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平成３１年度方針
平成３０年の観光客数（速報値）は総数：３４，６１９千人、外国人宿泊客数：４７９

千人と、ともに平成２９年を上回り、過去最高を記録した平成２８年に次ぐものとなりま

した。

昨年は、集中豪雨や度重なる台風の接近により県内主要観光地も大きな被害を受け、宿

泊施設の復旧に伴う休業や熊野古道や高野参詣道の通行止め等が発生したほか、関西国際

空港の閉鎖や利用制限によりインバウンドを中心に影響があったにもかかわらず、最終的

に前年に比べ増加となったのは、これまで取り組んできた施策効果による「和歌山の魅力」

の浸透と、県内宿泊施設の新規オープン・リニューアルオープンの相乗効果によるところ

が大きいと分析しています。また、県内周遊の活発化を目的とした｢水の国、わかやま。」

キャンペーンや｢サイクリング王国わかやま｣などの取組により主要観光地以外の地域の観

光客も増加しています。

さらに、世界的ガイドブック｢ロンリープラネット｣の｢Best in Travel 2018｣で｢紀伊半

島」が訪れるべき世界の１０地域で日本で唯一ベスト５に選ばれたことに続き、Airbnbの

「2019年に訪れるべき１９の観光地」においても和歌山県が日本で唯一選出されました。

また、国内のランキングでは、国内最大級の写真総合エージェンシー「アフロ」画像ラン

キング“絶景・海部門”で和歌山県が第１位に、Trip Advisorの「日本のテーマパークラ

ンキング」でアドベンチャーワールドが全国第４位に選出されるなど、国内外で和歌山の

観光地としての評価が高まっています。

このように国内外の評価が高まる中、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」が登録１５

周年を迎える今年は、本県・三重県・奈良県の三県が連携し、吉野・高野・熊野に伊勢を

加えた４大聖地を巡る旅のプロモーション等を実施するとともに、本県単独でも特別企画

や県内連泊を促進するキャンペーン等を実施し、本県への誘客と県内滞在を促進する取組

を行います。

さらに、世界遺産を後世に引き継ぐため、観光ＰＲや環境保全活動などをサポートいた

だく各界の著名人からなる「高野・熊野を愛する１００人の会」（仮称）を結成します。

また、これらに加え、将来の和歌山県の観光を見据えた施策を引き続き展開します。和

歌山の認知度が上昇している今、キラーコンテンツである世界遺産『高野山、熊野』や『パ

ンダ』『有名温泉』に加え、和歌山が持つ観光資源のポテンシャルを引き出し、わかりやす

く提供することで県内周遊を促進し滞在時間の延長による消費の拡大に努めます。

このためには、世界遺産ブランドと新たな魅力による満足度の高い旅を提供するととも

に、サイクリングと旅を融合する｢サイクリング王国わかやま｣、自然をテーマにした｢水の

国、わかやま。｣キャンペーン、歴史・文化をテーマにした｢わかやま歴史物語｣、地元の方

々だから知る四季折々の風景などの「熊野古道の新たな魅力１００選」の発信、｢日本遺産｣

などの取組を展開します。また、好評を得ている｢世界遺産のＣＳＲ｣、｢教育旅行｣、｢年金

旅行｣、｢インセンティブ旅行｣などの団体ツアーにおいても和歌山ならではの旅を提案しま

す。さらに、新たなターゲット層を獲得する一方策である｢医療観光｣については、協議会

を設立し、モニターツアーの実施など具体的な取組を進めてまいります。

｢サイクリング王国わかやま｣の取組は、｢WAKAYAMA８∞」と銘打ち、県内全域に８００ｋ
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ｍを超えるサイクリング推奨ルートが整備され、絶景、食、温泉などをミックスした無限

大のコースセレクトと楽しみ方を提供するサイクリングの聖地としてのイメージ定着と誘

客促進を図るもので、平成３０年度は、国内外の有力媒体で情報発信を実施したほか、Fac

ebookで１００万人ものフォロワーを持つ元有名ロードレーサーのアルベルト・コンタドー

ル氏を招聘し、県内サイクリングロードや観光スポットを自身のＳＮＳで発信していただ

くなど積極的な取組を展開しました。平成３１年度も有名アニメとのタイアップも含め、

強力に取組を進めてまいります。また、「旅としてのサイクリング」を快適に楽しんでいた

だくため、「サイクリストにやさしい宿」の認定をさらに推進するとともに、県内４５か所

のチェックポイントを巡るモバイルスタンプラリーも引き続き実施します。

自然の素晴らしさを｢水｣で表現した｢水の国、わかやま。｣キャンペーンは、テーマごと

に絶景スポットの周遊コースを紹介するとともに、白浜・高野山・熊野を軸とした新たな

ゾーニングにも取り組んでいますが、今後は体験観光の開発も行いながら、和歌山の旅の

定番となるよう内容を充実させてまいります。

｢わかやま歴史物語｣は、神話の時代から近代に至る豊富な歴史ストーリー、文化遺産と

食、温泉などを組み合わせた１００の旅モデルですが、周遊促進を図るため、「わかやま歴

史物語スタンプラリー１００」を昨年度スタートし、今年度も継続し実施していきます。

これらの取り組みを各種メディアで発信、サイトに誘導することで、歴史好きのお客さま

を呼び込みます。

外国人観光客については、２６か国・地域の市場をターゲットとする中、韓国、タイ、

スペイン、オーストラリアをプロモーション強化対象市場として位置付けるとともに、急

速に個人旅行化する東アジア市場への対応、新規市場（ロシア・南米・中東）へのアプロ

ーチなどの誘客促進に取り組みます。

具体的には、世界的な旅行ガイドブックで高評価を受けている「高野山・熊野」の魅力

に加え、「水の国、わかやま。」、「サイクリング王国わかやま」、「Nightlife in WAKAYAMA」、

「国立公園満喫プロジェクト」などのテーマごとに、ＦＩＴ（外国人個人観光客）や富裕

層をターゲットとしたプロモーションを展開するとともに、和歌山ならではの体験型観光

プログラム、サイクリング・ゴルフなどスポーツツーリズムを推進します。

さらに、ラグビーワールドカップなどの開催に向け、京都・大阪・首都圏からのプラス

ワントリップを推進するとともに、南紀白浜空港の民営化を活かした国際チャーター便の

誘致や外国クルーズ客船のポートセールスにも取り組みます。

また、ＦＩＴの急伸や訪日旅行の目的・行き先の多様化に対応し、「ロンリープラネット」

との共同キャンペーンや、｢ＣＮＮ｣、｢ＢＢＣ｣の世界的ニュースサイトとタイアップする

ほか、アジアでは有名テレビ番組や人気ＷＥＢ、ブログサイトなどメディアやブロガーを

活用することで、｢和歌山の魅力｣を発信し和歌山への旅行動機を喚起します。さらに、有

力旅行会社へのセールスコールやファムトリップの実施、現地旅行博などにも参加し、一

層プロモーションを強化していきます。

観光客の受入体制の整備については、多言語電話通訳・簡易翻訳サービス、和歌山版通

訳ガイドの育成・活用、Wi-Fi環境やキャッシュレス等消費環境の整備に加え、平成２９年

度から実施している交通事業者と連携した移動環境の改善や熊野古道の新たな魅力づくり

についても引き続き実施します。
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おもてなし事業については、｢わかやまおもてなしアワード｣や研修制度を継続するとと

もに、｢Nightlife in WAKAYAMA ～和歌山の夜の楽しみ方～｣のＷＥＢサイトを拡充し、消

費拡大に努めます。また、関西国際空港と高野山を結ぶリムジンバスや高野山と熊野を結

ぶアクセスバスの利用促進とともに、京都駅と高野山を結ぶバス路線の構築を図ります。

県及び観光連盟は、平成３１年度も引き続き｢和歌山ブランドの拡大｣、｢持続可能な観光

地づくり｣、｢県内周遊｣、「消費拡大」を基本コンセプトに、｢和歌山の魅力｣を国内外に発

信し、和歌山への旅行動機の喚起を主軸に取組を進めてまいります。実行にあたっては、

国内各地域や海外の国・地域のマーケットニーズやトレンドをオンタイムで収集、分析す

ることで、観光資源や地域毎のターゲットを明確にし、継続的なメディアへの提案活動、

旅行会社への情報提供、企業とのタイアップなどにより戦略を効果的に具現化してまいり

ます。また、受入体制については常にお客さまの視点に立ちハード、ソフト両面での充実

に努めてまいります。

なお、本実施計画の実行にあたっては、社会情勢を十分勘案し、誘客活動の重点地域、

その手法、時期などについて情勢に応じた検討を加えることで臨機応変な対応に努めます。

【観光入込客数】 平成３０年は速報値、平成２３年：東日本大震災、紀伊半島大水害
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【宿泊客発地別】

【和歌山県の観光戦略】

（単位：人）

対前年比 シェア

和歌山 673,588 558,768 579,191 632,337 612,122 661,334 645,114 558,608 602,973 107.94% 11.14%

大　阪 1,607,865 1,440,037 1,541,436 1,589,050 1,663,960 1,618,848 1,472,946 1,554,687 1,564,505 100.63% 28.91%
京　都 270,851 237,075 249,966 255,304 268,801 258,719 209,365 245,647 236,105 96.12% 4.36%
兵　庫 395,413 335,824 339,151 367,506 361,233 384,217 358,674 348,841 349,491 100.19% 6.46%
奈　良 185,445 160,294 170,489 191,072 182,535 187,905 161,859 185,059 194,784 105.26% 3.60%
滋　賀 96,547 84,347 96,528 116,217 105,275 109,241 84,354 103,761 106,084 102.24% 1.96%
三　重 96,848 90,653 92,224 89,903 95,975 66,298 58,451 59,475 70,695 118.86% 1.31%
四　国 110,862 86,419 90,514 96,685 88,870 103,524 82,449 84,770 97,249 114.72% 1.80%
中　国 134,521 111,182 108,585 112,942 106,221 121,951 108,436 104,574 98,561 94.25% 1.82%
東　海 435,452 417,782 389,714 398,712 424,559 500,464 453,720 423,650 424,371 100.17% 7.84%
北　陸 69,179 53,677 54,430 58,632 59,921 69,888 54,597 54,370 56,077 103.14% 1.04%
関　東 552,919 425,603 424,036 470,505 481,003 598,573 548,395 487,802 507,094 103.95% 9.37%
東　北 34,182 20,663 30,974 38,031 36,949 51,953 34,738 38,131 39,647 103.98% 0.73%
北海道 24,534 20,603 18,618 31,543 25,109 35,036 26,130 29,647 29,016 97.87% 0.54%
九州・沖縄 80,364 59,238 70,489 79,812 86,344 106,650 87,072 85,669 90,235 105.33% 1.67%
外国人 134,802 80,338 117,359 211,754 303,574 427,594 500,191 475,628 479,163 100.74% 8.86%
不　明 187,172 156,966 272,918 225,992 278,788 383,911 360,580 325,742 465,089 142.78% 8.60%

計 5,090,544 4,339,469 4,646,622 4,965,997 5,181,239 5,686,106 5,247,072 5,166,061 5,411,139 104.74% 100.00%

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

観光入込客数

外国人宿泊客数

５０万人

外国人宿泊客数

170万人

（2026年）

観光入込客数

4,070万人

（2026年）

8万人

国民文化祭

ワールド

マスターズ

世界遺産

15周年
ねんりんピック

ラグビーＷＣ

プレ五輪 ポスト五輪

東京五輪

紀
伊
半
島
大
水
害

東
日
本
大
震
災

3,4８７万人

史上最高

史上最高

2,762万人

集中的なメディア展開
戦略的なメディア展開和歌山ブランドの拡大

和歌山の魅力創造・発信

受入環境整備
（おもてなしトイレ大作戦、フリーWi-Fi、多言語案内表示等）

受入環境の高度化

2015
H27

2016
H28

2017
H29

2018
H30

2019
H31 2020 2021 20222014

H26
2013
H25

2012
H23

2011
H22 2025 2026

ホテル等の耐震化工事
集客力・稼働率向上

（キャパの増加・高付加価値化・魅力向上）

本県の豊富な観光資源等を

来県者に体感・体験していただく

千載一遇のチャンス！

大阪・

関西

万博

台
風

号被
災

20

21

24

世界遺産
10周年

わかやまＤＣ

西国三十三所草創

1300年
世界遺産
追加登録

大河ドラマ
「真田丸」

伊勢神宮

式年遷宮

高野山
開創1200年

わかやま
国体･大会

ゴールデンイヤー

熊野本宮大社御創建

2050年

那智大社

御創建

1700年

新たな顧客の獲得・観光客の増加

地域経済への波及効果

「周遊促進」「滞在時間延長」を図り、「持続可能な観光地

づくり」を目指す新たな中長期戦略を展開

【具体的な取組】

・世界遺産１５周年記念事業

・水の国、わかやま。

・サイクリング王国わかやま

・わかやま歴史物語

・世界遺産推進

・日本遺産推進

・インバウンド受入環境高度化

・インバウンド観光戦略

2019年まで
キャパが減少
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１ 和歌山を売り出す

(１)『水の国、わかやま。』キャンペーンで和歌山を売り出す

和歌山県は、「木の国」と言われていますが、森林を育むのは「水」であり、「水」を育

むのは森林です。県内各地には、水や森林に関連する清流・滝・海・温泉などのスポット

や醤油・酒・酢などの食、カヌーやラフティングなどの体験メニューといった多くの「水」

に関連する観光資源が存在します。また、「水」の造形でもある南紀熊野ジオパークや水辺

を楽しむサイクリングロードなども「水」にまつわる観光資源です。

これら観光資源を「水を見る」、「水が創る」、「水と遊ぶ」といった「水」を切り口とし

た意外性のあるテーマ設定で整理し発信することにより、これまで集客力が弱かった観光

資源に焦点をあて注目度を高めます。また、世界遺産ブランドを取り込んだ観光資源のゾ

ーニングを形成することにより、まだまだ知られていない「和歌山の魅力」を発信します。

さらに受入体制の一層の充実を図るため周遊案内板などの整備を拡充するとともに、新

たな観光資源の開発やブラッシュアップにより集客力を高め、将来に繋がる持続可能な観

光地づくりを目指します。

【時 期】

２８年７月２１日～令和２年３月３１日

Ⅰ 受入対策

受入体制の整備

県内全域の「水」に関連する観光資源を洗い出し、お客様が楽しんで周遊できる具

体的なモデルコースの設定を行い、新商品の開発に繋げます。

◇「水の国、わかやま。」観光素材集の更新 再掲9頁

県内全域の「水」に関連する観光資源を随時更新し、ＷＥＢサイトに掲載します。

◇具体的なモデルコースの設定や周遊看板の拡充

「水」の絶景スポットを周遊するモデルコースを設定するとともに、看板整備を

行います。

※次の滝（有田川町）、真妻山（日高川町）、嶽の森山（古座川町）などを予定

◇体験観光の開発 ＝ New＝ 再掲81頁

「水」に関連する体験型観光を実施（新規・ブラッシュアップ）する事業者に対

する支援を行います。

2018実績

◇「水の国、わかやま。」観光素材集の更新

県内全域の「水」に関連する観光資源を洗い出し、地域ごとに整理してＷＥＢ

に掲載

◇絶景スポット周遊コースの設定

「水の国、ウォーク。」「水の国、サイクリング。」「水の国、ドライブ。」の３テ
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ーマを設定し、絶景スポットを周遊するコースをガイドブック、ＷＥＢサイトで

提案

◇周遊看板の整備

安川渓谷（田辺市）

植魚の滝・ハリオの滝（古座川町）

Ⅱ 誘客宣伝

情報発信

「水」に関連する観光資源を世界遺産などのブランド力や集客力の高い観光資源と

絡めながら、効果的な情報発信を行います。

◇メディア展開 詳細95頁

○雑誌による情報発信

＜時 期＞ 随時

＜内 容＞ 女性向け、自然志向の雑誌

◇パンフレット、ＷＥＢサイトによる情報発信

○県観光情報誌「紀州浪漫」による情報発信

＜時期等＞ 各号 シリーズ「水の国、わかやま。」１０万部

＜内 容＞ 「水」をテーマとした観光資源や見どころ等を紹介

＜展 開＞ 全国のメディア、旅行会社、主要ＳＡ、書店（１６０店舗）等

○専用パンフレットによる情報発信（リニューアル）

＜時期等＞ 令和元年６月～【日本語版】１０万部、７月～【英語版】５千部

＜内 容＞ テーマごとに「水の国、わかやま。」を紹介するとともに、新たな

ゾーニングや具体的なモデルコースにより、まだ知られていない

和歌山の楽しみ方を提案

＜展 開＞ NEXCO西日本・中日本ＳＡ、近畿道の駅、

県内レンタカー営業所

国内外の各種プロモーションで配布

○ＷＥＢサイト特集ページによる情報発信（リニューアル）

＜時 期＞ 令和元年６月～【日本語版】、７月～【英語版】

＜内 容＞ 県観光情報サイト内に特集サイトを開設

◇Facebookを活用した情報発信

○「水の国、わかやま。」公式ページによる発信

＜時 期＞ 随時

◇情報発信イベントの開催

ネイチャー・フォトグラファーである内山りゅう氏とタイアップした「水の国、

わかやま。」シンポジウムを写真展とともに開催

＜時期等＞ 東京、時期未定
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2018実績

◇メディア展開 再掲102頁

○新聞、雑誌、ＷＥＢ等

媒 体 名 テーマ 発行日等

紀州浪漫（夏・秋・冬・春号） 心潤す夏の旅 ６月 １日

水の国ぶらり旅 ９月 １日

水の国ぶらり旅 １２月 １日

水の国ぶらり旅 ３月 １日

マガジンハウス 水の国のみどころ ８月２０日

「＆Premium（１０月号）」 ・ツアー告知

阪急電鉄沿線情報誌 キャンペーン告知 ９月２５日

「TOKK（１０月１日号）」

ＪＲ西日本鉄道沿線情報誌 キャンペーン告知 ９月２６日

「西NAVI（１０月号）」

なんばガレリア ツインビジョン 「水の国、 ９月３日～９日

動画放映 わかやま。」 １０月１日

スライドショー ～７日

１０月２９日

～１１月４日

宝島社 きれいな水と １０月２０日

「リンネル（１１月号）」 癒やしの和歌山

マガジンハウス 「水の国、わかやま。」 ２月２０日

「＆Premium（４月号）」 プレミアムツアー

リーフ・パブリケーションズ 水の国の見どころ ３月２５日

「Leaf」

◇阪急阪神グループタイアップキャンペーン 詳細22頁

最大のマーケットである「京阪神エリア」での効果的な情報発信と誘客を加速

させるため、阪急阪神グループが持つ多くの情報発信媒体を活用したタイアップ

による情報発信

＜時 期＞ ９月１日～１０月３１日

＜内 容＞ ①阪急・阪神交通媒体の活用

・阪急電鉄、阪神電車

車内吊り、駅貼り

②ＷＥＢ、ＳＮＳでの情報発信

・特設ページ開設

・メールマガジン、１０万人

③沿線フリーペーパーへの情報掲載

・阪急電鉄沿線情報誌「TOKK（１０月１日号）」への掲載
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◇パンフレット、ＷＥＢサイト等による情報発信

○専用パンフレット

＜時期等＞ １０万部

（６月１５日、日本語版リニューアル）

１万部

（７月１３日、英語版リニューアル）

１万部

＜内 容＞ ネイチャー・フォトグラファーの内山りゅう氏を起用し、清ら

かな水をアピール

新たに水にまつわる絶景スポットの周遊コースを提案

水を切り口にまだ知られていない和歌山の観光素材を掲載

白浜、高野山、熊野を軸とした新たなゾーニング

県内周遊を促すためのお得なクーポン付き

＜展 開＞ NEXCO西・中日本主要ＳＡ、近畿道の駅、わかやま紀州館、

名古屋観光センター、南海フェリー、各市町村観光協会、

南紀白浜空港、県内各宿泊施設 など

※国内外での旅行博覧会や旅行会社との商談会などでも配布

○ＷＥＢサイト

＜時期等＞ ６月２５日～（日本語版リニューアル）

７月２３日～（英語版）

ＰＶ約５１，７０５回以上（２月末現在）

＜内 容＞ 専用パンフレットの内容のほか、厳選素材集や周遊コース、滝

マップを紹介

○ポスター

＜配架等＞ ・わかやま紀州館、名古屋観光センター、県内

◇内山りゅう氏とタイアップした情報発信

○「水の国、わかやま。」内山りゅう氏トークショー

＜日 時＞ ９月１日 １２時～１４時

＜会 場＞ THE GRAND GINZA

＜参加者＞ ６０人

○ネイチャー・フォトグラファー内山りゅうさんと行く「水の国、わかやま。」

プレミアムツアー

＜日 程＞ １０月１３～１４日

＜訪問先＞ 古座川カヌー、滝の拝、一枚岩、川湯温泉、熊野本宮大社など

＜参加者＞ １４人

◇公式Facebookページの開設

＜時 期＞ ９月１日～

＜内 容＞ 「水の国、わかやま。」

いいね！６，２７２人 フォロー６，３１１人

投稿数 １２回
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◇都市圏プロモーションでの発信（夏プロモーション・春プロモーション）

＜時 期＞ ６～７月、３１年２～３月

＜内 容＞ 新聞社等訪問（記事掲載）

旅行商品造成

県内全域の「水」に関連する観光資源やイベント、特別企画などを網羅した観光素

材集を作成、併せて周遊モデルコースの提案を行い、本県への旅行商品造成と販売促

進に繋げます。

◇「水の国、わかやま。」観光素材集の更新 再掲5頁

県内全域の「水」に関連する観光資源を随時更新し、ＷＥＢサイトに掲載します。

◇旅行会社訪問 詳細141頁

都市圏プロモーションにおける旅行会社訪問時に、周遊モデルコースや観光素材

などを網羅した観光素材集で「水の国、わかやま。」の提案を行います。

＜時 期＞ 令和元年６～７月 旅行会社訪問（夏プロモーション）

令和２年１～２月 旅行会社訪問（春プロモーション）

2018実績

◇厳選素材集の更新

川、海、山などの絶景、体験、食など、「水」に関する素材を厳選し、素材集と

してまとめたものを、専用ＷＥＢサイトへ掲載

＜掲載数＞ 約４００素材

◇旅行会社訪問 詳細142頁

大都市圏プロモーションにおけるメディア訪問時に、「水」に関する周遊モデル

コースや観光素材をＰＲ

＜時 期＞ ７月、１０月 旅行会社訪問（夏プロモーション）

３１年１月 旅行会社訪問（春プロモーション）

◇ＪＲ西日本主催「観光素材説明会」への参加 再掲151頁

「平成３０年度観光素材説明会」において、和歌山の旬の素材について説明を

行うとともに、主要旅行会社、ＪＲ関係者と情報交換を実施

＜時期等＞ １０月２５日 ホテルグランヴィア大阪

１１月１４日 ホテルメトロポリタン池袋

１１月２２日 名古屋マリオットアソシアホテル

１１月２８日 グランドハイアット福岡
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(２)『サイクリング王国わかやま』で和歌山を売り出す

サイクリングは、爽快さ、楽しさを気軽に体感できるアクティビティであり、従来の交

通手段だけでは訪れることのできないような地域を自転車でめぐっていただくことで、県

内周遊を促進するとともに、地域での消費拡大に繋がるものと考えています。

「サイクリング王国わかやま」は、ニックネームを「WAKAYAMA８００」とし、県内全域

に８００ｋｍを越えるサイクリングの推奨ルートと絶景や温泉、食などを組み合わせサイ

クリングと旅を融合させることで、無限大のサイクリング旅

が楽しめる、「和歌山がサイクリングの最適地」というイメ

ージ定着を図るものです。

また、サイクリストに優しい宿泊施設の認定やサイクルス

テーションの拡大、公式ＷＥＢサイトなどにより、お客様の

ニーズに応えたサイクリング環境を提供しています。

サイクリング愛好者だけでなく、初心者、女性、健康志向

の高い方など、幅広いターゲットにリーチできるよう、サイ

クリングと旅の楽しみ方を国内外に発信します。

Ⅰ 受入対策

受入体制の整備

◇モバイルスタンプラリーの拡充

サイクリングの楽しみ方のひとつとして、県内全域において、昨年度から実施し

ているサイクリスト向けのモバイルスタンプラリーを拡充し、サイクリストの周遊

を一層促進します。

＜時 期＞ ４月～令和２年３月末

＜内 容＞ 有名アニメとタイアップした特別企画の実施 ＝ New＝
日本語に加え、新たに英語バージョンを導入

スタンプラリーポイントの拡大

◇サイクリストに優しい宿泊施設の拡充

自転車を部屋に入れたり、修理道具を貸し出すなど、サイクリストに優しい宿泊

施設を拡大するため、各宿泊施設へ働きかけを行います。

＜時 期＞ 随時

◇サイクルトレイン・サイクルバスの推進

（観光関係／主管：観光振興課、地域政策課、総合交通政策課）

自転車を鉄道車両やバス内に解体せずに持ち込めるサイクルトレイン等の導入を

鉄道事業者等に働きかけ、サイクリストの利用環境の整備を推進します。

◇ランドオペレーターの誘致・利用促進 ＝ New＝
県内のランドオペレーターの利用促進を図り、サイクリングを活用した着地型観
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光を推進します。

◇サイクリングロード整備事業（観光関係／主管：県道路局）

川・山・海の３つのサイクリングロードにおいて、専用化の推進や案内看板、路

面表示の充実など、より安全で快適な利用環境の整備を推進します。

また、太平洋岸自転車道について、全線を通じた統一感のある整備が進められるよう、

サイクリストの受入環境の整備や魅力づくりなどを国を中心に、関係自治体と連携して、

推進します。

※太平洋岸自転車道構想・・・昭和45年の「自転車道の整備等に関する法律」の成立を受け、国及び各県が昭和48年度より大規模

自転車道整備事業として着手し、千葉県銚子市を起点として神奈川、静岡、愛知、三重、和歌山県の各太平洋沿岸を走り、和歌山

市に至る延長約1,400ｋｍの自転車道構想。

◇サイクリングロード利用促進事業（主管：県地域政策課）

サイクリングコースや周遊ルートなどのマップ配布やサイクリングに必要な情報

のＷＥＢサイトでの情報提供、サイクルステーションの登録拡充など、サイクリス

トの利便性向上を図るほか、サイクリストへの和歌山県の認知度を高めるため、大

規模イベントを継続して開催、地域の魅力を発信します。

○マップやウェブサイトでの情報発信

＜内 容＞ ルート周辺のサイクルステーションや自転車店、観光情報などを

掲載したマップや、必要な情報を検索できるスマートフォン対応

ＷＥＢサイト情報の充実、メルマガなどにより情報を発信

○サイクルステーションの登録（拡充）

＜内 容＞ サービス：トイレ、エアポンプ等の貸し出し施設

新規登録：６１か所程度

登録：タペストリーの提供、ＷＥＢサイト等でのＰＲ

○サイクリングイベントの開催

＜内 容＞ 初級者から上級者まで幅広いサイクリストが楽しめるコースなど

＜参 加＞ １,０００人規模

○サイクリングナビゲーションの活用

サイクリングナビゲーションを活用し、サイクリングコース・お薦め観光スポッ

ト等の紹介

2018実績

◇モバイルスタンプラリーの実施

＜時 期＞ ８月１日～３１年３月２４日

＜内 容＞ ＷＥＢサイトからユーザ登録を行い、各チェックポイント設置看

板のＱＲコードを読み取り、電子スタンプを獲得

チェックポイント：県内４５か所

＜賞 等＞ パーフェクト賞：１人（賞品：「TREK」ロードバイク）

パーフェクト達成者には「達成証」と「オリジナルサコッシュ」

＆「ステッカー」をプレゼント
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山岳賞：３人（賞品：オリジナルジャージ）

山岳ポイント５か所（高野山観光情報センター、山の家 おいし、

千葉山、道の駅 田辺市龍神ごまさんスカイタワー、那智の滝）

をすべて達成

３０ポイント賞：５人

（賞品：サイクリストに優しい宿ペア宿泊券 ３万円程度）

エリアクリア賞：１５人（賞品：地元特産品）

インスタ賞：１０人（賞品：地元特産品）

＜参加者＞ １，４２６人（男性１，１９７人 女性２２９人）

１０代以下：２５人、２０代：１７２人、３０代：３１３人、

４０代：５４０人、５０代：２９５人、６０代以上：８１人

大阪４０２人、兵庫５８人、奈良５２人、京都２８人、愛知２１

人、三重２０人、東京１４人、滋賀１１人、神奈川１０人、

和歌山７６９人

◇Instagram投稿キャンペーンの実施

＜時 期＞ ８月１日～３１年３月２４日

＜賞品等＞ 地元特産品 １０人

＜投稿数＞ ７５３件

◇「サイクリストに優しい宿」の認定

＜認定申請＞ ５５件（３１年３月３１日現在）

＜内 容＞ 下記条件を満たす県内宿泊施設を「サイクリストに優しい宿」と

して、県・県観光連盟が認定し、認定プレートを交付

＜条 件＞ 【必須サービス）】

①自転車の屋内保管（自転車を組み立てた状態で、客室への持

ち込みが可能、一般客の立ち入らない施錠可能な場所（バッ

クヤードや車庫等）で保管が可能）

②「スポーツバイク対応の空気入れ」及び「修理工具」の貸出

③手荷物一時預かり(チェックイン前/チェックアウト後）

④宅配便（自転車を含む）の受取・発送サービス

【あればより良いサービス（任意サービス）】

①洗濯機/脱水機の貸出、またはランドリーサービス(即日/翌日

渡し)

②自転車の洗浄・作業用スペース

③周辺のサイクリングロードやサイクルステーションなどの案

内

※認定施設は、和歌山県サイクリング総合サイトに掲載

◇「サイクリストに優しい空港」の認定

＜認定施設＞ 南紀白浜空港（平成３０年１２月２７日認定）

＜内 容＞ サイクリストを歓迎する“南紀白浜空港”を「サイクリストに優し

い空港」として、県・県観光連盟が認定し、認定プレートを交付
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＜理 由＞ ・バイクラックの設置

・「スポーツバイク対応の空気入れ」及び「自転車工具」の貸出

・自転車作業用スペースの確保

・着替コーナーの設置

◇「水の国、わかやま。」キャンペーン 詳細5頁

水と親しむサイクリングロードを紹介

◇サイクリングロード利用促進事業（観光関係／主管：県地域政策課）

○サイクルステーションの設置

＜内 容＞ 民間の店舗や公共施設等で、空気入れやトイレを貸りることが

できる施設のほか、さらにバイクラックの設置や修理道具の貸

し出しなどができる施設などを登録

県内２３９か所 （３１年３月３１日時点）

○サイクリングコースマップ

＜内 容＞ 県内のおすすめサイクリングコース、コース周辺の観光情報や

サイクリングの注意箇所などを掲載 ３万部

英語版発行（３１年３月） ５，０００部

＜展開先＞ 県内市町村、近畿圏内スポーツバイク販売店、近畿圏内各サイ

クリング協会等

○和歌山県サイクリング総合サイト

＜内 容＞ 県内の周遊ルートやサイクルステーション、サイクリストに優

しい宿など、サイクリング情報の総合サイトを開設

○わかやまサイクリングフェスタ2018の開催

＜時 期＞ ３１年３月２３日 前日イベント･開会セレモニー･前日祭

３１年３月２４日 大会参加者 約１，０００人

＜コース＞ ①世界遺産高野山センチュリーライド（上級者向け）

約１５１ｋｍ

②ロングライドとグルメのよくばりランド（中級者～上級者向

け） 約９８ｋｍ

③うまいもん満喫グルメライド（初級者～中級者向け）

約６５ｋｍ

④紀の川サイクリングロードとサイクルトレイン（初級者～中

級者向け） 約７４ｋｍ

＜主 催＞ わかやまサイクリングフェスタ実行委員会

◇川のサイクリングロード魅力発信事業（観光関係／主管：那賀振興局企画産業課）

○紀の川サイクリストおもてなしスポットの増設

＜内 容＞ ・２８年度より展開している「紀の川サイクリストおもてなし

スポット」を５か所追加。（計５７か所）

・紀の川市・岩出市内にあるレストランや土産物店などの店舗

にバイクラック、空気入れ及び工具を常備

・のぼりとステッカーが目印
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・サイクリングマップ「KINOKAWA ぐるリン♪マップ」で

おもてなしスポットを紹介

○きのかわ みちくさ♪Sweetsサイクリング

＜時 期＞ １０月２７日

＜コース等＞ グループ走行で紀の川サイクリストおもてなしスポット（岩出

市内）を巡りシールラリーに参加するグルメライド

約２０ｋｍ 参加８人

＜主 催＞ 紀の川エリア観光サイクリング推進協議会

○きのかわ ぐるリン♪ラリー

＜時 期＞ １０月１日～１２月２１日

＜内 容＞ 紀の川サイクリストおもてなしスポットを自転車で巡ってシー

ルを集めると枚数に応じて賞品が当たるラリーイベント

＜展 開＞ 那賀振興局、紀の川市、岩出市、県、町のじてんしゃ修理屋さ

ん、ＪＲ和歌山線岩出駅、粉河駅、和歌山電鐵貴志川線貴志駅、

紀の川サイクリストおもてなしスポット ５７か所

＜主 催＞ 紀の川エリア観光サイクリング推進協議会

○いちご狩りサイクリング＆フルーツピザ作り体験ｉｎぷるぷる博覧会３

＜時 期＞ ３１年３月１７日

＜コース等＞ 平池緑地公園を発着地に、いちご狩りやフルーツピザ作りを体

体験しながら、貴志駅や農家のジェラート屋さんを巡るグルメ

ライド

約１８ｋｍ 参加１０人

＜主 催＞ 紀の川エリア観光サイクリング推進協議会

◇その他（ＰＲ協力）

○RIDE ON SUSAMI2018 サイクルアドベンチャー南紀

～古座川Round～

＜時 期＞ １１月２４日

＜コース等＞ 大自然の懐を走り抜ける、ダイナミックなコースを楽しめる

約１４０ｋｍと約７４ｋｍの２コースのファンライド

・チャレンジコース(約１４０ｋｍ)

・アドベンチャーコース(約７４ｋｍ)

参加５４０人

＜主 催＞ すさみ町サイクリング大会実行委員会

○紀南シーサイドグルメツアー2018

＜時 期＞ １１月２４日

＜コース等＞ 紀宝町、御浜町、熊野市、新宮市に配置された複数のチェッ

クポイントを好きなルートで走ってポイントを巡る、ショー

トからロングまで楽しめるサイクリング。

参加１１０人

＜主 催＞ ＮＰＯ法人スポーツプロデュース熊野
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○サイクルモードインターナショナル2018に出展 再掲19頁

＜時期等＞ １１月９～１１日 幕張メッセ

＜内 容＞ サイクリング王国わかやまをＰＲ

＜来場者＞ ３日間 計２５，６６０人

○埼玉サイクルエキスポに出展 再掲19頁

＜時期等＞ ３１年２月１６～１７日 さいたまスーパーアリーナ

＜内 容＞ サイクリング王国わかやまをＰＲ

＜来場者＞ ２日間 計約２９，０００人

○サイクルモードライド大阪2019に出展（那賀振興局企画産業課）

＜時期等＞ ３１年３月２～３日 万博記念公園 東の広場

＜内 容＞ 川のサイクリングロード、サイクリング王国わかやまをＰＲ

＜来場者＞ ２日間 計１４，４３１人

Ⅱ 誘客宣伝

情報発信

有名自転車メーカー、有名アニメ、世界的に著名なサイクリストとのタイアップに

より、国内外に効果的な情報発信を行います。

◇メディア展開

○有名アニメとのタイアップ ＝ New＝
・和歌山の観光地の書下ろし

・WAKAYAMA８００モバイルスタンプラリーとの連動

・阪急阪神グループタイアップキャンペーンとの連動 詳細141頁

○世界的に著名なサイクリスト(インフルエンサー)の招へいによる発信

・インフルエンサーのＳＮＳ等を活用した発信

○有名メーカーとのタイアップ

・映像、雑誌等の情報発信におけるバイクの使用

・メディア展開に伴う協力

○雑誌、ＷＥＢによる情報発信

＜時 期＞ 随時

＜内 容＞ 健康関連雑誌・ＷＥＢ、自転車専門誌、サイクリング関連ＷＥＢ

◇パンフレット・特設ＷＥＢサイトによる情報発信

○県観光情報誌「紀州浪漫」による情報発信

＜時期等＞ 未定 １０万部

＜内 容＞ 「サイクリング王国わかやま」をテーマとした観光資源やモデル

コース、特別企画等を紹介

＜展 開＞ 全国のメディア、旅行会社、主要ＳＡ、書店（１６０店舗）等

○サイクリング専用パンフレットによる情報発信 ＝ New＝
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＜時 期＞ 令和元年８月～ 【日本語版・英語版】

＜内 容＞ お勧めのサイクリングコースや周辺の観光資源を紹介

○特設ＷＥＢサイト（県観光連盟）による発信

＜時 期＞ 随時

＜内 容＞ 県内の周遊ルートやサイクルステーション、サイクリストに優

しい宿・ブランディング映像など、サイクリング情報を発信

◇Ｆacebookを活用した情報発信

○「WAKAYAMA８００ サイクリング王国わかやま」公式ページの更新

＜時 期＞ 随時

◇広域連携による情報発信

・近畿２府４県が連携した広域サイクルルートを形成し情報を発信。

＜時 期＞ 随時

◇サイクリングイベントでの情報発信

○名古屋サイクルスポーツデイズ

＜時 期＞ ４月６～７日

＜場 所＞ イオンモール熱田（名古屋市）

＜内 容＞ 「サイクリング王国わかやま」をテーマとした観光素材やモデル

コースを来場者に紹介

○サイクルモードインターナショナル2019

＜時 期＞ 令和元年１１月２～４日

＜場 所＞ 幕張メッセ（千葉市）

＜内 容＞ 「サイクリング王国わかやま」をテーマとした観光素材やモデル

コースを来場者に紹介

2018実績

◇元有名ロードレーサー アルベルト・コンタドール氏の招へい

＜時期等＞ １１月５～８日（４日間）

主催 県、（公社）県観光連盟、ジェトロ和歌山

協力 トレック・ジャパン

＜内 容＞ アルベルト・コンタドール氏を招へいし、自身のＳＮＳで県内の

サイクリングロードや観光資源など和歌山県の魅力を世界に発信

走行場所：古座川、那智山、熊野古道

発信回数：Facebook４回（フォロワー：１００万人）

写真：３回 動画：１回

Instagram７回（フォロワー：６６万人）

写真：４回 動画３回

個人Instagram３回（フォロワー：６０００人）

Twitter：４回（フォロワー：１４８万人）

記事掲載：サイクルスポーツ（雑誌・ＷＥＢ）、産経デジタル（Ｗ
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ＥＢ(２回)）、バイシクルクラブ（雑誌、ＷＥＢ）、シ

クロワイアード（ＷＥＢ）、FRAME（ＷＥＢ）、キナンサ

イクリングチーム（ＨＰ（２回））、ザ・アース・バイ

クス（ＨＰ）、毎日新聞、読売新聞、紀伊民報シクロワ

イアード（ＷＥＢ）

◇阪急阪神グループタイアップキャンペーン 再掲22頁

最大のマーケットである「京阪神エリア」での効果的な情報発信と誘客を加速

させるため、阪急阪神グループが持つ多くの情報発信媒体を活用したタイアップ

による「今が旬わかやま」キャンペーンを実施

＜時 期＞ ９月１日～１０月３１日

＜内 容＞ ①阪急・阪神交通媒体の活用

・阪急電鉄

車内吊り

駅貼り 梅田、西宮北口、河原町ほか

・阪神電車

本線アドトレイン（梅田～神戸三宮）

駅貼り 梅田、西宮ほか

②沿線フリーペーパーへの情報掲載

・阪急電鉄沿線情報紙「TOKK」１回掲載

９月２５日号

③ＷＥＢ、ＳＮＳでの情報発信

・特設ページ開設 アクセス数 約４.６万人

・メールマガジン １０万人に７回配信

・Facebook フォロワー 約４万人

④ＷＥＢ、ハガキにてプレゼント応募受付実施

応募 １８，７６５件

・Facebook、Twitter、ブログ等でキャンペーン告知

◇メディア展開 再掲103頁

○新聞、雑誌、ＷＥＢ等

媒 体 名 テーマ 発行日等

ＪＡＬ機内紙 白浜～串本 ４月２７日

「SKY WORD（５月号）」 ライド

八重洲出版 世界遺産 ７月２０日

「CYCLE SPORTS（９月号）」 熊野ライド

紀州浪漫 夏号 水の国ぶらり旅 ６月 １日

サイクリング編

大阪スポーツ サイクリング王国 ８月２９日

「大阪スポーツ（８月２９日号）」 スタンプラリー

紀州浪漫 秋号 熊野ライド ９月 １日
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八重洲出版 世界遺産 ９月２０日

「CYCLE SPORTS（１１月号）」 高野山ライド

阪急電鉄沿線情報誌 WAKAYAMA８００ ９月２５日

「TOKK（１０月１日号）」 スタンプラリー

ＪＲ西日本鉄道沿線情報誌 WAKAYAMA８００ ９月２６日

「西NAVI（１０月号）」 スタンプラリー

piknik WAKAYAMA８００ １０月 ５日

「cycle１０月号」 スタンプラリー

産経デジタル 「Cyclist」 高野山・有田川 １０月１２日

ライド

産経デジタル 「Cyclist」 白崎・湯浅等 １０月２６日

ライド

八重洲出版 水の国 １１月２０日

「CYCLE SPORTS （１月号）」 ライド

枻出版社 冬こそ和歌山 １月１９日

「BiCYCLE CLUB （３月号）」 ライド

枻出版社 梅ライド ２月 １日

「BiCYCLE CLUB （ＷＥＢ・３月号）」 ～

枻出版社 水の国 ２月 ６日

「台湾版 BICYCLE CLUB」 ライド

枻出版社 水の国 ２月２０日

「BiCYCLE CLUB （４月号）」 ライド

紀州浪漫 春号 春ライド ３月 １日

ＪＡＬ 機内ビデオ 白浜ライド ３月１日～

３月３１日

枻出版社 水の国ライド ３月 ６日

「BiCYCLE CLUB （ＷＥＢ・４月号）」 ～

枻出版社 春ライド ３月２０日

「BiCYCLE CLUB （５月号）」

八重洲出版 海の絶景と ３月２０日

「CYCLE SPORTS （５月号）」 桃源郷ライド

自転車創業 紀の川ライド ３月２２日

「FRAMEチャンネル（YouTube）」

自転車創業 海の絶景ライド ３月２３日

「FRAMEチャンネル（YouTube）」

自転車創業 熊野ヒルクライム ３月２４日

「FRAMEチャンネル（YouTube）」

枻出版社 桃源郷ライド ３月３１日

「BiCYCLE CLUB （ＷＥＢ・５月号）」 ～

八重洲出版（ムック本） サイクリング王国 ３月 末頃
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「ニッポンの自転車旅 和歌山県」 わかやま

自転車創業 和歌山ライド ３月 下旬

「FRAME（ＷＥＢマガジン）」

○公式Facebook

＜時 期＞ ３１年１月１６日～

＜内 容＞ 「WAKAYAMA８００ サイクリング王国わかやま」

県内のサイクリングコースやブランディング映像、サイクリス

トに優しい宿等を紹介

いいね！４，９９３人 フォロー５，２６８人

投稿数 １１０回（３１年３月２９日現在）

＜備 考＞ Facebookページ開設について下記媒体で紹介

１ サイクルスポーツ.jp ３１年１月２６日掲載

２ 産経デジタル Cylist ３１年１月２７日掲載

３ BiCYCLE CLUB 公認ファンページ ３１年１月２９日掲載

４ トレック・ジャパン公式ページ ３１年２月１３日掲載

◇和歌山サイクリングムック本制作

＜時 期＞ ３１年３月３０日

＜タイトル＞ 『ニッポンの自転車旅 和歌山県』

＜内容等＞ 八重洲出版発行「CYCLE SPORTS」で年間４回の掲載内容にさらに

コースやおすすめスポット、サイクリストに優しい宿情報等を追

加してムック本を制作。全国書店で販売展開

◇観光ＰＲポスター掲出（５連）

＜時 期＞ ７月 全国ＪＲ主要駅等 約１,０００か所

＜内容等＞ Ｂ１、サイクリング王国わかやまの告知

◇サイクルモードインターナショナル2018に出展 再掲15頁

＜時期等＞ １１月９～１１日 幕張メッセ

＜内 容＞ サイクリング王国わかやまをＰＲ

＜来場者＞ ３日間 計約２５,６６０人

◇埼玉サイクルエキスポに出展 再掲15頁

＜時期等＞ ３１年２月１６～１７日 さいたまスーパーアリーナ

＜内 容＞ サイクリング王国わかやまをＰＲ

＜来場者＞ ２日間 計約２９，０００人

◇ＪＲ西日本主催「観光素材説明会」の提案資料へ掲載 詳細151頁

◇都市圏プロモーションでの発信（夏プロモーション）

＜時 期＞ ６月２６日～７月６日

＜内 容＞ 新聞社等訪問（記事掲載）
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(３)『わかやま歴史物語』（歴史・浪漫）で和歌山を売り出す

神話の時代から近代に至るまで、和歌山県内には興味深い歴史・文化が豊富にありま

す。

こうした歴史・文化のストーリーに秘話やＳＮＳ映えスポット、食、温泉、体験など

の観光資源を組み合わせた１００の旅モデルを「わかやま歴史物語」として纏め、本県

で開催される「ねんりんピック紀の国わかやま2019」などで数多く来県されるシニア層

へ提案するとともに、メディアや特設ＷＥＢサイトなどを活用し、本県のもつ歴史的な

価値や魅力を発信します。これに合わせて、お客様が歴史の舞台を訪ねながら、周遊を

楽しんでいただけるようスタンプラリーを実施します。

また、今年、創建1600年を迎えた世界遺産鬪雞神社や昨年、草創1300年を迎え令和２

年まで特別拝観などが続く西国三十三所など、各地で行われる記念行事やイベント情報

を発信するとともに、県内関係スポットへの誘客、周遊につなげます。

Ⅰ わかやま歴史物語

情報発信

◇ＷＥＢサイト、パンフレット等による情報発信

○特設ＷＥＢサイトによる情報発信

＜内 容＞ 歴史ストーリー、関連スポット、食、温泉、体験など、お客様が

楽しんで周遊いただける旅モデルを随時、特設サイトへ追加掲載

します。

○パンフレットによる情報発信

＜時 期＞ 随時

＜内 容＞ わかやま歴史物語（概要版、スタンプラリー冊子）

＜展 開＞ NEXCO西日本・中日本ＳＡ、近畿道の駅、鉄道（JR和歌山支社管

内）、紀陽銀行、きのくに信金、県内宿泊施設、県内市町村・観

光協会などに配置、ねんりんピック紀の国わかやま2019会場、各

種プロモーションでの配布

○雑誌、フリーペーパー等による情報発信

＜時 期＞ 随時

＜内 容＞ 人気モデルコースを情報誌、旅行雑誌、カルチャー誌等へ掲載

◇ねんりんピック紀の国わかやま2019での情報発信

＜時 期＞ 令和元年１０月

＜内 容＞ 県内開催地周辺の観光資源を組み合わせた旅行商品を掲載した大

会プログラムを、「わかやま歴史物語」のパンフレットとともに参

加者に事前に送付

◇歴史テレビ番組制作・放映促進

＜時 期＞ 未定

＜内 容＞ 歴史番組制作会社等に対してアプローチを行い、「わかやま歴史物
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語」のストーリーにスポットを当てた番組の制作・放送につなげ

ます。

2018実績

◇特設ＷＥＢサイトによる情報発信

＜内 容＞ １００の旅モデル

歴史ストーリーとともに、その関連スポット、食、温泉など

をモデルルートとして紹介。合わせて、歴史秘話、インスタ

映えスポットも掲載

URL: http://wakayama-rekishi100.jp

◇パンフレットによる情報発信

＜時 期＞ 随時

＜内 容＞ わかやま歴史物語（概要版）

＜展 開＞ NEXCO西日本・中日本ＳＡ、近畿道の駅、鉄道（ＪＲ

和歌山支社管内）、県内市町村・観光協会、和歌山県

情報発信イベント（名古屋県人会まつり、ツーリズ

ムEXPOジャパン2018など）、ねんりんピック富山2018会

場等で配置、各種プロモーションでの配布

＜配布数＞ 約１０万部

◇雑誌、新聞等による情報発信 再掲104頁

媒 体 名 テーマ 発行日等

紀州浪漫 夏号 ＷＥＢサイト、冊子 ６月 １日

阪急電鉄沿線情報誌 スタンプラリー、 ９月２５日

「TOKK（１０月１日号）」 ＷＥＢサイト

ＪＲ西日本鉄道沿線情報誌 スタンプラリー、 ９月２６日

「西NAVI（１０月号）」 ＷＥＢサイト

ＪＴＢパブリッシング ＷＥＢサイト、明恵上 ９月２７日

「ノジュール（１０月号）」 人 ※歴史物語チラシ

同梱４万部

徳島県政だより スタンプラリー、 ９月 下旬

ＯＵＲとくしま（１０月号） ＷＥＢサイト

デイリースポーツ 湯浅伝統的建造物群保 １１月２６日

存地区、錦花堂 等

紀州浪漫 冬号 スタンプラリー、ＷＥＢサイ １２月 １日

ト、龍神街道、和歌の浦、有

吉佐和子『紀ノ川』、熊野古道

交通新聞社 スタンプラリー、 １２月１０日

「旅の手帖（１月号）」 ＷＥＢサイト
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和歌山観光新聞 スタンプラリー、ＷＥ １月 ９日

Ｂサイト、南方熊楠

シルバー産業新聞 スタンプラリー ２月１０日

ジパング倶楽部（３月号） スタンプラリー、 ２月２５日

ＷＥＢサイト

産経新聞（夕刊） ＷＥＢサイト、湯浅伝 ２月２５日

統的建造物群保存地区、

興国寺、道成寺 等

中日新聞（朝刊） ＷＥＢサイト、 ２月２８日

スタンプラリー

読売Life（３月号） ＷＥＢサイト、冊子、 ３月 １日

道成寺

ＪＴＢパブリッシング ＷＥＢサイト、有吉佐 ３月 ８日

「大人の日帰り旅関西 2019」 和子『有田川』、

根來寺、粉河寺

◇プレスツアーの実施

わかやま歴史物語について情報発信を行うため、プレスツアーを実施

＜時期等＞ １０月３１日

＜参加者＞ ４社５人参加

デイリースポーツ、ＪＴＢパブリッシング･るるぶ、読売ライ

フ、産経新聞

＜内 容＞ 紀中の３つのストーリーゆかりの地を紹介。

・ストーリー３７ 日本料理の“味の原点”醤油の故郷を訪ねて

・ストーリー４２ 「日本無双」と称えられた道成寺縁起！安珍

・清姫の悲恋の物語

・ストーリー４３ 法燈国師（覚心）が創建した名刹興国寺～径

山寺味噌と虚無僧と天狗～

＜訪問箇所＞ 湯浅伝統的建造物群保存地区（甚風呂、角長、深専寺等）～興国寺～

菓子処 錦花堂～道成寺

＜掲 載＞ ３媒体（３１年３月現在）

◇阪急阪神グループタイアップキャンペーン 再掲17頁

最大のマーケットである「京阪神エリア」での効果的な

情報発信と誘客を加速させるため、阪急阪神グループが持

つ多くの情報発信媒体を活用したタイアップによる「今が

旬わかやまキャンペーン」を実施

＜時 期＞ ９月１日～１０月３１日

＜内 容＞ ①阪急・阪神電鉄交通媒体への広告掲出

・阪急（全線）

車内中吊りポスター（全車両 約１,４５０枚）

・阪神（梅田駅～山陽姫路駅間）
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１編成（６両）全てにポスター（中吊り、ドア横）掲出

・駅貼りポスター

阪急・阪神全線の主要駅を中心に掲出

②阪急電鉄沿線情報紙「TOKK」に掲載

・時期：１０月１日号（９月２５日発行）

・内容：あなたはどっち？？ 和歌山の歴史と触れ合うか

アクティブに和歌山を楽しむか

③和歌山の逸品「プレミア和歌山」推奨品等プレゼント

・期間：９月１日～１０月３１日

・内容：クイズに答えると、抽選で１１８名様に和歌山県へ

の旅行や和歌山の逸品「プレミア和歌山」推奨品を

プレゼント

・応募：１０,７６１件

④ＷＥＢ、ＳＮＳでの情報発信

・特設ページ開設：アクセス数 約３万人

・メールマガジン：１０万人に５回配信

◇都市圏プロモーションでの発信（夏・春プロモーション） 詳細142頁

＜時 期＞ 夏：６月２６日～７月６日

春：３１年２月１日～３月１日

＜内 容＞ 新聞社等訪問（記事掲載）

◇メールマガジン配信（ねんりんピック紀の国わかやま2019メールマガジン）

＜時期等＞ ３１年３月末時点 １８回発行

＜登録者＞ ３２０人

受入体制の整備

◇「１００の旅モデル」周遊スタンプラリーの実施

＜時 期＞ ３０年１０月１日～令和２年３月２０日

＜内 容＞ 県外からの誘客及び周遊を促進するため、「わかやま歴史物語」で

紹介されている「１００の旅モデル」の関連施設等を巡るスタンプ

ラリーを継続して実施します。

2018実績

◇わかやま歴史物語スタンプラリー１００の実施

＜内 容＞ 「わかやま歴史物語」で紹介されている

「１００の旅モデル」を巡るスタンプラリ

ーを実施。

＜時 期＞ 第１期：１０月１日～３１年３月２０日

＜ルール＞ ①スタンプラリー冊子を入手
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②スタンプ設置箇所に行き、スタンプ押印帳（冊子に添付）に

押印し、順次スタンプを収集

③抽選に応募 ※１００個のスタンプを集めた方のみ応募可能

④各実施期間終了毎に、応募者の中から抽選で豪華賞品を贈呈

＜規 格＞ Ａ４サイズ カラー、６６ページ、７５,０００部
＜賞 等＞ 達成者全員に、記念盾を贈呈。また、抽選で旅行券や「プレミ

ア和歌山推奨品」を贈呈。

＜達成者＞ ９６人（３１年３月２０日現在）

◇パンフレットによる情報発信

＜時 期＞ 随時

＜内 容＞ わかやま歴史物語（スタンプラリー）

＜展 開＞ NEXCO西日本・中日本ＳＡ、近畿道の駅、鉄道（ＪＲ和歌山支社管内）、

県内市町村・観光協会、紀陽銀行、きのくに信用金庫、カルチャーセ

ンター、大阪府高齢者大学校、和歌山県情報発信イベント（名古屋

県人会まつり、ツーリズムEXPOジャパン2018など）、ねんりんピック富

山2018会場等で配置、各種プロモーションで配布

＜配布数＞ 約９万部

旅行商品造成

◇都市圏プロモーションでの提案 詳細141頁

都市圏の主要旅行会社を訪問し、観光素材やモデルコースの提案を行い、旅行商品

の造成や販売促進につなげます。また、テレビ局や新聞社など主要メディアをキャン

ペーンスタッフをはじめご当地キャラクターなどが訪問し、情報発信を行います。

＜時 期＞ 令和元年６～７月 旅行会社訪問（夏プロモーション）

令和２年２～３月 旅行会社訪問（春プロモーション）

◇旅行会社への商品造成・販売アプローチ

＜時 期＞ 未定

＜内 容＞ シニア層の利用が期待できるバス会社及び新聞社系列の旅行会社に

対して具体的モデルコースを提示して旅行商品企画・販売を働きか

けます。

2018実績

◇ＪＲ西日本主催「観光素材説明会」の提案資料へ掲載 詳細151頁

◇四国プロモーションでの発信 詳細139頁

＜時 期＞ ７月４～５日、１０月２４日

＜内 容＞ 旅行会社訪問
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Ⅱ 周年事業

今年、鬪雞神社は創建 1600年の記念の年であり、また昨年、草創 1300年を迎えた西
国三十三所も記念事業については、令和元年１２月３１日まで開催されることから、地

域で行われる記念行事やイベント等とあわせて積極的に情報発信していきます。

①鬪雞神社創建 1600年 ＝ New＝
平成２８年に世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に追加登録された鬪雞神社（田辺

市）は熊野三山の別宮的な存在で、允恭８年（419年）に創建されて以来、平成３１年（2

019年）で1600年を迎えます。これを記念し奉祝期間（１月１日～１２月３１日）に奉納

行事や記念事業が執り行われます。これらを情報発信し、当エリアへの誘客につなげま

す。

記念事業

◇講演会

＜時 期＞ ４月

＜内 容＞ 鬪雞神社創建 1600年記念講演会を開催
テーマ：南方熊楠（予定）

◇例大祭「田辺祭」

＜時 期＞ 令和元年７月２４日、２５日

＜内 容＞ 例大祭「田辺祭」と連動した企画（詳細は未定）

◇奉納記念コンサート

＜時 期＞ 令和元年９月

＜内 容＞ 地元出身者アーティストの奉納記念コンサート

◇企画展

＜時 期＞ 令和元年１０月

＜内 容＞ 安藤家入城４００年記念企画展

◇弁慶まつり

＜時 期＞ 令和元年１０月初旬

＜内 容＞ 弁慶まつりと連動した企画（詳細は未定）

◇その他

山祝餅の振る舞いイベント（令和元年１０月）、街なか散策ウォークイベント（令和

元年１１月）、鬪雞神社創建 1600 年記念「薪能（能楽）」イベント（令和元年１１
月）、徳川御三家附家老 サミット（令和元年１１月）、鬪雞神社創建 1600 年記念
シンポジウム（令和元年１２月） 等

