
ⅡⅡ 賑賑わわうう「「都都」」ををつつくくるる

～～奈奈良良がが有有すするる自自然然・・歴歴史史・・文文化化資資源源をを活活用用しし、、
観観光光産産業業をを振振興興すするる～～

３３．．滞滞在在型型観観光光のの定定着着
（（１１００））ホホテテルル誘誘致致
（（１１１１））奈奈良良県県ココンンベベンンシショョンンセセンンタターーをを活活用用ししたた観観光光振振興興

４４．．魅魅力力ああるる観観光光地地づづくくりり
（（１１２２））奈奈良良県県観観光光総総合合戦戦略略のの実実行行
（（１１３３））奈奈良良公公園園中中枢枢地地ププロロジジェェククトト

（（文文化化ゾゾーーンンのの魅魅力力向向上上とと公公園園内内のの環環境境整整備備））
（（１１４４））大大宮宮通通りり・・近近鉄鉄奈奈良良駅駅周周辺辺のの景景観観・・環環境境整整備備
（（１１５５））平平城城宮宮跡跡歴歴史史公公園園のの整整備備
（（１１６６））中中町町「「道道のの駅駅」」のの整整備備
（（１１７７））自自転転車車のの周周遊遊環環境境整整備備とと安安全全利利用用

５５．．魅魅力力向向上上・・発発信信
（（１１８８））食食のの振振興興
（（１１９９））海海外外・・東東京京ププロロモモーーシショョンンのの展展開開
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もっと良くするために

(10) ホテル誘致

ここまで良くなってきました

令和５年度予算案 158百万円 [債務負担行為 500百万円]

R２年７月 OPEN
JWマリオット・ホテル奈良

滞在型観光をより一層促進するた
め、令和７年度までに宿泊客室数
を12,000室にする目標を設定しまし
た。目標達成に向け、令和３年度に
「奈良県宿泊施設立地促進事業補
助金」を創設し、２件の事業計画を
認定しました。

8,690 
(47位)

9,197 
(47位)

9,426 
(47位)

9,735 
(45位)

9,948
(44位)

10,232 
(44位)

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3

旅旅館館・・ホホテテルル客客室室数数（室）

（年度）

衛生行政報告例(厚生労働省)（ ）は全国順位

客客室室数数はは増増加加傾傾向向
ににあありりまますす

観光地競争に打ち勝つには、滞在型観光を促進するため宿泊客室数をもっと増やすこと、
多様なニーズに応えるホテルのバラエティを持つこと、観光地奈良のブランド力を上げる
上質なホテルも用意することが必要です。

○宿泊施設の新たな立地等に対する支援

R４年９月 OPEN
なら食と農の魅力創造国際大学校附属

セミナーハウス～ホテル奈良さくらいの郷～

R４年３月 OPEN
フェアフィールド・バイ・マリオット・

奈良天理山の辺の道

吉城園周辺の整備等（R５年夏開業予定）
紫翠ラグジュアリーコレクションホテル奈良（イメージ）

○近年オープンしたホテル例

旧奈良監獄ホテルの整備支援（R７年度中開業予定）
（イメージ）

○宿泊施設の整備を支援

○商談会の実施、宿泊施設立地検討企業に対す
る調査の実施、宿泊施設立地コンシェルジュの
設置等による効果的な誘致活動を展開

・宿泊施設立地促進事業補助金
・創業支援資金（宿泊施設認定枠）
・既存事業者による宿泊施設開業支援資金
・宿泊施設増改築・設備整備支援資金
・事業税・不動産取得税の軽減

３．滞在型観光の定着
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もっと良くするために

(11) 奈良県コンベンションセンターを活用した観光振興

ここまで良くなってきました

令和５年度予算案 189百万円

「第７回ＵＮＷＴＯガストロノミーツーリズム世
界フォーラム」を開催しました。ウィズコロナ・
アフターコロナを見据え、大規模国際会議な
どの誘致活動を継続的に行っています。

ガストロノミーツーリズム世界フォーラム（日本初）

○大規模会議の開催

国内外のＭＩＣＥ商談会に積極的に出展し、
奈良らしさを感じられる会場・エクスカーショ
ン等を提案します。また、コンベンション開催
地としての魅力の向上と情報発信を強化し
ます。

○大規模国際会議などの開催誘致を推進

コンベンションセンターを拠点とした誘客促
進をより一層強化するため、年間を通じて、
天平広場を中心に賑わいを生み出すイベン
トを開催しました。

光と遊びの天平広場

賑わいが根付くよう、コンベンション施設運
営の関係事業者や県内市町村等と連携し
て、賑わいイベントを継続して開催・誘致し、
コンベンションセンターを奈良の魅力を発信
する拠点としていきます。

