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岡山県倉敷市真備町岡田地区における地域主体型イベントの取り組み 

－「金田一耕助 春の誕生会 in 桜」を事例として－ 
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In recent years, many local areas are seeking community-based events that make use of local resources. One example 

is the " Spring Birthday Party of Kosuke Kindaichi in Sakura", which has been held since 2015 in the Okada area of 

Mabi-cho, Kurashiki City, Okayama Prefecture, under the initiative of local residents. The purpose of this study is to 

examine the outcomes and challenges of community events led by local residents through the case of " Spring Birthday 

Party of Kosuke Kindaichi in Sakura", a community event led by local residents. In conclusion, the results suggest that 

one of the outcomes of the event was the expansion of the population involved, while the lack of human resources due 

to the aging of the population is a major issue. 
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1. はじめに 

今日、様々な地域において、住民らが主体となり、地域が有す

る多様な資源を活用し、地域活性化や観光振興を目的とするイベ

ント（地域主体型イベント）が開催されている 1) 2)。 

岡山県倉敷市真備町岡田地区において、地域に根付く「横溝文

学」(1)を中核とし、地域住民らが主体となって2015年から開催さ

れている「金田一耕助 春の誕生会 in 桜」もその一例である。 

「金田一耕助 春の誕生会 in 桜」は、2018 年 7 月の西日本豪

雨（平成30年7月豪雨）災害や2020年からの新型コロナウイル

ス感染症の拡大等の障壁を乗り越えながら、2022年4月までに合

計7回開催されている。 

本稿では、これまでの「金田一耕助 春の誕生会 in 桜」に焦点

を当て、当該イベントの企画内容や開催経緯等について概観する

とともに、当該イベントへの参与観察やヒアリング調査等の内容

から、これまでの活動の中で得られた成果と課題について整理す

ることを主たる目的とする。 

2. 真備町岡田地区の概要と横溝正史との関係 

2-1. 真備町岡田地区の概要 

岡山県倉敷市真備町（旧 吉備郡真備町）は、岡山県吉備郡に存

在した自治体であり、2005 年に倉敷市に編入合併した。同町は、

江戸時代、岡田藩10,343石の藩領として、さらには、旧山陽道上

の宿場町として発展した。 

同町の北東部に位置する岡田地区は、岡田藩の藩庁（岡田陣屋）

が置かれ、陣屋町として栄えた土地である。現在でも、陣屋時代

に使用されていた長囲炉裏の跡をはじめ、複数の史跡が残されて

おり、当時の面影をうかがい知ることができる。 

2-2. 横溝正史と岡田地区の関係 

横溝正史は、1902年に兵庫県神戸市に生まれ、大阪薬学専門学

校（現 大阪大学薬学部）在籍時の 1921 年に、『恐ろしき四月馬

鹿』を発表し探偵小説家としてデビューした。しかし、1930年代

から1940年代にかけて、日本が各国との戦争路線に舵を切ると、

探偵小説の発表に規制がかけられ、横溝にとって不遇な時代を迎

えることとなった。 

1945年4月、米軍による都市部への空襲を避け、親類を頼って

真備町岡田地区（旧 岡山県吉備郡岡田村字桜）に疎開した横溝は、

地域住民との交流の中で得た情報等をもとに探偵小説の構想を

練ったとされる(2)。 

同年8月に同地で終戦を迎えた横溝は、戦後初の本格探偵小説

となる『本陣殺人事件』を発表し、同作において、「名探偵・金田

一耕助」を生み出した。その後も、『獄門島』、『八つ墓村』をはじ

め、数多くの作品を執筆した横溝は、稀代の探偵小説家として、

世間に広く知られることとなる。 

【図-1】横溝正史疎開宅の外観 

出典：筆者撮影（2016年4月23日） 
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横溝の作品の中には、疎開先であった真備町岡田地区やその周

辺地域を舞台にしたものが複数存在する。とりわけ、『本陣殺人事

件』は、横溝が疎開生活を送った真備町岡田地区が作品の舞台と

なっており、当地の風景や歴史的背景等が、作中に色濃く反映さ

れている(3)。 

 

また、真備町岡田地区に対する横溝の思い入れは強く、自著の

中で次の様に述べている。 

 

思えば光枝(4)はわたしにとって、最大の恩人ということに

なるのだろう。その時分私はすでにこんど小説が書ける時代

になったら、本格探偵小説一本鎗でいこうと決心していたの

だが、あのまま吉祥寺に踏みとどまっていたら、おそらく私

は都会を舞台にした、ギスギスとした、翻訳まがいの小説し

か書けなかったであろう。光枝の世話してくれた岡田村字桜

に居を構えていたからこそ、「本陣殺人事件」が書け、「獄門

島」の構想が練られたのである（横溝2002：36）6)。 

 

