
平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都13001300年祭年祭年祭年祭年祭年祭年祭年祭のののののののの交通交通交通交通交通交通交通交通処理対策処理対策処理対策処理対策とととと処理対策処理対策処理対策処理対策とととと

13001300年祭年祭年祭年祭にににに向向向向けたけたけたけた社会実験社会実験社会実験社会実験のののの実施実施実施実施についてについてについてについて年祭年祭年祭年祭にににに向向向向けたけたけたけた社会実験社会実験社会実験社会実験のののの実施実施実施実施についてについてについてについて

奈良県土木部道路建設課奈良県土木部道路建設課奈良県土木部道路建設課奈良県土木部道路建設課

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日日日日

「「「「「「「「平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都１３００１３００１３００１３００年祭交通社会実験年祭交通社会実験年祭交通社会実験年祭交通社会実験２００９２００９２００９２００９平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都１３００１３００１３００１３００年祭交通社会実験年祭交通社会実験年祭交通社会実験年祭交通社会実験２００９２００９２００９２００９」」」」」」」」

資料資料資料資料３３３３



目目目目目目目目 次次次次次次次次

平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都1300130013001300年祭年祭年祭年祭のののの概要概要概要概要（（（（平城宮跡事業平城宮跡事業平城宮跡事業平城宮跡事業スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール））））

１１１１....奈良中心市街地奈良中心市街地奈良中心市街地奈良中心市街地のののの渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞対策とととと1300130013001300年祭年祭年祭年祭のののの交通対策交通対策交通対策交通対策

２２２２....1300130013001300年祭年祭年祭年祭のののの交通対策交通対策交通対策交通対策のののの基本方針基本方針基本方針基本方針

３３３３....『『『『平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都1300130013001300年祭交通社会実験年祭交通社会実験年祭交通社会実験年祭交通社会実験2009200920092009』』』』のののの目的目的目的目的とととと実施実施実施実施項目項目項目項目

４４４４....実験内容実験内容実験内容実験内容

・・・・広報広報広報広報、、、、案内誘導案内誘導案内誘導案内誘導、、、、運営体制運営体制運営体制運営体制

５５５５....効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画

・・・・検証検証検証検証内容内容内容内容、、、、調査実施内容調査実施内容調査実施内容調査実施内容

６６６６....今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール



1

平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都13001300年祭年祭年祭年祭のののの概要概要概要概要（（（（平城宮跡事業平城宮跡事業平城宮跡事業平城宮跡事業スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール））））年祭年祭年祭年祭のののの概要概要概要概要（（（（平城宮跡事業平城宮跡事業平城宮跡事業平城宮跡事業スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール））））



2

１１１１．．．．奈良中心市街地奈良中心市街地奈良中心市街地奈良中心市街地のののの渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞対策とととと１３００１３００１３００１３００年祭年祭年祭年祭のののの交通対策交通対策交通対策交通対策１１１１．．．．奈良中心市街地奈良中心市街地奈良中心市街地奈良中心市街地のののの渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞対策とととと１３００１３００１３００１３００年祭年祭年祭年祭のののの交通対策交通対策交通対策交通対策

平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場

（（（（木津川市木津川市木津川市木津川市））））（（（（木津川市木津川市木津川市木津川市））））

木津川市体育館木津川市体育館木津川市体育館木津川市体育館

1.2ha 約約約約500台台台台

平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場

（（（（奈良西奈良西奈良西奈良西））））（（（（奈良西奈良西奈良西奈良西））））

県有地県有地県有地県有地

3.5ha(暫定暫定暫定暫定）））） 約約約約1000台台台台
平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場

（（（（大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市））））（（（（大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市））））

