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■ 第１章 計画策定にあたって 
 
 
 １ 観光の意義 

国は、観光を 21 世紀のリーディング産業のひとつとして位置づけ、観光振興のための施 
策を展開しています。それは、観光振興による交流人口の増加で国や地方の経済を活性化さ

せようという考えによります。観光は「交通」、「宿泊」、「小売業」、「飲食業」、「サ

ービス業」をはじめ、裾野の広い多様な業種から構成されており、交流人口が増えれば増え

るほど観光客に対するサービスの対価も大きなものとなり、国や地方の経済は活性化し雇用

の場の創出につながるのです。 
また、観光振興により社会基盤は充実し、まちの認知度やイメージが高まります。さらに

市民のまちに対する誇りや愛着につながり、資源保全やまちづくりへの市民協働の動き、定

住促進に大きく弾みがつきます。 
 
 
 ２ 計画策定の目的 

観光振興計画を策定する目的は、計画的に観光振興施策を実施することで交流人口を増や

し、明るく活力ある多久市づくりに寄与することです。 
   日本は今、少子高齢化が進行するとともに、人口減少の時代に入りました。人口減少は市

内経済にも悪影響を及ぼします。観光振興により多久の認知度や魅力度をアップさせ、交流

人口やリピーターを増やし、市内の経済を活性化させる必要があります。 
多久を魅力的な観光地にするためには、今後、様々な取組みを行っていく必要があります

が、観光関連の事業所や関係団体、地域と連携しながら推進して参ります。 
 
 
 ３ 計画の位置づけ 
   平成２１年度、市は多久市観光協会から多久を魅力ある観光地にするための観光提言を受

けました。この提言は、市民アイデアの募集や福岡での認知度調査、多久の観光に関係する

団体等に呼びかけて意見交換会などを開催しながらまとめあげられた成果です。 

市は、今回の「多久市観光振興計画」策定に際し当該提言を真摯に受け止めるとともに、 

本市の現状にあった計画づくりの参考にします。 

また、当該計画は、第４次多久市総合計画の観光部門の計画と整合するものであり、総合 

計画に掲げる「－緑園に輝く－ みんなで創る 文教・安心・交流のまち 多久」の推進に

寄与するものです。 

国の観光立国推進基本法の基本理念にのっとり、多久の特性を生かした施策や広域的な連

携協力に努めながら観光地づくりを推進します。 

 
 
 ４ 計画の期間 
   多久市観光振興計画の期間は、平成２３年度から平成２７年度までの５か年とします。 
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第２章 観光をめぐる情勢 
 
 １ 国における観光の取り組み 
   国においては、平成１９年１月に観光立国推進基本法を施行するとともに、観光立国推進

基本計画を策定、平成２０年７月には、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進

に関する法律（観光圏整備法）が施行され、同年１０月に観光庁が設置されました。 
平成２１年９月に発足した鳩山内閣では、今後のわが国の経済成長分野の柱に観光を位置

づけるとともに、同年１０月に国土交通省成長戦略会議を立ち上げ、観光分野の成長戦略に

ついて具体的な方策の検討を開始しました。 
同年１２月には観光立国推進本部が発足し、政府全体で観光立国の推進を図っていく体制

が整えられました。 
訪日外国人観光客数の目標としては第１期（２０１３年）で１５００万人、第２期（２０

１６年）で２０００万人、第３期（２０１９年）では２５００万人となっており、将来的に

は３０００万人を目指すようになっています。 
 

２ 九州における観光の取り組み 

   平成１７年４月、九州が一体となって九州観光を振興しようという「九州観光推進機構」

が発足しました。九州各県の観光連盟と企業や団体が会員で、「九州地域における魅力ある

観光地づくりと国内・海外観光客等の九州への誘客を推進し、観光産業の振興と九州経済の

発展に寄与すること」が目的です。 

「旅行先としての九州を磨く戦略」、「国内大都市圏から九州に人を呼び込む戦略」、「東

アジアから九州に人を呼び込む戦略」、「九州観光戦略を進める体制づくり」の４つの戦略

で施策が展開されています。 

 

 ３ 佐賀県における観光の取り組み 
   佐賀県では、親・子・孫の三世代旅行(ファミリーツーリズム)を推進するため、関係市町や

観光協会、観光施設、旅行関連事業所からなる研究会を毎月開催し情報交換等を行うととも

に、関係市町等と連携して大都市圏の旅行業者等を対象にした旅行プランの提案や大阪や広

島などで佐賀県観光フェアを開催しています。 
   また、映画等の撮影場所誘致や撮影を支援するフィルムコミッション事業、外国、特

にアジアからの観光客誘致のための営業活動を積極的に行っています。 
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■ 第３章 多久市観光の現状と課題 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １ 市内観光地の現状と課題 
 
  (１)「多久聖廟」と「東原庠舎」 
   多久聖廟は、儒学の祖で学問の神様ともいえる孔子を祀る廟です。現存する孔子廟として 
  は全国で三番目に古い歴史があり、国の重要文化財に指定されています。 

３００年続く伝統行事「釈菜」や中国から導入した民族芸能「釈菜の舞」、「腰鼓」、「獅 
  子舞」、趙勇氏の楊琴演奏、聖廟を彩る彫刻や文様は他所にない魅力です。 

このような魅力を持つ聖廟には、初詣や釈菜、秋の紅葉時期には県内外から数多くの観光 
客・参拝客（以下「観光客」という。）があります。 
また、江戸時代、多久領の学問所として漢学や和学、武芸を学ぶ場であった東原庠舎から 

は、幕末から明治にかけて日本の近代化や社会に大きく貢献する人材を数多く輩出しました。

現在の東原庠舎は平成に入り建てられた施設で、宿泊できる研修施設として各種団体や学校、

企業等の研修に利用されています。 
ところで、本市ではこれまで、聖廟を観光の柱にしてＰＲしてきましたが、聖廟の価値や

魅力を十分には伝えきれていませんでした。「儒学の祖 孔子」だけでは一般的に価値がわ

かりにくく、四方を山に囲まれた盆地の多久はともすれば閉鎖的なイメージがあり、孔子に

は堅いイメージがあります。一般的にわかりやすく、親しみやすいイメージにする必要があ

ります。また、「聖廟や東原庠舎がどのような施設なのか」「どうして多久で孔子を祀るの

か」など、観光客にはわからないことが数多くあります。さらに、開廟日が年２回しかない

ため、ほとんどの観光客は孔子像や天井の龍の絵を見ることができません。観光客の立場で

聖廟をみた場合、満足感をあまり感じることはできません。満足感を感じない旅は短時間の

滞在となり、経済効果もあまりありません。聖廟観光が短時間の観光になっている要因のひ

とつがここにあると考えられます。これではリピーターになってはもらえず観光客は毎年減

少していくことになります。聖廟の魅力を知っていただくための取り組みを進めることで観

光客の満足度を高め、リピーターの確保につなぐ必要があります。 
 

 本市ではこれまで「孔子の里 多久」づくりの一環としてとして聖廟周辺の整備をハー 
ド・ソフト両面で行ってきたところですが、現状をみた場合、観光客は減少傾向にあります。 
ピーク時には８０万人あった観光人口も「ゆうらく」や「シェスタ・パティオ」の閉鎖も 

あり、平成２１年は３４万人まで減少しています。 
現在、温泉施設がなく、宿泊施設や大きなレジャー施設等がない本市観光の特徴は、典型 
的な「通過型観光」ですが、今後は地理的な優位性を観光に活かすとともに、「おもてな

しの心」を持ってすべての施策を展開する必要があります。観光客の立場に立って現在の

観光資源には磨きをかけるとともに、市内の様々な資源をつないだ魅力ある観光コースを

つくるなど、施策を戦略的に展開することで交流人口を増やし、市内経済の活性化につな

ぐことが強く求められています。 
 

３ 



（２）西渓公園 
    西渓公園は、多久出身の炭鉱王・高取伊好ゆかりの公園で、公園内には国の登録有形文

化財「寒鶯亭」や３つの資料館、琴の音色を奏でる「水琴窟」、多久聖廟の建設に携わっ

た武富咸亮ゆかりの「大宝聖林碑」、多久の時代小説家 
滝口康彦の「文学碑」などがあります。 
中世の山城「梶峰山」を背景に素晴らしいロケーショ 

   ンに恵まれ、春は桜、秋は紅葉の名所です。 
多久の宝のひとつとして今まで以上に美しく整備し、 

   散策しやすい公園として後世に引き継いでいくことが強 
く望まれます。 

    
（３）聖廟・西渓公園周辺 
    聖廟・西渓公園周辺には槙の生垣通りをはじめ、多久家や林姫伝説にまつわる神社、中

世の武将・少弐政資、資元親子の伝説やお墓があるお寺、工房、食事処、名物多久まんじ

ゅうの店、物産館などがあります。また、二千年ハスや 
三本杉、大つつじもあり楽しく散策できる環境にありま 
す。今後は、観光コースのひとつとして「まち歩き」の 
仕組みを整備する必要があります。さらに、有田焼の陶 
祖・李参平ゆかりの「唐人古場窯跡（国史跡）」を整備 
し観光面で活用することや、東の原・西の原地区の景観 
を将来にわたって保全すること、御屋形広場や歴史の散 
歩道などを有効活用すること等が課題です。 

 
（４）その他の市内観光資源 
    本市は、緑豊かな自然に囲まれたまちで、「菜の花」や「桜」、「大ツツジ」、「二千

年ハス」、「紅葉」など年間を通し可憐な花々が心を和ませてくれます。 
    農業では、米、麦の栽培のほか、いちご、アスパラガス、なす、小ねぎ、青しま瓜、大

根などの野菜類や、みかんやびわ、桃、なしなどの果樹類、そして佐賀牛を含む畜産業が

営まれています。 
    レジャーやスポーツ施設としては４つのゴルフ場や鬼の鼻 

山いこいの森、船山キャンプ場、中央公園、陸上競技場等が 
あり、九州自然歩道・天山ルート、八幡岳ルートもあります。 

    平成２０年度からは南部小学校南渓分校跡を活動拠点にグ 
   リーンツーリズムの活動が始まり、農産物の収穫体験や加工 
   品づくり、かまどでご飯を炊く体験などができます。 
    今後は、市内経済の活性化のため、市内にある様々な資源 

を活用した「歩く、観る、聞く、食べる、体験する、買う、 
泊まる」ことのできる観光コースの開発や地産地消の推進、 
地元食材を使用した名物料理づくりなどが求められています。 

 

 

かまどでの炊飯体験 

 

 

 

西の原の槙の生垣 

西渓公園 
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（５）多久市物産館「朋来庵」と多久市観光協会 
   聖廟前の物産館は、多久市観光協会が運営す 

る店舗で、多久にちなんだ商品としては、聖廟 
・孔子関係のお守りや論語カルタ、工芸品のほ 
か、孔子せんべいや聖廟羊羹、岸川まんじゅう 
等の菓子類、青しま瓜漬け、孔子漬けなどの農 
産加工品、その他市内の事業所関連商品などが 
展示・販売されています。 
 一般的に、観光客は観光地の物産館でそのま 
ちがどのようなまちであるかを期待して見ると 
ともに、地元の土産品を買います。品ぞろえの 
状態を見てそのまちを感じます。まさに、物産 
館は「まちの顔」として重要な役割を持つ施設 
です。また、物産館は、地元の様々な自慢の品 
を通し、まちの良さをアピールする施設である 
とともに、物産館が利益をあげることで出品し 
た地元事業者の利益を生み、市内経済の活性化 
に寄与します。 
 物産館を様々な形で充実させることは本市観光並びに経済を活性化させる上で重要である

ことから、観光客の満足感を高めるための「おもてなしの店舗づくり」が強く求められます。 
さらに、観光振興には観光関連組織を充実していくことが重要です。 

   観光提言書では、観光協会に対しアクティブな事業推進団体への改革が指摘されています。 
   「観光振興戦略の立案とその推進」,「観光マーケティング推進」,「新イベント企画とその 

推進」,「郷土物産品/工芸品の展示・販売促進」,「新規事業の創生」などを実現できる組織 
への改革が求められています。 
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物産館「朋来庵」 

多久のお土産品 



２ 「祭り・イベント」の現状と課題 
   市内には年間を通し様々な祭りやイベントがあります。 

「多久聖廟釈菜」や「多久まつり」、「西渓公園紅葉 
  まつり」、「多久山笠」、「産技祭・技能祭り」など、 

市内外からの観光客で賑わうものから、「八幡神社祭り」 
「両子神社祭り」、「高野神社祭り」、「七郎神社祭り」 
といった神社を中心とした地域の祭り、「成人祝賀ロード 
レース大会」、「論語カルタ大会」、「七草がゆ会」、 
「女山大根祭り」、「ふいご祭り」など各種テーマに基づ 
いた祭りやイベントが数多くあります。 

