
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金  平成30年01月31日

計画の名称 福岡市東部地域地区都市再生整備計画

計画の期間  平成２６年度 ～  平成３０年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 福岡市

計画の目標 大目標 　交通結節機能の強化や多様な都市機能の導入等による東部広域拠点にふさわしい広域的な都市づくり

　目標１　魅力あふれる都市拠点づくり

　目標２　安全・安心で快適な居住環境の向上

　目標３　地域コミュニティの形成

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）  11,246  Ａ  9,251  Ｂ  0  Ｃ  1,995  Ｄ  0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）  17.73 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H24・H25.9） ― （H30）

 1 駅乗降客数

地区内各駅の年間の乗降客数の合計値 1952万人／年 万人／年 2295万人／年

 2 居住人口

地区内における居住人口 49105人 人 52600人

 3 公民館利用者数

地区内の公民館利用者数 147641人／年 人／年 182000人／年

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 0000007960



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市再生整備計画事

業

A10-001 都市再生 一般 福岡市 直接 福岡市 － － 福岡市東部地域地区都市

再生整備計画事業

485ha 福岡市  ■ ■  ■ ■  ■  9,251 －

小計  9,251

合計  9,251

1 案件番号： 0000007960



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市再生整備計画事

業

C10-001 都市再生 一般 福岡市 直接 福岡市 － － 香椎駅周辺土地区画整理

事業（市単独分）

土地区画整理事業 福岡市  ■ ■  ■ ■  ■  1,197 －

基幹事業である都市再生整備計画事業と一体的に整備することにより、交通結節機能の強化や都市活動の展開促進を図り、まちの活力や賑わいを再生し魅力あふれる都市拠点づくりを推進する。

C10-002 都市再生 一般 福岡市 直接 福岡市 － － 香椎公共施設整備事業（

音楽・演劇練習場、市民

課諸証明発行窓口）

文化・行政サービス機能の整

備

福岡市  ■ ■  716 －

基幹事業である都市再生整備計画事業と一体的に整備することにより、魅力あふれる都市拠点づくりを推進する。

C10-003 都市再生 一般 福岡市 直接 福岡市 － － 老人いこいの家整備事業 高齢者コミュニティ形成 福岡市  ■ ■  78 －

基幹事業である都市再生整備計画事業と一体的に整備することにより、地域コミュニティの形成を推進する。

C10-004 都市再生 一般 福岡市 直接 福岡市 － － 事業効果把握調査 事業効果の調査委託 福岡市  ■  4 －

全ての事業の効果を分析することで、成果指標や目標の達成状況等、本計画の検証を実施する。

小計  1,995

合計  1,995

1 案件番号： 0000007960



交付金の執行状況

 （単位：百万円）

H26 H27

配分額 (a)  1,173  1,189

計画別流用増△減額 (b)  0  0

交付額 (c=a+b)  1,173  1,189

前年度からの繰越額 (d)  0  154

支払済額 (e)  1,019  1,276

翌年度繰越額 (f)  154  67

うち未契約繰越額(g)  48  23

不用額 (h = c+d-e-f)  0  0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％  4.09  1.71

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000007960
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（参考図面）　

【計画の期間】　平成２６年度～平成３０年度　（５年間） 【交付対象】　福岡市

　　　　　　　　　　　　　　　【計画の名称】福岡市東部地域地区都市再生整備計画

1-C1-3
老人いこいの家整備事業

1-C1-1
香椎駅周辺土地区画整理事業
（市単独分）

1-C1-2
香椎公共施設整備事業（音楽・演劇練習場、
市民課諸証明発行窓口）

1-C1-5
・事業効果把握調査

1-A1-1
・福岡市東部地域地区
（地方都市リノベーション事業）
都市再生整備計画事業
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・様式は、Ａ４長辺側を、２箇所ホチキス留めすること。
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（地方都市リノベーション事業）



様式１　目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 485 ha

平成 26 年度　～ 平成 30 年度 平成 26 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体のリノベーション方針（都市構造再編を図るため、都市機能の拡散を防止する等の公的不動産のマネジメントの取り組みを含む）

