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The purpose of this study is to consider management systems of a tourism event initiated by local actors in historical 
urban area through a case study. 
This paper reports a case of “Yame-Fukushima Shirakabe Gallery (2009-2013)”, a tourism event initiated by local 
actors utilizing livelihood skills as their tourism resources held in Yame-Fukushima (Fukuoka). In conclusion, how 
local actors manage the event by themselves and the development process of the management system are showed. 
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１．はじめに 
1-1．背景と目的 

歴史的市街地では，今日に引き継がれる歴史的町並みをはじめ，

地域が有する様々な資源を活用し，地域の観光振興を図るイベン

ト（以下，観光イベント）を開催するところが多い。 

伝統的建造物群保存地区（以下，伝建地区）を有する福岡県八

女市福島地区（以下，八女福島）で，歴史的町並みの魅力ととも

に，その内部で営まれる仕事や暮らしの魅力（仕事や暮らしにま

つわるモノ，コト，人の魅力）を表現すべく，2009 年から実施
されている「八女福島白壁ギャラリー（以下，白壁ギャラリー）」

も，そうした取り組みの一つである。期間は，初回から第３回ま

では４~５日間（祝日と週末１回を含む）であったが，第４回か

らは，週末２回を含む２週間程度に延長され，2014年11月末現

在で計６回開かれた。 
白壁ギャラリーの特徴の一つは，地域発意により始まった観光

イベントであり，資金の獲得も含め，全ての過程が地域コミュニ

ティの主体的な取り組みで実施されていることにある。さらに言

えば，主催者である「八女福島白壁ギャラリー企画室（以下，企

画室）」が，イベント企画運営方法についての試行錯誤を重ねな

がら，地域への浸透を図ってきたものでもある。 
こうした特徴をふまえ，本稿では，第５回まで(1)の白壁ギャラ

リーを取り上げることとし，目的には次の２点を設定する。【目

的１】地域主体による観光イベントとしての白壁ギャラリーにつ

いて，試行錯誤の経過も含め，企画運営の方法を提示する(2)。【目

的２】白壁ギャラリーへの店舗等による参加状況を報告する。 
1-2．調査の方法 

【目的１】については，①企画室へのヒアリング調査（2009~2012

年末にかけて計５回実施／項目：コンセプトと企画運営方法，取

り組みの経過等），②白壁ギャラリー実施に関連して開かれる各

種会合での参与観察（第３~５回に関連する各種会合での意見収

集），③企画室活動における参与観察（第４~５回実施のために

開かれた企画室の会合での意見収集）から明らかにする。白壁ギ

ャラリーでは，第４回の準備過程で企画運営方法が変わった。こ

の時の取り組みについての理解を深めるため，④第４回の白壁ギ

ャラリー参加者へのヒアリング調査（16店舗に対して2012年８

~９月実施／項目：白壁ギャラリー参加の理由，第４回準備過程

の振り返り他）も行った。 
【目的２】については，⑤各回白壁ギャラリーのマップについ

ての調査に加え，⑥会期中の現地踏査（毎回）を行った。   

 
２．八女福島について 

八女福島は，国から伝統的工芸品指定を受ける「八女福島仏壇」

や「八女提灯」等，手工芸品の産地として繁栄した歴史を有する。 

歴史的町並みは，地区を東西に走る旧往還道沿いに展開され，

そこには，江戸末期から昭和初期にかけて建設された町家が立ち

並ぶ。現在は，住民主役・行政黒子という体制で，街並み環境整

【出展：各種イベント関係者へのヒアリング調査】 

 

図１ 八女福島の位置 
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備事業（以下，街環事業）と伝建地区制度に基づく補助事業を活

