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地域再生計画  

 

１ 地域再生計画の名称 

紀美野へおいでよ！！ ふるさと紀美野地域産業強靭化プロジェクト 

 

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 

（農業の背景、状況） 

当町では、水稲・柑橘類・柿・梅といった農作物の生産が中心であるが、近年

では、農業の担い手の減少や、高齢化の問題に対応すべく、山椒などの軽量で

単価の高い作物への転換や、産直への出荷といった独自の販路開拓に取り組ん

できた。また、農家の所得向上と新規営農者獲得に向けた取組の一つとして、

農泊による農家体験プログラム開発に注力し、これまでに移住者によるものも

含めて、実施農家数も増加（平成 25年に９軒でスタートした紀美野町民泊協

議会は、平成 30年度の終わりには 25軒が加盟しており、うち 12軒が移住者

によるものとなっている。）している。教育旅行等の受入れ実績も着実に増加

しているが、町内観光産業が発達しておらず、魅力的な観光や体験プログラム

を十分に提供できずにいることや、観光や体験の機会の提供に関する農泊の担

い手の知識・力量が不足していることから、一般の利用が低迷しており、十分

な所得向上につながっていないのが現状である。結果として、農業の担い手不

足の解消にはつながっておらず、その結果、耕作放棄地率は、32.28%（2015

年農林業センサス）と全国平均の 12.14％と比べて２倍以上高い値となってい

る。農業は産業の蓄積の乏しい本町においては基幹産業として位置づけられて

おり、その活性化と担い手の拡大は、本町の地方創生における最重要課題であ
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る。 

（観光サービス業の状況） 

本町においては、これまで行政と地域住民の協働で取り組んできた移住促進の

取組が一定の成果を上げ、近年は移住者による創業が増加している。平成 27

年度に策定した紀美野町まち・ひと・しごと創生総合戦略においては、町内に

おける新規創業の支援に取り組み、５年間で 10件の新規創業を主要ＫＰＩの

一つとして目標に掲げたが、平成 30年度末時点ですでに 18件（うち移住者に

よる創業は８件）を数えている。中には、連日町外から 100人を超える集客を

達成しているカフェやパン屋が生まれており、観光情報誌等にも多く取り上げ

られている。また、天文台を有する町であり、星や川のきれいなまちであるこ

とをＰＲしてきた効果が近年になって表れており、夏のホタル観賞や流星群の

観察などには、広く関西一円から多数の来訪者を得ている。例えば、６月のホ

タルの観賞可能な時期には、休日を中心に 100台を超える車が貴志川流域に集

まっている。また、８月や 12月の流星群の観測可能な時期においては、近年

では車 300台以上、1000人を超える来訪者が見込まれている。その約半数が

大阪、兵庫を含む他府県からとなっており、隣接する海南市から本町に向かう

主要幹線道路に大渋滞をもたらしている。町立みさと天文台の来館者数も平成

26年度の 10,597人から平成 30年度には 16,173人に増加している。近年にお

いては、観光資源の一つでもある県立自然公園生石高原がＳＮＳ等で脚光を浴

び始めており、来訪者が増加する兆しが見えてきている。しかし、これらはい

ずれも特定の時期のみまたは単発のイベントにとどまっている。また、そうし

た集客資源について、地域住民や事業者の認知も十分ではなく、適切な受け入

れ態勢の整備や来訪者向けの販売サービス等の提供が大きく立ち遅れているの

が現状である。また、インバウンドについては、平成 28年度に外国人観光客

がいないことを逆手にとって、ＰＲ動画「訪日外国人観光客”０”のまち」を

作成・公開し、また外国人を対象としたモニターツアーも実施するなど対応も

進めており、平成 28年度で 152人であった外国人宿泊客数は平成 30年度には

287人まで増加しているが、全体に占める割合としてはまだまだ少ない。 

結果として来訪者はあるものの観光消費や町内産業の活性化につながっていな

い。近隣自治体と比較しても集客力の高い恵まれた自然が存在し、一部に集客
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力の高い事業所や増加しつつある農泊の取組はあるものの、まとまりのある観

光産業としての広がりに欠けており、地域資源を十分に生かすことができてい

ない状況である。しかし観光産業は、本町の有する地域資源を生かして農業に

並ぶ基幹産業に成長しうる産業だと考えられ、これまでの取り組みに一定の成

果も上がっていることから、さらなるブレイクスルーに向けた取組によって、

産業としての蓄積と活性化が期待され、本町の地方創生において育てるべき芽

となっている。 

４－２ 地方創生として目指す将来像 

【概要】 

少子高齢化に伴う農業等の地域産業の担い手（労働力）不足は、大きな課題で

ある。人口減少に伴う地域産業の縮小に歯止めをかけることを目標とし、活力

ある町としていくために、地域外との関係人口の増加を図り、地域産業の強靭

化を目指していく。 

具体的には、基幹産業である農業の所得向上と、町の誇りでもある自然豊かな

地域資源を生かした観光産業の育成に向け、農業と観光の連携による体験プロ

グラムや観光商品の充実に取り組み、関係人口の増加や経済活動の活性化を増

進させる。 

町民みんなが一丸となって知恵と力を結集し、持続可能な地域産業を作り上げ

活気あるまちづくりを目指す。 

 

【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 

入込観光客数：(人/年) 

