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は じ め に 

 

南大阪・和歌山地域では、関西空港における訪日外国人（インバウンド）が大幅に伸び、国道 26 号（第二阪和国道）の全線開通や京奈和

自動車道の延伸により域外からの観光需要の増加が期待されています。南大阪・和歌山地域を取り巻く広域交通網の変化により、ヒト・モノ・

カネの流れが大きく変わり、地域活性化につながる可能性があります。今後、都市や地域社会を支えるインフラとしての広域交通網の整備が

進めば、都市活力の向上や持続的な地域づくりの検討も必要となってきます。 

本業務は、南大阪・和歌山地域での広域交通網の整備によるネットワーク形成と都市活力の向上や持続的な地域づくりの可能性を探ること

を目的に、和歌山大学経済学部の辻本勝久教授の監修のもと調査研究を実施し報告書にまとめたものです。 

本報告書では、広域交通網の整備状況を把握し、地域資源・施設の分布と交通網を視覚的に整理し、広域交通網を活かした広域連携と地域

活性化について検討を行いました。 

この調査研究の成果を一つの題材として、地域の魅力を向上させ、ひいては都市の競争力を高める公共交通のあるべき姿や、公共交通を活

かしたまちづくりについて、地域住民をはじめ、企業、行政など、公共交通とまちづくりに係わる各方面での議論が深まることを期待します。 

 

平成３０年３月 

公益財団法人 堺都市政策研究所 
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1．研究対象地域と
広域連携事例
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⼤阪府
南⼤阪地
域

和歌⼭県
紀北地域

橋本

南⼤阪・紀北の概要
和歌⼭県紀北地域
和歌⼭市・海南市・橋本市・紀の川
市・岩出市・紀美野町・かつらぎ
町・九度⼭町・⾼野町

⼈⼝63万、⾯積1166㎢、
⾼齢化率29.4％

⼤阪府南⼤阪地域
堺市・岸和⽥市・泉⼤津市・⾙塚
市・泉佐野市・富⽥林市・河内⻑野
市・松原市・和泉市・⽻曳野市・⾼
⽯市・藤井寺市・泉南市・⼤阪狭⼭
市・阪南市・忠岡町・熊取町・⽥尻
町・岬町・太⼦町・河南町・千早⾚
阪村

⼈⼝236万、⾯積883㎢、
⾼齢化率26.6％

（データ出典はH27国勢調査）
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市町村⻑期総合計画における広域連携への⾔及状況
（※医療、防災、消防、⽣活衛⽣等に関する広域連携は、ほぼ全市町村の⻑計で⾔及されているため、ここでは除外する）

堺市マスタープラン「さかい未来・夢コンパス」（H23.3)
・本市は経済・産業⾯をはじめ教育や医療分野等においても、南⼤阪地域全体の拠点都市として、市域を越えて広がる市⺠⽣活や都市活動を⽀え
る役割を果たすことが求められています。・隣接する⼤阪市は、あらゆる機能が集積する⼤都市であり、本市が異なる個性や独創性を発信してい
くためには、有する資源や地理的優位性を充分に活かしていく必要があります。さらに近畿における中枢的拠点都市としての役割を⼗⼆分に発揮
するため、奈良、和歌⼭を含む周辺地域からの物流、交流機能の強化が求められます。

第4次岸和⽥市総合計画(H23.3)
・帯状に形成された 4つの区域を結び、⼈、物、情報 が流れ、様々な交流と活動の活性化を図るために市域内を結ぶ「地域連携軸」と、⼤阪都⼼
部と関⻄国際空 港や和歌⼭とを結ぶ「広域連携軸」を設定します。 地域連携軸により海と⼭をつなぎ、地形や⽔系に沿って形成された⾃然・⽂化
を有機的につなぐとともに、 地域連携軸と格⼦状をなす広域連携軸により市域内 及び市域を越えた交流・活動の発展を⽬指します。

第4次泉⼤津市総合計画（H27.3)
・（商⼯業に関連する基本施策として）広域的な連携による地場産品の展⽰会やマッチ ング等の実施 ・（観光に関連する現状と課題として）関⻄
国際空港からの旅⾏客の通過点となっていますが、空港から近いという⽴地を活⽤して、 本市だけでなく、周辺地域と連携し広域的にモデルコー
スなどを設定し、旅⾏客の誘致に努める必要があります。本市は経済・産業⾯をはじめ教育や医療分野等においても、南⼤阪地域全体の拠点都市
として、市域を越えて広がる市⺠⽣活や都市活動を⽀える役割を果たすことが求められています。

第5次⾙塚市総合計画(H28.12)
・近年、⼆⾊の浜公園などで外国⼈観光客が増加しており、関⻄国際空港からの好アクセスの活⽤ と、外国⼈観光客の受け⼊れ体制整備、歴史的
遺産を観光資源として活⽤するための情報発信が必要です。
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泉佐野市第4次総合計画 後期基本計画(H26.3)
・関空対岸の⾃治体（岸和⽥市以南の5市3町）で構成される「華やいで⼤阪・南泉州観光キャンペーン推進協議会」で広域的に観光のPR等を⾏う
ことで、当圏域への集客が期待されています。
・本市では、空港直結の⾼速道路をはじめ、広域的な幹線道路の充実により、ひと、もの、⽂化の交流が促進されるだけでなく、産業⽴地の機運
も⾼まっています。

富⽥林市総合ビジョンおよび総合基本計画(H29.3)
・⼈⼝減少や⾼齢化が進⾏する中で、本市が魅⼒にあふれ、にぎわうまちとなるためには、地域経済の活性化や、雇⽤環境の充実、観光の振興に
よる交流⼈⼝の増加など、⼈が集う、活気あるまちをつくっていくことが必要です。
・本市がにぎわいのあるまちとなるためには、観光客の誘致だけではなく、⽂化・スポーツイベントや、地域主体のイベントなど、さまざまな機
会を創出し、より多くの交流を⽣み出すことが必要です。

河内⻑野市第5次総合計画(H28.2)
・基礎⾃治体としての市町村の役割や権限が拡⼤する中で、⾏政サービスの充実 や効率化を進めるとともに、新たな枠組みによる地域の魅⼒や活
⼒の創出が求められてお り、市町村が互いに協⼒しながら、広域的な連携を推進していく必要があります。
・市域を越えた広域的な産業間の連携 により、さらなる相乗効果を⽣むことが期待されています。
・広域的な課題に対応していくため、近隣市町村や関係機関との連携を図りながら、経済、観光、⽂化、交通、医療など幅広い分野において、広
域連携を推進する必要があります。
・道路整備や、地域の実情に応じた公共交通をはじめとする多様な交通機能の充実 を図るとともに、⼈的資源や地域のつながりを含めた、⼈・モ
ノ・情報等の交流によるネッ トワークを形成し、「⽣活圏と拠点」「⽣活圏同⼠」「市外との広域連携」など、それぞれが 有機的に連携し、機能
の補完を図ることで、多様な価値観に対応した、誰もが豊かな⽣活 を送ることができる、質の⾼い「暮らし」を創出します。
・市域を越えた市⺠の活動領域に対応するとともに、少⼦・⾼齢化の進⾏や厳しい財政状況 等に対応し、市⺠サービスの維持・向上を図るため、
観光、産業などの活性化をはじめ、交通、 医療、福祉などの分野において、国や⼤阪府、近隣市町村などとの連携・協⼒により、広域的な施策展
開を推進します。
・市内に観光客を誘客するため、本市の観光魅⼒の効果的な発信を戦略的に進めるとともに、 広域的な連携による観光振興を推進します。
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松原市第4次総合計画(H23.3）
・⻄名阪⾃動⾞道、 近畿⾃動⾞道、阪和⾃動⾞道、阪神⾼速道路等が交差しており、都市中⼼部及び広域と結ぶ交通利便性に恵まれたまちです。
さらに府道⾼速⼤和川線が⼯事中であり、これらがひとつのジャンクションとして 結ばれる予定で、その⾼速道路網の結節点としての役割は⼤き
くなっていきます。
・新たな⼯業地については既存⼯業地と集団化しやすい⽴地環境を整え、広域交通の利便性を求める企業を誘致するなど創意⼯夫を図り、整備し
ます。
・広域幹線道路下は側道が整備され市内幹線道路となっています。広域交通利便性が⾼いという本市の特性を活⽤し、これら沿道に商業物流施設
の誘導を図っていきます。

