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 我がいちき串木野市は、めざす将来都市像を「ひとが輝き、文化の薫る世界に拓か

れたまち」と掲げ、人が輝き、地域が輝く市政の推進に取り組んでいるところです。 
  

 今回の冠嶽芸術文化村構想計画書の中心地である冠嶽（生福・冠岳地区）には、中

国の秦の始皇帝から「不老不死の仙薬を求めよ」との命を受けた徐福が訪れ、自らの

冠を頂上に捧げたという伝説が伝わっています。 
  

 冠嶽周辺には串木野ダム、小水林間広場、鎭國寺、冠嶽神社、中国風庭園「冠嶽

園」、冠岳花川砂防公園、冠岳温泉などが点在し、市外からの観光客も多く訪れてい

る現状があります。  

  

 また、冠嶽には、平成９年度に歴史や自然を探索できるウォーキングトレイルが整

備され、地域の方々をはじめ、多くの市民に活用していただいております。  

  

 更に、平成２９年５月には中国風庭園「冠嶽園」の開園２５周年を記念し、絵画の

展示や和楽器の演奏などのほか、書道家堂元一静氏による個展も開催されるなど、芸

術活動が盛んな地区でもあります。  

  

 そこで、これらの冠嶽の特性を活かして、芸術家や観光客にとって過ごしやすいま

ちづくりに取り組み、もって地域振興及び文化振興につなげるため、今回の計画書を

策定いたしました。  

  

 策定にあたりましては、地域住民の代表をはじめ、芸術家の方々や地域づくりの専

門家の先生方のご協力をいただき、策定委員会を組織し、長期間にわたりご審議をい

ただきました。策定委員の皆様、またご協力いただきました各位に深く感謝申し上げ

ます。 

 

平成３１年２月 
いちき串木野市長 田畑 誠一 

は じ め に 
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構想計画の全体概要 
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＜計画作成にいたるフロー＞ 

いちき串木野市冠嶽芸術文化村プロジェクト業務 

構想計画書（案）の策定 
  
  

いちき串木野市冠嶽芸術文化村構想計画書の提示 
冠嶽地域の地域振興策及び文化振興策の企画提案 

事務局内協議（内容確認・修正指示等） 
第１回策定委員会に向けた協議 

第１回 策定委員会 
事業趣旨の説明 
事業の内容、スケジュール等の確認 
各委員からの意見を拝聴 

ア
ン
ケ
ー
ト
及
び
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査 

●NPO法人鹿児島いちき串木野観光物産センター
「いちき串木野おもてなし向上事業」（26年～28
年）の資料 
●文化に関する世論調査 

事務局内協議（内容確認・修正指示等） 
第２回策定委員会に向けた協議 

事務局内協議（内容確認・修正指示等） 
構想案に向けた意見交換 

第２回 策定委員会 
各調査をもとに方向性、 
コンセプト策定等に向けた協議 

事務局内協議（内容確認・修正指示等） 
第３回策定委員会に向けた協議 

事務局内協議（内容確認・修正指示等） 
第４回策定委員会に向けた協議 

事務局内協議（内容確認・修正指示等） 
第５回策定委員会に向けた協議 

第３回 策定委員会 
構想案についての協議 

第５回 策定委員会 
計画書の承認 

冠
嶽
周
辺 

現
地
視
察 

第４回 策定委員会 
構想案についての協議 
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Ⅰ.冠嶽芸術文化村の構想策定に向けて 

目的 1 

何のために行うのか 

 冠嶽の特性を活かして、芸術家や観光客にとって過ごしやすいまちづくり

に取り組み、もって地域振興及び文化振興につなげるために構想をまとめる。 

なぜ芸術文化なのか？ 

音楽、演劇、絵画などの芸術・文化は、人々に感動や生きる喜びをもたらして人生を豊かにする

ものであると同時に、社会全体を活性化する上で大きな力となるものであり、その果たす役割は

極めて重要である。 

文化芸術は、観光の魅力や産業の付加価値などを生み出す源。芸術文化への投資は、他の

様々な産業分野への経済波及効果を生み出す。 

方向性１：海外観光客の増加・地域の活力の創出 

方向性２：文化芸術における潜在的顧客・担い手の開拓 

方向性３：「文化財で稼ぐ」力の土台の形成 

文化庁の資料より抜粋 
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嶽
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将来像の実現・地域ブランドの向上 
PDCA 

サイクルの循環 

受
け
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感
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冠嶽の 
地域資源 

どのような 
人を 

対象に？ 

価値の伝達 

価値の提供 

価
値
の
創
造 

物語を起点に共感連鎖を

生み出していく 

・リーディング 
 プロジェクト 
・文化イベント 
・観光、交流、 
 定住促進 
・産業振興 
 周遊プラン 
・情報発信 
・拠点整備 
 など諸施策 

体験・ 
交流の場・ 
感動・共感 

ファン化 
サポーター化 
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●文化芸術とは 

文化庁は、文化芸術振興の意義として、以下のように示している。 

 

 文化芸術は、最も広義の「文化」と捉えれば、人間の自然との関わりや風土の中で生まれ、

育ち、身に付けていく立ち居振る舞いや、衣食住をはじめとする暮らし、生活様式、価値観な

ど、およそ人間と人間の生活に関わる総体を意味する。 

 他方で、「人間が理想を実現していくための精神活動及びその成果」という視点で捉えると、

その意義については、次のように整理できる。 

①豊かな人間性を涵養し、創造力と感性を育むなど、人間が人間らしく生きるための糧となる

ものであり、 

②他者と共感し合う心を通じて意思疎通を密なものとし、人間相互の理解を促進するなど、共

に生きる社会の基盤を形成するものである。また、 

③新たな需要や高い付加価値を生み出し、質の高い経済活動を実現するとともに、 

④科学技術の発展と情報化の進展が目覚ましい現代社会において、人間尊重の価値観に基

づく人類の真の発展に貢献するものである。さらには、 

⑤文化の多様性を維持し、世界平和の礎となるものである。 

  

このような文化芸術は、人々が真にゆとりと潤いを実感できる心豊かな生活を実現していく

上で不可欠なものであると同時に、個人としての、また様々なコミュニティの構成員としての誇

りやアイデンティティを形成する、何物にも代え難い心のよりどころとなるものであって、国民全

体の社会的財産である。 

  

また、文化芸術は、創造的な経済活動の源泉であるとともに、人々を惹き付ける魅力や社

会への影響力をもつ「ソフトパワー」であり、持続的な経済発展や国際協力の円滑化の基盤と

もなることから、我が国の国力を高めるものとして位置付けておかなければならない。 

 我が国は、このような認識の下、心豊かな国民生活を実現するとともに、活力ある社会を構

築して国力の増進を図るため、文化芸術の振興を国の政策の根幹に据え、今こそ新たな「文

化芸術立国」を目指すべきである。 

 

今回の構想策定にあたっては、上記の理念を拠りどころとする。 

  



資源 2 
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冠嶽には、 
どのような地域資源があるのか 

 プロジェクト策定委員会のワーキング会議や生福・冠岳地区のアンケート結果、地元ヒアリ

ング調査結果から下記のような資源が挙げられた。 

抜粋（※詳細は資料に記載） ○主な資源、素材 
 

霊峰冠嶽、冠岳展望公園（徐福公園）、冠嶽園 

冠嶽神社、煙草神社 

年代橋、冠嶽八十八ヶ所歩き遍路 

徐福伝説 

徐福花冠祭、山市、鬼火焚き、かかし祭り、徐福ロマンロード 

星空、花、ホタル、清流 

冠岳温泉、天然酵母ベーグルカフェ二つ菫、冠嶽茶店椿堂 

次郎工房、愛林工房、 

・・・・・ 

  

○浮かび上がったキーワード 
 

豊かな自然・景観、歴史 

神仏、パワースポット、気を感じる 

四季を感じる 

精神的な魅力 

癒し、憩いの場 

おもてなしの心 

冠嶽ウォーキングトレイル 

既存のイベントを活かす 
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現状・意識 3 

生福・冠岳地区の現状や 
   文化芸術に関する意識を知る 

（いちき串木野市第2次総合計画より抜粋） 

人口減少や人口構造の変化（少子高齢化）に対応した取組が求められる。 

冠岳地区の人口推移 

平成18年以降では、人口、世帯数共に減少傾向。少子化が進み、小学校も特認校

生がいないと成り立たない状況。地区内に商店がなく、日常の買い物や通院などに

不便を感じている高齢者もいる。 

年1回の山市物産展は数万人の集客。 

生福地区の人口推移 

平成18年以降世帯数は微増傾向、人口は減少傾向。 

毎年、徐福花冠祭、生福夏祭り、かかし祭りなどが開催され賑わっている。 

かかし祭りや花いっぱい運動には子ども達から高齢者まで参加し交流を深めている。 



地元の声（アンケート調査から） 生福・冠岳両地区全773世帯へ。回収597件 

それぞれの項目でベスト3をここでは挙げている。詳細は添付資料参照。 

○地域の良い所 ○地域で誇れるものは？ 

○日常生活で不便なこと 

○冠嶽エリアのイメージに似合う芸術・アートについて 

○地域の良さにあった芸術文化の取組はどのようなものだと思いますか？ 

○アーティストの移住や交流促進について 

1 
2 
3 

豊かな自然、景観 

歴史、伝統 

行事イベント 

1 
2 
3 

冠岳温泉 

徐福花冠祭 

冠岳展望公園（徐福公園） 

1 
2 
3 

お店が少ないこと 

買い物、通院通学などの移動手段 

農地、山林の維持管理 

1 花 2 陶芸 3 書 

1 
2 
3 

自然環境を活かし五感で体験できるもの 

豊かな自然と音楽や絵画などの芸術をマッチさせる取組 

神社仏閣と書、茶道などの和の芸術を組み合わせる 

■賛成             
■どちらかといえば賛成   
■わからない         
■どちらかといえば反対  
■反対          

222人（40.4%） 
159人（28.9%） 
141人（25.6%） 
16人（2.9%） 
11人（2.0%） 
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地元ヒアリング（聞き取り）調査から 

 生福、冠岳地区ほか地域の学校関係者・商工業者・地域の代表者等13名から聞き取り
を行った。概要は下記の通り。詳細は添付資料参照。 

〇地域の状況についてご意見 

全体として、マンパワーが不足。特に冠岳地区は顕著。 

地域の係による負担増もあり、誰が実行するのか、地域にどうかかわっていくのかが課題。 

整備が必要な場所も多く、交通の便が悪い・買い物をするお店が無いという生活に直結

する部分の課題が多く存在する。学校間および学校と地域の関係性はとても良好。 

 

〇地域に適した文化について 

和の文化、中国風文化、四季折々の自然、陶芸や木工、音楽、徐福伝説という意見あり。 

お寺や神社があり、自然が豊富な地域という見方が多い。 

また、芸術文化と言われてもよく分からない、冠嶽エリアで芸術というイメージが湧かない

という意見もある。 

 

〇地域資源について 

冠嶽八十八カ所歩き遍路、お寺や神社、工房体験、薬草、温泉、仙人みそ、また年代橋

のストーリー性が良いという意見もでた。 

桜・蛍・紅葉・雪景色といった四季の風景、冠嶽が名産地の寒蘭、冠岳小学校の校舎と

いう意見もある。 

 

〇施設関連 

花川砂防公園、冠岳展望公園は排水整備が必要との意見があった。また、小水林間広

場の整備を求める声もあり。 

冠嶽園も含めて、イベントの時しか行かないので何か定期的に足を運ぶものがあれば良い

という意見、買い物をする場所として物産館や道の駅のような機能が欲しいという意見も

あった。 
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日本国民の意識調査 

 日本国民の文化芸術についての意識や行動を、内閣府大臣官房政府広報室が実施し

た「文化に関する世論調査」より探る。 【調査結果（抜粋）】 

１  文化芸術の鑑賞活動及び創作活動 

（１）文化芸術の直接鑑賞経験は、 

■鑑賞したことがある（小計） 59.2％ 

  

（更問）直接鑑賞しなかった理由 

・時間がなかなかとれないから 46.1％ 

・関心がないから 28.0％ 

・近くで公演や展覧会などをやっていないから 11.4％ 

・テレビ、ラジオ、ＣＤ・ＤＶＤ、インターネットなどにより鑑賞できる（鑑賞した）から 10.5％ 

・その他 14.4％ 

 

（２）美術館・博物館での鑑賞の促進策 

・入場料が安くなる 32.6％ 

・住んでいる地域やその近くに美術館・博物館ができる（増える） 30.7％ 

・美術館や博物館へ行くための交通の利便が良くなる 23.6％ 

・展覧会の開催に関する情報がわかりやすく提供される 22.0％ 

・特にない 12.6％ 

 

（３）鑑賞を除く文化芸術活動の経験 

・活動したことがある(小計) 28.1％ 

  ○地域の芸能や祭りへの参加 13.8％ 

  ○音楽、舞踊、茶道、華道、書道などの習い事の受講 8.1％ 

  ○文学、音楽、美術、演劇、舞踊などの作品の創作 6.8％ 

  ○子どもの文化芸術体験のための支援活動 4.8％ 

・特に行ったことはない 71.3％ 
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（４）鑑賞を除く文化芸術活動への参加の促進策 

・活動のための時間がとれるようになる 26.1％ 

・魅力ある内容の活動が行われる 25.5％ 

・初心者向けの活動が提供される 24.2％ 

・一緒に活動する仲間ができる 23.9％ 

・特にない 14.2％ 

2  地域の文化的環境 

（１）地域の文化芸術資源に対する意識 

「伝統的な祭りや歴史的な建物などの存在が、その地域の人々にとっ

て地域への愛着や誇りとなる」 

・そう思う（小計） 90.1％ 

  

（２）地域の文化的環境の充実策 

・子どもが文化芸術に親しむ機会の充実 40.5％ 

・地域の芸能や祭りなどの継承・保存 36.8％ 

・ホール・劇場、美術館・博物館などの文化施設の充実 28.1％ 

・歴史的な建物や遺跡などを活かしたまちづくりの推進 24.9％ 

13 
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3  文化芸術の振興と効果 

（１）文化芸術振興による効果 

社会にもたらされる効果として期待することは何ですか。 

・子どもの心豊かな成長 45.3％ 

・地域社会・経済の活性化 41.0％ 

・人々が生きる楽しみを見出せる 37.5％ 

・地域のイメージの向上 34.1％ 

（２）観光資源としての文化財の活用策 

どのようなことが重要だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。 

・文化財が良好な状態で美しく保存・管理されている 51.8％ 

・周辺環境（文化財周辺への交通手段、トイレ、歩道など）が整備されている 45.2％ 

・文化財の所在や内容に関する情報が充実していて分かりやすく表示・解説されている 30.4％ 

・歴史的な建物などを用いたイベントが開催されている 29.7％ 

4  子どもの文化芸術体験 

（１）子どもの文化芸術体験で重要なこと 

・学校における公演などの鑑賞体験を充実させる 60.9％ 

・ホール・劇場や美術館・博物館など地域の文化施設における、子ども向けの鑑賞機会や 

学習機会を充実させる 42.4% 

・地域の祭りなど、地域に密着した伝統的な文化体験の機会をより多く提供する 41.5％ 

・学校における演劇などの創作体験を充実させる 39.8％ 



（２）子どもの文化芸術体験の効果 

・日本の文化を知り、国や地域に対する愛着を持つようになる 59.2％ 

・美しさなどへの感性が育まれる 43.0％ 

・他国の人々や文化への関心が高まる 39.4％ 

・コミュニケーション能力が高まる 38.9％ 
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5  文化芸術の国際交流・発信 

