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第１章 観光振興計画策定の意義（目標） 
 

 古くから、山岳宗教の聖地であり、観光・行楽の目的地であった「吉野」は、修

験、春の桜に代表される豊かな自然を中心に多くの来訪者を集めてきた。近年は、吉

野山一帯が、世界遺産:紀伊山地の霊場と参詣道に登録を受け、また、新たな観光専

用列車の投入されるなど注目を集めている。 

 一方で、吉野町内に目を転じると、人口減少・少子高齢化は進展し、人口構造にお

いても高齢者が多く、若い世代が著しく少ない状態は、今後も継続していくというこ

とが予測される。吉野町では、「第 4次吉野町総合計画 後期基本計画」「吉野町ま

ち・ひと・しごと創生 総合戦略」を策定し、この状況を少しでも改善する努力を実

施している。 

 

 この中から、「観光」に関わる部分を見ると、「第 4次吉野町総合計画 後期基本計

画」では、まちの将来像を「いのちが輝き笑顔あふれる吉野町～自然の恵みと歴史文

化が息吹くこころのふるさと吉野町～」の実現を目指し、「魅力あふれる観光の振

興」として、“通年型、滞在型、着地型の観光地づくりを進め、国際化にも対応でき

る整備を図る”“町民がまちの魅力を再認識して、ふるさと吉野に誇りを持つととも

に、観光客をおもてなしの心で迎えることができる地域づくりの取り組みを進める”

という方針が示されている。 

 

また、後期基本計画の重点プロジェクトと位置付けられる「吉野町まち・ひと・

しごと創生 総合戦略」は、“聖地「吉野」～時空を紡ぐまちづくり”を目指し、「ま

ち」「ひと」「しごと」「愛着心」の創生を基本方針としている。具体策では、「観光産

業」を地域経済を活性化させる基幹産業のひとつと位置づけ、“観光による経済波及

効果が全地域に及ぶ戦略的な観光地づくり”“外国人観光客の受入体制充実、おもて

なしの心の醸成、地域の魅力発信や人財養成・定着”を講ずべき施策としている。ま

た、「新しい人の流れをつくる」という目標の中では、「吉野暮らしの良さを伝える」

「吉野のファンづくり」「二地域居住に加えて、生活・就労により積極的に地域に関

わる二地域生活・就労の促進による協働人口の拡大」「地域一体となった戦略的な観

光地づくり」「広域連携」などを主な取り組みとしている。 

 

このように、「観光」の持つ力を吉野町の地域創生に活かす取り組みを受けて、吉

野町の観光振興の方策を具体化するのが吉野町観光振興計画策定の目標である。 

 「観光」は、従来の物見遊山型の団体型観光から、個人の趣味・嗜好・目的に合わ

せた旅行スタイルへの変化、アジアを中心とした世界での海外旅行者の大幅な増加を

背景にした、日本への訪日外国人客数の大幅な増加、国内で従来は観光地でなかった

地域も含めた「観光」を活用した「まちづくり」への取組み増加、日本版 DMOの制度

創設など、大きな変化の時代にある。このような、「観光」を取り巻く環境の変化の

中で、「吉野町」の観光が今後進むべき方向を示すことも、本計画策定の重要な目標

である。 
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第 2章 吉野町の観光を取り巻く状況 

１.国内外の観光客と観光地の現状 

(1)日本人旅行者の動向 

日本人旅行者の旅行行動（2016年）では、国内宿泊旅行、国内日帰り旅行ともに増

加傾向にある。また、行ってみたい旅行タイプとしては、「温泉旅行」、「自然観光」、

「グルメ」が、強い人気を誇っているが、「歴史・文化観光」「町並み散策」「世界遺産

巡り」「和風旅館」「ロングステイ」なども 20％を超えている、また、「祭・イベント」

「芸術鑑賞」「パワースポット」「花の名所巡り」なども 15％を超えるなど旅行タイプ

の多様化が進んでいる。 
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(2)訪日外国人旅行者の動向 

①訪日外国人旅行者数 

 訪日外国人観光客は 2012年以降、前年対比約 20％以上の伸び率で増加し、2015年

は 1974万人（対前年比 147.1％）、2016年は 2404万人（前年比 121.8％）、2017年は

2869万人（前年比 119.3％）と増加している。その内訳は、中国、韓国、台湾、香港

などの東アジアが 74%と大きな割合を占めている。また、政府は 2020 年 4000 万人を

目標に訪日促進政策を積極的に実施中であり、現状の伸び率が続くと目標に到達する

と推測される。 
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②訪日外国人旅行者の傾向 

増加する訪日外国人観光客は、韓国、台湾、香港、など東アジアからの観光客を中

心にリピーターの増加が指摘されている。リピーターは、その旅行スタイルが、団体

旅行ではなく、FIT1 化（個人・グループ旅行化）し、個人の趣味や嗜好などによる旅

行目的の多様化が進んできている。また、欧米豪からの旅行者は国内での滞在期間が

長いという特徴を有している。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
1 FIT とは、Free Individual（Independent）Travelerのこと。パッケージや団体旅行ではなく、個人で手配する旅行。 
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③訪日外国人の消費 

訪日外国人の日本国内での旅行支出額は、一人当たり平均額で 15.6万円となって

いる。訪日回数の多い香港、シンガポールや滞在期間の長い欧米豪等は一人当たりの

平均額以上の金額となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④訪日外国人の関西への来訪 

訪日外国人客の訪問地に関しては、東京、千葉、大阪、京都など特定の地域に 

集中している。奈良県への来訪者は伸びつつあるが全国 9位である。また、訪日外国

人の都道府県別宿泊客数を見ると、奈良県は、30.8万人泊に対して、近隣に立地す

る大阪府は 1,000万人泊、京都府は 460万人泊となっている。 
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大 阪 府、京都府

