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序．調査概要
１． 調査目的
観光庁では、広域的な連携・役割分担による観光地づくりにより、国内外からの観光客の２
泊３日以上の滞在型観光が可能な「観光圏」の形成に向けた地域の関係者の連携による取り組
みを推進している。
観光圏の形成には地域間連携に加え、観光地間の移動利便性を向上させることが重要であり、
道路事情など地域の特性を考慮した輸送サービス等を検討していくことが必要である。
本事業では、交通不便地域における滞在型観光の促進に向けて、地域の現状や他地域での先
進的な取組み事例を踏まえ、周遊観光促進に繋がる移動交通手段を検討する。

２． 調査フロー
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３． 調査対象地域
・調査対象地域は、鉄道網の空白地域となる近鉄大阪線以南、近鉄吉野線以東の移動手段が
自動車利用が多いエリアを対象とした。
・鉄道・バス路線網としての結びつきが強い地域を「調査関連地域」として、一部調査の対
象として含める。

調査対象地域：奈良県中南部地域（奈良県宇陀市、曽爾村、御杖村、吉野町、東吉野村、
下市町、五條市、黒滝村、川上村、天川村、野迫川村、十津川村、上北山村、
下北山村）
調査関連地域：奈良県橿原市、桜井市、明日香村、高取町、大淀町、和歌山県高野町

調査関連地域

調査対象地域

図表 2 調査対象地域

2

Ⅰ．移動交通手段の現況と課題の整理
１． 主要施設と公共交通網の概況
鉄道では、東西方向に大阪と名古屋を結ぶ近鉄大阪線、また阿倍野方面・奈良市内方面から
吉野に延びる近鉄南大阪線・橿原線・吉野線、和歌山方面からJR和歌山線が五條方面に運行し
ているが、大半は鉄道網の空白地である。バスは、鉄道の主要駅（榛原駅、八木駅、五条駅等）
を起点として主に国道沿いを広域的に網羅しており、市町村がコミュニティバスを運行してい
るが、バス路線網の空白地が多く、公共交通の足が確保されていない観光地もある。また、公
共交通を利用して観光地間の移動するためには多くの乗継ぎを必要とする。

県境
調査対象区域
鉄道路線
バス路線
図表 3 主要観光地と公共交通網
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２． 交通手段別の現況と課題
（１）鉄道・索道
鉄道は、大阪と愛知の都心部からのアクセスは、大阪と名古屋を結ぶ近鉄大阪線が直通でア
クセスしており、大和八木駅(橿原市)、榛原駅(宇陀市)が特急停車駅となっている。大和八木駅
は近鉄橿原線とも接続しており、京都・奈良方面からのアクセスも可能である。また、阿倍野
からは近鉄南大阪線・吉野線で橿原神宮駅を経由して吉野まで直通でアクセス可能である。
JR線は、JR和歌山線で和歌山市から五條方面に、JR桜井線が奈良市から桜井方面に運行し
ているが、大阪・名古屋方面には非常にアクセスが悪い。和歌山県内では南海高野線がなんば
駅から高野山まで運行しているが、奈良県内の各観光地とのアクセスには、橋本駅でJRに乗り
換えた後に吉野口駅で近鉄に乗り換える必要があり、非常に交通利便性が悪い。
運行頻度は近鉄が1時間に3～12本の運行をしているのに比べて、JRが1時間に1～2本の運行
となっている。
一方、索道（ロープウェイ）については、吉野山ロープウェイ（正式名称：吉野山旅客索道）
が運行しており、現存する日本最古の索道路線である。日本機械学会により2012年度に機械遺
産の認定を受けている。

至 京都

至 京都

至 難波
生駒

至 天王寺

奈良

王子
近鉄大阪線

至 難波

大和八木

桜井

榛原

至 阿倍野
JR 桜井線
近鉄南大阪線

至 なんば
南海
高野線

調査対象地域
吉野口
近鉄
吉野線

JR 和歌山線

至 和歌山

橋本

五條

吉野
千本口

高野山
吉野山

図表 4 調査対象地域周辺の路線網
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至 名古屋

図表 5 主要な駅の運行頻度（2013 年 2 月現在）
運行頻度
路線
駅名
方面
平日
土日祝
近鉄
榛原駅 難 波 方 7 本 / 時 ( 朝 7 本 / 時 ( 朝
大阪線
面
は 12 本)
は 8~10 本)
名 古 屋 4 本/時(朝夕 4 本/時(朝夕
方面
は 6~9 本)
は 6~8 本)
近鉄
大和八 京 都 方 7 本/時(朝夕 7 本/時(朝夕
橿原線
木駅
面
8~10 本)
は 8~9 本)
橿 原 神 6～9 本/時 7～9 本/時
宮方面
近 鉄 南 橿原神 阿 倍 野 7 本/時(朝夕 8 本/時
大阪線
宮前駅 方面
は 8~9 本)
近鉄
橿原神 吉 野 方 3 本/時(朝夕 4 本 / 時 ( 夕
吉野線
宮前駅 面
は 4~5 本)
のみ 6 本)
JR 和歌 五条駅 和 歌 山 1 本/時
山線
方面
（朝夕のみ 2 本）
高 田 方 1 本/時
面
（朝夕のみ 2 本）
桜井駅 奈 良 方 2 本/時(朝夕 1 本，11 時
JR
桜井線
面
台に 3 本)
高 田 方 1 本/時
面
（朝夕のみ 2 本）
吉野山
千本口⇔吉野山 通常：4 本/時
ﾛｰﾌﾟｳｪｲ
観桜期：4 本/時

平日始発･終電時刻帯
始発
終電
5 時 17 分 23 時 27 分
5 時 41 分

0時5分

5 時 19 分

23 時 47 分

5 時 37 分

0 時 17 分

5 時 17 分

23 時 38 分

5 時 46 分

23 時 35 分

5 時 15 分

23 時 01 分

5 時 52 分

21 時 48 分

5 時 43 分

23 時 25 分

5 時 52 分

22 時 33 分

8 時 20 分
7 時 40 分

17 時 40 分
19 時 40 分

備考

夜に特急・
急行が増発

朝は難波直
通特急あり

朝は難波行
特急あり

鉄道の利用客数は、県南部の人口減少の影響が大きく年々減少傾向にあり、2009年度におい
て下記のとおりとなっている。人口が集中する大和八木駅、橿原神宮駅、桜井駅、榛原駅以外
では、1日1,000人以下の駅も多い。主要な観光地である飛鳥駅、吉野駅も自動車利用の観光客
が多く、鉄道利用客が低迷している。

図表 6 駅の 1 日平均乗降客数（2009 年）
鉄道
駅名
1日平均乗降客数
近鉄大阪
大和八木
17,904
線
耳成
2,122
大福
791
桜井
9,514
大和朝倉
1,390
長谷寺
691
榛原
6,345
室生口大野
667
三本松
159
近鉄橿原
畝傍御陵前
1,923
線
橿原神宮前
10,588
近鉄吉野
岡寺
1,043
線
飛鳥
1,308
壺阪山
768
市尾
338
葛
300
吉野口
778

鉄道
近鉄吉野
線

JR桜井線

JR 和歌
山線
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駅名
薬水
福神
大阿太
下市口
越部
六田
大和上市
吉野神宮
吉野
三輪
桜井
香久山
畝傍
吉野口
北宇智
五条
大和二見

1日平均乗降客数
106
1,001
89
1,904
381
592
438
403
421
563
2,142
174
444
636
179
1,982
203

（２）バス
１）路線バス
県南部のバス路線は、平成13年度(2001年度)から平成22年度(2010年度)の10年間で微減して
おり、2010年度現在で桜井・宇陀地区で15路線、橿原・高田・御所・五條地区で24路線、吉野
地区で10路線、国道168号・169号で4路線の計53路線が運行している。一方、輸送人員数は県
南部のバス路線全体として10年間で50％近く減少しており、特に吉野地区で約75％減、桜井・
宇陀地区で62％減、国道168号・169号で54%減と減少率が非常に大きい。
運行本数は１時間に１本以下の路線も多く、１日に５本未満という路線もある。路線バスを
利用して観光する場合、日帰りで戻ることができない地域もある。また、鉄道駅を基点として
いるため、観光地間を周遊するためには駅に戻り電車を乗り継ぐ必要がある。
なお、廃止された路線でも、季節限定で観光客の利用が見込まれる路線については、臨時バ
スが運行される。

［出典：奈良交通株式会社提供資料］
図表 7 県南部地域のバス路線数の推移

［出典：奈良交通株式会社提供資料］
図表 8 県南部地域のバス輸送人員数の推移（平成 13 年度比）
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２）コミュニティバス等
一方、各市町村では、平成19年10月に施行された「地域公共交通の活性化及び再生に関する
法律」に基づき、地域公共交通に関わる多様な主体による「地域公共交通活性化協議会」が設
立され、コミュニティバスやデマンド型乗合タクシー等の導入が急速に進められている。
交通空白地域の解消、通院や通学など生活路線の維持・確保などを目的とした導入が基本で
あるが、橿原市や明日香村など積極的に観光客用として利用している路線もある。市町村間で
の連携した取組みでは、通院を目的として野迫川村と十津川村が共同運営を実施している。
また、奈良交通㈱では、慢性的に赤字が続く25路線について2014年10月以降に廃止・減便の
検討も進められており、交通空白地がさらに増加することが懸念され、今後もコミュニティバ
ス等での代替運行など市町村の対応が求められている。

図表 9(1) 調査対象地域におけるコミュニティバスの運行状況（平成２４年７月６日現在）
市町村名

協議会名

設置年月日

路線数

取組概要

宇陀市

宇陀市地

H20.2.26

大宇陀南

路線バスの路線休止に伴う公共交通空白地域の解

域公共交

部線 1 路

消・公共施設へのアクセス向上・交通弱者の移動手

通活性化

線

段の維持及び確保を図るため、市営有償バスの実証

再生協議

榛原大野

運行・コミュニティバスの実態調査・公共交通サー

会

線 1 路線

ビスに関する情報提供の事業を実施。
路線バスの休廃止に伴う代替交通手段として、住民

デマンド

の日常生活に必要不可欠な市内の生活路線を維

1 路線

持・確保する。
今後の具体的な取組みは下記の通りである。
●大宇陀南部線：奈良交通路線バスとの乗り継ぎ改
善・東吉野村の新公共交通と接続
●榛原大野線：一部フリー乗車区間の導入検討・デ
マンド型乗合タクシーとの乗り継ぎ改善
●デマンド型乗合タクシー：宇陀市直営への移行・
利用者の拡大と乗合率の向上
●広報啓発：官民共同でバス時刻表の作成及び配布

御杖村

御杖村地

H20.8.1

御杖ふれ

御杖村住民の交通に関する利便性を図り、住民福祉

域公共交

あいバス

の向上に資するため、村営による定期路線バスを運

通会議

1 路線

行する。また、高齢者及び身体障害者等で一般の交
通機関を利用して医療機関への通院が困難な方に
対し、医療機関へ通院等の利便を図るため、移動用
車両により有償で送迎を行う。
平成 23 年度より試験的に実施した無償運行により
前年度比 30％増の利用者があったことから、平成
24 年度についても無償運行を継続。村観光パンフ
レットを車内に設置（村外利用者への情報提供）
[出典：奈良県ホームページをもとに作成]

7

市町村名

協議会名

設置年月日

路線数

取組概要

五條市

五條市地

H20.4.1

五條コー

路線バス撤退に伴う公共交通空白地域の解消等を

域公共交

ス 6 路線

図るため、コミュニティバスの実証運行・車両購

通協議会

西吉野コ

入・デマンド型バス及び乗合タクシーの実証運行・

ース 2 路

バス停の設置及び環境整備・時刻表等の作成等の事

線

業を実施。コミュニティバス五條コースにおいて、

大塔コー

小型車両を追加導入し、デマンド方式で運行する路

ス 5 路線

線を追加整備予定。

スマイル

公共交通の空白地域の解消・公共施設へのアクセス

域公共交

バス

向上等を図るため、コミュニティバス及びスクール

通協議会

7 路線

バスの一般混乗化の実証運行・デマンド型交通の導

吉野町

吉野町地

H20.3.26

入・時刻表等の作成等の事業を実施。平成 24 年 10
月より、Ｃコースにおいてデマンド型乗合タクシー
の導入を開始
東吉野

東吉野村

村

地域公共

H23.3.24

8 路線を

平成 24 年 10 月からの路線バスの路線休止に伴う公

検討中

共交通空白地域の解消を図るため、「東吉野村生活

交通活性

交通ネットワーク計画」に基づき、新たに道路運送

化協議会

法第４条によるコミュニティバス（乗合タクシー）
の運行を実施する予定である。

川上村

川上村地

H20.6.2

やまぶき

公共交通の利便性の向上・公共施設へのアクセス向

域公共交

バス

上を図るため、コミュニティバスの実証運行・バス

通活性化

1 路線

停の環境整備・時刻表等の作成等の事業を実施する
警報発令時に休止させていたやまぶきバスについ

協議会

て、平成 24 年 7 月 2 日より警報発令時も運行を継
続見直し。
下北山

下北山村

村

H21.3.10

コミュニ

公共交通の利便性の向上・公共施設へのアクセス向

地域公共

ティバス

上を図るため、コミュニティバスを運行。バス停の

交通活性

1 路線

環境整備・時刻表等の作成等の事業を実施する。バ

化協議会
野迫川

野 迫 川

村

ス停の環境整備など実施する。
H22.3.19

広域通院

村営コミュニティバスの再編、新ルートの実証運

村・十津

ライン

行。過疎地有償運送の導入。乗り継ぎ拠点の整備。

十津川

川村地域

1 路線

実証運行のチラシ、広報紙の作成を行う。広域通院

村

公共交通

ラインの利用促進施策の実施（ダイヤ等の再検討、

活性化協

パンフレットの作成 など）も行う方針である。

議会
[出典：奈良県ホームページをもとに作成]
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図表 9(2) 調査関連地域におけるコミュニティバスの運行状況（平成２４年７月６日現在）
市町村名

