維持｣｢｣｢｣｢｣｢利活用利活用利活用利活用｣｣｣｣を進め、民間と連携して地域を活性化を進め、民間と連携して地域を活性化を進め、民間と連携して地域を活性化を進め、民間と連携して地域を活性化するもの。するもの。するもの。するもの。① 奈良公園の資源の維持・利活用による観光の振興② 受入環境の充実による滞在型観光の推進◆◆◆◆政策課題と具体な取り組み政策課題と具体な取り組み政策課題と具体な取り組み政策課題と具体な取り組み・春日山原始林の保全、鹿苑の整備（文化財保護法：現状変更の権限委譲）・春日山原始林の保全、鹿苑の整備（文化財保護法：現状変更の権限委譲）・春日山原始林の保全、鹿苑の整備（文化財保護法：現状変更の権限委譲）・春日山原始林の保全、鹿苑の整備（文化財保護法：現状変更の権限委譲）・奈良のシカの保護・育成（古都法：特別保存地区内の行為制限の緩和）など・奈良のシカの保護・育成（古都法：特別保存地区内の行為制限の緩和）など・奈良のシカの保護・育成（古都法：特別保存地区内の行為制限の緩和）など・奈良のシカの保護・育成（古都法：特別保存地区内の行為制限の緩和）など・民間宿泊施設の改修の促進（文化財保護法：現状変更の権限委譲）・民間宿泊施設の改修の促進（文化財保護法：現状変更の権限委譲）・民間宿泊施設の改修の促進（文化財保護法：現状変更の権限委譲）・民間宿泊施設の改修の促進（文化財保護法：現状変更の権限委譲）・外国人観光客の受入環境の充実（総合特区法：通訳案内士制度）・外国人観光客の受入環境の充実（総合特区法：通訳案内士制度）・外国人観光客の受入環境の充実（総合特区法：通訳案内士制度）・外国人観光客の受入環境の充実（総合特区法：通訳案内士制度）・宿泊客の受入環境の充実（総合特区法：利子補給金制度）など・宿泊客の受入環境の充実（総合特区法：利子補給金制度）など・宿泊客の受入環境の充実（総合特区法：利子補給金制度）など・宿泊客の受入環境の充実（総合特区法：利子補給金制度）など① 価値を守る② 魅力を活かす③ 県が主体的に取り組む基本方針基本方針基本方針基本方針のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた
奈良公園観光地域活性化総合特区規制緩和 金融支援県がリーダーシップをもって取り組むもの官民連携官民連携官民連携官民連携して取り組むものして取り組むものして取り組むものして取り組むもの◆◆◆◆目目目目 的的的的

施策の展開施策の展開施策の展開施策の展開 ［大宮通りプロジェクト］［大宮通りプロジェクト］［大宮通りプロジェクト］［大宮通りプロジェクト］ 20131225
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20130531平城宮跡歴史公園の整備平城宮跡歴史公園の整備平城宮跡歴史公園の整備平城宮跡歴史公園の整備平城宮跡歴史公園拠点ゾーンの整備 ～県営公園（朱雀大路西側地区）～※イメージ図
国営公園の整備促進 （第一次大極殿院建造物復原整備）

大宮通り
平成２５年度から 回廊基壇復原整備着手 歴史展示の展開●携帯情報端末アプリ●学習旅行パック大宮通り 平城宮跡歴史公園施策の展開施策の展開施策の展開施策の展開 ［大宮通りプロジェクト］［大宮通りプロジェクト］［大宮通りプロジェクト］［大宮通りプロジェクト］ 20131225
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20130531

■県営プール跡地及び奈良警察署敷地県営プール跡地及び奈良警察署敷地県営プール跡地及び奈良警察署敷地県営プール跡地及び奈良警察署敷地・所 在 地 奈良市三条大路一丁目・面 積 約３１，２００㎡ ・所 有 者 奈良県・主な規制 第２種住居地域 (建ぺい率60％、容積率200%) 高度地区(25m) 一部（北側の約１／４）は、商業地域（建ぺい率８０％、容積率４００％） 高度地区（３１ｍ）周知の埋蔵文化財包蔵地 （文化財発掘調査は、奈良県において実施）
施策の展開施策の展開施策の展開施策の展開 ［大宮通りプロジェクト］［大宮通りプロジェクト］［大宮通りプロジェクト］［大宮通りプロジェクト］ 20131225
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20130531・国際観光都市にふさわしい国際ブランドホテルは奈良で初・唯一。
・奈良や日本を感じられる料飲店を中心に、多様な種類の料理を選べる飲食店モール「東の市」。・奈良訪問の記念や土産に奈良の特産品、奈良関連グッズを購入できる物販店モール「西の市」。

