






① 熊野市内の主な自然資源

番号 名称 地域 内容

1 楯ヶ崎 甫母町
神武天皇上陸の地と伝えられる大絶壁。何万本もの岩の柱が巨
大な楯となってそそり立つ。

2 新鹿海水浴場 新鹿町
日本の水浴場８８選にも選ばれた、遠浅で透明度の高い海水浴
場。

3 大泊海水浴場 大泊町 新鹿とともに地域を代表する海水浴場

4 鬼ヶ城 木本町
約１ｋｍの遊歩道に沿って波の浸食が創り上げた奇岩洞穴が続
く。鬼征伐伝説が残る。（世界文化遺産）

5 七里御浜海岸 熊野市～紀宝町
延々２２ｋｍも続く日本一長い砂礫海岸。日本の渚１００選にも選
ばれアカウミガメの上陸地としても知られる。(世界文化遺産）

6 獅子岩 有馬町
七里御浜の北端にそびえる奇岩。高さ２５ｍ、あたかも熊野灘に
むかって吠える獅子のように見える。（世界文化遺産）

7 大又川の清流 飛鳥町
アマゴがすむ澄みきった渓流。アユ釣りが解禁になると、釣り人で
賑わう。

8 ホタルの里 五郷町
大井谷地区ではホタルの保護に力を入れており、５～６月にはホ
タルの幻想的なショーが見られる。近年は護岸工事により減少。

9 七色峡 神川町
季節の移り変わりとともに川の水の色が七色に変化するという不
思議な峡谷。

10 大丹倉(おおにぐら） 育生町
高さ３００ｍ、幅５００ｍにおよぶ赤い大絶壁。行者の修行の場で
あったと伝えられる。

11 瀞峡 紀和町小川口 熊野川にそそぐ北上川上流、小川口にジェット船乗り場がある。

12 布引の滝 紀和町
日本の滝百選。４段からなり、周囲の森は「切らずの森」として守ら
れている。下流には「荒滝」もある。

－2－



② 熊野市内の主な歴史・文化資源

番号 名称 地域 内容

1 徐福の宮 波田須町
秦の始皇帝の命をうけて不老不死の薬を求めてこの地に漂着した徐
福を祀る。

2 天女座 波田須町
ミュージシャン矢吹紫帆・矢中鷹光夫妻が創り上げた「海の見える」
音楽ホール＆カフェ。文化の交流拠点。

3 大馬神社 井戸町

平安時代、この地方の賊を討った坂上田村麻呂の霊が大きな馬に乗って参
詣の僧を案内したことから神社の名がついたといわれる。例大祭には烏帽
子・直垂姿の男達による「弓引き神事」が行われる。秋（１１月）の祭礼も神
輿、だんじりの練り歩き、餅まきや俵の争奪戦などで賑わう。

4 花の窟（はなのいわや）神社 有馬町
七里御浜に突出する高さ４５ｍの巨岩をご神体とする、神話の国を象
徴するような神社。（世界文化遺産）

5 産田神社 有馬町
この神社から神様を移し祀ったのが熊野本宮大社の起源と伝えられ
る。例大祭には烏帽子・帯刀の男子２名による御弓神事が行われ
る。さんま寿し発祥の地とか。

