
 

観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

記入日：令和５年１月１６日 

１. 観光地域づくり法人の組織 

 

申請区分 

※該当するものを〇

で囲むこと 

広域連携ＤＭＯ･地域連携ＤＭＯ･地域ＤＭＯ 

観光地域づくり法人

の名称 

（一社）紀の川フルーツ観光局 

マーケティング･マネ

ジメント対象とする

区域 

区域を構成する地方公共団体名 

和歌山県紀の川市 

所在地 和歌山県紀の川市貴志川町神戸８０２番地１ 

設立時期 平成３０年１０月２９日設立 

職員数 ６人【常勤２人（正職員１人・出向等１人）、非常勤４人】 

代表者（トップ人

材：法人の取組につ

いて対外的に最終的

に責任を負う者） 

※必ず記入すること 

（氏名） 

中山 裕之 

（出身組織名） 

紀の里農業協同組合 

西日本トップレベルの売り上げを誇る産直施設

「めっけもん広場」の運営や都市農村交流を推進

している紀の里農業協同組合の常務取締役 

 

データ収集・分析等

の専門人材（ＣＭ

Ｏ：チーフ・マーケ

ティング・オフィサ

ー 

※必ず記入すること 

（氏名） 

谷 直樹「専従」 

 

紀の川市地域おこし協力隊として東京から移住。 

海外経験や IT企業での経験を活かし、マーケティ

ング分析などに取り組んでいる。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

※必ず記入すること 

（氏名） 

南條 青志 

（出身組織名） 

紀の川市役所 

法人運営・総務・財務等を担当。 

行政職員として地域内外の幅広い関係者とのつな

がりがある。 

国内旅行業務取扱管理者、中小企業診断士 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

紀の川市農林商工部観光振興課 

（事業評価、マーケティング、体制整備他） 

和歌山県那賀振興局企画産業課 

（ＤＭＯ組織運営支援） 

連携する事業者名及

び役割 

◆紀の里農業協同組合、紀の川市商工会、那賀町商工会、 

紀の川市観光協会、（一社）紀の川フルーツ・ツーリズム、 

（一財）青洲の里 

  ・着地型（体験）商品造成、特産品開発・販売 

  ・誘客プロ―モーション、イベント連携 

  ・情報集約、情報発信 ・観光客受入体制整備 

◆西日本旅客鉄道株式会社和歌山支社、和歌山電鐵株式会社、 

株式会社近畿日本ツーリスト関西 

  ・アクセス改善 ・旅行商品造成、イベント連携 

・誘客ＰＲ、集客支援 
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◆和歌山大学、近畿大学生物理工学部 

 ・ＤＭＯ組織運営支援 ・マーケティング調査協力 

◆市内外宿泊事業者との連携 

 ・ホテルルートイン紀の川、丸浅旅館、貴水苑（ゲストハウス）他 

◆周辺 DMOとの連携 

※連携先：(一社)和歌山市観光協会、(一社)高野山麓ツーリズムビューロ 

 ・旅行コンテンツの共同開発、観光情報等の相互発信 

官民･産業間･地域間

との持続可能な連携

を図るための合意形

成の仕組み 

【該当する登録要件】① 

（概要） 

①様々な分野の代表者により構成される理事会の設置 

・法人の決定機関として紀の里農業協同組合、紀の川市商工会、那賀町商 

工会、青洲の里、紀の川市観光協会、（一社）紀の川フルーツ・ツーリズ 

ム、鉄道、大学、旅行会社、行政等の代表者が参画した理事会を設置し、

地域一体となった観光地域づくりに向けた取組体制をとっている。 

② 観光地域づくりの推進に関し、ＤＭＯの組織内に専門部会を設置 

・実務的な事業の企画立案等を進めるワーキンググループとして３つの専 

門部会（旬の体験交流部会、フルーツ飲食物産部会、インバウンド部会）

を設置し、民間企業や地元業者など地域の多様な業種のメンバーで部会を構

成し、事業の企画立案を行う。※当面は、三部会を統合した合同部会を開催

し、当法人及びメンバー間の取り組みの共有と連携を深めることとする。 

・専門部会で協議された事業は、事務局で調整後、理事会で決定される。 

①  行政側（紀の川市）のサポート体制 

・ＤＭＯの運営に関係する市内外各機関との連絡調整に関し、紀の川市観光

担当課がサポートを行う。 

地域住民に対する観

光地域づくりに関す

る意識啓発・参画促

進の取組 

 

当法人の構成メンバー（社員）である市民団体「（一社）紀の川フルーツ・

ツーリズム」が運営している、フルーツをテーマとした体験型博覧会「紀の

川フルーツ体験！ぷるぷる博覧会（ぷる博）」に対し、市民参画がより一層促

進されるよう情報発信を行っている。 

また、和歌山電鐵貴志駅前の紀の川市観光交流拠点にある交流スペース等の

活用を推進し、地域住民による産直品の販売、英語での紙芝居、ボランティ

アガイドなどを通じ、地域住民と訪れる観光客との交流を図っている。 

法人のこれまでの活

動実績 

 

 

（活動の概要） 

事業 実施概要 

情報発信・

プロモーシ

ョン 

○平成３０年度～ 

・ツーリズム EXPOジャパンへの出展 

 旅行会社との商談、一般客への PR、認知度調査 

・ホームページ、Facebook、Instagramにより、観光局の取

り組み、紀の川市内の情報、旬のフルーツ等を発信 

・SAVOR JAPANホームページへの当地域の掲載 

〇令和２年度 

・Googleマイビジネスを活用した市内観光情報の面的整備 

受入環境の

整備 

〇平成３０年度～ 

・貴志駅前観光交流拠点での観光案内、物販（旬のフルーツの

販売、フルーツを活用したジャム、ドライフルーツなど） 

※来場者実績（人） 

年度 日本 台湾 香港 タイ他 計 

H30 4,321 1,180 1,004 473 7,643 

R1 5,790 1,946 2,362 1,216 13,302 
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R2 5,119   6 2 35 5,162 

