
　

　

　

　西暦57年に後漢の光式帝が与え

たとされる金印が、博多湾の志賀島

で発見されたことからも、福岡は古

くから大陸との交流窓口の役割を担

ってきた。

　長く「博多」と呼ばれていた町を

「福岡」と名付けたのは、福岡藩初

代藩主の黒田長政だ。豊臣秀吉によ

る九州平定後、1601年から７年かけ

て築かれた城は、長政の父祖の地・

備前国邑久郡福岡の地名をとって福

岡城と命名され、その城下町も福岡

と名付けられた。

　1889年の市制施行の際、市名を

どうするかで議会が紛糾し、最終的

に市名は「福岡」、開通したばかり

の鉄道の駅名は「博多」になったと

いう経緯がある。

　明治期以降は石炭の産出が盛んに

なり、福岡県は日本の近代化と経済

発展を牽引することになる。石炭産

業は高度経済成長期以後に衰退した

が、商業やサービス業の集積が進ん

だことで、福岡県の中心地である福

岡市は成長を続ける。1972年には政

令指定都市となり、その3年後に山

陽新幹線が岡山から博多まで延伸さ

れ、本州各都市とのアクセスが飛躍

的に改善された。1981年に九州最初

の地下鉄である福岡市地下鉄が開通

し、近代都市としての機能面をさら

に充実させた。

　近年は福岡市内の再開発が活発化

してきた。2016年4月には、博多駅

前の博多郵便局跡地に新たな商業

施設「ＫＩＴＴＥ博多」がオープン。

「いい休憩をしよう。」をコンセプト

に各階にカフェが設けられるなど、

買い物客だけではなく博多駅の利用

者も数多く訪れている。

　再開発は「博多駅周辺」のほか、

市内最大の繁華街である「天神」、

貨物取扱高・利用旅客数が伸びてい

る「港湾エリア」など、福岡市内各

所で進められている。

日本と大陸を結ぶ

交易の拠点として発展

古くから大陸との接点を持ちながら発展してきた福岡。コンパクトな市街地
に航路・空路・鉄道のターミナルが揃うこの都市は、現在も国内外の人とモノ
を結びつける交流拠点として大きな役割を担っている。人口増加率も高く、
活気ある福岡の魅力や将来像を探る。

住み心地よい、コンパクトシティ

「福岡」の
 都市計画

福岡市の南公園にある展望台からの眺望
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エリアごとに機能を与える 

