
１．応募者情報の入力

地域再興政策コンテストに応募する会員会議所の内容を下記にご記入ください。

２．地域情報の調査と主な課題

地域の情報を調査し、地域の課題を抽出してください。

※別紙「地域情報入力シート」に記入し、応募用紙と合わせて提出すること

３．政策の名称とカテゴリ

４．政策立案の背景

地域再興政策コンテスト　応募用紙

ブロック名

郵便番号

ＴＥＬ

兵庫

669-6544

0796-36-0820

ＬＯＭ名 一般社団法人香住青年会議所

住所 兵庫県美方郡香美町香住区香住104

メールアドレス nakamura_takuya@naka-g.net

記入者役職 理事長 記入者名 中村　琢弥

活動エリア 兵庫県美方郡香美町香住区（旧・城崎郡香住町）

　我々、香住青年会議所の活動エリアとする香美町は、ユネスコ世界ジオパークの認定を受ける「山陰海
岸ジオパーク」エリアに位置することが示すように、日本海と山間部の起伏や変化に富んだ自然豊かな地
域です。それらの地形を利用して、様々な地域産業が育まれており、松葉ガニ（ズワイガニ）や香住ガニ
（紅ズワイガニ）に代表される魚介類や、但馬牛の生産などの漁業農林水産加工業と、Ａ級グルメの地とし
ての観光宿泊業により、まちは活力で溢れてきました。
　しかし一方で、下図のＲＥＳＡＳ【観光マップ・Ｆｒｏｍ-ｔｏ分析・滞在人口】が示すように、滞在人口が月別で
は冬場に増加し夏場に減少する傾向があり、時間別では昼以降は国勢調査人口を下回る水準に低下し
ている。これは良くも悪くも、まちの産業がカニ等魚介類に依存する傾向が顕著であることと、昼以降の滞
在箇所が少ないことが起因していると思われる。

主な地域課題

消滅可能性都市、少子高齢化、生産世代減少、
地場産業（漁業・水産加工業）の将来的な後継者不足・労働力不足、
道路整備における日本有数の高速道路網の空白地域（ミッシングリンク）、
観光客の昼間滞在が少ないため観光消費が乏しい、
主要産業の漁業に関連する観光関連サービス業が少ない

政策名 キャンピングカーの聖地『ＫＡＳＵＭＩ』の創造

政策カテゴリ 地方に新しいひとの流れをつくる

資料：RESAS



　また、香美町は、2040年人口推計結果で若年女性の減少率が対2010年比63.0％となる消滅可能性都市
とされています。2015年国勢調査でも対5年前人口増減率は-8.22％になっており、急激な人口減少・少子
高齢化が進行しています。さらに、2018年に断片的に一部供用開始する鳥取豊岡宮津自動車道により、
香美町は高規格道路の通過点となりつつあります。

　そのような中で、地域内消費の増大を図り、地域経済をさらに活発にするための新たな交流人口拡大に
向けた取り組みが必要であると考え、近年飛躍的で毎年5,000台近くの保有台数の増加をみるキャンピン
グカーに着目した地域再興政策の立案に至りました。キャンピングカーユーザーは、一般の観光旅行（宿
泊施設利用の場合）と比べ2泊3日以上の比較的長期旅行を体験していることが多いことからも、既存の観
光資源を生かした現在の観光の谷間の期間（夏季、昼間）の交流人口増加を図ることが出来ると考えられ
る。

●キャンピングカー総保有台数の推移

資料：（一社）日本ＲＶ協会 2015.6.29付プレスリリース

資料：RESAS



５．政策の目的

６．政策立案・実行に関わる関係者（団体）

キャンピングカーの聖地を推し進め、実現することで、
●新しい人の流れを創り、香美町の滞在人口（2014年　平日滞在人口率1.53倍、休日滞在人口率1.68倍）
を、平日2割増、休日3割増に増加させる。

　⇓　その結果

●新たな産業と雇用を創出し、若年層の人口流出の抑制や地域経済の成長を実現する。
●地域内遊休地の効果的な利活用を実現する。
●地域一体となった「おもてなしの心」再構築を図り、まち全体の強固なコミュニティを創造する。