R3 4,703 0 0 19 4,722 

〇令和元年度 

・多言語パンフレットのリニューアル 貴志駅周辺と市内主

要スポットの紹介（日、英、繁体、簡体） 

〇令和２年度 

・電動シェアサイクルの実証実験 

・コミュニティバス路線の Googleマップ経路検索機能への

掲載 

・モバイルスタンプラリーの実施 

〇令和３年度 

・電動シェアサイクルの実証実験 

・ウェブマップの制作 

・モバイルスタンプラリーの実施 

観光資源の

磨き上げ 

〇平成３０年度～ 

・貴志駅発ツアー等着地型旅行商品の WEB販売 

「いちご狩り＆産直バイキングツアー」など 

・貴志駅前からのインバウンド限定当日いちご狩り受付開始 

〇令和元年度 

・訪日教育旅行等団体の受入 

訪日教育旅行の受入等のため市内小中高校での受入整

備をすすめ、中国からの訪日教育旅行を 6校 168名の受

入を行った。 

・タクシー会社と連携して個人向け観光タクシープラン販売 

〇令和２年度 

・農園滞在型観光メニュー「きのかわステイファーム」の企

画 

・フルーツレシピ DVDの制作・配布 

〇令和３年度 

・農園滞在型観光メニュー「きのかわステイファーム」のコ

ンセプトづくり・磨き上げ 

・市内飲食店へのフルーツメニュー開発支援 
 

実施体制 

※地域の関係者との

連携体制及び地域に

おける合意形成の仕

組みが分かる図表等

を必ず記入すること

（別添可）。 

（実施体制の概要） 

① 市内の様々な分野の代表者等により構成される理事会の設置 

・法人の決定機関として紀の里農業協同組合、紀の川市商工会、那賀町商 

工会、青洲の里、紀の川市観光協会、（一社）紀の川フルーツ・ツーリズ 

ム、地域協議団体、鉄道、大学、旅行会社、行政等の代表者が参画した理事

会を設置し、地域一体となった観光地域づくりに向けた合意形成を図る。 

② ＤＭＯの組織内に専門部会を設置し、実務的な事業の企画立案等を進める

ワーキンググループとして３つの専門部会（旬の体験交流部会、フルーツ

飲食物産部会、インバウンド部会）を設置し、民間企業や地元業者など地

域の多様な業種のメンバーで部会を構成し、事業の企画立案を行う。※当

面は、三部会を統合した合同部会を開催し、当法人及びメンバー間の取り

組みの共有と連携を深めることとする。 

 

 

 

 

 

（実施体制図） 
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２. 観光地域づくり法人がマーケティング･マネジメントする区域  

 

【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一社）紀の川フルーツ観光局

旬を売り、旬を感じて
もらう観光の推進

フルーツを楽しめる飲食店、
物産の広報と支援

訪日外国人観光客
の周遊化

お手軽に 心と体を健康に
贅沢で豊かな笑顔
年中フルーツ体験

社員総会

理事会

事務局

監 事

紀の川市
観光地域づくり戦略

旬の体験交流
部会

フルーツ飲食
物産部会

インバウンド
部会

重
点
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

事業計画・予算
事業報告・決算
定款変更

【社員：１１名】
JA紀の里
紀の川市商工会
那賀町商工会
紀の川市観光協会
青洲の里

紀の川フルーツ・
ツーリズム
近畿大学
ＪR西日本
和歌山電鐵

近畿日本ツーリス
ト
紀の川市

代表理事

【理事：１１名】

・業務執行の決定
・理事の業務執行
の監督
・代表理事の選定、
解職

法人を代表
・業務の執行

【監事：２名】

・理事の職務執行
の監査
・監査報告

部 会

総務・プロモーション・地
域づくり・マーケティング

事務処理・事業遂行

一般社団法人紀の川フルーツ観光局 組織体制イメージ

監査報告

職務執行の監査
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【区域設定の考え方】 

和歌山県北部に位置する紀の川市は、2005年（平成 17年）11月 7日に紀の川流域の 5町（旧打

田町、旧粉河町、旧那賀町、旧桃山町、旧貴志川町）が合併して誕生。北は大阪府、西は和歌山市

と岩出市、東はかつらぎ町、南は海南市と紀美野町に隣接し、その面積は 228 ㎢に及ぶ。面積の約 2

割が耕地面積となっており、その 3分の２が果樹園（樹園地）。海外からの西の玄関口である「関西

国際空港」にも近く車で 40 分。京奈和自動車道開通によるアクセス環境が向上し海外、京阪神から

の利便性が向上している。 

【観光客の実態等】 

 自然豊かな紀の川市では、新鮮な野菜や、果物を求め、めっけもん広場等の直売所を訪れる県外

からの訪問客は多いが、類似施設の増加により入込客数は伸び悩んでいる。また、粉河寺、青洲の

里など市内の主な観光施設への訪問客数も減少傾向にある。一方、自然の中で遊べるキャンプ場や

ホタル鑑賞に訪れる観光客は増加傾向にあり、また、市内旧町単位で開催している祭りやイベント

の来場者は約 10万人である。市内には宿泊施設が少なく、日帰り客が大半を占めているのが実態で

ある。 

現状、ねこが駅長を務める和歌山電鐵貴志駅には、台湾・香港を中心に年間約 10万人の外国人観光

客が来訪しているといわれているが、それら外国人観光客の動向が掌握できていない状況であり、

ねこ駅長と駅舎を見学後、直ぐに他地域にある次の観光地、黒潮市場やアドベンチャーワールド等

に移動しているのではないかと思われる。和歌山県下において高野山や熊野をつなぐルートに位置

し、都市部や関西空港からのアクセス環境もよいにもかかわらず、その好立地条件を集客に結びつ

けられていないのが現状である。 

【観光資源：観光施設、商業施設、自然、文化、スポーツ、イベント等】 

 

自然・公園 文化・歴史 商業施設・宿泊 イベント・体験 食・その他 

・龍門山 

・葛城山 

・平池緑地公園 

・大池遊園 

・桃源郷運動公園 

・百合山 

・桜池 

・史跡紀伊国分寺跡

歴史公園 

・愛宕池運動公園 

・雄滝雌滝 

・龍之渡井遊歩道 

・深山渓谷 

・きしべの里 

・ホタル鑑賞 

・粉河寺 

・長田観音 

・鞆渕八幡神社 

・貴志川八幡神社 

・名手八幡神社 

・大国主神社 

・歴史民俗資料館 

・三船神社 

・春日神社 

・海神社 

・粉河産土神社 

・旧名手宿本陣 

・春林軒 

・旧南丘家住宅 

・旧大和街道 

・道の駅青洲の里 

・めっけもん広場 

・桃山特産センター 

・観光特産センター 

こかわ 

・貴志川観光物産 

センター 

・ファーマーズマー 

ケット紀ノ川ふう 

の丘 

・紀の川市観光交流

拠点「紀楽里」 

・丸浅旅館 

・ビジネスホテル 

粉河 

・粉河祭 

・市民まつり 

・桃山まつり 

・青洲まつり 

・産業まつり 

・桃源郷 

ハーフマラソン 

・ぷる博 

・果物狩り（いち 

ご・キウイ・い

ちじく・はっさ

く・柿等） 

・花見（桜・桃

等） 

・農業体験 

--食-- 

・果物全般（桃、

苺、柿、いちじ

く、キウイ、八朔

等） 

・茶がゆ 

・じゃこ寿司 

・鮎寿司 

・フルーツ寿司 

・フルーツバーガー 

・果物ジェラート 

 

