
山鹿市菊鹿町今村集落
景観を重ねていく

小さなものを少しづつ重ねていくと、やがて
その重なりが面的な拡がりを持ちます。

景観をこの小さな重なりから考えはじめませんか･･･。

私たち一人ひとりが受け継ぎ、後世に向かって何を
どうやって伝えていくのか、そして、今から、私た
ちが山鹿の景観に重ねていくものとは何なのか、考
えていきたいと思います。



第２章　景観づくりの作法
　　（私にも何かできることがあるの？）
＝日々の暮らしの中で一人ひとりが輝くように＝
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山鹿市民が考える景観づくりの知恵
～市民ワークショップから～

■市民ワーク
ショップの開催

２ー１

山鹿の産業（仕事）からみた景観を考えるワークショップ

景観づくりの技術やデザインを考えるワークショップ

街道筋の景観資源をめぐるワークショップ

川筋の景観資源をめぐるワークショップ

　景観と産業の関連が深い商工業・観光業の関係者からの問題提起を
把握するワークショップ。関係者の視点から、気になることや直面し
ている課題を集め、また、山鹿市の景観イメージや景観資源について
語り合い、今後の景観づくりの可能性を語りました。
【主な意見とりまとめの項目】
・仕事を通して山鹿市の景観の気になるところ　直面している課題
・仕事の中で取り組んでいける景観づくりへのアイディアや提案

１

２

３

４

　景観について多くの市民の意見を集めるために、アンケート調査に
加えて市民参加ワークショップを行い、より具体的なテーマをもとに
してアイディアを募りました。
　それぞれの立場からの景観づくりへの提案を集め、多くの市民が共
有できる目標を明らかにすることを目指しました。各回のテーマ設定
は以下のとおりです。

　景観づくりに深い関わりのある建築・デザイン業の関係者からの問
題提起を把握するワークショップ。専門的視野からの現状評価及び、
今後必要になると思われるルールについて議論し、山鹿市の独自性を
反映する景観づくりについて議論しました。
【主な意見とりまとめの項目】
・山鹿市の建築物、広告物を考える
・山鹿市の景観でデザイン上気になるところを考える
・山鹿市の素材や人材、技術を活かす方法を考える

　先に行った市民アンケートの結果を踏まえ、多くの市民が挙げた景
観資源を実際に見学しながら行うワークショップ。川をさかのぼりな
がら見えてくる景観資源を対象として意見をとりまとめました。
【主な意見とりまとめの項目】
・菊池川などの川筋（河川）の景観について
・春夏秋冬の「絵になる川筋景観」を考える
・山鹿の農村風景、生活風景を考える

市民ワークショップのまとめ発表会５

　先に行った４つのワークショップでの成果を持ち寄り、山鹿市の景
観づくりの方向性について幅広く議論しました。また、崇城大学生活
環境デザインコース学生による広告物調査の結果についての報告があ
りました。
【主な意見とりまとめの項目】
・山鹿市民による景観形成への課題や提案

　先に行った市民アンケートの結果を踏まえ、多くの市民が挙げた景
観資源を実際に見学しながら行うワークショップ。街道及び幹線道路
沿道に形成された景観資源を対象として意見をとりまとめました。
【主な意見とりまとめの項目】
・国道３，３２５号沿道空間の景観について
・市内の観光拠点への案内サインについて
・古くからの街並みの良さや改善点について
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第１部　山鹿市景観基本計画
　第２章　景観づくりの作法

■「山鹿の産業から
見た景観」

第１回（市役所別館）
　『山鹿の産業（仕事）からみた景観

を考える会』
　平成１８年１１月９日
　参加者１９名
　（観光業関係者、小売業者　などの

みなさん）

身近なことから実践する仕組みをつくろう

■参加者からの問題
提起

■景観づくりの目標

仕事を通して山鹿市の景観の気になるところ　直面している課題

仕事の中で取り組んでいける景観づくりへのアイディアや提案

景観形成のためのアイディア

看板・サイン
・看板やサインの大きさや色彩が景観を壊していると感じることがある。
・みんなが思い思いに建てているのが見ればわかる状態なので、統一する
ことはできないか。

