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京都橘大学熊野再発見プロジェクト 

「第 2回 熊野再発見ツアー2016 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、都市文化資源論という授

業を書く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 2回目であり、2016年

8月 6日～8日の 2泊 3日で実施した。参加者が昨年の倍近く約 50人での参加となったた

め、大きなプログラムの変更はせず、初日は熊野主要スポットを巡り、たまたま開催の串

本花火大会を見学。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。 

 

２．学生の観察結果 

 

○那智勝浦の寺社仏閣等・平安衣装体験 

 今回、那智勝浦では、社寺をテーマにフィールドワークをした。体験の内容として、平

安衣装を着て、熊野古道を歩くというものであった。平安衣装を着ることや熊野古道を歩

くことは初めてであったため、楽しみにしていた。 

初めに、大門茶屋で着付けをしてもらう際には、女将さんがとても親切であった。暑い

日であったため、冷たいお茶も用意してくださった。着付け後は、夫婦杉の前で記念撮影

をした後、熊野古道を平安衣装で歩いた。普段の服装で歩くよりも、当時の人の気持ちを

考えながら歩くことができ、非日常を感じた。途中、外国人観光客に声をかけられ、この

衣装は何かと尋ねられたり、他の観光客と一緒に写真を撮ったりした。これらの体験は、

平安衣装を着ていたからこそできた体験であると思う。平安衣装を着ていると注目されや

すいため、観光客の体験だけでなく、観光地の宣伝にもより利用すべきであると感じた。

また、平安衣装を着て、熊野那智大社や青岸渡寺にも参拝し、記念撮影をした。平安衣装

と周りの風景がとてもあっていて、イメージ通りの写真を撮ることができた。このように、

平安衣装を着ながらの参拝は暑いやしんどいなどのネガティブな印象がある。しかし、普

段では体験することができないため、この体験を選んでよかったと思う。「京都に観光に来

たら着物を着る」といったように、「熊野古道に来たら平安衣装を着て歩く」といったよう

なイメージをつけることで、若い観光客層を取り込むことができるのではないかと考える。 

熊野古道以外にも、弁天島にも訪れた。干潮時にしか島に渡ることができないため、渡

って参拝できるということが特別な体験となった。しかし、ネットで調べていた際には、

干潮時には渡れるという情報のみで、いつが干潮時なのかを別のサイトで調べる必要があ

った。すぐに時間が分かると便利であると感じた。また、弁天島へは勝浦駅から徒歩で行

ったが、行くまでの道が分かりにくいと感じた。熊野古道や熊野那智大社ほど有名なスポ
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ットではないが、案内や看板を設置するなどの配慮は必要であると思った。観光できる場

所があるのにも関わらず、観光客に発信しないことは少し残念なように感じた。ホテル浦

島からも近い場所であったため、お散歩コースなどを設定すると立ち寄る人が増えるので

はないかと考える。 

今回、那智勝浦に訪れて、あまり元気が無いように感じた。大門茶屋の女将さんや熊野

カフェのオーナーさんとお話をすると、観光客を呼びたいという強い気持ちが伝わってき

た。一方で、町を歩いていても、あまり町民には出会うという機会が少ないように感じた。

大門茶屋の女将さんや熊野カフェのオーナーさんのように、町の人と話しながら観光でき

るとより多くの思い出を作ることができると思う。私たちは弁天島から陸地に戻る際、潮

が戻ってきて少し靴が濡れてしまい困っていた。熊野カフェには休憩で立ち寄ったが、汚

れた靴を洗えるように準備をしてくださった。このような思いやりや優しさはとてもうれ

しかった。知らない土地でこのように親切にしてもらえると、より印象が残ると思った。

さりげない親切は都会や大規模な観光地では難しいように思う。このような思いやりを大

切に観光地の活性化をしていくべきだと思った。 

熊野再発見プロジェクトに参加し、観光地づくりの難しさを実感することができた。そ

の土地ならではの良い点を見つけ、観光客に提供するという過程は大変ではあるが、諦め

ずに継続する必要があると思った。その良い点や課題点などを私たち学生が伝えていき、

連携していくことが最も重要であるということを再確認できた。 

 

