
25年後の東区

～東区未来予想図～

東区職員提言検討チーム



はじめに

東区は，豊かな自然や悠久の歴史・文化に加え，多く
の大学が立地しているなど，恵まれた地域資源を有し
ており，個性や創造性が発揮できる魅力あるまちであ
る。

こうした中，社会情勢の変化や市民のニーズや地域
の課題は多様化・複雑化してきており，これらの実情
に応じて，その特性や地域資源を活かしながら，個性
豊かで魅力あるまちづくりに取り組む必要がある。

ここでは，魅力あるまちづくりに向けた東区の将来像
（ビジョン）やその実現にむけた提言を示す。



東区の特徴は・・・

豊かな自然（志賀島、多々良川、立花・三日月山、
和白干潟、海の中道海浜公園～エコパークゾーン等）

潮見公園展望台（志賀島） 三日月山山頂（大字香椎）



東区の特徴は・・・

歴史資源が豊富（金印・安曇族など海の民の歴史、
名島城跡、香椎宮、筥崎宮）

金印公園（志賀島） 香椎宮（香椎）



東区の特徴は・・・

新しい都市基盤
《アイランドシティ》

新こども病院・新青果市場
コンテナターミナル・港湾

《東部副都心》
香椎・千早

多くの大学（九州大学、九州
産業大学・九州造形短期大学、
福岡工業大学、福岡女子大学、
サイバー大学）

アイランドシティ 九州大学



東区の特徴は・・・

スポーツ施設（雁の巣レク
レーションセンター、アビス
パ・ＳＢホークス練習場、コ
カコーラウエストジャパン・
九電ラグビーチーム等）

商店街

（香椎、若宮、箱崎、名島等）

国際色豊か

（区で外国人登録人口が最多）

《参考》外国人登録人口（平成22年9月末）
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これらの東区の持つ特性・地域資源を最
大限に生かしながら，将来にわたり個性豊
かで魅力あるまち（東区）を実現するには，
行政だけでなく市民も一体となり，個々が
持つ力を最大限に引き出すことが重要とな
る。



東区

私たちの
東区が未来へと歩む原動力

今あるものを磨き、

次世代につないでいく力【磨き、引き継ぐ】

守り育てるだけでなく，
新たな魅力を創りだす力

【新しい魅力】

人と人が関わり合い・支え合い
よりよいまちづくりを行う力

【かかわり育む】

ま ち
ち か ら



【未来に向けて，磨き，引き継ぐまち】



【新しい魅力を生み出すまち】



【人と人がかかわり，育むまち】



提言・・・・

東区の現状を踏まえ，東区が２５年後も個性
豊かで魅力あるまちであり続けるよう，次のこ
とについて提言する。



【未来に向けて，磨き，引き継ぐ】
■三日月山～多々良川～海の中道～志賀島■

１）特徴
・豊かな自然（志賀島～海の中道～和白干潟～立花・三日月山等）
・悠久の歴史・文化（志賀島・立花城・名島城・香椎宮・筥崎宮等）

２）２５年後に求められるもの
・健康づくりの場
・憩いの場
・環境学習の場
・生きがいづくりの場

提言
（自然）
・体験型（親子参加型）環境保全活動の推進
（スポーツ間伐の普及推進など）

・エコツーリズム（宿泊＋ボランティア活動）の推進

（文化）
・九州大学移転跡地を生かしたアーティストの育成
（アートヴィレッジ開設など）



【新しい魅力を生み出す】

各ゾーンごとに提言

１）アイランドシティ周辺

２）千早駅周辺

３）香椎駅周辺

４）箱崎周辺



【新しい魅力を生み出す】

■アイランドシティ周辺■
１）特徴

・海と緑と住宅地が近接した親水空間

・環境共生のまち

・エコパークゾーン

・スポーツ・レクリエーション施設

２）２５年後に求められるもの

・健康づくりのメッカ

・憩いの場

・医療・福祉・環境の先進地

提言

・海のセントラルパークづくり

（エコパークゾーン周回海岸遊歩道の整備、

東区校区対抗大運動会の開催、

中核的体育館等スポーツ関連施設の整備）



【新しい魅力を生み出す】

■千早駅周辺■

１）特徴

・交通結節点（東区の交通ネットワークの中心）

・土地区画整理事業（新しいまちなみ）

２）２５年後に求められるもの

・行政サービスの充実

・市民文化のまち（図書館・音楽・セミナー・舞台
など）

提言

・行政機能の集積

・東区ミュージックフェスタの開催

（邦楽・洋楽・亜楽（東洋音楽））



【新しい魅力を生み出す】
■香椎駅周辺■

１）特徴

・学校が近接したまち

・交通結節点（東区の交通ネットワークの中心）

・大きな商店街のあるまち

・土地区画整理事業

２）２５年後に求められるもの

・大人やシニアが趣味・習い事など豊かな時間

を過ごせるまち

・対面販売で対話する食料品店舗群

・自然散策や習い事などのあとに、気軽に立ち

寄れる飲食店群

提言

・香椎まるごとマーケット

（学生が企画運営するショップなどもあり）

・香椎まるごとミュージアム

（東区アートフェスタの開催）



【新しい魅力を生み出す】
■箱崎周辺■
１）特徴
・筥崎宮や九大を中心に発展
・伝統文化を色濃く残す
・安価なアパートと交通利便性
・外国人が多い
・若い芸術家が居住