用し，修理・修景事業が進められている（図１）。 
こうした取り組みの一環として，近年では，空き町家対策事業

も進められ，40棟ほどの空き町家の保存活用が図られている。 

伝建地区東側の神社境内には，屋根付歩廊を持つ市場がある。

1980 年代後半から低迷期を経験したこの市場には，昨今，衣料

品店や雑貨店等が出店し，社会からの注目を集めている。 

 
３．白壁ギャラリーの実施 

3-1．開催に至る経緯 

白壁ギャラリーが始まる以前，八女福島では，「町屋まつり」，

「雛の里・八女ぼんぼりまつり」，「八女福島白壁ギャラリーめぐ

り（以下，ギャラリーめぐり）」という３つのイベントが歴史的

町並みを活用して行われていた。しかし，これらはいずれも，仕

事や暮らしでなく，町家そのものの開放に重きを置いたものであ

り，企画運営面では，行政への依存度が高いものであった。 
白壁ギャラリーは，企画室事務局長を中心とする市民有志が

「ギャラリーめぐりにかわり，自分たちの力で新たなイベントを

始めたい」と提案し，当時イベント継続の是非を検討(3)していた

ギャラリーめぐり実行委員会がその提案を了承したことで始め

られた。 
白壁ギャラリーにつながる市民有志の動きは，企画室事務局長

の問題提起にその端を発する。当時，企画室事務局長が抱いてい

た問題意識は，次の３点に集約できる。①地域に根付く手仕事の

技術の素晴らしさを紹介できる機会が十分でない。②まちづくり

の経過の中で，町家を残すことには力が注がれてきたが，仕事や

暮らしについてはさほど注目をされてきていない。③行政に依存

するのでなく，市民の自発性，主体性に基づいて企画運営される

イベントが必要である。こうした問題提起に数名の有志が賛同し，

白壁ギャラリー開催に向けた取り組みが始められた。 

3-2．コンセプト 

コンセプトは，歴史的町並みの内部で営まれる仕事や暮らしの

魅力に注目し，「暮らしをめぐる小さな旅(4)」ができる街を目指

し，イベント実施を通じてそのきっかけをつくることである。イ

ベントの発案者でもある事務局長によれば，「イベントを訪れる

お客さんが，各店舗，そして八女福島ファンになるきっかけをつ

くること」が，白壁ギャラリーのねらうところである。こうした

コンセプトの実現に向けて，白壁ギャラリーでは，参加者が知恵

を持ち寄り，それぞれの仕事や暮らしの魅力を一斉にアピールす

る。企画室は，その中でも，地域に根付く仕事や暮らしの魅力発

信を重視している。 

また，白壁ギャラリーでは，日常とかけ離れた演出を積極的に

施す等，イベントとしての派手さは追求していない。参加者にも，

こうしたことは求められておらず，日常的なことを工夫して表現

することが期待されている。 
加えて，第３回からは，参加者と来街者，双方の立場に配慮し，

各回のテーマが設定されるようになった。ここで，双方の立場へ

の配慮とは，参加者には，催し（後述）の企画のしやすさへの配

慮であり，来街者にとっては，見所が明確になることによるイベ

ントの楽しみやすさへの配慮，そして，新鮮さを提供するための

配慮である。これらに加えて，参加者と来街者の会話を生み出す