協議会名

設置年月日

路線数

取組概要

橿原市

橿原市地

H22.12.1

橿原市コ

広域的かつエリア的な観光を進め、観光交流拠点と

域公共交

ミュニテ

して活力あるまちづくりの推進を図るため、回遊性

通会議

ィバス

及び移動交通網を発展させる。また、大型店舗や総

1 路線

合病院などの商業・医療施設への他自治体からの利
用者も多数有り、これらの利用者の利便性の向上や
移動交通網を充実させる。
藤原宮跡と飛鳥地域における周遊観光アクセスの
向上策として、明日香村と連携して企画チケットの
導入とバスマップの作成を検討。橿原市南西部地域
の交通空白地の解消に向け、新規路線の運行計画の
実施に向け、検討を実施する。

桜井市

桜井市地

H21.2.12

桜井初瀬

交通空白地における公共交通の確保のため乗合タ

域公共交

線、朝倉

クシーの実証運行を行う。また既存コミュニティバ

通活性化

台線、多

スの運行路線等の変更について実証運行を行う。

再生協議

武峰線

平成 24 年度は交通空白地の解消と、より利便性の

会

各 1 路線

高い公共交通を目指した既存路線のルート・時刻の

デマンド

再検討、広報誌などを用いた利用啓発活動を行う。

1 路線
明日香

明日香村

村

地域公共
交通会議

H22.8.1

金かめ

村営の無料福祉バス･スクールバスを廃止し、路線

2 路線

バスである周遊バスと乗継ぎを図る循環バスを導
入し、高齢者や通学の足としても利用している。
[出典：奈良県ホームページをもとに作成]

9

（３）タクシー
一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会によると、奈良県内のタクシー事業は、法人事
業者は272社、法人車両数1,400台で、個人タクシー15台を含め総車両数は1,415台となってい
る（2011年3月末現在）。また、ヒアリングをもとに、調査対象地域内で営業しているタクシー
事業者の現状は下記の通り整理される。
タクシー事業は地域住民向けの運行が基本となっているが、JR「駅から観タクン」などパッ
ケージ料金での提供により観光タクシー運行も一部で実施している。また、民間事業者でもパ
ッケージ料金での提供はされていないが、ホームページ上で観光地や料金目安の紹介などを行
い利用促進が図られている。一方、宇陀市では地域住民向けであるが、デマンド型タクシーの
運行も実施されている。

図表 10 主なタクシー事業者の運行状況
拠点
近鉄榛原駅

タクシー事業者

主な取組み等

奈交宇陀タクシー㈱

奈交宇陀タクシー㈱では、ホームページ上での観光

三晃タクシー(有)

名所の紹介や概算時間・料金を紹介

古宮タクシー
近鉄下市口駅

吉野近鉄タクシー㈱

吉野近鉄タクシー：観光タクシー(ジャンボタクシー

千石タクシー

も運行)の運行。観光資格試験に合格した乗務員によ

近鉄

吉野近鉄タクシー㈱

る観光地紹介。ホームページで行事・名所紹介

大和上市駅

相互タクシー

千石タクシー：行事・観光名所紹介

JR五条駅

五條二見交通

JRで観光タクシープラン｢駅から観タクン｣が運行

野原タクシー

［出典：JRおでかけネット ホームページ］
図表 11 観光タクシープランによる観光地周遊コース（五条駅・桜井駅起点で計9コース）
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（４）レンタカー
駅で利用できるレンタカー営業所（調査関連地域を含む）は、近鉄やJRの主要駅（近鉄大和
八木駅、橿原神宮前駅、福神駅、桜井駅）に拠点が置かれている。また、駅以外では、橿原市
内に2カ所、五條市内に3カ所、大淀町に1箇所あるが、地域やビジネス用のリース車の取扱いが
メインである店舗や、ガソリンスタンド店・自動車修理店内でレンタカー事業を実施している
形態である。レンタカーを利用して奈良県東南部地域を周遊するには、上記の県中部に所在す
る営業所を活用するしかない現状である。
近鉄福神駅で運営している大紀レンタカー福神営業所では、奈良県南部地域への誘客を目的
として奈良県と共同設置され、ホームページ上で南部地域を周遊するドライブルートの紹介（2
泊3日コースなど）などの情報発信も行われている。

図表 12 主なレンタカー事業者の概況
所在(駅)
近鉄大和八木駅

レンタカー
トヨタ

所在(駅以外)
橿原市内

レンタカー

レンタカー
ニコニコ

大和八木駅から1.5㎞

レンタカー

(ガソリンスタンド内)

ニッポン

大和八木駅から1.1㎞
(自動車修理店内)

レンタカー
近鉄橿原神宮前駅

大紀レンタカー

拠点の場所

五條市

レンタカー

北宇智駅から700m

アクト

近鉄福神駅

JR･近鉄桜井駅

大紀レンタカー

近畿日本レンタ

大淀町

カー

トヨタレン

北宇智駅から2㎞

タカー

(レンタリースがメイン)

西吉野レン

五条駅から8.5㎞

タカー

(レンタリースがメイン)

大紀レンタ

下市口駅から3.5㎞

カー
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ニッポンレンタカー
近鉄八木駅前営業所

ニコニコレンタカー橿原葛本町店

近畿ニッポンレンタカー桜井営業所
トヨタレンタカー橿原営業所
ニコニコレンタカー橿原四条店

大紀レンタカー橿原営業所

大紀レンタカー大淀営業所

大紀レンタカー福神営業所
レンタカーアクト

トヨタレンタカー五條店

西吉野レンタカー

図表 13 奈良県南部におけるレンタカー営業所
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［出典：大紀レンタカー福神営業所 ホームページ］
図表 14 レンタカーのホームページにて周遊コース紹介
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（５）サイクリング
１）自転車利用に関する奈良県の取組み現状
奈良県では県内における周遊観光の促進による観光振興や、来訪者の増加による地域活性化
等を目的として、平成 22 年 12 月に「奈良県自転車利用促進計画」を策定し、自転車利用促進
に資する取組みを実施している。
本計画では、自転車の利用レベルをハイユーザー（自分の自転車で走ることを目的に、頻繁
に長距離走行や自転車関連イベントに参加する自転車利用者層）
、ミドルユーザー（自分の自転
車またはレンタサイクルで、主に観光・レジャーを目的に、短中距離走行を楽しむ自転車利用
者層）
、ローユーザー（観光にあまり自転車を利用していない層）に分類し、ハイユーザーは「県
外からの誘客」、ミドルユーザーは「滞在時間の長時間化」、ローユーザーは「自転車利用者層
への引き上げ」を促す施策の展開を進めている。
具体的な取組みでは、
「ハード施策」として安全・快適でわかりやすい自転車利用ネットワー
クの充実（サイン整備等、自転車への乗り換えや情報発信、トイレ、休憩スポット等となる拠
点施設の整備・充実）を図るほか、「ソフト施策」として自転車を利用しやすい環境（HP や専
門誌等による自転車の楽しみ方の情報発信、地域の楽しみ方を盛り込んだサイクリングマップ
等）の創造を行い、関係者の連携による推進体制を構築して自転車の利用促進に継続的に取り
組まれている。

［出典：奈良県自転車利用促進計画］
図表 15 自転車利用レベルに応じた施策展開イメージ
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２）レンタサイクルの取組み現状
奈良県の観光客が県内で利用する移動交通手段は自家用車が最も多く、
「レンタサイクル」は
2％程度と低水準となっていることから、レンタサイクルの充実等を図る方針となっており、レ
ンタサイクルの拠点は徐々に増えつつある。
調査対象地域では、五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、天川村で導入されている。宇陀市で
は、5 箇所で乗捨て可能となっており、宇陀市内は周遊しやすい環境が整えられている。

図表 16 レンタサイクル拠点一覧
市町村

名称

場所

備考

五條市

楽りん

JR五条駅前

宇陀市

宇陀市電動アシ

宇陀市観光案内所 うだ観処／道の駅

乗り捨て可能。料金は

ストレンタサイ

宇陀路大宇陀 ／菟田野アグリマート

半日(4hまで)1,000円、

クル

室生地域事務所／道の駅宇陀路室生

1日2,000円

吉野町観光協会

近鉄大和上市駅前

【電動アシスト】

吉野町

1時間150円,1日1000円
【変速ギア付き】
1時間100円,1日700円
大淀町

大紀レンタカー

近鉄福神駅前

天川村

天川サイクリン

天川基地（天川村観光案内所近く）
、

1時間300円

グセンター

洞川基地（洞川温泉バス停近く）、

1日1500円

ひらべん茶屋（温泉センター近く）

（子供用は半額）

奈良県では「広域乗り捨て型レンタサイクル・秋の奈良レンタサイクル」や「パーク＆サイ
クルライド・古都りん」などの取組みも実施されており、利用者から非常に高い評価が得られ
ているだけでなく平均走行距離は約 20km に及び、自転車の活用が観光における周遊行動の拡
大に寄与することが確認されている。また、地域団体等が主体となり、サイクリングマップの
作成、自転車の貸し出し、利用者へのおもてなしサービスの提供等を実施しており、地域団体
等からも自転車での周遊観光促進の評価が高い。
今後、運営事業者等が連携し、貸し出しや返却を自由に行うことができるようにしていくこ
とで、レンタサイクルによる広域的な周遊が可能となる。
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３）ヘビーユーザー（自転車競技者層）による来訪
奈良県東南部地域は、信号箇所が少なく、自動
車通行量も少ないことから、スポーツ自転車ユー
ザーにとって好まれる場所となっている。
世界遺産“大峯奥駈道”の大パノラマの中を駆
け抜ける「ヒルクライム大台ヶ原since2001」や県
南部の市町村を自転車で走破するイベント「山岳
グランフォンドin 吉野」など数多くの自転車関連
イベントが実施される。奈良県サイクリング協会
が主催する「山岳グランフォンドin吉野」では、
全国から約500名の参加がある。

［出典：サイクリングツアーズジャパン HP］

また、自転車ユーザーの取り込みを図るために、

図表 17 山岳グランフォンド in 吉野

自転車利用者向けのポータルサイト「自転車利用
総合案内サイト」を開設しているほか、そのサイト内でヘビーユーザー向けに、自転車を安心
して屋内に保管でき自転車搬送サービスのとりつぎ可能な宿泊施設等をリストアップし、
「サイ
クリストにやさしい宿」として紹介など、地域と連携した新たな取組みが進められている。

［出典：奈良県自転車利用総合案内サイト HP］
図表 18 サイクリストにやさしい宿の紹介
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（６）ウォーキング
奈良県では、歩いて奈良を巡ってもらうことを目的と
して、
「歩く・なら」事業を展開している。
「歩く・なら」
では、ウォーキングポータルサイトを構築し、様々なテ
ーマでのウォーキングマップ等の情報を紹介している
ほか、各市町村等で開催されるイベント情報も掲載され
ている。
また、奈良県では2009年に全国で45番目の「奈良県
ウォーキング協会」が設立され、会員数が380名(2011
年9月現在)となっている。当協会では現在年に24回の例
会が行われており、奈良県が進めている「記紀・万葉プ
ロジェクト」と連携したプランも実施されている。走行
距離は平均10～17㎞で、駅やバス停を起点に市町村間
を結ぶルートなども設定されている。調査対象地域内で
は、宇陀市の宇陀・松山、天川村のみたらい渓谷、吉野
町の宮滝・吉野山、五條市の五條新町など、史跡と自然

図表 19

2day ウォークチラシ

散策がテーマのプランが作られている。
2012年に奈良県と協働で開催された大和路まほろば2dayウォークでは、橿原市、桜井市、明
日香村、高取町を周遊するコースが設定され、全国からの参加者3,000人以上となる。

図表 20 奈良県ウォーキング協会2013年度年間予定（黄色のハッチが関連地域）
実施日
1月5日
(土)

タイトル
「記紀・万葉」新春初詣ウ
オーク“特別大会”

1月26日
(土)

大淀町を歩く（日本書記と
万葉集）

2月13日
(水)

「鹿寄せ」と奈良上街道か
ら酒蔵を訪ねる

2月23日
(土)
3月6日
(水)

矢田寺から霊山寺へ 大和
十三仏を訪ねる
高取町の町家・雛めぐり

3月16日
(土)

「記紀・万葉」安倍文殊院
と忍坂街道を行く

4月3日
(水)

”桜舞う”あやめが池から
大渕池公園

4月20日
(土)

「記紀・万葉」 ”かぎろ
ひ浪漫” 宇陀松山地区を
歩く

コース内容
距離
率川神社 「大神神社 摂社」"初戎祭"→興福寺 13km
→春日大社・夫婦大黒社→東大寺→平城宮跡→
JR・奈良駅
泉徳寺→坂合黒彦皇子墓→石塚遺跡→平畑運
17km
動公園→あらかしホール→鈴ヶ森行者堂→中
間 ゴール・下市口駅→柳の渡し→ 六田駅
飛火野「鹿寄せ」→（ささやきの小径）→志賀 11km
直哉 旧居→東山緑地公園→帯解寺→豊澤酒
造・豊祝→JR・帯解駅
大和郡山市総合公園→[矢田寺]→矢田自然公
14km
園→[霊山寺]→近鉄・富雄駅
マルコ山古墳→東明神古墳→岡宮天皇陵→高
13km
取中央公園→市尾墓山古墳→宮塚古墳→街の
駅・城跡→近鉄・壺阪山駅
土舞台→[安倍文殊院]→崇峻天皇陵→倉橋溜
13km
池 ふれあい公園→石位寺→舒明天皇陵→Ｊ
Ｒ・桜井駅
大渕池公園→御嶽神社→[長弓寺]→生駒運動
17km
公園（中間ゴール）→「矢田丘陵遊歩道」→近
鉄・東生駒駅
三十八神社→連昇寺→八咫烏神社→うだアニ
12km
マルパーク→松山伝統的建造物群保存地区→
帰り
道の駅「宇陀路大宇陀」→（バス）→近鉄・榛 バス
原駅
［資料：奈良県ウォーキング協会］
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実施日
4月29日
(月・祝)
5月1日
(水)
5月18日
(土)
6月5日
(水)
6月23日
(日)
7月3日
(水)
7月21日
(日)
8月7日
(水)
9月4日
(水)
9月21日
(土)
10月2日
(水)
10月23
日(水)
11月6日
(水)
11月
23・24
日(土日)
12月4日
(水)
12月22
日(日)

