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サミット会議 

第13回 雪舟サミット  in Ibara 【記録集】 

　テーマ 

「地域文化を生かしたまちおこし― 
　　　　　　雪舟を通じて新たな交流を生み出す―」 

■　■　■　福岡県川崎町 【司会】 

　それではただいまから雪舟サミット会議をは

じめて参ります。 

　まず、各自治体の方々から自治体のご紹介と

今回のテーマに沿った取り組みの発表をお願い

いたします。第13回雪舟サミットのテーマは、

「地域文化を生かしたまちおこし―雪舟を通じ

て新たな交流を生み出す―」です。なお、大変

恐縮ではございますが、時間の都合上、発表は

各団体ごと10分ずつでお願いいたします。 

　発表順ですが、開催地ここ井原市を除いた５

つの自治体から、50音順でご指名をさせていた

だきます。 

　それではまず、福岡県川崎町の手嶋町長、お

願いいたします。 

 

 

 

 

 

　ただいま、ご紹介

いただきました福岡

県川崎町の町長の手

嶋秀昭です。本日は、

雪舟ゆかりの市と町

の関係者が集いまし

て、ここ井原市で、このように盛大に「第13回

雪舟サミット」が開催されますこと、心よりお

喜びを申し上げたいと思います。それでは、サ

ミット会議のトップバッターとして、大変恐縮

でありますけれども、早速本町の報告をさせて

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、

福岡市と北九州市と三角形で結んだ一角にござ
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います。耶馬日田英彦山国定公園の中の、霊峰

英彦山のふもとに位置をいたしておりまして、

南北に細長く伸びた地形をいたしております。 

　川崎町は、かつては大小数多くの炭坑を有す

る石炭産業中心の町で、人口は、石炭産業最盛

期の昭和33年には43,000人を超えていました。

現在は約19,500人ということで、世帯数は9,500

世帯となっています。 

　エネルギー革命後の現在では、福岡市、北九

州市近傍に位置している利点を活かし、豊富な

自然環境と共生した農業や観光を中心に活力あ

るまちづくりを目指しているところでございま

す。 

　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

ますが、特産品につきましては、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まして、

生産量も順調に伸びております。特にイチゴは、

大ヶ原地区で車椅子でも収穫ができる「エコ観

光ハウス」が完成をいたしまして、多くのイチ

ゴ狩りが楽しまれておるという状況でございま

す。 

　また、平成16年度の川崎町農産物直売所「De・

愛」と翌17年度の農産物加工所の完成以降、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、農家の女性たちによる「餅グル

ープ・惣菜グループ・パングループ」とが組織

され、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。 

　さらに、新しい特産品づくりを目標に「ゆず

とあんずの里づくり」を目指しています。ゆず

は、数年前から植栽が始まり、現在7,700本まで

なりました。あんずは目標5,000本に対しまして

現在1,000本まで植栽をいたしております。 

　この他、「以心田心川崎地域力活性化協議会」

の加工部が、地産地消型のふるさとの味を追求

した新商品の開発を進めております。地元の農

家との連携により新しい産業の振興システムづ

くりを進めておるところでございます。 

　川崎町における主要なまちづくりの一つは「積

極的な観光資源の開発」でございます。小学校

の統廃合により廃校となった旧安宅小学校の校

舎を活用し、本年４月、都市と農村の交流と本

町の観光の拠点として、宿泊施設とインターネ

ット環境等のインフラ整備をいたしまして、「安

宅交流センター」をオープンいたしました。 

　このセンターには、内閣府の教育特区の認可

を受けまして、広域通信制高等学校が昨年４月

に開校いたしました。「川崎特区アットマーク

明蓬館高校」こういう学校が現在ここで活動を

いたしております。 

　この安宅交流センターを基地として、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」で、昨年度から実行委員会によ

る「棚田彼岸花まつり」を始めました。本年度

は、これに加え、福岡県と共催で「棚田ウォー

キング」もドッキングして開催し、県内外から

家族連れやアマチュア写真家など多くの方々が

訪れていただきまして、また、マスコミにもた

びたび取り上げていただきました。連日ほんと

に多くのみなさんが来ていただいたということ

で交流人口を増やすことができたというふうに

思っています。 

　また、このセンターでは、農業体験学習もと

りおこなっておりまして、今年度、子どもたち

の心と体を育てる食育推進事業の「子どもファ

ーム・イン・あたか」を開催いたしました。さ

らに、今年度の経済産業省・地域新事業移転促

進事業として、全国４ヶ所の内１ヶ所として選

ばれて、農商工連携の都市農村交流マネジメン

トコーディネーターの育成を目的とした「えが
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おの学校」の設置が決定し、現在講座が開催さ

れています。 

　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

る関心の高さなどから、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めざす「ラ

ピュタファーム」は、ブドウ、なし狩りも体験

することができまして、自家野菜を使うレスト

ランやパン工房が整備されております。先月は、

生産者と消費者との交流を通じて筑豊地区の味

覚を紹介する「食と農の達人祭」が開催されま

した。多くのイベントを通じ、たびたびテレビ

番組や情報誌などで紹介をされております。 

　この他、町民の方から観光地である「安宅の

滝」の周辺の用地を寄贈していただきました。

これを機に本年３月、安宅の滝の周辺及び森林

ハイキングコースの整備工事を行いました。併

せて町指定文化財である戸山原古墳の周辺整備

事業も行なったところでございます。 

　農産物直売所「De・愛」から「藤江氏魚楽園」

を結ぶ「雪舟ロード」の開通とあわせ、これら

一定の取り組みによって、魚楽園～雪舟ロード

～農産物直売所「De・愛」～ラピュタファーム

～戸山原古墳～安宅の滝～戸谷自然ふれあいの

森～安宅交流センターまでの大きな観光ルート

ができあがりました。 

　これからの川崎町の主要事業の一つは、「健

康づくり日本一のまちづくりの実践」でござい

ます。 

　これまで様々な事業を取り組んできましたが、

町民が健やかに生き生きと暮らすために最も基

本となるのは「健康」であり、その「健康」を

確保し、生活の質を高める、これは全町民の願

いでもございます。 

　昨年５月、町内の52団体による「町民健康づ

くり推進協議会」を立ち上げ、町民と行政の協

働による健康宣言を行ない、さらに６月には、

全ての町民が健康で活力のある社会を実現する

ことを目的として「町民健康づくり推進条例」

を制定いたしました。 

　併せて、その取り組みが声かけだけに終わら

ず、具体的な推進機能を有するために、本年８

月、町長を本部長とする「町民健康づくり推進

本部」を立ち上げ、庁内の全課を、①食育部会、

②保健予防部会、③体力づくり部会の３つの部

会に複合配置し、実践組織として取り組みを進

めています。 

　まず本年４月、町民の具体的な健康づくりの

ための施設として、Ｂ＆Ｇ体育館に、筑豊地区

随一の健康器具を設置した「トレーニングルー

ム」をオープンいたしました。また、このトレ

ーニングルームでの効果的な運営推進のため、

現在２名の雇用を行ない、「健康インストラク

ターの養成事業」を行なっています。 

　さらに、将来を担う子どもたちの健康づくり

で大変重要である「食育の推進」として、今年

度から２ヵ年かけて、総事業費９億円の「学校

給食センター」の移転改築事業を行なっていま

す。この給食センターには、太陽光発電パネル

を設置し、また「元気な子どもたち」を育成す

るために、「完全米飯給食」に切り替えていき

たいと考えております。そして、地元で作った

安心・安全な食材を使った「地産地消型」の給

食事業を推進するため、具体的な営農指導も今

後進めていく予定にいたしております。 

　また、本町の恵まれた素晴らしい自然や資源

をもっともっと快適に体感してもらう、そのた

めに「おすすめのウォーキングコース」を新た

に設置をいたしましたが、現在そのウォーキン

グマップの作成に取り掛かっています。 

　そして、現在、本町の森林環境を活用して効
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果を目指すため、「森林セラピー基地」の認定

