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はじめに

筑後川河川事務所は、熊本・大分・福岡・佐賀の 4県を流れる九州最大の 1級河川「筑後川」、福岡県下最大の穀倉地帯

を潤しながら有明海へと注ぐ清流であり、久留米・柳川両藩のお境川として高度な水利技術が残る「矢部川」、佐賀県の県都

佐賀市を流下する「嘉瀬川」を管理している。

3河川は古くから洪水との戦いの歴史が繰り返される中、特に経済の高度成長期までの間、洪水被害の軽減に主眼を置き、

集中的に河川改修を進めてきた。そのような社会情勢の中、治水の安全性は向上し、河川周辺の土地利用は高度化したが、

その一方で河川環境が単調となり、人々と河川の関係がかつてより希薄となり、周辺の街並みとの調和が必ずしも図られて

いない事例も見受けられた。そこで筑後川河川事務所では、全国に先駆けて平成 4年に「筑後川における河川管理施設等

の景観設計指針（案）」を策定し、それに基づき河川管理施設の設計・施工をおこなってきた。

その後、河川行政における景観に関する流れとしては、平成 9年に河川法が改正され、「河川環境の整備と保全」が明確

に目的とされるとともに、多自然川づくりの取組目的の一つとして「河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや

歴史・文化との調和にも配慮し、多様な河川景観を保全・創出する」ことが明確化された。

また、景観に関しては、平成 15年には美しい国づくりのための基本的な考え方と国土交通省のとるべき具体的な施策に

ついて「美しい国づくり政策大綱」が公表された。さらに平成 16年には良好な景観は現在及び将来における国民共通の資

産であることを基本理念とした景観法が成立、平成 18年には「河川景観の形成と保全の考え方」がとりまとめられる等、

河川における景観検討の必要性はさらに重要なものとなるとともに、景観に関する考え方の蓄積も進んできている。

このような背景から、筑後川河川事務所では平成 4年に策定した「筑後川における河川管理施設等の景観設計指針（案）」

の見直しをおこなうため、平成 19年から学識者と事務所職員からなる「筑後川河川事務所景観委員会」を立ち上げ、改訂

に向けた検討を進め、平成 23年 3月に「筑後川河川事務所における河川管理施設等の景観設計の手引き（案）」を策定した。

さらに、九州大学大学院工学研究院・景観研究室の協力のもと、内容の更なる充実と章構成の刷新を図り改訂版としてと

りまとめたものである。

なお本手引きは、事務所職員が日常の業務で取り扱う設計・施工、既往施設の補修設計等の維持管理業務において、景観

への配慮を実施する際の手引書として活用することを主たる目的としている。

平成 26年 6月

九州地方整備局　筑後川河川事務所長

■今後の景観設計の手引きの取り扱いについて

に所務事川河川後筑の後今、にともを論議ので」会員委観景所務事川河川後筑「は」き引手の計設観景川後筑「 

おける景観設計の方向性をとりまとめたものであるが、これをもって手引きの完成というものではない。

今後は、実際に指針を活用する事務所職員等による意見や知見を随時反映するなど、指針を更新させていくシス

テムを築きつつ、より良い河川景観を目指していきたいと考えている。もちろん手引きを策定・更新することが目的

ではなく、この指針をいかに活用していくかも重要であることから、今後は指針の運用についても検討していく予定

である。
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この手引きの使い方

この手引きは、筑後川の直轄管理区間におけるすべての事業を

対象に、「事業実施箇所及びその周辺の良好な河川景観・河川環

境を形成する」ことを直接的な目的としています。この中に示さ

れていることは、筑後川における良好な河川景観の形成について

の筑後川河川事務所共通の考え方であり目標です。

この後の第Ⅰ部では、すべての前提となる景観設計の基本的な

考え方と進め方を、多くの事例を引用しながら解説しています。

第Ⅱ部「エリア別の景観特性と整備方針」では、筑後川全域を

出張所の管轄区域で五つのエリアに分割し、各エリアの景観特性

と整備方針を詳しく解説しています。あわせて詳細な現地調査と

文献調査に基づいて作成されたエリア毎の景観ベースマップを添

付し、その中に主要な景観資源、重要な視点場と眺望、歴史的構

造物、旧河道、残すべき河畔林、景観上問題のある施設等の位置

を示しています。

また、第Ⅲ部「全エリア共通の景観特性と整備方針」では、低

水路、石積み構造、河畔林、樋門など、全流域共通の構造物、景

観要素について、景観設計上の留意点を整理し、整備方針につい

て解説しています。

そして最後の第Ⅳ部では、景観設計の発案から実施、管理まで

一貫した思想で取り組んでいくことを担保する「景観カルテ」の

仕組みと、それをどのように作成し利用していくべきかについて

解説しています。

この手引きは、以下のような様々なケースで活用することがで

きます。個々の事業でこの手引きを積極的に活用し、筑後川の美

しい河川景観・河川環境の保全・創出に寄与するよう努めましょ

う。そして、そうした一つ一つの努力の積み上げの結果として、

長期的には筑後川全体の河川景観・河川環境の質が向上し、末永

く市民の皆さんに愛される筑後川となっていくことを目指してい

きましょう。

本手引きを活用する場面：

（1）実際に景観設計をおこなう際に、規範として活用
　　　する。

（2）事業ごとの特記仕様書を作成する際に、河川景観
　　　への配慮をどのように盛り込むかを考えるための
　　　手引きとして活用する。

（3）景観や環境を主題とした市民参加・合意形成を進
　　　める際に、進め方の手引きとして活用する。

（4）事業ごとの景観カルテの作成・チェックに際して、
　　　手引きとして活用する。

（5）直轄管理区間で計画されている自治体等による許
　　　認可対象事業（許可工作物、占用等など）に対して、
　　　良好な河川景観の形成を図る上でどのような配慮
　　　を求めていくべきかを整理する手引きとして活用
　　　する。

（6）許認可案件（許可工作物設置や占用）に係わる管理
　　　主体（県、市町村等）に対し、景観形成に関する
　　　筑後川河川事務所の考え方を共有していただくため
　　　の資料として活用する。

（7）様々な日常業務の中で景観についてどのような配慮
　　　が必要かを勉強する参考書として活用する。

本手引きは「完成版」ではありません。皆さん一人一人が、日常

の業務の中で気づいたこと、うまくいったこと、失敗したことなど

を随時この手引きの中に書き込んでいきましょう。そして定期的

にそれらを持ち寄り、河川事務所としてこの手引きをアップデート

し育てていってください。
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河川景観・河川環境形成の
基本的な考え方と進め方

第Ⅰ部
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1.1　景観設計の基本的考え方

ここでは、景観設計の基本的考え方に関して、これまでの問題点について解説するとともに、我々が河川景観を考えるうえで重要な4つ

の要素、河川景観を良くしていく上でのポイント、そして実務にあたっての留意事項（心構え）を示します。

1.1.1　これまでの考え方の問題点

（1）個々の構造物を飾り立てることが景観設計ではない

以下は、平成 15年に国土交通省から出された「美しい国づく

り政策大綱」の抜粋です。

「美しさは心の有り様とも深く結びついている。私達は、社会資

本の整備が目的でなく手段であることをはっきり認識していたか、

量的充足を追求するあまり、質の面でおろそかな部分がなかった

か、等々率直に自らを省みる必要がある…（中略）…この国土を

国民一人一人の資産として、我が国の美しい自然との調和を図り

つつ整備し、次の世代に引き継ぐという理念の下、行政の方向を

美しい国づくりに向けて大きく舵を切ることとした。」

この主旨を河川の場合に当てはめれば、「我々には、様々な河

川事業を粛々と進めていく中で、美しい国土の一部としての河川

景観を守り育てていく責務がある」ということに他なりません。

では、具体的に何をすればよいのでしょうか？これまでの取り組

みの中には、景観設計について多くの誤解があったと思われます。

「景観」という概念が河川管理に入ってきたのは、ちょうどバ

ブル経済がピークを迎えていた昭和の終わりごろのことであり、

当時の河川管理を取り巻く予算状況は今日と比較してはるかに余

裕がありました。そうしたなかで、当時「美装化」などという呼

びかたで構造物に様々な「化粧」（形態、模様、色、タイル等の

仕上げ材など）を付加するような設計が盛んに採用されました。

そこでは河川景観全体ではなく個別の構造物ばかりに目が向けら

れ、それらをいかに美しく飾り立てるかが重視されました。

「化粧」のモチーフは地域の特産品や特徴的な風景から採られ

ることが多く、樋門の上屋や堤防の法面にカッパや花の絵が描か

れました。構造物本来の役割とは無関係にその姿かたちを変えて

みることも広くおこなわれました。鶴が翼を広げた姿をかたどっ

た水門が建設され、周囲の家並みを模倣して三角屋根の樋門が作

られました。しかし本来主役であるはずの河川自体の景観的美し

さにはあまり注意が向けられませんでした。この時代に作られた

こうした構造物は、今日も周囲の河川景観から浮き上がり違和感

のある存在となっています。

河川景観の主役は美しい川の流れであり、それを河畔の緑陰や

石積み、そして周囲の山並みや歴史的な街並が引き立てることで、

自然を基調とした美しい一幅の風景が成立するのです。

今後の景観設計に際しては、こうした過去の失敗を繰り返さない

よう十分に留意する必要があります。

（2）河川環境の目に見える部分が河川景観である

現行の河川法では、治水・利水に環境という三つ目の柱が加わっ

ています。そして環境への配慮の一つとして景観という概念が位

置づけられています。しかしながら、現状では景観と環境とを別々

のものとして扱おうとする傾向が見受けられます。

」分部るえ見に目ちうの境環川河「はと」観景「、合場の観景川河

のことに他なりません。環境が良くない場所の景観は決して良く

はならないのです。環境と景観を別の仕事として分けて考えるの

は大きなまちがいです。

人の手の加わっていることが目につかず、本来の自然が豊かに

感じられる風景、生物的に豊かな環境が存在していることが直感

的に感じられる風景こそが、河川景観の主役であるべきです。

しかし、長きにわたり治水・利水を主体に進められてきた河川

改修の結果として、今日では自然に近い川の姿や歴史的な川の姿

のほとんどが失われ、固定化され直線化された人工的な水路のよ

うな風景、環境の豊かさを感じられない風景が河川景観の主体と

なってしまっている地域が多数見られます。

こうした既存の河川空間を良い方向に改修すること、つまり本

来の豊かな環境を持った空間に修復していくことが、河川におけ

る景観設計の大きな役割です。環境整備と景観整備は本来一体的

なものなのです。
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1.1.2   河川景観を考えるうえでの四つの要素

「あなたは川の何を美しいと感じますか？」。素朴で単純な質問

ですが、この問いかけについて事務所職員の一人ひとりがよく考

えてみる必要があります。

美しいと感じるものを思いつくままに挙げてみましょう。渓谷

を駆け抜ける清々とした水の表情、平野部での遮るもののない

広々とした解放感、ゆったりと流れる川面に映り込む河畔林、四

季を感じさせる河川敷の草花……やはり自然に関係したものが中

心になります。

河川構造物についてはどうでしょうか？　古い石積みの堰や水

路など、それ自体が歴史的な風格を備えたものは美しいと思う対

象になり得ます。また、堰を越えて落ちる水の表情、菜の花が咲

き乱れる堤防など構造物が媒介となって表れるものが対象となる

こともあります。

しかし、現代に構築された河川構造物を見て、「美しい樋門操

作室だな」とか「なめらかな堤防法面がなんとも素晴らしい」な

どと感じますか？　それらが河川風景の主対象、つまり主役とな

ることがありますか？　答えは「ノー」です。

以下、河川景観の価値の所在について四つの要素に着目しなが

ら、もう少し踏み込んで考えてみましょう。

（1）地形

「渓谷を駆け抜ける清々とした水の表情」、「平野部での遮るもの

のない広々とした解放感」はどちらも渓谷、平野という地形が前

提となっています。川は上流から下流まで下るにつれて刻々とそ

の表情を変えますが、それは原始河川が大地を刻み始めて以来長

い時間をかけて形成されてきた地形によるところが大きいのです。

筑後川の場合、例えば筑後川温泉周辺の掘り込み河川の部分と

下流の久留米周辺ではまったく風景の表情が異なります。地形は

河川景観の大きな要素なのです。

山田堰右岸の斉明天皇を祀る恵蘇八幡宮のある山は、硬い岩で

あるために河道を遮り左へと屈曲させています。久留米の梅林寺

が建つ地点は、変成岩からなる岩山であり、江戸期に瀬ノ下捷水

路が開削されるまでは、ここで遮られた川は右に大きく蛇行して

いました。このように、地形と川の姿との間には「因果」があり

ます。

地形に沿って流れた水は、わずかな屈曲によって河道の中に瀬

や淵を生み出します。

さらに下流に下って、干満差の大きい有明海の感潮区間になる

と、潮の満ち引きの作用によっていわゆるガタ地形が形成され

ます。

このように、上流から下流まで徐々に変化する地形や地質は、

場所ごとに大きく異なる河道の風景をつくりだしているのです。

これについては、次節の「1.1.3 セグメントで考える」を参照し

てください。

（2）歴史

次は「石積みの堰や水路など歴史的風景の持つ魅力」について

考えてみましょう。筑後川の場合、こうした風景として水天宮の

石積み護岸、庄手川川辺の家並み、戦後に被災し補修された山田

堰の石畳など多くのものが挙げられます。これらに共通するのは、

治水・利水にまつわる先人の努力の履歴がそこに刻み込まれてい

るということであり、人々は風景の中にそれを感じることに価値

を見出します。そこには古都や古刹の美と一脈通ずるものがある

一方で、用の美とでも呼ぶべき必要から生まれた工夫の持つ美し

さも存在しています。

（3）環境

「四季を感じさせる河川敷の草花」を愛でることは、良好な自然、

環境という人間の生存に不可欠なものへの根源的な欲求の表れに

他なりません。「清々とした水の表情」、「解放感」なども同じと

考えることができるでしょう。都市化の進展により日常の暮らし

の中にこれらを感じることが稀な今日、河川空間に救いや癒しを

求める人はとても多いのではないでしょうか。

「四季を感じさせる」のは草花だけではありません。野鳥、昆虫、

魚などの生物の存在も、人間に季節の変化や環境の豊かさを伝え

てくれる大切なメッセンジャーです。こうした生物たちは、在来

種によって構成される生態系の一部であり、流域環境の多様性に

強く依存しているものばかりです。安易な河川環境の改変は、こ

うした生態系に重大な影響を及ぼします。そして、生態的に貧弱

な環境は、生物を絶滅に追いやると同時に、訪れる人々の感性に

働きかける力を失ってしまいます。

「環境」はすでに河川行政の柱の一つとなっていますが、それ

は同時に河川景観を考える上でのキーワードでもあるのです。

（4）暮らし

「夏の夕暮れ時に川辺で夕涼みをする人々の姿」、「川辺から見

、のどな」声歓のちた供子るすをび遊川「、」いわぎにの会大火花る

河川空間に人々が集う「暮らし」の姿。あるいは、「春を迎える

田に水を張るため取水堰のゲートが開けられ、音を立てて川の水

が農業用水路に流れ込む光景」や、同じく春の風物詩となってい

るエツ漁などの「営み」の姿。これらは、川の近くに暮らす人々

と川との関わり（川とまち、川と人との関係性）が、目に見える

形で河川空間に表出したものであると考えることができます。こ

うした風景も、見る人の心の琴線に触れる河川景観の重要な価値

のひとつです。

以上のように、美しい河川景観をかたちづくる主要な要素とし

て、①河川周辺の地形に起因するもの、②治水・利水その他の川

にまつわる歴史を感じさせるもの、③河川周辺の環境の質、そし

て④川とまちの関係が織りなす暮らしの姿を挙げることができま

す。この手引きでは、河川景観を考える上でこれら 4つの要素

を特に重要なものとして扱うことにします。
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表 1.1.2　セグメント毎の風景の特長（出典：河川景観デザイン、財団法人リバーフロント整備センター、2008）

表 1.1.1　一般的なセグメント区分と特徴（出典：河川景観デザイン、財団法人リバーフロント整備センター、2008）

図 1.1.1　筑後川のセグメント区分

セグメント2-1 セグメント1セグメント2-2セグメント3

　
　日田

エリア

　　　　　　吉井エリア

　片ノ瀬エリア
　久留米エリ

ア

　　
　 
大川
諸富
エリ
ア

筑後川河川事務所
久留米出張所

片ノ瀬出張所

吉井出張所
日田出張所

大川出張所

項目と区分

←　　　山間地　　　→←　　　扇状地　　　→
←　　　 谷底平野　　 　→
←　　  　自然堤防帯　 　 　→

←　　　　  　   　デルタ 　　     　 　　→ 

蛇行が激しいが、川幅水深比
が大きい所では８字蛇行
または島の発生

中、河床材料が大きいほうが 
水路はよく動く

1/400～1/5000 

蛇行が大きいものもあるが
小さいものもある

弱、ほとんど水路の位置は
動かない

1/5000～水平

セグメント3セグメント2 
2－1
 

2－2
セグメント1セグメントＭ

シルト・粘土河岸構成物質

地形区分

勾配の目安

蛇行の程度

河岸侵食の程度

河床河岸に岩が出ている
ことが多い

様々

様々

非常に激しい

3cm～1cm 1cm～0.3cm 0.3mm以下河床材料の代表粒径 様々 2cm以上

表層に砂、シルトが乗ることが
あるが薄く、河床材料と同一
物質が占める

1/60～1/400

曲がりが少ない

非常に激しい

2～8m 3～8m低水路の平均深さ 様々 0.5～3m

1.1.3　セグメントで考える

源流から河口までの間を、河床勾配・河床の形態（河床材料）・

蛇行の程度などから区分する考え方にセグメントがあります。右

の表 1.1.1 は、一般的なセグメント区分とそれぞれの特徴を示し

ています。

筑後川でのセグメント区分は概ね図 1.1.1 のようになっていま

す。最も上流のセグメントは、日田から夜明ダムを抜け掘り込み

河川が終わる大石堰下流あたりまでの範囲です。山間地から扇状

地に至る部分であり、河床材料の代表粒径は 2cm以上で、砂粒・

小石が主体です。表 1.1.1 ではセグメント１に相当します。

次は、大石堰下流から恵利堰あたりまでの範囲です。ここは、

扇状地から自然堤防帯に移行していく部分であり、蛇行が目立つ

ようになります。河床材料の代表粒径は 1～ 3cm程度です。表

1.1.1 ではセグメント 2-1 に相当しています。

次は、恵利堰付近から筑後大堰までの範囲です。代表粒径はさ

らに小さくなり、細砂・シルト・粘土の混合物が河床を形成して

います。表 1.1.1 ではセグメント 2-2 に相当します。

最後は筑後大堰から河口までの区間です。河道勾配が 1/5000

以下となり、低質はシルト・粘土（いわゆるガタ）が厚く堆積し

ています。また、潮位変化の大きい有明海の感潮区間でもあり、

環境的には汽水域・海水域になります。表1.1.1 ではセグメント3

に相当します。

以上、筑後川におけるセグメント区分について見てきましたが、

セグメント区分に対応して川の風景も変わっていきます。表1.1.2

は、セグメント毎の川の風景の一般的な特徴を示したものです。

筑後川もこの分類によく当てはまります。しかし、長い治水事業

の積み重ねの結果、一見しただけではその場所本来の川の姿をイ

メージすることが難しくなっている場所が多々あります。そうし

た場所であっても、セグメント区分に立ち戻ることでその場所本

来の川の姿を理解することができます。セグメント区分と区分毎

の景観的特徴をよく認識しておくことは、筑後川の風景を考える

際に大変有益なことです。

セグメントは、河道の物理的な特徴の単位であると同時に、河

川の生態系の空間的な区分の単位と考えることもできます。特に

筑後川の場合、魚類相区分とセグメント区分がよく対応している

ことが知られており、河川環境を考える上でもセグメント区分は

とても重要です。

水系での主要な河道分類
水の表情

河道の特徴 周辺の特徴

山間地河道（セグメントM）
・山地部を流下する河川風景である。両側の山、
　河床の岩、滝等により自然性に満ち、水の動き
　を感じさせる風景を呈する。

扇状地河道（セグメント1）
・谷あいより平地部にでる河川風景で、澪は複
　列になり、広大な河原を形成する。
・砂礫が支配的な景観。

中間地（自然堤防）河道（セグメント2）
・自然堤防帯の河川風景、河道内には大きな
　砂州が発達し、砂州や瀬・淵等が重要となる。

感潮河道（セグメント3）
・感潮域あるいは自然堤防河道の感潮域に対
　応し、砂州は明瞭でない。
・水面幅が広く広大であるが、空間的な変化に乏しい。

河口（セグメント3）
・海に接する部分であり、雄大な風景を呈し、砂
　嘴、海の波浪等が重要である。

動的

静的

急瀬、よどみ、
滝等変化に富む

流速は早く、水の
しぶきや波立ち

瀬や淵が交互に
発達する

流速も遅く、瀬や
砂州の発達は明瞭
でなく、広大である。
潮位の影響を受ける

雄大
波の波浪

河道 河床

狭い・深い 岩、急勾配

広い、平たい シルト、緩勾配

流路は幾度も急角
的に方向を変える

広大な河道
澪筋は複列になる

河道には大きな砂
州が発達する

大きな砂州は発達
しない。澪筋は一
つにまとまり水深
も比較的深い

海に接する

大きな石や岩が
露出

砂礫堆が発達
1/60-1/250

上砂の堆積
1/400-1/4000

砂・シルト
1/5000-水平

砂・シルト

自然的

都会的

・山間部
・周辺の地形とともに景
　勝地になることが多い
・自然性に満ちている

・谷あいより平地部に出
　る所

・河道周辺に自然堤防
・背後に後背湿地帯
・水田等の耕作多し

・感潮区間に対応
・舟運利用多し
・町が発達

・港が発達
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1.1.4　河川景観をよくするポイント
　
河川管理施設の設計では、「河川管理施設等構造令」および関連規定に準拠し、河川管理機能に支障のない範囲で景観設計をおこなうこ

とが前提となります。つまり、樋門・護岸・堰などの河川構造物の形態や大きさは、求められる機能から決まってきます。しかし、単に機

能のみを考えて設計していては、結果として前節で述べたような「川の美しさ」とは相容れないものになってしまう可能性が高くなります。

河川景観を良くするために、こうした基準の範囲内でどのような工夫をし知恵を絞ることができるかが重要になります。ここでは、「定石」

としての基本的なポイントを示します。

①以前の川の姿をイメージする

現在の川の姿からあるべき将来の姿をイメージするのは難しい

ことが多いでしょう。そうした場合に、古図面、旧河道図、過去

の航空写真や風景写真を分析することや、対象地点の上下流で人

工の手があまり入っていない区間があればその場所の姿を子細に

観察してみることで、水衝部の形、水裏の形、水際の形態、砂洲

の形態等、以前の川の姿とその特徴をある程度把握することが可

能です。それらは、低水路部分の形状や線形など改修後に創出し

たい河川空間のイメージを構築するうえでとても有効に活用でき

るものです。

ここで重要なのが、「水際線は常に変形しうる」という考え方

です。これまでの河川整備の考え方の基本は、もっぱら流下能力

の改善に主眼が置かれ、「河道を固定化、単純化する」というも

のでしたが、それは同時に川から川らしい風景を奪い環境を貧弱

にしてしまう所作でもありました。今後の河川整備では、治水・

利水に問題が生じないよう留意しつつできるだけ川が自身の力で

川本来の姿を取り戻せるよう変化を許容した手法を導入してい

く、という考え方の転換がとても重要となります。

②あいまいな空間の創出を目指す

水域と流域（氾濫原）の境界は、水流によって運ばれた土砂や

石、シルトなどの堆積物で構成され、その縦断方向、横断方向の

線形は流水の力により常に複雑に変化します。そこにはさらに水

生植物や河畔林が繁茂するため、水域と陸域の間には人工の空間

のように明確な境界線は存在せず、空間の変化は不明瞭であいま

いです。低水路周辺の景観を改善し環境形成を図る際には、この

空間の「あいまい性」をいかに実現するかが重要となります。

この項に関しては「3.3 低水路と水際部のデザインについて」

に具体的な解説がありますので活用してください。

③ストリームラインを考慮する

川の姿には基本的に直線は存在せず、すべてが自然な曲線（ス

トリームライン）で構成されています。それに沿って設けられる

堤防などの構造物の中に折れ線や鉛直線のように川の曲線となじ

まない線が現われると、その部分が特に目立ちやすくなります。

平面図を見ただけではほとんど問題のないような堤防法線の軽

微な折れ線であっても、実際にできあがってみると想像していた

以上にくっきりと折れ線になってしまっていることがあります。

同様に、図面上ではほとんど直線のようなゆるいカーブも、実地

では大きく湾曲した曲線となって見えるものです。これは平面図

を見下ろす目の位置が鳥の目線からであるのに対して、実物を見

る位置がそれよりもずっと低い地べたに足をつけた人間の目線で

あるために生じるトリックです。このトリックにはまらないよう

気をつけてください。

④暮らし、営みの風景を保全していく

川という自然に対して今日のように圧倒的な改変を加えること

が不可能であった時代には、川の威力を恐れ、それとなんとかお

り合いをつけながら治水・利水の工夫がなされてきました。そう

した時代にかたちづくられた川に対する人々の営みの風景は、石

積みや堰などのかたちとなって今日でも多くの場所にその痕跡を

とどめています。水神祠などの川への信仰の姿や伝統的な漁の方

法も、川と暮らしの関わりを伝えるものです。こうした人の営み

の証しは河川景観の重要な要素です。

河川改修の際に、これらを一体的に保全していくこと、失われ

たものについては再生していくことにより、歴史が継承されるだ

けでなく河川景観にアクセントが生まれ、風景の奥ゆきが増大し

ます。　　　

⑤意匠を排除し不易な姿を目指す

意匠とは、色、形態、模様など、意図的に付加された装飾上の

特徴を指します。構造物に模様を入れたり色をつけたりすると、

当然のことながらそうしない場合よりも目立つようになるもので

す。中途半端な意匠は百害あって一利なしです。

例えば、水門の門扉に黄色や青色等の明るい色を塗れば、遠く

からでもよく目立ちます。「自然界にも黄や青があるではないか」

と反論される方がいるかもしれませんが、そうした自然の色は微

妙に人工の色とは異なります。河原に落ちている黄色いジュース

の缶と菜の花の黄色を考えてみてください。ジュースの缶の色が

河川景観に馴染んで見えるでしょうか？　「青は水の色」という

人がいますが、青く塗られた樋門の門扉がその前の川の水面と同

じ色に見えるでしょうか？

樋門の屋根を三角にしたり丸くしたりすれば、それだけで河川

空間の中で目立つものになってしまいます。「背後に集落がある

から樋門を三角屋根にすればうまく溶け込んで見える」と言う人

がいます。またある人は「背景の山並みに馴染むから丸い屋根も

いい」と言います。そんなことが本当にありますか？　あなたは

本当にそう見えたことがありますか？　「似て非なるもの」は逆

にとても目立ってしまうものです。

個々の構造物に個性をもたせようとしてはいけません。主役は

川自身であり、個々の構造物は川を引き立てる脇役なのです。で

きる限り存在感を薄くし目立たないようにすること、周囲から浮

き上がらないようにすること、そして川が喜ぶ姿と構造にするこ

と（川という自然の力に逆らわず、最終的には堆砂・浸食など川

自身の作用によって安定化するよう考慮すること）を考えなけれ

ばなりません。時間や世の流行り廃りを超絶した不易（いつまで

も変わらない）のデザインを目指しましょう。

⑥構造物のボリュームを低減する

機能に影響のない範囲で構造物のボリューム（大きさ、高さ、

厚さなど）をできるだけ小さくしましょう。機能を追求し無駄を

省いた合理的でミニマムなものは、すっきりとした形態となり目

立ちにくくなるものです。これは事業費の削減にもつながります。

⑦エイジング効果を考慮する

設計の段階で経年変化を考慮しましょう。新建材で覆われた壁

面や塗料で仕上げられた壁面は、完成時にはピカピカしています。

しかし数年すると埃などの汚れが表面に付着したり紫外線により

退色したりしてみすぼらしい印象となってしまうことが多いもの

です。一方、石材のような自然材料を用いた場合、時間を経れば

経ただけ味わい・風合いが深まり、完成直後よりもよい印象とな

ります。これはエイジング効果と呼ばれるものです。

良いエイジングを遂げた構造物は、そうでないものに比べ周囲

の風景に溶け込みやすいものです。我々が使用することの多いコ

ンクリートも、川の水流に洗われる部分では経年的に表面のモル

タル分が洗い取られ、その結果よく見なければ石でできているか

と見間違うような風合いとなることがあります。頻繁には水のか

からない構造物であっても、洗い出し仕上げを採用したり目地の

入れ方を工夫したりすれば同様のエイジング効果を期待すること

ができます。
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一度作られると長い間存在し続ける土木構造物の場合、設計段

階でエイジング効果を織り込んでおくことはとても重要です。

⑧既存構造物とのデザイン的な整合性に配慮する

隣接する構造物と同じ仕上げ、同じ材料を用いることも効果的

な方法です。例えば石積みの護岸が連続しているところでコンク

リートブロック積みによる補修をおこなえば、そこだけ浮いてし

まうのは想像に難くありません。同じ石でも玉石積みの中に割り

石をいれてもうまくいきませんし、玉石にしても色合いや地肌の

表情が全く違う石を持ってくればやはりうまくいかないもので

す。同様にコンクリートブロックを谷積みで張ってあるところに

布積みでブロックを積んだら、同じタイプのブロックを使ってい

てもやはり違和感のあるものとなるでしょう。

ここで注意したいのは、既存の構造物が景観上問題のあるもの

である場合です。そうした際には、臆することなくこの手引きの

考え方に従ったものを新たに建設してください。この手引きが想

定している時間軸は五年や十年ではなく、三十年、五十年、百年

後です。その間には既存の問題のあるものは淘汰され、本来ある

べき姿のものに置き換えられていることでしょう。

⑨事業初期段階からの取り組みが大切

景観設計では河川構造物の設置位置、規模、形式などについて

様々な工夫をすることが必要不可欠ですが、それを実施設計段階

になってから始めたのでは設計変更の余地が少ないために十分な

対応ができなくなってしまいます。計画段階、基本設計段階のよ

うに事業の初期の段階から景観への配慮を始めることが非常に重

要です。

⑩広いエリアで考える

通常の業務では個々の構造物や短い区間を対象とした事業がほ

とんどです。だからといって事業対象の狭い範囲だけを扱うこと

を繰り返していてはツギハギのように連続性や一体性の無い風景

となる恐れがあります。

たとえ小さな事業であっても計画段階においては、景観上、ま

た環境上ひとまとまりの区間として考えるべき範囲を対象にした

景観づくりの大枠の方針を設定しましょう。

⑪地域との合意形成をきちんとやる

市民に喜ばれ愛される空間づくりに向けて、できるだけ数多く

地域の人々との意見交換や情報共有の場を設け、円滑に合意形成

を図りながら事業を進めていきましょう。

⑫生物のことを忘れない

風景は良好な環境の視覚的な現れです。良好な環境とは、健全

で豊かな生態系が保たれていることに他なりません。河川技術者

は常に川の生物達が元気が出るかに注意を払いましょう。

以上に基本的な留意点を示しましたが、これらだけで全てがう

まくいくというわけではもちろんありません。この手引きが対象

としているのは一般的な河川構造物であり、河川景観の中で巨大

な存在感を持たざるを得ない堰や水門の場合は想定していませ

ん。こうした巨大構造物の場合は、計画段階から専門委員会を設

置するなど、別のアプローチを検討する必要があります。
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1.2　景観設計の具体的な進め方
1.2.1　景観設計の流れ

ここでは、景観設計を実際におこなうにあたり、大きな流れとしてどのような段階を経て進めるのが望ましいか、またそれぞれの段階で

どのようなことに留意すればよいかについて解説します。図 1.2.1 は、計画段階から事業実施段階までの景観設計の一般的な流れを示した

ものです。以下の解説は、この図中の①から⑩に対応しています。

①景観設計に反映させるべき留意点を洗い出す

維持補修であっても新設であっても、災害復旧であっても、す

べての事業は、まず最初に「こんなことをしよう」という発意が

あり、そこから大まかな「事業計画」が作成されることになりま

す。これが図 1.2.1 の一番上の段に示す「計画段階」です。

通常の設計作業の場合では、この段階でその構造物に求められ

る機能や性能、立地条件、そして前例等から、基本的な構造や形

状がある程度見えてくるのが普通です。

景観設計をおこなう場合には、これとは少し流れが変わってき

ます。まずこの手引きの第Ⅱ部の中で対象事業が位置するエリア

を参照しながら、事業対象地周辺が持つ特性をしっかりと把握す

る作業をおこないます。第Ⅱ部には出張所の管轄エリア毎に歴史

や地形、環境などについての解説がなされています。よく読んで

ください。

必要があれば追加で現地調査を実施します。その結果から景観

設計に反映すべき主要な留意点をきちんと整理することが、この

段階の作業の中心となります。

この段階でのもう一つの重要な作業は、対象事業の重要度を判

断することです。手引きの第Ⅱ部にはエリア毎に景観上重要な施

設や眺望ポイント（視点場）等の位置を示した景観ベースマップ

があります。このマップにはまた、景観形成上の重要度に応じて

。すまりあてし示がつ三の」間区般一「、」間区点重「、」間区点重最「

これにより対象事業の位置が筑後川の河川景観上どの程度重要な

地域に含まれているかを知ることができます。なお、これらの区

間は、景観設計を進める際にひとつのまとまった特性を持ったエ

リアとして検討範囲に含むことになります。

景観ベースマップで最重点区間となっている範囲は、そのエリ

アの中でも特に景観上重要な部分です。もし対象事業の位置がこ

の区間に含まれている場合、筑後川河川事務所の「景観委員会」

に諮ってください。同委員会はそれを受けて、対象事業の景観設

計をきちんと進めるのに必要な専門性を備えた人物をアドバイ

ザーとして選任します。事業担当者はこのアドバイザーと協力し

て景観設計作業を進めていくことになります。

対象事業が景観ベースマップ上で重点区間となっている範囲に

含まれる場合にも、景観委員会への諮問が必要です。重点区間は

河川景観の形成上最重点区間ほど高い重要性はないがそれに準ず

る区間です。この場合、アドバイザーの選任は必要ありませんが、

景観設計作業の主要な各段階で同委員会と情報共有をおこない、

必要に応じて委員会が事業担当者にアドバイスをおこなうことに

なります。

以上のふたつの区間以外の区間は一般区間となっています。対

象事業がこの区間に位置する場合には、本手引きに従いながら事

業担当者の判断で景観設計を進めることになります。（この場合

でも担当者が必要と判断すれば随時、景観委員会に諮ってかまい

ません。）

②大枠の景観設計方針を設定する

①で説明した特性や区間毎の重要度に加えて、手引きの第Ⅱ部

には各区間毎に景観設計をおこなう際の心得や原則が詳細に示し

てあります。設計に着手する前に、これらを参照しながら大枠の

「景観設計方針」を設定してください。

景観設計方針に記述すべきことには、その事業でなぜ景観設計

を取り入れるのかの根拠（例えば、事業地点が最重要区間に含ま

れること、周辺に歴史的石積みが残っていること、周辺で市民参

加のまちづくりが進んでいること等々）、設計上留意すべき事項

（周辺景観への配慮事項や使用する材料、工法などで、多くは手

引き第Ⅱ部該当区間に記された心得および原則から引用します）

などです。

この景観設計方針は事業途中で担当者の異動があった場合の引

継ぎの際や施工現場の関係者間で意識を共有する際にとても重要

な文章になります。

延長の長い低水路護岸を多自然化する場合のように、対象事業

単独では終了せず、長期にわたりいくつかの事業を継続すること

で達成を期するようなケースでは、いつどの程度の規模で次の事

業が発生するか不明の場合が一般的です。そうした事業の場合、

面倒でも今後のために広域的整備イメージを作成しておくこと

が、事業方針の継続性を担保する上で大変重要になります。市民

参加の導入の検討も含めて、広域的な整備イメージを盛り込んだ

景観設計方針を作成するよう努力してください。

③概略設計：基本設計案を複数案検討してみる

ここからは、概略設計（基本設計）の段階になります。手引き

第Ⅱ部該当箇所の心得、原則の記述を確認しながら、②で作成し

た景観設計方針の各項にどのような設計により対応するかを検討

していきます。

はじめから一つの案に絞るのではなく、可能性のある範囲で複

数の設計案を比較し議論をしながら作業を進めていきましょう。

そうすることで様々な工夫や着想が生まれてくる余地ができてき

ます。先進事例を勉強することや簡単な模型を用いた検討もこの

段階では効果的です。

④予備設計：基本設計最終案を絞り込む

景観設計方針に照らして③で検討した複数案の中のどれが最も

妥当かを判断します。その際、予算・工期・工法など様々な面で

問題点がないかもある程度確認し、必要であれば設計に修正を加

えてください。ただし、最優先事項は「景観設計方針にできるだ

け即したものを選ぶ」ということです。この段階でここがブレて

しまっては、そもそも景観設計をおこなう意味が無くなってしま

います。

⑤詳細設計：大枠の設計をおこなう

ここからは詳細設計（実施設計）の段階に入ります。④で絞り

込んだ設計案をベースに、施工を想定して詳細個所（ディテール）

をきっちりと確定していく作業です。格言に「美はディテールに

宿る」と言われていますが、いくら基本設計がよくても、詳細設

計の段階で細部まで十分な詰めができないと、よいものはできま

せん。設計者の設計力とセンスが問われる段階です。

手順としてはまず、④をベースに手引きに示された原則をきち

んと反映できているか、②で設定した景観設計方針が遵守できて

いるかを確認します。対象事業の規模がある程度大きいものであ

れば、主要な構成部分に分けてこの作業を実施します。

続いて、各部分について線形・寸法・材料・工法等について詰

めていきます。細かい部分のおさまりや割り付けなどについての

詰めの作業もおこない、設計を確定させていきます。コンサルタ

ント会社に設計を依頼する場合、途中段階で平面図や断面図など

の図面ばかりを用いて打合せをおこなうと、三次元的なイメージ

の把握がおろそかになります。模型やパースなどを随時作成して

確実に完成時のイメージが把握できるようにし、そのうえで全体

や細かい部分の設計について問題点を洗い出し議論するようにし

ましょう。
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⑥詳細設計：全体の納まり具合を検討する

実施設計を確定する前に、再度手引きに示された原則と②で設

定した景観設計方針からぶれていないかを確認します。個別の部

分を設計する際に様々な都合から当初設定した基本事項を逸脱し

てしまうことは起こりうることですが、極力そうならないように

知恵を絞って頑張りましょう。

この段階で特に重要になるのは、周辺の既存構造物や景観との

マッチングについての評価です。断面図や平面図などの図面ばか

りを見ていると、そうしたことがおろそかになりがちです。

模型を作製してみたり何度も現地に足を運ぶなどして、「木を

見て森を見ず」ということにならないよう留意してください。

⑦詳細設計に忠実に施工する

　施工段階では設計段階ではわからなかった様々な問題事項が発

生するものですが、まずはできるだけ詳細設計に忠実に工事を進

めていきます。

石積みが工事に含まれる場合には、腕の良い石工さんを手配で

きるかどうかで仕上がりが大きく違ってきます。護岸の多自然化

のような環境再生の場合も、同種の事業で優れた実績のある職人

さんにお願いすることが理想です。きちんと手配をしてください。

設計段階で作成した模型やスケッチは、現場で職人さん達と意

思疎通をする上でとても有効なツールになります。参考になる類

似の事例があればその写真を見せるのもよいでしょう。工事の関

係者が同じ認識を共有できるよう、図面だけに頼らずできるだけ

工夫してみてください。

⑧改善点があれば随時設計変更する

熱心に現場を動かしていくと、詳細設計の段階では気づかな

かった改善すべき点がいくつも出てくるものです。景観設計方針

に照らして妥当なものであれば、可能な限り設計変更をおこない、

そうした改善点を取り入れていくようにしましょう。

⑨供用開始後、初期の目標を達成できたかを確認する

事業完了後に最初に設定した景観設計方針がきちんと達成され

ているかどうかを確認することはとても重要です。一点一点しっ

かりと現場を見て歩き、担当者の間で議論しながら検証作業をお

こなってください。

設計段階で市民参加に取り組んだ場合には、確認作業に市民の

皆さんにも参加していただくようにし、忌憚のない意見や感想を

出していただき、それらをきちんと受け止め記録してください。

⑩今後の改善点や申し送り事項を整理し手引きに追記する

最後に、⑨の結果を含め、今後の同種の事業に有益な教訓を

手引きに反映させるよう記録をしてください。当面は手書きのメ

モ書きであってもかまいません。定期的に実施する手引きのアッ

プデートの際に追加記載しましょう。

長い距離の護岸改修で多年度に渡るような事業である場合に

は、②で解説した「広域的整備イメージ」がきちんと申し送りさ

れるよう留意してください。

⑪「景観カルテ」に記録する

上記の①から⑩までのプロセスの全ては、景観委員会とのやり

取りも含め、「景観カルテ」に記録して下さい。景観カルテの作

り方は、第Ⅳ部を参照して下さい。

☆市民参加の取り入れ方
景観設計を進める上で、市民参加とそれを通じた合意形成はと

ても重要な事項です。市民参加の進め方については、次章の「1.3

市民参加・合意形成の取り組み方について」を参照してください。
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景観設計に反映させるべき留意点を洗い出す

今後の改善点や申し送り事項を整理し手引きに追記する

供用開始後、初期の目標を達成できたかを確認する

事業計画の立案

大枠の景観設計方針を設定する
（必要であれば今後の広域的整備イメージも作成する）

基本設計案を複数案検討してみる

基本設計最終案を絞り込む

大枠の設計をおこなう

全体の納まり具合を検討する

詳細設計に忠実に施工する

改善点があれば随時設計変更する

「景観設計の手引き」

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

・そもそも必要な事業か？
・第III部の該当エリアでどう位置づけ
　られている地域に入るか？
・重点区間か最重点区間の場合、景観
　委員会を招集し取り組み方を議論。

・第III部の該当エリアの特性を熟読。
・現地調査を実施。
・市民参加を実施するべきか、すると
　すればどのような形態とするべきか
　を判断。

・第III部の該当エリアの構造物に応じ
　た原則との整合性を確認。
・市民参加による合意形成内容を反映。
・重点区間か最重点区間の場合、景観
　委員会の指示を仰ぐ。

・第III部の該当エリアの構造物に応じ
　た原則に従い、工夫しながら実施。
・市民参加をおこなう場合、第II部の
　原則を参考に進め方を工夫。

・第III部の該当エリアの特性、心得、
　原則との整合性を確認。
・市民参加による合意形成内容を反映。
・重点区間か最重点区間の場合、景観
　委員会の指示を仰ぐ。