実施主体：世界遺産鬪雞神社創建千六百年記念事業推進協議会

（事務局／田辺観光協会）

構成団体：田辺商工会議所、田辺観光協会、同神社総代会、交通会社、紀伊民報等

３８団体

②西国三十三所草創 1300年
日本の観音及び巡礼文化のはじまりである西国三十三所の巡礼は、長谷寺の徳道上人
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が閻魔大王から巡礼によって人々を救うように託宣を受け、養老２年（718年）に始め

たと伝わるもので、昨年、草創 1300 年を迎えました。記念事業については、西国三十
三所札所会（事務局：京都府京都市）が中心となり、記念の年を含め令和２年１２月ま

での５年間、記念事業が実施され、県内に所在する三寺院においても特別な事業が継続

されます。これらの記念事業にあわせ、県内周遊を促進するための取組、各種ＰＲを継

続して実施します。

◇和歌山県の札所 第一番札所 那智山青岸渡寺

第二番札所 紀三井山金剛宝寺（紀三井寺）

第三番札所 風猛山粉河寺

＊西国三十三所とは

養老２年（718年）、観音菩薩が人々を救うために示したとされる観音霊場のルーツ。その後、「観

音菩薩は３３の姿に身を変えて人々を救う」という教えのもと「西国三十三所」と総称され、各寺

院は「札所」となって順番に参拝する巡礼文化が生まれました。総距離は約１，０００km、札所は、

近畿２府４県、岐阜県にあります。

記念事業

◇スイーツ巡礼(西国三十三所札所会)

＜時 期＞ ２８年２月～（実施中）

＜内 容＞ 各地の銘菓と一緒に楽しむ巡礼の旅を提案

◇限定御朱印「特別印」の授与(西国三十三所札所会)

＜時 期＞ ２９年１月～令和２年

＜内 容＞ 全ての寺院で限定御朱印「特別印」を授与

◇特別拝観(西国三十三所札所会)（他の寺院も開催、日程は異なる）

＜時 期＞ 那智山青岸渡寺 ４月１５日～令和元年５月７日

紀三井山金剛宝寺（紀三井寺）

３月２３日～令和元年５月６日

※１２時～１３時と御祈祷時間を除く

風猛山粉河寺 ３月２３日～令和元年５月６日

＜内 容＞ 那智山青岸渡寺 那智山経塚出土仏像

紀三井山金剛宝寺（紀三井寺） 御前立十一面観音像・梵天・帝

釈天 三像特別拝観

風猛山粉河寺 本堂裏側（北側） 観音様の御開帳

青岸渡寺 紀三井寺 粉河寺

◇草創1300年記念 特別展開催

＜時 期＞ 令和２年春頃（予定）

＜内 容＞ 「聖地をたずねて―西国三十三所の信仰と至宝―」（仮称）
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＜開催地＞ 京都国立博物館

◇特別御開帳 ※一部の寺院で実施

＜時 期＞ 令和元年５月～

＜内 容＞ 令和元年５月１日に平成から新元号へ移行する（予定）ことを記念し、

御本尊（秘仏）を特別御開帳

※一部の寺院では、新元号への移行と関係なく、通常の御本尊の御開帳も実施

◇草創1300年記念「お砂踏み※」

＜時 期＞ 令和元年秋頃（予定）

＜内 容＞ 坂東札所霊場会（坂東三十三所観音）と秩父札所連合会（秩父札所三

十四ヶ所観音霊場）と連携し、東京で西国三十三所のＰＲ事業を実施

＜開催地＞ 東京都

＜主催等＞ 西国三十三所札所会 特別協力：坂東札所霊場会、秩父札所連合会

※西国三十三所等の札所の砂を踏めば、実際に巡礼したのと同じ御利益があると

される風習。

◇開創１２５０年記念事業(紀三井寺)

＜時 期＞ 令和２年中

＜内 容＞ 秘仏御開帳（予定） ※他の事業については未定

2018実績

◇スイーツ巡礼(西国三十三所札所会)

＜時 期＞ ２８年２月～（実施中）

＜内 容＞ 菓子を食べ歩きながら、各札所を巡礼するユニークプラン

・那智山青岸渡寺

じゃばらタルト、じゃばら蜂蜜ジュレ、じゃばらピール、

熊野詣餅、那智黒飴

・紀三井山金剛宝寺（紀三井寺）

三井水功徳玉子せんべい、花蜜ロール

・風猛山粉河寺

はっさくプーロ、きのくにシュトーレン

鞆淵の黒豆大福、３番スイーツコーヒーセット

◇限定御朱印「特別印」の授与(西国三十三所札所会)

＜時 期＞ ２９年１月～（実施中）

＜内 容＞ 全ての寺院で限定御朱印

「特別印」を授与

◇特別拝観(西国三十三所札所会) ※他の寺院も開催、日程は異なる

＜時 期＞ ３１年３月２４日～令和元年５月７日

＜内 容＞ 那智山青岸渡寺 那智山経塚出土仏像拝観

紀三井山金剛宝寺（紀三井寺） 本堂内陣特別拝観

風猛山粉河寺 薬師堂御本尊「薬師如来座像」御開帳
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◇両詣 那智山青岸渡寺西国三十三所草創1300年、熊野那智大社御創建1700年

記念事業『甦りの旅は、祈りの熊野から』

＜時 期＞ １０月２１日

＜開催地＞ 那智山青岸渡寺 三重塔の前

＜参加者＞ ５５０名

＜内 容＞ 西国三十三所草創 1300年、熊野那智大社御創建 1700年を記
念し、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の中でも独特の信

仰を育み続けてきた聖地としての那智山で様々なイベントを開

催

＜プログラム＞ 第１部

「永久への回帰」演奏 ※ほら貝、ハンドパン、打楽器演奏

第２部

・Kazuhisa Chikadaiによるハンドパンの演奏

テーマ：「あまつかなた」

・座談会

テーマ：「甦りの旅は、祈りの熊野から」

出演者：（パネリスト）

那智山青岸渡寺副住職 高木亮英

熊野那智大社宮司 男成洋三

大本山石山寺座主 鷲尾遍隆

（コーディネーター）

和歌山県商工観光労働部長 山西毅治

・熊野那智大社による神楽「那智の瀧舞」

・那智山青岸渡寺熊野修験による「山伏問答」

・西国三十三所札所会三十三寺による「読経」

＜主催等＞ 那智勝浦町観光協会、共催：西国三十三所札所会

後援：西国巡礼地域連携協議会

旅行商品造成

◇周遊促進ノベルティの配布

来訪者に西国三十三所を周遊する動機付けを行うためのノベルティを制作し、「西

国三十三所草創 1300年特別記念品」として提供（協賛）します。
＜時 期＞ ２９年８月１日～令和元年１２月３１日

＜内 容＞ 条件を満たした団体ツアーに対する協賛として日本手ぬぐいを付与

◇都市圏プロモーションでの提案（夏プロモーション） 詳細141頁

各都市圏の主要旅行会社を訪問して、観光素材やモデルコースの提案を行い、旅

行商品の造成や販売促進につなげます。また、テレビ局や新聞社など主要メディア



- 29 -

をキャンペーンスタッフやご当地キャラクターなどで訪問し、「わかやま歴史物語」、

「サイクリング王国わかやま」、「水の国、わかやま。」、世界遺産登録１５周年記念

事業、西国三十三所草創 1300年事業などについて、記事等での露出を図ります。
＜時 期＞ 令和元年６～７月 旅行会社訪問（夏プロモーション）

令和２年２～３月 旅行会社訪問（春プロモーション）

2018実績

◇周遊促進ノベルティの配布

＜期 間＞ ２９年８月１日～

＜内 容＞ 条件を満たした団体ツアーに対

する協賛として日本手ぬぐいを

付与 ５社４１５枚（３１年３月１５日時点）

◇四国プロモーションでの発信 詳細139頁

＜時 期＞ ７月４～５日、１０月２４日

＜内 容＞ 旅行会社訪問

◇ＪＲ西日本主催「観光素材説明会」の提案資料へ掲載 詳細151頁

◇旅行商品造成 ７６件

○商品内容

＜愛トラベル＞

・「西国三十三ヶ所観音霊場 太平洋の絶景パノラマ参り」

＜阿波観光バスサービス＞

・「草創 1300年 お先達と巡る西国三十三観音霊場の旅」

＜愛媛バス＞

・「西国三十三所観音霊場」

＜クラブツーリズム＞

・「＜こころの旅（お参りの旅）＞(全６回シリーズ)西国三十三所

第１回 ２日間」

・「＜こころの旅（お参りの旅）＞(全３回シリーズ)西国三十三所

第１回 ４日間」

・「＜こころの旅（お参りの旅）＞(全２回シリーズ)西国三十三所

前半 ５日間」

・「＜こころの旅（お参りの旅）＞西国三十三所 全周 １０間」

・「＜こころの旅＞＜全１４回＞第１回・西国三十三所(１番)」

・「＜こころの旅＞＜全１４回＞西国三十三所 第２回(２・３番)」

・「＜こころの旅＞＜全６回＞西国三十三所 第１回(１～３・５番)」

・「西国三十三所 全周 １０日間＜こころの旅＞ （計２件）」

・「朱印帳プレゼント付♪全１２回＊３３個の記念朱印を集めよう！

第１回 日帰り」

・「全１２回＊御朱印集め初心者オススメ♪３３個の記念朱印を集めよう！
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第２回 日帰り」

・「西国三十三所３３個の記念朱印 第９回「青岸渡寺」と熊野那智大社へ」

＜サンケイトラベル＞

・「西国三十三所草創 1300年 西国三十三所観音霊場巡拝 第１回」

・「西国三十三所草創 1300年 西国三十三所観音霊場巡拝 第３回」

＜山陽バス＞

・「西国三十三所観音霊場めぐり 第６回」

＜ジェイジェイ旅行センター＞

・「草創 1300年記念･西国観音霊場の達人｢公認先達｣と巡る・
６回コース」

＜ＪＴＢ＞

・「～巡礼の旅 祈りの道～ 西国三十三所全周の旅 ６日間」

・「西国三十三所巡礼の旅 第２回 第２・３番 日帰り」

＜神姫バス＞

・「草創 1300年記念 西国三十三ヶ所 －巡礼の旅－ 第７回」

＜第一観光＞

・「第１回 西国三十三所観音霊場（バス遍路・フェリー利用）」

・「第２回 西国三十三所観音霊場（バス遍路・フェリー利用）」

＜ツーリスト洲本＞

・「やすらぎの霊場巡りツアー西国三十三ヶ所霊場めぐり」

＜東鉄観光＞

・「とうてつグリーンツアー西国三十三観音巡拝の旅」

＜徳バス観光サービス＞

・「草創 1300年 西国三十三ヶ所全周まいり」

・「西国三十三ヶ所 第４回 １番～４番」

＜トラベル日本＞

・「西国三十三所特別拝観 巡礼の旅 第１回」

・「西国三十三所特別拝観 巡礼の旅 第３回」

＜阪急交通社＞

・「第１回 西国三十三所巡礼の旅（１番） 日帰り （計４件）」

・「第２回 西国三十三所巡礼の旅（２・３・４番） 日帰り （計４件）」

・「西国三十三所巡礼の旅（全周） ６日間」

・「西国三十三観音霊場全周 ８日間」

・「第４回 西国三十三所巡礼の旅 日帰り （計２件）」

・「第８回 西国三十三所巡礼の旅 日帰り （計２件）」

＜名鉄観光＞

・「第１回 西国三十三所（１番） 日帰り」

＜名阪近鉄旅行＞

・「巡礼の旅西国三十三ヶ所 第１回（計３件）」
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・「巡礼の旅西国三十三ヶ所 第２回（計３件）」

＜読売旅行＞

・「西国三十三所巡礼の旅（計１０件）」

・「新元号スタート！西国三十三ヶ所巡礼の旅 （計８件）」

・「第一回『西国三十三観音札所めぐり（１番～９番＋番外）』

４日間（計４件）」

・「第七回 公認先達と行く！西国三十三ヵ所巡礼の旅」

・「第３回 西国三十三ヶ所巡礼の旅 １泊２日 １番～３番

那智大社・熊野本宮大社」

＜両備バス＞

・西国三十三観音めぐり（第３回：１番～３番）

受入対策

◇「西国三十三所草創1300年」記念 三寺巡拝スタンプラリー

＜時 期＞ ３１年１月１日～令和２年１２月３１日

＜内 容＞ ３寺全て巡拝で、西国第１番から第３番札所の

宝印等をデザインした日本手ぬぐいを進呈。

◇特別木札の販売（那智勝浦町観光協会）

＜時 期＞ ２９年１月から継続販売中

＜内 容＞ 熊野那智大社や那智山青岸渡寺のほか、飲食店、

土産店など全２５ヶ所のスポットで特典が受け

られる特別木札を販売 ３００円

2018実績

◇特別木札の販売（那智勝浦町観光協会)

＜時 期＞ ２９年１月～

＜内 容＞ 熊野那智大社や那智山青岸渡寺のほか、

飲食店、土産店など全２５か所のスポット

で特典が受けられる特別木札を販売

３００円

◇西国三十三所草創 1300年、熊野那智大社御創建 1700年インスタラリー
＜時 期＞ ６月～３１年３月 再掲37頁

＜内 容＞ ＳＮＳでインスタラリー協力店舗と那智勝浦の観光地の写真合

計２枚を＃なちかつインスタラリーをつけて投稿すると、特製

手ぬぐいもしくはクリアファイルを進呈。

◇周遊促進ノベルティの配布

＜時 期＞ ２９年８月１日～３０年１２月３１日（四社寺巡拝スタンプラリー）
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３１年１月１日～令和元年１２月３１日（三寺巡拝スタンプラリー）

＜内 容＞ 「西国三十三所草創1300年」記念「熊野那智大社御創建1700年」

記念 四社寺巡拝スタンプラリー

３寺全て巡拝で、西国第１番から第３番札所の宝印等をデザ

インした日本手ぬぐいを進呈。さらに、熊野那智大社を巡拝

すると、抽選で特別記念硯を進呈

「西国三十三所草創1300年」記念 三寺巡拝スタンプラリー

３寺全て巡拝で、西国第１番から第３番札所の宝印等をデザ

インした日本手ぬぐいを進呈。

＜内 容＞ 個人向け「４社寺巡拝スタンプラリー」

３寺全て巡拝で、西国第１番から第３番札所の宝印等をデザ

インした日本手ぬぐいを進呈。さらに、熊野那智大社を巡拝

すると、抽選で特別記念硯を進呈

＜備 考＞ 手ぬぐい ３０，１０５枚配布（３１年３月１５日時点）

硯応募 ５，９２８通

誘客宣伝

◇情報発信

○雑誌、フリーペーパー等の情報発信

＜時 期＞ 随時

＜内 容＞ 歴史専門雑誌、旅行雑誌、女性誌等へ掲載

2018実績

◇雑誌、新聞等による情報発信 再掲107頁

媒 体 名 テーマ 発行日等

枻出版社 熊野那智大社御創建 1700年 ８月６日

「DiscoverJapan（９月号）」 西国三十三所草創 1300年

阪急電鉄沿線情報誌 〃 ９月２５日

「TOKK（１０月１日号）」

ＪＲ西日本鉄道沿線情報誌 〃 ９月２６日

「西NAVI（１０月号）」

和歌山観光新聞 西国三十三所草創 1300年 １月９日

紀州浪漫 春号 三寺巡拝スタンプラリー ３月１日

読売Life（３月号） 粉河寺 ３月１日

◇テレビ番組

＜番 組＞ 和歌山県広報番組「きのくに２１／知事と語る」

＜内 容＞ 「西国三十三所第二番札所 紀三井寺」をテーマに、知事と紀

三井山金剛宝寺 前田住職との対談
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＜放 送＞ ５月２７日 ９：３０～１０：００

１８：３０～１９：００（再）

◇都市圏プロモーションでの発信（夏・春プロモーション） 詳細142頁

＜時 期＞ 夏： ６月２６日～７月６日

春：３１年２月１日～３月１日

◇観光ＰＲポスター掲出（５連）

＜時 期＞ ７月 全国ＪＲ主要駅等 約１,０００か所

＜内容等＞ Ｂ１、西国三十三所草創 1300年の告知
◇バナー掲載

＜内 容＞ 西国三十三所札所会のホームページ（トップ

ページ）に、三寺巡拝スタンプラリーのバナーを掲載

③熊野本宮大社御創建 2050年（平成３０年）
記念行事・奉納行事等

2018実績

◇熊野本宮大社

○御創建 2050年奉祝式年大祭
＜時 期＞ ４月１１～１５日

＜内 容＞ 歌唱奉納、湯登神事、宮渡神事、本殿祭、渡御祭 等

○その他の神事等（抜粋）

＜時 期＞ １０月１３日

＜内 容＞ 湯登神事、八咫の火祭り

○宝物殿特別拝観（有料）

＜時 期＞ １月１日～１２月３１日

＜内 容＞ 鉄湯釜、熊野坐神社明細図書、後鳥羽院熊野御幸記、神額、

熊野本宮大社本殿千木、熊野本宮大社社蔵能面、

熊野本宮八葉曼荼羅

○記念品

＜時 期＞ １月１日～１２月３１日

＜内 容＞ 御創建 2050年記念御朱印帳、記念御朱印、ピンバッチ 等

受入対策

2018実績

◇世界遺産「高野・熊野夢舞台」コンサート開催
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＜時期等＞ ９月９日 熊野本宮大社旧社地 大斎原

＜出演者＞ シャンソン歌手 クミコ

＜参加者＞ ４００名

＜内 容＞ ・テレビ①

熊野エリアの魅力を中心に紹介するテレビ番組を制作、放映

１０月１５日 朝日放送「おはよう朝日です」

・テレビ②

紀伊山地の霊場と参詣道、熊野本宮大社、熊野本宮温泉郷（湯

峰温泉、渡瀬温泉、川湯温泉）等を紹介するテレビ番組を制

作、放映

１２月１４日 テレビ神奈川、テレビ埼玉、千葉テレビ放

送

１２月１９日 びわ湖放送、テレビ和歌山

１２月２０日 サンテレビ、岐阜放送

１２月２８日 三重テレビ放送

◇内山りゅう写真展開催

＜時 期＞ １１月２３日～３１年１月２７日

＜場 所＞ 世界遺産熊野本宮館 北棟展示スペース

＜テーマ＞ 「熊野の森と水」 ～そこに息づく１０８の生きものたち～

◇森谷修写真展開催

＜時 期＞ ３１年２月１～２８日

＜場 所＞ 世界遺産熊野本宮館 北棟展示スペース

＜内 容＞ 「熊野 プラチナプリント写真展」

◇大鳥居ライトアップ

＜時 期＞ ４月２８日～５月６日

＜場 所＞ 熊野本宮大社旧社地 大斎原

旅行商品造成

2018実績

◇阪急交通社とタイアップした新聞広告

台風２０号などの風水害により、甚大な被害を受けた川湯

温泉を中心とした熊野エリアの旅行商品等に関する新聞広告

を掲載

＜媒 体＞ 読売新聞 朝刊

＜掲載日＞ ３１年１月１６日

＜部数等＞ 約１６０万部

※滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
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＜タイトル＞ 甦りの聖地熊野へ ～熊野本宮温泉郷で癒されませんか～

＜仕 様＞ 全１５段、オールカラー

うち１０段：熊野本宮温泉郷等の広告

５段：旅行商品（熊野三山、熊野古道、鬪雞神社）

＜催行日＞ ３１年３月９日、２１日、２３日

◇四国プロモーションでの発信 詳細139頁

＜時 期＞ ７月４～５日、１０月２４日

＜内 容＞ 旅行会社訪問

◇特別瑞垣内参拝

＜時 期＞ 春期：４～６月、秋期：９～１２月

＜内 容＞ 普段は閉ざされた神々が鎮まる鈴門の内側（瑞垣内）での

特別参拝

＜要 件＞ 熊野本宮温泉郷に１泊以上する団体ツアー、１０人程度以上

◇語り部と歩く 世界遺産「熊野古道」

＜時 期＞ ４～６月

＜特 典＞ 特製手ぬぐいプレゼント、料金割引など

＜要 件＞ 熊野本宮温泉郷宿泊、熊野古道ルートを歩く団体ツアー企画等

情報発信

2018実績

◇熊野本宮温泉郷に関するプレスツアー及び情報発信等

過日の台風接近に伴う風水害により、甚大な被害を受けた川湯温泉を中心とし

た熊野本宮温泉郷について、プレスツアーを開催し、メールマガジンで幅広く情

報発信

○プレスツアー

＜実施日＞ １２月２２～２３日

＜参加者＞ １１社１４名

リーフ・パブリケーションズ、オフィス・ソシア、昭文社、Bit

Star、産経新聞、プランニングケイ、杏編集工房、トラベルニ

ュース社、泉州広告、京阪神エルマガジン社、夕刊フジ

＜訪問先＞ 滝尻王子、仙人風呂、熊野古道トレッキング（発心門～熊野本

宮大社）、熊野本宮大社 旧社地 大斎原、熊野和紙体験工房おと

なし、時代衣装 熊代屋、湯の峰温泉等

＜掲載紙等＞

媒 体 名 内 容 発行日等

京阪神エルマガジン社 SAVVY（仙人風呂） SAVVY（１月２３日）

「SAVVY」、「Meets」、 Meets（仙人風呂） Meets（２月１日）



- 36 -

「Lmaga.jp (ＷＥＢサイト)」 Lmaga.jp（仙人風呂、湯の Lmaga.jp（１２月２７日）

峰温泉、熊野本宮大社、時

代衣裳 熊代屋）

トラベルニュース社 仙人風呂、熊野古道 １２月２８日

「トラベルニュース（ネット

新聞）」

JTBパブリッシング 仙人風呂 １２月３１日

「ノジュール（１月号）」

リーフ・パブリケーションズ 熊野本宮大社、熊野本宮大社 旧社 １月１８日

「WebLeaf（ＷＥＢマガジン）」 地 大斎原、熊野和紙体験工房 おと

なし、時代衣裳 熊代屋、仙人風呂、

湯の峰温泉 等

BitStar 仙人風呂、熊野古道、熊野本宮大社、 １月１８日

Youtubeにて配信 ※約８万回視聴 熊野和紙体験工房 おとなし、時代

衣裳 熊代屋、湯の峰温泉 等

産経新聞（朝刊） 仙人風呂、熊野古道 １月１９日

泉州広告 熊野古道、仙人風呂、湯の峰温泉、 １月２５日

「SWing（２月号）」 熊野本宮大社、時代衣裳 熊代屋 等

夕刊フジ 熊野古道、仙人風呂 等 ２月１日

○メールマガジン

・じゃらん

＜配信日等＞ ３１年１月２５日 １０万通

＜掲載施設等＞ 熊野古道、熊野本宮大社、川湯温泉、湯の峰温泉、渡瀬温

泉、熊野本宮温泉郷宿泊施設 等

・ＪＴＢ（るるぶトラベル）

＜配信日等＞ ３１年１月２７日、２月９日 １００万通

＜掲載施設等＞ 熊野古道、熊野本宮大社、川湯温泉、湯の峰温泉、渡瀬温

泉、熊野本宮温泉郷宿泊施設 等

◇都市圏プロモーションでの発信（夏・春プロモーション） 詳細142頁

＜時 期＞ 夏：６月２６日～７月６日

春：３１年２月１日～３月１日

◇観光ＰＲポスター掲出（５連）

＜時期等＞ ７月 全国ＪＲ主要駅等

約１,０００か所
＜内 容＞ Ｂ１、熊野本宮大社御創建 2050年の告知

④熊野那智大社御創建 1700年（平成２９年）
奉納
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◇熊野那智大社

○白玉石奉納（個人・団体いずれも可・有料）

＜時 期＞ ２９年１月１日～令和元年１２月３１日

＜内 容＞ お祓いの後、白玉石を御本殿内庭に奉納、那智の滝でも同様に御

滝本斎場に奉納

2018実績

◇記念行事等

○白玉石奉納（個人・団体いずれも可・有料）

＜時 期＞ ２９年１月１日～令和元年１２月３１日

＜内 容＞ お祓いの後、白玉石を御本殿内庭に奉納、那智の滝でも同様

に御滝本斎場に奉納

○西国三十三所草創 1300年、熊野那智大社御創建 1700年インスタラリー
＜時 期＞ ６月～３１年３月 再掲31頁

＜内 容＞ ＳＮＳでインスタラリー協力店舗と那智勝浦の観光地の写真

合計２枚を＃なちかつインスタラリーをつけて投稿すると、

特製手ぬぐいもしくはクリアファイルを進呈。

受入対策

◇特別木札の販売（那智勝浦町観光協会）

＜内 容＞ 熊野那智大社や那智山青岸渡寺のほか、飲食店、土産店など全２５

か所のスポットで特典が受けられる特別木札を販売

３００円

2018実績

②の西国三十三所草創 1300年と同企画 参照31頁

Ⅲ 周遊促進と情報発信

歴史・浪漫を感じるスポットで誘客

◇紀州徳川家成立400年事業

○特別展

＜内 容＞ 和歌山市立博物館で紀州徳川家の特別展を開催（県立博物館と共同

開催）

＜時 期＞ 未定

○講演会
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＜内 容＞ 紀州徳川家１９代目に当たる徳川宜子氏を招いた講演会等を開催

＜時 期＞ 未定

◇歴史・文化のかおるまち・岩出市

○まちなか散策

＜内 容＞ 紅葉が色づき始めた根來寺周辺のまちなかを散策。根來寺境内は

語り部が案内（有料／岩出まちづくり協議会）

＜時 期＞ 令和元年１１月

○旧県議会議事堂

＜内 容＞ 根來寺の施設として活用された県有形文化財「旧県議会議事堂（一

乗閣）」が明治３１年創建当時の姿で復原整備。２０名以上の団体

入館者に対して、ノベルティグッズプレゼント企画を実施

＜時 期＞ ３０年１月１８日～

◇真田のまち・九度山町

○まちなか散策

＜内 容＞ 真田幸村などの歴史を中心にまちなか散策を案内（有料／九度山

町まちなか語り部の会）

○九度山・真田ミュージアム

＜内 容＞ 「兜－戦いのデザイン」展

真田にまつわる兜や小手、のぼり等を展示する企画展を６期に分

けて実施

＜時 期＞ ４月３日～令和２年３月２９日（予定）

◇重要伝統的建造物群保存地区・湯浅町

○まちなか散策

＜内 容＞ 語り部が熊野古道や醤油蔵などを中心にまちなか散策を案内（有

料／湯浅町）

他にシラス丼食べ歩き（マップあり）や駅前多目的広場でのレン

タサイクルなども楽しめる

◇稲むらの火の物語・広川町

○まちなか散策

＜時期等＞ 通年、無料

＜内 容＞ 広村堤防や耐久社などの濱口梧陵ゆかりの史跡を地元の語り部が

当時の逸話を交えながら案内

＜実施主体＞ 稲むらの火の館

◇寺内町・御坊市

○まちなか散策

＜内 容＞ 江戸時代の町屋と明治・大正・昭和と近代化していく時代の建物

が残るまちなか(御坊寺内町会館を含む)を語り部が案内

（有料／御坊市）

◇歴史と世界遺産のまち・新宮市

○ガイドと歩くまち歩き
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＜時 期＞ 毎日９：３０～、１３：３０～ 有料

＜内 容＞ 新宮市内のスポットを観光ガイドが案内（有料／新宮市観光協会）

・新宮の世界遺産、熊野速玉大社と神倉神社

・大逆事件と新宮の文学散歩

・国の史跡「新宮城跡」新宮藩の隆盛

・「秦の徐福」の伝承地を訪ねて

・国の天然記念物「浮島の森」散策

◇日本とトルコ 友好の原点 串本町

○日本トルコ友好の歴史語り部（串本町）

＜時 期＞ 通年

＜内 容＞ エルトゥールル号に始まる史実を語り部が案内

◇熊野の原風景 古座街道

○情報発信

＜内 容＞ 「古座街道」は、朝来（上富田町）から古座（串本町）を最短距

離で結んでいた街道。西国三十三所巡りの参詣道として利用され、

作家 司馬遼太郎の「街道をゆく」の中でも紹介されています。

産業遺産として価値のある古座街道に脚光を当て、その魅力を、

「水の国、わかやま。」キャンペーンや「わかやま歴史物語」等で

発信します。

◇南海道や万葉をテーマとした誘客促進

○民間団体との連携

「紀伊万葉ネットワーク」や「紀の川流域文化遺産活用地域活性化協議会」

などの民間団体と連携し、これらの団体が主催するイベント等の情報発信に協力

することで、誘客を図ります。

○紀の川流域文化遺産活用地域活性化協議会事業

・ＷＥＢサイトによる情報発信

＜内 容＞ 紀の川流域にある文化財の総合活用に資するＷＥＢサイトを作成

・「道・歴史・文化」のトークイベント、ワークショップ開催

＜内 容＞ 地域の特性や人のつながりを生かし、地域活性化に繋がる「道・

歴史・文化」トークイベントやワークショップを開催

・シンポジウム開催

＜内 容＞ 「紀の川流域の道・歴史・文化 －地域資源の活用を考える－」

をテーマに、シンポジウムを開催

・歴史街道ウォーク開催

＜内 容＞ 紀の川流域を巡るウォークイベントを開催し、歴史情緒豊かな

史跡や施設等を巡る

2018実績

◇歴史・文化のかおるまち・岩出市



- 40 -

○まちなか散策

＜時 期＞ １１月１７日

＜内 容＞ 紅葉が色づき始めた根來寺周辺のまちなかを散策。根來寺境内

は語り部が案内（有料／岩出まちづくり協議会）

＜実 績＞ ５７人

○旧県議会議事堂

＜内 容＞ 根來寺の施設として活用された県有形文化財「旧県議会議事堂

（一乗閣）」が明治３１年創建当時の姿で復原整備。

＜実 績＞ １５，５４０人（４月～３１年２月）

参考：旧県議会議事堂西隣「ねごろ歴史資料館」１５，８２４人（同上）

※道の駅「ねごろ歴史の丘」を訪れる２０人以上の企画旅行参加者

を対象に、ノベルティグッズ（マイクロファイバータオル or扇子）

のプレゼント企画を実施中

◇真田のまち・九度山町

○まちなか散策

＜内 容＞ 真田幸村などの歴史を中心にまちなか散策を案内

（有料／九度山町まちなか語り部の会）

＜実 績＞ ８６９人（まちなか語り部案内分）

◇重要伝統的建造物群保存地区・湯浅町

○まちなか散策

＜内 容＞ 語り部が熊野古道や醤油蔵などを中心にまちなか散策を案内

（有料／湯浅町）

他にシラス丼食べ歩き（マップあり）や駅前多目的広場でのレ

ンタサイクルなども楽しめる

＜参 加＞ 約４，０００人（まちなか語り部案内分）

○ゆあさ行灯アート展2018

＜時期等＞ ４月２９日～５月３日 参加約７,０００人

＜内 容＞ 伝統あるまちなみの風情に合った手づくりの行灯が夜景を飾る

＜実施主体＞ 湯浅まちなみの会

◇プレスツアーの実施 詳細22頁

わかやま歴史物語について情報発信を行うため、湯浅町、由良町、日高川町の

施設等を巡るプレスツアーを実施

＜時期等＞ １０月３１日

＜内 容＞ わかやま歴史物語より、紀中の３つのストーリーゆかりの地を

紹介。

＜訪問箇所＞ 湯浅伝統的建造物群保存地区～興国寺～菓子処 錦花堂～道成寺

◇稲むらの火の物語・広川町

○まちなか散策

＜時期等＞ ３１年３月１６、１７日

＜内 容＞ 古民家体験ｉｎ広川町2019
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まちあるきとクイズ回答でプレゼントを贈呈（１日先着５０人）

＜実施主体＞ 広川町教育委員会

＜時期等＞ 通年、無料 参加５，３２４人

＜内 容＞ 広村堤防や耐久社などの濱口梧陵ゆかりの史跡を地元の語り部

が当時の逸話を交えながら案内

＜実施主体＞ 稲むらの火の館

○現地研修ツアーの実施

◇寺内町・御坊市

○寺内町散策

＜時期等＞ 通年 ２４３人

＜内 容＞ 江戸時代の町屋と明治・大正・昭和と近代化していく時代の建

物が残るまちなかを語り部が案内（有料／御坊市）

◇歴史と世界遺産のまち・新宮市

○ガイドと歩くまち歩き

＜時 期＞ 通年

＜内 容＞ 新宮市内のスポットを観光ガイドが案内（有料／市観光協会）

・新宮の世界遺産・熊野速玉大社と神倉神社

・大逆事件と新宮の文学散歩

・国の史跡「新宮城跡」新宮藩の隆盛

・「秦の徐福」の伝承地を訪ねて

・国の天然記念物「浮島の森」散策

＜参 加＞ ４，２７９人

◇日本・トルコ 友好の原点・串本町

○日本トルコ友好の歴史語り部（串本町）

＜時 期＞ 通年

＜内 容＞ エルトゥールル号に始まる史実を語り部が案内

＜参 加＞ 約３００人

◇熊野の原風景「古座街道」

＜内 容＞ ・「水の国、わかやま。」キャンペーン

冊子、ＷＥＢサイトへ「古座街道ウォーク」を掲載

・わかやま歴史物語

「行きたい街道日本一！司馬遼太郎も旅した道・古座街道を

ゆく」と題し、旅モデルの一つとしてＷＥＢサイトへ掲載

◇南海道等を活用したイベント・情報発信

○紀伊万葉ウォーク

＜時期等＞ １０月１３日 参加４０人

＜内 容＞ 雑賀崎～和歌の浦

＜実施主体＞ 紀伊万葉ネットワーク

○歴史街道ウォーク

＜時期等＞ ９月１７日 参加３５人
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＜内 容＞ 「紀見峠越え －天見駅から御幸辻駅まで－」

＜時期等＞ ３１年１月２０日 参加５０人

＜内 容＞ 「加太浦八景を訪ねる －南海道の淡路・四国への渡津－」

○講演会・シンポジウム等

＜時期等＞ ９月２日 参加９６人

＜会 場＞ 粉河地区公民館視聴覚室

＜内 容＞ 「紀の川流域の道・歴史・振興 －山岳修行の観点から」

＜時期等＞ １１月１０日 参加１３人

＜会 場＞ 四郷地域交流センター「ともがき」

＜内 容＞ 「串柿を知る」

＜時期等＞ ３１年２月１７日 参加８７人

＜会 場＞ 和歌山市南コミュニティセンター

＜内 容＞ 「人々はなぜ紀伊国を訪れたのか」

＜実施主体＞ 紀の川流域文化遺産活用地域活性化協議会

○ウェブサイト「南海道を歩く」

＜内 容＞ 地域特有の歴史や文化が継承されてきた、いにしえの南海道を

紹介。

◇謎解きモバイルスタンプラリー

○クイズでたどる！熊野ヒストリークエスト

＜時期等＞ ７月１日～３１年２月２８日

＜内 容＞ 熊野３山エリア（田辺市本宮町、那智勝浦町、

新宮市）全体が舞台となり、次々と出題される

“謎”を解き進めながら、歴史的な伝承・伝説

が残るスポットを周遊

＜登録者数＞ ３９４人

＜実施主体＞ 熊野三山観光協会

◇「古代歴史文化賞記念シンポジウム」へ出展

「古代歴史文化賞記念シンポジウム」に観光ＰＲブースを出展するとともに、

参加者及び首都圏マスメディア、旅行事業者等に対して情報発信

＜時期等＞ ３１年２月９日 銀座ブロッサムホール（東京都）

参加約９００人

＜備 考＞ 主催：奈良県

協力：和歌山県、三重県、島根県、宮崎県
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(４)『世界遺産』で和歌山を売り出す

平成１６年７月に聖地「高野山・熊野」、「熊野古道」を含む「紀伊山地の霊場と参詣道」

が、世界遺産に登録され、今年で１５周年を迎えます。世界遺産に登録されて以降、継続

的な情報発信により、国内外から多くのお客さまに来訪いただいています。本県の「世界

遺産」は、グローバルブランドとして認知されており、今年の登録１５周年を契機として、

そのブランド力を最大限に活用し、今後ともあらゆるプロモーションにおいて世界遺産「高

野山・熊野」の発信を強化するとともに、お客さまに県内を広く周遊する旅モデルを提案

します。

また、「世界遺産」ブランドと「聖地」「道」「日本人の旅の始まり」などのキーワード

との組み合わせや「水の国、わかやま。」キャンペーンや「わかやま歴史物語」との連動

により、引き続き強力かつ効果的に情報発信を行い、誘客に繋げます。

さらに、世界遺産に来訪されるお客さまの周遊を拡大させるため、受入体制の整備や熊

野古道沿いに新たな見どころを創出するとともに、参詣道の四季、天候、時間（早朝・夕

方）等により異なる魅力を持つ新たなスポットを、国内外のお客様に情報発信します。

Ⅰ 世界遺産登録１５周年記念キャンペーン ＝ New＝
三県連携

本県と三重県、奈良県の三県が連携し、伊勢を含めた紀伊半島の四大聖地を巡る旅モ

デルを提案します。

◇特別企画

＜時期等＞ 秋頃から

＜内 容＞ ・世界遺産登録１５周年を記念し、特別公開や特別な体験を実施

・三県を周遊するスタンプラリーを実施

◇プロモーション

＜内 容＞ ・特設ＷＥＢサイトの作成

・ポスター・ガイドブックを作成し、私鉄、バス会社、ＪＲ、サービ

スエリアなどに掲出・配布

・四大聖地を巡る旅ツアーの造成依頼

県単独事業

県独自では、お客さまに県内広く周遊していただけるような、旅の楽しみ方を提案し

ます。

◇特別企画

＜時期等＞ 秋頃から

＜内 容＞ ・県内の社寺などで、世界遺産登録１５周年を記念し、特別公開や特

別な体験を実施

・県内周遊「１０万円プレゼント」キャンペーンの実施

県内２か所以上の宿泊施設で連続して宿泊された方の中から抽選で
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１５人に１０万円をプレゼント

その他、プレミア和歌山産品を抽選で贈呈

・「高野・熊野を愛する１００人の会（仮称）」結成

世界遺産を後世に引き継ぐため、観光ＰＲや環境保全活動などをサ

ポートいただく各界の著名人からなる会を結成

◇プロモーション

＜内 容＞ ・特設ＷＥＢサイトを作成し、市町村のイベントなども掲載

・ポスター・ガイドブックを作成し、私鉄、バス会社、ＪＲ、サービ

スエリアなどに掲出・配布

・県内を巡る旅ツアーの造成依頼

◇阪急阪神グループタイアップキャンペーン

大手私鉄グループの豊富なメディア媒体を活用し、京阪神での効果的な情報発信

により誘客を促進します。

＜時 期＞ 令和元年９月～１０月

＜内 容＞ 世界遺産登録１５周年キャンペーンほか

Ⅱ 新たな魅力情報発信と周遊拡大

情報発信

◇世界遺産公式Facebookの作成 ＝ New＝
世界遺産「高野山」、「熊野」を国内外に広く情報を発信するため、公式Facebook

を作成します。

また、Facebook上に広告などを掲出することにより多くのフォロワーを獲得して

いきます。

＜内容＞ ・公式Facebookの作成

・Facebook上での広告掲出

・雑誌（紀州浪漫など）での情報発信 など

◇熊野古道の新たな見どころを情報発信

地元の方しか知らない四季、天候により異なる世界遺産熊野古道の新たな魅力を

発掘、収集し、情報をとりまとめ、ＷＥＢサイトにおいて、お客様に広く情報発信

できるよう活用するとともに、新たな人気スポットとして拡充を図ります。

＜内容＞ 作成したＷＥＢサイトを来訪者に周知するため情報発信

・宿泊施設に配置しているスマートプレートでの周知

・パンフレットなどでのＱＲコードの掲載

・ＦＩＴを対象としたＷＥＢサイトへのバナー掲載

・熊野古道を案内する語り部などへの周知

2018実績

◇「熊野古道の新たな見どころ１００選」による情報発信 再掲93頁
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地域の人がすすめる熊野古道の絶景や四季、文化などの見どころを発信

＜内容＞ ・英語版ＷＥＢサイトの作成

熊野古道沿いの新たな見どころとなる場所、

位置情報、出現時期、頻度などを情報収集し、

データ化

・日本語版ＷＥＢサイトでの情報発信

宿泊施設に配置しているスマートプレートや

パンフレットなどでのＱＲコードを活用したＷＥＢサイトへの誘導

・別冊太陽・日本の古道を歩くへの広告掲載

受入対策

◇大辺路トイレ整備支援

大辺路ルートに来訪されるお客さまの利便性の向上を図るためトイレ整備を行う

市町を支援します。

＜整備箇所数＞ ２か所程度（全体６か所程度） ※設置箇所数は予定

2018実績

◇トイレ整備実施個所

＜内 容＞ 串本町内、古座川町内のトイレを改修

・ＪＲ紀伊田原駅（改修）

・三尾川公衆トイレ（新設）

魅力の向上

◇新たな見どころ創出

熊野古道沿いの集落跡等を来訪されるお客さまにとって新たな見どころとなるよ

う整備します。

＜整備箇所＞ 熊野古道沿い道の川集落

2018実績

◇湯川集落跡の調査・整備

＜内 容＞ 熊野古道中辺路の湯川王子跡付近の道湯川集落跡を調査し、当時

の集落の様子など記載した説明板を設置し来訪者に情報発信

それに併せ、来訪者が休憩できるベンチなども整備



- 46 -

宿泊プラン「週末は聖地へ ～時忘れの旅。～」企画

◇「週末は聖地へ ～時忘れの旅。～」

県観光連盟では、気軽に高野山へお越し

いただく「週末は聖地へ～時忘れの旅。～」

をメディアを中心に展開しており、ターゲットとする女子旅も増加しています。

○「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」（主催：ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行

委員会／後援：内閣府）において「コト」部門入賞、「女子旅」部門受賞

○「第２回ジャパン・ツーリズム・アワード」（主催：ツーリズム EXPO ジャパン
組織委員会）において「国内・訪日領域 プロモーション部門賞」受賞

大好評の当宿泊プランを今年も引き続き実施し、高野山の情報発信と誘客を促進

します。

＜時 期＞ 通年

＜内 容＞ １泊２日でたっぷり高野山を満喫でき、土曜日のうちに帰れる

プラン

金曜日／夜９時までにチェックイン、宿坊１泊・２食（朝食、昼食）

土曜日／勤行、阿字観・写経体験などで高野山を満喫

＜備 考＞ 高野山宿坊協会と協働で企画・販売

◇ＷＥＢサイトによる情報発信

＜時 期＞ ２７年７月～継続

＜内 容＞ 県観光情報サイト内に特集サイトを開設

2018実績

◇ＷＥＢサイトによる情報発信

＜時 期＞ ２７年７月～継続

＜内 容＞ 県観光情報サイト内に特集サイトを開設

◇ＪＲ西日本主催「観光素材説明会」への提案資料へ掲載 詳細151頁

メディア等による情報発信

◇世界遺産「高野・熊野夢舞台」コンサート開催

今年、１５周年を迎える世界遺産の地を舞台に著名なアーティストのコンサート

を開催し、誘客を図るとともに、この内容とあわせて世界遺産の魅力を各種メディ

アを介して全国に幅広く情報発信します。

＜時期等＞ 令和元年７月６日 熊野速玉大社 特設会場

＜出 演＞ 未定

＜情報発信＞ 特別番組の制作

＜備 考＞ 世界遺産「高野･熊野夢舞台」とあわせて、翌７月７日に環境保全

トレッキング（道普請ウォーク）を田辺市本宮町（発心門王子～熊
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野本宮大社）で開催します。

◇メディアを活用した情報発信 詳細95頁

テレビ・雑誌・新聞等のメディアを活用し、「世界遺産」ブランドに「聖地」「道」

「日本人の旅の始まり」「癒し」などのキーワードを組み合わせたテーマで、若い

女性層などさまざまなターゲットに対する効果的な情報発信を行います。

◇県観光情報サイトによる情報発信

県観光情報サイト内の「わかやま三つ星旅」で「高野山・熊野」の魅力やスポッ

トを巡るモデルコースを情報発信します。

また、「天空の聖地 高野山」「伊勢から熊野へ」「街道マップ」「日本の原郷に出

会う旅（リンク集）」などの専用ページにおいてもきめ細かい情報発信を行います。

2018実績

◇世界遺産「高野・熊野夢舞台」コンサート開催

＜時期等＞ ９月９日 熊野本宮大社旧社地 大斎原

＜出演者＞ シャンソン歌手 クミコ

＜参加者＞ ４００人

＜内 容＞ ・テレビ①

熊野エリアの魅力を中心に紹介するテレビ番組を制作、放映

１０月１５日 朝日放送「おはよう朝日です」

・テレビ②

紀伊山地の霊場と参詣道、熊野本宮大社、熊野本宮温泉郷（湯

峰温泉、渡瀬温泉、川湯温泉）等を紹介するテレビ番組を制作、

放映

１２月１４日 テレビ神奈川、テレビ埼玉、千葉テレビ放送

１２月１９日 びわ湖放送、テレビ和歌山

１２月２０日 サンテレビ、岐阜放送

１２月２８日 三重テレビ放送

◇消費者対策

・「世界遺産 高野山・熊野」パンフレットを作成

＜時期等＞ ２８年４月～現在 計１９万部

＜展 開＞ NEXCO西・中日本

（三木ＳＡ、養老ＳＡ、恵那峡ＳＡほか全８か所）

・「天空の聖地」高野山特別ＷＥＢサイトでの情報発信

＜時 期＞ ２６年１２月１５日～

＜内 容＞ 高野山と弘法大師・空海の紹介

高野山のみどころ（体験、宿坊、伝説スポット）と周遊モデル

コース、高野山エリアのトピックス（真田幸村ゆかりの地）

週末は聖地へ～時忘れの旅。～（１泊２食（朝・昼付）宿泊プ

ラン）、県内のグルメ・おみやげ施設情報 など
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◇和歌山サッカー日本代表応援キャンペーン

熊野は導きの鳥といわれる八咫烏を御神鳥として崇めていることから、「勝利の

聖地」として知られています。また、日本サッカー協会のシンボルマークには八

咫烏と同じ三本足のカラスが描かれています。そこで、｢和歌山 サッカー日本代

表応援キャンペーン｣を実施し、熊野の認知度向上と誘客促進を図りました。

○「Instagram投稿」キャンペーン（個人旅行客向け）

＜期 間＞ ２９年１１月１日～３０年７月１５日

＜内 容＞ 要件を満たした写真をInstagramに投稿した方に、記念ノベルテ

ィを進呈（毎月抽選で３０人）

投稿数：７２

○「必勝祈願ツアー」特別協賛キャンペーン（団体旅行客向け）

＜期 間＞ １月１日～７月１５日

＜内 容＞ 熊野三山で必勝祈願を受けるなど要件を満たした旅行商品の

ツアー参加者に、記念ノベルティを進呈

○日本サッカー協会の熊野三山来訪

＜時 期＞ ５月１１、１２日

＜内 容＞ Ｗ杯ロシア大会 必勝祈願

＜来訪者＞ 公益財団法人日本サッカー協会 田嶋幸三会長

＜時 期＞ ８月１、２日

＜内 容＞ Ｗ杯ロシア大会 お礼参り

＜来訪者＞ 公益財団法人日本サッカー協会 田嶋幸三会長

Ⅲ 保全と活用

保全と活用の実践

◇１０万人の参詣道環境保全活動の実施

ＣＳＲや来訪者等による環境保全活動をはじめ、熊野

セラピストや語り部と歩きながら、参詣道の保全活動を

実践する環境保全トレッキングを開催し、県民の参加は

もとより、県外からの誘客を積極的に図ります。

また、世界遺産１５周年を契機に、環境保全トレッキ

ングを通じて「ロングトレイル」や「海を感じる熊野古道」などをテーマに、参詣

道の新たな魅力を発信し、誘客を図ります。

＜時 期＞ 保全活動 通年

環境保全トレッキング 年４回（予定）

＜場 所＞ 高野参詣道・熊野古道中辺路・熊野古道大辺路（予定）

◇経済誌でのＰＲ・ＣＳＲ活動の誘致

参詣道の保全活動「道普請（※）」と世界遺産の魅力に関する記事を掲載するとと

もに、当該専門誌を定期購読している、あるいは、関連セミナーに参加した企業と
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の接触・交流を積極的に行い、保全活動を通じた企業（団体）の来訪を促進します。

※文化財保護専門家の指導の下、土を運び、参詣道の損傷を修理する作業

◇世界遺産マスターの活用

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の保全・啓発活動に民間活力を活かすこと

を目的に設置している「和歌山県世界遺産マスター」の活動充実を図ります。

＜内 容＞ 世界遺産及び周辺地域のパトロール・情報提供

世界遺産の保存活用に関する普及･啓発

世界遺産マスター会議の開催

世界遺産マスターの相互連携活動

世界遺産マスター認定試験・更新研修

2018実績

◇参詣道環境保全トレッキングの開催

○高野参詣道町石道（高野町）／矢立～大門～壇上伽藍～金剛峯寺

＜時期等＞ ７月２１日 参加１４１人

○熊野古道大辺路（串本町）／和深～新田平見道～富山平見道

＜時期等＞ １０月 ６日 参加１４４人

○熊野古道大辺路（すさみ町）／西浜口～タオの峠～長井坂～見老津駅

＜時期等＞ １１月１７日 参加１２８人

○熊野古道中辺路（田辺市本宮）／発心門～伏拝～祓殿～熊野本宮大社、

小和瀬渡し場跡～百間ぐら～熊野本宮大社

＜時期等＞ ３１年３月２、３日 参加１４０人

◇１０万人の参詣道環境保全活動実績 一部再掲124頁

（今年度参加計２，５１９人、事業開始から延べ参加３１，２６１人）

活 動 日 企業・団体名 活動場所

４月 ７日 さわかみ（一財） 中辺路（祓殿）

４月１４日 南海電気鉄道（株） 高野参詣道町石道

（１５９町石付近）

４月１８日 （株）セールスフォースドットコム 中辺路（祓殿）

４月１９日 キャリエールホテル旅行専門学校 〃

４月２１日 ＪＴ熊野古道を歩く道普請の仲間た 中辺路（女坂）

ち

４月２８日 ユニー(株) 中辺路（祓殿）

５月 ８日 南海電気鉄道(株) 中辺路（伏拝）

５月１２日 市川国際奨学財団 〃

５月１６日 富士古河Ｅ＆Ｃ(株) 〃

５月１７日 富士古河Ｅ＆Ｃ(株) 〃

５月１９日 KDDI(株) 〃

５月２５日 三菱電機(株)冷熱システム製作所 〃
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５月２６日 Faithグループ 中辺路（八木尾）

５月２７日 紀伊民報 中辺路（伏拝）

５月２７日 AHIYADEVI校 〃

６月 ２日 (一社)日本旅行業協会関西支部 〃

６月 ２日 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 中辺路（式水）

プ

６月１６日 日本電通(株) 高野参詣道女人道

（４０町石付近）

６月１７日 田辺市職員組合 中辺路（伏拝）

７月 ７日 さわかみ(一財) 中辺路（赤城越）

７月１５日 インドマハラシュトラ州学校関係者 中辺路（伏拝）

７月２１日 地方創生実践塾 〃

８月１９日 即応自衛官有志 〃

９月１５日 (株)阪急交通社 高野参詣道町石道

（大門）

１０月１１日 てくる会 中辺路（祓殿）

１０月１３日 関西東急会 高野参詣道町石道

（５８町石付近）

１０月２１日 (株)ＪＴＢメディアリテーリング 〃

１０月２７日 花王(株)和歌山事業場 中辺路（伏拝）

１１月 ３日 (一財)和歌山県損害保険代理業協会 〃

１１月１０日 さわかみ(一財) 〃

１１月１１日 和歌山県警少年課 高野参詣道町石道

（５８町石付近）

１１月２０日 富士通(株) 中辺路（祓殿）

１１月３０日 日本道路(株) 中辺路（伏拝）

１２月 ８日 西日本旅客鉄道（株）田辺エリア会 〃

１月１９日 阪和興業（株） 〃

２月 ２日 天神児童館 〃

２月 ９日 明治安田生命相互会社 中辺路（伏拝～三軒茶

屋）

２月１２日 三菱地所（株） 中辺路（三軒茶屋～祓

殿）

２月２２日 和歌山ターミナル世界遺産クラブ 高野参詣道町石道

西日本鉄道ＯＢ会和歌山支部 （８７町石付近）

世界遺産クラブ

３月 ９日 和歌山県世界遺産マスター 高野参詣道女人道

全体説明会 （お助け地蔵）

３月２３日 リコージャパン(株)和歌山支社 中辺路（伏拝）



- 51 -

◇経済誌等での保全活動の紹介

○プレジデント

＜時 期＞ １２月２２日

＜内 容＞ 株式会社セールスフォース・ドットコム

の道普請の取組や白浜町ＩＴビジネスオ

フィスの活用事例等を掲載

◇保全活動ファムツアーの開催 再掲124頁

企業のＣＳＲによる参詣道保全活動の誘致を促進するため、保全活動現地体験

ツアーを開催

＜時 期＞ ３１年３月５、６日

＜内 容＞ 現地学習、既実施事業の説明、意見交換、熊野古道トレッキング

＜参 加＞ ７社（１２人）

◇世界遺産マスター制度

民間ボランティアによる世界遺産の保全と活用を推進するため、知事が認定す

る世界遺産マスターの新規認定、更新研修及び全体説明会を実施

○研修及び認定試験

＜時期等＞ ３１年１月２６、２７日 座学研修（和歌山市）

３１年２月 ３日 現地研修（田辺市本宮町）

３１年２月１０日 認定試験（和歌山市）

＜合格者＞ １４人

○更新講習会（第１・４・６期）及び全体説明会

＜時期等＞ ３１年３月 ９日 高野地区

３１年３月１０日 熊野地区

＜参加者＞ 更新講習会 （熊野地区）１９人 （高野地区）２１人

全体説明会 （熊野地区）２５人 （高野地区）２０人

◇世界遺産管理調整員研修会の開催

世界遺産の毀損等に対して迅速に対応するため、県の各所属に設置している世

界遺産管理調整員の研修会を開催

＜時期等＞ ５月２３日 和歌山県民文化会館（和歌山市） 参加１１３人

＜内 容＞ 管理調整の業務、世界遺産の基本情報、世界遺産の保護、

県の景観施策

世界遺産登録地域の連携

◇世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」三県協議会

世界遺産が所在する三県及び市町村関係者で構成される世界遺産「紀伊山地の霊

場と参詣道」三県協議会により、保存管理計画を遂行するとともに、活用における

指針の策定や、普及・啓発を図ります。

◇三県連携事業「吉野･高野･熊野の国」事業
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世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の所在する三県が連携し、世界遺産エリア

の魅力について、情報発信やプロモーションを行い、認知度向上と誘客促進を図っ

てきました。

特に本年７月には、世界遺産登録１５周年を迎えることから熊野、高野、吉野に

伊勢を加えた紀伊半島四大聖地を巡る旅の楽しみ方を提案し、三県に跨りお客様の

周遊拡大を促進します。

◇世界遺産登録１５周年記念キャンペーン ＝ New＝ 再掲43頁

○特別企画

＜時期等＞ 秋頃から

＜内 容＞ ・世界遺産登録１５周年を記念し、特別公開や特別な体験を実施

・三県を周遊するスタンプラリーを実施

○プロモーション

＜内 容＞ ・特設ＷＥＢサイトの作成

・ポスター・ガイドブックを作成し、私鉄、バス会社、ＪＲ、サー

ビスエリアなどに掲出・配布

・四大聖地を巡る旅ツアーの造成依頼

2018実績

◇世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」三県協議会

○専門委員会

＜時期等＞ １１月２９日 大阪府教育会館たかつガーデン（大阪市）

＜内 容＞ 参詣道の保全活動にかかる記録、史跡熊野参詣道紀勢路の浸食

平成３０年台風被害・復旧状況

◇「吉野･高野･熊野の国」事業実行委員会

○「吉野・高野・熊野の国」プロモーション事業

＜時期等＞ １０月１７日 大阪府教育会館たかつガーデン（大阪市）

＜内 容＞ パンフレット、ポスターの作成

和歌山県世界遺産センター

◇和歌山県世界遺産センターへの誘客促進

追加登録に伴いリニューアルした展示施設と三面マルチ画面による迫力のある映

像を広くＰＲすることにより誘客を促進し、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」

の魅力を広く発信します。

・和歌山県世界遺産センターのＨＰで世界遺産の魅力を情報発信

・モデルコースへの組込みによる魅力アピール

・県が連携、協定しているスペイン、インドの世界遺産の資料を展示 等

◇世界遺産を次世代に継承するための取組

世界遺産を良好な状態で次世代に継承していくために、世界遺産への関心を高め
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る様々な事業を実施します。