第5次和泉市総合計画(H28.9)
・国道 480 号（⽗⻤バイパス）の開通が予定され、和歌⼭⽅⾯からの集客や近年増加している外国⼈観光客を誘客するインバウンド対応など様々
な環境整備が求められています。
・近年増加している外国⼈観光客の誘致を図るため、近隣市町との連携を⾏うなど広域的な取組みを推進します。
・地場産業や歴史遺産など地域資源を活⽤し、本市の特性を⽣かした「和泉の観光スタイル」の確⽴を図るとともに、周辺地域との連携も併せて
推進し、交流⼈⼝の拡⼤をめざします。

第6次⽻曳野市総合基本計画(H28.3)
・古市駅周辺および道の駅しらとりの郷・⽻曳野については、多数の来訪者や市⺠を受け⼊れる広域的な交流の拠点として、さらなる機能の充実
や新たな魅 ⼒づくりが求められています。
・充実した広域交通ネットワークを活かした企業⽴地の促進や、新規誘致等について検討します。
・既存の地域資源を活⽤したイベントの開催等に取り組むとともに、関係⾃治体と連携した広域的な地域活性化の取り組みにも積極的に参加し、
魅⼒を発信するとともに、 さらなる誘客を図ります。
・近隣⾃治体との広域的な連携による⼤会の開催などにより、さらなるスポーツの振興に努めます。
・歴史資産と周辺環境が調和した整備を進めながら、ネットワークを形成することにより効果的な活⽤を図ります。特に、⽵内街道とともに、そ
の沿道周辺に残る古市古墳群の魅⼒を、関係⾃治体との広域的な連携により、国内外に発信していきます。
・専⾨性の⾼い分野や⾃治体間の共通課題の解決にあたっては、すでに広域で取り組 んでいる事例等を参考にしながら、広域連携の有効性を検証
し、市域を超えて多様化する市⺠ニーズに対応できる体制の構築に努めます。
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第4次⾼⽯市総合計画(H23.3)
・災害時における要援護者に対する⽀援の必要性や、本市の内陸部の市域が、コンパクトで密集した住宅地であることから、今後は地域の実情に
即した対応や広域的連携等も求められています。

第五次藤井寺市総合計画(H28.6)
・百⾆⿃・古市古墳群の世界⽂化遺産登録をめざした取組にあわせ、広域的な連携も図りながら、様々な媒体を通じたプロモーションを積極的に
推進し、より多くの⼈の関⼼や理解 を深めるとともに、世界⽂化遺産登録の機運をさらに⾼めます。
・南河内地域をはじめとする⼤阪府内の⾃治体との連携や、⼈、歴史⽂化など共通のテーマ でつながる全国の⾃治体、提携する友好都市など、広
域的な連携による魅⼒アップに向けた 取組を推進します。
・近隣市町村や国・府との連携を強化し、広域的な⾏政サービスを研究・推進するとともに、 国・府が⾏う事業の促進を積極的に要請します。
・広域からの集客を担う商業機能の整備に努めます。
・近隣⾃治体との連携のもと、都市の活性化に寄与する広域的かつ機能的な広域幹線道路の早期整備について、あらゆる機会を活⽤して積極的に
働きかけます。
・近隣⾃治体における共通した⾏政課題については、広域によるスケールメリットを活かした事務の効率化 を図り、市⺠の多様なニーズに対応し
たサービス提供に努めます。

第5次泉南市総合計画(H25.9)
・⼤阪府や近隣⾃治体と連携して魅⼒の⾼い観光資源を有機的に結びつけ、これらを広報していくことによって幅広い集客を進めます。
・泉南市は、世界・全国につながる関⻄国際空港の地元であり、豊かな観光資源を有しています。今後は観光資源のさらなる開拓・整備・ＰＲ、
泉南ブランドの確⽴や特産品の開発、イベントの開催、広域での取り組みなど、多彩な観光事業を展開していきます。
・コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの起業を促進して地域の活性化と 就業の拡⼤を図るため、近隣市町の商⼯会などと広域的に連携し、
社会起業のための 講座や交流会の開催、⽀援ネットワークの構築などに取り組みます。
・泉南市は、国際空港を有する都市として、関⻄国際空港を中⼼とした広域交通の結節点となるべく、近隣府県および市町村と連携して広域交通
ネットワークの構築に取り組みます。
・福祉、環境、産業など、まちづくりのあらゆる分野で地域の実情を捉え、それに対応する広域連携の取り組みを検討していきます。
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第四次⼤阪狭⼭市総合計画後期基本計画(H28.3)
・市内事業者の雇⽤実態から⾒て、市域で雇⽤機会の拡⼤を図るには⼀定限界があることから、 近隣⾃治体と連携した広域的な雇⽤対策の取組み
が必要となっています。
・効率的で効果的なさらなる広域連携の導⼊に向け、既に実施している広域連携のノウハウを活⽤ するとともにあらゆる⼿法を検討し、⾏政サー
ビスの質的向上をめざします。

阪南市総合計画(H24.3)
・近隣市町や⼤阪府と連携し、広域による⾏政事務を推進します。

第五次忠岡町総合計画(H23.3)
・⼈々の⽣活圏や経済圏は、ライフスタイルやワークスタイルの多様化によって、⾏政区域を越えて拡がっています。⼀⽅、地⽅分権が進む中で、
地⽅⾃治体は少⼦⾼齢化や投資余⼒の限界、産業・経済をはじめとするグロ−バル化の進展による国際的な⼤競争を勝ち抜いていかなくてはなり
ません。（中略）そのため、忠岡町の問題に限らない施策分野については、国・府や周辺⾃治体との連携・協⼒を図りながら進めていく計画とし
ます。
・南北広域軸は、（中略）忠岡町と、他市町村・⽇本各地、関⻄国際空港を経て世界へとつながる広域連携の役割を担う軸です。これらを、単な
る「通過」動線とすることなく、周辺市町との連携を強化し、広域化する住⺠の⽣活圏域に対応した移動利便性を⾼めるなど、未来の発展へとつ
なげていきます。
・広域的に共通する⾏政課題や⾏政需要に的確に対応できるよう、近隣⾃治体との連携を強化し、共同処理等を推進することにより事業の効率化
を図ります。
・⼤阪府・市町村⽣涯学習ネットワーク（おおさかふみんネット）に参画し、広域圏（泉北ブロック）単位でも歴史や⽂化に関する講座を実施

熊取町第４次総合計画(H29.11答申)
・（観光・交流について）広域組織に参画し、連携したプロモーションを⾏います。
・あらゆるまちづくり分野での近隣市町と連携について、積極的に広域連携に取り組みます。
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第４次⽥尻町総合計画(H22.11)
・⾏政事務の効率化を図り、住⺠の利便性を⾼め安全・安⼼な⽣活の確保、産業・観光撮興を通じたまちの活性化等に向けて広域⾏政を⼀層推進
します。また、近隣⾃治体をはじめ、さらに広域的な住⺠・告種団体による多様な交流・連携を促進します。
・観光・交流の振興に向けてホームページの開設や観光マップの作成をおこなうとともに、タコカーニバルなど広域イベン⼘への参画、関⻄国際
空港と連携した泉州プロモーション、華やいで⼤阪・南泉州観光キャンペーンなどによる地域情報の発信、PR活動などを進めています。
・⾏政事務の効率化を図り、住⺠の利便性を⾼め安全・安⼼な⽣活の確保、産業・観光握興を遇じたまちの活性化等に向けて広域⾏政を⼀層推進
します。
・社会環境の構造的変化が続いており、経営資源が隈られているなかで政策課題に適切に対応していくためには、単独の⾃治体で対応することが
困難な課題や必ずしも効率的ではない課題もあることから、近隣市町など⾏政聞の連携を強めていくことが求められています。
・広域での観光ネットワークの形成や都市農⼭漁村間交流の推進、各種イベントの開催などの広域的な連携に取り組むこと。

