
おかやま 郷土愛の醸成 ―「岡山検定その後」 ―    

岡山市文化観光マイスター   

はまだ よしひと。 
                                      

 

これからの、おかやまのまちづくりには、“郷土愛”を浸透させる事が不可欠ではないか

と思う。「東日本大震災」の罹災者（４５万人以上）の人達の郷土愛の強さとその律儀さは

世界中の人達に感動を与えました。本稿も“郷土愛”の醸成をテーマに史実を推敲してい

きたいと思う。 

 

１．岡山の概況 

岡山県は平成大合併により、岡山・倉敷・津山・玉野・笠岡・浅口・総社・高梁・井原・新

見・赤磐・真庭・備前・瀬戸内・美作の１５市と早島・里庄・美咲・吉備中央・奈義・勝央・

鏡野・和気・矢掛・久米南の１０町。新庄・西粟倉の２村からなっている。そして、文化圏

を備前、備中、美作と遠望しています。 

総面積約７千平方キロで全国１７位、県人口約１９６万人で全国２１位、県内総生産額

（名目）で約７兆円（経済指数 1.5）で全国２２位である。（平．20年調） 

県の鳥「きじ」、県の木「あかまつ」、県の花「もも」で、気象・海象に恵まれた瀬戸内海気

候に、多島美を展開。高梁川・旭川・吉井川と三大１級河川を擁しています。そして、岡

山市、倉敷市に全県人口の６０％以上の人が生活しています。（過去に１００万人都市

を目指した事がある） しかし、直近では都道府県の「幸せ度」は全国２４位（法政大学

大学院調）。10 年度児童生徒問題行動調査では文科省発表で、「岡山 暴力行為（不

登校含む）全国最悪」である。晴れの国岡山なんて、ノーテンキなことは言っておれな

いのではないでしょうか。“吉備文化都市・おかやま”と防災、防犯のまちづくりを目指し

ませんか。 

 

こんな事知っていますか。 

市民の鳥「タンチョウ」、市の木「クロガネモチ」、市の花「キク」（花の木はサルスベリ）で

ある。政令指定都市岡山の人口は７１０，７６５人（２３年９月１日現在）となっています。 

 

