
『ウォーターフロント地区（中央ふ頭・博多ふ頭）再整備の方向性』について 
～上位計画や現状・課題，専門家懇談会（第1回）等の意見をふまえて今後の方向性に関する事項を整理～ 

 上位計画等の位置づけ 

１ 再整備の必要性 

 ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ地区（中央ふ頭・博多ふ頭）のポテンシャル，役割 

 現状と課題 

ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ地区（中央ふ頭・博多ふ頭）のポテンシャルを十分に発揮し，真の賑わいを取り戻すために再整備を行う必要がある。 

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

都市 東京 福岡 横浜 京都 名古屋 大阪

件数 497 206(44) 179 164 124 94

都市 東京 福岡 横浜 京都 名古屋 神戸

件数 492 216(47) 174 156 120 91

都市 東京 福岡 横浜 京都 名古屋 神戸

件数 470 221(52) 169 137 112 83

都市 東京 福岡 京都 横浜 大阪 名古屋

件数 500 252(62) 196 191 140 126

区　分

H24

Ｈ21

Ｈ22

Ｈ23

国際会議の開催件数及び都市別順位             （単位：件） 

博多港クルーズ寄港回数 

日本一 

 再整備にあたってふまえるべき視点（第１回懇談会意見要旨） 

（１）ポテンシャル 

①ウォータフロント地区（中央ふ頭・博多ふ頭）は，国際会議場をはじめとするＭＩＣＥ機能が集積するとともに， 

 韓国との定期船やアジアからのクルーズ船の寄港など，国内外から多くの人々が訪れるエリアとなっている。 

②ＭＩＣＥについては，国際会議の開催件数が４年連続国内第2位となっており，平成25年６月には MICE誘致の 

 ポテンシャルを評価され，観光庁から「グローバルMICE戦略都市」に全国５都市の１つとして選定されている。 

 また，ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ施設（ﾏﾘﾝﾒｯｾ，国際会議場，国際ｾﾝﾀｰ，ｻﾝﾊﾟﾚｽ）への来場者数は年間約250万人にも 

 のぼり，施設の稼働率はほぼ上限の80％超と高い水準にある。 

③博多港においては，国際乗降客数が２１年連続日本一であるとともに，近年，アジアからのクルーズ船の寄港が 

  増加しており，平成２２，２４年の外国クルーズ寄港回数は日本一となっている。 

（２）役割 

 これらのＭＩＣＥ機能や海のゲートウェイ機能のさらなる充実・強化を図り，都心部とのアクセス性や回遊性の向上， 

  並びに日常的な賑わいを創出することで，福岡市の成長エンジンとなる都心部の国際競争力の強化を目指す 

  とともに，都心部の貴重な海辺空間を生かし，市民や国内外の方々に親しまれる魅力的な都心部ウォーター 

  フロントづくりに取り組んでいく必要がある。  

（１）ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ地区の再整備にあたっては，これ 
   まで培われてきた地区のポテンシャルを大切に 
   しながら，５つの回復の視点（①近接性②開放 
     性③シンボル性④居住性⑤人間性）をふまえ   
   ることが必要 

（２）持続的に発展を続けるためには，関係者が主 
   体的にまちづくりに関わる仕組みや情報発信 
     のための拠点づくりが必要。 

 
近 接 性 ：都心拠点や空港からの地理的な近接性を生かした 
       行きやすさの回復 
ｼﾝﾎﾞﾙ性：博多の港を象徴するｼﾝﾎﾞﾘｯｸな空間の回復 
開 放 性 ：海や空を感じるような開放的な空間の回復 
居 住 性 ：地区内や周辺の住民が訪れることによる日常的な 
       賑わいの回復 
人 間 性 ：これらの回復により，市民が自然と足を運びたくなる 
       ようなまちとして再生 

