
 

 

福岡市博多区御供所地区調査団派遣事業 

①事業の背景・目的 

平成 23 年の九州新幹線の全線開通に向け，博多駅周辺地区（博多区）は本州・九州の 

玄関口として流通の拠点となり，交流人口の増加，企業集積の促進など経済的発展が期

待されている．一方で，博多には重要無形民族文化財である『博多祇園山笠』をはじめ

とする多様な歴史・文化が残っており，なかでも博多御供所地区は寺社・町家など昔の

風景の佇まいがきちんと保存されている． 

  しかしながら，コインパーキング化・高層マンション化などの経済合理性から町屋が 

壊され*，小京都を思わせる良好な町屋景観はもちろんのこと，現在まで生き続けていた 

博多特有の文化・生活までも失われようとしている．ただ近年， 『博多情緒めぐり』 

『御供所ライトアップウォーク』など，地元によるまちづくり活動が活発化しており， 

博多の景観・文化を再興する動きが見られている． 

  以上の背景を踏まえ，本調査団では，良好な景観を有する博多御供所地区を対象とし， 

御供所地区の現地調査及びまちづくり関係者へのヒアリング調査等を通じて，建設コン 

サルタントの視点から，御供所地区が抱える現状及び課題の認識を行うこととする． 

＊博多がなくなる：都心居住と定住～都市景観形成地区博多御供所～：福岡アジア都市研究所 中野加代子

図 56 御供所地区の町屋景観 図 57 博多情緒めぐり 図 58 御供所ライトアップウォーク 

写真：筆者撮影 写真：『博多情緒めぐり』HP 写真：『博多情緒めぐり』HP 
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②スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

③参加者一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 59 冷泉まちなみ演出プロジェクト 

写真：『博多情緒めぐり』HP 

図 60 博多っ子講座 

写真：『博多情緒めぐり』HP 

御供所地区 

図 61 調査対象地区 

期間 作業・調査内容
御供所地区の現況調査

まちづくり活動（御供所ライトアップウォーク）への参加

御供所地区の現地調査（町屋の保存状況など）

御供所の景観・まちづくりに関する文献調査

まちづくり関係者へのヒアリング調査（福岡アジア都市研究所中野氏，福岡市教育委員会など）

歴史的町並みの事例調査（萩、津和野、松江、倉敷）

まちづくり関係者へのヒアリング調査（御供所公民館，御供所まちづくり協議会，長谷川法世氏など）

まちづくり活動（座禅会）への参加

御供所まちづくり懇親会への参加

御供所地区の現状・課題の整理

1月

2月

10月

11月

12月

氏名・職業 摘要
廣實委員（パシフィックC）
針貝委員（福山C）
末松委員（サンコーC）
白石委員（日本工営）
青井委員（西日本技術開発）
佐藤委員（九州大学） 調査団の窓口

専門家 中野氏（福岡アジア都市研究所市民研究員） 御供所地区の研究者
御供所まちづくり協議会 御供所ライトアップウォーク主催
御供所公民館 御供所まちづくり教室主催
長谷川法世氏 博多町家ふるさと館館長

参加者

役割

建コン
委員会調査団
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④御供所地区の現地調査 
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図 62 現地調査マップ（緑は寺社，橙は町家の位置を示す） 
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⑤文献調査 

□景観形成ガイドライン 

御供所地区のまちなみ 

◆寺社 

  御供所地区全体の約 1/3 の面積を占める寺社群は本地区 

の大きな特徴である．地区には，聖福寺をはじめ，日本最古 

の真言宗寺院である東長寺，山笠などの博多文化とも強い結 

びつきのある承天寺など有数の寺社が集まっている． 

◆太閤町割り 

  現在の道路形状や間口が狭く奥行きが深い短冊型の敷地形 

状は，豊臣秀吉によって行われた太閤町割りによって形づく 

られた．現在のように道路の中心が町の境界線になるのではな 

く，道路を中心とした両側の敷地で１つの町（流れ）が形成 

されている（右図参照）． 

◆博多の町家 

  博多部には数多くの町家が存在していた．しかし，戦災 

と近代の生活の多様化などにより，その数は極端に少なく 

なっている．右図は「福岡市の町家（福岡市教育委員会）」 

で Aランクに選定された町家である．御供所地区の町家の 

間口は 2.5～3 間のものが多く，切妻平入り形式の屋根が 

特徴である． 

 

都市景観形成地区指定について 

福岡市では御供所地区を平成１１年１月１８日に「都市景観形成地区」に指定し，区域

内のそれぞれの特性を活かしたまちなみづくりを進めていくため，右図のようなゾーニ

ングを行った．地区全体の景観形成方針は，以下の２つ． 

・聖福寺・承天寺・東長寺などの歴史的寺社群，境内の

豊かな緑，地域コミュニティを育んできた路地や太閤

町割り等を活かして，歴史と文化の中に生活と祭りが

息づく都心居住地区としての魅力あるまちなみの形成

及び保全を図る． 

・歴史的環境地区にふさわしい街路，散策路，オープン

スペースなどの整備を進め，歴史的建造物やまちなみ

などを結ぶ歴史回遊ネットワークの形成を図る． 

 

 

出典：福岡市都市景観室資料 
図 63 都市景観形成地区 

出典：福岡市都市景観室資料 
図 64 博多の町家 

出典：福岡市都市景観室資料 
図 65 地区全体の景観形成方針 
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□「博多がなくなる」･･･都心居住と定住～都市景観形成地区博多御供所～ 

