
　　　　　　　　　２０１１年　福井県観光客入込数　　　　　　　　　　（関連記事１０面）

観光客数　前年比８３万人減の９８０万人

東日本大震災の影響大きく
観光消費額は４６億円の減少

涅涅年 涅濤年 涅涅年 涅濤年

県内客 日帰り 渊，涸涸涵，濤濤濤 涵，濤涵淦，濤濤濤 淆淇．淇 渊淆．淆 淆，濤涸濤，濤濤濤 淆，渊渕淹，濤濤濤

宿泊 涵涵淆，濤濤濤 淇淹淇，濤濤濤 涸淆．渕 涵．淦 淇淹涅，濤濤濤 淇淆涵，濤濤濤

計 涵，渊渊渊，濤濤濤 涵，淇涸渕，濤濤濤 淆涵．涸 ― 淆，淦濤涅，濤濤濤 涅濤，涅淹淦，濤濤濤

県外客 日帰り 淹，涵淹淹，濤濤濤 渕，濤淆涅，濤濤濤 涸涅．淇 淹涵．淦 涅涅，濤涵淇，濤濤濤 涅淹，涸渊涅，濤濤濤

宿泊 涅，涸渕渊，濤濤濤 涅，涸涵淹，濤濤濤 淆淆．濤 涅涸．淦 淹，渕涵涅，濤濤濤 淹，渕淦渊，濤濤濤

計 渊，渕涵淇，濤濤濤 渊，淆渊渕，濤濤濤 涸涸．涅 ― 涅渕，渊濤淦，濤濤濤 涅涵，淹涅涵，濤濤濤

合　計 日帰り 淦，渊濤淦，濤濤濤 涸，涅渊涸，濤濤濤 淆濤．淆 淦涵．淇 淹濤，涅渕淇，濤濤濤 淹淹，淹淦渕，濤濤濤

宿泊 淹，渕淆渕，濤濤濤 淹，渊淦涸，濤濤濤 淆淇．淇 淹渊．渊 淹，淆淦淹，濤濤濤 渕，濤淇淆，濤濤濤

計 淆，涸濤濤，濤濤濤 涅濤，淇淹淇，濤濤濤 淆淹．淹 涅濤濤．濤 淹渕，涅濤涸，濤濤濤 淹涵，渕渊淹，濤濤濤

淹濤涅涅年の入込概要 （人、％）

区　分

観光客数（実人数）

対前年比 涅涅年構成比
〔参考〕　観光客数（延べ人数）

涅涅年 涅濤年 涅涅年 涅濤年

関西地区 涅，涸淇渕，濤濤濤 淹，淹涅淹，濤濤濤 涸渊．淹 渊淹．涸 涵，涵濤淹，濤濤濤 淇，涵渊涸，濤濤濤

中京地区 涅，涅淆濤，濤濤濤 涅，淹涵淇，濤濤濤 淆渊．淦 淹淦．渕 渕，涸淹涵，濤濤濤 渊，濤渊淇，濤濤濤

関東地区 淹涸涵，濤濤濤 淹淦渕，濤濤濤 涅濤渊．渊 淇．涵 淆淇渊，濤濤濤 淆淹淦，濤濤濤

北陸地区 淇涸淦，濤濤濤 涸濤淇，濤濤濤 涸涵．淹 涅涵．涸 涅，淆渊淇，濤濤濤 淹，淹涸涸，濤濤濤

その他 渕渕涅，濤濤濤 渕淆淇，濤濤濤 涸渕．淇 淦．淇 涅，涅淦濤，濤濤濤 涅，渊濤淇，濤濤濤

計 渊，渕涵淇，濤濤濤 渊，淆渊渕，濤濤濤 涸涸．涅 涅濤濤．濤 涅渕，渊濤淦，濤濤濤 涅涵，淹涅涵，濤濤濤

区分
観光客数（実人数）

対前年比
涅涅年
構成比

〔参考〕観光客数（延べ人数）

県外客の発地別入込状況 （人、％）

涅涅年 涅濤年 涅涅年 涅濤年

冬（１月、２月、涅淹月） 涅，渕涵淆，濤濤濤 涅，渊渕淇，濤濤濤 淆渊．淇 涅渕．淆 渕，涅淦渊，濤濤濤 渕，渕淇渊，濤濤濤

春（３～５月） 淹，涵淇淇，濤濤濤 淹，涸渊淇，濤濤濤 淆濤．淹 淹淇．淹 涵，涸淆淹，濤濤濤 淇，淇涵渕，濤濤濤

夏（６～８月） 渕，淹渊涸，濤濤濤 渕，涵渕涵，濤濤濤 淆涅．淆 渕渕．涅 淦，涸濤淆，濤濤濤 涸，淇涅渕，濤濤濤

秋（９～涅涅月） 淹，淇淹淦，濤濤濤 淹，涸濤淆，濤濤濤 淆渕．涵 淹淇．涸 淇，淹渕渕，濤濤濤 淇，淦涅淹，濤濤濤

