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 １ 都市づくりの目標等について（前回の続き）  

 

４．将来都市構造 

（１）拠点形成：都市拠点の形成と拠点の適正配置 

  ○都市拠点の形成 

田川伊田駅周辺地区と田川後藤寺駅周辺地区は、それぞれの地区の担うべき役割を踏まえ、都市拠点とし

ての形成を図るとともに、今後、広域拠点の形成に向け条件整備を図っていきます。 

   

  ○拠点の位置づけと機能の充実 

市街地内を中心として様々な拠点を位置づけ、その機能充実と拠点の魅力づくりに努めます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）軸：拠点ネットワークの形成と拠点連携型都市づくり 

 ○市街地中心部へのアクセス性の向上 

本市の道路網は、市街地縁辺部を通る広域幹線道路から、市街地中心部までのアクセス道路が不足してい

るため、各方面と中心部を結ぶアクセス道路の整備を進めます。 

 

○市街地循環道路の整備 

市街地内の各拠点のネットワーク形成を進め、拠点連携による効率的な都市づくりを行う必要があるため、

市街地循環道路の整備を進めます。 

 

○河川環境軸 

中元寺川と彦山川の 2 つの河川は、本市の市街地を挟むように流れ、市街地内の貴重な自然資源となって

いることから、河川環境軸として良好な河川空間の活用を進めます。 
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（参考資料）土地利用：効率的な集約型都市づくり 

○土地利用の転換を検討する区域 

拠点やネットワーク形成において、新たな都市施設の整備が必要となる区域については、将来的に都市的

土地利用への転換が考えられることから、土地利用検討ゾーンとして位置づけ、計画的な土地利用誘導を図

ります。 

   

○沿道利用を検討する区域 

    市街地の北側縁辺部を通過する国道 201 号は、広域通過交通の多い路線であり、沿道サービス施設等の

産業立地が想定されることから、沿道利用検討ゾーンとして位置づけ、計画的な産業立地の促進を図ります。 
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（３）将来都市構造 

①拠点 
【都市拠点】 

田川都市圏の中心的な役割を担うエリアで、高次都市機能や市民の生活を支える機能が集積し、日常的な買
物を中心とする賑わいのある商業空間として、田川伊田駅周辺地区と田川後藤寺駅周辺地区を位置づけます。 

【市民交流拠点】 
公共公益施設が集積し、多くの市民が交流する場所として、市役所周辺と市立病院，スマイルプラザ田川を

位置づけます。 
【情報交流拠点】 

産学官共同研究や IT 関連産業などの新たな産業構造への転換を図るための情報交流拠点として、たがわ情
報センターを位置づけます。 

【産業・研究拠点】 
製造業などの工業施設が集積し、本市の産業活動の中心的な役割を担うエリアで、福岡県立大学や県立田川

高等技術専門校などの研究機関や大規模な工業団地等を位置づけます。 
【観光交流拠点】 

本市を代表する歴史・文化などを有し、観光地としての中心的な役割を担うエリアとして、石炭記念公園を
位置づけます。 

【レクリエーション拠点】 
良好な自然環境を活かした市民の交流、休息、余暇を体験できる場所として、中央公園や成道寺公園、県立

岩屋自然公園、総合運動公園を位置づけます。 
 

②軸 
【広域幹線道路】 

広域的な移動を可能とし、他都市との広域連携を担う軸として、国道２01 号、国道 322 号バイパス、田
川直方バイパスを位置づけます。 

【幹線道路】 
都市レベルの移動を主目的とし、都市内の各拠点を連携する機能を担う軸で、市街地と広域幹線道路を結ぶ

主要道路を位置づけます。 
【生活幹線道路】 

地域住民の日常生活における移動を主目的とし、地域の主要な生活道路を位置づけます。 
【市街地循環路線】 

市街地内の拠点連携による効率的な都市づくりを支える路線であり、拠点間ネットワークを形成する路線と
して位置づけます。 

 

