
 

 

 

 

 

 

 

■「３つの拠点づくり」を中心としたまちづくり 

福津市まちづくり推進室 城野 努 
 

１． はじめに 
１）福津市の概要 
福津市は、福岡都市圏の北部に位置し、人口約６３，

５００人、面積５２．７６平方キロメートルの都市で、

平成１７年１月に旧福間町と旧津屋崎町の合併により

誕生しました。 

 市内にはＪＲ鹿児島本線、国道３号、国道４９５号

が縦走し、福岡市・北九州市の両政令都市への交通利

便性の良さから、昭和３０年代後半から民間の大規模

住宅団地開発が行われ、両政令都市のベッドタウンと

して発展してきました。 

 

２)市の資源 

本市は福岡都市圏にあって自然環境・自然景観に恵

まれた地域であり、市のシンボルでアカウミガメの産

卵地として知られる砂浜や白砂青松の松林は玄海国定

公園の特別地域に指定されるなど豊かな自然が暮らし

の場のすぐ近くにあると言う特徴を持っています。 

 
海へ向かう子ガメ(アカウミガメ) 

 

また、平成２９年７月にユネスコの世界文化遺産に登録

された「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の構成資

産である新原・奴山古墳群や JAL の『光の道』のテレビ

CMで有名となり、近年若者の来訪者が急増している宮地

嶽神社、江戸時代中期から明治の末期にかけて繁栄した

港町の風情を今に残す津屋崎千軒など多様な歴史的な

遺産や観光資源を有しています。 

 
世界文化遺産「新原・奴山古墳群」 

 

３)まちづくりの契機 

市町村合併により福津市が誕生した平成１７年の国

勢調査の結果では、福岡都市圏を構成する市の中で唯

一、本市だけが人口が減少しており、また、平成１９

年３月には福岡市の貝塚駅と津屋崎駅を結ぶ市北西部

の重要な公共交通であった西鉄宮地岳線の「新宮駅－

津屋崎駅間」が廃線となるなど、都市基盤整備の遅れ

による人口の減少と市内の公共交通網の再整備が課題

となっていました。 

このような課題に対し本市が取り組んでいる集約型

都市構造のまちづくり『３つの拠点づくりを中心とし

たまちづくり』の取組みを紹介します。 

 

２．中心拠点整備の概要 

 平成２０年に策定した第１次都市計画マスタープラ

ンで中心拠点に位置づけているＪＲ福間駅周辺地区で
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は市の玄関口としてふさわしい生活・交通拠点の形成

を図りました。 

 バリアフリーで誰もが使いやすく、にぎわいある快

適で住みよい中心拠点の整備とあわせ、拠点と市内の 

各集落・住宅団地を道路網及び公共交通サービスで結

ぶことにより、拠点における利便性や活力が市全体の

暮らしの向上と活力の維持につながる「集約型都市構

造のまち」の形成を目指しています。 

 

 

都市計画マスタープランの将来都市構造図 

  



１)駅周辺整備 

 駅の西側からしか利用できずに、狭く交通結節点と

しての機能が不十分であった駅前広場を改善するため、

駅の東西両側に駅前広場や自転車駐車場を整備すると

ともに、東西の駅前広場を自由通路でつなぎ、東西両

側から駅を利用できるよう整備しました。 

それに併せ老朽化し、バリアフリー構造となってい

なかった JR 福間駅の改築や駅前立体駐車場などを JR

九州と共同で整備しました。 

 

整備前のJR福間駅 

  

その効果もあり、整備前の平成２２年に比べ JR福間

駅の 1日当たりの乗車人員は６年間で約２，１００人

増加しています。 

 

JR福間駅の乗車人員の推移 

 

2)福間駅東土地区画整理事業 

 ＪＲ福間駅の東側に隣接する約１０７．５ha の区域

で平成１６年から平成２５年の期間で独立行政法人都

市再生機構が施行しました。 

計画人口は６，５００人で、平成２３年９月にまち

びらきを行い、それ以降、新規の住宅建築が始まり、

平成３０年６月末現在で区域内に２，１３０世帯、５，

８４９人が居住し急速に市街化が進んでいます。 

 

区画整理事業理内のまち並み 

  