（１）文化交流の意義 

 

・日本と諸外国との間の相互理解や信頼関係が深まり、国際関係の安定につながる 54.5％ 

・異なる文化がお互いに刺激し合うことにより、世界の文化の発展につながる 43.7％ 

・日本への関心が高まり、訪日外国人旅行客の増加や日本産品の海外展開につながる 43.5％ 

・日本の国際化が進み、日本が国際的に開かれた豊かな文化を持つ国に発展できる 41.9％ 

 

（２）文化芸術の国際発信のための重点分野 

 

・日本の伝統音楽（長唄、筝曲、義太夫、和太鼓など） 48.8％ 

・食文化 45.5％ 

・伝統芸能（雅楽、能楽、文楽、歌舞伎など） 41.1％ 

・生活文化（茶道、華道、書道、囲碁など（食文化を除く）） 36.6％ 

【調査概要】 
調査対象：全国18歳以上の日本国籍を有する者 3,000人   
有効回収数：1,831人（回収率61.0％） 
調査時期：平成28年9月22日～10月２日(調査員による個別面接聴取)  
調査目的：文化に関する国民の意識を調査し、今後の施策の参考とする。 
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構想計画 4 

構想計画をより魅力的にするために 

芸術文化を起点に、冠嶽を活性化させるには、文化イベント等を通じた場で常に新しい価

値観やライフスタイルを創造していかなければならない。新しいものを生み出し提案していく

ためには、いくつかの考え方が重要になってくる。 

 

●もっと深いところにまなざしを 

もっと深いところに潜在している固有の資源、発芽するのを待っている貴重な価値が、たっ

ぷり眠っている。そこから新しい時代の文化、美学、知性は創造される。 

冠嶽の文化や歴史を丹念に掘り起こし、その地域の固有の味を出してみることが大切であ

る。人はそれに惹かれて訪れてくれるのだから。 

ここでは潜在している資源のことを言っているが、顕在している資源も視点を変えれば気

付かなかった新しい価値も見つけ出すことが出来る、ということも付記しておきたい。 

※「己の立てるところを深く掘れ。そこには必ず泉あらむ。」（高山樗牛） 
※「心で見なくっちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。かんじんなことは、目に見えないんだよ。」 
（星の王子様 サン・テグジュペリ） 
※「草原の輝き、花の栄光。ふたたびそれはかえらずとも嘆くなかれ。その奥に秘められたる力を見出すべし。」 
（ウイリアム・ワーズワース） 
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●他所とは違うこと、それが最大のセールスポイント 

 同一を追いかける時代は終わった。他所とは違うものに価値が生まれるのだ。まだ体験しな

いこと、まだ見ぬものに挑戦していこう。今までにない美しい世界を提供することで、人を幸せ

にしてみせよう。 

 顧客の立場に立てば、要求・要望は表層的な需要であり、深層の欲求はその奥にある願望

である。それは顧客自身も気付いていない気持ちや感情ではあるが、人の行動を決める鍵が

ここにあると言われている（内面を探る）。 

  

 

 ●「アーティストを招聘する」という手法のみが先行すれば、形骸化という危惧が 

 いま各地で芸術文化（アート）による地域活性化の取組が増えている。 

 そうしたなか、単に「アーティストを招聘する」という手法のみが先行した形式的な取組に留

まっているケースも少なくない。容易に見える手法にすがっているようだ。これでは求める効果

は得られない。 

 地域のビジョンを共有することがないまま、主催者（芸術文化を届ける側）のみの企画として

実施され、単に文化イベントが消費されているだけである。 

 本来、文化イベントの価値は、関わるアーティストの奥にある文化芸術が持っているホンモノ

の魅力に出会う感動だ。 

 感動は、分かち合うことで味わえる。「分かち合う」ことで他者と認め合う関係を築くことができ

る。文化イベントは「創発」を生み出す相互作用の場にしなければいけない。 
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●地域住民の「感受性」を高めていくことも必要になる 

 感動を分かち合い、芸術文化村として冠嶽が地域ブランドを高めていくためには、地域住

民の地域への感受性を高めていくことが求められる。 

 文化イベント等の実践を通じて地域住民が感受性という力をつけることが、持続性につなが

る。行政とイベント等の実践者（地域住民を含む）が垂直的な関係ではなく、協働を行える分

かち合える枠組み作りが問われる。 

※感受性sensitivity（＝知的、美的なモノ、コト等に対する感性） 

感受性を豊かにすると 

１ 人の気持ちに共感しやすい 

  （相手の気持ちに敏感に気づく） 

２ 周りの人に気配りができる 

３ 何にでも感動できる 

４ 周りから好感をもたれやすい 

５ 想像力が豊かになる 

→ コミュニケーション能力が高くなる 

冠嶽の潜在的な価値を顕在化させる。 

顕在化されたものを活用して 

「文化イベントという場」を通じて 

アーティストと参加者と地元住民が相互作用を起こす。 

相互作用のチカラが 

創造的で魅力的な冠嶽芸術文化村を持続させる。 
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Ⅱ.構想 

冠嶽芸術文化村のビジョン（将来のありたい姿）をしっかり構築しておかなければならない。

ビジョンは行動力の源泉になるからだ。 

また、ビジョンを実現するための戦略構築の核になる考え方（骨組み）がコンセプトである。

コンセプトは事業を推進するための指標といえるものである。 

●ビジョン（将来のありたい姿） 

冠嶽を、 

美しいモノやコトを 

しなやかに感じることのできる時空にしていく。 

冠嶽の 
森羅万象 

文化芸術 

幸せを実感する時間 

心と体を包みなおしてあげる空間 

ビジョン・コンセプト 1 

ビジョン（将来のありたい姿）、 
        そしてコンセプト 
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 いま都会では、進歩と発展を模索し続け、都市計画や街並み整備事業といった名目で、どこ

の「まち」も均質化されている。 

 季節の移ろいを、鳥や風や雲や花で感じることのできない環境の中で、人は、心地よく幸せな

時間を過ごせる場を切実に求めているのではないか。 

 一方、冠嶽地域を見つめてみると、深い歴史（徐福伝説等）、豊かな自然、そして里山の生活

文化が色濃く残っている。 

 

冠嶽の持つ価値を「五感再生空間」というコンセプトで具体化していく。 

自然の動きと呼応した生き方をしたい。 

人としての豊かな感受性を取り戻したい。 

そのような深層のニーズに応える場、そこが「冠嶽」であると。 

「五感」は、芸術文化の入り口。芸術を生み、発信する源である。

感受性を高め、冠嶽の価値に気づき、生かすセンスを育もう。 

●冠嶽芸術文化村構想の骨組みとしてのコンセプト 

ビジョンを実現するための戦略の思想、方向性 

冠嶽芸術文化村 
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●戦略の方向 

「五感再生空間」というコンセプトで、 

美しいモノやコトを生み出していくための戦略 

  冠嶽の 
●香・聴・触・ 
  視・味など 
●植物・花など 
  森羅万象 

感性を高めて 
心と体と人生を 
豊かにしたい人 

リーディング
プロジェクト 

文化イベント 
観光、交流、 
定住促進 

産業振興策、 
周遊プラン 

情報発信 
拠点となる 
施設整備 

コンセプト 

地域資源 ターゲット 
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推進組織 2 

構想を実現するために 

実践を誰がするのか、どこが担うのか 

構想を実現させていくには、先ずは、担い手としての人や組織（コミュニティ）が存在しなけ

ればならない。推進させていくエンジンの役割といえるものである。 

また、他地区の例からも、アーティストにイニシアティブ（主導権）を持たせると持続性が危

ぶまれるという話もあった。 

その解決策としても、アーティストと地域住民を繋ぎ調整する役として「創発コミュニティ（仮

称）」という装置をつくる必要がある。 

  

この構成員は、地元民だけには限らない。本構想が掲げるビジョンやコンセプト、それが醸

し出すであろう価値に共感し、志を持った人であればだれでもいい。 
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メンバーの役割は、文化イベントの企画、調整、実践、人材育成、おもてなし研修、商品化、

販売・流通など、文化芸術アプローチだけではなく、経済アプローチなど多岐にわたる。 

また、稼ぐ力を育て、マーケティング戦略を構築することもここで担ってもらう。 

実践においては、先ずはコミュニティのメンバーが中心になって文化イベントを開催してみ

る。そのイベントを、地域内の人に見えるカタチで示し、理解と浸透を促していく。 

たとえ小さなイベントでも、そこに「共鳴」という名の「ゆらぎ」がおきれば、それが増幅されて

伝播することにより大きな社会現象にもなるそんな時代である。 

「ゆらぎを起こせ！」である。 

  

また、こうした取組は一朝一夕には成果が出ないことの方が多い。ゆっくりと時間をかけて

醸成していくことも肝要である。手間暇を厭わないコミュニティメンバーの日々の努力と、行政

をはじめとしたまわりのあたたかい理解が必要になってくる。 

  

こうしたコミュニティが集い、相互作用を生み出していく「たまり場」としてもスペースが必要に

なってくる（たまり場については後述）。 

創発コミュニティを「冠嶽芸術文化村」の中心的役割を担う 

重要な機関として位置づけ、各種取組を行います 
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冠嶽芸術文化村創発コミュニティを設立し推進していくために必要なこと 

○リーダーの確保 

 コンセプトや方向性を理解し、対マーケットや地域の人やモノを繋ぎ、組み合わせる人材を

確保する。 

 志と使命をもち、情熱に燃え、自己管理による目標の設定と、その成果に対する責任を持て

る人をその任に充てる。 

○サポーターとしての行政 

 行政はコミュニティが取り組んでいくことを、バックアップしていく。後方支援だけではなく、予

算や体制作り、国等の様々な支援メニューを提示し、行政の有する知的資源を提供していく。 

○協力者の育成（高齢者の活用等） 

 彼らの知恵を活かし、活躍できるような仕組みを作る。そのことで要員確保と高齢者自身の

生きがいづくりに役立てる。 

●生福・冠岳地区を中心にプロジェクトおよびコミュニティ参加者を募集 

 （基本的に来るもの拒まず、誰でも気軽に参加できるまちづくりコミュニティとして募集） 

●地域住民に対する説明会の開催、意見・アイデア募集 

●ＮＰＯ法人鹿児島いちき串木野観光物産センターへ協力依頼・連携 

●地域おこし協力隊の募集 

施 

策 

案 

●広報によるコミュニティの募集・プロジェクトの説明 

●各種支援メニューリストの提示、申請の援助 

●冠嶽芸術文化村創発コミュニティ運営支援 

施 
策 
案 

●希望者の観光ガイド登録 

●マイスター（名人）制度の設置、高齢者と熟練者の登録 

●体験学習・自然観察が行われる際に協力依頼 

施 

策 

案 
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先ずは創発コミュニティが中心になって 

文化イベントを開催してみる 

すでに素晴らしい既存のイベントもあります。それらも最大限に活用し、 

磨き上げながら相乗効果が得られるように進めていきましょう。 

自分たちの出来ることから、楽しみながら始めてみる。 

一人一人が一粒一粒を育てていくイメージで。 

そうすれば、美味しい房（＝魅力的な地域）が育ってきます。 

美味しい房を求めて、多くの人がここにやってきます。 

＊冠嶽芸術文化村創発コミュニティは地域住民の方々と積極的に関わり、地域

住民の参画を促す役割を担います。 

※イメージ 
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Ⅲ.構想を実現させるための施策 

具体化するために何をなしていくのか 

【リーディングプロジェクト】 

   〇冠嶽ウォーキングトレイルのバージョンアップ  

 

【ソフト面】 

   ①文化イベント 

   ②観光、交流、定住促進 

   ③産業振興、周遊プラン 

   ④情報発信 

  

【ハード面】 

   〇拠点となる施設の整備（冠岳交流センター・冠嶽園等） 

   〇その他ハード面の整備 
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【リーディングプロジェクト】 

平成8年度「ウォーキングトレイル事業」を、新しい時代のニーズに合わせて価

値を編集し直す。 

冠嶽ウォーキングトレイル  のバージョンアップ ＊ 

従来の冠嶽の徐福伝説、修験道、密教関連の史跡、洞などの特異な景観価値に、

五感で感じる季節の花、薬草、香り、せせらぎの音などを価値として加える。また、

後述する文化イベントと組み合わせてプログラムを作成する。 

＊トレイル＝環境省は「森林や里山、海岸、集落等を通る歩くための道」と紹介。特に距離の長い自然歩道をロングトレイルと呼ぶ。 

平成8年度計画の概要 

冠岳地区一帯は、徐福伝説、修験道、密教関連の史跡や洞窟等がちり

ばめられた特異なゾーンを形成している。この一帯を市の重要な観光開

発地域として捉えており、メインコンセプトとして「歴史を辿る道」を掲げ開

発整備計画を推進している。その拠点でもある「冠嶽園」を完成しており、

冠嶽神社や護摩岩、不動尊洞、虚空蔵洞、阿弥陀堂等の史跡を中心

とする豊かな自然に包まれた冠岳歴史自然公園として位置づけられて

いる。 

地域における歩行者環境づくりの方針 

霊峰冠嶽周辺の豊かな自然環境に十分に配慮し、冠岳歴史自然公園

と一帯となった整備を行うことにより、照葉樹林や水のせせらぎ、豊かな

自然とふれあう安全な歩道空間づくりをめざす。 



29 

五感で感じる冠嶽 

 ウォーキングトレイルを生きたルートとして活用していくために、「ウォーキング」と「アート」の

視点を融合させ、ルートに新たな価値を付加させることを目指す。アートの視点が加わること

で、より深い体験がのぞめる場所となり、来訪者を増やし、イメージの定着・普及・発展を図れ

るトレイルコースとなっていく。心に届く、真の意味での「冠嶽ファン」を増やすことで、ウォーキ

ングルートが長く愛されるものとなることを目指す。 

アートのチカラ、五感のチカラ 
芸術的な視点を活かしたウォーキングトレイル 

イラストはイメージです。 
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冠嶽ウォーキングトレイル・バージョンアップのための 

