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ご挨拶

天神明治通り

アジアの玄関口としての立地、海と山と空に恵まれた地勢、芸と食と人情の文化、そ

グランドデザイン

して伝統と情熱が支える自治―福岡には世界に誇れる地域の資源が豊富にある。人口増

2009

加の減速に未曾有の不況が追い討ちをかけ、地域経済が危機に直面している今こそ、市
民の暮らしの質の向上と九州経済の発展のために、これらの地域の資源を活かした大き
なビジョンを描き、戦略的な都市経営に公民一体となって取組む好機である。
私達は、市民の意思を糾合し、魅力的な街の資源、経済的な動機、政治行政の意思を
織り合わせた世界水準の街づくりを行うことで、天神は、福岡をアジアの文化経済の中
心として世界に飛躍させる魁となれると確信する。
私達の街づくりのコンセプトは「人間中心の創造経済」である。街で働く人々の潜在
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Purpose and Philosophy

2 グランドデザイン

働をさらに強化しながら、街づくりを進めていきたい。

Fukuoka is rich in world-class urban resources ‒ locational advantage as the gateway
to Asia; compact urban form surrounded by the sea, mountains and the sky; unique
culture with art and craft, delicious food and friendly people; and, autonomy based
upon long history as a merchant city.
As population increase slows down and global recession has severely hit local
economy, we should take this opportunity to draw a big vision for improvement of
citizens quality of life and of the Kyushu economy, then to launch strategic urban
management based upon public private partnership.
We believe Tenjin could take a leading role in the leap of making Fukuoka a center of
culture and economy in Asia, if we could bring together citizens will in the
world-class urban planning and development which balances attractive urban
resources, economic motive and political and governmental goals.
Our concept in urban development is creative economy. Our goal is to realize a
business district which would elicit the capability of business persons, attract talents
from all over the world, and thus continuously produce new culture and businesses.
The Grand Design was developed after intensive discussion among the MDC
members and with tremendous support from advisors and the City staffs. Ｄialogue
with citizens and professionals in the world has started from the Fukuoka Urban
Forum upon April 9, 2009. We would further enhance collaboration with a variety of
stakeholders and promote urban development toward our envisioned future.
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About MDC

Grand Design

門家との対話も開始し、博多など周辺地区との連携にも着手した。今後、関係者との共
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はじめに Introduction

グランドデザインを共有する地区であること。

Introduction
1 はじめに
1-1 天 神 明 治 通り街づくり協議会の概要

1-1 About MDC

専門家（2008 年度アドバイザー等）

モンテ・カセム（立命館アジア太平洋大学 学長）
坂口光一（九州大学工学研究院 教授）
辰巳 浩（九州産業大学工学部 准教授）
田村 馨（福岡大学商学部 教授）
出口 敦（九州大学人間環境学研究院 教授）
川端 亙（日建設計九州副代表）
星野高明（日本政策投資銀行九州支店 調査役）
簑原 敬（簑原計画事務所 主宰）
佐々木宏幸（FTS Urban Design 代表社員）
田坂逸朗（日本ファシリテーション協会九州支部 支部長）

設立趣旨
九州各県での人口減少や世界的な経済社会などが
大きく変わりつつある中、福岡を牽引するビジネ
ス地区として発展してきた天神明治通り地区は、
一体的な更新期を控え、まさに大きな転換期を迎
えている。
当地区では、九州・アジア新時代の交流拠点といっ
た都市像や、環境、魅力、安全安心、共働など、
今後求められる都市づくりの視点を踏まえながら、
世界に評価されるようなビジネス街を創造し、持
続可能な都心づくりを牽引していくことが必要と
考えている。
このことから、その実現に向け、地区の地権者が
互いの立場の違いを超えて積極的に共働するため
の場として、天神明治通り街づくり協議会を設立
した。

Our Mission

MDC provides property owners of the
district with foundation for collaboration
for developing sustainable, global
business district.

目的

天神明治通り地区及びその周辺地区において、
地区の地権者の共働によって持続可能な街づくり
を推進すること

活 動

（１）グランドデザインの作成と運用
（２）地権者間および行政、ＷｅＬｏｖｅ天神協議
会等との調整・連携
（３）街づくりに関する調査・研究
（４）公的施設の整備・管理計画の作成
（５）その他本会の目的を達成するための施策

設 立日

2008 年 6 月 13 日

対象エリア

東は那珂川、西は西通りの約 700m の区間におい
て、明治通りを中心に南北それぞれ、概ね 1 街区（約
80m）の幅を持つ約 17ha のエリア

Members

- 24 Property Owners including local, leading
companies, branches of national companies and
small businesses.

Special Member

- Fukuoka City, Fukuoka Prefecture

Advisors

- 5 professors and 6 pracitioners specialized in
urban design, transportation, real estate,
economic development, etc.

Our district and Membership
会員

-

（１）正会員
本会の趣旨に賛同し、地区内の土地建物等の全部
あるいは一部の所有者であり、再開発を検討する
意思を有する者とする。
（順不同。2009 年 5 月 28 日 現在 24 者 ）
西日本鉄道（会長）
九州電力
福岡銀行
野村不動産
平和不動産
毎日ビルディング
西部ガス
新天町商店街商業協同組合
日本生命
毎日新聞社
ＴＡＫリアルティ
紙与産業
協和ビル
九州リースサービス
小金丸彫刻工業
とみや
福岡市土木会館
福岡地所
福岡富士ビルディング
三井不動産
みずほコーポレート銀行
積水ハウス
※但し、複数の権利者が所有する建物
朝日ビルディング
については、一つの建物につき 1
者を原則とするが、理事会の承認を
西日本シティ銀行
得た場合にはこの限りではない。

（２）特別会員
本会の活動を行政、学術等の立場から支援する者
であって、原則として、行政機関、公的機関、教育・
研究機関、もしくは専門的知識を有する学識経験
者等とする。

凡例

Members’ property
会員の所有地
区分所有を含め会員所有
建物が建っている土地を含む

0

300

（順不同。2009 年 5 月 28 日 現在）

福岡市
福岡県

対象エリアと会員の所有地

中村耕二（技術顧問）
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1 はじめに

Introduction

1-2 グランドデザインの目的と理 念
1-2 Purpose and Philosophy

Purpose of the Grand Design
Every large city needs to ﬁnd a way to
survive international city-region
competition under the overhaul of global
economy. In addition, regional
revitalization is a keen issue for
Japanese cities as population decreases
in the whole nation and Kyushu Island.
Having enjoyed a relatively good
position, Fukuoka City is not sure if it
can survive in such dynamic competion.
In response to such circumstances,
Fukuoka City has formed a committee
with private sector to develop the City
Center Plan (2006). The City then
founded a public private partnership
We Love Tenjin Council (WLT) for
revitalization of the entire Tenjin district,
which adopted the Tenjin Planning
Guidelines (2007).
For revitalization of Fukuoka City or the
entire city center, cooperation among
districts are essential. At the same time,
however, necessary is healthy
competition among districts such that
one district moves ahead then followed
by others.

グランドデザインの目的
世界的な社会経済環境が大きく変わりつつある
中で、どの大都市も、如何に国際的な都市間競争
を凌いでいくかが問われている。また、日本全国
でも九州でも人口減少が始まり、少子高齢化社会
の中で、どのように地域経済を活性化できるのか
も問われている。福岡市は、これまで比較的恵ま
れた位置を占めてきたが、今後ともダイナミック
な都市間競争に生き残れる保証はない。
これに備えて官民共働による委員会を立ち上げ、
「新・福岡都心構想」を作成し、天神地区全体の活
性化のために、公民連携組織である We Love 天神
協議会を立ち上げて、天神地区全体のまちづくり
のガイドラインを打ち出してきた。
福岡市という大都市では、市域全体、都心全体
の活性化に向けた、地区間の連携が欠かせない。
しかし、同時に、市域内、都心内の各地区が、競
争的な関係の中で自らの地区を活性化し、そのよ
うな個別地区の活性化が全体の活性化を牽引する
という、健全な地区間競争なしには活性化の実が
上がらない。

天神明治通り地区は、福岡市を牽引するビジネ
ス地区として発展してきた。地区内の建物が一体
的な更新期を迎えるにあたり、この地区の活性化
のために、福岡市の協力を受けつつ、地権者有志
が天神明治通り街づくり協議会を立ち上げた。
We Love 天神協議会のガイドラインを受け、こ
の地区が抱えている課題を具体的に検証しながら、
この地区における実現可能な将来像を描き、個々
の建物の更新の累積が地区全体の飛躍的な発展に
結びつき、それが都心全体の活性化を牽引するこ
とができるように、この地区のグランドデザイン
を作成することにした。

このグランドデザインは、福岡市が掲げる「九州・
アジア新時代の交流拠点」といった都市像を踏ま
え、アジアの拠点都市としての福岡市の地位の強
化を図り、さらに環境、魅力、安全安心、共働な
ど今後求められる街づくりの視点を取り入れて、
アジアの中で傑出した創造的なビジネス街をつく
るための、持続可能な都心づくりのビジョンとし
て作成される。また、その作成過程を通じ、市域
や都心全体のビジョンへのフィードバックを行い、
特に公民提携によるこのビジョンの実現方策の提
案を行い、実現に向けて取り組んでいく。

このグランドデザインは、具体的な運用におい
ては、地区全体の都市環境の改善が個別の宅地や
建物の価値を高めるという共通認識が地区内関係
権利者に共有されることを踏まえて、地区全体の
将来像と、地区内の地権者の個々の利害との調整
のツールとなることを目指す。そのためこのグラ
ンドデザインが市の都市経営戦略の中に位置づけ
られ、総合的な判断の下に運用されることにより
公民提携の実が上がることを目指すものである。
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Tenjin Meiji-dori has been developed as
a leading business district of Fukuoka
City. As most buildings need upgrades
or rebuilding, major property owners
founded the Tenjin Meiji-dori Ave.
Development Council (MDC) with
support from Fukuoka City.
MDC started making the Grand
Design based upon the WLT s Tenjin
Planning Guidelines (2007). Having
conducted detailed analyses, MDC
developed an implementable vision,
under which a series of rebuilding or
upgrade of each bulding result in great
increase in the value of the district and
in revitalization of the entire city center.

The Grand Design is a vision for
sustainable development of the city
center. It aims to stengthen the position
of Fukuoka City in Asia in response to
the City s vision such as a center of
exchange for Kyushu and Asia. It also
aims to convert the Tenjin district into
the most creative business district in
Asia with attention to ecology,
attrativeness, safety, security and
partnership. In the process of making
the Grand Design, MDC provides with
feedback for visions of the entire City
and the city center. MDC also makes a
proposal of implementation strategies
based upon public private partnership.
In application, the Grand Design will
be a tool for coordination between a
vision of the district and proﬁt/loss of a
property owner after consensus is made
such that urban planning and design
would increase value of each property.
MDC expects Fukuoka City to refer to
the Grand Design when making and
applying regulation, guidance and
incentives.
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1 はじめに

Introduction

1- 3 グランドデザインの構 成

グランドデザインの理念

1-3 Structure of Grand Design

１、街の価値の向上
少子高齢化の進行や人口減少社会の到来を見据
えると、各々の地権者や個々の地区が利益最大化
に向けて競争するだけでは、限られた市場を奪い
合う消耗戦にしかならない。また、バラバラに開
発すると統一感がなくなり、街の価値が低下する。
そこで、「街の価値の向上」によって「個別不動産
価値の向上」を図るという共通認識に基づき、地
区内および地区間の共働の街づくりによって福岡、
都心、天神全体の活性化を図り、創造的で豊かな
都市生活の提案と都市としての競争力の向上を目
指していく。

２、個々の創造性の尊重
街の価値の向上を実現していくには、個々の事
業を通じて目指す価値を累積させていくことが必
要である。そのためには一定のルールが必要であ
る。ただし、事前確定的に全体の過度な統制を図
ると、事業意欲を削いだり、あるいは街が画一化
してしまうなど、目指す街づくりとは正反対の事
態を招きかねない。そこで、個々の事業における
自由闊達な創造性の発揮を尊重しつつ、街づくり
の方向性と個々の利害との調整を行っていく。

グランドデザインの構成
グランドデザインは相互に関係する３つの部分から
構成される。

３、公民パートナーシップ

１）将来像

都心は市民生活において将来にわたり維持して
いくべき重要な場所である。その街づくりの推進
にあたっては、地権者同士の共働に留まらず、市民、
行政、専門家など幅広い街づくり関係者と積極的
かつ実践的に共働する。とりわけ、市域や都心全
体の活性化に関して、福岡市、経済団体、博多駅
周辺地区など都心の他地区の街づくり団体との戦
略的な連携を強化していく。具体的には、対話を
重ね、目的を共有し、役割分担に基づく実践を重
ねて、制度、組織、財政金融などの強固な仕組み
づくりを目指す。

概ね 20 年後の目指すべき街の姿。目標や方針を包
含する。天神明治通り街づくり協議会の全ての活動の

４、進化するグランドデザイン
街づくりは社会経済情勢の変化に柔軟に対応し
ていかねばならず、それに伴ってグランドデザイ
ンの内容も適宜見直していく。また、個々の事業
の創造性から得られた示唆も、グランドデザイン
の見直しに適宜反映していく。

根拠として、堅持していく。

２）指針
個々の不動産事業において配慮すべき原則。将来像
をより具体的に示したものであり、天神明治通り街づ
くり協議会が自主的に運用し、適宜改良を行う。会員
は所有する土地・建物に係る建築物の計画や設計等に
おいて、これらの指針に配慮しつつ、自由に創造性を
発揮して街の価値向上に資する事業を実施していく。

３）実現方策

※2009 年度に策定予定

個々の事業を支援する仕組みや公的な事業。エリア
マネジメント、公的施設の整備管理、行政運営など、
天神明治通り街づくり協議会単独では取組みが困難で
あり、公民パートナーシップを通じた取組みを目指す。

Three Interrelated Components
of the Grand Design
1 Vision (toward 2030)
2 Principles
3 Implementation Strategies

1 Value of the district, prior to individual proﬁt
2 Creativity in individual projects
3 Public Private Partnership
4 Evolution of the Grand Design

Vision
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※福岡市都心部機能更新誘導方策

グランドデザインの構成と活用イメージ
個々の事業を通じた街の価値の向上のイメージ
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■福岡市新・基本計画（2003年3月）

1 はじめに

Introduction

政策目標７「楽・住・職」の融合した美し
い都市となる。

1-4 グランドデザイン作 成の背景
1-4 Background

（３）計画的市街地整備による活気のあ
るまちづくり

We Love 天神協議会「天神まちづくりガイドライン」

＜主要な施策＞

We Love 天神協議会とは、2006 年 4 月に設立された
天神地区の企業、NPO 団体、住民団体、行政等約 100
団体から構成されるエリアマネジメント団体である。