  

平安時代にタイムスリップ        パンフレットのような写真 

 

  

2時間 30分歩く。足がガクガク      熊野那智大社。空気が気持ち良かった 
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○くじらの博物館と太地町等について 

2日目のフィールドワークを通して主にグルメや食文化のことを学んだ。那智勝浦の隣町

、太地町にあるくじら博物館とクジラ料理のお店くじら家に訪れた。くじら博物館では学

芸員の方にくじらの生態や捕鯨の歴史について教わった。くじら家ではくじらの肉を使っ

た竜田揚げ定食を食べて普段食べている豚や牛、鶏肉との違いを味わうことができた。 

私たちのグループは食に関する調査のため、捕鯨と食のつながりは今どのようになって

いるのか学芸員の方に聞いてみた。私たちにとってくじら自体が珍しいものであるが、那

智勝浦や太地町で育った人にとっては、さんまやあじなどの魚や豚肉などと変わらない身

近なものである。高齢者の方はたんぱく質に多いくじらの肉を昔から習慣として食べ続け

ている。捕鯨問題が国際的に取り上げられているが、それを問題に昔からの文化であるこ

とを理由に食べることを制限されることはいかがなものかという考えもある。また、水産

物の調理自体の減少も見られる。手間がかかったり、割高であったりと若い世代にとって

、魚はもちろんくじらを食べる人が少なくなっていることも現状の1つである。 

食の部門から、那智勝浦の地域活性化を考えることでいくつかの課題が見つかった。1

つは人手不足である。今回は太地町にあるお店を訪れたが、従業員の足りなさが目立って

見られた。そのため料理を提供する時間が遅くなりがちな点が見られた。2つ目は交通機関

が発達していないことである。那智勝浦と太地町は隣町であるにも関わらず、駅までに行

くバスの本数や電車の本数がかなり少ない。車があれば、移動も自由で行きたいお店にも

行けるが公共交通機関を利用する人によっては、時間を気にしたり行きたいお店を断念し

たりせざるをえない。実際に私もフィールドワークの計画を立てるときに太地町のお店と

那智勝浦にあるお店を1日で回ろうと調べていたが交通機関の時間の関係で那智勝浦のお

店を断念した。若い世代にとっては、グルメは旅の楽しみの1つでもある。土日・祝日だけ

でも便数を増やせば、改善されるのではないかと感じた。 

今回の熊野再発見プロジェクトを通して、課題も多く見つかったが良いところも多く見

つかった。私が一番良いと感じたのはやはり自然である。青い海が一面に広がり、自然に

囲まれた那智勝浦はとても穏やかで、癒される町であることを知った。普段生活している

京都とは違い、時間の進みがゆっくり感じ疲れを癒す旅に最適である。マグロや那智黒な

ど特産物もたくさんあり、地元の人の温かさも感じることができた。短い期間ではあった

が、少しでも那智勝浦の魅力を実感できた。 

 

くじらの博物館           くじら家 竜田揚げ定食 
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○海関連の施設・中村養蜂場 

私たちの班は、海に関連した場所とその周辺をテーマに、クジラ博物館・那智ブルービ

ーチ・那智駅すぐにあるハチミツ直売所である中村養蜂場に足を運んだ。 

クジラ博物館 

太地町にあるクジラ博物館に行く際、JR紀伊勝浦駅を利用した。駅の前に足湯があり、

観光パンフレットボックス（ご自由におとりください）が設置されているため、足湯に浸

かりながら次のスポットを探すのに良いと感じたが、パンフレットが補充されておらず見

ることができなかった。去年もそうだったので、定期的に確認する必要があると感じた。 

クジラ博物館では家族連れが多く、子供の自由研究に最適な展示の仕方（五感を使って

体験できるものや子供の目線に合わせた展示）、障害者にもやさしい工夫がされていた。

外国人観光客もおり、観光スポットとして優れていたと感じた。 

観光スポットとしてクジラ博物館に訪れるお客さんを、那智勝浦町に流れるようにする

プランを考えることが挙げられる。例えば、クジラ博物館を目的とした観光客に那智勝浦

町にあるホテルを利用してもらい、移動手段を本数の少ないバスや電車ではなく、ホテル

から直接船で博物館まで行けるようにする（遊覧船は移動手段としては高いため、料金を

下げて移動手段用の船をつくる）、入館料や体験型のもの（イルカやクジラに触れ合う）

と船代をセットにする等が考えられる。 

  

