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第２章 都市の特性と課題 

２-１ 社会・経済情勢における潮流 

１．社会・経済的需要 

（１）人口減少・超高齢社会の到来 

・増加の一途をたどってきた日本の総人口は、平成 17 年から減少に転じ、近年

はほぼ横ばいで推移していますが、少子化傾向から今後も人口減少の傾向は続

くものと見込まれています。 

・減り続ける年少人口・生産年齢人口に対し、老年人口は一貫して増加しており、

人口減少・超高齢社会を見据えた都市整備のあり方が求められます。 

 

（２）環境負荷の軽減に向けた意識の高まり 

・地球規模の環境変化によって局所的な豪雨等の異常気象が発生しており、国民

の環境問題に対する関心も高まっていることから、緑地等の自然環境の保全と

併せ、地球温暖化防止に向けた積極的な取組みが求められます。 

・地球環境問題への取組みの中で、二酸化炭素の削減は大きな課題であることか

ら、自動車からの CO2 排出量を削減するため、現在の自動車依存の高い交通

環境を見直し、低炭素型社会への転換にむけた都市づくりが必要とされます。 

 

（３）経済のグローバル化と都市間競争 

・産業構造の転換、情報化社会の進展等を背景とした経済のグローバル化により、

企業の立地や優秀な人材の活躍の場等の選択において、国内外を問わず選択さ

れる都市間競争の時代となっており、それぞれの都市が有する特性や資源、魅

力を活かした都市づくりが必要です。 

 

（４）財政縮小と地方分権社会への対応 

・人口減少や高齢化の進行は、労働力の減少による都市の生産活動を低下させ、

新しい投資余力の低下に大きな影響を与える一方、既存の社会資本の維持コス

トは確実に増加し、財政的制約はますます厳しくなるものと考えられます。 

・地方分権社会を向かえ、市町村が主体的に政策を決定することが可能となりつ

つありますが、自己責任による自律的な都市経営を行うことが求められます。 

 

２．都市政策上の視点 

（１）集約型都市構造の構築及び中心市街地の機能回復 

・人口減少・超高齢社会への対応や環境負荷を軽減する効率的な市街地の形成 

・都市の中枢を担う中心市街地の都市機能の集約による賑わいの回復 

 

（２）防災対策や福祉の充実による安全・安心な都市の形成 

・防災対策や防災まちづくりへの積極的な取組み 

・超高齢社会を見据えたユニバーサルデザインの推進 
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（３）拠点間ネットワークの連携強化と拠点の魅力の向上 

・効率的な都市構造を構築するための拠点間ネットワークの強化 

・地域特性に応じた拠点の魅力づくりと機能集積 

 

（４）地域資源を活かした個性的で魅力あるまちの創出 

・歴史や文化などの地域資源を活かした特色あるまちづくりの推進 

・良好なまちなみ景観の保全や形成による魅力あるまちの創出 

 

（５）地域住民のまちづくり参加と公民協働の取組みの推進 

・地域の魅力づくりや効率的な市街地形成を進めるためのまちづくりへの市民参

画 

・防災・防犯等に対応したまちづくりや都市施設等の管理運営などへの市民参加 
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２-２ 市民意向の反映 

（１）居住環境の満足度(問７) 

・自宅周辺の自然環境、身近な道路の利用のしやすさ、水道供給に対して満足度

が高い。 

・商店、就業の場、娯楽・レジャー施設など、賑やかさの少なさに対する不満が

高い。 

・歩道、駐車場・駐輪場、公共交通機関の少なさや不便さに対する不満が高い。 

 

（２）今後のまちづくりにおいて特に大事だと考えられる項目(問８) 

・医療施設の利便性、働き場所の確保、公共交通機関の利便性が上位。 

 

（３）日常生活の行動(問９) 

・日用品の購入先は、国道 201 号沿いとその他の市内が多い。 

・日用品購入の交通手段は、自家用車が多い。 

・買回り品の購入先は、国道 201 号沿いとその他の市内が多い。 

・買回り品購入の交通手段は、自家用車が多い。 

・通勤通学の交通手段は、自家用車が多い。 

 

（４）望まれる住環境(問１０) 

・生活利便性、地域コミュニティでの安心、公共交通機関の利便性が上位。 

 

（５）まちの将来イメージ(問１１) 

・保健、医療、福祉の充実したまちが多い。 

 

（６）今後、力を注ぐべき分野(問１２) 

・医療・福祉の充実、市街地や商店街の活性化、工場などの産業振興が多い。 

 

（７）駅前商業地について(問１３) 

・伊田駅周辺は、「市の顔としてのシンボル機能」と「賑わい機能」が多い。 

・後藤寺駅周辺は、「賑わい機能」と「医療・福祉機能」が多い。 

・今後の商業地の発展形態としては、「商店街の活性化」、「駅周辺の再整備によ

る商業施設の集積」が多い。 

 

（８）その他、土地利用や都市施設などについて(問１５～問１９) 

