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京都橘大学熊野再発見プロジェクト

「第3回 熊野再発見ツアー2017 報告」

１．はじめに

１．はじめに

京都橘大学熊野再発見プロジェクトは、2015年6月に発足し、都市文化資源論（その後、

授業カリキュラム改革で「文化資源デザイン論」に変更となる）という授業を核としなが

ら数年かけて熊野地域の魅力創出の協力をしていくものである。年に1回、夏期休暇を利

用して学生が現地に赴く機会をつくり、「学生から見た熊野地域を現状分析していく」こ

とができればと考えて設計を行っている。今年は3回目であり、2017年8月2日～4日の2泊3

日で実施した。参加者は昨年並の40人での参加となった。プログラム内容としても大きな

変更はせず、初日は両詣の記念すべき年であったため、那智山を中心に見学を行い、夜に

地域の方々との交流会を実施した。2日目には、学生自身がグループを形成し、それぞれ

が観察テーマを事前に設定し、視察や体験などの活動を行った。そして3日目に那智勝浦

町体育文化会館会議室において、地元の人々に対して活動報告と意見交換を行った。以下

には、学生が作成した主要な報告書を抜粋整理するとともに、教員なりのコメントと総括

を行った。これまでの研修でも指摘があった部分があったり改善できない提案も多々ある

とは思うが、中にはすぐに改善できるアイデアも多い。若者の率直な意見ととらえて頂き、

今後の地域振興の一助となれば幸いである。

２．学生の観察結果

○那智山

私たちの班では午前中にバスで那智山に向かった。勝浦駅で勝浦駅から那智山までの往

復乗車券を購入した。往復乗車券は大門坂駐車場から那智山までの間は乗り降り自由とな

っていた。バス内では大門坂のバス停からの行き方の説明がありわかりやすかった。しか

し、一緒のバスに乗っていた外国人観光客にはわからないのでバス停の横にある民家の階

段を上ってしまいバスの運転手がマイク越しに止めている場面に出くわした。バス停には

日本語で書かれた小さい案内板があるだけで英語などで書かれたものはなかった。私たち

は運転手さんのアナウンスを聞いていたのでスムーズに大門坂の入り口を発見できたが外

国人観光客にはアナウンスはわからないのでバス停に英語で目立つように看板を設置する

べきだと感じた。那智山は自然豊かで外国人観光客に日本の歴史・文化を感じてもらえる

場所だと思った。そのことから英語の看板を増やすことだけでなく、おみくじも外国人向

けに英語のものを置くと外国人にも気軽に引いてもらえると感じた。那智大社には日本一

大きなおみくじもあり日本人観光客も楽しみながら引いていたので英語で書かれたおみく

じがあれば外国人観光客にも楽しんで引いてもらえたらと感じた。

また、移動手段にバスを使うのに往復乗車券を使った。その中で５つ改善点を考えた。

1つ目は券のサイズだ。財布や携帯に入れるには大きく、入れることができなかった。カ

ードサイズだと携帯のカード入れに入れることができすぐに出せるので便利だと感じた。
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2つ目は往復乗車券なので帰りのバスで回収されてしまうことである。観光地での券はそ

こに行ったという記念になるので回収するのではなくそのバスを乗って那智山に行ったと

いう記念になるように持ち帰ることができる方がいいと感じた。3つ目は那智山行きの往

復乗車券なので那智の滝や大門坂など観光名所の写真や那智勝浦のゆるキャラを使うなど

那智山に来たというわかりやすい記念品になるようにするべきだと感じた。今のものは文

字で乗車券の利用区間と注意事項が書かれているだけで記念に持ち帰ることができるよう

になっても少し記念感が薄いと感じた。京都の１日乗車券は絵柄が数種類あり、友達など

同行者と違うことで話の話題にもなり楽しめることもできるので写真を入れた方がよいと

感じた。4つ目は乗り降り自由の区間が大門坂駐車場前から那智山までということだ。途

中にある那智駅も乗り降り自由にできるよと有り難いと感じた。

前日に那智駅にみんなで立ち寄ったが黄色いポストがあったり、改札がない駅なのでホ

ームに立ち入れ、海も見えたり自然豊かで女子は写真をたくさん撮っておりSNS映えする

なと感じた。旅行に行く際はSNSで検索して旅行先の情報を手に入れたりもするので那智

駅も立ち寄れるようにすることでよりSNSに写真を上げてもらえる場所を増やせる。5つ目

は割引などの特典を付けることだ。大門坂にある大門坂茶屋の平安衣装体験や那智山にあ

るお土産屋さんの割引をつけるなどしてみるのはどうかと感じた。バスで向かう人は大門

坂でおりそこからあるいて上まで向かう人も多いので、例えば平安衣装体験の割引がつい

ていれば途中で立ち寄っていこうと思うきっかけにもなるのではないかと考える。平安衣

装体験は大門坂ならではで他の観光地ではあまり聞かないので観光客にもっと興味をもて

もらえればいいなと感じた。

その他にも私たちの班はバスや電車で移動したので待合室で待っている時間も多く退屈

だなと感じた。簡単なパンフレットは置いているが時間を潰すのにはあまり向いていない

なと感じた。旅行雑誌など那智勝浦のことが載っているものを置いたり、那智勝浦のゆる

キャラなどのパネルなど写真撮影できるものを置いたりすることで時間を楽しくつぶせる

のではないかと感じた。

○那智山２

那智勝浦は世界遺産である熊野古道や熊野本宮大社・熊野那智大社・熊野速玉大社の熊

野三社や付近には太地町など魅力的な観光名所は多いのになぜ人が集まらないのか考察し

てみた。
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一番大きな理由は、駅からのアクセスが良くないところではないかと考える。3日目に

