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紀の川市のご案内

紀の川市への教育旅行をおすすめするポイント

その１ 産学官を挙げての受入

その２ 産業体験（学習）が実施できます

抜群の利便性です

その４ 学校交流を歓迎しています

その３

西日本の玄関口である「関西空港」から30㎞・約40分（一般道利用）に位置し、大阪市内（難波）にも80

㎞・約８0分（高速道経由）の位置にあるため、海外からのお客様には観光にビジネスに大変利便性のある

場所となっています。

紀の川市内には義務教育機関（小、中学校）をはじめ、県立高等学校2校があり、加えて日本最大級のス

ケールと、一般入試の延べ志願者数が日本一（2018年度実績）を誇る近畿大学の生物理工学部がありま

す。本学は紀の川市と地域創生に資するため、包括連携に関する協定を締結しています。各校とも在校児

童・生徒の語学能力の向上や国際理解に資することなど、訪日教育旅行の意義を理解し、積極的に受け入

れをして行きたいと考えています。

国土の狭小な日本の農業は、徹底的に品質にこだわった栽培や流通を行っています。とりわけ紀の川市の

特産である各種フルーツはその安全性や味覚で、世界をリードしており、海外にも多くのファンが増えて

います。紀の川市ではこの需要に対応すべく、選果（作物を選別することで品質を維持する作業）などを

目的とした近代的で巨大な施設を有しており、ここを実際に見学いただくプログラムを用意しました。ま

た、四季折々のフルーツや野菜などの収穫体験も体験できます。

訪日教育旅行受入についてのご案内

一般社団法人紀の川市フルーツ観光局

　位置的には関西空港から車で約４０分（一般道利用）と

近く、大阪市内にも約７０分の近さです。また、最近開通

した「京奈和自動道」を利用すると、奈良市内などにも便

利になりました。
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　和歌山県の北西部、大阪府との府県境に位置し、2005年