○都心部の機能強化と魅力の増進
・都心部は、都市活動の中心として知
的交流機能、アジアの交流拠点都市
にふさわしい機能、様々な文化・エ
ンターテインメントなどの魅力の充
実など多様で高度な都市機能の集積・
創出をめざします。

We Love 天神協議会が 2008 年 4 月に作成された「天
神まちづくりガイドライン」には、We Love 天神協議会
がアーバンデザイン指針の作成・啓発・普及・運用を行
う一方で、具体的な提案については、地権者組織として
の協議会を立ち上げて、行政に対して機能更新における
計画の提案を行うべきである事が明記されている。
これを受けて、天神明治通り地区の地権者は天神明治
通り街づくり協議会を立上げ、「天神まちづくりガイドラ
イン」を参照しつつ本グランドデザインを作成した。

Planning Guidelines by “We Love
Tenjin” is an umbrella document for
出展：WeLove 天神協議会「天神まちづくりガイドライン」p.49

urban planning and development in
the Tenjin district, which identifys the
Meiji-dori district as
knowledge-industrial corridor

■天神まちづくりガイドライン
目標像３「社会情勢の変化に対応する」
変化に対応し、アジアの中で持続的
に発展するまち
・人と資金を受け入れ育つまち
・高度な都市機能が集積したまち
・九州アジア生活圏時代の都心へとス
テップアップしたまち

■天神まちづくりガイドライン
戦略８「まちの新陳代謝戦略」
テーマ１：地区の協調による計画的な
まちづくりの推進
3 年後の達成イメージ
・明治通り地区の地権者組織による明治
通り地区アーバンデザイン指針が合意
されている .
・地権者組織等による検討内容が都市計
画制度等に位置づけられている。
・明治通り以外の地区における取り組み
の機運が高まっている。
テーマ２：新陳代謝のための新たな仕
組みづくり
３年後の達成イメージ
・機能更新等天神地区におけるまちづく
りにおいて、行政と共働で一定の調整
機能を担っている。
出展：WeLove 天神協議会「天神まちづくりガイドライン」p.48
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■（新・基本計画 第２次実施計画
（2008 〜 2011））
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＜取り組みの方向＞

・都心部については、建物の更新期の
到来等を捕らえて、都市機能の更新・
強化を促すとともに、緑地の創出な
どのうるおいのある都市の魅力づく
りを誘導する。
・エリアマネジメント団体の活動支援
を含め、民間活力を生かしたまちづ
くりを進める。

■福岡市都心部機能更新誘導方策
福岡市が 2008 年 8 月に運用開始した「福
岡市都心部機能更新誘導方策」は、民間の
力を引き出しながら、都心部の機能強化と
魅力づくりを推進するために、既存の都市
計画・建築制度の運用基準を定め、あわせて、
税制・融資・助成等の既存制度の効果的な
活用を図る施策である。中でも、新たに導
入された「まちづくり取組み評価」は、定
性的な要素もまちづくりの視点から評価し
て、最大 400％※の容積率緩和などのイン
センティブを供与する画期的な試みである。
本グランドデザインは、この施策との連動
を目指して作成されている。
※指定容積率 800% の場合

Fukuoka City introduced FAR
(ﬂoor area ratio) incentives in

August 2008 to encourage
redevelopment in the city center.


まちづくり誘導イメージ（都心部機能更新型容積率特例制度の運用基準）
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天神明治通り
グランドデザイン

2

グランドデザイン Grand Design
躍進し続けるために、決めることと、決めないこと。

Grand Design

2-1 Vision

2 グランドデザイン

2-1 将来像

4つの目標 4 values
将来像の実現に向けた街づくり
において、４つの「街の価値」の
向上を目標とする。

2 グランドデザイン

2- 1 将 来 像

Grand Design

2-1 Vision

Mixed-Use

Integration of variety of uses
and urban functions

通りの将来像
2030 Tenjin Meiji-dori

複合性

多様な人々が集まり交流し新しい文化と産業を
生み出すように、街全体として統一感を保ちなが
ら、新旧や大小の建物の混在を計画的に図ってい
くことで、九州・アジアを牽引するビジネス街が
備えておくべき魅力的な機能−質の高いオフィス、
魅力的な店舗やカフェ・レストラン、生活サービス、
交流や学習の場など−を空間的に複合させる。

回遊性

天神明治通り地区は、アジアへの玄関口として
の福岡の立地優位性や歴史的文脈の中で、天神、
都心、ひいては福岡全体に常に変革を起こし、街
の発展を牽引する位置を占めてきた。世界や東ア
ジアにおける国際的な都市間競争の激化や、日本
や九州における人口減少・少子高齢社会の到来を
踏まえて、この位置を将来に渡って維持強化し続
けることを目指して策定した。

Walkability

3-dimensional pedestrian
network with a high street and
neighborhoods

多様な都市機能が相互に結びつくように、既存
の街区構成を活かしながら、福岡の顔としての表
通りの都市格と、天神の魅力の一つである路地の
界隈性を共存させ、地上と地下を楽しく快適に歩
き回れる歩行者ネットワークを構築する。

沿道性

Streetscape

Human-scale streets with
beautiful designs

連続する建物の壁面と路面で構成される既存の
道路空間の人に優しい囲み感を尊重しつつ、さら
に道路と建物の関係をきめ細かく丁寧にデザイン
して、賑わいの連続性や美しく個性的な街路景観
を形成する。

持続可能性

つながる。生まれる。あふれ出す。

Sustainabiliy

People Place Project ．

Social system with ecology,
safety and security

天神明治通りは、アジアで最も創造的なビジネス街を目指します。

環境との共生や安全・安心を追求し、また社会
経済情勢の変化に柔軟に対応していくために、公
正で安定した共働の仕組みを構築・運営する。

つながる。生まれる。あふれ出す。

People Place Project．
複合性、回遊性、沿道性、持続可能性

通りの将来像
世界標準と福岡の魅力を掛け合わせ、魅力的な都市環境を整備して、創造経済の担い手
を産み出し、引き寄せ、留めることで、新しいワークスタイルやライフスタイル、そして
ビジネスが生まれ続け、都心や福岡全体の活性化を牽引し、市民が誇り、世界が賞賛する、
持続可能な街づくりを進めていく。その意気込みを、「つながる。生まれる。あふれ出す。」
というやわらかい動詞に込めている。

多様な人が集まり交流する
複合性
ように、魅力的な都市機能【Mixed-Use】
を空間的に複合させる。

持続可能性

【Sustainability】

2030 Tenjin Meiji-dori ~ Most Creative Business District in Asia

Attrative urban environment which integrates locality and internationality
would raise and attract talents and make them stay in the district.
Resultantly new workstyle, lifestyle and businesses are continuously
produced, which leads revitalization of the city center and Fukuoka City.
Citizens will be pround of and the world would admire such sustainable
development.
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回遊性

【Walkability】 多様な都市機能が相

沿道性

【Streetscape】

環境との共生、安全・安心の
向上、社会経済情勢の変化に
対応するために、公正で安定
した共働の仕組みを構築・運
営する。

互に結びつくように、
楽しく快適で立体的
な歩行者ネットワー
クを構築する。

既存の道路空間の人に優しい囲み感を尊重しつつ、美
しく個性的な街路景観を形成する。
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2 グランドデザイン Grand Design

都 市 機 能の方 針

チーム

○多様な働き方に対応した空間

Functional Policy

家業

持続 的な発 展を可 能とする「街の共用部」

かつて近代オフィスが登場する前、仕事の場所は工房の
ような小規模な空間が中心だった。

−ビジネスパーソンの創造性を引き出し、都市活力を生み出す創造経済への取り組み−

企業
創造性を経済発展の中核的な資源とする創造経
済（Creative Economy）へ経済のシステムが移り
つつある状況において、今後も福岡及び九州の発
展を牽引する地区として、変化に適合した都心機
能を再構築する。具体的には、創造経済の担い手
となるビジネスパーソン −How( 手法 ) ではなく
What( 価値 ) を生みだす創造的な人たち− を産
み出し、引き寄せ、留めるために必要な多様な機
能を、周辺地区との連携を見据えつつ、「街の共用
部｣として空間的に複合させる。

やがて大規模な会社が現れ、情報処理の場として近代オ
フィスが誕生した。やがて、情報技術の進展と共にオフィ
スワークのデジタル化と自動化が進み、人々のワークスタ
イルの多様化と仕事の非定型化が進むにつれて、オフィス
ワークは机上作業だけではすまなくなってきている。

“Common Space”

Common Space which incubates and
attracts talents then make them stay, will
restructure urban functions and foster
Creative Economy .

多様な人々の多様な活動を支えることで、場所
が人を呼び、人がさらに人を呼ぶ好循環が生まれ、
創造的で活力のある組織が生まれる。

family business
家業

3 key factors

corporation
企業

今日のオフィス空間はデスクワーク以外の用途空間を
取り込み、さまざまな設えを提供しながら、行為や作業に
応じて適した空間を使い分ける適業適所型の空間へと姿を
変えつつある。そして、伝統的なデスクワークは、デジタ
ルツールとネットワークの支援によって、オフィス内のデ
スクを離れて、広く街の中でも可能になってきた。

コミュニティ
創造経済が拡大する中、こうした傾向が今後いっそう
加速されることから、オフィスはその起源となったデスク
ワーク中心の空間から、より高度で多様に分化した機能空
間の柔軟な集合体へと姿を変えていくことが求められる。

team
チーム

community
コミュニティ

desk work space

・ﬂexible space
・interactivity
・human sense

table work space

・多様な活動が互いに見え、組織内外の交流を触発し、新たなコミュニティの形成を助けることで、個人・
組織の創造性に刺激を与える場を創出する。

交流
スペース

interactive space
交流スペース
街

city

oﬃce

変化するオフィスの空間構成

work

○出会いと交流を促す仕掛け

オフィス

public

private

oﬃce
club
自宅

home
街路

cafe

street

起業から拡大への成長プロセス、変化する市場での継続
的なビジネスの組替えと組織の再編、さらには臨機応変な
企業間アライアンスや組織を越えたプロジェクトの編成、
あるいは撤退と縮小など、これからの企業はその規模や構
造において、常に柔軟に変化適応していくことが求められ
る。
専用空間であるオフィスのセキュリティラインの外側へ
のスペース拡大などにより、都市の中の多様な場所を連携
させることで、街は柔軟に構成された一連の環境として機
能し、そこには多様な活動が発生し、社内外を超えて多く
の人々が立ち寄る交流の拠点となる可能性が高まる。

○感性の刺激
多様な人・物・情報や季節を感じ取ることで、知的直感を
喚起され、独自の知識創造プロセスを修得する。

life

変化と進化に適応できる「新しい働く場所」のイメージ
人を惹きつける街の共用部イメージ
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○全体の骨格

2 グランドデザイン Grand Design

空 間 整 備の方 針

明治通りを背景として、現存の街区構成を活かした東
西の歩行者ネットワークとともに、北天神、南天神への
連絡強化を意識した南北歩行者動線を整備する。地上低
層部〜地下レベルに「街の共用部」を整備し、沿道建物
と街路樹やストリートファニチャー等の調和の取れた歩
行者空間を配置するとともに、その下層には地下通路と
交通施設など、上層には専有的な建築がサンドイッチす
る空間構成とする。

Spatial Policy

○交通の考え方
地区内は歩行者最優先、公共交通優先とし、自動車交
通はできるだけ外延部で処理する。

街並みの形成
個々の建築のデザインを調和させ、街
並み型の都市空間を段階的に構築する。

With respect for the existing urban
fabric, pedestrian-friendly Common
Space , with the Meiji-dori Ave. as a
spine, is sandwitched by upper-level
exclusive uses and underground
transportation systems. A series of
building facades make beautiful
streetscape.

上層階レベル

低層階レベル

地下街レベル

空間整備のイメージ

天神明治通りの将来像
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地下低層レベル

この図は全体的なイメージを表すものであり、
実際の場所や配置等を示すものではない。
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Grand Design

2-2 Principles

2 グランドデザイン

2- 2 指 針

2-2 Principles

1 Mix of Uses and Functions

9つの指 針

ビジネス競争力を獲得し、持続するために、知
識創造活動の支援環境を整備するとともに、ビジ
ネスパーソンの多様なワークスタイル、ライフス
タイルを支援する機能を建物の低層部を中心に街
の中に埋め込んでいくことにより、各企業の枠に
とどまらない、人々の交流を促す。

個々の不動産 事 業 に お い て 、配 慮 す べ き ９ つ
の原則を定める 。

個々のビル単体では導入が難しくても、街全体
としては必要な３つの機能、集客、交流、創造の
機能を導入する。

会員は所有する 土 地・建 物 に 係 る 建 築 物 の 計 画
や設計等におい て 、こ れ ら の 指 針 に 配 慮 し つ
する事業を実施 し て い く 。

2-2 指 針

指針１・機能・用途の複合化

Grand Design

つ、自由に創造 性 を 発 揮 し て 街 の 価 値 向 上 に 資

2 グランドデザイン

MDC members shall plan and design
their properties with individual
creativity and respect for these nine (9)
principles so that they would enhance
the value of the district.

○創造経済の活動基盤となる機能を｢街の共用部｣に
導入する。

To introduce functions into lower ﬂoors
that support workstyle and lifestyle of
creative talents.

○インキュベーションを支援する機能を導入する。
○コラボレーションを促す空間と仕組みを構築する。

指針１・機能・用 途の 複 合 化
指針２・地区の 個 性 の 構 築
指針３・持続可 能 な 建 築 の 整 備
指針４・歩行者 中 心 の 交 通 環 境 の 整 備

創造機能：ワーク（フューチャーセンター）、学習（学校）、
情報（図書館、書店）、インキュベート
[ 参照：p33]

指針５・立体的 な 歩 行 者 ネ ッ ト ワ ー ク の 拡 充
指針６・歩きた く な る 歩 道 空 間 の 創 造
指針７・連続感 の あ る 街 並 み の 創 造
指針８・環境と の 共 生
指針９・安全・安 心 の 向 上

Nine Principles

交流機能：宿泊（ホテル）、会議（カンファレンス）、
会食（カフェ、レストラン）

1 Mix of Uses and Functions
2 District Character
3 Sustainable Architecture
4 Pedestrian-oriented Transportation System
5 3-dimensional pedestrian network
6 Pedestrian-friendly Environment
7 Streetscape
8 Ecological Environment
9 Safety and Security

街の

街の

共用

共用

部

部

集客機能：利便（生活支援）、ビジネスサポート、
文化（美術館、ギャラリー、劇場、ホールなど）

つながる。生まれる。あふれ出す。

People Place Project．

「街の共用部｣のイメージ

天神明治通りは、アジアで最も創造的なビジネス街を目指します。
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2 グランドデザイン

2-2 指 針

Grand Design

Grand Design

2-2 Principles

2-2 Principles

指針２・地区の個性の構築

2 グランドデザイン

2-2 指 針

指針３・持続可能な建築の整備

2 District Character

3 Sustainable Architecture

ビジネス環境の変化に柔軟に対応できる空間資
源として、良質な都市資本の一部となる持続可能
性が高い建築を整備する。
○オリジナリティの高い多様性のある空間の創
出を可能とする、新旧・大小様々な種類の建
築を含めて調和させる。

* モニュメントやゲートは記号としての表
記であり、形や大きさなどは今後検討。

○長期にわたって再度建替えることなく内外装、
設備の更新を可能とするスケルトン・インフィ
ルの分離を行う。
○人々の記憶に残るメッセージ性のある建築デ
ザインを行う。
○省エネルギー、省資源など環境共生型の建築
をつくる。

To build sustainable architecture
that enhance quality urban stock for
future generations.

