新福岡県立美術館基本計画の概要（第3回策定委員会資料）
目指す姿とコンセプト

資料２

必要な機能と役割
文化芸術を取り巻く社会情勢を踏まえ、これに的確に対応できるよう、「機能と役割」を整理する。

１．芸術の可能性を拡げ、挑戦する美術館
• 我が国有数の文化ゾーンとしての集積やアジアとの交通の要衝で
あるというポテンシャルを活かし、国内外のアーティストが交流し文
化芸術活動を展開する拠点
• 最先端の技術を活用した新しい美術表現が行われ、新たな文化
芸術の潮流を生み出す拠点
• 若手アーティストの創作・発表などの文化芸術活動を支援し、次
代を担う芸術家を育む拠点

２．九州・福岡県の文化芸術の発展に貢献する美術館
• 福岡県ゆかりの作家の美術作品や工芸品、関連する資料などを
体系的に整理し、分かりやすい魅力的な展示等を通じ、福岡県の
美術活動の過去・現在・未来を発信していく拠点

文化芸術を取り巻く社会情勢
ＳＤＧｓ
革新的な技術
ダイバーシティ（多様性）と
・日々進歩する先端技術
インクルージョン（包摂） を活用し、芸術の可能性
・ＳＤＧｓ（持続可能な開発目
標）の考え方を尊重
・多様な価値を尊重し、相互
理解を推進

展示公開

調査研究

・福岡県、九州の作家、作品に関する情報を体系的に発信できるよう重点的に研究
・ＡＩ、MR,XRなどの先端技術を取り入れ、大学、企業との合同研究、共有データベースの作成、科学的調査の知見を有する博物館
等とも連携して取り組む
・研究成果を展覧会の企画立案、美術館の運営などに活用するほか、ホームページ等により広く発信
・調査研究活動を継続的に実施できる体制を整備

教育普及
連携交流

・県民の主体的な参加を促進し、芸術を通した県民交流の拠点を形成
・子ども達が豊かな人間性を育み、郷土への愛着と誇りを高めることができるよう、子どもたちが美術に触れる機会を積極的に提供
・仕事や子育てで忙しい世代も気軽に美術館を楽しめるよう、開館日時の弾力的な運用やオンライン活用などプログラムを工夫
・世代を超えて、いくつになっても美術に親しむことができるよう、シニアの方も参加しやすいプログラムを展開
・県内各地域において美術教育や美術活動が促進されるよう、学校や福祉施設などへのアウトリーチ活動に取り組む
・美術館の中だけにとどまらず、県内各地域に活動の領域を拡大し、芸術を活用した地域連携や交流拡大に取り組む
・県内や九州・国内外の美術館との連携を深め、福岡県、九州の美術を広く発信
・大学との合同研究や学校等との鑑賞教育の研究など、学術・教育・産業分野などの専門家・企業等との連携を促進

情報発信

・アーカイブされた過去の展覧会の映像や開催中の展覧会のリアルタイムの映像、オンラインだけのイベントやヴァーチャル展覧会な
ど、多様なコンテンツを配信することで、オンライン上にもう一つの福岡県立美術館としてデジタルミュージアムを立ち上げる
・戦略的な広報計画を立て、ICT、IoTを活用したマーケティングを行うとともに、効果的に届く情報発信の手法を取り入れる
・地域への周遊促進につなげるため、県内、九州の美術館とも連携し、広域的な情報発信に取り組む
・県民が図書や資料を県民がオンラインで検索できるシステムを構築するとともに収納に必要な書庫や閲覧室を設置

美術館の
快適な利用

・誰もがストレスなく利用できるよう、ユニバーサルデザインの考えに基づき施設を整備
・車いすやベビーカーの提供、ベビールームの設置など、高齢者や子育て世代等が快適に利用できる設備を整備
・バリアフリーを徹底するとともに、利用者の目線に立った休憩スペースやトイレ、ロッカーの配置など、誰もが快適に利用できる施設
を整備
・県産品を用いたレストランやカフェ、オリジナルグッズを販売するミュージアムショップ等美術館の魅力を向上させる施設を整備
・新しい生活様式を踏まえ、密にならずにゆったりと鑑賞でき、来館者が安心して快適に美術鑑賞できる環境を整備

