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1.実施概要 

■目的：台風12号の被害により、和歌山県南部の観光客が減少している地域や 

      復旧しつつある地域の風評被害を払拭するため、当該地域へのモニターツアーを 

      実施し、モニターから安心安全であるメッセージの発信及び効果測定を行う。 

 

【モニターツアーの実施】 

■実施日：平成23年11月29日（火）～30日（水） 

■集合および解散時間・場所：11月29日（火） 8:30  新大阪駅集合・出発 

                    11月30日（水） 18:00  新大阪駅到着・解散 

■参加者：15名+オブザーバー+ディレクター 

 
社名 所属 名前 

エアトラベル徳島 企画部 三金 巧 

京都新聞旅行センター 旅行事業部 部長代理 木村 隆之 

神戸新聞旅行社 プロモート課 岡田 一宏 

株式会社ツアーランド 業務課 課長 漆原 朝子 

毎日新聞大阪開発株式会社 執行役員経営戦略担当 梅崎 亮 

徳島新聞社 大阪支社 副部長待遇 須見 千次郎 

神戸新聞社 編集委員会 田中 伸明 

株式会社トラベルニュース社 編集部 記者 長池 貴志 

株式会社京阪神エルマガジン社 編集本部第三編集部プロモーション企画室 室長 辻本 弘樹 
 

社団法人日本観光振興協会 関西支部 川畑 久美子 

神戸夙川学院大学 観光文化学部観光文化学科 4回生 廣幡 昌樹 

神戸夙川学院大学 観光文化学部観光文化学科 4回生 田尻 祥記 

神戸夙川学院大学 観光文化学部観光文化学科 3回生 堀 有佳里 

神戸夙川学院大学 観光文化学部観光文化学科 3回生 坂本 真実 

神戸夙川学院大学 観光文化学部観光文化学科 3回生 薮下 可奈 

（オブザーバー）近畿運輸局 企画観光部観光地域振興課 専門官 村上 進一郎 

（ディレクター）神戸新聞旅行社 プロモート課 山田 順子 
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■行程

日次 月 日 行程

ガイドさんによる案内 昼食（伊勢うどんと手こね寿司）
新大阪駅 伊勢神宮（内宮）‥‥‥‥ 岩戸屋 勝浦温泉（泊）

ガイドさんによる案内 散策 神社の方による案内
勝浦温泉 大門坂 ‥‥ 熊野那智大社・青岸渡寺 熊野本宮大社

昼食（めはり寿司など） 白浜の海産物ショッピング
道の駅 奥熊野古道ほんぐう とれとれ市場 新大阪駅

宿泊先：南紀勝浦温泉 ホテル浦島 和歌山県那智勝浦町
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2.実施写真 

伊勢神宮 

伊勢神宮 岩戸屋（昼食） 

ホテル浦島 ホテル浦島（夕食） 

3 



2.実施写真 

大門坂 

災害状況 
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2.実施写真 

青岸渡寺 災害状況 

熊野本宮大社 

道の駅 奥熊野古道ほんぐう 道の駅 奥熊野古道ほんぐう（昼食） 
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3.アンケート結果 
■モニターツアーに参加される前についてお伺いします。 

1.これまでに和歌山県南部地域を訪れたことは：あてはまるものに一つだけ○を付けてください。 

 

 

 

 

 

2.和歌山県の台風による被害状況については：あてはまるものに一つだけ○を付けてください。 

 

 

 

 

 

3.モニターツアーに申し込んだ理由：あてはまるものすべてに○を付けてください。 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.復旧状況も含めて詳しく知っている（2名） 

2.ニュースなどの報道を見る程度（12名） 

3.あまりよく知らない（1名） 

現地調査に参加して、ゼミでの学習内容も含めた 
情報発信を行っていくため。 

4.今回のモニターツアーの素材のうち、興味があった個所をおしえてください。 

 

 

 

 

  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とれとれ市場 

熊野本宮大社 

青岸渡寺 

熊野那智大社 

大門坂 

勝浦温泉 

伊勢神宮 

興味あり 

興味なし 

1.ある（13名） 

2.名前は知っているがいったことはない（1名） 

3.ない（1名） 

1.復旧の現状を確かめたかった（12名） 

2.ツアー造成の参考にするため（3名） 

3.取材（5名） 

4.実施時期（1名） 

5.コース内容（4名） 

6.その他（3名） 
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4.具体的な理由 

 

 

 

  

 

素材 興味がある理由 

伊勢神宮 観光ＰＲ等する際に、時間や位置の確認ができた/しばらく訪れていなかったため/遷宮の時期で珍しい行
事や状況が見られるから/橋の架け替え後、未訪問の為/式年遷宮に向けた準備状況を見たかった/専門
の案内人がつく為/熊野三山と比べどのくらい観光客があるのか/Ｈ10年から毎日行っていて好きだから/
年間800万人以上の人が訪れている為/以前ゼミ旅行で訪れた際、大変興味を持った為/以前行ってす
ごく良かったから 

勝浦温泉 観光ＰＲ等する際に、時間や位置の確認ができた/友人から行ってよかったと聞いていたから/個人的な娯
楽の為/温泉が好きな為/名前は聞いたことがある為/去年行って素晴らしかった為/どのくらい客が戻ってき
ているのか/ホテル浦島に宿泊したことがなかった為/水害後の客足などの状況を知りたかった/温泉にも興
味/宿泊拠点としてのまちの活気を確認したかった/復旧の現状を確かめたかった/これまで泊まったことがな
かったから/ 

大門坂 観光ＰＲ等する際に、時間や位置の確認ができた/復旧の現状を確かめたかった/ツアーで行けるかどうか
確認したかったから/那智・青岸渡寺とセットにできる熊野古道だから/元々行きたい場所で、水害後の状
況も見たかった/行ったことがなかった為/被害地域の復旧確認と春以降の造成可否/上ったことがなかった
ので/写真で見たことがあったため/名前は聞いたことがある為/聞いたことがないので/ 

熊野那智大社 観光ＰＲ等する際に、時間や位置の確認ができた/復旧の現状を確かめたかった/ツアーで行けるかどうか
確認したかったから/災害の影響の確認/元々行きたい場所で、水害後の状況も見たかった/行ったことが
なかった為/被害地域の復旧確認と春以降の造成可否/どのくらい観光客が来ているのか/台風の被害を
知りたかった/熊野はどこも魅力的なので/世界遺産だから/世界遺産に関連する建物に対する興味/名
前だけしか知らないので/ 

