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1. はじめに

　本研究は 1988 年にまちびらきが行われた福岡市早

良区百道浜 4 丁目の戸建地区と 2005 年にまちびらき

された福岡市東区香椎照葉 1 丁目・2 丁目の戸建地区

を対象としている。両地区とも福岡市港湾局による都

市の沿岸部の埋立地にできた新興住宅地である。開発

から 20 年あまりが経過した百道浜は，現在福岡市で

は一般に高級住宅街として知られ，居住者の入れ替え

も盛んである。また近年では 2009 年に住まいのまち

なみ賞を受賞している。一方照葉も，百道浜と同じく

S 社が 2005 年に開発した住宅地であり，最新のまち

なみデザイン理論が組み込まれたまちとして，専門家

や住宅地の開発関係者などから全国的に注目を集めて

いる。どちらもよいまちが形成されて現在も保たれ，

また地域組織の活動も活発である。

　本研究では 2地区を対象に，まちなみを始めとする

地域環境が開発時にどのように構築され，その後の居

住プロセスにおいてどのようなマネジメントがなされ

て来たのかを明らかにすることを目的とする。本稿で

は，誌面の制約上，百道浜のみをとりあげる。

2．百道浜 4丁目戸建地区の計画と現状

2-1．計画

　埋立当初，地行・百道地区には全域に中高層の公的

住宅団地が想定されていた。しかし，埋立事業の進行

に合わせて福岡市の住宅需要が激しく落ち込み，土地

需要の活性化の方策として港湾計画と関係のなかった

アジア太平洋博覧会が西の百道地区で開催されること

となった。それに伴い開発計画も住宅戸数が削減され，

博物館や病院を計画するなど，複合的な都市の計画へ

と変化していった。埋立が竣功すると，開発計画が公

募され ,一般的な水準を遥かに上回る景観形成の要項

を規定した住宅地を提案した S社グループの案が当選

し，S 社を代表企業とするシーサイド開発 7 社会によ

る『シーサイドももち住宅用地開発計画』が決定した。

また博覧会の開催決定を受けて、福岡タワーやウォー

ターフロントプロムナード・マリゾンの建設が決定さ

れ，「団地」から「高級住宅地」へと位置づけが変わっ

ていった。

　事業コンペの要綱には，1989 年に開催が決まって

いたアジア太平洋博覧会に合わせて住宅建築展を行う
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ことが含まれていた。そこでまず 7社会は，当初より

住宅地域の核として予定されていた地区の 1ブロック

を第 1期計画に当て，完成した住宅地自体で展示する

住宅環境展を開催した（図 1）。

2-2．現状

　博覧会の時に宅地の造成を終えていた 76 区画と博

覧会後に造成・分譲された 131 区画の合わせて計 207

区画が開発を終えている。地区の周辺部には，集合住

宅群や福岡タワー，マリゾンの他にも海浜公園，百道

写真 1　ボンエルフ広場 写真 2　メインアプローチ
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浜小学校，図書館，博物館，病院などが建設され，ま

た都市高速の乗り口も近く，利便性は非常に高い。

3．計画された地域組織の活動

　戸建地区では、開発時に設立された管理組合の他に

も開発当初に設立された町内会や協定を維持する為の

協定運営委員会といった一般的に住宅地であれば存在

しうる、つまり開発時に設立されることが計画されて

いた地域組織が存在している。それに加えて、町内の

有志が何らかの目的や活動の元に集まり発足したボラ

ンタリーな地域組織もあり，町づくりの会，花づくり

の会，住まいのまちなみ賞委員会，そして百道浜校区

のおやじの会などがそれに当たる。以下、各地域組織

の活動をみてみる。

3-1．百道浜 4丁目戸建地区町内会 (図 2)　　

　町内会は戸建地区の全住民を会員の対象としてい

る。役員会や懇談会のそれらのイベントには，住民か

ら集めている町内会費からも交歓会費として補助が出

ており，戸建地区の住民は全員イベントに参加できる。

しかし，およそ 400 人がまちに住むと思われる中で，

実際に参加するのは現役員や役員経験者など 40 名程

度である。これにより一部の住民からは「町内会費が

高い」という苦情も出ているが，役員会や町内のイベ

ントを通して地域に対する特別な思いを抱く役員経験

者と現役員が世代を超えて交流を深め，情報交換を行

う場としては重要であると言える。また他の多くの地

域組織が町内会費からの予算で運営されていることか

らも，町内会は地域の活動全体を把握している組織で

あると言える。

3-2．管理組合 (図 3)