• 県民が美術に親しみ、楽しみながら感性を磨き、豊かな心を育む
とともに、自らの才能を発見し、伸ばす拠点

• 多様な人々の美術館活動への参加を促進し、文化芸術を通じた
アートコミュニケーションを誘発するとともに、地域や学校、県内美
術館等と連携し、県内各地域に波及効果をもたらす地域活性化
の拠点

• 四季折々に多彩な表情を見せる大濠公園と親和し、セントラル
パークはもとより、広く周辺地域にも活動の場を広げ、人々が文化
芸術を感じることができる広大なアート空間を創出

• ランドマークとなり、国内外の多くの人々の交流を促進

・アジアと結ばれた広域交
通網、企業や大学等が集
積する本県の特性を十分
に活用

・我が国有数の文化ゾーンを担う展示面積と設備を整備
・重要文化財や大型作品はもとより、ICT、IoTを活用した革新的な展示、パフォーマンスが可能な環境を整備
・コレクション展示では、県立美術館が有する収蔵品を分かりやすく、魅力的に紹介
・特別展示では、世代を超えて県民の関心と興味に応えることができる多彩な展覧会を開催
・県民ギャラリーを設け、県展の充実を図るとともに若手芸術家に創作、発表の機会を提供
・年齢や障がいの有無に関わらず、あらゆる人が作品を楽しむことができるよう、多言語による表示や触ったり、手に取ったりできるよ
う工夫
・お茶をはじめ福岡県が誇る日本文化の発信を日本庭園や大濠公園能楽堂と一体となり展開

３．県民に親しまれ、誇りとなる美術館

• 日本庭園や能楽堂とも連携し、日本文化をはじめとする多様な美
術表現の場を提供することにより、新たな文化芸術活動を誘発

・文化芸術はもとより、観光
振興 、福 祉の 増進な ど地
域活性化への貢献
・障がいのある人の文化芸
術活動を推進

文化交流の拠点

・本県の美術を体系的で魅力的に紹介するため、九州や世界の中で本県の美術を捉える視点に立ってコレクションを拡充
・最新の保存科学の知見を取り込み、作品の劣化防止と増加に対応し、将来にわたり安定的に作品を保存できる設備と容量を確保

• 九州の美術館と連携し、それぞれの美術館の特色を生かしながら、
九州の文化芸術の発展に資する取組を推進

４．公園と一体となった美術館

・災害に強い美術館
・環境への負荷が少ない美
術館
・感染防止対策がとられ、
快適に利用できる美術館

文化芸術を通じた
地域振興

収集保存

• 県立美術館が蓄積してきた美術資産を守り、継承していくとともに、
福岡県や九州にゆかりのある作家の作品や貴重な資料を収集し、
新たなコレクションの充実を図る

• 本県が誇る文化芸術や美術資産に触れ、知ることができ、郷土へ
の誇りと愛着を育む拠点

を拡張
・最先端の情報通信技術
を駆使し、美術館の魅力
を発信

安全・安心・快適
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施設整備計画
１ 敷地の概要
（２）敷地の現況
（１）敷地の特性
ア 交通環境
●福岡市営地下鉄駅からの距離