２．岡山の文化   

 ①国 宝                         

   *吉備津神社本殿・拝殿（岡山市、室町初期、主神吉備津彦命） 

―真金吹く吉備の中山帯にせる細谷川の音のさやけき― 

    比翼入母屋造で吉備津造とも言われている。足利義満時代（応永３２年本殿再

建）。御釜殿の“鳴釜神事”は、命が祈願した事が叶えられるかどうかを釜の鳴る音

で占うとして伝えられている。（雨月物語・江戸時代）この神事は、命が捕えた温羅

（うら）の首をお釜の下に埋めた話がその由来である。 

   *旧閑谷学校講堂（備前市、江戸前期、備前焼瓦） 



    池田光政が津田忠永に命じて３０年余掛けて完成。聖廟前の一対の楷の木は「学

問の木」と呼ばれ、紅葉期右が薄紅色、左が深紅に染まる。火災防止のため火除

山が設けられている。 

   *赤葦威鎧（県立博物館、平安末期）    

*短刀 無銘正宗（林原刀剣研究所） 

*太刀 銘吉房（林原美術館、鎌倉中期）  

*太刀 無銘一文字（号山鳥毛）附打刀揃（鎌倉中期・上杉家）        

*太刀 銘備前国長船住左近将長監長光造（林原・鎌倉後期） 

 ②国指定重要文化財 

  ァ．絵画…絹本著色宇喜多能家像（県立博物館）・絹本墨画廬山図（玉潤筆）・紙本墨

画山水図、紙本墨画淡彩山水図（雪舟筆）・絹本著色清明上河図（林原）・

紙本金色著色洛中洛外図六曲屏風（林原）・紙本著色花鳥図長谷川信春

筆六曲屏風・信仰の悲しみ（関根正二筆）・N の家族（小出尊重筆）・紙本

著色絵過去現在因果経（大原美術館）・絹本著色宮女図（倉敷）・紙本著

色兎道明檄図、紙本墨画騰龍図（青木木米筆）・紙本淡彩山雨染衣図（浦

上玉堂筆）・絹本著色仏涅槃図、絹本著色地蔵十王像（笠岡）・絹本著色

地蔵菩薩像、絹本著色十王像（宝福寺）・絹本著色釈迦三尊像（頼久寺）・

絹本著色中不動三十六童子左右両界曼荼羅図（宝光寺）・絹本著色仏涅

槃図、絹本著色阿弥陀二十五菩薩来迎図（遍明院）・絹本著色両界曼荼

羅図、絹本著色不動明王像、絹本著色十二天像（長福寺）・絹本著色愛

染明王像、絹本著色地蔵菩薩像、絹本著色愛染明王像（棒澤寺）・紙本

墨書枯木鳴鵙、鵜図（宮本武蔵） 

  ィ．彫刻…木造聖観音立像（法界院）・木造毘沙門天立像、不動明王立像（日応寺）・

木造獅子狛犬（吉備津神社）・木造観音菩薩立像（明王寺）・石造如来及

両脇侍立像（大原）・木造毘沙門天立像、木造吉祥天立像（安養寺）・木造

随身立像、木造獅子二対（高野神社）・木造地蔵菩薩立像、木造不動明

王坐像（高山寺）・木造千手観音両脇士像（三尾寺） 

            木造釈迦如来坐像（妙圀寺）・木造五智如来坐像（遍明院）・木造阿弥陀

如来立像（東寿院）・木造薬師如来坐像、木造聖観音立像（餘慶寺） 

         木造千手観音立像（大賀島寺）・木造不動二童子像、木造薬師如来坐像

（勇山寺）・木造十一面観音立像（林野安養寺）・木造十一面観音立像（長

福寺） 

  ゥ．工芸品…太刀銘則宗、太刀銘長光（博物館）・太刀銘光忠、太刀銘正恒 

           太刀銘一、小太刀銘正恒、太刀銘近包、刀無銘一文字、太刀銘備州住

高光作、能装束六点、紅地菊枝桐亀甲文唐織小袖、綾杉地獅子牡丹蒔

絵婚礼調度十九種、太刀銘助真、太刀銘菊御作、太刀銘吉家、太刀

銘吉包、太刀銘末守、太刀正恒（林原）・銅鐘（西大寺）・太刀銘井

上正改（吉備津）・刀銘長曾彌興里入道逓徹（倉敷）・木造神号額（高



野）・太刀銘国行（作楽神社）・太刀備前国長船真利造、太刀備前国

友成、太刀備前長船景光、刀備前国住長船与三左衛門尉祐定、太刀

銘備州長船盛光（玉野市）・直刀（総社市）・藍葦肩白腹巻、大薙刀

銘盛光（遍明院）・木造彩色菊牡丹透華鬘（弘法寺）・色々葦冑甲冑

（豊原北島神社）・備前四耳大壷（千光寺）・古備前筒大花生（和気

町）・銅五鈷鈴（和気安養寺） 

  ェ．書籍・典籍・古文書・考古資料・歴史資料… 

      信長記（岡大図書舘）・四座講式（千手院）・金山寺文書（金山寺）・ 

      特殊器台（宮山遺跡）・突線流水文銅鐸（博物館）・岡山県大飛鳥祭紀

遺跡出土品八十四点（博物館）、二二四点（笠岡市）・備中国倉敷安養

寺裏山経塚出土品・旋帯文石（鯉喰神社）・流水銅鐸（倉敷）・三彩壷

（倉敷考古舘）・蓮華文鬼瓦他（吉備寺）・銅壷（圀勝寺）・アジア航

海図（林原）・閑谷学校関係資料（博物館） 

  ォ．建造物…岡山城月見櫓、西丸西手櫓・犬飼毅生家・守福寺宝殿・鼓神社宝

塔・葦守八幡宮鳥居・旭東幼稚園旧園舎・吉備津神社御釜殿、南北随

神門・金山寺本堂・熊野神社本殿（第二殿）・五流尊瀧院宝塔・旧大

原家住宅・大橋家住宅・野崎家旧宅、塩業歴史館・遍照院三重塔・堂