・計画段階、概略設計段階の設計方針
　からぶれていないかを確認。ぶれが
　あれば軌道修正。

・第III部の該当エリアの構造物に応じ
　た原則との整合性を再度確認。
・市民参加による合意形成内容を反映。
・重点区間か最重点区間の場合、景観
　委員会の指示を仰ぐ。

・重点区間か最重点区間の場合、必要
　に応じて景観委員会の指示を仰ぐ。

・手引きにフィードバックさせる。

景観委員会筑後川河川事務所
事業担当者

☆最重点区間に該当する場合
・委員会がアドバイザーを選任
・以後アドバイザーが事業を支援
・委員会で定期的に状況確認

☆重点区間に該当する場合
・委員会で定期的に状況確認

・委員会と情報共有
・必要に応じて委員会がアドバイス

・委員会と情報共有
・必要に応じて委員会がアドバイス

・委員会と情報共有
・必要に応じて委員会がアドバイス

・委員会と情報共有
・必要に応じて委員会がアドバイス

・委員会に事業完了を報告

＊本図中で、通常の河川構造物の設計の流れの一部は省略してある。

すべて景観カルテに表記すること。

計画段階

概略設計段階

予備設計段階

詳細設計段階

施工段階

供用段階

図 1.2.1　計画段階から事業実施段階までの景観設計の一般的な流れ
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1.2.2　景観設計の具体例

ここでは、上記の流れを実際の業務に適用した場合にどのような進め方になるかを、三つの架空の事例を用いて解説します。

例①：○○地点の護岸の老朽化に伴う改修事業

筑後川吉井エリアのある地点で、既存の石積み護岸の一部に強

度の低下が認められ改修工事をおこなうことになった。当初は強

度低下部分を撤去したうえでコンクリートブロックを用いた練り

積み工法で作りなおすことが想定されていた。

事業担当者の一人の発案で地元の長老にヒアリングをおこなっ

たところ、この石積み護岸が昭和初期に構築された歴史のあるも

のであり、この地域に共通の工法で造成されていること、そして、

工事の対象となる護岸の天端道路は地域の人々から味わいのある

散策路として愛されていることが明らかになった。

現地調査をおこなった結果、石積みは変形しているものの、使

用されている個々の石材は割れや風化などのない健全な状態を

保っていることが確認できた。またその際、工事の影響範囲に石

積みの間から楠の巨木が自生していることが確認され、それにま

つわる伝承が地域に残されていることがわかった。

「筑後川景観設計の手引き」（以後手引きと略す）第Ⅱ部の景観

ベースマップで確認したところ、この巨木が景観上重要なランド

マークであること、そして本事業の対象地周辺が重点区間に含ま

れることが判明した。

これを受けて、事業担当者等は景観委員会に本事業についての

説明をおこないアドバイスを求めることにした。委員会からは、

歴史的な石積み護岸をできる限り保全するよう努力してほしいと

のコメントがあり、事業担当者等は景観設計検討会を開催してど

のような対処が可能かについて検討することにした。

その結果、工法としては当初のコンクリートブロック積みに代

わり現場発生材を再利用した石積みとすること、積み方は現地の

積み方に習うこと、練り積みとするが強度的に不安があるため裏

込めコンクリートを通常よりも厚く施工すること、既存巨木につ

いてはその基部のみ石積みを突出させ倒木の恐れがないよう補強

することが景観設計方針として設定された。（以上は計画段階に

相当）

続いてこの景観設計方針を前提として概略設計の作業が開始さ

れた。ここでは従前の一般的手法で実施した場合と基本方針に

従って実施した場合の事業コストに大きな差がないこと、工期に

も影響がないことが確認されたが、造園業者からのアドバイスで

工事に先立ち既存の巨木の根部分の養生を一年前に実施する必要

があることが判明した。

この巨木の重要性を考慮して、工期を当初の一年から二年に延

長することにし、初年度は根回りの養生と護岸危険部分の撤去・

土嚢による補強を実施し、二年度に護岸の再築を実施することと

した。（以上は概略設計段階に相当）

続いて詳細設計を発注することになったが、工程の変更により、

十分時間をかけて景観面での検討をおこなうことができた。（以

上は詳細設計段階に相当）

二年後に無事事業を完了することができたが、丁寧な工事と巨

木の保護に対して地元の市民の方々から多くの感謝の声が寄せら

れた。

この事業の経緯は次回の手引きのアップデートの際に参考事例

として記載されることになっている。

例②：△△地点での樋門の新設事業

筑後川片ノ瀬エリアのある地点で、後背地の都市化の進展に合

わせて必要となった雨水排水路の整備の一環として既存堤防を貫

通する樋管・樋門の設置がおこなわれることになった。

対象地周辺について手引きを確認したところ、一般区間である

ことがわかった。また、周辺に既存の樋門が一基あること、この

周辺には中・高層建築が存在せず比較的開放的な景観が存在して

いること、事業予定地点から少し下流側の天端道路からの景観が

最も印象的なものであること、歴史的な遺構や伝承は特にないこ

となどが確認できた。

また、環境に関しては環境マップから高水敷の萱原がカヤネズ

ミなどの生物の生息場となっていることが確認された。

事業担当者等は、年度も半ばを過ぎ工期がぎりぎりではあるも

のの、とりあえず景観設計検討会を開催することにし、景観設計

方針の作成に向けて議論がおこなわれた。

その中でまず、「この排水路は必要か？　既存のものと統合す

ることで対処できないか？」という点について議論がおこなわれ

たが、周辺に存在する唯一の樋門は容量が小さくそれと統合する

ことは困難であり、新設せざるを得ないとの結論となった。

次に、設置を前提として景観上どのような工夫が可能かについ

ての議論がなされた。その結果、工法としては実績が多く設計も

比較的容易な門柱型案を基本とすること、手引き第Ⅲ部の樋門の

項に記載されている原則に従いできるだけその存在感を小さくす

る工夫をおこなうことを景観設計方針の軸として以後の検討を進

めることになった。

次いでゲート操作室と門柱部分について検討が加えられ、コン

クリート打ち放しのシンプルな形状とし装飾的なものは一切用い

ないこと、操作室を操作に支障のない範囲でできるだけ小さくす

ることになった。

次いで翼壁および放水路の形状について検討がおこなわれた。

翼壁については出来るだけ高さを抑えることで目立たないものと

するよう工夫することになった。周辺に特に参考とすべき歴史的

護岸がないため仕上げに石積み等は用いず、コンクリート打ち放

しのままとすることになった。放水路は開渠が最も安価であるが、

転落の危険性を考慮し大部分を暗渠化することとし、さらにその

上に覆土をおこなうことで周囲の萱原が暗渠上に自然に進出して

くることを期待することにした。なお、操作室の窓や扉の形状、

管理橋の形状やゲートの色などについては、詳細設計の段階で検

討することにした。（以上は計画段階に相当）

以上をもとに基本設計を進め、性能や工期・コストに問題がな

いことを確認した一方で、設計コンサルタントに依頼し、基本設

計に従って 1：50 の簡単な模型を製作して、これまでの工夫が

どの程度の効果を持つかについても担当者が直接確認した。（以

上は概略設計段階に相当）

次いで詳細設計に入った。ここでは、構造各部の詳細について

手引きに示された樋門設計の細部のポイントを参考にし、管理橋・

転落防止柵・ゲートの塗装を淡灰色とすること、操作室の窓は小

ぶりのものを一基だけ川側に設けること、引き込み電線を地中化

することなどの工夫がなされた。当初管理橋のラインが操作室に

向かって登り勾配になっていたが、景観設計指針に示された細部

のポイントを参考にして天端道路側に小段を設けることで水平に

なるよう変更した。（以上は詳細設計段階）

当初は景観設計を実施することで工期が遅れるのではないかと

の懸念があったが、手引きに示された原則が明快であり、設計段

階で従来の設計と比較してもさほど余計な時間を必要とすること

がなかったため、ほぼ予定通りに設計を終わらせることができ、

工期内で無事竣工することができた。

事業完了後、担当者全員で新設樋門周辺の景観を視察してみた

が、樋門の存在感はかなり小さくなっており、景観設計方針はよ

く実現できていることを確認できた。（以上は施工段階および供

用段階）

例③：□□地点の低水路および高水敷の改修事業

筑後川久留米エリアの大堰より上流側のある地点で、左岸の低

水路と高水敷を延長約 100mに渡って改修し、いわゆる多自然

化を実施することになった。

この地点は手引きによれば最重点区間に含まれているため、事

業担当者は景観委員会に報告するとともにアドバイザーの選定を

依頼した。景観委員会では、河川工学の専門家で河川環境再生の

経験も豊富な K大学の S教授をアドバイザーとして選任した。

さっそく S教授は事業担当者に対して、（1）効果的な環境再

生をおこなうにはもっと広い範囲を対象とすべきであること、

（2）対象地周辺は都市化されており多くの市民が暮らしている。

今回の事業はこれら市民の皆さんが日常的に利用する場にもなる

のでぜひ市民参加の手法を導入して合意形成を図りながら事業を

すすめるべきであること、の二点を提案した。
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事業担当者は河川事務所内部で両提案について検討し、S教授

に対して以下の回答をおこなった。

（1）については、今年度は予定の範囲を事業対象とするが、今

後できるだけ継続的に事業を組み立て、延長約 1kmにわたって

環境再生事業を展開することを目指したい。

（2）については、さっそく導入するが、そこでの議論は今年

度の事業分だけにはとどめず、延長１kmの範囲についておこな

いたい。またその際、対象に左岸だけでなく右岸も含みたい。

この回答の背景には、「単発の小規模な河川改修を積み上げて

も大きな効果は期待できない。実際に実施までもっていけるかど

うかは不透明ではあるが一定の面的広がりを持った範囲を対象に

した戦略的な整備方針を事務所として持っておくべきだ」という

事務所内の共通認識があった。

S教授はまず事業担当者等と検討会を設置し、手引きに記述さ

れている対象区間の特性その他を全員で共有した上で、過去の航

空写真を用いた旧河道線形の把握、現地調査による既存低水路の

状況確認、他の河川における先進的な事例の勉強会などをおこ

なった。

これらの活動は、対象区間で環境再生を実施する際に河川工学

的にどのような方向を目指すべきか、どのような取り組みが可能

であるか等をきちんと把握するためのものであった。

つづいて市民ワークショップのメンバー選出の作業に入った。

できるだけ偏らず幅広い集まりにしたいことから、対象区間直近

の自治会のリーダーだけでなく、川づくり活動をしている市民グ

ループ、水面を利用している漕艇場の代表、川漁組合の代表者、

地元小学校 PTAの親子の方々、久留米市役所まちづくり関係部

局職員に参加をお願いすることにした。メンバー総数は20名で、

内訳は男性 8名、女性 7名、小学生 5名である。

夏休みが始まる時期に最初のワークショップを開催し、その後

年度内に５回の集まりを持つことができた。はじめの 4回では、

対象区間全体の環境再生の方向性についての勉強会と意見交換会

がおこなわれ、5回目には参加者全員で大きな平面図に将来の川

の姿をマーカーや付箋紙を使って描くことができた。

市民の意見を整理すると主なものは以下のようになった。

・安全に水に入れる場所がほしい。

・魚や鳥がたくさん住む水辺にしたい。

・人工的ではなく自然な感じの水辺がよい。

・河畔林は残した方がいいが、一面薮のようになるのは、女性

や子供が危険なのでよくない。

・ゴルフ場はないほうがよい。

これらを踏まえて、事業担当者等と S教授は、以下のような

事項を基本とした景観設計方針を作成し市民の合意も得た。

（1） 過去の河川環境の再生を目標として、現在の直線的で生

物的に貧困な低水路周辺および高水敷空間を継続的に改修

していく。具体的には、低水路護岸の撤去と線形の複雑化、

高水敷の緩傾斜化、低水路横断線形の複雑化、河畔林の適

正管理等を計画的に実施し、生物的にも多様で変化に富んだ

水辺の創出を図る。

（2） 今後の九州における川づくりの規範となるような水準の

高い設計を目指す。

（3） 計画段階から設計段階、施工段階、そして供用段階まで、

一貫して市民参加型で事業をすすめていく。

（4） 本景観設計方針は、市民参加で議論をおこなった広い区

間全体に適用するものとし、事業担当者の異動の際にはき

ちんと引き継ぎ、事業の継続性・一貫性を確保するものと

する。

（5） 右岸のゴルフ場については当面現状の占用使用を継続する

が、関係者と市民を交えた協議の上で、手をつけられると

ころから改修を進める。長期的には、ゴルフという単一目

的に偏じた河川空間利用は望ましいものではないので、占

用許可を受けている自治体と廃止の方向で協議を進める。

（以上は計画段階）

続いて当初から事業が予定されていた延長 100m部分につい

ての概略設計の作業に入った。計画段階で作成した景観設計方針

に従い、まず過去の航空写真等を参考にして縦断方向および横断

方向の改修後のおおまかな地形造成案を一案作成した。次にそれ

を現況図と突き合わせながら具体の構造・工法、材料、植栽等に

ついて、手引きを参考にしながら検討した。ここでは、作業を視

覚化し議論しやすくするために 1/50 のスケールで粘土を用いた

スタディ模型を作製し、それを修正しながら検討を進めていった。

河川事務所側での検討がほぼ出来上がった段階で、S教授も参

加して 6回目の市民参加ワークショップを開催し、事務所案に

ついてオープンに議論していただく機会を設けた。事務所案が理

解しやすいように、また議論が進みやすくするために、前出のス

タディ模型を会場中央に設置し事務所案を説明した。この場では、

河畔林の規模拡大やクリークの新設など事務所案よりもさらに積

極的な自然再生案が多くの参加者から出された。ワークショップ

の結論として、治水上問題のない範囲でこうした提案をできるだ

け導入することになった。これらの変更を加味して概略設計を完

了した。（以上は概略設計段階）

概略設計に続いて詳細設計の作業に着手することになった。こ

の段階では、手引きに解説されている歴史的石積み工法等を参考

としながら、できる限り筑後川固有の歴史的河川形態、治水・利

水の手法を忠実に再現するように努めた。また魚類を中心とした

水棲生物の増加に適した環境造成にも最大限の注意が払われ、産

卵場や出水時の避難場となる淀みをできるだけ広く確保した。水

際部は基本的に固めないこととし、治水上心配な箇所には隠し石

積み護岸を設ける等の工夫が随所におこなわれた。（以上は詳細

設計段階）

設計完了後、出水期終了直後から工事が着手され、翌年の雨期

までに概ねすべての工事が終了した。工事期間中も、捨石の配置

や低水路線形等について現場を見ながら景観設計方針に照らした

修正が随時加えられていった。工事の現場は定期的に市民参加メ

ンバーにも公開され、彼らの意見を反映する機会が設けられた。

（以上は施工段階）

自然環境は単年度の工事で確立されるものではなく、経年的に

手を入れながら育成していく必要がある。年度事業としての工事

が完了した後も、継続的に事業担当者と市民による状況観察がお

こなわれ、河畔林の間伐や土羽護岸崩落部の補修など手入れがお

こなわれながら今日に至っている。

市民を中心にした継続観察によれば、この区間の生物相は確実

に豊かになってきており、魚の数も増えてきている。次年度には

下流側隣接区間 100mで当初の景観設計方針に従った環境再生

事業がおこなわれるなど、河川事務所として先行事業で蓄積した

ノウハウを積極的に活用していく方針である。（以上は供用段階）
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1.3　市民参加・合意形成の取り組み方について
1.3.1　景観設計における市民参加・合意形成の必要性と現状の課題

今日、多くの公共事業において、事前に市民に情報を開示する

こと、そして事業の進め方や内容について市民との間で合意形成

をおこなうことが、当たり前のこととして求められるようになっ

てきています。

市民が参加することで大きな効果が期待できる分野は、防災や

環境保全活動だけではありません。河川景観も、市民参加によっ

て良い展開が期待できる分野です。河川景観は市民の日常生活の

一部です。その質が良い方向に向かうかどうかに多くの市民が強

い関心を持っているのは、当然のことです。

さて、それでは現場では今どのような状況にあるのでしょうか。

合意形成の進め方について様々な研修や議論の場が設けられてき

ているものの、「こうすれば合意形成がうまくできます」という

ようなマニュアルのようなものは存在していません。これは考え

てみれば当然のことです。一緒に議論する市民の皆さんや地域コ

ミュニティの考え方、問題意識、河川事務所に対するイメージ等々

は一件一件すべて異なります。どこでも同じ方法が通用するはず

もなく、したがってマニュアル化は不可能なのです。

マニュアルのない中で、事業毎に担当者の判断で手探りで動い

ている、というのが現状なのではないでしょうか。「できるだけ

穏便に」、「できれば説明は最小限に」という問題回避の考え方が

前に出てきてしまうケースもあるでしょう。逆に、どうすればよ

いかはっきりとはわからないながらも、「まずは正直にすべてを

オープンに伝え、市民の方々の反応を見てみよう」、「できるだけ

市民の意見を取り入れていこう」と頑張っているケースもあると

思われます。

まず河川景観は市民の共有財産であり、河川管理者には多くの

市民の感性に照らしてよい河川景観を維持・創出していく責務が

あることを自覚してください。

次に冒頭にも書いたように、今後の河川管理で市民との合意形

成は不可欠なプロセスであるということ、そして河川景観はその

プロセスにのせやすいテーマであることを再認識してください。

そして最後に、河川景観をテーマにした市民参加の本質的な目

的は、川と関わりながら流域に暮らさなければならない人々の暮

らしの問題を解決することであるということを理解してください。

図 1.3.1 は、流域の人々が川に求める様々な課題を示しています。

故郷の川の美しい風景を残していくことは、洪水のない安全な生

活や健全な河川環境の保全等と同じくらい大きな関心事です。

「どうすればよい風景をつくりだせるか」を、河川管理者だけ

でなく地元の市民の方々や専門家が一緒になって考えることは本

来楽しいものであり、よい結果が出れば多くの人に喜んでもらえ

るやり甲斐のある仕事です。ためらわず積極的に地元に入ってい

きましょう。

洪水のない安全な生活

自然豊かで楽しい遊び場

生き物がたくさんいる健全な環境

ふるさとの美しい風景

豊かな農業の継続

図 1.3.1　流域に暮らす人々の生活と強く結び付いた様々な川の課題
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1.3.2　市民参加・合意形成のポイント

ここでは、河川景観に関する市民参加と合意形成の場で役に立ついくつかのポイントを示します。これらを参考にしながら各自で工夫

して、有意義でよい結果につながる合意形成を進めてください。

（1）できるだけ事業の早い段階でおこなう

市民参加は本来、事業の承認を得るためにおこなうのではな

く、事業に市民の意見を反映させるためにおこなうものです。し

たがって実施設計が終わりほとんど変更がきかないような段階で

おこなっても意味はありません。事業の内容に修正を加える余地

がまだまだある計画段階や基本設計の段階でこそ、市民参加に取

り組む意味があります。

（2）議論のポイントをよく整理しておく

市民参加のワークショップ等を開催する前には、まず何につい

て議論してもらうことが重要なのかをよく考え、整理しておきま

しょう。これを怠ると議論が散漫になり、参加してくださった皆

さんの時間がむだになります。またせっかくの市民参加の場が、

ピントのずれた議論、場合によっては本来の趣旨とは関係のない

苦情、陳情の場と化してしまう恐れもあります。

（3）かたよらないメンバー構成にする

市民全員に来ていただくことが理想ですが、それは物理的に不

可能です。何人（十名前後がやりやすい）かの方々に代表として

参加していただくことになりますが、その人選には注意が必要です。

「○○自治会長」、「○○老人会長」といったご年配の男性ばか

りを集めるのではなく、肩書きにとらわれず、男性と女性、大人

と子供、若者と老人という具合に、幅広く様々な世代の方に集まっ

ていただくよう、メンバーの選考には留意しましょう。

自分たちのことではなく子供達の世代のことを熱心に考えてく

ださる方が多いので、地元の小中学校の PTAに呼びかけるのは、

よい方法の一つです。

（4）地元の自治体に参加してもらう

河川区域で完結する事業であっても、できるだけ地元自治体（ま

ちづくりや都市計画の部局）に参加していただきましょう。高水

敷の公園利用を市が担当しているケースなどでは、日常の維持管

理などは市がおこなっています。市民参加の場でこうした空間に

も議論が及ぶことは、よくあることです。

直接地元自治体の管理等に影響のない場合であっても、河川景

観の整備についての議論がまちの景観整備やまちづくりの議論に

発展することもよくあります。そうした場に自治体の担当者がい

ることは重要です。

（5）場を上手に設定する

集まっていただく時間は、こちらの都合ではなく、参加者の都

合を最優先して決めましょう。場所はできるだけ多くの方が集ま

りやすい場所、たとえば校区公民館などを選んでください。

会場の席のレイアウトも重要なポイントです。前に役所の人間

が座り、それに対面する形で市民の方々がすわる椅子をずらりと

並べるのは最悪です。わざわざ対立の構図を自分で設定している

ようなものです。

これに対してロの字型の席の配置は、参加者のなかに序列や対

立が比較的生まれにくいものですが、向かい側の人の声が聞き取

れないほど大きなロの字にはしないようにしましょう。

一番よいのは、真ん中に模型や絵を置き、それを参加者全員で

輪になって囲む形式です。できるだけ席の間隔を狭くして、一体

感が生まれやすい小さな輪ができるよう工夫しましょう。

（6）司会は上手な人がする

市民の皆さんが発言しやすい雰囲気作り、脱線しそうになっ

たときの軌道修正、様々な意見の集約化など司会の仕事は重要

です。できるだけ経験豊富な人にお願いしてやってもらいましょ

う。河川景観やまちづくりに詳しい大学の先生にお願いするの

もよいでしょう。

はじめから司会の上手な人はいません。人が司会をするのをよく

観察して、どうすれば上手な司会ができるかを勉強してください。

（7）集まりの目的をわかりやすく説明する

最初の集まりで、まず「これは、市民の皆さんが共有されてい

る○○の景観をどうすればよいものにできるかについて、皆さん

と一緒に考え、最良の案を導きだすための場です」ということを

しっかりと伝えましょう。

次に、「私達は河川技術者の立場からこうすればよいのではな

いかと考えています」ということをわかりやすく説明してくださ

い。これは河川管理者側であらかじめ考えておいた事務局案にな

りますが、その説明にあたっては、案の「根拠」（考え方、設計

条件、目的等）をきちんと伝えるようにしてください。

図1.3.2　図面を見ることに慣れていない一般の市民の方々に説明する際、こうした平
面図や断面図を用いるのは避けましょう。情報がきちんと伝わらないだけでなく、誤
解を招く原因にもなります。

写真 1.3.1　市民参加は、市民と行政とが同じ目線で参加し意見を交換しながら、より
よい合意点に到達することが目的です。写真は、市民と行政が輪になって座り、具体
的にどこをどうしたいかを語り合っている様子です。中央に模型があり、誰でも手を
伸ばせばそれに触れることができるように工夫してあります。

写真 1.3.2　絵ごころのない人でも、粘土をつかうと、初期段階のイメージ作りが容
易にできます。この写真は護岸に階段をどのように配置すれば歩きやすく風景にも
馴染むかを粘土と厚紙を使って検討したものです。この方法は、市民ワークショッ
プなどの場で即席でやってみることもできます。
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（8）安易な否定は控える

ありがちなことですが、議論の中で不用意に「それは○○とい

う基準があるのでできません」とか「〇〇にすれば〇〇になるの

でそれは無理です」などの発言をしてはいけません。相手の気持

ちになって考えればわかることですが、市民の意見を否定してば

かりでは、次から誰も参加しなくなります。まずはすべての意見

を謙虚によく聴きましょう。はじめに答えありきでこちらの意図

に合わせようとするのは絶対に禁物です。

（9）議論のなかに埋もれている答えを探す

安易に市民の意見の全てを事業に反映させようとするのはよく

ありません。いろいろなものをゴチャゴチャと詰め込んだだけ

の ”幕の内弁当 ”のようなものができてしまいがちです。出して

もらった意見は一旦全て持ち帰りましょう。そして市民は何を望

んでいるのか、どのような景観の創出を期待しているのかをしっ

かり分析してください。それぞれ違うことを言っているように聞

こえる様々な意見であっても、それらをじっくり吟味してみれば、

多くの人が望んでいるものは実はこうしたことなのではないか、

ということが見えくるものです。

（10）最善の答案を作成する

そして、どうすればそれを少しでも良いかたちで実現できるか

について、知恵を絞ってください。いろいろやって、結局あれも

できない、これもできないでは、取り組みの後に残るのは「あき

らめ」、や「行政不信」でしかなく、そこに「合意」は存在しな

いでしょう。その際、前例や慣行、先入観などは極力排除し、新

鮮な頭で考えることが大切です。社会で評価されている取り組み

はほとんど全て、創意工夫によりこの「壁」を突破できたものです。

（11）道具をうまく使う

中身の濃い建設的な議論にするためには、どのような方法でこ

ちらの考え方を伝えるか、またどのような道具をもちいて市民の

意見を引き出すかが重要となります。要するにコミュニケーショ

ンツールです。

平面図や断面図を壁に貼って説明しているのをよく見かけ

ますが、これは良い方法ではありません。図面はあくまで専

門家の間でのコミュニケーションツールであって、一般の市

民にはとても理解しにくいものです。

模型やスケッチなど、立体的で理解しやすいツールを用いてく

ださい。市民参加の集まりに大学を加えておくと、こうしたツー

ルの製作をお願いすることができます。

（12）十分な時間をかける

よくない市民参加のケースの問題点のひとつは、議論の回数を

二、三回しか設定していないことです。こうした例では、初回に

説明し、二回目に議論してもらい、三回目でまとめて終わり、と

いった流れの想定をしているようですが、そんな短い時間でどれ

ほど中身のある議論ができるでしょうか？ 

参加者の皆さんがお互いに遠慮なく議論できるようになるまで

にはある程度回数をこなすことが必要です。その中で現地を皆で

歩いてみたり参考事例を見学してみてください。なによりも、結

論を急がず議論を尽くし、きちんとした合意形成を目指すことが

大切です。 図1.3.3　すこし絵ごころのある人なら、この写真のように簡単なスケッチをかいてみ
るのもよいでしょう。そこに書き込み等おこなえば、意思疎通を進めるうえでとても
役に立ちます。

写真 1.3.3　瀬の下樋門フラップゲートの操作室のスタディ模型。既存の町並みにうま
く収まるかどうかを検討するのに使用しました。厚紙でできていますので、コストは
数千円です。景観系の大学の研究室に頼んでもよいでしょうし、手先が器用なら自分
でチャレンジしてみましょう。

写真 1.3.4　粘土と紙で作った完成予想模型を写真に撮り、その上にいろいろな注意事
項を書き込んだもの。市民の皆さんにこれだけ細かいことを平面図等で伝えることは、
ほとんど無理です。
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2.1.1　日田エリアの河川景観の成り立ちと特性

日田は筑後川の上流域、阿蘇・九重・英彦山系の美しい山々に

囲まれた盆地に位置しています。小国、玖珠から流れる大山川と

玖珠川が日田盆地で合流し本川である三隈川（日田における筑後

川の別称）となります。三隈川は花月川と合流してから筑後川と

呼ばれます。

日田は、玖珠川、大山川、三隈川、花月川の合流部に位置して

いたことから、度重なる水害にあいながらも交通の要衝として栄

えてきました。近世には天領として、近代以降は林業により栄え、

現在では「水郷ひた」で知られる全国的な観光地として、年間約

240 万人の観光客を迎えています。

盆地地形により成り立つ景観

日田盆地は、周囲の山々の断層活動により地盤が沈降した結果

形成された地形です。奈良時代までは三隈川と花月川の氾濫原で

あり、土砂が堆積し自然堤防が形成された結果、現在の三隈川の

河道ができたと言われています。

こうして形成された三隈川の河川敷からは、多くのところで盆

地を取り囲む山々を眺望することができ、日田エリアの河川景観

は囲まれ感のある独特のスケールを持っています。

また周囲の山々や丘陵地の緑と川の流れにより自然豊かな景観

が生み出されており、それがこの地の風景の基盤となっています。

特に隈川と庄手川の分岐点に位置する日隈（亀山）は、深緑に覆

われた高い丘になっているため、目をひく存在です（図 2.1.1）。

水辺に残る暮らしの景観

かつての日田の河川空間は、住民の暮らしの舞台でした。上水

道が完備されるまで、人々は三隈川の水を汲み生活用水として利

用していました。川で洗い物をし、洗濯物を干していました（写

真 2.1.1、2.1.2）。そうした川の利用を支える施設として、石積

みの生活階段や木製の汲場が設けられていました。現在でも三隈

川から庄手川の右岸にかけて、そうした施設が見られます。

日田は水害に苦しめられた地域でもあり、近代以降では 1889（明

治 22）年、1921（大正 10）年、1953（昭和 28）年に大水害が起こっ

たことが記録されており、2012（平成 24）年にも激甚災害に指

定された水害が発生しています。現在でも日田地域のいたると

ころで確認することができる強固な玉石積みの護岸は、地域が

水害とつき合いながら川と共に暮らしてきたことを今に伝え

ています（写真 2.1.1、2.1.2、2.1.3）。庄手川の亀山付近には、

川の中に川石で島をつくり、その間に丸太を渡しただけの流れ橋

が設置されていました（写真 2.1.4）。この流れ橋もまた水害を受

けやすい地域ならではの施設です。現在では、流れ橋は維持管理

のしやすい沈下橋に姿を変えましたが、川の流れを柔らかく受け

流す姿勢は継承されています。生活階段や汲場、玉石護岸、沈下

橋などの施設は、川とおり合いながら日田で暮らす人々の知恵か

ら生み出されたものであり、日田の河川景観を構成する重要な要

素となっています。

産業の変遷の中でつくられた景観

江戸期に天領となった日田は、隈町と豆田町というふたつの中

心地を持ちました。両町は商業で賑わい、かつての商屋や土蔵の

多くは現在でも残っています。庄手川に面した隈町河畔には、何

軒もの古い町屋が川に張り出すように敷地いっぱいに残っており、

2.1　日田エリアの景観特性と整備方針

図 2.1.1　江戸期に描かれた日田の絵図（出典 : 日田市史付録絵図、日田郡絵図（会所
控））。星隈、月隈、日隈（現在の亀山公園）の三山が、西、北、東のおさえとなり、
南に三隈川が控えるという町の景観構造の骨格が強調されて描かれている。

写真 2.1.2　明治時代の庄手川右岸の商家。護岸には地場の玉石が使われている。

写真 2.1.1　昭和初期の現在みどり橋があるあたり。当時は低水路護岸から水際近くま
で寄ることができた。（出典：日田の川原風景写真集、筑後川河川事務所、2005）

写真 2.1.3　写真 2.1.2 と同じ場所の現在の様子。護岸には現在も玉石が使用されて
いる。

写真 2.1.4　明治末期頃の流れ橋。石でつくった島の上に木桁を置くだけの簡単なつく
りであった。　
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歴史的な風情のある景観をつくりあげています（写真 2.1.5）。

「日田川通船」と呼ばれる舟運がおこなわれるようになる江戸

期後半には旧三隈堰が築造され（1823（文政 6）年）、庄手川が

舟運に活用されるようになりました。1800 年頃に描かれたとさ

れている図 2.1.1 の絵図を見ると、現在の隈川に当たる流路は細

くしか描かれておらず、当時は本川と庄手川が主要な河川であっ

たことが分かります。

近代以降になると材木業が日田の基幹産業となり、江戸期から

始まった材木の筏流しがさらに発展していきます。小国、玖珠か

ら伐り出された杉は、大山川、玖珠川を下り本川に辿り着くと、

三隈堰で川をせき止めることにより拡大された湛水域や河畔の低

地に貯木されました。亀山橋付近には貯木場があり、現在の亀山

公園で製材がおこなわれていました。左岸側の銭淵町の河畔には

製材所が残っており、当時の名残を感じさせます（写真 2.1.6、

2.1.7）。舟運と同じく、筏流しも庄手川を経由したルートが取ら

れていました。

日田が観光産業に力を入れ始めるのは戦後からですが、大正時

代には既に屋形船が存在していました（写真 2.1.8）。現在のよう

に全国的な観光地として知られるようになったのは、三隈川両岸

で温泉の掘削に成功した 1958（昭和 33）年からです。それ以降

両岸に旅館やホテルが立ち並ぶようになり、観光の一部として鵜

飼や簗漁も広くおこなわれるようになりました。

川づくり・まちづくりによる景観

日田エリアでは、散歩や川遊び等の日常的な河川空間の利用に

とどまらず、屋形舟、鵜飼の他にも「リバーフェスタ」や「日田

川開き観光祭」、「千年あかり」など、川を軸にした大規模なイベ

ントが毎年多数おこなわれ、活発なまちづくりの動きが進められ

ています（写真 2.1.9）。

2003（平成 15）年には、市街地内の交通コントロールと観光

促進を目的に、日田市と地元住民による「天領日田歩いて時間を

感じるまちづくり実験」がおこなわれました。この実験では、川

沿いに観光バスを駐車させ、観光客を遊覧船で送迎する「パーク

&シップライド」を試行的に実施するなどの、まちと川をつない

でいく取組みがなされました。

2004（平成 16）年には、現在の台霧大橋の河川敷を対象に「台

霧の瀬プロジェクト」が官民協働でおこなわれ、地元の高校生や

NPO団体が主体となって新しい川の姿を手作りで実現していく

取り組みがおこなわれました。このプロジェクトは同年の九州川

の日ワークショップで最優秀賞を受賞しています（写真 2.1.10）。

、」プッョシクーワりくづわか川手庄「、はに年）81成平（6002たま

「庄手川子どもの水辺協議会」が発足し、庄手川の将来図を描いた「庄

手川かわづくりプラン」が作成されました。庄手川周辺に小中学校

が多いことから、子供たちがアクセスしやすい水辺を創出し環境学

習の場として川を利用することを目標としています。その後、この

プランをもとに整備が進められ、現在では子ども達だけでなく多く

の住民に利用される河川敷空間となっています（写真2.1.11）。

2007（平成 19）年に策定された「第 5次日田市総合計画」で

は、まちづくり大綱のひとつとして「河川・公園の整備」が位置

づけられています。また 2009（平成 21）年の「日田地区かわま

ちづくり計画書」や、2011（平成 23）年の「H23 日田市景観計

画」の中でも、まちづくりと一体化した「水郷ひた」にふさわし

い水辺空間の創出を図ることが明示されています。

このように日田エリアでは様々な主体によって河川空間を取り

入れたまちづくり活動が盛んにおこなわれています。

写真2.1.10　環境整備された台霧の瀬。子供たちの環境学習の場となっている。

写真 2.1.9　花火大会時と屋形船。

写真 2.1.11　住民参加のワークショップで作成されたプランをもとに整備された庄手
川地区。住民の日常的な利用が多い。

写真 2.1.8　観光客を乗せて遊覧する屋形船（大正時代）。

写真 2.1.7　昭和 20 年代の銭淵橋付近。大量の木材が貯木され、左岸にあった製材所
に荷揚げされていた。（出典：日田の川原風景写真集、筑後川河川事務所、2005）

写真 2.1.5　庄手川左岸から上流を望む。隈町のある庄手川右岸には、現在でもかつて
の古い町屋の風情を感じ取ることができる。

写真 2.1.6　庄手川左岸にあった亀山製材所と貯木場（1931（昭和 6）年）。
川岸に堤防はなく、製材所と川面との間は荷さばきがしやすいようにスロープになっ
ていた。（出典：日田の川原風景写真集、筑後川河川事務所、2005）
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日田の河川景観とは

今日の日田の河川景観は、いくつもの川が集まる盆地という地

形条件を基盤として、川と折り合った暮らしや産業のいとなみの

中で形成されてきたものです。特に亀山付近の湛水域周辺の景観

は、こうした日田エリアの河川景観の履歴を象徴的にあらわす存

在と言えます。これからもこの景観を守り受け継いでいくために

は、形を変えながらも継承されてきた川と人との親密な関係性を

よく理解することが大切です。

（1）日田エリアの「河川景観の履歴」について
　　よく理解する

河川景観を理解するためには、現在の河川空間やその周辺に存

在している個別の要素を見るだけではなく、その背景となる「河

川景観の履歴」にアプローチすることが必須となります。特に日

田エリアについては、川を舞台として連綿と続けられてきた川と

人との親密な関係性と、その結果として形成された河川景観につ

いて理解することが重要です。「2.1.1 日田エリアの河川景観の成

り立ちと特性」や関係図書等をよく読むこと、また 2.1.4 に示し

た景観ベースマップと昭和 20年代の航空写真を観察することに

より、日田エリアの「河川景観の履歴」を十分に理解すべく努め

て下さい。

（2）日田エリア特有の歴史要素を保全・修復する

日田における人と川との関わりを表す要素（玉石積み護岸や擁

壁、沈下橋、亀山公園前の湛水域、水天宮、椋の霊木、生活階段、

汲場、川沿いの家並み、河川内の巨石、玉石の河原、支川に流れ

込む水流等）は、今後もしっかりと残していきます。

（3）護岸等に残る地元の石利用の技術を継承する

日田エリアの護岸には、筑後川から採取された玉石を使った伝

統的な石積みの工法が用いられています。このエリアで河川整備

をおこなう際は、護岸等の材料として玉石を使用するだけでなく、

可能な限りその工法まで継承することにより、日田エリアの河川

景観の特性を受け継ぐ努力を継続していきます。また、石工の技

も将来へ引き継いでいきます。

（4）河畔の樹木等による既存の自然景観・
　　自然環境を保全・修復する

日田エリアでは、緑豊かな河畔や中州、堤内地に残る樹木林等

が多く確認できます。これらの樹木を保全・修復していくことに

より、自然豊かな河川景観を今後も持続させていきます。

（5）構造物が河川景観になじむよう配慮する
河川構造物を整備・補修する際は、周囲の河川景観に十分配慮

し、手を加える箇所、付け足す構造物が河川景観によくなじんだ

ものとなるよう最大限の努力を払いましょう。

2.1.2　日田エリアにおける河川整備の心得

ここでは、日田エリアでの河川整備における基本的な考え方を「心得」としてまとめています。

（6）背景の山々、堤内地の家並み等との調和を考え、　　
　　一体的な景観をつくる

盆地を囲む山々、川沿いの家並みが河川景観の重要な要素とな

る日田エリアでは、河川構造物を整備する際に、（5）で示した

河川構造物と河川空間との関係性に加えて、周囲の山々、家並み

との調和も考慮し、それらと一体的な景観をつくっていくことを

目指します。

（7）人々が利用しやすい河川空間をつくる

日常的な利用（散歩、川遊び等）、イベント時の利用（川開き

観光祭、ボート大会等）、伝統的な利用（鵜飼い、鮎簗等）等、

河川空間の様々な利用がある日田エリアでは、特定の利用に限定

した空間ではなく、多様な利用に対応できる河川空間の整備を目

指します。

（8）地域住民との協働で川づくりをおこなう

河川整備は、日田の川やまちで活動する住民、関係団体、そし

て自治体と協働することを基本とし、地域のニーズにあった整備

を目指します。
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2.1.3　日田エリア内の区間設定

①最重点区間：台霧大橋、島内橋、亀山橋、三隈大橋　
　に囲まれた区間

日田エリア特有の河川景観を最も色濃く映し出している区間で

す。河川景観の履歴を伝える要素が数多く存在し、これらが周辺

の山々や亀山、家並みとともに一体的な景観を構成しています。

右岸側の隈町は日田市景観計画において景観形成地区に指定さ

れており、河川との一体的な景観形成もうたわれています。まち

づくりイベントや川づくり活動、日常的な河川利用も盛んで、日

田のまちづくりにおいて重要な区間です。また、周辺には小中学

校が存在し、日田に育つの人々の原風景となるという点において

も重要な区間です。

この区間においては、現在の河川景観に調和しながら関係機関

や地域住民の要請に応える質の高い河川整備が求められます。景

観委員会に諮りながら、関係機関、地域住民と協議、協働して整

備を進めていく必要があります。

②重点区間A：大宮沈橋から大山川と玖珠川の
　合流点までの区間

沈下橋、河川沿いの家、桜並木、遠景の山並みが、一体的な景

観を形成しています。こうした景観の一体性を維持しながら、周辺

住民の河川利用に関するニーズに応える整備を進めていきます。

③重点区間B：大山川と玖珠川の合流点から
　三隈大橋までの区間

人と川との関係を伝える鮎簗や霊木等が存在し、隣接する竹田

公園やプロムナードで人々の日常的な活動が見られる区間です。

河川内には中州が形成され、人工的な隈町周辺に比べ自然景観が

主となっている区間でもあります。

景観委員会に諮りながら、伝統的な要素、自然的な景観を維持

し、周辺住民の河川利用に関するニーズに応える整備を進めてい

く必要があります。

④重点区間C：台霧大橋、島内橋から
　三隈橋までの区間

広域に形成された中州や河畔林、遠景の山並みが自然的な景観

を作り出しています。また地域住民との協働で整備された「台霧

の瀬」も存在し、環境学習の場としての利用も見られます。

景観委員会に諮りながら、自然景観を維持し周辺住民の河川利

用に関するニーズに応える整備を進めていく必要があります。

⑤一般区間：日田出張所管轄区間のうち、上記の
　いずれにもあたらない区間（三隈橋から下流側等）

日田エリアの中では最下流部の区間が主となります。河川整備

の際は、「2.1.2日田エリアにおける河川整備の心得」と「第Ⅲ部 全

エリア共通の景観特性と整備方針」に従って進めることとします。

2.1.4　日田エリアの景観ベースマップと
　　　  航空写真

次の頁に見開きで示した地図は、日田エリアの景観ベースマッ

プです。このマップには日田エリアでの河川管理の現場で河川景

観について考える際に把握しておくべき以下の情報が記載されて

います。

①自然的景観構成要素
・ランドマーク（風景の中で特に目につく地物、印象深い地物）

・景観・環境上から判断して今後適切に維持管理していくべき

　河畔林

②現存する河川構造物等
・樋門、樋管、水門、堰、堤防、分水路

・玉石積護岸や切石積護岸

・石造水制

・コンクリートブロック

③歴史的景観構成要素
・水神社等

・水神祠

・渡し跡

・取水堰

・用水路

・その他の伝承の存在するポイント

④重要な視点場（優れた景観を眺望できる場）

⑤市民利用の空間
・グラウンド等

・遊歩道、サイクリングロード

・港、船着場

・汲場、生活階段

⑥近年景観、環境、市民利用等の視点を導入して
　整備された事例

景観ベースマップの次に示してあるのは、昭和 22年撮影の日

田エリアの航空写真です。景観ベースマップを航空写真と比較す

ることで、当時の筑後川の姿のうち何が失われ、何が今日でも残っ

ているか、河道や川幅がどう変化したか、治水や利水のシステム

が当時と今とでどう違うか、等について読み解くことができます。

現在の現地の状況だけに目を向けるのではなく、その奥に秘め

られた歴史や文化にも意を配ること、大規模な近代的改変が加え

られる以前の川の姿を思い描くことにより、はじめて質の高い河

川景観の検討が可能となります。

これらを日常の業務の中でぜひ十分に活用して下さい。
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図 2.1.2　日田エリアにおける区間設定図
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※渡し跡の位置は文政2(1819)年の筑後川絵図及び明治33(1900)年国土地理院発行の地形図を基にしているため正確な位置は特定できない。
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庄手川沿いの町家、亀山公園（日隈）の緑陰、遠景の山並みからなる水郷日田を代
表する風景が広がる。

