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京都橘大学熊野再発見プロジェクト

「第4回 熊野再発見ツアー2019 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きた。今年は4回目であり、2019年8月2日～4日の2泊3

日で実施した。参加者は例年より少ない21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、学生自身がチームを形成し、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。ほぼ、一定の成果が得

られたと考えられるので、こうした研修は今年度が最後となる。これまでの成果が、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・ヒアリング結果

○災害・防災チーム

私たちのチームは那智勝浦町の災害について調査した。2 日目の地域診断では、まず那
智勝浦町役場に訪れた。役場にて那智勝浦町総務課防災対策室長の寺本斉弘さんに雨や津

波などの水害対策についてを中心に話を聞いた。寺本さんによると、平成 23 年の東日本
大震災から津波対策が大きく変わったという。想定できる被害を想定するのではなく、想

定外を想定した対策をするようになったのだそうだ。特に南海トラフ地震が起こり津波が

起きた場合、那智勝浦町の平地は全て浸水するという想定になる。また、震源地が海から

近いため津波の第一波到達時間は 4分から 5分となる。地震の発生から 5分で津波が来る
というのは避難時間が短く逃げ遅れる人が多いと予測できる。地震の揺れが長ければまだ

揺れているのに津波が来るということも考えられる。那智勝浦町は片方を海に、もう片方

を急な山に囲まれている。そのため避難困難地域が多い。そういった避難困難地域には避

難タワーを建て、海側には防波堤を建設することで津波の第一波を防ぎ避難する時間を確

保できるように対策をしている。平成 26 年に和歌山県防災プログラムが考えられ、それ
に基づき防災対策をしているのだが、これには多くの問題がある。

1つは防災プログラムが 10 年間の計画のため、想定と変わった箇所が多くあるという
点である。一時避難場所に指定しようと計画していたビルの所有者が建て替え費用などが

かかるため一時避難場所にすることを拒否したり、防波堤を建設したことにより津波被害

の想定が変わったりと、当初のプログラムが古くなっている点である。これについては寺
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本さんも早急に見直しが必要とおっしゃっていた。

2 つ目は、費用がかかるためなかなか対策が進まないという点である。避難タワーを一
基建てる為に 1億円はかかるという。予算の面で立て続けに建設することが難しい。避難
タワーとして建設すると津波時以外に利用できないため立体駐車場のように別の用途に使

えるものを建てようとすると、国からの補助金が貰えなくなる。全額を町の予算から出す

ことは不可能なため補助金が貰えるように用途が限られる避難タワーとして建設するしか

ない。那智勝浦町は急な山が多いため避難道の整備も必要である。しかし、全て行政が整

備するとなると手すりのロープを掛ければ良いだけでも基準に沿って作ることになるため

多額の資金が必要となる。それを自主防災組織がすると基準に関係なく最低限ではある

が作ることが出来るため早く、安く作ることが出来る。自主防災組織の活動を活発にする

ことが必要となる。

3 つ目は、行政と住民の意識の差である。防波堤を建設する計画が出ていたが、観光従
事者から｢景観が悪くなる｣、漁業関係者から｢船が入れなくなる｣、といわれその意見を取

り入れた高さと幅の防波堤を考えた。しかし、それでは防波堤の効果がないことがシュミ

レーションでわかった。住民の命を優先したい行政と、利益を優先したい住民の意識のズ

レが防災対策を困難なものにしている。

役場で話を聞いた後、寺本さんに案内してもらいながら下里地区の避難タワーの見学と

建設中の防波堤を見学した。避難タワーは最終手段の避難場所だそうだ。そのため下里地

区の避難タワーは周辺住民 200名が津波が引き、避難所に避難できるようになるまでの間
の事しか考えられておらず、備品は 200人分の不織布毛布と携帯トイレとブルーシートと
いった最低限のものだけである。食料は管理が難しいこともあり備えられていない。柱は