 

那智海水浴場（ブルービーチ那智） 

 JR那智駅で下車し徒歩1分で行ける場所にある。ブルービーチ那智は、水質や景観などが

優れた水浴場「快水浴場百選」のうち、特に評価が高い「特選」海水浴場に選ばれている

。8月1日～8月15日限定でエアースライダーが砂浜に置かれていた。ビーチにエアースライ

ダーが置いているのを見たことがなかったので新鮮さを感じ、もっとPRに使うことはでき

ないのかと感じた。砂浜には、ゴミ箱の設置が多くあり、来場者の意識が高いのかゴミが

散乱することがなく、きれいな砂浜だった。 

 ブルービーチ那智を訪れてみて、観光客を呼ぶ取り組みがあまりされていないように感

じ、地元民が集まるスポットになっているように感じた。駅から近くにあり、遠方からで

も電車を使えば来ることができる訪れやすい位置にあるのにもかかわらず、観光客が少な

いのはもったいないことだと感じた。地元の方以外にブルービーチ那智を知ってもらうた

めには、情報発信の力が必要で認知度を高めていくことが必要ではないかと考える。その

手段の1つとして、SNSを使い情報発信をすることが挙げられる。那智勝浦町観光協会のT

witterを拝見させて頂いたが、文章が多く写真が少ないように感じた。写真を多く載せるこ
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とで、イメージも沸き興味を持つ観光客も増えるのではないかと考えた。 

   

 

那智海水浴場（ブルービーチ那智）周辺 

 那智駅交流センター丹敷の湯という施設があった。日帰り入浴施設なのでビーチに行っ

た後に少し入るぐらいでこの施設を観光の目的で訪れるという人は少ないと感じた。だが

この施設ではお土産コーナーも「紀伊山地の霊場と参詣道」の展示コーナーもあり観光ス

ポットとして利用することができるのではないかと感じた。ただ、施設の土地が狭いので

資料館や博物館のような施設を作るのは厳しいと考える。そこで、那智勝浦町のお土産屋

としてこの施設を利用できないかと考えた。那智駅を散策してインターネットには載って

いないが紹介したいと思える場所があった。その1つが中村養蜂場である。県内でハチミツ

の出荷が1割というのは住民の中で認知されていないことも原因の1つではないかと考える

。中村養蜂場のようにインターネットでは載っていない産物を集めてお土産屋として提供

できる場を設けることを案として挙げたいと考える。 

 
 

中村養蜂場 

那智駅から徒歩5分の位置にある中村養蜂場に伺った。那智駅でグーグルマップを見てい

たら名前のみ書かれていたので、どのようなところなのか気になって訪れた。場所はわか

りにくく、少し小道を進んだところに「ハチミツ」と書かれた一斗缶が沢山置かれていた

。養蜂場であるので古民家、小屋でハチミツを加工しているようであった。 

 奥様のハチミツについてのお話を聞いていたが、途中から店長である御主人が来てくだ

さって様々なお話を聞くことができた。話の内容は大きく4つある。 

① チミツについて 

国内のハチミツのおよそ95％が国外のものであり、国内で生産されるのはたった5％であ

ること。その中でも中村養蜂場のハチミツの出荷先は県外が9割、県内が1割となっている

ということ。県内の住民の少なさから地産地消が行われていないということが現状として
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見られる。観光客だけではなく住民を増やす工夫もいるのかもしれないと感じた。 

