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中間評価（総括シート）
市町村名

（様式１）

太宰府市

評価対象年度

H22～R01 年

①歴史的風致
歴史的風致

対応する方針

１

太宰府天満宮神幸式における歴史的風致

Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ

２

さいふまいりにおける歴史的風致

Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ

３

太宰府天満宮門前の生活にみる歴史的風致

Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ

４

梅に関する歴史的風致

Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ

５

観世音寺の「除夜の鐘」にみる歴史的風致

Ⅰ,Ⅱ

６

農耕に関わる祭事にみる歴史的風致

Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ

７

宝満山における歴史的風致

Ⅰ,Ⅱ

８

大宰府関連史跡群の継承と保護にみる歴史的風致

Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ

②歴史的風致の維持向上に関する方針
方針
Ⅰ

歴史的風致を構成する建造物の保存と活用の推進

Ⅱ

歴史的風致を活用したまちづくりの推進

Ⅲ

歴史と伝統を反映した人々の活動への支援

Ⅳ

歴史的風致の認識を高める取り組みの推進

Ⅴ

市民活動と連動した環境整備、施設整備

③歴史まちづくりの波及効果
効果
i

歴史的建造物の滅失率の低下

ii

宰府宿をはじめとする重点区域内の空き店舗数の減少

iii

宰府宿など、市域への観光客流入数の増加

iv

市民意識調査における「歴史的景観の美しさ」に対する評価の変化

④代表的な事業
取り組み

事業の種別

A

政庁前駐車場整備事業

歴史的風致維持向上施設の整備・管理

B

四王寺山周辺環境整備事業

歴史的風致維持向上施設の整備・管理

C

四王寺山の環境保存活用事業

歴史的風致維持向上施設の整備・管理

D
E
F
G
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中間評価（方針別シート）
市町村名
方針

（様式２）

太宰府市

評価対象年度

Ⅰ.歴史的風致を構成する建造物の保存と活用の推進

今後の対応

H22～R01 年
継続展開

①課題と方針の概要
太宰府市内には、太宰府天満宮門前を中心に歴史的建造物が点在し、太宰府らしい景観を創出して
いたが、文化財未指定の建造物については何も歯止めがないまま失われてきた。
そこで維持向上すべき 8 つの歴史的風致を構成する建造物について、文化財については法体系に基づき
適切な保護措置を講じ、未指定の建造物については、本計画に基づいて滅失防止や損傷個所の修理・修景に
対する支援策を講じる。また併せて、歴史的風致形成建造物と周囲の景観が持つ歴史的景観を阻害する電線
等、修景可能な範囲で景観修景を実施するとともに、史跡などの広域空間に所在している修験の道などの登
山道などについては、環境改善や山に点在する各種遺構の修景などを実施する。

②事業・取り組みの進捗
項目

推移

計画への
位置付け

年度

1

観世音寺金堂保存修理事業

金堂の修理補助

あり

H25～H27

2

戒壇院山門・土塀・東門保存修理事業

対象建造物の修理補助

あり

H26～H28

3

歴史的風致形成建造物保存修理事業

17 件の修理補助

あり

H23～R04

4

幸ノ元溝尻水路保存修理事業

水路(L=523m)の保存修理

あり

H24～H27

③課題解決・方針達成の経緯と成果
○関係する諸事業を教育部文化財課のみならず、太宰府天満宮門前六町
まちづくり協議会（以下「門前協議会」とする）と連携しつつ進めている。
○歴史的風致形成建造物保存修理をはじめとした諸事業を進めたことで、
計画記載の候補物件 52 件の内、17 件（指定建造物 17 件）が修理を実施。
○計画実施前は 3 件／年であった歴史的建築物の滅失軒数は、事業開始
『太宰府市歴史的風致維持向上計画』
のデータをもとに加筆

後 9 年間で 1 件と抑えることができている。

④自己評価
平成 22 年から歴史的風致維持向上計画の実施によって、歴史的街なみに関する住民理解が進み、歴史的
景観整備について民間主動で保存修理や活用が独自に進むようになってきている。一方で、歴史的建築物所
有者の高齢化があいまって保存修理の補助制度を措置しても、所有者負担分を背負えないことや、補助金交
付率の低下などから、史跡の環境整備や民間所有の歴史的建造物の保存修理が計画どおり進まない実情があ
るものの、歴史的建築物の滅失抑止効果がみられるため、継続的に実施していく必要がある。

⑤今後の対応
歴史的風致形成建造物保存修理の実施とともに、カフェ、レストラン、
ホテルとしての活用も同時進行している。今後は、歴史的風致形成建造物
候補物件の多くが、市唯一の商業地域内にあることもあり、庁内関係課や
外部関係機関と連携し、保存修理の費用負担ができない所有者に替わり、
商業事業者による保存修理の財源確保ができるような手立てを講じる。

2

■修理建築物の活用【大学連携】

中間評価（方針別シート）
市町村名
方針

（様式２）

太宰府市

評価対象年度

Ⅱ.歴史的風致を活用したまちづくりの推進

今後の対応

H22～R01 年
継続展開

①課題と方針の概要
歴史的通りの景観が駐車場や現代建築による景観へと置換しつつあることから、歴史的建築物の景観保
全を行うとともに、それ以外の建築物の修景を行い、加えて通りとしての街なみ景観を保全することを目的
として景観計画による歴史的景観づくりを行う。また、重点区域内に点在するさいふまいりの立ち寄り場所
間のネットワーク化が十分でないため、回遊性の向上のためのサインや散策路などの整備や、歴史的風致維
持向上地区計画など関係する制度を導入し、維持向上すべき歴史的風致に沿った店舗等の景観誘導を図る。

②事業・取り組みの進捗
項目

推移

計画への
位置付け

年度

1

幸ノ元水路散策路整備事業

散策路(L=523m)の美装化

あり

H26～H27

2

小鳥居小路溝尻道路環境改善事業

道路(L=186m)の美装化

あり

H26～H27

3

どんかん道他サイン整備事業

解説板等(78 基)整備

あり

H23～R01

4

四王寺山周辺環境整備事業

緑地(A=5.89ha)整備

あり

H23～R04

5

歴史的市街地の緑化推進事業

緑化(2 件)補助

あり

H25～R04

6

大宰府条坊跡解説広場整備事業

小公園(A=1500 ㎡)整備

あり

H27～R02

7

歴史的市街地の修景推進事業

修景(5 件)補助

あり

H28～R04

8

政庁前駐車場整備事業

駐車場(A=1868 ㎡)整備

あり

H25～H30

③課題解決・方針達成の経緯と成果
○景観計画上、最も規制がある太宰府天満宮参道については、修景補助
や緑化補助と連動することによって、歴史的街なみ景観が整いつつあ
り、景観育成基準への理解と周知化を進めることができている。
○来訪者のみならず住民を含めた散策ルート環境の整備を進めている
ことから、文化遺産探訪ルートが同時に健康づくりのルートとしても活
■道路・水路整備

用される住環境整備へとつながっている。

○史跡地の自然環境が樹木の繁茂によって悪化の一途をたどっていたが、四王寺山周辺環境整備を実践する
ことで、令和ゆかりの地として知られる特別史跡大宰府跡の史跡環境整備を進めることができた。

④自己評価

交付金の交付率が安定しない中、小公園整備や道路・散策路整備など施設整備費への充当を優先して
きたことで、来訪者の散策等に有効であったが、サインや自然環境整備に係る事業の進捗が思わしくない。