行った伊勢は有名な伊勢神宮やおかげ横丁があり、集客に成功している地域である。熊野

三社と違いこちらは伊勢市駅から歩いて外宮へ向かうことが可能である。内宮は外宮から

少し離れてはいるが、外宮と内宮をピストンするバスも出ており、伊勢市駅で降りて外宮

まで歩いて行って参拝してからバスで内宮へ向かう流れが出来ていると思う。これには、

伊勢神宮式年遷宮の際に多くのメディアによって外宮から内宮への参拝の順路が紹介さ

れ、多くの旅行客に認知されたこともあると考える。

それに対して熊野三社は駅からも遠く離れ、神社間の公共交通がとても不便である。新

宮駅からでている定期観光バスで熊野三社を巡ることは出来るが、一日で距離のある三社

を巡るため一社ごとの滞在時間も短い上、宿泊客も獲得し辛くなっていると感じた。さら

に、熊野三社周辺ではおかげ横丁のような食事やお土産通りが無く神社を参拝するだけに

なってしまっている。他にも紀伊勝浦駅周辺は海沿いに観光地がないため観光は熊野三社

の山沿いで済むことや観光バスが発着する新宮駅周辺に泊まる客が多くなると思われる。

そこで、三社間の交通の便を良くすることにより那智大社が近い那智勝浦地方にも宿泊客

を見込むことができると考える。また、最近では若い人にも寺社仏閣や特に御朱印は注目

されているため熊野三社のPR方法を考える必要がある。

まず1つ目は、紀伊勝浦駅～大門坂駅までのバス移動だ。普段、京都の市営バスを利用

していると、観光名所や停留所の説明がほとんど無い。しかし、私が乗ったバスには説明

があった。この説明は大変良いと感じた。初めて訪れた人からすれば、インターネット情

報だけを頼りに現地を訪れているため、その地域のバス運転手から説明されると正確な情

報が得られた上で、訪れることができる。そのため、観光名所や停留所の説明はこれから

も続ける必要があると考える。

次に2つ目は、大門坂～那智の滝の区間のことだ。バスから降り、大門坂から歩いて登

り、那智の滝まで見たのだが、この区間内で一か所も「今何ｍ地点」という今どこまで登

ってきたのか分かる看板が無かった。私は初めて登るため、あとどれだけ登ればよいか全

く分からなかった。また、今年は熊野那智大社が1700年祭で那智山青岸渡寺が1300年祭と

いうことで節目の年だが、私の見た限りでは、その看板が紀伊勝浦駅でしか見ていない。

私は授業で事前に知った上で訪れているが、知らない人は知らないと思う。せっかく2つ

の寺が節目の年を迎えるのだから、もっとPRする必要があると感じた。そのため、改善策

として、「大門坂～熊野那智大社」と「熊野那智大社～那智の滝」で看板を何か所か置き、

あとどれくらいで着くのかを明確にすると良いと考える。また、歩いている途中で道の別

れ道が所々あったが、どちらを行けば良いか分かりにくかったため、看板設置場所は道の

別れ道にも設置する必要があると感じた。さらに、1300年祭と1700年祭のPR方法は目立つ

場所に設置したり、大門坂入り口付近にパンフレットなどを置き、PRする必要があると考

える。

逆に良かったところは、那智山青岸渡寺の隣に那智の滝を背景に写真を撮るサービスを

行っておられたので良かったと思う。また、おみくじも他の場所では見かけない大型のお

みくじがあり、「やってみたい！」と思わす工夫ができていたと思う。さらに、大門坂で

平安衣装体験をすることができ、熊野那智大社に上がるまでにその地域ならではのお土産

店があり、店舗数も丁度良いので良かったと思う。
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○女子旅パンフレット体験＆提案

私たちのグループでは、「女子旅」をテーマにグループ活動を行った。女子旅クーポン

付きの紀の松島めぐりのパンフレットを持ちながら、「女子旅」をするとしたらどのよう

なプランで旅をするのか、おすすめの場所、改善点などを考えることにした。

まずはじめに、「平安衣装体験」をしに熊野古道大門坂に行った。中に入ると、平安衣

装体験の方があたたかく迎えてくださり、和室でおばあちゃんの家に来たような感じで、

とても居心地がよかった。衣装は様々な種類があり、選ぶのに時間がかかるほどであった。

私は赤の衣装を選んだが、他にも黄色、紫、ピンク、オレンジなど珍しい色も充実してい

た。三人は女性ものの衣装で、一人は何度も着たことがあるということで男性ものの衣装

をそれぞれ体験した。着付けしてもらっていると、思っていたよりも簡単に着ることがで

き驚いた。

上の写真が衣装体験したものである。ほとんど上からかぶって着ることができ、着物と

違ってたった5分ほどで着ることができる。雨が降っていたため、熊野古道で写真を撮る

ことができなかった。その代わりに、部屋の中にある大きな写真の前で撮影した。大門坂

茶屋はインスタグラムをしているということで写真を載せ、多くの人に知ってもらうこと

ができる。おかみさんから色んなお話をしてもらい、いい時間を過ごすことができた。

次に、防災センターに行き土砂崩れの模型や映像を見た。那智勝浦は、前に大きな被害

が出たと大門坂茶屋のおかみさんに聞いていたため、このような防災の施設を設けること

によって人々の意識を高め、次の災害に少しでも備えることができる。防災センターの場

所は大門坂茶屋からまだ近いのだが、周りに何もなく多くの人に見てもらうのは難しいの

ではないだろうか。私たちが行った時もほかに人はおらず、もっと災害に備えるためにも

多くの人に利用して欲しいと感じた。

お昼ご飯には、ＪＲ紀伊勝浦駅の近くの「母大 ｂｏｄａｉ」という創作和食のお店に

入った。お昼ご飯をどこにするのか決めていなかったが、たまたま通りがかったおしゃれ

な母大の外観に惹かれてここにしようと即決した。お店の中は女性にうれしいソファ席が

あったりと雰囲気がよく、居心地のいいお店だった。私はお店人気ナンバーワンメニュー

の「マグロ中トロカツ定食」を注文したが、マグロカツをおろしポン酢につけたりとさっ

ぱりしていておいしかった。定食以外にも、クジラなどを使った一品料理やお酒も充実し

ていた。
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この写真は「マグロ中トロカツ定食」である。また食べに行きたいと思うほどとてもお

いしかった。はじめはお店の外観に惹かれて入ったため、お店の外観は本当に重要だなと

改めて感じた。

はじめにもらったパンフレットに、「大門坂茶屋 平安衣装体験」と「母大ｂｏｄａｉ」

のサインをもらい、二つ集めるとエコバックがもらえるため観光協会にエコバックをもら

いに行った。青、黄色、緑の三色があった。しかし、デザインが若い女子にうけるもので

なく、せっかくもらったから使いたのだが少し残念だ。どのようなデザインだったら使う

のか話し合っていると、「那智勝浦 観光協会」というロゴをローマ字の筆記体にしたら

おしゃれになるし若い女子でも持てるのではという意見がでた。

今回は悪天候のため、行く予定だった場所の一部がいけなくなったが、以下には今回体

験・見学した場所をもとに、新しい女子旅のパンフレットについて提案する。

まず、パンフレットのサイズとページ数についてである。現在はA4の４ページ構成だが、

持ち運びしやすいようあえてA5サイズにし、ページ数を増やす。しかし、文字や写真の大

きさは今までより大きくし、ぱっと見たときにも見やすいようにする。今までのパンフレ

ットは情報量が多いことは良いが、1ページに複数の分野の情報を載せていたため、文字

・写真がちいさくなり結果見にくいものになっていた。そのため、改善策として、足湯の

ページ・スイーツのページ・地図のページ・といったように基本1ページ1分野の紹介にす

る。平安衣装やマグロ料理は特集として2ページ分使いより大きくするなどして特に大き

く紹介する。地図も那智勝浦町全体のものと、歩いて見ることができるような細かい地図

などの複数を掲載しておくと観光に来る前の計画の段階でも、実際観光している時でも見

やすいような使いやすいパンフレットになるのでは筆者は提案する。
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（細かパンフレットの構成案は下の写真のとおり）

○平安衣装体験について

本来なら平安衣装体験は１時間コースと２時間コースがあり、熊野古道へ衣装を着て散

策できるプランである。しかし当日は天候に恵まれず雨であったため、外へ出ることはで

きなかった。私たちグループの班では、事前に１時間２，０００円のコースを予約してい

た。雨の日は室内で記念撮影ということであったが、１時間も衣装を着て写真を撮ること

なく、早々に私服に戻ってしまった。しかし値段は、熊野古道で衣装体験と室内で衣装体

験どちらも同じである。天候によるので、雨の日は値段を下げるというのは難しいのかも

しれないが、同じ金額でもだいぶ内容が変わってくるので、少し高いように感じた。改善

点としては、もう少し雨の日にも足を運んでくれたお客さんとしてもう少し晴れの日とは

また違う、雨の日だから体験できるようなことをプランに組み入れてもいいのではと感じ

た。京都の着物体験なども雨の日だからといって外には出たらだめということもない。衣

装は貴重なものかもしれないが、もう少し柔軟に考えてもよいのではないかと感じた。も

う一つは写真についてだ。衣装を着て写真を撮るというのが体験の醍醐味であると思う。

そして、お客さんがその写真をSNSなどにアップし、ハッシュタグなど付けることによっ

て今まで平安衣装体験を知らなかった人にも知ってもらうという情報の拡散が期待でき

る。しかし、お客さんが「この写真は盛れた」と思わなければ、せっかく体験してもＳＮ

Ｓにはアップされないのである。（ここで挙げるお客さんとは、若い層に限る。）若い人

は基本的にどこでも写真を山のように撮るのだ。そのため、ＳＮＳにアップする際、写真

の断捨離が行われせっかく平安衣装体験で写真を撮っても、たくさんある写真の内の一部

に過ぎず、お客さん自身が盛れてないと思えばアップする候補にも挙がらないのだ。私が

平安衣装が盛れないなと思った原因は衣装のひとつである頭に被せる笠にあると感じた。

笠が広いため、写真を撮る際どうしても顔が暗く映るのだ。若者は写真を撮る際いかに光
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が飛ばせるかを考えており自撮りのためのスマホに付けるライトが存在するほどだ。実際

