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　県では、�成��年��に発生した����大��からの���興から振興へとス�ージを進め

るため、�成��年��に「奈良県南部振興基本��」��「奈良県東部振興基本��」を策定し、「人

口の���減を��スにする」を目標に「�れてみたくなる地域づくり」と「�み続けられる地域

づくり」を��の�として、�日まで��な取組を進めてきました。

　この�、南奈良�合���ンターの��（�成��年��）や��ター��の運���（�成��年�

�）、�奈和自動����南���������通（�成��年��）など地域の��の�らしにかか

�る分野で大きな成�が�られ、また交流人口・��人口の�加を目的に����を��とした

「えんが����」や��大�の�を�かりとするト��ル�ン�ン��ース「���������」な

ど、地域の��を活かした�化・��、スポー�に�する��ントが定�し、多�の���が�れ

るなど一定の成�を上�てきたとこ�です。

　しかしながら、目標としていた「人口の���減」については、地域全体で県��を大きく上�

る�ースで減少を続けており、「観光����」も��い�向となっています。また、�年層の流�

により地域の少�高�化は��に進行しており、産業、�育、��・��、交通など多くの分野で�

�すべき��が�られる状況となっています。

　�うまでもなく、南部・東部地域は、�しい自�と�かな���化に��れ、��・�材・�・��

ル�ーを供�する地域で�り、また多�な生��を持つ自�環境を保全する地域です。これらの

地域を支えてきた産業や人�の�らしを�め、本県が�るべき�力�る地域です。

　��な人口減少が進�なか、南部・東部地域において、��と�を�りつつ、人と経済の�環を

高め、持続��な地域��を�成していくことは県の重要な�務で�り、県では�たな奈良県南

部・東部振興基本��（以下、「基本��」という。）を策定し、�������������、�き続き

南部・東部地域の振興を�っていくものです。

第1章 ��の策������

1 策�の��と����

目�す���������の�メージ）

　県では令和�年��に「奈良����づくり��」を�成し、「��える」から「��やかな」までの

�つの�をつくるという��で施策に取組んでいます。

　この�メージ�は、南部・東部地域において�れ�れの���づくりを県・市町村・��が連携・

�働して進めることで、「��らしい���をつくる」ことを�しています。

�



　「基本��」の対�とする地域は、「南部地域」、「東部地域」の下記��市町村（�市�町��村）とし

ます。

��市、��市、高市�（高取町、�日�村）、吉野�（吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、

野�川村、��川村、下��村、上��村、川上村、東吉野村）

��市、���（��村）、

���（��村、��村）

2 ��の��地域

��の対�地域

南部地域（�市�町�村）

東部地域（�市�村）

��市

��市

大和高�市

広�町��市

��町

��町

大和��市
��町

生�市

川�町

��町

��町

上�町

�合町��町

��本町

奈良市

��市

��村

��市
��村

��村

高取町

�日�村

天理市

��市

��市

大淀町

下市町

黒滝村

吉野町 東吉野村

川上村

上��村

下��村

��川村

野�川村

天川村

��地域

南部の対�地域

東部の対�地域

�



　令和3年度から令和7年度までの5年�とします。

第�章 ��の策������

3 ��の��

　「基本��」は南部・東部地域の目�す�、�状と��、取組の�向�などで構成されています。

　さらに県が実施する「����ジ��ト」と�体的に取り組�事業を記�した「����ン・��

ン」を��、�年度策定し、����による進��理を行い、「基本��」の目�す�の実�を�

ります。

4 ��の��

　県では、「基本��」を推進するため、市町村、��が連携・�働して�合的に��施策に取り組

んでいきます。

　また庁���部�で連携して、「基本��」の��的な推進を�っていきます。

5 ��の����

�奈良県南部・東部�������

����　令和3年度から令和7年度

�拠点��ジ����（「��の�成」と「人材の育成・確保」）

������・����（�体的に取組�事業を記�）

����サ��ルによる進��理を行い、�年度��
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�分
人口 �� 人口�度 ��地�� �野�� �地��

南部地域

（県全体に対する�率）

�考）県全体

�考）全国

（��）（��）（��）（��） （人���）（人）

�分
人口 �� 人口�度 ��地�� �野�� �地��

（��）（��）（��）（��） （人���）（人）

東部地域       

（県全体に対する�率）

�考）　県全体       

�考）　全国       

南部・東部地域の��と��

　南部・東部地域の��は�������で県全体の����を�めています。

　�のう�「��地��」は����で�り、����を��が�めています。

�資���務�「�成��年国���」、���産�「����年��業�ンサス」、

      奈良県��資源�（令和�年）、���産�「�成��年度������」より�成　

      ���地�������野�������

� 地勢

南部地域

東部地域

3����� 44�.65 �5.� ��5.6� 335.�7 �6.7�

（�.��） （�����） （�） （�����） （�����）（�����）

（����） （�����） （�） （�����） （�����）（�����）

��33��33� 3�6��.�� 36�.7 �55.33 ���35.76 ���.��

��6��67���� 377��46.53 333.� �4�����.77 43��7�.��

第2章

�����56.43

������� ��457.33 4�.� �47.�� �����.�5 56.33

��33��33� 3�6��.�� 36�.7 �55.33 ���35.76 ���.��

��6��67���� 377��46.53 333.� �����56.43 �4�����.77 43��7�.��

�南部・東部地域の�市町村人口・��等�
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第2章 南部・東部地域の��と��

　国���保�・人口�����「日本の地域���推�人口（�成��年3�）推�」による

と、��も人口減少は続き、令和��年には�9�5�人に減少し、高�化率も���を�えると

��されています。

　�成��年の南部・東部地域の人口は����人で、県全体の���を�めています。

　�和��年の������人を�ー�とし、��の����に減少しています。

　また、�年層を��に人口減少が進�とともに、多くの町村で高��人口の減少が�まるなど

人口減少の����に��しています。

�人口減少は3つの���スを経て進行するとされている。

　����� �年人口�加� 生産年�・年少人口減少

　����� �年人口維持・�減� 生産年�・年少人口減少

　����� �年人口減少� 生産年�・年少人口減少� 本�的な人口減少��

2 ��の��

　減少が�しく、�和��年には�8�6�人でしたが、��では����減の�1�3�人と

なっています。

（�） �������

（２） ������

　　 「年少人口（�����）」

　�和��年の����人を�ー�とし、��では����減の�8�人となっています。

　　 「生産年�人口（������）」

　�和��年には�����人でしたが、��では�����の�5�5�人に�加し、高�化率

は����になっています。

　　 「高��人口（���以上）」
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　　　�令和2年以�については、国���保�・人口�����「日本の地域���推�人口（�成��年3�）推�」より�成
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35,768 36,450
36,344

33,716

33,931
33,587

35,263 35,221

34,591

33,896

31,261

28,313 24,606 20,019

4,081 4,632
4,611

5,173
5,828

6,364

7,101 7,839
9,047

10,741

12,100
12,947

13,550

14,585

6�8%
7�7% 7�9%

9�8%
11�4%

12�8% 13�3%
14�5%

17�0%

20�3%

24�3%

27�9%

32�0%

38�3%

43�5%

47�3%

49�7%
51�1%

53�8%

5�7% 6�3% 6�7% 7�3% 8�0% 8�5% 9�3% 10�1%
11�6%

13�9%

16�6%

20�0%

24�0%

28�7%

31�7%
33�3%

34�9%
36�9%

39�7%

66,856 63,223

58,610 48,323 39,606 36,288 32,541 29,611 26,289 23,551 20,031 16,202 13,008 10,271