庄手川前

台霧橋からの眺望

三隈堰を境に、鏡のような水面に亀山が映り込む風景と、その下段のせせらぎの水
面とのコントラストが大変に面白い対比をなしている空間である。この価値ある風
景を創出している三隈堰を改修する際には、既存の風景を損なわぬよう特段の注
意が求められる。左岸側の明るい青色の構造物は小さいが、その色ゆえに目立ち
すぎ、問題である。

市民参加で育てられてきた空間である。市民の手により整備された河
畔林は周囲の景観と調和している。市民の川への関心を高めるため
にも、適切な維持管理が求められる。

台霧の瀬上流からの眺望
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簗場前から上流方向への眺望

簗場前は都市空間と自然との遷移の空間である。簗場周辺の右岸には玉石護岸の遊歩道が
市街地まで続き、両岸の低水護岸には礫が堆積し、河川敷の植生が豊かである。こうした自然
の緑を大切に管理していく必要がある。

都市空間と自然との遷移の空間である。砂州、護岸沿いの自然の緑を大切に管理していく必要
がある。

簗場前

両堰上流の湛水域は昔から銭淵と呼ばれ、貯木場や屋形舟、鵜飼いなどの川遊びの
場として利用されてきた今日の日田観光の代表的な景観となる。亀山公園から上流
側へ続くプロムナードや三隈堰、みどり橋、銭淵橋など湛水域を囲うように数多く
の特徴的な視点場が存在しており、場所によってそれぞれ異なる川の表情を見るこ
とができる。湛水域周辺では対岸からの眺望や湛水域全体について配慮が必要であ
る。

三隈堰、島内堰の湛水域（銭淵）

沈下橋であるみどり橋上は、水面に近付くことで、堰の上を流れ落ちる水の
動きがより強調され、中景の街並みを背景とした静かな水面や遠景の山の
稜線との対比を感じることができる貴重な視点場である。みどり橋だけでな
く、複数の視点場から囲むように見られる湛水域であるため、一つの視点場
を意識するのではなく、囲まれることを考慮しながら維持管理して行く必要が
ある。
また、この地点は、屋形船や貯木場、簗場などに使用されてきた歴史のある空
間としての品格を大切に整備していく必要がある。

みどり橋から上流方向への眺望



日田エリア航空写真　1947(昭和22)年米軍撮影 

島内橋（沈下橋）
板橋。昭和 28年の水害で崩壊した。

大鶴橋（木製沈下橋）

三隈橋
戦時中、鉄製の桁を軍に納めたため、
橋脚の石柱のみが残っていた。

亀山

亀山橋（木橋）

梁

緑橋
下流に運搬される木材は、全て緑橋経由であった。
昭和 28年の水害で崩壊した。現在のものと同じ形。

斜め堰

現在の台霧の瀬にあたる。
よく発達した砂州。

堰の位置はいずれも現在のものと異なっていた。

発達した砂州。
今日の状況によく似ている。

現在の護岸線

現在の護岸線

現在の護岸線鮎釣りが行われていたエリア

筏組み場があった

渡舟場

梁

当時の庄手川は自然の
河原が残っていた。

▲



小淵橋（鉄橋）

大宮橋（沈下橋）
現在も残っている。

板橋

黒岩（露頭）
対岸に渡し舟が出ていた。

銭淵橋
昭和28年の水害で崩壊した。

現在の護岸線

竹田河原(たけだごうら）
貯木場と筏を組む空間が存在していた。
競馬やサーカスなどの催し物が行われていた。

木材貯木場があった。

現在の竹田公園付近にあたる。
霊木となっている椋がある。

日田は戦時中に空襲に遭っているが、北部の軍事工場（現大原公園近辺）のみ被害を受け、
隈町などの市街地はほとんど被害を受けなかったため、今日も当時の街並みがよく保全されている。

このあたりの石積みは日田が天領になった後に
築造された。石積みが水流を撥ねるため、対岸
の京町は度々水害に見舞われた。

渡舟場

カネゴの浜
貯木場があった。

＊記載した情報は、日田に居住する高齢者等に実施したヒアリングに基づいている。
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2.1.5　日田エリアにおける河川整備の原則

ここでは、日田エリアでの河川整備において最低限守るべき基本的なルールを、区間毎に示します。

河川事務所が管理している河川管理施設に関する項目、河川区域内で河川管理施設以外のものを整備する際に特に配慮が必要な項目、

河川空間およびその周辺の整備で配慮が必要なその他の項目の三つに分けて記載していますが、実際に河川整備をおこなう場合は、こ

れらの項目についての総合的な検討、対応をおこなって下さい。

（1）河川管理施設の整備方針

①護岸
・ 堤防護岸および低水護岸の整備・補修をおこなう際には、原

　　則として玉石積み護岸とすること。

・ 様々な形式の堤防・護岸があるので、部分的な整備・補修を　

　　おこなう際は上下流との連続性に十分配慮すること（写真　

　　2.1.12、2.1.13）。

・ 庄手川左岸は、治水上支障がない範囲で、現在の土羽法面を

　　維持すること。

・ 周辺の河川景観と早期に馴染ませるために、素材の質感やエ

　　イジング（経年変化）を意識したデザインとすること（例え

　　ば、玉石護岸を改修する場合は現場発生材を再利用する）。

・ 玉石を用いた整備をおこなう際には、「3.1 歴史的石積み護岸

　　について」を参照すること。

②樋管、樋門
・ 樋管、樋門のデザインは、意匠性を排除し自己主張のないも

　　のとする。

・ 整備・補修にあたっては、「3.6 樋門・水門について」を参照

　　すること。

③階段、スロープ
・ 新規に階段、スロープ等を整備する際には、意匠性を排除し自

　　己主張のないものとすること。

・ 既存の石積み施設の整備・補修では、原状復旧を基本とする

　　こと。

・ 整備・補修にあたっては、周辺住民の利用状況や要望を確認

　　し、設置位置や形態（蹴上げ、踏みしろ、勾配、幅員等）を

　　よく検討すること。

。とこるす照参を」ていつに岸護み積石史歴1.3「 ・

④隈水位観測所
・ 隈水位観測所は、湛水域に面したプロムナード沿いに立地して

　　おり、最重点区間の河川景観に与える影響が大きいため、極力

　　小さな構造物とし、着色はおこなわないこと。

・整備・補修の際は、「3.6 樋管・水門について」を参考すること。

⑤プロムナード
・ 河川景観への影響が大きい要素であるため、プロムナードが目

　　立つ整備はおこなわないこと。

・ 地元住民および観光客の利用を十分に考慮したものとし、水際

　　線へ積極的につなげる等利用が促進されるよう配慮すること。

・ 舗装整備の際はカラー舗装、イラスト・絵等のペイント等はお

　　こなわないこと。

・ 川の流線や地形に沿って緩やかにカーブした線形とすること

　　（写真 2.1.14）。

⑥島内堰
・ 島内堰は、単に治水、利水上の役割を果たしているだけでは

　　なく、日田観光の代表的な景観の舞台となる堰上流側の湛水

　　域（銭淵）を形成している。島内堰の補修をおこなう際には

　　この役割を維持することを原則とする。

・ 補修・改修にあたっては、銭淵の風景を乱すことがないよう

　　意匠性を排除し、自己主張のないものとすること。イラスト・

　　絵等も添付しないこと（写真 2.1.15）。

・ 歩道橋高欄や門扉（ゲート）の色は、低明度・低彩度のもの

　　とすること（例えば白灰色）。

500 1000 2000 m

0 100 250 500 m

最重点区間
台霧大橋、島内橋、亀山橋、三隈大橋に
囲まれた区間

500 1000 2000 m

重点区間C
台霧大橋、島内橋から三隈橋までの区間

500 1000 2000 m

0 100 250 500 m

重点区間B
大山川と玖珠川との合流点から
三隈大橋までの区間

500 1000 2000 m

0 100 250 500 m

重点区間A
大宮沈橋から大山川と玖珠川の
合流点までの区間

１

２

３

４

写真2.1.15　現在の島内堰。操作室建屋は意匠性を排除した良いデザインとなっているが、
門扉（ゲート）塗装の明るい青色が目立つ。改修時には改善を検討する必要がある。

写真 2.1.13　コンクリート製の人工石（化粧型枠の一種）を用いた玉石積風の護岸。
一見でニセモノと判ってしまう。

写真 2.1.12　美しく積み上げられた練積みの玉石護岸。

写真 2.1.14　三隈側右岸プロムナード。比較的落ち着いた色味となっており、周囲の
景観に調和したものとなっている。線形も流線に沿って緩やかにカーブしているので、
基本的には現状のままで良い。整備・補修を行なう際には、カラー舗装等の着色を行
なわないよう注意が必要である。



第Ⅱ部　エリア別の景観特性と整備方針

31

写真2.1.16　台霧橋より三隈堰側を眺める。近景、中景、遠景によって構成される美しい
景観が望める。

⑦三隈堰
・ 三隈堰上流側の湛水域は島内堰とともに銭淵の空間を創出して

　　いる。三隈堰の改修をおこななう際には銭淵を現状のまま保全

　　することを原則とする（写真2.1.16）。

・ 補修・改修する場合には、全面越流を保持し、美しい落水表情

　　を損なわないよう留意すること。

・ やむを得ず、堰構造物の一部を水面上に露出させる場合は、素

　　材を周囲の護岸とあわせて玉石にする、流水で洗い出されるこ

　　とを想定して玉砂利を骨材に用いたコンクリートにする等の工

　　夫をおこなうこと。

⑧隈町沿いの生活階段及び周辺
・ 石積み護岸に組み込まれた多数の生活階段は、歴史的景観とし

　　て現況のまま残していくことを原則とする（写真2.1.17）。改

　　修が必要な場合にも所有者に働きかけるなどして当初の石積み

　　構造を残すように努めること。すでにコンクリート等に置き換

　　えられている場所については、今後機会がある際に当初の姿に

　　修復するよう努めること。

⑨庄手川右岸周辺
・ 低水護岸、プロムナード、玉石積み護岸、家屋、階段等によっ

　　て形成されている現在の状況は、この地区での住民と河川との

　　関係をあらわす歴史的な景観である。これらを残していくこと

　　を原則とする（写真2.1.18、2.1.19）。

⑩亀山公園周辺
・ 亀山公園は、歴史的にも日田のシンボルであり、三隈川、庄

　　手川の河川景観において重要な景観構成要素となっている。

　　周辺で護岸等の改修や構造物の設置をおこなう際には、現況

　　の景観を乱さないよう十分配慮すること。

⑪三隈大橋下流側周辺
・ 右岸水際の淵の植生は、三隈大橋上流側に広がる中州のライ

　　ンの起点となっている。できるだけ現状を保全していくこと

　　（写真 2.1.20）。

・ 詳しくは、p.108「低水路と水際部のデザインについて」を

　　参照すること。

⑫重要な視点場
・ 台霧橋、三隈川公園、銭淵橋、みどり橋、亀山橋からの眺望

　　は、近景（水面、プロムナード）、中景（町並み、亀山公園）、

　　遠景（山並み）によって構成されるこの最重点区間を代表す

　　る風景である。河川整備をおこなう際は、これらの重要な視

　　点場からの眺めを常に意識して検討をおこなうこと。

（2）河川管理施設以外で特に配慮が必要な事項

①汲場

・ 補修などをおこなう際には、現況にあわせて玉石を用いること。

　　汲場全体の大規模な整備をおこなう場合には、歴史的汲場の

　　形状等について調査し、当時と同様の形や素材とするよう配

　　慮すること。

②船着場
・ 整備・補修をおこなう際には、現況と同じ素材（木材、コン

　　クリート）を用いること。

・ 特にコンクリート部分は、経年変化（エイジング）により木

　　材とよくなじんでいるので、その箇所に手を加える際には、

　　予め洗い出し加工を施す等の配慮をおこなうこと。

③みどり橋
・ 既存の沈下橋は、原則として現状の姿のまま残すこと。

・ 周辺の堤防・護岸の整備・補修をおこなう際には、沈下橋と

　　のデザイン上の連続性に留意すること。

・ 沈下橋の整備・補修をおこなう際には、現況と同じ素材（木材、

　　コンクリート）を用いること。

写真2.1.19　現在の庄手川右岸。川沿いに建つ家屋、玉石積み護岸、水際のプロムナー
ド、汲場等、昭和 40年代当時の空間構成が現在でも大きく変わることなく残されてい
る。

写真2.1.18　昭和40年代の庄手川右岸。

写真 2.1.17　川沿いの生活階段

写真2.1.20　三隈大橋下流右岸側の砂州は、上流側の中州に続く緑の起点となっている。
安易な堀削は避けなければならない。
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・ 特にコンクリート部分は、経年変化（エイジング）により木材

　　とよくなじんでいるので、その箇所に手を加える際には、洗い

　　出し仕上げを施す等の配慮をすること（写真2.1.21）。

④水神祠
・ 多数残っている水神祠は、地域における水に関わる信仰を今日

　　に伝えるものであり、今後も継承されることが河川景観の観点

　　からも望ましい。

・ 河川改修によって祠に影響が及ぶ場合には、その保存方法や設

　　置場所について所有者や管理してきた地域住民と協議をおこな

　　い適切な対応をとること。

⑤三隈大橋左岸の露頭と淵
・ 堤内地にある水神祠を含め、古くからの伝説が存在し、周辺に

　住む人々と川との関わりが色濃く残る箇所である（写真2.1.22）。

　　治水上支障がない範囲で、現況のまま残していくこと。

⑥河川空間へのアクセス箇所
・ 最重点区間に整備されているプロムナード等を活かしていくた

　　めには、アクセス路の充実が効果的である。アクセスする箇所

　　の配置や整備内容を河川区域内外の歩行ルートと一体的に検討

　　することが望ましい。

⑦樋管、樋門（農業用等）
・ 直轄以外の樋管、樋門についても、直轄のものと同様に意匠性

　　を排除し、自己主張のないものとするよう管理主体に働きかけ

　　ていくこと。

⑧渡し跡等の史跡
・ 現在石碑や銘板等によりその存在の記録が残されているものに

　　ついては、今後もきちんと残していくこと。

・ 銘板等がない箇所については、新たに設置を検討すること。

（3）その他河川周辺のもので配慮すべき事項

①亀山公園
・ 亀山とその緑陰は、三隈川、庄手川の河川景観において重要

　な景観構成要素である。亀山公園周辺の整備や維持管理におい

　　ては、歴史的な姿をできるだけ保全するよう働きかけること（写

　　真2.1.23）。

②三隈川公園
・ 最重点区間における重要な視点場である。日田の歴史や湛水域

　　の眺望とマッチした空間として整備するよう管理者に働きかけ

　　ること。

③橋梁
・ 銭淵に架かる橋梁はどれも、河川景観を構成する要素として

　　重要である。細い部材でつくられたトラス橋の三隈大橋は、繊

　　細な印象を与え、銭淵の景観によく馴染んでいる（写真2.1.24、

　　2.1.25）。親柱も高いデザイン性と歴史性を有している。また、

　　銭淵橋、台霧橋は、三隈大橋と良く似た薄い緑色で塗装されて

　おり、銭淵の景観にまとまり感を与えている。（写真2.1.26、

　　2.1.27）。これらの橋梁のいずれかで改修や掛け替えが計画さ

　　れる際には、できる限り景観に与える影響が小さくなるよう管

　　理者に働きかけること。

写真 2.1.26　銭淵橋。自己主張がないシンプルな姿をしている。他の橋と同じ緑色に
塗られている。

写真 2.1.25　三隈大橋の親柱とトラス構造。橋自体がひとつの文化財である。

写真 2.1.27　台霧橋。シンプルな桁橋で、自己主張がない構造物となっている。三隈
大橋と同じ薄緑に塗られている。

写真2.1.24　三隈大橋の全景。手前の川、背後の山とよくマッチした美しい橋である。

写真 2.1.23　隈川右岸側のプロムナード。亀山の樹木がプロムナードと川面に良好な
木陰をつくっている。

写真 2.1.21　みどり橋の橋脚部。橋脚部のコンクリートが流水により洗い出され、石
のような質感になっている。

写真 2.1.22　三隈大橋左岸に残る露頭。古い伝説が存在する箇所であり、上部には祠
がある。周辺住民と川との関わりを物語る景観要素の一つでもあるので今後も大切に
する。
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（1）河川管理施設の整備方針

①護岸
・ 堤防護岸および低水護岸は、原則として玉石護岸とする。

・ 玉石を用いた整備をおこなう際には、「3.1 歴史的石積み護岸

　　について」を参照すること。

・ 修繕・補修工事では、原形復旧を基本とし、周辺との連続性

　　を優先すること。

②水際部及び河床部
・ 現在の状況を保全することを原則とする。

・ 修繕・補修工事の際に、護岸前面、河床を掘削する等をおこ

　　なった場合は、その後早期に植生が復元しやすいよう、土を

　　埋め戻す、植生が根をはれるような素材を用いる等の配慮を

　　すること。

③階段、スロープ
・ 既存施設の修繕・補修工事では、原形復旧を原則とする。

・ 石材を用いて階段を設置する場合は、「3.1 歴史的石積み護岸

　　について」を参照すること。

（2）河川管理施設以外で特に配慮が必要な事項

①大宮沈橋
・ 既存の沈下橋は、治水上支障がない範囲で、現状のまま残す

　　こと（写真 2.1.28）。

・ 沈下橋の修繕・補修・改修工事をおこなう際には、現況と同

　　じ素材（コンクリート）を用いること。

②グラウンドゴルフ場
・ 今後も適切な利用と管理を継続してもらうよう住民に働きか

　　けること。

③樋管、樋門（農業用等）
・ 直轄外の樋管、樋門についても、直轄のものと同様に意匠性

　　を排除し、自己主張のないものとするよう管理主体に働きか

　　けていくこと。

写真 2.1.28　大宮沈橋周辺。河岸上部の樹木、石積みの護岸とともに、味わい深い景
観をかたちづくっている。
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④渡し跡等の史跡
・ 現在石碑や銘板等によりその存在の記録が残されているもの

　　については、今後もきちんと残していくこと。

・ 銘板等がない箇所については、新たに設置を検討すること。
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写真 2.1.31　左岸プロムナード。現況のプロムナードは、土系舗装を利用し比較的落
ち着いた色味となっている。また、線形も流線に沿って緩やかにカーブしており、基
本的には現況維持でよい。

写真 2.1.32　現在の鮎簗。簗周辺の護岸がコンクリートで固められており、人工的な
印象を強く与えてしまっている。

写真 2.1.29　三隈大橋上流。護岸部を除き、川なりの自然に近い景観・環境が形成さ
れている。

写真 2.1.34　下流側から霊木を眺める。竹田公園の樹木林と一体となって、鎮守の森
をつくっている。プロムナードに木陰をつくる機能も持っており、夏場の河川利用の
面から見ても好ましい。

写真 2.1.33　昭和初期の鮎簗。簗は自然石と木杭によってつくられている。このよう
な伝統的な簗の形を継承していきたい。（出典：目で見る日田・玖珠の 100 年、（株）
郷土出版社、2001）

写真 2.1.30　右岸プロムナード。玉石護岸にあわせ比較的落ち着いた色味となってい
る。基本的には現況維持でよい。

（1）河川管理施設の整備方針

①護岸
・ 堤防護岸および低水護岸は、原則として玉石護岸とする。

・ 玉石を用いた整備をおこなう際には、「3.1 歴史的石積み護岸

　　について」を参照すること。

・ 修繕・補修工事では、原形復旧を基本とし、周辺との連続性

　　を優先すること。

②水際部及び河床部
・ 掘込み河川であり低水路が人工的に固定されていないことも

　　あって、自然の川の姿に近い状況が広くみられる。できるだ

　　け手を入れず、河床掘削が必要な場合にはスライドダウン（現

　　況の河床の形状をそのまま下方に掘り下げる）を基本とする

　　ことで、現在の景観・環境を極力保全すること（写真 2.1.29）。

・ 詳しくは「3.3 低水路と水際部のデザインについて」を参照

　　すること。

③樋管、樋門　
・ 樋管、樋門のデザインは、意匠性を排除し自己主張のないも

　　のとすること。

。とこるす照参を」ていつに門水・門樋6.3「 ・

④水制、床固め等
・ 極力自然石を用い、コンクリート製品の使用は避けることを

　　原則とする。

。とこるす照参を」ていつに等工め固根・工め固床・工制水5.3「 ・

⑤階段、スロープ
・ 既存施設の修繕・補修工事では、原形復旧を基本とする。

・ 階段、スロープのデザインは意匠性を排除し、自己主張のな

　　いものとすること。

・ 新規整備や改修工事の際は、「3.1 歴史的石積み護岸について」

　　を参照すること。

⑥プロムナード
・ 現状を保つことを原則とする（写真 2.1.30、2.1.31）。

（２）河川管理施設以外で特に配慮が必要な事項

①鮎簗
・ 鮎簗は地域での伝統的な漁法を伝えるものであり、観光資源

　　として重要な役割を果たしている。鮎簗周辺を改修する際は、

　　この営みに必要な河川環境を維持するとともに、まち側から

　　のアクセスの向上、歩行者にとって快適な空間の整備等、鮎

　　簗周辺全体としての魅力ある空間形成を検討すること。

・ 鮎簗の伝統的な形式を調査し、これを踏襲した整備をおこな

　　うよう働きかけること（写真 2.1.32、2.1.33）。

②椋の霊木周辺
・ 竹田公園前の椋の霊木は、水害から人々を守る霊木として地

　　域において長年に渡り大切にされてきたものである。周辺の

　　河川整備では霊木の保全に十分配慮すること（写真 2.1.34）。

③樋管、樋門（農業用等）
・ 直轄外の樋管、樋門についても、直轄のものと同様に意匠性

　　を排除し、自己主張のないものとするよう管理主体に働きか

　　けていくこと。

④渡し跡等の史跡
・ 現在石碑や銘板等によりその存在の記録が残されているもの

　　については、今後もきちんと残していくこと。

・ 銘板等がない箇所については、新たに設置を検討すること。
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（1）河川管理施設の整備方針

①護岸
・ 堤防護岸および低水護岸は原則として玉石護岸とする。

・ 玉石を用いた整備をおこなう際には、「3.1.4 玉石積みの基本」

　　を参照すること。

・様々な形式の石積み護岸があるので、部分的な修繕・補修、

　　改修工事をおこなう際は、上下流部との連続性に十分配慮す

　　ること。

②水際部及び河床部
・ 掘込み河川であり低水路が人工的に固定されていないことも

　　あって、自然の川の姿に近い状況が広くみられる。できるだ

　　け手を入れず、河床掘削が必要な場合にはスライドダウンを

　　基本とすることで、現在の景観・環境を極力保全すること（写

　　真 2.1.35、2.1.36）。

・ 詳しくは「3.3 低水路と水際部のデザインについて」を参照

　　すること。

③樋管、樋門
・ 樋管、樋門のデザインは意匠性を排除し、自己主張のないも

　　のとすること。

。）73.1.2真写（とこるす照参を」ていつに門水・門樋6.3「 ・

④水制、床固め等
・ 極力自然石を用い、コンクリート製品の使用は避けることを

　　原則とする。

。とこるす照参を」ていつに等工め固根・工め固床・工制水5.3「 ・

⑤台霧の瀬周辺
・ 台霧の瀬周辺で河川整備をおこなう際は、住民との協働で進

　　めてきた「台霧の瀬プロジェクト」の目的や経緯に十分配慮

　　すること（写真 2.1.38）。

・ 関係者と協議をおこないながら、整備内容を検討すること。

（2）河川管理施設以外で特に配慮が必要な事項

①樋管、樋門（農業用等）
・ 直轄外の樋管、樋門についても、直轄のものと同様に意匠性
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重点区間C
台霧大橋、島内橋から三隈橋までの区間

0 100 250 500 m

４

写真 2.1.38　台霧の瀬は市民参加により生まれた空間である。何をするにも住民の皆
さんとよく相談すること。

　　を排除し、自己主張のないものとするよう管理主体に働きか

　　けていくこと。

②渡し跡等の史跡

・ 現在石碑や銘板等によりその存在の記録が残されているもの

　　については、今後もきちんと残していくこと。

・ 銘板等がない箇所については、新たに設置を検討すること。

写真 2.1.37　石井樋管。手すり、階段部の塗装色が、低明度・低彩度となっている点
は良い。しかし、勾配屋根としたため上屋が目立っている。

写真 2.1.35　三隈川下流の状況。護岸から川側の空間は、低水路が固定されていない
こともあり自然の川の姿に近い風景、環境となっている。今後も現在のまま残していく。

写真 2.1.36　三隈橋付近。自然に近い川の姿が残っており、鮎釣りで訪れる人も多い。
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2.2.1　吉井エリアの河川景観の成り立ちと特性

吉井エリアは筑後川の中流域に位置し、大分県日田市、福岡県

朝倉市、うきは市を通り、久留米市田主丸に至ります。山間部の

急流から中間地へと川幅を広げながら流下し、変化に富んだ川の

姿が見られるエリアです。周辺は田畑としての土地利用が多く、

隣接して市街地や集落が点在しています。

この地域の起源は飛鳥時代にまでさかのぼり、660 年新羅が百

済を滅亡させたとの知らせを受けた斉明天皇が、百済救済のため

朝倉橘広庭宮（あさくらのたちばなのひろにわのみや）を朝倉に

置いたことに始まります。

江戸時代、最上流部の夜明渓谷部付近は天領日田に属し、それ

より下流の大半は久留米藩に属していました。久留米藩の地域で

は、水の不足している地域を改善するため、堰や用水等の農業利

水施設が築造されました。こうした施設の多くは、現在において

も周囲の田畑を潤し、肥沃な水田地帯を形成しています。これら

の農業利水事業が当時どれほど大きな功績であったかを物語るよ

うに、吉井エリア周辺には先人の偉業を祀った水神社が多数残っ

ています。

さまざまに表情を変える河川景観

吉井エリアは、河川地形から大きく三つに区分されます（図

2.2.1）。上流部は夜明渓谷を形作っており、急峻な地形と屈曲し

た河道に上代から変わらぬ原始河川の姿が今も残されています

（写真 2.2.1）。河床には岩盤が露呈している箇所もみられ、かつ

て日田からの材木舟運の際には筑後川一の難所と言われていまし

た。セグメント区分では、セグメント 1になります。

夜明渓谷を抜け朝倉市付近の中流部に入ると地形は扇状地とな

り、大きく蛇行した掘込河川となっています。セグメント区分は、

2-1 です。夜明渓谷の直下である関町には、難所を抜けてきた公

米を一時貯える「御倉所」があり、そこから少し大きな川舟に積

みかえて遠く長崎に向けて出荷されていました（図 2.2.2、写真

2.2.2）。左岸側に耳納連山、右岸側に筑紫山地から連なる古処山、

馬見山の山並みを望め、ほどよい囲まれ感のあることが特徴です。

この区間は朝倉市街地が隣接し、また筑後川温泉と原鶴温泉の温

泉街が河岸に沿って形成されています。

うきは市付近から堤防河川が始まります。周辺は水田を基調と

した水平性が優位な景観となります。河道幅が広がり、淵や瀬が

形成され、ヨシ原などの水際植生が見られます。

農業利水の歴史と先人の功績

かつてこのエリア周辺の平野部の多くは、大河川の筑後川が近

接しているにも関わらず利水の便が悪く、わずかな小川や湧水を

農業用水として利用していました。

江戸時代になると、袋野堰、大石堰、山田堰、恵利堰の筑後川

四大取水堰と用水路が建設されました。これらのうち、本エリア

に含まれるのは袋野堰、大石堰、山田堰です。但し、袋野堰は

1954（昭和 29）年、夜明ダム建設に伴いに姿を消しました。

地域に多大な恩恵をもたらしたこれらの農業利水事業は、地元

の庄屋達の功績によるところが大きいといわれています。

大石堰は 1664（寛文 4）年、水不足に苦しむ農民たちを見か

ねた五庄屋が中心となって、屈曲部から取水するため大石用水を

築造したものです。1674（延宝 2）年に、完成しました（図 2.2.3、

写真 2.2.3）。大石堰は幾度もの水害を経験し、その度に復旧が

おこなわれていましたが、1953（昭和 28）年の大洪水で大破し、

1956（昭和 31）年に新たに現在のコンクリート堰が整備されま

した（写真 2.2.5、2.2.6）。

今日、五庄屋は灌漑の水神である「罔象女神（みつはのめのか

み）」と共に長野水神社に祀られています（写真 2.2.7）。現在も

田植えが終わると部落ごとに参拝し、五穀豊穣を祈願しています。

山田堰は 1662（寛文 3）年の大干ばつを契機とし、庄屋が発

起人となり、杭を打ち石を投じて堰き止めたその上に土手を築造

して樋から取水することを始めたのが最初です。堀川用水が最

終的に完成したのは、1664（寛文 4）年です。これにより 1500

ヘクタールの開田に成功しています。さらに 1722（享保 7）年、

年数を経るに従い取水口に土砂が堆積し用水が流れにくくなった

ため、巨石を穿って新たな取水口が建設されました。

山田堰上の水神社は 1722（享保 7）年の取水口移動工事の際、

水門切貫工事の安全、水難消除のため「罔象女神（みつはのめの

かみ）」を守護神として新取水口の上に造られたものです（写真

2.2.8）。今日も毎年、五穀豊穣と水難消除を祈願して、周辺学校

2.2　吉井エリアの景観特性と整備方針

図 2.2.1　1847（弘化 4）年筑後川絵図に描かれた夜明渓谷周辺。（出典：筑後川絵図、
久留米市文化財収蔵館、1847）

図 2.2.2　筑後川絵図に描かれた御倉所（出典：筑後川絵図、久留米市文化財収蔵館、
1847）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

写真 2.2.2　今日、御倉所と浜を結んでいた石畳のスロープが残っている。写真 2.2.1　現在の夜明けダム周辺航空写真。図 2.2.1 と比較して、湾曲した河道と谷
状の地形は少なくとも江戸時代からほとんど変わっていないことがわかる。
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児童による万年願相撲大会がおこなわれています。

その後、1790（寛政 2）年古賀百工が堰全体の大改修をお

こない、巨石を組み合わせた石張の井堰が築造されました（図

2.2.4）。川の法線に対して越流部を斜めに設置して堰本体への負

荷を低減させるとともに、せり上げ高さを低く設定することで下

流側の深掘れを防止する等、暴れ川である筑後川の流れをよく理

解し、それに合わせた構造を採用しています。

山田堰も大石堰と同様に幾度もの水害を経験し、現在は当時の

石組をコンクリートで間詰めした構造となっていますが、基本的

な形態は残され、築造以来 220 年以上が経過した今でも周辺の

図2.2.4　寛政 2（1790）年の山田堰大改修時の図面。舟通しや水門等の表記がある。
護岸は黒い点の集まりで示されているが、これは当時の玉石護岸の表記ではないかと
考えられる。

写真 2.2.3　1953（昭和 28）年の大破以前の大石堰（撮影年代不詳）。右側の舟通
しを小船が通行している。（出典：筑後川河童の想い出、筑後川流域連携倶楽部他、
2007）

図 2.2.3　筑後川絵図に描かれた大石堰（出典：筑後川絵図、久留米市文化財収蔵館、
1847）

写真 2.2.9　現在の山田堰。斜め形状の越流部や舟通しの位置等、図 2.2.4 と比較して
も形態は大きく変化していないことがわかる。

写真 2.2.8　山田堰上の水神社

写真 2.2.5　現在の大石堰

写真 2.2.6　大石堰左岸にある水神社写真 2.2.4　昭和初期、西町あたりを通る帆かけ舟。当時こうした小舟が人々の生活の
足となっていた。（出典：筑後川河童の想い出、筑後川流域連携倶楽部他、2007）

写真 2.2.7　長野水神社大祭
毎年 4月におこなわれる大祭では、五穀豊穣を祈願し、巫女が神楽を舞う。
大石堰・大石用水路の恩恵を受けている多くの人々が参拝する。

田畑に豊富な水を供給しています（写真 2.2.9、2.2.10）。

山田堰の表面には築造当時に用いられた割石が残っています

が、これは周辺の山地から切出した石材であると考えられます。

1722（享保 7）年に建設された山田堰の新たな取水口付近の護

岸には強固な切石積が残されています。一方、堀川用水や大石用

水等の水路の護岸には玉石積みが残されています。これらの玉石

は筑後川の河床から採取したものと考えられます。

山田堰には『水を最も取り入れやすい位置は災害を最も多く受

け入れやすい地点である。』という言葉が残されています。あえ

て災害を受けやすい場所を選び、高度な土木技術がない中で挑ん

だ先人の知恵と気概には敬意を払わざるを得ません。

山田堰特有の、地場の石材を利用し川の流れに柔軟に対応する

石積み堰の構造は、遠くアフガニスタンのマルワリード用水路建

設においても参考とされています（写真 2.2.11）。

現存する堰や用水路等の利水施設は、筑後川と人との関わりの

歴史を伝える大切な遺産であり、これらにより形作られた河川風

景はこの地域の大きな特徴となっています。これらの遺産を守り、

利用し、周辺の河川環境と一体的に後世に継承していくことが必

要です（図 2.2.5）。
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まちのオープンスペースとしての川

吉井エリアには、江戸時代に開湯した原鶴温泉、昭和 30年に

開湯した筑後川温泉が存在します。

原鶴温泉付近の水辺では、昭和初期から継続しておこなわれて

いる鵜飼舟や屋形船、花火大会が夏の風物詩となっています。ま

た河川敷には、川の駅やパークゴルフ場など、川をまちのオープ

ンスペースの一部として認識した利用がなされています。

温泉街前面の河川空間は、昔から温泉街の重要なアピールポイ

ントとして地域の人々に認識されており、旅館組合や商工会、旅

館のおかみさん達のグループである「みらい原鶴」等の地元グ

ループが河川事務所と共に河川空間の整備に取り組んでいます。

2007（平成 19）年に整備がおこなわれた原鶴温泉沿いの高水敷

はそうした取り組みの一つです。温泉街の右岸側では急勾配で

あった階段護岸が撤去され、緩やかに低水護岸までつなげた緩傾

斜スロープが新たに整備されました。水際の散策道も、あわせて

設けられました。左岸側では石積みの水制工群の設置がおこなわ

れました（写真 2.2.12、2.2.13）。

一方、筑後川温泉周辺ではこのような河川空間の利活用はまだ

十分ではありません。2012 年には、トラス構造が美しかった昭

和橋が撤去され、味けない PC橋に架け替えられてしまいました。
今後は、筑後川温泉を含め、地域浮揚につながるような景観整備

を河川管理の中で進めていくことが望まれます。

写真 2.2.12　2007（平成 19）年以前の原鶴温泉前面河川敷。水際の階段護岸は段差
が大きかった。

写真 2.2.13　2007（平成 19）年改修後の原鶴温泉前面河川敷。階段護岸を撤去し、
緩傾斜法面により鵜飼舟へのアクセスが改善された。水際の散策道も設置された。

写真 2.2.14　昭和 29 年頃の原鶴の渡し。今日の姿に近い緩やかなスロープとなって
いるのがわかる。（出典：筑後川河童の想い出、筑後川流域連携倶楽部他、2007）

写真 2.2.15　現在の原鶴分水路。単調な線形、切り立ったコンクリートブロック護岸等
の姿からは、川本来の美しさは全く感じることができず、原鶴温泉の観光振興上も大き
な問題である。

写真 2.2.11　マルワリード用水路（提供：ペシャワール会）。パキスタンおよびアフガ
ニスタンで医療活動などを支援する非政府組織ペシャワール会が主体となり、2003 年
からアフガニスタンにおける農業用灌漑用水のために建設がおこなわれている用水路。
取水部は山田堰をモデルとしている。

図 2.2.5   袋野堰、大石堰、山田堰の受益地域（出典：筑後川中流域の水神祠群に着目した人びとの暮らしと川との歴史的関係性の読み解き、平野哲也、2014）

写真 2.2.10　堀川用水。山田堰から取水された水が今日も広大な農地を潤している。

分水路によりつくられた人工的で単調な風景

1953（昭和 28）年に発生した西日本水害などを契機とし、こ

のエリアでは 1979（昭和 54）年までに千年分水路、原鶴分水路、

大石分水路が開削され、それにより原鶴温泉や筑後川温泉は「中

島」となりました。このうち原鶴分水路と大石分水路は、通水の

みに特化した直線で単調な姿となっており、利用も駐車場や運動

場など限られたものしか見られません（写真 2.2.15）。

一方、千年分水路では開削前に存在していた歴史のある童子丸

池が現在も残っており、中島の樹木林と共に変化のある風景と

なっていますが、背後地に廃棄物処理施設等があるため、荒れた

印象となりがちです。

これらの分水路の空間は、今後各地域にふさわしい景観・環境

を有した河川空間の一部として改修していく必要性の高いところ

です。

吉井の河川景観整備の方向性

吉井エリアにはさまざまな場所に先人によりつくられた利水施

設が数多く残されており、こうした江戸時代から続く人々の水利

用の営みにまつわる風景が大きな特徴となっています。また、地

域住民の水に対する信仰心が現在に継承されていることも重要な

点です。
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これからも先人たちが残した遺産を守り、利用しながら後世に

受け継いでいくとともに、各地に点在する物語を丁寧に拾い集め、

それらを一体的に地域資源として活用していくことが必要です。

これらの遺産に河川管理の必要性から手を入れる際には、先人

の知恵に敬意を払い、以前の形態に配慮した整備が求められます。

しかしながら、これらの周辺にはコンクリート二次製品を用いた

根固め工や吹付コンクリート護岸等、景観とミスマッチな部分が

目につくようになっています。今後は歴史的施設の構造や形態に

十分に配慮し、随時改修をおこなっていくことが求められます。

歴史的施設やその周辺だけでなく、一般部の河川整備において

も、吉井エリア特有の自然豊かな風景との調和を図ることが求め

られます。平成 22（2010）年に、朝羽大橋上流に整備された水

制工は、杷木の石を用い、地元の石工による空石積工法を採用し、

自然風景に馴染む形態となっています（写真 2.2.16）。今後もこ

のような河川整備の原点に立ち戻るような取り組みを継続的に取

り入れ、エリア全体として良好な景観形成を図っていくことが必

要です。 

写真 2.2.16　朝羽大橋上流に整備された石積の水制工。出水時に変形しているが、治
水上の機能面での必要性を十分に満足するだけでなく、筑後川の自然豊かな景観とも
よくマッチしている。野面石を用いれば、さらに良い景観となることが期待できる。

2.2.2　吉井エリアにおける河川整備の心得

ここでは、吉井エリアでの河川整備における基本的な考え方を「心得」としてまとめています。

（1）吉井エリアの「河川景観の履歴」について
　　　よく理解する

河川景観を理解するためには、現在の河川空間やその周辺に存

在している個別の要素を見るだけでなく、そのバックグラウンド

となる「河川景観の履歴」にアプローチすることが必須となりま

す。特に吉井エリアについては、農業利水発展の歴史が残る河川

景観を理解すること、また場所によって地形や周辺環境が異なる

ことを理解することが重要です。「2.2.1 吉井エリアの河川景観

の成り立ちと特性」や関係図書等をよく読むこと、また、2.2.4

に示した江戸時代後期に描かれた絵図を観察することにより、吉

井エリアの「河川景観の履歴」を十分把握すべく努めてください。

（2）吉井エリア特有の歴史要素を
　　 保全・修復する

吉井エリアにおける農業利水の発展や川に関わる信仰の歴史を

表す要素（堰、用水、祠・水神社等）は原則として保全します。

近年、三連水車や山田堰などを世界農業遺産（国連食糧農業機関

ＦＡＯが認定）に登録しようという地元の動きも出てきています。

農業利水や信仰の歴史の情報発信や活用に地元住民団体や自治体

と連携して取り組んでいく必要があります。

（3）護岸や水制などに残る地元の
　　 石利用の技術を継承する

地元の石材や工法を用いて作られた石積護岸（玉石護岸、切石

護岸）、石の水制工については、原則として現状維持とし、補修・

改修が必要な場合には、既存の構造物の形状や素材を採用します。

近年整備された水制工に利用されている空石積工法は地元の石

工によって継承されている工法であり、水生生物環境の観点で現

在有効と考えられる工法（例えば木工沈床など）とともに歴史的

河川構造物が残る吉井エリアによくなじむものです。河川整備を

おこなう際は、可能な限り材料として同じ石材を使用するだけで

なく、その工法まで継承することで、空間的にも時間的にも吉井

エリアの河川景観の特性を受け継いでいくことが必要です。

（4）河畔の樹木等による既存の
　　 自然景観・自然環境を保全・修復する

吉井エリアでは、低水護岸付近や高水敷内に広く樹木が繁茂し

ており、潤いのある河川景観をかたちづくっているとともに、水

棲生物や小動物の生息地ともなっています。今後もこうした空間

を持続させつつ適切な管理をおこなっていくことが必要です。

また過去の河川改修により人工的で均一な環境になってしまっ

ている場所については、古絵図を参考にする等して、吉井エリア

本来の変化に富んだ川の姿の再生、豊かな生物環境の再生に努め

ていくことが大切です。

（5）まちづくりを支える空間をつくる

吉井エリアには、日常的な市民利用の空間である川沿いの散策

路、花火大会等のイベント時に利用される河川敷、鵜飼・屋形船

などの観光産業施設としての船着き場など、人々の多様な利用や

活動の基盤となっている場所が点在しています。このような場所

については、専門家のアドバイスをもらいながら関係機関、地域

住民と協議し、適切な整備を進めていくことが必要です。現状で

は景観的に課題のある分水路空間も、今後の地域づくりを支える

可能性を有する河川空間として認識し、専門家や地元市民と協議

しながら改修の方向性を探っていくことが大切です。

（6）地域住民との協働で川づくりをおこなう

河川整備をおこなう際には、吉井エリア内の川やまちで活動す

る住民、関係団体と積極的に協議の場を設けましょう。そうする

ことで、これまでの川と人との関わりについて理解を深めるとと

もに、より地域のニーズにあった整備を目指します。 
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大石分水路