・緑地の保全整備で重点的に取り組むことでは、「市街地内の緑を増やす」、「里

山や河川沿いの緑地を積極保全」が多い。 

・都市における公園、緑地のあり方では、特に突出した傾向はないが、目的を持

った公園よりも身近に憩える街区公園や自然公園を望む意見が多い。 

・すべての人が安心して暮らせるために大切なことでは、バリアフリーの促進、

福祉施設の充実が多い。 

・災害に強いまちにするための優先的取り組みでは、ライフラインの強化・充実、
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建物の耐震化・不燃化が多い。 

・美しい景観を守り育てていくために大切なこととしては、道路空間の緑化や電

線地中化、良好な自然環境や田園景観の保全が多い。 

 

（９）都市計画道路について(問２０～問２６) 

・都市計画道路の認知度では、知らない人の割合が過半数を超えている。 

・未着工道路の認知度は、７割以上が知らない。 

・変更及び廃止の検討の重要度は、過半数が重要と考えている。 

・道路の役割で重要なこととしては、人や物の移動の便宜、避難路としての役割

が多い。 

・道路状況への不満としては、公共交通手段の少なさ、歩道の少なさ、道路の狭

さに対する不満が高い。 

・交通対策として力を注ぐ分野は、歩道や自転車道の整備、バス路線の見直しが

多い。 

・今後の道路整備で重要視することとしては、高速道路へのアクセス、渋滞対策

が多い。
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２-３ 都市の現況と課題 

１．拠点形成に関する課題 

 《都市の特性と問題点》 

 

 

 

 

 

 

 
 

   《都市づくりの課題》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．交通体系に関する課題 

 《都市の特性と問題点》 

 

 

 

 

 

 

 
 

   《都市づくりの課題》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・田川市への通勤依存度が 10％以上の町村を含めた田川都市圏としての広域的

な都市機能が不足している。 

・本市には、市民の日常生活の中心となる拠点が２つ（伊田商店街、後藤寺商

店街）存在しており、双方ともに商業機能が低下している。 

・市街地中心部には様々な拠点が点在するが、拠点間の相互連携が行われてお

らず、拠点機能の相乗効果が見られない。 

①広域を担う新たな拠点づくり 

・田川都市圏を見据えた広域都市機能の集約 

・２つの商業地の役割と機能の分担 

②拠点間の相互連携による効率的な都市づくり 

・市街地内の様々な拠点の相互連携 

・拠点機能の相乗効果による効率性の確保 

・東西方向の広域幹線道路を結ぶ南北方向の道路や市街地内の循環道路が不足し

ている。 

・公共交通機関へのアクセス性や交通結節機能が低いことにより、公共交通の利

用者数の低下が続いている。 

・社会経済情勢の低迷による財政悪化に伴って、長期未着手となっている都市計

画道路や都市計画事業等の実現見通しが立たない状況にある。 

③効率的な市街地形成のための交通施設の整備 

・南北軸の整備による広域交流軸の形成 

・市街地内循環道路網の形成 

・交通結節機能の強化と公共交通の充実 

④都市計画道路の長期未着手路線の見直し 

・将来都市構造の構築による必要な道路の選定 

・必要性・実現性の低い都市計画道路の廃止 
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３．土地利用に関する課題 

 《都市の特性と問題点》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   《都市づくりの課題》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．都市・自然環境に関する課題 

 《都市の特性と問題点》 

 

 

 

 

 
 

 

 

   《都市づくりの課題》 

 

 

 
 

・用途地域内と同規模の人口が用途地域外に存在している。 

・用途地域外の開発動向が用途地域内を上回っている。 

・日常生活の拠点となる２つの商業地の活力低下がみられる。 

・企業撤退などによる工業団地の空き区画がみられる。 

・広域から人を呼び込む地域医療の中核病院や大学が点在しているが、他の拠

点や公共交通との連携が図れていない。 

・観光・レクリエーション施設同士や他の拠点との連携が低く、相乗効果が図

れていない。 

⑤地域特性に応じた土地利用の規制と誘導 

・土地利用規制や誘導方針の検討 

・良好な農地の保全と調和を図った土地利用方針の検討 

⑥産業基盤の整備改善等による地域活性化 

・農商工の基盤の整備改善による地域活性化 

・分散立地する大規模工場の立地誘導 

⑦地域資源を活かしたまちの魅力づくり 

・既存の拠点施設を活かした新たな魅力の創出 

・観光、レクリエーション施設や他の拠点の連携 

・駅および駅周辺地域が、まちの顔にふさわしい景観になっていない。 

・市の中心部に集中する多様な都市公園と他の拠点との連携不足により人の流

れに広がりがない。 

・市街地形成上の骨格要因となる２つの主要河川が活用されていない。 

・国定公園などの山々に囲まれた自然環境や歴史文化などの地域特性が活かさ

れていない。 

⑧豊かな自然や歴史・文化の保全・活用 

・駅前景観の整備によるまちの顔づくり 

・地域資源や河川、公園の連携強化による緑の軸の形成 

・自然と調和した土地利用誘導による豊かな自然環境の保全 
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第３章 都市づくりの目標 

