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◆南部・東部振興関係の予算概要（平成２８年度当初予算案）

（南部・東部振興関係）

平成２８年度当初予算案(平成２７年度２月補正予算案含む）

３７，５２６百万円

(平成２８年度当初予算 ３２，６１１百万円/平成２７年度２月補正予算 ４，９１５百万円）

1

(1)魅力を発見する、創る 436百万円

(2)知ってもらう 483百万円

(3)訪れてもらう、体験してもらう 13,471百万円

１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）

※各取組の方向性の予算案の額は、再掲事業を含むため、上記当初予算案の額とは、一致しません
(1)働きやすくする 6,808百万円

(2)暮らしやすくする 4,123百万円

(3)いざというときに備える 26,716百万円

(4)移り住んでもらう 556百万円

２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）

(南部・東部振興のための取組の方向性）



(1)魅力を発見する、創る 436百万円

地域の食と農を活かした宿泊施設整備（5）

「なら四季彩の庭」づくり(56)

(仮称)京奈和自転車道の整備 (129) など

(2)知ってもらう 483百万円

奥大和プロモーション (28)

首都圏、関西圏等の都市部でのプロモーション(117)

外国人観光客へのプロモーション(148) など

(3)訪れてもらう、体験してもらう 13,471百万円

スポーツイベントの開催(32)

地域の特色を活かしたイベントの開催(83)

路線バスの活用等による誘客の促進(20) 

各種連携による誘客促進の仕掛けづくり(131) など

１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）

※( )はH28年度当初・H27年度2月補正予算案の合計額:百万円

(主な南部・東部振興事業）

◆南部・東部振興関係の予算概要（平成28年度当初予算案）
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(1)働きやすくする 6,808百万円

農産物等のブランド化・生産拡大の推進(2,430)

林業・木材産業の推進(2,255)

漢方のメッカの推進(40)

地場産業の振興(30)

中南和振興のための企業集積地の形成(76) など

(2)暮らしやすくする 4,123百万円

南和地域の医療体制の充実(2,639)

地域包括ケアシステムの構築(70)

買い物・通院等の移動手段の確保(271) など

(3)いざというときに備える 26,716百万円

紀伊半島アンカールートの整備の推進(8,844)

土砂災害対策の推進と山地災害の予防と復旧(6,773)

陸上自衛隊駐屯地の誘致(30)

多様な再生可能エネルギー等の普及拡大(325) など

(4)移り住んでもらう 556百万円

奥大和への移住の促進(52)

奥大和移住・定住連携協議会の運営(8)

地域おこし協力隊等の推進(31) など

２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）

※( )はH28年度当初・H27年度2月補正予算案の合計額:百万円

◆南部・東部振興関係の予算概要（平成28年度当初予算案）
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訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）

訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）

【目標】

・平成32年の観光入込客数を南部地域で550万人、東部地域で280万人にします。

・平成32年の宿泊客数を南部地域で55万人、東部地域で15万人にします

Kobo Trail 2015

【K to K】スタート時

平成27年5月24日

第2回大台ヶ原ヒルクライムマラソン

（上北山村）

平成27年5月10日 4



（１）魅力を発見する、創る

特色ある食と宿泊施設等の整備推進

【目標】

○特色ある観光基盤の整備を推進し、南部・東部地域の魅力を向上させます。

＜平成27年度＞

○南部・東部地域市町村へのオーベルジュ設置意向調査の実施

（市町村長との面談等にて意向確認）

・16市町村（5月～8月）

（五條市、宇陀市、山添村、曽爾村、御杖村、吉野町、大淀町、

下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、

上北山村、川上村、東吉野村）

○他府県オーベルジュ関係有識者へのヒアリング

・オーベルジュ先進事例地（高知県オーベルジュ土佐山）でのヒアリン

グの実施 （7月）

○ぐるっとオーベルジュ全体構想の策定（3月）

◇取組内容

○特色ある食と宿泊施設等の整備を推進します。

【【【【今後の主な取組今後の主な取組今後の主な取組今後の主な取組】】】】

・対象市町村の整備基本計画の策定支援 （㉘ 5,400千円）※「㉘予算案」は、平成28年度当初予算案と平成27年度2月補正予算案の合計額（以下、同じ）ぐるっとオーベルジュのイメージ

