観光交流空間づくりモデル事業計画書

【様式１‑６】

②事業プラン（観光戦略の実現のために必要な事業や施策）
（イ）個別事業の内容
（ⅰ）核となるソフト事業

〔ＮＰＯ等の地域団体等や民間事業者が行う、地域の魅力を高める各種活動・
交流活動・既存資源の有効活用・観光需要の平準化対策・集客イベント等〕

（ⅰ‑ａ）ＮＰＯ等の地域団体等が行うソフト事業
事業名

■事業の概要と観光戦略との関 ■事業実施期間
係

■実施主体・実施体制

地域の魅力評価活用事業
a-01 燈篭祭
a-02 花の窟神社大祭
a-03 二木島まつり
a-04 木本まつり
a-05 くまの木て海て市
場
a-06 「さぎりの里」運営
a-07 串柿まつり

巨大燈篭をメインに燈篭づくり体験
を組み入れた祭り
年２回、お綱かけ神事である綱の
張替え
船漕ぎ競争により豊漁不漁を占う
祭り
参勤交代の大名行列を模した六法
行列
地域住民、生産者、消費者、観光
客が参加し、地元産品の販売市
熊野古道沿いで地域生産者による
地元産品の販売

昭 和 ６２年 度 〜
（継続）

燈篭祭実行委員会

（継続）

花の窟神社、有馬自治会、有馬を
創造する会

（継続）

二木島氏子総代会

（継続）

木本神社総代・氏子

串柿作り体験等

１１月下旬（継続）

串柿まつり実行委員会（かつらぎ
町）

８月 第 ４土 曜 日
（継続）

八咫の火祭り実行委員会（本宮町）

（継続）

紀南ふるさと開発センター（田辺
市）

５月 ３〜５日（継
続）

九度山町真田祭実行委員会

奥熊野太鼓、時代行列等からなる
祭り
月一回、闘鶏神社馬場で開催され
る朝市。地場産品を多く扱い、90
a-09 弁慶市
店舗が軒を連ねる。江戸中期の六
斎市（通称：弁慶市）の再現。
九度山町ゆかりの戦国武将、真田
a-10 真田まつり
昌幸、幸村父子を偲んで開催され
る祭り
平安後期に起源をもち、遍照寺に
伝承された仏教の古典芸能で、女
a-11 仏の舞
人成仏をテーマとした全国でも珍し
い舞踏劇
a-12 高野山万灯供養 お盆の夜、奥の院に眠る総ての御
会
霊を供養する催し
歴史的街並みにおいて木工工芸
a-13 自由市場「かげろ
品、手芸品等の展示即売(ﾌﾘｰﾏｯｹ
う座」
ｯﾄ)
a-14 吉野 山灯りコン 吉野産の素材を使った手作りの灯
テスト
りを古い街並みに並べる
ぬいぐるみの大蛙が輿に乗って町
a-15 吉野山蔵王堂蛙
内を練り歩き、蔵王堂の仏前で修
跳び
法により人間にもどる行事
ホラ貝鳴り響く中、修験者や信者た
a-16 鳳閣寺火渡り
ちが燃えたぎる火の上をゆっくりと
歩き、人々の無病息災を祈願
役行者の冤罪が晴れて大峯山に
帰った時、洞川住民が熱狂的に出
a-17 洞川行者祭
迎えた様子を鬼踊りとして現した奇
祭
a-18 天の川もみじまつ みたらい渓谷にお ける紅葉、ｳｫｰｸ
り
ﾗﾘｰ、ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ遊覧など
a-08 八咫の火祭り
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平 成 １３年〜（継
続）
平 成 １１年〜（継
続）

くまの木て海て市場の会
尾呂志地区地場産品組合

１１月２１日（継続） 花園村郷土古典芸能保存会

８月１３日（継続）

高野山万灯供養会実行委員会

平成５年度〜（継
続）

新町塾(五條市)

平 成 11 年 度 〜
（継続）

吉野山灯り実行委員会事務局(吉
野町商工会)

（継続）

金峯山寺（吉野町）

（継続）

鳳閣寺（黒滝村）

（継続）

大峯山洞川温泉旅館組合（天川
村）

（継続）

天の川もみじまつり実行委員会（天
川村）
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長さ297m、高さ54m の谷瀬のつり
橋で行われる太鼓演奏
高さ２０ｍの柱につるした籠に松明
a-20 紀和の火まつり
を投げ入れ、水難事故・無病息災
を願う祭り
尾鷲港の魚市場を活用した月１回
a-21 尾鷲イタダキ市
の地場産品販売等
特産品等ブランド化推進事業
a-19 揺れ太鼓

平成１５年に尾鷲市有林がＦＳＣ認
a-22 ＦＳＣ材を活用し
証取得。尾鷲ひのきを中心とするＦ
た特産品づくり
ＳＣ材を活用したクラフト品開発
①柑橘類を活用した商品開発
a-23 地域の産物を活
②三木里茶の開発と茶づくりの伝
用した特産品づくり
承
紀伊山地の参詣道体験ウォーキング事業
a-24 心の道ウォーク事
業
a-25 奥駈修行
a-26 曼荼羅ウォーク
a-27 小辺路マークトラ
イアルｉ
ｎ
野迫川

大峯奥駈道、熊野参詣道小辺路の
体験ウォーク
霊場吉野・大峯、大峯奥駈道にお
ける修行体験
九度山から高野山までの町石道の
ウォーク
小辺路においての山岳マラソン＆
ウォーク

（継続）

つりばしまつり実行委員会（十津川
村）

平成２年〜（継続） 紀和の火まつり実行委員会
平 成 １２年 度 〜
（継続）

尾鷲イタダキ市実行委員会

平成１６年度〜

ＮＰＯ法人海虹路（エコロ）

①平成１５年度〜
（継続）
②平成１６年度〜

①古里地区婦人会
②尾鷲市三木里地区・地域ﾎﾞﾗﾝﾃ
ｨｱ

平 成 16 年 度 〜
（継続）
（継続）
９月２５日（継続）

吉野山観光協会、天川村、野迫川
村、十津川村、奈良交通、近鉄ほ
か
金峯山寺、大峯山洞川温泉旅館
組合ほか
橋本・伊都各市町村・商工会等（高
野町）

平 成 １６年 度 〜
（継続）

マークトライアル実行委員会

①平成１４年度〜
（継続）
②平成１５年度〜
（継続）
③平成１６年〜
④平成１５年度〜
（継続） ⑤平成１
０年〜（継続）
⑥ 平 成 １３年 〜
（継続）

①尾鷲 21 世紀の会、地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
②尾鷲市三木里区
③紀伊長島観光ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
④NPO 法人海虹路（エコロ）
⑤宮川流域ﾙﾈｯｻﾝｽ協議会
⑥おもてなしのさとづくり会議