申請の準備を進めています。 

　いずれにいたしましても、この「健康づくり

日本一のまちづくりの実践」は、現在、高齢者

医療費の減少や健康スポーツ人口の増加など、

少しずつですが成果を上げてきております。 

　次に本町は、「新エネルギーによるまちづく

り」を進めています。「川崎町地域新エネルギ

ービジョン」の策定を受けて、本年２月、川崎

町老人福祉センターに「太陽熱利用給湯システ

ム」が完成いたしました。 

　老人福祉センターの入浴施設には、お年寄り

を中心として年間のべ４万人の町民が利用いた

しておりますが、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いました。こ

のため、この施設にクリーンな自然エネルギー

である太陽熱エネルギーを給湯システムに利用

することで、石油燃料の使用量と地球温暖化の

原因である二酸化炭素の排出量の削減、さらに、

施設運営のランニングコストの大幅な縮減を進

めています。 

　本町は、さきほどお話を申し上げたように学

校給食センターの太陽光発電システムと併せ、

この太陽熱エネルギー導入をきっかけに、「か

つては石炭で栄えた町が、これからは新エネル

ギーモデルの町へ」と転換し、21世紀に向けた

新しい川崎町のまちづくりを推進をしていきた

いと考えています。 

　次に、本町では、平成17年度の西鉄バス路線

の廃止以降、「町バス・福祉バス・巡回バス」

の３つの代替交通を運行しておりましたが、国

交省の補助を受けまして、これを新たに見直し、

平成20年度に「公共交通総合連携計画」を策定

し、昨年９月、交通弱者の生活維持と効率的な

路線維持を目的として、「ふれあいバス」の運

行をスタートいたしました。これから超高齢社

会の到来に備え、町民が気軽に安心して利用で

きるコミュニティバスの運行を目指していきた

いと考えています。 

　次に、「文化の振興と人づくりの推進」であ

ります。本町には美術館がありませんが、昨年

の11月、川崎町の玄関口である駅前商店街の空

き店舗を活用して、ミニ美術館的なギャラリー

として「川崎町駅前ゆらり」を新設いたしまし

た。 

　これは、町民や町外の方にも多くの方々に、

自由な空間として開放して、積極的に芸術や文

化の振興を図っていただく、なおかつ、川崎町

商店街や駅前の活性化を図ることを目的として

おります。 

　昨年11月22日にオープンいたしましたので、

ただ今ちょうど１周年となりますが、これまで、

35回の企画展のほか、音楽会や落語会など開催

し、約9,000人の方が来場しています。現在、こ

の１周年を記念して明日の21日まで、懐かしい

家電品や資料、昭和の居間の再現コーナーの紹

介など「昭和レトロ展」の記念行事を開催をい

たしております。 

　また、「まちづくりの基本はひとづくり」で

もございます。川崎町がこれから輝いていける

町として飛躍していくためには、町民の意識改

革、特にボランティアティックな発想が必要で

あり、そのためにこれから「リーダーの育成」

が必要でもございます。 

　平成20年度からスタートして今年で３年目に

入りますが、九州大学地域形成学グループと本

町の共催で、「地域創成リーダーセミナー」を

開催しています。このセミナーでは、リーダー

の資質養成に必要な「地域社会を生きる知恵」

を、参加者と講師陣が力を合わせて探っていき

ながら、新しいリーダーの創成を進めておりま

す。 
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ひたひこさん 

　川崎町に国指定名勝「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おりま

す。 

　この庭園は、僧雪舟が九州を旅した際、1469

年、49歳の時に藤江氏宅に足を留めて３年間滞

在する中で、絵画型の庭園が築庭されたもので

あると伝えられ、天然の山を利用し、池を庭の

中心に石を組み、ツツジを配し、背景となる山

に自生する楓、赤松、杉など樹木と調和して、

古園のたたずまいを見せております。 

　「藤江氏魚楽園」は、昭和53年に国の「名勝

重要文化財」として指定されております。平成

20年から名勝庭園周辺調査で、庭園に接する石

段・石垣・石組などの遺構が、江戸時代以前の

古い史跡と確認され、現在、「新たな指定地域

拡大」の詳細調査を行っております。 

　来年平成23年４月の文化庁記念物審議会へ諮

問・答申が戴ければ「国指定重要文化財」とし

て新たに指定されることになり、本町の文化遺

産、観光の名所・旧跡に新たに加えられること

になります。 

　このような中で、川崎町では、「雪舟」をキ

ーワードとしたまちづくり、ひとづくりとして、

平成12年度から「日中交流水墨画公募展」を隔

年で開催しております。来年には第６回目を迎

えますが、出展者は、青森から鹿児島まで全国

的に拡がりをみせ、出展数も300点を越えてい

ます。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ていきた

いと考えています。 

　また、例年11月には、雪舟さんの魚楽園顕彰

会による「雪舟さんの紅葉祭り」が開催されま

すが、今年も先週の11月14日に開催されました。

ちょうど今、紅葉の季節真っただ中にあります

が、新聞・テレビで連日のようにこの魚楽園が

報道されておりまして、多くのお客さまでにぎ

わっている、という状況でございます。本来な

らば、この藤江さんの当主であります藤江さん

も今日お見えをいただくとこでありましたけれ

ども、テレビ出演のために残念ながら急遽参加

できなくなったというような状況もございます。

また、同日はこれに併せて、JR日田彦山線活性

化推進沿線自治体連絡会による「ひたひこウォ

ーキング」も開催されました。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

取り組みとして多くの方々の来客が期待されて

おります。 

　川崎町では現在、「川崎町観光振興基本方針」

を策定しています。この中には、「観光とツー

リズム」を基本とした体験プログラムの開発な

どもあわせて折り込まれております。今後は、

さらに「画聖・雪舟」をキーワードとした観光

戦略を進めていき、本町の新しいまちづくりの

コンセプトである、「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、明るい元気なまちづくり」を進めていきた

いと思っております。 

　最後に、本日のテーマにもありますように、

「雪舟を通じて新たな交流を生み出す」に少し

触れておきたいと思います。 

　本町も今日まで、ルーマニアや中国、韓国な

ど国際交流や青少年海外研修などを取り組んで

まいりました。今後は少し、「雪舟ゆかりの市

と町の交流」に目を向けていきたいと思ってお

ります。 

　例えば青少年を軸とした文化・スポーツ・体

験などの交流事業にチャレンジしていくのもよ
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■　■　■　岡山県総社市 

いのではないでしょうか。若い世代の交流は、

必ずや大きな成果が芽生えてくるものと思って

おります。ぜひこの雪舟サミットの目的である

交流事業としてご検討いただければと考えてお

ります。 

　以上、川崎町の紹介・取り組みについてご報

告をさせていただきました。 

　本日、本サミットに参加の皆様方、貴重な報

告を拝聴することが出来、これからの新しいま

ちづくりにおお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いただきました井

原市の皆様を始め、関係者の皆様に心から感謝

を申し上げまして、報告とさせていただきます。

ご清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。では続きまして岡

山県総社市の竹田副市長、お願いいたします。 

 

 

 

 

　ただいまご紹介を

いただきました、総

社市副市長の竹田で

ございます。本来で

したら、片岡市長が

ここにまいりまして

皆様にご挨拶申し上

げるところでございますけれども、本日は所用

で来られませんので、私の方が代わりにご挨拶、

ご報告をさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

　総社市は岡山県の南部、やや西寄りのところ

に位置しまして市の中央を岡山県の三大河川の

ひとつ高梁川が貫流し、南部には平野が広がっ

ています。中央部から北部にかけては、標高

200ｍ～400ｍの山が連なり、山々の中に集落が

形成されています。 

　ちょうどこの井原市さんとは北部で接する位

置にありまして、東部に岡山市、そして南部は

倉敷に接しているということで非常に交通の面

でも有利な位置にあります。 

　また瀬戸内特有の温暖な気候で、高梁川の豊

かな水をはじめ、非常に環境にも恵まれており

まして、カルピスでありますとか紀文食品、あ

るいは山崎パンといった食品製造業が進出して

いまして、現在の人口は約68,000人、面積は212

平方キロメートルになります。 

　次に総社市の歴史についてふれさせていただ

きたいと思います。 

　総社市周辺には、古代から吉備の国の中心と

して栄え、全国有数の古墳や数千もの古墳群が

ありまして、当時の繁栄を今に伝えてくれてお

ります。またこの絵にありますとおり、桃太郎

伝説のもととなったといわれる温羅伝説が残り

ます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るところです。 

　この鬼ノ城は、急な斜面の上の山頂部にござ

いまして、非常に眺めがいいという事で、復元

されました西門には多くの方が訪れ、そこから

の眺望を楽しまれていて、観光スポットとして

も期待されているところであります。 

　また飛鳥、奈良時代には、国府、あるいは国

分寺や国分尼寺が置かれるなど、備中の国の政

治・経済・文化の中心として栄えておりまして、

早春には淡いピンクの桃の花が彩り、しばらく

しますとこちらの写真のとおり、周囲の田んぼ

がれんげ畑に変わり、国分寺周辺のゆったりし

た風景を一層和ませてくれております。 

　このような風景を見て非常に懐かしく思う方

うら 
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も多く、大勢の方が繰り返し訪れていただいて

いるところです。 

　平安時代末期には、備中国内の324の神々を

合祀しました総社宮が建てられ、この門前町が

市街地の素地となっていて、市名の由来にもな

っています。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

残されています。 

　特産品としては、果物王国岡山の代表であり

ますぶどうや桃、そして古代から受け継がれて

きた赤飯のもととなったといわれます赤米、こ

れらを使いましたお酒やうどんなどがあり、特

産品として売り出しております。 

　また皆さんご存知のとおり、先ほど宮島先生

のお話にも出てまいりましたけれども、雪舟さ

んは、室町時代に総社の東部「赤浜」で生まれ

たということでありまして、雪舟の生誕地には

記念碑が立てられております。 

　その雪舟さんは、幼少時代をこの写真にあり

ます宝福寺で修行したということでございます。 

　雪舟さんが修行をせず絵ばかりを描いていた

ため、とうとう怒った和尚さんが、雪舟をこら

しめようと柱に縛ったところ、雪舟が自らの涙

で描いた本物そっくりのネズミを見た和尚さん

は感心して、それ以降、雪舟さんが絵を描くこ

とを許したという逸話が残っています。 

　このように雪舟が幼少時代を総社市で過ごし、

画聖としての礎を築いたことについては、本市

としては非常に誇りに思うところでございます。 

　また、今宝福寺も紅葉の見ごろとなっており、

毎日大勢の方が訪れ、その美しさに魅了されて

いるところでございます。 

　この宝福寺の紅葉をより多くの方に楽しんで

いただこうと今年から宝福寺のライトアップを

行っております。これは総社の観光についてこ

れからどうしていこうかという検討をしており

ました総社観光プロジェクトの実行委員会の企

画でございまして、今週月曜日、15日から本日

20日までの間、開催しているものでございます。

　期間中はフルートやビブラフォンの演奏、ま

た普段非公開であります方丈も公開しておりま

して、大変多くの方に楽しんでいただいており

ます。闇に浮かぶ宝福寺と境内を彩る紅葉が幻

想的な雰囲気を醸し出しております。 

　次にサミット会議のテーマについてご報告を

させていただきます。総社では3つの展開をい

たしておりますのでここでご紹介させていただ

きます。 

　まずはじめに「雪舟顕彰事業の成果」につい

てですが、市で交付しております125cc以下の

バイクのプレートにご当地ナンバープレートを

採用しました。このプレートには二種類ありま

して、1つは「ネズミのシルエット」。これは

先ほどの雪舟の逸話にちなんだものでございま

す。もう1つは「吉備路の五重塔」。総社の風

景を代表する吉備路の五重塔がれんげに彩られ

ている様子であります。この二つから選択でき

る形でのナンバープレートとしておりまして、

ご当地ナンバープレートの中で選択式というの

は珍しいということで非常に人気もございます。

これまで希望番号の受付、あるいは希望デザイ

ンの交換の受付をしてまいりましたけれども、

現在ナンバープレート登録が約4,700あります。

このうちの約16％、二割近くの方から交換、あ

るいは希望ナンバーを希望したいという申し出

があり大変好評を頂いております。 

　次に「雪舟の里墨彩画公募展」ということで

ございまして、平成8年度から隔年で実施いた

しております。今年2010年で8回目を迎えました。

全国から329点の応募をいただきまして、審査

の結果、雪舟大賞は東京都にお住まいの、宇高

健太郎さんの「枯蓮」が受賞されました。こち
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らにあります絵のとおり、無彩色の階調を生か