町並み・街灯・外灯
・豊前街道はきれいになってきたが、もう少し（観光的に）楽しめる工夫
が無いと郊外型のショッピングセンターの時代には勝てない。

・夜の山鹿は早くに暗くなってしまうので寂しい。
・お客さんが来て散歩すればモノを買ってくれる。商売が良くなれば街並
みもよくなる。

農村部の荒廃
・荒れ地が増えてきて管理に手が回らない。
・畦道が無くなり、祠（ほこら）までの道も荒れ、山に入れなくなってき
ている。

・ガードレールの色が景観を壊しているのではないか？
景観について
・景観をきれいにするのは誰のため？住民のため？観光客のため？
・市民向けアンケートには若い人の意見が少なかった。景観についての教
育を充実していく必要がある。

店頭でできること
・町並みの色彩の統一を話し合う。
・店のアプローチやディスプレイに工夫を凝らす。
・地域の魅力を再発見するために、外部からの視点を導入したり、すばら
しい場所を紹介するパンフレットなどをつくる。

・他地区の事例を紹介するなどして、お金になる取り組みとして考える。
・閉店時間を伸ばすなどして、夜景にも気を配る。
農地でできること
・農地を維持していく新しいシステムを考える。
・農地付き別荘として期間限定で貸し出す。
・空き家の活用を考える。

・景観の日を制定する。
・景観の「いろはカルタ」をつくり、山鹿の景観を紹介する。
・豊前街道を起点とした市内を回遊する観光ルートをつくる。
・町に木を植えたり、ばんこ（縁台）を設置したりして、楽しめる工夫を
施す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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■景観づくりの技
術やデザインを
考える

第２回（市役所別館）
　『景観づくりの技術やデザインを考え

る会』
　平成１８年１１月１６日
　参加者２３名
（建築士会、設計業、建設業、看板業ほ
かのみなさん）

山鹿の素材・技術・人材を活かそう

■参加者からの問題
提起

■景観づくりの目標

山鹿市の建築物、広告物を考える

山鹿市の景観でデザイン上の気になるところを考える

山鹿市の素材や人材、技術を活かす方法を考える

景観形成のためのアイディア

紹介したい建物
・八千代座、灯籠民芸館、千代の園酒造の煙突・蔵、水本鮮魚店跡など
の豊前街道の建物群は、歴史性を感じさせ、山鹿のランドマークとなっ
ている。

・康平寺、清浦記念館、鞠智城跡など伝統的に地区の人々が大切にして
いる場所。

・寺田鮮魚店やゆ～かむ、山鹿バスセンターなどの新しいが周辺の景観
に溶け込んでいるもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

紹介したい看板・サイン・工作物
・平山などの木製の看板が周囲の景観に溶け込んでいる。
・石のかざぐるまは町のシンボルになった。　　　　　　　　　　など

建物や看板の色や形に関すること
・大きすぎるものや突出したデザイン、色彩のものがが問題で、特に電
　飾や画像による広告が景観を阻害していると感じられる。
・専門業者の間で善し悪しの価値観を共有することはできるが、一般化
していくには時間がかかるので、地道な啓蒙が必要。

活かせる素材や人材について
・地産地消、地元素材についての関心は高いが、具体化するためにはか
なりの努力が必要な状況である。さらなる職人の掘り起こしや、市民
への呼びかけなども必要である。小規模なものから始めてはどうか。

・木材、鉄、ひょうたん、鍋田石などの看板を軒下に下げる。
・豊前街道では和紙を使った看板を製作し、伝統的技術を現代的にアレ
ンジする。

・竹細工、団扇の技術を看板等に応用する。
・学校の建物等に木材を多用して、内外装に木材を使うことを普及させ
る。

・竹炭や障子・襖のある家を推奨して、木や和紙の利用を促進する。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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■街道筋について

第１部　山鹿市景観基本計画
　第２章　景観づくりの作法

第３回（豊前街道ほか）
　『街道筋の景観資源を考える会』
　平成１８年１１月２１日
　参加者１６名

山鹿を訪れる人への見せ方を工夫しよう

■参加者からの問題
提起

■景観づくりの目標

国道３，３２５号沿道空間の景観について

市内の観光拠点への案内サインについて

古くからの街並みの良さや改善点について

景観形成のためのアイディア

好ましくない景観
・看板やのぼり、電線や電柱の数が多く、色使いがバラバラであること
などが沿道空間の景観を乱雑な印象にするほか、交通安全上も好まし
い状況とは言えない。

好ましい景観
・周辺との調和に工夫を凝らした看板や、沿道に拡がる田畑や山並みな
どが山鹿らしさを感じさせているほか、街路樹の整備も景観を良好な
ものに変えている。

案内サインについて
・設置してあるが、位置が良くなかったりして分かりにくくなっている。
観光客の視線を意識して、全市で看板やサインの色・形を統一する、
絵文字を使うなど美しく分かりやすいデザインが欲しい。