　管理組合は地区の共用部の管理の為に開発当初に S

社によって設立され，現在は K街区，S街区，S2 街区

の 3 地区に分かれている ( 図 1)。実際の共用部の管

理は各地区ごとに回収された管理費を使用し，専門の

業者等に委託している。一律である町内会費に対して，

管理組合の管理費は各地区の緑地の大きさによって異

なり，また活動が地域内の空間に作用している為、管

理費についての苦情は少ない。地域のまちなみの魅力

に直接大きく関わっている重要な組織である。

3-3．協定運営委員会 (図 4)　

　協定運営委員会は、各協定地区の協定の更新手続き

を行い，また協定違反の住宅に対応する組織として設

立された。開発当時は 2地区の協定の内容が大きく異

なった為 , その差を埋めるべく「協定運用指針」と

いう細かく規定されたものを A協定地区の弁護士の方

が中心となって作成した ( 表 4-1)。その指針をもと

に違反物件に対して，調停に持ち込まれたこともある。

10 年目と 20 年目の 2 回の更新を終えて約 2 割の宅地

図 2　百道浜 4丁目戸建地区町内会

図 3　管理組合

図 4　協定運営委員会
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表 4-1　協定運用指針　一部抜粋

　管理組合は K街区、S街区、S2 街区の 3地区
に分かれている。S街区・S2 街区のコモン部分
に客用に設けられた駐車場の脇の植栽帯や、全
ての地区のフットパスといった共用部の管理の
為に、開発当初に開発側が設立した。　現在も
主な活動は共用部の管理費を各地区ごとに回収
し、専門の業者等に委託することである。過去
には元集会所予定地の解消と分譲にも関わった。
（図 2○）開発時から地区ごとの共用部の緑の量
が異なる為、一律の管理費を集めることは困難
であり、結果として現在も地区ごとに独立した
管理組合が存在している。

ら不満の声があった。そこで両地区が共同で
使用する「協定運営指針」を地区内に住む弁
護士の方が作成した。しかし結果としては、
指針の解釈のされ方が 2地区で異なった為、
不満は解消されなかった。
　2001 年に協定更新が行われており、その際
に約 40 軒程の宅地が居住者の入れ替わりや
借家の増加などにより、協定を外れ隣接地と
なった。また当初は 2地区の協定の一本化も
考えられていたが、A地区から反対意見があ
り、A地区の協定を緩めるに留まった。2011
年にも両地区ともに更新が行われ、若干数の
隣接地は増えたが、無事に更新を終えている。
今後いかにして隣接地を増やさないかが、今
後の協定運営委員会の第一のテーマである。

　百道浜には、博覧会の際には既に造成もしくは竣工していた A協定地
区と博覧会の後に造成・分譲が行われた B協定地区があり、住宅の設計
の際に宮脇檀によって設けられたデザインコードを守り、まちなみを維
持する為の「建築・緑地協定」がそれぞれに締結されている。協定は 10
年毎に更新し、緑地協定は自動更新であるが、建築協定は任意更新であ
る。協定運営委員会は、これらの更新等の手続きを行い、また協定違反
の住宅に対応する組織として、地区ごとに設立された。開発当時は 2地
区の協定の内容が大きく異なり、より細かい規定のある A地区の住民か

　町内会の会員対象は戸建地区の全住民であり、主な役職は会長（1名）、
副会長（S、S2、K 街区から各 1名ずつの計 3名）、隣組長（隣組の数に
対応して各組 1名、現在は 12 組なので計 12 名）、会計（1名）、会計監
査（1名）である。
　主な活動は、月に 1回の役員会と、年に 4回程度の懇談会の企画と

開催である。どちらも地域の住民は全員
参加できるが、現役員や役員経験者など
の 40 名程度の参加となっている。活動
予算として 1戸あたり 1万円の町内会費
を各組長が回収している。
　2011 年度は 5月に百道浜西緑地で準備
等を委託してバーベキュー、10 月にマリ
エラクルーズでの海の上からシーサイド
ももちを眺めながらの昼食会、正月には
マリゾンの洋上レストランでの新年会が
開催された。現会長は「イベント参加者
の固定化を起こさない為に、お子さんも
参加できるイベントにするように変えて
いきたい」と言う。このように役員会や
町内のイベント等を通して地区全体をう
まくまとめつつ、住民同士の交流を深め
ようというのが町内会の目的である。

テーマ 協定・アーバンデザインマニュアル等にある内容 運用指針で新たに加わった点・変更点

緑化ゾーンの植栽

・緑化ゾーンの定義(外周より1メートル以内の区
域)
・垣や柵の構造を原則生垣とすること
・植栽量の目安と生垣の高さ(1.2メートル以上)