・パーク＆バスライドによる奈良観光の交通拠点としても活用。・乗用車、観光バス、空港リムジンや長距離バスと市内周遊バス（ぐるっとバス）の乗換拠点。・観光情報発信拠点ともなる乗降・待合空間を設置。・奈良はアフターコンベンションの素材が豊富。国際級ホテルと2,000人規模の中規模コンベンション施設の設置で各種学会、国際会議の開催が期待。・施設は、現在奈良にないフラットな施設で会議、展示、宴会など様々な利用が可能。
施策の展開施策の展開施策の展開施策の展開 ［大宮通りプロジェクト］［大宮通りプロジェクト］［大宮通りプロジェクト］［大宮通りプロジェクト］ 20131225
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観光消費の動向第34回全国豊かな海づくり大会～やまと～平成２６年 奈良県開催
22



観光消費額観光消費額観光消費額観光消費額（日帰り＋宿泊（日帰り＋宿泊（日帰り＋宿泊（日帰り＋宿泊）））） の奈良県と全国との比較の奈良県と全国との比較の奈良県と全国との比較の奈良県と全国との比較 出典：観光庁 共通基準による観光入込客統計調査 （H24）20131225観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向 20131225平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降対前年比（対前年比（対前年比（対前年比（H23→H24）））） 全国（全国（全国（全国（※※※※３３団体３３団体３３団体３３団体）は＋）は＋）は＋）は＋9.6％の％の％の％の増増増増、奈良県は▲、奈良県は▲、奈良県は▲、奈良県は▲1.9%の減の減の減の減
奈良県の全国※シェア 0.98% 0.90% 0.81%

13.7兆円 12.5兆円 13.7兆円 8.010.012.014.016.0平成22年 平成23年 平成24年1,348億円 1,126億円 1,105億円02004006008001,0001,2001,4001,600 平成22年 平成23年 平成24年▲1.9%（21億円）減9.6%（1.2兆円）増※全国の観光消費額は「共通基準に基づく観光入込客統計(観光庁)」にH22～H24の間継続して報告されている３３都道県の集計。(１４府県については調査未導入・集計中・未公表)（兆円）（億円）全国の観光消費額※奈良県の観光消費額
23



観光消費観光消費観光消費観光消費額額額額（日帰り＋宿泊（日帰り＋宿泊（日帰り＋宿泊（日帰り＋宿泊）の）の）の）の全国全国全国全国比較比較比較比較 出典：観光庁 共通基準による観光入込客統計調査 （H24）
※大阪府、福岡県は、「共通基準による観光入込客統計調査」を未導入。※千葉県、新潟県、富山県、福井県、滋賀県、京都府は集計中 （H25年11月末現在）※秋田県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、佐賀県、長崎県は、H22,H23データが未公表。

日帰り日帰り日帰り日帰り宿泊宿泊宿泊宿泊（億円） 平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降奈良県内での観光消費額奈良県内での観光消費額奈良県内での観光消費額奈良県内での観光消費額 （日帰り＋宿泊）（（日帰り＋宿泊）（（日帰り＋宿泊）（（日帰り＋宿泊）（H24）））） １１１１,１０５１０５１０５１０５億円億円億円億円（全国（全国（全国（全国（（（（※※※※33団体）団体）団体）団体） 平均平均平均平均 ４４４４,２６３億２６３億２６３億２６３億）））） 20131225観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向 20131225
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観光消費額観光消費額観光消費額観光消費額（日帰り（日帰り（日帰り（日帰り）の奈良県と全国との比較）の奈良県と全国との比較）の奈良県と全国との比較）の奈良県と全国との比較 出典：観光庁 共通基準による観光入込客統計調査 （H24）平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降 6.5兆円5.8兆円6.4兆円 0.02.04.06.08.010.0平成22年 平成23年 平成24年12.1%（0.7兆円）増対前年比（対前年比（対前年比（対前年比（H23→H24）））） 全国（全国（全国（全国（※※※※３３団体３３団体３３団体３３団体）は＋）は＋）は＋）は＋12.1％の増、奈良県は▲％の増、奈良県は▲％の増、奈良県は▲％の増、奈良県は▲11.7%の減の減の減の減
奈良県の全国※シェア 1.04% 1.24% 0.99%

（兆円）※全国の観光消費額は「共通基準に基づく観光入込客統計(観光庁)」にH22～H24の間継続して報告されている３３都道県の集計（１４府県については調査未導入・集計中・未公表）
660億円 726億円 641億円0100200300400500600700800 平成22年 平成23年 平成24年（億円） ▲11.7%（85億円）減全国の観光消費額※奈良県の観光消費額