しながら、静かな情景のなかに奥行きを感じら

れる作品ということで、墨彩画の特徴を生かし

た素晴らしい作品となっております。年々この

墨彩画のレベルも上がっておりまして、非常に

うまくいっております。 

　次に「市民参加の文化事業の推進」というこ

とで、先ほどご紹介もありましたが、今年はこ

の岡山県で国民文化祭が開かれまして、こちら

にあわせまして総社市では日本画の美術展を開

催しました。全国から公募で選ばれました日本

画99点と、先ほどご紹介いたしました墨彩画公

募展の入選作品55点を一堂に展示しまして、連

日大勢の方にご覧いただきました。 

　また国民文化祭では、先ほどの日本画とあわ

せまして民話の祭典、それからシンポジウム、

そしてこの写真にありますとおり和太鼓の競演

を実施いたしました。ここ井原市からも井原鏡

獅子長発太鼓の保存会の皆様をはじめとして、

県内あるいは県外から多数の団体にご参加いた

だきまして、連日立ち見の方が大勢おられるほ

どの大盛況ということで非常に人気のある事業

となりました。 

　次に、「地元の農産物を使ったホットドッグ

で総社を元気にしたい。売り出したい。」とい

う熱意のもと、観光あるいは経済などの関連団

体が集まりまして、総社ドッグ普及研究会とい

うものが発足し、先般総社ドッグとして売り出

しました。総社でとれた農産物、あるいは製品

を2種類以上使うというもので、大変好評を受

けております。また一昨日の18日には、市内の

学校給食にもデビューいたしまして、子どもた

ちにも大変人気があったところでございます。 

　3つ目といたしまして、「観光と文化を融合

する取り組み」ということで、こちらの写真は

総社市文化協会の主催で行われております「れ

とろーど」というお祭りでございます。総社宮

の門前町として栄えました商店街を舞台に、空

き店舗の利用、あるいは民家に絵画や生け花を

彩りまして、ミニコンサートや和太鼓といった

多彩な催しを行いまして、昭和30年代の雰囲気

が味わえるイベントとして行っております。 

　先ほども少しご紹介いたしましたが、こうい

った商店街の活気を取り戻そう、あるいは観光

で総社を売り出して行こうということで、観光

について多数の方に委員として集まっていただ

いた、「総社観光プロジェクト」でいろんな企

画を検討していただきました。その中の一つで

既に動き始めた事業といたしまして、商店街を

舞台に総社のデザインを統一して総社らしい街

並みといったものを売り出していくために、の

れんや木製の案内標識を作成いたしました。デ

ザインは総社観光プロジェクト委員でもあり、

工業デザイナーの水戸岡鋭治先生にお願いしま

した。濃い茶色の地に白色で紋等をあしらって

いて周囲の町なみに溶け込んだ落ち着いたもの

で、一流のデザインで総社を売り出して行こう

ということで取り組んでおります。 

　また従来から行っております事業といたしま

して、雪舟を身近に感じてもらおうということ

で、将来を担う子どもたちに雪舟体験学習を行

ってもらっています。市内の小学生に雪舟さん

と同じように小僧として修行してもらうという

ことで、座禅をしてもらったり、絵を描いても

らって毎年好評を得ております。 

　最後に総社市が現在力を入れています全国発

信のまちづくりの事業について、2、3ご紹介さ

せていただきます。 

　総社市では平成18年からゴミ袋の有料化をし

てゴミの減量化に取り組んでまいりましたが、

平成21年までに2万トンあったゴミが1万6千ト

ンになり、約2割の削減に成功しました。また

ながおき 
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昨今の不景気で市民の方が経済的に困っておら

れるということで、ゴミ袋の値段を半額にいた

しました。ただゴミ袋を安くすると容易に捨て

る方も増えると言う心配の声もありまして、そ

ういったことのないように、ゴミ袋が半額にな

ったことを逆の契機にさらにゴミを減らして行

こう、またもし増えるようなことがあったら、

ゴミ袋の値段を上げるというゴミ袋変動相場制

といったものも取り入れまして、市民の各団体

を代表する方と『総社みんなの約束』という調

印式を行いまして、さらにゴミ減量に取り組ん

で行こうとしております。 

　また地方の公共交通は自動車社会の進展、あ

るいは高齢化といったことで、高齢者を中心に

日常の足に困っておられる方が多数おられます。

　またバス路線も赤字路線が増えていて、補助

金も毎年増えていることから、市内全域を対象

にした予約型の乗り合いのタクシーを走らせて

ドアツードアで人の移動を可能にし、料金も

300円と低く抑えまして通院であるとか買い物

に使っていただけるような高齢者の方の日常の

足となる「新生活交通」を来年の4月から始め

ようと準備を進めております。 

　また総社市内には製造業の企業が多くありま

して、外国人の方、特にブラジル人の方の就労

者が多いということで、今年の3月に駐日ブラ

ジル大使を招きましてSOJA BRAZILIAN DAY

というフォーラムを開催いたしました。こうい

った取り組みを通じまして外国人にコミュニケ

ーション、あるいは生活支援、地域コミュニテ

ィへの参画などを進めていきまして、多文化共

生の地域づくりを推進していこうとしておりま

す。 

　最後に、総社を元気で売り出したいというこ

とで来年の2月27日も「そうじゃ吉備路マラソン」

を開催することとしております。これまでのコ

ースに加えまして、短い2.6キロ、それから家族

連れの方にも参加していただけるファミリーコ

ースを設けまして、昨年7,900人の方にご応募い

ただきましたけれども、それを上回るような大

勢の方にぜひ参加していただきたいということ

で準備しております。早春の吉備路を満喫して

走っていただけるイベントとして総社を売り出

して行こうとしております。 

　最後になりましたが、このサミット開催に向

けましてご尽力いただきました井原市の皆様に

感謝申し上げるとともに、お集まりの皆様方の

ますますのご発展、ご健勝をお祈り申し上げま

して私のご説明、報告とさせていただきます。

　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。では続きまして、

大分県豊後大野市の橋本市長、お願いいたしま

す。 

 

 

 

　はい、皆様こんに

ちは。大分県豊後大

野市の橋本でござい

ます。 

井原市で第13回の雪

舟サミットが開催さ

れるにあたりまして、

御尽力いただきました瀧本市長様、はじめスタ

ッフの皆様に心からお礼を申し上げたいと思い

ます。 

　本日のテーマでございますけれども、「地域

文化を生かしたまちおこし」についてお話する

前に、少しだけ豊後大野市のご紹介を申し上げ

たいと思います。座ってさせていただきます。 
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　青いのは清流、大野川でございます。赤が太

