
越えｍ

紀の川グリーンツーリズム推進協議会（和歌山県紀の川市）

○ 紀の川の恵みにより形成された果樹産地により「あらかわの桃」をはじめ年間
を通じて旬の果物が提供できる。

○ 江⼾時代より伝わる「茶粥」を郷⼟⾷として伝承しつつ、果物を使った料理を
発展させ、「フルーツのまち」づくりを推進。

馬瀬川鮎
餅本膳料理

【周遊ルート】〜農泊型３６５⽇フルーツを楽しめるまち〜【地域の⾷】

KPI H28（現在） H33
外国人旅行者 42,834人 55,680人

【５ヶ年計画の定量⽬標】

（フルーツパスタ）

○清流「紀の川」に
より育まれた果樹
産業群と、山林開
拓を支えた郷土食。

○フルーツの魅力
を伝えるべく、加
工品や寿司、パス
タ・菓子などの６次
化を推進。

（茶粥）

貴志駅

青洲の里

龍門山

粉河寺

和歌山駅

関西国際空港

大阪市内

高野山

南紀白浜

めっけもん広場
地域内各所で、果物の摘み
取り体験・郷土食の昼食が
可能



馬瀬川鮎

【周遊ルート】～醤油発祥の地 紀州湯浅で食・景観を満喫！～
【地域の食】

醤油醸造発祥の地・紀州湯浅（和歌山県湯浅町）

○ 醤油醸造発祥の地 紀州湯浅。金山寺味噌の製造過程から紀州湯浅の先人が改良を重ねて
生まれた醤油。醤油醸造で栄え、昔ながらの町並みが残る伝統的建造物群保存地区には、
昔ながらの手づくりを続ける老舗の醤油醸造蔵がある。

○ 熊野古道が市街地を通る唯一の町、その歴史ある町並みを形成する小路小路。レンタサ
イクルで趣のある町並みを堪能し、移動もスムーズ。
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歴史満喫ルート

JR湯浅駅周辺 しらす丼

道町 立石道標

深専寺 大地震津波の碑

伝建地区 角長職人蔵・醤油資料館

〃 甚風呂（民俗資料館）

〃 大仙堀

二次交通化

（醤油とともに味わう
しらす丼）

（茶粥と

金山寺味噌）

【５ヶ年計画の定量目標】

KPI H30 R4
外国人旅行者 10,000人 16,000人
主要対象国 中国・ドイツ・フランス



馬瀬川鮎
餅本膳料理

【周遊ルート】風と暮らす大地～山幸海幸・麒麟のまち～【地域の食】

【５ヶ年計画の定量目標】

麒麟（きりん）のまち観光局（鳥取県因幡・兵庫県但馬地域）
○ 日本海から吹く「風」が創り出した「鳥取砂丘」をはじめ、厳しい環境だからこそ豊か
な自然と山海の幸に恵まれた地域。食材自体のクオリティは抜群であり「そこにある食
材」の魅力を体験コンテンツとあわせて発信。

○ 鳥取県東部・兵庫県北西部の広域で「農泊」のけん引役としてDMOが推進。観光だけで
はなく「日本遺産」「文化財」などエリア全体のマネジメントとマーケティング・商品造
成から販売まで一元的に実施。

◆KPI
外国人宿泊者数 2019年 24,000人

2020年 30,500人
2020年 33,000人
2020年 35,500人
2020年 38,000人

【5ヶ年で160％増目標】

牛すすぎ鍋

鳥取砂丘
らっきょう
甘酢漬け

こおげ花御所柿

とうふちくわ

二十世紀梨狩り

＜「麒麟のまち」エリア図＞「風のアクティビティ」「風のグルメ」「風の暮らし」
からそれぞれ選んであなただけの周遊プランを！

海から山まで移動時間は１時間圏内。
「麒麟のまち」で山幸海幸を堪能！

【麒麟のまち】
鳥取県東部と兵庫県北西部は古くか
ら生活圏・経済圏・文化圏をともに
しているエリア。麒麟獅子舞（国指
定重要無形民俗文化財・日本遺産）
が伝承されている地域。

麒麟獅子舞



馬瀬川鮎
餅本膳料理

【地域の食】

【５ヶ年計画の定量目標】

LOG（広島県尾道市）

○ 商港都として栄えてきた歴史の中で育まれた、日本遺産「北前船」ゆかりの造酢をはじ
め、「村上海賊」ゆかりの柑橘や魚食文化等、豊かな食や食文化を今に伝えています。

○ LOGでは、日本遺産「箱庭的都市」を臨む景観の中で、素材の良さを引き出す料理を味
わい、手のぬくもりを感じる空間で、このまちに暮らすように滞在することができます。

○ 歴史的景観のまち歩きや、柑橘と潮風薫るナショナルサイクルルート「しまなみ海道」
のサイクリングなど、インバウンドにも対応したアクティビティが楽しめます。

高品質な柑橘

季節の地魚

受け継がれる

「酢」の食文化

「いちじく酢」

KPI H30 H34
外国人観光客数 30万人 38万人
1人当たり

観光消費額 4,000円 4,800円

LOGを拠点に、地域の食を味わい、歴史と情緒あふれる「箱庭的都市」の
景観を臨めば、このまちに暮らすような滞在ができます。

【周遊ルート】日本遺産「箱庭的都市」
サイクリストの拠点ONOMICHI U2を出発し、空中散歩のような橋上ルートや
柑橘畑を縫うように走る専用道は、国内外で高い評価を受けています。

【周遊ルート】しまなみ海道サイクリング



馬瀬川鮎
餅本膳料理

【周遊ルート】〜「にし阿波・桃源郷」の実現〜【地域の⾷】

農

KPI H27 （現在） H32
外国人旅行者 15,000人 30,000人

うち香港 5,166人 8,500人
台湾 1,342人 2,500人

アメリカ 1,095人 3,000人
中国 967人 5,000人

農泊施設 200施設 400施設

【５ヶ年計画の定量⽬標】

一般社団法人そらの郷（徳島県にし阿波地域）

○ 急峻な傾斜地で畑作を営む中⼭間地において、「にし阿波のありのままが世界に誇れる
桃源郷である」をコンセプトに、交流体験の有料化等地域にお⾦が落ちる仕組みを追及。

○ そば・雑穀等の郷⼟⾷や歴史を⼥性やシニア層が地域ガイドとなって案内することや、
古⺠家を⾼級感ある農泊施設として整備することで、交流し共感できる滞在型地域として
インバウンドを呼び込む。

阿波葉たばこの隆盛や酒蔵のあるマチ
ジャパンブルーの原点

阿波藍はじめ四季の花と果実の彩り

傾斜地畑の絶景と
農業の民 阿波忌部氏の歴史

にし阿波ゴールデンルート

平家落人伝説が残る日本屈指の秘境

「阿波牛」 ハレとケ珈琲

たばこ資料館

三好酒蔵 「増川笑楽耕」

「祖谷そば」

古民家体験

かずら橋
平家屋敷

ラフティング

「でこまわし」 「そば米雑炊」

干し柿

美村が丘

藍染め体験

阿波尾鶏
うだつの町並み

LED夢酵母日本酒

「ひらら焼き」

｢吉野川｣

「阿波地美栄」

シャイ ン

マスカット

「雑穀」の創作料理

半田そうめん

落合集落

急傾斜地農法

集落体験｢霊峰・剣山｣

○米が作れない条件で
の中山間農業

○雑穀､そば､いもなど条
件に合った作物を順次
導入することにより､守ら
れている伝統料理

（そば米雑炊）

（でこまわし） （ひらら焼き）
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