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

都道府県名 福岡県 福岡市 福岡市東部地域地区（地方都市リノベーション事業）

計画期間 交付期間 30

大目標 　交通結節機能の強化や多様な都市機能の導入等による東部広域拠点にふさわしい広域的な都市づくり
　　目標１　魅力あふれる都市拠点づくり
　　目標２　安全・安心で快適な居住環境の向上
　　目標３　地域コミュニティの形成

・福岡市基本計画では，都市の成長エンジンである都心部を中心として，市民生活の核となる地域拠点などに多様な都市機能が集積し，交通基盤のネットワークにより移動の円滑性が確保された「福岡型のコンパクトな都市」を目指しており，多核連
携型の都市構造として拠点の特性に応じた用途を配置し，適正な機能の集積，強化を図ることとしている。
・土地利用の基本的な方針としては，拠点の特性に応じた都市機能の集積，誘導を図ることとし，特に広域拠点や地域拠点などの市民生活の核となる拠点においては，交通結節機能の強化と商業・業務機能の充実，行政サービスや文化・情報，福
祉などの機能の強化を図ることとしている。
・公的不動産が持つ都市機能については，福岡市アセットマネジメント基本方針及び実行計画に基づき，既存施設の改築に合わせた関連施設との機能集約や拠点に位置づけられた地域への再配置を行うと共に，周辺の業務，商業機能など適切な
土地利用を誘導し，都市機能の集約及び更なる拡散の防止と公的不動産の有効活用を図る。

・本地区は、福岡市の都心（天神）から北東約８ｋｍに位置し、地区内にはＪＲ（２駅）及び西鉄（３駅）の２本の鉄道がある。また、九州の大動脈である国道３号が区域を横断し、国道３号博多バイパスとも東側で接しており、都心部方面や福岡空港を結
ぶ都市高速のランプを複数有するなど地区の交通ポテンシャルは極めて高い。
・本地区は、本市総合計画（マスタープラン）において、東部広域拠点と位置付けられており、香椎操車場地区と香椎駅周辺地区との２つの核による「あれい構造」の拠点形成を目指している。「活動核」と位置づけられている香椎操車場地区では、昭
和５９年の旧国鉄改革に伴う香椎操車場規模縮小（約２６ｈａが遊休地化）を契機として、福岡県及び本市の要請で平成５年度から独立行政法人都市再生機構施行による香椎副都心土地区画整理事業が実施された。また、「生活文化核」と位置づけ
られている香椎駅周辺地区では平成１１年度から福岡市施行による香椎駅周辺土地区画整理事業を実施しているところである。
・本地区においては、平成18年度末に西鉄宮地岳線香椎駅周辺連続立体交差事業が完了し、臨海部においては、本市の先進的なモデル都市となるアイランドシティ整備事業が推進されている。
・本地区は都市再生緊急整備地域（福岡香椎・臨海東地域）を含む地区であり、操車場跡地等の土地利用転換や既成市街地の再整備により、商業、業務等の多機能都市拠点の形成を図ることとしている。
・平成10年度から香椎操車場地区内の地権者代表を含む「香椎副都心地区都市環境デザイン検討委員会」において都市環境デザインマスタープランを策定し、平成17年4月には「都市景観形成地区」を指定している。
・平成20年度に千早並木広場活用検討協議会を設立し、並木広場フェスタ等を実施して、地域住民などの広場への関心を高めるとともに､新旧住民のコミュニティづくりに貢献している。
・平成19年度よりまちづくりのルールづくり代表者会議を設立し、ルールづくりのワークショップや市民フォーラム等を開催してきている。、平成21年3月には『香椎』街づくり推進協議会が設立され、街の界隈性を活かしたまちづくりガイドライン（総論）や
地区計画案の作成などに取り組んでいる。
・平成23年度には香椎副都心土地区画整理事業が完了、香椎駅周辺土地区画整理事業も進捗しており、建築物の立地や都市活動の展開のための基盤整備が進展してきている。