○世界遺産セミナー

広く一般の方を対象として、高野・熊野地方の歴史や文化・自然をテーマに年

４回開催します（無料）。

○世界遺産入門

学校・団体を対象とした学習・啓発プログラムを実施します。

○世界遺産ゼミ・自由研究

・大学生を対象としたゼミを開催

・小・中学生、高校生を対象とした自由研究や総合学習等のサポート

・フィールドワークをしながら世界遺産の価値を学習

○講師派遣の実施

県内外のセミナーやシンポジウム、研修会等へ職員を講師として派遣します。

○次世代育成事業

小・中・高校生を対象として、世界遺産入門・現地ウォークなどを組み合わせ

た学習を実施します。

○保存活用団体連携促進研修事業

和歌山県、三重県、奈良県において活動している保存団体や語り部団体等を対

象として、交流促進を目的に研修会と現地ウォークを実施します。

2018実績

◇世界遺産セミナー

○第１回セミナー 「高野山と平清盛」

＜時期等＞ ６月１０日 大圓院 参加２３人

＜講 師＞ 浜畑 圭吾 氏（高野山大学文学部 助教）

○第２回セミナー 「佐藤春夫の文学世界と熊野」

＜時期等＞ ７月 １日 世界遺産 熊野本宮館 参加２１人

＜講 師＞ 辻本 雄一 氏（佐藤春夫記念館 館長）

○第３回セミナー 「天野と西行」

＜時期等＞ ９月 ２日 丹生都比売神社 参加４５人

＜講 師＞ 下西 忠 氏（高野山大学 教授）

○第４回セミナー 「世界遺産の新しい動きとその継承」

＜時期等＞ １２月 ９日 すさみ町総合センター 参加２１人

＜講 師＞ 辻林 浩、柴原 寛

（和歌山県世界遺産センター センター長、主査）

◇世界遺産入門

＜参 加＞ ２６団体 計１，０００人

活 動 日 団 体 名 場 所

４月 ７日 太地町公民館 熊野本宮館

４月１２日 県立古佐田丘中学校 古佐田丘中学校
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５月 ２日 県立田辺高等学校 田辺高校

５月 ８日 南海電気鉄道株式会社 熊野本宮館

５月２１日 田辺市立三里小学校 〃

５月２７日 AHIYADEVI校 〃

６月 ２日 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 〃

６月 ５日 南山大学附属小学校 みどりや

６月 ９日 サントリー酒類株式会社 熊野本宮館

６月１７日 田辺市職員労働組合 〃

６月２９日 南紀白浜マリオットホテル 〃

７月１３日 田辺市立中辺路小学校 本宮行政局

７月１５日 インドマハラシュトラ州学校関係者 熊野本宮館

８月 ２日 黄金平泉情報発信プロジェクト 〃

８月２９日 県立南紀高等学校 〃

９月２７日 東京学芸大学 〃

１０月１０日 白浜町立日置小学校 日置小学校

１０月１１日 てくる会 熊野本宮館

１０月１２日 和歌山県高等学校 学校図書館研究所 〃

１１月 ５日 県立新翔高等学校 本宮行政局

１１月２０日 富士通株式会社 〃

２月 ２日 天神児童館 熊野本宮館

２月 ９日 明治安田生命保険相互会社 〃

２月２５日 那智勝浦町立市野々小学校 〃

３月 １日 新宮市立熊野川小学校 発心門王子～熊野本

宮大社

３月 ５日 世界遺産保全活動ファムツアー 熊野本宮館

◇世界遺産ゼミ、自由研究等

＜参 加＞ ２回実施

活 動 日 団 体 名 場 所

８月 ３日 高野町立富貴中学校 高野町

８月１３日 白浜町立白浜第二小学校 熊野本宮館

◇講師派遣

＜参 加＞ ６回実施

派 遣 日 派 遣 先 名 場 所

７月２１日 地方創生実践塾（一般財団法人地域活 熊野本宮館多目的ホ

性化センター） ール

１０月１３日 特区通訳案内士養成研修 和歌山県情報交流セ

ンターＢＩＧ・Ｕ

１０月１４日 〃 〃

１１月２５日 熊野川小学校地域交流会 熊野川小学校ホール

１２月１５日 特区通訳案内士養成研修 県民文化会館
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１２月１６日 〃 〃

◇次世代育成事業

＜参 加＞ ２５校 計 １，０２０人

活 動 日 学 校 名 場 所

９月１１日 那智勝浦町立下里中学校 田辺市（本宮）

９月２１日 橋本市立城山小学校 高野町

９月２２日 和歌山市立楠見中学校 〃

１０月 ２日 那智勝浦町立宇久井小学校 田辺市（本宮）

１０月 ３日 那智勝浦町立色川中学校 〃

１０月 ４日 御坊市立河南中学校 〃

１０月１６日 和歌山市立楠見東小学校 高野町

１０月１８日 印南町立印南中学校 田辺市（本宮）

１０月２２日 和歌山市立大新小学校 高野町

１０月２３日 那智勝浦町立那智中学校 田辺市（本宮）

１０月２５日 海南市立大野小学校 〃

１０月３１日 和歌山市立加太中学校 高野町

１１月 １日 和歌山大学教育学部附属小学校 田辺市（本宮）

１１月 ２日 新宮市立神倉小学校 神倉小学校

田辺市（本宮）

１１月 ８日 新宮市立王子ヶ浜小学校 田辺市（本宮）

１１月 ９日 和歌山市立今福小学校 高野町

１１月１５日 上富田町立岡小学校 田辺市（本宮）

１１月１６日 和歌山市立楠見西小学校 高野町

１１月１９日 橋本市立恋野小学校 〃

１１月２０日 太地町立太地小学校 太地小学校

那智勝浦町

１１月２１日 橋本市立清水小学校 高野町

１１月２２日 那智勝浦町立勝浦小学校 勝浦小学校

那智勝浦町

１１月２７日 那智勝浦町立下里小学校 下里小学校

那智勝浦町

１２月 ３日 和歌山市立小倉小学校 高野町

１２月１１日 和歌山市立東山東小学校 高野町

参詣道スタンプを活用した誘客促進

◇参詣道完全踏破のＰＲを通じた誘客促進

世界遺産追加登録に合わせ、新たに１１か所のスタンプ台を設置するとともに、
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押印帳をリニューアルいたしました。

それに伴い、全てのスタンプを押印された方に和

歌山四参詣道“ 超 ”完全踏破証明書を発行し、リ
スーパー

ピーターを含め、更なる誘客を図ります。

また、熊野古道押印帳の手引き（英語版）を作成し、外国からのお客さまもスタ

ンプラリーを楽しみながら参詣道を周遊できる取組を進めていきます。

○高野七口、熊野古道紀伊路、熊野古道大辺路押印帳の配布

各参詣道の魅力を盛り込んだ押印帳を観光案内所等で配布（配置）します。

○踏破証明書の発行

下記のスタンプ全てを押印した方に、それぞれ踏破証明書を発行します。

また、「熊野古道中辺路」及び「和歌山四参詣道」を踏破した方の中から、抽

選でペア宿泊券を贈呈します。（年２回）

・「熊野古道中辺路踏破証明書」－熊野古道中辺路（３６か所）

・「紀伊路踏破証明書（記念品付）」－熊野古道紀伊路（２２か所）

・「高野七口踏破証明書（記念品付）」－高野七口（１９か所）

・「大辺路踏破証明書（記念品付）」－熊野古道大辺路（１５か所）

・「和歌山四参詣道完全踏破証明書」－熊野古道紀伊路・中辺路・大辺路・

高野七口（８１か所）

・「和歌山四参詣道”超”完全踏破証明書」－熊野古道紀伊路・中辺路・大辺路

高野七口（９２か所）

2018実績

◇参詣道完全踏破のＰＲを通じた誘客促進

○熊野古道中辺路（３６か所押印）

＜踏破者＞ ９１人 累計１，１３０人（２０年１０月～）

○熊野古道紀伊路（２２か所押印）

＜踏破者＞ ４１人 累計８２人（２９年３月～）

○熊野古道大辺路（１５か所押印）

＜踏破者＞ ３６人 累計６４人（２９年３月～）

○高野七口（１９か所押印）

＜踏破者＞ ３６人 累計７５人（２９年３月～）

○高野七口・熊野古道紀伊路（３９か所押印）

＜踏破者＞ ０人 累計８７人（２５年９月～）

○和歌山四参詣道（８１か所押印）

＜踏破者＞ ３人 累計５１人（２５年９月～）

○超 完全踏破（９２か所押印）

＜踏破者＞ ２４人 累計４３人（２９年３月～）
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「世界遺産 熊野古道ウォーキングナビ」の活用促進

各種観光パンフレットなどの印刷物にＱＲコードを掲載し、専用サイトへの誘導を

図ります。

【世界遺産 熊野古道ウォーキングナビ】

熊野古道中辺路・大辺路・紀伊路、高野参詣道の標準

的な５４コースを難易度別に分類し、選択したコースに

ＪＲ等の最寄り駅における出発日時を入力することで次

の情報を得ることが可能

・最寄り駅からウォーク出発点までの交通手段（発着時刻）、所要時間、料金

・ウォーク途中の主な通過ポイントまでの時間、距離

・ウォーク到着点から最寄り駅までの交通手段（発着時刻）、所要時間、料金

・コースの見どころやルートマップ

2018実績

◇熊野古道ウォーキングナビ

＜Ｐ Ｖ＞ 専用サイト 約４．２万回

Ⅳ 二次交通

二次交通（路線バス）の利便性向上

◇リムジンバス・アクセスバスの運行 詳細170頁

主要駅や宿泊地から路線バスを利用して高野山や熊野に至るアクセスルートや周

遊モデルプランを情報発信することで、海外を含む個人・グループ観光客の誘客を

図ります。また、観光客の利便性を向上させるため関西国際空港から高野山を結ぶ

リムジンバス、高野山から熊野エリアを結ぶアクセスバスの利用促進を図るととも

に、新たに京都駅から高野山を繋ぐ路線バスの構築を図ります。

2018実績

◇リムジンバス・アクセスバス運行による情報発信 詳細172頁

Ⅴ 世界農業遺産

「みなべ・田辺の梅システム」が平成２７年１２月１５日に世界農業遺産に認定され

たことを契機に、観梅をはじめ、「梅」にちなんだ体験や工場見学（システム紹介）など、

世界農業遺産の一つの象徴をうまく活用しながら、みなべ、田辺地域の梅の里への誘客

を促進します。
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受入対策

◇ガイド養成（みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会）

梅システムを紹介するジアス（世界農業遺産）マイスターを養成します。

また、「梅」に関連した観光素材に加え、世界農業遺産に認定された梅システムな

どを紹介するための現地案内ガイドを養成します。

2018実績

◇ジアス(世界農業遺産)マイスターの養成（みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会）

＜時 期＞ １２月９、１６、１７日、３１年２月３日

＜内 容＞ 和歌山大学南紀熊野サテライト（平成２９年後期学部 開放授業）

全４回の授業に必要数出席した者に修了証(仮)を交付し、協議会

より、「梅システムマイスター」に任命

＜備 考＞ 参加者 和歌山大学生 １５人、一般社会人 １５人

うち修了証交付者 １４人

うちマイスター登録者 ９人

情報発信

◇県観光情報サイトによる情報発信

梅を使った料理などグルメ情報とも合わせて発信します。

2018実績

◇県観光情報誌サイト

＜内 容＞ 「わかやまグルメ」の果物で梅と梅システムについて紹介
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(５)『日本遺産』で和歌山を売り出す
文化庁が平成２７年（2015年）に創設した「日本遺産」制度は、令和２年（2020年）に

開催される東京オリンピック・パラリンピックまでに、国内外の観光客が地方を周遊する

ためのコンテンツとして１００件を目標に認定が進められています。平成３１年（2019年）

３月末日現在で６７件が認定されている中、本県においては、「鯨とともに生きる」、「絶景

の宝庫 和歌の浦」、「『最初の一滴』 醤油醸造発祥の地紀州湯浅」、「『百世の安堵』～津

波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産～」の４件が認定されています。これらの日本遺

産と主要観光地や体験メニューや食などと絡めた新たな旅プランを提案することにより、

県内での滞在時間の延長を促進します。

Ⅰ 「鯨とともに生きる」（平成２８年４月認定）

「鯨とともに生きる」については、“海の日本遺産”、“山の世界遺産”をキャッチフレ

ーズに、熊野エリアへの誘客促進のため情報発信に努めるとともに、エリア内での周遊

促進、滞在時間延長のため、案内サインや情報発信拠点の整備等受け入れ体制の充実、

くじら料理や体験メニューなどの観光商品の創出支援を図って参りました。引き続き、

エリア内への誘客促進のため、勢子舟の復元等、公開・活用のための整備や人材育成事

業による日本遺産ガイドを活用し、同エリアの魅力を発信してまいります。

情報発信

ＳＮＳやメディア等様々な媒体を活用し、国内外へ積極的に情報発信を行います。

◇ＳＮＳ等による情報発信

＜内 容＞ 地域の魅力を発信する人材を育成するとともに、ＳＮＳ等を活用し

た情報発信を行う

◇ガイドブックの増刷

＜内 容＞ ２８年度に制作したガイドブックの掲載情報を更新・増刷

◇特設ＷＥＢサイトによる情報発信

＜内 容＞ ２８年度に制作した特設ＷＥＢサイトを引き続き運営し、捕鯨文化

と熊野エリアの魅力を総合的に情報発信

◇県観光情報誌「紀州浪漫」への掲載

＜内 容＞ 随時、新着情報を紹介

＜展 開＞ 全国のメディア、旅行会社、高速道路主要ＳＡ、書店（１６０店舗）

等

2018実績

◇メディアの活用による情報発信 再掲105頁

媒 体 名 テーマ 発行日等

紀州浪漫 冬号 勢子舟の復元 １２月 １日

進行中

ブランジスタ 五感で知る １２月２５日
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「旅色」 ＷＥＢマガジン 熊野の旅 ～３月２５日

紀州浪漫 春号 くじら ３月 １日

キッチン

サンケイリビング新聞社 海の日本遺産 ３月２０日

「シティリビング（大阪・神戸・名古屋版）」 山の世界遺産

◇ＳＮＳによる情報発信

○パワーインスタグラマーによる情報発信

＜時 期＞ ３１年３月

＜内 容＞ インスタグラマー（鈴木 将也氏、加藤 光氏）

を熊野灘エリアに招へいし、自身のＳＮＳで

絶景等の情報を発信

○フォトライター養成

＜内 容＞ 地域の方を対象とし、自らの地域情報を発信してもらうため、

写真の技術やＳＮＳによる発信技術などの研修を実施するとと

もに、参加者による写真展を開催

研修参加者（１２名）によるチーム「紀南フィルム」結成

＜時期等＞ ９月２８日

キックオフミーティング

１１月１０日

プロカメラマン（吉田 周平氏）による現地研修（太地町）

３１年 ２月 ９日

プロカメラマン（ヤンスキム氏）による研修（光の使い方、

ＳＮＳの活用）

３１年 ３月 ９～１１日 写真展（cafe HANAI）

３月１２日～ 写真展（道の駅たいじ）

◇特設ＷＥＢサイトのリニューアル

＜時 期＞ ３１年２月～

＜ＵＲＬ＞ http://kumanonada-nihonisan.jp/
＜内 容＞ ＳＮＳへの誘導や新たな観光商品を掲載

◇県観光情報誌「紀州浪漫」

＜時期等＞ 冬号（１２月１日） おくに自慢

＜内 容＞ 「古式捕鯨の歴史を今に伝える勢子舟の復元が進行中」

＜時期等＞ 春号（３１年３月１日） トピックス

＜内 容＞ 「『くじらキッチン』販売開始」

旅行商品の造成

新たな観光商品の開発を支援するとともに、都市圏プロモーションなどにおいて旅

行商品化を促進します。
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◇体験観光商品の開発支援

＜内 容＞ 『水の国、わかやま。』と連携し、水にまつわる体験型観光を実施す

る事業者に対する支援を行います。

◇体験イベントの実施

＜時 期＞ 令和元年７～８月（夏休み期間）

＜内 容＞ エリアを訪れる方々を対象に、勢子舟の絵付け体験等日本遺産に関

連する体験イベントを提供

◇主要旅行会社へのセールス 詳細142頁

＜時 期＞ 令和２年２～３月（春プロモーション）

＜内 容＞ 少人数催行のユニークな旅行商品を造成、販売するメディア系旅行

会社等を訪問

2018実績

◇新たな観光商品の開発支援

○『くじらキッチン』の開発支援

２０～３０歳代の女性の観光客をターゲットに、鯨肉

を活用した新たなランチを開発する店舗を支援

・開発に必要となる鯨肉の提供（１ｋｇ／店舗）

・試食会の開催

＜開催日＞ １１月２１日

＜商品数＞ ６商品（パスタやピザ、ドリアなど）

＜参加者＞ 協議会会員、報道関係者など４５名

＜内 容＞ 料理研究家コウケンテツ氏を招へいし、開発された料理の試

食会を開催

・『くじらキッチン』パンフレットの作成

＜規 格＞ Ａ５サイズ １６ページ

＜部 数＞ １５，０００部

＜配 布＞ エリア内の役場、観光協会、宿泊施設、観光施設 他

シティリビング 大阪・神戸版、名古屋版への同梱

○体験観光商品の開発支援

・『やってみたくなる体験商品開発塾』の開催

商品づくりの基本となるマーケティングの考え方やターゲットニーズに寄り

添った商品開発の手法など、ワークショップ形式でレクチャー

＜開催日＞ ９月１２日、２６日、１０月９日、２４日※、２５日※、

１１月 ５日 ※現地指導

＜参加者＞ 各９名

○宿泊プランの造成支援

日本遺産プランの造成を行う宿泊施設を支援

＜時期等＞ ３１年３月
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＜内 容＞ 主に関西・東海エリアの女性をターゲットに宿泊サイトのメ

ルマガを活用し、情報発信

・楽天トラベル（３１年３月９日配信） 約７万通

・じゃらん（３１年３月１４、２１日配信） 各１０万通

＜対 象＞ プラン名に【日本遺産】をつけ、日本遺産に関連する商品等

と組み合わせた宿泊プランを造成した宿泊施設

◇体験イベントの開催

＜時期等＞ ８月２３日

ホテル浦島クラフトコーナー

※雨により会場をにぎわい市場から

変更

＜内 容＞ くじら舟の絵付け体験

＜参加者＞ １３名

※警報発令により開始１時間で終了

◇ファムツアーの実施

＜時 期＞ ３１年３月１３、１４日

＜内 容＞ “海の日本遺産”と“山の世界遺産”をめぐる旅

＜対 象＞ メディア

＜行 程＞ 橋杭岩～九龍島～白鯨（昼食『くじらキッチン』）～博物館（抱壷

庵絵付け体験）～梶取崎～道の駅たいじ～ホテル浦島（泊）

勝浦漁港～熊野古道大門坂～熊野那智大社・那智山青岸渡寺・那

智の滝～Pizzeriakoma（昼食『くじらキッチン』）～熊野速玉大社

～神倉神社

◇日本遺産サミット ｉｎ 高岡への出展

＜時期等＞ ９月２２、２３日 ウイング・ウイング高岡

＜内 容＞ 総合ガイドブックによる認定された遺産と観光ＰＲ

◇都市圏プロモーションでの発信（春プロモーション）

＜時 期＞ ３１年２月

＜内 容＞ 新聞社等訪問（記事掲載）

Ⅱ 「絶景の宝庫 和歌の浦」（平成２９年４月認定）

平成２９年度に日本遺産に認定された「絶景の宝庫 和歌の浦」については、認定後、

協議会を設立し、情報発信や受入体制の整備、地元の機運醸成に努めてきました。

今後は、「海から見た絶景」などをテーマとして、和歌浦の周辺でのマリンスポーツな

ど体験メニューを組み合わせた楽しみ方を提案していくとともに、地域の皆さんに日本

遺産「絶景の宝庫 和歌の浦」のストーリーを理解していただき、この地域を訪れるお

客さまにその魅力を語ることができるよう機運を醸成していきます。
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情報発信・普及啓発

海から見える絶景などをテーマにマリンスポーツなど、和歌浦周辺で楽しめる体験

メニューを紹介します。

◇パンフレット

＜内容＞ 和歌の浦周辺での体験メニューを集めたパンフレットを作成し、和歌

の浦の楽しみ方をメディアやエージェント等に提案

◇メディア対策

＜内容＞ ・和歌の浦で楽しめるマリンスポーツ等の体験メニューを雑誌で紹介

・体験メニューを組み込んだファムツアーの実施

◇シンポジウム等の開催

＜内容＞ 日本遺産「絶景の宝庫 和歌の浦」のストーリーを地域の皆さんに理

解していただき、和歌山市・海南市を訪れるお客さまに魅力を語るこ

とができるよう、気運を醸成

2018実績

◇ガイドブックの増刷

＜内 容＞ガイドブックを増刷し、県外ＳＡや関西国際空港、六義園等に配置

＜部 数＞３０，０００部

◇ＷＥＢサイトによる情報発信

＜内 容＞ＷＥＢサイトの多言語化 中国語（簡体、繁体）、韓国語

体験メニューの追加

小学生が選ぶ「新・和歌の浦十景」紹介等

＜ＵＲＬ＞http://wakanoura-nihonisan.jp/

◇メディア対策

・テレビ、雑誌等 再掲106頁

媒 体 名 テーマ 掲載日等

ＢＳ－ＴＢＳ 彩～日本遺産～ 絶景和歌の浦 ５月２日

産経新聞 日本遺産を訪ねる １１月２３日

奈良・和歌山特別号 別刷

ＴＢＳテレビ じょんのび日本遺産 詠い継がれる、 １１月２５日

美しき風景（前編）

ＴＢＳテレビ じょんのび日本遺産 詠い継がれる １２月２日

美しき風景（後編）

サンケイリビング新聞社 和歌の聖地で絶景 １２月７日

シティリビング（大阪・神戸版） を愉しむ

東京法令出版 日本遺産認定 １２月１５日

日本遺産 時をつなぐ歴史旅３ １７ストーリー

ＫＫベストセラーズ 和歌の聖地を １月 ９日

一個人２月号 巡る旅
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◇県観光情報誌「紀州浪漫」

＜時期等＞ 夏号（６月１日）

＜内 容＞ 「紀州の古社名刹を訪ねて」

＜時期等＞ 冬号（１２月１日）

＜内 容＞ 「詠い継がれた情景は天下人をも魅了する」

◇関西国際空港での情報発信

＜内 容＞ 国内外からの誘客を目的に、関西国際空港内インフォメーション

ボードによる情報発信を実施

放送回数：１，８２４回／日（１５２回／日×１２台）

＜時 期＞ １２月２１日～３１年３月２０日

◇日本遺産サミット ｉｎ 高岡への出展

＜時期等＞ ９月２２～２３日 ウイング・ウイング高岡

＜内 容＞ 総合ガイドブックによる認定された遺産と観光ＰＲ

◇プレス・モニターツアーの実施

＜内 容＞ 台風２１号により被害を受けた和歌の浦周辺

の宿泊施設や構成文化財等の復興をＰＲする

ため、大阪駅発着、１泊２日のプレス・モニ

ターツアーを実施。

【１日目】和歌山城、おっとっと広場、玉津島神社、紀州東照宮、

和歌浦天満宮、養翠園

【２日目】紀三井寺、うるわし館（蒔絵体験）、黒江の町並み、

長保寺、中野ＢＣ

＜参加者＞ プレス：６社８名 一般：４３人

◇菓子木型を使ったお菓子づくり体験

＜内 容＞ 総本家駿河屋の職人の指導の下、菓子木型を使ったお菓子作り体

験を駿河屋本社工場等で実施

＜参加者＞ ３１年２月１４日：１１人

３１年３月２９日： ６人

人材育成

◇日本遺産ガイドの現地配置

＜内容＞ 昨年、一昨年に養成した日本遺産ガイドを和歌の浦の拠点施設等に現

配置し、観光客の案内を行う。

＜ガイド配置場所＞ おっとっと広場 など

2018実績

◇日本遺産ガイドスキルアップ研修の開催
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○第１回

＜時期等＞ １０月２９日 参加１６人

＜内 容＞ 観光ガイドのスキルアップ

＜講 師＞ 小田切 聡 氏（株式会社インプリージョン代表取締役）

○第２回

＜時期等＞ １１月１３日 参加１０人

＜内 容＞ グループワーク、モデルルートの検討

○第３回

＜時期等＞ １１月２７日 参加１５人

＜内 容＞ ウォークルート現地実習（和歌山市）

○第４回

＜時期等＞ １２月４日 参加１０人

＜内 容＞ ウォークルート現地実習（海南市）

◇日本遺産サポーター養成講座の開催

○第１回

＜時期等＞ １０月２０日 参加１７人

＜内 容＞ 日本遺産や構成文化財などに関する基礎知識

○第２回

＜時期等＞ １０月２７日 参加１５人

＜内 容＞ モデルコースを用いた現地研修（海南市）

○第３回

＜時期等＞ １１月 ３日 参加１３人

＜内 容＞ モデルコースを用いた現地研修（和歌山市）

○第４回

＜時期等＞ １１月１０日 参加１０人

＜内 容＞ 研修のまとめ

活用のための整備

◇解説看板等の整備

和歌の浦を訪れる観光客に、日本遺産に認定された地域であることをＰＲするた

め、ビュースポット等に看板の設置を行う。

2018実績

◇和歌の浦ライトアップ

＜内容＞ 日本遺産「絶景の宝庫 和歌の浦」のストーリーの中核となる妹背

山周辺の夜間ライトアップを実施

＜場所＞ 観海閣、海禅院多宝塔、不老橋
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＜時期＞ ３１年３月２８日開始

＜点灯時間＞日没から２２時まで

◇情報発信拠点の整備

＜内容＞ ストーリー及び構成文化財を中心としたパネル等の展示設備を整備

＜場所＞ 和歌山市南コミュニティセンター、アートキューブ

＜時期＞ ３１年３月～

Ⅲ『最初の一滴』 醤油醸造発祥の地紀州湯浅（平成２９年４月認定）

平成２９年度に日本遺産に認定された「『最初の一滴』 醤油醸造の発祥の地 紀州湯

浅」については、認定後、湯浅町「美味しい日本遺産」推進協議会が中心となり、「和食」

を構成する重要な調味料である醤油を核として、世界でここにしかない「まち全体醤油

博物館」構想を実現するため、日本遺産の魅力を発信することにより、国内外からの誘

客を図り、地域経済の活性化につなげていきます。

認定されてから、情報発信事業として、ホームページの作成、ＰＲ動画の作成、パン

フレットの作成、首都圏でのシンポジウムを開催し、普及啓発事業として、モニターツ

アーや香港、中国大連など東南アジア諸国に対してプロモーションなどの実施、人材育

成事業として、日本遺産ガイドの養成、受入体制整備として、構成文化財の解説板など

の整備に努めてきました。

今後も引き続き、国内では、京阪神地区からの誘客、国外では、中国の大連、潘陽及

び香港などの東南アジア諸国をターゲットに誘客を図ってまいります。

Ⅳ『百世の安堵』～津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産～（平成３０年５月認定）

平成３０年度に認定された「『百世の安堵』～津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺

産～」については、認定後、「広川町日本遺産推進協議会」を設置し、広川町の防災文化

を国内外に発信し、誘客を促進することで地域の活性化を図っています。

平成３０年度は、情報発信事業として、多言語のホームページの作成、ＰＲ動画の作

成を実施し、普及啓発事業としては、パンフレットの作成、ロゴマーク、キャッチコピ

ーの作成、地元や首都圏でのシンポジウムの実施、受入体制整備として、構成文化財の

解説板の整備などを実施してきました。

今後、重要文化財である濱口家住宅、登録文化財戸田家住宅の活用、観光モデルコー

スの作成などに取り組むとともに、令和２年（2020年）には、濱口梧陵生誕２００年を

迎えることから、広川町の防災遺産のブランドを確立していきます。

Ⅴ 新たな日本遺産

平成３１年１月に、本県から「今も息づく『語り』～絶世の美女清姫がたどった道～」

と「海から始まる修験の道 「葛城修験」」の２つのストーリーを日本遺産に申請しまし

た。

また、本県の市町が構成団体として参画する西国三十三所観音巡礼をテーマとした「1
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300年つづく日本の終活の旅～西国三十三所観音巡礼～」（申請者：滋賀県大津市）や神

武東征をテーマとした「神武東遷～古と現在をつなぐ、遥かな道のり～」（申請者：宮崎

県宮崎市）が申請を行っています。

結果は、令和元年５月頃に発表される予定ですが、これらのストーリーが認定された

際には、関係市町及び団体と連携を図り、誘客を促進していきます。

協議会の設立

「日本遺産」ブランドの確立のため、行政・民間団体等で構成する事業主体を立ち

上げ、それぞれの構成団体が協働して事業を推進します。

活用のための整備

◇案内板の設置

日本遺産の構成文化財に英語を併記した案内板を設置

人材育成

◇日本遺産ガイド（仮称）の養成

認定された日本遺産の魅力や構成文化財のストーリー中の位置づけをはじめ、周

辺の観光資源を含め、訪れるお客さまに伝える人材を育成します。

◇観光事業者等に対する勉強会の開催

宿泊施設や飲食店を対象とした研修会等を開催し、受入体制の改善やおもてなし

の向上に努めます。

情報発信

国内外に積極的に情報発信をするため、各種ツールを作成します。

◇キャッチコピー及びロゴマークの作成

キャッチコピーやロゴマークを作成し、様々なプロモーションに統一的に使用し、

情報発信

◇ＰＲ動画の制作及び動画配信サイトでの配信

認定された日本遺産の魅力をＰＲ動画として、ホームページや YouTube で情報
発信

◇特設ＷＥＢサイトの作成

多言語の特設サイトを開設し、日本遺産の総合的な情報発信ツールとして活用

◇シンポジウムの開催

日本遺産を活用した観光振興等をテーマとしたシンポジウムを首都圏等で開催

◇メディア対策

雑誌・新聞等のメディアによる情報発信
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(６)『温泉』で和歌山を売り出す

本県の温泉は、源泉数が多く、豊富な湯量があり、また、県内の至るところに特徴ある

温泉地が所在する「いで湯の国」です。その泉質も抜群で、年齢性別を問わず、本県への

旅行目的の上位を占める観光素材です。

温泉の「泉質の良さ」や「かけながし」を前面に出し、世界遺産、食、自然など周辺の

観光素材と組み合わせたプロモーションを行います。さらに、それぞれの温泉地が持つ特

色や魅力を発信しつつ、各温泉地における観光関係団体と連携しながら「おもてなし」の

向上などを図り、総合的な魅力アップにより誘客を促進します。

Ⅰ 源泉かけながし

源泉かけながし

源泉数の多さや豊富な湯量、「山」、「海」、「川」と趣の異なる温泉に加え、抜群の泉

質、源泉かけながしなど和歌山の温泉の魅力を発信します。

＜内 容＞ 専用ＷＥＢサイトでの情報発信

キャンペーンでの情報発信

・「水の国、わかやま。」

キャンペーン 詳細5頁

県観光情報サイト｢わかやま観光情報｣での情報発信

各種パンフレットで紹介

2018実績

◇源泉かけながし温泉ＷＥＢサイト

＜内 容＞ 県内の源泉かけながし温泉を掲載

（エリアや泉質による絞り込みなど検索機能を構築）

約１８万ＰＶ（４月１日～３１年３月末日）

◇キャンペーンによる情報発信

○「水の国、わかやま。」キャンペーン 詳細5頁

Ⅱ おとなの白浜さんぽ

「日本三古湯」や「泉質の良さ」など、『温泉』を中心に白浜や椿、日置川エリアが

元来持つ魅力をＷＥＢサイトで紹介します。

情報発信

◇ＷＥＢサイトによる情報発信

○専用ウェブサイトによる情報発信

＜内 容＞ 白浜・田辺エリアの観光素材・周遊ルートを紹介
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Ⅲ 温泉地の誘客

温泉地の魅力アップ

◇和歌山市の温泉

○「万葉」で誘客（加太、和歌浦、紀三井寺）

加太、和歌浦、紀三井寺は、歴史と景観に彩られた地です。万葉集には、これ

らの地域で詠まれた歌がいくつか収められており、万葉をテーマとした情報発信

やイベントを行うことで、全国の万葉ファンの誘客を促進します。

○「おさかなリゾート」で誘客（加太）

地元の美味しい鮮魚と海や島を活かした体験（伝統漁法見学、漁船クルーズ等）

を組み合わせ、京阪神やインバウンドの観光客の誘客を行います。

◇南紀白浜温泉

○「しらはま和みコンシェルジュ」で周遊・滞在促進

白浜温泉旅館協同組合加盟施設の従業員が「コンシェルジュ」となり、自ら体

験したおすすめの体験プログラムの紹介や手配、また、町内の隠れスポットなど

の紹介を行います。

○アートによる白浜の新たな魅力付け

白浜温泉旅館協同組合と大阪芸術大学がコラボし、まちなかでのアート体験や

白浜温泉の各ホテルでのコンサート、ライブペインティング等により白浜＝アー

トな町のイメージづくりにより白浜の新たな魅力付けを行います。

○「ＡＬＬ白浜」で周遊・滞在促進

ＡＬＬ白浜“ここでしかできない旅”実行委員会（※）では、まちなかの周遊

促進のための各種取組を実施します。

※構成 商工会、観光協会、旅館組合、町、県、商店街連合振興会、飲食業組合

（平成２２年に組織）

＜主な取組＞

・ランチプロジェクト「白浜 deランチ」の実施
・おもてなしボランティア「ウェルカムサポーター」の運営 など

○食の魅力「クエ」で誘客

観光協会、旅館組合、ＪＲ西日本、旅行会社等が連携し、安定供給が可能とな

った「クエ」を白浜の食として誘客に活用します。

○多彩なイベントによる誘客

白浜の四季を彩るさまざまなイベント情報を発信し、誘客に繋げます。

◇龍神温泉

○「日本三美人の湯」で誘客

龍神温泉は、弘法大師・空海が開き、紀州徳川家の湯治場となっていた由緒あ

る温泉です。また、日本三美人の湯としても知られています。こうした魅力に併

せて、世界遺産「高野山・熊野」への近接性などのメリットを主に女性層に発信

し、誘客します。

○「高野山・龍神温泉ウルトラマラソン 2019」で誘客
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＜時 期＞ 令和元年６月９日

＜内 容＞ 世界遺産「高野山」と日本三美人の湯「龍神温泉」を繋ぐ

ウルトラマラソンを開催（３回目）

＊コース（５０ｋｍ、１００ｋｍ）

＜主 催＞ 高野山・龍神温泉ウルトラマラソン実行委員会

◇熊野本宮温泉郷

世界遺産・熊野本宮大社の膝元に開けた熊野本宮温泉郷は、世界遺産「つぼ湯」

が所在する古湯「湯の峰温泉」、毎年冬、河原を掘って作られる「仙人風呂」で有名

な「川湯温泉」、アウトドアと大露天風呂が楽しめる「渡瀬温泉」と、それぞれ違っ

た魅力を有しています。世界遺産にこれらの魅力を併せて発信することで誘客を促

進します。

◇串本温泉

○豊かな自然で誘客

「ラムサール条約湿地」に登録されたサンゴの海、本州最南端の「潮岬・大島」、

国名勝天然記念物の「橋杭岩」をはじめ、２６年８月、日本ジオパークに認定さ

れた「南紀熊野ジオパーク」などの豊かな自然と新たに「カヤックフィッシング」

や「ＳＵＰ（スタンドアップパドル）」などのマリンアクティビティを加え、更に

充実した体験プログラムと本州最南端の温泉で誘客と滞在を促進します。

○食の魅力「海の食材」で誘客

ブランド「しょらさん鰹」（プレミア和歌山）をはじめ、「まぐろ」「イセエビ」

「トビウオ」など、海の食材には事欠かない串本の「食」を「本まぐろ養殖体験」

などユニークな体験プログラムと組み合わせて発信します。

◇南紀勝浦温泉

○世界遺産を活用した誘客

世界遺産に近接するメリットを最大限に活用しつつ、温泉、グルメ、イベント、

体験プログラムといった地域観光素材を組み合わせて魅力発信を行うことで、女

性層をターゲットにした誘客を促進します。

○食の魅力「生まぐろ」で誘客

南紀勝浦の食を代表する「生まぐろ」を中心に情報発信することで「食」での

誘客を促進します。まぐろをテーマとした各種イベント（まぐろ祭り、バル等）

の実施や「生まぐろ食べ歩きマップ」による店舗紹介など、まぐろの町ならでは

のＰＲを展開します。

○海の魅力「ブルービーチ那智」で誘客

ＳＵＰ（スタンドアップパドル）、海上遊具（ウォーターパーク）などの体験メ

ニューやバーベキュースペースを開設するなど、海水浴場での楽しみ方を充実さ

せ、世界遺産、温泉に次ぐ新たな魅力をＰＲ展開します。

2018実績

◇和歌山市の温泉
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○県観光情報誌「紀州浪漫」トピックス

＜時 期＞ 冬号（１２月１日）

＜内 容＞ 水色の「めでたいでんしゃ」運行開始

◇南紀白浜温泉

○しらはま和みコンシェルジュ （白浜温泉旅館協同組合）

＜時 期＞ ２６年４月～継続

＜内 容＞ 体験プログラム案内担当（コンシェルジュ）を設け、体験プロ

グラムの利用を促進

白浜周辺を含む体験事業者を募り、チラシ作成、施設各部屋に

配置

コンシェルジュやフロントから予約

○白浜アートプロジェクト（白浜温泉旅館協同組合）

＜時 期＞ ８月１８～１９日、８月２２～２６日、１１月３～４日、

１２月２３～２４日、３１年２月１０日

＜内 容＞ 加盟施設でのコンサート、白良浜等でのライブペインティング

＜備 考＞ 大阪芸術大学と協働

○シーサイドイルミネーション

＜時 期＞ １２月１日～３１年１月１５日

＜内 容＞ 白良浜遊歩道沿いに光のプロムナードを演出。ジャズやアカペ

ラのライブコンサートを実施

◇龍神温泉

○第二回「高野山・龍神温泉ウルトラマラソン」

＜時 期＞ ６月１０日

＜内 容＞ 世界遺産・高野山と日本三美人の湯・龍神温泉の地を巡るマラ

ソン大会

＜備 考＞ 参加者 １００ｋｍの部：４１９人

５０ｋｍの部：３８８人

◇熊野本宮温泉郷

過日の台風接近に伴う風水害により、甚大な被害を受けた川湯温泉を中心とし

た熊野本宮温泉郷について、プレスツアーを開催し、メールマガジンで幅広く情

報発信

○プレスツアー

＜実施日＞ １２月２２～２３日

＜参加者＞ １１社１４人

＜訪問先＞ 滝尻王子、仙人風呂、熊野古道トレッキング（発心門～熊野本

宮大社）、大斎原、熊野和紙体験工房おとなし、時代衣裳熊代屋、

湯の峰温泉等

○メールマガジン

・じゃらん

＜配信日等＞ ３１年１月２５日 １０万通
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＜掲載施設等＞ 熊野古道、熊野本宮大社、川湯温泉、湯の峰温泉、渡瀬

温泉、熊野本宮温泉郷宿泊施設 等

・ＪＴＢ（るるぶトラベル）

＜配信日等＞ ３１年１月２７日、２月９日 １００万通

＜掲載施設等＞ 熊野古道、熊野本宮大社、川湯温泉、湯の峰温泉、渡瀬

温泉、熊野本宮温泉郷宿泊施設 等

○川湯温泉仙人風呂

＜時期等＞ １２月２２日～３１年２月２０日 来場者：約５０,０００人

＜内 容＞ 川を一部せきとめて作られる日本一大きな露天風呂

＜備 考＞ 新春！仙人風呂かるた大会

３１年１月２０日 参加者数：１７組６８人

◇串本温泉

○橋杭岩ライトアップ（南紀串本観光協会）

＜時期等＞ １１月２～４日 来場者：約 ４,１００人

○多彩なイベント展開（南紀串本観光協会ほか）

・潮岬オフショアトーナメント（６月３日） ７４人

・橋杭海水浴場海開き（７月１日～８月３１日）

・橋杭ビーチジャズパーティー（９月２２日） １００人

・古座街道佐本渓谷ウォーク（９月２２日） ８人

・紀伊大島ウォーク（１０月６日） １０人

・珍魚釣り大会（１０月２１日） ７９人

・大辺路ウォークpart１（１１月１７日） １４人

・ラブ太平洋串本エギング大会（１１月１８日） １７１人

・通夜島クルーズ（１２月１日） １２人

・重畳山滝めぐりウォーク（３１年１月１２日） ２３人

・本州最南端の火祭り（３１年１月２６日） ３，０００人

・大辺路ウォークpart２（３１年２月９日） １２人

○イベント出展でのＰＲ

・大阪フィッシングショー ３１年２月２～３日

◇南紀勝浦温泉

○生まぐろを活用した誘客イベント

・第２５回まぐろ祭り

＜時期等＞ ３１年１月２６日 来場者：約１３,０００人

・生まぐろ出前解体ショー

４月 道の駅いずみ山愛の里「春の味覚祭り」（大阪府和泉市）

７月 ひのきの里の夏祭り（長野県上松町）

１１月 道の駅いずみ山愛の里「秋の味覚祭り」（大阪府和泉市）

２月 東海和歌山県人会（愛知県名古屋市）

・全国ご当地どんぶり選手権ｉｎツーリズムEXPO2019への参加

上記イベントにて紀州勝浦生鮪中トロカツ丼を販売するとともに、イベント
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に関連する印刷物やＷＥＢメディアを通じ、那智勝浦町の生まぐろをＰＲ

○ブルービーチ那智での取組

・海上遊具（ウォータパーク）の設置・・利用者数：１，１３６人

期 間：８月１０～１９日

・ＳＵＰ・クリアカヤックの貸出・・・・利用者数：１９３人

期 間：７月２７日～８月２６日

・ＢＢＱスペースの貸出・・・・・・・・利用者数：２５組

期 間：７月１４日～８月２６日

○ＳＮＳを活用した情報発信

・Instagramフォトコンの開催 １２月１４日～３１年３月２４日

優秀作品に特産品贈呈

【参考】

◇温泉総選挙2018

＜時 期＞ ５月１４日～３１年１月３１日

＜主催者＞ 旅して日本プロジェクト実行委員会

＜内 容＞ 様々な部門賞を通じて温泉の効能や温泉地の魅力を広くＰＲし、

国民へ温泉地の利用を促進することを目的として実施。

エントリー温泉地総数：１２０温泉地

本県からのエントリー温泉地数：１０温泉地

＜受 賞＞ ①やどり温泉 いやしの湯

・部門賞「ファミリー部門」第１位（獲得票数３９，０３６票）

・特別賞「COOL CHOICE賞」

②南紀勝浦温泉

・各大臣賞「総務大臣賞」

＜備 考＞ 総投票数 １１６万票
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(７)『自然の素晴らしさ』で和歌山を売り出す

本県は、海、山、川など、天与の観光資源である自然に恵まれ、心身のリフレッシュや

景観を楽しむだけでなく、自然をフィールドにさまざまな体験を楽しむ観光客が増えてい

ます。

現在展開中の「水」をテーマした「水の国、わかやま。」キャンペーンについては、今年

度も実施し、継続して「和歌山の魅力」を発信するとともに、観光資源の開発やブラッシ

ュアップを行います。

また、和歌山の自然を楽しみながら走るサイクリングルートの整備が進み、現在は、サ

イクリストに優しい宿や、サイクルステーションなど、受入環境の拡充に取り組んでいま

す。

水の造形でもある南紀熊野ジオパーク（県内の９市町村に所在）は、平成３１年１月、

日本ジオパークに再認定されました。これは、貴重な自然、そこから発生した自然崇拝や

熊野信仰、人間の営み、豊かな温泉、食文化があり、それを地域の人々が保全し、活性化

につなげる活動を継続して繰り広げてきたからこそ再認定されたもので、今後、世界ジオ

パーク認定に向けた取り組みを行います。

Ⅰ 「水の国、わかやま。」キャンペーン 詳細5頁

滝や清流など水がもたらす本県の豊かな自然を盛り込んだキャンペーンガイドブッ

ク及び公式ＷＥＢサイト（日本語版、英語版）等により、国内外に「水の国、わかや

ま。」の魅力を広く情報発信します。

Ⅱ 「サイクリング王国わかやま」 詳細10頁

県内全域を網羅するサイクリングロード、また、サイクリストに優しい宿やサイク

ルステーションの拡充を行い、豊かな自然の中、安全・安心かつ快適にサイクリング

を楽しめる「サイクリング王国わかやま」として国内外に発信します。

Ⅲ 南紀熊野ジオパーク

「ジオパーク」を活用した観光振興

◇南紀熊野ジオパークセンターの整備 ＝ New＝
＜場 所＞ 串本町潮岬

＜計 画＞ 建物工事、展示設計・施工

７月開館予定

◇「水の国、わかやま。」キャンペーン 詳細5頁

南紀熊野ジオパークを絡ませたモデルルートの開発や情報発信を行います。

◇各種情報発信ツールやメディア展開

各種情報発信ツールやメディア展開において「南紀熊野ジオパーク」の魅力を発

信し認知度向上に努めます。

◇「南紀熊野ジオパーク推進協議会」と連携した観光振興
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平成２６年８月に日本ジオパークに認定され、ユネスコ世界ジオパーク認定に向

けた取組を進めている「南紀熊野ジオパーク」地域について、推進主体である南紀

熊野ジオパーク推進協議会と連携しながら、観光振興での活用を図ります。

○３１年度の推進協議会の観光振興に係る主な事業

・ジオパークツアーガイドへの講座

ジオパークフェスタの開催、ツアー等の開催

【ジオパーク】

ヨーロッパで始まった地質や地形を見どころとする自然の公園。

貴重な地質や地形を含めた自然遺産を保全するとともに、ジオツーリズムを通して地球科学

の普及や環境教育などを行い、さらに観光資源として活用することで地域の活性化を目指す。

世界ジオパークは、平成２７年１１月に世界遺産と同じユネスコの正式事業に承認された。

【南紀熊野ジオパーク推進協議会】

構成団体：県、新宮市、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、

古座川町、北山村、串本町の行政・教育委員会・経済団体及び奈良県十津川村

設立年月：平成２５年２月

2018実績

◇「水の国、わかやま。」キャンペーン 詳細5頁

南紀熊野ジオパークを紹介

◇ジオパークツアーガイド養成（エリア拡大）（主管：自然環境室）

＜内 容＞ 「各エリアの主なジオサイト」（座学）

「ジオサイト現地実習」

「実技試験」

受講者１０人 合格者６人

＜実施主体＞ 南紀熊野ジオパーク推進協議会、県

◇南紀熊野ジオパークフォトコンテスト（主管：自然環境室）

＜内 容＞ 南紀熊野の地形や風景、自然の恵み、地元特有の動植物、歴史や

文化、農業、漁業、地場産業やエリア内の人々の営みなど、南紀

熊野の魅力を題材にした写真のコンテストを実施

＜応募数＞ ８９人 延べ３２６作品（うち県内７１人）

◇第６回南紀熊野ジオパークフェスタの開催（主管：自然環境室）

＜時期等＞ ３１年３月１６日 白浜会館･白浜町立総合体育館 参加約６００人

＜内 容＞ 講演会、活動発表、展示、物産販売

＜実施主体＞ 南紀熊野ジオパーク推進協議会、近畿地方環境事務所

Ⅳ 自然を活用した誘客

自然とのふれあい
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◇マリンスポーツ

地元市町村、観光関係団体・事業所等と連携した取組によりマリンスポーツに関

する体験プログラムの利用者を増やし、滞在時間の延長と消費拡大につなげます。

◇アウトドアスポーツ

アウトドア関連の展示会等への出展を通して、本県にはアウトドアの素晴らしい

フィールドが多くあることをＰＲし、誘客につなげます。

また、「ほんまもん体験プログラム」において人気の高いプログラムを積極的に情

報発信することで、ファンを増やしリピーター化を図ります。

○アウトドア関連イベントへの出展

・アウトドアフェス

＜時 期＞ 令和２年３月（予定）

＜場 所＞ 万博記念公園（吹田市）

2018実績

◇「アウトドアフェス」への出展 再掲81頁

＜時期等＞ ３１年３月２～３日 万博記念公園

来場者数 ３８，４３１人

＜内 容＞ 日本最大級のアウトドア・レジャー

総合イベント

ほんまもん体験を中心にアクセスの

向上など総合的にＰＲ

＜主 催＞ テレビ大阪

フォトライブラリーの活用

◇フォトライブラリー

ＷＥＢサイトを活用し、旅行会社等へ和歌山の魅力ある風景や観光スポットの写

真を提供することにより、本県への誘客を促進します。

2018実績

◇情報発信力の強化

○写真ダウンロードサイト「和歌山県観

光フォトライブラリー」の運用

＜内 容＞ 申請 約１,０００件
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(８)『食の魅力』で和歌山を売り出す

温暖な気候風土に恵まれた本県には黒潮で獲れる海の幸、梅やみかんをはじめとする山

の幸があります。

「食」は「温泉」などとともに旅行目的の重要な要素であり、地元の新鮮な食材を活か

した特色あるメニューや郷土料理等を他の観光素材と組み合わせて情報発信することで誘

客につなげます。

また、地域で人気のあるお店やカフェなど女性にうける店舗や、バルなどの地域等が新

たに実施する「食」に関する取組について情報発信等を行ってまいります。

Ⅰ 女性に人気のあるお店やカフェ

和歌山通がおすすめするグルメ情報

◇観光情報サイト内「わかやま食旅」

随時、旬なグルメ記事を掲載。観光客が来店しやすいような店舗情報を掲載、

更新することで誘客を図ります。

2018実績

◇和歌山通がおすすめするグルメ情報の運営

＜時 期＞ ４月１日～

＜内 容＞ 随時旬なグルメ記事を掲載

観光客が実際訪れられるよう店舗情報

を掲載、更新

＜実 績＞ 計９テーマを更新

Ⅱ 情報発信

「食」の情報発信

◇県観光情報サイトにおける情報発信

すべての情報発信の際に、旅の楽しみ方として最新グルメやご当地グルメなど

「食」の情報や周辺観光スポットなどの情報をあわせて発信することで誘客を図り

ます。

◇地元グルメの情報発信

「地元ならではの食」や「地元の看板グルメ」を各種観光パンフレット等に掲載

し、積極的に情報発信することで誘客に繋げます。

○和みわかやまっぷ with スタンプラリー（お得なクーポン付与）
県内のお食事処、お土産処、温泉・入浴施設をめぐるスタンプラリー。規定数

のスタンプを集めて応募すると、県産品を抽選で進呈。 詳細139頁

○県観光ガイド＆マップ
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○県観光情報誌「紀州浪漫」 など

2018実績

◇県観光情報サイトにおける情報発信

各地域、食材、季節毎に代表する「食材」を紹介

◇地元グルメの情報発信

○和みわかやまっぷ with スタンプラリー 詳細139頁

県内のお食事処、お土産処、温泉・入浴施設をめぐるスタンプラリー。

規定数のスタンプを集めて応募すると、県産品を抽選で進呈。さらに、Insta

gram企画の実施。

＜時 期＞ ７月２４日～３１年３月３１日

＜部 数＞ １３万部

＜内 容＞ 県内のお食事処、お土産処、温泉、入浴施設２００店舗

全店舗で使えるお得なクーポン付き

県産品（プレミア和歌山）が当たるスタンプラリー

インスタグラム企画

○県観光ガイド＆マップ

各エリア毎に代表する「食材」を紹介

○県観光情報誌「紀州浪漫」

各号の特集などで旬の素材や地域グルメを紹介

○テレビ

＜時 期＞ ３１年３月９日

＜内 容＞ 山陽放送「イブニング５時」

日高町 天然クエ鍋

（「ニッポン」全国鍋グランプリ2018で日本一）
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(９)『ほんまもん体験』で和歌山を売り出す
体験観光は、観光客が訪問先での滞在時間を延ばし、消費拡大につながる重要な観光素

材です。自然、農林漁業や歴史文化、暮らしなどの地域資源を活かした体験型観光「ほん

まもん体験」は約３５０のメニューがあり、これらを活用して和歌山を売り出します。

また、体験プログラムの中から、観光客のニーズと事業者受入体制が確立されているプ

ログラムを選別し、これらを重点的に情報発信することで、利用者の増加を図ります。

「ほんまもん体験」を活用した修学・教育旅行は、県外の児童・生徒が「和歌山の魅力」

に触れる絶好の機会であり、将来、和歌山を再訪する潜在的なお客さまを増加させるツー

ルとして積極的な誘致活動を展開します。

さらに、「Nightlife in WAKAYAMA」として、体験を含む夜の娯楽情報をまとめて発信す
ることで、県内の消費拡大を目指します。

Ⅰ 夜の楽しみ方の提案

◇「Nightlife in WAKAYAMA ～和歌山の夜の楽しみ方～」の実施 再掲169、223頁

夜の娯楽としての県内飲食店や星空観察会をはじめとする体験プログラム、イベ

ント情報などを総合的に発信するとともに、県内飲食店の外国人観光客受入環境（メ

ニュー多言語化、ＷＥＢ予約システム等）の整備を進め、県内の消費拡大を目指し

ます。

＜内 容＞ 飲食店や体験プログラムなどをまとめた「特設サイト」の更新

＜時 期＞ 随時

＜展 開＞ 特設サイトへの誘導

・ＱＲコードを付したリーフレットを観光案内所、宿泊施設

（フロント・客室）、観光関係施設等に配置

・ＱＲコードを付した専用プレートを宿泊施設（フロント）に

配置

・多言語ＷＥＢサイト「Visit Wakayama」、県観光情報サイト「わ
かやま観光情報」にリンク設定

・各種パンフレット、ＳＮＳの活用

2018実績

◇Nightlife in WAKAYAMA 特設サイトの開設

＜時 期＞ ９月２５日

＜内 容＞ 飲食店や体験プログラムをエリア別に掲載

外国人観光客向けには、多言語版観光情報サイト「Visit Wakayam

a」内に「WAKAYAMA WHEN THE SUN GOES DOWN」ページを追加

＜展 開＞ 県内宿泊施設にＱＲコード表示したスマートプレートの設置

各種ＨＰでのバナー設置、印刷物のＱＲコード掲載
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Ⅱ 「ほんまもん体験」を活用した修学・教育旅行の誘致 詳細130頁

「ほんまもん体験」を修学・教育旅行に組み込むことによる教育的効果が広く認め

られ、本県への修学・教育旅行が増加しています。この機を活かし、様々な学習・体

験ができる修学・教育旅行を全国の学校に提案します。

また、訪日教育旅行は、学校交流や農山漁村生活体験を通じて、県内の児童・生徒

や地域の方々が異文化を体験し、国際理解を深める機会にもなっています。今後も海

外の旅行会社や学校に積極的にプロモーションを行い、さらなる誘致に努めます。

Ⅲ 体験プログラムの魅力発信

体験プログラム情報発信等

◇「水の国、わかやま。」キャンペーンとの連動 詳細5頁

「水の国、わかやま。」キャンペーンで水の体験アクティビティを紹介します。

◇「白浜モデル」（しらはま和みコンシェルジュ）の拡大

体験者数の増加や周遊、滞在促進を図るため、白浜温泉旅館協同組合で行われて

いる取組について、他の地域へも働きかけを行います。

※「しらはま和みコンシェルジュ」

白浜温泉旅館協同組合加盟のホテル・旅館の従業員が「コンシェルジュ」となり、自ら体

験したおすすめの体験プログラムの紹介や手配、また、町内の隠れスポットなどの紹介を行

います。

また、専用チラシを作成し、加盟施設の旅館・ホテルの各部屋へ置くなど、体験プログラ

ムの利用促進に努めています。

◇体験プログラムの情報発信

さまざまな媒体を活用して体験プログラムの情報発信を行います。

その際、利用状況や事業者からのヒアリング結果などから利用しやすい体験プロ

グラムを選別し、それらをより強く情報発信します。

＜内 容＞ 県観光情報サイトにおける専用ページでの紹介

パンフレットの作成・配布

イベント等における情報発信

プレスツアーへの組入れ

雑誌への特集記事掲載

◇旅行会社へのセールス活動の強化

団体での受入れが可能で、かつ、人気が高く利用しやすい体験プログラムを旅行

会社に積極的に情報提供し、商品化に繋げます。

＜内 容＞ 旅行会社訪問時の情報提供

旅行会社現地研修ツアーへの組入れ

2018実績
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◇体験プログラムの情報発信

・「アウトドアフェス」 再掲76頁

＜時期等＞ ３１年３月２～３日

万博記念公園 来場者数 ３８，４３１人

＜内 容＞ 日本最大級のアウトドア・レジャー総合イベント

ほんまもん体験を中心にアクセスの向上など総合的にＰＲ

＜主 催＞ テレビ大阪

体験プログラムの魅力アップ・利便性向上

◇地域観光関係団体による体験観光の利便性向上

観光協会、旅館組合など地域観光関係団体が中心となって、周辺の体験プログラ

ム等を積極的に情報発信することにより、地域への滞在と消費を促します。

◇体験観光の開発 ＝ New＝ 再掲5頁

水にまつわる体験型観光を実施（新規・ブラッシュアップ）する事業者に対する

支援を行います。

◇体験事業者及び紀州語り部のレベルアップ

事業者研修会を開催し、旅行会社等の考え方や人気プログラムの背景を研修する

ことにより、事業者自身が体験プログラムの充実や受入れ体制の強化に努めます。

また、紀州語り部のおもてなし力の向上を促す研修会等や相互連携を図る連絡会

議を実施します。

○県内体験事業者研修会の実施

体験事業者やインストラクターを対象とした研修会を実施します。

＜時期等＞ 令和２年２～３月頃 県内１か所

○紀州語り部ガイドレベルアップ支援

紀州語り部各団体等が独自で行うレベルアップ研修に対する助成を行います。

＜対 象＞ 紀州語り部各団体等

○紀州語り部連絡会議、研修会の実施

紀州語り部登録団体・登録者間の交流、語り部の資質向上、相互連携を図るた

めの研修会等を開催します。

＜時期等＞ 令和２年１～３月頃 県内１か所（連絡会議）、県内２か所（研修

会）

○紀州語り部覆面調査員派遣業務

語り部の電話予約時の応対から現地で語り部と共に歩き終わるまでの接客の状

況やコミュニケーション能力を把握する。

◇将来の地域人材確保に向けた取組

世界遺産の語り部などの将来的な人材不足を見据え、地域が求める次世代を担う

人材の裾野を拡大します。

○わかやま次世代語り部の育成
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次世代を担う語り部を育成するために、各語り部団体・観光協会等と連携し、

