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第７回橘セッション「遠隔地域と大学との連携の在り方について」報告 

 

＜開催概要＞ 

開催日：２０１６年９月１４日 

開催場所：京都橘大学アクティブコモンズ 

全体プログラム： 

・ミニ講演「中世の熊野那智と京都－熊野詣と補陀落渡海を中心に」 細川涼一（本学

学長） 

・報告「和歌山県の過疎対策および大学のふるさと事業の成果」 柏木忠寛（和歌山県

過疎対策課移住推進班主査） 

・報告「那智勝浦町の現状・課題と今後の将来計画について」 小谷成郎（那智勝浦町

役場総務課企画係副主査） 

・熊野再発見プロジェクト２０１６参加学生の発表 木下ゼミ４回生 

※司会＆コーディネーター 木下達文（本学地域連携センター長） 

 

＜報告内容＞ 

■はじめに 

 本学は、昨年から和歌山県那智勝浦町との連携活動を開始した。そこで、地域との連携

・交流企画「橘セッション」の第７回目は、「遠隔地域と大学との連携の在り方について」

と題して、和歌山県と那智勝浦町の行政担当者を招き、９月１４日（水）、本学アクティ

ブコモンズ（クリスタルカフェ２Ｆ）にて開催した。 

 まず本学の細川涼一学長から、熊野那智に対する中世京都のまなざしについて講演を受

けた後、和歌山県から県の過疎対策と大学との連携について、那智勝浦町役場から町の現

状と課題と将来計画について、本学木下ゼミ４回生グループから「京都橘大学・熊野再発

見プロジェクト」の活動について、それぞれ報告を受けた。これにより、過疎地の地域振

興のために大学は何ができるのかを考える場となった。セッション終了後は、クリスタル

カフェにて交流懇親会を行い、山科産の食材を使った料理を囲んで和やかに歓談した。 

 

■中世の熊野那智と京都－熊野詣と補陀落渡海を中心に－ 細川涼一（本学学長） 

「憧れの地」としての熊野那智 

 古代日本の座標軸では、南といえば四国、西といえば九州、日本の最南端といえば高知

県の足摺岬や室戸岬という感覚があった。その意味で紀州は、本州唯一の南海道であり、

古くから日本の南国と見られ、平城京や平安京の人びとにとって憧れの「暖かい南の国」

であった。 

 その憧れの地－熊野三山を詣でることが盛んになるのは、平安時代からである。ちなみ

に熊野三山とは、本宮（田辺市本宮町）、新宮（新宮市）、那智（那智勝浦町）を指す。

本宮は内陸部にあり、新宮と那智は熊野灘に面している。 

 江戸時代に書かれた『熊野年代記』（那智大社蔵）によると、秦の徐福が不老不死の薬

を求めて来日して、紀州に至ったという伝説が成立し、新宮には徐福の墓と称せられるも

のもある。徐福伝説が熊野で成長したことからも、「熊野＝不老不死のユートピア」との
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イメージがあったことがうかがえる。 

