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開会あいさつ 
 大分県知事 広瀬

ひ ろ せ

 勝
かつ

貞
さだ

 氏 

 
今日は、本当に多くの皆さまにお越

しいただきまして、こうして盛大に、

第３２回全国自治体政策研究交流会

議・第３０回自治体学会が開催されま

すことに、心からお慶びを申し上げる

次第でございます。そして、何と言い

ましても嬉しいことに、大分県はこの

日田の地を会場に選んでいただきま

した。多くの皆さまにご来県いただき

まして、心から歓迎を申し上げる次第でございます。また、大会の開催に当た

りましては、自治体学会の皆さま方、また、日田市の皆さま方にも、大変お力

をいただいたというふうに伺っております。心から感謝を申し上げる次第でご

ざいます。本当にありがとうございました。 

今回の交流会議、また、自治体学会の統一テーマは、「『咸宜
みなよろ

し』の地・日田

で考える、人づくり・人つなぎ」でございます。この日田は、近世最大と言わ

れました私塾「咸宜
か ん ぎ

園
えん

」があった所でございます。５，０００もの人が、当時

全国から集まって来て、そして学び、切磋琢磨して、気づき、そして巣立って

行った地でございます。今日は、北は北海道から南は沖縄まで、全国各地から

８００人の皆さま方が集まっていただきました。それも、自治体の皆さまばか

りでなく、学会や、あるいはジャーナリズムの方々、あるいは経済界の方々等々、

いろいろな分野でご活躍の皆さまに集まっていただきました。 

こうしておりますと、「これから学ばんかな、語り合わんかな」という熱気

を感ずるわけでございまして、かつて咸宜園に集まった人々の熱気もこうだっ

たのではないかと、まさに咸宜園が蘇ったような熱気を、今、感じているとこ

ろでございます。 

 咸宜園を創った広瀬淡窓は、全国から集まってきた塾生に対しまして、塾生

に与える詩というのを書いております。我々は「休道の詩」と言っていますけ

れども、「休道」は、日本語で読み替えれば、「道
い

うことを休
や

めよ」という意

味です。「道
い

うことを休
や

めよ 他郷
たきょう

苦
く

辛
しん

多しと 同袍
どうほう

友
とも

有
あ

り 自
おのずか

ら相
あい

親
した

しむ」

と詠っております。各地から集まった人たちが、一所懸命学び、切磋琢磨し、

そして互いに助け合い、気づき合って、巣立っていくということが大変大事な

のだということを、切々と訴えているわけであります。 

 今回、これだけの皆さま方が集まりました。そして、思いは一つ、「『人づ

くり・人つなぎ』を考える」ということでございます。ぜひ、それぞれの皆さ

ま方、学び、気づいて、何か持って帰っていただければというふうに思います。 

時あたかも、地方創生の時代です。志を持った人こそが、これからの時代の

幕を開いていく、そういう時代ではないかというふうに思っています。その気

持ちで、ぜひ、人づくり・人つなぎ、実りある大会になるよう心から期待をし

ているところでございます。大会の成功と、ご列席の皆さま方のご健勝、ご多

幸をお祈りいたしまして、ご挨拶とさせていただきます。ようこそお越しくだ

さいました。 
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日田市長 原田
は ら だ

 啓
けい

介
すけ

 氏 

 
本日は、第３２回全国自治体政策研

究交流会議、また、第３０回自治体学
会のおんせん県おおいた日田大会を
この地で開催していただきまして、心
より歓迎を申し上げる次第でござい
ます。また、この後、基調対談をお願
いいたしております葉室麟先生・広瀬
大分県知事をはじめ、パネルディスカ
ッション、また自治体学会行事の方に
もご参加いただきます多くの皆さま
方、大変ご多用中にも関わらずお越し
いただきまして、深く感謝を申し上げ
る次第でございます。本当にありがとうございます。 
 さて、ご案内のように、当地、この日田市でございますけれども、四方を山々

に囲まれました盆地でございまして、緑豊かな森林、また清らかな水というも

のの織りなす、非常に水と緑に囲まれました「水郷
すいきょう

ひた」として、皆さま方に

親しみをいただいている所でございます。それと同時に、皆さま方の耳にも入

るかと思いますけれども、日本で一番暑い日というのが、時々全国で報告され

ているというようなことでございまして、今日また、「ちょっと蒸し暑いな」

という気がしております。 

 このような日田市ですけれども、古くから交通の要衝として栄えた町でもご
ざいます。江戸時代には、幕府の直轄地、いわゆる天領として、九州の政治・
経済・文化の中心の地として栄えた町でもございまして、今なお、当時の華や
かな文化、また古い町並みというものを残しております。先ほど知事のご挨拶
の中にもございましたように、昨年４月には、近世日本、最大の私塾と言われ
ております「咸宜園」が塾として、また塾生と共生した下町、豆田町が教育遺
産群として、日本の文化・伝統を語る日本遺産にも認定をいただいたところで
ございます。この咸宜園、広瀬淡窓先生が１８０５年に開塾されまして、身分
や階級制度の厳しい時代にあっても、入門時に、学歴や年齢、また身分の区別
というものをなくし、全国各地から塾生を受け入れ、すべての門下生を平等に
教育し、江戸時代を通して、最大規模の私塾と言われた所でございます。先ほ
ど知事はおっしゃいませんでしたが、まさに知事は、その広瀬淡窓先生の末裔
でございます。今回の大会のメインタイトル「咸宜」いわゆる「『みなよろし』
の地・日田で考える、人づくり・人つなぎ」というものは、この咸宜園の教育
理念を表したものでございます。今回のおんせん県おおいた日田大会が、地方
創生の時代におきまして、全国各地からお集まりになりました皆さま方が、互
いに刺激し合い、そして連携するネットワークづくりの契機になればと考えて
おります。 

本日から３日間の大会期間中、日田市にご滞在をいただきますけれども、自
然、歴史、文化、温泉、食など、豊富で多様な資源に恵まれた地でございます
ので、ぜひお時間を作っていただきながら、この町を堪能していただければと
いうふうに思っております。 
 結びになりますが、本大会が意義深い大会となりますことと、そして、本日
お集まりの皆さま方のご健勝、そして、自治体学会のますますのご発展を祈念
いたしまして、開催地市長としての歓迎のご挨拶とさせていただきます。本日
はよろしくお願いします。 
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基調対談 
 
「咸宜園・広瀬淡窓、そして大分の人づくり」 
 

江戸期に最大の私塾として栄えた「咸宜園」。同塾には開設者・広瀬淡窓が

掲げる「咸宜し」の教育理念の下、約５，０００名もの門人が全国から集まっ

た。咸宜園における人材育成の本質に迫るとともに、小藩分立から発展した大

分県の魅力や今後のあり方を「人づくり」の面から考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

葉室
は む ろ

 麟
り ん

 氏  直木賞作家 

１９５１年福岡県北九州市生まれ。西南学院大学文学部卒業。地方紙記者などを経

て２００５年『乾山晩愁』で第２９回歴史文学賞受賞。２００７年『銀漢の賦』で

第１４回松本清張賞受賞、２０１２年『蜩ノ記』で第１４６回直木賞受賞。同作の

他、豊後（大分県）を舞台にした主な作品に『潮鳴り』『春雷』『秋霜』などがあ

る。福岡県久留米市在住。 

 

広瀬 勝貞 氏 大分県知事 

１９４２年大分県日田市生まれ。東京大学法学部卒業。１９６６年通商産業省

（現・経済産業省）入省。在スペイン日本大使館一等書記官、中小企業庁

計画部長、内閣総理大臣秘書官、通商産業省貿易局長、通商産業省機械情

報産業局長を経て、１９９９年通商産業省事務次官、２００１年経済産業

省事務次官を歴任。２００３年に大分県知事当選、２０１０年九州地方知

事会会長就任。広瀬淡窓の弟で、日田の掛屋にして府内藩などの財政改革

に尽力した広瀬久兵衛の子孫。 
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◇小説『霖
りん

雨
う

』にみる咸宜園・広瀬淡窓 

【広瀬氏】 それでは、葉室先生、よろしくお願いします。早速、咸宜園のと

ころからお話を伺っていきたいと思います。 

近世最大の私塾がこの日田にあったということでございます。いつも私、

不思議に思うのは、あの時代、幕藩体制で、しかも厳しい郡政がある中で、

５，０００人もの人材が、この西国日田に集まって来て勉強したというと

ころが、非常に不思議な気がするわけです。よっぽど日本人は勉強好きだ

ったのか、物好きだったのか。勉強しても郡政がありますから、どういう

ことにその学問を生かされるかも分からない時代。そしてまた、藩を中心

に生活をしている中で、ここまで出てきて勉強をするのは、なかなか大変

なことだったのではないかと思いますけれども、この辺、先生は著書「霖

雨」でいろいろ研究をなさっておられますので、ちょっとお考えを聞かせ

ていただけたらと思いまして。 

【葉室氏】 葉室でございます。「霖雨」を書く大体のきっかけが、今知事が

おっしゃった、「なぜみんな、ここにこんなに集まって学問をやったのだ

ろうか」という、その不思議さに惹かれて始めたところがあります。理由

としては当然いくつか考えられます。まずここが天領であること。それぞ

れの地方では、それぞれの地方の大名がありますから、身分制を脱却する

ことはなかなか難しいのです。身分制は、社会を安定させるためのその当

時の体制ですから、それを崩してしまうと、社会が崩れる可能性があると

いうふうに大体は思うのです。だからそれから自由になれるには、咸宜園

が「三奪法
さんだつほう

」という教育方針、身分・年齢・学歴は関係ないと最初から決

めており、そこに惹かれる。もう一つは天領だから、全国各地からある種、

集まりやすいところがあったのだろうと思います。 

そんな前提があって日田に集まってきたのですけれども、その中には、

やはり一つは日本人の向学心の強さもあります。日本というのは、大陸周

辺の列島なので、要するに大陸の文化に対する憧れがすごく強かったので

す。その憧れの強さが、基本的に知識を吸収したいと。知識を吸収しない

と、自分たちは文化から外れていくのではないかといった恐怖心というも

のが前提としてあったわけです。だから学ぼうとするのですけれど。ただ、

今、僕らの立っている社会の中で大学教育とかいうと、何のために行くか、

割と簡単ですよね。就職のためです。社会に出て生活していくためでもあ

るし、自分が上昇志向にいることもある。 

   ただ、咸宜園に集まって来た人たちは、学者として偉くなりたいという

人も当然いらっしゃいますけれども、学問に対する捉え方が、当時の人た

ちにとってもう少し違うわけです。淡窓自身も漢詩を教えたりしています。

情操教育です。情操教育が学問であるという考え方は、人間が、自分らし

い人間になっていくため、自分を豊かにしていくため。社会の中で出世す

ることよりも、まず自分自身が豊かな人間になるということが大切である

といった感覚が、当時あったのだろうと思うのです。だからそのために学

びに行きたい。学んで、それぞれみんな地方に行って何をするかといえば、
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自分が学んできたことを伝達するのです。その地方で、例えばお坊さんが

いたらお坊さんが地方に行って、そこで、その地域の人たちに自分が学ん

できたことを伝えるわけです。それは新しい知識としてだけではない。人

間はこういうふうに生きた方がいいのではないか、あり方はこうなのでは

ないかといったことを伝えていく。だから学問とはそういうふうに、人間

を豊かにすると同時に、社会を豊かにする。地域社会を豊かにしていくも

のだというのがある。 

僕らは、今はどうしても知識偏重で、あるいはいわゆる職業選択の幅を

広げるとか、そんな中で学問を考えますけれども、自分自身を豊かにする

ものだというイメージが当時あったのではないか、そんなことを考えるの

は大切なことだ、それが書く動機だったのです。 

【広瀬氏】 本当に、自分を豊かにする。そしてその結果、社会も豊かになっ

ていく、そういう気持ちが強かったというのは、非常にその後の日本にと

って幸せだったんだなと思います。 

   その中で、今お話がありましたけれども、なぜこの咸宜園を目指してや

って来たのかに関して、「三奪法」というお話がありました。身分・年齢・

学歴を問わずに、とにかくみんなゼロからスタートするのだ、平等にスタ

ートするのだというところが非常に面白かったと思うのです。 

その中で「月旦評
げったんひょう

」という、毎月、塾生の評価を公表したということも

ありました。現代の経営者を咸宜園に案内した時、「自分の会社の人事評

価とまったく同じだ」と言っておりまして。その意味では非常に近代的な

評価をしていたのかな、それが非常によかったのかな、と思うのですけれ

ども、その辺はいかがなのでしょうか。 

【葉室氏】 そうですね。「月旦評」を単純な言い方にすると、要するに「毎

月試験をしますよ」、「テストをしますよ」ということです。 

僕自身も学生の時、テストはあまり好きではなく、当然あまり良い成績

ではなかったので、テストって嫌なイメージがあるのですが、当時の人た

ちにとっては、先ほども言いましたけれども厳格な身分制の社会で固定さ

れているので、自分個人をなかなか見てもらえないのです。「どこそこの

村の何とかさんだ」とか「誰の子どもである」、それでその人の評価は決

まってしまうのです。だから、そこから抜け出られない。例えばお侍でも

身分があって、千石であるとか何百石であるとか何十石であるとかの家の

人だと、その人自身をもうそういうところで見られるのです。 

それと違って、この淡窓の試験というかテストというか、その中では、

その人がどれだけの学問をしたかを相手が見る。だから、きちんと自分個

人として評価してもらえる。個人として評価してもらえるというのは、実

はそんなにない。現代でもテストがあって、それが例えば学校のテストで、

個人を評価してもらえているかというと、そうでもありません。知識の量

を評価されるだけで。だからそうしたテストが上手な人は点数が高い。そ

れで個人を見られたことになるかというと、別に見られていないのです。

その人の知識量を見ただけであって。 
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だからそれからいうと、淡窓が、例えばその「月旦」を書く段階で、単

に学問だけではなく、その人が日ごろどんなことをしているのか、例えば

学塾を運営していくためには、掃除をしたりとか、仲間の面倒を見たりと

か、いろいろなことがあるわけです。そんなこともちゃんとやっているの

か、だから人間としての総合的な評価もそれに加えている。だから、そこ

でその人の全体像も見ている。知識だけではなくて、人への思いやりであ

るとか、責任感であるとか、それから日々努力をしているとか、怠ること

がない。それと感性的、詩を見ますから、感受性がどれだけ豊かなのかを

見るのです。 

僕らでも、それだけ見てもらったら多分うれしいと思うのです。自分が

どれだけ知識があるとか、どこから来ましたとかそういうことではなくて、

「あなた、これだけの人間ですね、これだけの優しさを持っていますね」

そんな人間性も含めて見てもらえると大変うれしい。それを淡窓はやって

いた。これはやる側は大変です。全体でその人だけ見るというのは、目が

いかなければいけないから。例えば経営者の方とかだったら、従業員の一

人一人をちゃんと見るということ。知事だったら、県職員の一人一人を見

なければいけないから、すごく大変です。その人はどんな人なのだと見る

というのは。これはやる側も疲れる作業なのです。でも、それを淡窓はず

っとやり遂げていくわけです。そこで初めて信頼感が生まれるのと、本当

の意味での見られた側の自信が出てくる。そこで評価されたのだったら、

自分って結構、大したものというと変ですけれど、「自分はこうなんだな」、

最初からどこの何さんと決めつけられているのではなくて、「たった今い

る自分はこうなんだな」、少なくとも見てくれている人がいる、そのこと

のうれしさです。そこが、「月旦評」とかの大事なところだったのではな

いかなと思います。 

【広瀬氏】 やはり、人をしっかりつくり、そしてその力を発揮させるために

は、非常に丁寧な評価がより大事だったんですね。 

【葉室氏】 「人づくり」は今回のテーマでもありますが、「人づくり」は簡

単ではないですよね。「勝手に育ってくれ」ってわけにはいかないので。

人が育つためには、人がそれだけ手をかけて関わらないといけない。だか

ら人づくりのためには、人をつくることに関わる情熱、モチベーション、

そういうものをきちんと持っていることが大事ではないかと思います。 

【広瀬氏】 ありがとうございました。 

それと私、「霖雨」の中で、もう一つ面白い、大変興味を持って読ませ

ていただいたのは、広瀬淡窓の時代には大塩平八郎がいますね。「霖雨」

の中では、この二人を対比させている。 

広瀬淡窓はどちらかというと朱子学、そして「敬天思想」と言いますか、

人間を、一所懸命勉強してつくっていくことが非常に大事なのだという、

そこに徹していった。他方、大塩平八郎の方は陽明学、「知行合一」とい

いますか、学んだことは行動に移さなければいけない、そんな発想からい

ろいろ勉強して、矛盾を感じたらそれに向かって乱でも何でも起こさざる
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を得ない、そういう二人を対比させながら、どっちが正しいのだろうとい

