
りん

漕いで！学んで！わかまつ輪！
～サイクルツーリズム×和歌祭で和歌山市を活性化～

和歌山大学観光学部 伊藤ゼミ

Mr. ORANGEAGE
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はじめに

和歌山県では人口減少問題が深刻化

人口流出を抑制する施策を

考える必要がある

人口減少のうち約４割が

人口流出によるもの

人

〈出典〉和歌山県ホームページ 和歌山県の推計人口
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020300/suikei/d00204067_d/fil/r2_4.pdf

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020300/suikei/d00204067_d/fil/r2_4.pdf


和歌山県の社会動態
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〈出典〉和歌山県ホームページ 和歌山県の推計人口

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020300/suikei/d00204067_d/fil/r2_4.pdf

過去25年間で

46万7589人
もの転出者が…

社会増減数（転出数－転入数）は
平成8年から

25年連続マイナス
令和2年の対前年増減数は-10,556人
令和2年の社会増減数は-3,629人

人口減少の要因の約4割は人口流出

人

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020300/suikei/d00204067_d/fil/r2_4.pdf


人口流出を抑制するために

〈出典〉観光立国推進基本計画
https://www.mlit.go.jp/common/001299664.pdf

日本は観光地として
の地域活性化に
取り組んでいる

老若男女様々な人々が手を携えて、豊富で多様な

観光資源を誇りを持って磨き上げ、

一丸となって個性あふれる観光地域を
つくり上げるとともに、（中略）

住民にとって誇りと愛着の持てる、

活力にあふれた地域社会を築いていく。

<観光立国推進基本計画より>
日本各地の観光資源として挙げられるのが

祭りである。

• さっぽろ雪まつり，ねぶた祭，等
• 祭りは多くの観光客を呼び込み，地域住民同士の

触れ合いの場にもなっている。

観光資源としての祭りによる地域活性化

地域独自の伝統文化（祭り）への関与

地域愛着の形成

人口流出抑制

https://www.mlit.go.jp/common/001299664.pdf


和歌山市
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和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市

岩出市 海草郡 伊都群 有田郡 日高郡 西牟婁郡 東牟婁郡

和歌山市の人口は
県人口の1/3！！

和歌山市
に注目

（出典）国土地理協会（JGDC)
https://www.kokudo.or.jp/service/data/map/wakayama.pdf
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コロナ渦で大注目！マイクロツーリズム

マイクロツーリズムとは？
「自宅からおよそ1時間圏内の地元や近隣への短距離観光」のこと。

新型コロナウイルスによって打撃を受けた観光業界を救う手段の一つとして、

星野リゾートの代表 星野佳路氏によって提唱された。

〈出典〉星野リゾートの「マイクロツーリズム」ご近所旅行のススメ
https://www.hoshinoresorts.com/sp/microtourism/

マイクロツーリズムのここがスゴイ！
① 感染拡大防止と地域経済活性化を両立できる

② 地域から学び「地域再発見」につながる

③ 地域文化の作り手とネットワークを強め、運営力を高めることができる

https://www.hoshinoresorts.com/sp/microtourism/


マイクロツーリズムの成功例

〈出典〉NEWS CAST 星野リゾート
https://newscast.jp/news/9087382
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39.9%
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47.3%

〈従 来〉
約半数がインバウンド顧客

近畿エリアからの顧客は約1割

〈現 在〉
近畿エリアからの顧客が4割に増加！

稼働率約80％を記録！

“奥嵐山で京文化に触れる1日“をテーマに、

マイクロツーリズムの展開

https://newscast.jp/news/9087382


マイクロツーリングのススメ

密になることがないた
め、

コロナ渦でも安心◎

温暖な和歌山市では

1年中サイクリングを
楽しめる！

自転車は排気ガスを
出さないため、
街と人に優しい！

ソーシャル
ディスタンス
を保てる！

1年を通して
楽しめる！

環境に優しい！
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“サイクリング王国わかやま”を目指して

〈WAKAYAMA800モバイルスタンプラリー〉

・県下全域、約800㎞にわたるブルーラインを整備
・コース内にあるポイントをスタンプラリーで巡
り、
ポイントを集めて景品をGet！

〈KINOKAWAリフレッシュ♪ラリー with 宝さがし〉

・「KINOKAWAぐるリン♪マップ」を配布
・マップに掲載された「紀の川サイクリストおもて
なしスポット」を巡り、シールを集めて景品をGet!