に宿泊 している

外国人の国籍は、大阪府が東アジア４市場 で 73％であるが、京都府は中国、台湾の

次に、アメリカ、欧州、オーストラリアと続き、合わせて 26％を占めるなど欧米から

の宿泊客が多い。奈良県は中国が 5割を超えているが、台湾、欧州、香港、アメリカ

がそれに続いている。関西圏に宿泊する訪日外国人の国籍は、東アジアが多いものの、

欧米豪、東南アジアも含めて多国籍であることがわかる。 

 また、大阪を訪問した外国人の大阪以外への訪問地では、奈良は、京都に次いで、

２位の選択率となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 都道府県
訪問率

（％）

訪問者数

（千人）

延べ宿泊者数

順位

延べ宿泊者数

（千人泊）

1位 東京都 48.2 11,587 1位 18,060

2位 千葉県 39.7 9,544 6位 3,345

3位 大阪府 39.1 9,400 2位 10,009

4位 京都府 27.5 6,611 4位 4,603

5位 福岡県 9.9 2,380 7位 2,674

6位 神奈川県 9.6 2,308 9位 2,161

7位 愛知県 9.5 2,284 8位 2,393

8位 北海道 7.8 1,875 3位 6,544

9位 奈良県 6.9 1,659 25位 308

10位 沖縄県 6.7 1,611 5位 3,860

11位 兵庫県 6.2 1,490 13位 1,120

12位 山梨県 5.5 1,322 11位 1,371

13位 静岡県 5.4 1,298 10位 1,570

14位 大分県 3.7 889 16位 827

15位 広島県 3.5 841 15位 840

訪日外国人の都道府県訪問率（上位１５都道府県）と宿泊者数（2016年）

JNTO「訪日旅行データブック」2017を加工
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⑤訪日外国人観光客の期待 

観光・レジャー目的での訪日観光客の日本への旅行に対する期待を見ると、「日 

本食」「ショッピング」「自然・景勝地観光」「繁華街の街歩き」が多くなってお 

り、「温泉」「旅館」「日本酒」が続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）日本の観光地の動向 

①国・関西広域・奈良県の動き 

政府は、『観光先進国』への新たな国づくりに向けて、2016年 3月『明日の日本を

支える観光ビジョン構想会議』（議長：内閣総理大臣）において、新たな観光ビジョ

ンを策定した。『世界が訪れたくなる日本』を目指し、観光ビジョンの施策の実行

に、政府一丸、官民一体となって取り組んでいる。 

 このビジョンでは、「観光資源の魅力を極め、地方創生の礎に」「観光産業を革新

し、国際競争力を高め、我が国の基幹産業に」「すべての旅行者がストレスなく快適

に観光を満喫できる環境に」という３つの視点を示し、具体的な施策を展開してい

る。 

 「観光」による地域振興を支援する制度として、「日本版 DMO2」制度がスタート

し、広域連携ＤＭＯ5件、地域連携ＤＭＯ23件、地域ＤＭＯ13件の計 41件が登録さ

れている（2017年 11月 28日時点。候補法人登録は 113件）。 

                                            
2 DMO（Destination Management Organization：デスティネーション・マネージメント・オーガニゼーショ

ン）とは、観光物件、自然、食、芸術・芸能、風習、風俗など当該地域にある観光資源に精通し、地域と協同し

て観光地域作りを行う法人のこと。観光庁が規定した「日本版 DMO」は、『地域の「稼ぐ力」を引き出すととも

に地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係
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関西では、関西広域連合が、「関西観光・文化振興計画～2020年 外国人観光客

1，800万人を目指して～」を推進中であり、将来的に「関西＝アジアの文化観光首

都」を目指している。また、2017年 4月には、関西の自治体・経済団体・観光団体

等が参画し、オール関西で迅速かつ効果的に観光振興を推進するため、（一財）関西

観光本部が発足し、広域連携ＤＭＯとしての活動をはじめようとしている。 

奈良県では、奈良県（地域振興部観光局）と（一財）奈良県ビジターズビューロ

ーを中心に、国内外への観光プロモーションと県内の資源を活用した着地型旅行商品

作りなどが行われてきている。特に、近年は、インバウンドプロモーション等に力を

入れている。また、奈良県（地域振興部南部東部振興課・奥大和移住交流推進室）で

は、吉野地域を含めた南部地域での地域振興や移住促進を目標とした事業が推進され

ている。 

  

②地方自治体 

少子高齢化による人口減少を改善するための地方創生の動きが日本各地で活発に

なっている。現在各地で取り組まれつつある地方創生計画の中では、従来、観光地で

はなかった地域においても、地域への来訪者がもたらす様々な効果に着目し、交流人

口を増やすために、「観光」を活用した「まちづくり」が多数行われつつある。ま

た、従来から観光地であった地域においても、旅行者の嗜好や行動の変化に合わせ

て、従来型の観光資源だけではない資源や人・コミュニティを取り込んだ観光地域づ

くりの必要性が指摘されている。まさに、「観光」施策が地域振興の主役となる時代

が到来している。 

 

  

                                            
者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦

略を着実に実施するための調整機能を備えた法人』 
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２．吉野町 観光の現状 

本項では、既存データに加え、2017年度に実施した「吉野町観光マーケティング

調査」と 2018年度に実施した吉野町来訪者ヒアリング、町内外事業者へのヒアリン

グ等の調査結果を踏まえて、吉野町の観光の現状を総括する。 

 

(1) 入込客数等 

吉野町への観光入込客数は、2012年に減少し、その後も横ばい傾向にある。ま

た、月別のべ宿泊者数を見ると、4月（10,228名泊）が最も多く、8月（8,745名

泊）、9月（7,750名泊）であり、ピークシーズンである。一方、2月（1,782名泊）、

12月（1,953名泊）、1月（2,439名泊）であり、オフシーズンとなっている。4月と

2月を比較すると、2月は 4月の 17.4％になっていることに象徴されるように、オン

とオフの極端な差が、課題であることは容易に発見できる。 
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国内か

らの宿泊

者について、宿泊者の居住都道府県別にみると、東京都、大阪府、神奈川県、兵庫

県、愛知県、千葉県、埼玉県、京都府の順となり、首都圏と京阪神、愛知県というエ

リアから、宿泊客が来ている。 

現状、外国人来訪者に関する統計データはないが、町内の観光事業関係者の話に

よると、日帰り客では、台湾、中国等の東アジアが多いが、宿泊者では、欧米などか

らの来訪者も一定割合いるようである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 来訪者の特徴や満足度 