きっかけをつくりたい，という期待もある。これらの理由で設定

されるようになったテーマは，参加者の催しと各回マップの内容

に反映される。 
3-3．企画室の構成 

1-1．の通り，企画室は，白壁ギャラリーの主催者である。 

当初は，企画運営に関わる全ての過程を企画室主導で進めてい

た。しかし，第４回以降は，参加者の協力を得て，企画運営を行

うスタイルが採れるようになった。この点は，3-6.で述べる。 
メンバーは，事務局長と，企画室発足当初に事務局長の問題意

識に賛同した３名，ならびに第２回から加わった１名（2013 年

に八女市外へ転出）の計５名が，第５回の体制では，コアメンバ

ーになっている。企画室設立までの，地域でのまちづくり活動経

験という点で見ると，事務局長は経験が豊富であったが，他のメ

ンバーはそうでもない。また，初回は，発案者という立場から事

務局長が企画室長を務めたが，第２回以降は，他のメンバーに室

長を委ね，自らは事務局長となった。事務局長によれば，「自分

と違い，伝建地区内かつ町家でお店をやる人の方が，室長に相応

しい。企画室の活動を通じて，こういう人が，地域のまちづくり

の担い手としても活躍してくれるようになれば」と考えたことが，

その理由のようである。 

こうした５名以外にも，各人の事情により入れ替わりはあるが，

企画室の活動に参加している。筆者も，第４回から協力者として

企画室の活動に加わり，第５回からは企画室の一員になった。 

3-4．参加者の選出 

白壁ギャラリーのねらいは，仕事や暮らしの魅力を歴史的町並

みの魅力とあわせてPRすることにある。ゆえに，参加を希望す

る商店主や住民が自らのネットワークを活用する場合を除き，外

部からの募集は行っていない。参加に際しては，厳格化された手

続きではないが，原則として，企画室による選出・依頼が前提と

なっており，そのうえで参加者が参加申込を行う。第４回以降は，

参加者から「あそこは，どうだろう」と，企画室が紹介を受ける

機会も増えた。  
参加者には，義務でないが，実演や展示，体験型ワークショッ

プを行う等，自らの仕事や暮らしの魅力をアピールするための催

しの企画実施が促される（写真１）。加えて，第３回以降は，3-2.
の通り，各回テーマに配慮した催しが期待されるようになった。 

3-5．財源の確保 

外部機関からの資金は受けていない(5)。白壁ギャラリー開催の

ための資金は，地域で得られた資金と，イベントグッズ（手ぬぐ

い等）を製作・販売して得られた資金により賄われている。 
前者については，第３回までは，協賛金という形でのみ集めら

れていた。これは，参加するか否かは問わず，イベント趣旨への

賛同者から，金額も任意で集められていた。第４回以降は，参加

者全員から，一定額で参加費が徴収されるようになった。これに

加えて，協賛金も引き続き集められている。 

なお，こうした変更は，参加者が話し合う中で合意され，決め

られたことである。 
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図２ 各回の白壁ギャラリーの準備から実施までの流れ 
 【出展：企画室へのヒアリング調査と参与観察】 

 