20131225観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向 20131225

3,790円／人 4,221円／人
3,703円／人
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観光消費額観光消費額観光消費額観光消費額（日帰り（日帰り（日帰り（日帰り）の全国比較）の全国比較）の全国比較）の全国比較 出典：観光庁共通基準による観光入込客統計調査（H24）平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降
※大阪府、福岡県は、「共通基準による観光入込客統計調査」を未導入。※千葉県、新潟県、富山県、福井県、滋賀県、京都府は集計中 （H25年11月末現在）※秋田県、茨城県、栃木県、埼玉県、佐賀県、長崎県は、H22,H23データが未公表。

（億円） 奈良県での観光消費額（日帰り）（奈良県での観光消費額（日帰り）（奈良県での観光消費額（日帰り）（奈良県での観光消費額（日帰り）（H24 ）））） ６４１億円６４１億円６４１億円６４１億円（全国（（全国（（全国（（全国（※※※※３３団体３３団体３３団体３３団体）平均）平均）平均）平均 １，９５６億円）１，９５６億円）１，９５６億円）１，９５６億円） 20131225観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向 20131225
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観光消費額（日帰り単価）の全国比較観光消費額（日帰り単価）の全国比較観光消費額（日帰り単価）の全国比較観光消費額（日帰り単価）の全国比較 出典：観光庁 共通基準による観光入込客統計調査（H24）平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降 観光消費額（日帰り単価）10,0258,5288,067 2,6858,037 3,7035,49602,0004,0006,0008,00010,00012,000
 静岡県  福島県  長崎県  高知県  栃木県  秋田県  山梨県  東京都  長野県  宮崎県  山形県  沖縄県  熊本県  三重県  神奈川県  大分県  平均  石川県  鳥取県  宮城県  岩手県  島根県  岡山県  香川県  和歌山県  徳島県  兵庫県  茨城県  佐賀県  岐阜県  山口県  青森県  群馬県  愛媛県  奈良県  広島県  鹿児島県  北海道  愛知県  埼玉県

円 奈良県を訪れる「日帰り観光客」の１人あたり消費額奈良県を訪れる「日帰り観光客」の１人あたり消費額奈良県を訪れる「日帰り観光客」の１人あたり消費額奈良県を訪れる「日帰り観光客」の１人あたり消費額 （（（（ H24 ））））３３３３,７０３円７０３円７０３円７０３円 /人人人人 （（（（ 全国全国全国全国(※※※※39団体団体団体団体)平均平均平均平均 ５５５５,４９６円４９６円４９６円４９６円 /人人人人 ））））
※大阪府、福岡県は、「共通基準による観光入込客統計調査」を未導入。※千葉県、新潟県、富山県、福井県、滋賀県、京都府は集計中 （H25年11月末現在）

20131225観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向 20131225
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観光消費額観光消費額観光消費額観光消費額（宿泊（宿泊（宿泊（宿泊）の奈良県と全国との比較）の奈良県と全国との比較）の奈良県と全国との比較）の奈良県と全国との比較 出典：観光庁 共通基準による観光入込客統計調査（H24）平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降 7.2兆円6.6兆円7.4兆円 0.02.04.06.08.010.0平成22年 平成23年 平成24年9.1%（0.6兆円）増観光消費額は、観光消費額は、観光消費額は、観光消費額は、対前年比（対前年比（対前年比（対前年比（H23→H24）））） 全国（全国（全国（全国（※※※※３３団体３３団体３３団体３３団体）は＋）は＋）は＋）は＋9.1％の増、奈良県は％の増、奈良県は％の増、奈良県は％の増、奈良県は+16.0%の増の増の増の増
奈良県の全国※シェア 0.93% 0.60% 0.64％（億円） 400億円688億円 464億円0100200300400500600700800 平成22年 平成23年 平成24年16.0%（64億円）増

※全国の観光消費額は「共通基準に基づく観光入込客統計」にH22～H24の間継続して報告されている３３都道県の集計（１４府県については調査未導入・集計中・未公表）（兆円）全国の観光消費額※奈良県の観光消費額
20131225観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向 20131225

25,099円／人
24,049円／人 22,549円／人
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観光消費額観光消費額観光消費額観光消費額（宿泊（宿泊（宿泊（宿泊）の全国比較）の全国比較）の全国比較）の全国比較 出典：観光庁 共通基準による観光入込客統計調査（H24）
※大阪府、福岡県は、「共通基準による観光入込客統計調査」を未導入。※千葉県、新潟県、富山県、福井県、滋賀県、京都府は集計中 （H25年11月末現在）※秋田県、茨城県、栃木県、埼玉県、佐賀県、長崎県は、H22,H23データが未公表。

