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1.　はじめに

1-1　研究の背景と目的

　人口減少・超高齢社会を迎え、時代の転換期にある

中、高齢者も含めた多くの人々にとっての暮らしやす

さを確保するため、都市機能の適正立地と中心市街地

の振興の双方の観点からコンパクトなまちづくりを実

現し、街なかを再生・活性化するため、まちづくり三

法（都市計画法、中心市街地活性化法、大規模小売店

舗立地法）の改正が行われた。 

　これまでの市街地の拡大成長を前提とする都市開発

のあり方を転換し、都市の既存ストックを有効活用し

つつ、様々な都市機能がコンパクトに集積した都市構

造の実現を目的に、2007 年 11 月 31 日に都市計画法が

改正された。この中で、都市機能の適正立地を確保す

るため、土地利用コントロールの機能が十分に発揮さ

れるよう、広域的に都市構造や都市基盤に影響を与え

る大規模集客施設に係る立地規制が強化された。これ

を受け、一部の地方自治体は地域の実情に応じたゾー

ニングを設定するなど独自の取り組みを進めている。

　福岡県は、法改正直前の 2007 年 6 月に県全域を対

象に『大規模集客施設の立地ビジョン』を策定してい

る。さらに準都市計画区域を県全域に指定するなど、

積極的に改正法の規制誘導ツールを取り込み、大規

模集客施設の郊外立地抑制と商業系用途地域内誘導を

行っている。県全体で立地を調整する制度を整備する

自治体も増えているため、制度を運用していく上での

課題や問題点を検証することは有意である。

1-2 研究の目的と方法

　都市計画法の改正を契機とする県を主体とした大規

模集客施設の立地コントロールの取り組みの一つとし

て、福岡県を事例に大規模集客施設の立地誘導方策の

運用実態と課題について明らかにすることを目的とす

る。

  研究の方法は、まず、既往の文献や論文から現在の

法制度や各自治体の取り組みについて整理する（第 2

章 )。次に、福岡県庁の建築都市部都市計画課計画係

に対するヒアリング調査により県レベルでの広域的な

立地コントロールの運用の実態と課題を明らかにする

( 第 3 章 )。さらに、立地ビジョンの目標である集約

型都市構造の実現に向けて、選定された広域拠点を対

象とし、クラスター分析により各拠点ごとの特性を明

らかにし全体の考察を行う (第 4章 )。

1-3 既往の研究

　姥浦１)(2007) が山形県が行う広域集客施設の広域調

整システムについて調整事例からそのプロセスを明ら

かにし、現行システムが抱える課題を指摘している。

　しかし、県レベルでの立地コントロールを分析した

研究は少なく、都市計画法改正後の制度を用いた立地

コントロールの実効性を分析した研究は見受けられな

い。

2. 福岡県大規模集客施設立地ビジョン

2-1 制度の概要

　福岡市では、中心市街地活性化検討委員会の提言

(2006 年 4 月 ) を受け、「街なか居住の推進」、「街なか

集客力の向上」「大規模集客施設の適性立地」の 3 つ

の施策を柱として街なか再生を進めている。

　大規模集客施設の適性立地を進めるにあたり、福岡

県は　県全体における大規模集客施設の立地方針を明

示し、誘導していく基準として「大規模集客施設の立

地ビジョン ( 以下立地ビジョン )」を策定した（2007

年 6 月）。

　立地ビジョンでは、集約型都市構造の実現のために

は、都市機能が重要であると考え、拠点を「都市機能

が集積し、多くの人が集まる場所であり、徒歩・公共

広域的な大規模集客施設の立地コントロールの運用実態と課題に関する研究

－福岡県を事例として－
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図1　福岡県の拠点と準都市計画区域の指定状況
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交通により、多くの人が到達可能な場所」と定義し、