117,220 121,033 124,661

118,583

115,411
112,128

106,742
103,412

100,850
97,342

90,457 81,695 72,807

60,663

11,123 12,207 13,137

13,613

16,657
19,662

22,006
24,091

27,381
31,846

36,088

38,475

39,834

41,217

5�7% 6�2%

6�7% 7�5%

9�7%

11�7%
13�6%

15�3%

17�7%

20�8% 24�6%

28�2%

31�7%

36�8%

41�2%

44�4%

47�3%

49�8%

52�7%

6�3%

7�3% 8�0% 8�5%

9�3%

10�1%
11�6%

13�9%

16�6% 20�0%

24�0%

28�7%

31�7%
33�3%

34�9%
36�9%

39�7%

8,390 6,779 5,664 4,726 4,000

50,934
43,240

36,329
30,472

24,796

41,505

39,951

37,736

34,858

32,043

高��人口（���以上）

生産年�人口（������）

年少人口（��14�）

高�化率

高�化率（県全体）

高��人口（���以上）

生産年�人口（������）

年少人口（��14�）

高�化率

高�化率（県全体）

2,883 2,397 1,988 1,626 1,342

16,429
13,624

11,494
9,766

7,869

14,868

14,400

13,331

11,916

10,706

�南部・東部地域の人口推��
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第2章 南部・東部地域の��と��

　南部地域、東部地域において、いずれも「��」が「��」を上�る「����」の状�に

なっています。�向としては��いとなっています。

（�） ���� （�成��年�令和�年）

南部地域

東部地域

�資��奈良県推�人口年報より�成

�資��奈良県推�人口年報より�成

��成��年�令和�年までの���減の推��
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県�（東部地域�）
����人　�����

南部地域

東部地域

県�（南部地域�）
������人　�����

大��
����人　�����

大��
����人　�����

��県
����人　����

�重県
����人　����

東��
����人　����

和��県
����人　���� �の他県�

����人　���

�の他県�
����人　����

●�成��年から令和�年の5年�で�����人の����となっています。（年������人）

●主な�����は、県�他市町村（南部地域を�く）で、�����を�めています。��は上�か

ら��市（�����）、大和高�市（�����）、��市（����）となっています。

●また、他�県への�����では、大��（�����）、和��県（����）、東��（����）の�となっ

ています。

�南部地域の����

●�成��年から令和�年の5年�で�����人の����となっています。（年������人）

●主な�����は、県�他市町村（東部地域を�く）で、�����を�めています。��は上�か

ら��市（�����）、��市（�����）、天理市（����）となっています。

●また、他�県への�����では、大��（�����）、��県（����）、�重県（����）の�となって

います。

�東部地域の����

�資��奈良県推�人口年報より�成

�資��奈良県推�人口年報より�成
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第2章 南部・東部地域の��と��

　南部地域、東部地域において、いずれも「��」が「�生」を上�る「自�減」の状�になっ

ています。�向としては減少が�大しています。

（�） 自��� （�成��年�令和�年）

南部地域

 �資��奈良県推�人口年報より�成

東部地域

 �資��奈良県推�人口年報より�成
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7

　「観光����」については、�成��年から������の����人（令和�年）、「����」につい

ては、�成��年から�����減の���人（令和�年）となりました。

　これらの要�としては考えられるのは、以下のとおりです。

●観光����は基�年（�成��年）より大きく�加したものの、�年は大��部を�源とする

　地�や大�、��等の自���の��も�り、��い�向。

●����については、基�年（�成��年）と��して南部地域では��い�向で�ったが、�成

　��年、令和�年実�では��等の自���の��により減少。東部地域においては、自���

　に加え施設の一部�業等の��を�け減少。

3 ������・����の��

�南部・東部地域の観光����と����の推��

南部地域

東部地域

�資��奈良県観光動���
　　　奈良県������より�成

�資��奈良県観光動���
　　　奈良県������より�成
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��� 南部・東部地域�����������の��

（２） 南部・東部地域�����������
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第2章 南部・東部地域の��と��

4 �������の��・�������

9.0

11.3

2.7

26.6
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64.4

6�.6

73.9

0� 20� 40� 60� 80� 100�

南部地域
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県全体

�1�産業 �2�産業 �3�産業

�資���務�「�成��年国���」より�成

�資���務�「�成��年国���」より�成

　�成��年国���によると南部・東部地域における�業��は�����人となってお

り、�成7年と��すると����に減少しています。

　�成��年国���によると、南部・東部地域における�1�産業�業�率は����で、全国

の����や県全体����と�べてかなり高くなっています。

�1�産業 �2�産業 �3�産業 分類��の産業

7,934

22,771

49,982

909

8,498 

27,���

��,389 

914

10,��� 

31,���

��,296 

�67 

6,099

18,331

��,382

1,608

6,248

16,733

42,184

1,���
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�南部地域の���の��地�

�東部地域の���の��地�

�県��業率は����で�り、県全体��（����）より高い�率となっています。

�県��業�����のう�南部地域�が����、南部地域�が����となっています。

�県��業�では、大��、和��県の�率が高くなっています。

�県��業率は����で�り、県全体��（����）より高い�率となっています。

�県��業�����のう�、東部地域�が���、東部地域�が����となっています。

�県��業�では、大��、�重県の�率が高くなっています。

�資���務�「�成��年国���」より�成

�資���務�「�成��年国���」より�成

南部地域�
������人　�����

（同一市町村������）

県�（南部地域�）
������人　�����

県�
（東部地域�）
�����人　�����

大��
�����人　����

大��
�����人　����

�重県
�����人　����

和��県
���人　���� �の他県�

�����人　����

�の他県�
���人　����

東部地域�
�����人　�����

（同一市町村������）

��市

東部地域�の主な従業地

���人（����）

��村  ��人（����）

��村  ��人（����）

奈良市

東部地域�の主な従業地

�����人（����）

��市   ���人（����）

��市   ���人（����）

大淀町

南部地域�の主な従業地

�����人（����）

��市 �����人（����）

��市 �����人（����）

��市

南部地域�の主な従業地

�����人（����）

大和高�市 �����人（����）

��市 �����人（����）
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2.42 

2.77 

2.58 
2.98 

2.71 

地域の活�や
�力に対する
県�の��度

地域��に対する
県�の��度

多�な�業環境の
整備に対する
県�の��度

��に対する
県�の��度

��に対する
県�の��度

（5����）

R2 南部地域・東部地域

H20 南部地域・東部地域

R2 奈良県

2.52 

2.76 2.79 

2.65 2.67 
2.72 

2.77 
2.83 2.83 

2.93 2.91 2.89 2.91 

2.41 

2.61 2.57 2.56 
2.47 2.47 

2.70 2.68 2.68 
2.74 2.72 

2.79 2.77 

2.00 

2.20 

2.40 

2.60 

2.80 

3.00 

3.20 

（ポ�ント）

（年度）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

2.63 2.66 2.65 2.62 2.63 
2.68 2.70 

2.62 
2.69 2.73 2.69 2.72 2.73 

2.46 

2.27 2.31 2.30 2.26 2.24 

2.41 
2.32 2.30 

2.40 2.38 2.41 2.42 

2.00 

2.20 

2.40 

2.60 

2.80 

3.00 

3.20 

（ポ�ント）

（年度）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

　�年行�れている県��ン�ート��によると、�成��年度（����策定�）と��して「�

�に対する県�の��度」が向上し、「��に対する県�の��度」や「地域��の県�の��度」

は、県全体��と�づきつつ�ります。

　一�、「多�な��環境の整備に対する��度」の�目については、上��向に�るものの、県

全体��との�が���られ、また「地域の活�や�力に対する��度」の�目についても、��

い�向で�り、県全体��との�が�られます。

第2章 南部・東部地域の��と��

5 ���������

南部地域・東部地域�������������

地域������県�の���（�）

（地�、��、��などの対�策がしっかりしていること）

地域の���������県�の���（�）

（自分が�んでいる地域に活�が�り、�力の�る地域になっていること）
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奈良県 南部地域・東部地域 （�）5����　　県��ン�ート��

�メージ

2.62 
2.68 2.70 2.67 

2.75 2.73 
2.80 2.84 2.84 

2.95 3.01 3.00 2.99 

2.44 

2.34 
2.41 2.37 2.36 

2.31 

2.46 2.48 
2.58 

2.73 
2.81 2.82 

2.71 

2.00 

2.20 

2.40 

2.60 

2.80 

3.00 

3.20 

（ポ�ント）

（年度）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

2.47 2.47 2.48 2.47 
2.52 2.54 

2.59 2.59 2.59 
2.67 2.71 

2.72 2.73 

2.22 2.28 2.27 2.23 
2.38 2.34 

2.43 2.40 
2.45 2.44 

2.52 2.49 
2.58 

2.00 

2.20 

2.40 

2.60 

2.80 

3.00 

3.20 

（ポ�ント）

（年度）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

2.73 2.78 
2.82 2.84 

2.88 2.89 2.89 2.87 2.92 
2.98 2.98 2.98 3.02 

2.73 2.69 
2.78 2.77 

2.86 2.83 2.84 
2.76 

2.87 2.88 2.85 
2.92 

2.98 

2.00 

2.20 

2.40 

2.60 

2.80 

3.00 

3.20 

（ポ�ント）

（年度）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

���

　��の��データや県��ン�ート��の��等から、南部・東部地域において、��対�し

ていくべき主な��を整理すると以下のとおりとなります。

　「基本��」では、これらの��に適�に対�するため、重�目標、��、��の設定を行い、

県、市町村、��が連携・�働して南部・東部地域の振興を�っていきます。

6 南部・東部地域�������

●人口の減少��、��の促進、

　��の��

●働く�づくり（�に�年層）

���
●地域の�力の効�的な発�

●地域に�れてもらう��けづくり

���

●地域経済の活�化

●�・�・�産・�産業の振興

●��環境�理の推進、�業の振興

���

（��・��）

●��・��の�実

（��・���）

●�育・�育て環境の�実

（��）

●���ン��等の整備促進

（��）

●��・減�対策の推進

市町村 ●行政運営の向上

������県�の���（�）

（���に�てもらえる����が�ること）

�������の������県�の��� （�）

（い�い�な働き�が用�され、自分の生活に�った�業ができること）

������県�の���（�）

（高��や�の家�が�み�れた地域で適�な��サービスを�けられること）
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　「基本��」の策定に�たっては、南部・東部地域が「�らしい�」となるよう、�れ�れの地域

の��を活かしながら、�地域�の連携を�り、一体的な振興に取り組�ものとします。

　また、�年の大�市��への��や、地���の流れに加え、�型�����ルスの���大

��を��とした�しい働き�、デジタル化の加速、����の推進など南部・東部地域への�

目の高まりを活かしたものとします。

　�のため、これまでの取組を�続しつつ、�たに以下の��で取り組んでいきます。

第3章 策������の�������

　「�らしい���づくり」の実�に向け、南部・東部地域において、�みよい環境づくりを進める

とともに、「働く�」と「働く人」を�やし、人口減少をくい�めることにより、地域の持続的発�

を�ります。

●重�目標を�成するための���（重要目標�成�標）

　�南部・東部地域������の�������イ����の��

　

●���を�成するための���（重要業����標）

　　生産年�人口� ��・人口�����による��人口推�を上�る

　　観光����� ����人（��実�����人）

　　� � � �� ���人（��実� ���人）

●目標年��令和�年度

1 重点��

��考����（������）の目標��実�

人口���減

観光����

����

��ス

����人

���人

����人

����人

���人

南部振興基本�� 東部振興基本��
�標

��������

実�は��

実�は��

備考
目標 実�

��ス

����人

���人

����人

����人

��人

目標 実�

��



　南部・東部地域の県�が地域に�りを持つという��から、以下の�つを��の�とします。

　����み続けたくなる、�りたくなる地域づくり（定�の促進）

　����れてみたくなる地域づくり（交流の促進）

　���力強い市町村づくり

（�）働きやすくする

　　①地域経済の活�化

　　②�・�・�産・�産業の振興

　　���環境�理�度の推進・�業の振興

（�）�らしやすくする

　　①��・��の�実

　　②�育・�育て環境の�実

　　����ン��の整備促進

　　�通��ン��の整備促進

（�）い�というときに備える

　　①��・減�対策の推進

2

��� ���������������地域���（��の��）

（�）�力を知ってもらう

　　①�力の��と�報発�の強化

　　②�しい�観づくりの推進

（�）�力を体�してもらう

　　①��型・��型観光の推進

　　②地域の�力を活かした�化・スポー�・���ント等の実施

（�）�り�んでもらう

　　①市町村と連携した��・定�支援

　　②��をター��トとした��施策の推進

�２� ��������地域���（��の��）

（�）「奈良モデル」の実行

　　①市町村と連携したま�づくりの推進

　　②「奈良モデル」の推進 　

（�）市町村行政経営向上への取組支援等

　　①市町村行政経営向上への取組支援

　　②地域デジタル化の推進

������市町村���

��の3��

��



　南部・東部地域を持続的に発�させるため、人が�まる「��の�成」と地域を支える「人材の

育成・確保」を、目標実�のための�たな��とします。

　「��の�成」では、「�ー�を�め」、「��を�成し」、「��を��する」という取組を進め

ます。

　�え�、「南部・東部地域の�用」という�ー�では、用地が確保できた�奈和自動����

����の産業��地�成��ジ��トが�ります。これが�成すれ�、南部・東部地域の通�

��となり、大きな�用が��まれます。同�の観�から、東部地域でも��国���での産業

��地の�成について、地�市町村と連携して検討していきます。

　また、��の��に�たな��を加える��も�ります。�え�、「南部・東部地域の��・�

�」という�ー�では、南奈良�合���ンターは、まさに南和の��を�る��で�り、また働

く��でも�りますが、ここに地域�����ス��の��が加�れ�、南和地域の高��の�

全��とともに、�たな�用の��にも�がると考えています。

　以上のような考え�で、�ー�を�め、南部・東部地域での��の�成を進めていきます。

　「人材の育成・確保」では、南部・東部地域で育成した人材が、�き続き地域�で活�してもらえ

るような取組を進めます。

　�え�、��環境�理�度の�い�となる奈良県���スターなどを�成する奈良県���

スター��デ�ーの��や南奈良�合���ンターと��・��人材を育成する奈良南高�な

どとの連携などが取組の�になります。

　また、南部・東部地域で活�できる�業家、����ターの育成���ーや、���を対�とし

た�業・�業のための��についても、�き続き取り組んでいきます。

　�せて、���を育てる�育や実��育を進めることで、地域で育てた人材が地域で活�でき

るような取組を進めていきます。

　この�たな��に基づく取組については、「����ジ��ト」として��ー�ごとに取りま

とめを行い、����ン��ンと同�に、�年度����サ��ルに基づく進��理を行い、「基

本��」の�実な推進を�ります。

        

