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1　調査の概要

1　日　　的　　神奈川県内の各観光地を訪れる観光客の入込状況を把握し､県･市町村の観光

施策の基礎資料とする｡

2　実施主体　　神奈川県観光振興対策協議会

3　調査期間　　平成23年1月1日から同年12月31日まで

4　調査事項　　①地域別の入込観光客数(日帰り､宿泊別)

②市町村の月別入込観光客数及び観光客消費額

③主要観光地点､主要観光施設及び主要観光行事別観光客数

5　調査対象　　観光地点､観光施設及び観光行事に入り込んだ観光客｡ただし､明らかに地元

住民の業務あるいは休憩と認められるものは除外する｡

6　調査種類　　①標準日実数調査

②観光施設利用者数調査

③観光宿泊施設利用者数調査

④実数調査日の属する月以外の月間推計

⑤消費額推計

7　調査方法

(1)標準日実数調査

ア　概　　要　　入込観光客数及び観光客消費額を調査するため､年間4日間の標準日(調

査日)に主要観光地点において実数調査を実施する｡

イ　調査　日　･平成23年　2月6日　[予備日:平成23年　2月13日]

･平成23年　5月1日　[予備日:平成23年　5月8日]

･平成23年　7月31日　[予備日:平成23年　8月7日]

･平成23年11月6日　[予備日:平成23年11月13日]

調査日が天候等の影響により調査実施に適当でない場合は､予備日に実施する｡

り　調査地点　57ヶ所

工　調査員　市町村観光担当職員及び臨時職員

オ　調査方法　次のA型からD型までのいずれかの方法による｡

A型:観光地点-の入口が2､ 3ヶ所の場合において全数を数える｡

B型:海水浴場など入口が無数にあって､ A型による方法が困難な場

合には､最盛時間に端から端-移動しながら数え平均回転率をか

けて推計する｡

C型:大型の海水浴場などでB型による方法が困難な場合には､単位

面積内の人数を数え､全面積に掛けて推計する｡

D型:同一市町村内に観光地点が多数あって､前記方法によることが

困難か不適当な場合はその地域-の入口道路及び鉄道駅において

乗物による客数を数えて集計する｡
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(2)観光施設利用者数調査

ア　概　　要　公園､博物館､遊園地その他毎日の入場者数を記録している所については､

その月別利用者数について報告を求める｡

イ　調査対象　市町村内の入場者数が把握できる観光施設

(3)観光宿泊施設利用者数調査

ア　概　　要　観光旅館､ホテル､民宿､山小屋､キャンプ場などの観光宿泊施設につい

ては､その月別利用者数について報告を求める｡

イ　調査対象　市町村内の観光宿泊施設

(4)実数調査日の属する月以外の月間推計

ア　概　　要　主要観光地点における実数調査日の属する月以外の月間入込観光客数を推

計するために､同地点内又は付近における最も観光客数の増減と正比例する

と考えられる観光施設-例えば小田原城祉公園における小田原城天守閣
一の標準日及び月間入場者数の報告を求め､次の公式により算出する｡

イ　算出方法

･実数調査日の属する月間入込観光客数(A)

標準日実数×観光施設の月間客数

標準日の観光施設客数
･実数調査月以外(前月･翌月)の月間入込観光客数

実数調査月推計実数(A) ×前月(翌月)観光施設の月間客数

実数調査月の観光施設月間客数

(5)消費額推計

ア　宿泊費

宿泊施設利用者調査から算出する｡

(宿泊者数) × (-人当たりの平均宿泊費) - (宿泊費)

イ　飲食費

標準日実数調査の際のアンケート調査から算出する｡

(観光客数) × (一人当たりの平均飲食費) - (飲食費)

ウ　その他の消費額

①　観光施設入場料　有料施設の調査から算出するo

②　土産品代　　　　標準日実数調査の際のアンケート調査から算出する｡

(観光客数) × (-人当たりの平均土産品代) - (土産品代)
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2　平成23年入込観光客調査結果の概要

1県全体の入込観光客の状況

(1)延観光客数

平成23年中に神奈川県を訪れた観光客(入込観光客)の推計延人数(以下｢延観光

客数｣という｡)は151,967千人で､前年に比べ22,219千人､ 12.8%の減少となった｡

延観光客数は､平成元年の160,652千人をピークに減少傾向を示し､平成10年には

140,000千人台前半まで減少した｡しかし､その後回復傾向に転じ､平成15年には

150,000千人台に､平成17年には161,000千人台に達した｡その後さらに伸びて､平

成21年にはY150の関係もあり過去最高の183,566千人となった｡平成22年は減少

したものの前年に次ぐ観光客数であったが､平成23年は東日本大震災の影響を受け

て､ 8年前の水準まで減少した｡

(2)　日帰り客数

平成23年の日帰り観光客の推計延人数(以下｢日帰り客数｣という｡)は､ 139,031

千人で､延観光客数の91.5%を占めており､前年に比べ21,436千人､ 13.4%の減少

となった｡

日帰り客数は平成元年の148,936千人をピークに減少傾向を示し､平成10年に

120,000千人台となったが､平成11年以降は概ね回復傾向で推移し､平成16年には

140,000千人台に､平成18年には150,000千人台に達した｡その後4年連続で過去最

高を更新し､平成21年は170,157千人となったが､平成22年は減少に転じた｡平成

23年は東日本大震災発生以降､花火大会など大型イベントが中止･縮小されたことな

どにより､大きく減少した｡

(3)宿泊客数

宿泊観光客の延人数(以下｢宿泊客数｣という｡)は､ 12,937千人で前年に比べ782

千人､ 5.7%の減少となった｡

宿泊客数は､平成3年の12,921千人をピークに減少傾向にあったが､平成12年以

降は順調に回復し､平成18年には13,000千人台に達し､平成19年､平成20年はさ

らに伸びて3年連続で過去最高を更新した｡平成21年は減少､平成22年は増加とな

ったが､平成23年は再び減少したD

2　地域別に見た観光客の状況

(1)横浜･川崎地域

横浜･川崎地域の延観光客数は49,261千人で､前年に比べ5,867千人､ 10.6%の減

少となった｡

市別にみると､横浜市は14.0%減､川崎市は0.02%減であった｡

東日本大震災の影響を受けて､ ｢ザよこはまパレード｣など集客力のあるイベントが

中止･縮小されたことから目帰り客が大幅に減少､夏から秋以降にかけては｢カップ

ヌードルミュージアム｣ ｢藤子･F ･不二雄ミュージアム｣のオープンなどのプラス

要因はあったものの､地域全体で586万7千人の大幅減となった｡

(2)三浦半島地域

三浦半島地域の延観光客数は､ 13,041千人で､前年に比べ1,595千人､ 10.9%の減

少となった｡
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市町別にみると､横須賀市2.7%減､逗子市20.9%減､三浦市13.0%減､葉山町47.7%

減であった｡

横須賀市でTVアニメとのタイアップ効果などにより秋以降の観光客数が増加した

が､東日本大震災や夏場の天候不順による海水浴客の減少により､地域全体で159万

5千人の大幅減となったo

(3)湘南地域

湘南地域の延観光客数は､ 40, 185千人で､前年に比べ6,566千人､ 14.0%の減少と

なった｡

市町別にみると､平塚市23.0%減､鎌倉市7. 1%減､藤沢市22.5%減､茅ヶ崎市1. 1%

増､寒川町1.6%減､大磯町9.1%減､二宮町27.1%減であった｡

東日本大震災や夏場の天候不順による海水浴客の減少に加え､鎌倉花火大会の中止

や湘南ひらつか七夕まつりの規模縮小などにより観光客が減少し､地域全体では656

万6千人の大幅減となった｡

(4)箱根･湯河原地域

箱根･湯河原地域の延観光客数は､ 27,685千人で､前年に比べ4,233千人､ 13.3%

の減少となった｡

市町別にみると､小田原市15.7%減､南足柄市45.9%減､開成町22.7%減､箱根

町11.8%減､真鶴町16.2%減､湯河原町8.6%減であった｡

震災後の計画停電や交通機関の運休･減便などによる観光客数の急激な落ち込みや､

原発事故の風評被害などにより外国人観光客が減少したことが影響し､宿泊､日帰り

客ともに減少､地域全体で423万3千人の大幅減となった｡

(5)丹沢･大山地域

丹沢･大山地域の延観光客数は､ 12,339千人で､前年に比べ749千人､ 5.7%の減

少となった｡

市町村別にみると､秦野市1.3%減､厚木市18.6%減､伊勢原市2.0%減､中井町

4.0%増､大井町19.6%減､松田町4.4%減､山北町22.4%減､愛川町0.5%増､清川

村17.8%増であった｡

厚木市で｢あっぎ鮎まつり花火大会｣の11月開催による集客効果や､ ETC上限千

円割引の終了に伴い首都圏から比較的近い観光地-の旅行が好まれたことから､東日

本大震災や台風6号による影響は受けたが観光客の減少幅は小さく､地域全体で74

万9千人の減となった｡

(6)相模湖･相模川流域

相模湖･相模川流域の延観光客数は､ 9,456千人で､前年に比べ3,209千人､ 25.3%

の減少となった｡

市町別にみると､相模原市22.6%減､大和市43.7%減､海老名市14.1%増､座間

市15.4%減､綾瀬市81.0%減であった｡

相模原市で宿泊施設の開設があったことなどから宿泊客は増加したが､ ｢相模の大

凧まつり｣や｢綾瀬緑化フェア｣など複数のイベント中止により目帰り客が減少し､

地域全体で320万9千人の大幅減となった｡
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3　統計表

①第1園　平成3年-平成23年の延観光客数･日帰り客数別グラフ
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②第1表　平成3年～平成23年の地域別

地域削 �3年 的D��5年 妬D��7年 悼D��9年 ���D��11年 ��)D��

総計 �B�?｢���ー51.259 ��SR紊ビ�151,976 ��Sゅ#sR�154.573 ��S2ﾃ33r�148.426 ��C�紊s��145.665 ��C2緜3��

(△3.2) 茶"繧��(△2.3) 茶B����(△2.3) 宙�#�繧��(△3.2) 宙�#B縒��(3.0) 宙�#�紕��

138,338 ��C"ﾃs�r�139.559 ��CRﾃc3r�ー41,952 ��C�緜3��135.735 ��#津�モ�133,728 ��3�ﾃ3c��

(△4.1) 茶2�"��(△2.2) 茶B紕��(△2.5) 宙�#�纈��(△3.5) 宙�#B纈��(3.6) 宙�#�繧��

12.921 ��"縱���12.417 ��"ﾃc3��12,621 ��"ﾃc唐�12,691 ��"ﾃ3�2�ll,937 ��"ﾃ#s��

(6.9) 宙�#�����(△2.8) 茶�繧��(△0.1) 茶�綯��(△0.1) 宙�#"紕��(△3.6) 茶"繧��

横浜.川崎 兔r�37.947 �3r繝C2�43,565 鼎R纉3��44.377 鼎2纉C2�43,537 鼎���3r�46.709 鼎b�#cB�

地域 道?｢�35.432 �3R���B�40,686 鼎"ﾃピ��41,360 鼎�繝C2�40,357 �3rﾃs#b�43.153 鼎"經3b�

:宿 �"ﾃS�R�2.739 �"繝s��3.059 �2���r�3.100 �2�����3.311 �2經Sb�3.728 

三浦半島 �B�16.590 ��r�#C��14.437 ��b�#c"�16.201 ��R繝#��15.239 ��2緜途�14,498 ��Bﾃ�#R�

地域 �?｢�15.357 ��b���b�13.483 ��R��S��15.093 ��Bﾃscb�14.206 ��"ﾃs�2�13.441 ��2ﾃ�#��

宿 ���#32�1.142 涛SB�1.112 �������1,063 ����32�994 ����Sr�996 

~延 �42,351 鼎B�#���40.578 鼎"經cr�41.447 鼎�纉�2�39.558 �3づ��"�37.167 �3r��迭�

湘南地域 �?�?｢�41.464 鼎2�3#��39.792 鼎�ﾃs3��40.611 鼎������38,668 �3rﾃ#3��36.363 �3b�#s��

:宿 �887 塔s"�786 塔#��836 塔s2�890 塔C2�804 塔#B�

箱根.湯河原≧延 �38.507 �3r緜3��36,240 �3Rﾃ3SB�34,654 �3Bﾃ�Sb�32.699 �3���3��30.587 �3��33��

地域 �?｢�31.257 �3�緜�R�29,444 �#づc�"�27,897 �#r�3�2�25.989 �#Bﾃc3"�24,804 �#B�3コ�

宿 途ﾃ#S��7.026 澱ﾃs澱�6.672 澱ﾃsSr�6,743 澱ﾃs���6.406 迭縱�2�5,954 

丹沢.大山 �B�9.956 ���ﾃ��2�ll.193 免ﾂ緜cb�ll,068 免ﾂ緜cB�10,698 免ﾂﾃ3�B�10,773 ���偵ss2�

地域 �?｢�9,180 ���ﾃ�S��10,445 ���纉C"�10,398 免ﾂ��3��10.log ��ｳ�縱S��10.272 湯�#澱�

宿 都sb�745 都C��724 田s��625 鉄ヲ�564 鉄���477 

相模湖. �B�5,908 途ﾃcc��5,963 澱紊モ�6,826 澱ﾃツ"�6,695 澱ﾃ3�2�5.931 澱ﾃ�3R�

相模川流域 �?｢�5.648 途紊�R�5.709 澱�#CR�6.593 澱經c��6.406 澱ﾃ�3��5,695 迭繝C2�

宿 �#c��256 �#SB�243 �#32�294 �#ヲ�265 �#3b�292 

注1　上表中〔延〕は〔延親光客数〕､ 〔日〕は〔日帰り客数〕､ 〔宿〕は〔宿泊客数〕を､ ()内の数値は増減率(

2　横浜･川崎地域(横浜市､川崎市) ､三浦半島地域(横須賀市､逗子市､三浦市､葉山町) ､湘南地域鎌倉市､

原市､南足柄市､開成町､箱根町､真鶴町､湯河原町) ､丹沢,大山地域(秦野市､揮木市､伊勢原市､大井町､

大和市､海老名市､座間市､綾瀬市)のそれぞれの地域を示す｡

3　平成14年から大和市が､平成15年から開成町.中井町.大井町が､平成16年から綾瀬市が本調査を実施した.

