
■新宮町東部地域におけるまちづくりの取組について

新宮町政策経営課 松﨑 義宏 

１．はじめに 

（１）新宮町の概要 

新宮町は、福岡市の北東部に隣接し、人口は、昭和

２９年の町制施行以降、増加を続け、平成２７年に３

万人を突破した。大都市圏へ人口が集中し、全国的に

人口減少が進む中で、本町においては今後も人口増加

が見込まれている。特に平成１４年以降、町中西部で

は、大規模な宅地開発や分譲マンションの建設を受け、

子育て世代や結婚を契機とした若年層の転入が増加し

ている。

一方で、町の東部地域や離島の相島では、少子高齢

化、人口や農漁業従事者の減少が進展している。さら

に、町中西部でも、早くに宅地開発がなされた地域で

は、今後急速に少子高齢化が進み、町の活力に影響を

及ぼすことが予想される。

このように、新宮町は全国でも数少ない人口増加傾

向にあるものの、一部には高齢化の進行や人口減少と

いった他の自治体と同様の課題を持つ地域が存在する。 

（２）東部地域の成り立ち 

①市街地の形成 

東部地域は、国道３号を境として、東側に立花山を

中心に農村集落で形成され、特にミカン栽培を中心に

農業が盛んに行われてきた。 

昭和４５年の国道３号の開通により、沿道を中心に

商業地や住宅地が増え、一方、県道筑紫野古賀線沿道

には工場や業務施設が立地した。 

平成に入り、国道３号沿道には、大型商業施設や飲

食店が急激に立地し、的野・寺浦地区では工業団地の

開発が行われた。さらに平成５年には花立花住宅団地

が開発され、今までの農村風景を残しながら２つの沿

道周辺を中心に市街地が形成された。 

②自然景観 

本町のシンボルである立花山をはじめ、森林、丘陵

地、水田、ため池など、本町の自然環境の多くが東部

地域に見られる。特に立花山は、色々な角度からその

姿が楽しめ、山頂からの眺望は絶景であり、多くの登

山客が訪れている。また、地区東端の的野・寺浦地区

には、広葉樹林、人工林が混在した森林が広がってい

る。

地域中央の立花口集落東側には、水のきれいな河川

が流れ、川沿いには農地が広がっており、山間の美し

い田園景観（写真１）が見られる。

写真１ 山間の田園風景 

また、立花口集落は、登山道を中心に斜面地に石垣

や伝統的家屋が続く、独特の街並み景観（写真２）を

見せており、歴史的な趣きを感じさせる。 
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写真２ 歴史的な街並み 

２．これまでの取り組み  

（１）新宮町都市計画マスタープランの位置づけ 

このように、東部地域は、幹線道路を中心に市街地

を形成しつつも、立花山を中心に美しい田園景観や伝

統的な街並み景観を有している。しかしながら、集落

内の少子高齢化及び人口減少の進行に伴う、農業後継

者不足や高齢者世帯の増加により、農地の荒廃化や伝

統的家屋の維持・保全が課題となっている。

平成２３年４月に策定した新宮町都市計画マスター

プランでは、これらの課題解決に向け、「歴史的風土と

里山の自然を生かした 緑のまちづくり」をテーマに、

「伝統的な街並みの保全」や「定住化の推進」、「自然

環境や田園景観の保全」、「地域の交流拠点の形成」な

どをまちづくりの基本方針（図１）として示した。

図１ まちづくりの基本方針図 

（２）地域別まちづくり構想の策定 

新宮町都市計画マスタープランの策定を受け、平成

２３年度には町都市整備課職員や地元在住職員で構成

する「東部地域都市基盤整備推進プロジェクトチーム」

を立ち上げ、東部地域の４つの行政区において、プロ

ジェクト委員と地域住民で構成する「まちづくり検討

会議」を開始した。

この会議は、地域住民と協働によりワークショップ

形式で話し合いを重ね、各地域の土地利用の構想や構

想実現に向けた行政と地域の役割などをまとめた「ま

ちづくり構想」（図２）を平成２７年度までに全４つの

行政区で策定した。

図２ 地域別まちづくり構想(立花口区) 