第4次岬町総合計画(H23.3)
・⼈⼝が減少していく中で、都市機能を維持増進するためには、広域連携による機能分担とともに、まちの核となる拠点を形成していくことが必
要です。
・町の中央部を東⻄に横断し、第⼆阪和国道と多奈川地区多⽬的公園、加太⽅⾯と連携する（仮称） 加太岬スカイライン（東⻄連携軸）構想を進
めます。将来的には、和歌⼭と淡路島を連絡する構想の紀淡連絡道路と結んで広域的なネットワークの形成をめざします。
・せんなん⾥海公園、みさき公園、とっとパーク⼩島及び多奈川地区多⽬的公園を「広域交流拠点」と 位置づけます。
・簡素で効率的な⾏政運営を⾏うため、⾏政組織や事務事業の⾒直しを進めるとともに、周辺⾃治体との広域連携を進めます。
・観光振興体制の整備を図るとともに、広域的な連携も図りながら観光情報の発信をより⼀層進めます。
・住⺠サービスの向上や事務処理の効率化を図るため、近隣市町との広域連携を進めます。
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第5次太⼦町総合計画(H28.3)
・SNS、動画視聴、Eコマースなどがモバイルで瞬時に利⽤可能となり、多くの⼈が活⽤しています。 今後魅⼒ある情報による広域的な観光・交
流活動の活性化が期待できます。 また⾼速道路網の整備により、⼈々の⽣活圏や⾏動圏もますます広域化する、⼤交流時代を迎える
・観光や施設利⽤など広域的な連携により利便性や利⽤の向上が期待できる 分野については、さらに積極的な連携を図る必要があります。
・南阪奈道路太⼦インターチェンジと⽻曳野東インターチェンジは、広域交 通の結節点として機能しています。関⻄国際空港や⼤阪都⼼部、奈良
県中和 地域からのアクセス機能が向上し、交流の向上やこれに伴う定住化の促進などが期待できる条件が整っています。
・太⼦インターチェンジ周辺地域を広域交流ゾーンとします。⼤阪都市圏や奈良県とを結ぶ広域的なインターチェンジを活⽤した広域産業拠点に
おいては、⾃動⾞交通による本町の⽞関⼝として、周辺の⾃然環境と調和した地域経済の活性化につながる産業の誘致に努めます。
・住⺠主体で実施されている「太⼦聖燈会」、「⽵内街道灯路祭り」、「たいし聖徳市」や、住⺠協働による観光ボランティアガイドの育成や活
動への⽀援、 加えて太⼦町観光・まちづくり協会との連携を通して、地域が⼀体となった観光・レクリエーションの活性化を進めます。また、町
の情報発信の拠点となる道の駅において、特産品のPR、販売強化を図ります。 さらに、より広域的な観光交流を図るため周辺市町村と連携し、南
河内全体の観光ネットワークの充実にも取り組みます。
・⾏政区域を超えた⽣活活動範囲の広域化や、少⼦⾼齢化など本町を取り巻 く環境の変化などにより、住⺠のニーズは多様化・複雑化しており、
本町が単独で取り組むことが困難となることも増えています。 このため、近隣市町村が広域的な視点で連携し、専⾨性の確保や事務の共 同化を進
めるとともに、経費の削減など⾏政の効率化を進め、住⺠への各種 広域サービスの向上を図ります。

河南町第四次総合計画 (H22.3)
・南阪奈道路や国道 309 号などの広域幹線道路による交通アクセスや地域資源をいかして、新産業や新たなブラン ドの創出など、産業の強化、育
成が必要であります。
・住⺠の⽣活圏の広がりや広域的な⾏政課題などに対応するため、近隣市町村と連携し、広域⾏政の推進を図ります。

第4次千早⾚阪村総合計画(H23.3)
・ますます広がる⽇常⽣活圏と多犠化する村⺠ニーズに対応するため、近隣市町との広域的な連携を強化し、効率的な⾏政経営に取り組みます。
・楠⽊正成ゆかりの歴史資源と奉建塔周辺のスイセンの丘、下⾚阪の棚⽥などの地域資源を融合させ、本村の特性のある歴史観光拠点として位置
づけ、広域的な交流促進など地域の活性化をめざします。
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第5次和歌⼭市⻑期総合計画(H29.3)
・和歌⼭県との連携はもとより、⾃治体共通の⾏政課題に対応するため、周辺⾃治体との連携を 深め、連携中枢都市圏の形成も視野に⼊れつつ広
域的な取組を強化していきます。
・地域資源の洗い出しや地域の特性を⽣かした魅⼒的な観光滞在 プログラム等の造成による地域ブランド⼒の強化を図るとともに、効果的な観光
プロモーションや広域連 携により観光客誘致を進める必要があります。
・県内外の観光地との広域連携を図り、相互に観光客を誘致する仕組みを構築します。

第2次海南市総合計画 (H29.9)
・本市単独では対応できない⾏政課題の解決のためには、県や近隣市町、関係機関との連携を図りながら、経済、観光、⽂化、交通、医療など幅
広い分野において、広域連携を推進する必要があります
・無理・無駄のない組織づくりや、ＩＣＴの活⽤による事務の効率化・省⼒化、あるいは広域連携によるスケールメリットの追求など、本市が置
かれた状況を的確に把握し、最少の経費で最⼤の効果を上げる⾏財政運営を実現します。

第2次橋本市⻑期総合計画（案）(H30.1.12現在)
・本市および圏域では、世界遺産に登録された「⿊河道」などの歴史⽂化資源だけでなく、良好な⾃然、スポーツ施設、棚⽥や農園などの農業関
連の資源など多様な観光資源を有していることから、広域圏での連携を強化し、これまで以上に観光振興を促していく必要があります。
・交通、観光交流、⽣涯学習、⽂化芸術など広域的な連携により事業効果が増幅される施策に関しては、周辺⾃治体や⺠ 間事業者等と積極的に連
携し、地域の活性化や市⺠の利便性向上等に取り組みます。
・環境対策、防災対策、医療、福祉に関する地域を越えた課題については、⾃治体間の連携を図ることで、効率的に対応するとともに、観光分野
等においても、固有の魅⼒を⽣かしながら、広域⾏政の推進を図ります。

第1次紀の川市⻑期総合計画 後期基本計画(H25.3)
・⼤阪⽅⾯との通働や観光交流の利便性向上が本市の⼤きな議題となっていることから、今後の利便性向上対策について、研究会や社会実験など
により⽅向性の検討を⾏います。
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第2次岩出市⻑期総合計画 後期基本計画(H28.3)
・河川流域の豊かな⽔環境の保全・創出を図るために、源流となる吉野川⽔域との広域連携により、⽔環境を含む⾃然環境の保全に取り組みます
・道の駅「根来さくらの⾥」、旧和歌⼭県議会議事堂、ねごろ歴史資料館を拠点に、観光協会、商⼯会、⺠間 事業所との連携を図りながら、広域
連携を視野に⼊れた観光情報の発信に努めます。
・県内広域連携や府県境を越えた周辺市町と協⼒し、広域的な観光ネットワークの進展に努めます。 広域観光ネットワークの連携により、各観光
スポットとの相互連携を図るための交通アクセスの向上と広域 連携による観光ルートの開発に取り組みます。
・市域を越える広域的な⾏政課題への対応については、府県境を越えた関係市町との連絡調整、役割分担、相互協⼒のもと連携して取り組みます。
・関⻄国際空港を中⼼とした泉南・紀北地域の市町と連携し、意⾒交換や要望活動を⾏っています。 各種協議会等で⽬的を果たしたものについて
は解散の⽅向を検討し、新たな広域連携への取組にシフトしていく必要があります。
・地⽅分権社会の中で、国・県・関係市町村のより⼀層の連携を図るために、時代・環境の変化に対する防災、 環境、医療、産業、観光などの⾏
政課題に対する広域的な取組を引き続き進めます。⼀部事務組合など合理的かつ効率的な運営を進めるため、紀の川市など関係市町村との協議を
進めます。 泉南・紀北地域の市町と連携し、「関⻄国際空港」を中⼼とした広域的な発展に努めます。

