奈良県の観光交流政策への提案
当協議会では、観光客の満足度調査から得た情報を踏まえ、下記の｢奈良の観光交流政策への提案｣をとりまとめ、
2008 年 4 月 7 日、奈良県の関係部局長に提案いたました。来訪してくださる方々の満足を増すことから、域内外の
人的交流・情報交流を活発にし、そこから新サービスや新業態などの新価値を生み出し、さらに来訪してくださる方々
の満足を高めるといった好循環の仕組みづくりを促進するためです。

調査結果の要点

必要となる観光交流政策

備考

１．日本人は特定のファン、外国人は初
めての人が来訪
◇日本人は、来訪回数 6 回以上の人が
半数近くを占める。特定のファンに支
えられている観光地である。
◇外国人は、約 7 割が日本への訪問が
初めてであり、奈良への訪問が初めて
の人も約 8 割になる。

◇特定のファン層にあきられない奈良とする
ための体験型観光の強化と新開発
◇特に２０～30才台の観光交流客を拡大す
るためのおしゃれな店、若い人が訪れたく
なる｢まちの雰囲気｣づくり
◇家族で来る人をもてなす(子どもに喜んで
もらう)メニューの開発
◇奈良府民はまだ奈
◇｢奈良府民｣に対する奈良の魅力のPR
良の魅力に気づい
◇外国人に、帰国後、奈良の好印象をＰＲし
ていない。行って
てもらうための、また、再訪してもらうため
みようという気にさ
の、ボランティアガイドの強化、｢地元の人
せることが重要で
しか知らないような穴場情報｣の提供なども
ある。
てなしの強化

2．日帰り客の消費額が少ない
◇奈良滞在は、日本人、外国人ともに日
帰り客が約６～７割を占める。日帰り
客の平均滞在時間は、日本人で約 5.3
時間、外国人で約6.0時間であった。な
お、同伴者では、日本人、外国人とも
に、家族・ 友人・知人と答えた人が大
半であった。
◇日帰り客の平均滞在時間は、5～6 時
間で、一人あたり消費額は、日本人が
約3,140円、外国人が約3,660円であっ
た。京都市(約 6,100 円)、神戸市(約
8,800 円)と比べ、あまりにも少ない額
でしかない。飲食店の満足度の低さ、
特長のある｢みやげもの｣がないことが
関係していると考えられる。

◇飲食店の満足度の低さを払拭するため ◇ 奈良へ行っ たら
「これを買おう」「こ
の、大々的な啓発キャンペーン、うまい店
れを食べよう」とい
の調査と公表

3.奈良の様々な資源が十分に理解され
ていない
◇奈良を訪れる前の奈良のイメージとし
て、日本人は、｢歴史がある地域｣とい
うイメージが極めて強い。｢美しい景観
をもつ地域｣｢自然が豊かな地域｣とい
うイメージも1/3前後の人がもっている
が、奈良がもつ歴史文化資源以外の
様々な資源(体験型ツアーに対応し得
る未利用の観光交流資源など)が十分
に理解されていないと思われる。

◇里山・工房体験、グリーンツーリズム、エコ ◇受入れ可能地区
奈良市・田原
ツーリズム等についてのＰＲとともに、各地
奈良市・清澄
域における受入れ体制の整備の支援
宇陀市・笠間
◇受入れ可能地区同士の連携関係の構築と
宇陀市・田口
共同 PR の展開
宇陀市・松山
◇奈良町等のホテル・旅館と受入れ可能地区
宇陀市・菟田野
との連携関係の構築
吉野町・国栖
◇法隆寺のような単独施設特化観光地にお
天理市・柳本
いては、その施設以外の地域資源・魅力の
斑鳩町
発掘による観光交流の開発
山添村
◇南部地域における、人々の｢もてなし｣
曽爾村
天川村
を全 面 に出 した、2～3泊しても楽しめる
川上村
奈良、歴史文化だけではない奈良のＰＲ
明日香村 等
◇退職シニア層を中心とする｢地域づくり支援
機構｣(08 年4 月19日設立予定)の活動支援
◇奈良全体として公共交通機関で旅行ができ
るシステムの構築