第3章 策������の�������

3 ���������の�����

�施策��の�メージ�

拠点の��

���

��の��・��

���������������地域���（����）

���

������地域���（����）

���市町村���
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①地域経済の活�化

●�業��、�業・�業支援　

　・ �奈和自動��の整備に�い、大�、��、���など大�市�への���スが��的に向

上し、�業用地としてのポ�ン��ルがさらに高まることから、���業�地の�分��

�の��を�るとともに、������で産

業��地の��に取り組みます。また、東部

地域においても��国���を��として

�たな産業��地の�成について検討を行

うなど、�用の��の�大と�年�の定�を

促進し、地域経済の活�化を�ります。

　・ �業を促進するため、��財�奈良県地域産業

振興�ンター、奈良県よ�ず支援��、��

�等の支援��との連携のもと、��な施策

を推進します。�体的には、��財�奈良県地域産業振興�ンターにおいて、��、経営��、

助�、�報提供などの�ンスト��サービス型の支援を行います。�に���業�に対し、

�業・��に�う経�を�助するとともに、�業に向けた��支援を実施し、また���業

�向けの資金を確保します。

　・ 南部・東部地域の地域資源を活かした�業を促進するため、ビジ�ス��ンの�成・���

�支援の�実など、�れ目のない支援を行う�か、��業、���産�等��業、��業等

の�業を促進するため税�上の����等の活用策を�じます。

　

●地域産業の振興

　・ 「奈良県���業振興基本��」��「奈良県����業振興基本��」に基づき、市町村と

も連携のうえ、地域�の�業について適��ー�等を��し、�事業��、産�連携、経営

��、���和など��なメ��ーで��的に育成・支援することにより、�業の事業�大

や����を促進します。

　・ �年、�地域において、��用資源、�産���地域の��を活用した�たな産業が�生え

つつ�ります。地域の�産�で�る�を�用した��、�ん��等の加����、�たな�

��発による��の�活用、���等の加�、��材の�たな�活用、��の��ン�化等

の取組が行�れています。また、�����事業�、���のなめし事業�やサン�ル等の

����事業�などは、���やデ��ン�発などに��的に取り組んでいます。これら�

���による地域産業の��を促進し、地域�の産業、施設、�産�等について�報発�す

るなど事業�同組合や���等が行う地域産業の振興に対し、��的な支援を�ります。

南部・東部地域の今後の施策展開

1

南部・東部地域�����������������とと��

�����と���������取組�����

���������������地域���

第4章

（�） �������

���ンター��ンジ��産業��地

����地
（��地）

��イ��ー���ジ
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●�業の振興

　・ �業の振興は地域での生活にとって���で�るとともに、�用の�という観�からも重

要で�ることから、地域��の�要に���した�業��の��と、地域の��を活かし

た�づくりの観�からの���の活�化が必要です。

　・ 行政と���・��等とが連携し、地域の���に支持される���づくりのための取組を

推進します。

　・ ���の�き��の活用や��いの��に向け、�業支援にも�がる�き��を活用した

���ンジ����等の支援や、��の�力向上に向けた支援を重�的に行っていきます。

●��のメ��推進

　　　奈良県に�かりの�い��について、生�の生産�大や�連する��・サービスの��な

どを�合的に推進します。�体的には、�のような取組を進めます。

　・ �用��の�良��や�定生産��の���発を推進するとともに、生�の�効��を行

い、奈良の生�の��ン�確�を�ります。

　・ 県産生�等を�用した���、化������等の���の�発を支援するとともに、�用

��の�ー�と県����の状況を��したうえで、川上（���）と川下（���、化�

�、��メー�ー等）の���ン�を推進し、南部・東部地域における�用��の生産�の

�加を�ります。

②�・�・�産・�産業の振興

●�と�の振興

　・ 「奈良県��������ト」など

�ー��ト�ー�に合った県産��

�産�の��ン�化を�るととも

に、�業経営の�スト�減に取り組

み、�業経営の向上を�ります。

　・ 「なら�と�の�力��国�大��

（�����）」において、�の�い

�と�の�い�を育成するととも

に、�設する���ー��ス（令和4

年度運営���定）で�と�に�す

る��等を実施し、�と�の�力を

発�します。

　・ �産����などの多�な����を推進し、�業の6�産業化も�野に�れた地域�業の

活�化を�ります。

　・ 「なら�と�の�力��国�大��（�����）」との連携のもと、�大和地域において、

��らしい��の��に地��材を活かして「�」と「�」を提供する�ー�ルジ�等の整

備を促進するとともに、�れらの��ト�ー�化を推進します。

第4章 南部・東部地域の今後の施策展開

奈良県��������ト
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　・ �地の�効�用や生産�の向上を�る�定�業振興�ーンの設定、���る�い�の育成