 （福岡アジア都市研究所 平成 17 年度市民研究員 中野加代子氏） 

 

景観形成についての新たな相談の場づくり 

現在は，福岡市都市整備局都市景観室が窓口であるが，随時相談体制は十分でないと

感じる．例えば，地域住民と密接に関わる地域主体のまちづくりを推進する「御供所ま

ちづくり協議会」などが地域の景観の保全や整備全般についてのとりまとめを行うなど，

窓口的な役割を果たすこととしてはどうだろうか． 

 

まちなみの保存・再生をサポートしうる支援制度の整備 

現行の補助制度は，まちなみに配慮した建築や修景を行う際，３分の１は住民負担とな

り，また補助の上限も４００万円にとどまるなど，十分なものとは言えない．何らかのか

たちで制度を充実させることが必要である．また併せて，建蔽率や容積率についても，地

区特例の適用を検討すべきである． 

 

都市景観形成地区の経済活動活性化策 

都市景観を大事にしつつも，地区の中に定住しながら働くことができるような自立した

地域経済の仕組みが大事である．新たな起業・新規出店が促進されると地区の経済活性化

に繋がる．そればかりではなく，町家などの建物を利用した商業などが興ることで「御供

所ブランド」が生まれ定着するチャンスにもなるであろうし，また，こうした商業が集積

していくことで，居住だけでなく事業においても「都市景観形成地区」の魅力が存分に発

揮されることとなる． 

 

町屋を活用した暮らしや文化とのふれあいづくり 

歴史の核である「都市景観形成地区」において，地域の魅力である町家を生かし，御供

所の暮らしや伝統文化と直接触れ合うことができる，居住を兼ねた個人館や町家支援企業

館などを誘致してはどうだろう．例えば，博多の恩人・謝国明や博多発祥文化など，博多

と大陸との文化交流の歴史を，まち歩きとともに振り返るイメージである． 

 

地域を感じる活動・交流の場づくり 

御供所において，若年者から地域の特性を熟知する高齢者までが，「都市景観形成地区」

であることを生かした仕事やボランティア活動（御供所のまちづくり活動支援・イベント

サポーター，郷土研究，寺社内清掃，お茶摘み，地域情報・散歩案内接待他）ができるよ

うな仕組みを創出する．地域の貴重な人材資源を活用しながら後継者として育てていくこ

とができる．また，年齢を問わず新・旧居住者，来訪者，事業者が集う新たな交流の場へ

と発展することも期待される． 
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情報交換と情報発信 

博多部の各まちづくり団体，NPO や行政などを結ぶまちづくり交流情報ネットワークを

構築し，地区内の情報の共有・活用を進めるとともに，地区の新たな魅力を創造・発信す

る．さらには，こうしたネットワークを生かし，地域支援者や定住希望者，起業希望者に

対し必要な情報や案内を提供したり，地域特性に合ったプランを実行し誘導していくため

の各種情報の発信（例：町家の複合活用や建替，貸家，売却の登録，相談など）も可能と

成るであろう． 

 

景観を守るための目標と検証方法の設定 

暮らす人が主体となって，まちの景観整備や修景などを内容に含む「歴史のまち計画」

を具体化していくための，まち全体の目標やガイドライン，検証方法を定める必要がある．

景観形成に相応しい社宅や寮，コーポラティブハウス等であれば建築が可能となるような，

新しい内容を含んでも良いだろう． 

 

広報 

「都市景観形成地区」御供所が，福岡市民全体にとっての共有文化財産であることの認

識を高めることがさらに，歴史・文化地区としての評価を高め，また各種支援への理解が

深められるよう，広報活動を充実させることが必要である． 

 

地区運営のための新しいスタイル 

御供所は，福岡市民共有の文化財産のまちである．博多の魂と自治の誇りが溢れる定住

者の暮らしと町家の形成が次代へつづくように，地域の活性化を支える資本として，「町

家株式会社」や「まちづくりファンド」，所有固定資産の債権化所有，土地や建物の分離

分割所有等を検討してはどうであろうか．「都市景観形成地区」の定住を支援する，何よ

りまちへの想いとして投げかける資本であってほしい． 
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□福岡市の町家（福岡市教育委員会） 

調査の経緯 

  福岡市内には過去多くの伝統的な建造物が多く存在し，福岡の町の景観を形作ってきた．

その内幾つかの建造物は，市民に親しまれながらも取り壊されて既にその姿をとどめてい

ない．しかし，幸いにも居住者の方や市民の方々，建築関係有志を始めとする多方面の人々

の努力により，現地で，または移築先で保存されている建造物も数は少ないが現存してい

る．現在福岡市内には旧日本生命福岡支店や旧福岡県教育庁の洋風建築を始めとし，伊佐

本家・大隅履物店等の町屋も保存されているが，市内には他にも優れた町屋・町並が残存

しており，これらの町屋を調査し再現しようとする『博多の古い町並の復元について』の

福岡市への請願が昭和６２年６月に博多ロータリークラブ（大部友之会長）より提出され，

その請願が契機となって今回の調査が行われた． 

 