２）２５年後に求められるもの
・文化交流・融合のまち
・災害に強いまち

提言
【九大移転跡地・建物を活用】
・文化交流センターの整備
（建物を日本・現代・伝統・他国など多様な文化が集まり活動・
発表する場として活用し，多文化との交流・共生を促す）

・芸術家村の整備
（建物をアトリエとして開放し,芸術家村として活用）

・大芝生広場の整備
（地上は避難場所、地下は雨水地下貯水槽として活用）



【人と人がかかわり育む】

■市民や企業が参加できるまちづくり■

○環境保全（草刈・清掃・自然の保全）
○防犯・防災（パトロール・見守り・自主防災組織）
○ボランティア（清掃・ガイド・森林保全）
○地域・自治組織活動（地域文化の継承、福祉・介護）
○経済活動（地産地消、商店街の利用）
○イベント（地域の祭り、花火大会）
○行政等との共働・参加（都市計画、行政施策）

■人が積極的に参加する手段■

○行政が地域活動や企業の社会貢献活動を積極的に
PR （情報発信）

○地域貢献者の表彰、地域通貨の導入（対価・メリット）
○ボランティア、コミュニティビジネス（起業・ビジネス）
○地域補助員の導入（活動の役割分担・負担軽減）
○親子で参加できるイベント、体験型ボランティアの導入
（子どもの参加を促す）

○ボランティア・地域活動参加のきっかけづくり（イベント
への参加、インターンシップ）

○行政の役割（共催・後援による信用確保、人材育成の
支援）

○地域貢献ポイントカード（優秀者・企業へは市税減免やPRなどのメリット）

提言



将来にわたり東区が元気であり続け魅力を生み出していくには，
人・自然・文化が共存し，互いの持つ力を最大限に発揮する必
要がある。そのためには，市民・企業・行政が一体となって取り
組むまちづくりを進めることが重要であり，それこそが東区の目
指すべき将来像である。

おわりに



【東区職員提言検討チーム（１３名）】

（五十音順/敬称略）

梅田 泰 史

大久保 千恵子

栗林 護栄

古藤 直樹

古賀 更子

小山 剛広

白水 裕子

中本 裕之

橋本 大介

帆足 崇

松尾 賢一

松本 真人

吉野 靖啓



東区職員提言検討チーム
東区職員提言チーム活動フォトギャラリー
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～参考資料～



ここでは , 検討中に作成した資料や本編以外にメンバーから

出されたアイデアなどを一冊にまとめています。

～目次～

１．検討資料　　・・・・・・・・・・　１～３
　　
２．アイデア集　・・・・・・・・・・　４～１２

３．中間報告書に対する意見一覧・・・１３～１６

４．活用したアイスブレイク一覧・・・１７～１９



◇特徴・キーワード

●自然（緑・山・川・海）
●農業・漁業
●歴史（史跡）
●地域活動（清掃活動等）
●健康づくり（マリンスポーツ・ジョギング・ハイキングなど）

◇２５年後どのような場・拠点になるべきか

●ものつくり（農漁業）の場
●憩いの場
●健康づくりの場
●環境学習の場
●生きがいづくりの場
●シルバーコルホーズの場

◇特徴・キーワード

●港湾施設
●物流施設の集積
●アイランドシティ中央公園

◇２５年後どのような場・拠点になるべきか

●ものつくりの場
●経済・にぎわいの場

◇特徴・キーワード

●学術（大学）
●芸術
●歴史・文化
●商店街
●九大（箱崎）

◇２５年後どのような場・拠点になるべきか

●文化交流の場

【第２回】未来に向けて、磨き、引継ぐまち

１



現在の機能（イメージ）

２５年後どの様な機能を持つ街になることがふさわしいか

東区の特徴（先週の地図「自然・文化・歴史」）と組み合わせて，
新たに生み出せる魅力とは

《アイランドシティ》

現在の機能（イメージ）

２５年後どの様な機能を持つ街になることがふさわしいか

東区の特徴（先週の地図「自然・文化・歴史」）と組み合わせて，
新たに生み出せる魅力とは

《九州大学跡地周辺（箱崎）》

現在の機能（イメージ）

２５年後どの様な機能を持つ街になることがふさわしいか

東区の特徴（先週の地図「自然・文化・歴史」）と組み合わせて，
新たに生み出せる魅力とは

《香椎駅周辺（土地区画整理）》

現在の機能（イメージ）

２５年後どの様な機能を持つ街になることがふさわしいか

東区の特徴（先週の地図「自然・文化・歴史」）と組み合わせて，
新たに生み出せる魅力とは

《千早駅周辺（土地区画整理）》

　　●環境共生のメッカ
　●研究機関・企業の立地
　●大学・専門学校の立地
　●ＩＴ産業が集積し，学生・企業が集まるエリア
　●健康づくり・ビジネス拠点
　●アニメ・ゲーム産業（企業誘致・大学との連携・中高生の居場所づくり）
　●まちと自然をつなぐ（香椎→ＩＣ→志賀島 ドライブコース）