①－１：東部広域拠点としての拠点性向上を図るとともに、周辺地域との連携を強め、地域間交流や魅力あふれる都市づくりを推進する。
①ー２：香椎駅周辺地区においては、香椎の街（商店街）の活力や賑わいの向上、香椎らしさ（界隈性）の創出、生活文化（暮らしの便利さ、楽しさ）を創造するため、公共施設の空間デザインの検討支援等を行う。また、土地区画整理事業が完了した
香椎操車場地区においては、人々の活動に必要な商業、業務、住居系の建築物等の整備が必要であり、建築物等の計画的な立地・誘導を図る必要がある。
②－１：駐輪場の整備推進等により放置自転車の増加を抑制し、快適な歩行空間を確保することにより､まちの回遊性を高めるとともに居住環境の向上を図る必要がある。
③－１：地域住民のコミュニティの醸成や自治会等の活動を支援するために、地域コミュニティ活動の場の整備が必要である。
③ー２：これまで行ってきた住民主体のイベント等をより一層進めるために、広場利用・管理の仕組みを適切に運用していく必要がある。

・第9次福岡市基本計画では、主要な拠点は「都市の成長」と「質の高い生活」を両立させ、両者の好循環を図るため、都市活動や市民生活にとって重要な拠点となる地区として位置付けられている。
・香椎駅・千早駅周辺は、広範な生活圏の中心となる“東部広域拠点”として、香椎公共施設を核に、にぎわいにあふれ、多くの人がひかれ、文化芸術を感じられるまちづくりを進めることとされている。
・なお、香椎駅・千早駅周辺とアイランドシティは、連携を図りながら、新しい都市機能を担うとともに、一体的な拠点地域の形成に取り組むこととされている。
・平成26年度に改訂予定の福岡市都市計画マスタープラン（区別構想：東区）では、「行政サービス・業務施設が集積し、界隈性をもった商店街が集まる2つの核を持ったにぎわいと魅力ある東部拠点」として位置付けられている。
・また、千早駅周辺については、“活動核”として「環境への配慮や情報化に対応したまちづくり」や「行政サービス機能や業務・商業機能の適正な誘導」を図ることとされている。



リノベーション事業の計画
都市機能配置の考え方

目標を達成する上で必要な「地方都市リノベーション推進施設」「生活拠点施設」の考え方（民間事業者による事業継続の見込みや民間事業に対する行政の支援等を含む）

地方都市リノベーションに必要となるその他の交付対象事業等

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

万人/年 Ｈ24 H30

人 Ｈ25 H30

人/年 Ｈ24 H30公民館利用者数 地区内の公民館利用者数
地域コミュニティの形成のために、コミュニティ活動の拠点となる地
区内の公民館利用者の増加を図る。

147,641 182,000

駅乗降客数 地区内各駅の年間の乗降客数
広域拠点にふさわしい広域的な都市拠点としての魅力向上を図
り、街の回遊性を高めることによって、地区内各駅の年間の乗降
客の増加を図る。

1,952 2,295

居住人口 地区内の居住人口
安全・安心で快適な居住環境の向上により、地区内の居住人口の
増加を図る。

49,105 52,600

・都市活動の中心となる鉄道駅周辺のにぎわいの創出や業務機能・行政サービスの充実，また，芸術・文化などのコミュニティ活動を促進していく上で，老朽化した東図書館・東市民センター建替えの契機を踏まえ，他の関連施設と機能集約して移転
再整備を行い，魅力あふれる都市の中心施設として再構築する。
・現状の図書館は隣接する市民センターとともに，交通利便性が低く，規模が小さく窮屈であるなど、様々な課題を抱えている。鉄道駅前への移転再整備を行うとともに，地域交流センター（ホール・諸室）・音楽・演劇練習場・諸証明発行窓口を複合的
に機能集約することで，図書館本来の集客力以上に多面的な集客が可能となり，施設間の相乗効果も得られ，広く利用を促進し，住民の利便性の向上や新たな魅力の創出を図る。
・図書館を含めた複合公共施設の整備による駅周辺のにぎわい・魅力の向上は，本市東部地域における都市再構築の“起爆剤”として、地域経済の活性化にもつながることが期待される。