県が広く人材を募集し、講座等の開催に加え、各地域で活動する団体とマッチン

グを進めてまいります。

＜時 期 等＞ 未定

＜募集対象＞ 県内外の希望者

＜募集方法＞ 紀州浪漫、県民の友 等

○世界遺産を次世代に継承するための取組 詳細52頁

○日本遺産ガイドの養成 詳細67頁

○和歌山県版通訳ガイド養成 詳細220頁

2018実績

◇わかやま次世代語り部の育成

次世代を担う語り部を育成するために、各語り部団体・観光協会等にヒアリン

グを実施。

＜時期等＞ ３１年３月２２日

和歌山県民文化会館（和歌山市） 参加１６人

西牟婁振興局（田辺市） 参加３２人

＜内 容＞ 各語り部団体と今後の事業案に基づく協議会の開催

◇体験事業者研修会の実施

○県内体験事業者研修会の実施

＜時期等＞ ３１年３月 ５日

和歌山県民文化会館（和歌山市）参加者計１０９人

＜講師等＞ 講 演「外国人宿泊者への体験観光等魅力発信について」

Airbnb Japan(株)公共政策本部

上席渉外担当 杉山 亜希子 氏

M＆PJAPAN 代表 布施 真規子 氏

株式会社エイトワンマネジメント

代表取締役社長 中野 淳 氏

○紀州語り部ガイドレベルアップ支援事業

＜支援内容＞ ガイドに要する知識・技術及びホスピタリティ向上等に要す

る研修会の費用の一部を支援

＜支援団体＞ ５団体 田辺観光ボランティアガイドの会、古道語り部・

熊野赤リュック、和歌山市語り部クラブ、高野七

口再生保存会、みなべ観光協会

○紀州語り部連絡会議の開催

＜時期等＞ ３１年３月２２日

和歌山県民文化会館（和歌山市） 参加１６人

西牟婁振興局（田辺市） 参加３２人

＜内 容＞ 各語り部間の相互連携を図るため会議を開催
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○紀州語り部おもてなし研修会の実施

＜時期等＞ ３１年２月２６日 西牟婁振興局 参加４７人

３１年２月２７日 和歌山県民文化会館 参加４９人

＜講師等＞ ＮＰＯ法人日本トラベルヘルパー協会

理事長 篠塚 恭一 氏

＜テーマ＞ 「トラベルヘルパーとの連携による今後の案内業務における需

要拡大を模索する」

○紀州語り部覆面調査員派遣業務

＜時 期＞ １０～１１月

＜対象団体数＞ ３団体

＜対象団体名＞ ①高野みらい語り部の会、②熊野古道大辺路刈り開き隊、

③熊野三体月語り部の会

＜内 容＞ 語り部の電話予約時の応対から現地で語り部と共に歩き終わ

るまでの接客の状況やコミュニケーション能力を把握
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(１０)『ブランド』で和歌山を売り出す
近年、ロンリープラネットやAirbnbをはじめ、国内外から高評価を得ていることもあり、

富裕層の訪日外国人観光客が急増している。本県にはグローバルブランドである｢世界遺産｣

や｢ミシュラン三つ星｣に加え、｢スピリチュアル｣、｢絶景｣、｢良質な温泉｣など富裕層観光

客の欲求を満たす観光資源が豊富にあるにもかかわらず、富裕層に対応できる宿泊施設が

依然不足しています。県では平成２８年度に富裕層向けのホテル誘致のための奨励金制度

を設け、担当部局と協働して誘致活動に取り組んでいます。ブランド力のあるホテルの立

地により、地域ブランドの向上や誘客が期待できることから、そのブランド力を活用した

取組を展開します。

また、本県独自のブランドとして「和歌山県ふるさと大使」をはじめ、スーパースター

などを前面に出したＰＲ活動を行います。県が委嘱している「和歌山県ふるさと大使」、「わ

かやまパンダ大使」、「和歌山県観光大使」、県観光連盟が委嘱している「わかやま応援団」

や「和歌山ファンクラブ」の方々には、メディアや企業等、それぞれが関係するフィール

ドにおいて広く情報発信を行っていただくとともに、本県のスーパースターであるアドベ

ンチャーワールドの「パンダファミリー」や和歌山電鐵貴志川線の「マネージャー駅長・

ニタマ、スーパー駅長・よんたま」の世代を問わない人気や、安全で高品質な県産品とし

て認定されたわかやまの逸品「プレミア和歌山」など、ブランド力を活かしたプロモーシ

ョンを実施します。

Ⅰ 富裕層向けホテルの誘致

奨励金制度や候補地情報に加え、観光客の動向や周辺観光資源の詳細など本県への

立地優位性をＰＲする誘致活動を実施します。

◇県がホテル立地に関わり今後開業予定のホテル

「Trip Base 道の駅プロジェクト」として積水ハウスとマリオットインターナシ

ョナルがすさみ町及び串本町にロードサイド型ホテルを開業予定。

①「フェアフィールド・バイ・マリオットすさみ」

（すさみ町／令和２年１０月開業予定）

＜７階建て、８７室（温浴施設あり）、「道の駅すさみ」隣接＞

②「フェアフィールド・バイ・マリオットくしもと橋杭岩」

（串本町／令和２年１２月開業予定）

＜７階建て、９６室、「道の駅くしもと橋杭岩」向かい＞

※積水ハウスは、今後も県内各地域で「Trip Base 道の駅プロジェクト」セカンド

ステージの展開を検討しており、県として、ホテル候補地の選定に協力していく。

2018実績

◇誘致活動 ３６社 ８３回（３１年１月末現在）

※うち５社に県内ホテル用地の現地視察を実施

◇県がホテル立地に関わり開業したホテル
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・リゾートホテル「エピカリス」（和歌山市／７月開業）

＜鉄筋５階建て、２８室、定員約９０人＞

※(株)スターボシステム（(株)東組）が旧岡徳楼をリノベーションし開業。

Ⅱ ふるさと大使などによる情報発信

和歌山県ふるさと大使等によるＰＲ

「和歌山県ふるさと大使（坂本冬美さん、小西博之さん）」や「わかやまパンダ大使

（岡本玲さん）」、「和歌山県観光大使（袁文英さん）」には、さまざまな観光イベント

などに出演を依頼し、メディアを介して広く情報発信を行っていただきます。また、「わ

かやま応援団（現在３６人）」「和歌山ファンクラブ（約５００人）」の方々には、各人

の持つ広い人脈を通して観光や県産品等の情報を発信していただきます。

ふるさと大使 ふるさと大使 わかやまパンダ大使 観光大使

坂本冬美さん 小西博之さん 岡本 玲さん 袁 文英さん

2018実績

◇和歌山県ふるさと大使等によるＰＲ活動

○わかやまパンダ大使・岡本 玲さん

・県観光情報誌「紀州浪漫」

＜時期等＞ 春号

＜内 容＞ パンダ特集ページにおけるインタビュー記事掲載

Ⅲ パンダなどブランドを活用した情報発信

情報発信

◇日本一の飼育頭数を誇る「パンダ」を活用した誘客展開

日本のテーマパークランキング「第４位」、アジアのテーマパークランキング「第

８位」、及び“旅好きが選ぶ！日本の動物園・水族館ランキング2018”の動物部門「第

１位」（いずれもトリップアドバイザー発表）に輝いたアドベンチャーワールドにお

いて、昨年８月、２年ぶりにメスの赤ちゃんパンダ「彩浜（さいひん）」が誕生しま

した。引き続き、「パンダ＝和歌山」のイメージの拡大・定着を図るとともに、周辺

の楽しみ方も含め情報発信に努めます。
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○都市圏プロモーションにおける情報発信

・メディア、旅行会社訪問時にパンダ情報を紹介

○メディアを活用した情報発信

・テレビ、雑誌、新聞広告などによる情報発信

◇和歌山県観光ＰＲシンボルキャラクター「わかぱん」による情報発信

和歌山観光ＰＲシンボルキャラクター「わかぱん」の露出機会を増やし、『パンダ

＝和歌山』イメージの拡大・定着を図ります。

○「わかぱん」の全国的な露出拡大を図るため、大手企業とのタイアップを開拓・

推進

○県内事業者等に、商品やパッケージへの「わかぱん」の使用を働きかけ

○各種プロモーション（メディア訪問等）実施時に「わかぱん」着ぐるみ登場

○「わかぱん」各種ノベルティ（シール、缶バッジ、絆創膏、ピンバッジ等）の活用

◇「パンダ」イメージプロモーション

○メディアを介した情報発信を期するため、「わかやまパンダ大使」の岡本 玲さん

をイベントや観光情報等で積極的に起用

○県観光情報サイト、「わかぱん Twitter」等による旬のパンダ情報の発信
◇和歌山電鐵「たまⅡ世駅長・ニタマ」で誘客促進

全国的な知名度がある「マネージャー駅長・ニタマ、スーパー駅長・よんたま」、

また、「いちご電車」「おもちゃ電車」「たま電車」「うめ星電車」といったユニーク

な電車が観光客を惹きつける和歌山電鐵とタイアップして貴志川線沿線の誘客を促

進します。

○都市圏プロモーション 詳細141頁

・メディア、旅行会社訪問時の紹介

○岡山市における情報発信 再掲149頁

・同社が属する両備グループの岡山電気軌道(株)の路面電車「たま電車／わかや

ま応援館」を使用して岡山市において継続的な情報発信

2018実績

◇赤ちゃんパンダ誕生を契機とした誘客展開

○パンダ新聞（なごみ旅）（第１号）によるＰＲ

＜時 期＞ ８月３１日

＜部 数＞ ２万部

＜配 布＞ わかやま紀州館、名古屋観光センター、県内外のイベント（白

浜空港開港５０周年イベント、和みわかやま東京レセプション

等）ほか

○パンダ新聞（なごみ旅）（第２号）によるＰＲ

＜内 容＞ 「彩浜」の命名と成長の様子、県内観光情報（南方熊楠・日本

遺産「絶景の宝庫 和歌の浦」・WAKAYAMA８００ほか）

＜時 期＞ ３１年１月９日
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＜部 数＞ ２万部

＜配 布＞ わかやま紀州館、名古屋観光センター、県内外でのイベント（ほ

んまにええとこ関西観光展ｉｎ横浜 等）ほか

○ＪＡＬ機内ビデオによる情報発信

＜時 期＞ ３１年３月１～３１日

＜内 容＞ パックンマックンが出演するＪＡＬオリジナル番組「パックン

マックンのなるほど日本！旅サーチ」内で、白浜の魅力をサ

イクリングを通じて紹介。南紀白浜アドベンチャーワールドも

スポットの一つとして巡り、パンダを紹介。

＜展 開＞ ＪＡＬ国内線飛行時間８０分以上の上り便

○県観光振興課Instagram公式アカウント「＠nagomi_wakayama_tourism」による

情報発信

◇和歌山観光ＰＲシンボルキャラクター「わかぱん」による情報発信

○企業とのタイアップ

県内外企業が発売する商品等に「わかぱん」を採用してもらい、露出を促進

・紀伊観光物産(株)

＜時 期＞ ５月下旬～

＜内 容＞ 自社商品「お菓子」のパッケージデザインに使用

・カルビー(株)

＜時 期＞ ６月中旬～

＜内 容＞ 自社商品「お菓子」のパッケージデザインに使用

・(株)おはなはん

＜時 期＞ ６月下旬～

＜内 容＞ 自社商品「お好み焼き」のパッケージデザインに使用

・(株)近鉄百貨店和歌山店

＜時 期＞ ９月上旬～

＜内 容＞ 自社主催イベントの告知チラシデザインに使用

・(株)ストア

＜時 期＞ １０月中旬～

＜内 容＞ 雑誌のイラストデザインに使用

・白浜町商店街連合振興会

＜時 期＞ １０月中旬～

＜内 容＞ ポスターデザインに使用

○露出拡大

「わかぱん」の誕生７周年を記念し、露出拡大のため下記取組を実施

・夏の白浜で観光客をおもてなし

「わかぱん」が夏休み期間中、白浜各地で観光客を歓迎

＜時期等＞ ８月１８日 白浜温泉旅館協同組合加盟宿泊施設

フィッシャーマンズワーフ白浜
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白浜エネルギーランド

８月１９日 白浜温泉旅館協同組合加盟宿泊施設

アドベンチャーワールド

○着ぐるみでの露出

・ツーリズムEXPOジャパン、（公社）日本観光振興協会関西支部観光ＰＲ展

等のイベント参加

・都市圏プロモーションの新聞社等への訪問に参加

・ＪＲ白浜駅長 など

Ⅳ アニメの活用

本県にゆかりのある「アニメ」の活用

本県にゆかりのある「アニメ」作品を集約し、本県出身の漫画家の協力を得ながら、

ゆかりの地を巡る旅を提案・発信します。

◇イメージキャラクターの活用

本県出身の人気漫画家・助野嘉昭氏の協力により制作したアニメ系のイメージキ

ャラクター「和歌みなみ」の等身大パネル等を各種プロモーションや媒体で活用し

ます。

◇「わかやまアニメ旅」による発信

県観光情報サイト内「わかやまアニメ旅」において本県にゆかりのある「アニメ」

作品や舞台となった地の情報を発信することで誘客（アニメ聖地巡礼）に繋げます。

2018実績

◇「わかやまアニメ旅」による発信

県観光情報サイト内「わかやまアニメ旅」において本県にゆか

りのある「アニメ」作品や舞台となった地の情報を追加発信

○あの日、世界の真ん中で

串本町をモデルにした恋愛ラブストーリー

Ⅴ プレミア和歌山

プレミア和歌山の活用

優良県産品（プレミア和歌山）の販促活動と連携した観光プロモーションを実施す

ることで、観光と物販の相乗効果を高めます。

また、各種キャンペーンにおける賞品等でプレミア和歌山認定商品を積極的に活用

し、認知度向上に努めるとともに、地域の特産品やお土産として観光的価値の高い商

品について、積極的にＰＲを行います。
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さらに、プレミア和歌山の高品質な県産品をセレクトしたお土産ＰＲ冊子を宿泊施

設に配置し、観光客の消費単価の向上、消費拡大につなげます。

◇厳選お土産パンフレット「premiere SELECT－わかやまの逸品－」による情報発信

＜時 期＞ 随時

＜内 容＞ プレミア和歌山認定商品の中から高品質なものをセレクトするととも

に、エリア毎におすすめのお土産や道の駅などの販売店舗をダイジェ

ストで紹介。

＜展 開＞ 県内宿泊施設（各部屋）

◇特設ＷＥＢサイト「premiere SELECT－わかやまの逸品－」による情報発信

＜時 期＞ 随時更新

＜内 容＞ お土産パンフレット「premiere SELECT－わかやまの逸品－」の掲載内

容をベースに内容を随時更新していきます。

＜展 開＞ 県観光情報サイト内に開設している特設ＷＥＢサイトに誘導

「和歌山の絶品グルメ」「和歌山のほんまもん体験」「和歌山の夜の楽し

み方」「premiere SELECT－わかやまの逸品－」の各ＷＥＢサイトへ誘

導するために纏めたリーフレットを県内宿泊施設（各部屋）に配置

2018実績

◇県観光情報誌「紀州浪漫」ミニ特集「紀州三昧」

夏号：グリーンソフト、秋号：生姜丸しぼりわかやまジンジャーエール

冬号：からだ用棕櫚たわし焼き檜柄・灰干しさんま、春号：山椒香味油

◇各種キャンペーンにおける賞品等の活用

水の国、わかやま。キャンペーン

和みわかやまっぷ with スタンプラリー
お国じまんカードラリー 2017
都市圏プロモーション（メディア訪問）における読者プレゼント

Instagram投稿キャンペーン 優秀作品プレゼント など

◇厳選お土産パンフレット「premiere SELECT－わかやまの逸品－」の作成

＜時 期＞ ３１年３月

＜内 容＞ プレミア和歌山認定商品の中から高品質なものをセレクトするとと

もに、エリア毎におすすめのお土産や道の駅などの販売店舗をダイ

ジェストで紹介。

＜展 開＞ 県内宿泊施設（各部屋）

◇特設ＷＥＢサイト「premiere SELECT－わかやまの逸品－」の構築

＜時 期＞ ３１年３月

＜内 容＞ お土産パンフレット「premiere SELECT－わかやまの逸品－」の掲載

内容をベースに構築

◇ＪＡＬ機内誌「SKYWORD」での特集掲載

＜時 期＞ ３１年３月号（掲載期間：３月１～３１日）
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＜内 容＞ 「紀州漆器」を特集し、昔から変わらず引き継がれる『伝承の技』

と、昔ながらの技法をベースに常に革新を続ける『新たな姿』の

両者が共存されていることを紹介。

＜展 開＞ ＪＡＬグループの国内線および国際線全便に搭載、空港ラウン

ジ、有楽町ＪＡＬプラザTABITUS+ STATION
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(１１)『四季折々の魅力』で和歌山を売り出す

四季折々の表情を見せる和歌山の観光素材。その時期ならではの見どころや楽しみ方が

あります。こうした情報に加え、特色ある祭りや地域イベントなど本県ならではの旬の情

報をきめ細やかに発信します。

旬の情報発信

県観光情報誌やイベント情報チラシ、県観光情報サイト、ラジオ番組等で旬の情報

をタイミングよく発信します。

◇県観光情報誌「紀州浪漫」 詳細111頁

＜時期等＞ 年４回（６、９、１２、３月）発行

各号１０万部

＜展 開＞ 全国の旅行会社及びメディア、和歌山ファンクラブ会員、全国主要

都市の主要書店約１６０店舗など

◇県観光情報サイト 詳細112頁

旬のイベント情報、四季折々の見どころや楽しさを紹介します。

◇熊野古道の新たな見どころを情報発信 詳細44頁

地元の方しか知らない熊野古道の新たな魅力をＷＥＢサイトで国内外に広く情報

発信します。

◇ラジオ番組

○県内の主なイベントなどの観光情報をタイムリーに発信し、聴取エリアからの誘

客を図ります。

＜番組名＞ 和歌山放送

「ひるドキッ♪紀州路」内の観光情報コーナー「ぐるっと紀州路」

＜時 期＞ 毎週木曜日 １５時２０分～約５分間

○関西の観光情報を発信

＜番組名＞ ＮＨＫ第１

「関西ホットライン」内の「関西おでかけ情報」

近畿２府４県（６週に１回）毎週金曜日 ７時４６分～約５分間

2018実績

◇県観光情報誌「紀州浪漫」 詳細112頁

各号のミニ特集「紀州三昧」やイベントカレンダーで四季折々のお祭りやイベ

ントなどを紹介

◇ラジオ番組

＜放送日等＞

放送日 イベント名称 開催日 場 所

4/5 熊野本宮大社例大祭 4/11～15 田辺市

4/12 川又観音会式 4/18 印南町
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4/19 道成寺会式 4/27 日高川町

4/26 第１２回ゆあさ行灯アート展 4/29～5/3 湯浅町

5/5 紀州九度山真田まつり 5/4～5 九度山町

5/10 和歌祭 5/13 和歌山市

5/17 オーシャンビューサイクルフェスタ 5/20 由良町

5/24 第５０回砂まつり大会 5/27 白浜町

5/31 ゲンジボタル鑑賞 5/下～6/下 有田川市

6/7 高野山・龍神温泉ウルトラマラソン 6/9～10 高野町

田辺市龍神村

6/14 ふれあい市場（朝市） 6/17 串本町

6/21 野生ラン展 6/23～24 岩出市

6/28 世界遺産高野参詣道トレッキング 6/30 高野町

7/5 七夕祭り 7/7 海南市

7/12 那智の扇祭り（那智の火祭） 7/14 那智勝浦町

7/19 河内祭の御舟行事 7/21～22 串本町

7/26 白浜花火フェスティバル 7/30 白浜町

8/4 第５０回紀州おどり「ぶんだら節」 8/4 和歌山市

8/9 大塔地球元気村2018 8/11 田辺市

8/16 箕島漁港とれピチ朝市 8/18 有田市

8/23 ラフティング大会 8/26 北山村

8/30 平成３０年度 第３９回大宝蔵展「高野山の名 7/14～ 高野町

宝-もののふと高野山-」 10/8

9/6 親子稲作体験ｉｎ清水あらぎ島（稲刈り体験） 9/9 有田川町

9/13 箕島漁港とれピチ朝市 9/15 有田市

9/20 第６回 名勝和歌の浦 観月会 竹燈夜 ＩＮ 9/23 和歌山市

妹背山

9/28 くどやまアートウィーク2018 9/29～ 九度山町

10/14

10/4 隅田八幡神社秋祭り 10/6～7 橋本市

10/11 クエフェア 10/13 日高町

10/18 かいなんお菓子まつり 10/21 海南市

10/25 第１６回稲むらの火祭り 10/28 広川町

11/1 紀州漆器まつり 11/3～4 海南市

11/8 第１２回 田辺・弁慶映画祭 11/9～11 田辺市

11/15 那智勝浦いせえび祭り 11/17 那智勝浦町

11/22 岡の獅子舞 11/23 上富田町

11/29 フェスタルーチェin和歌山マリーナシティ2018 11/3 ～ 和歌山市

2/11

12/6 古座川ナイスラリー 12/8～9 古座川町

12/13 箕島漁港とれピチ朝市 12/15 有田市
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12/20 仙人風呂 12/22 田辺市

～2/末 本宮町

12/27 たいまつ押し 12/31 かつらぎ町

1/3 湯の峰八日薬師祭 1/8 田辺市

1/10 天狗まつり 1/14 由良町

1/17 「新春！仙人風呂かるた大会」 1/20 田辺市

1/24 まぐろ祭り 1/26 那智勝浦町

1/31 加太の昼市 2/2 和歌山市

2/7 ARIDA CYCLE MEETING in みかん海道 2/10 有田市

2/14 紀州海南ひなめぐり 2/15 海南市

～3/15

2/21 みなべＷＥＢスタンプラリー 3/3 みなべ町

2/28 雑賀崎漁港 船からの直接販売 通年 和歌山市

3/7 観燈祭 3/8～17 田辺市

3/14 シラウオまつり 3/17 湯浅町

3/21 和歌浦天満宮大祭 3/25 和歌山市

3/28 桜・舞・道成寺 3/31 日高川町

◇「熊野古道の新たな見どころ１００選」による情報発信 再掲44頁

地域の人がすすめる熊野古道の絶景や四季、文化などの見どころを発信

＜内容＞ ・英語版ＷＥＢサイトの作成

熊野古道沿いの新たな見どころとなる場所、位

置情報、出現時期、頻度などを情報収集し、デ

ータ化

・日本語版ＷＥＢサイトの情報発信

宿泊施設に配置しているスマートプレートやパ

ンフレットなどでのＱＲコードを活用したＷＥ

Ｂサイトへの誘導

・別冊太陽・日本の古道を歩くへの広告掲載

◇総合パンフレット「ガイド＆マップ」リニューアル

＜内 容＞ 県内の四季折々の季節感が味わえるページを追加

祭り・イベント

伝統的な祭りのほか、奇祭、参加型イベントなどバラエティーに富んだ祭りの数々

をタイミングよく情報発信し、誘客を図ります。

【紀州三大祭り】

・和歌祭（５月第２日曜日） 紀州東照宮（和歌山市）

・田辺祭（７月２４～２５日） 鬪雞神社（田辺市）

・粉河祭（７月２７、２８日） 粉河駅前通り（紀の川市）プレミア和歌山
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【火祭り】

・那智の扇祭り（７月１４日） 熊野那智大社（那智勝浦町）プレミア和歌山

・高野山万燈供養会(ろうそく祭り)（８月１３日）

金剛峯寺／奥之院（高野町）

・本州最南端の火祭り（１月最終土曜）潮岬望楼の芝焼き（串本町）

・御燈まつり（２月６日） 神倉神社（新宮市） プレミア和歌山
お と う

・生石高原の山焼き（３月） 生石高原（紀美野町･有田川町）

【有名な祭り】

・湯登大祭（４月１３～１５日） 熊野本宮大社（田辺市本宮町）

プレミア和歌山

・花盛祭（４月第２日曜日） 丹生都比売神社（かつらぎ町）

プレミア和歌山

・齋刺祭（１０月第１土曜日） 大宮神社（岩出市） プレミア和歌山

・みかん祭（１０月第２日曜日） 橘本神社（海南市）

・笑い祭（１０月第２日曜日） 丹生神社（日高川町）

・奉納花相撲（泣き相撲）（１０月中旬）

山路王子神社（海南市）

・隅田八幡神社の秋祭（１０月上旬） 隅田八幡神社（橋本市） プレミア和歌山

・御船祭り（１０月１６日） 熊野速玉大社（新宮市） プレミア和歌山
み ふ ね

・ひな流し（３月３日） 淡島神社（和歌山市）

【市民参加型イベント】

・砂まつり（５月２６日） 白良浜（白浜町）

・紀州おどり｢ぶんだら節｣（８月第１土曜日）

和歌山城周辺（和歌山市）

・紀州よさこい祭り（７月２８日、８月３・４日（予定））

和歌山城他（和歌山市）

・弁慶映画祭（１１月） 田辺市内

・南紀おやじバンドコンテスト（１２月上旬）

上富田文化会館（上富田町）

2018実績

祭りやイベント等について、県観光情報サイト、県観光情報誌「紀州浪漫」、イベ

ントカレンダー、マスコミ等を通じて広く情報発信
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２ 和歌山へ招く

(１)『メディアを活用』して和歌山へ招く

「和歌山の魅力」の発信は、本県観光戦略の主軸であり、なかでもメディアの活用は、

最も重要な施策です。近年、ロンリープラネットやAirbnbなどの国内外の高評価を連続し

て得ているのは、明らかに各種メディアからの情報発信の成果であると言えます。引き続

き、県観光情報誌「紀州浪漫」の全国展開に加え、「世界遺産」「女子旅」などのブランド

力やマーケットの注目度の高いテーマと「まだまだ知られていない和歌山の魅力」をテレ

ビ、ラジオ、雑誌、新聞、ＷＥＢ及びＳＮＳ（Facebook、Twitter、Instagram）などとの
組み合わせにより効果的かつ効率的に発信します。

また、有名自転車メーカーなどの企業とのタイアップやＣＳＲ活動の推進により企業の

ブランド力とパブリシティを活用するとともに、大都市圏等でのプロモーション活動にお

いても、プロモーション実施地域のテレビ、新聞などのメディアから情報発信を行います。

さらに、映画やテレビ番組等のロケ地を誘致するフィルムコミッション活動を展開し、

映像を通じた魅力発信を図ります。

番組制作、記事掲載の促進

◇企画提案活動の実施

テレビ、ラジオ、雑誌、ＷＥＢなどの各種メディアに対し、それぞれの媒体のコ

ンセプトやターゲット層にマッチした観光素材やキャンペーンの提案活動を推進し

ます。

◇プレスツアーの実施

東海以西の出版社や新聞社等に参加を要請し、旬のトピックスなどを紹介する

プレスツアーを実施します。

＜時 期＞ 未定

＜内 容＞ 「世界遺産登録１５周年」（世界遺産地域）

◇企業とのタイアップ事業、企業のＣＳＲ活動による広報展開

トレッキングやマリンスポーツ、サイクリングなどを展開するメーカーなどの企

業とのタイアップや企業がＣＳＲ活動を広報するため実施しているパブリシティを

積極的に活用します。

◇阪急阪神グループタイアップキャンペーン 詳細141頁

阪急阪神グループが持つ多様な媒体を活用して、世界遺産登録１５周年事業など

の情報発信を行います。

＜時 期＞ 令和元年９～１０月

◇都市圏などでのプロモーション活動における情報発信 詳細141頁

都市圏やターゲットとする地域において実施する複合プロモーション活動の一環

として、地域のテレビ局や主要新聞社などを訪問し、ニュースや記事等で旬の情報

を発信します。
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＜時 期＞ 随時

◇各種イベント・事業での情報発信

○「世界遺産 高野・熊野夢舞台」コンサートにおける情報発信 詳細46頁

＜時 期＞ 令和元年７月６日（土）予定

＜場 所＞ 熊野速玉大社 特設会場（予定）

○その他の事業

「１０万人の参詣道環境保全トレッキング」、「世界遺産三県連携事業」、「ほん

まもん体験」などの事業を展開するなかで、雑誌、フリーペーパーなどを活用し、

本県の魅力を発信します。

◇広告展開

コンベンション、スポーツ合宿などのターゲットに確実に訴求できる専門誌や季

刊誌への広告掲載や各種キャンペーン、旬の情報等の雑誌、新聞広告について、費

用対効果を勘案しながら実施します。

◇旬の情報発信

レジャー記者クラブの会員やメディアに対し観光情報を随時メールで発信します。

◇わかやま紀州館の取組 詳細156頁

わかやま紀州館が東京都心に位置することを活かし、情報発信効果の高い首都圏

の各種メディアに積極的にアプローチすることにより情報発信を促進します。

2018実績

◇企画提案活動

本県の露出拡大を目的に、メディアや企業等へのセールスを実施

＜時 期＞ ４～５月

＜訪問先＞ 東京・名古屋のメディア、企業等 １１社

トレック・ジャパン、HAVEFUN、ゲイン、流行発信 など

＜内 容＞ 「水の国、わかやま。」、「サイクリング王国わかやま」を中心に

県内の最新情報を紹介

＜時 期＞ ８月

＜訪問先＞ 東京のメディア等 ３社

枻出版社、八重洲出版、ハースト婦人画報社

＜内 容＞ 「水の国、わかやま。」、「サイクリング王国わかやま」を中心に

県内の最新情報を紹介

＜時 期＞ ９～１０月

＜訪問先＞ 東京、京都、大阪、神戸のメディア、企業等 １５社

世界文化社、幻冬舎、リーフ・パブリケーションズ など

＜内 容＞ 「水の国、わかやま。」「サイクリング王国わかやま」などを中心

に県内の最新情報を紹介

＜時 期＞ ３１年１～３月
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＜訪問先＞ 東京のメディア等 ５社

辰巳出版、八重洲出版、自転車創業、オンザショア など

＜内 容＞ 「サイクリング王国わかやま」を中心に県内の最新情報を紹介

○テレビ、ラジオ

媒 体 名 テーマ 放送日等

岡山放送 水の国、わかやま。 ９月 ５日

「情報番組 なんしょん」 見どころ

○新聞、フリーペーパー等 一部再掲102頁

媒 体 名 テーマ 発行日等

八重洲出版 サイクリング王国 ７月２０日

「CYCLE SPORTS（９月号）」 熊野ライド

マガジンハウス 水の国、わかやま。 ８月２０日

「＆Premium（１０月号）」 ツアー告知

ハースト婦人画報社 和歌山県の ８月２９日

「25ａｎｓ．（１０月号）」 みどころ

大阪スポーツ サイクリング王国 ８月２９日

「大阪スポーツ（８月２９日号）」 モバイルスタンプラリー

八重洲出版 サイクリング王国 ９月２０日

「CYCLE SPORTS（１１月号）」 高野山ライド

ハースト婦人画報社 高野山の ９月２８日

「25ａｎｓ.（１１月号）」 みどころ 他

宝島社 きれいな水と １０月２０日

「リンネル（１１月号）」 癒やしの和歌山

八重洲出版 サイクリング王国 １１月２０日

「CYCLE SPORTS（１月号）」 水の国ライド

日本経済新聞 南方熊楠 １月１６日

水の国、わかやま。

枻出版社 冬こそ和歌山 １月１９日

「BiCYCLE CLUB（３月号）」 ライド

枻出版社 水の国ライド ２月 ６日

「台湾版 BiCYCLE CLUB」

枻出版社 水の国ライド ２月２０日

「BiCYCLE CLUB（４月号）」

枻出版社 春ライド ３月２０日

「BiCYCLE CLUB（５月号）」

八重洲出版 海の絶景と ３月２０日

「CYCLE SPORTS（５月号）」 桃源郷ライド

リーフ・パブリケーションズ 水の国のみどころ ３月２５日

「Leaf（５月号）」

八重洲出版 （ムック本） サイクリング王国 ３月 末頃
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「ニッポンの自転車旅 和歌山県」 わかやま

○ＷＥＢ等

媒 体 名 テーマ 発行日等

産経デジタル サイクリング王国 １０月１２日

「Cyclist」 高野山・有田川ライド ～

産経デジタル サイクリング王国 １０月２６日

「Cyclist」 白崎・湯浅等ライド ～

枻出版社 梅ライド ２月 １日

「BiCYCLE CLUB（ＷＥＢ・３月号）」 ～

枻出版社 水の国ライド ３月 ６日

「BiCYCLE CLUB（ＷＥＢ・４月号）」 ～

自転車創業 紀の川ライド ３月２２日

「FRAMEチャンネル（YouTube）」

自転車創業 海の絶景ライド ３月２３日

「FRAMEチャンネル（YouTube）」

自転車創業 熊野ヒルクライム ３月２４日

「FRAMEチャンネル（YouTube）」

枻出版社 桃源郷ライド ３月３１日

「BiCYCLE CLUB（ＷＥＢ・５月号）」 ～

自転車創業 和歌山ライド ３月 下旬

「FRAME（ＷＥＢマガジン）」

◇プレスツアー

メディア関係者を招請し、プレスツアーを実施

○わかやま歴史物語 詳細22頁

＜時 期＞ １０月３１日

＜参 加＞ ４社 ５人

デイリースポーツ、ＪＴＢパブリッシング・るるぶ、読売ライ

フ、産経新聞

＜内 容＞ 「わかやま歴史物語」の紀中エリアに関連するストーリーの各

スポットを紹介

＜掲 載＞ ３媒体（３１年３月現在）

◇企業のＣＳＲ活動による広報展開

○テレビ、新聞

媒 体 名 テーマ 掲載日等

わかやま新報 世界遺産ＣＳＲ ４月２２日

紀伊民報 〃 ５月３０日

わかやま新報 〃 ６月 ８日

紀伊民報 〃 ６月 ９日

わかやま新報 〃 ６月２２日
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熊野新聞 〃 ６月２４日

わかやま新報 〃 １０月２６日

毎日メディアカフェ 〃 １２月 １日

建設工業新聞 〃 １２月 ４日

建設産業新聞 〃 １２月 ４日

建設通信新聞 〃 １２月 ４日

建設工業新聞 〃 １２月２０日

建設通信新聞 〃 １２月２１日

わかやま新報 〃 １月１９日

紀南新聞 〃 ２月 ７日

紀南新聞 〃 ２月１４日

ＮＨＫ和歌山 〃 ２月２２日

○企業のＣＳＲレポート等

(株)三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ、南海電気鉄道（株）、三菱電機(株)、

日本電通(株)、（株）紀陽銀行、日本道路（株）、阪和興業（株）、

富士古河Ｅ＆Ｃ（株）、（一社）日本旅行業協会関西支部、

(株)セールスフォース・ドットコム、（公財）市川国際奨学財団、

(株)ＪＴＢメディアリテーリング、明治安田生命相互会社

◇和歌山県×阪急阪神グループ「今が旬わかやまキャンペーン」 一部再掲22頁

・フリーペーパー、ポスター等

媒 体 名 テーマ 掲載日等

阪急電鉄沿線情報誌 サイクリング王国わかやま、 ９月２５日

「TOKK（１０月１日号）」 わかやま歴史物語、水の国、

わかやま。、熊野古道の新たな

魅力１００選

阪急電鉄（全線） 〃 ９～１０月

車内中吊りポスター掲出 （うち１週間～

（全車両 約１,４５０枚） ２週間）

阪神電車（梅田駅～山陽姫路駅間） 〃 〃

１編成（６両）全てにポスター（中

吊り、ドア横）掲出

阪急電鉄 駅貼りポスター 〃 〃

（梅田、神戸三宮、河原町ほか）

阪神電車 駅貼りポスター 〃 〃

（梅田、西宮ほか）

◇大都市圏などでのプロモーションにおける情報発信

○夏プロモーション 再掲143頁

・新聞、ＷＥＢ

媒 体 名 テーマ 掲載日等
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朝日新聞（神戸） 水の国、サイクリング ６月２８日

産経新聞（神戸） 〃 ６月２９日

京都新聞（京都） 〃 ６月３０日

朝日新聞（福岡） 〃 ７月 ４日

岐阜新聞（岐阜） 〃 ７月 ７日

朝日新聞（名古屋） 〃 ７月 ７日

産経新聞（京都） 〃 ７月１０日

読売新聞（京都） 〃 ７月１０日

毎日新聞（福岡） 〃 ７月１２日

神戸新聞（神戸） 〃 ７月１９日

スポーツ報知（福岡） 〃 ７月１９日

読売新聞（福岡） 〃 ７月２７日

○春プロモーション 再掲144頁

・テレビ、ラジオ

媒 体 名 テーマ 放送日等

山陽放送（テレビ） 白浜、パンダ ２月２２日

広島ホームテレビ 白浜、パンダ ３月 ３日

・新聞

媒 体 名 テーマ 掲載日等

読売新聞（福岡） 白浜、パンダ ２月 ２日

毎日新聞（大阪） わかやま歴史物語、 ２月 ７日

世界遺産、めでたい

電車、有田川

西日本新聞（福岡） 白浜、パンダ ２月 ８日

産経新聞（神戸） 世界遺産、パンダ ２月 ９日

毎日新聞（神戸） わかやま歴史物語、 ２月１１日

世界遺産、パンダ

サンケイスポーツ（大阪） 白浜、パンダ ２月１２日

スポーツ報知（福岡） 白浜、パンダ ２月１４日

毎日新聞（福岡） 白浜、パンダ ２月１４日

サンケイリビング（大阪） わかやま歴史物語、 ２月１４日

パンダ

夕刊フジ（大阪） わかやま歴史物語、 ２月１６日

世界遺産

京都新聞（京都） わかやま歴史物語、 ２月１９日

パンダ、世界遺産、

紀州鉄道

中日新聞（名古屋） パンダ、世界遺産、 ２月２２日

めでたい電車
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中部経済新聞（名古屋） わかやま歴史物語、 ２月２３日

パンダ、世界遺産、

めでたい電車

読売新聞（京都） わかやま歴史物語、 ２月２４日

パンダ

トラベルニュース（大阪） わかやま歴史物語、 ２月２５日

パンダ、めでたい電

車、有田川

産経新聞（京都） わかやま歴史物語 ２月２６日

読売新聞（岡山） 白浜、パンダ ２月２７日

岐阜新聞（岐阜） わかやま歴史物語、 ２月２８日

パンダ、世界遺産

朝日新聞（京都） パンダ、めでたい電 ３月 １日

車、紀州鉄道

旅行新聞（大阪） わかやま歴史物語、 ３月 １日

パンダ、田辺梅林

中日新聞（岐阜） わかやま歴史物語、 ３月 ３日

パンダ、世界遺産

朝日新聞（大阪） わかやま歴史物語、 ３月１３日

パンダ

日刊廣島新聞（広島） わかやま歴史物語、 ３月１４日

世界遺産、パンダ

朝日新聞（岡山） 白浜、パンダ ３月１５日

朝日新聞（広島） わかやま歴史物語、 ３月１５日

パンダ

◇各種イベント・事業での情報発信

○世界遺産 「高野・熊野夢舞台」コンサートにおける情報発信 一部再掲47頁

・テレビ

媒 体 名 テーマ 放送日等

朝日放送「おはよう朝日です」 熊野エリアの魅力 １０月１５日

テレビ神奈川 紀伊山地の霊場と参詣道 １２月１４日

テレビ埼玉 〃 １２月１４日

千葉テレビ放送 〃 １２月１４日

びわ湖放送 〃 １２月１９日

テレビ和歌山 〃 １２月１９日

サンテレビ 〃 １２月２０日

岐阜放送 〃 １２月２０日

三重テレビ放送 〃 １２月２８日
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○１０万人の参詣道環境保全活動

・新聞、フリーペーパー

媒 体 名 テーマ 掲載日等

サンケイリビング新聞社 環境保全 ６月 ８日

「シティリビング（大阪・神戸・京

都版）」

サンケイリビング新聞社 〃 ９月１４日

「シティリビング（大阪・神戸版）」

サンケイリビング新聞社 〃 １月２５日

「シティリビング（大阪・神戸版）」

○県世界遺産協議会寄付

・新聞、ＷＥＢ

媒 体 名 テーマ 掲載日等

テレビ和歌山 世界遺産保全寄付 ４月２６日

わかやま新報 〃 ４月２８日

和歌山放送 〃 ７月 ２日

毎日新聞 〃 ７月 ３日

わかやま新報 〃 ７月１２日

テレビ和歌山 〃 ７月２７日

テレビ和歌山 〃 ８月 ７日

○世界遺産セミナー

・新聞、ＷＥＢ

媒 体 名 テーマ 掲載日等

産経新聞 世界遺産セミナー ５月１５日

紀伊民報 〃 ５月１９日

〃 〃 ６月３０日

産経新聞 〃 ８月 ４日

○熊野古道見どころ１００選

・新聞、ＷＥＢ

媒 体 名 テーマ 掲載日等

紀伊民報 ＷＥＢサイト開設 ４月 ６日

和歌山放送ニュース 〃 ４月１２日

熊野新聞 〃 ４月１７日

読売新聞 〃 ４月２５日

○「水の国、わかやま。」キャンペーン 再掲7頁

・新聞、雑誌、ＷＥＢ等

媒 体 名 テーマ 発行日等

紀州浪漫（夏・秋・冬・春号） 心潤す夏の旅 ６月 １日

水の国ぶらり旅 ９月 １日

水の国ぶらり旅 １２月 １日
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水の国ぶらり旅 ３月 １日

マガジンハウス 水の国のみどころ ８月２０日

「＆Premium（１０月号）」 ・ツアー告知

阪急電鉄沿線情報誌 キャンペーン告知 ９月２５日

「TOKK（１０月１日号）」

ＪＲ西日本鉄道沿線情報誌 キャンペーン告知 ９月２６日

「西NAVI（１０月号）」

なんばガレリア ツインビジョン 「水の国、 ９月３日～９日

動画放映 わかやま。」 １０月１日～７日

スライドショー １０月２９日

～１１月４日

宝島社 きれいな水と １０月２０日

「リンネル（１１月号）」 癒やしの和歌山

マガジンハウス 「水の国、わかやま。」 ２月２０日

「＆Premium（４月号）」 プレミアムツアー

リーフ・パブリケーションズ 水の国の見どころ ３月２５日

「Leaf（５月号）」

○サイクリング王国わかやま 再掲17頁

・新聞、雑誌、ＷＥＢ等

媒 体 名 テーマ 発行日等

ＪＡＬ機内紙 白浜～串本 ４月２７日

「SKY WARD（５月号）」 ライド

八重洲出版 世界遺産 ７月２０日

「CYCLE SPORTS（９月号）」 熊野ライド

紀州浪漫 夏号 水の国ぶらり旅 ６月 １日

サイクリング編

大阪スポーツ サイクリング王国 ８月２９日

「大阪スポーツ（８月２９日号）」 スタンプラリー

紀州浪漫 秋号 熊野ライド ９月 １日

八重洲出版 世界遺産 ９月２０日

「CYCLE SPORTS（１１月号）」 高野山ライド

阪急電鉄沿線情報誌 WAKAYAMA８００ ９月２５日

「TOKK（１０月１日号）」 スタンプラリー

ＪＲ西日本鉄道沿線情報誌 WAKAYAMA８００ ９月２６日

「西NAVI（１０月号）」 スタンプラリー

piknik WAKAYAMA８００ １０月 ５日

「cycle１０月号」 スタンプラリー

産経デジタル 「Cyclist」 高野山・有田川 １０月１２日

ライド

産経デジタル 「Cyclist」 白崎・湯浅等 １０月２６日
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ライド

八重洲出版 水の国 １１月２０日

「CYCLE SPORTS （１月号）」 ライド

枻出版社 冬こそ和歌山 １月１９日

「BiCYCLE CLUB （３月号）」 ライド

枻出版社 梅ライド ２月 １日

「BiCYCLE CLUB（ＷＥＢ・３月号）」 ～

枻出版社 水の国 ２月 ６日

「台湾版 BiCYCLE CLUB」 ライド

枻出版社 水の国 ２月２０日

「BiCYCLE CLUB （４月号）」 ライド

紀州浪漫 春号 春ライド ３月 １日

ＪＡＬ 機内ビデオ 白浜ライド ３月 １日

～３月３１日

枻出版社 水の国ライド ３月 ６日

「BiCYCLE CLUB（ＷＥＢ・４月号）」 ～

枻出版社 春ライド ３月２０日

「BiCYCLE CLUB （５月号）」

八重洲出版 海の絶景と ３月２０日

「CYCLE SPORTS （５月号）」 桃源郷ライド

自転車創業 紀の川ライド ３月２２日

「FRAMEチャンネル（YouTube）」

自転車創業 海の絶景ライド ３月２３日

「FRAMEチャンネル（YouTube）」

自転車創業 熊野ヒルクライム ３月２４日

「FRAMEチャンネル（YouTube）」

枻出版社 桃源郷ライド ３月３１日

「BiCYCLE CLUB（ＷＥＢ・５月号）」 ～

八重洲出版 （ムック本） サイクリング王国 ３月 末頃

「ニッポンの自転車旅 和歌山県」 わかやま

自転車創業 和歌山ライド ３月 下旬

「FRAME（ＷＥＢマガジン）」

○わかやま歴史物語における情報発信 再掲21頁

・新聞、雑誌等

媒 体 名 テーマ 発行日等

紀州浪漫 夏号 ＷＥＢサイト、 ６月 １日

冊子

阪急電鉄沿線情報誌 スタンプラリー ９月２５日

「TOKK（１０月１日号）」 ＷＥＢサイト
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ＪＲ西日本鉄道沿線情報誌 スタンプラリー ９月２６日

「西NAVI（１０月号）」 ＷＥＢサイト

ＪＴＢパブリッシング ＷＥＢサイト、明 ９月２７日

「ノジュール（１０月号）」 恵上人 ※歴史物

語チラシ同梱４万

部

徳島県政だより スタンプラリー ９月下旬

ＯＵＲとくしま（１０月号） ＷＥＢサイト

デイリースポーツ 湯浅伝統的建造物 １１月２６日

群保存地区、

錦花堂 等

紀州浪漫 冬号 龍神街道、和歌の浦、 １２月 １日

有吉佐和子『紀ノ川』、

熊野古道

交通新聞社 スタンプラリー、 １２月１０日

「旅の手帖（１月号）」 ＷＥＢサイト

和歌山観光新聞 スタンプラリー、 １月 ９日

ＷＥＢサイト、

南方熊楠

シルバー産業新聞 スタンプラリー ２月１０日

ジパング倶楽部（３月号） スタンプラリー、 ２月２５日

ＷＥＢサイト

産経新聞（夕刊） ＷＥＢサイト、湯 ２月２５日

浅伝統的建造物群

保存地区、興国寺、

道成寺 等

中日新聞（朝刊） ＷＥＢサイト、 ２月２８日

スタンプラリー

読売Life（３月号） ＷＥＢサイト、 ３月 １日

冊子、道成寺

ＪＴＢパブリッシング ＷＥＢサイト、 ３月 ８日

「大人の日帰り旅関西 2019」 有吉佐和子『有田

川』、根來寺、

粉河寺

○日本遺産「鯨とともに生きる」における情報発信 再掲59頁

・雑誌等

媒 体 名 テーマ 発行日等

紀州浪漫 冬号 勢子舟の復元 １２月 １日

進行中
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ブランジスタ 五感で知る １２月２５日

「旅色」 ＷＥＢマガジン 熊野の旅 ～３月２５日

紀州浪漫 春号 くじら ３月 １日

キッチン

サンケイリビング新聞社 海の日本遺産 ３月２０日

「シティリビング（大阪・神戸・名 山の世界遺産

古屋版）」

○日本遺産「絶景の宝庫 和歌の浦」における情報発信 一部再掲63頁

・テレビ、雑誌等

媒 体 名 テーマ 掲載日等

ＢＳ－ＴＢＳ 彩～日本遺産～ 絶景和歌の浦 ５月 ２日

産経新聞 日本遺産を訪ねる １１月２３日

奈良・和歌山特別号 別刷

ＴＢＳテレビ じょんのび日本遺産 詠い継がれる、 １１月２５日

美しき風景（前編）

ＴＢＳテレビ じょんのび日本遺産 詠い継がれる １２月 ２日

美しき風景（後編）

サンケイリビング新聞社 和歌の聖地で絶景 １２月 ７日

シティリビング（大阪・神戸版） を愉しむ

東京法令出版 日本遺産認定 １２月１５日

日本遺産 時をつなぐ歴史旅３ １７ストーリー

ＫＫベストセラーズ 和歌の聖地を １月 ９日

一個人２月号 巡る旅

○リムジンバス・アクセスバス 再掲172、226頁

・関西空港高野山線リムジンバス

媒 体 名 テーマ 発行日等

紀州浪漫 夏号 ６月 １日

紀州浪漫 秋号 ９月 １日

エアポートリムジン時刻表 ９月 １日

チラシ ３万部

ポスター Ｂ２/３００部
Facebook、Instagram広告 ８月 １日

～１１月１５日

JAPAN GUIDE ＷＥＢサイト ８月２０日

～１１月１９日

JAPAN TRAVEL ＷＥＢサイト ８月２１日

～１１月３０日

観光連盟ホームページ ７月上旬
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VISIT WAKAYAMAホームページ ９か国語 ７月 上旬

・「高野山・熊野」聖地巡礼バス

媒 体 名 掲載日等

紀州浪漫 夏号 ６月 １日

紀州浪漫 秋号 ９月 １日

ロンリープラネット ＷＥＢサイト ５月、９月

～１０月

ＣＮＮ ＷＥＢサイト ６月、８月

～９月

ＢＢＣ ＷＥＢサイト ６月、８月

～９月

EuroSports ＷＥＢサイト ７月

観光連盟ホームページ ４月～

VISIT WAKAYAMAホームページ ９か国語 ４月～

・高野山麓世界遺産アクセスバス

媒 体 名 ページ数等 発行日等

紀州浪漫 秋号 ９月 １日

チラシ（英語版） ３，０００部

特設ＷＥＢサイト ８月下旬～

観光連盟ホームページ ８月上旬～

○和みわかやまキャンペーン事業 詳細139頁

媒 体 名 テーマ 発行日等

ＪＲ西日本鉄道沿線情報誌 サイクリング王 ９月２６日

「西Navi（１０月号）」 国わかやま」、「わ

か や ま 歴 史 物

語」、「水の国、

わかやま。」、「熊

野古道の新たな

魅力１００選」

piknik サイクリング １０月２０日

「cycle（１０月号）」 王国わかやま

株式会社ＪＴＢパブリッシング わかやま歴史物語 ３月 ８日

「大人の日帰り旅」

○旬の情報ほか 再掲32頁他

・新聞

媒 体 名 テーマ 掲載日等

枻出版社 熊野那智大社御創建 ８月 ６日

「DiscoverJapan（９月号）」 1700年

西国三十三所草創
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1300年

阪急電鉄沿線情報誌 〃 ９月２５日

「TOKK（１０月１日号）」

ＪＲ西日本鉄道沿線情報誌 〃 ９月２６日

「西NAVI（１０月号）」

トラベルニュース社 仙人風呂、 １２月２８日

「トラベルニュース（ネット 新 熊野古道

聞）」

JTBパブリッシング 仙人風呂 １２月３１日

「ノジュール（１月号）」

リーフ・パブリケーションズ 熊野本宮大社、熊野本宮 １月１８日

「WebLeaf（ＷＥＢマガジン）」 大社 旧社地 大斎原、熊

野和紙体験工房 おとな

し、時代衣裳 熊代屋、仙

人風呂、湯の峰温泉 等

BitStar 仙人風呂、熊野古道、熊 １月１８日

Youtubeにて配信 ※約８万回視聴 野本郡大社、熊野和紙体

験工房 おとなし、時代衣

裳 熊代屋、湯の峰温泉等

和歌山観光新聞 西国三十三所 １月 ９日

草創 1300年

京阪神エルマガジン社 SAVVY（仙人風呂） SAVVY（１月２３日）

「SAVVY」、「Meets」、 Meets（仙人風呂） Meets（２月 １日）

「Lmaga.jp (ＷＥＢサイト)」 Lmaga.jp（仙人風呂、 Lmaga.jp（１２月２７日）

湯の峰温泉、熊野本

宮大社、時代衣裳

熊代屋）

産経新聞（朝刊） 仙人風呂、 １月１９日

熊野古道

泉州広告 熊野古道、仙人風呂、湯 １月２５日

「SWing（２月号）」 の峰温泉、熊野本宮大社、

時代衣裳 熊代屋 等

夕刊フジ 熊野古道、 ２月 １日

仙人風呂 等

紀州浪漫 春号 三寺巡拝 ３月 １日

スタンプラリー

読売Life（３月号） 粉河寺 ３月 １日

◇わかやま紀州館 再掲156頁

○テレビ、ラジオ

媒 体 名 テーマ 放送日等
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日本テレビ・読売テレビ 熊野那智大社､勝浦 ７月 ８日

「遠くへ行きたい」 漁港､古座川町 他

日本テレビ・読売テレビ 田辺市、熊野古道、 １１月１８日

「遠くへ行きたい」 熊野本宮大社､新

宮市､古座川町 他

ＢＳ日テレ「極上！三ツ星キャンプ」 紀美野町 １２月 ５日

ＮＨＫ「サラメシ」 アドベンチャー ２月 ５日

ワールド

ＮＨＫ-Ｅテレ アドベンチャー ２月２０日

「沼にハマってきいてみた」 ワールド

日本テレビ・読売テレビ 湯浅町、白浜町、 ３月３１日

「遠くへ行きたい」 太地町、新宮市他

○雑誌、新聞、フリーペーパー等 再掲157頁

媒 体 名 テーマ 発行日等

東京新聞「東京新聞（夕刊）」 白浜町、パンダ、 ４月 ５日

ジオサイト

朝日新聞出版 白浜町、パンダ、 ４月 ７日

「sesame（５月号）」 サイクリング

交通新聞社「旅の手帖（５月号）」 和歌祭 ４月１０日

水中造形センター 串本町 ４月１０日

「マリンダイビング（５月号）」

日本経済新聞社 熊野の魅力 ４月１２日

「日本経済新聞（夕刊）」

KADOKAWA 白浜町、パンダ、 ４月２５日

「レタスクラブ（５月号）」 サイクリング特集

山と渓谷社「旅と鉄道（５月号）」 特急くろしお ５月 ２日

日刊現代「日刊ゲンダイ」 アドベンチャー ５月 ９日

ワールド

サンケイリビング新聞社 白浜町、 ５月 ９日

「シティリビング東京版」 パンダ特集

日刊現代「日刊ゲンダイ」 白浜町、パンダ、 ６月 ５日

ジオサイト

交通新聞社「旅の手帖（７月号）」 那智勝浦町､すさみ ６月１０日

町､海南市､白浜町

山と渓谷社「旅と鉄道（７月号）」 紀勢本線 新宮・ ６月１９日

那智・紀伊田辺

三栄書房「男の隠れ家（８月号）」 北山川の ６月２７日

ラフティング

笠倉出版社「Filder（８月号）」 串本・古座川 ６月２８日
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キャンプ

旅行読売出版社「旅行読売（８月号）」 サイクリング ６月２８日

王国わかやま

ＪＴＢパブリッシング 和歌山県の ７月 １日

「ココミル 南紀 熊野古道 白浜」 みどころ

文藝春秋「CREA（８月合併号）」 白浜町､串本町特集 ７月 ７日

中日新聞東京本社「東京新聞」 白浜パンダ特集 ７月 ７日

実業之日本社 熊野本宮大社､水の ７月１０日

「月刊GARVY（８月合併号）」 国､北山川､新宮市

ワールドフォトプレス 熊野三山 ８月 ２日

「モノ・マガジン」

交通新聞社「旅の手帖（９月号）」 南紀勝浦温泉 ８月１０日

トランスワールドジャパン 南紀白浜 ８月２１日

「横田ひかる１ｓｔ写真集」

観光経済新聞社「観光経済新聞」 白浜ワーケーション ８月２５日

講談社「週刊現代」 日本遺産 ９月 ３日

那智勝浦町

観光経済新聞社「観光経済新聞」 東京レセプション ９月１５日

交通新聞社「こだわり女子旅行」 南紀白浜特集 １０月 １日

山と渓谷社 白浜町､パンダ、 １０月１１日

「TRE TRIP」秋旅 女子旅 鉄道旅 熊野三山､高野山

宝島社「幸運を引き寄せる龍神」 龍神村 １０月１３日

交通新聞社 白浜温泉 １０月２５日

「ジパング倶楽部（１１月号）」

文藝春秋「CREA（１２月号）」 田辺市、高野山 １１月 ７日

旅行読売出版社「旅行読売（１月号）」高野山､熊野三山 １１月２８日

日刊現代「日刊ゲンダイ」 有田川鉄道公園 １２月 ６日

ＪＡＬブランドコミュニケーション 岩出市、酒造蔵 １月 １日

「AGORA（１・２月合併号）」

デイリースポーツ新聞社 有田川鉄道公園 １月１０日

「デイリースポーツ」

日刊スポーツ新聞社「日刊スポーツ」歴史物語、道成寺、 １月３０日

日高町クエ、湯浅町

サンケイリビング新聞社 パンダｄｅナイト １月３０日

「シティリビング」 Ⅱ

日刊現代「日刊ゲンダイ」 歴史物語､道成寺 ２月 ５日

日高町クエ

日経ＢＰ社 白浜温泉、 ２月 ６日

「日経おとなのＯＦＦ（３月号）」 熊野本宮温泉郷

デイリースポーツ新聞社 歴史物語､道成寺 ２月 ７日
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「デイリースポーツ」 日高町クエ