に雑誌の付録でそれが出ると、飛ぶように売れ完売する。そのため、顔が暗く映れば盛れ

てないとみなすのだ。そのため先に述べたようにＳＮＳへの効果期待は低くなる。改善策

としては、スタジオとしてもう少し下からなどライトをどうにか設置できればと考える。

その他は、着付けに時間がかかると思っていたが、５分もかからずして着用可能であり、

着物のように締め付けられることもなかったので非常に楽であった。ネットですぐに着付

け可能などの情報をもう少し押してもよいのではないかと思う。室内でタペストリーを背

景にとると熊野古道に行って撮ったかのように写真が撮れたのはとても感動した。

○平安衣装体験２

平安衣装体験では、全国でも珍しい平安衣装を着るという貴重な体験ができた。大門茶

屋の女将さんは非常に親切で、体験が終わった後も冷たいお茶を出してくださり、会話に

花が咲いた。まだお昼ご飯をどこで食べるか決まっていないという話をすると、紀伊勝浦

駅周辺のグルメパンフレットを2冊下さり、非常に助かった。雨で熊野古道を歩くことが

できなかったのが残念でならない。

ただ、私たちの班は1時間コースで2000円のコースを体験したのだが、正直学生からす

ると1時間でこの値段は少々高い気がする。また、荷物置き場だが、別の部屋にポツンと

置くだけだったので、若干盗難などが気になってしまう。少なくとも、目に見える位置に

は置いておきたいし、ロッカーか何かがあればと感じた。

○大門坂

大門坂にバスで移動していくときに、降りるバス停が分かりづらかった。これは、大門

坂の手前100メートルで止まるバス停と、大門坂を通り過ぎて40メートル進んだところで

止まる2つのバス停があるからである。運転手のアナウンスはあるものの、どちらで降り

るのがいいのかよくわからなかった。また、一緒に乗っていた外国人の方々は理解してい

なく、降りたあと反対の方向に歩いていってしまったため、運転手に止められていた。

大門坂には看板が少ない。坂も急で、歩きにくい大門坂はお年寄りには非常につらいと

思った。そのため、「あと100メートル」などの看板をつくることにより、自分のペース

で歩ける。途中に休憩できるベンチを用意することもいと思う。木の杖について、大門坂

を歩いている途中に自由に使える木の杖を入れる箱があったが、中は空からで大門坂を登

りきったとこにある木の杖をいれるところに大量の杖が置いてあった。どのくらいの頻度

でもとに戻しているのかわからないが、定時的に杖を補充しないとおいてある意味があま

りないように感じる。杖じたいは、いいアイディアなので少し勿体無いように思う。

○那智・太地のお土産について

2日間お土産を研究して感じたことは、数ある観光資源でも推されているものがやや偏

っているのではと感じた。多いのがやはり大門坂や熊野古道、那智の滝などの世界遺産関

連の商品である。続いて八咫烏とマグロの商品が多い。その他少数としてじゃばらの商品

や那智黒なんかも見受けられた。他方、太地町ではくじら関連のお土産は圧倒的に太地で

見受けられ、当然であるが勝浦ではくじらよりもマグロの印象が強かった。
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道の駅の「なち」ではユニークなモニュメントや展示を

見つけた。この地域は中村覚之助という人物の出身地で、

彼は日本におけるサッカーの発展に尽力した人である。彼

の功績を称えた碑が設置してあった。その関係から、日本

代表の全選手のサインが入ったボールなども展示してい

た。この展示で、中村覚之助という人物を知り、「今の日

本にサッカーが普及して、かつ高い人気があるのはこの人

がいたからこそである。」と感じると同時に、 図 サッカー関連展示

「いわば日本のサッカー界の父であり、この地は聖地といっても過言ではない。」と感じ

た。そこで前述したお土産の傾向からサッカーという非常におもしろいアピール材料を持

っているのに、まったくアピール出来ていないと感じた。

そこで、以下のような提案をしたい。そもそもの班の方

針が「パッケージデザイン開発」であったので、サッカー

を取り込んだデザインで何かパッケージを作り出せないか

と検討した。そこでパッケージではなくお土産の入れ物を

考える事にした。サッカー日本代表のエンブレムが八咫烏

を用いられていることから、八咫烏をベースにサッカーを

取り込んだデザインを考えた。入れ物は楕円形の缶製品を

イメージしている。 図 八咫烏だるま

缶の形を楕円形にすることで中身が無くなった後でも文房具入れ

などの別の用途で使って貰えやすいのではと考えた。そして八咫烏

のデザインは既存商品である「八咫烏だるま」を参考にした。これ

はリアリティを求めたデザインや宗教性の強いデザインよりもゆる

キャラの様なデザインの方が幅広い客層に受け入れられやすいと考

えた為である。完成した入れ物を真上から見たものが左の図である。

図 考案したパッケージ（入れ物）デザイン

また、お土産の売り方についても提案をしたい。気になるお土産はあるのにバラ売りが

多く、友人やアルバイト先で配るには向いてないと感じたため、若い女性、若い男性のふ

たつに焦点をあてた商品の売り方を提案する。若い女性に向けた商品は、特産品である黒

飴はもちろん、イチゴやじゃばらを飴にし、それをセットにする。パッケージも女性ウケ

しそうな可愛らしいものを考えたい。若い男性に向けた商品は、マグロやくじらを使用し

たお酒のアテになりそうなおつまみ系をセットにする。このような私たちが一晩考えたア

イデアが採用されないのは当然だが、若者目線の意見を少しでも面白いと感じてもらえれ

ば、これからの那智勝浦になんらかの影響を与えられると思い、提案した。

○お土産の評価

＜良かった点＞

・お土産を見た際に那智勝浦や太地町の名産が何なのかが人目見ただけで理解できた。

・くじらの博物館のお土産コーナーではチンアナゴの形をしたものや伊勢海老型の袋のお
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土産といった形に囚われない外装があって見てる分も楽しめた。

・町の人があたたかく自然と話しかけてくれたりしてそこが好きなんだと分かったり観光

情報を教えてもらったりと観光するにはもってこいの場所だと感じました。

・個性豊かのゆるキャラやお土産のキャラクターがいて、観光のキャラクター資源は豊富

であった。

＜改善点＞

・お土産のパッケージに文字のみのデザインが多く、文字の存在が強すぎて押しているお

土産なのかもしれないが手に取りにくい部分もある。

・どこも置いているお土産が似たりよったりのものしかなかったため買うのがどこでも良

いであろうと感じた。

・那智黒の工場見学にいったがとても楽しめた。やはり名産を知ってもらうためには製造

段階を見てもらい楽しんでもらい、お土産で最後買って帰ってもらうのも良いと思うた

めにもっと売り出していくべきである。

・豊富なゆるキャラたちがいるのに有効活用されておらずほとんどのゆるキャラを授業の

資料で知った。

・お土産のパッケージではパッと見た際の印象が大事であるため、せっかく豊富にいるゆ

るキャラを出さないのがもったいないのでパッケージに使い、お土産コーナを明るくし

つつ知ってもらうことによって知らない人がお土産でもらっても那智勝浦を知ってもら

える。

・また発表の際にも提案した萌えキャラのパッケージによる販売方法も現在では有効なも

のであり、そういった文化は海を越えても非常に発展しており外のお客さんにも来ても

らえるのではないだろうか。またコレクター魂に火がつくようなオマケなどがあっても

良い。

・お土産の置く商品としては押していきたいものや那智黒製品などはどこに置いていても

良いと思うがほかの製品については同じものばかりおいていても購買欲が薄れていくと

思う。個人的にはなるがお土産はそこでしかないものがあるほど興味が沸いてくるもの

である。「ここにもあるのか」ではなく「こんなお土産があるんだ」という驚きや出会

いが必要でありその店限定のお土産や区画ごとにお土産をガラリと変化させるのもあり

なのではないか。

・お土産を買おうとしても、マグロやせんべい、那智黒などばかりで、どれも渋すぎると

思う。年齢層が高い人には良い土産かもしれないが、例えば小学生が友達にお土産を買

うにしてもクッキーなど人に喜ばれやすいものが少なく、人にあげづらいのではと買う

側としてお土産を探す際感じた。

○那智黒パッケージデザイン案

私たちが工場見学にも訪れた那智黒のパッケージデザイン案を紹介します。那智黒とい

うとオレンジの上に黒の文字で「那智黒」と書いてあるのが目印だという話を伺いました。

しかし実際に商品を見せてもらうとオレンジに黒のデザインだけでなく那智の滝の写真を

使用したデザインや那智の滝や千畳敷や円月島などのイラストを使用したデザインのもの

もありました。那智黒というとジップロックのような袋にそのまま入っているイメージも
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強いと思いますが、個包装になっているものや缶に入っているものもありました。工場の