①旅行会社の実施した調査より 
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旅行会社が実施している調査（日本国内の 250の観光地についてのイメージと満

足度に関する調査）によると、吉野の総合満足度は 106ポイントと全国平均値（100

ポイント）を上回っている。認知率、訪問意向、再訪意向、推奨意向（他者への推

奨）は、96～99ポイントで全国平均並みであるが、訪問経験は 60ポイントと大きく

全国平均を下回っている。今後は、認知率、訪問意向を高めることにより、訪問経験

を高め、来訪者の満足度を高めることにより、再訪意向、推奨意向を高めることが必

要であることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、 分

野別の満 足

度スコア で

は、「自然」が全国平均を大きく上回り、「活動」もポイントが平均より高くなってい

る一方、「宿」「温泉」「食」「人」が、低くなっている。 

 

②吉野町観光マーケティング調査より 
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2017年度に実施した「吉野町観光マーケティング調査」は、吉野町に来訪した外

国人と日本人に各項目別の満足度を聞いた。その結果、日本人の満足度が高いのは、

「景観・歩きやすさ」、「吉野ならではのお土産」、「飲食店の味とサービス」。一方、

低いのは、「アクセス」、「距離」、「WIFI」、「公衆トイレ、飲食店の数」となってい

る。また、外国人の満足度は総じて高く、特に高いのは、「町の景観・歩きやすさ」、

「飲食店や宿泊施設のサービス・接客」である。「アクセス」、「飲食店の数」につい

ても低くない。低いのは、「駐車場の判りやすさ」、「WIFI」程度である。 

 

 

③吉野町来訪者インタビュー調査より 

 2018年 11月に、吉野山で実施した来訪者へのインタビュー調査では、「首都圏や

外国人来訪者は、関西周遊旅行の途上で、半日～一日で吉野を訪問」していること、

「吉野山での楽しみ方は、徒歩での散策」が中心であること、「体験には興味はある

が、具体的な選択肢（メニュー）を見て、吟味してから決めたい」とする旅行者が多

いこと、日本人・外国人とも「日本の歴史・文化に関心が強い人が、吉野への好感度

が高い」ことがわかった。また、観光について「どこまで行けば主な観光をしたこと

にあるのか」「代表的な観光施設はどれなのか」等の「具体的な観光行動を支援する

情報が、実際の旅行者に届いていないということが判明した。 
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(3) 他地域との比較調査 

①総合スコアの比較 
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前項でも利用した、旅行会社が実施している調査の中から、吉野のスコアを奈良

市及び吉野町周辺の地域と比較してみると、「奈良市」が認知、訪問経験、訪問意向

で突出している。また、「高野山」が認知度、推奨意向度も高く、イメージと体験評

価がリンクした評価を得ている。「吉野」おいては、「熊野三山」と同じような評価を

得ているが相対的にグラフの面積が小さい。「吉野」は、「橿原・飛鳥」よりも認知

度、興味度も高い割には、訪問経験が少ないことを勘案すると、情緒性よりも機能性

（アクセス利便性など）に課題があるのではないだろうかと推測する。 

 

②イメージの比較 

 「吉野」「高野山」「熊野三山」の３地域について、そのイメージを比較してみる

と、「吉野」は、他の 2地域に比べ「自然にあふれている」という回答が最も高くな

っている一方、「有名な神社仏閣がある」の回答が低くなっている。 
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②満足度について 

「熊野三山」が、「食」以外の項目で全国平均を上回るポイントを獲得している

他、「高野山」では、「まち」「活動」「自然」が平均を大きく上回っている。一方、

「吉野」は、「自然」「活動」が全国平均を上回っているが、他項目は平均か、平均を

下回っている。 

３地域とも、宿泊客の回答が、日帰り客をほぼすべての項目で、上回っているこ

とは、滞在時間が長いほうが、満足度が高まる地域であるということであろう。ま

た、宿泊客の評価だけを比べると、吉野は、「まちの歩きやすさ」「地域での観光、活

動、体験」のポイントが、他の 2地域より低いという結果となっている。 
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(4) 観光情報の発信 

吉野町の観光に関する情報発信については、インターネット上で検索（吉野 観

光で検索）すると、吉野町、吉野山観光協会、吉野ビジターズビューロー、奈良県、

旅行情報サイト、旅行雑誌、旅行会社等による情報発信頁がヒットし、それぞれによ

り情報発信が行われている様子がわかる。検索結果からは、現状、吉野町全体の観光

のポータルサイト的な存在は、吉野山観光協会や吉野町のＨＰのような状態となって

いる。 

マス媒体等での掲載・露出については、関西圏ではテレビ・ラジオ、新聞・雑誌

をはじめ多数のメディアで情報が取り上げられたり、近畿日本鉄道による沿線観光地

紹介が行われている。日本全国を対象とした旅行情報誌では、「るるぶ」「まっぷる」

という国内の著名旅行ガイドブックでは、「奈良」のタイトル内に情報が掲載されて

いる。 

首都圏等全国を対象とした露出では、ＪＲ東海、奈良県（東京事務所）等による

告知やＰＲイベントが行われている他、最近では、「吉野杉の家」が建築業界誌で取

り上げられるなどの露出はしているが、十分とは言えない。 

 

海外向けの情報発信を調べると、トリップアドバイザー3の評価では、「吉野山」

は、4.5ポイントと高い評価を得ている。また外国人からの好意的な投稿も多く見受

けられる。周辺の観光スポットやレストランでも、投稿数は多くはないものの評価は

概ね 3.5以上であり評価は高いと言えるのではないだろうか。また、ミシュラングリ

ーンガイドでも、世界遺産として紹介されている他、吉野の観光スポットは掲載され

ており、”Interesting”（★）の評価を受けているものもある。その紹介文では、「桜

の名所であるだけでなく、1年を通して訪れるのに興味深い場所。大峯山へ続く修験

の道など、歴史的にも興味深い。」と記載されている。 

  

 