この区画整理事業が施行される前まで、市内での住

宅開発は民間依存で行われ分散的でしたが、福間駅東

地区のまちづくりでは、従来の開発のように、そのエ

リア内だけを捉えた計画にとどまるのではなく、既存

の住宅地や周辺の社会的資源との連携を考えながら計

画し、今ある資源を活用し、中心核のある地区の再生

を目指して行いました。 

また、区画整理事業の施行以前は、市内には魅力的

な買い物場所が少なく、市民は近隣市町まで車で買い

物に行かなければならない状況で、市の小売購買力は

他市への流出が著しく、市内の総購買力の約４２％、

金額換算で約２５０億円が他市に流出している状況で

した。 

そのような状況を改善するため、区画整理事業にあ

わせ大型商業施設の誘致も行いました。 

 

イオンモール福津 

  



その他、区画整理事業で必要だった治水のための河

川拡幅にあわせて用地を購入し、九州大学大学院工学

研究院流域システム工学研究室の協力を得て多自然型

川づくりを行った上西郷川の整備や希少生物保護のた

め保全した竹尾緑地などの「まちのかお」としての魅

力づくりも行いました。 

 

整備前の上西郷川 

 

整備後の上西郷川 

草刈は地元の自治会によって主体的に行われ、隣接する福間南

小学校の環境教材としても活用されている多自然型川づくりの取

組みは 2016年土木学会デザイン賞最優秀賞を受賞しました。 

 

3)路線バスの整備 

大型商業施設開店にあわせ、JR福間駅を基点として

既存の総合病院、大型商業施設を結ぶ新たな循環バス

路線を JR九州バスが新設しています。 

駅、病院、商業施設それぞれの利用者の特性が違う

ため、効率よく午前６時台から午後１１時台まで２０

分間隔で１日当たり約５０便運行しており、区画整理

事業理に隣接する既存市街地含むエリアで公共交通の

利便性が向上しています。 

 

4)都市計画道路の整備 

 JR 鹿児島本線の東西にあり連結する道路が不十分で

あった国道３号と国道４９５号を結ぶ道路を整備し円

滑な交通体系を構築するとともに、中心拠点への市内

各地からのアクセス性を向上させるため、JR福間駅を

中心に区画整理事業地内の５路線を含む７路線の都市

計画道路の整備に取組みました。 

 

 一連の都市計画事業により市民はもとより市外に住

む人々までも惹きつける、生活利便性が高く魅力的な

「中心拠点」が形成され、周辺地域にも民間の利便施

設が立地するなどの好影響があらわれており、福岡都

市圏の人口増加の影響も相まって５年間で６，０００

人を超える規模で人口が増加しています。 

 
人口の推移(住民基本台帳) 

 

３．地域拠点整備の概要 

本年３月に策定した第２次都市計画マスタープラン

で第１次都市計画マスタープランに引き続き地域拠点

に位置付けている津屋崎地区、東福間周辺地区の２つ

の地域拠点で今後、それぞれの性格付けや役割に応じ

たまちづくりに取組みます。 

 

1)津屋崎地区の地域拠点整備 

 市の北部地域の生活拠点、交通拠点として観光資源を

活かした活性化を行います。 

 地域拠点に含まれる津屋崎千軒は、江戸時代中期か

ら明治時代の末期にかけて、製塩と交易の港として栄

え、現在も懐かしく風情ある町並みが形成されていま



す。 

 

津屋崎千軒のまちなみ 

 

その中心にある豊村酒造の建造物群は産業部門の近

代和風建築物として評価が高く、その魅力を観光資源

と捉え、地域の古民家と連携させ津屋崎千軒の新たな

観光活性化に向けた取組みを行います。 

加えて、津屋崎千軒への来訪者を呼び込む仕組みづ

くりと、市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる

「観光×農水産業」の取組みを有機的に結びつけ、津

屋崎千軒内に消費を生み、関係事業者の収益性向上に

つながる取組みを行います。 

 

豊村酒造の建造物群 

 

2)東福間駅周辺地区の地域拠点整備 

JR 東福間駅周辺地区は市東部の生活・交通の拠点であ

り、昭和４０年代から開発が始まった大規模住宅団地で

ある東福間団地、若木台団地など戸建て住宅を中心とす

る地域です。 

当該地域では住民の高齢化、子世代の転出などにより

人口が減少しており、地域の購買力の低下による大型ス

ーパーの撤退など生活利便性低下やにぎわいの消失が問

題となっています。 

また、JR 東福間駅周辺には使用しなくなった汚水処理

場などの公的不動産が３箇所あり、その有効利用も課題

となっています。 

一方で、当該地域は JR東福間駅を中心に比較的コンパ

クトな市街地が形成され、良好な住環境や子育て環境が

整い、不動産市場に出た空き家については良好な売れ行

きを見せており、既存ストックを活かした、子育て世代

の定住促進による地域のにぎわい再生の取組みを行いま

す。 

 

