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はじめに 

太宰府市は歴史都市です。歴史都市とは、大宰府跡、大野城跡、水城跡、観世音寺境 

内及び子院跡、大宰府学校院跡、筑前国分寺跡およびに国分瓦窯跡が構成する史跡の圧 

倒的な存在感や、今日まで多くの人々をひきつけて止まない太宰府天満宮など、我が国 

を代表する文化財とともに、このような歴史的な所産を長い時間の中で大切に守り育ん

できた人々の様々な思いや活動といった文化があることを意味します。 

今日、人々が大切に守り育んでいきたいと思うものは、文化財という枠組みで説明さ

れる所産ばかりではありません。 

祠(ほこら)や老木、記念碑、小さな神社、そして地域生活と密接に関わる祭事や慣習

など、生活と切り離すことなく豊かな個性を維持している身近な歴史文化の所産も数多

くあります。歴史と文化とは、多くの人々の手によって時代を超え、形を変えつつもそ

の特性や個性といった本質が伝えられるものです。 

本市にあっても、「椋の会」による緑豊かな郷土の記憶や、「太宰府万葉植栽の会」に

よる古き太宰府を愛おしむ心、「木うそ保存会」による技術の粋など思い思いの活動が

将来の太宰府らしい歴史文化を紡いでいます。 

自らの活動の場を「大宰府史跡解説員」に求めようとする市民意識、アジアへ向けた

九州の拠点として九州国立博物館がこの地にオープンすることなど、多くの人々がこの

地に感心を持ち関わり続けていこうとするゆえの歴史都市・太宰府市です。 

歴史都市・太宰府市は市民生活の豊かさを歴史文化との共存に求めていきます。 

本市だからこそ可能なまちづくりとして、歴史的所産を大切に見守り、生活の中で育

むことで新たな文化的所産を発見していきます。 

いくつもの大切にしたい歴史文化所産とそれぞれに関わろうとする人々の活動が重

なり合うことで、将来像「歴史とみどり豊かな文化のまち」を実現していきます。 



 

 

計画の位置づけ 
 

● 第四次太宰府市総合計画での位置づけ 

本計画は、第四次太宰府市総合計画の基本施策「文化の香り高いまちづくり」に位置 

づけられる文化財基本計画です。人と文化遺産との関わりからはじまるまちづくりを文 

化財行政からの基本的な方針として示し、将来像「歴史とみどり豊かな文化のまち」の 

実現を市民と一丸となって目指します。 

 

● 関連計画との関係 

本計画は、「都市計画マスタープラン」「環境基本計画」「緑の基本計画」「土地利用計 

画」などの各部門別の計画との連携によって「太宰府市まるごと博物館」の実現を支え 

るとともに景観法の施行にともない検討中の景観条例（仮称）と連動した本市のあるべ

きまちづくり理念を構築します。 

● 計画の構成 

本計画はⅠ部とⅡ部で構成しています。Ⅰ部は太宰府市民遺産を市民活動の手がかり 

として文化遺産をマネジメントしていく内容を、Ⅱ部は太宰府市民遺産でイメージされ

る文化遺産を含めた文化財基本計画を定めています。 

 

 



 

 

計画策定の背景と目的 
 

 本市の豊かな歴史文化の多くは、大宰府跡、水城跡及び大野城跡をはじめとした約 

４５２ｈａ、市域の約１５％の面積を占める史跡地の保護によって今に継承されていま

す。反面、この史跡地の広大さはバランスのある計画的な保護を困難にもしています。  

 さらに福岡都市圏の住宅都市として高い開発ニーズに対する継続的な埋蔵文化財の

発掘調査もあり、歴史都市・太宰府市を支える多くの歴史文化所産への対応は、近年ま

すます難しくなっています。 

一方で、文化財行政の根幹である文化財保護法では、近年、登録文化財制度（１９９

６年）によって歴史範囲を、文化的景観保存地区制度（２００３年）によって対象範囲

が拡大されてきました。また多様な都市型社会に対応して、国土交通省や農林水産省、

環境省などとの連携による保護施策を展開するなど、文化財の概念を拡大する動向にあ

ります。 

２１世紀は、自律したまちづくりが可能であると同時にその中身が問われる時代であ

り、今日はその変革期です。これまでの全国一律の制度や事業が見直され、市町村が個

性を発揮しつつ柔軟な取り組みを展開する独自のまちづくりが求められています。 

本計画は、従来の文化財を含みつつもその価値を広く柔軟に捉えた歴史文化の所産を

文化遺産と呼び、この文化遺産を身近にある大切にしたいモノやコトとして市民の生活

の中に捉えていきます。 

このため、市民が大切にしたいと考えるストーリーを積極的に理解して歴史都市を形

成する太宰府市民遺産として位置づけます。太宰府市民遺産の育成を市民が主体的に取

り組むまちづくりと考え、今後は、太宰府市民遺産に関わる様々な市民活動を支援する

ことで、市民と協働で本市に潜在する多くの文化遺産について重層的にマネジメントし

ていきます。 



 

 

計画の考え方と展開方向 
 

● 太宰府市民遺産 

市民が主体となり多くの人々が積極的に文化遺産に関わっていくため、太宰府市民

遺産を提唱します。 

太宰府市民遺産ごとに市民の主体的な活動がともなうことで、地域の人々とともに

考え、周辺を含めた文化遺産のあるべきイメージが形成され、文化財をはじめ景観や

都市計画といったまちづくりに展開していきます。 

 

〈太宰府市民遺産の考え方〉 

太宰府市民遺産とは、多くの人たちと文化遺産の特性や価値を考えるきっかけをつ

くり、市民生活を良くしていくためにみんなで考えることが市民の主体的な活動につ

ながっていく様々な歴史文化的所産の枠組みです。市民がそれぞれに伝え守りたいス

トーリーがある場合、そのストーリーを表すものが太宰府市民遺産です。その太宰府

市民遺産のストーリーを語る上で欠かすことのできないモノやコトが文化遺産です。 

様々な価値観によって無限に潜在する太宰府市民遺産を位置づけていくことは、そ

こに含まれる無数の文化遺産を発見し、多くの人々が文化遺産に関わっていく重層的

なマネジメントを意味します。 

 

 

 

 



 

 

〈太宰府市民遺産の育成によるまちづくりの展開〉 

太宰府市民遺産は、市民活動の枠組みとして用いる新たなまちづくりの手法です。 

既に進められているあるいは今後新たに始められる市民活動の目的はストーリー

の維持といえます。 

ストーリーの維持とは太宰府市民遺産を育成することです。生活の中で発見し、地

域住民と共有して市民活動として育成していく枠組みとして太宰府市民遺産を位置

づけることで、継続的な市民活動を手がかりとして、文化財をはじめ景観や都市計画

などに発展可能なまちづくりとして展開します。 

 



 

 

● 文化遺産のマネジメント 

本計画では、単に管理や運営ではなく、文化遺産を無為な消失や変質から守りなが

ら生かし使いこなすことをマネジメントと呼びます。太宰府市民遺産の育成によるま

ちづくりよって、構成される文化遺産も同時に多くの人々との関わりを築く機会がで

きます。 

太宰府市民遺産のストーリーの維持を図ることで、文化遺産の特性を生かし続け、

マネジメントしていきます。 

 

〈太宰府市民遺産の育成〉 

太宰府市民遺産のストーリーの維持が市民活動やまちづくりの一環として図られ

ることで、そこに含まれる文化遺産はイメージを持って継続的にマネジメントされる

こととなります。太宰府市民遺産とはまちづくりにつながる市民活動の枠組みである

と同時に、文化遺産をマネジメントするための有効な手段なのです。 

 

〈文化遺産のマネジメント〉 

市民や市それぞれが主体的に文化遺産との関わりを築くなかで、発見や自分なりの

価値基準に照らした評価、有効な管理や整備あるいは観察などを繰り返し働きかける

ことと考えます。 

このため、太宰府市民遺産のストーリーの維持が市民活動やまちづくりの一環とし

て図られるなかでは、元来の個性の継承を原則として、必要に応じて姿や形を変える

ことも文化遺産として必要なマネジメントとします。 

 



 

 

文化遺産のマネジメントによるまちづくり 
 

本計画は、市民生活に文化遺産を関連づけ身近なものとすることで、末永く愛着と

誇りをもって暮らし続けられる歴史都市・太宰府市のまちづくりを提言します。 

 太宰府市民遺産に関わる市民活動を積極的に支援していくことで協働による文化

遺産のマネジメントを行います。太宰府市民遺産が各場面でのまちづくりの様々な将

来像となることで、景観形成や都市計画などの大きな施策へと展開させ、歴史都市・

太宰府市として「歴史とみどり豊かな文化のまち」を実現します。 



 

 

Ⅰ部 太宰府市民遺産によるまちづくり 
 

古代から現代までの歴史が脈々と息づく太宰府市は、市域全体をまるごと博物館と

みなし、住む人、訪れる人、双方にとって魅力溢れるまちづくりを目指しています。 

まちなかに点在する大切に手入れされてきた祠や石碑、人々の暮らしを見守り続け

てきた巨木や老木、風景に溶け込む古い建物、そして毎年当然のこととして執り行わ

れている祭事や行事、古くからの地名などは、地域固有の魅力を継承、創出していく

ことで市民の暮らしをより豊かにする文化遺産です。先人からの歴史文化の所産を無

為な消失や変質から守りながら生かし使いこなすこと、すなわち文化遺産をマネジメ

ントすることが、歴史とみどり豊かな文化のまち太宰府市に関わるすべての人の責務

です。 

文化遺産のマネジメントを展開していく上で も重要となるのは、市民が文化遺産

を自らの言葉で語り、日々愛し、大切に使う活動です。 

このため、誰にでもわかりやすく関わることができる枠組みとして「太宰府市民遺

産」を提唱します。市民あるいは市が、次世代に伝えたいと考えるストーリーとその

ストーリーにしたがった個々の文化遺産の集まりを太宰府市民遺産とします。さまざ

まなストーリーが、太宰府市民遺産として見出され、地域住民に共有され、多くの人々

によって育成されるまちづくりに対して、積極的な支援を図ることで市民と市の協働

によって文化遺産がマネジメントされます。太宰府市民遺産が市内各地で位置づけら

れ、育成されることによって文化遺産という展示物を得て、まるごと博物館が実現し

ていきます。 



 

 

１ 太宰府市の文化遺産 
 

１-１歴史空間構造の変遷 

太宰府の歴史環境は、城塞としての山並み、大宰府跡、寺院跡、条坊跡などの都市

遺跡や、現在も見ることができる「万葉集」などの文学作品などから感じることがで

きます。古代からの遺跡が完全に消滅することなく連綿と折り重なる重層性こそが歴

史都市・太宰府市を物語ります。変容する各時代の都市の姿を読みとり、積層してい

る太宰府の歴史環境を整理することで次のように太宰府固有の文化遺産を把握しま

す。 

● 古代 

行政府「大宰府政庁」やその実務機関「蔵司」などの官司群が置かれていた大宰府は、 

観世音寺や国分寺、国分尼寺など多くの寺院が建設されるとともに、現在では大宰府条 

坊跡と呼ばれている碁盤目状の街路が計画的に整備され、官道によって人と物が集まる 

都市が成立します。 

外交の対立期であった７世紀の後半の太宰府周辺には、水城や大野城をはじめ地形を

活かした壮大な防衛線も形成されていました。 

● 中世 

大宰府は解体され、守護所が設けられるもののかつての条坊付近は大半が農地に、都

市的な拠点は現在の太宰府天満宮周辺に移動します。武士の台頭とともに丘陵頂部が要

害化して宝満山頂に宝満山城、四王寺山に岩屋城、これらに対峙した高尾山城、尾崎城

などが造営されます。また、丘陵裾野には武士の館や寺院及び墳墓が位置するようにな

り徐々に集落が成立していったことが後の検地帳から確認できます。 

● 近世 

 黒田藩の庇護のもと安楽寺天満宮は近在近郷から参詣者を集める名所に成長するに

つれ宰府宿も交通路や宿駅としての都市的機能も整備され、天満宮境内、社家町、旅宿

町や職人町が展開する中核的な宿として発展しました。周辺の農地もため池や井堰、水

路が建設されるなど現在に続く農村集落が形成されました。 

 安楽寺天満宮との係わりから文芸や絵画など芸術分野も広く知られるようになるこ

の頃には、古代大宰府へ意識が向けられる要になります。藩や個人により観世音寺、戒

壇院などの古代寺院が再建され、現大宰府跡の礎石調査が行われました。 

● 近代 

宰府宿の社家町は解体していき、屋敷が細分化していく一方、鉄道が開通し太宰府神社への遠隔地

からの参拝者が増加しました。これに伴い、参道付近が店舗へと変わっていきます。道路を中心とし

た基盤整備が進行し、都市化により平坦部の集落が徐々に変化するのとは対照的に、北谷や内山など

丘陵部の集落は大きな変化が及ばず農村としての性格を今に継承することとなります。



 

 

 



 

 

１-２文化遺産の特性把握 
 

本市の文化遺産は、古代から近代にわたる長い都市空間の変遷によって生まれてきた

にもかかわらず、戦後の市街地化のなかで急速に消失しつつあります。しかしながらよ

く見ると、現在でも数多くの文化遺産が存在しており、これらが歴史都市・太宰府市の

個性を形成していることがわかります。 

本計画の策定に際して現地踏査を行い、５,０７９件の文化遺産を把握しました。 

今後のマネジメントへ向けて、本市の歴史文化の特性を次のように整理します。 

 

 

 