第2次紀美野町⻑期総合計画 (H29.3)
・近隣⾃治体と連携した観光の振興や、ＪＡと連携した出荷サポート、⼤学と連携した調査・ 研究等、効果的な取り組みのための幅広い連携を進
めます。
・町観光協会の組織整備を進め、観光交流を⽀える推進⺟体としての体制を強化するとともに 海南海草地⽅広域観光協議会との連携を強め、広域
連携事業を推進します。
・広域連携での誘客活動を積極的に⾏い、各市町村の魅⼒をパッケージとしてＰＲします。
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第4次かつらぎ町⻑期総合計画(H25.6)
・本町では、交通体系の基盤整備として、主軸となる「京奈和⾃動⾞道」「国道24号」「国道370号」 「国道371号」「国道480号」に接続する基
幹道路、主要施設や近隣都市との連携を図るための道路整備を体系的に進めています。
・通勤、通学及び観光客が利⽤する主要な交通機関である鉄道利⽤については、沿線市町等と連携した利⽤促進活動により、町⺠に鉄道利⽤を啓
発し、JR和歌⼭線の増便や輸送⼒の増強を関係機関 に要望します。
・観光客を誘致するためには、県や市町村といった枠組みを超えた連携により、⼀つの広域的な 観光エリアとして情報発信するとともに、本町の
利便性や観光拠点としての魅⼒についても、さまざま なメディアを活⽤した積極的なＰＲを展開していく必要があります。
・情報通信網の発達や広域幹線道路の整備などにより、町⺠の⽣活圏や活動範囲が拡⼤しているととも に、かつらぎ町へのアクセスも向上してき
ました。今後は、本町への観光客や交流⼈⼝をさらに増やすためにも、友好都市との交流や各種イベントなどでのＰＲ活動を通じて、地域間交流
を推進します。そのほか、複雑・多様化する⾏政課題に対応するため、近隣市を含む他⾃治体との広域⾏政のほか、 ⼤学等の研究機関などと連携
を図り、⾃治体の枠組みを越えたさまざまな取組を推進する必要があります。
・本町は、⼤阪府和泉市及び守⼝市と友好都市提携しており、⼦どもたちの交流を中⼼とした定期的 な交流や、アンテナショップの設置などを
⾏っていますが、引き続き地域間交流を推進し、視野の広い ⼈材の育成とネットワークづくりに取り組みます。また、伊都・橋本地域内における
広域的な施設相互利⽤の円滑化を図るとともに、地域ＰＲや観光資 源の活⽤により、広域的な地域間交流を推進します。さらに、広域的な視点か
ら産・学・官の連携を進め、地域特性を⽣かした個性あるまちづくりや地域活性化事業に取り組みます。
・⽣活圏の広域化とともに、⼀つの市町村では解決できないことも増えており、町⺠の⽣活に必要な機能を共同で処理し、相互に機能を分担する
必要性が⾼まっています。これまでも、ごみ処理施設、知的障害者更⽣施設、介護認定審査会などの共同処理を⾏ってきましたが、今後も住⺠
ニーズを踏まえ、周辺市町との連携を推進していく必要があります。さらに、交通基盤の整備や環境問題など広域的な⾏政課題については、県の
区域を超えた広域連携による⾏政運営の推進が必要です。本格的な⼈⼝減少社会の到来により、定住⼈⼝の増加が望めないことから、今後は、他
地域からの交 流⼈⼝の拡⼤が地域社会を活性化させる⼤きな要素となってきます。そのためには、⽂化、観光、経済 などさまざまな分野で、個性
的で活⼒のある地域づくりに向けた広域的な地域間交流を推進する必要があります。
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九度⼭町第4次⻑期総合計画 後期基本計画(H28.3)
・観光客や観光資源の状況からみると、近隣市町 と⼀体となった取組が重要なことから、広域で連携した観光ネットワークづくりの取組が必要 と
なっています。
・世界遺産⾼野地域として周辺市町や和歌⼭県と連携を図り、広域的な観光キャンペーンなどの取組を推進していきます。
・橋本市、かつらぎ町、⾼野町とは広域観光交流を図り、様々な取組を⾏っています。近年は、特に外国からの観光客や地域資源を活⽤した観光
交流客が増加傾向にあり、イベント等の情報発信とともに、地域資源を活⽤した新しい観光ルートの開発には、広域的な観光ルートの設定など、
より連携の強化を図り、広域観光の充実を促します。
・今後は、⼈⼝が減少し、財政運営が厳しい状況が想定される中で、町⺠が求める多種多様な⾏ 政需要に対して、効果的、効率的に応えるため、
様々な分野において周辺市町と連携を強化し、 新たな視点による広域⾏政の展開を進めていく必要があります。

⾼野町⻑期総合計画 (H22.5)
・観光の広域連携 ⾼野⼭を、熊野や⽩浜など紀伊半島全体のポータル（⼊⼝）としての機能を持った観光地とするため、広域連携や情報の⼀元化
を進めます。
・弘法⼤師空海ゆかりの地と交流を深め、連携することにより⾼野⼭の価値を⾼めていきます。
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主要広域連携プロジェクト
連携中枢都市圏（和歌⼭市・海南市・紀の川市・岩出市・紀美野町）
・総務省が平成29年度に選定した⽀援対象2件のうちの1つ
・産学官や地域で活躍する団体で構成される懇談会を開いて広く意⾒をきくほか、関係する市と町とともに調査を⾏ったり、それぞれの施策を選
び出したうえで連携中枢都市圏ビジョンを策定
（出典：和歌⼭放送ニュース(H29.6.26)「総務省「連携中枢都市圏」で和歌⼭市など⽀援へ」

https://wbs.co.jp/news/2017/06/26/102634.html）

紀の川みち観光ガイドマップ
(和歌⼭市、岩出市、紀の川市、かつらぎ町、九度⼭町、橋本市、⾼野町)
・和歌⼭県を代表する⼀級河川「紀の川」沿いの各市町の観光情報を掲載
（出典：和歌⼭市観光課「紀の川みち観光ガイドマップ（広域観光連携）」

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kankou/1014514.html）

河内⻑野市・橋本市・五條市広域連携協議会
・主要幹線道路の整備促進、広域観光マップの作成、観光・特産品キャンペーンなどの事業を実施
（出典：河内⻑野市「河内⻑野市・橋本市・五條市広域連携協議会」

http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/sougouseisaku/kikakuseisaku/gyoumu/kouiki_gyousei/kouiki_kyougikai.html）

超広域連携観光圏創出事業（泉南市・⽥辺市・⼗津川村）
・増加しつつある関空のインバウンドを対象として、関空から泉南市を通って⽥辺市で神秘と伝統を、⼗津川村で⽇本の癒しを体感していただき、
そして再び泉南市を経て関空から出国する、関空イン関空アウトの広域観光ルート（広域圏観光ループ）を創設することを⽬指す
（出典：泉南市「超広域連携観光圏創出事業」http://www.city.sennan.lg.jp/kanko/1468492492944.html）
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泉州観光プロモーション協議会（堺市・岸和⽥市・泉⼤津市・⾙塚市・泉佐野市・和
泉市・⾼⽯市・泉南市・阪南市・忠岡町・熊取町・⽥尻町・岬町）
・泉州地域9市4町と関⻄エアポート株式会社が⼀体となり、その地域資源や特性を活かした関空イン・関空アウトのインバウンドによる観光振興
及び泉州地域のプロモーションを推進し、関⻄国際空港や泉州地域の活性化、国内外における泉州ブランドの確⽴に寄与することを⽬的に「泉州
観光ガイド」等のさまざまな活動を展開 （出典：泉州観光ガイド http://welcome-to-senshu.jp/）

⽵内街道・横⼤路〜難波から⾶⿃へ⽇本最古の官道「⼤道」〜活性化実⾏委員会
（⼤阪市・堺市・松原市・⽻曳野市・太⼦町・葛城市・⼤和⾼⽥市・橿原市・桜井

市・明⽇⾹村・⼤阪府・奈良県）
・沿線の⾃治体が⼀体となり、産学⺠と連携し、⽵内街道・横⼤路とその周辺地域の魅⼒を再発掘し、国内外に情報を発信することや、それら地
域をつなぎ、紡ぐことにより、さまざまな交流を促進し、地域の活性化につなげ、地域に愛着や誇りを醸成することを⽬的に活動を展開
（出典：⽵内街道・横⼤路〜難波から⾶⿃へ⽇本最古の官道「⼤道」〜活性化実⾏委員会 http://www.saikonokandou.com/）

和歌⼭線活性化検討委員会（和歌⼭県・和歌⼭市・岩出市・紀の川市・かつらぎ町・
橋本市・JR⻄⽇本和歌⼭⽀社）
・ＪＲ和歌⼭線の沿線地⽅公共団体等が⼀体となり、地域振興の観点から本県北部の幹線鉄道である和歌⼭線を⼀層活性化させる⽅策について調
査・研究することを⽬的に、サイクリング＆トレインマップの作成等の活動を展開
（出典：和歌⼭線活性化検討委員会 http://wakayamasen.com/）

なお、⼤阪府における協議会・⼀部事務組合・広域連合・事務委託・機関等の共同設
置の現況については、次を参照されたい。
⼤阪府総務部市町村課振興・⽂献グループ「市町村による広域連携」
http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/kouiki/index.html
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2．南⼤阪・紀北の交通網・
交通流の状況と整備計画
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南⼤阪・紀北
の道路網

国道309号
河南⾚坂バイパス

国道42号
有⽥海南道路
(着⼯済）

京奈和⾃動⾞道
⼤和御所道路

京奈和⾃動⾞道
紀北⻄道路国道26号

第⼆阪和国道

国道480号
⽗⻤バイパス他 国道371号新紀⾒

トンネル・⽯仏バイパス
（H30年度半ば開通予定）

阪神⾼速6号⼤和川線
（H32年度末開通予定）

出典：

開通時期については
各事業主体のサイト
を参照した
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南⼤阪・紀北
の鉄軌道網