に打田・粉河・那賀・桃山・貴志川の5町が合併し市制と

なりました。市の中心部には一級河川「紀の川」が流れて

おり、これが市名の由来となっています。

　主な産業は農業で、とりわけ果樹（フルーツ）の生産

は、その量や品質で日本全国のトップクラスを誇り、特に

柿・はっさく・桃・いちじく・キウイは全国でもトップク

ラスの産出額となっています。

　歴史的には、国宝や重要文化財などを有する西日本屈指

の霊場「風猛山粉河寺」や、江戸時代に世界で初めて全身

麻酔による乳がん摘出手術を成功させた華岡青洲を輩出し

たことでも知られています。

位置図など

海外からお見えの大切な子供さんのために、安全に、かつ有意義な日本滞在を実現するためには、受入す

る地域を挙げてお迎えすることが大切であると考えます。紀の川市では民間団体・学校・行政関係の三者

が協力し、それを提供します。

年中フルーツの町　和歌山県紀の川市（きのかわし）

和歌山南IC 紀の川フルーツ観

光局所在地
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その５ 各種の宿泊パターンの選択が可能です

その６ 学校交流をはじめ紀の川市滞在中のプログラムを一括コーディネイトします

紀の川市への「訪日教育旅行」実施お問い合わせとお申込み方法

一般社団法人紀の川市フルーツ観光局
所在地 〒640-0413　和歌山県紀の川市貴志川町神戸802-1

TEL･FAX TEL０７３６ｰ７９ｰ３７００　FAX０７３６-７９-３７０３

E-mail info@kinokawa-dmo.com

※水曜定休日　営業時間9:00～17:00

● ご利用条件

「学校交流」のコーディネイトを希望される場合、次の事項が受け入れ条件となります。

① 紀の川市内にて体験学習または施設の見学を1ヶ所以上組み入れること。

②

③

④

⑤

農業関係施設の体験、見学

（ＪＡ紀の里　農産物流通センター）

photo

紀の川市内又は隣接市町や和歌山県内の指定宿泊機関での宿泊を1泊以上、（一財）紀の川市フルーツ観光

局を通じ手配。実施すること。

当観光局のコーデネイト（手配）する各プログラムや宿泊中において生じた、当観光局に関わりのない事

故・トラブルに関して、当観光局は一切の責任を負いません。

一般社団法人紀の川フルーツ観光局では、訪日教育旅行における紀の川市内での学校交流の受入窓口とし

て活動してゆきます。同時に農業を中心にした体験学習や産業見学など、教育的価値の高い滞在プランを

コーディネイトをしてゆきます。

紀の川市内とその周辺地域と連携し、「ホテル」を中心とした様々な形態の宿泊の紹介や手配を行いま

す。

紀の川市内への訪日教育旅行で「学校交流」を伴う場合は一般社団法人紀の川フルーツ観光局を通じて、実

施の問い合わせやコーディネイトを承ります（学校交流を伴わず、紀の川市内や周辺部での体験学習や宿

泊、お食事などの手配のみでも対応いたします）

紀の川市のシンボルである清流紀の川や明峰龍門

山を見渡せる市内北部高台の広大な敷地に建つ巨

大な農作物の選果、物流の拠点です。

四季折々紀の川市内で収穫された農作物の多く

は、ここに集積され、厳密な品質のチェックやサ

イズ別の選果などが行われ、優れたブランド品と

して、日本国内はもとより世界に送られます。こ

の工程を施設スタッフの事前レクチャーを受けた

後、実際にその施設内を見学します。

その他お支払いについての条件などは別途案件毎に明示します。

ご契約後の変更取り消しに関しては、別途契約書にて明示します。

体験・見学のご案内

産業学習・農業体験
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農作物の収穫体験

・・・ いちご狩り体験

・・・ 桃収穫体験、ゴーヤ収穫体験

・・・ みかん狩り体験、芋ほり体験

・・・ はっさく収穫体験、いちご狩体験

※

※

風猛山粉河寺（こかわでら）

十禅律院（じゅうぜんりついん）

　西国三十三観音霊場の第3番札所として知られます。

その歴史は古く、奈良時代の西暦770年に創建したと

伝えられています。寺内には国宝や文化財など国指定

の文化財も多くあり、地元はもとより全国から多くの

参詣者が訪れる名刹です。

　日本の歴史ある寺院を訪れることは、単に宗教的な

体験だけではなく、その建築物や庭園など、日本古来

の文化を学べる非常に意義の高い体験学習でもありま

す。

秋

冬

photo

紀の川市では四季を通じ、フルーツや野菜などの農産

物を栽培をしています。このため季節に応じた農作物

の様々な体験が可能です。特にフルーツの収穫体験は

好評で、紀の川市の広々とした大自然の中で、美味し

い採りたてのフルーツを味わう体験は、食の安全を第

一に考える日本ならではのものです。

～四季のフルーツなどの収穫体験～

春

夏

とうりゃんせ

桃りゃんせ夢工房（桃ジャムつくり体験）

日本の桃のトップブランドである「あら川の桃」で知

られる紀の川市桃山町の桃農家の女性グループが運営

する体験型施設です。地元で収穫された農産物を利用

した加工品づくりのの体験ができ、特にブランドのあ

ら川の桃を使ったジャムづくりはインバウンドのお客

様にも大好評です。

4月中旬から6月下旬まで受入不可

桃ジャムづくりには2時間程度必要です

　粉河寺境内にある天台宗安楽律院派の仏教寺院で、