施策とアイデア 

  

季節ごとに現地調査（フィールドワーク）をした上で、 

●自然ガイドツアーの設定（四季毎） 

●五感マップの作成 

●季節毎のコースのシナリオを作成 

●全体の距離、トイレの場所、見どころの場所、冠嶽の歴史・文化を明記したガイドマップ作成 

  

ハードとして 

●サイン計画（目印・看板の設置）の見直し 

●癒し・休息機能（休憩場所・トイレの整備） 

●展示機能（花・木・薬草等へ説明看板の取り付け） 

●滞在機能（史跡・景観の整備） 

などを検討する。 

施策案 

冠嶽ウォーキングトレイル看板の追加・修正 

デザインを新しくします。 

写真・イラストはイメージです。 
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 トレイルのメイン期間を設定し、その期間中に各種取組を実施する。 
（例）９月（かかし祭り）～４月（徐福花冠祭） 

※メインイベントを徐福ロマンロードウォーキング大会と設定 

 期間内に開催されるイベント（かかし祭り・山市・徐福ロマンロードウォーキング大会・徐福花

冠祭等）と連携した取組を行う。 

（取組施策案は下記参照） 

芸術企画展の開催 

トレイル期間内に書・絵画・花等をテーマに

した芸術企画展を開催し、地元イベントと

周遊させることで相乗効果を図ります。 

冠嶽絵画スケッチ大会・写真コンテストの開催 

ウォーキングして絵を描く、写真を撮るコンテ

ストを開催。山市の長崎龍踊り、かかし祭り

のかかし、徐福花冠祭の山車や冠を施した

徐福像等の地元イベントの見どころに足を向

けさせる取組を実施します。 

冠嶽自然・歴史学習教室の開催 

歩くだけでなく、植物や動物の生態や冠嶽

の歴史について学ぶ機会を作ります。 

音楽鑑賞会の開催 

クラシックや和楽器、二胡等の演奏を楽し

む鑑賞会を開催します。 

冠嶽ウォーキングトレイル実施期間の設定 

写真・イラストはイメージです。 



32 

美味しいコーヒーを楽しみながらの
陶芸教室体験の実施 

地元のイベントに来た方々やトレイルに来

た方々へのおもてなしと陶芸の体験教室

を開催します。 

小皿・お盆などの 
木工製作体験教室の開催 

イベントやトレイルに参加した方々に木工

作品を製作する体験の場を提供します。 

冠嶽八十八ヶ所歩き遍路との連携 

トレイルに参加した方へ「冠嶽八十八ヶ所

歩き遍路」を紹介し、リピーターへつなげ

ます。 

温泉と食事を楽しむトレイルの実施 

ウォーキングを行ったあとに温泉につかり

疲れを癒し、食事を楽しむコースを設定

します。 

写真はイメージです。 
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ナイトハイクの実施 

沈む夕日と星空を満喫する夕方から夜にかけてのウォーキ

ング。冬ならば、南の地平線上に輝くカノープスと北極星を同

時に楽しむツアーも考えられます。 

徐福を日本に遣わした秦の始皇帝と縁のある北極星に注目。

北極星は冠岳展望公園から見ると冠嶽の上に輝いています。 

ウォーキングトレイルのコース名称を星座に見立てたネーミン

グを考えてみてはどうでしょうか？ 

固有性が増してきます。 

樹木マップとネームプレート作り 

トレイルのコース上の樹木を調べ、樹木マップ作成やネームプレートの設置を行います。 

外部の学校の生徒も参加してフィールドワークやワークショップを行いながら実施。 

自然に親しむ活動の輪を広げていきます。 

自然の造形美を知る 冠嶽リース作り 

トレイルルートは豊かな自然の宝庫。その自然の美しさを少し

分けていただき、クリスマスにぴったりなリース作りを楽しみま

す。ガイドと共に山野を歩き、ツルやヒイラギなどの植物を採

取。それらを元に、おもいおもいに、オリジナルのリース作りを

楽しみます。 

他所事例 

自然の素材とホップでつくる、ナチュラル・クリスマスリース 
つくる大学（遠野市） 

遠野市はホップの産地。長くのびた蔓をリースの土台とし、遠野の山で集めて

きたヒバや野ばら、まつぼっくりなどを用いてリースを作成します。 

参加費3,000円、定員15名 つくる大学 HP より引用 http://tsukuru-univ.jp/archives/121 

特定非営利活動法人古代邇波（にわ）の里・文化遺産ネットワーク HP より引用 http://niwasato.net/home/  

写真はイメージです。 
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森の中にひそむ物語 おはなしトレイル 

美しい自然と生き物の気配。森は豊かなイメージに満ちあふれて

います。子どもたちを対象とし、森を歩き、森や川のせせらぎの音に

耳をすましたり、小さな草花にふれたりしながら、「五感」に着目した

トレイルを行います。その中で、ポイントごとに、森にまつわる「絵本」

の朗読を行います。森と読書体験を結びつけることにより、子どもの

豊かな感性をのばし、国語力を育みます。 

他所事例 

森の中での読書活動   

広葉樹の森の中にある、えほんの複合施設「木城えほんの郷」。季節ごとに開催される子どもたちが自然とふれあう企画の中では、

必ずえほんの朗読または伝承民話の口述を行います。活きた読書体験が、自然とのふれあいをより深く豊かなものにしてくれます。 

木城えほんの郷（木城町） 

自然の不思議に目を見張る 昆虫探検隊 

冠嶽地域には、様々な昆虫が生息しています。小さな昆虫の生態

を知ることにより、生命の不思議、自然の不思議を感じ、そして自

分たちが自然との関わりの中で生かされていることを考えることがで

きます。ネイチャーガイドとトレイルルートを歩きながら、様々な昆虫

を発見・観察し、自然科学への興味を育みます。 

他所事例 

萌木の国 昆虫教室   
昆虫写真家である今森光彦氏が行っている昆虫教室。二泊三日で子どもたちと里山をめぐり、昆虫を観察・採集し、小さな生命を

とおして、雑木林の魅力を学びます。 

3歳以上／30,000円 定員120名 今森光彦 HP より引用 http://www.imamori-world.jp 

もえぎの国（高島市） 

山頂で楽しむ、ひきたて、淹れ立てのコーヒー 

抜群の景色、澄み切った空気。トレイルの休憩での一服はほっとす

るひと時です。その時間を最高のものにするために、ひきたての

コーヒーはいかがでしょうか。いちき串木野エリアにあるコーヒーの

名店おすすめの豆とミル、水、ストーブをザックに詰め込み、山の

上でコーヒーを楽しみましょう。 

他所事例 

山頂珈琲   
福岡市六本松に店舗を構える「花待ち雨珈琲」が定期的に行なっているイベント。 

参加者と共に、福岡近郊の様々な山に登り、山頂で珈琲を楽しんでいます。 

参加費1,500円 定員5名 おみやげ付 花待ち雨珈琲 Facebookページより引用 www.facebook.com/pg/homachiame.coffee 

小さな焙煎所 花待ち雨珈琲（福岡市） 

撮影：田中里佳 

写真はイメージです。 
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冠嶽ウォーキングトレイル プロモーション施策案 

●マスコミ関係への情報提供、取材依頼 

  トレイルの情報をテレビ・新聞・雑誌等のマスコミへ提供し、取材を依頼して露出を図る。 

  

●旅行会社の誘致 

  県内外の旅行会社を招致し、モニターツアーを実施。ツアー造成の機運を図る。 

  

●トレイル体験バスツアーの実施 

  バス会社と連携してバスツアーを実施する。 
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文化イベント 1 

【ソフト面】 

 五感を通して冠嶽の森羅万象のメッセージを感じ取ろう。メッセージを取り込んだ具体的
なプログラムをコンテンツ化しておく。下記に文化イベントのアイデアを記載している。 

風の音と調和して 

森のクラシックコンサート 

森の中にいると人間は生命力を取り戻す。 
リストの「森のささやき」、シューマンの「森の情景」などの
曲目を演奏。森の鼓動と音楽が呼応する時間を楽しむ。
心と体が癒される。 

季節の移ろいを感じながら 

里山の俳句、吟行 

里山を仲間と歩き、自然や暮らしのメッセージに耳を傾
け感じたことを俳句にする。 
そして、発表会。ワクワクする時間になります。 

さゆる空より、地上に降りしく奇しき光よ 

冬の生冠、星空と、音楽と、温泉と 

サプライズポイント 
〇北極星と冠嶽が見える場所での星空観察を楽しむ。 
ハートフルポイント 
〇唱歌「冬の星座」の演奏（二胡）と合唱（参加者で唄う）。 
〇冠岳温泉で温まる。 
串木野駅集合、銀河行バスに乗車、バスもそれなりの装飾。 
バスの中で星座の話も。 

長寿の願いがこもった星 

「カノープス（寿星）」を見る 祈る 

太古から人々を魅了してきたカノープス。夜の早めの時
間に南中する２月は観測チャンス。 
カノープスは南天の星で、りゅうこつ座の星の1つ。明る
さは－0.7等と、シリウスの－1.5等に次いで恒星として全
天で２番目に明るい星です。 
カノープスは縁起がよい星と言われ、見ることができると
長生きできると伝えられています。 
冠岳展望公園を「カノープス」観察のメッカに！ 

幻想的な光の夜 魂を灯す 

生冠アート竹あかり 

竹あかりを芸術作品に高める。幸せを祈る行事にする。 
作品の芸術性をコンテストで競う。 

極めれば深い感動が 

蓮、まるごと五感体験 

○蓮の開花音を聴こう。 
○蓮を食べて綺麗になる。  
   蓮茶、蓮の実ご飯、蓮の実スイーツ 
○蓮の香りで綺麗になる。 
○蓮の果托で手芸をする。 
○子どもと遊ぼう。蓮のシャボン玉。 
○蓮と仏教の話を聞こう。 
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心を癒して、自分に還る 

橋本昌彦氏「心のコンサート」 

橋本昌彦（シンガーソングライター/アーツセラピスト） 
人の心を癒していく独自のヒーリングプログラムとしてジェネレーションサイクルミュー
ジック『こころのコンサート』を確立。この「こころのコンサート」は「感動で涙が溢れる」
として話題となり、多くの新聞・テレビに取り上げられ、NHK「あさイチ」では「思わず
涙、母性震わす歌声」と特集される。 
 人の心を癒やす活動は評価され、公益財団法人 日本ユースリーダー協会より、優
れた教育者に贈られる「若者力大賞 ユースワーカー支援者賞」を受賞。作品を通じ
て親も子も どんな人も自分自身がかけがえのない存在であるということを思い出し、
授かった「いのち」を自分らしく生き 生命力に溢れる社会を目指している。 
 

「たくさんの人を幸せにする芸術作品を届けていきたい」 

願いはただ一つ、幸せな人生を手に入れる 

聖地冠嶽で修行体験と心の旅 

不動明王参り。 
渡ると長生きするといわれる「花川砂防公園」の10本の
年代橋。 
冠岳温泉（冬：サワーポメロ湯、5月：しょうぶ湯） 
      プチ浴育講座付き 
ガイド付き。 

森羅万象に生命輝き始める瞬間、それは朝 

聖地冠嶽・鎭國寺の朝座禅 

朝は生命体にとって、最も潜在的エネルギーにあふれた
時間。 
その潜在的エネルギーとは、一日を乗り切る生命力なのだ。 
朝座禅で、いいスタートをきろう。 

芸術文化の真髄に触れる 

生冠薪能・雅楽の公演 

薪能や雅楽という、日本伝来の芸術文化に触れる公演
の開催。 
幻想的な空間を演出。 
ゆくゆくは演技や演奏を学べる場を創造。 

草花には不思議な魔力があります 

花冠作り体験 

テイカカヅラをベースにした 
花冠づくり。 
和名は式子内親王を愛した藤原定家の物語に基づく。
恋愛をテーマにした花冠づくりに仕立てる。 
 
植物の力を宿した花冠。 
「花冠祭」とも繋げていく。 
 

花冠のリース 新しい年 花のある暮らしを始める 

聖地冠嶽の正月飾り体験 

〇冠嶽神社の家内安全祈願付き。 
〇材料としての植物採集もプログラムに組み入れる。 

冠嶽の植物から元気をもらう 

生冠・徐福の路を行く早春の山菜摘み 

〇採った山菜をその場でてんぷらに。 
〇春の喜び。 

花で繋がる 人が繋がる  

生冠オープンガーデン 

オープンガーデンとは、個人の庭を一定期間、一般の
人に公開するという活動。 
丹精こめた庭や花壇を開放し、訪れた人との交流を深め
ながら季節の植物を楽しむオープンガーデンは、地域
やコミュニティに潤いを与えてくれます。 
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花壇をつなげれば道になる 

生冠フラワーロード作り 

生福・冠岳地区の道路沿いに沿線の人による花植えを行
う。車から花見が出来るような道にする。 
桜、アジサイ、ヒガンバナ、スイセン、ツワブキなど。 
 
冠嶽芸術文化村への期待感が高まる。 
 
花壇コンクールも実施。 

カラダに優しくてきれいな私だけの手作り石鹸を 

アートな「花のソープ」作り体験 

オリジナルの石鹸で、バスタイムをもっと癒しの時間にし
てみませんか。 
市販のソープ素地を使えば簡単に作れます。 

こんなにも上品で美しい花があったのか？ 

エビネ蘭の展示会と蘭についての講演 

寿峰苑の、大切に育てたエビネ蘭を鑑賞。 
その熱い思いを聴く。 

生冠地域で採取した花を飾ろう 

花を飾る花瓶づくり陶芸体験 

生冠地域で好きな花摘み。 
花を飾る花瓶は自分の手作り。思い出をカタチに 
残します。 

※全てをやるのではなく、現在の地域資源、マンパワー、予算の中で「これならできる」   

と考えられるプログラムを実施する。 



観光、交流、定住促進 2 
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先導的な役割を果たす事業として 

