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広陵元気号
ポイントカードでお得に!

広陵元気号に乗るだけ!

令和3年10月

電子決済

中央幹線
（乗車定員32人） （乗車定員12人） （乗車定員12人）

南部支線 北部支線

※CI-CAのみ広陵元気号車内で料金チャージができます。

奈良交通高田北案内所では、領収書の発行が可能です。

広陵元気号の乗り継ぎについては下記のとおりです。
　１.乗継券の利用で１回まで乗り継ぎ無料
　２.乗継券発行バス停：広陵町役場、さわやかホール、中央公民館、　　　
　　　　　　　　　　　はしお元気村
　３.乗継券発行方法　：降車時に乗務員に申告
　※北部支線を除く同じ路線同士を乗り継ぐことはできません。
　　（例：中央幹線→中央幹線）

主な変更点

南部支線のルート、ダイヤの変更（近鉄高田駅発着便の増便）

9

・百済地域のルート一部変更
　（「百済神主」及び「百済新子」バス停の休止）

・「百済二条」のバス停を移設
・近鉄高田駅発着便の増便

・平日と土曜日（第１・3・5土曜日）で運行ダイヤが異なります。
・無料送迎バスの具体的なダイヤについては、国保中央病院HPまたは、右のQRか

らご確認ください。
※無料送迎バスは、10月から半年間、実証で運行します。
   令和４年４月１日以降、運行内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

はしお元気村から国保中央病院へ直通の無料送迎バス（乗車定員：13人）が新たに運行します。
バスは平日及び第１・３・５土曜日に運行しています。また、広陵元気号（北部支線）と接続しており、
下図のとおり、はしお元気村で無料送迎バスへの乗車が可能です。

お手持ちのスマートフォンやパソコンで、広陵元気号及び路線
バスのリアルタイムのバス位置情報が、奈良交通バスポータル
サイト「奈良バスなびweb」でいつでもどこでも確認できます。
右の「利用方法」QRからアクセスしてください。

国保中央病院へのアクセス向上
国保中央病院無料送迎バス（新たに運行開始）

・中央幹線では、中央幹線時刻表のとおり、国保中央病院への往復便が運行しています。
（国保中央病院到着時間　8：41、 10：41、 12：41、 14：41）

  箸尾地域
（平日のみ）

例：沢

はしお
元気村
( 乗継 )

国保中央
病院

真美ヶ丘地域
（第1・3・5土曜のみ）

例：馬見中5丁目

8:49発 9:05着

北部支線 3便

9:26発 9:35着

12:01着 11:51発

10:05発 10:21着

北部支線 3便

10:27発 10:36着

12:18着 12:08発

広陵元気号（乗り継ぎによる利用方法：南部支線→中央幹線）

百済地域
例：百済二条

広陵町
役 場
( 乗継 )

国保中央
病院

9:48発 9:59着

南部支線 4便

10:13発 10:41着

中央幹線 5便

国保中央病院HP
無料送迎バスページ

奈良バスなびweb 利用方法（広陵町HP）

・ 障がい者の方（下記いずれかを呈示）

・ 障がい者の介助者（介助者１人まで）

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
ミライロIDアプリ

・運賃は、乗車の際にお支払いください。
・近鉄高田駅乗降以外は、基本運賃となります。

各種交通系
ICカード など

スマートフォン
決済

▲

南部支線のルート、ダイヤの変更
   近鉄高田駅発着便の増便

▲

国保中央病院へのアクセス向上

詳しくは内面をご覧ください。

主な変更点

①

②

③

④

ミライロIDに
ついてはこちら

バス位置情報

高田駅着 高田駅発
8時台 9時台
11時台 13時台
12時台 15時台
14時台 18時台
17時台

※

南部支線
近鉄高田駅発着時間帯

※中央幹線乗り継ぎ

6

●広陵元気号に乗車するとポイントが貯まり、20ポイント貯まると指定商品
と交換できます。有効期限内に各店舗いずれかのサービスカウンターまで
お越しください。
　※エコール・マミは、インフォメーション
　（北館セントラルコート前）までお越しください。
●広陵元気号乗車時に乗務員が押印しますのでお申し出ください。
●紛失された場合の再発行およびお忘れの際のポイント合算はできません。

高齢者による自動車等の運転による交通事故防止を目的
に運転免許証を自主返納された方を対象に、5,000円の
公共交通機関の乗車料金を支援する事業です。

広陵町住民の皆さまに
「元気」と「笑顔」をお届け
するために、保健師とテー
マ別の講師が、校区単位
で地域を巡回します!
ご家族の方やご近所の方
と一緒に、ぜひご参加くだ
さい!!

広陵町在住の６５歳以上で平成30年4月1日以降に運転免許
を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた方

以下のいずれかの支援をお受けいただけます。
❶広陵元気号の乗車回数券11枚綴り5冊（5,000円）
❷ICOCAカード5,000円分（預かり金500円を含む）

広陵町 安全安心課 TEL.0745-55-1001
（土、日、祝日を除く8：30～17：15）

便 便

中央幹線

北部支線

南部支線

国保中央病院無料送迎バス

北部支線 1便

12:19着 12:09発

北部支線 2便

12:51着 12:35発

南部支線 2便

13:33着 13:28発

中央幹線 4便

13:14着 12:46発

国保中央病院無料送迎バス

基本運賃区　　分 近鉄高田駅
乗降運賃
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広陵元気号
ポイントカードでお得に!