陽をシンボルとした市章でございます。 

　豊後大野市は、平成17年３月31日に５町２村

が合併をして、誕生をいたしました。 

　現在、人口は合併後も年々減少しております

けれども、40,700人で、面積は603平方キロと県

下で３番目に広く、県土の9.5％を占めている状

況であります。 

　本市の中央には、大分の母なる川・大野川が

流れております。本市の地形の形成には、阿蘇

山を代表する火山の活動が大きく関係をしてお

りますが、大野川は、その活動によって出来た

起伏に富んだ複雑な地形を縫うように走り、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きております。 

　また、大野川やその支流には、先人たちによ

り多くの石橋が架けられており、地域の暮らし

に密着した貴重な文化遺産として残っておりま

す。 

　本市が雪舟サミットの御縁をいただいたのは、

大野川にかかる沈堕の滝が、その水量の大きさ

と力強さが、雪舟さんの目にとまったことに始

まり、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。 

　市内には、沈堕の滝をはじめ、日本の滝百選

に選ばれた原尻の滝など、優れた景観を持つ自

然に恵まれており、観光資源としても重要なも

のとなっております。 

　その大野川の源流は、宮崎県との県境にあり

ます祖母傾山系であります。ここは国定公園で

あります。ブナやツガなどの広大な原生林を抱

えており、九州本土で最大の面積を誇っており

ます。今、COP10、国連の生物多様性の会議が

行われましたけれども、まさに生物資源の宝庫

と言われます。実は九州で最後のツキノワグマ

を、今、九州本土で絶滅したと言われておりま

すけれども、最後に発見されたのがこの傾山系

であります。私自身はまだこの中に熊がいると

思っております。友人が目撃をしておりますの

で、いずれまた発見の情報が出てくるだろうと

思います。 

　そういった意味で、このような自然の歴史の

中で育まれた、名水と田園、そして多様な生活

文化など有形・無形の地域資源を、今後も大切

に守り育てて、引き継いでまいりたいというふ

うに考えております。 

　本市の気候は、四季を通じておおむね温暖で、

極めて農耕に適しており、古くから稲作を中心

とした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、それか

らお茶等があげられます。 

　特にしいたけは、栽培発祥の地と言われてお

ります。まぁこれは言ったもの勝ちでございま

すけれども、実際に1799年、豊後国誌の中に大

量の取引が記録をされておりますので、我々は

これが発祥の地だというふうに、そしてまた日

本一と言わなくて、私は世界一と言っているわ

けですけれども、大分県がしいたけの品評会、

団体で連続12年連続の日本一と、その中心をな

しているのがこの豊後大野市のしいたけづくり

という事が言えると思います。 

　農業を取り巻く状況というのは、非常に厳し

さを増しておりますけれども、我々は農協と行

政が一緒になった農業振興センターというもの

を作って、この一次産業の振興というものを本

当に力を入れてやっていこうということでござ

います。 

　続きまして、雪舟さんとのかかわり合いでご

ざいますけれども、本市は約400年間続いた豊

後大友氏の発祥の地といわれ、大友氏にまつわ

ちんだ 

ちんだ 

ちんだばくず 



32 第13回 雪舟サミット  in Ibara 【記録集】 

る多くの物語や史跡が残されております。雪舟

さんは、この大友の時代の15代目当主親繁の時

代、西暦1476年の頃に豊後の国を訪れ、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「沈

堕の滝」に出会い、眼前に迫る巨瀑に心を奪わ

れ、雪舟の生涯で記念すべき大作「鎮田瀑図」

を描いたわけであります。 

　この画聖雪舟が描いた「鎮田瀑図」の「沈堕

の滝」は大野川の本流にかかる高さ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、滝つぼには大蛇が住むという伝

説もあり、神秘に満ちた滝でもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

　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おこしに役立てて

いこうということで、第５回雪舟サミットが開

催された平成６年に地域が一体となって「ちん

だ滝の会」が発足をいたしました。今日もその

会の方々と一緒に参加をさせていただいており

ます。 

　以来、この会が中心となって、枯渇した沈堕

の滝の落水の実現を始め、公園整備等地域住民

が一体となった地域づくりが活発に行われるよ

うになり、前回のサミットで皆様にも御参加を

いただきました「雪舟まつり」が、この地域で

毎年開催されております。 

　それに加え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かかわって

きております。 

　それでは、今回のテーマでございます「地域

文化を生かしたまちおこし」についてお話をさ

せていただきます。 

　地域文化と申しましても、様々なものがある

わけでございますが、本市には先程申し上げま

した石橋や、石仏、磨崖仏などの石造文化が多

く残っております。また、神楽や獅子舞、棒術

や羽熊といった無形民俗文化財も数多く保存さ

れ、継承されている地域でもあります。その数

は121にも上っております。 

　なかでも神楽は、「大野系岩戸神楽」の発祥

地でありまして、現在市内にある神楽座は３流

派19団体を数えます。 

　地域の祭りが多く残る本市におきましては、

奉納舞としての役割も強く残っており、地域に

とってはなくてはならない存在でもあります。 

　大野系岩戸神楽は、現在、御嶽流神楽・浅草

流神楽・深山流神楽の３流派に分かれておりま

す。なかでも、清川町に残る御嶽流御嶽神楽は、

その伝統的格式を強く残す所作、技術、さらに

は舞に対する意識が高く評価され、平成19年３

月に国の重要無形民俗文化財に指定をされたと

ころであります。 

　しかしながら、過疎高齢化によって後継者が

いない団体も出てきており、伝統の継承が難し

い状況にあるのも事実であります。 

　そこで、昨年の６月に、本市が全国に誇れる

歴史的価値の高い伝統文化を情報発信するため

に、都市住民との交流の場として「神楽会館」

をオープンいたしました。 

　オープン以来、昨年度は延べ10回の公演を行

い、今年度は13回の公演を予定しております。 

　これまで、地域で守られ伝えられてきた民俗 
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芸能の価値を、まず市民自身が再認識し、それ

を保持する団体、それを支える市民一人ひとり

が誇りを持てるようになることが、地域に元気、

活力を与え、郷土愛の醸成、過疎、高齢化社会

に負けない地域力の向上を図ることが大事だと

考えております。 

　つぎに、石造文化などの有形文化財の活用で

ございますが、これまでは、これらの文化財が

観光やまちづくりに十分活かせていないのでは

ないか、という声が市民の中にありました。 

　そんな中で、市内に多く存在するこれらの文

化財をより多くの方々に知っていただき、観光

資源として活用していこうという活動が始まり

ました。 

　市の観光協会が中心となりまして、ボランテ

ィアガイドと一緒に歩きながら、文化財等の名

所などを巡る「エコウォーキング」という取り

組みであります。 

　この取り組みのきっかけの一つになりました

のは、過疎高齢化が進む中で、さらに町村が合

併し、周辺部の町はどんどんと寂しくなってい

くと、これではいけないというふうに危機感を

持った方々が始められたイベントであります。 

　自分たちで、何か地域の活性化に繋がる取り

組みが出来ないだろうかと、ある地域の方々は、

自分の町にお客さんを呼べるイベントをやって

みようということで考えたわけであります。 

　そして、イギリスの文化であるカントリーウ

ォークをお手本にして、ガイドと一緒にゆっく

りと田舎道を歩いて、草花を見て季節の移り変

わりを感じ、途中にある史跡などを見て周るイ

ベントを始められました。 

　市の観光協会では、それらの取り組みをお手

本として、エコウォーキングとして市内全域の

マップの製作、ボランティアガイドの育成など

を行っております。地域では、それぞれの町で

それぞれのやり方で取り組みをしておりますが、

自分たちが住んでいる地域へお客さんを呼び込

んでガイドをすることが、単に観光のお客さん

を増やすだけではなく、自分たちの地域の歴史

や文化、環境についても見つめ直す機会になっ

ております。 

　今後、このような取り組みが拡がっていくこ

とが、豊後大野市の情報発信はもちろんのこと

ですが、まちづくり、地域づくりに繋がってい

くものと期待をしておるところであります。 

　さらに、食文化につきましては、本市には独

自の発酵食品文化がございます。私達は小さい

頃、これは饅頭でありますけれども、三時のお

やつでよく食べていたのはこの酒饅頭でありま

した。以前は、各家庭で米麹を発酵させて酒を

造り、それを地粉と呼ばれる小麦粉と混ぜて捏

ね合わせて饅頭を作っておりました。 

　最近では、各家庭で造ることは少なくなりま

したが、この文化を観光資源として生かしてい

こうと、酒饅頭を販売している市内13か所の店

舗を「酒饅頭の駅」として登録し、パンフレッ

トの作成などしているところです。 

　私たちは、過疎高齢化という大きな課題を抱

えている地域でありますけれども、地域に有す

る自然や歴史、そして文化や芸能について、市

民自らがその素晴らしさを認識し、さらに他の

地域に向けて情報発信していくことが「地域文

化を生かしたまちづくり」に繋がるものである

と考えております。 

　市民の皆様が主体となって、様々な地域文化

を生かしたまちづくりの活動を行える環境をつ

くり、側面的に支援していくことが我々行政の

役割であると考えております。 

　以上、簡単ですけれども、豊後大野市の「地

域を生かしたまちづくり」についてお話をさせ

ていただきました。 
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■　■　■　島根県益田市 

　本日は、せっかくの機会でありますので、サ

ミットに参加されている市や町のまちづくりに

ついての取り組みをお聞きし、今後の参考にさ

せていただきたいと考えておりますので、どう

ぞよろしくお願いをいたします。どうもありが

とうございました。 

 

【司会】　 

　ありがとうございました。では続きまして島

根県益田市の福原市長、お願いいたします。 

 

 

 

　ただいまご紹介を

いただきました島根

県益田市長の福原慎

太郎でございます。

２年前の就任当時、

35歳で最年少市長で

ございましたけども、

現在37歳で頑張っております。どうぞよろしく

お願いします。 

　今日は、瀧本市長をはじめ、井原市の皆さん

には本当に設営ありがとうございました。それ

では益田市の紹介をさせていただきます。 

　はじめにこれは、市の花、水仙でございまし

て、市内東部の鎌手地区に地元住民の方々が植

えられた水仙公園でございます。 

　益田市の位置は、島根県の西部にございまし

て、隣は山口県の萩市、南は広島県と接してお

ります。人口は約51,000人、皆さんと同じ高齢

化と過疎に悩むまちでございます。 

　今日はですね、益田市にはいっぱいいいとこ

ろがあるんですが、厳選してお伝えしたいと思

います。 

　まず初めに２年連続水質日本一に輝いて唯一

ダムのない一級河川であります高津川でござい

ます。その下が中国地方、中山間地域に特有の

赤瓦、これは島根県西部の石州瓦というのが特

産でございますけれども、この赤瓦の街並みが

ございます。そして真ん中が中山間地にあたり

ます匹見地域の匹見峡、それから紅葉の写真で

ございます。右側が我々の誇る持石海岸の夕日

と海の風景です。日本海側と言うと暗いんでは

ないかなというイメージがあるかも知れません

が、夏はあのようなエメラルドグリーンの海で

あり、私は日本一と思っているきれいな夕日が

あります。ちなみにこの右の二枚の写真は、私

が自ら撮った写真でございます。私が撮ってこ

れだけ素晴らしいという事は、いかにいい風景

だという事がご理解いただけるかと思います。 

　次に益田市の偉人を紹介したいと思います。

左上が万葉歌人の柿本人麿。生誕、終焉の地と

いう伝承があり、市内には２つの柿本神社がご

ざいます。その隣が戦前は活動弁士、戦後はマ

ルチタレントとして活躍をされた徳川夢声でご

ざいます。来週、徳川夢声の市民賞ということ

で色んな言葉を扱っている方々に市民賞を贈呈

しております。左下が囲碁棋士の岩本薫さん、

日本棋院の理事長を務められた後、世界に囲碁

を普及された郷土の偉人で名誉市民でもありま

す。そして真ん中が梅毒の特効薬「サルバルサ

ン606号」を発見した秦佐八郎博士でございます。

東の野口英世、西の秦佐八郎と並び称されるほ

どの化学者でございます。ちなみに秦博士は現

在の岡山大学医学部で学んで世界的な化学者、

医学者になられました。そして右端が、皆さん

も篤姫の脚本でご存知の脚本家、田渕久美子さ

んでございまして、来年も大河ドラマ「江」の

脚本を担当されます。我々としては、郷土の誇

る偉人でございまして、田渕さんにも名誉市民

の贈呈を昨年したところでございます。 
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　次に益田市の特産品をご紹介いたしますと、