近では、市民団体による「観月会」や「多久城下ひな 
まつり」が西渓公園で開催されています。 

   また、多久駅周辺では中心市街地活性化のための試行的 
なイベント「多久元気まつり」が若者や商工会関連の団体 
により開催され、多くの来場者で賑わいました。市民の手 
による地域の活性化が大きく期待されているところです。 

   今後、交流人口を増やし滞在時間を延ばすためには、既 
存イベントについては内容等の見直しを随時行い充実させ 
ることが必要であり、新規イベントについては、市内に経 
済効果をもたらすような魅力あるイベントの構築が求めら 
れています。 

   
 
３ 「おもてなし」の推進と連携 

   多久の観光は地元や市民団体の活動に支えられています。 
とりわけ、聖廟では、ボランティアガイドが観光客と親し 

く会話を交わしながらガイド活動を行うことで多久のファン 
づくりに貢献しています。また、地元では団体や有志が周辺 
の美化活動や植樹、こいのぼりの設置、お火たき、イルミネ 
ーション等で観光地づくりに大きく貢献しています。大晦日 
での「生姜湯振る舞い」や桜まつりでの「多久城下雛祭り」、 
「観月会」等では女性団体が活動します。 

   今後の課題には、ボランティアガイドの活動範囲や活動日 
の拡大、より一層の知識の習得、おもてなしの心の醸成があ 
ります。そのためにはガイド会の会員数を増やすこと、養成 
・支援していくことが重要です。 
 また、年間を通した聖廟周辺の美化等についても仕組みづ 
くりが必要です。 

 
 

 

 

 

 

多久山笠 

聖廟釈菜 

ボランティアガイド 

聖廟お火たき 
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４ 交通アクセスと外国語併記のサイン 
   本市へのアクセスは、自家用車や観光バス等の車が主です。 

公共交通機関の場合、路線バスやふれあいバスはあるものの本数は少なく、ＪＲ利用の場 
合、駅から聖廟等の目的地に行くには利用しにくい状況です。 

   また、外国人観光客を誘致するにはサイン(観光案内版や説明板)が整備できていません。 
   気持ちよく回遊できる旅を提供していくことは旅の満足度につながり、リピーターの確保 

にもつながることから、交通システムの構築やサイン等の環境整備を行っていく必要があり 
ます。 

 
   

５ 観光宣伝活動 
   観光情報は、これまで県や県観光連盟、マスコミ、旅行 

雑誌、旅行会社等への情報発信を中心に行っていますが、 
より一層、多久市や多久聖廟等の認知度を高める必要があ 
ります。広報宣伝の強化は今後の重要な課題です。 

近の旅行の傾向をみるとインターネットで調べて目的 
地を決めるケースが多くなってきています。観光ルートの 
整備とあわせ、時代の流れに対応した情報発信・ホームペ  
ージの充実が今後の重要な課題です。 

   また、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等、マスコミを活用 
したＰＲや魅力的な観光パンフレットの製作、都市圏での 
観光展、物産展などの開催など様々な形で積極的に情報発 
信することが求められています。 

 
 

６ 広域連携 
   観光ＰＲや物産の販売は、本市が単独で行うより県や他市町と連携して行う方が効果的で 

す。 
毎月、県主催のファミリーツーリズム研究会に関係市町や観光協会、観光施設、旅行関連 

事業所などが集い情報交換や連携した事業を行っていますが、ここでは他市町の意欲的な取

り組みを学ぶことができますし、連携した事業や観光コースを造成する上で効果的です。 
今後は、多久聖廟や孔子、紅葉、人(炭鉱王高取伊好等)を関係ある県内外の市町村と連携し、

物語性のある、薀蓄のある観光コースなどをつくる取り組みが必要です。 
また、平成２３年３月には九州新幹線鹿児島ルートが全線開通することから、県内市町が

連携し佐賀県や西九州へと観光客を誘致するための取り組みが新たな課題として出てきまし

た。 
 
 
 

 

 

 
東京での旅行プラン 
説明会風景 
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７ 観光客の推移 
   本市観光人口は、平成１２年の８０万人をピークにその後減少傾向をたどり、平成２１年

は３４万人にまで減少しました。主な理由は、 盛期４０万人の集客があった「多久天然温

泉ゆうらく」や「シェスタ・パティオ」の閉鎖にあります。 
   観光施設や宿泊施設が少ない本市が、今後、観光人口を増やすためには、既存の観光施設

やイベントの魅力を高めるとともに、交流人口増につながる新たなイベントを創出する必要

があります。また、市民アイデアには「ゴルフのまち」としての取り組みやＰＲが出されて

いましたが、４施設で年間１２万人以上の利用客があるゴルフ場も観光資源の一つとして活

用を検討していく必要があります。 
   さらに、市全体を観光資源としてとらえ、文化財や施設、民家、祭り、スポーツ、花、偉

人、山、川、田畑、農産物などを観光ルート化するなど、活用していくことが求められてい

ます。 
 

 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 
観光客数 596,000 人 498,000 人 526,000 人 365,000 人 341,000 人 

 
 
 

観光施設 

○多久聖廟 ○大平庵酒蔵資料館 ○多久市郷土資料館 ○多久市物産館  

○ふるさと情報館・幡船の里    
○天山カントリー俱楽部 ○天山カントリー俱楽部北コース  
○多久ゴルフ俱楽部   ○佐賀クラシックゴルフクラブ   
○西渓公園 ○中央公園 ○岩屋山渓桜公園 ○鬼の鼻山いこいの森 

イベント、花 
○多久聖廟釈菜  ○多久山笠  ○多久まつり 
○専称寺大ツツジ ○聖光寺二千年ハス 

 

宿泊施設 
○多久シティホテル松屋 ○冨亀和旅館 ○ビジネスホテル松屋 
(○東原庠舎) 

 
 
 

８ 多久ブランドの認知度 
   観光協会が福岡での佐賀県観光フェア(平成２１年９月)の際に来場者を対象に行った「アン

ケート調査(回答者８８名)」によると、本市は県内１０市の中で も認知度が低いレベルにあ

り、県内の他の観光地と比較しても多久聖廟や西渓公園の認知度は低い状況にあります。 
   また、名物「多久まんじゅう」や「岸川まんじゅう」も１割前後の認知度でした。 
   地域ブランド力、観光地ブランド力、地域特産品ブランド力アップのための取り組みや新

たなブランド造成が課題です。 
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９ 多久市観光のＳＷＯＴ分析 

   観光施策を展開する上で、本市の「強み」に磨きをかけ、「機会」をとらえ施策を展開す

る必要があります。また、「弱み」を「機会」で補完し、「脅威」を克服することが大事で

す。 

   ＳＷＯＴ分析は、内部環境の「強み」と「弱み」、外部環境の「機会」と「脅威」の４つ

の情報から今後の施策の方向性を探るものです。下記のとおり整理しました。 

 

【内部環境】 

「強み」… 他者と比べて優れている点 

「弱み」… 他者と比べて劣っている点 

【外部環境】 

「機会」… 事業に追い風となる要因 

「脅威」… 事業に逆風となる要因 

 

強 み（Strength） 弱 み(Weakness) 

○長崎自動車道多久ＩＣがある 

○自然が豊かである 

○農産物が豊富である 

○自然災害や凶悪な犯罪が少ない安全なまち 

○国指定重要文化財「多久聖廟」がある 

○東原庠舎での教育をはじめ、固有の歴史や

文化がある 

○中国・曲阜市と友好都市の締結をしている 

○有田焼の陶祖・李参平が日本で初めて焼い

た窯跡がある 

○国民的漫画家・長谷川町子の生誕地である 

○ゴルフ場が市内に４ケ所ある 

○多久市並びに観光施設の認知度が低い 

○少子高齢化、過疎化が進んでいる 

○公共交通機関が十分でない 

○現在、温泉施設がなく宿泊施設が少ない 

○改善・改革意識が弱い 

○産業間の連携が弱い 

○団体間の連携が弱い 

○観光に対する意識が低い 

○市（商工観光課）と観光協会の組織が脆弱

で役割分担が不明瞭 

○観光広報力が弱い 

 

機 会(Opportunity) 脅 威(Threat) 

○政府の観光立国政策の展開 

○高速道路料金の低額化 

○中国で孔子ブーム 

○訪日中国人個人観光ビザ発給条件の緩和 

○県・県観光連盟の中国をはじめとする東ア

ジアからの観光客誘致のための活動展開 

○本格的なＩＴ時代の到来 

○団塊世代のマーケットの拡大 

○観光における地域間競争の激化。観光勝者

が更に強くなる 
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■ 第４章 多久市観光振興の基本的な考え方 
 １ 観光振興施策の基本理念  
   本市では、観光振興による魅力アップ、活性化を目指し各種施策に取り組みます。 

施策は次の考えに基づき展開します。 
   ○本市観光の魅力を高め、認知度やイメージを高める 
   ○市民の「ふるさと多久」への愛着や誇りを醸成する 
   ○官民一体となった観光振興に取り組む 
   ○観光客の満足度を高める 
   ○観光振興により市内経済の活性化につなぐ 
 
 2  多久市観光の目指す姿 
   多久は四方を緑豊かな山に囲まれたのどかな田園都市で、都会にはない「癒し(いやし)」を 

感じるまちです。 
また、孔子を祀る聖廟や東原庠舎の存在は、古くから「多久のスズメは論語をさえずる」 

とか「多久の百姓は鍬を置いて道を説く」と言われていたように「学び」のまちとしてのイ

メージがあります。 
   「癒しのまち」や「学びのまち」というイメージを活かした外国人を含む観光客との「交

流」を進めることで、活気ある多久の実現を目指します。 
   なお、観光のまちづくりには観光関連事業者や市民、行政がそれぞれの役割分担のもと連 

携しながら、取り組みを行っていきます。 
   本市観光の目指す姿は次のとおりです。 
 
   
   
       みんなで創る 癒し・学び・交流のまち 『孔子の里 多久』  
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 ３ 目標の設定と検証  
   計画 終年の平成２７年における目標を、下記のとおり掲げ施策を展開します。 
 
  (１) 観光客数：５５万人 
     多久聖廟観光の魅力アップ、観光ルートの整備、関連組織の活性化と事業の展開、お

もてなし体制の整備、市内経済の活性化につながる事業の展開、広域観光、観光広報等

を外国人観光客の誘致もからめ推進することで観光客数を増やします。 
（人） 

実    績    値 目 標 値 
指  標 

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２７年 
観光客数 498,000 526,000 365,000 341,000 550,000 

 
  (２) 多久聖廟の参拝客数：１５万人 
     学問の神、孔子を祀る多久聖廟、パワースポットとしてＰＲすることで初詣客・参拝

者の増を図るとともに、聖廟の開廟日の拡大、集客力のあるイベントの創出、釈菜にあ

わせたスタンプラリー等のイベント実施、全国の孔子廟や藩校との連携による施策の展

開、聖廟・西渓公園周辺のまち歩きの観光ルート化等の取り組みにより参拝客数の増加

を目指します。 
（人） 

実    績    値 目 標 値 
指  標 

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２７年 
参拝客数 46,982 44,160 42,671 56,131 150,000 

 
  (３) 西渓公園の紅葉時期の観光客数：２万人 
     紅葉まつり期間中(およそ１０日間)、寒鶯亭や公園内で物産販売、イベント実施、魅力

的なライトアップ、広報を行うことで観光客数の増加を目指します。 
（人） 

実    績    値 目 標 値 
指  標 

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２７年 
観光客数 5,040 7,073 11,972 12,279 20,000 

 
    (４) 観光ボランティア登録者数：２５人 
     ボランティアガイドの養成や支援を行うとともに、ガイド会員増のための広報活動を

推進し登録者数を増やします。 
（人） 

実    績    値 目 標 値 
指  標 

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２７年 
会員数 － － 15 14 25 
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(５) 東原庠舎利用者数： ５千人 
     学びの場・交流の場として宿泊研修施設「東原庠舎」を有効活用するとともに、ＰＲ

を強化することで東原庠舎の利用増を目指します。 
（人） 

実    績    値 目 標 値 
指  標 

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２７年 
日帰者数 4,007 4,210 3,658 3,054 4,000 
宿泊者数 873 659 747 697 1,000 

計（利用者数） 4,880 4,869 4,405 3,751 5,000 
 
  (６) 観光消費額：２０億円 
     本市の観光消費額は、宿泊費、飲食費、土産品費、交通費、入場料(ゴルフ場プレー料)、

その他(聖廟お賽銭)で算出しています。 
     「歩く、観る、聞く、食べる、体験する、買う、泊まる」といった様々な楽しみが組

み込まれた観光ルートや土産品、名物料理等をつくり、メニュー化し情報提供していく

ことで交流人口の増加を図り、観光消費額を増やします。 
（百万円）      

実    績    値 目 標 値 
指  標 

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２７年 
観光消費額 2,086 2,157 1,621 1,605 2,000 
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■ 第５章 観光振興戦略 
 