広陵元気号に乗るだけ!

令和3年10月

電子決済

中央幹線
（乗車定員32人） （乗車定員12人） （乗車定員12人）

南部支線 北部支線

※CI-CAのみ広陵元気号車内で料金チャージができます。

奈良交通高田北案内所では、領収書の発行が可能です。

広陵元気号の乗り継ぎについては下記のとおりです。
　１.乗継券の利用で１回まで乗り継ぎ無料
　２.乗継券発行バス停：広陵町役場、さわやかホール、中央公民館、　　　
　　　　　　　　　　　はしお元気村
　３.乗継券発行方法　：降車時に乗務員に申告
　※北部支線を除く同じ路線同士を乗り継ぐことはできません。
　　（例：中央幹線→中央幹線）

主な変更点

南部支線のルート、ダイヤの変更（近鉄高田駅発着便の増便）

9

・百済地域のルート一部変更
　（「百済神主」及び「百済新子」バス停の休止）

・「百済二条」のバス停を移設
・近鉄高田駅発着便の増便

・平日と土曜日（第１・3・5土曜日）で運行ダイヤが異なります。
・無料送迎バスの具体的なダイヤについては、国保中央病院HPまたは、右のQRか

らご確認ください。
※無料送迎バスは、10月から半年間、実証で運行します。
   令和４年４月１日以降、運行内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

はしお元気村から国保中央病院へ直通の無料送迎バス（乗車定員：13人）が新たに運行します。
バスは平日及び第１・３・５土曜日に運行しています。また、広陵元気号（北部支線）と接続しており、
下図のとおり、はしお元気村で無料送迎バスへの乗車が可能です。

お手持ちのスマートフォンやパソコンで、広陵元気号及び路線
バスのリアルタイムのバス位置情報が、奈良交通バスポータル
サイト「奈良バスなびweb」でいつでもどこでも確認できます。
右の「利用方法」QRからアクセスしてください。

国保中央病院へのアクセス向上
国保中央病院無料送迎バス（新たに運行開始）

・中央幹線では、中央幹線時刻表のとおり、国保中央病院への往復便が運行しています。
（国保中央病院到着時間　8：41、 10：41、 12：41、 14：41）

  箸尾地域
（平日のみ）

例：沢

はしお
元気村
( 乗継 )

国保中央
病院

真美ヶ丘地域
（第1・3・5土曜のみ）

例：馬見中5丁目

8:49発 9:05着

北部支線 3便

9:26発 9:35着

12:01着 11:51発

10:05発 10:21着

北部支線 3便

10:27発 10:36着

12:18着 12:08発

広陵元気号（乗り継ぎによる利用方法：南部支線→中央幹線）

百済地域
例：百済二条

広陵町
役 場
( 乗継 )

国保中央
病院

9:48発 9:59着

南部支線 4便

10:13発 10:41着

中央幹線 5便

国保中央病院HP
無料送迎バスページ

奈良バスなびweb 利用方法（広陵町HP）

・ 障がい者の方（下記いずれかを呈示）

・ 障がい者の介助者（介助者１人まで）

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
ミライロIDアプリ

・運賃は、乗車の際にお支払いください。
・近鉄高田駅乗降以外は、基本運賃となります。

各種交通系
ICカード など

スマートフォン
決済

▲

南部支線のルート、ダイヤの変更
   近鉄高田駅発着便の増便

▲

国保中央病院へのアクセス向上

詳しくは内面をご覧ください。

主な変更点

①

②

③

④

ミライロIDに
ついてはこちら

バス位置情報

高田駅着 高田駅発
8時台 9時台
11時台 13時台
12時台 15時台
14時台 18時台
17時台

※

南部支線
近鉄高田駅発着時間帯

※中央幹線乗り継ぎ

6

●広陵元気号に乗車するとポイントが貯まり、20ポイント貯まると指定商品
と交換できます。有効期限内に各店舗いずれかのサービスカウンターまで
お越しください。
　※エコール・マミは、インフォメーション
　（北館セントラルコート前）までお越しください。
●広陵元気号乗車時に乗務員が押印しますのでお申し出ください。
●紛失された場合の再発行およびお忘れの際のポイント合算はできません。

高齢者による自動車等の運転による交通事故防止を目的
に運転免許証を自主返納された方を対象に、5,000円の
公共交通機関の乗車料金を支援する事業です。

広陵町住民の皆さまに
「元気」と「笑顔」をお届け
するために、保健師とテー
マ別の講師が、校区単位
で地域を巡回します!
ご家族の方やご近所の方
と一緒に、ぜひご参加くだ
さい!!

広陵町在住の６５歳以上で平成30年4月1日以降に運転免許
を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた方

以下のいずれかの支援をお受けいただけます。
❶広陵元気号の乗車回数券11枚綴り5冊（5,000円）
❷ICOCAカード5,000円分（預かり金500円を含む）

広陵町 安全安心課 TEL.0745-55-1001
（土、日、祝日を除く8：30～17：15）

便 便

中央幹線

北部支線

南部支線

国保中央病院無料送迎バス

北部支線 1便

12:19着 12:09発

北部支線 2便

12:51着 12:35発

南部支線 2便

13:33着 13:28発

中央幹線 4便

13:14着 12:46発

国保中央病院無料送迎バス

基本運賃区　　分 近鉄高田駅
乗降運賃
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広陵元気号
ポイントカードでお得に!