歴史的建造物の保全・活用に加えて、隠れた歴史的文脈を
掘り起こしたり、新しい魅力を付加したりして、地区の個性
を構築していく。
○天神交差点をランドマーク化する。
○歴史的資産の保全・活用を行う（水鏡天満宮、赤煉瓦文
化館など）。
○界隈性や路地空間の活用を行う（水鏡天満宮、水鏡天満
宮横丁、新天町など）。
○那珂川の魅力を活かした景観を形成する。
○アライバルポイントの景観を形成する（天神橋口交差点、
天神西交差点、天神橋など）。

つながる。生まれる。あふれ出す。

People Place Project．

To build identity of the district by
conservation and utilization of historic
architecture, as well as introducing new
icons with respect for historic context.

天神明治通りは、アジアで最も創造的なビジネス街を目指します。

21

22

2 グランドデザイン

2-2 指 針

Grand Design

Grand Design

2-2 Principles

2-2 Principles

指針４・歩行者中心の交通環境の整備

2-2 指 針

指針５・立体的歩行者ネットワークの拡充

4 Pedestrian-oriented Transportation System

5 3-dimensional pedestrian network

歩行者ネットワークを中心に
様々な交通施設を体系化した交
通環境を整備する。

市内はもとより国際線を持つ空港を短時間
で結ぶ地下鉄駅と「街の共用部」の連絡強化
を図り、「街の共用部」の効果的活用を促進
する。

○様々な交通施設を機能的に
結ぶ歩行者ネットワークを
整備する。

○地下鉄天神駅コンコースをネットワーク
の背景となる主要な歩行者動線として活
用して、沿道の建物を立体的に結ぶ。

○明治通りの歩車道の一体感
を持たせ、車の速度低下を
誘導する。

○地下通路と沿道建物をスムーズに結ぶ垂
直動線を概ね街区毎に整備する。

○明治通りは、安全快適で質
の高い歩行者空間と自転車
利用環境に配慮した空間を
全幅員で形成する。

○北天神、南天神への接続を良くするため
に、垂直動線とスムーズに繋がる南北動
線を整備する。

○昭和通りを自転車の通りや
すい空間に整備して、自転
車の通過交通を誘導する。
○民 地 に 整 備 し た 駐 輪 場 は、
建物利用者だけではなく地
区来街者にも利用可能なも
のとする。

2 グランドデザイン

昭

和

通

○歩行者ネットワークをバリアフリー化す
る。

り

場

輪

駐

○利用しやすい公共交通機関
にするための環境整備を行
う ( バス停など )
○来街者用駐車場を街全体と
して使いやすい位置に配置
する。
○駐車場の出入り口は集約す
る。

To connect buildings on the
Meiji-dori Ave. to each other with
underground paths and malls.

To develop
pedestrian-oriented
transportation system that
improves connection
between different
transportation modes.

つながる。生まれる。あふれ出す。

整備のイメージ図
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People Place Project．
天神明治通りは、アジアで最も創造的なビジネス街を目指します。
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2 グランドデザイン

2-2 指 針

Grand Design

Grand Design

2-2 Principles

2-2 Principles

指針６・歩きたくなる歩道空間の創造（明治通り）
6 Pedestrian-friendly Environment

明治通りにおいて、歩行者から見
た風景が魅力的であるように、建物
低層部と歩行空間の調和を図る。

2 グランドデザイン

2-2 指 針

指針７・連続感のある街並みの創造（明治通り）
7 Streetscape

明治通りの特徴である見通し（ビスタ）をより
美しいものにし、都市格を形成するために、建物
の主要壁面、及び風格のある街路樹や街路灯を計
画的に連続させる。

○建物内と歩道の活動が互いに見
えるように、建物低層部の壁面
は閉ざされたものにならないよ
う配慮する。

○街の共用部と中層部とのデザインによる分節
を、２階と３階の間で行う。

○建物から歩道に染み出す灯りと
街路灯の光の調和を図る（色温
度 の 統 一、グ レ ア へ の 配 慮、夜
間景観を形成するなど )。

○既存の街並みの高さ以上の建物を建築する場
合、それ以上の高さの部分はデザインによる
分節を行う。
建物内と歩道の視覚的つながり

○店への視界が遮られない街路樹
の適切な樹種選択、品格を感じ
る歩道の塗装、ファニチャー類
の配置、季節感や夜の演出など、
街の共用部と一体となった歩道
空間を演出する。

街の共用部と中層部のデザインによる分節

○単調で巨大な壁を作らないように、建物壁面
の垂直方向のデザインによる分節を行う。

○既存の街並みに合わせた高さ程度までは、壁
面位置をできるだけ揃える。１、２階部分をポ
ルティコなどにする場合は、柱の位置を壁面
位置にできるだけ揃えて、連続性を確保する。

○ビスタの連続感を演出するよう
に、街路樹や街路灯を計画的に
整備する。

○看板や広告物を設置する際には、ビスタの連
続感を損なわないようにする。

魅力的な歩道空間の整備

To develop beautiful streetscape with
continuous building facade, street
trees and street funitures.

主要壁面位置を
できるだけ揃える

To coordinate design of building
facades and sidewalk to make
quality pedestrian environment.

見通しを形成する壁面の連続

つながる。生まれる。あふれ出す。

People Place Project．

調和のとれた夜間照明

天神明治通りは、アジアで最も創造的なビジネス街を目指します。
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2 グランドデザイン

2-2 指 針

Grand Design

Grand Design

2-2 Principles

2-2 Principles

指針８・環境との共生

2 グランドデザイン

2-2 指 針

指針９・安全・安心の向上

8 Ecological Environment

9 Safety and Security

水・緑による潤い・憩いの創出と環境負荷の低
減を行う。
○施設づくりの視点から、エネルギー、資源・素材、
ヒートアイランド対策、地域インフラへの負荷
抑制、自然環境を身近に感じる空間の再生を行
う。

不動産事業に合わせてインフラや公共空間の防
災・防犯性能を強化する。

○例えば、ヒートアイランドを緩和し、快適な屋
外空間を創造するために、公共空間及び建物屋
上等の緑化や地区内道路の保水性舗装、街区に
おける通風の確保等を行う。

○全ての建築・公共空間をユニバーサルデザイン
化する。

To improve amenity with water and
greenery, and to decrease
environmental impact

○公共空間と民地が一体となった分かりやすいサ
イン計画（統一した案内板、外国語表記など）
の形成を行う。
○建物の耐震性能を向上する。
○建築の防犯環境設計を行う。
○美しい夜間景観を形成しながら、歩道の夜間照
度を確保する。

To improve safety and security of
infrastructure, public space and
buildings.

つながる。生まれる。あふれ出す。

People Place Project．
天神明治通りは、アジアで最も創造的なビジネス街を目指します。
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2 グランドデザイン

Grand Design

2-3 Implementation Strategies

2-3 実現方策

１．街づくり協議の仕 組み導 入
1 Development Review

2 グランドデザイン

2-3 実現方策

Grand Design

2-3 Implementation
Strategies (to be developed in FY 2009-2010)

個々の事業の創造性を尊重しつつ方向性を緩や
かに揃え、また事業同士を連鎖させることで街の
価値を積上げていくために、協議と評価の仕組み
の導入を目指す。具体的には、専門家の協力を得
た上で、公共的な地域団体と個別事業者がグラン
ドデザインの将来像と指針に基づく協議を行い、
個別事業者の自主的な対応によって事業計画を改
良していくことを原則とする。さらにインセンティ
ブの提供など行政運営との連動によって実効性の
強化を図る。導入への手順としては、先導的な事
業における試行を経て、仕組みを具体化し、行政
へ制度化の提案を行う。

検討する５つの実現方策
将来像を具現化していくために、個々の不動産
事業を支援するための仕組みの構築や公的な事業
の実施に向けて、福岡市など関係者と共に、以下
の５つに関する検討を進める。

To make a development review system
which is linked to the city
administration, through a test upon a
pilot project.

１．街づくり協議の仕組み導入
２．公的施設の整備
３．街の共用部の整備

地域

４．地域経済の振興

Locality

５．環境共生システムの導入

グランドデザイン

Grand Design
評価根拠

2-3 Implementation Strategies

(to be developed in FY 2009-2010)

＜凡例＞

地域による
評価
Development Review

Amendment Request
if incompatible with
the Grand Design

これまでの流れ
新しい流れ

報告

街のビジョン
に不整合なら
計画修正依頼

事前相談

1 Development Review
2 Capital Improvement
3 Common Space
4 Economic Development
5 Ecological System

行政制度に位置付け
Statutory or
Institutional Background

Report

Consultation

事業計画

Project Plan

Comprehensive
Decision 行政

事前相談

Consultation

判断

（総合的）

行政手続き
（例）
・都市計画決定

・容積認定
・建築確認など

Administration

事業化

Delivery

(approval, permit,
incentive, etc.)

行政

つながる。生まれる。あふれ出す。

People Place Project．

Fukuoka City Government
導入すべき街づくり協議の仕組みイメージ

Image of Development Review

天神明治通りは、アジアで最も創造的なビジネス街を目指します。
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2 グランドデザイン

2-3 実現方策

Grand Design

2-3 Implementation Strategies

２ ．公 的 施 設の整 備
2 Capital Improvement

都市機能を支える公的施設（インフラストラク
チャー）の再整備は天神地区の街づくりの重要な
課題である。老朽化した施設の更新に留まらず、
より積極的に街の価値を向上させるために、高い
投資対効果が期待される以下の施設について、整
備および管理運営の仕組みを検討する。

To study development and manegement
scheme for cost-effective capital
improvement.

地下鉄コンコースの現況

２、地下通路
明治通り地下の地下鉄天神駅コンコースを主要
な歩行者動線として活用するには、空間の快適性、
各建物との接続、南北方向へのネットワークなど
より魅力のある空間に再整備することで、地下空
間における賑わい創出や歩行者回遊性の向上など
が期待できる。そこで、法規制との整合、福岡市
などとの調整、沿道街区の個別事業や地下鉄設備
の更新と合わせた整備スケジュール、官も民も含
めて公平な費用負担方法などの課題解決策を見出
すために、具体的な計画案の検討を行う。

Redesign of the Meiji-dori Ave.
underground paths
(now the subway station)

昭和通り

駐車場

駐車場

渡辺通り

再整備後の明治通りの断面イメージ

駐車場

駐車場

明治通り

１、明治通り

再整備後の明治通りの平面イメージ

つながる。生まれる。あふれ出す。

People Place Project．
天神明治通りは、アジアで最も創造的なビジネス街を目指します。
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明治通りを福岡の顔に相応しい街路にするため
に、建物外観と舗装や街路樹が調和した美しい景
観形成と、共同溝などの地下構造物を勘案しなが
らサイクルポストなど路上占有物の再配置とエリ
アマネジメント（道路の管理運営など）による歩
行環境確保を柱とした、明治通りの歩道の再整備
は有効と思われる。そこで、福岡市などとの調整、
沿道街区の個別事業と合わせた整備スケジュール、
官も民も含めて公平な費用負担方法などの課題解
決策を見出すために、具体的な計画案の検討を行
う。

Redesign of the Meiji-dori Avenue

昭和通りへの駐車場車路設置のイメージ

３、駐車場
天神地区の渋滞の主要因である西側からの流入
車両を効率的に処理し、明治通りや地区内道路へ
の流入を減らすには、昭和通りを地区の自動車ア
クセス道路として積極的に位置づけ、地区内駐車
場を明治通り北側ブロック地下に集約していくと
ともに、駐車場の車路を昭和通りにできるだけ集

約することが考えられる。そこで、都市計画や附
置義務条例との整合、福岡市などとの調整、沿道
街区の個別事業と合わせた整備スケジュール、官
も民も含めて公平な費用負担方法などの課題解決
策を見出すために、具体的な計画案の検討を行う。

Paths from the Showa-dori Ave. to
underground shared parkings
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2 グランドデザイン

2-3 実現方策

Grand Design

Grand Design

2-3 Implementation Strategies

2-3 Implementation Strategies

４．地域経 済の振 興

３．街の共 用 部の整 備
3 Common Space

将来像の実現に必要な都市機能を具体化した上で、個々の事業単独
では導入が難しい機能については、実験などを通じて整備と運営の仕
組みの構築を目指す。その際、土地代を顕在化させない事業スキーム
や、個々の事業間を調整する仕組みのあり方を重点的に検討する。

4 Economic Development

To indentify necessary functions and to
develop its ﬁnancial and management
scheme through an experimental project.

ビジネスの振興、ビジターの集客、投資の誘致
など、地域全体で取り組むべき経済振興について、
街づくりを通じて地権者が行えることを実施する。
当面は、フォーラムやインターネットなどを通じ
た情報発信や、福岡市などのシティセールスの機
会を活用した街のプロモーション活動を継続的に
行う。

参考事例：新天町商店街の不動産所有・管理運営スキーム
株式会社新天町エステート
出資

不動産

店舗賃借権の賃貸・仲介・売買並びに維持管理

株式会社新天町商店街公社
出資

建物

店子
株主
取締役
店子

建物の所有
土地建物の賃貸借
商店街各店の業務と福利増進に資する施設の運営

新天町商店街商業協同組合

土地

2-3 実現方策

土地の所有
商店街と組合員のための諸事業
（総務、財務、文教、宣伝、開発）

To support economic development
through quality development and area
promotion.