３-１ 都市づくりの基本理念 

１．都市の将来像 

本市が担うべきまちづくりの課題としては、田川都市圏における定住促進

を図ることにより、過疎化の進行を抑制することが重要です。このため、本

市が目指す都市の将来像としては、市民生活をより良いものにすることを念

頭において設定しました。 

人が居住するには、安心して生活できる居住環境と、活気のある産業活動

が必要不可欠であり、その前提条件が整ってはじめて“ゆとりと潤いのあ

る”生活を営むことができることから、最上級の生活を表現する言葉として

採用しています。 

また快適に生活する要素としては、地域の歴史や文化を共有し、地域コミ

ュニティを深めていくことが重要であることから、市民が楽しく交流する

“にぎわい都市”を目指したいと考えます。 

以上の考えを踏まえ、都市の将来像を以下のように設定します。 

 
 
 
 
 
 

２．基本理念 

都市の将来像を実現するため都市づくりの考え方として、以下の 3 つの基

本理念を踏まえたまちづくりを推進します。 

 

①人が集い、働き、行き交うにぎわいのあるまちづくり 

都市機能や多様な産業が集積し、人々が集い、働き、行き交う都市・地域

の拠点を形成するとともに、道路交通網の整備による地域間及び拠点間の連

携強化を図り、にぎわいのある文化交流都市の形成を進めます。 

 

②都市と自然が共生し市民が豊かさと潤いのある生活を営めるまちづくり 

田川市の緑や川などの自然を守り育て、都市と自然が共生するまちづくり

を進めるとともに、子どもから高齢者までの誰もがゆとりと潤いのある生活

が営める安全・安心なまちづくりを進めます。 

 

③市民と行政が共に創る個性と魅力あるまちづくり 

地域の特性を熟知している住民と行政が協働して、お互いの主体性や特性

を尊重しながら、地域の個性と魅力を最大限に活かすことができる市民参加

体制の構築と公民協働のまちづくりを進めます。 
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３-２ 都市づくりの基本方針 

（１）都市拠点の形成・充実と集約型都市づくり 

○田川広域圏における新たな都市拠点の形成 

○既存施設や土地を生かした様々な拠点の配置と機能充実 

○既成市街地の居住促進と市街地拡散の抑制による効率的な市街地の形成 

 

（２）拠点ネットワークの形成と拠点連携型都市づくり 

○地域・拠点間の交通ネットワークと機能の充実 

○各拠点の連携による相乗効果の促進 

○市民にやさしい公共交通づくり 

 

（３）多様な地域資源を活かした魅力ある都市づくり 

○歴史や文化などの個性を活かしたまちの魅力づくり 

○既存の商業・産業・医療・教育拠点を活かした新たな魅力の創出 

○駅前と周辺地域の景観形成によるまちの顔づくり 

 

（４）安全に安心して健康に暮らせる都市づくり 

○既成市街地内の市街地環境の改善 

○地域特性に応じた土地利用の規制・誘導による居住環境の保全 

○災害時の避難場所や経路の周知などの防災対策の強化 

 

（５）豊かな自然や歴史・文化にふれあえる都市環境づくり 

○豊かな自然環境の保全 

○緑の軸の形成によるやすらぎと潤いに満ちた都市環境の創出 

○歴史・文化とふれあい、個性を育む都市づくり 

 

（６）市民とともにかたちづくる協働の都市づくり 

○市民と行政が一体となってまちづくりを進められる体制の構築 

○まちづくり活動の担い手の育成 
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３-３ 目標年次及び将来フレームの設定 

１．目標年次 

本マスタープランは、長期的な視野からおおよそ 20 年後を見据えることと

し、平成 42 年（2030 年）を目標年次として設定します。 

また、総合計画等との整合を図る観点から、おおよそ 10 年後となる平成

32 年（2020 年）を中間年次として設定し、内容の見直し等を行います。

ただし、社会経済情勢の変化によってまちづくりの方針を変更せざるを得な

い場合には、必要に応じて本マスタープランの修正を行うこととします。 

 

２．将来人口 

国立社会保障・人口問題研究所が平成 20 年 12 月に推計した本市の将来人

口は、平成 32 年に 43,284 人、平成 42 年に 37,539 人となっており、今

後人口減少が予測されています。 

ただし、この人口推計はコーホート要因法による推計であり、Ｈ１２からＨ

１７までの 5 歳階級毎の実績データに基づく推計であるため、子育て支援や

まちづくり施策等による効果は加味されません。既に、子育て支援等の国政に

よって日本の総人口は将来見通しを上回っています。 

定住促進を目標とする本マスタープランは、まちづくり施策の効果が表れる

5 年後（平成 27 年）の人口を維持することとし、平成 42 年の目標人口を以

下のように設定します。 

平成 42 年人口 46,000 人 
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３-４ 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。 
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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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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、猪位金球場・グラウン