                                            
3 世界最大の旅行サイト。ト世界各国 750万以上の宿泊施設、航空会社、観光名所、レストランが掲載されてお

り、6億件以上の口コミ情報が寄せられています。世界 49の国と地域におけるユニークユーザー数は、月間平均

4億 5500万人。本社: 米国マサチューセッツ州ニーダムにあり、日本にも現地法人がある。 

ミシュラングリーンガイドに掲載されている観光地と、他著名ガイドブック等での評価

ミシュラングリーンガイド
(改訂第4版）

ジャパンガイド ロンリープラネット

http://www.michelin.co.jp/Home/Maps-

Guide/Green-guide
http://www.japan-guide.com/ http://www.lonelyplanet.com/japan

3:Highly recommended

2:Recommended 1:Interesting

3:best of the best 2:best of

Japan 1:Outstanding
Top　Pick

吉野 世界遺産として掲載
大峰 世界遺産として掲載
大峰奥駈道 世界遺産として掲載

吉野山 1 1

　金峯山寺（吉野山） 1

　群芳園（吉野山） 1

　水分神社（吉野山） 1

吉野山ハイキング 1
玉置山

　玉置神社 1

ミシュラングリーンガイドに掲載の観光地をピックアップ。その観光地についてジャパンガイドとロンリープラネットもチェック（掲載があり、かつ星等評価がついている場合は評価を記載。

㈱Jプロデュース作成（2016年3月）

吉野

（南和）

地域名 観光スポット等
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また、世界各国・地域の主要観光ガイドブックの中での「吉野」の露出について

調べると、欧州、米国については社寺も含めて多く紹介されているが、アジアでは紹

介が少ない傾向となっている。 

 

 

(5) 観光推進体制 

吉野町内の観光推進体制については、吉野町（産業観光振興課）、（一社）吉野ビ

ジターズビューロー（以下、吉野ＶＢ）、吉野山観光協会、津風呂湖観光協会、国栖

の里観光協会をはじめ、町内の観光・交通関係事業者や旅館組合、商工会を中心に進

められている。また、近年では、「観光」を活用した「まちづくり」や「産業の活性

化」の視点から、林業関係者、ものづくり企業、地域コミュニティ関係団体も「観

光」に関わる人々が増えているが、それぞれの目標のために熱意ある取組がなされて

おり、小さな連携は行われているが、まだ十分とは言えない。 

 町内及び広域連携を担うことを期待されている吉野ＶＢは、森林セラピーへの取組

み、旅行商品販売、レンタサイクル事業、外国人職員の雇用によるインバウンド対策 
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等の新たな事業に取り組んでいるが、人員、予算とも十分な体制ではなく、今後の町

内外の観光関係者との調整や観光計画の推進のためには、その役割の発展的な整理と

そのための人財・予算の確保が必要であると考えられる。 

(6) 吉野町観光マーケティング調査（平成 28年度）よりの気づき 

昨年度、実施した吉野町観光マーケティング調査結果の中から、本計画策定をす

るにあたり、参考となるポイントを整理する。 

 

① 桜シーズンの旅行者に対する考え方 

日本人来訪経験者の来訪季節別の結果では、桜の時期＝日帰りでリピーターが少

ない。桜以外の時期＝リピーターが多いという傾向である。桜以外の時期の楽しみ方

をアピールすることが、吉野ファンをつくることにつながるのではないか。また、来

訪者の多い桜の時期の来訪者を他シーズンに呼び込むことは可能なのかについての検

討も必要であろう。 

 

② （日本人対象）「桜」「紅葉」以外の資源の訴求が重要 

日本人は吉野の認知度は高いが、「桜」「紅葉」というイメージが強く、「歴史」

「聖地」というイメージは強くないことがわかった。今後は、「桜」「紅葉」というス

テレオタイプな吉野のイメージとは違う、「吉野らしい」観光資源（テーマ）につい

て、その背景やストリーも合わせた訴求が、「桜」「紅葉」シーズン以外の訪問地の候

補に「吉野」が入るためには重要なこととなろう。 

 

③（外国人対象）「修験道」「歴史」「文化」などを中心に、新たな観光目的地として

の「吉野」の認知拡大が必要 

外国人は、日本人に比べて「桜」「紅葉」が突出しておらず、「修験道」など吉野

独自の文化への関心も強いことがうかがえる結果となっている。吉野の持つ、「歴

史」「文化」「自然」「産業」などの情報を、ひとつの資源に偏ることなく情報発信し

ていくことが今後重要となるであろう。その時には、外国人来訪者自身によるＳＮＳ

等が、吉野のイメージ形成に重要なカギとなることが想定される。 

 

③ 滞在時間を増やすことが、地域での消費額を増やすことにつながる。 

吉野町来訪者では、日本人より外国人の方が、滞在時間が長く、消費単価も外国

人の方が多い。町内経済へのインパクトの大きさを考えると、インバウンドは非常に

重要なターゲットとなる。また、宿泊者の消費額は当然日帰り客よりも高いので、宿

泊促進が重要であろう。 

 

④ 外国人は「アクセス」は不便と考えていない。 

日本人と外国人では、吉野へのアクセスの満足／不満に関する評価が大きく分か

れた。外国人では大阪・京都よりのアクセスは容易である（不便と感じてない）との

回答が多かったことから、訪日外国人の多い近畿圏の都市部と組み合わせた吉野町へ

の観光促進（日帰り、宿泊の両方）は、十分インバウンドプロモーションの対象と考

えられる。 
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⑤ テーマ毎に興味・関心のある層をセグメントする 

「山岳信仰」「スポーツイベント」「国栖、津風呂湖、貯木エリア」に対する設問

への回答では、現状での認知は低いが、興味関心に関しては、日本人は男女年代層、

外国人は国籍毎の比較で、関心の高い層があることが判明した。今後は、各テーマ毎

にターゲットを絞ったプロモーションが望まれる。 
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(7)町内外観光関係事業者の課題認識 