青岸渡寺 観光ＰＲ等する際に、時間や位置の確認ができた/復旧の現状を確かめたかった/ツアーで行けるかどうか
確認したかったから/災害の影響の確認/元々行きたい場所で、水害後の状況も見たかった/行ったことが
なかった為/被害地域の復旧確認と春以降の造成可否/どのくらい観光客が来ているのか/聞いたことがな
いので/ 

熊野本宮大社 観光ＰＲ等する際に、時間や位置の確認ができた/復旧の現状を確かめたかった/今月8月末に訪れてお
り、復旧状況を見たかったから/災害の影響の確認/元々行きたい場所で、水害後の状況も見たかった/
行ったことがなかった為/被害地域の復旧確認と春以降の造成可否/どのくらい観光客が来ているのか/台
風の被害を知りたかったため/熊野で大社によって何が異なるのか気になった為/世界遺産だから/初めて訪
れるが、独特の祀られ方をしている為/熊野古道に興味がある/ 

とれとれ市場 観光ＰＲ等する際に、時間や位置の確認ができた/今まで行ったことがなかったから/市井の活気に触れて
みたかった/お土産が買える為/ 

素材 興味がない理由 

伊勢神宮 修学旅行で訪れたことがあり、関西では修学旅行地として有名なので/（興味なしではないが）このコース
に伊勢は厳しい/ 

勝浦温泉 ― 

大門坂 知らなかった為/ 

熊野那智大社 ― 

青岸渡寺 今まで聞いたことがなかった為/以前は知らなかった為/知らなかった為/残念ながら知らない/ 

熊野本宮大社 ― 

とれとれ市場 状況は昔から知っているので/解体ショーなどが見られなかったらただの市場になってしまうかも/市場で買い
物をしたことがない為/何度も訪れたことのある場所の為/以前行ったが高い印象があるから/定番なので今
回は特には/今年の夏に訪れたばかりだった為/ 
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5.モニターツアーに参加する前のこの地域に対する印象をご記入ください。 
・日本の遺産が多く、観光客が多いという印象。またおいしいものも多い印象。台風の被害が大きかった通り、山が多いような印象。 

・被災後に訪れたので、もっと被害状況が見られると思った。神社がどのように保護されているのかが気になった。 

・白浜と串本町には訪れたことがあったので、海がきれいという印象が一番強かった。熊野古道という世界遺産があることは知っていたが、 

 どういったものかは詳しくは知らなかった。 

・出身が和歌山県なので、世界遺産のある誇り高い地域。マイナスの印象は不便な地域。 

・何があるのかイメージがしにくい。伊勢神宮とか熊野古道とかひとつひとつは有名だが、京都のように地域としてのブランドはあまりないよ 

 うに思う。 

・台風災害。 

・京都から遠い。 

・なし。 

・海・山・川ともにスケールが大きく、人が自然に求める要素がそろう地。自然環境が雄大なだけに不便ではあるが、地域固有の歴史 

 や風土もあいまって、魅力は他にないものだと感じている。そこに好感を持ち、毎年プライベートでも訪れている。 

・中上健次の小説に親しんでいたことと、熊野古道への興味から、「巨大なパワースポット」として非常に興味があった。21年前に旅行 

 して、風情のある地域という印象を持っていた。 

・まだまだ道路の寸断や観光地の人混みがガラガラのイメージがあった。 

・台風被害で大きな困難を抱えながらも復旧に尽力している。 

・以前から何度も訪れ、記事にしたことのあるエリアなので、台風12号による被害状況とその復興の状況を知りたかった。この地域の印 

 象は世界遺産と温泉を中心とした観光地であり、台風12号の被害により観光客が減少し、地域経済に大きな影響をあたえている 

 想像していました。 

・自然にめぐまれ、たくさんの観光素材があり、何度訪れても魅力的な地域。 

・閑静な地域が台風により、甚大な被害を受け、景観もかなり変化している印象を感じていた。 

・神秘的な地域。魚の美味しい地域。温泉のある地域。 

  

6.今回のモニターツアーで期待していたことはなんですか。自由にご記入ください。 
・復旧状況の確認（景観・交通事情・道路など）。 

・台風被害後の回復状況。 

・災害復旧の状況。 

・専門のガイドによる案内。 

・弊社「毎日新聞旅行」で1月14日、23日に予定している西国巡拝・青岸渡寺日帰りツアーが実施できるかどうか復旧状況の確認 

・被害状況はテレビ・新聞で見ていたし、復旧情報も和歌山県から情報はもらっていましたが、実際に経験した方が今後のPRに 

 役立つと思った。 

・水害による被災と復旧・復興の状況の取材。特に熊野古道。 

・現地の方、旅館の誘致アピールやＰＲ。 

・地域の観光資源のことはよく知っていたので、それらの観光名所が台風12号でどのような被害をうけているのか、を自分の目で確かめ 

 てみたかった。 

・被災地がどれほど復興しているのか気になった。熊野古道に行ったことがなかったので楽しみだった。 

・現地のボランティアガイドさんのお話や、地域の方との交流・熊野古道での自然、楽しさ、学び、など。 

・食事。和歌山には四季の味覚が多く存在するので利用されているはずだと思った。 

・社会人の視点が知りたい。 

・1つは熊野古道です。学校で世界遺産のことを少し勉強しているので、実際にどういったもので、どういったところに価値があるのかを 

 自分の目で確かめたかった。また、勝浦温泉にも期待していました。日本にある数多くの温泉とどういったところが違うのか、実際に 

 行くことで理解したいと思っていた。 
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■モニターツアーに参加した後についてお伺いします。 

7.今回のモニターツアーについて、各素材について評価し、（5段階評価/①大変悪いー⑤大
変良い）、具体的な感想を教えてください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とれとれ市場 

道の駅 奥熊野古道ほんぐう 

熊野本宮大社 

熊野・那智ガイド 

大門坂 

勝浦温泉 

岩戸屋 

お伊勢さん観光案内人 

伊勢神宮 

①大変悪い 

②悪い 

③普通 

④良い  

⑤大変良い 
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■モニターツアーに参加した後についてお伺いします。 