調査の内容及び経過 

 第Ⅰ次 昭和６２年１０月～昭和６３年３月 

     町屋の遺構・所在地確認のための悉皆調査を行い，市全域で計３５５棟の調査

を実施． 

第Ⅱ次 昭和６３年４月～平成元年３月 

     第Ⅰ次の３５５棟より２２棟の重要町屋遺構の選定を行い，１１棟の実測調査

を実施． 

第Ⅲ次 平成元年４月～平成２年３月 

     重要町屋遺構の残り１１棟の実測調査を行った． 

 

市内に現存する町屋の実態調査 

  福岡市内の町屋遺構の悉皆調査を行い，３５５棟の町屋リストを作成した．尚，調査を 

行った町屋は，次の３つの要素から点数化によるランク付けを行い，下記の通り Aラン 

ク２２棟を選定． 

〈町屋の評価基準〉 

・保存状況 …保存の良好度により加点した． 

・年代別判定…江戸・明治１０年以前，明治１１年から明治末まで，大正・昭和初期の

３基準． 

・形態的状況…屋敷内の建物に町屋としての特徴が現れているか． 

        地域の典型的な形態・時代の様式，特色ある形態をもっているか． 
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福岡市の町家ランク 

地区/ランク A ランク B ランク C ランク D ランク 計 

東区 2 2 20 35 59 

博多区 6 11 37 18 72 

中央区 6 7 41 46 100 

城南区 0 1 5 29 35 

早良区 4 3 5 13 25 

西区 3 5 26 27 61 

南区 1 0 0 2 3 

計 22 29 134 170 355 

 

御供所町の町家リスト 

氏名 ランク 年代 住所 間口×奥行 備考 

本山 道徳 B 大正初期 御供所町２－５２ 2.5×5.5(2F) 酒小売店 

石川 毅 C 明治中期 御供所町２－５５ 2.5×4.5(2F)  

佐々木和義 D 大正年間 御供所町３－２７ 3.0×5.5(2F) 解体 

阿部 嘉人 D 明治末期 御供所町３－２９ 2.5×間口  

小金丸昌子 C 大正年間 御供所町３－３２ 3.0×3.5(2F)  

加藤 和雄 C 大正末期 御供所町４－１７ 3.5×3.5(2F)  

阿部ツヤ子 C 昭和 10年 御供所町４－２４ 3.5×6.0(3F)  

加藤 フミ D 大正年間 御供所町５－６ 2.0×6.5(2F)  

野村 泰平 D 昭和 14年 御供所町５－２９ 2.5×5.0(2F)  
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□博多町家の保存活用についての提案（博多町家保存会（仮称）長谷川法世氏） 

町家保存活用の必要性 

町家といえば京都の町家が有名だが，豊臣秀吉が京都の町割を行ったのは 1589 年で，

博多町割より 2年後のことである．博多が天下人によって当時最新最高の技術で建設され

た都市であることを考えると，博多の町と町家がいかに重要な歴史的文化的価値を有する

かは自明である． 

 

観光資源としての活用 

博多には観光資源がない，と長く考えられてきたが，金印以来 2000 年，どの次代を注

目しても博多は歴史的観光資源の宝庫である．現在の博多は 420 年前の太閤町割の姿をほ

ぼ残しており，町家はその歴史を偲ばせる資産であり，これを取り壊さずに残しておくだ

けでも十分な価値がある．さらに，これを観光資源として活用するならば，博多部におけ

る経済活性化の大きな資源となるはずである． 

 

活用方法について 

①仙涯和尚，神屋宗湛など博多の歴史文化がわかる記念館，交流施設とする． 

②博多織，博多人形など博多物産や土産物店とする． 

③博多織や博多人形など伝統工芸の仕事場，あるいは住居兼用とし，制作実演する． 

④茶店・うどん・そばの店など飲食店に使う． 

⑤商いの家としてではなく，貸しスペースとして，博多町人の文化を伝える各種展示・

三味線・踊りの練習場，集会場などに活用する． 

⑥個人・法人からの要望がないときは，会員制の運営組織をつくって保存維持にあたる． 

⑦民宿なども考えられる． 

 

福岡市全域の町家について 

町家や町の家であり，福岡市全域にあるわけで，唐津街道に沿った町家を見渡すだけで

も，空襲を免れた箱崎馬出地区，姪浜地区はじめ各地域に独特の町家が残っている．ひと

り博多だけでなく，福岡市全体の町家保存活用を考える必要である． 

 

双子都市ならではの魅力ある町づくりを 

博多と福岡は双子都市ともよばれ，博多は商人町人の町であり，福岡は武家の町・新し

い都市（特に天神地区）である．この基本形を特化すれば全国にも類を見ない一大観光都

市が出現することが考えられ，九州新幹線の全線開通を間近に控え，今身近にある資源を

活用することが最も早く最も経費のかからない有効な経済発展の方策である．新幹線や空

港から降り立ったお客様は，日本の歴史のすぐそばにあり続け栄え続けている博多という

町の歴史と文化の現在進行形に驚嘆することでしょう．そうした光景は容易に想像できる． 
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□「木造革命」～木の家づくりから木の街づくり～（環境問題評論家：船瀬俊介氏） 

書籍の概要 

「コンクリート住宅は９年早死にする」 

建築業界の“コンクリート神話”を打ち砕く話題書を執筆され  

た環境問題評論家の船瀬俊介氏が，木造建築による“木の家から  

木の街づくり”を提唱する一冊．木造建築による革新的な技術開 

発に成功した日本中の企業等を紹介することで，コンクリート建 

築に潜む危険性及び木造建築による効果を明らかにし，環境時代 

における「木造都市」の実現を訴えている．“現在の生活ニーズ 

に合わない”と高層マンション・ビルに姿を変えゆく御供所地区 

の「木造町家」．以下では，環境時代そして持続可能な社会の実 

現に向け，木造町家の価値・効果を再認識させてくれる調査結果 

について，本文を引用しながら整理する． 

 