地域の自然体験・健康増進事業

a-28 体験観光の確立

a-29 世 界 遺 産 ・熊野
古道等が体験できる、
歩いて癒される環境づ
くり
a-30 みやまで遊食事
業

①海の体験メニュー整備
②休耕田を利用した蕎麦畑や梅園
での体験
③体験メニュー発掘とインストラクタ
ー養成
④体験学習プログラムづくりとイン
ス ト ラ ク タ ー 養 成
⑤宮川流域案内人によるイベント
開催
⑥体験旅行誘致・親子体験教室開
催

熊野古道等地域の山を楽しむプロ
平成１６年度〜
グラムづくり等

１０マウンテンの会

「遊びの達人」による地域の楽しみ
方の提供

遊びの達人

平 成 １５年〜（継
続）
① 平 成 １１年 〜
② 平 成 １５年 〜
（継続）
平 成 １５年〜（継
続）

a-31 熊野古道イベント

①古道ｳｫｰｸ･ｺﾝｻｰﾄ等 ②熊野古
道まつり

a-32 自然体験型観光
ビジネス化事業

自然体験型観光のビジネス化

a-33 自転車ロードレー
ス

紀伊半島３県を舞台に３日間にわ 平 成 １１年〜（継
たって繰り広げられる自転車競技
続）

日本有数の自転車ﾋﾙｸﾗｲﾑﾚｰｽ(県
a-34 ヒルクライム大台
平 成 13 年 度 〜
道 大 台 ヶ 原 線 35 ㎞ 、 標 高 差
ヶ原 Since2001
（継続）
1,240m)
a-35 熊野川カヌーマラ カヌーを手段とし、川への親しみを
（継続）
ソン大会
持ち、熊野の自然を体験する事業
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①紀伊長島町体験事業実行委員
会 ②おもてなしのさとづくり会議
海山物産株式会社
３ＤＡＹ ＣＹＣＬＥＲＯＡＤ熊野第２
ステージ運営委員会
ﾋﾙｸﾗｲﾑ大台ヶ原実行委員会(ﾜｰｸ
21 上北山)
熊野川カヌーマラソン実行委員会
（熊野川町）
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a-36 山岳グランフォン
ドｉｎ吉野
a-37 手漉き和紙紙漉
き体験

奥吉野におけるサイクリング競技

和紙を漉いてハガキや色紙を作る
体験
450m の反射望遠鏡のある天文台
a-38 天体観測体験
からの天体観測
そまびと(山仕事師 )日本一をかけ
a-39 全日本そまびと
て丸太早切り、木登り等をチームで
選手権大会
競う
地域の魅力語り部育成事業

a-40 熊野古道事業

平成 16 年度〜

山岳ｸﾞﾗﾝﾌｫﾝﾄﾞ in 吉野事務局

（継続）

手漉き和紙商工業協働組合（吉野
町）

（継続）

コスミックパーク星の国（大塔村）

昭 和 61 年 度 〜
（継続）

全日本そまびと選手権大会実行委
員会（川上村）

熊野古道誘導板等の設置、古道ガ
熊野古道語り部友の会、東紀州地
イド養成講座、語り部友の会運営、 平成６年〜（継続）
域活性化事業推進協議会
古道ガイド斡旋
熊野古道のガイド(道案内）と語り部 平 成 １５年 度 〜
紀伊長島観光サービスセンター
の育成
（継続）

a-41 熊野古道の保存
ともてなし
a-42 熊 野 古 道 （中辺
本宮町、中辺路町、熊野川町の語
路）語り部広域連携（本
り部連携
宮町）
住民参加型もてなしの心向上事業

平成１６年（継続）

語り部協議会

a-43 紀北おもしろゼミ 地元民が講師となっての人づくりゼ
ナール
ミナールの開催
海外からの来訪者のための環境整備事業

平 成 １３年〜（継
続）

もてなしのさとづくり会議

a-44 熊野古道の保存
ともてなし

平 成 １５年 度 〜
（継続）

紀伊長島国際交流協会

伝統ある職人芸・地場産業技術の
ＰＲ
各地でコンサートを開催するなど熊
a-46 くまの天女座の運
野から地域の文化の情報発信活動
営
を行う
参詣道と町並景観保全形成事業

平 成 １３年〜（継
続）

各まちかど博物館

平 成 １３年〜（継
続）

矢吹紫帆、矢中鷹光

a-47 熊野古道の保存
ともてなし

平 成 １１年 度 〜
（継続）

ツヅラト峠を守る会、荷坂峠を守る
会、始神峠を守る会、古里地区保
存会

外国語語り部の育成

地域情報発信事業
a-45 東紀州まちかど
博物館運営

熊野古道の保全と来訪者へのもて
なし

河川や海とその周辺の環境保全の
a-48 紀北の水辺づく
平 成 １３年〜（継
啓発、水辺で楽しめる環境づくり、
り・森づくり
続）
住民参加型の森づくりを行う。

a-49 歩いて楽しい、ま
ち並みづくり事業

a-50 里山の保全と活
用
a-51 沿道花植等

①まちかど博物館／地域の人たち
のコレクションや職人芸の公開し、
ＰＲする
②郷土の食材を提供し、交流を図
る茶屋の運営
③駅前・木本町の住民による地域
活性化と景観づくり
④軒先に旗を掲げ来訪者を歓迎す
る取り組み
自然とのふれあいの場の提供とそ
ば打ち体験など
地元ボランティア団体による沿道の
花植や蓮園の運営
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もてなしのさとづくり会議