【　】内は、その役割分担を示す

<行政関係>
・香美町【遊休地使用許可応諾・ＰＲ活動】　・兵庫県但馬水産事務所【遊休地使用許可応諾】
・兵庫県但馬県民局

<各種団体・事業所>
・香美町社会福祉協議会【施設維持管理業務】　・シルバー人材センター【施設維持管理業務】
・香美町観光協会【施設維持管理業務／滞在型観光プログラムの立案・情報提供】
・香美町商工会【関連産業企業支援／ＰＲ活動】　・但馬漁業協同組合【滞在型観光プログラムの提供】
・かすみ矢田川温泉【ユーザーに対する温泉入浴料の優待】
・香住水産加工業協同組合【地元食材パックの企画・製作・販売／滞在型観光プログラムの提供】
・但馬バーベキュー協会【滞在型観光プログラムの提供】　・(有)北近畿環境開発【ごみ処理業務】
・香住青年会議所OB会　・美方青年会議所　・香住ロータリークラブ
・香住丼を広める会【地元食材提供】　・山陰海岸ジオパーク推進協議会【ＰＲ活動】
・ジオパークマスター【滞在型観光プログラムの情報提供】　・町内食品小売店組合【地元食材提供】

<学校関係>
・県立香住高等学校【滞在型観光プログラムの立案】　・県立村岡高等学校【滞在型観光プログラムの立
案】

<広報・報道関係>【情報発信】
・新日本海新聞社　・神戸新聞　・毎日新聞　・読売新聞　・産経新聞　・朝日新聞　・FMジャングル
・KissFM神戸　・サンテレビ



７．政策内容の詳細

政策内容の画像やイメージを用いて、具体的な政策の内容を下記にご記入ください。

※補足資料がある場合は、あわせてご送付ください。

※補足資料は２０ＭＢを超えないようご注意ください。

★★　日本一のキャンピングカーの聖地『ＫＡＳＵＭＩ』の創造　★★
　～停まれば別荘、何かがありそう～



　兵庫県香美町香住エリアは、古くから漁業水産加工業のまちとして活気に溢れ、中でも冬の
味覚「松葉ガニ」(ズワイガニ)を目玉とした観光宿泊地として、広く認知されてきました。
　一方で、休漁期の観光宿泊業の入込数は従前より多いとは言えず、年間を通じた新たな交流
人口の拡大は課題であります。
　そこで、近年飛躍的に保有台数が増えているキャンピングカーに着目し、日本一の利用可能
台数を誇る「ＲＶパーク」（詳細は後述）の設置をする。
　また、来訪者に対して「長期滞在観光プログラム」（詳細は後述）など、非日常的な生活を満喫
できる空間環境を提供することで、交流人口拡大に繋げる。

■日本一の利用可能台数を誇る「ＲＶパーク」の設置
　キャンピングカーオーナーの車中泊エリアとして、道の駅やサービスエリア・パーキングエリア
などの公共の駐車場が利用され、不当に長く滞在したり、生活ごみを不当投棄する行為が社会
問題になってきている。そのような中で、キャンピングカーオーナーが、たとえ有料だとしても安
心して車中泊できる公認エリアの需要が高まってきている。
　そこで、日本RV協会が認定するキャンピングカーのための駐車場「RVパーク」を、香住エリア
にある「しおかぜ香苑」内に設置し、日本一の規模のものを用意することで、キャンピングカーの
聖地として、新たな人の流れを香美町に創り出す。
　そして、施設維持管理として新たな雇用を生み出す。

　日本RV協会認定「RVパーク」の条件（【　】内は設置予定場所の現状）
　　・ゆったりとした駐車スペースで、一週間くらいの滞在が可能【必要十分なスペースあり】
　　・２４時間利用が可能なトイレ【整備済み】
　　・１００Ｖ電源が使用可能【今後、整備が必要】
　　・入浴施設が近隣にあることが望ましい【車で８分の所に日帰り入浴施設あり】
　　・ゴミ処理が可能【今後、ゴミステーションの設置が必要】
　　・入退場制限が緩やか。予約が必須ではないこと【対応可能と考える】

以上により、ＲＶパーク設置は、キャンピングカーユーザーを取り込むための手段として効果的
であり、かつ、計画予定地の設置は比較的容易である。

●ＲＶパークを利用したい人の割合

資料：キャンピングカー白書2014

●ＲＶパークを利用したいと思う理由

資料：キャンピングカー白書2014



政策の詳細

■ドライバーを待ち受けるは目を見張る大自然
　香美町は、山陰海岸国立公園と山陰海岸ジオパークエリアに位置することが示すように、日
本海と山間部の起伏や変化に富んだ自然豊かな地域です。また、ＲＶパーク設置予定場所は、
目の前に雄大な日本海が広がり、潮騒の音が心地よい、大自然を感じる場所です。
　さらに、香美町は日本有数の高速道路網の空白地域（ミッシングリンク）として、最寄りのイン
ターチェンジから70分の所要時間がかかりますが、逆説すると、それだけ山・川・海が体感でき
る一般道の景色をいっぱいに浴びながらの道中は、都会の喧騒を忘れさせてくれるに充分な環
境がすでに整っています。