木造建築の効果 

「コンクリートは 50 年，木は 1,000 年」 

あの法隆寺を修復した“最後の宮大工”と名高い故・西岡常一翁の有名な警句である．

ここでは，コンクリート建築との性能比較を通じて，木造建築の性能・効果について整理

を行う． 

 

①ストレスを癒す神秘の力 

衝撃的な報告がある．コンクリート校舎で過ごす子供達のインフルエンザの学級閉鎖

率は 22.8%で，木造校舎の 10.8%の 2 倍以上だという．さらに，コンクリート校舎の子供

達は，木造校舎の子供に比べて，「疲れている」3 倍，「イライラする」7 倍，「頭痛がす

る」16 倍，「腹痛を訴える」5 倍，「眠い・だるい」3.5 倍，「集中力がない」3 倍…と，

心身ともに疲弊している様子が，研究者たちの学術報告からも警告されている．専門家

によれば，これらの違いは“建材”による冷幅射が原因と見られており（冷幅射とは，

冷たい物によって幅射熱で体温を奪われる現象），コンクリート壁が冷幅射で体熱を奪う

ことにより，住人はストレスを感じるようになる．また，コンクリート住宅の増加は“ガ

ン患者”をも招くとさえ報告されている． 

一方，木は「香り」「触感」「視覚」などにより人間の生理的ストレスを癒す効果がある

ことが科学的に証明されている．下図は「ヒノキの壁」と「白い壁」を見たときの感情の

度合いを比較したものであり，抑鬱や疲労感・怒り・活気の面で一定のストレス解消効果

があることがわかる．また，木材には人間にとって耳障りな高温（高周波成分）を押さえ，

心地よい低い周波数を強める効果があることも証明されている． 

 

図 66 木造革命 
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②木は火事に強い！！ 

「木は鉄よりも火に強い．これは事実です」 

山形県の木造建築会社である（株）シェルターの言葉である．下写真にあるように，1

時間も燃やしたのに，角材の表面は黒く焦げただけであり，太い木の柱は 30 分の火事で

も大丈夫であることがわかる．また，下のグラフは，鉄と木の火事のときの強度変化の

比較である． 

火災発生から 5 分後．すでに鉄は強度が半分までに落ちている．10 分後，鉄の強度は

20%以下に落ち，もはやアメ状寸前．これに対して木材は 20 分経っても 50%近い強度を保

っており，「木は鉄より火事に強い」ことが証明された．今では，60 分でも燃えない！驚

異の“燃えない木”が開発されているようだ． 

 

 

 

 

 

 

 

 

③集成材は鉄よりコンクリより強固だ！ 

よく，「鉄やコンクリートは強いが，木は弱い」といわれる．これは間違いのようだ．

下のグラフは，木材とコンクリート，アルミ，塩化ビニール，鉄，ガラスの「引っ張り

強度」を比較したものであるが，驚いたことに木材が圧倒的に強く，なんと鉄の約 5.5

倍の強靱さを持っていることがわかる．衝撃的だったのが，阪神・淡路大震災での出来

事．ほとんどの家どころかビル，高速道路まで倒壊，全壊，半壊…という惨状のなか，（株）

シェルターの KES システムで建てた 73 棟の木造住宅は全て無傷だった．このように，木

材は強固な素材として効果が証明された．なお木材は，一に「乾燥」，二に「乾燥」と言

われるほど，どれだけしっかり乾燥させられるかにかかっており，その乾燥技術が木材

の性能・強度を左右するようだ． 

図 67 乳ガンによる死亡率と
木造率との関係 

図 68 異なる視覚刺激による 
   感情尺度得点の違い 

図 69 各種材料の音響スペクトル 

図 70 1 時間燃焼後の 
角柱表面 

図 71 7 分燃焼後の鉄 図 72 火事における鉄と木の 
   強度変化の比較 
 



 

 

夢 アイデア調査団派遣事業

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に 

ついに希望の扉は開き始めた．政府は 2004 年，木造ビル解禁へ動き始めた（建築基準

法）．10 階，20 階…，それどころか，木造高層ビルも次々に出現することだろう．それ

に合わせて，コンクリートに埋め尽くされた灰色の無機質な都市風景も一変していくこ

とだろう．温かい木肌の木造ビルの景観…．それは麗しい緑に彩られていることだろう． 

  それは，都市風景の変貌にとどまらず，都市文明の変貌をも意味するのだ．“鉄・コン

クリートの都市”から“木造都市”へ…．大きく，地球文明レベルでのグランド・シフ

ト（巨大転換）が始まった．消費者のあなた，そして行政のあなた，建築関係のあなた

…この巨きな胎動に目覚めて欲しい．新しい人類文明の曙の姿が見えてきた．その入り

口に向かって，本書のページを開いて欲しい． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 73 各素材の引っ張り強度 図 74 阪神・淡路大震災後の KES 構法の家 
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⑥御供所地区まちづくり活動への参加 