左上が天然の鮎です。高津川の恵まれた水質の

中で育まれた天然鮎でございまして、日本で一

番いいというご評価もいただいております。そ

の隣が、最近ここ数年で年間10トン以上獲れる

ようになりました大きなハマグリでございます。

７センチ以上のものしか獲らないという事で、

乱獲をしないという漁協の方針で保護をしなが

ら取り組んでいるところでございます。また岡

山県産ほどの大きなものではありませんけれど

も、様々な特産のブドウ、トマト、メロン等が

取れる地域でございます。 

　そして益田市は海から山まで恵まれたまちで

ございまして、こちらのわさび田、わさび谷は

標高1,000メートルのところにあるもので、非常

にきれいな水が流れ、恵まれたわさびの栽培条

件が整っております。こちらのわさびも、大変

素晴らしいという評価を業界の関係の方にはい

ただいております。 

　次に益田市は柚子の産地でもございまして、

中国地方では一番柚子の取れる量が多いという

事で、ゆずラーメンや様々な加工品を現在地元

を中心に作っているところでございます。他に

もございますけれども今日は時間がありません

ので、ここまでとさせていただいて、次に益田

市の主要施策をお話したいと思います。 

　私は、益田市を一流の田舎まちにしたいとい

う方針で市政運営を行っております。これは二

番手、三番手の都会を求めるのではなくて、益

田にあるもの、田舎の良さを活かして、一流、

本物をつくっていこうということでございます。

三つの側面から話をしているのですが、人間的

な側面では、まず自分のふるさとに自信と誇り

を持って、生涯現役で安心して暮らせるまちを

つくりたい、ということでございます。そして

二番目の経済的な面は、公共事業や様々な国や

県からの補助金が少なくなる中で感動できるも

のづくりとサービスをしっかり行って外貨を獲

得して行こうという方針でございます。 

　そして三番目は、先ほどご紹介した益田市の

美しい景観、それからこれからは特にデザイン

というものがより大事になると思いますので、

そういう見た目の視覚を大事にしていこうとい

う三つ目の方針でございます。 

　次に雪舟さんと益田市の関わりについてお話

をしたいと思います。 

　まずこちらはですね、益田兼堯の像でござい

ますけれども、益田市は益田氏という殿様が

1200年から1600年くらいの約400年間、島根県

西部、それから遠くは博多の方まで領地を持っ

て、統治をしていたところでございます。この

益田兼堯というのは15代の当主でございまして、

山口を治めていた大内氏との関係で、益田兼堯

が益田へ雪舟を招いて、数少ない肖像画を描か

れたものでございます。この益田兼堯像はふる

さと創生１億円で購入したものでございます。

そして右の「四季花鳥図屏風」は益田兼堯の孫

の家督相続のお祝いとして、雪舟が描いて贈っ

たものといわれております。 

　益田には雪舟が作ったお庭が二つあります。

左側の方が萬福寺の雪舟庭園、右側の方が医光

寺の雪舟庭園です。医光寺は元々が崇観寺とい

うお寺だったんですが、こちらに第５代目住職

として雪舟が迎えられました。この二つの庭園

は600メートル離れたところにございます。 

　また益田市も雪舟さんの終焉地という伝承が

ありまして、先ほどの講演でご紹介も少しあり

ましたが、元々は東光寺というお寺があって、

その後は大喜庵となり今残っております。こち

らに雪舟さんのお墓が残っており、地元の人も

雪舟さんのお墓にお参りをしているところでご

ざいます。 
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ねいはし 

　そして、先ほどご紹介した益田兼堯の像等を

収蔵しているのが益田市立雪舟の郷記念館でご

ざいます。雪舟の名前がついた単独の記念館と

いう意味では全国唯一というふうに言われてお

ります。様々な複製画等もございますので、ぜ

ひ皆さん益田にお越しの際には記念館にお立ち

寄りをいただければと思います。大喜庵、雪舟

さんのお墓、雪舟の郷記念館は隣接をした地域

にございます。 

　次に海外との交流という意味ではですね、雪

舟さんが渡った中国のニンポウ、寧波市と平成

３年から友好交流議定書を結んで、青少年の交

流事業等を行っているところでございます。 

　次にサミットテーマの「地域文化を生かした

まちおこし」についてご紹介をさせていただき

ます。 

　私が就任以来、文化と観光、その他交流事業

を一括して行うセクションを作ろうということ

で、文化交流課という課をつくりました。それ

から、商品開発や販路開拓をしっかりやってい

こうということで、産業支援センターという部

署をこの４月に設置いたしました。そしてその

文化交流課に基づいた観光会議、大会等をしっ

かり戦略的に考えて行こうということで、集客

交流戦略会議というものを立ち上げたところで

ございます。 

　神楽のお話は先ほどからありますし、今日も

素晴らしい子供神楽を見せていただきましたけ

れども、益田市をはじめとした島根県西部、石

見地域も石見神楽が大変さかんなところでござ

いまして、八調子のリズムの軽快さと豪華な衣

装で皆さんに好評をいただいております。現在

は、毎週日曜日に定期公演を行っておりまして、

遠くは来年、サウジアラビアの方まで公演を行

う予定にしております。石見神楽はですね、後

継者に困らないという数少ない伝統芸能でござ

いまして、石見神楽をするために地元に帰って

くる、もしくは残るという子供さんもおられる

ような、今現在盛んな神楽となっております。 

　そしてここからは、益田氏が治めたまち、益

田市でございますけれども、中世の町割り、そ

れから港等の史跡、それから益田家文書という

文書が残っておりまして、研究者の方からも非

常に中世の資料がそろった珍しい一級のまちだ

という評価をいただいております。そういう中

で毛利氏をもてなしたという文書の中の「中世

の食」を再現するというプロジェクトを一昨年

から若い方々を中心に始まっております。こち

らが、毛利元就公に献上した祝い膳を復元した

ものでございます。こちらは先生と皆さんで試

食会を行ったり、今年は記録集を作って現在皆

さんに販売しているところでございます。そし

てその中から二つの商品ができました。１つは

中世の時代は醤油がなかったので、『煎り酒』

という調味料を使っておりました。それを市内

の醤油屋さんが先般復元をして発売をされまし

た。２つ目は『与左衛門』という当時のあまー

いお酒なんですけれども、こちらを右田本店と

いう1602年創業、島根県で一番古い企業で、中

国地方でも二番目に古い企業である酒蔵の方々

が復元をされたものでございます。当時は甘い

お酒で塩からい料理を味わっていたということ

でございます。 

　そしてこちらは、神楽の定期公演も行ってい

る美術館とホールの複合施設の通称「グラント

ワ」というふうに我々呼んでおりますけれども、

島根県芸術文化センターでございます。大変素

晴らしい建築物でございまして、28万枚の石州

瓦で覆われております。先般は京都の迎賓館と

並んで公共建築賞の特別賞を受賞したところで

ございます。 

　最後に益田市から今後の雪舟サミットの盛り
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■　■　■　山口県山口市 

上げのために提案をいくつかさせていただきた

いと思います。私も平成14年の雪舟展にお邪魔

をしました。そしてその後、主催の毎日新聞の

方にですね、どれぐらいの人数が入ったかとい

うことを聞きましたら、東京・京都あわせて50

日間で50万人の人出があったということでござ

います。雪舟はそれだけ素晴らしい皆さんの評

価をいただいているんだなということを改めて

実感をしたところでごさいますが、残念ながら

それぞれの自治体では、まだまだこれから取り

組みをするという課題があろうかと思います。

そういう中で４つ、ご提案をさせていただきた

いと思います。一つは、もう実現されていると

ころもあるかも知れませんけれども、雪舟サミ

ット参加自治体の雪舟の関連の施設の資料等を

相互の施設に置いてですね、雪舟さんを見たい

と訪れた方が、情報を得られるようにしたらど

うかという提案でございます。二つ目が、共通

イベントの開催ということです。益田の雪舟の

郷記念館でも益田兼堯像を年に二回公開してお

ります。サミットには参加されておられません

けれども山口県の防府市の毛利博物館でも11月

に大体「山水長巻図」を公開をされております。

そういうふうに、例えば11月に一緒にイベント

を行って統一の情報発信をしていく、こういう

事も必要ではないかと思っています。そして３

つ目は、今日もサミットの参加自治体の冊子は

ありましたけれども、雪舟さんを見たいなとい

う方が例えば１枚のチラシであったり１冊の本

を見たら、どこでも地図も詳しく書いてあって

行けるというようなものを作ってはどうかとい

うご提案でございます。率直に言って私も自分

１人で行こうと思ったら、中々色んな施設はお

そらく行きにくいんだろうなぁというふうに思

いますので、観光客の方が誰が見ても分かるよ

うな、そういう冊子を作れればそれぞれのまち

を回れるのではないかなと思います。そして最

後に、先ほども少しお話がありましたけれども、

構成市町間の交流イベントを行って、様々な交

流、子供たちの交流を含めてやっていけばいい

んではないかなと思っております。 

　以上、早口でご説明いたしましたけれども、

益田市の説明を終わらせていただきたいと思い

ます。ご清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。では続きまして、

山口県山口市の渡辺市長、お願いいたします。 

 

