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1. プロジェクト概要
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1‐1. プロジェクト概要

平成24年度

現状分析

～地域資源の発掘～
～課題の抽出～

現状を分析した上で
課題解決のための

具体的な方策について
検討

平成25年度（予定）

実践

住民主体のまちづくり活
動が盛んに行われる事を
目標とし、課題解決のた
めの具体的な活動を行う

三木里

三木浦

早田

九鬼

[尾鷲地図（google mapより引用）]

【概要・目的】
本研究プロジェクトでは、若者との交流、意見交換を通して、住民の方々自らが主役となり、
地域の資源を発掘し、尾鷲市における問題解決につながる活動を生み出す仕組みを構築
することを主眼とする。そのための重要なポイントは、住民の方々と若者がともに対等な立
場で地域の資源を再認識し、課題を解決するための実現可能な具体策を議論していくプロ
セスにあると考える。さらに、このような活動の中で、新しいつながりが形成され、地域をど
のように元気にしていくのか、意味づけが行われ、一体感が芽生えていくと期待できる。
三重県では、南部13市町が、他の地域と比べ、若者の流出などによる生産年齢人口の減少
が著しく、過疎化、高齢化が進んでいる。尾鷲市は人口約2万人、11町で構成されている。
沿岸部の4地区（三木浦、三木里、早田、九鬼）では、過疎化がすすんでいるものの、地域の

問題解決につながる活動が立ち上がっている。そこで、本研究プロジェクトでは、若者との交
流を通して、活動をさらに加速させ、地区間の連携、相互作用を実現し、住民の方々が主役
となって、地域の未来を考え、いろいろな行動を生むきっかけをつくりだしていくことを目的と
する。また、4地区でプロジェクト活動を行う事により相乗効果が生まれる事を期待し、連携
の可能性についても検討していく。
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教職員

飯盛 義徳 慶應義塾大学総合政策学部准教授

西田 みづ恵 慶應義塾大学大学院特任助教（有期）、慶應義塾大学総合政策学部非常勤講
師、当プロジェクト統括リーダー

木口 恒 慶應義塾大学SFC研究所所員(訪問)

1‐2. 活動体制

学生

上森 裕美 総合政策学部2年 深野 真央 総合政策学部3年

今西 洋樹 環境情報学部4年 松田 華保子 環境情報学部3年

巌 充成 環境情報学部4年 松野 幸宗 総合政策学部3年

冷水 佑輔 総合政策学部4年 柴田 早貴 総合政策学部2年

瀧 聡志 総合政策学部3年 清水 悠子 総合政策学部2年

津福 和加子 総合政策学部3年

有志メンバー（飯盛研究室所属）
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2. 事前学習
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2‐1.事前学習概要

【概要・目的】
2012年9月5日～7日に行われた尾鷲市夏合宿に向けての事前学習

‣期間：2012年春学期（4月～7月）
‣活動場所：飯盛研究会（週1回、3時間）
‣参加者：飯盛義徳研究室に所属する学生全員

観光やブランド戦略の文献を中心に輪読を行う。講義までにその本を
一冊読み、概要と各自が重要だと思った部分をまとめてくる。講義で
は、まず、まとめてきたレジュメをグループで共有する。次に、文献の
内容、共有したことを踏まえて、尾鷲にはどのように活かすことができ
るかプランを考えるグループワークを行う。 後にそのプランをプレゼ
ンし、フィードバックをもらうことを繰り返した。7月10日の講義では、合

宿の事前準備として、インターネットで尾鷲市の情報収集を行い共有
する作業を行う。

No 日付 5限 6限

5
回

5月
15日

輪読1（『限界集落の真実』『農山村再生「限界集落」問題を超えて』）、
グループディスカッション

6
回

5月
22日

地域の問題解決1‐1
（グループワーク）

地域の問題解決1‐2
（グループワーク）

7
回

5月
29日

輪読2（『新しい公共を担う人びと』）、
グループディスカッション

8
回

6月5
日

地域の問題解決2‐1
（グループワーク）

地域の問題解決2‐2
（グループワーク）

9
回

6月
12日

輪読3（『地域魅力を高める「地域ブランド」戦略』）、
グループディスカッション

10
回

6月
19日

地域の問題解決3‐1
（グループワーク）

地域の問題解決3‐2
（グループワーク）

11
回

6月
26日

輪読4（『観光まちづくり』）、
グループディスカッション

12
回

7月3
日

地域の問題解決4‐1
（グループワーク）

地域の問題解決4‐2
（グループワーク）

13
回

7月
10日 夏合宿勉強会（三重県尾鷲市をテーマに）

研究会シラバス(一部抜粋)
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2‐2.事前学習(例：7月10日実施)

【内容】
三重県尾鷲市をテーマに夏合宿勉強会を行った。まず初めに合宿でイン
タビューを行う際に工夫する事、注意する点をグループで話し合い全体で
共有した。その後4地区（九鬼・早田・三木里・三木浦）2グループずつ、計
8グループに分かれ、インターネットでデータを収集し発表を行い合宿に
向けての予備知識を全員で共有した。

【結果】
インターネットで収集できる尾鷲市4地区（九鬼・早田・三木里・三木浦）の
情報量は非常に少なく外部の人が4地区について興味を持って調べよう
としても十分な情報を入手できない現状であった。背景として尾鷲市4地

区ではパソコンを使用している人が少ない事に加えて、情報発信してい
る人、情報発信できる人も少ない事が挙げられる。高齢者の割合が多い
ことも一要因となっているのではないかという議論が行われた。

また、今回の事前学習を経て尾鷲がどのような地域であるか学生の中で
少なからずイメージが湧いた。

授業風景
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2‐3.事前学習発表資料一部
(例：7月10日実施)

7



©三重県尾鷲市元気プロジェクト

3. 夏合宿
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3‐1. 夏合宿概要・目的

【概要】
期間：2012年9月5日～7日
場所：三重県尾鷲市4地区（九鬼・早田・三木浦・三木里）
参加者：飯盛研究室学生34人、 三重大学地域戦略センター学生5人、 名城大学学生1人、

慶應大学教員、三重県職員、尾鷲市職員

【目的】
よそ者・若者である学生が尾鷲市に入り、住民が見落としていた地域資源の発掘や地域資源の再認識、また課題の
抽出を行う。
4地区には若者が少ないため、今回の合宿で多くの若者が地域に入ることにより新しい活動を起こしていく気運を作る。

また、住民と若者が一緒に地域の将来について考えることで、住民が主体的にまちづくりについて関わるきっかけも
作る。

終的には、課題解決のための政策提言発表会を行い、今後のまちづくり活動のステップとする。

【流れ】

想いや
悩みの
共有

1日目 意見交換会①

課題の
発見と
選択

2日目 まちあるき、
意見交換会②

課題の

具体的な
解決策の

提示

3日目 提言発表会

9
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3‐2. 夏合宿1日目：意見交換会①

【概要】
九鬼・早田・三木浦・三木里の4地区それぞれに学生が入り住民との意見
交換会を行った。

【目的】
①対話による地域資源の再認識

②学生と住民の関係性構築

③政策提言への活用

【流れ】
・合宿の趣旨説明

・自己紹介（学生、住民）

・区長さんより地区の説明、質疑応答

・住民の想いをヒアリング

・ヒアリングした住民の想いをポスターにまとめて発表

【結果】
参加した住民の多くが高齢であった。また自分の地区に対して強い想い
や理想像を持っている人が多かった。

[撮影：木口 恒]

[撮影：加藤 史紘]
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午
前
：
ま
ち
あ
る
き

【概要】
地区内を住民に案内してもらい情報収集を行った。
【目的】
①まち歩きによる地域資源の発掘

②学生と住民の関係性構築
③政策提言への活用
【結果】
フィールドワークで気づいたことをメモ・発信（facebookグループページを利
用）した。
[FacebookグループページURL]
http://www.facebook.com/groups/158536374283386/

午
後
：
意
見
交
換
会
②

【概要】
課題発見・解決の話し合い

【流れ】
1日目のおさらい：住民の想いをまとめたポスターを使用
午前中に行ったまち歩きで感じた事を発表
グループワーク①：2グループに分かれて課題の抽出、

各グループの課題の共有、課題の設定
グループワーク②：課題についての具体的な方策を検討

【結果】
学生が地区の課題であると感じた点は住民も課題として認識していた。問題
発見はできていても問題解決への行動に移せていないということが分かった。

3‐3. 夏合宿2日目：まちあるき・意見交換会②

[撮影：大村 佳之]

11
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3‐4. 夏合宿3日目：提言発表会

【概要】
1日目、2日目に行った住民との意見交換やまち歩きで得た情報を元に
各地区の特性に合った政策提言を行った。

 場所：三木里コミュニティーセンター

 参加者：尾鷲市民約50名、大学関係者約40名

慶應義塾大学学生、三重大学学生、名城大学学生、4地区住民、

尾鷲市市長、慶應大学教員、三重県職員、尾鷲市職員

 発表方法：九鬼・早田・三木浦・三木里に入った学生がそれぞれ2
グループずつ、計8グループに分かれて提言発表を行った。

【結果】
発表後には住民、市長より感想をいただいた。どのグループも住民の
想いを汲み取った政策提言をまとめた。この発表会を機に尾鷲市元気
プロジェクトが正式に始動した。

[撮影：三重大学 大村佳之氏]

[撮影：三重大学 大村佳之氏]
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課題 解決策 具体的内容 効果

九鬼① 若者不足 かわら版をwebに公開 外部へ情報発信 九鬼の現状を地域外の九鬼
出身者に発信

九鬼② 若者不足 カヌー作り 地域資源を利用し、複数回に
渡り外部から人を呼ぶ

新規九鬼ファンの獲得

早田① 人が少ない 早田「食」体験ツアー 外部から人を呼ぶ 早田ファンの獲得

想いを行動に移せない 無理なく楽しく活動する 収益が地域経済に貢献

早田② タップダウン 町民まちづくり企画コンテスト まちづくりに対して自ら考える
きっかけづくり

住民の自主性の構築

三木里① 人材発掘不十分 三木里とくいトレード 自分が得意な事を登録し人
に教える

コミュニティー醸成、「とくい」
の発掘、ノウハウ蓄積

三木里② 外部との関わり不足 撮ろうよ！三木里 フォトモザイクコンテンツを三
木里独自のホームページで
公開し外部の人を呼び込む

外部との関わりを構築

自発的に活動する人が少な
い

交流により地域住民のやりが
いを獲得

三木浦① 外部から若い人を呼び込め
ていない

三木浦に泊まろう！ 小学生や大学生（水産学部、
こども科）を対象とした宿泊体
験

リピーター（若者）の獲得

情報発信 イワタシュラン 尾鷲産の商品を申請し岩田
市長の似顔絵とした認定マー
クを貼る

宣伝効果、価値の可視化

三木浦② 雇用不足 ダイビング事業 漁師の副業として事業を行う 定年後でも稼げる仕組みづく
り、漁業に付加価値を与える

3‐5. 提言内容概要一覧
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[撮影：三重大学 大村佳之氏]

3‐6. facebookを利用した情報発信

【概要】
Facebookグループページ「尾鷲市元気プロジェクト」を立ち上げ尾鷲の
情報発信を行った。

【内容】
合宿期間中に学生が見たこと、聞いたこと、感じたことなど尾鷲にまつわ
る様々な情報を発信した。4地区に入った学生は投稿数、いいね数、コメ
ント数、新規愛され数を合宿期間中競う形をとった。

【目的】
①情報技術を使用した地域資源の発掘

②他地区の情報共有

③外部への情報発信

【結果】
多くの投稿、いいね、コメントが寄せられた（右上の図参照）。合宿参加
者以外の外部の方がいいねを押した数が「新規メンバー愛され数」であ
り、外部の人にも情報発信をすることができた。 終的に総数が一番多
かった三木浦地区に入った学生に市長賞が贈られた。

合宿終了後も有志メンバーで結成された「尾鷲市元気プロジェクト」にて
Facebookのグループページは引き続き活用中である。

14
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3‐7. 有志学生チームの結成

慶應義塾大学飯盛研究室に所属する有志学生メンバーにより正式に尾鷲市元気プロジェクトが立ち上げられた。

15

上森裕美 松野幸宗 松田華保子 瀧聡志 深野真央

津福和加子冷水佑輔柴田早貴今西洋樹巌充成清水悠子
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4. 2012年度活動内容
4‐1. 第1回フィールドワーク
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4‐1‐1.
問題解決プロセス体験ワークショップ概要

【活動日程表】

日程 活動内容

10月27日(土) 合宿後初顔合わせ▶現状報告
地区ごと問題解決プロセスの体験WS実施

10月28日(日) 三木里・三木浦地区のFW実施

【参加プロジェクトメンバー】
上森裕美 総合政策学部2年
冷水佑輔 総合政策学部4年
瀧 聡志 総合政策学部3年
深野真央 総合政策学部3年
松田華保子 環境情報学部3年
柴田早貴 総合政策学部2年
清水悠子 総合政策学部2年

【問題解決プロセス体験ワークショップ】

尾鷲市元気プロジェクトが実施する、地域の抱える問題を解決するための過
程を住民に体験してもらうためのワークショップ。地域の問題を話し合い、そ
れを解決するための手だてを議論する。

【目的】

問題解決のプロセスを体験してもらい、今後各地区が活動する上でのプラン
作成や実行に活かしてもらえるようにする。

日時： 2012年10月27日(土)
場所： 九鬼町共同組合
受講者： 30代~70代男女23名

17
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時間 内容

【第1部】

14:00 あいさつ
活動内容・趣旨説明

14:15 アイスブレイク

14:35 各地区現状報告会

15:10~15:20 休憩

時間 内容

【第2部】

15:20 アンケート

15:25 Q1 現在住んでいる地域

15:26 Q2 地域のいいところ

15:40 Q3 困っているところ

15:55 Q4 悩みの共有・問題点の抽出

16:10 Q5 原因追及

16:25 Q6 解決に必要な要素洗い出し

16:45 Q7 Q2を活かして解決できる要素を
探す

17:00 各チーム発表

17:15 ワークショップ解説

17:20 アンケート

【手法】
ワークシートを用い、各地区に分かれて当該地区の問題とそれに対する解決策を議論した。また、各地区で話し合った解
決策をお互いに発表し合うことにより、他地区の状況を概観できるような場を設定した。

【タイムライン】

ワークショップ風景
[撮影：松田 華保子]

4‐1‐2. ワークショップ詳細

18
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Q1-1．まちについて、大勢で集まって考える機会は今回が初めてか。

はい（0/23人）
いいえ（23/23人）

Q1-2．どのような機会があったか。

・同じ様な会合に出ました。
・地域活性化委員会
・町内会
・2009年10月に始まり。2012年3月から数回。
・主に老人との関わり
・やろらい九鬼（町内会活性化委員会）、きっかけづくり事業
・きっかけ作り事業、2年前関西大学サッカー部の180名の2泊3日
のサバイバル合宿させていただき大変大きな喜びをいただきました。
こんなチャンスをもっとあじわいたいと思います。
県、市、大学と町による意見交換会、地区内での会。
・三重大生との交流会及び婦人会、研修会等
・はいだといっしょ交流会、ひまわりの会等。
・前回慶応大学生が来所して町づくり研究。それ以外は町内等で話し合う。
・ボラサイについて
・尾鷲元気プロジェクト（前回）、三木浦の椿について（おわせ椿の会）立ち上げ
・三木里グリーンツーリズム推進委員会他、尾鷲元気プロジェクト・
・地区内での会ギ