町並みの良さ
・来民では様々な製造業や職人さんの働く姿を見ることができ、昔なが
らの風情（音やにおいも含む）が建物と共に残っているのがすばらし
く、想像以上に歴史ある建物が残っているのでまだまだ宝ものがある
と感じる。豊前街道は、電線が無くすっきりした道路空間であること
や、八千代座などの核となる施設があり、周辺の修景事業も成果を挙
げている。

今後の改善点
・両方とも老朽化して危険な状態の建物が散見されることや、建物が撤
去された跡の駐車場や、周辺との調和を意識せずに設置された看板や
自動販売機などのが景観を阻害しており、対策が必要である。

・駐車場や自動販売機の設置者に理解を求める。
・看板については材質や形状、色彩等の統一が図れないか検討する。
・トタンなどを使う場合は、周辺の雰囲気に配慮する。
・商店街の人達が、何をしたいのかを明確にして、点から線になってい
くように考えていく必要がある。

・古い町並みを活かした体験ができるようになるといい。
・各店のショーウインドウに店の個性を演出する。
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「地域の価値」・「景観の価値」を市民に伝えよう

第４回（上内田川流域ほか）
　『川筋の景観資源を考える会』
　平成１８年１１月３０日
　参加者２０名

■川筋の景観資源に
ついて

■参加者からの問題
提起

■景観づくりの目標

菊池川などの川筋（河川）の景観について

景観形成のためのアイディア

春夏秋冬の「絵になる川筋景観」を考える

山鹿の農村風景、生活風景を考える

好ましくない景観
・堤防に捨てられたゴミや、コンクリート製の護岸、川から見える採石
場の荒れた山肌などが自然と調和しておらず、無理を感じる。

好ましい景観
・自然石の護岸や水質の良さが魅力である。子供達が川に親しみ、また
川筋の集落の景観が川と一体化しており、自然と共存する暮らしぶり
が見える。

春
・桜並木や菜の花が連綿として川筋を彩るのを、もっと広範囲でできな
いか。

夏
・子供達が川遊びする風景、蛍の乱舞、川面に映る花火、精霊流しなど
が見られる川へ。今より、川に親しみが持てるようになると良い。

秋
・菊池川のコスモスや番所の彼岸花、あゆ釣りやおろ垣漁、金原滝の紅
葉など、川の周辺の動植物がもたらす景観がある。

冬
・菊池川の朝霧や、炭焼きの風景、溜池に飛来するカモなどが冬の景色
として挙がる。

・例えば、番所の棚田や石積みはすごい景色で、小さな菜園や洗い場な
どの何気ない景色に癒される。鹿北の茶畑の整然とした感じもすがす
がしい。自然に人の手が適度に入ることによって長年維持されてきた
景観には安らぎを感じる。

・鎮守の森のシルエットや、自然素材を使って周辺の自然環境と見事に
融合している民家の造り方など、先人達の遺したものの中から多くを
学ぶことができる。

・耕作放棄地や荒れた山林・竹林を保全していくために、地域の後継者
を残していく方法を考える。

・今まで、たまたま残っているものに価値を見出し、その価値をみんな
に世代を越えて伝えていく必要がある。

・都会の人に興味をもってもらえるような仕掛けを考える。
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第１部　山鹿市景観基本計画
　第２章　景観づくりの作法

第５回（八千代座）
　『市民ワークショップまとめ

発表会』
　平成１８年１２月７日
　参加者５０名

■市民の協働による
景観づくりについ
て

◇山鹿の歴史の豊かさ、自然の豊かさを伸ばしていくことが重要だ。
◇景観形成は、市民が自ら考え「醸造」していくような物語性のあるも
のにしていく。

◇「日常的」「生活感覚」で景観を考え、自分たちでやれることから考
えていくのが良い。

◇ハード整備だけでなく、ソフト整備もすることで、相乗的に景観形成
の効果を高めていく。

◇市民の方が意見を提案したり、行政と協議を積み重ねられるワーク
ショップの開催や相談機関を設置する。

◇それぞれの地区の個性を伸ばしていくためのテーマやコンセプトを設
定し、小回りの利く仕組みづくりを行っていく。

◇観光客は建物の姿ばかりでなく、そこにあるものを含めてすべてを感
覚的に受け取っているので、音やにおいなど五感で感じる総合的な景
観へつなげていく。

◇景観は山鹿市の共通の資産であるとして、後世に残していくものを行
政と民間が協働で大切にしていく。

◇地域の魅力を輝かせる為に、ちょっとずつ違ったものがたくさんネッ
トワークされている様子をイメージして、その実現につとめる。

普段の生活感覚から景観形成を目指そう

■パネリスト及び
会場からの問題
提起

■議論のまとめ

■景観づくりの目標

景観づくりへの課題や提案
・自分たちの郷土の良さについて、共有することから始めなくては。
・国道３２５号沿道の景観の乱れはとても気になる。なんらかの規制を
早急にしてほしい。

