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1. はじめに

1-1この取り組みの目的
　俵ヶ浦半島は、九十九島と佐世保湾に挟まれた地域です。山が
ちな地形のなかに集落や農地、漁港などが点在し、大変風光明媚
な地域です。ここはまた、かつて軍港として栄えた佐世保を外敵
の侵入から守るために多数の砲台や観測所が置かれていた場所
でもあり、それらの殆どは今日も往時の姿をとどめた歴史遺産と
して現存しています。
　近年、こうした美しい風景と歴史遺産をたずねて、多くの人々
が俵ヶ浦を訪れるようになってきています。しかしながら、せっ
かく訪ねてこられても遺産周辺の荒廃や樹木による眺望阻害な
どの問題があり、俵ヶ浦の歴史遺産を十分に楽しんでいただけな
いという問題がありました。また、来訪者の中には、道に迷う人
や誤って民家に入ってきてしまう人、さらには車で細い生活道路
に入り込んで離合できなくなってしまう人などの問題も生じて
いました。
　こうした状況を受けて、俵ヶ浦地区の人々は、佐世保市役所の
協力も得ながら、歴史遺産の一つで集落からもほど近い丸出山観
測所周辺の整備活動に取り組まれています。また、佐世保市でも、
簡単な誘導サインを設置しています。
　本取り組みの大きな目的は、上記のように地域と市役所が連携
して進めてこられた俵ヶ浦地区の散策路整備活動をさらに一歩
前進させるための方策を探り、地域住民主体の継続的な活動とし
て実際に展開していくことにあります。
　この目的を達成するために実施した主な検討項目を以下に示
します。全体の作業のフローは右の図の通りです。

① 実地踏査と資料調査により俵ヶ浦の現状把握を行う。
② 住民ワークショップを開催し、俵ヶ浦に存在する歴史資源、
文化資源、景観資源等の分布状況を整理する。

③ 歴史資源、文化資源、景観資源等を結ぶトレイル（以後散策
路をトレイルと呼ぶことにします）のルート候補を生活道路
や里道の実地踏査と住民ワークショップを通じて洗い出す。

⑤⑥⑦⑧
俵ヶ浦町トレイルルート構築に向けた

住民ワークショップの開催

⑨地域住民による道標設置作業

①俵ヶ浦半島のトレイルルート現状に
関する調査

事前調査
平成 25 年 7月 29 日
平成 25 年 9月 14 日

コスモスウォーク調査
平成 25 年 10 月 20 日

亀の子島ルート調査
平成 25 年 12 月 3日

ワークショップ①
平成 25 年 9月 27 日

ワークショップ②
平成 25 年 11 月 14 日

道標の設置個所とデザインの議論の
ためのワークショップ
平成 25 年 12 月 8日

道標設置に向けた設置位置の調査
平成 26 年 1月 9日

道標制作ワークショップ
平成 26 年 2月 15 日

地域の人々による道標設置作業
平成 26 年 3月 15 日

②③④俵ヶ浦町トレイルルート構築に
向けた住民ワークショップの開催

 

 

 

 

 

 

 

④ トレイルルート整備の優先順位を実地踏査と住民ワーク
ショップを通じて議論し決定する。

⑤ 最初に整備すべきトレイルルートについて、住民ワーク
ショップを通じてどのような誘導システムを採用するかを議
論し決定する。

⑥ 誘導サインのデザインを住民ワークショップで議論し決定す
る。

⑦ 誘導サインの設置箇所を住民ワークショップで議論し決定す
る。

⑧ 地元産木材を用いて住民と九大とで誘導サインを製作する。
⑨ 市民ボランティアの参加も得て誘導サインを設置する。

1-2 この取り組みの作業フロー
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2. 俵ヶ浦半島のトレイルルートの現状に関する調査

2-1事前調査①
日時：平成 25年 7月 29 日
目的：船越町周辺の歴史資源、景観資源の現状の調査
調査員：樋口、榎本、行徳、陳（九州大学景観研究室）
概要：
　船越町周辺を俵ヶ浦トレイルルートの一部として構築可能か
検討するために船越町周辺の景観資源および文化資源の調査を
行いました。調査には、佐世保観光コンベンション協会の富田さ
ん、塩見さんが同行しました。
　まずはじめに西海パールシーから船に乗り込み、海側からの
俵ヶ浦の景観調査を行いました。
　その後、船越町にある古民家を改築したゲストハウスを起点と
し、全長 4km程度のコースを歩き、トレイルルートとなりうる
動線、舗装の状態の確認、視点場等の景観資源や歴史、文化資源
の調査を行いました。
　調査ルートは起点となる古民家から海沿いへ下り、海沿いの道
路、高台の集落の生活道路、集落間をつなぐ公道を通るものです。
海沿いでは、漁船が停泊する船着き場やヨットハーバー、過去に
利用されていたプール、真珠養殖場等が見られます。途中、海神
を祭った神社も点在しています。
　高台の集落周辺では、生活道路や里道から棚田等の農地の背後
に九十九島の広がる景色を見ることができ、現在の俵ヶ浦半島の
生活を十分に感じられるルートになっています。
　勾配が急な部分も数カ所存在しますが、ほとんどの部分で舗装
されており、比較的歩きやすいルートです。一方で、船越町周辺
は、俵ヶ浦半島の中でも集落規模が大きく、民家も多くなってい
ます。そのため、地域住民の方のための生活道路を通過せざるを
得ず、トレイルルートとして設定する際には住民の方の理解が不
可欠です。また、公道には路側帯のみで歩道のない部分も多いた
め、自動車交通とトレイル利用者との調整が必要です。

　

西海パールシーから亀の子島へ船で移動し、海側から俵ヶ浦半島の
景観調査を行いました。

亀の子島に接岸したところです。以前は使用されていたと思われる
桟橋が見えます。現在は使用できないため、島を取り囲む石の岸壁
に接岸しました。

海沿いでは間近に九十九島の島々が望めます。また、波が穏やかな
ため船溜まりがいたるところに見られました。

真珠養殖施設へと渡る木桟橋です。水底まで透き通った水面を間近
に見ることができます。

民家の脇を海側に抜ける小道です。集落中を抜ける道が数多く存在
しています。急勾配ですがコンクリート舗装され、海への眺望が望
める趣のある道になっています。

海沿いには俵ヶ浦で取れた石で積まれたと思われる石積みの岸壁が
見られ、漁船が数多く停められています。

船越町にある古民家を改築したギャラリー兼ゲストハウスを今回の
調査拠点としました。

棚田の向こう側に九十九島の島々を望むことができます。天気が良
いと五島列島まで望める場合もあるようです。
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0    　  0.5km     　  1km　　        1.5km　        2km

プール

真珠養殖場

自動販売機

空き家

・海を眺められるテラスあり

海沿いの店

神社

淡島神社

古民家

公民館

ツリーハウス

ギャラリー

⑨段々畑の風景。
真珠養殖場のある島が見える。遠景
に松浦島がすこし望める。

①宿泊所から海沿いのルートへの
アプローチ
・階段上から海が眺望できる
・急勾配

②海沿い：船着き場から、遠くの松浦
島が見える
囲われ感

③松浦島が見える。
・海方向の眺望は樹木により阻害され
ている

④海沿い：船着き場から、松浦島が見
えるが、眺望は樹木により阻害されてい
る。

⑦高台の住宅造成地
・見晴らしが良好。・深白島、割島、牧島
が見える。

⑬見晴らしが良好。道沿いから、後
ろにため池、近景に畑、遠景に割島
や深白島や牧島などが見える。

⑥高台の住宅
・道沿いのツリーハウスからの見晴らし
が良好。松浦島と深白島が見える。

⑮海へのアプローチ
・傾斜面で眺望は良好。元島が見える。
・登り、下りともに勾配はきつい

⑰海沿いのルートから、牧島や元島が眺められる。
・海沿いを歩ける
・車も通れる

⑯海へ降りたばかりの海岸
・右側にお店がある
・元島や船着き場が眺められる

⑤海際へのアプローチ。松浦島が
望める。勾配きつい。

⑧眺望点
・樹木が低く海側の眺望が開けており、
松浦島が見える。

⑩集落に近い道沿いから、深白島と真
珠養殖場のある島が見える。

⑪真珠小屋へのアプローチ。ウッドデッ
キの上に歩いて水際や岩に近づける。

⑫遠景に海と深白島をのぞむことがで
きる。集落全体を望める

⑭空き家から牧島が少し見えるが、樹
木が海側の眺望を阻害している。

往路ルート（2013.7.29調査時）

海への眺望、気配が感じ取れる視点場

復路ルート（2013.7.29調査時）

車道＋歩道
車道：歩道なし
歩道：舗装あり
歩道：舗装なし
急勾配
比較的平坦
海沿い

往路ルート（2013.7.29調査時）

海への眺望、気配が感じ取れる視点場

復路ルート（2013.7.29調査時）
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■事前調査①調査結果
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2-3 事前調査②
日時：平成 25年 9月 14 日
目的：俵ヶ浦町周辺の歴史資源、景観資源の現状の調査
調査員：樋口、河津、鍛冶（九州大学景観研究室）
概要：
　俵ヶ浦町は、佐世保市街地から車で約 20分の俵ヶ浦半島最南
端の町です。明治期に整備された佐世保要塞の堡塁や関連施設が
現存しており、近年になり、インターネット等で情報を得た愛好
者が数多く訪ねてくる場所になっています。
　今回の調査では、正確に場所が特定されていない海軍遺構の分
布状況の確認と、遺構までの動線、俵ヶ浦町の景観資源の調査を
行いました。
　調査は、九州大学景観研究室を中心に、佐世保コンベンション
協会の富田さん、中島さん、佐世保市役所の宮崎さんも同行しま
した。
　まず、俵ヶ浦町に到着後、俵ヶ浦町公民館館長の南部さんと
俵ヶ浦町自治会の湯浅さんからお話を伺いました。俵ヶ浦町で
は、子供が都市へ出ていってしまう事、また、海軍遺構を訪ね
てくる訪問者への案内表示が少ないために住民の方が案内係に
なってしまっている事が問題であることがわかりました。
　現地調査では、放置され完全に雑木林の中に隠れてしまってい
る佐世保要塞の施設群、江戸時代の平戸藩の高後崎船番所跡、高
後崎灯台、白浜海水浴場とキャンプ場等の位置、現在の状態を確
認しました。
　調査結果を次のページに示します。

　

調査前に事前に俵ヶ浦町公民館の南部館長からお話しをうかがいま
した。

白浜海水浴場はキャンプ場も併設されていて、夏場はにぎわいま
す。

高後崎砲台後の施設です。完全に雑木林の中に埋もれてしまってお
り、夏場は蛇なども出て危険な場所になっています。

高後崎船番所跡から見た対岸の景色です。佐世保湾に入ってくる船
舶は必ずこの場所を通過するため、江戸時代から船番所が設置され
ていました。現在も子孫の方が施設を管理されています。
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0 500m
調査ルート

①丸出山観測所入口
右の道が丸出山観測所へのルートであるが、既存
の道標が目立たないため、正しいルートがわかりに
くい。

②高後崎砲台
草木に覆われているものの、施設自体は良い状態
で残っている。

③高後崎灯台
俵ヶ浦半島南端のスポット。現在は海上保安庁
の敷地にあり、樹木に囲われ一般には入る事が
できない。

④高後崎番所跡
かつて佐世保湾に入港する船を見張っていた番
所。石積みの船着き場が残っている。

⑥白浜海水浴場 ⑤白浜キャンプ場
海辺の高い台に設けられたキャンプ場。長崎のみ
ならず、関東地方の利用者もいる。

既存の道標

⑥白浜キャンプ場

⑤白浜海水浴場

④高後崎船番所跡　

③高後崎灯台

②高後崎砲台

①

■事前調査②調査結果
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2-4 コスモスウォーク調査
日時：平成 25年 10 月 20 日
目的：年２回俵ヶ浦半島で開催されているウォーキングイベント
のルート、開催状況の調査
調査員：榎本、鍛冶（九州大学景観研究室）
概要：
　本調査では、平成 25年 10 月 20 日に行われたコスモスウォー
クに参加し、コスモスウォークのルート、及びルート沿いの景観
資源についてまとめました。
　俵ヶ浦半島では俵ヶ浦開発協議会主催で年２回、10 月にコ
スモスウォーク、3月に菜の花ウォークとして庵浦周辺を歩く
ウォーキング大会が開催されています。
　本イベントは今年で１０回目の開催となります。参加者には地
元の小中学生をはじめ、１２０名近くの方が参加されました。参
加者のほとんどは地元の方ですが、中には俵ヶ浦半島の外の地域
から参加している方もいました。初めて参加される方は１５名程
度で、大半が過去にも参加した経験のある参加者でした。
　イベント中は駐車場脇に仮設テントを設置し、俵ヶ浦半島の四
町がそれぞれ食べ物や物産を用意し、販売を行っていました。
　参加者は受付をすませ、全員で念入りに準備体操をした後、一
斉にスタートしました。ルートの全長はおよそ７kmで、海有り
山有りの起伏に富んだルートとなっています。歩破するには、早
い方で１時間半、ゆっくり歩かれる方で２時間程度かかります。
　ルート沿いには緊急時に備えて、車が駆けつけられるように道
幅のある舗装されている道が設定されていました。また、道標は
無く、迷いそうなところにはスタッフの方が案内をしていまし
た。
　ルートは庵浦や野崎の海を背後に見える集落の農村景観や竹
林の中等の自然を楽しめるものになっています。また、針尾送信
所の３本の塔を望む視点場も多数存在していました。
　ゴール後には参加者全員にぜんざいが配られ、達成感、満足感
を感じられ、初対面の方同士が会話に花を咲かせながら歩いてい
る姿が印象的なイベントでした。
　調査結果を次ページに示します。

スタート地点は展海峰駐車場の状況です。展海峰は九十九島を一望
できる展望台があり、佐世保市の中で弓張岳をのぞけば、唯一、大
型バスが停車できる展望所です。俵ヶ浦開発協議会会長からのあい
さつの後、準備運動を行い、スタートしました。