【日時】2012年10月27日
【サンプル数】23人
【実施】ワークショップ実施前

4‐1‐3. 事前アンケート結果

19

よくある

61%

ある

39%

Q３．まちづくりについて考えたことがあるか

とても思う

74%

思う

26%

Q４．まちをよくしたいと思うか

とても思う

61%

思う

35%

どちらとも

いえない

4%

Q５．今後、活性化活動に

携わりたいか
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【日時】2012年10月27日
【サンプル数】20人（※３名が途中退室のため事前より少ない）
【実施】WS実施後

30代3人

（15%）

50代2人

(10%)

60代9人

（45%)

70代6人

（30%）

Q1‐1．年齢（割合）

15

3 2
0

2

4

6

8

10

12

14

16

男性 女性 未回答

Q1‐2．性別
（人）

4‐1‐4. 事後アンケート結果(1)

20

とてもでき

た

8人(40%)できた

12人(60%)

Q2．グループ内のコミュニケーション

とてもできた

5人(26% )

できた

14人(69%)

どちらともいえ

ない

1人(5%)

Q3．町について考えることができたか
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できた

9人(45%)どちらとも

いえない

9人(45%)

あまりでき

なかった

2人(10%)

Q6．解決策が出せたか

とても思う

12人(60%)

思う

8人(40%)

Q7．今後、活性化活動に携わりたいか

4‐1‐4. 事後アンケート結果(2)

21

とてもできた

2人(10%)

できた

15人(75%)

どちらともいえ

ない

3人(15%)

Q5．町の課題をみつけることができたか

とても思う

14人(70%)

思う

6人(30%)

Q4．自分の町をよくしたいか
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Q9-1．今後も機会があれば、
このような活動に参加したいと思いますか。

はい（20/20人）
いいえ（0人/20人）

Q9-2. その理由

・新しいまちづくりが楽しみだから
・継続していくこと
・老人と若者の谷間をなくしたい
・我が町の活性化を真剣に考えているから学生諸君の熱意に
励まされています。
・シゲキを受ける!!
・仕事にいかしたい
・地区だけではなかなかできないこと（情報、方策等）がありま
す。それを皆さんに期待しています。よろしくお願いします。
・有意義であった
・他地域の人と話ができる、問題点について深く考えることが出
来る
・参考になる
・様々な情報を得たい
・問題点を一つでも解決したい
・地域の活性化、町に集客できる方法

4‐1‐4. 事後アンケート結果(3)

22

14

8 7

1 1 1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Q8. 今回のワークショップに対してどのような印象を受けたか

（人）
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Q11．今回のワークショップに対する意見、感想

・内容的にも満足できた
・ワークショップ全体の組み立ても良く後半のワークショップの松田さんのファシリテートがすてきでした。楽しい時間をありがとうご
ざいました。今後もよろしくお願いします。
・他地区のコラボ・検討できる
・四地域がよりよくつながっていけるとよいです。何もわからず参加させていただき、よかったと思います。
・良かった
・時間が短い
・尾鷲としても地域の活性化が大事。ワークショップを持って若者の意見を取り入れ活性化を。

4‐1‐4. 事後アンケート結果(4)

23

12

2

7

3 4
6

1
0

2

4

6

8

10

12

14

Q10-1．今後まちづくり研究会で取り組みたいこと Q10-2．Q10-1の具体的内容

・何でも共同で出来ること
・イベントを楽しくやる
・有意義でした
・なし
・わからない
・地域の中で実践、報告、話し合い

（人）
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困っていること 原因 原因を解決するた
めに必要な要素

解決に使う地域の
良いところ

自分たちでできそう
なこと

九鬼① まちづくりへの意識
が低い

気軽に集まれる場
所がない

座れる場所を作る、
共同作業を行う

木材（ヒノキ） ヒノキを使ったベン
チ作り

九鬼② まちを活性化したい 活動メンバーの固
定化

活動を知ってもらう
新たな機会を作る

かわら版、中学校跡
地

ホームカミングデ－

早田 地域おこしに関わる
人がすくない

人口減少、高齢化 コミュニケーションを
とれる場の確保

コミュニティセンター 学生が主体となって
地域おこしの活動を
する

三木浦 野良猫を見ている
小学生をカラスが襲
う危険性がある。

野良猫に餌付けを
する人がいる。

餌付けをしている人
に対し、町全体で注
意を呼びかける。

若者世代（30代~40
代）が多い。

PTAに働きかけ、野

良猫に餌付けをす
る人に注意を喚起
する。

三木里 グリーンツーリズム
に対する関心度が
低い

グリーンツーリズム
というもの自体の情
報発信不足

掲示板に張り紙、グ
リーンツーリズムの
成功例をひとつ作る

※制限時間内に話
が煮詰まらなかった

いろいろな方法での
情報の公開

4‐1‐5. ワークショップ結果

※一部抜粋

24

＜ワークショップ実践とアンケート結果から見えてきたこと＞
• 問題点

各地区ごとに進度や状況が違うため、
4地区合同でのプロジェクト推進は困難であると感じた。

• 成果
4地区の進捗状況の共有ができた。
尾鷲市全体としての活性化という意識が芽生えていることが散見できる。

• 課題
4地区が4地区の状況に合わせて進めていくことが望ましい。
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■方向性（3月までのゴール）

■課題＆方策

■今後のFWイメージ

12月FW 1月,2月FW 3月FW

［目的］
・ 終発表

［目的］
・ プラン策定

［目的］
・イベントプランの提案、調整

［手法］プレゼン

まちづくり参加メンバーの固定化を防ぐために、既存イベントの参加幅を広げるイベントを計画

課題

メンバーの固定化
‐やろらい九鬼、町内会

新規メンバーの獲得
＝サポーター

既存のイベント

新しいイベント

｛
・男の料理コンテスト
・かわら版
・ホームカミングデイ

＝
インセンティブの必要性

方策

男の料理×○○でサポーターを発掘する

イベントの参加者
客、運営、製作など

○○の部分でター
ゲットを設定していく

○○の仮案
・男の料理本製作
・駅弁メニュー
・ランキング制
・女性版開催
・学生が参加する

ワークショップを通して見えてきたことを踏まえた方向性案（11月27日ミーティングまとめ）

4‐1‐6. 第1回フィールドワークの分析
九鬼

25
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＿＿ ＿＿

■方向性（3月までのゴール）

■課題＆方策

■今後のFWイメージ

実行したいが人がいない… ＝ 人材不足

・主体的に動ける人がいない
・絶対的な人数が少ない（高齢化）
・ひまわりの会（70人）を巻き込めていない

＿＿

・そもそも何人必要なのか

・「やりたいこと」「できること」が把握
できているか

問題点

＿＿

ヒト 取り組み組織

・区長の影響力が強すぎる

・早田ビジョン実行委員会の取り組みが
不明
・区長以外の住民の思いが不明

「やりたいこと」を仕分けする必要性
ex. ・Can,Will,Mustに分ける

・１人でできること、10人でできること…

区長以外の思いを
汲み取る
（ex.ヒマワリの会、実行委員会役員10人）

まず人をコアメンバーに巻き込む
Ex.ヒマワリの会、各部会のメンバー…

12月FW 1月,2月FW 3月FW

［目的］
・ 終発表

［目的］
・ （要検討）
・ （要検討）

［目的］

・区長以外の思いを汲み取る
・区長以外のキーマンとのつながりを構築
［手法］ヒアリング中心

問題の深堀り

様々な住民が主体的にまちづくりに関われる状態を生み、実行のための基盤をつくる

方策

ワークショップを通して見えてきたことを踏まえた方向性案（11月27日ミーティングまとめ）

4‐1‐7.第1回フィールドワークの分析
早田

26
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■方向性（3月までのゴール）

■課題＆方策

■今後のFWイメージ

ネコ対策を進めながら、各会の連携を図り多くの住民が
まちづくりに関われるようにする

12月FW 1月,2月FW 3月FW

［現状］

町内会 婦人会 明朗会

活動 活動 活動

＿＿

問題点

・３団体がバラバラに活動

・活動を他団体に取られたくないという
想い

町内会 婦人会 明朗会 PTA＋

3団体が連携してネコ対策について話を進
め、実現を目指す。
［目指したいこと］
・３団体の連携 ・３団体の活動（現状）の共有
・PTA世代の若者を巻き込む

方策

［ゴール］

ネコ対策

［目的］

・３団体を集め、ネコ対策について話し合う
・キーマンとのつながりを構築
［手法］ヒアリング、ディスカッション中心

［目的］
・ （要検討）
・ （要検討）

［目的］
・ 終発表

３団体の連携を目指す

［備考］

三木浦に関しては情報が少なく、現状分析
が不十分。住民へのヒアリングを通して、現
状分析をさらに進めていく必要がある。

ワークショップを通して見えてきたことを踏まえた方向性案（11月27日ミーティングまとめ）

4‐1‐8.第1回フィールドワークの分析
三木浦

27
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■方向性（3月までのゴール）

■課題＆方策

■今後のFWイメージ
12月FW 1月,2月FW 3月FW

［目的］
・ 終発表

［目的］
・ プラン策定

［目的］
・町全体のグーリン・ツーリズムへの意識調査
・イベントプランの提案
［手法］ヒアリング、プレゼン

グリーン・ツーリズムに対して、間接的なつながり、新たなメンバーを埋めるイベントを計画

課題 方策

そもそもグリーンツーリズムは、もとも
との自然の魅力や町の生活を交流を
通して体験する観光
→町全体で一体となって取り組む必要

魅力を再認識、発信の必要性

メンバーの固定
化

インセンティブが
少ない

より身近なイベントでまち
づくりの意識を高める

Photoコンテスト
駅弁コンテスト

関われる人が少
ない

参加者としての定期的
なメンバーを生みだす

グリーン・ツーリズム
へのまとまりがない

浸透度低い？ 要ヒアリング

推進委員会への
反対意識

推進委員会と別の
運営を組織する

高齢者→若手へ
のお願いムード

ワークショップを通して見えてきたことを踏まえた方向性案（11月27日ミーティングまとめ）

4‐1‐9.第1回フィールドワークの分析
三木里

28
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4‐2. 第2回フィールドワーク
4‐2‐1. お宅訪問アンケート調査（九鬼）

4‐2‐2. ヒアリング調査（早田）
4‐2‐3.ヒアリング調査（三木浦）

4‐2‐4. お宅訪問アンケート調査（三木里）

29
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 概要
九鬼地区全域にわたりアンケート調査を行う。5班
に分かれ、個別にお宅を訪問する。主な内容は、
やろらい九鬼の男の料理コンテストとかわら版に
おける認知、関心を調査するものである。今後プロ
ジェクトとして、男の料理コンテストへのアプローチ
が考えている。そのため九鬼地区のまちづくりへ
の関心も同時に調査し、一般住民が参加しやすく
なる方策を検討する。

 日時
12/22(土) 16:00～17:30

 場所
九鬼地区全域

 アンケート回答数
23人

アンケート項目
(1)性別、年代を教えてください。

男性/女性
10代/20代/30代/40代/50代/60代/70代/80代/90代

(2) 「やろらい九鬼」に参加していらっしゃいますか。
参加している/参加していない

(3) 「男の料理コンテスト」をご存知ですか。
知っている/知らない

(3‐1) （3）で知っているとお答えいただいた方にお聞きします。
「男の料理コンテスト」についてどのように思われますか。 ※

(4) 「男の料理コンテスト」の活動に参加されていますか。
参加している/参加していない

(5) 「かわら版」をご存知ですか。
知っている/知らない

(5‐1) （5）で知っているとお答えいただいた方にお聞きします。
「かわら版」についてどのように思われますか※

(6) 「かわら版」の活動に参加されていますか。
参加している/参加していない

(7)今後、「男の料理コンテスト」や「かわら版」といった活動に
参加し続けたいまたは 参加してみたいと思いますか？
はい/いいえ

(7‐1) （7）の理由を教えてください※
(8)これから行ってみたい活動等ございましたらお聞かせくださ

い。※

※自由記述

30

4‐2‐1‐1. 調査概要 (九鬼)

男性, 
10

女性, 
13

20代, 1
40代, 1

50代, 3

60代, 570代, 7

80代, 4

性別割合
単位：人

年代別割合
単位：人
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アンケート結果
項目 YES NO 未回答

計 男性 女性 計 男性 女性

(2)「やろらい九鬼」に参加し ているか 4 1 3 19 9 10

(3)「男の料理コンテスト」を知っているか 20 9 11 3 1 2

(4)「男の料理コンテスト」に参加しているか 3 0 3 20 10 10

(5)「かわら版」を知っているか 18 7 11 5 3 2

(6)「かわら版」の活動に参加しているか 4 2 2 18 7 11 1

(7)今後「男の料理コンテスト」「かわら版」の活動に参加したいか 9 3 6 10 6 4 4

単位：人

31

4‐2‐1‐2. 調査結果(九鬼)

(3‐1)「男の料理コンテスト」についてどのように思われますか。
参加したい、食べたい(80代女性) /  面白い行事(60代男性) /  すてき！(50代女性)/ 新しい人に来てほしい(50代女性) /  家(仕事)
のことが大変で参加までは…(50代男性他)
(5‐1)「かわら版」についてどのように思われますか。
内容の実行を確実にしていきたい(60代男性) / 昔のことが書いてあって興味深い(80代女性)/ もっと目に留まる工夫がほしい、色
とか(50代女性) /  楽しみにしている(80代男性他)/ 知っている人が書いている(70代女性)
(7‐1)活動に参加してみたいと思う理由を教えてください。
外に出るのが好き、たくさんの人がいる場所に行きたい(80代女性)/ 料理を覚えたい(60代男性) /  楽しい、楽しかった(80代女性
他) /  かわら版をもっと多くのひと にみてほしい(50代女性)/ 活動がよくわからないから参加できない(20代女性)/ 時間があれば、
仕事がなければ、忙しい(50代男性他)
(8)これから行ってみたい活動等ございましたらお聞かせください。
料理教室に参加したい(60代女性) /  女性の料理教室(70代女性) /  林業(70代男性他)/ 社会福祉の話し、お年寄りの手助け、ボラ
ンティア(80代女性他)/ 人が集まるように、人に集まってもらえるようにしたい(50代女性他)
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 概要
早田のまちづくりに関わっている方々に1か所に集まっていただき、インタビュアー(学生)1人に対し、1,2人の割合で1時
間を目安に事前に決めた内容を主に活動状況や個人の思いをそれぞれうかがう。区長以外の参加メンバーがどのよう
に考えているのか、各部会の連携状況などを確認し、今後の活動における悩みなどを知るきっかけとする。今後プロ
ジェクトで活動していく際に一緒に活動していくために交流を深める意味も込められている。

 日時
12/22(土) 13:30～15:00

 会場
早田漁協

 参加人数
10人

 主な内容
1,個人で所属する各部会で取り組んでいること、取り組みたいこと
2,早田ビジョン実行委員会の方針
3,各部会の連携状況
4,今後何を、どうしていきたいか
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 ヒアリング結果

• 共同組合は、選挙による代表者の集まり （株主総
会的イメージ）である。またこれまで行政とのパイプ
役を担い、大きな力を持っていたが力の衰退が見え
る。

• ビジョン早田実行委員会は、町をどうする？漁業をど
うする？をみんなで考える組織として始まる。そし
て、情報発信、地域づくりに派生し、 近では、事務
局的性格も持つようになっている。

• 部会ごとの話し合いは行われている。 近では、活
動の内容が部会ごとに専門的になってきている(詳細
右結果2)。部会を兼ねている人が多く、縦の区切り
は感じないようだ。