と��からの����も�めた�����の確保に�めます。�に、南部地域の�等の�

�、�り�等の�き、東部地域の�、野�、�き、�の他��や�用�等の�産について、県

が重�的に推進する�目として�定した�ーデ�ン��目や���ンジ�目等を��に、

高�質化、高付加��化に向けた�業の振興を�ります。

　・ ��・��においては、���や���の�発、��への��い��などにより、県産���

産�の��ン�化や�スト�減などの生産�の向上を�ります。

　・ 県�の保全、�源のかん�、良�な�観�成等の多�的��の観�を踏まえ、適�な�業生

産活動等の�続を支援するとともに、���地の��と�地��ジメントによる�地の�

�・��化を��に推進し、�業経営の基�としての�地の�効活用を推進します。

　・ �業経営の�定を�り、営���を��するため、����や��、サルなどの���対策

に対する取組を推進するとともに、��した����と��ンジ�については、��等へ

の�効活用を�ります。

●�産業の振興

　・ みつえ高���を活用して�産�地を整備し、�産�家を��することにより、県の��ン

�和�で�る大和�や���では���の生����を�める�用�の生産��とし、東部

地域の�産振興を�ります。

　・ 他の�産��ン�（��トポー�、大和��、大和なでしこ�、大和の�（��））の��ン�

��を高める取組を�産���ンターで進めます。

●�産業の振興

　・ �川�業においては、適�な��の�流���川に適した��に支援するとともに、��の

�効活用を推進します。

　・ ��業においては、�全��な�産�を生産するため、��衛生�理��の��を�り

ます。

　・ ��と観光との連携を促進することにより、地域の活�化を推進します。

　・ �������生�の��による��を�減するための取組を推進します。

みつえ高���
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���環境�理�度の推進・�業の振興

　��の�する�材生産や県�の保全、自�環境の保全などの多�的��を��に�たって

持続的に発�し続ける��の実�に向けて、本県�自の�たな��環境�理�度の推進に�

せて、県産材�用の推進を�ることにより、��と人とが良�な��を�きながら、��や�

資源が県�の�重な財産として�き�がれていくことを目�して、以下の施策を推進します。

　また、国の「��ーン成長��」の動向を��えつつ、�����ル�ー政策と����収源

の整備となる��環境�理政策を��で実行します。

●�たな��環境�理体�の構�・推進

　・ 令和3年4�に「奈良県���スター��デ�ー」を��し、��環境�理�、��環境�理

�業�を��的に�成します。

　・ 奈良県���スター��デ�ーとともに、��地に、奈良県�����ンターを��させ、

�たな��環境�理に�する����や���発に取組ます。

　・ 奈良県���スター（県��）、県・市町村��、��組合等���による�報共�や活動を

支援するための�たな��施設を整備します。

　・ 奈良県���スターは、市町村に長��、同一�域を��するように��し、市町村の状況

に�じた��環境�理体�を構�・推進します。�せて、�業事業�等における�用の�定

化、�働�全衛生��の向上を�り、�たな��環境�理�度を�う人材確保を促進しま

す。 

●��に強い��づくり

　・ 適�に�理されている��は、��の流�や��といった��を��に�い�り、これらの

��が発生した�に��の�大を�い�り、�の��・かん���を高度に発�させます。

一�、施業��により��が進�人��は、これらの��が低下し、���に���大の要

�となります。�のため、施業��状�に�る人��の整備、����を高めるための�続

�への��、��を��とした保育の�続実施、ス�・���の人��から��力の高い�

交�へ��、���の再��等の施業の促進を�ります。

　・ ���をはじめとした�����度や�地�発���度、保���度等の���に基づく

�定を適�に運用します。

　・ ����の��・��に�速に取組��か、���連の�報を国・市町村と共�するなどし

て、��に強い��の構�を目�します。

●持続的に��資源を供�する��づくり

　・ ��は、�材をはじめ、�の実・きのこ類等の�材、�等の���の��など��な資源を供

�します。��資源を生産することは、�理のために定�的に��に�ることに�がり、�

れにより��の環境が維持されるという��環が生まれます。また、適�に�理された�

�からは、��な�が�川に流れ�るなどの��的な��資源も供�されます。このよう

な��資源を持続的に生産し、��から�定的に収�を�ることができるよう、奈良県

���スターと市町村が連携して��経営��などの���成を促進するとともに、�業

��化や��整備の推進、��資源�報の��など生産基�の強化を�ります。

　・ ��から供�される�材の�用は、��化��を�定し続け化���の�用を�えること

となり、��効�ガスの��の��にも�がることから、�材の��支援や��用材の�

�促進などを�ります。

第4章 南部・東部地域の今後の施策展開
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●生�多��が保全される��づくり

　・ ��には、�本類・�類・��類・��類等の��、��類・�類・は�類・�生類・�類・��類

等の動�などが多�多�に生�しています。この��における�かな生�多��を保全す

ることは、��における自�環境の保全に��する効�が��できます。�のため、人��

から生�多��の高い�交�への��、��的に��を��させる�����の��、�の

地域��の�生や生��の保全など多�多�な生�・

生育環境の保全を�ります。

　・ ���地や���地などの生�多��が��れた�

域を確実に��へ再生するため、��により下層�生

に��を��す��ンジ�の生��度の適�化、��

�の確実な再��の促進などを行います。

●��の����ー��ン��の強化

　・ ��は、���ー、����ー、�化体�、����ー��ン活動等の�となり、��の健�

を��できる��を提供してくれます。国�・国定��をはじめとする自���の保全・活

用を�るとともに、��における奈良県����を推進します。

　・ ��の4��（��資源生産、��、生�多��保全、����ー��ン）や��環境�理に

ついての理�・��を�め、��と人との��的な共生に�する�識を�成させるため、�

�を��ール�とした��ントの��や��に�する環境�育の��づくりに取組なが

ら、これらの�い�となる人材を�成します。

　・ これらの取組を通して、��と人とが良�な��を�きながら、交流人口の�加による�村地域の

活�化を�り、��を��に�たって県�の�重な財産として�き�いでいくことを目�します。 

●奈良の���ン���の推進

　・ 奈良の�の�知度と市���力を高めるため、奈良の�の�力を効�的に発�し、��ン�

力の強化を�ります。

　・ 首��や��など、�たな�要が��される�ー��トに対し��モー��ンを行うとと

もに、�ー�に�じた県産材��の���大を推進します。 

●県産材の�要�大

　・ ��、�共建�、�業施設や��施設、�らしの�で用いる���、��ル�ーなど、多�に

�たる分野での県産材の�用を推進し、�要の�大を�ります。

　・ 重�的な取組として、多くの人が�用する�共建��に県産材を�用することで、���の

�材�用への�識・理�を高め、��分野、�業施設や��施設等の���分野への�用�

大に��ます。 

●県産材の加�・流通の促進

　・ �材加�の生産効率化や�スト�減、�質向上等に向けた取組を支援するとともに、用�に

�じた流通の合理化を促進し、��力の�る加�・流通体�の構�を�ります。

　・ 重�的な取組として、建���事業�に対して�質・��を��した�材�が供�できるよ

う、�材生産事業�、�材産業事業�、建���事業�の�で必要な�報を共�し、��に

�力連携して、県産材を効率的・合理的に流通させる体�を整備します。 
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①��・��の�実

●高����の向上

　・ ��支援��、������地域における交流��を�する生活支援��スの活用を�る

とともに、�たきり高��や�知症高��のための地域��型サービス��の整備につい

て検討します。

　・ ����、デ�サービス、��ートス��等の����サービスの一層の��に�めるとと

もに、����の基�整備状況がやや低い南部・東部地域において、����サービスを�

�に推進するため、�����サービスの��地域加�に�る�用����減��の活用

を�ります。

　・ 高��の��活動に�する�報の発�や、高��が経�や知識を活かして地域で活動がで

きるための���の育成などを通じて、地域��への��的な�加を促進するとともに、

��事業�等との連携により、�い�や�動などの日�生活を支援し、高��が�らしや

すい環境づくりを進める�か、��部の高��等を対�に、���を活用した生活支援

サービスの��・��を�ります。

　・ �成��年度に県��化した国�健�保�は、�定的・持続的運用を確保するため、令和�年

度に保����の�一を�ります。

●�����の向上

　・ �ー�������ンの理�に基づき、�み�れた地域��の�で、できる�り主体的に自

�して生活し、��的に���加ができるよう、生活環境の整備に�めるとともに、���

�サービス等の��を�ります。

　・ ���育��等において、保健�、健���ン���等により、�育、��き、��き等の基

本的な生活��を�につけるよう��します。

●��の確保

　・ 南部地域の�����（県�����・吉野町国�健�保�吉野��・大淀町�大淀��）に

ついて、県と��市、吉野�全町村を構成�体とする南和広域��組合（��南和広域��

�業�）を設�し、���・���を�う��（南奈良�合���ンター）と、���・���

を�う��（吉野��、����）に再�整備することとし、�成��年4�に南奈良�合��

�ンターを��、吉野��を改�のうえ��し、�成��年4�には����を改�のうえ�

�し、��・吉野地域の広域��提供体�の整備が��しました。

　　　�の成�として、再��の���の�成��年度の������������日に対し、令和�

年度の南奈良�合���ンターでは�����日に�加するなど、南和地域における��の�

実が確実に�られています。

　・ 南和地域が�える��の��を��し、地域��が��に�たり良質な��を�け、健�で�

�な生活を保てるよう、�り�る��資源で��らない��の実��をはじめとする���か

ら��ビ�・��までの�れ目のない��提供体�を構�し、地域��に��していきます。

第4章 南部・東部地域の今後の施策展開
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　・ へき地��については、へき地���への�����整や�長�的な����等について、

