
〔団体印省略〕                                  ２２作八シンポ第 ２ 号 

２０２２年  ９月 吉日 

 関係機関・団体  各  位 

 

                                      作 事 組 全 国 協 議 会 

                                              会 長       梶山 秀一郎 

                                   特定非営利活動法人 八女町並みデザイン研究会 

                                              理事長     中島 隆弘 

 

 第７回作事組全国協議会 2022八女福島シンポジウム＆第８回まちなみフォーラム福岡の開催について 

（ご案内） 

時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

日頃から、各地で町家や民家、町並み保存継承などのまちづくりにご活躍のことと存じます｡ 

町家や民家あるいは歴史的町並みが脚光を浴び、伝統的な暮らしが見直されています。しかし一方で、町並み

を取り巻く環境は、社会構造の大きな変化の中で、少子高齢化の深刻化による空き家の増加の加速もあり、日々多

くの町家や民家が姿を消し、保存のための技術・技能者の養成と技術の継承、町家や民家を活用した賑わいづく

りなど様々な課題が山積しているのも現実です。 

風土と文化が育んだ町家や民家ないし町並みは地域ごとの特色があり、構法や生産組織も同様ですので、前

述の問題の解決は地域が担わなければなりません。各地域の地道な活動が成果をあげつつある今、次の段階の

課題を克服するために、建築基準法の見直しを見据えた各地の活動の前進を図るため、連携と協働を積重ねるべ

く「作事組全国協議会」が 2009年 2月に設立し、活動を展開してきました。 

このたび、第７回目の作事組全国協議会シンポジウムは、重伝建地区選定２０周年の記念事業として、八女市八

女福島にて開催することになりました。 

つきましては、各地で町家や民家、歴史的町並みを保全・再生し、次世代に受け継いでゆくためにがんばって

おられる住民団体や技術・技能者の皆さん、そして、行政の担当者や大学等教育研究機関などの皆さんに、是非

参加していただきたくご案内いたします｡ 

記 

１、開催日     ２０２２年１０月２２日（土）～２３日（日） 

２、主会場    福岡県八女市「おりなす八女・小ホール」 

３、主  催    作事組全国協議会、NPO法人八女町並みデザイン研究会 

４、共  催    まちなみネットワーク福岡、ＮＰＯ法人八女町家再生応援団、ＮＰＯ法人八女空き家再生スイッチ、

ＮＰＯ法人まちづくりネット八女 

５、協力依頼   八女福島町並み保存会、黒木地区町並み保存協議会、八女黒木町並みデザイン研究会 

６、後援依頼   八女市、八女商工会議所、福岡県、ＮＰＯ法人全国町並み保存連盟、全国伝統的建造物群保存

地区協議会 

７、内  容    別紙「チラシ」及び「開催要領」参照 

８、申込方法   別紙の参加申込書にて２０２２年９月中メド、早めに下記へＥメール、又はＦＡＸでお願いします｡ 

 「ＮＰＯ八女町並みデザイン研究会」（担当：北島へ）。 

〒８34－0031 八女市本町 264西棟 ＮＰＯ八女町並みデザイン研究会内   

TEL 090-8413-6128  FAX 0943-41-0169  E-mail:  bynrt982@ant.bbiq.jp  

※各種料金の納入は、9月 30日までに、以下の「ゆうちょ銀行：口座」に振込んでください｡ 

①郵便局（ゆうちょ銀行）からの振込・・記号「１７４１０」番号「９５５９１７０１」、名義「八女福島シンポジ

ウム実行委員会」 

②ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込・・店名「七四八」（ナナヨンハチ）店番「７４８」、 

預金種目「普通預金」、口座番「９５５９１７０」、名義「八女福島シンポジウム実行委員会」     
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■ 第７回作事組全国協議会 ２０２２八女福島シンポジウム&第８回まちなみフォーラム福岡 開催要領 