方のお話によると、缶は家に帰って全て食べた後ペン立てなど机の上に置いてもらえたら

嬉しいということだったのでここに注目してデザインを考えてみようと思いました。まず

和歌山はクジラも有名なのでクジラや海の生き物のイラストを使った缶ならかわいい缶に

なるのではないかと考えました。また太地町のくじらの博物館とコラボしたデザインを考

えるのもありだと思いました。くじらの博物館にはクジラだけでなくアルビノのため色素

のなくなった真っ白なイルカやクジラ、まだら模様のあるマダライルカ、縞模様のはいっ

たスジイルカなど珍しい種類のイルカたちも飼育されています。これらは飼育も困難だと

いうことらしく普通の水族館では見られないものもたくさんいます。またスジイルカがみ

られるのは世界のなかでもここだけだそうです。この二つがコラボして那智勝浦地方をア

ピールできたらおもしろいなと感じました。そして海の生き物のデザインだと小さい子供

もとっつきやすいデザインで机のうえのペン立てなどにもしやすいのではないかなと思い

ました。

○湯川およびゆかし潟について

私たちは２日目のグループ学習の時湯川温泉にテーマを絞りゆかし潟周辺を探索し

つつ隠された文化資源を探すというテーマだった。観光協会さんご協力のもと当初の

予定より多くの地に足を踏み入れることができた。今回約１０ヶ所のスポットへ行く

ことができた。以下には三つの観点からまとめておきたい。

＜恵比寿屋から見えた人手不足について＞

まずは恵比寿屋。私たちはここの女将さんに話を聞くことができた。明治から伝統

のある温泉地であり、常連客が８割を占めている。盆踊りなどのイベントも昔はあっ

たが人手も減り今はイベントはなし。話を聞いていて気になったポイントが「後継者

不足。」これは後々出てくる温泉でも当てはまるがこの問題は早急に解決しなければ

ならないと思う。恵比寿屋だけでなくもみじ屋にも訪れたのだか、共通点としてお湯

の効用、評判はとても良い。特にもみじ屋は観光協会の人も推しているほど質の高い

ものだ。しかしどちらも６０歳以上の経営者しかいないため県外の人へのPRが難しい。

私の考えとしてはまずは若年層に来てもらえなければならない。観光協会の方によ

ると「恋活」というのが今後行われるらしい。お見合いとは違って出会いの入り口を

作るのが目的。この地にはハート形になっている、ゆかし潟が資源として置いている

のでこの政策を進めていくのもいいとは思う。

しかしあまり人は集まらないのではないだろうか。おそらく私たちは昔と比べて恋

愛に興味が薄れている。昔よりも趣味が増え、一人でいることに慣れているからかも

しれない。そこで私は「アニメ・マンガ」といったサブカルチャーとコラボしてみた

ほうが良いと考える。２０１６年に話題となった映画、「君の名は。」聖地巡礼という

実際に舞台となった場所を訪れて観光する。この聖地巡礼により経済が大きく活性化

したというニュースを耳にした。ここまで大きくすることは難しいがサブカルチャー

を積極的に取り入れていくことが若年層を取り込み街を活性化していくことにつなが

るのではないだろうか。

＜四季の郷温泉、きよもん湯の考え方＞
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私達はいろいろな温泉地へと連れて行ってもらえたが、以下の２つが共通して今で

も繁盛している要因を考えた。まずは四季の郷。デビュー当時から効用の高い温泉だ

ったためテレビ取材があった。またアトピーに効くことからも有名となる。２０年前

から有料へ。浸透率が高く、お年寄りまたは赤ちゃんの飲み水として評判がいい。こ

この従業員の方のお話を聞いて気になったのが「宣伝はダメ」ということ。社長の意

見で宣伝をすることで売り上げは上がるかもしれないが、全体としてのマナーが落ち

てしまう。多くのお客さんに来てもらうことよりも来てもらったお客さんに満足して

もらうこと。このようなおもてなしの心が評判を呼び、今でも長く続けていられるコ

ツだと知ることができた。

次にきよもん湯。１５００年前からの歴史がありリピーターも多く他の都道府県か

らも人気がある。「喫茶と軽食きよもん」からは開運スポットでもある弁天神社を眺

めることができる。ここでは社長さんに話を聞くことができた。こちらも宣伝の必要

がないということ。こちらの客層としては約半分の方がビジネスで泊っているとのこ

と。これではあまりリピーターが増えないのではと思ったが家族風呂が人気なことも

あり、後々家族として来られる方が多いということ。家族風呂以外にも社長さんの人

柄、お店の雰囲気が過ごしやすいことも原因だと個人的に思った。

両者に共通しているのは主に２点。１点目は自分から宣伝していくのではなく口コ

ミなど外部からの宣伝。このような宣伝の形はとても難しいものだと思う。お客さん

との信頼関係、お店の雰囲気、話題性、実際に入ってみた感想、これらを手に入れる

ためにもまずは知ってもらわなければならない。地元の方は知っていても少し離れる

と知名度が薄くなってしまう。「地元の人、全員が観光資源の担い手」という言葉を

先生がおしゃっていたがまずはその意識を高めていくことが大事だと思う。２つ目は

温泉以外にも資源があること。飲み水や観光資源など。湯川温泉は温泉地としては有

名である。温泉に加えて各施設、自然や観光資源をPRしていくことが他との差別化を

図り競争が起きる。競争が激しくなるとサービス、知名度も上がり活気あふれる街に

なるのではないだろうか。

＜外から見た那智勝浦＞

最後に外から見て感じたことは魅力ある街であるということ。私達は３日間、雨だ

ったため海以外の資源を探していたが、自然、レジャー、観光、文化、温泉それ以外

にも短期間ではあるが魅力ある発見がたくさんあった。一般的な那智勝浦の見方とし

ては那智大社やホテル浦島などが目立つが、ほかの資源も大きく活用できると感じた。

海やクジラの資源を推していくと同時に自然や文化をもっとPRしても遜色なく那智勝

浦として活躍できると思う。本当に街の方の雰囲気が良く来てもらった人たちへ満足

させてくれるようなおもてなしがあり魅力ある街だと思う。
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○駅前商店街について

私達が一番気になった点であり問題だと思ったことは、紀伊勝浦駅にある商店街である。

シャッターが下りているお店が多く、観光客も少なく、とても暗い感じがする。少しでも

改善するためにグループ内ででた意見を紹介する。

・せっかくケーキ屋さんがあるから、イートインスペースを作る

・暗い印象を変えるために、屋根に工夫を加える

・商店街を分かりやすくあらわした大きな地図を設置する

・派手な装飾をしてアピール

・シャッターに色を塗ったり、写真を転写する

・ステレドガラスなどを使用して、照明や天井をカラフルにする

・漁港で釣りができるようにする

・さらに釣った魚を商店街でさばいて、食べれるブースを作る

・食べ物中心の店を多くする

・テイクアウトでき、食べ歩きができるようにする

・マグロの他に伊勢海老がとれることをもっとアピールするべき

・船の色を塗り替えるだけでも見栄えが良くなる

・那智でしか食べられない。というような名産物を使った店を作る。

・店の中がわかりにくいため、開業しているかわからず気軽に入れない
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・昭和感が強いため、あえて昭和レトロな雰囲気を前面に出す。

