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1. はじめに　

　福岡県うきは市吉井町は，重要伝統的建造物群保存

地区に指定されており，「白壁の町並み」として町並

みの整備が行われている。現在，白壁の町家が立ち並

ぶ吉井町の中央を走るミチは，近世期には日田街道と

しての役割を担っていた。近代化に伴い，どのような

要素が重ねられ，その姿を変えてきたのだろうか。

　本研究では，ミチの変化を通して，吉井町の近代化

を連続的に読み解き，それらの背景について考察する

ことを目的とする。

2. 地図から見る吉井町の都市変容

　まず 2 章では，各時代の地図を基に吉井町の近代に

おける都市変容について整理する。図 1 は，ミチ，水

系，宅地の変化をモデル図として表したものである。

2.1. 日田街道沿いの宿場町

　寛文 2 年（1662）より，吉井町は日田街道中道往還

沿いの宿場町として整備されていく。江戸後期の図（図

1 ①）には，ある程度の間隔で曲がり角を持つ街道が

東西に走り，本町の東西の枡形付近には，寺社が見ら

れる。そして宅地がミチに沿って町のまとまりごとに

直列に並んでいた。
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2.2. 筑後川利水と水の利用

　明治中期（図 1 ②）には，水の利用に特徴が見られる。

　吉井町の位置する筑後川中流域は，寛文 3 年（1663） 

の五庄屋による筑後川利水工事により，肥沃な穀倉地

帯となっていた。吉井町には南新川が引かれ，多く収

穫されるようになった米や麦を加工して，酒造業・製

麺業などの産業が盛んになる。そして宝暦 7年 (1757)

に精米・製粉のための動力として，水車が設置された。

その後も南新川と才ノ木川に挟まれた金川地区には，

2 つの川の高低差を利用して水路を掘削し，水車が設

置された。地図の変化から，金川地区の東西のミチは

この頃に形成されたと推測される。町家がミチに対し

て直線的であったのに対し，金川地区では掘削した水

路に対して水車小屋が点在している。

　寛政 7 年（1795）には，吉井町内の防火対策として

新しい水路の掘削が始まる。町の北東側より南新川か

ら水を引き，街道に沿って町の中を通し，防火用だけ

でなく生活用水としても利用していた。

　筑後川利水や水車利用により，吉井町では明治期に

産業が大きく発達した。旧街道沿いには警察署や郡役

所といった県や郡の機関が見られる。産業化によって

　図 1　吉井町の水系・ミチ・宅地の変化
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財を成した吉井商人らの活躍により，吉井町は郡の政