う悩みを述べておられます。 

私は結局、淡窓の生き方が長い目で見て、国を変える、世の中を変える

ためには大事なのではないかという感じもするのですが、この辺の葛藤は

非常に、私は面白く読ませていただきまして、今の現在でもそんな悩みを、

矛盾を抱えながら生きている人は多いのではないかと思うんですが、この

辺はどうでしょうか。 

【葉室氏】 広瀬淡窓と大塩平八郎は、実際、歴史的にも若干の関わりがあり

ます。淡窓の弟子が大塩の所に行っていたりするし、大塩も淡窓をすごく

意識しているところがあったのです。当時のいわゆる学者同士というか、

それぞれ塾を経営していて何事かを果たそうとしている人たちですから、

やはりお互いに気になりますよね。私がこの「霖雨」を書こうとした時の

一つの中心的テーマでもあったのです。 

一般的に言えば、大塩平八郎の話の方が、例えば小説としては面白いで

す。ドラマチックですから。例えば今度の「霖雨」を書いた後に、読者の

方から「大塩の方が面白いじゃないか」という意見も当然ありました。一

般的にはそちらの方が面白いのですが、でも私はその面白くない方を書こ

うと思ったのです。なぜ面白くない方を書こうと思ったかといえば、そち

らの方が大事ではないかと。 

私は、世代的には、１９５１年生まれなので、全共闘のちょっと下世代

です。若い頃にはその影響下にはあったかもしれない。当時の福岡は社会

的な言葉で、「革命」という言葉がすごく多かった。革命というのは正し

い･･･確かにそんな面もありますが、ただ、自分自身が生きてきて、そう

いった大きな変革によって世の中を変えようという言論とか言説という

のはいっぱいあるけれども、では実際にそうなのかと。本当にそれで世の

中は変えられたのか、変わったのかというのを、実はそんなに知らない。

革命後の社会というのは、フランスでもそうですが、ある種、悲惨がずっ

とつきまとうんですよね。モラルハザードというか道徳の崩壊みたいなこ

とが。本当の社会を作っていくというのは、そういうことなのかと。要す

るに、破壊して必ずしも何かが出てくるということではなくて、どちらに

しても、社会というのは、地道に努力して積み上げていくものが一方でな

い限り成り立たないのです。破壊ばっかりやっていたら成り立たないので

す。積み上げていくものがあって、それがどうしてもかなわないから、あ

る種の革命的な何か、ということはあり得ますけれど、どちらがまず主で

あるかといえば、地道に積み上げていく。そのことの努力を抜きにして、

革命だけを語るのは、一つの怠惰だと思うんです。怠けることだと思いま

す。「簡単にいければいいな」とかそういう話になってしまう。だけど、

社会とか何とか、そんな簡単にいけるものではない。ちゃんと腰を据える

覚悟とか実践とかがあって初めて「そこはどうしようもないから、ここは

簡単にいきましょう」と、そういう話が出てくる。その前の前提をおろそ

かにしてはならないという気持ちで書いたのです。 
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一つには、日本ってどんな国かというのもあるなと思って。これは、ま

だ書いていない話なのですが、日本は革命をしなくても、時の権力者の交

代で社会の統一性を築き上げていこう、ということで千年の歴史がある。

そうした、世界でも珍しい国なのです。だから、そういう国であることを

もっと自覚してよいのではないかなという思いも含めて、「霖雨」を書い

たところがあります。 

【広瀬氏】 非常に、今、お話にありましたけれども、徹底的に世の中を積み

上げながら、改革をする努力をしていくことと、そこを途中で放棄して、

とにかく「革命だ」、「改変だ」という違いは相当ありますよね。お互いに

悩ましいところだが、日本の場合は、ある程度徹底的に積み上げながら改

善をしていく、改革をしていく方が、全体として時間はかかるかもしれな

いけど、混乱なく大きな変革ができるのではないかという気がします。 

【葉室氏】 「地道な努力の果ての革命だ」と、単純に言えば考えてもいいの

かなと思います。それを抜きにして、階段を飛ばしていっても、それは単

なる破壊で終わるだろうと。その場合は、自分らの理想ではなくて、夢や

欲望が先行しますよね。どんな時代だって、ある意味日常ってやはり嫌で

すよ。毎日何かやらないといけないのは。 

僕はよくお話するんですけど、NHK のテレビ番組「鶴瓶の家族に乾杯」

が好きなのです。いろいろな地方に行って、そこの生活を見ます。そうす

ると、家に入っていくときに、すごく感心するのは、子どもたちが毎日学

校に行っていること。毎日学校に行くことに感動しては変ですけれども、

真面目なのです。毎日学校に行って、お母さんが毎日ちゃんとお食事を作

ったり、お父さんが毎日働きに行ったりしているんです。「それって普通

のことだから何でもないことじゃないか」と言えばそうかもしれないけれ

ど、私はそうやって、一つの地味な日常をきちんと真面目に積み重ねて、

家をきちんと掃除して･･･ということは大切なことだと思うのです。いつ

か世界が急激に変わるために今は何もしない、そんなことではないと。毎

日がちゃんと積み重なっていって、初めて自分らの、例えば社会の変革な

どといった、そういったものが準備されていくもので。だから、その積み

重ねを抜きにして何かを語るのは、やはりおかしいだろうと。「まず毎日

ちゃんと努力しましょうよ」と。で、その努力した挙句に、「自分らの努

力の積み重ねの果てに何があるのかをちゃんと見極めましょうよ」という

のが、例えば淡窓の考え方の中にはあったのではないかと思います。 

【広瀬氏】 今、お話にありました「敬天思想」、よく淡窓の思想とされます

が、それは、今風に言うと、おっしゃるように自律の精神と言いますか、

自分でどういうふうにしなければいけないかという行動規範を考え、そし

てそこに向かって日々努力をしていく、そんな地道な姿勢が淡窓の教えだ

ったのかなと思いますけれども、その辺はいかがですか。 

【葉室氏】 そうですね。だから「敬天思想」で「天」というのが出てきます

が、一つは「この世界を信じる」ことだと思います。天があって、天の中

に生きている自分がいる、そんな世界を信じる。だから、世界というのは
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ちゃんと自分を見てくれているという話ですよね。その中には人生の真理

も含まれているであろうと信じるわけです。だから、自分がちゃんと生き

ていくことは、決して無駄ではないし空虚ではないということが、敬天、

天を敬うことの中に含まれていると思います。 

先ほど、「地道な努力の果てが、あくまで革命である」という話をしま

した。別に革命を否定するわけではないし、そういう動きを否定するもの

でもありません。ただ、それへ向かっていく時の自分のありようが、例え

ば世界を信じる、言い方として難しいかもしれませんけど、世界を信じた

ところで生きてきたし、動いていくべきではないだろうか。世界には何も

ないのだ、というニヒリズムがありますよね。例えば革命を志向する考え

方は、時にニヒリズムというか、現実の世界を否定するところがある。否

定から入っていくと、なかなか物事は造れないです。人を豊かにすること

もできません。まず、世界を肯定して信じていく、そういうあり方が大事

ではないだろうか。だから淡窓は詩を作る。世界を見た時に、「世界はか

くも美しい」と言う。美しいことを自分らはまず知って、そこから行動し

ていこうと。だから、世界が美しく見えていないと、世の中を築き上げて

いくことはなかなかできないです。見るもの何もかも嫌で不満でたまらな

いのだったら、そこに何かを作ることはあまりしないです。やはりちゃん

と見て、リスペクトもして、そして何より愛する、そんなことがあって初

めて世の中を作っていくことができるのじゃないかと思っております。 

【広瀬氏】 ありがとうございました。さっき、日田市長さんがばらしてしま

ったのですけれども、私も淡窓につながる者なのです。淡窓の世代が、広

瀬家の第６世代。私どもの世代が第１１世代ですから、５世代違います。

淡窓は長男でしたが、次男の広瀬久兵衛が本家を継ぎました。そういう意

味では、６代まで遡ると血がつながっていた関係にあります。 

私自身が小さい頃、淡窓というのは

大変苦手な先祖でございました。年に

１回あるいは２回か３回、とにかく悪

いことをして、優しい母親だったんで

すが、とうとう勘弁できないという時

には、有無を言わさず仏間に連れて行

かれまして。仏さんの前で、「広瀬淡窓

というのはかくかくしかじか、自分で

良いことをした時には丸、良いことを

しなかった時には黒丸を付けて、全部

で１万の善を作るんだと頑張った。そ

ういう先祖がいるのに、お前は何だ」

と言ってよく怒られたものですから、

非常に私は淡窓が苦手だったのです。 

ただ今にして思いますと、あの時、いろいろなそういうことを言われた

のは、自律と言いますか、自分でやっていいこと、やらなければならない
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こと、やってはいけないこと、それをちゃんと考えろと。そして、自分な

りに規制をして、そしてまともになれと。その良いことに向かって、精進

努力しろ、と何となく年何回か怒られる中で身に付けさせられたのかなと。

だから今はそんなに嫌いでもないなという感じでおりますけれども。 

【葉室氏】 私は、知事との対談は３回目になります。最初にお話させていた

だいた時は、主人公の一人である久兵衛の子孫と話しているということで、

なかなか不思議な気持ちがしました。私が書いている久兵衛は結構女性に

もてるのですが、知事がそうなのかどうなのか、しかと知らないところな

のですけれども（笑）それは置きまして、ただ、ご幼少の頃、いろいろ言

われる、先祖は偉いと言われると、なかなか大変だったなというのはそう

だなと思います。ただ、そういったことって大事だなと思います。結局、

「昔の人がこうやってちゃんと生きました。あなたもそうしなさい」と、

子どもの頃に言われる。当時はやはり嫌でしょう。嫌だけど、ある程度成

長してくると、ふと、それは良いことだったのではないかなと生きていく

中で気がついてくるんです。その気づきが大事ではないかと。その気づき

のためには、最初にどこかで言われていないと、気づきは起きないのです。

「どうでもいいや」と言われていたら、やっぱりどうでもいい人になって

しまうのです。だから、最初に「ちゃんとしましょうよ」と言われていた

ら、その時は別でも、成長した時にそうなってくる。 

今のお話をお伺いしていて思ったのは、要するに言われていることの核

心の中に「生きていくことをおろそかにしない」ことがあります。少しず

つ良いことをしましょう、そして、悪いことをしたら悪いことをしたとち

ゃんと反省しましょう。良いこと悪いことの見極めをちゃんとつけていき

ましょう、と。それは生きていく上で、自分が生きていくことをおろそか

にしないことです。自分がやっていることが、良いことか悪いことかも分

からないでずっと生きていくのが、逆にいうとありがちですけれども、で

もそれでは、本当の生きているとは何かがつかめないのです。だから、子

どもの頃から「生きていくことをおろそかにするな」、それと「善悪の見

極めを自分でしろ」ということが一番大きいのではないか。そういうお話

かなと。 

 

◇小藩分立と人材  
【広瀬氏】 我々は今、自治体の者として、政策のあり方、あるいは行政のあ

り方についていろいろ勉強しておりまして、その自治体というのを考えて

みたいと思うのですけれども。 

大分県は実はあまり大きくない県ですが、幕藩体制の中でも、８つの藩

と天領も含め７つの領があったということで、大変に小藩分立だったと思

います。隣の熊本の細川藩なんかに比べると全体の面積は小さいんだけれ

ども、その中が８藩７領に分かれており、大変な小藩分立だった。 

だから、その中できっと小さな藩にあるものは、ただひたすら人材だと

いうことを思っていたんじゃないか、人を育てる人材教育を、非常に熱心

にやったんではないかなと思います。淡窓の時代には、豊後の三賢と言わ
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れる三浦梅園だとか帆足万里だとか、いろいろな人がいました。幕末から

明治にかけて、福沢諭吉や法政大学を創った金丸 鉄
まがね

とか、いろんな方が輩

出されましたが、小藩分立というのは、ある意味そう考えてみますと、人

材がいろいろ育ってくる土壌があったのかなという気もします。 

葉室先生は、ずいぶん小藩の侍を主人公にして、いろいろなことを小説

に書いておられますが、小藩ということについてどう思われますか。 

【葉室氏】 僕が豊後の話を書くのは、結局、豊後は九州の中でも一番小藩が

多いので。小さい藩というのは人の顔が浮かぶのです。要するに人数が少

ないから。先ほど言ったように、一人一人の個性がはっきりしてくる。大

きい所では、例えば大企業で何万人もいるとかとなると、どこに誰がいる

か分からない。そうじゃなくて、どこに誰かがいるという環境がいいなと

思って書いています。 

でもそれは、ただ単に自分の書きやすさだけではなく、日本はどんな国

なのだろうということにもつながっているのです。幕末になると、フラン

スやイギリス、アメリカとかが来て、日本と国交しようとしますが、その

時に日本というのは変な国だと。要するに、ぶどうの房みたいに小さい国

がいっぱいつながって一つになっている。どこに外交権があるんだといっ

た戸惑いが少し出てくるのです。誰と交渉するのかという。そこで天皇の

問題とかもいろいろ出てくるのですけれども、そんな国だったのです。 

例えば幕末に対馬へロシアの艦船が来て、一部占拠したりする「ポサド

ニック号事件」がありましたが、その時、国全体で反応しないのです。な

ぜならそれは対馬藩の話だから、「対馬が何とかしろ」という話なのです。

今だったら、例えば対馬にロシアの艦隊が来て一部占拠したら、国全体と

して大変です。だけどその時は誰も他は騒がないです。あれは対馬の話だ

から。そういうふうに、いろいろ小さい所が固まっている。だから、逆に

いうと、すごい地方自治の国だったのです。江戸時代まで、日本はすごい

地方自治の国だった。自治体がある意味しっかりしていた。任せられると

思われていた。だから、日本人って地方自治に長けている。小藩分立で、

その小藩でそれぞれちゃんとやっていくわけです。その小藩でいろいろや

っていった経験、藩の経営をやっていく経験があったから、明治維新後、

いわゆる資本主義の時代になっても、企業とか会社とかの経営に日本人は

長けていたのです。だから、近代化がスムーズにできた。さっきの福沢諭

吉なんかの話でもそうですけれど、福沢諭吉が文明開化的な近代化を推奨

するといいますけど、それに応じる人材がすぐぞろぞろ出てくるのです、

日本の場合は。 

だから、それぞれの地方の中にいるから、いわゆる日本全体の近代化が

うまくいく。それはなぜかというと、今、NHK の大河ドラマ「真田丸」が

これから関ヶ原になりますけれども、関ヶ原合戦は特徴的です。徳川対豊

臣ではなくて、豊臣対豊臣ですよね。内部的な関ヶ原で一番戦う人たちが。

石田と福島、そういう豊臣家の武将同士が戦い合って、徳川方だから、徳

川が一応天下を取った形になりますけれど、実際には豊臣家同士の内紛だ

から、徳川家康は天下を取ったけれども、豊臣系も含めてかつての武将た
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ちは全部温存しなければならなかったのです。だから、秀吉の時はものす

ごい全国統一政権的ですが、徳川幕府の内実はだいぶ違います。だから、

幕藩体制というのは関ヶ原を境というか、その辺の発端がそういう戦いだ

ったから、地方を大事にしなければいけない。それで３００年間、それぞ

れの大名がいて、江戸にとりあえず来れば、「参勤交代して来ればそれで

いいよ」という感じで、しかも自治体みたいなものとして分立していて、

しかも中央との交流もすごく盛んという、それで全体を作っていた。そう

いう国ってそんなにありません。 

そういった国が何を育てるかというと自治。自治は自律につながるので

す。日本人は侍という人間像をすごく好きですけど、ストイックで自律的

で自己責任で動く。しかも、パブリックなものに奉仕をする感覚がある。

そして最初の話ですけれども、咸宜園みたいな所に来て勉強しようという

向上心、向学心がすごく強い。そういうサムライ像をずっと作るのです。

このサムライ像というか、そんな人間像は商人たちにとってもある種の理

想だから、自分たちもそんな人間になりたい、となっていくのです。 

ご先祖の広瀬久兵衛は、地域開発をどんどんしますが、あれも儲けよう

と思ってではないです。多少は儲けもあるかもしれないですけれど、どち

らかというと損をしますよね。広瀬久兵衛は福岡藩の藩財政立て直しみた

いなのにお金を出しますが、だまし取られるとは言いませんけれども、結

構損をしますよね。そんな感じで、でもそれを敢えてやるのは、広瀬久兵

衛は商人ですけど、商人が公的なもののために自分の力を尽くすべきであ

るという考え方がある。広瀬家だからなのかもしれませんが、でも広瀬久

兵衛だけではないです。いろいろな地域にいますから、そういう人が。だ

から、そういう公的なものへ奉仕の心は、商人まで含めて持っていた。そ

れが基本的には日本の近代化の礎だったのです。 

だからそんな自治的な国であった、自治体連合みたいな国であったこと

は、日本の近代化にとっては、実はすごく役に立っている。統一国家では

なかったから遅れていたみたいですけど、実はその遅れみたいなのがすぐ

に取り戻せたのは、自治体連合国家だったからです。それで、いろいろな

人材を育てることも含めてできた。だから、そこのところはすごく考えな

いといけません。その後、統一的な統一国家になっていったから、例えば

人材育成も東大とかに集中させようみたいになって、地方の優秀な人材を

全部東京に集めちゃうとか、そういうふうになってきますけど、そうでは

なく、やはり地方で人材を育てて、地方を豊かにしていくのだという発想

が、みんながそれぞれ各地域でやれば、それが、国が豊かになるというこ

となのではないかなと思います。 

【広瀬氏】 大変貴重なお話だと思います。自治体連合国家というお話であり

ますけど、確かに、大分県の場合には小藩だから、特にその感が強かった

のではないかと思います。例えば天領日田ですけれども、江戸から来てい

るお侍、役人は、非常に少なかったと思うのです。あとは、もう町人が自

治でやれということだったのではないかと思います。したがって、町人の
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自治の範囲は非常に広かったのではないかと思います。 

そんな中で、藩の財政とか何とかもいろいろ譲っていくということで、

小さな藩にはあまり人がいませんから、本当に日田の商人が各藩に出かけ

て行って、財政改革まで手掛けるようなことがあったわけで。そういった

意味では、自治・自律、そしてそういうものの連合国家というのが、かな

り、幕藩体制の真実のところにはあったのではないかという気はします。

それが、今の我々の自治にとって、非常に大事な教訓にもなるのではない

かと思います。 

 

◇地方創生と人材 

【広瀬氏】 今、盛んに地方創生ということが言われておりますが、これと人

材についてお聞きします。 

江戸の幕藩体制でもやはり地方に人材が育ち、そしてそういう中で、そ

の人材がよく活躍したのだというお話がありましたが、地方創生という今

の時代になりますと、そのことが非常に大事な感じがするのですけれども、

そこはどのようにお考えですか。 

【葉室氏】 人を育てるには、まず人の育つ場を与えることが大事だと思いま

す。だから例えば、大きい一つの国家とかに集中させてしまうと、中央に

出ていないと仕事がなくて育たないという話になる。そうではなくて、地

方創生というのは、全体、地方が育

たなければいけないからではなくて、

一つの国家を、国を大きく育てるた

めには、それぞれの地方の中で人が

何かをできる場を与えていく、提供

していく、そこでその人材を育てる。 

場を与えると人は育つというとこ

ろが、やはりあるのです。それまで

普通だと思っていた人が、一つの責

任ある場に立ったり、その環境に立

ったりしたら奮い立つのです。奮い

立って、何かのために、自分の使命

を感じ取って活躍していくことがあ

る。だから、自治とか何とかという

のは、普通にしているものがそのままあるだけみたいですけれど、そうで

はなくて、自分のことを自分でやるんだよという責任を負わせられた人た

ちは育ちます。そういう育ち方を全体にしていった方が良いし、そういう

機会をどんどん作り出していった方が良いということです。 

だから、明治維新の時に、結局、薩長･･･長州なんて、伊藤俊輔、後の

伊藤博文とかは全部下級藩士というか、足軽よりも下の人たちです。でも

その人たちが、ある種、国の経営とかにタッチできていくのは、地方がそ

れだけの感覚を育てていたんですね。伊藤博文がすごく抜きん出た人だっ
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たとは思いません。おそらく各藩にいくらでもいたと思います。そういう