広陵元気号に乗るだけ!

令和3年10月

電子決済

中央幹線
（乗車定員32人） （乗車定員12人） （乗車定員12人）

南部支線 北部支線

※CI-CAのみ広陵元気号車内で料金チャージができます。

奈良交通高田北案内所では、領収書の発行が可能です。

広陵元気号の乗り継ぎについては下記のとおりです。
　１.乗継券の利用で１回まで乗り継ぎ無料
　２.乗継券発行バス停：広陵町役場、さわやかホール、中央公民館、　　　
　　　　　　　　　　　はしお元気村
　３.乗継券発行方法　：降車時に乗務員に申告
　※北部支線を除く同じ路線同士を乗り継ぐことはできません。
　　（例：中央幹線→中央幹線）

主な変更点

南部支線のルート、ダイヤの変更（近鉄高田駅発着便の増便）

9

・百済地域のルート一部変更
　（「百済神主」及び「百済新子」バス停の休止）

・「百済二条」のバス停を移設
・近鉄高田駅発着便の増便

・平日と土曜日（第１・3・5土曜日）で運行ダイヤが異なります。
・無料送迎バスの具体的なダイヤについては、国保中央病院HPまたは、右のQRか

らご確認ください。
※無料送迎バスは、10月から半年間、実証で運行します。
   令和４年４月１日以降、運行内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

はしお元気村から国保中央病院へ直通の無料送迎バス（乗車定員：13人）が新たに運行します。
バスは平日及び第１・３・５土曜日に運行しています。また、広陵元気号（北部支線）と接続しており、
下図のとおり、はしお元気村で無料送迎バスへの乗車が可能です。

お手持ちのスマートフォンやパソコンで、広陵元気号及び路線
バスのリアルタイムのバス位置情報が、奈良交通バスポータル
サイト「奈良バスなびweb」でいつでもどこでも確認できます。
右の「利用方法」QRからアクセスしてください。

国保中央病院へのアクセス向上
国保中央病院無料送迎バス（新たに運行開始）

・中央幹線では、中央幹線時刻表のとおり、国保中央病院への往復便が運行しています。
（国保中央病院到着時間　8：41、 10：41、 12：41、 14：41）

  箸尾地域
（平日のみ）

例：沢

はしお
元気村
( 乗継 )

国保中央
病院

真美ヶ丘地域
（第1・3・5土曜のみ）

例：馬見中5丁目

8:49発 9:05着

北部支線 3便

9:26発 9:35着

12:01着 11:51発

10:05発 10:21着

北部支線 3便

10:27発 10:36着

12:18着 12:08発

広陵元気号（乗り継ぎによる利用方法：南部支線→中央幹線）

百済地域
例：百済二条

広陵町
役 場
( 乗継 )

国保中央
病院

9:48発 9:59着

南部支線 4便

10:13発 10:41着

中央幹線 5便

国保中央病院HP
無料送迎バスページ

奈良バスなびweb 利用方法（広陵町HP）

・ 障がい者の方（下記いずれかを呈示）

・ 障がい者の介助者（介助者１人まで）

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
ミライロIDアプリ

・運賃は、乗車の際にお支払いください。
・近鉄高田駅乗降以外は、基本運賃となります。

各種交通系
ICカード など

スマートフォン
決済

▲

南部支線のルート、ダイヤの変更
   近鉄高田駅発着便の増便

▲

国保中央病院へのアクセス向上

詳しくは内面をご覧ください。

主な変更点

①

②

③

④

ミライロIDに
ついてはこちら

バス位置情報

高田駅着 高田駅発
8時台 9時台
11時台 13時台
12時台 15時台
14時台 18時台
17時台

※

南部支線
近鉄高田駅発着時間帯

※中央幹線乗り継ぎ

6

●広陵元気号に乗車するとポイントが貯まり、20ポイント貯まると指定商品
と交換できます。有効期限内に各店舗いずれかのサービスカウンターまで
お越しください。
　※エコール・マミは、インフォメーション
　（北館セントラルコート前）までお越しください。
●広陵元気号乗車時に乗務員が押印しますのでお申し出ください。
●紛失された場合の再発行およびお忘れの際のポイント合算はできません。

高齢者による自動車等の運転による交通事故防止を目的
に運転免許証を自主返納された方を対象に、5,000円の
公共交通機関の乗車料金を支援する事業です。

広陵町住民の皆さまに
「元気」と「笑顔」をお届け
するために、保健師とテー
マ別の講師が、校区単位
で地域を巡回します!
ご家族の方やご近所の方
と一緒に、ぜひご参加くだ
さい!!