参加者が展海峰を出発していきます。ルートは基本的には公道を
利用しています。

庵浦町の竹林の道です。

ルートから見た九十九島の景色です。 ルートでは野崎町や庵浦の集落を通過する部分もありました。海
に向かって広がる集落ののどかな雰囲気が感じられました。

駐車場に隣接する 1ha にも及ぶ畑には、春は菜の花、秋にはコスモ
スを楽しむ事が出来るよう手入れされています。
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10 月 20日のコスモスウォークのルート、及びルートからの眺望についてまとめたものです。

２．ルートについて
　展海峰をスタートして、庵浦地区、六大寺、野崎地区を通り、展海峰に戻ってくるコースで、約７km、２
時間程度かかるルートとなっています。ルートは全て舗装されている道が設定されており、歩きにくい箇所、
危険な箇所はあまりありませんでした。また、分岐点には案内役のスタッフの方が立っていたので迷うことも
ありませんでした。海あり、山ありと起伏に富んだコースです。

１．イベントについて
　ウォーキングの主催団体は俵ヶ浦開発協議会です。ウォーキングの参加者は約１２０名ほどで、地元の小中
学生が３０人ほど参加していました。参加者のほとんどは地元の方です。初めてコスモスウォークに参加され
る方は１５人程度でした。

コース図

３．視点場と眺望
①庵の浦町の漁村風景 ②庵の浦町の漁村風景 ③みかん畑から望む針尾送信所

④野崎町の石積み風景 ⑤野崎町の坂の上から望む風景 ⑥畑から望む針尾送信所

⑦道路沿いから望む九十九島

ルートの各所には庵の浦の漁村、針尾送信所、九十九島、石積みの農
村風景などのナイスビュースポットがありました。

４．ルートの状況
⑧森林の中を通る道 ⑩車通りの多い道⑨野崎町の田畑の中を通る道

ルートの中には歩きながら、森林浴を楽しめる道、港町を見下ろせる道、遠くに九十九島や針尾送信所が見え
る道、田畑の間を通る道など歩いていて気持ちのよい道がたくさんありました。
他には、交通量が多い割に歩道と車道の段差の無い、やや危険な道もありました。

１
２

３

４
５

６
９

10

７

８

針尾送信所

九十九島

俵ヶ浦町

佐世保市街

■コスモスウォーク調査結果
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2-5 亀の子島ルート調査
日時：平成 25年 12 月 3日
目的：亀の子島までのルートの動線の現地踏査、亀の子島周辺の
景観資源、自然資源の調査
調査員：樋口、榎本、ジョン（九州大学景観研究室）
概要：亀の子島へ向かうルートの現地調査および豊かな生物環
境、九十九島特有の貴重な地質環境が現れている亀の子島周辺の
自然資源の調査を行いました。
　この日は、亀の子島までの道案内として地元の俵ヶ浦町から南
部館長を始め、湯浅副館長、山口さんご夫妻が参加してください
ました。また、九十九島の環境についてフィールドワークをされ
ている川野辺さんがガイドとして参加してくださいました。
　調査は俵ヶ浦小学校裏手から山道を下り、過去に使用されてい
た亀の子島の真珠養殖の施設へと橋を渡って行き、さらに亀の子
島から海岸沿いを俵ヶ浦町集落まで歩くルートで行いました。
　俵ヶ浦小学校裏手の亀の子島へ下る山道は、以前は棚田が存在
していましたが、現在は放棄され、雑木林になっています。棚田
があったことを示す石積みが認められました。さらに、海岸に出
ると、以前、人が住まわれていた家屋が残っていました。家屋の
周りは砂岩による石積みの土手が残っています。また、ところど
ころに真珠養殖用の陶器製の浮子が放置されていました。
　亀の子島周辺の崖は南九十九島では最も古い地層が見られる
場所です。また、マグマが噴出し冷え固まって地層が変化した場
所、波の化石など、貴重な地質環境を観察することができます。
レッドデータに載るような希少生物もここでは多数生息してお
り、調査中も観察することができました。
　その後、海沿いを通り、安東寺地区を通って俵ヶ浦集落まで戻
りました。途中、昔使用されていたとみられる屋根つきの石積み
の船小屋が見られました。白馬地区には石積みの船着き場と過去
に干拓された土地も見られました。干拓地は現在は海水が混入
し、希少生物の生息環境が構築されています。
　亀の子島へのルートは現在は未整備の道路も多く、また、干潮
以外の時間に海沿いを歩くことは危険です。歩くには土地をよく
知るガイドが必要であると考えられます。しかしながら、歴史資
源の残る丸出山側とは違う、俵ヶ浦町の側面を感じられるルート
になっていることがわかりました。

調査は俵ヶ浦小学校裏手からスタートしました。案内役として地元
俵ヶ浦の南部館長さんをはじめとした住民の方、九十九島で生態調
査を行っている川野辺さん、他に佐世保観光コンベンション協会の
方や西海パールシーの方も参加されました。

現在は使用されていない山道のためガイドがいないと通るのは難
しい道になっています。

ルートはところどころ倒木がありました。また、前日はあいにくの
天気で地面がぬかるんだ状態で、長靴、トレッキングシューズ等の
装備が必要でした。

干潮時のため亀の子島周辺には磯が広がっています。このような土
地が希少な生物の生息地になっています。

亀の子島周辺の調査の後、海岸沿いを通って俵ヶ浦集落まで戻り
ました。普段は見ることのできない海側からの俵ヶ浦半島は、海
軍遺産の残る佐世保湾側の集落とは違った景観が広がっていまし
た。

海岸沿いを抜けて集落へ戻る途中には急こう配の坂道があり、背後
には九十九島の島々をのぞくことができました。俵ヶ浦半島のリア
ス式海岸の地形が感じ取れる場所です。
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0 100 200 500m

七郎神社

亀の子島周辺

調査開始地点

①俵ヶ浦小学校裏手～亀の子島への山道
・亀の子島で真珠養殖が行われた時代に通勤に利用されていた道
・以前は棚田があり、石積みの土手が現存している
・現在は倒木等、けもの道になっており、ルートに編入するには手入れが必要
・海沿いには以前使用されていた家屋が残っている。家壁には石壁のほかに真珠養殖
に使われていた陶器製の浮子が使用されている。
・俵ヶ浦半島から亀の子島へは電柱を使用した趣のある桟橋がかけられているが、現
在は利用していないため中心部分が落橋してしまっており、使用する場合は修理が必
要である。
②亀の子島周辺
・南九十九島のもっとも古い地層や火山活動の影響による希少な地層、波の化石など
が観察できる
・レッドデータ指定されるシイノミミガイ等の希少な海洋生物が観察できる。
③屋根付き船小屋
・以前使用されていた屋根つきの石積みの船小屋が現存している。
・過去の暮らしを伝える貴重な文化遺産である。
④石積みの波止
・今後、拡張工事が予定されている。
⑤過去の干拓地
・過去に干拓されていた土地が現在は海水が流入し、干潟のようになっており、希少な
生物生息地になっている。
⑥七郎神社
・七郎鼻にあった神社の移転地。現在は婦人会等、地域住民の方が季節ごとに手入れ
している。

①俵ヶ浦小学校裏手～亀の子島への山道

②

③船小屋

④石積みの波止場

⑥

⑤干拓地

調査開始地点の俵ヶ浦小学校裏手の道路

亀の子島の火山活動により変成している地質

白馬の波止場 白馬の干拓地

七郎神社

亀の子島の海岸沿いの波の化石 シイノミミガイ等レッドデータに指定されている希少
生物が俵ヶ浦半島では豊富に観察できる

俵ヶ浦小学校裏手から亀の子島への山道 山道途中に現存する棚田のものと思われる石積み

海岸沿いにある家屋の砂岩による石積み 亀の子島への桟橋

石積みの船小屋の跡。現在は使用されていない。

亀の子島から俵ヶ浦集落へ戻る海岸沿いのルート
潮が満ちてきており足場が悪い

七郎神社前から九十九島方面を望む眺望

■亀の子島ルート調査結果
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3. 俵ヶ浦町トレイルルート構築に向けた住民ワーク
ショップの開催

3-1ワークショップ①
日時：平成 25年 9月 27 日
目的：
①俵ヶ浦町住民との顔合わせ
②九州大学景観研究室が行っている他地域でのまちづくりの取
り組みの紹介
③俵ヶ浦町の歴史資源、文化資源、景観資源の分布状況の整理
場所：俵ヶ浦町公民館
参加者：俵ヶ浦町住民 13名、富田、塩見（佐世保コンベンショ
ン協会）、樋口、榎本、行徳、陳、鍜治、河津（九州大学景観研究室）、
佐藤（Roots）
オブザーバー：宮崎（佐世保市役所）
配布資料：
①「九大樋口研究室から俵ヶ浦の皆さんへの提案資料」
②「樋口明彦研究室　１０周年記念冊子」
③「時旅 vol.6 2013 秋・冬号」
④「させぼの歩き方」
概要：
　本ワークショップは、俵ヶ浦町住民との顔合わせと九州大学の
取り組みの紹介、俵ヶ浦町に存在する歴史資源、文化資源、景観
資源を住民の方に上げてもらい、その分布状況や過去の状況につ
いての情報を整理することを目的としました。
　歴史資産への訪問者等の俵ヶ浦町が持つ地域の課題に対して、
まずは、九州大学が他地域で取り組んでいることを紹介し、九大
景観研と一緒に取り組むことで何ができるのか、住民の方に理解
を深めてもらいました。
　その後、机大に拡大した地図を取り囲み、俵ヶ浦町に現存する
海軍遺構についてや俵ヶ浦町の良いところ、昔と今の俵ヶ浦町の
生活の状況、外部からの海軍遺構の訪問者の状況について住民の
方にあげてもらい、九大が持ち帰ったうえで整理しました。
　ワークショップのまとめを次のページに示します。

俵ヶ浦公民館の中に掲げられている七郎神社の由来を前に南部館長
が説明して下さいました。

七郎神社は俵ヶ浦集落の中に祀られており、現在も自治会をはじ
め、集落の方が手入れされています。

はじめにスライドを使い、九州大学の取り組みの紹介を行いました。 その後、机の配置を変え、地図を取り囲み、住民の方に場所を指
さしてもらいながら、俵ヶ浦の歴史資源や生活についての情報を
上げていただきました。話が盛り上がり、みなさん、身を乗り出
すようにして地図に書き込んでいます。

地域の中でもほとんどの人が忘れられてしまい、住民の中の一部の
方しか知りえない情報も多数存在しており、貴重な情報を整理でき
ました。

住民の方からあげられた意見を地図に書き込んでいきました。住民の方しかわからない地域のこと、また現在は失われてしまった
市船の生活など現在の佐世保の状況からはわからない姿が浮かびあがってきます。
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■ワークショップ①まとめ

0 100 200 500m

公園と丸出山観測所につながる道があるといい。
理想的。（山口さん）

・小学校裏の道。
亀子島に行ける。（山口さん、中村さん）

昔、海沿いに道があった。

・市営定期船
佐世保市への航路があった。（山口さん）
定期船は昭和50年ごろまであった。
野菜などを運んでいた。　　　　　　　　　　　　　　　　　航路要確認

・ゼロ戦が落ちた場所。
慰霊碑が残っている。

・高後崎灯台
前にまだ行けたときに行った。景色が素晴らしい。（山口さん）
保安庁官舎が9世帯くらい暮らしていた。子供の時同級生がい
たので遊びに行った。（岩佐さん）
潜水艦侵入防止のチェーン（ワイヤー？）がはってあった。

・灯台＋信号所

・高後崎砲台
地元の人が子供の頃は、よくここで遊んでいた。

・小首砲台
子供の頃ここで遊んでいた。
門、兵隊宿舎、トイレ、砲台、訓練所など様々な施設が揃ってい
た。砲台跡の中で一番すごい場所（岩佐さん）

・昔、3つの砲台は１本の道でつながれていた。
伝令隊は観測所で敵を発見したら、この道を通って各砲台へ知らせる。
今は藪で覆われて、それぞれの道が分からない状態。
冬は草が枯れ、またヘビが出なくなるので、冬に行くのが一番いい。
馬で資材を運び観測所、砲台を建設した。（岩佐さん）

・丸出山砲台
雨水がたまって水タンクになっている。（岩佐さん）

・眺望が良い。

・丸出山観測所
川口さんがこの辺に住んでいた。（岩佐さん）
山口さんが丸出山砲台の近くに農業をやっている。（山口さん）
階段が危険。手すりが必要。（南部館長）

明神様

恵比寿様

風神様

移設

天神様

・お参りしたら、足が治ったとの話がある。（山口さん）

・七郎神社昔の位置（中村さん）

・七郎神社現在の位置。（中村さん、佐野さん）

・高後崎船番所跡
江戸時代、異国船が入ると、旗やのろしで知らせていた。（岩佐さん、中村さん）

眺望神社

砲台施設
碑

農業施設

かつてあった
ルート
現在通行可
干潮時
通行可

公園等

・釣りスポット
かつてはここまでの道があった。

・商店
俵ヶ浦町には飲食店がない。船越町にはある飲食店まで行く。

俵ヶ浦公民館

・ビワ畑（ビニールハウス）（中村さん）

・ブドウ畑（ビニールハウス）（中村さん）

・亀の子島
真珠養殖場だった。
かつて、イルカショーの計画があった。砂浜ではなく、貝殻の浜になっている。
貝から処理に困り、計画が中止。（山口さん）
貝殻は砂のようにカルシウムがたくさんあるから、肥料として野菜づくりがで
きる。（長谷川さん）
景色が良い。

・黒子島
山口さんをはじめ4人の方が、所有している。
干潮時の徒歩で行ける。（山口さん）

・鞍掛島
干潮時、直接渡れる。

・亀の子島への橋
橋の桁はボロボロだ。俵ヶ浦住民で何度も補修した。電柱の補強材は船で運
んだ。（佐野さん）
砂岩の橋脚は今でも丈夫。（佐野さん）
干潮時には岩の上から歩いて渡れる。（中村さん）

