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1. はじめに

1-1 研究の背景

　近年、住宅地において地域が主体となり持続的な

まちづくりを行うため、アメリカの HOA(Homeowners 

Association) 組織のように、住民主体に住環境の維持・

向上を図る組織の初期設定を開発事業者が行い、まち

びらきと同時に組織を導入する事例が多数存在してい

る。福岡市の博多湾に建設された島形式の埋立地 ( 本

論ではこれを人工島と定義する )、福岡アイランドシ

ティ ( 以下 IC) 初の住宅地、照
て り は

葉のまちでも、開発事

業者や行政等により住環境マネジメント組織の設立準

備が行われ、導入後は住民により運営されている。埋

立地の住宅地問題として地盤の脆弱さや塩害被害等が

度々取り上げられるが、その他の課題として、特に人

工島の住宅地は、他都市と物理的に隔たりが生まれ、

他地域との相互依存が難しいことから、陸続き形式埋

立地の住宅地以上にまちの自立性が求められると考え

られる。コミュニティ形成の素地が無く、物的にも市

街地と隔てられている人工島の住宅地で住民主体のま

ちづくりを円滑に開始し、維持するためには、自立的

組織の存在とその仕組みづくりが重要であると言える。

1-2 研究の目的

　そこで本研究では以下の 3点を研究の目的とする。

(1)IC の埋立地形態が島形式となるまでの変遷を整理

し、IC と国内の他の人工島及びそれぞれの住宅地の比

較を通して IC の住宅地の位置づけや特徴を整理する。

（2) 開発事業者等が導入した照葉のまちの住環境マネ

ジメント組織の初期設定を整

理し、特徴を明らかにする。

(3) 組織の運営主体移行の過

程を把握し、住民による初期

設定の運用から起こる課題と

その要因を明示する。

1-3 研究の方法

　IC の建設経緯と国内の人工島との比較、照葉のまち

の開発内容を理解するため、文献調査と資料調査を行っ

た。また開発事業者等による照葉のまちの住環境マネ

ジメント組織づくりを把握し、組織導入以降の住民に

よる運営実態と問題点を整理するため、文献調査及び

福岡市住宅供給公社の元職員、開発事業者、照葉まち

づくり協会関係者に対するヒアリング調査を実施した。

1-4 研究の対象地

　IC は博多湾和白沖に建設された福岡市初の人工島で

ある ( 図 1)。1994 年の埋立着工から今なお整備が進め

られている事業であり、福岡市都心部から直線距離で

約 9 ㎞の位置にある。総面積 401.3ha、計画人口は居

住者、従業者共に各約 18,000 人であり、2010 年 11 月

時点で 3,814 人、1,297 世帯が居住している 1)。IC の

東側に港湾機能、西側に都市機能用地が計画され、照

葉のまちは南東に位置する総面積約 18ha で、2005 年

にまちびらきをした住宅地である (図 2)。

2. 埋立地形態と国内の人工島の住宅地

2-1 香椎・和白地区埋立計画の変遷

　島形式埋立が決定されるまでの 4 つの港湾計画を埋

立地形態と土地利用の観点から見る (表 1)。

　開港以来初めて策定された 1960 年博多湾港湾計画

では和白干潟全域や海の中道沿いに亘る広大範囲の陸

続き形式埋立計画が立案された。土地利用は全て工業

用地利用となっており、工業機能強化が図られた時期

であると推察できる。1972 年計画では面積の大幅縮

小、埋立地の分割が立案され、うち 1 つは IC より約

20ha 小さい島形式であった。土地利用は前計画と異な

り住宅用地が新たに加わり、和白地区に配することと

なったことから、和白地区を既存住宅地と連続する都

市機能エリアに、海上流通ターミナル地区を工業・港

湾機能エリアとしてゾーン分けする計画となっている。

1978 年計画では前計画の海上流通ターミナル地区のあ

り方が検討された結果、同地区は同規模の陸続き形式

に変更されたが、都市機能用地面積は、依然和白地区

に集中しており、前計画のゾーン分けが維持された。

また全面積中の都市機能用地割合が前案に比べ大幅に

人工島の住宅地における住環境マネジメントに関する研究

ー福岡アイランドシティの照葉のまちを事例としてー

森脇　亜津子

図 1　IC の位置
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図 2　照葉のまちの位置
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増加しており、市街地再編の必要性が高まったと考え