2000 m10005000

重点区間

最重点区間C

最重点区間B
最重点区間Ａ

一般区間 夜明ダム

大石堰から1km上流

掘込河川から堤防河川
への切替地点

鵜之火橋

恵蘇宿橋
両筑橋

図 2.2.6　吉井エリアにおける区間設定図

2.2.3　吉井エリアの区間設定

①最重点区間A：大石堰上流約 1km（61k）から
　堤防河川と掘込河川の境界（57.6k）までの区間

四大堰のひとつ大石堰と大石用水、水神社などが存在する歴史

的な区間です。そのすぐ下流には、筑後川温泉が存在します。治水、

利水の歴史を後世にしっかりと伝えることと地域振興を図ること

の 2つが大きな課題となる区間です。景観委員会に諮りながら、

関係機関、地域住民と協議、協働して整備を進めていく必要があ

ります。

②最重点区間 B：堤防河川と掘込河川の境界（57.6k）　
　から原鶴温泉を含み鵜之火橋下流（54.8k）までの区間

右岸側の原鶴温泉街から川面に続くスロープの景観、鵜飼のに

ぎわい等、今日的な「まちと川との関わり」の姿が存在する区間

です。また、左岸には、地域の人々が大切にしている長野水神社

が鎮座しています。

区間全体としての一体的で質の高い整備が求められます。景観

委員会に諮りながら、関係機関、地域住民と協議、協働して整備

を進めていきます。

③最重点区間C：鵜之火橋下流から
　恵蘇宿橋までの区間

山田堰と堀川用水、そして水神社等「農業利水の歴史」を表す

要素がよく残されている区間です。また、山田堰右岸には、斉明

天皇陵といわれる古墳とともに恵蘇八幡宮があり、朝倉地域の総

氏神となっています。

区間全体として一体的で質の高い整備が求められます。景観委

員会に諮りながら、関係機関、地域住民と協議、協働して整備を

進めていく必要があります。

④重点区間：恵蘇宿橋から両筑橋までの区間

この区間は、淵や瀬が形成され、水際植生も豊かな、中流域の

特徴的な区間です。景観委員会に諮りながら、こうした自然景観

と調和した整備を進めていきます。

⑤一般区間：大石堰上流約 1km（61k）から
　夜明ダムまでの区間

上流域から中流域への変遷区間です。原始河川の急峻な地形と

屈曲した河道が残されています。この区間においては、あまり手

を加えず現状維持を基本とします。河川整備の際は、「2.2.2 吉井

エリアにおける河川整備の心得」に従って進めることとします。
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2.2.4　吉井エリアの景観ベースマップと古絵図

次の頁に見開きで示した地図は、吉井エリアの景観ベースマッ

プです。このマップには吉井エリアでの河川管理の現場で河川景

観について考える際に把握しておくべき以下の情報が記載されて

います。

①自然的な景観構成要素
・ ランドマーク（風景の中で特に目につく地物、印象深い地物）

・ 景観・環境上から判断して今後適切に維持管理していくべき

　　河畔林

②現存する河川構造物等
・樋門、樋管、水門、堰、堤防、分水路

・玉石積護岸や切石積護岸

・石造水制

・コンクリートブロック

③歴史的景観構成要素
・水神社等

・水神祠

・渡し跡

・取水堰

・用水路

・その他、伝承の存在するポイント

④重要な視点場（優れた景観を眺望できる場）

⑤市民利用の空間
・グラウンド等

・遊歩道、サイクリングロード

・港、船着場

⑥近年景観、環境、市民利用等の視点を導入して
　整備された事例

景観ベースマップの次に示してあるのは、1847（弘化 4）年

に描かれた筑後川絵図のうち片ノ瀬エリアにあたる部分です。こ

の絵図は、舟運の便に用いる河川水路図としての役割と、川沿い

の堤外地（主に農地）の村境や用水路の位置等を記録する役割が

付与されたものと考えられます。

図中には、当時の河道の幅員、水制や堰、堤防等の治水、利水

施設の配置と形状の他、早瀬の位置、岩の露頭の位置等が細かく

記されています。また渡舟場や集落、神社等の人々の暮らしに関

係する要素も詳しく示されています。

景観ベースマップを古地図と比較することで、往時の筑後川の

姿のうち何が失われ、何が今日でも残っているか、河道や川幅が

どう変化したか、治水や利水のシステムが当時と今とでどう違う

か、等々について読み解くことができます。

現在の現地の状況だけに目を向けるのではなく、その奥に秘め

られた歴史や文化にも意を配ること、大規模な近代的改変が加え

られる以前の川の姿を思い描くことにより、はじめて質の高い河

川景観の検討が可能となります。

これら 2枚の地図を日常の業務の中でぜひ十分に活用してく

ださい。
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水神祠

ランドマークとなっており
維持管理していくべき樹木

水神社

重要な視点場と
眺望の方向

堤防

渡し跡※

史跡

景観・環境上適切に
維持管理していくべき河畔林 

環境整備地区・
景観に配慮し整備した地区

玉石積護岸

船着き場

コンクリートブロック水制

用水路

砂州

分水路

鎮守の森・それに類する
堤内地側の樹木地　 

市町区界

ポンプ場

吉井エリア　景観ベースマップ

水神社から山田堰（上流）方向の眺望

近景の山田堰を流れ落ちる水の動きと右岸側の樹木、そして遠景の原鶴
温泉と高山の稜線により風景が構成されている。左岸のコンクリートブロ
ックで固められた護岸は、今後の整備上の課題である。

水神社および恵蘇八幡宮の御神木や鎮守の森は、河川景観を構成する
重要な要素の一つである。恵蘇八幡宮の境内付近には、中大兄皇子が
喪に服したといわれている木の丸殿跡と、斉明天皇の御遺骸を仮安置し
たといわれる御陵山が残されている。山田堰や堀川用水の開削の歴史と
合わせ、こうした歴史的、文化的な要所について理解を深めることは、これ
らの要素が創り出す河川景観を理解する上で重要である。

山田堰および恵蘇八幡宮・木の丸殿跡
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左岸堤防上から大石堰（上流）方向への眺望

夜明ダム下流は山間部を抜け河床勾配が緩くなるため、堆積物が留まりやすくなる地形である。大石堰から上流を見ると、
大石堰の水の流れの背景として遠景に山の稜線を見ることができる。また対岸には昔からの住居が並び、豊かな庭木が
河畔の景観の一部を成している。高水敷にはサイクリングロードが見えるが、周囲を植生に囲まれた空間であり、景観に配
慮した整備が必要である。

原鶴温泉前の眺望

市民の手によりつくられた空間である。河川敷には芝生が張られ、水を眺
めることのできる遊歩道が整備されている。ランドマークとなる樹木や河
畔林も残されており、河道ののびやかなカーブの背景に遠景の山の稜線
を見ることができる気持ちのいい空間である。整備する必要がある場合は
今後も市民と協働していく必要がある。

原始河川の姿を見ることができる特徴的な地点である。河道が大きく屈
曲しており、昔からの難所であったが、江戸期に大庄屋田代弥三衛門重
栄・又左衛門重仍父子が私財を投げ打ち難工事の末、袋野堰を完成さ
せたことで、下流の大石、隈上地域に豊かな水田が開発されることになっ
た。袋野の石堰は、現在は夜明ダムに水没し、その姿を見ることは出来な
いが、田代親子はその偉業を称えられ、袋野堰水道沿いの水神社に祀ら
れている。

大石堰下流の河岸には、水流から河岸を守るために江戸時代に作られた
石造の水制群が見られる。その間にはかつて竹や木材を川に下ろすため
に使用された斜路も残っている。大石堰は昭和28年に現在の堰に置き換
えられたが、当時の川の様子を伝える歴史的遺産として、こうした河川構
造物を保全していく必要がある。

大石堰下流の水制群と斜路 夜明ダム周辺



水神社 (祠として現存）

渡守

堤防

現両筑橋上流付近両岸に多数の水制が認められる。これは久留米藩（下側）
と福岡藩（上側）との間で水を対岸に撥ねあった結果と考えられる。

舟渡し

渡舟場

現在の高山

荷集積所 大石用水路の一部を構成していた水門

「水道ヨコ四十八ケン」とある。
今日の分水路にあたるものと考えられる

舟渡場

役家

現素盞鳴神社

大石堰には、簗とともに二条の舟通し
が認められる。また、右岸には多数の
水制工が「腹付」として描かれている。

両岸に多数の水制が認められる。こ
れは久留米藩（下側）と福岡藩（上側）
との間で水を対岸に撥ねあった結果
と考えられる。

現昭和橋右岸付近。現存する石積み護岸が詳しく描かれている。
大石堰を含む一連の治水、利水事業の中で建造されたと推察される。

この斜路は、竹や木材を川に下ろすために使用された。

川港

吉井エリア『筑後川絵図』　1847(弘化4)年



堰の番家
当時は川の中に石造の祠があった？

袋野堰用水路。地蔵宮から下流は開水路となっている。

渡舟場

簗場

絵図の表現から、夜明ダム周近は今日の姿と
ほぼ同じ風景であったと考えられる。

山田堰恵蘇神社

童子丸池
現在は千年分水路の中にある。

石造導流構造物簗場

堀川用水（現存）

大石堰から引かれた用水路（現存）

番所・渡舟所

地蔵岩は田栄神社として現存している。
袋野用水路建設の功労者である田代親子を祀っている。

石造の袋野堰と用水の取水口。
現在は夜明ダム内に沈んでいる。

大石堰下流右岸の腹付工事他の記録文。1793 年が一番腹づけとなって
おり、これは、大石堰の建設（1670 年代）後にあたる。古老の話では、
当時上から石を落して築造したという。

関浜蔵所（せきはまくらしょ）公米積み替え所があった。
後年、このあたりで筏の組み直しがなされていた。

川港
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2.2.5　吉井エリアにおける河川整備の原則

ここでは、吉井エリアでの河川整備において最低限守るべき基本的なルールを、区間毎に示します。

①河川事務所が管理している河川管理施設に関する項目、②河川区域内で河川管理施設以外のものを整備する際に特に配慮が必要な

項目、③河川空間およびその周辺の整備で配慮が必要なその他の項目の三つに分けて記載していますが、実際に河川整備をおこなう場

合は、これらの項目についての総合的な検討、対応をおこなってください。

（1）河川管理施設の整備方針

①低水路
・ 当該区間の低水敷は、野鳥、魚類、小動物などの生息地となる

　　ワンド、ヨシ原が存在していることから、河川改修によって

　　影響が及ぶ場合には、その維持・保全に努めること（写真

　　2.2.17、2.2.18）。

・やむを得ずこれらの領域を侵してしまう場合には、生息環境

　　への影響を最小限に留めること、または復旧に配慮すること。

・低水路の整備に関しては、「3.3 低水路と水際部のデザインに

　　ついて」を参照すること。

②護岸
・堤防および護岸は、原則として既存の石積護岸を維持・継承

　　する整備とする。

・特に昭和橋付近右岸の歴史的石積み護岸については現状の維

　　持に努めること（写真 2.2.19、2.2.20、2.2.21）。

・一部護岸補修工事をおこなう際は、原形復旧を基本とし、そ

　　の護岸の上下流部との工法の連続性に配慮すること（土羽に

　　玉石を埋め込んだ形式の護岸、玉石護岸、切石護岸などの種

　　類別に対応する）。

・既存のコンクリートブロック積み護岸を補修する際には、で

　　きるだけ石を用いたものに改めていく。

・周辺の河川景観と早期になじませるために、素材の質感やエ

　　イジング（経年変化）を意識したデザインとすること。例え

　　ば玉石を利用する場合は現地発生材をできるだけ再利用する。

・整備・補修にあたっては、護岸面の植生の早期復元に十分配

　　慮すること。

・石積み構造については「3.1 歴史的石積み護岸について」を

　　参照すること。

③樋管、樋門
・樋管、樋門のデザインは、意匠性を排除し自己主張のないも

　　のとする（写真 2.2.22）。

・整備・補修にあたっては、「3.6 樋門・水門について」を参照

　　すること。

④水制
・大石堰下流から昭和橋にかけての区間は、大きな屈曲部であ

　　るため、古絵図に描かれているように幾重にも水制（腹付と

　　して記されている）や強固な護岸が築造されてきたところで

　　ある。この区間で何らかの整備事業をおこなう際には、今日

　　残されている構造物の仕組みや構築方法をよく研究し、適切

　　な対応をおこなうこと。この区間のこうした河川景観特性に

　　コンクリートブロック積みの水制はなじまない。既存のコン

　　クリートブロックで整備された箇所の整備・補修にあたって

　　は、できる限り自然石を用いて整備すること（写真 2.2.23）。

最重点区間A
大石堰上流約1ｋｍ(61k)から堤防河川と
掘込河川の境界(57.6k)までの区間

最重点区間B
堤防河川と掘込河川の境界（57.6k）から
原鶴温泉を含み鵜之火橋下流（54.8k）
までの区間

最重点区間C
鵜之火橋下流から恵蘇宿橋までの区間

重点区間
恵蘇宿橋から両筑橋までの区間

１

２

３

４

写真 2.2.17　昭和橋下流のワンド。低水路にはワンドやヨシ原が広がり、自然豊かな
河川風景を形成している。ワンドは小動物の生息環境として格好の場所となるため、
できる限り保全する。

写真 2.2.18　大石堰付近に広がるヨシ原。ヨシ原と河畔林はこのエリアの特徴的な風
景である。ヨシ原は野鳥の隠れ家や餌場ともなっており、大切に残していく必要がある。

写真 2.2.22　新田川樋管。屋根の曲面と着色されたラックカバーが目立ち、河川景観
となじんでいない。

写真2.2.21　長い時間をかけて築造されたと考えられる大石堰下流の水制と石積み護岸。

写真 2.2.19　昭和橋上流側の石積み護岸。これだけの高さの石積みは筑後川全域で、
ここしかない。

写真 2.2.20　写真 2.2.19 と同一地点の大正末～昭和初期の様子（出典：筑後川・河童
の想い出、筑後川流域連携倶楽部他、2007）
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⑤河畔林
・ ベースマップに示したものについては適切な保全と管理をお

　　こなうこと。

・ 河畔林の管理に際しては「3.4 河畔林の管理について」を参

　　照すること。

⑥大石分水路
・ 現状の大石分水路は、原鶴分水路ほどではないものの、人工

　　的な印象が強い空間となっており、今後、より自然な姿に向

　　けて改修をおこなっていく必要がある（写真 2.2.24）。

・ 生態系の再生、特に氾濫原依存生物群の生息場創出の視点を

　　取り入れた改修を検討する。

・ 単一的な河道断面を複雑化するなどの手法が考えられる。手

　　引きの「3.3 低水路と水際部のデザインについて」を参照す

　　ること。

⑦大石堰周辺の河川管理施設
・ 大石分水路と本流に囲まれた中島の上流側端部からは、上流

　　にむかって近景（大石堰、ヨシ原、水面）、中景（樹木林、町

　　並み）、遠景（山並み）によって構成されたすばらしい眺望

　　が広けている（写真 2.2.25）。また、九重などの山々を望む

　　こともできる。大石堰周辺の整備・補修にあたっては、関連

　　する他の事項と合わせて、こうした重要な視点場から眺めた

　　河川景観の一体性を常に意識して検討をおこなうこと。

（2）河川管理施設以外の河川整備で
　　 特に配慮が必要な事項

①大石堰
・ 大石堰は、昭和 28 年の大出水後に改修されオリジナルの姿

　　は残っていないが、ていねいに石がはられた美しい構造物で

　　ある。原則として現在の形状の維持を管理主体に働きかける

　　（写真 2.2.26）。

・ 堰単体でなく、下流を中心に存在する用水路や水制などの様々

　　な構造物群を一体としてとらえ、ひとつの治水、利水システ

　　ムとして保存していくことを原則とすること。

②水神社（五庄屋）
・ 整備・補修にあたって、神社周辺の構造物・樹木林に影響が

　　及ぶ場合には、現況復旧を基本とする。

・ この周辺で河川整備を実施する場合には、自然石などの自然

　　素材を用いるなどして、目立たないように配慮すること（写

　　真 2.2.27）。

・ 付近の孤立樹や樹木林は保全し、五庄屋が大切に祀られてき

　　た雰囲気を守っていくこと。

③水神祠
・ 多数残っている水神祠は、地域における水に関わる信仰を今

　　日に伝えるものであり、今後も継承されることが河川景観の

　　観点からも望ましい。

・ 河川改修によって祠に影響が及ぶ場合には、その保存方法や

　　設置場所について所有者や管理してきた地域住民と協議をお

　　こない適切な対応をとること。

④樋管、樋門（農業用等）
・ 管轄外の樋管、樋門についても、直轄のものと同様に意匠性

　　を排除し、自己主張のないものとするよう管理主体に働きか

　　けていくこと。

⑤渡し跡等
・ 地域の川にまつわる歴史を保存していくという観点から、か

　つて舟渡しがおこなわれていた地点等には地元の人々と協議の

　うえで積極的に説明版、石碑等を設置していくこと（写真

　2.2.28）。

写真 2.2.24　単調で直線的な断面構造の大石分水路。地域住民の日常的な利用も見ら
れず、手つかずの空虚な空間となっている。

写真 2.2.23　昭和橋下流の水制。昭和橋の下流に見られるコンクリート水制。歴史的
な水制の姿、構造から学び、できる限り地場産の自然石を利用し、周辺に馴染むよう
配慮していく必要がある。

写真 2.2.25　山並を背景とした大石堰。広大で美しい景観である。

写真 2.2.26　大石堰は昭和 28 年の洪水後に改修されたが、風景へのインパクトが少
なく、流水の様子が美しく見える優れたデザインの構造物である。

写真 2.2.27　水神社。管理が行き届き、地域に大切にされていることが判る。今後も
継承されることが河川景観の観点からも望ましい。

写真 2.2.28　瀬の下に設置されている舟渡し跡を示す銘板。
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（1）河川管理施設の整備方針

①低水路
・ この区間の低水路は、古地図を見ると水衝部には石が張られ

　　対岸には砂が堆積していたことが読みとれる。また石積水制

　　や木柵等の細かい治水もおこなわれており、結果として多様

　　で変化に富んだ姿となっていたと考えられる。こうした過去

　　の姿に目を向け、きめ細い河川整備を進めることで、原鶴温

　　泉の雰囲気づくりにも寄与する川本来の素朴で深みのある河

　　川景観の創出に努めること（写真 2.2.29）。

・ 根固めが必要な場合には、極力石材を利用する（地元産石材

　　の杷木石等）。

・ 詳しくは、「3.3 低水路と水際部のデザインについて」を参照

　　すること。

②原鶴温泉前の緩傾斜護岸とその周辺
・ 本区間の高水敷は、日常的に原鶴温泉街からの観光客が目に

　　する場所であり、景観的に重要な要素である。現況では緩傾

　　斜化されているものの、変化に乏しい（写真 2.2.30）。部分

　　的に水際まで緩傾斜法面を連続させる箇所や砂州を設けるな

　　ど、複合的で奥行きのある空間構成にすることが望ましい。

　　低水路の整備に関しては、「3.3 低水路と水際部のデザイン

　　について」を参照すること。

③護岸
・ 堤防および護岸は、原則として既存の石積護岸を維持・継承

　　する整備とする。

・ 整備・補修にあたっては、原形復旧を基本とし、上下流部と

　　の工法の連続性に配慮すること（写真 2.2.31 ～ 34）。

・ 周辺の河川景観と早期になじませるために素材の質感やエイ

　　ジング（経年変化）を意識したデザインとすること。例えば

　　玉石を利用する場合は現地発生材を再利用する等の工夫をす

　　ること。

・ 整備・補修にあたっては、護岸前面の植生の復元にも配慮す

　　ること。

・ 石積み護岸については、「3.1 歴史的石積み護岸について」を

　　参照すること。

掘込河川の境界(57.6k)までの区間

最重点区間B
堤防河川と掘込河川の境界（57.6k）から
原鶴温泉を含み鵜之火橋下流（54.8k）
までの区間

最重点区間C
鵜之火橋下流から恵蘇宿橋までの区間

重点区間
恵蘇宿橋から両筑橋までの区間

２

３

４

写真 2.2.31　土羽に玉石を埋め込んだ護岸。この地域では、こうした形式のものが多
くみられる。目地から草が育つことで自然な印象を強めている。

写真 2.2.32　切石による谷積護岸。このような石積みの整備・補修にあたっては、現
況復旧を基本とし、上下流との連続性に配慮する。

写真 2.2.33　玉石積護岸。谷積護岸と同様に、整備・補修にあたっては、現況復旧を
基本とする。

写真 2.2.34　経年変化によって石積護岸となじんだコンクリート階段。これはこれで
可であるが、護岸と同じ切石を使うこと、または掘込式にすることで、さらに優れた
風景を作ることもできた。

写真 2.2.30　現在の原鶴温泉前面部。緩傾斜化されてはいるが、水際線が単調で変化
に乏しく、環境面への配慮が不足している。

写真 2.2.29　左岸側の低水護岸。水際は石材を利用した緩傾斜法面となっている。対
岸から眺めた際も人工的な印象を与えず、風景に馴染んでいるが、変化に乏しい。
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④樋管、樋門
・ 樋管、樋門のデザインは、意匠性を排除し、自己主張のない

　　ものとすること（写真 2.2.35）。

。とこるす照参を」ていつにンイザデの部際水と路水低3.3「 ・

⑤水制、根固め工
・ ①の低水路の項で記したように、歴史的川の姿に目を向け、

　　あわせて豊かな生物環境の創出にも意を配ることで、変化に

　　富んだ川の姿を目指すこと。

・ 整備・補修にあたっては、「3.5 水制工・床固め工・根固め工

　　等について」を参照すること。

・ 近年整備された水制工は地元産石材が採用され、周辺景観に

　　なじむよう配慮されており、参考となる（写真 2.2.36）。

⑥原鶴分水路
・ 現状の原鶴分水路は単調な空間となっており、景観ばかりで

　　なく、環境面でも大きな問題を抱えている。生態系の再生、

　　特に氾濫原依存の生物群の生息場創出の視点を取り入れた改

　　修を検討する必要がある（写真 2.2.37）。

（2）河川管理施設以外の河川整備で
　　 特に配慮が必要な事項

①筑後川サイクリングロード
　（県道 806号吉井久留米自転車道線 /
　  原鶴大橋上流附近より下流、筑後川左岸側の区間）
・ 河川区域内外の周辺地域資源との動線の連携性を考慮する

　（地域スケールでの自転車ルートとの整合）。

・ 河川景観への影響が大きい要素であるため、舗装面が目立つ

　　整備はおこなわない。

・ 舗装整備の際は、カラー舗装、イラスト・絵等のペイント等

　　はおこなわない。

・ 直線的ではなく、流線や地形に沿って緩やかにカーブした線

　　形とすること。

（3）その他河川周辺のもので配慮すべき事項

①橋梁
この区間では橋梁は単に河川景観を構成する要素としてだけで

なく、原鶴温泉街のイメージを構成する景観要素としても重要で

ある。現在架かる橋梁は、桁厚が薄く、すっきりとして無駄な部

分の削ぎ落とされたデザインであり、周辺に調和している。特に

原鶴大橋は、意匠に注意を払って造形された橋脚や、吉井エリア

内の他の橋梁にもよく見られる赤い塗装色など、評価すべき点が

多い（写真 2.2.38、2.2.39）。デザイン的に優れている既存の橋

梁は、極力残していくよう管理者に働きかけるべく努めること。

また桁の塗り替えがおこなわれる際には、現在の色彩と同様の色

彩を用いることを働きかけること。

写真 2.2.39　重点区間にある朝羽大橋。赤い塗装色は原鶴大橋と共通している。塗り
替えの際には同じ色とすることが望ましい。

写真 2.2.38　原鶴大橋。桁の赤の塗装色は田園地方の河川景観となじみが良い。塗り
替えの際にも同様の色彩とすることが望ましい。

写真 2.2.35　原鶴配水樋管。川が主役の河川景観の中では樋管は本来目立たない方が
よいのだが、鶴をイメージしたこの樋管のデザインは、風景の中で図となってしまっ
ており、大きな問題がある。　

写真 2.2.36　緩傾斜スロープ化と合わせて整備された石の水制工。自然材料を用いる
ことにより、川の風景に馴染んだ形態となっている。

写真 2.2.37　原鶴温泉本川側の風景とはまったく異なる味気なく人工的な分水路の
空間。
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（1）河川管理施設の整備方針

①低水路および護岸
・ 本区間の低水路部分は、大きくは山田堰から上流側と下流側

　　とに分かれている。筑後川絵図を見ると、堰上流側には石積

　　み水制と木柵水制とが確認でき、その先の屈曲部には右岸に

　　岩の露頭が描かれている。この岩塊は、堀川用水取水部付近

　　まで続くものであり、その頂部に恵蘇宿神社が置かれている。

　この岩塊に進路を遮られることにより、本川は左に振れるが、

　　その屈曲部に堰を設け、岩塊部を開削することにより堀川用

　　水への導水を可能としている。本区間の低水路および護岸管

　　理にあたっては、こうした川の履歴を十分に理解し、過去と

　　の断絶を回避すべく留意する必要がある。

・ 低水路の整備に関しては、「3.3 低水路と水際部のデザインに

　　ついて」を参照すること。

・ 山田堰直近については、③を参照すること。

・ 低水路の根固め、床固め、水制等には極力地場産出石材を利

　　用すること（写真 2.2.40）。

・護岸は、原則として既存の石積護岸を維持・継承する整備と

　　する。

・ 石積部の整備・補修にあたっては、原形復旧を基本とし、そ

　　の護岸の上下流との連続性を優先すること（写真 2.2.40）。

・ 周辺の河川景観と早期になじませるために素材の質感やエイ

　　ジング（経年変化）を意識したデザインとすること。例えば

　　玉石を利用する場合は現地発生材を再利用する等の工夫をす

　　ること。

・ 整備・補修にあたっては、護岸前面の植生の復元にも配慮す

　　ること。

・石積み護岸については、「3.1 歴史的石積み護岸について」を

　　参照すること。

②樋管、樋門
・ 樋管、樋門のデザインは、意匠性を排除し、自己主張のない

　　ものとすること。

・ 手引き「3.6 樋門・水門について」を参照すること。

③山田堰周辺の河川管理施設
・ 山田堰周辺の急勾配の護岸は、原則として間知石積護岸とす

　　る等、既存の護岸の歴史的姿に配慮すること。

までの区間

最重点区間C
鵜之火橋下流から恵蘇宿橋までの区間

重点区間
恵蘇宿橋から両筑橋までの区間

３

４

・ 間知石を用いた整備をおこななう際には、「3.1 歴史的石積み

　　護岸について」を参照すること。

・ 既存コンクリート吹付護岸の整備・補修の際には、もとの間

　　知石積護岸に置き換えること（写真 2.2.41）。 周辺との一体

　　性を確保するため、既存石積護岸との連続性を持たせること

　　（図 2.2.7）。

・ 山田堰附近には、地元の人々以外にも外から多くの訪問者が

　　訪れ、山田堰の見学や周辺の恵蘇八幡宮、水神社等を散策す

　　る利用がおこなわれている。山田堰を含めた水神社、階段、

　　石積護岸、展望所など重要な視点場からの眺望の質を高める

　　ことを意識した河川空間の整備を心がけること。

・ 山田堰や水神社付近から見られる上流右岸の河畔林は保全す

　　ること。

④千年（ちとせ）分水路
・ 筑後川古図には童子丸池が描かれており、現在も池の一部が

　　残されている（図 2.2.8、写真 2.2.42、2.2.43）。童子丸池には、

　昔洪水時に少女が人柱となって堤防に埋められようとしたと

　き、池の中より童子が現れ少女を救い、洪水を防ぐ策を教え

　たという伝説が残されており、毎年４月に祭典がおこなわれ

　ている。この池が存在していることにより、千年分水路は自

　然に近い表情が残され、原鶴分水路や大石分水路のような人

　工的で単調な印象を軽減することができている。

・ この池に残されている伝承を今後も地域住民と共に継承して

　　いく必要がある。

写真 2.2.40　コンクリートブロックの護岸。人工的な形状は河川景観の中で目立ち、
風景に馴染まない。できる限り自然石を用いて整備することが望ましい。

写真 2.2.41　山田堰右岸のコンクリート吹付護岸。古い石積護岸の上にコンクリート
を吹付けて補修してあるが、山田堰のような歴史的構造物とは調和しない。

図2.2.7　山田堰から見た水神社・用水口周辺の整備イメージ。護岸、階段、取水口周辺等、
石積みをおこなう際の条件（面・角等）が異なるが、部分ごとに検討するのではなく、
一体的に検討することにより、まとまりのある風景を形成することが大切である。

図 2.2.8　1847（弘化 4）年古図に描かれた千年分水路付近。童子丸池が描かれている。
（出典：筑後川絵図、久留米市文化財収蔵館、1847）

写真 2.2.42　現在の千年分水路付近。現在も池が存在する。原鶴分水路、大石分水路
と違い、池があることで分水路の単調な印象が軽減されている。これをうまく活かし
た整備が望まれる。
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・童子丸池上流側に広がる単調な分水路部分については、今後

　　湿地の造成等、環境や景観面での質を高める取り組みを進め

　　る必要がある。

⑤河畔林
・ 景観ベースマップに示したものについては、適切な保全と管

　　理をおこなうこと。

・河畔林の管理に際しては「3.4 河畔林の管理について」を参

　　照すること（写真 2.2.44）。

（2）その他河川周辺のもので配慮すべき事項

①橋梁（恵蘇宿橋・朝之関橋など）
・ デザイン的に優れている既存の橋梁は、極力残していくよう

　　働きかける（写真 2.2.45）。

・ 桁の塗り替えをおこなう際には、現在の色彩と同様の色彩を

　　用いることを基本とし、新たに橋を建設する際は、この区間

　　に多い赤色の色彩とすることが望ましい。

②恵蘇八幡宮前面の道路
現在歩道が無いため、歩行者の安全確保の視点から拡幅が福岡

県内で検討されている。恵蘇八幡宮側の石積みや樹木、水神社側

の石柱の他に影響が及ばないよう十分に留意した事業となるよう

に働きかけていく必要がある（写真 2.2.46）。

写真 2.2.43　千年分水路内の祠。昔洪水時に少女が人柱となって堤防に埋められよう
としたとき、池の中より童子が現れ、少女を救い洪水を防ぐ策を教えたという伝説に
よる。毎年４月に祭典がおこなわれる。

写真 2.2.44　山田堰上流の河畔林。堰と一体となって風景を形づくっている河畔林は
できる限り保全する。

写真 2.2.46　恵蘇八幡宮前面の道路。歩道拡幅が計画されているが、玉石積擁壁や樹
木に大きな影響がでないよう配慮することが望ましい。

写真 2.2.45　恵蘇宿橋の桁。彩度が低い赤い塗装色であり、この地域のランドマーク
となっている。再塗装の際は、同様の色彩とすることが望ましい。
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（1）河川管理施設の整備方針

①低水路
・ この区間の低水路には、野鳥、魚類、小動物などの生息地と

　　なるワンド、ヨシ原が多く存在していることから、河川改修

　　によって影響が及ぶ場合には、その維持・保全に努めること

　　（写真 2.2.47）。

・ やむを得ず領域を侵してしまう場合には、生息環境への影響

　　を最小限に留めること、または復旧に配慮すること。

・ 低水路を補修する際には、「3.3 低水路と水際部のデザインに

　　ついて」を参照すること。

②護岸
・ 堤防および護岸は、原則として既存の石積護岸を維持・継承

　　する整備とする。

・ 石積護岸の補修工事をおこなう際は、原形復旧を基本とし、

　　その護岸の上下流部との工法の連続性に配慮すること。（土

　　羽に玉石を埋め込んだ形式の護岸、玉石護岸、切石護岸など

　　の種類別に対応する）。

・ 既存のコンクリートブロック積護岸を補修する際には、でき

　　るだけ石を用いたものに改めていく。その際、付近に現存す

　　る歴史的石積みの手法を用いること。

・ 周辺の河川景観と早期になじませるために、素材の質感やエ

　　イジング（経年変化）を意識したデザインとすること。例えば

　　玉石を利用する場合は現地発生材をできるだけ再利用する。

・ 整備・補修にあたっては、護岸面の植生の早期回復に十分配

　　慮すること。

③樋管、樋門
・ 樋管、樋門のデザインは、意匠性を排除し、自己主張のない

　　ものとする。

・ 整備・補修にあたっては、「3.6 樋門・水門について」を参照

　　すること。

④水制
・ 吉井エリアの河川景観特性にコンクリートブロック積みの水

　　制や防護工はなじまない。既存のコンクリートブロックで整

　　備された箇所の整備・補修にあたっては、できる限り自然石

　　を用いること。中州の堆砂をコントロールする目的で今泉地

重点区間
恵蘇宿橋から両筑橋までの区間

４

　　先に整備された石積み（コアはコンクリートブロック造）の

　　水制は優れた先進事例である（写真 2.2.48、2.2.49）。

。とこるす照参を」ていつに等工め固根・工め固床・工制水5.3「 ・

⑤河畔林
・ 景観ベースマップに示したものについては、適切な保全と管

　　理をおこなうこと。

・ 河畔林の管理に際しては「3.4 河畔林の管理について」を参

　　照すること（写真 2.2.50）。

（2）その他河川周辺のもので配慮すべき事項

①堀川用水
・ 堀川用水関連の施設については、「2.2.1 吉井エリアの河川景

　観の成り立ちと特性」に記述した農業利水の歴史と先人の功

　績に十分配慮すること。

写真 2.2.48　石材を用いた空石積工法を採用し、地元の石工の手で整備された水制。
周囲の風景によくなじんでいる。今後の整備モデルとしていきたい。

写真 2.2.49　同じ水制のクローズアップ。腕の良い石工によりがっちりとした石組み
に仕上がっている。時間の経過とともに風景になじんでいくと考えられる。

写真 2.2.50　橋詰附近に残っている樹木群が硬い景観に陥りがちな橋梁と護岸の接合
部分をぼかし、柔らかい河川景観づくりに役立っている。

写真 2.2.47　広がりのある平野部の風景とヨシ原は当区間の特徴的な風景のひとつで
ある。
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九州大学の調査によれば、筑後川には、100 を超える水神祠が

存在しています。分布範囲は、感潮区間が始まる久留米から上流

の日田にかけての流域です。

それらの多くは江戸時代以前から存在しており、由来は大きく

以下の六つに分けられます。

①開拓集落の拠り所として祀られたもの

筑後平野の農村集落の多くは、暴れ川である筑後川の本流を避

け、山裾に形成されていましたが、やがて人口の増加等の理由か

ら氾濫原の微高地にも新集落が生まれるようになります。こうし

た新集落では、集落の安全と豊穣を祈念する対象として川石を

祀った祠を建立しました。それらの多くは今日も地域の人々によ

り大切に守られています。

②農業利水にまつわるもの

江戸期の筑後川では、筑後川の豊かな水を引き込み水田を広げ

るために大規模な灌漑事業がおこなわれました。大石堰、山田堰、

袋野堰の場合、取水施設が完成した際に受益地域全体の村民達の

手で水神社が建立されました。そのため水路沿いには水神祠はほ

とんど認められません。しかし床島堰の場合、水路が順次建設さ

れていったことから、その都度受益地域で水路沿いに小規模な水

神祠が祀られ、その結果多数の水神祠が現存しています。

コラム「水神祠（すいじんし）の分布と由来」

③川港にまつわるもの

江戸期から昭和の初めまで、筑後川では舟運が大変盛んでした。

日田、瀬の下等に多数の川港が設けられ繁栄しました。川港の多

くは、川の難所をこえた先や街道との結節点に存在していました。

そうした地点には、商人や船頭達が舟運安全の思いを託した水神

祠が今も残されています。

④筏にまつわるもの

江戸後期から明治期にかけて日田の木材を集めた筏下りがおこな

われるようになると、筏下りの安全を祈念する水神祠が現れます。

⑤水難事故犠牲者を供養するためのもの

筑後川には河岸の形状や水流の特性から水死者が流れ着きやす

い浜がいくつもありました。子供が溺れやすい淵も多数存在して

いました。そうした場所では、犠牲者の供養、そして二度と事故

が起こらないようにとの願いを込めた水神祠が祀られました。

⑥川漁にまつわるもの

かつての筑後川は魚の宝庫であり、各地で川漁が盛んにおこな

われていました。当時川漁で生計を立てていた人も多く、そうした

人々により大漁祈願や安全祈願の対象としての水神祠が祀られま

した。

⑦渡し船にまつわるもの

筑後川に今のようにたくさんの橋が架かったのは戦後のことで

す。それまでは渡し船が重要な交通手段でした。最盛期には 60

を超える渡船場があったと言われています。これらの渡船場にも、

安全を祈る対象としての水神祠が存在していました。

このように、今日残っている水神祠の一つ一つには、筑後川と

ともに暮らしてきた人々の様々な思いや願いが込められていま

す。水神祠は筑後川と人々との密接な繋がりを今に伝える貴重な

地域遺産です。河川管理の仕事の中でぜひ大切にしていきましょ

う。存在が確認されている水神祠の位置は、各エリアの景観ベー

スマップに記載してあります。

現在も各地の水神祠でお祭りがおこなわれている水神祠の位置

日田

吉井片ノ瀬

久留米

0 5km 

渡船場跡に立つ水神祠 河原の石を祀った水神祠 祠の中に一対の川石が祀られている 球形をした石を祀った水神祠
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2.3.1　片ノ瀬エリアの河川景観の成り立ちと特性

このエリアは、筑後川中流域に位置し、セグメント区分は、セ

グメント 2-2 に分類されます。圃場整備された農地が沖積平野

一帯に広がっており、その間をいくつもの用水路が流れ、多くの

集落が点在しています。水田の緑や用水路を流れる水、そして歴

史的な意匠を有する家屋や蔵からなる集落により形づくられた

広々とした中にも味わいのある田園景観は、このエリア一帯に共

通して見られる特徴的な景観となっています。

近代以降の相次ぐ河川改修により河道が直線化され（図 2.3.1、

写真 2.3.1）、両岸には堤防が築かれてきました。そのため河川敷

からは川裏側の風景を眺めることはできず、広がりのある風景が

眺望できる場所は、長く連なる堤防の上か、川に架かる橋梁の上

に限られます。

両筑橋から下流には河川敷内に多数の堤外民地があり農地とし

て利用されているのも、このエリアの特徴です。また全域にわたっ

て自生しているタチヤナギなどの河畔林は、多様な生物に川沿い

のすみかを提供しており、ホタルの生息地となっているところも

あります。ゆったりと蛇行する本川を緑に彩る豊かな河畔林の存

在は、このエリア固有の河川景観を演出する大きな役割を担って

います（写真 2.3.2）。

田園景観をつくり上げた「床島堰」

江戸期のはじめ、左岸側は巨瀬川等の耳納連山からの水を利用

することで容易に灌漑することができ、すでに豊かな農地が広

がっていました。一方、右岸側では水源となる川が近くになく、

筑後川からの取水も技術的に困難であったため、稲作の普及は遅

れていました。

1712（正徳 2）年、久留米藩の土木技師・草野又六総指揮のもと、

高山六右衛門らの地元庄屋達によって恵利地区に堰を設けること

が企てられました。用水を引く溝掘りは着々と進みましたが、流

れの速い筑後川をせき止めることは容易ではありませんでした。

小船に石を積み、舟ごと川に沈めたり、数十万の大石や 50万俵

の小石俵を一斉に投下したりするなどの苦労の末に取水が可能に

なりましたが、漏水が多く十分な水量を確保することはできませ

んでした。そこで恵利堰の下流に位置する佐田川を堰き止め、水

量増加を試みることになりました。この時に築かれたのが佐田

堰です。また当初恵利堰にあった舟通しを廃止し、堰の保水能力

の強化を図りました。代わりの舟通しは本川と用水路によってつ

くられる中州の間に設けられました。さらに洪水時の放水路とし

て恵利堰と佐田堰の間に床島堰が築造されました。このようにし

て、1714（正徳 4）年、恵利地区の利水システムは完成しました。

この事業で築造された恵利堰、床島堰、そして、佐田堰を総称し

2.3　片ノ瀬エリアの景観特性と整備方針

（上）図 2.3.1、（下）写真 2.3.1　金島地区周辺の河道の過去と現在。巨瀬川、鎮西湖
が旧河道であることが分かる。

て「床島堰」と呼ばれています。今日見ることができる右岸の田

園風景は、この利水システムによってもたらされたものです（図

2.3.2、写真 2.3.3、2.3.4）。

その後、度重なる洪水により堰は決壊と修復を繰り返しま

す。現在の恵利堰は、1963（昭和 38）年の水害で被災した後、

1965（昭和 40）年にコンクリート式の可動堰となりました。用

水路も改修され、佐田堰、床島堰はその機能を失いました。しか

し床島堰の利水施設は現在でも農業用水として利用されており、

約 3000ha の水田がその恩恵を受けています。床島堰は筑後川に

残る重要な利水施設の一つであり、周辺に残る往時の様々な遺構

を含めて、単に歴史的景観要素としてだけでなく、先人の苦労の

歴史としてきちんと後世に伝えていくべき地域の遺産です（写真

2.3.5）。

水上交通の名残

現在のように道路や鉄道が整備されていなかった時代、筑後川

は物流や交通の動脈としての役目を担っていました。流域の住民

写真 2.3.2　典型的な片ノ瀬エリアの川辺の風景。河畔林が作りだす豊かなエッジとセ
グメント 2-1 特有の変化のある河道。

（上）図 2.3.2、（下）写真 2.3.3　床島堰の過去と現在。現在は恵利堰と樋管により利
水機能を維持している。

写真 2.3.4　恵利堰周辺の古い石積み構造物。
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にとって本川とその支川は生活のための重要なインフラでした。

古絵図を見ると、川港として栄えた片ノ瀬町の家並みが描かれ

ています。写真 2.3.6 は、昭和初期のこのあたりの写真です。堤

防は存在せず、川辺に民家や倉庫、舟宿等が密集している様子が

よくわかります。

上流の夜明ダムが完成するまで続けられていた筏流しの場合、

日田から下ってくる筏流しの舟人が輸送途中に日をまたぐ際に寝

泊まりした「筏宿」が恵利地区と片ノ瀬地区にありました。また、

片ノ瀬エリアの各所で両岸を行き来するための「舟渡し」がおこ

なわれていました。筏宿も舟渡しも現在は見ることができません

が、当時を偲ぶ石碑が河川空間に点在しており、今後の川づくり

における貴重な資源となりうるものです。

水天宮、水神への信仰

このエリアでは、堤防に沿って多数の水天宮や水神の祠が残っ

ています（景観ベースマップを参照のこと）（写真 2.3.7）。それ

らは近辺の集落により管理されており、水難除けや川の恵みに感

謝する対象として、現在でも大切にされています。信仰行事の一

つに、金島地区高島の「お水神さま」があります。この行事は毎

年子供たちが水遊びをし始める 7月におこなわれます。まず祠

近くの河原で集落の男の子達による奉納相撲が挙行され、次に

写真 2.3.5　下弓削地区の浜崎氏の自宅に今も吊られている揚げ舟。かつては、多くの
家で洪水時の避難用に備えられていた。

写真 2.3.7　古北渡し跡の石積護岸（孤立樹が生えているところから下流側）と水天宮
の祠（左）。このようなものは往時を偲ばせる地域の貴重な歴史的な景観資源であり、
しっかりと残していく必要がある。