応寺宝篋院塔・井上家住宅・吉川八幡宮本殿・妙本寺番神堂・餘慶寺

本殿・本蓮寺本殿、番神堂、中門・宝福寺三重塔・備中国分寺五重塔 

長福寺三重塔・林家住宅・美作総社宮本殿・中山神社本殿・鶴山八幡

宮本殿・県立津山高等学校本館・誕生寺御影堂、山門・旧遷喬尋常小

学校校舎・旧閑谷学校聖廟、閑谷神社、石塀・真光寺本堂、三重塔・

備中松山城天守、二重櫓・旧片山家住宅・臍帯寺石幡、石塔婆本山寺

本堂、三重塔、宝篋印塔・遍照寺多宝塔・旧矢掛本陣石井家住宅、高

草住宅・旧大国家住宅・旧森江家住宅    

  ③国指定史跡  

    岡山市…岡山城跡・浦間茶臼山古墳・尾上車山古墳・造山古墳・牟佐大塚古墳・

大廻小廻山城跡・万富東大寺瓦窯跡・高松跡・旧岡山藩藩学跡・津島

遺跡・神宮寺山古墳・嶓多廃寺塔跡・賞田廃寺跡・大多羅寄宮跡・惣爪

塔跡・真金一里塚・岡山藩主池田家墓所・彦崎貝塚・      

    真庭市…四つ塚古墳群・大谷定古墳群・ 

    瀬戸内市…本蓮寺境内・寒風古窯跡群・朝鮮通信使遺跡・門田貝塚・ 

    津山市…津山城跡・作楽神社・箕作阮甫旧宅・院庄館跡・美和山古墳群・美作国

分寺跡・三成古墳・ 

    倉敷市…楯築弥生墳丘墓・箭田大塚古墳 

    備前市…丸山古墳・旧閑谷学校・伊部南大窯跡・ 

    総社市…作山古墳・こうもり塚古墳・鬼ノ城跡・備中国分尼寺跡・備中国分寺跡・

福山城跡・ 



    赤磐市…両宮山古墳・熊山遺跡     高梁市…笠神の文字岩・備中松山城跡・ 

    笠岡市…津雲貝塚                矢掛町…下道氏墓 

  ④国指定名勝 

    岡山市…岡山後楽園             倉敷市…下津井鷲羽山・ 

    笠岡市…高島・白石島・応神山     津山市…衆楽園（旧津山藩別邸庭園） 

    鏡野町…奥津渓                 総社市…豪渓・鬼ヶ嶽・ 

    真庭市…神庭の滝               高梁市…磐窟谷・頼久寺庭園（小堀遠州造） 

    井原市…鬼ヶ獄・ 

  ⑤国指定重要伝統的建造物群保存地区 

    *倉敷川畔地区（倉敷美観地区一帯）    

    大原孫三郎は、本格的西洋美術館の大原美術館（昭3年薬師寺主計設計）を設

立。画家児島虎次郎の収集したロダンの彫刻2本（洗先礼者ヨハネ・カレーの市

民）、エル・グレコ「受胎告知」、ゴーギャン「かぐわしき大地」、クロード・モネ「睡

蓮」等を展示した。分館は梅原龍三郎の「紫禁城」、岸田劉生の「童女舞姿」が展

示されている。周辺には、大橋家住宅、天領代官所跡、倉敷考古館、旧大原家住

宅がある。 

    *高梁市吹屋地区 

    過って、銅山の町、赤色顔料ベンガラの一大産地。広兼邸・西江邸（豋有文）等 

  ⑥国指定重要無形民俗文化財 

    備中神楽（高梁）・白石踊（白石島）・大宮踊（蒜山） 

  ⑦国指定重要有形民俗文化財 

    田熊の舞台（田熊八幡神社歌舞伎舞台） 

  ⑧祭礼 

    ァ．三大祭 

     １）吉備津神社春・秋大祭「七十五膳据神事」、5月・10月、岡山市 

     ２）吉川八幡宮当番祭「だらだら祭」（石清水八幡宮別院）、10月、吉備中央町 

     ３）加茂総社宮加茂大祭（県重文）               10月、吉備中央町 

    ィ．三大踊 

     １）白石踊り ２）備中松山踊り（地踊リ、仕組み踊り） ３）大宮踊り（福田神社） 

    ゥ．美作三大社 

     １）美作総社宮・中山神社（中山造り）・高野神社 

    ェ．ことわざ（抄） 

     由加のばっぽ―物事全て上手くいかないこと 

     備前の着倒れ、因幡の食い倒れ、作州（美作）の家倒れ 

     岡山茶漬け―言うばかりで中身が無い 

    ォ．方言（抄） 

     てっぱらぱー（すっからかん）          きょーてー（恐い） 

     けーから   （これから）             さんぱる（しがみつく） 



     きゃーくそがわりー（とっても不愉快）     はっとーじ（カメムシ） 

    はっぽねになる（中心になって頑張る）     ひゅーする（暖房する） 

 

こんな事知っていますか。 

     長福寺三重塔（鑑真、県下最古木造）・吉川八幡宮本殿（県下最古の神社建築、 

蓑束発見）・本山寺三重塔（県下最大）・旧遷喬尋常小学校（へんきょう、方谷命 

名）・葦守八幡宮大鳥居（わが国最古）・高梁基督教会堂（1889年、新島譲）・徳 

守神社（日本三大神輿）・由加神社鳥居（蓮台寺、日本一の備前焼鳥居）・倉敷 

堂応寺（宝篋印塔３．２６Ｍ） 

 