和歌⼭電鐵貴志川線

御
堂
筋
線

近鉄南⼤阪線

出典：国⼟交通省国⼟政策
局「国⼟数値情報（鉄道
データ）」をもとに作成
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南⼤阪・紀北の
路線バス網

注
基幹的バス停
平成22年現在、平⽇⽚道
30便以上のバス停

その他バス停
平成22年現在、平⽇⽚道
30便未満のバス停

出典：国⼟交通省国⼟政策
局「国⼟数値情報（バス停
留所データ）」および同
「国⼟数値情報（バスルー
トデータ）」をもとに作成

なおバス停留所・バスルー
トとも概ね平成22年7⽉現在
のデータである。
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便数による路線バスの分類および徒歩圏について
・国⼟交通省都市局都市計画課(2014)「都市構造の評価に関する

ハンドブック」(p.14）
・⽴地適正化計画等での活⽤が想定される評価指標のひとつに

「基幹的公共交通路線の徒歩圏⼈⼝カバー率」を挙げ、その
算出⽅法は「運⾏頻度が⽚道30本／⽇以上」の駅やバス停の
「徒歩圏」（駅半径800ｍ、バス停半径300ｍ）÷総⼈⼝

・本報告では「基幹的バス停」を平⽇⽚道30本／⽇以上のバス停、
「徒歩圏」を駅・電停から半径800m、バス停から半径300ｍとする

→ただし上記ハンドブックの指標は「⽣活利便性」を計測するための
ものであり、観光利便性等の計測への適⽤の妥当性は今後要検討
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南⼤阪・紀北
のサイクリン
グルート網

出典：堺都市政策研究所
(2016)「泉州地域における
⾃転⾞を活かしたまちづく
りに関する調査研究
〜泉州サイクルルート構想
（案）〜報告書」、和歌⼭
県（2017）「わかやまサイ
クリングマップ」および⼤
阪府HP「南河内サイクルラ
イン（⼋尾河内⻑野⾃転⾞
道線）」をもとに作成
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南⼤阪・紀北のサイ
クリングルート網
に近接する駅

（各ルートまで
100m以内の
⾄近距離にある
駅をハイライト
表⽰）

貴志

冷⽔浦

⻄笠⽥

りんくう
タウン

加太
⼆⾥ヶ浜

中松江
東松江

和歌⼭港

隅⽥

紀伊清⽔
孝⼦

多奈川線各駅
みさき
公園

箱作

井原⾥

和泉
中央

柏原南⼝
道明寺

泉⼤津
松ノ浜
⾼師浜
浜寺駅前 百⾆⿃

⾼野下下古沢

学⽂路
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南⼤阪・紀北のサイ
クリングルート網に
近接する
直売所・道の駅

（各ルートまで
500m以内の
⾄近距離にある
施設をハイライト
表⽰）

とれたて市場

道の駅とっと
パーク⼩島

道の駅
みさき

根来さくらの⾥

愛彩ランド

くしがきの⾥

JA和歌⼭県農
特需センター

ふれあい
市場 九度⼭町ふるさと

産品直売所

いずみ
⼭愛の⾥

道の駅 柿の郷
くどやま道の駅

紀の川万
葉の⾥
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トリップ数

南⼤阪・紀北の⼈の動き（H22年）
※2000トリップ以上のみ描画

海南市

岩出市 旧打⽥町
旧那賀町

旧粉河町

旧貴志川町

旧野上町 旧美⾥町

旧下津町

和歌⼭市
北東部

和歌⼭市北⻄部

和歌⼭市南部

和歌⼭市中⼼部
和歌⼭市東部

岬町

阪南市
泉南市

関⻄空港

泉佐野市

⽥尻町
熊取町

河内⻑野市

橋本市

⾼野町

九度⼭町かつらぎ町

旧⾼野⼝町

千早⾚阪村

河南町

太⼦町

和泉市

忠岡町

堺市堺区 松原市

⽻曳野市

藤井寺市

⼤阪狭⼭市泉⼤津市
⾼⽯市

堺市⻄区

堺市南区

堺市美原区

富⽥林市

堺市北区

堺市中区
堺市東区

旧桃⼭町

岸和⽥市

旧花園村

⾙塚市

出典：国⼟交通省国⼟政策局「国⼟数値情報（交通流動量 パーソントリップＯＤ量データ）」をもとに作成
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出典：地理院地図（電⼦国⼟Web）より転載・加筆

出典：紀の川市役所より⻄⽅向を辻本撮影

南⼤阪・紀北を
隔てる和泉⼭脈

紀⾒峠
約400m

鍋⾕峠
約670m⽝鳴峠

約250m雄⼭峠
約180m孝⼦峠

約100m

⾵吹峠
約150m

蔵王峠
約550m

猿坂峠
約140m
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南⼤阪・紀北の通勤通学の動き
（H22年）

※2000トリップ以上のみ描画

海南市

岩出市 旧打⽥町
旧那賀町

旧粉河町

旧貴志川町

旧野上町
旧美⾥町

旧下津町

和歌⼭市
北東部和歌⼭市北⻄部

和歌⼭市南部

和歌⼭市中⼼部 和歌⼭市東部

岬町

阪南市 泉南市

関⻄空港

泉佐野市

⽥尻町
熊取町

河内⻑野市

橋本市

⾼野町

九度⼭町かつらぎ町

旧⾼野⼝町

千早⾚阪村

河南町

太⼦町

和泉市

忠岡町

堺市堺区 松原市

⽻曳野市

藤井寺市

⼤阪狭⼭市

泉⼤津市

⾼⽯市
堺市⻄区

堺市南区

堺市
美原区

富⽥林市

堺市北区

堺市
中区

堺市
東区

旧桃⼭町

岸和⽥市

旧花園村

⾙塚市

出典：国⼟交通省国⼟政策局「国⼟数値情報（交通流動量 パーソントリップＯＤ量データ）」をもとに作成
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南⼤阪・紀北の⾃由⽬的の動き
（H22年）

※2000トリップ以上のみ描画

海南市

岩出市 旧打⽥町
旧那賀町

旧粉河町

旧貴志川町

旧野上町
旧美⾥町

旧下津町

和歌⼭市
北東部

和歌⼭市北⻄部

和歌⼭市南部

和歌⼭市
中⼼部 和歌⼭市東部

岬町

阪南市
泉南市

関⻄空港

泉佐野市

⽥尻町
熊取町

河内⻑野市

橋本市

⾼野町

九度⼭町かつらぎ町

旧⾼野⼝町

千早⾚阪村

河南町

太⼦町

和泉市

忠岡町

堺市堺区 松原市

⽻曳野市

藤井寺市

⼤阪狭⼭市

泉⼤津市

⾼⽯市
堺市⻄区

堺市南区

堺市
美原区

富⽥林市

堺市
北区

堺市
中区

堺市
東区

旧桃⼭町

岸和⽥市

旧花園村

⾙塚市

出典：国⼟交通省国⼟政策局「国⼟数値情報（交通流動量 パーソントリップＯＤ量データ）」をもとに作成
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3．各種地域資源・施設の分布と
交通網の視覚的整理
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南⼤阪・紀北の
⼈⼝分布

出典：総務省統計局
「平成27年国勢調査」
の250ｍメッシュデー
タより作成

半径約800m圏の⼈⼝
ベスト10の駅・電停

中百⾆⿃ 40067⼈
堺市 38527⼈
百⾆⿃⼋幡35557⼈
新⾦岡 34730⼈
御陵前 34610⼈
神明町 34510⼈
花⽥⼝ 33444⼈
⽩鷺 32956⼈
⼤⼩路 32894⼈
北花⽥ 32713⼈
・・・
岸和⽥ 24021⼈
・・・
和歌⼭ 18322⼈
・・・
橋本 5415⼈
※800m圏＝半径800mに
かかる250mメッシュ圏内
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駅半径800m圏にかかるメッシュ
（ハイライトした部分）