　香美町の自然・建造物
　　・雄大な日本海、潮騒
　　・日本風景街道「但馬漁火ライン」
　　・日本の夕陽百選「香住海岸」
　　・日本の棚田百選「うへ山の棚田」
　　・日本の滝百選「猿尾滝」
　　・日本の名水百選「かつらの千年水」
　　・土木遺産「旧余部橋りょう」　　　　　　その他、多数。



■非日常を体感する長期滞在型観光体験プログラムの提供
　着地型観光による観光客の滞在時間の拡大と観光消費額を増やす取り組みとして、雄大な
景色を感じてもらうだけでなく、これまで単発で行われていた観光体験プログラムを一体化し、
周遊プランとして組み合わせることで長期滞在型観光体験プログラムとして提供し、非日常を体
感していただく。
　また、ジオパークガイド、インストラクターの養成等、山陰海岸ジオパークを最大限に生かすジ
オツーリズムを創出する。この体験をもって、特に夏季と昼間を含めた滞在人口の増加につな
げ、ここでも新しい雇用を生み出す。

　　・水産加工品の製造体験（ちくわ、するめいか、缶詰）
　　・地引網体験・バーベキュー
　　・漁港の朝（選別・朝市セリ）の見学
　　・カヤックによる日本海散策
　　・定置網漁業の網上げ体験・選別見学
　　・漁船によるジオパーク海岸クルージング
　　・棚田での田植え・稲刈り体験
　　・漁網の修理体験
　　・酒造見学

長期滞在型

観光体験プログラム

日本海カヤック

地引網体
験

スノー
シューハイ
キング

缶詰作り

農業体験

浜揚げ見
学

セリ見学

酒蔵見学



政策のポイント

活用する制度・
税制優遇

特区申請など
（必要に応じて）

■”日本一食材”が輝く地元食材パックの販売
　キャンピングカーユーザーの旅行中の食事は、「レストラン等で外食」が多くを占めるものの、
「キャンピングカー内での自炊」というケースも少なくない。
　一方で、香美町は、宿泊施設数は近隣市町と比べて多いが、飲食サービス業は少ない。
　しかしながら、香美町は、松葉ガニ（ズワイガニ）や関西で唯一、香住漁港でのみ水揚げされ
る紅ズワイガニ（香住ガニ）を始めとする魚介類が有名である。
　また、全国の黒毛和牛の繁殖メス牛のうち99.9％が当地の但馬牛「田尻」号の子孫である。
さらに、全国米・食味コンクールで連続して金賞を受賞する村岡米の産地でもある。
　これらのＡ級グルメを目玉とした「香美町海の幸パック」や「香美町山の幸パック」を町内の水
産加工所の直売所やスーパーで販売してもらうことで、当地の魅力であるグルメも気軽に楽し
める環境を整える。

★さらなる展開
　香美町は、2005年に香住・村岡・小代の3町が合併して誕生した。町の中心を南北に矢田川
水系が貫流し、山・川・海がある雄大な自然に恵まれている。
ところで、2016年5月11日現在、ＲＶパークは全国に68施設。うち関西エリアには2施設しか無
い。そこで、上述の香美町香住エリアでの全国最大規模のＲＶパーク開設を皮切りに、将来的
には、村岡エリアや小代エリアにもＲＶパークを設置することで、１泊目は香住エリア（海エリ
ア）、２泊目、３泊目は村岡エリア・小代エリア（山エリア）といった、周遊プランも提供し、町をあ
げた日本一のキャンピングカーの聖地として、従来型の観光客との共存を図り、さらなる交流人
口・滞在人口の拡大に繋げていきたい。

★日本一のキャンピングカーの聖地「ＫＡＳＵＭＩ」の創造

　2017年4月
　　■日本一の利用可能台数を誇る「ＲＶパーク」の設置
　　　　【観光における新規需要産業への対応】
　　　　　↓
　　■非日常を体感する長期滞在型観光体験プログラムの提供
　　　　【交流人口・滞在人口の拡大により地域内消費の拡大につなげる】
　　　　　↓
　　■”日本一食材”が輝く地元食材パックの提供
　　　　【地元Ａ級グルメの新しい提供方法により気軽に香美町の魅力を感じてもらう】
　　　　　↓
　2018年4月
　　■町内に複数のＲＶパークの設置
　　　　【香美町香住（海エリア）にとどまらず、
　　　　　　山エリアにもＲＶパークを設置し、複数泊を狙った周遊プランの提供】