・根じめの低木や地被植物も緑のボリューム感
を出す為に植え、足下が透けないように配慮す
る。
・開口5.5m以外の土留壁部(緑化ゾーン下部)は
石垣とする。
・緑化ゾーンの土砂が散水及び降雨で流出した
場合、できるだけ地被植物でカバーする。これ
に依り難い場合は石垣に類似したものでの土留
も可とする。ただし、運営委員会の承認を得る
事。

緑化ゾーン後ろの
塀・目隠し

・道路部分から奥行き1メートル未満の範囲内に
は全ての建築物は建築してはいけない
・緑化ゾーン(道路から1メートル以内の区域)以
外に塀を設ける際は、コンクリートブロックや目
隠しパネルといった周囲の自然環境に調和しない
ものではなく、低木や生垣、竹垣、高木等の組み
合わせを持って、通りに圧迫感を与えない範囲で
住宅地としての最小限必要なプライバシーを守る
上では可とする。

・緑化ゾーンの「後ろに」設けるのは良い。但
し、塀の前の緑化ゾーンは高さ1.2メートルの
生垣などで緑の連続性を保つこと。（例として
木塀・竹垣及びこれと同等のフェンスなどの場
合は、2.0m以下といった細かい規定がある）
・勝手口、物置、物干し、ゴミ置き場等のサー
ビスヤード、あるいは人の集まるリビングダイ
ニング、主寝室の窓及び便所、浴室等が街路、
アプローチなどに面している場合は、必要に応
じて高さ2.5以下の塀を設けても良い。

駐車場

・建築物は土地1区画に1棟1戸とする。但し、車
庫及び物置に関しては別棟を認める。（車庫は軒
高が2.5m以下床面積が30㎡以下）
・植栽や門などと一体的かつ、住宅のデザインと
も調和のとれたものとする。
・原則はオープンカーポートだが、クローズド
カーポートも道路より1mセットバックすれば可と
する。

・車庫を設置する場合、建ぺい率50％、容積率
80％を遵守し、色彩・形態などは周囲の街並み
を考慮したものとする。
・上記の場合、運営委員会は、当該者が隣家に
説明したか確認すること。
・2段式機械駐車については車庫内に収まれば
差し支えない、オープンで設置する場合は外部
からもろに見えない工夫をすること。

パラボナアンテナ
の設置について

・テレビ、FM、アマチュア無線等のアンテナは屋
外に設置してはいけない。
・「景観形成基準」のおいてのみやむを得ず設置
する場合は、道路や公園等の公共食うん感及び福
岡タワーから見えにくい位置なら認めるという記
述あり。

・屋根面には設置してはならない。
・道路や公園等の公共空間から見えにくい位置
に設置する。
・バルコニーのある建物については、できるだ
けバルコニーの中や奥に設置する。
・設置する高さは、2階の軒先の高さ以下とす
る。また、壁面からの突き出し幅は、70cm以下
とする。
なお、2階に庇がない建物の場合は、2階の軒先
に相当する高さ以下とする。
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が居住者の入れ替わりや借家の増加などにより協定を

外れ，隣接地となった。今後いかにして隣接地を増や

さないかという点で地域環境に維持する鍵となる組織

である。

4. ボランタリーな地域組織の活動

4-1．町づくりの会 (図 5)

　1990 年に都市高速の延伸によってうまれた公共空

地の利用について市と交渉をする為の団体として設立

したされた町づくりの会であるが，現在は地域と他の

団体との長期的な交渉団体として位置づけられてい

る。現在の活動参加者は弁護士を中心とした住民であ

り，最近では百道浜戸建地区の西公園隣接地（C 住宅

地区）の開発計画を巡って市と交渉を行うなど，地域

環境に外部から与えられる変化や働きかけに対応する

ことを活動の中心としている組織である。

4-2．花づくりの会 (図 6)

　花壇の植え替えは，1999 年の花づくりの会設立当

初は有志の集まりによる活動であったが，現在は各組

ごとに担当花壇とポッドが割当られ，定期的に行われ

る地域全体のイベントになっている。活動費用におい

ても町内会から交歓会費用に次ぐ予算を得ているほ

か，百道浜校区の自治協議会からも予算を得ている。

加えて現在，百道浜で大きな話題となってる防犯とい

う点においても注目されており，複数の点で地域環境

に寄与している組織であると言える。

4-3．住まいのまちなみ賞委員会 (図 7)