熊野詣が盛んになるのは院政期 

 熊野詣をした人びとは、京都から淀川を船で下り、途中で四天王寺（大阪市）なども見

物しながら熊野に入っていった。そこから先は、大きく分けて大辺路と中辺路の２つのル

ートがある。 

 大辺路は、京都から和泉（大阪府）に出て、田辺から海岸に沿って那智・新宮に入る道

であり、現在の紀勢本線とほぼ同じルートである。もう一方の中辺路は、田辺から山間に

入って、本宮に入る道を指す。 

 天皇は、公務に縛られて自由に旅に出ることができないので、譲位して上皇（院）にな

ると熊野に詣でるようになった。それが熊野詣が盛んになる最初である。伝説的なものも

含めると、宇多上皇や花山法皇等になるが、同時代の記録にはっきりとわかるかたちで何

回も詣でているのは院政期の白河、鳥羽、後白河、後鳥羽といった人たちで、鳥羽院は２

１回、後白河院は３４回、後鳥羽院は２８回も詣でている。 

後鳥羽院の熊野詣 

 歌人として有名な藤原定家は、後鳥羽院に随従して熊野を詣でたときの記録を『明月記』

に残している。それを読むと、当時の熊野詣のようすがだいたいわかる。 

 まず建仁元年（１２０１年、鎌倉時代）１０月５日に京都を出発して、１２日に田辺に

到着。翌１３日に中辺路に入り、１６日に本宮を参詣する。このようすを定家は、「感涙

禁じ難し」と記している。１８日には熊野川を船で下って、同日午後２時に新宮に着き、

そこから海岸沿いを徒歩で那智に向かう。 

 那智は、滝が有名で、中世末の戦国時代の頃の「那智参詣曼陀羅」には、すでに文覚僧

が那智の滝で修行しているようすが描かれている。後鳥羽院も那智の滝を拝するが、この

頃になると疲れてくるので、『明月記』は「嶮岨の遠路、暁より食せず、無力の極まり、

術なし」と書いている。 

 那智の滝を拝した後は、日暮れ頃に那智社に参詣し、次に御経供養所に詣でている。こ

の御経供養所とは、おそらく那智社に隣接し、西国三十三番観音札所の第一番札所である

青岸渡寺と思われる。 

 翌日は雲取り越え（本宮と那智を結ぶ山間の道）を通って再び本宮に戻っているので、

かなり強行軍だったことがわかる。 

補陀落渡海ブームのはじまり 

 仏教では、観音浄土（補陀落浄土）があるのは南だと考えられた。那智は、京都から見

れば「南のユートピア」だったことから、補陀落浄土は現在の那智勝浦町浜ノ宮の沖合に

あるとされ、そこへ船で渡海することがブームになった。『熊野年代記』には、貞観１０

年（８６８）に慶竜上人が補陀落に渡海したとの記録がある。ただし、後世の江戸時代に

書かれたものなので、伝説の域を出ない。同時代の記録で補陀落渡海の場所として那智が

知られてくるのは、やはり平安時代になってからである。 

 たとえば覚宗（園城寺長吏で、熊野三山の検校も兼ねていた）は、藤原頼長に対して「子

どもの頃に補陀落渡海僧を見たことがある。この渡海僧は千手観音を乗せた船の舵を取ら

せ、船に乗って去った。それから七日間、風は止まなかったから、渡海の素願は達したで

あろうと人びとは噂した」というようなことを語っている。平安時代の半ば以降、浄土教
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の思想、つまり南無阿弥陀仏を唱えて阿弥陀の極楽浄土へ行こうという考え方が広まり、