--その他-- 

・温泉 神通温泉 
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・細野渓流キャンプ   

 場 

・ハイランドパーク 

粉河 

・秋葉山公園 

・山崎邸 

・百合山新四国八

十八カ所 

・平池古墳群 

・大池荘（食事の

み） 

・ゲストハウス貴水 

 苑 

・学習体験館桃り

ゃんせ夢工房 

・平池イルミネー

ション 

・パラグライダー 

・ハングライダー 

・カヌー 

 

・和歌山電鐵 

ねこの駅長（初代

はたま駅長、現在

はニタマ駅長とよ

んたま駅長） 

たま・いちご・お

もちゃ・うめ星電

車、貴志駅舎など 

・農家民泊 

※観光資源の活用方法 

ねこの駅長「たま」で世界的に有名な和歌山電鐵貴志川線には、約 10万人ともいわれるインバウ

ンドと多数の国内観光客が訪れている。また、西日本最大級の産直施設「めっけもん広場」には、

旬のフルーツをはじめ所狭しと立ち並ぶ農産物を求め、県内外から年間 70万人を超える来場者が訪

れる。それらと、世界初全身麻酔手術による乳がん摘出手術を成功させて医聖「華岡青洲」を顕彰

する道の駅「青洲の里」を加えた三つの拠点を結び付け、市内観光資源を周遊して地域内消費を高

めてもらう。当地域での観光振興の最終目的は基幹産業である農業の振興である。当地域が、フル

ーツのまち、農作物の豊かなまちとしてのブランドを築いていけるよう、当地域が自然豊かなフル

ーツのまちであることを裏付ける地域資源を優先的に活用していく。観光客がそれらの地域資源を

周遊することにより当地域のファンとなり、継続的な関係性（継続的に当地域の農作物を消費して

もらう）を築いていく。 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

〇宿泊施設は今まで２施設（収容力 110名）であったが、2022年 11月にホテルルートイン紀の川

（251室）が開業し、市内宿泊施設での団体受入が行いやすくなった。 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

電車 

〈大阪方面から〉 

〇ＪＲ阪和線・和歌山電鐵  新大阪駅～和歌山駅（乗換）～貴志駅   約１時間５０分（特急利

用） 

〇ＪＲ阪和線・和歌山電鐵  天王寺駅～和歌山駅（乗換）～貴志駅   約１時間３０分 

〇南海本線・ＪＲきのくに線・和歌山電鐵  

  難波駅～和歌山市駅（乗換）～和歌山駅（乗換）～貴志駅 約 2 時間 

〈奈良方面から〉 

 〇ＪＲ大和路線・阪和線・和歌山電鐵 

               奈良駅～天王寺駅（乗換）～和歌山駅（乗換）～貴志駅  

約２時間３０分（特急利用） 

〈南紀方面から〉 

〇ＪＲきのくに線・和歌山電鐵 白浜駅～和歌山駅（乗換）～貴志駅   約２時間（特急利用） 

 〇ＪＲきのくに線・和歌山電鐵 新宮駅～和歌山駅（乗換）～貴志駅   約３時間３０分 
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飛行機 

 〈関西国際空港から〉 

 〇ＪＲ阪和線・和歌山電鐵 日根野駅乗換で、和歌山駅（乗換）～貴志駅 約 1 時間２０分 

 〇南海本線・ＪＲきのくに線・和歌山電鐵 

              泉佐野駅乗換で、和歌山市（乗換）～和歌山駅（乗換）～貴志駅 

                                      約１時間３０分 

 〇リムジンバス 関西国際空港からＪＲ和歌山駅（乗換）～貴志駅       約１時間２０分 

 〇特急バス   関西国際空港からＪＲ熊取駅（乗換）～ＪＲ粉河駅      約１時間１０分 

 〇レンタカー  関西国際空港～貴志駅 約５０分 

 車  

 〇大阪～（阪和自動車道）～貴志駅         約１時間２０分 

 〇神戸～（阪神高速・阪和自動車道）～貴志駅    約１時間４０分 

〇奈良～（京奈和自動車）～貴志駅         約１時間５０分 

 〇京都～（第二京阪道路・阪和自動車道）～貴志駅  約２時間１０分 

【外国人観光客への対応】 

  年間 10万人の外国人観光客が訪れているともいわれる和歌山電鐵貴志駅前に、平成 30年 9月

に紀の川市観光交流拠点が建設され、当該施設において、当法人の事務所機能とともに、外国人

観光客への観光案内及び特産品の販売等を行っている。また、いちご狩りのシーズンには、外国

人観光客向けにいちご狩りの当日受付を行い、外国人観光客の周遊化、滞在時間の向上につなげ

ている。 

  今後は、コロナ禍の終息後の反転攻勢に向け、訪日客にも人気であるフルーツ体験を主とした

地域内のコンテンツ作りと受け入れ体制づくりを重点的に進め、関西空港から紀の川市への訪日

客の流れをつくる。 

多くの外国人観光客が訪れる貴志駅前からの二次交通が課題となっており、市内タクシー会社

等と訪日客の周遊化に向けた協議を進めている。 

また、2025年大阪万博開催に伴う訪日旅行の急増に、小グループ、FITへの誘客強化をはかる

ため、インフラを含めた受入態勢の確立及び地域内における産品やサービスについて質の向上を

目指す。行政や関係機関などと連携により意見交換をし、よりよい受け入れ態勢を共に考えてい

く。さらには、東南アジアを中心とした外国人観光客が、旬のフルーツや農業体験等を通じて、

贅沢で豊かな体感ができる地域となることを目指す。 

 