② 智勝浦の観光について 

那智の滝だけではなく、那智には研究者、学者の人たちが求めている面白いことが多く

存在している。たとえば、那智勝浦には鉱山があり、その鉱山から流れてくる鉱物によっ

て沼や川に色のついている場所がある。また、踏鞴（たたら）という鉱物を溶かすところ

も昔はあったので、歴史好きにはたまらないのではないかということを話されていた。 

③ ルービーチの昔について 

30年前はもっと人が来ていた。ホテル浦島からブルービーチの桟橋のところまで船を出

していたということ。私は、現在は白浜や伊勢などのビーチに魅力を感じる人が多いこと

から現在の人の少なさになっていると考える。和歌山の三大ビーチとして伊勢・那智・白

浜として観光客に選んでもらえるようにすればもっと人が増えるかもしれない。 

④ 波について 

いつに起きた津波かは聞き取ることができなかったが、話の中の津波では26名がなくな

ったそうで、海の怖さも感じ取ることができた。ちなみに2001年8月には台風第11号の影響

で死者6人、負傷者29人、住家半壊・一部損壊160棟、床上浸水299棟、床下浸水894棟とい

う影響が出ていた（注1）。 

(1)内閣府 防災情報のページ（2016年8月取得） 

http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/h15/0801kyoukun/pdf/sankoshiryo.pdf 

 

 

 

○那智勝浦および串本のお土産について 

私たちのグループは「お土産」をテーマに那智勝浦町での調査を行った。お土産の中で

も、食べ物のお土産を中心に調べた。調査のために行った場所は、4ヵ所である。1つ目は

、串本町の道の駅である。那智勝浦町だけだと狭い範囲での見解になってしまうため、比

較の意を込めて足を運んだ。2つ目は、那智の道の駅である。3つ目は、紀伊勝浦駅を出て

、すぐ目の前にある商店街のお土産屋さんの勝浦海産物センターである。4つ目は、同じく

商店街にある大江土産物店である。以上の4ヵ所の調査でわかったことから、那智勝浦町に

は何が必要なのかを考えた。 

最初に、串本町の道の駅でわかったことについてでだる。串本町の道の駅で主に並んで

いたお土産は、「串本町の」ものではなく「和歌山県の」お土産であった。そこで、何を

基準にしてどういうお土産を店頭に並べているのかを店員さんに伺った。答えとしては、

道の駅ができたときは県が推奨するお土産を売り、その中でも人気なものを現在も店頭に

並べているということだった。また、お話を伺った中でも一番印象に残ったことは、串本

http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/h15/0801kyoukun/pdf/sankoshiryo.pdf
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町には特産物と言えるものがないということだった。いくつか「串本町」と入った商品が

置いてはあったが、オリジナルキャラクターをパッケージに使うことにより「串本のお土

産」ということをアピールしていた。中身はプリントクッキーやゼリーなど、特産物と言

えるものではなく、一般的な箱菓子でパッケージに串本町らしさを表現したものであった

。これらは、特産物がないという悩みを抱えている串本町の道の駅の方たちが、近隣のホ

テルやお店と協力をして作ったものだと聞いた。（↓串本町オリジナルのお土産↓） 

 

