
京都橘大学熊野再発見プロジェクト 

「第 1回 熊野再発見ツアー2015 報告」 

 

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、今後数年かけて熊野地域

の魅力創出の協力をしていくこととなった。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

ている。 今回は 2015年 8月 2～4日の 2泊 3日で実施した。初回ということもあり、試行

錯誤の状態であったが、初日は熊野三山を巡り、熊野カフェにて地域の人々と交流する機

会をもった。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日目に南紀くろしお商工会会議室にお

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、学生が報告した内容

を整理するとともに、教員なりのコメントと総括を行った。今後の地域振興の一助となれ

ば幸いである。なお、学生の観察行動は那智勝浦町を中心として、新宮市と大地町に及ん

でいる。 

 

２．学生の観察結果 

 グループに分かれて行動観察を行った学生の意見を、重複部分も多々あったのでテーマ

別に集約して以下にまとめている。 

 

○世界遺産「熊野古道」等の観光について 

 まず第一に、京都には無い自然の雄大さとそれに溶け込んだ世界遺産が素晴らしい。大

門坂や那智の滝などもそうだが、ほとんどの観光名所が自然に囲まれている。京都は観光

名所は多いが基本的にその観光名所の周りは近代的な建物が立ち並び、情緒が感じられな

い。しかし、那智勝浦は自然や景観を大切にしていた。大門坂でへの案内は自然に溶け込

んだ案内で、非常に好感が持てた。こういった点は今後も大切にしてほしいと感じた。 

 ただ、課題も多い。那智大社と大門坂へ行ったのであるが、一番気になったのは、ルー

ト案内がほとんどないことと、立ち入り禁止の看板がほとんどなかったことである。その

ため、入れると思い紺で進んでいったところが、地元の方に制止されることがあり、困惑

をした。立ち入り禁止の地域であればロープで入れないようにしたり、大きな看板に立ち

入り禁止と表記した方がよいと思われる。看板があっても雑でシンプルすぎるため、ベン

チ、休憩所、自動販売機の場所を明記するなど、もう少し利用者に配慮したものであると

よいと感じた。また、古道は想像以上に長距離を歩くにもかかわらず、休憩場所が少ない

という点についても気になった。古道はとても疲れて楽しむ余裕がなくなってしまうため、

休憩場所はできるだけ設定した方がよい。登り切った所にやっと休憩場所がありベンチも

あったが、外のベンチは日陰ではなく、暑い夏の時期には座りたいとは思わず、この辺に

も利用者への配慮を考えて欲しいと感じた。また、お土産屋さんに活気がない点について

も気になった。とくに、京都のそれと比べると「呼びかけが少ない」という点である。お

客さんが来たら出て行って呼び込みをするなど、入ってくるのを待っているという受け身

のような対応が気になった。「いかがですか」の一言があってもよいのではないかと感じ
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た。また、店舗デザインについても、景観に沿うような統一感がなく、お土産屋さんなの

に入る気があまりしなかった。 

熊野古道 

 

○平安衣装体験について 

 衣装体験については、体験前には袴や着物などの衣装の着付けが結構面倒くさいのではない

かと思っていたが、実際体験してみると着付けしやすいようにマジックテープや 2 部式にして

あり、手軽に着付け体験ができる工夫がしてあることに気がついた。また、有名人が体験した

写真がいくつも飾ってありとても目を引いた。男性用や子ども用の衣装も充実していてカップ

ルや家族も楽しめることがわかった。 

 次に衣装体験についての提案をまとめる。近年は訪日旅行者（特にアジアから）の利用が増

えているということなので、衣装体験の HP に外国語版での案内を載せる。HP に男性もできる

ことを紹介したり、体験している姿の写真を増やす。写真撮影を自由にできる時間があるが、

そのときに写真を撮ると綺麗に背景が入るようなベストスポットをいくつか設定しておくと

利用者にとってはとても嬉しいと感じた。 

 