３. 各種データ等の継続的な収集･分析 
 

収集するデータ 収集の目的 収集方法 

【一般的な観光の指標】 

① 観光入込客数 

・来訪者数（将来的には宿泊客 

 数も含める） 

・経済効果（観光客による体験 

 参加費やツアー代金だけでは 

 なく、農産物や加工品の購入、 

 飲食を含めたフルーツの消費 

・民間委託による調査 

・ビッグデータの活用 

・市内対象観光施設や食事場所 

 等を中心にアンケート調査 

・紀の川市観光動態調査および

市独自調査 
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 拡大数を把握する） 

・交流機会数（観光客と住民や 

 事業者、各種関係組織との交 

 流機会の数値を把握する） 

＊外国人動向調査を含む 

② 旅行消費額 来訪者による地域への経済効果

を把握するため 

・設立組織による調査 

・市内対象観光施設や食事場所 

 等を中心に聞取り調査を実施 

③ 延べ宿泊者数 旅行消費額の大きい来訪者の宿

泊者の動態を把握するため。 

・紀の川市観光動態調査 

④ 観光客満足度 来訪者のニーズ、満足度、リピ

ート等のデータ収集のため 

＊外国人動向調査を含む 

・設立組織による調査 

・市内対象観光施設や食事場所 

 等を中心に聞取り調査を実施  

⑤ ＤＭＯ専用ＷＥＢサイト 

のアクセス数状況 

  （日本語版、外国語版） 

国内外における認知度や関心度 

を把握するため 

アクセス分析 

 

【農業の振興にかかわる指

標】 

観光に取組む農家数 

ＤＭＯの安定的収入確保のため

に、農産物の販売拡大・付加価

値の増大を目指すが、そのため

には観光に取り組んでいる農家

数が増えることが前提になる。 

 

・紀の里農業協同組合の協力の 

もと、データ収集 

【商工業の振興にかかわる指

標】 

・観光客受入飲食店数 

・土産物開発数 

農作物の付加価値を高めるため

にも、年中フルーツを体験でき

るようにするためにも。果物を

楽しめる飲食店と、物産（土産

物）の数を増やしていくことが

必要である。 

・紀の川市商工会、那賀商工 

会、紀の川市観光協会等の協 

力のもと、データ収集 

【ブランド化の指標】 

・ブランド認知度 

・ＰＲ効果 

「紀の川市のフルーツ」への認

知度と愛着度を指標にし、マス

コミへの露出度、インターネッ

トやＳＮＳへのアクセス度を広

報監査して、ブランドの認知度

やＰＲ効果を測定する。 

・民間委託による WEB調査 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
※地域経済、社会等の状況を踏まえた観光地域づくりの背景 

 

設立当初は、既存の農業体験受け入れ先等を活用した訪日教育旅行や団体旅行の受け入れを通

じ、収益の確保を行うとともに、市内の活性化を推進する計画であったが、今回のコロナ禍によ

り、今後、団体旅行から個人へのシフトがさらに拍車がかかることが避けられないため、家族連れ

や特定のグループメンバーなどが、生産農家の農園でゆったり過ごす少人数のプライベートツアー

等への推進へと方向転換するとともに、自家用車、レンタカーで訪れる観光客や、市内を走る和歌

山電鐵貴志川線及び JR和歌山線を利用する観光客が、紀の川市の自然、食を楽しんだり、農産品な

どの買物がしていただけるよう、市内を周遊しやすくする体制づくりを推進していく。 
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（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 
内

部

環

境 

強み（Strengths） 
・年中楽しめるフルーツが収穫できる 

・「フルーツ寿司」などフルーツを生かした飲

食店が増えている 

・日本有数の売り上げがある産直施設「めっ

けもん広場」 

・猫の駅長とユニークな電車で有名な和歌山

電鐵貴志川線 

・世界初の全身麻酔による乳がん手術に成功

した華岡青洲の出身地、道の駅 青洲の里 

・フルーツを生かした商品開発を地域ととも

に進めている 

 

弱み（Weaknesses） 
・宿泊施設が少ない 

・貴志駅、JA和歌山線からの二次交通が十分

でない 

・市内の多様な観光資源を結びつけるための 

関係事業者間の協業体制が確立されていな

い 

・生産農家が多く、収穫時期に体験農業の受

入が難しい 

・耕作放棄地が増えている 

・農家数の減少と高齢化 

・空き家が増えている 

・フルーツのまちとしての認知度が低い 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 
・大阪の中心地から車で 1時間、「関空」から

40分という好立地 

・京奈和自動車道の整備による奈良方面から

の来訪増加  

・2025年大阪万博の開催 

脅威（Threat） 
・フルーツ離れの進行 

・フルーツ生産地としてしか見られていない 

・近隣市町村も同様にフルーツのまちで PRし

ている 

・コロナ収束の見通しが立たない 
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・香港・タイはフルーツ（フルーツ体験）を

好む 

・周辺バス会社等が旅行商品コンテンツを 

探している 

・安心安全な農作物への需要拡大 

・国内人口の減少、少子高齢化の進行 

 

※上記に加え、ＰＥＳＴ分析等の他のマーケティング分析手法を用いて分析を行っている場合は、そ

の内容を記入（様式自由）。 

 