（１）第９次福岡市基本計画 

 ①新たな展示場の整備などMICE拠点の形成 

 ②天神・渡辺通周辺，博多駅周辺，ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ地区一体となった 

     都心機能の強化，回遊性向上，地区間相互の連携強化 

 ③博多港においてアジアの玄関口にふさわしい機能強化，物流，人 

     流のｹﾞｰﾄｳｪｲづくり 

（２）都市計画マスタープラン 

 ①海に開かれたアジアへの玄関口となる博多ふ頭・中央ふ頭の 

   機能強化 

  ②都心部回遊軸の強化 

（３）都市再生緊急整備地域～地域整備方針～ 

 〈特定都市再生緊急整備地域に天神・渡辺通，博多駅周辺と並び指定〉 

 ①ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ地区において，親水空間を活かし，賑わいと風格を 

   備えた国際交流の中枢拠点を形成 

 ②天神・渡辺通地区，博多駅地区，ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ地区の一体性を強 

     化することで，ｱｼﾞｱと九州・西日本地域をつなぐﾋﾞｼﾞﾈｽ・観光の 

     ｹﾞｰﾄｳｪｲにふさわしい魅力ある都市空間を形成 

 ③ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙで回遊性の高い都市空間や災害時でも都市機能の継 

     続性を確保できる高度な防災力を備えた都市空間を形成 

（１）MICE・集客交流の視点 

 ①既存施設の高い稼働率とお断りによる経済的な機会損失 

 ②ｿﾞｰﾝ内コンベンション関連施設の一体性・連続性の不足 

 ③都心と近接している貴重な海辺空間が，十分に生かしきれて 

   おらず，市民が気軽に楽しめる空間になっていない 

  ④ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ地区の顔となるようなシンボル性が乏しい 

（２）港湾（人流）の視点 

 ①ｸﾙｰｽﾞ需要の拡大に対し，受入環境が不十分 

 ②人流及び物流の両面で重要な拠点であるが，各機能が混在 

（３）交通の視点 

 ①ｲﾍﾞﾝﾄ時における交通混雑が著しい 

 ②都心部（天神・渡辺通，博多駅周辺地区）を結ぶﾊﾞｽ路線や 

     乗り場が分かりにくい 

 ③公共交通アクセスの定時性・速達性が低く，イベント時の輸送力が   

   不足している 

 ④都心拠点間の回遊性に課題がある  

（ ）内はアジア関連会議の開催件数 

平成19年
（2007年）

平成20年
（2008年）

平成21年
（2009年）

平成22年
（2010年）

平成23年
（2011年）

平成24年
（2012年）

平成25年
（2013年）

15 35 42 84 55 112 38
外国籍 0 25 26 61 26 85 19
日本籍 15 10 16 23 29 27 19

合計

多くの港は，古くはまちと近接し 

日常的に人々が集うエリアで 

あったが，次第に市民の足が 

遠ざかり，日常的な賑わいや 

界隈性が不足した状況にある 

回復 

資料２-1 



将来イメージ 

基本的な考え方 

２ 再整備の方向性 

（１）天神・渡辺通地区，博多駅周辺地区に次ぐ，都心部の新たな拠点として、都市機能を 

    高めるとともに、地区間の連携強化を図り，福岡市の成長エンジンとなる都心部の国際 

   競争力の強化を図る。 

（２）民間活力やノウハウを積極的に活用しながら，既存施設との連携を図りつつ，ＭＩＣＥ機能 

   の更なる集積や集客交流機能，港湾機能の充実・強化により，MICE機能と港湾機能が 

   近接した地区の強みを生かした一体的な再整備を行う。 

（３）市民をはじめ国内外からの来街者が楽しめるよう，水辺を生かしたシンボリックな空間や 

   にぎわいが連続した憩いと潤いのある空間を創出し，福岡の顔となる都心部の新たな拠 

     点を形成する。 

 将来イメージについて，MICE機能や集客交流機能，港湾機能の強化など，早急に取り組む
べき課題や，エリア内の既存施設の立地状況等を考慮し，「導入機能」，「交通」，「回遊性」
の３つの観点から整理したうえで，全体イメージとして取りまとめた。 