（３）まちづくり構想の実現に向けた取組 

平成２７年３月に策定した「新宮町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」では、まちづくり構想の実現など

東部地域の振興策の推進を重点事項と位置づけた。平

成２８年度からは庁舎内に関係各課の課長補佐・係長

級職員で構成する「地域振興プロジェクト会議」を立

ち上げ、九州産業大学と新たに連携し、各地域の地域

振興に取り組む自主活動団体を中心とし、住民・大学・

行政が参画するまちづくり検討会議を再開した。

この会議では、「住民が主人公」で「行政は支援役」

となる住民と行政の関係づくりを念頭に置き、地域住

民による活動の推進、地域住民の生活や活動・交流の

拠点づくりをテーマに話し合いを行っている。また、

事業化に向けては、大学教授の助言や学生からの提案

を受けるなど、専門的な知識や若者の視点など様々な

意見を取り入れ、効果的な取組になるよう努めている。 
これまでにも、竹林を活用した竹商品開発の検討や
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竹灯籠まつり（写真３）、里山景観を活かしたフェステ

ィバルなどが実施され、近隣都市部の住民が多数参加

し大変好評である。今後も、取組の継続・拡充を検討

しているところである。

写真３ 竹灯籠まつり

３．今後の展望 

（１）古民家の活用 

地区内には、築１００年を超える古民家が点在して

おり、連携する九州産業大学が家屋調査を実施したと

ころ、その歴史的・景観的な価値が評価されている。

このうちの１軒（写真４）については、登山客など

の来訪者向けの休憩・滞在ができ、また、地域住民や

活動団体の拠点となる交流拠点施設としての整備を検

討している。

今後は実現に向けて、改修費用等の工面や運営体制

の構築が必要である。

写真４ 活用を検討中の古民家 

（２）里山の保全・活用 

一方、地域内の里山（写真５）では竹林化が急速に

進行しており、竹を活用した商品開発やイベントなど

により、一定の効果があったが、根本的な解決には至

ってない。このため、散策路の整備や竹チップを活用

した肥料づくりなど新たな方策を検討している。

写真５ 竹林化が進む里山

５．おわりに 

これまで、まちづくり構想の実現に向け、地域住民

が主体となり様々な活動が開始され、地域振興の取組

が広がりつつある。これらの取組を契機に、地域の課

題解決に向けた取組を継続し発展させるためには、地

域活動の核となる地域運営組織の形成・強化や拠点施

設の整備、活動資金の確保により、自立させていくこ

とが必要である。

今後も九州産業大学と連携して地域での取組を支援

し、自立した組織・活動づくりを推進し、持続可能な

地域社会の形成に繋げていきたい。

（2018年 2月入稿） 

第 5回 日本都市計画学会九州支部幹事会議事録 

日 時：平成 30年 2月 9日（金） 10:00～11:30 

場 所：アクロス福岡 会議室 503 

出席者：坂井猛，橋本信幸，吉武哲信，三島伸雄，有

馬隆文，猪八重拓郎，内田智昭，大井尚司，黒瀬武史，

辰巳浩，趙世晨，堤昌文，鶴崎直樹，日暮光一郎，日

高圭一郎，姫野由香，箕浦永子 以上 17名 

議事内容 

1.前回幹事会議事録の確認（三島） 

・事前メール審議にもとづき，平成 29年 11月 18
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日（土）開催分の平成 29年度第 4回幹事会の議