地盤近くまで掘り進められており、家などの漂流物が当たっても耐えられるように太く作

られている。夜間に津波が来てもわかりやすいようにソーラーパネルがあり常にライトが

灯されている。防波堤はまだ建設中で、完成するにはあと 2年かかるという。完成までの
間に地震が起こった場合どれほど波を防ぐことが出来るのであるか。いつ起こるかわから

ない地震に備え早急に対策をしなければならないと思われる。

防波堤を見た後に山の上の那智勝浦町立温泉病院に向かった。土曜日だったため緊急外

来しか空防波堤を見た後に山の上の那智勝浦町立温泉病院に向かった。土曜日だったため

緊急外来しか空いていなかったので話を聞くことは出来なかったが、周りの様子を見てき

た。山を切り崩して作られたようだった。周りの山はしっかりと土砂災害対策がなされて

いるようにみえた。

病院の後、土砂災害啓発センターに向かった。土日のため臨時職員しかおらず、シミュ

レーターを作動させることは出来なかったが、資料を見ることが出来た。建設中の砂防ダ

ムが近くにあり、資料と照らし合わせながら見ることが出来た。大門坂のすぐ近くで人が

比較的来やすいであろう土日に職員が居ないのは残念に思った。せめてシミュレーターを

作動させている映像をエンドレスで流すなどしておけば良いのではないかと考えた。シミ

ュレーターの隣の部屋には那智勝浦町の土砂災害についての映像がエンドレスで流されて

いたので出来ないことではないと思う。

午後には色川地区方面に向かった。途中の山道には直径午後には色川地区方面に向かっ

た。途中の山道には直径 11 メートル程の落石が車道に転がってメートル程の落石が車道
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に転がっておおり、土砂崩れの土砂崩れの跡跡が多くあった。車道の落石は早く退けない