• 早田サポーターとは、出資を1口5000円とし、昨年か
ら募集している。初めの応募では50口の募集に対し
60口も集まった。今年は100口目指すそうだ。しか

し、始まったばかりで課題も多いという。出資へのお
礼品の配送までの時間や品におけるもので、人手不
足、魚の状態（量、期限、漁とのバランスetc.）が問題
になっているようだ。

団体名 活動状況 問題/課題

漁業組合 漁師塾の運営 継続をどうおこなっ
ていくか

ホームページ部会 Facebookページ作
成、ブログ発信

単発的、情報のマ
ンネリ化

地域づくり部会(ひ
まわりの会※)

里芋の茎漬、新作
料理開発、味噌販
売(早田地区内)、
あじずし販売(道の
駅)、がんがぜの染
め物、畑作り

人手不足

※ひまわりの会

共同組合は男の代表者が集い話し合う場。婦人会がない早田

で、女性も集う場が必要ということを岩本区長が考え始まる。
定期的に集まる中で「ひまわりの会」という名前がつけられた。
今現在一番まちづくりに積極的に取り組んでいる地域づくり部
会にはひまわりの会のメンバーが多い。

4‐2‐2‐2. 調査結果1 (早田)
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漁業部会

ホームページ部
会

地域づくり部
会

大敷総会
行政

共同組合

早田ビジョン実行員
会

パイプ

パイプ

事務局的役割
も担う

部会メンバー
が重複してい
るため縦の区
切りはあまり

感じない

早田サポー
ター

1口5000
円

尾鷲の品を
配当に送る

 ヒアリングから見えた早田の全体図

4‐2‐2‐2. 調査結果2 (早田)
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 概要
三木浦のまちづくりに関わっている方々に1か所に集まっていただいた。インタビュアー(学生)1人に対し、2,3人の割合
で1時間を目安に活動状況や個人の思いを伺う。三木浦は、他地区に比べ圧倒的に情報が少なかったため、方針が立

てられないままだった。ゆえに区長も参加いただき、町内会、婦人会、明朗会のメンバーを中心に、各会の活動状況、
現在の悩みなどの情報収集を図る。今後プロジェクトで活動していく際に一緒に活動していくために交流を深める意味
も込められている。

 日時
12/23(土) 10:00～11:30

 会場
三木浦漁協

 参加人数
8人

 主な内容
1,3団体の活動状況
2,全体で取り組んだ活動履歴
3,全体で行動、活動する際に中心となる組織はあるか。あるならばどの組織か。
4,今後全体で何かを取り組む意思や計画はあるか
5,3団体のそれぞれの今後の方針

35
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 ヒアリング結果

団体名 活動状況 問題点/課題

町内会
防災マップ(婦人会と協力) 町内会としての取り組みがない

婦人会

椿の生産・商品開発・販売等(椿の会)、EM菌
販促、炊き出し(祭、防災訓練)、ペットボトルふ
た集め(ワクチン交換のため)、日赤募金活動

地域外の活動が少ない、椿油をどう
売りだすか、活動メンバーの不足

三友会
三木浦地区の老人会

その他

森林組合

山の整備・保存、道補修(2013年1月から(市の
依頼))、ウォーキングコース整備、太陽光発電
計画

後継者不足

漁業組合
小型船組合、かんすい組合(養殖)、ダイビング
クラブ

後継者不足、ダイバー事業をどう伸
ばしていくか

町全体の取り組み
美化活動(年3回)、防災訓練(年1回(消防団中
心))

町内運動会をやらなくなった

連携あり

4-2-3-2. 調査結果1 (三木浦)
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 ヒアリングから見えた三木浦の
全体図

三木浦は、現在婦人会を中心にし、様々事業に取り組
んでいる。その基礎は防災にある。1959年(昭和34
年)9月26日に起きた伊勢湾台風の経験者が中心とな

り、防災マップの作成や訓練を繰り返したことで、まち
づくりとして大切なまちの一体感やまちへの意識が高
い。

しかし、他地区同様、主要メンバーの固定化や高齢化、
活動の広がりに対するメンバーの不足が課題に上
がってきている。

三木浦は、外部への目線が強く、情報発信や椿の販
促、ダイバーの活用など現在の状況に合わせて外か
ら人を巻き込む方向を打ち出しく、学生にもそのため
の画期的なアイディアや活動を求めているそうだ。

今後は、ターゲットとするよそ者（年齢、性別、エリアな
ど）の設定、発信するモノ、手段を決めて、具体的な活
動に落とし込んでいく必要がある。

防災

椿
E
M
菌

ダイ
バー
事業

炊
き
出
し

ウォー
キング

…
課
外
授
業

よそ者

情報・モノ人・カネ

4-2-3-2. 調査結果2 (三木浦)
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 概要
三木里地区全域にわたりアンケート調査を行う。事
前に区長さんからお話をさせていただき了承を得
たお宅を個別訪問する。主な内容は、グリーンツー
リズムにおける認知、関心を調査するものである。
今後プロジェクトとして、グリーンツーリズムへのア
プローチが考えているため、三木里地区のまちづく
りへの関心も調査し、一般住民が参加したくなるた
めの方策を検討する。

 日時
12/23(土) 10:00～11:30

 場所
三木浦地区全域

 アンケート回答数
12人

アンケート項目
(1)性別、年代を教えてください。

男性/女性
10代/20代/30代/40代/50代/60代/70代/80代/90代

(2) 「グリーンツーリズム」をご存知ですか。
知っている/知らない

(3) 「グリーンツーリズム推進委員会」に参加していらっしゃいます
か。
参加している/参加していない

(4) 今の時点でグリーンツーリズムに協力したいと思いますか。
思う/思わない

(4‐1) (4)の理由を教えてください。※
(4‐2) (2)で知らないとお答えいただいた方にお聞きします。グリー

ンツーリズムとは、自然の魅力や町の生活を交流を通して体
験する観光産業です。地域のグリーンツーリズムの活動にか
かわってみたいと思いますか。
思う/思わない

(4‐3) (4‐2)の理由を教えてください。 ※
(5) これから行ってみたい活動等ございましたらお聞かせくださ

い。※

※自由記述

4-2-4-1. 調査概要 (三木里)
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女性, 5

男性, 7

30代, 1
40代, 1

50代, 2

60代, 4

70代, 3

未記入, 
1

年代別割合
単位：人

性別割合
単位：人
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アンケート結果

項目 YES NO 未回答

計 男性 女性 計 男性 女性

(2)「グリーンツーリズム」を知っているか 9 4 5 3 3 0

(3)「グリーンツーリズム推進委員会」に参加しているか 2 0 2 9 6 3 1

(4)現時点でグリーンツーリズムに協力したいか 4 1 3 6 5 1 2

(4‐1)グリーンツーリズムを知らなかった人で今回の説明
から活動に関わってみたいと思うか

0 0 0 1 1 0 11

単位：人

4-2-4-2. 調査結果 (三木里)
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(4‐1)今の時点でグリーンツーリズムに協力したいと思う/思わない理由を教えてください。
昔の仲間や娘、お店のために地域づくりがしたい。参加は難しいが協力したい。(60代女性) / まちづくり、活性化のため(40代女性) 
/ 町や外部との交流(70代男性) /  まちおこしは大切だと思う(30代女性) / お店の時間に制限がある。グループもある。(60代女性) / 
中身がよくわからない。各自が工夫してお金もうけをすればいいと思う。(男性) / 年齢、体がついていかない(70代男性他)
(4‐3)グリーンツーリズムを知らなかった人で今回の説明から活動に関わってみたいと思う/思わない理由を教えてください。

近三木里に帰ってきた。(50代男性)/ 仕事が忙しく自分で手いっぱい。(50代男性)
(5)これから行ってみたい活動等ございましたらお聞かせください。
ツーリズム事業よりも街の人が元気になれるような協力がしたい。自分ができることをしたい。(60代女性) / 農地を生かしていきた
い。(男性) / 中学校の建て替え(70代男性) / 町歩き、茶摘み体験(30代女性)/ 今のままでいいと思う。(80代女性他) / 手が回らな
い。慣れてないから(50代男性)



©三重県尾鷲市元気プロジェクト

5. 2012年度活動成果

5‐1. 九鬼の活動成果
5‐1‐1. 九鬼の現状分析
5‐1‐2. 九鬼への提案

40
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5‐1‐1‐1. 基本情報

【尾鷲市 九鬼町】

■地理的情報
九鬼町は、熊野灘に面するリアス海岸の湾奥に立地している。深い海の背後には峻険な山

なみが連なっており、その接するあたりに家が密集している。日本有数の多雨地帯に属する
が、黒潮の影響で冬は比較的に温暖である。町内にある九鬼駅から尾鷲駅までは紀伊本線で
約15分である。

■人口

■産業

総人口 … 681人
世帯数 … 403
平均年齢 … 66歳
高齢化率 … 62.1％ （H25.01.31現在）

中世の熊野海賊、九鬼氏の本拠であったとされる九鬼町は、近世は紀州徳川家に属し、紀
伊国牟婁郡九木浦と称していた。明治4年に三重県に編入され、明治22年に九木浦は行野
浦・早田浦と合併して三重県北牟婁郡九鬼村となった。昭和29年に尾鷲市が誕生すると、九
鬼浦と早田浦がそれぞれ尾鷲市の九鬼町と早田町になった。

■歴史

九鬼町では漁業への依存度が高い。製造業の多くは、魚加工業、サービス業の多くは釣客
相手のものである。共同組合が権利を有する鰤大敷網と夏網の他、個人で湾内各所に八角
網・エビ網などを布設したり、湾内外で一本釣りも行なわれている。現在ハマチのほか鯛・鮃
なども湾内各所で養殖され、名古屋や東京、大阪の市場に出荷されている。

［九鬼町 地図 （Google mapより引用）］

参考文献 1 :田 中 宣 一 『 南 紀 漁 村 の 年 中 行 事 ー 三 重 県 尾 鷲 市 九 鬼 町 の 場 合 ー 』 日 本 常 民 文 化 紀
要 1 9 8 7
2  :  尾 鷲 市 .  “ 平 成 2 5 年 2 月 分 住 民 基 本 台 帳 人 口 ” .  尾 鷲 市 公 式 ウ ェ ブ サ イ ト .   
h t t p : / / w w w . c i t y . o w a s e . l g . j p / c m s f i l e s / c o n t e n t s / 0 0 0 0 0 0 4 / 4 2 3 1 / 2 0 1 3 0 2 0 1 . p
d f ,  ( 参 照 2 0 1 3 - 0 2 - 1 5 )

引用：
答志島旅館組合. “戦国武将‐九鬼嘉隆につ
いて”. 答志島いろは. 
http://www.ymd7.com/trk/tousi‐
iroha.htm#kuki , (参照 2013‐02‐15)

［画像：深野真央撮影］
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［画像：深野真央撮影］

［画像：深野真央撮影］

［画像引用：引用１参照］

［画像：西田みづ恵撮影］

［画像：松田華保子影］

［画像引用：引用1参照］

［画像引用：引用1参照］ ［画像引用：引用2参照］

5‐1‐1‐2. 地域資源(一覧)

【現状】
食食

文化文化

産業産業

九鬼町の地域資源を「食資源」「産業資源」「文化資源」の３つに分類した。

【現状】

【現状】

九鬼町の地域資源は、主産業である漁業に関連するもの、町が有する森林、廃校になった学校、
祭りに大別できる。特に漁業に関係する資源が多く、地元でとれた魚を使って料理をする男の料
理コンテストも開催されている。なお、森林については活用方法が模索段階である。

・ブリ
・アジ
・くき漬け
・エビ

・ハマチ
・タイ
・ヒラメ
・八角

・ブリ大敷網
・夏網
・八角網

・エビ網
・ハマチ・タイ・ヒラメ養殖
・魚加工業

・男の料理コンテスト
・慶應義塾林
・九木神社管理の海岸林
・廃校になった中学校（集会所）

・船上神楽
・にらくら祭り（大晦日）
・ぶり祭り（1月）
・九木神社夏祭り（子ども向け）

＊ 引 用 1 ： 南 靖 久 .  “ 日 曜 日 の 朝 は 魚 市 場 に 行 こ う （ 九 鬼 漁 協 編 ） ”  ナ ン ち ゃ ん が 駆 け る ！ .  
h t t p : / / n a n c h a n 5 2 1 . e x b l o g . j p / 1 2 2 7 6 3 4 5 / .  2 0 0 9 - 1 1 - 0 8  ( 参 照 2 0 1 3 - 0 2 - 1 5 )
＊ 引 用 2  :  井 口 和 基 .  “ 三 重 県 尾 鷲 市 九 鬼 町 の 沖 合 で メ ガ マ ウ ス 捕 獲 ： 大 地 震 の 前 触 れ ？ ”  
K a z u m o t o I g u c h i ’ s  b l o g  .  h t t p : / / q u a s i m o t o . e x b l o g . j p / 1 3 9 8 6 3 9 6 / 2 0 1 1 - 0 1 - 1 5 .  
( 参 照 2 0 1 3 - 0 2 - 1 5 )
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5‐1‐1‐3. 地域資源(食)
九鬼町の「食資源」において特に注目すべきものを以下に挙げた。

食

説明

市場にはあまり出回らない珍しい食
材。食べられることを知らない人も
多いが、食感は鳥のささみのように
柔らかくしかしこりこりとした歯ごた
えがあり、さっぱりとした味。お刺身
にして酢味噌をかけて食べるのが
一般的。

説明

東紀州の郷土料理である茎漬け。
サトイモの一種ヤツガシラのクキを
塩と赤ジソでつけたもの。他地区と
例外なく九鬼でも家庭料理として食
卓に並ぶ。他地区では見ない珍し
い料理である。

説明

九鬼大敷の代表的な漁と言っても
過言ではないブリ漁。その漁でとれ
たブリのべっこう寿司は九鬼の郷土
料理である。

例年1月2日～3日にブリの大漁を祈
るお祭り「ブリ祭り」が行われる。

茎漬け

【課題】

課題の説明を書く。

マンボウの酢味噌和え べっこう寿司

新鮮な食資源の情報発信不足

九鬼の象徴でもあるブリ漁をはじめアジやカンパチ、鯛の養殖など豊富で新鮮かつ高品質の水産食材を有している。また
冬によく水揚げされるマンボウなど市場にはあまり出回らない食材も現地では食べられている。その料理方法や味付け
は、素材の良さを生かしたシンプルなものが多いが、酢味噌はこの地区一帯の独特の味付け。現地で食べるからこそお
いしさのわかる食材である反面、あまり知られておらず魅力が十分に他地域の人々に知られていない。

［画像：松田華保子撮影］ ［画像：西田みづ恵撮影］ ［画像引用：伊勢志摩きらり千選”郷土料理ブリベッコウ寿司”
http://www.kirari1000.com/www.kirari1000.com.base_data.b
ase_data.phpQkirari_cd=00966.html}
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5‐1‐1‐4. 地域資源(産業)
九鬼町の「産業資源」において特に注目すべきものを以下に挙げた。

説明

４地区の中でもひときわ存在感を放
つ九鬼漁港。昔から九鬼地区を支
えてきた重要な基幹産業。漁を行う
にあたって役割や担当を分けてい
るが、後継者不足により兼務しなけ
れば回らなくなるかもしれない。

