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久留米市六角堂広場における参加型イス製作イベントによる広場活用の試み	 

 －有明高専建築学科学生の企画による「サトイス・プロジェクト」の実践報告－ 

An attempt to use the open space by the participation-type-chair-production event in 
Rokkakudo-Square located in Kurume City 
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In late years movement to review value of the public space is active to plan the attractive improvement of the city. 
The authors, the students of Ariake Kosen architecture subject carried out a participation-type-chair-production event 
in the Rokkakudo-square in Kurume City, Fukuoka in July, 2016. Therefore this paper reports how to use open space 
on the event day and the result in the action progress of the project that the student of the Ariake Kosen architecture 
subject planned to show an example of the active utilization plan of the open space in this report. 
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１．はじめに 

1-1．研究の背景と目的 

都市の魅力向上を図るため，近年，パブリックスペースの価値

を見直す動きが活発である。こうした中，わが国では上手に使う

ことができなかった広場も，市民生活にとって身近な存在とする

ための取り組みが各地で行われるようになっている。 

筆者ら，有明工業高等専門学校（以下，有明高専）建築学科の

学生有志は，2016年 3月に行われた「まちなか万博」の「公開

プレゼン」で「サトイス・プロジェクト」提案が採択され，2016

年７月に福岡県久留米市「六角堂広場」で参加型イス製作イベン

トを実施した。そこで，本報では，広場の積極的活用策の一例を

示すため，高専の建築学科学生（主に５年生）が企画した同プロ

ジェクトの取り組み経過，イベント当日の広場の使い方とその成

果について報告する(1)。なお，久留米市では，2003年に建設され

た六角堂広場（以下，前広場）を2016年４月の「久留米シティ

プラザ（以下，プラザ）」開館に併せて一新した。そして，生ま

れ変わった六角堂広場（以下，現広場）を，中心市街地の魅力向

上策の一環として，より積極的に活用していこうとしている(2)。 

1-2．調査の方法	 

まちなか万博の趣旨等は，事務局に訊いた。学生の活動経過は，

主に，活動日誌の記録と外部への情報発信ツールとして活用して

いたSNSでの記録による。イベント当日の広場利用については，

定点ビデオカメラ（１台）による広場の俯瞰映像での記録，筆者

らによる製作現場での観察，ならびに学生スタッフへのヒアリン

グ調査を行った。加えて，イベント参加者に対するアンケート調

査をイベント終了後に実施した。 

 

２．前提条件の整理	 

2-1．「まちなか万博」について（表１）	 

まちなか万博は，久留米市中心市街地を盛り上げるための学生

アイデアを募るコンペティションであり，公開プレゼンで採択さ

れた場合は事業実施となることが特徴的な事業である。事務局へ

のヒアリング調査によれば，「プラザ開館に向けた助走」として

行われたものであり，中心市街地を学生が訪れるきっかけをつく

れればという期待をもって始められた。 

2-2．「サトイス・プロジェクト」について	 

このプロジェクトは，有明高専都市デザイン研究室４年生有志

３名（当時）が提案したものであり，コンセプトとして，参加型

表１	 まちなか万博の概要	 
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イス製作イベントとその準備を通して，人と人，まちと人がつな

がることをねらった。採択後は，この３名を中心に同研究室メン

バー全員（計６名）で企画の具体化を進めた。この６名に加え，

サポーターとして13名の下級生も参加し，イベント準備と当日

の運営を支えた。なお，前出３名がまちなか万博に参加したのは，

何か事業をやりたいという強い気持ちがあったからでなく，まち

なか万博にイベントとしての面白みを感じたからであった。 

2-3．「六角堂広場」について	 

イベント会場とした六角堂広場は，久留米市の中心市街地内，

北に明治通り，南にアーケード商店街，西に国道209号線に面し

て立つプラザ内につくられた広さ1,320㎡の屋根付き広場であり，

運営は，同広場が更新される前と同じく，久留米市の指定管理者

として「株式会社ハイマート久留米」が行っている。同社は，「コ

ミュニティマート構想」に基づき，1993年に設立された第 3セ

クター方式による会社で，まちなか万博の主催者でもある。 

イベント後に事務局に訊くと，六角堂広場を，ものづくりイベ

ント会場として使ったのは，リニューアル前の六角堂広場の時も

含めて今回が初めてであったようである。

同広場周辺の公園でもそのようなイベント

は行っていないだろう，とのことであった。

実際，以前の六角堂広場の５カ年分につい

て広場の利用実績を調べると，発表会，展

示会，販売会等の行事が多く，参加者が一

斉にものづくりを行うイベントは行われて

いなかった(3)。 

 