　　●アートのまち，商店街
　●シニア世代の買い廻りのまち
　●登山・ハイキングのあとは、商店街で一服・一杯できるまち

　●東区内の人・地域交流の場
　●コミュニティの集まる・あふれる場

　　●新しい文化が生れる場
　●古いまちと新しい文化が混在するまち
　●公園ではない防災広場をつくり，フリーマーケットや大道芸人の
　　拠点とする。また，シルバーコルホーズでつくった農作物の販売
　　場所としての活用も。

　●ＩＴ産業の拠点
　●新産業（ＩＴ・福祉・グリーンエネルギー）の拠点
　●環境・エネルギー・教育・福祉分野の先進地

　●こどもからお年寄りまで，誰もが利用できる健康づくりのメッカ
　●中核的な体育館のあるまち
　●多国籍・若い世代～高齢者世代まで幅広い人が集えるまち
　●まちづくりのモデル都市（緑もあり，機能的なまち）
　　『東区と言えば，照葉！！』と言うような感じ

　●交通アクセスの便利なまち（都市高速・鉄道）

　●命を大切にするまち（こども病院・青果市場・環境教育）

　●文化交流のまち（文化交流センター・伝統文化の体験、育成
　●古い建物を残した（生かした）まちづくり（武家屋敷群のような）
　●防災機能を兼ね備えたまち
　●区民が自由に利用・勉強できる空間・いこいの場
　　（図書館では勉強はなかなかできない）
　●九大内の建物を利用したアトリエ・貸し事務所（大名エリアのように）

●東区の中心となるまち
●行政サービス機能の充実したまち
●市民文化のまち（図書館・音楽・セミナー・舞台など）

●ファミリー（こども）の多いまち
●子育てサービスの充実したまち（児童館など）

　
　●にぎわいのあるまち
　●東の香椎→←西の西新
　●商店街がにぎわうまち
　●大人・シニアが趣味・習い事のできるまち
　●学生が活躍するまち（店・塾など）　
　●人情味の残るまち
　●巣鴨みたいなまち（ハイエイジの方々がenjoyできる）
　●閑静な住宅街
　●歴史と共存し発展するまち

●物流拠点
●新産業
●ビジネス創造センター
●モデル都市づくり
●環境共生のまちづくり
●健康未来都市構想
●高級住宅街
●開発余地のある広大な土地
●みどりのあるまち（ＩＣ中央公園・親水空間）
●小中連携校
●志賀島への近道

●大学の古い建物
●学生向けのアパート・マンションが多い
●歴史・伝統のいきづくまち
●伝統・現代・日本・外国文化の混在
●外国人の多いまち
●芸術家のいるまち
●交通利便性の良いまち

●新しいまち（区画整理事業）
●高層ビル・マンションの多いまち
●人口重心
●交通結節点
●新しいコミュニティセンターの開設

●空き地や駐車場が多い
●商店街のあるまち（香椎商店街）
●斜陽・閑古鳥（土地区画整理事業中のため）
●最寄り品・飲食店の集積
●塾の多いまち
●交通結節点
●区画整理事業中

【第３回】検討テーマ③『新しい魅力を生み出すまち』

２



《災害》
●災害時の助け合いが難しい
●非常時に人を救えない

《コミュニティ》
●地域コミュニティの低下
●人との関わりが希薄になる
●地域活動への参加意識の　
　低下
●活気のない
●地域イベントの減少
●伝統がなくなる
●いざこざの多いまち
●孤独死の増加
●助け合いの心がなくなる
●自分勝手な行動

《行政》
●行政の影響力が大きくなる
●行政の仕事（役割）が多く
　なる
●行政サービス以外は野晴ら
　し（機能しない）なまち
●市民の意見が反映されない
　（クレームの増加）
●意思が住民に問われずに実
　行される

《まちなみ》
●画一的なまち
●統一感のないまち

《住みやすさ・魅力》
●住みにくいまち・魅力の薄
　いまちになり，人口が流出
　する
●過疎化が加速
●まちへの愛着が生まれない
　　　　　　　　（育たない）

【ステップ２】人がかかわないとまち（づくり）はどうなってしまうかを考えよう

《防犯（治安）》
●犯罪の増加
●治安の悪化

【ステップ１】市民が参加できるまちづくりには，どんなものがあるか考えよう

《環境保全》
●草刈
●清掃活動
●自然環境の保全活動

《防犯・防災》
●昼夜の防犯パトロール
●子ども・お年寄りの見守り
●自主防災組織
●災害を想定した
　防災・初期対応

《ボランティア》
●清掃ボランティア
●歴史ガイドボランティア
●森林保全ボランティア

《地域・自治組織活動》
●自治組織活動
●ＰＴＡ活動
●地域との付き合い（交流）
●あいさつ運動
●お年寄りの買い物代行
●福祉・介護
●地域文化の継承
●ペット（野良猫）の見守り

《経済活動》
●地産地消
●フリーマーケット
●地域の商店街の利用

《イベント》
●地域・官製イベント（行事）
　への参加
～ハロウィン・子ども御輿
 区民イベント・花火大会～

《行政等との共働・参加》
●公園・道路づくり
●都市計画
●行政施策
●ワークショップ
●パブコメ
●大学連携

《環境》
●ごみが捨てられたまま
●環境の悪化
●公的な場（公園・道路）が
　荒れる

【ステップ３】なぜ，まちづくりにかかわる人が

　　　　　　　                                    少ない・認知されていないのかを考えよう

《デメリット感》
●負担が大きい
●時間がとられる
●煩わしい
●役員になるのがいや
●やらされ感
●自分へのメリットより，自
　分が犠牲になる分が大きい
　（時間・経費）
●はじめると途中で止める　
　（脱会）できないのでは
●自分の利益にならない
●見返りがないと感じる