【担当部局】 農林部

◇これまでの主な取組成果
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（１）魅力を発見する、創る

多様なスポーツ施設の整備

【目標】

○特色ある観光基盤の整備を推進し、南部・東部地域の魅力を向上させます。

＜平成27年度＞

○奈良市～五條市までのルートについて検討

・現地踏査のうえ、安全性、快適性、連続性等の観点から（仮称）

京奈和自転車道のルートについて検討実施

○（仮称）京奈和自転車道の構想について、報道発表を実施

（6月15日）

○奈良県域における道路法上の手続

・9月定例県議会で路線認定を議決

○当面の（平成32年度まで）整備イメージの検討

・自転車道や自転車歩行者道等の自転車通行空間の整備形

態、各整備形態の整備イメージ、基本仕様について検討実施

◇取組内容

○多様なスポーツ施設の整備として、（仮称）京奈和自転車道の整備を進めます。

【担当部局】 県土マネジメント部

【【【【今後の主な取組今後の主な取組今後の主な取組今後の主な取組】】】】

・地質調査、用地測量、設計等 （㉘ 80,500千円）

・舗装修繕、路面標示 （㉘ 48,300千円）

◇これまでの主な取組成果

【整備イメージ】
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（２）知ってもらう

情報発信の強化

＜平成27年度＞

○五條市を舞台とした映画「ひと夏のファンタジア」を韓国で上映

・ソウル市内の映画館で劇場公開6月～9月 約3ヶ月間

○動画「美しき日本」の制作・配信及び英語字幕版の作成

・新規3箇所（宇陀市菟田野、吉野町・大淀町、山添村）

・英語字幕版6箇所（下市町、野迫川村、宇陀市菟田野、

吉野町・大淀町、吉野町、曽爾村）

○各種情報発信媒体において特集ページの掲載

・旅行雑誌「じゃらん」 夏のstay style / Local Food Journey特集

（関西・中四国版「7/1発売号」、「10/1発売号」）

・スマートフォンアプリ「週刊じゃらん」

・宿泊予約サイト「楽天トラベル」

【目標】

○観光客数を増やすとともに南部・東部地域のファンを増やすため、地域の情報

発信を強化します。

◇取組内容

○奥大和の情報発信を積極的に行います。

【【【【今後の主な取組今後の主な取組今後の主な取組今後の主な取組】】】】

・奥大和地域の情報を大手旅行雑誌や旅行サイト等にて発信 （㉘ 27,749千円）

・阪神百貨店において地域の食材・特産品をPRし、移住情報を発信 （㉘ 4,600千円）

・マルシェ（株）や奈良健康ランドとの連携により地域食材や特産品を活かした「食」のプロモーション実施

（㉘ 5,719千円） 等

「ひと夏のファンタジア」韓国公開
じゃらん7/1発売号

◇これまでの主な取組成果

【担当部局】 南部東部振興監所管
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（２）知ってもらう

情報発信の強化

【目標】

○観光客数を増やすとともに南部・東部地域のファンを増やすため、地域の情報発

信を強化します。

＜平成27年度＞

○まほろばキッチン内観光案内所による情報発信及び連携イベ

ント

・県中南部・東部地域への周遊観光を促進するため観光情報を

集約し、観光客へワンストップサービスにより情報発信

・観光コンシェルジュ（2名）が常駐

市町村の観光案内所との連携による詳細かつリアルタイムな

情報提供

・ＩＣＴ機器を活用した効率的な観光案内を実施

視覚による観光スポット、旬のイベント情報を案内

・市町村と連携したＰＲイベントを実施

まほろばキッチン観光案内所スペシャル☆サマー

明日香村（8月1日～2日）、大淀町（8月23日）

◇取組内容

○まほろばキッチン内の観光案内所での情報発信や連携イベントを積極的に行います。

【担当部局】 観光局

【【【【今後の主な取組今後の主な取組今後の主な取組今後の主な取組】】】】

・まほろばキッチン内観光案内所の運営により南部・東部地域への周遊を促進 （㉘ 14,586千円）

◇これまでの主な取組成果

まほろばキッチンでのイベント
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（３）訪れてもらう、体験してもらう

スポーツイベントの開催

【目標】

○観光客数を増やすため、オフシーズンのイベントの開催や、おもてなしの向上な

どを進めます。

＜平成27年度＞

○「山岳グランフォンドin吉野」に対する開催支援（7月12日）

・吉野地域での日本屈指のロングライドイベント

開催場所 吉野町他8市町村、参加人数 434人

○「ヒルクライム大台ケ原since2001」の開催支援（9月12日～13日)