タイトル
コース内容
多武峰・春のけまり祭り・ [談山神社]→石舞台古墳→万葉文化館→飛鳥
磐余の道を歩く
寺→山田寺跡→[安倍文殊院]→土舞台→JR桜
井駅
「記紀・万葉」神話のふる 鴨山口神社→九品寺→一言主神社→住吉神社
さと・葛城古道と花の寺
→[船宿寺（花の寺）]→近鉄・薬水駅（中間ゴ
ール）→水泥古墳→八幡神社→ＪＲ・吉野口駅
宝山寺から新緑の生駒山
門前参道→[宝山寺]→生駒山麓公園→西松ヶ
麓を歩く
丘児童公園→近鉄・生駒駅
天理軽便鉄道跡を辿る
木戸池→上宮遺跡公園→善照寺→広峰神社→
カルチャーセンター→安堵駅跡→平端駅跡→
近鉄・平端駅
竹供養（大安寺）笹酒祭り 浮見堂→[新薬師寺]→[白毫寺]→東山緑地→
[大安寺]「癌封じ夏祭り」→ＪＲ奈良駅
「記紀・万葉」 磯城の里 鏡作神社→安養寺→杵築神社・今里の浜→石見
を歩こう ＜奈良盆地のへ 鏡作神社→三宅中央公園→屏風杵築神社→白
そ＞
山神社→面塚→糸井神社→近鉄・結崎駅
ダイナミックな渓谷美の
天川川合バス停→関電吊橋→ ”みたらい遊歩
みたらい渓谷遊歩道を行
道”→みたらいの滝→光の滝→観音峰登山口→
く
大岩→洞川温泉センター→洞川温泉バス停→
橿原神宮前駅
＜四季巡り・夏＞なら 燈 興福院→鴻ノ池運動公園→「やすらぎの道」→
花会 "二万本のロウソク" 猿沢池→一ノ鳥居→浮見堂→浮雲園地→春日
野園地→奈良県庁→ＪＲ・奈良駅
「記紀・万葉」宮滝万葉コ 宮滝バス停→宮滝河川交流センター→桜木神
ース 吉野山を巡る道
社→稚児松地蔵堂→花矢倉→竹林寺→吉水神
社→金峯山寺・蔵王堂→黒門→近鉄・吉野駅
「記紀・万葉」久米寺から [久米寺]→見瀬近隣公園→飛鳥歴史公園館→
飛鳥の彼岸花と案山子
鬼の雪隠→亀石→橘寺→石舞台古墳→案山子
ロード朝風峠→高松塚古墳→近鉄・飛鳥駅
馬見フラワーフェスタ
達磨寺→総合スポーツ公園→乙女山古墳→奈
ダリアまつり
良県馬見丘陵公園館→竹取公園→新木山古墳
→「かつらぎの道」→ＪＲ五位堂駅
幻の大仏鉄道 をめぐるみ 大仏鉄道駅→黒髪山トンネル跡→鹿川隧道→
ち
梅美台公園→赤橋→梶ヶ谷隧道→観音寺橋脚
→JR加茂駅
＜四季巡り・秋＞ ヤマト 石上神宮→天理観光農園→夜都伎神社→天理
タケルが歩いた 山の辺の 市トレイルセンター（中間ゴール）→[長岳寺]
道
→檜原神社→[大神神社]→仏教伝来之地碑→
JR・桜井駅
第11回 大和路まほろばツ 特別大会
ーデーウオーク
中将姫の伝説地 当麻寺
と石光寺を訪ねる
＜四季巡り・冬＞ 嶋左近
ゆかりの山城 椿井城を歩
く

距離
13km
16km
12km
11km
12km
13km
10km

11km
11km
13km
17km
13km
17km

今池親水公園→[石光寺]→傘堂→山口神社→
13km
当麻寺・[中の坊][西南院]→ふれあい公園→大
中公園→JR・高田駅
西宮親水公園→椿井井戸→椿井城跡→宮山塚
10km
古墳→道の駅・くまがしステーション→ぶどう
畑の道→勢野北口駅→JR・王寺駅
［資料：奈良県ウォーキング協会］
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３． 自治体、事業者等へのヒアリング調査
（１）調査概要
地域内の周遊観光を促進させるために、新たな取組みの可能性を探るべく、当地域に関連す
る自治体、民間交通事業者等を対象としてヒアリングを実施した。

図表 21 調査概要
分類
自治体

事 業
者

バス

タクシ
ー

レンタ
カー

サイク
リング

ウォー
キング

調査対象
ヒアリング項目
吉野町、五條市、天川村、 ・市町村における公共交通の現況と課題
宇陀市
・公共交通利用促進に向けた取組み
・他の市町村との連携による交通施策の意向
奈良交通㈱
・奈良県中南部のバス事業の現況と課題
㈱大紀（タクシー・レン ・バス利用促進に向けた今後の取組みについて
タカー事業も合わせて ・特に、交通空白地におけるバス運行意向
ヒアリング）
・利用者の動向を見て、行政に必要な観光施策
奈交宇陀タクシー
・奈良県中南部のタクシー事業の現況と課題
吉野口タクシー・
・タクシー利用促進に向けた取組み
千石タクシー(㈱大紀)
・特に、交通空白地におけるタクシー運行意向
・利用者の動向を見て、行政に必要な観光施策
大紀レンタカー
・奈良県中南部のレンタカー事業の現況と課題
(㈱大紀)
・レンタカー利用促進に向けた取組み
・利用者の動向を見て、行政に必要な観光施策
奈良県サイクリング
・奈良県中南部のサイクリングの現況と課題
協会
・サイクリング利用促進に向けた取組み
・利用者の動向を見て、行政に必要な観光施策
奈良県ウォーキング
・奈良県内のウォーキングの現状と課題
協会
・ウォーキング客の誘客に向けた取組み
・ウォーキング客の動向からみた必要な施策や
サービス など
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（２）調査結果
１）自治体

ヒアリング先

吉野町 協働推進課

ヒアリング内容
市町村における公共交通の現況と課題
・ 各市町村単体での運行が基本であり、交通空白地域の解消に向けた住民の生活路線の
維持が主目的である。
・ 一部デマンドでの区域運行を始めた。もともと利用客が少ないエリアであるため、デ
マンドを導入して利用客が多いという状況ではない。

公共交通利用促進に向けた取組み
・ 平成 24 年度からラッピングバスも走らせており、平成 25 年４月からは吉野山にも 1
日１便だけ走らせる予定である。
・ 今年度、スマイルバスを利用したミニツアーを実施した。
・ 万葉歌碑をめぐるコースと大海人皇子所縁の地をめぐる万葉の歌碑をめぐるコースが
あったが、どちらも好評でバスの乗車定員 20 名が満員となった。
・ 地元のまちづくり団体と協働して実施させていただいており、平成 25 年度も 10 コー
スほどを企画している。

他の市町村等との連携した取組みや交通機関等の連携による交通施策について
・ 東吉野村と一部接続しているが、東吉野村の住民が吉野病院への通院するための足の
確保のためである（１日に２往復程度運行）
。
・ 県立五條病院と大淀病院、吉野病院の機能再編・統合に伴い、南和地域で新しい病院
への交通手段を確保するために、広域的な利用を検討し始めている。
・ 観光用として市町村間で連携した取組みについては、まだあまり検討されていない。

20

ヒアリング先

五條市 ふるさと創造課

ヒアリング内容
市町村における公共交通の現況と課題
・ 五條市では市営公共交通として、H25.3.1 現在で下記を整備している。
・コミュニティバス

３系統１３路線

・デマンド型乗合タクシー

４路線

・デマンド型コミュニティバス １路線
・ これまでの市営公共交通整備の視点は、市民アンケート調査結果に基づき路線や時刻
表を作成しており、あくまで地元交通弱者の利用を主軸にしたものであるため、今後、
観光視点での整備方針の検討が課題となる。

公共交通利用促進に向けた取組み
・ 平成２５年度において市交通計画の見直しが行われる予定であるので、観光利用を含
め多様な視点を取り入れたものとしたい意向である。
・ 市内 NPO 法人により、休日限定の周遊バス（駅と観光拠点を定期便で接続）が試行的
に運行されている。

他の市町村等との連携した取組みや交通機関等の連携による交通施策について
・ 昨年より JR 和歌山線の活性化について、JR 王寺鉄道部と沿線市（葛城市・御所市・
五條市）による検討が行われているが、今現在では具体案には至っていない。今後も
検討を継続する予定である。
・ 市内 NPO 法人によって試行的に運行されている休日限定の周遊バスは、利用料金が無
料であるため、民間の路線バス、タクシー事業者への影響も懸念される。
・ 地域公共交通において観光利用が進めにくい背景として、交通施策の基本が正確な需
要ニーズの把握であるのに対し、自然観光資源が中心となる本市などでは、季節や天
候などにより交通利用者数も大きく変動するためその把握が行い難いところにあると
考える。
・ 公共交通に観光交通を融合させるためには、行事やイベント、草花の見頃などの観光
交通需要を精査し、且つ日常利用者の便益が低下しない方法を検討しなければならな
い。例えば、日常生活目的利用の多い平日と、観光目的利用の多い休日とを分け、運
行ルートや時刻を変えるなどの工夫が考えられる。
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ヒアリング先

天川村 地域政策課

ヒアリング内容
市町村における公共交通の現況と課題
・スクールバスほほえみ号として小中学校・幼稚園の通学・通園バスに住民が混乗する形
でのコミュニティバスの運行となっている。
・バス路線がない一部地域へは、デマンド形式のマイクロバスでの送迎を行っている。
・バス路線がない地域（幹線道路からの支線道路）の対応（特に高齢者対応）が課題であ
る。

公共交通利用促進に向けた取組み
・現在は、利用は村民に限定している。
・具体的な計画はないが、将来的には観光客の利用も考えていく必要がある。

他の市町村等との連携した取組みや交通機関等の連携による交通施策について
・ 他の市町村や他の交通機関との連携した取組みは現在ない。
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ヒアリング先

宇陀市 企画課

ヒアリング内容
市町村における公共交通の現況と課題
・奈良交通路線バスの休廃止に伴い、代替の交通手段として、市営有償バス（大宇陀南部、
榛原大野、室生北部、室生南部線）を運行していたが、地勢的な条件もあり、需要が少
ない一部路線（室生北部、室生南部線）をデマンド型乗合タクシー運行に転換した。
・市営有償バス・デマンド型乗合タクシーともに利用の多くは高齢者で通院や日常の買い
物目的であり、当初、想定していた通勤・通学のニーズはほぼない。
・デマンド型乗合タクシーについて、地域住民以外の利用希望も多いが通常のタクシー営
業を圧迫しかねないので消極的にならざるを得ない。

公共交通利用促進に向けた取組み
・特に取組みは行っていないが、重要文化財への企画観光（ウォーキング）時に利用者が
多い場合は事前連絡により、増発等も行っている。

他の市町村等との連携した取組みや交通機関等の連携による交通施策について
・市営有償バスの利用促進の必要性も感じるが、それ以上に民間路線バス路線の維持が肝
要だと考えている。そのため民間路線バスからの乗継利用の際の割引も検討している。
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２）バス事業者
ヒアリング先

奈良交通㈱自動車事業部

ヒアリング内容
奈良県中南部のバス事業（観光バス）の現状と課題
・ 十津川温泉は北海道大学の先生が応援していた時期があり、入込み客数が増えていた
が、温泉ブームが終わり最近はバスの利用者も減少傾向にある。
・ バスハイクというハイキングを目的としたバスツアーを企画・運行している。参加者
の大半がリピーターである。
・ 『霧氷号』という霧氷を訪ねるツアーが現在人気である。
・ 「まほろばソムリエ友の会」といくツアーや記紀万葉を歩くツアーなど歴史ガイド付
のツアーが人気である。奈良女子大や国立博物館の先生などが講師となり、スポット
で説明が聞くことができる。奈良県内だけでなく東京にも固定ファンがいる。固定フ
ァンの中には 3～4 人のグループで連泊する人もいる。
バス（観光バス）利用促進に向けた今後の取組みについて
・ 新若草山自動車道や大台ケ原では自転車競技が実施されているが、サイクリングに快
適な場所である。サイクルバスを運行するのであれば、大台ケ原は適地である。
・ 新宮線が 50 周年を迎えるので、奈良交通としても何かの取組みができないかと考えて
いる。
・ ものづくりバスなど観光バスとしての運行するのであれば可能性がある。
・ 飛鳥園と大安寺など、十一面観音を 8 箇所まわって朱印状を集める八十八面観音とい
う企画が作られていたが、何かを集めるというインセンティブを与えると周遊促進に
つながると思われる。
・ スイーツバスという企画は奈良では難しい。お酒+スイーツや、温泉＋ものづくりなど、
別の観点が必要である。お酒であれば五條・吉野・大宇陀に造り酒屋がある。
・ 農家体験などの企画をしても良いと思う。農家体験であれば何回かに分けて実施する
ということも考えられる。
・ 東京ディズニーランドは 40 代にターゲットを移しつつあると聞いた。TDL がオープ
ンして 20 年近くになり、オープン当時に若かった世代に新たな魅力を伝えて呼び込も
うとしている。40 代をターゲットにしていくのも面白いように思う。CD 業界でも今
年売上げが上がった理由として、ターゲットを 40～50 代にしたことが挙げられてい
る。30 年前の青春時代に聞いていた曲を復刻版として売ったことが影響している。
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ヒアリング先