西暦1800年に徳川御三家（水戸、尾張、紀州）の一つ

紀州藩第10代藩主「徳川治宝」によって建立された本

堂などが現存し、今も使われています。寺院内では抹

茶とお菓子を味わいながら素晴らしい日本庭園を見学

したり、「写経体験」や「座禅体験」なども可能で

す。これらの体験をすることで、日本伝統の「わびさ

び」や江戸時代の美意識などについて体感いただくこ

とができます。

歴史を学ぶ
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青洲の里（せいしゅうのさと）

和歌山電鐵

近畿大学生物理工学部

この鉄道会社のコンセプトは「日本一心豊かなローカ

ル線になりたい！」です。このコンセプトの下、車両

の改装や四季様々なイベントの開催などを行っていま

すが、何といっても駅長「ニタマ」と「よんたま」は

世界一有名な働く猫駅長として、世界中から観光客を

集めています。また「伊太祈曽駅」に現存する車両検

査場などは100年以上前に建造され建造物として、国

登録有形文化財になっています。（見学は事前の予約

が必要です）

　江戸時代（西暦1800年前後）の外科医「華岡青洲」

の偉業を称えるテーマパークです。

青洲は世界で初めて全身麻酔を用いた乳がん手術を成

功させた医師で、それに至るプロセスは文豪「有吉佐

和子」の『華岡青洲の妻』というタイトルで小説にも

なっています。この原作は日本のテレビドラマにもな

りました。

　青洲の里は当時の診療所であった建物を復元した

り、青洲の遺品を展示し、その偉業を語り継いでいま

す。ここを訪れることは、鎖国により海外に門戸を閉

じていた江戸期の日本における文化や科学のレベルを

学ぶ場として最適な教材です。

和歌山県下でも数少ない高等教育機関として、1993年

に開設された、日本最大規模の大学校である近畿大学

の学舎で、学生数は約1,900名（2017年5月現在)を有

し、理学から農学、工学、医学まで幅広い学問分野が

融合した新領域の最先端研究が行われています。ク

ローン技術を用いて絶滅動物を復元するための遺伝子

工学研究に取り組んだり、生命現象の総合的な解析を

通して医療や福祉機器の設計や開発に応用しようとす

る試みがなされています。さらに学部内に設置された

スーパーコンピューターにより、最先端の情報技術の

応用にも挑戦したり、充実した環境で得られた知見を

応用し、医療や福祉、食の安全などに貢献していま

す。

photo

その他見学・体験など

学校交流のご案内（大学校・高等学校）
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和歌山県立粉河高等学校

ＫＯＫＯ塾について

和歌山県立貴志川高等学校

和歌山県立紀北農芸高等学校（所在地：かつらぎ町）

和歌山県立那賀高等学校（所在地：岩出町）

紀の川市内小学校、中学校

地域の伝統校として、生徒会やボランティア活動、数々のクラブ活動

など生徒の自主活動も活発で、教科の学習はもとより、自ら進んで取

り組む多様な活動を通して、個性的で実践力に富んだ人間形成が大切

にされています。

和歌山大学と粉河高校、地域住民が連携し、勉強会やワークショップに取組んでいるグループです。学校を拠点に

生徒や住民が共に学び、地域や校内の課題について考えることを目的にしています。多方面から専門家を招き、自

然環境、福祉、教育など様々なテーマについて取組んでいます。

創立は1960年で定時制、女子高を経て、1983年に全日制普通校として

発足し、現在に至っています。学科は普通科と人間科学科で、「以和

為貴」を校訓に掲げ、「人間として生き抜く力を身につけた、地域と

社会に有為な人材を育成する。」ことを目標にしています。

特色的な取り組みとしては、「世界津波の日」に開催する「高校生防

災スクール」や生徒会活動の一環で行われる「エコ活動」がありま

す。

創立は1901年で、和歌山県下有数の伝統校です。校舎は紀の川市の高

台にあり、自然と伝統美に恵まれたキャンパスです。学科は「普通

科」と「理数科」で、校訓は「質実剛健」「至誠」「創造」です。

紀の川市内には紀の川市立の小学校１９校、中学校７校があります。これらの学校と交流を

希望される場合も当局にてコーディネイトが可能です。

紀の川フルーツ観光局ではこれらの学校や受入関係機関による「訪日教育旅行受入連絡会」

を組織し、学校交流や体験学習などのコーディネイトをお引き受けします。

和歌山県下唯一の農業経営科・施設園芸科、農業工学科の３学科を設

置する農業の専門高校です。これまでに、額に汗しながら植物を育て

る「農業を通した教育」により、「勤労観」や「慈しむ心」「人や物

を大切にする心」育み、さらに専門性を活かした資格取得により、社

会に貢献できる有為な人材を送り出しています。

１９２３年に農業学校として開校し、１９４８年学生改革により現在

の名称に改称されました。学科は普通科と国際科があり、校地は広大

で豊かな緑に囲まれた素晴らしい環境の中に校舎などの施設がありま

す。地域でも有数の進学校であるだけではなく、国際理解教育も推進

しており、オーストラリアや中国の学校と姉妹提携を結び、また、ア

メリカ合衆国の高校と交換留学を行っています。
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中国・深圳市からの中学校４０名　　２０１９年７月１８日～１９日