����やへき地を支援する��等と検討する�を設け、地域への�定的な��提供体�

の確保を�ります。

　・ 南和地域における健���を��すため、県と市町村とによる��の�を設�し、���や

奈良県�����タ�等を活用した����・��連携を�っていくとともに、南奈良�

合���ンター����ス�ー��ンと連携・�働し、南和地域の����・����体�

の強化を推進していきます。

●����対策

　・ �成��年��に運用を��した��ター��を活用するとともに、県������ターや、

�重県、大����和��県の��ター��との連携により、��部など���での��に

��を要する地域における����体�を確保し、������の��に�めます。

②�育・�育て環境の�実

●����・����の向上　

　・ ���から�れ目なく�育て家庭を支援するため、���からすべての��を��し、必要

な支援��につな�など��に�じた支援が行えるよう、��保健の��で�る「�育て

����支援�ンター」と������対策を���育て支援の��で�る「�ども家庭

�合支援��」の全市町村での設�を目�し、�育て家庭を�合的に支援する体�を整備・

�実します。

　・ 南部・東部地域における��の健全な育成を�るため、��れつつ�る地域������ー

を再生し、�育て活動を支援するとともに、���交流や地域�交流を促進します。

　・ ��・�産・�育て�における�れ目のない支援を提供するため、�育て����支援�ン

ター、主�����や�生・����による地域に��した�育て��・支援の体�の整備

や家庭や地域の�育��の強化を�るため、����による連携を支援するなど、��し

て�育てできる環境づくりを推進します。

　・ 保育�等の����施設については、地域の�ー�に�じた事業��を�るとともに、南

部・東部地域における保育の確保と保育��の向上を促進します。

��ター�� 南奈良�合���ンター
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●�育環境の整備や�育��・�育��の�実

　・ 南部・東部地域における良�な�育環境の確保を�るため、������基�の改善、�

���への�����の�実、��市町村による��等の共同設�、������等の整

備、体育施設の整備、����の�実等を推進します。

　・ 通�が��な生�の高等��への進�に対�するため、県�高等���合���、�設�

��の施設設備の整備�実に�めます。

　・ 他�との交流��、�働��を支援する���事業の��や�かな自�や地域の���化

資源など、地域がもつ「よさ」を��的に活用する���る�育の��を推進していきます。

●���育の�実

　・ ��的な地域������が��しつつ�り、�と�の分��向が�しい�、地域への�り

と��を�き、地域と�働し、地域に��する人材を育成するため、県・市町村による��

的な取組を進めます。

　・ 本県には、���産や国�定の�化財が多���する�か、�多くの��上の人�が多��

で活�し、日本を��する��の発�の地、�令国家をはじめとする日本国家�成の地、国

���かな�ル��ー�の���で�るなど��な���化資源を�しているにもかか

�らず、県�の「�るさと」「地�」への��度は�しくない実�が�ります。地域への�り

や��を育���は、��の県�流�を通じた人口の��減を��する観�からも重要で

�ることから、���育のみならず、����・��ントの��を通じた生��育としての

取組を�実させます。

　・ 高等���育では、��奈良の��・�化・自�を�材とする��「奈良����」を全ての

県�高�で実施しているとこ�ですが、��「����の��」の��を�加して�成する

などし、����における���育を推進します。

　・ ���の�成には、人とのつながりが重要で�ることから、���育��からの地域行事へ

の�加��の�実や、���の交流の観�に��しながら、�����における��な生

活体�、����体�、自�体�などの体�活動を�実させます。

●県�高�における実��育の推進

　・ 県�高�が��的・�業的自�への�一�を支え

る��を�うため、実��育の�実を進めます。

�業等と連携した�����育を進める�か、令

和3年4�に大淀高�と吉野高�を再�して奈良

南高�を��し、����、建�、����、こど

も�、��など��とつながる実��育を通し

て、地域や��の発�に��できる人材の育成を

目�します。また、令和3年度から�生��高�に

専��を設�し、地域��で活�・��できる「�

�の専門家」を育成します。令和4年4�に大��

高�と�生��高�を再�して��する��高�では、�生��高�の専��を�き��

とともに、�合��において��や保育に�する人材育成を進めます。

第4章 南部・東部地域の今後の施策展開

��実業高�加�実�
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����ン��の整備促進

●���ン��の整備等

　・ 南部・東部地域においては、主要な交通��が自動�で�るが、自動�同�のすれ�いが��

な��が�されているとともに、��として��に��な��が多���し、��に通行�

�を実施せ�るを�ない状況に�るなど、��整備が重要な��の�とつとなっています。

　・ ��整備については、「奈良県��整備基本����成��年��策定、令和�年���改定）」に

基づき、南部・東部地域を����������ト�ー�の�成、奈良県経済の進�に対�

した目的�向の��整備���全・��を支える��整備を推進します。

●国�、県���市町村�の整備

　・ 「��と��」の考えに基づき、県�の��を�成すべき�に重要な��で�る�����

���ト�ー�については、重�的な整備を進めます。

　・ �奈和自動��については、南��となる重要な����で�り、��全��通に向け、用

地取�等に�力するとともに、整備促進を国に働きかけます。

　・ �����ン�ールートの一部を構成する国�����（������）、国�����については、

国と県で連携して、��整備に取組�とともに、経済の活�化や地域資源を活かした観光振

興、�らしの向上等を�るため、地域を支える主要な����ト�ー�の整備を進めます。

　・ �全・��を支える��整備では、��や��の�ましい事�等の発生を�け、�供の�動

経�等における交通�全対策を進めるとともに、通��等の�全確保については、�市町

村で策定する「通��交通�全�����」に基づき、����が連携して、����の�

�、�全対策の実施や効�確�などの����サ��ルで取組�。また、「奈良県���行

��整備��」に基づく�行��の整備を進めます。

　・ ��の��施設については、高度経済成長以�に��的に整備された�ン��が��一�に

��化することから、�ン��の維持�理・��を確実に実施するため、定��検等により確

�された��が必要な��施設の����、���サ��ル�ストの低減や持続��な維持

�理を実�する��保全型��メン��ンスへの��を推進する。また、「奈良モデル」の一

環として、市町村が�理する��施設のう�、��やトン�ルの�検や����策定の業務

なら�に����に基づく���事について、「����」により、�続的に支援します。

●交通確保対策

　・ 南部・東部地域においては、地域��、�に高��等の日�生活に必要な�動��の確保が

重要で�り、����バス��や地域���ー�ー��バス��の維持・確保、�ンス��

�バスの��促進に取組んできたとこ�です。��も�き続き、国��助�度の活用を�

るとともに、県の�助�度や県と奈良交通����等との連携�定に基づき�共交通の�

��向上に�めます。

　・ 地域��の交通��の確保・向上に取組�市町村を支援するため、������バス・デ�

ン�型�合タ��ー��これらの広域的な運用等の�良事�の��、��策定や実�運

行、事業実施等に対する財政的支援や��的��バ�ス、��対策事業�を�めた財源�

�の活用についての�報提供を行うことにより、地域における持続��な�共交通の維

持・確保が�られるよう�めます。
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�通��ン��の整備促進