《活動情報》
●地域活動が果たしている役
　割があまり知られていない
●地域活動の恩恵を受けてい
　るイメージ（実感）がない

《人材》
●一部の人の意見が優先され
　る
●人や意見をまとめることの
　できるリーダーがいない
　　　　　　　（人材不足）

《参加意欲・きっかけ》
●興味・こだわりがない
●一緒に参加する人がいない
●人とのかかわりが苦手
●近隣との付き合いがない
●個人の興味・行動が多岐に
　渡っている（時間がない）
●個人主義が強い
●核家族化の増加
●若い人の参加が少ない
●仕事が忙しく参加できない
●不況でそれどころではない
●自分が困っているわけでは
　ない
●現在の生活に不便さを感じ
　ない
●私がやらなくても誰かが　
　やってくれるのでは
●施設が充実しすぎている

【ステップ４】まちづくりに人が積極的に参加する方法・手段を考えよう

《情報発信》
●地域活動の役割をＰＲ
●活動の様子を積極的に発信
●まちづくりグループの　　
　紹介・つなぎを行政や校区
　が担い，発信する

《対価・メリット》
●地域貢献者の表彰
●参加メリットをＰＲ
●地域通貨・商品券の導入
（10回参加で 500円の商品
券）

《ビジネス》
●ボランティアを仕事に
　（ボラバイトの導入）
●コミュニティビジネスの　
　利用

《きっかけづくり》
●イベントを通してのまちづ
　くりへの参加（親子でも　
　参加しやすいように）
●インターンシップの導入
●顔見知りをつくる
●地域活動に参加しやすい　
　労働環境の改善
●若者を取り込む仕掛けづく
　り（企画）

●ある程度強制化しても良い
　のでは

《子どもの参加》
●子どもも参加できる・しや
　すい環境
●親子で参加できる環境
●体験型ボランティア
●学校教育の一環として参加
●コミュニティ意識は小さい
　時から向上させる必要あり

《行政の役割》
●行政の支援（共催・後援）
　による団体の信用の確保や
　情報発信
●人材育成

《役割分担（負担軽減）》
●役割分担（個人で全てを行
　うのではなく，企画や管理
　担当などを分ける、補助員
　を導入）

【ステップ４】
人がかかわる住みよいまちづくりの　　
スローガン・キャッチコピーを考えよう

●みんながやさしくなれる街
●この街へおいで！！
●これまでも、これからも
●We Love Here
●魅力ある人に育つ　魅力あるまち
●みんなが変わればまちも変わる
●老人よ手をあげよ
●地域活動が楽しみになるまち
●下町の人情が残るが常に前進するまち
●あなたの手で魅力あるまちにしてみま
　せんか？
●みんなでつくろうあなたの町（街）
●人事じゃない　あなたの住むまち
●お互いの顔が見えるまち
●己のためが地域のために
　 地域のためが己のために
●ここにいたい！！
●やらなきゃ損です まちづくりは
　 あなたの人生（人間関係）そのもの
●あなたが参加すればまちの未来が見え
　てくる
●まちづくりに参加してハワイに行こう
●家族で参加すれば , あなたの子どもも
　ふるさとづくりになります
●あなたがつくる　 あなたのまちと
　 あなたのしあわせ
●得意な分野で好きな分野で貢献しよう
　                        みんなのまちづくり
●ちょこボラやってみませんか？
  （ちょこっとだけボランティア）
●ずっといたい！！
●一人一奉仕
●Good Town!!
●強制になる前に
ひ　一人一人の
が　頑張りで
し　自然と文化が融合し
く　暮らせる・快適なまち
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提案：「東区もしドラ計画」
【内容】
～もし九州大学移転跡地（東区）に防災広場をつくったら、
大いなる安心感を与えることはもちろん、
平時にはまちづくりに資する
ドラスティックな活用も期待できるだろう計画～

○有事の際は避難基地に。

○有事以外には、憩いの場・にぎわい広場に。
　→興業や行商の制限を外す。
　　　→フリーマーケットの開催
　　　　　シルバーコルホーズで収穫した野菜も販売。
　　　→大道芸人のメッカに。
　　　→「紙芝居」から「サーカス」だって
　　　　→多国籍な期待～異文化のクロスロード

○レトロな校舎を残し、芸術家の卵たちのアトリエ群に。 　
　→作品は「広場」で展示・販売。 　　
   　 もちろん、　「広場」ではパフォーマンスも可能。 　　　　　　
　　★★東区版エコール・ド・パリ★★　

○広場の周囲には農地を配置　（現農学部研究用の畑も活用） 　
　→まちなかにある農地で、癒し効果◎ 　　 
　　交通便利地にある農地なら働きやすさ大　 　
　→有事の際は、即食糧供給 　
　→にぎわう広場の緩衝地帯 　
　→収穫野菜はフリマで販売も 　
　→何より、田畑は残すべき地域資源である。 
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提案：「東区版シルバーコルホーズ計画」