写真 2.3.6　昭和初期の片ノ瀬町（出典：田主丸町誌第一巻「川の記憶」、田主丸町、
1996）

写真 2.3.8　｢お水神さま」の準備の様子。かつては ｢お水神さま」の準備から実施に
いたるまで全ての段取りを地区の子供たちでおこなっていた。（稲益氏提供）

写真2.3.9　｢お水神さま」の奉納相撲の様子。小学2年生～中学2年生までが参加できる。

「おぼくれませんように（溺れませんようにの意）」と叫びながら

祠の供え物の花束を川に流し、水難除けを祈願します（写真2.3.8、

2.3.9）。かつてはこのような行事が多くの集落でおこなわれてい

たようですが、現在では高島集落のみでおこなわれているようで

す。こうした伝統的な文化を支える風景は、祠とともにきちんと

残していく必要があります。

写真 2.3.7 に示す地点では、2013（平成 25）年度に実施され

た堤防強化事業の中で、地域住民の要望を受けて祠の保全と説明

板の設置が行われました。
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2.3.2　片ノ瀬エリアにおける河川整備の心得

ここでは、片ノ瀬エリアでの河川整備における基本的な考え方を「心得」としてまとめています。

（1）片ノ瀬エリアの
　　「河川景観の履歴」についてよく理解する

河川景観を理解するためには、現在の河川空間やその周辺に存

在している個別の要素を見るだけではなく、そのバックグラウン

ドとなる「河川景観の履歴」にアプローチすることが必須となり

ます。「2.3.1 片ノ瀬エリアの河川景観の成り立ちと特性」や関係

図書等をよく読むこと、また 2.3.3 に示した江戸時代後期に描か

れた絵図を観察することにより、片ノ瀬エリアの「河川景観の履

歴」を十分把握すべく努めてください。

（2）自然景観・自然環境を保全・修復する

植生に覆われた堤防や高水敷の河畔林、そして変化のある砂州

は、片ノ瀬エリア特有の河川景観を構成する重要な要素であるば

かりでなく、水棲生物や小動物の生息地ともなっています。適切

な管理をおこなうことで、今後も維持していきます。

　また過去の河川修復により人工的で均一な環境になってし

まっている場所については、古絵図を参考にする等して片ノ瀬エ

リア本来の変化に富んだ川の姿の再生、豊かな生物環境の再生に

努めていくことが大切です。

（3）水平的な広がりをもった景観を大切にする

片ノ瀬エリアでは、堤内地に広がる田園や耳納連山の山並みに

よってつくり出される、水平的な広がりをもつ開けた眺望が大き

な特徴となっています。河川構造物を整備する際には、樋門のよ

うに鉛直性の強い構造物の新設は極力避ける、堤内地や山並みへ

の眺望を遮らないような配置にする等、水平を基調とした景観に

配慮した河川整備をおこないます。

（4）構造物が周囲の自然景観になじむよう
　　十分配慮する

自然的な要素（河畔林、植生等）が多く見られる片ノ瀬エリア

において河川構造物を整備する際には、周囲の自然環境を尊重し、

手を加える箇所や新設する構造物が周囲の景観から浮いて見えな

いように十分に配慮することが必要です。

（5）人々が利用しやすい河川空間をつくる

現況の河川空間には、堤内地から容易にアクセスできない箇所

（堤内地から天端へ上がる階段はあっても、そこから高水敷へ

下りる階段がない等）や、安全に利用できない箇所（樹木が生い

茂り見通しがきかない等）があります。そのような場所は、地域

の意見を聞きながら、必要に応じて安全にアクセスができ安心し

て利用できるような河川空間をつくっていきます。

また水神祠のような地域の祭が開催されている場所では、伝統

的な行事を今後も継続できる河川空間を維持していきます。

（6）地域住民との協働で川づくりをおこなう

片ノ瀬エリアには、他エリアに比べ堤外民地が多く存在してお

り、土地所有者等による耕作がおこなわれています。それらの中

には、放棄され樹林化している場所も少なくありません。土地所

有者、地区自治体、地域住民等と普段から情報交換をおこない、

景観面・環境面で適切な管理に努める必要があります。

また河川整備をおこなう際には、片ノ瀬エリア内の川やまちで

活動する地域住民や関係団体と協議の場を設けることを基本とし

ます。そうすることでこれまでの川と人との関わりについて理解

を深めるとともに、より地域のニーズにあった整備を目指します。



第Ⅱ部　エリア別の景観特性と整備方針

57

2.3.3　片ノ瀬エリアの
　　　  景観ベースマップと古絵図

次の頁に見開きで示した地図は、片ノ瀬エリアの景観ベース

マップです。このマップには片ノ瀬エリアでの河川管理の現場で

河川景観について考える際に把握しておくべき以下の情報が記載

されています。

①自然的な景観構成要素
・ ランドマーク（風景の中で特に目につく地物、印象深い地物）

・ 景観・環境上から判断して今後適切に維持管理していくべき

　　河畔林

②現存する河川構造物等
・ 樋門、樋管、水門、堰、堤防、分水路

・ 玉石積護岸や切石積護岸

・ 石造水制

・ コンクリートブロック

③歴史的景観構成要素
・ 水神社等

・ 水神祠

・ 渡し跡

・ 取水堰

・ 用水路

・ その他の伝承の存在するポイント

④重要な視点場（優れた景観を眺望できる場）

⑤市民利用の空間
・ グラウンド等

・ 遊歩道、サイクリングロード

・ 港、船着場

⑥近年景観、環境、市民利用等の
　視点を導入して整備された事例

景観ベースマップの次に示してあるのは、1847（弘化 4）年

に描かれた筑後川絵図のうち片ノ瀬エリアにあたる部分です。こ

の絵図は、舟運の便に用いる河川水路図としての役割と、川沿い

の堤外地（主に農地）の村境や用水路の位置等を記録する役割が

付与されたものと考えられます。

図中には、当時の河道の幅員、水制や堰、堤防等の治水、利水

施設の配置と形状の他、早瀬の位置、岩の露頭の位置等が細かく

記されています。また、渡舟場や集落、神社等の人々の暮らしに

関係する要素も詳しく示されています。

景観ベースマップを古地図と比較することで、往時の筑後川の

姿のうち何が失われ、何が今日でも残っているか、河道や川幅が

どう変化したか、治水や利水のシステムが当時と今とでどう違う

か、等々について読み解くことができます。

現在の現地の状況だけに目を向けるのではなく、その奥に秘め

られた歴史や文化にも意を配ること、大規模な近代的改変が加え

られる以前の川の姿を思い描くことにより、はじめて質の高い河

川景観の検討が可能となります。

これら 2枚の地図を日常の業務の中でぜひ十分に活用してく

ださい。
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恵利堰への眺望

片ノ瀬エリアでは両岸に堤防が築かれ、河川敷からは川裏側の風景を眺めるこ
とのできる場所は多くない。恵利堰周辺は、長く連なる堤防の上から広がりのある
風景が眺望でき、また河川敷に近づくことのできる貴重な視点場である。恵利堰
下流には、豊かな河畔林も残っており、このエリア固有の河川景観を楽しむこと
が出来る。

恵利堰エリア

恵利堰、佐田堰、床島堰を総称して床島堰と呼ばれている。単に歴史的景観とし
てでなく、先人の苦労の歴史としてきちんと後世に伝えていくべき地域の遺産で
ある。

片ノ瀬エリア  景観ベースマップ
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両筑橋から下流方向への眺望

両筑橋下流はセグメント2-２に変化するポイントであり、広 と々した河道と豊かな河畔林を持つ護岸の眺めを
見ることが出来る。片ノ瀬エリアでは、両岸を堤防と河畔林に囲われ水面を眺めることのできるポイントは限ら
れているため、こうした橋の上からの眺望は重要である。

※渡し跡の位置は文政2(1819)年の筑後川絵図及び明治33(1900)年国土地理院発行の地形図を基にしているため正確な

　位置は特定できない。

※※旧堤防の位置は筑後川河川事務所発行「筑後川流城基礎情報―筑後川ハンドブック―」を基に推測。
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片ノ瀬エリア『筑後川絵図』　1847(弘化4)年  

渡舟場
堤防

茶屋

汲場

巨瀬川

川港として栄えた
片の瀬町のあたり

汲地

渡し小屋

今日の鎮西湖

渡し守

床島用水出口

堤防
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佐田堰

渡し守

渡舟場

堤防

床島堰

恵利堰

番家

舟渡し

大きな岩の露頭

堤防

石造の水制工

渡守

水神社
現在も存在している

公米積替所
ここで舟の大きさを変えた

舟渡し

堤防

川港

渡舟場

舟渡し

全体として「床島堰」と呼ばれ、
一つの利水システムを構築していた。

この線から下流側では、屈曲部を除き、
水制工の数が大幅に減少している。
これは川の両岸が久留米藩領であり他
藩側に水を撥ねることが無かったためと
推察される。左右両岸には連続した堤防
が描かれ、その背景に多くの集落が張り
ついている。
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2.3.4　片ノ瀬エリアにおける河川整備の原則

ここでは、片ノ瀬エリアでの河川整備において最低限守るべき基本的なルールを示します。片ノ瀬エリアでは、全域に渡って、河川

本来の自然豊かな景観や、堤内地に広がる田園景観が存在していることから、エリア全域を重点区間と位置づけます。景観委員会に諮

りながら、関係機関、地域住民と協議、協働して整備を進めていく必要があります。

河川事務所が管理している河川管理施設に関する項目、河川区域内で河川管理施設以外のものを整備する際に特に配慮が必要な項目、

河川空間およびその周辺の整備で配慮が必要なその他の項目の三つに分けて記載していますが、実際に河川整備をおこなう場合は、こ

れらの項目についての総合的な検討、対応をおこなってください。

（1）河川管理施設の整備方針

①低水路
・ この区間の低水路は、2.3.3 の古地図を見ると多くの屈曲

　　部があり、多数の瀬・淵が存在していたことがわかる。ま

　　た石積水制をはじめ、多様な治水、利水の仕かけがなされて

　　もいた。今日、これら治水、利水施設の多くは消失し、流路

　　も直線化されているが、それでも筑後川全域の中では、ワンドや

　　河畔林等の野鳥、魚類などの小動物の生息地となる水際環

　境がきわだって多く存在していることが大きな特徴となっ

　ている。これらの維持・保全・復元に努めることは、この区間の

　河川管理の大方針のひとつである（写真2.3.10、2.3.11、2.3.12）。

・ 河川改修等によりやむを得ずこれらの領域を侵してしまう場

　　合には、生息環境への影響を最小限に留め、復元にも配慮す

　　ること。

・詳しくは、「3.3 低水路と水際部のデザインについて」を参照

　　すること。

②堤防法面
・堤防法面は、極力緑化すること。むき出しのコンクリート面

　は避けること。

③水制、根固め工
・ ①の低水路の項で記したように、歴史的川の姿に目を向け、

　　あわせて豊かな生物環境の創出にも意を配った変化に富んだ

　　川の姿を目指すこと　（写真 2.3.13）。

・ 整備・補修にあたっては、「3.5 水制工・床固め工・根固め工

　　等について」を参照すること。

④樋管、樋門
・ 樋管、樋門のデザインは、意匠性を排除し自己主張のないも

　　のとすること（写真 2.3.14、2.3.15）。

・ 整備・補修にあたっては、「3.6 樋門・水門について」を参照

　　すること。

⑤河畔林
・河畔林の管理については、「3.4 河畔林の管理について」を参

　照すること。

写真 2.3.11　セグメント 2-2 では、流れの緩やかな所には粒径の比較的小さな砂州が
形成される。

写真 2.3.15　陣屋川水門。意匠性が強く、片ノ瀬エリアののどかな風景の中ではひと
きわ目立ってしまう。

写真 2.3.10　粒径の大きな礫が主体の河床の姿もこのエリアの特徴のひとつである。
川が自ら作り出した姿をできるだけ残していく必要がある。

写真2.3.14　大刀洗排水機場吐水樋門を側面からみたもの。二連の操作室をシンプルな
形態にまとめられたL字型の管理橋で繋いでおり、すっきりとした印象となっている。

写真 2.3.12　低水路のコンクリートブロックが目立つ。石に置きかえるべきである。

写真 2.3.13　恵利堰下流部。さまざまな形のコンクリートブロックが並べられており、
自然豊かな片ノ瀬エリアの河川空間の中で異質な存在になっている。自然石を主体と
して生態系上も豊かな空間に改変していく必要がある。
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（２）河川管理施設以外の河川整備で
　　  特に配慮が必要な事項

①高水敷の利用
・ 特定の利用に限定した高水敷整備はおこなわず、河川空間の

　　自然景観を残すことを基本とする。

・ 野球場やグラウンド等、特定の利用に限定した整備の要望が

　　ある場合であっても、河川区域外に適した箇所がないか十分

　　に検討し、河川区域内にはできるだけ設置しないよう努める

　　こと。

・ 地域住民の強い要望等により整備をおこなう際には、特定の

　　利用に限定した整備ではなく、多様な利用ニーズに対応でき

　　る整備を検討する。

・ 地域住民の強い要望等によりやむを得ず高水敷の特定利用を

　　認める場合には、人工物である印象を抑えるため、カラー舗

　　装やイラスト・絵等のペイントはおこなわない、直線を用い

　　ない、周辺を緑化する等の配慮をおこなうよう求めること。

②恵利堰周辺
・ 恵利堰周辺は片ノ瀬エリアの重要な景観要素であるので、周

　　辺の河川空間と一体的な整備、管理をおこなうよう管理者に

　　働きかけること。特に堰下流の床固めは、人工的な印象を強

　　く与え、河川空間の中で異質な存在になっている。今後整備・

　　補修が実施される際に、可能な限り自然素材に置き換えても

　　らうよう働きかけること（写真 2.3.16）。

③渡し跡等
・ 地域の川にまつわる歴史を保存していくという観点から、か

　　つて舟渡しがおこなわれていた地点等には地元の人々と協議

　　のうえで積極的に説明版、石碑等を設置していくこと。

④水神祠
・ 水神祠は、地域における水に関わる信仰を伝えるものであり、

　　今後も伝承しなければならない。河川改修によって祠に影響

写真2.3.18　大橋（橋桁部）。橋桁部からはみ出した排水用の塩ビ管が目立つ。桁内に
おさめる等のわずかな工夫で、より良い橋梁デザインとなる。

写真 2.3.16　恵利堰より上流側を眺める。恵利堰の湛水域と、それを囲む河畔林によ
る印象的な風景が広がっている。

写真 2.3.17　日比生にある水神祠。このエリアでは、旧河道沿いを含め多数の水神祠
が存在している。ひとつひとつが人々の暮らしと川との関わりの証であり、大切にし
ていく必要がある。

　　が及ぶ場合には、その保存方法や設置場所等について地元の

　　集落の方々と協議をおこない対応すること（写真 2.3.17）。

⑤堤外民地
・ 現況ではよく手入れが行き届いている箇所がある一方、荒地

　　になっている箇所も認められる。適切な管理がおこなわれて

　　いない箇所で、河川管理上必要な場合は、その取り扱いにつ

　いて所有者等と十分に協議すること。

（３）その他河川周辺のもので配慮すべき事項

①橋梁 
・ 橋梁は河川景観を構成する要素として重要である。改修や再

　　整備がおこなわれる場合には、区間内の他の橋梁のデザイン

　　との関係性にも配慮し、片ノ瀬エリアの河川景観に溶け込む

　　ような、橋梁の形式、色彩、その他（照明、高欄等）となる

　ように働きかけること（写真 2.3.18）。
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2.4.1　久留米エリアの河川景観の成り立ちと特性

久留米エリアは流域最大の都市久留米市をはじめ鳥栖市、みや

き町を含む、筑後川中流域に位置しています。セグメント区分上

は、筑後大堰から上流の部分がセグメント 2-2、下流側の感潮区

間がセグメント 3になります。

江戸期以降、このエリアは有馬藩の拠点として政治、経済の中

心地として栄え、近代以降は久留米絣や、現在のゴム産業の前身

となる地下足袋などの殖産興業により発展してきました。

春には筑後大堰周辺の河川敷にたくさんの菜の花が咲き美しい

風景が広がります（写真 2.4.1）。夏には京町、篠山地区で西日

本最大の筑後川花火大会が開催され、多くの観覧客で賑わいます

（写真 2.4.2）。これらの風景は、私達がこのエリアをイメージす

るときに思い浮かべる象徴的な風景となっています。

江戸期 : 瀬ノ下新川の開削と川港の賑い

戦国時代末期、久留米藩は舟運による内港都市として栄えまし

た。当時、久留米の川港は久留米城直下の洗切に置かれていまし

た。ここには現在梅林寺のある場所から巨大な岩盤の露頭が横た

わり、川がそれを避けるように大きく右に曲がっていたため、操

舟が難しく、決して良い港とは言えませんでした。河道の屈曲は、

大雨の際には水害も引き起こしました。

江戸期初頭、この地の国主であった田中吉政は、物資輸送の改

善と水害対策を目的に、洗切にあった岩盤を砕き、瀬ノ下までの

約 1.3km を掘削するショートカット事業を命じました。この事

業では巨岩を完全に砕くことはできませんでしたが、後の久留米

藩主有馬豊氏の代に砕破に成功し、瀬ノ下新川（現瀬ノ下捷水路）

が開通しました（図 2.4.1）。これにより、筑後川の舟運は大きく

改善されることになりました。川港は瀬ノ下に移され、洗切は久

留米城の水軍拠点となりました。これに合わせて水天宮も現在の

位置に遷座され、川港の航海安全の神として祀られることになり

ました。

新港瀬ノ下では、はじめは年貢米の積出しが主におこなわれて

いましたが、やがて広域的な物資の集積港として発展しはじめま

す。有明海の干満の影響を受ける感潮区間の最上流部に位置して

いたため、潮の干満を利用して河口の若津港との交易も盛んにお

こなわれるようになりました。こうして瀬ノ下港は久留米城下で

も最も賑やかな地域となっていきました（図 2.4.2）。

瀬ノ下新川が掘削されたのを皮切りに、久留米エリアでは大

規模な河川整備がおこなわれるようになりました。1624（元和

10）年、鍋島藩の成冨兵庫茂安により筑後川右岸の千栗から坂

口まで約 12kmの千栗堤が築造され、これを追いかけるように

1627（寛永 4）年には有馬藩により筑後川右岸の三瀦郡安武村（現

2.4　久留米エリアの景観特性と整備方針

写真 2.4.2　西日本最大の「筑後川花火大会」。会場となる京町、篠山地区の河川敷は
毎年多くの観覧客で賑わう。

写真 2.4.3　大堰下流に見られる荒籠。

写真 2.4.1　春には黄色い菜の花が河川敷を彩る。 図 2.4.2　天保時代の久留米藩の町割図。関所、水天宮、渡舟場、街道および参道が集
まっていた瀬ノ下は、明治期まで久留米随一の賑わいを見せていた。

図 2.4.1　古絵図の部分拡大。爆薬により河の中に残った岩を砕いている様子が描かれ
ている。背景の建物は水天宮。（出典：水天宮下大宮割之図、洗町小誌）

安武町）に約 4kmの安武堤が築造されました。

荒籠も次々と作られました。荒籠は水制としてだけでなく、舟

運のための川幅や水深の確保、河岸への昇降など多くの目的で建

造されたようです。後述する明治中期の第 1期河川改修工事に

おいて多くの荒籠は撤去されましたが、現在でも筑後大堰より下

流の感潮区間では荒籠が残っています（写真 2.4.3）。

これらの洪水対策により低平地が守られるようになると、それ

まで高台にしかつくることができなかった水田が低地にもつくら

れるようになっていきます。

明治・大正期 : ショートカット化と築堤

明治維新後、筑後川が国の直轄となると、1885（明治 20）年、

舟運の便を良くすることを目的に第 1期河川改修工事がおこな

われました。

1902（明治 37）年には、瀬ノ下と日田を結ぶ筑後軌道が開通し、

川港瀬ノ下は物流拠点としての最盛期を迎えます。

1887（明治 22）年に大水害が起こると、1893（明治 28）年

には洪水防御を目的とした第２期河川改修工事がおこなわれ、

1921（大正 10）年の大水害の後には第３期改修工事が実施され

ました。第３期改修工事では、金島、小森野、天建寺、坂口地区

のショートカット事業がおこなわれ、現在の本川と同じ河道形状

が出来上がりました。現在のような河川堤防が作られ始めたのも

この頃からです。
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写真 2.4.6　昭和 28 年の水害後、安武水門の修復完了時の記念写真。アオ取水の廃止
に伴い安武水門は利用されなくなり、現在はその地に石碑が立っている。（出典：筑後
川河童の想い出、筑後川流域連携倶楽部他、2007）

写真 2.4.5　戦災直後の久留米市街地の様子。戦災により城下町の面影は失われてし
まった。（出典：目で見る久留米の歴史、久留米市、1979）

写真 2.4.4　筑後 ･吉井を走る筑後軌道。日田市まで通行していた。1928( 昭和 3) 年
に久大本線の開通に伴い廃線となった。（提供：佐藤氏）

1889（明治 24）年の鹿児島本線開通や 1907（明治 42）年の

三池港開港によって、筑後川河口の若津港が地方中核港としての

地位を失い、この後、筑後川全体の舟運も徐々に縮小傾向に転じ

ていきます。

日露戦争後、久留米には陸軍師団司令部等が置かれることにな

り、軍都としての発展を始めます。市内には軍事施設の門前を中

心に商業・サービス機能が次々と立地するようになりました。

1924（大正 13）年には九州急行（現西鉄）が開通し、同久留

米駅を中心に筑後軌道（写真 2.4.4）や三井電気軌道など久留米

と筑後地方各地を結ぶ鉄道の路線網が形成され、久留米の新たな

中心地となっていきます。

こうした近代化のうねりの中で、瀬ノ下は衰退へと向かうこと

になりました。

戦後：都市の発展と河川空間の変容

第二次世界大戦の戦災により久留米市街地の主要部分はほぼ消

失してしまいした（写真 2.4.5）。その後の復興は久留米の姿を大

きく変えていきます。

道路網の整備とともに筑後川に多くの橋が架けられました。橋

の建設が進むのにあわせて、それまで生活の足となっていた多数

の渡舟場が姿を消していきました。最後の舟渡しは現在の下田大

橋付近でおこなわれていた下田渡しで、1994（平成 6）年に廃

止されました。

久留米では、死に至ることもある日本住血吸虫病が風土病とし

て大きな問題になっていました。当時、宝満川の合流部から現在

豆津橋のあるあたりまでの一帯に広がる湿地に生息するミヤイリ

ガイという巻貝が中間宿主となり、川に入った人の皮膚から体内

に入り込んでいたのです。

1965（昭和 40）年より湿地帯を埋め固め、ミヤイリガイの生

息地を撲滅する取組みが始められました。昭和 50年代から久留

米エリアで整備された高水敷には、治水だけでなく、こうした風

土病対策の意図が大きかったのです。筑後大堰の建設（1984 年）

や、河積拡大を目的とした東櫛原地区の引堤工事（1993 年）に

おいても、ミヤイリガイの撲滅は事業目的のひとつとなっていま

した。こうした長い努力の結果、2000（平成 12）年にはミヤイ

リガイは完全に撲滅したとして福岡県から「終息宣言」が出され

ました。今日久留米市宮ノ陣町にミヤイリガイの供養碑が設置さ

れています。

1982（昭和 57）年、久留米市は久留米リバーサイドパーク計

画を実施に移します。これにより、河川空間に野球場やテニスコー

ト、ゴルフ場、サイクリングロードなどの施設が整備されていき

ます。

1985（昭和 60）年、筑後大堰が完成します。洪水調整に加え

て流域の人口増加による上水需要の増大への対応と、農業用水、

工業用水の供給が目的でした。これにより久留米エリアの筑後川

流域の風景は大きく変わることになりました。久留米から下流の

感潮区間では、古くから「アオ取水」と呼ばれる淡水取水の技術

が広く普及していました。溯上してくる塩水を避け、上層の淡水

（アオ）だけを取水する技術です。写真 2.4.6 はアオ取水を目的

に 1920（大正 9）年に完成した安武水門です。しかし、1996（平

成 8）年に筑後大堰からの一括取水に切り替えられることになり、

アオ取水の風景は失われました。

久留米エリアの河川景観とは

舟運の賑わいは、遠い過去の風景です。河道のショートカット

や築堤により、川自体の姿も大きく変わりました。かつて一面の

ヨシ原であった空間は高水敷に置き換えられ、そこにはゴルフ場

や駐車場が並んでいます。これらの高水敷の多くは、日本住血吸

虫を媒介したミヤイリガイの撲滅対策の一環として造成されたと

いう経緯はあるものの、過去の姿を「リセット」し「上書き」し

た空間、場所の履歴を消失してしまった空間です。久留米エリア

の河川景観の課題のひとつは、豊かな歴史を持ちながらもそれが

ほとんど感じ取れなくなってしまっていることです。

その一方で、梅林寺から水天宮にかけての石積み護岸や鎮守の

森のように、場所の履歴を色濃く残している川辺も存在していま

す。そこは久留米市最大の夏のイベントである筑後川花火大会の

メイン会場となる場所ですが、花火の始まる日没までの間、人々

に緑陰を提供してくれる水天宮の巨木達は、かつては魚つき林で

あったかもしれません。

歴史を紐解き、かつての川辺と人々との関わり方や自然風景の

あり様を理解することが、今後の久留米エリアの川づくりを考え

る上で大変重要なことであると言えます。
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2.4.2　久留米エリアにおける河川整備の心得

ここでは、久留米エリアでの河川整備における基本的な考え方を「心得」としてまとめています。

（1）久留米エリアの
　　「河川空間の履歴」についてよく理解する

河川景観を理解するためには、現在の河川空間やその周辺に存

在している個別の要素を見るだけでなく、そのバックグラウンド

となる「河川景観の履歴」にアプローチすることが必須となりま

す。特に久留米エリアについては、捷水路の開削を伴う舟運の歴

史や久留米の発展の歴史をよく理解することが重要です。「2.4.1

久留米エリアの河川景観の成り立ちと特性」や関係図書をよく読

むこと、また 2.4.4 に示した江戸時代後期に描かれた絵図を観察

することにより、久留米エリアの「河川景観の履歴」を十分把握

すべく努めてください。

　

（2）久留米エリア特有の
　　歴史要素を保全・修復する

石積み護岸や、荒籠等、河川空間内に目に見える形で現存して

いる人と川との関わりを物語る要素は、今後も残していきます。

特に最重点区間Bにおいては、他区間に比べ数多く残っています。

これらの周辺で河川整備をおこなう際には、十分な調査・検討を

おこなった上で積極的に保全・修復・活用していくことが求めら

れます。

渡し跡のように形が残っていない史実についても、その名残を

どのように伝えていくか、現在の河川空間づくりにどのように反

映させていくか（説明板を設置する、当時の姿を復元する、植生

や生態系を復元する等）をきちんと考えていく必要があります。

（3）自然環境を保全・修復する

久留米エリアには、くるめウス地先や水天宮地先のように日常

的な市民利用がなされている河川空間がある一方で、河畔林が繁

り水棲生物や小動物の生息地となっている空間も広く分布してい

ます。今後もこうした空間を持続させつつ適切な管理をおこなっ

ていくことが必要です。

久留米エリアには、グラウンドやゴルフ場など単一利用に特化

した施設が多く整備されていますが、これらの施設は、利用者が

限定され必ずしも広く市民のための空間となっていない、河畔の

自然環境を分断してしまっている、河川景観として好ましくない

等の課題があります。これら施設の統廃合や配置の変更、低水路

周辺の自然再生等を含め、河川環境の修復を進めることは、この

エリアの大きなテーマです。

（4）地域住民との協働で川づくりをおこなう

流域に大きな人口を抱える久留米エリアでは、まちにとって川

がどういう存在であるべきかを常に考えて河川整備をおこなう必

要があります。流域自治体のまちづくりに関する計画や市民運動

と連携した河川整備を考えていくのはもちろんのこと、河川事務

所が持つ今後の河川空間のあり方を流域自治体や住民に向けて発

信し議論をおこない、その成果（合意事項）を共有していくこと

が必要です。
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2.4.3　久留米エリアの区間設定

①最重点区間A：筑後川大橋から西鉄鉄道橋までの区間

くるめウス、百年公園、大型商業施設等が周辺に存在し、地域

住民による日常利用、イベント利用が多い区間です。また、合川

地区や高良川合流部においては、河川事務所が地域住民と協働で

河川環境整備をおこなった事例もあります。

この区間においては、現在の利用者（地域住民、関係団体等）

の要請に応えながら、市街地における河川空間整備の先行事例と

なりえるような、質の高い整備が求められます。景観委員会に諮

りながら、関係機関、地域住民と協議、協働して整備を進めてい

く必要があります。

②最重点区間B：小森野橋から豆津橋までの区間

篠山城跡、梅林寺、水天宮、渡し跡、石積み護岸等、江戸期か

ら近代までの河川改修の歴史やまちの姿を物語る遺産が数多く残

る区間です。瀬ノ下捷水路自体も江戸期における治水事業の遺産

に他なりません。またこの区間は、夏に実施される筑後川花火大

会の会場のひとつにもなっており、毎年市内外から多くの人々が

訪れています。

この区間においては、空間の履歴を大切にした河川整備が必要

となります。また日常的な市民の利用はもちろん、大規模なイベ

ント利用にも対応した安全で利用しやすい河川空間である必要も

あります。景観委員会に諮りながら、関係機関、地域住民と協議、

協働して整備を進めていく必要があります。

③重点区間A：筑後大堰から上流側の区間のうち
　最重点区間Aおよび最重点区間Bを除外した部分

堤防の近くまで久留米市街地が広がっており、周辺住民による

河川空間の日常的な利用が見られる区間です。ここでは、景観委

員会に諮るとともに流域自治体と連携をとりながら、周辺住民の

河川利用に関するニーズに応える整備を進めていきます。

④重点区間B：筑後大堰から下田大橋までの区間

感潮河川であり、干潮時にはガタが現れます。この区間におい

ては、景観委員会に諮りながら、あまり手を加えず現状を維持し

ていく方向で整備を進めていきます。

0 500 1000 2000 m

重点区間A
最重点区間A

重点区間A
最重点区間B

重点区間A

重点区間B

筑後川大橋西鉄鉄道橋

小森野橋

筑後大堰

下田大橋

豆津橋

図 2.4.3　久留米エリアにおける区間設定図
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2.4.4　久留米エリアの景観ベースマップと古絵図

次の頁に見開きで示した地図は、久留米エリアの景観ベース

マップです。このマップには久留米エリアでの河川管理の現場で

河川景観について考える際に把握しておくべき以下の情報が記載

されています。

①自然的景観構成要素
・ ランドマーク（風景の中で特に目につく地物、印象深い地物）

・ 景観・環境上から判断して今後適切に維持管理していくべき

　　河畔林

②現存する河川構造物等
・ 樋門、樋管、水門、堰、床固め、堤防

・ 玉石積護岸や切石積護岸

・ 石造水制

・ コンクリートブロック

③歴史的景観構成要素
・ 水神社等

・ 水神祠

・ 渡し跡

・ 取水堰

・ 用水路

・ その他の伝承の存在するポイント

④重要な視点場（優れた景観を眺望できる場）

⑤市民利用の空間
・ グラウンド等

・ 遊歩道、サイクリングロード

・ 港、船着場

⑥近年景観、環境、市民利用等の視点を導入して
　整備された事例

景観ベースマップの次に示してあるのは、1847（弘化 4）年

に描かれた筑後川絵図のうち久留米エリアにあたる部分です。こ

の絵図は舟運の便に用いる河川水路図としての役割と、川沿いの

堤外地（主に農地）の村境や用水路の位置等を記録する役割が付

与されたものと考えられます。

図中には当時の河道の幅員、水制や堰、堤防等の治水、利水施

設の配置と形状の他、早瀬の位置、岩の露頭の位置等が細かく記

されています。また渡舟場や集落、神社等の人々の暮らしに関係

する要素も詳しく示されています。

景観ベースマップを古地図と比較することで、往時の筑後川の

姿のうち何が失われ、何が今日でも残っているか、河道や川幅が

どう変化したか、治水や利水のシステムが当時と今とでどう違う

か、等について読み解くことができます。

現在の現地の状況だけに目を向けるのではなく、その奥に秘め

られた歴史や文化にも意を配ること、大規模な近代的改変が加え

られる以前の川の姿を思い描くことにより、はじめて質の高い河

川景観の検討が可能となります。

これら 2枚の地図を日常の業務の中でぜひ十分に活用してく

ださい。



第Ⅱ部　エリア別の景観特性と整備方針

69



  
  
  
  
   

   
 　
　　

　重
  点

  区
  間

  Ｂ 

　　　　重  点  区  

下田渡し跡

筑後取水樋管

坂口排水樋管

寒水川排水機場樋管

寒水川排水機場

下田水門

大善寺樋管

天建寺樋管

土屋外用水樋管

江口排水機場樋管

江口排水機場

江口排水樋管

佐賀東部
水道用水樋管

古賀坂水門

安武水門跡の碑

古賀坂排水樋管

天建寺渡し跡

江口渡し跡

グラウンド

公園

公園
浜田渡し跡

千栗土居公園

千
栗
堤
跡

ゴルフ場

ゴルフ場

ゴルフ場

駐車場　

坂口床固め

寒水川水門

ゴルフ場

17K

17K

16K

16K

18K

18K

19K

19K

20K

20K

21K

21K

22K

22K

23K

23K

24K

24K

水天宮前の眺望

筑後大堰から下流方向の眺望

筑後大堰下流の筑後川は感潮区間となり河幅はいっそう広がりをみせる。堤内は都市部から農業地
帯へと景色が移り変わることで背の高い建物が姿を消し、水平性が強調されるため、樋門や水門など
建屋の形状にはより注意が必要である。舟運のための河幅や水深の確保、河岸への昇降などの目的
で建設された石造の荒籠が数多く残っている。

水天宮の周辺

久留米の水天宮は日本の総本山である。その鎮守
の森は梅林時の森と共に久留米市が有する一級
の景観資源であり今後も末永く保全していく必要
がある。

久留米エリア  景観ベースマップ

瀬ノ下前の眺望は、篠山地区と同様に堤内地にある水天宮、梅林寺の鎮守の森
が河川区域まで張り出し豊富な緑陰を形成し、江戸期から改修と補強が重ねら
れてきた歴史的な石積み堤防がそびえ、平野部の広 と々した河川空間の中で特
徴的な地点を形づくっている。現状の問題は対岸のゴルフ場の風景が水天宮の
歴史的な景観と全く馴染まないことであり、この河川空間利用については、今後
の大きな課題である。



　　　重  点  区  間
  Ａ

 

　　　　重 点 区 間 Ａ

　　　　最  重  点  区  間 Ｂ 

    　　　　重
  点

  区
  間

 Ａ
 

      　　　　最
  重  点  区  間 Ａ 

篠山城跡　　　　

水天宮本殿

下野水天宮

下野堰

古川水門

沼川水門

沼川排水樋管

西田川水門

高野樋管

小森野樋門

大社第一樋管

古川排水機場樋管

瀬ノ下樋管

京町変電所樋管

梅林寺
水天宮
排水樋管

篠山第二
排水樋管 篠山排水樋管

福岡南広域
水道樋管

観音川排水樋管

枝光樋管

枝光排水機場樋管

元村樋門　 駐車場　

池町川
浄化取水樋管

大社第二樋管

大石渡し跡

京町軽便渡し跡

宮の陣渡し跡

篠山神社

筑後川河川
事務所

洗切渡し跡

下野渡し跡

洗町第一
排水樋管 洗町第二

排水樋管

古川排水機場

公園

公園

公園

駐車場　

駐車場　

駐車場　

駐車場　

瀬ノ下渡し跡

瀬ノ下水位・
流量観測所

洗町用水樋管

久留米大橋水位観測所

駐車場　

ゴルフ場

24K

25K

25K
26K

26K

27K

27K

28K 

28K 

30K

30K

32K

32K

31K 

31K 

29K

29K

27K27K

篠山神社対岸からの眺望

合川地区緩傾斜護岸

商業施設の集積により多くの市民が訪れるエリアである。右岸を含めて広 と々した
解放感と、川沿いの緑陰を保全していく必要がある。

宝満川合流地点の河川敷

まとまりのある緑で囲まれたエリアである。篠山神社から張り出した鎮守の森は河川区域外であるが、
河川景観の一部として保全していく必要がある。

※渡し跡の位置は文政2(1819)年の筑後川絵図及び明治33(1900)年国土地理院発行の地形図を基にしているため正確な位置は特定できない。
※※旧堤防の位置は筑後川河川事務所発行「筑後川流城基礎情報―筑後川ハンドブック―」を基に推測。

凡      例

樋門・樋管 

ベースマップの
対象範囲

高水敷がグラウンド等に
利用されている部分

石造水制

遊歩道
サイクリングロード

特徴的な景観を有する地点

周囲の景観によくなじんで
いる河川構造物

周囲の景観になじんでいない
河川構造物

切石積護岸

水神祠

ランドマークとなっており
維持管理していくべき樹木

水神社

重要な視点場と
眺望の方向

堤防

渡し跡※

史跡

景観・環境上重要であり、
今後も適切に維持管理して
いくべき河畔林 

環境整備地区・
景観に配慮し整備した地区

分水路

鎮守の森・それに類する
堤内地側の樹林地　 

市町区界

旧河道

旧堤防※※

堤外民地

ポンプ場
  N

2000 m10005000

筑後川と宝満川の合流地点であり、眺望が開ける。手前に堤外民地となっている畑が広がり、久留米
エリアの特徴的な景観の一つとなっている。



久留米エリア『筑後川絵図』　1847(弘化4)年   

旧河道

瀬の下の
川港

梅林寺

渡舟場

江戸期初頭に開削が始まった現在の瀬ノ下捷水路。

水天宮

城内への水路

佐賀藩米倉

現在の水天宮がかつてここにあったという
言い伝えが残されている。

番所

市場

渡舟場

千栗堤防

篠山城

開削後にも
残っていた
岩石の露頭



汲地

国分寺
現存している。

番所

渡舟場・渡守

千栗堤防
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2.4.5　久留米エリアにおける河川整備の原則

ここでは、久留米エリアでの河川整備において最低限守るべき基本的なルールを、区間毎に示します。

河川事務所が管理している河川管理施設に関する項目、河川区域内で河川管理施設以外のものを整備する際に特に配慮が必要な項目、

河川空間およびその周辺の整備で配慮が必要なその他の項目の三つに分けて記載していますが、実際に河川整備をおこなう場合は、こ

れらの項目についての総合的な検討、対応をおこなってください。

写真 2.4.10　かつての高良川合流部の眺望。現在は河畔林がなくなってしまっている。

写真 2.4.9　地域住民が参加して整備された高良川。様々な生き物がよみがえり、休日
にはたくさんの子供たちがやってくる。

写真 2.4.8　くるめウス上流に整備された緩傾斜スロープ。適切な植樹もおこなわれて
おり、買い物客などの市民の利用が多い。

写真 2.4.7　直線であじけない低水路護岸。

（1）河川管理施設の整備方針

①低水路
・ 現状の直線的でコンクリート等で固められた低水路護岸は、

　　筑後川の本来の姿とはかけ離れたものである（写真 2.4.7）。

　　生物的に豊かな環境の創出、および人々がアプローチしやすい

　　水辺の創出の 2点を大目標としたうえで現状を見直し、治水、

　　環境そして市民利用がバランス良く考慮された低水路を着実

　　に実現していくこと。

・ 過去に整備されたワンドは、豊かな自然環境となるよう適切

　　に管理していくこと。

・ 詳しくは、「3.3 低水路と水際部のデザインについて」を参照

　　すること。

②護岸
・ 堤防法面は極力緑化すること。その際、人工的な印象となら

　　ないよう十分配慮すること。

・ 過去に整備されたくるめウス上流部の緩傾斜スロープは、樹

　　木等を適切に管理していくこと（写真 2.4.8）。

③樋管、樋門
・ 樋管、樋門等のデザインは、意匠性を排除し自己主張のない

　　ものとすること。「3.6 樋門・水門について」を参照すること。

④階段、スロープ
・ 階段、スロープのデザインは、意匠性を排除し自己主張のな

　　いものとすること。

・ 整備・補修にあたっては、周辺住民の利用状況や要望を確認

　　し、設置位置や形態を十分検討すること。

・ イベント利用が多い区間であるので、一度に大勢の人が来場

　　する際の利用状態にも配慮し、安全な動線となるよう十分に

　　検討すること。

⑤河畔林
・ 河畔林はこの区間の河川景観の大切な要素のひとつである。

　　2.4.4 の景観ベースマップに示したものについては、低水路

　　の改修と合わせて、適切な保全と管理をおこなうこと。

・ この区間では、過去にワンド整備とあわせて造成された河畔

　　林が伐採される等、事業の継続性から問題のある河畔林の管

　　理があった。今後はそうしたことがないよう十分注意する必

　　要がある。

・ 河畔林の管理については、「3.4 河畔林の管理について」を参

　　照すること。

⑥合川地区、高良川合流部の環境整備地区周辺の
　河川管理施設
・ この地区は、平成 18～ 21 年に地域住民や専門家を含む「く

　　るめウス周辺環境整備懇談会」にて検討、計画され整備がお

　　こなわれた箇所である。懇談会では「水辺利用者が少ない」、

　　「水辺空間の魅力が浸透・認知されていない」等の課題が挙

　　げられ、「水に親しむ」、「人が集う」、「自然豊か」を目標に

　　した川づくりがおこなわれた（写真 2.4.9）。この地区周辺で

　　河川整備をおこなう際には、住民との協働で進めてきた環境

　　整備の経緯、目的、目標を十分に把握した上で計画を進める

　　こと。

・ 必要に応じて、以前の環境整備の関係者等とも協議をおこな

　　うこと。

重点区間B
筑後大堰から下田大橋までの区間

最重点区間B
小森野橋から豆津橋までの区間

重点区間A
合川大橋から筑後大堰までの区間
（最重点区間A、Bは除く）

最重点区間A
筑後川大橋から西鉄鉄道橋までの区間

１

２

３

４
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⑦特に重要な視点場からの眺望景観
・ この区間は、大型商業施設地先の高水敷や西鉄鉄道橋を走る