③土地利用 
【市街地】 

用途地域が指定されている区域と用途地域に隣接して既に市街地が形成されている区域、又は今後用途地域
の拡大が見込まれる区域に位置づけ、建築物や都市機能の立地に対する規制・誘導を図ります。 

【集落地】 
市街化の圧力が低く、特に土地利用を誘導する必要がない区域で、用途地域外に形成された既存の集落地を

位置づけます。 
【農地】 

優良な農地及び農林業等の集落が形成されており、これらの環境の維持・保全を図る区域で、まとまった農
地と田園集落を位置づけます。 

【山林・緑地】 
森林や里山等による都市の良好な自然環境の維持に資する区域で、本市の南部や北部に広がる山地や市街地

周辺の丘陵地を位置づけます。 
 

■将来都市構造図 

 

 



■田川市都市計画マスタープラン     
 

4  
 

 
 ２ 全体構想について（素案）  

 

１．土地利用の方針 

（１）土地利用の基本的方向 

①土地利用上の課題 

・中核都市を担う都市拠点を形成するための土地利用方策が必要です。 

・市街地内の人口密度が低いため、市街地内における土地利用更新の促進と誘導を図るとともに、市街地

中心部における土地の高度利用を進める必要があります。 

・一部の工業系用途地域内においては、工業利用が行われずに住居系の建物が大半を占めている場所や、

工業と住宅が混在している場所が見られることから、現況土地利用に応じた適正な用途地域の変更に向

け、用途純化の検討を行う必要があります。 

・用途地域外（用途白地地域）は、用途地域内に比べて開発規制が緩く、開発ポテンシャルが非常に高い

ことから、田川市の将来都市構造を見据えた新たな用途地域の指定や開発に対する規制強化を進める必

要があります。 

 

②基本的な考え方 

快適で便利な市街地の形成と自然が共生し安心して暮らせる都市を目指すため、生活と生産の場とな

る市街地の魅力を高めるとともに、農地の保全と調和を図ることで、自然環境と共存する良好な市街地

の形成を図ります。 

目標とする将来都市構造の実現と効率的なまちづくりを進めていくためには、コンパクトで利便性の

高い市街地の形成を図りつつ、住まいや買い物、働く場の形成と、都市的環境と自然環境が調和する適

正な土地利用の規制・誘導を図ります。 

 

③土地利用の方向 

土地利用の基本的な考え方に基づき、土地利用方針を定めるためのテーマを以下のように設定します。 

 

テーマ １ 魅力とにぎわいあふれる商業地の創出を図ります（商業系市街地） 

テーマ ２ 雇用と活力を生む産業の場の形成を図ります（工業系市街地） 

テーマ ３ 安心で快適な定住の場の形成を図ります（住居系市街地） 

テーマ ４ 広域幹線道路沿道の適正な土地利用の誘導を図ります（沿道サービス地） 

テーマ ５ 来街者の交流を促す公共サービスの場を形成します（公共公益施設地） 

テーマ ６ 農地と住宅が共存する環境の保全を図ります（田園集落地） 

テーマ ７ 実り豊かで美しい土地の保全を図ります（農地） 

テーマ ８ まちを守る美しい自然の保全を図ります（山林・緑地） 

テーマ ９ 憩いや交流を促すレクリエーションの場を形成します（公園） 

テーマ１０ 用途地域の指定、変更等による適正な土地利用の規制・誘導を図ります 

テーマ１１ 用途地域外における居住環境の悪化を抑制します 

 

 

 

 

（２）土地利用の方針 

①魅力とにぎわいあふれる商業地の創出を図ります（商業系市街地） 

・ＪＲ田川伊田駅周辺及びＪＲ田川後藤寺駅周辺については、賑わいのある商業地を形成するとともに、

まちなか居住の促進を図りつつ、高次都市機能が集積する都市拠点として様々な人々が訪れる交流の場

を形成します。 

・ＪＲ田川伊田駅に隣接する伊田商店街については、立地条件に恵まれた土地の有効活用と、土地利用の

高度利用を推進し、賑わいある商業空間の形成に努めます。 

・ＪＲ田川後藤寺駅に隣接する後藤寺商店街については、市民の日常生活を支える賑わいのある商業地の

形成を図るとともに、生活サービス機能が充足した商業地の形成を図ります。 

・両駅間に挟まれた栄町地区、平松町地区は、住環境に配慮しながら、住民サービスのための沿道型商業

地の形成を図ります。 

 