7.今回のモニターツアーについて、各素材について評価し、（5段階評価/①大変悪いー⑤大
変良い）、具体的な感想を教えてください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

素材 感想 

伊勢神宮 風情があり、よかった。おかげ横丁でゆっくりしたかった/歴史をすごく感じられた/内容を細かく知ることができた/
春に訪れたころと比べ季節が変化し、秋の静けさや落ち着きがあった/案内人がいないとわからないことが多いの
が残念/平日にもかかわらず大勢の観光客が訪れており、日本を代表するパワースポットだと再確認することが
できた/橋の架け替え後がみられた/式年遷宮に向けた活気が味わえた/国内外からの多くの参拝者がおり、お
はらい町も多くの人がいっぱい。ただ、内宮のみ参拝の方が多いので、外宮にも参拝してもらう時間がとれたらい
いなと思う/遷宮の準備作業が進む様子を見られたのがよかった/案内人に説明して参拝することによって、自

由行動で参拝した時よりも充実感がかなり増す/想像通り/定番/素材としてはもちろん⑤だが、このコースに組
み込む必要性があるのかどうか 

お伊勢さん 
観光案内人 

伊勢神宮のあるべき姿が理解できた/ガイドさんがいると自分だけの知識で見るよりも伊勢神宮のことが分かって
よかった/親切だったが声が聞こえにくい/写真沢山使った大変わかりやすい解説/わかりやすく大変良かった/式
年遷宮や由緒など、知らなかった伊勢神宮を知ることができた/少しくどい/知識が豊富で手際も良かった/地元
ならではの話や、歴史等わかり、勉強になる/中村氏の解説は正確かつ分かりやすく、非常によかった/説明が
わかりやすかった。写真のファイルも見せながら良かった/説明が聞きやすかった/わかりやすかった/伊勢のガイドさ
んのレベルは他地域に比べて相当高い 

岩戸屋 
（伊勢神宮昼食） 

三重県の名産ばかりで大満足/味はとてもおいしいが、量が多く買い物につながらない/味はおいしかったが量が
多すぎるような気がした/大変満足、伊勢エビのお味噌汁が特にお気に入り/伊勢神宮から近いことにより、移
動がスムーズ/料理そのものには満足していますが、いかにも観光客向けの店舗なので、弊社媒体の特性とは
少し異なる/おいしかった/地元の名物が味わえてよかった。説明も一言ほしかった/下の土産品屋しか行ったこと
がなかったので、2階にきれいな個室があったことにびっくりした。料理も伊勢を代表する食が食べられ楽しめた/
新しく美しい食事スペースに良い意味で予想を裏切られた/食事場所は、綺麗になっていて認識を新たにした。
料理は普通に良かった/おいしかった/温かくておいしかった。きれいな部屋/伊勢名物を味わえたし、団体対応
のきれいな食事場所にも好感 

勝浦温泉 洞窟の温泉に初めて入った。景色がよかった/洞窟のお風呂がとてもよかった/初めて洞窟にある温泉に入浴で
きた/老舗の古さとは違う「老朽」を感じた。スタッフのCSはよい/泉質・ホテル共に素晴らしい/温泉や料理には
満足していますが、街を散策することが温泉旅の魅力だと考えているため、温泉街を活性化させるためにも、温
泉街を散策できる仕掛けを創出してもらいたい/旅館自体は古いが温泉はよかった/温泉が最高。早朝漁火を
見ながらの入浴は得難い体験/たくさんの温泉があり、ゆっくりでき大変満足した。広いので、迷子になった。ホテ
ル内ですごしても楽しめるようになってるのがよかった/「浦島」と漁港風景は申し分ないが、温泉街の情緒が乏
しい/お風呂は、洞窟という特性を生かされていて大変良かった。お部屋は、普通（本館）/温泉がよかった/
温泉ラリーは良い。夕食はボリュームがありよかったが、朝食はダメ/風呂はよいと思うが個人的には宿泊施設に
よってまちに出られないのは残念。まちも活気がなさそうで心配 

大門坂 歩いていて気持ちよかった/予習をしていないとわからない/圧倒された。早朝のため人がおらず自然美を十分感
じられた/石畳の劣化が目立った。観光客のマナーが懸念される/いくつかの熊野古道を歩きましたが、この大門
坂（実際に歩くのは初めて）は雰囲気もあり、距離も適度で、古道ウォーキングの入門には最適のコースのひ
とつだと思う/熊野古道に被害がなくよかった/熊野古道は不滅です/熊野古道を代表する道。やっぱり美しい/
石畳や樹木の立派な様子に熊野古道一の格式を感じた/樹齢800年の杉が壮麗。ガイド案内も、参加者が
楽しく聞けるよう説明されていたのが印象的。ただ、今回はツアー参加者以外に人がいなかったので、通常、混
雑した状況が気になるところ/空気がよかった/ガイドの説明があり、しんどいのぼりは少し楽に感じた/端とはいえ
熊野古道の雰囲気を味わえる。距離も長くなく、那智大社・青岸渡寺まで歩いて行けるという点でトレッキング
感覚で楽しめる 
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熊野・那智 
ガイド 

大門坂のことがしっかり理解できてよかった/ガイドさんがいると見え方が違ってよかった/説明が細かく笑いを挟む
のはよかった/勉強になる解説。歩かれるスピードが速くて大変だった/よかったと思うが、観光客の多いシーズン
だと邪魔になりそう/説明もわかりやすく、那智のことはもちろん、台風12号による被害状況を詳しく知ることがで
きた。ガイドさんとは関係ないが、できれば、実際に被害の大きかった熊野那智大社や那智の滝について、熊野
那智大社の方のお話しを聞くことができればよかった/適度/熊野の自然や歴史に対する愛着が感じられてよ
かった/お話上手で、地元の話がきけてよかった。歩くのに、必死で下ばかり見てしまいがちですが、一緒に歩くと、
いろんな景色を見ることができた/大久保氏の郷土愛に共感。ただ声が小さい時があった/坂が続いており年齢
層によっては案内に注意が必要。（時間配分を含め）。今回のツアー行程で、一番閑散と寂しい雰囲気を
感じた/熊野古道の史跡について詳しく聞くことができてよかった/わかりやすかった/わかりやすくもう少し話を聞き
たかった/話が上手で飽きさせない。ガイドがいないとわからないことも多いと再認識した 