・短時間だけでも休憩できる場所を設け、休憩所の壁紙を柔らかい雰囲気の勝浦巨大マッ

プにする。

・商店街の一角に撮影スポットを設け、SNSでアピール。

○駅前商店街２

私達は昼食を食べに紀伊勝浦駅周辺へ向かった。紀

伊勝浦周辺には築地商店街という商店街がありお土産

物屋や水産センター、食事処がいくつかあった。築地

商店街の印象はシャッター通りと化しており全体的に

暗い印象を受けた。

さらには駅前に駐車場がなく昼食をとる際入ったお

店で駐車場を聞くと「駅前に止めてください」といわ

れ戸惑った。駅前には足湯がありレンタカーを借りる観光客も少なくないと思うのでコイ

ンパーキングを設置してみてはどうかと思う。

築地商店街を歩くとシャッター街を賑やかに見せる

ための工夫が見えた。それはある商店の前に置かれて

あった写真スポットだ。この撮影スポットは大漁旗が

シャッターを隠すように設置されており手作りのマグ

ロの人形まであった。近年SNSの流行により写真映え

が重視されている。規模は小さくてもこういった賑や

かなものを多く取り入れることで商店街の活性化につ

ながるのではないだろうか。

次に感じたのは、昼御飯を食べるところの少なさである。那智の滝を見た後、バスで紀

伊勝浦駅まで戻り、近くの商店街で昼御飯を食べようとした。しかし、ほとんど店が閉ま

り、シャッター商店街になっていて、まともに開いている店が3店舗程しか無かった。歩

いて探した結果、「めはり寿司二代目」という店で昼御飯をいただいて、大変美味しかっ

たが、他の店も開けるとより良いと思う。そのため、改善策として、店を出すことを促す

ように商店街を復活させるためにも、報告発表会であったのに加え、イベントの提案をす

る。そのイベントは2つあり、1つ目が「めはり寿司早食い大会」だ。高齢の方が多くいら

っしゃるということで、多くの若者に熊野の郷土料理を知り、ついでに熊野や那智勝浦町

付近を観光してもらうためにも開催しても良いと考える。2つ目が、那智勝浦町の高校生

に那智勝浦町について真剣に考え、良い点や改善点などを挙げて、解決策を考えてもらう

ことだ。簡単に言えば、今回、私たちが行った報告発表会を那智勝浦町の高校生にもやっ

てもらうということだ。普段、そこに住んでいる若者が自分の町について考えることでま

だ発案されていない新たな案が出るのではないか、と考えたからだ。

商店街はシャッターが多かったのでそこに絵を描いたりカラフルな色を塗ったりするこ

とで雰囲気も明るくなるし、シャッターを背景に写真を撮る若者の観光客も増えると思う。

屋根もステンドグラスにすることで日の光が入り明るくなるはずだ。

三日間の研修を通して那智勝浦はまだまだ若い観光客を呼ぶための資源がたくさんある
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と思った。帰る途中に寄ったおかげ横丁のように、昔ながらの建物や昭和レトロな雰囲気

を持った街並みの写真を撮りに旅行する人が最近は多いと思うので、那智勝浦でも無理に

近代化せず昔ながらの街並みを綺麗に整えてみたり自然豊かな場所を宣伝してみたりする

ことで今よりもっと活性化していくのではないかと考える。

○駅前の駐車場について

私の班はレンタカーを借りて、それで各観光資源を回ったのだが、街を走っていて幾つ

か気づいたことがある。まず、紀伊勝浦駅周辺に駐車場がないということ。紀伊勝浦駅の

すぐ傍には足湯もあるのに、駐車場がなく駅のロータリーに車を止めている方が多かった。

かくいう私たちも、お昼を駅近くのお店で食べたのだが、車を止めるところが見当たらず

店の人に聞いてみるとその辺に止めて良いとのことで、駅のロータリーに車を止めた。

はっきり言うと、私、というか恐らく地元の人以外、観光客からしてみればありえない

ことであり、駐車場はつくるべきである。駅周辺の商店街に人が来ないのは、駐車場がな

いことも関係しているのではないのだろうか。商店街というのはゆっくり時間をかけて見

て回るものだが、車を駐車場に止めていないとなると、そんな気も起らない。

また、道を走っている時、路肩駐車が非常に多く、何でもない道が少し危険な道となっ

ていた。交差点のすぐ傍で駐車している車もあり、人が飛び出してこないか、自転車や車

が飛び出してこないか、常に気を張っておかなくてはいけなくて、ドライブするのには向

いていないと感じた。路上駐車は駐車場があれば減るので、駐車場の位置を明確にする、

駐車料金を下げることで解決できるのではないだろうか。駐車場にできるスペースがない

なら、商店街がシャッター通りのままで復活する見込みがないとすれば、そこを駐車場に

しても良いのではないだろうか。

○商店街での提案

商店街を盛り上げるために、商店街で平安衣装体験をできるようにするのはどうだろう

か。商店街全体を平安貴族が住んでいたようなデザイン、内装のお土産屋さん、食べ物屋

さんにして、衣装を着たまま食べ歩きのできる空間にする。大門坂茶屋では雨が降れば外

を歩けないので屋根のある商店街でしかできないと考える。お土産はホテルや近くのサー

ビスエリアでほとんど買えてしまうので、報告発表会でも意見があったようにお店ごとの

オリジナル商品があれば良いと思う。

○紀の松島巡りについて

私が今回の研修で一番課題が多いと感じたもの

は紀の松島巡りである。雨が降っていたので本来

予約していた1時間20分のコースではなくルートを

短縮した40分のコースを体験した。あいにくのお

天気だったので海は大荒れで波も高かった。

私がここの松島めぐりの課題と改善点は以下のとおりである。

【紀の松島巡り問題点と改善点】

・船内のアナウンスが録音テープを使用しているので機械的に聞こえる
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→船内でスタッフが説明する