―2022.09.現在― 

①名称 

○第７回作事組全国協議会２０２２八女福島シンポジウム&第８回まちなみフォーラム福岡 

～重伝建地区２０周年記念事業～ 

②主催等及び開催判断 

○主催： 作事組全国協議会、ＮＰＯ法人八女町並みデザイン研究会 

（開催日が近まり、コロナウイルスの感染拡大で国の行動制限発出状況になれば、オンライン開催を選択する。） 

○共催： まちなみネットワーク福岡、ＮＰＯ法人八女町家再生応援団、ＮＰＯ法人八女空き家再生スイッチ、 

ＮＰＯ法人まちづくりネット八女 

○協力： 八女福島町並み保存会、黒木地区町並み保存協議会、八女黒木町並みデザイン研究会 

○開催事務局（問合せ先）・・・申込は別添の申込書にて出来るだけＥメールにて開催事務局へ 

 「ＮＰＯ八女町並みデザイン研究会」（担当：北島へ）。 

〒８34－0031 八女市本町264西棟 ＮＰＯ八女町並みデザイン研究会内   

TEL 090-8413-6128  FAX 0943-41-0169  E-mail:  bynrt982@ant.bbiq.jp  

③後援団体（依頼中） 

○八女市、八女商工会議所、福岡県、ＮＰＯ法人全国町並み保存連盟、全国伝統的建造物群保存地区協議会 

④日時： 2022年１０月２２日（土）～２３日（日）  

⑤会場： メイン：おりなす八女・小ホール（八女市本町602-1） 

⑥参加費・各種料金等 

○エントリー料： 参加費は一人２，０００円。（学生、八女市民は無料） 

○「エントリー料」、「昼食・弁当代」、「情報交換交流会費」、「エクスカーション費」は、申込書に記載の口座に振込む。 

（オンライン開催になった場合は、エントリー料を除いて返金する。） 

⑦シンポの内容 

  （ア）スローガン   【 本物の町家・民家を残し伝えよう 】 

（イ）当日スケジュールについて 

第１日目（１０月２２日・土） 

10：00～13：00 受付 

10：30～12：00 まちフィールドワーク（修理現場及び再生活用を中心に５班・５コースを予定） 

12：00～12：45 昼食 （参加申込と同時に弁当の注文を受ける。一個1000円） 

13：00～13：15 開会セレモニー 

13：15～14：15 開催地報告及び各地からの報告（４団体） 

14：15～14：30 休憩移動 

14：30～16：00 パネルディスカッションⅠ  

（テーマ （仮）「伝統木造構造の修理設計＆修理技法の現場から」） 

16：00～16：10 休憩 

16：10～17：40 パネルディスカッションⅡ  

（テーマ （仮）「歴史的建築物の継承・活用＆文化観光まちづくり」） 

17：40～17：50 閉会セレモニー(まとめ、次回開催地の紹介) 

18：30～21：00 情報交換交流会（「ひょっとこ八女本店」にて） 

第２日目（１０月２３日・日） 

9：00～12：30 エクスカーション （（仮）「大川の小保・榎津の町並み」、「筑後吉井の町並み」 

                         「八女黒木の町並み」「ディープな八女福島の町並み」） 

12：30～13：30 昼食後解散 

（ウ）主要行事の内容について・・・会場「おりなす八女・小ホール」 

○ア「まちフィールドワーク」（９０分）・・・修理現場、建物内部を見学できるところをセレクト 

○コース： １班～２班コース（歴史的建築物修理現場中心） 

３班～４班コース（歴史的建築物空き家再生活用中心）   ５班（町並みの魅力・歴史） 

○募集人員： コース１５名×５コース＝７５名・・・参加申込者増えた場合、コースを増やして対応。 

○ガイド： コースにガイド１名、サポーター数名 
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  ○イ「開会セレモニー」 

