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福岡県大牟田市中心市街地における駐車場の実態把握 

 －その１：西部地区を対象とした基礎調査結果の報告－ 

A study on the problem of parking spaces at the central district in Omuta 
 - Part1: A report on the condition of parking spaces at the western district- 
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In local cities, the increase of parking spaces at the central district became a subject of discussion. The purpose of this 
study is to consider the problem through a case study. 
This paper reports a case of Omuta City located in Fukuoka.  
As a result, the followings are showed. Parking spaces, which are mainly composed of small and medium size lots, 
distributed widely throughout the area. There are a large number of long-used lots as a parking space here and there, 
too. 
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１．研究の目的 

本研究は，地方都市における中心商業地の駐車場問題を考える

調査研究の一端として，福岡県大牟田市中心市街地に広がる駐車

場の実態を様々な面から明らかにしていこうとするものである。 

本研究の立場は，対象地である大牟田市・中心市街地にある駐

車場の存在を否定するものではない。しかし，活力低下や安全性

などの問題から，無秩序な駐車場化の動きに歯止めをかけるとと

もに，駐車場となっている空間についても，エリアの視点から改

善策を講じていくことが必要である，と考えている。 

第一報となる本報では，大牟田市が「中心市街地」として定め

る区域の一部について，2015年 7月に実施した基礎調査結果の
報告を行う（１）。調査項目は，駐車場（2）の立地と規模，出入口の

位置，ならびに当該土地が駐車場として使われている期間（以下，

駐車場としての期間）である。 
 

２．調査の対象と方法 
2-1．調査対象地について	 

(1)大牟田市について	 

福岡県南端に位置する大牟田市は，石炭産業とともに発展した

ところであり，1950年代半ばから1960年代半ばにかけては，20

万人超の人口を有した経験も有する。しかし，その後の人口は，

エネルギー革命の影響も受けたことで，減少の一途をたどり，

2015年 10月現在は，ピーク時の 2/3を下回る 119,678人となっ

ている。また，同市は，高齢化率が高いことでも知られるが，そ

の値は，全国の値（2015年4月現在）より4.5ポイント高い33.8％

（2015年10月現在）である。 

(2)中心市街地について	 

前述の内容にシンクロし，中心市街地も浮き沈みをしている。

特に，1990 年代からは，郊外で相次いだ大型店出店の荒波に押

され，中心市街地の空洞化は急速に進むことになった（図１）。

しかし，公共公益施設の郊外化はさほど進まず，市役所をはじめ

とする各種公共公益施設は，今も中心市街地およびその周辺に現

存している。また，JR鹿児島本線の東側には，近年，10階建て

以上のマンションが多数建設された。 
(3)調査対象地区の設定	 

本報における調査対象地区は，図２のとおり，大牟田市が「中

心市街地（約100ha）」として定める区域のうち，JR鹿児島本線

の西側に位置する区域（西部地区／約 41ha／商業地域：建ぺい

率80％，容積率400％）とした。 
北部にある「新栄町エリア」は，1970 年の新栄町駅（西鉄大

牟田線）開業にあわせ，紡績工場跡地につくられた複数の大型店

と商店街からなる商業集積地であった。しかし，1990 年代半ば
以降は，大型店の撤退が続くこととなり，「新たな商業核」とい

われた姿は影を潜めることとなった。 
中央にある「銀座エリア」は，戦前（1937 年）に百貨店が開

業したことをきっかけとして形成された，長い歴史を持つ商業集

積地である。最盛期は，前出の老舗百貨店を核として，５つの商

店街が大いに賑わったが，現在では，その姿を感じ取ることはで

