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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

まちにコミットするローカルイノベーター創出計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

和歌山県田辺市 

 

３ 地域再生計画の区域 

和歌山県田辺市の全域 

 

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 

・平成27年国勢調査における田辺市の人口は74,770人で、前回調査と比較して

4,349人減となっている。自然動態についてはほぼ横ばいで推移しているが

、社会動態については平成26年度△466人、平成27年度△679人、平成28年度

△409人、平成29年度△609人と依然厳しい状況が続いている。また、本市が

平成27年度に策定した田辺市人口ビジョンでは2045年の目標人口を60,232人

、生産年齢人口を29,062人と掲げているが、平成27年国勢調査の結果を基に

作成された「日本の地域別将来推計人口」によると2015年から2045年にかけ

て田辺市の人口は74,770人から48,493人（減少率64.9％）となり、生産年齢

人口についても42,108人から22,316人（減少率59.7％）となることが示され

ている。 

・本市は卸売・小売業（1,033社、26.1％）と建設業（419社、10.6％）の比率

が高く（RESAS産業構造マップ2016年）、内需依存型の経済構造を有している

ことから、人口減少の進行が地域経済に与える影響が大きく、加えて、地域

経済循環率が77.9％と地域外への流出額が多く、外貨の獲得と併せて地域内

でいかに経済を循環させるかが課題である。（RESAS地域経済循環マップ） 

・高校卒業後、県外に就職した割合は県全体で23.5％（H28）、特に田辺は33.5
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％（H28）と高い。また、田辺市内の高校から大学や短大等に進学する割合

は64%（Ｈ28）となっており、田辺市は大学や短大がないため、進学を選択

した学生は必然的に市外への転居を伴い、その多くが県外へと流れている。

さらに、進学者の多くは卒業後そのまま市外及び県外で就職しているケース

が多く、本市出身者が就職や転職等の人生の転機に「ふるさとでの暮らし」

が選択肢の一つとなる取組が必要である。 

・田辺市における空き家は3,730戸（18.9％）と全国平均13.5%よりも大幅に高

く、そのうち52.2％が紀伊田辺駅から半径２㎞以内の街なかに集中している

。さらに、中心市街地における空き店舗は平成29年度末時点で110件（19.1

％）となっており、街なかの賑わい創出と併せて、中心市街地への移住・創

業を促す取組が必要である。 

 

４－２ 地方創生として目指す将来像 

【概要】 

【地方創生の成果】 

 田辺市では平成28年度から地方創生推進交付金を活用し、世界遺産「紀伊

山地の霊場と参詣道」をはじめとする地域資源を軸としながら「知ってもら

う、来てもらう、働いてもらう」をコンセプトに新たな人の流れや街なかの

賑わいの創出、しごとづくり等の地方創生の取組を進めてきた。中でも、顕

著に効果が感じられた取組が「たなべ未来創造塾」における人材育成であり

、修了生23人のうち創業・第二創業に至った件数は既に17件となっている。

さらに、修了生の活躍を見聞きして塾生として応募してくる若者や修了生と

他の若手事業者のコラボレーションなども生まれ始めており、まち全体への

波及効果も出ている。また、「シティプロモーション」の成果としては、地

域ブランド調査における田辺市の評価が上昇しており、平成27年度から平成

29年度にかけて、認知度（537位→492位）や情報接触度（546位→470位）の

ほか、顕著に上昇がみられたのが移住意欲度（484位→234位）と観光意欲度

（425位→376位）であった。大学連携における取組では参加学生のうち１名

が田辺市に本社を置く企業に就職を決めたほか、12名（延べ15名）の学生が

自主的にインターンシップ等で田辺市を訪れている。 
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 しかし、平成27年国勢調査における田辺市の人口は74,770人（前回比：△

4,349人）で、過去3年間の人口動態をみると、自然動態はほぼ横ばいで推移

しているが、社会動態については平成27年度△679人、平成28年度△409人、

平成29年度△609人と依然厳しい状況が続いており、当初の想定よりも人口

減少が急速に進んでいることから、より効果的な取組を進めていく必要があ

る。 

 