6 丸山千枚田 紀和町丸山
約１６００枚の水田があり全国有数の規模を誇る。田植えや稲刈りに
は多くのオーナーが訪れる。

7 鉱山資料館 紀和町板屋
奈良時代に起源をもち、昭和５３年に閉山した「紀州鉱山」の歴史資
料を展示。

8 楊枝薬師堂 紀和町
近松門左衛門の戯曲にも登場する「お柳の薬師さま」として知られ
る。

9 赤木城跡 紀和町
天正年間、藤堂高虎の築城と伝えられる。築城当時の原型を残した
貴重な史跡(国指定）

10 水車谷鉱山遺跡 紀和町
中世の鉱山の様子をよく保っている。役所跡や焼窯跡も残り、送風管
として使用された紀州竹も群生している。

11 外人墓地 紀和町
昭和１９年６月にイギリス兵３００人が紀州鉱山に連行され２０年８月
までに１６名が死亡。その収容所あとに建てられた十字架の墓標。

－3－



③

番号 名称 地域 内容

1 曽根次郎坂・太郎坂 尾鷲市～二木島町
その昔、紀伊と志摩の国境であったことから、自領（志摩）と他領（紀
伊）がなまったものと言われている。

2 二木島峠・逢神坂峠 二木島町～新鹿町
逢神とは伊勢と熊野の神が出会う場所とも、かつて狼が出没したか
らともいわれる。杉桧の山林に端正な石畳道が通じている。

3 波田須・大吹峠 新鹿町～大泊町
鎌倉期のものと思われる巨石の石畳が残る。徐福伝説や弘法伝説
が残り、大吹峠は風情ある竹林の中を歩く。

4 観音道 大泊町～波田須町
山道を１ｋｍほど登ると清水寺（通称泊観音）があり、道中あちこちに
石仏が残る。

5 松本峠 大泊町～木本町
鬼ヶ城の山手に位置し、竹林に囲まれた峠には鉄砲で撃たれた地蔵
があり、途中の梅林からは七里御浜が一望できる。

6 浜街道 熊野市～紀宝町
七里御浜に沿って歩き、成川の渡しを経て新宮をめざす。途中にはイ
ザナギノミコトの御陵「花の窟」があり、往時は巡礼がいきかった巡礼
道であった。

7 風伝峠 御浜町～紀和町
本宮道は風伝峠の先で吉野へむかう北山道と分岐しており、峠は海
辺と山村を結ぶ要衝であった。風伝とは風のよく通る場所を表し、朝
霧が峠を吹き下りる「風伝おろし」は有名である。

8 通り峠 紀和町
本宮道と別れ吉野方面へむかう北山道にあり、子安地蔵の祀られた
峠道には石畳がよく残っている。丸山千枚田の展望スポットでもあ
る。

熊野市内の主な歴史・文化資源＜熊野古道＞
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④ 熊野市内の主な施設

番号 名称 地域 内容

1 紀南ツアーデザインセンター 木本町

１６年６月オープン。地元の林業家が明治２０年ころに建てた民家を
改装。かまどや太い柱やはりなどはそのまま残した重厚な造り。紀南
振興プロデューサーの橋川氏をセンター長として紀南地域の集客交
流や旅の拠点としての役割を担う。

2 山崎運動公園 有馬町
くまのスタジアムが完成して、プロ野球二軍戦の誘致も実現した。ほ
かにテニスコート、多目的グラウンドがある。

3 熊野市総合グラウンド 有馬町 体育館・テニスコート・陸上競技場・プール・野球場の施設がある。

4 熊野市歴史民俗資料館 有馬町
縄文・弥生時代の土器などの出土品や生活、農林漁業に使われた
道具等が展示されている。

5 金山パイロットみかん園 金山町
熊野市の３分の１の生産量を担う。シーズンにはみかん狩り客で賑
わう。

6 道の駅 熊野きのくに 飛鳥町 売店、木工品の加工施設、多目的ホール、ミニ公園など。

7 坑内電車（トロッコ電車） 紀和町
紀州鉱山が栄えていたころの輸送車両。現在は旧鉱山跡の隧道を
利用して、瀞流荘と湯ノ口温泉の間を観光運転している。

8 Ｂ＆Ｇ紀和海洋センター 紀和町板屋 バレーボールコート２面、屋内プール、武道場を備える。

9 小船梅林 紀和町小船
樹齢３３年１．２ヘクタールに６５０本が稙栽される。開花時期には「梅
まつり」が開催。
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⑤ 熊野市内の主な施設＜宿泊施設＞