●太宰府をイメージさせる遺跡や史跡 

大宰府政庁跡や水城跡、大野城跡などの史跡や条坊跡を構成する各遺跡や、空間を限

る大野城、基肄城の遠景と宝満山を含めた広大な山緑、そこにひっそりと残る山城跡な

ど、古代や中世をイメージさせる も大宰府らしい遺跡は代表的な文化遺産です。 

 

 
 

 

 

●門前を中心として連続する町家のまちなみ 

本市には伝統的な町家型の建築物が多数分布しており、その多くは太宰府天満宮門前

に集中しています。建築年齢も５０年を超える幕末から昭和初期の質の高い町家建築で

す。天満宮に至る参道沿いと小鳥居小路沿いのまちなみは、社家解体後の町家建築です

が、店舗等として現在まで多様に表情を変えてきた参道沿道と比較的往時の面影を残す

小鳥居小路沿道と違ったまちなみ景観を見せることが特徴的で、ともに当初からの軸組

を残す立派な町家遺構が数多く連続しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

●北谷や内山、坂本集落等の農村景観 

都市計画区域外や市街化調整区域及び史跡の指定等により面的な開発を受けなかっ

た北谷や内山、坂本集落といった中世末からの農村集落では、今なお周辺の風景と調和

した農家住宅による生活が息づいており、ともに見られる土塀や石積、庭園等によって

伝統的な農村景観を継承しています。 

 

 
 

●地域の氏神や天満宮と縁ある小さな神社等 

戦前から存在する集落には、集落の氏神を祀ったり天満宮と縁ある神社が鎮座してい

ます。これらは鎮守の森をなし、集落の行事や祭事等が行われる大切な場所として深く

生活に関わり地域コミュニティを連結しています。 

 

 
 

●近世宰府参りの道すじの道標 

近世から近代にかけて流行した宰府参りの道筋に、その名残を示す道標が現在も多く

見られるのも本市の文化遺産の特徴です。特に、存在感のある五条の道標は当時の二日

市との連携を示すなど、当時の都市交通の要所が想定できるなど価値の高い文化遺産で

す。 

 
 

 

 



 

 

●道真の伝承を伝える石碑等 

本市の文化遺産として整理されるべきテーマに菅原道真があります。道真にまつわる

伝承を物語る数多くの石碑等が本市から筑紫野市にかけて残ります。 

五条に残る神牛塚や各所に残る衣掛(きぬかけ)石、太宰府天満宮や通古賀の飛梅など

は、地域の人たちによって今も大切に管理や継承が図られており、道真にまつわる伝承

等は本市ならではの文化遺産です。 

 

 
 

●門前に祀られる恵比寿様 

 天満宮門前には、商売繁盛や豊作の神として祀られる恵比寿様が３０体も集まってい

ます。古いものでは小鳥居小路沿いに文化７（１８１０）年のものも確認でき、天満宮

門前では今でも毎年恵比寿祭りが開かれるなど長い恵比寿信仰の歴史があります。 

 

 
 

●五穀豊穣等を祈願する庚申塔 

 恵比寿様とともに、風邪、咳などの治病神あるいは作神、福神としての庚申塔が市内

各所に見られ、市街化したひっそりと住宅地に佇むものもあります。その多くは集落内

に見られ地域の住民によって大切に維持管理されている文化遺産です。 

 

 
 

 

 

 



 

 

●「太宰府旧蹟全図」と比定できる道路や地割、水路等 

 １８０６（文化３）年作と伝えられる「太宰府旧蹟全図」等に見られる旧蹟はもとよ

り道路や地割、河川や水路及びため池等は、拡幅や暗渠化などの変更は受けつつも、そ

の多くが現在に比定できます。歴史的な都市構造を継承していることで今後のまちづく

りでの取り扱いなどを示唆する貴重な文化遺産です。 

●数多くの美術・工芸、文書、絵図、記録文書 

 寺院や神社等に収蔵される美術・工芸品、文書等が数多くあり、そのうち約６０件ほ

どが文化財として指定を受けています。一方で、指定を受けてはいないもの、太宰府旧

蹟全図や旧集落の地籍図、近代の太宰府が読み取れる古写真など、太宰府の歴史を解明

できる史資料としての文化遺産も豊富です。 

 

 
 

●地域色豊かな祭事や慣習等 

 集落での神社にまつわる行事や祭事、慣習や天神信仰にまつわる行事等が見られます。 

天満宮で行われる「鬼すべ」や「曲水の宴」、秋の「神幸式大祭」などは有名であり、

「鷽替え神事」をはじめ、地域の子どもから大人までが参加します。天満宮にまつわる

行事が盛大に行われる一方、旧集落での氏神神社にまつわる行事や祭事、慣習など地域

で営まれている伝統行事は、徐々に失われつつあります。 

 

 
 

●古くからの地名等 

 市域で確認できる地名や、水路・ため池の名称の中には、本市の歴史に基づいて古く

に名づけられたものも少なくありません。現在の北谷の字名である「ソイラ」「壱丁坂」

「タダコヘ」は太宰府旧蹟全図に確認できるなど、集落を中心に現在に継承されている

地名等が数多くあります。また、大宰府政庁を中心とした道路基盤は、条坊による位置

確認が可能な本市特有の文化遺産です。 

 



 

 

１-３太宰府らしい代表的な文化遺産 
文化遺産の特性を整理した上で、歴史都市・太宰府市を現す代表的な歴史文化を以下

のようにまとめました。 

 多くの市民が共感し、共有でき、大切に守り育んでいくことができる本市の代表的な

歴史文化の所産であり、その中には多くの文化遺産が含まれます。個々の文化遺産を把

握する一方で、歴史都市・太宰府市を説明できるまとまりとしての文化遺産の抽出を進

めることで文化遺産マネジメントによるまちづくりの手がかりとします。 



 

 

２ 太宰府市民遺産という考え方 
 

２-１文化遺産をマネジメントする考え方 

本市を代表する文化遺産は、そこに生活する人々によって創造され受け継がれてきた

歴史や文化が形成してきた固有の性格や価値です。市民をはじめ本市に関わる多くの

人々が共有すべき財産です。財産は、その所有者や管理者のみならず日々の生活に文化

的な恩恵を受けている多くの人々によって管理されるべきあり、無数に潜在する本市の

文化遺産に対しては、必要かつ不可欠なマネジメントのスタイルです。 

個人として出来ることや仲間となって行う活動などに文化遺産のマネジメントを積

極的に取り込むことで、文化遺産との絆を深め大切に育んでいくことが可能となります。 

市民等の活動は、地道なものから大きなものまで、また多種多様な価値感によって展

開されるため、市も総合的なまちづくりとして協働していきます。 

先人たちが育んできた個性ある太宰府の文化遺産を継承しつつ、新たな文化創造を市

民とともに推進します。 

２-２太宰府市民遺産とその役割 

市民生活の中に文化遺産のマネジメントを定着させていくため、市民の考える価値を

対象として文化遺産を捉えていくことが必要となります。 初は小さな活動も大きな運

動として個性ある市民活動へと展開され、市民運動として展開されてこそ、本市が後世

へ継承していく価値として創造的に保存されていくものです。市民の大切にしたいモノ

やコトが何か、市民はそれらにどのように関わっていきたいのかを理解してまちづくり

を推進することで、文化遺産を市民と協働でマネジメントしていきます。 

このため、文化遺産を市民とともにマネジメントする市民活動の枠組み、新たなまち

づくりの手法として太宰府市民遺産を提唱します。 

 太宰府市民遺産は、市民や地域あるいは市が次世代に伝えていきたいと考えるスト

ーリーとそれを支える文化遺産で構成されます。既に進められているあるいは今後新た

に始められる市民活動の目的もこのストーリーの維持といえます。ストーリーは太宰府

市民遺産を育成することで維持されます。ストーリーを発見し、地域住民と共有して市

民活動として育成していく文化遺産マネジメントの枠組みとしての太宰府市民遺産は、

一方で、継続的な市民活動によって文化財をはじめ景観や都市計画などに発展可能なま

ちづくりのとしても展開します。 

 太宰府市民遺産は、まちづくりにつながる市民活動の枠組みであると同時に、文化

遺産をマネジメントするための有効な手段なのです。 

 

 



 

 

３ 太宰府市民遺産によるまちづくりの展開 
 

３-１まちづくりへの展開方向 
●太宰府市民遺産の育成によるまちづくり 

本市が目指す「歴史とみどり豊かな文化のまち」及び「まるごと博物館」とは、市民

一人一人の中に太宰府に関わるストーリーが語り継がれ、各自の心の中に地域の歴史や

文化、自然を慈しむ心が育まれるまちです。市民等のたゆまぬ活動によって、今後とも

末永く住みたくなるようなまちが形づくられ、来訪者も再び訪れたいと思えるようなま

るごと博物館の運営が図られると考えます。 

 

●市民等と市の共有・協働による文化遺産のマネジメント 

文化遺産のマネジメントは、市民及び事業者（以下、市民等）そして市の協働作業と

して実現します。 

市は太宰府市民遺産のストーリーを市民等と共有し、太宰府市民遺産に関する相互の

意見交換、協働の場の設置、調査研究の推進、そして公共施設の整備に際しての太宰府

市民遺産への配慮や調整を行います。 

また、市民等に文化遺産のマネジメントを担う主体としての自覚を促し、ストーリー

を維持することで文化遺産を無為な消失や変質から守り、末永く愛着と誇りをもって暮

らし続けられるまちを実現します。このため市民活動団体等の登録、ストーリーを共有

するための太宰府市民遺産の認定やモニタリングなどの支援や体制等を位置づけます。 

 

 



 

 

３-１-１活動団体等の登録 

本市は、太宰府市民遺産を育成することによってまちづくりと連携した効果的な文化

遺産のマネジメントを図るため、太宰府市民遺産の認定申請を考える複数の有志が活動

団体となり事前あるいは同時に登録されることを原則とします。 

今後は、既往活動が実績として認められる NPO、NGO 団体等や太宰府市民遺産の育成

についてのアイデアを持ち、主体的な活動を期待できる市民団体等との連携を強化しま

す。 

このため、太宰府市民遺産の提案の先導役として「椋の会」や「木うそ保存会」「太

宰府万葉植栽の会」など既存の活動団体への登録の要請や協力等を求めていきます。 

 また、世代を超えた太宰府市民遺産の共有を目指して、学校教育や生涯学習の場ある

いは教材として文化遺産を活用していくため教育機関等の登録を検討します。 

事前の登録によって、市は、太宰府市民遺産のストーリーに関わる情報提供や認定申請

の誘導など、有効な文化遺産マネジメントに向けた各種の支援を展開します。 

 

 

 

 



 

 

３-１-２太宰府市民遺産の認定 

太宰府市民遺産の認定申請は、本市が登録した活動団体から自薦を基本とします。活

動団体からの申請理由に対して、後述の審議機関「太宰府市民遺産会議（仮称）」が太

宰府市民遺産に相応しいと判断した上で、まちづくり活動としてのテーマ性や構成され

ることでマネジメントされる文化遺産の性格など総合的な適正を判断して認定します。 

 

●太宰府市民遺産の申請 

太宰府市民遺産の申請を行おうとする活動団体は、太宰府市民遺産の名称とストーリ

ー、その証拠となる文化遺産の概要及びストーリーの育成プランを本市に提出すること

とします。これは太宰府市民遺産の認定が、継続的な市民活動を促すことを目的とする

ため、申請者がどのような活動に取り組んでいきたいのかそのことが文化遺産のマネジ

メントに貢献するのかを判断するためでもあります。 

本市は、太宰府市民遺産という枠組みによるまちづくりの継続性と、文化遺産のマネ

ジメントの方向性を両輪として重要視します。 

市は、こうした認定申請や相談に対して、太宰府市民遺産の考え方や認定へ至るプロ

セス等を積極的に説明していきます。 

 

●太宰府市民遺産の認定 

申請に対する審議は「太宰府市民遺産会議（仮称）」が行います。推薦者からの太宰

府市民遺産のストーリーとそれを永続的に維持することを目的に提案される育成プラ

ン等の説明に対して、太宰府市民遺産として認定すべきかどうかを判断します。 

太宰府市民遺産会議の理解を得た申請は、太宰府市民遺産として認定を受けます。 

認定は、市民が共感でき地域が共有できる、まちづくりとしてのアイデアがある、そ

のアイデアが推薦者の活動に留まらず広く地域のコミュニティ形成につながるなど、認

定という手続きを通して、多くの人々が文化遺産を考えるきっかけをもち、身近な生活

環境の向上を市民活動によって実現していくことを狙いとします。 

 一方で、認定に至らなかった申請については、「太宰府市民遺産会議（仮称）」から

再推薦に必要な調査内容の指導や助言を行うなど、市民等の活動意欲を損ねないように

配慮します。 



 

 

３-１-３育成プランの策定 

人や活動を重視する太宰府市民遺産については、太宰府市民遺産のストーリーの維持

の考え方や方法を「育成プラン」として作成することで、市民等と市に共有されるまち

づくりの枠組みとします。 

 この「育成プラン」は、市民等と市の合意形成を図ることで継続的な市民活動によ

るまちづくり計画として策定し、公開します。このため「育成プラン」の内容は、誰も

が理解しやすく作成しやすい記述に努め、太宰府市民遺産ごとにある程度の統一を図る

ため、保存整備、環境整備、システム整備という３つの視点から整理します。 

●保存整備の視点 

 太宰府市民遺産そのものの価値とは何であるのか、その特性を明確にし、将来にわ

たる保存・保全の指針として必要とされる具体的方法や方策を記述し、太宰府市民遺産

として認められたストーリーの継承を図るものです。 

●環境整備の視点 

 太宰府市民遺産を解説していくために必要な施設やサイン、あるいは周辺住民の生

活環境整備を視野に入れた街路や水路、駐車場といったオープンスペースに関する計画

等、文化遺産を享受する環境の整備と景観形成、周辺地域住民の生活環境の改善を図る

ものです。 

●システム整備の視点 

 修理等の行為への技術支援や経費補助の在り方、住民保存団体や専門家集団の養成、

伝統産業の継承と再興隆のための仕組みづくりの提案、実際の修理等事業を展開するた

めのマニュアルの作成等、市民等の保存団体や専門家等及び市の関係の構築を図るもの

です。 



 