ドを位置づけます。 

 

（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２

01 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。 
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（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。 
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■将来都市構造図 
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第４章 全体構想の作成 

４-１ 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） 
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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。 
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（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、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。 

 

（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



第４章 全体構想の作成 第４章

 

- 19 - 

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。 

・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。 
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■土地利用方針図 
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４－２ 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
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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） 
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  【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） 

 

 

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、
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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。 
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■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。 

・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。 

・広域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。 
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■公園・緑地の整備方針図 
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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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４-３ 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 
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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、
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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 
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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
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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。 
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第５章 地域別まちづくり構想 

５-１ 地域区分 

地域別まちづくり構想は、地域の土地利用や都市施設の整備状況を踏まえ、地

域の特性に応じたまちづくりの方針を示すものです。 

地域別まちづくり構想の地域区分は、市内の中学校区を基本とし、市街地特性

の類する伊田中学校区と田川中学校区、中央中学校区と後藤寺中学校区について

は一つの地域として捉え、以下の６地域に区分して地域別構想を作成します。 

 

①市街地北部地域：伊田中学校区、田川中学校区 

②市街地南部地域：中央中学校区、後藤寺中学校区 

③弓削田地域  ：弓削田中学校区 

④猪位金地域  ：猪位金中学校区 

⑤鎮西地域   ：鎮西中学校区 

⑥金川地域   ：金川中学校区 
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５-２ 住民意向の整理 

１．市街地北部地域 

①土地利用 

・田川伊田駅周辺については、商店街の活性化や企業誘致によるにぎわいの創出

と、市の玄関口に相応しいシンボル的な整備が望まれている。 

・公共施設の利便性に対する満足度が高く、保健・医療・福祉の充実した地域を

望む意見が多い。 

・緑地を積極的に保全し、緑豊かな地域づくりを望む意見が多い。 

・商業地については、駅周辺の再整備による商業施設の集積を望む意見が多い。 

・住宅地においては、静かで暮しやすい居住環境に優れたまちを望む意見が多い。 

②都市施設 

・鉄道やバスなどの公共交通機関の利便性を活かしたまちづくりが望まれている。 

・幹線道路や身近な道路の利用に対する不満は高いものの、道路整備に対する意

識は低い。 

・緑地や公園が不足していることに対する不満が高く、緑豊かな公園や街路樹の

整備に対する意見が多い。 

・歩道の歩きやすさや自転車の利用しやすさなど、安全で快適な歩行者空間の確

保を望む意見が多い。 

・河川沿いの遊歩道整備など、河川を活かしたまちづくりが望まれている。 

・スポーツや娯楽、レジャーに対する満足度は高い。 

・老人ホームや福祉センターなどの高齢者福祉施設を望む意見が多い。 

③環境・景観 

・災害に対する不安を持たれている方が多く、建物の不燃化や耐震化による地震

や火災に強いまちづくりを望む意見が多い。 

・街並みに対する満足度は低く、田川市の「顔」に相応しい駅前の街並み景観や

街路樹の整備による道路景観の整備が望まれています。地域別まちづくり構想

は、地域の土地利用や都市施設の整備状況を踏まえ、地域の特性に応じたまち

づくりの方針を示すものです。 

 

２．市街地南部地域 

①土地利用 

・田川後藤寺駅周辺の商業地のにぎわいに対する要望が高く、商業施設や医療・

福祉施設、行政サービス施設、文化交流施設などの多様な利便施設の集積が望

まれている。 

・商業の活性化や企業誘致など働く場所の確保に対する意識が高い。 

・住宅地においては、静かで暮しやすい居住環境に優れたまちを望む意見が多い。 

②都市施設 

・地域内の中央公園は市民球場・市民体育館・市民プールなどスポーツ施設が充

実しているにもかかわらず、スポーツや娯楽、レジャー施設の利便性に対する

不満が高く、地域内における公園利用の格差が生じている。 

・身近な道路の利用しやすさに対する満足度は高く、道路整備を求める意見は少

ない。 

・子どもたちが身近に遊べる公園の整備を求める意見が多い。 
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・歩道の歩きやすさや自転車の利用しやすさなど、安全で快適な歩行者空間の確

保を望む意見が多い。 

③環境・景観 

・災害に対する安心感は高いが、避難場所や防災意識の向上など、地震や火災に

強いまちづくりを望む意見が多い。 

・緑地の保全や公園整備、住宅地の緑化など、市街地内に緑地を確保する意見が

多い。 

 