・九十九島
パールシーから俵ヶ浦沿岸カブドガ二がいる。（山口さん）

・この辺でよくジェットスキーをする人がいる。（山口さん）

・俵ヶ浦町
俵ヶ浦町婦人会は70歳以下の女性で構成、それ以上は老人会（女性）
平戸藩、俵ヶ浦町は馬の放牧地だった。だから、馬がついている地名が多い。
道路は離合できない。改善の必要がある。（南部館長）
普段はあまり砲台に行かない。（伊賀崎さん）

・眺望が良い。（山口さん、中村さん）

・俵ヶ浦公園
昔は畑だった。駐車場→公園（現在）。（伊賀崎さん）

・白浜海水浴場
水上バイク、カヤック利用ができる。
台風などの風の強い時期にサーファーが来る。
俵ヶ浦婦人会が食堂を運営している。

・白浜海浜公園
毎年市はお金を支出し、地元の人が公園の維持管理をする。
（伊賀崎さん）
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■ワークショップ①配布資料

2-２.　大島の森林管理の変化 (大島全体 )

p. 0３大島における土地利用の変化

間伐下刈りマキ

竹林

公園

大島は昔からずっと農業がいとなわれており段々畑の風景が広がっていまし
た。
畑でつくられた作物はサツマイモ、麦、落花生、トウモロコシ、ユリの根、桑、豆、
栗などがありました。サツマイモが一番多く、次は麦でした。明治初期、米15石
、麦181石、栗64石、豆39石、甘薯8700貫を産した、ということが記録されて
います。作った作物は自分たちで食べるだけでなく、輸出もしていました。

昔の人々は山に雑木林をつくり、その木を切って、燃料として使っていました。
大島では、畑の近くにマテの木を植えて、枝や葉を刈ってマキにして使っていま
した。お風呂、食事など生活に木は欠かせないものでした。

石炭産業が栄え、農業の後継者は少なく、頂上付近から徐々に農地が放置さ
れました。草や木は畑に侵入し、竹も少し出てきました。
市は頂上付近の土地を買収して市民の森をつくりました。公園ができたばか
りの頃、子供はよく公園に行って遊んでいました。
頂上付近はもともと畑だったため木が少なく、たくさんの種類と数の木が植え
られました。

昭和40年代に日本はエネルギー革命を迎えます。生活に必要な火を起こすた
めの燃料が石炭からガスへと変わりました。
大島では、昭和30年に石炭の最盛期を迎え、昭和40年には急激に衰退し、昭
和41年にブリジストン液化ガスが設立されて、昭和42年九電唐津火力発電
所が設置されました。

現在、農地は少し残されています。
段々畑だった場所では、竹林が繁茂しています。
裏山の雑木林は大木になって、大島の気候にあった照葉樹林の木も増えてき
ました。ツバキなどの照葉樹林はまだ残っていますが、クヌギやコナラが少なく
て、高木はクスノキ、タブノキ、ホルトノキなどです。
公園の木が成長して眺望が見えなくなった場所もありますが、草、低木、高木
など様々な層の植物が育っています。

大
島
の
風
景

大
島
で
の
日
常
生
活

1947年以前 1977年頃 現在

2-1. 里山で行われている環境学習・自然体験の事例②

地域 テーマ 内容 写真 地域 テーマ 内容 写真

森林浴にスポーツに
自然ウォッチング

野の花めぐり 

わくわく自然塾　
夏植物採取と楽しい標本作り

飛鳥の里山で
昆虫と触れ合おう）

奈良県
国営飛鳥歴史公園

つくって楽しむ
森の四季

愛知県
豊田市

愛知県
森林公園

トヨタの森であそぼう！

愛知県
豊田市

植物園内を歩き植物・虫・野鳥
などを観察します。自然観察指
導員の解説付きます。

植物園内を歩きながら、植物観
察をします。

植物の観察をしたり名前を覚
えながら、標本の作り方も学び
ます。

新しい里山づくりを目指す「トヨ
タの森」の活動拠点となる里山
学習館。森を歩いたり、自然とた
わむれたりしながら、里山の役
割や魅力を肌で学べます。ファ
ミリーで楽しめるイベントもあ
りますよ。

橿原市昆虫館・日比先生に昆虫
の捕まえ方や飼育方法を教え
てもらった後、国営公園内にあ
る祝戸荘の裏山に餌を仕掛け
て、どんな昆虫が集まるか観察
しました。
また、祝戸荘内のウッドデッキ
に様々な種類のライトを用意し
て、光に集まる昆虫を観察。
翌日には、昆虫館まで昆虫採集
をしながら徒歩で移動し、リニ
ューアルした昆虫館を見学しま

家族で、思いっきりあそんじゃ
おう！
森で過ごす時間、家族で過ごす
時間を通して森の命を感じられ
るプログラムです。

ウォーキング＆
ウォッチング

トヨタの森をゆったり歩きなが
ら、その季節の出会いを楽しみ
ます。

ムササビ・
プロジェクト

トヨタの森で暮らしているムサ
サビを通じて、野生動物と自然
環境について考えます。

ちびっこワンダーランド！
入園前の子どもたちに、小さい
時から自然に触れ、
森を楽しんでもらおう！というプ
ログラムです。

夏休み
トヨタの森の学校

夏休みの自由研究もできちゃう
？！
家族で楽しめる夏のプログラム
です。

里山とくらし
トヨタの森を楽しもう！

木こりや薪割りの体験と薪の火
の暖かさを感じながら
森で過ごす魅力を味わえる若
者向けのプログラムです。

山とくらし　２１世紀の
里山文化体験コース

トヨタの森での整備の視点をお
話ししながら、みんなで楽しく
作業し、汗を流します。

出典：H22「山と森林の月間」
イベント実施報告
http://www.pref.nara.jp/item/55619.htm

出典:愛知県森林公園
公式サイトhttp://www.aichishinrin.jp

出典：トヨタの森
http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/
social_contribution/environment/forest_of_toyota/a

200 300 400

湊・神集島方向

鳥
島
・
鏡
山
方
向

高島方向

鳥島・鏡山方向

s=1:5000

N

意見

事実

保安林

散策ルート(現行)

凡例

今年３月に開催されたウォークラリーで大島がコースだ
った。しかし、山頂に登っても何も見えないから、今年は
コースから大島は外されてしまった。山頂まで行って何も
見えないのは登った人が残念に思う。

昔、石切り場があった。そこから舟で積出していた。

展望台を高くして眺めを良くする。
新鳥栖駅からの登山でも展望台があった。予算もそんな
にかからないし、展望台を高くする案はありうる。
西向きの展望は良い。今は木で覆われているが、東の展
望台と一緒に売りにするべき。　

保安林がある。保安林は伐採ができない。市の公園課に
確認したら、火を使ったら駄目だと言われた。

　　　　　

懇話会ができるより前に「駅長のおすすめウォーキング」
を開催してその時に竹炭を配布したことがある。
竹炭を作るのは辻ヒロツグさんが指導して下さった。

畑として利用するために作られた石積みが多くある。

展望部会の会長を大島から決める。
会長を決めて第２回を早く開催する。

植物の維持管理

今後の進め方

2012.11.27実施の大島公園見学会後に行われたディスカッションで出た意見のまとめ　
　　　                                                 2012.12.5  九州大学景観研究室作成　　

2tユニックは山頂まで登れた。

整備の方向性

八十八箇所の石仏は、戦時中の安全祈願、石炭堀りに出
かけた人が無事に帰ってくることを願って祀られたもの
である。
大島は四国から来た石工さん、人が多い。石炭の出稼ぎ
も来ていた。そのことが、八十八箇所の石仏が祀られて
きたことと関係することかもしれない。　　　　　　　

石積みは魅力がある。

花のエリアが欲しい。

昔、石仏ルートは桜並木で花見に人がたくさんいた。

調べる必要がある事項

伐採した木を活用する。
木は蒔にして売る。薪ストーブが流行っているので売れる
と思う。町に住む人にとって薪は喉から手が出る位欲しい
ものなので需要はある。竹は竹炭にする。高島では炭を作
ってお土産にして売っている。

維持管理は大変。自然に任せるのも一つの考え方である。
知る人ぞ知る場所にするのもありだと思う。

森を育てるという意味では「緑の基金」が使えそう。資金
集めに適している。定期的な伐採活動として申請できそう
である。

桜を植樹したい。個人で寄付して、寄付した人の名札を木
に付けるのが良い。年に1回の手入れ会が開催できそう。
すでに河畔公園で市民参加でやっている。桜並木を植え

少しずつ抜けている場所があると良い。間引きも必要であ
る。

木がトンネルみたいになって覆っているのは残す。木が覆
っていて場所が多いが、日陰も必要である。

少しずつできる所から手を加えていくのが良い。
一度に手を付けるのは大変である。市のお金もないので、
市民が汗をかいて努力するから、市もその分汗をかいて
一緒にやりましょう、というスタンスが良い。できる範囲
のことを検討するべきである。
まずは車で山頂まで登れるようにするべきである。
車で来ることができないとそもそも人が来ない。

八十八箇所の石仏を活用する。大島は景色もいいが、仏
閣を見に来る人もいる。　

「ダッシュ村」みたいなエリアができたら良い。

展望ゾーンに桜を植えたら良い。

山頂に水、トイレは必要である。

特に重要なエリアだと思われる。ここから着手するべき
である。

山頂に駐車場があると良い。

薪の資料を準備する。

公園を設計したのは誰なのか。公園の設計をどういう
コンセプトで考えたのか知れたら良い。

車道の整備

公民館の裏の道を延ばして活用できそうである。
空き家となっている土地を活用できれば道が良くなるか
もしれない。

昔の農道を活用できそう。

現道活用は可能性としてありうる。県道を広げるのにそん
なにお金はかからないだろう。

登山のときに車が通るようになると邪魔になるかもしれ
ない。

椿林があった。椿から油を取っていた。鶯谷(うたに)と呼
ばれていた。

地権者の関係で買収できない土地がある。

石積み

展望台

八十八箇所の石仏

植樹
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3-2 ワークショップ②
日時：平成 25年 11 月 14 日
目的：
①前回に引き続き、俵ヶ浦町住民の方に俵ヶ浦町の歴史資源、文
化資源、景観資源の整理
②九州大学が作成したたたき台をもとにルート案について議論
③マップ制作についての取り組みを紹介
場所：俵ヶ浦町公民館
参加者：俵ヶ浦町住民 13名、富田、塩見（佐世保コンベンショ
ン協会）、樋口、榎本、行徳、陳、鍜治、河津（九州大学景観研究室）、
佐藤（Roots）
概要：
　今回のワークショップでは、はじめに他地域でのマップ制作の
取り組みについて紹介し、住民の方に理解を深めてもらいまし
た。その後、前回と同様に地図を囲み、俵ヶ浦町についての情報
の追加と分布状況について詳細な位置の確認を行い、九州大学が
行った現地踏査の結果と照合し整理しました。さらに、トレイル
ルートとなり得る道を議論してもらいました。
　前回から現地調査などを踏まえ、施設の位置や状況を詳細に把
握し、地域住民の方と共有することができたと考えています。
　ワークショップのまとめは次ページに示します。

11 月 14日に行った第二回目のワークショップでは、老人会の佐野
会長など新たに参加して下さいました。

前回よりも議論が深まり、俵ヶ浦の資源についても整理されました。

今回のワークショップを行うにあたり、事前に 10月 15 日に俵ヶ
浦町老人会に参加させて頂き、地域の古老の方に俵ヶ浦町について
お話をうかがいました。老人会の方に来られていた地元の方は２０
名近くいらっしゃいました。

9月 14日に行ったワークショップ①のでお会いした俵ヶ浦町の住
民の方よりも一世代上の方々でしたので、前回よりも歴史にまつわ
る話をたくさん聞く事が出来ました。丸出の石積みは島原からの石
工が来て施工をした、現在の俵ヶ浦近辺には跡は残っていないが、
隧道の弾薬庫がいくつかあった、など記録には残っていない情報を
聞くことができました。

前回のワークショップの際にも地元の方の熱気に圧倒されましたが、
今回の老人会でも同じように熱気溢れる会になり、話を聞く学生は
圧倒されるばかりでした。

今回も住民の方に地図に書きこんでいただきました。
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■ワークショップ②まとめ

公園と丸出山観測所につながる道があるといい。

小学校裏の道
亀子島に行ける。

市営定期船
佐世保市への航路があった。
定期船は昭和50年ごろまであった。
野菜などを運んでいた。　　　　　　　   　　　                    航路要確認

慰霊碑
ゼロ戦が落ちた場所。慰霊碑が残っている。

高後崎灯台
以前、行くことがで出来た。景色が素晴らしい。
保安庁官舎が9世帯くらい暮らしていた。子供の時同級生がいたので遊びに行
った。
潜水艦侵入防止のチェーンが張ってあった。

高後崎砲台
地元の人が子供の頃は、よくここで遊んでいた。

小首砲台
子供の頃ここで遊んでいた。
門、兵隊宿舎、トイレ、砲台、訓練所など様々な施設が揃っていた。
砲台跡の中で一番すごい場所。

砲台間の道
昔、3つの砲台は１本の道でつながれていた。
伝令隊は観測所で敵を発見したら、この道を通って各砲台へ知らせる。
今は藪で覆われて、それぞれの道が分からない状態。
冬は草が枯れ、ヘビが出なくなるので、冬に行くのが一番いい。
馬で資材を運び観測所、砲台を建設した。

眺望が良い。

丸出山観測所

山口さんが丸出山砲台の近くで農業を行なっている。
雨水がたまって水タンクになっている。
丸出山砲台の石積みは島原からの石工が作り上げた。
階段が危険。手すりが必要。