県内に 110 か所を設定した。さらにその中でも広域的

に影響を与える拠点として 38 か所を広域拠点として

いる。( 立地ビジョン作成時には 107 拠点、そのうち

37 か所を広域拠点に位置付けていたが、その後、市

町との協議により変更が加えられ、現在の配置になっ

た。) これらの拠点に立地を誘導するため、土地利用

制度においてゾーニングでの規制を導入している。具

体的には、拠点へ延べ床面積 10,000 ㎡以下の大規模

集客施設を誘導し、広域拠点へは床面積の上限なしで

大規模集客施設を立地できることとしている（表 1）。

2-2 制度の特徴

　浅野2) の論文 (2008) の中で、福岡県の立地ビジョ

ンは、改正まちづくり三法の規制誘導ツールの用い方

を明確したと取り組みとして紹介されており、都市計

画法で変更された準都市計画区域制度や広域調整手続

を活用している。

　準都市計画区域は都市計画法の改正により、指定権

者が市町村から県に変更されたことを受け、福岡県は

県全域で複数の市町村に準都市計画区域の指定を行っ

ている。また、広域的な調整を強化するため、都道府

県知事が市町村の都市計画決定等に対する協議同意を

行う際に、関係市町村から意見を聴取することができ

るように変更されたことを受け、協議の円滑化をはか

るためのガイドラインが作成された。これまで商業施

設の立地規制を行っている自治体はあるが、表 2 のよ

うに公的な機能を持つ施設の立地規制を行っている自

治体は他に見られない。

３．立地コントロールの効果と課題

3-1 準都市計画区域

　平成 20 年 3 月 31 に県内 66 市町村のうち、26 市

町村において準都市計画区域の指定の公告が行われ

た。都市計画区域外における大規模集客施設の立地の

可能性が高い地域に指定されている。

　森林地域を除くところ例外はあるが大規模集客施設

が建ちそうなところ以外はほぼ準都市計画区域に指定

されている。準都市計画区域の検討を行うにあたり、

保安林等の他の法令による土地利用の規制の内容に鑑

みて含めるべきとされている区域や離島を除外した区

域全体について準都市計画区域の指定を想定していた

が、パブリックコメント等の意見より、当初の区域か

ら福岡県と土地利用計画に基づく山間部の森林地域も

準都市計画区域に含めずに案が作成された。　

　糸田町では、建築物の建て替えをする際に建築基準

法の集団規定が適用されるため、道路を拡張が必要と

なり、地域固有の歴史的価値のある塀を崩さなければ

ならず問題になると研究者や地元住民から意見が出て

いた。また、うきは市では重要伝統的建造物群保存地

区に指定された歴史的文化的観点から保護の必要のあ

る地区は準都市計画区域の指定から除かれている。宗

像市は都市計画区域を拡大を前提に、住民理解を得る

間として暫定的に準都市計画区域を指定している。

　九州全域でみると、福岡県以外では佐賀県の 5 市町

村と大分県の 2 地区で準都市計画区域が指定されてい

る。この指定は毎年 2 回九州・山口の県知事が集まる

九州地方知事会議の中で隣接県で連携して取り組むこ

とが決定された結果であり、県を超えた広域的な連携

が図られている。

表 2　大規模集客施設の立地指針

大規模集客施設の種類 大規模集客施設の規模等
うち広域拠点に立地を

誘導する規模等

商業娯楽

商業施設

スタジアム、文化ホール、劇場、映画館

等の不特定多数の人が利用する施設

施設の床面積の合計

3,000㎡以上

施設の床面積の合計

10,000㎡以上

公共施設(国、地方公共団体の拠点施

設：庁舎、市町村役場、基幹図書館)

国・地方公共団体が整備する公共

施設
国・県が整備する公共施設

病院 病所数200床以上のもの 3次医療圏規模のもの

福祉施設 収容人数200人以上のもの
(立地の影響が市町村の範囲を超える

ような規模のものはない

大学等 学生数が500名以上のもの 同左

公共公益等

市
町
数

区
域
数

市町村名 線引き
準都市計画
区域名

準都市計画
区域面積
（ha）

都市計画
区域面積

(ha)

行政区域面積

(ha)

準都市計画区域
/都市計画区域外

(ha)
1 1 久留米市 ○ 久留米 5433 16127 22984 79.2%
2 2 飯塚市 飯塚 3484 11935 21413 36.8%
3 3 八女 119 3934

4 黒木 126 682
5 立花 36 1463

4 6 豊前市 豊前 1011 2919 11117 12.3%
5 7 筑紫野市 ○ 筑紫野 375 4393 8778 8.6%
6 8 宗像市 ○ 宗像 2676 7682 11966 62.5%
7 9 太宰府市 ○ 太宰府 378 2253 2958 53.6%
8 10 古賀市 ○ 古賀 1471 2220 4211 73.9%
9 11 福津市 ○ 福津 1602 3471 5270 89.0%