３．弓削田地域 

①土地利用 

・田川後藤寺駅に近接していることから、商業地のにぎわいや機能充実を求める

意見が多い。 

・田川後藤寺駅周辺に対して、医療・福祉施設の充実を求める意見が多い。 

・買物や医療、行政施設などの生活利便施設の利用に対する不満が高い。 

・工場などの企業誘致による産業振興を望む意見が多い。 

・緑や河川などの自然環境や田園環境、集落環境の保全を求める意見が多い。 

②都市施設 

・幹線道路や身近な道路などの車利用に対する満足度は高く、整備の必要性に関

する意見は少ない。 

・都市計画公園やスポーツ公園などの大規模な公園および身近に遊べる公園の整

備を求める意見が多い。 

・公害や生活排水処理などの居住環境に対する意識が高く、下水道整備や環境保

全を求める意見が多い。 

③環境・景観 

・災害に対する不安を持たれている方が多く、災害時のライフラインの確保や水

害対策を求める意見が多い。 

・良好な自然景観や田園景観の保全を求める意見が多い。 

 

４．猪位金地域 

①土地利用 

・豊かな自然に囲まれた居住環境に満足している意見が多い。 

・田川後藤寺駅周辺に対して、医療・福祉施設の充実を求める意見が多い。 

②都市施設 

・公共交通機関の利用しやすさに対する不満が高く、公共交通の利便性の向上を

望む意見が多い。 

・医療・福祉施設や買い物の利用に対する不満が高く、公共交通の利便性に関係

している。 

・河川沿いの遊歩道整備や親水公園など、河川を活かしたまちづくりが望まれて

いる。 

・老人ホームや福祉センターなどの高齢者福祉施設を望む意見が多い。 

③環境・景観 

・災害に対しては、土砂災害や洪水対策、避難場所や防災意識の向上を求める意

見が多い。 

・良好な自然景観や田園景観の保全を求める意見が多い。 
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５．鎮西地域 

①土地利用 

・豊かな自然に囲まれた居住環境に満足している意見が多い。 

・田川伊田駅周辺に対して、市の顔としてのシンボル機能や医療・福祉施設の充

実を求める意見が多い。 

②都市施設 

・公共交通機関の利用しやすさに対する不満が高く、公共交通の利便性の向上を

望む意見が多い。 

・医療・福祉施設や買い物の利用に対する不満が高く、公共交通の利便性に関係

している。 

・工場などの企業誘致による産業振興を望む意見が多い。 

・緑や河川などの自然環境や田園環境、集落環境の保全を求める意見が多い。 

・老人ホームや福祉センターなどの高齢者福祉施設を望む意見が多い。 

③環境・景観 

・災害に対する不安を持たれている方が多く、災害時のライフラインの確保や土

砂災害対策を求める意見が多い。 

・良好な自然景観や田園景観の保全を求める意見が多い。 

 

６．金川地域 

①土地利用 

・緑や河川などの自然環境や田園環境の保全を求める意見が多い。 

・買物の便利さに対する満足度が高く、国道 201 号や田川直方バイパスでの店

舗立地によるものと考えられる。 

・田川伊田駅周辺に対して、市の顔としてのシンボル機能や医療・福祉施設の充

実を求める意見が多い。 

・工場などの企業誘致による産業振興を望む意見が多い。 

②都市施設 

・公共交通機関の利用しやすさに対する不満が高く、公共交通の利便性の向上を

望む意見が多い。 

・スポーツなどができる公園の利用に対する不満が多い。 

・子どもたちが身近に遊べる公園の整備を求める意見が多い。 

・老人ホームや福祉センターなどの高齢者福祉施設を望む意見が多い。 

③環境・景観 

・公害や災害に対する意識が高く、土砂災害や洪水対策、避難場所や防災意識の

向上を求める意見が多い。 

・良好な自然景観や田園景観の保全を求める意見が多い。 
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５-３ 地域別のまちづくり方針 

１．市街地北部地域 

（１）まちづくりの目標 

『多様な都市機能が集積した便利でにぎわいのあるまち』 

○都市拠点に相応しいにぎわいのあるまちの形成 

○福岡県立大学や田川科学技術高等学校などの高等教育施設の立地を活

かした、快適でより良い就学環境が整ったまちの形成 

○交通の利便性を高め、安全で快適な居住環境のあるまちの形成 

○河川や緑地、田園を活かしたゆとりと潤いのあるまちの形成 

 

 