②雇用と活力を生む産業の場の形成を図ります（工業系市街地） 

・白鳥工業団地、東町工業団地、川宮地区などの既存の工業団地については、雇用と活力を生む場となる

適正な工業地の維持・形成を図ります。  

・工業地については、周辺環境に配慮しながら工業団地の整備改善による操業環境の充実を図るとともに、

緑化の促進により、周辺環境との調和を図ります。 

・準工業地域については、大規模集客施設等の無秩序な立地を抑制するため、特別用途地区の指定につい

て検討します。 

 

③安心で快適なまちなか居住の場の形成を図ります（住居系市街地） 

・ＪＲ田川伊田駅周辺地区からＪＲ田川後藤寺駅周辺地区を中心とした既成市街地を、商業地に隣接した

便利な都市型住宅地としての土地利用を図ります。  

・糒地区、大藪地区、白鳥地区、伊加利地区、大浦地区などの宅地開発等が行われた地区は、良好な住宅

地としての居住環境の維持・保全に努めます。 

・既成市街地の魅力向上とともに居住を誘導することにより、市街地の拡散を抑制し、効率的な土地利用

を図ります。 

 

④広域幹線道路沿道の適正な土地利用の誘導を図ります（沿道サービス地） 

・既成市街地に隣接する国道 201 号などの広域的役割を担う幹線道路沿道については、道路の交通ポテ

ンシャルを活かし、車利用を主とした店舗や事業所などの沿道サービス地としての活用を許容します。

ただし、新たに設定する沿道サービス地については、中心商業地との適切な役割分担を図りつつ、一定

規模以上の集客施設の立地制限を検討する必要があります。 

 

⑤来街者の交流を促す公共サービスの場の形成を図ります（公共公益施設地） 

・市役所周辺、市立病院、スマイルプラザ田川などの市民交流拠点については、市民が憩う交流空間とし

ての機能を充実させ、教育・文化・公共サービスの質の向上と連携強化を図ります。 

・公共公益施設用地は、周辺環境と調和しながら施設の維持、強化を図り、市内外からの異文化交流を促

します。 

 

⑥農地と住宅が共存する環境の保全を図ります（田園集落地） 

・文化的伝統や自然的特徴をもつ農村集落については、緑豊かな田園風景と調和した田園集落地として、

農地との一体的な保全を図ります。 
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⑦実り豊かで美しい土地の保全を図ります（農地） 

・豊かな農産物を育む彦山川や中元寺川沿いの優良な農地については、市街地形成との調整を図りつつ、

本市の貴重な産業基盤として積極的な保全に努めます。 
 
⑧まちを守る美しい自然の保全を図ります（山林・緑地） 

・まちを囲む森林や里山・丘陵地については、美しい郷土の景観を演出するとともに、災害発生の抑制に

も効果があることから、貴重な自然環境の積極的な保全を図ります。 
 
⑨憩いや交流を促すレクリエーションの場を形成します（公園） 

・自然公園や運動公園などの大規模な公園緑地については、水と緑の保全・再生に配慮しつつ、緑豊かな

憩いや交流の場として整備・充実を図ります。 

 

