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八女福島地区における大規模な木造建物の再生に向けた取り組み
－「旧八女郡役所」開設から 2018 年 6 月までの利用状況－
Action for the wooden large-scale building reproduction in Yame Fukushima
-The use state from "Kyu Yame Gun-Yakusho" establishment to June 2018.内野 絢香* 加藤 浩司**
Ayaka UCHINO* Koji KATO**
"Kyu Yame Gun-Yakusho" in Yame Fukushima Preservation District is a large-scale wooden building built in the
Meiji period, which NPO is attracting funds for and repairing by itself.
The NPO, conducts this plan and runs some parts of the facilities, aiming that the building will become a park-like
place of the traditional Yame town after the renovation is completed.
This report shows the use state from the establishment of "Kyu Yame Gun-Yakusho" to June 2018.
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1.はじめに
1-1.旧八女郡役所について
「旧八女郡役所（以下、郡役所）/（写真 1）
」は、福岡県八女
福島地区に位置する、
明治期に建設された大規模な木造建物であ
る。1913 年まで郡役所として使われていたが、1996 年以降の使
い手はおらず、建物は老朽化していた。郡役所ではこうした状況
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（1）に向けた取
り組みを進めた。開設後は、
「まちの公園のような場所へ」をコ

写真 1 郡役所外観（南西から）

ンセプトとし、建物内外の積極的な利用が図られている。
1-2.目的と調査方法
前報では、重要伝統的建造物群保存地区の選定を受けている
八女福島地区において、
伝統的重要建造物群保存地区保存事業を
活用せず、
大規模な木造建物の改修を行った郡役所の改修過程に
焦点を当て、郡役所開設までの取り組みを報告した。そこで、第
2 報となる本報では郡役所開設後から 2018 年 6 月までの利用状
況について報告する。
調査の概要は以下の通りである。NPO スイッチによる郡役所利
用の考え方については、同会の会合・行事での参与観察および同
会の理事長へのヒアリング調査で把握し、利用状況は、郡役所の
日常的な管理を行う理事長の記録に基づき整理した。また、いく
つかのイベントについては見学などを行い、様子を把握した。こ

図 1 郡役所平面構成

れらに加えて、
「みんなの庭づくりプロジェクト」始動後の地域
住民との交流の状況を調べるため、2018 年 8 月、庭を日常的に
管理（水やり、草とりなど）し、フリースペース兼カフェ（以下、
フリースペース）で「えほん屋」を営業する、カフェ店主（NPO
スイッチ事務局長）へのヒアリング調査を実施した。なお、みん
なの庭づくりプロジェクトは、
「園芸部（2）」によって始められた
ものである。
2.郡役所の利用について
2-1.基本方針

郡役所は、大きく「大きなホール（図 1、中央）
」
「酒屋（図 1、
南側）
」
「フリースペース（図 1、西側）
」
「ショールーム兼事務所
（図 1、東側）
」ならびに「みんなの庭（図 1、西側から北側）
」
の 5 つのエリアからなる（図 1）
。
2017 年 3 月上旬に大きなホール（図 1、中央）で、イベントが
行われたことを皮切りとして、郡役所は、本格的な運用が始めら
れることとなった。
郡役所の運用方針は、
同施設開設時には明確に決められていな
かった。しかし、郡役所を運営する NPO スイッチ会員の中では、
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図2 郡役所における各エリアの利用状況
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写真2 大きなホール利用の様子
（鉄パイプと紙衣紙）

写真5 酒屋利用の様子（5）（本の会）

写真3 大きなホール利用の様子
（パラモデルハヤシヤスヒコ個展）

写真4 大きなホール利用の様子
（なついろ）

写真6 フリースペース利用の様子（園芸部カレーの会） 写真7 フリースペース利用の様子（寺子屋）

写真8 庭利用の様子（みちばた餅つき大会）

写真9 収穫祭の様子

写真10 親睦会の様子

同施設に興味を持つ人に幅広く、
積極的に使ってほしいというこ

の作品のように見えた催しもあれば、建物と空間それぞれが、互

とは共有されていた。従って、郡役所を使う場合の使用料はとり

いの価値を高めているように見えた催しもあった。

(3)