 本計画策定にあたり、吉野町内外で、「観光」に関わる関係者に、各事業者の取組

や課題についてのヒアリングを実施した。本項では、ヒアリング内容から、観光振興

計画策定に参考とすべきである取組や課題をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

①「桜」以外の様々な「体験コンテンツ4」づくりへの取組が多数行われている。 

各団体が、「桜」の時期以外に、「吉野」の新しい魅力づくりを考えた「体験コン

テンツ」づくりを行っている。 

 

各団体で取組まれている体験コンテンツ等の実例） 

  ・森林セラピー、山伏体験、朝の勤行体験、 

  ・スポーツ（ヒルクライム5、トレイルランニング6、グランフォンド7） 

  ・あじさい祭り、ライトアップ系、鬼フェス関係 

  ・ものづくりの里（工芸体験やイベント等）、アーティスト系イベント 

  ・釣り関係のアクティビティ、カヌー・カヤック 

      ・吉野杉を使ったワークショップ、吉野杉の家（宿泊施設）クリエイター連携 

                                            
4 従来型の観光資源に加えて、地域での体験や活動、観光地に着いてから始まるツアー、イベント参加などを総称した観
光資源のこと。 
5 登坂競技、山や丘陵の上り坂に設定されたコースを走るタイムレース。吉野大峯ヒルクライムとして、吉野山

から吉野奥駆道に沿って走る吉野大峯林道を一気に駆け上がる自転車によるヒルクライムが行われている。 

6 陸上競技の中長距離走の一種で、舗装路以外の山野を走るもの。 
7 長距離を自転車で走る、岳コースをメインとした長距離系ロングライドイベント。吉野でも毎夏大会が行われ

ている。 
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  ・地域の歴史・文化・くらし・食・農等を使った物語のある着地型ツアー（50

種） 

   （コミュニティバス活用） 

  ・酒蔵巡り、ご朱印巡り、JAZZライブ、アートイベント 

  ・空き家をリノベーションした交流の場の創出 

（ゲストハウス、BAR、カフェ、ギャラリー…）  

 

「桜」が突出して有名なため、情報が世間に出て行かないが、「春以外に吉野で楽

しめること」を月毎に、メニュー（タリフ化）し、シーズン毎（月毎）の楽しみ方の

情報露出をはかることが必要である。また、興味を持った人が誰でもがアクセスでき

るような形での情報の整理と設置が望まれる。（月ごとの観光情報の整理と情報発信

の必要性） 

吉野への１次交通を担う鉄道会社へのヒアリングでも、通年での送客が課題であ

り、そのためには着地側での魅力的な資源づくり（発見）が必要であるとの話であっ

た。 

 

②「新しい担い手づくり」と「空き家対策」の必要性 

高齢化に伴う担い手不足の指摘と、街中での「空き家」対策が必要であるという

指摘は、各団体から話が出た。 

町外からの若者の移住に関する試みも行われてはいるが、より一層踏み込んだ

「新しい担い手づくり」と「空き家活用」の組み合わせによる、ツーリスト等を対象

にした地域の交流促進に資する施策づくりが、観光振興の側からも強く求められる。 

また、「観光」を活用した、地域での新しい「生業」づくりが必要である。 

 

③ツーリスト視点での「観光地マネジメント機能」の必要性 

ツーリストの視点に立ち、体験の仕方や街の歩き方等を旅人の必要に応じで的確

に助言でき、「吉野での体験がいっそう深くツーリストの印象に残る」ような、観光

案内や観光素材の編集は重要であろう。 

「吉野の良さは、手つかずのものが、そのままあることである」という観光客か

らの指摘もあり、すべての地域素材をツーリストが体験しやすくする必要はないと考

えるが、一方では、「見学すべきものを推奨してほしい」という旅行者も存在するの

で、様々なツーリストのニーズに寄り添う形での、助言・推奨などの機能を実施する

ことは、ツーリストの印象度と高め、吉野への好意の形成に有効であろう。ただし、

ツーリストの安全に関わる案内表示等は、わかりやくす行われるべきである。 

 

④「聖地性」の確保と観光とのバランス 

「自然」的な魅力に加えて、吉野の持つ大きな魅力のひとつ（他地域と差別化で

きる魅力）は、宗教的な聖地性であろう。地域での聖地性やその雰囲気を担保しなが

ら、一方でたくさんの観光客に楽しんでいただくという、双方のバランスをうまく取

りながら 地域をマネジメントしていくことが重要となる。 

 

⑤ 来訪者ターゲットイメージの共有化 
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ヒアリングを実施する中で、感じられたこととして、吉野町内の観光に関わる

人々全体として、今後どのようなツーリストを迎えることで、収入を稼ぎ、「観光」

を続けていくのかという方向性を共有化していくことが必要ではないだろうか、とい

う点がある。旅行者の傾向は、団体旅行から個人・グループ旅行化しており、かつ旅

行に求める目的はパーソナル化（多様化）してきている。個々のツーリストが、吉野

での滞在をそれぞれ楽しむような行動をターゲットにするのがいいのではないだろう

か。 

例えば、観光客の増加目標を年間 10万人とした時に、10万人×年 1回の増加を目

指すのではなく、2万人×年 5回、または一人当たりの滞在日数を増加させるという

ような、方向での拡大を目指すべきではないだろうか。 

また、富裕層向けなどの高額な体験の開発があってもいいのではないかという意

見もあった。 

 

⑥ 町内の 2次交通対策は必要 

町内での２次交通が、ツーリストの周遊の障害になっているというのは、多くの

一致した意見であった。 

ただ、２次交通の改善は一朝一夕に進まないが、関係者全員が改善を必要と感じ

ているのであれば、ツーリズト向けの２次交通改善についての検討協議を開始すべき

ではないだろうか。改善に関しては、短期、中期、長期の期間に分けた改善策の検討

が必要であろう。 

(8)観光消費額 

昨年度実施した「吉野町観光マーケティング調査」結果によると、来訪者の消費

額は、外国人の方が日本人より高くなっている。日本人では、消費額 3,000円未満が

20％を超える数値となっている。一方外国人は、1万円～3万円が最も多くなってい

る。 

日本人の消費額 3,000円未満の割合を、性年代別にみると、女性 20～24歳

（40.0％）、女性 40～44歳（34.4％）となり、女性層で消費額の低い人が多い。 

消費額は滞在時間と比例して拡大する傾向にあるため、来訪者の滞在時間を増加

させることが必要であろう。また、特定の性年代層で消費額が少ないことは、品揃え

や販売方法等に課題等があることも考えられるため、今後の検証が必要である。 
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第３章 観光戦略策定に向けた課題 