　　電車の車窓から日常的に多くの人が眺望を楽しんでいる場所

　　である。緩やかに蛇行した河道とその脇の河畔林が、このエリ

　　アの特徴的な景観となっている。河川整備をおこなう際は、

　2.4.4 の景観ベースマップに示した重要な視点場から眺めた

　河川景観の一体性を常に意識して検討する必要がある（写真

　　2.4.10）。

（２）河川管理施設以外で
　　  特に配慮が必要な事項

①渡し跡等の史跡
・ 現在石碑や銘板等によりその存在の記録が残されているもの

　　については、今後もきちんと残していくこと。

・ 銘板等がない箇所については、新たに設置を検討すること。

②高水敷の利用
・ 最重点区間においては、今後ゴルフ場のように特定の利用に

　　限定した施設の整備はおこなわないことを基本とする。既存

　　のものについても、長期的には、市等管理者と十分調整しな

　　がら、最重点区間からそれ以外の区間へ移設する等の対応を

　　検討すること（写真 2.4.11、2.4.12、図 2.4.4）。

・ グラウンド、駐車場等の利用がすでになされている高水敷に

　　あっても、低水路護岸付近については、極力河畔林の回復や

　　低水路の改修をおこない、生態系の連続性と眺望景観の連続

　　性の確保を図ること。

③樋管、樋門（農業用等）
・ 直轄外の樋管、樋門についても、直轄のものと同様に意匠性

　　を排除し、自己主張のないものとするよう管理主体に働きか

　　けていくこと。

写真 2.4.12　くるめつつじ園周辺の高水敷。カラー舗装やペイントは川の風景とはな
じまず経年変化により劣化し見苦しくなるだけなので、使用は避ける。

写真 2.4.11　高水敷に整備された小森野駐車場。駐車場のように特定の利用に限定し
た整備は望ましくない。仮に駐車場を整備する場合にも、十分緑化をおこなう、敷地
を樹木で分割し一つの区画を出来るだけ小さくする等の工夫をおこなう必要がある。

図 2.4.4　高水敷利用の配置検討の例
グラウンド、ゴルフ場やグラウンドを特定のエリアにまとめることで、対岸や上下流
と一体性を持った河川整備が可能となる。
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（1）河川管理施設の整備方針

①低水路
・ 漕艇場のボートや釣船、観光船による利用がある区間につい

　　ては、利用者の便を考慮した形状とする必要がある。

・ それ以外の部分については、プロムナードの整備と合わせて、

　　安全で美しい空間整備に努めること。

②護岸
・ 梅林寺から下流側は江戸期以後に造られた捷水路である。ま

　　た、梅林寺より上流側も、左岸側は篠山城築造の際に大きく

　　人の手が入っている。この区間については歴史の保存・修復

　　が重要となる。

・ 左岸側護岸部のうち当時の石積みが残っている箇所について

　　は、極力保全・修復すること。

・ 特に水天宮前及び梅林寺付近の既存の石積み、山付部は可能

　　な限り手をつけず保全すること（写真 2.4.13、2.4.14、2.4.15、

　　図 2.4.5）。

・ 過去に存在した石積みが失われている部分については、極力

　　復元に努めること（写真 2.4.16）。

・ 石積みを整備・補修する場合は、「3.1 歴史的石積み護岸につ

　　いて」を参照すること。

　　　　

重点区間B
筑後大堰から下田大橋までの区間

最重点区間B
小森野橋から豆津橋までの区間

重点区間A
合川大橋から筑後大堰までの区間
（最重点区間A、Bは除く）

２

３

４

写真 2.4.14　瀬ノ下陸閘付近の事業前の状況。 図 2.4.5　水天宮直下の石積み護岸の変遷（九州大学景観研究室調査より）

写真 2.4.13　現在の水天宮下の石護岸。石の積み方が段によって異なる。

写真 2.4.15　事業後の状況。2013（平成 25）年に完成した「筑後川瀬ノ下地区樋管
および堤体整備」事業では、現存する水天宮の歴史的な石積みと陸閘の一部を保存し
た整備がおこなわれた。詳細デザインは、水天宮他の既存構造物（石積み、階段、手
すり等）を参考としている。新設した石積みの石材は既存部分と同じ諫早産の小長井
石である。歴史遺産が多く存在する区間で河川整備をおこなう際には、この事例のよ
うに十分な調査に基づいた設計をおこなう必要がある。

写真 2.4.16　京町公園前の階段。既存の石積みの中に押し込んだため、すりつけ部が
目立ってしまっている。
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③樋管、樋門
・ 樋管、樋門のデザインは、意匠性を排除し自己主張のないも

　　のとすること（写真 2.4.17）。

・ 整備・補修にあたっては、「3.6 樋門・水門について」を参照

　　すること。

④階段、スロープ
・ 階段、スロープのデザインは、意匠性を排除し自己主張のな

　　いものとすること。

・ 整備・補修にあたっては、周辺住民の利用状況や要望を確認

　　し、設置位置や形態を十分検討すること。

・イベント利用が多い区間であるので、一度に大勢の人が来場

　　する際の利用状態に配慮し、安全な動線となるよう十分に検

　　討すること。

⑤河畔林
・ この区間において、河畔林、水天宮護岸部の樹木、篠山城跡

　　と梅林寺の樹木は、重要な景観構成要素となっている。適切

　　な保全と管理に努めること（写真 2.4.18）。

・ 河畔林その他の管理については、「3.4 河畔林の管理について」

　　を参照すること。

写真 2.4.17　沼川排水樋管操作室。上屋自体はコンクリートの経年変化が進んでおり
周囲に馴染む色味となっているが、門扉（ゲート）の鮮やかな青色が対岸からでも目
立つ。

写真 2.4.18　篠山城跡周辺の山付部。堤防法面の緑と篠山城跡の樹木林が一体となり、
美しい空間を作りだしている。

写真 2.4.19　宝満川合流部の堤外民地。地域住民による適切な管理がおこなわれ、野
菜や花が植えられている。風景としても美しい。

写真 2.4.20　瀬ノ下周辺のカラー舗装。河川空間の中では浮いてみえてしまう。 図 2.4.6　高水敷利用の配置検討の例
ゴルフ場やグラウンドを特定のエリアにまとめることで、対岸や上下流と一体性を持っ
た河川整備が可能となる。

⑥特に重要な視点場からの眺望景観
・ この区間には、歴史的な要素（篠山城跡、梅林寺、水天宮、

　　渡し跡等）が多く、2.4.4 の景観ベースマップに示すように

　　代表的な視点場が数多く存在する。また堤内地から堤防天端

　　へアクセスできる箇所からの視点場も重要である。河川整備

　　をおこなう際は、これらの視点場から眺めた河川景観の一体

　　性を常に意識して検討をおこなうこと。

（２）河川管理施設以外で
　　  特に配慮が必要な事項

①渡し跡等の史跡
・ 現在石碑や銘板等によりその存在の記録が残されているもの

　　については、今後もきちんと残していくこと。

・ 銘板等がない箇所については、新たに設置を検討すること。

②堤外民地（宝満川との合流部）
・ 宝満川の合流部には地域住民により菜園として利用されてい

　　る堤外地がある。適切な管理が継続している限りにおいては

　　景観上特段の問題はない。今後管理の継続が困難となった場

　　合は、その取り扱いについて所有者等と十分に協議したうえで、

　　良好な景観が保てるよう努める必要がある（写真 2.4.19）。

③プロムナード
・ 左岸側にあるプロムナードのカラー舗装は、景観上問題があ

　　る（写真 2.4.20）。随時目立たないものに改修していくこと

　が望ましい。

④高水敷の利用
・ 最重点区間においては、今後ゴルフ場のように特定の利用に

　　限定した施設の整備はおこなわないことを基本とする。既存

　　のものについても、長期的には、市等管理者と十分調整しな

　　がら、最重点区間からそれ以外の区間へ移設する等の対応を

　　検討すること（図 2.4.6）。

・ グラウンド、駐車場等の利用がすでになされている高水敷に

　　あっても、低水路護岸付近については、極力河畔林の回復や

　　低水路の改修をおこない、生態系の連続性と眺望景観の連続

　　性の確保を図ること。

⑤樋管、樋門（農業用等）
・ 直轄外の樋管、樋門についても、直轄のものと同様に意匠性

　　を排除し、自己主張のないものとするよう管理主体に働きか

　　けていくこと。
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（1）河川管理施設の整備方針

①低水路
・ 現在の低水路の姿は極めて人工的であり、生物環境の面でも

　　貧弱な状況にある。2.4.4 古絵図や「3.3 低水路と水際部の

　デザインについて」を参照し、川本来の自然な姿への回帰、

　豊かな生態系の復興に努める必要がある。

②護岸
・ 堤防法面は極力緑化すること。その際人工的な印象とならな

　　いよう十分配慮すること（写真 2.4.21）。

　　　　

③樋管、樋門
・ 樋管、樋門のデザインは意匠性を排除し、自己主張のないも

　　のとすること（写真 2.4.22）。

・「3.6 樋門・水門について」を参照すること。

④階段、スロープ
・ 階段、スロープのデザインは、意匠性を排除し自己主張のな

　　いものとすること。

・ 整備・補修にあたっては、周辺住民の利用状況や要望を確認

　　し、設置位置や形態を十分検討すること。

⑤河畔林
・ 2.4.4 のベースマップに示したものについては、低水路の改

　修と合わせて適切な保全と管理をおこなうこと。

。とこるす照参を」ていつに理管の林畔河4.3「 ・

（2）河川管理施設以外で特に配慮が必要な事項

①渡し跡等の史跡
・現在石碑や銘板等によりその存在の記録が残されているもの

　　については、今後もきちんと残していくこと。

・ 銘板等がない箇所については、新たに設置を検討すること。

②樋管、樋門（農業用等）
・ 直轄外の樋管、樋門についても、直轄のものと同様に意匠性

　　を排除し、自己主張のないものとするよう管理主体に働きか

　　けていくこと。

写真 2.4.22　佐賀東部水道用水樋管。操作室建屋は意匠性を排除したデザインとなっ
ており良い。ただし管理橋の青色の塗装は対岸から見ても目立つので、次回塗り替え
時に低明度・低彩度のものに変更すべきである。

写真 2.4.21　長門石ゴルフ場内の堤防法面。コンクリートに覆われた整備箇所だけが
浮いて見えてしまう。

重点区間B
筑後大堰から下田大橋までの区間

重点区間A
合川大橋から筑後大堰までの区間
（最重点区間A、Bは除く）

３

４
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（1）河川管理施設の整備方針

①低水路
・ 現在の低水路の姿は極めて人工的であり、生物環境の面でも

　　貧弱な状況にある。2.4.4 の古絵図や「3.3 低水路と水際部

　　のデザインについて」を参照し、川本来の自然な姿への修復、

　　豊かな生態系の復旧に努める必要がある。

②護岸
・ 堤防法面は極力緑化すること。その際人工的な印象とならな

　　いよう十分配慮すること。　　　

③樋管、樋門
・ 樋管、樋門のデザインは、意匠性を排除し自己主張のないも

　　のとすること（写真 2.4.23、2.4.24）。

。とこるす照参を」ていつに門水・門樋6.3「 ・

④階段、スロープ
・ 階段、スロープのデザインは、意匠性を排除し自己主張のな

　　いものとすること。

・ 整備・補修にあたっては、周辺住民の利用状況や要望を確認

　　し、設置位置や形態を十分検討すること。

⑤河畔林
・ 2.4.4 の景観ベースマップに示したものについては、低水路

　　の改修と合わせて適切な保全と管理をおこなうこと。

。とこるす照参を」ていつに理管の林畔河4.3「 ・

⑥水制、根固め工
・ 既存のコンクリートブロックで整備された箇所を整備・補修

　　する際には、できるかぎり自然石を用いること（写真 2.4.25、

　　2.4.26、2.4.27）。

⑦筑後大堰
・ 大堰周辺は人口的な舗装面が卓越した景観となっている。今

　　後、治水上問題が生じないよう十分留意しながら、適切な緑

　　化を進める必要がある。

・ 付属構造物（高欄、門扉等）の青色が目立つので、次回補修

　　時に低明度、低彩度のものに塗り替える必要がある（写真
写真 2.4.24　中津樋管。意匠性を排除した操作室建屋のデザイン、低明度・低彩度の
門扉の色彩は参考とすべき好事例である。

写真 2.4.23　下田水門。ボリュームが大きい構造物は否応なく目立つため、形状や色
彩に特段の配慮が必要である。

重点区間B
筑後大堰から下田大橋までの区間

（最重点区間A、Bは除く）

４

写真 2.4.25　坂口床固。自然要素が卓越した河川空間の中でコンクリートブロックの
ような人工物はどうしても目立ってしまう。規模が大きい場合は特に自然素材を用い
た整備を心がける必要がある。

写真 2.4.26　下田渡付近の根固め工コンクリートブロック。明らかに風景になじんで
いない。石材、木杭等の自然材料を活用すべきである。

（上）写真 2.4.28　筑後大堰全景。
（下）写真 2.4.29　塗装色（鮮やかな青色）が目立つ。
大きな構造物ではあるが、操作室等の意匠性が排除されているため、自己主張がない
ことが評価できる。しかし鮮やかな青色で塗装された部分が目立つので、次回塗り替
え時には低明度・低彩度のものに変更することが望ましい。

写真 2.4.27　天建寺地区の根固め工。自然石と木杭を用いて根固めをおこなっており、
周辺の風景となじんでいる。

2.4.28、2.4.29）。

⑧渡し跡等の歴史・文化遺産
・ 現在石碑や銘板等によりその存在の記録が残されているもの

　　については今後もきちんと残していくこと。こうしたものは

　　人々の川への関心を高める上で重要なものである。

・ 銘板等がない箇所については、新たに設置を検討すること。

（2）河川管理施設以外で
　　 特に配慮が必要な事項

①渡し跡等の史跡
・ 現在石碑や銘板等によりその存在の記録が残されているもの

　　については、今後もきちんと残していくこと。

・ 銘板等がない箇所については、新たに設置を検討すること。

②樋管、樋門（農業用等）
・ 直轄外の樋管、樋門についても、直轄のものと同様に意匠性

　　を排除し、自己主張のないものとするよう管理主体に働きか

　　けていくこと。
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2.5.1　大川・諸富エリアの河川景観の成り立ちと特性

大川・諸富エリアは筑後川の最下流部に位置し、左岸側は福岡

県久留米市、大川市、柳川市、右岸側はみやき町、佐賀市を通過

しています。このエリアには、最大干満差が約 6ｍにおよぶ有

明海の潮汐の影響を受けた広大な沖積平野と、江戸時代から現在

に至るまで築造されてきた干拓地が広がっています。有明海の干

満差は国内最大級であり、河口から約 23kmに及ぶ長い区間が

汽水域となっています。

このエリアは河口域と上流部の大きく二つに区分することがで

きます。河口域では有明海の干満差によって軟泥が河岸及び河床

に厚く堆積しており、干潮時にはその姿を見せます。有名な「ガ

タ」の風景です。軟泥が多量に堆積すると水門・樋管等の機能に

悪影響を及ぼす面もありますが、水生生物や鳥類等の住処や餌場

として大変に重要なエリアであり、筑後川河口の風景を特徴づけ

るものとなっています（写真 2.5.1、2.5.2）。

一方、干満差の影響が小さい上流部では、低水路両岸に広大な

ヨシ原が形成されています（写真 2.5.3）。

中国秦の始皇帝により不老不死の霊薬を求めて派遣された徐福

が早津江川河口西側から上陸したという伝説がこの地域には伝え

られていますが、その際にもこのようなヨシ原をかき分けて進ん

だとされています。

大川・諸富エリアの広大な平野部は、今日農地として利用され

ていますが、開墾当初は干満差の影響から農地に水を引くことに

は大きな困難が伴いました。そうした中で普及したのがいわゆる

アオの利用です。網目状に張り巡らしたクリークに満潮時に遡っ

てきた海水により表面に押し上げられた筑後川の淡水（アオ）を

導いて、農地に取水していました。このアオは、後に水道が引か

れるまでは飲料水としても利用されていました（写真 2.5.4）。城

島地区ではこの水を利用して江戸時代から酒づくりが始まり、現

在も地元の産業として根づいています。

舟運を軸とした河川整備の歴史の変遷

江戸期のこのエリアは舟運の要地になっていました。舟の運航

の便を良くするために、荒籠をはじめ様々な河川改修事業が実施

された記録が残っています。

久留米藩の舟着場として設置された「右馬之丞」（2.5.3 古絵図

参照）には公米蔵が置かれ、海運や造船の役割を受け持つ浦役・

船役の町として発達した榎津町には、これらの番所を統括する「榎

津御番屋敷」が置かれていました。日田から久留米の瀬ノ下を経

て運ばれてきた天領米や木材等が、川船によりここに集積され、

長崎廻りの千石船へ積み替えられていたと伝えられています。

18 世紀に入ると、久留米藩が若津港、柳川藩が住吉港（現在

2.5　大川・諸富エリアの景観特性と整備方針

写真 2.5.2　広大な干潟は豊かな生態系を作り出している。

写真 2.5.1　有明海の干満差によって形成された広大な干潟。 写真 2.5.4　昭和初期頃のアオ汲みの様子。アオは飲料水としても利用され、荒籠が水
辺への降り口となっていた。（出典：筑紫次郎物語－筑後川下流の懐かしい風景－、「筑
後川下流原風景写真集」実行委員会、2006）

は若津港に名称変更）を築港しました。若津港は 1751（宝暦元）

年 12月開港との記録が残っています（図 2.5.1）。背後地には船

宿や倉庫、郭街をもつ華やかな港町が形成されました。江戸末期

には軍事面の重要拠点として位置づけられ、久留米藩や佐賀藩が

この地で洋式海軍を創設しました。佐賀藩の三重津海軍所は日本

最初の海軍所であり、海軍兵士の養成や艦船整備などがおこなわ

れたことが記録に残っています。

若津港は、明治維新後になると日本三大川港の一つに数えられ

る程に成長し、肥前・肥後地方の特産品の積み出し港として、ま

た三井物産や大坂商船等の外洋航路の発着港として、明治 40年

代をピークに栄えました（写真 2.5.5、2.5.6）。また矢部川から

分流し当エリアで筑後川と合流する花宗川では、木材の集積地が

形成されました。

有名なデ・レーケ導流堤は、こうした川港整備事業の一環とし

て明治20年代に築造されたものです。河床に土砂が堆積するの

を防ぎ、航路の水深を確保することが主な目的でした（写真2.5.7）。

1892（明治 24）年、九州鉄道（現 JR 九州）が久留米～大川

若津間に軌道建設を計画します。舟運業を営む地元住民の賛同が

得られなかったため大川を迂回するルートに変更されましたが、

この鉄道の開通や同じく大川を迂回するルートを設定した九州急

行の開通（現西鉄、1908（明治 41）年）により、若津港を経由

地とした海路による大阪・神戸方面等への国内貨物輸送が、博多

を経由した鉄道輸送に切り替えられていきます。

写真2.5.3　馬之丞付近のヨシ原。

図 2.5.1　古絵図に描かれた若津港周辺。久留米藩の舟運施設が書き込まれている。ま
た多くの荒籠も見られる。（出典：筑後川絵図、久留米市文化財収蔵館、1847）
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写真 2.5.6　若津港の古い石積み。上部が曲線となっており、非常に丁寧に築造されて
いる。

写真 2.5.5　大正時代の若津港。石積みの護岸と水辺への坂路がある。背後地には、倉
庫や工場が並び、港町として発展していた様子がわかる。（出典：筑紫次郎物語－筑後
川下流の懐かしい風景－、「筑後川下流原風景写真集」実行委員会、2006）

それでも昭和初期頃までは、大口輸送は当時実施されていた鉄

道輸送の制限のため舟運に依存していました。1935（昭和 10）

年に建設された旧日本国有鉄道佐賀線では、筑後川昇開橋や花宗

川橋梁のように、昇開橋や跳ね橋が採用されていますが、これは

舟運が当時も盛んであったためです（写真 2.5.8）。

しかし外洋航路向け船舶の大型化、そして大型船に対応可能な

三池港の開港（1909（明治 42）年）により、若津港に入港する

汽船の数は激減し、港町としての機能が衰退していきました。今

日では当時の川港のにぎわいはすっかり姿を消してしまっています。

江戸時代までにつくられた荒籠は、明治時代の改修工事でほと

んどが撤去されましたが、その後新たに建設されたと見られる荒

籠が現在でもこのエリアの所々に現存しています。これらは洗濯

や水汲み、また昭和後期までおこなわれていた船渡しの桟橋とし

て利用されていたものです（写真 2.5.9）。

生業空間としての川

有明海は古くから豊かな漁場であり、大川・諸富エリアは、有

明海への出漁拠点となってきました。両岸に位置する福岡県と佐

賀県は、藩政時代より度々有明海の漁場をめぐって争い事が発生

していました。2.5.3 の大川・諸富エリアの古絵図には、江戸時

代後期に定められた漁区の範囲（赤線部分）とその経緯が記され

ています。長年の争いの末、1908（明治 41）年の協議会で漁場

境界が定められました。筑後川河口の両岸には、現在でも境界設

定を記念した二つの同文の石碑が残っています（写真 2.5.10）。

今日では河口沖合で海苔養殖が盛んにおこなわれており、福岡

県と佐賀県で全国の約３割を生産しています。また春におこなわ

れるエツ漁は地元の風物詩となっています。

日常的に漁船が往来し、河岸付近には無数の係留用棒杭に多数

の漁船が係留されています。中でも佐賀市川副町の戸ヶ里漁港の

船溜まりは、干満による風景の変化と、漁業という人の営みが一

体となって創り出された有明干潟を代表する景観として佐賀市景

観賞に選ばれています（写真 2.5.11）。

こうした生業の風景は本エリアの特徴的な風景のひとつです。

川と人との関わり

このエリアに暮らす人々にとって、筑後川は日常的な活動の場、

生活の場でした。当時の重要な交通手段であった「舟渡し」は、

最盛期には 16 か所を数えました。それらの位置は 2.5.3 の景観

ベースマップに示されています（写真 2.5.12）。

橋梁建設が進み、これらの舟渡しは昭和 40年代にはほとんど

姿を消しますが、その当時までは人々は日常的に川辺へ降り、水

を汲み、筑後川と関わっていました。しかし今日、水辺に人の姿

はほとんど見られません。これは舟運の衰退、舟渡しの消滅、ま

た堤防の整備などにより川が日常的な生活空間ではなくなってき

たことに起因すると考えられます。

近年、筑後川と人との関わりを復活させる様々な取り組みが始

められており、徐々に広がりを見せています。若津港前面にある

「宝島」と呼ばれている中州は、４０年ほど前まで子供たちの遊

び場としてにぎわっていましたが、現在、浸食が進んでいるため、

地元の市民の間で保全と活用について検討が始められています。

また、六五郎橋左岸では、子供たちが筑後川に親しむ場所となる

原風景をつくるため、平成 16年度より環境整備事業が進められ

ています。

航海安全と信仰

かつて水運で栄えたこの地域では、航海安全の神様への信仰が

盛んでした。代表的なものに大川市榎津にある水天宮と大川市

酒見にある風浪宮があります。水天宮は 1708（宝永５）年に久

留米藩が瀬ノ下から大川榎津に分社したものです。現在も毎年 5

月には水天宮祭りがおこなわれており、地域の信仰を集めていま

す。風浪宮は、およそ 1800 年前に神功皇后が新羅遠征からの帰

途、小童命（わだつみのみこと）を祀ったことがはじまりである

と言われています。毎年旧暦４月には、筑後川河口にて沖詣り海

神祭りが盛大におこなわれています（写真 2.5.13）。

写真 2.5.9　昭和 30 年代のアオを使った洗濯風景。（出典：筑紫次郎物語－筑後川下
流の懐かしい風景－、「筑後川下流原風景写真集」実行委員会、2006）

写真 2.5.8　建設当時の筑後川昇開橋。1935（昭和 10）年に建設された筑後川昇開橋
は活発な舟運に配慮して建設された。（出典：筑紫次郎物語－筑後川下流の懐かしい風
景－、「筑後川下流原風景写真集」実行委員会、2006）

写真 2.5.7　今日のデ・レーケ導流堤。左岸側が航路となっている。

写真 2.5.10　福岡県側の漁場境界設定の石碑。佐賀県側にも同様のものが存在し、漁
場紛争の歴史を今に伝えている。
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大川・諸富エリアの河川景観とは

大川・諸富エリアは、感潮河川特有の広大な平野をゆったりと

流下する筑後川の流れと、ガタやヨシ原が広がる様子が主な景観

要素となっています。同時に、広々とした河川空間の中に分布す

る舟運の歴史を物語る遺構群と海苔漁を中心とした生業の風景が

混在していることも、このエリアの風景の特徴と言えます。

舟運関連の遺構群は、今後適切に保全していくことが望まれま

す。これらは単体で残すのではなく、地域の産業の発展史とも重

ね合わせ、当時の筑後川が多くの船で賑わっていた歴史の風景や

物語についても後世に伝えるべく、一体的に保存していくべきで

す。

また、このエリアの風景の骨格をかたちづくっているヨシ原や

ガタについても、地域住民や関係団体と協働しながら、できるだ

け本来の姿に近づけていくよう努力することが望まれます。

写真 2.5.12　廃止前の道海渡船場。多くは県道などの一部として公営で運営されてい
たが、橋梁の建設と共に姿を消していった。（出典：筑紫次郎物語－筑後川下流の懐か
しい風景－発行者：「筑後川下流原風景写真集」実行委員会、2006）

写真 2.5.13　風浪宮沖詣り海神祭。河口部にて毎年海神祭りがおこなわれている。

写真 2.5.11　佐賀市景観賞に選ばれた戸ヶ里漁港。船溜まりの風景は川と暮らしの
深い関わりを示す筑後川固有の風景である。（写真提供：佐賀市、撮影：江口弘一氏、
2009）
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ここでは、大川・諸富エリアでの河川整備における基本的な考え方を「心得」としてまとめています。

（1）大川・諸富エリアの
　　「河川景観の履歴」についてよく理解する

河川景観を理解するためには、現在河川空間やその周辺に存在

している個別の要素を見るだけでなく、そのバックグラウンドと

なる「河川景観の履歴」にアプローチすることが必須となります。

特に大川・諸富エリアについては、舟運を軸に栄えた産業と河川

との関係性、漁業、淡水（アオ）取水を通じた稲作や酒づくりな

どの生業が、河口部特有の景観形成に大きく影響してきたことを

理解することが重要です。「2.5.1 大川・諸富エリアの河川景観の

成り立ちと特性」や関係図書等をよく読むこと、また 2.5.3 に示

した江戸時代後期に描かれた絵図を観察することにより、大川・

諸富エリアの「河川景観の履歴」を十分把握すべく努めてください。

（2）大川・諸富エリア特有の
　　平坦で開放的な風景特性を大切にする

河川構造物を整備する際には、大川・諸富エリア特有の平坦で

開放的な景観を考慮し、河川管理施設が周囲の景観との調和を乱

さないよう十分配慮することが大切です。

（3）自然景観・自然環境を保全・修復する

時代と共に維持・管理方法が変化してきた干潟やヨシ原などの

自然要素は、適切な保全・修復を図る必要があります。この地域

に昔から存在する生物種の保全（時間的なつながり）と、生息地

のまとまりや連続性の確保（空間的なつながり）の両方に十分配

慮することが求められます。古絵図を参考にする等して大川・諸

富エリア固有の河口域の川の姿の再生、豊かな生物環境の再生に

努めていくことが大切です。

2.5.2　大川・諸富エリアにおける河川整備の心得

（4）舟運・川港の歴史を物語る
　　 遺産を保全する

昇開橋、デ・レーケ導流堤、石積み護岸や荒籠などの舟運・川

港の歴史を物語る遺構は、筑後川の歴史のみならず、周辺地域の

発展の歴史を物語る上でも貴重な資源です。今後もしっかりと保

全・修復していく必要があります。

（5）地域住民との共同で川づくりをおこなう

河川整備をおこなう際には、大川・諸富エリア内の川やまちで

活動する住民、関係団体と積極的に協議の場を設けましょう。

これによりこれまでの川と人との関わりについて理解を深めると

ともに、より地域のニーズにあった整備を目指します。
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2.5.3　大川・諸富エリアの景観ベースマップと古絵図

①自然的な景観構成要素
・ ランドマーク（風景の中で特に目につく地物、印象深い地物）

・ 景観・環境上から判断して今後適切に維持管理していくべき

　　河畔林

②現存する河川構造物等
・ 樋門、樋管、水門、堰、堤防、分水路

・ 玉石積護岸や切石積護岸

・ 石造水制

・ デ・レーケ導流堤

③歴史的景観構成要素
・ 水神社等

・ 水神祠

・ 渡し跡

・ 取水堰

・ 用水路

・ その他の伝承の存在するポイント

④重要な視点場（優れた景観を眺望できる場）

⑤市民利用の空間
・ グラウンド等

・ 遊歩道、サイクリングロード

・ 港、船着場

⑥近年景観、環境、市民利用等の視点を導入して
　整備された事例

景観ベースマップの次に示してあるのは、1847（弘化 4）年

に描かれた、筑後川絵図のうち大川・諸富エリアにあたる部分で

す。この絵図は、舟運の便に用いる河川水路図としての役割と、

川沿いの堤外地（主に農地）の村境や用水路の位置等を記録する

役割が付与されたものと考えられます。

図中には、当時の河道の幅員、水制や堰、堤防等の治水、利水

施設の配置と形状の他、早瀬の位置、岩の露頭の位置等が細かく

記されています。また、渡舟場や集落、神社等の人々の暮らしに

関係する要素も詳しく示されています。

景観ベースマップを古地図と比較することで、往時の筑後川の

姿のうち何が失われ、何が今日でも残っているか、河道や川幅が

どう変化したか、治水や利水のシステムが当時と今とでどう違う

か、等々について読み解くことができます。

現在の現地の状況だけに目を向けるのではなく、その奥に秘め

られた歴史や文化にも意を配ること、大規模な近代的改変が加え

られる以前の川の姿を思い描くことにより、はじめて質の高い河

川景観の検討が可能となります。

これら 2枚の地図を日常の業務の中でぜひ十分に活用してく

ださい。

次の頁に見開きで示した地図は、大川・諸富エリアの景観ベースマップです。このマップには大川・諸富エリアでの河川管理の現場

で河川景観について考える際に把握しておくべき以下の情報が記載されています。
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戸ヶ里漁港船溜まりへの眺望
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に、両岸の漁港や桟橋等の筑後川河口特有の生業の風景を守っていく必要が
ある。
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船の姿が見られる。河口周辺のガタはシギ等の渡り鳥の飛来地となっており、多
くの生物が生息する豊かな環境である。護岸のヨシ原等の植物とともに保全して
いく必要がある。

河口周辺の眺望

大川・諸富エリア 景観ベースマップ

新田大橋から昇開橋方向への眺望
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筑後川昇開橋周辺

若津港は江戸中期に幕府の公米倉庫や藩米倉庫が設置され、筑後川河口の舟運の中心として栄え
た。昭和に入り、国鉄佐賀線の建設時には舟運に配慮し昇降式の橋梁が建設された。また昇開橋下流
には、洪水防止や船舶の航路の確保を目的に建設されたデレーケ導流堤等、舟運に関連した河川構造
物が多数残されている。

環境整備地区上流から六五郎橋（上流方向）への眺望

六五郎橋の周辺は、市民と久留米市、筑後川河川事務所が一緒になり干潟とヨシ原の
自然を感じることのできる公園として整備した環境整備地区である。今後何らかの整備を
実施する場合には、市民とよく話し合いながら進めていく必要がある。

筑後川昇開橋への眺望

昇開橋は筑後川と早津江川の分岐点に位置し、多くの視点場に囲まれている。視点場となりうる護岸や
公園などでは、構造物やサイン等の形状への配慮が必要である。



大川・諸富エリア『筑後川絵図』　1847(弘化4)年

ヨシ場

輪旧堤

荒籠の表記

この巨大な淵について、「通船は潮時に注意するように」との記述がある。

輪中堤

渡舟場

佐賀藩領

石造の干拓堤防と考えられる。

当時の漁場争いについての記述が認められる。
下円中の赤い線は、裁定の結果定められた漁場を示している。



表記から当時ヨシ場であったと推察される。

渡舟場・渡守

渡し

柳川藩領

番所

ヨシ場

番所
馬の丞公米蔵

川港

新地とあり、
造成された土地と考えられる。

花宗川に沿って
石造の護岸構造物が描かれている。
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2.5.4　大川・諸富エリアにおける河川整備の原則

ここでは、大川・諸富エリアでの河川整備において最低限守るべき基本的なルールを示します。大川・諸富エリアでは、全域に渡っ

て舟運の歴史が存在するとともに、漁業を中心とした生業の風景が広がっていることから、エリア全域を重要区間と位置づけます。

河川事務所が管理している河川管理施設に関する項目、河川区域内で河川管理施設以外のものを整備する際に特に配慮が必要な項目、

河川空間およびその周辺の整備で配慮が必要なその他の項目の三つに分けて記載していますが、実際に河川整備をおこなう場合は、こ

れらの項目についての総合的な検討、対応をおこなってください。

写真 2.5.15　石積みの低水護岸。古い石積みは原則現状維持とする。

写真 2.5.14　堤防に残る石積み。下段は間知石積み、上段はコンクリートブロック積
みとなっている。できる限り同じ石を用いることが望ましい。

写真2.5.16　護岸の不連続性。不自然なコンクリート化粧型枠は利用するべきではない。

（1）河川管理施設の整備方針

①低水路
・ 2.5.3 の古地図を見ると、新旧の河道が入り混じり、ヨシ原

　　が広く分布し、淵として記されたガタが広がっていたことが

　　わかる。新旧の河道で囲まれた中島には、輪中堤のような構

　　造物も認められる。また両岸に無数の荒籠が築かれている。

　　今日、流路は直線化されているものの、干満の差が大きくガ

　　タの広がる感潮河川の表情はしっかりと残されており、こう

　　した空間に特徴的な鳥類を始めとする様々な生物の生息地と

　　なっている。こうした固有の環境を健全なかたちで保全・再

　　生していくことが、この区間の河川管理の大方針である。

・ 感潮区間であるため、低水路周辺にゴミが溜まりやすい。景

　　観上大きな問題であるため、関係自治体や地域住民と協働し

　　ながら適切な清掃活動を実施していく。

②堤防法面
・ 現在古い石積みが残っている箇所の整備・補修にあたっては、

　　原形復旧を基本とし、その護岸の上下流の既存護岸との調和

　　に十分配慮すること（写真 2.5.14、2.5.15）。

・ 周辺の河川景観と早期になじませるために素材の質感やエイ

　　ジング（経年変化）を意識したデザインとすること。

・化粧型枠は景観上問題が大きいため、原則として用いないこ

　　と（写真 2.5.16）。

③水制、床固め工
・ 石造の荒籠は原則として既存の形態を維持・継承すること（写

　　真 2.5.17）。

・ 改修にあたっては、原形復旧を基本とし、オリジナルの素材、

　　工法に配慮した整備をおこなうこと（写真 2.5.18）。

・ 詳しくは、「3.5 水制工・床固め工・根固め工等について」を

　　参照すること。

④樋管・樋門
・ 樋管、樋門のデザインは、意匠性を排除し自己主張のないも

　　のとすること（写真 2.5.19）。

・  詳しくは、「3.6 樋門・水門について」を参照すること。

⑤堤防上の遊歩道
・ 訪問者や周辺住民の散歩等の利用を十分に考慮した整備とす

　　ること。

重点区間
下田大橋から河口までの区間

写真2.5.17　石積みで残る荒籠は出来る限り現状維持、継承する。

写真2.5.18　荒籠周辺のコンクリート製根固め工。風景になじんでいない。歴史的石積み
護岸附近や荒籠周辺は特に素材に配慮することが必要。



第Ⅱ部　エリア別の景観特性と整備方針

91

写真 2.5.20　堤防上の遊歩道。筑後川昇開橋や周辺の観光資源と連携させ、一体的に
景観整備をおこなうべきである。

写真 2.5.22　石積みの上部にパラペット等を設置する場合、石積みと調和するよう表
面ハツリ処理をおこなうなど、形態と表面処理に配慮する必要がある。

写真2.5.24　六五郎橋左岸の環境整備地区。今後も地域住民と協働し維持を継続する。

写真 2.5.19　花宗水門。とんがり屋根の安易な形状が非常に目立っている。 写真 2.5.21　現存する石積みはできる限り維持・継承する。 写真 2.5.23　若津水位観測所。存在感が小さく好ましい形態となっている。

・ 川沿いの景観を楽しみながら散策できるように配慮すること。

・ 周辺の観光資源との動線の連携やデザインの統一等に十分配

　　慮すること（写真 2.5.20）。

・ 舗装整備の際は、カラー舗装、イラスト ･絵等のペイント等

　　はおこなわないこと。

⑥デ・レーケ導流堤
・ デ・レーケ導流堤は、原則として既存の形態を維持・継承し

　　ていくこと。

・ 一部の整備・補修にあたっては、原状復旧を基本とし、素材、

　　工法に配慮した整備をおこなうこと。

⑦若津港周辺（上下流２か所）
・ 既存の石積み護岸は、原則として維持・継承していくこと（写

　　真 2.5.21）。

・ 古い石積みの上部にコンクリートでパラペットを継ぎ足して

　　いる箇所での補修にあたっては、石積み部分を極力保全する

　　こと。パラペット部分は現状と同一のコンクリート造とし、

　　擬石コンクリートや化粧型枠等のニセモノは利用しないこと

　　（写真 2.5.22）。

・ 若津港桟橋（上流側）からは、河口部特有の平坦で開放的な

　　風景の中に昇開橋が中心的なランドマークとしてそびえる大

　　川・諸富エリアを代表する眺望を見ることができる。周辺で

　　何等かの整備を実施する際にはこの景観を阻害することのな

　　いよう十分留意すること。

・ 若津水位観測所を改修する際は、「3.6 樋門・水門について」

　　を参照した上で、色、材料などが目立たないものとなるよう

　　配慮すること（写真 2.5.23）。

（2）河川管理施設以外の河川整備で
　　 特に配慮が必要な事項

①高水敷の利用
・ 基本的には、野球場やグラウンド等、特定の利用に限定した

　　整備はおこなわないものとする。

・ 今後の利用にあたっては、周辺住民の利用状況や要望を確認

　　し、様々な利用者が使いやすい複合的な河川敷利用を検討し

　　ていくこと。

・ 六五郎橋左岸の環境整備地区では、ワンドや広場としての利

　　用を継続できるよう、今後も地域住民と協働して適切な管理

　を継続し、地域住民の環境学習活動やまちづくり活動の拠点

　としてさらなる利活用を進めることを基本とすること（写真

　　2.5.24）。
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②宝島
・ 地域の遊び場であった歴史を尊重し、今後も地域住民と協働

　して、可能な限り浸食防止対策を継続していくこと（写真

　2.5.25）。

・ 新たに何らかの整備を実施する際には、現状の自然環境に調

　　和するよう配慮し、できる限り人工的な印象を与えないよう

　　に留意すること。

（3）その他河川周辺のもので配慮すべき事項

①橋梁群
・ 昇開橋周辺の橋梁群は重要な視点場からの眺望に含まれる位

　　置にあることから、景観上重要である。デザイン的に優れ

　　ている諸富橋及び大川橋は、極力残していくよう管理主体に

　　働きかけていく必要がある（写真 2.5.26）。

②干拓堤防
・ 干拓堤防は本地域での干拓の歴史を示す重要な遺跡であるた

　　め、原則として現在の形態を維持・継承することが望まれる。

　　佐賀県では、干拓堤防の石垣を大津波や高潮に備えた第二の

　　堤防として整備・活用することを検討しており、今後、整備・

　　補修の可能性もある。これら堤防が筑後川河川事務所の管理

　　区域に含まれ、河川堤防等に接続しているような地点につい

　　ては、歴史的干拓堤防の保全に十分配慮すること。

写真2.5.26　大川橋。装色は諸富橋、昇開橋と一体となって検討する必要がある。

写真2.5.25　宝島はできる限り現況維持を図る。対策を行う際は、地元住民と話し合い、
人工的な印象を与えないよう配慮する。
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全エリア共通の景観特性と
整備方針

第Ⅲ部
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3.1.1　歴史的石積み護岸等の景観設計上の課題

筑後川の河川景観を代表するものの一つに、日田から夜明けダ

ムを経て吉井、片ノ瀬へと連なる掘込区間に見られる石積み護岸

の風景があります。写真 3.1.1 は、日田エリア隈町地先の護岸で

す。大ぶりの野面石で築造されています。写真 3.1.2 は吉井エリ

ア大石堰近くに現存する 10m以上の高さを有する城の石垣のよ

うな石積護岸です。長い時間を耐えてきた見事な法面には何とも

言えない美しさが備わっています。

感潮河川との境界にあたる久留米エリアの瀬ノ下には、水天宮

に沿って江戸期のはじめから昭和にかけて何度も積み足された石

積みが存在しています（写真 3.1.3）。石積みの隙間からそびえる

楠の巨木とともに、水天宮という空間にふさわしい格を具えてい

ます。

重機などなかった時代にどうやってこれだけのものを作ったの

かと考えると、気が遠くなる思いがします（これらの石積み護岸

は、各エリアの景観ベースマップに位置が示されています）。

既存の石積み護岸の一部は、長い時間の中で変形が認められ、

維持していくためには手を入れることが必要となります。こうし

た補修に加えて、排水路の補修や消防坂路の設置など石積み護岸

の一部に改変を加える小規模な事業は常時発生する可能性があり

ます。

そうした事業で、歴史的な石積みを安易にコンクリートブロッ

ク等で置き換える、あるいはまったく違う形状に改変してしまう

と、先人の汗の結晶であり今日まで残されてきた歴史的な景観が、

我々の時代に失われてしまうことになります。

筑後川の石積み護岸の持つ歴史的な価値、景観的な価値を考え

れば、既存の石積み護岸のすべてをできる限り現状に近いかたち

で保全していかなければなりません。

また過去の改修によって失われた石積み護岸についても、可能

な限り再築・復元していくことが求められます。

ところで、コンクリート二次製品を護岸材料として使用するこ

とは、今日当たり前のことになっています。若手技術者の中には、

これがずっと以前からの方法であると思っている人も多いようで

す。しかし昭和 30年代までは、護岸の法面に用いる材料はほと

んど石材や木材だったのです。

写真 3.1.4 は、大石堰付近の玉石積み護岸です。これらは昭和

28年の大水害の復旧事業のなかで構築されたものです。

コンクリート二次製品が急速に普及したのは昭和 40年代の住

宅建設ブームのころからだと言われています。急激な擁壁用石材

の需要の増加に石材供給が追いつかず、代替品としてコンクリー

ト二次製品が用いられ、以後は土木資材の多くに二次製品が急速

に普及したのです。我々があたりまえのように目にするコンク

リート二次製品を用いた護岸は、長い治水・利水の歴史のなかで

はごく最近登場したものなのです。

では、石材はもはや調達不可能なのでしょうか？　そのような

ことはありません。玉石については川からの採取は原則禁止され

ていますが、筑後川では地元の石材関係の組合で一定の量が確保

されています。また既存の玉石積み護岸を補修する場合には、現

場発生材を再利用することも可能です。切り石の場合、以前に比

べ石切り場や職人の数は減少していますが、現在でも筑後川流域

や有明海周辺にいくつもの石材の産地が存在しています。

今日の設計法では、石積みはたとえ練り積みであっても強度計

算の対象とはしにくい状況です。しかし、設計しやすいコンクリー

トとコンクリートブロックの構造だけを用いていては、石積みが

存続する道は無くなります。今残っている歴史的石積みを将来の

世代にきちんと継承していくためには、歴史的石積みの技法や合

理性を技術者一人一人が学び、一つ一つの小さな事業を、「石積

みを守り次の世代に継承してく」という理念のもとで着実に積み

重ねていくことが求められています。

3.1.2   歴史的石積み護岸等の
　　　 景観設計上の心得

ここでは、全エリアに共通する歴史的石積み護岸や石積み階段

等の景観設計と維持管理における基本的な考え方を「心得」とし

てまとめています。

①筑後川には、石積み護岸築造のために古くから用いられてきた

　　歴史的な石の技術があること、その多くは今日も残されてお

3.1　歴史的石積み護岸について

写真 3.1.1　日田エリア隈町地先で多数見られる歴史的な野面石積みの護岸。その上に
はかつて木材等をあつかう多数の商家が並んでいた。この空間は、日田の歴史そのも
のと言える。