【内容】
○来る２５年後には、シルバーパワーで田畑をフル活用。
　→食糧自給に貢献
　→自然環境の保全
　→基幹産業として経済活性の一翼を担う
　→シルバーの生き甲斐創出
　→医療費の削減

【背景】
子孫のために美田を残す
○田畑は地域資源である。
○消失・衰退に歯止めを。現状を維持して次世代に。
　・日本の農業従事者は６５歳以上が半数を占めているのが現状。
　　今後昭和ヒトケタ世代のリタイヤで、１０年後の農業従事者は１／４も
　　減少するとの試算も。
　・現在の耕作放棄地は日本全体で滋賀県ほど。
○食料安全保障　→　不測の事態になる前に。
　・食糧自給率４０％の現状＝６０％も外国に依存　
○治水効果・生物の宝庫・信仰や伝統の継承・教育の場

我が東区では、志賀や多々良地区の耕地面積大 
→しかし、特に志賀地区は高齢化率の高い地域。このままでは・・・・  
★東区は７区で人口最大→地産地消の後背地も広い　  
★東区は７区で人口最大＋高齢化社会の進行 　
　＝シルバーパワーも最大活用できる。 
★人手をかけることで、より安全性を確保できる 　
　→ブランド化を目指す 
★古来、農業はものづくりの基本  
　→基幹産業であるとの認識確立   →汗の数とアイデア次第でもっと宝に 　　　　
　　ex. 経済大国「中国」に近いというメリットから輸出も夢ではない  　
田畑の価値を再確認。一度衰退すれば元には戻らない。
５



■古いものを利用し楽しむゾーン　箱崎

○旧帝国大学の建物でビジネス・芸術・生涯学習活動
　・旧帝国大学 ( 工学部エリア ) の建物を事務所やアトリエとして　
　　貸出
　・「九州大学まるごと博物館」として、建物をはじめ、建物内の　
　　現存する古い会議室や壁画、講義室も保存して一般公開する
　・生涯学習の場として、地域住民が利用できるスペースを貸出
　・映画のロケ地としても利用
○箱崎地区に残る古い住居や史跡をたどる
　・地域に残る伝統行事・神社・石碑・古い住宅も含めた歴史的史跡
　　をガイドボランティアの案内でたどる

■最先端都市ゾーン 　アイランドシティ

○ゲームをはじめとするＩＴ技術の集結
　・アジアを含めたＩＴ企業を誘致
　 ・優秀な技術や作品は、市が率先して広報
　・大学、高校、中学生などが学べるＩＴ技術教室を開催
○完全循環型のモデル住宅
　・自然エネルギー利用、生活排水の再利用、生ゴミなどを利用した　　
　　バイオマス発電などを備えた住宅エリア　　  
○自然と融合するまち
　・アイランドシティ中央公園をはじめ、野鳥（観察）公園、和白干潟、
　　海上遊歩道など自然を満喫できる環境
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■顔が見えるコミュニケーションゾーン 　香椎

○対面販売がメインの香椎商店街
　・日常の買い物も、会話も楽しめる個性豊かな商店街に
○空き店舗を利用して芸術・アートを発表
　・「香椎まちなか美術館」を年間通して開催

ーア・術芸、どな生学小や人の元地めじはを生学大期短形造州九・ 　
　　トに興味のある人に発表の場を提供
○中・高生が気軽に集える場所を香椎に
　・学生ボランティアが運営する「ふれあいの場」
　・中高生が現役学生に進学などの不安を相談できる場

■自然とのふれあいゾーン　三苫～志賀島

○自然の造形を楽しむ
　・三苫～奈多～海の中道までの海岸を歩いて自然の造形 ( 奇岩、砂の天
　　然滑り台、美しい海岸線、夕陽 ) を楽しむ
○マリンスポーツを楽しむ
　・志賀島でスキューバダイビング、奈多でパラグライダーを楽しむ
○防風林の松を植え育てて楽しむ
　・松に名前をつけ、育てる
　・伐採された松の木を利用して、木工家具を作って売って楽しむ
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■後世に伝え磨いていくもの
（１） 自然環境
東区には、多くの底生動物が生息し、それらを餌とする鳥類が多く生息・
飛来する和白干潟を初めとして、多々良川など、身近な自然環境が残さ
れている。豊かな自然が残る環境は、人々の憩いの場となり、住みやす
い環境となる条件といえるため、このような自然環境は２５年後の世代
にも残すべきものである。
①自然環境を維持保存するため、地域住民への啓発活動等を行う。
②自然環境を自然体験や環境教育などに活かす。
②和白干潟のラムサール条約湿地登録を目指す。

（２） 文化史跡等
東区には、香椎宮や筥崎宮などの重要文化財があり、玉取祭（玉せせり）
や放生会大祭などの歴史のある祭事が行われている。このような文化財
や祭事等も２５年後の世代にも残すべきものである。
①香椎宮や筥崎宮等を中心とした地域の世界遺産登録を目指す。
②玉取祭（玉せせり）や放生会大祭は国の重要無形文化財登録を目指す。