 

３-１-４太宰府市民遺産のモニタリング 

認定された太宰府市民遺産は、そのストーリーとともに「太宰府市民遺産リスト」と

個々の太宰府市民遺産の内容説明と管理台帳を兼ねる「太宰府市民遺産カルテ」として

広く一般公開を行います。 

太宰府市民遺産を一般公開することで、ストーリーとその証拠となる文化遺産に対す

る人々の関心を高めます。 

また無為な消失や変質から太宰府市民遺産を守るため、証拠となる文化遺産の消失や

変質の危機に対して届出制度を設けます。 

 

●太宰府市民遺産のリストおよびカルテによる文化遺産の管理 

本市は、認定された太宰府市民遺産について、各太宰府市民遺産の一覧表である「太

宰府市民遺産リスト」と、それぞれの太宰府市民遺産のストーリーとそれらを構成する 

文化遺産および育成プランを示した「太宰府市民遺産カルテ」を作成し、随時更新し

ていきます。 

この作業は、太宰府市民遺産の価値やストーリーを維持するために必要な文化遺産が

身近に存在していることなどを実感することを目的として、太宰府市民遺産の認定を行

った活動団体と市の協働で行います。市は、太宰府市民遺産の育成が文化遺産と人との

関わりを深める身近なまちづくりであることの理解を浸透させるため、所有者等の同意

を得つつ積極的に「太宰府市民遺産カルテ」の公開を目指します。 

 情報管理の仕方については、誰にでもわかりやすい太宰府市民遺産として広く普及を

図るため、不動産としての「空間遺産」と動産としての「生活遺産」に大きく分類する 

ことで「太宰府市民遺産カルテ」に掲載します。 

 文化遺産は、市民等が太宰府市民遺産を大切に育んでいくための対象としてのわか

りやすさが必要です。 

 このため、太宰府市民遺産を構成しない既知あるいは今後単独で発見される文化遺

産も含めた総合的な文化遺産データベースを作成し、その体系化を行い対象事例として

公開することでより新たな文化遺産を発見していきます。 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

●現状変更の届出 

太宰府市民遺産では、育成プランにしたがいストーリーの継承が図られる限りは文化

遺産の現状の変更を許容します。 

しかしながら市民に愛着と誇りをもって認定されるからには、その個別の文化遺産を

単純に変更するわけにはいきません。 

このため、現状変更に対しての届出を所有者または活動団体に義務化します。 

一方で市は、ストーリーの育成に反する現状変更行為に対しては、調整可能な支援や

助言や必要な指導等を行うことで太宰府市民遺産を育成します。 

また、太宰府市民遺産の育成への影響が避けられない開発行為に対しては、市民と市

が適切な役割を担ったモニタリングの仕組みも必要です。 

活動団体は里親として太宰府市民遺産をモニタリングしていく必要があります。この

ため、開発の計画や事業を発見した場合、それぞれの活動団体は、市を通じて開発内容

の確認をすることができることとし、市は、こうした要請に対して立入調査や指導勧告

等を行います。 

他方、開発事業者も、計画対象に太宰府市民遺産があった場合、市に届出を行うこと

で地域住民や活動団体等とのトラブルを回避できます。 

なお、届出のあった内容等については、従前従後の変更にかかわらず太宰府市民遺産

カルテへの記載により文化遺産の履歴を記録して今後のマネジメントに役立てていき

ます。 

 



 

 

３-１-５文化遺産のマネジメント 

太宰府市民遺産の育成は市民と協働でストーリーを大切に継承していくまちづくり

のなかで文化遺産をバランス良くモニタリングすることです。 

このため、市はモニターでもある市民団体等の活動に対して必要な支援を行います。

支援は、活動に必要な協議の場の提供や技術者や専門家の派遣など協働を基本とします。 

このような活動を、必要に応じて顕彰することで、活動意欲の継続とともに太宰府市

民遺産の認知度の向上を図り、全市的な市民運動へと発展させていきます。 

また、文化遺産自体への助成等は行わず、太宰府市民遺産の育成への活動支援を基本

とすることで、文化遺産の所有者等も主体的に活動団体等に参加してまちづくりの一環

として文化遺産のマネジメントが展開することを目指します。 



 

 

３-２太宰府市民遺産を支える体制等 

市民団体等の活動とともに行政側からの支援によって文化遺産はマネジメントされ

ます。これまで述べてきた活動団体の登録、太宰府市民遺産の認定・モニタリング、文

化遺産のマネジメントを有機的に展開していくため、「太宰府市民遺産事務局（仮称）」

を総合的な窓口として以下の体制を整えます。 

 

●太宰府市民遺産会議（仮称） 

市民等と市から中立的な機関として「太宰府市民遺産会議（仮称）」を設置します。 

この会議の役割は、活動団体等の登録、太宰府市民遺産の認定に対する審議、「太宰

府市民遺産アドバイザー（仮称）」の任命などとします。 

多様に捉えられる太宰府市民遺産の性格から、固定されたメンバーではなく、その評

価が求められる内容に応じて、適宜、編成します。 

 

●太宰府市民遺産アドバイザー（仮称） 

 「太宰府市民遺産アドバイザー（仮称）」は、育成プランの策定などに参画し、文化

遺産の現状変更に対するアドバイスを行うなど専門的な役割を担います。このアドバイ

ザーは、一定した評価基準を保持している必要があるため、多角的見地から太宰府市民

遺産会議（仮称）により任命されることとし、市は太宰府市民遺産事務局を通じてその

人材登録に取り組みます。 

 

●太宰府市民遺産事務局（仮称） 

「太宰府市民遺産事務局（仮称）」は、市民や団体等を積極的に太宰府市民遺産を旗印

としたまちづくりへと結びつける窓口として設置します。 

事務局は、太宰府市民遺産の認定申請や現状変更に対する届出や相談および登録から

公開といった太宰府市民遺産のリストとカルテに関わる情報全般の管理を役割としま

す。  

特に、太宰府市民遺産の育成プランの推進に向けた支援や協力を市関係各課に要請し

たり、公共事業に対する太宰府市民遺産への配慮の働きかけなどを行います。 

当面は、活動団体の登録や太宰府市民遺産の認定までの一連のプロセスを機能させる

ため「太宰府市民遺産会議（仮称）」の運営に協力しながら認定の基準など必要な指針

づくりを始めます。 

 



 

 

３-３太宰府市民遺産条例（仮称）の制定 

活動団体等の登録、太宰府市民遺産のリストとカルテの作成、太宰府市民遺産アドバ

イザー（仮称）の派遣、支援や助言など、市民の主体的な活動に必要な行政による支援

や協力が得られること、太宰府市民遺産が市民等と市に共有されることにより、開発行

為等の規模にかかわらず、文化遺産が消失あるいは変質する事態を、市民や地域の住民

が早い段階で知ることができ、事業者との計画協議の機会を得ることができるなど、総

合的な景観形成をはじめとした施策との連動が可能となるといった意義をもって、本計

画のルール化を図ります。 

 太宰府市民遺産を本市だからこそ可能なユニークなまちづくりの方式と考え条例と

して位置づけていきます。 

 

 



 

 

３-３-１計画のルール化 

 ストーリーとその証拠となる文化遺産を市民等と市が太宰府市民遺産として共有し、

協働でそのマネジメントやモニタリングに取り組むため前頁図のようにプロセスや体

制を、太宰府市民遺産条例（仮称）の中に位置づけます。 

 

 

 

３-３-２太宰府市民遺産条例（仮称）の内容 

 太宰府市民遺産として文化遺産のマネジメントを市民との協働作業として実現する

まちづくり手法である太宰府市民遺産条例（仮称）の内容を以下の構成で検討し、責任

ある行政の遂行を目指し、早い段階で施行します。 

 

 

 



 

 

３-４太宰府市民遺産の育成 

太宰府市民遺産条例（仮称）は、太宰府市民遺産の育成によるまちづくりと同時にな

される文化遺産のマネジメントを市民と協働する太宰府の独自ルールです。 

今後は、条例施行を目標として本計画を検証していく必要があります。このため実際

の認定に先立ち現段階では、太宰府市民遺産を試行版として以下のように提案します。 

今後は、この試行版の太宰府市民遺産について、主体となって取り組んでもらえる市

民団体を募りつつ、まち歩きやワークショップなど太宰府市民遺産それぞれに市民と協

働でシミュレーションを行っていきます。 

市は太宰府市民遺産事務局（仮称）の役割や幾つかの太宰府市民遺産（試行版）の活

動主体となるなど立場にとらわれず試行することで本計画の検証と太宰府市民遺産条

例（仮称）の具体的な実現作業を推進します。 

 太宰府市民遺産（試行版）は、１－３で整理した太宰府らしい特徴的な文化遺産をも

とに、以下のように設定しました。いずれも本市の歴史文化を代表する固有のストーリ

ーを持っており、そのストーリーを構成する文化遺産の抽出とともに育成プランもたた

き台や手がかりとして作成しました。 

 

 

 

 ●菅原道真と太宰府 ●名物「梅ヶ枝餅」 

 ●霊峰宝満山 ●坂本の集落景観 

 ●北谷の集落環境 ●戦乱の歴史と山城群跡 

 ●中世寺院群跡と開発の痕跡 ●古代大宰府の風景と遺跡群 

 ●人と遺跡の共存史 ●古代防衛施設水城跡 

 ●太宰府天満宮の門前  

 

 

 

 

 太宰府市民遺産は身近で無名の文化遺産がより多く発見されることを期待する市民

と文化遺産の架け橋です。大小様々な太宰府市民遺産が多く認定されていくことで、市

民活動を活発にして地域とのコミュニティを形成し、広く重なりのある文化遺産のマネ

ジメントを目指します。 

太宰府市民遺産（試行版）



 

 

菅原道真と太宰府 
●ストーリー 

菅原道真が晩年を過ごした太宰府。亡くなるまでわずか二年ほどでしたが、飛梅や牛

車の伝説、梅ヶ枝餅にまつわる言い伝えなど数多くの伝承が残されています。 

その生涯は歌舞伎や浄瑠璃の演目ともなりました。その遺骸が葬られた場所が現在の

天満宮の地で、天満宮を参拝する人々は年間を通じて絶えることはありません。 

学問の神様として親しまれている道真公の人気を示しています。 

 

●ストーリーの証拠となる文化遺産 

 
 

 

 

 



 

 

●育成プラン 

菅原道真の足跡は、太宰府のみならず広く知られ、その道真が過ごしたことで伝わる

数多くの伝承は、太宰府の今後の発展においても貴重な財産です。 

榎社や飛梅だけでなく、道程にひっそりと佇む石碑など、道真が残した伝承、軌跡を

掘り起こし、その地域とのつながりの中で後世に伝えていきます。 

［１］菅原道真の伝承等を掘り起こします 

伝承や信仰の中で語られる道真にまつわる伝承や文化遺産を掘り起こし、記録してい

きます。 

 

［２］菅原道真の伝承等を伝えます 

掘り起こされた菅原道真にまつわる伝承や文化遺産の記録をホームページや散策マ

ップ等を作成するなど、より多くの人々に知ってもらえるようその普及に努めます。 

 

［３］菅原道真のストーリーが感じられるまちづくりに取り組みます 

道真にまつわる伝承や文化遺産を今後のまちづくりに活かしていきます。特にどんか

ん道や榎社周辺についてはその魅力アップに取り組みます。 

 

 



 

 

名物「梅ヶ枝餅」 
●ストーリー 

「梅ヶ枝餅」は菅原道真の苦境を哀れんだおばあさんが道真に差し出したことに由来す

る米粉と小豆の粒餡の素朴な焼餅です。 

 現在は天満宮参道を中心に店先で焼きながら販売され太宰府の名物となっています。  

 地元では「梅ヶ枝餅」とは言わず、単に「焼餅」と呼んで親しまれています。４個一

組の餅焼き器により、職人の手わざでこんがり焼かれ、外（がわ）はパリパリ、中はモ

チモチです。 

 昭和５０年代に登場した完全自動餅焼き機は道行く人が足を止め話題となりました。 

 

 

 

 

● ストーリーの証拠となる文化遺産 

 
 

 

 

 

 



 

 

●育成プラン 

 太宰府土産の定番となっている梅ヶ枝餅は、太宰府のもてなしの心を物語る名物です。 

その伝統の味や製法等を梅ヶ枝餅が伝えられてきた歴史とともに重んじつつ、さらに磨

きをかけながら次世代に伝えます。 

 

［１］梅ヶ枝餅の知名度アップに取り組みます 

名物「梅ヶ枝餅」の製造過程を見学できるイベントの開催や梅ヶ枝餅の歴史や販売店、

作り方などを掲載したガイドブック等の作成・配布など歴史ある太宰府土産として知名

度アップに取り組みます。 

 