番号 名称 地域 内容

1 かんぽの宿 熊野 井戸町
熊野灘が一望できる高台にあり、壮大な眺めと天然温泉と郷土の食
材を使った料理が自慢。

2 熊野市青年の家 有馬町
ＪＲ熊野市駅から徒歩７分。海山の大自然と古い歴史がいっぱいの
熊野市青年の家。

3 熊野少年自然の家 金山町
宿泊、研修施設、天文観測施設等を備え、さまざまな研修、合宿等に
利用できる。各種体験メニューも充実。

4 千枚田オートキャンプ場 紀和町大栗須 キャンプサイト、多目的休憩施設、会議室

5 千枚田荘 紀和町丸山 紀和町ふるさと公社経営の交流施設（宿泊棟、レストラン）

6 ホテル瀞流荘 紀和町小川口 湯ノ口温泉からひいた湯でクアハウス的な温水プールも完備。

7 湯ノ口温泉 紀和町湯ノ口 環境庁指定保養温泉地（バンガロー、コテージ、研修施設棟等）
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⑥ 熊野市内の伝統的な祭り

番号 名称 地域 内容

1 二木島まつり 二木島町
飾り付けた２艘の船に約４０人ずつが乗り込み、速さを競う。日本書
紀の神武天皇上陸に因むまつり。県指定文化財。

2 木本まつり 木本町 木本神社の例大祭。だんじりや神輿、六法行列が練り歩く。

3 お綱かけ神事 有馬町 花の窟神社の例大祭で行われる神事。日本書紀にも記述がある。

4
ジャジャツクと
火とぼし行事

飛鳥町

江戸時代初期の開創である光福寺で行われる盆の行事。ジャジャツ
クとは太鼓と鉦を同時に打ちならす独特のリズムのこと。盆踊りの人
寄せに鳴らされる。「火とぼし」は初盆の家から墓地まで１０８本のろう
そくが並べられる風習。

5 どぶろく祭り 育生町
大森神社の例祭の別名。約１ヶ月かけて造られた９斗９升９合のどぶ
ろくを奉納したあと参詣者にふるまう。御神酒として製造が許可され
ているのは東海地方では白川郷と伊勢神宮、そして大森神社だけ。
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⑦ 熊野市内の主なイベント

番号 名称 地域 内容

1 熊野灘ほうばい祭り 二木島町
二木島・遊木・甫母の若者らで結成した「荒志」というグループの主
催。関船漕ぎ体験やよさこいソーラン、鮮魚市などが行われる。

2 磯崎港まつり 磯崎町
井内浦農村公園を舞台にコンサートや地元特産品の販売などが行
われる。

3 熊野大花火 七里御浜
３００余年の歴史を誇り、約１万発の花火が夜空を焦がす一大イベン
ト。紀州路最大の花火大会。

4 泳げ！鯉のぼりくん 七里御浜
鬼ヶ城から獅子岩までの約１ｋｍに２００匹以上の鯉のぼりが潮風に
はためくＧＷの名物行事。

5 かやの木まつり 五郷町
地元有志でつくる「かやの木会」が交流と市文化財の「かやの木」「元
庄屋の家屋」の保存を目的に開催。来場者に酒や郷土料理をふるま
い、特産品販売、踊りや民謡の披露もあり。

6 神川ふれあい桜まつり 神川町
過疎化に歯止めをかけ、那智黒石のふるさとをＰＲしようと始まった
手作りのイベント。約３千本の桜のもと、多彩な催しが行われる。

7 紀和の火まつり 紀和町小川口 高さ１０数ｍの籠をめがけてタイマツを投げ入れる勇壮な祭り。

8 紀和ふるさとまつり 紀和町 花木の競り市、農産物即売、千枚田米の試食など多彩な催し。
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⑧ 熊野市内の主なイベント＜スポーツ＞

番号 名称 地域 内容

1
熊野市ラグビー
フェスティバル

多目的グラウ
ンド（山崎運動公

園）

社会人トップレベルのラグビーの試合と地元小学生から壮年までの
試合のほか、高校生、中学生への講習会が開催される。

2
くまのベース
ボールフェスタ

くまのスタジア
ム（山崎運動公

園）

高校野球で全国的に有名な強豪校と地元の三校を合わせた五校に
よる練習試合が開催される。

3
熊野ソフトテニス
・フェスティバル

テニスコート
（山崎運動公園）

全日本選手によるエキシビジョンマッチや地元小中学生やその指導
者に対する実技指導を行う。

4
熊野ソフトボールフェ
スティバル
（熊野選抜）

市総合グラウ
ンド、くまのス
タジアムなど

高校女子ソフトボール12チームによる大会を開催。

5

熊野ソフトボールフェ
スティバル
（ソフトボールキャン
プ）

市総合グラウ
ンド、くまのス
タジアムなど

ソフトボールの基本技術から世界に通用する高度なテクニックまで楽
しみながら習得できることをめざし、小学生やビギナーから日本リー
グで活躍する一流選手まで全国から９００人近くが参加。平成１７年
で１７回目を数える。