（２）まちづくりの方針 

①土地利用 

・田川伊田駅周辺は、都市拠点に相応しい都市機能の集積や商業地の活性化な

ど拠点機能の充実に努めます。特に旧田川東高校跡地は、民間活力の導入な

ど積極的な活用について検討します。 

・郊外への市街地の拡大を抑制し、利便性の高い市街地を形成するため、駅周

辺のまちなか居住を推進します。 

・大規模工場が集積している川宮地区などの既存の工業団地については、産

業・研究拠点として位置づけ、産業活動の振興を図るための環境整備を推進

します。 

・福岡県立大学は、産学官連携による産業・研究拠点として、新たな産業の創

出等に向けた取組みを推進します。 

・広域幹線道路（構想区間）沿いの用途白地（用途地域の指定のない地域）に

ついては、開発ポテンシャルが非常に高いことから、将来都市構造を見据え

た新たな用途地域の指定や特定用途制限地域などの指定による土地利用の

誘導方策を検討します。 

・新生町周辺の準工業地域においては、住居系・商業系の建物が大半を占めて

おり、現況の土地利用に応じた適正な用途地域への変更を検討します。 

・鉄砲町から桐ヶ丘にかけての既成市街地は、生活道路等の整備により、利便

性や防災性の向上を推進します。 

・市街地近郊の用途白地は、開発圧力の高い地域であるため、無秩序な市街地

拡大を抑制しつつ、計画的な市街地の形成を誘導します。 

②都市施設等 

・田川伊田駅は、鉄道・バス・自家用車等の交通結節機能の強化を図るととも

に、駅へのアクセス性の向上を推進します。また、駅周辺の駐車場整備や鉄

道とバスの連携強化により、公共交通の利用を促進します。 

・国道 201 号と国道 322 号バイパスを南北に結ぶ広域幹線道路の整備を推

進します。また、広域幹線道路から市街地中心部へのアクセス道路の整備に
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努めます。 

・長期未着手となっている都市計画道路のうち必要性の低い路線については、

随時都市計画の変更および廃止の手続きを進めます。 

・市街地中心部への通過交通の進入防止に配慮しつつ、生活幹線道路の整備を

推進します。 

・良好な居住環境を形成するため、既成市街地を中心に公共下水道や合併浄化

槽の整備を推進します。 

・彦山川や中元寺川については、治水対策、水質改善を図りつつ、親水性の確

保に努めます。 

③都市環境・景観形成 

・田川伊田駅周辺は、市の玄関口に相応しい良好な景観形成に努めます。 

・彦山川、中元寺川については、魅力ある河川環境の創出と、良好な河川景観

の形成に努めます。 

・幹線道路については、街路樹等の設置による美しい街なみ景観の形成に努め

ます。 

・公園や河川等を結ぶ歩行者空間の確保に努め、市民が豊かな自然に触れ合え

る水と緑のネットワークの形成を推進します。 

・市街地内に残るまとまった重要な緑地については、積極的な保全に努めます。 

・良好な田園景観が残る郊外の集落については、集落環境の維持・保全に努め

ます。 
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２．市街地南部地域 

（１）まちづくりの目標 

『歴史・文化を活かした交流と交通環境に恵まれたまち』 

○公共公益施設の集積や歴史・文化を有する地域特性を最大限に活かし、

多くの市民が交流するにぎわいのあるまちの形成 

○恵まれた交通条件を活かし、産業活動を行いやすい市街地環境によるに

ぎわいと活気のあるまちの形成 

○安全で快適に住むことができる居住性に優れたまちの形成 

 

 

（２）まちづくりの方針 

①土地利用 

・田川後藤駅周辺の商業地は、交通結節点としての利便性や立地条件を活かし、

都市拠点として都市機能の集積や商業地の活性化など拠点機能の充実を推

進します。 

・郊外への市街地の拡大を抑制し、利便性の高い市街地を形成するため、駅周

辺のまちなか居住を推進します。特に、田川後藤寺駅東側については、民有

地の積極的な活用を図ります。 

・田川伊田駅西側周辺は、北側商業地との連携を図りつつ、都市拠点に相応し

い市街地整備を推進します。 

・美術館から市役所までの交流・文化施設が集積する地区およびスマイルプラ

ザ田川は、市民交流拠点として多くの市民が集い交流する施設として整備を

推進します。 

・白鳥工業団地は、産業・研究拠点として、企業立地に適した環境づくりを進

め、産業活動の維持・増進や優良企業の誘致を推進します。 

・石炭・歴史博物館は、歴史を受け継ぐ文化遺産の保護・活用を図るとともに、

観光交流拠点としての施設整備やアクセス性の向上を推進します。 

・市民球場や総合体育館、陸上競技場などを含む中央公園については、憩いや

語らいの場として、スポーツ等を通じて交流できるレクリエーション拠点と

しての整備と施設の充実を推進します。 

・後藤寺中学校周辺の春日町や大黒町、田川後藤寺駅と田川伊田駅間の栄町や

平松町、後藤寺商店街周辺等については、生活道路等の整備により、利便性

や防災性の向上を推進します。 

・平岡地区周辺の準工業地域においては、住居系・商業系の建物が大半を占め

ており、現況の土地利用に応じた適正な用途地域への変更を検討します。 

・田川後藤寺駅と田川伊田駅間の市道沿いは、近隣商業地域に指定されている

ものの、現在はほとんど商業利用が行われていないため、用途地域の変更等、

都市計画の適正な見直しを検討します。 

・地域南側の大浦池周辺については、豊かな自然環境の保全に努めます。 
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②都市施設等 

