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実行委員会委員長

　こんにちは。ご紹介に

あずかりました実行委員

長の後藤でございます。

本日は、「第 12 回雪舟サ

ミット」、豊後大野市で多

くの皆さんが集まり、盛

会に開催されますことに

つきまして、実行委員会を代表して心から感謝とお

礼を申し上げます。また、知事さんはじめ多くの来

賓の皆さん方、ご出席をいただきましてありがとう

ございます。

　豊後大野市が合併して初めての「雪舟サミット」

の開催にあたり、行政の方とともに、そして７つの

町の代表者の方が集まり、特に滝の会、雪舟会、そ

してまた水墨画を愛する方々を中心に話し合って今

日を迎えることができました。顧みますと、平成６

年に大野町沈堕の滝で「第５回雪舟サミット」が開

催されまして、15年ぶりでございます。

　我々地元では雪舟さんの偉大さに感激をして、毎

年 10月に「雪舟まつり」を開催しております。古く

から伝わる郷土芸能・伝統文化の継承、新たにでき

た創作芸能、今は沈堕の滝は水墨画を愛する方々の

憧れの場所でもあります。そして、滝周辺の歴史・

文化が、観光と、そして多くの人が訪れています。

同時に、今は知事さんより「おおいたおすすめ和み

空間」認定、そして国の登録文化財となり、地元で

は沈堕の滝を中心に地域づくりに取り組んでおりま

す。地域の活性化に役立っております。実行委員会

を代表して、サミットを通じて各関係機関の行政の

皆さん方とともに、災害時の助け合い、また歴史と

文化、伝統の交流の絆が深まることを願っておりま

す。

　本日、明日と２日間の予定でございますが、どう

か時間の許す限りご観覧くださいませ。甚だ簡単措

辞ではございますが、実行委員会を代表しての挨拶

に代えさせていただきます。

豊後大野市長

　皆さん、こんにちは。ご紹介をいただきました地

元市長の芦刈でございます。本日は雪舟ゆかりの自

開■■会
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治体の皆さんを多数豊後

大野市にお迎えをいたし

まして、ご来賓の広瀬大

分県知事をはじめ、佐々

木・玉田両県議ご臨席の

もとに、「第 12回雪舟サ

ミット」を盛会に開催を

することができましたことを大変光栄にうれしく思

っているところでございまして、まずもって心から

感謝と御礼を申し上げます。本当にありがとうござ

います。また、ご来賓の皆様方におかれましては、

何かとご多忙の中にもかかわりませず、本サミット

にご臨席を賜りまして誠にありがとうございます。

衷心より感謝を申し上げます。そして、客席には市

内外から雪舟に関心をお持ちの方がこのサミットに

お越しをいただいているようでございまして、心か

らご歓迎を申し上げる次第でございます。

　さて、この雪舟サミットは、雪舟という偉大な人

物を通じまして、ゆかりのあります自治体が相集い、

その偉業を顕彰しつつ地域の活性化について情報交

換を行い、地域の振興発展を願うことを目的として

始まりまして、今回で第 12回目を迎えたところでご

ざいます。本市でのサミットにつきましては、豊後

大野市は平成 17年の３月に雪舟にゆかりのあります

大野町を含みます５町２村が合併をいたしまして誕

生しておりますので、平成６年の大野町での第５回

サミットの開催を踏まえますと、２回目の開催とな

るわけでございます。雪舟がこの大分の地で過ごし、

大野町の沈堕の滝を訪れ、その勇壮な姿に心をうば

われ、筆をとりましてから 500 年の歳月を越えた今

日、雪舟を架け橋として結ばれた関係の自治体の皆

様方が一堂に集いますことは、誠に感慨深いものが

ございまして、今後もサミットを通じましてなお一

層お互いの交流と連携が深められますことを心から

ご期待を申し上げます。

　さて、大分県下では先般、第 63 回国民体育大会

「チャレンジ！おおいた国体」が開催をされまして、

各地で盛り上がりが見られたところでございますが、

本市におきましても、馬術をはじめ４つの種目で熱

戦が繰り広げられたところでございます。大会期間

中は市内外から多くの人々が訪れまして、大変熱気

に包まれたところで、未だ興奮が冷めやらぬ状況で

ございますが、本日はこの熱気をそのままこの雪舟

サミットにつなぐことができたわけでございまして、

本市にとりましては大変喜ばしいことで、ご出席の

皆様方を心から厚くご歓迎を申し上げる次第でござ

います。本日、ご出席をいただいております皆様方

には、雪舟が大分の地で唯一描いたといわれており

ます沈堕の滝をはじめとする自然の魅力を、雪舟さ

んにゆかりの地域文化に、時間の許す限り触れてい

ただければ幸いでございます。

　最後になりましたが雪舟を機軸に集われました関

係自治体の今後のご発展と、本日ご出席をいただい

ております皆様方のご活躍とご健勝を祈念を申し上

げまして、歓迎のご挨拶とさせていただきます。本

日は誠にありがとうございました。

豊後大野市議会議長

　皆さん、こんにちは。

ただいまご紹介をいただ

きました豊後大野市議会

議長の若松でございます。

「第 12 回雪舟サミット」

開催にあたり、一言ご挨

拶を申し上げます。雪舟

サミットは雪舟さんゆかりの５市１町が相集いまし

て、雪舟先生を通じて友好の輪を広げること、情報

交換を通じ地域づくりを進めることを目的に、平成

２年に始まったというように伺っております。この

意義あるサミットが関係各位ご列席のもと、本日こ

のように盛大に我が豊後大野市で開催されますこと

を大変光栄に存じております。ここに改めて、地元

市議会を代表いたしまして、心から大歓迎を申し上

げる次第でございます。ようこそ、お出でをいただ

きました。

　さて、ご案内のように豊後大野市大野町にありま

す名瀑「沈堕の滝」は、世界的に雪舟ゆかりの地と

開■■会
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して市内外に発信できる貴重な財産であります。こ

の財産を有効利用した地域興しのための「雪舟まつ

り」は、豊後大野市のまち興しの原動力の一つとし

て大変な盛り上がりを見せております。このように

関係市町村が雪舟を活かした特色ある地域づくりを

進め、雪舟を絆に深まった交流と信頼関係を軸に、

歴史と文化の香る魅力あるまちづくりの連携と進展

に寄与されますよう、そしてますます友好と親善の

輪を広げてくださいますよう心からお願いを申し上

げる次第であります。

　ところで、本市には西日本最大級の普光寺の磨崖

仏、「東洋のロダン」と称される朝倉文夫記念館、そ

して「大分県のナイアガラ」といわれる原尻の滝な

どの数多くの名所旧跡があります。この度のご滞在

に際し、お時間の許す限り豊かな自然を誇る豊後大

野市の魅力をご堪能いただきますようご案内を申し

上げる次第であります。

　結びになりますが、この豊後大野市での雪舟サミ

ットを機に、より一層の交流と結束、そして関係自

治体のますますの大発展、ご繁栄を心よりご祈念申

しあげまして、誠に簡単でございますけれども、心

からの歓迎のご挨拶といたします。

大分県知事

　皆様、こんにちは。ご

紹介いただきました大分

県知事の広瀬でございま

す。今日は雪舟サミット

ということで大変すばら

しいサミットが開催され

ることを心からお喜びを

申し上げます。また、４市１町からお越しになりま

した、それこそ、それぞれの首脳の皆様方には心か

ら歓迎を申し上げる次第でございます。ようこそ、

大分県に、豊後大野市にお越しをいただきました。

まずもって皆様方に御礼を申し上げなければいけま

せんが、先日行われました国体と障がい者スポーツ

大会、皆様方に大変にお世話になりました。特に国

体では、この豊後大野市で競技が行われまして、多

くのお客さんがお見えになりました。皆さん方が温

かくお迎えをし、そして応援をしていただいて、大

変に盛り上がったわけでございます。皆さん方の心

からのご支援、応援に対しまして、本当に衷心より

御礼を申し上げる次第でございます。

　雪舟サミットということでございますけども、私

もこれまでサミットというのはいろいろと経験をし

てまいりました。いろいろ話を聞いたこともありま

す。しかし、雪舟という東洋の絵画史で並ぶ者のな

き功績を留めた天才画家にちなんで、雪舟サミット

というのをやるというのは大変に珍しいことでござ

います。生誕の岡山県総社市はじめ、５市１町の皆

さん方が今、集まってやっておられるということで

すけども、こういう格調の高いサミットはなかなか

他ではできないわけでございまして、本当にまねの

できない、すばらしいサミットだなと、心から敬意

を表する次第でございます。今回で 12回目だという

ことでございますが、これまで本当にそれぞれ雪舟

ゆかりの地ということを誇りに、そこを中心にまち

づくりについて議論をしてみようということで続け

てこられた皆さん方のご功績に、心から敬意を表す

る次第でございます。また、ここまでやっていただ

いたことに心から感謝を申し上げたいというふうに

思います。

　そういうサミットでございますから、私もいろい

ろ共通点を考えてみました。この５市１町にはすば

らしい共通点がいくつもあるなと、こう思った次第

でございます。１つは何といいましても天才画人・

雪舟がこよなく愛して、そして画材に取り入れ、あ

るいはまた風物を愛で、そしてまた大変に褒め称え

て暮らしたお寺等がございます。その風物といい、

あるいは寺社といい、あるいはまた雪舟がつくった

お庭もそれぞれのまちにあるわけでございますけれ

ども、そういうもの、大変に輝かしいものでござい

ます。そして、それを中心にそれぞれの市や町に本

当に心を豊かにするようなものがあります。あるい

はまた大変に潤いがあります。風格があります。品

格があります。こういうものはなかなか他のまちに

開■■会
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はまねのできないことでございます。この５市１町

の皆さん方がそこを大事にまちづくりをやっていこ

うというお気持ちに、大変に心打たれる次第でござ

います。これは本当に皆さん、他にはないことでご

ざいますから、是非大事にしてもらいたいなという

ふうに思います。また雪舟ゆかりということで、こ

の５市１町には芸術や文化の香りが残っております。

芸術や文化というのは、そのまちの人ばかりでなく、

全国の人、あるいは世界中の人に等しく心を打つも

のがあるわけでございます。それだけの普遍的な力

がある。そういう発信力をまた、この５市１町の皆

さん方はもっておられるということをよく考えてい

ただきたい、大事にしていただきたいなと、こうい

うふうに思うわけでございます。他にはまねのでき

ないようなすばらしい力を、この５市１町の皆さん

方はもっておられます。

　もう１つは、何といいましてもやはり、こういう

ゆかりの地でございます。皆さん方がそのことを誇

りに思い、そのことを大事にしているということ、

これは皆さん方に続く地域の子どもたちも同じよう

に、そういうふうに考えているに違いありません。

そこがまた大事なところでございまして、こういう

文化や芸術をもっていると、そのことを誇りにし、

そしてこれを大事にしていこうと、そのことがとり

もなおさずその地域の人づくりをまた進めていく上

で、非常に大事なことだというふうに思います。「雪

舟まつり」を行い、子どもたちが雪舟を学び、そし

てまた、そこを通じて地域に誇りをもち、そして地

域のために頑張ろうという気になって、そういう教

育の核としてやはり雪舟ゆかりということは大変大

事なことだなというふうに思っているところでござ

います。

　この雪舟サミットでは、５市１町の皆さん方がま

ちづくりを中心にいろいろ議論を交わすんだという

ことを伺っております。是非、そういうときに皆さ

んがもっている、他ではなかなかもつことのできな

いすばらしい利点を活かして、これからのまちづく

りに励んでいただければというふうに、心から期待

を申し上げる次第でございます。

　この豊後大野市、先ほど市長さん、議長さんが申

し上げましたように、大変に文化の光り輝くところ

でございます。伝統あふれるまちでございます。是非、

このサミットの合間には豊後大野市の観光を楽しん

でいただいて、そして地域のいいところをまたもっ

て帰っていただければ大変ありがたいなと、こう思

うところでございます。最後になりましたけれども、

雪舟サミットの成功を心から祈念し、そしてご列席

の皆さん方のご健勝とご多幸をお祈り申し上げまし

てご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでと

うございました。

開■■会



8

開■■会

基調講演に先立ちアトラクションとして行われた松尾神楽の公演

2階ギャラリーに展示された豊後大野市ゆかりの画人、石野玉僊の作品



基 調 講 演
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基調講演

基 調 講 演

「雪舟さんてどんな人」

　皆さん、こんにちは。ただいまご紹介にあずかり

ました大分県立歴史博物館の渡辺でございます。実

はこの紹介の中にもありますように、私、この３月

で同博物館を定年退職いたしまして、現在、同博物

館の嘱託をいたしております。専門は仏教美術とい

うことですが、実は第１回の岡山県の総社市で行わ

れましたサミットで、「大分と雪舟」ということでお

話を申し上げたことがあり、そういう因縁もあって、

今日ここにいるということだろうと思います。まず

は、第 12回という長いサイクルの中での雪舟サミッ

トがこの豊後大野市で開催されるということにつき

まして、お祝いを申し上げたいと思いますと同時に、

関係者の皆さん方のご尽力に対して心より敬意を表

したいと思っております。

本日の私のお話ですけれど、お手持ちの袋の中に

B4サイズのレジメがございますので、それをご用意

いただければと思います。B4 が２枚になりますね。

それに基づきながらお話を進めて参りたいと思いま

すが、実は時間が 30分という短い時間でございます

ので、なかなか最後まで行き着くかどうかわかりま

せんが、また間を端折ることもあるかと思いますが、

その辺はご容赦をいただきたいと思います。

まずはタイトル、「雪舟さんてどんな人」というこ

とですが、これはもう皆さん方、すでにご周知のこ

とであろうかと思いますけれども、本日は豊後大野

市の市民の方々もご臨席いただいておるということ

もありまして、基本的なことではございますが、雪

舟さんの軌跡といったようなことをお話申し上げて、

その中で特にこの豊後大野市ないし大分と雪舟との

かかわりといったようなところ、それから雪舟さん

の偉大な功績といったようなものをご紹介できれば

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。

通常、一般の方々が雪舟さんに抱いているイメー

ジといいますのは、ご存知のように、小さい頃にお

寺に入って、住職に叱られまして、その涙でねずみ

の絵を描いたと、それがまるで生きているようだっ

たという、そういうような逸話があったり、あるい

は京都に上って画僧として修行をいたしまして、日

本の絵画を大成する大画家になったという、そうい

った程度だろうというふうに思うわけですけれども、

実はこの雪舟さん、本当に画家というだけでなく、

文化人として、あるいは芸術家として、あるいは教

大分県立歴史博物館

渡　辺　文　雄　氏
職　歴
　昭和 45年～ 48年　㈱西武百貨店池袋本店勤務
　昭和 55年４月　大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館　
　　　　　　　　　設立準備室研究員
　昭和 56年 4月　大分県立歴史民俗資料館研究員
　平成 10年４月　大分県立歴史博物館調査課長
　平成 15年４月　大分県立歴史博物館副館長兼企画普及課長
　平成 19年４月　大分県立歴史博物館館長
　平成 20年3月　同館定年退職
　現　　　　　在　同館嘱託、別府大学非常勤講師
専　門
　日本美術史・仏教美術史、とくに大分県内の寺院関係資料（仏
　像、仏画、工芸品等）や石造文化財（磨崖仏・石仏・石塔等）
　の調査研究を行っている。　

◆テーマ「おおいたの雪舟のキセキ」
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基調講演

育者としても非常に優れた方であったということで

ございます。これは昭和 31年でございますが、ユネ

スコ主催のウィーンにおきます平和会議におきまし

て、世界中で 10人の芸術家が選ばれるということが

あって、その中に日本を代表する雪舟さんが選ばれ

ているというようなこともありまして、これが本当

に日本だけではなく世界的にもすごい方なんだなと

いうことですが、その辺の雪舟さんのすごさといっ

たようなところもお話できればというふうに考えて

おります。

まずは、雪舟さんが、いつ、どこでお生まれにな

ったのかということですが、このうち、いつという

ことにつきましては、雪舟さんの最大の作品でござ

います、通称「山水長巻」という、これは山口の毛

利博物館にございますものですが、「四季山水図巻」

と正式には申しますが、これが描かれましたのが文

明 18 年（1486）、その図鑑の一番最後のところに、

これを雪舟さんが 67歳のときに描いたということが

記されておりまして、これを逆算いたしますと応永

27年（1420）に生まれたということが確認できるの

でございます。では、どこでお生まれになったかと

いうことですが、雪舟さんの生誕地の総社市の方も

お見えになっておりますが、現在の岡山県の総社市

ですね、当時の備中の国の赤浜という所でお生まれ

になっております。これは江戸時代に狩野永納とい

う方が記された『本朝画史』という画伝の中に書い

てあるものでございます。赤浜でお生まれになって、

12・3 歳といいますから非常に幼いですよね。その

ときに父親に携えられて同じ現在の総社市にござい

ます、宝福寺という禅寺に修行に出されたというこ

とが、この『本朝画史』の中にすでに書かれており

まして、先ほど言ったような、ねずみの絵を涙で描

いたということもこの中に見えておりまして、もう

江戸時代の早い時期にそういうような、後世に伝わ

っている逸話ができあがっていたということがわか

るわけです。

そのときに問題になりますのが、じゃあいつ頃京

都に絵の修行に出て行ったのかということですけれ

ども、これは京都の相国（しょうこく）寺という、

禅寺が現在もございますが、ここに入ったわけです。

この年代がはっきりは記録の上ではわからないので

ございますが、雪舟さんが弟子入りをした方、これ

は春林周藤という方ですけれど、この人が相国寺に

住職として入ったのが永享２年（1430）ということ

ですので、雪舟さんが 11歳のときです。そのときは

まだ宝福寺にいたと思われるんですが、宝福寺に入

って程ない頃ということ、「本朝画史」では 12・3歳

というふうに言っておるわけですけれども、その宝

福寺に入ってまもなくであっただろうということで

す。相国寺におきましては、鹿苑院という、これは

相国寺の僧侶全体を統括する役所といいますか、お

寺の中枢にあたるところですが、そこに住みまして、

当時鹿苑院の院主でございました師の春林周藤から

「等揚」という諱（いみな）をもらっておりまして、

諱というのは僧侶としての号というふうにお考えい

ただければいいと思うんでございますが、ただです

ね、僧侶といたしましては「知客（しか）」という非

常に低い身分であったというふうに記されておりま

す。知客というのは、つまり相国寺にいろいろ訪れ

る方々を接待をする役職でございます。そして、そ

の等揚の揚をとりまして、通常は「揚知客」という

ふうに呼ばれていたようでございます。この辺のこ

とは備中赤浜の小田氏という地侍の出身ということ

で、あまり禅僧としては出世が望めない立場であっ

たようでして、そのためか絵の方に進むという志を

もったに違いないというふうに思われるわけでござ

います。その絵の方は誰に習ったのかと申しますと、

これはもうその当時、天下の画人集団でございまし

た相国寺画壇ですね、当時は相国寺を中心に画壇が

成立しておりました、そのトップでございました周

文、この方は当時、室町幕府の御用絵師を務めた人

ですけど、その周文に絵を学んでいるということで

あります。そういうような相国寺におきます環境が、

雪舟を後に画家として大成させていく大きな土壌を

培ったであろうということは間違いないと思います。

では次に、京都の相国寺を去って、雪舟は周防の

山口へ移っていきますんですが、これがいつ頃のこ

とかというのが、これもはっきりはわからないんで
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すが、寛正５年といいますから、雪舟が 45 歳のと

きですね、西暦でいいますと 1464 年ですけれども、

その当時、京都に在住しておりました知人でありま

す、皋羽之恵鳳という方が山口にすでにいた雪舟を

訪れているという、明らかに、そのときには雪舟が

山口にいるということがわかるわけでして、これ以

前のことであるということはわかるわけです。

雪舟が、じゃあなぜ京都を去ったんだろうという

ことが問題だろうと思いますけども、この寛正５年

の前年ですね、寛正４年（1463）、この年に雪舟の

師でございました春林周藤が亡くなっているという

こと、それから、はっきりはわからないんですが、

周文も実は寛正４年にどうも亡くなっているんでは

ないかという、これは周文が先ほど言いました幕府

の御用絵師を務めていた、その後を継いだ小栗宗湛

という画家がいるんですが、これがその後を継いだ

というのがこの年でして、ですから少なくともこの

年以前には周文が亡くなっていたわけでして、そう

いうことからどうも、禅僧としての師である春林周

藤、それから画家としての師であります周文が相次

いで亡くなるということが、彼を京都を去らせた、

相国寺を去らせた大きな要因ではなかったかという

ことが考えられるわけでございます。

じゃあ、なぜ山口の地を選んだのかということで

すけれども、これにつきましては、当時、山口とい

う土地柄を考えてみますと、大内教弘が当時治世を

いたしておりました山口は、すでに京都が応仁の乱

が間近でして、非常に不穏な状況にあったというこ

とで、多くの文人、あるいは墨客たちが京都から難

を逃れて山口に来ておったという、そういうような

状況、文化的な環境が整っていたということがござ

います。そういう中で、大内氏の出身といわれてお

ります牧松周省という方の誘いがあって山口を訪れ

たというようなことがあるわけです。それから、早

くから大内氏は遣明船を出しておりまして、この遣

明船がもたらす文化に対して、あるいは雪舟も、そ

ういうような海外の、大陸の文化に触れてみたいと

いう希望、つまり入明の志をもっていたわけですけ

れども、そういったようなことから山口の地を選ん

だのではないかと考えられるわけです。

実際に雪舟が明に渡りましたのが、この遣明船の

うちの大内船ですね、幕府と細川氏と大内氏とが遣

明船を出しておるんですけれども、応仁元年（1467）

に三者の遣明船が船を出すということになりまして、

その中の大内船に雪舟は乗って明に渡るということ

になったわけです。明に渡りまして、まずは寧波（に

んぽう）という所にございます天童山景徳寺を雪舟

は参拝をしておりまして、この景徳寺におきまして

禅僧として第一位の称号を贈られたということがわ

かっております。これは後にいろんなものに雪舟が

署名をする中でですね、このことが度々出てくるわ

けです。その景徳寺を辞した後、雪舟は当時の明の

宮廷である大明宮を朝貢いたしまして、その礼部院

中堂に壁画を描いたということが知られております。

この中国にいた間、雪舟はあちらの公式な画家たち

のサークルである画院の画家たちとともに勉強した

りとか、中国で当時盛んに行われていた画法なども

学んだようでありますが、後に雪舟も言っておりま

すように、当時、明で行われていた画法にはあまり

興味を示さず、それよりも自分は中国の自然、山水

草木、そういったものに非常に関心をもったという、

これを手本として絵を描きたいといったようなこと

を、後に語っておりまして、中国という新天地にお

きまして、そういうような自然というものに大きな

目を見開かれていくというような、後の風景画家、

真景画家としての雪舟の姿が垣間見えてくるわけで

す。

（スライドを示しながら）これは師の周文が描いた

「三益斎図」というものですが、これは当時、禅僧た

ちがその理想の境地を描いた詩画軸という、そうい

ったものを雪舟も最初は学んだんでしょう。明に渡

って、彼の地の自然に触れ、画法を学んだ雪舟はで

すね、（スライドを示して）これが「四季山水図」と

いうものですが、これはどうも雪舟が中国にいたと

きに描いたといわれているものですが、「四季山水」

でありますから、春夏秋冬の４幅からなるものであ

ります。これが春の図ですね。これが夏の図ですね。

秋ですね。冬ですね。こういうふうに四季を自然の
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風景画の中に表現していく、これも雪舟以前からあ