6
熊野ソフトボールフェ
スティバル
（熊野オープン）

市総合グラウ
ンド、くまのス
タジアムなど

実業団と大学女子のソフトボールチームによる大会を開催。

7 紀南柔道大会
近畿大学工業
高等専門学校
体育館

三重、和歌山、奈良県下の幼児から一般までの柔道愛好家による大
会を開催。

8 紀伊半島寿野球大会 熊野市・御浜町
紀伊半島の三重、奈良、和歌山、滋賀、神奈川の５県からチームが
集まり熱戦を繰り広げる。参加資格は４０歳以上、ナインの合計年齢
は４５０歳以上などの条件がある。

9 くまの駅伝大会 熊野市内
1990年まで市連合青年団が開催していた新春駅伝大会を95年に復
活させた。例年１００チームを越える参加がある。

10

３ＤＡＹ
サイクルロード
レース

熊野市・御浜
町

平成17年で6回目。三重・奈良・和歌山の県境をこえた一大自転車
レース。「熊野山岳コース」は熊野市山崎公園をスタート、１００台以
上の自転車が熊野市・御浜町かけぬける。
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⑨

地場産品名 概 要 生産量等

主な 品地場産品

柑橘類
温州みかん、夏みかん等の晩柑類など 主に金山・久生屋・有
馬町で生産

平成16年度
温州みかん 3,340ｔ
晩柑類 371ｔ

たかな
飛鳥・五郷・紀和町で生産 ごはんをたかなで包んだ「めはり寿
司」の材料となる

平成16年
24.4ｔ

梅 紀和町ふるさと公社が生産 梅干として販売されている
平成17年度
6.3ｔ

美熊野牛
有馬町池川地区で岡田精肉店が生産 以前は松阪牛ブランドで
売られていた

平成17年
140頭

紀和牛 紀和町和気地区で田中牧場が生産
平成17年
540頭

熊野地どり
二木島・井戸・飛鳥町で生産 名古屋コーチンと伊勢赤鳥、三重
原産の八木戸（シャモ）を掛け合わせたもの

H16年度
5,377羽

きじ肉
脂身が少なくあっさりとしている高麗きじを 「きじ鍋」（しゃぶしゃ
ぶ風）「きじ釜飯」「すきやき」等で賞味 紀和町ふるさと公社で生
産

H17年度
2,308羽

さんま
脂の抜けたさんま漁が盛ん この地方だけにある「さんま寿司」
や干物の材料となる

H16年
746ｔ

真鯛 二木島湾で養殖生産
H16年
219ｔ

伊勢海老 甫母町から磯崎町までの漁場で獲れる
H16年
12ｔ

あまご 育生町赤倉地区で赤倉水産が生産
H15年度
5ｔ（2.5ｔは都会へ輸

出、残りは河川放流）

干物 さんまやアジ、かますなどの干物を市内の水産業者が生産

味噌 紀和町ふるさと公社で生産
平成17年度
25.5ｔ

那智黒石
日本で唯一神川町だけで生産 碁石の黒石のほかキーホル
ダーや置物として利用

H16年
200t
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１．スポーツによる集客交流

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

6,093 9,321 10,126 10,563 17,283

テニスコート クレーコート（2面） 〃

陸上競技場
３００mトラック
ソフトボール・少年野球場（２面）
13,050㎡ 証明施設有り

〃

体育館
アリーナ35.4ｍ×22.2ｍ
面積1,206㎡

〃

アリーナ 177.3㎡
トレーニングルーム 72.6㎡

〃

野球場 両翼89ｍ 中堅115ｍ
熊野市総合グラウン

ド
（熊野市有馬町）

集客交流の取り組み

体育館 アリーナ30.9ｍ×23.5ｍ
熊野市紀和B＆G海

洋センター
(熊野市紀和町）

健康運動広場
ソフトボール・少年野球場（2面）
10,921㎡

〃

テニスコート
クレーコート（6面）5,128㎡
オムニコート（2面）2,091㎡

場所

温暖な気候を背景にソフトボールや野球などの合宿の誘致に力を入れている
ほか、女子ソフトボール大会の「熊野オープン」、「熊野ソフトテニスフェスティバ
ル｣など多くのスポーツイベントを開催し、スポーツによる交流と熊野市のPRに
努めている。