と危険である。色川地区には道と時間の関係もあり一歩手前までしか行けなかったが、道

中でいかに自然災害の多い街であるか知ることが出来た。

那智勝浦町の課題としては、いかに行政と住民の防災意識のズレを無くすか、災害対策

を行い観光客に安心して来て貰えるようにするかであると考える。防災意識のズレをなく

すために行政の考えと住民の考えを交流させる場を定期的に作る必要がある。まずはどの

ような考えを互いに持っているのか理解することから始め、今後の対策にいくら必要か、

どのような協力をして欲しいかを話し合うべきである。

つぎに、観光客に対する防災対策であるが、那智勝浦町が災害の多い町であることを知

らなければ避難場所など意識して見ることも無いだろう。観光客も、まさか自分の旅行し

ている短期間に災害が起こるとは考えていないだろう。そんな中で災害が起こってしまえ

ば観光客は土地勘もなく心構えもないため逃げ遅れることが予想される。災害が多いこと

を告知する必要もないと思うが、そういったことを知った時に不安になにならないように

観光客向けの災害対策もしておけば安心出来るようにしておくことは重要であると思う。

観光地として外から人に来てもらうのであれば受け入れ体制をしっかりとした物にしてお

かなければならない。そのため土地勘のない人でも外国人にもわかるような表示を増やす

と良いのではないだろうか。

防波堤 病院

山道の落石

避難タワー
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○商店街チーム

私たち商店街チームは午前中にいざかた通り商店街（周囲も含めて）、にぎわい市場、

ビン玉通りに行き、調査を行った。午後からは飲食店「あじ処大林」の女性オーナーにヒ

アリング調査を行った。

まずはじめにいざかた通り商店街に行った。この商店街で良いと思った点は、観光客と

地元のどちらにも対応したお店があるということである。商店街とその周辺には多くのま

ぐろを売りにした店があった。その一方で、服屋や喫茶店等地元の人が訪れるである場所

もあった。また、顔出しパネルが多く、まぐろやサザエ等那智勝浦にちなんだものが多か

ったため、観光客に地域を印象付けられるとともに、ここに来た思い出になると思った。

現状は最初に見たときに、暗くサビがあるという印象を持った。話を聞いたところ、商

店街が暗いのは商店街の店舗を経営している方々が、商品の品質を保つために頼んでこう

なったということであった。また、人通りが少ないと感じた。ヒアリングと実際に見て感

じた課題として、商店街を良くしたいと思っている人がいても予算の問題や地域連携がで

きておらず、難航しているそうである。

商店街アーケード ビン玉のオブジェ

このような課題を解決するために考えた提案として、まず商店街の一番の大通りをビン

玉で飾り付けをしてライトアップすることである。ライトアップするには費用がかかると

思うので、観光客が多く来ると考えられる夏休みや春休みなどの長期休暇限定にすること

や、月に 1度日を決めて行うことで、費用的な面での負担を少なくできると考えた。にぎ
わい市場にあったビン玉を使ったツリーは夜にライトアップされているところを見ると、

写真を撮りたくなる。インスタグラムなどのＳＮＳは拡散力が強いため、きれいと思える

ようなライトアップをすることで放射線状に情報が拡散されるのではないかと考える。そ

のためには、「那智勝浦＝ビン玉」というイメージを大衆に植え付ける必要性があると考

える。そのためには旅行の情報を集める人向けの観光サイトや雑誌などに掲載する等、和

歌山に観光に行く人全体が見ることができるような工夫をした情報提供ができればいいと

考える。

また、那智勝浦に観光に来る人は、ホテル浦島や中の島ホテルなどに宿泊する人が多く、
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夜にホテルから出たときに何もないなと感じて遠出するかホテルの中で過ごす人が多いと

いうことを聞いた。那智勝浦はホテル浦島や中の島ホテルから近いため、魅力のあるスポ

ットやイベントが開催されたなら、観光客を他の地域にとられることも減少すると考える。

そこで商店街で夜に縁日のようなことを行い、商店街の中の人が中心となって店を出せる

と良い。いざかた通り商店街は広く、車もあまり通らないというイメージを持ったため、

それを活かして、ベンチを置き、座って食べられるようなスペースも作ることができると

考えた。現在、客が来ないのに開けていたら電気代がもったいない、ほかの店舗が早く閉

店するといった理由で、閉店が早くなる傾向があるということがわかった。閉店後であっ

てもワゴンで販売することはできるため、できるだけ多くの店舗で協力しながら行えばよ

いと思われる。

にぎわい市場は那智勝浦のお土産が多くあり、店内でマグロ料理や刺身なども提供して

いた。また、マグロの解体ショーも見ることができ、観光客は来て楽しいと思えるところ

だと思えた。立地もすぐ外を出れば海があり、テラス席もあったため、海を見ながらご飯

を食べることができる、くつろぐことができる点でとても良いと感じた。

そして、ビン玉通りに行った。しかし、どこからがビン玉通りなのかわからず、2 周し
てやっと場所を特定することができた。ビン玉通りは店だけではなく一般の家でも置いて

あり、話によると、夜になるとビン玉の中にロウソクを入れ点灯するらしく、夜に歩くと

きれいだろうなと思った。課題としてはどこからがビン玉通りかが分かりづらいことと、

ビン玉通りという割には数が少ないと感じたことである。

これらの課題に対する提案はビン玉通りが始まる場所に看板などを置き、どこから始ま

るのかわかりやすくすることである。大きな道路の壁に貼ることができるのであれば、ビ

ン玉通りがあることをアピールするために設置するのがよいと考えた。また、ビン玉の数

を増やし、等間隔に置くと良い。そうすることで、光の道が等間隔にでき、歩く人が増え

ると考える。

最後に「あじ処大林」の女性オーナーである大林さんにお話を伺った。那智勝浦では大

学へ都会に行った若者が地元に戻らなくなっている。つまり、後継ぎがいない等が原因で

町に元気がなくなってきている。町には多くの資源があるがあるが、これら大量にある地

域資源を上手く活用するためには、地域内のコミュニティの形成と地域住民が町の素晴ら
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しさを知ることが必要であるとおっしゃっていた。また、商店街を再起するために食べ歩