【都市圏及び若者の地方移住のニーズ】 

 近年、都市住民の地方への移住願望が高まっており、「都市部の住民の意

識調査」（平成30年３月：総務省「田園回帰」に関する調査研究会）による

と、都市住民のうち農山漁村地域に移住してみたいと考える者が全体で30.6

%、中でも20代から40代の平均が34.4％と高くなっている。 

 また、厚生労働省所管の独立行政法人労働政策研究・研修機構による「若

年期の地域移動に関する調査」における地方出身者のUターン希望状況でも2

0代と30代のUターン希望が高く、「戻りたい」「やや戻りたい」の割合が全

体の4割を超えている。 

 さらに、これらの調査を裏付けるように認定NPO法人ふるさと回帰センタ

ー（東京）への2017年の来訪者及び問い合わせが33,165件（前年比126%）あ

り、年代別利用者内訳では20代から40代が約3分の2を占めている。 

 また、定住人口でも交流人口でもない、地域や地域の人々と多様に関わる

「関係人口」の重要性が国においても議論されており、人口減少や高齢化等

が進む地方において、この関係人口が地域づくりの担い手となることが期待

されている。 

 

【目指す将来像】 

 上記を踏まえ、本市における地方創生をより効果的に進めるため、地域課

題の解決や地域資源の活用をビジネスの視点で考える人材「ローカルイノベ

ーター」の育成を核として、関係人口創出事業及び大学生みらいサポート事

業、市街地活性化施設活用事業との連携を図り、地方に関心のある都市圏在

住者や大学生等の若者を対象に田辺市のヒト・コトにフォーカスした情報発
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信やローカルイノベーターと交流する機会を設けることにより、単なる移住

とは異なる新たな人の流れを創出する。 

 また、景観まちづくり刷新事業等により、街なかの施設整備や景観整備が

進められている中、2020年４月には市街地活性化施設（名称未定）が開設さ

れる予定となっており、当該施設の活用に向けて、南紀みらい株式会社が中

心となって「ローカルイノベーター」をはじめとする地域の若手創業実践者

とともに活用プラン構築に取り組み、完成後についてもそのプランに基づい

た市街地活性化のイベントや創業支援により、街なかにおけるしごとづくり

と賑わいの創出を図る。 

 さらに、交付対象事業と別に行う関連事業である「空き家空き店舗マッチ

ング事業」や移住・創業を支援する各種施策との連携を図り、空き家空き店

舗等の遊休不動産と移住・創業をワンストップでつなぐ取組を展開すること

で、市街地活性化施設が多様なヒト、モノ、カネ、情報の集積する「知的対

流拠点」となり、街なかを中心に市全体の賑わいを創出する。 

 

【数値目標】 

ＫＰＩ 
事業開始前 

（現時点） 

2019年度増加分 

１年目 

2020年度増加分 

２年目 

本事業を通じた関係人口（本事業参加者の

うち、自主的に本市を訪れた人数）  

５年間で200人 （人） 

０ 10 20 

本事業を通じた移住者数  

５年間で15人 （人） 
０ ２ ３ 

本事業を通じた創業・第二創業件数  

５年間で42件 （件） 
０ １ ８ 

たなべ未来創造塾受講者数  

５年間で92人 （人） 
０ 12 20 
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2021年度増加分 

３年目 

2022年度増加分 

４年目 

2023年度増加分 

５年目 

KPI増加分 

の累計 

40 60 70 200 

５ ２ ３ 15 

13 10 10 42 

20 20 20 92 

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 

まちにコミットするローカルイノベーター創出事業 

 

③ 事業の内容 

【全体像】 

      産官学金が一体となって、地域資源の活用と地域課題の解決をビジネス

の手法で考える人材「ローカルイノベーター」を育成するとともに、地方

に関心のある都市圏在住者及び大学生をはじめとする若者を対象に本市の

ヒト（ローカルイノベーター）・コト（ローカルイノベーターの取組）に

フォーカスした情報発信やローカルイノベーターと交流する機会を設ける

ことにより、田辺市に本気で関わりたい、暮らしたいと思う新たな人の流
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れを創出する。 

