
公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.17, 2018 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.17, May, 2018 

 

 

* 非会員・国立高専機構 有明高専専攻科 学生 NIT, Ariake College Advanced Engineering Course 

**正会員・国立高専機構 有明高専創造工学科  NIT, Ariake College 

八女福島地区における大規模な木造建物再生に向けた取り組み 

 －「旧八女郡役所」開設までの動きに注目して－ 
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 -Pay attention to movement until "Kyu Yame Gun-Yakusho" establishment- 
 

内野 絢香*  加藤 浩司** 

Ayaka UCHINO*  Koji KATO** 

 

"Kyu Yame Gun-Yakusho" in Yame Fukushima was about to collapse in 2015. Citizens in the district thought this 

oldest wooden large-scale building so precious that they decided to restore it, and the city government supported them. 

Finally, the restoration was opened party in 2017. 

The purpose of this study is to research how the restoration process was done in order to get knowledge about the 

reproduction method of huge wooden buildings.  
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1.はじめに

1-1.背景と目的 

本稿では、大規模な木造建物の再生方法についての知見を得

るため、福岡県八女福島地区に位置する「旧八女郡役所（以下、

郡役所）」について、大規模な木造建物の改修過程に焦点を当て、

郡役所開設までの取り組みを報告する（1）。これに併せて、2017

年8月から始められた「旧八女郡役所庭づくり（以下、庭づくり）」

の過程も示すことにする。 

郡役所はその名のとおり、明治期に建設され1913年まで郡役

所として使われていた。その後も様々な使い方がされたが、1996

年以降の使い手はおらず、建物は老朽化していた。こうした状況

の中、「NPO法人八女空き家再生スイッチ（以下、NPOスイッチ）」

が試行錯誤しながら建物改修を進め、郡役所開設に向けた取り組

みを進めてきた。なお、郡役所のある八女福島地区は、重要伝統

的建造物群保存地区の選定を受けているが、本事例では、「伝統

的重要建造物群保存地区保存事業（以下、伝建事業）」は活用し

ていない。 

1-2.調査方法 

調査の概要は以下のとおりである。 

資料調査として、郡役所に関する調査報告や NPO スイッチが

作成した各種資料を収集した。ヒアリング調査は、NPOスイッチ

理事長に対し、2018年 1月と 5月に実施した。これらの他、筆

者らは2017年8月から始められた庭づくりの活動に企画段階か

ら参加している。この活動は、郡役所敷地内の外部空間が建物と

調和し住民に親しまれる空間になるよう市民有志が集まり、取り

組まれているものである。これについての活動の経過は、観察、

メモ等により記録した。 

 

2. 八女福島地区について  

八女福島地区は、福岡市の南方約50kmに位置する八女市の中

心市街地であり、2002年に、全国で61番目の重要伝統的建造物

群保存地区になったところである（図 1）。現在でも「八女福島

町並み保存会」を中心に、多くの団体・機関が連携して様々な取

り組みが進められている。 

 

3. 郡役所について 

3-1.位置と概要 

 郡役所は、八女福島地区を東西に走る、旧往還道の南方に位置

する（図1/写真1）。冒頭のとおり、敷地内には大規模な木造建

物があるが、その延べ床面積は756㎡ある。なお、これだけの大

きさを有する木造建物は、八女福島地区では珍しい。平面は T

字型の構成で、寄せ棟桟瓦葺となっている。中央部の「大きなホ

ール」は南北方向25ｍ、東西方向10ｍ程の規模を有する空間と

なっている（写真2）。 

 文献1）によると、建設年は棟札や墨書がないため特定出来な

いが、1880 年代に「上妻下妻郡役所」として建てられた。その

後、増改築を繰り返しながら様々な使い方がなされてきた。しか

し、1996年からは未利用（空き家）となっている。 

図 1 八女福島地区と郡役所の位置 
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3-2.郡役所の現状（図2） 

現在は、NPO スイッチによる運営のもと、「まちの公園のよう

な場所へ」をコンセプトとし、建物内外の積極的な利用が図られ

ている。 

建物南側には、2017年3月、NPOスイッチ理事長が経営する酒

屋が入り、同年5月には、西側にフリースペース兼ブックカフェ

（写真 3）がオープンした。ここは、約 20名を収容出来る広さ

があり、イベントや会議なども行えるようになっている。そして、

建物東側には、2018年5月に八女市と民間会社が取り組む林業6

次産業化事業の事務所兼ショールームが入った。 

また、中央部の大きなホールは、NPOスイッチにとって身近で、

大きなホールに興味を示す人々により様々な使い方が実験的に

行われている。こうした使い方をする中で、NPOスイッチは、大

きなホールの使い方を考えながらその空間がもつ可能性を探っ

ている。 

 

