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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

体験交流型観光を基軸とした御坊日高広域まちづくりプロジェクト～人こそが地

域を創る～ 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

和歌山県御坊市並びに和歌山県日高郡美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ

町及び日高川町 

 

３ 地域再生計画の区域 

和歌山県御坊市並びに和歌山県日高郡美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ

町及び日高川町の全域 

 

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 

協働によるまちづくりを進めていく上で、地域で暮らす人が中心になって、地

域課題の解決に向けた取組を実践する組織が不足している。総務省が実施する「

地域運営組織の活動状況におけるアンケート調査」においても、当地方の地域運

営組織数は、平成29年度は０、平成30年度は１つ、令和元年度は２つと少なく、

人口あたりの全国的な平均数も下回る状況である。特に、地域内外の人と人をつ

なぎ、地域の魅力を最大限引き出し、持続的に新たな産業や雇用を創出させるこ

とができる地域社会の実現のための仕組み、組織化が必要であるが、そのような

役割を果たす地域運営組織が存在しない状況である。 

また、上記調査項目における「活動上の課題」について、上位を占めていた「

担い手の不足（１位、83.1％）」、「リーダー人材の不足（２位、54.8％）」、「事務

局人材の不足（３位、53.2％）」 という結果は、当地域にも当てはまり、特に

求心力のある取組の中核を担うリーダー人材が求められている。 

加えて、人材を育成する場や人材が活躍できる環境が非常に少ないことも課題
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である。地域の実態としては、交流機会の創出が行政に依存しており、協働によ

るまちづくりを進める仕組みづくりが十分できていない状況である。 

そのような中、主に農山漁村地域における過疎化、地域コミュニティの衰退の

対策として、和歌山県では平成22年度より全国に先駆けて、住民主体で過疎地域

の各集落単位の課題解決に資する「過疎集落再生・活性化支援事業」に取り組ん

できた。しかしながら、一部継続できていない取組や、自立性のある取組になっ

ていない事例がある。その要因としては、課題を集落単位のみで考えて施策をし

ても根本的な課題解決につながらなかったことや取組エリアが小さすぎることに

よる人材の不足等が挙げられる。過疎対策においても、集落のネットワーク化等

広域的視点に立った施策を講じていく必要があるが、進んでいない。 

移住・定住の促進について、当地域での移住希望者向けの住まいの支援は以前

より空き家バンク制度を設ける等積極的に力を入れており、令和３年１月現在の

和歌山県全体の空き家バンク登録件数139件中41件が当地域の物件で、県全体の

約30％を占めており、空き家の活用による移住希望者の住まいの支援体制は比較

的整っている。しかし、当地域の面積の大半が農山漁村地域で、収入獲得のため

の就業の選択肢が非常に限られていること、及び地域コミュニティへ溶けこめず

、移住してきても定住せずに出ていってしまうという２つの課題を抱えている。 

観光振興による地域外からの人の流れの創出にあたり、現状を示す指標として

観光客動態調査の当地域の観光客数は、平成29年が2,644,914人、平成30年が2,6

12,331人、令和元年が2,555,544人と微減傾向にある。当地域の傾向としては、

京阪神からのお客の割合が高く、また日帰り客が全体の９割を占め、更なる地域

消費額の拡大のためには、観光客の滞在時間を延ばし、宿泊者数を増やさなけれ

ばならない。滞在時間を延ばすために、これまで自然・文化を活かした体験プロ

グラムの造成・提供を行ったり、宿泊者数を増やすために、各町単位において複

数の宿で構成する民泊及び民宿（旅館）分宿の受入組織を作って、活動してきた

が、後述の受入キャパシティの課題に直面している。  

現在、当地域には、各町単位で体験型観光を推進するための組織が５つ存在し

、それぞれ活動しているが、受入のキャパシティが限られており、150人以上の

大規模人数の体験型教育旅行の受入を断っているという課題がある。５つの組織
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への聞き取り調査からの推計では、年間10団体、2,500人以上の受入を断ってお