敷地面積

福岡武道館

大濠公園日本庭園

（大濠公園区域外）

（大濠公園区域内）

約 8,400 ㎡

約 12,000 ㎡

大濠公園駅から約 900 メートル（徒歩 15 分）

合計 約 20,400 ㎡

六本松駅から約 700 メートル（徒歩 10 分）
●路線バス停留所

土地所有者

福岡県（一部民有地あり）

周辺の土地利用

北側は大濠公園、東側は福岡市美術館、南側は市道堅粕西新 2 号線（国体道路：4 車

周辺に３か所（徒歩 5 分）

線幅員 10m）、西側は福岡管区気象台が立地

●公共・民間の駐車場が周辺に複数所在

施設管理者

し、車によるアクセスも優れている。

築

イ 地形・地盤
福岡武道館建設時（昭和 54 年開館）のボー

年

福岡県警察本部

福岡県公園街路課

昭和 53 年度竣工／54 年開館（築 42 年）

昭和 58 年度竣工／59 年開園（築 37 年）

建築面積

3,372 ㎡

503 ㎡

延べ面積

5,603 ㎡

490 ㎡

施設の構造・階数

・武道館（ＲＣ造）地上２階、地下１階

・茶室・茶会館（木造）平屋

リング調査では、

・弓道場（Ｓ造）地上２階 ・相撲場（木造）平屋

・管理棟・露地便所（木造）平屋 ・四阿 2 か所

●建物を支えることが可能な支持地盤（Ｎ値

*武道館の最高高さ 約２０ﾒｰﾄﾙ

連続性

50 以上）は、ＧＬ-10ｍ前後に存する。

武道館と日本庭園の敷地境界部に行き来できる出入口はなく、視界も高木で遮られて
いる。連続性はなく、完全に分断されている。

●地下水位は、ＧＬ-1.3～1.6ｍ。黒田長政
が福岡城を築城した際に天然の外濠とした
「大堀」の土手部分にあたる。地下水位は現

（３）法令による敷地の制約条件

在も大濠池の水面とほぼ同じ高さと想定。

ウ 自然災害
地震

福岡市ハザードマップによる敷地の災害想定は次のとおり。
●2005 年（平成 17 年）3 月に発生した福岡西方沖地震では震度 5 強を記録。

関連する法令

都
市
計
画
法

用途地域

必要（福岡市の許可）
容積率／建蔽率
高度地区

第 2 種 15 メートル高度地区

●福岡市の揺れやすさマップでは、警固断層東部を震源とする地震が発生した場合、震度 6

防火地域

準防火地域

風致地区

福岡城址風致地区（都市計画決定に基づく）

●計画規模の降雨（１年間の発生確率が 1/30～1/100 程度）では浸水被害対象外。

都市の風致を維持するため、建築物の形態や色彩その他意匠等の制限がある。

●近年全国で多発する豪雨災害を考慮した、想定し得る最大規模の降雨（１年間の発生確率

・建築物高さ 15ｍ以下

・建蔽率 40％以下

・建築物の外壁後退距離 道路境界から２ｍ以上、その他の境界から１ｍ以上

・武道館部分：1.0～2.0ｍ、浸水継続 12h～24h

大濠公園（都市公園法）

建築面積の制限あり ・公園内建築物の建築面積の合計≦公園面積の 12％

・日本庭園部分：0.5～2.0ｍ、浸水継続 12h 未満

歴史・伝統ゾーン

延べ面積 1,500 ㎡又は高さ 15ｍを超える建築行為は福岡市への届出が必要

（景観法）

・建築物又は工作物の規模・配置、形態・意匠、外構、夜間照明、屋外広告物、色彩

屋外広告物禁止地域

福岡城址風致地区は全域「禁止地域」に該当

埋蔵文化財包蔵地

敷地の南側道路沿いは、史跡「福岡城跡」の大堀部分にあたり、埋蔵文化財包蔵地

（文化財保護法）

に指定されている。福岡市へ届出を行い、試掘等について協議が必要。

●昭和 9 年の室戸台風規模の台風が襲来し、満潮となった場合の高潮の浸水被害想定
・武道館部分：3.0ｍ以上、浸水継続 12h～24h
・日本庭園部分：3.0ｍ以上、浸水継続 12h 未満