写真 3.1.3　水天宮に沿って構築されている何段もの石積み。
最下部は江戸時代、最上部は昭和に築造されたものであり、400 年に渡って継続され
てきた治水事業が目に見えるかたちで残っているのは驚くべきことである。石積みの
間から天に向かってそびえる巨木はこの地の長い歴史を物語っている。

写真 3.1.2　筑後川温泉大石堰付近右岸にある歴史的玉石積み護岸群。中段から川側に
突き出ているのは腹付と呼ばれる石積みの水制工である。治水の歴史を語る貴重な遺
産として、そして美しい河川景観のひとつとして残していかねばならない。

写真 3.1.4　大石堰そばにある玉石積み（張り）の護岸。
昭和28年の大水害後に修築されたものである。筑後川から採取された玉石をびっしり
と敷き並べている。空石積みであるが、石がしっかりとかみ合い強固な堤体となっている。
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し、設計や工事に取り入れること。

④工事が完了した時が石積みの完成した姿ではない。石を使っ

　た構造物は、時間が経てば経つほど味わいがますという大き

　な特徴を持っている。目地からの植物の繁茂によっても

　石積みの表情は大きく変わっていく。こうしたこと（エイジ

　　ング）を設計段階で十分考慮し、事業完了後数年経てば既存

　　のものと新しく工事をおこなったものとの区別がほとんど

　　つかなくなることを目標のひとつとすること。

⑤石を実際に積むのは石工職人である。石工の腕次第で石積

　　みの出来栄えには大きな差がでる。現在北部九州に拠点を持

　つ石工の数はあまり多くはないが、できるだけ腕の良い石

　工を確保するよう特段の努力をすること。石目地部や法面頂部

　など見える部分に大きな面で場所打ちコンクリートやコンク

　リート二次製品などを使用することは極力避けること（写真

　　3.1.6）。

　

⑥擬石、擬木、化粧型枠は用いないこと（写真 3.1.7）。

⑦過去の改修によって失われた石積み護岸は、極力復元するよ

　　う努めること（写真 3.1.8、3.1.9）。

⑧既存の石積み護岸に階段やスロープを追加新設する際には、

　　優れた先行事例を参考とし、歴史的石積みの景観にうまくな

　　じむよう十分配慮すること（写真 3.1.10、3.1.11、3.1.12）。

　　

※次項に石積みの種類、積み方、石材供給についての情報を示

　　している。十分参考とすること。

　　り筑後川の景観をかたちづくる重要な要素の一つとなってい

　　ることを理解する。

②歴史的な石積み技術は主に地元で入手可能な石材を巧みに利

　　用したものであることを理解する。

③今日広く用いられている場所打コンクリートやコンクリート

　　二次製品は、昭和 40年代以降に普及したものであり、決し

　　て普遍的な材料ではないことを理解する。

④石材を用いた歴史的な技法を学び、これからの時代に合った

　　石材の使い方を工夫するよう努める。

⑤大規模な石積み護岸等の補修を実施することは少なく、既存

　　施設の軽微な補修や改修が中心となる。その際に、小規模で

　　あっても安易にコンクリートを多用したり、見かけだけ似せ

　　た工事をするのではなく、規模は小さくともその場所の歴史

　　的石積みの構造や材料について学び、手間はかかっても景観

　　上望ましい方法を工夫するという姿勢を持って臨む。

⑥失われた石積み護岸の再生にもできるだけ取り組んでいく。

⑦石積み関連の業務をつくることは、減少している石工職人の

　　育成、経営が困難となっている石材産地の継続にもつながる

　　ことをよく認識すること。

3.1.3   歴史的石積み護岸等の
　　　 景観設計上の原則

①筑後川の歴史的石積み護岸で使用されている石材は全て、地

　　元で調達されたもの、あるいは小長井石や日田石のように当

　　時の輸送環境（舟運中心）で調達可能であった石材である。

　　歴史的石積み護岸が存在する地域での護岸関連事業で使用す

　　る石材は、事業対象地で過去に築造された同種の石造構造物

　　で使用されている石の産地・材質等を確認し、それと同じ石

　　を用いること（写真 3.1.5）。間知石のように加工された石の

　　場合は、同じ加工のなされた石を用いること。

②一見似たような石であっても、産地が違うと積み上げたとき

　　に色や肌理の違いが目立ってしまう。価格の違いや確保のし

　　やすさなどから安易に輸入石材を用いることは避けること。

③石積みの手法は現地に存在する歴史的石積みの手法と同じも

　　のとすること。一見同じように見えて、筑後川には様々な石

　　積みの手法が存在している。事業に先立ち、その場所で用い

　　られている石積みの手法がどのようなものであるかをよく研究

写真 3.1.7　日田エリアの湛水域右岸に最近構築された大規模な階段状の護岸。石に似
せた化粧型枠が使用されている。近くからは一つ一つは石のようにも見えるが、少し
離れてみると色や大きさ、形がどれも同じで、自然の石ではないことにすぐ気がつく。
大きな面積の護岸をこの方法で覆ってしまっているため、風景に与えている負の影響
も大きなものとなってしまっている。

写真 3.1.6　日田エリアにある最近整備された玉石の練り積み護岸。
まだ新しいためコンクリートの部分が白く目立つが、エージングしていけば馴染んで
くる。目地があまり表に出ておらず玉石積みの良さが損なわれていない。

写真 3.1.5　平成 23 年度に実施された瀬の下地区での間知石半練り積みによる護岸整
備の状況。専門家が確認した結果、既存石積みに用いられている石材が有明海西岸で
産出された小長井石であることが判明し、同じ産地から石材を取り寄せて構築された。
ここでの積み方は、既存の石積みのように夏期には植生で覆われることを期待して、
目地コンクリートを石積み表面までは打たない半練り積みとしている。

写真 3.1.9　山田堰堀川水路取水口付近。護岸の石積みを吹き付けコンクリートで補強
している。歴史的な構造物の近くにあるこうした「暫定的」な状況は、本来の姿に戻
していく必要がある。

写真 3.1.8　山田堰のすぐ下流、水神社を支えている護岸。せっかくの石積みだが、お
そらくは補修の都度ブロック積みに置き換えられた結果、統一感のない風景となって
しまっている。
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写真 3.1.10、3.1.11　既存の石積み構造物に階段やスロープのような施設を新規に付
加する必要が生じた場合、新たなものと歴史的石積みとをどのようにマッチングさせ
るかは、難しい課題である。上の写真では、石積みはそのままにして上にコンクリー
トの階段を載せているが、境界部の処理が悪く面積の大きな擦り付け部が目立ってし
まっている。一方、下の写真では石積みの一部を撤去し石積み面の中に階段を押し込
んで設置している。この方法だと擦り付けは必要ないため、継ぎ目が目立たない。撤
去した玉石はきちんと保存し、他の事業で有効に活用したい。

写真 3.1.12　日田にある練り積みの玉石積み護岸。
小段による高低差の処理、法肩の処理、スロープの入れ方等、学ぶべきポイントが多
くある。事例から学ぶことを心がけたい。
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3.1.4　玉石積みの基本

ここでは、筑後川の歴史的石積みで広く用いられている玉石積

みについて、その種類と工法などについて概説します。

（1）玉石積みの種類

①往復積み（いってこいづみ）
一定の谷ができるように玉石を斜めにして積む方法（図3.1.1）。

②行違積み（いきちがいづみ）
一方より3個～ 6個程度を右に傾け、次に3個～ 6個程度を左

に傾けて積み、これを全般に反復して積んでいく方法（図 3.1.2）。

③俵積み（たわらづみ）
玉石、野面石のつら（見える面）をほぼ垂直にし、肩先を揃え

て積上げる方法。野面石等おおぶりの石の際に用いられることが

多い（図 3.1.3）。

以上の参考文献：
・ 石積の秘法とその解説（大久保森造、大久保森一著、昭和

　33年）

・ 河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関する資料

　（国土交通省河川局河川環境課、平成 18年）

（２）日田の代表的な玉石積み

日田の河川護岸に最も多く見られる代表的な玉石積みは、上記

①に示す往復積みです。三隈川の玉石護岸の多くはこの方法によ

り積まれています。日田の石工は、この往復積みの形状が柳の葉

が風になびいているように見えることから、この積み方を「柳葉

積み」と呼び、広く用いています（写真 3.1.13、3.1.14）。以下

にこの積み方のポイントを示します。

①３点で支持するように積む
玉石は、図 3.1.4 に示すように、谷をつくる下層の二つの石、

および、斜めにもたれかける隣の石の３点で支持するように積み

ます。完成後には、図 3.1.5 のようにひとつの石は周りの石と６

点で接することになります。

②接点は石中心より前となるように積む
図 3.1.6 に示すように、各層の玉石は、つらを揃え互いに石の

中心より前（つらの側）で接するように積みます。

③逆石（さかさいし）とならないように積む
図 3.1.7 に示すように、玉石はつらが上がりしりが下がるよう

に積みます。つらが下がる逆石とならないよう、玉石の向きを変

えるなどして調整します。

図3.1.3　俵積み

図 3.1.2　行違積み

図 3.1.1　往復積み

写真 3.1.13、3.1.14　日田石工組合による柳葉積み実演状況。出来栄えの善し悪しは、
職人の腕次第の部分が大きい。

図 3.1.4　3点支持

図 3.1.5　6点支持

図 3.1.6 玉石積み断面
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（３）玉石の供給状況

日田における玉石の供給状況は以下の通りです。これらとは別

に、日常の維持管理業務の中で従前に使用されていて不要となっ

た玉石類を備蓄、再利用することも当然のこととして積極的に進

めてください。

①日田砂利協同組合
大分県日田土木事務所管内の玖珠川水系においては玉石の採取

が許可されており、定期的な玉石の採取により安定した玉石の供

給が可能。また、玖珠川水系、筑後川水系においては、浚渫工事

の現場発生土に含まれる玉石が官公庁により払い下げられる。払

い下げにより購入した玉石を確保している。

玉石は、径 300mm～ 1000mmまで 100mmきざみの寸法ご

とに供給可能。

②筑後川砂利砂協業組合
平成 17 年以降は玉石の採取をおこなっていないが、平成 17

年以前に採取した玉石をストックしている。

問合せ先：
日田石

　（安山岩、色：グレー、産出地：大分県日田市高井町高岩、丁場：

　　安定）

伊藤石材　0973-24-0446 　

小長井石

　（安山岩、色：グレー、産出地：長崎県北高来郡小長井町小

　　川原浦名）

小長井治産業㈱　0957-34-3121

八女長野石

　（凝灰岩、色：茶灰、産出地：福岡県八女市大字長野）

橋山安由石灯篭製作所　0943-22-3624

3.1.5　切り石積みの基本

ここでは、筑後川の切り石積みについて、その種類と工法など

について概説します。

（1）切り石積みの種類

①布積み（ぬのづみ）
間知石など整形された石を横一列に並べ、それを積み上げたも

の。目地が水平に入る（図 3.1.8）。直線的なラインや緩い曲線の

ラインをかたちづくるのに適している。

②谷積み（たにづみ）
間知石など整形された石を斜めにして積む方法（図 3.1.9）。石

材相互に「せり持ち作用」（石材同士が相互に押し合うような力

を発生させ崩れにくくなる作用）が働くことで、布積みよりも安

定性があると言われている。急な曲線部をかたちづくるのに適し

ている（写真 3.1.15）。

　

図3.1.7　逆石とならないよう、玉石のつらを上げて、しりを下げる。

図 3.1.9　谷積み

図 3.1.8　布積み

（2）石積みの構造

①空石積み
胴込め（石積み裏側の隙間部分）にコンクリートを用いず石の

かみ合わせの力だけで保たせている構造（図 3.1.10）。古い石積

みはほとんどが空積み。

②練積み
胴込め、裏込めにコンクリートを場所打した構造。

③半練積み
基本的に②と同じだが、意図的に胴込めコンクリートを石積

みの表面まで入れ込まず、目地の部分に空隙を残す構造（図

3.1.11）。強度的には②とほとんど変わらないが、仕上がりの印

象が歴史的な空積みに近いものとなる。また、出水時に目地にシ

ルトなどが入ることで、そこから数年で草が生えてくるようになる。

　

（3）筑後川の切り石積みの分布状況

筑後川流域ではいたるところで切り石積みの構造を目にする

ことができますが、数が多いのは吉井から片の瀬にかけての掘

り込み河川区間と大川周辺です（写真 3.1.16、3.1.17）。その他

写真 3.1.15　久留米エリア瀬の下で平成 24 年に築造された石積み護岸。歴史考証を
もとに小長井石の間知石を使用している。左側に見える既存石積みに倣い、直線的な
部分では布積みを、強い曲面では谷積みを採用している。 図 3.1.11　半練積み

図 3.1.10　空石積み
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には久留米エリアの水天宮周辺の護岸と同下流域の荒籠（写真

3.1.18）などがあります。

このうち吉井から片の瀬にかけての掘り込み河川区間について

は、現在コンクリートブロック積みの部分も多くありますが、周

囲に石積みが存在しているものの多くは、以前は石積みであった

ものを補修の際にブロック積みに変えたと考えられます。

切り石積みの工法については、国土交通省河川局河川環境課が

2006（平成 18）年に編纂した「河川の景観形成に資する石積み

構造物の整備に関する資料」に詳しい情報が掲載されています。

同省のホームページからダウンロードできますので、参考にして

ください。

（４）切り石の供給について

筑後川周辺における切り石の供給状況は以下の通りです。

問合せ先：

日田石

　（安山岩、産出地：大分県日田市高井町高岩、丁場：安定）

伊藤石材　0973-24-0446 　

小長井石

　（安山岩、産出地：長崎県北高来郡小長井町小川原浦名）

小長井治産業㈱　0957-34-3121

八女長野石

　（凝灰岩、産出地：福岡県八女市大字長野）

橋山安由石灯篭製作所　0943-22-3624

写真 3.1.18　久留米エリアにある切り石積みの荒籠。間知石ではなく矩形の割石が用
いられている。石材の産地は不明。

写真 3.1.17　大川諸富エリアの切り石積みの護岸。川港として築造されたと考えられ
る。天端部分の曲線が美しい。

写真 3.1.16　原鶴温泉地先に見られる間知石の谷積み。一つ一つは微妙に形が違うに
もかかわらず、石工の技術により美しい石積みの面に仕上がっている。
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3.2.1　コンクリートブロック積み（張り）護岸等の景観設計上の課題

筑現代の川の風景のなかで本来の川らしくない風景を挙げると

すれば、コンクリートブロックで覆われた護岸の風景は必ずその

中に含まれるのではないでしょうか。今日、筑後川流域には、コ

ンクリートブロックを積んだり敷いたりして補強された護岸が、

多数存在しています。これらは施工性が良好で価格も安定してお

り、機能的にも要求する性能を発揮することから、広く普及して

います。しかし、景観的には無機質で人工的な素材感が周囲から

浮き上がり、風景のなかのツギハギのように見えてしまいがちで

す（写真 3.2.1）。河川空間においては、できるだけコンクリート

ブロック類の使用は避けるべきです。

写真 3.2.2 は、遠賀川周辺のコンクリートブロック積み護岸で

す。使用されているのは、一般に広く用いられているコンクリー

ト二次製品ですが、経時変化の中で目地から草が伸び、一見ブロッ

クなどないように見えます。意図したものではありませんが、こ

うした状況になっている場所は多数見受けられます。

こうしたケースでは、はじめから緑化可能なタイプの二次製品

を採用しておくべきです。 今日様々な緑化ブロックが市場に存

在していますが、それらの中からできるだけ早期の植生の回復が

見込めるもの、コンクリートの構造が目立ちにくいものを採用す

ることで、問題の多いコンクリートブロック護岸の景観を改善す

ることが可能です。

コンクリートブロック積み（張り）護岸のもう一つの景観的な

問題に、使われているコンクリートブロックの種類が様々あり、

それらが無頓着に隣り合って存在し雑然とした印象の風景を創出

していることが挙げられます。改修事業が景観面での配慮なしに

逐次実施された結果、こうした状況が発生したと考えられます。

今後はできるだけ形状のそろったものとなるよう配慮していくこ

とが求められます。

最後に、雑多な階段やスロープの存在もコンクリートブロック

積み護岸を雑然としたものに見せている要因の一つと考えられま

す。新規の場合はもちろん、既存のコンクリートブロック積み（張

り）護岸に階段やスロープを設ける際には、不要なものは作らな

いこと、作る場合には、既存護岸構造の中でのおさまりをよく考

えることが大切です。

3.2　コンクリートブロック積み（張り）護岸について

写真 3.2.2　目地に生えた植物によりコンクリートブロックがほとんど見えなくなって
いる堤防法面。

写真 3.2.1　久留米エリアにあるコンクリートブロック積み護岸。のっぺりとしたコン
クリートの面には、「殺風景」という言葉がよく似合う。
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3.2.2　コンクリートブロック積み（張り）護岸の景観設計上の心得

3.2.3　コンクリートブロック積み（張り）護岸の景観設計の原則

①筑後川の風景の中で、コンクリートブロック積み（張り）護

　　岸は決して望ましいものではないことをよく理解する。

②向かうべき方向は河川景観の質的な向上であり、そのために

　　は護岸面の緑化が重要であることをよく理解する。

①できる限りコンクリートブロック類の使用は避けること。

②コンクリートブロックを使用せざるを得ない場合には、でき

　　るだけ緑化ブロックを採用し、完成後早期に護岸表面が緑化

　　されるよう工夫すること。

③緑化ブロックを使用する際に用いる客土は地元で調達するこ

　　と。そうすることで地場の在来種が早期に繁茂することを期

　　待する。

④既存のコンクリートブロック積み（張り）護岸を補修する際

　　には、現地に使われているものと同じ形状のコンクリートブ

　　ロックを用い、不連続な面が発生しないように留意すること。

⑤コンクリートブロック積み（張り）部分の平面線形で、部分

　　直線をつないだ折れ線グラフのような線形は避けること。川

　　の流軸に平行なスムーズな曲線となるよう心がけ、連続感の

　　ある流れるような形状の実現を目指すこと。

⑥階段やスロープを設置する際には、取ってつけたような形態

　　とならないよう、十分な設計検討をおこなうこと。

写真 3.2.4　何十年もの時を経て、石と見まごうほどのエージングを遂げたコンクリー
ト造階段。エージングは、設計の中で考慮すべきことのひとつである。

写真 3.2.3　日田エリアにある化粧型枠をもちいた護岸。筑後流域の石積み護岸にこの
ような形態の切り石積みは存在しない。化粧型枠は用いないこと。

⑦化粧型枠は用いてはいけない（写真 3.2.3）。

⑧コンクリートブロック積み（張り）護岸の中に階段、スロー

　　プを設ける際に、擬石ブロックや化粧型枠は使用しないこと。

　　場所打ちコンクリート造を原則とする。洗い出し仕上げ等に

　　よるエージングへの配慮その他をおこなうことで、早期に河

　　川景観となじむよう努めること（写真 3.2.4）。

⑨従前の状況が歴史的な石積みであった場合は、積極的にもと

　　の姿に近づけるべく改修を検討すること。
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3.3.1　低水路と水際部の課題

写真 3.3.1 は久留米エリアでよく目にするコンクリートブロッ

ク張りの低水路護岸です。筑後川の場合、特に堤防河川区間では、

この写真のように画一的で直線的な低水路護岸が多く見受けられ

ます。単調な線形から構成される水路のような川の姿は景観的に

味気ないものですが、それは同時に環境的に貧困な空間であるこ

との現れでもあります。

こうした姿は今日全国に存在していますが、河川法が改正され

治水と利水の他に三つ目の柱として環境が加えられた今日の価値

基準に照らしてみたとき、この写真のような川は河川法の要求を

十分に満たしているとは言えず、上記の多自然川づくり基本指針

の目指す川の姿からもかけ離れています。

画一的な低水路と水際部周辺の景観と環境をどう改善していく

かは、今後の筑後川における河川管理上の大きな課題の一つです。

3.3.2　低水路と水際部のデザインの心得

①筑後川の風景の中で、均一で人工的な低水路の形状は決して

　　望ましいものではないこと、環境面から見ても問題がある点

　　をよく理解する。

②向かうべき方向は河川景観と環境の質的な向上であり、その

　　ためには低水路および水際部の形状を改変していくことが重

　　要な手段となることをよく理解する。

③多自然川づくりの多くの成功事例が示しているように、治水

　　と景観、治水と環境は両立が十分可能であることをよく理解

　　する。

④低水路および水際部を改修する手法はいくつも存在するが、

　　それらをむやみに適用するだけでは効果は期待できない。単

　　に自然のものや自然に近いものを多く寄せ集めるのではな

　く、可能な限り自然の特性やメカニズムを活用し、川の個性

　　にあわせて合理的、効果的に応用・工夫すること、そして継

　　続的に取り組むことで、良好な河川景観と環境の実現が可能

　　となることを、よく理解する。

⑤自然の河川に見られる多様性のある河岸や河床、そして澪筋

　　の形状は、河川の作用により長い時間をかけて形成されてき

　　たものであり、これを一度壊すとその復元には時間がかかる。

　　また、直線的に改修するなどの人工的な手を加えると、なか

　　なか元には戻らない。このため現状が良好な河岸や河床を形

　　成している場合、それらを保全する必要があることをよく理

　　解する。

⑥水際を護岸等の固い材質のもので固めると、澪筋の移動は妨

　　げられ、川の働きが活かされない単調な形状の川となってし

　　まう。川の変化を許容するためには、水際を固め過ぎないよ

　　うにするとともに、川幅、特に河床幅を十分確保する必要が

　　あることを、よく理解する。

筑後川の河川景観をかたちづくっている様々な要素の中で中核となっているのは、日常水の流れている低水路とその水際部、すなわ

ち河川が本来有している多様で複雑な環境がダイナミックに展開されている空間です。この部分をどう整備していくかで、河川景観の

印象は大きく変わってきます。

ここでは、基本的な考え方については、国土交通省からすべての一級河川、二級河川および準用河川を対象として出された「多自然

川づくり基本指針」に準拠し、具体的なデザインのありかたについては「中小河川に関する河道計画の技術基準；解説 川の営みを活か

した川づくり～河道計画の基本から水際部の設計まで～」（国土交通省水管理・国土保全局と多自然川づくり研究会共著）を参考としな

がら、低水路のデザインをおこなう際に留意すべき事項を示します。

3.3　低水路と水際部のデザインについて

写真 3.3.1　単調に続くコンクリートブロック張りの低水路護岸。河畔林もすっかり
伐採されており、人工的な印象を受ける。本来の筑後川の風景とはどこかちがう。護
岸を階段状にする、石積みにする、緩傾斜の土羽のスロープにする、ワンドを設ける、
河畔林を残す等々、場所の性質に応じて様々な違った方法が考えられる。

⑦流速が増大すると、下流に対する洪水の負担増や河床低下に

　　よる護岸の被災などの問題が生ずる。よって、河道計画では、

　　流速を現状より大きくしないようにすることを基本とする。

⑧河川全体の自然の営みを視野に入れた川づくりを目指す。

⑨生物の生息・生育・繁殖環境を保全・創出することはもちろ

　　んのこと、地域の暮らしや歴史・文化と結びついた川づくり

　　を目指す。

⑩調査、計画、設計、施工、維持管理等の河川管理全般を視野

　　に入れた川づくりとすること。川づくりは、工事が完成した

　　時点で終わるのではなく、その後の様々な規模の洪水の影響

　　や自然環境の変化等、常に川の状態を監視し順応的に管理し

　　ていく必要がある。そのため、管理用通路や水辺へのアクセ

　　スに配慮するとともに、住民等との連携・恊働を図っていく

　　ことが必要である。

⑪一定の広がりを持った範囲を対象に低水路付近を最終的にど

　　のような姿に改修していくかの方針をまず立てる必要がある。

　　これは小規模な事業の場合であっても大規模な事業の場合で

　　あっても同じである。その方針を事務所・出張所の中できち

　　んと引き継ぎ、場当たり的な事業は回避すること。小規模な

　　事業の場合に敢えて大きな青写真を作っておけば、その後に

　　実施される小さな事業の積み重ねのなかで、結果的に当初の

　　方針に近い川の姿が生まれる可能性が確実に増す。逆に青写

　　真がなければ、長期間現状とあまり変わらない状況が続くこ

　　とになる。

⑫古地図や古い航空写真を参考にする

　どのような整備方針が妥当かを考えるうえで、以前の川の姿

　　を参考にするのは有効な方法である。例えば、旧河道があっ

　　た位置には水道（みずみち）が残っていると考えられ、そこ

　　にクリークやワンドを造成するのは理にかなっている。以前

　　の州の形状や流路の線形は、低水路の線形を改修する上での

　　手がかりとなりうる。
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⑬専門家のアドバイスを受ける

　一定の知見、方法論が事務所内に蓄積されるまでの間は、景

　　観や自然再生などの分野の専門家からアドバイスを受けなが

　　ら進める必要がある。
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3.3.3　低水路と水際部のデザインの原則

ここでは、低水路と水際部のデザインにおいて筑後川全体で共

通して守るべき基本的ルールを「原則」として示します。より詳

細な事項については、「中小河川に関する河道計画の技術基準；

解説 川の営みを活かした川づくり～河道計画の基本から水際部

の設計まで～」等の資料を参考としてください。

①平面計画

・ 川が本来有する多様性に富んだ自然環境を保全・創出するこ

　　とを基本とする（図 3.3.1）。

・ 良好な河川環境が存在している箇所はできるだけ改変しない

　　こと（写真 3.3.2）。

・ 過去の河川改修によって貧弱な環境にある箇所については、

　　近傍の良好な河川の姿を参考とする、古地図や昭和初期の航

　　空写真を参考とする等して、川本来の姿に戻していくこと（図

　　3.3.2）。

写真 3.3.2　久留米エリアにおいて過去の事業で整備されたワンド。河畔林の造成もあ
わせて行われた。しかし、その後の河川管理の中で河畔林が皆伐され、ワンドの生物
の生息地としての機能は大きく損なわれている。

コンクリートブロック
による水制工

平坦で単調な高水敷

コンクリートブロック積み護岸で
固められた単調な低水路

複雑な地形

セグメントに合った粒径の
河床材料

船着場
寄洲

ワンド
水際植生

複雑な地形 河畔林

切石積み水制

よどみ

図 3.3.1　低水路平面計画の例。低水路コンクリートブロック積み護岸を撤去し、水当たりの強い部分には切石積の水制を出すことで対応している。多様で豊かな河川環境が創出さ
れている。

図 3.3.2　瀬や淵、洲等が詳細に書き込まれた古絵図。古絵図や昭和初期の航空写真か
ら低水路護岸で固められる以前の川の姿を学び、低水路の法線を本来の川の姿に近い
ものに修復していくことは十分可能である。
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②縦断計画
・ 川が本来有する多様性に富んだ自然環境を保全・創出するこ

　　とを基本とする。

・ 良好な河川環境が存在している箇所では、掘削等による河床

　　材料や縦断形の変化や床止め等の横断工作物の採用は極力避

　　けること。

・ 良好な河川環境が存在している箇所で河床掘削・砂州の掘削

　　を行う際には、現状の河床の姿をそのまま下に平行移動（ス

　　ライドダウン）することを基本とする（図 3.3.3）。

・ 過去の河川改修によって貧弱な環境にある箇所については、

　　近傍の良好な河川を参考にする等して河川環境の向上を図る

　　こと。

③横断計画
・ 川が本来有している多様性に富んだ自然環境を保全・創出す

　　ることを基本とする。

・ 良好な河川環境が存在している箇所はできるだけ改変しない

　　こと。

・ 河川が有している自然の復元力を活用するため、標準横断

写真 3.3.3　吉井の水制とその周辺の風景。背後の澱み治水機能だけでなく、単調にな
りがちな環境に変化を与える役割を有している。空積みとすることで、植物も生育で
きる。

図 3.3.5　既存の低水路護岸を撤去し、水平方向の護岸線の出入り、横断方向の勾配の
変化や高低差、水深の変化、さらに河畔林などの植生を有機的に織り込むことで、複
雑で曖昧な河川空間を創出ことができる。

　形による上下流一律の画一的形状での整備は避けること（写

　　真 3.3.3）。

・ 流水の作用による変化を活かすため、川幅をできるだけ広く

　　確保するよう努めること。

・ 良好な河川環境が存在している箇所で河床掘削・砂州の掘削

　　を行う際には、現状の河床の姿をそのまま下に平行移動（ス

　　ライドダウン）することを基本とすること（図 3.3.4）。

・ 過去の河川改修によって貧弱な環境にある箇所については、

　　近傍の良好な河川を参考にする等して河川環境の向上を図る

　　こと。

④低水路護岸
・ 低水路護岸については、水理特性、背後地の地形・地質、土

　　地利用などを十分踏まえた上で、必要最小限の設置区間とし

　　ていくこと。

・ 存置する場合は、生物の生息・生育・繁殖環境と多様な河川

　　景観の保全・創出に配慮した適切な工法に改めていくこと。

・ 人が利用する区間と自然環境を保全・育成する区間とを区別

　　して扱うこと。

・ 画一的な整備はおこなわないこと。

⑤低水路護岸を設置する場合の環境上の機能の確保
・ 生物の生息・生育・繁殖空間としての機能、陸域・水域間の

　　生物の移動経路としての機能等環境面を重視すること。

⑥低水路水際部に自然な河岸を形成する場合の留意点
・ 河岸材料は現地発生材を基本とし、中小洪水で流失しないよ

　　う工夫すること（図 3.3.5）。

・ 対象となる河道区間のセグメントに適した粒径の河床材料を

　　用いること。

・ 河岸の法面は、低水路の平面形や澪筋に対応して変化させる

　など、画一的な断面にならないよう注意すること（写真3.3.4）。

・ 単調な風景は、面白みに欠けるだけでなく生物的にも貧困な

　　環境である。複雑で奥行きのある姿、護岸とも水面ともつか

　　ない曖昧な姿の創出に努めること。

掘削前の河床

掘削後の河床
図3.3.4　良好な河川環境が存在している箇所で河床掘削・砂州の掘削を行う際には、
現状の河床の姿をそのまま下に平行移動（スライドダウン）することを基本とし、直
線的、画一的な掘削は避ける。河床材料は搬出せず、同じところに戻すこと。これに
より早期の環境再生を目指す。

掘削前の河床

掘削後の河床

図 3.3.3　良好な河川環境が存在している箇所で河床掘削・砂州の掘削を行う際に
は、現状の河床の姿をそのまま下に平行移動（スライドダウン）することを基本とし、
直線的、画一的な掘削は避ける。河床材料は搬出せず、同じところに戻すこと。こ
れにより早期の環境再生を目指す。

低水路護岸

セグメントに応じた河床材料
川なりの姿に近い
水際部の造成

写真 3.3.4　秋田県を流れる子吉川の低水路。堤防河川なのだが、ほっとする美しい風
景である。左右両岸に設置された捨石水制群には柳が植えられ、水中・水上ともに多
様な水辺の環境が創出されている。写真手前にはクリークのような水面があり、対岸
には洲が付いている。河畔林も保全されている。そして最終的な風景と環境を整える
仕事は川の流れと時間に委ねている。川とよく対話し工夫をすれば、これだけのこと
ができる、という好事例である
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⑦瀬・淵・ワンド・河畔林の保全
・ 瀬・淵・ワンド・河畔林等、現存する良好な環境資源をでき

　　るだけ保全すること。（写真 3.3.5、写真 3.3.6）

・ 過去に失われた環境資源の再生、新規の創出にも努めること。

　　（写真 3.3.7）

・ 河畔林については、3.4 を参照すること。

⑧維持管理での考慮事項
・ 多自然川づくりは、工事が完了した時点で終わるのではなく、

　　その後の出水や自然環境の変化等、常に川の状況をモニタリ

　　ングし、順応的に管理していくことが重要である。

・ 河川管理者のみならず、自治体、学識者、市民等が適切に役

　　割分担をおこない、長期的な取り組みとして継続していくこ

　　とが重要である。

写真3.3.7　筑後川温泉付近の河岸。川自身の力で形成された複雑に入り組んだ地形は、
見た目に美しいばかりでなく、川の生物にも好ましい環境を提供している。

写真 3.3.6　大石堰上流の河岸。水際が植物で覆われていることにより、周囲の景観に
よく馴染む柔らかで美しい川の表情となっている。

写真 3.3.5　吉井エリアの千年分水路にある童子丸池。旧河道に残されたたまりである
と考えられる。水神にまつわる伝説が語り継がれており、地域の人々の手で往時の姿
に近い環境が保全されている。
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3.4.2　河畔林と低水路護岸管理の心得

ここでは、全エリアに共通する河畔林の管理における基本的な

考え方を「心得」としてまとめています。

①河畔林の景観・環境上の役割についてよく理解する。
筑後川のいずれのエリアにおいても、良好な河川景観・河川環

境をかたちづくる上で河畔林が重要な要素の一つであるという

ことを、まず理解する。河川管理者の視点のみに立って現場を見

る習慣が身に染み込んでいると、河畔林は「無い方が良いもの」、

「邪魔なもの」としてしか見えない。敢えて一般の市民の視点に

立って川を眺めてみることで河畔林の緑がどれだけ川の風景に

彩りを添えているかが見えてくる。「普段の川を市民の目線で眺

める」ことから、河畔林の管理は始まる。

②河川景観上重要な河畔林、
　環境上重要な河畔林はできるだけ残すことを考える。
エリアごとのマップに示された河畔林は、代表的な視点場から

の眺めにおいて重要と考えられるものなど、現地調査で河川景観

上重要と判断されたものである。これらの河畔林では、全伐を回

避し優先して残していくよう配慮する。

③全伐か残すかではなく、
　治水上問題のない範囲できめ細かい管理を考える。
これまでの河畔林の管理では、伐るか残すかのどちらかという

画一的なやり方がとられてきた。この方法では、昨日まで緑に覆

われていた河畔が突然はげ地のようになってしまう。風景は一変

し、そこにいた生物も全滅してしまう。

川幅の狭小箇所とそうでない箇所とは分けて考えるなどして、

治水上問題のない箇所や影響が軽微な箇所に存在する河畔林に

ついては、間伐や枝打ちなどの手法を取り入れ、できるだけ残し

ていくようにする。

また地点ごとに樹木の生育状況について計画的なモニタリン

グを実施するなどして、治水と環境に配慮した総合的、継続的な

樹木管理を心がける。

④過去の取り組みとの継続性を担保する。
過去にワンドの整備などの環境創出事業がおこなわれた場所

では、整備当時の考え方を尊重し、植えられた樹木を安易に伐採

するなどの改変はおこなわない。

⑤地域住民との協働で行う。
河畔林の整備は他の河川整備と同様に地元の住民や関係団体

と協働することを基本とする。

3.4　河畔林の管理について

3.4.1　河畔林を管理する際の課題

河畔林とは今日、低水路護岸周辺を中心に洪水その他で種子が

運ばれるなどして自然に生育した単独の樹木あるいは樹林を指し

ています。高水敷をゴルフ場その他に供用している場所では人為

的に低木を移植している例もありますが、それらはあくまで例外

的なものです。

自然に形成された河畔林は、治水上の見地からは、それ自体が

流路を阻害する、洪水時に流出し下流の橋脚などに引っかかるな

どして流路阻害を引き起こす等の問題があるとされており、随時

伐採・撤去される対象でした。

しかし河川景観の見地からは、多くの河畔林が、コンクリート

護岸のように人工的な水辺に潤いを与える、風景のアクセントと

なり空間に奥行きを与える等の効果があります。

また環境面からも、生態的回廊として生物に生息環境を提供し

生態系を支える効果があることや、広大な高水敷に貴重な日陰を

提供する等の価値があることが認められています。

景観形成、環境整備を考える際に、河畔林を除外するべきでは

ありません。

試行的な取り組みも見られます。例えば筑後川河川事務所久留

米出張所では、久留米市街地先の地域を対象に、景観や環境に配

慮した河畔林管理の方針作成を試みています（地点ごとに樹木の

生育状況について計画的なモニタリングを実施し、治水と環境に

配慮した総合的な樹木管理を実現するなど）。

今後は、こうした取り組みをベースとしながら、治水面ばかり

でなく景観や環境面にも配慮した河畔林の管理を展開していく必

要があります。

写真 3.4.1　両筑橋下流の河畔林。川の水面の左右を縁取る河畔林の連続が水面に映り
込み、柔らかな川の表情を創りだしている。この風景は河川敷に立っても見ることは
できないが、交通量の多い橋を利用している市民には日常の風景の一部である。

写真 3.4.3　久留米周辺の河畔林。平野部の単調な風景の中で、河畔林がアクセントと
なっている。また、中央の水制とともに水生生物に貴重な生息地を提供してもいる。

写真 3.4.2　大石堰上流の風景。遠景の山並みとともに対岸の一群の河畔林が水面に映
り込み風景に奥行きを与えている。
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地元の方の話では、河道改修後に旧河道の堤防を構成していた石

積み護岸から自然に生えてきたもので、その下に水天宮の祠があ

ることもあって伐らずに残されてきた。こうした大型樹木は、単

に風景の一要素としてだけでなく地域の文化財として極力残し

ていく必要がある。根元で地盤の緩みなどが発生した場合には、

周辺の石積みや地形と馴染むような方法で対策をとることが求

められる。

以上のように明らかに重要な樹木であることが読み取れる場

合以外でも、孤立樹ないしは数本の樹群で河川景観上残すべきも

のが存在している。

②間伐の手法を積極的に導入する
河畔林の皆伐をおこなうと、事前と事後とで景観は著しく変化

してしまう。また環境に与えるインパクトも大きなものになって

しまう。それをさける方法として皆伐ではなく間伐をおこなうこ

とが考えられる。

写真 3.4.7 はクルメウス前の河畔林で、それぞれ間伐前と後の

状況を示している。間伐後、遠景としての河畔林頂部のボリュー

ムはほとんど変化していないが、下部を見ると川の水面がはっき

り見える程度まで枝が無くなっていることがわかる。

3.4.3　河畔林管理の原則

①既存樹木のなかで点景として特に重要なものは
　積極的に残していく
写真 3.4.4 は山田堰直下に存在する楠の木である。背後にある

水神社の風景の一部となっており、地元の人々からも大切にさ

れている。写真 3.4.5 は久留米の水天宮の石積み護岸から立ち上

がっている楠の木で、これも水天宮の風景には欠かせない存在で

ある。写真3.4.6は片ノ瀬エリアの堤防に存在する孤立樹である。

写真 3.4.6　片ノ瀬エリアに存在する孤立樹。背後には近くの集落に祀られている水神
祠があり、根元には旧河道の一部であった石積み護岸が残されている。これも筑後川
の長い歴史を物語る孤立樹である。

写真 3.4.5　久留米エリアの瀬ノ下地区にある水天宮前の楠の巨木群。石積護岸から立
ち上がっており、歴史の一部となっている。水天宮の風景には欠かせない存在である。

写真 3.4.4　山田堰直下の水神社脇の巨木。いわゆる鎮守の森と似た性格の孤立樹と言
え、場所の歴史性を物語っている。

図 3.4.1 から図 3.4.3 はこうした間伐の考え方を模式的に示し

たものである。①樹林を構成する樹木の生育状況の悪いものや大

きく傾斜しているもの（＝流失しやすいもの）を中心に伐採する

こと、そして②通常の出水時に水没する部分の枝を払うことを組

み合わせている。これにより流路阻害が改善され、同時に水辺へ

のアクセス性、安全性も改善される。

写真 3.4.7　上の二枚の写真は、クルメウス前のワンド周辺に自生していた河畔林を対象に、試験的に間伐と下枝剪定をおこなった際の事前・事後の状況を示している。冬季に実施
したため葉がないが、群としての河畔林は保ちつつ流路阻害状況が改善され、川面が透けて見え安全性も向上したことがわかる。

施工後

施工前
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自生し放置された河畔林は、枝が密生し見通しもきかない。
治水上からも来訪者の安全性からも問題がある。

生育状況の良い樹木だけ残して間伐し、さらに下枝剪定をおこなうことで、
流失しにくく見通しもよい姿とすることができる。
また、出水時にゴミがひっかかることも少なくなる。

図3.4.1　間伐による河畔林管理のイメージ

図 3.4.2　高水敷の奥行きを活かした間伐の考え方のイメージ

管理の手がほとんど入っていない河畔林。

低水路際だけでなく高水敷の部分まで含めて間伐をおこなうことで、
安全で景観的・環境的にも優れた河川空間を創出することができる。

図 3.4.3　広域的な河畔林管理の望ましいイメージ

現況：　河畔林が低水路護岸に沿って両岸に繁茂している状況。

良くない方法：　下流側の河畔林を完伐した状況。伐採された部分の風景は一変してしまう。また生物環境としても元の環境は完全
に消失してしまう。一度に伐採してしまうと、伐採エリアに生息する生物が上流側の河畔林に避難する時間的な余裕も無い。

良い方法：　水衝部など治水上どうしてもやむを得ない伐採は実施しているが、景観面、環境面を考慮して流軸方向に短い距離で河
畔林同士が隣接するよう配慮している。また同時に単調な低水路護岸に手を入れ、護岸の緩傾斜化、拡幅、ワンドの開削、巨石の投
入などを行い、変化があり景観的にも環境的にも豊かな河川空間を創出しようとしている。

旧河道跡を利用した
ワンドの造成

巨石の投入

低水路の拡幅

護岸の緩傾斜化

間伐後も隣接している河畔林



110

③低水路際ではなく高水敷内に自生している樹木につい
　ても、良好な河川景観の形成に貢献しているものはでき
　るだけ残していく。
間伐という手法は、単に低水路際のみを対象としたものではな

