町誕生10周年記念

紀美野町 町勢要覧2016

友ヶ島

大阪府

紀の川市

和歌山市

有田市

海南市

かつらぎ町

岩出市

橋本市
九鹿山町
高野町

紀美野町
奈良県

有田川町
湯浅町
由良町

北山村

日高川町

印南町

新宮市飛地

美浜町

広川町

御坊市

日高町

みなべ町

三重県

田辺市
上富田町

新宮市

那智勝浦町
白浜町

太地町

古座川町
すさみ町
串本町
紀伊大島

4

紀美野の自然 …

…

5

星ふる里で遊ぶ

…
6

大人も子どもも楽しめる
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定住促進・きみのブランド
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歳時記 紀美野の四季 …
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紀美野町ガイドマップ …

メロディーロード（赤木地区）
すてきなメロディが聞こえる道路です。

…

全体の75％を占めています。
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行政紹介①生活環境
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の広がりがあります。また、山林面積が町

…
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行政紹介②消防・防災

…

128.34km 2、南北約11km、東西約20km

26
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行政紹介③保健・福祉・医療

山系の県立自然公園｢生石高原｣がそび

え る 自 然 豊 か な 町 で す 。総 面 積 は
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…

32

…

ノ川水系)が東西に流れ 、南部には長峰

中央を霊峰高野山を源に持つ貴志川(紀

31

…

まれ 、西は海南市に接しています。町の

…

（有 田 川 町）、北 は 紀 の 川 市 の 稜 線に囲

業

紀美野町は和歌山県の北部に位置し、

東 は 伊 都 郡（か つらぎ町）、南 は 有 田 郡

…

地勢
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行政紹介④産

を編入しています。

会

細野村の一部（四郷・円明寺・勝谷地区）

行政紹介⑤学校教育

村が合併して美里町となり、昭和32年に

年のあゆみ …

野 村、国 吉 村、長 谷 毛 原 村、真 国 村 の ５

行政紹介⑥生涯学習

賀 野 村 の ３ 町 村 が 合 併して野 上 町とな

り、美里町は、昭和30年に下神野村、上神

行政紹介⑦

町は、昭和30年に東野上町、小川村、志

行政紹介⑧議

平成18年１月１日野上町と美里町が

合 併し、紀 美 野 町 が 誕 生しました。野 上

行政紹介⑨ごあいさつ

沿革
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貴志川や真国川では、5月下旬から6
月上旬にかけてホタルの乱舞がみられ
ます。暗闇の中にうかぶ幻想的な光は心
を癒してくれます。

紀美野町を東西に横断する清流
貴志川は、人々の生活を潤してく
れ、産業にも利用されています。

紀美野町イメージキャラクター

「きみちょん」

清らかな水と緑あふれる自然は、人々の心を
癒し生活に潤いを与えてくれます。

夏になるとにぎわいを見せる、貴志川や真国川。
その清流
では、春にはアマゴ釣り、夏には鮎釣りが楽しめます。

The Nature of Kimino

Pure water and lush greenery can heal and enrich the human
heart.

生石高原
標高870メートルの山頂付近に広がる広大なススキ草原は関西随一の
スケールといわれ、四季折々の植物をながめながら散策できます。山頂は
360度の大パノラマが広がり、空気が澄んだ日には六甲・淡路・四国まで
見渡せる人気の観光スポットです。

「紀の国の名水50選」
と
「和歌山の親しめる水辺66」に選
定されているだるま石渓谷は四季折々の美しい渓谷を楽し
めます。
川の中には達磨大師が祀られていたといわれる巨岩があ
り、岩自体も巨大なだるまに見え、目を引きます。
初夏にはホタルが乱舞し、昼とは違う趣を見せてくれます。

生石高原の山頂近くに建つ八角形のとんがり屋根のレ
ストハウス。
ウッドパネル調のくつろいだ雰囲気で、眼下に
広がる雄大な景色を満喫できます。

昼間は眼下に淡路、四国、紀泉の山なみのパノラマのような風
景が広がり、夜には満天の星空が楽しめます。春は山野草が芽吹
き、夏は高原を涼しい風が吹き抜け、秋になると一面のススキ草原
が穂を揺らす景色を楽しめます。

Star Gallery, Misato Astronomical Observatory

On a clear, moonless night, one can see the Milky Way with the naked eye.
Enjoy stargazing at the moon s craters, Saturn s rings, nebulas, star clusters
and more with the largest telescope in Wakayama prefecture.

バーベキューサイト

オートキャンプ場

パークゴルフ場

わんぱく広場「冒険ノアディ城」

カセグレン式望遠鏡

プラネタリウム

ふれあい館

Nokami Fureai Park
和歌山県動物愛護センター

The park was created with the theme of fureai or togetherness. The facilities
include a vehicle campsite, a barbeque area, a park golf course, and a kid s
playground. Under the blue skies and green surroundings, people of all ages
can enjoy the park.