明神様

恵比寿様

風神様

移設

天神様

お参りしたら、足が治ったとの話がある。

貝殻は砂のようにカルシウムがたくさんあるから、肥料として野菜づくりができる
。景色が良い。

七郎神社昔の位置

七郎神社現在の位置。

旧高後崎船番所跡

江戸時代、異国船が入ると、旗やのろしで知らせていた。

釣りスポット
かつてはここまで行くことができる道があった。

商店
俵ヶ浦町には飲食店がない。船越町にはある飲食店まで行く。

俵ヶ浦公民館

亀の子島
真珠養殖場だった。
かつてイルカショーの計画があった。砂浜ではなく、貝殻の浜になっている。

黒子島

山口さんをはじめ4人の方が、所有している。
きれいな砂浜がある。
船で黒子島へ行く。住民は船をもっている。

鞍掛島

干潮時、直接渡れる。

亀の子島への橋
橋の桁はボロボロだ。俵ヶ浦住民で何度も補修した。電柱の補強材は船で運んだ。
砂岩の橋脚は今でも丈夫。
干潮時には岩の上から歩いて渡れる。

九十九島

パールシーから俵ヶ浦沿岸カブドガ二がいる。

俵ヶ浦町

平戸藩、俵ヶ浦町は馬の放牧地だったため、馬がついている地名が多い。

眺望が良い。

俵ヶ浦公園
昔は畑だった。駐車場→公園（現在）。

・白浜海水浴場
水上バイク、カヤック利用ができる。
台風などの風の強い時期にサーファーが来る。
俵ヶ浦婦人会が食堂を運営している。

白浜海浜公園

・白浜海浜公園
毎年市はお金を支出し、地元の人が公園の維持管理をする。

0 100 200 500m

神社 サイン
駐車場

砲台施設
歴史関連
離合できる場所

通行可能だった
ルート

島
川

昔の航路
現在使用の航路 公園等

湿地

海沿いのルート
道ではないけど、砂浜や磯で歩ける。ここの石はきれいなすす玉。海岸沿いで
ウニが取れる。昔はよく山を越えてウニを取りに行っていた。

トンネル
大きなトンネルがある。トンネルの中に部屋がある。昔の弾薬庫だった。
とても頑丈。木があるから今は中に入れないが、枝を刈ったら中に入れる。

船越町への航路

佐世保市街地への航路
（バスの開通により廃止）

七郎山

七郎浦

船着場

大きな煉瓦の家。弾薬庫の跡がある。
現在のサイン

出城

出城があった。鏡が出土した。
見張り所として使われたらしい。

小川
珍しい水生動物を見つけたことがある。

眺望

（赤字が意見）

P

P
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丸出山観測所

旧高後崎船番所

小首砲台

高後崎灯台

小首砲台（？）

白浜駐車場

丸出山砲台

七郎神社

観測所（？）

亀の子島

飛龍爆撃機
墜落の慰霊碑

昔は車は通れたが現在
は藪で通ることができ
ない。

砲台跡が残されている。雑
木や竹の伐採が必要。水
タンクが設置してあり、農
業用水として利用されて
いる。

昔は通れたが、現
在は雑木が道を塞
いでおり通ること
ができない。

兵隊の訓練所だったらしく入
り口に兵舎があり、砲台跡、弾
薬庫、トイレ等多くの施設が
残っている。砲台施設の最奥
部は、雑木や竹が生い茂って
おり、現在は侵入することがで
きない。入口付近に放置され
ている自動車の撤去と施設の
補修作業、雑木や放置竹林の
伐採等を行うことにより、歩行
ルートに加えることができると
考えられる。地元の方たちが
遊んでいた思い出深い場所で
もある。

高後崎砲台

装甲観測所が現存しており
俵ヶ浦の重要な歴史遺産。
九十九島を見渡せる素晴ら
しい眺望が望める。

以前は真珠養殖の拠点として、俵ヶ
浦町の住民が勤めていたこともあ
る。現在は、俵ヶ浦町から島へ渡る
ための橋や舟をつける桟橋は壊れ
ており、干潮時のみ島まで渡ること
ができる。

高後崎灯台への道は、海上自衛
隊と保安庁が管理しているた
め、立ち入りについては交渉が
必要。

弾薬庫跡
自衛隊と交渉が必要。
弾薬庫へ続くトンネルと
ともに歴史を感じられる。

俵ヶ浦
公民館

白浜海水浴場
白浜キャンプ場

0 100 200 500m
歩行者用ルート

バス停
拠点施設及び文化遺構

駐車場
集落

■ワークショップ②まとめ：俵ヶ浦町の景観、海軍遺構等の文化的資源
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丸出山観測所

旧高後崎船番所

小首砲台

高後崎灯台

小首砲台（？）

白浜駐車場

丸出山砲台

七郎神社

観測所（？）

亀の子島

飛龍爆撃機
墜落の慰霊碑

高後崎砲台

弾薬庫跡

俵ヶ浦
公民館

0 100 200 500m

バス停

拠点施設及び文化遺構

駐車場 集落

現在通行可能ルート

短期的に整備が必要なルート

長期的に整備が必要なルート

ガイドが必要なルート

■ワークショップ②まとめ：俵ヶ浦町のトレイルルートの状況
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高後崎灯台

小首砲台（？）

白浜駐車場

丸出山砲台

七郎神社

観測所（？）

亀の子島

飛龍爆撃機
墜落の慰霊碑

高後崎砲台

弾薬庫跡

俵ヶ浦
公民館

1

2
3

4

5

6

13

14 7

8

9
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11

12

0 100 200 500m

歩行者用ルート

バス停

拠点施設及び文化遺構

駐車場 集落

視点場と眺望方向

111

9

10 1411 1312

8

2 6543 7

■ワークショップ②まとめ：俵ヶ浦町の視点場と眺望
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■ワークショップ②配布資料：道標の事例

①誘導標識・里程標識
　トレイル利用者にレクリェーション・サイトへの道順、方向、距
離などを知らせる標識です。矢印で歩くべき方向を表現する場合
が多いです。また、一定間隔ごとに起点からの距離を記入する里程
標識が一緒になっているものもあります。

②案内看板
　地域の文化、歴史、自然等の資源、道路、施設などトレイル全
体の情報を載せたものです。一般的にトレイルの基点となる出発
点等に設置します。

③スポットの解説看板
　トレイルルートの途中にある公園、史跡などに自然や歴史等の
資源について説明する看板です。

④注意標識
　危険のある場所を明示したもので、危険な道の状態や立ち入り
禁止等を示し、歩く人に注意してもらうための標識です。

■デザイン
　案内標識のデザインは大きく分けて自立型と既存の壁や木に設
置する二つのタイプがあります。トレイルルートで統一したデザ
インを使うのが一般的ですが、周囲の環境と馴染ませるためにそ
れぞれの場所で少しずつデザイン（大きさ、色、素材等）を変え
ることもあります。
　トレイルのシンボルマークを作成している場所もあります。

■維持管理
　小さい標識は維持管理しやすく、交換・更新もしやすいです。
金属や石などの素材は腐食しにくいですが、木材の場合も適切に
防腐処理を行なえば30～50年に耐久性があります。

■素材
　案内標識の素材は木、石、金属、アルミニウム、プラスチック
等があります。素材はトレイルルートの環境に合わせて選択しま
す。金属製の交通標識のような案内標識があり、素朴な木製の案
内標識もあります。自然や景観への影響を小さくするため、木や
建物などにペンキで表示したり、標識を小さく付けたりします。

■トレイル案内標識の必要性
　目的地への方向や距離、通過地の位置を示し、利用する人に目

的地までの道や道の状態を知らせるため案内標識を設置します。

　アスファルト、山道など既存の道路を利用するトレイルでは、

舗装の統一が難しいため、サインは統一感を持たせる重要な要素

になります。

■トレイル案内標識の構成
　案内標識は設置する場所や目的により表示する内容が異なりま

す。一般的には、①誘導標識・里程標識、②全体の案内看板、③

スポットの解説標識、④注意標識などが使われます。

■誘導標識の事例

■案内看板の事例

■解説看板の事例

■注意標識の事例

木製：
　手作業で作成が可能
　自然素材で環境と馴染む
　材料費が安い
　更新しやすい
　
金属：
　材料費が高い
　維持管理しやすい
　更新しにくい

木製：
　手作業で作成が可能
　自然素材で環境と馴染む
　材料費が安い
　維持管理・更新がしやすい
　
金属・陶板
　腐りにくい
　材料費が高い
　更新しにくい

危険を示す赤字を用いることが多
い。看板自体は小さめに、危険個
所をピンポイントで示す工夫がさ
れている。

自立型：
　認識しやすい
　情報量が多い
　形を統一しやすい
　木材の場合、材料費が安い
　維持管理しやすい

壁や木などに設置する：
　景観を阻害しにくい
　形を統一しやすい
　数多く設置できる
　作成費が安い
　維持管理しやすい
　情報量が少ない
　

木+金属。景観を阻害
しないように小さめ
の看板。

木。目立つ赤字で人に注
意を促しています。

木。目立つ赤字で人に注意させ、
黒字で注意内容を表示します。

木＋金属。進入禁止の場所が
わかるように足元に埋め込
んでいる。

落雷の注意書き。落雷防止
に小さめになっている。

丸太柱に木板で作成した看板を設
置。ペンキで説明が書かれている

木＋陶板。読みやすいよう
に看板を斜めに設置。

レンガ＋金属。歴史的な場
所の雰囲気に合わせている

木＋プラスチック板 木に焼き付け木＋金属 木に彫り込んでいる 木＋金属

木を削り、ペンキで
書いている

木にペンキでルートを描写

木＋金属
ルートの名前、
ルートマップ、
注意書きをそれ
ぞれ別の金属板
に分け、木板に
貼ることで、そ
れぞれ情報の更
新や追加がしや
すいデザインに
なっている。

木柱にプラス
チックに印刷し
た案内看板を設
置。マップを入
れる箱も設置さ
れている。

金属のシンボルマーク
を既存石垣に設置

ペンキ 金属
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■ワークショップ②配布資料：俵ヶ浦トレイルルート案

P

◆短期ルート（～3年後）

白浜キャンプ場

白浜海水浴場

七郎神社
出城

丸出山砲台

小首砲台

丸出山観測所

弾薬庫跡
トンネル

灯台＋信号所
高後崎灯台

高後崎砲台
旧高後崎船番所

慰霊碑

B

亀の子島亀の子島

P

白浜キャンプ場

白浜海水浴場

七郎神社
出城

丸出山砲台

小首砲台

丸出山観測所

弾薬庫跡
トンネル

灯台＋信号所
高後崎灯台

高後崎砲台
旧高後崎船番所

慰霊碑

B

◆中期ルート（～10年後）

亀の子島

P

P

P

白浜キャンプ場

白浜海水浴場

七郎神社
出城

丸出山砲台

小首砲台

丸出山観測所

弾薬庫跡
トンネル

灯台＋信号所
高後崎灯台

高後崎砲台
旧高後崎船番所

慰霊碑

B

◆長期ルート（～30年後）

亀の子島

WC WC
WC

0 100 200 500m

中期ルート
砲台施設
歴史関連

公園長期ルート
短期ルート

駐車場 トイレP WC

バス停B

既存道路を活用したルート。マップやサイン設置によ
り、駐車場やバス停留所等の基点となる場所から、砲台
跡や眺望点をつなぐルートを誘導します。

以前、使用されていた砲台施設間のルートや高後崎の灯台
付近の道を草刈りするなど手入れし、周辺の樹木を適切に
伐採することで囲われ感のある眺望と自然景観、史跡も楽
しめるトレイルルートになります。また、地域の活動や訪
問者の基点となる拠点づくりなども行なうことで、トレイ
ルを利用しやすい環境を目指します。

以前は利用されていた亀の子島へのルートや、山や畑道
を草刈り、樹木の伐採など手入れすることでルートの拡
張を考えます。
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■ワークショップ②配布資料：北崎校区（福岡市西区）パンフレット

福岡市西区・北崎校区の宣伝用パンフレット「トキメキ、キタザキ。」九大景観研が北崎校区に入り地域づくりを始めるキックオフとして、
校区まちあるきを通して知った北崎の魅力を地元、行政、校区外の市民に向けて発信する為に作られました。2013年 11月に行われた花
鯛郷秋穫祭 in 北崎」にて来客に配布しました。パンフレットの制作、印刷は「北崎を考える会」のみなさんのご協力の元、行われました。
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■ワークショップ②配布資料：北崎校区（福岡市西区）パンフレット

パンフレットには、現地調査を通して得た北崎ならではの魅力をインパクトのある写真付きで紹介し、北崎に秘められた可能性を示せる
ような構成にしました。地域資源のディテールに焦点を当てることで、今後第二部、第三部制作といった持続的な情報発信を目標として
います。
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4. 地場材を使用した道標の制作のための住民ワーク
ショップの開催

4-1 道標の設置個所とデザインの議論のためのワーク
ショップ
日時：平成 25年 12 月 8日
目的：模型を利用したトレイルルートと道標設置位置の決定、道
標モックアップによる設置イメージと道標のデザインの確認、ト
レイルマップのひな形をもとにした議論
場所：俵ヶ浦町公民館、俵ヶ浦町バス停留所、丸出山観測所入口
参加者：俵ヶ浦町住民 7名、富田、塩見（佐世保観光コンベンショ
ン協会）、樋口、榎本、陳、行徳、ジョン（九州大学景観研究室）、
佐藤（Roots）
オブザーバー参加：宮崎、川野辺（佐世保市役所）
概要：
　今回は模型を囲みトレイルルートの最終確認と道標設置予定
地を議論して頂きました。模型を用いることでより具体的に場所
をイメージして頂きながら道標設置位置について議論してもら
いました。
　さらに実物大の道標のモックアップを公民館周辺にあるいく
つかの設置予定地で実際に確認してもらい、地場材を利用するこ
とや、住民の方でも容易に作成、組み立てることのできる構造や
デザインにすることを確認して頂き、意見を上げて頂きました。
　また、トレイルマップのひな形を確認して頂き、今後のマップ
の制作の方向性を確認しました。
　次ページにワークショップの結果を示します。

今回は地図の代わりに模型を用意し議論を行いました。模型を使用
することにより俵ヶ浦の複雑な地形を実感することができます。

最初は模型を前に戸惑っていましたが議論が始まると模型を囲む
ように議論が盛り上がりました。住民の方に道標の設置が必要な
位置に道標を模したピンを刺していってもらいました。

その後、外に移動し、道標の設置予定地の数カ所で、実物大の道標モッ
クアップを用い、住民の方に道標の設置イメージを確認してもらい
ました。実物と同じ素材を用いることで、住民の方からも色味や大
きさ等、デザインに対する具体的な意見を頂くことができました。