⑩用途地域の指定、変更等による適正な土地利用の規制・誘導を図ります 

・旧田川東高校跡地については、都市拠点の一部としての都市機能を計画的に誘導するため、地区計画な

どを活用し、適正な商業系の土地利用転換を図ります。 

・国道 201 号などの広域的役割を担う幹線道路沿道は、中心商業地との商業機能の適切な役割分担を図

りつつ、沿道サービス施設が立地可能な土地利用の誘導を図ります。ただし、新たな用途地域を設定す

る場合には、一定規模以上の集客施設の立地制限について検討を行う必要があります。 

・両駅間に挟まれた栄町地区、平松町地区の近隣商業地域は、以前より商業地として栄えていた経緯はあ

るものの、既に商業施設の立地は限られていることから、国道 322 号沿いへの移行を含め、適正な用

途地域への変更を検討する必要があります。 

・準工業地域に指定されている区域のうち、住居系建物が集積している区域については、関係者との調整

を図りながら、段階的に住居系地域への土地利用転換を進めます。 

・また、工場等が立地する区域においては、工業団地の整備改善による操業環境の充実、緑化の推進と住

宅と工場の混在防止に努めます。 

・土地利用の転換においては、積極的に地区計画等を活用し、計画的な市街地形成に努めます。 

 

⑪用途地域外における居住環境の悪化を抑制します 

・用途地域外については、一定規模以上の集客施設の立地規制を検討します。 

・用途地域外での無秩序な開発行為を抑制し、良好な市街地形成を誘導するため、用途地域外における地

区計画や特定用途制限地域の指定を検討します。ただし、特定用途制限地域の指定にあたっては、保安

林、農用地等は除外します。 

 

■土地利用方針図 
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２．都市施設整備方針 

（１）都市施設整備の基本方針 

①都市施設整備の課題 

●交通施設 

・国道 201 号と国道 322 号を結ぶ都市軸がないため、両国道を結ぶ南北軸を整備し、周辺都市と結

ぶ広域幹線道路網を形成する必要があります。 

・各拠点を結ぶ道路軸が明快でないため、各拠点等を結ぶ循環道路網を確立する必要があります。 

・長期未着手となっている都市計画道路については、その必要性について検証を行っていく必要があり

ます。 

 

●公園・緑地 

・相互の連携不足等により相乗効果による地域の活性化が図られていないため、各施設の充実と連携強

化等による地域資源の活用が必要です。 

・市街地中心部に集中する観光交流拠点やレクリエーション拠点へのアクセス性が希薄であり、拠点の

魅力が活かされていないため、各拠点とのアクセス強化や公園機能の充実による利用促進を図ること

で、人の流れに広がりを持たせて拠点の魅力向上と相乗効果を図ることが必要です。 

 

●河川・下水道 

・河川においては、市街地に近接する主要河川をまちづくりに活かすことや治水対策、水質改善に向け

た整備を行っていく必要があります。 

・市街地内の居住環境の向上を図るため、今後は下水道整備を促進していく必要があります。 

 

②基本的な考え方 

●交通施設の基本的考え方 

道路の「網」としての整備の遅れや、市街地の拠点間の交通面における連携の欠如などに対応するた

め、南北軸の整備による広域交流軸の形成や市街地内循環道路網の形成及び交通結節機能の強化と公共

交通の充実を推進します。 

また、将来都市構造からみた必要な都市計画道路の選定や必要性・実現性の低い都市計画道路の廃止

を行うなど、長期未着手となっている都市計画道路の検証を必要に応じて進めていきます。 

 
●公園・緑地の基本的考え方 

観光交流拠点やレクリエーション拠点へのアクセス性の向上と連携強化を図ることで、それぞれの拠

点の魅力向上と相乗効果に繋げます。 

市街地周辺の緑地や市街地を流れる中元寺川と彦山川などの自然環境をまちづくりに活かすため、自

然環境の保全と活用を図りつつ、地域の特性を活かした個性あるまちづくりを進めます。また、山々や

河川、各種拠点などを繋ぐ水と緑のネットワークの形成を進めます。 

 
●河川、下水道の基本的考え方 

市街地の東西を流れる中元寺川と彦山川をまちづくりに活かし、治水面にも配慮しながら河川環境の

整備を図ります。また、その他の中小河川や水路についても、必要に応じて整備を推進します。 

汚水の排水を管理して適正な水環境を維持するために、地域の特性にあった下水道の整備を推進しま

す。 

 