■新たな文化や産業の振興
東区では、アイランドシティや九大箱崎キャンパスの跡地利用により、
今後、新産業等の振興が望める。また、東区は外国人登録者数も多く、
国際色豊かな文化が発展する可能性を秘めている。
①アイランドシティでは、知識創造型産業を振興やクリーンエネルギー
　産業等に関わる企業の誘致をより一層進め、新産業の拠点都市を目指
　す。
②外国人が住みやすい環境づくり（労働環境等）に努め、国際色豊かな
　街を目指す。
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■きょうどうするまちづくり

○地域と東区が協働できるまちづくり

　 地域と東区が連携した、コミュニティの推進及びサポート

○地域が共同できるまちづくり

　 地域との連携を充実させ、安心安全で情報共有できるまち

○一人一人が協同できるまちづくり

　 地域住民が参加し、自治活動できるまちづくり

■まちづくりの主役である「ひと」を育む

○まちづくりを担うのは「ひと」

○豊かな人間性と生きがいをもった「ひと」を育むことが重要

○学校教育だけでなく、社会教育、文化交流、スポーツ振興をとおして

　「ひと」を育む

９



■人生の味わいの分かるシニアのまち　香椎
○絵画・写真を常設するシャレた店舗群

○シニア向け芸術・芸能教室

○対面販売で、今日の夕食メニューを提案する食料品店舗群

○ライフスタイルやライフステージに合わせた装いを提案する買い廻り

　店舗群

○自然・歴史散策や習いごとの後、気軽に立寄れる粋な飲食店群

■豊かな生活を支援する市民文化のまち　千早
○文化活動・鑑賞後、気軽に立寄れるオシャレな喫茶店

○趣のあるレストラン

○行政サービス機能の充実
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■東区行政機能の充実
○区役所機能の配置の最適化

　・千早地域への区役所庁舎の再整備

○公民館の機能・役割の拡充

　・地域支援の強化及び区役所窓口機能を補完するため、区域をいくつ　

　　かのブロックに分けて、ブロックごとに拠点公民館を設置する。

　　また、拠点公民館では、区役所における窓 口業務を一部実施。

■志賀島をもっと身近なレクレーションの場に
○志賀島に安全に遊べる釣り公園を設置

　・来島客や地元の雇用増につながる

○国民宿舎跡地に地域活性化センターを設置

　・季節ごとの新鮮な果物や魚介類、特産品の販売

　・志賀島観光名所・宿泊施設の案内

　・観光拠点となる駐車場の設置　等

■多々良川を健康づくりと環境学習の拠点に
○上流部までウォーキングやジョギングができる護岸整備や距離表示など

　環境整備を実施

○希少生物（クロツラヘラサギなど）の保護と川でレクレーションを楽し

　む人達（釣り人など）の水域利用のルールを策定
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■登山のあとに商店街で一服（一杯）　香椎駅周辺

　　　　　　　　　　香椎でＪＲ⇒バスに乗り換え

　　

　　　　香椎商店街を起点（終点）にして登山をしよう！！

　　　　東京の高尾山みたいになれば・・・

　（具体例）

　・登山客用のクーポーン

　・登山口までタクシー

■全身で東区を感じるウォーキングイベント 　

　　　　　　　　　　　アイランドシティ～志賀島東区の
特色を活かした

　　　ウォーキングイベント

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東区住民だけでなく、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市内全域・市外から参加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のあるイベント　　　　

　　　　　　　　　

� � � � � � � �

 !"#$%&''()*+,�-.

 /01234���

 561234���

 �78�9:;1<=4���

１２



������ �	
����������������������
� � � � � � � � � � � � � � � � � �  

 ��� ��� 	
�	� 

 �������������������� !

"�� #�$%&' 
()*+,-  

 ./01234�5 !"��#�$%&' ()*+,-  

 6789$:;<=>?�@A%$�5 !"��

#�$%&' 
()*+,-  

 B($CD%E4FGHIJ�KLMNOP$�

5 !"��#�$%&' 
()*+,-  

 QRSTUVW1X34�5 !"��#�$%

&' 
()*+,-  

 YZ[<\][&^_R`�aU�HIJ�KLM

NOPH!"�� #�$%&' 
()*+,-  

 bcOOP1de9fg9E4���5$hi&j

$kV�l�' 
()*+,-  

13 



 �5&�  
mnLMNOPopqHrs1tu�O49�v3

O�4'CD&j$w1xy3z{��' 

()*+,-  

 |}�	
�	Hy~� #�$%&'����1

&���	
�	 E4#���' 
()*+,-  

 ���&����O�P��E4'��?����

9&5���$%&' 
()*+,-  

^_� ��v�����U���P��y$	
����

��9� ¡%3��¢£k$¤¥<¦§J¨$	

�©��ª��#�1«�L3' 

¬<®¯°±² 
³  ́

¤¥<¦§J¨µ_¶�9·¸

$¹Hºv3' 
»P¼��E49�½¾¿�

JJP�À�
ÁU�����

�L�Kcµ_�º�49�

�9��L3' 
 
 

� ¡ Â�ÃaUÄ�ÅÅSU�$IÆH_���sc�

� ¡$ÇÈHÉPL�K'3ÊOËÌ�9ÍÎ�

$1B(1ÏÐ%�� É¨��Ñ&§�9«�

L3' 