熊野本宮大社 改装中であり、思ったより小さく感じた/改修中のものが残念だった/それなりに威厳があった/看板や標識が興
味深く、学べるものが多かった/観光素材としては、和歌山県屈指の名所だと思う。ただ、個人的には5度目の
訪問になるので、訪れたことのない熊野速玉大社もコースに入れてもらえると良かった/工事中が残念/一部工
事中なのが残念。落成後の様子も見たい/宮司の話を聞けてよかった。看板を読むのと聞くのでは情報の残り
方が違う。参拝順番など、知っているようで知らないなと思った/三山の中で最も風格を感じる。遷座120周年
行事にも期待/古式床しい雰囲気の神社。八咫烏とカラス文字の「午玉宝印」が印象的/宮司さんの案内を
聞くことができてよかった/大門坂などの疲れがあった。工事中はマイナス/荘厳な雰囲気。やはり熊野では外せ
ない。 

道の駅・ 
奥熊野古道 
ほんぐう 

川をみながらの食事がよかった/おいしかったが量が多かった/建物・食べ物・風景どれをとっても写真撮影できる
ところ/大変満足。のんびりできた。お土産も買えた/景色も食事もよかった/熊野地域の特産物を取り入れた
料理など、立ち寄る価値のある道の駅だと思う。観光情報等の提供が充実しているともっと便利だとは思うが、
本宮大社前の世界遺産熊野本宮館がその役割を担っているので仕方がないのかと･･･。/思っていたよりよかっ
たが、料理がすべて冷めてた/地元の名物が味わえてよかった/きれいで、料理もボリュームがあり、大変おいし
かった/地域の食材を活かした、とてもおいしい昼食だった/お食事はシンプルで、家庭的な味が美味く良かった/
地産地消でおいしかった/品揃え等、特に特徴はなかった。食事はふつう/温かい食事がよかった/めはりずしなど
地元の味が食べられた。熊野土産もそろう 

とれとれ市場 年配の方にはいいと思った/定番でここ以外にないのかなと思う/地元に根付いている感が否めない/今回のツ
アーでは魅力を感じられなかった/お土産をたくさん買えるので良い/施設そのものは便利で観光客受けはよいと
思う。ただ、テーマパーク化している部分もあり、産直市場であることを改めてPRする必要があるように思う/変わ
り映えがしない/地産地消の要素もあればよかった。品ぞろえは豊富だった/和歌山のものが集まっていて、見る
だけでも楽しい。ただ、どれを買っていいのか悩む/知名度に負けない充実した品ぞろえだった/行程中、伊勢に
次いで人がいたが、観光客減少で活気度が落ちており残念だった/特色がない/高い。みかんソフトはおいしかっ
た/定番なので、南紀を立つ際には欠かせない 
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8.食事内容について：あてはまるものについて一つだけ○を付けてください。 

・1日目昼食「岩戸屋」 

 

 

 

 

 

 

 

 

・1日目夕食「ホテル浦島」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2日目昼食「道の駅 奥熊野古道ほんぐう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.大変よかった（5人） 

2.よかった（9人） 

3.ややよかった（0人） 

4.どちらともいえない（1人） 

5.あまりよくなかった（0人） 

6.よくなかった（0人） 

7.全くよくなかった（0人） 

8.その他（0人） 

1.大変よかった（5人） 

2.よかった（9人） 

3.ややよかった（1人） 

4.どちらともいえない（0人） 

5.あまりよくなかった（0人） 

6.よくなかった(0人） 

7.全くよくなかった（0人） 

8.その他（0人） 

1.大変よかった（4人） 

2.よかった（7人） 

3.ややよかった（3人） 

4.どちらともいえない（1人） 

5.あまりよくなかった（0人） 

6.よくなかった（0人） 

7.全くよくなかった（0人） 

8.その他（0人） 

12 



9.宿泊施設（ホテル浦島）について：あてはまるものについて一つだけ○を付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・よかった点・よくなかった点を具体的にお書きください。 
・温泉の種類が豊富で楽しめました。 

・サービスは充実していたと思うが、人員が多すぎるように感じた。 

・以前から名前を聞いていて一度行ってみたいと思っていた。温泉が6か所もホテル内にあり、選べるところなどよかったと思う。 

・スタッフのCSに対しる取り組みが大変良かった。笑顔、丁寧、親切。人に対する評価は問題なし。 

・施設の老朽化が目立った。スタッフ制服が格好良くない（黄色だとチカチカして安っぽい） 

・洞窟の温泉は景色も素晴らしく、何回でも行きたくなる。部屋の設備もよく、布団や枕もよかった。 

 お風呂は6つの温泉の時間をずらしたりして、24時間の方がよいと思った。 

・ホテル浦島は勝浦では知られたホテルで、温泉の数も多く、満足度の高いホテルだと思う。ただ、前述の通り、観光地として温泉街を 

 活性化するためには、温泉街を散策させる必要があると考えているので、ホテルが温泉街の店舗などを紹介することも必要だと思う。 

（ホテルの中に飲食店街があるので難しいとは思うが、地域活性化という視点では必要な取り組みです） 

・館内施設、部屋等の老朽化が目立ったが、温泉は良かった。 

・現地で熊野の皆さんの人柄の温かさに触れられたことが一番良かったと思う。 

・ホテルに入ってしまうと、街には出ていけないので、お風呂屋簡単な体験ができるコーナーなど、施設内が充実しており滞在していて楽 

 しかった。部屋鍵がもう1本あるとよかったと思う。 

・忘帰洞は最高だった。夕食も食べきれないくらいの量で、おいしく、満足した。 

・温泉が売り物なのだから、タオルを1人に大1枚・小1枚でなく大1枚・小3枚くらい備えてほしい。 

・温泉、お風呂が大変よかった。洞窟を生かした雰囲気がとてもよい。湯質もよい。 

・施設の所々の老朽化。本館から日昇館への通路（売店等あり）が中途半端に感じた。 

・館内湯めぐり 

・いろんな風呂が楽しめた。 

・温泉ラリーがよかった。朝食は不満。 

・悪い点は特にない。船での往来も楽しい。ただまちに出られないことは残念。館内施設が充実しすぎて、まちとの一体感がそがれると 

 いう旧来の旅館ホテルの問題点も感じた。迷う人も多いようだ。風呂はやはりよい。 

  