みさと天文台全景

月明かりの無い良く晴れた夜空には肉
眼で天の川を見ることができます︒和 歌
山県最大の大型望遠鏡を直接覗き︑月の
クレーターや土星の環︑星雲・星団などを
愉 しんでいただきます︒暗い夜 空と大 き
な 望 遠 鏡 な ら ではの 雄 大 な 星 空 体 験 を
お楽しみください︒
土日祝日の昼間にはプラネタリウムや
３ Ｄ︵立 体︶映 像の上 映 で宇 宙 旅 行 気 分
を味わっていただけます︒番組の上映では
なく︑上映日毎に異なる内容を研究員が
生解説いたします︒

﹁ ふ れ あい﹂を テ ーマにし た 公 園
で︑ ホール備えたパークゴルフ場︑
わ ん ぱ く 広 場 巨( 大 遊 具 冒 険 ノ ア
ディ城 ︑芝
) 生ひろば︑オートキャンプ
場︑バーベキューサイト︑地元農産品
な どの 販 売 や 喫 茶 軽 食 を 楽 し め る
ふれあい館 な どがあり︑緑と青 空に
包まれて人と人︑人と自 然のふれあ
いや世 代を超えた交 流を通じて︑や
すらぎと潤いのある余暇を過ごすこ
とができる公園です︒
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Healing Space for Tired Souls

Refresh your mind and body amidst nature.
Lose track of time in a relaxed and comfortable
atmosphere.

自然に囲まれ
豊かな時をすごす

豊かな自然の中で︑心身ともにリフレッシュ︒紀美野町で︑時を忘れて
ゆったりとくつろぐひとときを︒
清 流 貴 志 川のほとりにたた ずむ︑美 里の湯 か じ か 荘 で旬の素 材 を
使った料理に舌鼓をうち︑露天風呂でゆったりほっこり︒
山あいのリゾート施設たまゆらの里では︑川遊びやバーベキューなど
アウトドアを満喫︒
コテージ等の宿泊施設も充実しています︒
豊かな緑に囲まれた藤の森不動温泉だるま湯は︑療養温泉としても
知られ︑だるま石渓谷を眺められる大浴場や満天の星空が楽しめる露
天風呂で︑心も体も癒されます︒

杉林に囲まれたプライベート感覚あふれる山あいのリ
ゾート施設。周辺ではバードウォッチングやホタル鑑賞が楽
しめます。
プール、露天風呂、バーベキュー炉、
レストランと
充実した設備で、日帰りでも泊りがけでもリフレッシュでき
ます。

清流貴志川のほとりにたたずむ、山あ
いの静かな美人の湯。
露天風呂、大浴場、サウナをはじめ、旬
の素材をふんだんに使った会席が楽し
めます。

藤の森不動温泉だるま湯
紀の国の名水にも選ばれているだるま石渓谷に湧き出
す藤の森不動温泉は、泉質の良さでは名高く、
アトピー性
皮膚炎に卓効の療養温泉として知られています。

ぼんしょう

熊野神社 石造宝筐印塔

釜滝の甌穴
おう けつ

かま たき

Cultural treasures of daily-life have been passed down through time until today. Many
assets in Kimino town, such as historical buildings and certain protected species of
trees, have been preserved to share with the next generation.

The Town s Proudly-held Cultural Treasures

人々の生活の中で︑今日まで受け継がれてきた文化財︒
紀美野町には数多く残っています︒
創建は延暦三年︵七八四︶
で︑ の神々を祀ることからそ
の名がついたといわれる十三神社︒桃山時代の建築様式が
残る野上八幡宮︒県下最古︑ 世紀後半に鋳造された泉福
寺の梵鐘は︑
ともに国の重要文化財に指定されています︒
また︑熊 野 神 社に残る︑坂 上 田 村 麻 呂 将 軍が戦 勝を祈
願して建てたという伝 説の石 造 宝 筐 印 塔や︑かつて高 野
街道と呼ばれた国道３７０号が走る本町には︑弘法大師
の伝説として残る弘法大師の押し上げ岩があります︒
そして︑箕六弁財天社社叢の原生林の中には県指定天
然記念物のカツラの木︑どっしりとして美しさが印象的な
長谷丹生神社のイチョウの大樹︑樹齢推定８００年以上︑
高さ約 ｍ︑幹囲約７ｍという善福寺のカヤの木︑急流の
川 底 の 岩 面 にで き た 鍋 状 の 穴 で ︑小 石 が 流 転 し 岩 面 を
削ってできた釜滝の甌穴など多くの自然も次世代に伝え
る財産です︒
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せき ぞう ほうきょういん とう
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そう
み ろく

