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1. はじめに

1-1　研究の背景

　近年「エリアマネジメント」や「新しい公共」1) と

呼ばれる地域組織が今後の都市づくりを担う主体とし

て注目され、街路環境の整備や公共空間を活用したオー

プンカフェやイベントの開催、デザインガイドライン

策定による戦略的な環境改善等、ハードとソフトの事

業を一体的に地域組織が実践することで地区全体の魅

力向上を図っている。　

　なかでも都心部の先駆的事例である福岡市天神地区

は、今日のエリアマネジメントに至るまで経緯は戦後

にまで遡り、天神の都心開発のなかで萌芽したもので

ある。従って、エリアマネジメントの観点から歴史を

繙くことで、現在の当地区の発展にエリアマネジメン

トがどのような役割を果たしてきたかが明らかになり、

天神の新たな街の文脈が見えてくると考えられる。

1-2 研究の目的と方法　

　本研究では、福岡市天神地区における戦後の都心開

発の変遷をエリアマネジメントから見ることにより、

商店街組織や大型商業施設の事業者、地権者、交通事

業者など都心には欠かせない機能・役割を担う関係者

が競争・協調し、地区全体の魅力向上を目指してきた

当地区のエリアマネジメント構築のプロセスを明らか

にし、今後の活動の展望を示唆することを目的とする。

　研究の方法は、①エリアマネジメントの観点を設定

し、国内の都心部における類似事例の整理し、現在の

天神地区の位置付けを行ったうえで、②文献資料、既

往研究、インターネットの情報から天神地区における

戦後から現在までの変遷を整理し、エリアマネジメン

トの観点から考察することにより、当地区におけるエ

リアマネジメント構築のプロセスと役割を解明する。

1-3 対象地の概要

　福岡市天神地区は、西日本最大の商業集積地であり

西鉄福岡天神駅、福岡市営地下鉄天神駅、西鉄天神バ

スセンターなど福岡市内や九州各地とを結ぶ路線の交

通結節点であり、多くの来街者で賑わいをみせエリア

マネジメントの事業を展開することで更なる発展が期

待される地区である。

2. 天神地区のエリアマネジメントの位置付け

　現在、日本においてエリアマネジメントと呼ばれる

ものは、対象エリアの立地や組織形態、活動内容、経

緯など様々である（図 1）。そこで本研究では、都心部

に着目し、ハード・ソフトに関する一体的な取り組み

をエリアマネジメントと捉えることとする（図 2）。

2-1 エリアマネジメントの観点

　本研究におけるエリアマネジメントの観点とは、①

地区全体の魅力・価値向上を図るという共通認識を前

提として多様な主体（民間事業者、大学、地権者、行

政等）が連携し、②エリアマネジメントの活動内容に

挙げる七つの項目（図 2）に関連する事業とそれらに

取り組む主体に主眼を置くことである。

2-2 都心部のエリアマネジメントの類似事例
　　全国の都心部における事例の中でも、天神地区と同

様に以前から民間事業者主体の地域組織が存在し、時

代に応じた事業と役割を担い、徐々に活動内容の充実

や関係者間の連携を強化し現在に至るものには大丸有

地区が挙げられ、それぞれの時代毎に活動や主体が変

遷してきたことが分かる（図 3）。

　次章では、天神地区の歴史を見ることでエリアマネ

ジメントの各時代ごとの役割の変遷と経緯を詳細に見

て行く。

3. エリアマネジメントの萌芽（戦後～ 1950 年代）

3-1 商店街組織の形成　

　終戦間もない混乱期の福岡市内で随所に闇市が発生

する最中、闇市価格を一掃する公正な商店街として

1946 年に新天町商店街が、市の公園予定地に罹災者や

引揚者を入居条件に商店復興の先駆けとして 1947 年に

因幡町商店街がそれぞれ開業した。また、1948 年特別

都市計画による戦災復興事業実施に伴い 1949 年に西鉄

街が開店し、戦前西鉄街付近で営業していた天神市場

が北西に移動し開業した（図 4）。

エリアマネジメントの観点から見た天神史

遠山　今日子

図 2　エリアマネジメントの主な活動

図 1　エリアマネジメントの領域概念図
①エリアメンテナンス 公共施設・共用空間の管理、地域内の清掃や植栽の管理等

②デザインマネジメント ガイドライン、将来計画等のビジョンの共有、ハード整備事業促進、提案等

③空間活用マネジメント 地域内の公開空地や街路を活用したイベント、社会実験等の取り組み

④エリアサービス 情報サービス、地域冷房システム等インフラ整備を用いた地域限定サービス

⑤地域プロモーション ホームページ等による宣伝・周知活動、観光案内、シンポジウムの開催等

⑥コミュニティデザイン 地域の人々の交流・文化活動、勉強会等

⑦プラットホーム 拠点施設の設置、研究、シンクタンク・コンサル機能、関係者間調整等
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3-2 地域内連携組織の形成