□博多灯明ウォッチング・御供所ライトアップウォーク（日時：平成 19 年 10 月 20 日） 

（参加者：末松委員，白石委員，青井委員，佐藤委員） 
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□座禅会＠承天寺（日時：平成 20 年 1 月 20 日） 

（参加者：白石委員，佐藤委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：福岡市 HP （座禅会の概要） 

・6:30 より 30 分間，承天寺の清掃． 
・7:00 より約 1時間，座禅． 
・8:00 より約 1時間，住職を含めたお茶会． 
・9:00，座禅会は解散（その後，住職さんと犬の散歩）． 
・座禅会には 10 数名の参加あり（毎週日曜日に開催）． 

図 75 承天寺 
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⑦まちづくり関係者へのヒアリング調査 

第 1回御供所まちづくり座談会 

 
日時：12 月 17 日（月）18:30～21:30 
場所：御供所 奥の堂 

ゲスト：福岡アジア都市研究所平成 17 年度市民研究員 中野加代子氏 
出席者：JCCA 夢アイデア委員会 末松委員長，白石副委員長，青井委員，佐藤委員 

 

□座談会トピックス 
 ・町屋が果たして現代生活のニーズに合うのか調査する必要がある． 
 →町屋に暮らす意義ってなんだろう． 
 ・町屋が立て替えられる必然性は何か調査する必要がある． 
 ・セットバックにより街路幅員が拡がり，御供所本来の町並みが壊れないか． 

 →小路と町屋の関係性の崩壊． 

 ・景観条例は制定しているものの，御供所の景観形成に向けて「まちづくり協議会」が対応で

きていないのが残念である． 

 ・10 月に行われた御供所ライトアップウォークには学生ボランティアが 100 人参加． 

 （東亜大学，福岡デザイナーズ学院） 

 ・10 月に行われる“地域振興”のためのイベントのほか，4月～5月には博多どんたく,7月に

は山笠や千灯明といった歴史ある行事が行われている． 

 ・『人の豊かな暮らし,心』を実現するため,中野氏は御供所のまちづくりに取り組んでいる． 

 ・御供所のまちづくりキーワードとして,寺社・街路・コミュニティの結束等が挙げられる． 

 ・まちづくりとは“家族”の関係を築くことである． 

 ・都心居住プランでマンションが増加したが,御供所では『低層住宅』を建てることで町並み 

を保存し,今後継続的に住みたいと思わせる取り組みが必要ではないか． 

 ・戸建居住者とマンション居住者の意識の違いをアンケート調査で明らかにしてはどうか 

 ・御供所のまちづくりの問題点として,『まちづくり協議会』に代わる NPO やコンサル・ 

ファンドがないことが挙げられる． 

 ・“町の暮らし”と“地域経済”が両立できれば,持続可能なまちづくりも実現できる． 

 ・JR 九州の観光モデル地域として,『御供所』の名前も挙がっている． 

 ・大博通りに位置する『もち吉』は町屋風に改装し,今では 200～300 種を売る人気店． 

 

 

 

 

 

 

図 76 まちづくり座談会の風景 
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福岡市教育委員会ヒアリング調査＠福岡市役所（07.12.21） 

出席者：佐藤委員，対象者：福岡市教育委員会 井澤洋一主査 

 

□聞き取り内容 

・平成３年に福岡市の町家についてランク付けを行っているが，明確な基準が明記され

ておらず信頼性に欠ける（保存状態の良いものでも Dランクになっている，など）． 

・現在，姪の浜を中心に町屋の実態調査を行っているが，震災によって１０棟近く壊さ

れている． 

・中野氏も参加する「博多津にぎわい復興計画研究会」に所属している． 

・町家を今後保全していくためには，外観（ハード）だけを残すのではなく，町家での

営みを含めたソフト面を調査していくことが必要である． 

・一過性のイベントにお金を使うのではなく，固定資産税など町屋運営資金の負担軽減

に投資する方が良い（持続的なまちづくりにも繋がる）． 

・町家に暮らす世帯数・家族構成・職業などを調査し，取り壊される課題・問題点を明

らかにすることが必要である． 

・取り壊される危険性のある町家（後継者がいないなど）をマッピングし，早急に取り

壊される所から具体的な対策案を講じることが必要である． 

・地域経済とリンクする町家のあり方を検討して行く事が大切である． 

・外国人のホームスティなどに町家を活用し，よそ者の視点を取り入れる事で町家の良

さを再認識する事が出来ないか（ただ残すのではなく、町家を活用する視点が必要）． 
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調査対象 御供所まちづくり協議会 

調査日時・場所 平成 20 年 1 月 16 日（水）11:00～＠花とみ呉服町店 
調査対象者 御供所まちづくり協議会 富田会長 

調査担当者 針貝副部会長，佐藤委員（中野市民研究員も同席） 

①御供所地区のまちづくりの現状について（まちづくり団体の活動，地域コミュニティなど）

・御供所の夢を感じられる，元気（活気という熱）を出すことを狙いとして，20 名程度のスタ

ッフで企画・運営を行っている． 

・具体的には，御供所ライトアップウォークの開催，飲食店とタイアップした灯明活動（3000

円で灯明を買ってもらい，飲食店の前を照らしてもらう），御供所の飲食店マップの作成（5000

部印刷し，ビジネスホテル・灯明時に配布），寺社の回遊性を向上する散歩道の提案，ライト

アップウォークのモデルとなった博多千灯明の調査・研究（HP などで広報）などを行ってい

る． 

・御供所地区は，生活空間としてだけでなく，博多駅前のビジネス街に近接した地域としての

ポテンシャルがあるので，御供所地区の飲食店（現在 45 店舗あり）をグループ化し，ビジネ

スマンの集客による活性化に向けた企画づくりを行っている（飲食店マップをビジネスホテ

ルに設置するなど）． 

 
②御供所地区の景観・文化・観光について（町家の保存状況，博多文化の継承など） 
・萩・倉敷などの観光地に見られるような“町家の連続性”がないので，町並み景観としての