説明

はりまや旅館のご主人がこだわりを
持って行なっている鯛の養殖。稚魚
から育て上げ、旅館の宿泊者に料
理として提供している。

説明

九鬼の市場の目の前に位置する旅
館。

釣りに来る固定客や、水族館の職
員が魚を調達に来る際に使用して
いる。

漁業 鯛の養殖 はりまや旅館

【課題】

産業

65際以上が60%以上を占める九鬼地区でも他地区同様人材不足、後継者不足が課題となる。定住人口につなげられ

るような交流人口対策、また古くからの習慣にとらわれ過ぎた漁業組織の改革やよそから来た者を受け入れる体制を
整えていくことが本当の解決に向けた課題となる。

後継者不足、交流人口・定住人口へのメッセージの発信不足

［画像：深野真央撮影］ ［画像：松田華保子撮影］
[ 画 像 引 用 ： ナ ン ち ゃ ん が 駆 け る ！
h t t p : / / n a n c h a n 5 2 1 . e x b l o g . j p /
1 8 2 6 2 4 8 5 / ]
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5‐1‐1‐5. 地域資源(文化)
九鬼町の「文化資源」において特に注目すべきものを以下に挙げた。

説明

九鬼町の男性が、町の食資源を使
って料理を振る舞うのが男の料理コ
ンテストというイベントである。新た
な参加者を増やしたり、このイベント
で築いてきたものを新しい企画にど
のように活かすかがポイントとなる。

説明

九鬼町には、慶応義塾林を含め、
森林資源が存在する。区長はこの
森林を活かす方策についても模索
していきたいと考えている。現在、
明確な活用手段は見出せていない
。

説明

九鬼町では、幼稚園、小学校、中学
校がすべて廃校となっており、教育
機関が存在しない。中学校は現在、
集会所として使われている。住民の
中には、廃校を活用したいという想
いがある。

男の料理コンテスト 森林 教育関連

【課題】

住民が主体的に活動を行なう場としての男の料理コンテスト、町が有する森林、建物としては使うことができ
る廃校など、使い方次第では生まれ変わる可能性を秘めたものが多数存在している。今後、企画を練ってい
く過程で、これらの資源をいかに活用していけるかが課題となる。

すでにあるハードやイベントの活用が必要

文化

［画像：深野真央撮影］ ［画像：深野真央撮影］ ［画像：氏原翔平撮影］
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5‐1‐1‐6. まちづくり活動(一覧)

団体名 構成 活動名

九鬼浦共同組合
運営の中核を担うのは役員

（組合長、理事、監事、総代、組長）
共有財産としての漁場と山林を所有

やろらい九鬼
（町内会 活性委員会）

町内会のメンバー
かわら版発行

男の料理コンテスト開催

明朗会 明朗会会員

広報おわせの発行

各種の教室開催

趣味の作品展開催

学校行事支援

親睦旅行

■活動の現状

■課題分析

・メンバーの固定化

・外部刺激の頻度

九鬼地区における住民活動をまとめると以下のようになる。

まず地区内のみだけで考えた課題として、実施しているメンバーが固定化してしまっていることが挙げられる。
特にまちづくり活動であるやろらい九鬼は町内会会員全員をs指す言葉にも関わらず、実質的に機能している
のは一部であり内輪的であり、また地域の関係性の固定化のため新しい参加者が増えにくい。・

上記の活動の問題点を以下に挙げた。

また関係性が硬直している原因として、外部との関わりや刺激が少ないことも挙げられる。まちづくりを意識し
た活動にも関わらず閉塞感が出てきているため、地域外の人を参加者の対象として視野に入れることができ
るかが今後を大きく左右する決断になる。
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5‐1‐1‐7. まちづくり活動
(男の料理コンテスト)

様々な活動の中でも特に積極的な「男の料理コンテスト」を取り上げ、課題を抽出した。

■概要

・メンバーの固定化

実施回数も多く、参加者も１０人と比較的に持続性の高いイベントであるが、新しい参加者
が増えることは少なく基本的に同じメンバーで行っており傍から見ると内輪で行なっている
イベントというイメージがつきかけている。
・地域外の人に対して如何に情報発信をし、巻き込んていくか

参加者の中には、この活動がどうまちづくりに関係をしていくのかこの先の展望が見えな
いことに対して不安視をしている人もいる。この活動の本来の目的・ゴールを際確認・再定
義し、その定義によっては積極的に外部とのつながりを持ち活動内容を変化、もしくはプラ
スアルファーをつけていく必要がある。

■活動内容

九鬼で水揚げされた魚を使用し、町民による料理コンテストを開催する。

既に3回以上実施されており、毎回10名ほどの参加者が集まる。
水揚げされた魚を使い、個人が思い思いに自身の料理を作り振舞う。

町内会の中に組織された「やろらい九鬼」での取り組みの大きな活動の
軸のひとつ。

■課題

＊ 引 用 1 ： “ 男 の 料 理 コ ン テ ス ト ”  ひ ろ ち ゃ ん の 早 田 ブ ロ グ
h t t p : / / b l o g . l o c a l b l o g . j p / h i r o s h i / k i j i / 9 8 8 . h t m l
＊ 引 用 2 ： 南 靖 久 .  “ 九 鬼 地 区 で 「 男 の 料 理 コ ン テ ス ト 」 が 行 わ れ ま し た 。 ”  ナ ン ち ゃ ん が 駆 け る ！ .  
h t t p : / / n a n c h a n 5 2 1 . e x b l o g . j p / 1 7 6 4 0 6 7 7 /

［画像引用：引用2参照］

［画像引用：引用2参照］

［画像引用：引用1参照］
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5‐1‐1‐8. まちづくり活動(かわら版)
様々な活動の中でも特に積極的な「かわら版」を取り上げ、課題を抽出した。

■概要

・かわら版作成の次のステップへの仕掛け

かわら版もまずはひとりを中心に始めて見て、だんだん住民からの投稿コー
ナーなども入れていきたいというのが当初のアイディアであった。４回の発行を
通してまだまだひとりが中心となって発行しているかわら版だが、少しずつ関係
者を増やしかわら版が「わたしたちの」かわら版になっていくような仕掛けが必
要になってくる。情報を発信することで情報を受信するようになることから、情
報発信に積極的に多くの住民が関わっていく環境を整えることが必要になって
くる。

■活動内容

月に１回かわら版（地域通信）を発行し、地域への意識を高めまちづくり活動を一
緒に行なっていく仲間を増やす。

やろらい九鬼のメンバーが中心となってかわら版の記事を作成し、町内会の会
員へ配布する。掲載内容は、行事の告知や九鬼地区に住むおもしろい人が紹
介されている。発行は、負担にならないよう不定期としながらも月に１回発行し
ている。2012年11月から発行が始まり、2月まで毎月発行し４回の発行を終えて
いる。今後も継続的に発行が行われていく予定。

また、発行されたかわら版は「美しくに三重」の活動に登録され、美しくにのホー
ムページでも紹介されている。また慶應義塾大学の学生が発行のたびに
Facebookを通じてかわら版の告知を行なっている。

■課題

［画像：松田華保子撮影］

［画像引用：美し国おこし・三重HPより］

［画像引用：美し国おこし・三重HPより］
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5‐1‐1‐9. 住民の想い(1)
■ヒアリング調査結果(1)

住民の方々には、九鬼町を残していくために九鬼の未来を担う若者に来てほしいという希望がある。一方で、やろらい九鬼が運営して

いる活動については、夏合宿や第2回現地調査（12.22-23）における住民へのヒアリングから以下の調査結果を得た。

プラスイメージ マイナスイメージ

男の料理

コンテスト

参加したい。食べたい。おもしろい行事。頑張って
いる。魚料理が食べられる。すてき。いいと思う。
盛り上げようっていう活動。

よかったけれどメンバーが固定化。新しい人に来てほし
い、家のことが大変。声をかけられているが仕事がある
から参加できない。

かわら版

昔のことが書いてあるので興味深い。九鬼のた
めにいいこと。いい。地元のことを知れる。楽しみ
にしている。無かったことをやっている。若い人が
やっている。珍しい。知っている人が書いている。

内容の実行を確実にしていきたい。作るなら目に留る
ようにもっと工夫を（カラフルに）。ぱっと見るだけの事。

上記2つの活動への

参加

外に出るのが好き。たくさん人が集まっている所
に行きたい。料理を覚えたい。楽しい。楽しかった。
かわら版をもっと多くの人にみてもらいたい。

よくわからない、時間があれば、仕事がなければ、忙し
い、家を空けるのが難しい、畑に行かないといけない、
商売あるので約束までできない

興味はあるが、参加は難しい。

九鬼町の住民は、男の料理コンテスト、かわら版という二つの活動について、内容自体には興味を持ってい
る。しかし、これらの活動への参加については、入りずらさや時間的な制約を理由に難色を示している。
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5‐1‐1‐9. 住民の想い(2)
■ヒアリング調査結果(2)

第2回現地調査（12.22-23）における住民へのヒアリングから以下の調査結果を得た。
アンケート結果詳細（2012年12月22日実施、N=23、対象：ランダム）

1 1 3 5 7 4年代

20代 40代 50代 60代 70代 80代

10 13

0 5 10 15 20 25

人数 男性

女性

はい, 
20

いいえ, 
3

はい, 3

いいえ, 
20

Q1.男の料理コンテストを
知っているか。

Q2.男の料理コンテストに
参加しているか。

はい, 
18

いい

え, 5
はい, 4

いいえ, 
18

Q3. かわら版を
知っているか。

Q4.かわら版に
参加しているか。

知っているが、参加はしていない。

九鬼町で行なわれている二つのまちづくり活動について、その存在を知っている住民が大半を占めた。一方
で、これらの活動に参加していない人がほとんどだった。
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5‐1‐1‐9. 住民の想い(3)

■ヒアリング調査結果(3)

第2回現地調査（12.22-23）における住民へのヒアリングから以下の調査結果を得た。
アンケート結果詳細（2012年12月22日実施、N=23、対象：ランダム）

Q5.やろらい九鬼に参加しているか。
Q6.今後、「男の料理コンテスト」「かわ

ら版」の活動に参加したいか。

はい, 4

いいえ, 
19

はい, 9
いいえ, 
10

実践してみたい活動は、ある。

調査対象となった住民の中では、現在やろらい九鬼に参加している人が少なかった。一方で、今後「男の料理
コンテスト」や「かわら版」の活動および、新たな活動に参加したいという声があった。特に、これから実践してみ
たい活動としては、人が集まれる活動や料理に関する活動を希望する声が見られた。

51

◎これから実践したい活動

・料理教室に参加したい
・東京の九鬼の会をもっと活用
・泊まれる場所づくり
・お年寄りのラジオ体操
・九鬼の歴史
・人に集まってもらいたい
・林業
・歌やダンス（婦人会がなくなったのでできない）
・女性の料理教室
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5‐1‐2‐1. 現状から考える方向性

食資源や既存イベントを
どのように展開するか。

若者を呼びたい。 全く新しいアイデアを。

現状分析

［課題］ ［住民の要望］ ［学生への期待］

夏合宿〜１２月現地調査を通して、以下のような「課題」「住民の要望」「学生への期待」を抽出した。

九鬼町には豊富な食資源と、これを
活用した住民参加の活動（男の料理
コンテスト、かわら版）がある。一方
で、住民参加の活動におけるメンバー
の固定化、食資源の今後の展開方法
が課題と考えられる。

住民の要望の根底には、若者を呼
びたいという想いがあった。この想い
の実現に向けて、多くの住民を巻き込
める活動、および若者を呼ぶためのま
ちとしての土台を作っていきたい。

学生に求めるものとして、学生らしい
全く新しいアイデアの考案が挙げられ
た。九鬼町で現在行なわれている活
動に捉われず、新しい視点を持ち込
んで欲しいということだった。

今後の方向性

『若者を引き寄せるための「食」ツールを、住民主体で作る』

将来的に九鬼町に若者を呼び込むことを想定し、次年度は、今後若者を呼び込む様々な体制作りをする上でのツー
ルを作る。いわば九鬼町のまちづくりの土台を作るような活動を行なっていく。このツール作りの過程で、既存の活動
をベースとした新たなイベントを企画することで、これまで活動に参加していた住民に加えて、参加していなかった住民
も巻き込んで行く。
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5‐1‐2‐2. 九鬼への効果

「食」ツール＝「レシピ集」と設定し、その制作プロセスが九鬼町にもたらす効果を検討する。

ねらい

①住民が作る九鬼の料理を取材する。

②レシピを「かわら版」で発信する。

③「料理コンテスト」を開催する。

「食」ツールを作るにあたり、住民が作っている料理を取材し、その魅力やレ
シピを調査する。住民に、まちづくりが身近な活動だと感じてもらう。

取材で得た、住民が作った料理の魅力やレシピを、毎月発行している「かわ
ら版」に掲載する。同じ地域の人が作る料理に興味を持ってもらう。

「料理コンテスト」を実施し、どうすれば地元の食資源とおいしい関係を築け
るかを住民に考えてもらうきっかけを作る。

方向性：『若者を引き寄せるための「食」ツールを、住民主体で作る』

住民主体で「食」ツール（＝レシピ集）を作るプロセスは…

④「レシピ集」を作り、外部発信する。
かわら版で紹介した料理や、料理コンテストで生み出された九鬼の料理をレ
シピ集にまとめ、町外で配布または発売する。九鬼町の食に対する外部の
評価を知り、次につなげるヒントを見つける。

［画像：今西洋樹作成］
［画像：今西洋樹作成］ 53
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5‐1‐2‐3. 提案概要

■「レシピ集」によって期待される効果

■概要

■背景

九鬼町の住民が作る料理の魅力とレシピを本にする。

レシピ集は、九鬼町で作られる料理のレシピと、その料理にかける作者の想いを掲載したも
のである。 終的には町外の人に見てもらうことを想定して作り、九鬼町の食資源や、住民が
作る料理に興味を持ってもらうことを目的としている。

なぜ「レシピ集」か？

①「若者を呼ぶ」に繋がる 九鬼が誇る「良い食」に興味がある可能性が もあるのは、小学生くらいまで
の子どもがいるファミリー層ではないか。幼年期の子どもの教育上、「食育」が
重要視されている今、この層は「食」に気を遣う可能性が高く、この層へアプ
ローチすることは、「若者を呼ぶ」という想いに繋がる可能性を秘めている。

② 展開力の高さ 今後ターゲットを変える必要に迫られた場合でも、レシピ集というツールは
様々なターゲット、コンセプトに適応できる可能性が高く、活動展開をしやす
い。

①制作過程で必ず住民が関わる。

②活動の成果が形に残る。

③活動のフィードバックを得られる。

前ページに掲載したプロセスでレシピ集を制作することで、この活動には
必ず住民に関わってもらう必要が出てくる。

【料理作り⇒取材⇒かわら版への掲載⇒料理コンテスト開催】という一連
の活動が、「レシピ集」という目に見える成果として結実することで、町を
強くするツールが着実に形になっていることを住民に実感してもらう。

「レシピ集」を町外で配布または発売し、読者からの感想を収集すること
で、これまでの活動の外部の目線で振り返ることができるとともに、今後
の活動のためのヒントを得ることができる。

［画像：松田華保子撮影］

［画像：今西洋樹作成］
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5‐1‐2‐4. 今後の取り組み

今後の取り組みはハード面の整備、ソフト面の整備の２つの方向で進めていく。ただ、学生案の状態であるため、みなさんとどう進
めていくかを考えていきたい。

レシピ収集 レシピを取材させてくださる方を募集する。

［主体］住民、慶應大学の学生
［内容］今後、かわら版で紹介するレシピを集めるため、取材をさせてくださる方を募集する。

かわら版へのレシピ掲載 かわら版に掲載する内容を整理する。

［主体］やろらい九鬼、慶應大学の学生
［内容］かわら版にレシピを掲載する際に、どのような項目を掲載するか、どのようなレイアウトにするかを協議する。

多くの住民に関わってもらう仕組みを考案する。

［主体］やろらい九鬼、慶應大学の学生
［内容］男の料理コンテストとは違うイベントとして、多くの住民に関わってもらうための仕組みを考案する。

料理コンテストの企画

どんなレシピ集をどのように広めるのか。

［主体］住民、慶應大学の学生
［内容］かわら版や料理コンテストを通じて収集したレシピをどのようにまとめるのか、また、どこでどのように配布または発
売するのか、詳細を検討する。