人が、場を与えられるとどんどん成長していくわけです。それと同じよう

に、最初のきっかけになる一つの、自分らがこうなったらこうなるだろう

という考えをする習慣であるとか、そういうものはどこかで作っておかな

いと、「自分はそういうこととは全く関わりありません」という人ばかり

が育ってはいけない。それぞれの地域社会の中で、それぞれが役割を担う

べき。そして何よりも「自分は何かをする人間なんだ」ということの最初

の自覚。自分自身で気づくというか、さっきの気づきと同じく、最初に自

分を見出していかないと人は育たないので、そういうものを地方はやって

いくべきではないかなと思っております。 

【広瀬氏】 地方それぞれが持っている特長、良いところを磨いて光らせてい

くと。あるいはまた、人材もそれぞれ本当に良いものをそれぞれ持ってい

るのだから、そこを丁寧に見つけ出して、しっかり使っていくと、ことの

ほか成長していくということで、まさに、今日のテーマであります「咸宜

し」の考え方かなと思います。 

そんな気持ちを持って、地域を磨き、人を育てていくことは、今の時代

だからこそ大事なのかもしれない感じがしています。 

 

◇会場へのメッセージを！  
【葉室氏】 私が言いたいことは、「本を買ってくださいよ」しかないのです

けど（笑）でも「本を買ってください」というのも大事なメッセージだと

思っています。なぜか。今、紙の本って売れなくなっているのです。私ら

は結構大変で、右肩下がりの産業の中で動いていますので。だけど、「本

を読むって大事だよ」という話を、逆に自分の商売だけじゃなくてするの

ですが。 

要するに、インターネットとかパソコンとかで入ってくるのは、ただの

情報ですよね。情報ではなくて、紙の本というのは、自分で考える材料で、

そこに置いてあったら置いてあるだけで、読まなくても積んでおくだけで

も、その本の内容を考えるのですね、どこかで。自分が考えることが、ま

ずいろいろなことの基本だと思うのです。「情報が入ってきたらそれによ

って動こうよ」だけでは社会も変わらないし、自分も変わらないです。知

事がおっしゃっていた地方創生の段階での人材がいかに育つか、その最大

の基本は、自分がまず考えること。深く深く考える。それがとても大切な

ことなのだと。そのためには本を買おう･･･ということで、ちょっと手前

勝手ですけれども、一番そういうのが大事なんじゃないかなということを

思いつつ、仕事をしているということでございます。 

【広瀬氏】 私、先生のファンの一人として。近々また何か面白い本が出るの

ですか。 

【葉室氏】 少しだけ言います。小堀遠州の話をだいぶ書きまして、９月の末

ぐらいに出ます。小堀遠州っていわゆる作庭家、庭を作る人であり、茶人

でもありますよね。先生が古田織部です。古田織部の先生が千利休です。

千利休と古田織部って、両方とも非業の死を遂げているのです。 
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そしてその次を継いだ茶人と言われている小堀遠州は、非業の死を遂げ

ません。幕府の官僚として出世します。今日のテーマにも重なるのですけ

れど、地方、西国の代官みたいな形になります。伏見の代官、西国何人衆

かの一人として、いわゆる地方での飢餓対策はどうしたらいいのかとか、

そういうことを考える、広瀬さんの大先輩かもしれない人です。 

そういう小堀遠州は、芸術家が好きな人たちから見ると、千利休や古田

織部に比べて面白くないのです。官僚として畳の上で全うして死にますか

ら。だけどこれは「霖雨」の淡窓と同じことで、そういう生き方って面白

くないかもしれないけど、大事ではないか。やはりそれは、大切に見なけ

ればいけない。千利休は天才ですから、千利休の黒楽茶碗がありますが、

あれはすごく美しいと言われているけれど、普通に見た時に美しいか。普

通の人が普通に見た時。グロテスクではないけど自己主張の強いものです

から。あれを美しいと思えるのは、本当は一握りの天才だけです。僕たち

は、美しいと言われているから、「ああ、そうなんだろう」と思って美し

く見ますし、だんだんきれいに見えてきますけど。ただ本当は、そういう

一部の、一握りの天才だけで世の中はできているわけではなくて、普通の

人が世の中を作っている。普通の人としてあった小堀遠州の話を、広瀬淡

窓に続いて書いているんだ、ということでございます。 

【広瀬氏】 大変面白そうですね。期待しております。 

先日、九州地方知事会がありました。九州７県とそれから沖縄県と、そ

れから特に関門海峡を挟んで関係の深い山口県が入った９県で作られて

います。前回は山口県の萩市で開催されましたが、ご存知のように、あそ

こも幕末の人づくりの拠点でした。そこで松下村塾の熱気にみんな打たれ

たのか、新しい時代の人づくりについて、９県の知事でいろいろ議論をし

まして「萩宣言」というのを作りました。 

その中で、これからの人材は三つの要件がいるなと。一つは、何といっ

ても郷土への誇りを持ってたくましく生きる人材だと。二つ目の要件は、

多様な価値観を持って世界に挑戦できるような、多様性を理解できるよう

な人がいいなと。そして三つ目は、スポーツでもいい、文化でも芸術でも

いいのだけれども、一つたしなみがないと、人間の懐の深さが出ないなと。

そういうことが、これからの人材として大事なのではないかなという話が

ありました。 

今日、そういう中で先生のお話を伺いながら、「咸宜し」といいますか、

いろいろな人がいろいろな才能を持っているのだから、そこを丁寧に評価

し、引き出しながら、何か力が発揮できるような世の中にしていかなけれ

ばいけないなと。そうしないと、もう人口減少社会ですから、総力戦にな

ると思いますので、そんなことで、みんなが力を発揮できる、「咸宜し」

の精神でやっていくのが大事かなと思ったところです。 

本当に、今日はいいお話を聞かせていただきました。ありがとうござい

ました。（拍手） 
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パネルディスカッション 
 
「大分の地域づくりの羅針盤～人とまちの未来像」 
 

由布院や大山など多彩なまちづくりの事例から「地域づくりのメッカ」とも

称される大分県。ここでは、国内外の最前線で活躍する県内のパネリストが、

互いの事例を通して「大分版・地域づくり」の将来や、基盤となる人材のあり

方について議論する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ パネリスト 

桑野
く わ の

 和泉
い ず み

 氏 一般社団法人由布院温泉観光協会会長、 
     株式会社玉の湯代表取締役社長 

１９６４年大分県湯布院町（現由布市）生まれ。家業の宿「由布院玉の
湯」の専務取締役を経て、２００３年代表取締役社長となる。２００７年
一般社団法人由布院温泉観光協会会長に就任。旅館業のかたわら、町づく
りなどの地域活性化グループの代表や世話人を務めるほか、国や県の研究
会などの委員を務める。 

 

山出
や ま い で

 淳也
じ ゅ ん や

 氏 NPO 法人 BEPPU PROJECT 代表理事／アーティスト 

１９７０年大分生まれ。アーカスプログラムによるレジデンス（茨城県、

１９９６－７）、ACC による助成を受け NY、PS１でのインターナショナル

スタジオプログラム参加（２０００－１）。ポーラ美術振興財団 の助成

による欧州滞在（２００２）。文化庁在外研修員としてパリに滞在（２０

０２－２００４）。帰国後、地域や多様な団体との連携による国際展開催

を目指して、２００５年に BEPPU PROJECT を立ち上げ現在に至る。２００

８年芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞（芸術振興部門）。別府現代芸術フ

ェスティバル「混浴温泉世界」総合プロデューサー（２００９、２０１２、

２０１５）、国東半島芸術祭総合プロデューサー（２０１４） 
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ポール・クリスティ 氏 The Japan Travel Company 代表取締役 

１９６１年イギリスのケント州、ウィツタブル生まれ。１９８７年埼玉県
川越市に語学留学。１９８９年日本経済新聞のヨーロッパ総局のデータバン
ク局でのアナリスト、１９９５年 NHK のフリーランスのディレクターなどを
しながら、１９９７年 WALK JAPAN のフリーランス ツアーリーダーとして着
任。２００２年大分県の国東半島に移住し、森林、田畑や民家の再生に着手。
２０１０年 WALK JAPAN の役員及び経営者に就任。The Japan Travel Company 
株式会社を設立、同半島内の農村集落を拠点にインバウンドの受入活動を行
う。 

 

原田
は ら だ

 啓
け い

介
す け

 氏 日田市長 

１９５８年大分県日田市生まれ。１９７９年（有）原田ビル（日田の里）
役員、２０００年福岡県杷木町観光協会事務局長などを経て、２０１１年日
田市長就任（現在２期目）。１９９４年から「自由の森大学」の実行委員長
や事務局長を計９年間務めるなど、地域づくり・人材育成の活動歴も豊富。 

 

○ コーディネーター 

西村
に し む ら

 幸夫
ゆ き お

 氏 東京大学大学院教授、自治体学会理事長 

１９５２年福岡市生まれ。東京大学都市工学科卒、同大学院修了。明治大
学助手、東京大学助教授を経て、１９９６年より東京大学大学院教授。専門
は都市計画、都市保全計画、都市景観計画、市民主体のまちづくり論など。
工学博士。日本イコモス国内委員会委員長、文化庁参与、国土交通省国土審
議会委員など。主な著書に『西村幸夫 風景論ノート』（鹿島出版会）、『都
市保全計画』（東大出版会）、『環境保全と景観創造』（鹿島出版会）など。
「おおいたツーリズム大学」学長など、大分県との関わりも深い。 

  

-17-



◇オープニングトーク 

【西村氏】 先ほどの対談、面白かったで

すよね。小藩が人をつくるというのは、

確かに言われてみるとなるほどと思い

ますね。そして、もう一つ私が思うの

は、地域が魅力的だから頑張る気にな

る、というところがあります。大分県

でいうと、それぞれの地域がすごく個

性的だし、そこに頑張る人もいて。良

い地域には良い人が育つし、良い人が

いる所が良い地域になるみたいな、そ

ういう地域との関係があると思います。 

そんな目で見ると、大分は咸宜園ま

で古くなくても、最近のことでも由布

院や大分、それから佐伯、豊後高田も

ありますし、国東半島全体や蒲江に始

まるリアス式の海岸とか、非常に多様

な所で多様な活動が行われてきている。ある意味、地域づくりの宝庫みた

いな所です。そういう所で、それぞれの地域で活躍されている方々が人づ

くり・地域づくりについて語っていただく、というのがこの「パネルディ

スカッション」の趣旨であります。 

最初に、皆さんをご紹介するというとことで、皆さんよくご存じだと思

いますけれども、それぞれのパネリストの方の活動の紹介も兼ねて少し長

めにお話しいただいて、私からも質問させていただきます。その後、ラン

ダムに質問をさせていただくということを進めたいと思います。 

 座っている順で申し訳ありませんけれども、まず、桑野さんがトップバ

ッターということで、よろしくお願いしたいと思います。 

【桑野氏】 皆さんこんにちは。大分県の由布市から参りました、桑野和泉と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

では、私は由布市の由布院のお話をさせていただきたいと思っておりま

す。私ども由布院は滞在型保養温泉地を目指してきております。そこは、

「緑・静けさ・空間」を１００年の計で作っていくということで、９０年

近く前から言い続け、私がもう戻りまして３０年になるのですが、代々み

んなが受け継いで今に至っております。 

 私どもの町の概要なのですが、この日田から車で５０分の所に位置して

おります。交流人口と定住人口がほぼ一緒です。その私どもが一番大事に

してきている環境、それは「静けさと緑」ということです。何をしてきた

かというと、まず、この年表にもありますが、絶えず町を守るために、そ

れは静けさと緑というのは守ったり育てていったりしないと生まれてこ

ないので、環境づくりをしていっております。 

 そして私どもの町の特徴は、交流人口が増えるということが、自分たち

の町のあり方をしっかりしながら増やしていく、と。小規模な宿泊施設や

-18-



小規模なお店が連なっている所なので、働く場もほぼ小規模です。そうい

う所が町の中にあることによって、働く場ができ、交流人口も変わらず増

えていき、そして定住も増えているという姿があります。 

 その基本になっているのが、今日、大森先生もいらしていただいている

のですが、大森先生や岡崎先生に作っていただいた「潤いのある町づくり

条例」です。環境を守るということは、ただ守るということはできるわけ

ではないので、これは先生たち、また、自治体の職員の方が力を合わせて

平成元年に作ってくれました。今の平成２８年まで、ここがあるからこそ

環境が守られていると。この環境なくして、やはり今の由布院というのは

ないので、そのために力を注いでいくと。そういう軸がこういう条例にあ

ります。 

 もう一つ、人が育つということで、環境を守っていくことに力を注ぐと

同時に、人と人がつながる場を設けています。それと私どもが「出会いの

場」と呼んでいる、今、スライドに出ているこのイベントは「牛喰い絶叫

大会」で、もう４１年続いています。このイベントは環境保全、牧野を守

る畜産振興ということで代々続いていっています。こういうイベントを自

分たちの身の丈でやりながら、絶えず次の世代につなげていきます。古く

からの歴史のあるお祭り等はありません。でも、こういうイベントの中で

次の世代、中学生や高校生が一緒になって行動をする。そうすると、この

町が何を大事にしてきたか、今後は何を伝えていきたいか、そういうこと

を確認する場でもあります。 

 あと、こういうイベント、出会いの場とありますが。映画祭等も今年で

４１回を迎えます。映画祭というとみんなが映画好きな町かというと決し

てそうではありません。でも、とんがったものがあり続けていくと町の中

に人が育っていく、と。少し見ていただくと、地域の人たちも一緒になっ

て夜なべ談義をする。料理人たちは、自分たちの腕を振るう。様々な人た

ちがイベントを通して育っていきます。外と内の人たちが、やはりつなが

っていくこと。それが１０年、２０年、３０年、コンセプトがしっかりし

ていることで、人は育っていくというのを実感しています。 

 こういう大きなイベントだけではなく小さな町ですので、至る所でも小

規模な催しがあります。そこでもこの地らしいもの、ここでしかないもの

もやり続け、次の世代の方、外の方たち、いろんな方たちが対話をしたり

夢を語ったり、出会いの場がたくさん作られていっています。 

 また、私は観光産業で宿泊をしておりますが、産業の面からでも、例え

ば宿を作っていく者の心得としては、地域に開いていく。自分の宿にお客

さまを閉じ込めるのではなくて、地域とつながっていく宿づくりをしてい

く。また、自分の宿に何泊というのではなくて、地域に２泊、３泊してい

ただくことによって、町とのつながりが生まれてくる、と。町の人とつな

がるのが旅の一番の魅力です。そのようなところで人と人とをつなげてい

く、出会いの場を作り続けていっています。 

 ちなみに、こういうカフェが生まれたり、お土産屋さんが生まれたりし
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てくると、外からの観光客が訪れる場だけではなくて、地元の子どもたち

が戻ってくると、「あそこに行こう、ここに行こう」とつながりの場にも

なります。あと、町の中の観光施設も人と人とがつながる場、そういう空

間というものを絶えず作っていく、こういう出会いの場というものが、人

がつながっていく上で前提になっていくのではないかと思っております。 

 同時に今、由布院の町の中のお話を

しましたが、私どもの町が環境「静け

さ・緑」を守りながら、作り続けなが

ら出会いの場を作っていっているの

ですが、外の力も一緒でして、例えば、

JR 九州が由布院駅を造ってくれまし

たし、「ゆふいんの森」号という列車

が走り始めて２８年になりますが、こ

ういう公共空間の中に、やはり町の生

き方とか、この町がどういう町であり

たいとか、そういうことが建築、また、

出会いの場を作っていく中で人がつ

ながっています。由布院の町が、森号

が走った当時はまだまだ年間のお客

さまを含めて、限られた町の姿しかな

かったと思います。でも、ゆふいんの

森号とともに私どもの町も育っています。沿線に菜の花が植えられたり、

空気をきれいにしよう、駅前をきれいにしていこう、美しい空間を作って

いこうとなりました。良いものが入ってくる、良質なものが入っていくと

いうことが、人が育つ上でも非常に大事なことだと思っておりますので、

こういうことを１０年、２０年、３０年、４０年･･･そうやって続けてい

くことも、私たちの人づくりではないかと思っております。 

 これは観光まちづくりメンバーといっておりますが、「観光まちづくり」

という言葉を作られたのが西村先生で。私どもは２０年来、観光というの

は地域があってこそ成り立つのだ、と。そのことをやっていくのは時間が

かかる。そこは人であると。それも世代を超えてやっていくしかない、と。

見ていただけるように２０代から８０代まで、私どもはいつも一緒に議論

しています。一緒に食事したり、対話をしたり。その中で由布院の今後を

確認したり、また、これからどうしていくかと、そういうことを議論して

いくということを、絶えず絶えずやり続けて、私ももう４０年、先ほど８

０年と言いましたが続けていく、そういうような場が由布院であると思っ

ておりますし、今後もこのことを続けていきたいというふうに思っていま

す。 

【西村氏】 ありがとうございます。少し質問を。由布院の活動は、多分、今

日来られている方にとってはすごく有名な活動だと思うのですけれども。

４０年とおっしゃいました、それほど長く続けていくと続けることが大変
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になるというか。よくいろんなイベントで、続けることが苦痛になってし