 次に、2つ目に調査に行った那智の道の駅についてである。ここでは商店街の2軒のお土

産屋さんにも触れていきたい。串本町に対して、那智勝浦町には多くの特産物があるとい

うことがわかった。なぜなら、道の駅に並ぶ商品の大半が「那智勝浦町のお土産（那智勝

浦町の特産物）」で占めていたからである。商店街の2軒のお土産屋さんを見ても、那智勝

浦町の特産物のお土産が多く置かれていた。特産物と言えるものが少ない串本町と比べる

と、那智勝浦町は「ありすぎる」と言っても良いほどの多くの特産物に恵まれていた。そ

こで、多く存在する特産物を使ったお土産の中でも「人気なお土産は何か」と店員さんに

伺ったところ、道の駅・勝浦海産物センター・大江土産物店の3軒とも異なる答えが返って

きた。那智黒飴と答えるところもあれば、まぐろの角煮やうつぼの揚煮と答えるところも

あった。さらに、串本町で人気だったお土産の中には、那智勝浦町の特産物のお土産であ

る、南紀のえび煎餅、じゃばらのポン酢が挙げられた。那智勝浦町のお土産として人気の

商品は、お店によって異なることがわかった。そこから私たちが感じたことは、那智勝浦

町には「お土産と言ったらこれだ」と言えるお土産が確立されていないということである

。特産物が多くあるが故に、何か1つ突出したものがない。1つ1つの印象が薄くなってしま

っていると感じた。お土産は、町を代表するポイントの1つだと考える。代表的なお土産を

確立することは、町をPRする際に重要なポイントになる。私たちは、特産物が多くある中

でも、「那智勝浦町と言ったらこれだ」と言えるお土産を確立させる必要があると考えた

。事前学習の際に、一番に出てきたものが那智黒だったため、那智黒をイメージした黒糖

を使った那智黒飴は代表的なものだと言えるだろう。しかし、お店の方にお話を伺ったと

ころ、那智黒飴を購入するのは大半が年配の方だということがわかった。そのことから、

若者には馴染み深くはないと言える。そこで、私たちのグループは、年齢関係なく万人受

けする確立されたお土産を作ったらどうか、という提案を出した。 

 私たちの提案は、那智黒飴をリニューアルさせるつもりで、「那智黒」という名前を使

った新しいお土産を作ることだ。老若男女に買ってもらえるような商品と言ったら、やは
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りスイーツだろう。例えば、真黒なプリン、真黒なシュークリーム、真黒なケーキ。真黒

なスイーツというのは見た目のインパクトが大きいのではないかと考える。私は真黒な那

智黒飴に、それほど印象に残らなかった。なぜなら、真黒な飴は那智黒飴でなくとも存在

するからからである。そのため、印象に残るような万人受けする商品を新しく開発するこ

とを提案する。また、開発された商品によって「那智勝浦町と言ったらこれだ」と言われ

るようなお土産を確立していくべきだと考える。代表的な確立されたお土産は、町のイメ

ージを根付かせるために必要だ。「那智勝浦町に来なければ買えない」「那智勝浦町に来

れば買うことができる」というお土産によって、人が集まる可能性があるのではないだろ

うか。確立されたお土産を作ることは、町を活性化させるための1つの方法と考える。 

 マグロのお土産          多様なお土産が並ぶ那智勝浦の店棚 

 

 

○「女子旅in那智勝浦」について 

私たちのグループでは那智勝浦観光協会の『女子旅in那智勝浦』というパンフレットを

参考に那智勝浦を観光してその地の良さなどを発見したり、問題点を見つけ、その改善方

法を考えた。 

足湯 

発見点 

 那智勝浦の足湯では海を見ながら入れたり、比

較的に長い時間入れるといった点が見られた。そ

のため、バスの待ち時間にも利用できるので良か

った。足湯以外に手湯が設置されており珍しく面

白かった。 

問題点と改善方法 

足湯を休憩場所のみとして使うのではなく情報の発信源として活用すべきである。例え

ば、周辺地図のパネルをはめ込んだり、観光パンフレットを近くに置いたり、手湯のよう

な机を足湯につけて飲食をできるようにしてゆっくりと次行く観光場所について考えられ

る空間づくりをしていけば良いと考えた。 

 



- 9 - 

 

平安衣装体験 

発見点 

 熊野古道での平安衣装体験は他の地域では行うことが出来ないという点でよいと言える

。また結婚式を行える点も他とは違った点である。この結婚式は現在「花束リレー」と言

うものが続いていて、前の組が次結婚式を挙げる組に花束をプレゼントするといった心温

まるもので一生に一度の結婚式には良いのではないだろうか。 

問題点 

 熊野古道までのアクセスの不便さ、また時刻表も観光協会のＨＰから見つけることが出

来ないため、観光客からの視点では観光意欲を削ぐ原因となる。 

 衣装体験の値段設定も若い人に取っては二千円～三千円は少し高額に感じる。 

改善方法 

 熊野古道で行える平安衣装体験をより大々的にアピールする。特に結婚式はもっと合い

ールした方が良いと感じた。土日だけでも、また夏休み期間だけでもバスを臨時増発する

。 

 