合理的な都市計画

　再開発が進む福岡市の都市計画に

は、「都市計画区域内の土地を利用

目的によって明確に区分し、ゾーン

ごとに特有の役割を与える」という

大きな特色がある。そのゾーン間を

重点的に公共交通で結ぶことで、利

便性の高い街づくりが進められてき

た。同時に無秩序な市街地拡大を防

止し、「市街化区域」、「市街化調整区

域」の区分を厳格に維持してきたの

も福岡市の特徴的な手法だ。

　「市街地が拡大すれば周辺部の人

口密度が薄くなって過疎化が起き、

公共交通機関の維持も難しくなりま

す。近年、コンパクトシティを目指

すことが日本の都市計画のトレンド

となっていますが、当市は古くから

それを実践してきたといえます」と

話すのは、福岡市住宅都市局の奥田

正浩都市計画課長。

　「平成27年度国勢調査」によれば

福岡市の人口増加率は5.12％（2010

〜2015年）で、全国の政令指定都市

でトップ。約150万の市民に占める

10〜29歳の人口は約22％で、これ

も政令指定都市中１位を誇る。

　「コンパクトで機能的な都市構造

の福岡市は通勤や通学がしやすく、

海や山などの自然も身近です。それ

らが『暮らしやすい』との評価につ

ながり、人口増加を促しているので

はないでしょうか」と奥田課長。

　ほどよい規模の都市部には名所や

観光スポットが点在し、独自の食文

化なども発達していることから、福

岡は国内外の多くの観光客を引き寄

せる魅力も備えている。

　「都市が魅力を保つには、まず住

む方が『暮らしやすい』と実感でき

なければなりません。市民の皆さん

の『生活の質の向上』と『都市の成

長の好循環』を生み出す都市計画を

持続しつつ、結果として観光都市と

しての発展を遂げるのが理想的な街

づくりの在り方だと思います」（奥

田課長）

再開発で注目される 

「シーサイドももち」エリア

　福岡市の都市計画の基本的な方針

である「都市計画マスタープラン」

では、おおまかな目的ごとに分けた

開発地を広域拠点として設定（P５

図参照）。博多港西側のシーサイド

エリアをエンターテインメント施設

や情報関連産業などの集積する「西

部広域拠点」、JR 西日本の操車場跡

地一帯を「東部広域拠点」、多くの

大学が集まることから学園都市とし

ての性格をもつエリアを「南部広域

拠点」と位置づけている。

　そのうち、「西部広域拠点」に立地

し、活力あふれる福岡市を象徴する

施設の一つとなっているのが、1993

年に完成した「福岡 ヤフオク ! ドー

ム」（当時は福岡ドーム）だ。

　福岡ソフトバンクホークスの本拠

地としてプロ野球の試合が行われる

だけではなく、コンサートや展示会

なども開催されるこの球場は、絶大

な集客力で福岡市の発展に大きく寄

与している。

　「その『福岡 ヤフオク ! ドーム』

が立地する『シーサイドももち』と

呼ばれる地区は、1980年代以降に埋

め立てによって整備された比較的新

しいエリアであり、副都心としての

機能を担っています。市中心部の建

物は福岡空港があることにより高さ

の制約を受けますが、同地区は空港

から離れているため、中心街より高

層の建築物が立ち並ぶようになりま

した」（奥田課長）

　2018年秋には、「福岡 ヤフオク !

ドーム」に隣接して大型商業施設が

誕生する。

　「同じ『シーサイドももち』エリア

の西側にある『福岡タワー』が常に

観光客で賑わっているのに対し、イ

ベントのない日の『福岡 ヤフオク !

ドーム』周辺は、集客に波がありま

した。市としては、この新しい大型

商業施設の誕生によって、エリア全

体が活性化することを願っていま

す」と奥田課長は期待を寄せる。

　「福岡 ヤフオク ! ドーム」でプロ

野球の試合が終了すると、数万人の

観客が一斉に帰宅する。それに伴う

2016 年にオープンし、 博多駅周辺の都市機能強化と魅力づくりを担っている
「ＫＩＴＴＥ博多」では、フジテックのエスカレータ38 台が利用者のスムーズ
な移動を支えている

参考：福岡市都市計画マスタープラン（福岡市）

凡例凡例
都心部都心部
広域拠点広域拠点
地域拠点地域拠点
複合市街地複合市街地
中・高層住宅地中・高層住宅地
中層住宅地中層住宅地
低・中層住宅地低・中層住宅地
臨海部市街地臨海部市街地
農地・集落農地・集落
計画的まちづくり地区計画的まちづくり地区
山地・丘陵地山地・丘陵地
沿道住宅地（都市軸・幹線道路等）沿道住宅地（都市軸・幹線道路等）
鉄道鉄道

九州大学
伊都キャンパス
九州大学
伊都キャンパス

糸島市糸島市

博多湾博多湾

今宿・周船寺
（伊都土地区画整理）
今宿・周船寺
（伊都土地区画整理）

橋本橋本

野芥野芥

姪浜姪浜

西部広域拠点
（西新・藤崎・
シーサイドももち）

西部広域拠点
（西新・藤崎・
シーサイドももち）

九州大学六本松
キャンパス跡地
九州大学六本松
キャンパス跡地

アイランドシティアイランドシティ

和白和白

東部広域拠点
（香椎・千早）
東部広域拠点
（香椎・千早）

九州大学
箱崎キャンパス
九州大学
箱崎キャンパス

六本松・鳥飼・別府六本松・鳥飼・別府

長住・花畑長住・花畑

那珂川町那珂川町

春日市春日市

粕屋町粕屋町

志免町志免町

新宮町新宮町

南部広域拠点
（大橋）
南部広域拠点
（大橋）

福岡空港福岡空港博多駅博多駅
都心部都心部

箱崎箱崎

雑餉隈雑餉隈

舞鶴公園
大濠公園
舞鶴公園
大濠公園

左から
福岡市住宅都市局都市計画部都市計画課
都市計画係長の木崎新治様
同都市計画課長の奥田正浩様
同都市計画係の山王孝尚様

（2018年２月取材時）

福岡市の都市計画（住宅市街地づくりの基本的な方針）
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世代に利用される施設となる。