ＪＴＢパブリッシング 古座川 ２月２８日

「ノジュール（３月号）」 クマノザクラ

旅行読売出版社「旅行読売（４月号）」 南紀すさみ温泉 ２月２８日

日刊工業新聞社 パンダ､熊野三山 ３月 ５日

「メトロガイド」３月号

文藝春秋「CREA」４月号 熊野三山 ３月 ７日

実業之日本社「GARVY」５月号 那智勝浦町、 ３月 ９日

神秘ウォーク

交通新聞社「旅の手帖」４月号 日本遺産、和歌浦 ３月１０日

和歌山市、根来寺

サンケイリビング新聞社 パンダｄｅナイトⅡ ３月２９日

「シティリビング」 白浜町

朝日新聞出版「歴史道」 新宮城の復元 ３月２９日

○ＷＥＢ等 再掲159頁

媒 体 名 テーマ 掲載日等

日経ウーマノミクスプロジェクト 熊野の魅力 ４月 ９日

「日経ウーマノミクスプロジェク ～

トイベントリポート」

中日新聞 白浜町特集 ４月１０日

「中日旅行ナビ ぶらっ人」 ～

サンケイリビング新聞社 パンダｄｅナイト ５月 ９日

「シティリビングWeb東京」

日刊スポーツ新聞社 パンダｄｅナイト ６月２８日

「日刊スポーツ」

Yahoo株式会社 パンダｄｅナイト ６月２９日

「YAHOO！ニュース」

扶桑社 わかやま紀州館 ９月 ７日

「日本全国 お取り寄せ手帖」 紀州南高梅等

県観光情報誌による情報発信

◇県観光情報誌「紀州浪漫」

県観光情報誌「紀州浪漫」は発刊から１７年が経過し、本県を代表する観光情報

誌として定着しています。

引き続き、旬の観光情報とマーケットニーズに即応する誌面を制作し、主要書店

を始め全国に情報発信します。

＜時期等＞ 年４回（６、９、１２、３月）発行

各号１０万部

＜配 布＞ 全国の旅行会社及びメディア、和歌山ファンクラブ、全国主要都市
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の主要書店約１６０店舗 など

2018実績

◇観光情報誌「紀州浪漫」特集面

○夏号（６月）「水の国、わかやま。」

心潤す夏の旅と題して、水のみどころを中心に紹介

○秋号（９月）「新たな魅力に出会う熊野古道の旅」

熊野古道の季節や時刻、天候によって変わる表情を新たな魅力として紹介

○冬号（１２月）「悠久の浪漫を訪ねて わかやま歴史物語」

「龍神街道」、「和歌の浦」、「紀ノ川」「熊野古道」の物語と関連するスポット

を紹介

○春号（３月）「一足早い春に誘われて絶景を巡る自転車旅」

おすすめのサイクリングルートと周辺の楽しみ方を紹介

「わかやま観光情報」「わかやま紀州館」サイトによる情報発信

◇県観光情報サイト｢わかやま観光情報｣からの情報発信

「水の国、わかやま。」キャンペーン、「高野山」「熊野古道」「グルメ」等、常時

アクセス頻度の高いコンテンツバナーをトップページに配置し、和歌山の旅の魅力

を発信します。

○和歌山通がおすすめするグルメ情報の提供

随時旬なグルメ記事を掲載します。

＜内 容＞ ７テーマ更新（予定）

○写真ダウンロードサイト「和歌山県観光フォト

ライブラリー」

法人・旅行会社の皆さまに使用いただけるよ

う、写真データを集めたダウンロードサイトを

運営します。

＜掲載数＞ 約９５０枚（随時更新）

○源泉かけ流し温泉
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エリアや泉質による絞り込みなどの検索機能を付加し、バラエティに富んだ源

泉かけ流し温泉の魅力を発信します。

○ほんまもん体験

約３５０の体験プログラムを紹介します。予約時期、ジャンル・エリア別等の

検索機能により容易に体験したいプログラムが見つかります。

○エリア毎の魅力発信

和歌山県を５つのエリアに分け、それぞれのエリアの旅の魅力を発信します。

○旬の観光情報発信

旬のイベントやおすすめ情報、四季折々の見どころや楽しさを時期に応じて紹

介します。

○イベント情報、観光スポット情報の検索

日付、エリア、キーワードなど、利用者の目的に合った検索が可能なわかりや

すいサイトづくりを行います。

○利用者ごとの情報発信

旅行会社、学校など法人向けのページにより、教育旅行やコンベンションなど

の情報を発信します。

◇県観光情報サイト｢わかやま紀州館｣からの情報発信

わかやま紀州館サイトの観光・物産・イベント・講座などの各種情報を随時更新

し、首都圏向け情報発信の強化を図ります。

2018実績

◇情報発信力の強化

○和歌山通がおすすめするグルメ情報の運営

＜時 期＞ ４月１日～

＜内 容＞ 随時旬なグルメ記事を掲載。観光客が実際に訪問できるよう店

舗情報を掲載、更新

＜実 績＞ 計９テーマを更新

○写真ダウンロードサイト「和歌山県観光フォトライブラリー」の運営

＜時 期＞ ２９年１月１０日～

＜内 容＞ 観光連盟が使用権等を有する写真データを、インターネットを

通じて法人・旅行会社の皆さまに使用いただけるよう、申請機

能を付加したシステムを運営

＜申請数＞ 約１,０００件

ＳＮＳを活用した情報発信

◇Twitter・LINEの連動による和歌山観光情報の多角発信

県・県観光連盟主催のキャンペーンやイベント情報のみならず、各地域から情報
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を集約して発信します。

○わかぱんTwitter（@wakayamakanko） ２３年 ８月開設

○わかやま紀州館Twitter（@soon_wakayama） ２２年１０月開設

○わかやま紀州館LINE（@wakayamakisyukan） ２４年１２月開設

◇Facebookを活用した情報発信

個人旅行者の旅行意欲やサイクリストの来県を喚起するため、日本・和歌山の四

季の魅力、観光地やイベントなどの情報を随時発信します。

○WAKAYAMA８００サイクリング王国わかやま Facebookページ

３０年１月開設

○水の国、わかやま。Facebookページ ３０年９月開設

○鯨とともに生きる ３１年１月開設

◇Instagramを活用した情報発信

観光客誘客を目的に近年、急速にユーザー数を増やしている写真・動画共有ソフ

ト「Instagram」を用い、県内各地の観光資源を世界に発信します。

○観光振興課Instagram（nagomi_wakayama_tourism） ２７年５月開設

○Instagramを活用した投稿キャンペーンの実施

＜時 期＞ ４月～

＜内 容＞ 和歌山県オフィシャル「insta_wakayama」をフォローし、「#グッ

ドトリップ和歌山」「#（撮影スポット名等）」を付けて投稿いただ

いた中から入選作品を選定し、「わかやま観光情報」サイト内の専

用ページで紹介するとともに、同「フォトライブラリー」でも掲

載・活用します。

2018実績

◇Twitter・LINEの連動による和歌山観光情報の多角発信

○わかぱんTwitter（@wakayamakanko）

＜実 績＞ フォロワー ６,８４２人

ツイート ２,４１６件

○わかやま紀州館Twitter（@soon_wakayama）

＜実 績＞ フォロワー 約７,０００人

ツイート 約１５,７００件

○わかやま紀州館LINE（@wakayamakisyukan）

＜実 績＞ 登録者 約３,９００人

配信頻度 月に２回程度

◇Facebookを活用した情報発信

○WAKAYAMA８００サイクリング王国わかやま
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＜実 績＞ 発信回数 １１０回

フォロワー数 ５，２６８人

○水の国、わかやま。

＜実 績＞ 発信回数 １２回

フォロワー数 ６，３１１人

○鯨とともに生きる

＜実 績＞ 発信回数 ３４回

フォロワー数 １，３７０人

◇Instagramを活用した情報発信

○和みわかやま（nagomi_wakayama_tourism）

＜時 期＞ ２９年４月５日～

＜実 績＞ 投稿数 約３，２００回

フォロワー数 約６，３００人

＜内 容＞ 和歌山の絶景、温泉、食、体験アクティビティ、旬の観光情報

などを紹介

◇Instagram投稿キャンペーン

○「和みわかやまっぷ with スタンプラリー」

＜時 期＞ ７月２４日～３１年３月３１日

＜内 容＞ ・Instagram上でハッシュタグ 「#nagomi_wakayama」、

#和みわかやまっぷを付けて、ガイドブックに掲載している

お店に関する写真を投稿

・投稿いただいた中から、県名産品５，０００円相当を毎月１

人にプレゼント

＜投稿数＞ ２４５点（１月末現在）

○「和歌山 サッカー日本代表応援キャンペーン」

＜時 期＞ ２９年１１月１日～３０年７月１５日

＜内 容＞ ・@nagomi_wakayama_tourismをフォロー

・Instagram上でハッシュタグ 「#nagomi_wakayama」、

「#和歌山ｻｯｶｰ日本代表応援、#ﾔﾀｶﾞﾗｽ」を付けて、熊野本宮

大社、熊野速玉大社、熊野那智大社のいずれかの授与品(勝

守またはサッカー守)と授与された神社の写真を投稿

・投稿いただいた中から、記念マフラータオルを毎月３０人に

プレゼント

○「#グッドトリップ和歌山」

＜時 期＞ ４月１日～３１年３月２０日

＜投稿数＞ １９，６４２件（３月２０日現在）

＜内 容＞ ・和歌山県内を訪れて写真を撮影

・和歌山県公式アカウント「＠insta_wakayama」をフォロー

・ハッシュタグ「#グッドトリップ和歌山」「#（撮影スポット名

等）」を付けて投稿
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・毎月入選５作品を選びＷＥＢサイトで紹介

・フォトライブラリーへ掲載

○「#グッドトリップ和歌山日本一」

国内最大級の写真総合エージェンシー「アフロ」の画像ランキング“絶景・海

部門”において、和歌山県が日本一になったことを記念して、キャンペーンを

開始

＜時 期＞ １１月１日～３１年１月３１日

＜投稿数＞ ６３９件

＜内 容＞ ・和歌山県内の「これぞ日本一だと思える海の絶景写真」を撮影

・和歌山県公式アカウント「＠insta_wakayama」をフォロー

・ハッシュタグ「#グッドトリップ和歌山」と「＃グッドトリッ

プ和歌山日本一」「#（撮影スポット名等）」を付けて投稿

・毎月５人に特産品を贈呈

フィルムコミッション

ジャパン・フィルムコミッションのネットワークを積極的に活用し、業界関係者に

強く働きかけ、映画やテレビ番組等のロケを誘致することで、映像を通じた魅力発信

と認知度向上を図ります。

◇ロケ受入れ担当者研修会

＜時期等＞ ４～６月頃 県内１か所程度（和歌山市）

◇ジャパンフィルムコミッション全国ロケ地フェア2020への出展

＜時期等＞ １月頃 東京

＜内 容＞ 国内外の映像関係者との人脈作りやロケ地の魅力発信を実施

◇ロケ地情報等発信

わかやまフィルムコミッション専用サイトによるロケ適地等の情報を発信

◇ロケ実施支援

○情報提供、ロケハン・ロケ協力、エキストラの動員、市町村等との連携

◇ロケ誘致活動

○首都圏制作会社等への営業活動

2018実績

◇ロケ受入れ担当者研修会

＜時期等＞ ４月２５日 和歌山県自治会館 参加３２人

＜対 象＞ 県内各市町村等フィルムコミッション担当者
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＜内 容＞ 「魅力あるまちを創生ロケツーリズムによる効果的なプロモーシ

ョン」

＜講 師＞ (株)地域活性プランニング編集部

マネージャー 木庭 清美 氏

◇ジャパンフィルムコミッション全国ロケ地フェア2019への出展

＜時期等＞ ３１年１月２４日

東劇ビル（東京都）

＜内 容＞ 国内外の映像関係者が一堂に会する

イベントに近畿ブロックとして出展

し、本県の魅力を発信

◇ロケ実施支援

ロケ実施支援 ２０件

種 別 放送局・番組等タイトル ロケ等時期

公開時期

映画 「ＡＩ崩壊」 １月１８日

３１年秋頃（予定）

テレビ ＮＨＫ朝ドラ「まんぷく」 ６月１１～１３日

１０月１日～（随時放送）

〃 日本テレビ「遠くへ行きたい」 ６月１２～１４日

７月８日

〃 テレビ東京 ６月２５～２８日

「世界！ニッポン行きたい人応援団」 ７月３０日

〃 テレビ東京「学校へ帰ろう」 ７月２４～２６日

８月１１日

〃 東京ＭＸＴＶ「爆走ロケハンター」 ８月１日

１０月１８日

〃 ネット配信ＴＶ「ＴＵＮＡガール！」 ８月２４～２６日

３１年３月２８日

〃 テレビ朝日「林修の今でしょ！講座」 １０月２６～３０日

１１月２０日

〃 読売テレビ「遠くへ行きたい」 １０月２６～２８日

１１月１８日

〃 日本テレビ「ＴＨＥ突破ファイル」 １１月１７～１９日

１２月６日

〃 関西テレビ「新説！所JAPAN」 １月２１日

２月１８日

ＣＭ等 「ＪＡバンク」 ７月１４～１６日

９月１日～

〃 「Kracie（クラシエ）シャンプー（ＷＥＢ ５月１８～２０日
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ＣＭ）」 ８月１日

〃 「メルセデスベンツプロモーションビデオ」 １０月２８～３０日

２月１３日

〃 「和歌山県警通信指令室紹介ビデオ」 １２月１３日

３月１日

〃 「元E-Girl Shizukaプロモーションビデオ」 １２月２２日

２月８日

〃 「ブレイクダンサー半井重幸プロモーショ １月５日

ンビデオ」 １月１１日

〃 月刊「オンリーメルセデス４月号」 ２月４日

３月１日

〃 阪南大学ダンス部紹介ビデオ」 ２月９～１０日

３月下旬

◇ロケ誘致活動 ５０社

＜時期等＞ ４月１８～２０日 都内映画・テレビ等制作会社 １１社

５月３０日～６月１日 〃 ９社

９月 ５～ ７日 〃 ８社

９月２０～２２日 〃 ４社

１１月 ５～ ７日 〃 ７社

１月１０～１１日 〃 ８社

１月２３～２５日 〃 ３社

＜備 考＞ 主な訪問先

(有)グッディジャパン、(株)ＬＤＨ、(株)スカパーJSAT、（株）

やまと、フリュー(株)、(株)カラーバード、(株)タブ、(株)

カウンタック、(株)オフィスクレッシェンド、ワーナージャパ

ン(株)、（有）NASH、(株)全力カンパニー、(株)ティーヴィボ

ックス、キングレコード（株）など
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(２)『ターゲットごとのプロモーション』で和歌山へ招く

日本の旅をリードしているのは女性です。旅の決定権を握り、口コミ、ＳＮＳでの情報

発信力も高く、雑誌などのメディアの露出量も圧倒的に多くなっています。本県には、「ス

ピリチュアル」「聖地」「癒し」など女性が好む要素を多く持つ世界遺産や温泉、絶景など

の観光地が多数存在することから、「女性層」をメインターゲットにする誘客により、和歌

山のイメージアップと情報の拡散を促進します。

また、有名自転車メーカーなどの企業とのタイアップやＣＳＲ活動を推進することによ

り、企業のブランド力やパブリシティを活用した誘客を促進します。

さらに、年金旅行、コンベンション、教育旅行、スポーツ合宿なども含め具体的なター

ゲットに対し誘致活動を実施します。

Ⅰ 若い女性層をターゲットの中心とした誘客戦略

女性誌を中心に多くのメディアにおいて「和歌山の魅力」を発信することで、若い

女性層はもちろんのこと、その家族や友達といった幅広い観光客層にまで拡大した誘

客促進を行います。

◇メディア展開

東京、名古屋、大阪、福岡など大都市圏の女性層に高い支持のある雑誌を中心に

メディアを活用した魅力発信を実施します。

◇女性集客企画への参画

女性への発信力が高いメディア等の企画に積極的に参画し、魅力的でかつ効果的

なＰＲを展開します。

2018実績

◇メディア展開（女性向け）

○雑誌、新聞、フリーペーパー等

媒 体 名 テーマ 発行日等

マガジンハウス 水の国のみどころ ８月２０日

「＆Premium（１０月号）」 ツアー告知

ハートス婦人画報社 和歌山県の ８月２８日

「２５ａｎｓ．（１０月号）」 見どころ

ハートス婦人画報社 高野山の ９月２８日

「２５ａｎｓ．（１１月号）」 見どころ他

宝島社 きれいな水と １０月２０日

「リンネル（１１月号）」 癒しの和歌山

マガジンハウス 「水の国、わかやま。」 ２月２０日

「＆Premium（４月号）」 プレミアムツアー

リーフ・パブリケーションズ 水の国みどころ ３月２５日
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「Leaf（５月号）」

Ⅱ 大手企業とのタイアップ推進

◇大手企業とのタイアップ施策の展開

和歌山県の観光戦略とマッチする有名自転車メーカーなど、大手企業とタイアッ

プし、企業側のパブリシティを最大限に活用することで、本県への誘客につながる

取組を実施します。

2018実績

◇企業とのタイアップ

＜時 期＞ 通年

＜内 容＞ 世界有数のスポーツバイクメーカー

「TREK」とのタイアップにより、

メディア露出の際に撮影用バイクを

無償で借りるなど、そのブランド力

を活かして発信

また、サイクリング系メディアを活用した情報発信を行い、ターゲ

ットに向けダイレクトに発信

Ⅲ プレミアムフライデーを活用した誘客

プレミアムフライデーにより新たに生まれた時間を使って観光や宿泊を伴った旅行

などで和歌山にお越しいただくため、宿泊施設等へ特別宿泊プランの造成について働

きかけを行い、誘客促進に努めます。

◇プレミアムフライデー向け特別宿泊プラン造成の協力要請

遅い時間帯の夕食、割引クーポンなどのプレミアム

フライデー向け特別宿泊プラン造成への協力を宿泊施設

へ要請します。

◇情報発信

○県観光情報誌「紀州浪漫」による情報発信

○県観光情報サイトによる情報発信

○フリーペーパー等による情報発信

＊プレミアムフライデーとは

平成２９年２月２４日から始まったプレミアムフライデーは、企業が従業員に毎月最終週金曜
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日午後３時終業を呼びかけ、以後は買い物や飲食、レジャーを楽しんでもらう取組で、経済産業

省、経団連、及び１５の業界団体が個人消費への刺激を狙って企画したものです。

2018実績

◇プレミアムフライデー特別宿泊プラン

＜内 容＞ 遅い時間帯の夕食、プレゼント付プラン、割引などお得な宿泊プ

ランを特設ＷＥＢサイトで紹介

＜掲載数＞ ５施設（３１年３月２９日現在）

◇ライトアップ企画

＜内 容＞ 紀三井寺諸堂（和歌山市）、徐福公園ライトアップ（新宮市）

ポルトヨーロッパ「フェスタ・ルーチェ」開催（和歌山市）

※フェスタ・ルーチェ・・冬季限定のイルミネーションイベント

◇体験アクティビティの活用

和歌山ならではのプレミアムな体験メニューを特設ＷＥＢサイトで紹介

＜内 容＞ 高野山奥之院ナイトツアーや白良浜でのビーチヨガなど全２２メ

ニュー

◇情報発信

○特設ＷＥＢサイト「プレミアムフライデーわかやま」を開設

＜時 期＞ ７月１８日～

＜内 容＞ 特別宿泊プラン、特別企画、イベント等

○県観光情報誌「紀州浪漫」

＜時期等＞ 冬号（１２月１日） イベント情報

＜内 容＞ フェスタ・ルーチェの紹介

◇その他

＜内 容＞ 紀三井寺本堂内陣特別拝観（和歌山市）

「週末は聖地へ ～時忘れの旅～」 詳細46頁

Ⅳ ワーケーションの推進を通じた誘客

リモートワーク等の情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した新しい働き方の一つである

「ワーケーション」を加速し、和歌山県が「ワーケーション」の適地であることを全

国に先駆けて積極的にＰＲしています。主に首都圏のＩＣＴ企業等を中心に、本県で

の中長期的な滞在を促進します。

※「ワーケーション」・・リゾート地等の環境の良い場所で、休暇や研修などを兼ねて短中期的

に滞在し仕事を行う取組で、休暇の促進だけでなく、地域主体との協

働や地域の資源を活用したイノベーションの創出や新しい生き方の発

見等に繋がる働き方。
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◇フォーラム開催、体験プログラムの提供 【主管：情報政策課】 ＝ New＝
ワーケーションと同種の取り組みを始めた全国の自治体等と連携した大規模フォ

ーラムの開催やワーケーション体験プログラムの提供等を通じて、引き続き和歌山

の良好なワーケーション環境のＰＲを行ってまいります。

2018実績

◇情報発信 【主管：情報政策課】

○親子ＷＥＢサイト構築体験教室

＜時 期＞ ６月

＜場 所＞ 田辺市・白浜町

＜内 容＞ 世界的なＷＥＢサイト構築ツール運営企業が白浜でのワーケー

ション実施に合わせ、子供向けのＷＥＢサイト構築教室を実施。

並行して、親向けの働き方改革・地方でのテレワークワークシ

ョップも開催

＜県が提供した環境・活動等＞

・各種アクティビティ実施場所への送迎及びアクティビティ実施場所の手

配（和歌山県立情報交流センター Ｂｉｇ Ｕ 等）

・子供向けＷＥＢサイト構築体験教室及び働き方改革や地方でのテレワー

ク等をテーマとした親向けのワークショップを開催

＜参加者＞ 大人２９人 子供２２人

○親子ワーケーション

＜時 期＞ ７月

＜場 所＞ 田辺市・白浜町

＜内 容＞ 首都圏在住の親子を対象にワーケーション体験モニター協力者

を募集し、「親子ワーケーション」プログラムを提供。協力者

から県にフィードバックしてもらい、ＰＲ等に活用

＜県が提供した環境・活動等＞

・各種アクティビティ実施場所への送迎及びアクティビティ実施場所、ワ

ークスペースの手配（和歌山県立情報交流センター Ｂｉｇ Ｕ等）

・梅をテーマとした親子向けのワークショップや自然公園での自然探索、

梅工場の見学等、親子で本県の自然、歴史・文化に触れる学びの機会及

びアクティビティを提供

＜参加者＞ １４家族（大人１７人、子供１９人）

◇取組状況 【主管：情報政策課】

○各種フォーラム等での講演 ９回

○本県でのワーケーション実施 ２６社 約２１０人（県把握分）

＜内 容＞ 地域交流、テレワーク、観光、ＣＳＲなどを実施

＜参 加＞ 首都圏ＩＣＴ企業及び非ＩＣＴ企業、白浜町進出企業 など

○メディアでの取り上げ ６３回（県関連）
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主なメディア掲載一覧

媒体名 発行日 種別

日本経済新聞 ６月１７日 新聞

クローズアップ現代 ６月２６日 テレビ

産経新聞 ７月２４日 新聞

毎日新聞 ７月２７日 新聞

日本経済新聞 ８月 ９日 新聞

毎日新聞 ８月 ９日 新聞

産経新聞 ９月２５日 新聞

テレビ和歌山 かんさい情報ネットｔｅｎ． １０月 ９日 テレビ

日本経済新聞 １２月 ７日 新聞

産経新聞 １２月 ７日 新聞

日本経済新聞 １２月１１日 新聞

毎日新聞 １２月１１日 新聞

日本経済新聞 １月 ７日 新聞

読売新聞 １月１３日 新聞

朝日新聞 １月１７日 新聞

産経新聞 １月１９日 新聞

Ⅴ ＣＳＲによる世界遺産保全活動の推進

◇世界遺産の保全活動をテーマとした誘客

「道」が世界遺産であり、誰でも世界遺産の保全活動に携わることができる特

性を活かしたこの活動は、世界遺産の保全と活用という本来は相反する２つのテ

ーマを同時に実践できることから、全国から注目されており、多くの企業に参加

をいただいています。

今後も、ＣＳＲ関連メディアや提案活動などにより、さらなる参加の拡大を目

指すとともに、企業の広報と連携し、世界遺産のブランド力を高めます。

また、ワーケーションに取り組む企業に、世界遺産の保全活動をメニューの１

つとして組み入れていただけるよう働きかけを行うなど、誘致の活動を広げてい

きます。

○誘致活動

企業・団体への提案活動を展開します。（目標１００社）

＜時 期＞ 通年

＜対 象＞ ワーケーションに積極的に取り組む企業、上場企業、ＣＳＲ

活動に熱心な企業・団体 等

○保全活動体験ツアー

ＣＳＲ担当者やメディア向けの保全活動体験ツアーを実施します。
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＜時期等＞ 令和元年１０月～１１月頃 熊野又は高野

○情報発信

・ＣＳＲ活動に関心の高い企業等が交流・情報交換を行う場である「毎日メデ

ィアカフェ」に参加し、イベントとクロスメディアを組み合わせた情報発信

により、企業による保全活動を促進

・環境やＣＳＲに特化した情報誌等への記事掲載による保全活動の認知度向上

2018実績

◇誘致活動

○企業訪問等

関西圏や首都圏の企業等を対象に訪問や道普請の案内文書を送付し、保全

事業への参加を依頼

＜実 績＞ 企業等 ６４社訪問、案内文書 ４００社に送付

うち３社実施

○保全活動ファムツアー開催 再掲51頁

企業のＣＳＲ活動による環境保全活動の誘致を促進するため、首都圏及び

関西圏の企業を対象として、保全活動現地体験ツアーを開催

＜時期等＞ ３１年３月５日、６日

熊野本宮館・県世界遺産センター・中辺路（田辺市本宮町）

参加７社、１２名

＜内 容＞ 現地学習会、既実施企業事例説明、意見交換、熊野古道トレッ

キング など

◇情報発信

○「エコプロ 2018」出展
＜時期等＞ １２月６～８日 東京ビッグサイト

来場者数 １６２,２１８人

＜内 容＞ 日本最大級の環境展示会に出展し、企業等４０社に対し、世

界遺産保全活動（道普請）の実施を依頼するとともに、来場

者に保全活動の意義についてのＰＲを実施

◇企業ＣＳＲの環境保全活動実績 一部再掲49頁

（合計：２９団体 １，２３１人）

活 動 日 企業・団体名 活動場所

４月 ７日 さわかみ（一財） 中辺路（祓殿）

４月１４日 南海電気鉄道（株） 高野参詣道町石道

（１５９町石付近）

４月１８日 （株）セールスフォースドットコム 中辺路（祓殿）

４月２８日 ユニー(株) 〃

５月 ８日 南海電気鉄道(株) 中辺路（伏拝）

５月１２日 市川国際奨学財団 〃
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５月１６日 富士古河Ｅ＆Ｃ(株) 〃

５月１７日 富士古河Ｅ＆Ｃ(株) 〃

５月１９日 KDDI(株) 〃

５月２５日 三菱電機(株)冷熱システム製作所 〃

５月２６日 Faithグループ 中辺路（八木尾）

５月２７日 紀伊民報 中辺路（伏拝）

６月 ２日 (一社)日本旅行業協会関西支部 〃

６月 ２日 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 中辺路（式水）

プ

６月１６日 日本電通(株) 高野参詣道女人道

（４０町石付近）

７月 ７日 さわかみ(一財) 中辺路（赤城越）

９月１５日 (株)阪急交通社 高野参詣道町石道

（大門）

１０月１３日 関西東急会 高野参詣道町石道

（５８町石付近）

１０月２１日 (株)ＪＴＢメディアリテーリング 〃

１０月２７日 花王株式会社和歌山事業場 中辺路（伏拝）

１１月 ３日 (一財)和歌山県損害保険代理業協会 〃

１１月１０日 さわかみ(一財) 〃

１１月２０日 富士通(株) 中辺路（祓殿）

１１月３０日 日本道路(株) 中辺路（伏拝）

１２月 ８日 西日本旅客鉄道（株）田辺エリア会 〃

１月１９日 阪和興業（株） 〃

２月 ９日 明治安田生命相互会社 中辺路（伏拝～三軒茶

屋）

２月１２日 三菱地所（株） 中辺路（三軒茶屋～祓

殿）

３月２３日 リコージャパン（株）和歌山支社 中辺路（伏拝）

Ⅵ 信用金庫等の年金旅行誘致

信用金庫が実施するいわゆる年金旅行等の誘致を促進するため、きのくに信用金庫、

新宮信用金庫、信金中央金庫と連携し、全国の信用金庫や旅行会社に積極的に提案活

動を行います。（平成２８年１１月８日「観光・産業振興等に関する連携協定」締結）

◇プロモーション活動の実施

全国の信用金庫及び年金旅行を扱う旅行会社に対し具体的な提案を行います。

＜時 期＞ 通年
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＜対 象＞ 日帰り旅行 （近畿・東海エリア：バス利用）

１泊２日旅行（近畿・東海・中国・北陸エリア：バス利用）

２泊３日旅行（全国エリア：ＪＲ・エアー＋バス利用など）

◇ファムツアーの実施

年金旅行を企画、検討している信用金庫を対象にファムツアーを実施します。

＜時 期＞ 令和元年７月

＜対 象＞ 全国の信用金庫年金旅行企画担当職員

＜内 容＞ 「水の国、わかやま。」、「わかやま歴史物語」等、旬の企画を念頭

に県内の観光資源を紹介

◇受入地域との連携強化

年金旅行を受け入れる県内市町村や観光事業者等との連携を強化し、地域一体と

なったおもてなしの充実と誘客を図ります。

2018実績

◇誘致活動

○信用金庫訪問

＜時 期＞ ４月１３日

＜訪問先＞ 京都信用金庫（京都府）

＜時 期＞ ４月２７日

＜訪問先＞ 大阪信用金庫（大阪府）

＜時 期＞ ５月７日～１０日

＜訪問先＞ 青梅信用金庫、興産信用金庫、東京三協信用金庫（東京都）

＜時 期＞ ５月２３日

＜訪問先＞ 京都北都信用金庫（京都府）北おおさか信用金庫、枚方信用金

庫（大阪府）、但陽信用金庫（兵庫県）、奈良中央信用金庫、奈

良信用金庫（奈良県）、津山信用金庫（岡山県）

＜時 期＞ ８月１６日

＜訪問先＞ 京都中央信用金庫、京都信用金庫（京都府）、大阪信用金庫（大

阪府）

＜時 期＞ ９月４日

＜訪問先＞ 埼玉縣信用金庫（埼玉県）

＜時 期＞ １０月２日

＜訪問先＞ 城南信用金庫（東京都）

＜時 期＞ １１月８日

＜訪問先＞ 愛知信用金庫、蒲郡信用金庫、碧海信用金庫（愛知県）

＜時 期＞ １１月２１～２２日

＜訪問先＞ 山梨信用金庫、甲府信用金庫（山梨県）、横浜信用金庫、平塚

信用（神奈川県）

＜時 期＞ ３１年３月７日
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＜訪問先＞ 愛知信用金庫（愛知県）

○ファムツアーの実施

＜時 期＞ ７月６～７日（１泊２日）

＜対 象＞ 参加９信用金庫

埼玉縣信用金庫（埼玉県）、磐田信用金庫（静岡県）、京都中

央金庫、京都北都信用金庫（京都府）、北おおさか信用金庫

（大阪府）神戸信用金庫（兵庫県）、奈良信用金庫、大和信

用金庫、奈良中央信用金庫（奈良県）

＜訪問先＞ 熊野速玉大社、熊野那智大社、那智山青岸渡寺、那智ねぼけ堂、

とれとれ市場、道成寺、湯浅美味いもん蔵、うるわし館 など

＜情報発信＞ 信金中金を通じ、全国の信用金庫に観光情報と案内配信

○2018”よい仕事おこし”フェアでの誘致活動

＜時期等＞ ９月１８～２０日 東京国際フォーラム

＜内 容＞ ブース出展、きのくにフレンズ、わかぱんによる観光ＰＲ

○誘致実績（年金旅行受入） ９信用金庫、２,９４６人

信 金 名 時 期 等 参加数 訪 問 先

会津信用金庫 ７月１１～ ２７人 高野山(泊)

（福島県） １４日

（２泊×１班）

東予信用金庫 １０月２６～ ７９人 熊野本宮大社、白浜温泉

（愛媛県） ２８日 (泊)、他

（１泊×２班）

大阪商工信用 １１月１～ ４００人 紀州梅干館、道成寺、黒

金庫（大阪府） ２１日 潮市場、他

（日帰り×８班）

湖東信用金庫 １１月５～６日 ２３人 那智の滝、勝浦（泊）、橋

（滋賀県） （１泊×１班） 杭岩、とれとれ市場、他

大阪信用金庫 １１月６日 ２４人 中野ＢＣ、道成寺、他

（大阪府） （日帰り×１班）

青梅信用金庫 １１月６～８日 １１３人 熊野速玉大社、熊野古道

（東京都） （２泊×１班） 大門坂、那智の滝、白浜

（泊）、道成寺、他

東京三協信用 １１月１３～ ７０人 高野山、勝浦（泊）、熊野

金庫（東京都） １５日 古道大門坂、熊野那智大

（２泊×１班） 社、他

京都信用金庫 １２月１日～ ２，１９０人 熊野速玉大社、那智の滝、

（京都府） ３月１４日 勝浦（泊）、道成寺、他

（１泊×２１班）

滋賀中央信用 ３月１５日 ２０人 黒潮市場、他
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金庫（滋賀県） （日帰り×１班）

◇受入対応（地域と連携したおもてなし）

上記年金旅行催行時は、地元信用金庫・市町村・観光団体等と連携して、歓

迎セレモニーを実施

＜内 容＞ 歓迎挨拶、平安衣装・着ぐるみによるお出迎え、

ノベルティ配布等

Ⅶ コンベンション誘致推進

コンベンション（国際・国内規模の各種会議や学会等）やスポーツ大会などの誘致

を市町村や関係団体等とともに行い、交流人口の拡大を図ります。

また、世界遺産を活用したユニークベニュー（特別な会場）を提案することで和歌

山での開催をアピールするとともに、ニーズに合わせたサポートを実施します。

◇開催支援

コンベンション開催助成金や、観光パンフレット等のツール提供により、主催者

を支援します。

＜時 期＞ 随時（申請に基づく）

＜内 容＞ 助成金の交付、観光パンフレット等の提供

◇誘致活動

○地方都市コンベンション協議会合同セールスへの参画

首都圏において協議会構成メンバー（６地区）による合同セールスに参加し、

本県でのコンベンション開催に向けた営業活動を展開します。

＜時期等＞ 令和元年６月、１０月、令和２年１月 東京都

○地方都市コンベンション協議会への参画

協議会主催セミナー（対象：学会２回、旅行会社・企画会社各１回）及びイベ

ントＰＲブースに参加します。

＜時期等＞ 令和元年５月、７月、１１月、令和２年３月 東京都

○下見の支援

コンベンションを計画している団体、学会関係者を対象に、施設やアフターコ

ンベンション等の下見実施のための支援をします。

＜時 期＞ 随時

◇情報発信

○コンベンション誘致に特化したイベントへの出展

＜時期等＞ 令和２年２月 東京都

○コンベンションガイドブック、ユニークベニュー MICEガイド、専用サイトに
よる支援制度や施設情報の発信
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2018実績

◇誘致活動

○学会主催者を対象としたセールス

＜時 期＞ ４月～３１年３月

＜訪問先＞ (一社)日本禁煙学会、(一社)日本臨床薬理学会 他５７件

○旅行会社(ＡＧＴ)・コンベンション企画運営事業者(ＰＣＯ)を対象としたセー

ルス

＜時 期＞ ４月～３１年３月

＜訪問先＞ 国際急行観光（株）、イーストグループ（株） 他３件

〇地球惑星科学連合合同大会への出展

＜時期等＞ ５月２２日 千葉県

＜内 容＞ 大会参加者に対する誘致活動

○地方都市コンベンション関連団体合同ワークショップへの出展

＜時期等＞ ７月２６日 東京都

＜内 容＞ 学会関係者向け合同誘致ワークショップ

＜時期等＞ １１月２９日 東京都

＜内 容＞ 学会関係者向け合同誘致セミナー

＜時期等＞ ３１年３月５日 東京都

＜内 容＞ 旅行会社（ＡＧＴ）、コンベンション企画運営事業者（ＰＣＯ）、

大会主催向け合同誘致ワークショップ

○地方都市コンベンション協議会合同セールスへの参加

＜時期等＞ ６月２６～２７日 東京都

＜内 容＞ 学会主催者に対する誘致活動

＜時期等＞ １０月１１～１２日 東京都

＜内 容＞ 大会主催者などに対する誘致活動

＜時期等＞ ３１年１月２４～２５日 東京都

＜内 容＞ 大会主催者などに対する誘致活動

◇開催支援

○コンベンション開催助成金による支援

・助成金交付件数 １６件

・延べ宿泊者件数 １１，７１７人

開催状況 （人）

開催日 コンベンション名 開催場所 参加者数 延宿泊者数

５月１２ 部落解放第６３回全国女性 和歌山県民文化 ９７９ ７８９

～１３日 集会 会館

５月１５ 第５６回日本漆器協同組合 ダイワロイネッ ２２８ １４９

～１７日 連合会全国大会 トホテル和歌山
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５月１９ 第１６回日本周産期循環管 和歌山県ＪＡビ １５９ １１２

～２０日 理研究会学術集会 ル

６月７ 全国指定自動車学校経営者 古賀の井ベイ １２１ １０１

～８日 協議会「６月度定例会議」 リゾート＆スパ

６月２８ 第４９回日本膵臓学会大会 和歌山県民文化 １，４００ ６９４

～３０日 会館 他

７月１２ 第２３回日本冠動脈外科学 ホテルアバロー ３３７ ３４６

～１３日 会学術大会 ム紀の国

８月６ 第５０回全日本歯科学生総 田辺市立弓道場 ４０２ ２,００７

～９日 合体育大会弓道部門

９月１０ 経済統計学会第６２回全国 和歌山県民文化 １３２ １５２

～１２日 研究大会、統計チュートリ 会館 他

アルセミナー

９月１４ 第２３回日本脳腫瘍の外科 和歌山県民文化 ４０５ ４４０

～１５日 学会 会館

９月２２ 日本地理学会２０１８年秋 和歌山大学栄谷 ６００ ２６９

～２４日 季学術大会 キャンパス

１０月１９ 第２０回日本救急看護学会 和歌山県民文化 １，７２７ ８８２

～２０日 学術集会 会館

１０月２０ 第６６回日本職業・災害医 ホテルグランヴ ７４５ １３４

～２１日 療学会学術大会 ィア和歌山

１１月１ 第１７回全国農林水産物直 和歌山県民文化 ２３７ １３９

～２日 売サミット 会館

１１月１６ 第３８回日本川崎病学会・ 和歌山県民文化 ３２７ ３３７

～１７日 学術集会 会館

３月９～ 和歌山砂山少年剣友会創立 和歌山ビッグホ １，７５０ ５２１

１０日 ４５周年記念大会 エール

３月２５～ 平成３０年度第３８回全国 和歌山ビッグホエー １，５００ ４，５４５

２７日 高等学校空手道選抜大会 ル、ビッグウェーブ

Ⅷ 修学・教育旅行の誘致活動

◇和歌山県教育旅行ガイドブック「わかやまだからこそできる学びの旅～わかやまで

学べる９つのこと～」での提案

新学習指導要領に盛り込まれる「主体的・対話的で深い学び」の考え方を取り入

れた、和歌山だからできる９つのプログラムを具体的に提案することにより、国内

外からの修学・教育旅行の誘致を行います。

①マグロから学ぶ「将来を見据えた資源管理」
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②災害に備えて何ができるのか（津波と土砂災害）

③和歌山とトルコの友好から国際社会における人間の「心」を学ぶ

④日本遺産「鯨とともに生きる」～多様な文化を理解することの大切さ～

⑤世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の保全活動「道普請」

⑥世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」

～一次産業の技術、生物の多様性を学ぶ～

⑦自然・生物との共存～サンゴの海を残す保全活動～

⑧南紀熊野ジオパーク～大地に触れ、生活への恵みを知る～

⑨作って、食べて、学ぶ「食文化学習」

～豊かな風土と人々に育まれた和歌山の食～

◇国内でのセールス活動の実施

○和歌山県体験型教育旅行誘致協議会による誘致活動の展開

修学・教育旅行で来県される皆さまのサポートを目的に設立した９つの誘致団

体と県、県観光連盟で構成している「和歌山県体験型教育旅行誘致協議会」がさ

らなる誘致活動を展開します。

＜時 期＞ 首都圏：対高校商戦時期の８～２月

九州地方：対高校の商戦時期の５月

その他：対中学商戦時期の６～７月

＜対 象＞ 首都圏、中京圏、近畿圏、中国圏、

九州圏の旅行会社及び学校

＜内 容＞ 旅行会社や学校を直接訪問するローラー作戦を展開

◇海外でのセールス活動の実施

○教育旅行コーディネーターを引き続き配置し、京都府・大阪府・兵庫県・奈良県

と連携したＶＪ地方連携事業を実施

＜対 象＞ 東アジア、東南アジア、オセアニア

＜内 容＞ 海外プロモーションの際に、旅行会社等を訪問し、本県の教育旅行

のプロモーションを実施します。

◇教育旅行実現に向けた総合的な支援

○教育旅行プランづくりの支援

教育旅行のテーマ、目標に沿ったプランの作成を支援します。

○事前学習の支援

学校を訪問し、児童・生徒の事前学習をサポートします。

○教育旅行現地視察支援の実施

学校関係者及び旅行会社の下見のための現地視察を支援します。

◇和歌山県体験型教育旅行誘致協議会研修会の実施

本県の修学・教育旅行の受入体制の充実を図るため、地域の体験事業者や宿泊施

設などの協議会会員を対象とする研修会を実施します。

2018実績
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◇教育旅行コーディネーターの設置

海外からの小中、高等学校の教育旅行誘致強化のため設置

＜時 期＞ ４月９日～

◇３０年度の修学旅行来県校

９９校（９，４３５人） ※うち海外３６校（１,２０９人）

◇国内でのセールス活動の展開

○市場調査の実施

＜時 期＞ ７月４～６日

＜訪問先＞ 愛知県・岐阜県内公立・私立中・高等学校 ２１校、

旅行会社 ４社

＜時 期＞ １１月２１～２２日

＜訪問先＞ 愛知県内公立・私立中学校・高等学校 ５校、旅行会社 １社

＜時 期＞ １２月４～６日

＜訪問先＞ 神奈川県内公立・私立中・高等学校 ３４校、旅行会社 ４社

＜時 期＞ ３１年２月５～７日

＜訪問先＞ 神奈川県内公立中・高等学校 ２４校、旅行会社 １社

＜時 期＞ ３１年３月２７～２９日

＜訪問先＞ 神奈川県内旅行会社 １１社

○和歌山県スポーツ合宿誘致説明会の開催

＜時期等＞ １１月１５日 全国町村会館（東京都）

＜参加者＞ 旅行会社３３社、スポーツ雑誌等メディア２社、その他１社

＜内 容＞ 県内の参加団体の情報について説明を行うとともに、各団体が

個別ブースを設け、各スポーツ施設の紹介や相談会を実施

＜主 催＞ (公社)和歌山県観光連盟

○近畿日本ツーリスト主催商談会への参加

各支店担当者ごとに和歌山県教育旅行提案を行った。

・広島商談会

＜時 期＞ １２月１１日

＜参加者＞ 近畿日本ツーリスト福山支店３人、広島支店２人、

本社団体事業部１人

・名古屋商談会

＜時 期＞ １２月１２日

＜参加者＞ 近畿日本ツーリスト名古屋教育旅行支店６名、岐阜支店２名

◇海外でのセールス活動の展開

＜対 象＞ 東アジア、東南アジア、オセアニア

＜内 容＞ 旅行博に出展した際、また旅行会社

を訪問した際に、和歌山県の教育旅

行について紹介を行った。

＜時期等＞ ６月１９日～２３日 台湾

９月２０日～２２日 香港
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１１月１１日～１５日 オーストラリア

１１月２１日～２４日 台湾

◇教育旅行現地視察支援事業の実施

＜支援件数＞ １９件（累計）※うち海外５件

＜支援団体名＞ 首都圏：東亜学園高等学校

東海圏：岐阜市立陽南中学校、愛知県尾張旭市立旭中学校、星

槎名古屋中学校、岐阜聖徳学園大学附属中学校、愛知

県立豊田南高等学校、愛知県尾張旭市立東中学校、愛

知県立横須賀高等学校、ＪＴＢ三河支店、愛知県名古

屋市立白山中学校

中国圏：広島県福山市立誠之中学校、広島県福山市立神辺中学

校

九州圏：福岡県立修猷館高等学校

海 外：白城毓才実験学校高校教員視察団、白城毓才実験学校

中学教員視察団、GET Educational Tours、山東省濰坊

市教員視察団、台湾教育旅行視察団

◇和歌山県体験型教育旅行誘致協議会による活動

○総会

＜時期等＞ ４月２７日 西牟婁振興局

＜内 容＞ ２９年度事業実施・収支決算報告

３０年度事業計画・予算案審議

○スクールキャラバン

５月 福岡県

公立・私立高等学校２７校、旅行会社１１社

７月 広島県

公立中学校、私立中・高等学校２１校、旅行会社４社

３月 埼玉県

公立・私立高等学校３０校、旅行会社８社

○和歌山県体験型教育旅行誘致協議会研修会

＜時期等＞ ３１年３月１日 和歌山県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ

＜内 容＞ 講演１

「ムスリム観光客受入対応先進的事例紹介」

白馬五竜観光協会 事務局長 佐藤 文生 氏

講演２

「体験型教育旅行受入の意義・組織づくり・今後について」

（一財）都市農村漁村交流活性化機構

業務第１部 次長 花垣 紀之 氏

講演３

「訪日教育旅行誘致の一年間の活動を振り返って」

和歌山県商工観光労働部環境局観光交流課
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教育旅行コーディネーター 庄田 卓爾 氏

○来県対応 計１２校 ２,１７４人

＜時期等＞

５月 公立中学校（愛知県） １校 ２３４人

６月 公立中学校（愛知県） 計２校 ３８４人

７月 私立中学校（愛知県） １校 １２４人

１０月 公立高等学校（広島県） 計５校 ８８７人

１１月 公立中学校（広島県） 計３校 ５４５人

◇訪日教育旅行の受入 計３６団体 １,２０９人 再掲211頁

＜時期等＞ ・中国

７月 ８～ ９日 私立小学校 ２２人

７月 ９～１０日 私立小・中学校 ２１人

７月３１日～８月２日 公立中・高等学校 ４７人

８月２５～２７日 公立中学校 １５人

１２月１２～１３日 公立中学校 ５２人

１月１４～１５日 私立小・中学校 １１５人

１月２３～２４日 私立小・中学校 ３５人

１月２７～２８日 私立小学校 ５５人

・マレーシア

４月２３～２４日 公立中・高等学校 ２５人

５月 ９～１０日 公立中・高等学校 １９人

７月１１～１２日 私立中・高等学校 ３８人

８月１７～１８日 公立大学 ２０人

１０月 ２～ ３日 公立小学校 ２９人

１０月２３～２４日 公立小学校 ４０人

１０月３０～３１日 公立小学校 ２３人

１１月２８～２９日 公立小学校 ３４人

３月２６～２７日 私立中・高等学校 ３９人

・台湾

４月１６～１８日 公立高等学校 ３７人

５月 ８～ ９日 公立高等学校 ２３人

５月１５～１６日 公立職業学校 ３０人

５月２２～２３日 公立高等学校 ２９人

５月２２～２３日 公立高等学校 ３１人

６月２５～２７日 私立高等学校 ２２人

７月 ２～ ７日 公立大学・小学校 ３８人

９月 ２～ ８日 公立大学 ７人

９月２５～２６日 私立職業学校 ３２人

１２月 ４～ ５日 公立高等学校 ２６人

１２月１０～１２日 公立中学校 ２３人
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１２月１３～１５日 公立高等学校 ２４人

１月２１～２４日 公立高等学校 ６７人

・韓国

７月１４～１６日 団体 ３６人

・アメリカ

１２月１５～１７日 団体 ４６人

３月１４～１７日 団体 ２３人

・ニュージーランド

４月２１～２２日 私立高等学校 ３５人

・インド

５月２６～２９日 私立高等学校 ４３人

７月１４～１９日 私立高等学校 ８人

◇訪日教育旅行視察団体の受入 計５団体 ８９人

＜時期等＞ ・中国

６月１３～１５日 公立高等学校教員視察団 ３６人

６月３０日～７月２日

公立中学教員視察団 ２１人

１０月２４～２６日 公立学校教員視察団 ２３人

・オーストラリア

７月１４～１５日 GET Educational Tours １人

・台湾

１１月１～３日 台湾教育旅行関係者 ８人

Ⅸ スポーツ合宿誘致

本県の温暖な気候と国体を契機に整備された施設を活用して、県教育委員会やキ

ャンプ誘致に積極的な市町村等と連携したより効果的なプロモーションを展開する

ことにより、各種団体のスポーツ合宿を誘致します。

併せて、平成２９年１月に改定したパンフレットを活用し、スポーツ振興に取り

組んでいる和歌山のＰＲにつなげます。

◇プロスポーツキャンプの誘致

キャンプ地としての知名度アップやブランド化を目指します。

＜内 容＞ 激励品（特産品等）の提供

スポーツ施設、宿泊施設等の調整

＜対 象＞ プロスポーツチーム

◇ターゲットを絞ったプロモーションの実施

＜内 容＞ 競技力の高い社会人・大学のスポーツチームの合宿を取り扱う旅

行会社へセールスし、キャンプ地としての知名度アップと誘致を
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図り、県内宿泊施設等の利用を促進

＜対 象＞ 旅行会社

2018実績

◇キャンプ・合宿誘致

○女子ラグビー７人制日本代表

＜時期等＞ ４月３～１８日 参加２５人

上富田スポーツセンター球技場

＜内 容＞ 激励品の提供

○ヴィッセル神戸

＜時期等＞ ６月２５～３０日 参加５０人

上富田スポーツセンター球技場

＜内 容＞ 激励品の提供

Ⅹ 南紀白浜空港民営化に合わせた新たな誘客 ＝ New＝

本県が有する豊富な観光資源や白浜エリアを中心としたＩＴ企業誘致の取組を背景

に民間事業者による空港基本施設やターミナルビルの一体運営が実現しました。これ

により、チャーター便など新たな航空ネットワークによるさらなる交流人口の拡大、

及び空港運営の効率化が期待されるため、航空事業者等への働きかけにより積極的に

誘客を促進します。

◇顔認証システムの利用促進

空港利用客や白浜エリア観光客の利便性向上、さらに白浜地域の活性化を図るた

め、「顔パス」で買い物や食事などができる「顔認証システム」の実証試験を８月末

まで実施されます。実証試験が終了後、本格導入の段階で情報発信し、利用を促進

します。

参加事業所：ホテルシーモア、フィッシャーマンズワーフ白浜、

和食料理店「いけす円座、すし八咫」など

実 施 主 体：南紀白浜エアポート、ＮＥＣなど

◇旅行商品造成の働きかけ

南紀白浜空港が新たに高速バスのターミナルになることや南紀白浜空港を発着と

するチャーター便を活用した旅行商品造成を図るため、旅行会社訪問や、ファムツ

アーを実施し旅行商品造成につなげます。

○旅行会社訪問

＜時 期＞ 令和元年７月～９月頃

＜対 象＞ 東北エリア等の旅行会社

○ファムツアーの実施
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＜時 期＞ 令和元年１０月～１２月

＜対 象＞ 東北エリア等の旅行会社

◇利用促進（主管：港湾空港振興課）

○県外からの誘客活動

首都圏からの誘客のため、旅行商品造成による団体ツアーの誘致、わかやま紀

州館等との連携による旅行会社への情報発信、また、国内チャーター便誘致によ

り団体ツアーを取り込みます。その他、空港利用促進のためのキャンペーン等を

実施します。

○地元の空港利用促進活動

企業・団体、中学校の修学旅行等、スポーツ合宿誘致、空の日フェスタ等イベ

ント時のＰＲ活動、各種メディア、団体会報での周知による利用促進活動を行い

ます。

○その他

・航空乗継利用促進協議会事業への参画

・全国地域航空システム推進協議会への参画

2018実績

◇首都圏対策

○南紀白浜空港利用促進実行委員会による誘客（地方航空路線活性化プログラ

ム）

・南紀白浜～羽田便の就航機材が大型化（８月１日～）

・団体旅行商品造成（首都圏旅行代理店に商品造成を働きかけ）

ＸＩ クルーズ客船誘致による誘客推進

国内クルーズ船の寄港（和歌山下津港・日高港・新宮港）を誘致し、周辺観光地へ

の誘客を図るため、船会社・旅行会社にセールスを行います。

＜寄港予定＞

ぱしふぃっくびいなす 令和元年５月、７月、８月（新宮港）

令和元年８月（和歌山下津港）

2018実績

◇クルーズ船の寄港

＜時期等＞ ７月２１日 新宮港 にっぽん丸 ３７０人

８月１８日 〃 ぱしふぃっくびいなす ４７７人

１１月１０日 〃 ぱしふぃっくびいなす ４９５人

１１月１５日 〃 ぱしふぃっくびいなす ３２３人
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１１月２３日 〃 飛鳥Ⅱ ８８９人

３１年３月８～９日 〃 にっぽん丸 ４０１人

３１年３月２３日 日高港 飛鳥Ⅱ ７８０人

３１年３月２９日 下津港 ぱしふぃっくびいなす ３３３人

◇誘致活動

＜時 期＞ ３１年２月１４～１６日

＜内 容＞ 旅行会社（約３００人参加）に対し県の港湾施設及び寄港地観光

についてＰＲ

ＸⅡ 和みわかやまキャンペーン

平成２７年５月に設立した、「わかやまＤＣ推進協議会」の後継団体である、「和み

わかやまキャンペーン推進協議会」において、わかやまＤＣ期間中に実施した企画等

で高い評価を得た取組を一層ブラッシュアップし、継続実施します。

＜構成団体＞ 県、県観光連盟、市町村・観光関係団体、西日本旅客鉄道(株)和

歌山支社、南海電気鉄道(株)、和歌山電鐵(株)、紀州鉄道(株)など

８０団体

＜名 称＞ 和みわかやまキャンペーン推進協議会

＜設 立＞ ２７年５月２７日

◇旅行会社に対する取組 詳細141頁

○旅行会社とのタイアップ

旅行会社とタイアップし、旅行商品造成にむけ観光情報を発信します。

○旅行会社訪問

都市圏プロモーションにおける旅行会社訪問の際、「世界遺産登録１５周年記念

キャンペーン」「わかやま歴史物語」、「サイクリング王国わかやま」、「水の国、

わかやま。」キャンペーンのほか、ブラッシュアップした企画等をアピールする

ことで誘客を働きかけます。

＜時 期＞ 令和元年６～７月（夏プロモーション）

令和２年２～３月（春プロモーション）

＜訪問先＞ 京阪神、東海、中国、九州などの主要旅行会社（地域協働）

○観光素材の情報発信

県観光情報サイトに掲載している「観光素材」について、随時更新を行います。

◇情報発信

○メディアによる情報発信

＜時 期＞ 随時

＜内 容＞ アウトドア、歴史・文化関連の雑誌等へ掲載

○ＷＥＢサイトによる情報発信
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＜内 容＞ オススメ観光素材を随時情報発信

○都市圏プロモーション 詳細141頁

＜時 期＞ 令和元年６～７月（夏プロモーション）

令和２年２～３月（春プロモーション）

＜内 容＞ 新聞社等を訪問

◇受入対策

○和みわかやまっぷwithスタンプラリー

県内観光地の周遊促進とおもてなしを目的に、県内のお食事処、お土産処、温

泉・入浴施設を紹介した冊子を作成。スタンプラリー付きで、規定数のスタンプ

を集めて応募すると、「プレミア和歌山」認定商品などを抽選で進呈。

＜時 期＞ 令和元年７月～令和２年３月

○地域観光素材開発支援

地域で新たに実施する魅力ある素材を支援

＜時 期＞ 令和元年７月～令和２年３月

2018実績

◇「和みわかやまキャンペーン推進協議会」総会を開催

＜時期等＞ ６月８日 ホテルグランヴィア和歌山

＜内 容＞ 各種議案の提案・承認

（事業報告、収支決算、事業計画、収支予算）

◇旅行会社訪問 合計１２店舗

○夏プロモーション

＜時期等＞ 四 国 ７月４～５日、１０月２４日 １２店舗

○観光素材の情報発信

「観光素材」について、専用サイトで随時更新

◇情報発信

○雑誌、新聞、フリーペーパー等

媒 体 名 テーマ 発行日等

ＪＲ西日本鉄道沿線情報誌 「サイクリング王国わ ９月２６日

「西NAVI（１０月１日号）」 かやま」、「わかやま歴

史物語」、「水の国、わ

かやま。」、「熊野古道

の新たな魅力100選」

piknik サイクリング １０月２０日

「cycle（１０月号）」 王国わかやま

株式会社ＪＴＢパブリッシング わかやま歴史物語 ３月 ８日

「大人の日帰り旅」

◇受入対策
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○和みわかやまっぷ with スタンプラリー
県内のお食事処、お土産処、温泉・入浴施設をめぐるスタンプラリー。規定

数のスタンプを集めて応募すると、県産品を抽選で進呈。さらに、Instagram賞

を新設。

＜時 期＞ ７月２４日～３１年３月３１日

＜部 数＞ １３万部

＜内 容＞ 県内のお食事処、お土産処、温泉、入浴

施設２００店舗

全店舗で使えるお得なクーポン付き

県産品（プレミア和歌山）が当たるスタン

プラリー

Instagram企画

Instagram上にハッシュタグを付けて、お店に関する写真を投

稿していただいた方の中から毎月１人に、５,０００円相当の県

産品をプレゼント

バリアフリー・トイレ（オストメイト付）・バイクラック・サイ

クルステーション情報

＜配 置＞ 県内市町村、観光協会、旅館組合、観光案内所、宿泊施設ほか

＜備 考＞ 専用サイトで個店情報検索サービス

県内外イベント等で配布

県観光情報誌「紀州浪漫（秋号）」のトピックスで紹介

＜応募数＞ 約１，１５９通（３１年３月末時点）
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(３)『近畿、東海、西日本等』から和歌山へ招く