③都市施設整備の方向 

都市施設整備の基本的な考え方に基づいて、交通施設整備、公園・緑地、河川・下水道整備のテーマ

を設定します。 
 
  【交通施設】 
 

テーマ１ 広域連携を担う軸を形成します（広域幹線道路） 

テーマ２ 都市内の各拠点を連携する軸を形成します（幹線道路） 

テーマ３ 市街地の拠点の連携軸を形成します（市街地循環道路） 

テーマ４ 地域における生活軸を形成します（生活幹線道路） 

テーマ５ 市街地内の細街路の改善を図ります 

テーマ６ 安心して歩ける歩行者道路の整備を行います 

テーマ７ 人を呼び込み、誰もが利用できる公共交通機関の再編を行います 

テーマ８ 都市計画道路の見直し・廃止の検討を行います 

 

  【公園・緑地】 
 

テーマ１ 個性を活かして魅力を高めます（観光・レクリエーション施設） 

テーマ２ 使いやすく魅力ある公園づくりを推進します（都市公園等） 

テーマ３ 身近な公園等の整備・維持管理を推進します（その他の公園） 

テーマ４ 美しい緑の環境の保全と活用を図ります（山林・緑地） 

テーマ５ 水辺の環境の保全と活用を図ります（河川） 

テーマ６ 各施設が結びあうことによる魅力向上を図ります（水と緑のネットワーク） 

 

  【河川、下水道】 
 

テーマ１ 中元寺川と彦山川を活かします（主要な河川軸） 

テーマ２ 市の中央部における下水道整備を進めます（公共下水道の整備） 

テーマ３ 中央部以外の汚水処理対策を進めます（浄化槽の設置） 
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（２）交通施設の整備方針 

①広域連携を担う軸を形成します（広域幹線道路） 

・交通量が多く、交通体系の骨格を形成している国道 201 号、国道 322 号バイパス、県道田川直方バ

イパスは、広域的な移動を可能とし、他都市との広域連携を担う軸となる広域幹線道路を形成します。 

 

②都市内の各拠点を連携する軸を形成します（幹線道路） 

・市街地と広域幹線道路を結ぶ主要な道路は、都市レベルの移動を主目的とし、都市内の各拠点を連携す

る機能を担う軸となる幹線道路を形成します。 

・市街地中心部にアクセスする南北方向の道路として、必要性と整備効果が高い道路を選択し、集中的な

整備を図ります。 

 
③市街地の拠点の連携軸を形成します（市街地循環道路） 

・市街地を囲む道路は、市街地内の拠点連携による効率的な都市づくりを支え、拠点間をネットワークす

る市街地循環道路の形成を推進します。 

 

④地域における生活軸を形成します（生活幹線道路） 

・地域の主要な生活道路は、住民の日常生活における移動を支える生活の軸となる生活幹線道路の整備を

推進します。 

 

⑤市街地内の細街路の改善を図ります 

 ・居住環境の改善に合わせて細街路の道路整備を推進します。 

 

⑥安心して歩ける歩行者道路の整備を行います 

 ・河川沿いなどを利用して市内を循環する歩行者ネットワークの構築を推進します。 

・歩行者ネットワークや通学路等は、バリアフリー整備などを行い、高齢者や障がい者、子どもが安心し

て歩ける歩行者道路の整備を推進します。 

 

⑦人を呼び込み、誰もが利用できるように公共交通機関の再編を行います 

・田川伊田駅周辺及び後藤寺駅周辺については、中核都市として周囲から人を呼び込み、誰もが利用でき

るように、駅へのアクセス性の向上を図りつつ、鉄道とバス路線の連携などによる交通結節機能の向上

を図ります。 

・駅やバスセンター周辺においては、駐車場・駐輪場の整備を行い、サイクルアンドライドやパークアン

ドライドなどによる公共交通の利用促進に努めます。 

・鉄道やバスなどの公共交通機関に対しては、運行本数の充実や乗換利便性の向上を働きかけるとともに、

コミュニティバスの導入などによる市民の公共交通の確保に努めます。 

 