られる。1989 年計画では前計画の和白地区と香椎地区

の一部を合わせ 1 つの島形式埋立計画が立案された。

これまでの計画では和白干潟全域の埋立が示されてき

たが、環境保護の観点から規模を縮小した島形式に変

更された。土地利用は規模縮小に伴い都市機能用地面

積が大幅に減少し、一方で工業・港湾関連用地は増加

していることから、結果的に IC 建設の主目的は博多湾

港湾機能の強化にあったことが窺える。

2-2 国内の人工島と福岡アイランドシティ (表 2)

(1) 人工島の規模と土地利用

　次に国内の 7 件の人工島の事例を調べ、比較する。

西宮浜と南芦屋は阪神淡路大震災被災者の住宅確保の

ため、150ha 前後と小規模でほぼ全域が住宅地の単一

目的人工島である。400ha 以上の規模を持つ咲洲や六

甲アイランド等は港湾機能と都市機能 2 つが混在する

複合目的人工島であり、IC もこの部類に属する。

(2) 都市機能用地の配置

　各人工島の都市機能用地の配置を整理すると、内地

型、部分海際型、海際型の 3 つの配置形式に類型化す

ることができた(図3)。内地型・部分海際型人工島では、

計画当初は港湾機能単一目的の人工島が計画されてい

たが、中途より都市機能の混在が決定した特徴がある。

即ち機能複合となったが人工島建設の主目的は港湾機

能強化にあり、海際

は港湾施設で占めら

れた。一方、IC のよ

うな海際型人工島は

計画当初から住宅地

建設が盛り込まれたことにより、海という自然環境を

活かした住宅地開発が行われたと考えられる。

(3) 自治組織の有無とその種類

　ほとんどの住宅地には街区単位の自治会が存在する。

六甲アイランドは管理組合連携会として単一自治会が

あるものの、分譲と賃貸及び戸建と集合住宅を一括り

にしたうえ、地域の自治活動と管理活動両方の役割を

担う単体組織は IC の照葉まちづくり協会のみである。

2-3 まちづくりエリアの土地利用変遷と IC の住宅地

　IC のまちづくりエリア南半分の博多港開発㈱ (1) 工区

内に位置する照葉小学校校区には、照葉のまちと香椎

照葉三丁目地区 2 つの異なる住宅地が存在する。IC の

4 回にわたり策定された各事業計画における同校区土

地利用ゾーニングの変遷を見ると ( 図 4)、1992 年事業

計画では現照葉のまちの土地は住宅ゾーン、三丁目地

区の土地は新産業・研究開発ゾーンに設定されており、

後者の土地には住宅地が想定されていなかった。しか

し 2002 年事業計画では、三丁目地区の土地が複合・

交流ゾーンという、福祉・教育機能や商業機能、居住

機能等の導入が図られるゾーンとして設定された。こ

れにより住宅地の建設が実質可能となったが、この時

点で住宅地開発の計画はなく、2003 年 12 月に照葉の

まちの開発事業者公募が行われ、同校区内の住宅地は

照葉のまちのみで開発が推進された。しかし、その後

表 1　博多湾港湾計画における埋立地形態と土地利用の変遷 2）

香椎・和白・西戸崎地区
(約1289.0ha)

132.0ha

合計 約1289ha 多々良川
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海の中道
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合計 約1289ha
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多々良川
0 2.5km

海の中道

アイランドシティ
(約401.3ha)

合計 約537ha

香椎パークポート地区
(1988年 埋立先行着工　約136ha)