くまのスタジアム
両翼100ｍ 中堅122ｍ
ナイター照明６基
内野席1,500人 外野席5,000人

山崎運動公園
（熊野市有馬町）

２．スポーツ施設の概要

施設名 概要

年度

宿泊者数

多目的グラウンド
サッカー・ラグビー場
16,202㎡

〃

武道場 〃

〃

屋内競技場
野球等の雨天練習場
480.3㎡

〃

健康増進ハウス

上屋根付きプール

面積23.5ｍ×15.6ｍ=366.6㎡

〃

グラウンド
61ｍ×80ｍ
証明施設有り

熊野市スポーツ公園
（熊野市紀和町）

6コース×25ｍプール1基
10ｍ×6ｍ幼児プール1基
面積883.1㎡
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開催日：

場 所：

主 管：

内  容：

参加者：

開催日：

場 所：

主 管：

内  容：

参加者：

開催日：

場 所：

主 管：

内  容：

参加者：

開催日：

場 所：

主 管：

内  容：

参加者：

開催日：

場 所：

主 管：

内  容：

参加者：

開催日：

場 所：

主 管：

内  容：

参加者：

開催日：

場 所：

主 管：

内  容：

参加者：

開催日：

場 所：

主 管：

内  容：

参加者：

開催日：

場 所：

主 管：

内  容：

参加者：

開催日：

場 所：

主 管：

内  容：

参加者：

42チーム、選手700人

高校女子250人、地域小中学生及び指導者100人

12チーム、選手延べ1,300人

参加者延べ4,000人

熊野ソフトテニス協会

全日本選手によるエキシビジョンマッチと高校生等への実技指導

平成１７年１２月２３日（金）～２６日（月）

熊野市総合グラウンド・山崎運動公園

熊野ソフトボールフェスティバル実行委員会

高校女子１２チームによる交流試合

平成１８年２月１１日（土）・１２日（日）

近畿大学工業高等専門学校 体育館

牟婁地区柔道会

三重、和歌山、奈良県下の幼児から一般までの個人、団体戦ほか

紀南柔道大会

選手900人

熊野ソフトボールフェスティバル実行委員会

全国のソフトボール愛好者への実技指導

平成１８年３月９日（木）～１２日（日）

熊野市総合グラウンド・山崎運動公園

熊野ソフトボールフェスティバル実行委員会

実業団・大学女子による交流試合

熊野ソフトボール・
フェスティバル

(ソフトボールキャン
プ)

熊野ソフトボール・
フェスティバル

（熊野オープン）

12チーム、選手延べ1,500人

紀伊半島寿野球大会

熊野ソフトテニス・フェ
スティバル

熊野ソフトボール・
フェスティバル
（熊野選抜）

平成１７年１１月６日（日）

山崎運動公園、市総合グラウンドほか

紀伊半島寿野球大会実行委員会

県内外から４２チームが集い、各ブロックで優勝を争う

平成１７年１２月２５日（土）～２９日（水）

山崎運動公園テニスコート

３．主なスポーツイベント（平成１７年度）

概 要イベント名

平成１７年４月２３日（土)