・地域生活基盤施設（香椎公共施設/北区駐車場）：施設利用者の利便性向上を図ることで、施設への集客力の向上や都市活動の活発化のほか、周辺エリアへの多様な都市機能の立地促進やにぎわいづくりに寄与する。また、周辺エリアの交流人
口の増加により地域への経済波及効果も望める。
・高次都市施設（香椎公共施設/地域交流センター）：複合施設として整備することにより、施設の持つ教育・文化の振興、社会福祉の増進、地域の連帯感の効用などの機能を相乗的に高める。また、拠点エリアに整備することにより、利用者の利便性
を高め、利用を促進し、さらには、周辺エリアへの多様な都市機能の立地促進やにぎわいづくりに寄与する。
・高次都市施設，関連事業/効果促進事業（公民館・老人憩いの家複合施設/地域交流センター）：改築にあわせて，地域コミュニティの醸成という目的が共通する施設同士を合築し，機能の集約による利便性の向上や効率化を図るとともに，各施設の
利用者間の交流が促進され，地域コミュニティ活動の活発化を促進する。
・関連事業/効果促進事業（香椎公共施設/音楽・演劇練習場，市民課諸証明発行窓口）：多様な利用者の来訪を促すことで、集客力の向上、さらには、周辺エリアへの多様な都市機能の立地促進やにぎわいづくりに寄与する。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

・「福岡市基本計画」において東部広域拠点と位置付けられ，土地区画整理事業の進展により形成された良好な都市基盤や，鉄道や充実したバス路線による高い交通利便性を有する当該地区を，地方都市リノベーション事業の中心拠点地域と設定
し，にぎわいと魅力ある拠点の形成を図るため，行政サービス機能や業務，商業機能の適正に配置・誘導し，持続可能な拠点都市を形成する。
・公民館等の既存施設については改築にあわせて関連施設との合築を図るなどにより利便性向上や運営の効率化を図る。
・新規に整備する施設に関しても、機能の集約化を図り、都市機能の拡散防止と公共不動産の有効活用を図る。特に，交通結節点である駅前に生み出された新たな空間では，広域拠点に相応しい多様な都市機能を集積すると共に，市民の芸術文化
活動，コミュニティ活動を推進する施設の整備により，都市活動の活発化を促進していく。
・本市では，これら広域拠点などの主要な拠点への適正な機能集積と強化を図ることで市街地の更なる拡大を抑え，均整のとれた多核連携型の都市構造の形成を目指す。
・移転整備による従前の土地・建物等については，移転後の周辺地域の状況を踏まえながら方策を検討する。



様式２　整備方針等

計画区域の整備方針

事業実施における特記事項

方針に合致する主要な事業
整備方針１（魅力あふれる都市拠点づくり）
・香椎駅周辺の駅前広場等の整備推進による交通結節機能の強化とともに、商業・業務機能の立地・誘導、さらには文化・行政サービス等の広域的
都市機能の充実を図り、周辺地域からの利便性の向上と新たな魅力あるまちづくりを進める。
・歩行者空間の魅力を高める取り組みを展開（歩道植栽、照明灯の設置等）することで、回遊性を高め、東部広域拠点にふさわしい都市拠点づくりを
目指す。
・香椎らしいまちづくりの推進に向けて、地域のまちづくり団体の活動を支援することで、まちの活力や賑わいの向上を図る。
・香椎地区は「福岡市バリアフリー基本計画」において重点整備地区となっており、道路のユニバーサルデザインの観点からも生活文化（暮らしの便利
さ）の創造を図る。

・「土地区画整理事業」基幹／香椎駅周辺地区
・「高質空間形成施設」基幹／西鉄・ＪＲ香椎駅前広場
・「高次都市施設」基幹／地域交流センター（香椎公共施設）
・「地方都市リノベーション推進施設」基幹／香椎公共施設（図書館）
・関連事業：効果促進事業／香椎駅周辺土地区画整理事業（市単独費）
・関連事業：効果促進事業／香椎公共施設（音楽・演劇練習場，市民課諸証明窓口）

整備方針２（安全・安心で快適な居住環境の向上）
・基盤整備の早期完了に向けて香椎駅周辺土地区画整理事業を推進し、交通結節機能の強化を図るとともに、商業・業務・文化・行政サービス機能な
どの多様な都市機能の充実により快適な居住環境の向上を図る。
・土地区画整理事業と連携し、老朽した河川護岸及び兼用工作物の改善を図ることにより、居住環境の向上等、広域拠点にふさわしいまちづくりを推
進する。

・「土地区画整理事業」基幹／香椎駅周辺地区
・「高質空間形成施設」基幹／香椎川
・「高質空間形成施設」基幹／香椎跨線人道橋
・「高質空間形成施設」基幹／西鉄・ＪＲ香椎駅前広場
・「地方都市リノベーション推進施設」基幹／香椎公共施設（図書館）
・「地域生活基盤施設」基幹／駐車場整備（香椎公共施設北区）
・関連事業：効果促進事業／香椎駅周辺土地区画整理事業（市単独分）
・関連事業：効果促進事業／香椎公共施設（音楽・演劇練習場，市民課諸証明窓口）