①平成１３年〜
②平成１３年〜
③平成１５年〜
④ 平 成 １５年 〜
（継続）

①自主的な地域ボランティア
②古道茶屋「にしご」「花の岩屋」
「太郎坂」「さぎり茶屋」
③駅前・木本町まちづくり会議
④木本古道通りの会
⑤市民ボランティア

平 成 １５年〜（継
続）

下河内里山を守る会

平成１６〜２０年度

グループプロペラ（白浜町）
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③地域環境保全事業
a-52 熊野古道伊勢路
維持管理事業

a-53 熊野川河川愛護
モニター制度

熊野古道伊勢路の各峠の維持管 平 成 １１年〜（継
理
続）
熊野川のより良い河川環境の保全
を次世代へ引き継ぐとともに、広くＰ
Ｒするための自主活動を実施。項
目①熊野川流域の石造物マップの
平成１６年度〜
作成及び伝承調査 ②熊野川に生
育する生物調査 ③熊野川関連小
説執筆 ④視覚障害者、観光客向
けＰＲ朗読テープの製作
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各峠保存会

一般公募にから選考されたボラン
ティアで活動する個人又はＮＰＯ等
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【様式１‑７】

②事業プラン（つづき）
（イ）個別事業の内容

（つづき）

（ⅰ）核となるソフト事業

〔ＮＰＯ等の地域団体等や民間事業者が行う、地域の魅力を高める各種活動・
交流活動・既存資源の有効活用・観光需要の平準化対策・集客イベント等〕

（ⅰ‑ｂ）民間事業者が行うソフト事業
事業名

■事業の概要と観光戦略と
の関係

■事業実施期間

■実施主体・実施体制

平 成 １２年〜（継
続）

港市協会

①平成７年〜
②平成１３年〜
③平成１６年度〜
（継続）

①熊野商工会議所
②熊野商工会議所
③民宿組合（尾鷲市）

①平成１４年〜
②平成１４年〜
③平成３年〜（継
続）

①熊野うまいもん倶楽部
②熊野市宿泊施設活性化研究会
③熊野那智黒石協同組合

①平成１５年〜
② 平 成 １３年 〜
（継続）

①熊野市さんま寿し保存会
②熊野市物産振興会

地域の魅力評価活用事業
b-01 三重きいながしま 長島漁港の市場を活用した
港市
月１回物産販売
特産品等ブランド化推進事業
①土産物・郷土料理コンクー
ル
b-02 魅力ある食・サー ②食素材発掘、料理の研究と
ビスづくり事業
接客サービスの講習
③地域の素材を活用したお
わせの朝ごはん開発
①熊野の新しい食おこし事業
／熊野独自の郷土料理の開
b-03 魅力ある食・宿・ 発
特産品開発や販売サー ②宿泊施設の活性化事業／
ビス戦略事業
宿泊所共通企画など熊野の
宿のイメージアップを図る
③那智黒石の新商品開発
①さんま寿し発祥の地の保存
b-04 特産品の情報発
と普及
信事業
②熊野の特産品の宣伝
地域の自然体験・健康増進事業

b-07 熊野灘の遊覧運
航

休廃校を利用した体験交流メ
平 成 １５年 度 〜
ニューづくりとインストラクター
（継続）
養成
①平成１１年〜
①地元海産物を活用した干
②平成１７年度〜
物づくり体験
（継続）
②地元農家での農業体験
③平成１６年度〜
③ダイビング体験
④平成１０年度〜
④定置網漁体験
（継続）
⑤山林体験
⑤平成１６年〜
海から見る熊野古道、楯ヶ崎
平成９年〜（継続）
など海の体験

b-08 カヌー体験

吉野川でのカヤックスクール

b-05 体験交流事業

b-06 地域資源を活用
した体験メニュー

（継続）

民間事業者（尾鷲市）

①紀伊長島町水産加工業協同組合
②志子地区いちご生産組合
③道瀬漁業協同組合
④長島共同大敷組合
⑤森林組合おわせ
熊野灘海上遊覧サービス（個人事業主
の共同体）
モンベル

地域情報発信事業
b-09 情 報 発 信 事 業
「にぎわいネット事業」

熊野古道や地域の情報をホ
平 成 １６年〜（継
ームページにて情報発信を
続）
行う

ＮＰＯ法人「東紀州Ｉ
Ｔコミュニティ」

高野山〜本宮間

国土交通省、バス事業者

快適な移動環境の形成
b-10 バス運行実証実
験事業

平成１６年度
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b-11 バス運行実証実 中辺路（栗栖川）〜本宮（発
験事業
心門王子）間
b-12 パークアンドライ
高野山で実施
ド実証実験
交通の利便性向上が必要である。
b-13 バス事業者相互
の連携(相互乗り入れ)

平成 16 年８〜９月

国土交通省、龍神自動車

平成１６年度〜

国土交通省、和歌山県、高野町、南海
電鉄等

奈良交通・南海りんかんバス
( 平成 16 期間限
の「大峯高野線」(H16 期間限
定、以後検討)
定、以後検討)／奈良県
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奈良交通・南海りんかんバス

観光交流空間づくりモデル事業計画書

【様式１‑８】

②事業プラン（つづき）
（イ）個別事業の内容

（つづき）

（ⅱ）民間ハード事業

〔民間事業者やＮＰＯ等の地域団体等が行う集客施設・宿泊施設等の整備で、観
光戦略と一体不可分なもの〕

事業名

■事業の概要と観光戦略と
の関係

■概算事業費及び事
業実施期間

■実施主体

115 百万円／平成 12〜

本宮町音無の里づくり委員会（補

22 年度

助）

平成 16〜25 年度

民間（補助）

平成 19〜20 年度

ＮＴＴ・関西電力（補助）

参詣道と町並景観保全形成事業
参詣道と町 並景観保全形成事業
ⅱ-01 本宮地区街
なみ環境整備事業

熊野大社の門前町にふさわ
しい町並み整備(民間施設修
景整備）
ⅱ-02 高野山地区

金剛峰寺の門前町にふさわ

街なみ環境整備事

しい町なみ景観整備（民間施

業

設修景整備）

ⅱ-03 大門坂景観
整備事業（那智勝浦
町）

電柱地中化等の景観整備事
業
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【様式１‑９】

②事業プラン（つづき）
（イ）個別事業の内容

（つづき）

（ⅲ）公的関連ソフト事業・施策
事業名

〔行政が行う規制・誘導施策等〕

■事業・施策の概要と観光戦略
との関係

■事業・施策実施期間

■実施主体

鬼ヶ城を舞台とした花火大会

不明（継続）

熊野市観光協会、熊野市

（継続）

五條市

地域の魅力評価活用事業
ⅲ-01 熊野大花火大
会

吉野川での花火とレーザー光線
の共演
ⅲ-03 吉野川まつり花 吉野川での花火大会と山灯りコン
火
テスト
ⅲ-04 能楽座公演
桧垣本猿楽など
大和の水、北山川での魚のつか
ⅲ-05 清流祭
み取り大会、
特産品等ブランド化推進事業
ⅲ-02 吉野川まつり