近畿、東海、中国、四国、九州の都市部において、メディア、旅行会社を対象にプロモ

ーションを行います。

世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』登録１５周年を契機とした記念事業をはじめ、サ

イクリングと旅を融合した「サイクリング王国わかやま」、自然をテーマにした「水の国、

わかやま。」キャンペーン、歴史・文化をテーマにした「わかやま歴史物語」、西国三十三

所草創 1300 年など、旬の観光素材を情報発信するとともに、特に本県最大のマーケット
である京阪神においては、「阪急阪神グループ」とのタイアップによる大型観光キャンペ

ーンを実施することで、誘客を加速します。

なお、各種プロモーションや企画の実施に際しては、核となる交通事業者と連携すると

ともに、市町村、地域団体・事業所に対して積極的な参画を働きかけます。

Ⅰ 京阪神大型観光キャンペーン

阪急阪神グループタイアップキャンペーン

大手私鉄グループの豊富なメディア媒体を活用し、京阪神での効果的な情報発信に

より誘客を促進します。

＜時 期＞ 令和元年９～１０月

＜内 容＞ 「世界遺産登録１５周年記念事業」、「サイクリング王国わかやま」

など

2018実績

◇阪急阪神グループタイアップキャンペーン 詳細22頁

最大のマーケットである「京阪神エリア」での効果的な情報発信と誘客を加速

させるため、阪急阪神グループが持つ多くの情報発信媒体を活用したタイアップ

による「今が旬、わかやまキャンペーン」を実施

＜時 期＞ ９月１日～１０月３１日

＜内 容＞ 阪急・阪神電鉄交通媒体への広告掲出、阪急電鉄沿線情報誌「

TOKK」に掲載、和歌山の逸品「プレミア和歌山」推奨品プレゼ

ント、ＷＥＢ・ＳＮＳでの情報発信 等

Ⅱ 都市圏プロモーション

各都市圏の主要旅行会社を訪問して、観光素材やモデルコースの提案を行い、旅行

商品の造成や販売促進につなげます。また、テレビ局や新聞社など主要メディアをキ

ャンペーンスタッフやご当地キャラクターなどで訪問し、記事等での露出を図ります。

◇夏プロモーション
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「世界遺産登録１５周年記念事業」、「わかやま歴史物語」、「サイクリング王国わ

かやま」、「水の国、わかやま。」などについて、ＰＲ・提案を行います。

＜時 期＞ 令和元年６～７月

＜対象等＞ 京阪神 大阪（全）、神戸（全）

西日本 岡山（全）、広島（全）、福岡（全）

東海 名古屋（全）、岐阜（全）

◇春プロモーション

「わかやま歴史物語」、「サイクリング王国わかやま」、「水の国、わかやま。」事

業について、ＰＲ・提案を行います。

＜時 期＞ 令和２年２～３月

＜対象等＞ 京阪神 大阪（全）、神戸（全）

西日本 岡山（全）、広島（全）、福岡（全）

東海 名古屋（全）、岐阜（全）

（全）＝旅行会社訪問、メディア訪問

（旅）＝旅行会社訪問

◇わかやま発信イベント

○ふるさとフェア～全国センター合同物産観光展～

＜時期等＞ （未定） 名古屋市内（予定）

○ふるさと全国県人会まつり2019

＜時期等＞ 令和元年９月（予定）

久屋大通公園 久屋広場・エンゼル広場（名古屋市）

○ツーリズムEXPOジャパン2019

＜時期等＞ 令和元年１０月２４～２７日 インテックス大阪

＜内 容＞

・各種メディアや日本旅行業協会加盟の国内大手旅行会社との商談会に地域団

体とともに参加

・同時開催のインバウンド商談会「VISIT JAPAN Travel Mart」（観光庁、JNTO

主催）に参加

・一般向けの展示会に地域団体とともに出展し観光ＰＲを実施

○ほんまにええとこ関西観光展

＜時期等＞ 令和元年１１月（予定） ＪＲ大阪駅（予定）

○旅まつり名古屋2020

＜時期等＞ 令和２年３月（予定）

久屋大通公園 久屋広場・エンゼル広場（名古屋市）

2018実績

◇夏プロモーション

交通事業者（南海フェリー）、地域（市町村、観光関係団体・事業所）と協働し、

西国三十三所草創1300年・熊野那智大社御創建1700年をはじめ、旬の観光素材や
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特別企画について、各都市圏の旅行会社、メディアにアピールすることで誘客を

促進

○旅行会社

＜時期等＞ 四国 ７月、１０月

＜訪問先＞ 計 １２店舗

・四国／徳島市・高松市・松山市・高知市

(株)農協観光、(株)読売旅行、(株)阪急交通社、

(株)徳バス観光サービス、阿波観光バスサービス（株）、

(株)伊予鉄トラベル、（株）ジェイジェイ旅行センター、

(株)タビックスジャパン、(株)せとうち観光

の本店、支店、営業所など

○メディア

・新聞１２紙掲載 再掲99頁

媒 体 名 テーマ 掲載日等

朝日新聞（神戸） 水の国、サイクリング ６月２８日

産経新聞（神戸） 〃 ６月２９日

京都新聞（京都） 〃 ６月３０日

朝日新聞（福岡） 〃 ７月 ４日

岐阜新聞（岐阜） 〃 ７月 ７日

朝日新聞（名古屋） 〃 ７月 ７日

産経新聞（京都） 〃 ７月１０日

読売新聞（京都） 〃 ７月１０日

毎日新聞（福岡） 〃 ７月１２日

神戸新聞（神戸） 〃 ７月１９日

スポーツ報知（福岡） 〃 ７月１９日

読売新聞（福岡） 〃 ７月２７日

※以上、（一社）和歌山市観光協会、かつらぎ町、日高広域観光振興協議会、田辺市熊野ツーリ

ズムビューロ、白浜町、白浜観光協会、白浜温泉旅館協働組合、那智勝浦町観光協会、南紀勝

浦温泉旅館組合、名古屋観光センターと協働

◇春プロモーション

「西国三十三所草創1300年」「熊野本宮大社御創建 2050年」など県内のトピッ
クスを各都市圏の旅行会社、メディアにアピールすることで誘客を促進

○旅行会社

＜時期等＞ 東 北 ３１年１月２０～２２日

＜訪問先＞ 計７店舗

・東北／山形市、盛岡市、仙台市＜７店舗＞

(株)山交観光、岩手県旅行業協会、(株)阪急交通社仙台支店、ＪＴＢ

国内仕入商品事業部、ＨＩＳ東北・北海道・新潟事業部、(株)農業観

光東北総括事業部、(株)読売旅行東北・北海道合同企画グループ

○メディア
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・新聞、テレビ２社 再掲100頁

・テレビ

媒 体 名 テーマ 放送日等

山陽放送 白浜、パンダ ２月２２日

広島ホームテレビ 白浜、パンダ ３月 ３日

・新聞

媒 体 名 テーマ 掲載日等

読売新聞（福岡） 白浜、パンダ ２月 ２日

毎日新聞（大阪） わかやま歴史物語、 ２月 ７日

世界遺産、めでたい

電車、有田川

西日本新聞（福岡） 白浜、パンダ ２月 ８日

産経新聞（神戸） 世界遺産、パンダ ２月 ９日

毎日新聞（神戸） わかやま歴史物語、 ２月１１日

世界遺産、パンダ

サンケイスポーツ（大阪） 白浜、パンダ ２月１２日

スポーツ報知（福岡） 白浜、パンダ ２月１４日

毎日新聞（福岡） 白浜、パンダ ２月１４日

サンケイリビング（大阪） わかやま歴史物語、 ２月１４日

パンダ

夕刊フジ（大阪） わかやま歴史物語、 ２月１６日

世界遺産

京都新聞（京都） わかやま歴史物語、 ２月１９日

パンダ、世界遺産、

紀州鉄道

中日新聞（名古屋） パンダ、世界遺産、 ２月２２日

めでたい電車

中部経済新聞（名古屋） わかやま歴史物語、 ２月２３日

パンダ、世界遺産、

めでたい電車

読売新聞（京都） わかやま歴史物語、 ２月２４日

パンダ

トラベルニュース（大阪） わかやま歴史物語、 ２月２５日

パンダ、めでたい電

車、有田川

産経新聞（京都） わかやま歴史物語 ２月２６日

読売新聞（岡山） 白浜、パンダ ２月２７日

岐阜新聞（岐阜） わかやま歴史物語、 ２月２８日
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パンダ、世界遺産

朝日新聞（京都） パンダ、めでたい電 ３月 １日

車、紀州鉄道

旅行新聞（大阪） わかやま歴史物語、 ３月 １日

パンダ、田辺梅林

中日新聞（岐阜） わかやま歴史物語、 ３月 ３日

パンダ、世界遺産

朝日新聞（大阪） わかやま歴史物語、 ３月１３日

パンダ

日刊廣島新聞（広島） わかやま歴史物語、 ３月１４日

世界遺産、パンダ

朝日新聞（岡山） 白浜、パンダ ３月１５日

朝日新聞（広島） わかやま歴史物語、 ３月１５日

パンダ

※以上、和歌山市観光協会、伊都振興局、有田川町、御坊市、田辺市、白浜町、白浜観光協会、

白浜温泉旅館協同組合、(一社)南紀白浜観光局、熊野本宮観光協会、田辺市熊野ツーリズムビュ

ーロー、那智勝浦町観光協会と協働

◇旅行商品造成 計１４１件

○西国三十三所関係以外 ６５件

＜朝日旅行＞

・「紀州の秘湯で寛ぐ 龍神と湯の峰温泉 ２日間」

・「本州最南端の地に連泊！神々が籠る霊場・熊野三山初詣 ３日間」

・「紀ノ川の桃源郷と古刹を彩る桜 ３日間」

＜クラブツーリズム＞

・「海・山・川の絶景へ！本州最南端の潮岬も 紀伊半島 世界遺産と絶景

１４景 ３日間」

・「語り部と行く海・山・石畳 熊野古道３絶景と熊野三山めぐり ３日間」

・「南紀白浜アドベンチャーワールドと串本海中公園 パンダに会える！わ

くわく南紀大冒険 ３日間」

・「絶景露天「天空の湯」と神秘の絶景「友ヶ島」上陸ダブルチャンス２日

間」

・「世界遺産・熊野本宮大社 御創建２０５０年記念 正式参拝熊野三山と

高野山・奥之院めぐり 南紀勝浦温泉・ホテル浦島 ２日間」

・「今が旬！和歌山で紅葉鯛尽くしの昼食 有田みかん狩り食べ放題と富有

柿狩り大検 １日」

・「２つの日本遺産「和歌の浦」と「湯浅の町並み」を自由散策！約４００

ｇ！２尾を使った和歌山産・イセエビづくし １日」

・ゆっくり出発・早めの帰着 秘湯 龍神温泉くつろぎの休日

・「通常のツアーでは歩かない 熊野古道ハイキング ２日間」



- 146 -

・「秘境「古座川峡」・名勝「滝の拝」と虫喰岩 感動の景色はすぐそこに！！

南紀絶景めぐり ２日間」

＜サンケイトラベル＞

・「新品種みかん狩りと本マグロ食べ比べの旅 １日間」

・「パンダに会いに白浜へ たっぷりアドベンチャーワールド １日間」

・「紀州２大早咲き桜と桃の花咲く桃源郷 １日間」

・「スリル満点！ 和歌山・北山村で急流川下りツアー １日間」

・「国の始まり体感 神武天皇の足跡たどる７日間の旅 ７日間」

・「串柿の里・四郷と古都の紅葉ツアー １日間」

・「マグロ三昧のランチと南部梅林観賞 １日間」

＜山陽バス観光センター＞

・「昔なつかし串柿づくり体験と串柿の里を語り部と歩く＆フルーツ王国か

つらぎ町で柿狩り食べ放題 １日間」

・「紀州３種のいちご狩り食べ放題と和歌山城 早咲きの桜を求めて・・・

１日間」

・「冬の光のフェスティバル 「フェスタ・ルーチェ」ｉｎ和歌山マリーナ

シティ １日間」

・「一目百万！香り十里！日本一の梅の里 南部梅林ご散策とありだっこで

お買物 １日間」

・「紀州夏のうまいもんめぐり！！！フルーツ王国かつらぎ町桃狩り＆桃食

べ放題 １日間」

＜ＪＴＢ＞

・「温泉のある宿坊と白浜温泉に泊まる 吉野山・高野山と紀州の桜名所巡り

３日間」

・「ＪＲで行くお試し名旅館プラン☆南紀☆【曜日限定プラン】 ２日間」

・「南紀白浜 紀州 クエ伝説 ２日間」

・「多くの神話が残る信仰の聖地へ 『熊野三山チョイスプラン』 ２日間」

・「ＪＲで行く熊野本宮温泉郷 パワースポット周辺のお宿！ ２日間」

＜神姫バスツアーズ＞

・「一度食べると忘れられない和歌山の冬の味覚紀州本クエを食す １日間」

・「どーんとお土産約4キロ付！和歌山ブランド有田みかん狩り＆富有柿狩り

体験と和歌山五大グルメを食べ尽くし！ １日間」

・「うれしいお土産もりだくさん！いちご狩り食べ放題と和歌山早咲き桜１

日間」

・「本場紀州で味わう幻の高級魚「天然くえフルコース」 １日間」

・「自然に佇む秘境の名湯 日本三美人の湯 龍神温泉 ２日間」

＜農協観光＞

・「みのりとみのる つくり手を訪ねるツアーｉｎ和歌山 １日間」

＜日本旅行＞
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・「うま得♪なっとく！！クエを味わう ２日間」

・「ＪＲで行く 白浜温泉 ＪＲくろしお荘 ２日間」

・「温泉ＤＥ 女子旅★ ２日間」

・「ＷＥＢコレスペシャル◇ 精進懐石料理の夕食プラン★ 庭側次の間付

トイレ付 ２日間」

・「夕食は、勝浦産天然まぐろのお造りと地元ブランド牛・熊野牛のステー

キがメインの『Ｗメイン会席』をご用意♪★ ２日間」

＜阪急交通社＞

・「選べる時間帯！ＪＲ特急で行く 和歌山「ホテル浦島」で過ごす ４日間」

・「宿坊に泊まる！満喫 高野山あるき ２日間」

・「高野山 満願御礼参り 日帰り １日間」

・「白浜温泉で南紀の味覚を漫喫 ２日間」

・「那智の滝・神秘ハイキングと熊野三山参り ２日間」

・「熊野本宮大社特別御垣内参拝と熊野古道ハイキング ２日間」

・「全室オーシャンビュー会員制リゾートホテルで寛ぐ 和歌山 ２日間」

・「潮岬から見る新時代の初日の出と熊野三山詣 夜行日帰り １日間」

＜ひろでん中国新聞旅行＞

・「総本山金剛峯寺 春季胎蔵界結縁灌頂 ２日間」

・「高野山 奥の院 萬燈供養会（ろうそく祭り） ２日間」

・「熊野古道（中辺路）完全走破と熊野三山めぐり ３日間」

・「高野山まいり 奥の院・金剛峯寺参拝の旅 ２日間」

・「熊野古道中辺路走破 ４日間」

・「総本山金剛峯寺 秋季金剛界結縁灌頂 ２日間」

＜名阪近鉄旅行＞

・「ねこ駅長＆おもしろ電車 生マグロ食べ放題バイキング＆紀州・和歌山

城 １日間」

・「カッコ～ちゃんの㊕宿泊プラン<ホテル浦島・ホテルシーモア・ホテル三

楽荘> ２日間」

＜読売旅行＞

・「春らんまん大感謝祭！サンサンサン和歌山いちご祭りと紀州早咲き桜名

所めぐり １日間」

・「たま電車と紀州早咲き桜めぐり １日間」

・「４時間たっぷりアドベンチャーワールドと南紀白浜温泉 ２日間」

・「南紀２大名湯 白浜温泉と忘帰洞のホテル浦島 伊勢神宮･高野山･南紀

周遊 ３日間」

・「那智の滝・熊野古道・高野山 忘帰洞の『ホテル浦島』と伊勢神宮・南

紀世界遺産めぐり ３日間」

・「観光列車「天空」利用！世界遺産「高野山」奥之院めぐり １日間」

・「関西百名山！ススキの生石高原と絶景の白崎海岸＆棚田百選「あらぎ島」
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１日間」

・「一度は目にしたい絶景名所・春の瀞峡めぐりクルーズ １日間」

○西国三十三所関係 ７６件 詳細29頁

◇わかやま発信イベント

○ふるさと全国県人会まつり 2018
＜時 期＞ ９月８～９日

＜来場者＞ 約２２４，０００人

＜場 所＞ 久屋大通公園 久屋広場･エンゼル広場（名古屋市）

＜内 容＞ 東海地区の同県人会が主体のイベントに出展し、郷土芸能、特

産品販売、観光ＰＲを通して和歌山の魅力を紹介

○「ほんまにええとこ関西観光展 ｉｎ 名古屋への出展

＜時期等＞ １１月１６～１７日 ＪＲ名古屋駅

＜来場者＞ 不明（オープンスペースのため）

＜内 容＞ 関西２府５県（三重県含む）が合同で行う観光ＰＲイベント

＜主 催＞ 日本観光振興協会関西支部

○沖縄旅フェスタ2018ｉｎ沖縄コンベンションセンター

＜時 期＞ １１月２３～２４日

＜来場者＞ 約４０，０００人

＜場 所＞ 沖縄コンベンションセンター（宜野湾市）

＜内 容＞ 旅行会社とタイアップした観光ブースを出展

○旅まつり名古屋2019

＜時 期＞ ３１年３月１６～１７日

＜来場者＞ 約２８０，０００人

＜場 所＞ 久屋大通公園 久屋広場・エンゼル広場（名古屋市）

＜内 容＞ 国内外の旅情報・物産が大集合する総合イベント

東海圏からの誘客を目的に観光ＰＲ

＜主 催＞ 旅まつり名古屋実行委員会

Ⅲ 鉄道事業者とのタイアップ

◇ＪＲとのタイアッププロモーション

○都市圏プロモーション 詳細141頁

「２（３）Ⅱ近畿、東海、西日本等から和歌山へ招く／都市圏プロモーション」

に記述

◇特急「くろしお」号に乗って和歌山・紀南へ行こう！キャンペーン」

西日本旅客鉄道株式会社和歌山支社とタイアップで、特急「くろしお」利用促進

のため、ＰＲキャンペーンを実施します。
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＜時 期＞ 秋

＜内 容＞ ・プレゼント企画

特急「くろしお」号とお宿がセットの旅行商品

・周遊促進企画

駅レンタカープランのオプション販売、往復ＪＲと食事がセッ

トになった日帰りプラン、レンタカー利用者向けの周遊モデル

プラン、『世界遺産「高野山・熊野」聖地巡礼バス』の運行

・ＰＲ・情報発信

専用サイト、県観光情報サイト、紀州浪漫 等

◇ＪＲ西日本主催「観光素材説明会」への参加

「2020年度観光素材説明会」において、和歌山の旬の素材について説明を行うと

ともに、主要旅行会社、ＪＲ関係者と情報交換を行います。

＜時期等＞ 令和元年１０月３１日 ホテルグランヴィア大阪

令和元年１１月１４日 ホテルメトロポリタン池袋

令和元年１１月２１日 名古屋マリオットアソシアホテル

令和元年１１月２７日 グランドハイアット福岡

◇南海電鉄とのタイアッププロモーション

南海電鉄（高野線）は、大都市圏から高野山へアクセスする唯一の鉄道として独

自の誘客宣伝事業を実施するため、引き続き、同社と情報交換・連携を密にし、真

田ゆかりの地・九度山及び高野エリアを効果的にプロモーションします。

◇和歌山電鐵とのタイアッププロモーション

全国的な知名度がある「マネージャー駅長・ニタマ、スーパー駅長・よんたま」、

また「いちご電車」「おもちゃ電車」「たま電車」「うめ星電車」といったユニークな

電車が観光客を惹きつける和歌山電鐵とタイアップして貴志川線沿線の誘客を促進

します。

○都市圏プロモーション 詳細141頁

メディア、旅行会社訪問時の紹介

○岡山市における情報発信 再掲86頁

同社が属する両備グループの岡山電気軌道(株)の路面電車「たま電車／わかや

ま応援館」を使用して岡山市において継続的な情報発信

2018実績

◇特急「くろしお」号に乗って和歌山・紀南へ行こう！キャンペーン

西日本旅客鉄道株式会社和歌山支社とタイアップで、特急「くろしお」利用促

進のため、ＰＲキャンペーンを実施

○春キャンペーン

＜期 間＞ ３月１７日～６月３０日

＜内 容＞ ○特急「くろしお」号の利用促進を図るため

のＰＲポスター
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・Ｂ１ポスター ３３５枚

ＪＲ西日本エリア主要駅等

・Ｂ３車内吊り ３，９５０枚

ＪＲ西日本京阪神エリア

○『貸切「パンダくろしお」で行く春の白浜

への旅』ツアー実施

（３１年３月２４～２５日）

○キャンペーン情報の発信

・紀州浪漫 春号（３１年３月 １日発行）

・西NAVI ４月号（３１年３月２６日発行）

・リーフレット作成（紀南エリア周遊モデルプラン）

○プレゼント企画の実施

・特急「くろしお」号で和歌山・紀南へ！プレゼントキャンペ

ーン（対象乗車期間 第１回：３月１７日～５月１６日

第２回：７月 １日～８月３１日）

・特急「くろしお」号オーシャンアローグリーン車で行く紀南

への旅プレゼント（募集期間 第１回：４月１～３０日

第２回：６月１～３０日）

○夏キャンペーン

＜期 間＞ ７月１日～１０月３１日

＜内 容＞ ○特急「くろしお号」の利用促進を図るためのＰＲポスター

・Ｂ１ポスター ４００枚 ＪＲ西日本エリア主要駅等

・Ｂ３車内吊り ３，９００枚 ＪＲ西日本京阪神エリア

『「パンダくろしお」デビュー１周年記念貸切「パンダくろしお」

で行く白浜への旅』ツアー実施（８月５日～６日）

○「パンダくろしお『Smile アドベンチャートレイン』」団体貸切

列車＆臨時列車の運行（７月１４～１６日、９月１５日～１７

日、９月２２日～２４日）

○キャンペーン情報の発信

・紀州浪漫 夏号（６月１日発行）

・紀州浪漫 秋号（９月１日発行）

・西NAVI７月号（６月２５日発行）

・ＪＲおでかけネット（特設ページ作成）

・リーフレット作成（紀南エリア周遊モデルプラン）

○プレゼント企画の実施

・お子様と行く！特急「くろしお」号オーシャンアローグリー

ン車で行く紀南への旅プレゼント

（募集期間：６月１日～７月３１日）

・もう一度紀南に行けるチャンス！特急「くろしお」号で和歌

山・紀南へ！プレゼントキャンペーン
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（対象乗車期間：７月１日～８月３１日）

・紀の国トレイナート2018Instagramプレゼントキャンペーン

（募集期間：８月１８日～９月２４日）

◇ＪＲ大阪駅「ココカラ。和歌山マルシェ」

西日本旅客鉄道株式会社、ＪＡグループ和歌山とタイアップで和歌山の魅力を

幅広く発信

＜時期等＞ １１月２４～２５日 ＪＲ大阪駅「アトリウム広場」

＜内 容＞ 「わかやま歴史物語」「水の国、わかやま。」「サイクリング王国わ

かやま」「パンダ」

◇ＪＲ西日本主催「観光素材説明会」への参加 再掲9頁

「平成３０年度観光素材説明会」に出席し、「サイクリング王国わかやま」や

「水の国、わかやま。」キャンペーンなどの説明を行うとともに、主要旅行会社、

ＪＲ関係者と情報交換

＜時期等＞ １０月２５日 ホテルグランヴィア大阪

１１月１４日 ホテルメトロポリタン池袋

１１月２２日 名古屋マリオットアソシアホテル

１１月２８日 グランドハイアット福岡

Ⅳ 高速道路会社とのタイアップ

高速道路会社（NEXCO西日本、中日本）と連携したキャンペーン企画をはじめ、主

要サービスエリアでの観光パンフレット設置により情報発信します。

◇ＮＥＸＣＯ西日本・広域観光連携キャンペーンへの参画

○「お国じまんカードラリー2019」

NEXCO西日本が実施する西日本広域観光連携キャンペーン「お国じまんカード

ラリー 2019」に参画し、誘客を図ります。
＜時 期＞ ４月１３日～令和２年１月１３日

＜内 容＞ 選定された場所・施設等に設置されたカードを収集し、応募によ

り特産品等が当たるもの

うるわし館（同左）、道の駅くしがきの里（同左）、あらぎ島（道

の駅あらぎの里）、道成寺（同左）、湯の峰温泉 つぼ湯（世界遺

産熊野本宮館）、救馬渓観音（同左）、一枚岩（道の駅一枚岩）

※県内７か所のお国じまん、（ ）はカード設置箇所

＜広 報＞ NEXCO西日本管内主要ＳＡにポスター、チラシ設置

NEXCO西日本の広報媒体（サイト、フリーペーパー等）掲載

県観光情報サイトに掲載

◇ＮＥＸＣＯと連携した誘客促進

○西日本エリア主要ＳＡへの観光パンフレット等の配置
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＜時 期＞ ４月～

＜内 容＞ 「サイクリング王国わかやま」、「水の国、わかやま。」、「わかやま

歴史物語」など

＜場 所＞ 西日本主要ＳＡ ４か所

紀ノ川㊦、岸和田㊦、三木㊤、宝塚北

○東海エリア主要ＳＡへの観光パンフレット等の配置

＜時 期＞ ４月～

＜内 容＞ 「サイクリング王国わかやま」、「水の国、わかやま。」、「わかやま

歴史物語」など

＜場 所＞ 東海圏主要ＳＡ ６か所

多賀㊦、南条㊤、南条㊦、安濃㊦、賤ヶ岳㊤、諏訪湖㊦

2018実績

◇NEXCO西日本広域観光連携キャンペーンへの参画

○「お国じまんカードラリー2018」

NEXCO西日本が実施する西日本広域観光連携キャンペーン「お国じまんカー

ドラリー」に参画し、県内周遊を促進

＜時 期＞ ４月１４日～３１年１月１４日

＜内 容＞ 参画した２３府県、全１４８か所に設置さ

れたカードを収集し、応募により特産品な

どを抽選で進呈

花山温泉 薬師の湯（同左）、根来寺（同

左）、丹生都比売神社（同左）、戸津井鍾

乳洞（同左）、百間山渓谷（道の駅ふるさとセンター大塔）、

滝の拝（道の駅滝之拝太郎）、太地町立くじらの博物館（同左）

※県内７か所のお国じまん、（ ）はカード設置箇所

＜広 報＞ 同社管内の主要ＳＡ、県内のカード設置箇所にパンフレットを

設置

同社の各種広報媒体（サイト、フリーペーパー等）で告知

県観光情報サイトで告知

＜備 考＞ 県内カード配布計約２１,６００枚

◇NEXCO西日本のＳＡへの観光パンフレット等の配置

○「わかやま歴史物語１００」 約１０，４００部

＜時期等＞ ４月１６日～６月３０日

三木㊤、龍野西㊤、岸和田㊦、紀ノ川㊦ 計４か所

○「水の国、わかやま。」 約１２,４００部

＜時期等＞ ７月１日～１０月１５日

三木㊤、龍野西㊤、岸和田㊦、紀ノ川㊦ 計４か所

○「水の国、わかやま。」 約８,７００部
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＜時期等＞ １０月１６日～３１年３月１５日

紀ノ川㊦ 計１か所

○「わかやま歴史物語スタンプラリー」 約６,１００部

＜時期等＞ １０月１６日～３１年３月１５日

岸和田㊦ 計１か所

○「アクティブに楽しむ和歌山（Ｚ折）」 約７,３００部

＜時期等＞ １０月１６日～３１年３月１５日

三木㊤ 計１か所

○「WAKAYAMA８００スタンプラリー）」 約６,９００部

＜時期等＞ １０月１６日～３１年３月１５日

宝塚北 計１か所

◇NEXCO中日本のＳＡへの観光パンフレット等の配置

○「わかやま歴史物語１００」 約１５,０００部

＜時期等＞ ４月１６日～１０月１５日

多賀㊦、南条㊤・㊦、安濃㊦、関㊤、諏訪湖㊦ 計６か所

○「水の国、わかやま。」 約３,３００部

＜時期等＞ １０月１６日～３１年３月１５日

多賀㊦、南条㊤ 計２か所

○「わかやま歴史物語スタンプラリー」 約３,４００部

＜時期等＞ １０月１６日～３１年３月１５日

諏訪湖㊦、賤ヶ岳㊤ 計２か所

○「アクティブに楽しむ和歌山（Ｚ折）」 約３,４００部

＜時期等＞ １０月１６日～３１年３月１５日

南条㊦、安濃㊦ 計２か所

Ⅴ 南海フェリーとのタイアップ

南海フェリー、県内市町村等、県が協働でフェリーの利用促進及び和歌山県への誘

客、周遊促進に繋げるための各種事業を実施します。

◇パンフレット等配置による情報発信

＜時 期＞ ４月～

＜内 容＞ 四国四県の主な道の駅に観光パンフレット等を配置

◇誘客キャンペーン

○「日本最古の巡礼 西国三十三所の和歌山へ フェリー旅キャンペーン」（仮）

＜時 期＞ 令和元年７月～令和２年３月（予定）

＜内 容＞ パンフレット掲載施設における利用特典（クーポン）付与

フェリー利用者に抽選で景品をプレゼント

＜広 報＞ キャンペーンパンフレットの製作・配布
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県観光情報、市町村等のサイトで情報発信

四国主要メディア訪問による露出

四国高速道路サービスエリア、道の駅等にパンフレット配置 等

○フェリー利用促進キャンペーン（仮）

＜実施主体＞ 南海フェリー、県（総合交通政策課）

＜時 期＞ 令和元年７～８月

＜内 容＞ 夏休み期間中のファミリー層をターゲットにイベント実施

2018実績

◇南海フェリーとのタイアップキャンペーン

＜時 期＞ １０月１５日～３１年３月３１日

＜内 容＞ フェリー乗船割引券、南海フェリーキャンペーン情報

和歌山県情報（WAKAYAMA８００モバイルスタンプラリー、和みわ

かやまっぷwithスタンプラリー、わかやま歴史物語スタンプラリ

ー１００）

＜展 開＞ チラシ作成 ３万部

徳島新聞（新聞折込み）

四国エリア道の駅、イオンモール徳島、フジグラン、ゆめタウン、

阿波銀行、徳島銀行 などに配置

Ⅵ 旅行会社対策

◇旅行商品造成の働きかけ

○観光素材の情報発信 詳細111頁

旬の「イベント・観光素材」について、わかやま観光情報のサイトを通して、

随時掲載情報の更新を行い、情報発信を行います。

＜時 期＞ ４月～

○旅行会社訪問 詳細141頁

各都市圏の主要旅行会社を訪問して、観光素材やモデルコースの提案を行い、

旅行商品の造成や販売促進に繋げます。

○情報ツールの提供

新たな観光素材等について、詳細資料をはじめ写真やビデオ等の素材情報をタ

イムリーに提供し、魅力的な商品案内カタログの作成を支援します。

○旅行商品造成支援

旅行会社ファムツアー以外に、随時、企画担当者の現地下見を受け入れ、観光

素材の商品への組入れ・造成を働きかけます。また、下見に係る経費の支援やア

テンド等を行い、商品造成を促進します。

○全国旅行業協会（ANTA）加盟の旅行会社対策
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地域の団体旅行を牽引する第２種、第３種旅行業者に対し、旅行商品造成のた

めの提案活動を実施します。また、社員、従業員あるいは顧客向けの旅行商品を

企画するいわゆるハウスエージェントに対しても提案活動を実施します。

＜時期等＞ 通年 近畿、東海、首都圏、中国、四国、九州

○日本旅行業協会（JATA）とのタイアップによる商品造成促進

JATAとのタイアップ事業として、会員向けの観光素材説明

会及び現地研修ツアーを実施し、商品造成を促進します。

2018実績

◇旅行商品造成の働きかけ

○旅行商品造成支援

旅行会社企画担当者の現地下見受入を随時行い、現地下見に係る案内や経費

の支援を実施（全９社うち近畿、東海、西日本等は５社）

○旅行商品造成に係る下見支援制度の提案

本県向け旅行商品の造成促進を目的とした下見支援制度について、都市圏の

全国旅行業協会（ANTA）支部や旅行会社に対してセールスを実施

（全３９社のうち近畿、東海、西日本等は１１社）
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(４)『首都圏』から和歌山へ招く

人や情報が集中する首都圏において、メディアや旅行会社と連携し「世界遺産登録１５周年

記念事業」や「わかやま歴史物語」、「サイクリング王国わかやま」、「水の国、わかやま。」など

の観光素材を継続的に情報発信し、首都圏からの観光客誘致につなげます。

“和みわかやま”東京レセプションの開催を通じた情報発信をはじめ、訴求力のある媒体へ

の提案活動の実施、知的好奇心旺盛な多くの方々に向けた「わかやま講座」等を開催し、和歌

山への興味と旅行動機を喚起します。

Ⅰ メディア展開

◇メディア開拓、連携強化、企画提案の実施

県内地域との連携のもと、誘客に効果的なメディアの新規開拓や有力媒体に対す

る企画提案活動及び取材誘致を実施し、訴求力のある情報発信を実現します。

◇メディア等情報交換会の開催

近畿６府県が連携し、首都圏の各記者クラブ等メディア関係者、旅行エージェン

ト企画造成担当者を対象に、県内地域参加のもと対面型による観光素材の説明を実

施し、媒体露出と旅行商品造成による送客促進の流れを築きます。

＜時 期＞ 令和元年６月、１０月、令和２年２月

2018実績

◇メディア各社への情報提供及び企画提案の実施

○テレビ、ラジオ 再掲108頁

媒 体 名 テーマ 放送日等

日本テレビ・読売テレビ 熊野那智大社､勝浦 ７月 ８日

「遠くへ行きたい」 漁港､古座川町 他

日本テレビ・読売テレビ 田辺市、熊野古道、 １１月１８日

「遠くへ行きたい」 熊野本宮大社、新

宮市、古座川町 他

ＢＳ日テレ「極上！三ツ星キャンプ」 紀美野町 １２月 ５日

ＮＨＫ「サラメシ」 アドベンチャー ２月 ５日

ワールド

ＮＨＫ-Ｅテレ アドベンチャー ２月２０日

「沼にハマってきいてみた」 ワールド

日本テレビ・読売テレビ 湯浅町、白浜町、 ３月３１日

「遠くへ行きたい」 太地町、新宮市他
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○雑誌、新聞、フリーペーパー等 再掲109頁

媒 体 名 テーマ 発行日等

東京新聞「東京新聞（夕刊）」 白浜町、パンダ、 ４月 ５日

ジオサイト

朝日新聞出版「sesame（５月号）」 白浜町、パンダ、 ４月 ７日

サイクリング

交通新聞社「旅の手帖（５月号）」 和歌祭 ４月１０日

水中造形センター 串本町 ４月１０日

「マリンダイビング（５月号）」

日本経済新聞社「日本経済新聞（夕刊）」 熊野の魅力 ４月１２日

KADOKAWA 白浜町、パンダ、 ４月２５日

「レタスクラブ（５月号）」 サイクリング特集

山と渓谷社「旅と鉄道（５月号）」 特急くろしお ５月 ２日

日刊現代「日刊ゲンダイ」 アドベンチャー ５月 ９日

ワールド

サンケイリビング新聞社 白浜町、 ５月 ９日

「シティリビング東京版」 パンダ特集

日刊現代「日刊ゲンダイ」 白浜町、パンダ、 ６月 ５日

ジオサイト

交通新聞社「旅の手帖（７月号）」 那智勝浦町､すさみ ６月１０日

町､海南市､白浜町

山と渓谷社「旅と鉄道（７月号）」 紀勢本線 新宮・ ６月１９日

那智・紀伊田辺

三栄書房「男の隠れ家（８月号）」 北山川の ６月２７日

ラフティング

笠倉出版社「Filder（８月号）」 串本・古座川 ６月２８日

キャンプ

旅行読売出版社「旅行読売（８月号）」 サイクリング ６月２８日

王国わかやま

ＪＴＢパブリッシング 和歌山県の ７月 １日

「ココミル 南紀 熊野古道 白浜」 みどころ

文藝春秋「CREA（８月合併号）」 白浜町､串本町特集 ７月 ７日

中日新聞東京本社「東京新聞」 白浜パンダ特集 ７月 ７日

実業之日本社 熊野本宮大社､水の ７月１０日

「月刊GARVY（８月合併号）」 国､北山川､新宮市

ワールドフォトプレス 熊野三山 ８月 ２日

「モノ・マガジン」

交通新聞社「旅の手帖（９月号）」 南紀勝浦温泉 ８月１０日

トランスワールドジャパン 南紀白浜 ８月２１日

「横田ひかる１ｓｔ写真集」
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観光経済新聞社「観光経済新聞」 白浜ワーケーション ８月２５日

講談社「週刊現代」 日本遺産 ９月 ３日

那智勝浦町

観光経済新聞社「観光経済新聞」 東京レセプション ９月１５日

交通新聞社「こだわり女子旅行」 南紀白浜特集 １０月 １日

山と渓谷社 白浜町､パンダ、 １０月１１日

「TRE TRIP」秋旅 女子旅 鉄道旅 熊野三山､高野山

宝島社「幸運を引き寄せる龍神」 龍神村 １０月１３日

交通新聞社 白浜温泉 １０月２５日

「ジパング倶楽部（１１月号）」

文藝春秋「CREA（１２月号）」 田辺市、高野山 １１月 ７日

旅行読売出版社「旅行読売（１月号）」 高野山､熊野三山 １１月２８日

日刊現代「日刊ゲンダイ」 有田川鉄道公園 １２月 ６日

ＪＡＬブランドコミュニケーション 岩出市、酒造蔵 １月 １日

「AGORA（１・２月合併号）」

デイリースポーツ新聞社 有田川鉄道公園 １月１０日

「デイリースポーツ」

日刊スポーツ新聞社「日刊スポーツ」 歴史物語、道成寺、 １月３０日

日高町クエ、湯浅町

サンケイリビング新聞社 パンダ deナイトⅡ １月３０日

「シティリビング」

日刊現代「日刊ゲンダイ」 歴史物語､道成寺 ２月 ６日

日高町クエ

日経ＢＰ社 白浜温泉、 ２月 ６日

「日経おとなのＯＦＦ（３月号）」 熊野本宮温泉郷

デイリースポーツ新聞社 歴史物語､道成寺 ２月 ７日

「デイリースポーツ」 日高町クエ

交通新聞社「ジパング倶楽部」３月号 わかやま歴史物語、 ２月２５日

スタンプラリー

ＪＴＢパブリッシング 古座川 ２月２８日

「ノジュール（３月号）」 クマノザクラ

旅行読売出版社「旅行読売（４月号）」 南紀すさみ温泉 ２月２８日

日刊工業新聞社 パンダ､熊野三山 ３月 ５日

「メトロガイド」３月号

文藝春秋「CREA」４月号 熊野三山 ３月 ７日

実業之日本社「GARVY」５月号 那智勝浦町、 ３月 ９日

神秘ウォーク

交通新聞社「旅の手帖」４月号 日本遺産､和歌の浦 ３月１０日

和歌山市､根来寺

サンケイリビング新聞社 パンダｄｅナイト ３月２９日
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「シティリビング」 Ⅱ 白浜町

朝日新聞出版「歴史道」 新宮城の復元 ３月２９日

ＷＥＢ等 再掲111頁

媒 体 名 テーマ 掲載日等

日経ウーマノミクスプロジェクト 熊野の魅力 ４月 ９日

「日経ウーマノミクスプロジェクトイ ～

ベントリポート」

中日新聞 白浜町特集 ４月１０日

「中日旅行ナビ ぶらっ人」 ～

サンケイリビング新聞社 パンダdeナイト ５月 ９日

「シティリビングWeb東京」

日刊スポーツ新聞社 パンダdeナイト ６月２８日

「日刊スポーツ」

Yahoo株式会社 パンダdeナイト ６月２９日

「YAHOO！ニュース」

扶桑社 わかやま紀州館 ９月 ７日

「日本全国 お取り寄せ手帖」 紀州南高梅等

◇プレスツアーの実施

＜時期等＞ ３１年３月７、８日（ファムツアーと合同開催）

和歌山市、九度山町、かつらぎ町、高野町 参加１２社１５人

＜内 容＞ 「わかやま歴史物語」～絶景の宝庫和歌の浦と新造ケーブルカー

で高野山を旅する～

◇記者取材会の実施

＜時期等＞ １１月３０日～１２月１日

日高川町、日高町、湯浅町、有田川町 参加３社３人

＜内 容＞ 「わかやま歴史物語」３STORIES

－わかやまｄｅ心とカラダに活力を。－

◇観光素材説明会の開催

・近畿６府県首都圏観光連絡協議会

情報交換会（参加：旅行会社・メディア）

＜時期等＞ ６月６日 参加５６人

＜内 容＞ 和歌山市観光協会、新宮市が観光素材をプレゼンテーション

＜時期等＞ １０月３日 参加４８人
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＜内 容＞ 那智勝浦町観光協会が観光素材をプレゼンテーション

＜時期等＞ ３１年２月６日 参加４５人

＜内 容＞ 白浜町、串本町が観光素材をプレゼンテーション

Ⅱ 旅行会社対策

◇旅行会社ファムツアーの実施

2019年度下期及び2020年度上期の旅行商品造成につながるよう首都圏の旅行会社

を対象にファムツアーを実施します。

＜時期等＞ 夏～秋 １５社（予定）

＜内 容＞ 未定

◇旅行会社担当者（企画担当・販売担当）との関係強化

○企画担当者との意見交換会の開催

「“和みわかやま”東京レセプション2019」において、県内地域団体との商談会

形式による情報交換会を実施します。

○旅行会社各店舗等への出前研修実施（観光素材や交通アクセス等のレクチャー）

◇旅行商品造成支援

〇旅行会社企画担当者への有力観光素材や各種キャンペーン情報の提供

〇旅行会社企画担当者による現地下見実現のための人的・財政的支援

◇旅行商品販売促進支援

○旅行商品パンフレットの「わかやま紀州館」への配置・配布

○旅行商品販売促進のためのタイアップ事業の実施

◇情報ツールの提供

より魅力的な旅行商品パンフレットの作成を支援するため、観光素材の詳細資料

や写真等の提供を迅速に行います。

2018実績

◇ファムツアーの実施

＜時期等＞ ３１年３月７、８日（プレスツアーと合同開催）

和歌山市、九度山町、かつらぎ町、高野町 参加１２社１５人

＜内 容＞ 「わかやま歴史物語」～絶景の宝庫和歌の浦と新造ケーブルカー

で高野山を旅する～

◇観光素材説明会の開催 詳細159頁

・近畿６府県首都圏観光連絡協議会事業

◇旅行商品造成 新規５０件

○商品内容

＜朝日旅行＞

・ゆけむり紀州の秘湯 龍神温泉と川湯温泉３日間
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・本州最南端の地に連泊 神々が籠る霊場・熊野三山初詣３日間

・南部の温泉付きホテルに連泊 パンダに出会う南紀のお正月３日間

・熊野の語り部三石学氏の案内で行くジオジャパン南紀と世界遺産熊野古道

３日間

・和歌山の桜と水上バスで水都大阪の桜クルーズ３日間

＜小田急トラベル＞

・熊野詣と高野参りの旅 新幹線とバスで行く南紀３日間の旅

＜オリオンツアー＞

・ＪＡＬで行く！南紀白浜空港利用マイル50％貯まります！川湯温泉冨士屋

・ＪＡＬで行く！南紀白浜空港利用！ＪＡＬマイル50％貯まります！和歌山

南紀スーパーチョイス２、３日間

＜クラブツーリズム＞

・『観光列車「天空」乗車！案内人とめぐる高野山 萬燈供養会「ろうそく祭

り」３日間』＜ゆったり旅70＞

・熊野本宮大社御創建2050年記念 瑞垣内特別参拝 正式参拝でめぐる熊野三

山と熊野古道・那智の滝 ２日間

・日本三名湯・有馬温泉と全室オーシャンビュー・白浜温泉 紀淡海峡さわ

やかシーサイド紀行３日間

・歴史から紐解く熊野詣 語り部と行く熊野古道６景めぐり３日間

・紀伊半島世界遺産と秘境・絶景大周遊 伊勢神宮外宮・内宮両参り 熊野三

山・高野山３つの聖地めぐり３日間

・語り部と歩く海・山・石畳の熊野古道３絶景と熊野三山めぐり 熊野本宮大

社御創建2050年記念３日間

・往復飛行機利用～弊社Ａランクホテルに宿泊・郷愁の高野山・熊野三山・

熊野古道・紀伊半島の世界遺産・絶景１０景２日間

・往復飛行機で行く 本州最南端の潮岬も 熊野三山・高野山など紀伊半島世

界遺産と秘境１４景めぐり３日間

・熊野本宮大社・御創建2050年の記念年 正式参拝でめぐる熊野三山と世界遺

産・熊野古道２日間

・往復南紀白浜空港直行便利用！熊野三山・熊野古道・瀞峡・本州最南端の

潮岬 紀伊半島紅葉の世界遺産と秘境・絶景めぐり３日間

・高野山ケーブルカー巻上げ室見学！観光列車「天空」で行く高野山・熊野

三山・ついに一般公開興福寺・中金堂３日間

・通常は立ち入り禁止エリアの神秘ウォーク～那智の滝の奥！「二の滝」「三

の滝」ウォークと熊野三山・高野山３日間

＜ＪＴＢ＞

・熊野大花火大会と日本で唯一の筏下り！熊野三山巡り３日間

・語り部と歩く熊野古道と熊野三山・伊勢神宮・高野山参詣３日間（４月）

・伊勢神宮両参りと世界遺産熊野古道・熊野三山・高野山 伊勢南紀ハイラ

イト３日間（４月）
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・語り部と歩く熊野古道と熊野三山・伊勢神宮・高野山参詣３日間（１０月）

・伊勢神宮両参りと世界遺産熊野古道・熊野三山・高野山 伊勢南紀ハイラ

イト３日間（１０月）

・温泉のある宿坊と白浜温泉に泊まる 高野山と奈良大和路、紀州の紅葉名

所巡り３日間

・多くの神話が残る信仰の聖地へ 熊野三山・伊勢神宮２，３日間

・温泉のある宿坊と白浜温泉に泊まる 吉野山・高野山と紀州の桜名所巡り

３日間

・伊勢神宮両参りと世界遺産熊野古道・熊野三山・高野山 伊勢南紀ハイラ

イト３日間（４月）

・世界遺産登録15周年 語り部と歩く熊野古道と熊野三山・伊勢神宮・高野山

参詣３日間

・平成最後の日に伊勢に泊まる 熊野三山・伊勢神宮参詣３日間

・世界遺産・熊野古道もじっくり歩ける！熊野三山めぐりと熊野古道散策

３日間

＜ＪＴＢメディアリテーリング＞

・三大聖地 伊勢・熊野・高野山３日間

・世界遺産熊野三山と伊勢神宮スペシャル

＜ジャルパック＞

・海と山でパワーチャージ！ドライブ熊野（４月）

・海と山でパワーチャージ！ドライブ熊野２，３日間（１０月）

＜チャレンジワールド＞

・夏休みスイムキャンプ 五輪メダリスト中村真衣さんから泳ぎを学ぼう！

＜日経カルチャー＞

・「熊野本宮大社御創建2050年」「西国三十三所草創1300年」の記念年 海の幸

の宝庫『和歌山』で旬を堪能『天然クエ・マグロ・イセエビ・熊野牛』に

舌鼓３日間

・日経カルチャー×和歌山県観光連盟共同企画 早稲田大学名誉教授池田雅之

先生とめぐる旅・学ぶ旅 伊勢から熊野へ３日間

＜阪急交通社＞

・絶景の宝庫 紀伊半島の絶景秘境大横断３日間

・記念すべき年に巡る７つの世界遺産構成資産と語り部と歩く５つの熊野古

道・熊野三山めぐり３日間

・東京クリスタルハート初登場のリゾートホテルと「５つ星の宿」で寛ぐ 食

と温泉が奏でる絶景南紀旅情３日間

＜びゅうトラベルサービス＞

・ぐるり紀伊半島 白浜「泉都」めぐりと「瀞峡」遊覧船／近大マグロとクエ

料理３日間

・熊野三山と「一目百万」南部梅林ぽかぽか南紀めぐり３日間

＜三越伊勢丹旅行＞
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・和歌山県、新宿高野、生産者の協力による早春の紀伊路 新宿高野フルー

ツクチュリエと訪ねる紀州紀ノ川観音山フルーツガーデン２日間

・ノスタルジックな島の散策と古の道を歩く 神秘の島・友ヶ島と世界遺産

熊野古道３日間

・桜咲く高野山と談山神社特別拝観 高野山別格本山 總持院

＜ユーラシア旅行社＞

・語り部とゆく熊野古道大辺路、黒潮洗う太平洋を眺める長井坂越え３日間

・司馬遼太郎が愛した熊野・古座街道と醤油醸造の町・湯浅への旅３日間

＜読売旅行＞

・忘帰洞の「ホテル浦島」と伊勢神宮・南紀周遊３日間

○旅行商品造成支援

旅行会社企画担当者の現地下見受入を随時行い、現地下見に係る案内や経費の

支援を実施（全９社のうち首都圏４社）

○旅行商品造成に係る下見支援制度の提案

本県向け旅行商品の造成促進を目的とした下見支援制度について、大都市圏の

旅行会社に対してセールスを実施（全３９社のうち首都圏２８社）

Ⅲ わかやま講座

◇「わかやま講座」の開催

首都圏における大学公開講座、カルチャーセンター等と連携し、地元講師や有識

者による講座の開催等を通じて「和歌山の魅力」を訴求し、深い知識を得ることで

和歌山県への旅行動機を喚起し、誘客を図ります。

〇メディア連携セミナー

メディアと連携し、誘客力の高いテーマについて、和歌山の魅力が十分に伝わ

るセミナーを開催するとともに、その内容を媒体等に掲載することによりさらな

る認知度向上、誘客促進につなげていきます。

○大学連携公開講座、カルチャーセンターや民間企業等との連携講座の実施

＜時期等＞ 随時

2018実績

◇「わかやま講座」の開催

＜講座数＞ ８講座

＜受講者＞ 約１，１５０人

○大学連携講座

・明治大学・熊野本宮大社御造建2050年記念シンポジウム

「聖地熊野の真髄を求めて」

＜時期等＞ １１月２４日 受講３００人
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＜場 所＞ 明治神宮「参集殿」

＜内 容＞ 第１部

特別講演「熊野本宮大社御創建2050年にあたって」

講師：熊野本宮大社宮司 九鬼家隆 氏

記念講演「聖地熊野の文化的景観」

講師：作家・世界遺産熊野本宮館名誉館長 荒俣 宏 氏

基調講演「熊野の根源的力を探る」

講師：慶応義塾大学名誉教授・日本山岳修験学会会長

鈴木正崇 氏

第２部

絵解き実演「熊野本宮参詣曼荼羅」

講師：熊野本宮語り部の会 谷口佳子 氏

パネルディスカッション「再生・共生への道しるべ」

講師：熊野三山協議会幹事 山本殖生 氏

明治大学教授法学部教授 金山秋男 氏

世界遺産熊野本宮館館長 辻林 浩 氏

コメンテーター：慶応義塾大学名誉教授 鈴木正崇 氏

コーディネーター：千葉県熊野神社宮司 宮田 修 氏

○メディア連携セミナー

・「シティ パンダｄｅナイト」

＜時期等＞ ６月２８日 受講３４９人（女性限定）、プレス３７人

＜場 所＞ YUITO野村コンファレンスプラザ日本橋

＜内 容＞ 第１部「バーチャルパンダ塾」

～未来につながるジャイアントパンダの子育て

熊川智子 氏（アドベンチャーワールドふれあい課長）

第２部「クロストーク」～パンダと私たち

おかずクラブ（タレント）

熊川智子 氏

・「KIOI×パンダｄｅナイトⅡ」

＜時期等＞ ３１年２月２３日 受講３７８人、プレス２３人

＜場 所＞ 東京ガーデンテラス紀尾井町カンファレンスセミナールーム

＜内 容＞ 第１部「バーチャルパンダ塾」

～パンダの生態や彩浜誕生秘話をレクチャー

遠藤倫子 氏（アドベンチャーワールドパンダ飼育リーダー）
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第２部「クロストーク」

ガリットチュウ 福島善成 氏（タレント）

遠藤倫子 氏

○ＮＨＫ文化センター連携講座

「日本人のこころ、ことば、いのり ～高野山・空海にみる神仏融合思考～」

＜時期等＞ ３１年２月２日、３日、９日、１０日、２３日 受講１００人

＜場 所＞ 盛岡教室、仙台教室、水戸教室、柏教室、横浜教室、

練馬光が丘教室

＜講 師＞ 丹生晃市 氏（丹生都比売神社宮司）

Ⅳ 首都圏観光物産ＰＲイベント等の実施

◇“和みわかやま”東京レセプション2019

「世界遺産登録１５周年記念事業」、「わかやま歴史物語」や「サイクリング王国わ

かやま」、「水の国、わかやま。」など話題性のあるテーマを活かしたＰＲイベントを

実施します。

＜時 期＞ 令和元年９月３日 ホテルニューオータニ東京

＜内 容＞ メディア・旅行会社関係者約３００名を招いてのＰＲ

【第１部】旅行会社情報交換会

観光プロモーション説明会

【第２部】レセプション（交流会）

◇東京から和歌山県への時刻表（アクセスガイド）の改訂発行

＜時 期＞ 令和２年３月

2018実績

◇「“和みわかやま”東京レセプション 2018」
「わかやま歴史物語」、「水の国、わかやま。」、「サイクリング王国わかやま」や

「熊野古道の新たな魅力１００選」など話題性のあるテーマを活かしたＰＲイベ

ントを開催し、メディアや旅行会社に対して情報発信

＜時期等＞ ９月４日 ホテルニューオータニ東京

＜内 容＞ ・旅行会社情報交換会 旅行会社１９社と県内２８地域団体との

商談会（台風のため中止）

・観光プロモーション説明会

プレゼンテーション「わかやまの旬の観光素材」

山西毅治（県観光連盟会長、県商工観光労働部長）

講演「千年以上語り継がれた安珍･清姫の悲恋」

小野俊成氏（道成寺住職）
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・レセプション 参加２５６人

メディア、旅行会社等との交流会

○キャンペーン広報

・テレビ放映（レセプションを取材放映）

千葉テレビ「シャキット」 ９月 ５日

テレビ埼玉「マチコミ」 ９月１２日

テレビ神奈川「猫ひたプラス」 ９月１４日

◇東京から和歌山県への時刻表（アクセスガイド）の改訂発行

首都圏から本県への最適で最新の交通アクセス・時刻を紹介

◇わかやま発信イベント

地域と協働した観光イベントを通して和歌山の魅力を発信します。

○ほんまにええとこ関西観光展

＜時期等＞ 令和２年２月（予定） 横浜新都市プラザ（予定）

2018実績

◇「ほんまにええとこ関西観光展 ｉｎ 横浜」への出展

＜時 期＞ ３１年２月１～３日

＜場 所＞ 横浜新都市プラザ

＜来場者＞ 不明（オープンスペースのため）

＜内 容＞ 関西２府５県（三重県含む）が合同で

行う観光ＰＲイベント

＜主 催＞ 日本観光振興協会関西支部

Ⅴ わかやま紀州館等県産品ＰＲ活動

◇出前紀州館

首都圏の小売店等やイベント会場で、和歌山県産品の展示販売と観光ＰＲを並行

して行なうことにより、首都圏での和歌山県の認知度アップを図ります。
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○和歌山関連物産展への出店

＜時 期＞ 年間６回以上

○その他物産ＰＲイベントへの出店

・首都圏の集客施設及び大手企業と連携した物産販売

＜時期等＞ 随時

2018実績

◇和歌山関連物産展・イベントへの出展

日 程 イベント名 場 所

1 5/25 和歌山観光物産展 みずほ銀行本社ビル

2 6/10 和歌山移住フェア 東京交通会館ダイヤモンドホール

3 6/27~7/8 全国アンテナショップ祭り 静岡伊勢丹

4 7/12~13 和歌山県物産販売会 ＮＨＫ放送センター

5 9/15~16 赤坂氷川祭 赤坂氷川神社

6 10/20~28 日比谷公園ガーデニングショー 日比谷公園

7 10/24 第８回名産品フェスタin駿河台 三井住友海上火災保険駿河台ビル

本館

8 10/27~28 女子栄養大学第49回駒込祭 女子栄養大学駒込キャンパス

9 11/6~7 わかやまフェア 三井住友銀行本店東館

10 12/6~7 わかやま・みなべ物産展 東京海上日動ビル本館

11 2/22 和歌山県観光物産フェア 損保ジャパン本社ビル

12 2/23 岡潔シンポジウム 明治大学駿河台キャンパス・

アカデミーホール

◇わかやま紀州館周年祭

＜時期等＞ ３１年２月１～２８日 わかやま紀州館

＜内 容＞ 県内各地のお菓子の限定販売及び抽選会を実施し、観光相談コー

ナーでのわかぱんグッズ等景品の贈呈

Ⅵ 大型観光展への出展 ※2019年度は首都圏ではなく大阪で開催

2018実績

◇ツーリズムEXPOジャパン2018への出展

＜時 期＞ ９月２０～２３日

＜場 所＞ 東京ビッグサイト

＜来場者＞ 約２０７，４００人

＜内 容＞ ・和歌山市観光協会、湯浅観光まちづくり推進機構、有田川町、
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みなべ町、南紀白浜観光局、熊野本宮観光協会、那智勝浦町観