 
［２］梅ヶ枝餅をつくる技術の向上を図ります 

 お客様にいつまでもおいしい梅ヶ枝餅を提供していくことを目的として、おいしい梅

ヶ枝餅を作る講習会や新しい商品開発を競うイベント等の開催や梅ヶ枝餅を焼く技術

やアンコをつくる名人の認定制度の導入を図るなど、作り手の技術向上に努めます。 

 
おいしい梅ヶ枝餅を作る、 

新しい商品開発を行うイベント等の開催 

 

 

 



 

 

霊峰宝満山 
●ストーリー 

宝満山は、標高829.6ｍの古来より神の山として厚い信仰を受けてきた美しい山です。 

「御笠山」「竈門山」とも呼ばれました。山への信仰は奈良時代に始まり、中世には、

修験道の行場として彦山(英彦山)とともに整備され隆盛しました。明治の神仏分離によ

り山中の堂舎が破壊、修験道に従事する者は還俗（げんぞく）し、古代以来の神仏混交

の信仰の形は失われましたが、中腹から山頂にかけてはふもとにある竈門神社の社地で

あり、山すその北谷や内山の村落内には古来よりの信仰にかかわる伝承や家の歴史、碑

や地名などが残っています。また、近年の発掘調査により広大な遺跡が地下に残されて

いることがわかってきました。太宰府の平地の広い範囲から見ることができるその山並

みは、太宰府の都市景観の骨格の一部です。 

●ストーリーの証拠となる文化遺産 

 
 

 



 

 

●育成プラン 

宝満山の山並みは、太宰府の平地が市街地と変わった今も、昔と変わらない重厚で美

しい山並みの姿を今に見せています。 

この山並みの姿とそれが見えるということを、いつまでも変わらない、長い世代で共

有されうる太宰府の風景として、子どもたちに伝え、将来に向け末永く育んでいきます。  

 また、神の山として宝満山の精神性を失うことなく後世に伝えていくため、山中で行

われるさまざまな行事等の継続に努めます。 

 

［１］宝満山の自然を守ります 

 ゴミやタバコのポイ捨禁止の呼びかけを行うなど登山客等のマナーアップに努め、宝

満山の豊かな自然を守ります。 

 

［２］宝満山の信仰の歴史を探求し普及します 

 郷土史家等を交え宝満山にまつわる歴史文化を掘り起こし、その普及に努めます。 

 

［３］市街地からの眺望を守ります 

 宝満山の眺望に配慮した市街地整備等の誘導に努めます。 

 

 

 



 

 

坂本の集落景観 
●ストーリー 

坂本集落（ムラカタ）は、史跡地の指定により急激な都市化の進展から守られ、市街

化が進んだ太宰府市にあって、昔ながらの集落景観が保たれた貴重な場所です。 

四王寺山の山裾に広がる緑に囲まれる田園風景、そして伝統的な農家住宅が建ち並ぶ

農村集落で構成される姿は、四王寺山や宝満山の山並みの緑に育まれ農業が営まれてい

た頃の太宰府の姿を今に現しています。 

 

 

 

●ストーリーの証拠となる文化遺産 

 

 

 



 

 

●育成プラン 

坂本の田園風景の美しさは、史跡指定により無秩序な開発から守られてきたことと、

地元住民の日頃の営みで保たれてきました。こうした営みを今後とも絶すことなく、太

宰府に残る農村の原風景・ふるさととして守っていきます。 

 

［１］美しい田園風景を守ります 

自然に囲まれたのどかで美しいまとまりのある田園風景を構成する農地、水路、た

め池、周囲を囲む緑等の保全に取り組みます。 

 

［２］集落環境を守ります 

 集落環境を構成している伝統的な農家住宅や石積等の修理復旧に努めます。 

 

［３］地域コミュニティを育みます 

坂本八幡境内の掃除やオカッテンサンの通夜といった伝統行事を営む地域コミュニ

ティの維持保全に努めます。 

 



 

 

北谷の集落環境 
●ストーリー 

北谷の集落は、宝満山の山並みを背に、豊富で美しい水が流れ、山裾には棚田状の田

園風景が広がり、集落内には地元の宝満山中でとれる巨大な花崗岩礫を用いた広い庭を

持つ屋敷地など、のどかな集落環境が形成されています。巨石を用いた庭を持ち水路沿

いに面する家では、水路から直接水を引き込むことで水が循環し、綺麗な水が常に保た

れた池を造作する等、生活の知恵と工夫によりこの集落がつくられていることを物語っ

ています。このように、集落内には、座や講などの生活にかかわる地縁的なつながり、

古代以来の信仰にかかわる伝承や歴史、碑や地名などが濃厚に残され、生活の知恵や工

夫が息づいています。 

 

●ストーリーの証拠となる文化遺産 



 

 

●育成プラン 

伝統行事等が今も営まれる北谷にあって、地域コミュニティの維持継承を図る中で集

落環境や水系の保全に取り組んでいきます。 

また、集落の立地にあって集落周辺からは四王寺山の美しい山並みとあいまった田園

風景を眺めることができる視点場が存在しており、こうした風景も北谷の集落環境の魅

力の一つとしてその保存に取り組みます。 

 

［１］地域コミュニティを育み集落環境を守ります 

 地域住民の地縁的なつながりを結びつけている宮座や講の行事を地域コミュニテ

ィの視点からその継承、育成に取り組む中で、伝統的な集落環境の維持に努めます。 

 

［２］集落からの風景を活かし守ります 

 美しい自然・田園風景を眺める視点場を北谷の魅力の一つと位置づけその普及を図

ることで、集落景観の背景となる美しい田園風景や山並み景観の保全を促します。 

 



 

 

戦乱の歴史と山城群跡 
●ストーリー 

 中世後期の戦乱の世、武士は平地に館を構える一方で寺院が占有していた四王寺山

や宝満山の嶺を利用し、原八坊に浦ノ城を、有智山寺に有智山城を築きました。戦闘規

模の拡大に伴い、要害は高地に移り、宝満山頂に宝満山城が、四王寺山に岩屋城が築か

れる一方、これらに対峙して尾崎城、わくど城、佐野城、高尾山城などの要害が築かれ

ました。 

これら山城は、岩屋城の戦いをはじめとする戦国の激戦によりことごとく失われ、今

日ではその城跡がかつての苛烈(かれつ)な歴史を物語る証(あかし)となっています。 

 

 
 



 

 

●育成プラン 

 中世山城跡は、その多くが現代の空間の中に埋没し、ここ太宰府で起こった中世の動

乱を現地で知ることはなかなか難しいことです。 

 中世山城跡の検証に努め、把握された遺構や地名等を戦いの歴史等の視点から捉え直

す作業を通して、その顕彰を促します。 

 

 

［１］高橋紹運と岩屋城の戦いを今に伝えます 

 四王寺山の山すそに数多く点在する高橋紹運にまつわる石碑や岩屋城の戦いにまつ

わる地名等を掘り起こし、これらの分布を示した散策マップの作成や実際に散策ルート

を設定する等、高橋紹運と岩屋城の戦いを今に伝えます。 

 

［２］岩屋城からの眺望を守ります 

 岩屋城周辺の維持管理に取り組むことで、かつて高橋紹運も眺めたであろう岩屋城か

らの眺望を守ります。 

 

［３］中世山城跡を検証します 

 太宰府にあった中世山城はその多くが不明な点が多く、立地していた場所の特定や周

辺状況の調査を行うなど、その解明に努めます。 

 

 



 

 

中世寺院群跡と開発の痕跡 
●ストーリー 

 中世の大宰府は、寺院域の拡大を背景として古代と異なる秩序が都市を支配し、その

開発は古代に利用のなかった山裾の地形を開発し広範囲に及びました。 

 現在農地となった中にも、この寺院域の拡大によって開発されたものも多く確認され

ています。特に観世音寺は、四王寺山の山裾の広範囲にその子院があったと伝えられて

おり、その証拠となる地名等が現在でも数多く残されています。 

 



 

 

●育成プラン 

中世寺院跡の歴史を多くの人々に伝えるため、中世より太宰府の代表的な寺である観

世音寺を中心に来訪者等の回遊を促します。また、中世寺院跡はその多くが不明な点が

多いことからその検証に取り組みます。 

 

 

［１］中世寺院の歴史を今に伝えます 

 四王寺山や宝満山の山裾には中世多くの寺院が建立されていたと伝えられ、寺院跡

の推定地等にはその立地を想起させる地名等が残されています。中世寺院跡やこうした

地名を掘り起こし、散策マップの作成や散策ルートの設定を行うなど、中世仏教文化が

華やいだ頃の太宰府の姿を今に伝えます。 

 

［２］中世寺院跡を検証します 

 観世音寺の子院跡をはじめ、今後その調査を行い立地していた場所の特定や周辺状

況等の解明を行います。 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

古代大宰府の風景と遺跡群 
●ストーリー 

本市の名称「太宰府」は、古代に「遠朝廷(とおのみかど)」と呼ばれた地方官 

衙(かんが)「大宰府」を起源とするものと伝えられています。 

 広大なスケールの地形を 大限に活用し、大野城、水城基肄城等に囲まれた羅城とし

て計画された古代の都市「大宰府」の空間構造と土地利用を示す遺跡は、１３００年以

上の時を経た現在もなお、市内や周辺の至る所で発見され続けています。 

 この現代都市太宰府の原点であり、またそのスケールを遙かに超える「古代大宰府」

の古の姿は、今日目にできる政庁跡、大野城跡、水城跡、条坊跡群等の文化遺産群によ

ってうかがい知ることができます。 

 
 



 

 

 

●育成プラン 

普段何気なく見ている道路や辻、周辺の緑や山並みなど、何故そこにあるのか、どう

いう意味があるのかなどその理解を深めることによって一部は条坊区画であったり、一

部は大野城からの羅城の地形であったりと様々な遺構が生活に入り込んでいることが

わかります。 

太宰府としてあるべきものがそこにあることで受ける安堵感などは、こうした遺構が

市民生活や市民活動とより関わりを深め、共有されることで維持されます。 

今後とも遺構の発見や理解に努めつつその保存活用を図ることで古代大宰府の風景

と遺産群を継承していきます。 

 

 

［１］古代大宰府の眺望を守ります 

 政庁跡、国分寺跡、般若寺跡、大野城跡等を眺める視点場を設定し、そこからの風景

の保全に取り組みます。 

 

［２］古代条坊や官道等を継承します 

 古代の都市計画を象徴する直線的な条坊・官道を継承する街路や地割線等の連続性を

保つため各遺跡に係わる開発は極力抑制を図るとともに、開発が行われる場合もその直

線的な連続性を継承する方向で誘導を図ります。 

 

［３］市民等の活躍による遺跡の保存管理に取り組みます 

 遺跡にもっとも身近な市民による維持管理の導入に向けて「太宰府万葉植栽の会」等

の連携に努めます。 

 



 

 

人と遺跡の共存史 
●ストーリー 

 「大宰府関連史跡」と呼ばれる遺跡群には、文化財と周知される遙か以前より、人々

に遺跡として認知され顕彰されてきました。また開発の波が押し寄せた昭和の高度経済

成長期には「保存」と「開発」が大きく対峙し、史跡をめぐる環境が激しく揺れ動きま

した。こうした先人達の様々な思いが積み重なった結果として今日の史跡の姿は形づく

られました。この保存という概念の誕生前から人々と遺跡が共存してきたという歴史そ

のものが文化遺産であり、その共存の事実を表徴する遺跡群と周辺農地や集落、山林の

一体となった姿は、大切に継承していくべき太宰府市民遺産です。 

 

●ストーリーの証拠となる文化遺産 

 



 

 

●育成プラン 

 人と遺跡が共存してきた史跡地においては、人々の営みと遺跡の調和が図られながら

守られてきました。今後もこうした環境を保っていきます。 

 

 

［１］共存の歴史を示します 

 遺構の範囲を明確にしつつ、保全していくことで人と遺跡の共存史を示します。 

 

［２］市民と来訪者の活用を促します 

 発見の小径の設定や駐車スペース、休憩所、公衆便所等を確保し来訪者の滞在活動を

有意義にするための環境づくりを推進します。 

 

［３］市民等と連携し管理運営に取り組みます 

 史跡地内の遺跡整備箇所、農地、溜池、山林等の管理や情報発信等を地元住民や NPO

団体等と協働で取り組みます。 

 



 

 

古代防衛施設水城跡 
 

 

●ストーリー 

 水城は、古代の防衛施設として人の手によって築造された土塁です。大野城や基肄(き

い)城とともに「日本書紀」にも記述され、我が国そして太宰府の歴史を語る上で欠く

ことのできない重要な構造物です。 

 土塁は、吉松丘陵と大城山（四王寺山）の も接近している箇所に築造されたとはい

え、その全長は約１,２００ｍにも及びます。テラスとともに地表に立ち上がる土塁の

高まりは、朝鮮半島からの脅威に備えた古の太宰府の緊張感を今に伝えています。 

 

 



 

 

●育成プラン 

遺跡損傷箇所の修理・復旧に取り組みます。また、来訪者を受け止めるため、水城跡

全体をつなぐ環境整備を市民等と市の協働によって、将来に持続可能な水城跡の維持管

理・保存活用に取り組んでいきます。 

 

［１］水城跡を損傷から守ります 

多くの損傷箇所について堅実な修理・復旧を進めるとともに遺構まで深く根を張り巡

らす樹木を計画的に管理します。 

 

［２］全体をつなぎ人々を受け入れます 

来訪者や地域住民を受け入れるため、導入拠点や回遊拠点を配置し、これらを結び水

城跡全体を回遊できるネットワークを形成します。 

 