商店主

組合員

2 グランドデザイン

不動産の所有と管理運営の機能を３つの組織で役割分担し、かつ各店主が３つ全てに関わっているため、各店主
が自店の利益のみでなく商店街全体の利益を考え、全体でまとまって商店街のマネジメントが行えている。

2-3 Implementation Strategies

2-3 実現方策

５．環境共生システムの導 入
5 Ecological System

参考事例：
「フューチャーセンター」
とは
中長期的な課題解決を目指
し、幅広く関係者が集まって
対話する創造的な協業の場。
議題は、製品開発や事業戦略
策定などの民間分野から、革
新的な政策立案など行政分野
まで多岐にわたる。施設は、
会議・研修スペース、学習ス
ペース、ミーティングスペー
スなどで構成される。
知識経済を志向する欧州の
企業や政府機関が、ここ十数
年 の 間 に 合 計 約 20 カ 所 の
フューチャーセンターを開設
した。場所は、スウェーデン
のバクスホルムやベステロー
ズ、オランダのユトレヒトや
デンハーグ、デンマークのコ
ペンハーゲンやホーショルム
などである。日本では、富士
ゼロックスが 2007 年 1 月、
知識創造のための専用スペー
ス と し て 東 京・港 の 同 社 オ
フィス内にフューチャーセン
ターを開設している。
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デンマークのホーショルムに 2003 年に開設されたフューチャーセンター「モメンタム」

・民間と地方政府の共同事業を、意思疎通とアイデア出しの側面から支援する研修施設。

エントランスを入ってすぐにあるオープ
ンスペース。吹き抜け空間になっており、
トップライトで自然光が入る。丘や池が
あり、一般的な建物の概念を越えたデザ
イン。池のまわりは階段状になっており、
ここでアイスブレイクやオリエンテー
ション、最後のまとめなどが行われる。

ダイナミックルーム。壁面は全てホワイ
トボードで、全ての家具にキャスターが
ついており動かすことができる。この部
屋では主にアイデア出しが行われている。
壁際に大きなクッションが置いてあり、
つかれたら寝そべりながら考えることも
ある。

いまや街づくりを行う上で欠かせな
い問題となった環境共生について、天
神明治通り地区は追従者（フォロワー）
から先行者（リーダー）になるべく街
全体として取組んでいく。個別分野毎
の施策の寄せ集めではなく、大きな理
念と目標の共有に基づいて、建物、公
共空間、都市活動などを包含する街と
してのシステムのあり方を検討し、で
きる所から実行に移して行く。

To develop an integrated
ecological system.

・現在、自治体と民間企業２社が参加する高齢者福祉のプロジェクトが進行中。
・「アイデアに優劣はない」をモットーに、多様なバックグランドを持つ専門家がファシリテイターとしてアイ
デア出しの支援に当たる。
・施設には専門のファシリテーターとサービススタッフ合わせて１０人が勤務している。
・アイデア出しは五感に働きかける環境から強く影響を受けるとの考えから、非日常的、刺激的な空間や仕掛
けが種々用意されている。
・オープンスペースと趣の異なる様々なミーティングルームがある。一棟または部屋ごとに、時間単位で借り
ることができる。運営は民間で稼働率は一年で８割程度。ビジネスとして成立している。

ダイニングとキッチン。ケータリングサー
ビスの食事はここで提供される。オープ
ンスペースとは吹き抜けで連続しており、
自由に行き来ができる。スネークテーブ
ルという変形のダイニングテーブルは、
コミュニケーションを発生させやすいデ
ザイン。
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天神明治通り
グランドデザイン

3

現状分析

Analyses

丁寧に読み解き、的確に行動する

3 現状分析

3 - 1 街の形成史

（終戦〜）

ら東西交通軸が旧唐津街道から明治通りに移った。

3 Analyses

※

大正期には、九州電燈鉄道 本社（天神ビル）、
福岡郵便局（福ビル）が建てられるなど、相変わ
らず一等地としての地位を保ち続ける。

3-1 Development History

昭和 21 年に新天町が開業し、昭和 22 年から昭
和通りと渡辺通りは戦災復興事業として道路幅が
50ｍに拡幅、明治通りは昭和 35 年に幅員が 18m
から 25m に拡幅された。その頃から明治通り周
辺はビルの建設ラッシュとなり現在の街の骨格の
基礎を築いた。

※

天 神の未来を牽 引する、
変 革の土地 柄
（江戸〜明治末期）武家屋敷街から新時
代の主役達の街へと変容
1612 年（慶長 17 年）、水鏡天満宮が黒田長政
によって、今泉の容見（すがたみ）天神から福岡
城の鬼門の位置に移され、天神の由来となった。
計画対象地域である明治通り沿いは、旧藩大身
の武家屋敷（3,000 〜 4,000 坪）のあった場所で
あり、母里太兵衛邸 (*1)（天神センタービル付近）、
大音安太郎邸（福岡銀行付近）などがあった。し
かし明治期に入って、学校や官公庁、或いは好景
気に沸いていた炭鉱主ら、新たな時代の主役達が
天神を形成した。

大正 13 年には九州鉄道 が開通、西鉄大牟田線
の基礎を築く。この頃、現在の天神 2 丁目北〜天
神 2 丁目南付近には、伊藤伝右衛門の「銅（あか
ねが）御殿」など炭鉱主の別邸が多数ある場所、
天神 1 丁目北〜天神 4 丁目付近は大旅館と古書の
街、天神 1 丁目南付近は公共施設の街になった。

明治初期には福岡県庁（アクロス付近）、福岡市
役所（ニッセイ付近）、中期以降には福岡高等小学
校（福ビル付近）、英和女学院（平和・福銀付近）、
カトリック教会（現カトリック教会）、伊藤伝右衛
門邸（英和女学院跡）、ニッセイ九州支店（現赤レ
ンガ館）などが次々に建てられた。(*1 母里の子
孫の毛利邸という説が有力 )

このとき、天神交差点にあった郵便局が現在地
に移転し、跡地に福ビルができたり、三菱銀行の
移転にともない、跡地に福岡銀行が川端から本店
を移転するなど、用地交換を繰り返しつつ連鎖的
な都市機能の更新が繰り返された。

昭和 9 年には博多株式取引所ができ、周辺に地
元株屋が 20 軒ほど軒を連ね、「株屋街」として活
況を呈した。

（明治末期〜昭和初期）幹線が昭和通り
（唐津街道）から明治通り（貫線）へ

※ 西鉄の前身

昭和 11 年には岩田屋が開業した。

参考文献
柳 猛直「福岡歴史探訪 中央区編」（海鳥社）
宮崎克則・福岡アーカイブ研究会「古地図の中の福岡・博多」
福岡市「福岡の歴史（市制 90 周年記念）」
朝日新聞福岡総局「博多いまむかし」

昭和 20 年 6 月 19 日の福岡大空襲で多くの建
物が消失し破滅的な被害を受けた。

明治 43 年に、福岡市が九州第一の大都市をめ
ざして踏み出すきっかけをつくったイベント「第
13 回九州沖縄八県連合共進会」を開催し、それに
合わせて、天神橋・西大橋が架橋され、今川橋〜
千代町間に福博を結ぶ新たな東西幹線道路が新設、
※
福博電気軌道 も開通し、明治通りの原型が生まれ
また。この時の道路幅は 18m。翌年明治 44 年に
※
は渡辺通りに博多電気軌道 が開通した。この時か

The Meiji-dori district has lead, and
shall lead, changes of the city and the
region.
Meiji-dori bacame an axis of the city
approximately 100 years ago and
followed by a series of urban
redevelopment.

Ｍ１０～３７明治
第十七銀行
１０～３７ 第十七銀行
（37年火事で焼失）
（37年火事で焼失）
※福岡銀行の前身
※福岡銀行の前身

→Ｍ42 日本生命九州支店
→明治42 日本生命九州支店（現
（現 赤煉瓦文化館）
赤煉瓦文化館）

明治末期（40年～45年代頃）

※設計/辰野金吾
※設計/辰野金吾
※Ｓ44国重要文化財指定
※昭和44 国重要文化財指定

明治４４

松屋呉服店

明治43 福博電気軌道
Ｍ43 福博電気軌道
開通 【貫線】
開通 【貫線】
明治43 東西幹線道路完成
Ｍ43 東西幹線道路完成
（道路幅員＝18m）県庁前～千代町
（Ｗ＝18m）県庁前～千代町

明治末期、伊藤伝右衛門邸
※橋口町（現福岡税務署）から天神町に
転居

東西交通軸が
旧唐津街道から
明治通りへ

明治21～大正8 英和女学院
※福岡女学院の前身
※福岡の女子教育の先覚
※福岡唯一の西洋館
※明治18呉服町で設立
※大正９年〔炭鉱主〕伊藤伝右衛門、
中島徳松が買収

明治28～カトリック教会
※バチカン所有
※軌道敷設時に買収交渉した
が断念。Ｓ字カーブに。

明治
Ｍ41 天神橋・
西41
大橋架橋
天神橋・西大橋架橋
（木造橋） （木造橋）

1906（明治39）
1906（明治39）
市政調査委員会の結論
市政調査委員会の結論
「千代村～今川橋間、博多駅～築港間の
縦横幹線二本の建設が急務」

福岡市役所
福岡市役所
（Ｍ27～Ｔ12）
（明治27～大正12）

1909（明治42） 日本生命九州支店

県庁前

天神町

一等県道
幅員５．５m

1908（明治41） 天神橋、西大橋架橋完成

明治45 大同生命九州支店
Ｍ45 大同生命九州支店

1910（明治43） 今川橋～千代町間の東西幹線道路
県庁前～千代町間（市施行）完成
今川橋～県庁間（県施行）翌年完成
幅員18ｍ、全長約5.2ｋｍ
※現在の明治通りの原型

万町

3月、福博電気軌道開通
（大学前～西公園）
明治44 東西幹線道路完成
（道路幅員＝18m）今川橋～県庁前

明治43「第13回九州沖縄八県連合共進会」

明治9 福岡県庁
Ｍ9 福岡県庁
（Ｍ9～Ｓ56）
（明治9～昭和56）

3月、第20回九州沖縄八県連合共進会が
県庁裏一帯で開催

（大正４にも共進会開催）
1911（明治44） 博多電気軌道 開通
（博多駅～住吉～天神～上鰯町取引所）
※大正３年、循環線開通

〔元福岡藩士・炭鉱主〕
松本健次郎邸

松屋呉服店 開業（後の松屋レディス）
※博多「松居」から独立

明治44 博多電気軌道 開通

※旧藩「間島甚左衛門」邸

〔炭鉱主〕平岡浩太郎邸
※玄洋社初代社長
※旧藩「林掃部」邸
「名島門」
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福岡城 旧肥前堀
→明治 共進会会場として埋立

明治24 福岡高等小学校
（明治２４～大正１０）

■博多電気軌道
渡辺与八郎、原三信、平岡
※地元資本

明治末期に 炭鉱主「伊藤伝右衛門」 天神町へ
明治時代の天神明治通り周辺の開発等

※転載、 複製を禁ず
※著作 ： 天神明治通り街づくり協議会会員 稲富 稔 （西部ガス）
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域の持続的発展のための継続的な運営を行います。
天神地区のエリアマネジメント（先進的な福岡独自のモデル）

3 現状分析

3 - 2 福岡都心の街づくり

地区住民

□広域図

3 Analyses

□拡大図

エリアマネジメント組織

共働

3-2 Planning Framework
地区団体

地区の住民・団体などから構成
渡辺
通り

Statutory Plans

福岡都心部のまちづくりの枠組
みは、図のように福岡市新・基本
計画、福岡市政策推進プランなど
の行政計画の下に、官民連携のま
ちづくり指針として、新・福岡都
心構想があり、公民パートナーシッ
プの連携が図られる仕組みとなっ
ている。
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Area Management

(We Love Tenjin, Hakata)

(MDC)
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再８
天神二丁目中央

地区住民団体の連絡調整

再６
天神二丁目西

再５
天神二丁目

都市計画への提案

都市再生緊急整備地域

中３
天神一丁目第２

体

道

路

ｲﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの実施
国

(WeLove 天神協議会 )
街づくりガイドライン検討エリア
街づくりガイドライン重点検討エリア

中６
天神二丁目第２

（天神明治通り街づくり協議会）

地区環境の改善（自転車対策等）

天神明治通り地区対象エリア

ʩᡫẆᚇẆݰλ
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凡例
グランドデザイン検討エリア
ガイドプラン検討エリア
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福岡都心部の中で、核になっている場所が博多
駅周辺地域、及び天神・渡辺通り地域である。
この両地域では、地域マネージメント組織（博
多まちづくり推進協議会、We Love 天神協議会）
が立ち上げられ、活発なソフト事業が行われてい
るほか、両地域とも都市再生緊急整備地域に指定
され、福岡都心部の核としての機能更新が求めら
れている。

再開発等促進区を含む地区計画区域

●まちづくりガイドラインによるまちづくりの推進
天神明治通り地区は都市再生緊急整備

都心部のまちづくりの枠組み等（福岡市提供）

福岡都心部のまちづくりの状況

一般型の地区計画区域

天神地区の地区計画
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都市再生緊急整備の方向性として、天神・渡辺
通り地域においては、国際的な中枢都市機能集積
地を形成することなどが、博多駅周辺地域におい
ては、九州・福岡の陸の玄関口にふさわしい魅力
ある都市拠点を形成することなどが、目標となっ
ている。
この２つの核が、共に補完しあい、福岡都心の
活力を福岡全体・九州全体に波及させる事が期待
される。

地域に位置づけられている一方、地区計
エリアマネジメント組織などは、各拠点地域の魅力あるまちづくりを進めていくために、地域
画等の位置付けは、ほとんどされていな
毎にまちづくりの目標や将来像、
これを実現するためのルールを盛り込んだまちづくりガイドラ
い。
インを作成し、ガイドラインに基づいて計画的なまちづくりを推進していくことが必要です。
■エリアマネジメント等のまちづくり団体が、建築や景観などのガイドラインを積極的に提
新・福岡都心構想におけるまちづくりの進め方
人が中心の都心、既存ストックの上手な活用、
案し、地域特性に応じた誘導・規制手法を活用することなどにより、個々のまちづくり活
アジアの交流拠点都市・福岡の都市像の実現を目
アジアや九州各地との連携などの実現方策の一つ
動を適切に誘導し、地域全体として良好な都市空間の形成を図ります。
指し、2005 年 6 月、官民共働による新・福岡都
として、まちづくりの進め方についても、提示さ
心構想策定委員会が結成され、2006 年 6 月、新・
福岡都心構想が策定された。

れている。

まちづくりガイドラインのイメージ（例：景観の場合）

MDC

景観法に基づくルール化（高さ、壁面位置、
形態・意匠、屋外広告物等）
都市計画法によるルール化（建物用途、
容積率、高さ、壁面位置等の制限、広
場・公共空地の確保、緑化率等）

建築基準法によるルール化（建物用途、
容積率、高さ、壁面位置の制限、形態意
匠等）

都市景観条例に基づくルール化
（建物用途、形態意匠、屋外広告物等）

地区計画
○地区ガイドライン
景観地区、景観協定
○地区ガイドライン

景観形成地区

建築協定

○地区ガイドライン

都心全体のガイドライン

●都心部全体の大まかな方向性を示した「都心全体のまちづくりガイドライン」に加えて、
「地区毎のまちづくりガイドライン」を検討。
●ガイドラインに沿ったまちづくりの実現に向けて、規制・誘導手法は地区の人々と協議し
ながら最も適した手法を検討。

We Love Tenjin
Hakata Machizukuri
福岡都心部のまちづくりの状況（福岡市提供）
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中２
天神一丁目第１

中５
天神二丁目第１

Public private partnership
in three layers is in
conformance with the
statutory plans of the city.