（１）導入機能イメージ 

『ウォーターフロント地区（中央ふ頭・博多ふ頭）再整備の方向性』について 
～上位計画や現状・課題，専門家懇談会（第1回）等の意見をふまえて今後の方向性に関する事項を整理～ 

（２）交通イメージ 

 
   
   

 
   
   

 
   
    
 

 
   
    
   

 
    
     
     

 
   
     

 
   
   

 
   
   
   
   
   
   

⑦エントランスゾーン 

  海と陸，港と街をつなぐ玄関口として，シンボリック 

  で賑わいある広場などの交流空間の創出を図る 

⑧ウォーターフロント周辺ゾーン 

  ＭＩＣＥ・賑わいゾーン，集客・賑わいゾーンと 

  連携した，商業，業務，居住等の多様な機能の 

  誘導を図る 

①人流・複合ゾーン 

  クルーズ客船の受入れのための施設など 

  港湾機能を強化するとともに，多くの人が 

  集い，楽しむ空間を創出 

②物流・複合ゾーン 

  物流機能と共存しつつ，人流機能の強化も 

  図る 

③ウェルカムゾーン 

  将来的な港湾機能拡充への対応と親水 

  空間やおもてなしの空間の創出を図る 

④ＭＩＣＥ・賑わいゾーン 

  既存コンベンション施設の集積を生かし， 

   新たな展示場，ホテル，賑わい施設等を 

  一体的に配置し，充実・強化を図る 

⑤集客・賑わいゾーン 

   ＭＩＣＥ・賑わいゾーンとの連携を強化しつつ， 

    既存施設とあわせ，集客・賑わい機能など 

    の充実・強化を図る 

⑥親水ゾーン 

  ＭＩＣＥ・賑わいゾーンや集客・賑わいゾーン 

    を結び，水辺の開放性を生かした回遊性や 

  賑わいの創出を図る 

：既存施設 

：既存施設 

（３）歩行者回遊イメージ 

：既存施設 

①親水・回遊動線 

  親水性の高いゆとりある歩行空間を 

   確保するなど，水辺の回遊性の強化を図る 

 

②施設連携動線 

  イベント時の歩行動線は，自動車交通との 

   輻輳を避け，極力，２階レベルで歩行者 

   ネットワークを確保し，各施設間を連携させる 

 

③都心拠点との回遊性強化 

  都心拠点（天神・博多駅）とウォーターフロント 

   地区をつなぐ，歩いて楽しい質の高い歩行者 

  空間の創出 

 

④ウォーターフロント地区の顔となる交流空間の 

   創出 

  エントランスゾーンにおいて，賑わいや集いを 

   演出する，シンボリックな空間を創出 

①歩行者動線と車両動線の分離による 

   地区内交通円滑化 

 

②定時性・速達性を確保する地区内の 

  公共交通専用動線確保 

 

③駐車施設等の適切な配置による， 

   交通混雑の緩和 

 

④幹線道路等整備による地区内交通の 

   円滑化 

 

⑤都心部拠点間の連携を強化する公共 

  交通幹線軸の強化 

 

⑥まちづくりの進展などにあわせ地区内外  

  をつなぐ道路ネットワーク等を検討 
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２ 再整備の方向性 

『ウォーターフロント地区（中央ふ頭・博多ふ頭）再整備の方向性』について 
～上位計画や現状・課題，専門家懇談会（第1回）等の意見をふまえて今後の方向性に関する事項を整理～ 

（４）全体イメージ 

 
   
   

 
   
   

 
   
    
 

 
   
    
   

 
    
     
     

 
   
     

 
   
   

 
   
   
   
   
   
   

将来イメージ 
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（１） 持続的発展をめざすまちづくりの仕組みの構築 