⑧都市計画道路の見直し・廃止の検討を行います 

・広域幹線道路・幹線道路以外の都市計画道路については、必要性を考慮しながら見直し・廃止の検討を

必要に応じて行っていきます。 

 

■交通施設の整備方針図 
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（３）公園・緑地の整備方針 

①個性を活かして魅力を高めます（観光・レクリエーション施設） 

・歴史・文化などを有する石炭記念公園、県立岩屋自然公園などは、観光・レクリエーション施設の適

切な管理と活用により、個性を活かしながら公園の魅力を高めます。 

 

②使いやすく魅力ある公園づくりを推進します（都市公園等） 

・中央公園や成道寺公園などの都市公園の適正な維持管理を行い、公園の安全性と適正配置を実現する

ことで、使いやすく魅力ある公園づくりを推進します。 

・また、災害時に市民の避難場所として活用できる防災機能の充実を図ります。 
 

③身近な公園等の整備・維持管理を推進します（その他の公園） 

・田川後藤寺駅周辺は公園が不足しているため、市民の憩いの場となる公園の確保や緑道の整備を推進

します。 

・今後新たに市街地形成を図る区域については、地区計画制度の活用等による公園の確保や緑道等の整

備を推進します。 

・開発による児童遊園などは、地域住民による維持管理・利活用を推進します。 
 

④美しい緑の環境の保全と活用を図ります（山林・緑地） 
・自然環境の面からまちを守り、美しい郷土の景観を演出する、まちを囲む森林や里山林・丘陵地の緑

の保全を図ります。 
 

⑤水辺の環境の保全と活用を図ります（河川） 

・まちを流れる中元寺川と彦山川は、まちづくりに密接な係わりをもつ河川であることから、水辺の保

全を図りつつ、積極的に活用します。 

・都市拠点に隣接する市街地内の貴重な自然資源である彦山川の活用を図ることで、回遊性に富んだま

ちづくりを推進します。 

 

⑥各施設が結びあうことによる魅力向上を図ります（水と緑のネットワーク） 

・山林や河川、観光交流拠点やレクリエーション拠点などの自然資源や文化的要素を有する拠点につい

ては、歩行者専用道路や緑道等の整備による水と緑のネットワークを形成し、まちの魅力向上に努め

ます。 

 

 

 

■公園・緑地の整備方針図 



■田川市都市計画マスタープラン     
 

9  
 

（４）河川・下水道の整備方針 

①中元寺川と彦山川を活かします（主要な河川軸） 

・市街地を挟んで東と西を南北に流れる中元寺川と彦山川については、まちづくりとの一体的な整備に

向けた取組みを進め、治水面にも配慮しながら河川環境の整備を図ります。 

 
②市の中央部における下水道整備を進めます（公共下水道の整備） 

・快適かつ衛生的な生活環境の保全、公共用水域の水質保全のための公共下水道の整備を推進します。 

 

③中央部以外の汚水処理対策を進めます（浄化槽の設置） 

・生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置を促進します。 

 

 

   ■河川・下水道の整備方針図 
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３．都市環境形成方針 

（１）都市環境形成の基本方針 

①都市環境形成の課題 
●都市環境・景観の形成 

・中元寺川や彦山川は、本市の市街地形成上の骨格要素となっているため、河川の景観整備とともに、各拠
点や公園との緑の連携を高め、都市環境の魅力向上を図る必要があります。 

・三方を山で囲まれている立地特性から、自然に恵まれているため、これらの自然の保全と自然と調和した
土地利用が必要です。 

・田川市及び田川都市圏の玄関口となる主要駅周辺や歴史・自然資源周辺における景観形成が行われていな
いため、魅力ある市街地を創りだすための景観意識の啓発や景観形成を進めていくことが必要です。 