紀美野の

おこし

まちの素晴らしい自然と
伝統文化を次世代に残すために

「元気長谷毛原会」は、長谷毛原地区
を自分たちで守り伝えていくという想い
を共有する地域内の各団体が集まって
平成26年度に結成した組織です。
古き良き田舎の景観を現在に伝える
旧毛原小学校の木造校舎を活動拠点
とし、地域内外の交流を主とする安心・
元気なまちづくりや里山の魅力と伝統
文化の継承・発信に精力的に取り組ん
でいます。

長谷毛原地区

志賀野地区

●志賀野さみどり会
志賀野地区では、平成27年度から
「志賀野さみどり会」
を結成し、
地域の未来につなげるために現在の農業について、増える空き家
対策について、
また来訪者にとっても住民にとってもどんな地区で
あるべきかを課題とし、志賀野５地区の住民が熱心に協議を重ね
ています。
今後、仲間を増やしながら志賀野地区を生き生きとした地区にす
るために、更なる協議を重ねて取り組んでいきます。

雄大なススキ草原の復活をめざし、
ススキ草原の保全活動や、生石高
原に自生している稀少植物の種子を採取し、増殖させる保全活動に取り
組んでいます。
こうした活動を続けながら、希望者に対する生石高原のガ
イドや、夏と秋の山野草観察会の開催、
また「山の家おいし」の指定管理
者として、登山者や観光客の方に美味しい食事や地場産品の販売を行っ
ています。

●元気長谷毛原会

上神野地区

●上神野まちづくり協議会
上神野地区では、高齢化によって途絶えていた地域行事を復活
させようと集まった有志が、地区の将来ビジョンを考えながら地域
の良さを次代へ継承し、地元で誇りを持って暮らし続けられる地域
づくりをめざして、平成26年に「上神野まちづくり協議会」を組織し
ました。
コンセプトは「できることから始めよう！」地域のシンボルで
ある旧上神野小学校を活用して、地域交流の拠点づくりや地域資
源を活用した特産品づくり、外部への情報発信など地域の笑顔と誇
り、活気を取り戻すための様々な取組を行っています。

生石山の大草原保存会

小川地区寄合会では、平成25年に「生石山で健康になろうプロ
ジェクト」の一環として
「小川の郷直売所」
を整備しました。内外から
多くの人が訪れ、交流と憩いの場となることを目的とするこの施設
には水車が併設されています。
これは地元出身で「水車動力の父」
といわれる田林宇兵衛に倣い、
プロジェクトが水車のようにうまく回
っていくことを願って企画されたものです。通年様々な企画を実施し
ており、秋には、公民館等を利用した演芸会や講演会の開催、冬に
は、小川小学校において星まつりイルミネーションを点灯するなど
地域活性化に向けて取り組んでいます。

●山野草観察会

小川地区

リバーサイドフェスティバル実行委員会・美里河川愛護会

貴志川、真国川の清掃活動
町の素晴らしい自然を次世代に残そうと毎年７月から８月にか
けて、各種団体や町民の皆さんに呼びかけ貴志川と真国川で清掃
活動を実施し、河川環境の保全に努められています。毎年多くの参
加者があり、夏の行事として定着しています。

●小川地区寄合会

真国地区

●がたろ大作戦・美里河川一斉清掃

真国地区では、
「真国地区まちづくり会」、
「真国芸術の郷プ
ロジェクト」、
「雨山の郷プロジェクト」の３団体が相互に連携
しながら地域づくりを推進しています。遊休農地を活用した
農園整備や、廃校を利用して開校した「りら創造芸術高等学
校」を中心に、芸術を核とした事業の実施、案内所と産品販
売所の機能を併せ持った雨山茶屋の設置運営、季節イベン
トの開催など、生活、交流、地域活性化の３つの対策に取り
組んでいます。

●真国地区まちづくり会・真国芸術の郷プロジェクト・雨山の郷プロジェクト

Residents of each district cooperate in a variety of activities in order to pass down
the enchanting nature and traditional culture to the town to the next generation.