るんですが、描き方は当時の明で行われていた画法

とは随分違う。これは雪舟がそれ以前の、中国の宋・

元の院体画法を十分に取り入れていることを示して

います。なおかつ中国で目にした風景そのもの、山

稜であるとか湖水とかですね、そういったものを自

分の目を通して再構築をしていくという、後の雪舟

山水画の端緒をこの「四季山水図」の中に見てとる

ことができるということだろうと思います。

そうして、明から我が国に帰ってまいりますのが

文明元年（1469）でございます。このあと、一時期

山口に戻るわけですけれども、当時すでに応仁・文

明の乱の最中でして、大内氏の中でも紛争があった

り、家督相続を巡っての争いがあったりということ

で、そういったものを避けまして早々に雪舟は山口

を後にするわけですが、その後、最初に行ったのが

どうも大分・豊後ではなかったかということです。

雪舟がいつ、大分・豊後の府内の地に赴いたのか

っていうのは、これもはっきりはわからないんです

けれども、文明８年（1476）３月、以前、彼と入明

をともにしました呆夫良心という禅僧ですが、この

方が、雪舟が府内の地に営んだ天開図画楼という画

房を訪れて表した書き物がございまして、「天開図画

楼記」というものですが、これが記されておるのが

文明８年ということで、少なくともそれ以前ですね、

文明７年から８年にかけての頃ではなかったかとい

うことです。

そういうようなことで、雪舟は文明の７・８年頃

にはこの豊後の地に訪れているのではないかという

ことがわかってくるわけです。なぜ豊後の地を選ん

だかということですが、当時、応仁・文明の乱の時

期ですけれども、その中で大友氏の治政でありまし

た府内は、大友 15 代の親繁であるとか、16 代政親

のときでありまして、これは非常に当時、平穏を保

っていたということがあります。それから現在もご

ざいますんですが、府内、現大分市にですね、万寿

寺というお寺がございますが、これは東福寺派の禅

宗のお寺でありまして、室町時代を通しまして十刹

に数えられるぐらいの大きな禅宗寺院ですが、ここ

に非常に優れた禅僧たちが集まって、一つの禅林が

形成されていたというような状況がございます。そ

の中でですね、明に雪舟と一緒に渡った人物で、古

くからの盟友でございます桂菴玄樹という方が、当

時万寿寺の住職をしておりました。彼を頼って、あ

るいは桂菴玄樹に誘いを受けたのかもしれませんが、

雪舟が大分に赴いてきた直接的な理由はその辺にあ

るんだろうというふうに思います。

（スライドを示しながら）では、その雪舟が営みま

した天開図画楼の場所ですけれども、これが雪舟が

誘われたと思われる桂菴玄樹がおりました万寿寺と

いうお寺です。これは仏殿ですね。警策を叩いてお

るお坊さん、ちょっとスナップ的に撮ってみたわけ

ですけども。これは大分市街地を上空から見ている

ところですが、天開図画楼の所在地につきましては、

先ほど申しました呆夫良心が記した「天開図画楼記」

の中に、次のように書かれています。すなわち、「画

師雪舟は勝地を豊府西北の隅に相処して一小楼を創

作し、傍に題して天開図画と曰。滄海前に接し、群

峰後に連なる。孤城左に聳え、二水右に流れ、位置

勢拝、千変万態なり。天即ち神品を留む。以ってこ

の境に開帳するにあらずば何ぞや。」ということが書

かれております。

すなわち、「前方に青々とした海」、つまりこれは

別府湾のことだろうと思いますが、「青々とした海が

広がり、後ろに群峰」、つまりこれは大分市の南部に

ございます霊山であるとか、九六位山などの山群で

あろうと思いますが、「左に古城」、これは高崎山、

お猿で有名な高崎山です。ここには中世には高崎城

という山城があったわけで、そのことであろうと思

います。「右に二水」というのはですね、これは現在
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の大分川、あるいは乙津川の二水ではないかと思わ

れるんですが、そういったものが眺められる場所と

いたしましては、ここの写真の中にあります下の方

ですね、今はもうほとんど市街地になっております

が、これは大分市の市街地の南の方に、西から東に

舌状に台地が延びておりまして、上野丘丘陵という

んですが、その上に立ちますと今言ったような眺望

が望めるわけでして、おそらくはその辺りではない

かという、これはその上野丘の台地上から見た風景

です。ちょっと向こうの方が霞んでおりますが、左

手上の方に、高崎山からがうっすらと見えてますね。

そういうような「天開図画楼記」にいうような眺望

が望めるのは、まずはこの上野丘台地上であるとい

うことですね。

ですから天開図画楼もこの台地上にあっただろう

ということでございます。叶うことか、現在この上

野丘の丘陵上に金剛宝戒寺というお寺がございます。

（スライドを示して）これが金剛宝戒寺ですね。現

在は真言宗ですが、古くは西大寺派の真言律宗でご

ざいました。ここの境内に現在でも石碑が建ってお

ります。これは昭和 27 年に、雪舟没後 450 周年を

記念した顕彰碑ですが、これがそうですね。これに

碑文が書かれておりまして、先ほど「天開図画楼記」

の一節も抄出して書かれております。当時、昭和 27

年の頃は、この辺りが雪舟の天開図画楼が営まれた

ところであろうというようなことが言われていたわ

けです。先ほどのような地理的な状況からも、この

上野丘台地っていうのが一つ望める場所かなという

ふうに考えております。（碑文を示して）これがそう

ですね、「天開図画楼跡」というふうに書いてありま

すね。それから本姓小田氏とか、雪舟の経歴なんか

も書いてあるわけですね。

こういうような、天開図画楼におきます雪舟の状

況ですけれども、これは本当に忙しい毎日であった

というのが実際でございまして、上は王侯貴族から、

下は僧侶、工商の民に至るまで雪舟の絵を求めて訪

ねるものが多かったというふうなことが「天開図画

楼記」の中に記されております。まさに画事三昧と

いいますか、絵に明け暮れる毎日であったというこ

とがわかるわけです。

（スライドを示しながら）そういう中ですね、雪舟

が豊後滞在の間にどうも豊後大野の地を訪ねたよう

でございまして、こういったような沈堕の滝を描い

た「鎮田瀑図」というのが残されています。実はこ

れは狩野常信というですね、江戸時代の狩野派の画

人の模本でございまして、実物は残念ながら、大正

２年の関東大震災で焼失をするという悲劇にあって

おるわけですが、ただこれを見ますとかなり雪舟の

画法をよく写しているんではないかと考えられるわ

けです。

（スライドを示して）この絵と、実際の沈堕の滝、

これは一時期、九州電力のダムになったことがあり

まして、当初からの景観が若干損なわれている点は

惜しまれるんですが、まあ非常に今の図とも比較し

ていただくとわかりますように、雪舟の絵が、非常

によく現地の景観をよく捉えているということがお

わかりいただけるだろうというふうに思うわけです。

左手の方に小さい滝が見えていますが、あれは雄

滝・雌滝からなる雌滝と間違わないように。見えて

おりませんが、雌滝はこちら側で、左岸の方にござ

います。

ただ、これを見るとわかりますように、雪舟の絵

が非常に実景に基づいているということがわかるわ

けです。しかし、単なる写生ではないということで

すね。自然の滝を見て、それを自らの心象風景とし

て再構成していくという、つまり翻案をしていると

いうことがわかってくるわけです。また図の方に戻

りますが、雄滝が左の方ですね、雌滝が右の方に描

かれておりますけども、実はこの二つの滝は、もう

ちょっと距離が離れているんですね。それをあたか
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も同じ場所であるように雪舟が描いているというこ

とですし、それから画法に注目していただきますと、

非常に硬い輪郭線と、筆を立てるような、非常に力

強い、食い込んでいくような筆法が見られるという

ですね、いわゆる楷体描という描き方ですが。この

ように自然を単なる写生としてではなく、雪舟の画

法の中に取り込んで、自然の雄大さとか自然の摂理

といったようなものを彼独自のものとして表現して

いくという、そういう後の雪舟の真景図ですね、「天

橋立図」であるとか、あるいは真景図ではありませ

んですが、「山水長巻」などにも、こういう画法が反

映していく、その最初のきっかけになったのが、ど

うもこの「鎮田瀑図」ではないかという、そういう

意味ではこの豊後大野の沈堕の滝を描いた雪舟の「鎮

田瀑図」は彼の、長い画の歴史の中で最初の方に置

かれるべき作ではないかといっていいかと考えてお

ります。

次でございますが、では、この雪舟がこの豊後を

いつ頃去ったのかということですが、実はそう豊後

に長くいたわけではございませんで、先ほどの「天

開図画楼記」が書かれた文明８年（1476）から、程

ない頃ではないかということでして、実は豊後を離

れていくきっかけになったと考えられますのが、先

ほど言いました万寿寺に住んでおりました桂菴玄樹、

彼が明応３年（1494）に書きました「島隠 唱」と

いう詩編の中に、「文明８年６月１日、予豊城の乱を

避け筑後に入る」というふうに書かれておりまして、

この豊城の乱というのは、府内で起こった大友 16代

の政親と、嫡男であります親豊の家督相続を巡る争

いでございまして、こういった状況を嫌って、桂菴

玄樹が豊後を去る。おそらくは、雪舟もその後を追

うようにして豊後の地を後にしたのではないかと考

えられるわけであります。

その後、雪舟は流浪の画家、漂泊の画家として登

場してまいりますけれども、この豊後を去るにあた

って、どうも雪舟は豊前から筑紫の方をまわってい

ったのではないかというふうに考えられます。その

間、途中で英彦山の亀石坊庭園とか、あるいは本日

もお見えいただいております川崎町の魚楽園という

庭園をつくったのをはじめ、各地に雪舟の作庭と伝

えられております庭園が残されております。そうい

う雪舟の画法の原理といったようなものが庭をつく

る、作庭の手法にも取り入れられるという、十分通

じるものがあったんだろうと考えられるわけであり

ます。

その後、どうも雪舟は山口に戻っておりまして、

そして文明 11年（1479）、雪舟の漂泊はさらに続き

まして、60歳のときに島根県、石見の国の益田に赴

いております。益田からも皆さん、お越しいただい

ておりますけれども、雪舟が益田に行った、その背

景には、どうも雪舟の庇護者でありました大内政弘

の家老であります陶弘護という方、この方の奥さん

は、実は益田城主益田兼堯の娘さんであり、そうい

う縁戚関係から、雪舟が益田の地に赴いたようであ

るということです。

雪舟は、益田では崇観寺に住みまして、ここで益

田兼堯の肖像画、東光寺の住職であります竹心周鼎

の賛（さん）があります兼堯の肖像画を描いており

ますし、また、現在は益田市の所蔵になっておりま

す「四季花鳥図屏風」ですね、そういったものも描

いているのです。

（スライドで示しながら）これは「益田兼堯像」で

すね。まさに雪舟の肖像画の最高位にいくものでし

て、非常に兼堯の温厚な人物をよく捉えているとい

うふうに考えられます。これは益田市さんがお持ち

の「四季花鳥図屏風」ではないんですが、これは今

回（スライドを）用意できなかったんですが、雪舟

は何点か「四季花鳥図屏風」を描いておりまして、

これは京都の国立博物館のもっているものですけれ

ども、こういうふうに自然の中に生息する花鳥を、

横長の屏風という大画面に定着をさせる、構成をす

るというのは、雪舟が我が国で初めてでございまし

て、非常に生き生きとした、実際の花鳥の生態をよ

く捉えているという。それまでは中国の院体花鳥画

の、要するに宮廷の禁苑の中にいる鳥、花を描くと

いうようなことでございました。自然景の中で実際

にいる鳥をこういうふうに生き生きと描くというこ

とは、雪舟ならではの画法であったのでございます。
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そういうように、雪舟は益田の地におきましてい

ろんな作品を描いております。それから庭も、医光

寺と万福寺の庭園、これが雪舟の作庭になると伝え

られております。それから、文明 13年（1481）、さ

らに雪舟は美濃の国、霊薬山正法寺に万里集九とい

う禅僧を訪ねまして、「金山寺図」を贈るというよう

なことがございます。それから、東海道を下りまし

て駿河まで、現在の静岡県ですが、行っているとい

うのは、雪舟筆の「三保清見寺図」が現在も残って

いることからわかります。

それから、さらには東北の方では、山形県の山寺、

立石寺にまで行ったんではないかということがいわ

れております。これにつきましては近年、その根拠

となります例の「山寺図」のですね、これは現在、

狩野常信の模本が残っておりますが、これが立石寺

ではなくて、先ほど言いました益田の東光寺、ある

いは今日もお出でいただいております、備中の井原、

芳井町にあります重玄寺ではないかということが最

近の説として提出をされておりまして、そうなりま

すと立石寺には行ってないのかなということになっ

てくるわけです。

いずれにいたしましても、中国に渡った、入明の

期間を含めた、応永から文明年間という、ほぼ 20年

間に渡る雪舟の漂泊の時代といいますか、これが、

のちの雪舟が大成していく、自然の風景の中にその

構成原理を見出して、それを自分の絵画の中に定着

させていくという、そういったものの下地をこの漂

泊の時代というものがつくっていっただろうという

ことは間違いないと考えられるわけでございます。

それでは、いよいよ雪舟が大成をしていく晩年は

どうであったろうかということですが、ようやく雪

舟は漂泊に一段落をつけまして、文明 15 年、64 歳

に至りまして、周防、山口の地に戻ってくるという

ことでございます。そういうような、先ほど言いま

したように自然を見ながら、あるいは各地の風物に

接するということが、彼の大きな山水表現、山水観

といったものを集大成していく原動力になったこと

は間違いないと思うわけです。先ほどの「天開図画

楼記」を書いた呆夫良心とはまた別に、了庵桂悟と

いう方が、これも「天開図画楼記」というものを書

いておりまして、これは雪舟が山口に戻ってきて新

たにつくった画房天開図画楼のために書いたもので

して、それが根拠となりまして、この頃には雪舟が

戻ってきているということは明らかなわけです。以

後、この天開図画楼、すなわち「雲谷庵」ですが、

これを雪舟が終生の活動拠点として多くの作品を残

していくことになるわけです。

（スライドを示しながら）その中におきまして、雪

舟の開きました四季花鳥図様式ですね、これはのち

の狩野元信であるとか、狩野永徳であるとか、桃山

時代から江戸時代にかけて展開していく我が国の花

鳥図といったものの源流を、雪舟にこそ求めること

ができるわけです。これは、まさに桃山期の金碧障

壁画でございまして、金地をバックに四季の風物の

中にこういうふうな花鳥が息づいているといったよ

うな、非常に絢爛豪華な桃山絵画というものが発生

していくには、雪舟のあの「四季花鳥図」がなくて

はならないということです。

これが例の「山水長巻」ですね。「四季山水図巻」

と正式には申しますが、山口の毛利博物館の所有に

なるものですが、これは雪舟の絵画作品の中では最

大の傑作といわれているものですが、この中に描か

れておる景物とか、風景は多分に中国的なものです

が、実はこの中に四季を織り込んでいくという、季

節の移ろいを表現していく、これはまさに日本的な、

雪舟ならではものでございまして、その中に実は雪

舟の辿ってきた漂泊の航跡といいますか、そういっ

たものも多分に織り込まれているんではないかと考

えられるものでして、こういう描いている風景、あ

るいは風物そのものは中国的な題材ですけれども、

画法はもうすでに雪舟のものになっているのですね。

これは冬景色、上の方は夏景色ですけども、こうい

うような季節の移ろいといったようなもの、あるい

は画面の奥に進んでいく道筋といったようなものは、

雪舟の旅程を象徴しているんだろうと考えられるわ

けです。この図には巻末に極め書がございまして、「文

明十八年嘉平日天童前第一座雪舟叟等揚六十有七歳

筆受」という、書かれた年代と歳がはっきりわかる、
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非常に重要な作品でもあるわけです。

これが東京国立博物館の「秋冬山水図」ですね。

秋と冬の山水が描かれております。これが、秋の図

ですね。これもこの頃、「山水長巻」に相前後して描

かれた雪舟独自の山水画です。これは「破墨山水図」

という、雪舟が弟子の宗淵に描き贈ったものですが、

雪舟の筆の幅の広さですね、固い描写からこういう

ような破墨、溌墨によります湿潤な筆さばきといっ

たような、画域が非常に広いということも知ること

ができるわけです。

これは「天橋立図」ですね。これにつきましては、

これが描かれた年代ははっきりわかりませんが、下

の方にございます景観の中に、智恩寺というお寺の

多宝塔が描かれておりまして、この多宝塔が実は明

応 10年（1501）に建立をされておりまして、そのこ

とから雪舟がこれを描いたのがそれ以後であるとい

うことがわかるわけでして、いわば雪舟最晩年の実

際に現地に赴いて、現地を調査して実景を描くとい

う、まさに真景図ですね。ただ、この図はどうも下

絵のようでございまして、紙継ぎがいくらでもある

という、実際の完成した作品は残っていないんです

が、下書きにもこれだけの力量を振るうぐらいです

から、出来上がった作品がいかにすばらしかったか

ということがわかるわけです。

そういうような雪舟の画業ですが、ただ雪舟が画

ばかり描いていたかというと、そうではございませ

んで、山口の雲谷庵に落ち着いてからの雪舟の大き

な功績の一つに、たくさんの弟子たちを育成したと

いうことがございます。全部で、数えますと総勢 42

名の弟子たちを育て上げているという、後には一大

雪舟派画壇を形成していくわけですけれども、画業

だけじゃなくて、そういうような教育的な、画人を

育成していくということにも大きな熱意を払ったと

いう雪舟の側面も併せ考えなければならんだろうと

思うわけです。

そういう雪舟にもやはり死は訪れたわけですが、

その最終の亡くなった地といたしましては、一般的

には山口の雲谷庵で亡くなったというふうに言われ

ておりますんですが、一説には備中の井原の重玄寺

であるとか、あるいは益田の東光寺であるとか、そ

ういったところで亡くなったという説もございまし

て、この辺は今後検討されていかなければならない

だろうと思うわけです。

最後になりましたが、雪舟のいろいろと功績を追

ってまいりましたが、雪舟の人間としての意義とい

ったものをちょっとまとめておきたいと思います。

まず一つめといたしましては、これは一般的に考え

られることですが、日本の絵画といったものを革新

し、その透徹した自然観察によりまして、まさに中

世の絵画を近代から現代へもつながるような芸術性

に高めていったという、大きな役割があったであり

ましょう。それから２番目に京都でという、中央で

はなくて、周防の山口をはじめですね、各地方にあ

って活動を行ってですね、むしろ中央をしのぐいろ

んな成果を、あるいは情報を地方から発信していっ

たという、これはまさに現在につながる地方の時代

というものを開拓したということであります。

それから、３番目としまして「天開図画楼記」の

中にも書かれておりましたが、その作品を求めて、

上は王侯貴族から、下は僧侶、あるいは工商の民と

いう、一般の人までも彼の画を求めたという、当時

といたしましては、禅僧、あるいは上流の文化人た

ちだけの中だけで愛好されておりました絵画、水墨

画といったものを、まさに庶民の絵画として位置づ

け、それが近世、近代へつながる芸術に高めていっ

たということは大きな功績の一つとして見なきゃい

けないだろうと思います。

それから最後に、先ほども言いましたような多く

の弟子を育成し、適正な教育を行ったということで

す。これは現在の芸術教育であるとか、人間形成で

あるとか、そういった人格教育というような面を考

えますと、雪舟の偉大さをこのあたりに求めること

もできるんだろうと考えております。

以上ですが、ちょっと時間を過ごしたようですけ

れども、私のお話はこの辺にさせていただきたいと

思います。どうもありがとうございました。
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大分県立芸術会館

古　賀　道　夫　氏
プロフィール
　昭和 34年12月　熊本県荒尾市に生まれる
　昭和 57年 3月　九州大学文学部卒業
　昭和 57年 7月　大分県立芸術会館に学芸員として就職
　　　　　　　　　（近世美術担当）
　以　　　　　降　大分の南画を中心に、江戸時代絵画の調査
　　　　　　　　　研究、展覧会の開催に従事
　現　　　　　在　大分県立芸術会館主幹学芸員
　専　　　　　門　水墨画等の調査研究を行っている