　前節の商店街の形成を機に、秩序ある競争と緊密な

連携体制のもと天神地区全体の発展に寄与することを

目的として、1948 年に商店街の有志と天神岩田屋が発

起人となり ｢ 都心連盟 ｣（後に「都心界」と改名）が

発足した。初期には主に商業活動として共同宣伝や親

睦会などによる相互の連携が図られた。

　一方、都心界が経済圏のスクラムを固めつつあった

頃、1954 年待鳥氏が「天神の発展には法人を打って一

丸とする会の結成の必要である」と唱え、1955 年天神

地区の多業種の法人 100 社が集い「天神発展会」が結

成された。天神を事実上の都心にするため、すべての

施設を誘致、政治、経済、文化の中核タウンにするこ

とを目的に、街路灯の建設など、機能中心よりも潤い

のある街づくりに主眼が置かれ活動が展開されていた。

3-3 小結

　従って、戦後から 1950 年代は天神の商業地区として

の再出発と地区全体の発展を見据え連携や親睦を図る

ための都心界や天神発展会の発足により、民間事業者

主体のエリアマネジメントの素地が形成され、それぞ

れの関係者が親睦を深める取り組みや施設整備を中心

に始動した時期であったと言える。

4．都心開発への働きかけ活動（1960 ～ 1990 年代）　

　1960 年代以降の天神地区は都心開発の全盛期に入

り、幾度のビル建設ラッシュや再開発事業、地下街開

発による地下空間ネットワークの構築などインフラ整

備やハード面中心とした発展を遂げた（図 5）。

4-1 地下街開発への関与

　その状況下で、1957 年に都心界が天神発展会に加入

し、商業活動の観点も踏まえた地区発展のための共同

の取り組みとして、行政に対する提言、要望書や陳情

等の働きかけによりハード整備に関与し、都市空間の

快適性の向上を目指す活動が展開されていった。

　1961 年の西鉄バスセンター開設と西鉄名店街の開業

により地区の南側に施設が充実した。また、西鉄名店

街の都心界加入に関連し 1972 年の地下街開発の南側延

伸等請求書が提出され、初期構想を大幅変更した東西

43 ｍ、南北 360 ｍの規模で 1976 年に天神地下街が完

成した。さらに地下街建設とあわせて渡辺通り沿いの

地下を有するすべて施設が接続され、1977 年天神地下

街名店会の都心界への加入が契機となり、都心界や天

神発展会の活動方針のなかで地下ネットワークの形成

による回遊性の向上が重要視されるようになった。　

　その後 1981 年の地下鉄開業により、東西及び南北

方向の地下空間ネットワークの主軸が完成し、都心界

が 1972 年に請願していた岩田屋本館と新館に挟まれた

道路下に公共地下通路が建設される等地下街と直結し

ていない部分にも地下通路が新設され地下空間ネット

ワークが面的に発展していった。

4-2 再開発事業への関与　

　再開発事業では、1967 年に因幡町・西鉄街・銀座通

り商店街が組織を一本化し、天神一丁目第 1、第 2 防

災街区造成事業として 1974 年てんじんファイブ仮店舗

での開業を経て、1976 年に天神コアビル、天神第 1 名

店ビル完成し核となる大型商業施設が誕生した。それ

らと連動し北側の福岡ビルが地下空間で接続され、重

点的に地下空間ネットワークの形成が進められた。さ

らに市が 1982 年てんじんファイブ跡地利用検討に入り

懇親会が結成され、1984 年都心界が跡地利用に関する

要望書を提出し、1989 年イムズが「新しい情報を発信

し続けるビル」というコンセプトで開業した。

　一方天神地区の経済地盤沈下を危惧し、1972 年と

1977 の二度にわたって県庁移転への反対の陳情書を

都心界と天神発展会連名で提出するも実現には至らな

かったが、組織間の結束強化と働きかけ活動の基礎が

確立された。その後 1988 年に県庁跡地利用に関する陳

情書を提出し、①国際・情報・文化の多目的に利用で

きる集客力のある施設の建設、②天神の都心機能に必

要な緑地を配したオアシス的要素、③広域からの来場

者のための大型観光ばす駐車場の設置を求め、1995 年

に緑のステップガーデンやホール、会議場、文化情報

センター等を有する国際交流拠点施設としてアクロス

福岡が開館した。1980 年代に入り将来の天神地区の街

図 4　戦後～ 1950 年代の商店街形成
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づくりの方策に関する提案を積極的に行うようになっ