まったりして、やはり、新陳代謝が大事じゃないかとか、世代交代もある

しとか。長く続けることの大変さといいます、そういうこともよく聞くの

ですけれども。そういうのをうまく乗り越えられて、そしてもっと育って

いるというのはどこに秘密があるのですか。 

【桑野氏】 みんなが自分の町の姿が分かっている、というのは大事だと思い

ます。どうしても人が評価をしてくださるようになってくると、それを大

きくしたりとか思いがちなのですが、やはり、ベースが由布院という町の

この空間であり、この環境のある中であるものですから、その中で最大限

のことをしていくということを、絶えず考えていけていることが大きいと

思います。考えていくと同時に、考えるところに外のしっかりとした厳し

い目が入ってくる。今日の先生たち、自治体学会の皆さんもそうなのです

が。鋭い目を持った外の人が入ってきてくれることによって、私たちは、

やはり刺激を受けていると思うのです。そこで議論があったりとか、人が

育つ中で、やはり仲間内だけになると「もうこれでいいか」となりがちだ、

と。そうではないのだというような深い議論ができる場、外の目というの

が大きいかな、と思います。あと、何よりも楽しんでいることが。 

【西村氏】 なるほど。あなた方が。 

【桑野氏】 何にでも楽しい大人がいないと子どもは戻ってこないのと一緒で、

楽しくないイベントには人はついてこないと思います。 

形を変える柔らかさもあっていいと思います。こうしないといけない、

ではなくて、時代時代の中で変えていけるものは変えていく、と。そうい

う柔らかさという。また、多様性が持続していけることだと思っておりま

す。 

【西村氏】 それともう一つは、土地にだんだんと世代交代があるじゃないで

すか。それはどういうふうに。由布院は割とうまく世代交代が、桑野さん

のような世代が出て来られたわけだけれども、そういうことに対してやは

り工夫みたいなものはあるのですか。 

【桑野氏】 それは、私たちの親の世代、前の世代がしっかりと、次世代がい

ないと地域は持続できないのだと言い続けてくれました。１００年という

計を挙げていくことは、若い人を含めて外からの人が入ってこないと、町

は持続できない、と。そのために自分たちが退くのではなくて、一緒にい

ろんな場面に行って役割を伝えていく、と。ですから、私の周りでは若い

人だけで集まるとか、女性だけで集まるとかいうのはあまりないのですよ

ね。そのテーマに合わせて世代を超えていろんな方たちが一緒の場面にい

る、と。私はそれは世代がつながっていくことにおいて非常に大事ではな

いかと。 

【西村氏】 なるほど。では最後の質問。たくさん人が来られる。先ほどの話

だと３８０万人、ピークは４００万人を超えた。そういうふうに今の活動

を通じてすごくたくさんの人が来られると、たくさんの人が必ずしもみん

なそこが共有されているわけではなく、ない人たちもいらっしゃると思う
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のですよね。その意味でも、すごい全国区になってしまったところで何か

問題点というが起きるのではないかと思うのだけれども、その辺はどうい

うふうに解決されていますか。 

【桑野氏】 今回の地震で町は一夜にして変わりました。４月の１６日から全

く人が通らず、歩く人がいなくなった。しかし途中ぐらいから地元の人た

ちが、地震があっても正しい情報によれば由布院に行っていい、そういう

状況を分かってくださって。そこから地元の人や大分県内の人が遊びにい

らして、お泊りやお買い物に来てくださりました。そういう人たちが口を

揃えて言ったのが「昔の由布院みたいで、今いいね」ということ。「町の

中がゆったりしている」と言われました。そこで地元の私たちも、みんな

でしっかりとお迎えしたりご案内したりしました。 

言い換えれば、以前は私たちがどこか忙しさというか、目の前のことに

追われていて大事なことを失っていました。ですから、私たちは震災の前

に戻そうとは思わないのです。震災の前よりも、もっと私たちのあるべき

姿の復興をしていくことが、たぶん、応援してくださった皆さんにお返し

できることだと思っていますので。その面では悩みを持ちながらも前に進

んでいくと。 

あと、環境などに関しては、ああいう条例がしっかりあることが、実は

よりどころであると。そういうよりどころがあるということは、やはり大

きかったというふうに思います。 

【西村氏】 ありがとうございます。また後でお伺いしたいと思います。 

   続きまして山出淳也さんに、別府のことについてよろしくお願いします。 

【山出氏】 別府市から参りました山出です。普段は「BEPPU PROJECT」とい

う NPO 法人の代表として、別府市を中心にいろんな活動をしています。も

ともと僕は大分市出身で、小学校、中学校はこの日田で過ごし、今は由布

市民です。父親が豊後大野で、母親が佐伯でという、大分県のハイブリッ

ド育ちです。 

もともと僕はアーティストとして活動していて、海外が長かったのです

が、２００３年末頃、インターネットで「今、別府が面白い」という記事

を読んで日本に帰りたいと思いました。それは別府の路地裏散策について

紹介した記事で、お客さまが一人でもいればツアーを必ず実施するので、

ぜひ来てほしい、と書かれていました。僕は当時パリに住んでいて、別府

市役所に国際電話で「この記事本当ですか」とすごく意地悪な気持ちで問

い合わせました。当時の担当の方が、すごく生き生きとした声で、「本当

にやっているので１回参加してほしい」と答えてくださったのがとても印

象的で、その記事に出ている人たちに会いたくて帰ってきました。団体観

光客の町だと思っていた別府が、一人の方に対してサービスをしていく、

ということにすごく心を惹かれました。 

２００４年の秋に帰って来て、２００５年の春に「BEPPU PROJECT」と

いう組織を作り、もうそれから１０年ちょっと経ちました。今まで実現し

たプロジェクトを数えていくと、およそ１，０００を超えています。基本
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的にはアートを中心とした活動ですが、多方面にわたるのでそれぞれまと

めて紹介していきます。 

一つは、やはり我々の中心にある芸術文化の振興事業です。例えばお隣

のポールさんも関わっていらっしゃいますが「国東半島芸術祭」のディレ

クションをしたり、別府市では「混浴温泉世界」、大分市では「トイレン

ナーレ」という芸術祭を企画させています。 

それとともに最近我々が力を入れてい

るのは、大分県内の小学校、中学校にアー

ティストを派遣して授業をしてもらうア

ウトリーチ事業です。企業や文化庁からも

継続的に支援をいただいていて、年間大体

４０校くらい。大分県内の１０分の１の小

中学校にアーティストを派遣して授業を

しています。我々は、大分県の小中学校に

通う子どもたちは必ずアーティストとい

う、不思議な、普段出会わないような人と

出会ってもらいたい。多様な価値観をそこ

で体験してもらいたいと思っています。 

他にも、いろいろなイベントを別府を中

心にやっており、様々なクリエーター、ア

ーティスト、デザイナーが別府にかなり興

味を持ってくれています。そういう方々が別府に移住するための仕組みと

いっては大げさですけれど、小さな古いアパートを、アーティストアパー

トとして運営していたり、海外からのレジデンスの受入れのお手伝いをし

ています。 

２０１８年に「国民文化祭」が大分で開催されます。そちらにも関わら

せていただいています。同時に開催される「全国障害者芸術・文化祭」に

委員として参加しています。その関係もありまして、今、大分県内の障が

い者アートについて新しい仕組みづくりを行ったり、大分県内の福祉施設

にもアーティストを派遣して、様々なワークショップを開催しています。 

別府の観光地としての情報発信をする冊子を作ったり、ウェブサイトの

運営など様々な情報発信を行っています。これは、僕は個人的にかなり力

を入れたいと思っている分野です。 

次に、別府だけではなく大分県内全体を対象にした事業の紹介になりま

す。地域の生産者の方々と協働して、「Oita Made」という地域ブランドを

作りました。主原料が県内産の物、又は県内で培われてきた文化や技術。

これを後世に残していこう、という思いを持った方々が生産する様々な商

品を紹介していく。今、７０種類くらい商品が生まれていますが、最終的

には２５０くらいを目指していて、何とか今年度中にレストランを造ろう

と思って動いています。例えば、美味しい水を作るためには土地をしっか

り育て、守っていかないといけない。こういう方々を僕らがパートナーと
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して応援していくことによって、その大分県の景観・風土・文化・という

ものが残っていくのではないか、そういうことを考えながら作っています。 

もう一つ、小さな小売店から中小企業等まで様々な県内企業のお手伝い

をさせていただいております。特に今年の９月の末にキックオフを迎える

「クリエイティブ・プラットフォーム」という大分県の事業がありまして、

そちらにも一部運営として関わらせていただいております。企業の課題解

決、高付加価値型商品の開発、さらには新規の市場の開拓を目指し、クリ

エイティブが企業、また地域に対してどのようなパワーを発揮できるのか、

そのような挑戦が今大分県から始まっています。 

こうやって見ると、（舞台上の画面）左上のこの事業は文科省の事業で

す。真ん中上は移住に関係するので総務省、右上は厚労省、左下は観光庁

で、真ん中は農水といえなくもないかな。右側のは完全に経産省の事業。 

うちがやっている企画は、様々なジャンルとつながっている。つまり、

横串を刺していくような、そういう考え方です。つまり、アート、文化と

いうものがどこか一つの縦割りの中に納まるのではなくて、もっと全体に

関係しながら都市経営や、都市の魅力発信につながっていければいいなと

考えています。 

アートというと、どうしても「アートは何か分からない」と言われるこ

とが多いので、簡単に説明させていただきます。アートというと、皆さん

絵画や彫刻などをイメージされるでしょうけれど、僕らはそれをジャンル

等だと考えていません。アートとは、一つの物事をいろんな視点から見る、

その視点に気づかせてくれる媒体ではないかと思います。一つの物事から、

いろんな新しい可能性に気づいていく。そういう媒体、触媒となるもので

はないか、つまり、気づきを与えてくれるものではないかと考えています。

しかしながら、このアートは地域や企業の課題を解決するわけではないと

いうことを最近改めて思います。なぜならば、アーティストは、今までこ

ういうものが美しいと思っていたという考え方に対してもう少し違うも

のも美しいといえるのではないか、違う可能性があるのではないかという

ことを日々更新していくのです。それが我々の新しい発見になる。それは

言ってみれば問題提起だと思います。 

先ほども改革というのか、革命というのか、急激にくるのではなくて、

徐々に日常の延長で出てくるという話も少しありましたけれども、僕らも

やはり同じような思いがあります。いろんな新しい物事に気づいていき、

問題提起をされていくことによって、我々自身の日常にある別の可能性に

気づいていきたいと思っています。 

最後に、今日一番お伝えしたいことをお話しします。文化・芸術は、都

市や地域にとってなぜ必要なのかというと、先ほどからお話をしているよ

うに新たな価値を生み出していく要素だからです。アーティストは１０人

いれば１０人が違う作品を作り、違う価値を生み出しますよね。同じこと

をしたら、パクっているみたいなことを言われてしまう。新しい価値や作

品を生み出すというのはつまり、同時に多様な価値観がこの場にあるとい
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うことに気づくことでもあるし、その違いがあるからこそ、この社会や地

域は豊かである、ということに気がついていくことなのかなと思っていま

す。 

人づくりということで考えていくと、やはり特色ある地域であってほし

い。僕らも顔が見える地域づくりの活動を心がけたいと思います。関わる

人一人ひとりが個性を発揮しながら、個性ある地域づくりに取り組む。そ

の魅力ある地域同士が連携することによって、さらに厚みを持った魅力の

ある豊かな大分県を子どもたちに残していきたい、と思っています。以上

で終わります。ありがとうございました。 

【西村氏】 これは、すごく良いまとめだと思います。少し質問したいのです

が。２番目のところで、解決ではなく問題提起を行う、具体的には、例え

ばあるところ、ある風景を切り取ってこれがアートだと見せたり、物を置

いて何か状況が少し違って見えると。そういうふうなことが問題提起だと

いう風なことで良いでしょうか。 

【山出氏】 例えば、そこに温泉というものがあったとして、「あ、温泉があ

る、活用しましょう」と考えるとします。だけれども、その温泉を少し違

う角度から見れば、大地のエネルギーであるともいえます。そこに人が集

い、武器も持たずに裸で入っていく状況というのは、ものすごく平和的な

メッセージではないか。そういう風に、一つの物事も違う角度から考えて

いくことがあるかもしれません。そこにアートという異物があることによ

って、その地域にとって大切なものは何か、ということを問題提起するこ

とも多々あります。 

【西村氏】 それともう一つ聞きたいことは、最後にあったように、それはア

ーティストによって全然違う表現の仕方だったりすると思うのです。その

時にやはりその問題提起がこっち向きの問題提起と全然違う問題提起で

あって、「何か言われているけれどもどういう考えているのか、バラバラ

じゃないか」とかそういうことにはならない。やはり見えてくるものはあ

るのですか。 

【山出氏】 僕は１０人いれば１０通り、問題提起は違ってもいいと思います。

一人ひとりが、その問題とどう向き合っていくかということが試されてい

くと思うし。ある種自分たち、受ける側なんです。つまりアーティストが

町を変えてくれるわけではなくて、彼らが問題提起をすることによって行

動を起こし、町に影響を与えるのは我々市民なのです。その人たちの心が

活性化され、この場所のために動き始めるのだろうと思います。 

【西村氏】 それともう一つ、アーティストの側でも、その意味で言うと地域

の隠れた力を引き出せるようなことにすごく能力を持っている人とか、そ

ういう人を、例えばプロデューサーとして来てもらうとかをやらないと、

アーティストはみんな、何となく同じように見えるじゃないですか。でも、

やはり持っている能力とか力が違います。それを選ぶ、例えば山出さんの

ような立場の方が「こういう人がここに入ってもらったら、すごい化学現

象が起きる」みたいな、そういうことで全体のコーディネートをされたり
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するのですか。 

【山出氏】 そうですね。僕らは、例えば、美術館の運営をしているわけでは

ありません。一般的な美術館の運営というのは、やはり作品を守っていく

ということが一番にあると思うのです。我々は、町全体が展示空間だと考

えています。美術館では白い壁に絵を飾るところを、例えば、由布院の歴

史だったり、国東半島が持つ文化だったり、そういうところにアーティス

トが波紋を起こしていく。 

その場所に適切なアーティストをつなげるということは重要ですが、そ

の場所にとって自然に見えることが適切、という訳でもありません。それ

によって物事が動かないのであれば、多分それはあまり効果がなかったか

もしれないなとも思います。もちろんケースバイケースですが、重要なの

はつなぎ手として、その先の未来にどうきちんと向かっていくかという姿

勢なのかな、と思います。 

【西村氏】 今、その別府でやっておられるわけですけれども。やはり、別府

でやることは、別府のすごい可能性があるというふうに思っていらっしゃ

る。 

【山出氏】 実は僕、別府には住んだことがありません。毎日通っていますけ

れど。今からもう４０年ほど前ですけれども、子どもの頃に見た別府の風

景は、みんな浴衣で  ごった煮状態で、いろんな人たちがいて、何かエネ

ルギーに満ちあふれた別府というのはすごかった。子どもだから怖さもあ

ったんだけど、いつか大人になったら行ってみたいという憧れもありまし

た。バブル崩壊後に低迷期を迎えますが、そんな中でいろんな活動が始ま

った。僕らはその先輩方にいろんなことを教えていただきました。 

そういう中で、別府には別府の可能性があると思うし、由布院には由布

院、国東半島には国東半島。もちろん、この日田も当然だと思います。同

じような形で再生するモデルというのは多分必要なくて。マニュアルがな

いのです。常にその場とかその時においてしっかり向き合える力や、考え

る力が問われているかと思います。 

【西村氏】 ありがとうございます。また後でお聞かせください。 

   では次に、ポール・クリスティさん「WALK JAPAN」でありますけれども、

よろしくお願いします。 

【ポール氏】 杵築から参りました、ポールです。どうぞよろしくお願いしま

す。一応、私の子どものころを遡らないとなかなか話しがまとまらない気

がしますので。 

１０代から田舎暮らしに憧れていました。元々は祖父が農家になりたく

て、農家の娘と結婚して野菜づくりをしていました。農家にはならなかっ

たのですけれども、彼の影響を受けて、私も田舎暮らしがしたくてしょう

がなかったのです。彼と一緒に野菜づくりとか、ミツバチとガチョウを飼

って彼の手伝い。最初のうち僕は嫌がっていたのですが、相当ハードな仕

事をさせてもらいまして、やがて、これは面白いなと思って。１０代ごろ

からやはりこの道がいずれはやりたいな、と思っていました。 
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どうやって日本にやって来たかということなのですけれども。まずロン

ドン大学の経済学部を卒業しました。その後は、バブル時代ですから日本

語を身につければ何かなるのではないかと思っていまして、日本語を勉強

しだしました。やがて埼玉県川越市、歴史のある町なのですが、当時はあ

まり外国人の姿をお目にかかることはできませんでした。けれども今行く

と、もう殺到してかなり大勢います。東京からも行きやすい。電車で３０

分くらいの所なのですけれども。今は大勢が毎日のように見に行っている

わけですけれども。 

それで９０年代、日本経済新聞とかイギリスの大手印刷会社の日本支社

の経営とか。あと、メディア関係の仕事、主に日本企業とお付き合いもさ

せていただきました。その時はロンドンを拠点にしていたのですけれども。

そのメディアの時に「WALK JAPAN」という会社と縁ができました。「WALK 

JAPAN」というのは、日本国内ではあまり知名度はないのですが、海外で

は小さい割には結構知名度が上がってきて、かなり、有力新聞や雑誌に取

り上げられています。どういうものだったかといいますと、テレビの仕事

はいわゆるフリーランスだったから、大体マイペースで仕事ができたわけ

です。そうすると仕事の合間で日本にやって来てツアーをやることになり

ました。いわゆるガイドです。 

２００２年、ちょうど４０歳になったばかりの時です。１０代から抱い

ていた気持ちがなかなか消えていなくて。ロンドンではかなり豊かな生活

送っていましたが、やはりこれではだめだと思いました。その年に縁があ

って、全く来たことのない、話も知らない国東半島にたどり着いたのです。

その時は、現代社会を全部脱皮して、仙人みたいな生活を送るつもりだっ

たのですけれども、土地を山の斜面に少し購入できて、それで開拓したの

です。もともと植林された土地でしたが、個人的に伐採した後、再生に取

り組みました。 

ただ、「WALK JAPAN」以外の収入が激減して、ロンドンでテレビ関係の

仕事がもうあり得ない状況になりまして、自分なりに自力で山の再生等に

取り組んでいました。そこで野菜を作ったり、木を植えたりマイペースで

仕事を送っていました。ただ、ガイドとして続けていって、小遣いくらい、

少しは収入があるようにと頑張っていました。ただ、私も経済学部を卒業

していましたし、東京で英国の大手印刷会社の日本子会社の経営も経験も

ありました。あと、フリーランスとしていろいろ経営関係の仕事もやって

きたから、その「WALK JAPAN」の創立者、二人おりまして、二人とも香港

大学の先生で、時々経営関係の助言をさせてもらったのですが、最終的に

は「私に経営をやらせてもらえないか」と言いましたら、「いいよ」と言

われて、２００３年から２００４年ごろ、「WALK JAPAN」の経営者になり

ました。創設は１９９２年、来年で２５周年記念になります。日本でイン

バウンド、要するに、外国人の観光客を日本国内であちこちを案内させて

いただけるツアーを企画して実施してきました。 

多分ご存知だと思いますが、（スライドの写真は）五街道の一つ中山道
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です。東海道はみんながご存知だと思いますが、中山道というのは、同じ