広陵町在住の６５歳以上で平成30年4月1日以降に運転免許
を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた方

以下のいずれかの支援をお受けいただけます。
❶広陵元気号の乗車回数券11枚綴り5冊（5,000円）
❷ICOCAカード5,000円分（預かり金500円を含む）

広陵町 安全安心課 TEL.0745-55-1001
（土、日、祝日を除く8：30～17：15）

便 便

中央幹線

北部支線

南部支線

国保中央病院無料送迎バス

北部支線 1便

12:19着 12:09発

北部支線 2便

12:51着 12:35発

南部支線 2便

13:33着 13:28発

中央幹線 4便

13:14着 12:46発

国保中央病院無料送迎バス

基本運賃区　　分 近鉄高田駅
乗降運賃
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令和3年10月1日改正 令和3年10月1日改正令和3年10月1日改正
※　 印は乗継券発行バス停 ※　 印は乗継券発行バス停 ※　 印は乗継券発行バス停鉄道駅 公共施設 商業施設 鉄道駅 公共施設 商業施設 鉄道駅 公共施設 商業施設

国保中央病院無料送迎バス

実証運行（R3.10.1～R4.3.31）
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令和3年10月1日改正 令和3年10月1日改正令和3年10月1日改正
※　 印は乗継券発行バス停 ※　 印は乗継券発行バス停 ※　 印は乗継券発行バス停鉄道駅 公共施設 商業施設 鉄道駅 公共施設 商業施設 鉄道駅 公共施設 商業施設

国保中央病院無料送迎バス

実証運行（R3.10.1～R4.3.31）
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令和3年10月1日改正 令和3年10月1日改正令和3年10月1日改正
※　 印は乗継券発行バス停 ※　 印は乗継券発行バス停 ※　 印は乗継券発行バス停鉄道駅 公共施設 商業施設 鉄道駅 公共施設 商業施設 鉄道駅 公共施設 商業施設

国保中央病院無料送迎バス

実証運行（R3.10.1～R4.3.31）
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令和3年10月1日改正 令和3年10月1日改正令和3年10月1日改正
※　 印は乗継券発行バス停 ※　 印は乗継券発行バス停 ※　 印は乗継券発行バス停鉄道駅 公共施設 商業施設 鉄道駅 公共施設 商業施設 鉄道駅 公共施設 商業施設

国保中央病院無料送迎バス

実証運行（R3.10.1～R4.3.31）
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広陵元気号
ポイントカードでお得に!

広陵元気号に乗るだけ!

令和3年10月

電子決済

中央幹線
（乗車定員32人） （乗車定員12人） （乗車定員12人）

南部支線 北部支線

※CI-CAのみ広陵元気号車内で料金チャージができます。

奈良交通高田北案内所では、領収書の発行が可能です。

広陵元気号の乗り継ぎについては下記のとおりです。
　１.乗継券の利用で１回まで乗り継ぎ無料
　２.乗継券発行バス停：広陵町役場、さわやかホール、中央公民館、　　　
　　　　　　　　　　　はしお元気村
　３.乗継券発行方法　：降車時に乗務員に申告
　※北部支線を除く同じ路線同士を乗り継ぐことはできません。
　　（例：中央幹線→中央幹線）

主な変更点

南部支線のルート、ダイヤの変更（近鉄高田駅発着便の増便）

9

・百済地域のルート一部変更
　（「百済神主」及び「百済新子」バス停の休止）

・「百済二条」のバス停を移設
・近鉄高田駅発着便の増便

・平日と土曜日（第１・3・5土曜日）で運行ダイヤが異なります。
・無料送迎バスの具体的なダイヤについては、国保中央病院HPまたは、右のQRか

らご確認ください。
※無料送迎バスは、10月から半年間、実証で運行します。
   令和４年４月１日以降、運行内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

はしお元気村から国保中央病院へ直通の無料送迎バス（乗車定員：13人）が新たに運行します。
バスは平日及び第１・３・５土曜日に運行しています。また、広陵元気号（北部支線）と接続しており、
下図のとおり、はしお元気村で無料送迎バスへの乗車が可能です。

お手持ちのスマートフォンやパソコンで、広陵元気号及び路線
バスのリアルタイムのバス位置情報が、奈良交通バスポータル
サイト「奈良バスなびweb」でいつでもどこでも確認できます。
右の「利用方法」QRからアクセスしてください。

国保中央病院へのアクセス向上
国保中央病院無料送迎バス（新たに運行開始）

・中央幹線では、中央幹線時刻表のとおり、国保中央病院への往復便が運行しています。
（国保中央病院到着時間　8：41、 10：41、 12：41、 14：41）

  箸尾地域
（平日のみ）

例：沢

はしお
元気村
( 乗継 )

国保中央
病院

真美ヶ丘地域
（第1・3・5土曜のみ）

例：馬見中5丁目

8:49発 9:05着

北部支線 3便

9:26発 9:35着

12:01着 11:51発

10:05発 10:21着

北部支線 3便

10:27発 10:36着

12:18着 12:08発

広陵元気号（乗り継ぎによる利用方法：南部支線→中央幹線）

百済地域
例：百済二条

広陵町
役 場
( 乗継 )

