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四国鉄道文化館南館開館記念シンポジウム
日時：平成２６年７月２０日（日）１３：３０～１６：１８

場所：西条国際ホテル ２階 優宴の間

主催：西条市

後援：愛媛県、愛媛県教育委員会、西条市教育委員会、株式会社交

通新聞社、愛媛新聞社、朝日新聞松山総局、毎日新聞松山支

局、読売新聞松山支局、産経新聞松山支局、日本経済新聞松

山支局、ＮＨＫ松山放送局、南海放送、テレビ愛媛、あいテ

レビ、愛媛朝日テレビ、ＦＭ愛媛、ハートネットワーク、四

国旅客鉄道株式会社、公益財団法人日本ナショナルトラスト、

一般財団法人日本宝くじ協会、愛媛県鉄道高速化促進期成同

盟会、西条市観光協会、西条市文化協会、西条商工会議所、

周桑商工会、道前会、伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、東予信用金庫、西条市連合自治

会、西条市連合婦人会、十河信二を知る会

プログラム：

○主催者代表挨拶 西条市長 青野勝

○基調講演「十川国鉄総裁の瀬戸内観光構想 ー瀬戸内海と地中海ー」

東京大学名誉教授、十川信二文書研究代表 原朗

○パネルディスカッション「四国鉄道文化館とその可能性を語る」

コーディネーター：加藤信一（鉄道史研究家／十河文書研究会）

パネリスト：泉 雅文（四国旅客鉄道株式会社 代表取締役社長）

つだゆみ（「十河信二伝」著者／漫画家）

平井 誠（愛媛県歴史文化博物館 主任学芸員）

青野 勝（西条市長）

○閉会挨拶 西条市副市長 真鍋和年

内容：

13:00～ 開会

13:33～13:43 主催者代表挨拶 西条市長 青野勝

○南館開館への思い

・午前中には南館のオープン、テープカットを行い、列車の前で記念式典

を開催。南館の中に入ると風が吹き、「千の風」が吹いてくれたかな。良

い記念式典を行うことが出来た。

・平成１９年に四国鉄道文化館を開設し、これまでに２７万人の方に来場

いただいた。今回、４両の追加展示を行い、磨きをかけ、全国から何回

も来ていただける鉄道文化の拠点としたい。

・松山のボランティアの方のご協力により、車両を復元。「今日でも走らせ

られます」と・・・

・今年は新西条市になって１０周年、新幹線５０周年の年。そんな中で西条市を取り上げていた

だけるのではと、この時期に開館できたことに感慨深い。是非盛り上げていただきたい。
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○本日は

・基調講演では、東京大学の原先生に「十河国鉄総裁の瀬戸内観光構想 ～瀬戸内海と地中海～」

と題し、ユニークな視点からの観光構想をお話しいただけるのでは。

・その後、鉄道史研究家の加藤さんにコーディネーターをつとめていただき、「四国鉄道文化館と

その可能性を語る」と題してパネルディスカッションを開催。

○ここで、南館会館にご尽力いただいた方々を紹介したい

・第４代国鉄総代、十河信二さんのご家族の方々にご出席いただいている。十河さんの様々な資

料をご寄贈いただいている。十川さんの４名のお孫さんに関東、関西よりご参加いただいた。

・増田浩三様の娘様 日本ナショナルトラストの理事 鉄道歴史パークの当初からご尽力いただ

き、コレクションを寄贈いただいた。神奈川県からお越しいただいた。

・松本正之様 ＪＲ東海代表取締役など、我が国の鉄道にご尽力、ＮＨＫの会長も務められた。

東京からお越しいただいた。

・全国の鉄道館や鉄道機関から多くの方々にご参加いただいており、ご支援よろしくお願いいた

します。

13:43～ 祝電披露

・岩手県 たかはしちから

・外務大臣政務館 山本博司司

・千の風にのって 新潟市長

・さかもと町長

・おおつかいわお

・愛媛銀行 頭取

・東予信用金庫 理事長

・イギリス鉄道博物館 館長

13:45～14:55 基調講演「十川国鉄総裁の瀬戸内観光構想 ー瀬戸内海と地中海ー」

○講師：東京大学名誉教授、十川信二文書研究代表 原朗

・東京大学名誉教授

・十川信二さんの資料を研究されている。

○はじめに

・十川信二さん生誕１５０年、東海新幹線５０周年、南館開館と３つの記念すべき年。

○十河信二就任時の三構想

◇就任の際、私は三つの計画を心に画いていた

①新幹線の建設：広軌別線の新幹線を作り東海道線の混雑を緩和する。新しい技術を採り入れ

て、全く新しい鉄道、世界一安全な、乗り心地の良い、高速の鉄道を作りたい。

②世界の観光客が地中海に向かうように、瀬戸内海を観光と産業の中心にする。

③東京駅改造計画：ホームの上の空間に高層ビルを建築、交通機関の諸機関を集中させる。
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○再建構想の私案