レシピ集の制作・配布
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5.2012年度活動成果

5‐2. 早田の活動成果
5‐2‐1. 早田の現状分析
5‐2‐2. 早田への提案
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5‐2‐1‐1. 基本情報

【尾鷲市 早田町】

■地理的情報
早田地区は、熊野灘のリアス式海岸の入江にある漁業集落である。この入
江から北西につながる谷間に張り付くように石段を中心に集落を形成して
いる。国道311号線から市道によりつながれている。
中心には漁協とコミュニティセンター（現在改築中）、市場がある。

■人口

■産業

4地区の中で も人口が少ない。
総人口 …194人
高齢化率 …65.5％
後期高齢化率 …41.8% （2009現在）

かつては８軒の船宿があり、また大型回船を造った記録が残るなど、大型回船
が寄港する良港として栄えたことが窺える。天然の良港で海の幸に恵まれた港
であり、次第に人口も増え、住民は主として漁業に従事したとされていて、かつ
温暖で暮らしやすい居住環境であった。

（尾鷲市「地域別構想、九鬼・早田地区」より修正して引用
http://www.city.owase.lg.jp/cmsfiles/contents/0000003/3802/2‐7‐4‐5.pdf）

■歴史

漁業

早田地区は、リアス式海岸湾奥に位置し、大型定置網漁、イセエビ刺し
網、小型定置網漁など漁業を主幹産業として発展。現在、人口不足の
影響で早田伝統の漁法である早田大敷の存続が危ぶまれている。

地図地図

早田地区

［早田 地図 （Google mapより引用）］

データや写真データや写真

グラフ１：《早田町人口推移》

[{三重県における「超高齢化地域」の
維持・再生に向けた取組}資料より引用]

昔の早田大敷の様子
[ひまわりの会資料より引用]
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5‐2‐1‐2.地域資源(一覧)

【現状】
食食

文化文化

産業産業

早田の地域資源を「食資源」「産業資源」「文化資源」の３つに分類した。

【現状】

【現状】

早田地区の面積は約335haと小さく山間に位置しているため平地も少なく典型的な漁業集落を形成しており、地域資源

としてあげられるものには漁業関連のものが多い。特に早田大敷は早田地区住民が残したいものとして筆頭に挙げら
れる。食資源は外部への発信はブログを除きほとんどなく郷土料理として伝統的に作られている。主な建物としてあげ
られるものは上にあげられたものに加え、漁協、郵便局くらいしかなく、店などはない。

・鯵の姿寿司
・里芋の茎漬け
・さかなごはん
・刺身

・大敷汁
・焼き魚
・巻き寿司
・押し寿司

漁業
・早田大敷（大型定置網漁）
・イセエビ刺し網
・小型定置網漁
・漁師塾

・早田神社
・早田稲荷
・寺院（観音寺）
・コミュニティセンター
・早田市場

・旧早田小学校跡
・あなじゃ公園
・石段を中心とする街並み
・船上神楽

（画像引用：「こうちゃんの早田ブログ」）

（画像：岩井英里撮影） （画像：冷水佑輔撮影）

（画像：中川達史撮影）

（画像引用：「大徳建設HP」）

（画像：西田みづ恵撮影） （画像：上森裕美撮影）

（画像：冷水佑輔撮影）
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5‐2‐2.地域資源(食)
早田の「食資源」において特に注目すべきものを以下に挙げた。

食

［説明］

早田地区では結婚式やお正月など
吉日に食べられる郷土料理である。

ほどよい酸味と、さわやかなワサビ
の辛味、アジの旨味が特徴的であ
る。新鮮な鯵でないとこの料理は作
れず、外部に商品として販売するに
は難がある。
（画像「こうちゃんの早田ブログ」より引用）

［説明］

早田地区の婦人会「ひまわりの会」
の人々を中心に共同農地での栽培
から調理まで行われている。

保存がきき、チャーハンや海苔巻な
ど様々な料理に応用できるため、外
部の早田サポーターに特産品便と
して送られた。
（画像「ひろちゃんの早田ブログ」より引用）

［説明］

早田漁港ではブリを中心に豊富な
種類の魚介類が水揚げされるため
、様々な刺身を堪能することができ
る。

魚は氷を大量に使い沖〆を行って
おり他地域より新鮮な魚を味わうこ
とができる。

鯵の姿寿司 里芋の茎漬 刺身

【課題】

早田地区の漁業は他地域に比べ、鮮度を重要視するためコストがかかる。それもあ
り、住民は早田の魚に絶対の自信を持っており、早田の魚を残し続けたいと考えてい
る。しかし、ブランド化されていないために安く買い取られ、他地域と同じ扱いで売られ
ている。そのため漁業での収入が減り、漁業人口の低下の要因の一つとなっている。
ロゴをさらに活用して早田の美味しい魚をブランド化し、他地域と差別化する必要があ
る。

豊富な魚介類資源のブランド化

（写真は早田漁港で水揚げ
された魚のロゴ）

（画像：中川達史撮影）
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5‐2‐2.地域資源(産業)

早田の「産業資源」において特に注目すべきものを以下に挙げた。

［説明］

早田で伝統的に行われている大型
定置網漁法。通称大敷。早田地区
漁業の 大の特徴であり、住民が
残したいものの筆頭に挙げられて
いる。しかし近年漁師不足に悩まさ
れており他地域から漁師を集め実
施している。
（画像「ひろちゃんの早田ブログ」より引用）

［説明］

早田の超高齢化、人口減少をうけ
漁業就労者を増やすために行って
いる活動。

外部より年間２、３名の希望者を募
り、早田での長期漁業体験を行って
いる。若者の漁業就労に一定の成
果をあげている。
（画像「早田漁師塾HP」より引用）

［説明］

早田地区の婦人会「ひまわりの会」
の方々を中心に早田地区の住民全
員で運営されている農地。

様々な作物を栽培しており、獣害対
策も入念に行っている。

（画像「ひろちゃんの早田ブログより引用）

早田大敷 早田漁師塾 共同農地

【課題】

早田地区は過疎高齢化が深刻化している超限界集落である。それは早田の産業に深刻な影響を与えている。

漁業では漁業就労者減少による早田大敷存続の危機、農業では空き農地の増加、獣害対策の整備不足などで
ある。それぞれ対策を行っているもののそれを上回るスピードで急速に過疎高齢化が進んでいるためこの課題
については迅速に対応しなければならない。

漁業就労者を中心とする人材不足

産業
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5‐2‐1‐3.地域資源(文化)
早田の「文化資源」において特に注目すべきものを以下に挙げた。

［説明］

旧公民館であるコミュニティセンター
は講演会や写真会など様々なイベ
ントが開催されてきた町の中心施設
である。現在建て替えが行われて
おり新しいコミュニティセンターの活
用に住民の期待が集まっている。
（画像：旧コミュニティセンター
「三鬼和昭の“日々是好日”」より引用）

［説明］

山間に位置する町の上に建てられ
ている早田唯一の寺院である。様
々な儀式が行われている他、掃除
をする人、お墓参りに来る人などで
住民のコミュニケーションが行われ
る場所の一つである。
（画像「大徳建設HP」より引用）

［説明］

早田の魚市場であり、漁業シーズ
ンには多くの魚が水揚げされ活気
づき賑わう場所である。シーズンオ
フも朝は小漁師の釣った魚があが
る。漁協と並んで早田の産業、漁
業の中心地である。
（画像「こうちゃんの早田ブログ」より引用）

コミュニティセンター 早田観音寺 早田市場

【課題】

商店や教育施設、医療施設などがない早田地区にとってコミュニティセンターの存在は大きい。新しいコミュニ
ティセンターは人材育成、コミュニケーションの場、様々な施設の代用など今後出てくるであろう多くの課題の対
策ができる場にしなくてはならない。住民の期待が寄せられる新コミュニティセンターの活用が様々な課題解決
の基盤となることが予想される。

新コミュニティセンターの活用

文化

61

5‐2‐1. 早田の現状分析



©三重県尾鷲市元気プロジェクト

5‐2‐1‐4.まちづくり活動(一覧)
■活動の現状

■課題分析

・主体的な人材の不足

早田地区における組織、活動のまとめを以下に記載した。

組織の過疎化・高齢化により各部会のメンバーは重複している人が多く一人一人の負担が大きくなっている。
また、主体的に地域おこしに関わる人材が少なく活動が制限されてしまう。活動参加を増やすための地区内
部へのアプローチが必要とされる。解決には新しいコミュニティセンターの活用などにより、地区住民同士のコ
ミュニケーションを増やし主体的な人材を増やすための環境を整える必要がある。

上記の活動の問題点として以下の点を挙げた。

早田地区
組織図

ビジョン早田
実行委員会

漁業部会
ホームペー

ジ部会
地域づくり

部会

福祉委員会

やしろの会

ひまわりの会

早田地区20
歳以上の女

性の会全町民参加

地域活性化のため
のコミュニティ

漁業就労者
対策

早田の
情報発信

ビジョン早田実行委員会 早田サポーターの管理、行政との連携

漁業者部会
漁業の後継者対策、耕作放棄地の再生、魚市場の活用、
早田漁師塾の開催、地区伝統行事の継承

ホームページ部会
早田地区の情報発信、ブログ更新、
facebookページ管理

地域づくり部会
（ひまわりの会）

コミュニティーセンターの活用、地区環境整備、
他農村地区との交流、地元産魚食の推進
里芋の茎漬づくり、がんがぜの染め物、
郷土料理販売（道の駅）、味噌販売（地区内）

概要
2009年～2011年に行われた早田地区活性化計画を基に2010年に組織改革が
おこなわれる。

旧組織の中心組織であった共同組合や公民館、早田大敷、消防団をまとめ「ビ
ジョン早田実行委員会」を設立。地域おこしの事務局的性格を持つ。

ひまわりの会：婦人会的性格をもつ。現在まちづくりに積極的に取り組んでいる
地域づくり部会はひまわりの会のメンバーが多い。
各部会の主な活動
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5‐2‐1‐5.まちづくり活動(早田漁師塾)
様々な活動の中でも特に積極的な「早田漁師塾」を取り上げ、課題を抽出した。

■概要

・地域おこしに関わる人達の高齢化・・・

■活動内容

過疎高齢化による漁業就労者減少に歯止めをかけるため、2012年
より毎年２～３名の外部からの漁業就労希望者を受け入れ、研修、
長期雇用を通して漁業就労者を増やす活動である。

主に４週間の漁業研修で成り立っている。早田の様々な漁業につい
て学ぶことができる。その後は三重県内の漁業就業相談を行って漁
業就労を行うことができる。

漁業体験、研修ということが目的であるが、もうひとつ早田の若者を
増やすということも背景に実施している。2012年度は３名の早田漁師

塾の受け入れを行い、現在その３名ともが早田住民となり、若者を増
やすことに成功している。

■課題

漁業就労者としての若者の増加に
は成功しているが、地区の規模で考
えた場合、地域おこしに主体的に関
わる若者を増やさなければならな
い。今後は漁師塾により流入してく
る若者をいかに地域おこしの場に入
れることができるかか課題である。

（写真「早田漁師塾HP」より引用）

63

5‐2‐1. 早田の現状分析



©三重県尾鷲市元気プロジェクト

5‐2‐1‐6.まちづくり活動
(早田サポーター)

様々な活動の中でも特に積極的な「早田サポーター」を取り上げ、課題を抽出した。

■概要

■活動内容

この活動は「ふるさとファンド」という事業で、早田地区外にいる早田
の活動を応援している方々に資金を出資してもらい、そのお礼として
早田の特産品などをお返しする制度である。

「都会から地区へ、人とお金を循環させる」「地区内で、人とお金を循
環させる」仕組みを作るために2011年より行われている活動で、50
口の募集を大きく超えるほど成果を上げている。お礼として送られる
特産品の中には干物や魚の他、地域おこし部会が中心に作っている
茎漬けやがんがぜの染め物なども送られている。この告知方法は
「こうちゃんの早田ブログ」や「ひろちゃんの早田ブログ」などホーム
ページ部会が中心にブログで告知している。

■課題

[写真：早田サポーター募集のチラシ
（上：表面、下：裏面）
「こうちゃんの早田ブログ」より引用]

今後の展望

早田サポーターの制度は試験的な実施として行われていたが順調に運営され
ており一定の成果もあげられている。今後本格的な運営をしていくにあたり集
めた資金の運用と出資者の拡大に期待がかかる。出資者を増やすために制度
の安定化と告知方法の確立が必要となってくるであろう。
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5‐2‐2‐1. 現状から考える方向性

活動に関わる
住民が少ない

コミュニティ
センターの活用方法

学生主導での活動

現状分析

［課題］ ［住民の要望］ ［学生への期待］

夏合宿〜１２月現地調査を通して、以下のような「課題」「住民の要望」「学生への期待」を抽出した。

各部会に関わっている人は住民の
一部にとどまっている。今後、町全体
で早田町を盛り上げる活動を行うにあ
たり、いかに住民を巻き込み、一緒に
活動していくかが課題となっている。

再来年に完成する新しいコミュニティ
センターをどのような場所にするか考
えていきたいという住民の想いを感じ
た。町にとってコミュニティセンターが
どうあるべきかを私たち学生が住民と
一緒に考えていきたい。

住民の意見として、一緒に議論する
だけでなく、学生が中心となって活動
を行って欲しいという点が挙げられ
た。学生と住民が一緒に活動を盛り上
げることで多くの人を巻き込んでいき
たい。

今後の方向性

『学生と住民が一緒にコミュニティセンターを創り上げながら人を巻き込んでいく』

早田町にとってコミュニティセンターがどうあるべきかを考え、実現に向け積極的に活動してく。そのプロセスを多くの
人に見せるとともに、学生の力を活かし今まで町の活動に関わっていなかった住民をも関係者として巻き込んでいくこ
とで早田町が一体となって新たなコミュニティセンターを創り上げていく。 終的に完成したコミュニティセンターの利用
者を増やし、住民間のつながりを強固にすることで他の活動への主体的な参加を促すことがねらいである。
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5‐2‐2‐2. 早田への効果

ねらい

①日常的に人が集まる空間設計

②住民間のコミュニケーションの場

③つながりの構築＆活動への参加

誰もが気軽に来ることができる空間作りをすることで固定メンバーだけでな
く、多くの人に利用してもらうことを目指す。

集まった住民で何かを一緒に作っていくことで自然なコミュニケーションを生
み出すことを目指す。

コミュニケーションから住民同士の「つながり」を作り出す。また活動への自
分なりの参加の形を考えることでまちづくり活動への参加を促すことを目指
す。

方向性：『学生と住民が一緒にコミュニティセンターを創り上げながら人を巻き込んでいく』

「人を巻き込んでいく」には…

（画像：旧コミュニティセンター
「三鬼和昭の“日々是好日”」より引用）

（画像：加藤史紘撮影）
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5‐2‐2‐3. 提案概要

■期待される効果

■概要

■背景

誰でも気軽に利用でき、料理を通じて交流を生む「シェアキッチン」

シェアキッチンとは誰でも利用することができるキッチンスペースである。食材を持ち込み、
集まった人々自らがで料理を作り、楽しむ。ポイントは①住民全員の共有物としてのスペース
であり、非常に気軽に使うことができること②お互いに食をふるまうことでコミュニケーションの
場として機能すること、の２点が挙げられる。