奈良県での観光消費額（宿泊）（奈良県での観光消費額（宿泊）（奈良県での観光消費額（宿泊）（奈良県での観光消費額（宿泊）（H24 ））））４６４億円４６４億円４６４億円４６４億円 （全国（（全国（（全国（（全国（※※※※３３団体）平均３３団体）平均３３団体）平均３３団体）平均 ２，１９６億円）２，１９６億円）２，１９６億円）２，１９６億円）（億円） 20131225観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向 20131225
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観光消費額（宿泊単価）67,87150,48842,46539,144 15,75727,061 22,549010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000
 沖縄県  東京都  北海道  鹿児島県  青森県  長崎県  岩手県  秋田県  山梨県  山口県  高知県  福島県  平均  大分県  兵庫県  長野県  石川県  宮崎県  熊本県  和歌山県  愛媛県  山形県  神奈川県  香川県  広島県  静岡県  岡山県  鳥取県  岐阜県  奈良県  宮城県  栃木県  三重県  島根県  群馬県  徳島県  茨城県  愛知県  佐賀県  埼玉県

円観光消費額（宿泊単価）の全国比較観光消費額（宿泊単価）の全国比較観光消費額（宿泊単価）の全国比較観光消費額（宿泊単価）の全国比較 出典：観光庁 共通基準による観光入込客統計調査（H24）平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降平成１３年以降奈良県を訪れる宿泊観光客の奈良県を訪れる宿泊観光客の奈良県を訪れる宿泊観光客の奈良県を訪れる宿泊観光客の1人あたりの消費額（人あたりの消費額（人あたりの消費額（人あたりの消費額（H24 ）））） ２２２２２２２２,５４９円５４９円５４９円５４９円 /人人人人（（（（ 全国全国全国全国(39団体団体団体団体) 平均平均平均平均 ２７２７２７２７,０６１円０６１円０６１円０６１円 /人人人人 ））））
※大阪府、福岡県は、「共通基準による観光入込客統計調査」を未導入。※千葉県、新潟県、富山県、福井県、滋賀県、京都府は集計中 （H25年11月末現在）

【１人あたり観光消費額に含まれるもの】県内での交通費、宿泊費、土産代、飲食費、観光施設入場料 等 20131225観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向 20131225
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平成平成平成平成24年年年年 20130531観光客１人あたりの消費額観光客１人あたりの消費額観光客１人あたりの消費額観光客１人あたりの消費額 出典：奈良県観光客動態調査（速報値）●●●●「宿泊観光」と「日帰り観光」の一人あたり消費額の比較「宿泊観光」と「日帰り観光」の一人あたり消費額の比較「宿泊観光」と「日帰り観光」の一人あたり消費額の比較「宿泊観光」と「日帰り観光」の一人あたり消費額の比較
●「宿泊」、「日帰り」ともに、奈良県と上位５団体平均との差が、下位５団体平均との差よりも大きい。

（円／人） （円／人）宿泊観光客宿泊観光客宿泊観光客宿泊観光客 日帰り観光客日帰り観光客日帰り観光客日帰り観光客観光消費額 上位及び下位との差奈良県 22,549 4,936上位５団体平均（沖縄・東京・北海道・鹿児島・青森） 47,724下位５団体平均（埼玉・佐賀・愛知・茨城・徳島） 17,613 25,175 観光消費額 421上位及び下位との差奈良県 3,7038,4813,282 4,778上位５団体平均（静岡・福島・長崎・高知・栃木）下位５団体平均（埼玉・愛知・北海道・鹿児島・広島）
20131225観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向観光消費の動向 20131225
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宿泊施設のキャパシティーの状況第34回全国豊かな海づくり大会～やまと～平成２６年 奈良県開催
32