地域

Revitalization of Kimino

名産品

田舎
暮らし

定住

自慢の

きみのブランド
安全・安心をお届けする
紀美野町いち押しの名産品・特産品の数々
柿

パン

太陽の恵みを受けて育った
柿は、甘さが自慢。

格別な甘さの紀美野のみかん。

定住を支援する会

和 歌 山 県では﹁わかやま移 住 定 住
大 作 戦﹂と題して田 舎 暮 らし支 援 政
策を進めています︒
我 が 町 に お い て も﹁ き れ い な み
りょく 溢 れる の どか な 町﹂を テーマ
に︑きみの定 住 を 支 援 する会 が 移 住
を希望される方の支援事業を展開し
ています︒田 舎 暮 らし 希 望 者の相 談
窓口とし て﹁ワンストップパーソン﹂
の 設 置 ︑空 き 家 等 地 域 情 報 の 収 集 ︑
田 舎 暮 らし 体 験ツアーの開 催︑定 住
前の短 期 滞 在の支 援 等︑過 疎 化や高
齢 化の進 む地 域の活 性 化に向 けて︑
町内全域での定住推進に取り組んで
います︒

みかん

促進

品質は天下一品。

紀美野で田舎暮らしを︒
新しいライフスタイルを
応援します︒

山椒

職人こだわりの
焼きたてパン。

生石加工グループ
地元産の原材料を優先して使い、昔ながら
の作り方や味にこだわって丁寧に手作りする
ことで、安心・安全な加工品を提供していま
す。商品の向こうに作り手が見えるような優し
い製品作りをモットーとして活動しています。
ゆず製品やジャム・味噌・お菓子等
手作りの「きみのふるさと推奨品」。

The Kimino Brand

Kimino proudly oﬀers many original specialty products made with strictly regulated
ingredients and production methods in consideration of safety and security.

しゅ

ろ

棕櫚製品
昔ながらの手作りにこだわった
「ほんまもん」。

Support for Permanent Residence Group Provides Help for Countryside Living

For revitalization of districts suﬀering from a declining and aging population, there is an ongoing eﬀort to
promote permanent residency for all areas of Kimino town.

野上八幡宮秋祭り
毎年10月中旬に執り行われる祭りで、伝統の獅子舞奉納では
獅子が華麗に舞い、名物の神輿巡行では威勢のいい掛け声が響
きます。稚児渡りというかわいい子どもたちの行列は人気です。

生石高原山開き

農林商工まつり・柿の市

生石高原では、毎年4月29日に登山者
の安全を祈願する神事や餅投げなどの
イベントが行われます。

農産物品評会をはじめ、柿などの農産物、地場
産品の即売コーナーほか多彩な催しがいっぱ
い。毎年多くの人出でにぎわいます。

雨山の桜
十三神社神幸祭

雨山の郷近くの道路沿いに、約500m
に渡り植えられた桜は見ごたえ十分で、
春には桜祭りが開催されます。

毎年10月20日頃の日曜日に行われ
る祭りです。午前中に神前式があり、午
後からは2匹の獅子が舞い踊りながら
の道中で賑わいます。

生石高原山焼き
生石高原では、
ススキ草原保全のため、毎年3月
中旬に山焼きが行われます。
ススキの草原を焼き
尽くす炎は圧巻で、春の風物詩になっています。

草木が芽吹く春、清流がきらめく夏、
祭り囃子が響き渡る秋、そして新成人を祝う冬
と、四季折々の風景を紹介します。
Seasonal Haiku Sketches

Plants budding in the spring, clear streams glistening in the summer,
festival music echoing in the fall, and people celebrating the coming
of age in the winter; each introduces a scene from the four seasons.

紀美野ふれあいマラソン大会
のかみふれあい公園を中心に、自然豊かな紀美野路を駆け
抜けます。高低差約110mの難コースから、初心者でも参加でき
るパーク内コースまで、家族みんなで楽しめます。

成人式
艶やかな晴れ着や新しいスーツに身を包
んだ新成人が門出を祝う式典で、会場内は
久しぶりに会う旧友たちと楽しく語り合った
り、写真に納まったりと終始なごやかな雰囲
気につつまれます。

鮎釣り

梅中傘踊り
蛇の目傘を持ち、音頭と三味線
で優雅に踊る雨乞いの踊りで、
「傘
踊り」の呼称で、次代に受け継がれ
ています。

きみの夏祭り
志賀野七夕フェスタ
地域に密着した手づくりイベント
で、旧志賀野小学校で行われてい
ます。特 設ステージでは、地 元グ
ループのダンスや歌などが披露さ
れ、賑わっています。

会場の木の温もり広場には、たくさんの夜
店が並び、
ダンスや太鼓演奏などの披露や盆
踊りが催され、
クライマックスには約1500発
の花火が夏の夜空を彩り、毎年多くの人出で
にぎわいます。

五色台聖苑
五色台運動公園
スポーツ公園
雨山の郷

動木児童館

志賀野出張所・診療所
志賀野地区公民館
きみのこども園
（子育て支援センター）

長谷毛原出張所・診療所

真国出張所・診療所

海南高等学校
大成校舎

毛原保育所
長谷毛原中学校
毛原小学校

吉野児童館
吉見児童館

ひかり作業所
中央児童館

浄水場

海南高等学校美里分校

津川産品加工所

美里支所
シルバー人材センター（美里支所内）

神野保育所

桂瀬

小川出張所・診療所
梅本産品加工所
小川地区公民館

小川の郷直売所

慶風高等学校

国吉出張所・診療所
美里の湯
かじか荘

生石高原登山者駐車場

＝健康10ヶ寺 高野長峰霊場

藤の森不動温泉
だるま湯

和歌山北I.C

紀勢本線

和歌山I.C
わかやま電鐵

Kimino Guide Map
Kimino is proud of its skies, mountains and
rivers. Above is a guide to enjoy the various
places in Kimino, whether on a day trip or
through an overnight stay.