計 淆，涸濤濤，濤濤濤 涅濤，淇淹淇，濤濤濤 淆淹．淹 涅濤濤．濤 淹渕，涅濤涸，濤濤濤 淹涵，渕渊淹，濤濤濤

区　分

観光客数（実人数）

対前年比
涅涅年
構成比

〔参考〕観光客数（延べ人数）

四季別入込状況 （人、％）

県内客 県外客

渕，淆淆淆，濤濤濤 涅，涅涵渕，濤濤濤 淹，涸渊淇，濤濤濤 渊，涵渊濤，濤濤濤 涸涸．涅 涅淦．渕

淇，淇淹淆，濤濤濤 淹，淹渕涸，濤濤濤 渊，渕淆涅，濤濤濤 淇，涵渕淇，濤濤濤 涅濤涅．渊 淹涸．淦

涅，涵涅淦，濤濤濤 淇淦淹，濤濤濤 涸渊涵，濤濤濤 涅，淦淇淦，濤濤濤 涸涵．淆 淇．淇

渊，濤濤渕，濤濤濤 涅，淇涵涵，濤濤濤 淹，渕渊涸，濤濤濤 涵，渕淆淇，濤濤濤 淦渊．淹 涅淦．渕

うち、海水浴 淆涵涸，濤濤濤 淹涅渕，濤濤濤 淦渊涵，濤濤濤 涅，涅涅涸，濤濤濤 涸涵．淦 渊．涅

〃　スキー・スケート 渊涵涅，濤濤濤 淹涵涅，濤濤濤 淹濤濤，濤濤濤 渊淆渕，濤濤濤 淆涅．涵 淹．濤

淹，渊濤淦，濤濤濤 涅，渊涵涅，濤濤濤 淆涵淇，濤濤濤 淹，渊淦濤，濤濤濤 淆淦．渊 涅濤．渊

涅，涸涅濤，濤濤濤 淦淹淦，濤濤濤 涅，濤涸渕，濤濤濤 涅，渊涸渕，濤濤濤 涅淹淹．濤 淦．涸

淹，淦渊渕，濤濤濤 涅，涸濤涵，濤濤濤 淆渕涸，濤濤濤 渕，涅涵濤，濤濤濤 涸淦．涅 涅涅．淆

淹渕，涅濤涸，濤濤濤 淆，淦濤涅，濤濤濤 涅渕，渊濤淦，濤濤濤 淹涵，渕渊淹，濤濤濤 淆涅．淹 涅濤濤．濤

項　目
涅涅年
延べ人

内　訳 涅濤年
延べ人数

対

前年比

涅涅年
構成比

自　然

文化・歴史

産業観光

スポーツ・レクリエーション

温　泉

買　物

行・祭事、　イベント

計

目的別入込状況（延べ人数） （人、％）

宿泊費 土産品代 その他入場料等

日帰り 淹，涅涅淇円 ― 涅，涅渕渊円 淆涸淹円

宿　泊 淹濤，渊淦濤円 涅淇，淦渊淹円 淹，淇淆淆円 涅，濤淹淆円

日帰り 渊，渕濤淇円 ― 淹，渊渕涅円 涅，涸淦涵円

宿　泊 淹涵，渊淦渕円 涅涸，濤渊淇円 涵，渕涅淇円 淹，涅涅涅円

１人当たりの平均観光消費額（県内消費）

発地別 日程別 全体
項　目

（資料：福井県観光振興課「濤渊年観光客動向調査基礎資料」）
（注）その他入場料等は、昼食代、域内交通費を含む。

県内客

県外客

市町名 行祭事名 日　　程 涅涅年 涅濤年 対前年比

勝 山 市 勝山左義長まつり ２月淹淇日～２月淹淦日 涅淹濤，濤濤濤 涅涅濤，濤濤濤 涅濤淆．涅

敦 賀 市 花換まつり ４月１日～４月涅涵日 涸渊，濤濤濤 淆渊，濤濤濤 涸淆．渊

坂 井 市 丸岡城桜まつり ４月１日～４月淹濤日 涵濤，濤濤濤 淇濤，濤濤濤 涸渕．渕

福 井 市 ふくい春まつり ３月涅淆日～４月涅淦日 淹濤涵，濤濤濤 淹涅涅，濤濤濤 淆淦．淹

鯖 江 市 さばえつつじまつり ５月３日～５月５日 淹渕淇，濤濤濤 淹涸渊，濤濤濤 涸渕．涅