 ３．岡山ゆかりの人々 

①人間国宝    

    金重陶陽（備前焼中興の祖）   藤原啓 （陶芸）    山本陶秀（ロクロの名人）         

藤原雄 （啓の子）         伊勢崎淳（陶芸）    大野昭和斎（木工） 

    米川文子（筝曲）          平田郷陽（2代目、人形師）  

   ②総理経験者       

    犬養毅（五・一五事件）      平沼騏一郎（保守派）  橋本龍太郎（82代）            

菅直人（94代） 

   ③文化勲章受賞者 

    仁科芳雄（原子物理学）      谷崎潤一郎（文学）    平櫛田中（木彫）              

小野竹喬（画家）           池田遥邨（画家）     正宗白鳥（文学）  

   ④文 学 

    ァ．芥川賞…小川洋子（岡山市、妊娠カレンダー）・石川達三（高梁移住、蒼氓）・

吉行淳之介（岡山市、驟雨） 

    ィ．直木賞…柴田錬三郎（備前市、眠狂四郎無頼控）・藤原審彌（備前市、罪な

女）・重松清（津山市、ビタミンＦ） 

    ゥ．坪田譲治（岡山、おばけの世界）・永瀬清子（赤磐、グレイデルの母親）・薄田 

泣菫（倉敷、象徴詩人）・内田百閒（岡山、百鬼園随筆）・あさのあつこ（美作、 

バッテリー）・岩井志麻子（和気、ぼっけえ、きょうてぇ）横溝正史（真備疎開、本 

陣殺人事件） 

⑤城下町 

ァ．岡山城址と後楽園（池田家の人々） 

    １）金烏城といわれ平山城である。創立は宇喜多直家で菩提寺は光珍寺である。

その子（実子？）「秀家」は豊臣の五大老となり「岡山城」を築城、初代（1597

年）となる。関が原合戦に破れ八丈島に配流。約50年後、83歳で没となる。 

    ２）2代目は、小早川秀秋（入城後秀詮と名乗る・1601年）。木下家定の5男で小

早川隆景（毛利家）に養子に出。関が原合戦に参戦、秀家の後に入城。病死

断絶。菩提寺は瑞雲院。 



      ３）3代目は、池田忠継（1603年）。池田家は美濃の小領主だったが、姫路城を

受領した「輝政」の子である。母は家康の孫富子。西丸西手櫓整備 

      ４）4代目は、池田忠雄（1615年）。藩政は「利隆」（忠継、忠雄は異母兄）がやり、

30年余を経て姫路城主となる。月見櫓整備。菩提寺は龍峰寺（後の国清寺） 

      ５）5代目は、池田光政（1632年）。利隆と鶴子（秀忠養女）の子で忠継時、岡山

で生まれているが、鳥取から移封されてきた。熊沢蕃山を起用「君臣水魚」と

いわれ、飢人救済・「諌箱」設置・藩校「花畑教場」・日蓮宗不受不施派弾圧

（妙覚寺）・神職請制・郡中手習所設置（閑谷学校へ発展、永忠）・和意谷墓

所（永忠造）・菩提寺国清寺―輝政・利隆・光政埋） 

      ６）6代目は、池田綱政（1672年）。光政と勝子（千姫の子）の子。津田永忠起用

（郡代）―農村復興・財政再建。後楽園・閑谷学校完成・沖新田開発・百間川

整備・田原井堰構築（赤磐）・倉安川完成・吉備津彦神社再建・曹源寺（創

建・上坂外記、造園・絶海和尚、津田永忠・県下最大の木造・綱政以降の菩

提寺） 

      ７）後14代続いた。11代茂政は慶喜の弟。明治以降岡山（池田家）三大事業  

海運・紡績・銀行 

      ８）後楽園は、日本三大公園（兼六園、偕楽園）の一つである。綱政が永忠に

1687年に命じ、1700年に外形が出来た大名庭園である。名称は、『先憂後

楽』（中国史書）に由来している。安住院多宝塔を借景に使用している（継政

時）。園内は大量の芝生使用、延養亭、流店、利休と栄西を合祀した茶祖堂

（茶室）等がある。 

    ィ．津山城址＝鶴山 

      18万6千石、森忠政が築城（扇の勾配）。長継40年の藩政で「山上がり」、「地

坪」で増収。「鶴山八幡宮」（本殿）建造。森家断絶、松平長矩～九代～明治。

最後の藩主慶倫が別邸を「衆楽園」と命名。「備中櫓」再建（200６）年。 

    ゥ．備中松山城址（日本三大山城）・天守閣、二重櫓 

      現在の城は水谷（みずのや）勝宗築城。後、小堀遠州備中奉行時改築再建さ

れた。後、板倉勝静（かつきよ、老中）藩主時、山田方谷（有終館学頭）は、負債

約10万両（約600億円）の財政再建を8年で達成した。諸藩から教えを請う者多

数、中に河井継之助（長岡藩）もいた。方谷の弟子に三島中州（二松学舎）がい

る。幕末維新時まで方谷が藩政を預かった。維新時、勝静警護（150人）に当っ

た熊田恰は新政府に他意のない事を表すため、藩士の助命嘆願し、自刃した。

（政府側に杉山岩三郎がいた） 

    ェ．備中高松城址（平城） 

      城主清水宗治（毛利家武将）は、秀吉に攻められ足守川堰止、水攻めに遭う。

講和を結び自刃した。城址の蛙が鼻（堤防の一部）に首塚がある。 

         ― 浮世をば今こそ渡れ武士の名を高松の苔に残して ― 

    ォ．足守藩 



     秀吉の正室ねね（おね）の実兄木下家定、2万5千石の陣屋町である。近隣に近

水園（おみずえん）・旧足守藩侍屋敷遺構（県重文）・旧足守商家藤田千年治邸 

     等がある。また、足守には白樺派の歌人木下利玄の生家（県指史）や緒方洪庵

（適塾開祖・福沢諭吉、大村益次郎弟子）の生誕地がある。    

 ヵ．博物館・美術館 

  倉敷市立自然史博物館・玉野海洋博物館・なぎピカリミュージアム・高梁歴史美

術館・やかげ郷土美術館・奈義町現代美術館・新見美術館・成羽町美術館・美

作市立作東美術館・岡山天体物理観測所・磯崎民亀記念館・森本慶三記念館

岡山禁酒会館・街角ミュゼ牛窓文化館・倉敷アイビースクエア・県総合グラウンド

クラブ・備前長船刀剣博物館・備前陶芸美術館・藤原記念館・渋川海岸（渚100

選）・渋川公園（藤棚９００Ｍ） 

キ．カルチャーゾーン（岡山城下周辺） 

  後楽園・岡山城・県立図書舘（歴史の水盤、２３０万冊収蔵）・県立美術館（岡山

ゆかりの芸術家）・市立オリエント美術館（古代オリエント美術）・夢二郷土美術館

（竹久夢二）・林原美術館（能装束、刀剣類等東洋古美術）・天神山文化プラザ・

県立博物館（特殊器台、弥生時代後期）・ルネスホール（旧日銀岡山支店）・岡山