俵ヶ浦町のバス停留所でのモックアップの確認の状況です。ここで
も同様に道標を設置する必要性や大きさ等のデザインの確認を行い
ました。

ワークショップ終了後は婦人部の方が昼食を用意して下さり、ワー
クショップの感想や今後についてのお話しとともに、ワークショッ
プの中では聞けなかった俵ヶ浦地域で食されている食べ物や特産品
等、さまざまなお話しをうかがうことができました。
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■ワークショップまとめ：模型検討結果

住民の方に議論してもらったトレイルルート案を模型の上にテープで示してもらいました。また、道標の設置位置に道標を模したピ
ンを刺してもらい、九大が持ち帰り、地図上に整理しました。
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■ワークショップまとめ：トレイルルートと道標設置位置

0 100 200 500m

駐車場への誘導サイン

誘導サイン
バス停

進入禁止サイン

全体案内サイン

車両侵入禁止サイン その他のサイン

現在設定ルート
短・長期的に加えられる
と考えるルート

次のページにサインの内容
と写真をのせています。

P P

P

P

解説看板

人の歩く早さは80m/分。
10分に１回はトレイルに関
するサインを確認してもらい
迷わないようにする。

1

3

2 4

5

9

8

7

6

12

10

13

15
14

12月8日に1/2000模型をもとにサインの設置予定位置の確認を行いました。
ワークショップでは、今すぐに訪問可能な場所に限り、平成25年度中に方向誘導等
の道標を設置する場所を決定しました。
今後、手入れをすれば訪問が可能な場所等についても参考として記述しています。

11

1

丸出山観測所

旧高後崎船番所

小首砲台

高後崎灯台

小首砲台（？）

白浜駐車場

丸出山砲台

七郎神社

観測所（？）

亀の子島

飛龍爆撃機
墜落の慰霊碑

昔は車は通れたが
現在は藪で通れな
いという話。調査が
必要。

砲台跡が残されている
。雑木や竹の伐採が必
要。水タンクが設置して
あり、農業用水として利
用されている。

昔は通れたが、現
在は通れないとい
う話。調査が必要。

兵隊の訓練所だったらしく
入り口に兵舎があり、砲台跡
、弾薬庫、トイレ（？）等多くの
施設が残っている。
入り口の兵舎だけでも圧巻
で、放置自動車の撤去と補
修作業でルートに加えられ
る。
奥の施設群がある場所
は雑木や竹がはえている。
地元の方たちが遊んでいた
思い出深い場所でもある。

高後崎砲台

装甲観測所が現存し
ており俵ヶ浦の重要
な歴史遺産。
九十九島を見渡せる
素晴らしい眺望が望
める。

高後崎灯台への道は、海上
自衛隊と保安庁が管理して
いるため、交渉中。

弾薬庫跡
自衛隊と交渉が必要。
弾薬庫へ続くトンネル
とともに歴史を感じら
れるという話。
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■ワークショップまとめ：道標設計図　方向誘導

丸出山観測所跡
Maruideyama Surveillance Station Site
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■方向誘導板詳細図 ■方向誘導サイン全体図
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■ワークショップまとめ：道標設計図　マップ
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トレイルではありません
No Trespassing

車両進入禁止 (地元車を除く )
Pedestr ian Only

30mm程度

600mm

15
0m
m

18
0m
m

15
0m
m

730mm

30mm程度

18
0m
m

■ワークショップまとめ：道標設計図　歩行者および車両進入禁止
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■　300×900×30　　24 枚　　　t=30mm
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m

■　150×600×30　　20 枚　　　　　　t=30mm
15
0m
m
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30mm程度
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m

■　180×730×30　　2枚　　　　　　　t=30mm
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m
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m
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■　150×700×30　　16 枚　　　　
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0m
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m
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・全ての辺を 5mmで面取り

・表面仕上げなし

九州大学
景観研究室

〒819-0395　福岡市西区744番地
ウエスト3号館815号室

Tel. 092-802-3436  Fax. 092-802-3435
1：6

俵ヶ浦トレイルサイン　部材加工要領図

2014.01.20M.Enomoto俵ヶ浦トレイルサイン　部材加工要領図
1

■ワークショップまとめ：道標木材加工要領図
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0 100 200 500m

駐車場への誘導サイン

誘導サイン
バス停

進入禁止サイン

全体案内サイン

車両侵入禁止サイン その他のサイン

（仮）明治の砲台群をめぐる
　　　軍事遺跡トレイル（将来ルート）
・丸出山観測所以外にも、小首砲台や高後崎砲台などが多くの
軍事遺跡が存在しています。当時は観測所から伝令を受けた兵
隊が砲台へ連絡していたため、これらは施設群として繋がってい
ました。今は雑木や竹が茂っており必要に応じて伐採・補修作業
が必要です。
・灯台等の海上自衛隊や海上保安庁の施設をルートに加える場
合、交渉が必要になります。
・短期的に手入れができる場所（小首砲台）と長期的な取り組み
として手入れを考える必要がある場所があります。

現在設定ルート
短・長期的に加えられる
と考えるルート

次のページにサインの内容
と写真をのせています。

（仮）亀の子島と九十九島の
　　　自然をめぐるECOトレイル
・かつて真珠を養殖していた亀の子島は半島から真
っ直ぐに伸びる木造の橋で繋がっています。
・橋自体は現在渡れませんが、干潮時には陸続きに
なり亀の子島まで渡ることができます。
・水面と同じ目線で見るといつもと違う九十九島が見
えます。
・海岸線沿いは干潮時しかあるくことできないためこ
のトレイルをめぐるには地元の詳しいガイドさんが必
要です。

P P

P

P

解説看板

人の歩く早さは80m/分。
10分に１回はトレイルに関
するサインを確認してもらい
迷わないようにする。

1

3

2 4

5

9

8

7

6

12

10

13

15
14

11

1

丸出山観測所

旧高後崎船番所

小首砲台

高後崎灯台

小首砲台（？）

白浜駐車場

丸出山砲台

七郎神社

観測所（？）

亀の子島

飛龍爆撃機
墜落の慰霊碑

昔は車は通れたが
現在は藪で通れな
いという話。調査が
必要。

砲台跡が残されている
。雑木や竹の伐採が必
要。水タンクが設置して
あり、農業用水として利
用されている。

昔は通れたが、現
在は通れないとい
う話。調査が必要。

兵隊の訓練所だったらしく
入り口に兵舎があり、砲台跡
、弾薬庫、トイレ（？）等多くの
施設が残っている。
入り口の兵舎だけでも圧巻
で、放置自動車の撤去と補
修作業でルートに加えられ
る。
奥の施設群がある場所
は雑木や竹がはえている。
地元の方たちが遊んでいた
思い出深い場所でもある。

高後崎砲台

装甲観測所が現存し
ており俵ヶ浦の重要
な歴史遺産。
九十九島を見渡せる
素晴らしい眺望が望
める。

高後崎灯台への道は、海上
自衛隊と保安庁が管理して
いるため、交渉中。

（仮）明治の砲台群をめぐる
　　　軍事遺跡トレイル（2013ルート）
・佐世保港を守るために作られた明治の砲台群をめぐるトレイル。
既に整備が整っている場所を選定してます。
・丸出山観測所跡には、100年前に造られた装甲が現存していま
す。観測所から見渡す九十九島は圧巻です。
・車でこられた方は白浜海水浴場に車を停めてから、バスで来ら
れた方は公民館前のバス停からスタートします。
・将来は短中期的に将来ルートにおいて手に入れることのできそ
うなトレイルを少しずつ広げていくことを考えています。

弾薬庫跡
自衛隊と交渉が必要。
弾薬庫へ続くトンネル
とともに歴史を感じら
れるという話。

■配布資料：トレイルルート案
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4

5

6

9

8

11

12

10

13

15

14

白浜駐車場から来た人が初めて
訪れる別れ道でサインが必要
か？

白浜駐車場の道沿いから右に曲
がる場所。サインが必要。

7

1

丸出山 ◯km

丸出山 ◯km

3

2

丸出山 ◯km

丸出山 ◯km

丸出山観測所跡

白浜駐車場から丸出山観測所へ向か
う道。別れ道が多く、サインが必要。
電柱に設置できる。

バス停から丸出山観測所へ向かう
道。裏面は白浜駐車場へ帰れるサイ
ンにする。

丸出山観測所跡

丸出山観測所跡

丸出山観測所跡

丸出山観測所跡

丸出山 ◯km

バス停から丸出山観測所へ向かう
道。白浜駐車場へ帰るサインも必
要。

丸出山 ◯ｋm

丸出山観測所跡

どちらに進むべきか分かるよう
にサインが必要。仮説サインは
草に埋もれている。

バス停から丸出山観測所に向かう道。
この場所の近くにバス停や白浜駐車場
へ帰るためのサインが必要か？

丸出山観測所跡

丸出山 ◯km

丸出山観測所跡

丸出山 ◯km

バス停から丸出山観測所に向かう道。
バス停と白浜駐車場から来る人が合流
する場所。

全体案内サインを見た後でも迷ってし
まう可能性がある場所。

丸出山 ◯km

目的地 ◯km

丸出山観測所跡

この先は高後崎船番所を目的地にするか、バ
ス停や車までの距離を記す。小首砲台の情報
はどのようにのせるか？

真っ直ぐ進むと、行き止まり
になるためサインを設置する。

目的地 ◯km

高後崎船番所を過ぎた後は、目
的地になる場所が現在無いため、
バス停や駐車場へ誘導する。

◯km

トレイルの帰り道。バス停や
駐車場へ誘導する。

丸出山観測所跡

丸出山観測所跡

丸出山観測所跡

船番所 入り口

◯km

丸出山観測所跡

歩いて 10分経過する 800m毎
にサインを配置する。放置駐車
への注意看板も検討が必要か？

◯km

丸出山観測所跡

丸出山観測所跡

◯km

トレイルの帰り道。バス停や
駐車場へ誘導する。

現在ある仮説サイン

◯km

◯km

◯km

■配布資料：トレイルルート案２
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　トレイルを訪れる人々をどのように誘導するかについて、これまでの話し
合いで出された意見を整理すると、以下のようになります。

①車の誘導
・車で来る方には、白浜海水浴場の駐車場を利用していただく。地元の生活
の妨げとなるので、他の場所には駐車させない。そのために、主要な道路に
白浜海水浴場駐車場への誘導サインを設置する。
・駐車場に誘導しそこなった車が発生した場合、トレイル入口に「車両進入
禁止」のサインを設置して、トレイルルートへの車の乗り入れを阻止する。

②トレイル内の人の誘導
・駐車場、トレイルの起点などにトレイルの全体を示した案内板を設置す
る。
・トレイルの途中で迷いそうな場所には、誘導サインを設置する。
・トレイルから逸脱しそうな場所には、立ち入り禁止のサインを設置する。

③目的地での案内
・観測所や砲台跡等の目的地には、解説を記した案内サインを設置する。

　以上の他に、どんな誘導サインが必要か、屋外に出て実際に歩いてみる
ことで、確認しましょう。

駐車場でのトレイルルートの表示

ルートからの逸脱の防止

目的地での解説

乗り入れ車両の駐車場への誘導

トレイルルート上での誘導

目的地の方向を示したサイン
の例

ここがトレイルのルートである
ことを示すサインの例 

印刷された解説をパネル化し
た説明板の例

木製のパネルに文字を彫刻し
た説明板の例

ルートの説明版に入山カード
入れや各種告知を添付した例

木製パネルにルートマップを
描いて掲示した例

この先が危険であることを示
したサインの例

個々から先はトレイルではな
いことを示したサインの例

■配布資料：トレイル誘導サインのシステム案
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　今回は、これまでの議論を踏まえ、以下の各点に留意したサインの試作品
（モックアップ）を用意しています。現地に立てて見ることにより、設置する位
置、高さ、大きさ、色などについて、十分議論をおこない、地域が納得して設
置できるサインのかたちを絞り込む材料として使うことを想定しています。

①サインの大きさ
・車向けのサインは、走行中の車から視認・判読可能な文字等
の大きさにする必要があります。
・人向けのサインは、目につきやすい大きさにする必要がありますが、大きす
ぎると景観を阻害するため、配置する場所にお怖じて適切な大きさを選択
する必要があります。

②サインの高さ
・車向けのサインは、運転席の高さから目につきやすい高さにする必要があ
ります。
・人向けのサインは、草等に埋もれない高さ、人の目につきやすい高さにする
必要があります。

③サインの材料
・俵が浦の環境によく馴染む自然の材料（木材、石材など）を主体とすること
が望ましいでしょう。
　
④サインの色
・十分な視認性がある必要はありますが、必要以上に目立つ色にすると、自
然景観に調和しにくくなる恐れがあります。

丸出山観測所跡
Maruideyama Surveillance Station Site

250m

白浜海岸駐車場
Shirahama Beach Parking Area

700m

丸出山観測所跡
Maruideyama Surveillance Station Site

150m

トレイルではありません
No Trespassing

車両進入禁止（地元車を除く）
Pedestr ian Only

0 1km

丸出山観測所跡

P白浜海水浴場

トレイル
車道 高後崎船番所

小首砲台跡

現在地

トイレ

トイレ

バス停

俵ケ浦トレイル俵 浦トレイル俵 浦トレイル

俵ケ浦◯◯◯トレイルを利用される方は
白浜海水浴場駐車場に駐車してください。

P300m

俵ケ浦◯◯◯トレイル

誘導サインの例

進入禁止サインの例

車両進入禁止サインの例 トレイル説明版の例

駐車場への誘導サインの例

10cm

20cm

10
cm20

cm

20cm

40cm

60cm

80cm

100cm

120cm

140cm

160cm

180cm
丸出山観測所跡
Maruideyama Surveillance Station Site

250m

トレイルではありません
No Trespassing

0 1km

丸出山観測所跡

P白浜海水浴場

トレイル
車道 高後崎船番所

小首砲台跡

現在地

トイレ

トイレ

バス停

俵ケ浦トレイル俵 浦トレイル俵 浦トレイル

俵ケ浦◯◯◯トレイルを利用される方は
白浜海水浴場駐車場に駐車してください。

P300m

俵ケ浦◯◯◯トレイル

車両進入禁止（地元車を除く）
Pedestr ian Only

人用サインは大人の目の高さに設置するのを基本とし、サイズは小さめにする。
材料には地元産の木材を利用する。

車用サインは運転席の高さに近い高さに設置するのを基本とし、サイズは大きめにする

歴史的な石積みに用いられている
地場産石材を活用も考えたい

豊富な木材を活用してサインを製
作することは、環境にもプラスです

サインの足下に地元の石を積むと、俵ケ浦らしさがでるのでは？

■配布資料：トレイル誘導サインのモックアップの考え方
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熊本県小国町にある杖立温泉。ここでは、地元の方が外の方やデザイ
ンの専門家と一緒に自分たちのシンボルマークを作った「杖立のしる
しはぼくらのしるし」という企画が行われました。