南⼤阪・紀北にかかる全メッシュ内⼈⼝数3003254⼈中、
1788595⼈（59.6％）

うち南⼤阪側2374595⼈中、1495431⼈（63.0％）
うち紀北側628659⼈中、293164⼈（46.6％）

駅半径800m圏にかかるメッシュ＋基幹バス停半径
300m圏にかかるメッシュ（ハイライトした部分）

南⼤阪・紀北にかかる全メッシュ内⼈⼝数3003254⼈
中、2581419⼈（86.0％）

うち南⼤阪側2374595⼈中、2134358⼈（89.9％）
うち紀北側628659⼈中、447061⼈（71.1％）
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南⼤阪・紀北の
全産業従業者数の
分布
半径約800m圏のメッ
シュ内従業者数ﾍﾞｽﾄ10
⼤⼩路 38391⼈
花⽥⼝ 32460⼈
寺地町 28569⼈
神明町 26400⼈
宿院 26015⼈
堺 25194⼈
中百⾆⿃24912⼈
堺東 24672⼈
東湊 24277⼈
妙国寺前24076⼈
・・・
和歌⼭ 20634⼈
・・・
岸和⽥ 18447⼈
出典：総務省統計局「平成26
年経済センサス基礎調査」の
500ｍメッシュデータより作成

数字は主な駅半径800m圏の
メッシュ内従業者数

和歌⼭駅周辺
20634⼈

堺駅周辺
25194⼈

⼤⼩路電停周辺
38391⼈

岸和⽥駅周辺
18447⼈

りんくうタウン
駅周辺11086⼈

堺東駅周辺
24672⼈

富⽥林
駅周辺
9683⼈

藤井寺駅周辺
13412⼈

河内⻑
野駅周
辺
7963⼈

橋本駅
周辺
2619⼈

中百⾆⿃駅周辺
24912⼈鳳駅周辺

20788⼈

和歌⼭市駅周辺
18296⼈

和泉府中駅周辺
14424⼈泉佐野駅周辺

12673⼈

泉⼤津駅周辺
13274⼈

河内松原駅周辺
13378⼈

古市駅
周辺
11100⼈

海南駅周辺
6491⼈ 岩出駅周辺

3693⼈

尾﨑駅周辺
6468⼈
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駅半径800m圏にかかるメッシュ
（ハイライトした部分）

南⼤阪・紀北にかかる全メッシュ内従業
者数1166031⼈中、763007⼈
（65.4％）

駅半径800m圏にかかるメッシュ＋
基幹バス停半径300m圏にかかるメッシュ
（ハイライトした部分）

南⼤阪・紀北にかかる全メッシュ内従業者数
1166031⼈中、1026326⼈
（88.0％）
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南⼤阪・紀北の
Read掲載研究機関
（⼤学・短⼤を除く）

出典：国⼟交通省国⼟政策
局「国⼟数値情報（研究機
関データ）」をもとに作成
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南⼤阪・紀北の
物流拠点

出典：国⼟交通省国⼟政策
局「国⼟数値情報（物流施
設データ）」をもとに作成
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南⼤阪・紀北の
物流拠点
（堺市周辺

拡⼤図）

出典：国⼟交通
省国⼟政策局
「国⼟数値情報
（物流施設デー
タ）」をもとに
作成
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南⼤阪・紀北の
港湾と⼯業⽤地

出典：国⼟交通省国⼟政策
局「国⼟数値情報（物流施
設データ）」および同「国
⼟数値情報（⼯業団地デー
タ）」をもとに辻本が編
集・加⼯

38



南⼤阪・紀北の
⾼等学校

・駅800m圏に51校
（堺東2校、狭⼭2校

藤井寺2校ほか）
・駅基幹バス停圏69校
・圏外に28校

出典：国⼟交通省国⼟政策
局「国⼟数値情報（学校
データ）」をもとに作成
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⾼等学校のうち、
駅800m圏＋基幹的バス
停300m圏にあるもの
（ハイライトで表⽰）
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南⼤阪・紀北の
⼤学と短⼤

・駅800m圏に13件
（堺市2件、

河内天美2件ほか）
・駅基幹バス停圏24件
・圏外に4件
（和歌⼭県⽴医⼤

保健看護学部、⼤阪
芸⼤、太成学院⼤、
四天王寺⼤）

出典：国⼟交通省国⼟政策
局「国⼟数値情報（研究機
関データ）」をもとに作成
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⼤学・短⼤のうち、
駅800m圏＋基幹的バス
停300m圏にあるもの
（ハイライトで表⽰）
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南⼤阪・紀北の
病院

・駅800m圏に122院
（河内⻑野4院、

和泉府中4院、
新⾦岡・⾼⽯・⾙塚・
和歌⼭市・泉佐野・
熊取・紀伊中ノ島・
和歌⼭・津久野
各3院ほか）

・駅基幹バス停圏175院
・圏外に45院

注：病院とは、20床以上の
⼊院⽤ベッドのある医療施
設（医療法による区分）

出典：国⼟交通省国⼟政策
局「国⼟数値情報（医療機
関データ）」をもとに作成
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病院のうち、
駅800m圏＋基幹的バス
停300m圏にあるもの
（ハイライトで表⽰）
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南⼤阪・紀北の
数少ない診療科を
有する医療施設（1）

児童精神科
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南⼤阪・紀北の
数少ない診療科を
有する医療施設（2）

臨床検査科
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南⼤阪・紀北の
数少ない診療科を
有する医療施設（3）

頭頸部外科
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南⼤阪・紀北の
数少ない診療科を
有する医療施設（4）

新⽣児内科
⼥性内科
⽼年内科
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南⼤阪・紀北の
数少ない診療科を
有する医療施設（5）

ペインクリニック
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南⼤阪・紀北の
数少ない診療科を
有する医療施設（6）

性病科・性感染症内科

50



南⼤阪・紀北の
数少ない診療科を
有する医療施設（7）

感染症内科
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南⼤阪・紀北の
数少ない診療科を
有する医療施設（8）

漢⽅内科
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南⼤阪・紀北周辺の
広域防災拠点

出典：⼤阪府・奈良県・
和歌⼭県の関連サイトより
施設名称と位置の情報を得
て作成
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南⼤阪・紀北の
年間⼩売販売額の
分布

注：⼤阪和泉計画、
ｲｵﾝﾓｰﾙ和歌⼭などは
まだ未開業の時点
での統計である

出典：経済産業省
「平成26年商業統計
メッシュデータ」より
作成

注：⼈⼝分布（250ｍメッシュ）
とは異なり、500ｍ
メッシュである

和歌⼭駅・宮前
駅周辺
（近鉄百貨店・
イズミヤ等）

樽井駅周辺
（イオンモール）

関⻄空港駅周辺
（関空ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ等）

りんくうタウン
駅周辺
（アウトレット等）

⽇根野駅周辺
（イオンモール）

東岸和⽥駅周辺
（イオン等）

鳳駅周辺
（アリオ鳳等）

津久野駅周辺
（ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ等）

北花⽥駅周辺
（ｲｵﾝﾓｰﾙ等） 河内松原駅周辺

（イズミヤ等）

駅800m圏外、
基幹的バス停有
（イオン等）
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南⼤阪・紀北の
店舗⾯積1万㎡以上の
⼤規模⼩売店舗

4万㎡以上
・駅800m圏に5件
（和歌⼭⼤学前、

鳳・富⽊、泉ヶ丘、
北花⽥、樽井各1件）

・駅基幹バス停圏に6件
・圏外に0件

2〜4万㎡未満
・駅800m圏に10件
・駅基幹バス停圏も同
・圏外に3件
（パームシティ和歌⼭、

岸和⽥カンカン、
ビバモール和泉中央）

1〜2万㎡未満
・駅800m圏に27件
・駅基幹バス停圏37件
・圏外に4件（コメリ和歌⼭
インター、イズミヤ泉佐野、
コーナン岸和⽥ベイサイド、
ロッシュコートⅠ）

注：施設同⼠の近接により名称が表
⽰されていない場合がある
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店舗⾯積1万㎡以上の
⼤規模⼩売店舗のうち、
駅800m圏＋
基幹的バス停300m圏
にあるもの
（ハイライトで表⽰）

H30.3
現在47便
あり

注：施設同⼠の近接により名称が表
⽰されていない場合がある
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南⼤阪・紀北の映画館
とホール
（施設名の後の数字は

映画館またはホール
の総座席数）

映画館
・駅800m圏に3件
（鳳1件、

和歌⼭⼤学前1件
樽井1件）

・駅基幹バス停圏6件
・圏外に1件
（ユナイテッド・

シネマ岸和⽥）

ホール
・駅800m圏に25件
・駅基幹バス停圏36件
・圏外に5件

出典：国⼟交通省国⼟政策
局「国⼟数値情報（集客施
設データ）」をもとに作成
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映画館とホール
のうち、
駅800m圏＋
基幹的バス停300m圏
にあるもの
（ハイライトで表⽰）
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南⼤阪・紀北の
天然温泉