シンフォーニーホール  

ク．西川・枝川緑道公園（岡山市） 

  南北に流れている。昭４９、岡崎平夫氏（当時市長）が約10年掛けて完成させた。

典型的都市公園で、藩主忠雄時城下町と農村部の境界線として掘られた用水が

元になっている総延長2.4キロあり、昭59年「第一回緑の都市賞」を獲得。コンセプ

トは「緑と花」「光と水」。約100種類3万8千本の樹木と花。「カスケード」「パーゴラ」

「トレリス」や「水上テラス」があり用水路には「残念石」を使用。北村西望の「夢」を

はじめ「若き日の母」「平和の女神像」がおかれている。 

ヶ.．西大寺会陽（裸まつり・県指民） 

  2月第3土曜日の夜、2本の宝木（しんき）の争奪戦が繰り広げられる。777年、大和

長谷寺で安隆上人が「備前金岡庄」の観音堂を改修せよ。と告げた。それ以降西

大寺と称した。 

 コ．牛窓地区 

  瀬戸内海航路の要港で「牛窓千軒」といわれた賑わいだった。朝鮮通信使（江戸

時代）が寄港した。使節団宿舎に本蓮寺が使われ、その資料は海遊文化館（旧

牛窓警察署）に展示されている。餘慶寺の梵鐘は日没に合わせ33打する。「唐子

踊」（疫神社）は県無民となっている。旧閑谷学校は世界文化遺産を目指している。

近隣には、「鍛冶屋千軒」といわれ日本刀（備前刀）を製造している。また、中世六

古窯の一つ、備前焼（伊部焼）がある。 

サ．安養寺四山 

  倉敷朝原…福山合戦で有名な福山の南中腹にある古刹で平安後期に存在。 

  和気照光院…天台宗寺院。奈良時代報恩大師の創建。信源上人再建。 



  美作林野…安養寺会陽（2月第2土曜）。「姿見の井戸」あり。 

  岡山日近…毘沙門信仰。栄西11歳ごろ入門。 

シ．歴史的人物・著名人抄 

１）宮本武蔵（美作）…五輪書。生家跡（県指史）。「武蔵資料館」 

２）雪舟（総社）…宝福寺法や相国寺で修行。遣唐使となる。自作６点が国宝。 

３）法然と栄西…法然久米南町の出、那岐山菩提寺入り比叡山（天台宗）で学 

び、40歳で「浄土宗」を開く。弟子に親鸞がいる。もう一人の弟子熊谷直実は、

法然の出生地に誕生寺（二十五菩薩練供養）を建立。 

栄西は、吉備津神社神官の出。臨済宗の基盤を築く。鎌倉寿福寺、京都建仁

寺を創建。宋に学び、茶祖といわれた。 

     ４）たまかき…東寺百合文書の中に「たまかき書状」と呼ばれる1通の女性の手 

紙があった。祐清上人（新見荘）の遺品形見分けの願い出。 

     ５）浦上玉堂…石関町鴨方藩士。ブルーノタウトがゴッホに比し絶賛した。 

     ６)三木行治（岡山）…県政発展に“私なき献身”で岡山を工業県にした。 

     ７）寂室元光…真庭高田の出。近江の国永源寺で臨済宗永源寺派の祖。 

     ８）野崎武左衛門…「塩田王」。当作歩方制、十州同盟を構築。 

     ９）杉山岩三郎…「岡山の西郷」。第２２国立銀行、中国鉄道（伯備線） 

    １０）妹尾兼重…平氏武将。湛井堰改修、十二ヶ郷用水、井神社祀 

    １１）宇田川玄随（津山、西洋内科学書）・川崎祐宣（倉敷、地域福祉）・山室軍平

（新見、日本救世軍）・岡崎嘉平太（吉備中央、経済人）・重森三玲（吉備中

央、作庭）・岸田吟香（美咲、卵かけご飯、新聞人、劉生は子）・国吉康雄（出

石町、画家）・難波抱節（医は仁術、胎産新書）・中川横太郎（よこたろう、社

会事業家）・生田安宅（近代医学、抱節の弟子）・石井十次（三友寺、宮崎）・

岡山三勲（和気清麻呂、楠木正行、児島高徳）瀧善三郎（神戸事件）・内山

完造（日中文化交流） 

    １２）浪速元助（和牛肉）・外村吉之助（倉敷ガラス）・木口九峰（烏城彫り）・服部和

一郎（オリーブ製品）・桧垣直右（宇野港開港）・小林令助（杉田玄白弟子）   

１３）温羅・桃太郎伝説 

       吉備津神社（主神吉備津彦命）の「社記」によると百済の王子であった温羅が

飛来「鬼の城」に住み「鬼神」となった。朝廷から吉備津彦命が派遣され、楯築

遺跡に備えた。墓は中山茶臼山古墳とされている。「矢喰宮」「血吸川」「鯉喰

神社」「首部」「鳴釜神事」「矢置石」等々が伝説となっている。   

    １４）吉備真備と和気清麻呂 

      真備は、阿倍仲麻呂と共に遣唐使（717年）として18年間留学。カタカナを考案

したとも言われ、藤原仲麻呂に疎んじられ九州に左遷。再び大陸に渡り、名僧

鑑真を招聘。復帰後や弥徳天皇時代に右大臣となる。律令の改修にも関った。 

      81歳没。   清麻呂は、称徳天皇に仕え、皇位を奪取しようとした道鏡（弓削） 

      の野望を防ぐ為九州宇佐八幡の神託を正した。恒武天皇時代に長岡京・平安



京の造営に関る。姉の広虫は孤児救済事業の先駆者。67歳没。       

１５）宇喜多直家…能家の孫として砥石城に生まれる。浦上宗景に仕え、乙子城拠

点に奈良部城～沼城（亀山城）を還り、滝口城・三星城・明善寺合戦・金川城を

攻略。石山城（岡山城）えと拠点を移した。備中松山城攻略。備前天神山城・高

田城を落とし、「戦国大名」として、秀家を後継者に秀吉に仕える。1581年没。 

    １６）鬼県令…初代岡山県令（知事）の高崎五六（薩摩出身）のことを言う。地租改

正事業に反対した役人を罷免し、地所有者に地価の３％を金納させた。 

      

   こんな事知っていますか。 

＊高瀬舟は室町時代から用いられていた（長さ１２Ｍ～１５Ｍ，巾約２Ｍ） 

「高瀬通し」 松山藩が用水を約11キロ、高梁川と玉島港を結んだ 

「高瀬廻し」 岡山藩が約20キロの倉安川を開削した。吉井川と旭川を結ぶ運河

に高瀬川を使用し、同船の往来がしやすいように船溜まりを築いた。          

＊人物名のついた駅名  

  方谷駅（伯備駅）・宮本武蔵駅（智頭急行）・吉備真備駅（井原鉄道） 

＊ぶり市（あざ部）・お雛祭り（勝山）・バンバ踊（久米南、雨乞い）・棚田（美咲、大

はが）・ヒッタカ（笠岡）・流し雛（北木島）・傘踊り（大島）・中国地方の子守唄（高

屋）・神餞（みけ）・百々（どうどう）・香登（かがと）・湯迫（ゆば）・寒河（そうご）・弧

帯文石（こたいもんせき）・美袋（みなぎ） 

    