      その他、2020年４月の市街地活性化施設整備に向けて、南紀みらい株式

会社が中心となって「ローカルイノベーター」をはじめとする地域の若手

創業実践者とともに市街地活性化施設の活用に向けた機運醸成とプラン構

築に取り組み、完成後は活用プランに基づいた創業支援や街なかの賑わい

創出に寄与する取組を展開する。 

      また、交付対象事業と別に行う関連事業である「空き家空き店舗マッチ

ング事業」や移住・創業を支援する各種施策と連携を図り、遊休不動産と

移住・創業をワンストップでつなぐ取組を展開することで、交付対象事業

において創出する移住・創業希望者を街なかに誘導し、市街地活性化施設

が多様なヒト、モノ、カネ、情報の集積する「知的対流拠点」となる仕組

みを構築する。 

 2022年度からは３年間の事業を進める中、たなべ未来創造塾における人

材育成を核とした一連の事業展開を継続するとともに、この３年間の分析

から新たに見えてきた課題解決やニーズに対する事業を展開していくこと

で、新たな人の流れの更なる拡大とともに、持続的な取組に発展させる。

また、交付金終了後も継続して事業が実施できるよう企業版ふるさと納税

を活用するなど、自主財源により各種人材育成事業が実施できる仕組みを

構築する。 

 

 

●たなべ未来創造塾  

      交流人口の増加と地域経済の活性化を図るため、産官学金が一体となり

、地域課題の解決や地域資源の活用をビジネスの視点で考える人材「ロー

カルイノベーター」の育成とビジネスモデルの創出に取り組む。2019年度

以降は関係人口創出事業や大学生みらいサポート事業と連携した取組にも

活動の幅を拡げるほか、前身事業で課題となっていたビジネスプラン発表

後のフォローアップを行うため、修了生を中心とした中間支援組織の構築

を図る。また、2020年度以降は女性の創業を促す取組を展開していくこと

で、地域を担う多様な人材を育成するほか、2021年度には各期の修了生が
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つながり、さらに地域住民、都市圏の若者や大学生とのつながりを生む取

組を展開することで、新たな人材の対流を創出し、外貨の獲得や地域内経

済の循環を促進させる。2022年度以降は本事業の中間支援組織となり得る

人材を選考・育成し、持続的な事業運営を目指すとともに、地方と地方の

関係性を強化し、他の自治体で展開している姉妹塾と塾生同士の地域を超

えたコラボレーションを創出するため、講師の相互派遣や、互いの修了式

に参加するなど、塾生同士が交流する取組を実施する。（2019年度～2023

年度） 13,639千円 

 

●関係人口創出事業 

      都市圏に暮らす20代～40代のローカル志向層や田辺市にゆかりのある者

をターゲットとし、本市に活力をもたらすヒトやコトにフォーカスしたプ

ロモーションを行う。プロモーションにおいては、前述のターゲットを購

読者に抱える媒体を活用した情報発信を行うほか、本市のローカルイノベ

ーターと都市圏に暮らす人々がつながるワークショップやフィールドワー

クを行う関係人口育成講座を開催することで、田辺市との関係性を築き、

人の流れの創出につなげる。2019年度は次年度以降の活用を見据えて修了

生のネットワーク組織を構築するほか、2020年度以降はより本市に関わっ

てもらえる人材を確保し、関係人口育成講座の受講につなげていくため、

関係人口育成講座の開催前に本市を訪れてヒト・コトに触れる機会を創出

するほか、修了生のネットワーク組織を活用し、修了生にも関係人口創出

事業の運営及び受講生のサポートに携わってもらうことで、より効果的に

関係性を構築するとともに段階的な自立化を図っていく。2021年度にはテ

レビ番組やECサイトを有する首都圏メディアと連携し、新しい生活様式を

に配慮した本市に触れる機会を創出するほか、2020年度総務省関係人口拡

大モデル事業に採択された「熊野リボーンプロジェクト」の１期生を推進

力とした新たな関係人口予備軍の発掘が期待されることから、新たなター

ゲットに向けた関係人口育成講座を開催することで、本市への人の流れを

創出する。2022年度以降は、都市圏に暮らす20代～40代のローカル志向層

や田辺市にゆかりのある者をターゲットとし、本市に活力をもたらすヒト
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やコトにフォーカスしたプロモーションを目的に実施した「たなコトアカ