治・経済の中心地となったのである。

2.3. 筑後軌道の敷設

　吉井商人らは次々に資本を蓄えていき，その富は

「吉
よ し い が ね

井銀」と呼ばれた。明治後期には，吉井町の素封

家が中心となり，筑後軌道株式会社が設立される。筑

後軌道は吉井町に本社を置き，明治 36 年（1903）以降，

吉井町から田主丸，そして久留米や日田へと次第に線

路を敷いていった（図 2）。筑後地域は，各地域の素

封家によって鉄道網が緻密に整備された地域である。

その中でも筑後軌道は，最も早くに事業を興し，久留

米や日田を繋ぐという壮大な構想を実現させた。

　吉井町の中央を走る旧街道は，新たに設けられた東

西のミチと接続して県道に指定された。本町に設けら

れていた桝形の屈曲は滑らかに繋がれて直線化し，そ

こに筑後軌道の線路が敷かれ，旧街道は東西の方向性

が強い道へと変わった（図 1 ③）。筑後軌道の自動車

事業も始まり，交通網が急速に整備されると同時に吉

井町の屈曲したミチの直線化が各所に見られる。

　大正期の詳細の地図からは，吉井町の産業の変化を

見ることができる（図 3）。巨瀬川の西側には，田畑

が広がっていたが，筑後軌道本社と下吉井駅が置かれ

たことで，運送店や鉄工所が多く作られた。一方，水

車が設置されていた金川地区には酒造業や製麺業が多

く見られる。周辺には観光客が訪れる料亭があり賑わ

いを見せていたという。筑後軌道による久留米や日田

などの消費地への接続が，吉井町の更なる産業の発展

を促したことが伺える。

2.4. 交通の統制とモータリゼーション

　昭和 3 年（1928），国鉄久大線が久留米から吉井町

まで開通し，その後も日田を経て天ヶ瀬伊以東と接続

し，久大線全線が開通する。吉井町では，下吉井駅か

ら南に向かう直線路が整備され，新たに筑後吉井駅が

置かれた。その翌年，筑後軌道は廃線となった。

　日中戦争に入ると国家の交通統制が進み，鉄道の国

有化や民営の鉄軌道会社の合併が積極的に行われた。

　図 3　大正期の交通と産業

　図 4　昭和後期の交通と産業
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　図 2　大正～昭和初期の筑後軌道と筑後地域の鉄軌道

筑後軌道の自動車部門を引き継いだ連絡自動車株式会

社は，久留米周辺地域のバス事業者を統合した後，昭

和 14 年（1939）に当時の福岡最大手会社 5 社が統合

により結成された西日本鉄道株式会社によって統合さ

れる。最大手となった西日本鉄道の大規模なバス事業

の一本化により，バス路線は大きく効率化された。

　久大線開通や西鉄バスへの一本化，そして戦争とい

う大きな節目を迎え，吉井町の交通網と町の産業の広

がりは図 4 のように変化した。水車が電力に変わり，

製粉業や製麺業は筑後吉井駅近くに移動した。また酒

造業は，戦時期の統制によって多くが廃業した。

　戦後は急速な自家用車の普及により，県道や国道の

整備が急速に進む。江戸期には宿場町の本町の辻とし

て制札場が設けられていた札ノ辻では，交通の便が優

先され，その西側に県道が延長して接続されたこと

で，新たに札ノ辻の交差点が設けられた。そして東西，

南北の 2 本の県道を西鉄バスが運行した。さらに札ノ

辻交差点には，昭和 40 年（1965）に浮羽郡で初めて

となる信号機が設けられ，密に並んでいた町家も，広

い駐車場のある大型店舗へと変わるなど，車社会に対

応した整備が行われていった。その結果，国道 210 号

線は渋滞問題が深刻化し，国道に並行する浮羽バイパ

スの建設が始まった。平成に入ってからも，バイパス

建設は続き，交通量は依然として多いままである。他

方で，重要伝統的建造物郡保存地区の指定により，国道

210 号線を中心とした町並み整備が行われている。
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3. ミチの変化から見る吉井町

　3 章では，ミチの各時代の断面モデルを基にミチの

変化及び「誰によって」その変化がもたらされたのか

に着目する。道路，交通，インフラ，建物といった吉

井町のミチに関する出来事をまとめ，図 7 のように時

代を区分した。また，図 6 は，史料や古写真を基に作

成した国道 210 号線（札ノ辻付近）の各時代の断面モ

デル図である。

①江戸～明治前期

　江戸期の吉井町では，草葺きの町家が立ち並んでい

たとされる。ミチの南側には生活用水として利用して

いた水路が流れ，南側の家は入口の前に橋を架けてい

た。ミチを往来するのは，荷車や馬，人力車などで，

木材などの大きな物資を運ぶ際には，巨瀬川や筑後川

の舟運が用いられていたため，ミチ幅はさほど必要で

はなかったと思われる。明治に入ると，旧街道沿いで

は，財を成した吉井商人らにより，茅葺町家は豪勢な

白壁土蔵造の町家へと変わり，3 階建ての邸宅や銀行

などの洋風建築も建てられた。

②明治後期～大正：筑後軌道

　明治後期には，筑後軌道が吉井町のミチを大きく変

えることとなる。法令上，「鉄道」は，専用の敷地の上

を通す必要があるが，「軌道」は，特別な理由が無い限

り道路上に敷設されるものであった。筑後軌道は，軌

道を敷く道路として，吉井町の本町通りという最も多

くの商店が立ち並ぶミチを選択した（図 5）。

　明治 43 年（1910），吉井以東延伸のため町内の線路

敷設工事が始まる。ミチを拡幅するため，片側に住む

人の多くが家を建て替えるという町全体の工事が行わ

れた。そして，商店が立ち並ぶミチの中央に砂利と軌

　図 6　国道 210 号線断面モデル

　⑤平成（現在）

　①江戸～明治前期 ←南

　②明治後期～大正

　③昭和前期

　④昭和後期
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明治 22：岩井町・金川間，橋本町・金川間　
　　　　 の新道路開通

