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冠嶽芸術文化村の構想策定に向けて

目的1
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ます。

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
要です。

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
効果を生み出します。

＜方向性＞

①海外観光客の増加・地域の活力の創出 ②文化芸術における潜在的顧客・担い手の開拓 ③「文化財で稼ぐ」力の土台の形成

文化庁の資料より抜粋

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ました。

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・・・

主な資源、素材

浮かび上がったキーワード

霊峰冠岳、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、・・・・・

資源2

現状・意識3

○生福地区の人口推移：平成１８年 1,654人 → 平成２８年 1,570人
○冠岳地区の人口推移：平成１８年 356人 → 平成２８年 239人

○地域で誇れるものは？
1.冠岳温泉
2.徐福花冠祭
3.冠岳展望公園

○日常生活で不便なこと
1.お店が少ないこと
2.買い物、通院通学などの移動手段
3.農地、山林の維持管理

○地域の良さにあった芸術文化の取組
1.自然環境を活かし五感で体験できるもの
2.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
3.神社仏閣と書、茶道などの和の芸術を組み合わせる

アンケート調査結果より （生福・冠岳両地区全773世帯へ実施・回収率34.1%）

＜文化芸術振興による効果＞

社会にもたらされる効果で期待することは

子どもの心豊かな成長・・・・・・・・・・
地域社会・経済の活性化・・・・・・・・
人々が生きる楽しみを見出せる・・・
地域のイメージの向上・・・・・・・・・・・

※「文化に関する世論調査（内閣府大臣官房政府広報室）」より抜粋

地域の状況を知るためにアンケート調査を実施しました。

○地域の良い所
1.豊かな自然、景観
2.歴史、伝統
3.行事イベント

○冠嶽エリアのイメージに似合う芸術・アート
1.花
2.陶芸
3.書

○アーティストの移住や交流促進について
■賛成・・・40.4% ■どちらかといえば反対・・・2.9％
■どちらかといえば賛成・・・28.9% ■反対・・・2.0%
■わからない・・・25.6%

45.3%
41.0%
37.5%
34.1%



私たちのありたい姿

2

ビジョンを実現するための戦略の思想 方向性

冠嶽芸術文化村の将来像（ビジョン）

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！

観光客やアーティストも、感動してもらえる地域に、そして何より地元の人たちが喜んでくれる

空間を実現したい。

冠嶽芸術文化村構想の骨組みとしてのコンセプト

「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。
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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である。

この構成員は、地元民だけには限らない。ただ、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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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

○サポーターとしての行政

○協力者の育成（高齢者の活用等）

●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

（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

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。
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構想を実現させるための施策

【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します。

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。

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します。
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きます。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
ることを目指します。

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。

＊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びます。



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ります。

●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ります。

●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します。

施策案
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構想を実現させるための施策

【リーディングプロジェクト】

■冠嶽ウォーキングトレイル実施期間の設定
トレイルのメイン期間を設定して各種取組を実施します。
（例）９月（かかし祭り）～４月（徐福花冠祭）
※メインイベント：徐福ロマンロードウォーキング大会

■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し
ます。山市やかかし祭り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。

■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。

■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。

■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。

■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。

■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。

■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。

■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。

※一部抜粋

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

ハード面では

●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）

などを検討します。
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構想を実現させるための施策

【ソフト面】

文化イベント（アイデア案）1

観光、交流、定住促進2

○生冠アートフェスタ（仮称）の開催（先導的な役割を果たす事業）

●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

○芸術家等の情報登録や連携

●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

●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

○リピーター、口コミを促す対策

心を癒して、自分に還る

橋本昌彦氏「心のコンサート」
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

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
芸術文化の真髄に触れる

生冠薪能・雅楽の公演

風の音と調和して

森のクラシックコンサート
季節の移ろいを感じながら

里山の俳句、吟行
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
長寿の願いがこもった星

「カノープス（寿星）」を見る 祈る

幻想的な光の夜 魂を灯す

生冠アート竹あかり
極めれば深い感動が

蓮、まるごと五感体験

草花には不思議な魔力があります

花冠作り体験
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

花で繋がる 人が繋がる

生冠オープンガーデン
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
花壇をつなげれば道になる

生冠フラワーロード作り

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
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
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

●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）開催を検討

●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

●既存イベントのさらなる活性化を図る

施

策

案



●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

4 情報発信

3 産業振興、周遊プラン

○コンセプトに関連した商品開発とビジネス化

○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

1.冠嶽地域の花を活用した商品開発（ポプリ・フラワーパヒューム等）
2.冠嶽地域の素材を活用した食の商品開発（徐福米、仙人みその活用等）

●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
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構想を実現させるための施策

【ソフト面】

観光、交流、定住促進2

○創業支援等

●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

○交通連絡網の整備

●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

●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

○定住支援策の整備
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構想を実現させるための施策

写真・イラストはイメージです。

拠点となる施設の整備（冠岳交流センター・冠嶽園）1

その他ハード面の整備2

◆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実施

◆登山道の整備・・・登山初心者・ファミリー向けに道を整備、 登山道の藪払いを定期的に実施

◆携帯電話の不通エリアの解消・・・携帯電話不通エリアを解消する取組を実施

◆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、児石公園で水遊びができるように整備

○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 ―

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します。

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

②冠岳交流センター・裏山／薬草園

③遊歩廊／ギャラリースペース

④冠岳交流センター・楽景庁／交流スペース

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
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

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活用

薬草を育てる
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く

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実施

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、冠嶽にまつわる資料や市民の作品などを展示

観光ガイド・企画の窓口として
観光関連の問い合わせの窓口となる拠点を設置
常駐のスタッフが情報の収集・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う

【ハード面】



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

※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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