10 12 うきは市 うきは 4569 0 11755 38.9%
11 13 宮若市 宮若 5276 5249 13999 60.3%
12 14 嘉麻市 嘉麻 2645 3903 13518 27.5%
13 15 朝倉市 朝倉 2949 12300 24673 23.8%
14 16 みやま市 ○ みやま 4674 5631 10512 95.8%
15 17 那珂川町 ○ 那珂川 113 1902 7499 2.0%
16 18 篠栗町 ○ 篠栗 17 1138 3890 0.6%
17 19 大木町 大木 1843 0 1843 100.0%
18 20 香春町 香春 1568 0 4456 35.2%
19 21 糸田町 糸田 741 0 804 92.2%
20 22 大任町 大任 998 0 1424 70.1%
21 23 福智町 福智 2921 0 4204 69.5%
22 24 苅田町 ○ 苅田 417 3255 4660 29.7%
23 25 みやこ町 みやこ 6659 1934 15128 50.5%
24 26 上毛町 上毛 2305 0 6240 36.9%
25 27 築上町 築上 2554 1872 11934 25.4%

56960 94263 273489 31.8%

0 204922 210998

56960 299185 484487 30.7%
11.8% 61.8% 100.0%県全体に占める比率

48253 0.6%八女市

小計

その他市町村

福岡県全体

※1: 準都市計画区域面積は、GIS 上での計測等による。
※2: 都市計画区域面積は、福岡県建築都市部都市計画課資料 (H22.3.31 現在 )による。
※3: 行政区域面積は、国土交通省国土地理院「全国都道府県市町村別面積調」(H20.10.1 現在 )による。

表 3　準都市計画区域の指定状況

表 1　法制度の変遷

全国 福岡県

2000年
(平成12年)

5月　都市計画法改正
　　　・都市計画区域マスタープランの創設
　　　・線引き制度選択制の導入
　　　・準都市計画区域、都市計画区域外

開発許可制度の導入
6月　大規模小売店舗立地法(大店立地法)
　　　の施行

2004年
(平成16年)

5月　「都市計画区域マスタープラン」を
県内55の都市計画区域ごとに策定。

2006年
（平成18年）

5月　都市計画法の改正(改正法)の公布
　　　･大規模集客施設等の立地規制強化
　　　・用途緩和の地区計画制度の創設
　　　・準都市計画区域制度の拡充

5月　福岡県中心市街地再生検討委員会
がまち中再生のための提言

2007年(平
成19年)

11月 改正法の全面施行
　　・市街化区域、用途地域における立地規制
　　　・非線引き白地地域等における立地規制
　　　・開発許可制度の見直し
　　　・用途を緩和する地区計画制度の創設

6月　大規模集客施設の立地ビジョンを策定

2008年
(平成20年)

3月　福岡県内の25市町について、「準都
　　　市計画区域」を指定。
12月　大規模集客施設の立地ビジョンの
　　　　内容を都市計画区域マスタープラン
　　　　に盛り込み法定計画として位置づけ
　　　　る。
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3-2 適性立地のプロセスと評価ガイドライン