その進展とともに観音信仰の補陀落渡海も行われるようになったと考えられる。 

 さらに有名な事例として、寿永３年（１１８４）、平家の武将である平維盛が、頼朝ら

の源氏に押されるなかで悲観を感じて、屋島から脱出し、那智の浜ノ宮で入水自殺をした

件がある。 

 また、『吾妻鏡』によると、天福元年（１２３３）には、下河辺行秀（法名：智定房）

が熊野那智浦から補陀落山に渡海したとされている。「智定房が乗船した後、外から釘を

打ちつけ、一つの扉もなく、日月の光を観ることもできず、ただ燈に頼るしかなかった」

というような記述は、棺桶に乗って旅に出たようにも読み取れて、遠回しの自殺行為とも

受け取れるが、三十日ほどの食物と油がわずかに用意されたと書かれているので、なんと

かして三十日を食いつなげば補陀落に到達すると考えたふしもある。 

 下河辺行秀は、かつて頼朝に仕えていた。頼朝が下野国（現茨城県）那須野で狩りを催

した際、大鹿一頭が現れた。頼朝は弓の名手とされた行秀に鹿を射止めるよう厳命を下し

たが、行秀の矢は当たらず、代わりに小山朝政が射取った。面目を失った行秀は、狩り場

で出家して逐電し、行方知らずになった。「近年は熊野山で日夜、法華経を読誦している

と伝え聞いていたところ、結局、補陀落渡海の企てに及んだ」と、『吾妻鏡』には書かれ

ている。 

 平維盛の例と考え合わせると、世俗の社会における敗者や名誉・面目を失った者が遁世

して、もうひとつの道としての補陀落渡海をするという面もあったようである。かつては

自殺行為的な見方をした人も多いが、「本当に補陀落浄土があると信じて渡海したのだ」

と言う人もある。 

「憧れの地・那智勝浦」だからこそ、補陀落渡海の場となった 

 このようにして那智勝浦は、補陀落渡海の場所としても有名になり、室町時代以降にな

ると那智の浜ノ宮にある補陀落山寺の僧が補陀落渡海をするようになる。さらに、補陀落

山寺の住職になった者は晩年には必ず補陀落渡海をしなければいけないという決まりがで

きた。 

 しかし、これは実質的に自殺させられるのだということがわかってくるので、戦国時代

には補陀落山寺の住職の金光房が、住職でありながら補陀落渡海を拒否した。そのため、

彼をみんなで那智の浦に沈めてしまったという「金光房伝説」があり、現地には金光房岩

もある。以後、補陀落渡海は非人間的行為だとされ、江戸時代以降は途絶えた。 

 インドでも、補陀落浄土は三角形をしているといわれている。昔の人の地理感覚では、

釈迦の生まれたインドは三角形をしているので、おそらくインドの地形と重ね合わせて、

そこに向けて船で旅立つという発想が生まれたのだろう。 

 いずれにせよ、那智勝浦町は、京都にとって「憧れの、暖かい南の国」であり、青岸渡

寺が三十三番観音札所になったのも、補陀落渡海が行われたのも、おそらく「憧れの地」

という意味があるだろう。そういうイメージで、人びとに長く語り継がれていったのであ

る。この話が、本学の学生・教職員が那智勝浦町に親しみを感じる一助となれば幸いであ

る。 

 

■和歌山県の過疎対策および大学のふるさと事業の成果について 柏木忠寛（和歌山県過
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疎対策課移住推進班主査） 