３．学生による活動の経過	 

図２に，提案が採択された後の４月から

イベント当日までの活動経過を示す。 

企画の具体化とイベント準備は，学内外

からの支援を受けながら，研究室メンバー

が中心となり進めた。しかし，そのコアと

なる５年生には，イベント，しかも学外で

のイベントを主体的な立場で企画実施した

経験がなかったこともあり，何をどうした

ら良いのか，全くわからない状態から活動

は始められた。 

イス形状は，大牟田市で活動する「大牟

田ビンテージのまち株式会社」の協力を得

て原型を決め，その後，自分たちで試作品

製作を数回行い細かな調整をした。材料調

達では，久留米市内の木材屋から協力を得

た。他方，より多くの人の興味を集めるた

め，４月から SNS(4)での情報発信を始め，

６月からはチラシによる PR 活動(5)を行っ

た。この間，事務局は，筆者ら学生の意向

を全面的に尊重し，準備がうまく進むよう

支援をしてくれた。しかし，筆者ら学生は，

計画通り準備を進めることができなかった。

今回のプロジェクトでは，サポーター（後輩）による支援は６月

から得たが，もう少し早い時期に依頼した方が良かった。 

当初の計画では，イベント終了後も久留米市中心市街地での活

動を続けるつもりだった。しかし，実際は，SNS での情報発信

と他団体活動への数回の参加にとどまった。 

 

４．参加型イスづくりイベントによる広場利用	 

本イベントは，2016年７月２日（土）13時～15時，六角堂広

場で行い，26 組（41 名）(6)が参加した。参加者は，複数で参加

する者が多く，家族での参加者が多かった。 

表２	 アンケート調査項目	 

表３	 居住地（問１）と街なかの来訪頻度（問２）のクロス集計結果	 

(写真１) 

図１	 学生の活動経過（採択後〜イベント当日）	 
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時間の使い方について，最初の約 10分間は，企画趣旨や工程

の説明を行い，その後は一斉休憩を挟まず，全てを製作時間とし

た。製作を始めて１時間が過ぎたあたりから，会場には作業を終

える人が現れはじめ，時間内に全ての参加者の作業が完了した。

なお，当日の会場設営は，９時から始めた。木材の仕分けや後述

する展示パネル製作も，学生スタッフ19名でこの時間に行った。 

会場レイアウト（図２／写真１）について，プラザ２階へつな

がる大階段下のスペースは使わず(7)，製作スペースは広場中央に

設け，それを取り囲むように６張りのタープテントと企画趣旨や

学生の活動経過等を紹介する展示パネル等を置いた(8)。製作スペ

ースには，事前に木材と道具を30式用意し，作業場所はこれら

の中から参加者が選ぶようにした。結果，知り合いと思われるグ

ループで参加した場合は，近くに陣取るケースが多くなった。 

安全管理と製作サポートについてである。参加者には，保険加

入手続きのため，その全員についての事前申し込みを求めた。従

って，見学者の途中参加は，参加者の知人でも認めていない。作

業場所は，木材等を用意する位置で決ま

るが，この間隔は十分にあけた。また，

６張りのタープテントには，参加者が集

中して作業できる環境を確保できるよ

う，会場の彩りだけでなく，製作スペー

スを包み込む役割も期待した。さらに，

一部には全体を巡回する者もいたが，参

加者２組に一人の学生スタッフを配置

した。加えて，参加者全員に製作工程を

図で示した説明書を配布したが，内容の

一部に誤りがあり，会場に小さな混乱を

招いた。 

 