 
 
 
 
 １ 観光キャラクターの活用と「儒学の祖＆学問の神様 孔子」で観光振興 
 
 
 
 
（１）観光キャラクターの活用 
     多久聖廟や孔子には、ともすれば堅いイメージが 

あります。 
こどもから高齢者にまで親しみやすい多久にする 

    ためにはキャラクターの活用が有効です。 
平成２２年度に商工会事業で決定したキャラクター 

を観光等に幅広く活用することで観光客の誘致に努め 
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
（２）「儒学の祖＆学問の神様 孔子」で観光振興 

本市ではこれまで「儒学の祖 孔子」という位置づけ 
のもと観光面でもＰＲしてきましたが、「儒学の祖」だ 
けでは観光客や参拝者の誘致・増加につなぐには至りま 
せんでした。 
今後は「儒学の祖＆学問の神様 孔子」という表現で 

PR するとともに、より一層、孔子や聖廟の価値を高め 
る取組みを行うことにより交流人口を増やします。 

 
 
 
 
                                                             

 

親しみやすいキャラクターで本市観光をＰＲするとともに、「儒学の祖＆学問の神様 孔子」

という観光キャッチフレーで観光振興を図ります。 

 観光キャラクター 
「多久翁さん」 

観光振興戦略については、『１. 観光キャラクターの活用と「儒学の祖＆学問の神様 孔

子」で観光振興』、『２.おもてなし体制の整備』、『３.観光宣伝の強化』、『４.広域観

光の推進』、『５.時代に適応した活力ある観光組織づくり』にわけて記します。 

 
聖廟内の青銅造 孔子像 
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 ２ おもてなし体制の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （１）交通アクセス等の整備、移動の快適性の確保  

ＪＲ利用の場合、多久駅から聖廟方面へのアクセスが不便です。観光客の移動の快適

性を高めるため、観光に関する公共交通機関の利活用について検討する場を設け協議し

ていきます。 
聖廟周辺では回遊性を高めるためレンタサイクル事業を行います。 

 
 （２）外国語併記のサイン(案内板・説明板)の整備 

わかりやすい施設の紹介、まち歩きの促進、今後の外国人観光客の誘致のため、駅や

主な観光スポット、まち歩きコース等に外国語併記も含め、わかりやすいサインを設置

します。 
 
 （３）孔子の里の観光振興 

①多久聖廟・東原庠舎 
   ア．聖廟の開廟・公開の推進 

観光客に聖廟が孔子を祀る建物であることの理解促進と、観光客の「聖廟内の孔子像

や天井の龍の絵が見たい」という思いをかなえ旅の満足度を高めてもらうため、警備面

も考慮しながら聖廟の開廟・公開の方法について検討し、開廟・公開を推進します。 
 

   イ．ボランティアガイドの養成・支援 
     ボランティアガイドは聖廟観光になくてはなら 

ない存在です。おもてなしの心やガイドとしての 
知識を習得するための養成講座を開催するととも 
に、視察研修に対し支援を行います。さらに、ガ 
イド組織の継続・拡大のための支援を行っていき 
ます。  
 

 癒し、学び、交流をテーマにおもてなしの心を持って様々な施策を展開していきます。 
 「交通アクセスの整備、移動の快適性の確保」、「外国語併記のサイン(案内板や説明板)
の整備」により快適に観光・回遊できる環境を目指します。 

また、多久観光のメインとなる「孔子の里の観光」に磨きをかけるとともに、「グリー

ンツーリズム」の推進や様々な多久の資源をつないだ「観光コースづくり」、魅力ある「イ

ベントづくり」、多久にちなんだ魅力ある「土産品づくり」、「名物料理づくり・地産地

消の推進」等に取り組み、観光客の旅への満足度をアップするとともに、市内に経済効果

を持ち込みます。 
さらに、「適正な施設の維持管理」により本市のイメージアップを図るとともに、安全

で癒しのひと時を提供します。 
物産館のにぎわいづくりを市としても支援していきます。 

 

長崎で「さるくガイド」の研修 
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   ウ．「東原庠舎」輩出の偉人の整理・情報発信と活用 
     東原庠舎での教育の歴史や輩出した偉人は、聖廟とともに多久の宝であることから、

その宝を活かすため、偉人をわかりやすく冊子やちらしに整理し市内外に情報発信する

とともに、観光面で活用を図ります。 
 
エ．宿泊研修・交流の場としての「東原庠舎」の活用 

現在の東原庠舎は平成に入り建てられた施設ですが、 
創建当時の精神を今に引き継いでいます。 
儒学の祖で学問の神様ともいえる孔子を祀る多久聖 

    廟と、東原庠舎の歴史や輩出した偉人を学校や進学塾 
    等に強力にＰＲすることで、「学びのまち」としての 
    イメージを確立し、東原庠舎の価値を高め、今まで以上 

に宿泊研修施設として利用促進を図ります。また、これまでの施設の利用に加え、大学

の外国人留学生や企業等の外国人研修生等の研修や交流の場としての活用について検討

を行っていきます。 
 
   オ．聖廟をわかりやすく説明し、価値を高めるための「聖廟展示館」の充実 

          観光客に伝えたい情報には、孔子や曲阜市と多久の関係、多久茂文公に関するこ    
と、聖廟と東原庠舎との関係、東原庠舎が輩出した偉人、聖廟の彫刻や文様、釈菜に 
関することなど数多くあります。効果的な展示のあり方等について検討し充実を図り

              ます。 
 

カ．一年を通し適正に維持管理された聖廟周辺 
     年間を通し美しく整備すれば観光客は気持ちよく散策ができます。癒しの場としての

価値も高まりリピーターの確保にもつながることから、聖廟周辺の樹木の管理並びに敷

地内の美化に努めます。  
 

②西渓公園 
   ア．次世代につなぐ桜・紅葉の名所 

桜や紅葉の名所として次世代に承継するため、樹木の健康 
管理や計画的な植え替えを行い、一年を通し公園を美しく維 
持管理することで公園としての価値を高め、癒しの場として 
来園者の増加を図ります。 
 
 

   イ．安全・快適に散策していただくための遊歩道の改修 
桜や紅葉の時期などには、多くの市民や観光客が公園の散策を楽しまれます。来園者

が安全に快適に散策できる環境を随時整備していきます。 
 

 

 

西渓公園の紅葉 
 

東原庠舎 

西渓公園の紅葉 
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ウ．魅力あるライトアップ 
    観光協会を中心に関係事業者や団体が連携し昼間の物 

産販売やイベントの充実を図るとともに、夜間には照明 
等に工夫を凝らし魅力的なライトアップを行ない、期間 
中の観光客数増加を図ります。 
 

  ③聖廟・西渓公園周辺 
ア．槙の生垣の推進と花のおもてなし、景観保全の取り組み 
  東の原、西の原では槙の生垣を見ることができます。この地区 
 の槙の生垣は、江戸時代、多久の殿様が火事の類焼防止のために 
植えることを命じたことに由来するものですが、きちんと整備さ 
れれば地区の価値は大きく高まります。槙の生垣の推進について 
地元と協議するとともに、地元ボランティア団体との連携により 
花のある美しい環境づくりを推進します。また、当該地区の将来 
にわたる景観保全についても協議を行っていきます。 

 
イ．御屋形広場、歴史の散歩道の活用 
  御屋形広場には元禄絵図の陶板やくど造りの休憩所があり、歴史の散歩道には多久の

歴史が陶板で説明されています。聖廟と西渓公園のほぼ中間に位置し、２つの観光施設

をつなぐ目的で設置されていることから、釈菜や紅葉まつりの時には休憩所やもてなし

の場等として活用します。 
 
ウ．「唐人古場窯跡」整備に向けた検討 
  唐人古場窯跡は有田焼の陶祖・李参平が日本で初めて焼いた窯跡であり、国の史跡に 

指定されています。整備できれば素晴らしい観光施設となることから、多久の宝の一つ 
として整備に向けた検討を行っていきます。 

 
エ．梶峰城跡の活用等についての検討 
  多久には歴史やロマンを感じる中世の山城「梶峰城」がありました。まだ梶峰城跡の

発掘調査は終了していない状況にあることから、今後、散策道の整備を含め活用につい

て検討を行っていきます。 
 
オ．多久市物産館のにぎわいづくり 

多久市物産館(朋来庵)は、本市の物産や土産品の販売をはじめ、観光紹介、案内、食

事を提供する観光施設としての重要な役割を担っていることから、今後、より一層充実

した内容にしていく必要があります。 
物産館は市の施設で、観光協会が指定管理者として管理・運営を行っています。観光

協会との連携を強化し、調査・研究等を行いながら、魅力があり、にぎわいのある物産

館の実現に努めます。 
 

 

 

西渓公園ライトアップ 

聖廟前の花のおもてなし 
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 （４）グリーンツーリズムの推進 
     南渓いきいき協議会等が行う活動をマスコミ等に情報発信するとともに、体験や交流

の場として観光コースに組み入れて活動を支援していきます。 
 
 （５）わがまち再発見！お宝絵地図・観光コースづくり 

この事業は、区の協力を得ながら子どもと大人が実際に自分の住む地区を歩きながら

調査し、お宝絵地図を作るというものです。現在のことだけでなく高齢者から昔の地区

内の思い出や伝説なども聞き、それも地図に取り入れ面白絵地図（お宝絵地図）をつく

るものです。この活動をとおし子どもたちは自分の住む地区の歴史や宝を知るとともに、

大人との交流により地元を身近に感じ愛着を持つことができます。 
絵地図は、「見る、聞く、体験する、学ぶ、交流する、食べる、買う、泊まる」等の

要素をつないだ観光コース作りの参考にするとともに、観光コースは旅行会社等の観光

関係事業者や一般に広く情報提供していきます。 
  

（６）イベントによる観光振興 
     イベントには人や地域、商店街、まちなどを元気にする力があります。 
    外から見た場合、元気なイベントが数多くあるまちは、活気あるまち、いろんな楽しみ

があるまちというイメージがあり魅力を感じます。 
   本市観光においてイベントは市内外の人々の交流を促し、まちを活性化させるものと

とらえ、積極的なＰＲ等を通じて支援していきます。 
 

①既存のイベント 
   ア．「孔子の里・多久」を象徴する伝統行事「釈菜」 

は末永く後世に継承していかなければならない大切 
なまつりであり重要な観光資源であることから、観 
光客誘致のためにも観光客の満足度を高めることが 
できるような方策を検討していきます。あわせて物 
産販売や周辺のイベントを充実させながら周辺の魅 
力づくりを行っていきます。 

  イ．「多久まつり」については、多久祭り振興会において目的やテーマなどを再確認する

とともに、その目的やテーマに沿った祭りの実現を目指します。 
  ウ．「論語カルタ大会」は、よそにはない多久にちなん 

だ大会です。ＰＲを強化し、今以上に全国各地から参 
加があるイベントへと拡大するよう取り組みます。   

  エ．「多久山笠」や「多久元気祭り」などの中心市街地 
のイベントについては、市民主導型イベントとして、 
さらなる定着・発展のため側面からの支援を行います。 

  オ．「聖廟お火たき」や「多久城下ひなまつり」等、本市の観光振興に寄与する市民主導

型のイベントについては、広報や運営等で連携しながら観光客の誘致を図ります。 
  カ．その他市内で開催されるイベントについても、イベントの宣伝活動を支援します。 

 

 

釈 菜 

論語カルタ大会 
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②新規イベント 
   ア． 近の高速道路料金の低額化により、高速道路利用の観光客が増加しています。本   
    市ではこれを好機ととらえ、観光客誘致のための集客力のあるイベントを創出します。 

 
（７）多久にちなんだ土産品づくり 

     地元の土産品を買うのは観光客の楽しみのひとつです。本市にとっても地元をＰＲす

るツールであり貴重な収入源でもあることから、観光協会や商工会等との連携のもと本

市ゆかりの土産品をつくり、物産館等で販売します。 
 
 （８）名物料理づくりと地産地消の推進  

観光の目的のひとつに「地元の名物料理を食べる」というのがあります。多久にちな

んだ名物料理をつくるとともに、地産地消の取り組みを商工会や関係団体等と連携し推

進することで観光客を誘致し市内経済の活性化を図ります。 
 
 （９）適正な施設の維持管理 
     整備後２０年前後経過した施設や設備が多く、施設に老朽化等が見られるものもあり

ます。施設等の傷みは市のイメージダウンになるとともに、安全性の面からも問題があ

ります。気持ちよく観光・参拝していただくことができるよう計画的に修繕や改修等を

行います。 
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 ３ 観光宣伝の強化 
   

 観光客を誘致するためには様々な方法での情報発信が必要です。 
 マスコミや観光パンフレット、インターネット、観光フェア等を通し広くＰＲするとと 
もに、旅行代理店等を対象とした説明会や観光キャラバンを積極的に行っていく必要があ 
ります。 
さらに、市民が多久の良さを知ることも観光振興につながります。 
これらのことを踏まえながら、今後、観光宣伝活動を強化していきます。 