［３］市民等と市の協働で水城跡を守り活かします 

水城跡の歴史環境を活用し、水城跡のことを知る、学ぶといった体験の場や機会を創

出します。また、市民と市が協働で水城跡の維持管理・保存活用に取り組むための仕組

みづくりに取り組みます。 

 

 



 

 

太宰府天満宮の門前 
 

 

●ストーリー 

 今に見る太宰府天満宮門前の町並みは、おもに明治期の空間構成を基礎として展開さ

れたものです。 

 その頃の様子は参詣土産の豊富な鳥瞰(ちょうかん)絵図などから知ることができます。  

 それらに見る町家建築など多くの遺構は、威勢をふるう商業看板の内側に現在も息づ

いています。こうした文化遺産を骨格としながらも、賑わいを絶やさないために多くの

変化を受け入れてきた太宰府天満宮門前の町並みは太宰府市を象徴する市民遺産です。 

 

 ●ストーリーの証拠となる文化遺産



 

 

●育成プラン 

 太宰府天満宮門前の町並みは、成立以来変化しつつ、賑わいを絶やすことなく生き続

けてきた点で高く評価される町並みです。 

 賑わいのある魅力的な町並みを太宰府市の顔として今後とも、より多くの人々が訪れ、

親しんでもらえるよう保存すべきもの、継承すべきもの、回復すべきもの、伝えるべき

ものを明らかとし、文化遺産が持つ本質的な価値を地域住民や来訪者に理解される町並

みを形成します。 

 

［１］町並みを保ちます 

 上質な旅籠建築や商家建築である町家、塀を連ね門を構える屋敷、町家建築の基盤と

なる町割や宅地割、構造形式に伝統的様式を伝える町家建築や屋敷建築、町並みと一体

をなす伝統的社寺建築、そして庭や庭の樹木といった環境要素を保存することから、町

並み景観の連続性の継承を図ります。 

 

［２］町並みを回復します 

 近世以前の町の構造を示す斎垣とその脇を流れる水路とともに伝統的様式に伴った

立面形式、町家建築や屋敷の塀から作り出される壁面線の回復を図ります。 

 

［３］歴史的変遷を伝えます 

 地域住民そして近年増加傾向にある海外からの来訪者を含む数多くの人々に、馬場に

は社家屋敷の並ぶ町並みがあったこと、また、その町並みが町家の並ぶ町並みに移り変

わったという歴史的変遷を広く伝えていきます。



 

 

Ⅱ部 文化財基本計画 
 

 

本市の文化財行政は、これまでの史跡管理や発掘調査を重点的に推進してきた文化財

保護のあり方を点検し、Ⅰ部でマネジメントの対象とした文化遺産までを含めた視野の

広い事業として体系的に推進すべき時期にあります。 

太宰府市民遺産かにかかわらず市民によるモニタリングなど、文化遺産の基礎的な保

護からはじまる市民と共有でき協働が可能な文化財保護のあり方を示します。 

 また、今後の文化財の保護事業を展開するためには、市民等や国、県及び関係市町村

に明確な将来ビジョンを提示することが必要です。 

 このため本計画では、今後の本市の文化財行政の行動計画を調査・研究、登録・指定、

保存・管理、整備・活用として整理し、文化財の保護に関する基本方針として定めます。

この方針は、太宰府市民遺産の理念に従いつつ文化財の裾野を広げてそのマネジメント

を図りながら、文化財保護法を根拠とした明解な文化財保護の推進を基本とします。 



 

 

１ 文化財保護に関する基本方針 
 

１-１文化遺産からみた文化財保護の課題 
●文化遺産による保護対象拡大への対応 

史跡地の管理と埋蔵文化財の緊急調査を中心に展開してきた本市の文化財保護は、現

在把握している文化財についても計画的に指定等による保護施策を推進し、今後は太宰

府らしい歴史文化の特性をもち潜在する文化遺産についても保護の対象とします。 

 

●多様化する文化財保護への対応 

太宰府市民遺産からは、ユニークな文化遺産も数多く抽出されることが考えられます。 

このため、太宰府市民遺産を構成する個々の文化遺産を保護の対象とする場合、指定

等による既定の文化財保護の方向性と一致しないものについても、太宰府市民遺産の育

成プランの中で文化財行政として可能な支援を行うことで市民ニーズに応えうる保護

を講じる必要があります。 

 

●市民と協働する文化財保護 

 保護の対象を広げ多様な市民ニーズに応えていくためには、多くの人々の協力が必要

となります。市民に身近な文化遺産はこれからも生活の中で見守られ保護されるべきで

あり、それらに一番近いのは、そのことを もよく知っている市民です。 

 文化遺産とともに生活する市民一人ひとりの意識の向上を図り、連携を深めることで、

全市的に目が行き届き市民と協働した文化財保護を実現する必要があります。 

 

●文化財保護の新たなルールの整備 

 身近なまちづくりの要素として、市民を中心として保存活用が図られるべき文化遺産で

はありますが、文化財行政としては、それぞれの価値についての保護も基本となります。  

 文化遺産の堅実な保護のため、より柔軟な枠組みの導入や、データベースに登録する

ためのわかりやすい指標を設定するといった文化財保護条例をはじめとした新たなル

ールの再設定が必要です。 

 



 

 

１-２文化財保護の基本理念 

 

１-２-１基本理念 

本市には、特別史跡の大宰府跡、大野城跡、水城跡をはじめ観世音寺境内及び子院跡

などの代表的な文化財とともに、太宰府天満宮とその門前町や資源豊富な集落、祭りや

伝承などその他多くの文化遺産が残されています。 

このため、希少性や優品性によって相対的に判断されてきたいわゆる文化財の保護に

取り組みつつ、その価値のハードルを市民の目の高さに設定して、身近に慣れ親しんで

いる文化遺産を裾野を広げた文化財として保護の対象と捉え、その保存と活用に取り組

みます。 

 太宰府市民遺産の認定が進むにつれ、今後、市民等が考える文化遺産の内容について

も徐々に理解が深まり共有されてきます。 

 このため、市民等から挙げられる太宰府市民遺産に積極的に関わることによって、ひ

とつひとつの小さな文化遺産に至るまで市民等と行政が具体的な保護について語り合

う協働型の保存と活用を進めていきます。 

 同時に、文化財に対する理解をより深めることを目的として、太宰府市民遺産につい

てもまちづくりを文化財保護の有効な手法とし積極的に市民等との協働を進めていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 裾野を広げ歴史文化を守り創る文化財保護 

 ● 市民等と共有する文化財保護 

 ● 市民協働のまちづくりによる文化財保護 



 

 

１-２-２基本的方向 
●裾野を広げ歴史文化を守り創る文化財保護 

文化財とともに身近なモノやコトに目を向けて文化遺産を保護対象とすることで、本

市の歴史文化を維持し、創造していきます。 

 文化遺産についての悉皆(しっかい)調査を行ってデータベースを整備します。文化遺

産は知られないままに滅失あるいは変質する可能性が高いため、データベースへの登録

に際しては、特性の把握や評価を行うための体制の整備を行い、現状変更等への対応方

針を探ります。 

・文化遺産の悉皆調査 

・文化遺産データベースの整備 

・文化遺産の評価基準の整備 

 

●市民等と共有する文化財保護 

 文化遺産の保存と活用に積極的に関わろうとする市民等に対する支援として、市民協

働の調査・研究等を保護事業に位置づけ、悉皆(しっかい)調査をはじめとした具体的な

事業を推進します。 

 市民から評価される価値の高い文化遺産は、緩やかな保護制度の導入により、指定文

化財と連携した保護を市民感覚を持って計画的に推進していきます。 

・市民等と協働で調査・研究する仕組みづくり 

・緩やかな保護制度の導入 

・指定文化財の計画的な事業推進 

 

●市民協働のまちづくりによる文化財保護 

 文化財保護として可能なあるいは文化財保護に繋がる文化遺産のマネジメントを目

的として、積極的に太宰府市民遺産の育成プランに参画します。 

 また、水城跡東門周辺や天満宮門前などまちづくりに展開可能な対象については、積

極的に文化財保護事業としての推進を提案していきます。 

・太宰府市民遺産の育成 

・まちづくりとしての文化財保護事業の提案 



 

 

１-３文化財保護の基本方針 

１-３-１基本方針 

文化遺産からはじまる本市の文化財保護は、しっかりとした調査と研究をもとに、そ

の措置が保存・管理、整備・活用と特性に応じて進められることを基本に以下のような

方針を定めます。 

 

 
 

●調査・研究 

第１段階は、文化遺産の認知を目的とした基礎調査を行います。 

既知資料を整理した上で、太宰府市民遺産を構成する文化遺産の整理、通常職務に際

しての情報把握によりその内容を充実していきます。 

第２段階は、認知された文化遺産の保護の緊急性や重要性を分類するための詳細調査

を文化遺産個別に行います。文化遺産の特性を研究し把握することで、その後の保護の

方向性を捉え、記録台帳の整備を推進します。 

詳細調査は、滅失等の危険性が高い文化遺産の記録を優先しつつ、順次、内容を集成

することで文化遺産データベースを構築します。 

特に重要な文化遺産は、定期的な実態調査を実施し文化財指定等へ向けて指定台帳等

への記録に応えうる整理を行います。 

なお、多種多様な文化遺産については、市民等の参画による発見とモニター等の導入

を検討し、本市の歴史文化の理解と維持保全に努めます。 



 

 

●保存・管理 

文化財の保護は、特性に応じて個々に講じられるものです。現行の市保護条例の文化

財種別の再整備に取り組み、今後の登録や指定による保護措置の枠組みを確保します。 

 登録や指定された文化財は、所有者等の同意を得て公有化等の着実な保護に取り組

みつつ、特に土地に帰属するあるいは面的な広がりのある文化財等については、保存の

方針を所有者等、周辺住民をはじめとする市民等と協働で作成するなど市民の意向や創

造性を取り込んだ保護を検討します。 

登録や指定される文化財に限らず全ての文化遺産は、実態と台帳内容との齟齬を避け、

その配置や形態等の変化を具体的に把握するため、個々の物件等に身近に生活している

市民等の協力を得るなど日常的なモニタリングを効率よく展開します。 

文化遺産を将来にわたって末永く継承していくため、市民等と市の協働によるまちづ

くりを太宰府市民遺産として展望しました。 

 そのため、多種多様の文化遺産の特性や現状等を常に市民と共有しておくことが求

められます。 

本計画では、潜在する文化的な所産を今後の太宰府市民遺産の認定に際して漏らすこ

となく誰にでも発見できるように、また、市民等の発意による太宰府市民遺産による文

化遺産の抽出が当初より多くの文化遺産を対象とできないことから、文化遺産を４つ先

行して分類します（次頁参照）。この分類で整理されるデータベースによってひとつひ

とつの文化遺産が、随時まちづくりへ動員されることを目指します。 

 

●登録・指定 

指定しようとする文化財を前もって選定することで、市文化財専門委員会に対して調

査案件の事前周知を図るなど、今後の計画的かつ効率的な文化財指定を目指します。 

また、緊急的な物件等については、即時に諮問可能な体制が必要であり、諮問機会の

増加と連携強化を図ります。このため、現状変更が許可制となる文化財の指定とともに、

緩やかな保護措置として届出制を基本とする登録制度を導入します。 

登録制度の導入は、多くの文化遺産を滅失の危機から救うと同時に、どういったもの

が文化財なのかを市民等に実態としてわかりやすくなるでしょう。 

指定については、現状変更の許可を義務化するために、その許可を得る基準を文化財

の各カテゴリー特性に則して作成します。登録については、現状変更の届出を義務化す

るために、指定基準に準じた指導あるいは誘導の指針を作成します。 



 

 

 

●整備・活用 

 登録や指定された文化財は、本市の歴史文化を広く周知するために広報や公式ホーム

ページ、九州国立博物館とその関連施設及び民間事業者等の活用などにより積極的な公

開を推進します。文化遺産は当面は庁内データベースとして関係各課によるまちづくり

への活用を要請する一方で、所有者等の理解を得ながら将来的な公開を実現します。 

 国指定史跡等は、本市の歴史文化の理解を深めるに必要な環境整備を検討します。 

 特に大宰府関連史跡や水城跡は、太宰府固有の重要な文化財であることから、人々に

活用されるための周辺環境の保全や一体的な整備などを関係機関と検討し、現地での的

確な情報提供や 低限の便益確保などの施設整備を展開します。 

 



 

 

１-３-２文化財の保護に関する個別方針 

文化財保護の枠組みを以下のように設定して個別の方針を定めます。 

 
●有形文化財 

太宰府の各時代の文化を表徴する記念碑的な物件の指定や登録を実施します。また、発

掘調査によって出土した物件のうち学術的価値の高いものにつき、順次、登録・指定し

ます。 

 

例：中世の金工品として平井氏関連の鋳造品、金剛兵衛刀、近世・近代の吉嗣家、

萱嶋家絵画など、宮ノ本遺跡出土遺物群、条坊出土漆手箱、経筒、鬼瓦、石塔、

板碑ほか 

 

●無形文化財 

 太宰府に根付いた技術を伴う職人などが想定されます。市史編纂(へんさん)事業では

特に情報量が少なく、基礎的な調査を実施し記録化を進める。対象物件があればそれに

係わる管理団体の育成を図ります。 

 

例：近代から続く建築・造園・鍛冶金工・木工などの諸職 

 

●民俗文化財 

太宰府に根付く伝統行事や宗教行事は時代とともにその形を変えており、正式な調査や

記録化を行います。未指定の物件については指定や登録の措置を図る一方で保持団体の

育成を実施します。 

また、都市化に伴いここ数年で生活様式が著しく変化しており、衣食住生死に係わる地

域の民俗を語る証拠となる物件・諸職の記録・台帳化・指定・登録などを推進します。 

 