JR紀勢本線

海南東
I.C
海南I.C

有田I.C

美里の湯かじか荘

生活環境

広域的な幹線道路である国道３７０号
のバイパス道路について︑小畑〜下
佐々区間が平成 年９月に開通しまし
た︒これにより︑災害発生時における
緊急輸送路としての強化が図られ︑迅
速な救助・復旧活動ができます︒引き
続き︑国道３７０号や県道をはじめ︑
町道等の整備を推進し︑交通の円滑化
を図っていきます︒
豊かな自然環境を活かした﹁くすの
き公園﹂は︑平成 年８月にリニュー
アルし︑町民や訪れる人々にやすらぎ
と憩い︑交流の場を提供しています︒
また︑高齢者の方などが安心して公
共施設や病院等へ行くための交通手段
として︑コミィニティバス﹁ふれあい
号﹂を運行しています︒
一方︑水道施設の整備を進め︑安全
でおいしい水の安定供給を図るととも
に︑浄化槽整備などにより︑快適で衛
生的な生活環境の確保と貴志川水系の
水質保全に努めています︒
また︑地上デジタルテレビ放送や光
インターネットなど情報社会に対応し
た基盤整備を行い︑町民が情報を防災
や生活利便性などに活用できる環境を
整えています︒
平成 年３月から稼働が始まる紀の
海クリーンセンター︵ごみ処理場︶を
はじめ︑火葬場やし尿処理を近隣市町
で構成する一部事務組合において︑広
域的に事業に取り組んでいます︒
美しいふるさとの景観を守りなが
ら︑町民が快適な生活環境の中で暮ら
せるまちづくりを進めています︒

五色台聖苑（火葬場）
紀の海クリーンセンター（ごみ処理場）

町内60箇所に中継局を設置し、各家庭にテレビの電波を送信しています。

海南海草環境衛生センター（し尿処理場）
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紀美野町浄水場

快適な暮らしづくり

生活 環境

くすのき公園
コミュニティバス「ふれあい号」町内で6路線運行しています。
City development is carried out to create an environment that is comfortable for
residents to live in while protecting the landscape of a beautiful hometown.

（小畑地内）
（動木地内）
（樋下地内・大原大橋付近）
（毛原宮地内・毛原大橋付近）

国道370号
整備が進む

地上デジタル放送難視聴対策（ギャップフィラー）

Living Environment
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消防・防災

消防訓練初め式

消防職団員の士気の高揚と、災害の無い安全安心な町となるよう願いを込めての一斉放水です。

Fireﬁghting and Disaster Prevention

町は︑町民の生命︑身体及び財産を災害な
どから保護するため︑地域防災計画及び国民
保護計画を策定しています︒災害や有事に備
えて円滑な通信の確保を図るため︑防災行政
無線システムを整備しています︒
災害時には︑道路寸断による孤立化への対
応として︑場外離着陸場や無線通信設備の整
備を行っています︒
また︑災害に強いまちづくりを目標に自主
防災組織の育成及び防災意識の啓発により安
全・安心のまちづくりを進めています︒

災害時等の防災ヘリコプター及び平常時のドクターヘリコプターの離着陸場です。

For residents to live with a peace of mind, with the town s ﬁreﬁghting headquarters and the ﬁreﬁghting unit from each
area working closely together, various eﬀorts have been made to build a town that is well-prepared in case of a disaster.

高規格救急自動車

町民が安全で安心して生活できるよ
う︑消防本部と消防団が緊密に連携を
図りながら︑さまざまな災害に対応す
べく各種訓練に取り組んでいます︒
また︑平成 年４月︑消防の要であ
る通信指令業務を近隣の和歌山市︑海
南市︑紀の川市︑岩出市と共同で運用
する和歌山広域消防指令センターを設
置しました︒このことにより︑消防業
務の効率化が図れ︑大きな災害の時に
各消防本部の連携や情報の共有が可能
になり︑相互の応援体制が充実強化さ
れました︒

地区での防災訓練

AED講習

場外離着陸場

消防
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紀美野町消防本部

近年、救急業務における救急救命士の処置範
囲が拡大され、ショック状態の人への輸液処置
や、低血糖が疑われる人への血糖測定、ブドウ
糖溶液の投与が可能になりました。