北山村を原産地とする「じゃばら」
を利用して特産品の開発販売を
行い、地域の活性化を図り特産品
としてのブランド化を図る。
ⅲ-07 尾鷲の食開発 郷土料理の伝承と地域の食材の
事業（まち交事業）
新たな活用法の発掘
ⅲ-08 東紀州特産水 地元の特産水産物を活用した弁
産物活用事業
当の思索とＰＲ
紀伊山地の参詣道体験ウォーキング事業
ⅲ-06 特産物生産販
売事業

ⅲ-09 ウォーキング事
業（まち交事業）

（継続）

吉野川まつり花火実行委員
会（吉野町）
大淀町

（継続）

上北山村

昭和 29 年度〜（継続）

加工品 年中 収穫１０
北山村
月中頃（継続）
平成１５年度〜（継続）

尾鷲市

平成１６年度〜

東紀州特産水産物活用協
議会

ツーデイウォーク開催・生涯スポ
平成１６〜１８年度
ーツ事業

尾鷲市

地域の自然体験・健康増進事業

ⅲ-10 観光筏下り

ⅲ-11 グリーンツーリズ
ムの推進

ⅲ-12 体験交流事業
ⅲ-13 山村の体験交
流イベント
ⅲ-14 紀南集客交流
推進事業
ⅲ-15 洞川自然体験

昔の木材運搬手段であった筏を
観光用として利用し、北山村での
み体験できる体験型観光としての
事業
①尾鷲市内の休廃校を利用した
体験交流メニューづくりとインスト
ラクター養成（まち交事業）
②行政、関係団体、住民、事業者
等が連携して、海山町内の休校
舎等を利用した体験交流メニュー
づくり
『遊・食・学 』をテーマに自然体
験・研修プログラムづくり
山村景観を有する丸山千枚田を
利用した、田植え稲刈り体験イベ
ント
熊野古道を中心とした地域資源
を有効活用し、体験交流等の事
業を行う
ﾌﾗﾜｰﾊｲｷﾝｸﾞ、ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞ、あ
まご釣り体験など
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５月６月９月土・日・祝日７
月８月 木 曜 日 以 外 毎 日 北山村／筏師後継者組織
（継続）

①平成１７年度〜
②平成１６年〜

①尾鷲市
②海山町、海山町ｸﾞﾘｰﾝﾂｰ
ﾘｽﾞﾑ推進協議会

平成１４年度〜（継続）

大内山村活性化協議会

平成６年〜（継続）

紀和町、千枚田保存会

平成１６年〜

三重県

（継続）

天川村洞川ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑｾﾝ
ﾀｰ
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地域の魅力語り部育成事業
ⅲ-16 みえ熊野学事
業

熊野地域の歴史、文化など研究
平成１２年〜（継続）
誌編成やフォーラムの開催

ⅲ-17 富田坂等案内 富田坂ほか歴史文化資源の説
役養成事業
明、案内役の養成
住民参加型もてなしの心向上事業
紀南ツアーデザインセンターの設
置等、集客交流の取り組みを地
域住民と協働で行う
海外からの来訪者のための環境整備事業
ⅲ-18 紀南地域活性
化推進事業

ⅲ-19 英語観光ガイド
講座
ⅲ-20 ビジット・ジャパ
ン・キャンペーン事業を
活用したファムトリップ
（欧米諸国、韓国、台
湾）

みえ熊野学研究会、東紀州
地域活性化事業推進協議
会

平成１６年度〜（継続）

白浜町

平成１６年〜

三重県

増加が予測される外国人ガイドに
平成１６年度〜（継続）
対応
ビジット・ジャパン・キャンペーン事
業を活用した「紀伊山地の霊場と
参詣道」と周辺観光資源を組み合 平成 16 年度
わせた観光ルートへのファムトリッ
プ（欧米諸国、韓国、台湾）

新宮市観光協会
国土交通省、関西国際観光
推進センター、関西広域連
携協議会、和歌山県等

地域情報発信事業
ⅲ-21 観光案内の充
実
ⅲ-22 自然体験型観
光ビジネス化モデル事
業

観光案内板等の配置計画とホー
ムページ等の充実・英語版作成

最新技術を応用したインターネッ
平成１５年度〜（継続）
トシステムによる地域情報の発信

まちづくりﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽｾﾝﾀｰ事務所
ⅲ-23 まちかどＨＯＴ
開設と観光客へのもてなし・情報
センター事業
発信など
ⅲ-24 高野山町石道ウ
町石道ウォーキングマップ作成
ォーキングマップ作成
高野熊野を中心とする和歌山県
の自然・文化・歴史をデジタルコ
ⅲ-25 世界遺産ブロー
ンテンツ化し、「わかやまアーカイ
ドバンド放送局事業
ブチャンネル」と題してインターネ
ット上で発信する。
ⅲ-26 地域情報ウェブ 既存ウェブサイトのコンテンツの充
サイトの充実及び構築
実、広域的な情報発信
快適な移動環境の形成
ⅲ-27 世界遺産地域
世界遺産登録推進地域協議会が
活動支援（古道安全パ
実施する事業を支援
トロール等）
安全・快適な環境づくり事業
参詣道を訪れる人に遵守してもら
うルール。景観保全、挨拶、動植
物の保護、安全対策、ゴミ対 策な
どの約束事項のＰＲ
広域的な連携による地域ブランドの確立が必要である。
ⅲ-28 紀伊山地の参
詣道ルールのＰＲ

ⅲ-29 高野山関連ブラ
ンドづくり事業

平成１７年度〜

高野山に関連の深い有形無形の
認定資源のＰＲ
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紀伊長島町
海山町