○生冠アートフェスタ（仮称） 

 策定したコンセプトに沿って、文化イベントや食のＰＲなどを実証実験として実施。コミュニ

ティが主となって気運の醸成を図る。また、その反応を見て計画・実行・チェック・修正を行い、

価値を高め、恒常的な取組として持続化を図る。 

 人が集まるところ。そこには活気があふれ、文化が生まれる。発展的には、生福・冠岳地区に

おいて、ここにある自然環境・歴史・文化資源を活かして、ここならではの「アートフェスタ」を他

のイベントとあわせて展開する。環境資源、歴史・文化資源を活用したアートをメインとし、作る

過程も、参加者に体験してもらう。こだわりの飲食ブースも展開、地域の産品や工芸品を販売

するマーケットも開催し、アートフェスタを盛り上げる。 

開催：４月（花冠祭の時期） ９月（かかし祭りの時期）もしくは１１月（山市の時期） 

新たにイベントを創出するのではなく、既存のイベントにあわせてアートや音楽、食などをテーマに実施して既

存イベントのさらなる活性化を図る。 

現在ある花冠祭、かかし祭り、山市という地域のイベントを活かしながら磨き上げ、少しずつ膨らませていく。 

○リピーター、口コミを促す対策 
 これからの集客戦略は、リピーターと口コミをどのように醸成するかが大きな鍵を握る。そのた

めには、冠嶽芸術文化村で体験、体感したことがどれだけ感動的であったかが重要なポイント

となる。 

●観光ガイド・希望者に対するおもてなし講座の実施 

●リピーター管理システムの導入 

●インストラクター・ガイド養成事業の実施 

施 

策 

案 
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○芸術家等の情報登録や連携 

 いちき串木野市ゆかりの芸術家、市内で活躍する市民や文化芸術団体、文化芸術関係技

術者等の情報登録に取り組み、その活用に努める。 

 また、本市ゆかりの芸術家の、市内における活動機会の充実を図る。 

●希望する芸術家等へ活動機会の提供（講師依頼、文化イベント協力依頼、作品販売） 

●総合運動公園、花川砂防公園、冠嶽園、冠岳展望公園等での作品展示 

●芸術文化村の協力者として登録、情報発信 

●アートを創出する場として移住（仮住まい可）場所を提供 

施 

策 

案 

○子どもの文化芸術活動への参加促進 

 子ども達の豊かな感性や人間性を育むため、地域社会や学校と連携し、子どもの頃から優

れた文化芸術に接することができる機会を創出するとともに、子ども自身による創造的な文化

芸術活動への参加を促進する。 
 

■優れた文化芸術の鑑賞機会の提供 

   子ども達の表現力や創造力を養い、感受性豊かな人間として成長していくため、文化芸術鑑   

   賞機会の提供や各種体験事業などの充実を図る。 
 

■親子で体験できる文化イベントの実施 

   親子で体験できるプログラムを整備し、ファミリーで楽しめる場を提供する。 

●小・中学校等で芸術作品展示を実施 

●ファミリー対象の映画鑑賞を開催（冠嶽園・交流センター等にて） 

●生け花体験、陶芸体験等の芸術体験教室開催 

●親子芸術体験プログラムの整備および実施 

施 

策 

案 



41 

○交通連絡網の整備 

○定住支援策の整備 

 生福・冠岳地区への移住定住を促進するため、移住定住支援策を充実させる。 

●空き家状況の調査 

●移住コーディネーター（移住希望者に対してフォローを行う）の設置 

●お試し住居の導入 

施 

策 

案 

○創業支援等 
 店舗が少ないという課題と移住促進への対策として、創業支援策を充実させる。 

●創業チャレンジ支援 

●新規創業者へ資金繰り・販路開拓支援（商工会議所と連携） 

●コンビニエンスストア等の誘致検討 

●移動販売車の導入検討 

施 

策 

案 

 交通事業計画の見直しや調整、各事業者との連携を行い、地元の人にとっても観光客にとっ

ても使いやすい交通網の整備を模索。 

●観光タクシー・レンタカー事業者との連携 

●送迎用車両の導入検討 

●公共交通事業者との調整、連携 

施 

策 

案 



ポプリ （フラワーパヒューム） 

 適した材料 

 【花】桜、バラ、フジバカマ、キンモクセイ、アジサイ、ヤグルマソウ等 

 【葉】クスノキ等 

  押し花のメッセージカード、栞    ドライフラワー 

  ハーブ                 ナチュラルソープ 
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産業振興、周遊プラン 3 

○コンセプトに関連した商品開発とビジネス化 

1.冠嶽地域の花を活用した商品開発 

2.冠嶽地域の素材を活用した食の商品開発 

○開発商品を活用したイベント商品展開 
（例） 「森の中の芸術文化村」 

フラワーウエディングの開催 

●上記開発商品を活用した森の中の結婚式開催 

○四季の周遊プランの実施 
 春は桜、夏は蛍、秋は紅葉、冬は雪化粧という生福・冠岳地区の特徴を活かした周遊バス

の運行。陶芸をテーマとした日置市美山地区との連携。 

●花の周遊プラン（春・秋） 

●香りの旅周遊プラン（春・夏・秋） 

●「美山～冠嶽」花と陶芸文化の旅（年間） 

施 

策 

案 

 [例] 

  山菜、うどん、そばを活用した食の提供 

  徐福米、仙人みそ等を使った「冠嶽地域ならでは」の料理の開発 

  鹿やイノシシなどの肉を使ったジビエ料理の開発 
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情報発信 4 

 冠嶽芸術文化村の魅力が、誰にでも分かりやすく、簡単に入手ができ、イベント等におけ

る集客を促すための情報発信戦略を構築。 

●情報発信ウェブサイトの構築と定期的なサイトの在り方の検証 

    単なる公式案内だけにとどまらない、皆で育てられる双方向性のあるものとする。 

   情報提供や運用の方法等を定期的に検証し、常にユーザーの利便性を考えた 

   サイト運営を推進。 

  

●ブロガーやＳＮＳなどの活用 

    ブロガーやインスタグラム・フェイスブック等のＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス） 

   の活用に取り組む。 

  

● 情報発信ツールの作成 

    五感マップの作成／森の絵本作り 

  

● 各種媒体への情報発信 

    登山雑誌にて記事・広告プロモーションの展開等、観光情報を発信する各種媒体を活用 

   したＰＲを実施。 

●芸術文化村専用ホームページ開設、冠嶽地域の情報、イベント情報、 

  登録芸術家等を発信 

●ＳＮＳ運用（インスタグラム、ツイッター、ブログ、フェイスブック等） 

●新聞、観光情報誌等で冠嶽地域の観光情報を紹介 

●五感マップ等の作成・配布 

●登山雑誌とのコラボレーションによる記事情報発信 

●歌やゆるキャラを使った動画発信（ユーチューブ等の動画サイト活用） 

施 

策 

案 



拠点となる施設の整備 
（冠岳交流センター・冠嶽園） 

1 

【ハード面】 
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空間計画の中での拠点施設のポジション 

“たまり場” としてのステーション機能をもたせる＝価値創出の場 

 広いエリアの生福、冠岳地区全体をいきいきと活用していくために、コーディネーターや

アーティスト、コミュニティのメンバーや地域住民、ボランティアなどが話し合い、企画を立て、

情報発信し、実施していくための拠点となるステーションを設置。 

 ミーティングが出来るスペース、簡単な飲食提供ができるキッチン、調べものができる小さな

ブックライブラリーを併設。冠岳交流センターを話し合いの場、冠嶽園を発表の場と設定。 

相互作用の場で創発を促す 

     年度 

  属性 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

入場者数 11,433 11,607 11,161 13,250 

市内 1,254 1,245 1,229 2,522 

市外 8,105 8,429 8,265 8,390 

県外 2,074 1,933 1,667 2,338 

（参考） 
【冠嶽園入場者推移】単位：人 



45 

○冠嶽芸術文化村構想 活動拠点作り 

― 冠岳交流センター・冠嶽園の活用 ― 

芸術文化村構想 活動拠点作り 

 冠嶽芸術文化村構想の実現と運営には、マンパワーと活動拠点作りが不可欠。人が集いや

すく、居心地のよい空間があり、設備の活用が見込まれる空間として、冠岳交流センター及び

冠嶽園を活動拠点として活用する。 

 

語り合い、創造する場の力 

 地域づくりにおいて、人が集まり、語り合う場があることは、大きな力となる。現状の設備を活

かしながら交流スペース、ワーキングスペース、ギャラリースペースを設置し、活用することを

目指す。 

イラストはイメージです。 
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気軽に立ち寄れる市民交流の場として 

 人が集まりやすく、居心地がよく、自由闊達なアイデアを出し合いながら、イメージを形にし

ていくことの出来る、交流スペースとしての機能を持たせ、くつろぎながら過ごしてもらえる環

境を整える。 

①冠岳交流センター・八蓬閣／ワーキングスペース・イベントスペース 

ミーティングスペースとして 

ミーティング・企画立案には冠岳交流センターを使用

します。また、八蓬閣は、広いテーブルを配し、講習

会などが行えるスペースとしても活用します。 
 

イベントスペースとして 

八蓬閣の広さを利用し、講演会・発表会の会場や、ミ

ニコンサートのスペースとしても活用します。 

②冠岳交流センター・裏山／薬草園 

薬草を育てる 

かつて徐福は、不老不死の薬を求めて日本に上陸したとされ

ています。薬草と縁が深いこの地で、様々な薬草を育てる小さ

な植物園を作り、薬草への知見を深めるとともに、来訪者にも

観て楽しんでいただきます。 

商品開発を行う 

薬草を用いた薬草茶やハーブティー、体にやさしいメニューな

どの開発を行います。 

③遊歩廊／ギャラリースペース 

芸術推進、市民交流の場として 

廊下は、ギャラリースペースとして活用します。冠嶽

にまつわる資料や、市民の作品などを展示します。 

写真はイメージです。 
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④冠岳交流センター・楽景庁／交流スペース 

観光ガイド・企画の窓口として 

冠嶽に興味を持たれた方や、様々な企画を形にしたい方、観光関連の問い合わせの窓口となる拠

点を設置します。常駐のスタッフがおり、情報の収集・発信、各種問い合わせの対応、地域コミュニ

ティ作りのお手伝い等を行います。 

各地の活動拠点事例 

わいわいコンテナ 
佐賀市街なか再生会議（佐賀市） 

わいわいコンテナは、街の誰もが自由に楽しむことができる「空き地リビング」。集う、出会う、発見するをテーマとしています。

コンテナを利用した施設では、コミュニティスペースでの談話や会議、各種ワークショップ、絵本の閲覧等が出来、町の人

の来訪が絶えません。 

アートロ 
登呂会議（静岡市） 

「土さえあれば生きていける」をテーマに、土から作る・

食べる・生きるという循環を一年を通して体験する活

動を行う団体。ネーミングは「アート」＋「登呂」から。 

登呂遺跡と静岡市立登呂博物館を拠点とし、様々な

年齢層が関わり、講習会や自然体験、勉強会などを

行っています。 

参考事例：大津駅（大津市） 日刊！滋賀県 HP より引用 https://kodawari.in 

わいわい！コンテナプロジェクト HP より引用 http://www.waiwai-saga.jp 

アートロ HP より引用 http://www.artoro.jp 

写真はイメージです。 
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●サイン計画 （目印・看板の設置） 

●癒し・休息機能 （リラックスできるスペースづくり） 

●展示機能 （展示用ライト、什器の整備） 

●滞在機能 （ミーティング場所、ブックライブラリーの整備） 

●物販機能 （販売スペースづくり） 

●広報機能 （ＨＰ開設、電話機能設置） 

●フリースペース （着替え等可能なスペースの整備） 

そ の 他 必 要 と 思 わ れ る 機 能 

◆冠岳展望公園、花川砂防公園の排水整備 

 ぬかるみやすい地面の対策を施し、イベント等で使用しやすい環境に整備する。 

  

◆登山道の整備 

 登山初心者・ファミリー向けに道を整備し、「登りやすい山」をＰＲする。 

 登山道の藪払いを定期的に行い、一年を通じて登山やウォーキングができる環境をつくる。 

  

◆携帯電話の不通エリアの解消 

 事故等が起こった時の対策に携帯電話不通エリアを解消する取組を行う。 

  

◆小水林間広場等の整備 

 小水林間広場をファミリーの憩いの広場として活用し、児石公園で水遊びができるように整

備する。 

 

その他ハード面の整備 2 



施策名 

スケジュール(年度) 

関係団体等 
2019 
上期 

2019 
下期 

2020 
上期 

2020 
下期 

2021 
上期 

創発コミュニティ 

の設立 

          

創発コミュニティ（仮） 

いちき串木野市 

たまり場としての 

場づくり（ハード） 

        
創発コミュニティ（仮） 

冠嶽園指定管理者 

いちき串木野市 

コミュニティ会議 

        

創発コミュニティ（仮）  

リーディングプロジェクト 

冠嶽ウォーキングトレイル 

バージョンアップ 

        

創発コミュニティ（仮） 

いちき串木野市 

生冠アートフェスタ 

（先ずはコミュニティメンバー 

 で実践） 

    

○ 
    

創発コミュニティ（仮） 

いちき串木野市 

  

生冠アートフェスタ 

（コミュニティ＋地元） 

      

○ 
  

創発コミュニティ（仮） 

おもてなし講座 

インストラクター・ガイド養成 

        

創発コミュニティ（仮）  

リピーター管理システム構築 
 ○ 

    

創発コミュニティ（仮） 

情報発信 

        

創発コミュニティ（仮） 

いちき串木野市 

芸術家等の情報登録 ○ 
      

創発コミュニティ（仮） 

文化イベントの企画運営 

        

創発コミュニティ（仮） 

いちき串木野市 

各種商品開発 

        
創発コミュニティ（仮） 

いちき串木野市 
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Ⅳ.事業スケジュール案 

※子どもの文化芸術活動の参加促進、交通連絡網の整備、定住支援策の整備、創業支援等、産業振興、   
  周遊プランの策定運行、ハード面の整備等は関係各所と調整の上実施 

（優先順位の高いものから） 
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おわりに 

 冠嶽の芸術文化村は、人に喜びを与え、生きていて良かったと思わせる生命

の力を生み出すものでなければなりません。 

 アーティストや来訪者（参加者）、そして地元の人が相互作用のチカラで共鳴し

合っていくと、場が活き活きと輝きだし、人々の熱で満たされ、そこには良いゆら

ぎが生まれてきます。美しいモノやコトがあふれてきます。そのためにもみずみず

しい五感を育てていきたいものです。 

 構想に向かって、事業を動かしていきましょう。情熱があれば何でもできます。

実践こそが地域を変えていきます。笑顔にあふれ賑わいのある魅力的な地域は、

情熱と実践の向こうに必ず現われてきます。 
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参考資料 

○地域住民アンケート調査 

○ヒアリング調査 

○地域資源・素材 

○委員名簿 
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【アンケート調査・ヒアリングについて】 
 

①アンケート調査について 
対象：生福地区・冠岳地区 全７７３世帯・1,721名（平成30年8月現在） 

 
回収：597件（回収率：34.6%） 
 
実施期間：平成３０年８月１４日～平成３０年８月３１日 
※９月以降に届いたアンケートも集計 
 
実施方法：世帯人数にあわせてアンケート用紙を郵送 
        アンケート記入後、返信用封筒にて返送 
 
 

