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基幹産業の衰退にともなう地域振興政策と都市空間の変容に関する研究 

―福岡県大牟田市の都市ガバナンスに着目して― 

 

 

池田 亘 

 
1.はじめに 

1-1 研究の背景 
(1) 産業の衰退がもたらす都市の変化 

都市における産業の衰退は、就業者人口減少や都市

財政の弱体化といった社会、経済的な変化に加え、工

業用地の土地利用転換といった空間の変容をもたらす。

近年の国内製造業の規模縮小や海外移転に伴い、産業

の衰退を抱える都市が増加することが予想される。 
(2) 「企業都市」における都市空間の変容 

さらに地方都市の中には「特定の大企業ないし同系

列の企業グループが立地により発展し、企業の存在な

しに都市機能が維持されない都市」1)が存在する。これ

ら「企業都市」2)においては産業の衰退そのものと、そ

れに対する地域振興政策が、企業が所有していた土地

を中心に顕著な都市空間の変容を生んでいる。 

(3) 「都市ガバナンス」の視点 

また社会学の分野では、今後のまちづくりにおいて

多様な主体が相互に補完し合って地域社会の統治に努

める「都市ガバナンス」3)の重要性が指摘されている。

企業都市におけるまちづくりでは行政と企業が非常に

密接に関わっていると考えられるため、両者の関係に

着目して都市空間の変容を捉える必要がある。 
1-2 研究の目的 

福岡県の「企業都市」2)である大牟田市を対象として、

石炭関連産業の衰退とそれにともなう地域振興政策が、

三井系企業の所有地にもたらした都市空間の変容を明

らかにする。その結果を「都市ガバナンス」に着目し

て考察することで、産業の衰退がもたらす都市問題に

対処するための知見を得ることを目的とする。 

 

1-3 研究の方法 

本研究ではまず、統計資料および行政資料を用いて

大牟田市における産業の衰退と地域振興政策を概観し、

そこから得られた時代区分に基づき市街地全体と中心

商業地域における都市空間の変容を地形図および住宅

地図を用いて調査し、最後にまとめを行う。 
1-4 既往の研究 

昭和 56 年 9 月の建築学会（九州）都市計画部門研究

協議会による「九州の企業都市」3)では、九州の全ての

市から企業都市を抽出し、その形成過程の調査や現状

の分析、及び今後の展望について報告がなされている。

現代の成熟社会においては、産業の勃興による都市の

形成の後、産業の衰退が都市をどのように変化させて

いくのかを明らかにする必要がある。 
2. 大牟田市における都市の衰退 

2-1 対象地の人口 
大牟田市の人口は昭和 34 年には 20 万人を超えてい

たが、その後約五十年間に渡り減少を続けてきた（図 1）。
平成 22 年国勢調査によると現在の市人口は 123,638
人で県下 5 位の人口規模を持つが、平成 17 年比で

7,452 人の減少となり、北九州市に次ぐ県下 2 位の減

少数となっている。 
2-2 対象地の基幹産業 

大牟田市は三井関連企業による石炭化学工業都市と

して発展してきたが、昭和 30 年代のエネルギー革命以

降石炭関連産業は衰退を続け、平成 9 年 3 月にはつい

に三井三池炭鉱が閉山するに至った。昭和 35 年におけ

る三井関連企業の従業員数は市人口の約 15%を占めた

が、現在は約 2%まで減少している（図 2）。 

 
   

「大牟田市統計年鑑」4)より作成 「大牟田市統計年鑑」4)より作成 

図 1 人口・炭鉱労務者・石炭生産量推移 図 2三井系企業従業員数推移 
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2-2 対象地の商工業 