り、大きな経済効果及び交流機会を逃している。 

また、５つの組織の内４つは各町役場の職員が業務の中心を担っており、各町

の行政区画を超えて窓口を一元化し、受入のキャパシティを拡大することは、現

状の体制では構造的な問題のため、解決が難しく、長年の当地域の課題となって

いた。受入キャパシティの課題が売上の増加を阻んでおり、売上が増加しないこ

とが行政に依存した組織運営につながるという悪循環に陥っており、現状の各町

単位の組織体制では、行政に依存した組織運営からの脱却が難しい状況である。

加えて、土日や夜間等の迅速な対応や旅行会社等との長年の人脈構築によるリピ

ーターの獲得は、行政の職員が窓口業務を担う状況では実現が難しく、業務の改

善では解決できない組織の事業実施体制の問題である。 

プロモーション活動について、今後ニーズが増えることが予測される海外に対

しては未だ十分なプロモーション活動ができていない。 

前述の状況による結果として、体験型教育旅行受入人数の直近の数値は、平成

29年度が5,325人、平成30年度が5,038人、令和元年度が4,668人と微減傾向にあ

る。 

当地域の一次産業の状況は、昔から農業、林業、漁業が盛んに行われており、

特に農業では梅やカンキツなどの果樹栽培に加え、花や豆類の施設栽培が盛んに

行われている。しかし、それぞれの産出額は落ち込んでおり、県全体で、農業で

は平成3年のピーク時の67％、林業では昭和55年のピーク時の17%、漁業では海面

漁業・養殖業で平成2年のピーク時の24％まで落ち込んでおり、当地域でも同様

に落ち込んでいる。また、就業人口は年々減少する一方であり、高齢化も進んで

いる。この傾向は、例えば山間部等の耕作困難な条件不利地のように多くの所得

を得るのが難しい地域で顕著である。このような就労者減少が地域コミュニティ

の衰退の大きな一因となっている。 

 

４－２ 地方創生として目指す将来像 

【概要】 

人口減少に起因する経済の規模縮小や地域コミュニティの衰退等の地域社会
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課題に対し、従来からある自然資源、産業の可能性を最大限に活かす取組によ

り、稼げる魅力的な産業と雇用を生み出し、地方でも一人ひとりの夢や希望の

実現を後押しできる地域社会を創り、次代に継承していく。そのために、各市

町の行政区域にとらわれず、広域で多様な関係者が参画し、商工観光事業者、

農林水産業者、各種団体、住民、行政等が役割を分担しながら、相互に補完・

協力し協働によるまちづくりを進める。 

具体的には、豊かな自然及び日本一の生産量を誇る梅や紀州備長炭、醤油等

特徴ある農林水産業・食文化があり、それらを活かした豊富な体験メニューも

ある上に、複数の宿で構成する農林漁家民泊（以下「民泊」という。）及び民

宿（旅館）分宿の受入組織も存在する。加えて、京阪神や関西国際空港からの

アクセスも良く、体験型観光推進にあたって、国内外のニーズを満たす環境が

整っている。 

これらの強みやまだポテンシャルを発揮できていない地域資源を最大限活用

し、地域一体となって体験交流型観光を推進させ、交流人口、関係人口及び移

住人口の大幅な拡大による地域の活性化を目指す。 

また、和歌山県が2020年代半ばに開業を目指すリゾート型IR及び2025年に開

催される大阪・関西万博を絶好の機会と捉え、国内外から当地域への観光客を

はじめとした大きな人の流れを創出し、経済効果による幅広い地域の産業分野

への振興を図るとともに、移住・定住の促進、過疎集落や地域コミュニティの

維持・強化、人材育成等の社会的効果も生み出す。 

【数値目標】 

ＫＰＩ 

事業開始前 

（現時点） 

2021年度増加分 

１年目 

2022年度増加分 

２年目 

御坊日高広域のワンストップ組織の年間

売上額（千円） 
11,523 -6,323 9,400 

教育旅行受入人数（人） 4,668 -868 1,700 

民泊受入家庭数（軒） 30 30 20 

御坊日高広域のワンストップ組織会員内

の移住者人数（人） 
19 5 5 
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2023年度増加分 

３年目 

2024年度増加分 

４年目 

2025年度増加分 

５年目 

ＫＰＩ増加分 

の累計 

7,400 16,200 7,200 33,877 

500 1,500 500 3,332 

20 10 10 90 

2 2 2 16 

 