⑤今後の対応
重点区域全体を均等に整備することができなかったが、限られた交付金の有効活用を図っていくため、今
後も費用対効果の高い箇所や多くの人々の目に触れる区域を優先的に実施していく。
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中間評価（方針別シート）
市町村名
方針

（様式２）

太宰府市

評価対象年度

Ⅲ.歴史と伝統を反映した人々の活動への支援

今後の対応

H22～R01 年
継続展開

①課題と方針の概要
歴史的風致を構成する「地域固有の伝統的行事・祭事」について、記録が十分に整っていないものが
あり、これらについて記録を作成し必要な支援策を検討する。また、条件が整ったものについては、適
宜、文化財指定を検討するとともに、保存継承に取り組む団体と連携協力し、後継者の発掘、育成に努
める。
②事業・取り組みの進捗
項目

計画への
位置付け

推移

年度

1

無形の文化財記録作成事業

民俗行事についての記録作成

あり

H23～

2

太宰府市民遺産育成支援事業

市民遺産を育成する団体への支援

あり

H23～

③課題解決・方針達成の経緯と成果
○地域固有の伝統的行事や祭事を記録することで、催行者
個々の中に行事・祭事への再確認が促されるとともに、催
行意識の維持向上へとつながってきている。
○記録することにより、催事が中止されることがないよう
に配慮し作業を実施した。しかし、いまだに催行者の多世
代参画に課題を残している。
○行政などにより、行事・祭事などの「人びとの活動」を
取り上げ広報する。

■太宰府天満宮の夏越し祭り

④自己評価
記録作成を基にした行政による情報発信、また、地元新聞やテレビ報道等による情報発信によって、
行事・祭事への参画意欲向上を促進し、多世代の行事・祭事への参画状況が好転しつつある。一方で、
行事・祭事の道具や祭具を整える作業への参画は、未だに高齢者によって担われており、行事全般にわ
たる多世代参画には至っていないのが現状である。
⑤今後の対応
重点区域はもとより重点区域内を相対評価する上でも市域全体の伝統的行事や祭事を記録し、収集
した情報の歴史的位置づけのみならず、市民への周知を図り、維持向上すべき本市の歴史的風致を構
成する行事へ多世代参画を促すことで、催行者の人材育成につなげていく。
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中間評価（方針別シート）
市町村名
方針

（様式２）

太宰府市

評価対象年度

Ⅳ.歴史的風致の認識を高める取り組みの推進

今後の対応

H22～R01 年
継続展開

①課題と方針の概要
歴史的風致を維持向上させ継承するためには、歴史的風致を構成する要素に対する理解が最も重要であ
るが、市民への情報の浸透が十分ではなく、文化財課が取り組んでいる文化遺産や市民遺産の取り組みと連
携しつつ歴史的風致を構成する活動に関する情報の普及啓発に努める。

②事業・取り組みの進捗
項目

計画への
位置付け

推移

年度

1

太宰府市民遺産育成支援事業

市民遺産(15 件)の普及啓発

あり

H23～

2

太宰府発見塾事業

普及啓発講座(12 件/年)の開催

あり

H17～H29

3

伝統文化普及啓発事業

宮座等の伝統文化の普及啓発

あり

H23～

③課題解決・方針達成の経緯と成果
○市民遺産を育成する団体、さらには新しい価値観を常に持ち込むことができ
る市内の大学と連携し、解説マップなどを用いて学生はもとより来訪者むけの
まちあるきを企画し実施へむけた取り組みを開始している。

○市外住民や大学生目線での新しい価値観を持ち込むことで、住民では気
付かない自然や文化・歴史的景観への気づきが生まれ、普及啓発する情報
の質や多言語化(中国語等)、デジタル化など多様な媒体・手法による普及
が進みつつある。
④自己評価
歴史的風致を構成する建造物ならびに良好な市街地の環境の維持向上を

■大学連携による取り組み

目的とし、歴史的環境への改善や整備を行ってきている区域については、住民意識も次第に歴史的景
観づくりや本計画が目的とする歴史的風致の維持向上へと導引され、一定の成果が見えつつある。一
方で、未だ整備の手が十分でない特別史跡大宰府跡などの区域については歴史的風致への意識向上に
は至っていない。
⑤今後の対応
今後、行政の取り組みから市民主体の取り組みへと意識の転換を如何に図るのかを議論し実践に移
していく。また、住民協議会などを立ち上げ、住民を巻き込んだまちづくりとしての環境整備に取り組
んでいく必要がある。
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中間評価（方針別シート）
市町村名
方針

（様式２）

太宰府市

評価対象年度

Ⅴ.市民活動と連動した環境整備、施設整備

今後の対応

H22～R01 年
継続展開

①課題と方針の概要
さいふまいりの立寄り場としての史跡地の環境整備は、その広さゆえ行政機関では十分手入れが行
き届かない。また、宰府宿は住民・事業者など多様な人々が生活する場であり、まちづくりに対する意
識も多様であることから、ひとつの方向性に基づくまちづくりが進められていない。そこで、史跡地内
で活動している多様な市民活動団体や宰府宿で生活する人々と連携し活動できる仕組みをつくり、制
度・環境・施設整備に取り組む。

②事業・取り組みの進捗
項目

推移

計画への
位置付け

年度

1

四王寺山の環境保存活用事業

遊山の地四王寺山の環境保全活動

あり

H23～

2

門前町並み保存活用事業

街なみ整備のための協議会の実施

あり

H22～

③課題解決・方針達成の経緯と成果
○「さいふまいり」の遊山の地としての四王寺山の環境を整
えるために四王寺山周辺環境整備事業にて大規模樹木管理
伐採を行ってきたが、四王寺山にて手入れ活動を行っている
民間団体のネットワーク化や人力での手入れの機運が高ま
り、歴史的風致維持向上支援法人（以下「支援法人」とする。）
による取り組みを始めることができている。
○宰府宿内の道路・水路整備にあたり、整備の是非から整備
意匠までを門前協議会にて議論し実施設計を立案していっ
た。その結果が小鳥居小路溝尻道路環境改善事業等として実
■門前協議会での大学と合同のワークショップの様子
施できた。
④自己評価
先進事例も置かれた諸環境によって異なるため、太宰府に馴染むモノであるのかを見極める必要が
あることと、実務者の経験不足から模索期間を相応に要したことから、実践までたどりつくまでに時
間を要してしまったが、住民を巻き込んだ協議会や活動を行ってきたことで、自らのまち感が育ち、住
民によるまちづくりへと育ってきている。
⑤今後の対応
市民自らが考え、自らの課題認識に立脚した実務作業を心がけていったことで、次第に自らが行う
まちづくり意識が高まりつつあり、今後の取り組みとして行政機関は「黒子」的役割へとシフトしてい
く。
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中間評価（波及効果別シート）
市町村名
効果

（様式３）

太宰府市

評価対象年度

H22～R01 年

ⅰ 歴史的建造物の滅失率の低下

①効果の概要
歴史的風致形成建造物保存修理、歴史的市街地の修景推進事業を展開したことで、建物の活用の選
択肢が増えたことにより、宰府宿内の滅失率の低下を実現できている。
②関連する取り組み・計画
他の計画・制度