　図 2 のプロセスの中で立地ビジョンで定めた拠点、

広域拠点以外で大規模集客施設の立地に関わる都市計

画変更を行う場合、立地ビジョンの趣旨に沿った適切

な評価を行うための評価ガイドラインが作成されてい

る。大規模集客施設の立地評価は、「都市構造の観点

からの評価」と「土地利用の外部不経済性からの評価」

と二つの観点でそれぞれ複数項目の評価指標が設定さ

れている。原則として提案者が実施し、市町村が自ら

都市計画変更する場合は、市町村が評価を実施する。

　このガイドラインは適性立地の手続きの際には、県

と市町村の広域調整や都市計画審議会の場での重要な

判断材料となっている。

3-3 立地ビジョンの効果と課題

　図 3 より施行前に比べ、施行後の方が鉄道路線沿い

の中心市街地に近い場所に立地していることが分かる

が、法改正により、大規模集客施設の立地可能な用途

地域が制限されたことによるものと推測される。実際

に、広域拠点の区域内に立地したのは北九州市の１件

のみである。広域拠点に近接して立地している店舗は

北九州市と大牟田市にそれぞれ一件あり、それ以外の

店舗は広域拠点に立地していないが、広域拠点以外の

駅の周辺に立地している。

　このように、無秩序な立地を抑制するため、都市計

画変更についてはガイドラインによって、施設の立地

を評価し、判断する手続きが用意されている。一方、

都市計画上立地可能な用途地域内であれば、立地ビ

ジョンの拠点や広域拠点以外にも立地できるため、実

際活用されたのは大牟田市と小郡市の 2 件のみであ

る。そのため、設定された拠点や広域拠点への機能の

集約化はあまり進んでおらず、今後集約化を進めるた

めには、中期的に、都市計画変更の有無に関わらず適

性立地の評価を行うことが望ましい。さらに、10,000 

㎡については具体的な区域が指定され適性立地のプロ

セスを整備されているが、中規模の商業施設について

は対応が遅れている。

4. 広域拠点の類型化と今後の方向性

4-1. 類型化の方法

　立地ビジョンの際に使用された指標を用い、クラス

ター分析による類型化を行う ( 表 4)。子供からお年寄

りまで幅広い年齢層が徒歩で自由にアクセス可能な場

所に立地を誘導するという観点から、10 分の徒歩圏で

ある 800m を駅勢圏として設定し、指標に基づくデー

タの収集を行った。

　類型化の方法として、各指標を z 得点を用いて正規

化し、クラスタ分析の Ward 法・平方ユークリッド距

離を採用した。その結果、広域拠点を以下の５つに分

類することができた。

4-2 各指標ごとの特徴 (表 5,6)

(1)GroupA 万能型

　グループの中でも、大規模商業施設面積、トリップ

数で特に大きな値を示しており、事業者密度も高く、

福岡都市圏・北九州都市圏から多くの人を集客してい

ることが分かる。政令都市の中心である小倉駅、天神

駅、博多駅がこのグループに含まれる。　

(2)GroupB 低集積型

　人口密度、事業者密度、トリップ数において最も数

値が低く、全体的に機能の集積も少ないため、拠点と

してのポテンシャルは低い。終着駅である若松駅、太

宰府駅や比較的 GroupA から離れた行橋駅、甘木駅な

どが選ばれている。

都市計画上立地可能な用途地域であるか 都市計画上立地可能な用途地域であるか

（特別用途地域の指定の有無）

都市計画変更をせずに、後続の

大店立地法の手続き等へ進む

大規模集客施設適性立地に向けた評価と市町村作成の

都市計計画の案を基に市・県の都市計画審議会における審議

Yes

Yes Yes NoNo

No

① ② ③ ④

立地ビジョンで位置づけた広域拠点の区域内か

大規模集客施設立地のための都市計画を変更する案を作成

　　　　　　　　　　　（用途地域の変更等）

図 2　適性立地の手続きのフロー

指標 定義 資料

人口密度
駅勢圏内の人口を町丁目単位で
集計し1haあたりに換算

平成17年国勢調査

従業者人口密度
駅勢圏内の従業者人口を町丁目
単位で集計し1㎢あたりに換算

平成13年事務所企業統計調査

商業売り場面積
駅勢圏内の商業施設の
売り場面積

平成23年大型小売店舗総覧（東洋経済新報社出版）

公共施設数

駅勢圏内に立地する一定規模以
上の公共施設(病院、大学、国・
県の庁舎・施設、ホール、博物
館・美術館の数をカウント

福岡県病院名簿、国土数値情報　公共施設データ等　

トリップ数
町丁目単位で発着の
トリップの数の和

H17年度第4回北部九州圏パーソントリップ調査

表 4　類型化に使用した指標

広域拠点

大規模商業施設
(施行前)

大規模商業施設
(施行後)

2011.4 木の葉モール橋本
            ③(21,800㎡) 2010.10 ナフコ春日原店

           ③(15,570㎡)

2011.3 イオンモール大牟田
              ④(42,000㎡)

2011.4 ダイキ黒崎店
　　　 デオデオ八幡黒崎店
            　②(12,831㎡)

2010.5 グランモール
           ③(23,671㎡)

天神

久留米

小倉

飯塚

2010.8 イオンモール筑紫野
             ③(45,000㎡)

2008.7 ナフコ小倉北店
           　(11,687㎡)

図 3　施行前後の大規模商業施設の立地
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(3)GroupC 公共施設集積型