・駅800m圏に19件
（⽯才2件、

紀⾒峠1件ほか）
・駅基幹バス停圏31件
・圏外に27件

出典：和歌⼭県環境⽣活総務
課提供資料、⼤阪府環境衛⽣
課提供資料、NAVITIME、各
温泉施設サイト等をもとに作
成
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天然温泉のうち、
駅800m圏＋基幹的バス
停300m圏にあるもの
（ハイライトで表⽰）

堺市周辺

和歌⼭市
周辺

南河内

岸和⽥市・
泉佐野市
周辺
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南⼤阪・紀北の市⺠農園、
直売所・道の駅、
農家レストラン

市⺠農園
・駅800m圏に5件
（滝⾕不動駅に4件

ほか）
・駅基幹バス停圏9件
・圏外に3件

直売所・道の駅
・駅800m圏に10件
（九度⼭駅に1件ほか）
・駅基幹バス停圏21件
・圏外に23件

農家レストラン
・駅800m圏に0件
・駅基幹バス停圏2件
・圏外に5件
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市⺠農園、直売所・道の
駅、農家レストランの
うち、
駅800m圏＋
基幹的バス停300m圏
にあるもの
（ハイライトで表⽰）

南河内に市⺠農園が集積

和歌⼭線沿線に多数存在
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南⼤阪・紀北の美術館・
博物館等と⽔族館・動
物園

美術館・博物館等
・駅800m圏に11件
（和歌⼭市2件、

百⾆⿃駅2件ほか）
・駅基幹バス停圏24件
・圏外に7件
（正⽊美術館（忠岡

町）、太⼦町⽴
⽵内街道歴史資料
館ほか）

⽔族館・動物園
・駅800m圏に1件
（みさき公園1件）
・駅基幹バス停圏1件
・圏外に0件

出典：国⼟交通省国⼟政策
局「国⼟数値情報（⽂化施
設データ）」をもとに作成
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美術館・博物館等と
⽔族館・動物園のうち、
駅800m圏＋基幹的バス
停300m圏にあるもの
（ハイライトで表⽰）
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出典：⽂化庁「国指定⽂化
財等データベース」（平成
30年2⽉閲覧）をもとに作成

南⼤阪・紀北の
国指定昭和時代⽂化財

（⻘⽂字は重⽂
⿊は登録有形）

国宝0件

重⽂2件
・駅800m圏に1件

（⾼野⼝駅1件）
・駅800m圏＋基幹的

バス停300m圏に2件
・圏外に0件

登録有形⽂化財126件
・駅800ｍ圏に63件
・駅800m圏＋基幹的

バス停300m圏に99件
・圏外に27件
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国指定昭和時代⽂化財
のうち、駅800m圏＋
基幹的バス停300m圏
にあるもの
（ハイライトで表⽰

⻘⽂字は重⽂
⿊は登録有形）

地理的等にまとまり
のある⽂化財を点線
で囲っている
（以下同様）

出典：⽂化庁「国指定⽂化
財等データベース」（平成
30年2⽉閲覧）をもとに作成

昭和の重⽂
めぐり

和歌⼭市周辺

岸和⽥市・
泉佐野市周辺

堺市周辺

南河内

JR和歌⼭線・
⾼野⼭周辺
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南⼤阪・紀北の
国指定⼤正時代⽂化財

国宝0件
重⽂2件
・駅800m圏に0件
・駅800m圏＋基幹的

バス停300m圏に2件
（海南駅〜バス2件）

登録有形⽂化財97件
・駅800ｍ圏に43件
・駅800m圏＋基幹的

バス停300m圏に76件
・圏外に21件

出典：⽂化庁「国指定⽂化
財等データベース」（平成
30年2⽉閲覧）をもとに作成
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国指定⼤正時代⽂化財
のうち、駅800m圏＋
基幹的バス停300m圏
にあるもの
（ハイライトで表⽰

⻘⽂字は重⽂
⿊は登録有形））

出典：⽂化庁「国指定⽂化
財等データベース」（平成
30年2⽉閲覧）をもとに作成

⼤正の鉄道
⽂化財めぐり

岸和⽥市周辺

和歌⼭市周辺

堺市周辺

南河内

JR和歌⼭線・
⾼野⼭周辺
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南⼤阪・紀北の
国指定明治時代⽂化財

国宝0件

重⽂3件
・駅800m圏に1件

（百⾆⿃駅1件）
・駅800m圏＋基幹的

バス停300m圏に1件
（上記と同じ）

・圏外に2件
（旧和歌⼭県議会議事

堂、丹⽣都⽐売神社
本殿その3）

登録有形⽂化財118件
・駅800ｍ圏に67件
・駅800m圏＋基幹的

バス停300m圏に81件
・圏外に37件
出典：⽂化庁「国指定⽂化
財等データベース」（平成
30年2⽉閲覧）をもとに作成
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国指定明治時代⽂化財
のうち、駅800m圏＋
基幹的バス停300m圏
にあるもの
（ハイライトで表⽰

⻘⽂字は重⽂
⿊は登録有形）

●駅・基幹的バス停の
圏外にある重⽂●

・旧和歌⼭県議会議事堂
・丹⽣都⽐売神社本殿-3

出典：⽂化庁「国指定⽂化
財等データベース」（平成
30年2⽉閲覧）をもとに作成

和歌⼭市周辺の明治時代⽂化財群
（旧和歌⼭県議会議事堂へのアク
セス向上で魅⼒向上の可能性）

JR和歌⼭線沿線の明治時代⽂化財
群（丹⽣都⽐売神社へのアクセス
向上で魅⼒向上の可能性）

南河内の明治時代⽂化財群
（各時代の多数の⽂化財を有する⾦剛寺へ
のアクセス向上で魅⼒向上の可能性）

岸和⽥市周辺

堺市周辺
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南⼤阪・紀北の
国指定江⼾時代⽂化財

国宝0件

重⽂72件
・駅800m圏に27件

（富⽥林駅7件、
御陵前停6件ほか）

・駅800m圏＋基幹的
バス停300m圏に46件

・圏外に26件

登録有形⽂化財169件
・駅800ｍ圏に104件
・駅800m圏＋基幹的

バス停300m圏119件
・圏外に50件

注：⽂化財同⼠の近接により名称が
表⽰されていない場合がある

出典：⽂化庁「国指定⽂化
財等データベース」（平成
30年2⽉閲覧）をもとに作成
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国指定江⼾時代⽂化財
のうち、駅800m圏＋
基幹的バス停300m圏
にあるもの
（ハイライトで表⽰

⻘⽂字は重⽂
⿊は登録有形）

●駅・基幹的バス停の
圏外にある重⽂●

・奥家住宅の4件
（泉佐野市）、
旧⾕⼭家住宅
（和歌⼭市）、
粉河寺の3件（紀の川
市）ほか

出典：⽂化庁「国指定⽂化
財等データベース」（平成
30年2⽉閲覧）をもとに作成 和歌⼭市周辺

JR和歌⼭線沿線

南河内
重伝建でもある
富⽥林を拠点に

岸和⽥市・
泉佐野市周辺

堺市周辺

⾼野⼭

注：⽂化財同⼠の近接により名称が
表⽰されていない場合がある
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南⼤阪・紀北の
国指定中世⽂化財

国宝13件
・駅800m圏に0件
・駅800m圏＋基幹的

バス停300m圏に5件
・圏外に8件

重⽂135件
・駅800m圏に21件

（百⾆⿃駅4件、
紀三井寺駅3件他）

・駅800m圏＋基幹的
バス停300m圏に67件

・圏外に68件

登録有形⽂化財0件

出典：⽂化庁「国指定⽂化
財等データベース」（平成
30年2⽉閲覧）をもとに作成

注：⽂化財同⼠の近接により名称が
表⽰されていない場合がある
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国指定中世⽂化財
のうち、駅800m圏＋
基幹的バス停300m圏
にあるもの
（ハイライトで表⽰