〈出典〉WAKAYAMA800モバイルスタンプラリー http://mobilerally.wakayama800.jp/
〈出典〉和歌山県ホームページ https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/rentalcycle/d00156084.html

http://mobilerally.wakayama800.jp/
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/rentalcycle/d00156084.html


しまなみ海道のレンタサイクル事例
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年間利用者数が

10万人
も増加！

〈出典〉平成30年度瀬戸内しまなみ海道地域におけるサイクリング客数の推計値
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/uploaded/life/26757_74523_misc.pdf

しまなみ海道
サイクリング

• 約80㎞に及ぶ道路に自

転車道が整備されている

• 乗り捨てサービスなど自
由なコースでのサイ

クリングを楽しむことが
できる

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/uploaded/life/26757_74523_misc.pdf


和歌祭で人口流出抑制！

• 地域の担い手／後継者が不足
• 2020年度は新型コロナの影響により中止
• 来年度以降の開催有無は未定

• 日本最大級の祭、紀州の国中第一の大祭
• 和歌浦で生まれ育まれた庶民と藩主らが
楽しみを共有するお祭り

これまで

現 在

〈出典〉和歌祭公式サイト
http://wakamatsuri.com/about

① 和歌山市を観光地として活性化
② 和歌祭の認知度の向上

（+和歌祭のピンチを救う）

⇩

地域愛着を形成

⇩

人口流出の抑制に繫が

ると予想し、独自調査を実施

http://wakamatsuri.com/about
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独自調査（オンライン調査）の詳細

〈調査項目〉
① 過去3年間での地元の祭りへの参加有無
② 祭りへの関与度（Kyle et al., 2007）

• 魅力：祭りに関わる重要性や喜び
• 中心性：他の活動との比較に基づく祭りの価値
• 社会的絆：祭りを通した他者との社会的つながり

③ 地域愛着度（Kyle et al., 2003）
• 場所への同一性：ある場所に対する感情的な愛着
• 場所への依存性：ある場所が個人の欲求をどの程度満足

させられるかという知覚的な愛着

〈調査対象〉
和歌山市から車で1時間圏内

29市町に在住700人

（スクリーニング10,000人）

性別：男性425名＆女性275名

年齢層：20歳～90歳

祭りへの関与度と地域愛着の関連性を明らかにすること

〈調査目的〉



独自調査の結果

〈t 分析の結果〉

項 目 M （SD) α t-value p

場所への
同一性

参加有 3.12 0.83
.84 3.08 .00

参加無 2.91 0.81

場所への
依存性

参加有 2.88 0.82
.81 4.24 .00

参加無 2.62 0.77

祭りへの参加あり⇒地域愛着度高い
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独自調査の結果

社会的絆

場所への
同一性

魅 力

中心性

場所への
依存性

魅 力

中心性

社会的絆

M (SD) α Beta t-value p Beta t-value p

場所への同一性 場所への依存性

魅 力 2.87 1.06 .92 0.44 3.85 .00 0.16 1.54 .12

中心性 2.27 0.99 .89 0.04 0.42 .67 0.39 4.31 .00

社会的
絆

2.99 1.11 .89 0.03 0.31 .75 0.10 1.22 .22

〈重回帰分析調査結果〉

① 祭りの「魅力」高い⇒「場所への同一性」高い

② 祭りの「中心性」高い⇒「場所への依存性」高い

.44

.10

.39

.16

.03

.04

和歌祭への関与を通して，地域愛着を形成することで，人口流出の抑制に繫がる
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施策の提案