連携の位置づけ

年度

1

歴史文化基本構想

あり

H22～

2

景観まちづくり計画・景観計画

あり

H22～

3

観光推進基本計画

なし

H30～

歴史文化基本構想－景観まちづくり計画・景観計画－歴史的風致維持向上計画の 3 つの計画は、相互の成
果を取り込みつつ連動し進める計画であり、これらの計画を推進することで、市民目線で歴史的建造物への
認識が深まるとともに、太宰府の景観づくりの根拠・ルールとして機能させることで、市民の中に歴史的街
なみに関する意識の醸成が図られる。また、宰府宿内の歴史的建造物を観光資源として捉え直すきっかけづ
くりを支える仕組みとして観光推進基本計画があり、単に保存修理するのみならず活用面を見据えた動きへ
とつなげている。

③効果発現の経緯と成果
昭和 20 年以前建築の歴史的建造物について維持管理費が負担であった
が、本計画に基づく修理補助を進めたことで、事業開始後の滅失物件は 1
件にとどまり、店舗利用の借り手による修理などが進む事例も増加傾向に
ある。このことから、所有者の負担軽減のみならず活用に直結するなど選
択肢が広がったことが宰府宿内の滅失激減につながっている。加えて、景
観計画による景観誘導施策や観光推進基本計画による観光施策としての

『太宰府市歴史的風致維持向上計画』の
データをもとに加筆

歴史的建造物の活用は、空家・空き店舗対策へとつながってきている。

④自己評価
歴史的風致形成建造物を修理する際の太宰府の伝統的意匠に関する目
安的なものがなかったため、修理事業者へ修理意匠を提示することがで
きず、結果として望ましくない意匠で修理を実施した建物もあった。平成
30 年度に、この点を改善する目的で景観形成ガイドラインを作成し、修

■店舗として活用された建造物

理意匠の目安を提示している。そうすることで、修理・修景のためのイメージ形成に役立てることができ、
施主と設計者間の施工イメージの共有から、補助事業協議の円滑化を図ることができた。

⑤今後の対応
店舗利用の借り手側の負担による修理が進み、活用策とともに歴史的建築物が保全されていることは望
ましい。一方で、修理による改変度合いの監理について文化財部局と連携し、歴史的建築物が持つ歴史性が
いたずらに失われないよう配慮していく。
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中間評価（波及効果別シート）
市町村名
効果

（様式３）

太宰府市

評価対象年度

H22～R01 年

ⅱ 宰府宿をはじめとする重点区域内の空き店舗数の減少

①効果の概要
歴史的風致形成建造物保存修理、歴史的市街地の修景推進事業を展開したことで、建物の活用の選択肢が
増え、空家や空き店舗となりそうな物件について、修理・修景を借り手が行う前提で活用が促進されている。

②関連する取り組み・計画
他の計画・制度

連携の位置づけ

年度

1

空家対策計画

なし

R01～

2

観光推進基本計画

なし

H30～

空家対策計画では、空家・空き店舗の実態調査ならびに利活用を促進するための方策について、関係業種
からの聞き取りなどを踏まえ整理した。また、本計画の歴史的風致形成建造物保存修理、歴史的市街地の修
景推進と連携し、重点地区内の宰府宿に限ったことではあるが、空き店舗数の増加を抑制できつつある。併
せて、観光推進基本計画で、歴史的建築物を活用した観光資源化が示されていることも、活用イメージを所
有者に示す助けとなっている。

③効果発現の経緯と成果
平成 23 年度から歴史的風致形成建造物の保存修理を、平成 28 年度
から歴史的市街地の修景推進を実施してきたことで、所有者に対する修
理・修景に対するイメージ形成を図ることができている。また、平成 28
年度に事業者側が実施した廃業店舗であった歴史的風致形成建造物の
保存修理は、そのまま店舗活用へと結びついたことから活用イメージ形
成に役立ち、その後は、宿泊施設やカフェ、レストラン、貸しギャラリ
ーなどと多様な業態への活用が進んでいる。修理物件 17 件中、未活用

■空き店舗をホテルとして利活用

物件は 0 件と、全ての物件で何がしかの活用が図られている。

④自己評価
保存修理の補助制度を措置しても、所有者負担が修理・修景へ結びつくための障壁であったが、事業者側
が所有者に替わって負担することで、修理・修景が進むと同時に、観光目的での来訪者視線では、
「太宰府
が綺麗になっている」という印象を与えることとなり、結果として次の借り手としての事業者を誘引してい
ると感じている。

⑤今後の対応
歴史的建造物の修理や周囲の建築物の修景が進み、解体に歯止めがかかり建造物の活用が図られるよう
になってきている。今後は、歴史的な街なみ景観を阻害するような活用方法に備え、建物所有者である沿道
住民との協議体である門前協議会と連携しつつ、望ましい業種への誘導を図り、取組みを継続していきた
い。
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中間評価（波及効果別シート）
市町村名
効果

（様式３）

太宰府市

評価対象年度

H22～R01 年

ⅲ 宰府宿など、市域への観光客流入数の増加

①効果の概要
平成 26 年度から全国で訪日外国人旅行者数（観光客数）が急増し、本
市においても同様の傾向がみられ、現在のところ国際情勢に影響されるも
のの 1,000 万人前後を推移する集客数を数えている。
H25：7,417 千人、H26：8,208 千人、H27：8,940 千人、H28：9,670 千人、
H29：10,930 千人、H30：9,910 千人
『太宰府市の概要』より

②関連する取り組み・計画
他の計画・制度

連携の位置づけ

年度

1

歴史文化基本構想

あり

H22～

2

景観まちづくり計画・景観計画

あり

H22～

3

観光推進基本計画

なし

H30～

本計画による街なみ整備の他に、まち歩きの際の文化遺産情報収集やマップ作成さらにはガイドなどを
歴史文化基本構想で立ち上げた文化遺産調査ボランティアほかの人々が担い、構成員であるシニア層の生き
がい形成へとつながっている。また、歴史的風致を維持向上するための景観誘導施策としての景観まちづく
り計画・景観計画や、歴史の街なみを観光資源として生かし、情報発信する観光推進基本計画があり、それ
ぞれが連携することで観光客数の増加へと結びついている。

③効果発現の経緯と成果
平成 26 年度以降、クルーズ船による観光客急増に連動するように、平成 29
年度までに太宰府市では 270 万人ほどの増加が見られ、本計画による街なみ整
備が併せて進んだことで、観光客増に資することができた。併せて、新元号「令
和」ゆかりの地として広く知られる時期に呼応するように、政庁前駐車場整備
事業が完了したことも、多くの観光客に史跡のあるまち太宰府を知って頂く機
■参道の様子

会となった。

④自己評価
平成 23 年から本格的に歴史的風致維持向上計画の事業を実施し、宰府宿の街なみ整備に取り組んだこ

とから、平成 26 年以降の博多港クルーズ船寄港に合わせることができ、宰府宿の歴史的街なみ景観保全が
外国人観光客来訪増加に対応できた。一方で、太宰府天満宮への来訪者の一極集中的な傾向が否めず、本計
画の特別史跡大宰府跡周辺の環境整備事業を展開することで、回遊性の拡大を促す必要性を感じている。

⑤今後の対応
令和ゆかりの地であり、さいふまいりの遊山の地である史跡の環境整備に取り組むことで、太宰府
を訪れる人々の回遊性拡大を図る。また、日本遺産の取り組みと連動し、情報発信や解説媒体の工夫を
図ることで、より一層の活用普及に取り組んでいく。
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中間評価（波及効果別シート）
市町村名
効果

