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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

映像技術による星空観光イノベーションと地元観光資源とのリンクによる星降る 

里の観光地化プロジェクト 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

和歌山県海草郡紀美野町 

 

３ 地域再生計画の区域 

和歌山県海草郡紀美野町の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

４－１ 地方創生の実現における構造的な課題 

【観光地を目指す上での課題】 

「観光地」とそうでない所の決定的な違いは、地域に「平日に団体客が来る

かどうか」である。紀美野町の大きな問題はそこで、現状、町のどの観光事業

をみても集客は個人が中心で、土・日・祝日に集中する。これは、観光では平

日の収益が極めて厳しい事を示しており、結果的に町の観光産業全体として安

定した雇用が無く、生活のためには町外へ通勤等の兼業が不可欠であるなど、

町への人口流入のブレーキになっている。平日の集客のためには、団体客にと

って好都合な観光拠点の整備に加え、学校団体の町への訪問を増やすための対

策や団体ツアー等の造成が急務である。 

    学校にとって校外の学びの場としては教育施設が最も利用しやすい事を踏ま

え、観光スポットとして認知されつつある教育施設みさと天文台を町の観光拠

点として活用しようとしているが、みさと天文台の年間の団体客数は一般のツ

アー団体客、学校の団体客とあわせても 10 団体程度と少ないのが現状である。 

【みさと天文台の団体客の少なさに関するこれまでの外部の意見・調査結果】 

    ツアーを企画する旅行会社からは「もっと楽しめるものを」「天候のリスクが

ある」との意見が根強く、学校からは「天文台には昼間の学びが無い、あるい
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は不十分」との意見を多くいただいている。 

    一般社団法人宙ツーリズム推進協議会が全国の約 1万人を対象に行った 2018

年 9月の調査では、星空体験の潜在的需要は全国で約 4000万人であり、調査対

象者が興味を持っている星空体験のランキングは 13 項目のうち「プラネタリ

ウム」が 56.8%と最多で、次いで「月食・日食の観察」「流星群の観察」「星空を

眺めるための旅行」が続く事が明らかにされている。また、星空体験への印象

に関する調査では、「プラネタリウム」の場合は「楽しい・ワクワクする」が最

多であるのに対し、「星空観察」では「楽しい・ワクワクする」ではなく「美し

い・きれい」が最多である結果が示されている。 

【みさと天文台の星空ツアー(夜の観望会)に関する課題と調査結果】 

    団体客などまとまった人数が星空ツアーに参加する場合、天体観測ドーム内

の大望遠鏡を順に覗く時の待ち時間が問題となっている。庭に出して利用する

小型望遠鏡であれば待ち時間であっても星空を楽しめるが、天体観測ドーム内

は暗闇であるにもかかわらず空を遮ってしまい、鑑賞の時間が望遠鏡を覗くご

く短時間しかない。これまでにも、待ち時間に床に座り込んでしまう来館者の

姿が多々見られ、来館者へのアンケート調査でも不満の声が多く、団体客のリ

ピート利用にはマイナスの要因となっている。 

 

４－２ 地方創生として目指す将来像 

【概要】 

和歌山県紀美野町は、環境省の「昭和 63 年 星空の街コンテスト」で入選

し、全国屈指の大望遠鏡を有する紀美野町星の動物園(以下、みさと天文台)

を平成 7年に建設、運営を続けてきた。近年の星空観光需要の高まりを受け、

平成 26 年より町は教育施設であるみさと天文台を観光の要素を取り入れて

活用、「星空観光の町」としてローカルブランディングを進めてきたところ

である。同時期(平成 26 年頃)より、地元特産物を使ったカフェレストラン、

体験型工房などの「町の自然」を活かした観光事業も目立つようになり、現

在では町内に観光スポットが点在している状況である。 

現在、町は観光が町づくりのための最重要産業の１つと考えており、和歌

山県紀美野町が全国有数の「観光地」として認知され、星空を中心とした観
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光産業により町の発展を持続させる事を、目指す将来像として設定している。

具体的には、関西でも有数の星空スポットであるみさと天文台と、地元の豊

かな自然を生かした既存観光資源、隣接地域の観光スポットとを「線」で結

ぶ仕組みを作って波及効果を高め、年間を通して安定して集客できることに

より安定した雇用が生まれ、人口流入が実現、町と周辺地域が観光地として

繁栄していく事を目指している。 

 

【数値目標】 

ＫＰＩ 
事業開始前 

（現時点） 

2020年度増加分 

１年目 

2021年度増加分 

２年目 

来館者数(人/年) 16,173 ０ 1,500 

施設利用料(星空ツアー参加費)(千円/年) 913.4 ０ 8,641.6 

団体客数(団体/年) 10 ０ 7 

 

2022年度増加分 

３年目 

2023年度増加分 

４年目 

2024年度増加分 

５年目 

ＫＰＩ増加分 

の累計 

3,000 3,000 1,500 9,000 

2,633 2,633 1,317 15,224.6 

13 13 7 40 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２の③及び５－３のとおり。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