 
 （１）マスコミ等の活用 
     イベント情報などを新聞、テレビ、ラジオ、雑誌などに積極的に情報提供し観光客の

誘致を図ります。 
     新聞では、旅行業者が次期旅行商品を造成する際の参考にする新聞に本市の釈菜や紅

葉まつりの記事を掲載するとともに、地元紙等にはイベント情報等を積極的に提供しま

す。 
     雑誌では、有料、無料の枠の中で、様々な雑誌への情 

報提供を行います。 
     佐賀県や佐賀県観光連盟にイベント情報を発信し、県 

や連盟からその情報を旅行業者やマスコミ等に様々な形 
で発信してもらいます。 

     佐賀フィルムコミッションへの情報提供を行うことで 
映画等の誘致に努めます。 

 
 
 （２）観光パンフレット等の活用 
     旅行の動機には「観光パンフレットやちらしを見て決める」場合が多いことから、観

光協会や商工会等と連携し魅力あるパンフレット等の作成に努めるとともに、効果的な

場所への配備を行います。 
     魅力あるパンフとは、食、体験、宿泊、土産品、観光ルートなどをわかりやすく、使

いやすく、デザインにもこだわったもので、簡単に捨てられないものです。 
今後の配備場所は、市内の主要観光地のほか、多久駅、ホテル・旅館、ゴルフ場、市

内飲食店、佐賀空港、市外関係施設(旧高取邸等)、県の大都市圏内の事務所等です。 
     また、高速道路に配備されるマップでも本市観光をＰＲしていきます。 
 
 
 
 
 
 

 

 
岸川まんじゅう 
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 （３）インターネットの活用 
     近では、インターネットで観光情報を入手する割合が高くなっていることから、市

並びに観光協会のホームページの充実を図ります。 
     また、２２年度には、多久市商工会がツイッターを活用した観光と商工の振興につな

がる事業を計画していることから、市、観光協会ともに連携して取り組みます。 
さらに、観光提言にあった下記事業についても観光協会や商工会等とともに検討して

いきます。 
    ○「e コマース事業」…インターネットを活用した農産物、工芸品、土産品等の販売 
    ○「携帯サイト運営」…携帯電話で観光、イベント情報等をリアルタイムに提供する 
    ○「HP 宣伝事業」…観光協会の HP 上に市内事業者の「宣伝バナー」をつけ PR する 
 
 （４）県、県観光連盟等と連携したイベントによる観光宣伝 
     県や県観光連盟との連携による観光フェアや都市圏の旅行代理店等を招いての「現地

説明会」、都市圏に出向いての「旅行商品説明会」等において本市観光をＰＲします。 
  
 （５）観光キャラバンによる観光宣伝 
     観光地、祭り、土産品、食、体験、宿泊並びにそれらの情報をつないだ観光コース等

の情報を持って、市、観光協会、孔子の里、商工会、市内観光関連事業者等がキャラバ

ンを組み、旅行代理店等に対して営業活動を行います。 
 
 （６）観光大使による観光宣伝 
     大都市圏での観光振興の担い手として期待できる人を「観光大使」に任命し、本市観

光のＰＲを担っていただくとともに、都市からみての多久や今後の多久に必要な取り組

みといったアドバイスをいただき、本市観光やまちづくりに活かします。 
  
 （７）車輌ステッカーによる観光宣伝 
     庁用車のボディに釈菜、紅葉まつり等の観光用ステッカーを貼り、市民や県民を主な

ターゲットにＰＲしていきます。 
 
 （８）市民への多久を知る機会の提供 
     市外に多久の良さをピーアールすることは大切なことですが、その前に市民が知るこ

とが重要です。市民は多久の良さを知ることで誇りを持ち将来にわたり多久に住みたい

と思うことができますし、子どもや孫もそう思います。まちづくりにもつながります。 
     また、市民が多久に誇りを持てば、市民が市外の人々に対して多久の良さをＰＲする

営業マンになってもらえます。 
     このことから、市民に対する広報宣伝活動を、市報や行政放送、公民館等での団体の

学習等の中で推進していきます。 
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 ４ 広域観光の推進 
 

 広域観光は観光振興を行う上でとても重要です。 
広域連携し旅行業者に観光地や観光ルートをＰＲすれば、多久単独で行うよりはるかに効 

果的なＰＲができます。特に、大都市圏での物産展や旅行業者対象の旅行プラン説明会など

を単独で開催することは困難です。 
今後、広域観光を推進する中で、より一層、本市観光をアピールしていきます。 

 
 （１）ファミリーツーリズム事業への参画 
    県では、市町、観光関係団体、観光事業者等の参加による、親・子・孫の三世代旅行の

適地づくり（ファミリーツーリズム事業）を推進しています。毎月の研究会では、会員が

活動報告やイベント情報などを出し合うとともに、連携した事業を実施しています。 
    今後も他市町の取り組みを学び本市観光に活かすとともに、本市の情報を発信するなど

相互に刺激しあい、意識や取り組みを高めあっていきます。 
 
 （２）他の観光地との連携 

聖廟や孔子、東原庠舎、高取伊好、西渓公園、紅葉等をテーマに関係する他の市町村と

連携し、物語や薀蓄のある観光コースを開発し観光客の誘致に努めます。 
    新幹線鹿児島ルートの全線開通により鹿児島方面への観光客の増加が予想される中、新

鳥栖駅を拠点に長崎と大分を結ぶ横軸の観光地への観光客誘致に向けた協議会に参加し、

連携した取り組みを行っていきます。 
 
 

５ 地域連携による観光の振興 
    多久の魅力を顕彰し、新たなまちづくりにつなげようとする団体やグループの活動が広 

がりつつあります。市ではこの活動を支援するとともに、ネットワーク化を促進し、新た 
な観光振興体制の確立を図ります。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

２１ 



■ 第６章 アクションプランと年次計画、推進体制 
観光戦略を推進するにあたり、今後具体的に取り組む項目（事業）をアクションプランとして位置

づけ、市民や事業者(観光協会、商工会、民間事業所等)、行政がそれぞれの役割分担や連携のもと取

り組んでいきます。この章では「何を」「いつ」「だれが」取り組んでいくかを記しています。 

 
（１）アクションプラン一覧表 

項  目 アクションプラン 
1．観光キャラクターの活用 １ 観光キャラクターの活用と「儒学

の祖＆学問の神様 孔子」で観光振興 2．「儒学の祖＆学問の神様 孔子」で観光ＰＲ 
3．交通アクセス等の整備、移動の快適性の確保 
4．外国語併記サイン等の整備 
5．聖廟の開廟・公開の推進 
6．ボランティアガイドの養成 
7．「東原庠舎」輩出の偉人の整理・情報発信と活用 
8．宿泊施設・交流の場としての「東原庠舎」の活用 
9．聖廟展示館の充実 

10．一年を通し適正に維持管理された聖廟周辺 
11．次世代につなぐ桜・紅葉・ツツジの名所づくり 
12．西渓公園・散策しやすい遊歩道への改修 
13．桜・紅葉時期のライトアップの充実 
14 聖廟周辺の槙の生垣の推進と花のおもてなし、景観保全の取り組み 
15．御屋形広場、歴史の散歩道の活用 
16．唐人古場窯跡、梶峰城跡の活用検討 
17．多久市物産館の賑わいづくり 
18．グリーンツーリズムの推進 
19．魅力ある観光地づくり（絵地図・観光コース） 
20．魅力ある観光地づくり（イベント）  

21．魅力ある観光地づくり（土産品・名物料理） 

２ おもてなし体制の整備 

22．観光施設の適正な維持管理  
23．マスコミ等の活用 
24．観光パンフレット等の活用  
25．インターネットの活用 
26．県、県観光連盟等と連携したイベントによる観光宣伝 
27．観光キャラバンによる観光宣伝 
28．観光大使による観光宣伝 
29．車輌ステッカーによる観光宣伝 

３ 観光宣伝の強化 

30．市民への多久を知る機会の提供 
31．ファミリーツーリズム事業への参画 ４ 広域観光の推進 
32．他の観光地との連携推進 

５ 地域連携による観光の振興 33．観光振興体制の確立 

２２ 



（２）各プランの実施時期と実施主体、内容 
 

１．観光キャラクターの活用 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

○ 
Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
多久聖廟や孔子には、ともすれば固いイメージがある。子どもから高齢者にまで親しみや 

すい多久にするためにはキャラクターの活用が有効。 
平成２２年度に商工会の全国展開プロジェクト事業で決定したキャラクターを観光等に幅

広く活用することで観光客の誘致に努める。 
 

 
２．「儒学の祖＆学問の神様 孔子」で観光ＰＲ 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 
○ 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
本市ではこれまで「儒学の祖 孔子」という位置づけのもと観光面でもＰＲしてきたが、

「儒学の祖」だけでは観光客の誘致・増加につなぐには至らなかった。今後は、「儒学の祖

＆学問の神様 孔子」という表現で PR するとともに、孔子や聖廟の価値を高める取組みを

行うことにより交流人口を増やしていく。 
 

 
３．交通アクセス等の整備、移動の快適性の確保 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

 
Ｈ２４ 
○ 

Ｈ２５ Ｈ２６ 
 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
ＪＲ利用の場合、多久駅から聖廟方面へのアクセスが不便である。観光客の移動の快適性

を高めるため、観光に関する公共交通機関の利活用について検討する場を設置し協議してい

く。聖廟周辺では回遊性を高めるためレンタサイクル事業を行う。 
 

 
 

２３ 



４．外国語併記サイン（看板）等の整備 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

 
 

Ｈ２４ 
 

Ｈ２５ Ｈ２６ 
○ 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
 

市 
○ 

【内容】 
わかりやすい施設の紹介、まち歩きの促進、今後の外国人観光客の誘致のため、駅や主な

観光スポット、まち歩きコース等に外国語併記も含め、わかりやすいサインを設置する。 
 

 
 
５．聖廟の開廟・公開の推進 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

 
 

Ｈ２４ 
○ 

Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
観光客に聖廟が孔子を祀る建物であることの理解促進と、開廟に対する観光客の要望に応

え旅の満足度を高めてもらうため、警備面も考慮しながら聖廟の開廟・公開の方法について

検討する。 
 

 
 
６．ボランティアガイドの養成 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 
○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 
○ 

事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
ボランティアガイドは聖廟観光になくてはならない存在。おもてなしの心やガイドとして 

の知識を習得するための養成講座を開催するとともに、視察研修に対し支援を行う。さらに、 
ガイド組織の継続・拡大のための支援を行っていく。 
 

 
 
 

 
 

２４ 



７． 「東原庠舎」輩出の偉人の整理・情報発信と活用 
 実施時期  実施主体 

Ｈ２３ 
○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
東原庠舎での教育の歴史や輩出した偉人は、聖廟とともに多久の宝であることから、その

宝を活かすため、偉人をわかりやすく冊子やちらしに整理し市内外に情報発信するとともに、

観光面で活用を図る。 
 

 
 
８．宿泊施設・交流の場としての「東原庠舎」の活用 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ 
○ 

Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
「学問の神・孔子を祀る多久聖廟」と東原庠舎の歴史的意義を鑑み、今後、学校単位で必

要性がうたわれる児童・生徒の自然・生態系の研究、田舎体験等の学習機会の誘致に活用で

きないかを関係機関等とも連携・研究を重ね、宿泊施設・学習・交流の場としての利用機会

の拡大を図る。 
 

 
 
９．聖廟展示館の充実 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

 
Ｈ２４ Ｈ２５ 

○ 
Ｈ２６ 
 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
 観光客に伝えたい情報には、孔子や曲阜市と多久の関係、多久茂文公に関すること、 
聖廟と東原庠舎との関係、東原庠舎が輩出した偉人、聖廟の彫刻や文様、釈菜に関する 
ことなど数多くある。効果的な展示のあり方等について検討し充実を図る。       
 

 
 
 
 

２５ 



１０．一年を通し適正に維持管理された聖廟周辺 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

○ 
Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

 
 

Ｈ２７ 長期 市民 
○ 

事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
年間を通し美しく整備すれば観光客は気持ちよく散策ができる。癒しの場としての価値も