1.吉野町観光の強みと弱み 

 吉野町の観光振興における強みと弱みを分析すると、「強み」としては、従来から

吉野の観光資源であった「世界遺産」「歴史」「聖地」「桜・紅葉」に加えて、「吉野の

持つ地域素材を活かした様々な取組」が、様々な団体・個人で行われていることが挙

げられる。「機会」としては、日本国内では認知率の高い「吉野」という地名に加え

て、鉄道会社の新型特急の投入によるＰＲ（露出）、訪日外国人客の増加（特に、吉

野へのアクセスが１～2時間の大阪、京都、奈良への大幅な増加）、観光客の旅行目

的に多様化、高野山・熊野三山や飛鳥・橿原等の著名観光地が周辺に立地することが

あげられる。 

一方、「弱み」としては、「高齢化による観光業の担い手不足」「空き家の増加」な

ど人口減少によるもの、「観光推進組織の役割分担が不明確」なことや、その「人

財」が不足していること、「町内の地区連携の弱さ」、「海外や首都圏等への情報発信

の弱さ」「町内２次交通の弱さ」、サインや観光案内所、ツール等を含めた「観光案内

機能の弱さ」があげられる。また、脅威としては、近接する「高野山、熊野三山の積

極的なプロモーション」や、全国的に「観光」に参入する地域が増加することがあげ

られる。 
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2.課題整理 

 

（１）多様化する観光客のニーズへの対応 

日本人、訪日外国人の両方で、旅行目的の多様化が指摘されている。吉野の持つ

様々な資源を活用して、多様化する観光客に対応する観光商品（メニュー・コンテン

ツ）づくりが求められている。 

 

（２）町内での滞在時間の増加と消費額の拡大 

 来訪者による消費額を町民の経済活性化に取込むためには、観光客の滞在時間を増

加させる施策実施が必要である。また、吉野のリピーター・ファンづくりを推進する

ための宿泊・長期滞在への取組も重要である。 

  

（３）インバウンドに対する取組み強化 

 ますます増加することが予測される訪日外国人客を取込むことは、今後の吉野町の

観光振興を考えた時に、重要なターゲット市場となる。より一層のプロモーション施

策の実施と、現状十分とは言えない受入環境整備を推進する必要がある。 

 

（４）積極的な情報の発信 

 町内で行われている観光に関する情報を全体として検索できないという「情報集

約」や首都圏や海外でのＰＲが不足しているなどの「情報発信」に関する課題がある

ため、今後積極的な情報発信体制の構築が望まれる。 

 

（５）観光地マネジメントを実現する観光推進体制のあり方 

 「吉野町全体を観光地として」その地域をマネジメントするという機能の構築が必

要である。そのためには、観光に関わる団体等による役割分担をもう一度検討し、再

構築することが必要であろう。 

 

（６）観光客目線に立った受入環境の整備 

観光客視点に立った「観光案内機能（サイン、観光案内所、ツール等）」の構築、

外国人来訪を想定した時の「受入環境整備」などの整備が課題である。 

 

（７）事業の担い手不足、町の空き家対策への「観光」からのアプローチ 

 新しい事業の担い手をどうつくるか、空き家をどう解消するかについて、各エリア

で解題となっている。町内で実施される観光以外の施策とも連携しながら、「観光施

策」としても課題の解決に資する計画の策定が望まれる。 
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第４章 推進方策（目標と基本方針） 
 

 前章までの検討結果を踏まえて、今後の吉野町の観光振興を推進するための目標と

基本方針をまとめる。 

 

１.推進コンセプト 

 

何度も訪れたくなる通年型観光地（滞在地）「吉野」の 

新しいツーリズムの創生。 

 

2.基本方針 

 以下の４項目を基本方針とする。 

 

（１） 吉野町の資源・人財を活かした新たな魅力の創出 

（２） 新たな顧客の取込による滞在客（宿泊客）増加と情報発信強化 

（３） 「吉野町の次世代ツーリズム」ブランドの構築 

（４） 吉野町の観光地マネジメントを推進する組織の強化と人財の育成 

 

3.対象期間 

2018年度～2022年度を対象期間とする。 

 

4.基本方針１：吉野町の資源・人財を活かした新たな魅力の創出 

 町内にある各種の資源、関わる人財を活かして、桜・春以外の吉野町の魅力・楽し

み方・味わい方を創出する。 

（１）春以外の吉野の楽しみ方の発掘・整理を進める。 

・シーズン、月ごとの吉野の楽しみ方のラインナップづくり。 

・情報を一元管理し、情報発信や検索への対応力を UPさせる。 

・町内の各地区の個性を活かした魅力の創出 

 

（２）新しいツーリズムの芽を育てていく。 

・スピリチャルツーリズム、コンテンツツーリズム、つり、スポーツ、ものづくり、 

産業体験、物語、着地型、体験など、現在取り組まれている新しいツーリズムの芽を

育てる。 

・新しいスポーツ振興や国際的なスポーツ大会等を契機として、自然景観をいかした

スポーツツーリズムを創出する吉野らしいツーリズムづくり。 
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（３）「春」のお客様対策 

・最大ボリューム層である、「春」の顧客の満足度を高めることにより、他シーズン

のリピーター獲得につながるような、施策の実施。 

 

5.基本方針 2：新たな顧客の取込による滞在客（宿泊客）増加と情報発信強化 

（１）インバウンド、首都圏を対象としたプロモーション 

・インバウンド（訪日外国人）を新たなターゲット層とする取組。（大阪・京都・奈

良 

に来訪した外国人の 1～2日トリップを含む） 

・首都圏を新たなターゲットとするプロモーションの展開。 

・テーマに共通性のある他観光地と連携したインバウンドプロモーションの展開等。 

 