避難場所指定

200％／60％

●敷地から「警固断層」までは直線距離で約 1.5km。

が 1/1000 程度）による浸水被害想定は以下のとおり。

高潮

第一種住居地域・第二種住居地域
※第一種住居地域が敷地の過半を占める場合、建築基準法第 48 条の建築許可が

強の揺れが発生すると推定。
大雨・洪水

制約条件

大濠公園は洪水時以外の避難場所として指定されている。
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２ 施設整備方針
（２）敷地への動線
・来館者にとっての分かりやすさ

（１）基本方針

・美術鑑賞への期待感を増大させる心理的効果
１

我が国有数の芸術文化エリアを形成し、古代、迎賓館として栄えた鴻臚館のように、国内外の多くの人々
が交流する拠点としてセントラルパーク構想の魅力をさらに高める施設整備を行う。

2

最先端の技術を活用した新しい美術表現を可能とするとともに、将来にわたって驚きや感動を体感できる
よう、時代の変化に合わせ進化し続ける技術に対応可能なフレキシブルな施設機能を備える。

３

貴重な美術作品を後世に引き継ぐとともに、誰もが安心して豊かな時間を過ごすことができる、環境にやさ
しいサスティナブルな施設とする。

４

・公園利用や福岡市美術館利用との相乗効果
・サービス通路・バックヤード動線と来館者動線が交錯しない

上記に配慮すると、一般車両の出入口や美術品の搬出入は南側の前面道路に限られるが、徒歩や車いす、自
転車による来館者のアプローチは次の 3 方向が考えられる。
●北側（大濠公園側）：公園利用者にとっても入り
やすい。 美術館へのアプローチ空間として日本庭
園の一部を再整備する必要がある。
●南側（国体道路側）：幹線道路からの視認性が

周辺の景観やまち並みとの調和を図りつつ、大濠公園全体を広大なアート空間と見立て、公園と一体とな
った建築が一つの芸術作品となり、スケール感のある美術鑑賞や美術体験が可能な環境を整備する。日
本庭園は来館者に豊かな空間を提供すると同時に、一つの展示空間として美術館の個性を創出する。

高く、車利用者にとって分かりやすい。大濠公園や
福岡市美術館との連携が弱い。車両動線と歩行者
動線の交錯が懸念される。
●東側（日本庭園側）：地下鉄やバス利用者、公園

（２）施設整備に必要な基本的性能

利用者にとって入りやすい。日本庭園の再整備と

国内外の人々から親しまれ、来館者が長く快適に過ごせる施設、また貴重な美術品を将来にわたって保存で

エントランスの視認性を向上させる工夫が必要。

きる施設とするため、下記性能を備える。
①立地特性を考慮した整備

②防災機能の確保（自然災害や火災への対策、ミュージアムＢＣＰ）

③防火性能、防犯性能の確保

④環境負荷の低減・エネルギー消費の省力化

⑤施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減

⑥あらゆる人々が快適に利用できるユニバーサルデザイン

（３）日本庭園の活用と再整備
新県立美術館と日本庭園の関係については、美術品の展示や活動空間としての一体性を確保することにより、
双方の魅力向上を目指す。

⑦県産材や県産品の調度品の活用
日 本 庭 園 作庭趣旨を踏まえ、現在の日本庭園の価値をできるだけ損なわないことを基本としつつ、保全す
べき箇所や眺望、新たな視座を十分に分析・検討したうえで、美術館との良好な関係を構築する。手を加える際

３ 敷地利用計画
（１）基本的な考え方
（ア） 立地に配慮した景観形成

には、庭園の魅力向上と美術館との相乗効果に配慮する。
茶室・茶会館 大濠公園開園 50 周年を記念して造られた木造建築であり、開園 100 周年には建築から 45 年が
経過する。築年数や老朽化を考慮し、手を加える際には、庭園の魅力向上と美術館との相乗効果に配慮する。