○挨拶：（１5分）―開会あいさつ： まちなみネットワーク福岡大塚代表 

―主催者あいさつ： 作全協梶山会長、ＮＰＯ八女町並みデザイン研究会中島理事長 

―来賓あいさつ： 八女市三田村市長ほか 

   ○ウ「開催地・各地からの報告」 ・・・パワーポイントにて発表 

○開催地からの報告：（１５分）  

―八女福島の歴史まちづくり（ＮＰＯ八女町並みデザイン研究会）  

○各地からの報告 ：（4０分） 

―１団体１０分×４団体 

（有限責任事業組合 金澤町家、ＮＰＯ法人天橋作事組、なら・町家研究会、姫路・町家再生塾） 

   ○エ「パネルディスカッション」 

○そのⅠ ：（９０分） 

・テーマ： 「伝統木造構造の修理設計＆修理技法の現場から」 

・会 場： 「おりなす八女・小ホール」 

・論 点： 建築関係者として伝統建築の継承にどうかかわるか。町家・民家の維持・活用のための修理・改修

（伝統建築技術）のわかる建築士及び職人の育成、その設計及び施工現場の課題、法制度への対応。

建築資材及び人件費の大幅な値上りへの対応。町家・民家の法的適合化への現状と課題。ほか 

・コーディネーター： 松井郁夫（ワークは２班に「き」組代表理事）  

・パネリスト（３名）： 井澤弘隆（（一社）京作事組代表理事、京都市）、才本謙二（（有）才本建築事務所代表取締

役、丹波篠山市）、中島隆弘（ＮＰＯ八女町並みデザイン研究会理事長・地元） 

○そのⅡ ：（９０分） 

・テーマ： 「歴史的建築物の継承・活用＆文化観光まちづくり」 

・会 場： 「おりなす八女・小ホール」 

・論 点： 歴史的町並み及び町家・民家の保全継承と空き家等の再生活用、その具体的手法並びに国の制度

活用（支援組織の発足、所有者とのコミュニケーション、資金調達、ビジネス視点をベースに再生後の

事業展開、文化財の活用等）。行政の支援策・制度設計（空家特措法の担当課との連携、内部改修へ

の補助金創設等）。文化観光まちづくり。ほか 

・コーディネーター： 金野幸雄（（株）つぎと会長）  

・パネリスト（３名）： 大滝祐輔（（一社）パレット代表理事、熊本県甲佐町）、松居秀子（ＮＰＯ鞆まちづくり工房代表、

福山市）、北島力（ＮＰＯまちづくりネット八女理事長・地元） 

○オ「情報交換交流会」 

○会場：「ひょっとこ八女本店」（八女市本町 1-243 TEL:0943-23-5809）  

○希望者・参加費：一人 5,000円 

○カ「エクスカーション」・・・集合場所「八女伝統工芸館玄関」 

○コース設定： ３コース  Ａコース： 「大川の小保・榎津の町並みコース」 

Ｂコース： 「筑後吉井の町並みコース」 

Ｃコース： 「八女黒木の町並みコース」 

Ｄコース： 「ディープな八女福島町並みコース」 

○参加募集人員： 各コース１５名     ○参加費： 2,000円（昼食込） 

⑧八女市の宿泊案内・・・参加者自身で直接予約ください。 

    下記の２ホテルをご案内します。直接、ご希望ホテルに「作事組全国協議会シンポ参加者」ということを伝えて、お

早めにご予約下さい（先着順）。宿泊料は当日ホテルに直接支払い。なお、車で参加の場合、可能なら八女福島

到着後ホテルに荷物を預けていただくことをお勧めします。 

○「八女グリーンホテル」 (ビジネス) 

シングル朝食付@5,600円 ※ツイン、和室有 P40台無料 メイン会場から徒歩８分 

八女市本町 47-1 TEL:0943-22-2156   http://yamegreenhotel.com 

○「HOTEL AZ 福岡八女店」 (ビジネス) 

 シングル朝食付@5,150円 ※ツイン有P76台無料 メイン会場から徒歩１５分 

八女市本村 539 TEL:0943-24-5101  https://www.az-hotel.com/yame/ 

    ○その他： 町家ホテル「NIPPONIA HOTL 八女福島商家町」 ☏0120-210-289   

https://www.yame-fukushimastay.com/ 

町家ホテル「Craft inn 手」 ☏0943-25-7577  https://craftinn.jp/ 

町家ホテル「ＲＩＴＡ八女福島」 ☏0943-24-2233  https://rita-yame-fukushima.jp/ 

tel:0943-22-2156
http://yamegreenhotel.com/
tel:0943-24-5101


～ 本物の町家・民家を残し伝えよう ： 重伝建地区選定２０周年記念 ～ 

 

 

  

  

上段：左 八女中央大茶園   右 八女福島の町並み    下段：町家カフェ    下段：右 アンテナショップ 

≪プログラム：予定≫ ※本チラシは２０２２年９月現在のものです。 

 