（２）富裕層市場への挑戦 

・富裕層向け体験メニューの開発とプロモーションへの挑戦。 

・富裕層向け宿泊施設等の検討。 

 

（３）多様な宿泊施設の整備促進 

・既存の宿泊施設に加えて、新たな顧客層のニーズに答えられる多様な宿泊施設 

等の整備促進。（例：ゲストハウス、ルールに乗っ取った民泊、宿坊、グランピング

等） 

 

（４）吉野のファン、リピーター顧客づくり 

・関係人口の増加を図り、吉野ファンや応援してくれる人をつくる施策。 

・吉野に好意を持ち、何回も訪れたり、長期滞在してくれる顧客づくり施策。 

 

（５）情報発信の強化 

・町内の観光素材の収集と整理し、情報検索に適切に対応する管理と更新 

・シーズン毎、月毎、テーマ（ツーリストの趣味嗜好）別の情報発信 

・インターネット、SNS等を活用した情報の発信 

・連携の促進による情報発信強化を目指し、運輸機関等１次交通機関、周辺市町村・ 

奈良県等の自治体や観光推進組織、宿泊施設、レンタカー会社等や広域観光組織

と 

連携した情報発信やプロモーションの実施。 

 

6.基本方針 3：「吉野町の次世代ツーリズム」ブランドの構築 

（１）吉野のセカンドホームツーリズム8の創出 

・地域の産業の活性化や産業観光の振興。 

・空家対策を考慮した観光振興施策の実施。 

・二地域居住を目指すセカンドホームツーリズムや移住を視野に入れた、観光振興施

策の検討 

                                            
8 二地域居住とも言われ、都会で暮らす人が週末や一年の内の一定期間を田舎で暮らすライフスタイルのこと。

北欧での事例、北海道美瑛町での取組みが先進事例としてよく紹介される。 
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（２）生業につながる仕掛け 

・観光に関わる起業を応援する施策 

・（移住して）新たにツーリズム関係業務に従事する人が、生活できる収入の確保。 

・観光事業に関わることで、自分の本来仕事の収入が向上したり、販路が拡大できる 

ような仕掛けづくり。 

・ICT等を活用する。 

 

（３）吉野のスピリチャルツーリズム9の再構築 

・「聖地」であることを、もう一度アピールする施策。 

・聖地性の演出方策の検討。 

・経験、体験プログラムの整備。 

 

7.基本方針 4：吉野町の観光地マネジメントを推進する組織の強化と人財の育成 

（１）ツーリスト目線での観光地マネジメントが実施できる体制作り 

・観光客の視点で吉野町の観光体験の利便性、満足度、消費額を高めるためや安全で

快適に行動することを支援するための「観光地マネジメント」を推進する体制作り。 

・地域内 DMO（DMC）10設立に向けた検討。 

 

（２）町内の観光推進組織の役割の整理 

・吉野 VBと地域観光協会、町、観光事業関連事業者との役割の整理。 

 

（３）観光振興のための人財の育成 

・観光振興を人財の確保と育成の推進。 

 

（４）関係者協議の継続実施 

・（従来の観光業界関係者だけではなく）「観光」に関わる組織、団体、企業等が集ま

り、「吉野町の観光振興」について、協議できる機会をつくり、継続する。 

 

（５）受入環境整備 

・ツーリストのエリア内回遊促進のための受入環境整備を推進するために、案内サイ

ン、着地での MAPやツール、観光案内などの観光案内システム全体を考えた受入環境

整備を推進する。 

・新たなターゲットとなる、インバウンド対応のための観光案内システム（多言語

等）や通信環境、決済環境等の整備も進める。 

 

（６）町内の２次交通対策 

・旅行者向けの２次交通改善についての検討協議を実施。 

                                            
9 宗教的、精神的、超自然的な影響を訪れた者が感じることをテーマにした、ツーリズムのこと。最近では、パワースポットと
いう言い方で、その場所を巡る旅行者も増加している。 
10 DMOは、デスティネーション・マネージメント・オーガニゼーション（前掲 7p）、DMCは、デスティネーション・マネージメ

ント・カンパニーのことで、地域での観光マネジメントを実施する活動主体（企業）。 
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第 5章 数値目標について 
 

 本計画の進捗を評価するため、以下の数値目標を設定する。 

 

項目 現在値 
（2016 年） 

目標値 
（2022 年） 備考 

１．交流人口 110 万人 150 万人 観光入込客数を基準 

２．宿泊者数 6 万人泊 8 万人泊  のべ宿泊者数 

3.外国人宿泊者数 3,300 人 10,000 人 
宿泊施設へのヒアリングにより把

握 

4.観光消費額 

（日本人） 

10,807 円 

（外国人） 

20,208 円 

（日本人） 

15,000 円 

（外国人） 

30,000 円 

2016 年「吉野町観光マーケティ

ング調査」（来訪者）より推計 

5.来訪者総合満足度 

（日本人） 

22.6％ 

（外国人） 

60.2％ 

（日本人） 

50.0％ 

（外国人） 

80.0％ 

2016 年「吉野町観光マーケティ

ング調査」（来訪者）より 

（満足度各項目での「満足」回答

の平均） 

6.リピーター率 
（日本人） 

4 回以上 

13.0％ 

（日本人） 

4 回以上 

20.0％ 

2016 年「吉野町観光マーケティ

ング調査」（日本人来訪者）より 

（過去 5 年以内の来訪回数：1～

3 回＝86.2％） 

7.町民の観光振興に関

する好意 27.4％ 50.0％ 

2016 年吉野町まち・ひと・しご

と創生戦略「町民アンケート調

査」より（「吉野町の経済を活性

化させるためのまちづくり」に関

する設問で「観光客の誘致宣伝活

動の強化など、観光振興策の充

実」を選択した町民の割合 
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第 6章 アクションプランの方向性 
 

 本計画の推進のために以下に、アクションプランを設定する。町や関係団体等で推

進する事業についても、アクションプランの中に取込み、町内の関係者が一体とし

て、目的を共有して推進することを目指す。 

 