奈良交通㈱乗合事業部

ヒアリング内容
奈良県中南部のバス事業の現状と課題
・ 道路事情が良くなったこと、ナビが導入されて道に迷うことがなくなったことなどの
社会的要因により、県外からでも自動車の利用者が増え、公共交通を利用する人が年々
減少している状況がある。
・ 70 歳以上の高齢者でも免許を持っている時代であり、バスの需要は今後も減っていく
ことが予想される。
・ 奈良交通では市町村間を結ぶ広域的な幹線路線を運行し、市町村内の細かい路線（フ
ィーダー交通）は各市町村によるコミュニティバス運行に切り替えが進んでいる。
・ バス停までも行けない高齢者が増えてきており、デマンドバスの要請は今後増えてく
ると考えられる。
・ 今年は、東京や関東の人が東北に行っているのか、定期観光バスは昨年の 2～3 割減と
なっている。京都の他社についても同様のことを言っている。九州新幹線の影響や円
高の影響で海外へ流出、LCC なども影響していると考えられる。
バス（乗合事業）利用促進に向けた今後の取組みについて
・ 名古屋発八木駅着で 168 号の路線バスを利用して十津川村に泊まるツアーを期間限定
でクラブツーリズムが企画販売し、乗合バスの利用促進に繋がった。本企画は、紀伊
半島大水害以降、風評被害で減少しているが、鉄道との連携企画により乗合事業の活
性化に繋げられる可能性はある。
・ 八木駅から国道 168 号のバスは観光客が 6 割、天川村方面・大台ケ原方面・曽爾村方
面はほとんどが観光客の利用であることが調査で分かった。観光客の利用現状を踏ま
えて観光客向けのサービスなども考えていく必要がある。
行政に必要な観光施策
・ 今後も不採算路線については運行を検討していく方針を発表した。奈良県南部地域は
ほぼ不採算路線であり、市町村の補助金がなければ今後休止路線・廃線の方針である。
市町村も一緒に地域公共交通を考える時期である。
・ 観光ボランティアガイドや観光協会と連携を組んで地域の魅力をきちんと発信してい
かないといけない。行政の中でも交通分野と観光分野の人が一緒に話をしていかない
といけない。
近鉄 100 周年イベントについて
・ 近鉄 100 周年を記念するイベントで大台ケ原と洞川温泉を 3 日間乗り放題のフリーチ
ケットを発行したが、洞川方面の利用者が 2～3 倍に、大台ケ原方面の利用者が 2 倍以
上になった。ノンストップ直通便の運行は便利との声が多く、大台ケ原は賑わったと
聞いている。
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３）タクシー事業者
ヒアリング先

奈交宇陀タクシー株式会社

ヒアリング内容
奈良県中南部のタクシー事業の現状と課題
・ 現在 15 台で営業している。
・ ほとんどが地域住民による利用であるが、徐々に減少してきている。
・ 観光客によるタクシー利用者は、シーズンでは室生寺に月 120 回程度、長谷寺に 20 回
程度、オフでは室生寺に 20 回程度、長谷寺に 4～5 回程度の利用である。
仏隆寺の彼岸花の時期や霧氷バスなど臨時バスが運行し、バスの利用者は非常に多く
なり、タクシーを利用する人が少ない。
・ タクシー事業は営業範囲が決められており、基本的に営業している交通圏を出て営業
することはできないため、エリアを超えて周遊することがほとんどない。
タクシー事業の利用促進の取組み
・ 奈良市内では観光コースのパッケージで料金設定しているが、検討できるのであれば
してみたい。
・ JR は「駅から観タクン」というパッケージ料金での提供をしているが、その料金設定
に合わせると運営できない。
行政に必要な観光施策
・ 現在デマンドタクシーの運行委託を受けているが、デマンドタクシーの運行は住民に
とって非常に利便性が高い。現在の登録は宇陀市室生の住民および室生に勤務する人
のみである。登録しているデータをもとに顧客管理されていて、顧客からの連絡で予
約を受付し運行している。
・ デマンドタクシーを観光客向けにもサービス展開できれば、バス路線がなくなった施
設にも足を運ぶ人が出てくる可能性はあるが、現在のシステム上は難しいと思われる。
その他
・ タクシーで観光案内できるように、運転手には観光施設の内容が書かれた資料を配布
して教育をするようにしている。
・ 人に来てもらえなければどうしようもないため、観光促進を図ることが重要である。
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４）レンタカー事業者
ヒアリング先

株式会社大紀

ヒアリング内容
奈良県中南部のレンタカー事業の現状と課題
・ 奈良県の支援を受けて近鉄福神駅でレンタカーを営業しているが、1 週間に 2～3 人程
度の利用しかない。利用者は大阪・名古屋・東京の人で、天川の弁財天などの方面に
足を運んでいる。ほとんど日帰りでの利用である。
・ 五條市民は JR 五条駅より福神駅の方が利用しやすい。JR はどうしても不便である。
・ レンタカーは橿原神宮前の方が利用者は多い。日帰り客が明日香と吉野方面に行くの
に利用している。十津川村であれば 1 泊する人もいる。
レンタカーの利用促進に向けた取組み
・ トヨタレンタカーなどの大手企業であれば、企業の名前だけでホームページ上で検索
されるが中小企業は認知されづらい。大阪などの都心部の駅看板などで、県南部に行
くのにレンタカーの利用がお得などの PR をしてもらえればもう少し効果が上がると
考えられる。
・ レンタカーについては、企業と連携してハイブリッド電気自動車を活用して行ける範
囲を情報発信することなどによって市町村間の連携を取っても良い（リーフで 230 ㎞）
。
・ バス事業で二次交通を補填することにも限界がある。県南部地域の周遊観光は自動車
などの他の交通機関でなければ成立しないため、バス事業への補助金ではなくタクシ
ー事業やレンタカー事業への支援も含めて地域公共交通を考えていくべきである。
奈良県中南部のタクシー事業の現状と課題
・ 吉野口タクシーと千石タクシーを営業しているが、地域住民による利用が大半である。
・ タクシードライバーの教育が行き届かないことが課題である。観光案内ができるよう
にしないといけないが、その意識を持たない。
タクシーの利用促進に向けた取組み
・ 地域のボランティアガイドに一緒に回ってもらうプランを考えてはどうか。
・ 吉野山が同志社大学と連携して新たな取組みをしていたが、学生と連携して学生にガ
イドしてもらう事業も良い。
奈良県中南部のバス事業の現状と課題
・ 観光バスは、町内会など地域住民の利用が大半である。第 2 種旅行業を取得している
が、自社での企画旅行は実施しておらず、旅行会社からの依頼を受ける形での運行の
みである。
バスの利用促進に向けた取組み
・ 地元の下市町、吉野町、大淀町になるべく還元したいと考えており、地域振興の一環
としてバスの運行もしていきたい。地元の野菜直売所等への買い物ツアーの運行など
の企画が考えられる。
・ 鳩バスのようにバスをオープンにして吉野山の桜の時期に吉野山を周遊するバスを走
らせることができれば、かなり人気になるだろう。
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その他（地域の観光振興について）
・ いかに県外から来訪してもらうかが重要であり、そのためにも地域ぐるみで考えてい
く必要がある。
・ 下市町では商業・文化・産業を核に進めていく方針であり、下市町観光協会の立上げ
に向けて動きがある。
・ 観光では、農家民泊と観光農園を連携させて、まちおこし事業に取り組みたいと考え
ている。観光農園は春にわらび・梅、夏にブドウ、秋に柿というように季節ごとに楽
しめるようにしたい。梅エキスづくりなどの体験活動もできるように考えている。
・ 下市町の観光振興にあたって、まちの案内すらできていないことから看板を設置して
誘導できるようにする。フルーツロードについてもフルーツの看板の設置を予定して
いる。
・ 案内所にはどこに来たかが分かるようにタッチパネルでの案内を置きたい。
・ 柳の渡しからいがみの権太の墓に続く観光ルートも作っていけるので、下市町だけで
はなく、柳の渡しの対岸にある吉野町や大淀町などとも連携を取って観光開発を進め
ていくことも必要である。
・ 下市町で集客があるイベントは、初市と丹生川上神社では夏祭りや秋祭りがある。
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５）サイクリング関連団体
ヒアリング先

奈良県サイクリング協会

ヒアリング内容
奈良県中南部のサイクリングの現状と課題
・ スポーツ自転車ユーザーと一般の自転車利用者（レンタサイクル等）は、全く別で考
えた方が良い。レンタサイクルで周遊観光はできない。
・ 奈良県東南部地域は、アップダウンがあり景観に変化があること、信号が少ないこと
などから、スポーツ自転車ユーザーに好まれる地域である。
・ 奈良県もそのことに注目し、
「自転車にやさしい宿」という内容の紹介を始めた。自転
車を部屋に持ち込めたり、室内で管理出来たり、メンテナンスの機材が置いてあるこ
とは、スポーツ自転車ユーザーにとって非常にありがたい環境と言える。
・ 奈良県サイクリング協会の会員は、リタイア世代が増えてきている。会員数は現在 300
～400 人程度である。
・ 山添村でも自転車ユーザーを取り込もうと検討が進められており、布目ダム周辺、上
津ダム周辺におけるサイクリングコース、サイクルイベント・レンタサイクルの導入
についてアドバイスをしている。
・ 吉野で開催しているグランフォンドでは、全国各地から来ていて、前泊もしているの
で、地域にも一定の効果が得られる。
サイクリングの利用促進に向けた取組み
・ スポーツ自転車ユーザーにとって自転車へ愛着心が強いため、防犯などは欠かせない。
宿泊施設で自転車ユーザー用のプラン提案をしていくことも良いだろう。
・ 電車やバスとの連携によって自転車ユーザーを取り込んでいく可能性もある。
・ 自転車ユーザー用のマップは重要である。軽食の場所、自販の場所、トイレの場所な
どの情報があれば、自由にまわることができる。
行政に必要な観光施策
・ サイクリングのイベントを開催するときは、行政の協力を依頼するが、地域によって
もてなしにギャップがある。
・ 来訪してもらうことへの効果を感じている市町村は、気遣いが素晴らしい。地元のも
のを使ったドリンクの提供など、地域の産品と組み合わせることで、地域の振興にも
つながると思う。
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６）ウォーキング関連団体
ヒアリング先

奈良県ウォーキング協会

ヒアリング内容
奈良県ウォーキング協会の取組みの現状と課題
・ 古都奈良の魅力を生かした例会を中心に、例会は年に 24 回実施している。参加者は近
畿圏内全域から来られている。
・ 参加者数は、どこの地域で開催しているかということより、広報が行き届くかどうか
で増減する。
・ 1 回のウォーキング協会の例会での参加費は会員無料、他協会 300 円、一般 500 円で
ある。鉄道会社が実施するウォーキングイベントは参加費が無料である。ウォーキン
グ協会は鉄道会社（JR 西日本や近鉄）とのコラボで PR や人員の確保に努めている。
・ 鉄道会社が監修発行する“ＪＲふれあいハイキング”
“近鉄ハイキング”冊子の宣伝効
果が非常に大きい。
・ 例会等では地域のボランティアガイドと連携しては実施することは少ないが、ツーデ
ーなどのイベントでは連携して実施している。
・ 下見を十分にして安全面やトイレの設置箇所などを考慮し企画するが、この企画段階
が非常に重要である。
・ ウォーキングの企画をどう作っていくか

人をいかに集めるかは、地域に行って五感

で感じてみることが大切である。
・ 色々な運営の仕方があるが、次々とアイデアを入れていかないと長続きしない。
ウォーキング客の動向
・ ただ単に歩くことだけが目的という人もいれば、歩いたあとの飲み会が好きな人、歴
史散策が好きな人など、ウォーキングをする人の目的は様々である。大阪府ウォーキ
ング協会であれば 8 つの団体があるが、それぞれ特色がある。圧倒的にただウォーキ
ングを楽しむという人が多い。
・ 2day ウォークを開催していると、宿泊の問い合わせも入る。ウォーキング客はできる
だけ安く宿泊しようとする。観光目的という人ではなく歩くことが目的であるため、
食事に対するこだわりも少ない。
・ ただし、自分の装備（モンベルなど）の購入など、自分の好きなものにはお金を使っ
ている。
・ ウォーキングには弁当を持っていくことが常識的になっていて、現地で食べる人はほ
とんどいない。イベントで弁当があるかどうかの問合せもある。
・ ウォーキング客にとっての楽しみは、イベントに参加した時の景品とスタンプ集めで
ある。市町村によってはイベントで何がもらえるのかという情報はすぐにウォーキン
グ客同士で広がっている。
・ 国際市民スポーツ連盟（IVV）では、参加記録認定と距離記録認定が行われており、そ
の記録を集めている人も多い。
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奈良県中南部（交通不便地域）におけるウォーキングの取組みについて
・ ウォーキングに行きたいけど、そこまでどうやって行けば良いのかわからないという
人が多い。奈良市などの市街地に住んでいる人でも、同じ奈良県内にある五條市など
の南部地域は不便であるというイメージがあり行きたくても行ったことがないという
人も多い。連れていくと感動して帰られる。
・ 不便な地域では、そこまでの交通の便さえフォローできれば参加する人が集まる。
ウォーキングの誘客に向けた取組みについて
・ ウォーキングのニーズについては非常に高いが、情報が集約できればさらに多くの人
が集まるだろう。
・ 現在情報発信手段は、ウォーキング協会の会員へのチラシ送付、リピーターへの DM、
雑誌「Walking Life」への掲載、朝日新聞、読売新聞の地域情報誌「よみっこ」など
への掲載などで行われる。
・ 朝日新聞の地域スポーツ情報誌｢あさすぽ｣への掲載も影響力が大きく、それを見て参
加される方が多い。
・ ウォーキングの例会がどこで開かれているのか、情報の集約ができていないことが最
大の課題である。観光、健康、教育委員会など様々なセクションで実施されているが、
一元的に発信しているところがない。情報を一括して発信できる仕組みが必要である。
ウォーキング客の取込みによる地域振興について
・ 全国すべての市町村をウォーキングでまわろうという『ウォーク日本 1800』という取
組みがある。
・ ウォーキングの開催は、地域の PR に利用できる。奈良県では市町村の“ゆるキャラ”
を採用する取組みもあり、スタート時にも“ゆるキャラ”を立ち会わせてイベントを
盛り上げたり、
“ゆるキャラ”のスタンプ印を押している。
・ 近鉄吉野線もさらに運行本数が少なくなると聞いている。高取町のようにまちおこし
をしながらその町に行くきっかけを作っていかないと公共交通事情は悪くなる一方で
ある。まちおこしのために、ウォーキングもうまく活用していくべきである。
・ 明日香村のかかしや高取町のかかし・雛めぐりイベントなど、地域で楽しむ仕掛けが
あると、旅行会社とのタイアップなどに事業展開している。
・ 奈良元気もんプロジェクトが実施している結び会などと連携するなど、行事とウォー
キングを合わせて実行すると地域での集客効果が高いと思われる。
・ 3day ウォークで実施されるウォーキングの世界大会を誘致できれば、全世界から相当
な数が来訪する。埼玉県東松山市では 12 万人もの人がウォーキングを楽しむ。姉妹都
市提携をしているオランダのナイメーヘンでは、約 100 年の歴史をもつ世界最大のウ
ォーキングの祭典「インターナショナル・フォーデーズ・マーチ」が行われており、
世界各国から約 20 万というウォーカーが集結する。
・ 東松山市の取組みでは、地元の小学校としっかり連携を取っており、イベント時には
協力体制があるが、奈良は学校を巻き込めていない。
・ その場に行かないといけないという動機づけをしていくことが重要である。大地の芸
術祭など様々な分野での取組みと融合していくことで、そのきっかけづくりとなる。
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ウォーキングの誘客に向けた行政に必要な施策
・ ウォーキングイベントの開催は、朝早い場合にスタッフは宿泊しないといけないケー
スがあるが、体育館の利用など地域の協力があるとありがたい。
・ 地元の人とのふれあいや地域の雰囲気に触れられることが非常に楽しく、地域の協力
や地域の人とのふれあいの楽しみがあるとやる気になる。
・ 新たな周遊コースを地域と一緒にできれば、新たなことにチャレンジしたい。行政側
としてウォーキングを誘客することを考えていくべきである。
・ 海南市ではウォーキングイベントの誘致に数百万円の予算を付けているが、奈良県も
もう少し宣伝や広報の価値を認識すべきである。情報を知ると各都道府県からバスで
来る人もいる。
・ 現在、橿原・桜井・明日香で世界遺産登録に向けて様々な取り組みが実施されている
が、歩くスピードでしか味わえない魅力（宝）を感じてもらうためにも、まずウォー
キングに来てもらうことを企画すべきと思う。マスコミが飛びつくような、世界一、
日本一、あるいはギネス認定を目指したウォーキングイベントを展開したい。
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４． 移動交通手段の現況と課題のまとめ
資料等の整理、ならびにヒアリングをもとに、各交通事業における奈良県南部地域の現状や課題、観光客の現状、利用促進や周遊観光に向けた取組みについて下記の通り整理した。