4. 郡役所再生の取り組み 

 ここでは、まず郡役所再生の取り組みを主体的に進める NPO

スイッチの概要を整理する。そして、建物改修のことを中心とし

て、前述の酒屋が開店した2017年3月までの郡役所再生の取り

組みを示す。 

4-1.NPOスイッチについて 

 NPOスイッチは、活動内容を明確化するため、「NPO法人八女文

化振興機構（以下、NPO 文化振興機構）」が法人名称と定款の変

更を行い、2015年に再始動した団体である（表1）。ここで、NPO

文化振興機構とは、郡役所の建物とは違う大規模な建物の保存運

動に取り組むため、地域の文化・芸術活動に関心のある人が中心

となり、2003年に立ち上げられた団体である（表2）。 

4-2. 経過（図3） 

本稿で取り上げる郡役所再生の取り組みは、その内容から、①

再生の取り組みを始める前、②NPO文化振興機構としての取り組

み、③建物改修工事（2017年3月まで）、④庭づくりの活動、と

いう4つに分けられる。以下では、この4つの期間ごとに取り組

み内容を述べる。 

①再生の取り組みを始める前 

郡役所は、1996 年より空き家となっていた。長期間空き家だ

ったことにより、建物の状態は、屋根に穴が空く、土壁が剥げる

等、風雨による傷みがひどくなっていた。所有者は「建物を残し

たい」という思いから2006年に所有者から八女市に対して寄付

の申し出を行った。しかし、八女市は、活用の見込みがないとし

て申し出を受けることができなかった。そこで所有者は、NPO文

化振興機構に相談をし、同会が土地と建物を譲り受けることにな

った。そして、今に続く郡役所再生に向けた取り組みが始まるこ

とになった。 

②NPO文化振興機構としての取り組み 

 NPO文化振興機構では、日々進行する建物の傷みに対して屋根

にビニールシートをかける応急措置を2009年と2014年に行った。

建物の劣化に応急措置で対応することは、根本的な問題の解決に

はなっていないため、長く続けるべきではない上、費用的にも続

けていくことは出来ないということは確認されていた。しかし、

どのタイミングで、どのような方針で改修工事を行えば良いのか。

伝建事業による支援は受けたほうが良いのか。受けるならば、ど

のような形で進められるのか。これらの点について容易に結論を

出すことができず、話し合いに約4年間もの時間を費やした。結

果、NPOスイッチでは大きな不安を抱えた中ではあったが、2015

表1 NPOスイッチ概要 

名称 NPO法人八女空き家再生再生スイッチ

目的
■町家その他の文化遺産の再生・活用を通じ景観の
保全と交流の促進を行い、より豊かな地域社会の形
成に寄与すること。

■町家その他の文化遺産の再生に関する事業

■町家その他の文化遺産の再生の活用及び管理・運
営・サービスの提供に関する事業

■地域交流を促進する事業

主な事業

表2 NPO文化振興機構概要 
名称 NPO法人八女文化振興機構

目的
■八女市のまちづくりに対して文化遺産の保存活用
に関する事業を行い、文化を活かしたまちづくりに
寄与すること。

■八女市の文化遺産の保存活用に係る事業

■八女市の文化遺産の調査研究に係る事業

■八女の文化、芸術の振興に係る事業

主な事業

写真2 大きなホール 写真3 カフェでのパーティーの様子 

図2 郡役所の構成 

写真1 郡役所外観（南西から） 
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年2月頃の理事会で、伝建事業を使わず、「最低限の改修（屋根