 

 

  

 

1.大変よかった（3人） 

2.よかった（9人） 

3.ややよかった（2人） 

4.どちらともいえない（0人） 

5.あまりよくなかった（0人） 

6.よくなかった（0人） 

7.全くよくなかった（0人） 

8.その他（未回答1人） 
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10.台風被害状況についてどのように感じましたか：あてはまるものについて一つだけ○を付けて
ください。 

 

 

 

 

 

 

 

11.台風被害状況についてどのように感じましたか：あてはまるものについて一つだけ○を付けて
ください。 

 

 

 

 

 

 

 

変化があった理由 
・大阪からは遠い。 

・想像していたより復旧が進んでいた。 

・世界遺産登録後、観光客受入れのために道が店などが整備されており、観光客受入れ体制が整っていた。台風被害についても復 

 旧は早く、観光客受入れは可能になっていたが、情報が伝わっていなかったことを感じた。熊野古道周辺で観光バスとあまり出会わ 

 なかった。 

・思っている以上に観光地は復旧（被害少）されていた。 

・台風12号の被害は甚大であったが、観光に問題のない程度に復旧していることを確認できた。ただしそのことがあまり報道されていな 

 いため、これまでの訪問時と比較して観光客が激減していることを実感している。 

・観光名所に人が少なくなっている。 

・テレビで見る被害状況よりも復旧が進んでいること進んでいないところの差が激しい。 

・住民も復興に力を注いでいると感じた。 

・台風の被害がまだ残っていると思っていなかったので驚いた。 

 

変化がなかった理由 
・自然の壮大さは変わっていない。ただ、元気がなくなっているように感じた。 

・神秘的、魚がおいしい、温泉は変わらない。 

・水害で被災しても、歴史的な意義・本質的な良さは失われていない。 

・和歌山県北部の地域に住む側からしても、やはりまだ何か観光に対するもうひとスパイスが足りない印象がした。世界遺産に対する 

 印象は改善。 

 

 

 

  

 

1.被害が大きくまだまだ復旧に時間がかかる（0人） 

2.被害は大きかったが復旧も進んでいる（8人） 

3.観光に訪れるのに問題はない（7人） 

4.特に被害を感じなかった（0人） 

5.その他（0人） 

1.変化があった（11人） 

2.変化がない（4人） 
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12.今後、今回のモニターツアーで訪れた地域に再び行ってみたいと思いますか：あてはまるもの
を一つだけに○を付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.このモニターツアーに参加して、期待通りの成果を得られましたか。 
・はい。熊野古道の大門坂について知ることができ、台風の被害がまだ残っているということも分かった。 

・少しでも現状を知ることができたと思う。地域の人と話せたことも大きかった。 

・被災地の状況を確認する、また観光地としての和歌山を知ると言う意味では成果を得られた。 

・台風の被害に関する調査は個人的には不十分だったが、熊野古道に関する現地調査は成果を得られた。 

・はい。大変良い経験になったと感じている。私自身の研究にも役に立つと考えている。 

・台風12号の被害からの復興状況を確認することができた、という点では大きな成果を得ることができた。ただし、すべてのスポットが 

 過去に訪問したことがあったスポットなので、新しい情報を得るという点では、成果を得ることはできなかった。 

・大体は得られた。 

・伊勢神宮は今回は余分だった。熊野の状況、特に熊野古道についてもっと時間をかけて見たかった。那智の滝の滝つぼなど、被害が 

 大きいところもきちんと見せてほしかった。 

・実際に行くと観光地までの時間やその観光地での過ごし方等、観光ＰＲの際には説明しやすくなった。 

・期待通りの成果を得られた（青岸渡寺へのツアーを催行できることが分かった）。 

・得られた。南紀勝浦へは久しぶりだったため、現状がわかりよかった。 

・色々と勉強ができました。期待通りの成果を得られた。 

・期待していたよりは魅力不足だった。 

・道路の復旧は進んでいる。一部の景観を除いては問題ないと思う。 

・現地の現状を確かめることができた。被災地に限ったことではないが、現地を見ることは取材をするにも、旅行商品造成の参考にする 

 にもやはり大切なことだと実感した。特に今回のように被災状況を見るのと見ないのとでは情報発信、商品造成に大きな影響を与え 

 る。想像以上の自然の脅威を目の当たりにしたが、観光面では（一部アクセスを除き）特に問題がないことを確認した。あとは、や 

 はり旅行者の心象だろう。 

 

  

 

 

  

 

1.ぜひ行ってみたい（5人） 

2.機会があれば行ってみたい（9人） 

3.（一度行ったので）また行きたいとは思わない（1人） 

4.二度と行きたくない（0人） 
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14.今回のモニターツアーのなかで、情報発信したいと思ったところはどこですか。 
・勝浦市街地や那智・熊野の主要観光スポットは観光で特に問題はないということ。ただ、魅力は失われていないものの、濁流被害の 

 なまなましさや岩石が転がるさまなど、「何も変わっていません」ではないので、そのあたりをうまく表現して、旅行商品造成につながる情 

 報や、今一度「訪れる価値のある地域」だということを発信できればと思う。 

・現地ガイド（伊勢、大門坂） 

・観光して訪れるうえで、支障はない。 

・熊野三山と災害復旧。 

・大門坂、熊野那智大社、本宮大社 

・熊野地方へたくさんの観光客が訪れることが何よりも復旧・復興に役立ち、地元の皆さんもそれを熱望していること。 

・観光に訪れるのには、問題ないので、初めて行く方や行ったことがある方にも自然の美しさやパワーを感じることができる。まだ川や山 

 には台風の爪痕が残っているが、自然の恐ろしさや自然の恵みを伝えたいと思う。 

・熊野古道とその要所にある社寺。水害による被害は大きかったが、再生する力（自然・人間共に）がみなぎっているのがパワー 

 スポットたるゆえんという視点で。 

・熊野古道、那智の滝 

・那智および熊野が台風12号の被害から観光に問題のないレベルに復興していること。風評被害で観光客が激減しているので、 

 観光キャンペーンが実施されていること。 

・まず、和歌山県南部地域は元気ですよということを発信したい。そしてほんの一部しか味わえなかったですが、熊野古道の魅力を伝え 

 たい。 

・やはり、大門坂の被害に関すること。周辺の被害は多大なものであったが、復興が進められていることも含め世界遺産が傷ついていな 

 いこと、損傷していないことを正しく情報発信していきたい。 

・学内やゼミで発信し、ボランティアなどに参加できればいいなと思っている。 

・被害は大きかったが、行政だけでなく、住民も復興に向かっているということ。建物や食事、歴史などさまざまな魅力があること。 

・台風の被害状況、伊勢神宮、勝浦温泉、熊野古道の実際に行かないとわからない魅力について。 

 