 

 

２２日 

(土) 

10：00～13：00 受付 

10：30～12：00 まちフィールドワーク（修理現場及び再生活用を中心に５班・５コースを予定） 

12：00～12：45 昼食 （参加申込と同時に弁当の注文を受ける） 

13：00～13：15 開会セレモニー 

13：15～14：15 開催地報告及び各地からの報告（４団体）  ※１５分休憩 

14：30～16：00 パネルディスカッションⅠ 

（テーマ 「伝統木造構造の修理設計＆修理技法の現場から」）  ※１０分休憩 

16：10～17：40 パネルディスカッションⅡ 

（テーマ 「歴史的建築物の継承・活用＆歴史・観光まちづくり」） 

18：30～21：00 情報交換交流会 

２３日 

(日) 

9：00～12：30 エクスカーション （「大川市小保・榎津」、「うきは市筑後吉井」、「八女市黒木」など） 

12：30～13：30 昼食ご解散 

◇ と き      ２０２２年１０月２２日（土） １０：００～２１：００  ２３日（日）９：００～１３：３０ 

◇ メイン会場   おりなす八女小ホール（八女市本町 602-1） 

≪申込先（問合先）≫「ＮＰＯ法人八女町並みデザイン研究会」（担当：北島）。 

TEL 090-8413-6128  FAX 0943-41-0169  E-mail: bynrt982@ant.bbiq.jp 

―主催： 作事組全国協議会、ＮＰＯ八女町並みデザイン研究会― 

―共 催： まちなみネットワーク福岡、NPO八女町家再生応援団、NPO八女空き家再生スイッチ、NPOまちづくりネット八女― 

―協力依頼： 八女福島町並み保存会、黒木地区町並み保存協議会、八女黒木町並みデザイン研究会など― 

―後援依頼： 八女市、八女商工会議所、福岡県、NPO全国町並み保存連盟、全国伝統的建造物群保存地区協議会など― 

「第７回作事組全国協議会 2022八女福島シンポジウム」 

＆「第８回まちなみフォーラム福岡」 

mailto:bynrt982@ant.bbiq.jp


団体名 申込責任者氏名

ふ　り　が　な

　　　　　　やめ　たろう

【例】　　八女　太郎 2,000 ○ ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―
宿泊「　　」予約
済、自家用車

小　　計 円 円 円

合　　計

※申込書どおりに登録しますので、参加確認証の連絡はいたしません。

締切：2022年９月中メド（早めに）  申込先：E-mail： bynrt982@ant.bbiq.jp （FAX 0943-41-0169） ＮＰＯ八女町並みデザイン研究会/北島

エントリー料 １０月２２日（土）

5班コー
ス

備考
（宿泊、交通手

段等）

（一人2000
円）

※学生は無
料

１０月２３日（日）

ＥメールＴＥＬ

第７回作事組全国協議会2022八女福島(やめふくしま)シンポジウム＆第８回まちなみフォーラム福岡  ・ 参 加 申 込 書

※各種料金の納入は、9月30日までに、以下の「ゆうちょ銀行：口座」に振込んでください｡（振込ができなく、当日納入者は北島090-8413-6128まで電話ください。）
①郵便局（ゆうちょ銀行）からの振込・・記号「１７４１０」番号「９５５９１７０１」、名義「八女福島シンポジウム実行委員会」
②ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込・・店名「七四八」（ナナヨンハチ）店番「７４８」、預金種目「普通預金」、口座番「９５５９１７０」、名義「八女福島シンポジウム実行委員会」

Ａ大川
Ｄ八女福

島

円

円

情報交換交
流会
18:30～
21:00
（一人5000
円）

エクスカーション
9:00～13:30
（2000円昼食代込）

氏　名

1班～2
班コース

3班～4
班コース

※エクスカーションのＡ～Ｃコースは、コースの申込が定員各15名オーバーした時は、申込の早い方を優先し、オーバーした方はＤコースに振分けいたします。

昼食
1000円

(弁当・飲物
付）

(申込責任者連絡先）住所〒

※町並みフィールドワーク（１班～４班コース・定員各20人）は、コースの申込がオーバーした時は、申込の早い方を優先し、オーバーした方は新たなコースに振分けいたします。