・窓が小さく反対側の様子が見えない

→窓枠を大きくする

・パンフレットがない

→受付時に配布（外国人観光客にもわかるようにする）

この中で最も必要だと感じたことはパンフレットである。ルートや岩の名前が書かれて

いる簡単なパンフレットがあるとわかりやすいのではないだろうか。

○びん玉通り

私達は資料として配布されたかつうらMAP

を見てびん玉通りの散策に訪れた。このびん

玉通りは少し工夫すれば、更に良い観光スポ

ットになるのではないかと思った。私は最初

に通りに入った時、とても「フォトジェニッ

クなところだ。」と感じた。フォトジェニッ

クとは写真写りの良い、写真向けのという意

味で、びん玉通りはまさにカメラに収めて、

TwitterやInstagramに投稿したくなるような

雰囲気のある町だった。今流行りのフォトジ

ェニックというキーワードを盛り込んで宣伝すれば、カメラ好きの人や、SNS好きの若者

が集まるのではないかと思う。ただ、フォトジェニックなスポットとして宣伝するにはび

ん玉通り自体にもう少し改善が必要だ。まず、びん玉通りといいながら、びん玉そのもの

が少ないと感じた。びん玉通りのびん玉は、元々使われていたものを収集してそれを、脇

仲倶楽部に入会してくれる人に渡しているそうだ。そのこだわりに関しては、他にはない

ことなのでそのまま続けて欲しいと思うが、びん玉通りに入った時にそれを実感させるよ

うな数は必要だと感じた。それか、目立つような飾り方をもう少し考えるべきだと思った。

また、脇仲倶楽部のサイトではびん玉ストラップの販売があると書かれていたが、実際に

通りを歩いてみてもどこで販売されているのか分からなかった。手作りということなので、

あまり数がたくさんないのかもしれないが、値段もお手頃で可愛らしく、お土産には最適

だと思うので、もっと大々的に販売できるといいと思った。サイトには何件かそのストラ

ップを販売しているお店が掲載されていたが、一か所でいいので毎日開いていてわかりや

すいお店が必要だと思った。そして、休憩所である、入船館ももう少し、入りやすい雰囲

気を作る必要があると思った。シャッターは開いていたし、無料休憩所という表示もあっ

たので入っても良いということは分かったが、前を通ってもあまり、歓迎されているとい

う印象は受けなかった。無人で薄暗く、さらに貴重な資料や展示物も雑然と置かれていて、

前を通りかかったくらいでは、倉庫かなにかかと思ってしまった。展示されていたものは、

よく見てみるとどれも面白く、重要なものだった。この街を知ってもらうには最適な休憩

所だと思うので、利用しやすいように、そして、いつでもストラップを販売しているよう

にしてほしいと思う。
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○くじらの博物館

私たちはレンタカーで行き、駐車場が無料だったのはとてもありがたかった。そして、

館内に入るとすぐにお土産ショップがあり、調査することが出来た。こちらの人気ナンバ

ーワン商品は、博物館限定のクッキーや、キーホルダーなどの商品が人気だと教えていた

だいた。ここは、イルカショーやクジラショーの回数が多くて、見逃してもまたすぐ見る

ことができ、またイルカやクジラと触れ合える場所が多いのは良かった。プロジェクター

やタブレットなど最新の機器を使ったものがあり、とても楽しめた。館内に展示してある

イルカと鯨の模型と骨だ。なかなか模型や骨を見ることが無いので、見ることで大人も勉

強になる。子どもも回転式の設置用具となっているため、楽しんでみてもらうことができ

ると思う。また、本物に近い骨や鯨が館内の上に展示されていて、迫力があり、大変良か

った。さらに、お土産屋が館内の入り口にあり、分かりやすい場所にあった。そのため、

お土産屋の場所探しに困ることがないので、お土産屋の場所はそのままで良いと思う。

一方で、くじらの博物館においてもったいないと感じたことは、HPからあまり魅力が感

じられなかった点だ。HPからは博物館という印象が強く、イルカやクジラのショーが一日

に何度も行われていることや、自由に浮橋を歩くことができて目の前でイルカやくじらに

餌やりができるとは思わなかった。あれほど至近距離でクジラやイルカを見る機会はめっ

たにない貴重な体験だとおもうし、水族館のイルカショーだとほとんどが1種類のイルカ

しか使わない中で2,3種類のイルカやクジラの違いを学びながらショーを楽しめることは

もっとアピールしていくべきだと思った。実際に行った後では1500円払った価値があると

納得できるが、事前にHPを見ただけではどんな点が面白いのか、魅力的なのか分かり辛い

ためHPやパンフレットをもう少し面白みのあるものや分かりやすく変える必要があると感

じた。

博物館自体の改善点としては、解説文が専門寄りで文字も小さく長文だったことだ。大

人向けとしては問題ないが、近くに子供向けの解説パネルがなかったため、博物館内は親

子連れだと子供が飽きてしまうように思えた。子供でも楽しめるような体験コーナーは壊

れて動かないものが多いところも改善すべき点である。また隅に貼られていたが、子供た

ちからのイルカやクジラに関する質問に対して職員からの回答集があったがとても面白い

内容が多かったのできちんと印刷物にして貼りだしたり配ったりできると思う。また、HP

ではイルカやクジラに餌やり体験やふれあい体験もあったが、せっかくの博物館ならば、

水族館や動物園で行っているようなバックヤードツアーや夏休み期間だけでも大人向けと

子供も向けで博物館内と外では実際にイルカやクジラを目の前で見たり触れたりしながら

博物館員の解説を聞くツアーを行っても面白いと感じた。

くじらショーを見ることができるということで、会場へと行ったが、当日はあいにくの

雨で屋根がないところで強風の中見学となってしまった。簡易な屋根を設置するなど、対

策を施せば快適に見ることが出来ると感じた。ショー自体の内容はとても新鮮で迫力があ

り、声を上げて盛り上がることが出来、本当に一生の思い出になるものであった。そして、

博物館付近の大きな船を見学しに行ったが、駐車場表記が曖昧でわかりにくかったため、

そのあたりの表記を徹底させればよいと感じた。

＜その他の課題と改善点＞

・博物館から水族館までの道に屋根がない。点字ブロックもない
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→改修工事をする。

・空調が効いていない

→個人差もあるが、臨機応変な適温に調整する。

・クジラショーが単調

→質を上げる。

・博物館から水族館までの海沿いに柵がなく危ない

→子どもたちの転落防止のために柵を作る。

・トンネルの水槽が汚い、暗い。

→水質を良くする。照明を取り付けて明るくする。

→海遊館のような円錐形の水槽を作ってほしい

・2階の展示が壊れたまま

→壊れている場所があったので修理する。

・その他、時計がない、男子トイレが丸見え、喫煙所が野ざらしなど「古い建物」感が全

体にでているので、全体的なリフォームが必要だと感じた。

○「勝浦駅～クジラ博物館」間の「バスの一日乗車券」の提案

私達の班は和歌山県那智勝浦町研修での二日目に、大門坂から那智大社、そして太地町

にあるクジラ博物館という、いわゆる観光の王道コースというものを巡った。そこで「勝

浦駅～那智山」間のバスの一日乗車券（大人一人1000円）を購入し、勝浦駅からバスに乗

車した。勝浦駅から那智大社までは一日目にも行った場所だったので、あまり長居はせず、

勝浦駅へ戻ってきて商店街でお昼を食べた。その後、電車で太地町へ行き、クジラ博物館

へ向かった。クジラショーなどを観て、一通り見学してからホテルへ帰ってきた。

このスケジュールの中で、私たちは何を提案すべきか考えた。そこで出た案は、「勝浦

駅～クジラ博物館」間のバスの一日乗車券を作るということを考えた。なぜこのような提

案をするのかというと、二日目のスケジュールを終えて、まず感じたのが交通手段の不便

さだったからである。勝浦駅で言えば、平日は一時間に二本しか電車が来ないといったこ

とや、クジラ博物館と太地駅間で言えば、夕方であればバスが一時間に一本あるかないか

くらいで、それを逃したら大変といったことである。また、勝浦駅を中心として大門坂や

那智大社、那智の滝、そしてクジラ博物館へと観光コースを作ってしまって、それをバス

一本で行けるようにすればこれからもっと那智勝浦に来てくれる人が増えるのではないか

と考えたからである。

現在使われている「勝浦駅～那智山」間の一日乗車券は、大人1000円・子ども500円と

いうものである。まずはこれのメリットとデメリットを紹介したいと思う。まずメリット

は、大人一人1000円で一日その区間内であればバスが乗り放題であるということ。そして

デメリットは、バスそのものの本数が少ないということ。那智山までの一日乗車券があっ

ても、一日に二回行く人はいないだろうということ。勝浦駅から那智山へ行って帰って来

てバスを降りるときに券を回収されたので、記念に残らないということ。券がカードサイ

ズではないので、スマホケースのポケットや定期入れに折らずに入れることができないと

いうことなどが挙げられる。そこで私たちはこれらの問題点を解決する新しい一日乗車券

を作ることを提案したい。
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一番優先させたいことは、区間を広げるということ。町域が異なるので現実的に難しい