15.和歌山県の台風被害、またそれに伴う風評被害での観光客減少について、今後観光需 

要の創出に向けての取り組みとして考えられることがあれば具体的に教えてください。 
・東北の震災があるまで、観光することで復興の手助けができると考えたことがなかった。だから売り出す際には観光することにも意味が 

 あるということを正確に伝えることが大事だと思う。 

・復興活動と観光をコラボ。 

・学生の間では和歌山のラーメンが有名なのでラーメンツアーなどを若い子向けに取り組むのはどうか。 

・風評被害の影響はしばらく続くと見込まれる。だが、それを逆手に自然災害に関する世界遺産保護の取り組みに強化していくべき 

 問題点の絞り込みを踏まえた教育的な勉強会やシンポジウムを開催してほしい。 

・和歌山県のホームページやテレビのＣＭなどで和歌山が元気で復旧しているということを宣伝するのが大切だと思う。または新たな 

 観光施設の開拓が近道だと思う。 

・近畿圏、東海圏からの観光需要を取り戻すために、和歌山県などが実施している復興キャンペーン「元気です和歌山キャンペーン」 

 の積極的なPR。合わせて、台風被害からの復興状況の積極的なPRの実施。復興状況の情報については、情報伝達が不足して 

 いるのが正直なところかと思う。 

・和歌山だけでなく、奈良県の被災地ともっと手を組み観光誘致につなげてほしい。単体では少し厳しいかも。 

・テーマや物語性を持ったツアーの企画。「パワースポット」「再生」などをテーマに、被災を乗り越えようとする部分を強調して見せるのは 

 どうだろうかと思う。 

・とにかく行くきっかけを作って、実際に来ていただければリピーターになると思うのできっかけをつくることが大切かと思う。実際に新大阪 

 からの低価格バスや、宿泊キャッシュバックキャンペーンなど、県や市町村で取り組んでいる。学校行事や研修等で若い方に来ていた 

 だき、将来のリピーターになってもらえればと思う。 

・11月30日に田辺市長が大阪で記者会見し被災地復興観光キャンペーン（3万円のクーポンを200人にプレゼント）をＰＲした。 

 県をあげ、運輸局も支援して同趣旨のＰＲを大々的に実施してほしい。 
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・大手旅行会社でされているが、ボランティア要素が入った団体ツアーものは需要があるのではないか。 

・募集ツアーの造成・販売 

・価格ダウン 

・地域が地区がより連携して復旧完了に向けてアピールしてもらいたい。 

・例えば、白浜ですら関東圏では未だに大きな爪痕が残っていると思う人がいるように、やはり正確な情報発信を強化すべきだと思う。 

 被害の「その後」は取り上げられず、消費者の興味をひかないと思われる話題は一般マスコミは扱わないのが常なので、いかに興味を 

 ひく取り組みを行えるか、それを発信できるか。たとえ問題がなくても、消費者は風評というよりも「被災地」というイメージで敬遠する 

 し、旅行会社も二の足を踏む。以前から下降傾向にあった地域だということも考えれば、地域が一体となって、本当に元気だというこ 

 との発信強化、宿泊キャンペーン展開、クチコミを活用したイメージアップなどムーブメントになるような取り組みが必要だと考えている。 

 難しいと思うが、今こそ地域単独でやるよりもこれまで以上に広域で取り組むのはどうだろう。そういう意味では今回の伊勢を組み込 

 んだのはなしとしないし、県全体（すでに取り組まれているが）や奈良・三重と組んで広域で大々的にやるのが手だ思う。地域単体 

 では厳しい。 

 

16.今回のモニターツアーの全体的な感想を教えてください。 
・今回のモニターツアーに行くことで、和歌山の魅力や現在の被害状況に気づくことができた。行って終わりではなく、これからも情報を 