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 

体験交流型観光を基軸とした御坊日高広域まちづくりプロジェクト～人こ

そが地域を創る～ 

③ 事業の内容 

観光振興を基軸にした協働によるまちづくりを進めるため、１市６町の広

域連携及び官民協働による地域内外の人をつなぐ新たな組織を設立し、体験

交流型観光の推進体制を整備し、教育旅行を中心にした団体の体験交流型旅

行の受入等を行う。これにより、交流人口及び関係人口を拡大させ、観光事

業者等の売上増加や一次産業従事者の所得向上につながる経済波及効果並び

に地域コミュニティの維持・強化、人材育成、地域住民の地域への愛着と誇

りの醸成等といった社会的効果を生むものとする。 

各市町、各町教育旅行誘致組織、各市町観光協会、御坊商工会議所、各町

商工会等の公的組織を中心に構成する「御坊日高教育旅行誘致協議会」と、

体験事業者、宿泊事業者、民泊受入家庭等で構成する民間の実働組織である
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「ゆめ倶楽部２１（仮称）（以下「ゆめ倶楽部２１」という。）」の２つの

組織を立ち上げ、既存組織の再編・集約化により事業を効率化させるととも

に、当地域全体の窓口のワンストップ化を実現させ、まずはプロモーション

事業より受入体制整備を優先して強化する。 

広域組織化により受入キャパシティを拡大させ、既存の料金体系やサービ

ス、コロナ安全対策等を統一化し、今まで断っていた150～200人を一度に受

け入れるとともに、民泊及び民宿（旅館）分宿の新たな掘り起こし等を行い

、最終的に一度に350～400人程度の大規模人数を受け入れられる体制を整備

する。 

また、地域の観光等にかかる情報をゆめ倶楽部２１に集約化し、まずは国

内の主に教育旅行をターゲットに、御坊日高広域でパッケージ化した魅力的

な商品を旅行会社や学校等に提案を行っていく。今まで十分でなかった海外

プロモーションについても、コロナ終息後に、ターゲット国を選定した上で

、JNTOや関西観光本部等と連携し、海外への積極的なプロモーション活動を

行っていく。 

地域コミュニティ強化・移住定住促進事業を展開し、ゆめ倶楽部２１を、

多くの移住者を含めた地域住民の交流及び人材育成の拠点の場にする。事業

内容としては、多くの移住者を含む多様な住民の参加によるワークショップ

の開催等を行い、広域での人のつながりを深めるとともに、地域づくりのリ

ーダー人材を育成する。 

移住者と地元住民の交流を深め、移住者が例えば体験インストラクターや

民泊受入家庭等地域の担い手として活躍できるようにし、地域コミュニティ

に溶け込み、移住者の地域への定着率を高める。以て、移住定住の促進と併

せて地域コミュニティ強化及び集落ネットワーク化を図る。 

主に農林水産業の経営の多角化による所得の向上及び農林水産業への就業

の魅力度を高めることを目的に、産業振興・雇用創出事業を展開する。具体

的には、農林水産業従事者の普段の仕事・生活を体験プログラムとして活か

し、当該従事者がインストラクターとなる新規体験プログラムを商品化した

り、新たに民泊受入に取り組んだりすることで、地域の産業振興及び雇用創

出を図る。 
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教育旅行のみならず、企業研修や大学の授業の受入にも取り組み、ゆめ倶