［シェアキッチンのイメージ］［画像引用（キッチン）］http://daidoco.net/skp/283/なぜ「シェアキッチン」か？

①「食」の強みを活かす
早田町の強みは魚を中心とした「食」。住民は非常に自信を
持っており、学生も魅力的な資源だと感じた。

② 自由に利用できる
共有物にすることで利用への敷居が低くなり、誰もが使える空
間となる。カフェなどのように「提供」するのではなく、参加者で
「創り上げる」ことが大事である。

①日常的に人が集まる空間設計

②住民間のコミュニケーションの場

③つながりの構築＆活動への参加

「シェア」空間にすることで誰でも気軽に利用することができる。多くの住
民の利用が起こり、人の集まる場として機能する。

食事をみんなで作り、一緒に食べることでコミュニケーションのきっかけを
生む。日常生活に欠かせない「食」だからこそ誰もが交流でき、「食」とい
う媒体を介した方がコミュニケーションが生まれやすくなる。

「食」を通したコミュニケーションの中で住民間のつながりを深め、まちづく
り活動への自分なりの関わり方を考えていく。

旧コミュニティセンター
（画像引用：「三鬼和昭の“日々是好日”」）
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5‐2‐2‐4. 先行事例

■セルフキッチン

場所：東京都中野区東中野4‐9‐1
時間：月〜木・日 11:00〜翌01:00/金〜土 11:00〜翌05:00
URL： http://www.self‐k.com

コンセプトコンセプト
みんなの集う「多目的空間」を目指したキッチン。普段は使用する
ことのできない大型のキッチン（プロ仕様）を利用して大人数で料
理を作った後、それぞれが作った料理を食事スペースを使って食
べる。料理をするために集まるだけでなく、催事や展示会、発表
会、イベント、合コン婚活パーティー、結婚式の二次会、また、飲
食店を出したい人々の練習の場、として利用することが可能。

キッチン利用料キッチン利用料
カフェタイム：タイムチャージ料は無し。利用した食品の料

金のみ。
セルフ利用：基本タイムチャージ ３０分２５０円（学生２

００円） 大４時間２０００円（学生１６００円）

その他、食材は店内で購入し、その場で調理に使うことが可能。
酒類販売も行っており、何時間居座ってもよい。

ブログを活用したアピールブログを活用したアピール

店長自らブログを開設し、日々の様子を写真付きでアピール。さら
に、店の様子だけでなく、新たな店の使い方を提案することもして
いる。（ブログとは、インターネット上で日記を書いているウェブサ
イトのこと）
URL: http://ameblo.jp/oyaji‐seihin/

【ブログの様子】 【店内にある夢ノート】 ブログより引用

コミュニティカフェとしての活用コミュニティカフェとしての活用

店内には、「夢ノート」というノートが置かれており、利用客によって
たくさんのコメントが残されていく。残されたコメントに対するコメン
トも書かれており、利用者内でのコミュニケーションの一つになっ
ている。

【店内の様子】
食べログより引用（公式）
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5‐2‐2‐5. 今後の取り組み

今後の取り組みはハード面の整備、ソフト面の整備の２つの方向で進めていく。ただ、学生案の状態であるため、みなさんとどう進
めていくかを考えていきたい。

ハード面

シェアキッチンの設計企画＆利用ルールの考案

［主体］各部会コアメンバー、慶應大学の学生
［内容］コミュニティセンターをどう設計するか、具体的な構想を考える。また、利用を促進するを図るとともに快適に利用す
るにはどのようなルールを設定すれば良いかを考えていく。コアメンバーと学生を中心に定例会議を開催していく予定。

ソフト面

利用者を集めるための施策

［主体］各部会コアメンバー、慶應大学の学生、有志の住民
［内容］コミュニティセンター完成後の利用者を増やしていくために、人が「利用したい」と思える動機付けが必要。そのため
の具体的な企画を立案・実行していく。

［具体案］

①料理レシピ・フォーマット作成

シェアキッチンの利用を促進するため、自慢の料理をレシピ化し保存しておく。そのフォー
マットを住民と考え、完成後に向けてシェアキッチンに置いておくレシピも書き溜めておく。

②コミュニティセンターの名前 コミュニティセンターの名前を公募、または一緒に考えていくことで愛着を持ってもらう。

③小学生の想いを残す
コミュニティセンターの壁などに名前や落書きなど何らかの形で想いを書き記すことで、コ
ミュニティセンターに対する愛着心を生み出し、将来懐かしめるような訪れやすい場所にす
る。近隣小学校の協力のもと行う。
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5.2012年度活動成果

5‐3. 三木浦の活動成果
5‐3‐1.三木浦の現状分析
5‐3‐2. 三木浦への提案
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5‐3‐1‐1. 基本情報

【尾鷲市 三木浦町】

■地理的情報
尾鷲市の北東部、賀田湾の東部に位置し、地形は東西に伸びている。今

回の対象となった４地区の中では比較的大きい面積を有す。尾鷲市内まで
は車で◯◯分で、JRの路線は通っておらず三木浦駅か九鬼駅まで行く必要
がある。

■人口

■産業

４地区の中で も低い高齢化率。
総人口 … ６５５人
世帯数 … ３２４世帯
65歳以上人口 … ３１５人
高齢化率 … ４８．１％ （H23.10.1現在）

［三木浦 地図 （Google mapより引用）］

グラフ１：《各地区の高齢化率（比較）》
（『平成23年度版尾鷲市統計書』より引用）

三木浦は海上交通や漁業の上で重要な港であるとともに、軍事の
上でも重要な拠点であったため、戦国時代には４度も戦場となっ
た。。現在では、当時の戦場であった三木城跡が市指定史跡、三木
城跡の五輪塔が市指定文化財（建造物）となっている。 0

50
100
150
200 グラフ２：15歳以上漁業就業者数（地区別）

（『平成23年度版尾鷲市統計書』より作成）

■歴史

主要な産業は漁業である。内湾は熊野灘の荒波から隔離されており
冬でも水温が温暖なため養殖に適しており、より天然に近い環境での真
鯛の養殖が盛んである。冬季には伊勢海老漁も行われている。15歳以

上漁業従事者は他地区に比べ圧倒的に多く、漁師町としての色合いが
濃い。（グラフ２）また、林業も行われており、森林組合が存在している。
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5‐3‐1‐2.地域資源(一覧)

【現状】

食食

文化文化

産業産業

三木浦の地域資源を「食資源」「産業資源」「文化資源」の３つに分類した。

【現状】

【現状】

三木浦町は海という 大の資源を活かし、真鯛養殖や伊勢海老漁をはじめとする漁業、ダイビングや釣りによる観光産
業が盛んである。中京方面からダイビングに来る人（外部の人）が多いという特徴は大きな強みである。また、尾鷲市の
花であるヤブツバキを原料とする椿油の生産にも取り組んでいる。その他にも町一体となって行うお祭りや廃村などの珍
しい資源も多く存在する。

・漁業（真鯛の養殖・伊勢海老漁等）
・ダイビングサービス
・釣り人向けに船を貸し出し
・椿油の生産
・林業（ウォーキングコースの整備）

・椿油を使った料理（鯛のカルパッチョ等）
・虎の尾
・カレー焼きそば
・鯛の唐揚げ

・元盛松（廃村）
・三木崎灯台
・尾鷲市指定文化財
−三木城跡
−五輪塔
−木名峠 狼煙場跡

・養殖真鯛
・鯛料理
・活け鯛
・めでたい焼き
・鯛めしのパリパリ揚げ

・民宿（３軒）
−城
−ななうら
−紀州

・商店（３軒）
−みき源商店
−まるいそ商店
−浜中博商店

・マリンパーク
・三木神社祭り
−夏祭り（6月）・秋大祭神事（9月）・

稲荷大明神神事（9月）
・教育施設（幼稚園・小学校・中学校）
・海金剛

特徴

［画像：西中彰平撮影］

［画像：重富なぎさ撮影］

［画像：重富なぎさ撮影］

［画像：河野佑佳撮影］

［画像：河野佑佳撮影］

［画像：髙橋礼撮影］

［画像：重富なぎさ撮影］ ［画像：三澤晶平撮影］
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5‐3‐1‐3.地域資源(食)
三木浦の「食資源」において特に注目すべきものを以下に挙げた。

食

［説明］

三和水産株式会社が展開する「め
でたい屋」の商品。2012年東紀州グ

ルメ大会にて優勝し、日本テレビ朝
の情報番組「ZIP!」にても紹介される

。東紀州ポータルサイト「くまどこ」モ
ールと連携し、インターネット販売を
行っている。

［説明］

リアス式海岸のため、おだやかで
水深もあり、冬でも水温が温暖なた
め養殖に適している。より天然に近
い状態で真鯛を養殖でき、活きの良
さはもちろん、身の引き締まり、鯛
の持つ甘みも抜群である。

［説明］

三木浦町ではヤブツバキを独自
に栽培し、研究開発してきた。その
実から椿油を採取することが可能で
あり、商品として展開している。食で
は真鯛のカルパッチョなどの料理が
試作され、椿油の利用が進んでい
る。

鯛めしのパリパリ揚げ 養殖真鯛

【課題】

真鯛の養殖を中心にメディアにも注目される商品等、資源の魅力は十分にある。特に椿油を使った料理は全国的に見
ても珍しいもので、三木浦の強みであり、独自性が高いと言える。資源はあるにもかかわらず、町としての情報発信がま
だできておらず、潜在的な可能性を秘めたままである。資源の良さを再確認し、主体的に発信していくことが今後の課題
と考えられる。

魅力的な資源をいかに発信していくか

椿油

［画像引用：http://www1.ocn.ne.jp/~medetai/］ ［画像引用：http://www1.ocn.ne.jp/~medetai/］ ［画像引用：尾鷲市三木浦パンフレット］
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5‐3‐1‐4. 地域資源(産業)
三木浦の「産業資源」において特に注目すべきものを以下に挙げた。

［説明］

リアス式海岸のため、海の水深が
深くおだやかであり、冬でも水温が
温暖である特性を活かし、真鯛の
養殖を行う。近畿大学水産研究所
と連携し、養殖に着手。かつては東
京の築地に売り込みをしており、養
殖真鯛の拠点となった。三木浦の
主要産業である。

［説明］

ダイバー向けにダイビングサービ
ス事業を行う。レンタルサービスや
伊勢エビ祭りを実施し、初心者から
上級者までに対応。地元の漁師が
船でポイントまで案内する等、漁師
中心に関わっている。中京地方から
訪れるダイバーが多い。

［説明］

ツバキの実100%の天然素材。電

子レンジで温め、出てきた油を手の
甲やひざ、ひじ、かかとにもみ込ん
で使う。また、入浴剤代わりにお風
呂に入れたり、観葉植物の肥料に
もなる。しかし生産量に限りがある
のが課題。

ダイビングサービス 三木崎つばきの実

【課題】

三木浦には外部の人（ダイバー）が多く訪れるという強みがある。経済効果はもちろんのこと、住民にとっても良
い効果をもたらしている。しかし、日帰り客が多いことや住民とダイバーの交流が少ないなどの課題もある。ダイ
バーを増加させるために、宿泊施設の増加や様々な「もてなし」の検討など、ダイビングスポットとしてだけでな
く、町としての魅力も伝えていく必要がある。

「ダイバー」のさらなる呼び込みを

産業

漁業（真鯛養殖）

［画像引用：尾鷲市三木浦パンフレット］

［画像：重富なぎさ撮影］

［画像：松田華保子撮影］
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5‐3‐1‐5.地域資源(文化)
三木浦の「文化資源」において特に注目すべきものを以下に挙げた。

［説明］

人口ビーチ。きれいな砂浜が広が
り、海もおだやかであることから非
常に落ち着くスポットである。夏には
海水浴客も多く訪れ、にぎわいをみ
せている。

［説明］

三木浦地区には幼稚園１校、小学
校２校、中学校１校がある。PTA組

織も充実している。４地区の中で高
齢化率が も低いからこそ教育施
設は充実している。

［説明］

三木崎灯台の西側に盛松という
集落跡がある。慶長６年（1601）に
の検知によれば、27戸あったという

記録が残されている。絶好の漁場（
権利）を持っていたといわれるが、
船着き場もなく、電気もつかないこ
とから昭和2~3年ごろ三木浦町内部
へ居住することとなった。

マリンパーク 教育施設 元盛松（集落跡）

【課題】

現在は比較的若い世代も多いため、小学校や中学校は利用されている。しかし、高齢化が進むにつれ今後
利用者が減っていき、廃校にせざるを得ない状況も十分に考えられる。いかに若い世代を呼び込み、定住を
促していくかが町全体の大きな課題とも言える。

10年後も必要とされる教育施設へ

文化

［画像引用：尾鷲市三木浦パンフレット］

［画像：重富なぎさ撮影］［画像：重富なぎさ撮影］

75

5‐3‐1. 三木浦の現状分析



©三重県尾鷲市元気プロジェクト

5‐3‐1‐6.まちづくり活動(一覧)

団体名 構成 活動名 内容

町
内
会
関
連

町内会 地区長５人、幹事２人が中心

防災マップ作り 防災時の避難マップを作成。県の表彰を受ける。婦人会と協力。

椿油商品開発 椿油の商品開発を行う。現在、夢古道で販売中。

ウォーキングコース開発
三木崎遊歩道のウォーキングコースの考案＆マップ作成。2day walkの
企画。

婦人会
75歳までの女性約70名が所
属。18人が中心メンバー。

イーエム菌の販促 水をきれいにし、かつ栄養のあるイーエム菌を1本100円で販売。

祭りでの食事提供 魚ご飯などをお祭りにて提供。

ペットボトルのふた集め ペットボトルのふたを集めて、ワクチンと交換。

椿油商品の販売 椿油の商品を売り出す。

日赤募金活動 日本赤十字社への募金活動。

三友会
65歳以上で構成される老人
会 かん水組合との連携 養殖を行う。

産
業
関
連

森林組合
林業関係者？（追加調査必
要）

山の整備・保存 山の手入れを定期的に行う。

桜の植樹 トンネル工事で出た残土に桜を100本植樹。

ウォーキングコースの整備 三木崎遊歩道のウォーキングコースの整備。

太陽光発電の計画 太陽光発電導入に向けた計画立て。

漁協組合
小型船組合、かん水組合、
ダイビングクラブが所属。 ダイバーに向けた取り組み （追加調査が必要）

消防団 30~40代16人で構成。 防災訓練 年1回、町全体で防災訓練を実施。

■活動の現状

連携

■課題分析

・情報発信の不足

・外部向けの活動の不足

三木浦地区における住民活動をまとめると以下のようになる。

町内会と婦人会中心に椿油の商品開発を行っている。しかし、現在夢古道のみでの販売にとどまり、未だ認
知度は低い。外部向けの情報発信を図ることで椿油の認知度向上を目指し、販売の促進につなげる。

上記の活動の問題点として特に以下の２点を挙げた。

地域内では積極的に活動が行われているが、人を呼び込むための外部向けのアプローチが不足している。
三木浦の強みであるダイバーという外部人材をさらに呼び込む施策を打ち出し、集客を図る。
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5‐3‐1‐7.まちづくり活動
(椿油商品開発)