きがよいという話が出た。将来、京都橘大学とコラボでマグロ串やマグロソフトクリーム

等を商店街限定で販売しようという話も出た。町に賑わいを起こすことで人が集まるよう

になると考えられる。

○海資源チーム

私たちのチームは海資源についてのフィールドワークを行った。

まず太地町のくじら博物館へ行き、職員の方にヒヤリングを行った。クジラ漁の方法や種

類、地元の漁師さん、技術伝達法など、クジラ漁についてのお話をたくさんしていただい

た。そのお話の中でとくに関心をもったのが、

・海からとれる資源をどのように活用するか

・高齢者が進み地域に若者がいなくなってきている中で、地域に産業をどのように残して

いくか

・資源をとりすぎずに残し、捕ったものをどのように活用するのか

・元々ある産業がもっといい形になってバージョンアップしながら若者が増えるにはどう

すればいいのか

である。これらの点については、もっと詳しくクジラや漁について知らなければ簡単に

自分の考えや意見を言うことはできないなと感じた。しかし、もっと太地町は鯨の町だと

いうことを広められないだろうか？という私たちの質問に対し、「色々な考え方があるト

ピックだから発信の仕方が難しい。またネガティブなイメージを持つ人が多いために、捕

鯨の歴史や見方を知ってもらわなければならない。」とおっしゃっており、鯨の捕鯨に反

対している方たちからのバッシングをすごく気にしているように感じた。私はこれに対し、

この太地町が鯨の町であることには変わりなく、法律的に悪いことをしているわけでもな

いので、それほどネガティブになる必要はないのではないかと思われた。逆に、捕鯨の歴

史や見方を変えてもらうためにもっと PR するべきだと考えた。また、くじらと泳げる海
水浴があることも知らなかったし、くじら博物館ではくじらの巨大さや歴史を知れるすご

く良い場所だったので、ただ展示するのではなく管内の説明ガイドを作ったりするとより

来たお客さんが楽しめるはずである。また、イルカだけでなくくじらショーをしているの

も珍しいことなので、この点はもっと PRしても良い点だと感じた。

くじら博物館
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次に、那智海岸であるブルービーチへ行った。ブルービーチでは、サップ、カヤックの