・日本は平和の国家として発展する必要があるから、観光事業は益其重要性を増すべく、東海道

新幹線と共に瀬戸内海を日本観光のセンターとし、東京駅に内外観光客のための日本観光セン

タービルを駅ビル方式で次に建設し、他の交通機関、交通斡旋業者、ホテル、各国領事館をこ

こに収容し、観光計画の樹立、交通宿泊などの予約、旅行に関する一切の手続き等旅行者の便

利を供与するよう必要機関を集中せしめることとした。

○地中海へ

・太陽と海を求めて 地中海の日光浴 Sun and Beach

○地中海と瀬戸内海

・地中海の南岸は、瀬戸内海の南岸（四国）の海岸線と同じ

・西条はトリポリ、今治はチュニス、松山はアルジェ、今治はカサブラン

カ、高松はアレクサンドリア

・地形 ともに閉鎖性海域

・気候 地中海 ：冬に多雨で夏に関そう、地中海性気候

瀬戸内海：冬に乾燥し夏に多雨、温帯モンスーン気候

・大きさは 地中海は瀬戸内海の１２０倍

・深さは（平均水深） 地中海：１，４７０ｍ

瀬戸内海：３７．３ｍ

・地中海は出入り口が１カ所しかなく栄養不足

瀬戸内海は出入り口が３カ所あり、栄養豊かな内海。

○瀬戸内海国立公園８０年

・明治３９年７月 山東・塚越芳太郎「瀬戸内海」民友者 「日本の地中海」と表現

・１９３４年３月１６日 瀬戸内海国立公園

・現存天守（宇和島城・松山城・丸亀城・高松城）＋海城（今治城・高松城）

・十分八城のうち半分は四国

○近現代の瀬戸内海

・新産業都市：東予、岡山県南 工業整備特別地域：備後

・公害と公害対策 赤潮 里海

○瀬戸内海・四国の観光と産業

・坂出コンビナート

・丸亀：うちわの港ミュージアム

・四国中央：紙のまち資料館

・新居浜：別子銅山記念館

・西条：四国鉄道文化館



H26.07.20 四国鉄道文化館南館開館記念シンポジウム

４

・今治：タオル美術館

・しまなみ海道：サイクリング

○ミシュラン・グリーン・ガイド・ジャポン改訂第３版の三つ星と二つ星

・三つ星：（四国）栗林公園、道後温泉本館

（山陽）岡山後楽園、宮島、厳島神社、大鳥居

・二つ星：（四国）栗林公園の松、掬月亭、琴平、金刀比羅宮、書院、松山、松山城、道後温泉、

西祖谷、散策路、高知城、足摺岬、眺望

（山陽）後楽園唯心山からの眺望、林原美術館の洛中洛外屏風、倉敷、美観地区、大

原美術館、家プロジェクト、広島、平和記念講演、広島平和記念資料館、大

聖院、弥山展望台からの眺望、錦帯橋

○四国・瀬戸内海に来る外国人観光客

・四国 瀬戸内４県（愛媛、香川、岡山、広島）

台湾 ２２．１％ 韓国 １４．８％

韓国 ２１．２％ 米国 １３．３％

中国 １３．６％ 台湾 １１．８％

米国 ８．５％ 中国 １１．７％

香港 ４．３％ 豪州 ６．７％

○瀬戸内海・四国の交通

・船の道、車の道、歩く道、鉄道網

14:55～15:05 休憩

15:05～16:12 パネルディスカッション「四国鉄道文化館とその可能性を語る」

○コーディネーター：加藤信一（鉄道史研究家／十河文書研究会）

○パネリスト：泉 雅文（四国旅客鉄道株式会社 代表取締役社長）

つだゆみ（「十河信二伝」著者／漫画家）

平井 誠（愛媛県歴史文化博物館 主任学芸員）

青野 勝（西条市長）

○加藤信一：

・鉄道史研究家

・四国鉄道文化館南館開館記念展示の監修を担当

○泉雅文：

・埼玉県生まれ、昭和５１年日本国有鉄道入社

・平成２２年６月から四国旅客鉄道株式会社代表取締役社長

・鉄道高速化など、四国の鉄道発展に貢献
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○つだゆみ：

・西条市出身、広島大学文学部卒、平成２年４コママンガで漫画家デビュー

・マンガでわかりやすく伝えること、「スティーブ・ジョブズのことがマンガで３時間でわかる本」

など。子供向けのトークショーを、昨日行っていただいた。

○平井誠：

・宇和島市出身、平成１０年に愛媛県歴史文化博物館

・「懐かしの鉄道展」などを企画

○青野勝：平成２４年１１月から西条市長

加藤：