例：既指定の天満宮神幸、鬼すべ、竹の曲(はやし)の基礎調査と報告書作成、市内

墳墓の悉皆調査、残存する民具の台帳化と周知化、諸職（近代から続く建築・

造園・鍛冶金工・木工など）ごとの現状・歴史的背景の調査など 

 



 

 

●史跡 

 既指定物件については平成１５年度に経験した災害の教訓から、史跡ごとの管理項目

とその箇所の再設定と台帳化を行います。 

 また、見学者の立入り制限を含めた物件ごとの管理計画の策定を行います。 

 都市計画や景観行政との連携により指定地あるいは拡張予定地に隣接する周辺部に

バッファー・ゾーンの形成を図ります。 

未指定物件について調査案件の整備と拡充を行います。 

 

例：大宰府条坊跡、筑前国分寺跡、筑前国分尼寺跡、般若寺跡、成屋形古墳、原遺

跡、幸ノ元(さやのもと)井堰跡、宝満山遺跡群、山ノ井墳墓群、菅原道真伝承地

ほか 

 

●名勝 

専門家による該当物件の選定と調査研究の実施と登録・指定を行います。 

また、保全のための必要な利用制限の検討を行います。 

 

例：宝満山、四王寺山、光明寺庭園ほか 

 

●天然記念物 

専門家による学術的価値を有するものや、地域の特性を表徴する物件の選定と調査研

究の実施と登録・指定を行います。 

保全のための利用制限の検討を行います。 

周辺部にバッファー・ゾーンの形成を図るなど有効な保護措置の充実を目指します。 

必要に応じて周辺部にバッファー・ゾーンの形成を図ります。 

 

例：市内の鎮守の森、宝満山、四王寺山、天満宮周辺の特定樹種の群落や叢林(そ 

   うりん)、奇種、巨木ほか 

 

●歴史文化環境 

市域に群を成して見られる文化遺産については、所有者等の同意を得た上で、必要な

調査を実施し面的な調査を行います。 

なかでも町並みとしての特性が認められるものは伝統的建造物群保存地区の都市計

画決定に向けた条例及び保存計画の策定を検討します。 

 

例：天満宮門前 

 



 

 

２ 文化財保護の展開  

 

２-１文化財の保護に関する基本方針の作成 

文化財の保護と「まるごと博物館」のまちづくりを支える文化財保護条例の再編と、

その中で位置づけられる各文化財種別ごとの方針や文化遺産データベースの作成及び

見直しなどを総合的かつ体系的に位置づけ、本市独自の「文化財の保護に関する基本方

針」として作成します。 

この「文化財の保護に関する基本方針」については、本計画のⅡ部１節（Ｐ５４～６

１）に述べています。文化遺産の発見等に努めつつ個別方針等（Ｐ６８～９３）の具体

検討により各文化財の保存活用方針を提示します。この基本方針は策定後も一定期間ご

とに見直されることで、市民等及び国、県並びに周辺市町に対して、時代に即し一貫し

た保護施策の説明が可能となります。 

 

２-２文化遺産データベースの運用 

 文化遺産は、太宰府市民遺産を構成し市民の主体的なまちづくりに活用されるものも

あれば、地道な文化財保護業務において発見されるものもあります。 

 今後の登録や指定へ向けた保護あるいは太宰府市民遺産として市民感覚で活用され

るにしても一貫した価値の整理が必要となります。特に太宰府市民遺産や登録や指定の

位置づけがない文化遺産については滅失の危険性も高いため、文化遺産レベルでのデー

タベースを整備することで必要な管理を推進します。 

 文化遺産データベースは、基本的な内容は太宰府市民遺産カルテと共有すべきですが、

文化財行政の基本情報としては、市民一般に広く公開を前提とした太宰府市民遺産カル

テに対して、当面は庁内の基礎資料としてその内容の充実を先行します。 

 なお、文化遺産は前述の４要素ごとに分類して太宰府市民遺産カルテに掲載しますが、

誰にでもわかりやすい太宰府市民遺産として広く普及を図るため、さらに不動産として

の「空間遺産」と動産としての「生活遺産」に分類します。 

 



 

 

●文化遺産データベースの管理 

 文化遺産データベースは、個々の文化遺産の特性や現状とともに、その後どのように

変化したのかなど、個々の文化遺産に対するモニタリング成果を反映（項目修正・追加・

削除）し、蓄積します。 

 太宰府市民遺産カルテの更新と連動し、太宰府市民遺産を展示・解説する際にはすぐ

に 新の情報等を提供できるよう、個々の文化遺産をその特性に応じて、前述の４要素

に分類し、日常的な情報の管理を行います。 

 

 

 

 



 

 

文化遺産データベースのシート 

 

 



 

 

２-３制度的な枠組みによる保護措置の位置づけ 

文化財保護法と福岡県文化財保護条例の委任条例である現行の市保護条例を、太宰府

市民遺産によるまちづくり、すなわち文化遺産を基調として施策的なまちづくりに応え

られるような文化財の裾野を広げた本市の文化財保護の枠組みの再整備を図ります。 

 登録制度の導入や指定の枠組みの強化により、実態に即した確実な保護措置の展開が

求められる一方で、未知の文化遺産についても、調査研究、データベースの整備とその

公開等を位置づけることにより、一定の保護を実現します。 

こうした新たな市保護条例には、文化遺産の定義とデータベースの作成、文化財の保

護に関する基本方針の作成等をしっかりと保護行政の中に具体的に位置づけます。 

 

２-３-１「太宰府市文化財保護条例」の改定の検討 
●条例改定の必要性 

本市の保護条例は、対象を拡大しているなかで昭和５４（１９７９）年当時のまま改

定を行っていません。文化遺産からはじまる本市の文化財の保存と活用を図るため、保

護法の概念拡大に沿った体系的な再編が必要です。 

市保護条例の改定によって、文化遺産を定義しての保護対象を拡大します。また併せ

て、「文化財の保護に関する基本方針」並びに「文化遺産データベース」を文化財行政

に位置づけるため、市保護条例の改定を行います。 

 

●太宰府市文化財保護条例の内容検討 

 現行条例を基本として、「文化財の保護に関する基本方針」を法制度の中に位置づけ

るために、以下に必要となる内容を検討します。 

〈責務の明確化〉 

 地域特性を考えるために欠くことのできない、かつ将来にわたり市民の文化の向上及

び発展の基礎をなす文化遺産について、その保護に積極的に取り組んでいきます。 

 一方、市民等は、市が講ずる措置に協力し、文化財として指定された文化遺産の所有

者等はその価値を自覚し、これらを公共のために大切に保存し、できるかぎり公開する

などその公的な活用に努めます。 

 

〈保護対象の拡大〉 

 文化遺産の保存活用に幅広く的確に対応し、また、現在の保護法と整合を図るために

も、文化財の定義を拡充します。 



 

 

〈受け皿の充実〉 

 今後の、堅実な保護行政の枠組みを確保するため、保護法の改定に準じてその見直し

を行い、指定制度とともに、有形文化財の登録制度を設置します。 

 また、登録に先立ち文化遺産の総合的な把握のため、文化遺産データベースを作成し

維持管理に取り組むことでさらに緩やかな保護を展開します。 

 

〈文化財の保護に関する基本方針の策定と見直し〉 

 「文化財の保護に関する基本方針」は、文化財行政の基本方針となる計画であるため、

時代にあった文化遺産の保護施策等を位置づけます。 

 このため方針の策定と併せて一定期間ごとの見直しも位置づけることとして社会情

勢や市民等のニーズに応えていきます。 

 

構 成 案 



 

 

２-３-２都市計画的手法の活用の検討 
 

●景観法の活用 

保護条例の対応により、文化遺産からはじまる裾野の広がった文化財保護が可能とな

る中、景観法を根拠として策定が予定される景観条例（仮称）の役割が重要となります。 

太宰府市民遺産の育成プランを景観計画に適用することで、市民等の活動団体からの計

画素案の提案や届出と勧告による緩やかな規制誘導等が可能となるため、計画的な施策

の調整協議が必要です。 

景観計画の区域を指定することで、景観協議会の結成と景観協定の締結により実態と

しての市民活動と景観重要建造物や景観重要樹木により、一部の文化遺産の保全の担保

なども検討に値します。また、太宰府市民遺産会議（仮称）についても景観整備機構と

しての実行力のある組織化が可能となるなど、太宰府市民遺産の理念や仕組に従う、あ

るいは連動した景観条例の制定を総合的な施策の実現手法として検討します。 

以上のことから、景観法を主体的に運用することを目的として、早い段階で景観行政

団体となるべく福岡県との協議を開始します。 

 

●都市計画法の活用等 

 保護法に基づく誘導が困難なあるいは不十分な史跡地等の周辺においては、景観地区

や地区計画および有効な地域地区を都市計画決定することで、バッファー・ゾーンの形

成を目指します。 

 特に、古都法に基づく古都の指定を関係機関へ働きかけ、歴史的風土特別保全地区の

指定によって、歴史都市・太宰府市に相応しい大宰府関連史跡を中心とした文化遺産の

保護を検討します。 

 



 

 

３ 個別方針 
 

今後本市が取り組むべき重点的な文化財保護事業について、次の３つを取り上げその

基本方針を示します。文化遺産のマネジメントを基本作業とするこれからの本市の文化

財保護として、太宰府市民遺産（試行版）を活用した方針づくりを行っています。 

 

●大宰府関連史跡 

大宰府史跡は、面積約４５２ｈａ、本市の市域の約１５%を占める我が国でも一級品

の大規模史跡ですが、その広大な土地の中に、複雑な土地所有や土地利用形態が存在し

ています。史跡を取り巻く周辺環境は、時代の社会情勢の変化に伴い、自然田園環境も

市街地環境へと変貌を遂げています。こうした現状に対して、今後広大な史跡地の調査、

保全、整備にどのように取り組んでいくか、どう市民の理解と共存を図っていくのか、

史跡地の保存活用に関する方針の策定を行っています。 

 

●水城跡 

 水城跡は、本市と大野城市の両市にまたがり、国の特別史跡の指定を受けています。 

水城跡の整備は、これまで福岡県教育委員会が主体となって進められてきましたが、本

格的整備は未だ行われていません。 

 本格的な整備への関心が高まる一方、近年の大豪雨により大野城跡の大石垣などが大

きな被害を受け、県主体の全体整備は困難な見通しです。 

 本市は、地方分権の高まりや自治体の財政事情などにより、今後は、県とともに関係

する市町村と一体となった整備推進を働きかけながら、水城跡の環境整備方針を示しま

す。 

 

●太宰府天満宮門前の町並みと民家 

 太宰府天満宮及びその門前は大宰府関連史跡と並ぶ本市の顔であり、太宰府天満宮門

前の街なみは、今日まで全国からの多くの来訪者が行き交い絶え間ない賑わいを見せて

います。 

 このような中、九州国立博物館の開館も間近（２００５年１０月）であり、効果的な

連携が多方面から計画され、今後ますます本市の思い出やイメージが全国およびアジア

各地に来訪者によって伝えられることと思います。 

 都市史・建築史の観点から詳細な建造物調査をできるかぎり実施することによって、

生活や生業などを含めた町並みの景観特性を改めて把握、評価し、文化遺産として全国

に誇れる太宰府天満宮門前の町並み景観づくりの指針を示しています。 

 



 

 

３-１大宰府関連史跡に関する保存活用方針 

３-１-１基本的な考え方 

 本史跡地は、時代や性格の異なる７つの指定史跡によって構成され、そこには発掘に

よってすでに価値づけされている多くの遺跡が分布するだけでなく、未確認の多くの遺

跡が眠っています。 

 また文化財としての位置づけはないものの、中世や近世を起源とする集落や農地、山

林（かつての里山）、溜池、旧道や水路等がこれら史跡にかぶさるように展開し、今も

人々の日常生活が営まれています。 

 こうした風景はすべて、この地における数百年間の人と遺跡の共存史を物語るもので

す。このような歴史の重層を示す環境が都市化の中で大規模に存在する例は、国内の史

跡でも極めてまれです。 

 今後の史跡の保存管理および整備においては、古代や中世という史跡根拠年代の視点

からだけでなく、地域住民の生活を包含した重層性をもつ歴史の展示といった視点から

も、史跡地の環境を評価することが求められます。 

 本方針では、史跡の文化財としての確実な保存を前提にしつつ、こうした環境の価値

（重層性）を分かりやすく市民や来訪者に伝え、興味を喚起し、もってそれら遺跡群や

歴史的な環境資源の保存活用を図ることを基本とします。 

 ここではⅠ部で挙げた太宰府市民遺産（試行版）の中から次項以降の４つを活用し、

それら個々のストーリーを顕在化させる文化遺産の展示（プレゼンテーション）と解説

（インタープリテーション）を推進します。 



 

 

３-１-２大宰府関連史跡に関する太宰府市民遺産 

 ここで活用する太宰府市民遺産（試行版）を次の４つに設定して、方針策定に向けて

そのストーリーはもとより（Ⅰ部参照）、ストーリーを構成する文化遺産を整理します。 

 

 
 

●太宰府市民遺産「古代大宰府の風景と遺跡群」を物語る文化遺産 

●太宰府市民遺産「中世寺院群跡と開発の痕跡」を物語る文化遺産 



 

 

 

 

●太宰府市民遺産「戦乱の歴史と山城跡群」を物語る文化遺産 

●太宰府市民遺産「人と遺跡の共存史」を物語る文化遺産 



 