九条公園九条公園九条公園九条公園グランドグランドグランドグランド

1.9ha 約約約約600台台台台

シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス

阪奈道路阪奈道路阪奈道路阪奈道路

第二阪奈道路第二阪奈道路第二阪奈道路第二阪奈道路

P

団体団体団体団体バスバスバスバス団体団体団体団体バスバスバスバス

駅駅駅駅シャトルシャトルシャトルシャトル駅駅駅駅シャトルシャトルシャトルシャトル

PP＆＆＆＆＆＆＆＆BRBRシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス

のののの誘致場所誘致場所誘致場所誘致場所のののの誘致場所誘致場所誘致場所誘致場所

中心市街地渋滞対策中心市街地渋滞対策中心市街地渋滞対策中心市街地渋滞対策

『『『『エリアエリアエリアエリア１１１１』』』』

中心市街地渋滞対策中心市街地渋滞対策中心市街地渋滞対策中心市街地渋滞対策

『『『『エリアエリアエリアエリア２２２２』』』』P

P

シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス

シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス



２２２２．．．．１３００１３００１３００１３００年祭年祭年祭年祭のののの交通対策交通対策交通対策交通対策のののの基本方針基本方針基本方針基本方針２２２２．．．．１３００１３００１３００１３００年祭年祭年祭年祭のののの交通対策交通対策交通対策交通対策のののの基本方針基本方針基本方針基本方針

① 平城宮跡会場への案内・誘導は、 の順。

② 鉄道利用

近鉄大和西大寺駅、ＪＲ奈良駅からの来場者は、シャトルバス利用の推奨を基本とし、直

接、徒歩で来場・退場される場合もスムーズな案内・誘導に努める。

③ 団体バス利用

団体バスでの来場者は、宮跡会場内のターミナルへダイレクトに誘導する。

④④④④ フェアフェアフェアフェア期間中期間中期間中期間中のののの自家用車利用自家用車利用自家用車利用自家用車利用

乗用車乗用車乗用車乗用車でのでのでのでの来場者来場者来場者来場者はははは、Ｐ＆ＢＲ、Ｐ＆ＢＲ、Ｐ＆ＢＲ、Ｐ＆ＢＲ施策施策施策施策によりによりによりにより、、、、 までまでまでまで

案内案内案内案内するするするする。。。。

⑤⑤⑤⑤ 郊外郊外郊外郊外駐車場運営駐車場運営駐車場運営駐車場運営

駐車場待駐車場待駐車場待駐車場待ちのちのちのちの車車車車やややや駐車場探駐車場探駐車場探駐車場探しのしのしのしの車車車車によるによるによるによる周辺交通周辺交通周辺交通周辺交通へのへのへのへの影響影響影響影響をををを出来出来出来出来るだけるだけるだけるだけ排除排除排除排除できるようできるようできるようできるよう

にににに、、、、駐車場駐車場駐車場駐車場のののの運営運営運営運営をををを実施実施実施実施するするするする。。。。

※宮跡会場内駐車場は障害者等の専用（予約制として運営）

⑥ 評価・改善

奈良中心市街地の恒久的な渋滞対策のため、PDCAにより評価・改善を実施する。
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鉄道利用鉄道利用鉄道利用鉄道利用鉄道利用鉄道利用鉄道利用鉄道利用 団体団体団体団体バスバスバスバス利用利用利用利用
団体団体団体団体バスバスバスバス利用利用利用利用 自家用車利用自家用車利用自家用車利用自家用車利用自家用車利用自家用車利用自家用車利用自家用車利用

郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場 シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス 会場会場会場会場
会場会場会場会場



３３３３．．．．３３３３．．．．『『『『『『『『平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都13001300年祭交通社会実験年祭交通社会実験年祭交通社会実験年祭交通社会実験年祭交通社会実験年祭交通社会実験年祭交通社会実験年祭交通社会実験20092009』』』』』』』』のののの目的目的目的目的とととと実施項目実施項目実施項目実施項目のののの目的目的目的目的とととと実施項目実施項目実施項目実施項目

社会社会社会社会実験実施箇所実験実施箇所実験実施箇所実験実施箇所

1300年祭本番に向けて､『『『『広報広報広報広報のののの有有有有

効性効性効性効性』』』』、、、、『『『『案内誘導案内誘導案内誘導案内誘導のののの有効性有効性有効性有効性』』』』、、、、『『『『運営体運営体運営体運営体

制制制制のののの妥当性妥当性妥当性妥当性』』』』を検証し、改善点を確認。

(3)パークパークパークパーク＆＆＆＆バスライドバスライドバスライドバスライドのののの運営運営運営運営

○○○○シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスのののの運行運行運行運行

○○○○郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場のののの運営運営運営運営

（（（（木津川市無料駐車場木津川市無料駐車場木津川市無料駐車場木津川市無料駐車場））））

○○○○奈良公園前奈良公園前奈良公園前奈良公園前のののの臨時乗降場臨時乗降場臨時乗降場臨時乗降場のののの運営運営運営運営

(1)パークパークパークパーク＆＆＆＆バスライドバスライドバスライドバスライドにににに係係係係るるるる広報広報広報広報

●●●●実施日実施日実施日実施日：：：：１０１０１０１０月月月月２４２４２４２４日日日日(土土土土)、、、、１０１０１０１０月月月月２５２５２５２５日日日日(日日日日)