 

 

 

　御紹介たまわりま

した山口市長の渡辺

でございます。本日

はこの第13回の雪舟

サミットをこのよう

に盛会に開催してい

ただいております、井原市の市長さん、そして

議長さんはじめ、関係者の皆様方に心からお礼

と感謝を申し上げたいと思います。 

　それでは山口市の紹介、そして雪舟の史跡等

につきまして少し説明をさせていただきます。 

　山口市は山口県の中央部に位置する県庁所在

地でございまして、本年１月、旧阿東町と合併

いたしまして、人口は約20万人、県内２番目の

規模となりました。そして面積は1,023平方キロ

となりまして、県下最大の面積を有する自治体

となりました。 

　本市は、新幹線の新山口駅、そして山陽自動

車道、中国自動車道など、広域交通網の結節点

でございまして、県内各地への移動にかかる所
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要時間は約１時間と、交通の利便性に大変優れ

た地域でございます。 

　本市への往来の玄関口であります新山口駅に

つきましては、来年度から、駅舎を含めて周辺

整備をしてまいることといたしております。こ

の「ターミナルパーク整備事業」に、具体的に

着手することといたしておりまして、南側の新

幹線口と北側の在来線口とを結ぶ自由通路の新

設や在来線側の駅前広場の整備など、利便性を

高める様々な機能強化を図ることといたしてお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　また、現在山口県下では、来年10月に開催と

なります第66回国民体育大会「おいでませ山口

国体」に向け、「ちょるる」をマスコットキャ

ラクターといたしまして、行政と市民の方々と

が一体となって、来訪される皆様を温かくお迎

えするための諸準備を進めているところでござ

います。 

　山口市におきましては、開会式・閉会式をは

じめ、陸上競技や水泳、サッカーや卓球など、

14競技を開催する予定でございます。どうか皆

様方にもおいでいただければと思います。 

　次に、本サミットの主題でございます「雪舟」

と本市の関わりにつきまして、お話をしてまい

りたいと思います。 

　歴史的には、室町時代に遡りますが、当時の

山口を治めておりましたのが、守護大名大内氏

でございまして、現在の中国地方から九州北部

にかけての地域を領国とするほどの権勢を誇っ

ておりました。大内氏は、国際貿易、特に中国

の明国や朝鮮、さらには琉球王朝との貿易を盛

んに行い、経済的にも文化的にも発展し、当時

の山口は、西の京と称される程に繁栄しており

ました。雪舟が山口を訪れたのも、こうした時

代背景があったからであると考えられます。そ

の後雪舟は、大内氏の擁護を受けまして、中国

へ渡って水墨画を学び、帰国した後は、各地を

遊歴したのち、また山口に落ち着きまして、ア

トリエであります「雲谷庵」を拠点として、制

作活動を行ったところでございます。 

　また雪舟は、作庭、庭造りにも造詣が深く、

室町時代中期、大内氏第29代当主大内政弘が雪

舟に依頼して作庭したといわれておりますのが、

常栄寺雪舟庭でございます。三方を林に囲まれ

た庭は、水と石に主体が置かれ、簡素にして豪

放、雪舟の山水画そのままの名園として、その

名が知られております。 

　今年1月に旧阿東町と合併いたしまして、新

たに加わりましたのが、阿東地域の国指定名勝

でもあります常徳寺池泉式鑑賞庭園でございま

す。この庭園は、石の構成や組み方に雪舟にし

か見られない傾向がありますことから、雪舟の

作庭であるといわれております。本市には、こ

れらの雪舟に関連した地域資源に加えまして、

自然や歴史に彩られた様々な資源がございます

ので、それも簡単に御紹介したいと思います。

まず、御紹介いたしますのは、大内氏第25代当

主大内義弘を弔うために、弟の盛見が建てたも

ので、日本三名塔のひとつに数えられておりま

す国宝瑠璃光寺五重塔でございます。 

　明治36年に国宝に指定され、毎年約50万人を

超える多くの観光客でにぎわっております。 

　この瑠璃光寺五重塔周辺では、神社仏閣や公

ちせんしき 

  うんこくあん 
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共施設、あるいは一般民家が協力し合いまして、

貴重な歴史的・文化的遺産を一斉に公開する「山

口お宝展」が毎年春に開催されます。来年の開

催は２月の11日からでございますので、ぜひ足

をお運びいただければと思います。その折には

五重塔も中身が見えるように開陳をされるとこ

ろでございます。 

　また、瑠璃光寺五重塔からほど近いところに、

山口サビエル記念聖堂がございます。西日本で

強大な力を誇った「大内氏」は、雪舟などの文

化人を迎え入れますとともに、フランシスコ・

サビエルにキリスト教の布教を認めるなど、国

際的な経済交流、文化交流を盛んに行っており

ました。 

　こうした歴史的背景や「日本で初めてクリス

マスミサが行われたのは山口である」という史

実を基に、毎年12月には、「日本のクリスマス

は山口から」と題した市民自主企画のイベント

が行われております。写真にお示ししておりま

すとおり、公園の木々や街路樹はたくさんの

LEDに飾られサビエル記念聖堂を形取ったイル

ミネーションは、幻想的な空間を作り出します。

このイベントは、山口の冬の新たな観光スポッ

トとして定着をしてきております。 

　そのほか、まちの中心部には山陽路随一の湯

量と75度の湯温を誇りますところの湯田温泉が

ございまして、年間80万人の観光客の方々に御

宿泊をいただいております。毎年４月初めの土

日には、「湯田温泉白狐まつり」が開催されま

して、旅館の内湯に無料で入ることのできる内

湯めぐりや、県道を練り歩く総踊り、高田公園

を中心といたしました各種イベントなど、様々

な催しが行われております。 

　湯田温泉には、山口の生んだ詩人中原中也を

顕彰する施設「中原中也記念館」がございます

が、ここでは中原中也の研究に取り組むととも

に、中也に関連する様々な企画展示が行われて

おります。 

　次に御紹介するのが、これも湯田温泉に程近

いところにあります「山口情報芸術センター」

でございます。このセンターは、市立図書館を

併設する本市の芸術文化創造拠点でございまし

て、過去には今非常に話題になっております坂

本龍一さんが作品の滞在制作・企画展示を行わ

れるなど、我が国でも数少ない滞在制作を可能

とする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して、色々な国のアーテ

ィストが制作活動に訪れておられます。 

　また、明治から昭和にかけて数々の政治家や

文人が利用しました由緒ある料亭を移築・保存

し、６年前にオープンいたしましたこの山口市

菜香亭は、100畳の大広間を有しまして、そこ

には伊藤博文公、あるいは岸信介先生、佐藤栄

作先生など山口県が輩出いたしました８人の総

理の扁額、あるいは井上薫、木戸孝充等の明治

の著名な方々の直筆の扁額が展示されております。 

　また最近の様子をご紹介いたしますが、来週

の11月27日に新たにオープンいたしますところ

でございますが、これは「私小説の極北」と称

されました昭和初期の作家であります嘉村礒多

の生家を保存・整備した「帰郷庵」でございます。 

　これは、小説家の生家であるということと、

築後130年を経た茅葺き屋根の古民家でもある

という二つの魅力を同時に生かしまして、都市

部と農山村部の交流の拠点にするために、この

たび改築し整備したものでございます。 

　この施設は、囲炉裏やかまど、五右衛門風呂

などの昔懐かしい造りを取り入れまして、周辺

の豊かな自然環境と調和した宿泊のできる施設

といたしておりますので、ぜひ一度ご利用いた

だければと思います。 

　私は、これからのまちづくりには、こうした

るりこうじ 

さいこうてい 

わたくし きょくほく 

ききょうあん 
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■　■　■　岡山県井原市 

各地域に残る様々な資源を掘り起こし、磨きを

かけ、高い付加価値を創造していくことが大変

重要であると考えております。 

　この雪舟サミットに参加するそれぞれのまち

には、雪舟に関連する素晴らしい素材や資源が

ありますとともに、それぞれの歴史的・文化的

資源、あるいは自然や食材など、他にはない魅

力的な素材がたくさんあると思います。 

　これらを効果的に組み合わせまして、人を惹

きつける一つの物語として提供する仕掛けづく

り、そして、これらを情報発信する力が、都市

の魅力づくりには欠かせない要素となるもので

はないかと思っております。 

　そして、これらを一つの自治体の中だけで完

結されるのではなく、先ほどから色々提案され

ておりますが、より効果的に他の地域と連携し、

有機的につなげることが、観光をキーワードと

したまちの賑わいづくりの有効な手段となるも

のと考えております。 

　本市といたしましては、今後は、来年３月に

九州新幹線が中国路を通って新大阪まで直結す

るということでございますので、これをきっか

けとして、国内観光客の誘致にも、より積極的

に取り組まなければならないと思っております。

さらには、今後増加が見込まれます中国、韓国、

台湾など海外からの観光客をターゲットとする

戦略を模索するなど、グローバルな展開を視野

に入れた取り組みも重要であると考えております。 

　こうした外国をターゲットとした戦略につき

ましては、どうしても連携した観光地、広域的

な観光地、そういったものを売りに出していく

必要があると考えております。本日の雪舟サミ

ットでは、こうしたことを踏まえながら、観光

分野をはじめ、そのほかの様々な分野につきま

して、幅広い情報交換を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。 

【司会】　 

　ありがとうございました。 

　それでは最後に岡山県井原市、瀧本市長お願

いいたします。 

 