光協会、新宮市ととともに１０小間で出展

・来場者向けにパンフレット配布等のＰＲを行ったほか、ＡＫＢ

４８チーム８「山本 瑠香」さんによるステージを実施

・メディアとの商談 １４社

世界文化社、ＰＨＰ研究所、trippiece、シー・エム・エス他

・国内旅行会社との商談会 １８社

東武トップツアーズ、近畿日本ツーリスト東北、クリル・プ

リヴェ、ＪＴＢ、阪急交通社、農協観光 等

・インバウンド商談会（Visit Japan Travel and Mice Mart 2018）

４０社

G･E･T Educational Tours（オーストラリア）、Japan Quest

Journeys（アメリカ）、kuoni UK（イギリス）、DESTINATION

JAPON（フランス）、LES MEISONS DU VOYAGE（フランス）、

春秋抗空、春秋旅游（中国）等

＜主 催＞ 日本観光振興協会、日本旅行業協会、日本政府観光局
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３ 和歌山でもてなす

県民みんなで来訪者を歓迎し、気持ちよく過ごしていただくことで、再訪につなげてい

くため、平成２５年度からおもてなし県民運動「わかやまおもてなし宣言」に取り組んで

います。県民のおもてなし意識の向上を柱として、ソフト、ハードの両面で「おもてなし」

を推進していきます。

ソフト面では、総合的な受入対策として、第一線で観光客に接する関係者の接遇能力の

向上を図るための研修会を実施します。また、秀でたおもてなし力のある宿泊施設を表彰

する「『和みわかやま』おもてなしの宿アワード」により、宿泊施設のホスピタリティの

向上意欲を高めるとともに、従業員満足度（ＥＳ）の向上を図ることで従業員のやる気を

引き出し、更には、顧客満足度（ＣＳ）の向上を図ります。

ハード面では引き続き、公衆トイレの快適性向上や美化促進を図るために、大便器の洋

式化、温水洗浄便座の設置、小便器の自動洗浄化などに市町村等と連携して取り組みます。

(１)夜の楽しみ方の提案

◇「Nightlife in WAKAYAMA ～和歌山の夜の楽しみ方～」の実施 再掲79、223頁

夜の娯楽としての県内飲食店や星空観察会をはじめとする体験プログラム、イベ

ント情報などを総合的に発信するとともに、県内飲食店の外国人観光客受入環境（メ

ニュー多言語化、ＷＥＢ予約システム等）の整備を進め、県内の消費拡大を目指し

ます。

＜内 容＞ 飲食店や体験プログラムなどをまとめた「特設サイト」の更新

＜時 期＞ 随時

＜展 開＞ 特設サイトへの誘導

・専用リーフレット

ＱＲコードを付したリーフレットを観光案内所、宿泊施設

（フロント・客室）、観光関係施設等に配置

・スマートプレート

ＱＲコードを付した専用プレートを宿泊施設（フロント）に

配置

・多言語ウェブサイト「Visit Wakayama」、県観光情報サイト「わ

かやま観光情報」にリンク設定

・各種パンフレット、ＳＮＳの活用

2018実績

◇Nightlife in WAKAYAMA 特設サイトの開設

＜時 期＞ ９月２５日

＜内 容＞ 飲食店や体験プログラムをエリア別に掲載

外国人観光客向けには、多言語版観光情報サイト「Visit Wakayam
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a」内に「WAKAYAMA WHEN THE SUN GOES DOWN」ページを追加

＜展 開＞ 県内宿泊施設にＱＲコード表示したスマートプレートの設置

各種ＨＰでのバナー設置、印刷物のＱＲコード掲載

(２)快適観光空間の創造
トイレの整備

◇観光地内公衆トイレ整備補助

公衆トイレの快適性向上や美化促進を図るため、平成２５年度から実施してきた

「和歌山おもてなしトイレ大作戦」を引き継ぎ、観光地の公衆トイレ整備に取り組

むとともに、適切な管理に努めます。

＜内 容＞ 市町村等が行うトイレ整備（大便器の洋式化、温水洗浄便座の設置、

小便器の自動洗浄化など）に対して補助

2018実績

◇和歌山おもてなしトイレ大作戦（観光施設整備補助）の実施 再掲224頁

「紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会」などを契機として、観光地の公

衆トイレ整備を実施

○改修・整備

＜箇所数＞ ７か所

＜備 考＞ ２５年度 ２３３か所

２６年度 ３９３か所

２７年度 ２８か所

２８年度 ７か所

２９年度 １６か所

３０年度 ７か所

合 計 ６８４か所

○美化・維持管理

・公衆トイレの美化・維持管理を徹底するため、市町村に対しセミナーを開催

＜時期等＞ ７月 ６日 伊都地域

７月１７日 西牟婁地域、東牟婁地域

８月２７日 和歌山・海草地域、那賀地域

８月２８日 有田地域、日高地域

Ⅲ 二次交通（路線バス）

二次交通（路線バス）の利便性向上
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主要駅や宿泊地から路線バスを利用して高野山や熊野に至るアクセスルートや周遊

モデルプランを情報発信することで、海外を含む個人・グループ観光客の誘客を図り

ます。また、観光客の利便性を向上させるため関西国際空港から高野山、高野山から

熊野エリア、高野山山麓を周遊するアクセスバスの利用促進とともに、新たに京都駅

から高野山を繋ぐバス路線の構築を図ります。

◇リムジンバス・アクセスバスの運行

公共交通を利用して世界遺産を巡る観光客の利便性を向上するため、リムジンバ

ス（関西国際空港～高野山）、アクセスバス（高野山～熊野エリア、高野山山麓）

を組み込んだ旅行商品の造成と販売促進を旅行会社に働きかけます。また、これら

路線を結ぶ周遊を促進するため、積極的に情報発信を行い、当該バスの利用促進と

ともに、新たに京都駅から高野山を繋ぐバス路線の構築を図ります。

＜内 容＞ バスＰＲチラシ・ポスター

雑誌・新聞・フリーペーパー・ＷＥＢ等への情報掲載

車内吊りポスター掲出 など

【参考：運行内容】

○リムジンバス（京都駅～高野山） ＝ New＝
京都観光を楽しむ主にＦＩＴ（海外からの個人観光客）をターゲットに、高

野山への誘客を図るため、京都駅と高野山をダイレクトで結ぶバス路線を構築。

また、旅行会社に対しては、アクセスバスを組み込んだ旅行商品の造成・販売

促進を依頼します。

＜時 期＞ 令和元年９～１１月予定

＜コース＞ 京都駅～高野山（１日２往復）

＜運行会社＞ 未 定

○リムジンバス（関西国際空港～高野山）

関西国際空港を利用する観光客（主に海外からの個人観光客（ＦＩＴ））の利

便性向上を図るため、関西国際空港から高野山をダイレクトで結ぶリムジンバ

スを運行。

また、旅行会社に対しては、アクセスバスを組み込んだ旅行商品の造成・販

売促進を依頼します。

＜時 期＞ 令和元年９～１１月予定

＜コース＞ 関西国際空港～高野山（１日１往復）

＜運行会社＞ 関西空港交通（株）

○世界遺産「高野山・熊野」聖地巡礼バス

公共交通を利用して世界遺産を巡る個人・グループ観光客の利便性向上を図

るため、高野山と熊野エリアを結ぶアクセスバスを運行。

また、旅行会社に対しては、アクセスバスを組み込んだ旅行商品の造成・販

売促進を依頼します。

＜時 期＞ ４月１日～令和元年１１月３０日合計２４４日間

平日 １往復、土日祝 ２往復運行
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＜コース＞ 高野山発

午前便：高野山駅前（ ９：４５）→護摩壇山（乗換）→

本宮大社前（１４：２２）

午後便：高野山駅前（１４：１５）→護摩壇山（乗換）→

本宮大社前（１８：１２）

熊野本宮大社発

午前便：本宮大社前（ ８：０５）→なかへち美術館前（乗換）

→護摩壇山（乗換）→高野山駅前（１２：１０）

午後便：本宮大社前（１２：４０）→なかへち美術館前（乗換）

→護摩壇山（乗換）→高野山駅前（１６：４０）

※午後便は土日祝のみ運行

＜運行会社＞ 南海りんかんバス（株）、龍神自動車（株）

＜備 考＞ 旅行商品（ＪＴＢ、日本旅行、近畿日本ツーリストなど）のオプ

ショナルプランとして紹介

○高野山麓世界遺産アクセスバス

高野山とその麓に点在する世界遺産の社寺などの観光地を巡る観光客（主に個

人）の利便性向上を図るため、橋本駅から高野山を結ぶアクセスバスを運行。

また、旅行会社に対しては、アクセスバスを組み込んだ旅行商品の造成・販

売促進を依頼します。

＜時 期＞ 令和元年９月１４日～１２月１日

の土日祝日（予定）

＜コース＞ ・橋本駅前～丹生都比売神社前（１日３往復）

※九度山町内・高野口経由

・丹生都比売神社前～奥の院前（１日３往復）

＜運行会社＞ 南海りんかんバス（株）

◇「世界遺産 熊野古道ウォーキングナビ」 詳細57頁

公共交通を利用して参詣道（高野山町石道、熊野古道）を歩くための検索システム

「世界遺産 熊野古道ウォーキングナビ」において、出発地点まで（到着地点から）

のアクセスとして利用できる路線バスの情報（事業所名、所要時間、料金等）を発信

します。

2018実績

◇リムジンバス・アクセスバス運行による情報発信 再掲106、226頁

○関西空港高野山線リムジンバス（関西国際空港～高野山）

媒 体 名 部数等 掲載日等

紀州浪漫 夏号 ６月 １日

紀州浪漫 秋号 ９月 １日

エアポートリムジン時刻表 ９月 １日

チラシ ３万部
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ポスター Ｂ２/３００部
Facebook、Instagram広告 ８月 １日

～１１月１５日

JAPAN GUIDE ＷＥＢサイト ８月２０日

～１１月１９日

JAPAN TRAVEL ＷＥＢサイト ８月２１日

～１１月３０日

観光連盟ホームページ ７月上旬

VISIT WAKAYAMAホームページ ９か国語 ７月上旬

○「高野山・熊野」聖地巡礼バス

媒 体 名 部数等 掲載日等

紀州浪漫 夏号 ６月 １日

紀州浪漫 秋号 ９月 １日

ロンリープラネット ＷＥＢサイト ５月、９月

～１０月

ＣＮＮ ＷＥＢサイト ６月、８月

～９月

ＢＢＣ ＷＥＢサイト ６月、８月

～９月

EuroSports ＷＥＢサイト ７月

観光連盟ホームページ ４月～

VISIT WAKAYAMAホームページ ９か国語 ４月～

○高野山麓世界遺産アクセスバス

媒 体 名 部数等 掲載日等

紀州浪漫 秋号 ９月 １日

チラシ（英語版） ３，０００部

特設ＷＥＢサイト ８月下旬～

観光連盟ホームページ ８月上旬～

◇熊野古道ウォーキングナビ 詳細57頁

(３)わかやまおもてなし県民運動
「わかやまおもてなし宣言」

県民一人ひとりが来訪者をおもてなしの心で歓迎する機運を高めるため、「わかや

まおもてなし宣言」の取組を継続、拡大し、県民の主体的なおもてなしを質、量とも

に高めます。また、ねんりんピックの開催に合わせ、おもてなし宣言への参加をさら

に呼びかけます。

◇「わかやまおもてなし宣言」の実施
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県民総参加による観光振興を推進し、将来にわたり持続可能な観光力の強化につ

なげるため、県民一人ひとりが来訪者に対して行う具体的なおもてなしの内容を「わ

かやまおもてなし宣言」に登録し、実践していただきます。

＜時 期＞ ２５年８月２８日から継続中

＜対 象＞ 県内在住、通勤通学、県内を拠点に活動している個人・団体等

＜内 容＞ 自分ができる「おもてなし」を具体的に宣言して実践

登録者に登録証、登録ステッカー、おもてなしハンドブックを進呈

＜広 報＞ 交通関係、商工関係、教育関係、各種団体等と連携して、広報活動

を継続して展開

◇おもてなし研修会の実施 再掲176頁

「わかやまおもてなし宣言」の登録者に対して、県内各地域でおもてなし向上の

ための研修会を開催します。

2018実績

◇おもてなし県民運動「わかやまおもてなし宣言」の実施

＜時 期＞ ２５年８月２８日～

＜登録者＞ １,７０７件 ７０,５８６人（３１年３月末現在）

＜対 象＞ 県内在住、通勤通学、県内を拠点に活動している個人・団体等

＜内 容＞ 自分ができる「おもてなし」を具体的に宣言して実践

登録者に登録証、ステッカー、おもてなしハンドブックを進呈

登録した「宣言内容」を県観光情報サイト内で紹介

＜広 報＞ チラシ・ポスター設置・掲出、県内事業所などへの働きかけ

◇おもてなし宣言スキルアップ研修会の開催

おもてなし宣言登録者等にスキルアップを図っていただくための研修会を実施

＜時期等＞ 第１回 ３１年３月１４日 和歌山県民文化会館 参加 ９５人

第２回 ３１年３月１５日 紀南文化会館 参加 ３０人

計 １２５人

(４)観光週間
観光週間事業の実施

「和歌山県観光立県推進条例」に定める観光週間を中心に、観光週間が属する月に

諸事業を実施し、観光振興に取り組む意識を高め、二度、三度と来ていただけるよう

な取組を推進します。

2018実績

◇「観光週間事業の実施」

観光週間事業として、わかやま歴史物語スタンプラリー開始に合わせ、誘客に
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つながるよう情報発信を強化

わかやま歴史物語 詳細20頁

(５)接遇の向上・人材の育成
交通事業者のおもてなし向上

◇タクシードライバーのおもてなし力向上

県内全てのタクシードライバーが最高の接客・接遇と優良なサービスを提供でき

るよう、県企画部と連携しておもてなし力の向上に取り組みます。

○事業者が行う接客・接遇講習会等研修への支援（県総合交通政策課）

○わかやまおもてなし宣言との連携

車内用の登録証や名刺に「わかやまおもてなし宣言」の内容を記載

2018実績

◇事業者が行う接客・接遇講習会等研修への支援

○接客・接遇講習会

＜時期等＞ １１月～３１年２月 計１２回 計４７１人受講

○タクシー関係者の「わかやまおもてなし宣言」

＜登 録＞ １４社・団体 １,７０２人（３１年３月末現在）

ホスピタリティ向上

おもてなしの精神や作法など、特に第一線で観光客に接する観光関係者が必要とす

るおもてなし力の向上や、施設・料理など宿泊施設の商品力強化を支援します。

◇おもてなし力向上研修会（おもてなし初級編）

県内観光関連施設のおもてなし力の向上を目的に、研修会を開催します。

＜対 象＞ 観光協会、旅館組合、公共交通機関、企業など

＜内 容＞ 県内各地で、接遇スキルの向上を目指した研修会を開催

◇課題対応研修会（おもてなし中級編）

県内観光関連施設が抱える課題解決を目的に、研修会を開催します。

＜対 象＞ 観光協会、旅館組合、公共交通機関、企業など

＜内 容＞ 県内各地で、設定した課題に特化した研修会を開催

◇おもてなしの宿づくりセミナー（おもてなし上級編）

宿泊施設の経営者や支配人、基幹的職員を対象としたセミナーを開催するとともに、

情報交換の場を設け、県全体のおもてなし向上を図ります。

＜対 象＞ 県内の宿泊施設

＜内 容＞ ①講義・講演



- 176 -

②県内宿泊施設のバックヤード見学 等

◇『和みわかやま』おもてなしの宿アワード

秀でたおもてなし力のある宿泊施設を表彰します。

＜対 象＞ 県内の宿泊施設

＜内 容＞ 部門：旅館部門/ホテル部門/小さなお宿部門

制度：応募のあった宿泊施設を覆面調査した上で審査し、部門ごと

に最もおもてなしが充実していた宿泊施設を表彰、ＰＲ

＜時 期＞ 授賞式 令和２年１月（予定）

◇おもてなしの宿づくり支援アドバイザー派遣

宿泊施設のインテリアや料理等についてアドバイザーを派遣し、課題解決を行い

商品力の強化を図ります。

＜対 象＞ 宿泊施設（３施設程度）

◇おもてなし研修会 再掲174頁

「わかやまおもてなし宣言」の登録者に対して、県内各地域でおもてなし向上の

ための研修会を開催します。

2018実績

◇おもてなしの宿づくり支援アドバイザー派遣

＜時期等＞ 小宿 栖原温泉（施設） ３１年１月

新和歌ロッジ（施設） ３１年２月

◇「和みわかやま」おもてなしの宿アワード 2018
＜対 象＞ 県内の宿泊施設

＜部 門＞ 旅館部門、ホテル部門及びその他部門

＜評 価＞ 覆面調査員（専門業者に委託）が宿泊し、接遇や料理、施設環境

等総合的なおもてなし力を数値で評価

＜応 募＞ １４施設

＜受 賞＞ 旅館部門

ホテル三楽荘（白浜町）

ホテル部門

和歌山マリーナシティホテル（和歌山市）

その他部門

やどり温泉いやしの湯（橋本市）

３１年２月１２日授賞式

記念プレート贈呈、紀州浪漫春号へ掲載

人材の育成

和歌山大学、県、県観光連盟の三者で締結した相互連携協定に基づき、本県の基幹

産業である観光産業の振興を図るため、大学、行政及び観光関係団体が有する知識や
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情報を有効に活用した協働事業を実施します。

◇「観光カリスマ講座」の共同開催

観光に寄与する人材の育成に向け、先進観光地のキーパーソンによる先進事例を

学ぶ「観光カリスマ講座」を和歌山大学観光学部と連携して共同開催します。

＜時期等＞ 令和元年１０月～令和２年１月 ５講座

＜対 象＞ 観光学部学生、観光事業者、一般県民

＜内 容＞ 観光カリスマの講演、先進観光地キーパーソンの講演

◇インターンシップ受入

観光局、わかやま紀州館等においてインターンシップを受け入れます。

2018実績

◇「観光カリスマ講座」 受講者数 計４０６人

○第１回

＜時期等＞ １０月２５日 参加８４人

＜内 容＞ 観光の現状とＤＭＯを中心とした観光地域づくりの取り組み

＜講 師＞ 観光庁観光地域振興部観光地域振興課長 畠中 秀人 氏

○第２回

＜時期等＞ １１月８日 参加８０人

＜内 容＞ 映画による新しい観光資源の発掘

＜講 師＞ 株式会社STELLA WORKS COO

映画プロデューサー 前田 和紀 氏

○第３回

＜時期等＞ １１月２９日 参加８７人

＜内 容＞ 街おこしイベント成功の秘訣～具体的事例とヒント満載～

＜講 師＞ 株式会社 のぞみ 代表取締役 藤田 功博 氏

○第４回

＜時期等＞ １２月１３日 参加８５人

＜内 容＞ 大阪ミナミのまちづくりについて

＜講 師＞ 南海電気鉄道株式会社 営業推進室 なんば・まち創造部

部長 和田 真治 氏

○第５回

＜時期等＞ ３１年１月１０日 参加７０人

＜内 容＞ 地方自治体によるインバウンド誘致と広域連携

＜講 師＞ 高山市 海外戦略部 海外戦略課 主査 森 由貴 氏

敦賀市 産業経済部 人道の港発信室 室長 西川 明徳 氏

◇インターンシップの受入（和歌山大学観光学部学生）

○観光局

＜時期等＞ ７月１８日、８月１０日、１０月３日 各１人

＜内 容＞ ・教育旅行受入事業（サマースクール）同行



- 178 -

・紀ノ川ＳＡでの観光ＰＲ

・おもてなし力向上研修会の運営・受講
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４ 『海外』から和歌山へ招く、『外国人観光客』をもてなす

平成３０年に訪日した外国人は、東アジア市場を中心に自然災害による旅行控えが見ら

れたものの年末までに回復し、これまでの継続的なプロモーションが訪日需要を喚起した

ことにより、過去最高の３,１１９万２千人（推計値：前年比８.７％増）となりました。

市場別では、香港を除く１９市場（※）で過去最高を記録し、なかでも中国（８３８万

人）が初めて８００万人台に達したほか、タイ（１１３万人）が東南アジア市場で初めて

１００万人を突破するなど、着実な伸びを示しました。

（※）韓国、中国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン

ベトナム、インド、豪州、米国、カナダ、英国、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア

スペイン（ＪＮＴＯが設定する主要２０市場）

本県の外国人宿泊者数については、世界遺産エリアである高野町、田辺市、新宮市等が

過去最高を記録し、県内全体で４７９,１６３人泊（速報値：前年比０.７％増）と好調を

維持したところです。

約７割のシェアを占めるアジア市場について、９月の台風被害による団体ツアーのキャ

ンセルや相次ぐ自然災害による旅行控えの影響にくわえ、東アジア市場における急速な個

人旅行化や国内における訪問エリアの分散化等により関西を訪れる団体ツアーが減少した

ことから、大型宿泊施設のある和歌山市やみなべ町、白浜町、那智勝浦町において宿泊者

数が減少、県内全体で３１６，０４０人泊（前年比４．５％減）となりました。

一方で、カンタス航空のシドニー～関西空港直行便の就航などを追い風に、欧米豪市場

は１４２，１３８人泊（前年比１３．３％増）と堅調に増加し、約３割までシェアを拡大

するとともに、欧米豪市場をはじめ個人観光客に人気の世界遺産エリア内に所在する高野

町や田辺市、新宮市が過去最高を記録しました。

県においては、世界的メディア（ＣＮＮ、ＢＢＣ、ロンリープラネットなど）との共同

キャンペーン、海外プロモーション（年間２６か国・地域に４６回）、メディア取材・エー

ジェント下見支援(年間９５回）等の継続的な誘客対策に加え、ラグビーワールドカップ日

本大会など多くの外国人観光客の訪日が見込まれる機会をとらえ、引き続き増加する海外

からの観光客の本県への誘客を進めます。

【県内外国人宿泊者数の推移】 （単位：人泊）
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【県内外国人宿泊者数の推移：国・地域別】 （単位：人泊）

【県内外国人宿泊者数のシェア：国・地域別】 （単位：人泊）

2003 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(平成15年） （平成25年） （平成26年） （平成27年） （平成28年） （平成29年） （平成30年） 対前年比 シェア

アジア 45,737 140,732 220,247 323,381 373,808 330,971 316,040 95.5% 65.9%

中国 1,829 9,714 37,373 98,280 140,403 97,658 113,045 115.8% 23.6%

香港 5,858 61,724 77,621 97,313 103,609 105,802 86,075 81.4% 18.0%

台湾 28,327 44,971 69,262 80,478 70,315 64,484 54,003 83.7% 11.3%

韓国 8,046 7,135 9,692 15,874 25,095 34,568 35,820 103.6% 7.5%

タイ - 2,924 5,028 8,839 11,919 10,226 8,957 87.6% 1.9%

シンガポール - 3,587 4,814 7,824 10,737 8,515 7,892 92.7% 1.6%

アジアその他 1,677 10,677 16,457 14,773 11,730 9,718 10,248 105.5% 2.1%

欧米豪 12,671 59,758 69,555 79,764 107,782 125,450 142,138 113.3% 29.7%

オセアニア 601 8,888 10,558 13,033 14,927 22,650 28,792 127.1% 6.0%

フランス 1,139 12,167 13,534 14,343 18,356 17,593 25,611 145.6% 5.3%

アメリカ 4,909 10,121 11,695 14,307 19,654 22,635 23,230 102.6% 4.8%

イギリス 739 4,823 5,317 6,025 9,294 11,142 9,909 88.9% 2.1%

ドイツ 2,283 3,541 4,119 4,592 8,013 9,283 9,866 106.3% 2.1%

カナダ 547 2,685 3,241 3,711 4,348 7,430 8,386 112.9% 1.8%

スペイン - 3,265 4,584 5,902 6,975 7,307 7,133 97.6% 1.5%

欧米豪その他 2,453 14,268 16,507 17,851 26,215 27,410 29,211 106.6% 6.1%

その他 2,875 11,264 13,772 24,449 18,601 19,207 20,985 109.3% 4.4%

合計 61,283 211,754 303,574 427,594 500,191 475,628 479,163 100.7% 100.0%
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【主要市町村別の宿泊者数：国・地域別】 （単位：人泊）

(１)『プロモーションの新たな展開』で和歌山へ招く

一昨年、世界的旅行ガイドブック「ロンリープラネット」のBEST IN TRAVEL 2018

にて、紀伊半島が世界の訪れるべき地域第５位にランクインしたことに続き、昨年

１２月には世界的な宿泊予約サイトAirbnb公表の「2019年に訪れるべき１９の地域」

に和歌山県が日本で唯一選出されるなど、本県の注目度が高まる中、この機をとら

え２６か国・地域をターゲットに戦略的なプロモーションを展開します。

2019年は、韓国、タイ、スペイン、オーストラリアをプロモーション強化対象市

場として位置付けるとともに、引き続き富裕層をターゲットとした誘客促進や新規

市場（ロシア・南米・中東）へのアプローチに取り組みます。

特に東アジア市場において、急速な個人旅行化や国内における訪問エリアの分散

化等により関西を訪れる団体ツアーが減少していることから、東アジア市場向けの

メディア対策の強化にくわえ、令和元年９月から１１月にかけて開催が予定されて

いるラグビーワールドカップ日本大会に向け、大会期間中、多くの外国人の訪日が

見込まれることから、ラグビー強豪国を中心としたアクティブな欧米豪の観光客を

ターゲットに、海外大手メディアとの共同キャンペーンを通じ和歌山の魅力を世界

に向けて発信します。

また、熊野古道トレッキングやサイクリングなどテーマ別観光による長期滞在・

消費拡大に向けた取組みを進めるとともに、ゴールデンルートに集中している外国

人個人観光客をターゲットに、高速バスやレンタカー、南紀白浜空港など多様な移

動手段を活用した観光モデルルート情報を提供することにより、京都・大阪、首都

圏からのプラスワントリップを推進します。

２０１８年 ２０１７年 対前年比

（H３０年） （H２９年） H30/H29 アジア （香港） （中国） （台湾） (韓国） (タイ） 欧米豪 （オセアニア） （アメリカ） (フランス） その他

和歌山市 117,034 121,659 96.2% 100,976 23,622 54,796 8,150 5,252 2,939 10,299 1,683 2,550 1,023 5,759

白浜町 95,760 100,936 94.9% 89,011 43,114 21,237 10,463 10,395 1,321 5,518 838 1,506 355 1,231

高野町 93,874 84,333 111.3% 9,741 1,272 4,803 231 737 337 79,874 7,567 11,544 20,516 4,259

那智勝浦町 52,724 59,447 88.7% 38,837 4,466 5,053 17,095 8,160 2,678 10,689 8,262 709 253 3,198

田辺市 43,939 36,821 119.3% 11,232 4,176 1,862 1,258 1,629 376 28,724 8,351 5,631 2,623 3,983

みなべ町 34,866 42,175 82.7% 34,735 6,604 4,431 14,157 7,341 578 104 4 53 10 27

湯浅町 10,950 9,775 112.0% 10,218 65 10,147 6 0 0 29 0 4 10 703

新宮市 9,112 6,623 137.6% 3,546 441 1,279 607 182 170 4,897 1,712 808 542 669

その他 20,904 13,859 150.8% 17,744 2,315 9,437 2,036 2,124 558 2,004 375 425 279 1,156

合計 479,163 475,628 100.7% 316,040 86,075 113,045 54,003 35,820 8,957 142,138 28,792 23,230 25,611 20,985

２０１８年（平成３０年）　国・地域別内訳
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【プロモーションの新たな展開】

【２６か国・地域をターゲットにプロモーション展開】

※韓国、タイ、スペイン、オーストラリアは2019年プロモーション強化対象市場

Airbnb「2019年に訪れるべき19の観光地」の一つとして、和歌山県が日本で
唯一選定されるなど本県の注目度が高まる中、この機を捉え戦略的なプロモー
ションを展開

26か国・地域をターゲットに海外プロモーション

テーマ別観光による誘客促進

■新たな戦略の展開

■京都・大阪、首都圏からのプラスワン
トリップを推進

①韓国、タイ、スペイン、オーストラリアの強化

②個人観光客（東アジア市場）の誘客促進の強化

③新規市場（ロシア・南米・中東）へのアプローチ

④ラグビーワールドカップ等の開催にあわせた誘客促進

プラスワントリップの推進

①ラグビーワールドカップに向けた海外メディア展開

②高速バス等を活用した個人観光客の周遊促進

■富裕層をターゲットとしたプロモーション
の強化

■サイクリング・ゴルフなどスポーツツーリ

ズムや医療観光を推進

■南紀白浜空港への国際チャーター便の
誘致やポートセールスを積極的に推進

■観光プロモーターの戦略的活用
（中国、香港、台湾、韓国、タイ、ベトナム、
インドネシアの計７か国）

東アジア 東南アジア・南アジア・中東 欧米豪

重
点
市
場

中国

香港

台湾

韓国

タイ

シンガポール

マレーシア

インドネシア

ベトナム

フィリピン

アメリカ

カナダ

フランス

スペイン

ドイツ

オーストラリア

戦
略
市
場

インド

トルコ

イスラエル

ドバイ

イギリス

イタリア

ロシア

ニュージーランド

ブラジル

アルゼンチン
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(２)『ネットメディア展開』で和歌山へ招く

◇多言語観光ＷＥＢサイト・ＳＮＳ等による情報発信

美しい写真や映像を多用した多言語観光ＷＥＢサイト「Visit Wakayama」（９言

語対応）にくわえ、中国、香港、台湾、韓国、タイ、ベトナム及びインドネシアに

設置している観光プロモーターが、現地語によるＳＮＳ情報発信を行うことにより、

増加する外国人個人観光客の多様なニーズにタイムリーに対応するとともに、ＷＥ

Ｂサイトと連動した新たな多言語観光パンフレット（１１言語対応）を海外展開し

新規市場へのアプローチを含めた多面的な情報発信を行います。

◇海外メディアとの共同キャンペーン・取材支援によるメディアプロモーション

グローバルニュースネットワークであるＣＮＮやＢＢＣ、世界的旅行ガイドブッ

クであるロンリープラネットとの共同キャンペーンをはじめ、海外メディア（テレ

ビ番組、雑誌、ガイドブック、ＷＥＢ・ブログサイトなど）の取材支援を通じ、ス

トーリー性をもった情報発信や個人観光客の多様なニーズに応じたメディアプロモ

ーションを展開します。

また、本県の宿泊者数シェア６割を占める東アジア市場において、急速な個人旅

行化や国内における訪問エリアの分散化等により関西を訪れる団体ツアーが減少し

ていることから、東アジア市場向けのメディア対策も強化していきます。

○ＣＮＮ・ＢＢＣなどグローバルニュースサイトで和歌山情報を発信

○世界的旅行ガイドブック「ロンリープラネット」との共同キャンペーン

○有名テレビ番組、人気ＷＥＢ・ブログサイトで素顔の和歌山を露出

○現地語で書かれた旅行雑誌・ガイドブックを海外展開

2018実績

◇観光プロモーターの活用

中国、香港、台湾、韓国、タイ、ベトナム及びインドネシアに設置している観

光プロモーターが、現地語によりＳＮＳにて情報発信

◇インスタグラム投稿キャンペーン

主に東アジアからの外国人観光客が増加する春節シーズ

ンに合わせて、増加するレンタカー利用者もターゲットに、

和歌山の新しい冬の魅力を発信してもらうためのインスタ

グラム投稿キャンペーンを実施

＜時 期＞ ３１年１月１８日～３月１０日

＜投稿数＞ 約４，０００件

＜フォロワー＞ 約４，６００人

＜内 容＞ ・冬こそ注目したい新しいドライブポイント等県内の魅力ある写

真を撮影

・ハッシュタグ「#visitwakayama」を付けて投稿

・和歌山県公式アカウント「＠visitwakayama」をフォロー
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・計１０人（冬の魅力賞・優秀作品賞）に特産品を贈呈

◇海外メディアとの共同キャンペーン

○ＣＮＮ

＜時 期＞ ６月１５日～９月２０日、３１年２月１２日～３月３１日

＜内 容＞ 北米・豪市場をターゲットに世界遺産やサイクリングに代表され

る本県の魅力を記事広告とＰＲ動画で発信

○ＢＢＣ

＜時 期＞ ７月２日～９月２０日、３１年２月１２日～３月３１日

＜内 容＞ 日本の歴史や精神文化に関心の高い欧州の観光客をターゲットに

高野山・熊野の魅力を記事広告とＰＲ動画で発信

○ロンリープラネット

＜時 期＞ ５月１～３１日、９月１～３０日、

３１年２月１２日～３月３１日

＜内 容＞ 世界の訪れるべき地域のベスト５に紀伊半島が選出されたことを

受け、和歌山ならではの魅力を特集記事で発信

○EUROSPORT

＜時 期＞ ７月７～２９日

＜内 容＞ ツール・ド・フランスの開催にあわせ、欧米豪のEUROSPORT視聴

者をターゲットにサイクリング王国わかやまの魅力を発信

◇メディア取材支援

・中国

媒体名等 取材エリア 取材日時

雑誌「漫旅Travel+Leisure」ほか３社 県内全域 １１月 ５日

～７日

雑誌「華商報」 県内全域 ３月 ６日

～８日

・香港

媒体名 取材エリア 取材日時

ＴＶ番組「ＴＶＢ（森美旅行団）」 白浜町、北山 ５月２５～２７日

村、田辺市 等 ６月４日

ガイドブック・旅行雑誌「GO!JAPAN」 県内全域 ７月 ２日

～ ６日

ＷＥＢメディア「like japan」「wafoo」 〃 ８月 ６日

～８日

ＴＶ番組「ＴＶＢ（３月２夜）」 県内全域 １１月２６日

～１２月 ２日

雑誌「潮遊天下Tour」・ＷＥＢメディア（１人） 県内全域 １２月 ３日

・ブロガー（２人） ～５日

雑誌「Weekend Weekly」 県内全域 １２月１２日

～１５日
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ＷＥＢメディア「U Travel」ほか２社 白浜町、 １月１５日

田辺市等 ～１６日

雑誌「香港 Walker」 県内全域 ２月１７日

～２２日

・台湾

媒体名 取材エリア 取材日時

新聞社・ＷＥＢメディア「蘋果日報」 県内全域 ７月１３日

～１６日

メディア「台湾民視」 白浜町等 ７月１７日

～１９日

ブロガー（５人） 白浜町等 １０月１９日

～２２日

・韓国

媒体名 取材エリア 取材日時

雑誌「Lonely Planet」 県内全域 ６月２５日

～２８日

ＴＶ番組「CS Picture」（ロケハン） 白浜町、串本町、 ７月１６日

那智勝浦町 ～１８日

雑誌「GOOUT」 和歌山市 ９月１０日

串本町等 ～１３日

エアソウル機内誌 和歌山市 １０月２９日～

白浜町 １１月１日

ブロガー（３人） 県内全域 １１月１９日

～２３日

ＴＶ番組「CS Picture」 白浜町 １月２２日

・タイ

媒体名 取材エリア 取材日時

ウェブメディア「ONE 22 FAMILY」ほか２社 県内全域 １２月 １日

～４日

ＴＶ番組「Nat and NAME」 県内全域 ２月１０日

～１４日

・ベトナム

媒体名 取材エリア 取材日時

ＴＶ番組「農泊にっぽん旅」 和歌山市、白 ９月１４日

浜町、湯浅町 ～１５日

・シンガポール

媒体名 取材エリア 取材日時

雑誌「Asian Geographic」 県内全域 １２月１７日

～２２日
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・マレーシア

媒体名 取材エリア 取材日時

ＴＶ番組「シャバダ」 串本町 ４月１３日

～１５日

雑誌「Escape」 県内全域 ７月 ４日

～８日

・インドネシア

媒体名 取材エリア 取材日時

ブロガー 県内全域 １１月２６日

～３０日

・フランス

媒体名 取材エリア 取材日時

ＴＶ番組「Surla Piste des senteurs Japon」 県内全域 ７月３０日

（ロケハン） ～８月２日

ＴＶ番組「Surla Piste des senteurs Japon」 高野町 ９月２７日

～３０日

ＷＥＢメディア「Tokyo Street View」 高野町、 １１月１１日

田辺市等 ～１６日

ＷＥＢメディア「Asiascope」 高野町、 ２月１７日

田辺市等 ～３月 １日

雑誌「City Magazine」 高野町、 ２月１７日

田辺市等 ～３月 １日

・ドイツ

媒体名 取材エリア 取材日時

ブロガー 県内全域 ６月２１日

～２６日

メルセデスベンツプロモーション映像撮影 田辺市、新宮市、那 １０月２８日

智勝浦町、古座川町 ～３０日

雑誌「Tauchen」 高野町、田辺市、 １１月１２日

那智勝浦町等 ～１４日

・イギリス

媒体名 取材エリア 取材日時

シェフブロガー 高野町 ４月２６日

～２７日

ブロガー 県内全域 ９月 ２日

～３日

ブロガー 高野町 ２月 ４日

～５日

・イタリア

媒体名 取材エリア 取材日時
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雑誌「Vogue」 県内全域 １０月 ９日

～１３日

・スペイン

媒体名 取材エリア 取材日時

写真家 県内全域 ５月８日

～１６日

ブロガー 県内全域 ８月 ２日

～５日

ブロガー 高野山、熊野 １０月２５日

三山ほか ～２９日

雑誌「Viajes National Geographic」 田辺市、新宮市、 １１月２９日

那智勝浦町 ～１２月４日

・ロシア

媒体名 取材エリア 取材日時

雑誌「Discovery magazine」ほか１社 県内全域 ６月１日

～５日

ガイドブック「Polyglot Guide」 那智勝浦町、新 ９月２５日

宮市、田辺市等 ～２７日

ＴＶ番組「TV6 Channel GUBERNIA」 那智勝浦町、 １０月１１日

串本町、白浜 ～１３日

町

・ベルギー

媒体名 取材エリア 取材日時

メディア「Sabato」 県内全域 ４月１５日

～１９日

・ハンガリー

媒体名 取材エリア 取材日時

ブロガー 県内全域 １０月１１

～１５日

・アメリカ

媒体名 取材エリア 取材日時

雑誌「National Geographic」 県内全域 ５月５日

～１１日

ジャーナリスト 和歌山市、広川町、 ７月２９日

海南市、北山村 ～８月１日

・アルゼンチン

媒体名 取材エリア 取材日時

ＴＶ番組「Telefe」 串本町、那智勝 ４月１７日

浦町、白浜町等 ～２０日
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・オーストラリア

媒体名 取材エリア 取材日時

雑誌「J-style」 高野町 ６月 ４日

～５日

雑誌「Luxury Travel」 県内全域 ２月１８日

～１９日

インスタグラマー 高野町 ２月２２日

～２３日

・イスラエル

媒体名 取材エリア 取材日時

ジャーナリスト 高野山、湯浅 ４月２６日

町、白浜町 ～３０日

ジャーナリスト 和歌山市、田辺 １１月２５日

市、那智勝浦町 ～２７日

・その他

媒体名 取材エリア 取材日時

ウェブメディア「Japan Travel」 県内全域 ８月２５日

～２８日
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(３)『東アジア・東南アジア・欧米豪』から和歌山へ招く
Ⅰ東アジア

本県の外国人宿泊者数の約６割は、東アジアからの観光客であり、県ではこれまで東

アジアを重点市場として外国人観光客誘致を進めてきました。昨年は自然災害によるキ

ャンセルや旅行控えの影響にくわえ、加速する個人旅行化や国内における訪問エリアの

分散化など関西を訪れる団体ツアーが減少したことにより、香港が前年比１８.６％減の

８６，０７５人泊、台湾が前年比１６.３％減の５４，００３人泊となるなど、全般的に

減少基調となったものの、中国市場については新たに取り組んだ地方部へのプロモーシ

ョン展開が奏功し県内の主要観光地でいずれも増加、前年比１５.８％増の１１３，０４

５人泊となったほか、韓国市場も昨年１月の南紀白浜空港への国際チャーター便就航な

ど前半の好調から前年比３.６％増の３５，８２０人泊と微増となりました。

東アジア市場では、リピーター化・個人旅行化が更に進展していることを踏まえ、急

増する個人旅行客をメインターゲットとしたメディア対策の強化、公共交通機関やレン

タカーを使った個人・小グループ旅行へのツアー提案にくわえ、国際チャーター便、外

国クルーズ船、教育旅行、インセンティブツアーの誘致や体験型観光、スポーツツーリ

ズムなどテーマ別観光による誘客促進にも取り組みます。

特に、訪日者数と比較して県内宿泊者数が少ない韓国をプロモーション強化対象市場

として位置付けるとともに、東アジア市場の個人旅行化への対応として、レンタカーや

高速バス等を活用した京都・大阪から和歌山県への周遊促進を図るためのプロモーショ

ンを重点的に実施します。

中 国

◇嗜好・動向

＜訪日動機＞

温泉、食事（ラーメン、寿司、刺身、和牛など日本料理、海産物等）、四季折々

の魅力を持つ自然、景勝地等

＜旅行形態＞

・都市部を中心に個人旅行化が進展（個人旅行６１.８％）

・初めて日本を訪問する旅行者が多い（初回訪問率６０.２％）

・日本での滞在日数は４～６日間（５３.０％）

＜市場特性＞

・主な国外旅行シーズン：７～８月の夏休み。春節（旧正月～１週間）、国慶節

（１０月１日～１週間）※訪日シーズンとしては桜の時期（４月）も人気。

・都道府県別訪問率：大阪府（６４.０％）、東京都（５５.９％）、京都府（４

２.２％）

◇戦略

○和歌山県の宿泊客数が多い香港と隣接した広東省、富裕層の多い北京市、関西国

際空港への就航便の多い上海市、本県と関係の深い山東省・東北三省をターゲッ

トに、温泉、世界遺産（高野山・熊野）、自然景観、食（ラーメン、マグロ、梅

酒、フルーツなど）をＰＲするとともに、体験型観光（サイクリング、トレッキ
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ング、カヌー体験など）を活用した富裕層向け旅行商品の造成を提案

○中国の地方都市（成都、武漢、厦門など）への展開

○旅行会社、メディア（旅行雑誌、ガイドブック、ＷＥＢ、ＳＮＳなど）を対象と

したプロモーションやファムツアーの実施

○農家民泊を活用した教育旅行の誘致

○国際チャーター便、クルーズ船の誘致

◇具体的なアクション

５月 日中ハイレベルフォーラムへの参加及びセールスコール（大連市ほか）

６月 国慶節に向けて旅行会社・メディアへセールスコール（北京市ほか）

１０月 春節に向けて商談会・セールスコール（地方都市）

１１月 旅行博出展及びセールスコール（上海市ほか）

３月 桜の時期に向けて旅行会社・メディアへセールスコール（地方都市）

随時 体験型観光プログラムを活用した富裕層向け旅行商品造成に向けた旅行会

社下見支援や個人旅行客対策としての旅行雑誌、ガイドブック、ブロガー

などメディア取材支援、ウェイボー・ウィチャットなどＳＮＳを使った情

報発信を実施

2018実績

◇現地プロモーション

○中国

＜時 期＞ ４月８～１０日

＜内 容＞ 北京において旅行会社を訪問し、県の観光情報を提供

○中国・韓国 再掲196頁

＜時 期＞ ４月１６～２１日

＜内 容＞ 光州、北京、済南において観光

セミナーを開催するとともに、

ソウル、釜山において旅行会社

を訪問し、県の観光情報を提供

○中国

＜時 期＞ ５月２５～３０日

＜内 容＞ 大連で開催されたアカシア祭り（大連ハイレベル観光フォーラ

ム）に参加し、県の観光情報をＰＲ

○中国

＜時 期＞ ７月８～１４日

＜内 容＞ 武漢にてＪＮＴＯ主催のインセンティブ商談会に参加するとと

もに、旅行会社を訪問し、県の観光情報を提供

○中国

＜時 期＞ １１月４～１１日

＜内 容＞ 上海にて中国国際輸入博覧会に参加し、県の観光情報を提供
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○中国

＜時 期＞ １１月１４～２１日

＜内 容＞ 上海にて旅行博「CITM2018」に参加するとともに、併せて杭

州および南京にて旅行会社を訪問し、県の観光情報を提供

○中国（関西広域連合トッププロモーション）

＜時 期＞ １１月２５～２９日

＜内 容＞ 陝西省にて観光プロモーションを実施するとともに、北京にて

関係団体を表敬訪問し、関西の観光情報を提供

◇旅行会社ファムツアー

○中国・旅行会社「厦門航空国際旅行社」ほか２社

＜時 期＞ ５月１４～１７日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む関西周遊ツアーの造成に向けた視察

白浜町、串本町、那智勝浦町、田辺市、高野町、湯浅町

○中国・旅行会社「深度Ｇｏ定制旅行」

＜時 期＞ ８月３０日～９月３日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む関西周遊ツアー造成に向けた視察

高野町、田辺市、新宮市、太地町、那智勝浦町、串本町

○中国・旅行会社「成都海外旅遊」ほか４社

＜時 期＞ １０月１８～２１日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む関西周遊ツアー造成に向けた視察

白浜町、古座川町、那智勝浦町、田辺市、高野町、紀の川市、

海南市、和歌山市

香 港

◇嗜好・動向

＜訪日動機＞

寿司、刺身、ラーメン、スイーツ、果物などのほか、ブランド牛など多彩な日

本の食文化、充実したショッピング環境、桜・紅葉など香港にはない四季の魅力

＜旅行形態＞

・個人旅行が中心（個人旅行９０.６％）

・訪日旅行者のリピーター率が高い（再訪率８３.４％）

訪日回数１０回以上の観光客（２０.３％）

・日本での滞在日数は４～６日間（５４.２％）

・レンタカーの利用率が高い

＜市場特性＞

・主な国外旅行シーズン：１月下旬～２月下旬（旧正月）、３月下旬～４月上旬

（イースター休暇）、７月中旬～８月末（夏休み）、１２月下旬（クリスマス

休暇）※距離的に近いことから、１年を通じて訪日客が多い
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・都道府県別訪問率：大阪府（３５.５％）、東京都（２７.８％）、千葉県（２

５.４％）

◇戦略

○食（海鮮、スイーツ、フルーツなど）、温泉、絶景、体験型観光（フルーツ狩り、

「水の国、わかやま。」、「サイクリング王国わかやま」など）をＰＲするとともに、

レンタカー旅行を提案

○旅行会社、メディア（テレビ番組、ガイドブック、ＷＥＢ、旅行雑誌など）を対

象にプロモーションやファムツアーの実施

○農家民泊を活用した教育旅行の誘致

○国際チャーター便

◇具体的なアクション

７月 「香港ブックフェア」出展及びメディアへセールスコール

１１月 春節に向けてメディアへセールスコール

随時 個人旅行客をターゲットに、食、温泉、体験型観光、レンタカー旅行の魅

力を発信するためのテレビ番組、ガイドブック、ブロガーなどメディア取

材支援、ＳＮＳを使った情報発信を実施

2018実績

◇現地プロモーション

○台湾・香港 再掲194頁

＜時 期＞ ５月１３～１９日

＜内 容＞ 台湾・香港において旅行会社・メディアを訪問し、県の観光情

報を提供

○香港

＜時 期＞ ７月１７～２５日

＜内 容＞ 香港ブックフェアに参加するとともに、旅行会社・メディアを

訪問し、県の観光情報を提供

○香港（トッププロモーション）

＜時期等＞ ８月１５～１８日

＜内 容＞ 副知事トッププロモーションの一環としてＥＧＬ社を訪問する

とともに、香港にてメディアを訪問し、県の観光情報を提供

○香港

＜時期等＞ １１月１４～１７日

＜内 容＞ 香港にて旅行会社・メディアを訪問し、県の観光情報を提供

◇旅行会社ファムツアー

○香港・旅行会社「Wing On」

＜時 期＞ ６月８～１０日

＜内 容＞ 県内宿泊ツアー商品のＰＲ動画撮影

白浜町、串本町、那智勝浦町、和歌山市、湯浅町、海南市



- 193 -

◇その他

○ＥＧＬツアーズ袁社長の県知事表彰及び記念講演会

＜時 期＞ ６月７日

＜内 容＞ ホテルアバローム紀の国にて県知事

表彰式及び記念講演会を開催（約１

７０人）するとともに、SHIRAHAMA

KEY TERRACE ホテルシーモアにて県

内事業者との交流会（約６０人）を実施

台 湾

◇嗜好・動向

＜訪日動機＞

圧倒的な日本のブランド力（最も好きな国・行きたい国：１位日本）何度訪問

しても飽きない多種多様な季節、テーマ別ＳＩＴコンテンツ（マラソン・サイク

リング・トレッキング・キャンプなど）の豊富さ

＜旅行形態＞

・個人旅行が年々増加（個人旅行６３.３％）

・訪日旅行者のリピーター率が高い（再訪率８０.１％）

・日本での滞在日数は４～６日（７４.３％）

・訪日教育旅行の需要あり

＜市場特性＞

・主な国外旅行シーズン：１月下旬～２月下旬（旧正月）、４月（桜シーズン）、

６月～７月、１０月（双十節）※距離的に近いことから１年を通じて訪日客

が多い

・都道府県別訪問率：大阪府（３１.６％）、東京都（２８.９％）、京都府（２

６.９％）

◇戦略

○食（海鮮、スイーツ、フルーツなど）、温泉、たま電車などユニークな電車乗車、

「水の国、わかやま。」、「サイクリング王国わかやま」など和歌山ならではの体験

を盛り込んだ旅行商品、サイクリングやレンタカー商品の造成を提案

○旅行会社、メディア（テレビ番組、ガイドブック、ＷＥＢ、ＳＮＳなど）を対象

にプロモーションやファムツアーの実施

○インセンティブツアー（企業の大型団体旅行）誘致

○農家民泊を活用した教育旅行の誘致

○国際チャーター便の誘致

◇具体的なアクション

６月 夏期休暇に向けて旅行会社・メディアへセールスコール（台北ほか）

８月 国慶節に向けて旅行会社・メディアへセールスコール（台北ほか）

８月 「国際旅遊展」出展及びセールスコール（台北ほか）
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１１月 春節に向けてメディアへセールスコール（台北ほか）

２月 桜の時期に向けて旅行会社・メディアへセールスコール（台北ほか）

随時 個人旅行客をターゲットに、体験プログラム、サイクリング、レンタカ

ー旅行の魅力を発信するためのテレビ番組、ガイドブック、ブロガーな

どメディア取材支援、ＳＮＳを使った情報発信を実施

2018実績

◇現地プロモーション

○台湾・香港 再掲192頁

＜時 期＞ ５月１３～１９日

＜内 容＞ 台湾・香港において旅行会社・メディアを訪問し、県の観光情

報を提供

○台湾

＜時 期＞ ８月２３～２８日

＜内 容＞ 台北にて旅行博「TITE台湾国際旅遊展」に参加するとともに、

旅行会社・メディアを訪問し、県の観光情報を提供

○台湾

＜時期等＞ ９月４～８日

＜内 容＞ 台北、台中、高雄にて「台湾大商談会」に参加するとともに、

旅行会社を訪問し、県の観光情報を提供

○台湾

＜時 期＞ １１月５～９日

＜内 容＞ 台北にて和歌山セミナー及び商談会を開催するとともに、併せ

て旅行会社を訪問し、県の観光情報を提供

○台湾

＜時 期＞ ３１年３月６～９日

＜内 容＞ 台南にてセミナーを開催するとともに、併せて台北及び高雄に

て旅行会社を訪問し、県の観光情報を提供

◇旅行会社ファムツアー

○台湾・旅行会社「五福旅行社」ほか６社

＜時 期＞ ９月１３～１６日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む関西周遊ツアー造成に向けた視察及び商談会を

実施

白浜町、那智勝浦町、海南市、和歌山市

○台湾・旅行会社「翔笙旅行社」

＜時 期＞ １２月３～４日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む関西周遊ツアー造成に向けた視察

和歌山市、海南市、九度山町、かつらぎ町、白浜町、湯浅町

○台湾・旅行会社「華友旅行社」
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＜時 期＞ ３１年２月１０～１３日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む関西周遊ツアー及び大型インセンティブツアー

造成に向けた視察

和歌山市、白浜町、那智勝浦町、新宮市、海南市、みなべ町、

紀の川市

◇その他

○教育旅行関係者９人

＜時 期＞ １０月１９～２１日

＜内 容＞ 教育旅行の造成に向けた視察

那智勝浦町、新宮市、白浜町、みなべ町、印南町、和歌山市、

海南市

○台湾フェスタｉｎ代々木公園

＜時 期＞ ７月２９～３０日

＜内 容＞ 「台湾フェスタｉｎ代々木公園」に参加、併せてメディア及び

旅行会社を訪問し、県の観光情報を提供

韓 国

◇嗜好・動向

＜訪日動機＞

温泉、日本食、文化、ファッション、ショッピング、娯楽施設などの魅力やゴ

ルフ、トレッキングなど海外アウトドア旅行先としての親しみ

＜旅行形態＞

・個人旅行が中心（個人旅行８６.０％）

・訪日旅行者のリピーター率が高い（再訪率６３.９％）

・滞在日数は４～６日間が６１.７％、６日以内は９５.１％

・テレビショッピングを利用した団体旅行の需要あり

＜市場特性＞

・主な国外旅行シーズン：１２月下旬～２月までの冬期休暇、７月中旬～８月

の夏期休暇時期 ※距離的に近いことから、年間を通じて訪日需要が高い

・都道府県別訪問率：大阪府（３７.１％）、福岡県（２５.９％）、京都府（１

９.６％）

◇戦略

○ソウルに加え、釜山や光州、大邱からの誘客

○テレビショッピングを利用した団体旅行商品の造成

○ゴルフやトレッキング、「水の国、わかやま。」、「サイクリング王国わかやま」、

レンタカー旅行商品などの造成

○旅行会社、メディア（航空会社機内誌、ガイドブック、ＷＥＢ、ＳＮＳなど）を

対象にプロモーションやファムツアーの実施
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○農家民泊を活用した教育旅行、各種視察旅行の誘致

○国際チャーター便、クルーズ船の誘致

◇具体的なアクション

６月 「ハナツアー博覧会」出展、商談会参加及びセールスコール（ソウルほか）

９月 セールスコール（釜山、光州、大邱）

１２月 冬季休暇に向けて旅行会社・メディアへのセールスコール（光州ほか）

随時 テレビショッピングを利用した団体旅行商品造成のための下見支援や個人

旅行客をターゲットに、ゴルフ、トレッキング、サイクリング、レンタカ

ー旅行の魅力を発信するための航空会社機内誌、ガイドブック、ブロガー

などメディア取材支援、ＳＮＳを使った情報発信を実施

2018実績

◇現地プロモーション

○中国・韓国 再掲190頁

＜時 期＞ ４月１６～２１日

＜内 容＞ 光州、北京、済南において観光セ

ミナーを開催するとともに、ソウ

ル、釜山において旅行会社を訪問

し、県の観光情報を提供

○韓国

＜時 期＞ ６月４～１３日

＜内 容＞ ソウルにて旅行博「ハナツアー博覧会」に参加するとともに、

旅行旅行会社を訪問し、県の観光情報を提供

○韓国

＜時 期＞ ８月２８日～９月１日

＜内 容＞ ソウルにて旅行博「MODE TOUR 博覧会」に参加するとともに、

ソウル・光州にて旅行会社・メディアを訪問し、県の観光情報

を提供

○韓国

＜時 期＞ １０月１７～１９日

＜内 容＞ ソウル・光州にて旅行会社・メディアを訪問し、県の観光情報

を提供

○韓国

＜時 期＞ １１月２６日～１２月１日

＜内 容＞ 釜山にてハナツアー博覧会に参加するとともに、釜山・大邱に

て旅行会社を訪問し、県の観光情報を提供

◇旅行会社ファムツアー

○韓国

＜時 期＞ ３１年３月７～９日



- 197 -

＜内 容＞ 和歌山２泊ツアーの販売促進に向けた視察

白浜町、串本町、みなべ町

Ⅱ東南アジア

東南アジアについても、自然災害の影響や国内における訪問エリアの分散化等により、

タイが前年比１２.４％減の８，９５７人泊、シンガポールが前年比７.３％減の７，

８９２人泊と減少したものの、その他の市場では増加基調となり、特にフィリピンが前

年比１５９.６％増の１，２４１人泊、ベトナムが前年比１４１.０％増の１，１７６人

泊と倍増以上となりました。

タイ・シンガポールについては宿泊者数が減速傾向にあるため、引き続きメディア対

策、インセンティブツアー等の誘致の強化に努めます。特に、昨年１１月にタイ国政府

観光庁と和歌山県及びタイ国における観光交流促進に係る趣意書を締結したところであ

り、タイ国政府観光庁とのパートナーシップを活用し今後の訪日者数の増加が見込まれ

るタイへのプロモーションを重点的に実施します。

また、ムスリム圏のマレーシア、インドネシアにくわえ、近年、訪日者数が急増して

いるベトナム、フィリピンにおいても、JNTO等と連携しながら本県の知名度アップを図

るとともに、インドネシア、ベトナムについては一昨年新たに設置した観光プロモータ

ーを効果的に活用し、ゴールデンルートから県内への誘客・旅行消費拡大の流れを加速

させます。

さらに、人口増加や経済成長が著しいインドや中東についても、今後の海外旅行者数

の増大が見込まれることから、積極的にプロモーションを働きかけていきます。

タイ・ベトナム・フィリピン

◇嗜好・動向

＜訪日動機＞

明確な四季の存在、四季の彩りに満ちた自然景観の魅力、ヘルシーで美味しい

日本食人気、親日度の高さ

＜旅行形態＞

・個人旅行：タイ７４.８％、ベトナム６０.０％、フィリピン９０.８％

・日本での滞在日数：タイ ４～６日間５６.４％

ベトナム ４～６日間５３.９％

フィリピン ４～６日間５０.５％

＜市場特性＞

○タイ

・主な国外旅行シーズン：最大のハイシーズンは４月のタイ正月（ソンクラン）

時期。次いで１０月の学校休暇、１２月の年末休暇の時期

・都道府県別訪問率：東京都（５８.２％）、千葉県（５４.０％）、大阪府（３

１.２％）

○フィリピン
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・主な国外旅行シーズン：４月のホーリーウィーク、１２月のクリスマス休暇