(2)郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場へのへのへのへの経路経路経路経路上上上上のののの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導
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３３３３．．．．１１１１ 社会実験社会実験社会実験社会実験のののの目的目的目的目的
３３３３．．．．１１１１ 社会実験社会実験社会実験社会実験のののの目的目的目的目的

３３３３．．．．２２２２ 実施項目実施項目実施項目実施項目
３３３３．．．．２２２２ 実施項目実施項目実施項目実施項目

平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場

（（（（奈良西奈良西奈良西奈良西））））

（大阪方面）

平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場

（（（（大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市））））

(奈良南方面)

郊外シャトルバス
郊外シャトルバス

郊外シャトルバス
奈良公園前

（奈良県庁）

奈良公園前

（奈良県庁）

本社会実験に

よるP＆BR

至京都 至京都山田川
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平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場

（（（（木津川市木津川市木津川市木津川市））））

（京都方面）

木津川市無料駐車場
木津川市無料駐車場



４４４４．．．．交通社会実験交通社会実験交通社会実験交通社会実験２００９２００９２００９２００９のののの実験内容実験内容実験内容実験内容４４４４．．．．交通社会実験交通社会実験交通社会実験交通社会実験２００９２００９２００９２００９のののの実験内容実験内容実験内容実験内容

利用者利用者利用者利用者のののの視点視点視点視点にたったにたったにたったにたった「「「「1300130013001300年祭年祭年祭年祭におけるにおけるにおけるにおける交通交通交通交通のののの広報広報広報広報、、、、案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導」」」」開催前開催前開催前開催前（（（（１１１１～～～～２２２２ヶヶヶヶ月前月前月前月前））））

い

注注注注：　　　　　　               ：　　　　　　               ：　　　　　　               ：　　　　　　               交通社会実験交通社会実験交通社会実験交通社会実験２００９２００９２００９２００９でででで実施実施実施実施

場面場面場面場面 （（（（1300130013001300年祭年祭年祭年祭））））平城宮跡事業平城宮跡事業平城宮跡事業平城宮跡事業開催中開催中開催中開催中（（（（4444月末月末月末月末～～～～11111111月上旬月上旬月上旬月上旬））））

運行PPPP＆＆＆＆BRBRBRBR

平城宮跡会場平城宮跡会場平城宮跡会場平城宮跡会場

ホームページホームページホームページホームページ（（（（協会協会協会協会HPHPHPHP等等等等））））
電車電車電車電車
自家用車自家用車自家用車自家用車

団体団体団体団体バスバスバスバス駅駅駅駅ｼｬﾄﾙｼｬﾄﾙｼｬﾄﾙｼｬﾄﾙ

電車電車電車電車

団体団体団体団体バスバスバスバス駅駅駅駅ｼｬﾄﾙｼｬﾄﾙｼｬﾄﾙｼｬﾄﾙ

●ポスター・リーフレット　　　・ガイドブックの設置　・駅構内へのポスター　・電車の車体広告●ポスター・リーフレット　　　・ガイドブックの設置　・サービスエリア、パーキン　　グエリア、道の駅　等 チラシ

●会場内での情報案内　帰りの電車、シャトルバス運行状況を表示

ラジオラジオラジオラジオ（（（（FMFMFMFM////AMAMAMAM)))) 携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話自宅自宅自宅自宅 （（（（そのそのそのその他他他他））））新聞広告新聞広告新聞広告新聞広告、、、、広報誌広報誌広報誌広報誌●自宅への広報
■シャトルバスの運行状況（出発前）自家用車自家用車自家用車自家用車

P&BRP&BRP&BRP&BR ■看板等の設置　案内看板、横断幕　・パーク＆バスライド駐車場の　　満車情報、　・進行方向情報を提供
（移動中：リアルタイム）

誘導看板横断幕
●FMラジオ（JARTIC情報） ■シャトルバスの運行状況■FM/AMラジオ（JARTIC情報）

●●●●利用者利用者利用者利用者のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった「「「「1300年祭年祭年祭年祭におけるにおけるにおけるにおける交通交通交通交通のののの広報広報広報広報，，，，案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導」」」」
●●●●利用者利用者利用者利用者のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった「「「「1300年祭年祭年祭年祭におけるにおけるにおけるにおける交通交通交通交通のののの広報広報広報広報，，，，案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導」」」」