  ①計画・整備の段階から管理・運営に至るまで，ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ地区のまちづくりに関わる組織や 

   団体が主体的に参画するためのｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの仕組みを検討 

 ②併せて，まちづくりの情報発信や関係者の議論の場となる拠点づくり（ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ等） 

   の検討 

 

（２） 賑わい創出の取り組み 

 ①まちづくりを持続的に進めていくためには，日常的な 

   賑わいを，官民連携して継続的に創出 

 ②緑地や海辺のｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽを有効活用しながら， 

  ｵｰﾌﾟﾝカフェやｲﾍﾞﾝﾄの開催など，市民が気軽に 

  楽しめる空間づくりに取り組む 

 

 

（１） 施設の更新機会を捉えた段階的なまちづくり 

 ①短期的な取組みによるMICE機能や港湾機能の強化などによるまちづくりの進展と，将来の 

   MICE需要やクルーズ需要等の動向をふまえ，施設の更新の機会を捉えながら，段階的な 

     まちづくりを進める。 

 ②交通についても，まちづくりの進展などの状況に対応した段階的な機能強化を検討する。 

 ③段階的なまちづくりにあたっては，再整備の方向性に即して進めるものの，その時々の時代 

   の趨勢やニーズに対応し，民間の活力やノウハウを活用しながら，発想豊かに柔軟な取組み 

   を展開する。 

 

今後の進め方 

２ 再整備の方向性 

短期的な取組み（第２期展示場整備完成まで） 

（１）再整備を進めるにあたっては，まちづくりに向けての機運を的確に捉え，民間の活力やノウハウを生かしながら取り組んでいくことが重要である。 

（２）その中で，まずは，既存ＭＩＣＥ施設の高い稼働率とお断りにより，経済的な機会損失が発生しているＭＩＣＥゾーンにおいて，第２期展示場をはじめとしたMICE関連施設の強化を図る 

（３）中長期的には，ＭＩＣＥ需要や港湾の人流需要の動向を見据えながら，ウォーターフロント地区内にある施設の更新期を捉えながら，再整備の方向性に即した段階的な機能強化を進める 

（４）これらの取組みは長期にわたることから，持続的に発展するためのまちづくりの仕組みづくりや賑わい創出の取組みもあわせて行う 

中長期的な取組み 

出所：UDCK（柏の葉アーバンデザインセンター） 

    HP 

ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰのイメージ 

初動期から中長期にかけての取組み 

（１） MICE・賑わい機能の強化 

 ①ＭＩＣＥ・賑わいゾーンを中心として，第２期展示場の整備やホテルの誘致，利便性の向上や 

  日常的なにぎわいを創出 

（２） 港湾（人流）の強化 

  ①クルーズ船の受入環境の強化として，旅客施設や交通広場を整備 

（３）  交通・回遊の強化 

 ①ＭＩＣＥ・賑わいゾーンの整備とあわせた，デッキの整備や公共交通専用動線等の整備による 

  歩行者と車両動線の分離 

 ②都市計画道路整備による複数の交通動線確保等の自動車交通円滑化 

 ③通過交通を含め，交通の円滑化に十分配慮した駐車場等の施設配置 

 ④都心拠点（天神・博多駅）とウォーターフロント地区を結ぶ公共交通幹線軸の形成と歩行者 

   回遊の強化 

『ウォーターフロント地区（中央ふ頭・博多ふ頭）再整備の方向性』について 
～上位計画や現状・課題，専門家懇談会（第1回）等の意見をふまえて今後の方向性に関する事項を整理～ 

（２）港湾（人流）の強化 （１）ＭＩＣＥ・賑わい機能の強化 
（３）-①歩行者と車両の分離 
（３）-③駐車場等の適切な配置 

短期的な取組みイメージ 

（３）-②都市計画道路整備 

（３）-④アクセス・回遊の強化 
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