○グルメ観光について 

 名産である「まぐろ丼」を食べたがこれは大変美味しかった。しかし、一方で問題点も

感じられた。まず私たちの中では「まぐろを押しすぎ」という意見が出た。どのお店も似

たようなメニューで違いがわからず、どのお店を選んで入っていいかわからなかったし、

毎食マグロばかり食べるのは飽きてしまうこともある。それに、現在問題になっているま

ぐろ漁の関係で、まぐろがとれなくなったらどうするのかという素朴な疑問も感じた。ま

ぐろを主軸に押すこと自体が悪いことではなく、その広報の仕方を工夫していくこととが

必要と感じた。つまりマグロの強さとマグロの弱さの問題である。この土地はマグロの水

揚げ量が日本一ということもあり、駅前の商店街やホテルにもマグロ関連のものが多い。

日本一ということもあり、非常に誇らしいことであるし、十分な強みであるが、いかんせ

んそのマグロが推しに推されて他の名物がかすんでしまっている。私たちが調べることな

く過ごしていたらこの町はマグロしかないんだなという感想を持ったまま帰っていただろ

う。じゃばらや熊野牛、那智黒からイチゴ、お茶も特産品があるのだからもっとそこを推

したい。他がかすんでしまう、ここがマグロの弱さだと私は感じた。そこで考えたものは、

- 2 - 



学生やカップル、家族連れでも楽しめる貝類や熊野牛、地元の野菜を使って自分たちでＢ

ＢＱができるプランである。地産地消もでき、観光客にも人気が出るのではないだろうか。

また、お魚屋さんに寄った時に店内で焼いてくれるとおっしゃっていたため、そのような

情報も観光マップに載せているとよいのではないだろうか。全体的に食べ歩きできるもの

が少なく、かまぼこなどの練り物、じゃばらや梅、おやつ系の食べ歩きできるものがあっ

てもよいと感じた。これはグルメではないが、商店街を歩いていて気になった点が、路上

駐車が目立つと感じた。生活感が溢れすぎていてもてなしの心がない。また、商店街の元

気が感じられなかった。 

 

マグロ丼 

 

 

○温泉観光について 

 私たちは足湯巡りを行った。駅前の足湯については、駅を降りたらすぐ入れるところに

魅力を感じた。一方で、暑い夏に入るのはどうかと思っていたが、歩き疲れている時に丁

度よくリフレッシュできることが分かった。駅前の足湯にはまぐろマップの冊子を置くと

ころがあり、手に取ろうと思ったがその時は肝心の冊子がきれていたため、そこに隙を感

じてしまった。その時だけだったのかもしれないが、切らさないよう定期的に補充をする

配慮が必要と感じた。 
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 海沿いの足湯は景色もよく、とても気に入った。人は“ながら”が好きだと思うため、

足湯に浸かりながらおしゃべりしたり次にまわる道を調べたりするのに最適に感じた。た

だ、足湯だけしかできないので、できればおススメ観光マップを設置して手に取って見た

り、飲み物を飲んだりすることができたらよいと感じた。足湯の場所に自動販売機や名物

商品を作って近くで販売して足湯に入りながら飲めたらいいと感じた。一方で、利用する

人はまばらで、照明器具のガラスが壊れているなど、細かい配慮ができていない点につい

ても気になった。 

   

 海乃湯概観                                海乃湯の足湯 

 

○那智勝浦駅・鉄道の風景について 

 新宮市に向かうために紀伊勝浦駅へ行き、電車に乗るために改札口へ向かうと駅員さん

が一人一人切符を見て声をかけてくださることにとても感動した。自動改札口に慣れてし

まっているので、人間関係の暖かさを感じた。電車の車窓から海が見える点も良いと思う。

大阪や京都ではビルが建ち並んだ殺風景な風景しか見ることができないので、ゆったりと

電車に乗ることができて良かった。こうした景観に配慮した地域振興が望まれる。 

 