（様式３）

太宰府市

評価対象年度

H22～R01 年

ⅳ 市民意識調査における「歴史的景観の美しさ」に対する評価の変化

①効果の概要
地域、年齢問わず、肯定派の割合は 9 割を推移している。
市民意識調査の年度別推移：H25：91.3%、H26：91.7%、H27：89.0%、H28：
92.8%、H29：90.7%、H30：90.2%
『市民意識調査』より

②関連する取り組み・計画
他の計画・制度

連携の位置づけ

年度

1

景観まちづくり計画・景観計画

あり

H22～

2

環境基本計画

あり

H06～

宰府宿の歴史的街なみが歴史的風致維持向上計画の事業にて整うことで、住民への歴史的景観の美
しさへの評価を維持することができているが、併せて景観計画ならびに景観関係条例（景観条例・屋外
広告物条例）の施行によって、宰府宿の景観まちづくりを同時進行で進めている。また史跡地の自然環
境については、環境基本計画による環境づくりを進めていることから、所管部署のみならず民間団体
による環境保全も進んでいる。
③効果発現の経緯と成果
修理・修景補助事業や道路・水路の整備などを継続的に実施してきたことや、道路・水路整備計画に
ついて、門前協議会で住民ワークショップを行い、住民自らが課題として位置づけ議論した結果、
「自
らのまち」という意識が芽生え、現在も自主的な活動として整備後の街なみ環境が保全できている。
④自己評価
歴史的景観の美しさに対する評価の割合は、おおむね 9 割を
推移しており、長年維持できていることは評価できる。加えて、
本計画ならびに関係計画を施行し始めた当初は、役所側の先導
的取り組みへの住民・事業者理解が今一つ進んでいなかった
が、施工・施行後 9 ヶ年を経過した現在は、住民・事業者の自
主的な歴史的景観形成へとつながっており、行政先導型から住
民主導型へと移行する足掛かりが築かれつつあるのを感じる。
■住民と大学連携による歴史的建築物の活用

⑤今後の対応
多額の施工費や多くの住民が関わる施設については、行政による景観保全活動が必要となり、民で
できること、行政機関でできることを相互に理解しつつ、官民連携ができる素地の醸成を図っていく。
そうすることで、
「維持管理」のみに思考が偏りがちな行政機関の意識改革と、国・県・市の連携によ
る「歴史的景観を持つ」街なみ保全に役立てる術を常に情報共有することで、住民の「歴史的景観の美
しさ」意識を維持することができる。

10

中間評価（代表的な事業の質シート）
市町村名

太宰府市

取り組み

A.政庁前駐車場整備事業

（様式４）
評価対象年度
種別

H22～R01 年
歴史的風致維持
向上施設

① 取り組み概要
江戸時代後期より盛んになった太宰府天満宮参詣であるさいふ
まいりは、現在も県道筑紫野-太宰府線を主たる参詣道として利用
され、その通り沿いにある遊山の地「都府楼跡」の名で親しまれた
大宰府政庁跡（特別史跡大宰府跡）は、年間約 65 万人の人々が立
寄る場である。そのような場所でありながら、車社会に対応できる
便益施設がなく、修学旅行生をはじめとする大型バス利用者の便
益に処する対応ができない状況であった。この課題を解消するために、遊山の地都府楼跡の南側、さいふま
いりにおける歴史的風致の維持向上を目的とし、大型バス駐車場（A=1,868 ㎡）の舗装仕様にするとともに、
周辺の住環境保全を目的として境界部分に、太宰府の歴史的意匠である竪板張りの板塀を設置した。折しも
新元号「令和」ゆかりの地として大宰府政庁跡北西にある坂本八幡神社が注目される事態となり、神社参詣
を目的とした団体用の大型バス駐車場として利用が促進され、有料化後の 6 ヶ月間の駐車場利用数は、2,500
台を超えている。

② 自己評価
太宰府天満宮のあるまちのみならず史跡のあるまちとしてのイメージとともに回遊性拡大を意図
し、大型バス駐車環境が不備であった大宰府政庁跡前に整備したことで、来訪者の利便性が向上した
とともに、新元号「令和」効果として大宰府政庁跡北西に位置している坂本八幡神社への参詣者増加に
も対応でき、小中学生から高齢者に至る多世代の方々の多人数来訪に対応できたことは整備効果とし
て多きものがあった。
外部有識者名
外部評価実施日

井上 晋（景観・市民遺産アドバイザー）
浅野 直人（太宰府市景観・市民遺産審議会）
令和 2 年 3 月 25 日
令和 2 年 3 月 26 日

③ 有識者コメント
○景観計画に沿って緑化基準を満たした設計になっていると思うが、駐車場と民家の境界に、景観上
も考えた板塀が設置されており、この部分にもわずかでもいいので植栽があれば良かったのではない
か。
④今後の対応
○限られた整備面積内で、できるだけ多くの大型バスに駐車していただくこと、さらに利用者の誘導
動線を考慮した設計としていたため、景観計画上の基準値を遵守した植栽帯を県道沿いに設置し緑化
に努める計画としたことで、有識者に理解して頂いた。
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中間評価（代表的な事業の質シート）
市町村名

太宰府市

取り組み

B.四王寺山周辺環境整備事業

（様式４）
評価対象年度
種別

H22～R01 年
歴史的風致維持
向上施設

①取り組み概要

【施工前】

四王寺山の緑は、さいふまいりの風景の重要な構成要素である。近年、管理
不足による竹林・樹木の繁茂による荒廃や暗部の増加がみられるほか、四王寺
山にある市民の森の各施設が老朽化し使用に支障をきたす事態となっている
など、遊山の地としての景観のみならず里山景観の維持が課題となっている。
これらを改善することを目的として、竹林・樹木の管理伐採計画に基づく計画
的伐採や、既存施設の修理・改修などを進めることで、さいふまいりの歴史的

【施工後】

風致の維持向上に資する取り組みとして実施した。具体的には、特別史跡大宰
府跡にある月山丘陵ならびに蔵司丘陵、さらには政庁跡整備空間の樹木、史跡
観世音寺及び子院跡にある市民の森の樹木の管理伐採計画を策定し、計画的な
伐採を実施した。

②自己評価
平成 27 年度・28 年度は、特別史跡大宰府跡を、平成 28 年度から令和元年度については史跡観世音寺及
び子院跡にある市民の森の管理樹木伐採を実施してきた。結果として、史跡地環境の暗部改善に寄与でき、
後述する市民活動による環境維持活動へと導かれ、劣悪な環境の場としての史跡地環境が次第に改善されて
いくきっかけになりつつある。

外部有識者名
外部評価実施日

井上

晋（景観・市民遺産アドバイザー）

浅野 直人（太宰府市景観・市民遺産審議会）
令和 2 年 3 月 25 日
令和 2 年 3 月 26 日

③有識者コメント
○丘陵裾部の伐採をもっと進めてもよいのではないかと考えられる。

○伐採計画とともに保全再生計画を策定し、目指す里山の姿を描くことで、新たな人材育成につ
ながっていくのではないか。
④ 今後の対応
○里山景観の将来像をイメージとしては各種計画に入れ込んできていたが、市民に十分周知できてい
なかった面があるため、民間団体への支援事業である四王寺山の環境保存活用事業と連携し、市民が
描く将来像を見定めながら事業展開を進めていく。
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中間評価（代表的な事業の質シート）
市町村名