く京都から江戸までの山道です。東海道が基本的に海沿いの道ですが、中

山道は山道です。軽井沢もこの道の宿場町の一つですが、これが「WALK 

JAPAN」が最初にやりだしたツアーです。この道を歩むと全長５４４キロ

くらい、京都の三条大橋から東京の日本橋まで、いろんなテーマがあるわ

けです。江戸時代、関ケ原、徳川家康。それだけではなく日本の地理も分

かるし、大きな町の京都とか東京、山の方も行くし、田舎も行くし、川も

見るし。あとは、こういうきれいな宿場町も、今でも残っていますよね。 

あとは、我々が何を提供しているかといいますと、現在日本はどんな国

なのか、日本人はどんな人なのかも含めて２２種類、一番長いツアーが１

１日間あります。歩きながら、これが大事なのです。歩きながら日本を散

策し、「知られざる日本を紹介・案内１０日間」という。 

やはり三つの非常に大事な要因があ

ると思います。一つは、教育。ただ、休

みですから、ツアーですから、休みを取

って来ていただいているから教育とい

う 言 葉 は 使 わ な い 。 英 語 で い う と

「education」ですよね。それから関心、

娯楽性、エンターテイメント。三つ目が

効率。要するに時間とお金。どういうふ

うに効率の高いツアーを組めるかとか、

実施できるかとかそういうことです。 

少人数でテーマが多様化すれば、行程

のバランスというのが良くなって空白

が少ない。１日に全部旅が終わって次の

日は何もない、とかそうではなく、毎日

が吸収しやすい工程になっています。あ

とは、これが大事ですが、西洋人が分かりやすい日本というか、分かりや

すく日本を案内、紹介する。紹介しやすい内容ですね。リピーターを作り

出すというのが目標なのです。会社にとっては非常に良いのですけれど。

もう一つは、われわれが大好きな日本にまた再び戻ってきてほしい。それ

はもちろん、うちのツアーに参加してほしいのですけれども、それだけで

はないです。日本に戻ってきてほしいというのが本音なのです。 

各地でツアーを実施しています。私が１４年あまり住み続けている国東

半島はその一つです。芭蕉を追っていく、奥の細道もあります。私のお墨

付きの場所を追っていきます。北海道は東北海道です。国東半島と同様に

あまり観光地としては知られていません。それから石垣と西表です。それ

から真冬の雪国に行くのも楽しいです。大体２０人ぐらいの違ったツアー

を北海道から西表まで、日本全国で実施しています。 

歩かないツアーもあります。一つは、これは割と新しい試みですけれど、

ヨガとかマッサージ、いわゆる Mind & Body。座禅とか食事がいっそう健
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康的なものということです。 

修学旅行もやっています。日本以外の、例えば香港とかシンガポール、

アメリカの私立学校の学生さんたちが参加してくれます。 

大体毎年新しいツアーを二つ、三つくらい導入しています。一つは、「大

分温泉トレイル」という温泉めぐりのツアーです。今、造り上げていると

ころですけれど、日田市にも寄ります。伊豆半島が最新のものです。 

我々のブランドだけではなくて、他の会社、海外の大手旅行会社の日本

サイドのツアー、全部又は一部を委託されていることもあります。 

２０１０年、私が個人的に日本法人の「The Japan Travel Company」を

設立しました。旅行業の方が忙しくて手が回らなくなったのですけれど、

これから日本人にもツアーを提供することになっています。少し大げさに

聞こえるかもしれませんが、私たちは外国人だけではなく、日本人の同僚

もいる中で、日本国内と私の母国のイギリスでもツアーを実施することに

なっています。 

私は国東半島、杵築市の大田に拠点を置いて、これが今日の一番大事な

所ですけれど、コミュニティ・プロジェクトというのをやっています。何

をやっているかと言いますと、どれだけ田舎で良い生活を送るか。モデル

としてアピールできるか、ということです。言わせていただければ、いく

らか成果が上がってきています。まだ序の口だと私は思いますが、これか

らのポテンシャルは非常に高いと思います。高齢化社会とか過疎化社会と

いうのは両方とも大変な問題なのですが、それと同時に大きなチャンスだ

と思います。私がなぜ日本でこういう活動をしているかと言いますと、イ

ギリスでは絶対にできません。この余裕を与えてもらっております。国東

半島で我々は割と安く生活を送れるし、安く土地が買えるし、それを持て

るというのがイメージですけれども、我々の宝物です。 

スライドにあるこの家なのですけれども、１７年間くらい空き家だった

のです。活動の一つなのですけれど、これが「蝙蝠
こうもり

邸
てい

」という形になって

しまいました。ここから全世界の人たちと連絡を取り合えます。この、ど

田舎の国東半島にある、杵築市の大田から全世界に発信していますし、全

世界の人たちから問合せが入ってきます。 

あとこれ（スライド）は、コミュニティ・プロジェクトの一つで、荒れ

た土地を再生しています。これは私で、これは私の愛車、ピンクのユンボ

です。 

こういう現地の農家のお手伝いです。私の土地ではないです。実は県の

土地なのですけれど、「管理させてください」と頼んだら、「いいよ」とい

うことだったので、これがうちの蝙蝠邸の事務所から下がった所なのです

けれども、我々の借景でもあるから大事にしたいという気持ちもあって。

あとは現地の人たちも高齢の方ばかりですので、その方たちは作業ができ

ないのです。だから代わりに我々がやらせていただいています。 

私の田んぼの一つですけれど、現地の子ともたちと。実は農家でもあり

ます。また、近くにある荒れた神社の跡、昔の道なのですけれども、ここ

をすぐにきれいにして、歩けるコースにしました。こういった活動をして
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います。紅葉もあるし。オフィスにいるのは大体 I ターンの方たちですが、

最近は現地の方々と一緒に仕事をするようになっていますので、信用され

始めているのかと思っています。 

こういう美しい風景を守っています。私が石垣を積むのですけど、大変

な作業です。時間はかかるし。ただ、非常に楽しい作業でもあります。こ

れは早くできない。我々のやり方は早くやろうとしないのです。もう私は

国東半島に１４年目なのですけれど、１４年かけてここまでです。会社自

体は２５年です。だから、急いでではないですけれども、着実に進んでい

っているところでございます。以上です。 

【西村氏】 ありがとうございました。では、いくつか質問です。イギリスの

ご出身で、イギリスにはとてもきれいな農村風景がありますよね。わざわ

ざ日本ではなくてもイギリスにもあるのに、日本人がイギリスに行くとと

てもきれいだと思うのですが、イギリス人が日本に来てどう思うかという

ことに関心があるのですが、どんな感じでしょうか。 

【ポール氏】 確かにイギリスもきれいな所が豊富にあります。私もカンタベ

リーという大聖堂がある町の近くに生まれました。非常にきれいな町で、

the Garden of England という言い方です。英国の庭というか、英国の田

園というのか、もっと適切な呼び方があると思いますが、そういうものが

確かにあるのです。ただ、きれいというのはその風景だけではなくて、そ

こに住んでいる人たちのことでもあると思うのです。その人たちの交流の

仕方とか、その人たちの祭りとか、私は日本との付き合いはもう３０年余

りになりますので、私が着いた日から里に帰ってきたような気がします。

私はあくまでもイギリス人ですけれど、多分、私が若いころ、何かを見て

いて、日本を知ったとたんにそれが補てんされてきたというか。 

【西村氏】 生まれながらに日本人的なものを持っていらっしゃるということ

ですかね。 

【ポール氏】 どうでしょうか。僕は４人兄弟の３番目です。子どものころ、

あとの３人はいつも椅子に座っていたが、僕はいつも床生活でテレビの前

で横たわっていました。多分前世で日本人だったのかもしれないです（笑） 

【西村氏】 前世ですね。それで、先ほどのお話の中で、今、大田という所を

きれいにされているということでしたが、イギリスでは絶対にできないと

おっしゃいましたよね。それは、土地が高いからですか。 

【ポール氏】 そうですね。いくつか理由がありますが、一つは土地が非常に

高いです。日本のバブル時代みたいです。それと、イギリスは日本よりも

国の面積が狭くて人口は日本の半分くらいです。基本的には日本と違って

どこでも住める国です。そうすると、あとは大地主が結構たくさんいて、

土地が足りなくて一般の人はなかなか手にできないのです。 

【西村氏】 ポールさんは国東半島をあまり知らなかったけれども、「行った

ら」と言われて、最初はどんな印象だったのですか。 

【ポール氏】 日本に戻ってきて、「田舎に住みたい」と小倉出身の友人に言

ってみたら、「それなら国東半島に行ってこいよ」と言われました。行っ
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たことがなかったので、「そこはどこだ」となって。「それならば連れて行

こうか」と連れてきてもらいました。「やはり、ここだ」とすぐに分かり

ました。 

【西村氏】 何がピンときたのですか。 

【ポール氏】 もちろん、田園風景です。日本はどこに行っても田園風景が良

くて気持ちいいのですが、多分何かそれプラス、心の深いところで感じる

ものがあったと思います。その日から、国東半島の中に当時は大田村があ

ったのですけれど、後悔は一つもないです。もう骨を埋めようと思ってい

ます。 

【西村氏】 それで今、ツアーで外国の人が来られて、やはりポールさんが感

じたみたいに感じてくれるものなのですか。 

【ポール氏】 私はそう思います。だからありのままの日本とか、先ほど、葉

室先生のお話に出たのですけれども、やはり人間を総合的に評価するとい

うのが、日本社会には大きく残っています。私は今日、「あっ、それだ」

とふと思ったところです。イギリス人も非常に良い人たちで大好きですが、

ただやはり総合評価がなかなかできなくなってしまっている気がします。

別に言わせていただければ、いい意味で日本の田舎、というか日本の村社

会の良さが根強く残っていて、それが重要だと思います。それが田舎だけ

ではなくて、東京とか、日本人を見るとそこにあると思います。そうする

と、それが一番人間らしい行動だと思うのです。そうするとよその人たち、

要するにイギリス人とかのお客さまがそれを見ると、若しくは触れたり感

じたりすると、やはりホッとする、何か体内の溶けていくような感じがす

ると思うのです。気持ちのいいことでもあると思います。 

【西村氏】 それと、最後の質問ですけれども、今ツアーをいろいろ造ってい

らっしゃいますね。いい所もあるけれども、何か途中でコンビニだらけと

か、ロードサイドショップだらけで全然、もう目を伏せていってください、

みたいな所もあると思います。そういう時はどうするのですか。 

【ポール氏】 確かにそうです。我々は、日本の一部始終のツアーを実施しよ

うと思っても、おっしゃる通りのことがあります。少し難しい所でもある

のですが。ただこれによって、例えば、あまり好ましくない風景でも、か

えってそこには日本という国、日本人という人たちを語る上での要素も潜

んでいると思います。だから、必ずしも連れていかないわけでもないです。

全てがきれいな所だけではありません。それを無視すると日本や日本人を

きちんと語ることができないと思います。 

【西村氏】 一つの物語の中にきちんと入れることができるのだということで

すね。 

【ポール氏】 私はそう思います。 

【西村氏】 ありがとうございます。そういうツアーに参加してみたいけれど

も、ちょっと高い方は参加できませんが。 

【ポール氏】 高い方にぜひとも（笑）割引します。 

【西村氏】 お待たせしました。それでは、最後ですけれども原田市長、よろ
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しくお願いいたします。 

【原田氏】 「文化によるまちおこし 自由の森大学」、これが開校していたの

が１９９４年の４月から２００５年の３月まで。実は過去のまちづくりの

話です。ただ、これを今日わざわざあえてここにご紹介しようと思いまし

たのは、一つは私が自治体の首長であるからということで、日田市のＰＲ

だけをやろうという話だけでは、きっとつまらないだろうというふうに思

いましたので、自分自身も参加して経験したことですので少しご説明をさ

せてもらえれば、というふうに思っています。 

ちょうど９４年の４月からということですけれども、これはまさにバブ

ルがはじけて、今後の日本の国のあり方、また地方のあり方がどう変わっ

ていくのだろうかということをみんなが迷い始めるような時期でした。ち

ょうどその当時、私は普通の商店主をやっておりまして、商店街の一人の

青年部の会員として実はこれを立ち上げていったわけです。商店街と言い

ますと、いろいろな活動はするわけですけれども、その中であえてものを

売るために何かをやろうという話ではなく、人をつくってこの町に住んで

もらわないとこの町が衰退するのだということをその当時、話をして、そ

うであればこの町に誇りを持って住んでもらえるような町にしよう。そん

な思いの中で、実は市民大学と言われるものを立ち上げたのがこの「自由

の森大学」でありました。 

ちょうどその当時、もう亡くなられましたがキャスターの筑紫哲也さん

も日田市出身の方でござまして、非常に懇意にさせていただきながら、う

ちの市民大学の学長になっていただき、いろいろな講師の方を呼んでいた

だくとか、いろいろな話を聞かせていただく等、こういったものをやって

いました。大体この組織が、こういうふうなその当時の組織ですけれど、

実行委員会が、約、ちょうどこの５０人、これはもう完全に民間人という

か、一般の市民です。本当の、無償のボランティアが集まって会を運営し

ていたわけですけれども、学長が筑紫さん、その当時、福岡政行さんにも

副学長に途中からなっていただいてという形で、IT 班だとか事務局とか、

いろいろなものを適当に作りながら、一つの組織を運営してきているわけ

です。こういったものが立ち上がってきた背景、実は先ほどの咸宜園、こ

の日田市が代表いたします私塾であります咸宜園、「咸宜し」ということ

の中で、「誰でも学べる場を作っていきましょう」と、「そうやって自分た

ちのまちづくりというものにも誇りを持ってもらいましょう」、そんな思

いで立てていったのが、実はこの「自由の森大学」という市民大学でした。 

この設立に当たっては、いろいろ、まちづくりをすると、自治体からの

補助金というものをたくさん頂きながらということでありましたけれど

も、実はこの設立の当時にも、１自治体というか、ちょうどまだ広域圏事

務組合というのがございまして、そこから５００万円ほど補助金を頂いて、

この大学を立ち上げたわけです。ただ、大体年間の運営費が２，４００～

２，５００万円ぐらいかかっていたのですが、毎年黒字が出るような運営

がきちっとできていたということです。事務員も二人雇用ができていたと
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いう形で、市民ボランティアがやったわりには、しっかりした運営が１２

年間続けてできたというふうな思いでいます。これが、大体１２年間の実

績です。総受講者数で、１万５，８９４人。男女に分けると、やはり圧倒

的に女性の方が元気で、今もそうですけれども、６７．7％の割合で女性

の方が参加していらっしゃったと。 

そして受講生を集めるのに地域分けをすると、日田と玖珠、隣の玖珠っ

てあるのですけれども、その地域から大体７３％、他県からが７．４％と、

結構全国からいろいろな方がみえていたのです。この間は関西圏から３０

名とか、関東圏から３０名とかなっていますけれどこの方々は、毎月飛行

機に乗って日田まで来られるという方がなぜかいらっしゃって、いろいろ

な方との交流もできたなというようなところでした。こういう生涯学習に

向いたような話ではあったのです。どういう形で構成されていたかと言い

ますと、年１０回やっていたわけですけれども、３時間ぐらいの開校時間

でした。まず前半に「コミュニティタイム」といいまして、地域の文化活

動の紹介を約３０分間やって、それからプラス講演会を１時間半あって、

というような構成にしておりました。ところが実は、この大学のミソは、

実はこの「コミュニティタイム」というところでありまして、ここに出て

いただいた方々は、全員この地域でいろいろな文化活動をされている方々

にこの舞台に立っていただくという場を作っていたわけです。なかなか１，

０００人からの人の前で、物事を発表するということがなかなかない市民

活動の中で、こういう時間に参加するということで、非常に活動が活性化

したり、活発になったり、人が増えたりというようなことも、われわれは

目論んだわけです。参加していただいた方に聞きますと、やはり出演依頼

というのは３カ月ほど前から行うのですけれども、そうすると、３カ月間

真剣に自分たちを表現しようと、そしてこの舞台に立って、１，０００人

のお客さまの前で何かをしようということです。今、映像は太鼓になって

いますけれども、実は太鼓だけではなく、いろいろな話だったり活動だっ

たりというものがたくさんございました。客寄せパンダというわけではな

いですけれども、各界の第一線で活躍されている講師というような形で、

講演会が１時間半ほどありながら、ということで続けてきたわけです。 

これが大体、先ほど言いましたコミュニティタイムというところに出て

いただいた団体ですけれども、９６の団体又は個人という方々が、やはり

地域の活動に全部参加したという形でこのステージに立っていただいた。

また、ステージに立てる場所を、我々は作っていたということが、この大

学の存在のあり方だったというふうに思っています。 

ここが講師の一覧と言うか、これが第１期目ですか。ちょうど 94 年４

月に立ち上げた時の講師陣です。４月に宮本亜門さんから始まって、福岡

さん、阿川さん、倉本さんという形で、大体こういうふうに、こういう方々

に集まっていただきながら１年間運営をしていたということです。 

この大学の、われわれの活動で非常に面白かったのは、特別講座と言っ

て、１泊２日ぐらいの、その時々の課題を抱えてのフォーラムを含めた学
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習会、ちょうど今日のこういう大会みたいなものをやっていたのです。５