0 2.5km

海の中道

博多港港湾計画

埋立形態

土地利用【％】
都市関連用地

都市機能用地
住宅用地

交流拠点用地

工業・港湾関連用地
埠頭用地

港湾関連用地
工業用地

危険物取扱施設用地
公共関連用地

公園・緑地用地
交通機能用地

ー

ー

1289.0ha (1967年までに132.0haを造成 )【100％】

190ha【70％】

50ha【19％】

30ha【11％】

ー
190ha
ー

ー
50ha
ー
ー

ー
30ha

ー

和白地区香椎・和白・西戸崎地区

ー

0ha【0％】

海上流通地区

330ha【87％】

ー
50ha【13％】

ー
ー
ー

160ha
170ha
ー

50ha
ー

190ha【29％】
合計

380ha【58％】

ー
80ha【12％】

ー
190ha
ー

160ha
220ha
ー

80ha

和白地区
222ha【87％】

2ha【0.8％】

31ha【12％】

222ha
ー
ー

1ha
1ha
ー
ー

14ha
17ha

香椎地区
65ha【15％】

213ha【49％】

153ha【35％】

65ha
ー
ー

135ha
61ha
ー

17ha

112ha
41ha

合計
287ha【42％】

215ha【31％】

184ha【27％】

287ha
ー
ー

136ha
62ha
ー

17ha

126ha
58ha

アイランドシティ
165.2ha【41％】

163.1ha【41％】

73ha【18％】

158.6ha
ー

6.6ha

57ha
83.1ha
23ha
ー

48ha
25ha

合計
165.2ha【30％】

244.1ha【45％】

127.7ha【24％】

158.6ha
ー

6.6ha

57ha
83.1ha
23ha
ー

48ha
25ha

香椎PP地区
ー

81ha【60％】

54.7ha【40％】

ー
ー
ー

37.5ha
43.5ha

ー
ー

46ha
8.7ha

1960 年 ( 昭和 35年 ) 1972 年 ( 昭和 47年 ) 1978 年 ( 昭和 53年 ) 1989 年 ( 平成元年 )

博多港港湾計画

埋立形態

土地利用【％】
都市機能関連用地
工業・港湾機能関連用地
公共関連用地

ー

ー
1289.0 ha (1967年までに132.0haを造成 )【100％】

190 ha【70％】

50 ha【19％】
30 ha【11％】

和白地区香椎・和白・西戸崎地区
0 ha【0％】
海上流通地区

330 ha【87％】
50 ha【13％】

190 ha【29％】
合計

380 ha【58％】
80 ha【12％】

和白地区
222 ha【87％】

2 ha【0.8％】
31 ha【12％】

香椎地区
65 ha【15％】

213 ha【49％】
153 ha【35％】

合計
287 ha【42％】
215 ha【31％】
184 ha【27％】

アイランドシティ
165.2 ha【41％】
163.1 ha【41％】
73 ha【18％】

合計
165.2 ha【30％】
244.1 ha【45％】
127.7 ha【24％】

香椎PP地区
ー

81 ha【60％】
54.7 ha【40％】

1960 年 ( 昭和 35年 ) 1972 年 ( 昭和 47年 ) 1978 年 ( 昭和 53年 ) 1989 年 ( 平成元年 )

戸建て住宅

集合住宅

5,473(2009.9)【5,300】 2,931(2009.10) 1,758(2009.10【3,000】世帯数【計画世帯数】 10,453(2009.9)【10,000】 7,104(2010.4)【6,593】
7,797(2009.10)【10,000】 3,968(2009.10)【9,000】

7,053(2010.12)【8,000】
居住者数【計画人口】 24,313(2009.9)【40,000】 14,624(2010.4)【20,000】 12,821(2009.9)【19,000】

住居形態

無し 4街区

民間分譲、民間賃貸

17,794(2010.12)【30,000】

市営、雇用促進、UR賃貸、UR
分譲、公社分譲、民間分譲

市営、雇用促進、UR賃貸、UR
分譲、公社分譲、民間分譲

無し 1街区 2街区(海洋町、南浜町)無し
都営賃貸、雇用促進、UR賃貸、公
社賃貸、民間分譲、勤住協分譲、公
社分譲、UR分譲

市営住宅、県営住宅、UR賃貸、
UR分譲、民間分譲

県営賃貸、市営賃貸、民間分譲、
公社分譲

2街区(2011.2月時点)