和歌山広域消防指令センター

紀美野町、和歌山市、海南市、紀の川市、岩出市、総人口約55万人の生命と
財産を守るべく日々１１９番通報を受け付けています。

保健・福祉・医療

シルバー人材センター作業風景
高齢者の知識と経験を活かせる就業の場。

総合福祉センターと特別養護老人ホーム「やすらぎ園」

きみのこども園

日曜健診

特定健診、各種がん検診を短時間で受けられます。

子どもは町の宝物。

地域サロン

みんな一緒にいきいき百歳体操で介護予防。

トレーニングルーム

健康機器を使って自主的な健康づくり。

病院附属看護専門学校

ふれあい広場紀美野
国保野上厚生総合病院

地域医療の活動拠点です。

Health, Welfare, and Medical Care

総合福祉センター（プレイルーム） 子どもたちの遊びの場。お母さんたちのふれあいの場。 乳幼児健診
育児教室も開催。

保健・福 祉・医療
ひかり作業所

社会福祉法人生石会。障がい福祉の拠点として軽作業や
宅配弁当等地域に根差した活動を行っています。

Disease prevention, preventative care, health services, health promotion activities are being carried
out to create a lively society where each person can lead a healthy and emotionally rich life.

身体計測や内科・歯科診察などを行います。

豊かな暮らしをめざして

町では︑すべての人が健やかで心豊
かに生活できる活力ある社会となるた
めに︑総合福祉センターを活動拠点
に︑疾病の予防や介護予防︑保健事
業︑健康づくり活動を行っています︒
特に健康づくりや介護予防事業は︑
地域サロンなど様々な機関との協働に
より事業を展開しています︒
また︑﹁子どもは町の宝物﹂を合言
葉に︑地域の方々の協力をいただきな
がら︑子育て支援事業を実践していま
す︒
高齢者や障がい者が︑医療や介護等
が必要な状態となっても︑できる限り
住み慣れた地域で安心して生活を継続
できるために︑医療と介護や障がい福
祉サービスの切れ目のない供給体制が
できるように︑地域包括支援センター
を中心に推進しています︒

長谷毛原診療所

気軽に集える場として、コーヒーを飲みながら楽しく和
やかに過ごしています。

緊急通報装置

ひとり暮らし高齢者の緊急時の相談や通報
が簡単にできます。

防水・防寒着製造

山椒の収穫

柿の収穫

みかんの収穫

野上工業団地

現在9社が操業しています。

林業作業風景

カフェ

Industry

Apart from promoting the existing industries by embracing the natural environment
and traditional works that are characteristic to Kimino, eﬀorts have also been
made to promote the revitalization of the region by creating new key industries
that take advantage of the scenic land, unused facilities and specialized products.

しゅろほうき

棕櫚箒製造

が今町のあちこちで広がり︑雇用や就労の場
へと活気づいています︒
年月を経て︑町の産業は移り変わってきて
います︒伝承したくても後継者が無く途絶え
てしまったものもありますが︑新しく生まれ
ている産業も増えてきています︒古き良きも
のと︑オリジナリティを活かした新しいもの
が町の元気の一躍を担ってくれています︒

パン屋

町の特色である自然環境や伝統産業を活か
した既存産業の振興に加え︑遊休農地を活用
した農業や︑景勝地や遊休施設︑特産品を活
かした新たな基幹産業となる地域活性化の取
り組みが始動しています︒
昔から地域において培われてきた伝統産業
の継承や︑独自ブランドの開発を目的とした
地域資源活用型のものづくりへの取り組み︑
個性的かつ特色のあるコミュニティビジネス

縄製品製造

A wide range of study opportunities are available as
an eﬀort to cultivate generous hearts and healthy
bodies, while also cherishing each individual s
personality and abilities.

School Education

ＡＬＴ（美里中学校）

豊かな心と健やかな体を培うため︑
幅広い学習機会を提供しています︒
英語力向上をめざしＡＬＴ︵外国語
指導助手︶による英語授業や︑子ども
たち一人ひとりの実態に応じた個性や
能力を大切にする教育を行っていま
す︒
遠隔地の児童・生徒には︑スクール
バスで送迎︑また登下校時の見守り隊
の協力により安全・安心な学校づくり
をめざしています︒
また︑生徒の精神面での支援とし
て︑スクールカウンセラー︵臨床心理
士︶が生徒に対する個別等相談活動を
実施し︑子どもたちの﹁人間力﹂の土
台作りにとって欠かすことのできない
学校・家庭・地域の連携協力体制を推
進していきます︒
また︑保護者が仕事等で︑日中家庭
でお子さんの十分な保育が行えない小
学校の児童には︑町立学童保育所にて
安心な放課後を過ごせるよう配慮して
います︒