山崎運動公園～紀和町

３DAY ROAD 熊野実行委員会

熊野の山岳地帯を走破する自転車競技

３DAY CYCLE
ROAD

熊野大会

選手230人、観客5,000人

平成１７年６月１１日（土）・１２日（日）

山崎運動公園多目的グラウンド

熊野市ラグビーフットボール協会

トヨタ自動車 VS 近鉄

日米大学野球熊野大会実行委員会

全５試合の内第２・３戦を熊野市で開催

平成１７年６月１８日（土）・１９日（日）

山崎運動公園くまのスタジアム

くまのベースボールフェスタ実行委員会

星稜高校、大阪桐蔭高校と地元３校による交流試合

平成１８年１月３日（火）～６日（金）

熊野市総合グラウンド・山崎運動公園

熊野市ラグビー
フェスティバル

くまのベースボール
フェスタ

日米大学野球選手権
大会 熊野大会

観客2,000人

選手、観客、関係者3,000人

選手70人、関係者15人、観客4,000人

平成１７年７月９日（土）・１０日（日） ㊟９日は雨天中止

山崎運動公園くまのスタジアム
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区分 内容 № 場所 受入者 人数 季節 宿泊 参加者
1 育生町 市村治 10 年中 乳牛飼育体験 搾乳・給餌・清掃 熊野ばなし
2 育生町 市村治 10 年中 乳製品加工体験チーズ・バター作り
3 金山町 金山パイロット 20 ８月～10月 摘果・収穫体験 温州みかん
4 金山町 夢工房くまの（仮称 20 年中 柑橘加工体験 搾汁・菓子作り
5 紀和町 ふるさと公社 5月・9月 千枚田 田植・稲刈 瀞流荘 オーナー等
6 飛鳥町 まちづくり協議会 10 5月～9月 水稲 田植・除草・稲刈
7 市 内 NALC 30 年４回 農業体験 全般 民宿・簡保外
8 飛鳥町 飛鳥高菜生産組合 10 １１月～３月 漬物漬込み体験たかな
9 10 年中 田舎食作り 蓬餅・めはり 民泊外 学生。熊野ばなし
10 10 １１月～３月 漬物漬込み体験たかな 学生。熊野ばなし
11 飛鳥町 たかな婦人グループ 10 年中 染物体験 高菜染 一般市民
12 10 年中 田舎食作り めはり・茶粥・蒟蒻 学生・熊野ばなし
13 10 ５月 茶摘体験 学生・熊野ばなし

間伐 14 市内全域 森林組合 10 10月～3月 杉檜間伐
植林 15 市内全域 森林組合 10 2月～3月 杉・檜・雑木植林
下草刈 16 市内全域 森林組合 10 4月～10月 山林下草刈
木工 17 飛鳥町 きのくに 10 年中 木工体験 小物・椅子製作
草刈 18 大泊町 林業振興課外 30 年４回 植樹草刈体験 古道周辺整備目的民宿・簡保外 ＮＡＬＣ会員・児童

19 20 年中 給餌体験 マグロ給餌
20 20 ７月～９月 一本釣り体験 漁体験・魚料理体験

定置網 21 二木島町 平石佳也 10 年中 定置網体験 漁体験・魚料理体験民宿・簡保外 他地域児童・住民
シュノーケリング 22 二木島町 松本行央 10 年中 シュノーケリング 他地域児童・住民
鯛養殖 23 二木島町 実行委員会 20 年中 給餌体験 給餌・網替・出荷 他地域児童・住民
魚加工 24 遊木町 実行委員会 20 年中 干物つくり体験 他地域児童・住民
定置網 25 遊木町 畑中伉 20 年中 定置網体験 他地域児童・住民
一本釣り 26 遊木町 実行委員会 20 年中 一本釣り体験 漁体験・魚料理体験 他地域児童・住民
鮎漁 27 紀和町 10 ９月～１１月 落ち鮎漁体験 投網
体 験 28 二木島町 コスモス会 20 年中 田舎食作り こけら・サンマ寿司民宿・簡保外修学旅行・地域住民

その他 29 神川町 那智黒加工体験

◎ 実施
○ 試験的実施
△ 計画・検討
▲ 企画・提案

民宿

＜ 体体 験 メ ニニ ュ ーの事例事例 ＞

民宿
少年自然の
家
簡保

一本釣り

体 験

詳細

酪農

水稲

柑橘

農業

椋野茂外５名飛鳥町

漁業

甫母町 甫母地先漁民

五郷町 大平道子外１名

林業

-13-
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御浜町の概要 

 