過疎地域の現状 

 和歌山県内の過疎地域は、面積の７５．６％を占めるが、人口はわずか２６．４％で、

人口密度は県内平均の約３分の１である。広いところに人がパラパラと住んでいるイメー

ジで、人口は漸減傾向にある。 

 一方、内閣府の「都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査」で２００５年と２０

１４年を比べると、都市住民の農山漁村への定住願望は増えており、特に２０～３０代の

若い世代に多いのが注目される。 

 移住ＰＲ事業は、これまでは大阪が中心だったが、昨年頃から首都圏にウエイトを置く

ようになった。移住相談は驚くほど多く、私の部署だけでも毎日４～５件の問い合わせが

ある。 

県の移住支援のしくみ 

 和歌山県は、市町村職員がワンストップで対応する移住相談窓口の設置と、地域住民や

移住者で構成する移住受入協議会の設置を条件に、移住推進市町村を認定している。特に

受入協議会は、移住希望者の見学に対応したり、移住者の相談や支援を行うなど、定住促

進に有効な組織となっている。 

 県が把握している限りでいえば、昨年度の県全体の移住実績は１１３世帯２２３人で、

全国的な傾向と同じく、移住者が増えている。年齢層では３０代が３０％を占めて、最も

多い。その理由の一端として、東日本大震災以降、自然の豊かなところで子育てをしたい

という声をよく聞く。 

 移住前の住所地は、大阪府をはじめ近畿地区が６７％と最も多いが、東京をはじめ関東

地区も１８％と、一定数がある。関東の割合をさらに増やすべく、首都圏での移住ＰＲ事

業に力を入れているが、首都圏における移住地のイメージは長野県・千葉県・北海道など

がメーンとなっている。 

 移住相談会やセミナーを東京・大阪で開催し、さらに「住む」という視点で、実際に現

地を体験してもらう現地体験会も実施している。現地体験会では、先輩移住者との交流、

空き家見学、田舎暮らし体験等を行う。 

 和歌山県の「移住・定住大作戦」で、特に力を入れているのが若年移住者への支援で、

４０歳未満の移住者には奨励金（１世帯あたり最大２５０万円）を支給している。奨励金

の額は全国的に見てもトップレベルだと自負しており、昨年度は２２世帯の移住という成

果をあげた。ただし、まだ爆発的な効果には至っていない。 

「大学のふるさと」制度とは 

 都市部の大学と地域の連携をサポートし、継続的な交流を推進するのが「大学のふるさ

と」制度であり、いわば移住に至るまでの交流事業である。 

 その目的は、地域においては大学の知力や人的パワーを地域活性化に活かすこと、大学

においては、学生の育成、研究・実践および社会貢献の場として使われることであり、大

学と地域の双方にメリットがある事業だと考えている。 

「大学のふるさと」第１弾 羽衣国際大学×湯浅町 

 主な取り組みは、町イベントへの学生ボランティアの参加、学生による街中語り部育成、

地域の伝統食材（金山寺味噌・醤油）を使った健康レシピの研究開発など。 
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 主な活動実績は、①湯浅町「鯖っと鰺まつり」に大学が「羽衣国際大学食堂」を出店し、

金山寺味噌クリームスパゲティ、鯖や鰺を使った弁当、スィーツなど、学生考案レシピに

よるメニューを販売、②地域資源を使ったお菓子づくりや料理教室の開催、③神社の祭り

に学生が神輿を担いで参加。特に弁当は好評で、完売した。 

「大学のふるさと」第２弾 摂南大学×すさみ町 

 主な取り組みは、高齢者の見守り、伝統行事の復活、防災やまちづくり事業など。特に

伝統的な祭りは、住民の高齢化を理由に中断していたので、地域住民だけで復活させるの

は無理だった。祭りの復活は、地域住民にとっても大きな成果であり、とても喜ばれてい

る。 

「大学のふるさと」第３弾 摂南大学×由良町 

 主な取り組みは、住民向け講座（健康・防災等）の開催、住民の健康づくりサポート、

薬草の産地化促進、地域特産品商品化に向けた研究など。 

 主な活動実績としては、５０～６０人の住民が参加した避難所運営訓練の実施、町民向

け健康フォーラムの開催と住民の健康チェックの実施、由良町ご当地ナンバープレートの

デザイン考案と作成などで、当初想定していなかった事業にも広がっている。 

「大学のふるさと」第４弾 関西大学×田辺市 

 主な取り組みとしては、大学生と大学キャンパスのある堺市の小学生が、田辺市本宮町

の住民とともに自然体験キャンプを行い、交流している。将来は本宮町の旅館等へのイン

ターンシップの受入も実施したい。 

「大学のふるさと」第５弾 京都橘大学×那智勝浦町 

 主な取り組みは、学生による現地フィールドワークに基づく地域課題の提案、熊野再発

見プロジェクトを中心とした観光ＰＲ、観光協会等と連携した単位認定型インターンシッ

プの実施など。 

 主な活動実績としては、学生による観光資源掘り起こし活動に、学生４８人と教員４人

が参加した。今後どのように広げるかが課題である。 

「大学のふるさと」第６弾 大阪樟蔭女子大学×かつらぎ町 

 主な取り組みは、地域資源を活用した特産品づくりや、健康レシピづくりなど。今夏、

絵本の読み聞かせやペープサート体験イベントを実施したところ、多くの地域住民が参加

し、たいへん喜ばれた。 

「大学のふるさと」事業の課題 

 県は、連携協定を結ぶために毎年、大学と市町村の意向調査を実施し、協定締結後は、

活動の広報面での支援としてマスコミに資料提供等の対応をしている。 

 この事業の成果は多いが、「連携協定はしんどい」という声が多いのが実情である。端

的な問題は活動費の捻出であり、教授個人の研究費から出したり、地域連携センターの援

助によって支えられている例が多い。 

 フィールドワークをするにも、バスを３～４日借りるだけで２５～３０万円かかるが、

それを大学が負担するのは苦しい。県や市町村も、財政当局に成果や効果を説明して予算

化を要求する必要があるが、成果・効果の数値化は非常に難しい。財源の確保は、どの大

学との連携においても共通の課題となっている。 
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■那智勝浦町の現状・課題と今後の将来計画 小谷成郎（那智勝浦町役場総務課企画係副

