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◎研究の動機

和歌山県の人口

観光客の減少

和歌山県の特徴を生

かして観光客を増や

したい

農業を使った策を考

えよう！
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和歌山県の課題（現状）について



課題①

人口の減少



和歌山県の課題① 深刻な人口減少

若者の割合も
減少している



和歌山県の課題① 深刻な人口減少
順位 都道府県2021年 2020年 順位 都道府県2021年 2020年 順位 都道府県2021年 2020年

全国 -0.51 -0.32 16岡山県 -0.64 -0.44 32鳥取県 -0.86 -0.71

1沖縄県 0.07 0.41 17群馬県 -0.65 -0.5 33岐阜県 -0.9 -0.69

2神奈川県 -0.01 0.14 17石川県 -0.65 -0.6 34富山県 -0.91 -0.81

3埼玉県 -0.06 0.04 17京都府 -0.65 -0.52 35島根県 -0.93 -0.93

4千葉県 -0.15 0.03 20佐賀県 -0.67 -0.63 36和歌山県 -0.97 -0.93

5滋賀県 -0.22 -0.17 21奈良県 -0.69 -0.65 37愛媛県 -1.04 -0.85

6福岡県 -0.22 0.02 22静岡県 -0.7 -0.54 38徳島県 -1.05 -1.13

7東京都 -0.27 0.29 23長野県 -0.72 -0.63 39山口県 -1.08 -1.07

8愛知県 -0.34 -0.19 23広島県 -0.72 -0.46 39高知県 -1.08 -1.11

9大阪府 -0.36 -0.05 25鹿児島県 -0.75 -0.85 41新潟県 -1.1 -1.02

10宮城県 -0.51 -0.42 26宮崎県 -0.78 -0.7 42岩手県 -1.16 -1.23

11茨城県 -0.53 -0.42 27北海道 -0.8 -0.66 42福島県 -1.16 -1.01

12山梨県 -0.57 -0.63 28三重県 -0.82 -0.69 44長崎県 -1.18 -1.11

13熊本県 -0.58 -0.64 29福井県 -0.84 -0.59 45山形県 -1.23 -1.09

14兵庫県 -0.6 -0.41 29香川県 -0.84 -0.78 46青森県 -1.35 -1.16

15栃木県 -0.61 -0.52 29大分県 -0.84 -0.94 47秋田県 -1.52 -1.3



和歌山県の課題① 深刻な人口減少
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➡毎年和歌山県の人口は
流出傾向にある

農家の数も

減少している



和歌山県の課題① 深刻な人口減少

さらなる人口減少

生活利便性・地域の魅力低下

地域の人口減少

生活サービスの低下 行政サービスの低下



課題②

観光客の減少



和歌山県の課題② コロナによる観光客の減少

コロナにより
観光客が減少



和歌山県の課題② コロナによる観光客の減少

➡観光客の県外率も下がっている
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和歌山県の課題② コロナによる観光客の減少

13、14ページのスライドから

2019年の県外観光客の数 35433000×0.893＝31652298.9≒3200万人

2021年の県外観光客の数 24879000×0.829＝20624691.0≒2100万人

二年間で9割近くを占めていた県外観光客が

3200万人－2100万人＝1100万人 減少している！！



和歌山県の課題② コロナによる観光客の減少

和歌山県の産業が衰退

和歌山県内の消費が減少

観光客の減少



従来のアグリツーリズムについて



従来のアグリツーリズム

農業「agriculture」と旅行「tourism」をか
け合わせた造語。主に農山村部など自然豊か
な場所に滞在し、周囲の環境や文化底に住ん
でいる人々との交流を楽しむ余暇活動のこ
と。 （minorasuより）

アグリツーリズムとは



従来のアグリツーリズム 日本のアグリツーリズム

北海道長沼町

都市近郊の立地を生かし、農家民宿・体験交流など
が行われている。農家民宿では農家が家庭の一員と
して受け入れてくれる。

長野県飯田市

「ほんもの体験」をテーマに、「ワーキング
ホリデー飯田」「体験教育旅行」を実施。県
南部の自治体と地元企業が出資し、独自の取
り組みを図ったことで成功につながった。