部分もあるかとは思うが、もしそれができれば、元を取ろうとバスに乗って降りて乗って

降りて…を繰り返して利用する人が増えるのではないかと思ったからである。そして、そ

の券に熊野や勝浦の風景を載せ、持って帰って思い出として残すことができるようにする

ということ。また、さらに利用者数を増やすために普通の切符ではなく、一日乗車券の購

入者にのみ平安衣装体験の割引やクジラ博物館でのグッズや食事の割引などの特典を付け

るということ。他にもアイデアはどんどん出てくると思うが、今挙げたことを実施するだ

けでもだいぶ変わるのではないかと思う。一日乗車券そのものに現地の風景が載せられて

いるだけでも一つのお土産として成り立つと思うし、割引が付いているところには絶対行

きたくなる。この人間の心理を利用して新しい一日乗車券を作ったら、バス会社も割引を

行うお店も一石二鳥で利益が得られるはずである。

やはり旅行とはお金がかかるものであり、われわれ若者の視点としては、交通費でお金

を使ってしまうのはすごくもったいないと感じてしまう。私は時々京都市バスの一日乗車

券を購入し、行ける範囲のできるだけ遠い所へ行き、所々で降りつつもそこからだんだん

京都駅へ帰ってくるということをしている。三回乗ったら元が取れるので、かなりのお得

旅と言える。京都市バスの一日乗車券は都会だからだとは思うが、500円というかなりの

安さで、しかもとても広い範囲で利用できる。ここまでとはいかないが、那智勝浦でも10

00円の一日乗車券が“安い”と言ってもらえるくらいの価値のものにまで成長させるべく、

やはり那智勝浦町全体を盛り上げる必要があると感じた。旅には「充実感」が楽しくなる

かどうかの判断基準だと思うので、バス停での待ち時間が短ければ短い程良いが、本数を

増やすのは難しいと思う。そこで、各バス停ごとに色々な時間をつぶすグッズを置いてみ

たり、壁に絵を描いてそれを背景に写真が撮れるようにしたりということをしてみてはど

うかと思う。最近はフォトジェニックな場所が人気になる傾向があるので、きっと若者が

来てくれるだろう。

まとめると、私たちが那智勝浦町での観光の王道コースを改めて行動してみて一番に感

じたのは交通手段の不便さだった。電車やバスの本数がかなり少なく、待ち時間は正直退

屈していた。私たちが購入した「勝浦駅～那智山」間の一日乗車券にはデメリットが多く、

新しい一日乗車券を提案することにした。そして、さらに提案したいのが、駅やバス停で

の待ち時間の時間のつぶし方をより楽しいものにすることで“旅の充実感”が得られるの

ではないかと考えるので、何か考えるべきだと思った。

○和歌山県土砂災害センターについて

＜良い点＞

・土砂災害について学べる物が多かった。

・航空写真→災害前と後の地形が見比べられる。

・ビデオ→土砂災害の原因を人体の病状に例えられていたため、他人事と思わせない工夫

ができていた。

・模型→種類が多く、実験のように体験できるようになっていた。

＜改善点＞

・ほとんどの模型が入るのに抵抗がある、奥の薄暗い部屋に置かれていた。→奥にも模型
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があることをアピール。

○那智勝浦観光協会について

＜良い点＞

・中心部にあり、足を運びやすい

＜改善点＞

・スタンプラリーの景品が女子受けしづらい。→色をピンクにし、文字をローマ字にする。

・スタンプラリーの内容をもう少し充実させる。→3か所で景品A、5か所で景品A+Bという

ように。

・お土産コーナーをパーテーションで遮っていた。

・スマホ版のHP作成

これらのことを踏まえての改善策としての私からの提案はホームページの改良である。

なぜかというと、やはり那智勝浦に行きたい人は最初にどんなところがあるのかを調べる

ときにはまずホームページを見ると思うからである。ところが那智勝浦のホームページに

は全く載っていないということはないのだが、載っていない体験や観光場所もあったので、

そういうところもしっかり載せたら興味のある人が来てくれるのではないかと思う。例え

ばビン玉通りである。ビン玉通りは土曜日にはライトアップされるというイベントもあっ

たりと、とてもいい場所なのに載っていなかったのでの出てほしいと思った場所の１つで

ある。他にもまだ載っていない場所もあると思うので、できるだけ載せれたらいいと思う。

○ホテル浦島について

ホテル浦島について、温泉がとても気持ちがよく、ご飯も美味しかった。スタッフの人

も礼儀正しく、とても満足している。洞窟の中から海を眺めることができたり、肌がすべ

すべになったり女性が喜ぶ温泉だと思った。館内は広く、迷ってしまいそうだったが案内

表示が分かりやすかったので迷うことはなかった。

その中でも改善点と思ったことは、風呂の場所が遠く、長い距離あるかなければいけな

いこと。部屋からお風呂までの道にゲームセンターやカラオケボックスがあったが、利用

している人はほとんどいなかったと思う。素晴らしいホテルだと思うので温泉以外の施設

にも力を入れれば、もっと楽しめる。一昔前に戻ったような施設では、利用する客は少な

い。後、部屋にもWi-Fiが欲しかった。

食事はおいしかったのだがパンに害虫がついていたり、床にかなり大きめの害虫の死骸

があったりと衛生面において不安になった。館内に虫が入るのは多少仕方がないと思うが、

食事の場はもう少し工夫をして虫が入ってこないようにしなければならないと思う。

○熊野カフェについて

熊野カフェはおしゃれな外観と内装で若い女の子の心をつかむと思う。天気が晴れてい

たなら、景色を楽しみながらゆっくりとした時を過ごせるだろう。ランチプレートはオシ

ャレで、インスタ映えする構成であった。

一方で、気になったのはメニューに写真がないこと。他にも席によってはクーラーが直

に当たってしまうため、席配置を変えるか、クーラーの位置を変えるかした方がいいと感
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じた。

雨の日だとテラス席は座れないので中で食べるのだが一部壁になっていてせっかくの海

が見えなかった。なので壁にも小さい窓を作れば雨の日でも楽しむことができるのではな

いかと思う。メニューに写真を付けることでどのような料理かわかりやすくなると思う。

また、パスタやサンドイッチなどの軽食のメニューも欲しかった。那智勝浦の農家の野菜

を使ったり和歌山の食材を使ったりしていけばもっと宣伝にもなると思う。また、その産

地などをメニューに書くことで安心して食事ができると思う。

また、何やらゴジラ岩と呼ばれる岩があるそうだが、どうやらそれは対岸から見るとゴ

ジラに見えるとのことで、熊野カフェの方からは見ることが叶わなかった。なので、対岸

から撮ったゴジラ岩の写真をカフェの壁に張るなどしておくと、都合上対岸に行けなくて

も見ることができていいのではないかと感じた。

雨の日に行ったこともあったが、階段に屋根を付けてほしいと感じた。また、階段の隙

間から草が生えていたので、階段のメンテナンスは定期的に行った方が良いと思う。

○観光パンフレットの提案

今回は体験プログラムだが、将来的には食べ歩きや歴史などテーマ別のパンフレット作

成を提案する。内容はマップと朝から夕方までの時間を使ったモデルコース、プログラム

の詳細や別の案などを掲載する。このパンフレットがあればそのテーマの観光が出来るも

のを目指す。

下の山梨の観光ガイドマップのように写真と説明をのせ、さらに地図の掲載する。画像

が載せられなかったが宮城シネマあるきのパンフレットがイメージに近い。

このパンフレットの期待される効果としては、那智勝浦に何があるのかを知ってもらう

事が重要だと感じた。那智勝浦に行くことを目的に観光に来てもらうのではなく、くじら

を見たいから見れる場所の候補である那智勝浦に行くといった風に、目的から場所を探せ

るような情報発信が必要である。そのためにテーマ別のパンフレットを提案する。
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○その他、全体的な町の印象について

＜フィールドワークをして感じた熊野・那智勝浦町の良い点＞

・山も海もあり自然に囲まれている。

・食べ物がおいしい。

・紀伊勝浦駅周辺には食事する場所が多い。

・海、ビーチがきれい

・紀伊勝浦駅から太地町立くじらの博物館・那智大社の移動が車で20分もかからない。

・平安衣装体験が楽しい。

・アプリを使って、動画で5か国語で名所を説明してくれる那智勝浦マップがある。

・にこやかで、優しくて素敵な人ばかり。人が温かい

＜フィールドワークをして感じた熊野・那智勝浦町の課題、改善点＞

・食事処の多い紀伊勝浦駅周辺に駐車場が少ない

・路上駐車の車が多い。

・商店街入口の怪しい電工パネル。

・商店街が暗く入りにくい。

・那智駅の砂浜への案内が分かりにくかった。

・どこへ行っても同じお土産ばかりおいてありそこにしか無いものがほとんどなかった。

・天候の影響を受けやすく、平安衣装などの体験アクティビティが制限されてしまう。

３．木下総括

以下には、教員として参加した木下の視点から 3年目の視点からの提案点をメモ的にま
とめておくこととする。

○意識改革について ～市民組織の立ち上げについて～

この事項は毎年重要事項として書いているが、3 年目にしても大きな動きはないといえ
る。地域振興は自治体・産業界に加え、市民が動かないと成り立たない。「誰かがやって