現在、岡田地区では、地域に根付く「横溝文学」を地域の大切

な資源として位置付け、住民主体の多様な地域活動が展開されて

いる。その代表的な活動の一つが、「金田一耕助 春の誕生会 in 桜」

(5)である。 

 

3.「金田一耕助 春の誕生会 in 桜」について 

3-1. 事業の概要および特性 

「金田一耕助 春の誕生会 in 桜」は、真備町岡田地区にて2015

年から毎年 4 月に開催されている地域主体型イベントである。

1946年4月24日付の横溝の日記の中に、「金田一登場」という記

述があることから、同日を真備町岡田地区における「名探偵・金

田一耕助」の誕生日として、イベントを開催している。 

同地区では、「横溝文学」を活用した観光事業として、倉敷市行

政が主催する「巡・金田一耕助の小径」(6)等のイベントも実施され

ているが、「金田一耕助 春の誕生会 in 桜」は、地域住民有志らに

よる主体的な活動であること、さらには、当該イベントが、真備

町岡田地区における地域づくり・まちづくりの中核となっている

こと等が他の事業と大きく異なる点であるといえる。 

3-2. 実施主体について 

倉敷市真備町では、概ね小学校区を一つの単位として、住民自

治組織である「まちづくり推進協議会」が設置されており、各地

区の住民らが、地域独自の資源を活用した地域活動を積極的に行

っている。岡田地区においても、「岡田地区まちづくり推進協議会」

が地域活動の中核を担っており、「金田一耕助 春の誕生会 in 桜」

でも中心的役割を果たしている。 

また、横溝正史が疎開生活を送った邸宅は、現在、住民有志ら

で構成される「横溝正史疎開宅管理組合」によって、管理・運営

が行われており、「金田一耕助 春の誕生会 in 桜」をはじめとす

る諸活動において、「岡田地区まちづくり推進協議会」とともに、

中心的な役割を担っている。 

 

3-3. 開催実績・企画内容 

第1回から第7回までの「金田一耕助 春の誕生会 in 桜」の開

催実績や主な企画内容については表-1に示す通りである。 

 

 

【図-2】真備町岡田地区周辺に点在する横溝作品のモデル 

出典：倉敷観光WEBより引用 5) 

【表-1】「金田一耕助 春の誕生会 in 桜」の開催実績・内容 

 開催日 主な企画内容 

1回 
2015年 

4月25日 

⚫ 琴の演奏 
⚫ 横溝を題材にした紙芝居の上演 
⚫ お茶席・模擬店の出店 
⚫ 花文字の制作 

2回 
2016年 

4月23日 

⚫ 吉備真備太鼓の演奏 
⚫ 備中神楽の上演 
⚫ 横溝関連の企画展示 
⚫ お茶席・模擬店の出店 
⚫ 記念抽選会の実施 
⚫ 花文字の制作 

3回 
2017年 

4月23日 

⚫ 備中神楽・子ども神楽の上演 
⚫ 横溝関連の企画展示 
⚫ 地元中学生の音楽演奏 
⚫ 金田一コスプレ体験 
⚫ お茶席・模擬店の出店 
⚫ 花文字の制作 

4回 
2018年 

4月21日 

⚫ 吉備真備太鼓・琴の演奏 
⚫ 横溝関連の企画展示 
⚫ 金田一コスプレ体験 
⚫ お茶席・模擬店の出店 
⚫ 岡山県警音楽隊の演奏 
⚫ 花文字の制作 

5回 
2019年 

4月21日 

⚫ 横溝関連の企画展示 
⚫ 岡山県警音楽隊の演奏 
⚫ 地元小学生の和太鼓演奏 
⚫ お茶席・模擬店の出店 
⚫ 花文字の制作 

6回 
2021年 

4月25日 

⚫ 横溝関連の企画展示 
⚫ 花文字の制作 
 
※ 新型コロナウイルス感染拡大
の影響により規模を縮小 

7回 
2022年 

4月24日 

⚫ 横溝関連の企画展示 
⚫ 岡山県警音楽隊の演奏 
⚫ 子ども神楽の上演 
⚫ お茶席・模擬店の出店 
⚫ 花文字の制作 

出典：主催者作成の広報資料等をもとに筆者作成 

注：2020年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止 
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表-1からも分かる通り、「横溝関連の企画展示」をはじめ、第1

回から第7回まで共通して行われている企画もある一方で、新た

な企画の創出にも積極的に取り組んでいることが見て取れる。さ

らに、地元小中学校等と連携し、神楽や音楽演奏等の企画を展開

することで、「横溝文学」に興味関心が薄い住民等が当該イベント

に参加しやすい環境を構築することに努めている点も一つの特

徴といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

4. 事業の成果と課題 

4-1. 当該事業の成果 

過去7回にわたる「金田一耕助 春の誕生会 in 桜」の実施によ

る成果としては、大きく2つの点が挙げられる 

1点目は、「関係人口」の拡大である。総務省（2021）8)によれば、

「関係人口」とは、「定住人口」や観光に来た「交流人口」でもな

 