平成１６年度〜

尾鷲市

平成 16 年度

九度山町・高野町・かつらぎ
町

平成１５年度（制作）平成
１６年度〜（配信）（継続）

和歌山県

平成１６年度〜

南和広域連合、奈良県観光
連盟

平成１６年度〜

和歌山県

平成 16 年度〜

三重県・奈良県・和歌山県

平成１６年度〜

和歌山県伊都振興局

観光交流空間づくりモデル事業計画書

交通の利便性向上が必要である。
ⅲ-30 公共交通体系
整備事業
ⅲ-31 公共交通維持
事業
ⅲ-32 自主運行バス事
業
ⅲ-33 観光客誘客推
進事業

観光客や地域住民の交通の便と
なるバス路線の新設
観光客や地域住民の交通の便と
なるバスや巡航船運行への補助
自主運行バスの運行／御浜町、
紀和町、紀宝町、熊野市、尾鷲
市、野迫川村、十津川村
名古屋・伊勢志摩と熊野古道伊
勢路を結ぶバスの運行
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平成１７年度〜

尾鷲市

継続

尾鷲市

平成１４年度〜（継続）

熊野市、紀和町、御浜町、
紀宝町

平成１６〜１７年度

三重県

観光交流空間づくりモデル事業計画書

【様式１‑１０】

②事業プラン（つづき）
（イ）個別事業の内容

（つづき）

（ⅳ）公的関連ハード事業

〔基盤整備等に係わる国土交通省所管事業あるいは地方単独事業等。既存事業

の継続も含む。〕

事業名

■事業の概要と観光戦略との関係

■概算総事業費及び
事業実施期間

■実施主体

地域の自然体験・健康増進事業
ⅳ-01 海洋深層水取
約 3,500 百万円／平
地域資源である海洋深層水を取水
水 施 設 ・温 浴 施 設 整
成１６年度〜平成２０ 尾鷲市（補助）（水産庁・県）
し、これを活用した施設整備
備事業
年代を予定
海外からの来訪者のための環境整備事業

ⅳ-02 観光ネットワー
ク事業

①熊野古道と他の施設等を結ぶ誘
導板整備と外国語対応の案内板整
備
②情報発信施設整備と誘導板整備

①5 百万 ②200 百万
①紀伊長島町（単独）
円／①平成１６〜２１
②大内山村（補助を予定）
（確
年度
認中）
②平成２０〜２２年度

地域情報発信事業

ⅳ-03 特定交通安全
施設等整備事業
ⅳ-04 地域内ネットワ
ーク構築事業
ⅳ-05 道の駅整備事
業
ⅳ-06 道の駅「紀宝
町ｳﾐｶﾞﾒ公園」駐車場
拡幅（交通安全事業）
ⅳ-07 熊野古道セン
ター（仮称）整備事業
ⅳ-08 世界遺産セン
ター建設
ⅳ-09 世界遺産情報
センター整備
快適な移動環境の形成
ⅳ-10 休校舎改築事
業
ⅳ-11 日置川町大辺
路街道周辺整備事業
（日置川町）
ⅳ-12 世界遺産（熊
野 古 道 ）対 策 推 進 事
業
ⅳ-13 一般街路事業
（まち交事業）
ⅳ-14 熊野古道登山
口駐車場整備事業
ⅳ-15 街路整備事業

来訪者に対する受け入れ基盤の整
備（道の駅「紀の川万葉の里」トイレ
増設
熊野古道センターを中核に２ヶ所の
地域センター整備
物産販売、情報発信のための道の
駅舎整備（町単）

７２百万円／平成 16
年度

国土交通省（直轄）

35 百万円／平成１６年
三重県（単独）
度
125 百万円／平成１６
紀宝町（単独）
年度

休憩施設、道路情報の提供のため
の駐車場整備（国直轄）

246 百万円／平成１４
国土交通省（直轄）
〜１６年度

情報発信拠点の整備

2,000 百万円／平成１
三重県（単独）
５〜１７年度

世界遺産エリアでの学習、旅行、活
平成１６〜１８年度
動等の総合的拠点
那智勝浦町浜の宮地先にて、物産 未定／平成 17 年度〜
販売、情報発信のための整備
19 年度

本宮町（単独）
那智勝浦町

休校舎を改築しての宿泊施設の整
備
トイレ、休憩所、展望台等整備、大辺
路富田坂・仏坂を訪れる方の癒しの
拠点整備

300 百万円／平成１７ 海山町（補助を予定）（関係省
年度
庁又は県で検討）
22 百万円／平成 16〜
18 年度

日置川町（補助）

来訪者に対する受入基盤の整備支
援（トイレ・サインの整備）

29 百万円／平成 16〜
18 年度

三重県（単独）

観光客が歩きやすい歩車道整備（国
補）
馬越峠登山口付近等の駐車場整備
（県補）
茶地岡向井線（熊野古道登り口周
辺）の街路整備
L=0.4km

50 百万円／平成１６〜
１７年度
70 百万円／平成１９〜
２０年度
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尾鷲市（補助）（国土交通省）
海山町（補助を予定）（県）

1,600 百万円／平成１
三重県（補助）（国土交通省）
１〜１７年度
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①熊野古道休憩所（トイレ）建設中辺
ⅳ-16 参詣道・古道
路
についてのトイレやベ
②果無休憩施設新設（H16〜17）、
ンチなどの休憩施設
弥山山頂・洞川大橋トイレ新設(H18)
の整備
など
登山基地や山岳におけるトイレの設
ⅳ-17 トイレ整備
置（洞川大橋、弥山、伯母子岳など）
ⅳ-18 駐車スペース 殿野坪内線(弥山登山口 )、タイノ原
の確保（林道改良）
線(小辺路ﾋﾞｭｰﾎﾟｲﾝﾄ)など
ⅳ-19 休憩施設等の 参詣道における休憩施設の設置（果
整備
無山頂、伯母子峠ほか）
大峯奥駈道、熊野参詣道小辺路へ
ⅳ-20 アクセス登山 のアクセスルートの確保
道整備
（大峯縦走線前鬼ルート、洞川自然
探究路ほか）
参詣道と町並景観保全形成事業
ⅳ-23 公園整備事業
（まち交事業）

熊野古道客のくつろぎの場となる公
園整備

ⅳ-24 高野山地区街
なみ環境整備事業
ⅳ-25 熊野灘臨海公
園整備事業
ⅳ-26 高野山地区街
なみ環境整備事業
ⅳ-27 熊野古道の維
持管理事業（まち交事
業）
ⅳ-28 元町新庄線外
1 線街路整備事業（海
蔵寺地区沿道区画整
理型街路事業）
ⅳ-29 片上池周辺集
客交流施設整備事業