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

三 重徳 島山 梨福 井栃 木長 崎和歌山熊 本山 口静 岡山 形群 馬奈 良長 野鳥 取島 根福 島新 潟石 川大 分岐 阜秋 田佐 賀愛 知岩 手青 森鹿児島高 知富 山茨 城千 葉滋 賀北海道岡 山広 島宮 城神奈川兵 庫香 川愛 媛東 京京 都宮 崎大 阪埼 玉福 岡沖 縄 ホテル/全体客室数旅館/全体客室数ホホホホテテテテルルルル 旅旅旅旅館館館館
20130523ホテル・旅館の客室数割合の全国比較ホテル・旅館の客室数割合の全国比較ホテル・旅館の客室数割合の全国比較ホテル・旅館の客室数割合の全国比較 出典 ： 厚生労働省 衛生行政報告例（Ｈ24）奈良県は、ホテルの客室数の割合が低い奈良県は、ホテルの客室数の割合が低い奈良県は、ホテルの客室数の割合が低い奈良県は、ホテルの客室数の割合が低い（３５位）（３５位）（３５位）（３５位） 20131225宿泊施設のキャパシティーの状況宿泊施設のキャパシティーの状況宿泊施設のキャパシティーの状況宿泊施設のキャパシティーの状況 20131225
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ホテル・旅館の客室数（都道府県別）2.23 0.369.59 0.574.48 1.031.441.691.821.370246810121416 東　京 北海道 大　阪 静　岡 長　野 愛　知 千　葉 神奈川 福　岡 新　潟 兵　庫 福　島 沖　縄 栃　木 三　重 京　都 宮　城 群　馬 鹿児島 茨　城 広　島 岐　阜 石　川 熊　本 山　梨 大　分 岡　山 青　森 岩　手 山　形 埼　玉 長　崎 山　口 和歌山 福　井 秋　田 愛　媛 宮　崎 富　山 滋　賀 香　川 高　知 鳥　取 島　根 徳　島 佐　賀 奈　良万室 ホテル 旅館 20130523ホテル・旅館の客室数の全国比較ホテル・旅館の客室数の全国比較ホテル・旅館の客室数の全国比較ホテル・旅館の客室数の全国比較 出典 ： 厚生労働省 衛生行政報告例（Ｈ24）奈良県の宿泊施設の客室数は、全国最下位。（奈良県の宿泊施設の客室数は、全国最下位。（奈良県の宿泊施設の客室数は、全国最下位。（奈良県の宿泊施設の客室数は、全国最下位。（H24）））） 20131225宿泊施設のキャパシティーの状況宿泊施設のキャパシティーの状況宿泊施設のキャパシティーの状況宿泊施設のキャパシティーの状況 20131225旅館旅館旅館旅館ホテルホテルホテルホテル
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ホテルと旅館の客室数の推移（昭和５７年を１００とした場合）ホテルと旅館の客室数の推移（昭和５７年を１００とした場合）ホテルと旅館の客室数の推移（昭和５７年を１００とした場合）ホテルと旅館の客室数の推移（昭和５７年を１００とした場合） 出典：厚生労働省 衛生行政報告例ホテルと旅館の客室数の伸び率比較（昭和57年を100とした場合） 135128 130 131123 131
020406080100120140160

昭和57年 昭和58年 昭和59年 昭和60年 昭和61年 昭和62年 昭和63年 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
奈良県 全国ホテル・旅館トータルの客室数の伸びは、ホテル・旅館トータルの客室数の伸びは、ホテル・旅館トータルの客室数の伸びは、ホテル・旅館トータルの客室数の伸びは、平成以降、全国と奈良県では、ほぼ同様の動き。平成以降、全国と奈良県では、ほぼ同様の動き。平成以降、全国と奈良県では、ほぼ同様の動き。平成以降、全国と奈良県では、ほぼ同様の動き。全国の客室数奈良の客室数

※平成８年までは暦年、平成９年以降は年度で集計
20131225宿泊施設のキャパシティーの状況宿泊施設のキャパシティーの状況宿泊施設のキャパシティーの状況宿泊施設のキャパシティーの状況 20131225
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ホテルの客室数（都道府県別）9.59 2.23 0.36024681012 東　京 北海道 大　阪 福　岡 沖　縄 神奈川 千　葉 静　岡 愛　知 長　野 兵　庫 京　都 新　潟 宮　城 広　島 福　島 埼　玉 茨　城 鹿児島 岡　山 群　馬 岐　阜 青　森 宮　崎 大　分 石　川 岩　手 栃　木 愛　媛 香　川 山　形 熊　本 富　山 滋　賀 三　重 秋　田 山　口 山　梨 高　知 長　崎 和歌山 福　井 鳥　取 島　根 佐　賀 奈　良 徳　島万室ホテルの客室数の全国比較ホテルの客室数の全国比較ホテルの客室数の全国比較ホテルの客室数の全国比較 出典 ： 厚生労働省 衛生行政報告例（Ｈ24）奈良県のホテルは、客室数ベースで全国４６位。（奈良県のホテルは、客室数ベースで全国４６位。（奈良県のホテルは、客室数ベースで全国４６位。（奈良県のホテルは、客室数ベースで全国４６位。（H24））））20131225宿泊施設のキャパシティーの状況宿泊施設のキャパシティーの状況宿泊施設のキャパシティーの状況宿泊施設のキャパシティーの状況 20131225
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