魅力はない（点在しているので，景観形成に対する効果がない）． 

・木材の利用，格子戸の設置など，町家は見た目・外観がとても大切である． 
・御供所は観光地ではないので，生活する住民の町家保存に対する意識はあまり見られない．

・御供所地区の寺は禅宗なので，観光客に対して一般開放していない寺が多いが，ライトアッ

プウォークは寺社開放のきっかけづくりになった． 
 
③まちづくり協議会を進める上での課題 
・御供所地区には魅力あるピース（資源・文化）はあるが，それらが連携されていないことが

問題である．これらの魅力を繋げて発信していくことが必要である． 

・新住民・旧住民ともに，あまりまちづくり活動には関わっていない． 

・御供所地区は生活の利便性が良いので特に求めるものはないが，協議会によるイベント活動

を手段として，みんなでやろうという意識・ムードを高めていくことが大切である． 

・まちづくり協議会のスタッフは 10 年前と比べて変わっておらず，みんなくたびれているのが

現状である（町内の他の役員を兼任する人が多い）．学生などの若者や地域外の人に応援スタ

ッフとなってもらいたい． 
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④景観形成ガイドラインの適用状況（建築物の規制など） 
・協議会として景観づくりには全く関わっておらず，町家改築の際には福岡市より補助金をも

らうよう薦めている程度である． 

 

⑤町家・博多文化の保存・活用に向けた問題点 
・三味線のあかね屋さんなど，博多文化を伝える技術も残ってはいるものの，経営的に難しい

ことから専門店として残っている店はないと思われる． 

・長崎さるく博や豊後高田市の事例などを参考にし，寺社・町家などを用いた回遊性づくりを

行っていく必要がある． 

・御供所の魅力を発信して活性化を図るためには，地域住民との調和を図りつつも，リーダー

として引っ張っていかないといけない．地域に対して敢えて波紋を起こすことで，地域住民

のモチベーションをいかに高めていくかがポイントとなる． 

 
⑥博多駅開業並びに町家・博多文化の再生に向けた新たなまちづくりの取組み 
・博多駅開業に向けた企業主催（JR 九州，福岡地所など）の検討会に参加しているが，そうい

った調査・検討を生業としていないこと・月 1回の会に参加する時間的余裕がないことから，

あまり積極的に参加していないのが現状である． 

・博多駅開業による観光・企業立地の波は必ず来るので，その流れの中でイベント活動を上手

く利用し，御供所地区の魅力をアピールしていきたい． 

・御供所地区のアピールする魅力・資源をグループとして捉え，それらを外部に対して発信し

ていくことが必要である 

・ビジネスホテルやライトアップウォーク時に飲食店マップを配布し，経済効果を生み出す仕

掛けづくりを行っていく． 

・地域外の発想を取り入れ，まちづくりの機運を高めるための仕掛けを企画していきたい． 
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調査対象 御供所公民館 

調査日時・場所 平成 20 年 1 月 16 日（水）9:30～＠御供所公民館 
調査対象者 御供所公民館 瀧田館長，田原主事 

調査担当者 針貝副部会長，佐藤委員（中野市民研究員も同席） 

①御供所地区のまちづくりの現状について（まちづくり団体の活動，地域コミュニティなど）

・御供所公民館では，福岡市より依頼され，年に 2回「御供所まちづくり教室」を承天寺等の

各施設で開催．“博多の文化を知ろう”というのがテーマであり，お寺の住職さんに講演して

もらうなど毎年企画内容を練っている．講演者との距離感を考えると 30 人くらいがベストで

あるが，70～80 人まで参加人数が増えることもある． 

・上記のまちづくり教室は，公民館だより等を通じて情報発信している． 

・御供所地区には，12 町内の集まりがあるほか，婦人会等の団体が 20 近く存在する． 

・箱崎宮へお参りに行く際に花等を供えた地域であったことから「御供所」と呼ばれており， 

 その当時の御供所には商店が連なっていた． 

 
 
②御供所地区の景観・文化について（町家の保存状況，博多文化の継承など） 
・御供所地区は戦争で空襲を受けなかった貴重な地域であり，昔の町割が今も残っている． 

・地区全体の 45％は寺社と昔の記憶を留めている一方で，約 20％が高層ビルになっているのが

現状である． 

・昔の御供所地区には町屋が立ち並んでいたことから伝統的建造物群保存地区になる可能性も

あったが，高層ビルやマンションの建設により町並みは壊れてきている． 

 
 