４．岡山の自然 

   岡山平野の原型は縄文時代に形成され、吉備高原付近は「吉備の穴海」と呼ば

れていた。江戸時代以降、児島の大規模な干拓が奨められ、現在の岡山平野が

出来上がった。瀬戸内海沿岸で夕方に南よりの海風から北よりの陸風に変わる頃

風が止まる時間帯の事を夕凪という。台風等の強風域内で県の東北部の那岐山

系から吹く北寄りのきわめて局部的な強風を広戸風と言う。 

①国立公園 

      瀬戸内海国立公園・大山隠岐国立公園・氷ノ山後山那岐山国定公園 

   ②県立自然公園 

      高梁川上流自然公園・吉備史跡自然公園・湯原奥津自然公園・備作山地自然

公園・吉備清流自然公園・吉井川中流自然公園 

      吉備路風土記の丘自然公園（国分寺五重塔、れんげまつり、こうもり塚古墳、国

分尼寺跡、造山古墳、作山古墳、江崎古墳、吉備路郷土館、吉備津神社、吉

備津彦神社） 

   ③カルスト台地・鍾乳洞 

      阿哲台（新見）―羅生門、間歇冷泉・（県指天）井倉洞、満奇洞、宇山洞、秘坂 

鐘乳穴、縞獄   

      上房台（真庭）―神庭の瀧、奥津渓谷（鏡野）・（県指天）備中鐘乳穴、岩屋の穴、



塩滝の礫岩、大野整合（鏡野） 

      成羽層群（高梁）―大賀の押被・（国指名）巌窟谷、豪渓、鬼が獄・（県指天）枝

の不整合、成羽の化石層、藍坪     

      その他地域―象岩・鎧岩・高島、白石島  （県指天）浪形岩 

   ④三大河川 

      高梁川（新見花見山から１１１KM）・旭川（真庭朝鍋鷲ヶ山から１４２KM）・吉井

川（鏡野三国山から１３３KM） 

      ァ．急峻な斜面を短距離で流れ下り、下流は幅が広い 

      ィ．県内に源流、山間部に降った雨が県内を流れ、瀬戸内に注ぐ自前の河 

      ゥ．淡水魚をはじめ、動植物の生態が豊富 

    ⑤岡山の山々 

      ァ．後山  （美作、１３４５Ｍ、ブナ）    ォ．那岐山（奈義、１２２５Ｍ、イチョウ） 

      ィ．舟木山 （美作、１３３４Ｍ）        ヵ．毛無山（新庄、１２１８Ｍ）  

      ゥ．駒ノ尾山（西粟倉、１２８１Ｍ）      キ．泉山  （鏡野、１２０９Ｍ）  

      ェ．花知ヶ山（鏡野、１２４８Ｍ） 

    ⑥瀬戸内の島々 

      ァ．鹿久居島（県内最大）       ィ．犬島（精錬所跡地・市内有人島）   

      ゥ．取揚島（日生町と赤穂市の境） 大槌島（島が山） 

ェ北半分（岡山）と南半分（香川）の名前が違う「石島」「井島」 

      ォ．笠岡諸島―高島・白石島・北木島・真鍋島・大飛・子飛・大島   

⑦国指定天然記念物 

      新見市…羅生門・草間の間歇冷泉・鯉が窪湿性植物群落（オグラセンノウ他） 

高梁市…大賀押被・臥牛山のサル生殖地 倉敷市…象岩 

笠岡市…白石島鎧岩・カブトガニ繁殖地  奈義町…菩提寺のイチョウ（高円） 

岡山市…タンチョウ（特別）・アユモドキ   津山市…本谷のトラフダケ自生地 

真庭市…オオサンショウウオ（特別）生息地・湯原カジカガエル生息地 

     ⑧県指定天然記念物 

      岡山市…宗堂桜            総社市…角力取山の大松・穴門山の社叢 

      真庭市…黄金杉・醍醐桜・カワシンジュガイ・ブナ・ザゼンソウ 

      美作市…横川のムクノキ・あじさい 倉敷市…阿知の藤                                      

      鏡野町…ヤマセミ・源氏蛍      新見市…アテツマンサク・ 

      津山市…あじさい            玉野市…コバノミツバツツジ 

      西粟倉村…若杉天然林・ブナ・スギ 美咲町…二上杉   高梁市…天狗大杉 

⑨町並み保存地区 

      岡山市足守地区…足守藩。伝統的家屋の町屋（江戸時代） 

      津山市城東地区…津山藩。出雲街道、長屋形式の町屋 

      倉敷市玉島地区…備中松山藩。新田開発による港町 

      倉敷市下津井地区…備前岡山南玄関（漁師町） 



      矢掛町矢掛地区…旧山陽道。本陣、脇本陣（宿場町） 

      美作市古町地区…因幡街道宿場町 

      真庭市勝山地区…三浦藩。高瀬舟発着場跡、のれん展示（陣屋町） 

      新庄村新庄地区…出雲街道。宿場町 

    ⑩ふるさと村 

備前市吉永町八塔寺地区（山岳仏教）     津山市阿波大高下地区 

       鏡野町越畑地区（タタラ製鉄跡）         笠岡市真鍋島（古い漁村） 

       高梁市石火矢町（城下町）            吉備中央町円城地区（門前町） 

       高梁市成羽町吹屋地区（国伝建） 

⑪干拓 

      １５８５（天正１３） 宇喜多開墾           早島 

      １６６５（寛文５）  松山藩（水谷／大森元直）  玉島新田 

      １６９４（元禄７）  岡山藩（池田／津田永忠）  沖新田・倉田新田・幸島新田 

      １８５２年      岡山藩／野崎武左衛門    福田新田  

      19世紀       児島開墾事業（興除新田・乙島新田）  

      県令との対立があったが、内務省が雇ったオランダ人ムルデルが復命書を提

出。長州井上馨の庇護を受け、大阪豪商藤田伝三郎が開墾に成功。米麦収入

の６７％は小作人、残りを政府と藤田組でわけるとした。 

    ⑫名水（冷泉） 

      塩釜の冷泉（真庭中蒜山）・雄町の冷泉（おまちアクアガーデン）・岩井の湧水 

      （鏡野岩井瀧）・野土路の水（新庄）・夏日の極上水（新見） 

    ⑬温泉（美作三湯） 

      ァ．湯原温泉（真庭）…おふくの方、ろてんぶろの日（６／２６）、砂湯（混浴） 

      ィ．湯郷温泉（美作）…白亜紀（1200万年前）、関西の奥座敷、鷺の湯 

      ゥ．奥津温泉（鏡野）…棟方志功、足踏み洗濯、美人の湯、秋津温泉    

 

５．岡山の歴史. 