②ヒアリング 
対象：生福地区・冠岳地区を中心とした学校関係者・商工業者・地域
の代表者等１３名から直接訪問の上、聞き取り 
 
実施期間：平成３０年８月～平成３０年９月 
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生冠地区まちづくりアンケート集計結果 
■アンケート総数 597枚 

問1 回答者の年齢・性別・居住地・職業について 

91 

24 

51 
75 70 

127 

83 
69 

7 

0

50

100

150

19歳以下 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上 不明 

年 齢 （単位：人） 

女性 

48% 男性 

46% 

不明 

6% 

女性 289 

男性 272 

不明 36 

性 別 居住地 

生福地区 

79% 

冠岳地区 

15% 

不明 

6% 

8/17 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 9/3 9/4 9/5 9/6 9/13 9/20 9/26 総計 

11 219 40 80 36 15 48 4 20 29 25 55 5 2 2 2 1 3 597 

（単位：枚） 

生福地区 471 

冠嶽地区 91 

不明 35 

（単位：人） 
（単位：人） 

その他（※1） 165 

会社員 139 

専業主婦（夫） 79 

学生 79 

農業 73 

不明 41 

公務員 12 

団体職員 9 

職業 
（単位：人） 

その他（不明） 55 

その他（無職・家事手伝い） 37 

その他（パート） 30 

その他（自営業※) 20 

その他（年金生活（高齢者含む）） 9 

その他（アルバイト） 4 

その他（保育園・幼稚園・幼児） 4 

その他（施設入所・療養中） 2 

その他（法人職員・まちづくり協議会） 2 

その他（療養中） 1 

その他（専門職） 1 

その他（草刈り） 1 

※自営業：塾・建築業・建築板金塗装・漁業・木
工品づくり（事業主・会社役員・手伝い含む） 

（単位：人） ※１ 下記含む 
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問2 地域・集落の良いところは？ 

2.豊かな自然、景観 475 

1.歴史、伝統 159 

6.行事、イベント（※1） 108 

5.特産品（※2） 63 

3.名所、旧跡（※3） 58 

7.地域の社会関係 41 

9.良いところはない 28 

4.地域の産業（※4） 26 

不明 24 

8.その他（※5） 10 

西岳 6 

冠嶽 4 

花川砂防公園 4 

徐福像 2 

神社 2 

仙人岳 1 

冠嶽園 1 

ダム公園 1 

田の神様 1 

八十八か所参り 1 

果樹関係 
（ポメロ・ぽんかん・みかん・ぶどう） 

9 

農業 6 

米 3 

温泉 2 

野菜 1 

林業 1 

畜産 1 

愛林工房 1 

マグロ 1 

サワーポメロ 17 

さつまあげ 7 

みかん 6 

ぶどう 5 

果樹類（果実・果物） 4 

みそ（仙人みそ） 2 

梅 1 

徐福米 1 

野菜 1 

山市 13 

花冠祭 10 

かかし祭り 5 

冠岳祭 4 

マグロフェス 3 

夏祭り 2 

多すぎる 2 

校区マラソン 1 

盆の水棚 1 

せせらぎコンサート 1 

にぎやか 1 

皆仲が良い 1 

冠岳温泉 1 

人が少なくなった 1 

静か 1 

農村 1 

薬草が多い 1 

（単位：人） 

※１ 下記含む （単位：人） ※2 下記含む （単位：人） 

※3 下記含む （単位：人） ※4 下記含む （単位：人） （単位：人） ※5 下記含む 

問3 地域で誇れるものは？ 

7.冠岳温泉 309 

10.徐福花冠祭 210 

2.冠岳展望公園（徐福公園） 191 

3.冠嶽神社 176 

1.冠嶽 164 

11.かんむり嶽参り 148 

6.冠嶽園 134 

5.花川砂防公園 130 

4.鎮國寺 122 

14.徐福ロマンロードウォーキング大会 102 

9.徐福伝説 93 

8.山岳信仰 59 

12.冠嶽八十八ヶ所お遍路 54 

16.特になし 41 

13.冠岳エリアウォーキングトレイル 28 

その他 ※1 14 

不明 13 

●1～14はもう少し発展しないと、せっかくの名所の
盛り上げが乏しい。 
 

●12は、お遍路団が白装束で廻る様子は生福・冠
嶽の景観にマッチしていると思う。ここ４～５年は見か
けない。過去、お接待所をしたことがある。今もその気
持ちは変わらない。地域の安全・安心にも繋がるので
は（ソフト・ハード面でも）。 
 

●これだけ名所があるのにもったいないです。他から来
る人は希望をもってこられるのに何もない。さみしい。 
 

●何をやるにも若者がいない。 
●観光農園 
●運動公園 
●西岳（西岳神社） 
●生福かかし 
●地域をあげてするたくさんの行事 

※1 その他のご意見 

（単位：人） 
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問4 日常生活での不安やこまっていることについて 

5.お店が少ないこと等  314 

4.買い物、通院通学などの移動手段  142 

7.農地、山林の維持管理 141 

2.庭作業 
（草取り）、電気器具修理など軽作業 

117 

3.道路などの環境整備  109 

11.仕事、雇用に関すること 80 

13.特になし 67 

1.食事づくり、洗濯、ごみ出しなど日常生活 40 

12.近所づきあい  41 

8.子育ての環境 39 

6.福祉施設が利用しづらい  37 

9.進学、進路に関すること  32 

その他 ※１ 20 

不明 12 

10.結婚に関すること  10 

（単位：人） 

●④はいまはまだ良いが「運転できなくなったら」と思うとすごく不安。 
●いつもいつもおもっていますけど、市がなかなか目をむけてくれない。もった
いないです。子供連れ、家族連れで楽しみ場がほしい。 
●夏は涼しいのに、養鶏場の悪臭で大変困っています。洗濯物まで臭いが
ついています。 
●公民館の反則金、虫が多い点 
●今の所は、自力ですべてできる。 
●今はないが、近い将来買い物・通院・難民化すること。いきいきバスの便
が非常に悪い。乗りたくない。 
●産業の活性を 
●仕事が多いこと 
●子供が喜ぶような食事、遊べる施設が少ない。 
●子供はいない。高齢者だけだ。さびしいです。他人が来やすいようにこれ
だけの園を盛り上げたい。 
●子供達に助けられ、何とかすごしております。 
●資源ごみの出し方に困っています。 
●主人が全部してくれる。 
●集落の運営・存続 
●住宅の老朽化 
●人口減、企業でも誘致しないと働く場がないのでドンドン人口は流出。 
●人口減が不安 
●働く所がもう少しあれば助かると思います。 
●年をとって免許返納しても交通手段が無く、生活できない。 
●若者が少なく年寄のみになって行くこと。 

※1 その他のご意見 

問5 冠嶽エリアのイメージに似合う芸術・アートについて 

2.花   222 

4.陶芸   211 

1.書 138 

10.写真  101 

5.音楽   94 

9.絵画  93 

7.オブジェ（銅像など） 69 

不明 60 

3.茶道   56 

その他 ※1 33 

11.似合うものはない  27 

6.歌   26 

8.小説 8 

●しぜんが良い 
●まず人間がいなければどうにもできないと思う。 
●まず人口増を考え実行してもらいたい。 
●何にしろ行動では 
●何をするにしても清潔さが大事！ 
●家具、木工品 
●花川公園の活用をして野外コンサートの開催 
●冠嶽そのもの 
●山岳風景 
●西岳縦走 
●食 
●太極拳、人生１００年の時代を迎えるので徐福伝説とあうのでは？
広場もあるので日曜体操教室など良いと思う。 
●農産物、薬草、木工品 
●踊り 

※1 その他のご意見 

（単位：人） 
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問6 地域の良さにあった芸術文化の取り組みはどのようなものだと思いますか？ 

4.冠嶽周辺の自然環境や遊歩道等を活か
し、陶芸など五感で楽しめて体験できる芸術を
取り入れた取り組み 

170 

3.森のさえずりや森林浴など、冠嶽のもつ豊か
な自然と音楽や絵画などの芸術をマッチさせる
取り組み 

132 

2. 鎮國寺や冠嶽神社など山の歴史とつながり
が深い寺社仏閣や書、茶道などの和の芸術を
活かした取り組み 

120 

1.徐福伝説や冠嶽園の庭園、登山道沿いの
風景などの中国風文化を活かした取り組み 

116 

5.若い世代を呼び込めるような、音楽・アニメ・
ニューアートなどを取り入れた取り組み 

86 

不明 68 

その他 ※１ 17 

（単位：人） 

●①と②をうまく融合させるといいと思います。 

●5は、ないと思う。 

●ダムを活かしたキャンプ等 

●何もかも人が寄ってくることも少ない。客人がよって楽しむ憩いの
場がなく、一回お客は来ると何もない、楽しみがない、見物ない。
花川。冠嶽園があっても、名ばかり。進展しない。せっかく取り入れ
られたのに、さびしく、ひとはよってこない。何年たっても、しずみ、生
き方がなく、人はやってこない。来てもなにもない。うんざりして人は
帰っていく。 

●家具、木工品の展示販売 

●冠嶽園の中に情報が少ない。立派な設備があるのにほとんど活
用されていない。 

●修験者の体験等、スポーツ体験、アスレチック環境づくり 

●他に取り組むことがあるのでは。 

●方向があるのであれば順序を決めて進めてみれば 

●木工 

●問５の取り組みに私は魅力を感じませんでした。 

※1 その他のご意見 

問7 地域へ県外・市外在住アーティストの移住定住や交流をすすめることをどう思いますか？ 

1.賛成   224 

2.どちらかといえば賛成   160 

5.わからない 142 

不明 39 

3.どちらかといえば反対   16 

4.反対  11 

その他 ※1 9 

（単位：人） 

●Ｕターン帰省者もすすめるべき。 

●アーティストが来ても人は増えない 

●アーティスト等の移住ありきのアンケート 

●移住者も経済的な自立が出来ないと話は前に進まない。現実
性がない夢の話で終わる。 

●永続性が認められない。 

●何か新しい取り組みをすることは良いと思う。 

●企業誘致が大事 

●地域的に外からの受け入れを消極的な人が多い。住人の考え
方を変えないと何をやっても成功はむずかしい。 

※1 その他のご意見 
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問9 冠嶽園を今後どのように活用すべきだと思いますか？ 

1.今の施設を改修し、そのまま今の施設を維持して活用する 230 

2.今の施設を改修し、新たな用途に活用する 226 

3.今の状態のままで活用し、利用できなくなれば取り壊す 74 

不明 47 

その他 ※1 31 

（単位：人） 

※1 その他のご意見 

●１は、関連性のある施設ですので改修しイベント等に活用
する。 

●１度行ったが、２度は行かないと思う。今の利用数はどれく
らいなのか？ 

●あの雰囲気は洗練されていないと、異様な感じになってしまう。
中国ではないのですから。 

●いらない 

●せっかく県外からくるお遍路さんのために、宿に改修したらどう
か？ 

●どうもたのしめるものがない。人がいない。 

●どのように利用されているのか知らない。 

●もっと内容をよくする。 

●りっぱな建物です。いつまでも残してください。 

●改善できて改善することで地区の益になれば、別の用途でも
構わないと思う。 

●冠嶽用の実態を確認して判断したい。 

●観光コースに取り入れる。 

●観光バスが来るようにしたいです。 

問8 冠嶽エリアを芸術文化の拠点として観光客を呼び込み、アーティスト等の移住定住や交流に
つなげるには、どのような素材の活用・磨き上げが必要だと思いますか。 

1.冠嶽周辺の史跡・景観   190 

6.冠岳温泉等の温泉施設  184 

7.地元の産品を活用した食・グルメ  179 

5.冠嶽園等の観光施設  136 

2.冠岳展望公園等からの眺望   133 

3.徐福花冠祭等の地元イベント  120 

8.陶芸等の体験型観光メニュー  117 

10.おもてなし・受入体制  111 

4.遊歩道やウォーキングコース   109 

9.冠嶽エリアの観光ガイド 71 

不明 59 

その他 ※1 17 

（単位：人） 

※1 その他のご意見 

●JR串木野駅付近にも案内所がほしい。 

●せっかく取り組んで下さるけど、沈み込んでにぎやかさがなく、残念
です。町の人は山を楽しみに来ますけど。 

●空家の利活用 

●自然体・案内人 

●徐福伝説をもっと型にする、薬草を活かす、ウォーキング、食など
健康への売り込み。 

●人口減をくいとめる対策が大事。 

●地元の人の意識 

●美山朝マルシェみたいな定期開催できるもの。冠嶽園で実施。 

●木工、竹製品、陶芸 

●予算の無駄 

●芸術関連の施設を新たにつくるならそこに 

●建物、庭園、展示品とすべて立派ですが、入館料を払ってでも
次回（リピーター）のある内容のある施設へ。 

●今の利用状況次第では、今でこわしてもよいのでは！ 

●取り壊して、カフェを新設 

●場所的に良いところだから、人が集える様な場所にしてほしい。 

●条件付で冠嶽園を拠点に起業してもらえる事業主を全国に募
集する。 

●状況に応じて（異なることを行って）維持の事を考えては 

●人の集まりやすい場所にかえる道の駅とか 

●庭園管理だけで建物はいらない。案内もいらない。税金の使い
道を考えてほしい。 

●道の駅にすれば良いのでは 

●入場料を100円にして集客をふやす。また、中に売店を設置し
て特産品（野菜など）を売る。 

●負の遺産にならないように 

●予算が組まれ次第取り壊し、桜を植樹し、花見の名所にする。 



58 

ご提案を自由にお書きください                             ※原文ママ 

1 
（冠嶽周辺）正月の初詣時やイベントの時は人も多く賑わっているが、かねては鬱蒼として人気もなく、活気がない。お
茶屋さんや土産店などを作ったり、明るく誰もが訪れたくなるように整備してほしい。 

2 10数年前市外の人から、冠嶽園に遊びに行ったけど、公園周辺に売店等が何もなかったと言われれた事がありました。 

3 
①冠嶽公園の遊具施設、休憩の措置、②遊歩道、ウォーキングコース、お遍コースの定期整備（草が茂って歩けな
い）、③仙人岩、登山コースが整備されず歩けない。この様な状態では観光客は又来てみたいと思わない。 