ਥ䈮䉸䊐䊃
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中４
天神一丁目第３

（国）
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将来ﾋﾞｼﾞｮﾝの形成

通り

ｿﾌﾄ面での
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

一体的な取り組み

り

ܫൟᡲઃỉ
ộẼỀẪụਦᤆ

City Center Plan

ﾊｰﾄﾞ面での
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

西通

ૼὉᅦޢᣃ࣎ನेίᵦᵏᵖᵌᵔὸ

Property Management

通り

明治

天神

ᣃ࣎ᢿỉộẼỀẪụਖ਼ᡶᾉỺἼỴἰἊἳὅἚỉਖ਼ᡶ
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昭和

福岡都心部のまちづくりの枠組み等

Šᣃ࣎ᢿƷǇƪƮƘǓƷኵǈሁ
ሊޒỉ
૾Ӽࣱ

行 政

共働

地区ガイドライン
○通路・ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの誘導
○高さ・壁面後退の誘導
○特定用途の誘導
（低層部の賑わい施設）等
○植栽等緑の確保、連続性
○色彩・素材の基調
○看板、広告物、屋上設置物
○街灯、舗装
○ｽﾄﾘｰﾄﾌｧｰﾆﾁｬｰ 等
都心全体のガイドライン
○都心づくりの基本的考え方
○都心の回遊・景観
○都心の環境・安心安全
○都心の交通
○地区別の方向性
○自然資源（水辺・緑等）の活用
○歴史・文化資源等の活用
○駐車場等の考え方
○公共空間の考え方 等

まちづくりガイドラインのイメージ（例として景観の場合：新・福岡都心構想）
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業種別産業構成 Industry by Sector

3 Analyses

天神１
・２丁目の事業所数・従業者数
（ 2006年事業所企業統計調査）

3-3 Baseline Statistics

天神１・２丁目は、38ha の面積に、173 人、125 世帯の居住人口と、
約 2,800 の事業所、約 52,000 人の従業者を抱え、昼夜間人口比率が高い
典型的な商業・業務地区である。
業種別では小売業・サービス業など第３次産業の比率が極めて高く、そ
の中で金融・保険業から個人向けサービス業等への入替えが起きている。
居住人口の減少に対して、ビジネス集積の規模は安定しているが、商業
販売額の低下と売場面積の縮小など商業の縮小傾向が伺える。

公務

他 サ ー ビ ス業

複 合 サ ー ビ ス事 業

教 育・学 習 支 援 業

医 療・福 祉

宿泊 業

127

飲食 店

173
138

不動 産業

221

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

125
事業所の変化

1995

2000

2005

従業者数 Number of workforce

事業所数の推移

天神１丁目

239

金 融・保 険 業

事業所数 Number of businesses

300
250
200
150
100
50
0

従業者数（右軸）
Workforce (right)

小売 業

西鉄福岡（天神）駅
定期 定期以外
26,749
27,664
26,216
26,305
25,364
25,898
25,048
26,176

卸売 業

地下鉄天神駅
定期 定期以外
17,342
26,990
16,700
25,999
16,835
24,870
17,832
24,525

世帯数

運輸 業

人口

情報 通信業
電 気・ガ ス・熱 供 給・水 道 業

天神１・２丁目の人口・世帯数
（国勢調査）

製造 業

建設 業

人 口 Population and households

ha
19.5
18.8
38.4

駅乗降人員（千人／年） Station Passengers

2003
2004
2005
2006

Tenjin 1 and 2 chome encompasses 38ha
where173 residents and 125 households live in. It
is a typical business and commercial district
where 2,800 businesses and 52,000 persons work.
Major and stable industry is tertiary sector in
which ﬁnancial sector is gradually shifting to
personal service industry. Population and retail
activities are shrinking.

鉱業

天神１丁目
天神２丁目
合計

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

農林 漁業

面 積 Area

事業所数（左軸）
Businesses (left)

service

3 - 3 基礎統計（天神１・２丁目の面積・人口・ビジネス・商業）

retail

3 現状分析

天神２丁目

従業者数の推移

合計

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

天神１丁目

天神２丁目

合計

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

1991 1996 1999 2001 2004 2006

商業

Retail

天神１・２丁目の商業の推移（商業統計調査）
（1997年を100とした指数表示）
事業所数
年間商品販売額

1991 1996 1999 2001 2004 2006

従業者数
小売業売場面積

120

Space

110
100
出典：「都心衰退」その実態と再生の芽

2006 年版九州経済白書

90
80
Sales

70
60
1997

出典：

41

都心の町丁別人口

データ：2005 年国勢調査
背景図：数値地図 2500

出典：

都心の町丁別従業者数

データ：2004 年事業所企業統計調査
背景図：数値地図 2500

事業所数
従業者数
年間商品販売額(百万円)
小売業売場面積(㎡)

1999

2002

1997
1999
2002
1,076
957
979
13,727
12,806
12,900
2,530,643 1,962,766 1,884,593
209,163
247,516
242,428

2004

2004
989
11,670
1,677,835
226,062
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3 現状分析

建物規模

3 Analyses

3 -4 土地建物

現在、約 17ｈａ天神明治通り地区の中には、
約 100 棟の建物が存在している。

3-4 Land and Buildings

その規模は、１階の床面積で比較すると、
50 ㎡に満たない小規模の建物から、アクロス
福岡のように 9,000 ㎡を越えるものまで幅広
い。

街区規模
天神明治通り地区の街区は、東西
におおむね 80ｍ 幅で形成されてい
る。

明治通り沿いに立地する建物に絞り、アク
ロス福岡のように突出した値を除いてみても、
おおよそ 150 ㎡〜 3,000 ㎡（平均約 1,100 ㎡）
の広い幅を持っている。

Building Size

Rich variety in size.

㎡

約 80ｍの幅の街区では、一つの建
物で構成されることもあれば、複数
の建物が通りに面することもある。
天神明治通りエリアに類似する街
区規模をもつ都市の事例として、ポー
トランド、ロンドン、サンフランシ
スコが挙げられる。

0

250

平均：約 1,100 ㎡

500

ポートランドの街区 Downtown Portland, Oregon

Urban fabric

天神平和ビル

Each block is approx.
80m wide.

0

250

500

明治通り沿いの建物の建築面積

サンフランシスコの街区 Downtown San Francisco

登記簿と実際が明らかに異なる建物、及び全体に比べ突出した数値は外した。
登記簿に基づく天神明治通り街づくり協議会調べ

建物築年数
天神明治通り地区は、明治通
天神明治通り
りを中心に都市計画法改正
（1973 年）以 前 に 建 て ら れ た、
既存不適格容積の建物が多い。
1978 年以前に建てられた建物
は 46 棟。築年数でいえば 30 年
を経過している。

0

250

1978 年以前に建てられた建物
の延べ床面積は合計約 48 万㎡で
ある。（全体延べ床は約 75 万㎡）

500

ロンドン（メイフェア地区）の街区 Mayfair, London

Building Age
0
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出典：Google Earth Pro

250

Many old buildings need
upgrade.

500

天神明治通り地区の街区

Tenjin Meiji-dori

1978 年以前に建てられた建物
登記簿に基づく天神明治通り街づくり協議会調べ
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登記簿及び会員へのヒアリングに基づく天神明治通り街づくり協議会調べ

㪉㪇㪃㪇㪇㪇

㪉㪇㪃㪇㪇㪇

㪋㪇㪃㪇㪇㪇

㪈㪇㪃㪇㪇㪇

㪈㪇㪃㪇㪇㪇
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㪇

㪇

69% have been under the same
ownership since completion

㪉㪇㪃㪇㪇㪇

Building Ownership
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登記簿に基づく天神明治通り街づくり協議会調べ
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天神明治通り街づくり協議会調べ

用途別床面積（1 階）
新築時から所有者に変更がない建物
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現在の所有者の建物所有期間割合（調査有効総数 90 棟）
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全体の 69％（62 棟／ 90 棟）は、新築時より一
度も所有者が変わっていない。
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また、そのうちの 90%（56 棟／ 62 棟）は所有
期間が 5 年を超えている。

全階では、総床面積の半分を業務施設が占め、業務と商業の比率は 3:2 である。各用途の数値は、フロア面積を店舗数で割ったものであり、実際とは異なる。
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数値は登記簿及び天神明治通り街づくり協議会
会員へのヒアリングに基づいており、登記上は変
更があるが実質的な所有が変わらない場合には、
継続して所有期間を計算した。その為、全ての建
物に対してヒアリングできれば、31 年以上の所有
が 10 年以内の所有を上回る可能性が高い。

㪎㪇㪃㪇㪇㪇

䊑䊨䉾䉪

↪ㅜ

㪎㪇㪃㪇㪇㪇

න䋺䋛
න䋺䋛

建物 所有 状 況
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現在の所有者の所有期間は 10 年以内と 31 年以
上がいずれも 36％（32 棟 /90 棟）であった。

用途別床面積（全階）
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建物使用状況

オフィスの用途が多くを
占めている天神明治通り沿
いには、様々な用途が混在
している。それは特に、一
階部分の用途に顕著である。

また、一階のオフィスは、
デスクワークへの利用が少
なく、銀行や証券会社を含
め、来訪者型店舗としての
使用形態が多い。

Building Use

Mix of 50% ofﬁces, 33%
commercial and 17%
others.
Most ofﬁces on the
ground ﬂoor are
interactive workplace.

3 現状 分 析

3 -5 公共空間

明治通りは建物壁面とスカイラインの連続性が
あり、道路に沿ったビスタが美しい。
道路幅員は 25ｍ、両側の建物高さは多少の誤差
はあるものの、概ね 30m 〜 40m の高さに収まっ
ており、D/H（道路幅を建物の高さで割った数値）
が 0.8 〜 0.6 程度となっており、道路幅と沿道街
並み高さのバランスが良く、適度な囲まれ感、一
体感、スケール感がある。

Underground pedestrian web connects
most buildings.
Along Watanabe Ave. the
underground mall enjoys more
pedestrian than the ground level
sidewalks.

天神は南北約 600m の天神地下街を基軸として
地下の歩行者ネットワークが張り巡らされており、
建物間が立体的に結ばれている。渡辺通り下の地
下街においては、歩行者数が地上部より 2 倍以上
である。

3-5 Public Space

明 治 通りの景観

Pedestrian Network

歩行者ネットワーク

3 Analyses

Meiji-dori Streetscape

25m-wide road and 30-40m-tall
buildings make beautiful vista.

地下と地上の歩行者数（渡辺通りイムズ前付近）2005.6 福岡市）

地上
地下

9,100 人（平日）、15,999 人（休日）
28,904 人（平日）、35,057 人（休日）

D/H=0.8 〜 0.6 程度

H= 建物高さ
（30 〜 40m 程度）

D= 道路幅 (25m)

壁面線が揃い、美しいビスタ（見通し空間）

明治通りの D/H

35m 付近

35m 付近

明治通りの建物の立面と高さ
データ提供：福岡新都心開発（株）

0
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200
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地下の歩行者ネットワーク
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3 現 状 分析

3 -6 地域経済

九州経済

3 Analyses

3-6 Regional Economy

オフィス市場
■現在までの動向
・1998 〜 2003 年までの新規需要は伸び悩み、空室率が上昇。
・2004 年以降、景気の回復に伴い、新規需要が増大し空室率は低下。
・2006 年は新規供給がなく、空室率低下が続く。
・2007 年は新規供給と同水準の新規需要の創出により空室率はほぼ横ばい。
・2008 年の新規供給面積は 2 万坪を超え、空室率は 9.8％へ上昇。
■需給動向予測
・2009 年度は 2 年連続して 2 万坪以上の新規供給が行われる予定。
・過去最大規模の新規供給に対して新規需要の伸びが届かず、2009 年の空室
率は 10％台半ばの水準まで上昇する可能性がある。

ここ数年の製造業に牽引された日本の経済成長が米国の「需
要拡大の仕組み」に依存していたことがこの半年で明らかに
なり、それは自動車を中心とする製造業の集積が進むことに
よる九州経済の活性化への展望が描きにくくなったことを示
唆している。
■家計の所得増につながらなかった製造業の集積・活況。
2002 年以降、九州における製造業の付加価値額は V
字回復を果たすも、現金給与総額はほとんど増加して
いない。（2008 年版九州経済白書）
■地域経済の停滞につながる製造業従事者の家計所得の
伸び悩み
従事者の構成比が 75％（福岡県）に達する第三次産業
（商業・サービス産業など）にとって、製造業などの移
出産業（域外から所得を稼ぐ産業）は稼ぎ先であり、
稼ぎ先の所得低迷は自らの売上停滞に直結する。

福岡市の経済

商業集積の都市として成長してきた福岡市において、域外
企業が地域経済を牽引する局面が一旦幕引きしつつある状況
において、小売及び卸売業の集積に代わり今後の成長を牽引
する新たなエンジンとなる機能の集積が必要となる。

■域内 ( 九州内 ) 需要を多く取り込む域外 ( 九州外 ) 企業
九州における法人二税調整定額の域内企業の比率は
42.4％（2006 年）と半分を下回っている。（2009 年
版九州経済白書）

■流通システムの構造変化
1994 年から 2007 年にかけて卸売販売額は全国で 100
兆円も減少したが、福岡市の卸売販売額減少率は全国、
福岡県よりも相対的に大きく、流通システムの構造変
化が福岡市においてより先鋭的に進行しつつあること
が示唆される。

Economy of Kyushu Island

■商業顧客基盤の動向
商業集積力の要である天神地区百貨店の販売額（吸引
力）はここにきて減少傾向にある。
「支店経済」および「福
岡市以外の購買力」に大きく依存する販売額は、両者
の構造的な変化の影響を受けているものと推測される。

Heavily dependent upon export
industry such as auto
manufacturing or semi-conductor,
which is affected by the recent
global economic crisis.

Net supply
Net demand
Vacancy rate

Economy of Fukuoka City

Heavily dependent upon
commercial sector which is affected
by sluming export industry and
shrinking household income.

卸売販売額(億円）の推移
全国

Ofﬁce Market
Vacancy Rate

Citywide high vacancy and
sluggish rent, although the
Meiji-dori is prime location in the
region.