 発信していきたいと思う。 

・ガイドさんの大きさをとても感じた。食事量を少し少なくして、+αなにか買ってもらえるようにしたほうがいいと思う。 

・限られた時間の中に大容量なツアーだったと思う。行く場所それぞれで新しい発見があり面白いものでした。 

・モニターツアー参加が直前に決定したため、事前学習を十分行えずモチベーションとしては他の人より劣っていたと反省。個人的には 

 大門坂に大変感銘を受けたので大満足。 

・私自身、今回のような経験は初めてだった。普段は何となく行く旅行でも、観光の面から考えていきたいと思う。そして仕事として観光 

 の力になりたいと思う。 

・何度も訪問したことがあるエリアであり、以前の状況を知っているだけに、台風被害の痕跡や復旧の作業、閑散とした観光地（伊勢 

 神宮は除く）の状況などを目の当たりにすることで、和歌山県南部が置かれている状況に衝撃を受けた。報道で私自身が認識して 

 いたよりも被害が甚大であり、観光客も激減していることを実感しただけでなく、復旧も想像以上に進んでいることも実感することがで 

 きまた。主に娯楽系の情報を発信するメディアである立場からも、観光需要の回復のために尽力できれば、との想いが強くなったモニ 

 ターツアーとなった。 

・復旧状況が非常に気になっていたので、視察ができてよかった。しかし現地の誘致やＰＲが少し弱いように感じた。 

・旅行社の方、現地の皆さんには大変お世話になり感謝している。もっともっと知りたい点もありましたが、そう思わせたということをとって 

 も、ツアーは成功だったのではと思う。 

・全体的によかった。ツアーとしては伊勢から南紀勝浦へ抜けるコースはあまりなく商品として造成するのは難しいと感じたが経験出来た 

 のはよい。また、熊野大社等、昔の人々が憧れた熊野詣の地はやはり聖域を感じた。そのあたりを話題のパワースポットとからませてツ 

 アーコース等を造成してみたいと考えている。 

・参加の目的を果たすことができ、個人的にも楽しむこともできてとても有意義だった。 

・和歌山県が力をいれて誘客キャンペーンを実施しているのは、知っておりました。実際にいって、ホテルや観光地で、観光客が激減し 

 てるのが、感じられた。まだまた、情報が届いていないことを痛感した。 熊野古道は、行ってみたいと思ってる方は、大変多いのです 

 が、実際にどう行程を組めばいいのかわからないとおっしゃる方が多い。今回参加したことで、PRする際にも、きちんと説明できるかと思 

 う。ボランティアや土産売りの方と、お話したり、実際写真を見ると被害の大きさがわかった。自然の恐ろしさと、生命力を感じた。 

・いろいろと勉強ができた。 

・観光客の激減している状況を肌で感じて驚いた。 

・被害の爪痕が所々にあり、大変だったのだなと感じた。しかし復旧に向けてみなさん頑張っておられるのも感じた。参加者同士で意見 

 交換する時間があっても良かったかなと思った。 
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・旅行商品を意識してのツアーだったと思うので定番という感じだったが、旅行者としては一定の満足が得られると思う。やはり伊勢が 

 入っていたので紀伊半島一周になり、移動が多かった。1泊2日では厳しいのかなと。商品化するなら、これにもう少し変わったところ、 

 地域文化に触れられるものや体験を入れるといいのだろう。でも2泊3日で…という地域でもないし、そのあたりは被災に関わらずこの 

 地域の問題かと思う。南紀ファンとしては、現地を見て安心したような、少し悲しくなったような複雑な気持ちが。業界としてもっとでき 

 ることはないか、発信できればと思う。 

 

17.今回のツアーでは参加者の方々にツアー体験についての情報発信をお願いしています。情
報発信していただける場合は、ご予定を教えてください。 
・観光業界専門誌「トラベルニュースat」2011年12月10日号（予定）とウェブサイト（時期未定） 

・ツアー商品造成・販売 

・日本観光振興協会（本部）発刊「観光とまちづくり」で和歌山県の特集を制作 2012年1月20日頃発行（予定） 

・横浜（2月）、京都（3月）に関西の観光展を開催。今回の体験を情報発信する。 

・弊社ホームページ、Facebookなど 12月下旬（予定） 

・古道ウォークや巡拝などの熊野行ツアーの企画 

・神戸新聞 夕刊「旅」コーナー 2012年1月10日頃（予定） 

・ウェブマガジン「Lmaga.jp」（http://Lmaga.jp/) に掲載 2011年12月9日（予定） 

・個人Facebook、mixiで発信 

・学内での調査報告掲示、大学ホームページでの報告記事の制作等 
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4.情報発信（メディア関係） 

◆トラベルニュース 2011年12月10日 

19 



4.情報発信（メディア関係） 

20 

◆Ｌmaga.jp 2011年12月14日 



◆徳島新聞朝刊 2011年12月1日 
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◆神戸新聞夕刊 2012年1月5日 

22 



情報発信（ツアー造成）

◆神戸新聞旅行社・・・ 社共同での和歌山復興応援企画キャンペーンツアーを企画・販売

23 



4.情報発信（ツアー造成） 

◆京都新聞旅行センター・・・南紀勝浦温泉復興応援企画キャンペーンツアーを企画・販売 
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4.情報発信（ツアー造成） ◆毎日新聞旅行・・・ウォーキングを中心に、和歌山県関連ツアーを多数実施。 

ホームページ掲載例 
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4.情報発信（ツアー造成） 

ツアー名 日程 コース概要 掲載媒体 掲載日 

和歌山・高野三山を歩く １月９日 奥ノ院～摩尼山～楊柳山～天軸山 毎日新聞夕刊（大阪本社版） １２月２２日 

      毎日新聞旅行ホームページ   

和歌山・清冷山（登山） １月２２日 日高川～清冷山 毎日新聞夕刊（大阪本社版） １月１２日 

      毎日新聞旅行ホームページ   

女人高野と奥の院（登山） ２月４日 不動口女人堂～大門～相ノ口・大滝口 タブロイド新聞「毎日新聞旅行」（毎日新聞朝刊折込） １月１８日 

    ・みろく峠女人堂～奥の院 毎日新聞旅行ホームページ   

鹿ケ瀬峠と由良の野生の水仙 ①２月１１日 河瀬王子跡～馬留王子跡～鹿ケ瀬峠 毎日新聞朝刊大阪版（地方版） ２月１日 

（ウオーク） ②２月１３日 ～白崎海岸～興国寺 タブロイド新聞「毎日新聞旅行」（毎日新聞朝刊折込） １月１８日 

      毎日新聞旅行ホームページ   

      チラシ   

南部梅林と熊野古道を歩く ①２月１０日 南部梅林～切目王子～斑鳩王子～津 毎日新聞朝刊大阪版（地方版） ２月１日 

  ②２月１８日 井王子～日高観光農園～御坊寺内町 タブロイド新聞「毎日新聞旅行」（毎日新聞朝刊折込） １月１８日 

    ～日の岬 毎日新聞旅行ホームページ   

      チラシ   

バイカオウレン咲く熊野古道 ２月２８日～２９日 牛馬童子像～近露王子～わたらせ温泉 毎日新聞旅行ホームページ   

（ウオーク）   ～湯川王子～猪鼻王子～発心門王子 チラシ   

【実施ツアーとツアー告知掲載媒体】 
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◆株式会社ツアーランド・・・観光庁の震災復興モニターツアーにエントリー、和歌山復興ツアーを企画・販売。 
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4.情報発信（その他） 

◆Facebookページでの発信（堀 有佳里・田尻 祥記） 
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4.情報発信（今後計画されているもの） 

◆日本観光振興協会 関西支部 

「観光とまちづくり」（2012年1月末発刊号）にて和歌山県の特集を制作、掲載 。 

横浜（2月）、京都（3月）にて開催する関西の観光展にて、今回の体験の情報発信。 

 

◆エアトラベル徳島 

3月（春休み中設定）にて勝浦1泊でツアーを造成・販売（4～5本設定予定）。 

 