     ①原始・古代 

      ァ．鷲羽山遺跡（倉敷）・恩原遺跡（鏡野）…旧石器時代（先土器） 

      ィ．黄島貝塚…ヤマトシジミ、ハイガイの貝殻発見で最終氷期が終わり温暖化

による海水面が上がったことが判る。 

      ゥ．弥生時代の遺跡に沼遺跡（津山）がある。土器製塩は倉敷児島が始まり。 

      ェ．南溝手遺跡（総社）…縄文時代後末期（籾圧痕土器）、ドングリピットといわ

れる木の実の貯蔵穴がある。 

      ォ．津島江道遺跡（岡山）…機微最古の水田 

      ヵ．鬼ノ城（総社）…神籠石系山城（城塁２．８キロ）、西門復元（平成16年）、名

城100選。 

      キ．大回り小回り山城…岡山草ヶ部から瀬戸町にかける山塊 



      ク．千引カナクロ谷製鉄遺跡（総社）…古墳時代後期、鬼ノ城跡の東山塊に浅い

谷の斜面に方形又は長方形の地下構造に残っている。7世紀

代の千引8号墳がある。 

        ケ．三大石室古墳…こうもり塚古墳・牟佐大塚古墳・箭田大塚古墳                

      コ．楯築弥生墳丘墓（倉敷・弥生末期）…楯築神社で弧帯文石が祀られている。

特殊器台・特殊壷（埋葬儀礼）が出土。32キロを超える朱等が

発見。（岡山県古代吉備文化財センター） 

      サ．吉備最古の前方後円墳…浦間茶臼山古墳（箸墓の2分の一、１３８Ｍ） 

                         中山茶臼山古墳（大吉備津彦命之祀、１２０Ｍ） 

      シ．三大古墳…１）造山古墳（岡山市・３６０Ｍ・周辺に千足古墳他6基ある） 

                ２）作山古墳（総社市・２８６Ｍ・後円外方に作山段ある） 

                ３）両宮山古墳（赤磐市・２０６Ｍ・仁徳陵の５分の２）  

     ②中世 

      ＊源平水島合戦。源（木曾）義仲は平氏を討つべく備中万寿荘（倉敷浜ノ茶屋

～中庄付近）に布陣。海戦の結果平氏圧勝（平家物語）。源平盛衰記では、黒

くなっていく太陽やあたりが急に暗くなり慌てふためいて退却したとある。平氏

は日食（1183年）を利用して勝利したようである。平氏最後の勝利を得た。

（2012年日食） 

      ＊源平藤戸合戦。後白河上皇は源頼朝に平氏追討を命じた。摂津一の谷で平

氏に勝利し、本陣讃岐屋島（高松）に向かうべく、備前児島藤戸（倉敷藤戸・天

城）に布陣した。舟を持たない源氏は平家を攻めあぐねていたが、佐々木盛綱

（源氏方）は漁師に浅瀬を聞き出し、先陣を切って進軍し、勝利を得たのである。

その後、讃岐屋島を急襲。長門壇の浦（下関）にて壊滅させた。 

      漁師の勇ましく悲しい逸話は謡曲「藤戸」に語り継がれている。 

     ③近世 

      岡山一揆 

       １）高倉騒動…元禄10年。松平宣富が津山城入城。年貢減免の強訴を高倉

蝕大庄屋堀内三郎右衛門が起こす。13人処刑 

       ２）新本義民騒動…享保3年。岡田藩（総社）。新本両村の藩有林反対を江戸

に直訴。4人処刑。（なぎた河原） 

       ３）山中（さんちゅう）一揆…享保11年。津山藩で起きた年貢増強化策に抵抗

した総百姓一揆。51人処刑。（徳衛門御崎供養） 

       ４）渋染一揆…安政2年。岡山藩。無紋渋染・藍染の差別強制反対に3000人

が集結（吉井川八日河原）。6人牢死。「人間平等」の先駆とな

った。 

 

    ６．岡山の経済・産業 

      ものづくり重点目標 



      超精密生産技術分野・バイオ関連分野・環境関連分野・医療、福祉、健康分野 

      （岡山市は平成21年度以降政令指定都市となり県政より単独政策が実施） 

     ①運輸・物流 

      ァ．航空…国際線・国内線        岡山空港・瀬戸大橋…1988年建造 

      ィ．鉄道…山陽新幹線・山陽本線（三石～笠岡）・伯備線（倉敷～新郷）・瀬戸大

橋線／本四備讃線（茶屋町～児島）、宇野線（岡山～宇野）・津山線（岡山～

津山）・吉備線（岡山～総社）・赤穂線（東岡山～寒河）・因美線（東津山～美

作河井）・姫新線（美作土居～新見）・芸備線（備中神代～野馳）・水島臨海

鉄道・智頭急行・井原鉄道・路面電車 

      ゥ．道路…山陽自動車道・中国自動車道・米子自動車道・岡山自動車道・瀬戸

中央自動車道（瀬戸大橋利用）・国道（2号、30号、53号、180号） 

      ェ．工芸品 

       烏城紬（江戸時代）・撫川うちわ（なつかわ、俳句模様）・備中和紙（清川内紙、

せいごううちかみ）・草木染（勝山）・勝山竹細工（マダケ）・虫明焼・津山箔合

紙（金箔台紙）・倉敷はりこ・がま細工（ヒメガマ、ヤマカゲ）・手織り作州絣・備

中神楽面・郷原漆器（クリの生木、蒜山）・高田硯（黒色粘板岩）・津山ねり天

神（男の子） 

ォ．全国一位物産 

       １）男女学生服・事務服・作業服・医療服（倉敷、約710億円／年商） 

       ２）麦わら・パナマ・真田類帽子、帽体（笠岡） 

       ３）活性炭・耐火レンガ類（約423億円／年商） 

       ４）ネットワーク整備率（岡山情報ハイウェイ） 

       ５）温室ぶどう（マスカット、コールマン（こたつぶどう類、約8億円）  

       ６）もも（白桃）・黒大豆（丹波黒、作州黒）・ジャージ牛類 

       ７）岡山ブランド（高品質、市場占有率、知名度、ニーズ、地域特性） 

        マスカット・ニューピオーネ・白桃・黒大豆・岡山かき（虫明）・ジャージ牛（蒜

山）・千両ナス（灘崎）・黄ニラ（牟佐）・おかやま和牛（千屋牛、太田辰五

郎）・朝日米・雄町米・美作材・スートピー 

       ８）特産品 

        連島れんこん・西大寺いちご・下津井たこ・牛窓すいか・足守メロン・蒜山だ

いこん・桃太郎トマト・愛宕なし・岡山地鶏・地酒（備中杜氏、雄町米純米

酒）・吉備高原ビール・岡山ワイナリー・蒜山ワイン（山ぶどう）・是里ワイン

（赤磐）・船穂ワイン（マスカット）   サワラーヤナギーサゴシ  アナゴ幼  

魚―べらた 

     