　2010 年に住まいのまちなみ賞の受賞によって交付

される助成金の使い道を話し合う場として設立された

住まいのまちなみ賞委員会には，現在百道浜の各地域

組織の役員の方が参加しており，それまでは別々に活

動していた組織間の情報交換の場となっている。また

他の受賞団体との交流や外部の専門家との情報交換

も積極的に行っている。基本的には助成金が切れる

2012 年までの運営で予定されているが、地域内の組

織と組織を、地域と他地域・外部の専門家を結ぶこれ

までにはなかった組織として機能している。

4-4．おやじの会 (図 8)

　1998 年の設立当初は百道浜小学校に通う子供の父

親の集まりであり，戸建地区からも参加者がいたが，

戸建地区内の高齢化が進んだ現在は戸建地区からの参

加者は減り，主に校区内の集合住宅群に住んでいる若

い方や OB の方を中心に活動している。現在は校区内

のイベントの企画・運営や趣味の集まりまでと活動は

多岐に渡っており，戸建地区のバーベキューの際にも

焼き係をお願いされ，腕をふるっていた。戸建地区の

空間への直接の働きかけなどはないが，イベントの運

営という点で地域環境に関わっていると言える。

　図 5　町づくりの会

　図 6　花づくりの会

　図 7　住まいのまちなみ賞委員会

写真 6-1　植え替え作業

図 6-1　ポッドと花壇の並ぶ通り

写真 7-1　まちなみ賞委員会

写真 7-2　オープンガーデン

写真 7-3　住まいのまちなみ塾

写真 5-1　百道浜西緑地の日本庭園

写真 5-2　西公園隣接地

　1990 年に、現在は町内会の顧問役
と町づくりの会の会長を務める Hi
さんが中心となり、都市高速の延伸
問題について、市と交渉をする団体
として景観委員会を設立した。交渉
の末、2001 年に西緑地公園に日本庭
園を設けている。
　現在はまちづくりの会と名称を変
え、活動を続けている。構成メンバー
は弁護士の方が中心であり、会長は
設立者の Hi さんが、窓口担当を弁
護士の Fu さんが務めている。最近
では、百道浜戸建地区の西公園隣接
地（C住宅地区）の開発計画を巡っ
て市と交渉し、当初は集合住宅が建
つ予定であったが、
住宅地に隣接した部分に関しては戸
建を建設するように変更した。地域
と他の団体との長期的な交渉団体と
して、位置づけられている。

　1999 年に町内の有志が他の住宅地
の植栽を見て、地区中央の通りの木の
根元に花を植えたことを契機に、花づ
くりの会が発足した。しかし、その後
花壇の数は増え続け、現在は 100 カ所
の花壇と 31 カ所の花植えポッドにま
で至っており、各組ごとに担当花壇と
ポッドが割当られられている。それに
伴い活動も、町内の有志の集まりから
町内会全体のイベントとなり、年に 3
回、町内の一斉清掃と併せて、花壇の
植え替えを行っている。予算は、植え
替えの費用とその後の各組ごとの維持
費用を合わせて、約 40 万円が町内会
費から出ている。これは町内会の交歓
会等の予算に次いで高い額である。ま
た百道浜校区の自治協議会からも年
間 8万円の予算が出ている。加えて現
在、百道浜では防犯が課題とされてお
り、「手入れの行き届いたまちは犯罪が
起きづらい」として、注目されている
活動である。花壇の植え替えは、前日
の夜に花づくりの中心である Mi さん
宅に届いた苗を、その日のうちに各組
長に配り、当日の朝 8時に組長が花壇
の横に並べたものを、清掃が終わった
方から随時植え替えるという行程であ
る。水やりに関しては、通りから離れ
たコモン内の共同水道からホースを延
ばして行っており、その水道の鍵を各
組内で持ち回りにする事が、地域が高
齢化する中での安否確認にも繋がると
して、実施されている。

2009 年に住宅生産振興財団主催の
住まいのまちなみ賞を百道浜 4丁目
戸建地区町内会が受賞し、その助成
金の使い道を話し合う場として、住
まいのまちなみ賞委員会が設立され
た。会には町内会の歴代役員や各管
理組合の理事長、協定運営委員会の
委員長、町づくりの会の会長といっ
た、町内の各組織の代表者が参加し
ており、それまでは別々に活動して
いた組織間の情報交換の場となって
いる。また、受賞を契機に、福岡に
おける他の受賞団体である青葉台
や新宮浜の住宅地と交流が始まり、
オープンガーデン等を行って協定の
ノウハウを勉強する場となったり、
外部の専門家との情報交換をする場
にもなっている。　　2012 年には、
住宅生産振興財団主催のハウスメー
カーの方や専門家を集めて全国の良
いとされている住宅地を見学して回
る「すまいのまちなみ塾」が福岡を
舞台に開催され、多くの専門家の方
が百道浜 4丁目戸建地区を訪れた。
財団から助成金が出るのは 2010 年
度から 2012 年度までの 3年間であ
り、基本的には 2012 年までの運営
で予定されているまちなみ賞委員会
ではあるが、地域内の組織と組織を、
また地域と他地域・外部の専門家を
結ぶ組織として機能している。
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5．重層的な地域組織による地域環境マネジメント