わけ定められていなかった 。特に、大きなホールでは、イベン

NPO スイッチ理事長が経営する酒屋（約 90 ㎡）では、酒屋と

ト時の安全などを確保することや、
郡役所を大切に使うことを前

して営業しながら、様々な行事も行われていた。
「本の会（写真

提に、様々な使い方を受け入れてきた（4）。また、こうした使い

5）
」などの趣味サークルの集まり（各 4 団体）が定期的に開かれ

方をすることで、NPO スイッチは、郡役所の存在を社会に発信し

ている他、
「子どもの本屋」の出張販売などが行われていた。ま

たいとも考えていた。なお、貸出に関して、積極的な情報発信は

た、観光客が観光スポットを尋ねにくるなど、地域の観光案内所

今のところ行われていない。

のような役割も果たしている。なお、郡役所の各スペースの貸出

2-2.現在までの利用状況

手続きと大きなホール使用時の対応はここで行われる(6)。

2017 年3 月から2018 年6 月までの郡役所における各エリアの

フリースペースは、約 20 名を収容できる広さがある。
「地域の

利用状況を図 2 に示す。これらの他に郡役所東側には、本格的な

人が多く利用する場所」を目指し（7）、2018 年 3 月までは週 3 日、

稼働は、まだ始められていないが、2018 年 5 月に八女市と民間

「えほん屋」が営業していた。それ以降は、週 5 日営業となり、

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

カフェサービスも始められた。加えて、2018 年 6 月から 7 月ま

入った。なお郡役所では、図 2 で示している利用に加え、視察対

での間、先程のカフェとは別のカフェが、残る 2 日で試験的に営

応や各種催しの打ち合わせも行われている。

業を行っている。このフリースペースでは、トークイベントや打

大きなホールでは、作品展示（写真 2、写真 3）や体験型ワー

ち合わせなども多く行われており（写真 6）
、地域の集まりにも

クショップなど、
様々な催しが、
冬場を除いて毎月行われていた。

定期的に利用されている。これらの他、みんなの庭や大きなホー

その中でも作品展示の場として使われることが多かった。
ここで

ルで行われる催しの中で一体的に使われることも多かった
（写真

催しをやりたいと考える人は、NPO スイッチ理事長の言葉を要約

7）
。

すると、
「この地域で、ここまでの大空間を有する木造の建物は

みんなの庭では、
工事が始まる前から、
地域イベントである
「み

珍しい。場の持つ力に惹かれ、ここで何かを表現したいと思う、

ちばた餅つき大会（写真 8）
」などの催しが行われていた。工事

考える人が多い」とのことである。例えば、開設から 2 ヶ月後に

終了後は、園芸部による、みんなの庭づくりプロジェクトが始ま

行われた音楽演奏の催しである「なついろ（写真 4）
」は、地元

り、8 月までに計 4 回の催しが実施された。7 月 15 日の「収穫祭

で面白い場所ができたから使ってみたいとのことで、
利用を決め

（写真 9）
」では、近隣住民を招いた「親睦会（写真 10）
」も行わ

た。また、作品展示という同じ種類の催しでも、空間を縦に使う

れている。これについては、次節でも取りあげる。

か横に使うかなどの、それぞれの催しでの空間の使い方で、ホー

2-3.みんなの庭づくりプロジェクト始動後の地域住民との交流

ルから感じられる空間の魅力も変わっていた。
建物と空間が１つ

ここでは、カフェ店主へのヒアリング調査に基づき、みんなの
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庭づくりプロジェクトが始まる前後での、
地域住民との交流の状