高まりリピーターの確保にもつながることから、聖廟周辺の樹木や芝生の管理並びに敷地内

の美化を図るため、管理体制を含め検討する。 
 

 
 
１１．次世代につなぐ桜・紅葉の名所づくり 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
 

市 
○ 

【内容】 
桜や紅葉の名所として次世代に承継するため、樹木の健康管理や計画的な植え替えを行い、

一年を通し公園を美しく維持管理することで公園としての価値を高め、癒しの場として来園

者の増加を図る。 
 

 
 
１２．西渓公園・散策しやすい遊歩道への改修 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
○ 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
 

市 
○ 

【内容】 
桜や紅葉の時期などには、公園内の散策を楽しむ多くの市民や観光客の姿がある。来園者

が安全に快適に散策できる環境を随時整備していく。 
 

 
 
 
 

 

２６ 



１３．桜・紅葉時期のライトアップの充実 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 
○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 
○ 

事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
観光協会を中心に関係事業者や団体が連携し昼間の物産販売やイベントの充実を図るとと

もに、夜間には照明等に工夫を凝らし魅力的なライトアップを行ない、期間中の観光客数増

加を図る。 
 

 
 
１４．聖廟周辺の槙の生垣の推進と花のおもてなし、景観保全の取り組み 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ 
○ 

Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 
○ 

事業者 
 

市 
○ 

【内容】 
聖廟周辺における槙の生垣の推進について地元と協議するとともに、地元ボランティア団

体との連携で花のある美しい環境づくりを推進する。また、当該地区の将来にわたる景観保

全についても協議を行っていく。 
 

 
 
１５．御屋形広場、歴史の散歩道の活用 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

 
 

Ｈ２４ 
○ 

Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 
○ 

事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
御屋形広場には元禄絵図の陶板やくど造りの休憩所があり、歴史の散歩道には多久の歴史

が陶板で説明されている。聖廟と西渓公園のほぼ中間に位置し、2 つの観光施設をつなぐ目

的で設置されていることから、当面は釈菜や紅葉まつりの時には休憩所やもてなしの場等と

して活用していく。 
 

 
 

 

２７ 



１６．唐人古場窯跡、梶峰城跡の活用検討 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

 
 

Ｈ２４ 
○ 

Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
唐人古場窯跡は有田焼の陶祖・李参平が日本で初めて焼いた窯跡であり、国の史跡に指定

されている。新たな多久の宝の一つとして整備に向けた検討を行っていく。 
また、多久には歴史やロマンを感じる中世の山城「梶峰城」があった。まだ梶峰城跡の発

掘調査は終了していない状況にあることから、今後、散策道の整備を含め活用について検討

を行っていく。 
 

 
１７．多久市物産館の賑わいづくり 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
多久市物産館(朋来庵)は、本市の物産や土産品の販売をはじめ、観光紹介、案内、食事を提

供する観光施設としての重要な役割を担っている。 
今後、さらなる機能強化に向け、より一層観光協会と連携を強化し調査・研究を行い、魅

力と賑わいのある物産館の創出実現に努める。 
 

 
１８．グリーンツーリズムの推進 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 
○ 

事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
南渓いきいき協議会等が行う活動をマスコミ等に情報発信するとともに、体験や交流の場

として観光コースに組み入れて活動を支援していく。 
 

 
 
 
 

２８ 



１９．魅力ある観光地づくり（絵地図・観光コースづくり） 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 
○ 

事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
市内には、各地域にそれぞれの歴史があるように、まだまだ気付かない地域の宝が眠って

いる可能性がある。今後、地域の方の協力を得て地区の宝を掘り起こし、新たな観光資源と

して活用したい。 
発掘されたお宝をつないだ観光コースづくりの参考にするとともに、観光コースは旅行会

社等の観光関係事業者や一般に広く情報提供していく。 

 
２０．魅力ある観光地づくり（イベントづくり） 

 
 実施時期  実施主体 

Ｈ２３ 
○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 
○ 

事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
イベントには人や地域、商店街、まちなどを元気にする力がある。 

 外から見た場合、元気なイベントが数多くあるまちは、活気あるまち、いろんな楽しみが 
あるまちというイメージがあり魅力を感じる。 
本市観光においてイベントは市内外の人々の交流を促し、まちを活性化させるものととら 

え、既存イベントのさらなる充実や新規イベント創出により魅力ある観光地づくりに努める

とともに、積極的にＰＲを行っていく。 
 
２１．魅力ある観光地づくり（土産品・名物料理づくり） 

 
 実施時期  実施主体 

Ｈ２３ 
○ 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
地元の土産品を買うのは観光客の楽しみのひとつである。本市にとっても地元をＰＲする

ツールであり貴重な収入源でもあることから、観光協会や商工会等との連携のもと本市ゆか

りの土産品をつくり、物産館等で販売する。 
また、観光の目的のひとつに「地元の名物料理を食べる」というのがある。多久にちなん

だ名物料理をつくるとともに、地産地消の取り組みを商工会や関係団体等と連携し推進する

ことで観光客を誘致し市内経済の活性化を図る。 

 
２９ 



２２．観光施設の適正な維持管理 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

○ 
Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

 
Ｈ２７ 長期 市民 事業者 

 
市 
○ 

【内容】 
整備後２０年前後経過した施設や設備が多く、施設に老朽化等が見られるものもある。施

設等の傷みは市のイメージダウンになるとともに、安全性の面からも問題がある。気持ちよ

く観光・周遊していただくことができるよう計画的に修繕や改修等を行う。 
 
２３．マスコミ等の活用 

 
 実施時期  実施主体 

Ｈ２３ 
○ 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
 イベント情報やグルメ情報などを新聞、テレビ、ラジオ、雑誌などに積極的に情報提供し 
観光客の誘致を図る。 
 新聞では、旅行業者が次期旅行商品を造成する際の参考にする新聞に本市の釈菜や紅葉ま 
つりの記事を掲載するとともに、地元紙等にはイベント情報等を積極的に提供する。 
 雑誌では、有料、無料の枠の中で、様々な雑誌への情報提供を行う。 
 佐賀県や佐賀県観光連盟にイベント情報を発信し、県や連盟からその情報を旅行業者や 
マスコミ等に様々な形で発信してもらう。 
 佐賀フィルムコミッションへロケ地候補地等の情報を提供することで、映画等の誘致に努 
める。 

 
２４．観光パンフレット等の活用 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

○ 
Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

 
Ｈ２７ 長期 市民 事業者 

○ 
市 
○ 

【内容】 
旅行の動機には「観光パンフレットやちらしを見て決める」場合が多いことから、観光協 

会や商工会等と連携し魅力あるパンフレット等の作成に努めるとともに、効果的な場所への

配備を行う。 
今後、配備場所についても、主要駅、ホテル・旅館、ゴルフ場、市内飲食店、佐賀空港、

市外関係施設(旧高取邸等)、県の大都市圏内の事務所等の協力を仰ぎ、情報発信のステーショ

ン拡大に努める。 
 また、高速道路に配備されるマップでも本市観光をＰＲしてまいりたい。 

 
 

３０ 



２５．インターネットの活用 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 
○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
近では、インターネットで観光情報を入手する割合が高くなっていることから、市並び 

に観光協会のホームページの充実を図る。 
 また、２２年度には、多久市商工会がツイッターを活用した観光と商工の振興につながる 
事業を計画していることから、市、観光協会ともに連携して取り組む。 
さらに、観光提言にあった下記事業についても観光協会や商工会等とともに検討していく。 

 ○「ｅコマース事業」…インターネットを活用した農産物、工芸品、土産品等の販売 
○「携帯サイト運営」…携帯電話で観光、イベント情報等をリアルタイムに提供する 

 ○「ＨＰ宣伝事業」…観光協会のＨＰ上に市内事業者の「宣伝バナー」をつけＰＲする 
 

 
２６．県、県観光連盟等と連携したイベントによる観光宣伝 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
県や県観光連盟との連携による観光フェアや都市圏の旅行代理店等を招いての「現地説明

会」、都市圏に出向いての「旅行商品説明会」等において本市観光をＰＲする。 
  

 
２７．観光キャラバンによる観光宣伝の強化 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

 
 

Ｈ２４ 
○ 

Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
観光地、祭り、土産品、食、体験、宿泊並びにそれらの情報をつないだ観光コース等の情

報を持って、市、観光協会、孔子の里、商工会、市内観光関連事業者等がキャラバンを組み、

旅行代理店等に対して営業活動を行う。 
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２８．観光大使による観光宣伝 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
 

市 
○ 

【内容】 
大都市圏での観光振興の担い手として期待できる人を「観光大使」に任命し、本市の観光 

ＰＲを担っていただくとともに、都市からみての多久や多久に必要な取組みといったアドバ

イスをいただき、本市観光やまちづくりに活かしていく。 
 

 
２９．車輌ステッカーによる観光宣伝 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 
○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
 

市 
○ 

【内容】 
庁用車のボディに釈菜、紅葉まつり等の観光用ステッカーを貼り、市民や県民に広く周知

を図る。 
 

 
３０．市民への多久を知る機会の提供 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 
○ 

事業者 
 

市 
○ 

【内容】 
市外に多久の良さをＰＲすることは大切なこと。しかしその前に市民が知ることが重要。 
市民は多久の良さを知ることで誇りを持ち将来にわたり多久に住みたいと思うことがで 

き、次の世代につながり、まちづくりにもつながる。 
 また、市民が多久に誇りを持つことで、日常生活の中で市民が多久の良さをＰＲする営業 
マンになってもらえる。 
 このことから、市民に対する広報宣伝活動を、市報や行政放送、公民館等での団体の学習 
等の中で推進していく。 
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３１．ファミリーツーリズム事業への参画 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
新たな観光・旅行の形として、親・子・孫の三世代旅行（ファミリーツーリズム）がクロ 

ーズアップされている。県においても県域の中でファミリーツーリズム事業への取組みが行 
われており、市としてもこのことへの参画を行い、研究・連携を強め、多久版ファミリーツ 
ーリズムという新たな観光商品の開発に向け研究する。 

 
 
３２．他の観光地との連携推進 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 
○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
聖廟や孔子、東原庠舎、高取伊好、西渓公園、紅葉等をテーマに関係する他の市町村と連

携し、物語や薀蓄のある観光コースを開発し観光客の誘致に努める。 
 新幹線鹿児島ルートの全線開通により鹿児島方面への観光客の増加が予想される中、新鳥 
栖駅を拠点に長崎と大分を結ぶ横軸の観光地への観光客誘致に向けた協議会に参加し、連携 
した取り組みを行っていく。 
  

 
３３．観光振興体制の確立 
 

 実施時期  実施主体 
Ｈ２３ 

○ 
 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
 

Ｈ２７ 長期 市民 
○ 

事業者 
○ 

市 
○ 

【内容】 
多久の魅力を顕彰し、新たなまちづくりにつなげようとする団体やグループの活動が広が 

りつつある。市ではこの活動を支援するとともに、ネットワーク化を促進し、新たな観光振

興体制の確立を図る。 
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資 料 編 
 



計画策定までの経過 
期 日 会 議 名 等 備 考 

Ｈ21. 4. 1 
ふるさと雇用再生事業で観光振興のための事業を観

光協会に委託。研究員３名雇用。 
多久の観光資源に関する調査

研究等の開始 

5. 1 
観光協会研究員による観光振興に関する市民アイデ

ア募集 
市報、行政放送等で募集開始 

   7.23 
観光協会研究員による「多久の観光を考える会」の 

開催 
趣旨説明、ワークショップ・ア

イデア収集 

9.26～27  
観光協会研究員による福岡市役所前での多久の認知

度調査 
佐賀県観光フェアの際に実施 

11.10 観光協会正副会長会 
研究員による観光提言書の内

容の説明と承認 

    11.12 観光協会役員会 
研究員による観光提言書の内

容の説明と承認 

11.24 
観光協会会長から市長に対し観光提言書の提出なら

びに観光提言書内容の説明 
観光振興計画策定委員も説明

聴取 
    12. 4 観光協会主催「多久の観光を考える会」 提言内容の説明 

    12.15 研究員から市長に対し再度観光提言書の内容説明 提言内容の説明 

H22. 2.15 第１回多久市観光振興計画策定部会 
趣旨説明、市民アイデアに対す

検討を関係課に依頼 
     3.23 第２回多久市観光振興計画策定部会 計画骨子に対する協議 

８月中旬 関係各課、関係機関、団体との意見交換 計画案の調整 

     8.20 第１回多久市観光振興計画策定委員会 調整後の計画案に対する協議 

9.10 市議会への説明・意見交換会 計画の進捗状況報告、意見聴取 

9.16 「多久の観光を考える会」メンバーとの意見交換会 計画案についての意見集約 

   9.30 第２回多久市観光振興計画策定委員会 
意見交換会の意見を踏まえ計

画案の修正等について協議 

10.20 第３回多久市観光振興計画策定委員会 
パブリックコメントを出すた

めの協議 
10.22 経営会議 市としての計画（案）の決定 
11. 5 

~12. 4 
パブリックコメント 計画に対する意見聴取 

12. 9 第４回多久市観光振興計画策定委員会 
パブリックコメントの意見に

対する回答について協議 

12.13 経営会議 市の回答決定、計画の決定 
12.20 結果の公表 意見に対する市の考えを公表 

H23.1 月 計画書冊子完成  



多久市観光振興計画策定委員会設置要綱 
 
(設置) 