¬<®¯°±² 
³  ́

� ¡1&ÒÓ��eÔÕ�

E4Ö×%&��$%7Ø$

o1ÙH	ÚUS341&

v&P=Û�$ÜÝ�Þ½J

9��L3' 
7+ßwà$áâã1äÛH

y~KP�� ¡$å��æç

H(è�$ÒÓ�9ÍÎ1é

uKP�' 
Äê`ëì

ÚU 
íî$�¡H�1�Í�ïð	
������n 
� ¡%g$¢J¨Äñ
1�Î�ïð� ¡n 

¬<®¯°±² 
³  ́

 

 
òó 

� o� 
 

ôõö÷ ÏØ�×%�O6ø<67J¨O4Ñ1

B($ 
 
ù1úÖ�ùHÉu� ¨�C1û�1üÏýK

�þ9� �  
 
«u� ¨�4�134Þ½�E49«�' 

¬<®¯°±² 
W� 

����Ýð�Pn�$�	9


�' 
� j$ß>v��$ÏØ1#

u����$��Hºv3

�ß>ÏØð��J¨�ö�P

L%n$IÈ1 ��4' 
I�$E4�1���O' 

14 



 
òó 

� o� 

�x$�1���òó1&�.Ñ�§�9��$

H�J����Ý9��Ý$^�' 
¬<®¯°±² 

W� 
�¶�Uvß>^��%�

�Ý<���Ý 
 
� $ÅSÁv�P��cK

��$ !' 
� ðòó"��n 
�  

 
\] 

� o� 

 
���eÔÕ$#$�ß>�×%�O($I�Ý

H' 

¬<®¯°±² 
W� 

�\]%$
&�'US �

c()��<�  
 
*+,+<-./012�H#

$�	3��  
 
ñ`�'US$4Õ'567

8�H94' 

B ( $�

Äê`ë�

ìÚU 

 

 9c4$%�O 

�¨:u��O�ùB(ù' 

¬<®¯°±² 
W� 

 

;��ÇÈ

H�ý�3 
<=��%&�.h�.�H>Ö=�E¨?4

�î�väÛ$�@<A®��
�BUR`�<C

�Å<�
`BU�$D
¶UR`�aU�H_E

�F¾1GH?1=�P�ðIJ&K9��n§L

$ÑM$«Nv�Æ1OPHQ���4R�ÍzH

ST~U4HV����W@%X��YZ1E4�

H[\��×z{�¨��' 
�x$äÛ$=�P$�ZH]^�K�%�_g

?�̀ ÇÈa$hi1X��&bM����E49

«Öz4���J1 7è�cd���j��e�

�?�	
��	$ñfS<hi1gLu��4$

%&�hi$D
¶UR`�?�ËZO�j�=�

�=�P1»4�&kl�î��'ðD
¶UR`

�$ÏØ��j j üB($mJ�LMNOPþ

?�Á)nU1opHâ39«�L3qj$hi

&K9��n� � �  
r¨1�6$ßo�sgvØ¿de���K	


��	9tK#�� $HuPv3�&�w��

�×%�O�xyÍÎJKMÍÎ1W@rz4

9��rz${|H}O$%~��Þ½%E4'

ð���ßo���(,������������
��)$��34äÛ����ÄU�HçtK�×
$&������$W��O�¨�r$�$Hâ3

��Å��H��$Í9'n 

B7Ø©�BU 
�� 

� _g?1Íz9&µ�1«

��J{������&�
�

U�VW���x$·�äÛ�

1»4Í9%Á�êU1�u

Kq�L§O�¨z4�&f

�$���1�4$%&��

�Î�J' 
ð��� 
��� ¡$à¢"£�

�� à¢"£�$§bÝ<¤�

"£�$�¥<º¥ 
¦§¨� �� ©ª?�«¬

§¨$ý�¨=®?�§¨

��g$º¥�¤�§¨�$º

¥ 
¯°î�± op�WJuK

b�VW�û�O&�
�U²

ú�=�P��¨z�JuK

b�VW$Á�êUÝ� �

³s¥´$�µ(¶aU��`
�CU�1 ·4)�¸¹ºP�
ì�»�U�¼½ß¾ºP�n

 
hq$¿® 

 
� �5À<����1&�rLUL�	
�	�Á

Â¨z��L�K��ÍÍ1ÁÂKÃP�ýHÄ/

1ÅÆ�K�sgð�.�Çn��Ez{�ÈÉ

�¿®�E49
ÁU� Ê¨ÇJ9«�L3' 

7Ø©�BU 
Ë� 

 

15 



 
��©�$ 
�â1��

� 
 

 
�5À1â��E4»�Ì�&ÍÎ1opÏ�

 $�§O�LK�ÐÑÄ�%Xz{9«�hi%

�K' 
Í���â��E4»�Ì�HÄ�34Kc1

$#�1�c��OJ�$#��>ÒA�E4

J��Ä�Ó$8×���¨z4��©� â�

��K�×49�#PÃ�%��Ä?�»�Ì�1

�4J9yEL�K' 
ð�5À��
�Ôô$ÕÒmvÖ1 >ÒAv

\×p&ârz��K$%3����©�$ü�zþ

���49#PI�J9«�L3'n 

7Ø©�BU 
Ë� 

 

 
gØÝ 

 
ÙÑ19u�I� $ KOrÐE49&«�

L3��Ú©K�Û¤K�1#u�Üc4 $�I

�934 $&v&P��u�O49«�L3' 
�$>ÒA$\×pH��4�% �Ýî$L

MNOP$»�Ì�H��4�% �$Þ�$

#��Í9HÜc��4JgØÝ349�����

O�%$ß�1�4J9«�L3' 

