
セントラルパーク構想策定後の取組み状況
（平成26年度～現在）

参考資料４



１．計画づくり

 都市計画公園区域の変更（H26.9変更告示）
・種別：総合公園
・名称：5･5･2号舞鶴公園
・面積：約４２.４ha⇒約４６.９ha（４.５ha増）
・経緯：H26.8 都市計画審議会

H26.9 変更の告示

追加

1



※防災公園街区整備事業とは
既成市街地において，防災機能の強化を目的として，地方公共団体の要請に基づき，
ＵＲ都市機構が土地を取得し，公園と市街地の整備を一体的に実施する事業。

・区域面積：約３.１ｈａ
・事業期間：H30～55年度 ※H35に公園供用予定
・経 緯：H26.9 議会議決（債務負担行為，UR施行同意）

H27.2 土地取得［裁判所⇒UR都市機構］
H27.3 事業協定締結［福岡市⇔UR都市機構］
H30.8 高等裁判所移転

２．諸施設の移転推進

 福岡高等裁判所の移転［防災公園街区整備事業］

福岡高等裁判所
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＜今後のスケジュール（予定）＞

H30.8



２．諸施設の移転推進
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当該地

祈念櫓も
遠望可能に

 シルバー詰所撤去及び跡地整備（H27年度）



④外周フェンスの撤去③園路改修，石碑周辺整備

３．回遊性の向上

 天守台周辺での取組み（H26年度）

②既設鋼製階段の改修（段差の解消）
くろがねごもん

①手摺り付木製階段の設置［鉄御門］

 御高屋敷周辺での取組み（H26年度～）

段差

石碑
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③④

①②

名島門
（市指定有形文化財）



３．回遊性の向上
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当該地

 三の丸スクエア北側出入口増設（H27年度）

名島門が見通し
可能に



３．回遊性の向上
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当該地

 プレハブ撤去（H30年度）



３．回遊性の向上

 サイン改修（H30年度～H32年度）

【基本方針】
○デザインの統一
○サインの集約化と再設置
○多言語化やUD書体、ピクトグラム等の導入
○ICT（QRコード）の活用

■形状イメージ
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３．回遊性の向上
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 ベンチ改修（H30年度～H32年度）

【基本方針】
○石製ベンチ，木製ベンチ等を整備
○園内の回遊動線や広場，景色の良い場所等に設置し，快適性の向上

■平成30年度予定箇所

■改修スケジュール（予定）



③松木坂～南ノ丸間（本丸石垣）

②祈念櫓周辺（本丸石垣）①東御門周辺（二ノ丸石垣）

４．見所づくり

 樹木整理（H26年度～）
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③

①

④多聞櫓周辺（二ノ丸石垣）

石垣の保存
のため

②④

祈念櫓
（県指定有形文化財）

多聞櫓
（国指定重要文化財）



(ｱ) 武具櫓（H26調査済） (ｲ) 扇坂（H28調査済）

 史跡の復元整備

①発掘調査

４．見所づくり
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①(ｳ)

①(ｱ)

①(ｲ)