江戸期：   水車設置   と動力利用
　　　　災除溝（町内水路）の建設

明治 2 ～：草葺きの町家から次第に白壁
　　　　 土蔵造りの町家へ

明治 16：祇園祭で山車が曳かれる

明治 36：   筑後軌道   による馬車鉄道
        　　の開通（当初は吉井馬車鉄道）

明治 35：新県道新設拡幅工事（現国道 210）
明治 42：横町 - 金川間の道路開通
大正 3 ：天神町 - 吉竹間道路開通
大正 5 ：岩井町 - 新町，川前 - 上新町間道路
大正 9 ：横町 - 天神町，金川 - 吉竹間道路
大正 12：県道甘木吉井線開通

明治 33：日田水電（株）により吉井町に
　　　　 初めて電灯 150 灯が灯る
明治 38：浮羽水力電気（株）設立
　　　   （筑後軌道役員らによる）
明治 42：電話開通し電信柱が建てられる

明治 34：吉井銀行建設。「ゆきあたり銀
　　　　 行」と呼ばれ親しまれた。
大正 4 ：洋風の警察署建設

明治 35：県の指令により曳山笠の中止
　　　　 （電線への配慮）

昭和 3 ：   国鉄久大線   が吉井まで開通
　　　　  筑後軌道自動車部門設立
昭和 4 ：筑後軌道解散・全線廃止昭和 10：線路撤去後のアスファルト舗装化 昭和 16：電力会社統合

昭和 7 ：吉井中央市場，吉井デパートの開店

昭和 27：   西日本鉄道   吉井営業所
昭和 40：浮羽郡内で初めての信号機が
　　　　 吉井・札の辻に設置される

昭和 28：国道 210 号線指定
昭和 35：本町‐川前道路工事
昭和 48：浮羽バイパス事業化
　　　　（国道 210 の渋滞緩和のため）

昭和 36：商工会により水銀灯設置
昭和 40 頃：水路の暗渠化

昭和 38：中町商店街ベルト看板完成
昭和 42：タイホー吉井店開店
昭和 50：オオツカデパート吉井店開店
昭和 55：中町商店街   アーケード   完成（セットバック工事）

平成 4 ：街並み整備事業の歩道整備 平成 4 ：レトロ調の街路灯の設置
平成 22：国道 210 電柱地中化

平成 4 ：吉井ルネッサンス「白壁保存と活性化を考える会」発足
平成 8 ：重要伝統的建造物群保存地区指定

①江戸～明治前期

②明治後期～大正

③昭和前期

④昭和後期

⑤平成（現在）

祭事道路工事 交通 電気・水道・通信 建物

　図 7　吉井町のミチに関する出来事

間914mmのレールを敷き，石油発動機関車を走らせた。　　

　筑後軌道は軌道事業のみではなく，役員らによって

浮羽水電株式会社を設立し，電力事業も行っている。

石油発動機関車から噴煙の少ない蒸気機関車に変更後

も，電力を利用して全線の電車化を計画していた。

　筑後軌道によって通された軌道は，全体で一日に 1

万人以上もの人々に利用された。吉井町の旧街道は，

多くの白壁の商店が並び，銀行や警察署，そして駅や

軌道が集積した近代的なメインストリートとなったの

である。そして，その筑後軌道の活動の中心にあった

ものは，吉井町の素封家らの存在である。

　図 5　筑後軌道による軌道敷設

筑後軌道の車両の変遷

　明治 36 年　馬車鉄道（吉井・田主丸間）

　明治 38 年　石油発動機関車（吉井・久留米間）

　明治 44 年　蒸気機関車（吉井・久留米間）

　　　　　　　　　　　（大正 5年に日田まで開通）

　大正 6年　 電車（久留米市内線のみ）

※左写真は蒸気機関が走る様子（吉井町教育委員会所蔵）
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③昭和前期：国鉄久大線と西鉄バス