・都道府県別訪問率：東京都（６１.２％）、千葉県（５２.０％）、大阪府（４

９.７％）

○ベトナム

・主な国外旅行シーズン：３～４月の桜シーズン、１０月の紅葉シーズン

・都道府県別訪問率：東京都（８０.７％）、千葉県（６９.８％）、大阪府（６

６.９％）

◇戦略

○絶景（那智の滝、三段壁、橋杭岩など）、食、温泉、たま電車などのユニーク

な電車乗車、体験型観光（フルーツ狩り、「水の国、わかやま。」、「サイクリン

グ王国わかやま」など）をテーマとした旅行商品やレンタカー旅行商品の造成

○旅行会社、メディア（テレビ番組、ＷＥＢ、ＳＮＳなど）を対象にプロモーシ

ョンやファムツアーの実施

○インセンティブツアー（企業の大型団体旅行）誘致

○農家民泊を活用した教育旅行、各種視察旅行の誘致

◇具体的なアクション

５月 セミナー及びセールスコール（バンコク、ホーチミンほか）

７月 旅行博「ＴＭＥ」出展及びセールスコール（マニラ）

１１月 旅行博「ＦＩＴフェア」出展、商談会及びセールスコール（バンコクほか）

１月 セミナー・商談会及びセールスコール（バンコク、ホーチミンほか）

２月 旅行博「ＴＴＥ」出展及びセールスコール（マニラ）

随時 インセンティブツアーやグループツアー商品造成のための下見支援や個人

旅行客をターゲットに、絶景、食、温泉、たま電車や体験型観光の魅力を

発信するためのテレビ番組、ブロガーなどメディア取材支援、ＳＮＳを使

った情報発信を実施

2018実績

◇現地プロモーション

○フィリピン

＜時 期＞ ７月４～１１日

＜内 容＞ マニラにて旅行博「Travel Madness Expo」に参加するととも

に、旅行会社・メディアを訪問し、県の観光情報を提供

○タイ

＜時 期＞ ７月２０～２８日

＜内 容＞ ラノーンにて、「ラノーン自転車レーン開通式」に参加し、バ

ンコクにて観光庁を訪問するとともに、旅行会社・メディアを

訪問し、県の観光情報を提供

○タイ・ベトナム

＜時 期＞ １１月１～９日
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＜内 容＞ バンコクにて旅行博「Visit Japan FIT Travel Fair 2018」に

参加すとともに、バンコク、ハノイにて旅行会社・メディアを

訪問し、県の観光情報を提供

○タイ・ベトナム

＜時 期＞ ３１年１月１６～２７日

＜内 容＞ バンコクにおいて観光セミナー及び商談会を開催、併せてハノ

イにおいて旅行会社を訪問し、県の観光情報を提供

○マレーシア・フィリピン 再掲201頁

＜時 期＞ ３１年３月１６～２３日

＜内 容＞ クアラルンプール及びジョホールバルにて商談会に参加、併せ

てマニラにて旅行会社・メディアを訪問し、県観光情報を提供

◇旅行会社ファムツアー

○タイ・旅行会社「Asahi Travel」

＜時 期＞ ４月１５～１７日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む関西周遊ツアー造成に向けた視察

那智勝浦町、太地町、白浜町、湯浅町、上富田町、田辺市、新

宮市

○タイ・旅行会社「Destination Asia Japan」

＜時 期＞ ６月１９～２２日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む関西周遊ツアーの造成に向けた視察

田辺市、新宮市、那智勝浦町、串本町、高野町

○タイ・旅行会社「Nine Inter Travel」ほか２社

＜時 期＞ ６月２５～２７日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む関西周遊ツアーの造成に向けた視察

和歌山市、海南市、湯浅町、白浜町、串本町、太地町、那智勝

浦町、田辺市、広川町

○ベトナム・旅行会社「Vietran Tour」ほか４社

＜時 期＞ ３１年３月２～５日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む関西周遊ツアーの造成に向けた視察

和歌山市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町、串本町、

那智勝浦町、田辺市、日高町、紀の川市

◇その他

○タイ国政府観光庁と観光交流促進に係る趣意書締結

＜時 期＞ １１月３０日

＜内 容＞ 県庁正庁において、和歌山県及び

タイ国における観光交流の促進に

向けた事務レベルのルートを確立

することを確認し、タイ国政府観

光庁と趣意書を締結
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シンガポール・マレーシア・インドネシア

◇嗜好・動向

＜訪日動機＞

桜や雪などの自然、テーマパークの魅力、充実したショッピング環境、ヘルシ

ーで高品質な日本食人気、親日的国民性

＜旅行形態＞

・個人旅行：シンガポール８９.２％、マレーシア７６.５％、インドネシア

８１.５％

・日本での滞在日数：シンガポール ７日以上７３.８％

マレーシア ７日以上６５.４％

インドネシア ７日以上６５.１％

＜市場特性＞

○シンガポール

・主な国外旅行シーズン：５月下旬～６月下旬及び１１月中旬～１２月末の学

校休暇時期

・都道府県別訪問率：東京都（６３.６％）、千葉県（５０.６％）、大阪府（３

５.０％）

○マレーシア

・主な国外旅行シーズン：１１月中旬～１２月末の学校休暇時期。４月の桜の

時期も人気

・都道府県別訪問率：大阪府（５２.０％）、京都府（３８.６％）、千葉県（３

６.８％）

○インドネシア

・主な国外旅行シーズン：６月中旬～７月初旬の年度替わり休暇及び１２月下

旬～１月初旬の年末年始休暇。４月の桜の時期も人気

・都道府県別訪問率：東京都（８４.５％）、大阪府（５８.９％）、京都府（４

８.４％）

◇戦略

○桜や紅葉など四季の自然、絶景（那智の滝、三段壁、橋杭岩など）、たま電車な

どのユニークな電車乗車、体験型観光（フルーツ狩り、「水の国、わかやま。」、「サ

イクリング王国わかやま」など）をテーマとした旅行商品の造成

○旅行会社、メディア（テレビ番組、ＷＥＢ、ＳＮＳなど）を対象にプロモーショ

ンやファムツアーの実施

○インセンティブツアー（企業の大型団体旅行）誘致

○農家民泊を活用した教育旅行誘致

◇具体的なアクション

８月 旅行博「NATAS」出展、セールスコール（シンガポール）

８月 旅行博「JAPAN TRAVEL FAIR」出展及びセールスコール（ジャカルタ）
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３月 旅行博「MATTA」出展、商談会及びセールスコール（クアラルンプール）

随時 インセンティブツアーや団体旅行商品造成のための下見支援や個人旅行客

をターゲットに、絶景やたま電車、体験型観光、体験プログラムを活用し

た農家民泊の魅力を発信するためのテレビ番組、ブロガーなどメディア取

材支援、ＳＮＳを使った情報発信を実施

2018実績

◇現地プロモーション

○シンガポール・マレーシア・インドネシア

＜時 期＞ ５月１６～２６日

＜内 容＞ シンガポール、ジャカルタ、クアラルンプールにおいて、旅行

会社・メディアを訪問し、県の観光情報を提供

○シンガポール

＜時 期＞ ８月１６～２２日

＜内 容＞ シンガポールにて旅行博「NATAS」出展、併せて旅行会社及

びメディアを訪問し、県の観光情報を提供

○マレーシア・インドネシア

＜時 期＞ ９月６～１８日

＜内 容＞ マレーシアにて旅行博「MATTA FAIR Kuala Lumpur 2018」に、

ジャカルタにて「日本・インドネシア国交樹立６０周年記念事

業 日本村」に出展するとともに、旅行会社・メディアを訪問

し、県の観光情報を提供

○インドネシア

＜時 期＞ １０月４～１０日

＜内 容＞ ジャカルタにて「日本・インドネシア国交樹立６０周年記念事

業」の一環として和歌山ブースを出展するとともに、スラバヤ

にて旅行会社・メディアを訪問し、県の観光情報を提供

○マレーシア・フィリピン 再掲199頁

＜時 期＞ ３月１６～２３日

＜内 容＞ クアラルンプール及びジョホールバルにて商談会に参加、併せ

てマニラにて旅行会社・メディアを訪問し、県の観光情報を提

供

その他アジア諸国・中東

◇嗜好・動向

＜訪日動機＞

桜・紅葉など明確な四季の存在、絶景
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＜旅行形態＞

・個人旅行：インド８２.２％

・日本での滞在日数：インド ７日以上７２.９％

＜市場特性＞

○インド

・主な国外旅行シーズン：４月の桜シーズン、５～６月の学校休暇、１０～１

１月の新年祭時期

・都道府県別訪問率：東京都（８４.５％）、大阪府（５８.９％）、京都府（４

８.４％）

◇戦略

○桜や紅葉など四季の自然、絶景（那智の滝、三段壁、橋杭岩など）、体験型観光

（平安衣装体験、漆器体験など）、「水の国、わかやま。」、「サイクリング王国わ

かやま」をテーマとした旅行商品の造成

○旅行会社、メディア（テレビ番組、ＳＮＳなど）を対象にプロモーションやファ

ムツアーの実施

○農家民泊を活用した教育旅行の誘致

○インド映画のロケ地誘致

◇具体的なアクション

８月 旅行会社及びメディアへのセールスコール（デリー、ムンバイ）

随時 教育旅行誘致、団体旅行商品造成のための下見支援や、個人旅行客をター

ゲットに、世界遺産や体験プログラムの魅力を発信するためのテレビ番組、

旅行雑誌、メディア取材支援、ＳＮＳを使った情報発信を実施

2018実績

◇現地プロモーション

○アラブ首長国連邦

＜時期等＞ １１月５～１０日 ドバイ、アブダビ、シャルジャ

＜内 容＞ ドバイ、アブダビにて関西観光セミナー及び商談会を開催する

とともに、シャルジャにて国際図書展ジャパンブースに出展し、

県の観光情報を提供

○インド

＜時期等＞ １２月３～８日 デリー、ムンバイ、アメーダバード

＜内 容＞ デリー、ムンバイ、アメーダバードにて関西観光セミナー及び

商談会に参加し、県の観光情報を提供

○インド

＜時期等＞ ３１年１月８～１５日 デリー、ムンバイ、オーランガバード

＜内 容＞ デリー、ムンバイ、オーランガバードにて旅行会社やメディア

等を訪問し、県の観光情報を提供

○イスラエル
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＜時期等＞ ３１年２月１０～１５日 テルアビブ

＜内 容＞ テルアビブにて旅行博「IMTM in Tel Aviv Israel」に参加し、

県の観光情報を提供

◇旅行会社ファムツアー

○アラブ首長国連邦・旅行会社「Emirates Holidays」ほか７社

＜時 期＞ １２月５～６日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む関西周遊ツアー造成に向けた視察

白浜町

Ⅲ 欧米豪

欧米豪については、アクセスバスの運行をはじめ高野山から紀南エリアへの周遊観光

が進み、高野町が前年比９.５％増の７９，８７４人泊となったことにくわえ、田辺市が

前年比２９.２％増の２８，７２４人泊、那智勝浦町が前年比１３.７％増の１０，６８

９人泊、白浜町が前年比２６.７％増の５，５１８人泊となるなど、紀南エリアの宿泊者

数が堅調に増加しました。

引き続き、日本の歴史・文化に高い関心を有しつつもまだ十分に取り込めていない欧

米豪からの訪日需要を確実に取り込むべく、これまでのプロモーションで築いた現地旅

行会社やメディアとの関係を活用し、宿坊体験や熊野古道トレッキングなど和歌山なら

ではの体験型観光にくわえ、サイクリングなどスポーツツーリズムをテーマとした誘客

促進に取り組むとともに、引き続き富裕層やロシア、イタリア、南米といった新規市場

をターゲットとしたプロモーションを展開していきます。

特に、一昨年１２月に関西空港・シドニー間にカンタス航空が新規就航したオースト

ラリアや「熊野古道」と「サンティアゴへの道」の姉妹道提携２０周年を迎えたスペイ

ンへのプロモーションを重点的に実施します。

欧米豪

◇嗜好・動向

＜訪日動機＞

洗練された独自の伝統文化（寺社仏閣、文化体験）、四季に彩られた自然景観の

多様性、日本食を含む満足度の高い食体験

＜旅行形態＞

・個人型が主体（欧米豪市場では個人旅行による形態が９０％以上を占めている。）

・日本への観光客の平均滞在日数は７日以上が８割を越える。

・ヨーロッパでは、旅行ガイドブックに対する関心が非常に高い。

＜市場特性＞

○フランス

・主な国外旅行シーズン：４月の桜シーズン、７～８月の夏休み、１０～１１

月の紅葉シーズン

・都道府県別訪問率：東京都（９１.０％）、京都府（７０.６％）千葉県（５
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６.８％）

○スペイン

・主な国外旅行シーズン：４月の桜シーズン、７～８月の夏休み、１０～１１

月の紅葉シーズン

・都道府県別訪問率：東京都（９４.２％）、千葉県（８６.２％）、京都府（７

９.８％）

○ドイツ

・主な国外旅行シーズン：３～４月の桜シーズン、１０～１１月の紅葉シーズ

ン

・都道府県別訪問率：東京都（９０.７％）、京都府（５９.５％）、大阪府（４

７.３％）

○アメリカ

・主な国外旅行シーズン：３～４月のイースターを中心とする１週間程度の休

み、６～８月の夏休み

・都道府県別訪問率：東京都（８４.８％）、千葉県（７４.４％）、京都府（５

０.２％）

○オーストラリア

・主な国外旅行シーズン：１２月中旬～２月下旬の夏休み、９月下旬～１０月

中旬の春休み

・都道府県別訪問率：東京都（８９.７％）、千葉県（７３.４％）、京都府（４

９.５％）

◇戦略

○ヨーロッパ

・「ミシュラン･グリーンガイド･ジャポン」における高野山・熊野の三つ星評価

獲得を活かした情報発信の強化、ロシアやイタリアなど新規市場への展開

・アクセスバスの活用による高野山から紀南エリアへの周遊促進

・京都市等と連携し、ラグジュアリー層向けプロモーションを実施

・JNTOと連携した現地プロモーション、旅行会社やメディア（テレビ番組、旅行

行雑誌、ガイドブックなど）を対象としたファムトリップの実施

○北米、中南米、オセアニア

・高野山・熊野の魅力に加え、ウォーキングや農家民泊などの体験プログラムも

もあわせてＰＲを行い誘客

・アクセスバスの活用による高野山から紀南エリアへの周遊促進

・JNTOと連携した現地プロモーション、旅行会社やメディア（機内誌、旅行雑

誌、ガイドブックなど）を対象としたファムトリップの実施

○市町村の取組との連携

・イタリア アッシジ市と文化・観光相互促進協定を締結した高野町と連携しヨ

ーロッパにおいて高い知名度を誇る高野山の魅力を積極的にＰＲ

・スペインのガリシア州、サンティアゴ・デ・コンポステーラ市観光局との共同

同プロモーションや田辺市熊野ツーリズムビューローと連携し、メディアや旅
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旅行会社等を招請

◇具体的なアクション

５月 夏以降に向け旅行会社・メディアへセールスコール（欧州）

１０月 旅行博「Top Resa」出展及びセールスコール（フランス）

１０月 ツーリズムEXPOジャパン出展（大阪）

１２月 商談会「ILTMカンヌ」出展及びセールスコール（フランス）

１２月 商談会参加及びセールスコール（オーストラリア）

１月 旅行博「FITUR」出展及びセールスコール（スペイン）

２月 旅行博「LATAS」出展及びセールスコール（北米）

３月 旅行博「ＩＴＢ」出展及びセールスコール（ドイツ）

随時 ラグジュアリー層向けのツアー商品造成のための下見支援や個人旅行客を

ターゲットに、高野山・熊野の魅力を発信するためのＴＶ番組、ガイドブ

ックなどメディア取材支援、ＣＮＮやＢＢＣなどの世界的メディアに加え、

世界的旅行ガイドブックであるロンリープラネットとの共同キャンペーン

やＳＮＳを使った情報発信を実施

2018実績

◇現地プロモーション

○オーストラリア

＜時 期＞ ５月２０～２６日

＜内 容＞ シドニー、メルボルンにおいて商談会に参加するとともに、旅

行会社を訪問し、県の観光情報を提供

○イギリス・スペイン

＜時 期＞ ６月１１～１８日

＜内 容＞ ロンドンにて「Visit Japan RWC2019セミナー・交流会」に参

加するとともに、JNTOマドリード事務所にて和歌山セミナーを

実施

○フランス・ドイツ・オランダ

＜時 期＞ ７月３～１５日

＜内 容＞ パリにて「Japan Expo」へ参加するとともに、パリ・フランク

フルト・アムステルダムにて旅行会社を訪問し、県の観光情報

を提供

○アルゼンチン・チリ・オランダ

＜時 期＞ ９月２７日～１０月１０日

＜内 容＞ ブエノス・アイレスにて旅行博「Feria Internaciaonal de

America Latina 2018」に出展するとともに、サンティアゴ、

アムステルダムにて旅行会社を訪問し、県の観光情報を提供

○イタリア・スイス

＜時 期＞ １０月３～１３日
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＜内 容＞ リミニにて旅行博「TTG Rimini 2018」に出展するとともに、

チューリッヒにて旅行会社を訪問し、県の観光情報を提供

○アメリカ・カナダ

＜時 期＞ １０月１７～２６日

＜内 容＞ モントリオールにて「Salon International Tourisme Voyages

2018」に参加するとともに、ロサンゼルスにて旅行会社を訪問

し、県の観光情報を提供

○ロシア

＜時 期＞ １０月２８日～１１月５日

＜内 容＞ モスクワ、サンクトペテルブルグにて商談会に参加し、県の観

光情報を提供

○イギリス

＜時 期＞ １１月４～９日

＜内 容＞ ロンドンにて旅行博「World Travel Market（WTM)」へ参加し、

県の観光情報を提供

○フランス・イタリア

＜時 期＞ １１月１８～２５日

＜内 容＞ ミラノ、ジェノヴァ、フィレンツェにて商談会に参加するとと

もに、パリにて旅行会社を訪問し、県の観光情報を提供

○スペイン

＜時 期＞ ３１年１月２１～２９日

＜内 容＞ マドリッドにて旅行博「FITUR」

へ出展するとともに、知事トッ

ププロモーションの一環として

旅行会社を訪問し、県の観光情

報を提供

○アメリカ・カナダ

＜時 期＞ ３１年２月２４日～３月５日

＜内 容＞ ニューヨーク及びワシントンにて商談会「Japan Showcase」へ

参加、またバンクーバーにて旅行博「Outdoor Adventure Show

Vancouver」に参加し、県の観光情報を提供

○ドイツ

＜時 期＞ ３１年３月４～１２日

＜内 容＞ ベルリンにて旅行博「ITB Berlin」に出展し、県の観光情報を

提供

◇旅行会社ファムツアー

○ドイツ・旅行会社「Kokoro Reisen」

＜時 期＞ ４月１１～１６日

＜内 容＞ 熊野古道ツアー造成に向けた視察

高野町、田辺市、新宮市、那智勝浦町
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○ニュージーランド・旅行会社「A Walker's World」

＜時 期＞ ４月２３～２６日

＜内 容＞ 熊野古道ツアー造成に向けた視察

田辺市、新宮市、那智勝浦町

○ロシア・ＪＡＬモスクワ支店ほか旅行会社１０社

＜時 期＞ ６月１～５日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む日本周遊ツアーの造成に向けた視察

白浜町、湯浅町、紀の川市、かつらぎ町、高野町、田辺市、新

宮市、那智勝浦町、串本町

○その他・旅行会社「ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル」

＜時 期＞ ６月９～１２日

＜内 容＞ スペイン語圏向け県内宿泊を含む日本周遊ツアーの造成に向け

た視察

那智勝浦町、古座川町、串本町、白浜町、田辺市、高野町、有

田川町、湯浅町、和歌山市

○スペイン・旅行会社「Tui Spain」ほか４社

＜時 期＞ ６月１７～１９日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む日本周遊ツアーの造成に向けた視察

高野町、田辺市、那智勝浦町

○ロシア・旅行会社「Fuji Travel」ほか８社

＜時 期＞ ６月２２～２５日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む日本周遊ツアーの造成に向けた視察

白浜町、田辺市、北山村、新宮市、那智勝浦町

○オーストラリア・旅行会社「G・E・T Educational Tour」

＜時 期＞ ７月１４～１５日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む教育旅行商品造成に向けた視察

湯浅町、海南市、白浜町、みなべ町

○イタリア・旅行会社「MISTRAL」

＜時 期＞ ９月１２～１５日

＜内 容＞ レンタカーを使った県内宿泊を含む関西周遊ツアー商品造成に

向けた視察

かつらぎ町、高野町、田辺市、新宮市、那智勝浦町、湯浅町

○ドイツ・イタリア・旅行会社「MIKI Travel」

＜時 期＞ ９月２６～２９日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む日本周遊ツアーの造成に向けた視察

那智勝浦町、田辺市、高野町、かつらぎ町、白浜町

○スペイン・旅行会社「Pilgrim Travel」

＜時 期＞ １０月２１～２５日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む熊野古道ツアー商品造成のための視察

田辺市、新宮市、那智勝浦町
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○カナダ・旅行会社「Kintetsu International Express」

＜時 期＞ １０月２８～３１日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む高野山・熊野古道ツアー商品造成のための視察

高野町、田辺市、新宮市、那智勝浦町、串本町、白浜町

○カナダ・旅行会社「Vision Travel」

＜時 期＞ １１月２～６日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む高野山・熊野古道ツアー商品造成のための視察

高野町、田辺市、新宮市、那智勝浦町、串本町、白浜町、湯浅

町

○ドイツ・旅行会社「Reisecenter Federsee GmbH」ほか１社

＜時 期＞ １１月１２～１４日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む高野山・熊野古道ツアー商品造成のための視察

高野町、田辺市、那智勝浦町、白浜町

○その他・旅行会社「ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル」

＜時 期＞ １２月１０～１５日

＜内 容＞ スペイン語圏向け県内宿泊を含む熊野古道ツアーの造成に向け

た視察

田辺市、那智勝浦町、新宮市、串本町

○イギリス・旅行会社「Audley Travel」

＜時 期＞ １２月１１～１５日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む熊野古道ツアー商品造成のための視察

田辺市、新宮市、那智勝浦町

○フランス・ＪＮＴＯパリ事務所

＜時 期＞ １２月１７～２１日

＜内 容＞ フランスにおける訪日プロモーション活動のための視察

田辺市、新宮市、那智勝浦町、白浜町、湯浅町、高野町

○ロシア・旅行会社「Tourexpress Agency」

＜時 期＞ ３１年１月１０～１２日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む熊野古道ツアー商品造成のための視察

田辺市、新宮市、那智勝浦町、串本町、白浜町

○オーストラリア・旅行会社「Scenic Travel」

＜時 期＞ ３１年１月１５～１７日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む熊野古道ツアー商品造成のための視察

白浜町、田辺市、新宮市

○スペイン・旅行会社「Ibero Japan」

＜時 期＞ ３１年２月１２～１５日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む熊野古道ツアー商品販売促進のための視察

田辺市、新宮市、那智勝浦町、串本町、白浜町、湯浅町

○オーストラリア・旅行会社「Journey to the East」

＜時 期＞ ３１年２月１９～２１日
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＜内 容＞ 県内宿泊を含む熊野古道ツアー商品造成のための視察

田辺市、那智勝浦町、新宮市

○ロシア・旅行会社「JTC Travel Agency」

＜時 期＞ ３１年２月２１～２４日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む熊野古道ツアー商品造成のための視察

白浜町、田辺市、新宮市、那智勝浦町

○スペイン・旅行会社「Ibero Japan」

＜時 期＞ ３１年２月２８日～３月１日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む熊野古道ツアー商品販売促進のための視察

高野町、田辺市、白浜町

○ニュージーランド・旅行会社「Tours Direct」

＜時 期＞ ３１年３月１１～１５日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む熊野古道ツアー商品造成のための視察

田辺市、新宮市、那智勝浦町
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(４)『テーマ別の取組』で和歌山へ招く

◇富裕層の誘客

県では、海外富裕層の旅行先としての日本の確固たるブランド化を図るため、京

都市等との連携による「日本ラグジュアリートラベルアライアンス」において戦略

的な富裕層誘致に取り組んでいます。本年も引き続き、フランス・カンヌで開催さ

れる富裕層向け商談会「ILTMカンヌ」に共同出展するとともに、海外富裕層を顧

客に持つエージェントやメディアの招請・視察旅行を実施するほか、世界的なラグ

ジュアリーホテルグループと連携した海外富裕層の誘客にも取り組みます。

◇インバウンド向け体験型観光・スポーツツーリズムの推進

スタンプラリーを活用した熊野古道トレッキングなど和歌山ならではの体験型観

光やサイクリング・ゴルフなどスポーツツーリズムの魅力を発信し、高速バスやレ

ンタカー、南紀白浜空港など多様な移動手段を活用した観光モデルルート情報を提

供することにより、京都・大阪、首都圏からのプラスワントリップを推進します。

また、夜の娯楽としての県内飲食店・体験プログラムなどを総合的に発信し、夜

間の周遊を促進することにより、外国人観光客の長期滞在・消費拡大を目指します。

◇インバウンド教育旅行誘致の強化 再掲130頁

海外からの教育旅行のニーズも増えてきている

ことから、学校交流に係る支援のための教育旅行

コーディネーターを引き続き配置し、近隣府県と

連携したＶＪ地方連携事業を実施するなど体験型

観光や農家民泊を取り入れたインバウンド教育旅

行誘致を強化します。

○京都府・大阪府・兵庫県・奈良県と連携したＶＪ地方連携事業を実施

○東アジア、東南アジア、オセアニアでの海外現地プロモーションの実施

○多言語観光ウェブサイト「Visit Wakayama」による情報発信

○体験型観光プログラムを取り入れたファムツアーの実施

◇観光プロモーターの戦略的活用・共同広告の実施

旅行会社やメディアとの関係強化のため中国、香港、台湾、韓国、タイ、ベトナ

ム及びインドネシアの計７か国に観光プロモーターを設置し、現地事情に即したセ

ールス活動を実施するとともに、現地語によるＳＮＳで和歌山情報を発信します。

また、新規に造成される県内２泊ツアー商品について、テレビショッピングやテ

レビＣＭ、新聞等を活用し現地旅行会社と共同広告を実施し、現地での和歌山県の

認知度向上とあわせ県内へのインバウンド誘客を促進します。

2018実績

◇現地プロモーション

○フランス

＜時 期＞ １２月２～７日
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＜内 容＞ カンヌにて富裕層向け商談会「ILTMカンヌ」に参加、県の観光

情報を提供

◇旅行会社ファムツアー

○その他・ホテル「AMAN東京」

＜時 期＞ ５月２９～３１日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む富裕層向け日本周遊ツアーの造成に向けた視察

田辺市、新宮市、那智勝浦町、串本町、白浜町

○その他・ホテル「AMAN東京」

＜時 期＞ １１月３～５日

＜内 容＞ 県内宿泊を含む富裕層向け日本周遊ツアーの造成に向けた視察

高野町、田辺市、新宮市、那智勝浦町

◇ Nightlife in WAKAYAMA 特設サイトの開設
＜時 期＞ ９月２５日

＜内 容＞ 多言語版観光情報サイト「Visit

Wakayama」内に「WAKAYAMA WHEN

THE SUN GOES DOWN」ページを追

加

＜展 開＞ 県内宿泊施設にＱＲコード表示

したスマートプレートの設置

各種ＨＰでのバナー設置、印刷物のＱＲコード掲載

◇熊野古道スタンプラリーのインバウンド展開

＜時 期＞ ９月～

＜内 容＞ 外国人観光客の熊野古道スタンプラリーへの参加を促すため、

熊野古道押印帳の手引き（英語版）を外国人観光客向けに配布

◇訪日教育旅行の受入 計３６団体 １,２０９人 再掲134頁

＜時期等＞ ・中国

７月 ８～ ９日 私立小学校 ２２人

７月 ９～１０日 私立小・中学校 ２１人

７月３１日～８月２日 公立中・高等学校 ４７人

８月２５～２７日 公立中学校 １５人

１２月１２～１３日 公立中学校 ５２人

１月１４～１５日 私立小・中学校 １１５人

１月２３～２４日 私立小・中学校 ３５人

１月２７～２８日 私立小学校 ５５人

・マレーシア

４月２３～２４日 公立中・高等学校 ２５人

５月 ９～１０日 公立中・高等学校 １９人

７月１１～１２日 私立中・高等学校 ３８人

８月１７～１８日 公立大学 ２０人

１０月 ２～ ３日 公立小学校 ２９人



- 212 -

１０月２３～２４日 公立小学校 ４０人

１０月３０～３１日 公立小学校 ２３人

１１月２８～２９日 公立小学校 ３４人

３月２６～２７日 私立中・高等学校 ３９人

・台湾

４月１６～１８日 公立高等学校 ３７人

５月 ８～ ９日 公立高等学校 ２３人

５月１５～１６日 公立職業学校 ３０人

５月２２～２３日 公立高等学校 ２９人

５月２２～２３日 公立高等学校 ３１人

６月２５～２７日 私立高等学校 ２２人

７月 ２～ ７日 公立大学・小学校 ３８人

９月 ２～ ８日 公立大学 ７人

９月２５～２６日 私立職業学校 ３２人

１２月 ４～ ５日 公立高等学校 ２６人

１２月１０～１２日 公立中学校 ２３人

１２月１３～１５日 公立高等学校 ２４人

１月２１～２４日 公立高等学校 ６７人

・韓国

７月１４～１６日 団体 ３６人

・アメリカ

１２月１５～１７日 団体 ４６人

３月１４～１７日 団体 ２３人

・ニュージーランド

４月２１～２２日 私立高等学校 ３５人

・インド

５月２６～２９日 私立高等学校 ４３人

７月１４～１９日 私立高等学校 ８人

◇訪日教育旅行視察団体の受入 計５団体 ８９人

＜時期等＞ ・中国

６月１３～１５日 公立高等学校教員視察団 ３６人

６月３０日～７月２日

公立中学教員視察団 ２１人

１０月２４～２６日 公立学校教員視察団 ２３人

・オーストラリア

７月１４～１５日 GET Educational Tours １人

・台湾

１１月１～３日 台湾教育旅行関係者 ８人

◇和歌山県観光プロモーターによる市場説明会及び個別相談会

＜時期等＞ ３１年３月５日 １０１人
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＜内 容＞ 中国、香港、台湾、韓国、タイ、インドネシア、ベトナムに設置

設置している和歌山県観光プロモーターによる各市場の特性等に

関する説明会及び個別相談会を実施

＜場 所＞ 和歌山県民文化会館特設会議室及び大会議室

◇共同広告

＜内 容＞ テレビショッピング 韓国２件
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(５)『国際チャーター便、外国クルーズ客船』で和歌山へ招く

◇国際インバウンドチャーター便による誘客促進

国際インバウンドチャーター便を積極的に誘致し南紀白浜空港の利用促進を図る

とともに、チャーター便を利用した外国人観光客の誘客に取り組みます。

＜内 容＞ 南紀白浜空港の民営化や国際ターミナル化を踏まえつつ、訪日旅行

を実施する旅行会社（又は航空会社）に対し、南紀白浜空港へのチ

ャーター便を利用した和歌山ツアー商品の造成を働きかけ

◇外国クルーズ客船誘致による誘客促進

国内外で開催される商談会に参加し寄港を働きかける

ほか、訪日クルーズの客船運航会社等へのプロモーショ

ンの実施、クルーズ観光情報のＷＥＢサイトによる情報

発信などを行い、誘致を図ります。

＜寄港予定＞ ４月１４日 スター・レジェンド （新宮港）

４月１８日 スター・レジェンド （新宮港）

令和元年６月１５日 コスタ・ネオロマンチカ （新宮港）

令和元年８月１６日 ダイヤモンド・プリンセス（和歌山下津港）

2018実績

◇国際インバウンドチャーター便による誘客促進

○韓国プロモーション（知事トッププロモーション）

＜時 期＞ ４月１７～１８日

＜内 容＞ 韓国にてジョイツアー及びハナツアー、アシアナ航空を訪問

し、南紀白浜空港へのチャーター便を利用した和歌山ツアー

商品の造成を働きかけ

○韓国プロモーション

＜時 期＞ ６月４、１２日

＜内 容＞ 韓国にてジョイツアー及び大韓航空を訪問し、南紀白浜空港

へのチャーター便を利用した和歌山ツアー商品の造成を働き

かけ

○韓国プロモーション

＜時 期＞ ８月２９日

＜内 容＞ 韓国にてジョイツアーを訪問し、南紀白浜空港へのチャータ

ー便を利用した和歌山ツアー商品の造成を働きかけ

○韓国プロモーション

＜時 期＞ １０月１７～１８日

＜内 容＞ 韓国にてジョイツアー及びアシアナ航空を訪問し、南紀白浜

空港へのチャーター便を利用した和歌山ツアー商品の造成を

働きかけ
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○韓国プロモーション

＜時 期＞ １１月２７日

＜内 容＞ 韓国にてジョイツアーを訪問し、南紀白浜空港へのチャータ

ー便を利用した和歌山ツアー商品の造成を働きかけ

◇外国クルーズ客船の寄港 ９回

＜時期等＞ ４月１６日 新宮港 スター・レジェンド ２０４人

４月２７日 〃 コスタ・ネオロマンチカ ６８８人

５月 ２日 〃 スター・レジェンド ２０９人

５月１２日 〃 コスタ・ネオロマンチカ ５５８人

６月 ９日 〃 コスタ・ネオロマンチカ ７４５人

９月２８日 〃 スター・レジェンド １９４人

１０月１４日 〃 スター・レジェンド １９３人

１１月２４日 〃 コスタ・ネオロマンチカ １６０６人

３１年３月２９日 〃 スター・レジェンド ２０２人

◇外国クルーズ客船誘致による誘客促進

○クルーズ船社と日本の寄港地による意見交換

＜時 期＞ ４月１２日

＜内 容＞ ダイヤモンド・プリンセス寄港地（和歌山下津港）のプレゼ

ンテーション及び意見交換

○クルーズ船社ファムトリップ（「ホーランドアメリカ」）

＜時 期＞ ７月９～１０日

＜内 容＞ クルーズ船寄港に向けた視察

○中国プロモーション

＜時 期＞ ８月１～３日

＜内 容＞ 県内港湾へのクルーズ船誘致のため、日本・アジアクルーズ

に力を入れている客船運航会社（上海）を訪問し、県の港湾

施設及び観光情報を提供

○韓国プロモーション

＜時 期＞ ８月２９～３０日

＜内 容＞ チェジュにてアジアクルーズフォーラムに参加し、県の港湾

施設及び観光情報を提供

○シルバーシー・クルーズ社との商談会

＜時 期＞ １０月３１日

＜内 容＞ 商談会に参加し、県の港湾施設及び観光情報を提供

○ＭＳＣクルーズ社との商談会

＜時 期＞ ３１年１月９日

＜内 容＞ 商談会に参加し、県の港湾施設及び観光情報を提供

○アメリカプロモーション

＜時 期＞ ３１年２月４～６日

＜内 容＞ 県内港湾へのクルーズ船誘致のため、日本・アジアクルーズ
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に力を入れている客船運航会社（シアトル、ロサンゼルス）

を訪問し、県の港湾施設及び観光情報を提供

○クリスタルクルーズ社との商談会

＜時 期＞ ３１年２月１８日

＜内 容＞ 商談会に参加し、県の港湾施設及び観光情報を提供

○ポナン社との商談会

＜時 期＞ ３１年３月７日

＜内 容＞ 商談会に参加し、県の港湾施設及び観光情報を提供

○ウインドスター・クルーズ社との商談会

＜時 期＞ ３１年３月１５日

＜内 容＞ 商談会に参加し、県の港湾施設及び観光情報を提供
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(６)『医療観光』で和歌山へ招く

高度医療、健康診断、健康増進を希望するインバウンドを対象とした医療機関と

観光産業との協働による新たな取組を推進し、”Medical”と”Wellness”を融合し

た「わかやま医療観光モデル」を構築します。

◇推進体制の構築

実際に医療観光に取り組んでいる、又は興味のある医療・観光関係者等を構成

員とする「わかやま医療観光推進協議会（仮称）」を設置し、関係者間の連携を深

めるとともに、医療観光の具体的取組を推進します。

＜構 成 員＞医療観光実施主体（医療機関、観光事業者等）、有識者及び行政等

＜開催回数＞２回

◇機運の醸成

医療観光推進に向けた課題の解決策や具体的な取組（先進事例）に関するシン

ポジウムを開催し、医療機関における円滑な外国人患者受入を支援するとともに、

県内の医療観光推進の機運を高めます。

＜対 象 者＞医療観光に興味のある医療関係者、観光事業者

＜開催回数＞１回

◇人材育成

医療機関における外国人患者の受入環境整備や患者、家族及びスタッフの支援

を行う人材、患者の受入医療機関のマッチング、支払い代行、通訳派遣を行う人

材及び患者・家族の宿泊施設、交通手段等のツアー手配、その他受入に関わるサ

ービスを行う人材を育成するための研修を実施します。

＜対 象 者＞医療機関の職員、旅行業者等

＜開催回数＞１回

◇モニターツアーの実施

本県の医療観光モデルを試作し、海外現地プロモーションを実施する。さらに、

本県の医療施設等で外国人患者を受け入れる際の課題等を整理するため、国内外

の医療関係者、医療コーディネーター等を対象としたモニターツアーを開催しま

す。

＜対 象 者＞国内外の医療関係者、医療コーディネーター等

＜開催回数＞１回

2018実績

◇医療観光研究会の開催

国内外の先進事例、潜在的な市場規模、県内ハード・ソフトインフラ等を総合

的に勘案し、医療観光を活用した新たな誘客の可能性を探るため、研究会を開催

○第１回

＜時 期＞ ６月２９日
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＜内 容＞ ①「医療観光研究会について」

②「Medical Tourismをめぐる国内外の動向」

国際医療福祉大学大学院 岡村世里奈

③意見交換

○第２回

＜時 期＞ ８月３日

＜内 容＞ ①「医療観光研究会について」

②「愛知の医療ツーリズム推進について」

愛知県健康福祉部保険医療局医務課主幹 上田智弘

③意見交換

○第３回

＜時 期＞ １０月１６日

＜内 容＞ ①「医療観光研検討の方向性について」

②意見交換

○第４回

＜時 期＞ １１月１３日

＜内 容＞ ①「中国医療ツーリズムの現状について」

ミンイーコンサルティング代表 白川忍

②意見交換

○第５回

＜時 期＞ ３１年１月１５日

＜内 容＞ ①「医療観光研究会の研究内容について」

②「本県医療観光の方向性（まとめ）について」

③意見交換

○第６回

＜時 期＞ ３１年３月１２日

＜内 容＞ ①「医療観光研究会の研究内容について」

②「本県医療観光の方向性（まとめ）について」

③意見交換
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(７)『外国人観光客』を和歌山でもてなす

増加が著しい外国人観光客の受入れ対策として、ソフト面では公共交通を活用した移動

環境の改善と情報発信や多言語観光ＷＥＢサイトの充実、観光案内板等の多言語表示を進

めていきます。また、外国人観光客が県内でお得にショッピングを楽しむことができるよ

う消費税免税店の拡充やキャッシュレス決済の対応を推進します。さらに、多言語電話通

訳・簡易翻訳サービスを提供するとともに、Wi-Fiアクセスポイントの拡充に引き続き取り

組みます。

ハード面では引き続き、公衆トイレの快適性向上や美化促進を図るために、大便器の洋

式化、温水洗浄便座の設置、小便器の自動洗浄化などに市町村等と連携して取り組みます。

Ⅰ 外国人観光客の受入

外国人観光客の皆様に安心して快適に周遊していただき、より深く魅力を味わ

っていただくため、言語や文化、習慣の違いが原因で起こる様々な「困ったこと」

を着実かつ効果的に解決する必要があります。

３０年１１月～３１年２月、観光庁が全国の空港、港湾、観光案内所で実施し

た「訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関するアンケート」の結果

を見ると、外国人旅行者が旅行中に困ったこととして、「施設等のスタッフとコ

ミュニケーションがとれない」、「無料公衆無線ＬＡＮ環境」、「公共交通の利用」、

「多言語表示の少なさ・わかりにくさ（観光案内板・地図等）」等の回答が多く

あげられています。

県では、こうした課題を解決するため、市町村や観光関係事業者等の皆様とと

もに受入環境の整備を進めています。

外国人観光客の移動環境づくり

◇移動環境の改善と情報発信

交通事業者等と連携して、エリアで共通する整備ルールに基づいて案内表示等を

引き続き改善します。また増加する外国人個人観光客がストレスなくバス・レンタカーを

利用して移動できるよう、鉄道駅等交通拠点における環境整備など受入体制を強化すると

ともに、県内周遊ルートの情報を発信します。

＜内 容＞ 主要駅やバス停などに、初めて訪れる外国人観光客にも分かりやすい

案内・誘導表示を作成し、公共交通を活用した観光ルート情報とレン

タカーを活用した周遊情報を発信

2018実績

◇公共交通の利用環境向上

○熊野地域の交通事業者が連携して策定した、「共通整備ガイド」に基づき乗換のポイ

ントとなる交通拠点など案内板の多言語化、バス停情報の充実、車内の音声ガイド

・掲示物の多言語化を実施
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＜対象地域＞ 田辺市、新宮市、那智勝浦町

＜協 議 会＞ 「熊野外国人観光客交通対策推進協議会」

（平成２９年５月１９日設立）

明光バス(株)、熊野交通(株)、龍神自動車(株)、奈良交通(株)

西日本旅客鉄道(株)和歌山支社、近畿運輸局和歌山運輸支局、

県

４月２４日 総会開催

５月１８日 第１回幹事会開催

６月２２日 第２回幹事会開催

８月 ８日 第３回幹事会開催

１１月２６日 第４回幹事会開催

○アジア市場を中心に大阪・京都への個人で訪れるリピーターが増加しているこ

とから、新たな観光地として都市部から白浜への高速バスに関するアクセス情

報や路線バスを活用した白浜町内の周遊情報をＷＥＢやパンフレット等で発信

＜対象地域＞ 白浜町

＜協 議 会＞ 「白浜外国人観光客交通対策推進協議会」

（平成３０年１０月１８日設立）

明光バス株式会社、南紀白浜観光局、近畿運輸局和歌山運輸

支局、県

外国人観光客受入環境整備

◇和歌山県版通訳ガイド育成研修、情報発信などの実施

「高野山・熊野」の世界遺産エリアを外国人観光客に外国語（英語・中国語・フラ

ンス語・スペイン語）でガイドができる本県独自の有償観光ガイド（和歌山県版通訳

ガイド）認定制度を活用し、受入体制の強化を図ります。

＜内 容＞ 和歌山県版通訳ガイド育成研修・口述試験の実施

登録済みの上記地域通訳ガイドの情報を発信するとともに、就業促進

のためのマッチング会の実施

スキルアップ研修の実施

◇Ｗi－Ｆi環境の整備と活用

「和歌山フリーWi-Fi」の拡充をはじめ、「関西Wi-Fi」アプリを活用した情報を発

信するとともに、Wi-Fiを活用した観光施策等を実施します。

＜内 容＞ 多言語観光ＷＥＢサイト「Visit Wakayama」へアクセスポイント情

報を掲載

◇多言語案内表示の整備・充実

観光地における案内表示の多言語化を実施するとともに、観光地英語名称の統一を

図ります。

＜内 容＞ 英語による案内表示に関するガイドラインを作成し、整備費用に対し
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て補助

◇多言語電話通訳・簡易翻訳サービスの導入

外国人観光客が県内を円滑・快適に周遊できるよう、受入環境整備の一環として、

多言語電話通訳・簡易翻訳サービスを提供するとともに、翻訳機器の積極的な活用を

推進します。

＜内 容＞ 外国人観光客を受け入れる観光関係施設に対して、多言語で原則２４

時間体制の電話通訳サービスを提供。さらに飲食店のメニューの翻訳

等に使える簡易翻訳サービスを提供

翻訳機器の積極的な活用を推進するため、チラシ等を活用しセミナー

等の機会を捉えて周知

◇「外国語話せます！関西おもてなしバッジ」の普及促進

外国人観光客に対するボランティア活動を推進するため、県内ホテル・旅館等の宿

泊施設、交通事業者、観光事業者、通訳案内士等に対して積極的な普及・着用を促進

します。

＜種 類＞ 英語・中国語・韓国語・フランス語・スペイン語・タイ語・

無地（会話可能な言語を記入）の７種類

◇観光案内所の整備促進

外国人観光客の受け入れ体制の整った、JNTO認定の観光案内所の整備を促進します。

◇外国人観光客向け消費環境の整備

県内で外国人観光客がお得にショッピングをより楽しめるよう、消費税免税店の拡

大やキャッシュレス決済の対応を推進するとともに、情報発信に取り組みます。

＜内 容＞ ＦＩＴ向けガイドブックや多言語観光ＷＥＢサイト

「Visit Wakayama」へ消費税免税店情報を掲載

◇外国人観光客に対する救急医療の対応検討

外国人観光客への救急医療の提供とわかりやすい情報の発信を推進します。

2018実績

◇和歌山県版通訳ガイドの養成

「高野山・熊野」の世界遺産エリアを外国人観光客に有償でガイドができる本

県独自の観光ガイド（和歌山県版通訳ガイド）を育成・認定・登録しています。

＜登録者数＞ １８０人（３１年３月現在）

英語 １７２人・中国語 ５人・フランス語 １人・

スペイン語 ２人

＜資格取得に係る研修及び試験＞

・募集 ８月１日～３１日

・申込（応募）８３人

・研修 ９月１５日～３１年３月３日

・試験 ３１年３月２４日 口述試験

＜登録交付式及びビジネスマッチング開催＞
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・紀北 ５月１２日（土） 和歌山県民文化会館

・紀南 ５月１３日（日） 紀南文化会館

◇Wi-Fi環境の整備（ＡＰ＝アクセスポイント）

２８年３月末：約８００か所・１，２００ＡＰ

和歌山フリーWi-Fiポータルサイト

運用開始

２８年９月末：約１，１４０か所・１，５００ＡＰ

２８年１０月１日：「KANSAI Free Wi-Fi (Official)」

アプリの運用開始（関西広域連合）

２９年１２月末：１，２２０か所・１，６８５ＡＰ

３１年 ３月末：１，２５７か所・１，７４９ＡＰ

◇多言語案内表示の整備

外国人観光客が円滑・快適に本県を移動・滞在できるよう

にあらゆる場面で必要となる多言語案内表示の整備

＜箇所数＞ ５４か所

＜備 考＞ ２７年度 ３０９か所、２８年度 ３７か所、２９年度 ４２か所

◇多言語電話通訳・簡易翻訳サービス

＜登 録 者 数＞ １６４施設

＜電話通訳実績＞ ２０７件（３１年３月末）

＜消 防 実 績＞ ４３件（３１年３月末）

＜簡易翻訳実績＞ ９３８件（３１年３月末）

◇外国語話せます！関西おもてなしバッジ

＜時 期＞ ２９年７月～

＜登録者＞ ７１３人（３１年３月末現在）

◇観光案内所の状況

・JNTO認定の観光案内所 ２４か所（３１年３月末現在）

※ ３０年３月末現在 １０か所

◇県内免税店の状況

・説明会や相談対応を中心に周知を促進

・県内免税店の情報をＷＥＢサイトや多言語ガイドブックに掲載し情報発信

＜店舗数＞ １９７店舗（１０月１日現在／観光庁発表資料）

◇キャッシュレスセミナーの開催

「キャッシュレスセミナー ｉｎ 和歌山」～外国人旅行者の消費額拡大～を開催

＜時期等＞ １１月１２日（月） 和歌山県民文化会館 １１６人

１１月１３日（火） 和歌山県立情報センターBig・U ６６人

１１月１４日（水） 那智勝浦町体育文化会館 ８４人
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Ⅱ 夜の楽しみ方の提案

◇「Nightlife in WAKAYAMA ～和歌山の夜の楽しみ方～」の実施 再掲79、169頁

夜の娯楽としての県内飲食店や星空観察会をはじめとする体験プログラム、イベ

ント情報などを総合的に発信するとともに、県内飲食店の外国人観光客受入環境（メ

ニュー多言語化、ＷＥＢ予約システム等）の整備を進め、県内の消費拡大を目指し

ます。

＜内 容＞ 飲食店や体験プログラムなどをまとめた「特設サイト」の更新

＜時 期＞ 随時

＜展 開＞ 特設サイトへの誘導

・専用リーフレット

ＱＲコードを付したリーフレットを観光案内所、宿泊施設

（フロント・客室）、観光関係施設等に配置

・スマートプレート

ＱＲコードを付した専用プレートを宿泊施設（フロント）に

配置

・多言語ＷＥＢサイト「Visit Wakayama」、県観光情報サイト「わ

かやま観光情報」にリンク設定

・各種パンフレット、ＳＮＳの活用

2018実績

◇Nightlife in WAKAYAMA 特設サイトの開設 再掲79、169頁

＜時 期＞ ９月２５日

＜内 容＞ 飲食店や体験プログラムをエリア別に掲載

外国人観光客向けには、多言語版観光情報サイト「Visit Wakayam

a」内に「WAKAYAMA WHEN THE SUN GOES DOWN」ページを追加

＜展 開＞ 県内宿泊施設にＱＲコード表示したスマートプレートの設置

各種ＨＰでのバナー設置、印刷物のＱＲコード掲載

Ⅲ 快適観光空間の創造

トイレの整備

◇観光地内公衆トイレ整備補助

公衆トイレの快適性向上や美化促進を図るため、平成２５年度から実施してきた

「和歌山おもてなしトイレ大作戦」を引き継ぎ、観光地の公衆トイレ整備に取り組む

とともに、適切な管理に努めます。

＜内 容＞ 市町村等が行うトイレ整備（大便器の洋式化、温水洗浄便座の設置、

小便器の自動洗浄化など）に対して補助
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2018実績

◇和歌山おもてなしトイレ大作戦（観光施設整備補助）の実施 再掲170頁

「紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会」などを契機として、観光地の公

衆トイレ整備を実施

○改修・整備

＜箇所数＞ ７か所

＜備 考＞ ２５年度 ２３３か所

２６年度 ３９３か所

２７年度 ２８か所

２８年度 ７か所

２９年度 １６か所

３０年度 ７か所

合 計 ６８４か所

○美化・維持管理

・公衆トイレの美化・維持管理を徹底するため、市町村に対しセミナーを開催

＜時期等＞ ７月 ６日 伊都地域

７月１７日 西牟婁地域、東牟婁地域

８月２７日 和歌山・海草地域、那賀地域

８月２８日 有田地域、日高地域

Ⅳ 二次交通（路線バス）

二次交通（路線バス）の利便性向上

主要駅や宿泊地から路線バスを利用して高野山や熊野に至るアクセスルートや周遊

モデルプランを情報発信することで、海外を含む個人・グループ観光客の誘客を図り

ます。また、観光客の利便性を向上させるため関西国際空港から高野山、高野山から

熊野エリア、高野山山麓を周遊するアクセスバスの利用促進とともに、新たに京都駅

から高野山を繋ぐバス路線の構築を図ります。

◇リムジンバス・アクセスバスの運行

公共交通を利用して世界遺産を巡る観光客の利便性を向上するため、リムジンバス

（関西国際空港～高野山）、アクセスバス（高野山～熊野エリア、高野山山麓）を組

み込んだ旅行商品の造成と販売促進を旅行会社に働きかけます。また、これら路線を

結ぶ周遊を促進するため、積極的に情報発信を行い、当該バスの利用促進とともに、

新たに京都駅から高野山を繋ぐバス路線の構築を図ります。

＜内 容＞ バスＰＲチラシ・ポスター
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雑誌・新聞・フリーペーパー・ＷＥＢ等への情報掲載

車内吊りポスター掲出 など

【参考：運行内容】

○リムジンバス（京都駅～高野山） ＝ New＝
京都観光を楽しむ主にＦＩＴ（海外からの個人観光客）をターゲットに、高

野山への誘客を図るため、京都駅と高野山をダイレクトで結ぶバス路線を構築。

また、旅行会社に対しては、アクセスバスを組み込んだ旅行商品の造成・販

売促進を依頼します。

＜時 期＞ 令和元年９～１１月

＜コース＞ 京都駅～高野山（１日２往復）

＜運行会社＞ 未 定

○リムジンバス（関西国際空港～高野山）

関西国際空港を利用する観光客（主に海外からの個人観光客（ＦＩＴ））の利

便性向上を図るため、関西国際空港から高野山をダイレクトで結ぶリムジンバ

スを運行。

また、旅行会社に対しては、アクセスバスを組み込んだ旅行商品の造成・販

売促進を依頼します。

＜時 期＞ 令和元年９～１１月予定

＜コース＞ 関西国際空港～高野山（１日１往復）

＜運行会社＞ 関西空港交通（株）

○世界遺産「高野山・熊野」聖地巡礼バス

公共交通を利用して世界遺産を巡る個人・グループ観光客の利便性向上を図

るため、高野山と熊野エリアを結ぶアクセスバスを運行。

また、旅行会社に対しては、アクセスバスを組み込んだ旅行商品の造成・販

売促進を依頼します。

＜時 期＞ ４月１日～令和元年１１月３０日 合計２４４日間

平日 １往復、土日祝 ２往復運行

＜コース＞ 高野山発

午前便：高野山駅前（ ９：４５）→護摩壇山（乗換）→

本宮大社前（１４：２２）

午後便：高野山駅前（１４：１５）→護摩壇山（乗換）→

本宮大社前（１８：１２）

熊野本宮大社発

午前便：本宮大社前（ ８：０５）→なかへち美術館前（乗換）

→護摩壇山（乗換）→高野山駅前（１２：１０）

午後便：本宮大社前（１２：４０）→なかへち美術館前（乗換）

→護摩壇山（乗換）→高野山駅前（１６：４０）

※午後便は土日祝のみ運行

＜運行会社＞ 南海りんかんバス（株）、龍神自動車（株）
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＜備 考＞ 旅行商品（ＪＴＢ、日本旅行、近畿日本ツーリストなど）のオプ

ショナルプランとして紹介

○高野山麓世界遺産アクセスバス

高野山とその麓に点在する世界遺産の社寺などの観光地を巡る観光客（主に個

人）の利便性向上を図るため、橋本駅から高野山を結ぶアクセスバスを運行。

また、旅行会社に対しては、アクセスバスを組み込んだ旅行商品の造成・販

売促進を依頼します。

＜時 期＞ 令和元年９月１４日 ～１２月１日の土日祝日（予定）

＜コース＞ ・橋本駅前～丹生都比売神社前（１日３往復）

※九度山町内・高野口経由

・丹生都比売神社前～奥の院前（１日３往復）

＜運行会社＞ 南海りんかんバス（株）

◇「世界遺産 熊野古道ウォーキングナビ」 詳細57頁

公共交通を利用して参詣道（高野山町石道、熊野古道）を歩くための検索システム

「世界遺産 熊野古道ウォーキングナビ」において、出発地点まで（到着地点から）

のアクセスとして利用できる路線バスの情報（事業所名、所要時間、料金等）を発信

します。

2018実績

◇リムジンバス・アクセスバス運行による情報発信 詳細106、172頁

○関西空港高野山線リムジンバス（関西国際空港～高野山）

媒 体 名 ページ数等 掲載日等

紀州浪漫 夏号 ６月 １日

紀州浪漫 秋号 ９月 １日

エアポートリムジン時刻表 ９月 １日

チラシ ３万部

ポスター Ｂ２/３００部
Facebook、Instagram広告 ８月 １日

～１１月１５日

JAPAN GUIDE ＷＥＢサイト ８月２０日

～１１月１９日

JAPAN TRAVEL ＷＥＢサイト ８月２１日

～１１月３０日

観光連盟ホームページ ７月上旬

VISIT WAKAYAMAホームページ ９か国語 ７月上旬

○「高野山・熊野」聖地巡礼バス

媒 体 名 ページ数等 掲載日等

紀州浪漫 夏号 ６月 １日

紀州浪漫 秋号 ９月 １日
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ロンリープラネット ＷＥＢサイト ５月、９月

～１０月

ＣＮＮ ＷＥＢサイト ６月、８月

～９月

ＢＢＣ ＷＥＢサイト ６月、８月

～９月

EuroSportsＷＥＢサイト ７月

観光連盟ホームページ ４月～

VISIT WAKAYAMAホームページ ９か国語 ４月～

○高野山麓世界遺産アクセスバス

媒 体 名 ページ数等 掲載日等

紀州浪漫 秋号 ９月 １日

チラシ（英語版） ３，０００部

特設ＷＥＢサイト ８月下旬～

観光連盟ホームページ ８月上旬～

◇世界遺産 熊野古道ウォーキングナビ 詳細57頁