太宰府市

取り組み

C.四王寺山の環境保存活用事業

（様式４）
評価対象年度
種別

H22～R01 年
歴史的風致維持
向上施設

①取り組み概要
史跡地やその周辺を含めた緑地の市民管理の仕組みや内容を検討し、既存の民間活動団体への参画要請
や人材育成を行い、さいふまいりの風景の維持と歴史的風致を活用したまちづくりの推進を図ることで、歴
史的風致の維持向上に寄与する。具体的には、特別史跡大宰府跡
を活動舞台とするボランティア団体を立ち上げ、史跡の現状を変
更する際の事務手続きや、活動時の留意点を注視し、史跡地内で
活動する他団体の利便性向上を図るための仕組みづくりを行う。
また、複数の活動団体のネットワーク化を目的とし、情報網やネ
ットワーク化能力に長けた官民中間組織を歴史的風致維持向上支
援法人（以下、
「支援法人」とする）に指定し、官民連携による遊

■史跡地内の樹木管理伐採を行う

山の地四王寺山の環境改善のための手入れ作業を自立可能な方策を議論しつつ進めている。ボランティア活動

②自己評価
平成 25 年度から、仕組みづくりを思考する団体を立ち上げ活動を開始するとともに、官民中間組織とし
て支援法人を指定し、特別史跡大宰府跡を舞台に継続的に活動を支援してきた。史跡地内での活動の仕組み
づくりには一定の成果を得ることができ、現在も活動が継続的ではあるものの、構成メンバーの高齢化や参
加人数の少人数固定化が課題として表面化してきた。そこで、ネットワーク力に長けた団体を新たに支援法
人として、小学生から大人まで、また保育園からシニア団体までの多様な人々によって環境を整える手入れ
作業を官民連携で行う仕組みづくりへと移行しつつある。これも、前述した四王寺山周辺環境整備事業に
て、大規模伐採を実施した副産物として、活動団体からの申し入れからスタートした点は、大きな成果であ
った。

外部有識者名
外部評価実施日

井上

晋（景観・市民遺産アドバイザー）

浅野 直人（太宰府市景観・市民遺産審議会）
令和 2 年 3 月 25 日
令和 2 年 3 月 26 日

③有識者コメント
○支援制度の継続性が必要ではないかと思う。
○業者による大規模伐採でできなかった「微調整」箇所などについて、関係する民間による手入れを実
践していく必要があると考える。
⑤ 今後の対応
○将来的に大規模伐採を繰り返すことがないよう、関係する民間団体と行政機関が協働し、小規模手
入れを定期的に行うことで、自立可能な里山景観保全活動へとつなげていく。
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中間評価（歴史的風致別シート）
市町村名
歴史的風致

（様式５）

太宰府市

評価対象年度

1.太宰府天満宮神幸式における歴史的風致

状況の変化

H22～R01 年
向上

Ⅰ.歴史的風致を構成する建造物の保存と活用
対応する方針

Ⅱ.歴史的町並みに調和した沿道景観の形成
Ⅳ.歴史的風致の認識を高めるための普及啓発活動

①歴史的風致の概要
太宰府天満宮神幸式は、平安時代の文人政治家で政争に敗れ大宰権帥として大宰府へ赴任し、その
後当地で亡くなった菅原道真の神霊をなぐさめるとともに五穀豊穣を感謝する太宰府天満宮の重要な
秋の大祭で、平安時代に当地に赴任した大江匡房により康和 3 年（1101）に始められ、現在も 9 月の
秋分の日ならびにその前日に太宰府天満宮から菅原道真の居所であった榎社までの約 3.0km を 200m か
ら 300m に及ぶ神輿行列が練り歩く。太宰府天満宮と門前の人々によって継続され、900 年におよぶ秋
の大祭として、沿道の歴史的建築物や通りの景観整備と相まって太宰府を代表する歴史的風致を形づ
くっている。
②維持向上の経緯と成果
神幸式大祭の歴史的風致を維持向上するために、歴史的建築物の保存
修理や歴史的市街地の修景を進めるとともに、神幸式の歴史を伝えるた
めの小公園整備を行ってきた。その結果、事業開始前に滅失が進行して
いた歴史的建築物の取り壊しが減少したのみならず、新たな価値観の付
与として店舗展開が促進されている。また、参道や小鳥居小路などで届
出される新築設計は、景観計画に基づく事前協議届出書の段階から参道
景観を意識したものが提出されるなど、民間の自主的な取り組みも発現
してきている。併せて、住民で構成される門前協議会を立ち上げ、参道
景観の核となる下屋庇等がある景観保全のために太宰府天満宮参道景
観保全地区を設定し、景観重要建造物制度を活用した建築基準法の緩和
措置を導入することができた。これらの成果すべては、協議会の広報誌
にて門前六町全戸に配布し周知を図り、住民にも浸透しつつある。

■神幸式大祭沿道の建築物修理・修景

③自己評価
事業実施地が、宰府宿に集中し、来訪者むけの事業として実施してきたこともあり費用対効果は上
がっている。一方で、神幸式の御旅所である榎社周辺での景観を整える道路整備をはじめとした景観
整備が進んでいないこともあり、本計画の事業効果を高めるに至っていない。関係機関と協議を進め、
神幸式大祭の歴史的風致を沿道全てにわたって向上すべく取り組んでいく必要がある。
④今後の対応
神幸式大祭の道筋は、本歴史的風致以外の歴史的風致（さいふまいり、梅など）を構成する街並みで
もあることから、一面的な維持向上を図るのではなく、多面的な要素を認識するとともに、整合性を考
慮しつつ、事業を展開していく。
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中間評価（歴史的風致別シート）
市町村名
歴史的風致

（様式５）

太宰府市

評価対象年度

2.さいふまいりにおける歴史的風致

状況の変化

H22～R01 年
維持

Ⅰ.歴史的風致を構成する建造物の保存と活用
対応する方針

Ⅱ.歴史的町並みに調和した沿道景観の形成
Ⅳ.歴史的風致の認識を高めるための普及啓発活動

①歴史的風致の概要
文道の神、学問の神として信仰を集めた太宰府天満宮へ参詣するとともに、太宰府天満宮周辺にある名
所・旧跡をめぐり太宰府の歴史や文化に触れ楽しむ遊山の色彩を帯びた活動で、平安時代には都からの官人
や文人が訪れるものであったが、江戸時代からは「さいふまいり」と呼ばれ庶民にも浸透し、現代も一年を
通じて継続的に行われている。江戸時代の紀行文には、都府楼跡（大宰府政庁跡）をはじめとした 21 ヶ所
の遊山の地が記載され、紀行文のみならず当時の太宰府の様子を知り得る屏風絵も残されるなど、「さいふ
まいり」の様子と、遊山の地の歴史的建造物、それらを取り巻く街並みや自然環境が、この歴史的風致を形
づくっている。