(ｳ) 潮見櫓（H30調査）① (ｳ) 潮見櫓（H30調査）②



 史跡の復元整備

４．見所づくり
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②

②旧母里太兵衛邸長屋門［県指定有形文化財］（H27.4修復完了）
※市内では数少ない武家屋敷長屋門

移築後約50 年が経過し，
軸部や土台の腐朽が進行

③多聞櫓［国指定重要文化財］（H30.3修復完了）
※旧福岡城の47の櫓のうち、永年の風雪に耐え現在位置を保っているのはこの櫓のみ

③



・構造規模：鉄骨造２階建て，延床面積830㎡
・施設概要
：１階 ｶﾌｪ&ﾚｽﾄﾗﾝ「Royal Garden Cafe 大濠公園」

軽食＆売店「パークショップ」
２階 ﾌﾚﾝﾁﾚｽﾄﾗﾝ「レストラン花の木」
別棟 貸ボート切符売場

５．機能の充実
 ①ボートハウス大濠パーク（H27.2.6ｵｰﾌﾟﾝ）

12

①
②

 舞鶴中学校跡地活用

・施設位置：旧南校舎１Ｆ東側
・施設概要：ガイダンス施設［168㎡］，休憩施設（如水庵）［160㎡］

多目的トイレ，授乳室，ボランティア共用室
・営業時間：9：00～17：00

②三の丸スクエア（H26.11.1ｵｰﾌﾟﾝ）

休憩施設ガイダンス施設エントランス

水面側 周回園路側

＜基本情報＞
営業時間：10:00～16:00

予約（15:00まで）
定休日：月曜日

8/13～15.12/30～1/4
料金：1,000円/１Ｈ

1,000円/追加1H
オプションヘア 500円～

三者通話による外国語受付可
各種カード，ALIPAY，Ｗｅ Chat

子供や男性の着物はもちろん，
忍者に変身する特別メニューも！

（H30.3.31ｵｰﾌﾟﾝ）



５．機能の充実
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③ 舞鶴中学校跡地活用

・施設位置：旧校庭（約10,580㎡）
・駐車台数：255台（一般車240台，大型バス15台）
・駐車料金：一般車200円/60分(最大300円)，大型バス500円/60分(最大1,500円)
・営業時間：7：00～21：00（出庫は24 時まで可）

③タイムズ福岡城三の丸駐車場（H27.8.15ｵｰﾌﾟﾝ）

入口サイン 駐車状況（一般車） 駐車状況（大型バス）

 写真スポットの創出（H30.3.31～）



５．機能の充実
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④

 ④Green Magic（屋外飲食施設）

・位 置：西広場
・概 要：BBQ，カフェ，ランニングなど多様なコンテンツを手ぶらで

スマートに，カジュアルに楽しめる都心型アウトドアパーク
・施設内容：ＢＢＱ（営業時間：11：00～21：00（LO 20:30））

・タープ型簡易サイト（24サイト）
・ソファ型グランドサイト（7サイト）
：カフェ（営業時間：11：00～22：00（LO 21:30））
・ソファ型カフェサイト（5サイト）
：ランニングステーション（ロッカー34個，シャワー６か所）
：図書館

（H30.9 ｵｰﾌﾟﾝ）



５．機能の充実
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 ⑤みどりのまちマルシェ

（H30.7.8.9.10.11開催）

⑤



５．機能の充実
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 ⑥福岡市美術館リニューアル

（H31.3.21リニューアルオープン）
⑥



５．機能の充実
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 ⑦和風カフェ（サウンディング調査）
⑦



５．機能の充実
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 ⑧トイレの洋式化
⑧

大濠公園１号トイレ

大濠公園：平成31年度中に全箇所のトイレを洋式化
舞鶴公園：随時洋式化（8/39穴）

整備前
（和式）

整備後
（洋式）



H28.3人

［H22］17万人

［H26］26万人

［H30］47万人

６．にぎわいづくり
 ①鴻臚館広場の整備（H28.3供用）
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 ②福岡城さくらまつりの拡充

・整備場所：旧平和台球場
・規 模：約３.０ha
・整備内容：芝張り，遺構平面表示，誘導路整備

外周フェンス撤去

市役所西側広場の１０倍!
天神中央公園広場の５倍!

①

②

＜拡充内容＞
・有料ライトアップエリア拡大（天守台⇒本丸全域）
・鴻臚館広場の活用（ステージ，蚤の市etc）
・飲食店（グルメ屋台）出店強化
・子ども向けイベント拡充（JUMP遊具，動物園etc）
・協賛企業の増加（［H24］9社 ⇒［H30］30団体）等

本丸限定ブース 蚤の市

JUMP遊具グルメ屋台



６．にぎわいづくり
 ③中の島ライトアップ（H29.2供用）
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・施設概要：ライトアップ施設（カラーLED灯具
７４基等）
・整備場所：大濠公園 中の島
・点灯時間：１８時から２２時まで