様々な活動の中でも特に積極的な「椿油の商品開発」を取り上げ、課題を抽出した。
■概要

■活動内容

町内会と婦人会のメンバー４人からなる「おわせつばきの会」が主体となり8年前よ

り椿油の栽培、商品開発を行う。現在は三木浦の特産品として夢古道での販売や
椿油を使った料理教室を開催している。

①夢古道での販売

■課題

［画像：重富なぎさ撮影］

［画像引用：尾鷲市三木浦パンフレット］

［画像引用：尾鷲市三木浦パンフレット］

椿油の販売を夢古道で行う。2013年2月17日より100ml
1200円で販売を開始している。

②「三木崎つばきの実」
椿油の糟を袋詰めし、60g380円で販売。これは椿油を扱
う地域の中でも三木浦だけの取り組みである。

③料理教室の開催
椿油を使った料理教室を開催。真鯛のカルパッチョやフ
ライなどを作っている。椿油の良さを理解してもらう事が
目的であり、他地区からの参加者が多い。

◎情報発信の必要性

◎椿油の量を増やす

販売が開始されたばかりのため、椿油の魅力をさらに発信していく必要がある。夢古道
での販売だけでなく、ダイバーに利用してもらう事やSNSなどの対外的な発信など椿油
の魅力をより多くの人に理解してもらう取り組みが重要となってくる。

現時点では搾取できる量に限りがあり、料理などへの活用を進めるには少量である。
そこで椿油に関わる人々を増やし、生産能力を高めていくことが求められる。
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5‐3‐1‐8.まちづくり活動
(ダイバーの誘致)

様々な活動の中でも特に積極的な「ダイバーに向けた活動」を取り上げ、課題を抽出した。

写真写真

■概要

■活動内容

現在、ダイバーの案内や漁船・宿の手配などは町内唯一のダイビ
ングショップである「三木浦ダイビングサービス」が行っている。

・「三木浦ダイビングサービス」がダイビング用具のレンタル・漁船・宿
泊に関するダイバーへの総合的な案内を行っている。

また、ブログ「今日の海」[http://mikiura.exblog.jp/]で、毎日三木浦の
海の様子を発信。

・食事としては民宿「紀州」が提供する「鯛飯弁当」や、民宿「城」が提
供する手打ちそばがある。[参照：
http://www14.ocn.ne.jp/~mikiura/lunch/lunch.html]

■課題

・ダイバーと漁師の仲介は「三木浦ダイビングサービス」が行うので、ダイバーと一般町
民との交流の場が少ない。

・ダイバーの数は「鯛祭り」「伊勢海老祭り」が開催される時期こそ増えるものの、全体と
しては減少傾向にある。
・料理の相場は700円程度であり、予算の範囲内で椿油を使った料理を提供することは
困難である。

・ダイバーの目的はより良いスポットに潜ることであるため、食事等の需要が無い場合
もある。

[画像引用: 
http://www14.ocn.ne.jp/~mikiura/enjoy/sotoumi.html]

[画像引用:http://mikiura.exblog.jp/19266704/]
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5‐3‐1‐9.住民の想い

■ヒアリング調査

夏合宿や第2回現地調査（12.22‐23）における住民へのヒアリングから以下の調査結果を得た。

【学生への期待】

・三木浦に興味を持ってもらう活動
・学生中心に情報発信
・ホームページ作り
・空家体験をし、活用方法を考える
・人を巻き込む世話役のような存在
・外部との窓口になって欲しい（ダイバー関連）

【住民の想い】

・若い人々に来て欲しい
・三木浦の魚を食べて欲しい
・伝統ある漁業のまちを継承したい

［夏合宿］

［第2回現地調査］

・情報発信したい
・定住して欲しい

・三木浦の資源を発信したい
・外部から多くの人に来て欲しい
・地域内の組織の連携が必要
・まちづくり活動に多くの人が関わって欲しい

■住民の想い

住民のまちに対する想いと学生に期待することを踏まえて、本プロジェクトにおける達成すべき住民の想いを汲み取った。

外部から人を呼び込むための情報発信をして欲しい

三木浦には多くの資源や様々な活動が起こっているが、それらの情報をあまり発信していない。また、外部から若い人々を呼
び込み 終的には定住して欲しいという想いも持っている。このような現状を踏まえ、住民と学生が一緒になって人を呼び込む
ための情報発信方法を考えることで今後の三木浦において大きな可能性を見いだせると考える。
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5‐3‐2‐1. 現状から考える方向性

情報発信の不足
外部から多くの人に来

て欲しい
外部との窓口

現状分析

［課題］ ［住民の要望］ ［学生への期待］

夏合宿〜１２月現地調査を通して、以下のような「課題」「住民の要望」「学生への期待」を抽出した。

椿油、養殖真鯛、ダイビングサービ
スなど魅力的な地域資源は多く存在
する。しかし、これらの魅力を外部に
発信できていないのが現状である。資
源の再認識と情報発信をすることで三
木浦の魅力を高めたい。

住民は外部から多くの人が来て欲し
いという要望を強く持っている。また、
三木浦の強みとしてダイバーがすでに
多く訪れていることが挙げられる。こ
の強みを伸ばすことで想いを実現した
い。

学生の役割として外部の人に三木
浦の魅力を伝える「窓口」的な存在に
なって欲しいという期待があった。特
にダイバーの人達と住民をつなぐ役割
を学生が担っていきたいと思ってい
る。

今後の方向性

『学生、住民、ダイバーが一緒に三木浦の資源を発信し、外部から人を呼び込む』

外部から多くの人に来て欲しいという想いを実現するために、三木浦の魅力的な地域資源を外部に発信していくことが
求められている。もちろん、学生、住民が資源を再認識し発信していくことも重要であるが、三木浦の強みとして外部の
人材（ダイバー）が多くいることが挙げられ、彼らも巻き込むことでより効果的な発信へとつながると考えた。学生がダイ
バーと住民をつなぎ、それぞれが発信していくことで外部から人を呼び込んでいきたい。
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5‐3‐2‐2. 三木浦への効果

ねらい

方向性：『学生、住民、ダイバーが一緒に三木浦の資源を発信し、外部から人を呼び込む』

「外部から人を呼び込む」には以下の流れを作る必要がある。

ダイバーへの発信 外部への発信 三木浦へ訪れる魅力発見

椿油や養殖真鯛など地
域資源の良さを再認識
し、その素晴らしさを住
民が自分の言葉で表現
できるようにする。

すでに三木浦を「選ん
で」いるダイバーに魅力
を発信。住民がダイ
バーに三木浦ならでは
の「もてなし」をして良さ
を伝える。

資源の良さを
言葉にする

ダイバーに三木浦らしい
「もてなし」をする

「三木浦ダイバー」
⇒「ダイバー」に発信

三木浦の良さを実感し
たダイバー達が他のダ
イバーに三木浦の良さ
を発信してもらう。若い
世代が多いダイバーの
発信力に期待。

「三木浦ダイバー」
の増加

ダイビングスポットを中
心に三木浦全体の魅力
に惹かれたダイバー達
が三木浦に訪れるよう
になる。

［画像：重富なぎさ撮影］
［画像引用：尾鷲市三木浦パンフレット］ ［画像：重富なぎさ撮影］ ［画像：重富なぎさ撮影］
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5‐3‐2‐3. 提案概要

「椿油」と「食」をダイバーへの「お土産」に！

地域資源の情報発信という課題とダイバー客を増やしたいという住民の要望を実現するために、三木浦の強みである「椿油」と
「養殖真鯛」を活かしてダイバー客に三木浦らしさを伝えていく。ダイバー客はFacebookなどを使った情報発信を頻繁にして
おり、彼らの発信力で他のダイバー客に三木浦を訪れてもらう。このように三木浦の課題と住民の要望を同時に実現していくね
らいがある。

ゴール

■提案概要

■２つのアプローチ

ダイバー客の増加 … ・既存のダイバーにまた来てもらう。
・特に若いダイバーを獲得したい。⇒（長期のリピーターになりうる存在）

ダイバーの
ニーズ

「お土産」が欲しい … ダイバーにはせっかく訪れたからには何かを買って帰りたいという想いが
ある。しかし、商店が近くにないので買いに行くことはないという現状。特
に「髪の毛、お肌のケアができるもの」や「食べ物」があると嬉しい。

アプローチ
（提案内容）

「三木崎つばきの実」の提供・販売

美容に良いとされる「三木崎つばきの実」をダイビング
サービスにて提供・販売していく。

三木浦みやげ「真鯛みそ」

保存が利くこと、三木浦らしい「食」であることを踏まえた
お土産として「真鯛みそ」をダイビングサービスにて販
売。

82

5‐3‐2. 三木浦への提案



©三重県尾鷲市元気プロジェクト

5‐3‐2‐4. 提案(1) 三木崎つばきの実

■提案内容

ダイバーに「三木崎つばきの実」を提供・販売
ダイビングが第一目的の彼らは、別の場所にわざわざ観光しに行くということはあまりしな
いと分かった。そこで、ダイビングのついでに使ってみてもらえるものを提供し、それをお土産
として購入していただくことを考えた。また三木浦のダイバーには女性が多いので、美容関係
の品は受け入れられると判断した。

■背景

① 「三木崎つばきの実」の効能

② 椿油の情報発信

■期待される効果

椿油にはオレイン酸という脂肪酸が多く含まれており、人間の
肌や髪にとてもなじみやすい。効果として、シミ予防・肌荒れ・
乾燥肌・大人ニキビ治療・フケ対策・美肌・日焼け予防が有
名。
三木浦で椿油が生産されていることの認知度は低い。インター
ネット等での告知より、外部から来ているダイバーにに商品を
通して認知度を上げてもらうことが信憑性に優れていると考え
た。

魅力発見 ダイバーへの発信 外部への発信

椿の油は少し高いが、
絞りかすであれば低価
格で効果を試すことが
できるため、住民への
浸透が望まれる。

海で痛んだ髪や、肌を
シャワーの後に癒す椿
オイルの効果を実際に
体験していただく。

効果を体験したダイバー
が、お土産として購入して
いく、もしくは、SNS等に
情報を載せることで外部
への発信する。

絞りかすで椿の魅力を 実際に効果を体験 信憑性のある情報

［画像引用：尾鷲市三木浦パンフレット］

［画像引用：尾鷲市三木浦パンフレット］
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5‐3‐2‐5. 提案(2)
三木浦みやげ「真鯛みそ」

■提案内容

三木浦みやげ「真鯛みそ」

保存の利く「真鯛みそ」をダイビングサービスにて提供・販売していく。ヒアリング結果より、
ダイビングサービスに置けるもの（＝保存の利くもの）であればダイバーにお土産として提供
できることがわかった。そこで、まずは「真鯛みそ」をお土産として展開し、今後保存の利く
「食」を開発していき、三木浦らしさを増やしていく。

■背景

② 保存の利く「食」

① 「食」の強み

お土産として持って帰ることができ、かつダイビングサービスに置いておけるには保
存が利く食品でなければならない。三木浦の食資源の中で三木浦らしさと保存可能
な食品として「真鯛みそ」が考えられた。

養殖真鯛や伊勢エビ、椿油料理など三木浦の土地で育った「食」資源は町の
強みであり、住民が自信をもって押し出しているものである。強みを活かして、食が
持つ三木浦らしさをダイバーに伝えていくべきだと考えた。

■期待される効果

魅力発見 ダイバーへの発信 外部への発信

「真鯛みそ」という三木
浦の資源が良さを再確
認。どの点が良いのか
を考えて言葉にする。

「真鯛みそ」の三木浦ら
しさをダイバーのお土産
として伝えていくことで、
三木浦の魅力を理解し
てもらう。

三木浦の食の魅力を
Facebookでの発信や
他の人のお土産にして
もらうように学生が働き
かける。

「真鯛みそ」の魅力 「真鯛みそ」を伝える 「真鯛みそ」で三木浦を知る

［画像引用：http://www1.ocn.ne.jp/~medetai/

［画像引用：http://www1.ocn.ne.jp/~medetai/
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5.2012年度活動成果

5‐4. 三木里の活動成果
5‐4‐1. 三木里現状分析
5‐4‐2. 三木里への提案
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5‐4‐1‐1.基本情報

【尾鷲市 三木里町】

■地理的情報
三木里地区は、熊野灘のリアス式海岸にある賀田湾の北に位置し、賀田
湾に面して八十川の扇状地に広がる美しい砂浜と緑豊かな丘陵地の集
落。賀田港に面する砂浜は、白砂青松で尾鷲市唯一の海水浴場。 また、

隣接する名柄地区では、本市の地場産業である海洋深層水の製造工場が
立地している。

■人口

■産業

総人口 … 663人
世帯数 … 372戸
65歳以上人口 … 361人
高齢化率 … 54.4％

（H24.3.31現在）

三木里浦は、中世から江戸期にかけて西国三十三ヶ所霊場めぐりが
流行した。慶長６年（1601 年）には三木（三木里浦）は 76 戸もある集
落で、加田村とならんで輪内地域の中心地になる。 また、三木里浦

は湾内の漁業権を持ちながら、漁業に従事する人がなく、年間とれ
高 244石もある農業や林業を主体にして商業が栄えた。

■歴史

以前は尾鷲市唯一の海水浴場である三木里海水浴場などを基盤とした
観光業が発展していたが、現在の主要な産業は商業・サービス業であ
り、今後は名柄地区の海洋深層水関連工場周辺の新たな産業集積が
望まれている。農業や林業を主体として、商業で形成された集落である
ため、三木里地区の主要道路である国道311号線沿道には商業施設、
サービス施設の立地が見られる。

[画像：Google mapより引用]

［画像:中山裕介撮影]

[画像：三木里地区まちづくりイメージ図より]
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5‐4‐1‐2.地域資源(一覧)

【現状】
食食

文化文化

産業産業

三木里の地域資源を「食資源」「産業資源」「文化資源」の３つに分類した。

【現状】

【現状】

三木里町は以前、尾鷲市唯一の海水浴場である三木里海水浴場などを基盤とした観光業が発展していたが、現在の主要な
産業は商業・サービス業であり、今後は名柄地区の海洋深層水関連工場周辺の新たな産業集積が望まれている。今はグ
リーンツーリズム推進会議が旧北輪内中学校の活用のため毎月様々なイベントを開催している。

・こんにゃく
・シイタケ
・エゴマ餅
・窯入り茶

・さんま寿司
・魚ごはん
・タイ飯
・アジ

・三木里ビーチ
・「やきやまファーム」
・グリーンツーリズム

健康ウォーキング

林業 中村建設

・三木里神社（貴船神社）
御山祭り（7月）
三木里神社のスギ

・野鳥の小径
・三木里小学校
・北輪内中学校跡
・三木里コミュニティセンター

・法念寺
法念寺の鉄魚
（三重県指定文化財）

・慈悲心院

・大峯山櫻本坊尾鷲別院
・三木里の松原

（尾鷲市指定天然記念物）

・民宿・旅館
吾妻屋
嬉志乃
油屋民宿
しめや旅館

・商店
西川商店
しおはま
田中商店
瀬川酒店
魚喜多
魚万

［画像:奥津慶大撮影]

［画像:大村佳之撮影]

［画像:酒井謙次撮影]

［画像:大村佳之撮影]

［画像:中山裕介撮影] ［画像：引用①より]

［画像引用：共に三木里グリーンツーリズム推進会議活動報告より]
引用①：http://www.mapple.net/photos/I02400027602.htm
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5‐4‐1‐3. 地域資源(食)
三木里の「食資源」において特に注目すべきものを以下に挙げた。

食

説明

魚ご飯は三木里の郷土料理である
。魚とネギだけのシンプルな食材を
混ぜ合わせて炊き上げたご飯であ
る。魚の味が染みていて、とても美
味。海沿いの町ならではの食である
。