　事業者密度が比較的高く、公共施設が駅周辺に多く

立地している一方で、大規模集客施設の集積は小さい。

八幡駅、香椎駅、大牟田駅がこのグループに含まれて

いる。

(4)GroupD 大型商業施設集積型

　事業者密度と大規模商業施設面積で大きな値を示し

ている。北九州市の副都心である黒崎駅、筑後地方の

中心的な場所である西鉄久留米駅がこのグループに所

属している他、大型ショッピングセンターが立地して

いる郊外の駅もこのグループに含まれている。駅周辺

の公共施設の立地は少ない。

(5)GroupE 居住者集積型

　人口密度が高く、都心に通う通勤者、通学者が駅周

辺に高密度に居住する拠点である。城野駅、姪浜駅、

大橋駅などがこのグループに入っている。

4-3 類型ごとの位置関係

　GropA から近い距離にあるのは GroupD や GroupE で

あり、離れているのは GroupB である ( 図 4）。福岡都

市圏、北九州都市圏を比較し、分析すると、GroupA を

中心として、福岡都市圏では GroupE が多く集積し、

職場と居住が分離されながら中心部までのアクセス性

が高いことがわかる。北九州は GroupA を中心として、

商業機能の集積がある GroupD が多く立地しているた

め、商業的機能が各拠点に分散されて配置されている

ことがわかった。

4-4 今後の集積についての考察

　類型化の結果から福岡県の選んだ広域拠点にも拠点

毎に性質が異なり、GooupA を中心として都市機能の集

積が行われていることがわかった。選定された広域拠

点の中には、GroupB のように商業施設や公共公益施設

の集積が少ない拠点もみられた。今後大規模集客施設

の立地誘導していくにあたり、広域拠点の選択と適材

適所の施設の配分が必要である。

　図 5 は立地ビジョンにおいて対象となる商業集積と

公共施設集積を散布図にしたものである。GroupA に類

型化されている小倉駅は、天神駅と比較すると公共施

設の集積が少ない。副都心である黒崎駅は GroupD の

中で比較しても同じ北九州都市圏の折尾駅やスペース

ワールド駅よりも機能集積度が低いことが分かる。

５．おわりに

　本研究により、以下のことが明らかとなった。

(1) 立地ビジョンの運用を行っている福岡県庁の都市

計画係に対するヒアリングにより、改正法の規制誘導

ツールの活用方策を整理し、運用実態を明らかにした。

また、法改正前後の大規模集客施設の立地を分析し、

法改正や県の取り組みにより、都市計画変更が必要な

大規模集客施設は立地のコントロールされていること

が分かった。しかし、全ての施設がコントロールされ

ているわけではなく、一部で郊外に立地する例も見ら

れた。

(2) クラスター分析の結果より、広域拠点は 5 つに分

類され、機能の集積にも違いがみられた。集約型都市

構造を実現し、街なかの再生を進めていくためには、

グループの相対の中で施設の集積の少ない広域拠点に

立地を誘導していくことが必要と思われる。
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D

黒崎駅、戸畑駅、折尾駅、門司
駅、下曽駅、スペースワールド駅
、赤間駅、福間駅、古賀駅、筑
前前原駅、西鉄久留米駅、西鉄
小郡駅

E

城野駅、姪浜駅、雑餉隈駅、
大橋駅、箱崎駅、春日原駅
下大利駅、西鉄二日市駅

A

小倉駅、博多駅、天神駅

B

門司港駅、若松駅、太宰府駅、
新飯塚駅、直方駅、甘木駅、
羽犬塚駅、西鉄柳川駅、
行橋駅、九大学研都市駅

C

八幡駅、香椎駅、大牟田駅

拠点の中心 人口密度 事業者密度
大規模商業
施設面積

トリップ 公共施設数

A 72.9 36546.6 189436 9201 5

B 30.4 2828.1 7425.4 1287 2.8
C 71.9 4859.8 14211 3511 6
D 55.4 4827.3 32139 3482 1.3
E 105.5 3755.2 13572 3429 1.5
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表 5　類型化ごとの特徴

表 6　広域拠点の類型

図 4　類型ごとの位置関係 図 5　公共施設・商業施設

天神駅

小倉駅

黒崎駅

門司港駅

下曽根駅

八幡駅

スペースワールド駅

香椎駅

赤間駅

福間駅

古賀駅

太宰府駅

新飯塚駅

直方駅

甘木駅

西鉄小郡駅

大牟田駅

西鉄柳川駅

行橋駅

-2

-1

0

1

2

-1 0 1戸畑駅 折尾駅

城野駅

博多駅

姪浜駅

大橋駅箱崎駅

春日原駅

西鉄二日市駅

西鉄久留米駅

商業施設集積

公
共
施
設
集
積


