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平成１８年奈良市入込観光客数報告 

 

平成１8年入込観光客の概要 

 

平成１8 年中に奈良を訪れた観光客は、１３，４６８千人で前年の１３，０５０千人

に比べ、４１８千人の（３．２０％）の増加となりました。 

  

 平成１８年の観光客数は、一般観光客・外国人旅行者は宿泊・日帰りともに増加し、

修学旅行生は宿泊については減少に歯止めがかからなかったものの、日帰りについては

若干の増に転じ、修学旅行生全体でも微増となりました。 

 その結果、総数では４１８千人の増となりました。 

 

  前年（平成１７年）と対比すると 

    総数では          ４１８千人（  ３．２０％）の増加 

      一般観光客は      ３８１千人（  ３．２０％）の増加 

      修学旅行生は        ８千人（  ０．９９％）の増加 

      外国人旅行者は         ２９千人（  ８．９８％）の増加 

 

平成１８年は、首都圏を中心とした観光ＰＲの充実や団塊世代の方々の退職が始まっ

たことからウオーキング等の健康志向の観光、そして新たなイベントが成熟してきたこ

と等から観光客が増え、また一方、前年影響を受けた「愛・地球博」も終わり、観光客

全体が増加したと考えられます。 

 

平成１８年の訪日外国人旅行者数は、国が勧めるビジット・ジャパン・キャンペーン

効果、円安基調などにより、昨年に比べて６０万人（９．０％）の増加となり、過去最

高の７３３万４千人を記録しました。本市においても、外国人旅行者数は、２万９千人

（８．９８％）増の３５万２千人となりました。 

 

首都圏からの誘客を図るため、平成１８年７月に開設した「東京観光オフィス」に今

年更に修学旅行専門のスタッフを増員したことから、前年より唯一減少した修学旅行宿

泊客増のため積極的に活動を展開し、宿泊客の増に繋げていきたいと思います。 

また、現在作業を進めています『奈良市地域ブランド向上３ヶ年計画』を早期に策定

し、「新しい奈良のブランド」を観光戦略として展開し、観光客の誘致に努めてまいり

ます。 

 

                       （問い合わせ先） 

観光課℡ 0742-34-1111 （内線 2910 ） 

0742-34-4739 （ダイヤルイン） 



１．今年の入込数及び前年との対比

（単位 ： 千人）

平成１7年 平成１8年 増    減

宿   泊 1,791 1,931 140 7.82% の増

日   帰 10,128 10,369 241 2.38% の増

計 11,919 12,300 381 3.20% の増

宿   泊 101 96 -5 4.95% の減

日   帰 707 720 13 1.84% の増

計 808 816 8 0.99% の増

宿   泊 36 36 0 0.00%

日    帰 287 316 29 10.11% の増

計 323 352 29 8.98% の増

宿   泊 1,928 2,063 135 7.00% の増

日   帰 11,122 11,405 283 2.55% の増

計 13,050 13,468 418 3.20% の増

前年との比較

計

一           般

修  学   旅   行

外    国     人

 

２．入込観光者数の推移
(単位  : 人 )

年 種別 一般 修学旅行 外国人 計

宿 　泊 1,476 ,000 221 ,000 27 ,000 1 ,724 ,000

日 　帰 10 ,345 ,000 1 ,105 ,000 218 ,000 11 ,668 ,000

計 11 ,821 ,000 1 ,326 ,000 245 ,000 13 ,392 ,000

宿 　泊 1,562 ,000 200 ,000 21 ,000 1 ,783 ,000

日 　帰 10 ,010 ,000 1 ,000 ,000 168 ,000 11 ,178 ,000

計 11 ,572 ,000 1 ,200 ,000 189 ,000 12 ,961 ,000

宿 　泊 1,343 ,000 188 ,000 24 ,000 1 ,555 ,000

日 　帰 10 ,376 ,000 940 ,000 189 ,000 11 ,505 ,000

計 11 ,719 ,000 1 ,128 ,000 213 ,000 13 ,060 ,000

宿 　泊 1,469 ,000 158 ,000 22 ,000 1 ,649 ,000

日 　帰 10 ,649 ,000 790 ,000 173 ,000 11 ,612 ,000

計 12 ,118 ,000 948 ,000 195 ,000 13 ,261 ,000

宿 　泊 1,731 ,000 145 ,000 20 ,000 1 ,896 ,000

日 　帰 10 ,825 ,000 725 ,000 157 ,000 11 ,707 ,000

計 12 ,556 ,000 870 ,000 177 ,000 13 ,603 ,000

宿 　泊 1,802 ,000 147 ,000 29 ,000 1 ,978 ,000

日 　帰 10 ,958 ,000 735 ,000 228 ,000 11 ,921 ,000

計 12 ,760 ,000 882 ,000 257 ,000 13 ,899 ,000

宿 　泊 1,836 ,000 128 ,000 30 ,000 1 ,994 ,000

日 　帰 10 ,927 ,000 768 ,000 241 ,000 11 ,936 ,000

計 12 ,763 ,000 896 ,000 271 ,000 13 ,930 ,000

宿 　泊 1,825 ,000 118 ,000 34 ,000 1 ,977 ,000

日 　帰 9,916 ,000 767 ,000 273 ,000 10 ,956 ,000

計 11 ,741 ,000 885 ,000 307 ,000 12 ,933 ,000

宿 　泊 1,791 ,000 101 ,000 36 ,000 1 ,928 ,000

日 　帰 10 ,128 ,000 707 ,000 287 ,000 11 ,122 ,000

計 11 ,919 ,000 808 ,000 323 ,000 13 ,050 ,000

宿 　泊 1,931 ,000 96 ,000 36 ,000 2 ,063 ,000

日 　帰 10 ,369 ,000 720 ,000 316 ,000 11 ,405 ,000

計 12 ,300 ,000 816 ,000 352 ,000 13 ,468 ,000
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