4 

4/20頃徐福での全体見たとき、石にノリがはえてキタナイ石なっていた。私は福岡の観音像を見たとき、とてもきれいでし
た。徐福で、掃除をしないと観光客こなくなる。私は、串木野、はじだと思います。１回もそうじはしていないのか？これで
は、観光客は、がっくりだ。私は、徐福ことを話しようと思っていた。よいチャンスきた。徐福は私家のちかくです。あと１つだ
け、冠岳小学校、草のマカヤ長くなります。４月～１０月。草はらいしっかり。私は出がしらで自動車としてぶつかるところ
でした。草はらいをしっかり、カドカドとくにしっかり。 

5 90歳になる一人暮らしの老人です。どうぞ若い人達で良きに頑張って下さい。 

6 Ｑ9は冠嶽温泉と連結し、宿泊・食堂などの施設、キャンプ場に活用してほしい。 

7 
あらためて、地域での暮らしを考えてみました。生福に帰ってきて（主人の実家）17年になり、自然深く、良所だと思う
が、年取ったらどうなるのか不安です。 

8 
いちき串木野市には、事業所（働く所）がなく、若い人に帰ってきてとはいえない（やねだんに研修にいかれたらいかが
でしょうか）。 

9 ウッドタウン定住促進・宅地修繕の補助の拡充。 

10 お店が少なくて不便。交通の面でも不便を感じる（通学など）。車のない高齢者など。 

11 お店の数が少ないので増やしてほしい。 

12 カフェなどをもう少し増やすといいと思う。 

13 グラウンドにプールや遊具、小さな売店が欲しい。 

14 グラウンドにプールや遊具等、小さな子供も遊べる場所が欲しい。 

15 グラウンドにプールや遊具、売店の設置。 

16 グラウンドにプールや遊具が欲しい。 

17 グラウンドに遊具とプールの設置。 

18 グルメロードとか、食物関係を充実してほしい。物産館とか人が集まる様な施設を設置して欲しい。 

19 こういった取り組みが、やがて大きな花を咲かせることを楽しみにしております。がんばって下さい。 

20 高齢化人口減少の中、若者の住みにくい行事の先行もわからず？市政町の事も考えるべき。 

21 ごみ収集について考えてほしい。足腰が悪くなった時に坂道を登るのが無理。家の前通りに出せる様に。 

22 
サワーポメロの果樹園がたくさんあります。ワイン畑みたいに、海外からとか（特にアジアじゃない所）収穫期に食事・宿泊
をタダにして、作業してもらうのはどうか？ 

23 そーめん流し、食事のできるところ。 

24 たくさんのイベント、行事等が多いですが、皆でやりますので楽しいです。 

25 
ダムの周りの公園を整備して頂ければ、子供連れがもっと訪れるのではと思います（今のままでは、恐い。素敵なところな
のに！）。 

26 どうすれば人を呼べるか、人が集まればどう対応していくかがその冠岳でどげんしたもんごわんそ。むっかしごわんどなあ～。 

27 バスの利用時間を増やしてほしい。雨の日の通学が大変です。（高校生） 

28 マイナスイオンを利用しソーメン流しやホタルナイトは？ 

29 よその人をあてにしないこと。 

30 
リボン館のような施設、子供が遊べる場を増加してほしい。グランドに大型遊具を設置してほしい!!プールも!!通学路の街
灯の設置、ガードレールの設置。 
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ご提案を自由にお書きください 

31 以前、作成されていた「冠岳」の歴史・史跡のパンフレットが手に入りません。もう、作っておられないのでしょうか？ 

32 
移住して、もうすぐ５年になります。自然が多く生活しやすいです。しかし、行事の多い事にビックリしました。婦人部の役と
かになったら大変だろうと今から気が重いです。 

33 温泉施設でいろいろなイベントとか、フリーマーケットとか人が集う場所がほしい。 

34 
何といってもこれだけの観光があるのに、ねむっている。人は1回くるとこない。いつでも何もないという声がいつもあります。追
走道も草ぼうぼうです。人が出入りするよう草刈してほしい。おそらしいぐらい、やぶです。 

35 過疎化はこれからも進み歯止めをかけるくらいなら他の地区に予算を使うべき。他の地区を整備した方が良い。 

36 

外から新しい方に住んでもらうのは大事とは思いますが、串木野に芸術文化の取り組みはどうか？と思いました。もしする
なら霧島のみやまコンセールくらい設備や地域のボランティア協力、イベントの企画力、建物の維持費etc問題が多くあると
思います。高齢化に伴い空家が増えています。取り壊し費用などの問題でそのままの物件など、無償で提供してくれる方
を募り、被災地の方に移住してもらってはどうでしょうか。 

37 冠岳、生福、両地区内にコンビニ１店でもあれば、とても便利なのですが、一番近くてふもと集落迄行かなければならない。 

38 冠岳に若者の移住 

39 冠岳は冠岳地区だけのものではなく、本市全体の宝の山という感覚をもって、行政市民の意識を広げて欲しい。 

40 冠岳温泉の廃水（温水）を利用した野菜（例トマト等）つくり。 

41 
冠嶽に高速道路出入口が2か所あるのは、活かされていない。総合体育館付近周りに、日曜もお客が利用できる物産
館を作ったらいいと考えます。中身は、弁当類、ジュース、農産物、土産でつけあげ・かまぼこ、食堂など考えて、日曜日だ
けでなく、お客が来る様考えてください。 

42 
冠嶽に高速道路出入口が2か所あるのは、活かされていない。総合体育館付近周りに、日曜もお客が利用できる物産
館を作ったらいいと考えます。日曜日だけでなく、長い目でお客様が来る様考えてほしいです。 

43 冠嶽の自然を活用した芸術村などはどうかなと思います。 

44 
冠嶽の売りは徐福伝説によるので「不老長寿」村をおこしたらどうか。そのためには、陶芸でも絵画でも何でもよいと思う、
人生が長いので高齢者の健康を「生涯現役」を目標とした考え方が型にできるのではないか？①作物を作る体験②運
動、文化、食などそして、高齢者のシェアハウス住宅など、何でもできると思う。 

45 
冠嶽園の広くきれいな公園が生かされていないので、人を呼べるイベント（コンサート・フリマ・花博のような）があれば行き
たい。 

46 冠嶽園を活用した新しいイベントの誘致 

47 冠嶽温泉が近くにあるので全部を一つの人の集まる施設にすれば道の駅をとりいれた方法では。 

48 
冠嶽砂防公園や、みごとな景観の展望公園等とても立派に造ってあるにも拘らずほとんど有効に活用されてなく、管理費
のみが係っていると感じます。県外からでも集客出来る冠岳、公園、ナハナイロ所などもっと活かすべきと強く感じます。 

49 冠嶽祭の時、お正月だけ人々が集まるので１年中、集まるよう、花を植えて（季節の花）いつ来ても良い感じにする！ 

50 観光地化するより人口地元に定住する対策が急務。 

51 空き家の活用推進（県外からの移住。市の取り組みを希望します）。 

52 傾斜地・山の流水を活かした新たな公園（？）施設の検討をしてください。 

53 
芸術・文化の取り組みをする前に、地域住民が住みやすい地域にして欲しい。まず、交通の不便・店等の皆無に等しい
状態など、地域住民が生活しやすくなってこそ、次に、芸術・文化の促進につながると思う。人口の減少等もそうである。そ
れ等なくして、芸術文化の促進なんてあり得ないと思う。 

54 現状での公園・道路等の維持管理を丁寧にきれいにする。いつ来ても気持ちいい場所にしておく。 

55 公園を増やす。 

56 公民館をでましたので何もないです。自分の生活は暮らしやすいです。 

57 
行事がお寺の行事なの、地域の行事なのか・・・。山市も来場者が少なくなってきているのなら、小さくしてお寺の人だけで
行っても良いと思う。 
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ご提案を自由にお書きください 

58 行事が多い様に思います。地域の為にと行動されていると思います。行動が市の方に向いているのではと？ 

59 
高齢化で何かすると思っても活気がない。徐福像、展望公園にはいったが、まちがわれ自分たちの道路に降りてきて、尋
ねる、立ち寄りが多いです。出入口に徐福像、展望公園の大きな看板を立てて下さい。 

60 高齢者でも元気な者働く場がほしい（軽作業）。空地を利用し、グループで生産活動を進めたい。リーダーがほしい。 

61 今まで長い間暮らしてきました。とってもすみやすい所です。 

62 今空き家が多く何とか活用する方法を考えてみたら。 

63 子育て支援や親子で遊べるような施設が充実すればもっと嬉しいです！ 

64 子育て世代、お店が少ないことが一番こまる。 

65 子供達が安全に楽しく遊べる所、広場があると良いです。 

66 市の浄水場を串木野ダム位置くらいに上げないと、より生福の発展はない。 

67 
市道・農道の舗装状態が悪く、舗装の修理をしてもらってもすぐはがれて、でこぼこ道路になる。農道は舗装もしてない所
が多く、梅雨時や大雨の時はスリップ。横滑り等で路肩に落として苦労しています。 

68 若いうちはよいが、将来買い物が遠いことが不安。 

69 
若い人と高齢者の差が高い、女性らしさがない。今で市婦会長さん、各役員の方に、気配りがほしいです。いつかね若い
人も年を重ねる日が来るのですよね。 

70 若者、人口を増やす策、方法。建築物にお金をかけるべきではない。高齢者へ多く予算をあてるべき。 

71 若者がもっと集まれる、楽しいイベントや企画を期待しています。 

72 住人がいない家の再利用をして、家の管理、集落への参加を条件に未来のアーティストを呼び込む。 

73 徐福公園の整備（先日行ったが像以外何もないし、草刈りなど、手入れがされてなかった） 

74 人口減を止める対策が一番大事。人がいないのに何もできません。 

75 人口減少にともない、空家が多く、人口の増加などの活用を望みます。 

76 世帯数が少なくなる中、今まで通り長つづきいたしますようお願いします。 

77 
生福～冠岳地区を本当に市が手を入れ税を投入し、市民にとって有意義な地区にしたいと願っているのか疑問に思う。
市全体に何の魅力も感じない。現に若い世代は活気がある市町村へ転居している。子育てし辛い、地元で働く環境が
ないです。 

78 生福・冠岳、県外に仕事を求めて行けば、人々はますます少なくなります。会社などが出来ればと思います。 

79 生福・冠岳がとても好きです。 

80 生福エリアについてのアンケートが欲しい。生福地区の一体感のなかでこのことを取り扱いたい。 

81 
生福に住んで5年目を迎えています。豊かな自然と地域性がとても良いと思います。私は、子供と関わる仕事をしているの
で、子育て支援という形で生福（いちき串木野市）に地域に貢献できればと考えております。 

82 
生福地区では高齢者にコロバン体操を市より教えて動いているので健康にすごく良いです。今からもいつまでも続けてほし
いです。お願いいたします。 

83 生福地区にコンビニがほしい。 

84 生福付近のお店が少ない。 

85 生福ー市比野迄の道路を舗道を加え、道路改修を全面的に行い、バス便を定期的に走る様お願いする。 

86 昔、ソーメン流しがありましたが、その時は人が集まってきていたのでは・・・？なくなっておしい！！ 

87 
素晴らしい水鏡がいつも汚れています。ボランティア等募り1週間に1回位の割合で清掃してほしい（募集があれば応募
します）この施設は外には知りません。貴重な施設の最善の活用を!! 

88 総合グラウンド周辺にインターがあるのに、近辺に立ち寄る様な施設やコンビニでさえ何もない。何か考えられないか？ 

89 体験型の観光コース。芸術等々、歴史と絡めて活用できると良い。定住するには地域の力を活用することが必要。 

90 
地域おこしはやはりマンパワー、地場産業（例：一村一品運動etc）を興し、現存の冠嶽施設と融合させて行ければと
考えます。地域のオンリー１を目指し、人を集めて行く事が税金の有効活用と考えます。 
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ご提案を自由にお書きください 

91 
地域での暮らしは今の状態が精一杯であり、仕事をする事業がない。もう少し行政が生福・冠岳へ目を向けなければ
よくならない。 

92 
地域ならではの農産物や特に冠岳は薬草の宝庫。これを活かした食・グルメを親子で楽しめる体験型メニューを取り入
れた施設が欲しいです。（昔、冠岳にソーメン流しがありましたが、水がきれいで涼しくて、子供達もはしゃぎまわってい
ました）食は薬膳にもつながり、身近にレシピや効能などを展示してあったりすると・・・健康（医療費削減）。 

93 地域住民で安全にのんびり暮らすことを第一とします。たとえば、落語会を開催するとか。 

94 地域住民の高齢化で八方ふさがりの様に感じています。 

95 地域全体が活性化にむけての取り組みに対する気運を盛り上げてもらいたい。 

96 
地元が無理するイベントは、担い手に合わせ整理して、子育て・高齢者世代がゆっくり憩える場にして欲しい。夏は涼
み所として、春秋は景色を楽しむ場として。文化に触れながら。 

97 地元の人が出ていくのに、外からの交流は考えられない。返礼品の温泉券は税金の無駄遣い。 

98 
資料館だけでは一度見れば再度見ることは数少ないと思う。スマホの活用を生かすとか、桜・もみじの名所になって嬉
しいことである。季節に合わせてフォト作品展示、さげもん福まつり、おひな様段飾り等を集めシーズンに催しするのも人
を呼ぶ事につながるような気がします。 

99 鳥獣駆除に力をいれてほしい。 

100 通院、買い物がいつでもできる交通体系の確保。現在のいきいきバスは目的地まで時間がかかりすぎて利用しずらい。 

101 店がほしい。（コンビニなど） 

102 当市は、いろんなイベントがあって、とても生活していて楽しみがあります。これからも期待しています！ 

103 
道の路肩、土がたまり、草が生えやすくなって、私は家の前の道、土集めて畑に運びます。徐福、かかんさいの前、そう
じします。家の前の道はきれいにしています。除草剤などで草もきれいです。路肩に土がたまるのが草の生える原因です。 

104 道路の花壇の草を取ってほしい。 

105 特にありませんが、地域の活性化を祈念いたします。 

106 
日本一の１万ｍコースができた記念に１万ｍコースを作る。市内～冠岳とあり、道路島手～冠岳迄と運動公園迄で
１万ｍコースできないか？市道路の整備をする。 

107 日曜日・休日のバス便が少ない。 

108 年を重ねるとどこに行くのも不自由です。交通の便が悪くて出かけるがおっくうになってしまいます。 

109 年齢もあり分かる所だけ解答させていただきました（代理人：娘） 

110 物産館のような所があってもいいのかな、と思います。 

111 歩いて行ける店がなく、コンビニでもできれば・・・。 

112 民宿や地元グルメを満喫できる施設を周辺に増やしてほしい。 

113 和のカフェ・グルメをふやしてほしい。 

114 温泉ができたのでいってみたが、座敷が高くて入れなかった、１か所。 

115 
地元感が強すぎて新しい人は住みにくく、無駄な行事が多すぎ。それにふりまわされる”大大変”との声が多い。今は行
事が少ない町が人口が増えると思う。子供・孫の意見に耳を傾けて、自分の子供・孫が住みたい町を作りたいです。 
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ヒアリング概要 