事録を確認した． 

2.熊本地震災害調査特別委員会（報告書）（黒瀬） 

・報告書が完成した旨の報告があった．

・執筆者に配本するとともに，シンポジウム後援先，

日本都市計画学会本部，関係自治体，関係学会，

熊本大学等，関係各所に送付する． 

3.平成 30年度新規研究分科会の審査結果報告（黒瀬） 

・1件の応募があり審査員による審査の結果「採用」

とする旨の報告があり，承認された． 

4.平成 30年度研究発表（口頭発表）およびポスター

セッション（姫野） 

・募集要項（案）について説明があった．指摘を受

けた数カ所を修正した上で承認となった． 

・審査方法について，PSの審査員は専門ごとにグ

ループを分けることとする．

・研究発表（口頭発表），PSともに積極的な応募を

促してもらいたい旨の依頼があった．

5.平成 30年度九州支部事業計画・予算計画（内田） 

・前回幹事会で提示されたものから一部修正があっ

たため，再報告があった． 

6.支部トピックス（1月掲載分）（趙） 

・支部トピックスの掲載について報告があった．

7.会計報告（内田） 

・1月末までの会計報告があった．

・報告書購入の申し出があった場合，支部の口座に

振り込んでいただいたうえで郵送する．残部があ

る限り対応するものとする． 

8.理事会報告（1月 15日分）（坂井） 

・1月 15日開催の本部理事会について報告があっ

た．

9.その他 

・なし．

第 6回 日本都市計画学会九州支部幹事会議事録 

日 時：平成 30年 3月 10日（土） 15:00～16:30 

場 所：九州大学箱崎キャンパス  

工学部建築学科建築１番教室 

出席者：坂井猛，橋本信幸，吉武哲信，三島伸雄，有

馬隆文，内田智昭，大井尚司，加知範康，黒瀬武史，

堤昌文，鶴崎直樹，日暮光一郎，箕浦永子 以上 13

名 

議事内容 

1.前回幹事会議事録の確認（三島） 

・事前メール審議にもとづき，平成 30年 2月 9日

（金）開催分の平成 29年度第 5回幹事会の議事

録を確認した．

2.平成 29年度支部主催シンポジウム開催報告（三島） 

・支部主催シンポジウムの開催報告があった．

・参加者の構成は行政が多い傾向があった，とのこ

とだった． 

3.平成 29年度九州まちづくり賞の審査結果報告（橋

本） 

・2件の応募があり，審査員による審査の結果，1

件に対して平成 29年度九州まちづくり賞を授与

することとした旨の報告があった．

・授賞対象者を明記したほうがいいのではないかと

の指摘があり，記載することとなった． 

4.平成 29年度九州支部長賞（箕浦） 

・平成 29年度九州支部長賞の推薦結果について報

告があった．

5.平成 30年度支部総会：総会資料（案）（箕浦） 

・平成 30年度支部総会の総会資料について報告が

あった．

・年度末まで待たねばならない資料を加えて，総会

までに完成することとする． 

6.支部 HPサーバーについて（加知） 

・支部サーバーを本部のサーバーに移行する方向で，

HP担当を中心に進める旨の報告があった． 

・新年度からの HP更新作業は，HP担当者に担って

いただくこととする．

7.支部トピックス（3月掲載分 331号）（代理：箕浦） 

・掲載報告と次号の寄稿について報告があった．

8.会計報告（内田） 

・2月末までの会計報告があった．

9.その他 

平成 30年度研究発表会(口頭発表)および学生ポスタ

ーセッション応募状況（鶴崎） 

・エントリー状況について報告があり，ほぼ順調な

エントリー状況とのことであった． 

7



・締切は過ぎたが，しばらく応募を受け付ける旨の

報告があった． 

総会時の国際交流について（坂井） 

・総会時に大韓国土都市計画学会釜山蔚山慶南支部

からお越しいただくよう，調整している．ミニ講

演や，エクスカーションの企画なども考えている． 

■支部ニュースに関する問合せ・連絡先

支部ニュースに関するお問い合わせやご意見等が

ございましたら下記までご連絡ください．各種イベン

ト（シンポジウムや講演会等）のお知らせ等を掲載す

ることも可能です．案内文を下記までお寄せください． 

【公益社団法人日本都市計画学会九州支部事務局】 

TEL：093-964-4335 FAX：093-964-4300 

E-mail：cpij.kyushu@gmail.com 
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