う名物づくり

◇他地域のものを販売するのではなく、奈良
にこだわったみやげもの開発、みやげもの
店のもてなしの向上
◇商工観光館のみやげものショップの、みや
げものインキュベータへの発展的改装
◇奈良市内と南部地域との連携による2～3
泊しても楽しめる奈良、歴史文化だけでは
ない奈良のＰＲ
◇妥当な価格で泊れるB&B提供ホテルと｢う
まい飲食店｣の組合せプランの提供
◇歴史文化観光と奈良固有の体験との組合
せプランの提供
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調査結果の要点
4．全体的満足度はまぁまぁだが、
｢もてなし｣の評価が低い
◇日本人の奈良観光の満足度を、同じ
評価方法を採用している札幌滞在中
の観光客の満足度と比較すると、｢全
体的満足度｣は札幌とほぼ同程度であ
るが、｢もてなし対応の満足度｣は奈良
の方がかなり低く、｢もてなしの向上｣
が求められる。案内表示に対する不
満が目立つことにも留意が必要であ
る。外国人は、全体的満足度で｢とても
満足｣が 64.9%、もてなし対応で｢とても
満足｣が 61.4%と、日本人に比べて、満
足度が非常に高い。
◇来訪者の居住地域別に見ると、全体
的満足度は、関西地域からの来訪者
より、関東地域と中部地域からの来訪
者の評価が高い。もてなし対応は、関
東地域からの来訪者の評価が少し高
い。奈良への来訪者の 6 割以上を占
める近畿地域からの来訪者が、すべ
ての項目を厳しく評価していることに
留意すべきである。
◇年代別の満足度では、全体的満足度
は、年齢が高くなるにつれて評価が高
くなる傾向にある。ただし、50 才台に
おいて、少し評価が厳しくなっている。
奈良観光の全体的満足度は、本調査
の回答者の 42.3％を占めた 60 才以上
の人たちによって押し上げられている
と言える。好意的な評価をしてくれる
人たちが訪れなくなる時期が来れば、
奈良は、より衰退していくことも考えら
れる。もてなし対応、案内表示は、若
い人たちの評価が厳しい。
◇訪問回数別の満足度では、全体的満
足度は、訪問回数によって大きな相違
はないものの、初めての人の評価が
若干低い。もてなし対応、案内表示
は、訪問回数が多くなるにつれて、満
足度が高くなる傾向にある。案内表示
は、訪問回数が多いほど不満が増え
ることに留意しなければならない。

必要となる観光交流政策

備考

◇もてなしの心推進県民会議における｢もて ◇現在の旅行形態
は団体がバスで来
なしキャンペーン｣と｢もてなし指導体制｣の
るのではなく、同じ
強化
バスでも2～3人の
◇お客様一人ひとりに十分なおもてなしをす
グループばかりで
ることの重要性の PR
ある。各グループ
◇調査結果の評価点、｢生の声｣の各施設等
の好みや食物アレ
への提供とそのフィードバックの奈良のむ
ルギーなどお客様
らづくり協議会ホームページへの掲載
の情報をしっかり
※2008 年 3 月 10 日に約 200 施設等へ送付し、
良い反応が返ってきている。

◇満足度調査の継続
◇報道機関との協力体制の構築

と把握していなけ
れば、再訪してく
れない。
◇大阪産業創造館で
は、中小企業相談
員をホームページ
で公開し、相談を
受けた人が評価点
をつけるシステム
を導入している

◇観光ボランティアガイドの育成とともに、観
光客がガイドを選べる仕組み、ガイドを観
光客が評価する仕組みづくり
◇外国人観光客に対するボランティアガイド ◇来訪者全体の4割
の増強
を超える大阪府・

奈良県在住者の全
体的満足度は、他
地域に比べ て低
く、この人たちの消
費額も少ない。
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調査結果の要点