照葉まちづくり協会(TCA)、アイラ
ンドタワースカイクラブ自治会

神戸市東灘区向洋町中

六甲アイランドCITY自治会(各街
区管理組合の連携会)

主な自治組織 自治会有り(詳細不明) 港島自治連合協議会 他

東京都品川区八潮５丁目 西宮市西宮浜 兵庫県芦屋市陽光町、海洋町、南
浜町、涼風町

住宅地所在地 大阪市住之江区南港中 神戸市中央区港島中町

各街区自治会(八潮ハイツ自治会
他約30) 西宮浜杜のまち自治会　他 県営南芦屋浜高層住宅自治会、南

浜町2街区自治会　他

福岡市東区香椎照葉

まちづくりエリア（計191.8ha）
2005

六甲アイランドシティ(RIC)
1988入居開始年 1977 1980

品川八潮パークタウン 西宮マリナパークシティ ―都市機能エリア名称 南港ポートタウン ―
1983 1998 1998

無し
2本
無しトンネルの有無 大阪咲洲トンネル 港島トンネル

11本(うち5本は他の人工島に接続) 3本(うち2本は他の人工島に接続) 4本(うち2本は他の人工島に接続)橋梁数 2本 2本(うち1本は関空に接続)
無し 無し 無し

3本

海際型

1種類
民間バス

内地型

2種類
六甲ライナー、民間バス

公共交通機関
2種類
南港ポートタウン線(咲洲内で地下
鉄中央線と接続)、市営バス

2種類
ポートライナー、民間バス

部分海際型(運河に面する) 海際型 海際型都市機能用地配置 内地型 内地型
4種類
モノレール、りんかい線、
都営バス、民間バス

1種類
民間バス

1種類
民間バス

595ha
131ha都市機能用地面積 207.9ha 126ha

679ha 154ha 125.6ha人工島面積 936.8ha 436ha
145.3ha 94ha 79ha

401.6ha(2010年竣功済286.9ha)

福岡アイランドシティ

1994-進行中　（17年経過）
六甲アイランド

1972-1992（20年）埋立事業期間 1958-1980（22年） 1966-1981（15年）
八潮(やしお) 西宮浜 南芦屋浜人工島名・地名 咲洲(さきしま) 神戸ポートアイランド

1972-1985（13年） 1971-1992（21年） 1971-1997（21年）

民間賃貸、民間分譲

3,814(2010.11)【18,000】
1,297(2010.11)

東京臨海副都心

1930s-1970s（40年以上）
442ha
192ha
海際型
5種類
ゆりかもめ、りんかい線
都営バス、民間バス、海上バス
3本(すべて他の人工島に接続)
無し
レインボータウン、お台場
1995

東京都江東区有明、青海、台場

臨海副都心まちづくり協議会(進
出企業パートナーシップ)
無し

都営賃貸、UR賃貸、民間分譲

10,020(2010.12)【47,000】
4,282(2010.1)

165ha(2010年竣功済154.2ha)

表 2　国内の人工島と各人工島に計画的に建設された住宅地　　　　　　　　　　　*各都市の港湾計画、住民基本台帳、人工島 HP、参考文献 3) 等を参考に作成

内地型 部分海際型 海際型

内地型 (ロ型 )

部分海際型 (コ型 )

海際型 (I型 )