運営者である浜田さんと海の家の店長のタイチさんという海の活用活動に積極的な 2名の
方にヒヤリングを行った。そのお二方のお話の中で、

・役所の人が現場の声を聞いてくれない、現場の声を聞きに来ない

・役所の若い人に意見を言っても「上司に確認する」と言ってそれっきり

という声があがりました。そのため、浜田さんがビーチにブランコを自主的に作り、そ

れがインスタ映えのスポットとなり、インスタグラムにも多数の写真があがることがあっ

た。私自身そのブランコで写真を撮りたいなと思っていた。しかしそれはもうなくなって

おり、理由を聞くと、役所の人が理由も言わずに「撤去しろ」の一点張りで、仕方なくブ

ランコを壊したそうだ。私はこのことについて浜田さんが勝手に作ってしまったことはよ

くないとは思うが、まず役所側も意見を丁寧に聞いたり、撤去の理由を誠意をもって説明

できていなかった点に問題があり、ブランコを作ってしまった後も間違いなく私たちのよ

うに「ここ行きたいな」と思っている人がいるのも事実である。

また、交流会の際に役所の観光課の方たちとお話をし、水圧で飛ぶフライボードやバナ

ナボート、ウォーターボードなどをマリンスポーツとして取り入れたらそれをするために

この町に来たくなるというお話をした際に、役所の方は「なるほど！」と初耳のように言

っていたが、その話を浜田さんにすると自分も既に言っていると言われ、現場の声が聞き

入れられていないのはこういうことかと感じた。交流会の際にこの話をした際に、「この

ようなマリンスポーツをするにあたって考えなければならないことは？」と役所の方に聞

いた際に役所の方はその道具代だけでなく安全性や人件費などを気にしておられ、そのよ

うに言っていたと浜田さんにお話ししたところ、「現在しているサップやクリアカヤック

も市からお金もらってないのだからそんなん俺がするじゃないか」と言っておられた。そ

れを聞いて私は現在も人件費をもらっていないことに驚いたが、それ以上に俺がすると言

ってくれている人がいるのにも関わらず、そのような人の意見が十分反映されずにいる状

況がとても残念に思えた。

地方に出て行った地域の人が帰省した時に、このブルービーチにきて写真を撮る人も少

なくないと聞き、「那智に帰ってきた」あるいは観光客が「那智に遊びに来た」と感じら

れる大きな看板をつくり、インスタグラムにアップしてもらうことでブルービーチがこん

なにもきれいで広く、白浜よりも魅力的なところなのだということを知ってもらうきっか

けになっていいと思う。また、近くにおしゃれなカフェをつくったり、最近人気なグラン

ピング施設をつくったりすることで、夕日や絶景など、夏の海水浴だけでなく一年中楽し

むことができる物や施設をつくることでもっと人が集まるのではないかと思う。浜田さん

たちは、このような現在の流行を考えた上での人集めをするにはどうすれば良いか本気で

考え、ユニークな提案をたくさんもっていた。このようなやる気のある、町のためにとい

う思いが強い人々をもっと大切にし、これらの人々と一緒になって地域振興を進められる

ことが望まれる。

＜その他、お二方のお話を含めた私たちなりの提案＞

・ビーチに公式なビーチスポーツコートをつくる（大会が開催されるたびに多くの人が集

まる）

・夏休みには各大学がブースごとに独自の店を数週間出店するイベントを開催する
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・大規模なフリーマーケットを開催する

・個人経営は初めのうちは客足が悪いと経営負担が大きいため、スターバックスのような

大手企業に出店してもらう（海辺にスターバックスのような店があるのは珍しいし口コ

ミですぐに広まるのでは？）

・色々なブランドの商品を集め、出張販売のようにアウトレット販売イベントを開催する

・夜に海を見ながらお酒を楽しめるバーのような店をつくる

・マグロの無人販売をもっと PR する（他の町ではない興味がわくことだから）
・きれいな星空を PR する（夜にみんなで花火をした際に、那智勝浦町の夜空を見て星の
きれいさに驚き、あんなにもきれいな星空をみたのは初めてだったし、地元の人は普段

から見慣れていて何も思わないかもしれませんが、都市部から来た人は間違いなく感動

すると思うため）

お二方の話を聞いていると役所の人が悪く見えてしまうが、役所の方は役所の方々なり

のやり方や、市民の見えないところで人々のためにすごく活動してくださっているのだと

思う。しかし、それが市民の方々には伝わっていないのがすごく残念であった。交流会で

はたくさんの方々が優しく話かけてくれたり、一聞けば十で返してくれたりとすごく人柄

の良い方々ばかりで、町はきれいで人柄の良い人ばかりで、那智勝浦町はこころがあたた

かくなる素敵な街だなと感じた。その皆さんの良い人柄を生かし、町の人々とうまくコミ

ュニケーションをとりながらもっと良い街になって欲しいなと思うし、進化した那智勝浦

にまた行ってみたい。

ブルービーチ

○温泉・旅館チーム

私たちの温泉・旅館チームでは、海の帰りに温泉という動線を作れないかと考えた。那

智勝浦には、ブルービーチ那智という海水浴場がある。この海水浴場に目を向けた。実際

にブルービーチ那智を訪れて分かったことはブルービーチ那智が駅前であるということ、

駅の横に丹敷の湯という日帰り入浴施設があるということである。那智勝浦町にあるいく

つかの温泉への動線を考えていたため、近くの日帰り温泉は想定外であった。そんな中ブ

ルービーチ那智ではブルービーチ那智で働いている方と海を利用されていた方にヒアリン

グを行った。ヒアリング内容としては、湯めぐり手形の認知度や海からの温泉を利用する

かなどで、海で働いておられる方は地元の方だったので那智勝浦町の旅館について伺った。

お話を伺った海で働いておられた町の方はそれぞれのホテルの改装状況を知っておられ、

考えもしっかり持っておられた。湯快リゾートの営業休止でやはり観光客の減少はあると
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いう。湯快リゾートや大江戸温泉といった宿泊施設は観光客にとって利用しやすく観光客