○熊野の人々について 

 全体的にまちに活気が感じられないが、まちの人々は温かい人が多いと思う。たとえば、私

たちが街中をうろついていたら、きちんと挨拶をしてきてくれたおばちゃんがいたし、漁師の

ようなおじちゃんは「どこから来たの？」と聞いてきてくれた。こうしたちょっとした触れ合

いののあるとても温かいまちだと思った。温かいまま、まちが育っていってほしいと感じた。 

 一方で、那智勝浦も新宮市も地元の人が声をかけてくださったのはありがたいのである

が、「ここにはなにもないよ」と口をそろえて話すことが気になった。地元の人はなんと

なくまちをあきらめていたり、誇りを感じたるする部分が無いように感じられた。良いも

のはたくさんあるので、今回のプロジェクトを機に京都橘大学が少しでも提案ができたら

と考える。何より、人の流れがゆっくりであるということ、緑が多いという都会にはない

ぜいたくがあり、海も山もあるこの自然をもっと有効活用してほしいと願う。 

 

○新宮市について 

 新宮市では、徐福公園、阿須賀神社、新宮城後、神倉神社を訪ねた。しかし、それぞれ
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ほとんど人はいなかった。新宮市の観光協会でマップをもらい、それをもとに行ったので

もう少し人がいるかと思ったが、そうではなかった。 

 歩き回っていて思ったことは、自動販売機、トイレ、看板、食事処、お土産屋が非常に

少ないと感じた。これでは観光客は訪ねてはくれない。 

                     

新宮市へ向かう電車の車窓                 徐福公園 

 

                                        

阿須賀神社                名倉神社頂上 

 

○ホテル浦島について 

 ホテル浦島の利便性の良さと悪さについて考えさせられた。私たちが 2日間とも寝泊ま

りした施設であるが、2日間滞在してもその全貌を把握できないほど巨大なものであった。

2 日目の夜に迷子になってしまいどこをどう曲がれば行きたいとこに出られるのかわから

なくなるほど大きな施設なのだ。土産店も充実しており、もうこのホテルだけで一つの観

光名所だといっても過言ではないだろう。しかしながら、あまりに巨大すぎる上に便利な

ため、駅前の商店街利用者を奪ってしまっているという課題を感じた。本当にこのホテル

だけで土産物が満足に購入できることもそうだが、朝食、昼食、夕食、どれもこのホテル

でとったほうがよいのではないかという考えをもつほどのものであった。地元の商店街を

復活させるならこのホテル在り方を今一度見直すことが必須だろうと感じた。 

 

○那智勝浦の商店街について 
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 駅前の商店街でお店の中に入ると必ず「観光ですか？」や「どこから来たんですか？」など

と会話を振ってくれる。こういった会話でその土地の良い観光名所やおいしいものを聞き出せ

る機会となる。京都では私の知る限りこういった問いかけは一切ない。観光客としては、その

土地の良いところをたくさん知りたいのだから会話が必須になってくる。こういった試みは非

常に大切だと感じた。 

 一方で、シャッターがしまっているところが多く、営業中のお店も活気があまりなく、商店

街の概観が寂しかった。また、スナックが多いことが気になった。私たちだけかも知れないが、

道を尋ねたときに親切でなかった。 

 

○ドルフィンリゾートについて 

 ほぼ手ぶらに近い荷物でイルカと泳げるところに魅力を感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○脇仲観光クラブについて 

 「脇仲観光クラブ」というところが「ビン玉」という昔マグロを釣るのに使用していた道具

使い方や実物を展示していてとても面白かった。「ビン玉」というガラスでできた玉を浮きと

して使うために編む方法を教える「ビン玉体験」である。「ビン玉」で行う灯りイベント(穴

を開けたビン玉の中に蝋燭や LED を入れ、灯りを灯す)があるのも良いと感じた。また、お盆

の時期に昔の街並みを写した写真を商店街に飾っていくことをしたり、地元の方が手作りで海

辺に足湯設置してるところ、あるいは手作りの看板を各所に置いてあったので、道案内が分か

りやすかった。人が通るところに花をいけていたがその花瓶がたこつぼを使っていて、漁師ま
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ちが感じられた。お茶をくれたり、道を聞いても親切に教えてくれて地元の人がとても温かい

と感じた。地元の人が手作りのストラップを売っていて、ここでしか買えない唯一無二のお土

産が良かった。 

入船館                   ビン玉体験 

 