1994
2007
減少率

5,143,169
4,106,789

▲ 21

福岡県
208,144
167,798
▲ 19

福岡市
153,305
117,021
▲ 24

出典：経済産業省「商業統計調査」

百貨店販売額の推移
Department Store Sales

110
100

九州
福岡市
福岡市以外
東京都

90
80
Rent
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■賃料動向予測
・2009 年はマイナスに転じる。
・2010 年に空室率は低下するものの、賃料水
準の下落は進むものと予想される。

出典オフィスマーケットレポート 2009 Winter Vol.48：シービー・リチャードエリス㈱

60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

年

出典：経済産業省「商業動態統計調査」

50

時 代の趨 勢
都市の成長はヒト、モノ、カネ、情報の集積力に規定される。
カネの集積力が都市の成長を規定するとする世界都市モデル
が今回の金融危機で崩壊し、モノの集積に都市成長の牽引力
を期待できないことが明らかになってきたいま、ヒトの集積
に都市成長の源泉を求める創造都市論が現実的で戦略的なシ
ナリオとして注目されている。
また、持続的な発展という新しい概念に対する関心と認知と
も相俟って、既存の都市資源の活用こそが戦略的な取り組み
だと認識されるに伴い、都市経営戦略として「都心再生の戦
略性」は高まっている。

■欧米の都市政策
欧米では既に 1980 年代から都心再生が大きな政策課題と
して位置づけられていた。2 度のオイルショックも克服し右
肩上がりの経済成長を謳歌していた日本とは違い、1980 年代
の欧米各国は経済の停滞、産業構造の大転換（製造業の衰退。
サービス産業への移行など）に見舞われていた。それは都心
の疲弊化（夜間人口の減少、スラム化など）となって表出し、
人口の郊外化をさらに押し進めつつあった。文化的、歴史的
資源（遺産）、大学・博物館・美術館などの教育文化施設が都
心に集積する欧米（特に欧州）の都市にとって、都心の再生
は不可避の政策として意識された。

■中心市街地活性化法の改正（2006 年）
都心再生を政策的に推進することを目的とする。改正の背景
として、郊外大型店の出店攻勢が続く中、中心市街地の衰退
が加速し、さらなる「てこ入れ」が必要だと認識されるとと
もに、人口減少・高齢化の趨勢が無視できない社会変動要因
だと強く認識される中、社会資本、経済機能、生活支援機能
の集中化が急務の課題として浮上してきたことが挙げられる。
この改正を契機に、「都心再生」が大きな政策課題として注目
されるようになった。

■創造経済（Creative Economy）への流れ
90 年代のＩＴ革命によって企業やビジネスは「立地条件」
から解放されることが予見されたが、現実は逆の方向に動い
た。ＩＴによって時間と空間の制約から解かれた、新しい時代
を担うビジネスパーソン（How ではなく What を生みだす創
造的な人たち）は、組織の制約からも抜けだし、水平的で開
放的なネットワークが既に機能し若しくは生まれる可能性の
高い都市や街、エリアを選好する傾向を強め、企業やビジネ
スの場も、彼らの動きに連動する形で特定の都市や街、エリ
アを選ぶ動きをみせる。創造的な人たちが生みだす経済（創
造経済）こそが、21 世紀に求められる持続可能な経済だと主
張する知識人（代表的な提唱者は R. フロリダ、C. ランドリー、
野中郁次郎）、ビジネスリーダー（米国マイクロソフト社ビル・
ゲイツ会長は 2008 年１月のダボス会議で創造的資本主義を
提唱した）は少なくない。天神明治通り協議会が、働く場づ
くりとの関連が深い創造経済の流れに照準をあわせることは
時代の要請に合致しているといえる。
横につながり仲間となってアピールすることで海外の都市
や企業に対する訴求度を高める、県や市の境を超えたメガリー
ジョン（広域経済圏、広域都市圏）こそが都市の生き残り戦
略だと世界の多くの都市が気づき始めた。同時に、国境を越
えた都市間のネットワーク化の動き、つまり国境をこえた仲
間づくりも必要だとの認識も広がりつつある。
福岡においても、アジアの成長を取り込む視点から、製造
業の拠点性を高めることとともに、都市間連携が鍵であるこ
とが多くの調査によって指摘、主張されている。

・「環黄海地域とアセアンとの経済交流促進に関する将来展望
調査報告」 2002 年 国際経済交流財団
・「環黄海地域の産業交流の拡大に関する調査報告書」
1996 年 九州通産局

「クリエイティブ資本論」
リチャード・フロリダ著 ／ ダイヤモンド社
「創造的都市」
チャールズ ランドリー著 ／ 日本評論社
「知識創造企業」
野中郁次郎・竹内弘高 著 ／ 東洋経済新報社
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福岡市においても時代の趨勢に合わせた構想・計画の策定
や種々の施策の実施を行っている。今後、実現に向けて都市
経営の観点での官民共働の取り組みが必要である。

■都心再生
「福岡市 新・基本計画」から「都心部機能更新誘導方策」
における一連の流れにより、都心再生に向けての方向性が示
されている。
（「P-37 福岡都心部のまちづくりの枠組み等参照」）

■都市間連携

・「環黄海圏地域連携・協力ネットワークの構築モデルプラン
策定調査」 2002 年 九州地域産業活性化センター

創造経済・都市を提唱する書籍

福岡都心部の動き

Trend in Area Management Strategies
Global economic crisis requires paradigm shift
from materialized or monetary agglomeration to
human resource agglomeration as an engine of
regional growth. Under the concept of Creative
Ecoomy or Creative City, city center
revitalization has been a key policy in Europe as
well as in Japan. In addition, many cities seek
for mega-region approach and cross-border
cooperation with other cities.

■創造都市
創造都市をベースとした街づくりの提言は作成されている。
・「クリエイティブ福岡 10 年計画」 2006 年 4 月
【福岡市文化芸術による都市創造ビジョン懇話会】
福岡市の文化芸術による都市創造ビジョンと
して、「クリエイティブ福岡」という新しい都
市像の実現に向けた、国際交流、歴史・文化、
市民生活、子どもと教育、人材育成、産業振
興などに関する６つの戦略目標を掲げるとと
もに、組織の再編・拡充、都市空間・拠点施
設の整備・再編などからなる提言。創造都市
論のスタンスに立つ提言だが、横浜や金沢と
同様に、文化芸術そのものに焦点をあてたも
のとなっている。
・「アイランドシティにおける文化・芸術が息づくまちづくり」
2005 年 4 月
【アイランドシティにおける文化・芸術が息づくまちづ
くり検討のための懇談会】

■都市間提携
都市間連携・ネットワークの必要性が主張さ
れ、自治体レベルでの交流や自治体主導の交流
はいくつか仕掛けられたが、大きな経済交流に
発展していない状況である。
福岡市と韓国・釜山市との国境を超えた「超
広域経済圏」構想の実現を目指す「福岡 - 釜山超
広域経済圏フォーラム」が開催されるなど、新
たな動きが見られる。

「アイランドシティ」において、エンターテイ
ンメント産業の集積に向け、そのシーズとな
る文化・芸術機能の導入についての調査・検
討及びその起点となる拠点機能の構想をとり
まとめた提言。都心ではなく、郊外であるア
イランドシティと関連づけられている。
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福 岡の可能性

金融の集積をベースにした世界都市モデルが米国発の金融
システム崩壊で一気に後退する中、創造都市、創造経済を念
頭に世界の主要都市、創造的な人材の獲得を目指して、「都
市間連携」に動き出した。このグローバルな都市間のネット
ワーク化の流れに仲間として入れるか否かが福岡市の試金石
となる。
福岡市は、札幌、仙台、広島に比べ、集客サービス資源が
都心にコンパクトに集中し、かつ回遊性が誘発されるように
「ほどよく分散している」。いわば近接性（proximity）が高く、
創造性が触発されやすい都市特性を有している。この都心の
優位性をテコに、先端的なビジネスマインドを理解した構想
や計画として、天神明治通り地区での取り組みをグローバル
にアピールしていくことがいま求められている。

天神明治通り
グランドデザイン

■福岡の評価

Cross-border City-Region
Network

Fukuoka has built cross-border
economic alliance with Busan, Korea.
Fukuoka participates in the
International Urban Benchmarking
Consortium with Barcelona, Munich,
Seattle, Singapore, etc..

ミュンヘン

・創造都市を目指す知名度の高い都市で構成される「国際都
市ベンチマーク協議会」のメンバーに選ばれる。（2008）
（バルセロナ、ダブリン、ヘルシンキ、ミュンヘン、ストッ
クホルム、シンガポール、メルボルン、シアトル、バンクー
バー、大田、福岡）
・英国のライフスタイル雑誌「MONOCLE（モノクル）」が
選んだ「快適な生活都市」ランキングで、ショッピング部
門で第 1 位、総合で 17 位に選出される。（2008.7）
・Newsweek「世界で最もホットな 10 都市」では、ラスベガス・
ロンドン・モスクワなどと共に、日本から唯一選ばれる。
（2006.7）

シアトル

4

事例・経緯

先例に学び、やがて先例となる

福岡市
釜山

メガリージョンの動き

バルセロナ
シンガポール
インターナショナルリージョンの動き
（国際都市ベンチマーク協議会）

国際的な都市間ネットワークと周辺都市との一体化が世界の潮流
都市間提携を提唱する書籍

「メガ・リージョンの攻防」
細川昌彦 著 ／ 東洋経済新報社
「クリエイティブ都市論」
リチャード・フロリダ著 ／ ダイヤモンド社
「グローバル・シティー・リージョンズ」
アレン・Ｊ・スコット編著 ／ ダイヤモンド社

53

Appendix

地区計画「銀座ルール 」
1998 年、国の規制緩和策の一環として容積率の割り増し
が認められたことから、銀座における建替えルールが「に
ぎわいと風格の再生」をコンセプトに話し合われた。銀座

4 先進 事 例

地区の商業活動をより活発にするために、銀座の地元の

4 Case Studies

4 -1 銀座

人々と中央区とは協議を重ね、通りごとの建物の高さ制限

4-1 Ginza, Tokyo

の緩和、容積率の緩和、最小限の壁面後退、建物用途の制
限などを定めた、地区計画「銀座ルール」が条例化された。

銀座デザイン協議会
銀 座のルール

○銀座デザイン協議会

銀座では常に、自分たちの街をこれからどうするか、銀座らしさ

て、協議型のまちづくりを目指すための地元組織として、

とは何かを、街の人たちが自ら話し合いながら、ものごとを決め

中央区市街地開発事業指導要綱に位置付けられた。銀座街

てきた。その精神は明治期より現在に至るまで、変わらず引き継

づくり会議を事務局として、一定規模以上の開発計画およ

がれている。地区計画「銀座ルール」と駐車場ルールは、中央区

び工作物について、開発事業者と協議を行いながら、銀座

で条例として定められているものだが、それ以外のルールは、地

の街にふさわしい形態を構築していく取り組みである。

銀座デザイン協議会は、2006 年の地区計画改正に合わせ

域で自主的に決めたもの。これらの「銀座のルール」が、時代の
変化に伴って常に先進的な銀座であり続けるために、今後も検討

○銀座デザイン協議会の役割

を続け、詳細化し、更新していくものであると銀座では考えている。

銀座デザイン協議会は銀座の街のかたちを決める話し合い

高度利用地区及び地区計画の区域 ( 中央区作成資料）

や、街の空間の質に関わる協議の場である。
銀座通り連合会）

数値では決められない、建物や広告の色、かたち・デザイ

Ⅱ. 地区計画「銀座ルール」（1998 年発行、2006 年改定、中央区）

ンなどが、銀座らしさを損なうものでないかどうか、銀座

Ⅲ. 銀座まちづくりヴィジョン（1999 年、銀座通連合会）

にふさわしくないものでないかどうか、銀座のまちをより

Ⅳ. 銀座駐車場ルール（2003 年、中央区）

よくするものであるかどうかを開発者と街の人たちとで協

Ⅴ. 銀座デザインルール

議する。

Ⅰ. 銀座憲章（1984 年

メンバーは、銀座街づくり会議を中心としたコアメン

（2008 年、銀座街づくり会議・銀座デザイン協議会）

バー、その案件の位置する地域の通り会・町会の会員の方、
そして専門家から構成される。

○銀座フィルターのルール化
文章や決まりごとではなく、銀座らしいものを選り分けていく
粋な不文律を、銀座の人たちは「銀座フィルター」と名付けた。

○協議の位置づけ

この銀座フィルターが今日の銀座のブランドイメージを高めてき

一定規模以上の計画については、銀座デザイン協議会の中

た。しかし、経済状況の変化や国際化の中で、銀座フィルターを

での協議を行うよう指導される。その協議は、「地区計画

越える動きが出てきたため、銀座フィルターを目に見える形での

銀座ルールの申請」または「確認申請」の前（図中での「法

ルール化、あるいは手続きとして位置付けた。

的手続」の前）に、位置づけられている。

駐車場ルール
銀座は狭小敷地や間口の狭いビルが多いため、東京都駐車場条
例に沿った付置義務駐車場をつくっていくと、通りが駐車場の
入り口だらけになる。それでは通りの賑わいの連続性が失われ

着工

協議

法的手続 ・確認申請等

合意 ・指導

敷地面積等 100 ㎡以上

事前申出書

建築物等

通りごとの高さ、容積率、壁面後退等 ( 銀座街づくり会議）

てしまうので、銀座地区独自に中央区付置義務駐車施設整備要
綱としてルールが作られた。
敷地規模 500 ㎡以上の建築物は、都条例に規定する付置義務
台数の 1.2 倍の台数を確保（集約駐車場）し、敷地規模 500 ㎡

報告

未満の建築物では、付置義務台数を集約駐車場内に確保する（隔

〔個別開発 ・ 大規模開発）

地駐車場）ことができる。隔地駐車場とする場合には、協力金

および

確認申請を伴う工作物

デザイン
協議会
要綱に基づく事前協議

行政手続きにおける、銀座デザイン協議会の位置付け
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を支払う必要がある。その協力金は区が基金として管理し、銀

中央区開発指導要綱におけるデザイン協議会の位置付け（抜粋・要約）
（第 11 条）デザイン協議会の指定
区長はデザイン協議会としての指定を受けようとする者からの申
請を受けたときには、別に定める基準に基づき当該申請の内容を
審査の上、指定の可否を決定するものとする。
（第 12 条）デザイン協議会との協議
開発事業者は、デザイン協議会の対象区域において開発事業等を
行う場合はデザイン協議会と協議を行い、協議内容を記載した報
告書を合意書に添付し、区長に報告するものとする。

駐車場ルールの基本的仕組みのイメージ ( 中央区作成資料）

座の交通環境改善のために使われる。

出典・参考

銀座デザインルール（銀座街づくり会議、銀座デザイン協議会）
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4 先進事例

4 Case Studies

4 - 2 大手町・丸の内・有 楽 町
4-2 Marunouchi, Tokyo

まちづくりガイドライン2008
大手町・丸の内・有楽町地区が今後も東京の活
力を牽引し、日本経済の国際競争力の一層の向上
を図っていくためには、本地区の将来像を社会に
示していくことが必要である。そのため、
「大手町・
丸の内・有楽町地区まちづくりガイドライン」は、
本地区に相応しい経済、社会、環境、文化のバラ
ンスのとれた魅力あるまちづくりを進めることを
目的として、概ね 20 年後の姿を見据えつつ、速
やかな機能更新への対応を図るため、「将来像」
「ルール」「整備手法」等を、指針として示したも
のである。
○進化するガイドライン