「雪舟と田能村竹田」

こんにちは。大分県立芸術会館からやって来まし

た古賀と申します。

今、渡辺さんの方から、雪舟と大分の、そのかかわ

りにつきましては非常に詳しいお話がございました。

もはやそれ以上のことは話す材料がございませんの

で、私からは雪舟以後の大分の画人たち、その画人た

ちが雪舟をどのように捉えていたか、それについて触

れてみたいと思います。とは申しましても、大分では、

雪舟から直接影響を受けた画人が活躍したという、そ

ういった実績はありませんで、また雪舟の流れを汲む

雲谷派というものがございますけど、これが流派的に

展開をしたという、そういった事象もございません。

そればかりではなく、画面にお示しをいたしましたよ

うに、雪舟以後、江戸時代の中期頃まで、その間、大

友宗麟による南蛮文化の流入などがあり、もちろん何

らかの絵画的活動が行われていたと、そう思われます

けど、特に目立った画人の出現もなく、大分の絵画界

というのは、ほぼ空白期が続いたということが言える

と思います。これには16世紀末期以降の大分の地が、

小藩分立、つまり経済的基盤の弱い小さな藩の集合体

であったという、これが大きいかと思います。

そこで今回は、雪舟の来訪からほぼ 300 年後に誕

生して、大分の南画を隆盛に導いた田能村竹田、この

竹田は絵画作品のみならず優れた画論を残していると

いう、そういった人物でもございますが、その竹田か

ら見た雪舟、そういうものに着目してみたいと思いま

す。ただ、竹田につきましても、雪舟とは時代も立場

も違う画人ということでございますので、竹田自身が

雪舟にとくに深い関心を示しているという、そういう

わけではございません。この点につきまして前もって

お断りしておきます。

それではまず、田能村竹田の代表的な画論、画を論

じた書物ですが、それに、「山中人饒舌」という書物

がございますが、そこから雪舟に関する部分を拾い上

げていきたいと思います。これは冒頭の第１項、竹田

が我が国の水墨画の流れを語る箇所です。その中で雪

舟は、如拙、周文、狩野元信とともに水墨画の成立に

関与した大きな存在として捉えられています。そして、

筆力が強く、気格が大きく、その名は後世まで聞こえ

ているという、こういったほめ言葉を竹田は与えてい

ます。これは雪舟の業績を見れば当然といえば当然だ

と思います。しかしながら、それに続く文章で竹田は、

雪舟らの画と自分の立場を区別していまして、雪舟ら

の画は院体、先ほど渡辺さんの話もありましたけど、

院体画の院体ですね、その院体であり、自分が基盤と

する士夫画を、雪舟らがこれを勉強していなかったこ

とを非常に惜しむと語ることで、自分と雪舟らの違い

というのを示唆しています。

ここで少し煩雑になるかもしれませんけど、竹田の

立場をより明確にしてみたいと思います。結論から申

しますと、竹田はあくまでも院体画より士夫画が優れ

ているという、そういった立場です。そもそもこうい

った分類は、唐時代以後の山水画の流れを南宗画・北

宗画に分類しました、中国明時代の画家、董其昌とい



19

基調講演

う、その人の画論に端を発するものです。簡単に説明

いたしますと、士夫画、つまり官僚であって、文人で

あった士大夫が余技的に描く画、この流れを南宗とし

まして、画院に所属します宮廷画家の絵、これは院体

画といいますけど、この流れを北宗、そういう具合に

ですね、身分によって職業画家と非職業画家と、そう

いうふうに区別して、そこに中国の階層意識を付け加

え、南宗の優位を説くという、そういった論です。す

なわち、士大夫層、ここには王侯貴族も含められます

が、そういった人は身分が高いので人品が上、だから

画も優雅である。一方、画で生活する職人は身分が低

いので人品が下、だから絵も俗だという、そういった

位置づけです。これは随分乱暴な分類ではありますけ

ど、これには董其昌自身が南宗画に属しているという

ことがありまして、その正当性を主張するという、こ

ういった意図も反映されています。

ちょっと北宗、南宗の画をご覧に入れます。これは

北宗画に分類されるものであります。特徴を簡単に言

いますと、非常に硬くて鋭い描線で、険しい山々が描

かれます。これも北宗画に分類されるものです。雪舟

が学んだ絵というのはこういった北宗系、院体系の画

というふうにいわれます。一方、こちらの方が田能村

竹田らが基盤とした南宗画の方です。非常にやわらか

い描線で、なだらかな山様が描かれます。こちらは元

時代の作品ですね。こちらは明時代の作品になります。

そして、こちらは明時代、董其昌自身の作品です。

この董其昌の論は「南北宗論」といわれまして、前

にも述べましたように、非常に恣意的な画論なのです

が、中国の山水画史を縦割りにして非常にわかりやす

く分類したものでありましたので、後にいくらかの修

正がなされますけど、20世紀に至るまで画壇に強い

影響を及ぼしました。また、江戸時代になりますと日

本にも流入しまして、当時の南画家、そういう人たち

に非常に重宝され、彼らの指針の一つにもなりました。

こうしたことから田能村竹田もまた南宗画よりの立

場をとり、雪舟派、狩野派を北宗画に分類しまして、

南宗画の流れと区別しているという、そういった立場

をとっています。その上で、竹田は董其昌の言葉を借

りて、「山中人饒舌」第１項を次のように締めくくっ

ています。つまり、「馬、夏」、これは先ほど紹介しま

した馬遠、夏珪ですが、「及び季唐・劉松年のごとき、

又是れ大季将軍の派（北宗）にして、吾が曹（ともがら）

の当に学ぶべきに非ざるなり」と。つまり、北宗画は

学ぶべきではないという董其昌の言葉です。

それでは、竹田というのは北宗画系の雪舟を全く無

視していたかと申しますと、そうではありません。竹

田という人は、画も達者な方なんですけど、非常に豊

かな見識と鋭い鑑識眼、また平明なものの見方、そう

いったものを備えていた人物でありまして、例え北宗

画であっても良いものは良いと、非常に素直に認めて

おります。

例えば、同じ「山中人饒舌」の第７項になりますが、

ここは竹田の時代の狩野派、雪舟派が語られてる部分

なんですけど、雪舟派に関しましては、「筆ありて墨

なし」、すなわち「筆の使い方は知っているが、墨の

用い方が下手だ」と一蹴しております。しかし、それ

に続く文中では、これは雪舟本人のことを指すもので

はないと、暗に雪舟への敬意を示しています。

続きまして、「山中人饒舌」の第74項、ここは、前

半部分は昔の文章と近年の文章を比較して、それを絵

画に適用している箇所なんですけど、つまり竹田は、

18世紀初期までの文章は情緒に優れている、それ以

降の文章は装飾に優れているとして、自分は古い方を

指示するという意思を表明しております。そして、こ

のあとの文章では、その文章のスタイルを、雪舟派、

狩野派に置き換え、雪舟、狩野というのは竹田の中で

は、「野である」という位置づけがなされているので

すが、それと現在の作家とを比べて、表面的な装飾だ

けを求める現代の作家を嘆いています。その意味から、

雪舟派、狩野派、これのもつ内面的な情趣を評価して

いるのです。これは当然、雪舟その人ではなく、後世

の雪舟派というものを指している部分ですが、雪舟作

品に見られます非常に高い精神性、それにも通じる記

述として注目できます。

続きまして、これは「山中人饒舌」の第 48項にな

ります。ここでは維明という雪舟と同じ相国寺の僧を

取り上げ、その梅の画を竹田は高く評価しています。

この維明という人は、絵を伊藤若冲に習った禅僧であ
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りまして、雪舟とどの程度かかわってるかというのは

不明ですが、竹田はこの本の中、あるいはそれ以外の

書物でも、維明のように僧であって書画の巧みな人物、

つまり徳の高い人であって書画の巧みな人物、そうい

った人物を非常に高く評価しています。ですから当然、

雪舟もそれにあたるわけです。

また、この項の後半部では、熊本で見た雪村の「墨

梅図」が実に絶品であったという感想が述べられてい

ます。雪村という画人は雪舟に私淑しておりますので、

竹田の分類では、当然、北宗画系の画人になりますけ

ど、最後の方の文章で、「昔の名人はどうしてこんな

に今の人が及ぶことができないほど優れているのか」

という賛嘆の言葉まで残しています。このように、竹

田にとって、昔の名人に尊敬の念を捧げるという、こ

ういった行為は常でありまして、それは南宗画であれ、

北宗画であれ、全くかかわりがないことでした。

もちろん竹田にとっての雪舟も同様の存在であった

はずです。その一例がこちらです。これは竹田が大分

に住む自分の友だちに出した手紙です。ここには竹田

が旅行先の大阪で雪舟の屏風作品に触れたときの喜び

が記されています。雪舟の作品の前には、これも雪舟

の流れを汲む雲谷等益の掛軸等も登場しています。

また「山中人饒舌」に戻りますけど、この 93項に

は、先ほど渡辺さんが紹介されました雪舟が得意とし

た破墨の画、先ほどの「破墨山水図」ですが、これに

ついて語られる箇所がありまして、これはそこからの

抜粋なんですけど、「個性的な破墨の画は学んででき

るものではない」と、ここでも暗に雪舟への敬意をう

かがわせるような、そういった記述を残しております。

これは竹田と同時代の画人たちが、破墨の何かも知ら

ずに、ただ乱暴に筆を動かして描くことへの批判でも

あります。

それから、これは雪舟じゃなくて、伝周文の作品な

んですけど、実は田能村竹田が旧収蔵しておりました

画です。これは、竹田が下関に滞在していた折にどう

しても欲しくなったのですが、お金が足りずに、奥さ

んからお金を送ってもらって買ったという、そういっ

た経緯のある作品です。そのときに竹田が奥さんに送

った手紙というのが現存しておりまして、「旧冬は金

子御つかはし、かたじけなく存じ候、おりふし周文と

申し候絵を壱両壱分にてうり参りおり候ゆへ、じきに

遣しくれ候金に、壱歩そへ調べ、元日はそれにてたの

しみ申し候」とあります。これは竹田が奥さんに送っ

た最初で最後の手紙なんですけど、これを読むと、奥

さんから一両を送ってもらって、一両一分で売りに出

されていた先ほどの周文の作品を買ったことがわかり

ます。

以上のような記述を検証する限り、時代や流派を異

にした田能村竹田ではありますけど、竹田にとっても

雪舟は、古の巨匠として非常に大きい存在であったと

いうことは確かだと思います。

　さて、それでは竹田の作品の中に、雪舟、あるいは

雪舟の画系からの影響が見られるものがあるかと、そ

ういった問題になるんですけど、さすがに、これはと

いうものはございません。ただ、少々強引にもってい

けば関連づけられるものがないわけではありません。

１つは竹田が、禅宗に関係した絵をいくつか残してい

ることです。これはそのひとつで、禅宗にあります「猿

猴捉月」という教えを画題にしたものです。すなわち、

「猿が水に映る月をとろうとして溺死したように、身

の程を知らぬ望みをもって失敗すること」をいうもの

です。この画題は、雪舟自身が描いたかどうかについ

ては明確になっていません。昔の記録には、雪舟筆「猿

猴捉月図」というものがあるんですけど、作品が現存

してませんので、ちょっと確認ができてないものです。

ただ、この画題というのは、室町水墨画の時代からし

ばしば描かれた画題でありまして、ただ竹田のような

南画家では非常に珍しい画題といえます。画面を見て

みますと、猿は描かれているんですけど、月の描写が

ありません。では、竹田は作品のどこに月を描いたか
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と申しますと、この判子の部分ですね。この判子、実

は印文が「一片秋月」とありまして、最後に「月」と

いう言葉が出てきます。これを竹田は月に見立てて画

面を形成しているのです。文人らしい洒落っ気が発揮

された作品だと思います。

また、竹田はこのような「観音図」をたくさん残し

ておりまして、自分の身内とか、あるいは友だちとか

が病気した場合など、こうした観音図を描いて、その

回復を祈るという、そういった行動もとっております。

この観音図のような作品には、禅宗の一つであります

黄檗宗というのがありますけど、これは江戸時代に流

行った禅宗の１つなんですけど、その黄檗系の絵画、

そこからの影響も指摘されています。竹田自身も、黄

檗系の寺院にはよく出入りしておりまして、そこから

も竹田が禅というものにある程度の関心があったとい

うことがわかると思います。

もうひとつ、竹田の作品と雪舟系の作品のかかわり

について述べますと、これはまだ大変根拠の薄い話で

ありまして、ここで発表するのはどうかとも思ったん

ですけど、実は竹田の作品に時折、こういった崖の中

腹から垂れ下がる樹木の表現、これが見られることが

あります。こういうふうに中腹から、樹木が折り重な

りながら垂れ下がるという表現なんですけど、この表

現は他の作品にも見られます。

この画法は、竹田が勉強したと思われる南宗画系の

作品にはあまり出てこない画法であります。実は、こ

うした樹木の描法は、我が国で最も幅広く用いられた

中国の画法書に「芥子園画伝」というものがあるんで

すけど、その中では、北宗画に分類される李唐という、

画人の描法として紹介されています。

これは実際の李唐の作品と比較したものです。この

李唐は前に述べましたように、雪舟がその画法を学ん

だ可能性が高い画家の一人であります。そこで、こう

した樹木の表現に注目して、雪舟の作品を眺めてみま

すと、いくつかの近似した表現があることがわかりま

す。

これは先ほども出ました豊後大野市ゆかりの「鎮田

瀑図」の模写です。この中央の樹木の表現ですね。こ

れも先ほどご紹介されました毛利博物館所蔵の「四季

山水図」、「山水長巻」ともいわれ、国宝に指定されて

いる作品です。この「山水長巻」には、同様の樹木表

現が随所に見られます。

これは京都国立博物館所蔵の「四季山水図巻」、こ

れは「山水小巻」というふうに称されまして、重要文

化財に指定されているものです。この画面左端の樹木

に似たような描写があります。以上、ここではかなり

強引に竹田作品と雪舟とを関連づけてみましたが、こ

れについてはまだ検討を続ける部分が大変多いと、そ

のことをご確認いただきたいと思います。

さて、次に、竹田の絵画観と雪舟について簡単に触

れてみたいと思います。雪舟がはじめにこちらの漢字

の「拙宗」という、音は一緒ですが漢字が違うという、

この号を使っていたということは、近年では有力視さ

れています。この「拙宗」に関しましては、先輩であ

ります、如拙と周文から一文字ずつとったとする説も

ございます。このうちの如拙の雅号につきましては、

老子の言葉、「大巧は拙なるが若し」という言葉から

とられたものと考えられています。画面にありますよ

うに、「優れて巧みな人は細工を弄しないからかえっ

て下手に見える。またその芸を自慢しないから一見つ

たないように見える。」という意味です。

実は、この「拙」という語句なんですけど、これは

田能村竹田の芸術を語るときに非常に重要なキーワー

ドでもあるのです。この「拙」という言葉は、竹田自

身の書物にもたくさん登場してまして、こちらは竹田

が自身の作品に記した漢詩を整理した書物、「自画題

語」という書物ですが、それにも繰り返し登場します。

「画之拙なる所、即ち意之状とする所なり」、あるいは、

「予の画固（もと）より拙なり。然れどもその拙なる

処は、大方名家と雖も、亦或いは能はざる所あるなり」、

次は、「生の筆は拙、善く描くに非ざるなり」、最後の

ところ、「写し終つて看且つ笑え、見るべし拙にして

迂なるを」。

こういうふうに竹田の漢詩に繰り返し登場する「拙」

という言葉ですけど、これは決して竹田が下手とい

う意味のみで使っているわけではございません。竹

田が書いたものを見ていきますと、竹田は表面的な

美しさというより、内面の豊かさを重視するという、
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そういった姿勢を一貫して貫き通しています。この

「拙」というのは、そういった竹田の姿勢を端的に

示した語句といえます。すなわち、これは自己の形

成に対する竹田の自負でありまして、テクニックは

第二義的なことで、作品から発せられる精神、風韻、

そういったものに真の美があるという、竹田が理想

とする南画の本質、それを示した言葉が「拙」とい

うことになるのです。

ところで、この竹田のいう「拙」というのは、雪

舟の作品にも当てはまるのではないでしょうか。こ

れは久留米にあります石橋美術館、そこに所蔵され

ている「四季山水図」という４幅対の作品のうちの

１つです。これは九州に現存する雪舟の作品では唯

一重要文化財に指定されている作品です。制作時期

につきましては、雪舟が明から帰ったすぐ後じゃな

いかと、そういうふうにいわれています。これはそ

の４幅対のうちの「春」なんですけど、この作品な

どを見ましても、雪舟のテクニックが並外れて優れ

ているというわけではないことがわかります。例え

ばこういった山肌の塗り方とか、遠近感の表現とか、

あるいは構図等、テクニックに優れているというよ

りは、むしろ乱暴ともいえる、そういった描法も指

摘できます。先ほど言いましたこの辺の塗り方です

ね、結構大雑把な処理がなされておりますし、例えば、

こことここに木があるんですけど、これは距離が違

うんで、本当は同じ木を描いたらまずいとこなんで

すけど、全く気にせず描いてあります。また、この

建物も、明らかに傾いています。ところがこういっ

た表面的なことはさておき、雪舟作品に特徴的であ

る画面全体からくる高い精神性、それは皆さん、ご

承知のとおりです。

　ここまでいろいろと語ってきたんですけど、ひょ

っとしたらこの「拙」というキーワードが雪舟と竹

田との、最も強い共通点ではないかと、そういうふ

うにも思われます。

竹田と雪舟の共通点ということに関しましては、

ほかにも日本の美しい自然、それを自分の画面の中

に捉えるという、そういった特徴もあるわけなんで

すけど、それについてはそれぞれ語りつくされてお

りますので、本日は省かせていただきます。

　さて、最後になりますけど、もう１つ、ちょっと時

間をいただきまして、今、このホールの２階のギャラ

リーに展示されております豊後大野市ゆかりの画人、

石野玉僊という、この人は昭和初期頃の画人なんです

けど、この人を簡単にご紹介したいと思います。こち

らが玉僊の略歴です。ここにありますように宗教活動

の傍ら、画を売却するわけでもなく、どこかに画を発

表するわけではなく、淡々と南画を描き続けた画人で

す。そうして描き続けた作品が今、約 800 点ぐらい

遺っております。この玉僊の画風は、田能村竹田らの

関西圏の南画に比べて、より北宗画の影響が強い江戸

系の南画、それを基盤としております。雪舟に近い画

法ともいえます。当時、玉僊が移ってきた大分では関

西系の南画というのが全盛期だったんですけど、玉僊

は、大分に移ってからもそういった自分のスタイルは

全く変えずに、あくまでも関東系の南画、それを描き

続けました。こういうふうに竹田の作品から勉強した

作品もあるんですが、基本的な画法というのは、やは

り玉僊自身の江戸系の南画です。こちらも同様の作品

ですね。おそらくどこかで見た竹田作品に触発されて

描いたと思いますけど、非常に早い筆で、所どころに

強い墨を使うという玉僊特有のスタイルが示されてい

ます。

　以上のような意味から、玉僊という画人もまた、竹

田の「拙の美学」に通じる、非常に画人らしい画人じ

ゃなかったかと思われます。まだご覧になっていない

方は２階のギャラリーの方にたくさん展示されてます

ので、どうぞ後ほどご鑑賞いただければと思います。

今日は、時間が押していますので発表はこの辺りで終

わりたいと思います。どうもありがとうございました。
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◆テーマ「個性を活かした協働のまちづくり」サミット会議

司会：ただいまから雪舟サミット会議を始めさせて

いただきます。まず、各自治体の方々から自治体の

紹介と、本日のテーマであります「個性を活かした

協働のまちづくり～歴史・文化を未来へつなげる新

しい創造を目指して」にそった取り組みのご発表を

お願いします。なお、大変恐縮ですが、お時間の都

合上、各団体ごと 15分とさせていただきたいと思い

ます。発表順は例年どおり 50音順とさせていただき

ます。

　それでは、岡山県井原市の瀧本市長様、よろしく

お願いいたします。

　岡山県井原市

皆さん、こんにちは。ただいまご紹介をいただき

ました、岡山県井原市長の瀧本でございます。本日

ここ、豊後大野市におきまして雪舟ゆかりの自治体

の関係者が集い、また多くのご来賓のご臨席のもと

に「第 12回雪舟サミット」がこのように盛会に開催

されますこと、心からお

喜びを申し上げたいと思

います。それでは私がト

ップバッターということ

で、50 音順ということ

でございますので、大変

恐縮ですが最初にご報告

をさせていただきたいと

思います。

今、画面に映っておりますけれども、これは井原

市の中心部を映しております。左手に５階建てのビ

ルが建っておりますけれども、ここが私ども井原市

の市役所でございます。この井原市ですけれども、

岡山県の西南部に位置いたしておりまして、広島県

の福山市と境にいたしまして、県境でございます。

市の面積は 243.36 平方キロメートルでして、岡山

県の３大河川、３つの大きな川がありますが、その

１つの高梁川、その支流の小田川が広島県に源を発

しまして、井原市の南部を西から東へ貫流し、その
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流域の開けた平野部に市街地が形成されております。