（３）ターゲット 
○第１ターゲット層  

国内京阪神地区の、30～50代の女性グループと教育への意識の高い家族グループ 

○選定の理由 

紀の川市のフルーツは「あら川の桃」をはじめ関西地区では抜群の知名度を誇り、関西最大規模

の産直施設「めっけもん広場」は、週末になると地域外からの買い物客が 6 割に上る。また、京奈

和自動車道の開通によって、大阪・神戸はもちろん、奈良・京都方面からのアクセスも大幅に改善

された。こうした立地上の利点と知名度を生かして、京阪神地区を第一のターゲットとする。 

○取組方針 

（１）「旬」を売り、感じてもらう観光の推進 

 本当に美味しい果物を体験してもらうために、「旬」を意識した体験の提供を行う。季節感を大切

にして、「いまだけ」「ここだけ」を味わえる観光を推進する。基本コンセプトである「お手軽に 

心と体を健康に 贅沢で豊かな笑顔 年中フルーツ体験」の実現に向け、フルーツ体験を中心とし

た魅力あるコンテンツ作りや、フルーツメニューを提供する飲食店の開拓と支援、当地域での滞在

時間を伸ばしていただくため農家民泊の開業支援及び宿泊事業者との連携など、地域内の魅力づく

りや受け入れ体制づくりの充実を重点的に取り組んでいく。 

① 農園ステイ受入農家の開拓～第 2の故郷を作る～ 【目標 ３０軒】 

 1年通じて受け入れられるよう、心温かい個性豊かな農家を開拓。都市部の人々と、紀の川

市の農家との結びつきを増やしていく⇒関係人口 

開催時期：それぞれのフルーツの収穫の時期、摘蕾などの作業の時期 

場  所：各生産農家の園地や農家さん宅等 

対  象: 家族などのプライベートグループ（2～5名程度） 

体験時間：2時間～半日程度 

農家収入：1グループ 7,000～15,000円程度（体験内容・時間により設定） 

        ※3割程度の手数料を加えて販売（じゃらん 15％、観光局 15％）        

販売方法：インターネット販売。じゃらん遊び・体験予約等で予約受付。 

※受け入れ可能な日時のみで募集 

◎受入農家のメリット 

 ・副収入（体験料）が得られる 

 ・育てている作物の価値を直接伝えられる➡ 継続購入が期待できる直接販売顧客の開拓 

・都市の人々に農業を理解してもらうことによるやりがいの向上 

② ぷる博で実施されている体験コンテンツの旅行商品化への磨き上げ 

「ぷる博」では、約 40日程度の期間限定で、年中様々なフルーツが採れるまちならではの、

フルーツをテーマとした体験を市民が企画・開催している。40～50 程度の体験催しを平成 29

年から 6回開催され、数多くの市民、飲食店などが地域のまちづくりに関わってきている。 

ぷる博で行われてきた体験催しの中から、1年を通してフルーツ体験をバリエーション豊か

に受け入れられるよう磨きをかけていく。市内周遊化にむけてのコンテンツの充実ととも

に、市民通しの交流による紀の川市のファンづくり、継続的に紀の川市を訪問する観光客づ

くりにつなげる。 桃や柿など旬のフルーツ収穫体験や食を楽しめる「フルーツバスツア

ー」を実施する。こだわりのある農家と参加者が交流を通じて紀の川の農産物のファンにな

り、継続的にこの地域の農産物を購入・消費してもらう関係性を構築する。 
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（２）フルーツメニュー店舗の拡大～紀の川の食を満喫～ 【目標 ５０店舗】 

既に、フルーツ寿司やフルーツパスタなど、フルーツ活用した飲食メニューは存在し、メディ

アにも取り上げられている。今後、以下の取り組みなどで、より多くの飲食店が地域特産である

フルーツを扱うように働きかけ、多くの観光客がフルーツメニューを楽しめるよう、市内周遊

化・旅行消費額の増加につなげる。 

・フルーツメニューを取り扱う飲食店を調査・開拓する。 

  ・フルーツメニューの開発支援による、フルーツ食材活用のきっかけづくりを行う。 

 ・今後周遊パスなど行う際に、フルーツメニュー飲食店を優先的に紹介していく。 

○ターゲット層  

香港・台湾・タイなど東アジア、東南アジアからの 20～40代 FITリピーター 

○選定の理由 

コロナ前までは、猫の“たま駅長”に会うために、和歌山電鐵を利用して貴志駅を訪れるアジア

（台湾、香港）を中心とする訪日旅行客が年間約 10万人程度来訪していた。また、香港・台湾など

アジアからの来訪者はリピーターが多く、日本の主要な観光地以外を訪れたいというニーズが多

い。関西空港から至近であるという地理的条件にも恵まれていることから、こうした貴志駅を訪れ

るアジアからの観光客に対し、「フルーツ」を楽しめる環境を整えて、海外にも「フルーツのまち」

を売り込んでいく。 

○取組方針 

※上述の第１ターゲット層に対する取組方針に加え、インバウンド観光客向けの取組として以下を

推進する。） 

・訪日外国人観光客の周遊化 

 貴志駅を中心にすでに来ているインバウンド観光客に、季節に応じたフルーツを楽しんでもらう

ための働きかけを行う。貴志駅だけを訪れるのではなく、市内をめぐってフルーツを楽しんでもら

う環境を整備していく。 

① 貴志駅での広報、案内 

② 外国人観光客向けの広報、情報発信 

③ ゲストハウスからの誘導 

④  二次交通の確保と周辺地域との周遊ルートの作成 

 地域内タクシー会社と協議を進め、貴志駅を訪れる訪日外国人観光客（FIT）の二次交通

の確保による市内周遊化を進める。 

また、和歌山電鉄貴志駅と産直施設めっけもん広場、道の駅青洲の里の 3拠点を周遊する

ルート構築も検討する。 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 

お手軽に 心と体を健康に 

贅沢で豊かな笑顔 年中フルーツ体験 

➁コンセプトの考え方 お手軽に― 

・京阪神地区から近く、高速道路の開通によって 

さらに利便性が増している。 

・関西空港からのアクセスが非常によく、世界の 

国々とも近い。 

・気軽にフルーツや地元の人たちと触れ合うこ 

とができる。 

 →フルーツを気軽に、身近なものとして味わう

ことができる“まち” 

 

心と体を健康に― 
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・フルーツが持つ「健康」、「美容」などの効果を 

きちんと伝える 

・食べるだけではなく、体験したり、交流したり 

することで心と体がさらに満たされる。  

・安心、安全な食べ物を提供する農家の思いを伝 

える。 

・観光・交流を通じて、住民が地域に誇りを持っ 

て、生き生きと暮らすことができる。 

 →食べて、体験して、交流して、お客様も住民 

ももっと健康になれる“まち” 

 

贅沢で豊かな笑顔― 

・フルーツがあるライフスタイルの贅沢な豊か 

さをもっと広めていく。 

・高品質でブランド力が高いフルーツを味わっ 

てもらう。 

→最高のフルーツがいつも身近にある豊かさ 

を実感し、自然と笑顔になれるような“ま

ち” 

 

年中フルーツ体験― 

・「旬」を通じて季節感を感じられる体験を提供 

する。 

・生食だけではなく、加工品、飲食を通じてフル 

ーツの多様な魅力を楽しめる。 

・旧５町それぞれの強みを生かした質の高い連 

 携 

 →いつでも、どこでも、いろいろな形でフルー 

ツを楽しめる“まち” 

 

５. 関係者が実施する観光関連事業と戦略との整合性に関する調整･仕組み作り、 

プロモーション  
 

項目 概要 

戦略の多様な関係者と

の共有 

※頻度が分かるよう記

入すること。 

※戦略の共有方法について記入すること 

（例）部会、ワーキンググループ、ＨＰ、事業報告書の説明会 

・総会（年１回開催）、理事会（年４回開催）、３つの専門部会（年４回

開催）それぞれで、多様な関係者を交え、情報共有や戦略の検討・共

有を図っている。 

・事業の計画や実施を進める部会には、各社員組織における実行リーダ

ー的立場の方々が参画、また取り組み内容に関連する地域関係者等に

呼びかけ出席し、意見交換や事業実施へのサポート、各組織のネット

ワークを生かした地域資源の掘り起こし等を進めるとともに、取り組

み実績等の説明も同時に行っている。 

・行政（紀の川市農林商工部観光振興課）と常に連携を図りながら、観

光地域づくりを進める。 
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観光客に提供するサー

ビスについて、維持･

向上・評価する仕組み

や体制の構築 

・市内関係事業者と連携し、お客様満足度調査を実施し、調査結果を提

供するなど、ホスピタリティの向上を目指す。 

 