・大台ケ原を駆け上がるヒルクライムレース

開催場所 上北山村、参加人数 778人

○「ツアー・オブ・奈良・まほろば」の開催(9月6日)

・東部地域を3つのコースで巡るサイクリングツアー

開催場所 宇陀市他5市村、参加人数 629人

◇取組内容

○南部・東部地域の地勢を活かしたスポーツイベントの開催を支援します。

【担当部局】 くらし創造部

【【【【今後の主な取組今後の主な取組今後の主な取組今後の主な取組】】】】

・自転車イベントの継続的な開催支援 （㉘ 9,100千円）

・アウトドアチャレンジレースへの開催支援 （㉘ 2,032千円）

・南部地域スポーツ拠点PR事業の実施 （㉘ 3,000千円）

・関西ワールドマスターズゲームズ2021開催に向けた準備 （㉘ 14,150千円）

◇これまでの主な取組成果

ヒルクライム大台ヶ原（激坂区間）

ツアー・オブ・奈良・まほろば
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（３）訪れてもらう、体験してもらう

スポーツイベントや地域資源を活用したイベントの開催

【目標】

○観光客数を増やすため、オフシーズンのイベントの開催や、おもてなしの向上な

どを進めます。

◇取組内容

○スポーツや地域資源を活用した各種イベントを開催します。

【【【【今後の主な取組今後の主な取組今後の主な取組今後の主な取組】】】】

・弘法大師の道を活用したトレイルランニングレースの開催 （㉘ 3,264千円）

・奥大和ゆうゆう祭や洞川温泉街での音楽祭などの特色あるイベントを開催（㉘ 25,657千円）

・市町村で実施する特色を活かしたイベントの開催等を支援 （㉘ 16,000千円） 等

＜平成27年度＞

○弘法大師の道を活用したトレイルランニングレース

「Kobo Trail 2015」の開催（5月23日～24日）[吉野町～天川村～野迫川村]

・KtoK(金峯山寺～金剛峯寺) 55.7km 101名(男性86名、女性15名)

・DtoK(洞川温泉～金剛峯寺) 43.2km 66名(男性44名、女性22名)

○地域での特色あるイベントを開催

・小辺路 TRAIL JOURNEY（10月17日～18日）[十津川村～野迫川村]

参加者32名

・Yoga Fest in OKUYAMATO（9月12日～13日、10月3日～4日、17日～18日）

[東吉野村、十津川村、天川村] 参加者 延べ37名

・えんがわ音楽祭（9月25日～26日） [天川村] 参加者 延べ707名

・奥大和ゆうゆう祭（10月24日～25日） [宇陀市] 参加者 約20,000名

・アートウィークin菟田野（11月7日～15日） [宇陀市] 参加者 約3,160名

「Kobo Trail 2015」（吉野町吉野山、天川村洞川）
「アートウィークin菟田野～木造校舎現代美術館～」（宇陀市）

◇これまでの主な取組成果

【担当部局】 南部東部振興監所管
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（３）訪れてもらう、体験してもらう

誘客促進の仕掛けづくり

＜平成27年度＞

○路線バス運賃キャッシュバックキャンペーン

奥大和地域の対象宿泊施設に宿泊する際、対象路線の路線バス

運賃を補助 （10/10補助）

・利用者数：延べ24,651人、利用額：52,326,300円

（平成27年4月1日～平成28年1月31日）

キャンペーン参加施設の宿泊者は対前年度比17％増

○奥大和地域で学生合宿の支援

・学生1人1泊につき1,000円の補助（上限：30万円）

・利用実績 件数 226件 11,983人 18,272人泊

補助額 18,272千円

（平成27年4月1日～平成28年1月31日）

【目標】

○観光客数を増やすため、オフシーズンのイベントの開催や、おもてなしの向上な

どを進めます。

◇取組内容

○宿泊客や学生の合宿等を対象とした誘客促進の仕掛けづくりにより、宿泊客の増加を図ります。

【【【【今後の主な取組今後の主な取組今後の主な取組今後の主な取組】】】】

・冬の閑散期に重点をおきオフシーズン対策として宿泊客を対象に路線バスの運賃を補助（㉘ 20,000千円）

・冬期の合宿誘致を図るため期間を限定して、奥大和地域で学生が行う合宿を支援（㉘ 5,000千円）

路線バスキャッシュバックキャンペーン 告知用ポスター

（天川村洞川、野迫川村 立里荒神社）

◇これまでの主な取組成果

【担当部局】 南部東部振興監所管
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南部・東部地域での合宿の様子