くれるだろう」という考えは捨てるべきである。意識転換をすべき時であるし、時間はそ

う多くない。失敗も多々あるとは思うが、動かないことの方が罪である。

私は、この町に地域振興の市民組織が最低でも 5つくらいは欲しいと考えており、それ
を目標としている。病院建設に向けた朝日地区の取り組みは小さいながらその一つとなろ

う。

○商店街について ～まち育ては、「錆取り」「草取り」「愚痴取り」から～

だんだんと改善している部分がみられ以前よりは良くはなってきているが、非常に目に

つくシャッターが錆びだらけのままとなっている。こうした状況が野放しになっているの

は、恐らく個人の問題や組織上の問題があるのかもしれない。しかし、観光客にはそんな

ことはまったく関係ない。まち育ては錆取り、草取り、愚痴取りからと考えてもよい。建

設的な提言に対して、批判や揚げ足をとる人の排除も非常に難しいが必要となる。

ただ、初年度気になった海のゴミについては改善されており、この点は非常に良いと思
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ったし、学生のレポートにも海にゴミがなかった点を何人か書いていた。確実に改善はな

されている。また、そろそろ人口規模に応じた商店組織の構成や店舗配置については、自

治体や商工会も含め議論をすべき時期に来ていると感じた。

勝浦のアーケード こちらは京都寺町のアーケード

返って暗くなるので、思い切って撤去 窓の面を広く取り、明るい色を使って

しても良いのではないか。 いるので、暗くならない。
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○情報の問題 ～市民による地域の魅力マップの必要性～

この事項の毎年提案しているが、1 年待って実際に出てきたのは朝日地区だけである。
学生の提案でもあるように、いまはネット社会なのでそれをさらに精査してネットにアッ

プしないと誰も情報はわからないし、魅力も高まらない。各地域が地域資源の掘り起こし

を行い、それをマップ化する事業を展開して欲しい。自治体はそれぞれのセクションで活

動支援すべきである。文化財マップや、まちの宝ものマップなど。まずはまち歩きからし

てみることである。ブラタモリが参考となろう。総務舞曲、教育委員会、観光部局が連携

して市民の地域理解促進事業を立ち上げて欲しい。また、市民活動に対する助成制度も無

ければほしいところである（これは地域資源発掘に限らない）。

○体験プログラムの掘り起こし

最近の観光は見ることから体験することへ変化している。少し広域で良いので、体験プ

ログラムの掘り起こしをするべきである。個々の頭の中に情報があるだけでは、観光客は

よくわからない。たとえば食べることも大事であるが、どこでマグロの解体ショーをして

いるのか、解体体験などはできないのか、あるいは、めはり寿司をつくる体験はあるのか、

その他、郷土料理としてサンマを使ったものが沢山あると聞くが、それらをつくる体験が

あればリストアップしておくことである。

若者体験としては、「遊び」がテーマとなる。山遊び、川遊びなど、地元の人が普通に

している遊びは都会ではできないことが多い。時期や人数などに限りはあろうが、まずは

リストアップしてみることである。

100アイテムくらい揃えたいと考えている。

○紀の松島巡りについて

学生の提案にもあったが、昨年事業存続自体が難しいことは確認しているが、だからこ

そそろそろ海洋観光の在り方を全面的に町ぐるみで検討されるべきである。名称も宮城の

物まねみたいなので、「南紀クルーズ体験」など、いろいろと考えてみてもよい。また、

乗り場となる桟橋にも昭和を引きずっていて、手すりも錆び錆び。トータルブランディン

グが必要に感じるところの一つである。

○悪天候でも楽しめる環境を

今回那智勝浦に訪れて那智の滝や那智大社といった自然や文化、多くの人と関わって多

くの魅力が発見できた。しかし、自由行動では天候が悪かったことでなかなか外に出るよ

うな観光プランが作成できず、当日もあまり見てまわる旅行ができなかった。悪天候の際

の観光は那智勝浦駅周辺でできるようなことが多くあればもっと那智勝浦の観光の幅が広

がると思う。

○ホテル浦島について

非常に多様なサービスと施設があり、スタッフも温かい感じのするホテルではあるが、

今日的な視点から見ると全体的にやはり昭和を引きずっている施設といえる。具体的にい
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えば充実したサービスはあるものの全てにおいて新しいセンスに欠ける施設であるといえ

る。今時、病院でもないのに「赤い線にそって部屋に行って下さい」というようなホテル

がどこにあるのだろうか。また、細かい粗が至る所に見える。施設規模を大きくしすぎた

結果もあるのだろうか、率直な意見としてそろそろ次世代に向けたホテルと地域振興の両

面での再検討をする時期かと感じる。

○熊野カフェについて

3 年目を迎えるが、カフェとしての機能すら危うい感じがする。むしろ当初は「交流カ
フェ」としての機能を期待したが、それもどうも怪しい感じである。町中のカフェとも連

携して、「まち育て交流カフェ」を月一くらいで開催して、われわれがやっている事を町

の人たちでやってほしいと期待する。まだＰＤＣＡのＰの段階にも来ていない。とくに、

やる気のある若者を見つけ育てて欲しいと願う。そうした活動に自治体もいろいろな形で

支援をしてほしい。むしろ自治体が中心に活動をお越し、カフェはその場を提供するとい

う仕組みでもよい。京都ではそうしている。

○あげいん熊野詣でについて

そろそろリニューアルを考えるべきである。あまり観光効果を感じられない。やめると

いう意味ではなく、タイアップを考えるべきである。また、何年も続いているのいいにく

いがあえていうと、「あげいん」という名称もあまり良くないネーミングと考える。つま

り「蟻の熊野詣でもう一度」という意味であり、「バブルよもう一度」といっていること

と同じである。もうバブルは来ないと考えた方がよい。現実を見据えて新たな事業を組み

直すべきである。

○アートプロジェクトの提案

熊野の地域はとても景観が良く、アートが似合う地域であると感じている。アートの列

車を走らせるなどの事業はとても良いことで、それを地域全体に広げていき、景色の良い

場所にアート作品を置くなどする事業はこの町にふさわしいと感じる。

○教育文化施設の提案

博物館や資料館など、町中の空き屋を利用してもよいので、町民が町の文化や歴史を学

べる場所を計画すべきである。

○熊野リゾートの提案

勝浦を含め、熊野全体は南国のイメージがある。観光という視点から、「熊野リゾート

構想」（仮称）を考えてみても良いかと思われる。それも昔のようなリゾート計画ではな

く、町民が手作りで育てる新しいリゾートをみんなで考えることが大事だろうと思う。今

後人口はさらに減っていく、その人口規模でできる施策を今から考えておくことが重要で

あろう。私もそうした夢を語りたいのだが、そうした話題が出ないのが残念でならない。

○最後に、地域ブランディング課の創設



- 25 -

3 年を振り返って思うのは、那智勝浦では「地域をブランディングする場がない」とい
うことである。したがって、できればセクション横断型で新しい地域創造を行う「地域ブ

ランディング課」が欲しいところである。ここでは、熊野リゾート構想など地域の魅力創

出に関する計画立案を行い、地域の課題解決に向けた具体的な対策を考えるような場所と

なる。また、とくに気になるのは若者の地域離れであり、それには理由があるわけである。

その要因をとことん話し合い解決できなければ、魅力を創出しても人は離れるばかりであ

る。ただ、課題解決には身を切る覚悟も必要となり、それほど簡単なことではないが、こ

のままではどんどん人口減が進むだけである。誰が未来を背負うのかということを考えれ

ば、若者に投資をする決断をどこかでする必要があろう。