7Ø©�BU 
Ë� 

 

àÔÔ ü;��ÇÈH�ý�3LMþ$YZ[áâ$ãU

�&7Ø©�BUäå��R÷�æçÜÝ�è¨

z��XL3��� é%êß�1�.ÑëÏ

��§OÏý��.$Í KM�§�Kc�R÷�

ü§�Ýì�þ$����êS�7h%r íO�

4LM9«�L3'YZ[áâ$ãU)�Å&é%

î(H�c4O¨��XO��RE4§O$�.Ñ

ëÏ�H�ï1ü�§�Ýì�$LMþHôõö÷

�$½Ë1¥���LMNOPHð��&ý�&

�%�ñ�J' 

�Iòó²  
Ë� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



	
�Cñ
�fô 
 

ÄÔõ� 	
�Cñ
��
½H�L~4<ö÷H\

O �$ø|�

ùúmûõðüôýn� þ�U��U����

�ôõö÷$�VLK&Ñ�18×�Á`©

U�H��4'�

¦�O$Ñ9�U�$^¼H��'�

¯^¼�KÑ �9�	H�ý��U�$^¼

H��'I�9«�<ìy%X4'1����

AL%�	�L3'�	$tMA&õA%3

$%
V34'AL&�U�$��1xÆ3

4'�

ÖýuPv3'�

�59�Ô�$�U�H¿®'�

�

��$����4Í9

H[\34'�L$Ñ9

$�3æ,HQ�4'�

�úùõðümýn� þ÷��E�Ð×Ð��

Âð"£���UBUn�E�Ð×Ð�Ð95

u����L3$%�ý�rÐ&Â$��Ð�

$÷1��Ð�95u����O�r�'K�

��çH"Sýå34Kc1Â1�×4#�1

���O�r�'�

ýÐ��:	%�×4#�1�4L%���

�

�

�$I�ÝHè4'�

�úÔmõðüÖýn� þN��U���

��Æ¸T��æH�U�1À��O�r�'

þ��¾¿ùû ��

�Ä!�

¦"��T$��æH�U�1À��O�r

�'þ��¾¿ùû ��

�Ä!�

¦#$%$�HÀ��O�r��

þ��¾¿ùû ��

�Ä!�

�

�

�

«�&ýH'(34'�

17 



�úô�õðüõýn� þÂ&ÍÐ�Ñ%3��

�)H
P�"£���UBU&*$�ÕH

*M+ý�Â4'+ý�ÂK÷�, -V%jz

.z$����4Í9HxÆ���O'�

/Â�R�a�a����4Í9��

/Â�ÍzL%��0ÂKÍ9$¢%C11

P1«�Í9ðÑ9�n��

/ �23?�£
��JuK¨vPK�Í

9��

/Â$Í9H�V$Ñ4&Í�54�Î���

�U�H+ý�Â���6¿®H��'�

�7�$Í9HÉ4æ

,HQ�4Í9%��5

ÀH��34/$�«

8_1èÓ�4'�

9úôôõðüùýn� þÂ&:%3��

ÍzL%$IÆH_E����H�~4#�1

�u�XK9«�L3'�

Rõ&r÷%3$%�RL% �1�VH\;

�#�'�

<L=��`�¶`BU��:�1�4�

<*$Ñ���:�1X:34;��½Ë1�

4ðq�{�:$áPH<=ý4>n�

<�z% I�$%�ô�$½Ë$Ô�$½Ë

HÃP?X�;��½Ë1�4'�

<ÍzHuPv��½�HÐÐ@Ýr~4

<:H:Nr~��ÄUaU�1�uK¨��

$�:�1Az4#�1����:N%	×4

:�:$áPH<=ý4>�>HBL�4/

/<<<<�

�

�

�

�

�

�

�

�

:C�HÃg%ª�3

4Í9%�ÃHD×4'

�VH\;34'�

18



9úôôõðüùýn� IÆ$L9c�

þ�5ëU�1�¥�K�%V¨zKf��

E�Í9��

ëU�9���5ëU�1�¥�KÍ9%V

¨zKf��E�Í9H×c4'�

<fÑÑ9P�f���1�uK�Hjz.z

�U�1ÀO'�

ð//HV¨zK<�E9�N�Kn�'�

<Ôû ¿$¿%�ýÐ�%j$�U�HÐ

Ð^¼34'�

<Ôû 2²�K¨�f�rs1Ò$FuK�

$Ñ9tu��4�U�H�~F�'�

<G�$�U�1ALH�×4'�AHô�$

�U�1HPI4'�

<õýuPv3'�

<r÷1F9VA�§��U��ëU��V¨

zK�E�Í9934�

IPvPH��Í9%�

IÆH9����J�

KÍ9HÄy34'�

�

�

	
�Cñ
�$b��

�

19 

þN��U�� þÂ&:%3� þ�5ëU�1�¥�K�%�

V¨zKf��E�Í9� 


	【東区職員提言チーム】25年後の東区.pdf
	【東区職員提言チーム】参考資料

