
1 

地域再生計画  

 

１ 地域再生計画の名称 

紀の川市 ローカル×クリエイター共創プロジェクト 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

和歌山県紀の川市 

 

３ 地域再生計画の区域 

和歌山県紀の川市の全域 

 

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 

本市では、人口減少や高齢人口比率の上昇が進んでおり、今後、地域経済活

力の減退やコミュニティの衰退等により、市民生活の活力の低下を招く恐れが

あり、更なる人口流出を引き起こすことにより、市の存続の可能性がより深刻

なものとなります。 

また、基幹産業である農業の分野においては、他の地域同様、高齢化や担い手

不足、さらには低収益化により農業従事者の減少が加速している現状が見られ

ます。 

そこで、地方創生の実現に向けた第２期紀の川市総合戦略の策定にあたり、

本市における地域経済の活性化や地域経済の循環構造に視点をあてた「紀の川

市地域経済循環分析」を実施し、併せて、本市の基幹産業である農業分野に関

し、ＥＢＰＭの視点から課題抽出・要因分析を行いました。 

①紀の川市の全産業の従業員 1人当たり付加価値額（＝労働生産性、稼ぐ力）

を見ると、全国、和歌山県平均と比較して低い水準（労働生産性は全国平均と

比較して１４６万円低い。）であることから、商工事業の活性化とあわせ、基

幹産業である農業における生産者の所得向上に係る取組を強化し、地域の稼ぐ

力の向上を図る必要がある。 

②農業は、付加価値額シェアも高く（紀の川市 6％・全国平均 1％）、地域に
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おける得意産業であり、かつ、域外から稼ぐ産業であるが、労働生産性では全

国平均に及ばない（紀の川市 ２.０百万円/人・全国平均２.６百万円/人）。 

しかしながら、産業間取引構造の分析から、得意な産業である農業を起点と

した６次産業化へのサプライチェーンの下地が存在することから、既存のサプ

ライチェーンを発展させ、より高い付加価値額を産む食品加工の分野とのクラ

スター化など、６次産業化をさらに推進・強化する必要がある。 

③生産者の所得向上における販路拡大に関し、国内のみなならず海外への積極

的な販路開拓が必要であるが、全国における農林水産物・食品の輸出額を品目

別でみると（財務省「貿易統計」による農林水産省作成資料：Ｈ２９）加工食

品が全体の３３％を占めている。（参考/野菜・果実等：５％） 

しかしながら、加工食品の分野では、和歌山県優良県産品推奨制度（プレミ

ア和歌山）における認定産品数３４品（県全体９６６品中）と県内の農業産出

額が１位である本市の得意とする農業分野を活かしきれていない状況である。 

④人口減少は喫緊の課題であり、移住・定住に関する施策とともに、地域課題

の解決や将来的な移住に向けた裾野を拡大するため、特定の地域と継続的に多

様な形で関わる「関係人口」の創出・拡大を図る必要がある。 

⑤観光入込客数は、夜間人口６万人に対して約１７１万人と流入は多いが、観

光客の域内消費行動に繋がっていない可能性があり、地域全体として消費とし

ては流出超過である。地域内での消費を拡大するため、地域資源を活用した観

光・加工商品の開発等、関連産業の育成を強化する必要がある。 

 

４－２ 地方創生として目指す将来像 

【概要】 

本市の基幹産業である農業は、地方創生を実現するうえで、雇用・産業とし

てだけでなく、防災や良好な景観といった住環境保全、食や生命の尊さを学ぶ

教育、さらには都市との地域交流などの面で、その果たす役割は非常に大きく

また、本市が全国有数の生産量を誇るフルーツの産地であることに加え、関西

国際空港からの立地条件、京奈和自動車道の開通によって格段に向上したアク

セス環境からも、地域経済の牽引役としての可能性を秘めています。 

こうした特徴や背景を活かし、本市が得意とする農業をはじめとした既存産
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業のさらなる振興と新たなビジネス創出を通じて頑健な地域経済循環構造を構

築し、働く場を作り、稼いだお金を地域に巡らせることで、住民所得を向上さ

せ将来にわたって安定した人口構造を維持し、活力と魅力のある循環型の社会

を実現します。 

このような地域の魅力、活力の向上により人口の自然増及び社会増の取組を

強化するとともに、「交流人口」「関係人口」の創出・拡大等により「地方へ

新しい人の流れ」を作ります。 

【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 

2023年度 

増加分 

３年目 

ＫＰＩ 

増加分 

の累計 

加工商品（本事業により開発さ

れた商品）の売上額(千円) 

0 0 0 990 

 

990 

「加工商品ブランド創出事業」

による関係人口増加数(人) 

0 2 4 2 

 

8 

「紀の川市農業ビジネス創出ス

クール」への参加事業者数(人) 

0 20 20 20 

 

60 

 

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 

紀の川市 ローカル×クリエイター共創プロジェクト 

③ 事業の内容 

本市の農産物を活用した商品開発の機運を高めるため、加工商品コンテ
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スト開催による加工商品の開発支援等、ブランド化推進による付加価値増