紫⽂字は国宝
⻘は重⽂）

●駅・基幹的バス停の
圏外にある国宝●

・⻑保寺3件（海南市）
・善福院1件（海南市）
・孝恩寺1件（⾙塚市）
・慈眼院1件（泉佐野市）
・⾦剛三昧院1件（⾼野

町）
・⼤燈国師墨跡（忠岡

町）

出典：⽂化庁「国指定⽂化
財等データベース」（平成
30年2⽉閲覧）をもとに作成

注：⽂化財同⼠の近接により名称が
表⽰されていない場合がある

和歌⼭市南部
と海南市周辺
国宝への
アクセス
改善余地有

⾼野⼭

JR和歌⼭線沿線
重⽂多数あるも
すべて圏外

海の重⽂神社めぐり

泉佐野市周辺
国宝複数あるも
アクセスやや難

南河内

岸和⽥市周辺
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南⼤阪・紀北の
国指定原始・古代⽂化財

国宝4件
・駅800m圏に1件

（古市駅1件）
・駅800m圏＋基幹的

バス停300m圏に2件
・圏外に3件

重⽂28件
・駅800m圏に8件

（和歌⼭市駅1件、
和泉府中駅1件他）

・駅800m圏＋基幹的
バス停300m圏21件

・圏外に7件

登録有形⽂化財0件

出典：⽂化庁「国指定⽂化
財等データベース」（平成
30年2⽉閲覧）をもとに作成
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国指定原始・古代⽂化財
のうち、駅800m圏＋
基幹的バス停300m圏
にあるもの
（ハイライトで表⽰

紫⽂字は国宝
⻘⽂字は重⽂））

●駅・基幹的バス停の
圏外にある国宝●

・⼩野道⾵筆三体⽩⽒
詩巻（忠岡町）

・藤原⾏成筆⽩⽒詩巻
（忠岡町）

出典：⽂化庁「国指定⽂化
財等データベース」（平成
30年2⽉閲覧）をもとに作成

全体的に数が少なく、
分散している
古墳と合わせての
周遊が望まれる
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南⼤阪・紀北の
主な古墳

宮内庁治定陵墓または
国指定特別史跡
・駅800m圏に10件

（百⾆⿃駅1件、淡輪
駅1件ほか）

・駅800m圏＋基幹的
バス停300m圏に13件

・圏外に8件
陵墓参考地または
国指定史跡
・駅800m圏に5件
・駅800m圏＋基幹的

バス停300m圏12件
・圏外に6件

注：古墳の位置は、基本
的に拝所の位置とした

出典：宮内庁HP「天皇陵」お
よび⽂化庁「国指定⽂化財等
データベース」（平成30年2⽉
閲覧）等をもとに作成

じじょう

注：古墳同⼠の近接により名称が表
⽰されていない場合がある
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主な古墳のうち、
駅800m圏＋
基幹的バス停300m圏
にあるもの
（ハイライトで表⽰

桃⽂字は宮内庁治定
陵墓または国指定
特別史跡）

●駅・基幹的バス停の
圏外にある宮内庁
治定陵墓・国指定
特別史跡●

・岩橋千塚古墳群
（和歌⼭市）

・誉⽥御廟⼭古墳など
4基（⽻曳野市）

・叡福寺北古墳など5基
（太⼦町）

・岡ミサンザイ古墳等
2基（藤井寺市）

注：古墳同⼠の近接により名称が表
⽰されていない場合がある

和歌⼭市周辺
国宝級の岩橋
千塚古墳群あ
るも圏外

百⾆⿃古墳群

古市
古墳群

両古墳群を
どう連携？
（⽵内街道？）

「王陵の⾕」
の古墳群は
圏外
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南⼤阪・紀北の
国指定史跡（古墳以外）

城・城跡
・駅800m圏に0件
・駅800m圏＋基幹的

バス停300m圏に3件
・圏外に2件
境内
・駅800m圏に0件
・駅800m圏＋基幹的

バス停300m圏に3件
・圏外に2件
遺跡
・駅800m圏に5件
・駅800m圏＋基幹的

バス停300m圏に7件
・圏外に7件
その他の史跡
・駅800m圏に3件
・駅800m圏＋基幹的

バス停300m圏に5件
・圏外に8件

熊野参詣道

楠⽊の城跡めぐり
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古墳以外の国指定史跡
のうち、
駅800m圏＋
基幹的バス停300m圏
にあるもの
（ハイライトで表⽰）

熊野参詣道

楠⽊の城跡めぐり
うち2箇所は圏内
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南⼤阪・紀北の
国指定名勝・記念物

名勝
・駅800m圏に2件
（湊・宿院・寺地町・

御陵前1件、
岸和⽥・蛸地蔵1件）

・駅800m圏＋基幹的
バス停300m圏に8件

・圏外に2件
（粉河寺庭園、滝泉寺

庭園）

登録記念物
・駅800m圏に0件
・駅800m圏＋基幹的

バス停300m圏に6件
・圏外に0件
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名勝・登録記念物
のうち、
駅800m圏＋
基幹的バス停300m圏
にあるもの
（ハイライトで表⽰

⻘⽂字は名勝 ）

和歌⼭市周辺に駅・基幹
バス停圏内の⾒所多し

⾼野⼭
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南⼤阪・紀北の
国指定天然記念物

天然記念物
・駅800m圏に1件
（妙国寺前ほか1件）

・駅800m圏＋基幹的
バス停300m圏に1件

（同上）

・圏外に1件
（和泉葛城⼭ブナ林）
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南⼤阪・紀北の
世界遺産・
⽇本遺産・
重伝建と主な
古道・旧街道

注：
右記の古道・参詣道の
全区間が世界遺産や⽇
本遺産に登録されてい
るわけではない。

出典：国⼟交通省国⼟
政策局「国⼟数値情報
（世界⽂化遺産デー
タ）」および和歌⼭県
世界遺産センターHP
「世界遺産を知る」、
⽂化庁HP「⽇本遺産に
ついて」

⾼野⼭
町⽯道

⿊
河
道

京
⼤
坂
道 ⼥⼈道

三⾕坂

富⽥林市富⽥林

丹⽣酒殿神社
丹⽣官符省神社
慈尊院

丹⽣都⽐売神社

⾦剛峯寺、壇上伽藍、⼤⾨、
⾦剛三昧院、奥之院、
徳川家霊台

絶景の宝庫 和歌の浦
（和歌の浦、紀州東照宮、紀三井寺、
和歌浦天満宮、⽟津島神社、地蔵峰寺、
⻑保寺、紀伊路、雑賀崎の街並み等）

最古の国道 ⽵内街道・横⼤路
（⽵内街道、⾦岡神社、誉⽥⼋幡宮、
百⾆⿃古墳群、古市古墳群、叡福寺等）

⻑尾街道

東⾼野街道

中
⾼
野
街
道
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南⼤阪・紀北の
世界遺産・⽇本遺産
クラスの古道・旧街
道に近接する駅

（各古道・旧街道
まで300m以内の
距離にある
駅をハイライト
表⽰）

⼭中渓

布施屋
紀伊神⾕
極楽橋

学⽂路

磐
城

⼤⼩路

三
国
ヶ
丘

堺
東

駒
ヶ
⾕
上
ノ
太
⼦

古
市

⽵内街道

⾼野⼭町⽯道

⿊
河
道

京
⼤
坂
道

⼥⼈道

熊野古道
⼩辺路

三⾕坂

熊野古道
紀伊路
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4．広域交通網を活かした広域連携と地域活性化
−平成30年度以降の調査テーマ例−

・平成29〜30年に開通済・開通予定の主要道路（第⼆阪和国道、国道480号⽗⻤バイパス他、国道371号新紀
⾒トンネル他、京奈和⾃動⾞道紀北⻄道路、国道309号河南⾚坂バイパス）による⼈の動きの変化と地域
活性効果の把握

・フルーツやその加⼯品（シャーベットなど）とサイクリングやウォーキングを絡めた地域活性化策の検討
・豊富な天然温泉群とサイクリングやウォーキングを絡めた地域活性化策の検討
・「健脚向け」「初⼼者向け」「1泊2⽇コース」「2〜3時間コース」「バリアフリーコース」など、多様な

サイクリング・ウォーキングコースの開発
・南⼤阪・紀北のサイクリングコースの接続と広域周遊ルートの検討
・サイクリングと鉄道の連携による広域周遊ルートの検討
・広域連携型地域活性化プロジェクトに関するSNS等を活⽤した情報発信策の検討
・⽂化財・史跡・名勝・古墳群等を有機的に結びつける物語やストーリーの発掘・開発と情報発信策の検討
・ストーリー性のある⽂化財・史跡・名勝・古墳群等を様々な交通⼿段で効率的に周遊できるモデルコース

の検討
・公共交通では訪れにくい地域資源・主要施設等へのアクセシビリティ向上策の検討
・地域間交流の促進を公共交通の活性化につなげる具体策に関する検討
・インバウンド客等の来訪者に配慮した、統⼀的で分かりやすい案内サインや広域周遊マップの検討
・⼈⼝300万⼈のボリュームと関⻄空港を有する南⼤阪・紀北への新幹線の整備と活⽤⽅策の検討
・奈良県など隣接する地域も含めた広域連携と地域活性化策の検討
・本報告書で⽤いた諸データのアップデート
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