●安全・安心なまちづくり 
・地震や集中豪雨による浸水等の都市災害による被害が多発しているため、都市の防災機能の向上を図る必

要があります。 
・市民の暮らしを脅かす交通事故や身近な地域での犯罪防止のため、安全・安心が確保された都市づくりを

進めていく必要があります。 
 

②基本的な考え方 
●都市環境・景観の形成の方針 

都市構造の骨格を成し、固有の景観・地域性を形成する水辺や緑などの自然要素を保全・活用し、自然を
生かした都市づくりを進めます。 

自然、暮らし、都市が共生する、環境にやさしい都市づくりを進め、自然・歴史・文化を活かした個性的
で魅力ある快適な都市景観を形成します。 

●安全・安心なまちづくりの方針 
市民の生命・財産を災害・犯罪から守るため、防災・防犯対策を強化します。 
公共施設の安全性の向上やバリアフリー化など、人にやさしいまちづくりを進めます。 
 

③まちづくりの課題を解決する分野別の方針 

都市環境形成の基本的な考え方に基づいて、都市環境・景観の形成、安全・安心なまちづくりのテーマを設

定します。 

【都市環境・景観の形成】 

テーマ１ 水と緑の環境への対応を図り、自然を活かした都市づくりを進めます 

テーマ２ 持続可能な環境にやさしい都市づくりを進めます 

テーマ３ 地域特性への対応を図り、個性的で魅力ある都市景観を形成します 

【安全・安心なまちづくり】 

テーマ１ 市街地整備の推進により安全性への対応を進めます 

テーマ２ 建築物の不燃化を促進し、建築物の災害への対応を進めます 

テーマ３ 災害時の活動・行動への対応を進めます 

テーマ４ 防災機能の強化を図り、避難場所の備えへの対応を進めます 

テーマ５ 農地や緑地の保全を図り、災害時の防災機能確保への対応を進めます 

テーマ６ 市民に身近な場所である小・中学校の防災機能を高めます 

テーマ７ 河川改修等への対応を進め、洪水及び浸水災害の防止を図ります 

テーマ８ バリアフリー化の促進により、安全・安心な暮らしへの対応を進めます 

テーマ９ 防犯まちづくりの推進により、安全性の高い居住環境の整備を図ります

 

（２）都市環境・景観の形成の方針 

①水と緑の環境への対応を図り、自然を活かした都市づくりを進めます 

・都市の骨格を形成する主要河川と市街地周辺の山林、農地などについては、積極的に保全を図りつつ、

まちづくりに活かして地域性のある個性豊かな都市づくりを推進します。 

・石炭記念公園など歴史や文化を伝える資源を活かし、都市と歴史、自然が調和した都市づくりを推進

します。 

・岩屋自然公園周辺や金国山周辺の豊富な山林については、自然環境を次世代に残すために積極的に保

全を図り、環境教育等に活用します。 

・公園内の緑地や社寺林などの鎮守の森については、市民の日常生活に身近な憩いの空間であることか

ら、法規制等の活用も考慮した積極的な保全を図ります。 

・２つの主要河川については、自然と共生する水辺空間の保全・再生を図ります。 

・市街地では、敷地内緑化や生垣整備の促進を図るとともに、市街地内の緑地やため池などの保全と活

用により、「水と緑」を取り入れたまちづくりを推進します。 

・用途地域外については、無秩序な宅地化を抑制するための法規制について検討を行い、豊かな自然環境

の保全を図ります。 

・水と緑のネットワークを形成し、市街地の都市公園と他の拠点との連携を図り、人の流れに広がりを

もたせます。 

 

②持続可能な環境にやさしい都市づくりを進めます 

・市街地整備や道路、公園、河川などの公共施設整備については、周辺環境との調和を図りつつ、施設

緑化や自然エネルギーの利用など環境に配慮した計画・整備を推進します。 

・民間開発に際しては、開発規模に応じた公園・緑地の確保、排水施設の整備、環境共生住宅の普及な

どを促進します。 

・鉄道駅周辺では、商店街を中心とした歩きやすい歩道空間の確保に努め、自家用車に対する依存の軽減を図

ります。 

・人や自転車が利用しやすい市街地環境の整備を図るとともに、駐輪場の整備、自転車歩行者専用道路

の整備などによって、歩いて暮せる都市環境の形成を進めます。 

 