く、河川空間全体に適用が可能である。大川・諸富エリアの城島

町の六五郎橋左岸環境整備地区のように新たに市民参加で河川敷

の環境整備をおこなう際にも、皆伐後に新たに樹木の苗を搬入・

移植するのではなく間伐により既存樹木を活かすことで、対象地

域の環境により適した整備をおこなうことが可能となる。

④河畔林の管理と低水路護岸の管理を一体的におこなう。
筑後川の中でも久留米エリアから下流域は、人工的な水路のよ

うな単調な河川景観が続く区間である。これは、平行に築造され

た両岸の堤防に加えて、ほぼ等間隔に固められた低水路護岸が

延々と続いているためである。

河畔林はこうした単調な河川の形状にあって風景に貴重な潤い

を付与する要素であるが、それらを管理する際に単に樹木のみを

扱うのではなく、積極的に低水路護岸の形状を川らしい表情に改

修していく。

旧河道の位置などでのワンドの造成、護岸の緩傾斜スロープ化、

低水路幅の拡幅、巨石の投入など、多自然川づくりの手法を応用

して低水路護岸を変化のあるものに改修することで、現状よりも

優れた河川景観、河川環境を創出することが可能となる。ただし、

単に本に書いてあることをやるだけではよくない。例えば緩傾斜

化の場合、同じ勾配で定規断面のようなスロープを長々とつくっ

てみても意味がない。川が何を望んでいるかを洞察する経験と工

夫が必要となる。

⑤全てを相手にするのではなく重要なものに注力する。
筑後川全域では河畔林の量は膨大なものとなり、これらを全て

管理していくことは不可能である。景観マップでは、それらのな

かで景観上重要なものだけを選んで示している。これらの河畔林

を重点的に管理対象とすること。
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今日四大堰と呼ばれている大石堰、山田堰などの江戸時代に築

造された堰でも、主要な建設材料は地元産出の石材でした。重機

などなかった時代、人力や牛馬の力に頼り、あるいは舟に積載す

るなどして、巨石を川床に搬入し巧みにそれらを組み合わせるこ

とで作られた床固め工は、傷みが出る都度補修されながら長く使

い続けられてきました。大石堰も山田堰も、1953（昭和 28）年

の大水害で大きな被害を受けるまで、基本的には江戸期に築造さ

れた姿のままでした。

大石堰の場合は近代的な固定堰に作りかえられ往時の姿は

残っていませんが、山田堰では、地元の人々の強い要望を受けて、

敢えて以前の姿に近い自然石による床固めで復旧（コンクリート

で固定）しており、舟通しも含めて歴史的な風景が保たれていま

す（写真 3.5.3）。

一方戦後、とりわけ昭和 40年代以降に築造された水制工や床

固め工では、様々な形状のコンクリート二次製品が大量に使用さ

れるようになります。その結果川の風景がどのように変貌したか

は皆さんがご存知のとおりです。せせらぎの中から顔をのぞかせ

3.5　水制工・床固め工・根固め工等について

3.5.1　水制・床固め工・根固め工等の景観設計上の課題

筑後川における治水・利水の歴史を振り返ると、様々な先人の

知恵と工夫を知ることができます。なかでも堰、水制工や床固め

工は、当時唯一の材料であった地場産の石材や木材を巧みに組み

合わせ強固なものが多数築造されました。それらのいくつかは今

日も残っています。

筑後川で多数築造されてきた水制に、荒籠があります。吉井エ

リアや久留米エリアに残るものは主に減勢工として、大川・諸富

エリアに残るものは水路水深の確保や船着き場として、経験値を

たよりに築造されていたようです。図 3.5.1、3.5.2 はどちらも

江戸後期の絵図に描かれた吉井エリアの状況です。石造の水制や

木杭を打ち込んだ水制が認められます。それらの周辺には多様で

豊かな生物環境も存在していたことでしょう。写真 3.5.1 は大川

に今も残る荒籠です。地域の河川景観によく馴染み、往時の人々

の暮らしを偲ぶよすがともなっています。

写真 3.5.2 は 2012（平成 24）年に瀬ノ下の工事現場で出土し

た木杭です。渡船場の護岸に用いられていた昭和の時代のものと

考えられます。

図3.5.2　吉井エリアの江戸後期の状況。多数の木杭を打ち込んで築造された水制が描
かれている（出典：筑後川絵図、久留米市文化財収蔵館、1847）。

写真 3.5.2　瀬ノ下での工事の際に出土した木杭。昭和期まで存在した渡船の渡し場の
石積護岸の一部として使用されていたと考えられる。

写真 3.5.5　恵利堰下流側の床固めの状況。コンクリートブロックのごつごつした姿が
目立ち、往時の堰の姿とはかけ離れたものとなっている。

図 3.5.1　吉井エリアの江戸後期の状況。川に沿って多数の水制工が設けられているの
がわかる（出典：筑後川絵図、久留米市文化財収蔵館、1847）。

写真 3.5.1　感潮区間にある石造の荒籠。今日も小規模な舟溜まりや水深の調整のため
に機能している。

写真 3.5.4　筑後川温泉前にあるコンクリートブロックを用いた水制。上の写真と比較
すれば、その景観上の価値の違いは明らかである。

写真 3.5.3　今日の山田堰。昭和 28 年の大水害で大きな被害を受けたが、コンクリー
トに大ぶりの玉石を埋め込む工法を採用することにより、往時とほぼ同じ姿に再生さ
れた。二本の舟通しも残されている。

るコンクリートブロックの姿は、自然界には存在しない角ばった

人工的な形状をしており、決してよい景観ではありません（写真

3.5.4、3.5.5）。
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写真 3.5.6 は、平成 22 年に河床の深掘対策として吉井出張所

が実施した石造の水制です。コア材にはコンクリートブロックが

使用され、その外側には付近の山の丁場から産出された切石が見

事に組み上げられています。下流側には新たな州が形成され、そ

の端部に沿って多数の水鳥が羽を休める姿が見られます。治水

面、景観面だけでなく、「3.3 低水路と水際部のデザインについて」

で示した豊かな環境の創出という面でも優れた取組みです。

この例からも言えるように、今日でも石や木材を活用した水制

や根固めは十分に可能です。石材や木材に比べ、コンクリート二

次製品は設計も工事も簡単です。コスト的にも石材よりも有利な

ことが多いと考えられます。しかし、コンクリート二次製品だけ

に頼っていたら筑後川の風景が良い方向に向かっていくことはあ

り得ません。「石は過去のもの。今はコンクリート」という固定

観念に捕われることなく、歴史的工法と今日の技術をうまく併用

すること、また 3.3 に示した低水路および水際空間のデザインの

考え方と組み合わせていくことで、景観面ばかりでなく、環境的

にも変化に富み、優れた河川空間を創出することが可能です。

写真 3.5.6　吉井エリアにある新設の水制。土砂堆積を改善する目的で出張所の工夫に
より整備された。付近の石切場産の石材が使用されており、周囲の風景によく馴染ん
でいる。

3.5.2　水制工・床固め工・根固め工等の景観設計上の心得

①筑後川には、水制工や床固め工・根固め工に古くから用いら

れてきた歴史的な技術があること、そしてその多くは今日も残さ

れており筑後川の景観をかたちづくる重要な要素の一つになって

いることを理解する。

②歴史的な技術は地元で入手可能な石材や木材等の材料を巧み

　　に利用したものであることを理解する。

③山田堰等著名な歴史的堰は今日農業土木分野に属するが、そ

　　うした専門の垣根を越えて学ぶべきことは学び取る。

④コンクリート二次製品など入手の容易な材料ばかりで設計を

　　考えるのではなく、石材や木材を用いた歴史的な技法を学び、

　　これからの時代に合った使い方を工夫していく。

⑤筑後川のどこでも同じやり方で臨むのではなく、場所毎にそ

　　こに相応しい河川景観のあるべき姿をよく考え、採用する工

　　法や設計を工夫していく。



第Ⅲ部　全エリア別の景観特性と整備方針　／　3.5　水制工・床固め工・根固め工等について

113

写真 3.5.7　安田川に設けられた巨石を用いた水制工。吉井のようにセグメント 1に近
いエリアでは、こうした手法も可能である。

写真 3.5.10　城原川で用いられている木製の水制。

写真3.5.8　2005（平成17）年度に修復が完了した嘉瀬川の石井樋。遺跡調査をもとに、
細部まで形状が検討された。嘉瀬川ダム工事の発生材を利用した石の床固めがなされ
ている。

写真 3.5.11　佐賀平野のクリークの土留め壁として使用されている杉板と杉杭。

写真 3.5.9　今日の大石堰。江戸時代に築造された斜め堰は、1953（昭和 28）年の大
水害で大きく損傷し失われた。写真はその後に建設された新しい堰である。水激を受
ける弱い部分にはコンクリートを多用しているが、越流部などの目に見える部分には
見事な局面で切り石が張られている。

写真 3.5.12　石井樋で用いられている木板と木杭を用いた土留め擁壁。「土木」と書く
ように、かつては木は石や土とともに主要な材料であった。最近は二酸化炭素排出量
規制等による国産木材の利用推奨もあって、土木分野でのこうした木材の利用が再び
広がりつつあり、工夫次第で様々な用い方が可能である。

3.5.3　水制工・床固め工・根固め工等の景観設計上の原則

①新たに水制・床固工等をおこなう際には、材料の中に地場産

　　出の石材や木材を用いるよう努めること（写真 3.5.7）。

②石材を用いる際には、過去に築造された同種の石造構造物の

　　工法や使用している石の産地・材質等を十分参考にすること

　　（写真 3.5.8）。価格の有利性のみから安易に輸入石材は用い

　　ないこと。

③やむを得ずコンクリートを使用する場合でも、表面を自然石

　　で覆う等の工夫をすること（写真 3.5.9）。

④既存のコンクリートブロック類は、今後の補修・改修等のな

　　かで、できるかぎり石材を活用したものと置きかえていくこと。

⑤近年、杉を中心とした国産木材の防腐技術は目覚ましく進展

　　している。こうした木材は、基礎杭や土留め壁、水制の材料

　　として使用が可能であり、景観面からも川の風景に馴染みや

　　すい材料である。地場木材加工品を積極的に活用すること（写

　　真 3.5.10、3.5.11、3.5.12）。
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3.6.1　樋門・水門の景観設計上の課題

筑後川本川には筑後川河川事務所管轄のものを中心に多数の樋

門・水門が存在しています。そのうち 1990（平成 2）年以前に

建設されたものの上屋は、概ね 1977（昭和 52）年制定の旧建設

省土木構造物標準設計第 3・4巻に示された標準設計をもとに九

州地方整備局が作成した標準設計図（図 3.6.1）に従った陸屋根

形状となっています。当時の設計は機能が形態に現れたものでし

たが、その結果として、写真 3.6.1 の床島用水第２樋管樋門のよ

うにシンプルで周辺の景観に馴染んだものが今日でも残っていま

す。

1991（平成 3）年、勾配屋根とステンドグラス風の窓が特徴

的な小森野樋門（写真 3.6.2）が築造されて以降、筑後川では様々

な形状の樋門が建設されていくことになります。切妻屋根、寄棟

屋根、曲線屋根、腰折れ屋根等、屋根形状は多様化し、壁面の仕

上げにも凝ったものが多数出現しました（写真 3.6.3）。樋門より

も大型となる水門でも状況は同じで、井延川水門や花宗水門のよ

うに遠距離からでも識別できるほど目立つ形状をしているものが

作られました（写真 3.6.4、3.6.5）。

こうした傾向は筑後川に限定したことではなく、この時期日本

全国でそれまでの標準設計とは大きく異なる形態の上屋を持った

樋門が多数建設されています。これは景観設計という概念を形状

の操作や表面的な装飾をおこなうことであると誤解した当時の河

川管理の現場の状況が反映されたものでした。また社会経済状況

がいわゆるバブル期に当たり、河川管理関連の予算が潤沢であっ

たことも一因として挙げられるでしょう。

水平性が卓越している河川景観の中で、鉛直性の強い樋門や水

門はそれだけで目に付きやすい傾向がありますが、この時期に建

設された樋門や水門の多くは、特異な形態としたことによりさら

に目立ち易くなってしまっています。

3.6　樋門・水門について

図 3.6.1　1977 年制定の旧建設省土木構造物標準設計で示された樋門操作室の図面の
一例。シンプルで機能的な設計思想が採用されている。

写真 3.6.1　片ノ瀬エリアにある床島用水第 2樋管樋門。1977 年の基準で設計されて
いる。装飾性が全くなく、エイジング（経時変化）により、コンクリート表面が落ち
着いた表情となっているため、周辺の河川景観の中にあって、目立たない構造物となっ
ている。門扉も同様に最初の鮮やかな青でわなく白けた色に褪色しているため、さほ
ど気にならない。

写真 3.6.4　1990 年に建設された井延川水門。原鶴温泉のイメージを出したかったの
か、鳥が羽を広げたように見えないこともない形態を備えている。それも含めて、こ
の水門のデザインの大きな問題は、本来川が主役となるべき河川景観の中にあって、
水門自身が強い自己主張をしている点にある。その結果、せっかくの原鶴温泉周辺の
美しい河川景観が、大きく損なわれてしまっている。

写真 3.6.3　筑後川流域に存在する様々なデザインの樋門・水門。どれも形態に何らか
のデザイン的な意図があるように見えるが、一貫性がないため、結果として筑後川の
河川景観を大きく混乱させてしまっている。

写真 3.6.2　平成 3年に整備された久留米エリアにある小森野樋門。当時の世相を反映
して、過剰な装飾が施され、存在感の極めて強い構造物となっている。

写真 3.6.5　大川エリアにある花宗水門。おそらく筑後川流域で一二を争う自己主張の
強い水門。稚拙なデザインの三角屋根がずらりとそびえ立つ姿には、筑後川の風景と
の脈絡は何ら感じ取れない。
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2003（平成 15）年以降、筑後川では上屋の形状が切妻屋根に

収束していきます。壁面についてもコンクリート打ち放しのもの

が主になっていきます。これは、当時筑後川河川事務所内でそれ

までの過度に装飾的なデザインに疑問の声があがったことと、不

況の続く世相を受けて予算の制約が厳しくなったことによるもの

です（以上のうち、筑後川における樋門の形態の変遷については、

図 3.6.2 を参照のこと）。

景気の浮き沈みはいかんともしがたいものですが、治水上から

整備の必要な樋門・水門、あるいは補修・改築をおこなっていく

必要のある樋門・水門については、今後も優先順位の高いものか

ら確実に整備していかなければなりません。しかし、樋門や水門

の設計において景観上どのようなことに留意すべきかについての

明確な方針が確立されないまま、場当たり的な樋門・水門形状の

採用がその都度担当者の判断でおこなわれる状況は、避けなけれ

ばなりません。

具体的でわかりやすい樋門・水門の景観設計の方針を立て、そ

れを長い期間にわたり適用し続けることによって、少しずつ筑後

川の景観をよい方向に改めていくことが求められています。

3.6.2　樋門・水門の景観設計と補修上の心得

ここでは、全エリアに共通する樋門・水門の景観設計と維持管

理における基本的な考え方を「心得」としてまとめています。

①筑後川の風景の主役はあくまでも川そのものであり、樋門や

　　水門はその付属物にすぎない。治水・利水上は必要な施設で

　　あっても、景観的には「無いにこしたことはない」余計なも

　　のなのであるということをよく理解する。

②様々な手法を用いて存在感を極力小さくする工夫をすること

　　が樋門・水門の景観設計をおこなう際の基本であることをよ

　　く理解する。
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 以後，上屋形状が多様化する．　

2003年(H15)～
 上屋の形状が切妻屋根に収束する．

図 3.6.2　筑後川における樋門形態の変遷（出典：羽野 暁－樋門上屋の設計思想の変
遷に関する研究－筑後川・矢部川を対象として－、九州大学修士論文、2009）

③構造や機能を損なうことなく、景観的に望ましい構造物を設

　　計することは、十分に可能であるということをよく理解する。

④平面図や立面図などの図面に頼るのではなく、現地をよく観

　　察し、どうすれば目立たないものを作れるかをしっかり考える。

　図面を携えて建設予定地点に出向き、構造物が図面通りにで

　　きあがった場合に実際の風景の中でどのように見えるかを担

　　当者自らが検証することで、隠れた問題を発見し回避するよ

　　う努めること。

⑤景観ベースマップを活用する

　各エリアの景観ベースマップには、既存の樋門・水門で景観

　　上望ましいデザインがなされているものに「 」マークが、

　　問題のあるデザインのものに「 」マークが付けられていま

　　す。判断の参考にしてください。「 」マークがついている
　　ものについては、今後の補修・改修の機会に、問題点を改善

　　していきましょう。
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3.6.3　樋門・水門の景観設計の原則

通常、樋門・水門は、その機能上、長い門柱の上に操作室が載っ

た形状をしており、頭デッカチで縦長の構造物である。こうした

構造物が水平性が卓越している河川景観の中に設置されると、否

応なく目立ってしまう。樋門・水門の景観設計上の要点は、機能

からくるこのような形態的な課題をいかにして軽微に見せるかと

いうことである。

そのための基本的な原則を以下に示す。

①操作室をできるだけ小さくすることで頭デッカチを軽減する。

②操作室底面の高さをできるだけ低く抑える（堤防天端の高さ

　　と揃える）。

③操作室と門柱の幅を揃えることで、鉛直方向に伝わる力の流

　　れを素直に表現し、踏ん張りの効いた安定感のある姿にする。

④鉛直方向の力の流れの雑音となる水平方向の構成要素（横長

　　の窓や目地など）を減らす。

⑤三角や円弧など意匠的な形態、斜めのラインのような不協和

　　な線を排除する。

⑥ RC造打ち放しで仕上げるなどして明度・彩度を落とし、目

　　立ちにくくする（年数を経たコンクリートの表面のような白

　　灰色は自然界の中で目立たない色であるといわれている）。

⑦機能上不必要なものは極力排除する。

3.6.4　樋門・水門の景観設計上の留意事項

以下に、上記の 7点に照らして重要となる留意事項を樋門・

水門の個別の構成要素毎に示す。

①操作室建屋
・ 門柱部とともに RC造打ち放し仕上げを基本とする。これに

　　より門柱との視覚面、エイジング（経時変化）面での一体化

　　を図るとともに、施設の堅牢性も確保する（写真 3.6.6、3.6.7、

　　図 3.6.3）。

・ 屋根部の形状はフラット（水平）とし、庇は設けないことを

　　基本とする。

・ ラック棒タイプの場合、屋根に設けるラック棒カバーは必要

　　最低限の幅・長さとすること。色は無彩色を基本とし、操作

　　室入り口扉、管理橋門扉他の金属部分と同一の色・仕上げと

　　すること。

・ 内部空間の平面形状および天井高さは、内部の機械等のサイ

　　ズとそれらを操作するのに必要な最低限の幅・奥行き・高さ

　　に納めることを基本とする。

写真3.6.7　上の樋門を背後からみたもの。操作室扉、門扉、ラック棒、ラック棒カバー、
管理橋などの金属部分が灰白色を基調とした低彩度の色でまとめられており目立たな
い。川側水路の転落防止フェンスの白色が惜しいところ。

写真3.6.6　片ノ瀬エリアの竹松樋門。基本構造すべてに打ち放しコンクリートを用い、
意匠性を排除したシンプルで機能的な形態にまとめられている。門柱の幅と操作室の
幅が揃っているため、すっと立ち上がったように見え、頭でっかちなバランスの悪い
印象を回避している。

・ 窓は力の鉛直の流れを感じさせる縦長窓（引き上げタイプま

　　たは押し出しタイプ）とすることを基本とする（図3.6.3、3.6.5）。

　　既製品でかまわないが、サッシ部の色は無彩色、白灰色を基

　　本とし（溶融亜鉛メッキ艶消し仕上げなど）、操作室入り口扉、

　　管理橋、門扉等他の金属部分と同一の色・仕上げとすること。

・ 窓の数は、操作室内部から外の様子を監視する上で十分な開

　　口が設けられるよう操作室の大きさに応じて適宜設けるが、

　　窓の配置は操作室の窓設置面においてシンメトリーとなるよ

　　うにすること（図 3.6.5）。

図3.6.4　操作室の大きさは、内部での作業性に支障のない範囲でできるだけ小さくし、
門柱の幅と揃えることを基本とする。門柱との接続部に斜めの面は設けない。

図 3.6.5　操作室の窓は縦長窓を基本とする。必要に応じて数を増やし、採光や監視の
しやすいデザインとする。

図 3.6.3　外形線、目地、窓など鉛直線が基調となった形態とすること、頭部（操作室）
の大きさと門柱の太さとのバランスをとること、門柱の間隔と操作室の幅を揃えるこ
と等により、安定感があり力の流れが素直に現れたシンプルなフォルムとなる。
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・ 入り口は外開き扉とし、無彩色、白灰色を基本とする（溶融

　　亜鉛メッキ艶消し仕上げなど）。

・ 建屋四隅の鉛直ラインには流下物その他の衝突による欠損を

　　避けるため 30ミリ程度のハンチを設けること。ラウンディ

　　ング（隅角部を丸く面取りする）は不可。

・ 構造目地のうち鉛直方向は、操作室窓のライン、門柱のライ

　　ンなどに合わせて設けること。また水平方向は、操作室窓の

　　ライン、操作室床スラブ上面、天井スラブ下面のラインなど

　　に合わせて設けること。型枠配置、Pコン配置もこれらに合

　　わせて整然と配置すること。

②門柱
・ 四角柱断面を基本とし、操作室の幅に揃えて設置する（操作

　　室の側壁と門柱の外面が同じ面となる）ことを基本とする（図

　　3.6.4）。

・ 操作室全面及び側面の幅と門柱の太さとのバランスに留意す

　　ること。

・ 四隅には流下物その他の衝突による欠損を避けるため 30ミ

　　リ程度のハンチを設けること。ラウンディング（隅角部を丸

　　く面取りする）は不可。

・ 過剰にならない範囲で、スリット等の縦のラインを付加する

　　ことは可。

・ 操作室と門柱の結合部（隅角部）には原則として斜めのハン

　　チ面は設けない。

③管理橋
・ 管理橋は水平に設置することを基本とする。操作室側が高く

　　なる場合、堤防側に高さ調整の階段を設置（操作室側は不可）

　　することで、管理橋本体は水平に設置すること（図 3.6.6、

　写真 3.6.8、3.6.9）。

・ 構造は鋼単純梁を基本とする。梁の厚みを薄く見せる（軽く

　　見せる）ため、手摺取り付け部に地覆は設けない等の工夫を

　　すること。

・ 手摺りはピッチの揃った縦桟を基本とし、トラスのような斜

　　材は入れないこと。

・ 色は全て白灰色を基本とする（溶融亜鉛メッキ艶消し仕上げ

　　など）。

④門扉
・ 無彩色、白灰色を基本とする（溶融亜鉛メッキ艶消し仕上げ

　　など）（写真 3.6.10、3.6.11）。

・ 井桁状などの構造が川側から見えるように設計すること。こ

　　れにより面が細分化され、ノッペリとして単調な印象が軽減

　　されることを企図する。

⑤堤外水路導流壁
・ 導流壁壁面は鉛直な RC造打放し仕上げを基本とする。壁面

　　頂部は、周辺との納まりを良くするため、隣接堤防法面・高

　　水敷面よりも 5センチから 10センチ程度高く突出させ、両

　　隅には 30ミリ程度のハンチを設けること。ラウンディング

　　（隅角部を丸く面取りする）は不可。

・ 転落防止柵は流下物の衝突に対しても十分な強度を備えたシ

　　ンプルなパイプ手摺とし、縦桟のものを設置すること。色は

　　白灰色または艶消し黒を基本とする（溶融亜鉛メッキ艶消し

　　仕上げなど）。

⑥堤防法面保護工
・ 堤防法面保護工が必要となる場合、材質・形状は既存の法面

　　構造に揃えることを基本とする。石積み、石張りであれば、

　　同じ石材、同じ積み方で仕上げること（写真 3.6.12）。コン

　　クリート二次製品仕上げであれば、それと同じもので仕上げ

　　ること。

・ 現状が土羽の場合で強度上法面に保護工が必要な場合には、

　　実績の良好な緑化ブロック（強度上問題が無く緑の復元が良

　　好なもの）を用いる等により、早期の緑化に努めること。

写真 3.6.8　片ノ瀬エリアにある大刀洗排水機場吐水樋門。全体に小ぶりで、シンプル
な設計がなされていること、操作室、ラックカバー、門柱、管理橋等が統一感のある
設計でまとめられていること、意図的な意匠性が感じられないこと等々の工夫が読み
取れる。その結果として、写真 3.6.3 の事例と比較して明らかに存在感の小さな樋門
が実現されている。

図 3.6.6　管理橋は水平に設置することを基本とする。操作室入口と堤防天端の高さが
揃えられない場合には、管理橋堤防側にステップを設けて高さを調整し、管理橋本体
は水平となるようにする。

写真 3.6.10　門扉には「水の色は青」という素直な発想で青系統の色が採用されるこ
とが多くある。しかし、樹木や石など自然の色が主体の河川景観のなかでは、彩度の
高い門扉は遠距離からでもとても目立ってしまう。

写真 3.6.11　久留米エリアにある古い樋門。操作室がなく、門扉も土の色に近い赤錆
た色であるため、目立たない。コンクリート構造の擁壁や門柱もエージングにより風
景の中に溶け込んでいる。

写真 3.6.12　管理用の階段を法面保護工の中に設けると、この写真のように雑然とし
た印象となってしまう。既存堤体との境界部に設ければ、樋門からの距離は若干長く
なるが、階段が異なる堤体表面の切り替え装置として機能し、景観的にまとまり感が
でてくる。

写真 3.6.9　大刀洗排水機場吐水樋門を側面から見たもの。二連の操作室をシンプルな
形態にまとめられた L字型の管理橋で繋いでおり、すっきりとした印象となっている。
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⑦高水敷保護工
基本は⑥の堤防法面保護工と同じとする（写真 3.6.13）。洗掘

対策上土羽や緑化ブロックを用いることが困難な場合には、既存

の高水敷表面よりも少し低い面で構造上十分な保護工をおこな

い、その上に土羽、玉石等を載せたかたちで仕上げ、早期の緑化

を目指すこと。

⑧特殊な形式の場合
貴重な歴史的遺産等の周辺等で一般的な門柱型の樋門は景観上

好ましくない場合がある。そうしたケースでは、遠隔操作型フラッ

プゲートタイプのように堤体内部に埋め込むことができるものを

採用するなど、十分な検討をおこなうこと（写真 3.6.14、3.6.15）。

⑨大型水門を改修・新設する場合
大型の水門は樋門に比較して河川景観に与える影響が大きい。

水門を改修・新設する際には、計画段階から景観委員会に諮り指

導を受けること。

⑩その他
・ 樋門に観光サインや地元の特産物の形をかたどった化粧版等

　　は用いない（写真 3.6.16）。地元から設置の要望が出された

　　場合には、樋門の河川景観上の位置づけ、役割を説明し設置

　　しないことへの理解を求めること。

・ 照明、監視カメラ、アンテナなどの付属物は、できるだけま

　　とめて目立たないように配置すること。色は白灰色（溶融亜

　　鉛メッキ艶消し仕上げなど）または艶消し黒を基本とする。

写真 3.6.13　樋門周辺の高水敷保護にコンクリートブロックを張った事例。周辺の緑
との間に強い違和感がある。石積みの採用、緑化ブロックの採用等により回避するべ
きである。

写真 3.6.15　瀬ノ下樋門の操作室。堤内地に置かれており、既存の街並みと合わせた
デザインを採用している。

写真 3.6.14　久留米エリアの瀬ノ下樋門では、水天宮周辺の歴史的景観を保全する目
的でフラップゲートタイプを採用している。

写真 3.6.16　片ノ瀬エリアにある大刀洗水門。管理用階段に取り付けられたコスモス
の絵柄により、この水門は否応なく目立ってしまっている。
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3.7　標識類のデザインについて

3.7.1　標識類の現状と課題

現在、筑後川河川区域内には、様々な標識やサインが存在して

います。

これまで河川管理者は、利用者の安全・安心に資するよう、注

意喚起や啓発などのために標識を設置し情報を提供してきました

が、その意図が必ずしも利用者に伝わらないなど、情報提供の

内容や標識のデザイン等に課題があります（写真 3.7.1、3.7.2、

3.7.3）。

九州地方整備局では、「『川の標識』の管理と整備に関するガ

イドライン」を作成しています（最新は平成 24年 8月改訂版）。

ほとんどのサイン類、標識類はこれを手引きとすることで改善が

可能です。

一度にすべてを改善するということは現実的ではありませんが、

日常の業務の中で、少しずつ改善していくことで、十年後、二十

年後に今よりも優れた河川景観にしていくことは十分可能です。

3.7.2    サイン類、標識類の景観設計上の心得

①開放的な河川空間においては、標識類、サイン類は目立ちが

　　ちである。主役である河川景観の邪魔にならないよう十分な

　　配慮をする必要があることをよく理解する。

②同じ目的で標識やサインを設置する場合であっても、そのデ

　　ザイン次第で河川景観にプラスにもマイナスにもなるという

　　ことを理解する。

③一つ一つは小さくとも、多くの標識やサインが存在すると河

　　川景観に与える影響は大きなものになるということをよく理

　　解する。

写真 3.7.2　用語が専門的すぎるほか、情報量が多くわかり難い。利用者にとって本当
に必要な標識かどうか検討が必要である。

写真 3.7.1　「水制」などの専門用語は利用者には理解し難い。ひらがなを多用すると
かえって読みにくい。

写真 3.7.3　すでに一般に認知されている事柄を標識で示す必要があるかどうかの検討
も必要である。
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3.7.3　標識類の景観設計上の原則（一部「『川の標識』の管理と整備に関するガイドライン」からの抜粋）

①九州地方整備局で整備している「『川の標識』の管理と整備

　　に関するガイドライン」の指針に従って製作・設置すること

　　を基本とする。

②原則として標識は削減する。河川には多くの「川の標識」が

　　設置されているが、内容がわかりにくいものや、必要性が低

　　下したもの、維持管理がされていないものも多く、効果より

　　も、むしろ景観を乱しているとの指摘がある。このため「一

　　部の住民から要望されたから設置する」という姿勢から脱却

　　し、真に必要な標識かどうか、地域の総意であるかなど、現

　　場状況を踏まえ、その必要性を厳格に判断して、設置の要否

　　を決めること。必要性のない標識は在置せず、直ちに撤去す

　　ること。

　　既存のものであっても、必要性が低いと判断できる看板や

　　標識は、撤去していくこと。それが周辺自治体等のものであ

　　る場合には，撤去すべきことを認識していただけるよう働き

　　かけること。また更新時にも、引き続き設置が必要かどうか

　　を十分に検討し、必要性の低下した標識は存置しないこと。

③管理道路、スロープ、階段等の人や車両が通行するための設

　　備で、舗装面に標識、サインに類するメッセージや意匠的な

　　色彩や模様を描いてはならない（写真 3.7.4、3.7.5）。

④安全・安心に関わる標識のデザインは厳格に統一する。学習

　　効果によって利用者が標識を容易に判別できるようにするた

　　めに、すべての河川の「禁止標識（赤系）」と「注意喚起標識（黄

　　系）」のデザインを厳格に統一し、独自にピクトグラム（図

　　記号）を変更しないこととする。またピクトグラムを採用す

　　る「啓発標識（緑系）」についても、これに準じること。

　　ピクトグラムのデータはイントラネットからダウンロード

　　し、改変せずに使用すること。なお現場に合ったピクトグラ

　　ムが無い場合には、河川部と協議して新しいピクトグラムを

　　制作すること（図 3.7.1、写真 3.7.6）。

⑤サイン類、標識類の構造材については、従来から用いている

　　金属材に加え、地域資源の活用、景観との調和等の観点か

　ら、木材の積極的な活用を図っていくこと（図 3.7.2、3.7.3、

　　写真 3.7.7）。

写真3.7.4　護岸に描かれたカッパの絵。確かにカッパは筑後川にまつわる伝承のひと
つであるが、短絡的にその絵を大きく描いてしまっては、河川景観に馴染まないだけで
なく押し付けがましくすら感じられる。かつての瀬や淵を再生し環境を甦らせ、カッパ
がいてもおかしくないような風景を創出することこそ我々の取るべき道である。

写真3.7.5　このような絵柄が配されてしまうと、本来の主役である川の風景ではなくこ
ちらに目がいってしまう。川の風景からカッパを連想する人がいてもいいし、子供時代
を連想する人がいてもいい。それは市民の自由であり、そうした自由に散策できる場を
求めて市民の皆さんは川を訪れる。そこにこうした押し付けがましいものは不要である。

写真 3.7.6　ガイドラインに沿って設計・据え付けされた標識の例

図 3.7.2　ガイドラインに示されている構造材がスチールまたは SUS の場合の取り付
けイメージ。

図 3.7.3　ガイドラインに示されている構造材が木材の場合の取り付けイメージ。

写真 3.7.7　遠賀川水辺館前に設置されている木製の案内板。二酸化炭素排出量の削減
や森林保全のために、近年地場木材を有効活用が求められるようになっている。木材
の防腐処理技術の進歩により、従来は痛みの早い材料として用いにくかった国産杉材
や檜材を屋外設備に使用することが可能になっている。木材は河川景観とも馴染みが
良い材料でもある。工夫して様々な用途に使っていくこと。

図 3.7.1　九州地方整備局「『川の標識』の管理と整備に関するガイドライン」に示さ
れている統一デザインのピクトグラムの例。一目で内容が伝わり、自然景観の邪魔を
しないデザインが採用されている。
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⑥川の標識を更新または新規に設置する場合は、事務所の川標

　　プロジェクトリーダー（標識担当）を交えて、検討を行うこと。

⑦「『川の標識』の管理と整備に関するガイドライン」に示さ

　　れていないものについては、どのようなデザインが望ましい

　　かについて担当者が勝手に判断してはならない。必ず「『川

　　の標識』の管理と整備に関するガイドライン」に従うか、景

　　観委員会の指導を受けること。

⑧治水の歴史、舟運の歴史、地域の川にまつわる伝承などにつ

　　いては、市民の川への関心を喚起するために積極的に設置し

　　ていくべきであるが、その際、異なるデザインのものが氾濫

　　することを避け、既存の優れたものを参考とすること。情報

　　を正しく伝えることにのみ留意し、目立たせるための装飾的

　　なデザインや色、素材の使用は避けること（写真 3.7.8）。

⑨河川利用者にとってわかりやすく、景観上も調和したものと

　　するためには、標識のデザイン等を可能な限り統一する必要

　　があるため、県や市町村、河川区域の占用者等にも積極的に

　　情報を提供して、標識の更新時等には、本ガイドラインに準

　　じた対応が図られるように調整をすること。

写真 3.7.8　瀬ノ下の石積み護岸に埋め込まれている銅製のプレート。かつてこのあた
りに渡し舟があったことを示している。地域の歴史を物語るこうしたサインは、地元
の人々から喜ばれ、来訪者の多くも興味を示すものである。長く残るようよい材料を
用いきちんとデザインされたサインを設置することは、今後も広く展開していくべき
ことである。
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[ 第Ⅳ部 ]

景観カルテの作成手順

第Ⅳ部
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4.1 景観カルテとは

九州地方整備局では、2007（平成 19）年 4月に「景観形成管

理システム運用（案）」を設置し、直轄事業の初期から完成まで

一貫して良好な景観形成を図ることを目指したシステムを構築し

ました。

その中に景観カルテという仕組みがあります。これは、全ての

直轄事業を対象に、事業の計画段階から供用段階に至るまで、景

観形成の取組みを記録・検証していくための仕組みです。また、

事業の景観形成の進捗状況を管理するチェックリストとしての機

能も持っています。

事業途中で担当者が異動するようなことがあっても、医者が患

者を引き継ぐときと同じように、このカルテにより事業における

景観設計の考え方や手法を引き継いでいくことが可能になりま

す。また、景観カルテは事業完了後も保存し、類似の事業をおこ

なう際の参考にすることや、同じ事業で改修をおこなう際等に取

り出して貴重な資料として活用することも目指しています。

この手引の第一部 1.2 に示した景観設計の流れの各段階を作業

日誌のように順次記述していけばよいのです。

4.2　景観カルテの構成

景観カルテは以下の各項から成り立っています。

①事業概要
事業の目的、事業箇所、施設の基本諸元などを説明する部分で

す。施設の全体像が把握できる地形図や現況図等もここに掲載し

ます（A3横で掲載）。

②景観に関する基礎情報
本手引きの第Ⅱ部に示したエリア毎、施設毎の特性その他につ

いての解説の中から、対象事業に関係する事項を抜きだし記載し

ます。景観ベースマップの該当事業周辺部分のコピーも掲載しま

す（A3横で掲載）。

③目指すべき景観の方向性
ここには景観設計方針を記載します。これは後に続く具体的な

設計を進める際のスタートラインになります。前述の『景観に関

する基礎情報』を総合的な視点から俯瞰した上で、『利用状況や

これまでの歴史を踏まえると、対象地周辺の主役とすべき景観は

△△であるため、対象施設は○○（方向性）とする』といったよ

うな具体的な文章で記述します。

④目指すべき景観を実現するための方針
前述で設定した景観設計方針の具体的内容を記述する部分で

す。具体的と言っても、この段階で各要素の仕様などの詳細部分

を記載するのではなく、それら検討するための配慮事項を記述し

てください。この項を記述する段階では、施工性・経済性への配

慮や、構造基準等との整合性については考慮する必要はありませ

ん。

⑤設計段階における留意点・検討事項　
前項の各事項に対して、具体的にどのような対応・工夫をする

かを記述する部分です。この段階ではイメージでなく、『◇◇の

ためにこういう理由で◎◎とした。』といったように、具体的な

採用理由や検討経緯等をわかりやすく記述してください。検討に

用いた事例写真や過去の記録等があれば、コピーを載せ出典を明

示してください。

⑥方針との整合
③と④で設定した景観設計方針の実現に向けて⑤に示した対応

や工夫をおこなった結果として、設計段階においてどのような成

果が得られると期待できるかを、わかり易やすく記述する部分で

す。重要な視点場から見た時の現況写真と完成時の予想パースを

比較するなどの工夫をしてください。

⑦施工段階における留意点・検討事項
施工段階に先立って、図面には表現しきれないディテールや施

工上の留意事項、設計意図通りの施設を作るために施工段階で必

要な留意事項等を記述する部分です。

例えば、「図面では、塗装色を＊ 1としているが、施工現場で

＊ 1～＊ 3のサンプルを比較し、◇◇と最も整合するものを採

用すること」といったような具体的な施工段階での留意事項を記

載してください。

こうした事項はすべて、施工図にきちんと反映させる必要があ

ります。カルテのこの部分では「以上は施工図を参照すること」

と明記し、施工図にもこうした説明書きを丁寧に付記してくださ

い。

枚数など気にせず、とりあえず全てのことを記録していきま

しょう。

景観カルテは、景観委員会の説明資料（この説明は全ての事業

を対象に実施されます）としても使用しますが、そのことを気に

するあまり良いところだけを抜き書きしても意味がありません。

時間をかけてやってみたがうまくいかなかったことは、今後の事

業を担当する人には重要な教訓です。なぜうまくいかなかったの

かをきちんと書き残しましょう。

次ページから、景観カルテ作成のポイントについて、平成22年

に作成された樋門の事例（抜粋）を用いて解説します。なお、こ

の事例は、本手引きの制作以前に作成されたものであるため、本

手引きの記述と整合していない部分もあることに注意して下さい。
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第Ⅳ部　景観カルテの制作手順
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既存の風景の特性が的確に整
理されている。

既存の風景の特性が的確に整
理されている。

現地の利用状況について詳細
に把握できている。
→景観設計上重要！

現地の利用状況について詳細
に把握できている。
→景観設計上重要！
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第Ⅳ部　景観カルテの制作手順

本手引きに掲載している古絵図
を利用した、場所の履歴の調査
がなされている。

現地の履歴をよく調べたうえで、
景観設計の参考としている。

客観的、合理的な分析により、
主要な視点場を選定している。
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明確で具体的なデザインの目標と
方向性が設定されている。

景観設計の方針が個別具体的に
示されている。
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第Ⅳ部　景観カルテの制作手順

景観設計を行う際に留意すべき点が
個別具体的に示されている。

前記の各留意点に対応したわかり
やすい説明が付されている。
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目立たせないための工夫
前述の方針に従って、ディティールの
デザイン検討が適切に行われている。

操作時の利便性と、デザイン性の
両立を図るための工夫
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第Ⅳ部　景観カルテの制作手順

主な視点場からの見え方についてCGを
用いた評価を効果的に実施している。
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委員会等で出された課題を
きちんと引き継いでいる。
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行政資料
エリア 資料名 策定・発行主体 策定・発表年
筑後川流域 筑後景観憲章 福岡県・筑後地域 16市町村 2006

筑後川流域景観テーマ協定 福岡県　 2009
筑後川流域景観計画 福岡県　 2010
筑後川改修事業 国土交通省 九州地方整備局 2008
筑後川水系河川整備基本計画 国土交通省 九州地方整備局 2001
筑後川水系河川整備計画 国土交通省 九州地方整備局 2006
筑後川中流域未来空間形成計画 筑後川中流域未来空間形成計画検討協議会 2008
筑後川下流域未来空間形成計画 筑後川下流域未来空間形成計画検討協議会 2007
『川の標識』の管理と整備に関するガイドライン　第 3版 国土交通省 九州地方整備局 2012
河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関する資料 国土交通省 河川局河川環境課 2006

日田 日田市総合計画 日田市 2007
隈地区都市景観形成ガイドライン 日田市 2000
日田市景観計画 日田市 2011
日田小鹿田焼の里景観計画 日田市 2006

吉井 うきは市景観計画 うきは市 2011
うきは市総合計画 うきは市 2011

片ノ瀬 大刀洗町農業振興地域整備計画 太刀洗町 2000
大刀洗町総合計画 太刀洗町 2010
朝倉市総合計画 朝倉市 2008
朝倉市地域防災計画 朝倉市 2000
朝倉市過疎地域自立促進計画 朝倉市 2010
朝倉市観光基本計画 朝倉市 2008
朝倉市環境基本計画 朝倉市 2009

久留米 みやき町総合計画 みやき町 2007
みやき町国土利用計画 みやき町 2007
みやき町都市計画マスタープレン みやき町 2009
久留米市中心市街地活性化基本計画 久留米市 2008
久留米市環境基本計画 久留米市 2011
久留米市国土利用計画 久留米市 2006
久留米市新総合計画 久留米市 2005
久留米市みどりの里づくり基本計画 久留米市 2011
久留米市景観計画 久留米市 2010
久留米市観光・コンベンション振興基本計画 久留米市 2006

大川・諸富 佐賀市景観計画 佐賀市 2006
佐賀市都市景観基本計画 佐賀市 2012
佐賀市都市計画マスタープラン 佐賀市 2010
佐賀市みどりの基本計画 佐賀市 2007
佐賀市農村振興基本計画 佐賀市 2008
佐賀市田園環境整備マスタ―プラン 佐賀市 2009
佐賀市総合計画 佐賀市 2009
神埼市総合計画 神埼市 2008
神埼市防災計画 神埼市 2006
大川市長期総合計画 大川市 2010
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