基本方針１：吉野町の資源・人財を活かした新たな魅力の創出 

（１） 春以外の吉野の楽しみ方の発掘・整理を進める 

① 吉野町のシーズン・月毎の楽しみ方の整理 

② 町内観光データベースの構築と運営 

③ 町内観光情報のポータルサイトの構築と運営 

 

（２） 新しいツーリズムの振興 

① 町内資源発掘調査やワークショップの開催 

② ニューツーリズム創出支援施策策の検討 

 

（３） 「春」のお客様対策 

① 春季顧客の満足度調査の実施 

② 春季顧客の満足度改善検討会の開催 

③ 春季顧客の他シーズンリピート推進施策 

 

（４） スポーツツーリズムの振興 

① サイクリング、ランニングなど、自然景観を生かしたスポーツツーリズム振

興 

② ワールドマスターズゲームス11 カヌー競技開催を見据えた体験型ツーリズム

等の企画検討 

 

基本方針 2：新たな顧客の取込による滞在客（宿泊客）増加と情報発信強化 

（１） インバウンド、首都圏を対象としたプロモーション 

① 発地（ターゲット国）での告知 

（ツール送付、インターネット広告、メディア招へい、ＰＲイベント、商談会参加等、奈良

県や日本政府観光局等との連携） 

② 周辺都市や空港等での告知（奈良市、大阪市、京都市、関西国際空港等での展開） 

③ 首都圏での告知（メディア招へいや、PRイベント・セミナー、奈良県や鉄道会社等との連

携） 

④ 鉄道会社や共通性のある観光地（霊場）との連携によるインバウンドプロモ

ーションの展開 

 

（２） 富裕層市場への挑戦 

                                            
11 国際マスターズゲームズ協会（IMGA）が 4年ごとに主催する、30才以上の成人・中高年の一般アスリートを対象とした

生涯スポーツの国際総合競技大会。2021年には、アジアで初めて日本（関西）で開催される。 
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① 富裕層向けコンテンツの開発及び連携強化 

② 富裕層向けプロモーション（奈良県、日本政府観光局等と連携した富裕層向け旅行見本

市や商談会への参加等） 

 

（３） 多様な宿泊施設の整備促進 

① 多様な宿泊施設の開業支援体制の構築 

② 多様な宿泊施設の建設誘致施策の検討 

 

（４） 関係人口の増大、吉野のファン、リピーター顧客づくり 

① 吉野ファンクラブや顧客ネットワークの創出検討 

② 連泊、長期滞在施策、ロイヤルカスタマー12施策の検討 

③ オフ期の宿泊促進施策 

 

（５） 情報発信の強化 

① 町内の観光関連情報の情報受信・収集体制の確立 

② 吉野町の観光ポータルサイトの創出（既存団体との情報共有による） 

③ シーズン・月、旅行者の趣味・嗜好別情報発信施策（SNS等の活用） 

④ 運輸機関との連携のよる情報発信（近鉄、ＪＲ東海、ＪＲ西日本等） 

⑤ 世界遺産（３聖地）連携による情報発信 

⑥ 周辺自治体との連携による情報発信 

⑦ 奈良県や広域観光組織との連携による情報発信 

⑧ SNSの活用による若者層の取込み 

 

基本方針 3：「吉野町の次世代ツーリズム」ブランドの構築 

（１） 吉野のセカンドホームツーリズムの創出 

① 木材関連産業を始めとした産業ツーリズムの育成 

② 現状の「空き家」施策、「移住」施策を活用した、「二地域居住」支援施策構

築 

 

（２） 生業につながる仕掛け 

① 「観光」に関わる起業を応援・支援する施策づくり 

② 観光情報発信施策に連動した「吉野産品」の販路拡大の実施 

（観光プロモーション先での営業や販路拡大アクションの実施等） 

③ ICTやデジタルを活用した、観光客への「吉野産品」販売システムの構築 

 

（３）吉野のスピリチャルツーリズムの再構築 

① 「修験」体験プログラムの整備・充実 

② 寺院（宿坊）での宿泊体験の実施検討 

③ 「吉野山寺宝めぐり」等の周遊性の高い事業の企画・実施 

④ 山岳修験をテーマとした、セミナーやＰＲイベントの開催 

                                            
12 経営学用語で、ある企業や商品やサービスに対しての忠誠心の高い顧客のこと。 



35 

 

⑤ 高野山、熊野三山等と連携したセミナー等の開催 

 

基本方針 4：吉野町の観光地マネジメントを推進する組織の強化と人財の育成 

（１） ツーリスト目線での観光地マネジメントが実施できる体制作り 

① ツーリスト目線での観光体験評価調査等の実施 

② 観光地マネージャー等の設置 

③ 地域内ＤＭＯ（ＤＭＣ）設立に向けた検討 

 

（２） 町内の観光推進組織の役割の整理 

① 観光推進体制強化のための検討会の開催。 

（吉野 VBと地域観光協会、町、観光事業関連事業者との役割の整理） 

 

（３） 観光振興のための人財の育成 

① 観光振興人財の確保と育成計画の策定 

 

（４） 関係者協議の継続実施 

① 吉野町観光振興会議（仮称）等の創設・継続開催 

（多様な関係者による情報共有、観光振興企画の検討等） 

 

（５） 受入環境整備 

① 案内サインの整備（新設、改良、多言語化） 

② 観光案内所の整備検討 

③ 観光案内ツールの整備 

 

（６） 町内の２次交通対策 

① 観光客向け２次交通対策の検討 

② コミュニティバス等の活用施策の検討 

③ シェアリングエコノミー13等による改善施策の検討 

 

 

５.推進スケジュール 

 本計画の推進については、原則的に、2018年度をアクションプラン準備期間と

し、2019年度～2022年度を実施期間として推進する。2018年度においては、特に基

本方針 4「吉野町の観光地マネジメントを推進する組織の強化と人財の育成」を重点

施策とし、観光推進組織の役割分担や今後のあり方、そのための財源・人財の措置等

を検討する。 

                                            
13 物・サービス・場所などを、多くの人と共有・交換して利用する社会的な仕組み 
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