金剛峰寺の門前町にふさわしい町
なみ景観整備（無電柱化）
熊野古道客の立ち寄り地となる広域
的な公園整備
来訪者に対する受入基盤の整備支
援（トイレ・駐車場）

平成１５〜１６年度／
平成１６〜１８年度
367 百万円／平成 15
〜19 年度
未定／平成 15〜19 年
度
23 百万円／平成 15〜
18 年度
567 百万円／平成 15
〜20 年度

本宮町／十津川村

奈良県
奈良県・天川村・野迫川村など
（補助）（林野庁）
奈良県・十津川村

奈良県

約 28 百万円／平成１ 尾鷲市（補助を予定）（国土交
７〜２０年度
通省）
平成 16〜25 年度

高野町

15,289 百万円／昭和
45〜平成 18 年度

三重県（補助）（国土交通省）

平成 14〜18 年度

高野町

約 24 百万円／平成１
尾鷲市（補助）（国土交通省）
６〜２０年度

熊野古道の維持管理

地域の玄関口である JR 紀伊田辺駅
へのアクセス改善と魅力あるまちな 約 3,100 百万円／H1５
み整備（L=310ｍ 田辺市南新南町 〜21 年度
〜湊）
800 百万円／平成１７
熊野古道集客交流拠点整備（町単）
〜１９年度
熊野市駅前などの景観を古道のイメ
ⅳ-30 駅前・木本町
未定／ 平 成 １６〜２０
ージで調和させたまち並み整備（市
まちづくり事業
年度
単）
ⅳ-31 まちづくりプロ 住民参画による魅力あるまちづくり整 300 百万円／平成１６
ジェクト
備（県単）
〜１８年度
熊野古道の景観に配慮した市道整
備
①市道立石花の岩の窟線（Ｌ=416
ⅳ-32 地方道路交付
480 百万円／平成１７
ｍ）
金事業
〜１９年度
②市道有馬金山線（Ｌ=250ｍ）
③市道金山小学校線（Ｌ=670ｍ）
④市道渡井田線（Ｌ=710ｍ）
ⅳ-33 道瀬地区海岸 海岸養浜等による国土保全とあわせ 2,499 百万円／昭和
環境整備事業
た海水浴場整備
49〜平成 17 年度
ⅳ-34 木本港海岸高
6,000 百万円／平成４
熊野古道・浜街道の保全整備
潮対策事業
〜２５年度
ⅳ-35 御浜地区海岸
7,754 百万円／昭和
熊野古道・浜街道の保全整備
高潮対策事業
44〜（継続）
ⅳ-36 井田地区海岸
8,979 百万円／昭和
熊野古道・浜街道の保全整備
高潮対策事業
58〜（継続）
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和歌山県（補助）（国土交通
省）
紀伊長島町（単独）
熊野市（単独）
三重県（単独）

熊野市（補助を予定）（国土交
通省）

三重県（補助）（国土交通省）
三重県（補助）（国土交通省）
三重県（補助）（国土交通省）
三重県（補助）（国土交通省）
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ⅳ-37 市街地整備事
業
ⅳ-38 街道イメージア
ップ事業
ⅳ-39 史跡整備事業
ⅳ-40 国道１６８号交
通安全施設等整備
ⅳ-41 県道那智山勝
浦線緊急地方道路整
備
ⅳ-42 県道高野橋本
線交通安全施設等整
備
ⅳ-43 国道４８０号交
通安全施設等整備
ⅳ-44 熊野川直轄河
川 改 修 事 業 「堤防強
化」
サイン統一化事業
ⅳ-45 標 識 整 備 ( 交
通安全事業)
ⅳ-46 道標・案内板
整備
ⅳ-47 説明板整備
ⅳ-48 道路案内・誘
導施設整備事業
ⅳ-49 世界遺産関連
標識整備
地域環境保全事業
ⅳ-50 熊野古道（アス
ファルト道）石畳の復
元（本宮町）
ⅳ-51 環境共生推進
計画策定
ⅳ-81 オオヤマレン
ゲ保全

５００百万円／平成１８ 熊野市（補助を予定）（国土交
〜22 年度
通省事業で検討）

歴史・文化の薫る市街地整備
①古道の景観デザイン、古道モニュ
メント建設、街道モデル地区整備（国
補・まち交事業）
②歴史街道整備（県補）
史跡整備事業・道の復元・道周辺環
境整備
東牟婁郡本宮町本宮地内 熊野本
宮大社を含むＬ＝１０００ｍ区間の歩
道整備
東牟婁郡那智勝浦町市野々地内
那智山（熊野那智大社等）へ至るＬ
＝１２００ｍ区間の歩道整備
伊都郡高野町高野山地内 南海高
野線の極楽橋駅から女人堂までＬ＝
２０００ｍ区間の参詣道の整備
伊都郡高野町高野山地内 高野山
大門前のＬ＝１１０ｍの道路整備
熊野速玉神社に面する熊野川の修
景整備「環境に配慮した緩傾斜堤防
の整備」

①約 120 百万 ②30
百万円／①平成１８〜
２０年度 ②平成１８年
度〜

①尾鷲市（補助を予定）（国土
交通省） ②大内山村（補助を
予定）（県）

平成 15〜19 年度

吉野町・天川村・金峯山寺など

統一デザインによる案内標識の整備
（紀伊山地の霊場と参詣道）
統一デザインによる大峯奥駈道・熊
野参詣道小辺路の案内板・道標など
の整備

11 百万円／平成１６年
度

国土交通省（直轄）

15 百万円／平成 15〜
19 年度

天川村、野迫川村、十津川村
ほか

2,800 百万円／平成１ 和歌山県（補助）（国土交通
２〜１９年度
省）
794 百万円／平成１２ 和歌山県（補助）（国土交通
〜１６年度
省）
27 百万円／平成１６年
度

和歌山県（補助・調整中）

40 百万円／平成１６年
度

和歌山県（補助・調整中）

1,400 百万円／平成１
国土交通省（直轄）
５年度〜（継続）

26 百万円／平成 16〜
18 年度
良好な景観形成に配慮した標識整 80 百万円／平成１６〜
備等
18 年度
統一デザインによる案内板、道標な 20 百万円／平成１５〜
どの整備
１６年度
吉野山説明看板の設置