 

観光客に対する地域一

体となった戦略に基づ

く一元的な情報発信･

プロモーション 

・ＳＮＳ、ホームページ、メディア等を活用した効果的な情報発信と、

ターゲットを意識した直接的なプロモーションの両方を同時に展開す

る。 

・観光情報の多言語化と一元管理による情報発信なども含めた効率的・

効果的な情報発信・観光振興を行うため、紀の川市観光協会と組織統

合を含めた役割分担の見直しを進める。 

 

※各取組について、出来る限り具体的に記入すること。 

 

６. ＫＰＩ（実績・目標） 

※戦略や個別の取組を定期的に確認・改善するため、少なくとも今後３年間における明確な数値目標を

記入すること。 

※既に指標となりうる数値目標を設定している場合には、最大で過去３年間の実績も記入すること。 

（１）必須ＫＰＩ 

※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

 

目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 

【検討の経緯】 

 以下の考え方に基づき設定を行った。 

① フルーツ・ツーリズムが目指す姿を数値目標として明確化することで、関係者が目標を   

共有しながらぶれない取り組みを行う。 

② 取り組みの成果を数値によって確認することで、ＤＭＯが行っている事業の効果を常に検証

指標項目  
2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●旅行消費額 

（百万円） 

目

標 

6,500   7,300   7,700   8,100   8,500   8,900 

（―） （―） （―） （―） （―） （―） 

実

績 

12,144 8,368 7,251    

（―） （―） （―） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

11,100   11,400   12,000   12,600   43,000   44,000 

（350） （450） （500） （600） （2,100） （2,200） 

実

績 

11,774 6,153 5,867    

（377） （―） （23） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

90 91 92 93 94 95 

（―） （―） （―） （―） （ ） （ ） 

実

績 

92 99 100    

（―） （―） （―） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

79 80 81 82 83 84 

（―） （―） （―） （―） （ ） （ ） 

実

績 

83 99 82    

（―） （―） （―） （ ） （ ） （ ） 
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して、改善していく。 

【設定にあたっての考え方】 

（１）必須ＫＰＩ 

 ●旅行消費額 

  来訪者に対し、食事代、買い物代、宿泊代に分けてアンケート調査を行い、観光客一人当たり

消費金額を割り出し、観光客数および宿泊者数を乗じて推計した。 

 ●延べ宿泊者数 

  （国内）コロナ禍などにより宿泊者が大幅減となっているが、令和 4年 11月開業のホテルルー

トイン紀の川（251室）による宿泊者増が見込まれるため、令和 5年以降当初目標数値

を変更した。 

  （外国人）ホテルルートイン紀の川の開業にともない令和 4年度以降の目標数値を変更した。 

●来訪者満足度 

来訪者に対し「紀の川市での滞在自体の満足度」としてアンケートを行う。年１％ずつ上昇す

ることを目標としたが、令和 3年度で 100％となっているため、設問内容について再検討を行う。 

●リピーター率 

来訪者に対しアンケート調査を行った。今後、より精度の高い数値を出すため、アンケート場所に

より偏りが無いよう設置場所などの再検討を行う。既に高い数値となっているため、年１％ずつ上

昇することを目標とした。 

 

（２）その他の目標 

指標項目  
2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●観光客数 

（万人） 

目

標 

205 210 220 230 240 250 

（13.5） （14） （15） （16） （17） （18） 

実

績 

171 127 119    

（―） （―） （―） （ ） （ ） （ ） 

●農業産出額 

（千万円） 

目

標 

1,860   1,880   1,890   1,900   1,910 1,920 

（―） （―） （―） （―） （―） （―） 

実

績 

1,637 1,729 1,749    

（―） （―） （―） （ ） （ ） （ ） 

●体験交流人口 

（人） 

目

標 

7,800   8,600   9,300   10,000   11,000 12,000 

（―） （―） （―） （―） （―） （―） 

実

績 

4,286 1,816 4,787    

（―） （―） （―） （ ） （ ） （ ） 

●体験交流に取

り組む農家数 

（件） 

目

標 

20 23 24 25 26 27 

（―） （―） （―） （―） （―） （―） 

実

績 

19 23 24    

（―） （―） （―） （ ） （ ） （ ） 

●フルーツを活

用した飲食店

数（件） 

目

標 

30 36 42 48 50   52   

（―） （―） （―） （―） （―） （―） 

実

績 

40 40 41    

（―） （―） （―） （ ） （ ） （ ） 

●フルーツを活

用した土産物

産（件） 

目

標 

91 94 97 100 103   106   

（―） （―） （―） （―） （―） （―） 

実

績 

121 118 121    

（―） （―） （―） （ ） （ ） （ ） 
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※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

※各指標項目の単位を記入すること。 
 

指標項目及び目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 
【検討の経緯】 

以下の考え方に基づき設定を行った。 

① フルーツ・ツーリズムが目指す姿を数値目標として明確化することで、関係者が目標を   

共有しながらぶれない取り組みを行う。 

② 取り組みの成果を数値によって確認することで、ＤＭＯが行っている事業の効果を常に検証

して、改善していく。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●観光客数、外国人観光客数（市の観光動態調査より取得） 