説明

さんま寿司も三木里の郷土料理で
ある。さんまを用いた押し寿司であ
る。尾鷲のさんまは程よく脂が落ち
ていて寿司に向いている食材にな
っている。

説明

もち米、さつまいもなどを混ぜ合わして
作った餅に、砂糖とエゴマ、塩を少しま

ぶして混ぜてできる三木里町に伝わる
餅である。エゴマはとても栄養価が高
いので、健康食材である。

魚ごはん さんま寿司 エゴマ餅

【課題】

三木里地区は、漁業や、農業があまり発展していない。グリーンツーリズム推進会議によって、様々な
食に関してのイベントを行っているが、あまり特徴的な食というものが少ないと感じる。

特徴的なものが少ない

[画像引用：
http://www.kumadoco.net/dictionary/report.php?no=22]

［画像引用：
http://www.rdpc.or.jp/kyoudoryouri100/ryouri/24.html] 

［画像引用：
三木里グリーンツーリズム推進会議活動報告より]
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5‐4‐1‐4.地域資源（産業）

三木里の「産業資源」において特に注目すべきものを以下に挙げた。

説明

遠浅の約１ｋｍあまりの真っ白な
砂浜の海水浴場。後ろには紀伊の
吉宗公が植えさせたという松林が
連なっている。夏場は中京や関西
からのキャンパーや海水浴客が多く
訪れる。また、シーカヤック体験や
ビーチバレーボール大会、花火大
会なども開催される。

説明

三木里地区は山が多く気候も温暖
で、多雨地帯のため、山の木の生
育に恵まれた土地である。

木材を活用した建設業として中村
建設、中村組、濱口組の三つがあ
る。ここで30人ほどの人が働いてい
る。

説明

株式会社「やきやまファーム」では、
熊野古道八鬼山のふもとで豊富な
地下水と三木里海岸の潮風を受け
て肉厚で歯ごたえのあるシイタケの
栽培をしている。シイタケの栽培以
外にも農業を通じ障害者の方々の
就労支援を行っている。

三木里ビーチ 林業 椎茸の栽培

【課題】

産業

三木里地区は、林業で栄えていたが、土地柄の理由で農業などはあまり栄えなかった。他地区のような特徴
的な産業がないのが現状である。

三木里といったらこれという産業がない

［画像：高野未久撮影] ［画像:中山裕介撮影]
［画像引用： http://www.owase-kb.jp/recommend2.html] 
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5‐4‐1‐5.地域資源（文化）

三木里の「文化資源」において特に注目すべきものを以下に挙げた。

説明

三木里コミュニティセンター（旧三木
里公民館）はグリーンツーリズムの
活動拠点である。また、町民文化展
などを開催して、住民が集まる場所
として機能を果たしている。

説明

旧北輪内中学校はグリーンツーリ
ズムの活動拠点である。そこでは毎
月、イベントが行われ、活用されて
いる。旧北輪内中学校は、木造の
立派な、また、古き良き風情が残る
素晴らしい建物であり、教室の看板
などは当時のままである。

説明

三木里海岸の防波堤の内側に沿っ
て生育する４４本の黒松があり、樹
齢約２７０年、樹高１５ｍ、 大の樹
は目通り幹周４．４ｍと記さ れてい

る。これらは正徳２年（１７１２）紀州
五代藩主徳川吉宗が防風林として
植林させたもの だと伝えられている。

三木里コミュニティセンター
旧三木里公民館 旧北輪内中学校 三木里のクロマツ

（尾鷲市天然記念物）

【課題】

三木里地区には、三木里コミュニティセンターや北輪内中学校などが、グリーンツーリズムの活動拠点として
存在している。今後、外部からの発展していくためには、このハードの部分をどのようにして活用していくかが
課題となっている。

今後どのようにしてハードを活用していくか

文化

［画像引用：
三木里グリーンツーリズム推進会議活動報告より] ［画像引用：

三木里グリーンツーリズム推進会議活動報告より]
［画像引用：http://www.hitozato‐kyoboku.com/

mikisatokaigan‐matsu.html]
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5‐4‐1‐6.まちづくり活動（一覧）

■課題分析

①人材不足

成果として思うようには上がっておらず、町、そして組織としての問題点として「なにをやっても人が集まらない」といったこと
があげられる。グリーンツーリズム推進会議は約40名ほどいるものの実際に活動しているのは5～7名ぐらいであり深刻な人
材不足に陥っている。
②住民の認知度

グリーンツーリズム推進会議が住民にあまり理解されないまま一部の人のみで計画が進められていったことにある。今後は
グリーンツーリズム推進会議の活動を地域住民に知ってもらうことが必要となってくるといえる。

三木里地区における住民活動をまとめると以下のようになる。

上記の活動の問題点として特に以下の２点を挙げた。

■概要

■事業目的

三木里地区グリーンツーリズム推進会議は、平成１９年８月３日、平成１
６年に休校となった旧北輪内中学校の活用も含め、三木里地区を楽し
みながら盛り上げることを趣旨に発足。現在は、三木里区の下部組織と
して位置づけられ、三木里区長が当会の会長を務めるなど、区とも連携
した三木里区の重要な活動団体となっている。主な活動拠点は旧北輪
内中学校である。

（１）北輪内中学校校舎及び地区の自然環境を活用した宿泊体験事
業、日帰り体験事業
（２）特産品づくり
（３）清掃奉仕など地域貢献活動
（４）校舎・校地などを活用した地域住民活動
（５）グリーンツーリズムにかかる他地区との連携事業
（６）地区内諸団体との連携による地域活性化事業
（７）その他目的達成に必要な事業

●グリーンツーリズム推進会議

食に関するイベント一覧（平成24年度活動計画）

事業名

4月
コンニャク畑除草作業
コンニャク植え付け
えごま、八かしら植え付け

6～７月 地味噌作り体験

8～9月 体験メニュー試作会

11月～
えごま餅作り体験
コンニャク芋掘り

1～2月 コンニャク作り体験

［画像引用：
三木里グリーンツーリズム推進会議活動報告より]
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5‐4‐1‐7.まちづくり活動
（健康ウォーキング）

様々な活動の中でも特に積極的な「健康ウォーキング」を取り上げ、課題を抽出した。

今、参加していない人をどのように参加させるかどうか。

三木里地区の素晴らしさ発見できる健康ウォーキングをどのように情報発信し
ていくのか。

ウォーキングすることの意味を住民がしっかり理解できているかどうか。

■課題

■概要

■活動内容

尾鷲市と一緒に取り組んでいる、健康づくりに活用して頂くために
健康ウォーキング。

●三木里の2コースは、「木々の間をウォーキングしての森林浴」や「海岸を
歩き、岩塩粒子をたくさん含んだ外気浴」を楽しめるコースである。
①三木里ロングコース（6.6km）
野鳥の小径・三木里海岸周辺コース
歩数約１０，０００歩、 所要時間約2時間
②三木里ショートコース（2km）
三木里海岸周辺コース 歩数約３，５００歩、所要時間約30分
●まちなかコースは、中村山をのぼったあと路地を歩くコースである。ウォー
キングでしか楽しめない路地もある。
③まちなか路地コース（3.9km）
歩数約５，５００歩、所要時間約55分

[画像引用：
http://www.city.owase.lg.jp/cmsfiles/contents/0000007/7
847/hp_mikisato-long2.pdf]
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5‐4‐1‐8.住民の想い(1)
■ヒアリング調査（１）

現地調査（12.22‐23）における住民へのヒアリングから以下の調査結果を得た。
（2012年12月23日実施、三木里地区住民12人を対象に実施）

メンバーが固定化されている

上図からもわかるように存在は知っているが、グリーンツーリズム推進会議に参加したり、参加しようと思っている人々は少な
い。グリーンツーリズムは浸透しつつあるが、グリーンツーリズム推進会議のメンバーが固定化しているのが課題である。

1 1 2 4 3 1年代

30代 40代 50代 60代 70代 未記入

7 5

0 2 4 6 8 10 12 14

人数 男性

女性

知っている
9人

知らない
3人

グリーンツーリズムをご存知ですか？

思う
4人思わない

6人

未記入
2人

今の時点でGTに協力したいと思いますか？

参加している
2人

未記入
1人

「GT推進協議会」に参加していますか。

参加していない
9人
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5‐4‐1‐9. 住民の想い(2)
■ヒアリング調査（２）
現地調査（12.22‐23）における住民へのヒアリングから以下の調査結果を得た。（2012年12月23日実施、三木里地区住民12人を対象に実施）

•ツーリズム事業よりも町の人が元気になれるような協力。
弁当とか買うのにお年寄りが多いから歩いてくるのが大
変。自分の近くのお店で買う。

•今のままで、市や県と協力して盛り上げていけばいい。今

やってる活動に時間の許す限り参加したい。あれやりた
い、

これやりたいという気持ちはない。軌道に乗ってきた。基
盤づくりに時間がかかった。

•農地を生かしていきたい。まちおこしが先にきている。
•若い人に任せる。
•中学校を建て替える。（GTの拠点）
•まちあるき。茶つみ体験etc

協力できない理由の本質は、
時間や年齢に縛りがあるということ

まちおこしが大切と思っていても、時間や年齢に縛りがあるため参加
できていないという人が多い。グリーンツーリズムを進めていくうえで、
これからの方策として、そのような時間や年齢に制約のある人たちへ
の配慮が必要になってくる。

グリーンツーリズム推進会議に協力したいと思わない理由

• 昔の仲間が一生懸命やっている。娘のため、店の
ためにも地域づくりがしたい。

• 参加はできないが協力したい。

• まちづくり、活性化のため。

• 町の交流。外部との交流。

• まちおこしは大切だと思うから。

グリーンツーリズム推進会議に協力したいと思う理由

• 中身お店の時間が限られている。グループが結
構ある。体を使っては参加できない。

• がよくわからない。噂で聞くだけ。

• 各自が工夫してお金もうけをする。⇒自然とまち
おこしにつながる。

• 年齢がついていかない。

• 時間的に余裕がない。仕事をしているから。

• 毎日の自分の健康を。

• 以前町内会に入っていた。いい加減休みたい。

• 勤めているから休日くらいは休みたい。

グリーンツーリズム推進会議に協力したいと思わない理由
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5‐4‐2‐1. 現状から考える方向性

人材不足 「集まる場」が欲しい
好きなように

関わってほしい

現状分析

［課題］ ［住民の要望］ ［学生への期待］

夏合宿〜１２月現地調査を通して、以下のような「課題」「住民の要望」「学生への期待」を抽出した。

グリーンツーリズム推進会議で様々
なイベントを行っているが、その活動
において、人材が不足してしまってい
るのが現状である。資源の再発見と
情報発信をすることで三木里地区とし
ての一体感を生み出していきたい。

住民は人々が集まる場が欲しいとい
う要望を強く持っている。グリーンツー
リズムとは直接関係のないイベントに
よって人が集まる場を提供し、この想
いを実現したい。

『三木里地区に一体感を生み出す』

三木里地区ではグリーンツーリズム推進会議により様々な活動が行われている。しかし、グリーンツーリズムを進め
るうえで人材不足という課題がある。そこでグリーンツーリズムとは直接は関係のないイベントに新たな参加者を呼
び、将来的にグリーンツーリズムに協力するメンバーを増やしていく。それを他地区と同様におこなうことで、将来的な
地区との連携が図れ、それに付随するイベントが人々の「集まる場」になり、三木里地区に一体感を生み出す。

学生らしく好きなようにかか
わってほしいとのことだった。私
たちとして、学生の目線から、地
域に刺激を与えていきたい。

今後の方向性
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5‐4‐2‐2. 三木里への効果

ねらい

方向性：『三木里地区に一体感を生み出す』

①住民が作る三木里の料理を取材。

②「料理コンテスト」を開催する。

③「レシピ集」を作り、発信する。

住民が作っている料理を取材し、その魅力やレシピを調査する。様々な人に
参加してもらうことで、たくさんの人を巻き込む。

④レシピ集を使い、イベントを開催する。

取材や、料理コンテストで生み出された三木里の料理をレシピ集にまとめ、
町内で配布する。住民の話題の一部となる。

「料理コンテスト」を実施し、どうすれば地元の食資源とおいしい関係
を築けるかを住民に考えてもらうきっかけを作る。

レシピ集を使い、新たなイベントを行う。地域の料理ということでそこで親近
感が生まれ、それが人々の集まる場となる。

［画像：今西洋樹作成］
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5‐4‐2‐3. 提案概要

■「レシピ集」によって期待される効果

■概要

■背景

三木里町の住民が作る料理をレシピ本にして、地区の一体感を生み出す。

レシピ集は、三木里町で作られる料理のレシピと、その料理にかける作者の想いを掲載し
たものである。 終的には町内の人に見てもらうことを想定して作り、住民の人々に住民が作
る料理に興味を持ってもらうことで人々のコミュニケーションツールとしての活用し、地区とし
て一体感を生み出すことを目的としている。

なぜ「レシピ集」か？

①住民の負担軽減

夏合宿や、街頭アンケートによって、人々が集まるのには年齢
や時間などの制約があることがわかった。そこでレシピ集を集
めることで、普段グリーンツーリズム活動に参加できない人々
も簡単に参加でき、まちづくり活動に巻き込んでいける可能性
を秘めている。

② 展開力の高さ
今後このレシピ集を使い、他地域と連携できたり、外部に発信
できたりと、様々なターゲット、コンセプトに適応できる可能性
が高く、活動展開をしやすい。

①制作過程で必ず住民が関わる。

②コミュニケーションツールとなる

③地区の一体感が生まれる

地域の特産品を生かしたレシピ集を制作することで、この活動には必ず
住民に関わってもらう必要が出てくる。

このレシピ本に住民がかかわることで、地域内で話題となり、住民のひと
つのコミュニケーションツールと成りえる。

このレシピ集に付随したイベントを行うことで、人が集まる場が提供でき、
様々な住民がかかわることで地区としての一体感が生まれる。

［画像：今西洋樹作成］
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レシピ収集

レシピを取材させてくださる方を募集する。

［主体］住民、慶應大学の学生
［内容］今後、レシピ本で紹介するレシピを集めるため、取材をさせてくださる方を募集する。

料理コンテストの企画

多くの住民に関わってもらう仕組みを考案する。

［主体］住民、慶應大学の学生
［内容］グリーンツーリズムとは違うイベントで、多くの住民に関わってもらうための仕組みを考案する。

［主体］住民、慶應大学の学生
［内容］取材や料理コンテストを通じて収集したレシピをどのようにまとめるか。それをどのように配布するかの詳細を検討
する。

どんなレシピ集をどのように広めるのか。

［主体］住民、慶應大学の学生
［内容］レシピ集を使いどのようなイベントを企画すればよいか住民と相談し、決定する。

レシピ集の制作・配布

レシピ集を使ったイベント

レシピ集を使ったイベントを企画する。

5‐4‐2‐4. 今後の取り組み

98

5‐4‐2.  三木里への提案



本プロジェクトは、三重県と慶應義塾大学飯盛研究室の「三重県南部地域の集落機能維持にかかる共同研究」において推進する尾鷲市と同研究
室との地域大学連携事業である。プロジェクト推進にあたり、三重県、尾鷲市の皆様に多大なるご支援、ご協力を頂いた。ここに感謝したい（平成25
年3月）。

平成24年度「三重県尾鷲市元気プロジェクト」
平成24年度活動報告書（事業成果資料）修正版

平成25年3月（平成25年9月修正）
慶応義塾大学飯盛義徳研究室

〒252‐0882神奈川県藤沢市遠藤5322‐e406
E‐Mail: isagai@sfc.keio.ac.jp

総責任者：飯盛義徳


	尾鷲PJ2012報告書表紙
	尾鷲PJ2012報告書目次
	尾鷲PJ2012報告書中身(修正版)
	尾鷲PJ2012報告書表紙・裏表紙