○PRについて 

 当然のことであるが、行ってみる前と行ったあとではやはり持つ印象が大きく違うなと

いう感想をもった。旅行とは行く前に必ず下調べをする、その下調べによってふるいにか

けられる。そのふるいに残らなければ旅行しようという気にはならないのだ。ただ、この

町は行く価値は大いにあるが PR不足のためか現状ではふるいに残れないと感じた。魅力的

なものはあるので、もう少し PRの仕方を工夫した方が良いと感じた。 

 

○その他の提案点 

・チェーン店やコンビニなどを作るのではなく、地元ならではの店をホットペッパーなど 

情報誌と組んで、展開していけたらいいのではないか。 

・見学場所が少ないと感じたので、例えば那智黒飴やみかんジュースを作っている工場見 

学を充実させたらどうか。 

・那智大社は景色も神社もキレイだった。こういうキレイな所をドラマや映画アニメに使 っ

てもらって、観光客を増やすのも言いと思った。 

・観光周遊バスを作ってみたらどうか。 

・博物館を作ったらどうか。文化的拠点となる。 

・マップに掲載されている場所をいくつか訪ねたら、記念品を贈与したらどうか。観光の 

思い出になる。 

・那智海水浴場は平日ということもあってか人が少なかった。もっと人を増やすためには 無

料で使えるバーベキュー台を置いても良いと思う。ゴミ箱の数が多くてよかった。 

・お土産について特集した冊子を作ったり、店頭でお土産の作り手のメッセージや顔写真 を

載せてお土産をアピールする。 

・商店街の地図を作る。食べ歩きができるよう、ごみ箱やトイレの場所の情報も載せる。 

・テイクアウトできる食べ物を販売している店がないので、若年層を惹きつけるようなス 

イーツや歩きながら食べられるものなどを考える。 
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・殺風景なシャッターにゆるキャラや那智勝浦の絵などを地元の子どもたちに描いてもら 

う。 

・地元ならではのところを紹介する。たとえば鮪の細切れが無人販売で 1 パック 200 円の値段 

で購入できたり、コンビニで和歌山で製造されているグリーンアイス（さっぱりした 抹茶 

味）が購入できるなど。 

・店舗を利用したとき SNS に投稿すると、ちょっとした特典が付くようにする。 

・移動手段が少ないため、レンタルサイクルの充実化。また、サイクリングを目的とした 観

光客に向けて PR する。 

・観光遊覧船などの割引クーポンがあることを地元の人と話して始めて知ったので、もっ 

と情報発信していくべきだと思う。ただ、クーポンをもらっても、船の便が少なくて乗

れなかったので、便数の改善もしていく必要がある。 

・まち歩きをする際に、通りに名前がないので分かりづらかった。また、より細かい地区 

ごとの地図があってもいいと思う。 

 

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提案点をまとめておくこととする。 

 

○まずは意識改革から ～「○○してもらう」から「○○する」へ～ 

 ツアーの最後に伊勢のおかげ横丁に寄った。このエリアは私が前の会社で赤福と地域再

生のプロジェクトとして取り組んだところであるが、その後日本における地域振興・観光

振興のモデルとなった。一方、那智勝浦にはそもそも訪れる人の数が少なく、対象的であ

ったのが印象に残る。こうしたまちの閉塞感はどこからくるのであろうか。恐らくかつて

の観光政策がそのまま引きずり、今日の状況に合わせた取り組みが十分できていない点に

あると考える。とくに住民による地域振興組織が育っていない点も大きい。また、数日い

ただけであるが、「○○する」という人より、「○○してもらう」「○○してください」

という表現がとても気になった。自分たちの町は誰かに「つくってもらう」ものではなく、

自分たちで「育てる」ものである。したがって、地域の夢を地元の人が考えていく素地を

つくっていかなければ、人口減の状況の中ではさらに寂れていく可能性がある。 

 