杖立温泉は温泉に来てくれるお客さんがいるからこそ成り立つ地域な
ので、温泉街に来てくれる方とも一緒になって自分たちのシンボル
マークを作っています。
以下にマークが完成するまでの過程を記します。

シンボルマークを考えよう  杖立の暮らしと風景

資源、モチーフの把握　地元の方とのまち歩き

みんなで選ぶ　地元と温泉客、選考委員
俵
ヶ
浦
の
物
語

俵ヶ浦ではどのように取り組みましょうか？

①テーマを決める
・杖立温泉街の風景と暮らしの有り様を表現する。

②資源の把握
・地元のことについて詳しく知らない温泉街に来てくれた方を地元
の方が案内しながら一緒にまち歩きをして、歴史や資源を把握し
ました。

③みんなでつくる
・外から来た人も含めて杖立の風景や風物詩をとらえた素晴らしい
作品が 11８作品応募されました。
・大人から子どもまで参加しています。

⑤デザインの専門家による磨きあげ
・最初から専門家がマークを作るのではな
く、みんなで考えてできた案を専門家が
磨き上げています。

①テーマを決める  俵ヶ浦◯◯トレイル　　　　 

②資源の把握　

⑥シンボルマーク完成・利用　　　 　　　　　　

⑤デザインの磨き上げ

④みんなで選ぶ　ワークショップ参加者、作った方

③みんなで作る　地元の方、小学生　　　　　   

高低差の激しい路地に張り付く建物群は、歴史ともに増改築を重ね、
どこからどこまでが同じ建物なのか、住民の方々でないと判別がつか
ない状況です。また、その周囲に縦横無尽に走る温泉の配管は、まる
で生き物のようにも目に映ります。その風景の不思議さ、滑稽さ、そ
して 1700年の歴史を経て表出した、人間らしい暮らしの営為に感銘
し、複数のロゴマークを組み合わせる不思議な形にたどり着いたとい
うことです。」

地元（旅館関係） 温泉客

杖立温泉
④みんなで選ぶ
・地元と温泉客の投票、選考委員による
選考でシンボルマークを選んでいきまし
た。
・長い選考時間の末、選考を一任された
委員長は３作品の紙をやぶりテープでつ
なぎ合わせて、シンボルマークとして使
用することに決めました。選考理由とし
て杖立に住んでいる人の営為によって現
れた風景の不思議さや複雑さに感銘をう
けたことが挙げられています。

⑥シンボルマーク完成・利用
・地元の方や外の方、專門家等多くの人
が関わりながら作った過程を通して、杖
立の物語が生まれ自分たちのシンボル
マークが生まれます。
・完成したシンボルマークは様々な場所
で利用さています。

俵ヶ浦にはたくさんの資源（砲台群、灯台、九十九島、亀の子島、畑など）が
あり、それをもとにシンボルマークが考えられます。
地元に住んでる方にお話して、子どもから大人も巻き込みながら、シンボル
マークを考えましょう。
考えたシンボルマークはみんなで選んで決めることで、今後に可能性をもっ
た自分たちのシンボルマークが完成すると思います。
完成したシンボルマークは、マップやサインに使い、地元の素晴らしい資源
を見にきた方に自慢しませんか？九大もお手伝いをします。

俵ヶ浦◯◯トレイルは、地元の方が誇りに思っている俵ヶ浦の資源を回ってもらうものです。
たくさんの資源（砲台、海軍、九十九島、畑、七郎神社、亀の子島など）をもとにシンボルマークが考えられます。
地元にいる子どもから大人、九大も一緒になって作り、その中からみんなで話して選んで決めることで、今後に可能性をもった自分たちのシンボルマークが完成すると思います。
完成するマークだけが大事なのではなく、みんなで作る過程を通して素敵な俵ヶ浦の物語が生まれます。

地元（子どもから大人まで）

俵ヶ浦

■配布資料：トレイルのシンボルマークを考える
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　俵ヶ浦のトレイルは、歴史遺産と美しい風景、そして豊かな自然環境が
共存する素晴らしいトレイルです。今後このトレイルを広く社会に認知して
もらうために、このトレイルに相応しいニックネームとシンボルマークを皆
さんでつくりましょう。

①ニックネーム（愛称）
　ニックネームを考える場合、以下のように様々なものをヒントにすること
ができます。

・俵ヶ浦で見ることのできる珍しい生き物や植物の名前を使う。
・海軍遺産の名称を使う。
・俵ヶ浦のキャッチフレーズ、まちづくりのキーワードを使う。

②シンボルマーク（ロゴ）
　シンボルマークもニックネームと同様に地元の特徴をよく示したものを
材料にすることができます。

・俵ヶ浦で見ることのできる珍しい生き物や植物の姿をモチーフにしてデザ
インする。
・海軍遺産の姿をモチーフにしてデザインする。
・半島の姿をモチーフにしてデザインする。

動物、野鳥をデザインしたシンボルマークの例人をデザインしたシンボルマークの例

木の実をデザインしたシンボルマークの例

木、森をデザインしたシンボルマークの例

灯台をデザインしたシンボルマークの例地形をデザインしたシンボルマークの例

■配布資料：トレイルルートの愛称とシンボルマーク
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②マップ①サイン

１月

２月

３月

１２月

（本日）

③シンボルマーク

　　　　　　サインのデザイン検討

　　　　　　　 サイン配置計画

全体ルートにおける設置サインと設置場所の確認 　　　　　　　　 地図の確認

　　　　　　　　マップ原案の検討

　　　　　　　マップの確認・完成

　　　俵ヶ浦トレイルお披露目ウォーキング

　　　　　     　　　　絵コンテの検討
　　　　　・項目、イメージ、サイズ、折り方

設置作業をみんなで行う
・道具は九大で準備

サインをみんなで作る
・海上自衛隊、保安庁と一緒につくることも検討中
・俵ヶ浦で再利用できそうな木材を使うことを考える

　　　　　　  マークについて情報提供

　　　　俵ヶ浦らしいシンボルをみんなで考える

　　　　　　  　　マークを作る

　　　　　　　マークをみんなで選ぶ

　　選んだマークを磨く

　　　　　シンボルマ―クの確認・完成

今後の進め方について、これまででてきた意見や本日検討した内容を今
後の予定をふまえて整理すると右のような流れになります。
①サイン、②マップ、③シンボルマークの取り組みの内容について考えら
れる点を以下に挙げてみました。このたたき台をもとに今後の進め方に
ついて話し合いましょう。　
　　
①サイン
・本日の配置計画に関する議論及び現地でモックアップを見ていただき、
サインのサイズやデザイン設置場所、設置方法に関するご意見をもとに
九大で持ち帰り、具体的にサインの試作品を作成します。
また、現地で入れない場所等、サイン設置場所については再度九大側で
確認を行う予定ですが、その際、次回ワークショップかその前後で地元
の方と一緒に確認できればと考えています。
・サインに使う木材や石は廃屋等から再利用できればと考えています。
・作ったサインはみんなで一緒に設置できればと考えています。
・今年設置するサインの製作には海上自衛隊や海上保安庁の方に協力い
ただくことも考えています。

②マップ
・本日マップの絵コンテをもとに議論しました。
・今後は地図、マップ原案と議論する予定です。
・最後に検討して修正されたマップ案を確認して完成予定です。

③シンボルマーク
・完成したシンボルマークは、マップやサインに利用したり、社会的認
知を高めるために使うことができます。
・俵ヶ浦らしいシンボルとはなにかをみんなで考えます。
・シンボルをモチーフとしたマークをデザインします。
・みんなでデザインしたマークを選びます。

④俵ヶ浦トレイルウォーキング
・自分たちで作ったサイン、マップ、シンボルマークを実際に使って、
外から来た人と一緒に俵ヶ浦のトレイルをめぐることができればと考え
ています。
・自分たちで作ったトレイルを楽しんで、今後の活動を続けていければ
と考えています。

■配布資料：トレイルのサイン、マップ、シンボルマークについて今後の進め方
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4-2 道標設置場所確認のための現地調査
日時：平成 26年 1 月 9 日
目的：12 月 8日のワークショップを通じ検討したトレイルルー
トと道標設置位置について、現場で土地の状況等を確認し、設置
する箇所に目印となる木杭を設置する。
調査員：樋口、榎本、裴（九州大学景観研究室）、佐藤（Roots）
概要：
　12 月 8日のワークショップで検討し、決定した道標設置位置
の確認を行うため、九州大学が現地調査を行い、土地状況を確認
して、目印の木杭を設置しました。
　俵ヶ浦町は高齢の方も多く、徒歩で全ルートを回る作業となる
ため、設置した木杭を後日、地域住民の方に確認していただくと
いう方法で、道標設置位置の確認を行うこととしました。
　トレイルルート全 4kmのルートで、31ヶ所の木杭を設置しま
した。
　調査結果を次のページに示します。

道標設置場所の確認を行う前に、佐世保観光コンベンション協会で
道標の制作及び設置方法について打ち合わせを行いました。

サインの設置予定箇所に、目印となる杭を打ち付けていきます。杭
には地図と対応させた番号を書き込み、あとから確認し易くさせま
す。

「トレイルではありません」の道標は木杭に取り付けず、その場にあ
る木に取り付けることができるのかも検討項目として挙げました。

見晴らしの良いところは、撮影スポットになるので邪魔にならない
ところに道標を設置した方がよいのではないかという意見もありま
したが、良いデザインの道標を作るということで、撮影されてもい
い場所に杭を打つことにしました。

既存の道標もあったのですが、目立たないため、近くに新しい道標
を設置することにします。

白浜海岸駐車場の近くは、たくさんの既存の道標が設置されている
ので、新しく設置する道標をどこにすればいいのかが課題となりま
した。
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公民館にお集まりいただいた俵ヶ浦町のみなさんに、ワークショッ
プの作業内容と、制作する道標の完成イメージを説明します。

ワークショップは、ルーターチーム（道標の文字彫り）、ペンキチー
ム（文字の色付け）とノコギリチーム（板材の切り抜き）に分かれ
て作業を行います。

町内婦人部の方達も作業に参加されています。手先が器用なだけあっ
て細かい作業も難なくこなしていきます。

大きいゴーグルとマスクの完全装備でルーター作業に取り掛かりま
す。作業の呑み込みの早さに大人たちもただ感心するばかりです。

なかなか作業が大変な手ノコの作業は、経験豊富な地元のおじさん
達に手伝ってもらいながら、文字や数字の形を切り抜いていきます。

こちらはノコギリ（手ノコ）で道標の板材の上に貼る形を切り抜い
ています。

初めて使うルーターも、少しの練習をするとすぐに上手に使えるよ
うになりました。

初めてルーターで彫った道標が完成。住民達の力でも素晴らしい道
標を作れることが証明された瞬間でした。

午後からは地域の子供達も参戦。初めての作業にわくわくしていま
す。

4-3 道標制作ワークショップ

日時：平成 26年 2月 15 日
目的：トレイルに設置する各種道標を地域住民の皆さんに作って
いただく。
場所：俵ヶ浦公民館
参加者：俵ヶ浦町住民
概要：
　今回のワークショップでは、これまでのワークショップで絞り
込んだ道標のデザインの考え方や寸法、設置予定地点に合わせ
て、様々なサインを地元の皆さんに制作していただきました。
　最終的に設置予定の道標には、「駐車場誘導サイン」、「トレイ
ル案内地図」、「目的地誘導サイン」、「通行止めサイン」、「車両進
入止めサイン」、「目的地説明看板」の６種類がありますが、今回
のワークショップでは、このうちの「目的地説明看板」以外のす
べてを制作しました。
　概略の作業の流れは以下のようになります。

（１）「目的地誘導サイン」、「通行止めサイン」、「車両進入止めサ
イン」の制作
① あらかじめ佐世保の製材所で寸法通りにカットしてある板材
に茶色のステイン（屋外用防腐塗料）を二度塗りする。

② 板材の表に、制作するサインの文字や図案を印刷した紙を仮
止めする。

③ ルーター（文字を掘るための電動工具）を用いて、紙に印刷
された文字に合わせて板を掘る。

④ 掘り終わった文字の溝に所定の色の塗料を注射器で垂らし込
む。

⑤ 板材の所定の箇所にドリルで穴をあけ、柱材にボルトで固定
する。

（２）「駐車場誘導サイン」、「トレイル案内地図」の制作
① あらかじめ佐世保の製材所で寸法通りにカットしてある板材
に茶色のステイン（屋外用防腐塗料）を二度塗りする。
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作業に取り掛かる子供達の表情は真剣そのものです。 九大のお兄さん、お姉さん達とも一緒に作業をやっていきます。