パンフレットについて 

情報の定期的な更新や改正が必要である。また、地図が小さくて少し見づらく感じたので、

地図だけで 1ページ使うなどしても良いのではないか。 

レディース割・学割や、パンフレットに割引券をつけるなど、お得感によって興味を引く

ような工夫がほしい。 

男子旅のパンフレットを作ってみても面白くて良いのではないかと考えた。 

 

○その他意見のまとめ 

良い点 

・イルカとの距離が近かった。 

・自転車に乗り、景色を堪能できた。 

・海岸で遊べることがよかった。 

・駅に子供たちが描いた絵があり、とても印象に残った。 

・駅や商店街にベンチが多く、ゆっくりと休憩しながら観光できた。 

・いろいろな場所での人々の温かさを感じられた。 

・観光整備(自販機、休憩所、お土産店)がよくされていて、観光しやすい。 

・特産品を商店でたくさん扱っていた。那智勝浦の個性があった。 

・神社やお寺などの世界遺産の拝観料がいらない。 

・道が入り組んでいるが看板が要所要所にあり、わかりやすい。 

・那智勝浦町の日本一にたくさん回れる。 

改善点 

・自転車の乗り捨てのできるようにする。（愛媛県今治市がモデル） 

・土日祝日の昼の時間帯だけでもバスの便数を増やす。 

・観光マップにバスの停留所を記載する。 
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・那智勝浦町と近隣の市町村との連携が必要。 

・商店街にぶら下がっているビン玉にLEDライトを入れて夜に明かりをともす。 

・大門坂駐車場を観光の拠点にすべき。商店などを出してみては。 

・特産品の説明不足だと感じたので、わかりやすく説明できればいいと感じた。 

・世界遺産などの観光スポットの説明書きがあれば良いと感じた。 

・外国人観光客に対する配慮をもう少しすべきと感じた。 

・杖が配置されていたが、戻すところがわからずとりづらい。各バス停などに置くべき。 

・二次元のキャラクターがせっかくいるので商品を出すなどもっと売り込んでみては。 

 

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 2 年目の視点から提案点をまとめておく

こととする。 

 

○まずは意識改革の側面 ～市民組織の立ち上げについて～ 

昨年はら＜「○○してもらう」から「○○する」へ＞というタイトルを示したが、まず

大きく進展したのは「地域包括協定の締結」である。これまで、前例がないことから恐ら

く数年かかると考えていたが、1 年を待たずして締結することができ、言わば公式に連携

することとなり、とても事業が進めやすくなったことがあげられる。具体的に町が立ち上

がったということであり、今後無理のない範囲で可能なところから進めていくことが求め

られる。今ひとつ評価できることはこの 1 年間の観光協会の取り組みである。2016 年 2 月

に、京都駅での観光イベントの協同開催を始め、様々な連絡調整や事業の取り組みなどを

されており、かなり情報発信がなされていると感じている。プロジェクトの最初の連携組

織がそこにあったため、ここが核となって連携が進んでいることが実感できたことはかな

りの収穫であった。 

しかし、一方でいまだに動きがよく見えないのが市民組織である。自治体や協会ででき

ることは限られており、本格的に地域振興を進めていく上では市民による活動組織ができ

る必要がある。ただ、今回参加した中で、少し活動が起きてきそうなものとしては朝日地

区がある。一方、脇仲地域については、これまでの活動はあるものの高齢化が進んでいる

ようで、この辺も次なる世代へ繫げていくような支援が必要に感じる。 

 

○情報の問題 ～市民による地域の魅力マップの必要性～ 

 昨年もこの報告で地域の魅力情報を自分たちまとめるマップ作りの提案をさせていただ

いた。今回も様々な意見から「情報の不足」という課題点が改めて示された。観光協会は

これまで多様な情報資料をまとめてはいるが、やはり情報のバランスという点であまり差

をつけることができないという課題点がある。交流会などでも話しをすると情報は出てく

るが、その情報そのものを顕在化させておくことが大事である。手書きでも良いのである。

前項のテーマとも重なるが、まずはそういう市民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。何度も書いておくが、地域の魅力をまず地域の人がよく理解することであり、それ