4　平成21年に相模原市が合併に伴う調査地点の見直しを実施している.
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入込観光客数の状況(推計)
(単位:千人)

13年 ��ID��15年 ��iD��17年 ��吋��19年 �#�D��21年 �#)D��23年 

146,746 ��Cゅ鉄��152,325 ��S偵#3r�161.158 ��cR��ッ�169,994 ��s�ﾃ�ッ�183.566 ��sBﾃ�ッ�151.967 

(2.2) 茶�絣��(2.3) 茶B絣��(1.2) 茶"紕��(3.0) 茶�縒��(7.2) 宙�#R����(△12.8) 

134,026 ��3bﾃ�S2�139.493 ��Cbﾃ#S��148.404 ��S�經ビ�156.377 ��Srﾃ#S��170.157 ��c�紊cr�139.031 

(2.0) 茶�綯��(2.5) 茶B繧��(1.5) 茶"����(3.2) 茶�綯��(8.2) 宙�#R縒��(△13.4) 

12.720 ��"縱途�12,832 ��"纉ッ�12,754 ��2ﾃC湯�13,616 ��2ﾃ�3b�13.409 ��2縱���12.937 

(3.7) 茶�綯��(0.3) 茶��"��(△1.8) 茶R繧��(0.9) 茶"�2��(△3.8) 茶"�2��(△5.7) 

46.594 鼎b�3�"�47.429 鉄"��唐�52.583 鉄"ﾃ�#2�54.439 鉄R纉�"�67.547 鉄R��#��49,261 

42.647 鼎"��s��43,294 鼎rﾃs#b�48.036 鼎ゅ3S"�49,754 鉄�ﾃイ��62,640 鉄��3���44.549 

3.947 釘��#B�4,135 釘ﾃ3s"�4,547 釘ﾃSs��4,686 14.716 迭��3B�4.907 釘繝#��4,712 

13.955 姪B繝SR�15,088 ��B緜�"�14.252 ��2ﾃc�B���B��CR�14,098 ��B緜3b�13,041 

12.983 ��2ﾃツ��14,148 ��2ﾃcCB�13,286 ��"ﾃc���13.693 ��2�����13.105 ��2紊釘�12,065 

972 涛釘�940 涛c��966 涛32�1,023 ����3r�993 ����C"�976 

38.362 �3rﾃ�3��38.759 鼎�ﾃ3C��41.843 鼎"緜�2�43,669 鼎B���"�43.840 鼎b縱S��40.185 

37,488 �3b�#�B�37.903 鼎�ﾃS#��41.058 鼎�縱唐�42,839 鼎2ﾃ�3��42.929 鼎R縱C��39.258 

874 塔3B�856 塔���785 塔�B�831 塔�2�911 ��ﾃ����927 

31,431 �3���S"�32.059 �3�ﾃ3���31,361 �3�ﾃcsR�33,184 �32ﾃ#澱�31,962 �3�ﾃ����27.685 

25.336 �#Rﾃ�SR�26.124 �#R經���25,861 �#R纉32�27.382 �#r經�r�26,461 �#bﾃ3Cr�22,525 

6,095 迭ﾃ涛r�5.935 迭繝s"�5,500 12,334 迭ﾃsC"�5.803 迭縱ヲ�5,501 迭ﾃSs��5.160 

10.224 免ﾂﾃS3R�ll,044 免ﾂ緜S����2緜S��14.137 ��2繝32�13.976 ��2��モ�12.339 

9,723 免ﾂﾃ�S2�10,397 免ﾂﾃ�3"�ll.679 ��"纉釘�13.459 ��2�#�"�13,407 ��"紊3r�ll.693 

500 鼎�"�646 田#r�655 田cB�678 田#��569 田S��647 

6,181 唐��cr�7,946 唐ﾃ�Cr�8,785 ���緜�B�9,848 湯纉���12.143 ��"ﾃccb�9.456 

5,849 途繝�"�7,627 途繝�"�8,484 湯繝#��9,251 湯紊CR�ll.616 ��"��3��8,941 

332 �3cb�319 �33b�301 都sB�597 鼎s"�527 鉄3B�515 

始) 〕をそれぞれ示す｡

熊沢市､茅ヶ崎市､寒川町､大磯町､二宮町) ､箱根･湯河原地域(小田

松田町､山北町､愛川町､ ,1川村) ､相模湖･相模川流域(相模原市､
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③第2表市町村別の入込観光客数と観光客消費額の状況
(平成23年推計)

(単位:千人･千円)

市町村名 �?ﾈﾙ隰�Xｷ��B�刳ﾏ光客消費額 
延観光客数 偬迂�ｷ��B�日帰り客数 豫�Xｷ����N�ｨﾇb�観光客 宿泊費 ���丑��その他 消費 

平成23年推計 ��S�ﾃ田r�12.937 ��3津�3��256,804,591 塔"ﾃ�#づ�CR�97,775,470 都bﾃ���ﾃ都b�

平成22年推計 茶�sB��ッ��(13.719) 茶�c�紊cr��(291.357.212) 茶ビ縱�B纉コ��(116,559,823) 茶ビ���"紊�B��

1横浜市 �3bﾃ����4.712 236 �3�ﾃ3ヲ�3,976,309 ��ﾃ��づツ��1,554,429 鉄�2ﾃ��"�

2川崎市 ��2��c����2ﾃ�c��

3横須賀市 澱緜#2�澱�3ビ�

4平塚市 釘纉c2�65 釘ﾃン��1,560,599 鼎S2ﾃ�#2�1.044,502 田"ﾃ#sB�

5鎌倉市 ��づ����300 ��rﾃ����62,292,279 釘��モﾃsc��31.037,395 �#rﾃ�cbﾃ��R�

6藤沢市 免ﾂﾃ鼎��374 免ﾂﾃScr�41,768,827 �2��#RﾃScR�20,150,961 ��づS�"ﾃ3���

7小田原市 釘�#Cb�219 釘ﾃ�#��12,757,381 �"ﾃ#3津C�2�4,148,455 澱ﾃ3c津S#2�

8茅ヶ崎市 �"ﾃ��R�57 �"ﾃ�C��2,162,545 �#唐ﾃ#SB�861,425 ��ﾃ��"ﾃツb�

9逗子市 ��ﾃ�s��21 ��ﾃ�C��890,483 ��#"ﾃ�3b�526,814 �#C�ﾃ�32�

10相模原市 途ﾃピ"�515 途ﾃ3Sb�ll,538,181 ��縱ッﾃ�cr�6,64一,693 �2ﾃ���ﾃ3#��

11三浦市 釘纉�R�698 釘ﾃ#�r�12,018,205 澱ﾃ�S津c���3,927,695 �"ﾃ�3�ﾃン"�

12秦野市 ��ﾃ�3��29 ��ﾃ����835,776 �#�rﾃゴr�390,813 �#3rﾃ��b�

13厚木市 14大和市 15伊.勢原市 �2ﾃ��"��ﾃ�3���ﾃs�b�324 �"ﾃsc���ﾃ�3���ﾃc#r�12,030,214 �"ﾃs3bﾃ�sB�6,639,009 �"ﾃcSRﾃ�3��

79 41 21 �1.048,429 6.194,690 3,175,900 鉄�Bﾃcs��Bﾃ�C"ﾃ3����CB纉���491.271 1.732,000 鼎"ﾃCモ�"ﾃ�S"ﾃ3����ﾃ#湯ﾃ����

16海老名市 �#s���#s��

17座間市 �#SB��#SB�

18南足柄市 鉄#R�鼎ィ�

19綾瀬市 �#2��#2�

20葉山町 鼎32�滴�ｳ"�

21寒川町 ���#R����#R�

22大磯町 塔3��131 都���1,240.328 都#づ3���c�ﾃcsB�400,460 867,8日 ����紊s�����#�ﾃc���

23二宮町 鼎�"�鼎�"�

24中井町 ��s2�25 ��s2�1,950,094 

25大井町 涛b�都��

26松田町 田3r�15 田#"�

27山北町 ����sb�89 涛ビ�935,012 鉄#津�C��127,608 �#sづ#c2�

28開成町 �#����#���

29箱根町 ��rﾃcs��4,281 ��2ﾃ3���68,436,416 鼎bﾃss2ﾃ##��14,315,034 途�3Cづ�S2�

30真鶴町 涛s��43 涛#��1,213,596 �#���#3��520,876 鼎��ﾃC���

31湯河原町 釘ﾃ�c"�577 �2ﾃCコ�9,787,422 澱ﾃ�S2ﾃc�r�2,195,553 ��ﾃS3づ#S"�

32愛川町 ���#s2�73 ��ﾃ#���855,563 田#RﾃCSB�175,436 鉄Bﾃcs2�

33清川村 �"紊C��13 �"ﾃC3R�136,342 �#b�#途�26,230 塔2ﾃ��R�

*四捨五入の端数処理をするため､延観光客数の千人単位の数値は､宿泊客数の千人単位の数値と日帰り客数の千人単

位の数値の計にならない場合がある｡

-8-



④第3表市町村別･月別･入込観光客数及び観光客消費額
(平成23年推計)

(単位:人･千円)

区分 月別 �?ﾈﾙ隰�Xｷ��B�刳ﾏ光客消費額 
延観光 客数 偬迂�ｷ��B�日帰り客数 豫�Xｷ����N�ｨﾇb�観光客 宿泊費 ���丑��その他 消費額 

横浜市 合計 �3b����ﾃS3��4,711,653 �3��3モﾃャb� ��1,554,429 ��

1月 �"ﾃ�コﾃャ��374,935 ��ﾃ���ﾃ鼎b���

2月 ��ﾃャRﾃccb�389,827 ��ﾃC迭ﾃ�3����

3月 ��ﾃC�偵�Cr�311,580 ��ﾃ��rﾃCcr���

4月 �2ﾃsC2��釘�292,858 �2ﾃCS��#3b�- 

5月 �2ﾃ#3Bﾃcc��370,499 �"ﾃツBﾃ�c�� 

6月 �2ﾃCs偵�C2�364,331 �2ﾃ��Bﾃs�"� 

7月 �2ﾃ�#rﾃc�2�418,682 �"ﾃc�津����3,976,309 

8月 釘ﾃC3BﾃsC2�476,957 �2ﾃ鉄rﾃsッ�剪�

9月 �2ﾃ3コﾃ33b�414,462 �"ﾃ都�ﾃピB�

10月 �2ﾃcsづ��B�431,026 �2ﾃ#Crﾃピ��

11月 �"ﾃツ�ﾃ33R�409,025 �"ﾃCS"ﾃ3�������

12月 川崎市 合計 �"ﾃscR��Cr��2ﾃ�c�ﾃ3�"�457,471 �"ﾃ3�rﾃcsb��ｳ2ﾃ�c��3�"�剴S�2ﾃ��"�

1月 途ﾃ##偵3#"�途ﾃ##津3#"�

2月 ��ﾃ�ッ��Sr���ﾃ�ッﾃ�Sr�

3月 鉄Cゅ#32�鉄Cづ#32�

4月 鼎S2ﾃC�2� 鼎S2ﾃC�2�

5月 鉄�2紊3b�鉄�2ﾃC3b�

6月 �3�"��S"��3�"��S"�

7月 田#2��3"� 田#2ﾃ�3"���

8月 鼎3偵s�"� 鼎3津s�"���ﾃ��ゅツ��

9月 �3sbﾃ3ィ��3sbﾃ3ィ�

10月 鉄唐ﾃ#C��鉄唐ﾃ#C��

11月 鼎3"纉CB�236,302 鼎3"ﾃ鼎B�

12月 横須賀市 合計 鼎cr��#��bﾃc#"纉s��鼎crﾃ�#��b�3ッﾃcsr�

1月 鼎3津田r�21,178 鼎�づsヲ�384,143 ��sBﾃ3���176,143 �32ﾃc���

2月 �3s�繝s��22.665 �3C津#�R�330,387 ��s津3sR�126,773 �#Bﾃ#3��

3月 �3��繝�2�20.826 �#��ﾃ�cr�264.404 ��cづ#sB�80,908 ��Rﾃ##"�

4月 �3S"ﾃ�cr�12,499 �33津cc��250,323 ��?｢ﾃ��R�1ー2,019 �#bﾃC湯�

5月 塔CrﾃcCR�16,025 塔3�ﾃc#��340,593 ��CRﾃ33"�136,027 鉄津#3B�

6月 �3��紊3��15,773 �3cBﾃccb�308.575 ��3rﾃ��B�123,659 鼎rﾃ��"�

7月 田�津ss��17,961 田��ﾃ����321.954 ��S�ﾃツ2�125,113 鼎Rﾃ都��

8月 塔CRﾃ�s��26,533 塔�づS3��387.601 ��ｳ澱ﾃCsb�122,866 田づ#S��

9月 鉄s"ﾃ3sB�23,590 鉄Cづsィ�347,665 ���"ﾃC�r�116,786 鼎づCc"�

10月 都#津����ー9,687 都��ﾃ��2�329,546 ��SbﾃS�b�120,617 鉄"ﾃC#2�

11月 都C�ﾃ3Sb�19,652 都#�ﾃs�B�361,514 ��c�ﾃ#ヲ�153,041 鼎づ�ィ�

12月 鼎#"ﾃc���19,913 鼎�"ﾃs�R�349,604 ��Sbﾃ�#r�160.477 �32ﾃ����
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④第3表(その2) (平成23年推計)

(単位:人･千円)

区分 月別 �?ﾈﾙ隰�Xｷ��B�刳ﾏ光客消費額 
延観光 客数 偬迂�ｷ��B�日帰り客数 豫�Xｷ����N�ｨﾇb�観光客 宿泊費 ���丑��その他 消費額 

平塚市 合計 釘ﾃ田2ﾃ�コ�64,832 釘ﾃンづ3S2�1,560.599 鼎S2ﾃ�#2�一,044,502 田"ﾃ#sB�

1月 �#s2ﾃ#3"�4,550 �#cづc�"�90,135 �3�ﾃイ��58,286 辻�

2月 �#�津S���5,027 �(�ｳBﾃCs2�83,112 �3Rﾃ����47,922 辻�

3月 �#3づs3��4,576 �#3Bﾈ�ｳc"�83,439 �3"ﾃ�3��51.408 辻�

4月 �3��ﾃ3�2�4,187 �3srﾃ#�b�108,938 �#津3���79,628 辻�

5月 �3s�ﾃs�B�5,114 �3cb緜���114,229 �3R縱迭�78,434 辻�

6月 �3�r�#S"�5,693 �3��ﾃSS��107,852 �3偵イ��68,004 辻�

7月 ��ﾃS��ﾃ3���5,922 ��ﾃSコ�3s��425.383 鼎�ﾃCSb�322,998 田�ﾃ�#��

8月 �3cr��c��6,988 �3c�ﾃ����129.264 鼎づ��R�79,004 ���3CR�

9月 �#ッﾃS途�5,851 �#��ﾃsCb�102,958 鼎�ﾃ鉄��62,000 坪��ﾆﾆﾆﾆﾂ�

10月 �3��ﾃccR�5,719 �#迭ﾃ鼎b�104,940 鼎�ﾃ�3"�64,908 辻�

11月 �3��ﾃc澱�5,362 �3sbﾃ33B�118,164 �3rﾃS3R�80.629 辻�

12月 鎌倉市 合計 �#32ﾃ�#���づ���ﾃツ��5,843 300.410 �##rﾃ�ッ��r繝��ﾃCS��92,185 62,292,279 鼎�ﾃ��B�Bﾃ�モﾃsc��51,281 31,037,395 �#rﾃ�cbﾃ��R�

1月 迭纉モﾃs3r�22,066 迭ﾃ田bﾃcs��19,490,945 �#途ﾃ����10,397,819 唐ﾃs澱ﾃ�CR�

2月 田C"ﾃ3#B�21,538 田#�ﾃsッ�2,379,949 �#迭紊迭�1,081,813 ��ﾃ��"緜C��

3月 鼎#bﾃ3S��16,008 鼎���3S��972,460 �#����Sb�7ー5,096 鼎rﾃ3���

4月 塔3�ﾃc3��18,192 塔�"ﾃCCb�2,958,003 �#C2ﾃSC��1.415.809 ��ﾃ#唐ﾃcCR�

5月 ��ﾃS�Rﾃ����26,388 ��ﾃCヲﾃC#��5,338.207 �3s�ﾃC�2�2.595,538 �"ﾃ3s"��ッ�

6月 7月 �#�s都�2�27189 �#�S#S�B�7601758 �3ャ�3r�3751079 �3Cc�イ"�

907,738 �#bﾃゴR�880.883 �2ﾃ3��ﾃC���375,155 ��ﾃS3Rﾃ�s��一.400,ー74 

8月 ��ﾃSc"��3��34,691 ��ﾃS#rﾃ33��5,495,090 鼎ビﾃ塔��2,661,617 �"ﾃ3CRﾃCィ�

9月 塔迭ﾃ����26,054 塔c津�#b�3,277,803 �3s"ﾃC�b�1,514,582 ��ﾃ3��ﾃ��R�

10月 ��ﾃ��"ﾃs#��28,603 ��ﾃ�SBﾃ����3,935,765 鼎�Bﾃ�C��1,836,959 ��ﾃc釘縱Sr�

11月 ��ﾃ33rﾃSs��27,696 ��ﾃ3�津ャ"�4,771,247 �3釘ﾃcsB�2,282,666 �"ﾃ��2ﾃ��r�

12月 藤沢市 合計 都C"ﾃ�S2�ﾆﾂﾃ鼎�ﾃ3SR�25.130 373,828 都�bﾃ�#2�ﾆﾂﾃScb經#r�2,760,652 41,768,827 �3Cづ涛R�2��#RﾃScR�1,249,346 20,150.96ー ��ﾃ�c"ﾃ3����づS�"ﾃ3���

1月 ���##�ﾃsSb�26,374 ��ﾃ�釘�3�"�4,142.539 �#�2ﾃCSr�2,049,527 ��ﾃピ津SSR�

2月 鼎迭ﾃC�b�29,349 鼎cb��cr�1,882.348 �#3rﾃS3R�848,540 都澱ﾃ#sB�

3月 �3#�ﾃ##��25,735 �#迭ﾃCッ�1,292,844 �#�づ#コ�556,218 鉄#づ3C��

4月 鼎コﾃ�#2�22,176 鼎c2ﾃsCr�1,774.949 ��s津C���826,329 都c偵�3��

5月 都s津SC��31,072 都CづCc��2,798,857 �#S�ﾃC���1,321,580 ��ﾃ##Rﾃs途�

6月 田�2ﾃ��b�29,733 鉄�2ﾃ#�2�2,258.143 �#C�ﾃcC2�1,044,037 涛s2ﾃCc2�

7月 ��ﾃc3�ﾃ�c��32,214 ��ﾃS唐ﾃイr�5,502,241 �#c�縱#2�2,735,665 �"ﾃS�RﾃゴB�

8月 �2ﾃ#sRﾃSビ�42,188 �2ﾃ#32ﾃ3湯�10,807,060 �3C�ﾃCCr�5,473,653 釘ﾃ涛�纉c��

9月 ��ﾃ�c2ﾃc3��33,910 ��ﾃ�#津s#��3,727,293 �#sBﾃCS��1,795,570 ��ﾃcSrﾃ#s2�

10月 都SBﾃ都R�36,719 都�づ#Sb�2,782,157 �#途ﾃ�ィ�1,285,900 ��ﾃ�湯ﾃ�sB�

11月 田3bﾃ�Cr�33,518 田�"ﾃS#��2,371,769 �#s�ﾃ#sr�1,085,663 ��ﾃ��ｳBﾃ�3��

12月 田c2ﾃ��"�30,840 田3"ﾃ3C"�2,428,628 �#C津c�2�一,128,281 ��ﾃ�S�ﾃsCB�
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④第3表　くその3) (平成23年推計)

(単位:人･千円)

区分 月別 �?ﾈﾙ隰�Xｷ��B�刳ﾏ光客消費額 
延観光 客数 偬迂�ｷ��B�日帰り客数 豫�Xｷ����N�ｨﾇb�観光客 宿泊費 ���丑��その他 消費 

小田原市 合計 釘ﾃ#Cbﾃ3Cr�218,795 釘ﾃ�#r經S"�ー2,757,381 �"ﾃ#3津C�2�4,148.455 澱ﾃ3c津S#2�

1月 �#��ﾃ�C��ー5,953 �#cB��ビ�865,753 ��s2ﾃ����272.452 鼎#�ﾃ#���

2月 都CBﾃ鉄��ー6,962 都#rﾃ涛r�2,031,903 ��srﾃss2�736,691 ��ﾉ?｣rﾃC3��

3月 ��コﾃゴR�14,624 ��s�ﾃ#3��595,142 ��3bﾃ�#��180,239 �#sづs�2�

4月 鼎crﾃ�#2�12.821 鼎SBﾃ3�"�1.284,850 ��#"�#ヲ�461,876 都��緜コ�

5月 鼎��ﾃ�湯�15.937 �3ィﾃ#c"�1,160,288 ��cr�#���392,781 田���#湯�

6月 �#s�ﾃ3�R�15,905 �#SBﾃC���823,303 ��S2ﾃc�2�264,162 鼎�R紊S��

7月 �#3bﾃ�sB�20.128 �#�bﾃ�Cb�789,551 �#�づ�3��227,151 �3SBﾃ#c��

8月 �3c津�3��28.183 �3C�ﾃcC��1,217,159 �3�bﾃ��2�355,599 鉄SBﾃsCr�

9月 ��モﾃcCr�18.766 ��c津ャ��655,571 ���"紊#��180,ー72 �#�"ﾃ都��

10月 鉄�づャr�19,505 鼎湯ﾃ3�"�1,479.223 ����ﾃ�3B�510,859 都sづ33��

11月 �33津*Cc��19,845 �3�津C�R�1.037,044 ��途ﾃ�c��330.986 鉄�づャ��

12月 茅ヶ崎市 合計 �#CBﾃ田r�"ﾃ��Bﾃピ"�20.166 57,205 �##Bﾃ����"ﾃ�Crﾃccr�817,594 2,162,545 �#�BﾃcSb�#唐ﾃ#SB�235,487 861.425 �3crﾃCS���ﾃ��"ﾃツb�

1月 塔�ﾃ都2�4.452 都rﾃS#��82,762 �#�ﾃC3"�34.754 �#rﾃSsb�

2月 ���津#�2�4.522 ���Bﾃss��104,729 �#2ﾃs���44,252 �3bﾃscb�

3月 鉄津cSr�4,506 鉄Rﾃ�S��67,835 �#Bﾃ�c��23,605 �#�ﾃ�c��

4月 ��3Rﾃ��B�4,329 ��3�ﾃcコ�125,232 �#"ﾃ�#R�56,988 鼎RﾃC���

5月 �##bﾃC���4,751 �##�ﾃcS��193,152 �#Bﾃ�#r�92,161 都bﾃ�cB�

6月 ��sづ�sb�4,555 ��s2ﾃc#��158.881 �#Rﾃ�釘�73,849 鉄津�3��

7月 �3#2ﾃ3���5,096 �3�づ#�B�355,631 �#bﾃS�"�124,474 �#�BﾃcSR�

8月 �3Crﾃc���5,501 �3C"ﾃ�ヲ�382,281 �#r紊�r�134,786 �##�ﾃ�モ�

9月 �3�rﾃ�c��5,058 �3�"ﾃ����349,435 �#bﾃSS��122,日0 �#��ﾃscr�

10月 ���bﾃC3b�4,674 ����縱c"�118,856 �#2纉C��55,132 �3津ssR�

11月 ��C津c3r�4,868 ��CBﾃsc��147,692 �#Rﾃs#2�70,853 鉄�ﾃ��b�

12月 逗子市 合計 田�ﾈ�ｳ����ﾃ�s�ﾃC#��4,893 21,276 鉄Rﾃ#�R��ﾃ�C津�S"�76,059 890,483 �#rﾃ�cR��#"ﾃ�3b�28,461 526.814 �#�ﾃS32�#C�ﾃ�32�

1月 �#2ﾃ��"�1,640 �#�ﾃCc"�36,724 湯ﾃS���21.145 澱ﾃ�s��

2月 ��津SCb�1,379 ��づ�cr�27.880 澱ﾃSヲ�15.934 迭ﾃ3Sr�

3月 �3Rﾃ�SR�919 �3Bﾃ#3b�32,596 迭ﾃs#R�18,751 唐ﾃ�#��

4月 鼎津Cc��978 鼎づC���43,264 澱ﾃ�ッ�25.728 免ﾂﾃCS��

5月 鉄津sッ�1,747 鉄ゅ�3��59,652 ���ﾃ3s��34.933 ��Bﾃ3C��

6月 鉄津#途�1,947 鉄r�3S��55,938 湯ﾃ3#r�33.566 ��2ﾃ�CR�

7月 �#�bﾃ�#B�1,921 �#�B纉�2�139,999 ��"ﾃS3r�81,961 鼎RﾃS���

8月 鼎�津ツ��2,815 鼎�rﾃ�CR�283,014 ��津都2�172.872 涛�ﾃ�c��

9月 鉄2ﾃc#"�2,327 鉄�ﾃ#迭�54,228 免ﾂﾃ##"�31.209 免ﾂﾃs途�

10月 涛"ﾃsCR�1,898 涛�ﾃイr�78,109 免ﾂﾃ�ッ�46,619 �#�ﾃC�B�

11月 �3津c���1.893 �3rﾃs���45,165 ���ﾃンR�25.556 唐ﾃs�B�

12月 �#�ﾃC���1.812 ��津S湯�33,914 湯ﾃS#R�18,540 迭ﾃイ��

-ll-



④第3表(その4) (平成23年推計)

(単位:人･千円)

区分 月別 �?ﾈﾙ隰�Xｷ��B�刳ﾏ光客消費額 
延観光 客数 偬迂�ｷ��B�日帰り客数 豫�Xｷ����N�ｨﾇb�観光客 宿泊費 ���丑��その他 消費額 

相模原市 合計 途ﾃピ�經3��515,210 途ﾃ3Sbﾃ3#��ll,538,181 ��ﾃsッﾃ�cr�6.641,693 �2ﾃ���ﾃ3(�ｲ�

1月 �3唐ﾃ�3B�27,778 �3s�ﾃ�Sb�668,101 ��3�ﾃ����349,201 ��モﾃs�"�

2月 �33づ�3��31,141 �3�rﾃs���567,004 ��C津涛r�286,961 ��3�ﾃ�Cb�

3月 �3�津c���27,499 �#�"ﾃ����502,729 ��3�ﾃ#���255,966 ���R經c2�

4月 鉄C�ﾃ����28.426 鉄��ﾃcSB�793,132 ��#�纉���425,636 �#CbﾃS澱�

5月 都#RﾃcS��41,080 田ィﾃSs��一,035,509 ��3bﾃゴ��557,656 �3C����"�

6月 鉄3づs#2�28,943 鉄�津s���781,944 ��#rﾃc���483,383 ��s�纉C2�

7月 涛S2ﾃ�s��50.66ー 涛�"ﾃC�r�1,305,667 ��S�ﾃsSR�891.466 �#c"ﾃCCb�

8月 ��ﾃ���ﾃ#s��90,744 ��ﾃ���ﾃS3R�1,811,736 �#�rﾃ都2�1,079,796 鉄#2ﾃ田r�

9月 田c2ﾃccb�80.383 鉄�2ﾃ#�2�961,532 ��sBﾃ�Cb�535,513 �#S�ﾃ都2�

10月 塔sづc湯�39,299 塔3津C���1,225,244 ��c�ﾃs#"�800,453 �#cBﾃ�c��

11月 都CBﾃSモ�33,543 土?｢ﾃ�CR�一,059,924 ��C"ﾃS#R�640,801 �#sbﾃS唐�

12月 三浦市 合計 鉄モﾃ#�B�Bﾃ��B繝���35,713 698,100 鉄S"ﾃS���Bﾃ#�bﾃs���825,659 12,018,205 ��S"紊c"�bﾃ�S津c���334,861 3,927,695 �33づ33b�"ﾃ�3�ﾃン"�

1月 �3�2ﾃc���47,700 �33Rﾃ����816,777 鼎3R繝3R�257,53ー ��#2ﾃC���

2月 鉄32ﾃ����93,000 鼎C�ﾃ����1,318,818 都澱ﾃc3��337,343 ��ィﾃ�3r�

3月 �3Cゅ3���45,700 �3�"ﾃc���823,721 鼎����S��254,126 ��c津S3r�

4月 �#C津3���37,800 �#��ﾃS���668,226 �3#偵�c2�221,361 ���rﾃs�"�

5月 �3SR緜���53,300 �3�"ﾃ3���958,215 鉄#づ�途�231,770 ��唐ﾃ3C��

6月 �#��ﾃ3���44,600 �#CRﾃs���866,678 �3唐經Cb�344,414 ��#2繆�ｳ��

7月 鼎�RﾃC���56,700 �3Cづs���824,055 鼎#偵cs2�267,345 ��#rﾃ�3r�

8月 涛�"ﾃ����1日,700 都��ﾃC���1,476,174 都澱��唐�442,522 �#3r紊SB�

9月 �3#�ﾃ����50,000 �#x爾ﾃ����798,020 鼎Sb繝S��237,866 ���2�3�B�

10月 鼎�Rﾃ#���50,200 �3SRﾃ����1,166,992 鼎Sゅcs��5ー0,235 ��唐ﾃ�s��

11月 偵33づC���38,900 �#湯ﾃS���810,511 �3CBﾃ#cR�3ー2,839 ��S2ﾃC�r�

12月 秦野市 合計 �3�"ﾃS����ﾃ�3rﾃcc��68,500 28,610 �3�Bﾃ�����ﾃ��偵�S��1,490,018 835,776 田コﾃc�r�#�rﾃゴr�510,343 390,813 �#釘ﾃ�S��#3rﾃ��b�

1月 涛bﾃ#s2�1,203 涛Rﾃ�s��75,639 ��Bﾃ�#r�36,338 �#BﾃCsB�

2月 塔偵scr�1,056 塔づs���63,006 ��bﾃCc��28.085 ��づCc��

3月 塔津#3R�1,292 塔rﾃ鼎2�57,674 ��Bﾃイ"�30,057 ��"ﾃssR�

4月 ��#Rﾃ#SR�1,150 ��#Bﾃ��R�64,071 ��"縱CR�32,179 ��津�Cr�

5月 ��cr紊Sr�2,967 ��cBﾃC���79,061 ��づcC��36.456 �#2ﾃ鉄b�

6月 ���2縱�r�1,986 ����ﾃs3��59,006 ��"ﾃc澱�28,796 ��rﾃS�B�

7月 ��3"ﾃc3��3,875 ��#づsc2�65,225 ��Rﾃ�Cb�26,322 �#2ﾃsSr�

8月 �#�"ﾃC澱�6,918 ��迭ﾃSs��67,843 �#�纉�2�27,072 ��づツ��

9月 �3#bﾃS3��2,400 �3#Bﾃ�3��45,890 ��2紊唐�21,625 ���ﾃscr�

10月 ��32ﾃ3�b�1,925 ��3�ﾃ3���66,292 �#�緜���33,935 免ﾂﾃs3��

11月 �#cづ3ッ�1,989 �#cbﾃ3途�95.367 �#�ﾃ��2�44,211 �3�ﾃ3S2�

12月 涛"ﾃS���1.849 涛�ﾃsH�ｲ�96,702 �#Rﾃcs��45,737 �#Rﾃ#迭�
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④第3表(その5) (平成23年推計)

(単位:人･千円)

区分 月別 �?ﾈﾙ隰�Xｷ��B�刳ﾏ光客消費額 
延観光 客数 偬迂�ｷ��B�日帰り客数 豫�Xｷ����N�ｨﾇb�観光客 宿泊費 ���丑��その他 消費額 

厚木市 合計 �2ﾃ��"ﾃ3S"�323,894 �"ﾃscづCS��12,030,214 �#s3bﾃ�sB�6,639,009 �"ﾃcSRﾃ�3��

1月 ��C2ﾃ3C2�27,058 �?｣bﾃ#コ�775,449 �#3b�3�r�423,867 ���Rﾃ#sR�

2月 ��3づ��2�28,811 ���津��"�730.434 �#Crﾃ3���359,823 ��#2ﾃ3���

3月 ���B經��ｲ�30,475 都Bﾃ��b�595,169 �#S"ﾃCS"�265,087 都rﾃc3��

4月 �#�bﾃ#C��21,409 ��釘ﾃ�3"�880,380 ��srﾃ�#2�503,448 ��湯ﾃ����

5月 �#cBﾃ田r�23,340 �#C�ﾃc#r�1,089,661 �#�"ﾃ都��644,550 �#C"ﾃ�32�

6月 ���2ﾃCSB�23,669 ��c津sコ�819,451 �#��繝cR�457,042 ��c�ﾃSCB�

7月 ��crﾃsCr�25,443 ��C"ﾃ3�B�691,557 �#�"ﾃSSR�346.219 ��3"ﾃs�2�

8月 �3s�ﾃS#B�29,087 �3C"ﾃC3r�1,005,749 �#3津#3B�553,628 �#�"繝ビ�

9月 �#�R縱迭�25,302 ����ﾃC�2�859.931 �)?｢ﾃ����437,654 �#��ﾃCsr�

10月 �#澱ﾃ��"�28.663 �#crﾃC#��1,195.575 �#C2ﾃ#�R�674.307 �#sづ�c2�

11月 塔#2ﾃs3��29,186 都釘ﾃSS"�2,592,363 �#CRﾃ#ビ�1,564,771 都�"ﾃ3�R�

12月 大和市 合計 ��cbﾃゴr��ﾃ�#津S#b�31,45ー ��3RﾃC�b��ﾃ�#津S#b�794,495 1,048,429 �#cbﾃ#cr�S�Bﾃcs��408,613 491,271 ���津c�R�

1月 ����ﾃ8�ｳ��- ����ﾃ3���

2月 鼎Rﾃ�#��- 鼎R繝#��

3月 ��Sr纉3r�- ��Srﾃ�3r�剪�

4月 �##Rﾃ����- �##Rﾃ����

5月 田"ﾃ鉄R�- 田"ﾃ鉄R�

6月 田�ﾃS#b�- 田�ﾃS#b�

7月 ���"ﾃ3�b�- ���"ﾃ3�b�

8月 塔rﾃsCB�- 塔rﾃsCB�剪�

9月 鉄づ#途�- 鉄づ#途�剪�

10月 鉄�ﾃCC��- 鉄�ﾃCC��剴C"ﾃCモ�

11月 鼎�ﾃ3�2�- 鼎��3�2�

12月 伊勢原市 合計 �3Bﾃ鼎B��ﾃs�R緜ヲ�79.163 �3Bﾃ鼎B��ﾃc#bﾃS#b�

1月 ��3b�����5,317 ��3�ﾃ��"�ー03,725 鼎2ﾃ33B�58.704 ��ﾃcビ�

2月 都B緜���5,620 田ゅ涛��82,751 �3偵S#R�42.032 ��ﾃ�釘�

3月 鉄rﾃ�3��6,238 鉄�ﾃS�2�64,124 鼎2ﾃCCb�19,424 ��ﾃ#SB�

4月 都Rﾃ##R�5,111 都�ﾃ��B�59,632 �3"ﾃ#���25,830 ��ﾃc�"�

5月 ��cRﾃS�B�5,883 ��S偵c(�ｲ�80,302 鼎�ﾃC唐�34,177 迭ﾃc#r�

6月 塔Bﾃ�C��5,008 都津�3"�54.739 �3�ﾃ3SR�22,177 �"ﾃ#�r�

7月 ��s�ﾃS�2�8,199 ��c"ﾃ3�B�81.126 鼎2ﾃccr�31,632 迭繝#r�

8月 �33づC湯�ー0,200 �3#ゅ#湯�109.935 鉄rﾃ鉄2�40,644 免ﾂ�33��

9月 ��C津�3��6,445 ��C"ﾃSコ�76.786 �3づCヲ�32,749 迭經C��

10月 �#S�ﾃ3#r�7,092 �#CBﾃ#3R�101.250 鼎bﾃゴ��51,203 �2ﾃ�モ�

11月 ��#づ����7,617 ��#�ﾃC釘�126.974 鉄Rﾃ�#B�69,841 �"ﾃ����

12月 都Bﾃss��6,433 田づ3Cb�107,085 鼎2ﾃ##��62,858 ��ﾃ��r�
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④第3表(その6) (平成23年推計)

(単位:人･千円)

区分 月別 �?ﾈﾙ隰�Xｷ��B�刳ﾏ光客消費額 
延親光 客数 偬迂�ｷ��B�日帰り客数 豫�Xｷ����N�ｨﾇb�観光客 宿泊費 ���丑��その他 消費 

海老名市 合計 1月 2月 �#sづ3#R��ﾃピR�爾繝���40.810 �#sづ3#R��ﾃピR��ﾃ����6,194,690 釘ﾃ�C"ﾃ3���c�ﾃ���� ��

3月 田3��田3��

4月 ��ﾃ�sR���ﾃ�sR�剪�

5月 �"ﾃ�3���"ﾃ�3��剪�

6月 �2ﾃ�����2�����

7月 ��ｳC"纉S����C"ﾃ鉄��

8月 �2ﾃ�����2ﾃ����剪�

9月 釘ﾃSヲ�釘ﾃSヲ�剪�

10月 塔�ﾃ��B�塔�ﾃ��B�剪�

11月 �#rﾃ�c"��#rﾃ�c"�

12月 座閣市 合計 1月 2月 途ﾃSSb�#SBﾃCC��r縱3��r�#�"�途ﾃSSb�#SBﾃCC��rﾃs3��rﾃ#�"�

3月 澱ﾃ3�2�澱ﾃ3�2�剪�

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 南足柄市 合計 湯��湯����ﾃ�s��偵c�"�3"ﾃS�r�3Rﾃc3"���ﾃ#c���Bﾃ3SR��BﾃsC2�bﾃcC��S#Bﾃs3b�湯��湯����ﾃ�s��津c�"�3"ﾃS�r�3Rﾃc3"���ﾃ#c���Bﾃ3SR��BﾃsC2�bﾃcC��C�2ﾃ�#b�剴"ﾃ�S"�3���

1月 田b緜CR�55 田bﾃS���

2月 鉄R繝3��1.817 鉄Bﾃ��B�剴#�ﾃ�S��

3月 �3�紊ィ�374 �3�ﾃ����

4月 澱�3�B�1,611 釘ﾃs�2�80,150 

5月 �3ゅ#���3,845 �3Bﾃ3cb�139,750 ���津�����3�ﾃsS��

6月 鉄R縱コ�5,802 鼎津塔2�80,270 鉄bﾃ�����#Bﾃ#s��

7月 鉄b�3���7,147 鼎津�s��1.804,560 ��ﾃ#C2ﾃ����鉄c�ﾃCc��

8月 塔ゅ田R�6,672 塔"ﾃ#�2�3,064,710 �"ﾃ��偵C�����ﾃ�CRﾃ3���

9月 �3�紊SR�3.860 �#bﾃS迭�942,150 鉄�"繝����3C津3S��

10月 �3Rﾃ田��4,872 �3�ﾃ�モ�73,100 鉄"������#�ﾃ����

11月 �3ゅcs��3.670 �3Rﾃ����10,000 ���ﾃ����

12月 �#�ﾃ�途�1,085 ��津��"�
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④第3表(その7) (平成23年推計)

(単位:人･千円)

区分 月別 �?ﾈﾙ隰�Xｷ��B�刳ﾏ光客消費額 

延観光 客数 偬迂�ｷ��B�日帰り客数 豫�Xｷ����N�ｨﾇb�観光客 宿泊費 ���丑��その他 消費 

綾瀬市 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 葉山町 合計 �#"ﾃc���c���B������Rﾃ����2ﾃ����C32ﾃ����20,700 �#"ﾃc���c���Bﾃ�����Rﾃ����2ﾃ����H�ｳ"ﾃ3���3,175,900 ��CB纉���1,732,000 ��ﾃ#湯ﾃ����

1月 ��������1.000 湯ﾃ����77,000 途ﾃ����40.000 �3�ﾃ����

2月 ���ﾃ����1,200 唐繝���78,400 唐ﾃC���40.000 �3�ﾃ����

3月 免ﾂﾃ����600 ���紊���8一,200 釘ﾃ#���44,000 �32ﾃ����

4月 �3Rﾃ����600 �3BﾃC���249,200 釘ﾃ#���140,000 ���Rﾃ����

5月 �#rﾃ����1,000 �#bﾃ����196.000 途�����108,000 塔������

6月 �#づ����2,000 �#bﾃ����210.000 ��Bﾃ����112,000 塔Bﾃ����

7月 ��#�ﾃ����5,000 ���Rﾃ����875,000 �3Rﾃ����480.000 �3c�ﾃ����

8月 ��3Rﾃ����6,000 ��#津����987,000 鼎"ﾃ����_p540,000 鼎�Rﾃ����

9月 ��づ����800 ��rﾃ#���131,600 迭ﾃc���72,000 鉄Bﾃ����

10月 �#�ﾃ����800 ��ｳ津#���145,600 迭ﾃc���80,000 田�ﾃ����

11月 ���ﾃ����900 湯ﾃ����76,300 澱ﾃ3���40,000 �3������

12月 寒川町 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 湯ﾃ�����ﾃ�#BﾃS3r��ﾃ�Crﾃ#SB�#��ﾃ�#b�crﾃ3c��s"ﾃ3湯�s津����CBﾃSs��3�ﾃsc��800 唐ﾃ#����ﾃ�#BﾃS3r��ﾃ�Crﾃ#SB�#��ﾃ�#b�crﾃ3c��s"ﾃ3湯�s津����CBﾃSs��3�ﾃsc��68,600 迭緜���36,000 �#rﾃ����

8月 �#rﾃ#C���#rﾃ#C��剪�

9月 �3bﾃ�3���3bﾃ�3��剪�

10月 田�ﾃc#��田�ﾃc#��剪�

11月 涛�ﾃ�#r�涛�ﾃ�#r�剪�

12月 鉄BﾃC3��鉄BﾃC3��剪�
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④第3表　くその8) (平成23年推計)

(単位:人･千円)

区分 月別 �?ﾈﾙ隰�Xｷ��B�刳ﾏ光客消費額 
延観光 客数 偬迂�ｷ��B�日帰り客数 豫�Xｷ����N�ｨﾇb�観光客 宿泊費 ���丑��その他 消費額 

大磯町 合計 塔3づイR�130,772 都�づ�s2�1,240.328 都#ゅ3���400,460 �?｣�ﾃCs��

1月 塔津3���8,386 塔�ﾃ�#2�92,891 鉄�ﾃcs��34,162 唐ﾃ�S��

2月 �#bﾃ����7,702 ��津��r�66,542 �3"ﾃcc��28,156 迭ﾃs#b�

3月 ���ﾃs���5,ー83 迭經唐�48,890 ��津33��25,543 釘ﾃ��ｳb�

4月 鼎bﾃ都b�10,713 �3bﾃ#c2�75,708 鼎"ﾃCcB�26,646 澱ﾃS唐�

5月 都Bﾃ33b�10,697 田2ﾃc3��91,399 鉄�ﾃ33B�32,650 唐ﾃC�R�

6月 鼎bﾃ�sb�7.731 �3づCCR�73,592 �3Rﾃc�"�31,573 澱ﾃC�r�

7月 ����ﾃSS��15.225 涛Rﾃ3#b�136,925 塔BﾃCsR�39,460 ��"ﾃ涛��

8月 �#�2ﾃ����27,999 ��コﾃ����303.135 �##�ﾃピ"�53,619 �#づcCB�

9月 田Rﾃ#C2�8.971 鉄bﾃ#s"�83.290 鼎2ﾃc�"�31,943 途ﾃcSR�

10月 鼎BﾃScR�9,333 �3Rﾃ#3"�84,691 鼎RﾃcSr�31.774 途ﾃ#c��

11月 涛�ﾃ�澱�10,957 都津�3��99,495 迭綯ﾃ#C"�34,707 唐經Cb�

12月 二宮町 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 �#�ﾃャR�C�"ﾃ�#R�ッﾃc3R�3"ﾃ#���#r�����3津Ccr�3津cs��#BﾃC#��3�ﾃ�S"�#津C3���bﾃC�2�#津�C��3b經�B�7,875 ��2ﾃ����C�"ﾃ�#R�ッ緜3R�3"ﾃ#���#rﾃ����3津Ccr�3津cs��#BﾃC#��3�ﾃ�S"�#偵C3���bﾃC�2�#津�C��3b經�B�83,770 鼎bﾃ3�"�30,227 途��c��

12月 中井町 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 免ﾂ��迭��s2ﾃC����ｳ�ﾃ3CR�津c�b�ﾆﾂﾃ�c���2ﾃCSb��RﾃSs���"ﾃ#s"��Rﾃs32��ｳ2ﾃ3�"��2ﾃc���3"ﾃCc���bﾃ�C��偵scR� 免ﾂﾃ�迭��s2ﾃC�����ﾃ3CR�偵c�b�ﾆﾂﾃ�c���2紊Sb��R經s���"�#s"��Rﾃs32��2�3�"��2緜���3"ﾃCc���b��C��津scR�
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④第3表(その9) (平成23年推計)

(単位:人･千円)

X �?ﾈﾙ隰�Xｷ��B�刳ﾏ光客消費額 
延観光 客数 偬迂�ｷ��B�日帰り客数 豫�Xｷ����N�ｨﾇb�観光客 宿泊費 ���丑��その他 消費額 

大井町 合計 涛Rﾃゴ��24,984 都�ﾃピR�1,950,094 田�緜sB�867,8日 ��

1月 ��づ#3��2,119 ��bﾃ����剪�

2月 �2ﾃ�3��1,860 �"ﾃ�s��剪�

3月 �2ﾃ�s��1,563 ��經���剪�

4月 �2ﾃ�#��1,411 ��ﾃc���

5月 釘ﾃ田R�2.508 �"ﾃCSr�

6月 釘ﾃ�s��1,607 �"ﾃCc2�剪�

7月 釘ﾃ3Sr�2,714 ��ﾃcC2�剴�ﾃ�#�ﾃc���

8月 �3bﾃ#ィ�2,694 �32ﾃS���

9月 釘ﾃ�#��1,935 �"ﾃ�コ�

10月 釘經���2,090 �"ﾃH�ｳ��

11月 釘緜���2,223 �"ﾃ3コ�

12月 松田町 合計 釘ﾃsッ�c3bﾃS�"�2,260 14.870 �"經#b�c#�ﾃcC"�

1月 ��Rﾃc�"�281 ��ｳRﾃ3#��128,936 ��ﾃCc��62,912 田B經cB�

2月 ��ヲﾃc�b�357 ��ヲﾃ#C��101.801 ��ﾃsCb�44,759 鉄Rﾃ#澱�

3月 ���津C�R�419 ���づ涛b�97,967 ��ﾃs澱�42,875 鉄2ﾃ#澱�

4月 �(爾ﾃゴ��795 �(爾ﾃ�cB�164,670 �"ﾃ塔r�79,663 塔"ﾃ�#��

5月 �#BﾃSCr�1,223 �#2ﾃ3#B�ー78,497 迭ﾃ#CB�80.883 涛"ﾃ3s��

6月 �#�ﾃ3c"�777 �#�ﾃSコ�167,916 �2ﾃCSr�77.700 塔bﾃsS��

7月 �#づ��r�2,791 �#bﾃ��b�180,472 �����#��77,213 涛2ﾃ�3��

8月 塔Rﾃ�ビ�4.638 塔�ﾃSC��175,028 ��bﾃcc��74,705 塔2ﾃcc"�

9月 �#rﾃCcR�1,116 �#bﾃ3C��169,632 釘ﾃピB�75,003 塔津sSR�

10月 �#ゅC湯�925 �#rﾃSsB�196,210 釘ﾃc#"�87,091 ���BﾃC途�

11月 �3rﾃ鉄B�851 �3rﾃ��2�203,948 釘ﾃ#3��88.132 ����ﾃSコ�

12月 山北町 合計 鼎bﾃ�����ﾃ�sb��s��697 89,212 鼎RﾃC�"�塔bﾃ鉄��ー85,017 935,0ー2 釘ﾃCsb�S#津�C��76,875 127,608 ���2ﾃccb�#sづ#c2�

1月 塔2ﾃc#r�3,979 都偵cC��71.719 鼎�ﾃsコ�10,897 �#�ﾃ�3r�

2月 都rﾃ����3,423 都BﾃC迭�63.149 �3�ﾃ#�R�ll,667 �#�ﾃ#cr�

3月 鼎Rﾃ�#��1,799 鼎Bﾃ�#��35,647 ��rﾃ�ヲ�5.497 ��2ﾃ�c��

4月 �#�2縱sB�2.871 �#��ﾃ��2�51,510 �#Rﾃ�ッ�7,303 ��津�#��

5月 田Rﾃ#�B�7,009 鉄づ#�R�82,884 鼎bﾃ3�"�10,700 �#R繝s"�

6月 鉄�ﾃ3c2�4,495 鼎bﾃツ��60,675 �3"ﾃ鉄��8,300 ��偵C�r�

7月 田2ﾃC湯�18,014 鼎RﾃCコ�109,793 都2ﾃ3s��12,283 �#B��3"�

8月 ��Sbﾃツb�26,136 ��3�ﾃs3��146,598 涛rﾃS#��15,392 �32ﾃcs��

9月 田2ﾃSsR�6,562 鉄rﾃ��2�64,262 �3bﾃ鉄��7,795 ��津S�r�

10月 鉄�ﾃCS"�4.763 鼎Rﾃcヲ�70.511 �3bﾃ�CR�10,247 �#Bﾃ����

11月 ��3bﾃC迭�5,911 ��3�ﾃSィ�104,726 鉄"纉C"�16,055 �3Rﾃs#��

12月 田rﾃCS��4.250 田2ﾃ#���73,538 �3津cS2�ll,472 �#"紊�2�
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④第3表(その10) (平成23年推計)

(単位:人･千円)

区分 月別 �?ﾈﾙ隰�Xｷ��B�刳ﾏ光客消費額 
延観光 客数 偬迂�ｷ��B�日帰り客数 豫�Xｷ����N�ｨﾇb�観光客 宿泊費 ���丑��その他 消費額 

開成町 合計 1月 2月 3月 4月 �#�津ssb��ﾃ��"��bﾃ#cr�rﾃ田"��ﾃS���4,280,639 �#�津ssb��ﾃ��"��b�#cr�rﾃ田"��ﾃS���68,436,416 鼎bﾃss2�##��14,315,034 ��

5月 �｢ﾃS3r���ﾃS3r�

6月 7月 8月 9月 10月 11月 ��X爾縱�b��ﾃSCb�ゅ涛��ﾆﾂ�#cR�"�����R��s2���ｳS�ﾃs�b��ﾃSCb�づ涛��ﾆﾂﾃ#cR�"ﾃ���ｲ�Rﾃ�s2�

12月 箱根町 合計 田C���rﾃcs�ﾃ����田C���2ﾃ3��ﾃ3c��剴rﾃ3Cづ�S2�

1月 ��ﾃ33�ﾃc#r�332.406 涛唐ﾃ##��5.549,139 �2ﾃ��Bﾃ田��1,092,591 鉄S�ﾃSモ�

2月 ��ﾃ##津��"�311,867 涛�づ�3R�4,942.841 �2ﾃC#Bﾃイ2�1,008,709 鉄�津#ヲ�

3月 都SBﾃSS��195,973 鉄SゅSs��3,205,551 �"ﾃ��2ﾃsc��678.942 �3C"ﾃイ��

4月 塔C津都R�219,487 田3�ﾃCモ�3,581,948 �"ﾃC#�ﾃ#3��756,051 鼎�RﾃcS��

5月 ��ﾃc#Rﾃs32�357.777 ��ﾃ#cr纉Sb�5,948,548 �2纉srﾃ����1,281,176 田��ﾃ#cB�

6月 ��ﾃ3�Bﾃs#2�311.816 ��ﾃ��"ﾃ��r�4,924,751 �2�#sBﾃイR�1,073,503 鉄sbﾃC�2�

7月 ��ﾃ3澱ﾃ����374,461 ��ﾃ�#�ﾃSC��5,713,536 �2ﾃツ�ﾃ�#��1,241,916 田�津c���

8月 �"ﾃ3s2ﾃ#�R�575,300 ��ﾃs途ﾃ��R�8.707,231 澱ﾃ##2ﾃ3#��1,691,498 都�"ﾃC�"�

9月 ��ﾃC#�ﾃsC��378,214 ��ﾃ�C"ﾃS3B�5,948,264 釘ﾃ�ビﾃs湯�1.229,541 田3�ﾃ�#B�

10月 ��ﾃャ2ﾃs#��409,034 ��ﾃCsBﾃc迭�6,555,370 釘ﾃ3sbﾃs�r�1.422,710 都SRﾃ鉄2�

11月 �"ﾃ��爾ﾃ��2�434,053 ��ﾃccrﾃ�3��7,146.723 釘ﾃsc"ﾃ�3R�1,559,129 塔#RﾃCS��

12月 真鶴町 合計 ���3��ﾃs�R�都�紊�"�380,251 43,094 ��ﾃ���ﾃCSB��#づ3モ�6,212,514 1,213,596 釘ﾃ#sR經�"�#��ﾃ#3��1,279.268 520,876 田SrﾃccB�C��ﾃC���

1月 ���Bﾃs途�4,088 ����ﾃs���ー77,933 鼎津�3"�106,181 �#�ﾃ�#��

2月 塔b紊�b�3,678 塔"ﾃs#��ー33,682 �3bﾃイb�80,337 ��b紊湯�

3月 鉄�ﾃ��b�4,412 鼎RﾃS釘�94,263 �3づピ��45,836 湯ﾃSC��

4月 鉄2ﾃ#ヲ�6,495 鼎b縱釘�105,479 鉄Rﾃツ2�39,216 ���紊���

5月 都Rﾃ#Cr�5.927 田偵3#��123,106 鉄Rﾃ3#��53,093 ��B緜コ�

6月 鉄2ﾃccb�3,347 鉄�ﾃ3���80,872 �#津3C��41,058 ���ﾃCsB�

7月 涛津#ッ�2,900 涛bﾃ3ッ�68,368 迭ﾃ�Sb�2,400 田�ﾃ��"�

8月 ��3��3#��3,891 ��#rﾃC3r�127,990 途ﾃ#S��33,839 塔bﾃン"�

9月 塔r緜#��2,024 塔RﾃS途�日2,583 �2ﾃs澱�57,469 鉄�ﾃ3���

10月 都づ�sB�2,540 都Rﾃc3B�68,917 �2ﾃ3�"�21,897 鼎2ﾃc#��

11月 塔�ﾃc�r�一,658 都づ鼎��80,099 �2ﾃ����31,471 鼎Rﾃc���

12月 田�ﾃ�SR�2,ー34 鉄づ�#��40,304 �"ﾃS3��8,079 �#津c迭�
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④第3表(その日) (平成23年推計)

(単位:人･千円)

区分 月別 �?ﾈﾙ隰�Xｷ��B�刳ﾏ光客消費額 
延観光 客数 偬迂�ｷ��B�日帰り客数 豫�Xｷ����N�ｨﾇb�観光客 宿泊費 ���丑��その他 消費額 

湯河原町 合計 釘��c�ﾃSCB�576,535 �2ﾃCコﾃ����9,787,422 澱ﾃ�S2ﾃc�r�2.195,553 ��ﾃS3ゅ#S"�

1月 �#S"ﾃs32�51,856 �#��ﾃピr�761,436 鉄CBﾃCモ�126,553 涛�ﾃ3迭�

2月 �#�"ﾃcィ�48.594 �#3B�����763,055 鉄��ﾃ#3r�147,477 ���Rﾃ3C��

3月 �#C"ﾃs���26.586 �#�bﾃ#�R�512,654 �#s津�S2�136,209 涛rﾃ#�"�

4月 �3sRﾃ�#��42,459 �332ﾃCc��775,957 鼎CR繝#��210.080 ��#�ﾃ�Sr�

5月 6月 �3X爾緜c��3S�ﾃ#�R�43,042 36,431 �3�づc#r�3�2ﾃsィ�785,258 721,413 鼎S�ﾃ鼎��3�"ﾃS#b�194,435 197,684 ��3づャ"��C�ﾃ#�2�

7月 �3c"ﾃ�唐�45,484 �3�bﾃs�B�819,632 鼎sr經�"�199,529 ��C"經#��

8月 �#釘��迭�63,247 �#3�ﾃイ��913,408 田cB���2�145,434 ���2ﾃャ��

9月 �3Sづ都��47,023 �3��ﾃ鼎r�830,643 鼎�2ﾃsC��196,526 ��C��3sb�

10月 鼎�"��Sr�53,956 �3Sづ#���953,394 鉄cb經3��225,666 ��c������

11月 �33Bﾃ3s2�57,687 �#sbﾃcッ�904,533 田�Rﾃs�2�174,312 ��#BﾃS���

12月 愛川町 合計 鼎C2ﾃs3���ﾃ#s2ﾃ#���60,170 72,893 �3�2ﾃSc���ﾃ#��ﾃ3唐�1,046,039 855,563 田3�ﾃsコ�c#RﾃCSB�241,648 175,436 ��s"ﾃc�b�SBﾃcs2�

1月 鼎"ﾃ33��1,567 鼎�ﾃscB�18,646 ��2ﾃCC2�3,962 ��ﾃ#C��

2月 �3�ﾃツ2�2,497 �#づ3cb�29,710 �#�ﾃC#��6,310 ��ﾃ塔��

3月 �#づc�b�1,085 �#rﾃS3��12,841 湯ﾃ3�b�2,694 塔C��

4月 鉄津ゴ��4,972 鉄Bﾃピ��58,330 鼎"ﾃcs2�ll,937 �2ﾃs#��

5月 涛偵田R�7,036 涛"ﾃ�#��81.8ー2 田�ﾃ3s��16,343 迭ﾃ����

6月 塔rﾃ3���6,376 塔�ﾃ鼎2�74.780 鉄Bﾃs���15.303 釘ﾃsc��

7月 �#�津ピR�ー2,215 ��途ﾃcc��142,635 ���Bﾃ��b�28,838 唐ﾃ塔��

8月 �#C津3���ー3,342 �#3Rﾃ都b�156,468 ���BﾃCsb�32.023 湯ﾃ田��

9月 ��釘ﾃc3b�8,704 ��コﾃ�3"�102,093 都Bﾃc���20,895 澱ﾃS�r�

10月 ��3Bﾃsビ�7,799 ��#bﾃ塔��90,680 田bﾃ�#��18,日6 迭ﾃcCB�

11月 涛津c�R�6,051 涛2ﾃSSB�70,960 鉄�ﾃ��2�14.521 釘經#b�

12月 清川村 合計 �3bﾃ�#b�"ﾃCCづ#�2�1,249 12,990 �3Bﾃピr�"ﾃC3Rﾃ#�2�16,608 136,342 ���ﾃs���#bﾃ#途�4,494 26,230 ��ﾃC�b��2ﾃ��R�

1月 ���2�3�b�171 ���2��CR�4,814 鼎c��1,288 �2��Sr�

2月 塔"繝c��105 塔"ﾃsSb�4,082 �#湯�1,235 �"ﾃSC��

3月 塔rﾃ3ッ�ー34 塔rﾃ#S"�19,215 鼎���720 ��づ�コ�

4月 塔rﾃ(�ｳ��319 塔bﾃン��･9,680 田S2�1,999 途ﾃ�#��

5月 6月 ��S�ﾃ涛"�s�ﾃ��r�722 846 ��S�ﾃ#s��s�ﾃ#s��12,047 7,447 ��纉�2����s��3,824 2,170 澱ﾃ#3��Bﾃ��b�

7月 �(�ｳ�ﾃsC��2,784 �#�rﾃ鉄r�18,140 �2ﾃc#B�2,791 免ﾂﾃs#R�

8月 �33rﾃS�r�4,558 �33"ﾃ鉄��25,744 湯縱�r�3,907 ��"ﾃ�#��

9月 ��srﾃ��r�1,520 ��sRﾃS途�13.989 �2ﾃ�ビ�2,330 唐ﾃCs"�

10月 �#3rﾃ�#��1,048 �#3Rﾃ都2�9,119 �"ﾃ#ッ�2,299 釘經3B�

11月 �#澱ﾃ�c"�463 �#迭ﾃS湯�6.705 ��ﾃ3コ�1,809 �2ﾃS���

12月 田�bﾃ�3R�320 田�bﾃc�R�5.360 ��ﾃ��2�1.858 �"ﾃ3湯�
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⑤第4表　主要観光地点･主要観光施設.主要観光行事別観光客数
(平成23年推計)

(単位:千人)

神奈川県立歴史博物館
日本新聞博物館(ニュースパーク)

放送ライブラリー

横浜市立野毛山動物園
横浜美術館
横浜みなと博物館
三菱みなとみらい技術館

帆船日本丸
横浜開港資料館
横浜人形の家
シルク博物館

横浜税関資料展示室/クイーンのひろば

横浜港大さん橋国際客船ターミナル
エリスマン邸

外交官の家
山手234番館

山手資料館
本牧海づり施設

横浜市電保存館
横浜市八聖殿郷土資料館
三渓園

横浜港シンボルタワー

根岸競馬記念公苑馬の博物館
横浜･八景島シーパラダイス

横浜市立金沢動物園
海の公園
磯子海づり施設
環境エネルギー館

大黒海づり施設

神奈川県立地球市民かながわプラザ

万騎が原ちびっこ動物園
はまぎんこども宇宙科学館

横浜市歴史博物館
みその公園｢横溝屋敷｣

横浜水道記念館
横浜市内定期遊覧バス

JICA横浜海外移住資料館

日産ウオーターパーク

文久二年生麦事件参考館
べ-リック･ホール

横浜外国人墓地資料館
横浜市イギリス館

横浜にぎわい座

横浜山手･テニス発祥記念館

海上保安資料館横浜館
日産スタジアムワールドカップスタジアムツアー

観光スポット周遊バスあかいくつ

ワールドフェスタ･ヨコハマ

横浜開港祭
神奈川新聞花火大会
ディワリ･イン･ヨコハマ

野毛大道芸イベント

横浜フランス月間
年間入込観光客数が1,000人以上の主要観光地点･主要観光施設･主要観光行事について掲載しています｡

(単位:千人)

名称 �+(ﾛ��ｾiZ｢�観光 客数 

新横浜パフォーマンス 俎8饕�310 

【川崎市】 
東芝科学館 倡ｹ�ﾒ�108 

日本民家園 倡ｹ�ﾒ�104 

農業技術支援センター 倡ｹ�ﾒ�37 

夢見ケ崎動物公園 倡ｹ�ﾒ�187 

藩秀園 倡ｹ�ﾒ�85 

市民ミュージアム 倡ｹ�ﾒ�239 

ミユーザ川崎シンフォニーホール 倡ｹ�ﾒ�32 

青少年科学館 倡ｹ�ﾒ�27 

川崎マリエン 倡ｹ�ﾒ�320 

川崎市平和館 倡ｹ�ﾒ�48 

岡本太郎美術館 倡ｹ�ﾒ�86 

電車とバスの博物館 倡ｹ�ﾒ�112 

若宮八幡宮 倡ｹ�ﾒ�40 

川崎市アートセンター 倡ｹ�ﾒ�51 

かわさきエコ暮らし未来館 倡ｹ�ﾒ�12 

【横須賀市】 
田浦梅の里 �&�5��38 

三笠公園 �&�5��1,697 

ヴエルニー公園 �&�5��747 

うみかぜ公園 �&�5��168 

海辺つり公園 �&�5��71 

くりはま花の里 �&�5��363 

ソレイユの丘 �&�5��523 

荒崎海岸 �&�5��57 

大桶山 �&�5��292 

猿島 �&�5��84 

自然.人文博物館 倡ｹ�ﾒ�51 

天神島臨海自然教育園 倡ｹ�ﾒ�28 

馬堀自然教育園 倡ｹ�ﾒ�2 
ペリー記念館 倡ｹ�ﾒ�30 

ヴエルニー記念館 倡ｹ�ﾒ�61 

しようぶ園 倡ｹ�ﾒ�81 

YYポート 倡ｹ�ﾒ�114 

記念館三笠 倡ｹ�ﾒ�173 

観音崎灯台 倡ｹ�ﾒ�31 

観音崎自然博物館 倡ｹ�ﾒ�16 

横須賀美術館 倡ｹ�ﾒ�222 

観音崎 倡ｹ�ﾒ�413 

武山初不動 俎8饕�10 

田浦梅林まつり 俎8饕�24 

Y.フェスタ追浜 俎8饕�27 

南郷公園桜まつり 俎8饕�中止 

塚山公園さくら祭 俎8饕�中止 

衣笠さくら祭 俎8饕�中止 

走水水源地一般公開 俎8饕�中止 

北久里浜さくら祭り 俎8饕�中止 

日米親善よこすかスプリングフェスタ 俎8饕�中止 

威臨丸フェスティバル 俎8饕�30 

<凡例> 
｢地点｣...主要観光地点｢施設｣...主要観光施設｢行事｣...主要観光行事｢その他｣...上記に属さないもの 

※調査対象､調査方法については｢1調査の概要｣を参照 
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⑤第4表(その2)

(単位:千人)

名称 �+(ﾛ��ｾiZ｢�観光 客数 

武山つつじ祭 俎8饕�中止 

湘南国際村フェスティバル 俎8饕�38 

よこすかカレーフェスティバル 俎8饕�53 

衣笠しようぶまつり 俎8饕�7 

YYのりものフェスタ 俎8饕�66 

おっぽままつり 俎8饕�30 

久里浜ペリー祭 俎8饕�98 

よこすか開国祭 俎8饕�160 

海上自衛隊サマーフェスタ 俎8饕�16 

浦賀みなと祭 俎8饕�30 

西地区納涼花火大会 俎8饕�中止 

北久里浜秋まつり 俎8饕�35 

よこすかさかな祭り 俎8饕�15 

みこしパレード 俎8饕�41 

観音崎フェスタ 俎8饕�37 

横須賀菊花大会 俎8饕�50 

よこすか産業まつり 俎8饕�37 

おっぽまナイトバザール 俎8饕�3 

よこすかカウントダウン 俎8饕�22 

三浦一党出陣武者行列 俎8饕�中止 

アイクルフェア 俎8饕�7 

走水海水浴場 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�15 ○ 5 

長浜海水浴場 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

猿島海水浴場 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

東京湾フェリー �+ｸ,ﾉ�ﾂ�754 

東海汽船 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�7 

Yokosuka軍港めぐり �+ｸ,ﾉ�ﾂ�114 

観音崎航路 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�2 

津久井浜観光農園 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�103 

【平塚市】 
平塚市総合公園 倡ｹ�ﾒ�1,647 

平塚市美術館 倡ｹ�ﾒ�92 

平塚市博物館 倡ｹ�ﾒ�61 

湘南ひらつかビーチセンター 倡ｹ�ﾒ�349 

湘南平 �&�5��339 

湘南潮来 �&�5��175 

湘南ひらつか七夕まつり 俎8饕�1,200 

湘南ひらつか花火大会 俎8饕�中止 

スポーツ観戦 俎8饕�822 

緑化まつり 俎8饕�53 

でてこいまつり 俎8饕�57 

【鎌倉市】 
各寺社 倡ｹ�ﾒ�4,582 

県立近代美術館 倡ｹ�ﾒ�38 

鎌倉国宝館 倡ｹ�ﾒ�55 

鎌倉文学館 倡ｹ�ﾒ�93 

県立フラワーセンター 倡ｹ�ﾒ�211 

鶴岡八幡宮 �&�5��10,212 

銭洗弁財天 �&�5��889 

鎌倉海岸 �&�5��1,679 

天園ハイキングコース �&�5��353 

鎌倉まつり 俎8饕�25 

鎌倉ビーチフェスタ 俎8饕�30 

鎌倉花火大会 俎8饕�中止 

(平成23年推計)

(単位:千人)

名称 �+(ﾛ��ｾiZ｢�観光 客数 

【藤沢市】 
江の島サムエル.コツキング苑 倡ｹ�ﾒ�520 

江の島岩屋 倡ｹ�ﾒ�217 

湘南海岸.江の島 �&�5��5,067 

江の島藤沢ガイドクラブ募集ガイド 俎8饕�1 

新春藤沢.江の島歴史散歩 俎8饕�6 

寒中神輿練成大会 俎8饕�10 

バレンタインアイランド江の島 俎8饕�15 

エノシマトレジャー 俎8饕�20 

湘南江の島春まつり 俎8饕�中止 

収穫観光ウオークラリー 俎8饕�中止 

海開き 俎8饕�4 

江の島天王祭 俎8饕�28 

ビーチバレー海の日記念大会 俎8饕�1 

灯龍流し.納涼花火 俎8饕�開催なし 

藤沢市花火大会 俎8饕�開催なし 

ビーチバレー湘南 俎8饕�1 

ビーチバレージャパン&マーメイドカップ 俎8饕�9 

湘南江の島秋まつり&ドラゴンボートレース 俎8饕�30 

鎌倉藤沢スタンプラリー 俎8饕�開催なし 

江の島シーキャンドルライトアップ 俎8饕�46 

初詣 俎8饕�414 

節分祭 俎8饕�9 

東西海水浴場ステージショー 俎8饕�2 

藤沢市民まつり 俎8饕�260 

遠藤竹炭祭 俎8饕�8 

石川レンゲまつり 俎8饕�中止 

復興支援ライブ 俎8饕�15 

春のみどりと花まつり 俎8饕�14 

遠藤あじさいまつり 俎8饕�ll 

藤沢宿遊行の盆 俎8饕�50 

湘南ねぶた 俎8饕�75 

′J＼出川彼岸花まつり 俎8饕�48 

全日本ライフセービング選手権大会 俎8饕�8 

湘南藤沢グル麺コンテスト 俎8饕�30 

エノシマトレジャー(夏) 俎8饕�9 

【小田原市】 
御幸の浜プール 倡ｹ�ﾒ�9 

国府津プール 倡ｹ�ﾒ�3 

生命の星.地球博物館 倡ｹ�ﾒ�293 

小田原フラワ-が-デン 倡ｹ�ﾒ�134 

小田原文学館 倡ｹ�ﾒ�8 

尊徳記念館 倡ｹ�ﾒ�15 

いこいの森 倡ｹ�ﾒ�18 

わんぱくらんど 倡ｹ�ﾒ�355 

なりわい交流館 倡ｹ�ﾒ�25 

松永記念館 倡ｹ�ﾒ�21 

小田原さかなセンター 倡ｹ�ﾒ�非公開 

小田原城祉公園 �&�5��2,350 

御幸の浜海水浴場 �&�5��26 

江之浦海水浴場 �&�5��6 

元旦初泳ぎ 俎8饕�3 

曽我梅林(梅まつり) 俎8饕�454 

長興山紹太寺(桜まつり) 俎8饕�73 

曽我の傘焼まつり 俎8饕� 
※　年間入込観光客数が1,000人以上の主要観光地点･主要観光施設･主要観光行事について掲載しています｡

-21 -



(9第4表(その3)

(単位:千人)

名称 �+(ﾛ��ｾiZ｢�観光 客数 

酒匂川花火大会 俎8饕�中止 
-夜城まつり 俎8饕�5 

みなとまつり 俎8饕�48 

【茅ヶ崎市】 
開高健記念館 倡ｹ�ﾒ�4 

茅ヶ崎里山公園 倡ｹ�ﾒ�497 

茅ヶ崎海岸 �&�5��1,331 

大岡越前祭 俎8饕�中止 

湘南祭 俎8饕�中止 

浜降祭 俎8饕�70 

サザンビーチちがさき花火大会 俎8饕�中止 

浄見寺地元まつり 俎8饕�中止 

サザンビーチフェスタ 俎8饕�5 

エンドレスサマー 俎8饕�開催なし 

茅ヶ崎ジャンボリー 俎8饕�10 

彼岸花まつり 俎8饕�52 

アロハフェスタ茅ヶ崎 俎8饕�26 

桑田佳祐茅ヶ崎大復活祭 俎8饕�33 

アロ-マーケット 俎8饕�40 

東日本大震災復興支援チャリティーイベント茅ヶ崎 俎8饕�37 

【逗子市】 
郷土資料館 倡ｹ�ﾒ�3 

逗子海岸 �&�5��712 

花火大会 俎8饕�中止 

市民まつり 俎8饕�60 

各種イベント 俎8饕�62 

浪子不動 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�10 

披露山公園 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�145 

神武寺 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�14 

二子山自然遊歩道 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�33 

ふれあいロード �+ｸ,ﾉ�ﾂ�ll 

【相模原市】 
上大島キャンプ場 倡ｹ�ﾒ�41 

望地弁天キャンプ場 倡ｹ�ﾒ�8 

相模の大凧センター 倡ｹ�ﾒ�10 

相模川ふれあい科学館 倡ｹ�ﾒ�104 

市立博物館 倡ｹ�ﾒ�134 

道保川公園 倡ｹ�ﾒ�52 

相模大野中央公園 倡ｹ�ﾒ�460 

相模原麻溝公園 倡ｹ�ﾒ�678 

銀河アリーナ 倡ｹ�ﾒ�192 

グリーンプール 倡ｹ�ﾒ�378 

小山公園ニュースポーツ広場 倡ｹ�ﾒ�28 

県立相模原公園 倡ｹ�ﾒ�690 

城山湖散策施設 倡ｹ�ﾒ�45 

小原宿本陣 倡ｹ�ﾒ�8 

小原の郷 倡ｹ�ﾒ�ll 

相模湖記念館 倡ｹ�ﾒ�14 

市民まつり 俎8饕�中止 

泳げ鯉のぼり相模川 俎8饕�中止 

(平成23年推計)

