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　田辺市が有する広大な市域には、世界文化遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』に登

録されている「熊野本宮大社」・「熊野古道」や「鬪雞神社」、日本三美人の湯として

知られる「龍神温泉」、日本最古の湯といわれる「湯の峰温泉」などの温泉郷、そし

て梅やみかん、紀州備長炭、新鮮な魚介類等の温暖な気候や地勢に育まれた特産品

など、人々の心と身体を癒やす魅力的で多種多様な地域資源が存在しています。

　さらに、400 年以上にわたり高品質な梅を持続的に生産してきた伝統的な農業シ

ステム『みなべ・田辺の梅システム』が世界農業遺産に認定されたことから、2つ

の世界遺産を保有する全国唯一のまちであります。

　また、世界的博物学者である南方熊楠翁が、熊野の玄関口である城下町田辺に居

を構えた理由を「至って人気よろしく、物価安く静かにあり、風景気候はよし」と

日記に書き記したように、当地は、美しい海・山・川の豊かな大自然に恵まれ、さ

らには、古の熊野詣での時代から現在に至るまで、全ての人々をおおらかに受け入

れてきた風土があります。

　田辺市では、こうした多種多様な地域の特性を大切にし、それぞれの魅力を最大

限に生かし、そして、その価値を高め、創造しながら、まちづくりの基本理念であ

る「一人ひとりが大切にされ、幸せを実感できるまちづくり」を念頭に置き、未来

へとつながる持続的なまちづくりを目指しています。

　この市勢要覧では、田辺市の豊かな自然や魅力的な地域資源を数多く紹介してい

ます。この要覧を通して、田辺市の魅力を発見され、そして、私たち市民が誇りと

感じる豊かな郷土を実感していただければ幸いです。

　この市章は、大正 10 年図案を懸賞募集し、田辺町章として選定したものを

旧田辺市が引き継いできたもので、中央部は、田辺の「田」を表し、輝く星座

のごとく田辺市の将来のますます発展することを象徴しています。

うばめがしは、海岸沿いから山間部までこ
の地に広く自生しており、荒れ地や傾斜地
でも生育する力強さをもち、名高い備長炭
の原木として知られています。

「うばめがし」
梅は、この地に多く栽培されており、その
花は早春のころ元気よく咲き、香りは人々
の心をあたたかく包みます。

「梅」
めじろは、この地域に広く生息し、花を渡り、
実を求める姿は美しく、その鳴き声はやさ
しさにあふれています。

「めじろ」

平成 17年 10 月 1日指定田辺市の木・花・鳥

　わたくしたち田辺市民は、美しい海・山・川の豊かなめぐみに感謝し、先人たちが築きあげた歴史と文化をうけつぎ、

自治と福祉のこころにあふれたまちをつくるため、ここに市民憲章をさだめ、力を合わせてその実行につとめます。

1．豊かな自然を大切にし、調和のとれた美しいまちをつくります。

2．歴史と伝統に学び、教養を高め、文化のかおるまちをつくります。

3．スポーツに親しみ、心身ともに健康で、希望にみちた楽しいまちをつくります。

4．人権を守り、たがいに助け合い、明るく平和なまちをつくります。

5．時と資源を生かし、働くことを喜び、共に栄えるまちをつくります。

平成 17年 10 月 1日制定田辺市民憲章

平成 17年 10 月 1日制定田辺市の市章

田辺市長 真 砂　充 敏
Tanabe`s rich and expansive environment soothes the body and soul, and includes onsen (hot spring) such as 
Yunomine, Japan`s oldest onsen, and Ryujin, one of Japan`s three famous beautifying onsens. The city is well known 
for their production of ume (Japanese plums), mikan (Satsuma orange), Kishu Binchotan charcoal, fresh seafood, and 
other specialty products, due to its natural features and warm climate. Tanabe`s World Heritage Sites, the Kumano 
Hongu Taisha Grand Shrine and Kumano Kodo Pilgrimage Routes, adds to the diversity and charm of the region. 
World-renowned naturalist, Kuamgusu Minakata, recorded in his diary the following reasons for choosing to live in 
Tanabe: friendly people, low costs of living in a quiet atmosphere, and nice climate and scenery. Indeed, our city is 
blessed with beautiful mountains, ocean, and rivers, and since the ancient days of the Kumano Kodo Pilgrimage, 
Tanabe`s citizens have always been welcoming and generous to others.
In Tanabe we cherish the diverse qualities that set our city apart. By utilizing these qualities extent, we seek to 
realize our vision of Tanabe as a “new major provincial city.” We are working hard to establish a city of proud citizens 
free to lead rich, safe, peaceful lives together in kindness.
This municipal guidebook introduces the many wonderful charms and rich environment of Tanabe. I hope that after 
reading it, you will be able to understand why we the citizens of Tanabe have such pride for our city. 

Mitsutoshi Manago,
Mayor of Tanabe City