2016年8月　『JC地方創生投資（クラウドファンディング）』
　　　　　　　　　政策実現のための費用確保

2017年3月　『日本ＲＶ協会認定「ＲＶパーク」』の申請認可
　　　　　　　　　広く周知を図るため



政策実現
に向けての課題

①
ＲＶパーク設置の事業計画地である「しおかぜ香苑」は、ルネッサンス計画という事業計
画認可を受けて開発（海岸埋立）されたものであるが、当初計画（文化交流施設、地域
産物展示・販売施設、朝市公園、多目的広場）の施設建築まではされておらず、当初
計画の完遂が長期にわたりペンディングの状態にある。しかしながら、当初計画外の行
為をすることに対しては、事業計画の認可申請が必要である。

②
事業計画地は、漁港施設として整備されているため、漁港関連施設外の行為に対し
て、占有許可が必要であり、占有料金も発生する可能性がある。

上記問題を克服するために、詳細な事業計画を立案し、香住青年会議所によるＲＥＳＡ
Ｓを用いた町民説明会を実施し、町民の理解を得て計画の認可申請を行う。香美町の
分析から考える「キャンピングカーの聖地」町民説明会を実施し、町民気運を高め、署
名活動によって、香美町・兵庫県・香美町議会・県議会に働きかけることで、上記問題
を克服する。

事業計画地

事業計画地



■初期投資に係るもの

【収入】 単位：円

【支出】 単位：円

■RVパーク運用開始後に係るもの

【収入】 単位：円

【支出】 単位：円

政策実現にかかる
費用と財政計画

金　　額科　　　目

（一社）香住青年会議所　事業費より 400,000

ＪＣ地方創生投資（クラウドファンディング） 4,000,000

合　　　計 4,400,000

金　　額

合　　　計

適　　　用科　　目

ＲＶパーク設置費

Wi-Fiフリースポット設置費

100Ｖ電源供給施設設置費

ゴミステーション設置費

アスファルト舗装工事（1,000ｍ2） 3,000,000

100,000

1,000,000

300,000

4,400,000

合　　　計 72,000

12,000ゴミステーション利用希望者制によるゴミ袋販売費（40L）　１５袋＠800円

　広く周知を図れた将来的には、RVパーク利用車数３００台/月を目指すが、運用初期は30台/
月の利用車数しか無いものとして、月単位での収支を検証する。

科　　　目 金　　額

RVパーク利用料金　３０台＠2,000円 60,000

科　　　目 金　　額

RVパーク予約受付業務委託料（観光協会へ） 30,000

一般廃棄物分別・運搬・処理費 12,000

★利用料収入で地域内消費の拡大を図る訳ではなく、来場者による副次的な地域内消費の拡
大を目的とする。★

合　　　計 47,000

Wi-Fi使用定額料金 5,000

※収支残高は、将来的な施設老朽化維持費用や、新規RVパーク設置費用に充てるため積み
立てる。

●キャンピングカーユーザーの年齢構成

資料：キャンピングカー白書2014



その他
補足資料

　
　
　キャンピングカーユーザーの年齢構成は、「60歳代」が最も多く、「50歳代」「70歳代」を合わせ
た三つの世代で全体の7割に達する。これに40歳代を加えると、40歳代～70歳代の比率は全体
の94.5％になり、定年退職したり、子育てを離れ、比較的自由な時間とお金を有するユーザー
が多いことも、キャンピングカーに着目することは地域内消費拡大のためのマーケットとして、
有望である。

　キャンピングカーを購入してからの旅行スタイルの変化については、最も多い回答が「出発時
間や目的地を気楽に決められるようになった」こと。また、旅行中の楽しみとしては「温泉めぐり」
に人気が集まり、キャンピングカー旅行に必ず携行していくものとして、「温泉セット（立ち寄り湯
用入浴セット）」の回答が６割を超える。このことからも、町内に4つの日帰り温泉施設と、近隣に
多くの観光スポットを有する当地域は、キャンピングカーユーザーにとって魅力的な地域である
ことは間違いない。

●キャンピングカーユーザーの購入後の旅行スタイルの変化
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