南は瀬戸内海を経て四国山脈に、そして北は中国山

地に遮られているために、台風とか季節風の影響を

受けることも比較的少なく、年間を通じて晴天の日

が多くなっております。

次に歴史の上から見てみますと、井原市は昔の国

名で備中の国に属しまして、旧山陽道が市内を横断

し、江戸時代には参勤交代などの宿場として栄えて

まいりました。現在の井原市は平成 17 年の３月に、

生活・経済・交通圏で密接な結びつきのあった井原

市と芳井町、美星町の１市２町が合併して誕生して

おります。

今から約 800 年前、源平屋島の合戦で平家の掲げ

た扇の的を見事、射落とした源氏の武将、那須与一

公がその功績によりまして源頼朝から全国に５つの

荘園の地頭職を拝領しましたが、その内の１つが井

原市の東部を中心とした備中国荏原郷でありまして、

市内には与一公や一族の墓など、ゆかりの史跡が多

く残されております。

また、初めての戦国大名といわれ、北条氏の礎を

築いた「北条早雲」は井原市の東部、備中国荏原郷

の領主伊勢氏の出身でして、井原では伊勢新九郎盛

時と名乗って青年期まで過ごしたと伝えられており

ます。室町幕府に仕えた後、妹の嫁ぎ先であります

駿河の国の今川家へ行きまして、伊豆の国、相模の

国を支配する戦国大名になりました。織田信長から

遡ること２世代、斉藤道三や毛利元就より１世代前、

このことを成し遂げまして最初の戦国大名となった

のが北条早雲でございます。

そして井原市は、近代彫刻界の巨匠といわれてい

ます「平櫛田中」生誕の地でして、「いまやらねばい

つできる、わしがやらねばたれがやる」の名言をご

存知の方はたくさんいらっしゃると思いますが、平

櫛田中は明治５年にこの井原市に生まれました。な

お井原市にあります田中美術館は、近代彫刻界の巨

匠「平櫛田中」の作品を保存展示いたしまして、永

くその偉業をたたえており、郷土文化の向上に役立

てるために開館をいたしておるところでございます。

また、井原市は、日中友好のために一生を捧げま

した「内山完造」生誕の地でもあります。日中友好

の架け橋となった内山完造は、28歳で上海に渡りま

して、抗日運動の中にあって中国のよき理解者とし

て精力的な活動を展開いたしました。内山完造の経

営いたしました上海の内山書店は、魯迅や郭沫若ら

多くの文化人が集まる国際交流のサロンとなり、書

籍を通じて知識人、学生らが友好を深める窓口とな

りまして、戦後は中国残留邦人の引き上げで奔走し

まして、日中友好協会の初代理事長として国交正常

化に努めました。現在では上海にある魯迅記念館の

２階に内山書店が再現されており、今も完造氏の功

績が市民から慕われております。

最近の井原市での話題を申しますと、今年の３月

に甲子園球場で行われました第 80回記念選抜高校野

球大会に、井原市にあります私立の高校でございま

すが、興譲館高等学校野球部が初出場ということで

大変に市内が沸きに沸いたところでございます。岡

山県は大体、岡山市、倉敷市の高校が甲子園に出場

いたしておりますが、私ども人口が４万 6,000 人で

ございますけれども、そうした小さなまちから甲子

園初出場ということで、大変井原市民が沸きに沸き、

またその井原市の市民力が新たに全国展開ができた

ということで、私ども大変喜んでおるところでござ

います。また、この興譲館高校でありますけれども、

女子の陸上部が今、９年連続９回目の出場というこ

とで、毎年、年末に行われますけれども、京都の都

大路を走っておりまして、この興譲館の生徒たちも

４年連続表彰台に立っており、今年は特に優勝を目

指しておるということで、大変期待をいたしており

ます。私どものこの井原市という市でございますけ

れども、なかなか濁ってくれませんで、「いはら市、

いはら市」と言われるんでありますけれども、「いば

ら市」ということで、興譲館の生徒、こうしたユニ

フォームにもひらがなで「いばら」と書いてくださ

っておりますし、また興譲館の野球部もここの袖の

ところに「いばら」と書いて市をＰＲしていただい

ておるということで、大変子どもたちに助けてもら

っておるところでございます。

そして井原市の特産品の紹介をいたしますと、井
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原市は古くから綿花の栽培が盛んな地域でありまし

て、その備中木綿が特産品となりまして、繊維産業

を中心に発展してきました。この伝統を受け継ぎま

して、昭和 40年代以降はジーンズの生地の生産が盛

んになり、「ジーンズのふる里」ということで親しま

れ、また「ジーンズのまち」として全国に発信をい

たしておるところでございます。このジーンズでござ

いますけれども、今、ブランド化を図っておりまして、

「シャネル」とか「ルイヴィトン」でも、そうしたジ

ーンズを使う製品については、私ども井原市の製品

を使ってくださっております。最近、シアトルから

100 人ほど井原市にお越しになった際に、そのこと

を私もＰＲいたしますと、またお土産にジーンズの

袋を少し進呈したんですけれども、取り合いになる

ぐらいの人気があったということでございます。

また、井原市芳井町の明治地区の特産物に「明治

ゴボウ」というゴボウがございまして、我々のとこ

ろでは、「ゴボウ」と言わずに「ゴンボウ」というふ

うに言っておるんでありますけれども、ゴンボウが

特にテレビなどで紹介いただき、大変全国からの問

い合わせも多いところでございます。また、一方で

は、ぶどうの産地でございまして、西日本有数のぶ

どうの産地ということで、ピオーネ、ニューベリーＡ、

瀬戸ジャイアンツ、ニューピオーネといったような

ぶどうが多く生産をされておりまして、岡山県は特

に、「ピオーネ王国創造事業」ということで、岡山県

の方も大変力を入れております。県下 1,000 ヘクタ

ール近い、ピオーネだけでございますけれども、そ

うした産地になっておりまして、今全国展開、また

海外へもぶどうをですね、送っておるという状況で

ございます。

これは先ほどご紹介させていただきました平櫛田

中の「田中美術館」で、こちらが美術館を映してお

ります。またこの井原市には、桜渓塾跡公園とか、

吉備高原一体にみられた中世の村の様子を再現いた

しました「中世夢が原」、それから美星の、「美しい

星」と書きますけれども、合併した町でございますが、

そこに天文台、大変美しい星が見えるところですが、

そうした天文台、それから「鬼ヶ嶽」といったような、

そうした地域もございまして、多くの観光客が来てお

る状況でございます。

次に、雪舟と井原市のかかわりについて申します

と、雪舟の生涯には多くの説がとられており、この

終焉の地につきましても、先ほど先生の方からご紹

介もいただきましたが、益田市さんや山口市さんな

どの説もありますし、また、京都にある雪舟とかか

わりの深い東福寺の記録をまとめた「東福寺誌」や

「吉備物語」などの文献によりますと、雪舟が井原市

芳井町にあります重玄寺で没したというふうに伝え

られておりまして、この重玄寺は千畝周竹という和

尚さんにより開かれた臨済宗仏通寺派の禅寺であり

ますけれども、何度も火災に遭いまして、無住の時

期が長かったことなどから、多くの宝物が失われて

おり、伝承以外に雪舟ゆかりのものが何も残されて

おりませんでした。ところが近年になりまして、雪

舟と重玄寺との関係を思量する新たな資料が発見さ

れました。それが重玄寺を開いたとされている千畝

和尚の語録「也足外集」であります。この「也足外集」

の中に雪舟の一族と思われる人物の名前が記されて

いることが確認されたところでございます。この「也

足外集」でございますけれども、雪舟が重玄寺で没し

たことを決定する資料ではありませんが、雪舟と広島

県三原市にあります臨済宗仏通寺派の本山、仏通寺並

びに重玄寺を結びつける重要な資料でございます。

私ども井原市の主要な施策についてお話しますと、

これからいろいろ地方分権を推進する中で、また非

常に地方にとって厳しい時代を迎えておりますけれ

ども、私どもこの度、社会情勢の変化や、ますます

多様・複雑化、高度化していく市民ニーズに応える

ため、平成 20年度から 29年度の「井原市第 6次総

合計画」を策定いたしました。この計画は、「美しい

自然　息づく文化　笑顔でつながるひと　元気発信

都市いばら」ということをテーマとしまして、市政

全般にわたる施策を体系的に示したもので、平成 20

年度からスタートいたしておるところでございます。

　井原市におけます雪舟についての活動としまして

は、市民で構成されております「雪舟を語る会」が

ありまして、活発に活動されております。平成 18年
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には雪舟を語る会主催によります没後 500 年の記念

事業として、「雪舟　謎と浪漫」と題して講演会が開

催されたところですし、また、同じく雪舟を語る会

により作成されました雪舟の生涯を書きました冊子、

「雪舟ものがたり」も好評をいただいておるところで

ございます。

以上、井原市の紹介、取り組みにつきましてご報

告させていただきました。本日ご参加されておりま

すそれぞれの市長さんや町長さんのお話をお聞きい

たしまして、いろいろ参考にさせていただきたいと

考えております。なお、今回の雪舟サミット開催に

つきまして大変お世話になりました、開催地であり

ます豊後大野市をはじめ、サミット関係の皆様に心

から感謝を申し上げまして、私どもの報告とさせて

いただきます。大変ありがとうございました。

司会：ありがとうございました。井原市といいますと、

私どもの番組でも取材に行かせていただきましたの

で、「ジーンズ」のお話とか、それから「ぶどう」の

お話とか聞きますと、すごく身近に感じられました。

ありがとうございました。

　続いては、福岡県川崎町の手嶋町長様、よろしく

お願いいたします。

福岡県川崎町

どうも皆さん、こんに

ちは。ご紹介いただきま

した福岡県川崎町の町

長、手嶋秀昭でございま

す。本日は雪舟ゆかりの

市と町で構成いたします

「第12回雪舟サミット」、

この豊後大野市でこの

ように盛大に開催できま

すことを、まず心からお喜びを申し上げたいと思い

ます。そして開催にあたりまして大変ご苦労いただ

きました市長さんをはじめとして関係者の皆さんに、

心から感謝を申し上げたいと思います。本当にあり

がとうございました。

さっそく本町についてご紹介をさせていただきた

いと思いますけども、まず、町の概要についてご説

明をさせていただきたいと思います。川崎町は福岡

県のほぼ中央にございまして、福岡市と北九州市の

ほぼ中間にある筑豊地域の中で日田耶馬英彦山国定

公園の一角、霊峰英彦山の麓に位置をいたしまして、

丘陵地に囲まれた田川盆地の南西部で、南北に細長

く伸びた地形をいたしております。生活圏域として

は田川市を中心として郡部、６町１村ございまして、

１市６町１村の 15万人の全体で田川市も合わせまし

て生活圏域 15万人いますけれども、その中で川崎町

は人口はかつては、石炭産業の最盛期は昭和 33年で

ございましたが、一番多い人口は当時４万 3,000 人

を超えていました。それをピークにして減少に転じ

まして、現在は約２万人強、世帯数にして 9,600 世

帯ということになっております。

かつて大小数多くの炭鉱を有する石炭産業中心の

町でございまして、昭和 30年代の日本の高額所得者

番付の第１位をはじめとして、10位までに川崎町の

炭鉱の鉱業主が３人も名を連ねるという、そういうす

さまじい石炭景気に沸いた時代もございました。そ

して、その後、エネルギー革命に伴いまして、石炭

産業衰退の現在は、福岡市、北九州市近傍に位置し

ている利点を活かし、本町の北部を走る国道 322 号

線に大小の小売店の進出もめだってきておりまして、

豊富な自然環境と共生した農業や観光を中心に活力

あるまちづくりを進めていきたいと、このように考え

て今、取り組みを進めているところでございます。

特産品の関係でございますけれども、川崎町には

中元寺川をはじめ豊かな水源と、南部の戸谷ヶ岳を

中心とした緑に恵まれておりますけれども、特産品

といたしまして、近年の自然志向による産地直産品

の需要から、イチゴ、なし、ぶどう等の生産が盛ん

に行われており生産量も順調に伸びています。これ

ら果物をはじめ、地元で採れた新鮮な食材を提供し

ようと、平成 16年４月、川崎町農産物直売所「De・

愛」がオープンしました。その翌年には隣に農産物

加工所が完成し、農家の女性たちによる「JA 田川　
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川崎町農産物加工部会」が組織をされまして、地産

地消のもと安全にこだわった農産加工品を製造販売

いたしております。なかでも、赤い稲穂も美しい古

代米を使った「赤米チップ」は大変な好評を得てい

ます。赤米チップやみそ、梅干、ゆずこしょうなど、

季節柄のものを含め詰め合わせました「ふるさと便」

も進物やお土産などに大変喜ばれております。

また、地元の醸造会社の「黒酢と完熟りんご」は

ベルギーで開催されているモンドセレクションで金

賞を受賞いたしておりますし、最近の健康志向ブー

ムにのって着実に業績を伸ばしています。さらに県

内に 30店の店舗を有する食料品スーパーマーケット

の本社では、今年、川崎町の新しいブランドとして、

川崎町の農産物を使った地産地消型の焼酎の製造に

取りかかっており、地元の農家との連携により新し

い産業の振興システムをつくろうということで今、

取り組みを進めているところでございます。

観光名所でございますけれども、昨年 11月に農産

物直売所「De・愛」から、雪舟ゆかりの地「藤江氏

魚楽園」を結ぶ歩行者および自転車専用道路、全長

2.5 キロメートルの「雪舟ロード」が開通いたしまし

た。これにより、魚楽園までの大きな観光ルートが

できあがりました。

一方、農産物直売所「De・愛」や、農園レストラン「ラ

ピュタファーム」などは、近年の田舎・農村暮らし

ブームや、食の安全、地産地消に対する関心の高さ

から、着実にリピーターを増やしております。都市と

農村の融和を目指す「ラピュタファーム」は、ぶどう・

なし狩りも体験することができ、自家野菜を使うレ

ストランやパン工房が整備をされています。度々テ

レビ番組や情報誌などに登場したこともございまし

て、平日から大変お客さんも多く、週末には拡張され

た駐車場に入りきれない状況も続いているようです。

昨年、川崎町の観光を考える会が行った町外者を対

象にしたアンケート結果では、「自然が豊かである」、

「魚楽園の紅葉がすばらしい」、「ラピュタの食事がお

いしい」などの声が多数上がっております。

また、町の最高峰である標高 700 メートルの戸谷

ヶ岳の麓にある「戸谷自然ふれあいの森キャンプ場」

や「戸谷山荘」には、夏休みになると町内はもとより、

県外からたくさんのお客様がお見えになります。リ

ピーターの方も多く、夏の避暑はもちろん、森林浴

には最適で、川崎町の自然を満喫しリフレッシュし

ていただける格好の場所となっております。

この他にも、「福岡県快適な環境スポット 30 選」

にも選ばれた安宅の彼岸花群生地や、県の有形民俗

文化財で輪蔵附経蔵のある光蓮寺、安産や婦人病な

どにご利益のある淡島神社など、数多くの観光資源

が点在しています。川崎町では先月、「川崎町観光戦

略プラン検討委員会」を立ち上げました。今後、個々

に点在する観光スポットのルート化、農業体験・自

然体験・ものづくり体験の観光プログラムの開発、

地域に埋もれた観光資源の発掘、効果的な情報発信

ツールの整備等、具体的な観光戦略プランを整備し

てまいりたいと考えております。

主要事業でありますけれども、本年度川崎町は町

政施行 70周年という大きな節目を迎えました。これ

を機に、今年５月、農産物直売所「De・愛」横の田

んぼに、13団体の町民延べ 300 人の方に川崎町の町

花であるひまわりの種を蒔いてもらい、７月には約

４万本のひまわりを咲かせることができました。そ

して７月 27日、このいっぱいのひまわりに囲まれた

中で、元バレーボール全日本代表選手の益子直美さ

んを招いて、「花と緑のフェスティバル　ひまわりシ

ンポジウム」を開催をいたしました。このように農

産物直売所「De・愛」を核として、周辺に、「春は菜

の花、夏はひまわり、秋はコスモス」を植栽し、住

民と行政の積極的な協働によって、花と緑にあふれ

た地域づくりを展開し、加えて観光と産業の振興を

図り、川崎町の活性化を目指しています。８月には

引き続きコスモスの種を蒔いていただきました。今、

その美しいコスモスの花が満開を迎えております。

全長 250 メートルの田んぼいっぱいに咲き乱れてお

るところでございます。

また、昨年度は NEDO の補助を受けまして、「川

崎町地域新エネルギービジョン」を策定をいたしま

したが、このことを受けて、まず来年度、川崎町老

人福祉センターに太陽熱利用システムを設置する計
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画を立てております。老人福祉センターの大浴場施

設にはお年寄りを中心に年間延べ４万人の町民が利

用しておりますけれども、巡回バス等の導入により、

今後さらに憩いの施設として利用者の増加が見込ま

れています。しかしながら、近年の化石燃料の高騰

により施設の運営に大きな支障を与えており、高齢

化率も今年３月末現在で 26.195％と、年々伸びてい

ます。今年の９月議会で、自然にやさしい地域づく

りのための川崎町環境保全条例を制定をいたしまし

た。今後、CO² を減らし環境にやさしい行政を、一

つひとつ具体的に進めていきたいと考えています。

このような中で、21年度から是非とも太陽熱利用

システムにより CO² を削減し、施設運営のランニン

グコストの大幅な削減を目指したいと考えています。

また、本年度は再度 NEDO の補助を受けて、バイオ

マスに関する詳細ビジョンの策定に入り、議論を展

開をいたしております。町内から発生する生ゴミな

どの食品系廃棄物や畜産廃棄物などを、町民と行政

の協働で新エネルギーや有機肥料として地域の中で

循環活用し、併せて循環型社会や自然環境に関する

学習などの施設としても機能できる、まさに川崎町

における循環のまちづくりの拠点としての循環セン

ターを整備をしたいと考えています。

さらに、本年度は国交省の補助を受けまして、「川

崎町地域公共交通活性化協議会」を設置をいたしま

した。21年度以降、各家庭から廃食用油を集め、バ

イオディーゼルオイルを精製し、バスの整備と併せ

て、その燃料化を実現していきたいと考えています。

このようにかつては石炭で栄えた町から、これから

は新エネルギーモデルをまちづくりの中心とし、21

世紀に向けた川崎町のまちづくりの１つとして是非

推進をしていきたいと考えています。

そして、もう１つは小学校の統廃合により廃校と

なった旧安宅小学校を活用して、株式会社の経営す

る広域通信制高校を誘致する取り組みを進めていま

す。この通信制高等学校の誘致は、構造改革教育特

区を活用するもので、本年９月に内閣府に申請を行

ったばかりです。豊かな自然環境や農産物、伝統文

化等を有する本町の特性を活かしながら、適正かつ

安定した教育の場を創設するもので、来年４月開講

を目指しております。このことはインターネット環

境等のインフラ整備を促進し、町全体への波及効果

は計り知れず、今後の活性化につながるものと期待

をいたしております。さらに今年度、農林水産省の

地域力活性化モデル事業の指定を受け、今後、都市

と農村の交流事業をはじめ、新たな活性化策を展開

していきたいと考えているところです。

　ゆかりの地概要と、雪舟とのかかわりについて若

干触れておきたいと思います。川崎町に国指定「藤

江氏魚楽園」がございます。魚楽園の名称は、仏教

の経文の中より、「魚楽しければ人また楽し」という

文から名づけられたもので、人も魚も鳥たちも、すべ

てが大自然の中に調和した桃源郷を意味しています。

この庭園は、僧雪舟が九州を旅した際、1469 年、49

歳のときに藤江氏宅に足を留め、３年間滞在する中で、

絵画式庭園として築庭されたものと伝えられ、天然

の山を利用し、池を庭の中心に石を組み、つつじを

配し、背景となる山に自生する楓、赤松、杉などの

樹木と調和して、古園のたたずまいを見せています。

まちづくりの活用であります。川崎町では雪舟を

キーワードとしたまちづくりの１つとして、平成 12

年度から「日中交流水墨画公募展」を隔年で開催を

いたしておりますが、今年で第５回目を迎え、10月

31 日から 11 月２日にかけて開催を計画をいたして

おります。今回の出展者は、青森から鹿児島まで全

国的に広がりを見せ、出展数も300点を超えています。

11月１日・２日は町民文化祭、そして福祉まつり、

さらに産業まつりと、３つの祭りが同時開催をされ、

今、「祭り川崎」という新しい位置づけの中で、毎年

文化の日を中心にして開催をいたしております。今

年も多くの来客が見込まれております。川崎町とし

ては芸術を鑑賞できる機会をつくり、川崎町におけ

る水墨画の普及発展を図り、町民の文化芸術に対す

る意識の高揚につなげたいと考えています。

また、平成 12年４月、町民の中から魚楽園を中心と

したまちづくりの気運が高まり、「雪舟さんの魚楽園

顕彰会」が設立されましたが、今年もこの顕彰会に

よる「雪舟さんの紅葉祭り」が 11月 16 日に開催さ
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れます。同日には JR 日田英彦山線活性化推進沿線自