4-6．準備から実施までの流れ 

各回白壁ギャラリーの準備から実施の流れを図２に示す。 
第３回までは，白壁ギャラリーが企画室の発意，そして地域へ

の依頼という形で始められたイベントでもあり，企画運営の概ね

全ての過程が企画室主導で行われ，参加者は，受動的な姿勢で参

加をしていた。対して，第４回以降は，「みんなでつくる白壁ギ

ャラリー」と銘打ち，参加者とともにつくるイベントという性格

が強くなった。こうした変化は，戦略的なものではない。企画室

によれば，「企画室では，それまでに参加者との情報共有の必要

性も認識されていたが，その改善も含め，企画運営全般を企画室

が担うことに限界を感じていた」ことが主な理由である。対して

参加者も，企画室を支援するという姿勢で，こうした体制への移

行を前向きに受け入れた。 

これにより，企画運営の方法で大きく変わったことは，以下の

１）~３）である。 
１）企画段階における参加者の協力 

「出店者会議」として，企画段階で企画室と参加者が意見を交

わす場が設けられるようになったのは，実際は第３回からである。

この時は，企画室の側に立てば，参加者からの意見を募るためで

はなく，イベント参加に際する説明を行うために会合は開かれた。

しかし，そこでは，企画室の意図に反し，イベントのあり方につ

いての問題意識や提案が，参加者から活発に発言された。この時

は，その後に出店者会議は行われず，出店者会議で出された意見

は，テーマも含めて企画室が検討することで，対応が図られた。

しかし，こうしたやり取りが行われたことで，企画室と参加者の

間で白壁ギャラリーに対する相互理解が十分でないことが問題

として顕在化した。 

第４回準備過程では，３月から７月にかけて計６回の出店者会

議（写真２）が行われ，イベントの企画運営に関わる様々なこと

が企画室と参加者の間で検討・決定された。こうした対応は，上

述した企画室の思惑によるところが大きいが，出店者会議の回数

を増やすことについては，３月の出店者会議で，参加者から情報

共有の機会を増やす必要性が提案されたことによる。対して，企

画室では，参加者との情報共有の必要性を認識していたゆえ，第

２回より早く出店者会議を開いたが，ここまで出店者会議の回数

を増やすことは想定していなかった。 

また，出店者会議の過程では，会議参加者間での交流やイベン

トへの参加意識を育めるよう，ディスカッションの際はワールド

カフェ方式が採り入れられた。加えて，出店者会議に参加できな

い参加者との情報共有を図るため，各回会議の成果をまとめた

「白壁ギャラリー通信（Ａ４用紙１枚）」も計４回発行された。 

ここで，第４回準備過程における取り組みを振り返れば，出店

者会議については，全体を通じて半分以上の出店者会議に参加し

たのは，企画室を除き８店舗に留まった。これら参加者のうちヒ

アリング調査ができた６店舗は，他者とのつながりが生まれる機

会になることや，イベントについての理解が深まることを評価し，

第４回準備過程における出展者会議の意義について肯定的な意

見を述べた。 

一方，上記６店舗以外の参加者のうちの10店舗に対し，出店

者会議に参加できなかった事情等について訊いたところ，特に年

配者からは，「高い次元の話で溶け込みづらそう」や「自分が話

したことで，話の腰を折ってしまいそう」という意見が挙げられ

た。加えて，当時配布されていた白壁ギャラリー通信についても，

「積極的に参加をしている立場ではないから，お便りが配られて

くると，毎回申し訳ない気持ちになって」という意見が訊かれた。

同紙の配布を支援した参加者へのヒアリング調査の成果もふま

えれば，このように感じる参加者は，他にも稀にいたようである。 

第５回の準備過程では，前回の経験でイベントの大枠は構築で

きた判断されたことと，毎回の出店者会議に際する準備にかかる

企画室の負担軽減を図る(6)という企画室の判断から，出店者会議

の開催は６月の一回のみとなった。その代わり，７月には，新た

な会合として，参加者やその関係者に広く参加を呼びかけ，「白写真１ 仏壇店の実演型催し 
 

写真２ 出店者会議（第４回） 
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壁ギャラリー茶話会」という実施された。これは，出店者会議と