5年間で約 2割増の目標とした。尚、外国人観光客数については関西空港利用の訪日旅客数の

伸びを十分に意識し、5年間で 50％増を目標値とした。 

●農業産出額（農林水産省より取得） 

農業生産によって得られた農畜産物とその農畜産物を原料として作られた加工農産物を当概年

（1～12月）に販売した品目生産数量に品目別農家庭先価格を乗じて求めたものの合計額で、

農業振興の成果を測る指標。フルーツ・ツーリズム振興の取り組みには欠かすことができない

指標であり、高齢化等による農業従事者の減少等の課題はあるが、毎年 1～4％ずつ、緩やかで

はあるが伸ばしていく指標で設定した。 

●体験交流人口（市の観光動態調査より取得） 

住民や事業者、各種関係組織が来訪者との交流機会を通じ、当地域のファンづくり・ブランド

化を推進する。コロナ禍のため目標数値にほど遠い実績となったが、コロナ後の回復および

2025年の関西大阪万博に向け、目標数値は据え置いた。 

 ●体験交流に取り組む農家数（当法人の独自調査） 

農産物の販売拡大、付加価値の増大が最終的な目標だが、そのためには体験交流に取り組む農

家数を増やしていく。毎年最低 1件の増加を見込む。 

●フルーツを活用した飲食店数、土産物開発数（市独自調査より取得） 

農産物の付加価値を高めるためにも、年中フルーツを体験できるようにするためにも、果 

物を楽しめる飲食店と、物産（土産物）の数を増やしていくことを目指す。 

●ブランド認知度（京阪神在住者に対し当法人が同時の WEB調査） 

「紀の川市のフルーツ」への認知度を指標とする。 

●ブランド 

認知度（％） 

目

標 

33.0 36.0 40.0 43.0 45.0 47.0 

（―） （―） （―） （―） （―） （―） 

実

績 

24.7 22.4 31.6    

（―） （―） （―） （ ） （ ） （ ） 

●ＰＲ効果 

（千円） 

目

標 

15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 

（―） （―） （―） （―） （―） （―） 

実

績 

11,285 11,243 10,317    

（―） （―） （―） （ ） （ ） （ ） 
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●ＰＲ効果（当法人の取り組みに対し当法人が独自に調査） 

マスコミへの露出度、インターネットやＳＮＳへのアクセスを広報費換算して、ＰＲ効果を測定す

る。 

 

 

 

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し  

※少なくとも今後３年間について、計画年度毎に（１）収入、（２）支出を記入すること。 

※現に活動している法人にあっては、過去３年間の実績も記入すること。 

（１）収入 

年（年度） 総収入（千円） 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

29,501（千円） 【前年度繰越金】           1,391（千円） 

【紀の川市からの補助金】      24,734（千円） 

【収益事業収入】           3,375（千円） 

【その他収入】               1（千円） 

2020（Ｒ２）

年度 

40,086（千円） 【前年度繰越金】           2,471（千円） 

【国からの補助金】           75（千円） 

【紀の川市からの補助金】      15,833（千円） 

【収益事業収入】           1,558（千円） 

【受託事業収入】           19,822（千円） 

【その他収入】             327（千円） 

2021（Ｒ３）

年度 

33,659（千円） 【前年度繰越金】           3,750（千円） 

【紀の川市からの補助金】      12,649（千円） 

【収益事業収入】           1,218（千円） 

【受託事業収入】           15,744（千円） 

【その他収入】             298（千円） 

2022（Ｒ４）

年度 

34,150（千円） 【前年度繰越金】           2,471（千円） 

【紀の川市からの補助金】      21,600（千円） 

【収益事業収入】           6,600（千円） 

【受託事業収入】           3,472（千円）

【その他収入】              7（千円） 

2023（Ｒ５）

年度 

32,310（千円） 【前年度繰越金】           2,844（千円） 

【紀の川市からの補助金】      21,400（千円） 

【収益事業収入】           4,850（千円） 

【受託事業収入】           3,210（千円） 

【その他収入】             6（千円）  

2024（Ｒ６）

年度 

27,284（千円） 【前年度繰越金】           1,256（千円） 

【紀の川市からの補助金】      17,152（千円） 

【収益事業収入】           5,660（千円） 



（別添）様式１ 

16 

 

【受託事業収入】           3,210（千円） 

【その他収入】               6（千円） 

 

（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2019（Ｒ１） 

年度 

27,030（千円） 【管理費】                21,194（千円） 

【事業費】                  

     旅行商品開発費       3,268（千円） 

     プロモーション        1,856（千円） 

マーケティング調査       712（千円） 

2020（Ｒ２）

年度 

36,336（千円） 【管理費】                11,682（千円） 

【事業費】                  

     旅行商品開発費       18,461（千円） 

     プロモーション          31（千円） 

マーケティング調査      2,690（千円） 

観光交流拠点管理受託    3,472（千円）  

2021（Ｒ３）

年度 

28,344（千円） 【管理費】                 4,138（千円） 

【事業費】                  

     旅行商品開発費       18,109（千円） 

     プロモーション        1,780（千円） 

マーケティング調査       845（千円） 

    観光交流拠点管理受託    3,472（千円）       

2022（Ｒ４）

年度 

34,150（千円） 【管理費】                14,137（千円） 

【事業費】                  

     旅行商品開発費       11,460（千円） 

     プロモーション        2,928（千円） 

マーケティング調査       830（千円） 

     観光交流拠点管理受託    3,472（千円） 

【予備費】              1,323（千円） 

2023（Ｒ５）

年度 

32,310（千円） 【管理費】                14,614（千円） 

【事業費】                  

     旅行商品開発費       10,900（千円） 

     プロモーション        1,500（千円） 

マーケティング調査       830（千円） 

     観光交流拠点管理受託    3,210（千円） 

【予備費】              1,256（千円） 

2024（Ｒ６）

年度 

27,284（千円） 【管理費】                14,564（千円） 

【事業費】                  

     旅行商品開発費       6,480（千円） 

     プロモーション        1,000（千円） 

マーケティング調査       830（千円） 

観光交流拠点管理受託    3,210（千円） 

【予備費】              1,200（千円） 

 

（３）自律的･継続的な活動に向けた運営資金確保の取組･方針 
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① 和歌山電鐵貴志駅前にある市観光交流拠点「紀楽里」を指定管理業者として受託管理し、受託

料を得ている（２０２０～２０２２年度 ※２０２３年度～２０２７年度の 5か年も引き続き

受託予定）。 

② 貴志駅を来訪する観光客に対し、紀の川市特産品を販売し、手数料収入を得ている。 

③ 地元事業者と連携し、ＤＭＯオリジナル特産品（土産品）を開発し、紀楽里、周辺の道の駅ほ

か独自の販売ルートを開拓し収入を得ている。 

④ ふるさと納税返礼品として、DMOオリジナル商品等を販売している。 

⑤ 貴志駅を訪れているインバウンド観光客に対して、いちご狩りの当日受付を行い、手数料収入

を得ている。 

⑥ 和歌山電鐵貴志駅に自動車で来訪する観光客に対し、一時利用駐車場を案内し収入を得てい

る。 

⑦ 紀の川のフルーツの「旬」を顧客に伝え、「旬」を体感する体験プログラム（旅行商品）を造

成・販売している。 

⑧ 造成する旅行商品において、フルーツを楽しめる飲食店を組み込み手数料を得ている。 

⑨ 国の支援施策を積極的に活用しながら、地域のコンテンツ造成等を進めている。  

 
 

８. 観光地域づくり法人形成･確立に対する関係都道府県･市町村の意見 

 

和歌山県紀の川市は、「一般社団法人 紀の川フルーツ観光局」を当市における観光地域づくり法

人として認める。 

 