内陸地

海域

島内都市

内陸地

海域

島内都市

内陸地

海域
人工島

橋

島内都市

沿岸地

海域

島内都市

沿岸地

海域

島内都市

沿岸地

海域
人工島

橋

島内都市

中心に都市機能が配置。
周囲を港湾・工業機能で
囲まれたため海に面しな
いまちとなる。

都市機能用地の 1 面が海
に接する。海の環境を享
受する部分もあるが、依
然海から距離がある。

都市機能用地の 2 面以上
が海に面している。海が
近接した都市、住宅地の
開発が可能。

図 3　都市機能用地配置の類型

1992 2002 2009

1992 2002 2009

住宅ゾーン 複合・交流ゾーン 新産業・研究開発ゾーン
（研究施設用地）

環境ゾーン
（緑地）

交流施設用地 下水再利用施設用地

住宅ゾーン

複合・交流ゾーン

新産業・研究開発ゾーン
（研究施設用地）

環境ゾーン
（緑地）

交流施設用地

下水再利用施設用地

現 照葉の位置現 三丁目地区の位置

現 照葉のまちの位置現 香椎照葉三丁目地区の位置

図 4　IC 住宅地の土地利用ゾーニングの変遷
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2005 年 6 月に三丁目地区事業者公募が行われ、民間分

譲・賃貸住宅が建設されることとなり、照葉のまち開

発の事業計画は一から見直されるも、照葉まちづくり

協会はそのまま導入されることとなった。

3.TCA設立経緯と開発事業者等による地域管理の初期設定

3-1 TCA の設立経緯

　照葉のまちの開発事業者決定後、福岡市等からの提

案により照葉一体を対象とする組織設立が決定し、照

葉まちづくり協会(TCA)が設立された。戸建・集合住宅、

分譲・賃貸住宅という 2つの対照的な要素を含み、1,500

世帯以上の多世帯が会員となる組織の設立は開発事業

者、福岡市共に初の試みであり、販売開始 1 年前から

4者協働で会則や組織構成の素案づくりが行われた。

3-2 開発事業者等が定めた TCA の初期設定 (表 3)

(1)TCA への加入方法と会員による合意形成方法

　売買契約に付帯する事項として、TCA 地区内の土地・

住戸を所有あるいは入居した場合、TCA に必ず加入し

なくてはならない。宅地建物取引業法第 35 条の規定に

基づき重要事項として説明を受けた後、売主である開

発事業者へ承認書を、TCA 会長へ TCA 加入届を提出す

ることで加入が認められる。TCA 内の合意形成は、年 1

度の総会出席者の議決権総数の過半数賛成により行わ

れる。しかし、会則の変更は出席者議決権総数の 5 分

の 4 以上の賛成をもって決することが定められている

ため、会員数の多い TCA では初期設定の変更が容易で

はない条件が最初から設定されていることになる。

(2)TCA の外部契約・協定と共有物

　売買契約のその他付帯事項として、TCA は警備員

が 24 時間まちに駐在し、巡回を行うタウンセキュリ

ティ ( 以下 TS) 及

び CATV 契約を締結

し、会員は利用料

を TCA へ納入する

ことが定められて

いる。これらは世

帯別契約ではなく

TCAが契約している

ため、フリーライ

ダーの発生を防ぐ

効果がある。また、

TCAは共有地を持た

ず、地区内の緑地

や道路等は全て市

に移管されている。

そのため TCA は移

管された公園、緑地、街路樹の管理の役割分担に関す

る協定を福岡市と締結しており、主に市は高木・低木

の剪定や病虫害防除等を、TCA は清掃や除草等を行う

ことが管理対象物ごとに定められている (表 4、図 5)。

(3)TCA の組織構成と併存する管理組合

　TCA は各街区または住居形態ごとに 7 つの部会を、

更に必要に応じて部会内に班を設け、班長から選出さ

れた部会長・副部会長が TCA 役員となる。一方各部会

と同範囲を対象とする管理組合が TCA とは別に存在し、

部会ごとの集会所は管理組合が所有している。まち全

体の管理を行う TCA と、敷地内の管理を行う管理組合

という 2つの住民による管理組織が併存している。

4.TCA の運営主体の移行と初期設定運用の現状

4-1 イベント活動と主体の移行 (図 6)