国保中央
病院

9:48発 9:59着

南部支線 4便

10:13発 10:41着

中央幹線 5便

国保中央病院HP
無料送迎バスページ

奈良バスなびweb 利用方法（広陵町HP）

・ 障がい者の方（下記いずれかを呈示）

・ 障がい者の介助者（介助者１人まで）

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
ミライロIDアプリ

・運賃は、乗車の際にお支払いください。
・近鉄高田駅乗降以外は、基本運賃となります。

各種交通系
ICカード など

スマートフォン
決済

▲

南部支線のルート、ダイヤの変更
   近鉄高田駅発着便の増便

▲

国保中央病院へのアクセス向上

詳しくは内面をご覧ください。

主な変更点

①

②

③

④

ミライロIDに
ついてはこちら

バス位置情報

高田駅着 高田駅発
8時台 9時台
11時台 13時台
12時台 15時台
14時台 18時台
17時台

※

南部支線
近鉄高田駅発着時間帯

※中央幹線乗り継ぎ

6

●広陵元気号に乗車するとポイントが貯まり、20ポイント貯まると指定商品
と交換できます。有効期限内に各店舗いずれかのサービスカウンターまで
お越しください。
　※エコール・マミは、インフォメーション
　（北館セントラルコート前）までお越しください。
●広陵元気号乗車時に乗務員が押印しますのでお申し出ください。
●紛失された場合の再発行およびお忘れの際のポイント合算はできません。

高齢者による自動車等の運転による交通事故防止を目的
に運転免許証を自主返納された方を対象に、5,000円の
公共交通機関の乗車料金を支援する事業です。

広陵町住民の皆さまに
「元気」と「笑顔」をお届け
するために、保健師とテー
マ別の講師が、校区単位
で地域を巡回します!
ご家族の方やご近所の方
と一緒に、ぜひご参加くだ
さい!!

広陵町在住の６５歳以上で平成30年4月1日以降に運転免許
を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた方

以下のいずれかの支援をお受けいただけます。
❶広陵元気号の乗車回数券11枚綴り5冊（5,000円）
❷ICOCAカード5,000円分（預かり金500円を含む）

広陵町 安全安心課 TEL.0745-55-1001
（土、日、祝日を除く8：30～17：15）

便 便

中央幹線

北部支線

南部支線

国保中央病院無料送迎バス

北部支線 1便

12:19着 12:09発

北部支線 2便

12:51着 12:35発

南部支線 2便

13:33着 13:28発

中央幹線 4便

13:14着 12:46発

国保中央病院無料送迎バス

基本運賃区　　分 近鉄高田駅
乗降運賃
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Mobility
Management

モビリティ・マネジメント
交通をとりまく様々な問題の解決にむけて

国土交通省
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モビリティ・マネジメントの基本的考え方 １

１．１　モビリティ・マネジメントとは

１．１．１　モビリティ・マネジメントとは？

モビリティ・マネジメント（MM）とは、当該の地域や都市を、「過度に自動車に頼る状態」から、「公共交通や

徒歩などを含めた多様な交通手段を適度に（＝かしこく）利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の取り組み

を意味するものです。こうした施策目標は、TDM（交通需要マネジメント）と同様なのですが、

「環境や健康などに配慮した交通行動を、
　　　　大規模、かつ、個別的に呼びかけていくコミュニケーション施策」

を中心として、ひとり一人の住民や、一つ一つの職場組織等に働きかけ、自発的な行動の転換を促していく点が、

その大きな特徴です。そして、こうしたコミュニケーション施策を中心として、

　・交通システム運用改善等のＴＤＭ施策

　・交通システムそのものの改善や新規導入

　・そうした諸施策の実施主体の「組織の改変」や「新たな組織の構築」　等

の、これまでも行われてきた各種施策を実施していきます。そして、こうした取り組みを通じて、最終的に、当該

の地域や都市において「公共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段を適度に（＝かしこく）利用する状態」を目

指していきます。これが、モビリティ・マネジメント（MM）と呼ばれる取り組みです。

モビリティ・マネジメント
の基本的考え方１
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Mobility　Management

�

注）なお、土木学会発行の「MM の手引き」では、「一人一人のモビリティ（移動）が、個人的にも社会的にも

望ましい方向（すなわち、過度な自動車利用から公共交通・自転車等を適切に利用する方向）へ自発的に変化す

ることを促す、コミュニケーション施策を中心とした交通政策」と定義されています。上述の説明は、この定義

をより具体的に解説したものとなっています。

１．１．２　今なぜモビリティ・マネジメントなのか？

渋滞や環境問題をはじめとして、公共交通の利用者離れに伴う地域モビリティの質的な低下や、モータリゼー

ションの過度な進行による都心のスプロール化や中心市街地の活力の低下など、現代には、「交通」に関わる様々

な問題が生じています。

こうした問題は、ひとり一人の行動が「過度に自動車に頼る暮らし」から「適度に多様な交通手段を利用する

暮らし」へと転換することがあってはじめて、その解消が期待できることとなります。

では、どうすれば、人々の行動は変わるのでしょうか？

モビリティ・マネジメントとは、まさに、このような視点にたって、交通政策を考えるものです。そして、人々

の交通行動は、「交通システムや施設の改変」によっても変わることがあると同時に、「人々の意識が変わること」

によっても変わる、という当然の事実に着目します。そして、人々の意識に働きかける「コミュニケーション施策」

を大規模に実施していく一方で、様々な「交通システムやその運用の改善」をバランス良く進めていきます。

しかし、これまでの交通施策では、この「当然の事実」、つまり、人々の意識に働きかける「コミュニケーショ

ン施策」の有効性は十分に配慮されてきませんでした。それ故、せっかく整備した交通インフラも、その潜在能

力を十分に発揮していなかったと言うことができるでしょう。その点を踏まえると、「既存の交通インフラの有効

利用」のためにも、そして、「限られた交通施策の財源の有効活用」のためにも、今まさに、モビリティ・マネジメ

ントが求められていると言えるのではないでしょうか。
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2021/11/30 17:04 広陵町高齢者運転免許自主返納者支援事業 | 広陵町

https://www.town.koryo.nara.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=2994 1/2