・田川後藤寺駅は、鉄道・バス・自家用車等の交通結節機能の強化を図るため、

駅前広場の整備や駅周辺の道路整備を推進します。 

・田川後藤寺駅周辺においては、駐車場整備を推進するとともに、鉄道事業者

およびバス事業者との連携による公共交通の利用促進を推進します。 

・地域を南北に縦断する国道 322 号については、踏切部等での渋滞を解消す

るため、右折帯設置などによる交差点改良や幹線道路としての機能強化に努

めます。 

・長期未着手となっている都市計画道路のうち必要性の低い路線については、

随時都市計画の変更および廃止の手続きを進めます。 

・市街地中心部への通過交通の進入防止に配慮しつつ、生活幹線道路の整備を

推進します。 

・大浦小学校周辺は、歩道の設置、交差点の改良等により、安全な歩行者空間

の確保を推進します。 

・田川後藤寺駅周辺は、日常的に利用できる小規模な公園の確保や緑道の整備

を推進します。 

・既成市街地内を中心に公共下水道の整備を進め、良好な居住環境の形成に努

めます。 

・中元寺川は、治水対策、水質改善を図りつつ、親水性の確保に努めます。 

 

③都市環境・景観形成 

・田川後藤寺駅周辺は、市の玄関口に相応しい良好な景観形成に努めます。 

・伊田竪坑櫓と二本煙突は、産業遺産としての位置づけを強化し、その保全と

活用を図ります。 

・中元寺川は、魅力ある河川環境の創出と、良好な河川景観の形成に努めます。 

・公園や河川等を結ぶ歩行者空間の確保に努め、市民が豊かな自然に触れ合え

る水と緑のネットワークの形成を推進します。 

・市街地内に残るまとまった重要な緑地については、積極的な保全に努めます。 
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■市街地南部地域の方針図 
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３．弓削田地域 

（１）まちづくりの目標 

『自然と調和した住宅地と多様な産業が根ざすまち』 

○本市の産業を支えてきた大規模鉱山や中元寺川沿いの大規模な優良農

地、県道添田赤池線沿いの工業地など、様々な産業が根ざすまちの形成 

○無秩序な住宅開発を抑制し、自然と調和した住みやすい環境のあるまち

の形成 

○中元寺川やため池、山林など身近な自然に親しむことのできるまちの形 

成  

 

 

（２）まちづくりの方針 

①土地利用 

・用途白地は、用途地域内に比べて開発規制が緩く、開発圧力が高いことから、

特定用途制限地域や地区計画などによる土地利用の規制・誘導方策について

検討します。 

・ただし、国道 201 号沿いの用途白地については、広域交通の利便性を活か

し、周辺環境との調和に配慮したロードサイド型店舗や事業所等の立地を誘

導します。 

・既存の田園集落地は、無秩序な開発を抑制し、豊かな自然を活用した良好な

集落環境の形成に努めます。 

・地域内のまとまった優良農地は、積極的な保全に努めます。 

・山林地域と田園地域の境界にあるため池および里山については、自然環境の

積極的な保全とともに、自然と共生する集落環境の維持に努めます。 

・船尾山周辺では、鉱山活動等の産業振興との調和を図りつつ、自然環境の保

全に努めます。 

 

②都市施設等 

・主要地方道添田赤池線は、円滑な交通処理と歩行者の安全性を確保するため、

道路の拡幅や交差点改良などに努めます。 

・長期未着手となっている都市計画道路のうち必要性の低い路線については、

随時都市計画の変更および廃止の手続きを進めます。 

・生活幹線道路は、通過交通の生活道路への進入を抑制しつつ、地域の生活基

盤として整備を推進します。 

・居住環境の改善が必要な田園集落地については、狭隘道路の改善を推進しま

す。 

・地域住民の公共交通手段を確保するため、コミュニティバスなどの導入を図

り、住民ニーズへの柔軟な対応に取組みます。 

・既成市街地やまとまりのある集落地においては、生活に身近な公園の整備を
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推進します。 

・中元寺川は、治水対策、水質維持を推進し、親水性の確保に努めます。 

・市街地内や点在する農村集落については、合併浄化槽の設置を推進します。 

 

③都市環境・景観形成 

・中元寺川は、魅力ある河川環境の創出と、良好な河川景観の形成に努めます。 

・船尾山周辺は、産業振興を図りつつ、自然環境へ影響を及ぼす公害や災害等

の防止に努めます。 

・船尾山をはじめとする山々の稜線や緑地、河川などの重要な景観要素は、そ

の保全を図りながら、自然と集落が一体となった良好な景観形成に努めます。 

・良好な田園景観が残る郊外の集落地については、農地などの身近な緑と調和

した景観の形成に努めます。 

・農村集落の過疎化を抑制するため、農業後継者の人材育成や空き家の利用促

進などへの取組みに努めます。 
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■弓削田地域の方針図 
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４．猪位金地域 

（１）まちづくりの目標 

『金国山麓の豊かな自然と農村が共生した美しいまち』 

○金国山、摺鉢山の麓に広がる山林やため池と中元寺川・猪位金川などの

豊かな自然と共生するまちの形成 

○水稲や畜産など農業の振興を進め、レクリエーション施設を活かした美

しい魅力あるまちの形成 

○集落環境の維持と交通利便性の向上によるスローライフなまちの形成  

 