主査） 

豊かな地域資源を有する那智勝浦町 

 那智勝浦町といえば、マグロ、温泉、熊野古道が連想されるが、海岸部から山間部まで

多くの地域資源をもとに成り立っている。なかでも観光と漁業は基幹産業で、町は「温泉

とマグロのまち」をキャッチフレーズに宣伝している。また、那智の滝は、落差１３３メ

ートルで日本一を誇っている。 

 那智勝浦町が属する東牟婁郡は、太地町、古座川町、串本町、北山村の４町１村からな

り、和歌山県の南東部に位置している。那智勝浦町は、東側は熊野灘、北側は新宮市、南

から西にかけては串本町と古座川町、南東側は太地町と接しており、海岸部から山間部ま

で１８３．３１平方キロメートルの面積を有している。 

 和歌山県自体が半島なので、那智勝浦町から和歌山市までは３時間～３時間半、大阪市

までは４時間～４時間半かかる。 

那智勝浦町の基幹産業 

 日本社会そのものが人口減少局面に入っているが、国勢調査による那智勝浦町の人口総

数は、昭和３５年には２５，７７５人だったのが平成７年には２万人を割り、平成２２年

には１７，０８０人となって、平成２７年には１６，０００人を切った。この５年間で１，

０００人以上も減ったわけで、那智勝浦町が策定した人口ビジョンでも、２０４０年には

１１，３３５人、２０６０年には８，８２５人まで減少すると予測している。 

 産業別就業者数は、観光産業の町という背景もあり、第３次産業が全就業者数の８０％

を占めている。第１次産業では、漁業よりも農業のほうが就業者が多いが、第３次産業の

卸小売業等にも水産関係者が含まれているので、全体的に水産業に関わる割合が多い。 

 観光客数は、１０年ほど前は年間１７０万人余りだったが、平成２７年度は１３０万人

余りに減少している。紀伊半島大水害等の影響もあるかと思うが、こうした観光客数の減

少も頭に入れておく必要がある。 

 宿泊客は、観光客の半数余りを占めている。宿泊施設は６，０００人余りの収容力を有

するが、近年、宿泊客が減少するなかで施設の耐震化に対応できず閉鎖する施設も出てい

る。 

 漁業に関していえば、はえ縄漁法による生鮮マグロの水揚げは日本一を誇っている。し

かし、マグロ漁は近年、消費の拡大とともにアジア諸国の参入による資源の枯渇が懸念さ

れており、苦境に立たされている。たとえば町内の近海遠洋漁業用の２０トン以上の漁船

は、現在、ゼロである。かつては町内にも船主がいたが、不漁や燃料の高騰によって廃業

が相次ぎ、現在は九州・四国に在籍する外来船からのマグロの誘致もあり、そちらへ水揚

げするかたちとなっている。 

 那智勝浦町は、勝浦漁協へのマグロの水揚げを確保すべく、勝浦漁協とタイアップして

「紀州勝浦産生まぐろ」のブランド化を図るとともに、外来船誘致の船主回りを積極的に

展開している。勝浦漁協は、経営不振により本年９月末より和歌山県漁連に経営が委譲さ

れた。施設は那智勝浦町が引き受けて、老朽化した冷蔵庫等の対応に取り組んでいきたい

と考えている。 
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特色ある６つの地区 

 那智勝浦町を構成する６つの地区（旧那智町、旧勝浦町、旧色川村、旧宇久井村、旧下

里町、旧太田村）は、それぞれ特色がある。 

 旧勝浦町は、ＪＲ紀伊勝浦駅、役場、勝浦漁協、温泉を有する宿泊施設等が立ち並び、

町の中心部である。沿岸は、古くはサンマ漁が盛んで、私の子どもの頃はサンマ１尾が３

～４円だった。私も毎日サンマを食べていた記憶があるし、いまもサンマ寿司は名産のひ

とつとなっている。 

 旧那智町は、那智の滝、世界遺産登録を受けた熊野古道、熊野三山のひとつの那智大社、