[2018年9月1日] ID:2994 ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます   

ホーム  新着情報

広陵町高齢者運転免許自主返納者支援事業

高齢による運転免許を自主返納された方を支援いたします。
　この事業は、高齢者の自動車等の運転による交通事故の抑制を図るため、運転免許証を自主返納された高齢者に対する支援事業です。

対象者

この事業の対象者は、下記のいずれにも該当する方です。

（1）広陵町の住民基本台帳に記録されている者

（2）満65歳以上の者

（3）平成30年4月1日以降に運転免許を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた者

（4）町税等の滞納がない者（生計を一にする者を含む。）

（5）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員ではない者　

支援内容

(1)広陵元気号の乗車回数券・・・11枚綴りを5冊（5,000円分）
 

(2)icocaカード・・・5000円分（カード預り金を含む）
 

支援を受けることができる方は、本人のみとし、上記(1)又は(2)のどちらか1回限りです。

支援申請等

支援を受けようとする方は、

申請書（様式第1号）及び納税確認同意書（様式第2号）に必要事項をご記入のうえ運転経歴証明書の原本を添えて申請して
ください。

申請後、審査ののち決定通知書により支援の可否をお知らせします。

【様式第1号】広陵町高齢者運転免許自主返納者支援事業申請書

 (ファイル名︓yousiki1sinsei.docx サイズ︓13.94KB)

【様式第2号】納税確認同意書

 (ファイル名︓yousiki2nouzeidoui.docx サイズ︓13.32KB)

docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストール
されていない場合には、
Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード（無償）してください。

奈良県警と「高齢者運転免許自主返納支援事業に関する協定」調印
　この度の「広陵町高齢者運転免許自主返納者支援事業」の開始に伴い、奈良県警が行う「高齢者運転免許自主返納支援事業」に賛同する
ため、協定書の調印式が行われました。

調印式には、ナポくん、ナピちゃんとか
ぐやちゃんも参加してくれました。

 

高齢者交通安全支援事業所の証
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出展：国土地理院「地理院地図」人口集中地区(平成 27 年) 

広陵町 DID地区図 
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指定区域一覧　＜広陵町＞

こちらでは、「都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例」による指定区域及び指定用途一覧、区域総括図、区域図及
び参考図をご覧いただけます（都市計画法第34条第11号の規定に基づく指定区域です）。 
これら関係書類は、奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進局建築安全推進課、高田土木事務所及び広陵町都市整備課に
おいて縦覧に供していますので、詳細等不明瞭な点につきましては、縦覧場所にてご確認ください。

区域総括図　（広陵町における区域指定の状況の総括図がご覧になれます。）

区域図（下表の「名称」欄上段の区域名称をクリックすると、各区域の区域図がご覧になれます。）

参考図（下表の「名称」欄下段の「参考図」をクリックすると、各区域の参考図がご覧になれます。 この参考
図では、区域内で立地が認められる建築物の用途を、図面とあわせてご覧になれます。）