スクールカウンセラー（野上中学校）

毛原地区では、毛原保育所・毛原小学校・長谷毛原中学校・
海南高等学校美里分校が合同で運動会を行っています。

授業風景（下神野小学校）

スクールバス
授業風景（小川小学校）

体育館（野上小学校）
学童保育

4校所合同運動会

中央公民館

生涯学習の拠点施設

公民館活動（陶芸教室）

自然の中で誰でも楽しめるスポーツ

パークゴルフ

文化センター（みさとホール）
農村総合センター

グラウンド、体育館、ゲートゴルフ場等完備

活力と創造性を育む

〜学びつづけて豊かに生きる〜

ゲートゴルフ
公民館活動（フラダンス教室）

町づくりは人づくりという理念を培いながら︑住
民の心がひとつに結びつき住みよい町づくりに邁進
するために︑様々な課題にアプローチするのは教育
であり︑その機能を果たすのは生涯学習です︒
町内の生涯学習施設では︑子どもから高齢者まで
幅広い世代が集まり︑人々の交流が盛んに行われて
います︒
公民館や文化センターでは︑趣味や教養を高める
ため︑１００余りの講座やサークル活動が活発に行
われています︒
スポーツ公園︑農村総合センターといった体育施
設では︑約 の町登録団体がスポーツを楽しみなが
ら交流しています︒
星の動物園みさと天文台は︑誰もが宇宙の魅力を
満喫でき︑一般に公開されている天文台のなかで日
本屈指の施設です︒
このような施設を拠点として︑紀美野町では︑進
んで学習の機会や場を求め自分の趣味や個性を伸ば
そうとする意識を育て︑自分らしい生きがいを求め
ることで︑人生を豊かに生き︑郷土愛を育み︑町の
一員として︑共に育ち︑育て合うことができる環境
づくりを行っています︒

セミナーハウス未来塾

70

少年サッカー

文化祭

Lifelong Learning

Using the cultural and athletic facilities as the base, Kimino promotes an
environment where people can live fully, treasure one s hometown, and
mutually grow as members of the town while simultaneously learning together.

スポーツ公園多目的人工芝グラウンド

平成27年紀の国わかやま国体
ホッケー競技会開催

10年のあゆみ
平成18年

執行部

19年

議会議員

20年

21年

22年

Town Council

Each town council member is a representative of the
residents and aim to reﬂect the opinions of each and every
member of the town. This is to establish the basic policy
of the town and to promote the town s development.

議会は皆さんの代表である議員が町
政の基本的な方針を決定するところで
す︒町の発展のために︑一人でも多く
の町民の意見を反映させるよう努力し
ています︒町民の代表による町の議決
機関として︑年４回の定例会のほか必
要に応じて臨時会が開かれます︒
議会の本会議は公開されており︑ど
なたでも傍聴することができます︒傍
聴される方は︑会議の当日︑傍聴席の
入り口で受付の手続をしてください︒
また︑町政に関する要望がある場合
は︑請願書︵紹介議員が必要︶や陳情
書を提出することができます︒

全員協議会

23年
24年

25年
26年

27年

1月 1日
2月
3月

紀美野町誕生
町長に寺本光嘉氏当選
野上小学校屋内運動場竣工
教育長に岩橋成充氏就任
4月 1日 紀美野町商工会誕生
高機能消防指令センター運用開始
7月
助役に小川裕康氏就任
きみの定住を支援する会設立
8月
国保野上厚生総合病院 福祉ホームぬくもり竣工
平成18年 紀美野町開庁式
第１回きみの夏祭り開催
10月
第１回紀美野町農林商工まつり開催
11月
第１回紀美野町文化祭開催
第１回きみのこどもまつり開催
第１回きみの健康まつり開催
12月
第１回紀美野ふれあいマラソン大会開催
3月
第一次紀美野町長期総合計画策定
動木集会所・消防団第２分団器具置き場竣工
4月
国保野上厚生総合病院附属看護専門学校開校
平成20年 町道サン・リゾートライン開通
紀美野町シルバー人材センター設立
8月
紀美野音頭制定
11月 1日 町の木・花・鳥制定
〃
紀美野町民歌制定
3月
町道紀州サン・リゾートライン開通（津川〜井堰間）
4月
神野支所が美里支所に名称変更
防災行政無線放送開始（旧美里町）
7月
紀美野町自主防災組織連絡協議会設立
3月
紀美野町スポーツ公園竣工
平成20年 防災行政無線放送開始（旧美里町）
芝崎集会所竣工（動木地区）
谷口橋竣工（長谷宮地区）
9月
吉見集会所竣工（吉見自治会）
1月
野上第一保育所竣工
町長に寺本光嘉氏再選
3月
教育長に橋戸常年氏就任
紀美野町テレビ地上デジタル放送難視聴対策
（ギャップフィラー）工事竣工
4月
五色台聖苑駐車場拡張造成整備工事竣工
平成21年 紀美野町スポーツ公園竣工
9月
国保野上厚生総合病院精神科病棟竣工
10月
のかみふれあい公園開園10周年記念イベント開催
4月
県道高野口野上線円明寺〜四郷区間 開通
8月
町道福田中央線竣工
2月
生石高原登山者駐車場竣工（福井地区）
毛原上集会所竣工
3月
山畑集会所竣工（動木地区）
11月
紀美野町イメージキャラクター「きみちょん 」誕生
12月
国道370号「美里バイパス
（神野市場〜大角間）」、
「毛原工区（毛原中〜毛原宮間）」開通
9月
町道谷線竣工
12月
長谷集会所竣工
1月
町長に寺本光嘉氏三選
平成27年 国道370号（小畑〜下佐々間）開通
2月
野上中学校大規模改修工事竣工
7月
全日本社会人ホッケー選手権大会開催（スポーツ公園）
10月
町営住宅「福井第３団地」竣工
五色台聖苑増築工事竣工
12月
国道３７０号「小西工区」バイパス開通
3月
消防団第７分団消防格納庫竣工（吉野地区）
4月
和歌山広域消防指令センター運用開始
きみのこども園開園
9月
国道３７０号（小畑〜下佐々間）開通
10月
紀の国わかやま国体ホッケー競技会開催
平成27年 紀の国わかやま国体ホッケー競技会開催
（スポーツ公園）