・自然豊かな水景都市公園である大濠公園の環境を活かした新たなランドスケープを創出する。
・敷地は風致地区に指定されており、特に緑の確保が重視されている。大濠公園や日本庭園と一体となって、良
好な緑の景観を形成する。

・美術館と日本庭園の相乗効果により美術館機能を高めるには、美術館と日本庭園の一体的な運営が望ましい。
その場合、敷地全体を都市公園とし、美術館を都市施設として位置付ける必要があるため、敷地の一部である
福岡武道館部分を適切な時期に都市公園区域に編入する必要がある。

（イ） 交通アクセス

・入園料のあり方については今後検討する。

・来館者の利便性に配慮し、主要道路、地下鉄駅、路線バス停留所からの安全で分かりやすいアプローチの確保
を図る。駐車場の整備については、開館後、交通渋滞等により周辺環境を悪化させないよう留意する必要がある。

≪大濠公園日本庭園の概要≫
・大濠公園開園 50 周年を記念して築庭され、昭和 59 年に開園。

（ウ） 開放性
・美術館の建物には、公園と緩やかにつながるパブリックゾーンを設け、来館者の流れを引き込む開かれたエント
ランス空間となるよう配慮する。
・美術館の建物周囲や外構は、防犯性に配慮したうえで、公園との一体感を損なわないよう配慮する。
・大濠公園全体としての賑わいが創出されるよう、公園内施設とのつながりや相互利用のしやすさに配慮する。

・伝統的な技法である築山林泉廻遊式庭園。大池と築山の大池泉庭、曲水の流れ、公園の池を借景とする枯山水庭、
数寄屋造りの茶室・茶会館と露地庭が配置され、これらをつなぐ園路を廻遊する。
庭園設計者

中根金作氏（1917-1995）：昭和の小堀遠州と称された現代を代表する作庭家であり、城南宮（京都市
伏見区）、 ボストン美術館の庭園、大仙公園日本庭園（堺市堺区）などを手掛けた。

茶室設計者

中村昌生氏（京都伝統建築技術協会）（1927-2018）：現代日本における茶室・数寄屋建築研究の第
一人者であり、フランス国立ギメ美術館茶室、スウェーデン国立民族博物館茶室等を手掛けた。
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施設計画
４４ 施設計画
（２）美術館の機能と主な必要諸室
（１）施設計画の考え方
（ア） 構造計画

新県立美術館に求められる機能と主な必要諸室、並びに面積概数は以下のとおり。
新県立美術館の機

面積概数

能

・近年、福岡西方沖地震（平成 17 年）、熊本地震（平成 28 年）と、二度の大きな地震を経験していることを踏ま
え、人命の保護はもとより、貴重な収蔵品や展示作品の保護と施設機能の保持のため、免震構造の採用など