た。1986 年「旗のある街」、「回廊のある風景」で空中

回廊や地下通路の増設によって回遊性や快適性を重視

した街づくりを提案した。その後、「新しい天神の街づ

くりへの要望書」を市へ提出し、情報性、文化性、国

際性重視の街づくりの必要性を訴えた。さらに、翌年

に「都心構想に関する提言」として、都心整備の方向

性と具体的な手法にまで言及した。それらは後に福岡

市が策定した福岡市都心構想の内容に反映された。

4-3 小結

　従って、1960 年代から 90 年代は都心開発が進展す

る中で、個々に対する働きかけにより、地下街延伸や

高度な機能を担う複合施設の実現へと導いたり、1970

年代後半以降は、組織に属する個々の事業者が自主的

な地下通路建設を行ったことで、地下空間ネットワー

クの面的な広がりに貢献し、結果として地区の回遊性

向上と天神の街の地下空間の特徴づけに繋がる等、ハー

ドとインフラの整備を誘導・実践する役割を果たして

いた。さらに、新規進出の商業事業者も随時都心界に

加入することで、関係者間の連携が維持され、1980 年

代後半には、今後の都心空間の整備方針に関して提言

や陳情によって示唆し、文化性・情報性のある空間づ

くりにより天神地区の魅力をいかに伸ばしていくかと

いうソフトデザインの視点を投げかける役割へとエリ

アマネジメントがシフトする過渡期であったと言える。

5. 組織再編・ソフトデザイン展開期（図 7）

　2000 年代に入り、2005 年前後に岩田屋新館・本館、

新地下街、VIORO といった大型商業施設が地区の西側

と南側に開業し商業面積が大幅に増加したことで、天

神の商圏としての発展はピークを迎えた。一方、前年

代から都心空間を活用したデザインマネジメントに重

点が置かれ、社会実験の一環で「天神ピクニック」と

いう様々なイベントを同時開催する取り組みが 2004 年

から継続的に実施されている。また、エリアマネジメ

ントを担う主体に再編の動きがみられ、2006 年に新た

に We Love 天神協議会が設立され、イベントを主催し

ている。2008 年の「まちづくりガイドライン」策定に

より天神地区の将来像やまちづくり戦略が明確なかた

ちで共有された。これまでの都心界や天神発展会によ

る提言や陳情等の働きかけとは異なり、We Love 天神

協議会は民間事業者と行政とが連携し、シンポジウム

で意識共有を図ったり、公共空間を活かす具体的なイ

ベントが実施されたり自主的な事業が実践されている。

　従って、2000 年代以降はエリアマネジメント組織と

して役割を We Love 天神協議会が担うことで、それま

で天神地区の民間事業者の組織で培われてきた共通認

識がソフトの取り組みとして具体化され、より実行性

の高いエリアマネジメントが展開されていると言える。

6. おわりに

　エリアマネジメントの観点から天神地区の歴史を捉

えなおすことにより、以下の天神地区のエリアマネジ

メント構築のプロセスは三つの時代に区分でき、それ

ぞれの役割が明らかになった（図 8、図 9）。

　まず、初期の組織形成のころのエリアマネジメント

の役割は、地区内の商業者間や事業者間の連携を結ぶ

契機となり、「競争・協調の精神で地区全体の発展を目

指す」との共通認識を共有を促す役割を果たしていた。