・せっかくの里山景観も担い手が無く、失われていくのが惜しい。
・個人個人の意見は違うようでも、目標は同じ方向にあるのを感じた。
・観光面から考えれば、景観づくりだけでなく、産業・工芸・生活感な
ども合わせて考えないと、薄っぺらなものになってしまう。

一連のワークショップへの評価
・バスツアーに参加して、今まで考えたこともない視点で山鹿を見るこ
とができた。

・ワークショップで意見を交換しながら、また、専門的な知恵に触れて
山鹿の景観の素晴らしさに改めて感心した。多くの人にこのような機
会があればいい。

・もっと幅広い年齢層や職種が参加すれば、議論に奥行きが出た。
・例えば案内サインの設置などにみられるように、行政内部でバラバラ
なので、意思統一を図ってほしい。
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取り組み方の作法２ー２

■市民が主体的に
参画する景観計
画とするために

生活風景や産業（農林商工
業、観光業）風景を併せた
「生活景」が山鹿の景観を
創り出している

山鹿の景観を考える主体

重なりを意識することから始める

日々の暮らしから
（家や庭先から）

伸ばす
継承する

伸ばす
継承する

「生活景」を意識して
市民一人ひとりの
取り組みから
始めていこう

着眼点－１

着眼点－２

着眼点－３

伸ばす
継承する

山鹿らしい良好な景観形成の目標

生活感覚を
重ね合わせて創る

山鹿の景観

■どのように市民が
景観形成を始める
のか

　（３つの着眼点）

日々の仕事から
（職場から）

日々の行事から
（集落や町から）

　私たちが景観のことを意識する機会の多くは、日々の暮らしや仕
事・地域活動など、普段の生活の中のありふれた場面です。同様に
景観を形成することも、特別な何かをするというより、普段私たち
が行っていることの中に、実は結果的に景観づくりになっているこ
との方が多いのも事実です。（例えば、山鹿市の大部分を構成する
農村地域の田畑や茶畑・竹林などで営まれている生産活動の様子そ
のものが農村地域の景観の基盤となっています）
　この景観計画では、市民の皆さんが主体的に参画することを念頭
におき、普段の「生活感覚」の中にヒントを見出し、実践し、お互
いにその成果を持ち寄りながら山鹿市らしい景観形成を図る方法を
考えていきます。
　以下では、山鹿市民が主体の景観形成を進めるための３つの着眼
点と、３つの作法について考えてみたいと思います。
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第１部　山鹿市景観基本計画
　第２章　景観づくりの作法

一つひとつの場所を輝かせることで個性を高め
そのつながりを星座のようにつくっていきます。

景観づくりを通して仕事・産業をつないで
いきます。

景観づくりを通して、みんなが山鹿のこと
を語れるようにします。

公共施設や河川・道路、公園だけで
なく、鎮守の森や小路、井川（洗い
場）など、大事にされていたり、人
が集まり行き交う場所から積極的に
景観形成を図り、人を惹き付ける場
所、行ってみたくなる場所を一つひ
とつ増やしていきます。

本市において昔から利用されてきた
素材、培われてきた伝統技術、そし
て、素材・技術を用いて創造する人
材に光を当て、山鹿の風土（周辺景
観）と調和した統一感のある景観形
成を図っていきます。

市民一人ひとりが景観について、お
互いに語り合い、学び合う機会をも
ち、市民意識の啓発・向上を行うと
ともに、特定の人だけでなく、市民
一人ひとりが何らかの形で景観づく
りに関われるよう取り組んでいきま
す。
また、その土地の暮らしの楽しみ方
を山鹿の生活文化として、創造する
ような活発な取り組みを行っていき
ます。