第１条 本市における観光振興の指針となる「多久市観光振興計画」を策定するため、多久市観光振興

計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

(協議事項) 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。 

 （１）多久市観光振興計画の策定に関すること。 

 （２）その他策定に必要な事項に関すること。 

 (委員) 

第３条 委員会の委員は、副市長と部長及び観光振興に関わりのある課長で構成し、市長が委嘱する。 

(任期) 

第４条 委員の任期は、委嘱された日から計画が策定されるまでの間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は副市長とし、副委員長はまちづくり部長とする。 

 ２ 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。 

  ３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

(会議) 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

 ２ 会議の議長は、委員長がこれにあたる。 

 ３ 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

４ 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 

（関係者の出席） 

第７条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。 

（庶務) 

第８条 委員会の庶務は、まちづくり部商工観光課において行うこととする。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成２２年８月１２日から施行する。 

 
 
 
 

 
 



多久市観光振興計画策定部会設置要綱 
 
(設置) 

第１条 本市における観光振興に関する施策についての基本的な計画（以下「観光振興計画」とい

う。）を策定するため、多久市観光振興計画策定部会（以下「部会」という。）を設置する。 

 

(所掌事務) 

第２条 部会は、次に掲げる事項を審議する。 

 （１）多久市観光振興計画策定に関すること。 

  

(委員) 

第３条 部会の部員は、観光振興に関わりのある課・室から推薦された者で構成する。 

  

(任期) 

第４条 部員の任期は、計画が策定されるまでの間とする。 

 

(会議) 

第５条 部会の会議は、商工観光課長が招集する。 

２ 部会の議事は、課長がこれにあたる。 

 ３ 部会は、観光振興計画の骨子(案)を協議する場とする。 

 

（庶務) 

第６条 部会の庶務は、まちづくり部商工観光課において処理する。 

 

附則 

この要綱は、平成２２年２月１５日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



多久市観光振興計画策定委員会 
【委 員】 

部  署 役  職 氏  名 備  考 

 副 市 長 渕 上 哲 也 委員長 

まちづくり部 部  長 木 島 武 彦 副委員長 

くらし部 部  長 森 山 真 塩  

教育委員会 部  長 石 橋 慎 一  

総務課 課  長 荒 瀬 弘 之  

財政課 課  長 本 島 和 典  

都市計画課 課  長 福 田 康 雄  

農林課 課  長 古 賀   浩  

建設課 課  長 松 瀬   浩  

生涯学習課 課  長 高 塚   功  

特命プロジェクト推進課 課  長 山 田 俊 哉  

商工観光課 課  長 眞 木 國 男  

 
多久市観光振興計画策定部会 

【部 員】 
部  署 役  職 氏  名 備  考 

特命プロジェクト推進室 小中学校再編係長 田 代 健 二  

総務部経営統括室 企画経営係長 舩 津 公 雄  

まちづくり部経営統括室 企画経営係長 安 田 良 彦  

くらし部経営統括室 企画経営係長 中 村   茂  

教育統括室 総務企画係長 田 淵 久里代  

財政課 課長補佐兼財政係長 小 野 浩 司  

生涯学習課 文化スポーツ主査 福 島   健  

都市計画課 都市計画係長 梶 原 聖 司  

農林課 農政係長 野 方 敏 英  

 
【事務局】 

部  署 役  職 氏  名 備  考 

課  長 眞 木 國 男  

課長補佐兼商工観光係長 前 田 英 文  

商工観光課 

商工観光係 吉 永 あゆみ  

 



多久の主な地域資源 
 

 

人物（多久に関係する人、過去～現在） 文化財、史跡、天然記念物 
孔子 
四配（顔子、曽子、子思子、孟子） 
多久太郎宗直 
龍造寺長信 
多久安順（やすとし） 
諸田賢順 
千鶴 
武富咸亮 
李参平（金ケ江三兵衛） 
 
 
 
 
 
河浪道忠（1634～1719） 
鶴田 精（1643～1731） 
多久安成（1648～1737） 
尾形惟重（1657～1736） 
多久茂文（1669～1711） 
河浪道義（1672～1734） 
原 浄忠（1685～1765） 
原  五（1715～1769） 
尾形惟民（1724～1805） 
石丸良幹（1734～1812） 
石井 有（1744～1790） 
徳永 恒（1752～1836） 
深江順房（1771～1848） 
草場 韡（1787～1867） 
鶴田 斌（1799～1881） 
西  賛（1802～1857） 
澤井 咸（1809～1884） 
徳永 彰（1816～1900） 
草場 廉（1818～1887）   
深江順暢（1826～1893） 
徳永 鉉（1827～1920） 
蒲原政標（1829～1916） 
馬場 亨（1829～1894） 
須藤忠模（1830～1889） 
田上綽俊（1831～1893） 
柴田文芳（1831～1902） 
石井忠亮（1832～1907） 
吉井皣 （1833～1902） 
鶴田 晧（1834～1888） 
相浦宗惟（1835～1909） 
副島本格（1838～1880） 
梶尾 清（1839～1909） 
福地隆春（1840～1917） 
光吉文龍（1840～1920） 
鳥越剛撲（1844～1919） 
古賀静修（1845～1896） 
鶴田 暢（1848～1903） 
大塚良一（1849～1880） 
徳永 坦（1849～1928） 
高取伊好（1850～1927） 
飯盛挺造（1851～1916） 
志田林三郎（1855～1892） 
草場 謹（1858～1933） 
尾形善忠（1867～1942） 
大塚巳一（1869～1950） 
 
 
 

【多久町聖廟周辺】 
◎多久市の重要文化財 
  ①カササギ生誕地        （国 天然記念物 佐賀県） 
  ②両界曼荼羅図         （県 重要文化財 県立博物館） 
 （多久町） 
  ①多久聖廟附聖がん       （国 重要文化財 聖廟内） 

②多久聖廟           （国 史跡） 
③肥前陶器窯跡         （国 史跡 西の原） 

  ④多久市西渓公園寒鶯亭     （国 登録文化財） 
⑤多久聖廟釈菜         （県 重要無形民俗文化財 聖廟内） 
⑥立葵蒔絵螺鈿筝        （県 重要文化財 資料館内） 
⑦若宮八幡宮神殿        （県 重要文化財 八幡宮内） 
⑧多久家資料及び後藤家文書   （県 重要文化財 資料館内） 
⑨保四郎窯跡          （県 史跡    道祖元） 
⑩牟田辺遺跡甕棺墓出土遺物   （県 重要文化財 資料館） 
⑪青銅造孔子像         （市 重要文化財 聖廟内） 
⑫若宮八幡宮三本杉       （市 天然記念物 八幡宮内） 
⑬先家君自安先生墓誌      （市 重要文化財 資料館内） 
⑭内行花文鏡          （市 重要文化財 資料館内） 
⑮大工田６号古墳出土遺物一括  （市 重要文化財 資料館内） 
⑯少弐政資・資元の墓      （市 重要文化財 専称寺内） 
⑰西の原大明神一字一石経一括資料（市 重要文化財 等覚寺内） 
⑱木造阿弥陀如来座像      （市 重要文化財 専称寺内） 
⑲専称寺大ツツジ        （市 天然記念物 専称寺内） 

 （西多久町） 
①川打家住宅          （国 重要文化財 板屋） 
②森家住宅           （市 重要文化財 板屋） 
③紙本着色仏涅槃図       （市 重要文化財 谷 正善寺） 
④島原の乱戦死者女山多久家供養碑（市 重要文化財 谷 正善寺） 
⑤龍造寺長信の逆修供養塔    （市 重要文化財 藤川内 円通寺） 
⑥逆修六地蔵          （市 重要文化財 藤川内 円通寺） 
⑦大応山園通寺山門額      （市 重要文化財 藤川内 円通寺） 
⑧藤川内の観音講石祠      （市 重要文化財 藤川内内） 
⑨正蔵寺のまき         （市 重要文化財 板屋 正蔵寺） 

 （北多久町） 
  ①球状閃緑岩          （県 天然記念物 相の浦権現社内） 
  ②諸田賢順の墓         （市 重要文化財 小侍） 
 （東多久町） 
  ①肥前佐賀の酒造用具      （国 重要有形民俗文化財 大平庵） 
  ②渋木の石造六地蔵       （市 重要文化財 渋木） 
  ③妙海寺の胴製鰐口       （市 重要文化財 仁位所 妙海寺） 
  ④島原の乱戦死者供養碑    （市 重要文化財 別府ニ区 通玄院） 
  ⑤両子神社肥前鳥居       （市 重要文化財 平林 両子神社） 
  ⑥古賀山一号古墳        （市 史跡 古賀二区西） 
 （南多久町）  

①前多久家石造供養塔      （市 重要文化財 庄  延寿寺） 
  ②高野神社石造肥前鳥居     （市 重要文化財 西の谷 高野神社） 
  ③諫早墳            （市 重要文化財 桐野 妙覚寺） 
  ④妙覚寺の刻像青面金剛石祠   （市 重要文化財 桐野 妙覚寺） 
  ⑤皇塔             （市 史跡 桐野） 

丹邱の里 14 号 
多久の先覚者並びに関係深

い学者たちの生涯一覧より 

○多久太郎宗直 
  前多久の始祖 
○龍造寺長信 
  後多久の始祖 
  多久家の初代領主安順の父。 
○多久安順 
  多久家の初代領主。 
○諸田賢順（1534～1623） 
  筑紫箏の創始者。龍造寺長信の招きで

多久に移り住む。 
○千鶴 
  佐賀初代藩主鍋島勝茂の姉で多久安順

の妻。筑紫箏の名手。賢順の弟子。千

鶴の箏の音色の素晴らしさに天皇は

「鳳凰」と名づけた。 
○武富咸亮 
  朱子学者で多久聖廟の設計監督者。 
○李参平（1579～1655） 

有田焼の陶祖。多久の西の原、山口、

藤川内で焼き物を焼くが満足できず。

その後有田で成功。 
○河浪道忠（号は「自安」）（1634～1719） 

元医師。茂文の願いで学問所(後の東原

庠舎)の初代教授となる。 
○多久茂文（1669～1711） 

多久家の 4 代領主。東原庠舎、聖廟を

建設。聖廟建設の思いを「文廟記」に

記す。 
○深江順房（1771～1848） 

多久家の家臣。生涯をかけ多久の地誌

「丹邱邑誌」を編纂。 
「丹邱の里多久」の由来。 

○草場韡（あきら。号は「佩川（はいせん）」。 
   藩校弘道館教授・教授として佐賀の七 

賢人等の人材を育てた。武芸・詩歌・ 
絵画などにも優れていた。 

○鶴田晧（号は「斗南」）（1834～1888） 
高取伊好の兄。日本の刑法を草案。商

法などの近代法編纂にも携わった。 
○高取伊好（号は「西渓」）（1850～1927） 

鶴田斗南の弟。工部省鉱山寮で鉱山学

を学び、後に高取鉱業株式会社を創立。

炭鉱王と呼ばれた。西渓公園、寒鶯亭、

図書館等を多久村に寄付。法名に「開

物成務」を入れた。 
○飯盛挺造（1851～1916） 

東京大学医科助教授に任じられる。

「物理学」を著述。ドイツ・フライブ

ルグ大学に留学し微量天秤で学位を

受けた。 
○志田林三郎（1855～1892） 

東京工学寮で電信学を修め英国グラス

ゴー大学に留学。最優秀論文賞を受賞。

帰国後工部大学教授、通信省工務局次

長を務めた。日本初の工学博士。電気

学会の創設者。 

長谷川町子 
多久の郷土史家 
市民・地元の人 
多久出身で各分野において活躍している人 



 

 
 

 
多 久 の 伝 説 

町  名  町  名  
東多久町 百合稚伝説と鬼神社 

曾我兄弟の供養等と虎御前 
太閤の腰掛け水 
赤子谷の赤子伝説（渋木） 
阿蘇惟直と姫御前（渋木） 
秀吉と別府の盆綱引き（別府） 

多久町 
 

鬼の鼻山伝説 
柴折峠 
兵糧小路 
李参平伝説 
多久聖廟と龍 
林姫伝説 
神功皇后と陣ノ辻（石州分） 
核割梅と血曳石（東の原） 
白米城（東の原～西の原） 