本宮町要所の景観形成／本宮町伏
拝地区発心門地区

吉野町
奈良県（補助調整中・単独）
和歌山県（補助調整中・単独）

本宮町

大峰山系整備基本計画

11 百万円／平成１６年
度

奈良県

オオヤマレンゲ保全のための鹿害防
止柵の設置

未定／平成１７年度〜

奈良県

14,500 百万円／平成
10〜20 年代前半

奈良県（補助）（国土交通省・）

14,500 百万円／平成
10〜20 年代前半

奈良県（補助）（国土交通省）

地域外からの交通アクセスの利便性の向上
ⅳ -52 国道１６９号
（高取町バイパス）
ⅳ-53 一般地方道桜
井吉野線

世界遺産地域の玄関口への直接ア
クセス道路。高取町ﾊﾞｲﾊﾟｽ（高取町）
L=3.4 ㎞
世界遺産地域の玄関口への直接ア
クセス道路。桜井市倉橋〜百市（桜
井市）L=1.4 ㎞
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ⅳ-54 高規格幹線道
路 京奈和自動車道

ⅳ-55 近畿自動車道
紀勢線
ⅳ-55 近畿自動車道
紀勢線
ⅳ -56 国道３７１号
（橋本バイパス）（新橋
本 橋 ）（橋 本 高 野 拡
幅）
ⅳ-57 国道４２号那智
勝 浦 道 路 ・主 要 地 方
道 那智山勝浦線
ⅳ-58 国道４８０号平
道路・梨子ノ木バイパ
ス
ⅳ-59 一般国道４２号
熊 野 尾 鷲 道 路 （尾鷲
南 IC〜大泊 IC）
ⅳ-60 新宮港港湾整
備事業

世界遺産地域の玄関口への直接ア
2,981 百万円／平成 9
クセス道路。桜井市飯盛塚（桜井市）
年度〜未定
L=0.7 ㎞

奈良県（補助）（国土交通省）

（大和・御所道路）世界文化遺産地
460,000 百万円／平
域へのアクセス幹線道路。(大和郡
成４年度〜未定
山市〜橿原市〜五條市)Ｌ=27.2Km

国土交通省（直轄）

（五條道路）世界文化遺産地域への
アクセス幹線道路。L=7.9Km(五條市
〜県境)
（橋本道路）世界文化遺産地域への
アクセス幹線道路。L=11.3km （県
境〜橋本市〜高野口町）
（紀北東道路）世界文化遺産地域へ
のアクセス幹線道路 L=16.9km （高
野口町〜打田町）
（紀北西道路）世界文化遺産地域へ
のアクセス幹線道路 L=12.2km（打田
町〜和歌山市）

77,000 百万円／平成
４年度〜未定

国土交通省（直轄）

99,000 百万円／平成
元〜未定

国土交通省（直轄）

83,000 百万円／平成
５年度〜未定

国土交通省（直轄）

120，000 百万円／平
成９年度〜未定

国土交通省（直轄）

（みなべＩ
Ｃ〜田辺Ｉ
Ｃ）

平成９〜未定

日本道路公団

（尾鷲北Ｉ
Ｃ〜紀伊長島Ｉ
Ｃ）

約 100,000 百万円／
平成１５年度〜

国土交通省（直轄）

35,519 百万円／平成
元〜平成２１年度

和歌山県（補助）（国土交通
省）

82,000 百万円／平成
4〜未定

国土交通省（直轄） 和歌山県
（補助）（国土交通省）

16,943 百万円／平成
6〜平成 23 年度

和歌山県（補助）（国土交通
省）

世界遺産地域（高野山）へのアクセ
ス道路（国道３７１号橋本バイパス・
新橋本橋・橋本高野拡幅 Ｌ＝７.7ｋ
ｍ）
世界遺産地域（熊野地域）へのアク
セス道路（国道 42 号那智勝浦道路
L=8.9km 那智山勝浦線 Ｌ＝1.0ｋ
ｍ）
世界遺産地域（高野山）へのアクセ
ス道路(国道４８０号平道路・梨子ノ木
バイパス Ｌ=9.36ｋｍ

尾鷲市と熊野市間を結ぶ自動車専 80,000 百万円／平成
用道路（Ｌ＝約１９㎞）（国直轄）
８年度〜（継続）

国土交通省（直轄）

クルーズ船の寄港を誘致し、熊野三
山のゲートとしての機能を発揮

約 20,000 百万円／平
成６〜２0 年代半ば

和歌山県（補助）（国土交通
省）

国道 168 号丸瀬道路、(吉野郡十津
川村丸瀬)L=0.3 ㎞

655 百万円／平成 1４
奈良県（補助）（国土交通省）
〜１６年度

（国道 168 号辻堂ﾊﾞｲﾊﾟｽ）吉野郡大
塔村宇井〜小代、L=4.2 ㎞、W=7ｍ
（国道 168 号宇宮原ﾊﾞｲﾊﾟｽ）吉野郡
十津川村宇宮原〜長殿、L=1.8 ㎞、
W=7ｍ
国道 168 号十津川道路、吉野郡十
津川村七色地内、L=1.7 ㎞、W=7ｍ
世界遺産地域（熊野地域）内の主要
幹線道路（国道１６８号越路道路：
L=5.2km 新宮市五新〜新宮市相
賀）

24,600 百万円／平成
11 年度〜20 年代前半

奈良県（補助）（国土交通省）

12,589 百万円／平成
3〜17 年度

奈良県（補助）（国土交通省）

13,580 百万円／平成
8〜16 年度

奈良県（補助）（国土交通省）

12,000 百万円／平成
10〜20 年度

和歌山県（補助）（国土交通
省）

交通の利便性向上
ⅳ-61 地域高規格道
路 五條新宮道路
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ⅳ -62 主 要 地 方 道
大峰山公園線

ⅳ-64 国道４２５号福
井バイパス改築
ⅳ-65 国道４２号田辺
バイパス
ⅳ-66 国道４２号田辺
西バイパス
ⅳ-67 加田海野線整
備事業
ⅳ-68 国道４２号紀宝
バイパス整備
ⅳ-69 相賀小浦線道
路改良事業
ⅳ-70 市道改良事業
（まち交事業）
ⅳ-71 国道 42 号新長
島 橋 拡 幅 事 業 （交通
安全事業）
ⅳ-72 国道 42 号熊野
尾鷲道路へのアクセス
整備
ⅳ-73 県代行事業・
市道久生屋金山線改
良事業
ⅳ-74 町道市木阿田
和線改良事業
ⅳ-75 県道熊野矢ノ
川線道路改良事業
ⅳ -76 国道１６９号
（奥 瀞 道 路 、 七 色 拡
幅、宮井バイパス）
ⅳ-77 国道 309 号道
路改良事業