西国三十三番の第一番札所の青岸渡寺などがある。平安時代の熊野詣を再現した「あげい

ん熊野詣」は今年で３０回目を迎える。日本三大火祭りのひとつ「那智の火祭り」（現在

の名称は「那智の扇祭り」）は、燃え盛る大松明を担ぐ勇壮な祭りで、毎年多くの見物客

が訪れるが、近年、後継者不足が深刻化し、私を含む役場職員が応援参加している。 

 旧宇久井村は、吉野熊野国立公園の海岸地域の豊かな自然環境が広がっている。環境省

が設置した宇久井ビジターセンターは、自然とふれあう施設で、その運営は地元住民を中

心にボランティアで行われている。宇久井漁港は、定置網漁によりブリや伊勢エビ等の水

揚げが盛んである。 

 旧下里町は、古くは太田川河口を拠点に、上流から炭などの産品を積み出していた関係

で、商店を中心に栄えていた。海路運搬の衰退とともに、現在は住宅地となっている。文

豪・佐藤春夫の生誕の地としても有名で、実家「懸泉堂」が現存している。 

 玉ノ浦海水浴場は、万葉集にも載っており、遠浅で、波も静かで、家族連れには最適の

隠れスポットである。玉ノ浦海水浴場に注ぐ粉白川の支流で、ぶつぶつと水の湧く「ぶつ

ぶつ川」は、長さ１３．５メートルで、「日本一短い川」として認定されている。 

 また、旧下里町には、県の重要無形民俗重要文化財である「高芝の獅子舞」が伝承され

ている。那智勝浦町では、旧町村ごとに祭りの文化が継承され、これがコミュニティ活動

組織のもとになっている面もある。 

 旧太田村は、米作りが盛んで、近年は総務省の過疎対策事業の補助金で「太田米」のブ

ランド化を進めている。イチゴ栽培も盛んで、「くろしお苺」のブランド名で市場に流通

している。 

 住民による地域活性化の取り組みも活発で、昨年度は廃校となった旧太田中学校の校舎

を、地域住民が集まる拠点として整備し、地元物産の販売等をおこなっている。高齢化が

４０％以上と高いので、地元住民が元気に集まる場所を提供するために、この事業をスタ

ートさせた。とても盛況で、いままで元気のなかった高齢者が気力を取り戻したという成

果も聞いている。 

 旧色川村は、山間部の丘陵地に茶畑が広がり、ここで生産される茶葉は「色川茶」とい

うブランドで知られている。町内で最も人口の少ない地域で、過疎化が進んでいるが、３

０年以上も前からＩターン者を受け入れてきた実績がある。移住推進策に対して地元の理

解を得るのにかなり苦労したと聞いているが、その努力が実って、現在では人口の約３分

の１がＩターン者となっている。Ｉターン者の受入対応を担っているのは色川地域振興推

進協議会で、相談者への援助や視察対応等を実施している。 

町の将来計画－地域資源の活用と生活環境の整備 
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 那智勝浦町は、海岸部から山間部まで幅広い行政区域を有しており、多くの地域資源も

点在している。いまお話ししたように、こうした地域資源を活用すべく、町内の各地域で

独自のアプローチをしているが、私としては今後もさらに活用を進めていくことが課題だ

と考えている。 

 同時に、住民サービスをもとにした支援策や子育てしやすい環境の整備も必要となって

いる。地域資源の活用と併せて、これらすべてがうまくかみ合えば那智勝浦町はとても大

きく変化できるだろうと思う。 

 しかし、現状ではまだ統一された方向性が示せず、動きがバラバラになっている。京都

橘大学との連携協定を契機に、これをまちづくりに活かすとともに、町職員に対しても町

の将来を真剣に考えるような意識付けをしていきたい。 

 