〇 地方創生拠点整備交付金（内閣府）：【Ａ３００７（拠点整備）】 

① 事業主体 

２に同じ。 
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② 事業の名称 

本物の星空と最新映像投影技術との融合による星降る里の観光イノベーシ 

ョンの創出プロジェクト 

③ 事業の内容 

【上記意見・調査結果を受けての事業計画】 

みさと天文台の中心施設である「星の塔」に、上記のみさと天文台の課

題を解決するための設備(設備等①②③)を追加できるよう、既存の最上階

ベランダ及び天体観測ドームを解体(設備等⑤)し、新たに多人数が搭乗可

能な最上階ベランダと内部での映像投影可能な天体観測ドームとを設ける

(施設①)。 

(A) 個人および一般のツアー団体客を増やす対策としての設備・施設の整

備計画 

      一般社団法人宙ツーリズム推進協議会の「プラネタリウム」が好印象で

あるとの結果をうけ、「リアル星空とのハイブリッドプラネタリウム」投

影装置を「星の塔」の最上階ベランダに設置する。これは、塔の上から南

半球の星空を地上に投影することにより、塔の最上階ベランダからの眺め

「上はリアル星空＋下はプロジェクターによる星空」＝「宇宙空間の擬似

体験」を可能にする。これによって、一般のツアー団体客向けには、好印

象を持たれている「プラネタリウム」をキーワードに訴求力を高めること

ができる。この映像の仕掛けは、みさと天文台の立地条件(暗い夜空・適切

な敷地面積)と建築物の形状(最上階ベランダがある塔を有する)がなけれ

ば不可能であり、長期にわたり独自性が維持されると考えられる。 

(B) みさと天文台の星空ツアー(夜の観望会)に関する課題解消のための整

備計画 

      天体観測ドーム内の大望遠鏡を順に覗くための待ち時間を解消するため、

天体観測ドームの制御システムを一新して静音化(設備等③)し、天体観測

ドーム内にもデジタル全天周投影機を設置(設備等②)し、大望遠鏡での星

の観察の待ち時間にも宇宙等の映像を楽しめるようにする。 

(C) 学校団体を増やし、天候リスクを最小化する対策としての設備・施設

の整備計画 
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 学校の需要「昼間の学び」と天候リスクへの対応を主目的として、団体

客を収容できる「プラネタリウム棟」(施設②)を新設し、プラネタリウム

投影機(設備等④)を設置する。もちろん、(B)で述べた天体観測ドーム内の

デジタル全天周投影機は昼間でも活用でき、望遠鏡などの解説に限らず、

周辺の植物・動物、地域文化などに関するコンテンツも上映可能で、より

学校のニーズに対応しやすい体制を整えることができる。 

      以上のように各団体のニーズと現場での課題に対応することにより、「行

きたくなる」「また来たくなる」観光拠点を整備する。 

④ 事業が先導的であると認められる理由 

【自立性】 

みさと天文台の星空ツアー(観望会)の現在の料金、大人 210 円／高校生

以下 100円は、大人 1,000～2,000円(季節変動有)/高校生以下 200円へ変

更する。この料金は、他の自治体等の料金が大人 1,500 円～3,500 円程度

である事、学校団体の利用を増やしたい事を踏まえて設定した。これまで

の統計(大人:小人の比率は個人・団体とも約 2:1)を考慮すると 5年後の夜

14,709人/年(個人・団体の合計)の達成で 16,138千円の収入を確保できる。

これはみさと天文台の年間予算(交付金による整備後の予想額：約 50,000

千円)の約 1/3の額で、従来よりはるかに高い自立性を獲得できる。 

【官民協働】 

みさと天文台の維持管理・運営は、行政が担当する。みさと天文台での

繁忙日の星空ツアー(観望会)の主催や宿泊プラン・町内ツアープラン・地

域間ツアープランの造成等の波及効果促進事業は、地元の星空観光支援組

織である「みさと天文台友の会」をはじめとする地域の民間団体が担当す

る。現在でも繁忙日の星空ツアー(観望会)は「星空カフェ」を実施してい

る(隣接する建物にカフェ店舗用設備が存在)が飲食営業を伴うため、地域

の民間団体による主催が必須となっている。この時、天文台の職員はこれ

に協力する形をとっている。 

【政策間連携】 

整備対象のみさと天文台は教育課の管轄でありながら「星空カフェ」を

売りとするなど観光の要素を取り入れて運営しているものの、現状では「観
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光事業」において最も重要な団体利用が少なく、施設の利用は星空・天体