世界遺産地域（熊野地域）内の主要
幹線道路（国道１６８号熊野川・本宮
道路：L=2.6km 熊野川町東敷屋〜
本宮町大津荷）
世界遺産地域（熊野地域）内の主要
幹線道路（国道１６８号本宮道路：
L=3.7km 本宮町大居〜本宮町土
河屋）
世界遺産地域内の主要幹線道路。
五條市〜新宮市、L=約 130km（奈良
県域：L=約 90km）、国道 168 号十津
川道路：吉野郡平谷〜小原 L=約６
km
大峯山への直 接アクセス道路。( 吉
野郡天川村中越)L=0.6 ㎞、W=6ｍ
大峯山への直接アクセス道路。( 吉
野郡天川村洞川)L=0.5 ㎞、W=6ｍ
計画地域内外とのアクセス向上を
図る主要幹線道路（国道４２５号福井
バイパス：L=2.4km 龍神村柳瀬〜
龍神村福井）
世界遺産地域のアクセス幹線道路
Ｌ＝5.8Ｋｍ
世界遺産地域のアクセス幹線道路
L=3.8Km
熊野古道への連絡道路整備
L=350m
紀宝町及び鵜殿村の現国道４２号の
交通渋滞解消及び歩道設置による
交通安全の確保（国直轄）
観光地から幹線道路へのアクセス道
路整備 L=0.8km
市街地と観光地を結ぶ市道整備
交通渋滞緩和等のための既設橋梁
の拡幅・交差点改良（国直轄）

8,841 百万円／昭和
63〜平成 17 年度

和歌山県（補助）（国土交通
省）

12,000 百万円／平成
11〜21 年度

和歌山県（補助）（国土交通
省）

19,000 百万円／平成
8 年度〜20 年代

国土交通省（直轄）（国土交通
省）

130 百万円／平成 14
年度〜未定
501 百万円／平成 13
年度〜未定

奈良県（単独）（国土交通省）
奈良県（単独）（国土交通省）

4,800 百万円／平成１ 和歌山県（補助）（国土交通
５〜２２年度
省）
昭和 47 年度〜（継続） 国土交通省（直轄）
平成 9 年度〜（継続）

国土交通省（直轄）

68 百万円／平成１６〜
２０年度

紀伊長島町（単独）

約 12,000 百万円／昭
和４８年度〜

国土交通省（直轄）

183 百万円／平成１４
海山町（補助）（国土交通省）
〜１６年度
約 228.5 百万円／平
尾鷲市（補助）（国土交通省）
成１６〜２０年度
約 1,299 百万円／平
成１３〜１８年度

国土交通省（直轄）

観光地と熊野尾鷲道路を結ぶアクセ
1,750 百万円／平成１
三重県（補助）（国土交通省）
ス道路となる三木里インター線の整
４〜１９年度
備 L=1.5km
市 街 地 と観 光 地 を 結 ぶ 市 道 整 備 590 百万円／平成１５
三重県（補助）（国土交通省）
L=５２３m
〜１９年度
熊野古道と七里御浜を結ぶ町道改
良整備 L=0.9km
熊野古道と国道を結ぶ県道改良整
備 L=1.2km
世界遺産地域（熊野地域）内の主要
幹線道路国道１６９号奥瀞道路（北
山村〜熊野川町）七色拡幅（北山
村）宮井バイパス（熊野川町）の整備
Ｌ＝2.74km（県事業分）
世界遺産地域内の主要幹線道路、
丹生バイパス（吉野郡下市町丹生〜
長谷、L=2.4 ㎞、W=6ｍ）
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703 百万円／平成１４
御浜町（補助）（国土交通省）
〜１７年度
1,350 百万円／平成１
三重県（単独）
６〜２５年度
28,000 百万円／昭和
56〜平成２0 年代

国土交通省（直轄）・和歌山県
（補助）（国土交通省）

4,500 百万円／平成
14 年度〜20 年代前半

奈良県（補助）（国土交通省）

観光交流空間づくりモデル事業計画書

ⅳ-78 国道３７０号

ⅳ -79 主 要 地 方 道
高野天川線改良

ⅳ-80 国道 311 号改
良促進事業

世界遺産地域内の主要幹線道路、
川合道路(吉野郡天川村川合)L=0.6
㎞、W=6ｍ
世界遺産地域内の交通結節点とな
る交差点改良。( 吉野郡大淀町桧垣
本)
世界遺産地域内の主要地方道。(五
條市三在〜西阿田町)
大峯山と高野山を結ぶ最短ルートの
整備(バス相互運行路線)(吉野郡天
川村沢原)L=0.4 ㎞、W=6ｍ
大峯山と高野山を結ぶ最短ルートの
整備(バス相互運行路線)(吉野郡天
川村沢原〜南日裏)L=0.6 ㎞、W=6ｍ
大峯山と高野山を結ぶ最短ルートの
整備(バス相互運行路線)(吉野郡天
川村栃尾)L=1.1 ㎞、W=6ｍ
大峯山と高野山を結ぶ最短ルートの
整備(バス相互運行路線)(吉野郡野
迫川村今井)L=1.0 ㎞、W=6ｍ
市街地と観光スポットを結ぶ国道改
良整備
①波田須磯崎工区（Ｌ=1.7km）
②遊木工区（Ｌ=0.7km）
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1,350 百万円／平成
14〜18 年度

奈良県（補助）（国土交通省）

995 百万円／平成 10
〜17 年度

奈良県（補助）（国土交通省）

685 百万円／平成 14
年度〜20 年代前半

奈良県（補助）（国土交通省）

946 百万円／平成 12
〜17 年度

奈良県（補助）（国土交通省）

1,167 百万円／平成
10〜16 年度

奈良県（補助）（国土交通省）

1,721 百万円／平成
10〜16 年度

奈良県（補助）（国土交通省）

2,967 百万円／平成 8
〜16 年度

奈良県（補助）（国土交通省）

3,450 百万円／平成 2
〜19 年度

三重県（補助）（国土交通省）