整備方針３（地域コミュニティの形成）
・公民館や老人いこいの家の改築等を計画的に推進し､地域住民が活動しやすい地域コミュニティ活動の場を提供する。
・広場の利用・管理のための仕組みを適切に運用し多様なイベント活動の場、市民の憩いの場、地域コミュニティを育む場などとしての広場の利用・管
理運営を主体的に行う地域団体の活動を支援する

・「高次都市施設」基幹／地域交流センター（香椎浜公民館、香住丘公民館、香椎下原公民館、香椎
公共施設）
・関連事業：効果促進事業／老人いこいの家整備事業

・福岡市東部地域地区（旧：香椎副都心地区）については，第１期計画（平成16年度～平成20年度），第２期計画（平成21年度～平成２５年度）として「交通結節機能の強化や多様な都市機能の導入等による東部副都心にふさわしい広域的な都市づくり」
を目標としてまちづくりに取り組んできた。
・引き続き，土地区画整理事業等基盤整備を進めるとともに，香椎公共施設を整備し，香椎のまちの活力や賑わいを再生し魅力あふれる都市拠点づくりを推進する。
・更なる東部地域の魅力を高めるために，平成26年度より福岡市東部地域地区の第３期計画を策定するものである。



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道 －

駐車場有効利用システム －

福岡市 直 － 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 1,857.8 1,857.8 1,857.8 464.5

福岡市 直 30m 平成22年度 平成30年度 平成30年度 平成30年度 30.0 30.0 30.0 30.0

福岡市 直 - 平成27年度 平成29年度 平成27年度 平成30年度 209.5 209.5 209.5 209.5

福岡市 直 － 平成28年度 平成30年度 平成28年度 平成30年度 510.0 510.0 510.0 510.0

福岡市 直 － 平成26年度 平成27年度 平成26年度 平成27年度 619.3 619.3 619.3 619.3

福岡市 直 － 平成26年度 平成27年度 平成26年度 平成27年度 2,858.4 2,858.4 2,858.4 2,858.4

地方都市リノベーション推進施設 福岡市 直 － 平成26年度 平成28年度 平成26年度 平成27年度 519.4 519.4 519.4 519.4

生活拠点施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業 福岡市 直 20.7ha 平成11年度 平成30年度 平成26年度 平成30年度 9,465.0 4,039.6 4,039.6 4,039.6

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 16,069.4 10,644.0 10,644.0 9,250.7 …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

－

合計 0 0 0 0 …B
合計(A+B) 9,250.7

国費率 0.492

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 9,250.7 交付限度額 4,553.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間

－

－

地域生活基盤施設
駐車場（香椎公共施設北区） 0.0

高質空間形成施設

香椎川 0.0

香椎跨線人道橋（国費率40％） 0.0

西鉄・ＪＲ香椎駅前広場（国費率40％ 0.0

高次都市施設
地域交流センター（公民館） 0.0

地域交流センター（香椎公共施設） 0.0

香椎公共施設（図書館） 0.0

香椎駅周辺 0.0

住宅市街地
総合整備
事業

うち民負担分

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

細項目

地域創造
支援事業

交付期間内事業期間

まちづくり活
動推進事業 －

事業活用調
査

0



（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
国 国土交通省 7，700ｍ ○ 昭和43年度 平成29年度 46,200.0