坂 井 市 三国祭 ５月涅淆日～５月淹涅日 涅涵濤，濤濤濤 涅涵濤，濤濤濤 涅濤濤．濤

越 前 町 越前陶芸まつり ５月淹涸日～５月渕濤日 淇濤，濤濤濤 涅涅濤，濤濤濤 涵渊．涵

坂 井 市 ゆりフェスタ ６月１日～６月渕濤日 涵淇，濤濤濤 涵涵，濤濤濤 涅濤涅．涸

福 井 市 福井フェニックスまつり ８月５日～８月７日 涅淹淆，濤濤濤 涅渕涅，濤濤濤 淆涸．涵

おおい町 若狭おおいのスーパー大火勢 ８月６日 涵涵，濤濤濤 渊涸，濤濤濤 涅涅渊．淇

坂 井 市 三国花火大会 ８月涅涅日 淹濤濤，濤濤濤 淹濤濤，濤濤濤 涅濤濤．濤

大 野 市 おおの城まつり ８月涅渕日～８月涅淇日 涅涅涸，濤濤濤 涅淹濤，濤濤濤 淆涸．渕

越 前 市 越前市サマーフェスティバル ８月涅渕日～涅涵日、淹涅日 涅涅渕，濤濤濤 涅涅淹，濤濤濤 涅濤濤．淆

敦 賀 市 とうろう流しと大花火大会 ８月涅淇日 淹淹濤，濤濤濤 淹涅涵，濤濤濤 涅濤淹．渕

敦 賀 市 敦賀まつり ９月２日～９月４日 淦涵，濤濤濤 涅淇涸，濤濤濤 渊渊．淇

福 井 市 コスモスまつり 涅濤月１日～涅濤月淹渕日 淇濤，濤濤濤 淇渕，濤濤濤 淆涵．淹

越 前 市 たけふ菊人形 涅濤月１日～涅涅月６日 涅涅濤，濤濤濤 涅濤涵，濤濤濤 涅濤渊．涸

敦 賀 市 つるが観光物産フェア 涅濤月淹淆日～涅濤月渕濤日 淇淆，濤濤濤 淇淆，濤濤濤 涅濤濤．濤

大 野 市 九頭竜紅葉まつり 涅濤月淹淆日～涅濤月渕濤日 淇濤，濤濤濤 涵濤，濤濤濤 涅淹濤．濤

鯖 江 市 さばえもみじまつり 涅涅月涅渕日～涅淹月４日 淇渊，濤濤濤 涸涅，濤濤濤 淦淆．濤

主要行・祭事入込状況（入込数５万人以上） （人、％）

千人未満を四捨五入している。

日帰り 宿泊 日帰り 宿泊

濤涅 涸涵濤億円 淆渊．涸％ 涸渕億円 涅淦涅億円 涅涅淆億円 渊淦淦億円

濤淹 涸渊淇億円 淆淆．涵％ 涸渊億円 涅淇涸億円 涅涅淆億円 渊淦涵億円

濤渕 涸涅渕億円 淆淇．涅％ 涸淇億円 涅淇淦億円 涅涅濤億円 渊涵濤億円

濤渊 淦涸涅億円 淆淇．涅％ 淦淆億円 涅涵淦億円 涅涅淹億円 渊渕渕億円

濤涵 淦淆涅億円 涅濤涅．渕％ 淆濤億円 涅涵涵億円 涅涅淹億円 渊渕渊億円

濤淇 涸淹涵億円 涅濤渊．渕％ 淆渕億円 涅淇涅億円 涅淹涵億円 渊渊淇億円

濤淦 涸濤淆億円 淆涸．涅％ 淆淇億円 涅渊涸億円 涅淹淦億円 渊渕涸億円

濤涸 涸渊濤億円 涅濤渕．涸％ 涅濤淹億円 涅涵濤億円 涅淹涵億円 渊淇渕億円

濤淆 涸淹渊億円 淆涸．涅％ 涅濤渕億円 涅渕渊億円 涅渕渊億円 渊涵渕億円

涅濤 涸渊濤億円 涅濤涅．淆％ 涅濤淦億円 涅淹涸億円 涅渕渕億円 渊淦淹億円

涅涅 淦淆渊億円 淆渊．涵％ 涅濤渕億円 涅涅涵億円 涅濤淆億円 渊淇淦億円

観光消費額

暦年 全体額 対前年比

区　　　分

県内客 県外客
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