を分かり易く外部の人に伝えられるようにしておくことである。 
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○歴史情報と海洋情報、食情報について ～体験的アプローチ～ 

 今年もあえて学生には教員の意志を押しつけず、彼らの感性にまかせてテーマを決め

させた。この 2 年実施し、学生の報告を呼んでよく分かったのは、世界遺産である熊野

古道や歴史資源について積極的に深く知ろうという視点があまり見られなかったという

ことである。むしろ彼らの世代においては、海洋文化、とくに海遊び、くじらやイルカ、

お土産といった視点の方が重要視されており、世代における興味関心の差を改めて感じ

た次第である。現代ビジネス学部の学生が多いということもあろうが、古道の中でもそ

の関心事は衣装体験であり、山岳信仰や補陀落渡海等に関する記載はごく僅かしか出て

こなかった。昨年も同じようなことを感じたため、協会の方には積極的に海に関する情

報を事前にいただけていたので、学生には事前に説明をしておいたが、やはり歴史資源

と海洋資源とでは関心度はかなり異なる。しかも、大学生くらいのターゲットの場合、

「体験」できるかそうでないかは非常に重要である。また、すでに太地にあるクジラや

イルカの体験においても、その情報が行き渡っていない。もはや単に「見る」だけの観

光資源では、満足しない時代に入っている。むしろ、地元の人が遊んだり体験している

普通のことが、京都の学生にとっては魅力にうつることは十分にあり、そうしたプログ

ラムを次回までにはリストアップして欲しいものである。 

 

○紀の松島について 

 紀の松島は、昨年からの課題であり、とくに小阪副会長の意向もあって、今年は 2 日

目の朝に全員で視察することにした。また、運営を行う加藤氏より、詳しいマネジメン

トを聞くことができた。結論から言えば、景観は非常に素晴らしいものがあるが、マネ

ジメント的には問題が多く、とくにピーク時の 20分の 1という利用客の実態は深刻に受

け止めなければならない。今回、利用料金は大学から支給したが、どれだけの学生が自

費で利用するかが問題である。波のリスクも高く、一度しっかりとその運用の将来性に

ついて検討していく必要があろう。とくにリピートしたいと思わせる仕組みが必要と考

える。とくに、クジラウォッチングやイルカウォッチングとの連携は若年層に対しては

有効と考える。さらには、太地との連絡についても法的な問題があるようであるが、特

区の考え方を今だからこそ提案できる時期にあるのではないだろうか。もう一つ付け加

えるならば、「紀の松島」という名称の問題がある。この名称がいつどのように出来た

のかよくわからないが、どうしても宮城の松島の二番煎じ的イメージが抜けず、そろそ

ろネーミングも含めて再検討してみる価値はあろう。 

 

○まちの拠点について 

＜マグロの拠点＞ 

 昨年もこのテーマについて言及したが、今年は体験する学生はいなかったが、朝のマグ

ロ市場体験制度化されたのはとても良いことである。マグロ水揚げ拠点でありながら、マ

グロを知る環境があまりないのはもったいない事である。小さい展示施設からでもマグロ

ミュージアムとか、マグロ水族館などのような拠点が欲しいものである。調べた範囲では、

いまのところ日本にはマグロに関するしっかりした博物館施設はどこにもないので、ここ
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でできれば最初となる。 

＜世界遺産展示館＞ 

 昨年、この報告で世界遺産熊野古道に関する展示館が欲しい旨のことを書いたが、その

後、道の駅・那智にちょっとした施設があるのを知り、今回見学を行った。ただ、残念な

ことに道の駅の中でも非常に分かりづらい場所にあり、利用者もほとんどいなかった。む

しろ温泉や野菜売り場の利用が中心で、展示館の方はもう一つ目玉がないように感じられ

た。すでにある施設を有効利用することは大切であり、とくに地元住民の生涯学習の場に

も利用していったら良いのではないかと感じられた。また、地域情報の集積拠点もどこか

に欲しいところである。 

 

○来年に向けて 

 この 1 年間では出来なかったが、来年に向けて大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きたい。また、協定締結による熊野学講座等の事業との連携も

可能な限りしていければと考えている。  