必要となる観光交流政策

備考

5．神社仏閣、史跡・公園は内容が、ホテ ◇調査結果の評価点、｢生の声｣の各施設等 ◇ヒアリング調査、
ハガキアンケート
ル・旅館は内容、もてなしが高く評価さ
への提供とそのフィードバックの奈良のむ
調査の回答者合計
れた。しかし、飲食店をはじめ各施設と
らづくり協議会ホームページへの掲載
1,478人の訪問先
も、改善すべきことが多い
は229施設等
◇神社仏閣、史跡・公園、ホテル・旅
館については、その内容が高く評価さ ◇地域外からの｢うまい店｣｢もてなしの店｣の ◇｢よそ者｣が評判の
れた。一方で、神社仏閣、史跡・公園
誘致と既存の｢うまい店｣｢もてなしの店｣の
良い店を出してい
では、案内表示の改善が必要である
PR
る現実がある。
こと、美術館・博物館では、値段、もて
なし対応、案内表示の改善が必要で ◇ホテル・旅館、飲食店、みやげもの店にお
あることが示された。また、ホテル・旅
いては、経営者が先頭に立って、お客様と
館のもてなし対応が高く評価されたこ
の対話を行い、お客様が求めるもの・サー
とは喜ばしいが、飲食店における値
ビスの充実に努めるべき
段、もてなし対応等の改善、みやげも
の店における値段等の改善が必要で
あることが示された。
◇10 人以上の来訪者から評価が得られ
た施設等の評価では、日本人による
評価で全項目について 4 点以上の評
価を得た施設等は、23 施設等のうち 1
施設しかなかった。外国人による評価
では、8 施設等のうち 6 施設が全項目
について 4 点以上を得ている。
6．日本人に対して、奈良がもつ様々な ◇日本人に対して、奈良がもつ様々な資源の
資源の魅力を十分に伝えていく仕組み
魅力を十分に伝えていく仕組みづくり
づくりを
◇近鉄・ＪＲ駅、主要観光施設等における、案
◇外国人は、奈良へ来てから積極的に
内図、ちょっとおもしろい奈良情報の提供
情報を入手する傾向にある。観光案 ◇調査で集めた個人アドレスへの、ちょっとし
内所で入手している人が59.8％で、観
た奈良情報の提供
光施設情報、まち歩き情報を入手して
いる。日本人からは、駅などで、イベ
ント情報や地図など、もっと情報が欲
しいという声が聞かれた。
◇奈良へ来てからの情報取得の評価で
は、｢十分得られた｣とした日本人は23.
2％にとどまり、｢十分得られた｣とした
外国人は65.6％もいた。
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調査結果の要点
7．インターネットによる｢季節ごとの情
報｣｢穴場情報｣の提供の充実が必要
◇今後欲しい情報として、日本人から
は、｢季節ごとの見どころ情報、楽しみ
方など｣(51.1％)、｢地元の人しか知ら
ないような穴場情報｣(29.1％)が挙げら
れた。｢既存の情報で十分である｣は
14.3％にすぎず、｢季節ごとの情報｣
｢穴場情報｣を十分に提供する必要が
ある。
◇外国人は、｢地元の人しか知らないよ
うな穴場情報｣(41.2％)、｢季節ごとの
見どころ情報、楽しみ方など｣
(34.0％)、｢良い点、悪い点を含め、来
訪者の評価情報(生の声)｣(20.6％)の
順であった。
◇今後欲しい情報の入手方法として、日
本人は、インターネット が多く
(45.8％)、テレビ、雑誌、新聞も重要視
されている。外国人は、インターネット
が圧倒的に多い(78.5％)。さらに、メー
ルマガジンが11.0％あり、インターネッ
トと合わせて約9割となる。日本でも、
近い将来、このような状況が来ること
を想定しておかなければならない。

必要となる観光交流政策

備考

◇｢季節ごとの情報｣の提供を充実させるとと ◇｢季節ごとの見どこ
ろ情報｣は、奈良県
もに、｢穴場情報｣を収集・発信するシステ
観光連盟や奈良市
ムをつくる
観光協会のホーム
◇｢地元の人しか知らないような穴場情報｣
ページに掲載され
は、地元の人が書き込めるようなサイトを
ており、奈良交通
開設して提供
も毎月、観光関連
◇飲食店については、適切な調査を行い、
事業者向けに｢奈
｢うまい店｣、「もてなしの店」などを公表。ま
良大和路のバス沿
た、飲食店等が早く閉まるという指摘に対
線案内｣をマスコ
しては、｢○時まで開いている店｣といった
ミ・旅行作家等に
ような情報を提供
送付している。
◇燈花会等における
飲食店等の営業時
間延長の要請

◇インターネットによる情報提供の充実
◇インターネット県民
1)各機関・施設等におけるホームページの
の募集
充実、2)観光交流情報提供の窓口となる ◇外国人に対し て
｢奈良ホームページ｣の開設(情報発信の一
は、何をきっかけ
元化)、3)来訪者のアドレスを集め、定期的
として(期待して)奈
に情報を提供する仕組みの構築
良を訪れたのかを
◇従来型ではない奈良の新観光PR映画をホ
把握し、世界へ適
切な情報を発信す
ームページに掲載
る必要がある。

◇東南アジアからの観光客が増えてきてお ◇来てもらうための
HPをつくることが
り、彼等に向けた、西欧人の好みとは違う
重要である。HPを
情報の提供

見ると、この町は
もてなしてくれる町
かどうかわかる。
◇来てもらうために
は、もてなしの心
に基づく情報発信
が必要である。不
案内の人でも｢こ
の目印を曲がると
ここに着ける｣｢ここ
の駅を降りたら、こ
のバスに乗る｣と
いう情報をHP等に
親切に載せている
と、安心して、行こ
うという気になる。
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