回やりました。やった場所がこの日田市でもやりましたけれども、非常に

面白かったのは、地方の一ボランティアが、ここに書いてありますように

９９年には神戸ポートピアホテルを借り切ってやった。２００３年には早

稲田大学の講堂を借りてやった。２００４年には別府市の方に行ってやら

せていただいた。というふうに、自分たちの活動に、人に来てもらうだけ

ではなく、自分たちの活動も知ってもらおうということで、市外・県外、

こうやってみんな出て行って、まったく見も知らない土地で、こういうホ

ールを借り切って、こういうソフトをプレゼンしたというようなことをや

っていたということです。これは多分、全国からいろいろな方が日田にお

見えにになっていた一つの理由だろうというふうに思っています。 

その他、いろいろな形もやってい

ました。「農園作りをやりませんか」

だとか、「清掃登山に行きましょう」

だとか、「樹の苗木を作りましょう」

だとか、地域おこしの中での「映画

鑑賞会をやりましょう」とか、こう

いったことをいろいろな、うちのス

タッフだけではない、いろいろな市

民の方に参加していただきながら、

他にやって、とにかく自分たちの町、

暮らし方というものをしっかり考

えるような場づくりというものに

取り組んできたわけです。 

そのような活動はずっと続けて

きたわけですけれども、その後に、

今ひとつ、今日はここまでしか多分

映像はないのでしょうけれども、この１１月にいつも「千年あかり」とい

う竹灯篭の祭りをやっています。実は先日、国交省が主催をしております

「手づくり郷土賞」の大賞というものをいただいたわけですけれども、こ

れは高校生から一般市民の皆さま方が参加していただいて、約３万本の竹

灯篭をずっと河川敷等々に飾っていくわけです。その制作から、並べて点

灯、片付けというところを市民全員でやって、約３，０００人の方がこれ

に参加して、今このイベントは支えられているわけですけれども。この祭

りを始めて、ちょうどこのイベントの時、１０万人からの人がみえていた

というような活動をしているというようなところであります。要は、こう

やって自分たちの町に誇りを持って、参加する場所をどうやって作ってい

くかということが大きな課題だろうというふうに思います。今後の人と町

の未来図を考えていく上でも、こういう場をどうやって提供していくのか、

また、誰がそれを作っていくのかということです。 

今、私は市長という立場でお話を申し上げているわけですけれども、実
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はこの祭りを作った時も、先ほどの市民大学を作った時も、普通の民間人

でしたので、あえて市長としてこういう祭りを作ったわけではないのです。

やはり、こういう方がいらっしゃったらそれをどう支援していくかという

のが、行政のあり方だろうというふうに思っていますので、やはり「町づ

くりは人づくり」ということになろうと思います。多分、永遠の課題とし

て我々はそこにテーマを感じながら進めていくことになるだろうという

ふうには思っているところです。日田という町ですので、先ほどの「咸宜

し」の気持ちの中で、いろいろな参加をわれわれがサポートできればなと

いうふうに思っているところです。 

【西村氏】 どうもありがとうございました。ちょっと質問ですけれども、こ

ういう活動を市民側からやられて、それはやはり行政の方も財政的な支援

のことはおっしゃいましたけれども、いろいろな形でのサポートももらっ

たのですか。 

【原田氏】 そうですね。最初に、先ほどの市民大学を立ち上げた時に５００

万円ほど頂いたのです。ただ、５００万円もいただいて、実はお金が余っ

てしようがないという状況にはなったわけですけれども、それは役所の悪

いところで、「１回決めちゃったら絶対もらえ」みたいな話になって、そ

れを３年つけると。こっちは「いらない」と言って返しているのに持って

くるみたいな話で、随分後々減らしていただいたわけですけれど、そうい

うのはありました。ただ、基本的には、原則、補助金をいただいても自立

することを前提にやれるイベントにしなければいけない。公益性が高けれ

ば高いほど、高ければ、もう少し補助金を頂いても構わないと思うのです

けれども、先ほどのような市民大学というのは、やはり何だかんだ言って

も、１年間に１万何千人ぐらいの方しか参加できないイベントですので、

それはなるべく自前でやっていくと。こういうオープンでやるような祭

り・イベントを作っていくのであれば、いくらか補助金などを頂きながら、

効果のあるイベントを作っていけばというようなことは、意識しながらや

っています。 

【西村氏】 その活動によって、やはり町の雰囲気というか、やっている方も

含めてですけれども、変わっていったというようなことはあるのでしょう

か。 

【原田氏】 やはり、人が変わったというのが心の問題なものだから、大きく

誰かが変わったということはないとは思います。ただ、今この仕事をやっ

ているのですけれども、先ほどの市民大学を立ち上げる時に、その時はま

だ合併の随分前だったのですけれども、今は１市２町３村合併しているわ

けです。合併の前であったのですけれども、いずれ合併するのであればと

いうことで、実は先ほどの５０名のスタッフ、１市２町３村プラスちょっ

と、二つぐらいの町から強制的に人を集めてきて、実はじっくりと構成し

たのです。「これはうちの町のイベントではない、この地域のイベントな

んです」というような形で進めてきたわけです。今この役所に来ると、ち

ょうどその時のスタッフがうちの職員として随分いるからどうかと思う
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のですけれども、当時で言えばなかなか暇とお金を持っているのは公務員

しかいないな、と思って友達をたくさん入れていたのですが、そういうふ

うな好みもありました。いずれ、それだったら情報は共有しましょうと。

同じく共有した情報の中で自由闊達な意見を述べられるような町になれ

ばいいなというような思いでもやっておりました。 

【西村氏】 すごい、超有名な講師陣ですけれど、こういうのは筑紫さんのネ

ットワークとかそういうところで。 

【原田氏】 そうですね、筑紫さんのネットワークであったり、また紹介であ

ったり。またこちらから直接出向いて依頼をしたり、というようなことが

ございました。 

それからもう一つ非常に呼ぶのに良かったのが、日田のことをしゃべり

ながらどうかと思いますけれど、実は今日は桑野さんがお見えになってい

ますけれど、「日田で講演に来ていただけると玉の湯に泊めますよ」みた

いな話をして無理を言って泊めていただいたりとかして。そういう面でも

広く、地域全体でこれを支えていただいたという気がしています。 

【西村氏】 確かに。やはり地域に魅力があったらやはり声をかけられた方も

「行ってみようか」という気になりますよね。そこは結構大きいと思いま

す。ありがとうございます。 

 

◇質問１ 地域づくりのメッカ・大分の魅力とは？」 

【西村氏】 それでは第２ラウンド目です。 

ここからは人づくりというところで質問をすることになっているので

すが、まず大分の魅力をもう少し語ってほしいということも聞かれている

のですけれど、桑野さんからまた順番で。先ほど少し遠慮して短くしゃべ

られたので、今度は少し長めに。 

【桑野氏】 大分の魅力はもう先生からもおっしゃっていただきましたし、皆

さんのお話でもあったのですが、この小藩である、ということも一つと思

います。自主性が歴史の中であったのではないか、育ってきているのでは

ないかと。同時に小藩であって、やはり限られた中でやっていると一人あ

たりの仕事量がもちろん、考え方も含めてみんなでやらないといけないこ

ともあるのですが、自分たちである意味、できないことというのが目の前

で分かっていくので、ある意味広域的に、自分にないところはよその地域

と一緒にやっていこうというような精神を大分は持っているのではない

かという風に思います。 

ですから私どもも、山出さんは由布市民だと今日分かったのですが（笑）、

やはりいつも一緒にいてはくれないわけです。大分県内みんなに求められ

ていますから。でもその動きが大分県内であれば分かるので、そういう地

域が動いている、ということが、由布院で言えば「ああ、あのエリアがこ

ういうことでこう動いた」ということが顔の見える形で分かっていける関

係性がある、と。 

そしてポールさんの動きもですが「ああ、国東半島でポールさんがこう

いう動きをしてこうなっている」と。それが遠いことではなくて、やはり
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顔が見えている地域であるから、すごくその辺りが、自分たちがまねをす

るのではなくて、大分にはこんな素敵な所が顔の見える中である、という

ことを実感しているので、自分の町のことだけを語るのではなくて、この

大分のことを語れる人間関係も含めてできているのではないかというの

は、私は大分の大きな魅力だと思っています。 

１８市町村は距離的にも良いのだと思うのです。どこからでも３０分、

６０分、９０分くらいで行けるような交通体系もできていると。そしてさ

まざまな行き来がある。先ほどの「自由の森大学」もそうだったのですが、

由布院で「自由の森大学」はできない、と。やることは不可能だと。でも、

私たちは日田に通って、そこで学ばせてもらう。またそこに来るゲストが

私どもの所に来てくださる。そういうことの中で、やはりお互いが自分の

所で何か、ではなく、広域的にやっていくということに、時代が１０年、

２０年、３０年やってきていることがやはり大きい。私は大分の魅力だと

思っています。 

【西村氏】 それはやはりそれなりの、例えばこういう立派な施設があると、

隣の人が「自分の所だって欲しい」みたいになると、同じようなものばか

りができてあまり使えない、みたいになるではないですか。そうではなく

て、やはりここはこことして使って、自分の所は自分の所なりの違う戦略

ということを、割合自然に考えられる。 

【桑野氏】 地域づくりのメッカだったということをしっかり話す場面が多様

にあったのではないかと思います。ですから市民の中でも、隣にあるから

自分の所にも欲しい、という話ではなくて、隣は隣であって、うちだった

ら何が必要だろうかと。考えてみると、そういうことが非常に今は大きな

魅力になっているのではないかと。ですから比較的同じものがないですよ

ね。写真を撮った１８市町村、意外とみんな、はっきり違うと思うのです。

そのお互いの情報が共有できていると。 

また私の分野で、観光関係で言うと、先ほどの「ツーリズム大学」の１

０年、というお話をしましたが、その前の１０年間は観光カレッジという

のがありました。 

【西村氏】 しましたね。 

【桑野氏】 そうやって人づくりをしていく上で、どうしても若いうちという

のは中だけに入りがち、目の前のことだけになりがちな中で、そういう学

ぶ場が広域的にあった、ということも大きいのではないかと。大分県で学

ぶ場があったという。 

【西村氏】 県がそういう人づくりをする場を。 

【桑野氏】 人づくりのためにしてきたことの中でつながっていっている。こ

れが市町村の中だけだったら、なかなか隣の動きということまでは分から

ないと思うのです。私は観光ですが、商業、工業と様々な学ぶ場がありま

す。それがやはり単位として県単位であった、ということは非常に。大分

県が１２０万の、どちらかと言うと大きな県でないからこそ、生き延びて

いく上でも人づくりをやっていけたのではないかと、今日のお話を伺いな
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がら改めて思いました。 

【西村氏】 では山出さん、どうですか。アーティストとして見ると、という

か、何か。 

【山出氏】 僕も桑野さんと全く同じことを考えていました。もともと、僕は

作品を作ってそれを美術館に買ってもらって生きてきました。マンハッタ

ンやベルリン、パリなどを転々としながら、例えば他の国の美術館に呼ば

れたらそこに行って、本当にパスポートを増刷したくらいいろんな国に行

ってきました。ですが、空港とホテルと通関の往復だけで、移動も全てタ

クシーだから、町のことを知る機会が全くありませんでした。そういう生

活を６年ぐらいして、多分相当疲れていたと思うのです。自分が今どこに

いるのかが分からなくなるようなことも結構あって。その時に今日冒頭で

もお話ししたインターネットの記事に胸がグッと来たのだと思います。一

人に対するサービスをするってどういうことなのだろう、と。そのように

今、改めて思います。 

帰って来て別府でいろんな人に「アートでまちづくりをしたいです」と

言うと、みんなから「あいつは詐欺じゃないか」という評判が立ちました。

唯一、一人だけ「面白いね」と言ってくれたのが、オンパクという団体の

鶴田（浩一郎）さんでした。鶴田さんに言われたのは、その「芸術祭をや

ろう」みたいな計画に４年間、５年間もかけてはいけない。やるのだった

ら半年くらいでやってさっと逃げちゃう、と。そして小さなことから始め

るのは良いことだ、とまちづくりのことをいろいろ教えていただきました。

いろんな方に引き合わせていただいて、いろいろと勉強もさせていただき

ました。 

ある時、「僕みたいな、全然経験もなくてアートしか分からない人間に

良くしていただいて、本当にありがとうございます」という話をしたら「い

やいや、自分もそうだったんだ」と言われたのです。鶴田さんが東京から

帰って来た時に、観光のことを教えてくれたのは由布院だったそうです。

溝口薫平さんや中谷健太郎さんたちが由布院に要人を迎える機会がある

と必ず声をかけてもらっていただのだそうです。もっと言うと、溝口さん

も中谷さんも別府の先人たちからそうやって教わって来たと言われて。そ

れってすごくいいな、と思うのです。大分県が豊かさについて考えるとき、

大事なのは土地としての豊かさではなく、一人ひとりの顔が見えながら、

けれどもきちんと横につながり合えている、その人と人とのつながりとい

うのが世界に誇れる最大の財産だと思います。大袈裟ですか。 

【西村氏】 いえいえ、すごいです。先ほどパリから電話をして別府の市役所

に。 

【山出氏】 ええ、問い合わさせていただきました。 

【西村氏】 そこで担当のその人がわりときちんと対応してくれたのも。 

【山出氏】 その担当の方が覚えているかどうか分からないのですけれど、僕

がはっきり覚えているのは、「一度来てほしい」と言われたことです。そ

して「１回体験してほしい」と言われた。それまではまちづくりとかＮＰ
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Ｏとかも知らないし、プロデューサーになりたいとか考えたこともないし。

美術館のことしか知らなかったので。 

【西村氏】 職員の人がそういうふうに言ってくれると、その時「それ、何で

すか」なんて言われたらもうちょっと、がっくりきますよね。 

【山出氏】 確かにそうですね。その言葉がすごく生き生きと、喜んでやって

いる風に感じたのです。 

【西村氏】 もう一つ質問は、アーティストとかっていうとクリエイティブな

ことに関してはいかに力を使ってもハッピーだと思うけれど、今のような

お仕事だとそうではない部分がたくさんあるではないですか。いろんな打

ち合わせだったり、クリエイティブでないような。そういうのはもう、誰

かやっといて、みたいな人もいるのではないかと思うのですが、そうでも

ないですか。 

【山出氏】 割とそうではなさそうです。ただ、ちょっとこれは誤解がないよ

うに。クリエイティブって何か、ということをお話しさせてください。 

アーティストにはクリエイティビティがある、創造性がある、と思いが

ちなのですが、クリエイティビティというのは誰もが持っている、人間の

能力の一部です。それが産業、工業に出れば我々はそれをイノベーション

と呼び、アートに出れば素晴らしい作品と呼びます。ですから行政の仕事

や打ち合わせであっても、どんな時でもクリエイティビティというのは絶

対あるのです。 

【西村氏】 例えば自治体学会のメンバーの熱心な行政の職員の人たちは、そ

ういうことがあるから頑張れる、というところもある。 

【山出氏】 そうですね。今までのように物事を一つの見方からしか見ずにい

るのではなくて、少し違う角度から見たらこういう可能性があるな、とか、

こういうところが面白いな、と思える心とかですね。 

【西村氏】 ポールさん、大分の魅力というか、それはどうですか。 

【ポール氏】 そうですね。簡単には言えないのですが、私が日本全国ではな

くて世界中をかなり旅してきた者なのですけれど、それぞれほとんどの地

域が魅力的な要因があって。そして多分好きか嫌いかとか、公園もＡより

Ｂがいいよ、とか、それってある程度は自分の性格によるものなのですけ

れども。私の性格から言わせていただければ、やはり大分が大好きです。

非常に富んでいる地域だと思います。もちろん日田市、実は私はほとんど

知らない場所でした。初めて足を運んでからいろいろ散策していますので、

いくらか分かるようになってきて、最近は割と好きになっています。 

あとは別府。別府は大好きです。ある種の良い面白さのある町だと私は

思いますけれども、非常に将来性と個性のある町だと思います。そして由

布院、もちろん同じくりりしく個性のある町だと思います。そして私が大

好きな国東半島、耶馬渓、久住、姫島、瀬戸内海もあるし、そして豊後水

道はあるし。すごく美しい山、特に私が大好きな由布岳とか、川、清流が

豊富にあって。滝とか。田園風景も非常にすばらしいと思うのですが、私

のプレゼンテーションでいうと、大田、国東を見下ろす大田というのが、
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多分私の忘れられない風景です。 