　図 9 はこれまでに記した地域組織の活動を平面図に

プロットしたものである。百道浜では地区内の道路と

道路脇の植栽は市が所有しており，管理も市が行って

いる。しかし中央の通りに関して言えば，植栽の下の

花壇や花植えポッドは花づくりの会によって管理され

ており，また街区内の客用駐車場脇の植栽やフットパ

スなどは管理組合が管理を行っている。宅地に関して

は，生垣や外構、建築物のデザインは，協定運営委員

会が運営する建築・緑地協定によって調和が維持され

ている。また直接地域の空間には作用していないが，

それらの活動全てを網羅し，主に地域内の住民に働き

かける組織として町内会が、そして各組織間の活動を

共有し，外部の情報を取り入れる組織として住まいの

まちなみ賞委員会が，逆に外部からの働きかけから地

域環境を守る組織としてまちづくりの会があると言え

る。また地区内の高齢化が問題となっている現在は，

おやじの会のように地域内の活動を盛り上げる組織の

活動も地域環境に影響を及ぼしていると言えるだろ

う。開発時は連続する一体感のあるまちなみとして計

画された地域環境は，現在は複数の地域組織の活動が

重なり合うことで成り立っているものであることが分

かる（図 10）。

6. おわりに

　従来、住宅地の地域環境マネジメントは、町内会な

どの計画された一つの組織やもともとその土地に育ま

れていたコミュニティ活動などによって統括的に行わ

れることが多い。しかし、埋立地に開発された百道浜

の住宅地には、既存のコミュニティなどはもちろん存

在せず、代わりに住民には社会的な地位も高くリー

ダーの素質をもつ人達が多く集まっている。そんな中

で生まれた計画された組織や、ボランタリーな地域組

織は、設立当初は地域内の有志で構成されていたが、

その活動の範囲を拡大する中でどの組織もリーダー

シップの強い組織となり、それぞれの組織が単眼的に

図 9　現在の S街区の一部の平面図　現地調査をもとに作成

図 10　百道浜組織図

駐車場横の植栽：管理組合

駐車場横の植栽：管理組合

木の根元の花壇：花づくりの会

花植えポッド：花づくりの会

ボンエルフの植栽：公有地

門塀と生垣、カーポート：協定運営委員会

門塀と生垣：協定運営委員会

屋根の色と勾配：協定運営委員会

道路：公有地

道路と歩道：公有地

町内の一斉清掃：町内会

写真 8-1　おやじの会定例会

写真 8-3　百道浜校区夏祭り

写真 8-2　BBQ を手伝うおやじ達

図 8　おやじの会（シーサイドクラブ）

　おやじの会は 1998 年に設立され
た。当初は、百道浜小学校に通う子
供の父親の集まりであり、戸建地区
からも参加者がいたが、戸建地区内
の高齢化が進んだ現在は、戸建地区
からの参加者は 1名のみで、主に校
区内の集合住宅に住んでいる若い方
が中心で活動している。しかし、過
去のおやじの会の会長であったり、
会の活動に積極的に参加された方々
の中には、子供の卒業後も参加され
続ける方もいる。
　現在は、校区の夏祭りの企画・設
営とやきそばの販売にはじまり、子
供達のイベントの企画・運営や、小
学校の芝生の管理、さらには野球や
合唱といった趣味の集まりまで、活
動は多岐に渡っており、戸建地区の
バーベキューの際にも、焼き係をお
願いされ、腕をふるっていた。他の
組織とは違い、決まった予算などは
なく、会員から集めた会費とその他
イベント時の焼きそば販売等による
利益によって運営している。おやじ
の会は非常に体育会の雰囲気に近く、
メンバーのおそろいのアロハシャツ
や、毎回のイベント後にはおやじだ
けでの打ち上げ懇談会などもある。

地域環境を捉え個別に働きかける一方で、それらの活

動の間を取り持つような包括的な組織も存在してい

る。現在決してどの組織が一番というような組織はな

く、計画された組織もボランタリーな組織も同等な力

を持って活動している。この重層性こそが百道浜にお

ける地域環境マネジメントの実態である。 
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