福岡市 国土交通省 307.5ha ○ 平成15年度 平成30年度 42,262.0

福岡市 国土交通省 2290ｍ ○ 平成19年度 平成27年度 1,140.0

福岡市 国土交通省 720ｍ ○ 平成26年度 平成32年度 2,400.0

福岡市 国土交通省 1，050ｍ ○ 平成19年度 平成28年度 2,282.0

福岡市 国土交通省 ― ○ 平成21年度 平成30年度 103.0

香椎駅周辺 福岡市 国土交通省 ○ 平成26年度 平成30年度 1,197.4

香椎四丁目 福岡市 国土交通省 ○ 平成26年度 平成27年度 716.4

効果促進事業/老人いこいの家整備事業 香椎浜,香住丘，香椎下原 福岡市 国土交通省 ○ 平成26年度 平成27年度 77.6

福岡市 国土交通省 ○ 平成30年度 平成30年度 4.0

合計 96,382.4

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

直轄国道 一般国道3号　博多バイパス

住宅市街地総合整備事業 香椎・臨海東地区

河川 浜男川準用河川改修事業

香椎川準用河川改修事業

道路 県道　町川原福岡線

自転車対策事業 各駅周辺

効果促進事業/香椎駅周辺土地区画整理事
業（市単独分）

効果促進事業/香椎公共施設整備事業（音
楽・演劇練習場、市民課諸証明発行窓口）

効果促進事業/事業効果把握調査 ―



都市再生整備計画の区域

　福岡市東部地域地区（福岡県福岡市） 面積 485 ha 区域
水谷２丁目、香椎団地、千早１～６丁目、香椎浜１丁目、香椎浜２丁目、香椎浜４丁目、香椎１丁
目、香椎２丁目、下原１丁目、香椎駅前１～３丁目、香椎駅東１～３丁目、松香台１丁目、御島崎１
丁目、御島崎２丁目、香住ヶ丘１丁目、香住ヶ丘７丁目

東区

福岡市東部地域地区

都市高速道路1号線

福岡市営地下鉄2号線

ＪＲ鹿児島本線

山陽新幹線

ＪＲ香椎線

西鉄宮地岳線

国道３号線

別府香椎

都市高速道路４号

九州自動車道

アイランドシティ整備事業

至西戸崎 至津屋崎

至北九州

至門司

至北九州

至門司

名島
貝塚

西鉄千早
香椎

九産大前

香椎花園前

千早

香椎宮前

西鉄香椎

唐の

香椎神宮

舞松原

土井

箱崎

箱崎宮

箱崎九大
東区役

和白

筑前新宮

福岡市東部地域地区（485ha）



■基幹事業
・高次都市施設（地域交流センター）
香椎浜公民館改築

○関連事業
・老人いこいの家整備事業（香椎浜）

■基幹事業
・高次都市施設（地域交流センター）
香住丘公民館改築

○関連事業
・老人いこいの家整備事業（香住丘）

■基幹事業
・高次都市施設（地域交流センター）
香椎下原公民館改築

○関連事業
・老人いこいの家整備事業（香椎下原）

■基幹事業
・土地区画整理事業
香椎駅周辺土地区画整理事業

○関連事業
・香椎駅周辺土地区画整理事業
（市単独分）

○関連事業
・自転車対策事業（各駅周辺）

基幹事業

関連事業

凡 例

■基幹事業
・高質空間形成施設
香椎川

■基幹事業
○関連事業

■基幹事業
・高次都市施設（地域交流センター）
香椎公共施設

○関連事業
・香椎公共施設整備事業（音楽・演劇練習場、
市民課諸証明発行窓口）

■基幹事業
・地方都市リノベーション推進施設（図書館）
香椎公共施設

■基幹事業
・地域生活基盤施設（駐車場）
香椎公共施設北区

○関連事業
・直轄国道（一般国道3号博多バイパス）

○関連事業
・河川（浜男川準用河川改修事業）

○関連事業
・道路（県道町川原福岡線）

○関連事業
・住宅市街地総合整備事業
（香椎・臨海東地区）

○関連事業
・河川（香椎川準用河川改修事業）

○関連事業
・事業効果把握調査

■基幹事業
・高質空間形成施設
香椎跨線人道橋

駅乗降客数 （万人/年） 1,952 （H24年度） → 2,295 （H30年度）

居住人口 （人） 49,105 （H25年度） → 52,600 （H30年度）

公民館利用者数 （人/年） 147,641 （H24年度） → 182,000 （H30年度）

福岡市東部地域地区（福岡県福岡市） 整備方針概要図

目標

大目標 交通結節機能の強化や多様な都市機能の導入等による東

部広域拠点にふさわしい広域的な都市づくり

目標１ 魅力あふれる都市拠点づくり

目標２ 安全・安心で快適な居住環境の向上

目標３ 地域コミュニティの形成

代表的な

指標

■基幹事業
・高質空間形成施設
西鉄香椎駅前広場

■基幹事業
・高質空間形成施設
ＪＲ香椎駅前広場
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