5



木津川市無料駐車場木津川市無料駐車場

京都方面京都方面京都方面京都方面からのからのからのからの来訪者範囲来訪者範囲来訪者範囲来訪者範囲

【広報】

●チラシ配布

（SA/PA、道の駅､行政機関）

●日本道路交通情報センター（FM,AMラジオ）

●HPによる交通社会実験の情報配信

●案内看板、横断幕

４４４４．．．．交通社会実験交通社会実験交通社会実験交通社会実験２００９２００９２００９２００９のののの実験内容実験内容実験内容実験内容４４４４．．．．交通社会実験交通社会実験交通社会実験交通社会実験２００９２００９２００９２００９のののの実験内容実験内容実験内容実験内容

6

●●●●広報対象範囲広報対象範囲広報対象範囲広報対象範囲
●●●●広報対象範囲広報対象範囲広報対象範囲広報対象範囲

●●●●広報手法広報手法広報手法広報手法
●●●●広報手法広報手法広報手法広報手法

京都方面京都方面京都方面京都方面からのからのからのからの来訪者範囲来訪者範囲来訪者範囲来訪者範囲

大阪方面大阪方面大阪方面大阪方面からのからのからのからの来訪者範囲来訪者範囲来訪者範囲来訪者範囲

奈良南方面奈良南方面奈良南方面奈良南方面からのからのからのからの来訪者範囲来訪者範囲来訪者範囲来訪者範囲

京都方面京都方面京都方面京都方面からのからのからのからの主主主主ななななアクセスアクセスアクセスアクセス道路道路道路道路

チラシチラシチラシチラシ・・・・ポスターポスターポスターポスター設置設置設置設置SA・・・・PA

P



１
看板設置箇所

横断幕設置箇所

山田川ICを流出し国道163号を左折 直近交差点平城宮跡駐車場（木津川）
川ノ尻交差点を右折川久保交差点を左折 大谷交差点を右折

上狛四丁町交差点を左折
　　　　　凡　　　　　例　　　：P&BR駐車場　　　：重点誘導箇所　　　：対象路線（高速道路）　　　：対象路線（阪神高速）　　　：対象路線（一般道路）

交差点を左折交差点を左折
拡大図

 

媒体 設置期間横断幕 10/16～10/25看板 10/16～10/25
４４４４．．．．交通社会実験交通社会実験交通社会実験交通社会実験２００９２００９２００９２００９のののの実験内容実験内容実験内容実験内容４４４４．．．．交通社会実験交通社会実験交通社会実験交通社会実験２００９２００９２００９２００９のののの実験内容実験内容実験内容実験内容

●●●●看板看板看板看板
●●●●看板看板看板看板

●●●●横断幕横断幕横断幕横断幕・・・・看板類看板類看板類看板類によるによるによるによる郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場へのへのへのへの経路誘導経路誘導経路誘導経路誘導
●●●●横断幕横断幕横断幕横断幕・・・・看板類看板類看板類看板類によるによるによるによる郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場へのへのへのへの経路誘導経路誘導経路誘導経路誘導
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●●●●横断幕横断幕横断幕横断幕
●●●●横断幕横断幕横断幕横断幕