５．本イベントの成果	 

5-1．アンケート調査より	 

アンケート調査は，本イベントに参加

した26組のうち24組に対して実施した。

調査項目は，表２の通りである。 

回答者特性として，表３より，居住地

については，久留米市内居住者の方が市

外居住者に比べて少し多い（問１）。全

体的に，中心市街地（街なか）を頻繁に

訪れる者は少ないが，市外居住者の半分

が週１回程度訪れていることは興味深

い（問２）。 

本イベントの成果に関して，イベント

参加理由（問３）とイベントで良かった

こと（問８）の回答結果を図３に示す。

ここで，問８の結果（右図）を見ると，

「イスを持ち帰れる」と「イスを自分で

つくる経験ができた」を選ぶ回答者が多

い。しかし，詳しく見ると，問３ではそ

ういう回答者もいたが，問８では，これ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
参加者の休憩場所，会場
外との柔らかな仕切りを
つくるため，芝生とター
プテント設置。	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
モバイルグリーンは，当
初は演出上の工夫から製
作スペース周辺に設置。
その後移動し，風対策と
してパネルやタープを固
定するために使用。	 

	 
	 
	 
	 
	 
参加者の休憩場所
等として，製作ス
ペース周辺にイス
設置。	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
来訪者の動線を意識
し，企画趣旨や学生の
活動経過を示したパネ
ル(イレパネ，ダンボー
ル)を多数設置。	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
商店街の通行者を意識
し，パネルとサンプル
のイスを設置。	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
会場近くのカフェの協
力で，カフェキッチン
カー設置。位置はカフ
ェと事務局決定。 

図２	 会場レイアウトと参加者間の会話の発生状況（14:15-14:45）	 

写真１	 会場の鳥瞰写真	 

写真２	 イス製作の様子	 
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らのみ，もしくは，いずれかのみを選ぶ回答者はいなかった。つ

まり，「イスを持ち帰れる」や「イスを自分でつくる経験ができ

た」以外にも，本イベントに何らかの魅力は感じられたというこ

とである。何が魅力となったのか。改めて図３を見ると，「若い

人が頑張るイベントに参加できた」の得票率が高い。続く問９で

も，感想として，学生の取り組みをポジティブに評価する意見が

複数から挙げられた。また，「イスをみんなでつくる経験ができ

た」や「イスを外でつくる経験ができた」を選ぶ回答，および「会

場の雰囲気」を肯定的に評価する回答も少なくない。これらより，

学生企画のもと，多くの人が集まり広場でイス製作を行う，とい

う本イベントの趣旨は，部分的でも，参加者に好意的に受け入れ

られている様子がうかがえる。さらに，問10で「今回のような

イベントがあなたの暮らす街でたくさん行われたら，ちょっと街

を自慢したい気持ちになるか」と訊いたところ，無回答１名を除

く全員がポジティブな姿勢を示した。 

 

5-2．行動観察調査と学生スタッフへのヒアリング調査より	 

(1)参加者の行動	 

ビデオ映像より，参加者は，集中してイスづくりをする者が多

かった（写真２）。こうした中，学生スタッフへのヒアリング調

査から，参加者が笑顔で作業をする場面も確認できた。 

イベントの前，筆者らは，知り合いでない参加者間で会話が発

生することを期待したが，その発生数は多くなかった。参加者間

の会話について，ビデオ映像で目立つものは，イベント終了間際

に，製作が早く終わった参加者間で笑顔を交えて会話が行われる

様子であり，これが複数箇所で見られた。ここで，筆者らによる

体験や学生スタッフへのヒアリング調査結果も含めると，製作途

中，近くで作業をする参加者間で，つくり方を相談・確認する場

面や道具の貸し借りを通じて会話が生まれる場面もあった。これ

らの状況は中盤で見られるようになり，学生スタッフの存在がこ

のような関係をつくるきっかけの一つとなっていた。例えば，筆

者がサポートした参加者の間では，拍手やハイタッチをして，一

つの作業ができたことを喜び合う場面も見られた。 

(2)来訪者・歩行者の行動	 

来訪者による現広場での滞留状況について，30 秒以上広場に

立ち止まった者を「滞留者」とすると，本イベントが行われてい

る間の六角堂広場には，比較的若い世代を中心に，計87名の滞

留が見られた（図４）。滞留時間は，５分以内が約２/３を占める

が，10分以上滞留した者も約 21名いた（図５）。滞留者の人数

構成については，２名以内がほとんどで全体の６割以上が１人で

あった（図６）。また，滞留者の行為に注目すると，滞留時間の

長さは問わず，製作風景を眺める者や展示品を見る者が多かった。

中には，これらを写真におさめる者もいた。 

一方，歩行者の行動については，前のみを見て歩く者よりも製

作風景や展示品を見ながら歩く者の方が多かった（図７）。 

滞留者・歩行者の数に関しては，プラザ館内のイベントの影響

もあったと推測できるが，イベント当日は，来訪者の興味を引く

風景が広場につくり出せたものと考えられる。 

 