治体連絡会による「ひたひこウォーキング」も開催

されますが、雪舟さんの足跡を訪ねるとともに、文

化遺産や観光施設を巡り、再度川崎町を見つめなお

し、健康づくりもかねた取り組みとして、多くの方々

の来客が期待をされているところであります。

　以上、川崎町のまちづくりについて述べてまいり

ました。先ほど申しましたように、本町の新しいま

ちづくりのコンセプトは、「炭坑の町から太陽に向か

う町へ」、つまり太陽に向かって進んでいく明るい元

気な町であります。本日、サミットに参加をされた

皆様方の貴重な報告を拝聴しながら、これからまた

川崎町においても大いに役立てたいと考えておりま

す。今回のサミットにご尽力を賜りました皆様方に

改めて感謝の意を表しまして、私の報告に代えさせ

ていただきます。ありがとうございました。

司会：ありがとうございました。豊かな自然を活か

した地産地消、安心・安全の特産品や加工品が時代

にあったまちづくり、今あるものに手を加えすぎな

いまちづくりが注目を集めているんじゃないかなと

いうふうに感じました。また、「石炭から新エネル

ギー」、それから「学校の開校」など、新たな取り組

みもされているということで、大変すばらしいまち

づくりが行われているんじゃないでしょうか。あと、

「４万本のひまわり」、とても印象的でした。ありが

とうございました。

　続きまして、岡山県総社市の竹田副市長様、お願

いいたします。

　岡山県総社市

　それでは皆様、こんにちは。ただいまご紹介いた

だきました岡山県総社市よりまいりました副市長の

竹田でございます。本来でしたら、ここに市長がま

いりましてご挨拶申し上げるところですけれども、

本日所用で来られませんので、私の方からご挨拶、

ご報告をさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。本日は第 12回目となります

雪舟サミットが、ここ豊

後大野市において関係者

の皆様が一堂に会して開

催されますことを、心か

らお喜び申し上げます。

本日、スライドの方を

30 枚ということで、か

なり多めに用意してきま

したので、駆け足でのご

説明になるかと思いますけれども、よろしくお願い

したいと思います。

　それではまず、総社市の概要についてご説明させ

ていただきます。総社市は岡山県の南部、やや西寄

りのところにありまして、東部を岡山市、南部は倉

敷市の２大都市に隣接した地域になります。平成 17

年３月に旧総社市と清音村、そして山手村の１市２

村が合併いたしまして、現在は人口６万 8,000 人の

まちになっております。瀬戸内特有の温暖な気候、

そして市の中央を流れる高梁川ということで、豊か

な自然にも恵まれているということ、それから、こ

ちらの図にありますとおり東西南北を結ぶように道

路・鉄道が結ばれておりまして、結節点に位置する

ということで、空港にも近く、非常に地理的に優位

な場所となっております。こういったことから、豊

かな自然とあわせまして人口減少という社会状況に

ありましても、人口は若干微増を続けているという

ところでございます。

　次に特産品につきまして、果物王国岡山というこ

とで代表しますぶどうや桃、それから赤飯のもとと

なったといわれます赤米、また、これらから作りま

したお酒やうどんなどが特産品ということになって

おります。

　次に、写真をご覧いただきますと、こちらが総社

市を代表する風景ということになります。写真の中

央にありますのが吉備路のシンボル、備中国分寺の

五重塔になります。この辺りは春になりますとピン

クの絨毯を敷き詰めたように、ご覧のようにレンゲ

が咲き誇るということで、訪れる観光客の目を楽し

ませてくれています。皆様も是非一度お越しいただ
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いて、こののどかな風景を体感していただければと

いうふうに思います。

　このレンゲが市の花になりますけれど、続いて市

の木、鳥についてお話させていただきます。総社市

の木はモミジということで、これは雪舟さんが幼少

時に修行した宝福寺の様子です。また、市の北部に

は国指定の名勝地「豪渓」がありまして、その地形

の荒々しさとともにモミジが大変すばらしいという

ことで、先ほどの宝福寺、それからこの豪渓といっ

たことで、これらの地を観光客はもとより多くのカ

メラマンがそのすばらしさを写真におさめようとい

うことで大勢訪れていただいているというところで

ございます。

　また、総社市の鳥はタンチョウになります。日本

でも限られたところでしか生息できなくなっておる

ところでございますが、現在、総社市では市内の飼

育施設、こちらはそちらの写真になりますけれども、

それから高梁川の河川敷ということで、この２か所

で飼育を行っております。将来、このタンチョウが

吉備路の空を優雅に舞い、多くの人々を魅了するこ

とを期待してタンチョウを飼っているというところ

でございます。

　続きまして、総社市が現在力を入れております事

業についてご紹介させていただきます。昨年 10 月

に現在の片岡市長が当選、誕生しまして、ちょうど

１年が経つというところになりました。総社市では

岡山県一子育てしやすいまち「子育て王国そうじゃ」

を目指して、子育て支援策に取り組んでいるという

ところでございます。次に、こちらは子育て王国の

シンボルとなりますロゴマークです。市民の皆様に

公募いたしまして、市内にある県立大学の学生さん

の作品が選ばれたものでございます。雪舟さんの逸

話からヒントを得たデザインということだそうで、

総社らしさ、それから愛らしさといったものが表現

されたすばらしいロゴになっております。次に、こ

のロゴを公用車のドアに大きく貼りました「子育て

王国号」をしたてまして、新生児訪問事業を行って

おります。この他にも子育て世帯の負担軽減のため

に小児医療費の無料化ということで、対象年齢を以

前は小学校１年生でしたけども、６年まで引き上げ

ました。それから、妊婦健診の充実といったことに

ついても取り組んでおります。

　地域経済が元気になることは税収も伸びまして、

雇用も確保されるということで、市民生活にも良い

影響をもたらしてくれます。この写真は昨年４月に

当市に操業を開始しました紀文食品の岡山工場でご

ざいます。現在、従業員が 500 名以上ということで、

地元雇用の創出に大きく貢献していただいていると

いうところでございます。このような優良企業の誘

致といったものを進めるためには、先ほど申しまし

た地の利ですとか、高梁川の水の利といった、こう

いった恵まれた条件を最大限に活かせるよう、広く

情報発信をしていくということが重要であると考え

ております。

　その１つとしまして、今年５月に「総社観光プロジ

ェクト」というものを立ち上げました。これは民俗学

者の神崎宣武さん、それからデザイナーの水戸岡鋭

治さんなどをメンバーにお迎えして組織をつくって

おります。総社の観光について根本から議論してい

ただきまして、今までにないプロによる新しい発想、

それから手腕ということをもって、総社市を全国に

発信、それから知名度がアップできるということを

期待しているところでございます。また、メンバー

の中にはアルピニストの野口健さんにも入っていた

だきまして、また、野口健さんには総社市の環境観

光大使ということでお願いし、総社市のＰＲにも一

役かっていただいているというところでございます。

　さらに市役所の改革の一つとしまして、人事考課

制度をこの 10 月より新たに導入いたしております。

新たな仕組みを自分たちで作り上げるということで、

職員から委員へ手を上げて立候補していただくとい

うことのほか、民間の考え方を取り入れるというこ

とが重要と考えまして、地元企業の人事担当の方に

も一緒になってメンバーに加わっていただきました。

写真は市の職員と民間の委員の方が熱心に議論をし

ているというところの状況でございます。

　以上のような施策に取り組みながら、総社市の目

指す方向は「私たちが考え、私たちが実行するまち」
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というふうに考えまして、自立した総社市を目指し

まして、市民と行政が対等な立場でまちづくりを進

めるということで進めております。

　さて、それでは今回のテーマであります「個性を

活かした協働のまちづくり」に話題を変えてお話を

させていただきます。まず、ここで総社市の歴史に

ついて簡単にご説明させていただきます。総社市周

辺は古代から吉備の国ということで、その中心とし

て栄えてまいりました。全国有数の巨大な古墳です

とか、数千基もの古墳群といったことで、当時の繁

栄を今に伝えているところでございます。また、飛鳥、

奈良時代には備中の国府も置かれ、国分寺、国分尼

寺も配置され、備中の国の政治・経済・文化の中心

として栄えてきたところでございます。また、平安

時代末期には、備中国内の神々を合祀しました総社

宮が建てられまして、総社市の名前についてはこれ

に由来しているということで、古くからこの門前町

として総社は栄えてまいりました。

　このように古代から吉備文化の中心として栄えた

総社市には数多くの文化財が残されているといった

ことで、本日はこうした文化財を活用した３つの取

り組みについてご紹介させていただきます。まず１

つ目は、雪舟さんにまつわる事業についていくつか

お話させていただきます。皆様ご存知のとおり、雪

舟さんは 1420 年に総社市の東部、赤浜で生まれま

した。雪舟生誕の地には、地元の方々により建てら

れました顕彰碑がございます。また、雪舟さんは宝

福時で修行をしたと伝えられております。宝福寺で

すが、平成 12年には県指定の史跡に指定されており

ます。三重塔が国指定文化財となっておりますけれ

ども、他の建物については指定されておらなかった

ということで、他の６つの建造物については国の登

録文化財への登録を目指して申請を行っているとい

うところです。また、平成 18年 10 月から２年をか

けまして仏殿の修復といったものを行いまして、今

年終了するというところでございます。

　また、雪舟さんにちなんだ取り組みとしまして、

今から２年前の平成 18 年は雪舟の没後 500 年とい

うことで、顕彰事業としまして年間を通してさまざ

まな事業を行ったところでございます。益田市様と

か、山口市様など、ゆかりの地を訪問する足跡巡り

ツアーですとか、こちらにございます記念切手、雪

舟新聞、それから雪舟のランチョンマットといった

ようなものを作って取り組んだところでございます。

　また、平成８年からは隔年で、「雪舟の里総社　墨

彩画公募展」というものを開催しております。今年

で７回目を数えておりますけれども、雪舟の偉業と

足跡を顕彰しつつ、水墨画とは異なります墨彩画と

いう新しい日本画の分野の確立、それから収集を目

的として開催しておるところでございます。向かっ

て左側が今年 2008 年、右側が前回 2006 年の大賞を

受賞した作品でございます。会を重ねるごとにレベ

ルが上がっており、いずれの作品も審査員の方から

絶賛の声が上がったというところでございます。

　こちらは、続きまして市民祭りの様子でございま

す。毎年８月の第１土曜日には、雪舟さんの名前を

冠にしました市民祭り「雪舟フェスタ」を開催して

おります。雪舟さんゆかりのネズミをモチーフにい

たしました、マスコットキャラクター「雪チュー君」

も大活躍しておるところでございます。

　また、将来を担う子どもたちに雪舟さんを身近に

感じてもらおうということで、雪舟体験学習という

ものを実施しております。これは宝福寺で雪舟さん

と同じように座禅をしたり、絵を描いたりするとい

うもので、市内の小学生 30名が参加して大変好評を

受けたところです。

　次に２つ目、鬼ノ城整備事業についてお話しさせ

ていただきます。鬼ノ城は総社市の北東部、吉備高

原の南端に位置する標高 400 メートルの鬼城山に築

かれた山城であります。この鬼城山の８合目から９

合目にかけまして、こちらにありますとおり、長さ

約 2.8 キロメートルの城壁が廻らされているという

ものでございます。続きまして、現在この辺りは県

立自然公園に指定されておりまして、ご覧のとおり

多くの人々の憩いの場となっておりまして、天気の

よい日には遠く瀬戸内海ですとか、あるいは小豆島、

時には対岸の四国、香川県まで見えるというところ

でございます。今頃の時期は吹き上がる風も非常に
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清々しく、太古のロマンに思いをはせながら総社平

野を眺めるということで、そういったときには日常

の諸々が忘れられるといったようなことで、私のお

気に入りのスポット、それの１つになっております。

　続きまして、この鬼ノ城の復元整備についてお話

させていただきます。現在、城壁の一部と東西南北

４つあるとされております門のうち１つ、西門が復

元されております。往時のたたずまいをこのように

見せております。城壁は当時のままの版築工法で復

元して建築されております。この城壁は築造するた

めに大量の土、石、木を必要とするということで、

大変な労力を費やして築かれたということがわかる

ところでございます。今後については残る土塁の復

元を行いまして、平成 22年度の完成を目指しており

ます。また、節目節目に開催される現地説明会では、

全国から多くの古代ファンの方に訪れていただいて

いるところでございます。

　それから３つ目としまして、県立博物館を誘致す

る活動についてご紹介させていただきます。「県立博

物館を吉備路へ」を合言葉にしまして、平成 10年か

ら総社圏域の官民 23団体で「県立博物会を誘致する

準備会」を発足いたしました。画面は誘致のために

作成したシンボルマークになります。以来、地道な

誘致活動を展開しておりますが、その後、「県立博物

館を誘致する会」に名称を変更しまして現在に至っ

ておるところでございます。その活動についていく

つかご紹介させていただきます。まず、吉備路の魅

力を再発見するという目的で、「新吉備路のお話 ｣、

こちらにあります冊子を発刊いたしました。全６部

作で、地元の作家の方に協力を得まして作成し、各

種団体等の会議ですとか大会でＰＲ用に配布させて

いただいております。

　また、毎年秋には地元ゆかりの方を講師にお招き

いたしまして、「吉備路再発見講演会」を開催してお

ります。会場には先ほどの五重塔がある国分寺の客

殿を使いまして、毎年多くの歴史ファンの方に参加

していただいているというところです。今年も来月、

11月 15日に開催する予定であります。

　次に、これは県立博物館を誘致する会のＰＲグッ

ズでございますが、まだ試作品ということでござい

ます。今までにない斬新なアイデアを取り入れよう

ということで、地元の岡山県立大学にデザインをお

願いしているところでございます。「県立博物館を建

設するなら吉備路へ」ということで、県民の誰もが

感じていただけるような、粘り強い誘致活動をこれ

からも続けていきたいというふうに考えております。

　最後に、歴史文化とは少し外れてまいりますけれ

ども、先ほどの吉備路、国分寺の周辺を特に中心と

しまして開催される一大イベント、「そうじゃ吉備路

マラソン」についてご紹介させていただきたいと思

います。マラソンについては 2003 年まで開催して

おりましたが、2003 年に中止になりましたけれど

も、来年２月に復活しようということで現在、準備

を進めておるところでございます。全国のマラソン

愛好者の方からは復活を望む声も多く、総社の活性

化、それから吉備路や総社市の名前を全国に発信す

る、そういった最適な機会ということと捉えまして、

開催を決定したところでございます。来年の２月に

は、国分寺をはじめとしまして、吉備文化の地を駆

けぬける多くのランナーが、冬の吉備路を彩ってく

れるということを期待しておるところでございます。

　以上がご説明になりますけれども、終わりに本サ

ミットを通しまして、サミット構成市町の交流がま

すます深まることを祈念いたしますとともに、お集

まりの皆様方の今後のますますのご発展、ご健勝を

お祈り申し上げ、また、雪舟さん誕生のまち、総社

市の紹介ということで説明をさせていただきました。

最後までご静聴ありがとうございました。

司会：ありがとうございました。大変個性的な興味

深いまちづくりが行われているなという感じがしま

した。「私たちが考え、私たちが実行、市民と対等な

立場で」ということは、新しい意見を聞いてくださ

る姿勢が行政側にあるんだなということがとても感

じられました。また、「雪舟体験学習」では、本で読

んだり、見たりするよりも子どもたちが実際に体験

をすることで、雪舟というのはどういうものなのか

というものがですね、すごく伝わるんじゃないかな
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というふうに感じました。ありがとうございました。

　続いては、島根県益田市の福原市長様、お願いい

たします。

　すみません、少し準備がございます。市長自ら操

作してくださるということで、よろしくお願いいた

します。

　島根県益田市

皆さん、こんにちは。

島根県益田市長の福原慎

太郎と申します。どうぞ

よろしくお願いします。

随分若いなというふうに

思われるかもしれません

が、今 35 歳でございま

して、就任時は現役最年

少だったんですが、あっ

という間に抜かれて、今は全国で２番目に若い市長

ということでよろしくお願いいたします。はじめに、

先週の 19日の日曜日に益田市の萩・石見空港で開催

をされました第１回の「萩・石見空港マラソン全国

大会」におきましては、2,300 名ものランナーの皆様、

また２万 8,000 名のご来場をいただきまして盛大に

開催することができました。雪舟サミット構成自治

体の皆さんからも多くのご参加をいただきましたこ

とを、まずもってお礼を申し上げます。また本日は

第 12回の雪舟サミットの開催がここ豊後大野市で開

催されますことを、また芦刈市長様はじめ地元の皆

様のご尽力によって盛大に開催されますことを、お

祝いと感謝を申し上げる次第でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

それでは、益田市の概要でございますが、島根県

の一番西の端っこ、山口県の萩市と接する、また広

島県とも接するまちでございまして、人口は約５万

2,000 人、面積は 733 平方キロメートルと、島根県

で最も広いまちでございます。雪舟さんの他にです

ね、「歌聖」といわれる柿本人麿の生誕終焉の地、また、

鎌倉時代から 400 年間、益田氏が島根県西部地方を

治めた拠点として発展してまいりました。今年はＮ

ＨＫの大河ドラマ「篤姫」が大変視聴率が高いですけ

ども、その脚本家の田渕久美子さんは我が益田市の

出身でございます。

続きまして、益田の自然でございます。益田市は

日本海を臨む海辺からこの右手の写真の広島県と接

する恐羅漢山（1,300 メートルを超える島根県下で

最高峰）まで、こういう幅広い地形をもった地域で

ございます。今年の正月にはスキー客が遭難をする

という事故がありましたが、それがこの恐羅漢山で

ございまして、益田市の方で保護されたということ

がございます。今の時期はちょうど匹見峡が大変す

ばらしい紅葉がございます。是非とも皆さんにはお

越しをいただければというふうに考えております。

そして、益田市の自慢、圏域を流れます清流・高

津川でございます。ダムのない一級河川ということ

で珍しい川といわれておりまして、天然の鮎が遡上

するという、大変すばらしい川でございます。私た

ちとしては地域の誇りとしてこれからも育てていき

たいと思いますし、平成 18 年度、また 19 年度は、

国土交通省の水質調査で２年連続日本一を獲得をい

たしました。また、釣具メーカーのシマノさんの主

催によります「シマノジャパンカップ鮎釣り選手権」

の全国大会が、決勝大会がですね、２年連続、この

高津川の水系で開催をされたと、地域にとって本当

に大きな宝でございます。

また、右側の写真はこのすばらしい夕日が見れると

ころでございまして、是非とも皆さんにはこの益田の

夕日を、日本一の夕日と私たちは自負をしております

が、ご覧をいただければというふうに考えております。

次に益田の特産品でございます。益田市はここに

ありますメロン、ゆず、わさび、ぶどう、トマトなど、

日照時間が全国でも有数といわれる、山陰というイ

メージとは全く違う気候がもっている関係で、大変

多くの特産品をもっております。その中でもこのゆ

ずは、中国地方で最も多い生産量を誇る特産品でご

ざいます。この左側のゆずラーメンは、台湾にも輸

出をされております「ヘルシー元気米」を使って作

られた麺で、最近売り出して好評をいただいている
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ものでございます。またその他多くのゆず製品、ゆ

ずのシャンプー、リンス、石けんと、食べるものか

ら健康に至るまで、今、加工品を一生懸命作って頑

張っているところでございます。

次に、わさびですね。水のきれいな高津川水系を

上がった匹見地域ですね、標高 1,000 メートルを超

えるところでこのようなわさび田を今作っておりま

して、都市部からも入植者が入って今、生産を拡大

をしているところでございます。こちらはわさび谷

の方ですね。渓流を使ってのわさびの栽培をしてお

りまして、水温が年間を通して 14度から 15 度とい

う、わさび栽培に大変適した気候を活かして生産を

されております。昔はですね、東の静岡、西の島根

というふうにいわれておりましたけども、近年、生

産が少し減っておりますけども、また名門の復活を

目指して頑張ってまいりたいと考えております。

次に、益田市の主要施策でございます。私は益田

市を一流の田舎まちにしたいということをずっとお

話をしてまいりました。私は、すみません、８月か

ら就任をして、まだ３か月でございます。それを先

ほど申し上げるのをちょっと遅れておりました。大

変すみません。よろしくお願いいたします。３つご

ざいまして、人間的な面、経済的な面、また見た目

の面ということでございます。１つはこの人間的な

面。田舎まちの地域のつながりのよさを活かして、

私たち誰もが自信と誇りをもって、心も体も元気に

生きていける、そういうまちをつくりたいと思って

おります。益田市も多くの地方都市と同じように過

疎に悩まされておりますけども、やはり、心の過疎

が私は大きな原因だと思っておりますが、心の過疎

をなくして、私たちがまずは誇りをもって、自信を

もって生きていける、そういうまちをつくりたいと

考えております。

２番目は、感動を呼ぶものづくりとサービスを提

供できる、そういうまちでございます。公共事業や

多くの補助金が今減っている、どこの地方都市も厳

しい状況でございますけども、あるものを活かして

本物をつくる、そういう今から地域経済の立て直し、

また構築をして、何とかものづくりとサービスによ

って多くの方々にお越しをいただけるような、そう

いうまちをつくっていきたい、また、そういう地域

経済を確立をしていきたいと考えております。

３番目は見た目の部分ですね。美しい風景と文化

が息づくまちということで、これまで戦後、どちら

かというと見た目というものはあまり意識はされて

きませんでした。この写真、ちょっと見えにくくな

りましたが、「棚田 100 選」にも選ばれた市内の中垣

内地区の棚田でございます。こういうすばらしい棚

田や、石見銀山遺跡にも選ばれました石州瓦という

赤い瓦を使った独特の風景がございます。こういう

ものを活かした美しい風景を、これからもつくって

いきたいというふうに考えております。

次に、益田市と雪舟の関係でございます。先ほど

講演の中でもございました、益田氏の 15代兼堯を訪

ねて雪舟が益田を訪れております。そして市内には

萬福寺と医光寺と２つの庭園がございます。左側の

萬福寺の方は、池が「心」という字をかたどった池

がございます。右側は鶴の形をした池に亀の島、また、

この枝垂れ桜がございまして、春にはすばらしい景

色がございますので、この萬福寺、医光寺と２つの

庭があるのは益田市だけでございますので、是非皆

さん、この趣の違う２つの雪舟の庭をご覧をいただ

ければというふうに考えております。また、昨年５

月には、第 46回の「文化財指定庭園保護協議会」が

益田市で開催をされました。全国の庭園関係者の皆

様方にこの２つの雪舟庭園をご覧をいただいたとこ

ろでございます。

次に、雪舟さんの絵の方ですね、この「益田兼堯像」

でございますけども、平成元年のふるさと創生事業

によって購入をして、現在益田市が所有をしている

ものでございます。右側の方（花鳥図屏風）も、先

ほどご説明がありました、今、重要文化財に指定を

されておりますが、益田市には今、複製が残ってお

りまして、雪舟さんが益田兼堯の孫の宗兼に家督相

続の祝賀として描いて贈ったというふうにいわれて

おります。現在、京都の国立博物館に所有をされて

いる作品でございます。

次に、先ほどからございました、益田も雪舟の終
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焉の地というふうに、大変有力な地だというふうに