大牟田市の商工業関連指標の推移を図 3 に示す。製

造業に出荷額は昭和 55 年頃、年間商業販売額が平成 3
年にピークを迎えており、石炭産業の衰退にまず関連

製造業が影響を受け、それによる人口減少が商業にも

反映されたと考えられる。従業員数でも同様に先に製

造業、後に商業が減少を開始している。 

 
図 3 商工業関連指標推移 

3. 大牟田市における地域振興政策 

「大牟田市統計年鑑」4)及び「主要施策の成果及び基

金の運営状況報告書」5)より人口減少が開始した昭和

30年代後半以降の地域振興政策及び関連事業を年表形

式にまとめた（表 1）。以下、年表から読み取れる時代

区分毎に概要を述べる。 

1) 昭和 37年～昭和 53年 

産炭地域振興法に基づく 6 条地域（昭和 37 年）、さ

らに新産業都市建設事業（昭和 39 年）の指定を受け、

国や県の主導で大牟田市を中心とする 3 市 6 町におけ

る広域的な産業基盤整備が推進された。大牟田市内に

おいては三井コークス㈱、三井アルミニウム㈱といっ

た関連企業の設立により地域に雇用を創出され、複雑

な石炭化学コンビナートを持つに至った。 

2) 昭和 53年～昭和 61年 

市民からの地域浮揚及び住環境整備の要望が高まり、

市が策定した大牟田市再開発事業計画（昭和 53 年）に

よりニュータウン計画と企業誘致が推進された。ニュ

ータウン計画は同時期には実現しなかったが、同地区

への九州帝京短期大学の誘致へとつながった（昭和 61
年）。企業誘致に関しては市議会が中心となって取組み、

無公害型の工場誘致に成功した。 
3) 昭和 61年～平成 9年 

第八次石炭政策答申（昭和 61 年）により、出炭量の

大幅な減少が余儀なくされ、閉山も視野に入れた「あ

らかじめ対策」が実施された。中心市街地活性化計画

（昭和 61 年）、商業近代化計画見直し計画（昭和 62
年）に基づき、市中心部での商業振興施策が活発に行

われた。また、三井系企業中心の第三セクターによる

観光事業も行われた。 
4) 平成 9年～平成 18年 

閉山直前に策定された大牟田市中核的拠点整備基本

計画（平成 8 年）によりエコタウン事業が開始され、

石炭産業に替わる産業として環境リサイクル産業の設

立が進められた。また、地域振興整備公団による内陸

部の工業団地「大牟田テクノパーク」の完成を受けて、

大規模な企業誘致が進められた。 
5) 平成 18年以降 

地域再生計画「大牟田新グランドデザイン」（平成

18 年）の認定を受け、医工系の官民連携による産業ク

ラスターの創造を目指すため、ベンチャー企業の支援

等を行っている。また、平成 20 年に三池炭鉱関連施設

が世界遺産国内候補地となり、近代化遺産を活用した

まちづくりを提唱して景観計画の策定を行っている。  

主な年次 政策の主体 政策の重点 交通 工業 商業 観光
S37

S37-S53 国、県
新産業都市建設事業
・広域産業基盤整備
・石炭化学産業振興

S46　三池港三井の私港から県管理港へ
S47　九州自動車道南関インター開通
S53　オレンジロードが全線完成

S37　三井コークス㈱設立
S39　新産業都市に正式指定
S43　三井アルミニウム工業㈱設立
S51　三井バーディシェ染料㈱設立
S53　大牟田港泊地埋め立て着工

S44　西鉄新栄町駅および商店街建設

S53-S61 市

大牟田市再開発事業
・南部ニュータウン
・大学誘致
・無公害型産業誘致

S53　大牟田市再開発事業計画策定
S55　大牟田市再開発市民会議結成
S56　関東化学大牟田工場進出
S57　九州精密機器操業㈱開始
S58　西宮浦工業用地の造成

S53　商業近代化地域計画策定

S61

S61-H9
市、第三セクター、
商工会

商業近代化地域計画
ネイブルランド建設

H7 　主要地方道南関･手鎌線開通

S62　九州帝京短期大学開校
S63　勝立地区開発計画策定
S63　大宝工業操業開始
H3 　中央工業団地完成
H7 　勝立工業団地完成
H8 　大牟田エコタウン計画策定
H8 　大牟田テクノパーク起工

S61　中心市街地活性化計画の策定
S62　商業近代化地域計画見直し計画
S62　銀座地区商店街活性化構想策定
H4 　新栄町C・I事業第１期工事竣工
H4 　物流センター操業
H6 　新栄町商店街ＣＩ事業第２期事業竣工
H8 　大牟田地域商業計画改定

H1　 ネイブルランド㈱設立

H7　 ネイブルランドオープン
H8　 石炭産業科学館オープン

H9

H9-H18 市、三井系企業
エコタウン建設事業
テクノパーク建設

H12　有明海沿岸道路起工
H13　九州新幹線･有明海沿岸道路工事着工

H9　昭和アルミニウム缶㈱大牟田工場完成
H10　エコタウン事業承認
H11　㈱大牟田リサイクル発電設立
H14　大牟田テクノパーク完成
H15　大牟田エコタウン完成
H15　環境創造新産業特区認定

H10　新栄町商店街ＣＩ構想第３期事業

H13　ゆめタウン大牟田オープン

H16　｢松屋｣経営再建断念

H10　ネイブルランド閉園

H18以降 市、三井系企業
産学官連携の推進
世界遺産登録の推進

H20　有明海沿岸道路大牟田大川区間開通
H21　有明海沿岸道路矢部川大橋区間開通

H18　大牟田新グランドデザインの認定
H23　次世代エネルギーパーク認定
H24　みなと産業団地完成
H25　帝京大学新キャンパス開設予定 H23　イオンモール大牟田オープン

H18　近代化遺産保存活用基金を設置
H20　世界遺産国内候補地リスト入り

産炭地域振興臨時措置法に基づく6条地域に指定

第八次石炭政策答申

三池炭鉱閉山

表 1 大牟田市における地域振興政策の変遷 

「大牟田市統計年鑑」4)より作成 

「大牟田市統計年鑑」4)及び「主要施策の成果及び基金の運営状況報告書」5)より作成 
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4. 大牟田市全体の変容 