指定区域及び指定用途一覧
　　　（平成24年3月9日現在）

番号 名称 指定区域 ※1 建築物の用途の指定
に係る区域

指定した
建築物の
用途 ※4

指定日

25-1 沢・大野
参考図

大字沢の一部・大字
大野の一部 ※2 ※3 大字沢の一部 ※2 タイプ3 平成24年3月 9日

25-2 萱野
参考図 大字萱野の一部 ※2 ----- ----- 平成18年7月25日

25-3 寺戸
参考図

大字寺戸の一部・大
字三吉の一部 ※2

大字寺戸の一部・大
字三吉の一部 ※2 タイプ1 平成24年3月 9日

25-4 赤部・斉音寺
参考図

大字三吉の一部・大
字中の一部・大字笠

の一部 ※2

大字三吉の一部・大
字中の一部・大字笠

の一部 ※2
タイプ3 平成24年3月 9日

25-5 三吉
参考図 大字三吉の一部 ※2 ----- ----- 平成18年7月25日

25-6 笠
参考図 大字笠の一部 ※2 大字笠の一部 ※2 タイプ1 平成18年7月25日

25-7 古寺・中
参考図

大字古寺の一部・大
字中の一部・大字三

吉の一部 ※2

大字古寺の一部・大
字中の一部・大字三

吉の一部 ※2
タイプ2 平成24年3月 9日

25-8 林口
参考図

大字広瀬の一部・大
字南の一部・大字弁

財天の一部 ※2

大字南の一部・大字
弁財天の一部 ※2 タイプ3 平成18年7月25日

25-9 田中
参考図 大字広瀬の一部 ※2 ----- ----- 平成24年3月 9日

25-10 広瀬
参考図 大字広瀬の一部 ※2 ----- ----- 平成18年7月25日

25-11 森
参考図 大字百済の一部 ※2 ----- ----- 平成18年7月25日

25-12 今市
参考図 大字百済の一部 ※2 ----- ----- 平成24年3月 9日

25-13 淵口・二条
参考図 大字百済の一部 ※2 ----- ----- 平成18年7月25日

25-14 新子・神主・市場
参考図 大字百済の一部 ※2 ----- ----- 平成18年7月25日

25-15 南郷
参考図

大字南郷の一部・大
字笠の一部・大字平

尾の一部 ※2

大字南郷の一部・大
字笠の一部・大字平

尾の一部 ※2
タイプ3 平成24年3月 9日

25-
16A

安部Ａ
参考図

大字安部の一部・大
字平尾の一部 ※2 

※3

大字安部の一部・大
字平尾の一部 ※2 

※3
タイプ3 平成23年5月10日

広陵町 
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25-
16B

安部Ｂ
参考図

大字安部の一部 ※2 
※3

大字安部の一部 
※2 ※3

タイプ3 平成23年5月10日

※1）指定区域内では、一戸建住宅及び一戸建兼用住宅の立地が認められます。（いずれも地階を除く階数が3以
下のものに限り
　　　ます。また、一戸建兼用住宅は、第一種低層住居専用地域において建築できるものに限ります。）なお、
このほか、建築物
　　　の用途の指定を行っている区域内では、「指定した建築物の用途」に該当する建築物の立地が認められま
す。

※2）ただし、農地法（昭和27年法律第229号）第4条第6項第1号ロに掲げる農地（甲種農地、第一種農地）を
除きます。

※3）「25-1 沢・大野」及び「25-16A 安部A」の区域に、開発行為が認められていない農業振興地域の整備に
関する法律第8条第2号に規定する農用地区域が含まれていますので、ご留意ください。

※4）「指定した建築物の用途」の各タイプの詳細は、下記をご覧ください。

●　「指定した建築物の用途」のタイプについて
指定した建築物の用途（概

要） 指定した建築物の用途（詳細）

タイプ1

・店舗（床面積500m2以内）

・車庫（床面積300m2以内）

※1)いずれも地階を除く階数が
2以下のものに限る。
※2)詳細は右欄を参照のこと。

条例施行規則第6条第2号に掲げる建築物の用途

タイプ2

・店舗（床面積150m2以内）

・研究所、事務所、倉庫（床面
積300m2以内）

・工場（第一種住居地域で許容
されている業種で、床面積
300m2以内 ※2）

・地域振興産業の工場（床面積
300m2以内 ※2）

※1)いずれも地階を除く階数が
2以下のものに限る。
※2)作業場の床面積の合計が
150m2以内のものに限る。
※3)詳細は右欄を参照のこと。

条例施行規則第6条第1号に掲げる建築物の用途、同条第3号に掲げ
る建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの、同
条第4号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル
以内のもの（作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のもの
に限る。）並びに同条第5号に掲げる建築物のうち日本標準産業分
類に掲げる小分類125―その他の衣服・繊維製身の回り品製造業の
うち細分類1254―靴下製造業、小分類116―染色整理業のうち細
分類1167―ニット・レース染色整理業のうち靴下仕上業、小分類
114―織物業、小分類122―ニット製外衣・シャツ製造業、小分類
199―その他のプラスチック製品製造業、中分類23―鉄鋼業、中
分類24―非鉄金属製造業、中分類25―金属製品製造業、中分類
26―一般機械器具製造業、中分類27―電気機械器具製造業、中分
類28―情報通信機械器具製造業、中分類29―電子部品・デバイス
製造業、中分類30―輸送用機械器具製造業及び中分類31―精密機
械器具製造業を営む工場の用途で床面積の合計が300平方メートル
以内のもの（作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のもの
に限る。）

タイプ3

・店舗（床面積500m2以内）

・車庫（床面積300m2以内）

・研究所、事務所、倉庫（床面
積300m2以内）

・工場（第一種住居地域で許容
されている業種で、床面積
300m2以内 ※2）

・地域振興産業の工場（床面積
300m2以内 ※2）

※1)いずれも地階を除く階数が
2以下のものに限る。
※2)作業場の床面積の合計が
150m2以内のものに限る。
※3)詳細は右欄を参照のこと。

条例施行規則第6条第2号に掲げる建築物の用途、同条第3号に掲げ
る建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの、同
条第4号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル
以内のもの（作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のもの
に限る。）並びに同条第5号に掲げる建築物のうち日本標準産業分
類に掲げる小分類125―その他の衣服・繊維製身の回り品製造業の
うち細分類1254―靴下製造業、小分類116―染色整理業のうち細
分類1167―ニット・レース染色整理業のうち靴下仕上業、小分類
114―織物業、小分類122―ニット製外衣・シャツ製造業、小分類
199―その他のプラスチック製品製造業、中分類23―鉄鋼業、中
分類24―非鉄金属製造業、中分類25―金属製品製造業、中分類
26―一般機械器具製造業、中分類27―電気機械器具製造業、中分
類28―情報通信機械器具製造業、中分類29―電子部品・デバイス
製造業、中分類30―輸送用機械器具製造業及び中分類31―精密機
械器具製造業を営む工場の用途で床面積の合計が300平方メートル
以内のもの（作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のもの
に限る。）
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第４章 災害相互応援協定等の締結
協定内容 締結数 備考