ごあいさつ
町長のごあいさつ
紀美野町は、
平成１８年１月１日に旧野上町と旧美里町が合
併し、新しく誕生した町です。和歌山県の北部に位置し、霊峰
高野山を源にもつ清流貴志川が町の中央を流れ、
南部には町
のシンボルである長峰山系の県立自然公園「生石高原」がそ
びえる自然環境に恵まれた町です。
本町は、
世界遺産である霊場高野山と歴史的につながりが
深く、
町内には数多くの名所旧跡が存在します。
また、
秋のスス
キが有名な生石高原をはじめ、
満天の星空が観られる
「みさと
天文台」、パークゴルフが楽しめる

紀美野町役場 本庁舎

「ふれあい公園」などの観光施設や
宿泊施設も充実しております。
本町では、長期総合計画に「住
民活力でつくるまちづくり」をスロー
ガンに、
「空・山・川のふれあいのある
美しいふるさと」を町の将来像に掲
げ、豊かな自然環境の中で、町内外
の多様な人々が出会い、
ふれあい、

役場 １階フロアー

共に支え合い、いきいきと活力にあ
ふれる「美しいふるさと」をめざし、

役場窓口

町民の皆様と一体となってまちづく
りを進めています。
この度、紀美野町誕生１０周年を記念して町勢要覧を刊行

人口・世帯数

いたしました。紀美野町の魅力を一人でも多くの方々に知って
いただく一助となり、
また、今後のまちづくりに皆様の一層のお
力添えをいただければ幸いに存じます。
紀美野町長

男
女

総人口

９,５９９ 人

世帯数

４,４３２世帯
（平成27年12月31日現在）

紀美野町役場 美里支所

寺本 光嘉

町
町の木「カヤ」
当町では、県下の中でもカヤの植裁密
度が一番多い地域であり、大きな木も多く
見られます。また、カヤの油は凝固点が低
く冬の灯明用には欠かせないものとして、
江戸時代には高野山へ年貢として納めら
れていました。

４,４５６人
５,１４３人

町の花「さくら」
町内にはいろいろな品種のさくらが見
られ、学校、寺院仏閣、公共施設に植裁さ
れ、町民に愛され親しまれ、歴史的にも深
いかかわりを持っています。

町の鳥「セグロセキレイ」
人里の鳥で、町内全域で見ることができ、
水辺や田の周辺で人の近くにいる益鳥とし
て保護されてきました。尾羽を上下にふる
ことから、“しりふり”“おをふり”として親しま
れています。
（平成19年11月1日制定）

章

フレッシュ感あふれるブルーと、若葉をイ
メージしたグリーンは、紀美野町の美しい
空と川、そして山の木々の緑を象徴してい
ます。円を基調とした滑らかなシルエット
は、住民の調和による優しいふるさとの姿
をイメージするとともに、未来へ向けた発
展と飛躍への期待が込められています。
（平成18年1月1日制定）

イメージキャラクター きみちょん
山をイメージし、下には川が流れ、頭に
は生石高原のススキをイメージした毛が
３本生えています。手に持っている天文台
の星をイメージした「星ステッキ」
で「ちょん
ちょん」
としてもらうことで、その人はとても
幸せになれます。
（平成24年11月誕生）