　筑後軌道は，昭和3年(1928)に鉄道の連絡線として，

タクシーやバスの原型となる 6 人乗りの乗合自動車を

運行していた。国鉄久大線が開通し，筑後軌道の軌道

は廃線となり，自動車事業は他社に吸収された。国鉄

久大線の線路は吉井町の南側に新しく敷設され，筑後

軌道のレールが取り払われた後のミチは，アスファル

トで舗装された。そして，昭和初期に福岡県内の会社

を統合した西日本鉄道が吉井町に営業所を置き，効率

化されたバス路線が敷かれる。こうして，昭和初期の

人々の交通は国と大手私鉄の 2 者に集中した。

④昭和後期：吉井町商工会

　昭和 28 年（1953），県道は国道 210 号線へと変わる。

行政によって道路整備が急速に進められ，加速する

自家用車の普及と交通量に対し，車道が大きく取られ，

その脇に少し高い歩道が設けられた。ミチの南側で生

活用水として使われていた石積みの水路は，昭和の中

頃まで小さな魚が泳ぎ，子どもたちの遊び場でもあっ

たが，暗渠化によって蓋が被されて歩道へと変わり，

人はその上を歩くようになった。

　一方，吉井町の商店では，明治期に設立された呉服

商組合が形を変え，昭和 33 年（1958）に社団法人吉井

町商工会が設立された。商工会は，街路灯として水銀

灯の設置や新たな行事の開催などを行った。昭和 38 年

（1963），商工会の中でも特に昔からの商店が並ぶ中町

商店街が中心となり，各店舗の看板の高さを揃え，「ベ

ルト看板」と呼ばれた連続した看板が設けられた。さ

らに昭和 55 年（1980）には，中町商店街で，ミチの北

側の店主らが働きかけ，片側式のアーケードが設けら

れた（図 8）。隣り合う商店が 1階部分の壁を取り払い，

私有地を共同で拠出し合うことで，人々が歩くための

連続的な空間を創出していた。

⑤現在：伝統的建造物群保存地区

　昭和末期には，白壁の町家が見直され，「町並み保存」

という観点から吉井町での新しい取り組みが始まる。

国土交通省管轄の「街なみ環境整備事業」と文部科学

省管轄の「伝統的建造物群保存地区」に基づいた整備

が行われ , 白壁の修復，修景に加え，街灯はレトロ調

に変わり，電線・電柱は地中化された。

　平成 13 年（2001）には，アーケードが撤去され，建

物の修理・修景が行われると同時に中町商店街の人々

の私有地の 1.8 ｍを市が買取り，歩道を確保した。そ

のため，歩道の南半分が国の所有で北半分が市の所有

となっている。南側の歩道においても市が買取り，歩

道に色分けがされている ( 図 8)。様々な看板や商品の

棚，鉢植えをミチに置いていた商店は，カラー舗装が

なされた歩道の上にそれらを置くことはなくなった。

4. ミチの変化の背景にあったもの

　近代に入り，商業が発達すると，吉井商人は豪商へ

と成長した。彼らは，自身の財産を豪勢な白壁の邸宅

だけに費やすのではなく，地域の公益に私財を投じ

た。その最たるものとして筑後軌道があり，馬車や荷

車が通る細く屈曲したミチに軌道を敷き，商店，銀行，

軌道や駅が集結する近代的なメインストリートへと大

きな変化をもたらした。

　昭和期になり，交通統制の下，国鉄や大手私鉄が台

頭し，ミチから筑後軌道が消える。自動車往来のため

の車道整備が行政によって進められ，人が歩くための

ミチは狭まっていく。その状況を受け，長年ミチ沿い

で商店を営んでいた人々の共同的な働きかけにより

アーケードが完成した。

　このような一連の近代化の中で，吉井町のメインス

トリートでは，筑後軌道やアーケードに象徴されるよ

うに，その時代時代において町の人々の意思が強く働

いた空間形成が見られた。それに対し，現在は「町並

み」という一見自発的な行為のように見えながら，実

際には公共主導によってミチ空間が形作られている状

況にある。

大塚デパート

駐輪場

白壁交流広場

アーケード設置時

街並み整備後

アーケード
アーケード

歩道

左：中町商店街のアーケード

　設置時（昭和 55 ～平成 6年）

右：街並み整備事業後

　　　　　　（平成 6年～現在）

出典：「吉井の町並み保存」

「筑後吉井修理・修景マニュアル」

国交省所有

うきは市所有

国交省所有

うきは市所有

タイル敷

赤色舗装 

橙色舗装 

　図 8　中町商店街の変化
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