それともう一つ、星空。今はなかなか、大勢の世の中の人たちは星空が

見えない、ということで非常に寂しいと思います。それがここ大分ではほ

とんどの所できれいに見えます。 

もちろん温泉も豊富で。先ほど、温泉というのは非常に平和的だという

ふうに山出さんがおっしゃいましたが、やはり非常に面白い刺激に満ちて

います。やはり温泉というのは非常に、人の性格に大きな影響を与えるの

ではないかと私はふと思ったのですが。 

あとは食料が非常に豊富なことです。飯田高原の食料と国東半島とはか

なり違っているし、あとは豊後水道とか瀬戸内海の魚たちとか。あと豊後

牛とかもあります。私は長年、関東地方にも住んでおりましたが、そこと

比較するとやはりこっちの牛乳がすごくいいです。非常に良い食料もある

所です。もちろん芸術もです。私は芸術が非常に大事だと思っておりまし

て、竹細工の技術は日本一、多分世界一だと考えていいとも思います。あ

とは昔からの芸術も現代美術もあって、これが非常に大事だと思います。

これがやっぱりクリエイティブを象徴する山出さんの話を踏まえるので

すけれども、クリエイティブな所だと捉えていいと思います。 

その歴史、我々はある意味では遠い地域の一つでもあるかもしれないで

すけど、もちろん日田の大家の墓石などもあって、広瀬淡窓の詩もあって

等々。あと例えば、私の母国から４００年前にたどり着いた三浦按針との

縁もあります。もちろん大友宗麟などもあって、磨崖仏、私は熊野磨崖仏

の近くに住んでおりまして、やっぱりこれはなかなか日本の他の所にはな

い風景です。それは、かなりたくさんの、驚くほど磨崖仏のたくさんある

地域でもあって、それが宗教の一つを表しているのですけども、それだけ

ではなくて、昔の人たちはそれを造ってきたというのが非常に興味深いと

ころだと思います。異文化というのは、それは祭りがかなり表しています。

それは国東半島だと、修正鬼会とかケベス祭がもう他の所にはない特殊な

祭りでもあって、あとは姫島の狐踊りなどです。すみません、県内の他の

祭りはそれほど知らないので、これからどんどん知るようにしておかない

といけないなと思っています。 

それで、私はもう１４年ずっと国東一筋に住んでおりまして、日々新し

い発見があるような気がします。特に山に入ると、昔の人たちはどう生活

を送っていただろうとか、そういうような名残が今でもたくさん残ってお

りますので、非常に面白いです。あとは佐伯、寿司が有名で良い所ですね。 

あとはやっぱり来やすい地域でもあります。私は大分空港を意識して国

東半島に住んでいたわけではなく、たまたま車で２０分くらいの所に済ん

でいるということです。ただそうすると、私は東京へ日帰りも簡単なので

す。普段の出張だと１泊しますが、東京はほとんど日帰りで出張に出て行

けます。何よりも住みやすい地域だし、気候的にも結構富んでいると私は

思います。北海道もいいのですが、真冬、私はずっと寒い所はちょっと苦

手です。ただ、少し雪を味わいたい時には久住に簡単に行けるし、簡単に

-40-



戻って来られます。 

あとは最近行政とも縁がかなり深くなってきて、行政が非常に前向きだ

と初めて分かりました。それもやはり将来性のある地域だということの大

きな要因の一つだと私は思っております。 

【西村氏】 いかがでしょう、何か大分県のことで。 

【原田氏】 はい、確かに先ほど桑野さんからの話をずっと順番に皆さんの話

を足していくと、実はそれが大分県を示しているのかなという気がするの

です。非常に手頃な大きさであるということと、食材が恵まれている。ま

してここに大会名が「おんせん県おおいた」と書けるほど、一つの共通の

項目を持っているというようなことがあり、ある意味まとまりやすい所で

はあります。 

   少し先の話に戻りますけども、こういう地域づくりということが各、今

で言うと１８市町村に昔「豊の国づくり塾」というまちづくりグループが

県内にずっとあったのです、小さな町村まで含めて。これは我々の文化と

してずっとあるわけです、流れの中に。そしてその時は豊の国という一つ

の名前でやってきました。そして一村一品というのがあったわけです。そ

して、今豊後、リゾート含めて、観光を含めて大分県が「おんせん県おお

いた」という一つのテーマをしっかり出していただいて、今、我々がそれ

に向いている。一昨日ですか、「観光地、宿泊観光の一番魅力的な県はど

こですか」という時に、「大分県」というのをいただいた。これは、２年

ぶりでしたか、またいただいたということで、多分我々から見ると当たり

前のサービスであったり、当たり前の食材であったりすることが、やはり

皆さん方から見ればそういう魅力的な所に見えていたとするならば、おそ

らく我々が普段そういうことの話を随分しているのだろうと思うのです。 

   例えば、うちの大分県の市長会等に出席して、各市長さんと話をするの

ですけども、「俺の所だけ良ければいい」みたいな政治的な生臭い話はあ

まりないのです。「こうしたらどうなんだろう」という話は、今の市町村

会は、非常に風通しが良いみたいで、本当にそういう話をよくやるのです。

そういう気概というか、そういったものがずっとあり続けているという気

がしていますので、まだまだ大分県しっかりやるのではないか、という気

はしています。 

 

◇質問２ 「地震・災害」と「共助・助け合い」 

【西村氏】 では次の質問、先日、熊本の地震がありました。その時は熊本だ

けでなく大分側もいろんな被害があったり、風評被害があったり、これを

いかにサポートするかとか、助けるかと。そして人をつないでいかないと

いけないという課題があったわけです。それに限らず、具体的にお互い助

け合うみたいなところで、今度は逆に原田市長の方からお話を伺いたいの

ですけども、今回の震災に関しては何か。 

【原田氏】 そうですね、災害に関して申し上げますと、ちょうど２４年に九

州北部豪雨災害というのがありまして、この日田市も激甚災害を受けるく

らいの大きな被害が出ました。そして、今回の熊本地震ということです。
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実はそこまでの間は、非常に明るい町だと思いながらも、かなり自由に個

人が見えるような町だと感じていたわけですけども、やはりあの大きな災

害があった時に、自助・共助・公助という言葉を市民側から言い出したり、

どちらかというと、あまりそれは行政側から求めるような言葉としては言

いにくいものではあったのですけども、「いや、もう自助・共助・公助と

いう順番だよね」というのを市民の皆さん方からいただいたのです。それ

はもう本当に切羽詰まって命がかかっている部分があったものですから、

やはりその時に真面目に考えていただいたのだろうというふうに思って

おります。 

   災害時になれば、助かろうと思えば７割が自助、共助が２、そして公助

が１くらいの割合だというふうに思います。それは、ちょうど４年おきく

らいに災害が起きているのですけれども、今回の震災の時にやはりそうい

う話が出ました。それは災害が真ん中にあってそういう話をしているので

すけど、その時にやはりこの自由と奔放とそして連携というものの、それ

ぞれの大切さというのは多分、市民の皆さん方はそれぞれの経験の中で気

づいていらっしゃるのではないかというふうに思っています。不幸なこと

ではありましたが、この機会が起きたことは、未来にとって非常に大切な

経験だったというふうに感じております。 

【西村氏】 今回の地震では、それほど大きな被害はなかったのでしょうか。 

【原田氏】 人的な大きな被害は特に今回はございませんでした。倒壊までい

っていないような家屋被害が２棟くらいでした。ただ、道路が非常に寸断

されてしまって、まだ開通していないような状況ですので、これは経済的

に大きなリスクが今、発生しています。 

【西村氏】 ありがとうございました。 

   では、ポールさん、何かこの件、ありますか。 

【ポール氏】 そうですね。旅行会社をやっていますと、特に我々のいろいろ

なツアーを実施している地域とは、なるべく深い関係を持とうとするし、

実際に持っています。だからこそ、こういう震災の時の助け合いという面

では、震災後も地域に貢献するように行動をとろうとします。 

我々にまずできるのが、うちのお客さまがその地域に来るように努力し

ます。外国人とのツアー契約上では、そう簡単に解約できないようになっ

ています。それは、日本人の場合と大きな違いの一つなのですけれども。 

ただ、それによって我々はツアーを行う責任が発生します。これはお客

さまに来てもらうなら、リスクをきちんと加味しているか、そのレベルが

上がっているかどうか、それを我々の責任で、ちゃんと紹介しないといけ

ないのです。例えば、日本中央政府は震災が起きた時にどんなことをして

いるとか、影響を受けている自治体はどんなことを発表しているかどうか。

場合によってはイギリス大使館、もしくは、アメリカ大使館がそのことに

対してどんな発表をしているか。毎回ではないですが、そうしたことも紹

介します。 

熊本地震で頻繁に揺れが起きていた時、我々は国東半島におりましたが、
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大きな揺れがあったかなかったかの程度で、気にすることのない規模でし

た。別に僕は逃げようとは思ってなかったし、住民の子どもたちもいまし

た。私がそれほど心配だったら、とにかく絶対にお客さんを誘導してはい

けないと思っています。 

そこでリスクのレベルを把握するために何をやったかというと、まず肉

眼で全部把握します。その上で、いろいろな媒体を通じて我々がリスクに

関する情報を紹介します。レベルが十分に上がっていないのなら、これは

安全だ、というふうに我々のお客さんにアピールするわけです。そしてそ

の背景、一部始終を説明する。そうすると、西洋人というのは、自分でそ

れを受けて、「では参加するか、しないか」と自己判断するわけです。我々

が、危ないから実施しないという時は、全部返金をする備えがあります。

一方、「これは危なくないよ、リスクが上がっていないよ」と我々が判断

する場合は、これはお客さん個人の判断となります。今回、基本的にうち

のお客さんは震災後、１００％来てくれました。ただその時、由布院に寄

ることになっていましたが、由布院の宿の方から「被害を受けて２週間ほ

ど対応しきれないので、その後また来てください」と言われたので、我々

はそれに合わせて動きました。それぞれの地域の状況を見て、地域の人た

ちと連携しながら対応したところです。 

【西村氏】 ありがとうございました。では、山出さん。 

【山出氏】 「助け合い」ということかどうか分からないのですが、災害から

離れての話でもよいですか。 

僕らが開催するアートイベントでは、県外からのお客さんも多く参加し

ます。例えば、昨年夏に行った「混浴温泉世界」というイベントは、県外

からの参加者が約７割でした。こういうことをずっと積み重ねていると面

白いことがありました。以前も参加したというリピーターの人たちがたく

さん友達を連れてきてくれるんです。例えばあるグループは６０人もの人

数で来てくれました。彼らはアートイベントに参加する一方で、自分たち

が見つけた面白い所を友達に紹介したり、バスを借りて国東半島を回って

くれたり、由布院に行ったりと旅程をアレンジして、１泊ではなく、２泊

３泊していくのです。彼らは、自分がこのまちをよく知っていることをみ

んなに紹介したいし、僕らがやっていることに共感してくれているんです

よね。その中の一人が「ひゅうが丼がすごい。あれで夏バテが解消した」

ってブログに書いていましたが、それが去年ブログの大賞か何かを獲って

いました。そういう共感が育って、大分県のことを思う心「Civic Pride」

が地域を越えて広がっていく。地域の中だけの助け合いということだけで

はなくて、全国、海外にそういう仲間がたくさんいると考えられることは、

すごく今回嬉しかったと改めて思いました。 

【西村氏】 ちなみに「ひゅうが丼」というのは、マグロの漬け丼のことで、

ここは遠洋漁業の基地があるので、そのマグロの漬け丼は名物なのです。

港の方ですけれども。なぜ「ひゅうが」というのかは、分かりませんが。 

では桑野さん、お願いします。 
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【桑野氏】 原田市長がおっしゃっていただいたのですが、「自助・共助・公

助」ということを、頭では分かっていたのですが、やはり自分たちが被災

したことによって、それを実感しましたし、同時にやはりこれを伝えてい

かないといけない責任はある、というふうに思っています。今回私どもの

所に、過去の東日本大震災、中越、阪神・淡路の地震を経験した方たちが

すぐに駆けつけてくれ、「これから６カ月かかるよ、１年かかるよ」と。

その時間軸等を含めて、「今すべきことはこうだよ、でも、ここから先は

こう変わるから」と、そのような励ましを含めて私たちに届けてくれたと

いうのはやはり大きいです。だからこそたくさんの応援をいただいたこと

を今度はどう返していくか、ということも考えさせられました。 

もう一つは、再認識というのもおかしいのですが、「住んで良し、訪れ

て良し」という言葉のとおり、住んでいる私たちの元気な姿というのは、

一番身近な大分県内の人が分かるわけですし、それから九州に広がると。

大分県内の人たちが「別府・由布院に全く人がいない。もう余震もほとん

どないのならば応援に行こう」という動きをしてくれました。これは熊本

も同じだと思うのですが、近くの人たちが、「行こうよ。現場に行って応

援しよう」と。私どもにとっても、まず地元があってこそ。地元の方たち

が情報をまず九州へ、九州の人たちがさらに遠くへ、また海外へと、そう

いう流れになっていくのだなということを、今さらなのですが、この地震

を通して経験しました。ですから、そこをやはり基本に置かないといけな

いということです。 

【西村氏】 地元というか、そこの取組が大事だということですね。 

【桑野氏】 そうですね。足元の大事さということと、あとは全国に応援して

くださる皆さんがたくさんいてくださる、そのことが「目の前にどんなこ

とがあっても先があるのだ」という光になりました。本当に先人たちのつ

ながりがあったからこそ、というふうに思っております。 

あと、面白かったのは、面白いと言っては失礼なのですが、避難所の食

を調べに来た団体がありました。由布市は、先ほどのひゅうが丼ではない

のですが、いろいろなエリアの人たちが、焼きそばもそうなのですが、炊

き出しに来てくださったのです。そういうのは今までなかったと。それは

言い換えれば、地域とつながっているということが何よりも大事なことで

はないかと。食で応援に来てくれることで、いろいろな地域の顔が全部見

えてくる。顔と食べものが一緒に届いていくと。「こういうことが今後、

震災においても大事だよ」なんていう話をしていました。 

【西村氏】 なるほど。由布院はそういう意味でもネットワークを持っている

ということですね。 

【桑野氏】 別府も一緒だと思うのですけれども、皆さん今そういうつながり

ができているのだと思います。 

【西村氏】 ありがとうございます。 

 

◇質問３ それぞれの会社や地域で今、必要とされる人材とは？ 

【西村氏】 三つ目の質問です。若い人たちに県内に留まってほしい、という
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のが大分県の一つの課題だということになっていて、皆さんの所の地域、

それから会社でも組織でもいいのだけれども、どういう人を採用したいと

思っているのか。どういう人に残ってもらいたいか、どういう人に来ても

らいたいか、ということを聞いてくれ、とあるので聞きます。難しいかも

しれませんが、桑野さんから順番に。何かありますか。 

【桑野氏】 大分県内の大学、短大・専門学校には九州内外から来てくれてい

て、卒業後も大分を選んでいただける、というのが私は非常に嬉しいこと

だと思うのです。 

 ただ、大分県内の子どもたちが、大分にいるだけではなく、世界に羽ば

たいてまた大分に戻ってくる。それもありだと思っています。多様な人材

が、「この大分は魅力がある」と思ったら帰って来られると思いますので、

そういう魅力ある地域を作ることが大切だと思っています。 

仕事でいえば、今までの職種ではなくて、新たな産業を興して、企業を

起こせるようなそういうクリエイティブな、アートのクリエイティブだけ

ではなくて、いろいろなものを生み出すクリエイティブな人たちがもっと

もっと必要だと思っています。 

【西村氏】 こういう質問はしない方がいいと。もっと魅力的なことをやれば、

魅力的な人たちがくるのだ、ということですね。分かりました。でも、一

応聞きます。では、山出さん。 

【山出氏】 実はうちも来月二人の求人募集をするほど、かなり人に困ってい

ます。地域の学生たちには思いを持って残ってほしいですね。 

僕は NPO を経営していますが、経営者として自分ができることは何か、

ということを考えたら、いい現場を作ることだと思うし、いい仕事を作る

ことだと思っているのです。うちの仕事は毎回、違うことをやらないとい

けないので、マニュアル化はできません。やはり考える力が必要なのです。

なので毎回考えないといけない仕事を作っています。その現場が人を育て

てくれると思っていますので、こういう人に来てほしいというよりは、大

分のことを思う人たちが残ってくれて、来てくれたらうれしいと思います。 

【西村氏】 先ほどのスライドの中で、これは「BEPPU PROJCT」のことだと思

うのですけれども、１４人の職員の方がいらっしゃるという。 

【山出氏】 はい。 

【西村氏】 すごいですよね、NPO で１４人も雇用していて。 

【山出氏】 NPO といっても小さな会社のような感じです。ちょっと今は人手

が足りないというか、もう少し頑張りたいと思っています。 

【西村氏】 分かりました。それではポールさん、いかがですか。 

【ポール氏】 そうですね。ある種の特殊技術を持つ、という方が必要でない

場合は、基本的に誰でも受け入れようとする体制のある会社だと思います。

ただ、何を求めているかと言いますと、年齢を問わずに自分でチャレンジ

する精神がある、というのが大事だと思います。要するに今までマニュア

ル通りに仕事をしてきた方でも、やはり良い面もありますが、場合によっ

ては違った取組も必要だと。そういう意味で自分に対してチャレンジ精神
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がある方がいいなと私は思います。 

例えば、うちは JTC、The Japan Travel Company で一応日本法人なので

すが、蝙蝠邸、杵築市の山間部の方です。大好きでどうしようもない所な

のですけれど。そこで、日本人をはじめ、私はイギリス人、アメリカ人、

つい最近までは香港の人、中国系の人もいました。ある意味、小さな国際

化のある所です。私は社員たちと話すのですが、日本企業なのだけど、日

本文化でもない。これは、我々が一緒に作っていく文化がある企業なので

す。イギリス人のようでもあるし、日本人のようでもあるし、イタリア人

とかいろいろな人たち。僕の WALK JAPAN と JTC 両社で７０名くらい今、

雇っていますけれども、東京にも拠点があるし、イギリス、アメリカ、日

本全国にもいろいろありました。そうすると、一つの考えだと多分通用し

ないと思うのです。西洋人の心がつかまえられなくなると思います。そう

いう意味では、やはり自分自身にとっていろいろな可能性が潜んでいます。

それを場の力で取り出すのだということです。ちょっとした自信というか

チャレンジ精神のある人、そういう人を我々は大歓迎します。 

【西村氏】 皆さん、英語でしゃべらないといけないのですか。 

【ポール氏】 いや、そんなことはないです。基本的に日本が共通語です。 

【西村氏】 皆さん、日本語が上手な外国の方ですか。 

【ポール氏】 私よりもずっと日本語が話せる外国人もいるし、あとは外国人

全員がいくらか日本語を話すのですけれども。そして日本人の半分くらい

は英語も話します。 

【西村氏】 原田市長、いかがでしょう。 

【原田氏】 人口減少。まさに地方創生の立ち上げを見るとよく分かるように、

人口減少社会が進んでいくのだということです。多分、日本の歴史上、一

度、人口が減りながら社会構造が変わっていく長い過渡期に入っているの

だろうという気がしています。そうなると、次の時代を作っていくという

ようなチャレンジをする心のある人、勇気のある人、やはりそういう人に

来ていただきたいといふうに思っています。 

行政としては、そういう方々がチャレンジできる場所をどうやって作っ

ていくかということが分かりやすい一つの仕事だろうというふうに思っ

ておりますけれども、単純にその今の問題の解決のための生産人口を増や

そうという形で、UIJ ターンみたいなものを進めて行こうというだけでは

ないのだという風に思っております。やはりそういう中期的に覚悟のある、

また見識のあるような人材が実は本当は今欲しいのだという気がしてい

ます。 

 

◇まとめ 

【西村氏】 では、そろそろ時間がなくなってきたので、簡単に何か言い残し

たことをまとめて１分くらいで。 

桑野さんから、最後の発言ですがよろしくお願いします。 

【桑野氏】 ありがとうございます。改めてなのですが、「咸宜し」の地でな

いと人は育たないと。だからこそ、今生きている私たちには責任があるの
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だということを今さらながら実感しています。日田の地に来ると、いつも