行政間相互応援 ５ 上牧町、福井県美浜町、大阪府柏原市、奈良県広域消防組合等

インフラ後方支援場所提供 １ 大阪ガス（株）及び大和ガス（株）との３者協定

生活物資の確保及び供給 １１ 広陵町商工会、（株）理想実業、イズミヤ（株）、奈良ヤクルト販売（株）等

緊急資機材の確保及び供給 １４ 造園業者、ガソリンスタンド等

緊急物資の運搬 １ 乾重量株式会社従業委員会

緊急工事（水道） １８ 水道事業者

緊急工事（建設） ５ 建設事業者

電気設備の応援復旧 １０ 電気事業者

災害廃棄物等の処理 ２ （株）南都興産、大栄環境ホールディングス（株）

登記相談業務 １ 奈良県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

公衆衛生の確保 １ 大和清掃企業組合

被災家屋認定 １ 公益社団法人 日本建築家協会

医療関係 １ 石井医院

御棺及び葬祭用品の供給 １ 奈良県葬祭業共同組合

し尿の収集及び運搬 １ おおやまと環境整備事業協同組合

包括協定 １ 畿央大学

避難所等施設利用 １ 奈良県立大和広陵高等学校

道路構造物等の破損に係る情報提供等 １ 大和高田郵便局及び広陵町内の郵便局

ボランティア活動 １ 広陵町婦人会

災害時の法律相談 １ 奈良弁護士会

災害に係る情報発信等 １ ヤフー株式会社

防災・減災に寄与する技術開発及び情報共有 １ 大和ハウス工業（株）奈良支社及び（公社）日本建築家協会近畿支部奈良地域会との３者協定 ２５016



感震ブレーカーは、地震発生時に設定値以上
の揺れを感知したときに、主電源を遮断し電気
を自動的に止める器具です。

東日本大震災における本震による火災全111
件のうち、原因が特定されたものが108件。その

うち過半数が電気関係の出火でした。 地震が
引き起こす電気火災とは、地震の揺れに伴う電
気機器からの出火や、停電が復旧したときに発
生する火災のことです。

広陵町では、感震ブレーカーを設置する場
合、補助金制度があります。
対象は「分電盤タイプ（内蔵型・後付型）」です。
※ コンセントタイプ、簡易タイプは補助対象外

詳細は、広陵町のHPをご覧ください。
（内閣府政策統括室（防災担当）・消防庁 予防課・経済産業省産業保安グループ 電力安全課）

第３項 感震ブレーカー設置補助

１３017



条件から空き家を探す

エリア
 北部(25)  中部(25)

 南部(91)  東部(13)

 その他(1)  指定しない

市町村
指定しない 

賃貸・売買
 賃貸  売買

 指定しない

価格
指定しない 

物件番号

交渉状況
指定無し 

クエリ送信

地域から空き家を探す

■新着情報 - New arrivals -

■空き家バンク情報 - AKIYA informations -

物件一覧へ

下記の市町村については、空き家相談窓口として空き家コンシェルジュが受託運営して
います。あわせてご確認ください。

空き家コンシェルジュが受託運営している空き家バンクホームページはこちら

奈良県内

空き家を所有している方へ

無料相談・診断

定期巡回

メンテナンス

空き家バンク登録について

利用者さんのメッセージ

空き家に住みたい・利用したい方へ

無料相談

空き家紹介

空き家バンク利用登録

2021/11/24
建設テックのクラッソーネと特定非営利
活動法人空き家コンシェルジュが業務提
携 

2021/11/16
空き家電話相談会　12月11日 

2021/11/04
空き家セミナー＆相談会　12月4日 

2021/10/28
空き家セミナー＆相談会　11月27日 

2021/10/21
空き家セミナー＆相談会　11月20日 

2021/09/27
「吉野町サテライトオフィス等開設支援
事業」についてお知らせ 

空き家の管理、賃貸、売買、活用など、奈良の空き家ならなんでもご相談ください！

入会・寄付法人概要事業成果報告

リンクサイトマップ

• • •

576
大淀町桧垣本
受付中

街を一望できる高台の住宅。オー
ル電化の住みやすいお家。 

→詳細を見る

575
御所市古瀬
受付中

駅近の便利な立地、元店舗物件。 

→詳細を見る

573
天理市富堂町
内覧中

便利な住宅街にある物件 

→詳細を見る

←

499
生駒市東松ケ
丘
受付中

生駒駅徒歩圏内の物件やっと出ま
した。 

→詳細を見る

434
吉野郡黒滝村
鳥住
受付中

高台にあるコンパクトな平屋物件 

→詳細を見る

432
吉野郡黒滝村
笠木
内覧中

国道沿い、便利な立地の倉庫付き
物件 

→詳細を見る

→
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2021年11月

徳島県内

和歌山県内

市町村リンク

■ピックアップニュース - Pick Up News -

月 火 水 木 金 土 日

←

空き家電話相談会　12月11日 

→詳細を見る

空き家セミナー＆相談会　12
月4日 

→詳細を見る

空き家セミナー＆相談会　11
月27日 

→詳細を見る

2021/11/16 掲載 2021/11/04 掲載 2021/10/28 掲載

→

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14





特定非営利活動法人　空き
家コンシェルジュ
先週の火曜日

■建設テックのクラッソーネと特定非営
利活動法人空き家コンシェルジュが業務
提携

奈良県内を中心とする空き家所有者に対
し、相談から解体マッチングまで一気通
貫でサポート
～解体費用シミュレーターで概算価格の
見える化等、解体希望の空き家所有者を
支援～...もっと見る

…
このページに「いいね！」
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