数に影響するのではないかと考えた。ヒアリングの中で那智勝浦町の人の良さを感じた。

お忙しい中でも快く答えていただき、町のことを教えていただいた。海に来られていたお

客さんは時期にも関係しているが、帰省されている隣町の方であった。海の後は実家に戻

るとのことであった。帰省等で身内の家があれば温泉よりも家でお風呂に入ることがわか

った。そんな方でも気軽の温泉に行こうとなることが温泉の知名度が上がっている証拠に

もなるし、温泉の魅力を感じるのではないかと思う。今後地元の方でも帰ってきたら温泉

となればといいなと思う。

温泉旅館組合では湯めぐり手形についてお聞きした。那智勝浦町の温泉の特徴、商工会

から温泉旅館組合に取引先が変わったという歴史やホテルの耐震工事に伴い今後状況が変

わってくるなどというお話を伺った。急遽旅館を探されているお客様に旅館と連絡を取り

ながらお客様の要望に応えておられる様子が印象的だった。あまり見ない光景であったが

温泉旅館組合とそれぞれの旅館との関係が良いからこそできているのだろうと感じた。

観光協会では市役所との連携の仕方についてお話を伺った。観光協会は市役所の出先機

関であるが、仕事内容・責任という部分で重なってしまったり、どちらも担わなかったり

している部分が存在している現状がある。地元住民からすれば頼りにしている両機関であ

るため、連携をきちんととり住民の意見に耳を傾けられる環境が重要であろう。

湯めぐり手形について、那智勝浦といえば温泉というイメージが広まっていないため那

智勝浦温泉の全国的な知名度をあげることで利用者は増えるだろう。市役所の方も温泉が

有名であるという前提での取り組みであった。近年素泊まりという宿泊施設も増加してい

る。その傾向から湯めぐり手形を利用していただけやすくなるのではないかと考える。ま

た湯めぐり手形では地元の人は利用できないようになっている。観光客・宿泊客を優先さ

れているのはわかるが、地元住民が温泉を利用している雰囲気の方が温泉に活気づくと考

えた。住民には年間パスのような、行けば行くほどお得になるチケットの方が望ましいだ

ろう。公衆浴場を多く含めるなら商工会が担う方が良いのではないだろうか。

中の島ではリブランドオープンされた部分の調査を行った。温泉では女性も海が眺めら

れる温泉に入れるようになったのは良い効果だと感じた。調査の中で町の人からは高級路

線への反対意見は多かった。しかし実際に部屋を見せていただき、部屋は広く景色も良く

落ち着く空間であった。住民の方からはそのまま残された部屋に対しての宿泊費も上がっ

ていることに対しての意見であり、そこに関してはこれから変わっていくだろう。リブラ

ンドオープンに際して日帰り温泉は承らない方針になったとお聞きし、湯めぐり手形に関

連するためお聞きした。やはり宿泊者の優先を考え、仕方のない判断であった。船の乗車

人数にも限りがあるためでもある。その中の島へ行く船に対して感じたこととして船の外

観を特別感のあるものになればと思う。船の中は座席がリノベーションされていてゆった

りとした雰囲気で良かったが、外観からは特別感を感じるものがなかったからだ。船乗り

場の横にはホテル浦島の乗り場でもあり、いくつかの船が行き来している状態だったが中

の島の船だとはすぐにわかるものではなかった。船を待つところにあった看板は新たなデ

ザインをうまく取り入れられていてわくわく感がした。
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課題点・改善点