西多久町 女山の女盗賊 
 

南多久町 鎮西八幡為朝の矢の根石 
多久太郎宗直と陣内城 
荒谷万吾と源太の力比べ 
孝子吉之助と目達原仇討ち 
多久太郎宗直と朝比奈三郎の相撲（庄） 
天ケ瀬の地名（天ケ瀬） 
片桐且元の落人伝説（大野） 
荒谷万吾と高野神社前の飛び石（西の谷） 

北多久町 松浦小夜姫と長者原 
鎮西八郎為朝とお伝塚 
太閤秀吉と腹巻坂・茶屋原 
相の浦の姥捨山（相の浦） 
太閤の水（横柴折） 
 

 
  
 
 
 
 

イベント、伝統芸能 
◎主なイベント 
  七草がゆ会（1 月上旬） 
  もぐら打ち（1/14） 
  桜の花見(西渓公園、中央公園、岩屋山渓桜公園) 

（3 月下旬～） 
  聖廟春季釈菜（4/18） 
  高野神社春祭り（4/18） 
  熱田神社祭り（4/21） 
  専称寺大つつじの見頃（6 月 10 日前後） 
  聖光寺二千年ハスの見頃（6 月下旬～7 月中旬） 

諸田賢順を偲ぶ会（7/13） 
砂原二十三夜祭（7/23） 
多久山笠（8/15、16） 
岸川盆綱引き（8/15…2 年に 1 回） 
七郎神社祇園祭（9/15） 
天山記念碑祭（9/19） 
八幡神社秋季例祭（9/23） 

  聖廟秋季釈菜（10 月第 4 日曜日） 
孔子祭り（10 月第 4 日曜日） 
高野神社秋祭り(10/18) 
両子神社祭り（10/19） 
熱田神社祭り（10/21） 
多久祭り（11 月） 
西多久町ふれあい祭り（11 月第 2 日曜日） 
全国論語カルタ大会（11 月） 
孔子の里紅葉まつり（西渓公園～聖廟）(11 月中旬～) 
ふいご祭り（12 月第 2 土曜日） 

  聖廟お火焚き（12/31～元旦） 
その他地区行事 

◎中国からの導入芸能（伝承芸能等）   
  楊琴(中国古典芸能)…平成元年が多久での最初の演奏 
  腰鼓(平成 3 年秋の釈菜…第 1 回孔子祭のおり東部中、東部小が披露。現在は中部小児童

が披露) 
  獅子舞(導入は平成 5 年。衣装は吉林省より) 
  釈菜の舞(曲阜との友好都市締結による導入。平成 7 年秋の釈菜で初めて披露) 
  太極拳(平成 8 年秋から披露) 
  花棒舞(平成 10 年から指導開始) 
◎郷土芸能 
 1 浮立 
  ①弥奉拝（ヤーホーハイ）…二代領主茂辰 島原の乱の凱旋祝い 
  ②西多久町太鼓浮立…能楽の囃子を思わせる荘重なもの 
   北坊太鼓浮立…娯楽的要素の強いもの 
   大門太鼓浮立 
   平林、裏納所地区 
   桐野 
  ③鉦浮立 
   大畑地区(昭和 59 年復活) 
  ④面浮立  
   別府一区面浮立…10 月の第 3 日曜日(おくんち)に八幡神社、秋葉神社  
   平合面浮立(全員女性)…おくんちに両子神社に奉納 
 2 祝福芸能 
  ①銭太鼓(多久には昭和天皇の御大典を祝福する記念行事として導入されたものが多い) 
   平林…銭太鼓 
   申川内…綾竹踊 
  ②餅つき踊り(大正末期に仁位所の人々が出雲大社参りで見た餅つき踊を土地にあうよう

に改良したものが伝承されている) 
   石州分(大正 9 年に多久公園と公会堂を寄付した高取伊好の銅像の除幕式のときの出し

物として婦人会で踊ったのが最初) 
   仁位所 
  ③相撲甚句 
   岸川、大畑、岡 

※岡地区では大正末期に伝わった。大正 15 年 4 月 18 日に多久龍三郎が梶峰神社（現多 
久神社）に結婚報告のため帰郷したおりに余興として岸川から指導を受けて披露 

  ④鍬踊り 
   東の原…昭和 52 年に復活(祝儀のときに披露) 



 
多久の神社仏閣（神社 42、寺院 31） 

東多久町 南多久町 多久町 西多久町 北多久町 
【神社】7 【神社】6 【神社】11 【神社】4 【神社】14 

①両子神社(平林) ①西山天満宮(西山) ①栗山権現社(下鶴) ①藤川内天満宮(藤川内) ①飯盛神社(相の浦) 
②松瀬天満宮(松瀬) ②熱田神社(平原) ②多久八幡神社(東の原) ②七郎神社(板屋) ②岸川熊野権現社(岸川) 
③渋木妙見社(渋木) ③高野神社(西の谷) ③多久神社(西の原) ③鈴鹿神社(谷) ③四下厳島社(四下) 
④皆木天神社(古賀一区) ④印鑰社(庄) ④天徳天神(西の原) ④平野熊野権現社(平野) ④中尾神社(多久原) 
⑤別府八幡神社(別府二区) ⑤中小路天満宮(中小路) ⑤西の原大明神(西の原)  ⑤宮地獄神社(中山) 
⑥波佐間妙見社(羽佐間) ⑥牟田辺太神宮(牟田辺) ⑥岡妙見社(岡)  ⑥多久天満宮(中の原) 
⑦鬼神社(仁位所)  ⑦高松社(東町)  ⑦海童社(山犬原) 
  ⑧七面神社(撰分)  ⑧番所天満宮(番所) 
  ⑨熊野権現社(宮の浦)  ⑨厳島神社(荕原) 
  ⑩石州分妙見社(石州分)  ⑩山神社(高木川内) 
  ⑪三吉神社(石州分)  ⑪鶴権現社(高木川内) 
    ⑫前山英彦神社(高木川内) 
    ⑬裏山英彦社(高木川内) 
    ⑭立山神社(東原) 

【寺院】9 【寺院】7 【寺院】7 【寺院】3 【寺院】5 
①常応寺(大門)臨済宗 ①大梅寺(平原)曹洞宗 ①瑞応寺(下鶴)臨済宗 ①円通寺(藤川内)曹洞宗 ①昌福寺(多久原)浄土真宗 
②清心寺(大畑)曹洞宗 ②覚円寺(瓦川内)浄土真宗 ②聖光寺(東の原)真言宗 ②正蔵寺(板屋)曹洞宗 ②宝林寺(両の原)曹洞宗 
③真宗寺(渋木)浄土真宗 ③福聚寺(長尾)黄檗宗 ③専称寺(東の原)浄土宗 ③正善寺(谷)曹洞宗 ③天徳寺(荕原)真言宗 
④高徳寺(古賀二区東)真言宗 ④延寿寺(庄)臨済宗 ④万福寺(西の原)曹洞宗  ④龍雲寺(高木川内)曹洞宗 
⑤本覚寺(古賀二区東)日蓮宗 ⑤長生寺(牟田辺)臨済宗 ⑤等覚寺(西の原)日蓮宗  ⑤湧泉寺(高木川内)日蓮宗 
⑥通玄院(別府二区)臨済宗 ⑥妙覚寺(桐野)天台宗 ⑥顕証寺(浦町)浄土真宗   
⑦虎渓寺(羽佐間)臨済宗 ⑦龍照寺(田柄)曹洞宗 ⑦地福寺(石州分)曹洞宗   
⑧妙海寺(仁位所)日蓮宗     
⑨宝蔵寺(宝蔵寺)日蓮宗     

 
多久家ゆかりの神社ならびに特色ある神社（多久市史より抜粋） 

 
 神 社 名 内     容 

①両子神社(平林) 鳥居が３基あり、そのうち２基は肥前鳥居。２の鳥居は１６５２年に両子権現に奉納されたもので、２代領主多久茂辰、

３代領主多久茂矩の名が刻まれている。２基の鳥居は市の重要文化財に指定されている。 
⑤別府八幡神社(別府二区) １５２８年に龍造寺家兼が家臣の伊藤氏を宇佐八幡に詣でさせ、分霊を勧進し、軍神として別府荒平山の頂（八幡平）

に祭祀した。１５６７年、龍造寺長信は道が険しく参詣が困難なことから、羽佐間四反田に社殿を移し、多久領の３所

宗廟のひとつとして崇敬、以後代々多久家に尊崇、庇護を受けた。１７６０年宝殿が再興された。１７９７年宝殿から

出火、拝殿までのこらず消失した。明治６年（１８７３年）村社に列せられ、明治１４年に現在の地に遷座された。 
現在は神殿、拝殿、社務所からなり、境内には稲荷堂がある。一の鳥居は多久３代領主多久茂矩のときに寄進されてい

る。境内には恵比寿像など多くの石造物が寄せられている。 
⑥波佐間妙見社(羽佐間) １５７３年田中土佐泰慶が創建。１７２３年社殿が修復。１７５３年薬師堂焼失。薬師仏は難を逃れた。１９０７年移

築。神殿、拝殿、籠堂からなる。神殿には多久家の家紋「桔梗」が施され、拝殿には源平合戦の平敦盛と熊谷直美の一

騎打ちの絵馬が奉納。鳥居は１７０５年に造立され、４代領主多久茂文の刻銘がある。樹齢４００年を越すクスノキが

ある。１月の初祭りには的射の百手祭りが行われる。 

 
 
 
 
 
東

多

久

町 

⑦鬼神社(仁位所) 大伴狭手彦と松浦佐用姫の間に生まれた百合稚が鬼退治の勅命を受け、鍛冶に太刀を作らせ、この太刀で鬼退治をした

ので、１４７０年、一説には８０７年、この鍛冶を神として崇め祀り、鬼鍛冶大明神としたのが誤って鬼神大明神にな

ったと伝えられる。現在は神殿と拝殿からなる。 
 
南

多

久 
町 

③高野神社(西の谷) １１９１年、多久太郎宗直が紀州高野明神を勧進したと伝わる。少弐資元が再興したが兵火にかかり社殿・神宝・文書

など焼失。龍造寺長信が朝鮮帰陣のときに宮殿を再興し多久領の宗廟とした。藩政時代多久家の庇護を受けていたる  

１８６５年に火災で全焼。現在は、神殿・拝殿・社務所・籠堂・山門からなる。拝殿には３枚の絵馬。三の鳥居は多久

初代領主多久安順が１６２３年に寄進した市内最古の肥前鳥居、二の鳥居は２代領主茂辰・３代領主茂矩父子が１６６

６年に寄進した明神鳥居がある。鎮西八郎為朝が射た鏃がささったと伝えられる六地蔵などがある。１０月１９日のお

くんちには相撲大会が行われる。平成２年に８００年祭行われた。 
②多久八幡神社(東の原) 多久太郎宗直が１１９３年に鎌倉の鶴岡八幡宮の若宮八幡を勧進して創建したと伝わる。１５７２年龍造寺長信が神殿

を再興。建築様式や彫刻などが桃山期の特徴をとどめており、佐賀県重要文化財である。昭和１６年に多久八幡神社に

改称された。境内には養蚕振興を願い昭和８年に蚕霊社が祭祀されている。市の天然記念物三本杉の巨木がある。 
③多久神社(西の原) １８４４年、１１代領主多久茂族が龍造寺家兼、龍造寺長信、多久安順を祭祀するための新宮を創建、梶峰社と名付け

た。明治２２年以降、多久茂族、多久茂文、西南戦争以後の戦死者１５５柱を祭神に加え、昭和２６年に多久神社と改

めた。松浦捕鯨図、中林梧竹筆の多久茂族碑、草場船山の詩を彫った手洗盤がある。境内広場には鶴田斗南碑、多久安

典碑、殉国軍人碑がある。 

 
 
 
多

久

町 

⑤西の原大明神(西の原) １８３７年１０代領主多久茂澄が７代領主茂堯の娘・林姫の霊を供養するために創建。悲恋の末、非業の死を遂げた林 
姫の死後、多久家では７０年間凶事が絶えなかった。茂澄が京都から日蓮宗の日護上人を招き祈祷をすると林姫の霊が 
現れ「未だ成仏できずにいるので堂を建て、法華経勧進にて祭祀してくれれば多久家の興隆と一般妊婦の安産を守護す 
る」と告げたことから林姫の遺骨を一字一石経とともに埋葬し西の原大明神として祭祀した。安産の神様として県内外 
から訪れる人が多い。祭事は４月１９日に行われる。 