【地域の状況】  全体として、マンパワーが不足。特に冠岳地区は顕著。地域の
係による負担増もあり、誰が実行するのか、地域にどう関わってい
くのかが課題。 
 整備が必要な場所も多く、交通の便が悪い・買い物をするお店
が無いという生活に直結する部分の課題が多く存在する。 
 学校間および学校と地域の関係性はとても良好。 

【地域に適した文化】  和の文化、中国風文化、四季折々の自然、陶芸や木工、音楽、
徐福伝説という意見があり。また、言われてもぴんとこない、わか
らないという意見も存在。お寺や神社があり、自然が豊富な地域
という見方が多い。 

【地域資源】  冠嶽八十八ヶ所歩き遍路、お寺や神社、工房体験、薬草、温
泉、仙人みそという意見があり。年代橋のストーリー性が良いとい
う意見も存在。 
 桜、蛍、紅葉、雪景色という四季の風景という意見、冠嶽が名
産地の寒蘭という意見もあった。冠岳小学校の校舎という意見も。
逆に地域の伝統芸能が無いという意見もあり。 

【施設関連】  花川砂防公園、冠岳展望公園は排水整備が必要との意見が
あった。また、小水林間広場の整備を求める声もあり。 
 冠嶽園も含めて、イベント時しか行かないので何か定期的に足
を運ぶものがあれば良いという意見、買い物をする場所として物
産館や道の駅のような機能が欲しいという意見もあった。お金が
落ちる仕組みづくりが必要との声が多い。 

【移住定住】  移住したい人との間を取り持つ人を入れる、お試しで住んでもら
うとの意見があった。定年退職組への移住支援をすればどうかと
の意見も。 
 地域の状況と重複するが、交通の便の悪さ、買い物をする場所
の無さが課題という声もあった。 

【その他】  生福地区に人を住ませようとしたが場所が無かったというケー
スがあった。 
 三大カツ弁当のイメージキャラは冠嶽を意識して修験道の格好
をしている。 
 冠岳いやしの里ではイノシシ等のジビエ料理に取り組んでいる。 
 生冠中学校ではコミュニティーサークルとして地域と協力して各
種取組を始めており、うまくいけば移住定住につながるかもしれな
い。 
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【地域の状況・要望等について】 

●周辺は人口が少なく、年配の方が多い。そのため、集落の当番や集会等に参加する頻度が高く、たいへん。また、
一度役割を引き受けると次にやる人がいないために何年もやらなければいけない。 
近所の年配の方は、子供に地元に帰ってきてほしかったが、そのことを考えて暮らすのは難しいだろうと諦めたと聞いた。
集落が合併する等で人を増やして負担を分担できないものかと思う。 

●地域の少子高齢化の進展が著しく、Ｈ１８：３５１人→Ｈ２５：２６３人→Ｈ３０：２１８人となってい
る。０～４歳の人口は０。生産年齢は１０名以下。 
地域の人々は兼業農家で、専業農家は１件だけ。昼は人の気配がほとんどない。地域への経済的支援が必要だと
思う。 

●冠岳小学校の生徒は特認校生が８名、地元の子は４～５名。移住定住促進と空き家の対策が必要（空家が
多く、松下住宅にも空きがある）。 
田んぼや畑を継ぐ人もいないので、今のまま放置すれば耕作放棄地も増えていくと思う。 

●生冠中学校の現在の生徒数は６４名だが、２年後４７、８名になる。今後７～８年は５０名程度で推移す
ると予測される。生福・冠岳地区の方々は非常に協力的で助かっている。２学期からコミュニティスクールとしての取り
組みを本格的に始動する。 

●地域は非常に学校に協力的であり、とても感謝している。 
ウッドタウンのおかげで生徒数があまり減っていないのは助かるが、生福小学校の地元の子供は半数以下の状況であ
る。 
ウッドタウンに住んで家賃を払うくらいなら土地を買った方がいいと土地を購入する若い人も出てきていると聞いている。
生野などに新しい住宅が建っている。 

●農産物もいろいろと作ろうとしているが、猿や鹿、猪といった鳥獣被害が多くて作りにくい。被害にあって意欲をなくす
人もいる。猿は増えて１０～２０匹の群れがいる。猪や鹿も年に５～６００匹獲っているが、これも猟友会メンバー
の高齢化、減少で難しくなってきている。 

●交通の便が悪く、携帯がつながらない、パソコン（光通信）ができない点が問題。田んぼで事故が起こったり、駐車
場で接触事故が起こった際に警察等へ連絡もできない。ＮＴＴは集落数が少ないから対応しないのだろうが、ここで
仕事をする人がいたりお客様が来たりすることも考慮してほしい。 

●路線バスのバス停が遠く、歩いて１０分以上かかる。いきいきバスは週３回しか運行がない上、駅から２時間以上
かかる。しかもせっかく来ても帰りのバスが存在しないので帰ることができない。 
定期便バスは平日８便だが土日は５便に減る。観光客にとっては使い勝手が悪い。 
よかとこバスについてはよく分からず、いつ来るのか、来ているかどうかさえも知らない。 

●登山道の整備が不十分。トイレの整備が必要。花川公園、展望公園はともに水はけが非常に悪く、雨が降ると地
面がぐちゃぐちゃになり、お客様の靴が汚れる。排水工事が必要。また、高齢者のために駐車場の整備も必要。 
地域にお金が落ちる仕組みが必要で、それが無いと元気もでない、人は動かない。誰がやるのか、メリットは何なのか、
考える必要がある。 

●近くに子供が遊べる場所が無く、わざわざ川辺の岩屋公園まで行っている。小水林間広場や花川砂防公園で水
遊びできたらいいと思う。 

●地域振興を行うのであれば、外からやってきた人を受け入れなければならない。 
今までも外からやってきたのに去って行った人たちが幾人もいた。外部の人々を受け入れて縄張り意識を持たずに協力
して取り組む姿勢が求められる。 

●誰がやるのか、地域がどのように関わるのかについては注意が必要。仕事が増える、駆り出されるのはごめんだという
苦情が入る。負担が増える、仕事が増えると感じると協力を得られず苦情が出るだろう。 

●何かをすすめるには誰がやるのかが大切。旗振り役は大変。誰が先頭に立って、誰が協力するのか、賛同者が必要。 

●最近このような地域活性化の活動が行われているが、単発のものが多いように感じる。市の担当課が違ったり担当
の人が変わったりするので一貫性がない。 
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【地域に適した文化について】 

●「和の文化」があっているように思うが、徐福の言い伝えもあるので「中国風文化」で売り出しても面白いのではない
かと思う。 

●文化のイメージについては、中国のイメージがあるが、あまり分からない。 

●伝統芸能と思われるめぼしいものがないと感じる。 
自然に恵まれているので、陶芸等の体験に向いているのではないか。 

●徐福伝説や工芸、工房があるが、文化芸術として考えるとイメージするのが難しい。 
昔、お寺を中心に栄えていたことは知っている。 

●花冠祭は徐福が稲作を伝えたという伝説から行われている。そのような歴史や伝統を分かりやすく皆に広められたら
いいと思う。 
山市・護摩焚きでは一帯に般若心経が広がり、長崎からくる龍踊りは迫力がある。それらもとても魅力的だ。 

●冠嶽には童話があり、西岳の女神と金峰山の女神が互いに弓を射て命中し、金峰山は倒れて（女性が横になっ
たような姿）、冠嶽はなで肩になったというものを聞いたことがある。 
また、西岳の絶壁を女神が鏡として使って髪をといた、という伝承もある。そのような話も活用してはどうか。 

●２０年以上前に薬草づくりをやっていたと聞いたが、その薬草が今も残っているかもしれない。琴や座禅といった和の
文化、二胡の演奏もあうだろう。 
子供の自然学習の場としても良いと思う。羽島・金山蔵から冠嶽へ観光で立ち寄る人もおり、コスプレイヤーが来てい
ることもある。 

●若い二人組が公園にやってきて音楽を演奏した際に、人だかりができた。日常的に音楽がある風景もあっているよう
に思う。 

●芸術文化では、春は桜、夏はホタル、秋は紅葉、冬は雪景色と四季折々の風景を楽しめるのでそれは特徴だと思
う。自然散策、陶芸体験も売りになる。 

●神輿の担ぎ手等は外国人に人気が出るように思う。神村学園の留学生などに体験させると担ぎ手補充になり日本
文化体験にもなるので一石二鳥ではないだろうか。 

●「舞楽」をやるのも面白いと思う。また、俳句のグループがよく来るので、曲水の宴のようなイベントをしたらどうだろうか、
また、ビジュアルが大切。写真や絵画をテーマに据えるのもありだろう。 

●芸術文化に関しては、全国的に下火になっている印象を受けているので、本当に人を呼べるのか？と思う。冠嶽エリ
アで芸術というイメージがわかない（徐福くらい）。 

●芸術文化といわれても何をもって言っているのか、中身が不明。いろいろなパターンがある。指針を示さなければいけ
ない。また、それでいいのか内容を精査する必要がある。 
プロジェクトを立ち上げる以上、お金も動くので、その分責任もある。 
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【地域資源について】 

●地域の伝統芸能が無いように感じる。現在やっている鬼火焚きなどは他地域から持ち込まれたものらしい。以前、坂
下棒踊りがあったらしいが廃れたと聞いた。 
芹ケ野に金山があった時代は人も多く遊べたと聞いたことがあり、五反田川でも砂金が採れたらしく、そのような歴史や
伝統を活かすのも良いと考える。 

●お遍路八十八ヶ所めぐりがあるのでＰＲして売り出せばいいと思う。 
明治維新１５０年でスポットが当たっている羽島と連携して観光ルートをつなげば良いのでは。 

●地域の素材はお寺、神社、癒される景色、工房体験といった日本文化体験がある。写経や座禅も良い。二泊三
日かけて歩くお遍路八十八か所参りもある。苔も生えているので苔ビジネスもできそう。 
また、仙人村ではお米や焼酎用芋をつくっており、交流センターでは仙人味噌や豚味噌がある。徐福米もあると聞く。
サワーポメロ、青梅もある。たくさん素材はあるので、観光素材としてどう結び付けるかが課題だ。 
景観も良く、四季を感じられる点も素晴らしい。ヒーリングスポットにもなる。おおすみフォレストや猿ヶ城のようにクライミン
グ、アスレチック、体力づくりという面から、体育関係に長けた人がコースを作っても面白い。 

●年代橋について１０代から８０代まで橋があり、登ると長寿になるということでストーリーがあると感心した。年代の
表示が分かりづらいのがもったいない。 
冠嶽は登りやすく、初心者向きなのでファミリーや山ガールにその点をＰＲしたらいいのではないか。他には山市、花冠
祭、お遍路八十八ヶ所参りも良い。徐福は薬草を求めてやってきたという伝説があるので、薬草を植えて稼ぐという、大
分県でツムラがやっているようなことができないか。人を呼ぶには「食・買い物ができる場所・特産品」が必要。 

●冠嶽は寒蘭の名産地。寒蘭では薩摩、日向、紀州が有名で特に薩摩は超有名。韓国では寒蘭がとても人気が
高く、王族や高級層のステイタスともなっている（韓流ドラマにもよく登場する）。 
韓国の業者は海外に出向いて寒蘭を持ち帰り、栽培して販売している。渡航費等の経費は全て国が出して、行政が
引率している。 

●人材面でいちき串木野市には絵画のアーティストがおり、イスラエル等海外で個展を開いている人物がいる。また、
兵庫県の城崎で、地域活性化に貢献した人物もいるので協力を仰げばよいのでは。 
お寺には漢方の薬剤師でハーブの先生を教える資格を持つ方もいるので力を貸してもらえるのではないか。 

●ゆるきゃら「じょふくん」、他に地域の人が任命される「冠岳ばばあ」がいる。「冠岳ばばあ」は握手すると長生きできると
いう設定がある。 

●ここは四季の移り変わりを眺めることができるとても良い場所。春は桜、夏は蛍。昨年は１０匹ほど見た。秋は紅葉。
神社の周囲や、向かいの山も紅葉がきれい。冬は雪が積もり、一面銀世界となる時もある。 
市外から来る人も多く、遠いところでは鹿屋、伊佐市、枕崎、熊本から来る人もいる。鹿児島市から来た看護師の人
は、日頃の忙しい仕事のストレスを一時でも忘れるためにここに来たと言っていた。そのような心の癒しの空間でもあると
思う。 

●冠岳交流センターでは仙人みそ、豚みそを作っている（ほぼ仙人みそ）。いずれも手づくりで、Ａコープや冠嶽園で
販売しており、１０個や５０個とまとめ買いする人もいる。しかし高齢化の影響が出始めており、作業する人の確保
が厳しく、委託も検討しているとのこと。 

●冠嶽神社の参拝者、冠岳温泉の集客は多いので、そこから広げられればと考える。 

●冠岳小学校の多目的広場は昔のつくりで、年配の方が童心に帰ると言われる。そこで昔の給食を食べる体験をして
も面白いかもしれない。 

●串木野ダムの近くにある小水林間広場は、桜がとてもきれいで観音ヶ池にもひけをとらないのに誰も知らないので非
常にもったいなく思う。ただし、草が生えていて景色も見えない、芝生は雨が降るとぐちゃぐちゃになる（花川砂防公園
も同様）等の部分を解決してほしい。 
すべり台が急すぎて危ない（滑るというより転げ落ちる）ので使わないようにしている。 

●西岳神社を中心に温泉を活用し、音楽のイベントを実施する等、人を呼込むことが大切。秋は冠岳、春は生福で
イベントがあるので、それを発展させる。 
お寺や神社の行事もあるので、これらも活用しなければいけない。 
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【施設関連について】 

●冠嶽園や冠岳展望公園、花川公園等はイベントが無いと行く機会が無く、リピーターにつながるものも無い。 
定期的に市が立つ、イベントを開催する等、常時やっているものが必要だと考える。 

●冠嶽園はできた当初に数回いったことがあるのみであまり状況は分からない。 
花川砂防公園についてはトイレが汚れているのできれいにしてほしい。 
水の流れる川があるが、入って水遊びができないので、きれいにして子供が遊べる場所になればいいなと思う。 