 

 

　はい、それでは開

催地であります井原

市長の瀧本でござい

ます。本日は、雪舟

ゆかりの多数の皆様

方をお迎えしまして、

「第13回雪舟サミッ

ト」がこのように盛会に開催できましたこと、

改めて皆様方に御礼を申し上げたいと思います。 

　それでは井原市の紹介に移りたいと存じます。 

　井原市でございますけれども、岡山県の西南

部、広島県の福山市との境に位置いたしており

まして、県境でございます。冒頭の挨拶でご案

内をいたしましたとおり、平成17年３月に井原

市、そして旧芳井町、旧美星町と１市２町の合

併を行いまして、市の面積は243.36平方キロメ

ートルでございます。そしてこれが市の現状、

概況を映しております。 

　そして特産品でございますけれども、井原市

は古くから綿花の栽培が盛んな地域でございま

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

ーンズ生地であるデニムの生産が盛んになりま

して、「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。井原産のデ

ニムというのはシャトル織機と呼ばれる旧式の

機械で織られておりまして、手織りに近い風合

いが再現できることから、国内外の有名ブラン

ドのバイヤーが、生地の買い付けに訪れており

しょっき 
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ます。 

　また、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す。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、

味と香りがよく、また肉質がち密なことから歯

切れが良く、長持ちすることが特長でございます。 

　昨年の４月から、井原鉄道の利用促進を図る

ために井原駅構内の『kitchen いっちゃん』で

「明治ごんぼうバーガー」とごんぼう等井原線

沿線の特産品を詰め込んだ「いばらーめん」を、

また今年の３月からはごぼうをソフトクリーム

に練りこんだ「ごんぼうソフト」を販売いたし

ております。 

　また一方では、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ぶどう

が多く生産されている地域でもあります。 

　またこの井原市には、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」、美星は「美しい星」と書きますけれど

も、大変美しい星が見えるところでございます

が、そこに天文台などもございまして、多くの

観光客が来ておる状況でございます。 

　次に歴史の上から見てみますと、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の那須与一公

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、市内にはこうした与一公や一族の

墓など、ゆかりの史跡が多く残されております。 

　また、初めて戦国大名といわれ、北条氏の礎

を築いた「北条早雲」は同じくこの備中国荏原

郷の領主伊勢氏の出身でありまして、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。 

　そして井原市は、近代彫刻界の巨匠といわれ

ております「平櫛田中」生誕の地でございまし

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。井原市立田中

美術館には、この「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

ます。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して、ちょうど

今、秋の特別展を開催いたしております。「岡

倉天心と日本彫刻界」という展示をいたしてお

りまして、明日時間がもしありますれば、ぜひ

ご覧いただきたいと思っ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して、

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。昨年は内山完造の没

後50周年ということもありまして、地元の顕彰

組織であります「先人顕彰会・井原」が中心に

なって、没後50周年の記念事業が開催されたと

ころであります。 

　井原市には「先人顕彰会・井原」の他に、「雪

舟を語る会」という市民グループもございまし

て、雪舟の顕彰活動を活発にされております。

平成18年には雪舟を語る会主催によります没後

500年記念事業が開催されたところですし、同

じく雪舟を語る会作成の雪舟の生涯を書きまし

た冊子、「雪舟ものがたり」を発刊されており

まして、また今回の雪舟サミット開催におきま

しても色々とご協力をいただいております。 

　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ますし、 

びっちゅうのくにえばら 

ごう 

いせしんくろうもりとき 

ひらくしでんちゅう 

ひらくしでんちゅう 

ひらくしでんちゅう 

でんちゅう 

びっちゅうのくにえばらごう 
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先ほど宮島先生のお話にもございました。この

終焉の地につきましても、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るところでござ

います。 

　また雪舟と重玄寺との関係を思量する新たな

史料が発見されたところでございまして、それ

が重玄寺を開いたとされておる千畝和尚の語録

「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ているところでございま

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

ありませんけれども、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史料でございます。 

　また今回の雪舟サミットの開催にあわせまし

て、芳井歴史民俗資料館では「雪舟と重玄寺」

展を開催しておりまして、こちらも明日の視察

でご案内する予定にしております。 

　続きまして井原市の主要な施策ですが、平成

20年度から29年度までの10年計画「井原市第６

次総合計画」について、実施しておるところで

ございます。中でも私ども、「健康寿命日本一」

を目指しておりまして、健康寿命を延伸するた

めの拠点施設として「いばらサンサン交流館」

をこの４月にオープンいたしました。また笑い

の効能による健康づくりを図る「笑って健康元

気アップ事業」を実施しておりまして、落語家

を学校や公民館に派遣するなど笑いを取り入れ

た事業を展開いたしておるところでございます。 

　また最近の井原市の話題でございますが、今

月の７日に全国高校駅伝競走大会の予選を兼ね

た岡山県高校駅伝大会が井原運動公園陸上競技

場を発着点として開催されております。興譲館

高校、女子の陸上部が12連覇を果たしまして、

年末に京都の都大路を走ることが決まりました。

現在、６年連続表彰台に立っておりまして、今

年も５年ぶりの全国優勝を目指しておるところ

でございます。大変期待をいたしておりますし、

明日の中国高校駅伝競走大会が、この井原市が

公認コースで実施されております。ちょうど視

察をいただく芳井町は、コース周辺になります

ので、ひょっとしたら応援いただけるかなと思

っておるところでございます。 

　また岡山県内では、先月の30日から今月の７

日までの９日間に渡って、国民文化祭が開催さ

れました。井原市では冒頭で申し上げましたけ

れども、彫刻展と子守唄フェスティバル＆サミ

ットを開催いたしたところでございます。 

　このフェスティバル＆サミットにおきまして

も、首長によるサミット会議、参加自治体各地

の子守唄やゲストによる唄の披露、あわせて野

外で茶席や物産展などのイベント等も行われま

して、大変盛況で開催することができました。 

　今回で２巡目の雪舟サミットが終了いたしま

すけれども、本日ご参加されておりますそれぞ

れの首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、第３巡目に向け

新たな交流を生み出していけたらと考えておる

ところでございます。 

　最後になりましたけれども、今回の雪舟サミ

ット開催につきましてご協力いただきました関

係自治体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。 
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【井原市長】 

【川崎町長】 

【井原市長】 

【司会】　 

　ありがとうございました。参加自治体の皆様

からの発表をお聞きいただきました。それでは

続きまして、サミット会議といたしまして、情

報交換などを行ってまいりたいと思います。会

議の進行は慣例により、井原市長が執り行いま

す。では、お願いいたします。 

 

 

　はい、それではサミット会議の議長をという

ことでございまして、ただ今各市長さん、町長

さんから各自治体の概要、また近況報告をいた

だきまして、これからのまちづくりに非常に有

益なお話を聞かせていただくことができました。

このあと、補足説明なり、またあるいはご質問

等を伺う予定としておりましたけれども、予定

時間を大分押しておりますので、大変申し訳ご

ざいませんけれども、先ほどの発表の中でサミ

ット関連事業の今後の事業展開の提案がござい

ました。そこにポイントを絞って進めたいと思

っておりますので、ご了承賜りたいと思います。 

　川崎町の手嶋町長さんからの青少年を軸とし

た交流事業への取り組みを検討してはどうかと

いう提案がございました。また益田市の福原市

長さんからは、構成市町の各施設に相互のパン

フレット等を置くこと、それから時期を決めて

共通イベントの開催、共通のチラシ・冊子の作

成、交流イベントの開催、という提案がござい

ました。 

　これらの提案につきまして、具体的なお考え、

補足等がございましたら、川崎町さん、また益

田市さんの方から補足説明なりいただければと

思いますが、その他の市の方からもこの件に関

しまして、ご意見がございましたら承りたいと

思いますが、いかがでございましょうか。 

　はい、それじゃあ川崎町さん、どうぞ。 

 

 

　ええ、まぁあのせっかくこうしてですね、６

つの自治体が雪舟を通じて雪舟サミットという

のを行っている訳ですから、まぁあの今、隔年

ごとにやってますからですね、だからこれを毎

年ということが色々難しいというスケジュール

の問題があってですね、ということであれば、

サミットの翌年に交流をするといった取り組み

なんかもやったらなお、この成果が上がって行

くんじゃないかなという気がします。そしてま

た、子供達がさらにまた、雪舟に対する関心を

持っていただく、その子供達がまた大きくなっ

ていくわけですから、お互いの交流がもっとも

っと深まっていくんじゃないかなという気がい

たしまして、提案をさせていただきました。先

ほど益田のですね、福原市長さんの提案があり

ました。お互い共通のパンフなんかを作って、

やるというようなことも、これは本当にあの私

はやっぱりいいことだなというふうに思ってお

りますので、そういったことも含めてですね、

事務局レベルで検討するようなことがあればそ

の中で少し詰めてもらいたいな、というふうに

思ってます。 

 

 

　はい、ありがとうございました。川崎町手嶋

町長さんからのご提案、また益田市の福原市長

さんからのご提案も共通する意味合いのもので

あろうと思っておりますが、福原市長さん、何

か補足なりあれば、はい。 

 