観察にほぼ限定されている。今後は観光面での政策を担当する産業課・県

との連携を強化し、(1)団体客対応におけるノウハウの集約 (2)団体客に

対する柔軟な施設利用(イベント・キャンプ・研修等での利用)が可能な体

制の整備 を実施し、スムーズな団体受入と積極的に多様な観光目的での活

用を推進する。もちろん、団体客の主要ターゲットである「学校」が求め

る学問的要素は不可欠であり、その部分は従来どおり教育課が担当する。

星空ツアー(観望会)の新料金、大人 1,000～2,000 円／高校生以下 200 円

も政策間連携「観光+教育」を象徴している。 

【地域間連携】 

 (1)団体客による複数スポット訪問による商業的連携、(2)長期的目線で

の星空観光業の普及活動・事業育成による連携、が挙げられる。地域毎に

具体例を挙げる：【和歌山市や隣接市町村との連携】和歌山城・和歌山マ

リーナシティを含む団体ツアー(幅広い年齢層で団体の設定が可能で、ツア

ー婚活が可能等、新たな団体客の獲得)、貴志駅等を含む団体ツアー(終着

駅の「猫の駅長」より先へ魅力の延伸)。【他地域との連携】関西国際空港,

白浜町,日高川町,串本町等での星空観望会共同開催(夜の集客・消費活動の

延長)、ブライダル業への天文台会場貸出等(結婚式需要の縮小・ニーズの

多様化に対処するための魅力的なオプションの提示、天文台自体の価値の

アップ)、町内・県内ホテル従業員等の長期研修受け入れをみさと天文台で

実施し、星空案内人の育成(各施設で独自の星空ツアー実施・星空商品開発

による消費の拡大、ディナーショー等で活用し付加価値のアップ)など。 

⑤ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標（ＫＰＩ）） 

４－２の【数値目標】に同じ。 

⑥ 評価の方法、時期及び体制 

【検証方法】 

毎年度、３月末時点の KPI の達成状況をとりまとめ、庁内において事業  

評価を行うとともに、外部推進組織である紀美野町まち・ひと・しごと

創生総合戦略審議会において、各種施策の進捗状況や効果、KPI の達成

度合いの検証。また、町内の教育関係者、全国の天文教育・広報、観光
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業に携わる方々を招き、施設・設備の完成度や教育・観光分野での波及

効果、将来性等についてレポートいただく。 

【外部組織の参画者】 

産：紀美野町農業委員会・紀美野町商工会・ながみね農業協同組合・紀 

美野町観光協会 

官：和歌山県海草振興局 

学：和歌山大学 

金：紀陽銀行 

労：一般社団法人紀美野町シルバー人材センター・ハローワークかいな 

ん 

町民代表：紀美野町区長連絡協議会・紀美野町まちづくり推進協議会・ 

紀美野町民生児童委員協議会・紀美野町 PTA連合会・紀美野町女性団体 

連絡協議会・きみの定住を支援する会・紀美野町議会・有識経験者 

言関係機関への検証は個別に予定している。 

 

紀美野町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会を構成する町民代表や

議会の関与を得ながら検証結果報告をまとめる。 

教育系組織（町内小・中・高校、みさと天文台名誉台長、国立天文台、

天文教育普及研究会、日本公開天文台協会）での効果検証も併せて実施

する。 

【検証結果の公表の方法】 

毎年度の検証後、速やかにホームページ等で公表する。 

⑦ 交付対象事業に要する経費 

・ 法第５条第４項第１号イに関する事業【A3007】 

総事業費 399,567千円 

⑧ 事業実施期間 

地域再生計画の認定の日から2025年３月31日まで 

⑨ その他必要な事項 

特になし 
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５－３ その他の事業 

５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

該当なし 

 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

(1) 移住交流推進事業 

ア 事業概要 

豊かな自然環境の中での暮らし「わたしのまち・あなたのまち・ふるさ

と紀美野定住のまち」としてのイメージを高め、移住・定住の推進を図

るため、行政と NPOきみの定住を支援する会が連携し、組織的にＵ・

Ｊ・Ｉターン者を呼び込むための取組を展開する。 

イ 事業実施主体 

紀美野町 

ウ 事業実施期間 

2020年４月１日から 2025年３月 31日 

(2) 農家民泊推進事業 

ア 事業概要 

農家世帯の所得の向上につなげるため、農家民泊の導入を積極的に推進

する。民泊開設者の増加による地域の受入れ環境の整備や田舎暮らし体

験といった多様な体験型観光メニューの作成のための取組を展開する。 

イ 事業実施主体 

紀美野町 

ウ 事業実施期間 

2020年４月１日から 2025年３月 31日 

(3) 既存施設を活用した合宿誘致事業 

ア 事業概要 

既存の町有施設の有効活用と地域のまちづくり団体の取組を結び付け、

効果的なプロモーションにより、小学校や大学等の継続的な受注機関の

確保を図る。 

イ 事業実施主体 
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紀美野町 

ウ 事業実施期間 

2020年４月１日から 2025年３月 31日 

 

６ 計画期間 

地域再生計画の認定の日から2025年３月31日まで 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

５－２の⑥の【検証方法】及び【外部組織の参画者】に同じ。 

 

７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

４－２に掲げる目標について、７－１に掲げる評価の手法により行う。 

 

７－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の手法 

５－２の⑥の【検証結果の公表の方法】に同じ。 

 