○周遊観光の拠点となる賑わいを創出

MICE商談会・見本市への出展

○誘客を図るイベントを開催

全国知事会議（奈良県初）

継続的にイベントを開催
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もっと良くするために

(12) 奈良県観光総合戦略の実行

ここまで良くなってきました

令和５年度予算案 47百万円 令和４年度２月補正予算案 80百万円

いまなら。キャンペーン２０２２プラス

令和３年７月に策定した「奈良県観光総合戦略」を着実に推進し、ウィズコロナ・アフター
コロナやインバウンド回復を見据えた観光振興に取り組んでいます。

＜目指す姿＞
総合：観光振興の土台づくり
「ここにしかない魅力であふれる観光地・奈良」
「いつ来ても快適な観光地・奈良」

「選ばれる観光地・奈良」

○市町村、観光関連事業者等
との地域の対話の場づくり

○ＵＮＷＴＯと連携し、持続可
能な観光に取り組む県内地
域の支援

○地域の核となる人材の育成、
地域観光の課題解決に向け
た研修会の開催

奈良県観光総合戦略（～2025年度）を着実に推進します。

○市町村等による観光資源の魅力の磨き上げや受入環境整備等の取組を支援

観光DXを迅速・強力に推進します。 対話の場づくりや人材育成支援等を通じ、
県内地域との連携・協力を強化します。

観光総合戦略の推進に資する取組を支援します。

技術的・専門的な研修会

観光人材育成プログラム

「地域における対話の場」

○地域との対話による事業者・行政の連携強化や
観光人材の育成など、観光振興の土台づくりを
推進

○周遊拠点として泊まりたい奈良の実現に向け、
観光需要を喚起する宿泊キャンペーンの実施

○令和４年度に県観光総合戦略推進補助金を創
設し、市町村等の取組に対し支援

○来訪者の快適性向上を図るため、観光分野に
おけるデジタルデータやＡＩの活用を推進

○戦略に基づき、事業者、県、市町村等の各観光振興実施主体の積極的かつ主体的な取組や、
ウィズコロナ・アフターコロナ時代の観光、持続可能な観光の観点を重視した取組を推進

・イベントや体験メニューの企画・造成 ・ワーケーション等環境の整備
・魅力的な奈良の産品・食品の開発 ・多言語観光案内標識の整備
・観光施設等の整備・改良 ・プロモーション、キャンペーンの取組

スキルアップ研修会

４．魅力ある観光地づくり

地域の事業者や住民との議論
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(13) 奈良公園中枢地プロジェクト（文化ゾーンの魅力向上と公園内の環境整備）

ここまで良くなってきました

奈良公園バスターミナル 県営奈良めぐり平城宮跡前駐車場

○奈良公園BTの運営改善のため、平城宮跡前駐
車場を駐機場として有効活用

○ぐるっとバスを大宮通り、奈良公園、若草山麓
ルートの３路線で運行

○奈良公園をゆっくり楽しんでいただけるよう
｢ウィズコロナ｣でイベント展開

ならまち遊歩

○奈良公園周辺地区のホテル整備

瑜伽山園地の宿泊施設
（ふふ奈良）

瑜伽山園地
（旧山口氏南都別邸庭園）

○奈良公園バスターミナル（BT）と東大寺を結ぶ
新たな観光ルート整備

吉城園茶室

新たな観光ルート

新新たたなな観観光光ルルーートト

ババススタターーミミナナルル

氷氷室室神神社社

東東大大寺寺
南南大大門門

吉吉城城園園周周辺辺地地区区

○奈良公園の水環境の改善
猿沢池への導水実証実験の実施

奈良国立博物館

興福寺
五重塔

猿沢池

興福寺
大湯屋

導水実証実験ルート図

bb
cc

aa bb cc

一の鳥居

猿沢池 導水実証実験ルート

きたまちといろ

ぐるっとバス大宮通りルート ぐるっとバス若草山麓ルート

○編纂委員会の立ち上げ・運営

○高度な案内書の原稿作成
・委員15名程度による執筆

奈良公園内における文化の展示力向上

○｢（仮称）奈良公園に関する高度な案内書｣の編纂
編纂委員会の立ち上げ(R４年10月)

○奈良県文化会館のリニューアル
実施設計（R４年度）

奈良公園内の環境整備

高度な案内書の編纂・活用スケジュール

○案内書の
作成・活用

Ｒ４年度 Ｒ５年度～

奈良公園内における文化の展示力向上と環境整備のためのプロジェクトについて、奈良
県文化振興戦略懇話会の意見を参考に、部局横断的に取り組んでいます。

奈良県文化会館
（現況）
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もっと良くするために

令和５年度予算案 1,281百万円
[債務負担行為 15,683百万円]