 

３-１-３全体方針 
●共存の歴史を示す保存・保全整備 

これまでの発掘調査等研究により遺構の存在が明確な遺跡および既整備の遺跡につ

いては、遺跡本体の価値の保存を 優先しつつ、明らかとなった遺跡の範囲（輪郭）や

形状、周辺地形や関連遺跡との空間的な関係性を太宰府市民遺産のストーリーに沿って

分かりやすく展示する保存整備および再整備を推進します。 

その他の未調査で当該史跡における位置づけや遺構の存在等が不明な場所および調

査で遺構の存在が認められなかった場所に関しては、集落や農地、山林（かつての里山）、

溜池、旧道や水路等の中世または近世以降の履歴を尊重して、その土地利用を保全する

ことで住み続けられる史跡としての整備を図ります。特に水田等の耕作地については、

人と遺跡の共存の歴史を示す重要な景観要素として、また、地下遺構の保存上有効な手

段として履歴に基づく復旧を検討します。一方で、保存していくために自然災害からの

防止策を検討する必要もあります。そのためには危険箇所のリストアップを行い、関係

機関との連携を図り文化財の価値を尊重した防災措置を行います。 

このように、遺構の保存整備や再整備については、その範囲を限定して輪郭を明確化

しつつ、それ以外の区域を集落的な土地利用として回復、保全していくことで、当該史

跡およびその周辺環境のもつ人と遺跡の数百年にわたる特徴的な共存史を展示します。 

 

 



 

 

●市民と来訪者の活用を促す環境整備 

保存・保全整備によって顕在化するそれぞれの太宰府市民遺産のストーリーを、市民

や来訪者に分かりやすく展示、解説し活用を促すために、発見の小径（ディスカバリー・

トレイル）を設計します。トレイルには、実際に体験する活動に必要となる 低限の歩

道整備やサインの整備、交流利便施設（駐車スペース、休憩所、公衆便所等）の整備を

推進します。また人の住む市民遺産であることから、民間による観光・交流サービス（案

内所、飲食店、土産物店、ギャラリー等）を許容するなどの措置も検討すべき内容と考

えられ、対応する現状変更の許可の指標の見直しあるいは具体を行います。来訪者の滞

在活動を有意義にするための環境づくりを推進します。 

 

●市民等と連帯した管理運営のシステム整備 

人が住み太宰府市民遺産である集落と農地、溜池等については地域の住民に、また整

備済みの遺跡や旧農地、溜池等の管理については、（財）古都大宰府保存協会をはじめ

市民や NPO 等団体の積極的な活動を促進します。山林に関しては、権利関係や保安林指

定等との整合を図りながら、里山に復旧するための間伐や植生の復元、復元後の里山散

策路の整備など、市民や NPO.等団体との協働のもとに進めます。また、史跡での活動

に対する活用の幅を広げることで、史跡地が多くの人々に認識され愛されるものとしま

す。 

今後の史跡地全体の管理運営は、現状変更許可の考え方や史跡地での自主的な活動へ

の柔軟な対応指針を保存管理計画のなかで定めていきます。また、地域の住民や市民、

ＮＰＯ等団体の参加と理解を得るための運営組織の設立、また評価し修正するためのチ

ェック機関としての役割を果たすため、史跡対策委員会の役割と機能の強化を行います。 

さらに、関係各機関（福岡県・関連市町・九州歴史資料館・（財）古都大宰府保存協会

等）との協議を行うことで、史跡の保存活用方針に関する共通理解を得て役割分担の見

直しと明確化を行います。史跡地に関するものにとどまらない太宰府市民遺産に関する

ガイドブックやホームページ等の情報発信等についても、市民等と連帯した管理運営の

システムとして整備に努めます。 



 

 

大宰府関連史跡に関する保存活用の全体方針 

 

 



 

 



 

 

３-２水城跡に関する環境整備方針 

３-２-１基本的な考え方 

水城跡は損傷が著しく、環境整備にあたってはこうした箇所の修理・復旧が急務の課

題となっています。水城跡を末永く保存していくため、遺跡損傷箇所の修理・復旧とい

った保存整備を第一に、その修理・復旧が進展した段階で、多くの人々が水城跡に訪れ、

利用し、触れうるような環境整備に取り組みます。 

環境整備にあたっては、Ⅰ部太宰府市民遺産（試行版）の中から「古代防衛施設水城

跡」「古代大宰府の風景と遺跡群」「人と遺跡の共存史」を活用することで人との深い関

わりを持つ水城跡の実現を図ります。 

 

３-２-２水城跡に関する太宰府市民遺産 

 

 
●太宰府市民遺産「古代防衛施設水城跡」を物語る文化遺産 



 

 

 

 
 

●太宰府市民遺産「古代大宰府の風景と遺跡群」を物語る文化遺産 

●太宰府市民遺産「人と遺跡の共存史」を物語る文化遺産 



 

 

３-２-３環境整備方針 

 水城跡を損傷等から守るため遺跡の修理・復旧や緑の計画的管理といった保存整備に

取り組みます。また、来訪者のアクセスを考慮した導入拠点の配置や水城跡を知っても

らう上で重要な場所等を回遊拠点として整備し、そしてそれらを含め全体をつなぐネッ

トワークの形成に取り組むことで、より多くの人に水城跡を知って親しんでもらえる史

跡地の公開を目指します。 

 なお、史跡地を公開する上で取り組む環境整備にあたっては、大野城市等との連携の

強化し、全体として統一感や調和を確保します。また、市民等との連携にも努め、人々

に支持され記憶に残る水城跡の実現に取り組みます。 

 

 

 



 

 

●保存整備 

水城跡の確実な遺跡保存を図るため、指定拡張、公有化とともに遺跡の修理・復旧に

十分な対応を目指します。また、水城跡の樹木等については、遺構への影響を 小限に

抑え、市民にとって大切な緑として計画的な管理を目指します。 

 

〈遺跡の修理・復旧〉 

 専門的な視点から調査、診断を行い、その結果を踏まえ、損傷箇所の計画的な修理、

修復に取り組みます。 

 また、修理・修復後も遺構の損傷、修理の履歴等を把握するカルテを作成するなど、

遺跡の定期的なモニタリングを行います。東門周辺については、大宰府の玄関口として、

多くの人々に水城跡の存在を顕在化すべく、地形や土塁の部分復元に取り組みます。 

 

〈緑の計画的管理〉 

 緑の連続性を保ちつつ、遺跡に影響を与え史跡の雰囲気になじまない樹木等につい

ては間伐を行います。 

 土塁の部分復元周辺については、復元箇所が不自然な形で顕在化することなく、土

塁全体の一部として調和がとれるよう細心の注意を払いながら計画的な緑の維持管理

に取り組みます。 

 

 

 



 

 

●環境整備 

来訪者や地域住民を受け入れ、より多くの人々に身近で親しみのある史跡として知っ

てもらえるよう導入拠点や回遊拠点を配置するとともに、これらを結ぶことで水城跡全

体を楽しく利用できるネットワークを形成します。水城跡に直接触れて学べる場、人々

が憩い安らげる場を提供し、訪れた人々の記憶や心に残る水城跡の実現を目指します。 

 拠点の配置やネットワークの形成にあたっては、必要に応じて広場、サイン、便所、

四阿、園路等を配置し、文化遺産を生かしその場所にふさわしい空間を創出します。 

 このため、遺跡への影響を抑えることが可能な箇所の整備を前提として水城跡の保存

を第一に考え、遺構の確認が必要な場合は適宜、調査を行い、整備計画の見直しなど、

遺構の存在を十分考慮した環境整備を行います。 

 

〈導入拠点の形成〉 

県道福岡日田線沿道と福岡筑紫野線沿道及び JR 水城駅周辺の３カ所に導入拠点を形

成し来訪者を受け入れます。その形成にあたっては立地特性を考慮した機能配置等を行

いわかりやすく、印象に残る空間形成を図ることで、大野城跡や大宰府政庁跡、基肄城 

跡あと、鴻臚館（こうろかん）跡や博多等、来訪者の広域的な歴史回遊ネットワークの

形成に心がけます。 

 

〈回遊拠点の形成〉 

 西門周辺地区、東門及び木樋周辺地区、土塁断面及び木樋周辺地区、西側丘陵地を回

遊拠点とします。西門周辺地区、東門及び木樋周辺地区、土塁断面及び木樋周辺地区で

は「学ぶ」、「観察する」ことを通して水城跡のことを理解できる拠点形成を図ります。 

 また、御笠川周辺地区については、土塁が取り付く西側丘陵地は豊かな自然環境が感

じられる市民の森として、いこいの親水空間としてその形成を図ります。 

 

〈ネットワークの形成〉 

 水城跡は御笠川、九州自動車道、国道３号、西鉄天神大牟田線、JR 鹿児島本線など

分断要素が多いことから、史跡地全体の回遊性を高めるため史跡地内外を問わず確保す

べき連続性創出を検討します。 

 史跡地内のネットワーク形成に向けては、今後、多くの来訪者が踏み入るようになる

ことや管理者用通路への車搬入など遺構への影響も無視できなくなるため、利用と遺構

への影響の両面から検討を行うこととします。史跡地外については、水城跡の連続性を

確保する上で必要とされるルート設定及び案内板を設置する箇所を関係市町各課との

連携によってネットワーク形成を目指します。また、ルートの設定にあたっては水城跡

がよく見える眺望ポイント等に配慮します。 

 



 

 

●市民と行政の協働による維持管理・保存活用 

 水城跡の維持管理・保存活用に地域や市民を広く巻き込んでいくことを目指します。 

そのためには、人々の手から離れている現在の水城跡を身近で親しみのある史跡として

関心を持ってもらうことが必要です。水城跡がもつ歴史・自然環境を活用し、水城跡の

ことを知る、学ぶといった体験を通して、水城跡に関心を持ってもらえることを狙いま

す。関心を抱く市民には、より積極的な参加を促すため、水城跡の維持管理・保存活用

に関わる仕組みや体制をつくります。 

 

〈歴史・自然環境の活用〉 

 水城跡の歴史・自然環境の活用に向けては、水城跡を訪れ、直接触れてもらうことが

大切である。「あるく」「みる」「あそぶ」「ふれる」等といった体験を通して、水城跡の

大切さを学び、関心を持ってもらえるよう環境学習、レクリエーション、観光など、学

校教育や生涯学習等との連携を図りながら、その利用拡大を図ります。 

 

〈市民参加による緑の維持管理〉 

 丘陵地の緑やテラス上の下草刈りなど、日常的な緑の管理にあたっては、緑の保全と

ともに史跡の保存にも関心をもつボランティア・市民活動団体等を掘り起こし、市民参

加型の維持管理についてもその実現に努めます。 

 大野城市では「（財）おおのじょう緑のトラスト協会」が自然環境の維持管理に取り

組んでおり、市民活動団体の育成を図る上で、こうした新たな体制づくりや自治体の枠

を超えた連携にも努めます。 



 

 

水城跡に関する環境整備の全体方針 

 



 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

３-３太宰府天満宮門前の町並みと民家の保存整備に向けた調査 

３-３-１基本的な考え方 

大宰府関連史跡や水城跡と並び本市の特性をイメージさせる文化遺産に太宰府天満

宮及びその門前の町並みがあります。九州国立博物館との効果的連携が多方面から検討

される中、自らの機関により専門的な研究が進められる太宰府天満宮に対して、門前は、

成立以来変化しつつも賑わいを絶やすことなく生き続け、多様な景観を創り出してきた

個性ある町並みです。 

このため、Ⅰ部で提案しています太宰府市民遺産「太宰府天満宮の門前」が地元を中

心とした市民と協働で育成されるにあたって、文化遺産である町並みと民家などの相応

しいマネジメントのあり方を文化財保護の視点から整理する必要があります。 

 今後は文化財保護の視点に基づいて、店舗経営者を中心とした市民意向が反映され、

創造的変化を受け入れる太宰府天満宮門前の町並みの景観形成に取り組んでいきます。 

 

 

 

 



 

 

３-３-２町並みの特性と評価 

伝統的な町並みに備わる諸特性は次の３つの観点から把握でき、これらを保存・継

承・回復することが町並み整備の基本です。 

第一は、伝統的建造物群を訪れずとも、歴史的事実を記した文献や伝聞によって理解可

能で、伝統的な建造物が存在せずとも、場所と対応した歴史的事実が存在すれば伝える

ことができる歴史的特性です。第二は、伝統的建造物群の形態や構造からもたらされる

空間的特性で、伝統的建造物群を表現した地図や図面を通して理解可能な特性です。 

伝統的な建造物が群をなして存在せずとも、道路や水路、町割や地割、空間的特性を

示す建造物が残されれば伝えることができます。第三は、伝統的建造物群を視覚的に構

成する要素からもたらされる景観的特性です。 

 

●歴史的特性 

祗園社を紐帯(ちゅうたい)とした市場に起源を有する下町・中町と、安楽寺天満宮の

社家町(しゃけまち)としての起源を有する馬場・連歌屋・三条、その門前としての起源

を有する大町、これらを結ぶように街道沿いに成立した横町・新町、これらの性格の異

なる町から成る天満宮門前は、上三町の社家地と下三町の宰府宿という空間的にも景観

的にも相異なる町並みを形成し、さらに明治維新以降の社家地の劇的変化が重なり、中

世から近世を経て近代に至る多様性と重層性で特徴付けられる歴史的特性を備えてい

ます。 

 