　三菱地所の林
りん

樹
じゅ

樹
じゅ

氏は、「当社が

これまで手掛けた「『MARK IS 静

岡』、『MARK IS みなとみらい』の

ノウハウを生かし、どなたにも心地

よく感じられる空間づくりを意識し

ています。近年はネットショッピン

グが普及していますが、実店舗の楽

しさを多くのお客様に味わっていた

だきたいですね」と語る。フジテッ

クはこの施設に、23台のエスカレー

タを納入する予定だ。

　「『MARK IS 静岡』にもフジテッ

クのエスカレータが納入されてお

り、その安全性に信頼を寄せていま

す。365日稼働して多くのお客様が

使われる設備なので、これまでのよ

うに “安全・安心”が当たり前のこ

ととしてご提供できるように努めて

いただきたいと思います」と両氏は

要望を口にする。

歩車分離で安全かつ 

快適な渋滞対策を実現

　「MARK IS 福岡ももち」は福岡

市との協力の下、地下鉄の最寄駅か

ら来館する方のために、既存の歩道

橋を本施設の２階に接続。さらにペ

デストリアンデッキ ※ で「福岡 ヤフ

オク ! ドーム」まで直接往来できる

回遊性を持たせる計画だ。

　「球場を訪れた方がこのデッキを

使って駅方面へスムーズに戻れるよ

うにすることで、歩車分離を図り安

全性と快適性を確保します。また、

敷地周辺道路を一部拡幅すること

で、周辺の交通渋滞も緩和したいと

考えています」と前山氏。

　商業施設の隣接地には、三菱地

所レジデンスが総戸数584戸の２棟

の分譲タワーマンションを建設す

る（１棟目は2019年度、２棟目は

2020年度完成予定）。

　「タワーマンションは、このエリ

アの認知度やブランド価値の向上を

もたらしてくれると思います」と林

氏が語るように、「シーサイドもも

ち」エリアには新たな人の流れや活

気が生み出されようとしている。

　天神地区でも老朽化したビルの更

新を中心とする都市再編が活発に進

む中、このエリアの再開発は、福岡

市の魅力をいっそう高めることに貢

献するはずだ。

　福岡市では再開発事業が活発に進め

られ、中心部の天神や博多駅周辺では

老朽化したビルの建て替え需要が増大し

ています。一方、博多湾沖で整備が進

む人工島の福岡アイランドシティのように

新たに開発されるエリアもあり、当社は昇

降機の納入を通じて福岡のさらなる発展

に貢献していきます。

　そんな中、2016年に開業した博多駅

前の「ＫＩＴＴＥ博多」様にエスカレータを

納入し、当社の施工体制や昇降機の安

全性に対して高い評価をいただくことがで

きました。2018年秋開業予定の「MARK 

IS 福岡ももち」様にも、エスカレータを

納入いたします。昇降機の専業メーカー

ならではの技術力と、保守サービス体制

を生かし、商業施設を訪れる多くのお客

様に、安全にご利用いただくことが最大

の目標です。

　今後も営業部門と技術部門が連携し

ながらお客様と密にコミュニケーションを

図り、大型商業施設から集合住宅まで、

あらゆる建物に “安全・安心” をご提供

します。

営業・技術部門が一丸となり
福岡市の再開発に貢献

フジテック株式会社
西日本支社／九州支店
新設営業グループリーダー
課長
大山 和也

周辺道路の渋滞は、福岡市の課題の

一つとなっていた。試合後に観客が

立ち寄って食事などができる大型商

業施設がオープンすることで、渋滞

緩和の効果も見込まれるという。

多彩な層の来場者に 

実店舗ならではの楽しみを提供

　新しくオープンする大型商業施

設の名称は、「MARK IS 福岡もも

ち」。その施設をプロデュースする

のは、天神の商業施設「イムズ」や

鳥栖の「鳥栖プレミアム・アウトレ

ット」を手掛ける三菱地所だ。

　「人口に占める若い世代の比率が

高く、消費意欲が旺盛な福岡は、商

業施設を展開する上で非常に魅力

的。近接する『福岡 ヤフオク ! ドー

ム』を利用する方に立ち寄っていた

だけるという立地特性もあり、開発

を計画しました」と話すのは、三菱

地所の前山健
けん

大
た

氏。

　同社は、福岡のポテンシャルに大

きな可能性を感じているという。

　「MARK IS 福岡ももち」には、

ファッション・飲食・雑貨をはじめ

とする約150〜200テナントの出店

が計画されている。シネマコンプレ

ックスやライブホールも入居する予

定で、ファミリー層を中心に幅広い

※歩車分離された歩行者専用道・デッキのこと

営業・技術部門が一丸となり
福岡市の再開発に貢献

「モモチゴコチ〜まいにちも、
とっておきも〜」を開発コン
セプトに、 周辺エリアと一体
となった商業施設を目指す
「MARK IS 福岡ももち」に
は、フジテックのエスカレー
タ23台が納入される

左から三菱地所株式会社商業施設開発部の林樹樹様
同商業施設開発部の前山健大様
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