◆夙川学院大学 

台風12号による被害前後の和歌山県の観光の状況をふまえ、風評被害を払拭し、観光振興を図っていくた
め、 

特に若い世代に向けて、観光資源としての世界遺産を中心に、どのような発信が効果的であるかを考察し、研 

究発表を行う。モニターツアーに参加することで、自分たちが実際に感じたことを、同じ世代の人に魅力的に 

伝えられる方法や自分たちがこれから和歌山の観光振興においてできることを大学生の立場から考えていく。 

ゼミ内で報告（4月）ののち、学内ＨＰ等にて報告記事の掲載予定。 
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5.専門家による地域へのアドバイス 

復興への取り組み事業のありかたについて 

神戸新聞旅行社 旅行部長 山田陽介 

 

 被災地の復興に「観光」という視点からの支援、特に観光業が産業構成のなかで多くを占める地域の被災に 

関しては、「観光」復興はいつも復興の大きな目玉として焦点があてられる。我々観光業に携わる者としても、 

「観光」を通じて被災地の復興支援を行うことは大変意義のあることだと認識している。日々の業務を通じて、 

それを実現するかは、我々にとっても大きな課題である。 

 その契機として、観光業やメディア関係者を集めたモニターツアーが行われることが多く、当社でも数々のツアー 

に参加をしてきたが、その構成についてはいつも疑問を感じる。観光の復興に必要な情報として、道が安全で 

あることや、宿泊地の観光施設が被害を受けているかどうかの確認とその発信はもちろん重要であるが、往々に 

して、その情報のみに終始してしまいがちである。それだけで本当に観光客は戻ってくるのだろうか。 私はそうは 

考えない。まず、旅行において、一番大事な要素は「そこにしかないもの」があるかどうかだと考える。 

 たとえば当社では、「兵庫探訪の旅シリーズ」という地元・兵庫をより掘り下げたツアーをシリーズで実施してい 

る。現在では50コースを超え、大変好評を得ているこのツアーだが、ツアー造成において我々が必ず組み込む 

要素は「地元ならではの食」「学び」「地元の方とのふれあい」の3点である。この3点をポイントにして、現地に 

行き、実際に見て、食して体験したものをツアーに反映させ、ツアーの魅力を高めていっている。しかし、どの 

地域にも共通して感じることだが、地元の方が、地元ならではの素材に気づいていないことが多い。我々のような 

外部の者が外から客観的に見て、その魅力が初めてわかる、ということが多々あるのだ。 

 このような手法で数多くのツアーを造成・販売してきたが、その中でも当社が行った象徴的なツアーに「宍粟の 

巨木めぐりツアー」がある。視察段階では、地元の方は、新しい施設や観光スポットなど、いわゆる「箱もの」を 

中心に我々に紹介してくれた。しかし、これらを盛り込んだツアー内容ではどうしても内容が薄く、何かが足りな 

い。そこで地元の担当者から聞いた「ここは山しかないので観光では誰も来てくれないのです」という言葉がヒント 

となった。「山しかないのなら、山を堀りさげよう」という発想で、田舎の空気を吸いながら、山をトレッキングしたり、 

地元の方による巨木の説明、山菜の天ぷらや地元野菜の煮物などの地元の食材を食す、というような都会の 

人には普段経験できない体験を盛り込むことによって、このツアーを造成した。そして、その結果、予想に反して 

大好評のツアーとなった。 

 このツアーから鑑みると、地元の方が固定観念のなかで提供する素材だけでなく、出発する側の旅行企画者 

が地元の方との「対話」から、新しい素材を発見し、何を素材として選び、商品化していくかが、重要な要素で 

あったと感じる。その地域に一番詳しいのは地元の方から情報提供していただくなかで、「対話」によって、共に新 

しい観光素材を発見していく、重要なのはそういうプロセスをひとつずつ積んでいけるかどうかではないだろうか。 

 今後の復興への取り組みのひとつとして、私はまずはモニターツアーの内容の再検討を掲げたいと思う。一つは 

まず「地元の再発見」をテーマに素材を抽出し、各地域の旅行会社が自社顧客のニーズに合った素材を選べる 

ような充実を図ること。そして、もう一つは、地元の情報発信者（担当者）が少なくとも5年以上担当し、誰が 

その地域の情報発信者なのかを明確に位置付けて一貫した情報発信をし、旅行会社等の観光業者との情報 

交換を積極的に行うこと。そうすれば、風評被害の払拭と共に、真の復興や新しいまちおこしにもつながっていく 

のではないかと考えている。 
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6.まとめ 
 

 今回のモニターツアーは、旅行会社・メディア・「観光」を勉強する大学生と、現在とそしてこれからの観光振興 

に様々な分野で携わっていかれるであろう方々にバランスよく集まっていただいた。それぞれの立場から、被災地 

域をみていただき、情報発信につなげていただいた。 

 参加者の中でのアンケートにもあるが、やはり、マスメディアを使った情報発信は、一般客の和歌山県の印象を 

形作るのに大きな影響を与えるため、ここは和歌山県を中心に積極的に発信していくことが今後も必要である 

と感じる。そうして和歌山への旅行の機運を高めたところで、実際に人を運ぶ旅行会社のツアー企画で送客を 

図っていくことが必要であろう。また、その情報発信についても、和歌山の持つ潜在的な観光資源をより魅力的 

に見せる為、「テーマ性」「物語性」をもって、一般客に提示していけるか、というところがポイントになっていくように 

感じる。風評被害が払拭されれば、以前の客足は戻るかもしれないが、それ以上に今後この地域が観光業の 

発展を図るためには、そのような+αをどれだけ創出できるかが重要だと思う。 

 また、学生の方々がFacebookなどを活用した情報発信を行っていたが、このようなSNSを使った発信も今後 

の課題となってくるであろう。マスメディアは一瞬のうちに広く情報が伝播するという特性があるが、SNSでは、じわ 

りと地域のブランドづくりをし、地域のファンをつくっていくのに有効なメディアではないかと思う。一度和歌山に行っ 

た人が、その良さをじわじわと広めていけるような仕組みを作るためにも、先の「テーマ性」や「物語性」が必要と 

なってくると思う。 

 今回のツアーは被災後すぐのツアーであったため、まずは和歌山の現状を関係者に見ていただき、観光するの 

に問題はない、ということを体感していただくことを重点にしたが、そういった意味では、成功をしたように思う。 

ここから、次は一歩踏み込み、新しく観光復興につなげていくための施策がこれから必要になっていくことだろう。 
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