　2005 年 12 月から入居が開始され、2006 年度は顔合

わせ会等の住民が知りあう機会の提供が TCA の役割で

あった。これらは開発事業者や住宅販売会社等が TCA

役員へ開催を促し、積極的にサポートすることで実現

した活動である。2007 年度開催の照葉夏まつりでは、

開発事業者はテント運営や景品提供を、福岡市は受付

を行う等の役割を担い開発事業者と行政、TCA が協働

表 3　TCA の初期設定の概要

戸建2丁目部会

戸建1丁目部会

照葉テラス準備会

ヴェルデコート部会
(部会設立予定 )

アクアコート部会

プライムメゾン
準備会

外周緑地

福岡市立照葉小中学校

照葉公民館
・老人いこいの家

アイランドシティ
保育園

タウンセキュリティ事務所

TCA事務所

1号公園

2号
公
園

照葉の森

緑道公園

山の
部
分

2号公園

1号公園

3号
　公園

0 200m

行政所有地
公園

植樹帯
フットパス私有地

集会所

未開発 未分譲
部会
TCA範囲

表 4　管理の役割分担   *管理協定より一部抜粋

図 5　TCA の部会範囲と公園や集会所等の位置

入居開始年
TCA範囲面積
住戸数

会員

加入方法
合意形成

TCAによる外部契
約、管理協定

会費

月額戸当たり
会費徴収方法

共有物
その他ルール

組織体制
代表選出方法

管理移行取り決め
戸建住宅 集合住宅

住民別組織 照葉1丁目戸建地区管理組合
(2丁目戸建も全世帯入居時設立予定)

各マンション管理組合

所有物 部会内集会所 部会内集会所
管理組合費用、
その他

ホームセキュリティ：2100円/月
施設維持管理基金：5万円(購入時)
管理費：1万円/年
集会所建設費用：30万円/戸(購入時)

管理費、修繕積立金、
修繕積立基金、
駐車場代等

絶対加入(土地・住戸の売買契約に付帯)
全員直接参加の総会（年1回4月開催）
出席者の議決権過半数の賛成で決議(会則変更は5分の4の賛成)

会費：700円(賃貸住宅は所有者が85戸分を支払う)
タウンセキュリティ：【戸建】1540円【集合】1040円
CATV：1260円
戸建：3500円、集合：3000円
各管理組合を通じTCAへ

TCA会則、地区計画、建築協定、緑地協定、
デザインガイドライン、環境配慮指針

正会員：居住者、不動産所有者、店舗事業者
準会員：学校、公共公益施設の所有者または管理者
特別会員：博多港開発㈱、アイランドシティ住宅開発
                企業連合体、福岡市住宅供給公社

なし

2005年12月
23.8ha
1514戸予定（2010.11時点：751戸、2,395人が居住）
【戸建住宅】217戸【分譲集合住宅】1196戸
【賃貸集合住宅】100戸

立候補または輪番制
班長から部会長・副部会長を選出⇒役員

タウンセキュリティサービス、有線テレビジョン放送サービ
ス、アイランドシティ博多港開発㈱1-1工区において整備される
都市公園等の公共施設の管理に関する協定

防犯カメラ７台(+3台レンタル)、モニタ、倉庫

班→部会→役員会　及び5つの専門委員会

管理活動内容 頻度 管理活動内容 頻度
照葉の森公園
(山の部分)

高木の剪定、病虫害防除必要時特に管理しない

戸建・区画道路内
(植栽帯)

高木の剪定、病虫害防除必要時低木の剪定、清掃
除草、芝生・地被類の管理

必要時
2回/年

対象施設 福岡市 照葉まちづくり協会
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でイベント活動を行っていた。2008 年夏まつりではこ

れまでと違い“自治らしく”住民の手でイベントの企

画運営が行われた。2009 年夏まつりでは、やぐらの組

み立て、テント張り、司会進行等を業者に委託し、住

民のみでは実行が難しい部分に関しての工夫が見受け

られる。即ち、2008 年度以降、開発事業者や行政等の

協力は得ながらも、TCA の事業運営主体は住民の手に

次第に移行してきた。

4-2 住民の初期設定運用における現状と課題

(1) 会員の増加と組織体制の複雑性 (図 7)