●空間的特性 

 かつて斎垣(いがき)と鳥居、石段と水路によって内外を隔てていた空間的区分は消滅

しましたが、南北に貫流する水路や町筋を構成する街路は一部拡幅があるものの維持さ

れ、社家地であった上三町の屋敷建築を主体とした空間的特性、宰府宿であった下三町

の町家建築を主体とした空間的特性は、地割や建築類型としておおむね維持され、明治

期以降、大きく転換した馬場や小鳥居小路においても、旧社家地の名残を地割や建築類

型に見出すことができ、社家地と門前町に由来する空間的特性を備えています。 

 

●景観的特性 

 宰府宿の中心をなした大町には上質の江戸・明治期に遡る旅籠に供された町家建築、

馬場にも明治・大正期に遡る土産物店に供された町家建築、小鳥居小路には商家として

利用された明治・大正期に遡る町家建築、錦ノ町や新町には明治期に遡る上質の仕舞屋

(しもたや)の町家建築、連歌屋や宮町にも上質の屋敷建築が残され、さらに塀や門、石

祠や石段、石垣や石積などの伝統的な工作物、庭園や樹木、生垣や水路などの環境要素

が残され、町筋ごとの歴史的特性を反映した景観的特性を備えています。 



 

 

参考：民家建築の類型 

多様な形式手法を呈する町家型の主屋については、外観を特徴づける次の４類型に区

分できます。 

Ⅰ二階に下屋庇(げやひさし)を設け、掃き出しの縁と手摺りを設け、引通しの雨戸

を戸袋に収め、全面に雨戸を建てるか、一階は出入口に吊上げ大戸(おおど)、他

は摺上げ蔀戸(しとみど)を建て、一階、二階ともに開放的な構えとするもの。屋

根は妻入り入母屋造または平入りの切妻造とする。 

 

Ⅱ二階に下屋庇を設け、腰高の窓を設けるか、格子を建て込み、一階は全面に雨戸

を引き通すか、引き違い硝子戸を建てるか、出入口に吊上げ大戸、他は摺上げ蔀

戸(しとみど)を建て、一階は開放的な構え、二階は閉鎖的な構えとするもの。屋

根は平入りの切妻造とする。 

 

Ⅲ二階に下屋庇を設け、掃き出しの縁と手摺りを設け、引通しの雨戸を戸袋に収め、

全面に雨戸を建てるか、一階は出入口に吊上げ大戸、居室部は摺上げ蔀戸(しとみ

ど)を建て、上手居室部は格子を建て込み、一階は閉鎖的な構え、二階は開放的な

構えとするもの。屋根は妻入りまたは平入りの入母屋造とする。 

 

Ⅳ二階に下屋庇(げやひさし)は設けず、居蔵造(いぐらづくり)として防火窓を穿（う

が）ち、一階は出入口に吊上げ大戸、居室部に摺上げ蔀戸を建て、上手居室部に

格子戸を建て込み、一階、二階ともに閉鎖的な構えとするもの。屋根は妻入り入

母屋造または平入りの切妻造とする。 

 

 

 現存しない茅葺町家を加えるなら、５類型を設定できます。 

 なお、屋敷型２軒は社家住宅の系譜を引くと見られるが、敷地規模に対応して二階建

と平屋建があり、他の１軒は和洋並立住宅であり、類型的把握は困難でした。 



 

 

 



 

 

３-３-３保存整備の基本的視点 

●保存すべきもの 

天満宮門前を特徴付ける歴史的特性とそれを個別に表現する伝統的景観要素を保存

することが求められます。 

歴史的特性を維持した範囲を景観保存地区に設定し、その中に残された江戸期から昭

和前期にかけて建設された町家建築や屋敷建築、伝統的様式の寺院建築、門や塀、石祠

や石段、石積、石垣などの工作物、樹木や生垣、庭園などの景観要素を保存物件に特定

して保存し、本来の姿に修復します。 

 

●継承すべきもの 

町筋ごとに特徴を備えた空間的特性と建築類型の継承が求められます。 

屋敷建築の空間特性を維持した幸ノ辻・浦口町・裏町、町家建築が建ち並ぶ空間特性

を維持した大町・新町・錦ノ町、両者が混在する空間特性を維持した宮町・連歌屋、表

に町家建築が建ち並びつつも奥に社家屋敷が建つ空間特性を維持した馬場・小鳥居小路

など、これらの諸特性を継承しつつ景観形成を図ります。 

 

●回復すべきもの 

町筋ごとに特徴を備えた景観的特性と建築様式の回復が求められます。特に馬場と大

町、小鳥居小路と錦ノ町には、二階に下屋庇を備え、閉鎖的または開放的な構えを呈し

た町家建築が比較的多く残されており、これらの建築様式や残された古写真をモデルと

しつつ、町筋ごとに固有の町並み景観を形成すること、斎垣や水路、石垣や石積、門や

塀など、古写真に基づいて失われた景観要素の回復を図ります。 

 

●創造すべきもの 

回復が困難な景観的特性に代わるべき新たな景観的特性の創造が求められます。特に

茅葺町家が建ち並んだ新町・横町・中町・下町や三条では、継承すべき空間的特性と建

築類型を踏まえつつも、茅葺町家に代わるべき新たな町筋ごとの建築様式が創造可能な

景観的枠組みを、歴史的根拠に依拠することなく創造します。 

また、景観的特性の根拠となる伝統的景観要素が必ずしも密度高く残らない他の町筋

においても考慮します。 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

３-３-４町並み保存整備の方策 
 

●伝統的建造物群保存地区と登録文化財 

伝統的町並みの景観保存を進めるための法制度として、文化財保護法が定める伝統的

建造部群保存地区制度があります。 

伝統的建造物群保存地区は市町村が条例を制定することによって設定することがで

き、地区内の現状変更は許可制によって規制され、保存物件を定めて国が重要と認めた

保存地区は重要伝統的建造物群保存地区に選定され、保存物件の修復や新築物件の修景

に対して経費の補助や技術の支援が得られます。 

 しかし、国の文化財という性格上、全国的にも希少な町並みとして、伝統的建造物群

としての地割や建造物の保存状態、際立つ建築様式上の特色や地域的特色という選定基

準を超える必要があります。 

門前に残された伝統的建造物群の保存状態は決して良好ではありません。伝統的建造

物群を構成する建造物の数が少なく、軸組を撤去するなどの改造を行ったため、建造物

それ自体の保存状況も良くありません。 

市独自の伝統的建造物群保存地区の設定は可能としても、国の重要伝統的建造物群保

存地区に選定される可能性は、現段階では低いと判断されます。 

地域固有の景観を構成する歴史的建造物を保存するための制度として、登録有形文化

財制度も文化財保護法には用意されています。 

建設後５０年以上を経過した建造物の中から、地域固有の景観に寄与している優れた

建造物を国の文化財として登録し、保存修復を行う際には技術的支援を行う制度で、門

前にも対象となるべき建造物は存在していました。 

しかし、保存修復に伴う経費の補助は得られず、伝統的町並み景観を面的・線的に保

存する制度として活用するには困難と考えられます。 

 



 

 

●景観計画の策定と景観地区の設定 

平成１６年に制定された景観法に基づいて良好な景観を形成するための制度として、

景観計画に基づく景観地区があり、地域固有の歴史的景観を保存し、形成するための制

度として活用することも可能です。 

景観重要建造物や景観重要樹木の指定も可能で、景観地区では現状変更に対して、認

定制と建築確認に基づく各種基準の設定も可能であり、伝統的建造物群保存地区とほぼ

同等の運用が可能となっています。 

保存物件の修復や新築物件の修景に対する経費の補助は、まちづくり交付金などを活

用することによって得ることもでき、町並み全体の保存状態という文化財としてのハー

ドルもないため、門前の伝統的町並み景観の保存とそれに調和した町並み景観の形成を

図るための制度として 適と考えられます。 

これを活用するには、太宰府市が景観行政団体として認定される必要があり、次いで

景観計画を策定し、届出制と勧告制に基づき、現状変更に対して緩やかに景観を規制・

誘導する景観計画区域を定め、さらに認定制と建築確認に基づいて高度なレベルで伝統

的景観を規制・誘導する景観地区を設定する必要があります。 

ただし、景観地区においては住民が共有できる明確な景観像を示し、規制を受け入れ

るに足る明確な基準を設定する必要があります。 

伝統的町家建築が比較的集中して残され、古写真も多く残される大町、馬場、小鳥居

小路、錦ノ町についてはこの景観地区を設定し、歴史的根拠に基づく望ましい景観像を

住民が共有することは十分に可能であり、残された伝統的町家建築を景観重要建造物に

特定し、これら伝統的町家建築の特性に従った高度な修景基準を設定し、町ごとに培っ

てきた伝統的景観を継承しつつ、門前固有の景観を形成することも可能と考えられます。 

 ただし、伝統的様式に従った高度な基準設定に際して、町筋によっては詳細な基準設

定が困難な場合もあり、一階下屋庇から二階のみを対象とした基準を設定するなど、町

筋ごとの特性に応じて弾力的に運用を図ることが求められます。 

新町、宮町、連歌屋については、茅葺町家にかわる新たな景観像を共有できれば、景

観地区の設定は可能かも知れませんが、歴史的根拠に欠けるため、明確な根拠に基づく

基準の設定は困難が伴うと考えられます。 

三条、浦口町、幸ノ辻、岩渕町、下町、中町とともに、大町、馬場、小鳥居小路を中

心とした景観地区のバッファー・ゾーンとして位置付けることが考えられます。 
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太宰府市文化財保存活用計画策定委員会の経緯 

平成15年 

8月29日 

第1回 

策定委員会 

●文化遺産調査の結果報告（速報） 

●その他の基礎資料の報告 

●文化財及び文化遺産概念等の検討 

   

平成15年 

12月18日 
 

第1回 

小委員会 

●太宰府関連史跡地内の文化遺産の把握 

●太宰府関連史跡のマネジメントの検討 

●水城跡マネジメントの検討 

   

平成16年 

2月20日 

第2回 

策定委員会 

●計画の位置づけや目的等の確認 

●太宰府市民遺産のモデル検討 

●条例制定の必要性と内容の検討 

   

平成16年 

10月18日 

第3回 

策定委員会 

●太宰府市民遺産の考え方の確認 

●文化遺産のマネジメントに関する検討 

●太宰府市民遺産に関する体制構築等の検討 

●太宰府市民遺産条例（仮称）の目的と内容検討 

   

平成16年 

12月16日 
 

第2回 

小委員会 

●太宰府市文化財保存活用計画と各個別計画の関係性の検討 

●各個別計画の報告と検討 

＜個別計画＞：大宰府関連史跡に関する保存活用方針 

      ：水城跡に関する環境整備方針 

      ：太宰府天満宮門前の町並みと民家保存整備調査

 

   

平成17年 

1 月 27 日 

第 4 回 

策定委員会 

●計画のまとめ方等の確認と検討 

●太宰府市民遺産条例（仮称）の内容確認 

●各個別計画の報告と確認 

＜個別計画＞：大宰府関連史跡に関する保存活用方針 

      ：水城跡に関する環境整備方針 

     ※太宰府天満宮門前の町並みと民家保存整備調査は検討を継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

太宰府市文化財保存活用計画策定委員会の構成 
 

●策定委員会 

委 員                         平成 17 年 3 月 1日現在  

◎西村 幸夫 東京大学都市工学科教授 

○西山 徳明 九州大学大学院芸術工学研究院教授 

 重松 敏彦 西南学院大学講師（非） 

 梶原 良則 福岡大学人文学部助教授 

 三輪 嘉六 九州国立博物館設立準備室長 

 廣瀬 隆正 国土交通省都市・地域整備局都市計画課施設計画調整官 

 藤田 百合子 椋の会会員 

 

指導機関 

 本中  眞 文化庁記念物課主任文化財調査官 

 川述 昭人 福岡県教育庁文化財保護課課長技術補佐 

 

行政機関 

 井上 保廣 太宰府市助役 

◎：委員長、○：副委員長 

●策定小委員会 

委員 

○西山 徳明 九州大学大学院芸術工学研究院教授 

 重松 敏彦 西南学院大学講師（非） 

 梶原 良則 福岡大学人文学部助教授 

 藤田 百合子 椋の会会員 

 太田 温子 (財)古都大宰府保存協会事務局長 

 土師 信行 (財)古都大宰府保存協会総務課長 

 

指導機関 

 田上  稔 福岡県教育庁文化財保護課技術主査 

○：座長 



 

 

太宰府市文化財保存活用計画策定委員会の規則 
 

太宰府市文化財保存活用計画策定委員会規則 

平成１５年６月２０日 

教 委 規 則 第 ９ 号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例（昭和６０年条例第１７号） 

の規定に基づき、太宰府市文化財保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。) 

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(所掌事務) 

第２条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 文化財保存活用計画の策定に関する事項について調査審議すること。 

(２) その他必要な事項 

(組織) 

第３条 委員会は１５人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教

育委員会が委嘱する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 関係行政機関の職員 

(３) 市民 

(４) その他教育委員会が適当と認める者 

(任期) 

第４条 委員の任期は第２条に規定する計画の策定期間中とする。 

２ 前条第２号の委員は、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職

を失うものとする。 

３ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 (会議) 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

(小委員会の設置) 

第７条 委員会に小委員会を置く。 

２ 小委員会の委員は、委員長が委員会の委員から選任する。 

３ 小委員会に必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。 

４ 前項の臨時委員は教育委員会が委嘱し、任期は第４条第１項に準ずる。 

(庶務) 

第８条 委員会の庶務は、教育部文化財課において処理する。 

(委任) 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附則 

この規則は、公布の日から施行する。 