【図-3】「金田一耕助 春の誕生会 in 桜（第2回）」の様子 

出典：筆者撮影（2016年4月23日） 

 

【図-4】「金田一耕助 春の誕生会 in 桜（第2回）」の企画展示 

出典：筆者撮影（2016年4月23日） 

 

【図-5】「金田一耕助 春の誕生会 in 桜（第2回）」の花文字 

出典：筆者撮影（2016年4月23日） 

 

【図-6】「金田一耕助 春の誕生会 in 桜（第7回）」の様子① 

出典：筆者撮影（2022年4月25日） 

 

【図-7】「金田一耕助 春の誕生会 in 桜（第7回）」の様子② 

出典：筆者撮影（2022年4月25日） 

 

【図-8】「金田一耕助 春の誕生会 in 桜（第7回）」の様子③ 

出典：筆者撮影（2022年4月25日） 

- 26 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.21, 2022 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.21, May, 2022 

 

く、様々な形で地域と関わる人々のことを指す。「金田一耕助 春

の誕生会 in 桜」の参加者の中には、倉敷市以外に居住しながら、

イベント等の際に、岡田地区の住民とともに活動する人（探偵小

説愛好家 等）も存在している。この様な地域外人材が、地域活動

の担い手として活躍していることも一つの成果と考えられる。 

2点目は、「横溝文学」という地域資源との接触機会の創出に寄

与しているということである。 

地元小中学校等の多様なステークホルダーとの連携により、「横

溝文学」に対する興味関心が薄い住民等へのイベント参加を促し、

各種企画を通じて、「横溝文学」という地域資源に触れる機会を創

出している点も、大きな成果であるといえる。 

 

4-2. 今後の課題 

今後のイベント実施にあたっての課題の一つとして、実施主体

である岡田地区まちづくり推進協議会や横溝正史疎開宅管理組

合の中核メンバーの高齢化が挙げられる。 

図-9は、2015年と 2020年の国勢調査の結果をもとに、真備町

岡田地区における年齢3区分別の人口構成割合を算出したもので

ある。2020年における真備町岡田地区の 65歳以上の老年人口割

合は 35.8%となっており、2015年の数値と比較すると、5年間で

0.3ポイント上昇している。 

一方、年少人口と生産年齢人口は、それぞれ、0.3ポイント、5.3

ポイント減少していることが分かる。 

 

全国各地で、少子高齢化に伴う人口減少により、様々な地域活

動や伝統行事の担い手不足が指摘されているが、真備町岡田地区

においても、次世代の活動の担い手を育成する必要がある。 

また、先述の「関係人口」と呼ばれる地域外人材のさらなる確

保を行うことも、担い手不足解消に向けた方策の一つであると考

えられる。 

 

5. おわりに 

本稿では、岡山県倉敷市真備町岡田地区における地域主体型の

イベントである「金田一耕助 春の誕生会 in 桜」について、当該

イベントの概要や経緯を整理するとともに、第1回から第7回ま

での活動の中で得られた成果と課題について取りまとめ、報告を

行った。 

今後、当該イベントが継続して実施されていく中で、企画運営

を行う体制の変化や地域社会に与える影響、さらには、他の地域

における事例との比較検討等についても調査を実施する。 

 

謝辞 

本稿の執筆にあたり、岡田地区まちづくり推進協議会の皆様、

横溝正史疎開宅管理組合の皆様をはじめ、「金田一耕助 春の誕生

会 in 桜」に関係する多くの皆様にご協力をいただきました。厚

く御礼申し上げます。 

 

補注 

(1) 本稿では、横溝正史の作品群のみならず、横溝に関連する諸

要素の総称として「横溝文学」という言葉を用いている。 

(2) 岡田地区での疎開生活の様子については、横溝（1993）3)に詳

しい。 

(3) 横溝正史と真備町岡田地区との関係性については、今津（2018）4)

に詳しい。 

(4) 横溝正史の義理の姉にあたる原田光枝 氏のこと。 

(5) イベント名にある「桜」とは、倉敷市真備町岡田地区におけ

る字（小字）名である。 

(6) 「横溝文学」を倉敷市真備町の観光資源の一つとして捉え、

同地域の知名度向上と、集客拡大を図ることを大きな目的と

したイベント。倉敷市が主催となり、2009年より毎年11月に

開催されている 7)。主な内容は、横溝正史のゆかりの地を散策

するというものであり、参加者は、横溝作品の登場人物等の

仮装をして散策を行っている。 
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【図-9】岡田地区における年齢3区分別の人口構成割合 

出典：平成27年、令和2年の国勢調査の結果をもとに筆者作成 
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