一方、道標の設置を行うため、木杭の原料となる丸太を地元の間伐
材からいただくことになりました。これらの丸太は、唐津の木工所
で製材されます。

ローカル新聞「ライフさせぼ」にも取り上げられ、俵ヶ浦町の取り
組みが、佐世保の各町内に広まりつつあります。

俵ヶ浦町の子供達とすっかり仲良くなってしまった九大景観研の学
生。

三つのチームがそれぞれ大人・子供で支えあいながら、着々と作業
を完成させていきます。

作業場の一角には制作が完了した道標がどんどん並べられていきま
す。

充実した一日の作業が終わり、最後はみなさんで成果の前で記念撮
影。16枚もの素敵な道標が俵ヶ浦住民のみなさんの力により完成
しました。

② 厚さ 3mm程度の薄板の表面に制作するサインの文字や数字、
俵ヶ浦半島の輪郭を印刷した紙を仮止めする。

③ 文字や数字、俵ヶ浦半島の輪郭を薄板から糸鋸で切り出す。
④ 板材の表に、制作するサインの文字や図案を印刷した紙を仮
止めする。

⑤ ルーター（文字を掘るための電動工具）を用いて、紙に印刷
された文字に合わせて板を掘る。

⑥ 掘り終わった文字の溝に所定の色の塗料を注射器で垂らし込
む。

⑦ 板材の所定の箇所にドリルで穴をあけ、二本の柱材にボルト
で固定する。

⑧ ボルトで固定した板材の表面に、文字や数字、俵ヶ浦半島の
輪郭を木工用ボンドで貼付ける。

　以上のうち、今回のワークショップでは、（１）の②から④ま
で、（２）の②から⑥までを実施しました。①のステイン塗布の
作業は乾燥に時間がかかることから事前に九大で完了したもの
をワークショップ会場に持ち込みました。右の写真は、作業に参
加された地域の大人の皆さん、子供の皆さんの作業風景です。
　作業で使用した木材は、佐世保観光コンベンション協会の方々
にご手配いただきました。すべて長崎県産の杉材です。

　参加された地域の皆さんは子供さんも含めてこうした作業は
初めての方ばかりであり、最初のうちは練習をしないといけませ
んでしたが、すぐに自分たちだけでできるようになりました。
　九大で全てを制作せず、大半の作業を地域の皆さんにやってい
ただくことにしたのは、以下の理由からです。

①地元の方達が手作業で制作し維持管理できる道標にする
　俵ヶ浦地区では、地域の皆さんが力を合わせて丸出山観測所周
辺の整備をされるなど、地域力がとても高い地域です。今回制作
するような道標は、行政が税金を使って制作・設置するのが一般
的ですが、そうした場合、維持管理費が不足することが多く、一
定の時間が経つと道標が痛み役に立たなくなってしまうことが
よくあります。使用する材料もプラスチックや金属が主体である
ため、地元の方々が手仕事で修理をするのは困難です。今回の取
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り組みでは、俵ヶ浦地区の高い地域力があれば地域で維持管理を
継続できるタイプの道標のデザインを採用することにしました。
それが木製の道標です。プラスチックや金属ではなく、地域で容
易に調達可能な木材を材料に用い、皆さんが自宅に持っておられ
る道具を使って加工したり維持管理したりすることが可能な道
標のデザインです。木材ですので耐久性ではプラスチックや金属
に劣りますが、地域の皆さんがいつも気にかけ見守り、必要であ
れば補修をしてくださることにより、この木製道標はいつまでも
使い続けることが可能になるのです。

②作る練習を皆でしっかり、そして楽しく経験しておく
　今回採用した道標の制作では、ルーターを除けば特殊な工具は
一切不要です。糸鋸にしろ注射器にしろ、ホームセンターで簡単
に手に入るものばかりです。ルーターも数千円で売っています。
それでも、一つの道標をきちんと完成させるには、工程の最初か
ら最後まで一通り経験しておく必要があります。今回のワーク
ショップの大きな目的は、この「経験」をしていただくことです。
ルーターで文字を掘る作業を九大の学生から教わりながらでき
るようになること、糸鋸の扱い方をおじいちゃんから教わって作
りたいかたちを切り抜くこと、使いたい色のペンキを注射器に吸
い取って掘った文字の中に垂らすこと・・・どれもやってみると
楽しい作業であり、最初のうちは失敗してもワイワイやりながら
皆で楽しく作業するうちに大人も子供も全員ができるようにな
ります。この「楽しく」が二番目のキーワードです。楽しいこと
はまたやりたくなるものです。それが地域の皆で道標を維持管理
していくことにつながっていきます。

ライフさせぼ 2014 年 2月 21日号 No.1750
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5. 地域の皆さんとボランティアの皆さんによる道標の設置

日時：平成 26年 3月 15 日
目的：①前回ワークショップの続き（道標の制作）
　　　②トレイルに各種道標を地域住民の皆さんとボランティ
アの皆さんに設置していただく。
場所：俵ヶ浦公民館及び俵ヶ浦トレイルルート上の道標設置地点
参加者：俵ヶ浦町、米軍ボランティア19名、海上自衛隊ボランティ
ア 5名、江迎ボランティア 2名、塩見、中島（佐世保観光コン
ベンション協会）、樋口、榎本、行徳、江副、河津、鍛冶、裴、ジョ
ン（九州大学景観研究室）
概要：
　いよいよ地元の皆さんが制作された道標を設置する日がやっ
てきました。幾つか未完成の道標もあるため、作業は①道標の制
作班と②道標設置班の二班に分かれておこないました。まず道標
の制作班が、前回と同じ機材を使用して文字の彫り込みや塗装の
作業に入ります。会場は俵ヶ浦公民館です。前回よりもさらに多
くの子供さんが参加してくれています。
　いくらか作業が進んだところで米軍と自衛隊のボランティア
の皆さんが到着。20 名を超える猛者の皆さんが日曜日だという
のに集まってくださいました。江迎地区からのお二人の男性が参
加してくださいました。さっそく少々引っ込み思案な俵ヶ浦の子
供さん達やオジサン、オバサン達にも入っていただき、皆で手を
つないで 50人以上の大きな輪を作りました。その真ん中に英語
が得意な九大の学生が陣取って一日の作業の流れを説明。お天気
が素晴らしいこともあり皆さん笑顔です。
　ボランティアの皆さんには道標設置班に参加していただきま
す。地元のオジサン達が持ち込んでくださった軽トラが全部で 4
台。普段は俵ヶ浦での暮らしの中で使われている車です。それぞ
れに担当個所を決め、必要な資材を積み込み、メンバーを割り振
ります。仕切るのはもちろん地元のオジサン達です。公民館の台
所では、地元のオバサン達が炊き出しの支度で大忙しです。お昼
にいただきます。
　それぞれの軽トラに分乗して作業現場に到着。さっそく穴堀り

道標設置を手伝って下さる米海軍のみなさんが俵ヶ浦町公民館に到
着しました。地域の方達はおどおどしながらも、嬉しそうです。

子供達と積極的に交流を図る米海軍のみなさん。言葉がなかなか通
じないのか、子供達は少し緊張気味です。

俵ヶ浦町公民館前では板材を複数枚組み合わせる必要のある道標の
組み立てが行われています。

道標が立てられ、掘り出した土を周りに固めて、周辺の石を基礎部
に置きます。風景によりなじむような処理をしていきます。

設置された道標は、俵ヶ浦トレイルにぴったりの仕上がりになりま
した。

俵ヶ浦町の子供達も、積極的に道標組み立ての作業に参加していま
した。

陸上自衛隊OBや江迎地区ボランティアの方も交えて、みんなで輪
になってもらい、道標設置作業の要領を説明しました。

米海軍さん達と同じトラックの荷台で道標設置場所まで移動する
俵ヶ浦町のみなさん。こんな映画のワンシーンのような情景、彼ら
にとっては初めてではないでしょうか。

スコップで穴を掘った箇所に道標が立てられました。米海軍さん達
の力強いサポートにより、トレイルルートのあちこちで道標が順調
に設置されて行きます。
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見晴らしの良い場所で道標を設置したみなさんで記念撮影。これか
らも俵ヶ浦トレイルを楽しむ人達にとって絶好の撮影スポットとな
りそうです。

米海軍広報部の方達も取材に来られました。今回の俵ヶ浦町住民と
の共同作業は彼らにとっても初の試みであり、今後も続けていきた
いとのことです。

陸上自衛隊OBや江迎ボランティアの方達も俵ヶ浦住民のみなさん
と一緒に汗を流してくださりました。自分たちで設置した道標には
やはり思い入れがあるようです。

作業に参加した関係者全員で、俵ヶ浦トレイルの入り口となる道標
の場所で記念撮影。みなさん本当にいい笑顔です。

作業の開始です。かなり固い地面のところが多く、さすがの米軍
さんたちも汗をかきながら手間取りましたが、それでも昼過ぎま
でには準備していたすべての道標を設置することができました。
しっかり準備をしてきたこともあり、今回設置した道標は俵ヶ浦
の風景によく馴染んでいます。
　一方公民館では、トレイル案内地図や駐車場誘導道標などの大
型道標の組み立てが進められています。構造が複雑なため、なか
なかうまくいきません。結局この日のうちに設置することはでき
ず、後日改めて、ということになりました。これも今後に役立つ
経験の一つです。
　最後に残ったおにぎりをほおばりながらトレイルのスタート
地点で全員参加の記念写真撮影。あらためて参加者の多さに驚か
されました。
　余談ですが、佐世保基地では以前から地域貢献のためのボラン
ティア活動をしてきたそうですが、今回のような地域の人たちと
一緒に汗をかく取り組みは多分初めてだろうとのことでした。ぜ
ひ次回もそしてその次も俵ヶ浦でのまちづくり活動に参加して
いただきたいところです。
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■配布資料：3月 15日道標設置位置図
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■配布資料：作業要領資料

サイン製作ワークショップ　作業要領説明	   担当者:　ジョン、江副　（九大）	  

◎日時　　3月15日　10:00〜15:30	  

◎場所　　俵ヶ浦町公民館	  

◎概要　	  

◎作業内容	  

・作業人数　2（ルーター一台につき1人）	  

◎使用する材料・道具	  

■　文字を掘る	  

作業手順	   必要時間	   担当者の役割	   備考	  

①ルーターの練習	   15分	   ・ルーターの使い方
説明	  
・安全確認	  

・作業前に、	  
ゴーグル、マスクを
付けていただく	  

②道標の文字が印刷
された紙を木材に貼る	  

3分	   ・スプレーのりの使
い方説明	  
・貼り方指導	  

・スプレーのりを使う
箇所は新聞紙を広く
敷く	  

③紙に印刷された文
字をなぞるようにルー
ターを動かし、文字を掘
る	  

30分〜	  
45分	  

・ルーターの使い方
指導	  
・ルーターの刃の交
換	  
・安全確認	  
	  

・3mmの刃と4mmの
刃を換えて使う場合
がある。その場合は、
担当者が刃の変更
を行う。	  

担当　ジョン	  

・目安時間:　45分〜60分/枚	  

ルーター、筆・スポイト、ルーター替え刃(3mm、4mm)、ペンキ(白、黄)、新聞紙、	  
スプレーのり(55)、ウエス、マスク、ゴーグル、紙コップ、掃除機、軍手	  

俵ヶ浦トレイルに設置する道標（サイン）を、俵ヶ浦町のみなさんで製作するワークショップです。	  
作業は、道標の文字を「ルーター」という機械で掘るのと、掘った文字にペンキで色を付ける作業に分かれます。	  
製作した道標は後日また、地元で据え付けの作業を行います。	  
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■　掘った文字に色を付ける	  

・作業人数　2〜3（進捗状況に合わせて調整）	  

担当　江副	  

作業手順	   必要時間	   担当者の役割	   備考	  

①スポイト、また
は筆にペンキを
付け、	  
文字の溝にペン
キを入れて着色
する	  

20分〜	  
35分	  

・スポイト/筆の使
用について指導	  

・担当者はペ
ンキが作業
者の服につ
かないよう気
を配る。	  
（ウエスを近く
に置く）	  
・事前にペン
キを乾かす場
所を確保して
おく	  

・目安時間:　20分〜35分/枚	  

■配布資料：作業要領資料
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サイン設置ワークショップ　作業要領説明	   担当者:　鍛冶、河津、榎本、行徳	  

◎日時　　3月15日　12:40〜16:00	  

◎場所　　俵ヶ浦トレイル（バス停周辺〜丸出山観測所跡区間）	  

◎概要	  

◎作業内容	  

◎使用する材料・道具	  

竪穴式スコップ、充電式インパクトドリル、コーススレッド、六角ボルト・ナット・座金、スコップ、ドライモルタル、軍手	  

作業手順	   必要時間	   担当者の役割	   備考	  

①ボルトを通す穴
を空けた木杭と道
標を対応させる	  

3分	   ・木杭と道標の
対応について説
明	  

②ボルトをインパ
クトドリルで締め、
固定する	  

10分〜	  
25分	  

・インパクトドリ
ルの使い方説
明	  
・施工の指導	  
・安全確認	  

・駐車場案内看板、ト
レイル案内看板等2
本の木杭を使用する
サインは、事前に穴
を掘る間隔を確認し
た後、組み立ての作
業に入る	  

③（地図と駐車場
の板材をサインに
固定する場合）	  
コーススレッドで板
材をサインに固定
する。	  

10分	   ・インパクトドリ
ルの使い方説
明	  
・施工の指導	  
・安全確認	  

駐車場案内看板、ト
レイル案内看板のみ
適用	  

作業人数　2	  ■　サイン組み立て	  

・目安時間:　15分〜30分/箇所（道標の種類による）	  

作業人数　2〜3	  ■　穴掘り	  

・目安時間:　30分〜40分/穴	  

作業手順	   必要時間	   担当者の役割	   備考	  

①穴を掘る位置
の決定	  

5分	   ・穴を掘る位置
について調整す
る	  

・設置箇所の地盤が
広範囲で穴掘りに適
していなく、設置が困
難な箇所については、	  
チーム担当者が全体
の担当者に連絡する。	  

②竪穴式スコップ
で1mの穴を掘る	  

30分	   ・竪穴式スコッ
プの使い方説
明	  
・施工の指導	  
・安全確認	  

・一つのサインで杭を
2本使う箇所は幅を
事前に確認した上で、
スペーサーを当てな
がら掘り下げていく。	  
・1mの基準となる物
を用意し、どこまで掘
るのか分かるように
する。	  

俵ヶ浦町のみなさんが作成した道標を設置予定箇所に据え付けるワークショップです。	  
作業は現地での道標組み立て、穴掘り、及び道標据え付けの三つです。	  
最初に作業者全員で実演を見ながら、作業要領を把握します。	  
	  

※サイン組み立てと穴掘りは、基本同時進行で行う。	  

■配布資料：作業要領資料
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作業人数　4〜5	  ■　サイン据え付け	  