湯めぐり手形：繫忙期に除外日になる施設がある。ホテル数の減少。

温泉旅館組合：観光地に情報発信地がない→大門坂入り口にインフォメーションの設置

そこで湯めぐり手形販売

中の島：町との関わりが少ない→町でのイベント実施

海で調査している際に知った出来事

ブルービーチ那智には年末に白いブランコが地元の方の手で設置された。私は、SNS
で見つけ調査中探していたが見つけられず、お話を伺っている中で取り壊されたことを知

った。SNS で有名になっておりブランコで写真を撮りたく列ができていたこともあった
のだ。ブランコを設置された方は市役所に対してせっかく設置したのにという思いがあっ

た。ブランコには流木を利用してあり、安全面でも大人の方が立ちこぎしても壊れないよ

うに作られていた。お話を伺っている時はなぜ市役所が撤廃してしまったのかわからず不

信感があった。市の企画するイベントには５００万円から７００万円の費用が使われた空

気を入れて設置される滑り台が予定されているが、白いブランコならば費用はほとんどか

かっていないのだ。主観だがエアースライダーのような設置は海よりもプールでできる印

象を感じてしまった。しかし実習の帰りに市役所の方に白いブランコの撤廃の理由を伺っ

た。その理由には環境省の定めた自然資源があるからこそのきまりがあるという。住民の

発想の豊かさを今回の調査の中で感じたが実現には国の定めるきまりがあり、実現が難し

くなっていることがわかった。そのことで市の行政が住民からして良くないという印象に

なってしまっているのだろう。住民の豊かな発想を市の方がうまく実現につなげられる関

係になればよりよい町になっていくだろう。

（※この件については海資源チームも取り上げているが、情報が詳しいのであえて掲載し

ている：木下）

３．木下総括
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以下には、教員として参加した木下の視点からいくつかの提案についてメモ的にまとめ

ておくこととする。これまでの経過も踏まえると書き切れないほどのものがあるが、とく

に重要と思える点について記しておく。

○連携の重要性について

毎年自立的な市民運動がどう展開するかを見守ってきたが、個々には動くものの具体的

な組織が立ち上がることがなかった。しかしながら、「観光地魅力アップ推進委員会」が

作成した「かつうらまち遊びマップ」は高く評価したい。こうしたツール作成を行える組

織システムの在り方が、今後の勝浦の地域振興に必ず役立つはずである。

報告会で「まとまりがないのが和歌山の特徴」ということをいう人がいたが、そもそも

人間は利己的でまとまりがない存在なのである。それを自治体側が特徴と言っては絶対に

いけない。和歌山に限らずどのまちも基本的にまとまりはないのである。また、戦後の経

済至上主義が地域連携をズタズタにしてきた歴史もある。したがって、連携が機能する地

域というのは「誰かが汗をかいてまとめている」のである。21 世紀の日本の地域課題は
「地域ネットワークの構築」なのであり、それを実現するには自分の利益を超え「一人ひ

とりが地域を考える時間を少しでも持つこと」と「繋がれるところで繋がる」「具体的な

ゴールを定め、組織化すること」である。2000 年頃から日本各地で市民連携が盛んに叫
ばれるようになって 20 年近くが経過しているが、那智勝浦町もそろそろ政策の中核に入
れる必要があろうと考える。