③地域特性への対応を図り、個性的で魅力ある都市景観を形成します 

・まちの中心である駅および駅周辺地域については、駅前広場や商店街の整備とあわせて、美しい街な

み景観の創出に向けた取組みを行うことで、市の玄関口にふさわしい駅前空間の形成を図ります。 

・2 つの主要な河川は、水辺景観の保全と形成に向けて取組みます。 

・地区計画制度、建築協定、緑地協定等の導入を図り、住民が誇りに思える緑豊かな住宅地と良好な景

観形成を進めます。 

・主要な幹線道路は、美しい沿道景観の形成を誘導します。特に、駅周辺については、歩道の緑化や電線

類の地中化等を推進します。 

・歴史文化資源とその周辺は、景観に配慮したまちづくりを進めます。 

・美しい風土、町並みを維持するため、屋外広告物の規制・誘導を図りつつ、不適切な看板、はり紙、

広告塔などに対しては除却等を含めた指導を行っていきます。 
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■都市環境・景観の形成の方針図  
（３）安全・安心なまちづくりの方針 

①市街地整備の推進により安全性への対応を進めます 
・市街地の土地の高度利用、防災機能を有する公園整備など、災害に対する市街地の安全性を確保しま

す。 
 

②建築物の不燃化を促進し、建築物の災害への対応を進めます 

・建築物等の耐震診断の実施、耐震化の促進とともに、準防火地域をはじめとする中心とした建築物等

の不燃化を促進します。 

 
③災害時の活動・行動への対応を進めます 

・緊急輸送路・避難路として機能する幹線道路の整備を推進し、災害時における市民の避難場所、避難

経路の確保を進めます。 

 

④防災機能の強化を図り、避難場所の備えへの対応を進めます 

・災害時の避難場所となる公園などにおける防災機能の強化を図ります。 

・防災マップを作成するとともに、その普及・啓発を図ります。 

 
⑤農地や緑地の保全を図り、災害時の防災機能確保への対応を進めます 

・延焼遮断機能など防災機能を有する農地や緑地は、都市における貴重なオープンスペースとして積極

的な保全を図ります。 

 
⑥市民に身近な場所である小・中学校の防災機能を高めます 

・小・中学校においては、校舎等建築物の耐震診断や耐震改修を実施するとともに、トイレの改善、段

差の解消など、避難所として安全で快適に使用できる環境整備を図ります。 

 
⑦河川改修等への対応を進め、洪水及び浸水災害の防止を図ります 

・河川の改修等による排水能力の向上や調整池の設置などにより、総合的な洪水及び浸水災害の防止を

推進します。 

 

⑧バリアフリー化の促進により、安全・安心な暮らしへの対応を進めます 

・誰もが安全に快適に利用できる鉄道・バス関連施設のバリアフリー化を促進します。 

・公共施設の改築、新設にあたっては、ユニバーサルデザインを取り入れた整備を進めます。 

・歩車道の分離、歩道部の段差の解消、自転車通行帯の確保など、交通危険箇所の改善や交通安全施設

の整備により、安全・安心な生活道路の整備を図ります。 

 

⑨防犯まちづくりの推進により、安全性の高い居住環境の整備を図ります 

・青少年の健全な育成に影響を及ぼすおそれのある特定施設については、住宅地や学校等施設周辺など

における立地規制の強化を検討し、防犯に配慮したまちづくりを進めます。 

・死角が多く人通りの少ない通学路、防犯灯のない暗い道などの犯罪者に狙われやすい危険な場所を特

定し、防犯灯設置事業等の実施により安全な居住環境を確保します。 

 

 