４．おわりに 

 福津市誕生後１０年間、市では中心拠点の整備よる市

の核づくりに軸足をおきまちづくりに取組みました。 

その結果、周辺の地域にも好影響が現れており、今

後は中心拠点の更なる生活利便性の向上を図るととも

に、津屋崎地区、東福間周辺地区の２つの地域拠点で

それぞれの性格付けや役割に応じたまちづくりをすす

め、この３つの拠点の利便性や活力が市全体の暮らし

の向上と活力維持につながる『集約型都市構造のまち』

を形成することを目指していきます。 

 

――――――――――――――――――――――― 

第 1回 日本都市計画学会九州支部幹事会議事録 
 

１．日 時：平成 30年 4月 7日（土） 12:00～12:30 
２．場 所：九州大学 西新プラザ 
３．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，大井尚司，大枝良直，黒瀬武

史，辰巳浩，趙 世晨，塚原健一，堤昌文，鶴崎直樹，

寺町賢一，日暮光一郎，姫野由香，松永千晶，箕浦永

子，吉城秀治 以上２０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.「支部ニュース」（4月発行分）（有馬） 
・資料に基づいて、「支部ニュース(4月発行分)」が説

明され、承認された． 
3.平成 30年度支部総会：総会資料の確認（箕浦） 
・総会資料を確認し，承認された． 
4.その他（事務局の連絡先変更、第 2回幹事会の日程）

（箕浦） 
・事務局の連絡先変更、第 2回幹事会（6月 8日）15
時から、について報告があった． 
 

――――――――――――――――――――――― 
第 2回 日本都市計画学会九州支部幹事会議事録 
 

１．日 時：平成 30年 6月8日(金)15：00～16：30 
２．場 所：九州工業大学サテライト福岡天神 
３．出席者 吉武哲信，坂井猛，橋本信幸，寺町賢一，

猪八重拓郎，大井尚司，小林敏樹，堤昌文，日暮光一

郎 以上 9名 
 

議事内容 
１．前回幹事会議事録の確認（寺町） 
事前メール審議に基づき、平成 30年 4月 7日（土）

開催の平成30年度第1回幹事会の議事録を確認した。 
２．九州支部総会報告（実施報告、課題等）（寺町） 
 平成 30年度総会時における研究発表（口頭発表）

と学生ポスターセッションについて実施報告があり、

今後の課題について協議された。 
 学生ポスターセッションで、学生の説明が長くて質

問時間確保が難しかったとの指摘がなされた。 
３．平成 30年度顧問幹事（寺町） 
 平成 30年度顧問幹事が確定した旨の報告があり、

了承された。 
４．平成 30年度支部幹事会内の役割分担（寺町） 
 平成 30年度支部幹事会内の役割分担について提案

があり、了承された。 
５．平成 30年度年間スケジュール（案）（寺町） 
 平成 30年度年間スケジュールについて案が提示さ

れた。 
 提案通り進めてゆき、変更が発生した場合は直ちに

周知する。 

６．平成 30年度幹事会議題（寺町） 
 平成 30年度の各回幹事会における議題について説

明があった。 
 8月議題に支部活動の検討（韓国との交流・秋にこ

ちらから訪問したうえで次回総会「4月」に来ていた

だく）することになった。 
 今年度、Who’s whoの更新を行うことを確認し

た。 
 それぞれの役割で年間スケジュールを考慮しなが

ら進めるものとする。 
７．平成 30年度支部トピックス（6月掲載分）（寺町） 
 年間予定とNo.333の原稿報告があった。 
８．平成 30年度支部ニュース（寺町） 
 年間予定について報告があった。 
９．九州支部HP・支部長挨拶（吉武） 
 執行部交代に伴い、支部HP の支部長挨拶を変更す

ることになり、変更案が提案され、了承された。 
 九州支部HPの支部長挨拶を更新することになった。 
10．名義後援（２件）（寺町） 
 名義後援があった 2件（「福岡県美しいまちづくり

建築賞」「第 13回風景デザインワークショップ」）に

ついて、事前にメール審議を行い、名義後援を了承す

ることとなった。 
11．会計報告（寺町） 
 5月までの会計報告があり、了承された。 
12．理事会・定時総会報告（3月 12日、4月 16日、6
月 1日分）（吉武） 
 理事会並びに総会について報告があった。 
13．その他 
  都市計画サロンとシンポジウムのテーマについ

て議論した。 
 

■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 
cpij.kyushu@gmail.com 