(単位:千人)

名称 �+(ﾛ��ｾiZ｢�観光 客数 

相模の大凧まつり 俎8饕�中止 

上溝夏まつり 俎8饕�410 

相模原納涼花火大会 俎8饕�中止 

橋本七夕まつり 俎8饕�290 

相模川芝ざくらまつり 俎8饕�中止 

東林間サマーわあ!ニパル 俎8饕�150 

相模原よさこいRANBU! 俎8饕�115 

相模ねぶたカーニバル 俎8饕�230 

大沢地区さくらまつり 俎8饕�中止 

城北里山まつり 俎8饕�中止 〇 4 

小倉橋灯ろう流し 俎8饕�

/ト松コスモスまつり 俎8饕�

城山もみじまつり 俎8饕�27 

川尻八幡宮祭礼 俎8饕�58 

津久井湖さくらまつり(花の苑地) 俎8饕�6 

津久井やまびこ祭り 俎8饕�23 

相模湖やまなみ祭 俎8饕�中止 

さがみ湖湖上祭 俎8饕�3 

相模湖ふれあい広場 俎8饕�10 

甲州街道小原宿本陣祭 俎8饕�8 

相模湖やまなみイルミネーション 俎8饕�中止 

さがみこ野外フェスティバル 俎8饕�実施なし 

藤野ふる里まつり 俎8饕�15 

カタクリの郷 倡ｹ�ﾒ�1 

藤野園芸ランド 倡ｹ�ﾒ�35 

相模湖観光案内所 倡ｹ�ﾒ�22 

潤水都市さがみはらフェスタ 俎8饕�140 

【三浦市】 
三崎水産物地方卸売市場 倡ｹ�ﾒ�20 

三浦海岸 �&�5��1,642 

叙崎 �&�5��47 

城ケ島 三崎 油壷 三戸 和田 �&�5��941 

地点 ��ﾃs唐�

地点 �33b�

地点 �3r�

地点 ���B�

初日の出 俎8饕�57 

三浦七福神巡り 俎8饕�3 

三浦国際市民マラソン 俎8饕�82 

道寸まつり 俎8饕�中止 

みさき白秋祭り 俎8饕�9 

三浦海岸納涼祭り 俎8饕�160 

三崎みなとまつり 俎8饕�62 

三浦海岸桜まつり 俎8饕�280 

ロックの学園2011 俎8饕�中止 

みうら夜市 俎8饕�27 

【秦野市】 
鶴巻温泉 倡ｹ�ﾒ�158 

丹沢表尾根ヤピッ峠 �&�5��189 

丹沢表尾根大倉 �&�5��226 

弘法山 �&�5��205 

震坐湖 �&�5��109 

戸川公園(山岳スポーツセンターを含む) �&�5��578 

※　年間入込観光客数が1,000人以上の主要観光地点･主要観光施設･主要観光行事について掲載しています｡
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⑤第4表(その4) (平成23年推計)

(単位:千人)

名称 �+(ﾛ��ｾiZ｢�観光 客数 

白笹稲荷初午祭 俎8饕�15 

弘法山桜まつり 俎8饕�中止 

鶴巻温泉春まつり 俎8饕�中止 

秦野商工まつり 俎8饕�ll 

丹沢ポッカ駅伝競争大会 俎8饕�1 

秦野たばこ祭 俎8饕�240 

市民まつり 俎8饕�100 

実朝まつり 俎8饕�15 

秦野丹沢まつり 俎8饕�1 

落花生掘り取り �+ｸ,ﾉ�ﾂ�1 

さつまいも掘り取り �+ｸ,ﾉ�ﾂ�1 

【厚木市】 
東丹沢グリーンパーク 倡ｹ�ﾒ�16 

飯山 �&�5��475 

七沢 �&�5��335 

相模川 �&�5��531 

森林公園 �&�5��272 

広沢寺 �&�5��191 

あっぎ飯山桜まつり 俎8饕�中止 

厚木市みどりのまつり 俎8饕�中止 

神奈川フードバトル 俎8饕�57 

厚木さつきまつり 俎8饕�43 

あっぎ鮎まつり.あっぎ小江戸まつり 俎8饕�510 

あっぎ国際大道芸 俎8饕�180 

【大和市】 
泉の森ふれあいキャンプ場 倡ｹ�ﾒ�13 

大和市グリーンアップセンター 倡ｹ�ﾒ�65 

大和市引地台温水プール 倡ｹ�ﾒ�198 

引地台野球場 倡ｹ�ﾒ�60 

大和市自然観察センター.しらかしのいえ 倡ｹ�ﾒ�127 

大和市郷土民家園 倡ｹ�ﾒ�64 

つる舞の里歴史資料館 倡ｹ�ﾒ�6 

大和市下鶴間ふるさと館 倡ｹ�ﾒ�6 

大和市民まつり 俎8饕�中止 

神奈川大和阿波おどり.西口風鈴まつり 俎8饕�340 

大和産業フェア 俎8饕�65 

【伊勢原市】 
大山ケーブルカー 倡ｹ�ﾒ�379 

森のコテージ 倡ｹ�ﾒ�1 

ふれあいの森キャンプ場 倡ｹ�ﾒ�1 

ふれあい学習センター 倡ｹ�ﾒ��4 

大山バス停 �&�5��非公開 

日向バス停 �&�5��非公開 

大山阿夫利神社節分祭 俎8饕�非公開 

三之宮比々多神社節分祭 俎8饕�非公開 

伊勢原大神宮節分祭 俎8饕�非公開 

日向薬師春季大祭 俎8饕�非公開 

三之宮比々多神社春季例大祭 俎8饕�非公開 

あやめまつり 俎8饕�非公開 

まが玉祭(三之宮比々多神社) 俎8饕�非公開 

大山阿夫利神社秋季例大祭 俎8饕�非公開 

伊勢原大神宮例大祭 俎8饕�非公開 

火祭薪能 俎8饕�非公開 

(単位:千人)

名称 �+(ﾛ��ｾiZ｢�観光 客数 

畜産まつり 俎8饕�8 

公園緑花まつり 俎8饕�16 

伊勢原観光道濯まつり 俎8饕�295 

大山とうふまつり 俎8饕�非公開 

おきな草まつり 俎8饕�非公開 

大山登山マラソン大会 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�中止 

渋田川河畔芝桜 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�非公開 

観光もぎとり �+ｸ,ﾉ�ﾂ�非公開 

大山阿夫利神社初詣 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�非公開 

三之宮比々多神社初詣 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�非公開 

伊勢原大神宮初詣 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�非公開 

日向薬師初詣 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�非公開 

日向薬師周辺彼岸花 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�非公開 

大山桜まつり 俎8饕�非公開 

大山サマージャズ 俎8饕�非公開 

大山絵とうろうまつり 俎8饕�非公開 

酒まつり 俎8饕�非公開 

その他催し物 俎8饕�非公開 

【海老名市】 
海老名市郷土資料展示コーナー 倡ｹ�ﾒ�39 

えびな市民まつり 俎8饕�135 〇 56 

相模国分寺風鈴市 俎8馼���

えびな"彩"festa 俎8饕�

ふれあい農業まつり 俎8饕�20 

食と匠の祭典 俎8饕�20 

いちご狩り �+ｸ,ﾉ�ﾂ�4 

【座間市】 
県立座間谷戸山公園 倡ｹ�ﾒ�114 

座間市大凧まつり 俎8饕�88 

ひまわりまつり(栗原会場) 俎8饕�49 

ひまわりまつり(座間会場) 俎8饕�29 

【南足柄市】 
アサヒビール神奈川工場 倡ｹ�ﾒ�80 

大雄山最乗寺 �&�5��178 

夕日の滝 �&�5��66 

明神ケ岳 �&�5��8 

足柄峠 �&�5��49 

夕日の滝びらき 俎8饕�2 

足柄金太郎まつり 俎8饕�25 

足柄峠笛まつり 俎8饕�4 

最乗寺初詣等 俎8饕�35 

県立ふれあいの村 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�35 

【綾瀬市】 
綾瀬イルミネーション 俎8饕�4 

綾瀬城山桜まつり 俎8饕�4 

綾瀬緑化フェア 俎8饕�中止 

綾瀬いきいき祭り 俎8饕�中止 

あやせ商工フェア 俎8饕�15 

※　年間入込観光客数が1,000人以上の主要観光地点･主要観光施設･主要観光行事について掲載しています0
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⑤第4表(その5) (平成23年推計)

(単位:千人)

名称 �+(ﾛ��ｾiZ｢�観光 客数 

【葉山町】 
しおさい公園 倡ｹ�ﾒ�22 

神奈川県立近代美術館(葉山館) 倡ｹ�ﾒ�41 

花火大会 俎8饕�28 

森戸海水浴場 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�130 
一色海水浴場 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�118 

長者ケ崎.大浜海水浴場 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�90 

真名瀬海岸 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�19 

【大磯町】 
大磯ロングビーチ 倡ｹ�ﾒ�201 

町営照ケ崎プール 倡ｹ�ﾒ�18 

鴫立庵 倡ｹ�ﾒ�8 

日島崎藤村邸 倡ｹ�ﾒ�10 

郷土資料館 倡ｹ�ﾒ�28 

大磯海岸 倡ｹ�ﾒ�247 

左義長 俎8饕�8 

別荘公開 俎8饕�1 

高来神社春の大祭(山神輿.植木市) 俎8饕�16 

国府祭 俎8饕�31 

高来神社大祭(御船祭) 俎8饕�22 

なぎさの祭典 俎8饕�中止 

宿場まつり 俎8饕�15 

ふれあい農水産物祭 俎8饕�4 

湘南国際マラソン 俎8饕�100 

【二宮町】 
吾妻山公園 倡ｹ�ﾒ�250 

二宮せせらぎ公園 倡ｹ�ﾒ�10 

二宮果樹公園 倡ｹ�ﾒ�ll 

町営袖が浦プール 倡ｹ�ﾒ�5 

町営山西プール 倡ｹ�ﾒ�7 

徳富蘇峰記念館 倡ｹ�ﾒ�1 

二宮海岸 �&�5��96 

湘南にのみやふるさとまつり 俎8饕�8 

吾妻さんよさこいパレード 俎8饕�4 

川勾神社初詣 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�10 

【中井町】 
中井中央公園 倡ｹ�ﾒ�159 

竹灯篭の夕べ 俎8饕�3 

美.緑なかいフェスティバル 俎8饕�ll 

【大井町】 
産業まつり 俎8饕�14 

菜の花まつり 俎8饕�1 

大井よさこいひょうたん祭 俎8饕�32 

農業体験 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�2 

【松田町】 
西平畑公園 倡ｹ�ﾒ�8 

自然館 倡ｹ�ﾒ�14 

子どもの館 倡ｹ�ﾒ�64 

松田寄 �&�5��45 

若葉まつり 俎8饕�中止 

寄神社まつり 俎8饕�1 

(単位:千人)

名称 �+(ﾛ��ｾiZ｢�観光 客数 

まつだ観光まつり&あしがら花火大会 俎8饕�55 

産業まつり 俎8饕�7 

桜まつり 俎8饕�215 

キラキラフェスタ 俎8饕�22 

【山北町】 
中川温泉 倡ｹ�ﾒ�96 

丹沢湖周辺キャンプ場 倡ｹ�ﾒ�51 

丹沢湖記念館.三保の家 倡ｹ�ﾒ�6 

帯沢 玄倉 �&�5��92 

地点 �#c��

尾崎 �&�5��606 

清水の滝 �&�5��127 

大野山 �&�5��31 

高松山 �&�5��22 

河村城祉 �&�5��2 

世附百万遍念仏 俎8饕�1 

やまきた桜まつり 俎8饕�150 

大野山開き 俎8饕�3 

酒水の滝祭り 俎8饕�3 

カヌーマラソン 俎8饕�1 

丹沢湖花火大会 俎8饕�35 

室生神社流鏑馬 俎8饕�2 

西丹沢もみじ祭り 俎8饕�1 

大野山フェスティバル 俎8饕�3 

山北町文化祭 俎8饕�2 

丹沢湖マラソン 俎8饕�6 

山北町産業まつり 俎8饕�8 

【開成町】 
あしがり郷｢瀬戸屋敷｣ 倡ｹ�ﾒ�55 

開成あじさい祭 俎8饕�137 

あしがら花火大会(開成納涼まつり) 俎8饕�8 

開成阿波おどり 俎8饕�10 

【箱根町】 
箱根湿生花園 倡ｹ�ﾒ�157 

箱根関所.資料館 倡ｹ�ﾒ�430 

箱根芦之湯フラワーセンター 倡ｹ�ﾒ�21 

森のふれあい館 倡ｹ�ﾒ�20 

湯本駅 �&�5��3,057 

山崎(国道) �&�5��6,439 

乙女峠(国道) �&�5��4,093 

箱根峠(国道) �&�5��2,371 

大観山(国道) �&�5��1,711 

【真鶴.町】 
町立中川-政美術館 倡ｹ�ﾒ�19 

真鶴魚座 倡ｹ�ﾒ�59 

お林展望公園 倡ｹ�ﾒ�Ll 

ケープ真鶴 倡ｹ�ﾒ�57 

遠藤貝類博物館 倡ｹ�ﾒ�9 

自然公園入口 �&�5��971 

真鶴半島春まつり 俎8饕�中止 

魚まつり 俎8饕�2 

鬼子神社例大祭 俎8饕�中止 

※　年間入込観光客数が1,000人以上の主要観光地点･主要観光施設･主要観光行事について掲載しています｡
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⑤第4表(その6) (平成23年推計)