・目安時間:　15分/本	  

作業手順	   必要時間	   担当者の役割	   備考	  

①組み立てたサ
インを、二人で穴
に立てる	  

5分	   ・安全確認	  

②サインを立てた
二人が支え、もう
一人が穴の隙間
にドライモルタルを
入れる	  

3分	   ・入れるドライモ
ルタルの量につ
いて指示	  

①②の作業中、	  
2名程で周囲の石を
集める。	  

③およそ地表ま
でドライモルタルを
入れたら、掘り出
した砂を周りに盛
り、集めた石を置
いて固定する。	  

5分	   ・盛り土の方法、
石の置き方等に
ついて指示	  

木杭を立てた時のイメージ	  

※実際は丸太ではなく、四角く製材した木杭となります。	  

■配布資料：作業要領資料
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６．トレイルルートマップの制作

　俵ヶ浦町のトレイルマップの作成にあたっては、まず地域住民
の方々とのワークショップを通じておすすめの立寄スポットや
ビューポイント、俵ヶ浦町ならではの歴史や文化を洗い出した
後、九州大学での現地踏査を踏まえてコースづくりの検証を行い
ました。このプロセスを数回繰り返した後、地域住民のみなさん
が思い描くトレイルコース、ビューポイント、立寄ポイントを決
定し、マップづくりに着手しました。
　要塞や灯台、風景、牡蠣、海水浴場など、様々な地域資源が点
在する俵ヶ浦町にあって、佐世保・俵ヶ浦半島での位置づけや特
色、来訪者を呼び込むためのわかりやすさが必要であると考え、
“明治の要塞遺構と豊かな景色に出会う旅 ”をトレイルのコンセ
プトに、「俵ヶ浦町 歴史遺産トレイル」というタイトルに決定し
ました。
　トレイルマップの表紙には、歴史遺産トレイルの代表的立寄ス
ポットである「丸出山観測所跡」をモチーフにアイコンをデザイ
ンし、迎え入れる地域住民の親しみやすさを取り入れる工夫を
行っています。またこのアイコンは、今後俵ヶ浦半島の他の地域
で同様のトレイルコース・マップづくりがある際、各地域それぞ
れの特色を表す資源をアイコン化することを想定しており、地域
住民が主体となった同様の取組みが俵ヶ浦半島ひいては佐世保
市全体へと展開してほしいという願いを込めています。歴史遺産
トレイルを「COURSE1」と設定したのも、同じ意図が含まれて
います。
　最終的な仕様としては、トレッキングをして来訪するユーザー
側の視点に立ち、A3サイズを４つ折した、携帯しやすいハンディ
サイズのマップとしました。内容は、俵ヶ浦半島の紹介、九十九
島パールシーリゾートからのロングトレイルコース、俵ヶ浦町内
におけるトレイルコースと３段階の展開とし、マップを手に取っ
た人たちが “俵ヶ浦町へ行ってみたい ”と思ってもらえるストー
リー性を重視しました。

ハンディなサイズでポケットに入ります。
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Access to Tawaragaura

白浜
海水浴場

九十九島

パールシーリゾート →

展海峰

俵ヶ浦町

国立公園
白浜キャンプ場

白浜
駐車場

七郎神社

七郎鼻 黒小島

俵ヶ浦
郵便局

俵ヶ浦町公民館

P

高後崎灯台

小首砲台

START

｢俵ヶ浦中央｣バス停

｢俵ヶ浦｣
バス停

佐世保要塞
明治19年佐世保港が軍港に指定
されると同時に、周辺に建設され
た多くの軍事施設のひとつ「佐世
保要塞」。ここ俵ヶ浦半島には3か
所に、砲台や観測所をはじめ、兵
舎などの施設が造られた。これら
の砲台はついに戦闘に参加する
ことなくその役割を終えたが、煉
瓦と石とコンクリートで造られた
要塞は、日本の歴史を物語るかの
ように、今もなお、俵ヶ浦の山中に
ひっそりとその姿を留める。将来、
トレイルルートとしても紹介した
いスポットだ。

TOPIC

小首砲台

佐 世 保 港 を 護 っ た 歴 史 ロ マ ン が こ こ に 。
明 治 の 要 塞 遺 構 と 豊 か な 景 色 に 出 会 う 旅 。

俵ヶ浦町 歴史遺産トレイル

佐世保湾口近くの俵ヶ浦港と集落、対岸の針尾島
には3本の針尾無線塔を望むビュースポットだ。

佐世保港から島々へ渡る定期船や米海軍、
海上自衛隊の艦船が行き交う。

「丸出山観測所跡」から見渡す九十九島の絶景。
圧巻の一言。

VIEW POINT ❶　 VIEW POINT ❷ VIEW POINT ❸

VIEW POINT ❹ VIEW POINT ❺ VIEW POINT ❻

VIEW POINT ❼ VIEW POINT ❽ VIEW POINT ❾

「丸出山観測所跡」の周辺には
のどかな農村風景が広がる。

折り重なる岬、海のブルーと畑の緑、
絶妙なコントラストを発見！

道の向こうには海が広がる。
風景の変化がトレイルの魅力だ。

海辺の小さな田んぼと、
のびやかに広がる佐世保港。

いろんな風景に出会う半島で、お気に入りの
オーシャンビューを探すのも楽しみだ。

のどかな漁港。俵ヶ浦の暮らしの風景だ。

トレイルの楽しみ方 5か条

俵ヶ浦町へのアクセス

黒小島

高後崎船番所跡
江戸時代、日本で唯一の貿易港だった長崎
の警備を担った平戸藩が1714年に設置し
た番所跡。対岸にあった大村藩の寄船番所
と共同で、異国船の取り締まりを行った。船
溜まりの古い石組の突堤が歴史を物語る。

H

F

G

丸出山観測所跡
1889年に軍港として開港した佐世保港を護る
ため、周辺には旧日本陸軍によって1901年ま
でに7ヶ所の砲台が完成した。ここ丸出山には、
佐世保港外を一望する装甲観測所（見張台）
が、110年以上を経た今もなお現存する。

立 寄
ポイント

H

立 寄
ポイント

G

F亀の子島
九十九島の真珠養殖発祥の地。
1920年（大正9）に高島末五郎氏
によって確立された真円真珠の養
殖は、一時は世界一の生産を誇っ
た。陸部から200mほどの橋が架
かっているが、今は朽ちて渡るこ
とはできない。大潮の干潮時のみ
陸続きになり、歩いて渡ることが
できる。地域では歩いて渡る亀の
子島トレイルルートも構想中だ。

　俵ヶ浦半島の先端に位置する俵ヶ浦町。ここは、軍港として開港した佐世保港を護るために、明治期に設置された砲台や観測所、
江戸時代に海域の警護のために置かれた船番所や、中世の山城跡が残るエリアで、佐世保のルーツを辿る歴史ロマンの宝庫だ。

その歴史遺産を巡ると、青い海や島々、豊かな農耕地が織りなすのどかな風景が広がる。
道すがら出会う土地の人たちは、みんな気さくで温かい。それだけで十分な贅沢だ。

半島を歩いて、佐世保港と九十九島、二つの海を吹き渡る“海風”を満喫する旅へ出かけよう。

歩いていると、
そこかしこに

石垣を発見！

こんなのどかな
１シーンに

出会えるかも。

車
西九州自動車道「佐世保みなとI.C.」から約３０分

バ ス
JR佐世保駅から市営バス俵ヶ浦行で約５０分、

「俵浦中央」下車。

※路線バスは本数が限られますのでご注意ください。
佐世保市営バスのご案内は、ホームページ「九州のバ
ス 時刻表」で検索、または佐世保観光情報センター

（TEL.0956-22-6630）へお問い合わせください。

1.車輛は駐車場へ！
トレイルルートは一部を除いて離合の難しい狭路です。車輛
は「白浜海水浴場・キャンプ場」の駐車場に停めてお楽しみく
ださい。余裕があれば、西海パールシーリゾートからのロング
トレイルや、市街地からの路線バスを使ってごゆっくりとお
楽しみください。

3.お弁当をもって
俵ヶ浦町内には飲食店はあ
りません。お弁当を準備し
て、お気に入りの絶景とと
もにお楽しみください。

4.安全に楽しみましょう
体調を整え、時間のゆとりをもって計画
しましょう。飲料と行動食は必ず準備し、
天候対策、トレイルに適した服装や履物
で無理のないようにお楽しみください。

5.お手洗いのこと
俵ヶ浦町トレイルコースにはお
手洗いがありません。展海峰や
花の森公園、白浜海水浴場の
お手洗いをご利用ください。

2.地域の暮らしを大切に
俵ヶ浦町は観光地ではありません。農耕や
漁業を営む地域の人たちの暮らしの場で
す。ルート外への立ち入りや大声、ゴミの
ポイ捨てはご遠慮ください。マナーを守っ
て楽しみましょう。
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７. 今後の進め方についての提案
　今回の取り組みを終えて、様々な可能性とともに多くの課題も
浮かび上がってきました。それらのうちの主なものを以下に提案
としてまとめています。

① 俵ヶ浦半島全域を対象としたトレイルの戦略的拡大展開
　今回の取り組みは、俵ヶ浦地区のみを対象としたものですが、
俵ヶ浦半島は半島全域で歴史や文化で一つのまとまりのある地
域です。一方で、俵ヶ浦半島を構成する八町のそれぞれに目を向
けると、一つ一つが少しずつ異なる個性的な風景を持っていま
す。
　今後は八町それぞれで地域住民の皆さんと佐世保市や九大が
話し合う機会を設け、前向きに取り組む熱意をお持ちのところか
ら順次トレイルの整備を地域主導で進めていくことにより、将
来的には西海パールシーリゾート地区を起点とし半島全域をカ
バーする様々な楽しみ方のできるトレイルネットワークを構築
していくことが期待されます。
　そうした取り組みが、来訪者ばかりでなく各地域にお住まいの
人々による地元の再発見につながり地元に対するプライドの高
まりや地域づくりの機運醸成にもつながっていけば、素晴らしい
ことです。

② 材料の調達手段の検討
　今回の俵ヶ浦地区における取り組みでは、佐世保の山から切り
出された杉の間伐材を道標支柱の材料として活用しました。道標
本体に用いた杉板も地元の製材所で加工していただいたものを
使用しました。こうした地域の木材の利活用は、今回だけでなく
今後もぜひ積極的に推進していくべきことです。市内の製材業関
係者、林業関係者の方々と佐世保市とで話し合い、継続的な地場
からの材料調達環境を整えていくべきです。

③ トレイルマップの拡充とアップデート
　今回製作したトレイルマップには、地域の方々とのワーク
ショップで明らかになった様々な地域の財産が記載されていま

す。それらの中でトレイルルート上にあるものは一部でしかな
く、今後残されているものを拾い上げながらルートを拡充してい
く必要がありますが、その際にトレイルマップのアップデートを
随時実施し、利用者が使いやすいものを提供できるよう配慮して
いく必要があります。
　また、今後俵ヶ浦地区以外の地域でトレイルルートを整備する
場合にトレイルマップを作成すべきことは当然ですが、そのデザ
インについても、カラーコードや描画スタイル、ロゴマーク等
俵ヶ浦のトレイルマップを基本としたバリエーション展開の中
で検討することが必要です。そうすることにより、俵ヶ浦半島全
域としてのまとまり感を担保することができます。

④ 公的措置による歴史遺産の補修・公園化
　地域の方々とのワークショップで存在が明らかになった様々
な歴史遺産の多くでは、損傷箇所が多く現状では立ち入るのが危
険であること、周辺やアクセスルートが竹薮で覆われ安全に近づ
くことができないこと等の問題が存在しています。こうした問題
の解決は、地域住民の皆さんだけの手に負えるものではなく、佐
世保市による計画的な遺産の補修や周辺の公園化が不可欠です。
　このうち歴史遺産の補修にあたっては、文化財としての価値が
損なわれることの無いよう専門家によるきちんとした指導を受
けながら進めていく必要があります。
　また、遺産周辺の公園的整備についても、一つ一つの遺産を
個別に扱うのではなく、俵ヶ浦全域の歴史遺産を一体的に扱い、
時代考証に適った質の高い空間形成に留意する必要があります。
（将来的には佐世保市内の歴史遺産すべてがこうした対象となる
べきです。）

⑤ 佐世保観光への戦略的展開と地域づくりへの配慮
　上記のような俵ヶ浦半島全体での広域的なトレイルネット
ワークが今後構築されれば、佐世保の新たな観光資源として位置
づけることが可能となってきます。佐世保湾や九十九島を巡る船
旅とのリンクなどは、今後の観光ニーズに合った新たな観光戦略
として有望と考えられます。

　その際、既存の集落や地域の人々の生活道路を歩く観光客が地
域との間で問題を起こさないようにするための配慮等が必要と
なりますが、そうしたことに留まらずトレイルを何らかのかたち
で地域のまちづくりにつなげていく（例えば定住人口の増加な
ど）ための施策を佐世保市と地域の人々との間でよく考えていく
必要があります。
　たまたま俵ヶ浦を訪れた来訪者がこの地域を気に入り住んで
みたいと思っても、既存空き家を斡旋する等の仕組みがなければ
せっかくの機会は失われてしまうでしょう。

⑥ 市民ボランティアネットワークの構築
　今回の取り組みの最後におこなった道標の据付けでは、地域の
皆さんを中心に、九大の学生、米軍と自衛隊からのボランティア
の方々が参加してくださいました。丸一日のイベントであったた
め、その間に地域の皆さんとボランティアの皆さんとの間で様々
なコミュニケーションが生まれ、楽しい一日となりました。
　俵ヶ浦半島全域にトレイルネットワークを展開していくこと
を考える場合、地域の皆さん主体で進めるのが大前提ではあるも
のの、高齢化の進む地域の方々だけでは多数の穴掘りや痛んだ道
標の修理などは困難です。今回うまく進めることのできた大学生
や米軍・自衛隊の方々との連携を今後も積極的に推進し、トレイ
ルルートの整備と維持管理に協力してくださる市民ボランティ
アのネットワークを構築していくことが望まれます。