     こんな事知っていますか。 

     ロケ地（抄） 

      ＊秋津温泉― 般若寺温泉・長門裕之    ＊獄門島― 笠岡６島・石坂浩二 



      ＊寅次郎くれないの花― 津山、真庭・地元誘致ロケ   

      ＊口笛を吹く寅次郎―  国分寺五重塔・竹下景子            

＊寅次郎恋歌―  高梁石火矢町ふるさと村・渥美清 

      ＊瀬戸内少年野球団― 真鍋島・夏目雅子  ＊悪霊島― 下津井・加賀丈史    

      ＊黒い雨―  八塔寺ふるさと村・井伏鱒二原作 

      ＊カンゾー先生― 牛窓・坂口安原作   ＊八つ墓村― 神庭の滝・萩原健一 

      ＊釣りバカ日記 ―  日生・西田敏行                                                     

 

②食文化（抄）・娯楽 

      ァ．さわら料理 

       ４～６月には、産卵の為大量に寄ってくる「魚島どき」に漁が盛んな日生では

「網おろし」の儀式が行われる。魚市場では「サワラ時間」というのがある。料

理では、「サワラのこうこずし」、「いり焼」「ひだすき焼」等がある。食材にも多く

使われている。 

      ィ．津山のホルモンうどん 

       津山の特産作州牛肉の新鮮なホルモンを使い「ホルモン入り焼うどん」を市

内の鉄板焼の店で、ホルモンうどんとして味わう事が出来る。醤油味、ソース

味でたっぷりな野菜と合わせて食する事ができる。 

      ゥ．岡山ばらずし 

       光政藩政時、倹約令がでたので寿司に具を沢山乗せてカムフラージュで重箱

をひっくり返した「返し折り」の習慣が残った。県内は北部の鯖ずし圏と南部の

ばらずし圏に大きく分かれる。雑煮は、「すまし」が一般的である。 

      ェ．スポーツ 

       岡山には、高橋大輔（倉敷、スケート）や重友梨佐をはじめ天満屋勢のマラソ

ンが大活躍である。「ファジアーノ（きじ）岡山ＦＣ」はＪリーグ入りを目指してい

る。なでしこジャパンで活躍した「湯郷ベル（美人）」の宮間あや・福本美穂は

国民栄誉賞を受賞。女子バレー「岡山シーガールス（かもめ）」も注目したい。 

       森末慎二（ロサンゼルス体操 金）・湯木博恵（国際バトミントン殿堂入り）・白

井貴子（モントリオールバレー 金）・星野仙一（野球日本代表監督）・人見絹

枝（アムステルダム陸上 銀）・有森裕子（バルセロナマラソン 銀） 

    ③水島コンビナート 

       異業種の連結体（コンビナートの意）で産業分野別、企業系列別で形成され

ている。石油精製・石油化学・鉄鋼・自動車・食品・造船が存在し、周辺には関

連企業が立地している。操業開始時、川崎製鉄・日本鉱業・三菱石油の三大

企業は今やＪＦＥ・ＪＸホールディングと変貌し、国内最大の企業に成長した。

また、「水島コンビナートルネッサンス」により、石油精製と石油化学とが系列

を超えて連結している。加えて、玉島地区に外貿埠頭を創生、コンテナーヤー

ドとして大躍進している。 



主要企業は、ＪＸホールディング・ＪＦＥ・三菱化学・旭化成・日本ゼオン・三菱

ガス化学・三菱自動車・中国電力・東京製鐵・サノヤス等々約270社、従業員

約25,000名。玉島地区には物流企業が進出している。製造出荷額は全国3位

（平．20年）になり、貨物取扱は全国6位の約11万トン（玉島地区除く）である。 

       平成24年、水島は「ハイパー＆グリーンイノベーション水島コンビナート総合

特別区域」に指定された。これによりアジア有数の競争力を持つ「モデルコン

ビナート」を実現する事により、県内及び国内の持続的な成長と県内での良

質な雇用確保を図ることができる。 

 

所感 

       「住みたいまち」づくりは、郷土愛（文化）が醸成され、防災・防犯が達成される

事が、前提となると思われる。 

       此れまでに吉備の国から波乱万丈な備前・備中・美作の国づくりを経て、農業

県から工業県に移行し、岡山市は政令指定都市となった。 

       新生岡山市は、確立された県政・市政の中で成長していかなければなりませ

ん。県政は前述した水島玉島地区の特区構想の拡大を図っていくことになる

と思われる。新生岡山市はどうすのだろうか。私見ではあるが、防災（避難）・

防犯を徹底して、「観光ターミナル」構想を構築されたら如何でしょうか。 

       それには、（仮）「文化・観光産業庁」を設置することです。各部局に霧散して

いる文化・観光・交通の既得権を統合し、職員自ら働くのです。 

周辺市町村の観光資源と文化資源の活用を図り、物流・交通の核（ハブ）にな

ることです。換言すれば観光消費センターとなることです。「市札」を発行する

ぐらいなことはやってもいいのではありませんか。リピーターをも狙えます。そ

の他のものや細部に亘る施策は此れまでに蓄積したノウハウを活かせばい

いのです。歴史や伝統は無くなるものではありません。    

 

                                    （平成24年5月19日 記）                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

            