きない。市民に親しまれた老舗百貨店も，近傍に出店した大型店

（JR鹿児島本線東側の工場跡地に2001年出店）との競争に勝て
ず2004年に閉店，2009年には建物も解体された（写真１）。 

南部にある「駅西エリア」は，大牟田駅（JR 鹿児島本線と西
鉄大牟田線）西口前に広がる区域である。東口と比較すると，東

口の方が表としての様相は強い。 

なお，銀座エリア内とその西側には，夜間に営業する飲食店が

数多く立地している。 
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2-2．調査の方法 

駐車場の位置・状況は，ゼンリンの 2013年版住宅地図をもと
に，実地調査を行った。駐車場の出入口位置は，インターネット

で公開されている航空写真と実地調査で確認した。駐車場として

の期間は，ゼンリンの1985年版，1995年版，2005年版住宅地図，
ならびに実地調査結果で確認した。また，駐車場の規模について

は，GISソフト（3）で面積測定をした。 

 
３．	 調査結果	 

3-1．駐車場の分布 
駐車場の数は 220件だった。駐車場面積の合計は約 7.1haで，

駐車場率はグロスであるが，17％と高い。つまり，地区全域（道

路や河川なども含む）の1/6が駐車場ということになる。 
事業形態別に見ると（図３），月極駐車場（以下，月極）が最

多の143件（65％）で，全体的に分布する。これら143件の面積

合計を算出すると約4.3haで，この値は地区全域の13％にあたる。
専用駐車場（以下，専用）は51件（23％）で，時間貸し駐車場

（以下，時間貸し）は，26 件（12％）と少ない。時間貸しの分
布を見ると，鉄道駅がある新栄町エリアと駅西エリアに多く，後

者のものの方が規模は小さい。 

3-2．駐車場の規模 
駐車場規模別形態別件数の分布状況（図４）より，200㎡未満

の駐車場が多く，106件（舗装75件，非舗装31件）で全体の41％

を占める。駐車場規模別形態別面積の分布状況（図５）より，こ

れらの面積を合計すると，約 1.1haとなった。500㎡まで範囲を

広げると，駐車場の数は193件となる。これより，対象地区の駐
車場は，中小規模のものがそのほとんどであることがわかる。 

なお，時間貸しに注目して数を数えると，500㎡未満のものと

500㎡以上のものは，半々であった。 
3-3．駐車場出入り口の位置 

図６より，各駐車場の出入口位置を見ると，一本の道路に出入

り口が集中することが多い。こうしたケースは，街区の内部で幅

員が広くない道路に多く見られ，場所としては，新栄町エリアと

駅西エリアに多い。 

3-4．駐車場としての期間 
1985年から10年ピッチで駐車場の数を数えると， 60件，107

件，153件，220件と，ほぼ一定の割合で増加する。 
では，2015年現在で確認できる駐車場は，どのくらいの期間，

駐車場として使われているのか。住宅地図の照合を行った結果， 

20年間以上駐車場であるものは106件（30年間以上はそのうち
51件）であった（図３）。 

 

４．おわりに	 

今回，大牟田市の中心市街地（西側）にある駐車場について調

査を実施したところ，小中規模の駐車場がそのほとんどを占める

形で，駐車場が調査対象地区の約１/６を覆う結果になっている

こと，その大半が月極駐車場であることが明らかになった。さら

には，これらの土地の多くは，長い間，駐車場として使われてい

るものであることも確認できた。一旦駐車場になると，用途変更

が起こりにくい，という状況が，ここにうかがえる。 

今後は，これら駐車場について，利用状況や地権者の土地活用

意向を調査する一方，今回の成果共有をし。地域とともに駐車場

の有効活用策について考えていきたい。 
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図１	 大牟田市の動き（中心市街地を中心に）	 

図２	 調査対象地区の位置	 

写真１	 老舗百貨店跡地（銀座エリア）	 
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補注 
(1) 本報は，参考文献1）の一部をまとめ直したものである。 

(2) 平面駐車場が対象。住宅などの敷地に附属するものは除く。 
(3) 電子住宅地図デジタウン大牟田市201311（ゼンリン発行） 
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図３	 駐車場の分泌状児湯	 図６	 駐車場出入口の位置	 
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図４	 駐車場規模別形態別件数	 

図５	 駐車場規模別形態別面積	 
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