●通��ン��の整備等

　・ 南部・東部地域と�市との�には、携���などの分野で��として�報通���が��し

ているため、これらの��に�め、また、��の高度�報化の進�も�野に�れ、生活や産

業の質的向上を実�するための�報通���の強化、地域�報の発���行政�続きの�

ン��ン化を�っていくとともに、県��行政通���ト�ー��ス��を�効に活用で

きるよう�めます。

●��通�施設の�効活用

　・ ��地域における�報通�基�の整備は、地理的��による��・��等の��を��し、

日�生活はもとより、産業�、�育�等の分野で��をもたらし、�たな���を�り�く

��として��されています。

　　　本県においては、�成��年から県等が�資する�3��ターにより、高速大��通�が�

�な��地域��市町村の�����の整備を進め、�成��年度に全域の整備が�成しまし

た。この通�基�により�ンター��ト環境の改善、地上デジタル��への��な�行が

�せられました。��は、��地域の�全・��の確保、交流��地域振興等に�効に活用

できるよう市町村���3��ターとともに活用�策についての検討を進めます。

　・ 携���については、���等における��連�の��としての�用�も�識されており、

�の��的重要�は従�にも�して高まっています。本県においては�成9年度から��

地等における�動通�用��施設の整備を推進し、すでに南部・東部地域の人口に対する

�バー率は�����を�えていますが、一部の���の地域において��地が�っていま

す。����地域の��については、��整備��の�で、携���事業�による整備が�

�されており、国による進��理がなされることとなっています。さらに��の整備につ

いても、���地域を�めとする����地域と�市部の整備が�りなく実施されるよう

国、通�事業�に働きかけ整備促進につな�ていきます。

●�報通���ト�ー�の�効活用

　・ ����サービスやス�ート��ンの�速な��など�報通���の�速な進�により、

行政サービスや��生活を取り�く環境は大きく�化しつつ�り、�に南部・東部地域に

おいては、�市部との��の��に、�報化の�たす多�的な��が��されています。

　・ 行政分野においては、国・県・市町村を�続している��合行政��ト�ー��と県�全市町

村を�続する�奈良県��行政通���ト�ー��ス���が�働しています。また県�自

に、県・市町村等を�続する全県的な高速�報通�基�で�る「大和��報�����」を

�成��年度から運用を��し、�成��年度に東部地域��南部地域において�経�による

バ�������を整備し、���においても�報通�が��しない���の高い�報

��ト�ー�基�の運用を行います。

　・ ��向けのサービスとしては、�市型�ー�ル��ビ�の活用により、��全県で��ー�

バン�環境の整備が��していることから、��、行政・��・��・��・�育等さま�ま

な分野において��サービスの向上を�るとともに、�業��や�業の促進につな�てい

きます。

第4章 南部・東部地域の今後の施策展開
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①��・減�対策の推進

●大��広域����の整備

　・ �い��発生が��され、奈良県でも大きな��が��まれる南�ト���大地�等によ

る大����発生の�に、県���地はもとより、����が�定される������地

域への���助活動等��として、����援助�等の���助要�の�ース��ン�や

���の活動��、�������ー�の活動��、�援�資の備���・����などを

�する大��広域����を������部に��する��市に整備します。

●��の��・減�対策

　・ ��の��対策に�しては、��する南�ト���大地�等の発生に備えて、����ト

�ー�の強�化の取組を推進します。

　・ ��発生�に、人�や�資、�助・��、��活動など����にかかる交通��が確保さ

れ、���も経済活動を���全に�らせないために、�����ン�ールートを構成す

る�奈和自動��、国�����（������）、国�����をはじめ、��������ト

�ー�等の整備を推進します。

　・ ����や��の��対策や������上に�る��の��化を進め、����ト�ー

�の��確保を�ります。

  

●�川の��・減�対策

　・ �川の��対策に�しても、�の川��は、全国でも��の多�地�で�る大���を源と

しており、��による����が発生している。�のため��の川（吉野川）���川整備�

��に基づき、�川環境の保全等に�分��しながら、�川改�を進めます。

　・ ��川��においては、����大��以�も�発する��や��によって、���に大�

の��が��しており、国、和��県���重県と連携して、�野川の�合的な��対策と

して、����の��を進めます。

　・ 淀川��では、��の流下�力が��している��が�ること等により、��による���

�が度�発生しています。�のため、�淀川��（奈良県域）�川整備���に基づき、�川環

境の保全等にも�分��しながら、�川改�を進めます。

●����対策の推進

　・ ����大��等の�年の����の��をもとに策定した「奈良県����対策施設整

備��」（令和�年���）に基づき、������警�（���）�域�における�����用

の要����用施設や���のない���の保全、�����ン�ールートの強�化、�

行基�に適合しない��化��の保全等の�ー�対策や、�全な����の確保に向け、

����の��や�合等を��するなどの��ト対策を進めます。

���援活動�メージ

（�） ��と��と�����
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①�力の��と�報発�の強化　

●�報発�の強化

　・ �行��や大��行サ�トとのタ����や動�発�により、�力�る観光�報を発�す

るとともに、交通��等とタ����した観光��ン�ーンを実施します。

　・ 首��や���等における南部・東部地域への��層を広めるため、���のデジタルサ�

�ージや��モー��ン��ント等による観光�報の発�を強化します。

　・ ��に大きく��し、また��力の�る���の�効な活用や、��に��されるデジタル�

�の��によってもたらされる�たな�報発�の��の検討を進めます。

●地域資源を活用した�力の��

　・ �れた自�環境、�りや����、���理、���産など、地域資源の�力を再発�し、こ

れらを�効活用した取組を推進します。

　・ �奈和自���の整備等による自��の�用促進、「吉野・高野・�野の国」における事業推

進など、地域の�力�る資源を活かした�地整備や���成を支援します。

　・ ���産「���地の�����」や��資産などを活用した�行��や��、���、��

など地域の自�を活かした�行��の�発の検討を進めます。

　・ 「��・��の��と�の�連資産�」について、�の��な��的��を�らかにし、�の

��を分かりやすくストー�ー�を持って発�

し、令和6年度での���産��を目�します。

　・ 地域の�力づくりを�る市町村や��の取組を

支援し、「�の地域でしかない」�ン�ー�ンの�

力を��し、観光交流を推進します。

②�しい�観づくりの推進

　・ ��人が�ら�、�りに�うと同�に、�れる人をもてなすことが��るま�づくりを進め

るため、県��地の�徴�る�観を�する一定の地域を「�庭（���）」とし、本県の強み

で�る��的�観や自��観、��や���化を活かしながら、����の�りを��で

�しめる庭として整えることで、県全体が�和のとれた「一つの庭」となるような���観

づくり（「なら���の庭」づくり）を推進します。
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��・��の��

（�） ���������

2

南部・東部地域の��の������地域の�������

��・��・��ー�・�イ���等の�施���

�����������������取組�����

��������地域���
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①��型・��型観光の推進

●���る�と��施設等の整備推進

　・ 「なら�と�の�力��国�大��（�����）」との連携のもと、�大和地域において、

�らしい��の��に地��材を活かして「�」と「�」を提供する�ー�ルジ�等の整備

を促進するとともに、�れらの��ト�ー�化を推進します。

　・ ��業を体�できる�家��をはじめ、��しい���理など地域の�力を�しめる��

の�る��施設の整備を支援します。

　・ 南部・東部地域には���等を��とする����地や��などの資源が��で�る�か、

��ン�などの��ト���ジ�ーの�か、サ��ー、サ���ン�などのスポー�が�

んな���となっています。�����ン�ールートで�る国�����（������）や

国�����をはじめ、����ト�ー�の整備とともに南�の�ート���となる��づ

くりを進め、����南部からの�たな��の促進を�ります。

　・ 持続��な��施設経営に向けた���を��するなど��事業�の人材育成を�ります。

②地域の�力を活かした�化・スポー�・���ント等の実施

　・ ��大�が�いたとされる吉野�金���から高野�金���に�るまでの�を「��大

�の�」と�付け、「�」の�知・�知への取組を行ってきました。�成��年度から実施して

いるト��ル�ン�ン�大�「���������」は、��からも�加�がみられるなど定�

した�ースとなっています。また、������での�しい取組として�大和地域の自�

や���化に�れることができる「���� �����」や「�ン�ト��ル」を推進し、年�を

通じた��を�ります。

　・ ��の興�・��が高い����ントが地域�に少ないことに�目して�めた「えんが��

��」は�川���の���に�和した���として年�、��・����も�えており、

��も地域の�知度向上・�力発�に�めます。

　・ 地域の�材、��、��などに育まれた�を�し�ガスト���ー�ー���を��的に推

進するなど、��型・��型の観光や、広域���での交流を促進します。�に南部・東部地

域の強みを活かし、��施設や��ト��・スポー�環境とガスト���ーを組み合�せ

た����ガスト���ー�や���ト���ガスト���ー�などの検討を�たに進めて

いきます。

　・ 市町村と連携し、��環境や�資源の大�さを体�できるような�化����ントや��

��ーなどを推進します。

������������� ����� �大和

（２） ����������
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①市町村等と連携した��・定�支援

　・ 南部・東部地域��市町村と�働で設�した「�大和��・定�連携���」において県と市

町村が連携し、地域の�知度を向上させるとともに、��な��・定�施策に取組んでいく

ことで��を��する人の���を広�、��・定�を進めます。�せて、����におい

て、��・定�施策に携�る人材の育成にも取り組みます。

　・ 南部・東部地域には、�き家等が多く、����の低下

がさらなる人口減少を�くなど��環に�っていま

す。��の維持とともに、南部・東部地域において��

�を�加させるためには、�き家等の整備・活用が��

�です。�き家については�����の��として整

備することはもとより、���・���スやサ���

ト・���スなど���を活用した�たな��の�と

しての整備も��的に推進します。

　・ �き家等を活用して��促進施設を整備しようとする市町村を支援する�か、��や多地

域��を促進する取組を行う地域�����を支援します。

　・ �大和��定�交流�ンター「������」（えんが�）を��に、�年�目が高まってい

る「�ー�ー��ン」を活用した��・定�促進施策にも取り組みます。  

　・ 地域の人の��な��として「�と�体の健�と��」を支える�������ースの育成

に取り組みます。

②��をター��トとした��施策の推進

　・ 人口減少対策としての��促進のなかでも、�に�に�を持つ��などをメ�ンター��

トに��的に取組を進めます。

　・ �き家等を改�した������スの整備への支援により、���を活用して�事を行う

�い����ターやデ���ーが���などを通じて知り合い、�多く�用されるような

�しいタ��の取組を��的に続けていきます。

　・ �たな�用の�の��のため、南部・東部地域において�業家等が「�まる」「つながる」      

「育つ」���な��づくりを進めます。また、「������」での�スト�ー���ン�

を��し施策の��を検討していきます。

　・ �定地域づくり事業�同組合�度の活用促進などによ

り、地域で働きたい�����と地域の事業�との

���ン�を進めます。

　・ 地域おこし�力��度を活用して、地域活�化に��

の�る人材の��を進めるとともに、地域で活�する

ために必要な��や�業支援等を行うことにより、地

域を支える人材の育成を�ります。　
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���ス��ン�東吉野

������

（�） ��������
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①市町村と連携したま�づくりの推進

　・ 人口の��な減少と高�化が進�するなか、高��をはじめとする��の��・健�・�適

な生活環境を実�し、また地域�を活かした��いの�る�みよい「ま�づくり」を進める

ためには、��となる��への��の��や、低��用地の活用等による��の再整備が

必要です。

　・ このため県では、県�理施設の改�や県�地の�効活用などの県事業と市町村の「ま�づく

り」 を一体的に検討することによる効率的な「ま�づくり」を進めることを目的に、市町村

との連携�定を��しており、�に、南部・東部地域��市町村のう���市町村と���定を

��している（���������）とこ�です。

　・ ��、���の市町村との��を進めていくとともに、��済みの市町村と�れ�れの地

�、��の��に�じた�体の事業の実施について検討を進めていきます。なお、事業の検

討に�たっては、�き家等����資産の再�用を�野に�れます。

　

②「奈良モデル」の推進

●県域��������・��ジメントの推進・��処理施設等の整備

　・ ��は��衛生の向上と生活環境の改善を�り、健�で�化的な生活を営�上で�くこと

のできない��基�です。しかし、�速に進�人口減少、������、施設��化など、�

�事業全体をとりまく状況は�しく、南部・東部地域ではこの�向がより��です。この状

況に対�するため、広域化の取組を市町村と共にすすめています。

　・ ����や�れより���な施設による���や生活用�については、地域に�した供�

体�の検討や、��的、経営的改善支援をモデル的に行ってきました。また、��連携の�

�も�野に�れた�け�体�構�の���について検討しました。��はこれらの成�を

活用しながら、��する市町村が�まる���の�で、�き続き検討をすすめ、南部・東部

地域での��な�の供�の持続を目�します。

　・ し�処理��生活��等の処理については、健やかで�適な生活環境を確保し、自�環境を

保全するためにも���で�るが、東部地域や南部地域では他の地域に�べ、�の整備が

遅れているため、地域の実�に�じた��的な��処理を推進します。

（�） �奈良����の�行

3

 �奈良����の�行��������������

市町村との連����の取組���������

���市町村���������

���市町村���
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●ごみ処理広域化奈良モデルの推進

　・ 県では市町村が連携して実施するごみ処理施設の整備に対して支援を行い、ごみ処理の広

域化を進めています。南部地域においては、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、川上村、東吉野

村で構成する「さくら広域環境衛生組合」が令和5年度を目標にごみ処理の広域化を進めて

います。

●奈良モデルの推進

　・ 上記の取組の他、市町村が質の高い行政サービスを提供するためには、効率化に向けた一層

の取組が必要です。効率化に資すると考えられる市町村運営の基礎となる分野（定型的業

務や庶務的業務など）における事務・行政サービスの共同化や専門的な知識等を必要とす

る業務に従事する人材の確保・育成について支援を行います。

①市町村行政経営向上への取組支援

　・ 南部・東部地域では人口減少や産業の低迷により自主財源に乏しい市町村が多くなってい

ます。県では以下の取組を通じ、市町村の財政健全化に向けた取組を支援していきます。

　・ 市町村振興資金の貸付

　・ 市町村税の徴収強化

　・ 財政状況の改善を要するため、「重症警報」を発令した市町村と合同で、財政再建策を検討し

たうえで、首長に対し提案を行い、実行を働きかけます。

　・ 国からの助成、県からの助成、県庁力によるサポート（人的支援）を通じで市町村が地域づく

り・観光交流を促進するための取組や生活環境を維持向上させる取組のサポートを続けて

いきます。

②地域デジタル化の推進

　・ 県ではこれまでもデジタル化に取組んできましたが、日本全体としてデジタル化が遅れて

いることを踏まえて、国はデジタルガバメントの取組を加速させています。　

　・ 県ではデジタル化を適用すべき分野を、「行政」、「家庭」、「経済」の3分野に分類し、まず県と

市町村の行政のデジタル化を国の動向を踏まえながら進めていきます。
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（２） 市町村行政経営向上への取組支援等
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