いわれておりますが、東光寺というお寺の跡に建て

られた大喜庵というものが今、残っております。また、

その大喜庵の中には雪舟さんのお墓がございまして、

市民の方々によって大切に守られているところでご

ざいます。また、この大喜庵のそばには平成２年に、

先ほどの「益田兼堯像」を所蔵するために建てられ

ました、市立の「雪舟の郷記念館」がございます。

開館以来多くの方々にお越しをいただいておりまし

て、今、先ほどご紹介をいたしました重要文化財の「益

田兼堯像」を所蔵しております。現在、いくつかの

複製作品があるところでございますが、私といたし

ましては、できる限り多くの複製作品、これもなか

なか所蔵するのは難しいというふうに聞いておりま

すので、雪舟さんの作品が益田に来ればたくさん見

れると、そういうふうな「雪舟の郷記念館」を目指

したいと思いますので、２つの庭と雪舟さんの名前

がついた唯一の美術館ということで、こちらの方に

もお越しをいただければと思います。

次に、海外との交流でございます。雪舟さんが中国

浙江省の寧波、中国読みでは「ニンポー」というそう

ですが、ここに渡りました。現在、平成３年より友好

都市として益田市が交流を続けております。毎年、相

互に友好代表団を派遣したり、子どもたちの少年訪問

団を送ったりして交流をしているところでございます。

次に、このサミットのテーマでございます「個性

を活かした協働のまちづくり」についてでございま

す。益田市では、「未来に向け一人ひとりが輝くまち」

ということで今、市民提案型の「みんなで未来のま

ちづくり事業」というものを進めております。平成

16 年の 11 月の合併以来、市民の皆さんに積極的に

取り組んでいただく事業を進めておるところでござ

いまして、その中でも雪舟さんにちなんだ事業を紹

介をさせていただきます。

１つ目が、スタンプラリー「室町ウォーク」、雪舟

庭園のライトアップをはじめとした、「来て！見て！

楽しむ雪舟さん！」のご紹介でございます。市内の

官民を問わず、多くの団体、施設の方々のご協力に

よって、雪舟さんをキーワードとした歴史文化を活

かす活動を行っております。先ほど紹介をいたしまし

た、雪舟の郷記念館、医光寺、萬福寺をはじめとして、

雪舟顕彰会、また観光ガイド友の会など、多くの方々

の連携によって相乗効果が図られているところでご

ざいます。市内各施設を巡回するスタンプラリー、

ちょうど明日開催をいたします、「室町ウォーク」と

題しました市内の雪舟さんや室町時代にちなむ場所

をウォーキングをするという企画がございます。こ

ちらは先週の土曜日、日曜日に実施をいたしました、

２つの雪舟庭園、萬福寺と医光寺のライトアップ、そ

れから雪舟の郷記念館、それともう１つ、益田市立

歴史民俗資料館を同時にライトアップをした事業で

あります。これ写真もいいんですけどね、実物はも

っとすばらしくお庭が照らされますので、また次回

開催の際にはお越しをお待ちをいたしております。

次に、文化施設の連携でございます。先ほど申し

上げました雪舟の郷記念館、２つの庭園と民俗資料

館、それから３年前に開館をいたしました「島根県

立芸術文化センター」でございます。「芸術文化セン

ター」は、赤瓦 28万枚を使った「グラントワ」とい

う愛称のついた施設でございますが、この５つの施

設が連携をしているという事業でございます。１つ

は年間パスポート「雪舟さん」、これは先ほどの４つ

の施設を自由に入れるというパスポート、それから

観光客の方に向けては、一日散策チケット「雪舟小

僧さん」というものを発行して、皆さんに自由にご

覧をいただけるような、今、取り組みを進めており

ます。この連携によって大変多くの方にご覧をいた

だいているところでございます。今日、皆さんのお

手元にも資料が中に入ってございますので、是非と

も後でご覧をいただければというふうに思います。

益田市はこのように、益田の個性を活かして、益

田にあるものを活かして本物をつくるということで、

一流の田舎まちを目指していきたいと考えておりま

す。雪舟サミット構成自治体の皆さんとこれからも

連携を深めながら、しっかりと雪舟さんを活かした

まちづくりを進めていきたいと考えております。ど

うぞ、今後ともよろしくお願いをいたします。本日

は本当にありがとうございました。
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司会：ありがとうございました。「心の過疎をなくす」

というのは、とてもいい言葉だなと思いました。あと、

「一流の田舎町」ということなんですが、マイナスと

考えられがちなものをプラスに変えるというのはと

ても難しいですけれども、アイデアひとつでプラス

に転じるという大きな可能性があるんじゃないかな

というふうに思います。とてもすばらしいまちづく

りが行われていると思います。ありがとうございま

した。

　続きまして、山口県山口市の渡辺市長様、お願い

いたします。

　山口県山口市

それでは幕間を活用い

たしまして、大分の皆さ

ん方には大分国体の大成

功、本当におめでとうご

ざいました。心からお喜

びを申し上げます。私ど

も山口県も３年後に「お

いでませ！山口国体」を

開催することにいたして

おりまして、そうしたこともありまして、この国体

には選手団、また役員、そして多くの関係者が大分

県に訪れまして、大変なおもてなしを受けたという

ことで感謝をいたしております。本当にありがとう

ございました。

それでは整ったようでございますので、早速では

ございますが本市のまちづくりについてお話をさせ

ていただきます。まず、本市の概要についてご説明

をさせていただきます。山口市は山口県のほぼ中央

部に位置する県庁所在都市でございまして、総面積

は約 730 平方キロメートルで、県下で２番目の面積

を有しまして、県土の約 12％を占めております。瀬

戸内海に接しており、県内各地への所要時間は概ね

約１時間で行ける範囲にございます。人口は平成 20

年９月１日現在で 19 万 1,682 人で、平成 17 年 10

月１日に１市４町が合併して、ほぼ３年が経過した

ところでございます。人口はほぼ横ばいか若干の増

というところでございます。

それでは山口市の状況についてですけれども、山

口市の玄関口といえば、やはり小郡地区でございま

して、山陽新幹線の新山口駅がございます。この新

山口駅には「のぞみ号」、あるいは「ひかりレールス

ター」等が止まりまして、大体大阪まで２時間程度、

そして広島まで 30分ちょっと、また九州博多までが

また 34・5分ぐらいでございます。また３年後には

鹿児島までまた新幹線が相互乗り入れになりますが、

大体２時間半ちょっとぐらいかなというような予想

をいたしております。そういう新山口駅をはじめと

いたしまして、山陽自動車道、それから中国自動車

道のインターチェンジが３ヶ所もございまして、広

域交通の利便性の高い高速交通ネットワークの結節

点となっております。また、そうしたことから産業

経済面では高速交通網を活かしました商業、卸売業

が盛んでございまして、KDDI をはじめ、３社の衛星

通信所もあり、テレビ・ラジオ局などの集積もある

ことから情報通信業の従事者数も県内で最も高くな

っております。

次に、本市の個性ある地域資源をご紹介させてい

ただきたいと思います。新山口駅から本市の市街地

の西端にあるのが湯田温泉でございます。この温泉

は本市の中心部にありまして、大体 72℃ぐらいの温

度を保っていまして、山陽路随一の湯量を誇ってお

ります。観光客の宿泊の拠点となっております。こ

の湯田温泉にほど近いところにありますのが「山口

情報芸術センター」でございます。このセンターは

本市の芸術文化の創造拠点といたしまして、市立図

書館を併設するアートセンターでございます。皆様

もご存知の方も多いと思いますが、坂本龍一先生が

滞在制作を行われるなど、制作機能を有する我が国

でも唯一のアートセンターとして世界からも高い評

価をいただいております。外国からもいろんな方々

が滞在しながらメディアアート制作をいたしており

ます。今年開館５年を迎えたところでございまして、

海外からの視察も数多く、国内外から年間約 70万人
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を超える来館者をお迎えいたしております。

次に、国宝「瑠璃光寺五重塔」でございますが、

大内氏第 25 代当主大内義弘を弔うために建てられ

たものでございまして、大内文化の最高傑作であり、

本市でもっとも多くの観光客に訪れていただいてお

ります。

次は、「山口市菜香亭」と「中原中也記念館」でご

ざいます。「山口市菜香亭」は約 100 畳の大広間を有

する山口市の由緒ある料亭を移築保存したものであ

りまして、伊藤博文公をはじめといたしまして、歴

代の総理、戦後の岸信介、佐藤栄作など、歴代の首

相や、また井上馨、木戸孝允などの直筆の書画、額

等が展示されております。また、「中原中也記念館」は、

山口市の生んだ詩人「中原中也」を顕彰する施設で

ございまして、４名の学芸員を配置いたして、中原

中也の研究に取り組んでおります。それと同時に、

中也に関連する様々な企画展示や、他の文学館との

交流事業など、様々な事業を実施をいたしておりま

す。年間、大体４～ 5万人ぐらいの観光客といいま

すか、来館をいただいております。

次は、「山口サビエル教会」でございます。室町時

代に京の都を模したまちづくりを行い、「西の京」と

称されるまちを築いた守護大名大内氏は、雪舟だけ

でなく、フランシスコ・サビエルにも布教を認める

など、国際的な経済交流・文化交流に取り組んでお

りました。日本最初のキリスト教の教会は本市の大

道寺と記されておりまして、本市では日本で初めて

クリスマス・ミサが行われたとして、「日本のクリス

マスは山口から」と題したイベントも行っていると

ころでございます。

次は、少し山間部に入りまして、森林セラピー基

地をご紹介させていただきます。本市の徳地地域に

は森林のもつ癒しの効果が科学的に実証されたこと

により、平成 18年に日本で初めて認定されました「森

林セラピー基地」10 か所のうちの１つでございまし

て、交流とやすらぎの空間として大変多くの方々に

訪れていただいております。この同じ徳地地域にあ

りますのが「重源の郷」であります。この徳地地域は、

奈良の東大寺の建設に尽力しました俊乗坊重源上人

が、用材の切り出しのためにその指揮にあたったと

ころでございます。いわゆる東大寺建設のための杣

地でございまして、東大寺建設にあたっての材木は

ここから切り出されて建立がされたところでござい

ます。「重源の郷」は緑豊かな里山に、茅葺き屋根や

水車など、昔懐かしい山村風景を再現いたしまして、

究極の田舎を現在に残していこうと、こういった目

的で整備をされております。そして中では紙漉きや

木工、竹細工などの様々な体験ができる交流施設で

ございます。

次は、瀬戸内海沿岸に移りまして、秋穂（あいお）

の車えびが夏の風物詩、「えび狩り世界選手権」の状

況でございます。秋穂は日本で最初に車えびの養殖

を始めたところでございまして、選手権は今年で 18

回目となり、県内外はもとよりですが、海外からの参

加者もますます増えておりまして、近年では参加する

ための抽選にあたることがなかなか難しいという盛り

上がりを見せております。大体３万人ぐらいの要望が

ありまして、約２千人ぐらいを抽選ということになっ

ておりますので、なかなか競争率も高くなっておりま

す。この秋穂には国民宿舎「あいお荘」がございまし

て、瀬戸内海は周防灘に臨み、眼下に竹島、天気のよ

い日には九州・四国まで見渡せる露天風呂のある「あ

いお温泉」や、先ほどご紹介いたしました秋穂の車え

びを堪能いただけるところでございます。

地域資源の最後になりますが、本市の特産品につ

きましては、大内氏の栄えた室町時代から受け継が

れており、長い歴史と伝統を誇る大内塗りや、抹茶・

ゆず・小豆など種類も豊富な山口を代表する銘菓「う

いろう」、県外の高級レストランに卸されております

徳地和牛などがございます他、戦国時代末期、毛利

氏の時代に萩で始まり、「一楽、二萩、三唐津」とし

て誇り高い萩焼が明治初期になりまして山口でも制

作されるようになって、現在、「山口萩焼」といった

ものもございます。

続きまして、山口と雪舟のかかわりについてお話

をしたいと思います。歴史的には先ほどから何度も

登場しております大内氏の時代に遡ります。大内氏

は周防の国、今の山口市を中心とした守護大名でご

サミット会議



39

ざいまして、まちは「西の京」と称されるほどに繁

栄し、西日本で強力な力を誇っておりました。雪舟

が初めて山口を訪れたのは 1455 年頃といわれてお

りまして、当時の大内家の当主は第 28 代大内教弘

で、山口が経済的にも文化的にも発展期にある頃で

ございました。特に大内氏の経済を支えてきました

のが国際貿易、特に中国の明との貿易でございまし

たことから、水墨画の発祥地、中国へ渡りまして絵

の勉強をしたいという雪舟の思いが山口を訪れる大

きな要因となったのかもしれないと、このようにも

思っております。山口を訪れました雪舟は 1467 年

に遣明船で中国・明へ渡り、そして 1470 年ですか、

はっきりはしませんが、1470 年にまた山口へ帰って

まいり、また帰国後は日本各地を漂泊しながら作画・

作庭を行ったとされています。

山口の「常栄寺雪舟庭」は大内氏第 29代大内政弘

が室町時代中期、雪舟に依頼し築造したものといわ

れております。三方を林で囲まれた庭は、そこにあり

ますように水と石に主体がおかれ、池の手前の石組み

は中国大陸の三山五獄や日本の富士山をなぞらえた

ものといわれており、簡潔にして豪放、雪舟の山水画

そのままの名園としてその名を知られております。

市の指定史跡である「雲谷庵跡」は、雪舟が山口に

滞在した時のアトリエがあった場所でございまして、

雪舟の三大傑作といわれます「山水長巻」、「破墨山

水図」、「天橋立図」をはじめ、代表作といわれるもの

のほとんどはこの地で描かれたといわれております。

なお、現存する雲谷庵の建物につきましては、明治に

なって、明治 17年に再建をされたものでございます。

山口市の地域の概要につきましてはこれぐらいと

いたしまして、本市のまちづくりについて少しお話

をさせていただきたいと思います。山口市は平成 17

年 10月の合併に伴い、昨年、平成 19年 10月に「山

口市総合計画」を策定いたしました。この計画では

まちづくりの基本的な方向を踏まえ、目指す 10年後

のまちの姿として、「人・まち・歴史と自然が輝く交

流と創造のまち　山口」を掲げています。本日は本

市が目指すまちの姿の中から、「歴史と自然が活かさ

れているまち」という項目と、「新たな文化と産業活

力が創造されるまち」という項目に関連いたしまし

て、現在取り組んでいる具体的な事業の中から、本

日のテーマでもございますところの、住民との協働

による取り組みをご紹介させていただきます。

まず、大内文化のまちづくりについてでございま

すが、本市の中心部には、大内氏の遺跡であります

「館跡」や「築山跡」、「国宝瑠璃光寺五重塔」など、

室町時代に栄えた大内氏の歴史遺産、あるいは古く

からの街道筋の街並みが残っておりまして、大内氏

が京の都にあこがれ、京の鴨川に見立てていたとい

われております市内を流れる「一の坂川」、これにつ

きましてはゲンジボタルが今でも乱舞する川でござ

います。そして、緑豊かな自然環境と相まって独特

の美しい景観が形成されております。こうした一定

の区域を「大内文化特定地域」として、「大内文化ま

ちづくり推進計画」に位置づけまして、脈々と今に

伝わる歴史や文化を掘り起こし、次の世代に大切に

伝え、このまちに住むことへの誇りとするとともに、

新しいものとの融和を図り、本市のまちの個性とし

て、これからのまちづくりに活かしていく取り組み

を進めております。

ここでは「大内文化特定地域」におきますところの、

市民の主体的な取り組みについてご紹介をさせてい

ただきます。まず、「アートふる山口」でございま

すが、長年に渡って培われてきました伝統や文化な

ど、山口のもつ多くの魅力を人々に再認識していた

だき、そして誇りをもっていただくことを目的に創

設されたものでありまして、今年で 13回目を迎えま

した。街道筋や一の坂側周辺にお住まいの市民の方々

が自宅や店舗を解放して、美術品や伝統の品、昔の

山口の写真などを展示し、また着物でのまち歩きや、

一の坂川の空間アート、コンサートなど様々な魅力

あるイベントも繰り広げられております。市民の皆

様方がそれぞれの生活やその歴史を広く公開される

ことで、山口の歴史への市民的郷愁そのものを語っ

ていこうということのイベントとなっておりまして、

高校生、あるいは大学生、そうした方々が多くボラ

ンティアスタッフとして参加をいただいております。

次に、昨年から規模を拡大して取り組まれており
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ます、「日本のクリスマスは山口から」というイベン

トでございます。これは、日本のクリスマスの発祥

の地は山口であるという大内氏時代の史実に基づく

ものとして、地域のブランド化を図ろうとする取り

組みでございまして、イベントの実行委員会には商

工関係者だけでなくして、地元の大学生等も加わっ

て、地域の人材を活かした取り組みとなっておりま

す。また、イベントへの協力の仕組みといたしまし

て、昨年度は参加者がイベントに使用するキャンド

ルを購入していただくなどの取り組みがございまし

たが、今回はさらに財源確保のために、法人や個人

からの協賛金を募る仕組みづくりにも取り組んでお

ります。県立美術館や県立図書館などが接し、「日本

の道路 100 選」にも選ばれました本市のシンボルと

もいえるパークロード沿いに、ブルーの LED による

クリスマス・イルミネーションが展開される様子は

本当に美しく、今後山口の冬の一大イベントとして

成長していくものと、私ども確信をいたしていると

ころでございます。

次に、情報文化都市づくりについてでございます

が、「山口情報文化都市づくり」は、情報通信産業

が集積する市街地に、情報と文化を基本とした創造

的な研究活動の受け皿づくりを進め、新たな価値を

つくり出し発信していくことで、地域経済の活性化、

人口定住や交流の促進、市民生活の質的向上など、

活力のある魅力的なまちづくりを進めるものでござ

います。その拠点施設といたしまして、平成 15 年

11 月にオープンいたしましたのが、「山口情報芸術

センター」、通称、我々は「YCAM（ワイカム）」と呼

んでおりますが、このセンターは世界有数のメディ

アアートの拠点として、海外との積極的な文化交流

を行っておりまして、日本では類を見ない制作機能

を有するアートセンターとして、世界に通用する作

品づくりを進めております。また、地域に密着した

ワークショップの開催などによりまして、人材の育

成に取り組みますとともに、研究機能を有している

ことから、毎年度テーマを設定した技術開発、研究

にも取り組んでおりまして、市民はもとよりでござ

いますが、国内外から多くの来館者を迎え、10月上

旬には５年が経過いたしましたが、400 万人の来館

者を突破したところでございます。なお、今年が「山

口情報芸術センター」の開館５周年という節目の年

にあたりますことから、さまざまな記念事業に取り

組んでいるところでございますが、先般、「第 11 回

公共建築賞」国土交通大臣表彰の受賞が決定いたし

まして、11 月 11 日には大臣から受賞がいただける

こととなっているところでございます。

この山口情報芸術センターの機能を活かす取り組

みとして、本年度、湯田温泉地域の皆様とともに取

り組むことといたしておりますのが、来月、11月 21

日から 12 月 27 日までの約１か月間、湯田温泉の街

なかで実施する「湯田アートプロジェクト」でござ

います。このプロジェクトは、地元地域の皆様で構

成される湯田まちづくり協議会の協力を得て実施す

るものでありまして、温泉とアートのコラボレーショ

ン企画として、このプロジェクトでは、表現の場は

まちそのものであり、まちの中にアートを散りばめ、

まちの回遊性を持たせる仕掛けづくりを行うもので

ございます。画面をご覧いただきますと、今回会場

となります湯田温泉地域の図面が示されております

が、緑色で示されているところが、この度のメインと

なります体感型のアート作品の展示会場となります。

ここは本市の生んだ詩人「中原中也」の生誕地であ

りまして、現在「中原中也記念館」として、市民並

びに多くの中也ファンの方に親しまれております。

次に、黄色で示されているところが数箇所で、プ

リクラのような端末で写真撮影を行う参加型のアー

ト作品の端末の設置場所となります。この各端末で

撮影された一部分の画像データは他の画像とシャッ

フルされ、まちの中心部にありますオレンジ色で示

した部分に設置する大型スクリーンに投影されます。

そして、最後にピンク色で示しているのが足湯の場

所でございますが、ここでは地域の素材を取り入れ

て、新たにアーティストが作成したアニメーション

作品を展開することといたしております。この湯田

温泉を舞台にしたパブリックアートの展開を通じま

して、湯田の観光客に対しての新しいタイプの観光

コンテンツを開発・提供を行いますとともに、市民

サミット会議



41

の憩いの場所づくりをするだけでなく、アートを一

つの観光商品として捉えられる試みであり、新しい

山口のブランドとしての期待もいたしているところ

でございます。

それでは少し長くなりますが、作品の内容をご紹

介させていただきます。１つ目の作品は、湯田温泉

地区の中心に位置する中原中也記念館の外庭全面を

舞台に、観客の動きに反応して LED の光や音が変化

するアート作品です。これは観客の動きに反応する

体感型の作品として、気軽に楽しんでいただけると

思っております。そこの LED のところを人々がずう

っと通りますと、いろんな光が違った形で動く、ま

た音がすることにおいても反応する、そういった形

の試みでございます。

次に、２つ目の作品につきましてですが、写真撮

影とプリントができる端末を湯田温泉のまちの数箇

所に設置しまして、湯田のまちを散策しながら参加

者にオリジナルポートレートをつくっていただく作

品でございます。画面の上の方をご覧いただくとわ

かると思いますが、それぞれの端末でプリントされ

るのは顔の一部分のみでございまして、すべての端

末を廻り、１枚の紙に重ねてプリントしていくこと

で、１枚のポートレートが完成するというものでご

ざいます。決まったルートはなく、いつ、どこから

でも始められますし、また参加者がまち歩きととも

に自由に楽しんでいただける仕組みとなっておりま

して、各端末で撮影された顔の断片写真は、インタ

ーネットサーバーに転送され、異なる人の顔の断片

とシャッフルされて、「新しい街の顔」として湯田温

泉中心街に設置された巨大スクリーンへ毎晩投影さ

れるものでございます。

３つ目の作品は、観光客や市民が集う湯田温泉

の足湯スペースにおいて、モニターやプロジェク

ターを使った映像作品でございます。映像作品は、

「SHINCHIKA（シンチカ）」というチームが「湯田ア

ートプロジェクト」のための新たな作品を作成する

もので、山口の地域の素材がアニメーションの中に

取り込まれ、足湯を舞台にした新たな魅力が創出さ

れるとともに、足湯とアニメという非日常的な空間

で生まれる、新しい観客同士のコミュニケーション

にも期待をいたしているところでございます。特に

映像につきましては、アニメが足湯そのものに映さ

れる、そうしたことも展開する予定といたしており

ます。是非、こうしたものにつきまして、11 月 21

日から 12 月 27 日の間、新しい美術アートの展開を

していく考えでございますので、どうぞお気軽にお

寄りいただければと思います。

少し長くなりましたが、私はこれからのまちづく

りを考える中で、歴史や伝統など、地域の個性を再

発見していくことが極めて重要でありまして、また、

その再発見のためには、市民以外の方々の意見に積

極的に耳を傾けていくことが必要と考えております。

耳を傾けることで、何気ない日常が来訪者にとって

非日常であることに気づかされ、そこに大きな可能

性があるだけでなく、それに気づくことで地域の魅

力が改めて市民の誇りとなると思うからでございま

す。その誇りこそが、先ほどもそれぞれの市長さん

が発言されましたが、それがまちの活力でありまし

て、市民と行政が一体となってまちづくりに取り組

むためのエネルギーとなるものでございまして、こ

うした意味からもより一層、市民と行政の力を結集

し、山口にしかない歴史や文化に加え、山口にしかな

い新しいまちの価値を創造し、様々な取り組みを通じ

まして、全国並びに世界に向けて山口を発信してまい

りたいと考えております。少し長い説明になりまして

失礼をいたしました。よろしくお願いをいたします。

司会：ありがとうございました。広い土地、それか

ら交通の利便性が高く、多くの企業の拠点となって

いますし、文化・芸術の情報量も多いことから、国

内外からの文化情報交流なども行われている、大変

都会的なまちづくりが行われている反面、「森林セラ

ピー」など、自然を活かしたまちづくりも大切にさ

れているということで、まちを歩いてアートを体験

できる、退屈しない仕掛けが次々と出てくるという

のは、とても楽しい、歩いて楽しいまちなんじゃな

いかなというふうに感じました。どうもありがとう

ございました。
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　それでは最後に、芦刈豊後大野市長、お願いいた