サイクルツーリズム×和歌祭で

和歌山市を活性化！

イチオシポイント
• 省エネ、省スペース
• 幅広い年代に対応可能
• 地元への経済効果面でも期待大
• 何回でも気軽に楽しめる

• 和歌祭のルートを含むサイクリング
ロードと立ち寄りポイントを設置

• 立ち寄りポイントでQRコードを読み
取り、動画やクイズを通じて学習

方 法

和歌山市から車で1時間圏内の
市区町村の住民

対 象
レンタサイクル（複数コースを設置）
～本発表では和歌山城コースを紹介～

形 式



施策概要

和歌山市の伝統行事である
和歌祭の実際のルートに沿った
サイクリングコースを設置

祭りの見どころポイントごとに
看板を設置し、動画やクイズを
通して和歌祭について学ぶ

地域愛着度を高めることで、
人口流出を防ぎ、

和歌山市の地域活性化を目指す

りん

わかまつ輪！学んで！漕いで！



①
和歌山城で自転車を借りる

②
QRコードを

読み取りクイズに答える

③
和歌浦周辺の飲食店で使える

割引券をGet！
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漕いで！学んで！わかまつ輪！の

ここがイチオシ！

省エネ、省スペース！

幅広い年代に対応可能！
スタート地点で参加者の年齢を登録することにより、年齢に応じたクイズ・動画が流れるように設定！
【クイズの一例：和歌祭は毎年何月に行われるでしょうか？（子ども用） 和歌祭の象徴的な芸能は何でしょうか？（大人用）】

これにより、老若男女問わず幅広い年代の参加者を得ることができる！

排気ガスを出さず地球と人に優しい自転車を利用！

スマホとQRコードを用いた学習施策のため、従来の学習施設の設置に比べて場所をとらない！



漕いで！学んで！わかまつ輪！の

ここがイチオシ！

地元への経済効果面でも期待大！

何回でも気軽に楽しめる！

• 立ち寄りポイントを全部回った方には、和歌浦周辺の飲食店で使える割引券を贈呈！

• この取り組みで、リピーターの獲得+新型コロナで苦しむ飲食店の応援が可能！

• 「WAKAYAMA800モバイルスタンプラリー」は1日で周ることは不可能…

• 1日で気軽にゴールまで楽しめるサイクリングコースを設定！

• リピーター獲得のために日本遺産を含む複数のコース+月替わりのクイズを用意！



和歌山城

a

b
c

d

e

日本遺産・フォトスポットコース

a, 湊緑地公園

b,雑賀崎 c, 紀州東照宮

d, マリーナシティ

e, 紀三井寺



ご清聴ありがとうございました！





調査対象者の詳細
〔和歌山県〕

和歌山市、海南市、岩出市、

紀の川市、かつらぎ町、橋本市、

御坊市、美浜町、日高町、由良町、

広川町、日高川町、湯浅町、

有田川町、有田市、紀美野町

〔奈良県〕

五條市

〔大阪府〕

岬町、阪南市、泉南市、

田尻町、泉佐野市、熊取町、

貝塚市、岸和田市、忠岡町、

泉大津市、和泉市、河内長野市



調査対象者の詳細
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具体的なクイズ例

小学校低学年（1～3年）対象

50代以上対象



具体的な質問項目

•その「祭り」は私の人生の中で中心的な役割を持つ

•他の活動に変えられないほどその「祭り」が好きだ

•私の人生のほとんどがその「祭り」で形成されていると思う

中心性

•その「祭り」は最も楽しい活動の一つだ

•その「祭り」は私を最も満足させる活動の一つだ

•私の人生のほとんどがその「祭り」で形成されていると思う

魅力

•その「祭り」は友人と一緒にいる機会になる

•その「祭り」を通じて多くの友人と知り合える

•友人とその「祭り」について話すことが楽しい

社会的絆



具体的な質問項目

• 現在住んでいる市町村に対して私はとても愛着を感じている

• 現在住んでいる市町村は私にとって人生の一部である

• 現在住んでいる市町村は私の一部のような気がする

• 現在住んでいる市町村と比較できるほどいい場所はない

場所への

同一性

• 現在住んでいる市町村で体験できることは、ほかの場所で体験できることより

も重要である

• 現在住んでいる市町村は私のやりたいことができる一番の場所である

• 現在住んでいる市町村で体験できることはそのほかの場所ではできないと思う

場所への

依存性