デミー」では、新たに聴講コースを設置し、全国から募集するとともに、

本市との関係性を一過性のものから持続的な関係となるよう、ボランティ

アでの取組からCSVやビジネスの視点を取り入れることで、関係人口と地

域の双方に利益を生む副業の観点を意識した取組を進める。また、コロナ

禍の状況を踏まえ、テレビ番組やECサイトを有する首都圏メディアと連携

した、新たな関係人口の創出拡大事業については、今年度での事業完結を

目標に引き続き事業に取り組む。さらに、世界遺産「熊野古道」を抱える

当地域（熊野）ならではの課題解決に取り組む人材を創出するため、里山

の保全に関心が高く、地域の暮らしや歴史文化が色濃く残る低山登山を楽

しみながら歩く人たち（低山トラベラー）をターゲットに、熊野の里山と

共存する地域課題について議論を深める取組みを、2021年度のテーマを「

林業」に絞り実施してきたが、熊野の里山の地域課題は「林業」の他に「

農業・狩猟」、「海・川」など重要なテーマがあり、機運が高まっている

中、これらの熊野の里山に関する地域課題への取組みを一貫して行う必要

があるため、2022年度は「農業・狩猟」をテーマに、耕作放棄地の増加や

人材不足といった地域課題解決に向けた取組へと深化させる。また、対象

外事業であるが企業版ふるさと納税を活用し、都市圏企業社員とたなべ未

来創造塾修了生が共創でプロジェクトを立案・実行するラーニングワーケ

ーション事業「ことこらぼ」を実施するとともに、寄附の一部を各種人材

育成事業に充当することで、持続可能な仕組みを構築する。 （2019年度

～2023年度） 52,000千円   

 

●大学生みらいサポート事業  

      大学生の将来の選択肢の一つに「地元」や「地域」が入るきっかけを作

るため、和歌山大学と連携し、田辺市のヒト・コトを題材とした寄附講義

を開講する。ローカルイノベーターをはじめ、田辺で活躍する様々なゲス

トが講師として登壇する講義のほか、実際に田辺市を訪れてゲストの仕事

ぶりや暮らし方を体感できるフィールドワークを実施し、田辺での仕事や

暮らしの多様性とその魅力を伝えることにより、人の流れを創出する。20
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20年度からは田辺市の企業やローカルイノベーターの元において、本格的

に田辺の仕事や暮らしを経験できるインターンシップを展開し、田辺に本

気で関わりたい、暮らしたいという思いを高め、より深い関係人口の創出

につなげる。 （2019年度～2021年度） 1,131千円 

 

●市街地活性化施設活用事業  

      街なかにおける交流・情報発信拠点として2020年４月に開設が予定され

ている市街地活性化施設（en+）の活用に向けて、2019年度はたなべ未来

創造塾修了生をはじめとする地域の若手創業実践者を対象に研修会やワー

クショップ等を実施し、施設活用に向けた機運醸成と活用プランの構築を

図る。2020年度以降は、構築された活用プランを基に施設を活用した総合

的な創業支援や市内の経済活性化のための地域産品プロモーション、街な

かの賑わい創出につながるイベント等を展開するほか、2021年度は移住・

創業者とまちの人をつなぐ仕掛けづくりやあらゆる関係者を巻き込んだ街

なかの賑わいを創出する取組も併せて展開することで、市街地活性化施設

が多様なヒト・モノ・カネ・情報が集積する街なかの「知的対流拠点」と

なる仕組みを構築する。2022年度以降は、起業・創業者等を含む多様な人

材の交流から地域経済の活性化に繋げる仕組みづくりが課題となっている

ため、田辺市内外の方々への本市の魅力の情報発信を行うとともに、既存

事業者に対しても人的ネットワーク及びプロモーション拠点としての利活

用が図れるように取り組むことで、新規創業者と既存事業者、市内と市外

など様々なヒト・モノ・カネ・情報・共創のネットワークの交流拠点とし

ての確立を目指し、他地域の優良事例も参考としながら地域経済が潤う民

間による実証実験等の取組みを支援する。また、デジタルを活用した地域

課題解決や街なかの魅力向上に向け、デジタル社会に対応するためのノウ

ハウを蓄積するとともに、その活用により、首都圏等からのテレワークや

ワーケーションの受け入れ体制の充実を図り、新たな分野での人の流れを

創出していく。（2019年度～2023年度） 102,379千円 

 

④ 事業が先導的であると認められる理由 



10 

【自立性】 

交付対象事業において創出する移住・創業希望者を、交付対象事業とは別

に行う関連事業である「空き家空き店舗マッチング事業」と連携して街なか

へと誘導し、空き家空き店舗の活用へとつなげることにより、南紀みらい株

式会社の稼ぐ力を高め、自立化を促す。 

 