５５５５．．．．５５５５．．．．効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画

ちらしちらしちらしちらし・・・・ポスポスポスポス

ターターターターのののの配布配布配布配布

ちらしちらしちらしちらし・・・・ポスポスポスポス

ターターターターのののの配布配布配布配布

ホームペーホームペーホームペーホームペー

ジジジジのののの開設開設開設開設

ホームペーホームペーホームペーホームペー

ジジジジのののの開設開設開設開設

道路交通情道路交通情道路交通情道路交通情

報報報報（（（（JARTIC

のののの利用利用利用利用））））

道路交通情道路交通情道路交通情道路交通情

報報報報（（（（JARTIC

のののの利用利用利用利用））））

○事前広報の認知度

○利用促進効果

○配布方法、配布枚数等

○事前広報の認知度

○利用促進効果

○配布方法、配布枚数等

○事前広報の認知度

○利用促進効果

○情報内容、放送エリア等

○地元放送局の必要性

○事前広報の認知度

○利用促進効果

○情報内容、放送エリア等

○地元放送局の必要性

○P&BR利用者アンケート

○奈良公園来訪者ヒアリング

○配布先確認（設置状況等）

○配布枚数の残数確認（SA/PA,

道の駅）

○P&BR利用者アンケート

○奈良公園来訪者ヒアリング

○配布先確認（設置状況等）

○配布枚数の残数確認（SA/PA,

道の駅）

○P&BR利用者アンケート

○奈良公園来訪者ヒアリング

○アクセス数調査

○ＷＥＢ検索時に上位ランクさ

れる為のトライアル

○P&BR利用者アンケート

○奈良公園来訪者ヒアリング

○アクセス数調査

○ＷＥＢ検索時に上位ランクさ

れる為のトライアル

○効果的な配布先・配布方法

○他の広報媒体活用の必要性検討

○効果的な配布先・配布方法

○他の広報媒体活用の必要性検討

○適切な開設時期

○有力サイトへのリンク

○ホームページの検索キーワード

○適切な開設時期

○有力サイトへのリンク

○ホームページの検索キーワード

○情報内容､放送時期､放送範囲

○聴取率向上への広報検討

（案内看板・ﾁﾗｼへ周波数の掲載等）

○聴取率の高い放送局からの配信

○情報内容､放送時期､放送範囲

○聴取率向上への広報検討

（案内看板・ﾁﾗｼへ周波数の掲載等）

○聴取率の高い放送局からの配信

実施項目実施項目実施項目実施項目

事項事項事項事項 方法方法方法方法

1300年祭年祭年祭年祭へのへのへのへの反映方法反映方法反映方法反映方法

検証内容検証内容検証内容検証内容

8

５５５５．．．．１１１１ 広報広報広報広報にににに係係係係るるるる検証事項検証事項検証事項検証事項、、、、検証方法検証方法検証方法検証方法
５５５５．．．．１１１１ 広報広報広報広報にににに係係係係るるるる検証事項検証事項検証事項検証事項、、、、検証方法検証方法検証方法検証方法

○事前広報の認知度

○利用促進効果

○アクセス頻度向上

○事前広報の認知度

○利用促進効果

○アクセス頻度向上

○P&BR利用者アンケート

○奈良公園来訪者ヒアリング

○P&BR利用者アンケート

○奈良公園来訪者ヒアリング



５５５５．．．．５５５５．．．．効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画

9

横断幕横断幕横断幕横断幕
横断幕横断幕横断幕横断幕

看板看板看板看板
看板看板看板看板

○ドライバーの認知度

○配置・内容の妥当性

○ドライバーの認知度

○配置・内容の妥当性

○P&BR利用者アンケート

○奈良公園来訪者ヒアリング

○P&BR利用者アンケート

○奈良公園来訪者ヒアリング

○同上
○同上

○配置計画・情報内容へ反映
○配置計画・情報内容へ反映

○同上
○同上

実施項目実施項目実施項目実施項目

事項事項事項事項 方法方法方法方法

1300年祭年祭年祭年祭へのへのへのへの反映方法反映方法反映方法反映方法

検証内容検証内容検証内容検証内容

○同上
○同上

５５５５．．．．２２２２ 経路案内経路案内経路案内経路案内・・・・誘導誘導誘導誘導にににに係係係係るるるる検証事項検証事項検証事項検証事項、、、、検証方法検証方法検証方法検証方法
５５５５．．．．２２２２ 経路案内経路案内経路案内経路案内・・・・誘導誘導誘導誘導にににに係係係係るるるる検証事項検証事項検証事項検証事項、、、、検証方法検証方法検証方法検証方法