　次に、都心開発期のエリアマネジメントは、ハード・

インフラ整備への提言により都市空間と都市機能の充

実に関与し、天神地区全体の都心構想に対する要望書

により、次の時代で重視すべきまちづくりの方向性を

示す役割をなしていた。

　更に、2000 年以降エリアマネジメント組織の設立を

契機に、前年代までに蓄積された共通認識と将来像を

図 6　1980 ～ 1990 年代の天神地区 図 7　2000 年代の天神地区
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市庁舎地下駐車場(1992)

1979－1999年新規開発ビル

働きかけ/活動の対象

地下通路

凡例

都心界会員

[天神ビブレ21(1982)]

地下鉄天神駅(1981)

・ベスト電器所有のビル
早期活用を陳情（1991）

地下通路の道路許可申請
（1972）

・きらめき通り地下通路完成（1999）

・てんじんファイブ跡地利用
　に関する要望書（1984）

アクロス福岡(1995)

地下駐車場建設を陳情（1990）

天神中央公園駐車場(1986)

イムズ(1989)

・県庁跡地利用に
　関する陳情書（1988）

大丸エルガーラ(1997)
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(2004)

福岡パルコ
(2010)

VIORO
(2006)

天神南駅
(2007)

新地下街
(2005)

2000年以降の新規開発ビル

イベント・活動の対象

地下通路

イベント時都市空間活用
（オープンカフェ等の利用）

イベント時の歩行者専用道

イベント時の対象駐輪施設

★

◆

凡例

都心界会員

メディアモール天神
(2002）
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★
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具体的な空間活用マネジメントによって実践する主体

としての役割をエリアマネジメントが担っている。

 今後の天神地区のエリアマネジメントの展望として

は、行政や大学といった主体との新しい連携を築きな

がら、長年の時を経て醸成された連携と共通認識の素

地を活かし、多様な業態による結束力を活かすような

公共空間・商業集積・経済・交通など多様な観点を織

り交ぜた新しいソフトの取り組みの展開が期待される。
[参考文献 ]
1) 小林重敬編著、エリアマネジメント－地区組織による計画と管理運営－、学芸出版
社、2005　2)小川博和、福岡市天神地区の開発集積過程に関する研究、九州大学大学
院人間環境学府都市デザイン専攻修士論文、2004　3)多田麻梨子、商店街整備・運営
における商店街組織の役割に関する研究－新天町商店街を事例に－、九州大学大学院人
間環境学府都市デザイン専攻卒業論文、2008　4) エリアマネジメント組織による公共
空間活用の仕組みに関する研究、日本建築学会大会学術講演梗概集（中国）、pp．179
－ 180、2008　5)まちづくりガイドラインの策定・運用プロセスから見た官民協働意
識の醸成と活動の展開、日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）、pp．133 － 136、
2009