楽部２１が地域内外のコーディネート組織として、企業や大学と継続的な関

係を構築し、産官学民連携による地域資源を活用した課題解決のための取組

を進める。 

本事業が円滑に、確実に自走化できるような仕組みとして、当初は上記の

２つの組織が両輪として、官民協働により事業を実施していくが、将来的に

は、御坊日高教育旅行誘致協議会は発展的に解散し、実働民間組織であるゆ

め倶楽部２１が自ら事業収入を確保し、自立した取組としていく。 

目標として、６年後には体験事業者、宿泊事業者、民泊受入家庭等で構成

する民間の実働推進組織であるゆめ倶楽部２１自体が、経済的に自走できる

運営基盤を整え、地域に好影響を及ぼし続けられる組織となり、持続可能な

地方創生に資する事業とすることを目指す。 

④ 事業が先導的であると認められる理由 

【自立性】 

事業開始当初は各市町の負担金を主な財源とし、７地方公共団体、各町

教育旅行誘致組織、各市町観光協会、御坊商工会議所、各町商工会等の公

的組織を中心に構成する「御坊日高教育旅行誘致協議会」と、体験事業者

、民泊受入家庭、宿泊事業者等で構成する民間実働組織「ゆめ倶楽部２１

」が連携し、車の両輪のように事業に取り組んでいく。 

最初の２年間は、民間実働組織のゆめ倶楽部２１の受入体制整備重点期

間とし、御坊日高教育旅行誘致協議会が後ろ盾となり、強力に支援する。

整備重点期間の取組として、具体的には、新規会員集め、体験プログラム

の開発、研修会の開催等を行い、サービスの統一化と質の向上を図るとと

もに、自立化に必要な実績を出すための規模の人数を受け入れることがで

きる体制を整備する。段階的に、御坊日高教育旅行誘致協議会の役割分担

を減らし、ゆめ倶楽部２１の自立を進めていく。ゆめ倶楽部２１の運営費

について、年々７地方公共団体からの負担金を減らしていき、教育旅行等

の受入の予約・手配による手数料収入を主たる財源としていく計画である

。 
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１年目は、過去の実績及び来年の予約状況から推計した売上額5,200千

円に対し手数料10％の520千円の収入を予定している。２年目以降は、手

数料体系を広域で統一化し、サービス別に手数料を10～30％の間で再設定

し、６年目には、売上55,900千円に対し、平均手数料約22.522％の約12,5

90千円の収入を予定している。 

事業運営支出については、１年目は10,384千円、２年目は11,350千円、

3年目は12,000千円、４年目は12,490千円、５年目は12,700千円、６年目

は12,939千円を見込んでいる。 

５年間でゆめ倶楽部２１自体が「稼ぐ力」をつけ、事業開始６年目の完

全自立を目指す。 

【官民協働】 

官中心となる組織「御坊日高教育旅行誘致協議会」と民中心となる組織

「ゆめ倶楽部２１」が、官と民それぞれの強みを活かした役割分担をしつ

つ、密に連携しながら事業推進する体制をとる。具体的には、官中心の御

坊日高教育旅行誘致協議会が持つ対外的な信頼度や安定的な運営体制を生

かしつつ、主に基本戦略の策定やメディア対応などの広報業務等を担う。

民中心のゆめ倶楽部２１が迅速性、柔軟性を持って、営利性も追求する運

営を行うこととし、主に営業活動などのプロモーションや現場での受入対

応を担う。当体制により、着実かつ速やかに実働民間組織の自立が可能と

見込んでいる。 

体験型観光の推進にあたり、利用者に魅力的なプログラムを提供するた

めには、体験事業者、宿泊事業者、一次産業従事者、飲食店、交通事業者

、民泊受入家庭等地域の多くの関係者が連携する必要があり、組織立ち上

げ当初は、行政がその調整役となりつつ、多様な関係者による協働体制を

構築していく。 

【地域間連携】 

今まで各市町単位で実施していた事業を、広域連携組織化により、①ワ

ンストップ窓口化によるお客の利便性向上、②組織の大規模化に伴う受入

体制強化、③各市町の観光コンテンツのパッケージ化による魅力向上及び
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情報発信力アップ、④組織集約・再編による運営コストの削減、⑤専門人

材（コーディネーター）の雇用・育成による持続性のある事業への転換と

いった効果がある。 

【政策間連携】 

事業のメインターゲットとなる体験型教育旅行の誘致は、交流人口を増

やすもので、一般的な観光施策と比較し、より様々な政策効果が期待でき

、当地域が抱える都市部への人口流出による人口減少、農山漁村地域の過

疎化、地域コミュニティの衰退、少子高齢化等の多様な課題解決につなが

る要素を持っており、当地域が目指す協働のまちづくりに資する取組であ

る。地域への人の流れを創ることによる経済波及効果はもとより、取組を

通じた地域コミュニティの維持・強化、移住定住、文化振興、国際交流等

の社会的効果が期待できる。 

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】 

毎年度４月頃に３月末時点のKPIの達成状況を、御坊日高教育旅行誘致

協議会が取りまとめ、外部組織である日高広域観光振興協議会において検

証する。 

【外部組織の参画者】 

各市町観光協会、御坊商工会議所、日高郡商工会広域協議会、JA紀州、

御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町 

【検証結果の公表の方法】 

各市町及び和歌山県日高振興局のホームページで公表する。 

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 33,174千円 

⑧ 事業実施期間 

2021年４月１日から2026年３月31日まで 

⑨ その他必要な事項 
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特になし。 

 

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 

該当なし。 

 

６ 計画期間 

地域再生計画の認定の日から2026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。 

 