和歌山市内ホテル 「和歌山マリーナシティホテル」

バルコニー付きツイン利用

和歌山市内ホテル ホテルにて朝食後紀の川市に移動

伊太祁曽(いだきそ)駅

貴志（きし）駅(着）

ＪＡ紀の里流通センター フルーツ(桃など）の選果工程の見学と試食体験

紀の川市・力寿し 市内すし店にて昼食・手巻き寿司体験

和歌山県立粉河高等学校 和歌山県立粉河高等学校にて学校交流

※ 交流プログラムは下記

交流を終え、一路京都へ

① 旅行代表者挨拶と記念品交換 ④ 意見交換会

　 ・日本側代表（学校長） 旅行生徒により質疑応答（好きなアニメやトレンド等）

・中国側代表 ⑤ 粉河高校ＫＯＫＯ塾主催「盆踊り」の合同練習

・記念品の交換 地元住民の指導により、両国の生徒が一緒に練習します。

② 旅行代表生徒挨拶

・日本側代表 終了後お別れ・お見送り

・中国側代表

③ 音楽による交流

・粉河高校琴部と軽音楽部の演奏

・アニメ主題歌など演奏による交流

　

11:40

場所・施設 内容

和歌山市の海のリゾート施設「和歌山マリーナシティに

建つ本格的なリゾートホテルで、全室オーシャンビュー

です。

大阪市内より移動16:00

　

9:44

　

9:56

時刻 場所・施設 内容

(着）

(発）12:50

　

　

10:40

　

　

１日目　７月１８日（木）

時刻

18:00

　

　

　

　

8:30

15:30 (発）

13:00 (着）

和歌山電鐵伊太祈曽駅から可愛い「いちご電車」に乗車

体験

貴志駅到着後世界一有名な駅長「ニタマ駅長」にご挨拶

日本有数のフルーツの大産地紀の川市で収穫された作物

を選果、発送する拠点の見学です。専門職員の説明を受

けながら見学し、最後は「桃」の試食をしていだきま

す。

11:50

日本が世界に誇る食文化「寿司」。今回は家庭料理でも

ある「手巻き寿司」を作る体験をしながら召し上がって

いただきます。具材は魚、チキン、野菜、フルーツ等で

す。

(泊）

(発）

(発）

(着）

(着）

(発）

創立100年を超える県内有数の伝統校で、学科は普通科

と理数科があります。校訓は「質実剛健」「至誠」「創

造」で、地域の伝統校として生徒会活動やボランティア

活動も活発です。

２日目　７月１９日（金）

当観光局受入団体のコース例

交流プログラム
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和歌山マリーナシティホテル（和歌山市）

ダイワロイネットホテル和歌山（和歌山市）

※ 紀の川市内に2020年11月「ルートイン紀の川」（収容人員200名）がオープンの予定です。

※「たま駅長」で有名な和歌山電鐵「貴志駅」駅前にあります。

作成　２０１９年７月

紀州徳川家の居城跡、和歌山城の真正面に位置する、和歌山市内最大規模のホテルです。お部屋も広く清潔で、快適にご宿泊い

ただけます。館内にはコンビニやレストラン等も併設されています。（車にて関空より50分、大阪難波より90分、紀の川市まで

約30分）

ホテル全景 ご利用客室（ツイン） 和歌山城

客室 バスルーム

一般社団法人紀の川フルーツ観光局
和歌山県知事登録旅行業地域314号　（社）全国旅行業協会正会員

〒640-0413　和歌山県紀の川市貴志川町神戸８０２－１

ＴＥＬ０７３６－７９－３７００・ＦＡＸ０７３６－７９－３７０３

E-mail：info@kinokawa-dmo.com

ホテルロビー

企画

和歌山マリーナシティに建つ、本格的リゾートホテルです。ご利用いただく客室は全室海側に面しており、バスルームからまる

で絵画のように海が眺められます。広さも４０㎡と都会のビジネスホテルに比べ圧倒的な広さで、インテリはイタリア製の瀟洒

な内装となっています。隣接する「ポルトヨーロッパ」は地中海の港街をモチーフにしたテーマパークで、ドラマのロケ地とし

てもよく利用されています。(車にて関空より約50分、大阪難波より約90分、紀の川市まで約30分）

宿泊についてのご案内（当観光局コーディネイト例）
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