475,198人/年【2018年度】 ⇒ 

550,000人/年【2022年度】 

475,198 15,000 25,000 

観光客の宿泊客数：(人/年) 

33,991人/年【2018年度】 ⇒ 

40,000人/年【2022年度】 

33,991 1,000 2,000 
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新規開発商品数：(品/年) 

３品/年（３年間で９品） 

0 3 3 

新規就農者数：(人/年) 

２人/年（３年間で６人） 

0 2 2 

 

2022年度増加分 

３年目 

ＫＰＩ増加分 

の累計 

35,000 75,000 

3,100 6,100 

3 9 

2 6 

 

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 地方創生推進交付金（内閣府）：【Ａ３００７】 

① 事業主体 

２に同じ。 

② 事業の名称 

紀美野へおいでよ！！ ふるさと紀美野地域産業強靭化事業 

③ 事業の内容 

上記の構造的な課題に対応するためには、これまでの取り組みの成果を生

かし、本町の農業と豊かな自然を生かした観光産業の育成が必要であり、

また観光産業の育成と活性化は、農泊や農業体験プログラムの集客の増加

等を通じて、農業の活性化と担い手の増加につながるものとなる。農業と

観光を有機的に連携させながら、両者の活性化のサイクルを確立すること

が求められる。 

そこで本事業では、農業と観光サービス業の連携による取り組みを展開
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し、関係人口の増加と地域経済活動の活発化により、活気あるまちづくり

を目指す。具体的には、次の４つの事業を展開する。 

①農業の担い手育成事業 

地域の気候や風土など様々な地域特性があり、単身で就農することには限

界があり、当町の方針としては、地元農家を通じて地域に溶け込み、地域

とのつながりをもって様々な要素を組み合わせることが重要であると認識

している。また、これまでの農業の担い手育成においては、農業技術の習

得が主な関心事となっており、農泊や観光産業との連携等、従来の農業の

枠にとらわれない取り組みへの視点が非常に不十分であった。創意工夫を

生かした柔軟な事業展開を行うことの効果や先進的な取り組み事例等につ

いての情報提供を行い、町内の観光資源を活用した農泊や体験プログラム

の展開について、知識と意欲を有し、自主的に取り組もうとする農家を育

成していくことが求められている。農業の担い手として必要な知識・技術

を確実に身につけるプログラムに加え、観光産業と連携し、地域に密接に

関係することで地域に根差した担い手を育成していく。 

②地域資源魅力発見事業 

上記のように、本町では観光産業の核となる資源を数多く有しているが、

多くの地域住民がそのことを十分に認識しておらず、事業者においても魅

力的な観光商品の造成という意識が薄いのが現状であることから、企業支

援の専門家を招いたセミナーや商品開発の実地研修を行い、地域住民・事

業者の観光産業への意識の向上と、新たな商品開発の契機とする。 

③お土産品・特産品開発支援補助事業 

本町においては豊かな自然が存在する一方で、それらを生かした特産品と

して認知されている商品に乏しく、結果として来訪者の増加が町内におけ

る消費の増加につながっていない現状であることから、観光産業の活性化

につながる商品開発に対する支援を行う。 

④地域の魅力ＰＲ事業 

上記の取り組みによって生まれた新たな観光商品や本町の魅力について、

さらに広くＰＲをおこなうことで、国内外における本町の観光資源や体験

プログラム等の認知の向上と来訪者の増加を図る。 
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④ 事業が先導的であると認められる理由 

【自立性】 

町と紀美野町観光協会及び紀美野町商工会が中心となって、関係団体等

と連携しながら事業を進めていくことを想定しており、当面の間は町の

一般財源で対応していくが、事業が軌道に乗るにつれて町の負担割合を

減らしていき、最終的には連携事業者（農業者や新たな商品開発に取組

む事業者等）からの負担金等により運営していくことを目指す。 

【官民協働】 

行政、紀美野町観光協会、紀美野町商工会が中心となり、さらに農業者

や地域のまちづくり団体等との連携により、地域の資源を行政の支援に

よりコーディネートすることで商品化し、その商品を関係団体が一体と

なってＰＲし販売することで、地域全体の稼ぐ力を向上させていく。 

【地域間連携】 

地域観光の推進については、当町だけでなく近隣の市町との連携による

広域的な事業展開で、より高い効果が生み出せるものと考えている。地

域間連携として、海南海草広域観光協議会（海南市、紀美野町）、生石

高原観光協会（有田川町、紀美野町）、高野山麓ツーリズムビューロー

（橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町、紀美野町、田辺市龍神村、

奈良県五條市）とも連携し、より質の高い観光推進事業の展開について

協議を進めていく。 

【政策間連携】 

本事業は、本町の基幹産業である農業と、新たな基幹産業としての成長

が期待される観光産業という、本町の資源を生かした産業の活性化を図

ることで、移住・定住促進をはじめとする本町の地方創生の取組全体に

波及する効果が期待されるものである。主な政策間連携は以下のとおり

である。 

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】 
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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

度合いの検証を行い、必要に応じて各種施策の見直しを検討する。 

【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。 

【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 22,670千円 

⑧ 事業実施期間 

2020年４月１日から 2023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 2023年３月 31日まで 

(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 2023年３月 31日まで 

(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 

紀美野町 
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ウ 事業実施期間 

2020年４月１日から 2023年３月 31日まで 

 

６ 計画期間 

地域再生計画の認定の日から 2023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。 