・「四国鉄道文化館とその可能性を語る」と題してパネルディスカッション

・６両も実車を保存展示している博物館は、全国にもそうはない。鉄道文化館の可能性について

語っていただく。

・本日の発言は、所属組織を代表する発言ではないことを先に宣言させていただく。

青野：様々な取組を進めていきたい

・就任した当日に「四国鉄道文化館 開館５周年記念シンポジウム」があ

り、当日の午後、挨拶をさせていただいたことを思い出す。

・フリーゲージトレインの実現など、官の立場で

・四国鉄道文化館は、当初は珍しいこともあり年間８万人の入場者。その

後はしだいに減少。新しいものを加えて、刺激、活性化を図っていくこ

とが必要。

・ＪＲを始め多くの方々のご協力により、新たな展示にありがたく思って

いる。

・もう一つ「観光」。せっかく来てもらってもおみやげを買ってもらう場所がないことから、４月

１日より観光センターで物品販売を行うように。

・様々な分野で協力いただけるよう、ＪＲとの協力協定も結ばせていただいた。特急列車の中で

「千の風」のＰＲ、ジオラマで四国をアピール、様々な取組を進めていきたい。
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泉：移動だけではなく、乗ることを楽しんでもらおう

・南館に展示されている車両：フリーゲージトレイン、

・四国の観光列車：移動だけではなく、乗ることを楽しんでもらおう アンパンマン列車、アン

パンマントロッコ、しまんトロッコ、鉄道ホビートレイン、海洋堂ホビートレイン・・・

・観光列車「伊予灘ものがたり」

・東海道新幹線開業５０周年：昭和

３９年１０月１日東京～大阪開通

・四国における新幹線整備の調査結

果：Ｂ／Ｃ＝１．０３ 他の地域

の新幹線のＢ／Ｃは１．１程度

→ 愛媛県のパンフを参照

・高速道路が便利なので、「今更、新

幹線には乗らない」と言うが、高松～松山が車で１４２分かかるところが４０分に短縮される。

平井：「鉄道」に「文化」を冠した博物館はあまり聞いたことがない

・鉄道は、明治以降、「国家プロジェクト」、「文明開化」の象徴。

・鉄道（国鉄）が高松から延びてくるより、私鉄の方が早かった。別子銅

山、松山市、宇和島鉄道、愛媛鉄道（長浜あたり）

・昭和２年、松山まで延び、昭和２０年に宇和島まで延びた。

・鉄道は人や荷物を運ぶだけでなく、都市と都市、都市と地方、地方と地

方のネットワークを作り上げていく。

・鉄道の創造期には、鉄道の役割は大きく、文化も生まれてきた。

・各地にいろいろな博物館があるが、「鉄道」に「文化」を冠した博物館はあまり聞いたことがな

い。工学的にイメージのする鉄道と、歴史的な「文化」という言葉をつないだ「鉄道文化館」

は少ない。

・他館との交流も必要になってくるだろう。他館と連携しながら、様々な視点から、展示やイベ

ントをしていくことが、地域の活性化にもつながっていくだろう。

つだ：十川信二先生がいなかったら、新幹線が無かったら、どうなっていたかを考えてほしい

・この本（「十河信二伝」）を書かせていただいた。鉄道マニアではな

いが、南館にはピカピカの列車があり、乗ることも出来、ジオラマ

には西条や各地のお祭りや、花火、流れ星など、こだわったジオラ

マ。何度も来ようと思った。

・スカイツリーに行ったが、「（値段が）高い」「一回行けばいいや」と

思った。しかし、鉄道文化館は、あの手頃な値段で、愛情を感じた。

・十川信二先生がいたからこそ、西条にこれだけのものが集まった。

十川先生は、西条高校のご出身で、私も西条高校の出身でこの本を書かせていただいた。

・新幹線５０周年にひっかけて、オレンジの帯をつけ、「新刊」のように再度ＰＲ。日本中の人に

読んでもらいたい。十川信二先生がいなかったら、新幹線が無かったら、どうなっていたかを

考え、知ってほしい。
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・同時に、西条を１８歳で離れて、実家もない。この本のおかげで、西条に「お帰りなさい」と