図表 22 移動交通手段の現況と課題のまとめ
奈良県南部地域の現状と課題
鉄道・索 ・難波・名古屋から近鉄大阪線で、阿倍野から
道
は近鉄南大阪線・吉野線でアクセスできる。
JR 線は五条駅にアクセスしているが、大阪・
名古屋との接続がないため、非常に不便であ
る。運行頻度は近鉄が 1 時間に 3～12 本の運
行をしているのに比べて、JR が 1 時間に 1
～2 本の運行となっている。
・和歌山県内では南海高野線がなんば駅から高
野山まで運行しているが、奈良県内の各観光
地との周遊には交通利便性が悪い。
・吉野山ロープウェイが運行、現存する日本最
古の索道路線である。
バ 路 ・奈良県南部のバス路線は 10 年間で微減状態
ス 線
である。運行本数は１時間に１本以下の路線
バ
も多い。
ス ・廃止された路線でも観光客の利用が見込まれ
る路線については、季節限定で臨時バスが運
行されている。

観
光
バ
ス

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等

観光客や来訪者等の状況
・鉄道の利用客数は、県南部の人口減少の影響が大
きく年々減少傾向にある。
・人口が集中する大和八木駅、橿原神宮駅、桜井駅、
榛原駅以外では、1 日 1,000 人以下の駅も多い。
・主要な観光地である飛鳥駅、吉野駅も自動車利用
の観光客が多く、鉄道利用客が低迷している。

・輸送人員数は県南部のバス路線全体として 10 年
間で 50％近く減少しており、特に吉野地区で約
75％減、桜井・宇陀地区で 62％減、国道 168 号・
169 号で 54%減と減少率が非常に大きい。
・奈良交通㈱では、慢性的に赤字が続く 25 路線に
ついて 2014 年 10 月以降に廃止・減便の検討も
進められている。
・八木駅から国道 168 号のバスは観光客が 6 割、
天川村・大台ケ原・曽爾村方面はほとんどが観光
客の利用である。
・道路事情が良くなったこと、ナビが導入されて道
に迷うことがなくなったことなどの社会的要因
により、県外からでも自動車の利用者が増え、公
共交通を利用する人が年々減少している状況が
ある。
・70 歳以上の高齢者でも免許を持っている時代で
あり、バスの需要は今後も減っていくことが予想
される。

観光客等の利用促進に向けた取組みの
交通不便地域における周遊観光促進に向けた
アイデア
取組みのアイデア
・近鉄吉野線 100 周年記念イベントで地 ・バスやサイクリング、ウォーキング等との連
域との共同プロモーションを展開す
動した企画や PR 実施により、周遊観光に向
ることにより県南部方面への鉄道利
けた企画が考えられる。
用促進を図った。
・JR 和歌山線の活性化について、JR 王
寺鉄道部と沿線市（葛城市・御所市・
五條市）による検討が行われている。

・鉄道との連携企画により乗合事業の活
性化に繋げられる可能性はある。（名
古屋発八木駅着で路線バスを利用し
て十津川村に宿泊するツアー等）
・大台ケ原では自転車競技が実施されて
いるが、サイクリングに快適な場所で
ある。サイクルバスを運行するのであ
れば、大台ケ原が適地である。

・バスハイクというハイキングを目的としたバ
・新宮線が 50 周年を迎えるので、奈良
スツアーを企画・運行している。参加者の大
交通としても何かの取組みができな
半がリピーターである。
いかと考えている。
・『霧氷号』という霧氷を訪ねるツアーが現在
・ものづくりバスなどの運行可能性はあ
人気である。
る。
・「まほろばソムリエ友の会」といくツアーや
・農家体験等の企画も良いと思う。農家
記紀万葉を歩くツアーなど歴史ガイド付の
体験であれば何回かに分けて実施す
ツアーが人気である。奈良女子大や国立博物
るということも考えられる。
館の先生などが講師となり、スポットで説明
が聞くことができる。奈良県内だけでなく東
京にも固定ファンがいる。固定ファンの中に
は 3～4 人のグループで連泊する人もいる。
・市町村では「地域公共交通活性化協議会」が ・宇陀市ではデマンド型乗合タクシーは地域住民 ・吉野町ではコミュニティバスにラッピ
設立され、コミュニティバスやデマンド型乗
（特に高齢者）に非常に喜ばれている。
ングバスの運行を始めた。
合タクシー等の導入が急速に進められてい ・バス停までも行けない高齢者が増えてきており、 ・吉野町ではコミュニティバスを利用し
る。
デマンドバスの要請は今後増えてくると考えら
たミニツアーを実施。昨年度実施した
・宇陀市では、奈良交通路線バスの休廃止に伴
れる。
2 コースは好評で満員となった。次年
い、代替の交通手段として市営有償バスを運 ・宇陀市では市営有償バス・デマンド型乗合タクシ
度も 10 コースほどを企画している。
行していたが、地勢的な条件もあり、需要が
ーともに利用の多くは高齢者で通院や日常の買 ・五條市では市内 NPO 法人により、休
日限定の周遊バス（駅と観光拠点を定
少ない一部路線をデマンド型乗合タクシー
い物目的であり、当初、想定していた通勤・通学
期便で接続）が試行的に運行。
運行に転換した。
のニーズはほぼない。
・宇陀市では、重要文化財への企画観光
・あくまで地元交通弱者の利用を主目的で導入
（ウォーキング）時に利用者が多い場
されているが、積極的に観光客用として利用
合は事前連絡により増発される。
している路線もある。

・近鉄 100 周年を記念するイベントで大台ケ原
と洞川温泉を 3 日間乗り放題のフリーチケッ
トを発行したが、洞川方面の利用者が 2～3 倍
に、大台ケ原方面の利用者が 2 倍以上になっ
た。ノンストップ直通便の運行は便利との声
が多く、大台ケ原は賑わったと聞いている。
・スイーツバスという企画は奈良では難しい。
お酒+スイーツや、温泉＋ものづくりなど、別
の観点が必要である。お酒であれば五條・吉
野・大宇陀に造り酒屋がある。
・飛鳥園と大安寺など、十一面観音を 8 箇所ま
わって朱印状を集める八十八面観音という企
画が作られていたが、何かを集めるというイ
ンセンティブを与えると周遊促進につながる
と思われる。
・地元の野菜直売所等への買い物ツアーの運行
などの企画が考えられる。

・観光用として市町村間で連携した取組みにつ
いては、まだあまり検討されていない。
・宇陀市では広域的な運行を行う民間路線バス
路線を維持してもらうために、民間路線バス
からの乗継利用の際の割引も検討されてい
る。
・公共交通に観光交通を融合させるためには、
行事やイベント、草花の見頃などの観光交通
需要を精査し、且つ日常利用者の便益が低下
しない方法を検討しなければならない。例え
ば、日常生活目的利用の多い平日と、観光目
的利用の多い休日とを分け、運行ルートや時
刻を変えるなどの工夫が考えられる。
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備考

奈良県南部地域の現状と課題

観光客や来訪者等の状況

観光客等の利用促進に向けた取組みの
交通不便地域における周遊観光促進に向けた
備考
アイデア
取組みのアイデア
・デマンドタクシーを観光客向けにもサ ・JR「駅から観タクン」などパッケージ料金で ・タクシーで観光
ービス展開できれば、バス路線がなく
の提供により観光タクシー運行も一部で実
案内できるよう
なった施設にも足を運ぶ人が出てく
施。
に、運転手には
る可能性はある。現在のシステム上は ・民間事業者ではホームページ上で観光地や料
観光施設の内容
難しいと思われる。
金目安の紹介などを行い利用促進が図られて
が書かれた資料
・地域のボランティアガイドに一緒に回
いる。
を配布して教育
ってもらうプランを考えられる。
をするようにし
ている。

・タクシーは、近鉄や JR の主要駅で主に地域 ・タクシーは、ほとんどが地域住民による利用であ
住民向けに運行されている。
るが、利用数は年々減少している。
・宇陀市では地域住民向けであるが、デマンド ・奈交宇陀タクシーでは榛原駅における観光客によ
型タクシーの運行も実施されている。
るタクシー利用者は、シーズンでは室生寺に月
120 回程度、長谷寺に 20 回程度、オフでは室生
寺に 20 回程度、長谷寺に 4～5 回程度の利用で
ある。
・仏隆寺の彼岸花の時期や霧氷バスなど臨時バスが
運行するため、バスの利用者は非常に多くなり、
タクシーを利用する人が少ない。
レ ン タ ・駅で利用できるレンタカー営業所は、近鉄や ・近鉄福神駅のレンタカー営業所は、1 週間に 2～ ・大阪などの都心部の駅看板などで、県
カー
JR の主要駅（近鉄大和八木駅、橿原神宮前
3 人程度の利用しかない。利用者は大阪・名古
南部に行くのにレンタカーの利用等
駅、福神駅、桜井駅）に拠点が置かれている。
屋・東京の人で、天川の弁財天などの方面に足を
の PR をしてもらえればもう少し効果
また、駅以外では、橿原市内に 2 カ所、五條
運んでいる。ほとんど日帰りでの利用である。
が上がると考えられる。
市内に 3 カ所、大淀町に 1 箇所ある
・レンタカーは橿原神宮前の方が利用者は多い。日 ・レンタカーについては、企業と連携し
帰り客が明日香と吉野方面に行くために利用し
てハイブリッド電気自動車を活用し
ている。十津川村であれば 1 泊する人もいる。
て行ける範囲を情報発信することな
どによって市町村間の連携を取って
も良い（リーフで 230 ㎞）
。
サ イ ク ・県内における周遊観光の促進による観光振興 ・奈良県の観光客が県内で利用する移動交通手段は ・自転車ユーザーの取り込みを図るため
リング
に向けて｢奈良県自転車利用促進計画｣を策
「レンタサイクル」は 2％程度と低水準である。
に、自転車利用者向けのポータルサイ
定し、自転車道の整備等のハード施策や情報 ・奈良県では「広域乗り捨て型レンタサイクル・秋
ト「自転車利用総合案内サイト」を開
発信等のソフト施策等の取組みを進めてい
の奈良レンタサイクル」などの取組みでは、利用
設している。
る。
者から非常に高い評価が得られているだけでな ・スポーツ自転車ユーザーにとって自転
・レンタサイクル拠点を増やしつつある。
く平均走行距離は約 20km に及ぶ。また、地域団
車へ愛着心が強いため、防犯などは欠
・奈良県東南部地域は、信号箇所が少なく、自
体等が主体となり、サイクリングマップの作成、
かせない。宿泊施設で自転車ユーザー
動車通行量も少ないことから、スポーツ自転
自転車の貸し出し、利用者へのおもてなしサービ
用のプラン提案をしていくことも良
車ユーザーにとって好まれる場所となって
スの提供等を実施され、地域団体等からの評価が
いだろう。
いる。
「山岳グランフォンド in 吉野」では、
高い。
・山添村でも自転車ユーザーを取り込も
全国各地から来ていて、前泊もしているの ・奈良県サイクリング協会の会員は、リタイア世代
うと検討が進められており、布目ダム
で、地域にも一定の効果が得られる。
が増えてきている。会員数は現在 300～400 人程
周辺、上津ダム周辺におけるサイクリ
度である。
ングコース、サイクルイベント・レン
・奈良県サイクリング協会が主催する「山岳グラン
タサイクルの導入について検討して
フォンド in 吉野」では、全国から約 500 名の参
いる。
加がある。
ウ ォ ー ・奈良県は歩いて巡るのに適した地域であり、 ・全国的にウォーキング客は年々増加。
・下見を十分にして安全面やトイレの設
キング
ウォーキングの誘客を目的として「歩く・な ・「奈良県ウォーキング協会」の会員数が 380 名
置箇所などを考慮し企画するが、この
ら」事業を展開している。ウォーキングポー
(2011 年 9 月現在)となっている。
企画段階が非常に重要である。
タルサイトを構築し、様々なテーマでのウォ ・2012 年に奈良県と協働で開催された大和路まほ ・ウォーキングの企画をどう作っていく
ーキングマップ等の情報を紹介しているほ
ろば 2day ウォークでは、全国からの参加者
か、人をいかに集めるかは、地域に行
か、各市町村等で開催されるイベント情報も
3,000 人以上となる。
って五感で感じてみることが大切で
掲載されている。
・ただ単に歩くことだけが目的という人もいれば、
ある。
・奈良県ウォーキング協会は、2009 年に設立
歩いたあとの飲み会が好きな人、歴史散策が好き ・ウォーキングのニーズについては非常
され、現在は年に 24 回の例会が行われてい
な人など、ウォーキングをする人の目的は様々で
に高いが、情報が集約できればさらに
る。走行距離は平均 10～17 ㎞で、駅やバス
あるが、圧倒的にただウォーキングを楽しむとい
多くの人が集まるだろう。情報を一括
停を起点に市町村間を結ぶルートなども設
う人が多い。
して発信できる仕組みが必要である。
定されている。奈良県南部地域では、宇陀市 ・ウォーキング客はできるだけ安く宿泊しようとす ・奈良県ももう少し宣伝や広報の価値を
認識すべきである。情報を知ると各都
の宇陀・松山、天川村のみたらい渓谷、吉野
る。観光目的ではないため、食事に対するこだわ
道府県からバスで来る人もいる。
町の宮滝・吉野山、五條市の五條新町など、
りも少ない。ウォーキングには弁当を持っていく
・高取町のようにまちおこしをしながら
史跡と自然散策がテーマの企画が作られて
ことが常識的になっている。
その町に行くきっかけを作っていく
いる。
・ウォーキング客にとっての楽しみはイベントに参
必要がある。地域でのイベントとウォ
加した時の景品とスタンプ集めである。
ーキングを合わせれば事業効果が大
・国際市民スポーツ連盟（IVV）では、参加記録認
きい。
定と距離記録認定が行われており、その記録を集
めている人も多い。
タクシ
ー