(単位:千人)

名称 �+(ﾛ��ｾiZ｢�観光 客数 

貴船まつり 俎8饕�15 

マナ真鶴ハワイアンの夕べ 俎8饕�3 

岩海岸夏まつり 俎8饕�非公開 

よさこい大漁まつり 俎8饕�2 

商工まつり 俎8饕�2 

真鶴半島冬花火大会 俎8饕�48 

初日の出 俎8饕�2 

しだれ桜の宴 俎8饕�中止 

【湯河原町】 
奥湯河原 �&�5��773 

湯河原温泉入口交差点 �&�5��1,529 

湯河原駅入口交差点 �&�5��1,168 

梅の宴 俎8饕�92 

湯かけまつり 俎8饕�8 

ほたるの宴 俎8饕�13 

湯河原海水浴場 俎8饕�108 

湯河原サンバパレード 俎8饕�1 

やつさまつり 俎8饕�29 

海上花火大会 俎8饕�28 

納涼縁日 俎8饕�15 

町立湯河原美術館 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�15 

足湯施設｢独歩の湯｣ �+ｸ,ﾉ�ﾂ�72 

こごめの湯 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�101 

海浜公園プール �+ｸ,ﾉ�ﾂ�10 

【愛川町】 
中津川マス釣り場 倡ｹ�ﾒ�20 

レインボープラザ(愛川繊維会館) 倡ｹ�ﾒ�14 

宮ケ瀬ダム水とエネルギー館 倡ｹ�ﾒ�120 

愛川町立郷土資料館 倡ｹ�ﾒ�46 

工芸工房村 倡ｹ�ﾒ�50 

県立あいかわ公園 �&�5��320 

八菅神社春の大祭 俎8饕�中止 

半僧坊春の大祭 俎8饕�3 

あいかわ公園つつじまつり 俎8饕�中止 

農林まつり 俎8饕�中止 

半原糸の里文化祭.宮ケ瀬フェスタ夏の陣 俎8饕�23 

勤労祭.野外フェスティバル 俎8饕�18 

ふるさとまつり 俎8饕�28 

三増合戦まつり 俎8饕�5 

愛ふれあいフェスタ 俎8饕�8 

紅葉まつり 俎8饕�1 

【清川村】 
県立宮ケ瀬やまなみセンター 倡ｹ�ﾒ�193 

宮ケ瀬水の郷交流館 倡ｹ�ﾒ�35 

県立宮ケ瀬ビジターセンター 倡ｹ�ﾒ�84 

宮ケ瀬 �&�5��1,760 

宮ケ瀬バレンタインウイーク 俎8饕�2 

宮ケ瀬桜まつり(桜植樹と大震災復興支援イヘント) 俎8饕�20 

宮ケ瀬ふるさとまつり 俎8饕�20 

育龍祭 俎8饕�2 

清川やまびこマラソン 俎8饕�1 

宮ケ瀬クリスマスみんなのつどい 俎8饕�270 

※年間入込観光客数が1,000人以上の主要観光地点･主要観光施設･主要観光行事について掲載しています｡
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⑥第5表　市町村別入込観光客数年次別推移
(単位･千人)

相模原市

区分 ���[ﾙ�ﾃ�僖��平成20年 緬[ﾙ�ﾃ#�D��平成22年 41,965 兌ﾙ�ﾃ#9D��

延観光客数 鼎�ﾃ�s"�42,532 鉄Bﾃ#����3bﾃ����

宿泊客数 釘ﾃcッ�5,134 釘ﾃ��r�4,820 釘ﾃs�"�

日帰り客数 �3bﾃ3ッ�!37,398 偵C津3s2�37,145 菱u｢ﾒﾒ��S3�ﾃ3ヲ�

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖��喜平成20年;平成21年 剳ｽ成22年 兌ﾙ�ﾃ#9D��

延観光客数 ��2ﾃ3c��13,449113,266 �13,163 ��2ﾃ�c��

宿泊客数 辻�- 辻���

日帰り客数 姪�2ﾃ3c��!13,449;13,266113,163:13,160 

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖��平成20年 兌ﾙ�ﾃ#�D��平成22年 冕I[ﾙ�ﾃ#9D��ｳ�ﾃ�s��

延観光客数 ��ﾃ��R�1,070 謄ツB�1,354 

宿泊客数 �#"�20 姪�R�19 �#��

日帰り客数 涛�"�1,050 塔C��1,335 ��ﾃ�C��

区　分　F平成19年

壷森元客数i　7遍 9,767】 10,173

4381　　439

7,461-　9,3301 9,733

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖饉ﾙ�ﾃ#�D��平成21年i平成22年 �;平成23年 

延観光客数 迭ﾃ#ScRﾃC���__阜巨を4 684 迭ﾃcCr�4,915 

宿泊客数 田#��ccb�都���Bﾃツr�¶___卓99 4,217 

日帰り客数 釘ﾃc#v釘ﾃ��2�｢1完訂 

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖��平成20年 兌ﾙ�ﾃ#�D��平成22年l平成23年 

延製麺客数 �2ﾃ#���3,436 �2ﾃSs��3,800】3,092 

宿泊客数 �3�"�250222 �;303 �3#B�

日帰り客数 �"ﾃンb�3,18613,357 �3,497 �"ﾃsc��

区分 冉ﾙ[ﾙ�ﾃ�僖��!平成20年l平成21年 兌ﾙ�ﾃ#)D��平成23年 

延観光客数 姪�ﾃピ"�llW lll葛90 ��ﾃ�#��1,030 

宿泊客数 ����涛R� 

日帰り客数 ��ﾃゴ2�1,712-1,800 ��ﾃs3B�ll,030 

区分l平成19年喜平成20年 劔[ﾙ�ﾃ#�D��平成22年 兌ﾙ�ﾃ#9D��

延革迷客数 ��ﾃイ2�1,760 ��ﾃs3��1,741 ��ﾃs�b�

宿泊客数 涛2�95 塔��85 都��

日帰り客数 ��ﾃsS��1,665 ��ﾃcS��F1,656 ��ﾃc#r�

区分;平成19年 剳ｽ成20年l平成21年 剳ｽ成22年 兌ﾙ�ﾃ#9D��

延観光客数 ��sr�63 �#ッ�!244 �#s��

宿泊客数 �� �� ��

日帰り客数 ��sr�r63 �#ッ�:244!278 

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖��平成20年 兌ﾙ�ﾃ#�D��[ﾙ�ﾃ#)D��兌ﾙ�ﾃ#9D��

延筆迷客数 涛b�98 塔��301 �#SB�

宿泊客数 辻�- 免ﾂ�ﾖﾂ���一･･･.1 日帰り客数96 冤98 姪モ�301 �#SB�

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖��平成2時L平成21年座成22年 剳ｽ成23年 

延観光客数 �������1,037 涛CC田��525 

宿泊客数 鉄2�53 鉄��C��41 

日帰り客数 ��ﾃ�3"�985 塔�8陬�#��484 

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖��1平成20年 兌ﾙ�ﾃ#�D��平成22年 兌ﾙ�ﾃ#9D��

延観光客数 �������"����"�119 �#2�

宿泊客数 �� 辻� ��

日帰り客数 �����112 ���"�119 �#2�
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(単位.千人)

葉山町

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖��平成20年 兌ﾙ�ﾃ#�D��平成22年平成23年 

延観光客数 塔#��804 塔���828433 

宿泊客数 鼎��38 �3r�38!21 

日帰り客数 都モ�767 都���790【412 

区分卜平成19年 剳ｽ成20年 兌ﾙ�ﾃ#�D��平成22年平成23年 

延観光客数 ��ﾃンR�1,854 ��ﾃイ��1,855.1,825 

宿泊客数 辻�- ��+ 

日帰り客数 ��ﾃンR�1,854 ��ﾃイ��1,855:1,825 

区.__全｣里丞Lg_iF｣_塾型哩⊥里唾弘至上革製狸男_@2哩

延観光客数 188喜　　181;　167　　　173

日帰り客数;　175i　188･　18い　167　　173

里昼担隻i旦丞墜_竺昼型至上空襲堅里1旦垂12_3_隻

簸最重度敬一ー_11与IL仙147　109　｣1月:　96

宿泊客数　　30;　30　　29　　291　25

120･　l17　　　　80　　　　90i　　　71

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖��平成20年 兌ﾙ�ﾃ#�D��平成22年 兌ﾙ�ﾃ#9D��

延観光客数 �#湯�313 �#澱�272 �#���

宿泊客数 辻�- ��- ��

日帰り客数 �#湯�313 �#澱�272 �#���

区分;平成19年 兌ﾙ�ﾃ#�D��平成21年平成22年 兌ﾙ�ﾃ#9D��

延観光客象し.旦担62 �#�ﾃcsr�19,64920,036 ��rﾃcs��

宿泊客数4,722 釘ﾃs#r�4,5254,646 釘ﾃ#���

日帰り客数15,540 ��Rﾃ鉄��l15,124115,390 舒&ﾃ2ﾃ3���

区分 冉ﾙ[ﾙ�ﾃ�僖��【平成20年 兌ﾙ�ﾃ#�D��平成22年l平成23年 

壷義元盲哀｢盲義｢ �4,943 釘ﾃs�B�4,4424,062 

宿担室数 都3��726 田C"�6141577 l3,表2m4-8-i 

日帰り客数 釘ﾃS3��.4,217 釘ﾃ�s"�

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖��平成20年l平成21年 兌ﾙ�ﾃ#)D鉉[ﾙ�ﾃ#9D��

延観光客数 ��ﾃ�s��1,137;1,426 ��ﾃ#cr�1,273 

宿泊客数 都R�ラ盲r一75 都B�73 

日帰り客数i1,103 僮,06li1,35l ��ﾃ��2�1,200 

-.-｣　　:-　-　-

8　　13.　　　　　1　13吾二甜要帰り客数! 3,098　2,611

*四捨五入の端数処理をするため､延観光客数の千人単位の数値は､宿泊客数の

千人単位の数値と日帰り客数の千人単位の数値の計にならない場合があるo
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4　調査対象関係市町村一覧表(問い合わせ先)

県.市町村 �%99h擺�電話 冰云iMHﾘb�所在地 

神奈川県 豫�X擺�045-210-1111 �#3�ﾓゴモ�横浜市中区日本大通1 

横浜市 豫�Y�Xｻｸ擺�045-671-2596 �#3�ﾓ���r�横浜市中区港町1-1 

川崎市 傅Hｼhｬ�X擺�044-200-2329 �#��ﾓゴsr�川崎市川崎区宮本町1 

相模原市 傅Hｼhｬ�X擺�042-769-8236 �#S"ﾓS#sr�相模原市中央区中央2-ll-15 

横須賀市 傅Hｼhｬ�X擺�046-822-8256 �#3ふゴS��横須賀市小川町11 

平塚市 傅Hｼhｬ�X擺�0463-35-8107 �#SBﾓツッ�平塚市浅間町9-1 

鎌倉市 豫�Y�Xｻｹ�I��%99b�0467-61-3884 �#Cふツッ�鎌倉市御成町18-10 

藤沢市 豫�X擺�0466-50-3531 �#S�ﾓツ���藤沢市朝日町1-1 

小田原市 豫�X擺�0465-33-1521 �#S�ﾓゴSR�小田原市荻窪300 

茅ヶ崎市 伜仂i�Xｻｸ擺�0467-82-1111 �#S2ﾓツッ�茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 

逗子市 佝���X擺�046-873-1111 �#C蔦ツッ�逗子市逗子5-2-16 

三浦市 �8ｼh､ｩJﾘ擺�046-882-1111 �#3ふ�#C2�三浦市三崎5-245-7 

秦野市 傅Hﾔ握�X擺�0463-82-9648 �#Srﾓゴ���秦野市桜町1-3-2 

厚木市 豫�Y�Xｻｸ擺�046-225-2820 �#C2ﾓゴ���厚木市中町3-17-17 

大和市 �487�986xｬ�X擺�046-260-5167 �#C"ﾓツ���大和市下鶴間1-1-1 

伊勢原市 傅Hﾔ握�Y�Xｻｸ擺�0463-94-4711 �#S蔦��モ�伊勢原市田中348 

海老名市 傅Hﾔ�ｲ�046-235-4843 �#C2ﾓ�C�"�海老名市勝瀬175-1 

座間市 傅Hﾔ握�X擺�046-252-7604 �##ふゴcb�座間市緑ヶ丘1-1-1 

南足柄市 伜仂i�Xｻｸ擺�0465-73-8031 �#S�ﾓ���"�南足柄市関本440 

綾瀬市 傅Hﾔ��Xｻｸ擺�0467-70-5661 �#S"ﾓ���"�綾瀬市早川550 

葉山町 伜仂i�Xｻｸ擺�046-876-1111 �#C�ﾓ���"�三浦郡葉山町堀内2135 

寒川町 伜仂i�Xｻｸ擺�0467-74-1111 �#S2ﾓ��澱�高座郡寒川町宮山165 

大磯町 伜仂hｬ�X擺�0463-61-4100 �#SRﾓゴSR�中郡大磯町東小磯183 

二宮町 佝��ｲ�0463-71-3311 �#S蔦��澱�中郡二宮町二宮961 

中井町 豫(ｺｸﾆ��ｲ�0465-81-1115 �#S蔦��途�足柄上郡中井町比奈窪56 

大井町 �&闔i�Xｻｸ擺�0465-85-5013 �#Sふゴ���足柄上郡大井町金子1995 

松田町 豫(ｺｸﾆ��ｲ�0465-83-1228 �#Sふゴコ�足柄上郡松田町松田惣領2037 

商工観光課 ��CcRﾓsRﾓ3cCb� ��山北町 剴#Sふ���2�足柄上郡山北町山北1301-4 

開成町 伜仂i�Xｻｸ擺�0465-84-0317 �#Sふゴ�"�足柄上郡開成町延沢773 

箱根町 豫�X擺�0460-85-7410 �#S�ﾓ�3唐�足柄下郡箱根町湯本256 

真鶴町 伜仂hｬ�X擺�0465-68-1131 �#S蔦�#�"�足柄下郡真鶴町岩244-1 

湯河原町 豫�X擺�0465-63-2111 �#S蔦�3�"�足柄下郡湯河原町中央2-2-1 

愛川町 傅Hﾔ握�X擺�046-285-2111 �#C2ﾓ�3�"�愛甲郡愛川町角田251-1 

清川村 伜仂hｬ�X擺�046-288-3864 �#C2ﾓ��迭�愛甲郡滑川村煤ケ谷2216 
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