大、新たな農業経営のきっかけづくりとなる農業ビジネススクールを実施

し国内外の販路拡大に努めるとともに、地域の食品加工業や、観光、小売

業との６次産業化の連携を図る。特に、本事業の実施により、基幹産業で

ある農業における生産者の所得向上と「地域の稼ぐ力」の向上、得意な産

業である農業を起点とした６次産業化の推進・農業の労働生産性の向上、

人口減少対策における「関係人口」の創出・拡大、観光分野との連携によ

る交流人口の増加、観光客数の増加と観光消費の受け皿となる小売業等の

関連産業の育成等、複数の課題解決に取り組む。 

また、事業の継続を観点に、コンテスト参加事業者・クリエイター等を

中心とした加工商品ブランド協議会を設立し、加工商品ブランド創出事業

や農業ビジネス創出スクール事業等を交付金事業終了後も自立し、自主的

に継続して実施する体制を整える。 

■紀の川市加工商品ブランド創出事業                                                                                                                                                                  

本市の農産物を使用した商品開発支援やブランド化推進のため、加工商 

品開発に取り組む事業者の地域課題・地域資源をテーマに、クリエイター 

を全国から募り、共創キャンプを実施し、加工商品コンテストの開催を経 

てコンテスト優秀企画賞の新たな商品化を支援するとともに、認定ブラン 

ドとして販売ＰＲを実施する。 

本市の魅力ある地域資源や産品の発掘、磨き上げ、商品開発、販路開拓

を行う事業者を育成することにより、特色ある商品のブランド化、地域産

品の高付加価値化・６次産業化の推進を図るとともに、国内外の販路拡大

に努める。また、参加事業者がノウハウを蓄積し、継続した商品開発を行

うことで、市全体の商品化の気運を高め、特色ある地域経済の活性化と持

続化を目指す。 

■紀の川市農業ビジネス創出スクール事業                                                                                                       

農業振興や事業者の掘り起こし、継続した商品化に対するモチベーショ 

ン維持、農業者所得の底上げ、加工商品コンテストの参加者育成等を目的 

として、農業ビジネス創出スクールを開催する。 

農業をベースに、生産（１次産業）、加工（２次産業）、流通販売・観光
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交流（３次産業）全体を組み合わせ、連携し、地域の自然や文化も取り込

みながら消費者のニーズに沿った地域独自のモノやサービスを創出するこ

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】 

交付金事業の期間においては、コンテスト開催・ブランド認定・農業

ビジネススクールの開催等について行政が主体となって実施するが、事

業の継続を観点に、コンテスト参加事業者・クリエイターを中心とした

加工商品ブランド協議会を設立し（２０２３年１０月設立予定）、事業

を自立して自主的に継続して実施する体制を整える。 

コンテスト開催・農業ビジネススクールについては自主的な運営、行

政主体のブランド認定事業については委託事業として、認定登録料・行

政からの認定ブランド運営委託料を主な財源に事業を実施。４年後以降

において事業の自立を目指す。また、第２期総合戦略における取組事項

である「地域商社設立の検討・支援」の進捗状況も勘案し、将来的な連

携も視野に入れる。 

【官民協働】 

生産者の所得向上だけでなく、生産者間での商品化の気運の向上を図

るため、主体である民間事業者が商品化に向けた開発を行う。 

 市は６次化スクールの開催、地域ブランド認定、加工商品の開発支援

や販路促進支援等の事業を行うことで、民間事業者が行う事業化を側面

からサポートするとともに、地域として６次産業化をさらに推進すべく

マッチングにより横展開を図っていく。 

【地域間連携】 

６次産業化の推進にあたり、生産・販売・流通に至るサプライチェー

ンの構築を進める中で、県や関係自治体と連携した販路拡大や、各々が

持つ地域資源を活かし、相乗効果がもたらされるよう取り組む。 

【政策間連携】 

当該交付金事業において関連政策が連携することにより、移住・定住

分野、観光分野、雇用創出や担い手育成等、幅広い分野での効果が得ら
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れ、地方創生推進への貢献が期待できる。 

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 6月頃に紀の川市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会の各

委員（産・官・学・金・労・言・民）にＫＰＩの達成状況について効果

検証を依頼し、指摘・指示事項をアーカイブし、ＫＰＩの達成度を高め

るために事業の再構築を図る。 

【外部組織の参画者】 

産 紀の里農業協同組合／紀の川市立地企業連絡協議会   

官 和歌山県那賀振興局 

学 近畿大学生物理工学部   

金 日本政策金融公庫 

労 和歌山公共職業安定所 

言 株式会社 和歌山放送 

民 紀の川市自治連絡協議会 

【検証結果の公表の方法】 

紀の川市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 44,501千円 

⑧ 事業実施期間 

2021年４月１日から 2024年３月 31日まで 

⑨ その他必要な事項 

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。 
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５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

(１) 農産物販売促進事業 

ア 事業概要 

農業従事者等の所得を向上させるために、市産農産物のトップセール

スや販売促進に係るイベントを行う事業 

イ 事業実施主体 

和歌山県紀の川市 

ウ 事業実施期間 

2021年４月１日から 2024年３月 31日まで 

(２) 観光交流創造事業 

ア 事業概要 

観光客、市民がフルーツのまちとしての魅力・イメージアップにつな

げるために、地域資源であるフルーツと他の魅力ある地域資源を結び

つける取組を行う事業 

イ 事業実施主体 

和歌山県紀の川市 

ウ 事業実施期間 

2021年４月１日から 2024年３月 31日まで 

(３) 移住・定住推進事業 

ア 事業概要 

市外の人に移住・定住してもらえるように、移住に関する相談や情報

の提供を行う事業 

イ 事業実施主体 

和歌山県紀の川市 

ウ 事業実施期間 

2021年４月１日から 2024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 2024年３月 31日まで 
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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。 