・大紀レンタカー福神営業所は、奈良県南部地
域への誘客を目的として奈良県と共同設置さ
れ、ホームページ上で南部地域を周遊するド
ライブルートの紹介（2 泊 3 日コースなど）
などの情報発信も行われている。

・運営事業者等が連携し、貸し出しや返却を自 ・サイクリングの
由に行うことができるようにしていくこと
イベントを開催
で、レンタサイクルによる広域的な周遊を可
するときは、行
能となる。
政の協力を依頼
・電車やバスとの連携によって自転車ユーザー
するが、地域に
を取り込んでいく可能性もある。
よってもてなし
・自転車ユーザー用のマップは重要である。軽
にギャップがあ
食の場所、自販の場所、トイレの場所などの
る。
情報があれば、自由にまわることができる。 ・地域が協力的で
あれば、地域の
振興にもつなが
ると思う。

・ウォーキングに行きたいけど、どうやって行 ・イベントの開催
けば良いのかわからないという人が多い。不
は朝早いため体
便な地域では、そこまでの交通の便さえフォ
育館の利用等地
ローできれば参加する人が集まる。
域の協力がある
・全国すべての市町村をウォーキングでまわろ
とありがたい。
うという『ウォーク日本 1800』という取組み ・地元の人とのふ
がある。スタンプ印を集めるだけでもインセ
れあいや地域の
ンティブが働く。
雰囲気に触れら
・3day ウォークで実施されるウォーキングの世
れることも楽し
界大会を誘致できれば、全世界から相当な数
みである。
が来訪する。埼玉県東松山市では 12 万人もの ・東松山市の取組
人がウォーキングを楽しむ。オランダのナイ
みでは、地元の
メーヘンでは、
「インターナショナル・フォー
小学校としっか
デーズ・マーチ」が開催され、世界各国から
り連携を取って
約 20 万というウォーカーが集結する。
おり、イベント
・現在、橿原・桜井・明日香で世界遺産登録に
時には協力体制
向けて様々な取り組みが実施されているが、
があるが、奈良
歩くスピードでしか味わえない魅力（宝）を
は学校を巻き込
感じてもらうためにも、まずウォーキングに
めていない。
来てもらうことを企画すべきである。
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Ⅱ．エリアプロモーションや他地域における先進的な取組みの概況
Ⅱ．エリアプロモーションや他地域における先進的な取組みの概況
１． 周遊観光を軸としたエリアプロモーションの現況
（１）
『吉野・熊野・高野の国』の建国（奈良県・和歌山県・三重県）
奈良、三重、和歌山の三県は、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を中心とした紀伊半島
地域の観光振興と地域活性化を図るため、世界遺産等を活用した事業を共同で推進する「吉野・
高野・熊野の国」事業に平成 22 年度から取り組んでいる。

１）首都圏・東海圏での PR イベントの開催
2011 年度は、
「山ガール」と呼ばれる女性たちが増えていると言われる中で、
「おしゃれに
楽しむ癒しの空間『吉野・高野・熊野の国』に行ってみよう！」と題した、首都圏及び東海
圏からの旅行客誘致イベントを 2011 年 9 月 2 日、東京・有楽町交通会館前イベントスペー
スで、また、2011 年 9 月 10 日に名古屋市栄のオアシス 21 で開催した。
2012 年度では、首都圏で PR イベントの開催を、2012 年 11 月 16 日、東京駅一番街 いち
ばんプラザにて開催した。

図表 23 PR イベントの開催概要
年度
2011 年度

2012 年度

イベント内容
○総合ＰＲコーナー
・女性向けアウトドア雑誌とのコラボにより、熊野古道の魅力を紹介
・ＤＶＤ「ようこそ『吉野・高野・熊野の国』へ」の上映
・三県のご当地キャラクターが登場
（奈良：せんとくん、三重：にいひめちゃん、和歌山：わかぱん）
・旅行商品などが当たる抽選会の開催
○三県合同観光紹介コーナー
・各県の観光パンフレットの配布、ポスターの展示
○三県合同物産展コーナー
・三県の特産品のサンプリングと販売を実施
【広報】
○女性向けアウトドア雑誌とコラボ
・特集ページを掲載するとともに、抜き刷りを配布
○交通広告
・電車内中吊り 東京…JR 京浜東北線等、名古屋…名古屋市営地下鉄全線
・駅ポスター 東京…JR 東京・渋谷・品川、名古屋…JR 名古屋、名鉄栄町
○ＷＥＢ媒体での記事配信
・ニュースサイトを通じて、各媒体に記事を配信
・映像放映：大型モニターによる「熊野古道」の映像等を放映
・パネル展示：「熊野古道」のパネル展示
・アンケート・抽選会：気軽に参加できる簡単なアンケートの実施と、ご参加
いただいた方を対象とした賞品が当たる抽選会の実施
・各県の観光パンフレット及びじゃらん別冊「熊野古道」の配布
・特産物販売の実施
［出典：奈良県ホームページ］
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２）ホームページの構築・配信、パンフレットの配布
『吉野・高野・熊野の国』のパンフレットの配布を行ってい
るほか、
『吉野・高野・熊野の国 みちの旅』としてホームペー
ジの構築・配信を行っている。ホームページでは、地域に住む
人に焦点を当てて紹介し、合わせて関連する歴史資源や食の紹
介のほか、宿泊施設の予約サイトにもリンクされている。
また、伊勢路・中辺路・小辺路の 3 つの道で、2 泊 3 日のモデ
ルコースも紹介されている。

図表 24 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの発行

［出典：吉野・高野・熊野の国 HP］
図表 25 ホームページの構築・配信
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（２）弘法大使の道プロジェクト
現代に「空海の道」を蘇らせるべく、2010 年 9 月「弘法大師 吉野・高野の道プロジェク
ト」実行委員会が発足。高野山開創 1200 年（平成 27 年）に向けて、ルートの選定に向け調
査を実施。プロジェクトには奈良・和歌山両県が参加し、委員長は村上保壽・金剛峯寺執行、
副委員長は田中利典・金峯山修験本宗宗務総長が務める。また県立橿原考古学研究所や奈良
山岳遺跡研究会といった研究機関も交え、現地踏査も行い、吉野と高野山という世界遺産「紀
伊山地の霊場と参詣道」の２大霊場が空海の歩いた道により結ばれ、新たな巡礼道となるこ
とを目指している。

１）ホームページの構築・配信
ホームページ上では、吉野と高野山を繋ぐ巡礼道への関心を高められるように、弘法大師・
空海のストーリーに加え、対談などの紹介を行っている。

［出典：弘法大使の道プロジェクト HP］
図表 26 ホームページの構築・配信

２）シンポジウムの開催
平成２７年に高野山開創 1200 年に向けて、吉野山金峯山寺から高野山金剛峯寺までの弘法
大師が歩いた道を新たな観光資源を知ってもらうために、2011 年度よりシンポジウムを開催
している。
○日時 平成２４年２月２６日（日）
○場所 橿原考古学研究所 講堂
○内容 三者による鼎談
講師：金剛峯寺 村上保壽 教学部長
金峯山寺 田中利典 執行長
橿原考古学研究所 菅谷文則 所長
テーマ「空海を育てた道 吉野～高野」
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（３）奥大和総合情報サイト
奈良県では、奈良県南部地域の情報発信を強化すべく、
「奥大和」というキーワードでホー
ムページによる発信を行っている。奈良県南部地域等を中心に農家民泊、農家レストランの
紹介、都市部からの移住者の紹介、ものづくりの作家の紹介、観光モデルコースの紹介など
を行っている。また、Facebook 上で『つながる奈良 奥大和・おくやまと』という県南部の
地域住民や支援する人の繋がりをつくるグループを形成している。
さらに、Nippon Archives において各市町村の映像の配信も行っている。

［出典：奥大和総合情報サイト HP］
図表 27 奥大和総合情報サイト

［出典：Nippon Archives HP］
図表 28 Nippon Archives での映像配信
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（４）近鉄吉野線 100 周年記念「吉野飛鳥 近鉄エリアキャンペーン」
近畿日本鉄道では、「沿線観光資源の面的な掘り起こ
し」、
「地元と連携した観光強化」の取組みの一環として、
今後観光プロモーションキャンペーンを年に 1 回展開す
る。その第一弾として、1912 年 10 月 25 日に、吉野軽
便鉄道株式会社が吉野口駅～吉野駅（現在の六田駅）間
を開業して以来、本年 10 月で 100 周年を迎える吉野線
（橿原神宮前～吉野間）沿線を舞台に、9 月 8 日（土）

図表 29 近鉄吉野線 100 周年

から 12 月 9 日（日）までの約 3 カ月間にわたり、
「吉野

記念「吉野飛鳥 近鉄エリアキャ

飛鳥 近鉄エリアキャンペーン」を展開した。

ンペーン」ロゴ

１）地域の周遊に向けた寺社・観光施設等での特別イベントの開催・サービス提供

図表 30 寺社・観光施設等での特別イベントの開催・サービス提供内容
イベント
秘宝秘仏特別公開

吉野飛鳥の特産品販
売

「吉野線開業百周年
吉野・飛鳥めぐり朱
印帳」の販売

吉野線開業１００周
年記念スタンプラリ
ー
講演会

内容
日本最大の秘仏、金峯山寺の「金剛蔵王大権現」（三体、高さ７メ
ートル余）をはじめ、壷阪寺、 如意輪寺など沿線の各寺において、
秘宝秘仏が特別公開された。
近鉄百貨店阿倍野本店での「吉野線開業１００周年記念 吉野・飛
鳥の物産と観光展」
「吉野ラインマルシェ」と題して、大阪阿部野橋駅で電車を留置し、
列車内で吉野飛鳥の特産品や農産物を販売
金峯山寺、如意輪寺、吉水神社など、吉野・飛鳥方面の社寺で朱印
を集めて巡る朱印帳を主な駅営業所にて 200 円で販売。キャンペー
ン期間中、
「吉野線開業百周年 吉野・飛鳥めぐり朱印帳」をセット
にした、
「吉野線開業百周年 吉野・飛鳥フリー乗車券」も発行した。
吉野線の駅および地域の観光名所等を幅広くまわっていただくス
タンプラリーを発行した。吉野・飛鳥エリア内を巡りながら、スタ
ンプを集めた方に素敵な賞品をプレゼントする。
「天上の虹はいずこ～古事記、万葉の故郷を探して～」
「天上の虹」「長屋王残照記」など吉野飛鳥を舞台にした作品を代
表作に持つ漫画家、里中満智子氏の講演と、専門家を交えたディス
カッションを行った。
第５０回吉野町観光文化講座・第２回みよしの倶楽部講演会
松坂慶子さんを招いての朗読劇「額田王」を鑑賞し、吉野山を巡る
義経・与一・弁慶・静合同サミット
所縁のある自治体の首長による記念講演と文楽上演などを実施
記紀フォーラム「壬申の乱と神武伝承」
京都教育大学名誉教授の和田萃氏と橿原考古学研究所長菅谷文則
氏の対談など、古事記の魅力を堪能できる。
あらかし土曜講座－１００年前のおおよど－（全４回）
吉野線沿線の歴史と文化を振り返る。
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２）地域周遊に向けた各種交通事業者によるサービス

図表 31 交通事業者によるサービス内容
種別
鉄道

サービス
記念車両の
運行

企画切符の
発行

内容
○吉野線開業１００年記念列車
普段の営業列車が入線することのない車庫線など、数々の地点に
立ち寄りながら吉野を目指す。ラビットカー車内はなつかしの写
真を展示
○文楽列車
人形遣いの方を招いて、列車内で文楽人形とのふれあいを行う。
目的地の吉野では吉野山ふるさとセンターにて「義経・与一・弁
慶・静合同サミット」の文楽が鑑賞できる。
○歌声列車
列車内ではギターの伴奏による合唱を楽しみ、吉野山では歌手山
本陽子さんらによるコンサートを鑑賞する。
○旬彩列車
列車内が食堂車に様変わり。大和野
菜をメインとした懐石料理を味わえ
る。
○吉野・飛鳥の風景を描いた吉野線ラ
ッピング列車の運行
○「吉野線開業百周年 吉野・飛鳥フリー乗車券」
発駅から橿原神宮前駅または大和八木駅までの乗車券に、大和八
木駅～吉野駅間のフリー乗車券、吉野線内の特急券引換券２枚、
吉野山ロープウェイの割引券および「吉野線開業百周年吉野・飛
鳥めぐり朱印帳」引換券がセットされた切符を発行
＜主な発駅からの発売額＞
発駅
おとな
こども
大阪阿部野橋 １，９００円 ９５０円
京都
２，４００円 １，２００円
近鉄名古屋
４，６６０円 ２，３３０円
（利用期間 9 月 8 日～12 月 10 日）連続２日間有効