図 9　天神地区の変遷
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市街地整備・道路・地下施設関連

◆We Love 天神協議会の取り組み

凡例

民間事業者による天神地区全体のハード整備

都心開発への働きかけによる地区全体の方向性誘導

ソフトマネジメント中心の都心空間活用

西日本中央市場

創立準備委員会

株式会社西日本公正商店公社
改名

商工共同組合法

中小企業共同組合法
新天町商店街

公社が優先株

を買い取る

組合が無くなり
新天会のみに

株式会社新天町商店公社

任意組合新天会

新天町商店街
共同組合

新天町商店街
共同組合

新天町商店街
共同組合

因幡町商店街

土地利用組合

株式会社因幡町商店街公社

てんじんファイブ商工会

天神コア商店会

株式会社福岡地下街開発

新天町
エステート

改称

福岡松屋加入

都心界

研究懇親会

岩田屋、新天町、西鉄街

因幡町、天神市場
都心連盟

都心会

都心界

天神発展会

天神街づくり
研究会

天神・
渡辺通り
街づくり
研究会

因幡町商店街

西鉄街事業協同組合

因幡町、　西鉄街、銀座通りの

3商店街が組合の一本化を決定

天神ビブレ商店会

天神モビリティ
タウン協議会

We Love 天神
協議会準備会

We Love 天神協議会

防災建築街区指定願を提出

防災建築街区造成法の適用を申請

防災及び土地の高度利用に向け

一体化ビル構想がまとまる

仮店舗用地として福岡貯金局跡地を

市から提供される

▲●県庁移転反対請願書を提出

国の重要文化財指定

▲天神地下街の南側への延長等請求書を提出

▲●新しい天神まちづくりへの要望書市へ提出

▲●都心（天神地区）構想に関する提言を市へ提出

▲てんじんファイブ跡地利用に関する要望書を市へ提出
▽てんじんファイブ跡地利用再開発計画について陳情

▽天神東地区における都市機能整備の拡充について陳情
▲県庁跡地利用に関する陳情者を提出
▲県庁跡地利用に関する陳情者を再度提出

▲天神地区駐車場の建設を市へ陳情
▲ベスト電器所有空きビルの早期活用を陳情

■「快適なモビリティの実現に向けて」策定

◆「天神まちづくりガイドライン」策定

◆「天神まちづくりフォーラム 2008」開催

◆「朝カフェ」実施

▲●県庁移転反対請願書を提出

【請願書の内容】

・南は国体道路まで拡張

・岩田屋西側 10ｍ道路地下開発

　同時着工

　【地下街の初期構想】

天神交差点を中心として

南北 255ｍ、幅 42ｍ

約 10,000 ㎡
道路占用許可　認可

福岡都心構想へ反映

●街路灯建設 

●県庁前花時計竣工

●都市美に関して県、市、警察および文化人と懇親会を開催 

●商工会議所と共同で駐車場設置を陳情 

●天神町を中心とする都市計画を市当局と懇談

●県庁前広場が広く市民に開放されるように知事に要望 

●県庁前の花時計設置案を各方面と折衝

●西側道路の舗装を市に陳情●都市美のため街灯・安全柵の設置、

街路樹植栽等を会員の負担で実施し、モデル街とする事を方針決定 

加入

●天神町の道路施設が完成し、初めて完全な都心の観を呈す 

◆「天神ピクニック 2004」社会実験実施

◆「天神のクリスマスに行こう」「おちチャリ」キャンペーン
「天神おもてなしフォーラム」開催

「I Love 天神」連続まちづくりフォーラム開催

◆「天神ウェルカムイヤープロジェクト 2011」開催予定
・ミュージックイベント・統一掛垂幕・渡辺通りストリートバナー・ファッションイベント

・バスでエコ割キャンペーン・Tenjin リサイクルキャンペーン・天神案内人・オープンカフェ

休憩スペース・天神ガイドウォーカー等

「人に優しい街・天神への試
み渡辺通り大改造への提言」

文字

●天神発展会の取り組み

▽天神ビブレ商店会の取り組み

■天神モビリティ協議会の取り組み

▲都心界の取り組み

実現や反映された活動

地下空間ネットワーク形成

2009 年以降中止

因幡町商店街開業

新天町商店街開業

銀座街、西鉄街、因幡町昼火事

電気ビル旧館完成

新天町第一回火災（商店 20 戸焼失）

西日本ビル、協和ビル、福岡同和ビル

渡辺ビル完成
天神市場火災（66 店舗焼失）