の葺き替えと傷みのある躯体の改修）」をし、まずは建物を活用

出来る状態にするという結論を出した。そして、建物を使いなが

ら、その中で部分的な修繕を行い、NPOの財政基盤を整えていく

とともに郡役所の存在を社会にPRしていこうと考えた。 

これ以前の 2013年から翌年 1月にかけて、NPO文化振興機構

は、郡役所の再生方法を探るため、専門家やDIY手法を取り入れ

て空き家の再生を進める「NPO 法人尾道空き家再生プロジェク

ト」等の協力を得て「空き家再生スイッチ」という公開型研修会

を計3回行っている。NPOスイッチ理事長は、この企画に参加す

る中で、たくさんの人と関わりながら建物の再生に取り組んでい

きたいという気持ちを固めていたようである。 

③建物改修工事（2017年3月まで） 

 郡役所の建物改修工事は、NPOスイッチでは理事長と事務局長

が担当となり、八女福島地区内の町家の改修に関わる地元建設会

社とともに、改修工事を行った。また、工事を行うための資金は、

この活動を支援してもらえそうな八女市を含む複数の外部の団

体から獲得し賄った。それでも足りなかった費用については、NPO

スイッチ理事長が経営する酒屋の長期前払い家賃によって賄う

こととした。なお、同店は工事が始まる前から郡役所に入店する

ことになっていた。 

改修工事の間、前述のとおり建物の再生をたくさんの人と進め

ていきたいという思いがあったため、土壁塗り、建具の木部塗り

等の作業はワークショップという形で市民の参加を得ながら工

事を進めた（表 3）。例えば、土壁塗りを行う場合は、改修工事

に入っていた職人が参加者に技術的指導を行った。このワークシ

ョップは、

工事担当

の2人が企

画し、SNS

等を通じ

て参加者

の呼びか

けを行っ

た。しかし、

日々の作

業に追わ

れ、準備が十分にできなかったため、当初考えていたほど、工事

の様々な場面に多くの人が参加する機会をつくり出すことはで

きなかった。 

当初計画していた工事がひととおり終わり、2017年3月、NPO

スイッチ理事長が経営する酒屋が郡役所南側に開店したことに

より、郡役所は稼動し始めた。 

 現在は、土地を八女市が所有し、建物をNPOスイッチが管理し

ている。なお、土地はNPOスイッチが「行政財産使用許可」のも

と使用している。ここで、建物の改修を自ら行い、地域のために

活用しようとするNPOスイッチの行動や姿勢が、八女市による土

地の受け入れという結果に結びついたようである。 

④庭づくりの活動の取り組み 

 庭づくりの活動は、「園芸部」が中心となり、2017年8月から

始められている。ここで、園芸部とは、庭の使い手を増やしたい

というNPOスイッチの意図によりつくられたグループであり、そ

のメンバーは、同会の声掛けで集まった市民有志に八女市の担当

職員が加わり構成される。 

園芸部では、2017年 8月から同年末にかけ、外部空間計画案

づくりを進めてきた（写真4）。この間、それぞれの立場から様々

な意見が出されたが、結果として、建物と調和し地域住民の憩

い・交流の場にするという方向性で合意が形成された（図 5）。

その後、同年度末までに工事が急ピッチで行われ、5月には、活

動が再開された園芸部により「第1回たねまき・なえうえの会」

が行われた（写真5）。 

 

5.まとめ 

本稿では、大規模な木造建物の再生事例として、NPO法人八女

空き家再生スイッチにより様々な取り組みが進められ、現在では

「まちの公園のような場所へ」というコンセプトのもとで運営が

行われるようになった旧八女郡役所について、改修工事の過程を

中心に開設までの取り組みを報告した。なお、ここでの改修工事

は、伝建事業による支援を受けずに進められた。 

応急措置での対応に限界が見えてきていた中、八女福島地区で

希少である大規模な木造建物を残すことができたのは、地域にと

って意義のあることであると考えられる。また、今後の動向をふ

まえたうえでの判断が必要であるが、地域にとって建物再生方法

の新たな選択肢を提示できたことも、ここまでの取り組みの成果

表3 改修時の主なワークショップ 

日 ワークショップ作業内容
2015年12月12日 木部塗り
2016年6月12日 木製建具への蜜蝋塗装

11月9日

11月13日

11月27日 土壁の木舞掻き
2017年1月21日

2月15日
7月17日 荒壁用の土づくり
8月18日
8月20日
8月21日

カフェ部解体撤去

床張り

土壁塗りワークショップ

図3 郡役所再生に関わるこれまでの動き 
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であると考えられる。 

このような過程を経て、「まちの公園のような場所へ」という

コンセプトで運営が始められた旧八女郡役所が、地域にとってど

のような場所になっていくのか、引き続き観察をしていきたいと

考えている。 

 

 

謝辞 

 本稿をまとめるにあたり、「NPO 法人八女空き家再生スイッチ」理事長

をはじめ、旧八女郡役所の運営に関わる皆さまに多大なるご協力をいただ

きました。ここに記して謝意を表します。 

 

補注 

(1) 開設とは、NPO スイッチ理事長が経営すえる酒屋が郡役所に開店し、

同施設の部分的営業が始まった2017年3月を指す。 
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図4 外部空間計画案づくり時の 
ゾーン区分（図5中A～Dに対応） 

図5 庭づくりの活動で出された主な意見 凡例：〇 NPO意見、● 行政意見、◎ 合意 

写真4 園芸部話し合い風景 写真5 「第1回たねまき・なえうえの会」 
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