②維持向上の経緯と成果
歴史的建築物の保存修理ならびに歴史的市街地の修景推進を行うととも
に、歴史的市街地の緑化推進など街並み整備を進めてきた。また、遊山の地
としての四王寺山や特別史跡大宰府跡の散策路、来訪者むけの施設整備な
ど住環境保全のための環境改善を進めてきた。
また、さいふまいりの道筋である政庁前通りでは、景観計画ならびに屋外
広告物の景観育成地区として景観誘導策を積極的に図り、また都市計画法
上の条件付き規制緩和策である歴史的風致維持向上地区計画を導入した。

③自己評価
宰府宿の歴史的街なみ環境整備には、門前協議会や同協議会の部会によ
る議論の上で実施してきたこともあり、自ら参画したまちづくりの意識が
芽生えたが、史跡地内の整備では行政主導型で進めたこともあり、かつてあ
った自らの史跡としての感覚を芽生えさせるに至っていない。このことが、
維持・管理についても行政主導型で進めなければならず、今後の整備のあ

■観世音寺地区歴まち地区計画

り方について検討を要することとなった。

④今後の対応
四王寺山の環境保存活用事業で実施している民間団体相互の連携する仕組みづくりを育成し、史跡地の民間
活動団体による自立的な保全活動へとつなげていきたい。
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中間評価（歴史的風致別シート）
市町村名
歴史的風致

（様式５）

太宰府市

評価対象年度

3.太宰府天満宮門前の生活にみる歴史的風致

状況の変化

H22～R01 年
向上

Ⅰ.歴史的風致を構成する建造物の保存と活用
対応する方針

Ⅱ.歴史的町並みに調和した沿道景観の形成
Ⅳ.歴史的風致の認識を高めるための普及啓発活動
Ⅴ.市民活動と連動した環境整備、施設整備の実施

①歴史的風致の概要
太宰府天満宮の祭事を支える人々が住まう門前は、上三町（三条・連歌屋・馬場）
、下三町（大町・
新町・五条）の六町で構成され、
「さいふまいり」で訪れる人々へのおもてなし行為や、商売繁盛を願
う恵比須信仰、さらには太宰府天満宮への奉納行事としての「鬼すべ」など、太宰府天満宮と深く関わ
る生業を営む門前六町の人々の生活そのものが、門前の歴史的風致を形づくっている。
②維持向上の経緯と成果
歴史的風致形成建造物保存修理や歴史的市街地の修景推進を進めて
いくことで、滅失していた歴史的建築物の保全が図られるとともに、参
道景観の歴史的街並みに整合した景観形成に寄与する修景が図られる
ようになった。また、太宰府天満宮参道の下屋庇等のある固有の景観保
全も、建築基準法の緩和措置を実現したことで、地域の個性を失うこと
なく後世につないでいくことができるようになった。併せて、道路・水
路の整備計画について地元住民で構成される門前協議会にて議論し、整
備していくことで、
「自分たちの街」意識が向上し、整備後の活性化へ
の取り組みへと進んでいる。さらに新たな価値観の取り込みを意識し、
市内の大学への事業地の魅力向上を意図した文化遺産情報収集と解説
マップの多言語化を進めていることから、
「固定化」した地域住民の意
識に良い刺激となり、大学と住民の新たな協働的活動が生まれている。

■大学と連携した取り組み

③自己評価
行政が整備した道路や水路という意識を可能な限り低下させ、住民自らが創った街なみという意識
向上を意図した議論型のまちづくりを行ってきた。その成果については、上記の通りであるが、若年層
の商業者・住民には自立的な活動へと移行する傾向が芽生え育ちつつあるものの、シニア層にあって
は、行政依存的な発言も根強く残っている。
④今後の対応
本計画も施行以来 10 年を経過し、太宰府天満宮門前のまちづくりについては、一定の取り組みが終
了しつつある。今後は、維持向上した事業成果を将来につないでいくために、既に動き始めている住
民・事業者の自立的な取り組みを見守り、皆で育てていく仕組みづくりを実践していく。
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中間評価（歴史的風致別シート）
市町村名
歴史的風致

（様式５）

太宰府市

評価対象年度
状況の変化

4.梅に関する歴史的風致

H22～R01 年
維持

Ⅰ.歴史的風致を構成する建造物の保存と活用
対応する方針

Ⅱ.歴史的町並みに調和した沿道景観の形成
Ⅳ.歴史的風致の認識を高めるための普及啓発活動

①歴史的風致の概要
太宰府と梅は、令和ゆかりとして知られる万葉集にある大伴旅人が天平 2 年（730）に開催した梅花の宴
にはじまり、太宰府天満宮の御祭神である菅原道真にまつわる飛び梅伝説など、関係性の深さを物語ってい
る。江戸時代の文化年間の献梅の風習が記録に見えるが、明治 35 年（1817）の菅原道真御神忌一千年大祭
に 3000 本の梅が献納され、この時から人々による献梅の風習が広がり、今では、厄除け行事である「梅あ
げ」行事が初老（40 歳）
、還暦（60 歳）の人々の記念行事として毎年 2 月に行われている。
明治 35 年（1817）に始まったとされる「梅上げ」行事は、現在の市役所から、神幸式大祭の道である通
称どんかん道を通り太宰府天満宮までの道のりを徒歩にて行く。また、太宰府と梅の関わりの深さを物語る
ように市内の民家の 1/4 が梅を植栽している。

②維持向上の経緯と成果
毎年 2 月に行われる「梅上げ」行事の沿道としての参道について
は、歴史的風致形成建造物保存修理を 5 件ならびに歴史的市街地の
修景推進事業を 5 件展開し、参道景観の指標的建築物として機能し
つつある。また、
「梅上げ」行事が太宰府市民遺産第 10 号に認定さ
れていることから、リーフレットによる広報活動を文化財部局が支
援し、幅広い世代への周知を図っている。
■梅上げ行事

③自己評価
神幸式大祭の道の多くを重複する「梅上げ」行程の道は、大祭の
道としての「どんかん道」表示のみに留まり、
「梅上げ」行事の道と
しての修景が進んでいない。

■太宰府天満宮秋の神幸式大祭

④今後の対応
明治 35 年から継続されているとされる市民遺産第 10 号の「太宰府の梅上げの行事」をはじめとする文化
遺産・市民遺産を周知化する伝統文化普及啓発事業や、太宰府と梅の関わりの深さを物語る市内の住宅や
「梅上げ」行事の道への植栽を支援する歴史的市街地の緑化推進事業等、関係する事業を継続して促進して
いくことで、本歴史的風致の維持向上に努める。
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中間評価（歴史的風致別シート）
市町村名
歴史的風致

（様式５）

太宰府市

評価対象年度
状況の変化

5.観世音寺の「除夜の鐘」にみる歴史的風致

H22～R01 年
維持

Ⅰ.歴史的風致を構成する建造物の保存と活用
対応する方針

Ⅱ.歴史的町並みに調和した沿道景観の形成
Ⅳ.歴史的風致の認識を高めるための普及啓発活動

① 歴史的風致の概要
『続日本紀』に斉明天皇の菩提を弔うために天智天皇が発願したとされる九州最古の官寺で、その後、天
平宝字 5 年（761）に鑑真和上により僧尼受戒のために戒壇院が設置されている。観世音寺の梵鐘は、日本
最古の鐘として京都の妙心寺鐘と兄弟鐘として知られ、寺内の鐘楼に掲げられた梵鐘は、国宝でありながら
今も撞き続けられている。この鐘の音は、菅原道真が居所で聞き「都府楼はわずかに瓦色をみる 観世音寺
は只鐘の音を聴く」と詠んだことで知られる。
太宰府の人々は、大晦日、大宰府条坊の面影を残す道をたどり観世音寺へ参集し、除夜の鐘を撞く。江戸
時代建築の金堂・講堂、そして飛鳥時代の梵鐘がある寺域は、人々の賑わいで活気づく太宰府天満宮とは対
照的に、張り詰めた静けさの中、密かなざわめきと梵鐘の音だけが響いている。