パネルディ
スカッション
Ⅰ
14:30～
16:00
（無料）

Ｂうきは Ｃ黒木

町並みフィールドワーク（八女
市八女福島）
10:30～12:00（無料）
※１班～2班（修理現場中心）、３班
～４班（空き家再生活用中心）、5班
（魅力・歴史）

パネルディ
スカッショ
ンⅡ
16:10～
17:40
（無料）

開催地報
告・各地か
らの報告
13:15～
14:15
（無料）



 

■： 駐車場 ： 「公共駐車場」  

■： 空き家再生活用の取組みなどで、店の中が見学できるポイント 

■： 町家等や空き家を活用した食事処・カフェなど 

■： 公共施設 ： 「一般に公開」 &施設駐車場 

■： 分散型ホテル      ■： 修理中（３棟見学） 

２０２２八女福島シンポ用「町並みフィールドワーク図」 

（22.09 作成： ＮＰＯ法人八女町並みデザイン研究会・北島力）090-8413-6128 

             主会場 ： おりなす八女 （八女市本町 602-1） 

 

八女市役所 

八女公園 

福島八幡宮 

福島小学校 

喜多屋 
造り酒屋 

丸林本家：アンテナショッ

プ「うなぎの寝床」(内部

見学ＯＫ：定休・火/水) 

カフェ・ 

ミトーテ 
（定休/水) 

堺屋 
公開施設（月曜休

館：内部見学ＯＫ) 

許斐本家 

八女茶老舗 
(内部見学ＯＫ) 

旧八女郡役所 
朝日酒店入店 

(内部見学ＯＫ) 

横町町家交流館 

公開施設（月曜休

館：内部見学ＯＫ) 町家カフェしお

や(定休・水/木) 

                

                

    ) 

 

相良矢工房 
(内部見学ＯＫ) 

 

外堀跡の水路 

中堀跡の水路 

NIPPNIA HOTEL・（喜多

屋別邸棟・レストラン併

設）(内部見学は予約制) 

 

旧寺崎邸：アンテナショップ（う
ねぎの寝床経営）、（内部見学

ＯＫ：定休・火/水) 

デ・コラ（旧八女

編物専門学院） 

リフォーム雑貨 

リフォーム展示 

(内部見学ＯＫ：定

休/水) 

 

Ao カフェ 
(定休/火)予約制 

正福寺 

無量寿院 

明永寺 

西勝寺 

恵比寿酒店 
(内部見学ＯＫ：

定休/火) 

観光物産館 

川のじ： 

一棟貸の宿 

元気食堂・八女

サヘホ(定休/日) 

茶の国観光案内所 

そば季里・史

蔵(定休/火) 

ウメノ商店 
(定休/火) 黒豚屋・居

酒屋 

あだち珈琲 (定

休・火/水) 

八女グリーンホテル

（ビジネス） 

久塚邸： 

みゅーぜぶらん八女 

NIPPNIA HOTEL・（大坪茶舗

棟４室）(内部見学は予約制) 

 

八女福島置屋 

Ao カフェ 2 号店 
(定休/火) 

OHAKO 旧大坪茶舗（NIPPNIA 

HOTEL主屋 1Ｆ）土日・祝日営業 

・ＩＭＡ(クッキー、焼き
菓子)休/日月 

・ゲストハウス古本屋 

コン

ビニ 

Craft inn 手(丸林本家

蔵) 

 

Craft inn 

手 (旧塚

本家) 

 

 

ＲＩＴＡ 八女福島 ８月オ

ープン、食事処「葉山」 

ま る舎

茶 房 ：

予約制 

 

坂口酒店 
(休み/不定休) 

ShigaShiga 
(定休/火・水) 

花むらさき 

(定休/木) 

168-kupu 

kupu(休/日) 

もつ蔵(居
酒屋)休/月 さか田 

居酒屋・休/日 

町家ブロート：パ

ン ○営金/土 

 

バ

ス

停 

駐車場 

駐車場 

伝統工芸館：月曜休館 

鹿田室礼 
(休み/不定休) 

とんかつ肉料

理・吉岡 

おりなす八女 

高橋家 

松尾家 

重伝建地区 

おりなす八女駐車場 

エクスカーション集合場所 