言ってもらえる。西条の水、水は血より濃い、西条に帰ってきて良かったなと感じる。

・人間とはワガママで、いつも変わらないで癒してくれることを求めている。南館が、いつ来て

も迎えてくれる「晴れの日とけの日」を。

加藤：

・私にとっての四国の鉄道との出会いは、高校２年の時に四国に旅行で来た。

・最初に降りたのは新居浜の駅。広軌の立派な鉄道に出会い、それは別

子銅山鉄道でした。「鉄道を見学させてください、写真を撮らせてくだ

さい」と。とても親切に対応いただいた。電気機関車のキャブに乗せ

てもらえた。精錬所の見学もさせてもらい、夢のような思いが、四国

の鉄道との出会い。

・四国の鉄道は、歴史的にも国有鉄道は弱体。高知にいたっては、昭和

１０年にならないと国有鉄道は延びなかった。

・南館開館、一つの到達点。今日はお祭りですが、これからは地道に進

めていかねばならない。これからの可能性について、言い足りない点なども含めて・・・。

つだ：

・この本を出すにあたって、いろいろな方々にご協力いただき、この場をお借りしてお礼申し上

げます。

平井：地域に根ざした博物館である。その上で、県内、県外との交流が必要

・地域に根ざした博物館である。その上で、県内、県外との交流が必要になってくる。

・地域に根ざした鉄道文化館としてどのようなことが出来るか。「ＧＯ ＧＯ ＴＲＡＩＮ」展を

行ったとき、地域の方々から写真を提供いただいた。今治駅が高架になっていないときの写真

など。西条駅の昔の写真を提供いただいて展示するとか。

・県内 自治体との連携。

・県外 鉄道の博物館は、専門的な博物館になるので、だからこそ連携が必要。どんな分野の専

門的な学芸員さんがいるかとか、多くの方々に来館いただける展示とか、情報を得ることが出

来る。北九州や名古屋、大宮には鉄道博物館がある。

加藤：地域に根ざした博物館との発言。西条市長から発言を。

青野：

・何回も来てもらう、ジオラマ、ミニ列車の運転、・・・ いろいろなことを取り混ぜてイベント

を実施。展示だけで全国から来てもらえるものになったのでは。

・他館と交流 千の風のまち 新潟市、北海道 新潟市にも鉄道博物館があり、連携していきた

い。

・民間団体

・「西条うちぬき倶楽部」 ８００名ほどの会員 いろいろな形で情報発信。
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加藤：ＪＲとの連携協定締結

泉：連携、継続、進化していくことが大事

・連携、継続していくことが大事。

・他館との連携、情報発信が大事。観光、エージェントとの説明会でも紹

介していくこと、企画をエージェントさんに作ってもらうことも。マイ

ントピア、アサヒビール工場、飲んだら車では帰れないので鉄道利用、

ありがたい。

・ストーリーを作っていく「晴れとけ」 手間がかかるが、知恵を出して

・ジオラマ いろいろな進化をしていくことが大事。

加藤：

・建物にも注目して。昔の機関区、機関校の研修所を模している。

・ターンテーブル（転車台）は、蒸気機関車がなくなってから少なくなり、全国で１２しか残っ

ていない。

・扇形庫（せんけいこ）、宇和島にはある。「愛媛県内にある鉄道資源」まとめられている。そん

な鉄道についてのことをまとめる拠点としても、鉄道文化館は使えるのでは。

・鉄道文化館をいろいろな活動の拠点にすることも、今後の重要な役割。

・最後、一言、お願いします。

泉：いろいろな人の知恵を借り、情報発信をしていけるように。

つだ：休むところが欲しい。休んだり、ご飯を食べたり、お金を落とせるところがあるといいなぁ。

平井：当館（愛媛県歴史文化博物館）にも鉄道の資料がある。こちらにある貴重な資料も、やりと

りしていければと思う。

青野：私鉄の話もあったが、これからも顕彰もしていかねばならない。いろいろな方に相談してい

きたい。県外の方も含め、・・ 十川信二さんに感謝をしながら、恩返しが出来るよう取り組ん

でいきたく、これからもよろしくお願いします。

加藤：

・四国に初めて鉄道が現れたのは伊予鉄道 明治７年

・四国の鉄道の歴史は１４０年＋アルファ

・鉱山は鉄道の歴史に大きな役割、功績を果たす。「鉱山だけに大きな功績がある」

16:13～16:18 閉会挨拶 西条市副市長 真鍋和年

・「戦後イノベーション 」十川信二先生ゆかりの地で、先生の顕彰に取り組んできた。初代名

誉市民に認定させていただき、先生の貴重な資料を寄贈いただき、ＪＲ四国から貴重な車両の

貸与、日本トラストからの財政支援のもと、鉄道歴史パークを開設、２７万人の来場。



H26.07.20 四国鉄道文化館南館開館記念シンポジウム

９

・多くの方々に貴重な資料、コレクションを提供いただき、ＪＲ四国から

も貴重な車両の協力をいただいた。

・ユニークな視点からの基調講演、パネルディスカッションでは様々なご

意見、ご提言をいただいた。さらにパワーアップして情報発信していき

たい。

－ 以上 －

ＧＣＴ０１ フリーゲージトレイン

Ｃ５７形蒸気機関車

ＤＥ１０形ディーゼル機関車

南館のジオラマ