します。

　豊後大野市

　地元の豊後大野市長

の芦刈でございます。本

日は雪舟ゆかりの多数の

皆様方のご参加をいただ

きまして、このように充

実した雰囲気の中でサミ

ット会議を開催をするこ

とができますことに、ま

ずもって深く感謝と御礼

を申し上げます。本当にありがとうございます。

それでは、本市の近況につきましてご報告をさせ

ていただきたいと思います。豊後大野市は平成 17年

の３月 31 日に、当時の大野郡でありました、大野

町を含みます５町２村が合併をいたしまして誕生し

たところでございます。現在、人口につきましては、

合併後も年々、少しずつは減少しているような傾向

にございますが、４万 1,500 人で、面積は 603 平方

キロというようなことで、大分県の中でも３番目の

広い面積を有しておりまして、県土の 9.5％を占め

ております。本市の高速交通体系の根幹を成してお

ります地域高規格道路の中九州横断道路につきまし

ては、本年の３月に雪舟ゆかりの大野町までの区間

におきまして開通したところでございまして、県都

大分市への所要時間も大幅に短縮をされまして、通

勤や医療、教育、そしてショッピングなどの、市民

の皆様の利便性が図られておりますとともに、大分

市と熊本市を横断する基幹道路として、産業や観光、

文化の振興、さらには沿線地域の連携と活性化を促

進する道路として、早期の完成を願っているところ

でございます。

本市の中央を横断しております大分の母なる川、

大野川につきまして、起伏に富んだ複雑な地形を縫

うように走っておりまして、県内屈指の田園地帯を

潤し、古くから農業を中心とする人々の営みを支え

ております。本市が雪舟サミットのご縁をいただき

ましたのは、大野川にかかります沈堕の滝のその水

量の大きさと力強さが雪舟の目に留まったことに始

まりまして、その波頭の荒々しさを「鎮田瀑図」と

して描かれたことによるものでございます。自然の

歴史の中で育まれました名水と田園、そして多様な

生活文化などの有形・無形の地域資源を、今後も大

切に守り育て、引き継いでまいりたいというふうに

考えております。

本市は四季を通じまして概ね温暖で、一部の山岳

地帯を除きましては、極めて農耕に適しておりまし

て、古くから農業を基幹産業として発展をしてまい

りました。特産品はしいたけ、葉タバコ、豊後牛、

かんしょ、ピーマン、さといも、かぼす、クリーン

ピーチ、お茶、豊のしゃもなどが上げられておりま

すが、現在、市の顔となります物産と食の開発が課

題でございまして、その取り組みを進めているとこ

ろでございます。地域の歴史文化の伝承拠点として、

今年度から神楽文化の発信地であります市内の清川

町に、神楽を楽しむことのできる神楽会館の建設を

行っております。益田市さんの石見神楽はとても鮮

やかで、国際的にも有名でございますが、これまで

雪舟まつりにも友情出演をいただいているというふ

うに伺っておりますが、清川町の御
おんたけ

嶽神楽につきま

しては、昨年、国の重要無形民俗文化財の指定を受

けまして、県下を代表する神楽となったところでご

ざいます。この神楽会館の建設はこうした機会を捉

えて行っているものでございまして、地域に伝わり

ます貴重な伝統芸能文化を多くの市民の皆さんと協

働して、次世代の人々に伝承してまいりたいと考え

ているところでございます。

続きまして、雪舟とのかかわりあいでありますが、

本市は約 400 年間続きました豊後大友氏の発祥の地

といわれ、大友氏にまつわる多くの物語や史跡が残

されております。雪舟はこの大友の時代の 15代目当

主親繁の時代、西暦 1476 年頃に豊後の国を訪れま

して、その途中で大野の里に立ち寄りました。かつ

て学んだ明国の長江をしのび、大野川を上っている

うちに「沈
ちん

堕
だ

の滝」に出会いまして、眼前に迫りま
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す巨瀑に心を奪われ、雪舟の生涯で記念すべき大作

「鎮田瀑図」を描いたわけでございます。この画聖雪

舟が描きました「鎮田瀑図」の「沈堕の滝」は、大

野川の本流にかかります高さ 17 メートル、幅 110

メートルの雄滝と、高さ 18 メートル、幅４メート

ルの雌滝の２瀑からなっておりまして、「豊後のナイ

アガラ」と呼ばれております雄大な景観をなし、滝

壺には大蛇が住むという伝説もございまして、神秘

に満ちた滝でもございます。こうした背景をもとに、

地元ではこの美しい景観をまちの財産として地域興

しに役立て、「第５回雪舟サミット」が開催をされ

ました平成６年に、地域が一体となりまして「ちん

だ滝の会」が発足をしたところでございます。以来、

この会が中心となりまして、枯渇をした沈堕の滝の

落水の実現をはじめ、公園整備等を地域住民が主体

となりまして地域づくりが活発に行われるようにな

りまして、地域で「雪舟まつり」が毎年開催をされ

ております。それに加えまして、雪舟の心に少しで

も触れようと、「水墨文化の里づくり」として学校教

育にも水墨画を取り入れ、雪舟と水墨文化に深く交

わってまいりました。

それでは今回のテーマでもございます、「個性を活

かした協働のまちづくり」について述べさせていた

だきます。先月の 27日から今月７日まで 11日間に

渡りまして、第 63 回国民体育大会「チャレンジ！

おおいた国体」が県下で開催をされたところでござ

いますが、本市におきましては、馬術、ソフトボー

ル、剣道、カヌーの４つの競技で熱戦が繰り広げら

れたところでございます。市民参加によります新し

い出来事でありましたので、「協働のまちづくり」の

テーマにそって、少し紹介をさせていただきたいと

思います。「チャレンジ！おおいた国体」では、県

外からお出でをいただく方々へのおもてなしの心が

開催２年前から話題に上りまして、様々な議論が交

わされたところでございますが、多くの市民の皆様

の積極的なおもてなしの心によりまして、無事滞り

なく終了することができました。中でも、とりわけ

民泊の受け入れにつきましては、地域ぐるみの熱烈

な歓迎ぶりに、市民自らが国体を盛り上げようとす

る心意気と情熱を肌で感じたところでございまして、

自らが積極的に国体を盛り上げようとする姿を目の

辺りにいたしまして、まさに市民力を確認をしたと

ころでございます。国体という、市を挙げてのイベ

ントに積極的に参加をし、気持ちよく選手を受け入

れ、心のこもったおもてなし、市民としてのプライ

ドをもち、１つの目標に向かいましてともに協力し

支え合う、こうした取り組みこそがまさしく協働の

まちづくりの礎になるものと確信をするものでござ

います。地域に有する自然や歴史、そして文化や芸能、

さらには福祉、教育、産業など様々な分野におきま

して、その地域の特性や課題について市民の皆様が

主体となって議論を深め、その対策がスムーズに講

じられるよう行政が側面的に支援をしていく、この

ことが「個性を活かした協働のまちづくり」につな

がるものと考えているところでございます。

早いもので市政施行以来４年目を迎えているとこ

ろでございますが、今後も主役が市民であることを

基本に、これまで培われてまいりました各種の交流

ネットワークの一層の活用を図りながら、「個性を

活かした協働のまちづくり」の推進に努めてまいり

たいと考えているところでございます。本日はこの

サミット会議でそれぞれの市や町のまちづくりにつ

いての取り組みを参考とさせていただき、今後のま

ちづくりに活かしていきたいと考えておりますので、

どうぞよろしくお願いを申し上げます。

最後になりましたが、「第 12 回雪舟サミット」の

開催にあたりましてご協力をいただきました関係自

治体の関係者の皆様方に、厚く感謝と御礼を申し上

げまして、豊後大野市の近況報告とさせていただき

ます。誠にありがとうございました。

司会：ありがとうございました。各市町村の皆様に、

「個性を活かした協働のまちづくり」についてご発表

いただきました。皆様のお話をお伺いしまして、共

通点はございますけれども、どこのまちでも同じ「雪

舟」ではなく、そのまちでしか伺い知ることのでき

ない「雪舟」を活かしたまちづくりを感じることが

できました。また、現在のように忙しい世の中、「雪舟」
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の作品や心に触れることで、時間の流れをゆっくりと

感じることができ、また、そういった時間が今とても

大切なんじゃないかなと思います。訪れる人々を癒し

てくれる、また、それにふさわしい土地や自然という

財産を私たちの子どもたちに伝えていかなければな

らないのではないでしょうか。「雪舟」が全国で皆さ

んの土地を選んで、そこで数々の作品を残したという

ことは、私たちの住んでいる土地の力であり、また、

そのことが大きな誇りであるということが改めて確認

されたサミットになったのではないでしょうか。

　ご発表の皆さん、どうもありがとうございました。

そして、会場の皆さん、長時間ありがとうございました。

　続きまして、本大会の「サミット宣言」に移りた

いと思います。豊後大野市長が申し上げます。

司会：ただいま朗読させていただきました宣言文に

ご異議がないようでしたら、今一度拍手をもって採

択させていただきたいと存じます。

　ありがとうございました。サミット宣言は採択さ

れました。

　続きまして、次期開催地の報告をさせていただき

ます。次期開催地は、開催順により岡山県井原市で

ございます。どうぞ皆様、拍手をお願いいたします。

　それでは、次期開催地でございます岡山県井原市

長様へ、豊後大野市長からサミット旗をお渡しした

いと存じます。井原市長様、どうぞよろしくお願い

いたします。

　それでは、お渡しください。どうぞ皆様、拍手を

お願いいたします。次期開催地は岡山県井原市でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

　それでは、ここで次期開催地の岡山県井原市長様

からご挨拶をお願いいたします。

　岡山県井原市長

　先ほど、次期開催地ということでご決定をいただ

きました、岡山県の井原市でございます。まずは、

第 12回の「雪舟サミット」のご盛会を心からお喜び

を申し上げたいと思います。

　私ども井原市でございますけれども、先ほど報告の

中で紹介をさせていただきましたけれども、１点、私

どもの井原市は「ねんねこしゃっしゃりませ」という

子守唄がございますが、中国地方の子守唄の発祥の地

が私ども井原市でございます。実は昨年、「子守唄サ

ミット」にも参加をさせていただいておりますけれど

も、昨年のちょうどこの時期に、お隣の佐伯市が「宇

目の唄げんかの子守唄のまち」ということで、開催地

ということで参加をさせていただきました。まさにこ

の大分県に大変ご縁を感じておるところでございます。

　また私ども、先ほど「雪舟サミット」の開催地と

いうことでございますが、13回ということでござい

ます。以前、平成７年度、平成８年でございました

けれども、合併前の芳井町で開催をいただいており

ます。お越しになられた方もいらっしゃるかと思い

ますけれども、合併して井原市ということで初めて

の開催となるわけでございます。また、２年後の平

成 22年は、ちょうど岡山県が「国民文化祭」の開催

される年ということになっておりまして、ちょうど

それに合わせての開催ということで、大変私どもも

喜んでおるところでございます。皆様方に大変喜ん

でもらえるようなサミットにしたいと思っておりま

すので、一層のご協力とご支援、そして多くのご参

加をお願い申し上げたいと思っております。

　終わりになりますけれども、この「第 12回雪舟サ

ミット」開催にあたりましては、豊後大野市の市長

さんをはじめ関係者の皆様には大変お世話になりま

した。心から感謝を申し上げ、そしてこの「雪舟サ

ミット」関係の構成市町の益々のご発展を心からご

祈念を申し上げましてご挨拶とさせていただきます。

誠にありがとうございます。



資　　 　　料



46

 

雪
舟
サ
ミ
ット
宣
言

　

雪
舟　

そ
の
名
は
世
界
の
画
聖
と
称
さ
れ
、
そ
の
偉
大
な
業
績
は
、

そ
の
神
秘
の
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
多
く
の
人
々
が
魅
了
さ

れ
て
い
る
。

　

雪
舟
が
生
き
た
時
代
に
お
い
て
中
国
に
渡
る
な
ど
雪
舟
の
旅
は
、
新

し
い
文
化
へ
の
挑
戦
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

人
々
と
の
出
会
い
の
場
が
雪
舟
の
作
品
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と

は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。

　

そ
の
人
物
像
や
作
品
に
対
す
る
思
い
は
、
今
で
は
そ
の
作
品
で
し
か

伺
い
し
れ
な
い
。

　

そ
の
雪
舟
の
旅
に
よ
り
巡
り
合
い
、
今
日
と
言
う
一
期
一
会
の
機
会

を
与
え
て
い
た
だ
い
た
雪
舟
の
功
績
に
感
謝
の
念
は
つ
き
な
い
も
の
で

あ
る
。

　

雪
舟
の
没
後
五
〇
〇
年
の
歳
月
を
越
え
、
雪
舟
に
ゆ
か
り
の
あ
る
自

治
体
が
相
集
い
、
第
十
二
回
雪
舟
サ
ミ
ッ
ト
の
開
催
に
際
し
、
雪
舟
の

偉
業
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
個
性
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
情
報

交
換
で
き
る
こ
と
は
、
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
踏
ま
え
、
未
来
に
つ
な
げ
る
地
域
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
の
新
た
な
一
ペ
ー
ジ
の
は
じ
ま
り
と
し
て
、
各
分
野
に
わ
た

っ
て
今
後
と
も
交
流
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
こ
こ
に
宣
言
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

第
十
二
回
雪
舟
サ
ミ
ッ
ト
参
加
自
治
体
交
流
会
議
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防災管財課 自動車運転士 北代　克也
防災管財課 自動車運転士 山野　靖二
藤江氏魚楽園 当　主 藤江千代美
雪舟さん魚楽園顕彰会 会　員 上原三代子

総　
　

社　
　

市

副市長 竹田　正彦
総社市議会 議　長 中村　吉男
教育委員会 教育長 桒田　交三
議会事務局 事務局長 角野　正明
総務部企画課 課　長 難波　道好
総務部企画課 係　長 河相　祐子
教育委員会 主　幹 板野　　誠
文化振興財団 理　事 難波　聖爾
文化振興財団 評議員 入江　浩子
文化振興財団 評議員 今井満寿美
文化振興財団 評議員 浅沼　君生

益　
　

田　
　

市

市　長 福原慎太郎
教育長 陶山　　勝
議　長 安達　幾夫
副議長 平谷　　昭

雪舟顕彰会 会　長 伏谷　　強
雪舟の郷記念館 館　長 川崎由美子
議会事務局 局　長 岩本　清治
秘書室 室　長 橋本　浩一 
地域振興課 課　長 長戸　保明
地域振興課 課長補佐 和崎　達美
地域振興課 主任主事 池田　美弘 
文化振興課 主任主事 大崎　　忍
秘書室 技能指導主任 松浦　　稔
契約・管理課 技能指導主任 川本　信明
地域振興課 技能指導主任 山崎　照己

山　
　

口　
　

市

市　長 渡辺　純忠
教育長 岩城　精二
議　長 浅原　利夫

総合政策部 部　長 中村　憲行
文化政策課 課　長 中谷　尚夫
文化政策課 副主幹 鯨田　慎治
秘書課 主　幹 森重　　修
秘書課 副主幹 河村　元博
議会事務局 参　事 岡屋　正昭

大
分
県

知　事 広瀬　勝貞
観光地域振興局 局　長 中尾　和博
豊肥振興局 局　長 光永　常二
豊肥振興局 主　任 二宮　克彦
県議会 県議会議員 佐々木哲也
県議会 県議会議員 玉田　輝義

◎第12回　雪舟サミット参加者名簿

豊　
　

後　
　

大　
　

野　
　

市

所　属　名 職　　名 氏　名
市　長 芦刈　幸雄
収入役 安東　忠司
議　長 若松　成次
教育長 首藤　正史

議　会 総務常任委員長 高山　豊吉
議　会 厚生文教常任委員長 首藤　正光
議　会 産業建設常任委員長 深田　正和
企画部 部　長 赤嶺　　信
大野支所 支所長 坂本　増文
議会事務局 事務局長 三代　英昭
大野支所 主　幹 太田　基一
大野支所 主　幹 後藤　信義
大野支所 副主幹 安藤久美子
大野支所 主　任 黒野　美和
秘書政策課 次　長 三代　良介
企画調整課 課　長 山口　清孝
企画調整課 副主幹 河室　晃明
企画調整課 副主幹 衛藤　幸司

実行委員会 後藤　正雄
実行委員会 佐東　源三
実行委員会 城井　　学
実行委員会 衛藤　幸也
実行委員会 三代　重吉
実行委員会 加藤　安男
実行委員会 伊東　妙子
実行委員会 佐藤　芳延
実行委員会 小笠原泰子
実行委員会 佐藤　哲男
実行委員会 和田　彰子
実行委員会 首藤　秀敏
実行委員会 牧野　幸子
実行委員会 北尾　勝義
実行委員会 志賀　本資
実行委員会 河野　宗雄
実行委員会 宇津宮アイ子
実行委員会 益永　路枝
実行委員会 宗像　昭子
実行委員会 後藤　富子
実行委員会 加藤　孝昭
実行委員会 森　　俊樹
ちんだ滝の会 武藤　松子
ちんだ滝の会 首藤　京子
ちんだ滝の会 和田　英士
ちんだ滝の会 広瀬　宏一
ちんだ滝の会 仙波　浩二
ちんだ滝の会 小野　勝子
ちんだ滝の会 堀　　友博
ちんだ滝の会 甲斐　邦雄
ちんだ滝の会 平井　修二
雪舟会 西野フキヨ
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井原市
岡山県

美
し
い
自
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息
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く
文
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都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ば
ら

所在地　〒 715-8601
　　　　岡山県井原市井原町 311 番地 1
　　　　電話　0866-62-9500
人　口　46,129 人
世帯数　16,571 世帯
面　積　243.36 ㎢
ホームページアドレス
　　　　http://www.city.ibara.okayam.jp

瀧 本　豊 文 市長

◆まちの概要
　井原市は、岡山県の西南部に位置し、広島県に境
を接しています。高梁川支流の小田川が市の南部を
西から東へ貫流し、その開けた平野部に市街地が形
成されています。また、北部は、標高 200 ～ 400
ｍの丘陵地帯で吉備高原へと続いています。面積は
243.36 ㎢で、市街地を除いては、ほとんどが山々に
囲まれた農山村地域です。
　全体的に温和な気候に恵まれ、年間平均気温は約
11 ～ 13℃、年間降水量は 1,000 ㎜前後となってい
ます。南は瀬戸内海を経て四国山脈に、北は中国山
地に遮られているため、台風や季節風の影響を受け
ることも比較的少なく、年間を通じて晴天の日が多
くなっています。

◆特産品
　ジーンズ、明治ごぼう、ぶどう、肉加工品（美星豚）、
　乳製品

◆観光名所旧跡
　田中美術館、華鴒大塚美術館、高越城跡、那須与
一公の墓、経ヶ丸グリーンパーク、名勝天神峡、桜
渓塾跡公園、中世夢が原、美星天文台、名勝鬼ヶ嶽、
星の郷青空市、嫁いらず観音

◆主要事業
○（仮称）三地域三世代交流館の設計
○芳井・美星地区情報通信基盤整備　
○美星産直プラザの整備
○協働のまちづくり事業補助金・地域活性化イベン
　ト補助金
○笑って健康元気アップ事業
○小･中学校の校舎・体育館の耐震診断、学習支援員
　の増員