奈良公園内における文化の展示力向上と環境整備に向けた取組を推進し、奈良公園の
更なる魅力向上を図ります。

奈良公園内における文化の展示力向上

奈良公園内の環境整備

○四季を通じて楽しめるよう、魅力的なイベントに
より、奈良公園BTをはじめ奈良公園エリアのに
ぎわいを創出

イベント実施によるにぎわいの創出

奈良公園バスターミナルのにぎわいなら燈花会

○｢(仮称)奈良公園に関する高度な案内書｣
の編纂と活用

○奈良県文化会館の整備
Ｒ８年度中にリニューアルオープン予定

○県立美術館の整備に向けた登大路瓦窯跡
の活用検討

○文化会館・美術館の周辺環境整備のため
の構想策定

ハード・ソフトの両面から、奈良公園内における文化の展示力向上に向けた取組を推進

周辺環境整備の例

登大路瓦窯跡
文化会館整備イメージ

奈良公園に向けた眺望を
考慮した植栽等の見直し

案内表示の改善

人が集まりくつろげる空間設計

＜テーマ＞
・平城京 ・東大寺 ・正倉院 ・興福寺
・春日大社 ・奈良公園の鹿 ・奈良国立博物館
・奈良公園の地形、景観、植生、説話
・奈良公園が詠まれた歌 ・奈良公園と近代文学
・近世～明治の奈良 ・奈良公園の近現代建築
・元興寺とならまち ・奈良公園周辺の伝統工芸 等

奈良公園の風情に調和した宿泊施設の整備を促進

○R５年夏の新たな宿泊施設のオープンにあわせて、
吉城園周辺の整備を進め、魅力スポットを創出

○R７年度中にホテル運営開始予定の旧奈良監獄ホテ
ルの整備を支援

○奈良のシカの保護・管理、植栽
整備、春日山原始林の保全

○鹿苑整備

奈良公園のアメニティ向上

○猿沢池への導水の本格運用、鷺池の浚渫等による
水質改善

奈良公園の水環境を改善

交交流流エエリリアア
宿宿泊泊エエリリアア 交交流流エエリリアア

旧旧世世尊尊院院

知知事事公公舎舎
（（レレセセププシショョンン・・
レレスストトラランン））

宿宿泊泊棟棟①①

宿宿泊泊棟棟②②

吉吉城城園園
主主棟棟

吉吉城城園園茶茶室室

吉城園周辺地区の整備（イメージ） 吉城園宿泊施設（イメージ）

奈良公園周辺の交通改善

鹿苑の整備（イメージ）

猿沢池 導水実証実験による変化

R4   11/11 R3 5/30 
改善後

○奈良公園ＢＴでの展示等により季節に応じた魅力を発信

○奈良公園ＢＴ、県営駐車場の運営
○奈良中心市街地の渋滞対策のため、ぐ
るっとバスの運行、パークアンドバスライ
ド等を実施
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もっと良くするために

(14) 大宮通り・近鉄奈良駅周辺の景観・環境整備

ここまで良くなってきました

令和５年度予算案 132百万円

観光地奈良公園の玄関口にふさわしい近鉄奈良駅にするため、交通事業者や地元商
店街、自治会等と勉強会を実施するなど景観環境整備に向けた取組を行いました。

近鉄奈良駅前の景観・環境整備に向けて地元商店街・地元自治会の人々と協力して、
引き続き検討を進めます。

勉強会の様子

○透明の大屋根の整備
○ぐるっとバス停の設置
○県ポスター掲示の入れ替え
○景観・ 環境整備について勉強会を実施

○駅前にふさわしい空間整備のための施設の基本計画をとりまとめ
○交通事業者や地元商店街、自治会等との勉強会を開催

整備イメージ

大宮通りの景観・環境整備を引き続き進めます。

ポスター掲示

有識者を講師に招き勉強会を開催

花壇イルミネーション
（二条大路南５丁目交差点）

花壇整備
（油阪交差点）

鹿のイルミネーション
（油阪交差点）

地域の皆様による
花壇の植付

○大宮通りで地域の皆様や沿道企
業の方々が花壇の植付やゴミ掃
除のボランティア活動を実施

大宮町周辺
街路樹イルミネーション

西方寺の白壁
ライトアップ

油阪交差点
鹿のイルミネーション

地域の皆様による
花壇の植付

植付後の花壇

〇冬の来訪者へのおもてなし空間を創出するために、街
路樹イルミネーションや西方寺の白壁ライトアップ等を
継続して実施

〇大宮通りの景観・環境整備を推進するた
め、沿道地域の方々が主体となる“大宮
通り”を目指し花植えや美化活動を推進

大宮通りの景観改善に努めてきた結果、花壇や街路樹（樹形）の整備が進み、さらにイ
ルミネーションの演出により、おもてなし空間の創出につながりました。これらの情報や
県の取組などを周知いただくために、大宮通りジャーナルなどにより広く発信しました。

至県庁至 新大宮
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