●温泉も近くにあっていいところだと思うが、冠嶽園等の施設は活用しづらい。いちき串木野市出身だが、なかなか行く
機会がない。例えば工房を集め、工芸の体験ができる、ウォーキングと組み合わせる等の体験型観光を行えば行くきっ
かけになるのではないか。 
また、花冠祭では鹿児島大学の留学生が２０～３０人応援に来てくれる。神村学園にも海外からの留学生がいる
ので、その人たちと交流する国際フェスティバルを花川公園広場で行えば面白いのではないか。 

●冠嶽園について、そもそも社会教育施設なのか、観光施設なのか。位置づけをはっきりさせてほしい。教育関係で
活用したのはここ２～３年のみで、教育施設として活用されてきたとは思えない。 
また、冠嶽園の現状（維持改修にどのくらい費用がかかるのか、診断結果等）を知らせてほしい。それも分からないま
ま、どうしたいか問われても答えられない。 
現在の状況は観光客がトイレに来て写真を撮って帰るだけのようだ。花川公園も年に一回、山市で活用する程度。
何をするにも、マンパワーが足りない。 

●冠嶽エリアにはお金が落ちる場所がないので（自動販売機も少ない）、物産館を置いたり中でお茶を飲めたりする
とお客様から喜ばれると思う。山市では、うどんを作ったりしておもてなし好きな人が地元には多いので、そういう方々に
手伝ってもらうことも考えられる。 

●冠嶽園への連絡先がないので電話・ファックスをおき、冠嶽園のＨＰを開設する、神社への道が崩れてたいへんなの
で整備する、バリアフリーやスロープを整備する、フリーワイファイを飛ばす、ガイドも無料でやっており苦労しているので有
料にして手当が出るようにすることが考えられる。デジタルコンテンツについては、作る人がいないのが現状。 

●冠嶽園について、池がもう少しきれいであればいいのにと思った。 
二胡の演奏をする、中国との交流をすればいいと思う。４月８日の花冠祭では鹿大の中国からの留学生が２０名く
らい手伝いにくるので、それらを活用しても良い。 

●冠岳交流センターの加工品づくりで信州のお焼きのようなものを作ったらどうかと提案したことがあったが、こちらでは蒸
し料理が主体なのでできなかったことがあった。売れる商品づくりを考え、食べる特産品をつくって売り場をつくることが必
要だと思う。 

●串木野ダムのそばの公園は昔整備された水遊び場があったが、台風の際に土砂で埋まってしまった。それももったい
ない。 

●コスプレをする人の着替え場所があればいい、公園に木が少なくてお弁当を食べる場所がない、そのあたり改善の余
地がある。 

●ある県議が今までは羽島地域に投資してきたが、これからは生冠地域に投資すると言っていたので期待している。 
冠嶽園に売店を置く、道の駅の機能をつける、濱田酒造にお願いしてタンクをつくる等の整備を希望する。 
あとは情報発信が大切なのでしっかりＰＲして知名度をあげる必要がある。 

●冠嶽園で子供たちの書道展を開く、もしくは個展を開くことも考えられる。照明が暗いので新しく作品を照らすように
照明を準備する。 

●冠嶽園には地元の人たちもあまり興味がないのではないかと思う。 
昔、できたころは木々の剪定が素晴らしく、業者の見学があるくらいだったが今はそこまで手が回らないのだろうか、荒れ
ている。市役所の人も冠嶽にはあまり来ない。観光課の方もほとんど来ていないので、この地域のことをあまり分かってい
ないのではないかと思う。 

●冠岳展望公園も花川砂防公園も、水はけがかなり悪い。排水工事を行うべきである。 
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【移住定住について】 

●移住定住の促進への課題として、車が必要であり、買い物をする場所が無い点がある。以前徳之島の天城町にい
た時代、歩いて行ける範囲にコンビニやスーパーがあった。そこよりも不便であり、お年寄りはもっと不便に感じるだろう。 
コンビニが一件でも地域にあればとつくづく思う。最近２件高速入口近くにできたがとても歩いていける距離ではない。 

●交通が非常に不便で、特にお年寄りは大変だと思う。公共交通もないので、車が必須になる。 

●出水市大川内地区の場合、域内に大きな畜産会社があり、畜産関係の人や獣医師の移住があった。また、地域
おこし協力隊志願の人が子供の転校とあわせて移住したケースもあった。 
商売が成り立たなければ移住定住は難しい。工房をつくり、住宅を用意してさらに販路を確保できるようにする等、商
売につながる支援が必要だと考える。 

●最近、定年退職した方が移住してきてお弁当屋を始めた（宮崎の方）。元調理師で、空き家をリニューアルして住
んでいる。移住定住支援策は子供がいる家庭のみになっているが、そうした定年組の方を支援しても良いのでは。 

●交通の便が悪く、買い物をする場所がない。まちの作り方をどうするのか方針を決める必要がある。日置市美山も過
疎地域だか最近移住する人が増えている。しかし美山とは地域性が異なるので、考える必要がある。 
移住する人は何かやりたいから移住してくる（例：サーフィンがしたくて海の近くに住む）ので、何かやりたい人をサポー
トするシステムをつくることも一つのやり方だと思う。 

●中学生を地域の活動に積極的に参加させること（例：命のカプセル運動）で、とても成長する。いちき串木野市
の中学校は全てコミュニティスクールだが、皆手さぐり状態でなかなか進展していない（これは鹿児島県全体に言え
る）。東京などはかなり取り組みが進んでいる。生冠中学校がモデルケースになれば移住定住の促進にもつながるので
はないか。 

●移住定住について、間を取り持つ人がいればいいのにと思う。説明会を聞いて、試行期間を経て移住という段階を
踏めばもっと進むのではないだろうか。種子島（中種子）では移住定住促進策として、間に入って世話をする人を用
意していると聞いたことがある。試しにしばらく住んでみることもやっているらしい。そのような取り組みを参考にすることも
考えられる。 

●冠岳地区は不便で、住む人を増やすのは難しい。なので、道の駅をつくって人を呼ぶ、山市のようなイベントを定期
的に行う等、人を集められるような取り組みに期待したい。 

●家を建てる際の補助金制度を充実させることも必要だと思う。 
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【その他】 

●今年、新たに職員を採用したので生福地区に住んでもらおうとしたが、住む場所が無かった。アパートは一件もなく、
空き家は住める状況ではないので仕方なく串木野市街から通勤している。地元に住んでほしかったが残念だ。 

●学校間の関係はとても良好で、生冠中学校を中心に生福・冠岳の両小学校がＰＴＡも含めて協力しあっている。 
ただし、小中一貫にすることは冠岳小学校が特認校であり、半数は域外からの生徒なので難しいだろう。 

●花冠祭で山車のかつぎに参加し、山市等の地域行事には参加している。地元のお祭りであり、域外からの観光客
等はあまり見かけない。知名度があがってお客さんが増えればいいと思う。 

●徐福像や展望公園を見に来る人はあまりいない。「この付近に何かないですか」と聞かれることが多い。 

●以前いた地域でもコミュニティスクールの取り組みを実施していた。そこは特認校で、不登校児を受け入れており、そ
のような子が半数以上を占めていた。 
生冠地域以上に過疎化がすすんでいたため、まちづくり協議会の危機感はかなりのものだった。 

●昔、仕事帰りに岡山県によった際に、県北のとんでもない山奥を超えた山あいに地元の物産館があり、野菜に生産
者名を付けて販売していた。今でこそ当たり前になっているが、当時は衝撃をうけた。そこはイノシシ料理を食べることが
できたり、プラネタリウムがあったりして、南部の岡山市から１時間かけてくる客もいた。 
やる気があれば、やり方ひとつでできると思った。ここでも陶芸、木工、温泉、花と素材があるので、それらをつなげれば
良いのではないかと思う。 
 

●久木野あたりの公民館が古くて良いつくりだと聞いたことがある。 

●冠嶽エリアのＰＲをもっとするべき。外にＰＲされておらず、知らない人が多い。 

●冠岳いやしの里ではいのしし等のジビエ料理に取り組んでいる。 

●平成２２、２３年に、地元特産品として三大カツ弁当を作った。せっかく作ったが売ってくれる業者や場所がなく、
今は下火になって作る店舗も減ったが（６店舗）、まだ続いている。ゲンを担ぐ（修験道と絡めて）という意味でキャ
ラクターは修験道の格好をしている。 
他に観光スポット紹介のＤＶＤをつくり、つけ揚げの製造体験メニューを実施した。冠嶽エリアに関してはパワースポット
のガイドマップを作成した。 

●お寺には外国人のお坊さんがおり、タイのお坊さんや韓国の尼さんもやってくるので国際交流をすることも可能。 

●地域の係が多く、動ける人が動けなくなるケースが見受けられる。 

●１０年ほど前に地域おこしの活動に参加した。福岡のコンサルタントが入って３回ほど会議を行った。市の周遊プラ
ンをつくる内容だったと思うが、その後どうなったのかは不明。一度始めた取り組みはその後どうなったのかの検証や情報
発信が必要だと思う。 

●何よりも大事なのは情報発信力。情報発信がまだまだ足りていないと感じる。 
きちんと理由説明ができるキーワードをつくり、それに基づいて情報をこまめに地道に発信することが必要。 
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主な資源・素材 

（自然・景観） 
霊峰冠嶽、西岳、東岳、中岳、四季折々の景色、桜、紅葉、彼岸花、雪景色、ホタル、メダカ、星空、花（寒蘭）、苔、花川
の清流、神秘的雰囲気、田の神さあ、ふれあい橋、ふれあい林道、護摩岩、冠嶽園の薬草、花川公園のスイレン、優しい風、
ゆっくりとした時の流れ、冠岳温泉から見える山々、初日の出、修験道（仙人岩）、山岳信仰 
 
 
（施設） 
冠岳展望公園、冠嶽園、鎭國寺、冠嶽神社、西岳神社、煙草神社、年代橋、花川砂防公園、天然酵母ベーグルカフェ二つ
菫、椿堂、次郎工房、愛林工房、阿弥陀堂、小水林間広場、徐福像、生福観光果樹園（ぶどう、梅）、串木野ダム、冠岳
いやしの里、古い校舎（冠岳小学校） 
 
（歴史） 
修験道、熊野神社との関係、室内田の神、仁王像、狛犬像、虚無僧踊り、童話（冠嶽と金峰山） 
 
（行事） 
山市物産展、かんむり嶽参り、徐福花冠祭、八十八ヶ所詣り、生福かかし祭り、生福夏祭り、鬼火焚き、徐福ロマンロード
ウォーキング大会、生福市、三社参り、龍踊り、護摩供養、お寺の行事、せせらぎコンサート 
 
 
（スポーツ） 
総合体育館、パークゴルフ場、自転車・マウンテンバイク、登山、クライミング、農地活用 
 
（趣味） 
写真、民俗音楽、雅楽、俳句、コスプレ、ゲーム（ポケモンGO）、二胡、陶芸、木工 
 
（食） 
うどん（なごみ庵）、カレー（椿堂）、ベーグル（二つ菫）、三大カツ弁当、ジビエ料理 
 
（特産品） 
みかん、ぶどう、サワーポメロ、梅、徐福米、仙人みそ、豚味噌、さつまあげ 
 
（その他） 
地域のキャラクター、人材 

浮かび上がったキーワード・活用方法 コンセプト・具体策 

 
（キーワード） 
・豊かな自然・景観、歴史 
・神仏、パワースポット、気を感じる 
・四季を感じる 
・精神的な魅力 
・癒し、憩いの場 
・おもてなしの心 
・冠嶽トレイル 
・既存の素材、イベントを活かす 
・アスレチック環境づくり 
・健康づくり 
・食、温泉 

 
（活用方法） 
・情報発信（ＰＲ）をする 
・パワースポットとして売り出す 
・お寺の協力を得る（花供養等） 
・新しい芸術を他から取り入れる 
・美山から人を呼び込む 
・公園下に動物等のモニュメントを置く 
・年配の登山愛好家をターゲットとする 
・桜や紅葉等、四季の楽しみを絡める 
・二胡や雅楽、音楽を取り入れる 
・俳句の発表を曲水の宴のように実施 
・コスプレ等、若者文化もターゲットに 
 

 
（コンセプト） 
・五感再生空間 
 
（具体策） 
・人材の確保 
・既存イベントの拡充 
・体験型観光の充実 
・自然（山・川・緑・水）の活用 
・徐福ロマンロードの活用（トレイル整備） 
・山岳信仰の宗教性の取り入れ 
・おもてなしをテーマに 
・四季ごとのプランの実施 
・過去の事例の検証 

地域資源・素材（冠嶽芸術文化村プロジェクト策定委員会等より） 
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冠嶽芸術文化村プロジェクト策定委員会 委員名簿 

冠嶽芸術文化村プロジェクト策定委員会 委員名簿 順不同 

【事務局】 
いちき串木野市教育委員会社会教育課 ・ 株式会社JTBプランニングネットワーク 

番号 所　　　属 名　　　前 備　考

1 地区住民代表 大平　良徳 冠岳地区まちづくり協議会

2 地区住民代表 久木野　公子 冠岳地区まちづくり協議会

3 地区住民代表 瀬戸口　健治 冠岳地区まちづくり協議会

4 地区住民代表 木塲　與一郎 生福地区まちづくり協議会会長

5 地区住民代表 内田　多津子 生福地区まちづくり協議会

6 地区住民代表 永井　美治 生福地区まちづくり協議会

7 地区住民代表 松下　兵衛 冠岳ボランティアガイド

8 いちき串木野市観光特産品協会 久木山　睦男 いちき串木野市観光特産品協会会長

9 地区住民代表 田代　克彦 冠嶽神社宮司

10 地区住民代表 佐藤　心拓 鎭國寺副住職

11 冠嶽園指定管理者 坂口　力 冠嶽園指定管理者

12 地区住民代表 岡本　恒雄 串木野愛林会木香部

13 地区住民代表 川原　大輔 冠岳温泉代表取締役

14 学識経験者（観光振興専門家） 白橋　大信 前鹿児島県観光連盟専務理事

15 市文化財保護審議会 所﨑　平 いちき串木野市文化財保護審議会会長

16 市文化協会代表・芸術家代表（華道小原流） 野邊　美代香 いちき串木野市文化協会副会長

17 芸術家代表　次郎工房（陶芸） 西田 次郎 次郎工房（陶芸）

18 学識経験者（地域づくり専門家） 石田尾　博夫 第一工業大学名誉教授

19 市職員代表 中屋　謙治 いちき串木野市副市長

20 市地方創生統括監 松尾　章弘 オブザーバー

21 市政策課 北山　修 オブザーバー

22 市観光交流課 後潟 正実 オブザーバー

23 市まちづくり防災課 下池 裕美 オブザーバー

24 市まちづくり防災課（冠岳・生福地区コミュニティ支援員） 久木野　親志 オブザーバー

25 市教育委員会社会教育課 梅北 成文 オブザーバー
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