主な必要諸室

収集保存機能

（㎡）
作品の保護に必要な温湿度管理を維持できる設備を備え、現有収
蔵品・美術資料等と今後想定される寄贈・寄託、購入作品のスペー

により十分な耐震性能を確保する。外壁や天井などの非構造部材や設備機器も同様とする。

スを見込んだ広さと高さを有する施設を整備。

・耐火構造とし、展示室、収蔵庫はそれぞれ防火区画する。

2,300

○収蔵庫 ○収蔵庫前室 ○一時保管庫 ○作品用ＥＶ
○トラックヤード・荷解室 ○生物対策室

（イ） 設備計画

展示公開機能

・必要な機能を確保しつつ、イニシャルコストやランニングコスト、及びそのバランスを十分考慮し、最適なものを

所蔵コレクション、国内外の優れた美術表現を幅広く紹介するととも
に、県民の創作活動を支援する上で必要な規模の施設を整備。作

導入する。特に、技術や機能の信頼性、維持更新のしやすさに配慮をする。

品の保全に適切な温湿度等を維持する。

4,200

・展示室、収蔵庫は、空調機械設備のランニングコストや、照明設備の適切な演色性の確保などに留意する。

○常設コレクション展示室 ○企画展示室

・電源や収蔵庫、展示室の空調システム等は洪水浸水想定深さより上部に配置する。

〇県民ギャラリー（貸展示室） ○控室 ○展示倉庫

・災害時のバックアップ機能として自家発電装置を設置する。収蔵庫、展示室の空調は、故障時にもバックアップ

調査研究機能

が可能なシステムとする。
（ウ） セキュリティ計画

100

○研究室 ○資料室 〇作業室

教育普及・連携交流

多様な人々の出会い、学び、体験の場として必要な施設を整備。

機能

○多目的ホール・研修室 ○ワークショップ室、スタジオ

・来館者エリアと管理運営エリアを明確に区分し、適切なセキュリティレベルを設定する。
・作品の搬出入動線は、特に高い防犯性を確保する。

作品等の総合的な調査研究の基盤として必要な施設を整備。

600

○ボランティア室 ○キッズルーム

情報発信機能

所蔵する美術図書約５万点や資料の積極的活用のため、必要な規
模の書庫に加え、開架書庫や情報コーナー等の閲覧スペースを備

（エ） 駐車場計画
・荷物搬出入者のための駐車スペースに加え、車いす利用者や来館者の利便性向上のため、敷地内に駐車場
を整備する。

600

えた施設を整備。
○美術図書室 ○情報コーナー ○書庫

共用機能

パブリックスペースとして誰もが入りやすい雰囲気と親しみやすさが

・周辺駐車場の利用も考慮し、休日の来館者数による想定台数（145 台）と、平日の来館者数による想定台数

感じられ、ダイナミックな演出や多目的な利用が可能な広さと開放感

（74 台）との平均により、概ね 100 台分の台数を確保する。また、車の排気ガスや地下水等の排水、火災等の影

が感じられる高さを確保。パフォーマンス、演奏等を楽しむ場など多

響を考慮する。

目的な機能を持つ施設を整備。

2,200

○エントランス・ロビー ○受付、ロッカー ○トイレ

【必要駐車台数の考え方】

サービス機能

休憩と楽しみを提供できる場として、また県産品を楽しみ味わうこと

企画展開催期間における休日及び平日の来館者数想定に、自動車利用率、ピーク時利用率、平均乗車

のできる場として機能する施設を整備。

人数、滞留時間等を考慮し、想定駐車台数を算出

○ミュージアムショップ ○カフェ・レストラン

*企画展来館者数 10 万人、開館日数 50 日、自動車利用率（25％）、平均乗車人数（2 人）、滞留時間（2 時

管理運営・事務機能

○事務室 ○応接室 ○会議室

設備機械室

○電気室 ○空調室

250

750

間）を想定

2,500

合計

13,500
＊上記は駐車場を除いた面積概数
施設内に駐車場を整備した場合は約 20,000 ㎡
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■日本庭園の分析
ち せん

きょくすい

すはま

 池泉回遊式の庭園にとって骨格となる「池」や「流れ」（曲 水）、大小３つの滝、州浜などの水景要素が配置さ
れ変化をもたせている。
てんけい

あずまや

かれさんすい

 添景であり視点場にもなる四阿や橋、さらには大池（大濠公園の水面）を借景とした枯山水が園内に点在し、
楽しく回遊できるよう作庭されている。
かみ

 上の池の三方を取り囲む緑のボリュームは、池泉回遊式にとって非常に重要。ひとつの囲われた別世界を
創り出し、主要ポイントから見て常に背景となっている。
し お り ど

なかもぐり

 茶会館と茶室の露地入口は、高い生垣に枝折戸をはめ込んだユニークな形態である。外露地から中潜り形
式の中門を通って風情の異なる内露地に入る。現在は、高生垣が大きく茂り、茶会館から西側の視線は制限
され、大池に誘導されている。茶室からは庭園は見えず、滝の音や鳥のさえずり、障子越しに見る木々のゆ
らめきを感じることができる。
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