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鯨の町として知られる太地町は、人口約3300人の小さな町。この町には、海岸段丘はあるものの、大きな河川がなく平野
が少ないため、かつては入り江に面した狭いエリアに多くの人々が暮らしていた。
私達「たいジオ。」は、魅力的なまちなみの残るエリアを、地形的要素に基づく集落の形成と津波や台風など自然災害へ
の対応など、先人達の知恵と現在の防災を感じながら歩くジオツアーを企画した。
なお、このツアーは、太地町を中心に活動する「たいジオ。」と、大学の知的資源を活用し、自治体等と連携しながら地域
防災力の向上を推進する和歌山大学災害科学教育研究センター（2016年4月、防災研究教育センターから改称）の共同
主催である。
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“ARUKORA Taiji Townscape version” Let’s enjoy! Attempt of disaster prevention Geo-Tour 

Taiji is a small town. It is known as the town of whale. Its population is about 3300. In those days, people used to live in a small
area facing the bay because there was no big river and a few plain fields though there was a coastal terrace. We organized a Geo-
Tour in an area which remains attractive to have participants feel our predecessors’ wisdom and the current disaster prevention
such as how settlement was made based on geological factors, how to prepare for natural disasters (tsunami, typhoons, etc.)
This tour was co-hosted by TAI-GEO and Center for Education And Research of Disaster science, Wakayama University (April
2016, renamed from Center for Research and Education of Disaster Reduction, Wakayama University).

実施日 Date 平成27年6月13日（土） June 13, 2015(Saturday)

設定時間 Required time 約2時間30分 about 2 hours and 30 minutes

コース Course

①太地漁港→②和田の岩門（ジオサイト）→③鯨漁に関わった人々が暮らした町並→

④太地小学校（災害時避難場所でもある小学校で、小学生が作成した地域の防災マップ
を見学）→⑤太地水産協同組合事務所(国の登録有形文化財)→⑥恵比須神社（鯨骨の
鳥居）→⑦幸助屋（空き家利用のコミュニティスペース）

①Taiji fishing port – ②Rock Gate of Wada (geosite) – ③the streetscape where people who were involved in the whale fishing –

④Taiji elementary school (in case of emergency, this is designated as a disaster shelter, observed the local disaster prevention 

map created by elementary school students) – ⑤Taiji fisheries cooperative office (registered tangible cultural property) – ⑥Ebisu 

Shrine (torii of whalebones) – ⑦Kosukeya (community space of the vacant house use)

参加者 Participants

２７名（男１５・女１２） 27 people (male 15, female 12)

年齢：10才未満（家族で参加）から70代 Age: less than 10 years old – 70’s 

居住地：太地町内７、近隣市町（那智勝浦町、新宮市、串本町）６、その他県内９、県外５

living place: Taiji town 7, neighboring cities and towns 6, other cities 9, from other prefectures 5

今回のツアーは、防災だけをテーマとせず、太地町の魅力を伝えられるよう心がけた。ツアーでは、異なる居住地の
参加者同士が歩きながら打ち解けたやりとりをする姿も見られ、このやりとりが、町外からの参加者には太地町がより
身近に感じられるものに、町内の参加者には当たり前の風景や暮らしが実は魅力的なものだと再確認するきっかけに
できたのではないだろうか。
また、このツアーがきっかけとなって、１月に実施された太地町防災ウォークラリーにも「たいジオ。」は協力させて
いただいた。
平成26年に認定されたばかりの南紀熊野ジオパークについて、地元での認知度はまだまだ高くないのが現状であり、
「ジオパークってなに？」「何をやってるの？」「難しそう」などの声も聞かれる。私達「たいジオ。」は、ジオツアーの企画
やイベントへの参加等を通じて、小難しくないジオ、身近なジオ、そして魅力ある地元を発信し続けていきたいと考えて
いる。

We tried to convey not only the theme of disaster prevention but also the attractive points of Taiji town in this tour. During the tour, 
participants from different living places were getting along with each other while walking. We believed this mingling could make the 
participants from other cities feel closer to the town and the participants living in the town reacknowledge that commonplace 
landscape and life were actually attractive.
In addition, this tour made an opportunity for us to cooperate in Taiji disaster prevention walk rally held last January.
Nanki Kumano Geopark was certified as a Japanese Geopark just in 2014. Unfortunately, local people’s awareness about it is not 
high. We hear comments from them like “What is a Geopark?” “What do you do for a Geopark “It seems difficult”
We as TAI-GEO would like to promote casual Geo, familiar Geo, attractive local things through Geo-tour planning, participation in 
events, and the like.