　TCA は単一の自治組織としては世帯が多過ぎるため

全体の意志統一が図り難く組織の分裂が進行してきて

いる。また TCA の各部会と併存する各管理組合が、戸

建では構成員を同じにし連動させているものの、集合

住宅では構成員が異なり別に組織され、連動していな

い。そのため住民にとっては各組織の役割の違いがわ

かり難く、部会内の意思統一も図り難い状況にある。

(2) 公共空間の管理の実態

　福岡市に移管されている緑道や公園等の日常的管理

に関し、TCA 範囲内であっても自宅から離れあまり利

用しない場所の清掃に対する住民意識は生まれ難く、

公園・緑道ごとの管理の大変さにより住民の清掃活動

に不平等感を生みだしている点も課題である。　

(3) タウンセキュリティの必要性に関する意識の差

　TCA が契約している TS は、まち全体の防犯活動を行

うシステムだが、同時に集合住宅の管理会社でもあり、

戸建のホームセキュリティ会社でもある。即ち、どの

住宅においてもセキュリティシステムが重複している

ため住民は TS の必要性を感じ難い。また集合住宅の高

層階居住者にとっては、警備員がまちを巡回している

様子が見えづらく、費用に対する恩恵を受けていない

と感じる場合がある点も課題である。

(4) 校区に含まれる 2つの異なる住宅地

　博多港開発㈱会社工区は照葉小学校校区にあたり、

同校区内の住宅地は照葉のまちと香椎照葉三丁目地区

のみだが、校区単位の自治協議会は現在のところ存在

しない。そのため TCA のイベントに三丁目地区の住民

が無償で参加し問題となることや、従来 TCA 中心に行っ

ていたイベントが、三丁目地区住民の増加に伴い、校

区全体の開催が望ましくなり、校区単位組織でもなく

街区単位組織でもない TCA の必要性が薄まっている。

5. おわりに

　本研究により、IC 建設の主目的は港湾機能の強化だ

が都市機能用地は他の複合目的の人工島に比べ海に近

接している点、TCA のような組織は他の人工島住宅地

には存在しない点、照葉小学校校区内住宅地は元々照

葉のまちのみの計画である点等の特徴を明らかにした。

TCA の運営は 2008 年より住民へ移行したが、住民によ

る運営が進むことで分化が始まり、また校区全体とし

ての TCA の位置づけが不明確となってきた課題がある。

　以上より照葉のまちの住環境を維持するためには、

TCA の各部会を個別の組織とし併存する管理組合と一

体的体制とする TCA の分化が必要であり、なおかつ三

丁目地区も合わせ街区単位組織の連合体を形成し、校

区全体のイベントは連合体主催で行うこと、TS の意義

について改めて住民が共通認識を持ち連合体として契

約を行うことが望ましいと考えられる。

　長い年月をかけ開発する人工島では当初の開発計画

の変更の結果、当初想定した組織のあり方との整合性

が取れなくなる可能性がある。今後の IC 開発及びその

他人工島の開発では、計画理念に基づき人工島の都市

計画によるハード整備から住環境を維持・向上させる

住民組織というソフト整備までが一貫性を持ち、事業

が迅速に推進されることが期待される。

[注釈 ]
(1) 博多湾の臨海土地の造成や処分並びに利用に関する事業、港湾施設の建設等を行う、
　 福岡市初の第三セクター。
[参考論文・資料 ]
1) 住民基本台帳 (福岡市港湾局より )
2) 福岡市港湾局：博多港史　開港百周年記念，2000 年 3 月
3) 塩崎賢明「人工島における計画的住宅団地の居住環境に関する比較研究」日本建築
  学会計画系論文集，No.472, pp.101-110, 1995.6