６．おわりに	 

本報では，筆者ら有明高専建築学科学生が企画した，久留米市

六角堂広場における学生企画イス製作イベントについて，準備過

程を含めて実践報告を行った。六角堂広場をものづくりイベント

会場として活用することは，イベント参加者による評価，参加者

の行動調査，ならびに滞留者・歩行者の行動調査の結果から，安

全確保ができることを前提にすれば，同広場の新しい使い方の選

択肢として考えられて良い。安全確保については，本イベントの

場合，製作指導という点で不十分さがあったことは否めないが学

生スタッフを多く配置する，途中からの飛び入り参加を認めない，

保険に加入する等の措置を行った。また，タープテントと芝生に

よる製作スペースの囲い込みも，会場の彩りやイベント参加者が

集中して作業に取り組める環境づくりという点では悪くなかっ

たと感じている。しかし，移動カフェの利用も含めて会場の環境

を積極的に使いこなすためには，製作時間の途中に一斉休憩時間

図３	 参加理由（問３／左図）とイベントでよかったこと（問８／右図）の集計結果	 
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をとっても良かった。その方が参加者間交流も活性化しただろう。 

学生ゆえ，事務局はじめ多くの人に迷惑をかけたことは否めな

い。しかし，アンケート調査の結果を改めてみると，学生企画に

よるイベントだったからこそ，できたこともあったように感じる。 
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補注 

(1) 本報は，参考文献1）2)をまとめ直したものである。 

(2) 2016年 5月より，イベントが計画されていない日の日中に，

仮設的に子どもの遊び場をつくり出す「まちなか遊園地」が行わ

れている。  

(3) 事務局からの資料提供協力による。 

(4) サトイス・ツナガル，https://www.facebook.com/satoisu/，2016

年２月28日。同日現在，「いいね！」は，120名。 

(5) チラシは，5,000部用意（B5両面カラー）。主催者は「有明高

専サトイス班」で，株式会社ハイマート久留米が共催，久留米市

が後援という体制にした。チラシ配付は，事務局が久留米市内公

共施設等に4,000部配付。筆者らは，若い人が集まりそうなカフ

ェや雑貨店等に1,000部配付。 

(6) 事前の申し込みでは，定員 30 組から申し込みを受けたが，

直前に４組キャンセル。参加した26組中１組は，イベント終了

間際に会場に到着。 

(7) 事務局からの指示。大階段下のスペースは交通以外の目的で

は使えない。 

(8) タープテントや展示物については，風対策が懸念された。最

終的には，モバイルグリーンに紐でくくりつけることで固定。 

 

参考文献 

1) 和田（2017.3），「参加型ものづくりイベントによる広場利用の試み：

久留米市六角堂広場における学生企画によるイス製作イベントを事例

として」，2016年度有明高専卒業論文 

2) 大隈・永尾（2017.3），「学生による地域活性化プロジェクトの

実施過程と成果についての研究：久留米市「まちなか万博」

での学生活動を事例として」，2016年度有明高専卒業論文 

3) 三栗野，一般社団法人パブリック・プレイス・パートナーズ，

新たな広場「久留米市シティプラザ・六角堂広場」で「サト

イス・ツナガル」開催レポート！「学生」がソトの場をつく

る時の「支えビト」の存在とは？，日本語，

http://sotonoba.place/20160702kurumesatoishutsunagaru，2016年２

月28日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７	 歩行者の歩行軌跡と滞在時間（13:15-13:25／自己紹介と説明）	 

図４	 滞留者の数と年齢（男女別）	 

図５	 滞留者の滞留時間	 

図６	 滞留者の人数構成	 
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