【官民協働】 

産官学金が一体となって、本交付金事業の核となるローカルイノベーター

を育成するとともに、新たなビジネスモデルの創出を支援することで、創業

・第二創業の促進を図る。また、各事業との連携を図り、体系的に事業を展

開する中で、新たな人の流れを創出する。 

市街地活性化施設の活用に向けて、南紀みらい株式会社を中心にローカル

イノベーターをはじめとする地域の若手創業実践者が一体となって完成後の

活用プランを構築する。また、市移住・創業担当課と連携し、交付対象事業

において創出する移住・創業希望者を、交付対象事業と別の関連事業である

「空き家空き店舗マッチング事業」と連携して街なかへと誘導することで、

効果的に空き家空き店舗の活用へとつなげるなど、官民一体となった取組を

展開する。 

 

【地域間連携】 

本事業は単独事業として交付申請を行うが、より効果的に人の流れを創出

するため、和歌山県及び白浜町とも連携を図りながら、関係人口創出や移住

・定住につながる取組を進めていく。 

 

【政策間連携】 

ローカルイノベーターを核として各事業間の連携を図り、田辺市のヒト・

コトに重点を置いた情報発信や人材育成に取り組むことで、地方に関心のあ

る都市圏在住者や大学生等の若者が田辺市に本気で関わりたい、暮らしたい

と思う人の流れを創出する。また、関連事業とも連携を図ることで、交付対

象事業において創出する移住・創業希望者を街なかへと誘導し、空き家空き
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店舗の活用と街なかの賑わいを創出する。 

【デジタル社会の形成への寄与】 

市街地活性化施設活用事業において、デジタル社会に対応するためのノウ

ハウを蓄積・活用し、首都圏等からのテレワークやワーケーションの受入体

制の充実を図る。 

 

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7月頃に、外部有識者で構成する「評価検証会議」において、総

合戦略に掲げている全ＫＰＩの達成状況や施策の見直し等と併せて、当該

事業の評価検証を行う。 

 

【外部組織の参画者】 

総括…和歌山大学 

基本目標１（移住・定住）…田辺市定住支援協議会 

基本目標２（しごとづくり）…田辺商工会議所、紀南農業協同組合、 

森林組合、水産振興会 

基本目標３（子育て）…田辺市子ども子育て会議 

基本目標４（まちづくり）…田辺市自治連絡協議会 

金融機関…政策金融公庫、紀陽銀行 

 

【検証結果の公表の方法】 

検証後、総合戦略の改訂版を市のホームページで公表する。 

また、国や県からの指示に基づき、求められる時期に指定様式にて検

証結果を報告する。 
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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 169,149千円 

 

⑧ 事業実施期間 

地域再生計画の認定の日から2024年３月31日まで 

企業版ふるさと納税との併用による事業実施期間の延長 

 

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 

 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

(1) 地域語り部活動事業 

ア 事業概要 

ふるさとを愛し、地域に誇りを持った子供を育成するため、市内の全小

中学校において、自分の暮らす地域について学ぶ機会を設け、学習した内

容を保護者や住民、地域を訪れる人に語り継ぐ「地域語り部活動」を展開

する。 

 

イ 事業実施主体 

田辺市 

 

ウ 事業実施期間 

2015年４月１日から2024年３月31日まで 
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(2) 空き家空き店舗マッチング事業 

ア 事業概要 

家主と借主が安心して賃貸借できるマッチングシステムの構築から物件

・借主の掘り起し、移住・創業の支援に取り組むことで、空き家・空き店

舗の活用を促進する。 

 

イ 事業実施主体 

南紀みらい株式会社 

 

ウ 事業実施期間 

2017年４月１日から2024年３月31日まで 

 

(3) 移住・事業に係る各種支援施策 

ア 事業概要 

振興山村地域外への移住に係る空き家改修補助金制度を新設するほか、

商店街開業支援事業費補助制度や新規開業資金理事補給制度等により、本

市への移住・創業を支援する。 

 

イ 事業実施主体 

田辺市 

 

ウ 事業実施期間 

2019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 

 

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。 
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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に掲げる【検証結果の公表の方法】に同じ。 

 