総合的なまちづくり活動の推進
地区の持続的発展のため、公的空間の整備や、
個々の開発に対する誘導・調整だけではなく、こ
れに施設の維持管理や広報活動、文化活動等を含
めた総合的なまちづくり活動を推進していくこと
が求められる。
これまでに本地区においては公開空地のオープ
ンカフェとしての活用やボランティアによるまち
のガイドツアーの開催、シャトルバスの運行、通
りを活用した大道芸や打ち水の開催等の活動が行
われている。また「ユビキタス・ミュージアム」
という携帯電話からまちの情報を得たり意見や感
想を投稿でき、まちを行き交う人々の声を拾うこ
とができる仕組みも導入されている。

「ガイドライン」によるまちづくりは、個別の整
備開発を積み重ねながら、計画的かつ段階的に達
成されるものであり、フレキシブルにそれぞれの
時代に対応していくことが必要である。

将来像実現に向けた整備手法
本地区にふさわしいまちの将来像を実現する
ため、街区に整然と建物が建ち並ぶ街並みや壁
面の連続性、公開空地等によるアメニティ空間
の創出等、本地区がこれまで築き上げてきた「ま
ち」の風格や特性を継承しつつ、多様な都市機
能を備えた「街並み形成型」「公開空地ネット
ワーク型」のまちづくりを進める。
また、経済活動を活性化させながら同時に多
様な都市機能の導入を効果的に進めていくた
め、ホテルやホール、国際会議施設等の特徴あ
る交流・賑わい機能等のメリハリある配置の実
現や、東京都心に相応しいダイナミックかつ親
しみやすい景観を展開しながら、用途・容積の
トータルコントロールのもと、複数の街区間等
での容積の移転や用途の入れ替えを行う「容積
移転型」や「用途入れ替え型」の整備手法を適
宜活用する。

将来像実現のための整備手法整備に係わる検討フロー

将来、社会・経済情勢の変化等によりガイドラ
インの更新が必要となった際には、ガイドライン
の基本的理念は堅持しつつ、その内容を適宜見直
し、より望ましい姿へと進化させていく。

まちづくり懇 談 会
「大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり懇談会」
（以下、懇談会）は「大手町・丸の内・有楽町地区」
において、公共と民間の協力・協調（P. P. P.）によっ
て都心に相応しいまちづくりを進めることを目的
に平成 8 年 9 月に設立された。懇談会は、千代田区、
東京都、大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画
推進協議会、東日本旅客鉄道株式会社の 4 者によ
り構成されている。

総合的なまちづくり活動の概念

懇談会は、当地区のまちづくりに関する基本的
な方向について、各者が対等の立場から自由に討
議する場である。
懇談会において、個別の計画や公的空間の整備
及びそれらと周辺との係わり等、まちづくり全般
の状況について、アーバンデザイン的観点や、ネッ
トワーク形成の観点等から、ガイドラインとの整
合を確認する等、ガイドラインの運用を行ってい
く。
懇談会構成員
○千代田区 副区長、まちづくり推進部長
○東京都都市整備局 技監、都市づくり政策部長
○大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会
会長会社（三菱地所）
副会長会社（東京電力、三菱東京ＵＦＪ銀行、
NTT 東日本）
幹事長
○JR 東日本
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総合企画本部ターミナル計画部担当部長

懇談会によるまちづくりの推進

４つの整備手法と再開発等促進区のイメージ
出典：大手町・丸の内・有楽町まちづくりガイドライン 2008（大手町・丸の内・有楽町まちづくり懇談会）
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4 先進 事 例

タウンマネージメント体制

4 Case Studies

○高松丸亀町まちづくり株式会社

4-3 高松丸亀町

開発された商業床を運営する会社であり、振興組

4-3 Marugame, Takamatsu

合と高松市などの出資で設立された。なお現在
（Ⅳ期）では、高松丸亀町まちづくり株式会社は、
高松丸亀街商店街民間都市再生事業に関する建設、
管理処分の事業を行うことを目的としている。

高 松 丸 亀 町商 店 街
タウンマネージメント・プログラム

○タウンマネージメント委員会
大きな権限を発揮するまちづくり会社の活動を第
三者として律する組織が必要なことなどから、自

○３つのプログラム
基本的な目標と方針を示した上で、大別して３つのプ

治体、学識経験者、市民、振興組合等によって構

まちづくりの目標と方針

成される。

ログラムを検討している。この３つのプログラムとは
デザインコード、事業プログラム、MD 戦略である。
また高松市丸亀町商店街全体に地区計画を定め、地
区計画の方針として街区毎の特色を活かすための考え
方をまとめ、都市づくり全体をタウンマネージメント

デザインコード

事業プログラム

MD 戦略

a. 地区計画

a. 合意形成

a. ゾーニング

b. 全体と街区の調整

b. 高松スタイル構築と普及

c. 事業スキーム

c. モノづくりシステム

d. 資金調達システム

d. アートプロジェクト

e. 費用対効果

e. 市民参加

として、実践していくための組織体制を整えている。

・ 地区の整備開発及び

すでに設立されている第三セクターであるまちづく

保全の方針

り会社を中心にタウンマネージメント委員会、コミュ
ニティ投資会社などからなる仕組みを構築することと

・ 地区整備計画
b. デザインコード
・ コンセプト

している。

・ 協定 （運営体制）

Ⅳ期の体制

タウンマネージメントの全体構成

※

BID的機能を実現するまちづくり会社
権利者にとって従前の条件を下回らない配当を確保

高 松 丸 亀 町デザインコード

し、専門家を雇い、街路の清掃管理、飾り付け、プ

高松丸亀町商店街の中核施設となる A 街区と G 街区を

テナントの誘致が可能となるスキームを目指す。

ロモーション、イベント等の実施、経営的な有力に

連携する B 〜 F 街区では、街区全体を一度に建替える

高松丸亀町まちづくり会社は、タウンマネージメ

のではなく、建て替えが必要・可能な建物から、３〜

ント・プログラムの実行によって、BID 的機能を実

４棟を 1 棟にまとめ、一部の建物は保全・改修しなが

A

ら「小規模連鎖型開発」を進める方針としている。

現することが可能と考えられる。

その際、建築の計画とデザインに一定の原則（デザ

B

インコード）を定め、更新後の建物が建替えない建物
と調和した１棟の建物では実現できない価値を実現す
るよう誘導する。

C

※BID＝Business Improvement Distrit
（ビジネス振興地区）
意思決定の仕組みと財源を持つ、
自立・自律した街づくりの仕組み

基本的な目標とルールは「地区計画」に定めるが、
それでは及ばない部分について、建築の計画やデザイ

D

ンに関するより具体的にかかわる「高松丸亀町商店街
まちづくり規範（パタン集）」を定めている。
パタン集は法律上の文書ではなく、住民の合意に基

E

づいて定め、住民が自ら運用していくルールである。

F
つまりデザインコードは、「まちづくりの目標」「地
区計画」「まちづくり規範」の３つで構成されていると

G

いえる。
まちづくり株式会社の運営体制
A 〜 G 街区

59

出典：高松丸亀町商店街タウンマネージメント・プログラム 2008-2010 版（高松丸亀町商店街振興組合）
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4 先進 事 例

4 Case Studies

4 -4 福岡市天神
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4-4 Tenjin Fukuoka

福 岡 天 神の街づくり
近年の福岡都心部では、これまでの基盤ストックを
活かしながら、官民共働した取組みにより、地下通路
整備や、ビルの更新を契機に、地区計画等のインセン
ティブ制度を活用した歩行者空間確保など、質の高い
商業空間や賑わい空間、歩行者空間充実に向けたまち
づくが進展している。

In Tenjin, underground paths,
pedestrian-friendly sidewalks, bicycle
parkings and attractive public space
have been developed by public private
partnership.
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VIORO
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天神二丁目の街づくり
特に，天神二丁目地区では，1994 年に発足した
「天神二丁目整備研究会」などの地域との取組みにより，

ᓙว䉒䈞䈱ᐢ႐
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地上部及び地下部の連携により，来街者が回遊しや
すい，魅力ある歩行者空間や賑わいと楽しさに満ちた
都市空間の形成が進んでいる。
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天神二丁目地区のまちづくり（福岡市提供）
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・主な活動：民間開発動向を踏まえた都心開発のあり方をテーマに共同研究
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○地下街や隣接の商業施設と連絡し回遊性を向上
○1997 年工事着工、2000 年供用開始
○延長 約 160ｍ
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・第２次活動(1999年)：ＮＨＫ跡地(現岩田屋新館)周辺街区の開発のあり方研究
＝ＮＨＫ跡地の開発＝
○2000.5 地場企業中心に「福岡新都心開発㈱」設立
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○跡地開発の入札コンペ落札
○2001.11 再開発地区計画決定
○2002 春 工事着工、2004.3 岩田屋新館竣工・開業
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㧔⸘↹ߩ㧞ภᣉ⸳ᣉ⸳ო㕙ᓟㅌ㧕

ᐢ႐ᱠⴕ⠪ኾ↪〝ߥߤ

・第３次活動(2004年)：ZARA 跡地(現 VIORO)周辺街区の開発のあり方研究
○2005.4 再開発地区計画決定、2005.5 工事着工、2006.9 竣工・開業

㧔ᣉ⸳㧕

・第４次活動(2005年,2008年 )：旧岩田屋本館周辺街区の将来のまちづくりの方向性研究
近年の天神地区のまちづくり（福岡市提供）

61

：西鉄、新天町商店街、ＮＴＴ都市開発、岩田屋、福岡新都心開発、サザン通り会、福岡市 等

＝きらめき通り地下通路の整備＝
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成

○事業主体：西鉄、岩田屋、ＮＴＴ都市開発
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・構

・第１次活動(1994年)：回遊性促進のため地域連携の「トリプル(地上・地下・空中)回廊構想」を研究

䂹ᄤ৻ৼ⋡╙䋳
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《天神二丁目整備研究会(1994 年設立
)》

○2008 年度 地区計画決定予定、2010 春改修によりパルコ開業予定
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2008 年６月 13 日

設立理事会・総会

2008 年７月７日

第１回プロジェクトチーム会議
○体制の確認、進め方の確認、合宿について

2008 年７月 16 日

第 2 回理事会

2008 年７月 22 日〜24日 第２回プロジェクトチーム会議
○視察ワークショップ（大丸有再開発計画推進協議会、秋葉原クロスフィールド）

5 検 討経 緯

2008 年 8 月 6 日

第３回プロジェクトチーム会議
○各会員の職場環境を知る
○明治通り地区を語る（歩行者の視点、働き手の視点、建築の視点）

2008 年 9 月 2 日

第 4 回プロジェクトチーム会議
○メンバーからのコンセプト（案）の発表
○アドバイザーラウンドテーブル、メンバーとアドバイザーの意見交換

2008 年 9 月 17 日

第 5 回プロジェクトチーム会議
○アドバイザーからの助言を受けたコンセプト案の修正
○11 月フォーラムに向けての今後の PT 会議の進め方、役割分担について

2008 年 9 月 18 日

第３回理事会

2008 年 10 月 17 日

第６回プロジェクトチーム会議
○各メンバーの作業内容発表（歴史、テナント調査、インフラ、業務生活支援、まちづくりの仕組み）
○ビジョンの空間化

2008 年 10 月 22 日

委員代行説明会

2008 年 11 月 13 日

第４回理事会

2008 年 11 月 13 日

第２回総会

5 Our Process

5-1 プロジェクトチーム会 議
5-1 Project Team Meetings

プロジェクトチーム会 議
これからの街づくりは、公共空間の整備などだ
けではなく、投資や人材を惹き付け、企業の成長
を後押しし、長期的な業績向上を目指す取り組み
も重要である。
つまり、街に対して単純に帰属意識を高めるだ
けではなく、企業と街が連動しながら共に成長し
あえるような関係づくりを行なわなくてはならな
い。
これらを実現するには、地権者自らが、多様性
や価値観を共有・評価し、自分たちが何をしたいか、
どうなりたいかを検討し、街づくりや企業活動に
反映していく必要がある。
これらを踏まえて、グランドデザインを作成す
るために、会員の事業担当者によるプロジェクト
チームを編成した。

The Grand Design Project Team,
which consists of all MDC members,
has hold many workshops and
meetings to develop this Grand Design.
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2008 年 11 月 21 日 「街の価値を高める街づくり」フォーラム
2008 年 12 月 18 日 （新生）第 1 回プロジェクトチーム会議
○会員顔合わせ
○グランドデザインの位置付けについて
○今後の進め方の確認
2009 年 1 月 14 日

第 2 回プロジェクトチーム会議
○事例を基に新しい仕組みを考える
○景観を切り口に一緒に取り組むことの意義を考える
○天神における官民共同のまちづくりの良い事例をベースに考える
○グランドデザインのビジョンを再考する

2009 年 1 月 28 日

第 3 回プロジェクトチーム会議
○福岡都心・天神の魅力を考える
○福岡都心部の交通計画について知る
○グランドデザインを再考する

2009 年 2 月 12 日

第 4 回プロジェクトチーム会議
○街に導入すべき機能について
○アーバンデザイン指針について

2009 年 2 月 26 日

第 5 回プロジェクトチーム会議
○グランドデザイン策定手順の確認
○組織内承認に必要な内容の確認

2009 年 3 月 18 日

第 5 回理事会

2009 年 3 月 18 日

第 3 回総会
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5 検討経緯

5 Our Process

5 -2「街の価値を高める街づくり」フォーラム（ 2008年 11月）
5-2 Development Forum

(Nov. 2008)

1. ミッシェル・スダルスキス （国際都市開発協会（INTA）事務局長）
大切なことは、適正スケールを考慮したプロジェクト、開かれたガバナンス、新しいイノベーショ
ンやサービスがあり、加えて重要な事として市民参加がある。優れたビジョンは対話による最大
限の情報を基につくられるべきだ。福岡には優れた都市の構造、創造力など、必要なセットはあ

街の価 値を高める共働のまちづくり

るので、明るい未来が開けている可能性が高い都市であると考えている。

2008 年６月 13 日に天神明治通り街づくり協議
会を発足し、約５ヶ月間、今後の活動の方向性に
ついて検討を進めてきた。

2. モンテ・カセム （協議会アドバイザー・立命館アジア太平洋大学学長）

エリア内の地権者を対象に、検討内容を披露し、
国際機関や学識者等も含めた意見交換を行った。

福岡は東京、ロンドン、ニューヨークと競争すべきではない。その代わりに実体経済の創造型の

All property owners in the Meiji-dori
district were invited to the
Development Forum in November 2008
to discuss interim draft of the Grand
Design.