八女空き家再生スイッチにとって新たな 1 歩を踏み出す貴重な

況について述べる。

機会になったと考えられる。個人レベルでなく、団体として、地

みんなの庭づくりプロジェクトが始まる前は、
地域の人は郡役

域住民と交流する機会を始めて自らつくりだす催しとなったか

所の敷地内や周りの道路を散歩するだけであり、
カフェ店主との

らである。地域住民とより良い関係をつくっていくためには、今

（8）

直接的な交流はさほど無かった（図 1） 。

後も自発的に地域住民を巻き込んだ催しを多く行い、
旧八女郡役

みんなの庭づくりプロジェクトでは、
庭に設けた畑に野菜や花

所と地域住民の関係性をつくっていく必要があるだろう。

を植えた。主に地域住民が散歩をしている道沿いに、かぼちゃや

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

さつまいもなどを植えた。カフェ店主や NPO スイッチ理事長は、

コンセプトで運営が行われている旧八女郡役所が、
地域にとって

朝の営業前と日が沈む頃に、水やりや草とりを行っていた。

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

みんなの庭づくりプロジェクトが始まり、
野菜や花を植えたこ

と考えている。

とで、散歩中の人が郡役所の畑に興味を示すことが多くなった。
カフェ店主が積極的に挨拶をするようになると、
「植える場所が

謝辞

悪いよ」
「もうちょっと離して植えないと育たないよ」
「水はそこ

本報をまとめるにあたり、
「NPO 法人八女空き家再生スイッチ」

まであげなくていい」といった言葉をかけられていた。その後、

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

植えた野菜や花が成長するにつれて、
「今だとこういう野菜が良

ご協力をいただきました。ここに記して謝意を表します。

く育つよ」
「こういう野菜だったら育てやすいよ」
「もうこれ食べ
頃じゃない」などのアドバイスをもらった。中には、どうやって

補注

育つかを絵に描いて教えてもらうこともあった。

(1)開設とは、NPO スイッチ理事長が経営する酒屋が郡役所に開店

カフェ店主は、
畑ができたことで地域の人との交流がうまれや

し、同施設の部分的営業が始まった 2017 年 3 月を指す。

すくなったと感じている。この要因については、郡役所周辺を散

(2) 園芸部とは、みんなの庭の使い手を増やしたいという NPO ス

歩する人は、高齢者がほとんどで、園芸の経験を持つ人が多いよ

イッチの意図によりつくられたグループである。立ち上げ当

うで、共通の話題として、園芸という話題ができたことが、地域

初のことは文献 1）参照。

の人との交流が進む要因になっているのではないかという見解

(3)原則として、現在も使用料に関して定めはない。

を示していた。また、カフェ店主が水まき、草とりなどで、頻繁

(4)申し込みに関する手続きとして、2018 年 5 月より、
「利用申し

に外にでるようになったことも、
交流する機会がうまれた要因の

込み書」を用いるようになった。

1 つになったのではないかと考えられる。

(5) 写真は NPO スイッチ理事長より提供してもらった。

2018 年 7 月に収穫祭に伴う催しとして、郡役所の近隣住民を

(6)フリースペースは、天井がないため、冷暖房の効き目が良く

招き、フリースペースで親睦会を行った。26 人（園芸部 18 人、

ない。このことに加え、NPO スイッチ理事長が仕事をしながら

調査に来た学生 4 人、地域住民 4 人）が参加し、郡役所での活動

会合に加われるということもあり、特に冬場は、酒屋での会

に携わる様々な人と地域住民が交流する場面をつくることがで

合が多い。なお、酒屋は、郡役所に移転する前から、催しが

きた。この催しは、地域住民との関わりをつくりだすため、NPO

行われており、地域交流の場となっていた。

スイッチが、団体として初めて誘いかけを行った催しであった。

(7)郡役所は、行政の協力もあり、再生が図られるようになった
ものである。こうした経緯から、NPO スイッチでは、郡役所と

3.まとめ

地域の結びつきを大切にしていきたいと考えられている。

開設後の利用状況としては、
旧八女郡役所のそれぞれのエリア

(8) NPO スイッチ理事長によると、工事が始まる前は、建物の状

で多くの催しが行われていた。その中でも、大きなホールでは、

態が良くないことを不安視され、地域住民から「この建物は

様々な使い方が提案され、
この空間がもつ可能性が引き出されて

どうなるの」と心配される声が多く聞かれた。

いるように感じられた。フリースペース兼カフェでは、週の大半
が開くようになり、定期的に行われる行事も増え、地域住民が訪
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