③観光状況について 
・御供所地区内の寺は禅宗が多く，拝観を禁止する寺が多い． 

・観光客のためにお寺を開放するのが良いのか，寺の外観・伝統を守るために拝観を禁止する

のが良いのか，議論が分かれる． 

・博多情緒めぐりのなかで，御供所地区を入れたルートが最も人気が高い． 

・福岡市内での観光ツアーを見ると，大濠公園・福岡ドーム・キャナルシティなどの施設を巡

るルートとなっており，御供所地区は入っていない．しかし，西鉄の「にしてつレッツハイ

ク」や NPO 寺社町ネット・風の会による町歩きツアーに御供所地区が導入されるなどの動き

も出てきている． 

・外国人の国民性の違いを考えると，観光客目当ての宿泊施設として町屋を活用することは 

 したくない（宿泊グッズの盗難が多く，商売として維持できない）． 
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④景観形成ガイドラインの適用状況（建築物の規制など） 
・新築に関する申請は福岡市が窓口となって対応しているが，町屋の修復費の上限は 400 万円まで

となっていることから，景観形成ガイドラインはほとんど適用されておらず，町屋を維持するこ

とも難しくなっている． 

 
 
⑤町家・博多文化の保存・活用に向けた問題点 
・格子窓は拭きにくいなど，町屋には不便を感じることが多く，無理やり残しても使いづらいとい

う問題がある． 

・町屋による商店が立ち並ぶ昔の御供所の景観を今に復活させたいが，資金の問題（固定資産税・

移築費・修復費），土地の問題（土地がない），世代の問題（後継者がいない）など，町家を保存

するには様々な問題がある． 

・修復費については，おおよそ 1千万程度かかる． 

・1世代居住者が多く，町家の次世代居住者がいないのが現状である． 

・まちづくり団体・NPO 等だけでは町家を保存するのは難しく，行政の力が必要である． 

 （寺社の修復等には支援している） 

 

 
⑥博多駅開業並びに町家・博多文化の再生に向けた新たなまちづくりの取組み 
・御供所公民館として活動していることは特にない． 

・博多駅が開業すれば，御供所地区の土地も高騰し，開発の波が押し寄せることが懸念される． 

・博多駅開業後の集客を考える「博多再生ワーキング（H19.11.1～より福岡市経済振興局が主催）」

に参加しているが，他の部局でも個別に会議を開いているようで，行政の縦割りの弊害が起こっ

ている（福岡市として１つにまとまらないとまちづくりはできない）． 

・「博多再生ワーキング」では，秋祭りの開催・寺社の開放・回遊性の向上（マップ・サインなど）

を御供所地区を取り込んだ集客のコンセプトに掲げているが，現実にできることを十分に把握し

たうえで対策を講じることが必要である（町屋を保存・活用するのであれば特区に指定するなど

制度をつくる必要がある）． 
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調査対象 博多町家保存会（仮称） 

調査日時・場所 平成 20 年 1月 18 日（金）14:00～＠ホテルオークラ 

調査対象者 博多町家保存会 長谷川法世先生 

調査担当者 廣實部会長，針貝副部会長，佐藤委員（中野市民研究員も同席） 

①博多町家保存会（仮称）について 
・博多町家保存会（仮称）は，「内田邸の解体」をきっかけに H19.7 より活動を開始． 

・現在も組織立ち上げの準備中であるが，長谷川先生＋中野氏＋他 3名が中心となっている． 

・内田邸は，承天寺の出資者である謝国明にちなんで「謝国明記念館」としての移築・活用を

当時考えていたが，現在は仙涯さんの町家保存運動として資金集めを行っている． 

 （現在，資金集めのための企画書を作成中である） 

・内田邸の解体費用は約 250 万円，移築費用は約 60 万円/坪である． 

・長谷川先生は現在千葉に在住し，人生の 2/3 以上は関東で暮らしているが，昭和 50 年以降は

月 1回帰福されている． 

 

 
②博多の町家について 
・明治・昭和の頃は，半分以上が町家であった． 

・町家の機能として，八百屋さん・魚屋さんなどもあったが，一般的には下田屋（住居専用の

家）が多かった． 
・下田屋は「出格子」があるのが特徴的であり，当時は多く保存されていたが，商売をするた

めに改造されていった． 
・商いの町家は，表がガラス戸になり，開閉できるのが特徴である（藤原商店など）． 
・博多町家ふるさと館は，「三浦邸」の解体を留めるために移築したのがはじまりであり，「博

多織」などの体験もできる． 
 
 
③博多の文化について 
・博多織を生業とする店はほとんどなく，技術継承者も少なくなっているのが現状である． 

・現在，工業組合が博多織デベロップメントカレッジを博多駅南に設立し，博多織技術の継承

に努めている．今年度は 3期を迎え，約 23 人が通っている（1･2 期：15 人，3期：8人）． 

・博多織の作業は音が大きく，機器設置のため天井を高くしなればならない． 
・商人の町博多では，市があちこちで行われており，その周りには宿や風呂場が設置されてい

た．市は神聖な場と考えられていたことから，身を清める意味でも近くに風呂場が設置され

たと考えられている． 
 
 



 

 

夢 アイデア調査団派遣事業

④町家・博多文化の保存・活用に向けた問題点 
・町家は，「風通しが悪い，夏暑く冬寒い」という住みにくさが保存に向けた一番の課題． 

・防火地区のため，博多では木造建築が建てれず，町家を建築する際は表面に塗料を塗らなけれ

ばならない． 

・「畳の下に新聞紙を敷く」など，町家在住者が工夫をすれば気候にも対応できる． 

・姪浜地区等にも町家は残っており，福岡市全域で町家保存を考えていかなければならない． 

・固定資産税など資金面での問題を解決するため，特区に指定するなど財政措置を講じることが

必要である．また，その措置は人口流出を防ぐ対策ともなり得る． 

 