○「三方よし」を意識したまち育てを考える 

＜誇りの持てる手作りマップを＞ 

 自分たちでやっていく覚悟がきまれば、あとはどのような取り組みをしていくかである。

一つは、町に誇りがもてるような人を増やすべきである。どうしたら誇りが持てるのかと

いうと、町をもっとよく知ることである。町を歩いていても町を知る情報があまりに少な

いことに気がついた。したがって、よく地域政策の中で行うのが、町の人が自分たちで町

の良さを発見し、自分たちで自慢のマップを作ることである。まずはそういう組織をつく

ることが大事であり、自分達の町の良さ町自慢をしっかりと伝えられなければ、来たお客

さんには決してそれは伝わらない。また、まちの良くないところもピックアップして、計

画的に改善していくことも期待したい。 

＜ＰＤＣＡサイクルを回す＞ 
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 今ひとつ気になったのは、あまり「外の声を聞かない」感じがしたことである。ビジネ

スとして観光を考えた時に、これは致命的である。つまり、マーケティングでよく言われ

ている「ＰＤＣＡサイクル」が回わらないことに繋がり、結果行き詰まっていく状況にな

る。パンフレットやマップはもちろんのこと、観光等に来た人々の声を良く聞き、小さな

点につても常に改善していく努力を続けていかなければ、いくら世界遺産があるとはいえ

競争には残れなくなってしまう。 

＜三方よしとは＞ 

 ただ、あれもこれも行うには予算も人もかかるため、効率の良い取り組みをしていく必

要がある。そこで常に成長を続ける近江のビジネスモデルとして有名な「三方よし」の考

え方を常に考える。ビジネスを行う環境には「売り手」と「買い手」がある。これらは二

方向である。つまり「売り手よし」「買い手よし」である。近年の言葉ではＷＩＮＷＩＮ

の関係と同じである。近江商人はそれに加え「世間よし」という概念を加えた。つまり地

域もハッピーになるビジネスプランである。どちらかというと、那智勝浦のビジネスモデ

ルは「一方よし」、つまり「売り手よし」のみで、もう少し「買い手よし」「世間よし」

の概念をもったビジネスプランを検討する必要があると考える。 

 

○まちの拠点を考える（少し中長期的な視点） 

＜情報センター・ビジターセンター・資料館的機能＞ 

 まず感じたのは町の情報拠点がないと言うことである。町の情報をとにかく外から来た

人が気軽に入手できる場所が必要である。地元の人もそこで調べ物ができることが望まし

い。とりあえずは手作りでも良いので、情報や資料を集めてた場所を設置することである。 

＜マグロの拠点＞ 

 マグロがメインの地域ではあるが、マグロがわかる場所がない。できればマグロミュー

ジアムとか、マグロ水族館などのような拠点があると、そこに人が集まる。できれば水産

市場や加工品のお土産などが揃う場所が同所にあると、かなりの経済効果が生まれると考

える。河岸の見学についてもほとんど情報が無いため、いまは知る人ぞ知る的な感じにな

ってしまっていて、残念である。ちなみに東北の気仙沼には市場とシャークミュージアム

と河岸が一体となった施設がある。震災で壊滅状態となったが、この度再生したモデルが

あるので参考にされたい。那智勝浦も津波の問題があるので、商店街も含め、構造のメリ

ハリをよく考えておかなければならない。 

＜世界遺産展示館＞ 

 熊野古道および那智の滝があってもそれを解説する機能がない。そのことに関して、近

年注目しているのは出雲大社である。あそこには島根県立古代出雲歴史博物館が誕生し、

大社までの参道がとても賑わいを集めている。那智の滝周辺にそうした拠点が欲しいと思

うが、すぐには難しいので、とりあえずは計画だけは作っておき、県とも長い目で協議し

ていくことが重要であろう。 

 

○来年に向けて 

 当面協働事業として身近なプログラムとしては、学生や学校向けのプランチラシをコラ

ボレートしながら作っていくことから始めたらどうかと考えている。  

- 9 - 
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	・見学場所が少ないと感じたので、例えば那智黒飴やみかんジュースを作っている工場見　学を充実させたらどうか。
	・観光周遊バスを作ってみたらどうか。
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