4-1 調査の対象及び方法 
3 章で得られた時代区分に基づき、大牟田市全体に

おける企業所有地の変容を明らかにする。「大牟田地域

商業近代化地域計画報告書」6)中の「商・工業地区分布

図」より策定当時（昭和 53 年）の三井系企業所有地を

トレースしたものに、国土地理院発行の二万五千分の

一地形図「大牟田」を重ね合わせ、対象年度間に確認

できる企業所有地近辺の明らかな変化をプロットした

（図 4）。なお図中の人口集中地区（DID）データは国

土数値情報、市域及び道路データは大牟田市提供の都

市計画基礎調査によるものである。 
4-2 調査の結果 

1) 昭和 45年～昭和 52年 

臨海部の大規模な埋め立てが完了し、企業所有地内

に三井関連企業の進出がみられ、周辺には多くの三井

系企業の社宅が確認できる。また、企業所有地に挟ま

れるように人口集中地区が広がっている。 

 

 

2) 昭和 52年～昭和 62年 

企業所有地内の工場進出に加えて工業用地の転用が

はじまり、主に内陸部において住宅地建設や大学の誘

致、工業団地の造成が行われた。 

3) 昭和 62年～平成 12年 

主に臨海部と内陸部で開発が行われ、より多様な用

途への転用が行われるようになり、住宅団地や工業団

地の造成に加え、大規模小売店舗の立地がみられる。 
4) 平成 12年～平成 23年 

中心市街地注 1近辺の土地にも変化が起こるようにな

り、ゆめタウンやイオンモールのといった大型店舗が

立地し、周辺には市営住宅の建替が進んでいる。 
4-3 結果の考察 
大牟田市における三井系企業所有地は、経済成長期

の新規産業立地や郊外部への公営住宅供給の受け皿と

して活用された。大規模用地を一度に取得できるため、

近年では中心市街地周辺への大規模商業施設の進出に

もつながっていると考えられる。 

 

 

  図 4 大牟田市全体における企業所有地の変容 

1) 昭和 45年～昭和 52年 3) 昭和 62年～平成 12年 

2) 昭和 52年～昭和 62年 4) 平成 12年～平成 23年 
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5. 中心商業地域の変容 

5-1 調査の対象及び方法 
中心市街地の指定区域の内、企業所有地を含む地区

（栄町一丁目周辺）を対象とし、中心商業地域におけ

る企業所有地の変容および、周辺への影響を調査する。

対象年度は 3 章で得られた時代のうち、商業振興政策

中心市街地活性化計画が開始された昭和 61 年以降と

した。最新の都市計画基礎調査（平成 19 年）をベース

にゼンリン住宅地図を用いて、企業所有地内の変容、

空地と駐車場の増減、商業核となる大型店舗、その他

主な娯楽施設等の立地の変化をプロットした（図 5）。 

 

 

 

5-2 調査の結果 

1) 昭和 63年～平成 7年 

三池縫製の工場が移転し空き地となっている。大正

町のダイエーが撤退し、周辺には大規模な空地・駐車

場が発生している。 
2) 平成 7年～平成 13年 

企業所有地の転用がはじまり、商業施設やマンショ

ンが立地している。三井三池製作所の敷地が移転のた

め更地となり、井筒屋等の店舗が空きビル化している。 
3)平成 13年～平成 19年 

三池製作所跡地にゆめタウンが進出し、従来の核店

舗が全て撤退している。三池縫製跡地では更にマンシ

ョンが建設された。 
5-3 結果の考察 

空地の増加は基幹産業の衰退そのものの影響が大き

いが、工場跡地への大型店舗の進出は従来の核店舗の

撤退に追い打ちをかけたと推察される。平成 7 年以降、

従来の商業中心であった大正町と、企業所有地である

旭町において同時期に再開発事業が計画されたが、旭

町においてのみ実施された 5)ため、現在の両地区間の

差異につながったと考えられる。 
6.おわりに 

本研究の成果を以下の三点にまとめる。 
(1) 企業所有地の変容 

企業所有地は郊外部から次第に中心市街地近辺にお

いても転用されるようになり、その用途は工業から住

宅、さらに商業へと時代を追って多様化してきた。 
(2) 行政と企業の関係 

行政が企業に協力を依頼する形だけでなく、近年で

は三井系企業が自ら立案した計画に基づいて事業が進

行する例もあり注 2)、両者の関係にも変化がみられる。 
(3) 得られた知見 

大牟田市における基幹産業が生んだ三井系企業所有

未利用地は、時代の要請に応じて地域振興政策の場と

して活用されてきたが、広大な用地と少数の地権者と

いう性質は大規模の開発を短期で実現する可能性があ

るため、人口減少が進む都市ではより多様なまちづく

りの主体の参加の元、慎重な計画策定が求められる。 
【注釈】 

1) 本稿中の「中心市街地」は平成 15 年度策定「大牟田市中心市街地活性化基本計画」

において指定された区域を指す。 
2) 旭町地区市街地再開発事業（三池製作所跡地へのゆめタウン大牟田の誘致）を指す。

大牟田市役所都市整備部都市計画・公園課ヒアリング（2012.12.06）より。 
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