 

⑤これからの博多まちづくりの考え方について 
・今全国でまちづくりが活発化しているが，そもそもは開発などによる「まち・むらこわし」が発

端となっているので矛盾が生じている．もっと「まち・むらこわし」について考えなければなら

ず，できるだけその破壊を食い止めたい． 

・また，全国で“観光まちづくり”がブームとなっているが，本来はその地域の「暮らし」を保存・

活性化することを考えなくてはならない． 

・博多を「観光地」にしてしまうと，水の問題が生じてくる（現在も筑後川から水を引いているた

め，観光による水の需要が増すと，筑後川沿川住民の生活に支障が出るはずである）． 

・新しく何かを創るのではなく，現在ある資源を上手く活用しながらまちを考えていくべきではな

いか．町家はその 1つとして考えられるが，残さなければ何も意味がない． 

・博多の町家の良さは，住まいと商いが一体となっているところである．合理性だけで町家を破壊

するのではなく，博多の暮らし方の魅力を考えていかなければならない． 

・福岡部と博多部の双子都市は全国的に見ても珍しい．この魅力を発信していくことが必要である．

・博多駅開業に向け，キャナルシティの側にディズニーランドを創る構想があるようだが，こうろ

館のような博多独自の建物を考えられないのか． 
・町家は，中世以降の暮らしを伝える日本文化の財産でもあるため，通りに面する町家だけでも残

していく必要がある． 
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⑧御供所地区の課題（詳細は，次頁 A3 資料を参照） 

町家文化を保存・維持運営するための課題が山積 

・格子窓は拭きにくいなど，町家には不便を感じることが多く，無理やり残しても使い

づらいという意見もある． 

・町家を保存するためには，資金の問題（固定資産税・移築費・修復費等），土地の問題 

 （土地がない），世代の問題（後継者がいない）など，克服すべき問題が山積している． 

・三味線のあかね屋さんなど，博多文化を伝える技術は残っているが，経営的な問題か

ら専門店として残っている店はほとんどない．  

 

景観形成・まちづくりを醸成する機運・システムが不足 

・景観条例は制定しているものの，町並みに調和したデザインにするための“法的規制

力”がないため，経済発展の波に押されて次々にオフィスビル・マンションが立ち並

んでいる． 

・歴史的観光地に見られる“町家の連続性”がないため，景観としてまとまった効果が

ない． 

・御供所地区には魅力あるピース（資源・文化）はあるが，上手く連携されていない． 

・生活の利便性が良く，観光地として成熟しているわけでもないため，生活する住民の

景観保存に対する意識はあまり見られず，新住民・旧住民ともにあまりまちづくりに

関わってない． 

・御供所まちづくり協議会を中心にまちづくり活動を展開しているが，景観保存・まち

づくりの意識向上のためには，行政や外部からの支援協力が不可欠である． 
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⑨御供所ぐらしの再生に向けて 

町家保存に向けた資金調達システム・利活用方策（ソフト）を検討 

・萩市のワンコイントラスト（百円信託），倉敷市の NPO 法人倉敷町家トラスト，京都市

の京町家ネット，特区指定など，町家保存に向けて必要となる資金の調達システムを

構築． 

・町家に暮らす長所と短所，町家暮らしと地域経済，町家とマンションの居住者の意識

差，町家維持に向けた後継者の有無などを調査し，町家再生プランを模索． 

・博多の歴史文化を体験する交流施設や博多土産屋，伝統工芸の仕事場，デザイナーの 

 オフィス，飲食店，貸しスペース，宿泊施設など，町家の利活用方法を検討． 

 

 

 

 

 

御供所まちづくり協議会を中心とした“まちづくりネットワーク”の設立 

・福岡市の景観地区に指定し，“法的担保”を獲得． 

・御供所まちづくり協議会を中心として，御供所再生プランの立案・町家の活用・まち

づくりイベントの実施などを行う“まちづくりネットワーク”を形成． 

→各専門家による多面的な提案，「景観整備機構」「景観協議会」としての役割も期待． 

・点在する町家・歴史・文化のネットワーク化を促進． 

・寺社・町家の積極的な活用を促進．   

 

御供所まちづくり懇親会に招待され，当委員会より 2名参加 

 
□御供所まちづくり懇親会＠奥の堂（日時：平成 20 年 2月 8日） 
参加者：廣實部会長，佐藤委員 
出席者：御供所まちづくり協議会：富田会長 
    御供所公民館：田原氏 

博多町家保存会：長谷川法世氏 
御供所まちづくり応援団：中野氏 
福岡市都市景観室：平野氏，大塚氏，若松氏 
福岡市博多区役所：安達氏，大西氏 
東亜大学：前田氏 
九州デザイナー学院：丸田氏 
JR 九州：天達氏，すし本氏，中野氏，長井氏，山本氏 
西日本新聞：大久保支局長，山路氏 

     上野産業株式会社：柴田取締役 
 
 
 
 
 
 

図 77 まちづくりネットワークの形成 

今後，博多駅前開発事業と連動して，御供所地区のまちづくり活動も活発化すると考えられる
ため，“御供所まちづくり懇親会”のまちづくりネットワークに当委員会も継続して関わり，
“九州デザインシャレット”の候補地として検討するなど，御供所地区の将来を見据えた地域
の計画づくりやまちづくり手法などを提案する． 