 

　あの私はですね、雪舟という人が持つ力とい

うのはものすごくあるということとその雪舟さ

【益田市長】 



んを見たいという人に

何が提供できるかとい

うことについて申し上

げました。先ほど雪舟

展が50日間で50万人と

いうことを申し上げま

したが、山口県での国

民文化祭の時も10万人

以上来られましたよね。ですからそれぐらいの

人が来られるわけで、雪舟の事を知りたいとい

う人が中々情報が分からないと思うんですね。

そういう方に提供してはどうかということでし

た。補足で申し上げますと、例えば今日も本が

販売されていたりですね、益田市でもそういう

冊子や「雪舟かるた」みたいなものも作ってい

ます。で他にも「雪舟」という名前がついたお

酒もあります。こういう本とかグッズとかを買

いたい人が例えば情報が分からないわけですね。

こういうものをホームページで一元化をすると

かですね、何か情報をうまく集約できればいい

なという視点でお伝えをしたところでございま

す。そのためには先ほど、川崎町長からもお話

がありましたけれども、やはり担当者の会議を

もう少し増やして、お互いに意見調整、情報交

換を行っていくこと、それから先ほど防府市の

例も出しましたけれども、情報提供の中にはサ

ミット参加自治体以外の雪舟に関連する地域や

色んな物のですね、情報も盛り込んでいくと、

より好きな人にはいい情報提供ができるんでは

ないかなという意味で、ご提案をさせていただ

きました。以上です。 

 

 

　はい、ありがとうございました。その他、ご

意見があればお聞きしたいんでございますが、

ちょっと時間の都合もございましてこの辺でや

めたいと思います。 

　提案のありました事業のうち、共通のチラシ

については、今日皆さんに配布している資料の

中に「雪舟の足跡」でございますか、これを入

れておりますが、このパンフレットは構成市町

に500部ずつ配布する事といたしております。 

　また相互にパンフレット等を置くことも比較

的容易に取り組めるものであろうと思っており

ます。この実施に向けましては、先ほどご提案

がございましたとおり、担当者レベルで調整を

してまいりたいと思いますのでよろしくお願い

を申しあげます。 

　交流事業につきましても、６つの自治体の住

民が一堂に会して交流を進めるという事は難し

い面もございますけれども、事業を通じて各自

治体間の交流と連携を強化する面からも非常に

有効な手段ではないかなと思っておるところで

ございます。 

　過去のサミットにおきましては、各市町が開

催するイベントや行事に積極的に参加をし、受

け手側としてはその情報提供を行うとともに、

温かく迎え入れて交流を深めようということが

申し合わせているところでございます。 

　どのような交流事業ができるのか、あるいは

共通イベントができるのか、また全国の雪舟ゆ

かりの地を紹介するパンフレット等の作成につ

きましても、今日このサミットにおいて結論付

けるということは大変難しいと考えられます。

今後、先ほどご提案いただきましたとおり、事

務局会議にて協議を進めていくこととしたいと

考えておりますのでご了承いただきたいと思い

ます。 

　皆様にはまだまだ発言をいただきたいと思い

ますけれども、この後の行事の時間もございま

すので、サミット会議はこれで終了したいと思

います。どうもありがとうございました。 

 

【司会】　 

　ありがとうございました。 

　本日は、時間は確かにあまり取れなかったん

ですが、各自治体の皆さんの地域文化を生かし

た取り組みというのをお聞きすることもできま
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した。まちおこしのヒントを何か皆さんも得る

ことができたのではないでしょうか。 

　発表いただきました皆様、本当にありがとう

ございました。 

 

　それでは続きまして、

本大会のサミット宣言に

移りたいと思います。 

　サミット宣言は、井原

市長より申し上げます。 

［サミット宣言は48頁参照］ 

 

 

【司会】　 

　ありがとうございました。ただいま朗読させ

ていただきました宣言文に皆様ご異議はござい

ませんでしょうか。（拍手） 

　ありがとうございます。皆様の拍手をもって、

採択とさせていただきます。サミット会議のサ

ミット宣言、ここに採択されました。 

　それでは続きまして、次期開催地の報告をさ

せていただきます。 

　次期開催地は、開催順によりまして岡山県総

社市でございます。 

　どうぞ皆様、拍手をお願いいたします。 

　それでは、次期開催地総社市の竹田副市長へ

瀧本井原市長からサミット旗をお渡ししたいと

思います。 

　どうぞお二方、前の方

へお進みください。 

　井原市から総社市へサ

ミット旗が渡され、そし

て固い握手がかわされま

した。 

 

 

　それではここで、次期開催地であります岡山

県総社市副市長の竹田正彦様から一言ご挨拶を

お願いいたします。 

 

 

 

 

　次期開催地に決定し

ていただきました岡山

県総社市副市長の竹田

でございます。私の方

から一言、ご挨拶申し上げます。まずはこの第

13回雪舟サミットがこのように盛大に開催され、

成功裏のうちに終わりました事を心からお喜び

申し上げます。 

　さて地方分権、地域主権という言葉が言われ

始めて久しいところですが、これからの本格的

な地方分権時代の到来に向けて、ますます基礎

自治体を取り巻く環境は困難な時代を迎えよう

としております。そしてどこの自治体も頭を痛

めているのが、財源の確保、そして地域の活力、

そういった問題であろうと思います。そうした

中で、地方が生き残っていくための核となるの

が、地域を活性化し、魅力あるまちづくりを進

めていくことであります。そういった中で、こ

の雪舟サミットは平成２年に雪舟の業績を顕彰

するとともに雪舟を通じて友好の輪を広げるこ

とを目的に、私ども総社市で第１回が開催され

まして、既に20年が経過いたしました。この間、

構成市・町で様々な地域活性化についての情報

交換や交流を行ってまいりました。開催地も山

口市さんに続き、総社市も３巡目に入ります。

しかし今後ますますこういった活動が重要なも

のになるのではないかと考えております。サミ

ット宣言にもありましたとおり、雪舟で結ばれ

ました私たちがまちづくりについて互いに情報

交換をし、住民も含めた交流や連帯を深めるこ

とで地域の活性化に結び付けていくことができ

るものと確信いたしております。 

　第１回の平成２年、平成９年に続きまして２

年後の平成24年度は総社市で開催させていただ

きます。皆様方に総社市の魅力を感じていただ
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【次期開催地報告】 
岡山県総社市副市長 

竹田正彦様 
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【閉会挨拶】 
第１３回雪舟サミット実行委員会副委員長 

佐藤勝也 
井原市教育長 

き、交流の輪を広げるとともに絆をより深めて

いただけるようなサミットにしてまいりたいと

思います。なにとぞ皆様方のご協力とご支援を

賜りますようにお願いいたします。そして多く

の皆様のご参加を総社でお待ちいたしておりま

す。 

　最後になりましたが、この第13回雪舟サミッ

トの開催にあたりまして、国民文化祭と同時期

で、大変お忙しい中ご尽力いただきました、井

原市長さんをはじめ関係の皆様方には、心から

感謝申し上げます。またこの雪舟サミット構成

市・町のますますのご発展を祈念いたしまして、

次期開催地としてのご挨拶とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いします。ありがとう

ございました。 

 

【司会】　 

　ありがとうございました。 

　それでは閉会にあたりまして第13回雪舟サミ

ット実行委員会副委員長の井原市教育委員会佐

藤勝也教育長より閉会のご挨拶を申し上げます。 

 

 

 

 

 

　雪舟サミット旗が井

原市から総社市の方へ

先ほど引き渡されまし

た。雪舟にゆかりのあ

る６自治体がここに集いまして、雪舟の足跡を

たどり、また雪舟をキーワードにした色々な取

り組み、まちづくりにつきましてのご報告を聞

かせていただきながら、改めましてこの雪舟の

偉大さを再認識させていただきました。同時に

これからのまちづくりに大いに参考にさせてい

ただけるということも思ったわけであります。

「地域文化を生かしたまちおこし～雪舟を通じ

て新たな交流を生み出す～」こうしたテーマで

開催をいたしました第13回雪舟サミットが各自

治体の貴重なご提言をいただき、また先ほどは

新たな交流事業へ向けてのご提案もいただきま

した。こうした中で無事に終了できますこと、

大変ありがたく思っております。 

　井原市での雪舟サミット開催にあたりまして、

基調講演をいただきました宮島先生を初めとい

たしまして、発表をいただきました各自治体の

首長様、また多くの関係の皆様に心からお礼を

申し上げたいと思います。あわせまして本日ご

出席の皆様のますますのご活躍、ご健勝をお祈

りいたしまして、この会の終了とさせていただ

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。以上をもちまして

第13回雪舟サミット会議を終了といたします。 

　なお明日は、雪舟ゆかりの地として重玄寺や

芳井歴史民俗資料館などへの視察を計画してお

ります。現在、芳井歴史民俗資料館では、特別

展「雪舟と重玄寺」展を開催しております。23

日火曜日までは、雪舟サミット開催にあわせて、

特別に雪舟筆と伝えられております「千畝周竹

和尚の頂相」も公開されております。この機会

にどうぞ足をお運びください。またここアクテ

ィブライフ井原１階におきましては、この雪舟

サミット記念としまして水墨画展も開催してお

りますので、お帰りの前にどうぞご覧ください。 

　では、ご来場の皆様には長時間に渡りますご

参加、誠にありがとうございました。お忘れ物

のございませんよう、どうぞお気をつけてお帰

りくださいませ。ありがとうございました。 

ちょうげんじ 

ちょうげんじ 

せんみょうしゅうちく 

ちんそう 