勉強になるのは、この咸宜園がある豆田は塾生の人たちを育てる町である

と。この豆田もそうなのですが、美しい日田だからこそ。皆さん時間を取

り山に行き、川に行き、そこで勉強していたということ、だからこそ、私

たちはそれぞれの地域が人を育てるといった時に、ちゃんとした環境を整

えていく。その美しさは多様であったとしてもその町が誇れる風景を含め

て作っていかなければいけないと、そういうことをいつも日田で考えさせ

られますので、私も現場の由布市、由布院で頑張っていきたいと思います。

今日はどうもこのような機会をいただきましてありがとうございました。 

【西村氏】 どうもありがとうございました。それでは山出さん。 

【山出氏】 さっきポールさんに大分県には良い所がいろいろあると言ってい

ただいたことはすごくうれしいです。僕は大分出身ですので。今度２０１

８年、平成３０年の国民文化祭のために、今、全１８市町村を僕も回らせ

ていただきながら、いろいろなプログラムを組み立てるお手伝いをしてお

ります。やはりその風景や景観も含めて、その風土が文化を作っていく。

風土はほぼイコール文化だと思いますが、文化は育っていく。そして人を

育てているのだという風に思います。やはりそこで培われてきた文化や人

の思いというのが地域と影響を与え合いながら、学びながら大分県全体、

また日本全体が豊かになっていくといいなと思います。 

人口減少の問題は一方でありますが、豊かな我々の未来のあり方をきち

んと子どもに残していける、そういう地域づくりにこれからも頑張ってい

きたいし、また学んでいきたいと思います。皆さん、長時間本当にお疲れ

様でした。ありがとうございました。 

【西村氏】 それでは、ポールさん。 

【ポール氏】 私は、日本にはこれからも可能性がたっぷりあって、まだ序の

口だと信じております。ただそれを実現するためには、どの地域でも現地

の人たちが自分の住んでいる地域の魅力をまず感じなければ、第三者にそ

れをアピールできないだろうと私は思うのです。ですから、時々、時間が

あるから山に散策しに行くとか、川の方へまだ行ってない所に行って、若

しくは、その現地の歴史に関する本を手にして読んだりとか、長老に昔の

話を聞かせてもらったりとか、それによって自分の住んでいる地域がもっ

と鮮やかに感じてくる、見えてくると思うのです。第三者にその話をする

と、第三者の心がもっと同感しやすくなると私は思います。 

実は、大田では私が初めて行った時に、「えっ、ここに住みたいのです

か」と言われました。要するに、「魅力はどこにあるのか」と言われたの

です。しかし今、そういった話は全然聞きません。現地の人たちがその原

因はともかくとして、精神が変わってきたのです。自分の所に対して、い

い意味でプライドを持っていると思うのです。自分でやろうとしていると

いうのが、それは年齢を問わずです。それが僕の１４年の中で大きな転換

だと思います。 

そういう意味ではまだ序の口。これから私たちが日本全国と手を合わせ
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ていけば、ものすごくいいものを作ってくれると信じています。長い時間、

大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

【西村氏】 それでは、原田市長。 

【原田氏】 本当に皆さん、長い間お疲れさまでございました。今日の咸宜園

のお話から始まって、この「咸宜し」の地、日田でというようなテーマを

いただいてこの大会を開催していただいているわけです。開催地の首長と

して、皆さま方にお伝えしたいというのは、自由闊達であろうということ。

そして、分け隔てなく皆が公平にチャレンジしながら、そして報われるも

のは前に進んでいくのだ、ということをしっかりと我々が支えていきなが

ら、地域をというものを作っていければ、というような思いで今後も行政

には努めて参りたいと考えているところです。 

今夜、この後に情報交換会があることと思いますから、お時間があれば、

いろんなお話ができればというふうに思っております。 

とにかく、大きな時代の転換期に来ているということだけは確信をして

おります。我々が未来につなぐ、という思いでしっかり人をつくり、未来

につながっていく社会を作るということが大事だということです。同じ行

政職につき、自治体を運営している皆さん方ですから、敢えて申し上げれ

ば、その覚悟と誇りを持って、今後もこの仕事に取組んでいっていただけ

ればというふうに考えます。どうぞ、よろしくお願いいたします。本当に

今日はどうもありがとうございました。 

【西村氏】 どうもありがとうございました。４回締めがあった形になりまし

てすみません。 

咸宜園の話から始まって、最後がまたそういう人づくりの話で終わった

というのは、やはり日田らしいなと思いました。 

それと、知事もおっしゃいましたけれども、この広瀬淡窓「休道の詩」

は、「道
い

うことを休
や

めよ」、道うこというのは、不平を言うことです。その

詩は日田大会の本日の資料表紙に書いてありますが、知事は、冒頭で２行

おっしゃいました。これは七言絶句の最初の引用で、続きがあるのです。

それはどういうのかいうと、「柴
さい

扉
ひ

暁
あかつき

に出
い

づれば 霜雪
しもゆき

の如
ごと

し」と。柴

の扉を開けると。そして最後、「君
きみ

は川流
せんりゅう

を汲
く

め 我
われ

は 薪
たきぎ

を拾
ひろ

わん」とな

っています。ここの咸宜園に来た人たちが仲間で一緒にやるのだ、協働で

やるのだ･･･何か教えを受けてやるのではなく、そういうボランティア精

神みたいなものが謳われているのです。これは、いいなと。こういうこと

が人をつないでいくことにつながっていて、それがここにルーツがある。

これはやはりそういう人を育てていく、一つの大きな聖地であろうと。こ

ういう所でこういう議論ができたことを光栄に思います。 

４人のパネリストの方々にもう１回、大きな拍手をお願いします。どう

もありがとうございました。（拍手） 
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自治体学会あいさつ 
 自治体学会理事長 西村 幸夫 氏 

 
自治体学会の理事長としてご挨拶させてい

ただきます。 

後ろの横断幕にもありますように、数字が

３２回の全国自治体政策研究交流会議と、３

０回の自治体学会と、２回ずれています。こ

れはどういうことかと言うと、まずは、県が

主催となる政策交流の研究会議が始まって、

そしてそれを２回続けていく中で、これは組

織としての会議だけではなくて、個人として

の集まりとしての学会を作るという動きがあって、そして学会が生まれたとい

うことです。ですからその２年のギャップがちょうど２回の数字のギャップと

なっているわけであります。そして、今日は大分県が主催者になっていただき

まして、日田市の全面的な協力を得てこういう会議を開くことができて、本当

にありがたく思っています。 

明日は引き続き、今度は個人の学会の立場で、自治体学会を開催して、これ

は分科会を中心に皆さんとディスカッションをするという会であります。基本

的にはやはり公のために何かをやりたいという本当に志の高い公務員の方々

と、現場を大事にしたいというジャーナリスト、研究者、そしてまた地元に密

着している議員さんや首長さんの集まりであります。 

考えてみると咸宜園そのものがそういうふうなものだったわけなので、我々

がやっているのは、その２００年後の咸宜園の志を自治体学会ということでや

っているのか、という気もしております。その意味で、大分、日田の地でこう

いう議論ができて、また全国から集まることができたのは大変ありがたく思っ

ています。 

この会を開催するにあたりまして、大分県の皆さまの全面的な協力を得まし

て、日田市の方々とともに大変なサポートをしていただきました。おかげさま

で８００人を超えるというのは、近年にない規模の会議を開くことができたわ

けであります。準備に携わってくれました担当の皆さま方にお礼を申し上げて、

そしてまた明日は学会ですので、もしよろしければ明日もこうした議論にお付

き合いいただければと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。 
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次期開催地あいさつ 
山梨県総務部理事 塚原

つかはら

 稔
みのる

 氏 

 

本日、第３２回全国自治体政策研究交流会

議がこのように盛会裏に開催されましたこと、

誠に喜ばしいと思います。また来年度の全国

自治体政策研究交流会議が山梨県甲府市で開

催されるということで、ご承認をいただきま

した。大変身の引き締まる思いでございます。 

 さて、私どもの山梨県は世界遺産・富士山

をはじめとする豊かな自然環境に恵まれた大

変風光明媚な地でございます。春は桃の花が

咲き誇り、あたかも桃源郷に迷い込んだような田園風景。夏は静けさをたたえ

た神秘的な渓谷や湖畔でのキャンプ。秋には芳醇なワインを楽しみながら愛で

る、色づく山々。冬は雪化粧を貴婦人のような佇まいを見せる霊峰富士と、四

季折々に様々な楽しみを提供しております。 

 また、最高の品質を誇るぶどうや桃などの果実、江戸の粋人に愛された甲斐

絹の伝統を今に引き継ぐ織物産業、伝統と高度な技術を誇る宝飾加工など、魅

力的な地域資源にあふれております。加えまして、日照時間でありますとか、

ミネラルウォーターの生産量、また数値制御ロボットの出荷シェアなど、数々

の日本一もございます。 

 開催地の甲府市は、皆さんもよくご存じの戦国を代表する武将、武田信玄で

有名な所でございますが、再来年度、平成３１年度は、信玄公の父に当たりま

す武田信虎の住まいであります躑躅ヶ崎
つ つ じ が せ き

の館が造営されまして、甲府が１５１

９年に開かれましてから５００年目という節目の年に当たります。会場となる

甲府市では全国自治体政策研究交流会議が開催される来年度以降、市内各所で

開府５００年を祝う様々な催しやイベントが行われる予定でございます。この

ような好機に交流会議を山梨県で開催できますことは、時機を得た誠に大変光

栄なことでございます。ぜひ、この機会に山梨を訪れていただき、地域におけ

る様々な取組や、山梨でしか味わえない魅力を満喫していただけたらと、心か

ら思う次第でございます。 

 山梨県は盆地でございまして、本日も暑うございますが、山梨の夏はつとに

有名でございます。その暑さに負けない熱い思いを持った皆さまに、思う存分

議論を戦わせていただき、実り多い大会となりますよう自治体学会をはじめ、

関係各般にご教示を賜りながら開催地の世話役を果たすべく、精一杯準備をし

てまいる所存でございます。 

 最後になりますが、多数の皆さまに来年度山梨にお越しいただけますようお

願い申し上げまして、簡単ではございますが次期開催地の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す。  
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閉会あいさつ 

第３２回全国自治体政策研究交流会議おんせん県おおいた 

日田大会実行委員会 委員長（大分県総務部長）島田
し ま だ

 勝則
かつのり

 氏 

 

本日は、このように多くの方々にお集まりい

ただきましてありがとうございました。お陰さ

まで、かわいらしい日田下駄のダンスのオープ

ニングアクトから始まりました本日のプログ

ラム、基調対談、パネルディスカッションと進

みまして、つつがなく終わろうとしております。

私どもの運営に至らない点も多々あったので

はないかというふうに思いますが、こうして壇

上から皆さま方の満足げな表情を拝見してお

りますと、私ども運営に携わった者も、大変充

実感を覚えているところでございます。 

これも、基調対談をお務めいただきました葉

室麟先生、パネルディスカッションでパネリストをお勤めいただいた桑野和泉

さま、山出淳也さま、ポール・クリスティさま、そして司会の岡野涼子さま。

（隣におられる）手話通訳の方、さらには自らコーディネーターを申し込んで

いただきました西村幸夫先生はじめ自治体学会の皆さま、そしてパネリストも

お勤めいただいた原田市長はじめ日田市の皆さまのお力添えの賜物でござい

ます。改めて感謝申し上げます。 

この大会はこれで終わりではございません。せっかく日田の地、広瀬知事の

地元でもあります。我々もプレッシャーを感じつつも（笑）、夜の情報交換会

には大変趣向をこらしているところであります。どうぞ日田の夏の風物詩、遊

船から花火、鵜飼いをご覧いただきながら皆さん方の交流を深めていただけれ

ばと思います。一つ心配なことは天気でございます。実は、先ほど夕立が起こ

ってまいりました。広瀬淡窓は敬天、天を敬うということを大事にされました。

ぜひ皆さま方も、敬天の思想で雨雲を取り払っていただきたいと存じます。 

結びになりますが、今日のテーマが『「咸宜
みなよろ

し」の地・日田で考える、人づ

くり・人つなぎ』ということでございました。登壇されたお一人お一人から、

人を大事にするということ、さらには人が地域をつくり、地域が人をつくると

いうことを、私も改めて感じ入ったところでございます。皆さま方お一人お一

人にとっても、今日のこの大会を、お一人お一人の人生を豊かにし、それぞれ

お住まいの地を豊かにするきっかけにしていただければと思います。 

重ねて、この運営に携わりましたすべての関係者の方々にお礼を申し上げま

して、私の閉会の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 
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情報交換会 
 
 交流会議終了後、市内を流れる三隈川河畔に移動し、市内の観光資源の１つ

「屋形船」を会場として、情報交換会を開催しました。  
 開催直前、受付の時間中に突然の激しい雷雨に見舞われましたが、やがて雨

も上がり、日中の暑さも和らいだ、心地よい夜景の中でスタートしました。  
 特設の水上ステージから広瀬大分県知事の歓迎あいさつに続き、原田日田市

長の発声で乾杯。９艘の船に分かれた総勢２４０名の参加者は、鮎料理や日田

やきそばなどご当地グルメを堪能するとともに、自治体政策に関する話題など、

活発に意見交換を行いました。  
 日田祇園囃子保存会による幽玄な祇園囃子、川岸を離れてのクルージング、

鵜飼いの妙技の後、歓迎の花火を披露し、船内の盛り上がりも最高潮に達しま

した。最後に、自治体学会の中川幾郎副理事長から閉会のご挨拶をいただき、

水郷
すいきょう

ひたの夏の魅力満載のプログラムが幕を閉じました。  
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エクスカーション 
 
 本大会のエクスカーションとして、県内各地を巡る３コースを企画、うち  
予定人員に達した次の１コースを催行しました。  
 
近世日本最大の私塾・咸宜園と大山町が伝えるまちづくり・人づくり  

（日田市・１泊２日） 

 

 当日は２０人が参加し、２０日（土）１７時にパトリア日田を出発しました。  
初日のメインは、日田市大山町にある「木の花ガルテン」。同地では「梅栗

植えてハワイに行こう！」のキャッチフレーズによる「NPC 運動」で全国的に

有名になった大山町のまちづくりの歩みや、同町農協の取組などについて説明

がありました。その後、同地内のバイキングレストラン「オーガニック農園」

内で１００種類もの農家おもてなし料理に舌鼓を打ち、日田市内に宿泊。 

 翌日はまず、２０１５年４月に日本遺産に認定された、近世日本最大の私塾

「咸宜園」を見学。本大会のテーマにある「咸宜し」の語源となった同地では、

同塾の概要及び創設者・広瀬淡窓の功績について、地元の子どもたちにより構

成された「日本遺産こどもガイド」から説明がなされました。その後は、同塾

とともに栄えた、重要伝統的建造物群保存地区「豆田町」をまちあるき。同地

区の歴史を活かしたまちづくりの取組などについて学びを深め、ご当地グルメ

で昼食後、ＪＲ日田駅前で終了・解散となりました。  
 
◎行程  

８月２０日 

（土） 

パトリア日田（出発） → 大分大山町農協「木の花ガルテン」・ 

「オーガニック農園」 → 小京都の湯 みくまホテル 

８月２１日 

（日） 

小京都の湯 みくまホテル → 「咸宜園」（教育研究センター） 

→ 「豆田町」まちあるき → 「寶屋本店」（昼食） →  

ＪＲ日田駅前（終了・解散） 

 

-53-



関連企画１「プレ大会」 
 本大会のプレ大会として、【進撃の地域！～地方創生を実現するまちのあり

方、自治体職員のあり方とは～】を日田市で開催しました。  
 平成２８年熊本地震発生直後の開催でしたが、大分県内外から２００名を超

える参加者が集まり、基調講演やパネルディスカッション等を通じて、本大会

に向けた気運を高めることができました。  
 
 

日時 ２０１６年５月１４日（土）～１５日（日） 

 

内容（会場） 

１ プレ大会（会場：日田市民文化会館「パトリア日田」） 

（１）基調講演【地域創生の動向 ― 人財養成の視点から ― 】 

    木村 俊昭 氏（東京農業大学教授・元小樽市職員） 

（２）パネルディスカッション 

【私たちの使命と志命～自主活動、その意義と魅力】 

    山崎 栄子 氏（大野城市職員／九州自治体学会） 

    円城寺雄介 氏（佐賀県職員／佐賀県庁アフターファイブ講演会） 

    田原 誠士 氏（別府市職員／OFP -Oita Fun Party-） 

２ 参加者交流会（会場：寳屋本店） 

３ エクスカーション【天領日田さんぽ】（会場：咸宜園～豆田町） 
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関連企画２「事後企画」 
 本大会の事後企画として、【地方創生「人づくり・人つなぎ２．０」フォー

ラム～自治体職員の“次の一歩”に向けて～】を大分市で開催しました。 

 本大会で得られた「人づくり・人つなぎ」に係る成果や気運を一過性のもの

としないことを目的に開催したところ、大分県内外から２００名を超える参加

者が集まり、基調講演やワークショップ等を通じて、今後の各自の活動に向け

た情報交換や、参加者同士の交流が図られました。 

 

 

 

日時 ２０１７年２月２５日（土）～２６日（日） 

 

内容（会場） 

１ フォーラム（コンパルホール） 

（１）基調講演【地方創生時代の自治体職員「仕事の流儀」 

～全国各地の現場から見えること～】 

    山田 朝夫 氏 

（社会医療法人財団新和会八千代病院  理事兼法人事務部長） 

（２）ワークショップ 

【私たち公務員の小さな冒険～自主活動、はじめの半歩】 

  「明日晴れるかな」      福岡市 杉村 昌樹 氏 

「おこしの会」        諫早市 村川 美詠 氏 

  「NPO 京都もやいなおしの会」京都府 勝山  享 氏 

  「おおいたおんせんカフェ」  大分市 上田 貴裕 氏 

２ 参加者交流会【府内五番街・交流バル】ほか 

３ エクスカーション【竹田市コース】【大分市コース】 
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第３２回全国自治体政策研究交流会議おんせん県おおいた日田大会事務局 

〒870-8501 大分県大分市大手町３丁目１番１号 

大分県総務部 市町村振興課内 TEL:097-506-2406 FAX:097-506-1720 

「咸宜し」の地・日田で考える、 

人づくり・人つなぎ 

みなよろ 


