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●太刀洗町

た。大興善寺は、古事記の物語を
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小城市

上峰町●

●みやき町
●久留米市

●

市役所・役場位置
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●八女市

●大川市



あら ほ

たと伝わる荒穂神社では毎年、秋
き まつり

あいのしゅく

き やま ぐち
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の時期、町内を歩くと、どこからと
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売薬で栄えるとともに、交通の利

現在も、長崎街道に沿って並ぶ歴
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の数々や、稲穂色づく田んぼの中を
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催行する人々の姿は本町の秋を代

ら、本町に受け継がれてきた産業
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の歴史を垣間見ることができる。
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３．どろどろまいりにみる歴史的風致
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装束を身にまとったお遍路さんが
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町を歩く姿が馴染みの風景となっ
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通し、神仏や人とのつながりを認識

ず

本町には『元禄 絵図』に描かれ
た集落が遺っている。各集落には守
り神としてのお宮があり、集 落 の
人々は氏 子となって、毎年祭 事 を
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し、春と秋の訪れを感じる。

６．地域の祭事にみる歴史的風致
げん ろく え
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いり」の巡礼地である本町では、白
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霊場札所を巡礼する「どろどろま

ている。町民は催行者への接待を

として栄えた木山口町では、配置

便性を活かした物流が発達した。
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鼓と鉦の音が聞こえる。奉納芸能

表する歴史的風致となっている。

動に歴史的風致がみえる。

江戸時代から長崎街道上の間宿

分の日に御神幸祭が行われる。こ

もなく「ドン・キャン・キャン」と太

とした信仰活動や全町的な伝承活

５. 木山口町にみる歴史的風致
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八女市
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かつて特別史跡基肄城跡にあっ

原型とした「契山伝説」との結びつ
きが強く、近隣の集落の人々を中心

佐賀市
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鳥栖市●

神埼市●

周辺は、初夏、色鮮やかなつつじが

ら受け継がれる植栽活動が形成し

●小郡市

ほこら
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つつじ寺と称される大興善寺の

咲き誇る。この風景は大正時代か

基山町
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２．荒穂神社の御神幸祭にみる歴史的風致
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●筑前町
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動がおりなす本町の象徴的な歴史

嘉麻市

約10km

৶ھ͗ਕʓೖਫ਼Ͷ৯͚ܩট͠Ηͱ͏Ζɽ

親しみを持ち続けている町民の活

●太宰府市
●筑紫野市

那珂川市●

ほう まん

ゆきまつり

だい こう ぜん じ

春日市●

約20km
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文化遺産と、それらを大切に守り、

的風致である。
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地、タマタマ石など本町を代表する
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塁や水門跡の水流、草スキー場、天
智天皇欽仰之碑、初日の出の眺望

ざん

ɻௌ಼ͶͺɼࢃخͶ͖Ηͪࠅࢨఈಝพ࢛خᡖΝͺͣΌɼકࠅ࣎େ

い じょう

が望める。特別史跡基肄城跡の土
きんぎょう の

４．大興善寺にみる歴史的風致
大興善寺

ふり さん けい
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季節の節目を物語る歴史的風致で
ある。
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重点区域の名称：基山町歴史的風致重点区域

重点区域の面積：約５７７ha
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歴史的な建造物の保存・活用に関する事業
歴史的な建造物の保存・活用に関する事

①特別史跡基肄城跡保存修理事業
ɻಝพ࢛خᡖҪߑฯଚरཀྵ͗
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①特別史跡基肄城跡保存修理事業

②基肄城跡顕彰建造物保存修理事業

⑨基山散策路環境整備事業
⑩基山周辺環境整備事業
㉔歴史のまち案内サイン整備事業
⑯基山周辺住環境保全活用事業
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歴史的な建造物を取り巻く環境の保全に関する事業

⑦国境石保存修理事業

⑭歴史的市街地の修景推進事業
ɻௗ֙ಕΏރɼྜྷ؛ஏۢॄཚ
Ͷ͕͏ͱྼ࢛ద෫Ν֒ͤΖݒ
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④御神幸祭関係建造物保存修理事業
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㉓きやまんもん文化遺産情報館（仮称）整備事業
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伝統行事や伝統文化並びに史跡の継承に関する事業

⑧大興善寺保存修理事業

⑰伝統芸能継承団体支援事業

③とうれぎ土塁・関屋土塁保存修理事業
࠺ࢀࡂᅵሠ

⑪御神幸祭の道等環境改善事業
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⑭歴史的市街地の修景推進事業
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重点区域全域を対象とした事業
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⑫長崎街道環境整備事業
⑬木山口町の町並み
保存活用支援事業
㉕元禄絵図の道サイン整備事業
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歴史的風致に対する認識に関する事業

⑥歴史的風致形成建造物保存修理事業
全町を対象とした事業
⑤歴史的建造物調査事業(重点区域全域)

ࢨɼঁݶͶ͘Ͱخɼಕ۫Ώҧૹर
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⑤歴史的建造物調査事業

0

1km

2km

N

⑥歴史的風致形成建造物保存修理事業(重点区域全域)
⑮景観形成推進事業
（町全域）
⑳文化遺産調査記録作成事業（町全域）
⑲歴史文化基本構想・文化財保存活用地域計画策定事業（町全域）
㉑歴史まちづくり普及啓発事業（町全域）
⑰伝統芸能継承団体支援事業
（町全域）
⑮景観形成推進事業
（町全域）
⑳文化遺産調査記録作成事業特別史跡基肄城跡
（町全域）
⑱伝統芸能の担い手育成支援事業（町全域） ㉒「きやまんもん」を活かした地域活性化事業（町全域）
重点区域
⑰伝統芸能継承団体支援事業（町全域）
㉑歴史まちづくり普及啓発事業
（町全域）
⑲歴史文化基本構想・文化財保存活用地域
行政界
⑱伝統芸能の担い手育成支援事業（町全域）
㉒「きやまんもん」を活かした地域活性化事業
（町全域）
計画策定事業（町全域）
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歴史的風致に関わる主な建造物

㉓きやまんもん文化遺産情報館（仮称）整備事業
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