○中心商店街について

初年度から駅を降りて課題に思うのは商店街に漂う重苦しい空気である。多少の改善は

あるものの、全体の改善がなされないのは構造的な問題があるからだと考えられる。まち

の中心に賑わいを取り戻す大きな改革が必要である。ただ、何かを作るということではな

く、いらないものを排除していくという視点でも良いと思う。錆び付いたシャッターやア

ーケードなどは可能な範囲で撤去したり、簡易なものに置き換えるなどの工夫が欲しい。

現状のまちに人はあえて行きたいとは思わない。大きな改革が必要な部分である。

○にぎわい市場について

とくに今回とても良かったのが「にぎわい市場」である。初年度から報告書では言い続

けていたことであるが、それが完成し人で賑わっていた。ネーミングにセンスは感じられ

なかったが、具体的に形になったことが重要である。駐車場もしっかり整備してあるので、

必ずここで滞留する。学生の意見で場所が狭いという意見があったが、まずはこの規模か

ら始め、だんだん人が来れば商店街の空きスペースにサテライトを作っても良いし、いく

つか点在させても良く、商店街との連携もできよう。

○観光等について

今後、ロケット場をベースとして新たな観光ＤＭＯを展開されるようであり、やはり自

己財源をきちんと確保できるベースをつくるのは大事なことである。一方で、私も以前シ

ンクタンクで仕事をしていたが、コンサルに任せきりにしないことである。基本計画は内
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部で何度も検討試合、役場だけでなく市民もある程度納得した上で計画を進めることであ

る。コンサルは資金がなければ動かず、地域のこともよく知らない。また、失敗した場合

の最終的な責任の問題もあろう。

いろいろお話を聞いていて残念だったのは、「古道」についての提案がまったくなかっ

た点である。熊野古道はまちの宝であるが、過去の遺産でもある。今は昔のようには使っ

ていない。したがって、この古道を今の人達に合わせてどのように使うのかという「リブ

ランド」がぜひ欲しいところである。そのためには、信仰する人がどのように使っている

か、観光しに来る人が何を見て何が不満なのかを洗い出し、新たなルートを再設計してみ

る必要があると考える。すでにあるものは最大限に活用して欲しい。

加えて、地域にある「世間遺産（地域の宝物）」も豊富にあるが、まちの人が気がつい

ていない部分も見受けられる。これまで何度も書いているが、自らまちを歩き、まちの良

ささを再発見し、それをマップや冊子にしていって欲しいと思う。今回、初めて獅子舞の

話を聞いたし、普通に食べているレシピに観光客は興味を示すかも知れないのである。情

報がなければ「無い」としか認知できないのであるから、もったいない話である。

○観光の伸びと落ち込みについて

これまでの努力や両詣の効果もあってか、ここ数年の観光客数は 2009 年度レベルに回
復している。その効果要因をよく分析・検証しておくことである。効果のあった事業をよ

り強化し、あまり効果のない事業は改善していくという、当たり前の活動を繰り返してい

けば徐々に数値は上がっていく。同じように、健闘をした人を評価し、仕事をしない人は

リカレント教育させるということも必要である。

一方で、宿泊客は水害や火事、耐震工事や外国人旅行者の減少などの影響もあってか、

2011 年度に次いで最低のレベルにまで落ち込んでいる。諸条件が重なっているというも
のの、宿泊場にも問題があると考えられる。自分の営々方針に口を出されたくないとは誰

もが思うであろうが、人はより良い所に泊まろうとする。勝浦内というよりは、周辺の宿

泊所との比較研究を行い、質の向上と差別化・地域内での協力体制強化を行う必要がある。

評価ポイントはリピーター率である。人は少しでも気に入らないことがあれば二度と来な

い。一方、何らかの感動を得られ、それが支払う費用に見合うと思えばもう一度行きたい

と思う。こうした当たり前のことを個々に調査し、少しずつ改善していくことで、宿泊客

の落ち込みを止めることに繋がる。

○定住化政策について

環境客などの交流人口は増加し始めたが、深刻なのは定住人口の減少である。ここ数年、

年間 300 人程度の減少であったが、今回 30 年度の統計では 1 年で 443 名の減少となり、
その割合が大きくなっている。このペースで減少が続けば、このまちはあと 34 年しかも
たないことになる。大阪万博後に高速道路が開通する見通しであるとのことであるが、開

通したらむしろ若者が外に流出してしまうことに繋がる可能性がある。そうならないため

にも、まちの魅力を本気で創出するとともに、若者の意見をよく聞き、定住化に向けて支

援策を多く展開することである。那智勝浦は非常に多くの資源に恵まれてはいるが、若者

が住みたいと思える町でないのは理由があるはずである。当たり前であるが、その要因を
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よく分析し、可能な政策を展開することである。地域政策はすぐに効果が現れないことも

あるが、失敗を恐れずに続けることが大事と考える。