■「京都橘大学・熊野再発見プロジェクト 2016」参加学生の報告 

男子チーム 

 本学の熊野再発見プロジェクトは、昨年からスタートし、今年も 8 月 5 ～ 6 日に実施

した。2 日目の自由行動において、われわれ男子チームはレンタカーで新宮市の熊野速玉

神社、那智勝浦町のぶつぶつ川や玉ノ浦海水小谷氏（那智勝浦町） 浴場等を回った。 

 そのなかで感じた問題は、観光に対する地元住民の意識が低いのではないかという点で

ある。商店街でペティナイフでマグロの解体をしている現場に遭遇した私たちは、衝撃を

受けて「すごい!」と叫んだが、その方々は私たち観光客に関心を示すこともなく作業を続

けて、観光客としては少し寂しい思いがした。 

 こうした問題を解決するには、地元住民と役場と再発見プロジェクトのメンバーで交流

会を開くのが有効だろうと考える。それによって地元住民の意識が高まれば、ボランティ

アへの積極的な参加も望めるのではないか。たとえば紀ノ松島めぐりは、船内での案内は

録音済みアナウンスのみだったが、やはり地元の方の肉声によるガイドのほうがはるかに

魅力的である。そうしたガイドボランティアに住民の参加が得られたら、より魅力的な紀

ノ松島めぐりになると思う。 

 つまり、外に向かって那智勝浦町の魅力をアピールするばかりでなく、地元の方たちの

意識を変えることが大切ではないかというのが、私たち男子チームの結論である。 

女子チーム 

 2 日目の自由行動日に私たちがまず訪れたのは、那智勝浦町ではなく太地町の「くじら

博物館」である。なぜなら、この博物館は観光スポットとして魅力的であり、ここを訪れ

る客を那智勝浦町に誘引するプランの立案が可能だと考えたからだ。たとえば那智勝浦町

のホテルから船で直接、博物館へ行けるよう、入館者には乗船料金を割り引いたり、イル

カやクジラとふれあう体験プランを乗船料金とセットにして観光客に提供するのはどうだ

ろうか。 

 また、ブルービーチ那智は、駅の近くにあり、ごみは少なく、エアスライダーも設置さ

れていて、優れた海水浴場であるにもかかわらず、観光客を呼び込む取り組みが少ない。

この魅力を地元住民以外に発信するには、SNS の活用が有効だと考えるが、その際、文字

ではイメージを伝えにくいので、写真を多く載せることがポイントだと思う。 

 ブルービーチ那智の周辺には、那智駅交流センター丹敷の湯という日帰りの入浴施設が
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ある。この施設には世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の展示コーナーもあるので、観

光スポットとして利用できると感じた。 

 インターネットに載っていない興味深い施設のひとつが中村養蜂場である。地場産はち

みつであるにもかかわらず、県内への出荷が 1 割にとどまっているのは、住民に認知され

ていないことも原因のひとつではないかと思う。インターネット検索でもヒットしないよ

うな「レアな産物」を集めて、土産物として提供できる場を設けることを提案したい。 

 私たちは、現地で行われた他のグループの発表内容もふまえて、以下の 6つ改善点があ

ると考える。 

① 営人の意識変革─「してもらう」ではなく「私たちがするんだ」という意識を持つ。 

② 情報発信と情報更新をこまめに行う─ 特に写真を効果的に用いて、PR する。若い世

代は「いつ、どこで」という情報よりも「何が、どのように」の情報を求めるので、

お土産をＰＲする場合も、「いつ、どこで売っているか」ではなく「どこがつくった、

どのような製品なのか。実物はどのようなものなのか」という情報を意識して発信す

る。 

③ ランドマーク等の情報表示を適度に増やす─表示がなければ「ただの木や岩」になる

ので、観光客がその場で新しい知識を得られるような看板や表示を設ける。 

④ 住民の意識改善─住民から「ここは廃れてしまった場所だから」という言葉を聞いた

が、それでは観光客は良いイメージを持ちにくい。地域住民を対象にセミナー等を開

いて、観光振興によるメリット等を具体的に説明し、意識改善を図ることが大切だと

思う。 

⑤ 各施設の関わりをつくる─太地町の「くじら博物館」をはじめ、各施設間の関わりが

薄いように感じた。観光客が回遊できるような動線をつくるために各施設・各市町村

が協力してプランを出すべきではないだろうか。 

⑥ アドリブ力をつける─「何度訪れても楽しい」と思われるように、マグロショーのや

り方を変えたり、おもてなしの方法をあえて統一しないなどの工夫をするとよいと思

う。 
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