そのそのそのその他他他他
そのそのそのその他他他他

○交通量調査

（駐車場周辺エリアの交差点）

○駐車場利用実態調査

○交差点容量解析

○交通量調査

（駐車場周辺エリアの交差点）

○駐車場利用実態調査

○交差点容量解析

○減量が必要な交通量の把握

○一般交通の広域迂回誘導の検討

○広報計画への反映（鉄道シフト）

○減量が必要な交通量の把握

○一般交通の広域迂回誘導の検討

○広報計画への反映（鉄道シフト）

○現在の交通状況

（観測値－P&BR利用台数）

○フェア期間中交通量予測

○現在の交通状況

（観測値－P&BR利用台数）

○フェア期間中交通量予測

<再掲再掲再掲再掲>

道路交通情道路交通情道路交通情道路交通情

報報報報（（（（JARTIC

のののの利用利用利用利用））））

<再掲再掲再掲再掲>

道路交通情道路交通情道路交通情道路交通情

報報報報（（（（JARTIC

のののの利用利用利用利用））））

○当日広報の認知度

○利用促進効果

○情報内容、放送エリア等

○地元放送局の必要性

○当日広報の認知度

○利用促進効果

○情報内容、放送エリア等

○地元放送局の必要性

○情報内容､放送時期､放送範囲

○聴取率向上への広報検討

（案内看板・ﾁﾗｼへ周波数の掲載等）

○聴取率の高い放送局からの配信

○情報内容､放送時期､放送範囲

○聴取率向上への広報検討

（案内看板・ﾁﾗｼへ周波数の掲載等）

○聴取率の高い放送局からの配信

○P&BR利用者アンケート

○奈良公園来訪者ヒアリング

○P&BR利用者アンケート

○奈良公園来訪者ヒアリング



５５５５．．．．５５５５．．．．効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画

シャトルバシャトルバシャトルバシャトルバ

ススススのののの運行運行運行運行

シャトルバシャトルバシャトルバシャトルバ

ススススのののの運行運行運行運行

郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場

のののの運営運営運営運営

郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場

のののの運営運営運営運営

奈良公園前臨奈良公園前臨奈良公園前臨奈良公園前臨

時乗降場時乗降場時乗降場時乗降場のののの運運運運

営営営営

奈良公園前臨奈良公園前臨奈良公園前臨奈良公園前臨

時乗降場時乗降場時乗降場時乗降場のののの運運運運

営営営営

○運行管理方法

○車両数・乗務員数

○バス誘導員配置

○渋滞箇所の伝達方法

○利用者の満足度

○渋滞による遅延への不満

○運行管理方法

○車両数・乗務員数

○バス誘導員配置

○渋滞箇所の伝達方法

○利用者の満足度

○渋滞による遅延への不満

○人員体制

○場内整備方法

（要整備事項、日常の利用

形態との調整等）

○トラブル対応

○満車時における空車スペー

スへの案内

○人員体制

○場内整備方法

（要整備事項、日常の利用

形態との調整等）

○トラブル対応

○満車時における空車スペー

スへの案内

○運営状況確認

（トラブル記録、日報等）

○運行実態調査

（所要時間、乗客数等）

○P&BR利用者アンケート調査

○ITS調査（渋滞把握・伝達）

○運営状況確認

（トラブル記録、日報等）

○運行実態調査

（所要時間、乗客数等）

○P&BR利用者アンケート調査

○ITS調査（渋滞把握・伝達）

○運営状況確認

（トラブル記録、日報、場内写真

撮影等）

○場内整備の実践

○駐車場利用実態調査

○空車状況監視員から駐車場誘

導員への情報伝達

○運営状況確認

（トラブル記録、日報、場内写真

撮影等）

○場内整備の実践

○駐車場利用実態調査

○空車状況監視員から駐車場誘

導員への情報伝達

○運行管理マニュアルへ反映

○配車・人員計画へ反映

○バス誘導員配置計画へ反映

○渋滞把握・伝達方法の確立

○運行管理マニュアルへ反映

○配車・人員計画へ反映

○バス誘導員配置計画へ反映

○渋滞把握・伝達方法の確立

○人員配置計画へ反映

○場内整備への反映

○トラブル対応マニュアルへ反映

○場内誘導計画へ反映

○満車時対応マニュアルへ反映

○人員配置計画へ反映

○場内整備への反映

○トラブル対応マニュアルへ反映

○場内誘導計画へ反映

○満車時対応マニュアルへ反映

○人員配置計画へ反映

○トラブル対応マニュアルへ反映

○人員配置計画へ反映

○トラブル対応マニュアルへ反映

実施項目実施項目実施項目実施項目

事項事項事項事項 方法方法方法方法

1300年祭年祭年祭年祭へのへのへのへの反映方法反映方法反映方法反映方法

検証内容検証内容検証内容検証内容

○人員体制（本部運営人員、

交通誘導員、利用者案内係、

設営・撤収人員）の妥当性

○トラブル対応

○人員体制（本部運営人員、

交通誘導員、利用者案内係、

設営・撤収人員）の妥当性

○トラブル対応

○運営状況確認

（トラブル記録、日報等）

○運営状況確認

（トラブル記録、日報等）

５５５５．．．．３３３３ パークパークパークパーク＆＆＆＆バスライドバスライドバスライドバスライドのののの運営運営運営運営にににに係係係係るるるる検証事項検証事項検証事項検証事項、、、、検証方法検証方法検証方法検証方法
５５５５．．．．３３３３ パークパークパークパーク＆＆＆＆バスライドバスライドバスライドバスライドのののの運営運営運営運営にににに係係係係るるるる検証事項検証事項検証事項検証事項、、、、検証方法検証方法検証方法検証方法
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５５５５．．．．５５５５．．．．効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画効果検証計画