記念グッズ
等の販売・
プレゼント
提供

○「吉野山・蔵王堂特別拝観券付割引きっぷ」
○「古代ロマン飛鳥 日帰りきっぷ」
○「洞 川温泉・みたらい渓谷散策きっぷ」
○「大台ヶ原自然の森体感きっぷ」
○3,000 円の「吉野線開業 100 周年記念スルッと KANSAI カード」
（専用台紙付き）を限定 5,000 枚で発売
など
○吉野駅での記念イベント
かつて吉野線で運転していた列車のヘッドマークや懐かしの写
真展示会、鉄道グッズ発売などを実施
○近鉄特急列車内での特産品ふるまい
キャンペーン期間中の週末を中心に、吉野線特急車内に地元の方
が乗り込み、特産品等のプレゼントを行う。
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旅行商品の
販売

バス

周遊乗車券
の発行

旅行商品の
販売

タクシ
ー

奈良近鉄タ
クシー

ウォー
キング

ハイキング
イベント

吉野や飛鳥で昼食と散策、体験などを手軽に楽しむ個人型のツアー
や、近鉄の農場「近鉄ふぁーむ花吉野」見学と梨狩りをセットした
ツアー、春に実施して大好評を博した十津川村を激励する日帰り弾
丸ツアーなど、各種旅行商品を発売
○明日香周遊バス１日フリー乗車券
飛鳥めぐりに便利な、飛鳥エリア指定区間内のバスに１日乗り
放題となる切符。キャンペーン用に、2,000 枚限定で和紙製の
特別乗車券を発売。
発売額：大人 650 円、小児 330 円
○大台ヶ原・洞川周遊フリー乗車券
大台ヶ原、洞川方面へのハイキングに便利な乗車券。指定区間
内のバスに３日間乗り放題。鍾乳洞入洞料割引ほか、様々な特
典付。
発売額：4,500 円（限定 300 枚） ※連続３日間有効
○八木新宮線 50 周年記念プレミアム乗車券
平成 25 年 3 月 1 日、日本一長い路線を走る「八木新宮特急バ
ス」が運行開始から 50 周年を迎える。50 周年を記念して、DVD
や通行手形などの特典が満載のプレミアム乗車券を発売。
発売額：5,250 円 ※連続２日間有効
○通常、下市口駅、大和上市駅から運転している天川・洞川、大台
ケ原方面の路線バスを、11 月 23 日（金・祝）までの土休日には
各１往復、大和八木駅から運転。
バスを利用して、金峯山寺蔵王大権現の夜間特別拝観など、特別開
帳のお寺をめぐる１泊の旅行商品、ものづくり体験や歴史の舞台を
訪ねる日帰りの旅行商品などを多数設定
事前予約制で観光タクシープランを提供（全１０コース）
（コース例）
■金峯山寺蔵王堂特別開帳と世界遺産吉野山早回りコース
吉野駅⇒金峯山寺⇒吉水神社⇒櫻本坊⇒竹林院群芳園⇒如意
輪寺⇒吉野駅又は吉野山宿
２時間コース 小型車 9,200 円（税込）
■飛鳥コース
橿原神宮前駅又は大和八木駅⇒飛鳥寺⇒伝飛鳥板蓋宮跡⇒石
舞台古墳⇒岡寺⇒橘寺⇒おふさ観音⇒橿原神宮前駅又は大和
八木駅
３時間コース 小型車 13,800 円（税込）
※この他、吉野山上千本コース、今井町・橿原神宮コース、飛鳥
と壷阪寺・吉野コース、秘境天 川・洞川コース、秘境大台ヶ
原コースなど
※「手作り吉野杉御取箸１セット」をプレゼント
○吉野線開業１００周年記念スペシャルハイク２５
～古代文化の発祥地「橿原」から修験道の聖地「吉野山」へ～
吉野線区間約 25 キロを１日かけて歩く
○五私鉄リレーウォーク「世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道 in『吉
野山』
」
世界遺産吉野山を訪ねる約 13 キロのコース。
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ガイド
ツアー

吉野町
万葉歌碑巡りウォーク／大海人皇子所縁の地ウォーク
吉野町のコミュニティバス「スマイルバス」を使って、吉野川
付近の歴史的な地点を巡る。
近畿文化会臨地講座「吉野の陸・海・空を巡る」
津風呂湖遊覧船、吉野山ロープウェイ、伯母谷ループ橋や交通
遺産を巡る。
明日香村
ボランティアガイドがひも解く飛鳥の奇石と古墳
橿原市
秋風と古代の空気のハーモニー／大和三山ウォーク
幻の小房線（橿原線）の跡を歩く／畝傍山登山と御陵めぐり
高取町
旧城下町高取 とっておきの街歩き
風雲！高取城 いざ山城ハイキングへ（全５回）
御所市
葛駅～吉野口駅 巨勢の道の史跡めぐり
大淀町
農山村まるごと収穫体験＆ウォーク
秋風なびく吉野川と聖徳太子の法窟・世尊寺を歩く
川上村
巨木めぐりプラン「歴史の証人」へのご案内
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２． 先進的な取組み事例

本項では、観光地間の周遊促進による観光振興に繋がる取組み事例として、①交通事業者によ
る新たな取組み、②交通事業者間の連携による取組み、③観光施設と連携した取組みの 3 つの切
り口から整理した。

（１）交通事業者による新たな取組み
１）観光地間の周遊バスの運行
（水戸ひたち観光圏整備推進協議会等）
茨城県北地区における二次交通の確保及び周遊促進を図
るため、秋の紅葉シーズンに合わせ「袋田の滝」
「花貫渓谷」
「竜神大吊橋」など、いばらきの紅葉スポットを巡る事前予
約制の周遊バスを運行します。
また、越中・飛騨観光圏協議会でも 2010 年に JR 高岡・砺
波・城端の各駅を起点に、県域内の観光スポット、宿泊地域
を巡る周遊バスの実証運行を実施している。
［出典：水戸ひたち観光圏整備推進協議会 HP］
図表 32 周遊バスの運行
２）乗合タクシー事業（秋田エアポートライナー）
秋田県では、主な観光地への入込み客の利用交通機
関は、自家用車が 78.6％とかなり高い割合を占めてお
り、渋滞発生や自然環境に対して負荷を課していた。
また、秋田空港は秋田駅から離れており、二次交通が
整備されていないため、観光客等にとって目的地まで
の時間的、費用的負担があった。そこで、秋田空港か
ら直接主要観光地を結ぶ交通機関を配備することによ
り、レンタカーや自家用車の送迎を減らし利用転換を
図るために、秋田エアポートライナーは、秋田空港と

［出典：秋田エアポートライナー］

県内の主要観光地を直接結ぶ事前予約制の乗合タクシ

図表 33 乗合タクシー

ーとして運行を始めた。
運営主体は、「あきた二次アクセスを進める会」（地元の観光協会、交通事業者、空港関係
者、観光業者等が中心となって設立された任意団体）で、運行は地域の運行会社（７社）に
委託されている。
空港と目的地（観光地）が直結され、時間・費用が削減されたことや、当初は秋田県内の
主要な観光スポットを中心として運行されたが、その後徐々にエリアを拡大し、隣県等の観
光地まで取り組むなどして広域化を図ったこと、運営主体の「あきた二次アクセスを進める
会」は地元の観光協会、交通事業者、空港関係者、観光業者等が中心となって設立された任
意団体であり、直接の運行は賛同してくれる交通事業者が行っていることなどが成功の要因
として挙げられる。
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３）複数のレンタサイクルを繋ぐコミュニティサイクル（さかいコミュニティサイクル等）
コミュニティサイクルは、レンタサイクルの形態の
ひとつで、街の一定範囲内で、至るところに設置して
ある自転車を好きな場所で借りたり、返却することが
できるシステムである。中心市街地での公共交通の一
環として、自転車シェアリングが根付いており、日本
でも世田谷をはじめ都市部で導入が進められてきた。
「さかいコミュニティサイクル」は 6 カ所のサイク
ルポート（専用駐輪場）に共用の自転車を合計 450 台
（軽快車 410 台 電動アシスト自転車 40 台）配置し
ており、このサイクルポート間であれば、どこのポー

［出典：さかいｺﾐｭﾆﾃｨｻｲｸﾙ HP］
図表 34 ｺﾐｭﾆﾃｨｻｲｸﾙﾏｯﾌﾟ

トでも貸出・返却が可能となっている。また、410 台
の軽快車のうち、ノーパンク自転車 100 台、幼児用座席付自転車 8 台（子ども用ヘルメット無
料貸出）と多様なニーズに対応した自転車の貸出も行っている。

（２）交通事業者間の連携による取組み
１）乗合バスを利用した乗捨てレンタサイクルの運搬
神奈川中央交通では、日本で初めてラック付きの車
両が認められ車両前部に自転車を積載することのでき
る自転車ラックバスを運行している。
ニセコ町でも、ニセコバス㈱が自転車を車外リア部
に積載するアタッチメントを開発。観光宿泊施設が集
中している町北部のニセコアンヌプリ山麓の高原地域
から、市街地までは一方的な下り坂であり、自転車で
［出典：神奈川中央交通 HP］
下ってきたら上がるのは大変で、車利用が多くなる。
図表 35 サイクルバスの運行例
そこで、それを逆手にとって、ニセコの坂を下るだ
けにすれば、楽に爽快に自転車で楽しめる。上りはバスで楽に移動する新しい観光ツールとし
た。自転車ならではニセコの空気を体感でき、ニセコ観光にメリットは大きい。

・運行路線 主に観光スポットが多い２路線（アンヌプリ線、曽我東山有島線）で実施
・積載台数 バス１両につき原則２台
・実施期間 ４月～１０月
・その他 お勧めサイクリングルートの作成による利用方法の提案
観光サイドによる乗捨無料レンタサイクル「ニセコグリーンバイク」の実施

また、北上市では、北上市内に点在する景勝地、商店街等の観光資源が行かされていない課
題解決に向けて、自転車とバスを組み合わせて楽しむことができるように中心市街地を拠点と
した近距離・遠距離自転車回遊観光を構築する取組みが進められた。事前予約によりレンタサ
イクル貸出所から自転車を搭載し、バス停で自転車を降ろして観光地域を回遊できるシステム
である。
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２）サイクルトレイン事業（秩父サイクルトレイン）
秩父サイクルトレイン事業は、秩父の秋のイベ
ントとして定着しており、
昨年で第 7 回を迎えた。
秩父サイクルトレイン実行委員会、秩父市、西武
鉄道株式会社、秩父鉄道株式会社では、自転車を
たたまずそのまま乗車できる臨時電車を運転し、
西武秩父駅前広場から秩父郡市内の 3 つのサイク
リングコースを楽しむ。秩父地方の自然と歴史を
感じていただくイベントとして、秩父市内の観光
の活性化と観光需要の拡大を目的としている。
参加者が秩父地方への行き来に自動車を使わず
［出典：秩父観光ナビ HP］
自転車でそのまま乗車できる臨時電車を利用する
図表 36 サイクルトレイン事業
ことにより、二酸化炭素の排出量が削減でき、環
境にもやさしい取り組みとなっている。

（３）観光施設と連携した取組み
１）フリー乗車券の発行（会津ぐるっとカード）
会津地域の広域観光の推進と地域の公共交通の活性化を
図る目的で、会津地区における鉄道事業者、バス事業者の
運賃割引に観光施設等の割引特典を付加したフリー乗車券
の発売をしている。
「会津ぐるっとカード」は、カードの提示により、利用
エリア内の JR 線・会津鉄道・会津バス・磐梯東都バス・ま
［出典：会津ぐるっとカード HP］
ちなか周遊バス「ハイカラさん」が２日間乗り放題となる
図表 37 フリー乗車券の発行

ほか、観光施設や宿泊施設・飲食店などの割引きサービス
が受けられる。レンタサイクルなど割引も行われている。

２）スイーツタクシー（神戸市：近畿タクシー）／和歌山ラーメンタクシー
｢神戸スイーツタクシー｣は、スイーツという神戸の財産を生か
して街を盛り上げようと近畿タクシーが企画した事業である。パ
ティスリー6 店から好きな店に案内していただくことができ、2 時
間 1 台 6,000 円（定員 4 名、飲食代別）となっている。
また、和歌山県でも名物の「和歌山ラーメン」を PR し、平成 24
年 12 月からタクシーで店に案内する「和歌山ラーメンタクシー」
の運行が始まった。車体の「和歌山ラーメンタクシー」と書かれ
た赤い専用ステッカーが目印で、市が実施する研修会に参加し、
和歌山ラーメンの知識を問う試験に合格した運転手が案内する。
客の好みに応じた店を紹介するなどきめ細やかな対応が売り物で
［出典：近畿タクシーHP］
ある。
図表 38 スイーツタクシー
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３）東灘スイーツバス（ひがしなだスイーツめぐり実行委員会）
東灘区に深く根付いた和菓子・洋菓子の人気スイーツ店をめぐる
バスの運行。週替りのスイーツイベントに加えて、素敵な商品が当
たるスタンプラリーも開催している。同時期に、灘の酒蔵を巡る「灘
の酒蔵探訪」や、芸術や文化に触れる「東灘アートマンス」も開催
されている。
1 日 13 本運行（一周約 40 分）で、乗車料金（終日フリーパス）は
200 円（12 歳以下・70 歳以上 100 円、2 歳以下 無料）である。
［出典：神戸市 HP］
図表 39 スイーツバス
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Ⅲ．周遊観光の促進に向けた移動交通手段のあり方の整理
１． 移動交通手段別整理
以上の調査内容をもとに、奈良県南部地域の現状を踏まえた観光地間の周遊観光を促進させ
る具体策として、移動交通手段別に整理した。