景観づくりを通して
「山鹿を元気にしていく」

○個性のある山鹿

○来たくなる山鹿

○住みたくなる山鹿

生活感覚を重ね合わせる山鹿的“作法”として

その土地の
歴史

を重ねる

その土地に
あるもの
で重ねる

その土地の
人の思い

を重ねていく

＝

＝

＝

その土地で昔から大事にされている
場所、人が集まり行き交う場所から
始める

その土地の素材、人材、技術を活かす

その土地の景観をみんなで語る場を
つくる

作法－１

作法－２

作法－３

■どのような手法で
市民が景観形成を
行うのか

　（３つの作法）

市民が景観を少しずつ形成していくためには、どのような目的の

もとに、どのような手法で行うのがよいのかを検討します。
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　前述した「山鹿の景観を意識するときの着眼点」から三つの項目を
縦軸に、「生活感覚を重ね合わせる山鹿的“作法”」から三つの項目
を横軸に捉え、その組み合わせから九つの具体的取り組みのグループ
を設定しました。
　そして、それぞれのグループごとに市民アンケートや市民ワーク
ショップから出たアイデア、提案を盛り込んでいます。

【着眼点１】
日々の暮らしから
家や庭先から

【着眼点２】
日々の仕事から
店や田畑など仕事場
から

【着眼点３】
日々の地域活動から
地域行事やハレの日
から

【作法１】
その土地で昔から大事にされている場所、
人が集まり行き交う場所から始める

・「小路」の点検活動を行い、山鹿の歴史を感じさせる
まちなみづくりを行う。

・機能不全の看板の除去作業を行う。
・地域の区役に積極的に参加する。
・夜の「灯り」で町を彩ってみる。

・通りを歩く人の目に止まりやすい自動販売機や駐車場、
のぼりなどの広告について景観に配慮した作り方をす
る。

・店のアプローチやディスプレイに工夫を凝らす（古い
ものを飾ったり、植木や鉢物を置く）。

・みんなでハッピを着ながら店まわりの清掃活動を行う。
・歩いて楽しい仕組みをつくる。
・湯けむりで温泉地らしさを演出する。
・観光客に山鹿らしさを印象づけられるものをつくる。
・川に親しみやすい場をつくる。

・家まわりの清掃や庭木、生け垣の剪定をする。
・木材や竹で垣根を造る。
・障子やふすまのある家を増やして、伝統的な暮らしを
継承していく。

■景観形成のため
の行動とは

それぞれが
できることから

土地の材
料を使う

伝わって
いるもの
を飾る

仕事の道
具を飾る

季節を
取り込む

生活の中で

古いものに
ヒントを得
る

■景観形成が積み
重なっていくイ
メージ
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【作法３】
その土地の景観をみんなで語る場をつくる

・自分たちの地域がどういう地域なのかを考え、自分た
ちの思いを表明してみる。

・空き屋や空き店舗を活用して、景観に関する市民活動
の拠点をつくる。

・自分の地域の良さを再確認する催しを行う。
・祭りやイベントなどの場を通して景観づくりの議論を
高める。

・それぞれの店の外観や雰囲気づくりを思い切り批評し
あってみる。

・山鹿にある素材や技術を情報交換して、もっと様々な
可能性を追求する。

・コインパーキングや自動販売機の設置に関して話し合
い、町並みの統一感を維持する。

・古い町並みでは、建物の内部で見学や体験できる場を
増やし、視覚ばかりでなく感覚的に景観の良さに触れ
られる工夫をする。

・子どもたちに景観の重要性の教育を行う。
・学校の校舎や机に木材を多用して、木の良さに触れる

機会を増やす。

【作法２】
その土地の素材、人材、技術を活かす

・店舗の看板について和紙などの地元の素材や人
材を活用する。

・灯籠技術で新しいものづくりに挑戦する。
・鍋田石や稗方石で看板をつくる。
・地元の素材を再評価して、石の粉や地元産の赤

土などによる新しい建材や工法を開発する（自
動的に色の統一ができる）。

・木造建築の技術を低下させないためにも、公共
建築では極力プレカットによる建築を行わない。

・家を新築・改築するときには、地元の設計士や
大工さんと話を重ねながら進める。

・住宅や生け垣づくりに地元の素材や人材を活用
する。

・木材を多用したり、竹炭を活用した健康住宅を
建てる。

・地元にある素材や人材、技術を掘り起こす。
・道路沿いや河川沿いに花を植える。
・景観上評価すべき建物や技術に光を当て、表彰
したり広報したりして、取り組み意欲を刺激する。

第１部　山鹿市景観基本計画
　第２章　景観づくりの作法

沢山の星が
物語を織りなす
山鹿の景観

人の気持ちを惹く
きら星のような風景

人々の記憶に残
る景観になる

まとまりとして
見えてくる