経済に特化したほうがいい。新しい考え方、セカンドシティとして街の付加価値を上げて利益を
生み出せる福岡独自の方法を考え、アトラクティブで、クリエイティブでダイナミックな福岡に
なればいい。

3. 蓑原
■日時：2008 年 11 月 21 日（金）13：30 〜 17：00
■場所：アクロス福岡１階 円形ホール（福岡市中央区天神 1-1-1）
□主催：天神明治通り街づくり協議会
□参加：地権者 約 100 名

敬 （協議会サポーター・国際都市開発協会（INTA）副総裁）

今日の話はワールドクラスの話である。東京を見ても意味がない。福岡という立場で、福岡のス
ケール、福岡の美しさ、福岡の人の付き合い方、その中でやっぱり世界を見るという形で議論を
していくと、福岡という世界都市をつくるということになる。今日の結果を踏まえて次のステッ
プに進むことを期待している。

プログラム
13：30 ・開会挨拶：協議会会長 倉富純男 西日本鉄道㈱ 取締役執行役員
・来賓挨拶「国際都市開発協会（INTA）の紹介」：INTA 副総裁 蓑原敬
・基調講演「世界の都心再生の潮流」：INTA 事務局長 ミッシェル・スダルスキス
14：15 ・導入報告「私達が考える天神明治通りの街づくり」：協議会事務局
・入会のご案内：協議会事務局
15：00 ・ラウンドテーブル
第１セッション「天神明治通り地区の将来像」
第２セッション「街づくりの戦略と課題」
・閉会挨拶
17：00
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終了

4. 土生 哲雄

6. 松本 法雄

・協議会会員
・野村不動産㈱法人カンパニーペアシステム事業部長

・協議会特別会員
・福岡市住宅都市局長

5. 高崎 繁行

7. 後藤 太一

・協議会会員
・西日本鉄道㈱取締役執行役員

・協議会事務局 統括マネージャー
・福岡アーバンラボラトリー代表
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IINTA パネル（福岡チーム）メンバー

5 検討経緯

5 Our Process

5 -3 福岡都市フォーラム（2009年 4月）

5-3 FUKUOKA URBAN FORUM (Apr. 2009)

1. アンリ・シャベーア（リヨン、フランス）

6. クリスチャン・ヨンセン（コペンハーゲン、

2. ジャニス・ドリッペ（リーガ、ラトビア）

7. クリストフ・ラモントール（パリ、フランス）

3. ディディエ・デュリモン（パリ、フランス）

8. チャールズ・リン（台北、台湾）国立台湾

コンサルタント、元・リヨン市副市長、
元・欧州議会及びフランス国会議員

リーガ市主席建築家、外務省特認大使、
元・文化大臣

I NT Aが 世 界の目で福 岡を診る
福岡は果たして真に国際都市たり得ているのか。
「可能性の都市」としての福岡を世界的な都市地域
ネットワークに「実存する都市」に変革するため
の都心再生、という試みの一環として、天神明治
通り街づくり協議会のグランドデザインを題材に、
国際的な街づくり実務者機関「INTA（国際都市開
発協会）」を招聘し、開かれた市民フォーラムとし
て開催した。

目的
1）「INTA」パネリストとともに、都市の新しい
あり方「グランドデザイン」を検証する。
2）市民とともに、都市デザインや都市間連携の
海外事例との比較を通じて都市の「グランドデ
ザイン」の意義を考える。
3）都市開発の主要関係者とともに、世界地図上
に載るだけの高い潜在力を福岡が備えているか
を検証する。
4）「創造経済都市」の都市開発戦略に関するアイ
デアを専門家同士で共有し、社会に発信する。
5）公・民セクターの地域リーダーとともに、都
心再生及び地域経済開発を考える。

公 開 フ ォ ーラ ム
■日時：2009 年 4 月 9 日（木） 9：30 〜 18：00
■場所：アクロス福岡地下 2 階大ホール（福岡市中央区天神 1-1-1）
□参加：492 人
プログラム
09:30 開会あいさつ
（福岡市長、天神明治通り街づくり協議会会長、INTA 総裁）

09:45

基調講演 「新しい国際社会における都市の再生」
（モンテ・カセム立命館アジア太平洋大学学長）

10:30

ケーススタディ「天神明治通りグランドデザイン」
（天神明治通り街づくり協議会）

11:00

14:00
15:00
18:00
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海外事例報告（INTA）
・コペンハーゲン・デンマーク（クリスチャン・ヨンセン）
・高雄、台北 ・台湾（チャールズ・リン）
・シェフィールド・英国（ガハーガン）
・リガ・ラトビア（ヤニス・ドリッペ）
・リヨン・フランス（アンリ・シャベーア）
INTA 提言（INTA）
ラウンドテーブル（専門家ワークショップ参加者）
（モデレーター：蓑原氏）

終演

建築家・都市プランナー、
パリセーヌ建築学校教授、
ベイルート大学教授

4. マイケル・ガハーガン（シェフィールド、
英国）都市プランナー、
元・英国環境運輸地域省

IN TA

International Urban Development Association
都市問題の専門家によって構成される、世界の
三 大 機 関 の ひ と つ。米 国 拠 点 のＵＬＩ（Urban
Land Institute）、欧 州 拠 点 で 行 政 主 体 のＩＦＨＰ
（the International Federation for Housing and
Planning）に比べ、欧州拠点で民間を含めた多彩
なメンバーが活発に活動している。ＩＮＴＡの「提
案サービス」は、世界各地から集まった 10 名程度
の専門家チームが、現地にて集中ワークショップ
を行い、提案を行うもの。2007 年は世界中で 5
回開催されいる。日本での開催は 2004 年の新潟
に次いで、今回の福岡が 2 回目。
設立年：1974 年
所在地：本部パリ。事務局ハーグ（オランダ）
会 員：60 カ国、約 2,000 人（ネットワーク
12,000 人）
U R L：http//www.inta-aivn.org/

5. マーク・グロードマンス（ティルブルフ、
オランダ）欧州都市デザイン研究所所長、
建築家

デンマーク）デンマーク首都圏地域開発責任者、
元・コペンハーゲン・マルメ国境連携責任者

パリ市交通公団不動産プロジェクトマネー
ジャー

大学准教授、元・内務省計画建設局長

9. ブディアルサ・サストラウィナタ（ジャ
カルタ、インドネシア）INTA 総裁、
不動産開発会社社長、インドネシア国会議員

10. ミシェル・スダルスキス（ハーグ、オランダ）
INTA 事務局長、国際協力コーディネーター

福岡パネル（日本側の専門家）メンバー
（天神明治通り街づくり協議会アドバイザー等）

1. 蓑原 敬

INTA 副総裁、都市プランナー

2. 中村 耕二

福岡市森と緑のまちづくり協会理事長

3. 田村 馨

福岡大学商学部教授

5. 坂口 光一

九州大学大学院統合新領域学府ユーザー感性学
専攻教授

6. 佐々木 宏幸

アーバンデザイナー、FTS Urban Design 代表

7. 星野 高明

日本政策投資銀行九州支店調査役

4. 出口 敦

九州大学大学院人間環境学研究院都市・建築
学部門教授

主催：福岡都市フォーラム実行委員会
（天神明治通り街づくり協議会、We Love 天神協議会、
博多まちづくり推進協議会、福岡市、INTA）

共催：九州大学、九州産業大学、福岡大学、立命館アジア太平洋大学
後援：国土交通省九州地方整備局、経済産業省九州経済産業局、
国連ハビタット福岡本部、都市環境デザイン会議、
特定非営利活動法人日本都市計画家協会、福岡県
協賛：福岡リート投資法人、株式会社日本政策投資銀行

INT Aパネルの専門家ワークショップ
■市内視察（4 月 5 日）
福岡市によるオリエンテーションののち、市内を視察。シーサイ
ドももちほかウォーターフロント、博多地区、渡辺通り地区、天
神地区をバス・徒歩で視察した。視察後、市の施策をプレゼンテー
ションした。
■リーダーズインタビュー（4 月 6 日〜 7 日）
INTA によるインタビューが行われた。対象は地域のさまざまなセ
クターのリーダーの方。右記 10 名の方が福岡を語った。INTA の
意向により非記録、非公開とした。

リーダーズインタビューに応じて下さった方々
榎本一彦（福岡地所会長）
小笠原朗（日本政策投資銀行九州支店長）
速水俊夫（岩田屋社長）
野田順康（国連ハビタット福岡事務所長）
谷川 徹（九州大学国際産学官連携センター長）
橋田紘一（九電工社長）
唐池恒二（JR 九州専務）
長尾亜夫（西日本鉄道会長）
吉田 宏（福岡市長）
四島 司（福岡文化財団理事長）
敬称略

■地域活動団体交流会（4 月 6 日）
市民の声も提言に反映させたいという目論見から、天神や博多を
活動のフィールドとしている地域活動団体との交流会も行われた。
■専門家ワークショップ（4 月 7 日〜 8 日）
会場の中心には天神明治通り地区の大きな模型、たくさん広げら
れた地図、図解のためのホワイトボード。日本の専門家も合流し、
INTA パネルによる福岡市の都市開発、経済開発への提言を作成す
るワークショップが行われた。
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I NT A提 言とラウンドテーブル

ラウンドテーブル

4 月 5 〜 8 日の INTA 活動の成果は、世界とい
う視野の中での福岡・天神のあり方、「街」という
存在の捉え方として、示唆に富む 74 枚のプレゼ
ンテーションスライドにまとめられた。

福岡市の戦略への取り込み、街づくり推進の仕
組みの構築といった、天神明治通り街づくり協議
会がこれから対応していくべき課題を再認識する
場となった。また、福博連携による都心のまちづ
くりの協議の場づくりや都市間連携など広域課題
への窓口づくりなど、地域の枠を超えた福岡市・
都心の将来目指すべきものも明らかになった。

この提言を受けて、INTA パネル、モンテ・カ
セム氏、国内専門家、福岡都市フォーラム実行委員、
参加者らが意見交換する場として、ラウンドテー
ブルが開催された。ラウンドテーブルでは、参加
者からなどの 40 問以上の質問が寄せられ、INTA
パネルと市民との濃密な対話が 2 時間半にわたっ
て行われた。

福岡都市フォーラムは、新しい福岡、世界の中
の福岡、新しい天神、福岡を牽引する天神としての、
“ 創造のはじまり ” を告げ、閉幕した。
INTA が提案したシンボルのイメージ

I NT A提 言
1. 天神明治通り街づくり協議会のグランド
デザインを以下の点において肯定的に
評価する。
□高品質な公共空間と私的空間の融合
□一貫性のあるマスタープランの中での多様性
□官民のパートナーシップ
□環境と持続可能性に関する要素
□市全体のインキュベーターとしての地区

２. 福岡への提言
(1) 福岡の「弱み」を以下のように規定するべきである。
□空間的特徴・シンボル・場所のブランディングの
欠如
□海辺や近隣地区との接続性の欠如
□ウォーターフロント開発の欠如
□機能集約の欠如
□観光における多様性の欠如
□外国人とのコミュニケーションの欠如
□都心におけるバラバラの不動産開発
(2) 福岡が取るべき方策を提案する。
□広域視野での「創造経済」の具現化
□低層建築物がほとんどであること、福岡のヒュー
マンスケールの強調
□創造性とイノベーションを促進する、さらなる官
民連携
□港、大学など、分断された多極性の統合
（世界的潮流としてのトラム）
□大名、今泉地区など特徴ある近隣地区の独自性を
さらに特化し、天神対博多など地区間の健全な競
争を促進すること

INTA が提案した都市の 2 軸の交点としての場

3. 天神（明治通り周辺）への提言
(1) 天神の「弱み｣を以下のように規定するべきである。
□アイデンティティーの欠如
□シンボルの欠如
□都市機能の多様性の欠如
□交通渋滞
□公共空間のアメニティー（快適さ）の維持管理の欠如
□オフィス空室率の上昇
□時代遅れのオフィスビル
(2) 天神が取るべき方策を提案する。
□明治通りと渡辺通りの交差する、福岡都心部の最も戦略
的な地点に「シンボル」を形成する。
□福岡の財産である地下街と、地上を空間的に接続して、
強力なパブリックスペースを提供する。
□実験都市としてブランディングする。有能で生産的な人々
をクラスター化し、空間の生産性を高め、実験都市として、
「３D アーバニズム（3 次元街づくり）」を実現させる。
□創造産業のための最先端オフィス、旗艦店舗など実験的
な小売スペース、ショールーム、デザインホテル、ラグジュ
アリーな健康施設、専門レストラン、図書館などの設置
を目論む。
□エネルギー性能の高い建築など、最先端技術による持続
可能な調査・開発を。
□日本、韓国、中国の現代建築の窓口に。
□開発、建設プロセスの構成要素としての芸術を。公共空
間を現代芸術の展示スペースとする、ストリート演劇・
音楽を許容し支援する、空きビルを利用した創造的な新
規事業・小規模アートセンターを設置する、釜山や中国
の沿海都市との「アーティスト・イン・レジデンス（滞
在型芸術家）」の交流事業を行うなど、文化の取り込み。
□世界発信できる規模のショッピングフェスティバルや、
対話型、教育、楽しみを組み合わせた施設の企画

４．グランドデザインの実現に向けて
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INTA が提案したトラム路線図

□福岡市がグランドデザインの指針を市の戦略に取り込む。
□各事業者を越えてより大きな単位で資産を扱える、街づ
くり会社を創設し、資産買収、資産管理（プロパティ・
マネジメント）が行えるようにする。
□土地交換を行い、機能更新を加速させる。

福岡都市フォーラムでのその他取り組み
最終日の公開フォーラムに先立って、4 月 7、8 日の 2 日間にわたり、市
民向けのプログラムとして公開講座・都心ツアーを実施した。
また、あわせてビジネスパーソン向けの研修も実施した。

INTA が提案した 3 次元街づくり断面イメージ

○公開講座（4 月 7、8 日両日とも午前）
1）経済基盤としての都心〜建物の建替の歴史からひもを解く〜
（参加者 42 人）
・天神の歴史を、経済基盤として、また「建物」の移り変わり史とし
て鎌倉時代から平成までをふりかえった。
2）更新期を迎えた福岡都心のまちづくり、福岡市の経済政策
（参加者 45 人）
・福岡市の経済発展の歴史と都市の現状についての講義、及び今後の
成長へ向けた現在の具体的な施策についての講義が行われた。
3）九州大学人間環境学府・都市環境デザインの学生による都市デザイン
研究発表（参加者 28 人）
・学生たちが、天神明治通りを題材に、都市デザイン研究の成果をプ
レゼンテーションした。
4）エリアマネジメントによる価値創造（参加者 44 人）
・「We Love 天神協議会」「博多まちづくり推進協議会」の取り組みを
事例として、「エリアマネジメント」の概念をひも解く講義が行わ
れた。

○公開ツアー（4 月 7、8 日両日とも午後）
1）天神地区の開発史とオフィスをめぐるツアー
（参加者 7 日 11 人、8 日 16 人）
2）新・博多駅ビル工事現場見学会
（参加者 7 日 15 人、8 日 16 人）

○ビジネス研修（4 月 8 日）（参加者：16 人）
中長期的な課題解決を目指して対話を行う創造的な協業の場「フュー
チャーセンター」についてヨーロッパでの事例を学習し、また実際にワー
クショップを体験した。
※企画監修：富士ゼロックス
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