（１）鉄道・バス
１）季節限定の周遊バスの運行
バス路線は今後も廃止・減便が進んでいくことが想定され
ており、バスの交通空白地はさらに増え、周遊促進に向けて
新たにバス路線を設けることは難しいと考えられる。一方で、
廃止された路線でも観光客の利用が見込まれる路線につい
ては、季節限定で臨時バスが運行されている。そこで、新た
に周遊の可能性があるテーマ（夏休みのものづくり体験、桜
の名所めぐりなど）に応じて、周遊バスの運行を行うことは
図表 40 吉野・国栖の里
可能と考えられる。

２）鉄道と路線バスを活用したパッケージツアーの実施
路線バスの活用に向けては、名古屋発の鉄道と路線バスを利用した宿泊ツアーなどのパッケ
ージツアーを実施することで滞在促進につながると考えられる。特に、日本一長いバス路線「八
木新宮特急バス」が50周年を迎えるにあたっては、鉄道会社とのタイアップによりプロモーシ
ョンの機会としていくことが重要である。

３）観光施設等との連携によるフリー乗車券の発行
昨年度も近鉄100周年を記念するイベントにおいて、大台ケ原と洞川温泉を3日間乗り放題の
フリーチケットが発行され、利用客が増加している。広域観光の促進に向けては、バスの利用
のみならず、鉄道事業者の運賃割引やレンタサイクルの割引、観光施設等の割引特典を付加し
たフリー乗車券の発売を行うことにより、利用者がさらに増加すると考えられる。

４）コミュニティバスの観光客の利用促進
各市町村で導入されつつあるコミュニティバスでは、一部の地域で観光用としてのバス利用
も進められている。今後、観光客の利用を積極的に行うことを見据えて、市町村間の連携した
取組みによる新たな周遊コースの設定・運行や、コミュニティバスを活用したハイキングツア
ーの開催、観光客の利用欲求を高めるデザインのバス運行（ラッピングバス）など新たな取組
みを付加することが重要と考えられる。
また、バス停周辺の散策マップ等の制作や観光協会等のホームページ等での発信も行うこと
で相乗効果が期待される。観光地域と宿泊施設が離れていて点在している場合、宿泊施設が保
有する送迎用のバスを活用する仕組みの検討も必要と考えられる。
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（２）タクシー
１）観光施設と連携したパッケージ料金での提供
タクシーの利用促進に向けては乗り換えなく観光地を回ることによって他の公共交通との差
別化を図ることが必要となる。現在、各観光施設とタクシー事業者との連携が少ないが、バス
で入っていけない施設等との連携を深め、パッケージ料金として提供することで利用へのハー
ドルを下げることが重要と考えられる。特に、歴史・文化的な観光施設をまわるというもので
はなく、食やスイーツなどの別の切り口での観光タクシープランを検討していくことで目新し
さを創出することが必要と考えられる。
また、観光施設側のホームページ上等でも利用交通手段のひとつとして紹介されることによ
り利用促進に繋げていくことも必要である。なお、タクシー運転手が来訪者に観光情報を伝え
られるように、市町村等の観光部署と協働で研修等を実施していくことも重要である。

２）乗合タクシーの運行
狭隘な道路で回り道を余儀なくされている観光施設間の周遊や、バス路線がないため徒歩や
レンタサイクル等でしかアクセスできない観光施設の周遊には、観光客向けに乗合タクシーの
運行サービス提供することで、マイカー以外では行きづらい地域への移動利便性を高められる。
デマンド交通の導入にあたっては、行政と交通事業者が協議して来訪者にとって利用しやす
いシステム構築ならびに連携した取組みが必要である。

（３）レンタカー
○レンタカーの利用サービスの充実
奈良県南部地域は、土地勘がない人が周遊するにはハードルが高い地域である。レンタカー
の営業所の位置すら認知されていないことから、一つの交通手段として地域の観光施設等と一
緒に都市部にPRすることが必要である。また、現地の見どころや案内所の場所などを紹介する
周遊マップを作成し、配布することも必要である。市町村単位で地域公共交通のあり方を検討
する際には、広域的な周遊観光促進のためにレンタカー事業のあり方についても合わせて検討
していくことが求められる。

（４）サイクリング
１）山間部におけるレンタサイクルの導入
奈良県南部地域の大半は拠点間の距離が長く高低
差も大きいため、宇陀市や五條市など平地が多い地
域以外の市町村間の周遊観光の交通手段としてレン
タサイクルの導入は不向きであるが、逆に大台ケ原
や野迫川村など一方向に連続した坂道がある地域に
おいては、下りだけレンタサイクル観光として売り
出す要素がある。大台ケ原であれば、登りを路線バ
スで積載して運ぶシステム（自転車ラックバス）の
導入により実現可能と考えられる。また、ツアーバ
スの荷物積載部分に自転車を入れられる装置を導入
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図表 41 自転車積載装置付バス

し、サイクリングツアーを企画することも考えられる。

２）コミュニティサイクルシステムの導入
往復して拠点に戻るということが前提であれば単独市町村内
の周遊が限界であるが、各市町村で運行しているレンタサイク
ル事業をつなぎ、市町村間で自転車を好きな場所で借りたり、
返却することができるシステムを導入することで周遊観光の促
進に繋がると考えられる。
[出典：神姫バス HP]
図表 42 自転車下り企画
３）ヘビーユーザー向けの条件整備
奈良県南部地域はスポーツ自転車ユーザーにとって好まれる場所となっていることから、自
転車ユーザーの受入れ促進を大々的に強化し、施設側で自転車を安心して屋内に保管できる場
所や自転車搬送サービスのとりつぎ場所、修理などの設備の充実を図っていくことで大阪方面
の自転車ユーザーの取り込みも進めていくことが必要である。

（５）ウォーキング
○全国規模のウォーキングイベントの誘致
ウォーキング客が年々増加しているなかで、奈良県南部地域についてはアクセスする交通手
段が分からず来訪したことがない人も多い。2dayウォークでも1,000人以上の来訪があり宿泊
事業者を中心にメリットを享受できることから、宿泊を伴う全国規模のウォーキングイベント
の誘致を図り、旅行会社等ともタイアップしながら多くの来訪を促すことにより、奈良県南部
地域においてウォーキングのイメージを付けていくことが可能となる。
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２． 周遊観光促進に繋がる方策案
鉄道路線網がない奈良県南部地域では、従来型の移動交通手段として機能してきたバス路線
の存続もできない状況となってきており、多くの人が観光地間の周遊を図れるように新たな交
通事業者の参入などにより二次交通の充実を図ることなどは難しいため、その代替手段として
市町村が運営するコミュニティバスやデマンドバス、タクシー、サイクリング、ウォーキング
をいかに組み合わせて補完していくことが必要な現状である。これらの交通手段のみに頼ると
非効率であるため、集客時期に合わせて観光地間の二次交通の充実を図ることや、イベントや
着地型旅行商品の企画・実施などを着実に実施していくことから進め、段階的に新たな交通サ
ービスの充実を図っていくことが有効と考えられる。
そこで、当地域での周遊観光促進に繋がる取組みとして、2 つのテーマで方策案を整理した。

方策案①

集客時期における観光地間の連携強化

奈良県南部地域では、吉野山の桜に代表されるように、
一定の時期にその観光資源をみるために全国から集客が
得られる地域がある。吉野町では、期間限定で吉野町の
マスコットキャラクター等をラッピングしたコミュニテ
ィバスを走らせるなどの取組みが進められ、各旅行会社
等もヘリコプター観光なども行われているが、日帰り率
]
が高く吉野町を中心として周辺地域への周遊観光に繋が
図表 43 吉野山の桜
っているとは言い難い。
そこで、地域間や交通事業者等が積極的に連携を深めて、周遊観光の新たなサービス展開を
行っていくことが重要である。その一例として、下記のような事業が挙げられる。

図表 44 集客時期における具体的な取組み展開例
事業案
１）集客時期に合わせた
シャトルバスの運
行
２）マイクロバスを利用
したオプションツ
アー造成

３）連泊キャンペーンの
実施
４）桜等の見どころを集
めた広域パンフレ
ットの作成
５）空のネットワーク化

内 容
吉野山の桜の時期や天川村のもみじ
祭、野迫川村の花火など、集客イベン
トに合わせたシャトルバス運行によ
り滞在促進を図る。
10 人程度の少人数に対応して移動で
きる小型バス(ワンボックスカー)等
を利用して、現地の様々な魅力を周遊
体験できるオプショナルツアー企画
商品を造成する。
地域間で連携を図りながら、連泊した
際の特典を付与する取組みを行い、周
遊促進に繋げる。
見どころとなるテーマ（桜など）の広
域パンフレットを作成して周遊促進
に繋げる。
吉野山や天川村で実施しているヘリ
コプター観光について、拠点間を結
び、二次交通として利用を図る。

備 考
宿泊事業者等と連携して
宿泊施設への送迎サービ
スの展開など
着地型旅行として地域が
主体となって実施。普段実
施できなかったツアーを
造成する。
各宿泊施設等で発信する
ことにより PR 効果も期待
される
宿泊施設・食事処なども掲
載。利用可能な交通手段を
わかりやすく示す。
高所得者層向けサービス
として展開できる可能性
がある。

集客時期に周遊を促すことで、周辺地域の魅力にも気づかせ、他地域に再訪させることに繋
げていくなど、戦略的に実施していくことが重要である。
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方策案②

イベントや着地型旅行商品の企画・実施による周遊促進

奈良県南部地域での周遊の魅力を伝えるために、地域間を周遊するきっかけづくりとして観
光資源をうまく生かしたイベントや着地型旅行商品を企画・実施していくことが必要と考えら
れる。
ウォーキングについては、海外旅行者等も世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」など徒歩で
地域間を移動する来訪者も多いことから、現在実施されていない地域間において大規模なウォ
ーキングイベントを実施して誘客を図ることにより地域としてウォーキング客の受入れ意識が
高まり受入れ環境の充実が図られていくと考えられる。
また、奈良県南部地域は狭隘な道路が多く、道路事
情等で路線バスの運行できない箇所も多い一方で、黒
滝村や野迫川村など自転車競技者にとって人気である。
すでに奈良県では自転車ユーザーの誘客に向けて様々
な取組みを進ませており、この動きに連動して地域の
協力関係をつくることにより自転車による周遊観光を
促進させると考えられる。
さらに、ウォーキングやサイクリング、コミュニテ
ィバスの利用などを前提とした着地型旅行商品を造成
し、周遊できるイメージや環境を創出していくことが

[出典：近鉄 HP]
図表 45 サイクルトレイン事業

必要である。

図表 46 イベントや着地型旅行商品の企画・実施による周遊促進例
事業案
１）ウォーキングイベン
ト実施による受入
れ環境の整備・充実
２）サイクルトレイン事
業の鉄道間の連携

３）鉄道と乗合バス事業
のパッケージ旅行
商品の造成
４）コミュニティバス、
乗合タクシー等を
利用した旅行商品
造成

５）ハイキング客向け旅
行商品の造成

内 容
大規模なウォーキングイベントを実
施していく過程において、マップ作り
などを行い、ウォーキング客の受入れ
環境の整備・充実を図る。
近鉄吉野線で実施しているサイクル
トレイン事業の時期に合わせて、近鉄
大阪線や南海等でも実施することに
より、観光地間の周遊促進に繋げる。
鉄道と乗合バスを活用した旅行商品
を造成する。（天川・洞川や大台ケ原
方面で検討する。）
コミュニティバスのバス停を起点と
したガイドツアーの実施を繋ぎ合わ
せ、地域間の周遊に繋がる滞在型旅行
商品として造成を検討する。また、交
通不便地域において乗合タクシーを
利用したオプショナルツアーを企
画・造成する。
現地までのアクセス方法が分からな
い人が多いため、起点と終点でのツア
ーバス運行を行うツアーの企画を行
う。
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備 考
ウォーキング協会等と連
携して取組む。

観光地の宿泊事業者等も
この時期に割引キャンペ
ーンなども同時に実施。
近鉄と「八木新宮特急バ
ス」を乗り継いで十津川に
行く 1 泊 2 日の旅行商品等
の拡充

Ⅳ．総括
本事業では、２泊３日以上の滞在型観光が可能な「観光圏」の形成に向けて、観光地間の移
動利便性を向上させることが重要であり、交通不便地域における滞在型観光の促進に向けて、
地域の現状や他地域での先進的な取組み事例を踏まえ、周遊観光促進に繋がる移動交通手段を
検討した。
移動交通手段の現状と課題を既存資料、ならびに自治体、事業者等へのヒアリングをもとに
整理したところ、奈良県南部地域ではバス路線は今後も廃止・減便が進んでいくことが想定さ
れており、バスの交通空白地はさらに増えることから、周遊促進に向けて新たな二次交通対策
が必要な状況となっている。一方で、山間部で起伏が大きいためスポーツ自転車ユーザーにと
って好まれる場所となっていることや、近年のウォーキングの需要が大きいことが、新たな周
遊観光促進に向けて注目すべき点である。
こうした奈良県の現状や課題、地域特性を踏まえ、周遊観光促進に繋がる方策案として、移
動交通手段別と周遊観光促進に繋がる方策案を導出した。
鉄道路線網がない交通不便地域では、従来型の移動交通手段として機能してきたバス路線の
存続もできない状況となってきており、その代替手段として市町村が運営するコミュニティバ
スやデマンドバス、タクシー、サイクリング、ウォーキングをいかに組み合わせて補完してい
くかが鍵となると考えられる。その際、これらの交通手段のみに頼ると非効率であるため、集
客時期に合わせて観光地間の二次交通の充実を図ることや、イベントや着地型旅行商品の企
画・実施などを着実に実施していくことから進め、段階的に新たな交通サービスの充実を図っ
ていくことが有効と考えられる。
地域公共交通のあり方は、生活の足の確保という視点に限らず、観光での周遊行動への考慮
という視点からも検討することが必要であり、市町村内における交通と観光部署の協働した取
組み、さらには交通事業者と観光事業者等が協働して取組みを進めることで地域への来訪も促
進される。そのためにも、市町村等が先導して様々な関係者を集めた検討会を設置し、観光振
興の視点から地域公共交通のあり方をまとめていくというプロセスも必要である。
また、サイクリング協会やウォーキング協会などとの連携により、自転車ユーザーやハイカ
ーにとって来訪しやすい環境づくりが必要であり、双方が一体となって情報発信に取り組むこ
とによってより相乗効果が高まることが期待される。
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