項目／年度 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 

区分 就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比 

総数 4,8624,862    4,949    4,989        

農業 1,575 32.4% 1,500 30.3% 1,375 27.6%   

林業 18 0.4% 16 0.3% 9 0.2%   

漁業 38 0.8% 37 0.7% 31 0.6%   

第

一
次
産
業

 計 1,631,631,6311,631    33.6%33.6%33.6%33.6%    1,5531,553    31.4%31.4%    1,4151,415    28.28.33%%            

鉱業 13 0.3% 15 0.3% 12 0.2%   

建設業 392 8.0% 486 9.8% 464 9.3%   

製造業 598 12.3% 521 10.5% 465 9.3%   

第
二
次
産
業

 計 1,001,001,0031,003    20.6%20.6%20.6%20.6%    1,0221,022    20.20.66%%    941941    18.9%18.9%            

電気・ガス・熱供給・水道 13 0.3% 9 0.2% 17 0.3%   

運輸・通信業 212 4.3% 199 4.0% 197 3.9%   
卸売業・小売業・飲食店 787 16.2% 795 16.1% 868 17.4%   

金融・保険業 73 1.5% 69 1.4% 64 1.3%   

不動産業 9 0.2% 11  0.2% 17 0.3%   

サービス業 979 20.1% 1,140 23.0% 1,302 26.1%   

公務 155 3.2% 151 3.1% 168 3.4%   

第
三
次
産
業

 

計 2,222,222,2282,228    45.8%45.8%45.8%45.8%    2,3742,374    48.0%48.0%    2,6332,633    52.8%52.8%      

 

項目／年度 平成３年 平成８年 平成１３年 平成１８年 

区分 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 

総数 586586    30013001    563563    2,8592,859    588588    3,3103,310      

農林漁業 6 89 8 98 6 111   

鉱業 1 17 1 4 1 2   

建設業 61 239 64 335 69 357   

製造業 50 487 40 312 37 382   

電気・ガス・熱供給・水道業 1 3 1 4 2 9   

運輸・通信業 12 142 7 74 12 129   

卸売業・小売業・飲食店 261 834 264 801 255 852   

金融・保険業 6 36 6 33 5 35   

不動産業 5 13 5 11 5 15   

サービス業 168 1,003 152 1,066 179 1,268   

項目／年度 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 

男 4,623 4,609 4,665 4,599 

女 5,270 5,305 5,365 5,303 人 口 

計 9,8939,893    9,9149,914    10,03010,030    9,909,909,9029,902    

世帯数 3,830    3,949    4,088    4,104,103    

高齢者数 2,266 2,658 2,957  

高齢化率 22.9% 26.8% 29.5%  
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●かんきつ栽培の状況（三重南紀かんきつ振興プロジェクト協議会管内） 

・三重ブランド認定（みかんでは初の認定） 

   JA三重南紀のマルチ栽培みかん「味」「あまっこ」 

 ・選果場施設整備実施（18年度） 

 ・キンカン、レモン、梅など近年栽培スタート 

 

●御浜町の主な観光・物産施設 

 ・「道の駅」

パーク七里御

浜（通称：ピネ） 

   特産品

販売、レストラ

ン、ショッピン

グセンター 

    ジュース工房「オレンジプラザ」：年間約４５，０００本のみかんジュース搾汁 

・さぎりの里 

農産物直売所、茶屋、アッサム茶園、熊野古道地域センター 

・なかよしステーション神木 

  農産物直売所   

 

●見所 

七里御浜海岸  熊野古道横垣峠・風伝峠  風伝の朝霧  紀州犬のふるさと 

引作の大楠  寺谷公園  まちかど博物館（７館）   浅間山散策道・・・ 

 

●地場産業 

・御浜窯 

  「七里御浜」のマリンブルーなどに代表される、郷土色豊かな陶磁器 

・市木木綿 

   天然の藍が染料で素朴な縦縞模様 

  

       

 

 

 

 

現在 目標（H２１年）  

 うち担い手 割合  うち担い手 割合 

柑橘栽培農家数（戸） 1,580 205 13.0% 1,421 221 15.6% 

柑橘栽培面積（ha） 1,082 358 33.1% 1,041 447 42.9% 

柑橘生産量（t） 24,289 9,671 39.8% 24,631 11,192 45.4% 



2006.04.04御浜町資料① 

 17 

●御浜町内のまつり 

 