各班から班長 1名選出 各班から班長 1名選出 各班から班長 1名選出 各班から班長 1名選出

班長から部会長・副部会長・
専門委員各 1名選出

班長から部会長・副部会長・
専門委員各 1名選出

班長から部会長・副部会長・
専門委員各 1名選出

班長から部会長・副部会長・
専門委員各 1名選出

今後選出予定 未選出状態

出席者議決権の過半数の賛成で決議

*稼働しているのは
  環境美化委員会のみ

総会
正会員により構成

役員会
各部会長・副部会長による計 14名で構成

(現在は 4部会から計 8名で構成 )
［任期 2年］

プライムメゾン準備会 未開発区域部会照葉テラス準備会

設立予定
……

96世帯

戸建 1丁目部会

8班【10～14戸/班】
121世帯

戸建 2丁目部会

9班【11～18戸/班】
213世帯

アクアコート部会

9班【各棟/班】
259世帯

ヴェルデコート部会

10班【各棟、上下階/班】
未設立

現在85世帯入居 約 100世帯入居

各部会の委員により構成

専門委員会

広報委員会
まちづくり推進委員会
文化サークル委員会

環境美化委員会 *会長 1名
副会長 2名
総務 2名
会計 2名
監事 1名

1丁目戸建地区管理組合 2丁目戸建地区管理組合
結成予定 マンション管理組合 マンション管理組合 マンション管理組合

結成予定

連動 連動 不連動 (別途結成 ) 不連動 ( 別途結成 ) 正会員

各班から班長 1名選出 各班から班長 1名選出 各班から班長 1名選出 各班から班長 1名選出

班長から部会長・副部会長・
専門委員各 1名選出

班長から部会長・副部会長・
専門委員各 1名選出

班長から部会長・副部会長・
専門委員各 1名選出

班長から部会長・副部会長・
専門委員各 1名選出

今後選出予定 未選出状態

*稼働しているのは
  環境美化委員会のみ

総会
正会員により構成

役員会
各部会長・副部会長による計 14名で構成

(現在は 4部会から計 8名で構成 )

プライムメゾン準備会 未開発区域部会照葉テラス準備会

設立予定
……

96世帯

戸建 1丁目部会

8班【10～14戸/班】
121世帯

戸建 2丁目部会

9班【11～18戸/班】
213世帯

アクアコート部会

9班【各棟/班】
259世帯

ヴェルデコート部会

10班【各棟、上下階/班】
未設立状態

現在85世帯入居 約 100世帯入居

各部会の委員により構成専門委員会

広報委員会
まちづくり推進委員会
文化サークル委員会

環境美化委員会 *
会長 1名
副会長 2名
総務 2名
会計 2名
監事 1名

1丁目戸建地区管理組合 2丁目戸建地区管理組合
結成予定 マンション管理組合 マンション管理組合 マンション管理組合

結成予定

連動 連動 不連動 (別途結成 ) 不連動 ( 別途結成 ) 不連動 ? 正会員

福岡市住宅供給公社
福岡市

博多港開発株式会社協定運営委員会
福岡市住宅供給公社

福岡市

博多港開発株式会社

開発事業者
提案

福岡市住宅供給公社
福岡市

博多港開発株式会社

開発事業者
協働 協働、協定締結 協働

代行

未販売住戸の会費負担

福岡市住宅供給公社
福岡市

博多港開発株式会社

開発事業者

販売会社

照葉まちづくり協会 (TCA)

住宅開発の方針として
住民自治と自治協議会を推進 事業者を中心に顔合わせ会、

交流会等のイベントを実施
販売開始 1年前から組織体制、

まちづくり憲章、会則の素案等を作成
TCAへ主体が移行し、

行政・事業者はサポート役となる

協定運営委員会

協定締結 協力

代行
開発事業者

照葉まちづくり協会 (TCA)

11月照葉まちづくり協会設立12月住宅開発事業者公募 2004年 2月事業者決定

1月顔合わせ会 2007年 8月照葉夏まつり 8月照葉夏まつり

12月入居開始

2003～ 2005～

福岡市住宅供給公社
福岡市

博多港開発株式会社

開発事業者
提案

住宅開発の方針として
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図 6　開発事業者、行政等、TCA の関係の変遷

図 7　TCA の組織構成と各管理組合の位置づけ