●雪舟との関わり
歴　史
　地元では古くから雪舟が芳井町天神山の重玄寺で
没したとの伝承が伝えられており、
　『吉備物語』や『東福寺誌』など近世地誌に「備中
の重玄寺で雪舟が没した」と記されています。なお、
最近では、重玄寺開山千畝和尚の語録『也足外集』
の記述の中に雪舟にかかわると思われる記述が２ヶ
所確認され、千畝和尚と雪舟との関わりに関心が寄
せられるようになっています。また、「山寺図」に描
かれた風景が芳井町の景観に酷似していることを指
摘する声もあります。
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●ゆかりの地概要
　雪舟が没したと伝えられる大月山重玄寺は、嘉吉

元年 (1441) に足利将軍家の請願により公方祈願寺と

して千畝周竹和尚によって開かれた臨済宗仏通寺派

の禅寺です。重玄寺は創建以来数度の火災にあった

とされ、昭和 30 年の火災では土蔵と鐘楼門を残し

て全焼しました。現在の寺院は昭和 49年に残った鐘

楼門と石門等を山裾の西吉井に移転再建されました。

　跡地には雪舟のものと伝えられる墓と供養塔があ

り、雪舟の時代の幽玄な趣きを今に伝えています。

●まちづくりへの活用
・平成 4年に発足した「雪舟を語る会」が雪舟を顕彰

　する行事を企画・実行

・平成 6年「雪舟を語る会」により冊子「雪舟ものが

　たり」が刊行

・天神山地区では、平成 16年から春の桜の季節に「雪

　舟さくらまつり」を開催

・平成１８年に「雪舟没後五百年記念講演会　雪舟謎

　とロマン」を同実行委員会が開催

・井原市芳井歴史民俗資料館ではこれまでに「重玄寺」

　宝物の特別展を数回開催

・先人顕彰会･井原では、中学生作成による「水墨画」

　を展示予定。

重玄寺跡

田中美術館

名勝天神峡

中世夢が原「雪舟ものがたり」
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川崎町
福岡県

い
き
が
い
・
ふ
れ
あ
い
・
安
心
の
ま
ち

所在地　〒 827-8501
　　　　福岡県田川郡川崎町大字田原 789-2
　　　　電話　0947-72-3000
人　口　20,332 人
世帯数　9,619 世帯
面　積　36.12 ㎢
ホームページアドレス
　　　　http://www.town-kawasaki.com/

手 嶋　秀 昭 町長

◆まちの概要
　川崎町は、福岡県の中央部よりやや東寄りに位置
し、東西 4.9 ㎞、南北 12.6 ㎞の周囲を山に囲まれた
自然豊かな町です。昭和 30 年代までは石炭の町と
して栄えましたが、炭坑閉山後は石炭産業から脱皮
して新しい町づくりを目指し、現在では農業を中心
とした緑と文化の町へと変わってきました。今後は、
さらに豊富な自然環境と福岡市、北九州市の大都市
圏近傍に位置している利点を活かし、国の名勝庭園
に指定された「藤江氏魚楽園」等と併せた観光拠点
としての新たなまちづくりを進めています。

◆特産品
梅、ぶどう、なし、いちご、大根、キャベツ、すいか、
たけのこ、干し柿、亀蜜、酢、陶器、川崎ふるさと便（菓
子、梅、味噌セット）

◆観光名所旧跡
藤江氏魚楽園、淡島神社、光蓮寺の輪蔵付経蔵及

び菩提樹、戸山原古墳、福岡フェザントカントリー
クラブ、ラピュタファーム、農産物直売所 De 愛、観
光りんご園、戸谷自然ふれあいの森、なひこ畑、内
木城の藤棚

◆主要事業
・池尻駅周辺整備事業
・新エネルギービジョン策定等事業
・老人福祉センター太陽熱エネルギー利用施設整備事
　業
・防災行政無線通信設備整備事業
・地域間交流施設整備事業（安宅ふれあいセンター）
・戸谷原古墳整備事業

●雪舟との関わり
歴　史
雪舟は、文明元年（1469 年）明より帰国しましたが、
当時、京都は応仁の乱で荒涼とした戦場になってい
ました。どこかに安住の地を求めていた雪舟の元へ
豊後の大友親繁氏よりの招きがあり、身を寄せて「天
開図画楼」というアトリエで画道に精進したそうで
す。この時期に英彦山や荒平にやって来たと思われ、
藤江家に来遊したようです。その頃、魚楽園を築庭
したようですが、荒平という山間辺地にあるため知
る人は少ないようです。規模としては英彦山の亀石
坊庭園のほうが大きかったようですが、全体の姿を
現代に残しているという点では数少ないと思われま
す。
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●ゆかりの地概要
　川崎町の荒平の地に国指定名勝「藤江氏魚楽園」

があります。魚楽園の名称は、仏教の詩経の中の「魚

楽しければ、人また楽し」という文から名づけられ

たものです。この庭園は、僧雪舟が九州の地を遍歴

した際、この地にしばし足を留めて築庭したと伝え

られ、天然の山を利用し、池を庭の中心として石を

組み、つつじを配し、背景となる山の楓、赤松、杉

などの樹木と調和して、古園のたたずまいを見せて

います。

●まちづくりへの活用
　平成 12年 4月、町民の中から魚楽園を中心とした

まちづくりの気運が高まり、「雪舟さんの魚楽園顕彰

会」が設立されています。雪舟さんの足跡を訪ねる

とともに、文化遺産や観光施設を巡り、再度川崎町

を見つめ直し、健康づくりも兼ねた「雪舟さん健康

ウォークラリー」や魚楽園でホタル観賞をしながら

の筑前琵琶コンサートなどを開催してきました。

　また、毎年紅葉が美しくなる 11 月には、「雪舟さ

んの紅葉祭り」を開催し、家族連れなど多くの観光

客で賑わっています。

　さらに、平成 19年 11月には、農産物直売所「De愛」

から藤江氏魚楽園までをつなぐ「雪舟ロード」が開

通し、観光と産業の振興を目指しています。

　今後も「藤江氏魚楽園」を核としたまちづくりを

繰り広げていきます。

藤江氏魚楽園

雪舟ロード

雪舟さんの紅葉祭り

ラピュタファーム

ぶどう、なし
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総社市
岡山県
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所在地　〒 719-1192
　　　　岡山県総社市中央 1丁目 1番 1号
　　　　電話　0866-92-8213
人　口　68,065 人
世帯数　24,135 世帯
面　積　212.00 ㎢
ホームページアドレス
　　　　http://www.city.soja.okayama.jp/
E メールアドレス
　　　　kikaku@city.soja.okayama.jp

片 岡　聡 一 市長

◆まちの概要
　本市は、岡山県の南部に位置し、温暖な気候と市
内中央を流れる高梁川に代表される豊かな自然に恵
まれたまちです。また、古代山城の鬼ノ城や作山古
墳など、古代吉備の繁栄を物語る史跡が数多く残っ
ています。さらに山陽自動車道、岡山自動車道、JR
伯備線などを有し、岡山空港にも近いことから、中
四国の広域交通の結節点ともいえる位置をしめてお
り、広域交通拠点としての発展性の高い地域です。
　こうした地域資源を活かしながら、「わたしたち
が考え、わたしたちが実行するまち」である「自立
した総社市」を目指して市民と行政が対等な立場で、
まちづくりを進めています。

◆特産品
　もも、ぶどう、雪舟もなか、赤米製品、
　きびみどり（白甘藷）製品

◆観光名所旧跡
　備中国分寺、こうもり塚古墳、作山古墳、総社宮、
　鬼ノ城、井山宝福寺、画聖雪舟生誕地

◆主要事業
○総社観光プロジェクト（総社市の全国発信・新し
　いアイデア、発想・観光客を増やすこと）
○「子育て王国そうじゃ」実現（小児医療費無料化
　の拡大・子育て支援 BOOKの配布など）
○岡山県立大学との包括協定による連携協力

○人材育成を目的とした人事考課制度の導入

●雪舟との関わり
歴　史
　総社市周辺は、古代から吉備国の中心として栄え
てきました。全国有数の巨大な古墳や数千基もの古
墳群が、当時の繁栄を今に伝えています。
　飛鳥・奈良時代には、国府や国分寺、国分尼寺が
置かれるなど、吉備国の中心となりました。また、
桃太郎伝説のもととなったといわれる温羅伝説が残
る古代朝鮮式山城である鬼ノ城は、近年の発掘調査
で全国の脚光を浴びています。
　平安時代末期には、備中の 324 社を合祀した総社
宮が造営され、この門前町が市街地形成の素地とな
っており、市名の由来にもなっています。
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●ゆかりの地概要
　雪舟生誕の地：雪舟は、1420 年（応永 27 年）に
総社市赤浜で生まれました。雪舟生誕の地には、地
元の人々により顕彰碑が立てられています。将来、
この生誕の地周辺を雪舟生誕地公園として整備する
計画があります。
　井山宝福寺：臨済宗東福寺派の中本山。雪舟は、
幼少時代をここで修行したと伝えられています。境
内には雪舟碑があり、上部には雪舟の画と肖像が刻
まれています。修行よりも好きな絵ばかりを描いて
いた罰として、和尚により柱にしばられ、自らの涙
でネズミの絵を描いたという逸話が残されています。

●まちづくりへの活用
　雪舟没後 500 年顕彰事業：平成 18 年に雪舟の没
後 500 年を記念し、年間を通してさまざまな事業を
行いました。益田市や山口市などのゆかりの地を訪
問する足跡めぐりツアーや記念切手の発行、雪舟新
聞、雪舟記念まんじゅうの商品化などに取り組みま
した。
　雪舟の里総社　墨彩画公募展 2008 の開催：平成 8
年から隔年で開催し、今年で 7回目となります。雪
舟の偉業と足跡を顕彰し、墨彩画の確立と収集を目
的として開催しています。
　雪舟フェスタ（市民総おどり）：毎年８月第１土曜
日に開催される市民総出の夏祭りです。マスコット
キャラクター“雪チュー君”も大活躍します。

雪舟生誕地

雪舟大賞 2006

総社平野

雪舟体験学習
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益田市
島根県

未
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が
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ち

所在地　〒 698-8650
　　　　島根県益田市常盤町 1番 1号
　　　　電話　0856-31-0600
人　口　52,120 人
世帯数　21,172 世帯
面　積　733.16 ㎢
ホームページアドレス
　　　　http://www.city.masuda.lg.jp/

福 原　慎太郎 市長

◆まちの概要
　益田市は、島根県の最先端に位置し、北は日本海
を望み、南は中国山地を抱え、島根県内一の面積を
誇っています。
　縄文時代の遺跡群が物語るように古くからの歴史、
豊かな自然、石見神楽など個性ある文化と伝統をも
つ地方都市でもあります。
　旧益田市、旧美都町、旧匹見町との合併後、各地
域が一体感を持ちながら、個性を活かした地域づく
りを進め、「人づくり」・「街づくり」・「道づくり」を
基本方針として、地区振興や都市基盤の整備、高速
交通体系の整備促進などの施策を進めています。

◆特産品
　メロン、ゆず、わさび、美都いちご、ぶどう、鮎

◆観光名所旧跡
　医光寺、萬福寺、柿本人麿神社、島根県芸術文化
センター（グラントワ）、雪舟の郷記念館、益田氏城
館跡

◆主要事業
一流の田舎まち・益田市を目指して
　○地域のつながりを基に、誰もが自信と誇りをも
　　って元気に生きるまち
　○感動を呼ぶものづくりとサービスのまち
　○美しい風景、文化が息づくまち

●雪舟との関わり
歴　史
　益田市は雪舟がその円熟期と晩年を過ごした地と
いわれています。
　文明元年（1469 年）、中国より帰国した雪舟は、
大分県で天開図画楼を開いた後、1478 年ごろ益田七
尾城主益田兼堯の招きにより益田を訪問し、「益田兼
堯像」「山寺図」「花鳥図屏風」を描き、萬福寺、崇
観寺（現医光寺）の両寺に山水庭を築きました。そ
の後益田をあとにし、各地を旅しながら活発な制作
活動を展開しました。晩年に益田を再び訪れ、1506
年、東光寺（現大喜庵）で 87歳で死没したと言われ
ています。
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●ゆかりの地概要
○大喜庵：雪舟が最晩年を過ごした寺（当時「東光 
　寺」）。裏山には雪舟の墓が残されています。現在
　は隣に雪舟の郷記念館があります。
○医光寺：益田氏（藤原氏の一族で石見地方の有力
　豪族）15代兼堯の招きにより、雪舟が第５代住職
　として迎えられた寺（当時「崇観寺」）。鶴を象っ
　た池の中に亀島を浮かべている雪舟庭園がありま
　す。
○萬福寺：萬福寺にも益田兼堯公の依頼による雪舟
　庭園があります。中央の小高い須弥山の石組みの
　集団は、荘厳で重圧感あり、観る人の心をしっか
　りと捕らえ、それが麓の心字池によく釣り合って、
　広い空間の中に一生不住を原則とした「無心」の
　宗旨にも共感しています。

●まちづくりへの活用
・来て！見て！楽しむ！雪舟さん！
　雪舟の郷記念館、医光寺、萬福寺を始めとして、　
　雪舟顕彰会、観光ガイド友の会、などの雪舟さん
　に関わる多くの団体が連携した活動です。市内各
　施設を巡回するスタンプラリーや、「室町ウォーク」
　として、市内の雪舟さんや室町時代にちなむ場所
　をウォーキングし、親しみます。
・雪舟さんまつり
　雪舟が晩年を過ごした大喜庵のある吉田地区で毎
　年秋に開催されています。吉田地区まちづくり推
　進協議会主催により、雪舟小僧さん行列や郷土芸
　能など多彩なイベントが催されています。

雪舟木像

雪舟の郷記念館

雪舟筆四季花鳥図屏風

雪
舟
筆
益
田
兼
尭
像 医光寺の雪舟庭園

大
喜
庵

雪
舟
墓

萬
福
寺
の
雪
舟
庭
園
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所在地　〒 753-8650
　　　　山口県山口市亀山町 2番 1号
　　　　電話　083-934-2717
人　口　188,618 人
世帯数　79,209 世帯
面　積　730.23 ㎢
ホームページアドレス
　　　　http://www.city.yamaguchi.lg.jp/
E メールアドレス
　　　　bunka@city.yamaguchi.lg.jp　

渡 辺　　純 忠 市長

◆まちの概要
　山口市は、豊富な緑や清澄な水を有する自然に満
ちた都市です。また、大内氏時代や明治維新関連の
歴史や文化資源が今に残されており、約 600 年の歴
史を持つ湯田温泉などを含めて、観光地としての魅
力も備えた都市となっています。2005 年 10 月に山
口市、小郡町、秋穂町、阿知須町、徳地町の 1市 4
町が合併してできた新しい「山口市」は、山、海な
どの自然や新たな観光資源にも恵まれ、より一層魅
力ある街になりました。

◆特産品
　大内塗、山口萩焼、外郎、車えび

◆観光名所旧跡
　常栄寺雪舟庭、雲谷庵跡、瑠璃光寺五重塔、山口
市菜香亭、サビエル記念聖堂、十朋亭、中原中也記
念館、KDD山口衛星通信所　他

◆主要事業
○山口情報芸術センター５周年記念事業
○湯田地区賑わい創出アート活用事業
○世界遺産登録推進事業

●雪舟との関わり
歴　史
　雪舟が山口に始めて来たのは、まだ拙宗と号して
いた 1455 年頃といわれ、28 代大内教弘の時代でし
た。1467 年には、大内氏の遣明船に乗り、念願の明
に渡りました。
　画の勉強を終えた雪舟は、1469 年帰国し日本各地
を転々とした後、1483 年、再び山口に戻り、雲谷庵
に定住しました。創作活動にすべてを注ぎ、1486 年、
最高の作品ともいわれる「山水長巻」を山口で完成
させました。
　1506 年、87歳でこの世を去りますが、その画風は、
弟子達に受け継がれ、「雲谷派」と呼ばれました。
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●ゆかりの地概要
　国指定史跡及び名勝である常栄寺庭園（雪舟庭）は、
周防などの守護であった 29代大内政弘が室町時代中
頃、画聖雪舟に作庭させたものと伝えられています。
東、西、北の三方を林で囲まれた庭は、水と石とに
主体をおいて、甚だ簡素でありまた豪放です。
　市指定史跡である雲谷庵跡は、雪舟が山口に滞在
中のアトリエがあった場所とされ、国宝「山水長巻」、
「破墨山水図」、「天橋立図」をここで描きました。また、
雪舟は永正４年（1506 年）ここ雲谷庵で没したとも
言われています。現在ある建物は、明治時代に有志
により再建されたもので、平成 12年に改修されたも
のです。

●まちづくりへの活用
雪舟が生きた室町時代、日本国の守護・戦国大名

である大内氏が本拠地とした山口は、京都文化と大
陸文化の受容と融合による独自の文化が花開いた国
際都市でした。これまでも、市では大内文化まちづ
くり推進計画をもとに、大内文化を生かしたまちづ
くりを行ってきたほか、市民レベルでは、歴史的な
街並みを生かした手づくりイベント「アートふる山
口」が開催されています。
　また、昨年５月、市民団体から国宝瑠璃光寺五重
塔をはじめとする大内文化の世界遺産登録に賛同す
る約１万３千人分の署名簿の提出があり、こうした
気運の盛り上がりを受け、市では、文化庁の公募制
度を利用して、県と共同で、世界遺産登録に向けた
提案書を国へ提出したほか、市民が守ってきた遺産
の価値をホームページを活用し国内外へ発信してい
ます。

瑠璃光寺五重塔

常安寺雪舟庭

重源の里と紙漉き体験

サビエル記念聖堂クリスマスイルミネーション
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所在地　〒 879-7198
　　　　大分県豊後大野市三重町市場1200番地
　　　　電話　0974-22-1001
人　口　41,548 人
世帯数　15,070 世帯
面　積　603.36 ㎢
ホームページアドレス
　　　　http://www.bungo-ohno.jp

芦 刈　幸 雄 市長

◆まちの概要
　豊後大野市は、平成 17年 3月 31 日に三重町、清
川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村、犬飼町の 5
町 2村が合併して誕生しました。
　豊後大野市は、大分県の南西部、大野川の中・
上流域に位置し、東西約 22 キロメートル、南北
約 31 キロメートル、総面積は、603.36 平方キ
ロメートルであり、県土の 9.5％を占めています。
　東部は大峠山、佩楯山、西部は阿蘇外輪山のすそ野、
北部は神角寺・鎧ヶ岳、南は祖母・傾山、三国峠に
より囲まれ、盆地状をなしています。地形的、地理
的には必ずしも恵まれてはいませんが、起伏に富み、
かつ複雑な地形を活かすとともに、大小の河川を集
めて別府湾に注ぐ大野川の豊かな水利があり、県内
屈指の畑作地帯を形成しています。また、神角寺・芹
川県立自然公園、祖母・傾県立自然公園、祖母・傾国
定公園によって囲まれており、有形、無形の地域資源
に恵まれた名水・田園・観光のふるさとでもあります。
　気候は南海型気候に属し、平地気候と山地気候の
ほぼ中間にあり、四季を通じておおむね温暖で、一
部の山岳地帯を除いては、平坦地の平均気温は 15～
16℃と極めて農耕に適しており、古くから農業を基
幹産業として発展してきました。

◆特産品
　しいたけ、豊後牛、かんしょ、ピーマン、さといも、
なす、アスパラガス、かぼす、クリーンピーチ、はと麦、
茶

◆観光名所旧跡
　内山観音、菅尾石仏、轟橋、原尻の滝、朝倉文夫
記念公園、沈堕の滝、ひょうたん祭り（柴山八幡社）、
リバーパーク犬飼

◆主要事業
○ふるさとイキイキ事業　69,500 千円
○神楽会館新築事業　509,342 千円
○映画ロケ地誘致事業　5,110 千円
○高校跡地活用事業　362,670 千円
○市営住宅建替事業　580,268 千円
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●雪舟との関わり
歴　史
　大友氏発祥の地である本町には、大友一族にまつ
わる数多くの物語が残されています。史跡も多く、
その一つに南陽山勝光寺があります。鎌倉時代に豊
前・豊後の国主大友能直が 1220 年（承久２年）に
隠居所として営みましたが３年後の 1223 年（貞応
２年）に没し、その子親秀が寺を建立し現在にいた
っている。
   大友家は、21代目の大友宗麟の時代に全盛期をむ
かえ、中国地方の毛利氏、九州南部の島津氏と交戦、
和議を結んでいます。

●ゆかりの地概要
　大野川の本流にかかる沈堕の滝は、高さ 17m、幅
110mの雄滝と、高さ 18m、幅４mの雌滝の２瀑か
らなり「豊後のナイアガラ」と呼ばれ雄大な景観を
なし、滝壺には大蛇が住むという伝説があり、神秘
にみちています。
　昔から沈堕の滝は、景勝地として有名で、かつて
室町時代に豊後の国、府内に滞在していた画聖雪舟
が奥豊後の当地大野まで足を運び、滝の実景を「鎮
田瀑図」として描いています。

●まちづくりへの活用
○雪舟まつり
　ちんだ滝の会（300 名）が、地域振興と沈堕の滝
の PRを目的に、毎年 10月下旬に、ちんだ滝見公園
を主会場に郷土芸能をはじめ水墨画・絵画等の展示
発表を行っています。

沈堕の滝

雪舟まつり

江内戸の景

しいたけ
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雪舟サミット 
平成20年10月25日（土）午後1時～ 
総合文化センター「エイトピアおおの」 

雪舟まつり 
平成20年10月26日（日）午前9時～ 
「ちんだ滝見公園」 

第12回雪舟サミット実行委員会 
豊後大野市雪舟サミット実行委員会 