因幡町、西鉄街の中央通路が開通

西鉄商店街、銀座通り商店街、

福神街、天神市場開業

天神ビル完成

西鉄バスセンター、西鉄名店街開業
福岡ビル完成

西鉄グランドホテル開業

毎日新聞会館、福岡朝日ビル完成
福岡ショッパーズプラザ開業

因幡町、西鉄街大火

新天町 FAVO 開店

マツヤレディス開業、福岡銀行本店完成

フタタ福岡本店、てんじんファイブ（仮店舗）開業

西日本新聞会館（大丸）完成

天神東急プラザ開業

天神ビブレ 21 開業

新天プラザ開店
ソラリアプラザ、イムズ開業

天神地下街完成　南北 360ｍ、幅 43ｍ、36,370 ㎡
福岡センタービル、岩田屋新館開業

天神コアビル、天神第 1名店ビル完成

ベスト電器本店仮店舗開業
DADA ビル完成

新岩田屋新館開業、岩田屋本館閉館
新地下街、ミ―ナ天神開業

VIORO 開業

福岡パルコ開業（旧岩田屋）

ソラリアパークサイドビル、アクロス福岡完成

メディアモール天神（MMT）出店

西鉄天神駅高架化

天神地下駐車場開設（76）

地下鉄（姪浜－博多）全線開業（83）

福岡市、地下街の南側延伸構想固める（94）

天神地区市街地再開発事業決定（90）

地下鉄 2号線（呉服町－天神）開業（82）

地下鉄 3号線（南天神－茶山）開業（02）

博多大丸・西鉄名店街連絡地下通路開通（77）
天神第 1名店ビル・天神東急プラザ間連絡

地下通路開通、路面電車全廃（79）

地下鉄天神駅コンコースと天神中央広場が
結ばれる、福岡市営地下鉄（室見－天神）
部分開業（81）

西鉄電車市内線吉塚線廃止（73）

山陽新幹線（～博多）開業、西鉄電車市内線

貫線・呉服町線・城南線廃止（75）

天神地下街 -市庁舎間地下通路開通（91）

地下鉄 2号線（呉服町－馬出九大病院前）

部分開業（84）

地下鉄天神駅 -アクロス福岡地下通路開通、

きらめき通り地下通路 -ソラリアプラザ間
地下通路開通（95）

天神地下街 -きらめき通り地下通路間
地下通路開通（00）

福岡市都市計画復興土地区画整理事業完了

天神地下街 -天神ビブレ 21 地下通路開通（89）

天神第 1名店ビル商店会

毎年継続中

図 8　天神地区エリアマネジメント構築のプロセス

戦後～1950年代前半 1960年代～1990年代 2000年代以降

商店街組織・地域内連携組織形成期 都心開発・連携活動期 組織再編・ソフト事業展開期

組織

概念図
・

役割

都心界（1948）

天神発展会（1955）
天神モビィティタウン協議会（2002）
We Love天神協議会（2006）

商店街組織と大型商業店舗事業者の連携や天神地区
の法人が集って地域内連携組織を形成し、競争・協調
関係を構築

地域内連携組織が主体となって、都心開発地下空間ネッ
トワークの構築に関与し、行政の提言など積極的に活動

組織の再編を行い、社会実験等の都心の公共空間活
用やモビリティと連携した天神地区の発展のためのソ
フトマネジメントを実施

エリア
マネジメント
段階区分

エリアマネジメントの萌芽 都心開発関与型エリアマネジメント

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

天神地区

都心空間のオープンスペース・公開空地等を活用した賑わい創出

ソフトデザイン重視型エリアマネジメント

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

①地区内の商業者間や事業者間の連携を結ぶ契機
②「競争・協調の精神で地区全体の発展を目指す」
    との共通認識を共有し醸成する場
③街灯の設置や街路樹の植樹等の歩行環境の向上

天神地区全体のまちづくり・将来像に対する提言

地下空間ネットワークの面的な充実

跡地利用に対する要望

商店街組織の統合・ビル化

街灯・街路樹・安全柵のハード整備

地区内の多業種100法人の連携

商店街・百貨店の連携
都心界

天神発展会

①ハード・インフラ整備への提言により都市空間と都市
   機能の充実に積極的に働きかけるご意見番
②天神地区全体の都心構想に対する要望書により、
   将来重視すべきまちづくりの方向性を示す提言者

前年代までに蓄積された共通認識と将来像を
具体的な空間活用マネジメントによって実践す
る主体・先導役