Ｐ調査①：交差点交通量調査

（８箇所）

秋の観光シーズンの交通量を把握

１３００年祭利用予測交通量を加味

して、フェア期間の交差点混雑状況、

減量が必要な交通量を把握。

調査③：P&BR利用者アン

ケート調査

実験の認知手段、誘導のわかりや

すさ、利用満足度などを把握。

調査②：ITS調査（渋滞状況調査）

（６箇所）

人手により渋滞状況を把握し、シャトル

バスの運行経路選択に反映する手法

を試行。

調査④：奈良公園来訪者

ヒアリング調査

公園来訪者の交通手段、

広報の認知度、公共交通へ

の転換意向などを把握。
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５５５５．．．．４４４４ 効果調査別実施内容効果調査別実施内容効果調査別実施内容効果調査別実施内容
５５５５．．．．４４４４ 効果調査別実施内容効果調査別実施内容効果調査別実施内容効果調査別実施内容

シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス候補候補候補候補ルートルートルートルート①①①①

シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス候補候補候補候補ルートルートルートルート②②②②

シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス候補候補候補候補ルートルートルートルート③③③③

駐車場駐車場駐車場駐車場アクセスルートアクセスルートアクセスルートアクセスルート



６６６６．．．．今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール６６６６．．．．今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール
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平成23年～9月 10月 11月 12月 1111月月月月 2222月月月月 3333月月月月 4444月月月月 5555月月月月 6666月月月月 7777月月月月 8888月月月月 9999月月月月 10101010月月月月 11111111月月月月 12121212月月月月 1月～

委員会委員会委員会委員会 ◎◎◎◎ ◎◎◎◎ ◎◎◎◎作業部会作業部会作業部会作業部会中心市街地交通対策
交通誘導交通誘導交通誘導交通誘導

運営運営運営運営

フフフフェェェェアアアア期期期期間間間間交交交交通通通通政政政政策策策策
効果評価効果評価効果評価効果評価

広報広報広報広報

平成平成平成平成22222222年年年年（（（（平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都1300130013001300年祭開催期間年祭開催期間年祭開催期間年祭開催期間））））検討項目
1300130013001300年祭年祭年祭年祭開催開催開催開催スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール中心市街地交通対策に向けた本格実施の検討

1300年祭交通政策実施計画
平成21年

交通社会実験２００９実施計画 検討検討検討検討調整調整調整調整 実施実施実施実施準備準備準備準備 実実実実施施施施 効果効果効果効果検証検証検証検証 方針方針方針方針見直見直見直見直しししし案案案案のののの作成作成作成作成 調整調整調整調整、、、、とりまとめとりまとめとりまとめとりまとめ
準備準備準備準備 実施実施実施実施準備準備準備準備 設置設置設置設置 撤撤撤撤収収収収

調査調査調査調査 効果効果効果効果検証検証検証検証

見直見直見直見直しししし
準備準備準備準備 実施実施実施実施 準備準備準備準備 実施実施実施実施準備準備準備準備 準準準準備備備備

10101010////24242424（（（（土土土土））））10101010////25252525（（（（日日日日）））） 　　　　　　　　通期通期通期通期イベントイベントイベントイベント 春期フェア：4/24～5/9 夏期フェア：8/20～8/27 秋期フェア：10/9～11/7 施策可否判断施策可否判断施策可否判断施策可否判断事業実施計画事業実施計画事業実施計画事業実施計画実施実施実施実施

準備準備準備準備 準備準備準備準備 実実実実施施施施 実施実施実施実施準準準準備備備備撤撤撤撤収収収収実実実実施施施施 撤撤撤撤収収収収
調調調調査査査査 検検検検証証証証 調査調査調査調査 効果効果効果効果検証検証検証検証

撤撤撤撤収収収収
　　　　　　　　継続的継続的継続的継続的にににに検討検討検討検討

設設設設置置置置 設置設置設置設置

見直見直見直見直しししし