（夏季は１９時から２２時まで）

③

■灯具設置状況

整備前

整備後



６．にぎわいづくり
 新たなイベントの受入れ（H27年度～）

［西側広場及び鴻臚館広場］
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③
③

『FUKUOKA MACHICAMPPARTY』
アウトドア体験型イベント

日時：Ｈ27.7.25～26（２日間）
主催：㈱嘉穂無線（グッデイ）
集客：約2,500人

『舞鶴公園ｵｸﾄｰﾊﾞｰﾌｪｽﾄ2015』
飲食イベント

日時：Ｈ27.9.18～27（10日間）
主催：OFC実行委員会，FBS等
集客：約56,000人

『グリッピキャンペーン2015』
緑化啓発イベント

日時：Ｈ27.10.17～18（２日間）
主催：福岡市，緑のまちづくり協会等
集客：約20,000人

初開催

初開催

移転開催

『アスレチックリレーマラソン
in福岡城』 スポーツイベント
日時：Ｈ27.12.13（１日間）
主催：実行委員会（JTB九州等）
集客：70チーム 初開催

『肉フェスin舞鶴公園』
飲食イベント

日時：Ｈ28.4.29～5.8（10日間）
主催：FBS
集客：約194,000人 初開催

『福岡城 チームラボ』
デジタルアートイベント

日時：Ｈ29.12.1～1.28（59日間）
主催：実行委員会
集客：約128,140人 初開催



６．にぎわいづくり
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 イベントパッケージ化 （H30夏）



６．にぎわいづくり
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 イベントパッケージ化 （H30秋）



７．ユニークベニューとしての活用
 国際会議のレセプション会場
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・名 称：第51回MICROのレセプション
・参加人数：約５００人
・会 場：鴻臚館展示館前広場
・日 時：平成30年10月23日18時～20時
・会議内容：コンピューター・アーキテクチャの分野における国際会議
・主 催：IEEE



・名 称：福岡城整備基金（愛称：福岡みんなの城基金）
・設置期間：平成26年度～平成40年度（15年間）
・使 途：主に福岡城跡の歴史的建造物（櫓・門等）の

復元整備に係る経費
・寄付状況：約４,１６２万円（H30.3末現在）

８．市民・企業の参加推進
 福岡城整備基金の創設（H26.7創設）
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各種イベントでのＰＲ

 市民との共働（H26年度～）
・相 手：舞鶴公園フラワーボランティア
・実施内容：花壇づくり（西側広場，三の丸スクエア前など）

福岡城整備イメージ

・相 手：大濠公園ボランティア
・実施内容：花壇づくり，清掃



８．市民・企業の参加推進
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 企業との共働（H27年度～）
・相 手：一社）福岡市造園建設業協会，一社）福岡市緑化協会
・実施内容：石垣除草（天守台，本丸裏御門，上之橋御門など）

クリーンアップ作戦

・事業名称：福岡城・鴻臚館を生かした観光都市戦略事業
・構 成：NPO福岡城市民の会，商工会議所，青年会議所，JTB九州，福岡銀行，

九州電力，西日本鉄道，福岡アジア都市研究所，観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ，
緑のまちづくり協会，福岡市（経済観光文化局，住宅都市局，中央区）

・事業内容：市民フォーラム，クリーンアップ作戦，ストーリーガイド，
市民目線解説板製作，外国人・学生参加型イベント など

 ＮＰＯ福岡城市民の会との共働（H27年度より共働提案事業として実施）

ガイドツアー 九大によるﾓﾊﾞｲﾙｱﾌﾟﾘ開発

外国人参加イベント 中学生向け講義
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・名 称：大濠・舞鶴公園連絡会議
・構 成：県市の公園部局（計画部門，管理部門）

両公園の指定管理者
・目 的：両公園の一体的な運営等にかかる情報共有や協議検討
・開催状況：H27.6…第１回会議，H30.5…第７回会議

９．管理運営体制の強化
 県市連携組織の設置（H27.6設置）

会議の様子 現地調査の様子