②維持向上の経緯と成果
観世音寺金堂および戒壇院山門・東門・土塀を歴史的風致形成建造物として保存修理を行い、さらに戒壇
院参道については市道の環境整備として美装化を実施した。観世音寺金堂については、屋根瓦の崩落の危険
性や壁の劣化が進行していたが、修理によって安全性が確保され、景観が整うことで、遊山の地としての来
訪者環境が向上している。また戒壇院についても本堂は文化財修理が行われており、導入部としての参道で
ある市道の環境整備、山門・東門・土塀の保存修理が進んだこ
とで、より一層のさいふまいりの遊山の地としての環境の向上
を図ることができた。

③自己評価
市道の環境整備や観世音寺の金堂の保存修理を実施したこ
とで、史跡観世音寺の景観保全が進み、新元号「令和」効果に
よる大宰府政庁跡から太宰府天満宮までの増加した散策者の
立ち寄りの場として、参詣者が増加している。

■観世音寺金堂保存修理
【歴史的風致形成建造物保存修理】

④今後の対応
国内でも珍しい国宝を撞くことができるとあって、大晦日の除夜の鐘時には多くの人々で賑わいをみせ
ている。一方で、宰府宿への年間の来訪者数と比べ、観世音寺への来訪者数は多いとは言えないが、周知の
ためのサイン整備や、市内の大学と連携した文化遺産調査が進みつつあり、この成果を取り入れたガイドマ
ップやガイドなどの効果促進事業を活用した広報支援等を官学民協働によって実施していく。
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中間評価（歴史的風致別シート）
市町村名
歴史的風致

（様式５）

太宰府市

評価対象年度

6.農耕に関わる祭事にみる歴史的風致

状況の変化

H22～R01 年
向上

Ⅰ.歴史的風致を構成する建造物の保存と活用
対応する方針

Ⅲ.歴史と伝統を反映した人々の活動への支援
Ⅳ.歴史的風致の認識を高めるための普及啓発活動

①歴史的風致の概要
江戸時代の「さいふまいり」が盛んになった頃、太宰府天満宮が所在する宰府宿以外の多くは、農村
集落として人々の営みは保たれ、文化年間に描かれた『太宰府旧蹟全図

北』には 11 箇所の神社を見

ることができ、現在も全ての神社で宮座や奉納相撲などが執り行われている。中でも、宮座は秋の豊作
を感謝するとともに当渡しに代表される役の受渡しのための神事として、各神社の大切な行事として
催行され、宮座の 1・2 週間前に行われるしめ縄綯いに始まり、当日の直会までの一連の行事は、農耕
に関わる祭事として集う人々の絆の確認にもつながっている。また、通古賀集落にある王城神社では、
「座魚」の儀式は市内では珍しい神事として知られるなど、宮座と表現される祭事も神社個々に個性
をもち、地域ごとの歴史的風致を形成している。
②維持向上の経緯と成果
宮座が行われる神社社殿について市指定文化財の建築物保存修
理や社殿を覆う社叢の管理伐採計画の策定を進めるとともに、神
社を解説するサイン整備等を行ってきた。また、宮座そのものの所
作等の記録保存を進め、調査取材を通して氏子をはじめ住民への
再認識を深めるとともに、後世に伝えるための調査報告書を刊行
してきている。これらの事業ならびに活動を進める過程で、神社を
支えている氏子会も活性化し、歴史の散歩道を歩く来訪者むけの

■日吉神社本殿・拝殿保存修理
【歴史的風致形成建造物保存修理】

取組みが氏子会によって行われるようになってきている。
③自己評価
社殿ならびに社殿を取り巻く祭事環境が改善されることで、宮
座の歴史的風致の維持向上が進むとともに、宮座を支える氏子会
の活動も住民に知られるようになってきた。
■令和 2 年正月の期間中に掲げられた幟
日吉神社
【歴史的風致形成建造物保存修理】

④今後の対応
住民を氏子とし土着の信仰に対する祭事の歴史的風致を維持向上するために祭場となる拝殿・本殿
の保存修理を実施するとともに、建築物を取り巻く同じく市指定文化財である社叢の管理伐採計画を
策定し管理伐採作業へ移行する予定である。
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中間評価（歴史的風致別シート）
市町村名
歴史的風致
対応する方針

（様式５）

太宰府市

評価対象年度
状況の変化

7.宝満山における歴史的風致

H22～R01 年
要改善

Ⅰ.歴史的風致を構成する建造物の保存と活用
Ⅱ.歴史的町並みに調和した沿道景観の形成

①歴史的風致の概要
太宰府の北東に位置する宝満山は、飛鳥時代創建とされる竈門神社があり、鎌倉時代以降、修験の山
として山中には様々な文化遺産があり平成 25 年に史跡指定を受けた。江戸時代には 25 の修験のため
の坊が残り、現在も毎年 5 月に市民と一緒に山伏たちの峰入りの行と大護摩供が行われている。
②維持向上の経緯と成果
限られた財源の中で、太宰府天満宮門前や大宰府政庁跡に関係する事業を優先したことから、事業
期間内の実施がままならず、計画している施設面の改善ができていない。
③自己評価
限られた財源の中で、太宰府天満宮門前や大宰府政庁跡に関係する事業を優先したことから、事業
年度内の事業実施が行えず、計画している施設面の改善ができていない。一方で、平成 29 年度から施
行した屋外広告物等に関する景観誘導や民間施設内の環境改善が進み、宰府宿内での本事業の推進に
よって得られた成果が、宝満山麓地域へ民間側で広がりを見せつつある。

沿道に多数掲出される屋外広告物
【屋外広告物景観誘導制度施行前】

沿道に掲出される屋外広告物が整理された
景観 【屋外広告物景観誘導制度施行後】

④今後の対応
市が策定する『史跡宝満山保存活用計画』を基礎とし、本計画による環境整備計画に基づく環境整備
事業を実践していく。その際、重要なことは行政主導型ではなく、住民との協議会形式による話合いに
よる整備計画を策定するとともに、民間活動団体との協働を踏まえた取り組みを実施することである。
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中間評価（歴史的風致別シート）
市町村名
歴史的風致

（様式５）

太宰府市

評価対象年度

8.大宰府関連史跡群の継承と保護にみる歴史的風

状況の変化

H22～R01 年
維持

致
Ⅰ.歴史的風致を構成する建造物の保存と活用
Ⅱ.歴史的町並みに調和した沿道景観の形成
対応する方針

Ⅲ.歴史と伝統を反映した人々の活動への支援
Ⅳ.歴史的風致の認識を高めるための普及啓発活動
Ⅴ.市民活動と連動した環境整備、施設整備の実施

①歴史的風致の概要
江戸時代後期より盛んになった「さいふまいり」の立寄り処として都府楼跡（特別史跡大宰府跡）
、水城
跡（特別史跡水城跡）
、四王寺山（特別史跡大野城跡）をはじめとした大宰府関連史跡群は、名所・旧跡と
して多くの人々が訪れていることが紀行文などで見ることができる。近代に入ると太宰府に住む人々による
顕彰活動や、時の記念日の行事などによって史跡のある町として住民の中に定着し、昭和 40 年代から始ま
った特別史跡大宰府跡の発掘調査によって、古代大宰府の姿が明らかになると、大宰府史跡解説員制度の創
設や、観世音寺復興活動、太宰府天満宮による政庁跡を利用した秋思祭の催行など、大宰府関連史跡群を継
承し保護する活動が活発に行われている。