従来のアグリツーリズム

・農家の収益、広告につながる。

・地域に訪問者が増える。

メリット



従来のアグリツーリズム

問題点

・農家体験に費用が掛かる

・農家の人手が足りない

・安定した収益が見込めない

・民宿に対する抵抗がある

・民宿では新型コロナウイルス等の感染率が高い

・若者が来ない



従来のアグリツーリズム

アグリツーリズムより
さらに成長させたい、、、、、‼
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施策 グランピングを活用する

グランピングとは

グラマラス（豪華な）とキャンピングを
組み合わせた言葉で、テント設営やバー
ベキュー道具を準備しなくても気軽に
キャンピングを楽しめる体験のこと。
（観光三重より）



施策 グランピングを活用する

日本の市場も拡大すると予測される



施策 グランピングを活用する

グランピング利用意向調査
対象：全国の18~59歳の方
標本数：2108人
実施期間：R3.7/30~8/3

実施媒体：インターネット

６１％

７６％



野外での宿泊をする人が
2021年に入って増加

グランピングに追い風



施策 グランピングを活用する

メリット

・農家との接触が減る（コロナ対策）

・若者に人気がある

・気軽に参加することができる

・農家の負担が減る



施策 グランピングを活用する

そこで・・・・・・

グランピング×アグリツーリズム

＝アグランピング



具体的な施策
昼は農家体験、夜はグランピング

農業体験
グランピング

▼
若者を集め農業に興味をもた

せる！

・昼は農業体験や、観光をして過ごす

・夜は大自然の中でグランピング

■概要
場所 和歌山県有田川町
期間 一泊二日



具体的な施策

<１日目>
１３時５０分 ：集合
１４時００分～１７時３０分：みかん狩り体験
１７時３０分～ ：グランピング
<２日目>
０９時００分～１１時３０分：みかん狩り体験
１１時３０分～１２時３０分：昼食(近くのレ
ストラン、お弁当等)
１３時００分～１５時３０分：観光[鷲ヶ峰コ
スモスパーク]
１６時００分～１７時００分：観光[かなや明
恵興温泉]

農業体験グランピングの例

かなや明恵興温泉

鷲ヶ峰コスモパーク

📍

📍



具体的な施策
有田川町を選んだ理由

・農業が盛んであるが、
人口は減少している。

・特産品である有田みかん
や、生産量日本一の
ぶどう山椒は国内でも
有名である。

・和歌山県でグリーン
ツーリズムが盛んに
実施されているため、
私たちが提案する施策
を始めやすい環境に
ある。

・キャンプ場が他の地域
よりも多い。

・観光スポットが多数あ
る。

・アクセスがいい。



具体的な施策
有田川町を選んだ理由

市民農園設置面積
が和歌山県第3位！



具体的な施策

連携

市民農園 グランピング施設

交流人口

農業移住に興味が
ある人

移住人口 支援



具体的な施策

農業体験を通して農業に興味を持ってもらった後…

充実した支援を利用して新規就農者数を増やすことができる！！

和歌山県の就農支援例
★和歌山県農林大学校の就農支援センターのさまざまな種類の研修 (受講料無料)

★研修情報や補助金の制度など、就農を考える際に役立つ情報をまとめたサイト
「あぐり わかやま」
★「農林水産就業補助金」という補助金、新規の就農者に対する無利子の融資、活動経費の支援



具体的な施策

テレワーク従事者数増加に
伴い時間的余裕が生まれる

趣味として農業を始めること
もでき、多くの人をターゲッ
トにすることができる。
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見込める効果

グランピング企業へのアピールポイント

• 新しい取り組みで知名度向上

• 利益が出やすい

農家へのアピールポイント

• 人手不足が解消される

• 民宿による体験よりも負担が軽い

• 体験を始めたり人手を募集したりしやすい



見込める効果

和歌山県へのアピールポイント

• 農業の勃興につながる

• 観光客数が増える

• 和歌山県の発展につながる

客へのアピールポイント

• グランピングを楽しむことができる

• 農業体験もできる

• 就農希望者には経済的支援がある
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まとめ

現状分析

施策

具体案

見込む効果

アグランピングを利用する

人口・農家数を増やしたい

有田川町で農家体験ツアー

多くの観光客が訪れ和歌山が発展
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