は異なるものとして，イベント関係者間の親睦を育む場をつくる

という趣旨で企画されたものであった。 

２）地域内での情報伝達・収集における参加者の協力 

第３回までは，企画室のみで参加者や関係者を訪問し，地域内

での情報伝達・収集・確認を行っていた。しかし，その必要性は

感じながらも，こうした作業にかかる時間が企画室にとって負担

になっていたことは事実であった。第４回からは，企画室の負担

軽減のため，参加者から有志を募り，この作業を分担して行うよ

うになった。前述した「白壁ギャラリー通信」も，このやり方で

配布された。 

３）イベントのPRにおける参加者の協力 

白壁ギャラリー開催に際するPRは，開催約１ヶ月前に製作さ
れるマップとブログを通じて行われている。 

前者については，八女市やその近隣だけでなく，福岡市や熊本

市をはじめとする遠方の店舗等へもマップを配布，もしくは送付

することによる。時期は明確でないが，特に第４回以降は，この

作業で参加者の協力を得る機会が増えた。 
後者については，取材を行い，各参加者の催し情報等をブログ

で発信している。第３回までは，この一連の作業を企画室のみで

行っていたが，第４回からは，有志を募って行うようになった。 
 白壁ギャラリーの参加者には，ブログを通じて，店舗の情報

や地域の情報を発信するところが多い。こうした状況を受け，企

画室では，2012年の12月から，SNS 上の白壁ギャラリーのペ
ージと各参加者のブログをリンクさせ，同 SNS上で白壁ギャラ

リーの情報として発信できる仕組みを整えた(7)。 
 

５．店舗等による参加状況 

表２は，第１~５回までのマップ掲載情報に基づき，各回の参

加者数を会場種類別にまとめたものである。ここで，「営業のみ」

とは，参加申込みは行っているが，催しは実施していない場合を

言う。対して，催しを実施している場合は，「催し実施」と記す。

また，「老舗」とは，1980年に遡った時に存在が確認できた店舗

のことを言う(8)。表３は，「飲食店以外の店舗」からの参加者に

ついて，各回白壁ギャラリーの参加状況をまとめたものである。 

表２より，参加者数は，第３回までは増加傾向にあったが，そ

れをピークとして以降は減少している。参加者の内訳に注目する

と，第３回以降は，老舗を営む参加者を中心としたものから，新

たに店舗を構えた参加者（老舗以外）と協力して取り組むイベン

トへとその性格がシフトしてきている。これは，第３回以降，同

年に開店した店舗が参加し始めたのに対し，第２回から参加した

始めた店舗を中心として，老舗を営む参加者が第４回以降に減少

したためである（表３）。 

表３より，参加の継続性を見る。初回参加は，別会場で催しを

表３ 飲食店以外の店舗の参加状況 
 

【出展：第１~５回の白壁ギャラリーのマップ】 
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表２ 参加者数の推移（会場の種類別） 
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行った２店舗（表３：No.30，36）を加えると25店舗ある。これ

ら参加者については，参加の継続性が高く，中でも，老舗からの

参加者については催しを継続して実施するところが多い。 

ここで，全回に参加した老舗12店舗のうち８店舗にその理由

を訊けば，「地域の活性化に貢献したい」という意見に加え，個

人の間で築かれた信頼関係を前提に，地域の内発的な動きである

ことを評価する意見が全員から挙げられた(9)。こうした意見は，

上記８店舗以外の老舗へのヒアリング調査からも訊くことがで

きた。こうしたところにも，白壁ギャラリーが地域主体のイベン

トであることの有意性が窺える。 
 

６．おわりに 

本稿では，伝建地区を有する八女福島で，歴史的町並みの魅力

とともに，その内部で営まれる仕事や暮らしの魅力（仕事や暮ら

しにまつわるモノ，コト，人の魅力）を表現すべく実施されてい

る地域主体型観光イベントの取り組みについてまとめた。 
ここで取り上げた事例は，発案者・主催者でもある市民有志グ

ループが，地域に対する参加依頼も含め，企画運営のすべてを担

うかたちで始められたイベントである。しかし，ここではその後，

同グループを中心としながらも，参加者有志で企画運営を支える

体制が築かれていく。また，参加する店舗も老舗が大半を占めて

いたものが，老舗と新規参入店舗が参加するイベントへと移り変

わってきた。本稿では，これらの変化の過程に注目して事例報告

を行った。 
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補注 

(1)第５回終了時点で，白壁ギャラリー継続の必要性について議

論が行われた。結果，第６回は開催することとし，その後の

ことは，第６回終了後に改めて検討することになった。第６

回の取り組み報告は，こうした動きの経過も含め，筆者が第

６回事務局長の役に就いたこともあり，他稿で詳述したい。 

(2) 文献1)を基礎資料とし，新たに得た情報を加えて記す。 

(3) 内容のマンネリ化に加え，行政からの補助金停止決定が主な
理由。 

(4) 当時の企画室が，毎週集まり約２ヶ月間議論を重ねる中で導

きだされたコンセプト。 
(5) 八女市が後援。期間中，巡回バスが運行されるが，これは八

女市観光協会からの支援。 
(6) 各回の出店者会議に臨むにあたり，企画室は，必ず会合を開

き，当該回の会議の準備をしていた。 

(7) 2014年６月15日現在，７店舗のブログをリンク。1200を超
える記事が掲載。 

(8) 『ゼンリンの住宅地図’80八女市（ゼンリン，1980年12月）』

で店舗の有無を確認。 
(9) 肯定的な評価をしつつも，「グループで話し合う際，自分の

意見が受け入れてもらえないこともあり，疎外感を感じるこ

ともあった。発言するのはもういいかなという気持ちになっ

た」という意見等もあった。 

(10) 白壁ギャラリーが始まる以前のイベントで，職人による実

演をした際。見学者にカメラで隠し撮りをされた経験がある。 
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