②維持向上の経緯と成果
史跡を構成する遺構以外の散策
路、サインならびに県指定・市指定
文化財である建築物の保存修理事
業を本計画に基づき実施してき
た。また、手入れが行き届かず放置
状態であった史跡地内の樹木につ
いて、特別史跡大宰府跡、史跡観世音寺及び子院跡について管理伐採計画ならびに業者による大規模伐採を
実施するとともに、民間活動団体による定期的な手入れ伐採の仕組みづくりを行い実践してきている。

③自己評価
史跡を取り巻く環境整備として官民協働を念頭に本計画事業を推進し、行政主導の整備のみならず民間活
動団体と連携した史跡地の散策環境の手入れ作業を実践してきた。いずれも、まだ途に就いたばかりで、住
民意識の中にかつてあった自らの史跡という意識まで到達しつつあるものの、一旦失われたこの意識を取り
戻すまでには官民ともに相応の時間を有すると考えられる。少しずつではあるが、文化財保護法の枠内では
■ボランティアによる樹木手入れ作業

■手入れした伐採木を使う

あるものの、史跡保護によって保たれた里山の原風景を生かした取り組みを官民連携で実践していく。

④今後の対応
これから文化財部局で策定される史跡地の管理ならびに有効活用施策である文化財保存活用地域計画な
らびに文化財保存活用計画を待って、本計画に基づく環境整備計画を策定し実践に移していく。併せて民間
活動団体による市民力を生かした史跡環境を整えるための手入れ作業を育成し、自立可能な史跡環境の手入
れ作業を促進していく。
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中間評価（庁内体制シート）
市町村名

（様式６）

太宰府市

評価対象年度

H22～R01 年

①庁内組織の体制・変化
計画策定時の実施体制を継承し、都市整備部（都市計画課）と教育部（文化財課）が事務局を務める
とともに、事業の展開によって観光経済部（産業振興課）を加えて事業を実施してきている。また、事
業実施箇所ならびに事業内容によって関係部署との情報共有会議を開催し、事業実施にあたっての問
題点や改善点について意見を聴取し、具体的な実施計画策定ならびに事業運用を図ってきている。
併せて、景観・市民遺産アドバイザー制度を活用し、里山景観の保全策や歴史的建造物の保存修理、
歴史的街なみ整備の方針に関する意見聴取を並行し、事業実践を行っている。

■情報共有会議の様子
歴まち関係事業に直接・間接に関わっている課
間（都市計画課・文化財課・社会教育課・環境課・
産業振興課）での情報共有会議

■実施体制
②庁内の意見・評価
○事業推進にあたって、これまでどおり住民と関係機関が共に協議会やワークショップ形式で話し合
い進めていることは望ましい。
○市民にとって、多くの課が関わる場所について窓口が不明確で、事業推進状況や今後の取り組みに
ついての方向性に関する情報共有が不十分な面がある。今後情報共有会議を再開し、事業推進の共通
認識を得た上で、市民への説明を行っていく必要がある。
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中間評価（住民評価・協議会意見シート）
市町村名

（様式７）

太宰府市

評価対象年度

H22～R01 年

①住民意見
【市民アンケート・門前協議会ヒアリング】
●市民意識調査「歴史的景観の美しさ」
本計画に基づく整備ならびに育成事業を展開することで、平
成 26 年度以降の「歴史的景観の美しさ」に関するアンケート回
答は、おおむね 9 割から肯定的な回答を得ており、事業推進に
とって力となるものの、残り 1 割から否定的な回答を戴いてい
ることを真摯に受け止め、事業推進にあたって常に振り返りや
反省点を整理し、次の事業へ取り組むことが必要である。
【市民意識調査の年度別推移：H25：91.3%、H26：91.7%、H27：89.0%、H28：92.8%、H29：90.7%、H30：
90.2%】
●門前協議会ヒアリング
【これまで実施してきた協議会の中で以下の意見を受けた】
○歴史的建築物の保存修理や現代建築の歴史的街並みに整合す
る修景事業、さらには通りの道路・水路の整備を門前協議会と
議論し進めたことで、
「自分たちの街」意識が醸成するきっかけ
となった。
○長年の懸案であった参道の下屋庇等に関する建築基準法緩和
措置の実現、歴史的意匠屋外広告物運用開始など、太宰府天満
宮を取り巻く歴史的街並み整備を門前協議会で議論を重ねて進

■参道店舗関係者むけの防火訓練の様子

めてきたことから、行政主導型による街並み整備と異なり、整備後の活動である商業活性化や防火・防
災対策への自主的な参画が促進されてきている。
②協議会におけるコメント
【法定協議会からのコメント】
○事業に関わる基本設計・実施設計策定時に、早めに協議会に諮って欲しい。
○多くの事業が進められ、具体化していることは喜ばしいこと。
○維持向上すべき歴史的風致のコア的な施設について、県指定や国宝などの修理や復原が必要となっ
た場合は、関係する諸機関（福岡県、九州国立博物館など）と密に連携し、残念な結果にならないよう
調整していくことも考慮して欲しい。
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中間評価（全体の課題・対応シート）
市町村名

（様式８）

太宰府市

評価対象年度

H22～R01 年

①全体の課題
平成 22 年度より実施してきた本計画に基づく事業も、全体の 4 割程（19 事業）が終了したにすぎな
い。また、地域的にも大きく分けて宰府宿、特別史跡大宰府跡・水城跡などの史跡地、そして市東部の
史跡宝満山地域の 3 つの地域を事業地としているものの、未だ宰府宿と史跡地の一部の事業を完了し
たにすぎない。鋭意事業推進に努めてきたものの、限られた財源を踏まえた事業調整の末、繰り延べに
せざるを得なかった事業が多く、残り 6 割の事業（31 事業 継続事業含む）については、令和 4 年度
の事業期間満了までに終了することが困難となっている。

■参道と同じ石畳風舗装とﾌｯﾄﾗｲﾄを設置した通り環境の整備
【小鳥居小路溝尻道路環境改善事業】

■ボランティア活動によって樹林環境が整った様子
【四王寺山の環境保存活用事業】

②今後の対応
計画内容は未了のものが多いが、その中で個別事業が中途半端に終わらないよう、最終年度から逆
算し事業を選択・遂行していきたい。また、未了の計画については、内容の再検討、1 期計画施行中に
出てきた課題を整理し、協議会や関係者と協議を重ね、2 期計画の採択を目指したい。

■門前まちづくりワークショップ
(住民・事業者・大学・太宰府天満
宮・市役所合同でのワークショップ
の様子)
【門前町並み保存活用事業】

■鬼すべの風致を向上
【溝尻雀田道路環境改善事業】
【歴史的風致形成建造物保存
修理事業】
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■遊山の地・都府楼跡の来訪環境の改善
【大宰府政庁前駐車場整備事業】