多久家ゆかりのお寺及び特色あるお寺（多久市史より抜粋） 
 

 寺 院 名 内     容 
①常応寺(大門)臨済宗 ○歴代領主の位牌を安置 
⑥通玄院(別府二区)臨済宗 
 

○島原の乱平定後の寛永 17 年(1640 年)頃、多久二代領主多久茂辰が島原の乱戦死者 99 名の霊をともらうため創建 
○99 名の実名を刻んだ位牌や島原の乱戦死者供養塔(市の重要文化財)が残っている 

⑧妙海寺(仁位所)日蓮宗 
 

○別府多久家歴代の墓所あり。  
○元禄 15 年(1702)銘の鰐口(市の重要文化財)あり 

東

東多久

町 
 
 

 ⑨宝蔵寺(宝蔵寺)日蓮宗 
 

○墓地には元禄 7 年(1694)に改葬された多久 4 代領主多久茂文の実母(覚心院妙光日充淑)の墓塔あり 
○電気工学の祖 志田林三郎博士の墓塔あり 

①大梅寺(平原)曹洞宗 
 

○横山多久家の菩提寺 
○樹齢 300 年の大楠あり 

③福聚寺(長尾)黄檗宗 ○「丹邱邑誌」の著者深江順房の墓がある 
④延寿寺(庄)臨済宗 
 

○建久 4 年(1193)前多久の祖多久太郎宗直が梶峰城を創建したのに伴い、旧居館陣内城を廃し創建したといわれる 
○鎌倉時代の青磁碗や宗直以下 5 人の名を刻んだ一本の位牌、多久太郎宗直の画像が保存されている 
○境内墓地には南北朝時代の 5 基の五輪塔(前多久家供養塔…市の重要文化財)や聖廟創建の宮大工篠川東左衛門の墓

あり その他 

 
 
 

 
 
南多久

町 
⑥妙覚寺(桐野)天台宗 
 

○「丹邱邑誌」によれば天平 4 年(732)に行基によって勅願寺として創建された。行基が去った後荒廃。 
○大同元年(806)勅命により再興。天皇の長寿と国家昌平の祈願所となり、当時 120 の子院を有していたという。 
○天正期(1573)以前にたびたび火災にあい、仏閣をはじめ記録類のほとんどが消失し、両界曼荼羅と石造四天王像が

残ったと記されている。 
○天正 10 年、龍造寺長信、多久安順父子により再興された。 
○文化 7 年(1810)火災で消失。現在の本堂は昭和 8 年に再建。 
○寛延 3 年(1750)に諫早騒動(一揆)の処刑者の霊をともらう諫早墳が建てられ、毎年 11 月 9 日に多久家から参詣。 
○文化財  両界曼荼羅図(鎌倉時代初期…県重要文化財…県立博物館寄託)、 
      刻像青面金剛石祠、諫早墳(市重要文化財) 

②聖光寺(東の原)真言宗 
 

○元亀元年(1570)龍造寺長信が梶峰城入城に際し、鬼門の位置にあたることから、京都の愛宕権現の本地勝軍地蔵を

勧 
し て創建した神仏混交の密教寺院 
  ○正徳 6 年(1716)火災にあい、６代領主多久茂明が再建。文政 10 年(1827)再び火災で消失。9 代領主多久茂鄰によ

建。 
○昭和 52 年に河浪自安、質斎父子の墓地が松山墓地から改葬移転された。 

③専称寺(東の原)浄土宗 
 

○大同 2 年(807)行基が下多久平瀬に創建。初めは天台宗だったが、建久年中(1190～1198)多久太郎宗直が梶峰城を

築い 
たときに現在地に移り、宗直以下 5 代の菩提寺としたと伝えられる。一時期は時宗に改めたが、天文 14 年(1545)
頃、教蓮が浄土宗に改めた。 

○少弐政資、資元父子の墓(市重要文化財)、大つつじ(市天然記念物)、少弐政資ゆかりの核割れ梅などがある。その

他文 
化財あり。 

⑤等覚寺(西の原)日蓮宗  ○西の原大明神の社務所をかねる 
⑥顕証寺(浦町)浄土真宗 ○豊臣秀吉が名護屋出陣のおり、河内国顕証寺実子の竹若を召し連れてきたが竹若は死亡。引導を本覚寺がおおせつ

か 
り、その縁で由緒ある河内顕証寺と同じ寺号に改めたと伝わる。 

 
 
 
 
 

多久町 

⑦地福寺(石州分)曹洞宗 ○多久 7 代領主多久茂 の娘・林姫の墓塔が残る 
⑧円通寺（藤川内）曹洞宗 
 

○平安時代の創建。火災で消失。多久太郎宗直が建久年中（１１９０年～１１９８年）に再興。 
○衰退するも龍造寺長信が慶長２年（１５９７年）に再興。 
○龍造寺長信の逆修塔（市重要文化財）、黄檗山木庵和尚が書いた「山門額」（市重要文化財）、逆修六地蔵塔（市重

要文 
化財） 

○多久家墓地（７代領主茂 から１１代茂族までとその子孫の墓や林姫の墓）あり 
○島原の乱戦死者９９名の名前を彫った金箔の位牌あり 
○文久２年に江藤新平が訪れ、脱藩の集会をし、漢詩を残す。 

⑨正蔵寺（板屋）曹洞宗 
 

○明治６年１２月、西部小学校の前身となる八龍小学校の創設により明治８年１月まで仮校舎となった。 
○槙の大木（市天然記念物） 

 
 
 

西多久

町 

⑩正善寺（谷）曹洞宗 
 

○女山多久家（龍造寺長信の従弟龍造寺康房が初代）の菩提寺 
○有馬戦死者供養塔（市重要文化財）、御厨夏園筆「絹本着色仏涅槃図」（市重要文化財）等 

 
北多久

町 

⑪天徳寺（荕原）真言宗 
 

○昭和３年（１９２８）地元有志により新築。荕原は近い将来多久の重要な地域となることが確認されていた。多久

村 
 には聖廟があり春・秋の釈菜には多くの人が訪れていた。荕原には多久駅があったが神社・仏閣・名所・旧跡など

人 
を集める施設がないため見過ごされていた。地域発展の核となる施設や行事が模索され、大師堂の建設が決まった。 
地元有志を中心に寄付や労働奉仕を募り、県内一の弘法大師を祭祀する大師堂と山門完成。 

○大師祭りは、明治時代に行われていた大綱引きが復活し、昭和１０年まで続いたが戦争で中止。終戦後昭和２５年

に多久山笠として復興。 
 



 
 
  
 
 
   
 
 

ひとの暮らし 
日常の食事 ①朝食・アサメシ(味噌汁に漬物。時々塩物の魚。味噌汁に豆腐の代わりに大豆をすり鉢ですったものゴジル) 

②ナカノミ、ナカヨケイ（お茶かけ飯や漬物。塩くじらや握り飯に漬物。） 
③昼食・ヒアガイ（アサメシの残りで味噌汁を温めて、漬物がつく。） 
④ニギリメシやマンジュウ、ダゴやふかし芋。 
⑤バンメシ（麦飯に煮しめや味噌田楽、うどんやダゴ汁・ダゴなど） 
※ ヒヤシュ（冷やし汁）、イッチレウドン、ダゴジュ、田楽（味噌味で、ダイコンやイモンコ、カボチャといった野菜に皮ク

ジラを薄く切って入れる。）、ゴマジョイ、オヨゴシ 
※ だごとまんじゅう 
  ヒラダゴ（黒砂糖や味噌をつけて食べる）、ハッチイダゴ、石垣ダゴ、ホウカブイダゴ、カンネダゴ、ネッタクイモチ 
 麦まんじゅう（酒まんじゅう）、米まんじゅう。岸川まんじゅうと多久まんじゅう 

※ 魚 
海魚は唐津から行商がきていた。塩イワシ、塩クジラといった塩物。クラゲやウミタケ、アゲマキ、アカガイ、アサリガイ、

ムツゴロウ、ガニ漬けなどの有明海の魚は諸富や芦刈から行商がきていた。川魚は自分でとりに行く。 
保存食 ① 塩蔵（大根漬け、高菜漬け、がん漬け、梅干、らっきょう） 

② 乾燥（カンコロ、山菜、ズイキ） 
③ その他（ダイコンやナスビ、ショウガ、ニンジン、ゴボウなどを味噌漬け） 
     （小鮒は竹串に刺し藁を燃やしてあぶり焼き、エビは熱湯で湯がき、いずれも屋根の上などで数日間天日に乾かして

仕上げる。） 
     （芋はナカエの縁の下に穴を堀り、モミガラを入れて保存。） 

食生活 

自家製品 ① 味噌・醤油  ②こんにゃく  ③とうふ 



 ハレの日の食

事 
①正月行事 
○栗箸（クイヤーバシ…繰りあい、家が栄える） 
○餅つき（12 月 28 日または 12 月 30 日ごろ餅つき） 

 ○年越しの運そば 
 ○年取り膳 
 ○初膳（元旦の昼食。おせち料理や雑煮を食べる） 
 ○旧正月（もちよりという。餅をつき、その日の夜から翌日の夜まで集落ではいくつかの組に分かれて寄り合い、酒盛りする） 
②春の行事 

○花煎り（3 月 15 日…旧 2 月 15 日に女性が行う。各戸からもち米の籾や花とうきびを持ち寄り、庭先にかまどをつくり煎る。

はじけた籾や花とうきびを臼に入れ杵でつく。花煎りがすんだら茶講をする。） 
○春彼岸（おはぎをつくり集落内の氏神社や堂宇にお参りに行き、おはぎとお神酒をいただく。） 
○社日祭（春分に一番近い戌の日に行う。煮しめやその他のご馳走をつくり氏神社に集まり会食する。） 
○節句（4 月 3 日に蓬餅をつき赤飯を炊いて祝う。田螺とせり、とくわかを酢味噌であえる。） 

③夏の行事 
○端午の節句（赤飯を蒸し、しょうぶ酒を飲む） 
○弁財天祭り（5 月の初巳か 2 番巳の日に弁財天を祀る。各戸から手肴を持って弁財天の祠の前や氏神社に集まり神酒を酌み

交わし飲食する。） 
○村祈祷（7 月のはじめ、田植えがすむと豊作を祈願して村祈祷をする。祈祷終了後組に分かれ酒を酌み交わしご馳走を食べ

て祝う。同様の行事として、さなぼりやうどん打ちがある。） 
 ○七夕 
 ○土用（川や堀に行き、うなぎやたにし、ふな、はやなどを取ってきて食べる。） 
 ○祇園（藤川内ではタラの煮しめと湯かけクジラを必ず食べる。) 
④盆行事 

  ○8 月 13 日に米の粉だんごをつくる。お精霊さんと一緒にやってくるトモニン（餓鬼精霊）という無縁仏のため串に 4 個さし 
庭先に置く。盆の膳は、仏さん膳といって、コモの上にナスビ、うり、すいか、ぶどう、なしなどを供える。13 日の夜は、

   んご、豆腐、厚揚げなど 
○14 日の朝は、ご飯、味噌おつけ、梅干、昼はそうめん、こんにゃく 
○15 日の朝は、餅かおはぎ、ひゅうの葉のからあえ、夜はご飯、根芋のおつゆ、とうがのはちはち、豆腐に煮物、酒などを

供える。15 日はめんずう箸、他の日は麻殻の箸を添える。盆参りの客には黒砂糖入りの焼酎を出す。 
  （明治 17 年旧暦 7 月『盆御祭諸誌』多久町東町副島家文書より） 
⑤秋の行事 
 ○風祭（風籠りといって 210 日にあたる 9 月 1 日に行う。各戸の戸主が氏神社に籠り、手肴で酒盛りをする。）  
 ○秋彼岸(春彼岸と同じように氏神社でお籠りをして皆で酒食を楽しむ。) 
 ○おくんち（10 月 19 日に身祝いといって鮒の昆布巻きをつくり、赤飯、煮しめ、刺身などをつくり祝う。赤飯はクイゼッカ

   …栗赤飯が多かった。） 
⑥冬の行事 
 ○亥の日祭り（11 月の亥の日に家族が集まり、餅をつきお祝いをする。） 
○お日待ち（11 月 15 日に餅をつき、組に分かれて行う。大餅のまわりに月の数の小餅をおき供える。喪に服している家には 
餅を持っていく。） 

○神待ち（11 月 30 日の夜から青年たちは氏神社に集まり、出雲大社から神が帰ってくるのを待ち餅をつく。翌朝、集落の人   

 たちは餅をもらいお神酒をいただく。） 
○大祭（地区の氏神社の祭りで収穫を感謝して行う。桐岡では 12 月 15 日に柴焼きだんご祭り。石原では、12 月 15 日に豊満

社祭り。ぼた餅祭りともいい、一人当たり 5 個のぼた餅をつくる。） 
 