地 区 神社名 まつりの名称 開催日 備考 

川 瀬 尾呂志神社 
例祭 

秋まつり 

３．第 2日曜日 

１１．２３ 
 

阪 本 折山神社 
例祭 

秋まつり 

４． ３ 

１０． ３ 
 

片 川 三宮神社 例祭  １．１５  

柿 原 柿原神社 大祭  ８．２３  

引 作 引作神社 大祭  １．１５  

中 立 蛇崎神社 例祭 
 １．２５ 

１２． １ 
 

阿田和 阿田和神社 
春まつり 

秋まつり 

 ４．１５ 

１０．１７ 

℡0597－ 

2－4071 

下市木 稲荷神社 

大祭 

春まつり 

新殻祭 

３．初午 

４． ３ 

１２． １ 

℡0597－ 

2－1009 

上市木 八幡神社 

例祭 

春まつり 

秋まつり 

 １．１５ 

 ４． ３ 

１２． １ 

 

神 木 原地神社 霜月の祷 １１．２３  

志 原 前田神社 
お弓ひきと浦安の舞 

氏神講のまつり 

 １．１５ 

１２． １ 
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集客交集客交集客交流集客交流のの取取りり組組みみ    

 

１．自然を活かした集客交流 

 紀宝町は、吉野熊野国立公園内にあり、東は雄大な熊野灘と七里御浜、西は熊野川の流

れに挟まれ、子ノ泊山、飛雪の滝など風向明媚な環境に恵まれています。また田代公園や

大里親水公園など自然とふれあうことのできる公園やウミガメ公園のようにウミガメ保護

を目的とした施設もあり、観光客が自然を満喫できる環境にあります。 

 

２．自然的観光資源の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 

来客数 ６１，９５４人 ７３，０３９ ５０，３５３ ６７，３４７ 

※ 平成１７年度は２月までの数です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ウミガメ公園    

国道 42号沿いにある「紀宝町ウミガメ公

園」は、ウミガメ保護・啓発活動の拠点！ 

大きなプールで泳ぐウミガメに出会えるほ

か、資料館でウミガメのことを勉強したり、

海の生き物にふれたり、おみやげショッピ

ングを楽しんだりできます。 

 また、物産館では地元で採れた新鮮な農産

物や海産物などをたくさん販売しており、旅

の疲れを癒してくれる休憩コーナーや、雄大

な太平洋、美しい七里御浜を見渡せる展望テ

ラスなどがあります。 

●浅里飛雪の滝キャンプ場場 

30ｍの高さから流れ落ちる「飛雪の滝」。この景観

を見ながら、バーベキューや水遊びが楽しめるキャ

ンプ場では、25 区画のテントサイトがあり、かま

どのある炊事棟やシャワー完備の管理棟など、設備

も充実しています。 

 

●熊熊野古道    [川丈（（ 端川端）街街道]    

川の参詣道として世界遺産登録された熊野川。そ

の熊野川の右岸を西に登る古道を「川丈（川端）

街道」といい、宣旨帰りや比丘尼転びなど、昔を

偲ばせる険しい道が点在しています。 
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主な地場産品 

●食べる 

 

 

紀宝町に面する熊野灘でたくさん捕

れるしらす（カタクチイワシの稚魚）

は、カルシウム・鉄分・リンなどの栄

養価が高く、脂肪分が少ないヘルシー

な食品です。 

 

 

 

 

 

高級食用きのこであるなめこは独自

の粘りと歯切れの良さがおいしいふる

さとの珍味。人口栽培で森のエキスを真

空パックに包んでお送りします。 

 

 

 

 

 

紀宝町の南高梅（なんこうばい）を自

然のままに加工。無添加で健康食品とし

て最適な「紀宝梅」を一度ご賞味くださ

い！ 

 

 

 

 

 

 

アイガモに水田の草や虫を食べさせ

て病気を防いだ、とてもおいしい自慢の

無農薬米です。 

 

 

 

 

釜上しらす 

なめこ 

梅ぼし 

合鴨米 