９．マーケティング･マネジメント対象区域が他の地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯ

と重複する場合の役割分担について（※重複しない場合は記載不要） 

 

 

 

 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 南條 青志 

担当部署名（役職） 一般社団法人紀の川フルーツ観光局 

郵便番号 640-0143 

所在地 和歌山県紀の川市貴志川町神戸 802-1 

電話番号（直通） 0736-79-3700 

ＦＡＸ番号 0736-79-3703 

Ｅ－ｍａｉｌ info＠kinokawa-dmo.com 

 

１１. 関係する都道府県･市町村担当者連絡先 



（別添）様式１ 

18 

 

 

都道府県･市町村名 和歌山県紀の川市 

担当者氏名 熊城 崇 

担当部署名（役職） 農林商工部観光振興課 課長 

郵便番号 649-6492 

所在地 和歌山県紀の川市西大井 338 番地 

電話番号（直通） 0736-77-0843 

ＦＡＸ番号 0736-79-3928 

Ｅ－ｍａｉｌ kumashiro-001@city.kinokawa.lg.jp 

 

都道府県･市町村名  

担当者氏名  

担当部署名（役職）  

郵便番号  

所在地  

電話番号（直通）  

ＦＡＸ番号  

Ｅ－ｍａｉｌ  

 



項目
2019
（R1）
年度

2020
（R2）
年度

2021
（R3）
年度

2022
（R4）
年度

2023
（R5）
年度

2024
（R6）
年度

旅行
消費額

(百万円)

目標
6,500 7,300 7,700 8,100 8,500 8,900

(―) (―) (―) (―) (―) (―)

実績
12,144 8,368 7,251

(―) (―) (―) (―) ( ― ) ( ― )

延べ宿泊
者数

(千人)

目標
11,100 11,400 12,000 12,600 43,000 44,000

( 350 ) ( 450 ) ( 500 ) ( 550 ) ( 2,100 ) （2,200）

実績
11,774 6,153 5,867

( 377 ) (―) (23) ( ) ( ) ( )

来訪者
満足度

(％)

目標
90 91 92 93 94 95

( ― ) ( ― ) ( ― ) ( ― ) ( ― ) ( ― )

実績
92 99 100

( ― ) (―) (―) ( ― ) ( ― ) ( ― )

リピーター
率

(％)

目標
79 80 81 82 83 84

( ― ) ( ― ) ( ― ) ( ― ) ( ― ) ( ― )

実績
83 99 82

( ― ) (―) (―) ( ― ) ( ― ) ( ― )

法人名：一般社団法人紀の川フルーツ観光局

【区域】 和歌山県紀の川市
【設立時期】 2018年10月29日
【代表者】 中山 裕之
【マーケティング責任者（CMO） 】 谷 直樹
【財務責任者（CFO）】 南條 青志
【職員数】 ６人
（常勤２人（出向等1人）、非常勤４人）
【連携する主な事業者】
紀の里農業協同組合、紀の川市商工会、那賀町商工会
紀の川市観光協会、（一社）紀の川フルーツ・ツーリズム
道の駅青洲の里、西日本旅客鉄道㈱和歌山支社、
和歌山電鐵㈱、近畿大学生物理工学部、
㈱近畿日本ツーリスト関西、和歌山大学、紀の川市

お手軽に 心と身体を健康に
贅沢で豊かな笑顔 年中フルーツ体験

合意形成の仕組み

登録区分名：地域ＤＭＯ

※（）内は訪日外国人旅行者に関する数値

法人のこれまでの活動実績

【情報発信・プロモーション】

・旅行会社へのプロモーション、ファムツアーの
実施
・SNS等を通じての継続的な情報発信
【観光資源の磨き上げ】
・訪日教育旅行の誘致
・国内教育旅行・視察旅行の受入
・農園滞在型観光の磨き上げ
・飲食店フルーツメニューの磨き上げ
【受入環境の整備】
・貴志駅前観光交流拠点での観光案内
・フルーツ特産品の販売
・インバウンド向けいちご狩り当日受付
・貴志駅周辺散策の多言語パンフレットの制作

戦略

【該当する登録要件】 （該当番号）①

【概要】当地域の観光地域づくりを推進する上で必要となる
以下の法人・団体が社員として、また代表者等が理事として
参画している。

紀の里農業協同組合、紀の川市商工会、那賀町商工会、紀
の川市観光協会、（一社）紀の川フルーツ・ツーリズム、道の
駅青洲の里、西日本旅客鉄道㈱和歌山支社、和歌山電鐵
㈱、近畿大学生物理工学部、㈱近畿日本ツーリスト関西、紀
の川市

【主なターゲット】

●ターゲット１：京阪神地区の居住者

●ターゲット２：アジアからのインバウンド

【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
●「旬」を売り、感じてもらう観光の推進

本当に美しい果物を体験してもらうために、「旬」を意識した
体験の提供。季節感を大切にして、「いまだけ」「ここだけ」を
味わえる観光を推進。
●フルーツを楽しめる飲食店、物産の広報と支援

フルーツを楽しめる飲食店を増やすこと、フルーツの物産を
開発。個々の事業者がフルーツを使った飲食や物産を提供
していけるように働きかけるとともに、買える場所、食べられ
る場所などを積極的に広報し、ルートづくりの支援。
●訪日外国人観光客の周遊化

貴志駅を中心に既に来ている訪日客に、季節に応じたフ
ルーツを楽しんでもらうための働きかけ、市内を巡ってフ
ルーツを楽しんでもらう環境を整備。

実施体制

観光関連事業者と戦略との整合性に
関する調整・仕組み作り、プロモーション
●実務的な事業の企画立案等を進めるワーキンググループ
として３つの専門部会（旬の体験交流部会、フルーツ飲食物
産部会、インバウンド部会）を設置し、民間企業や地元業者
など地域の多様な業種のメンバーで部会を構成し、事業の
企画立案を行う。

●市内外各機関との連絡調整に関し、紀の川市観光担当課
がサポート

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】 収益事業（土産物販売、旅行売上等） 1百万円（R3年）、国市受託
事業 16百万円 市補助金収入13百万円
【総支出】 28百万円（一般管理費4百万円、事業費24百万円）
※令和4年3月期決算
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
貴志駅前観光交流拠点の指定管理受託（R2年～）、フルーツを活用した土産物

商品開発販売、個人向け農業体験商品の販売、市からの観光振興事業の受託
など

マーケティング・マネジメントする区域

ＫＰＩ（実績･目標）

記入日： 令和４年１月１６日

めっけもん広場

道の駅青洲の里

JR和歌山駅貴志駅

関西国際空港