 

（２）まちづくりの方針 

①土地利用 

・南部にある猪位金球場・グラウンドおよびダム湖・ため池、大法山公

園については、相互にネットワークを図り、市民の憩うレクリエーシ

ョン拠点として施設の充実やアクセス性の向上を推進します。千原ダ

ム周辺は、豊かな自然と触れ合える場所としての活用を検討します。 

・地域北部および幹線道路沿道は、良好な集落環境・田園環境および自

然環境の維持・保全に努めます。 

・地域内のまとまった優良農地については、積極的な保全に努めます。 

・国道 322 号沿いについては、バイパスの全線開通に伴って、産業立地

や宅地開発等の需要が高まる可能性もあるため、必要に応じて土地利

用の誘導方策を検討し、良好な集落環境・田園環境および自然環境の

維持・保全に努めます。 

 

②都市施設等 

・生活幹線道路は、通過交通の生活道路への進入を抑制しつつ、地域の

生活基盤として整備を推進します。 

・地域住民の公共交通手段となっているコミュニティバスの効果的・効

率的な運行に努めつつ、住民ニーズへの柔軟な対応に取組みます。 

・まとまりのある集落地では、生活に身近な広場や公園の整備を必要に応じて

検討します。 

・猪位金川・中元寺川については、治水対策、水質維持を推進し、親水

性の確保に努めます。 

・点在する農村集落については、合併浄化槽の設置を推進します。 

 

③都市環境・景観形成 

・中元寺川および猪位金川については、魅力ある河川環境の創出と、良

好な河川景観の形成に努めます。 

・山々の麓や集落の背後にあるため池や里山については、自然環境の維
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持・保全や多様な生態系の保全に努めます。 

・金国山や摺鉢山などの山麓に広がる緑豊かな森林が創り出す自然景観

や猪位金川沿いに広がる田畑と農村集落が創り出す田園景観などにつ

いては、貴重な景観資源として維持・保全に努めます。 

・昔ながらの良好な田園景観が残る郊外の集落地については、のどかで

過ごしやすいスローライフを継続するため、集落環境の維持・保全に

努めます。 

・農村集落の過疎化を抑制するため、農業後継者の人材育成や空き家の

利用促進などへの取組みに努めます。 
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■猪位金地域の方針図 
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５．鎮西地域 

（１）まちづくりの目標 

『河川や丘陵地の自然とふれあい豊かな暮らしを実感できるまち』 

○彦山川沿いに広がる田園地帯とのどかな集落環境が広がるまちの形成 

○交通利便性の向上による安全で快適な居住環境が整ったまちの形成 

○彦山川や里山、ため池などの保全による豊かな自然に触れ合うことので

きるまちの形成  

 

 

（２）まちづくりの方針 

①土地利用 

・田川伊田駅西側周辺は、北側商業地との連携を図りつつ、都市拠点に相

応しい市街地形成を推進します。 

・白鳥工業団地は、産業・研究拠点として、企業立地に適した環境づくり

を進め、産業活動の維持・増進や優良企業の誘致に努めます。 

・石炭・歴史博物館は、歴史を受け継ぐ文化遺産の保護・活用を図るとと

もに、観光交流拠点としての施設整備やアクセス性の向上を推進します。 

・上伊田駅南側は、里山やため池を有する自然豊かな集落環境を保全する

ため、無秩序な市街地拡大の抑制に努めます。 

・国道 322 号バイパス沿いについては、バイパスの全線開通に伴って、産

業立地や宅地開発等の需要が高まる可能性もあるため、必要に応じて土

地利用の誘導方策を検討します。 

・彦山川右岸の田園地域は、広域幹線道路（構想区間）の整備推進に伴い、

無秩序な市街地の拡大が懸念されるため、計画的な土地利用の誘導を検

討します。 

・大規模な住宅開発によって形成された平原団地は、用途地域を指定し、

適正な土地利用の誘導を図ります。 

 

②都市施設等 

・国道 201 号と国道 322 号バイパスを南北に結ぶ広域幹線道路の整備を

推進します。また、広域幹線道路から市街地中心部へのアクセス道路の

整備に努めます。 

・長期未着手となっている都市計画道路のうち必要性の低い路線について

は、随時都市計画の変更および廃止の手続きを進めます。 

・生活幹線道路は、通過交通の生活道路への進入を抑制しつつ、地域の生

活基盤として整備を推進します。 

・地域住民の公共交通手段を確保するため、コミュニティバスなどの導入

を図り、住民ニーズへの柔軟な対応に取組みます。 

・狭隘道路が多く、建物が密集している既成市街地は、道路整備を中心と
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した住環境の改善を推進します。特に、上伊田駅北側や田川伊田駅東側

は、生活道路等の整備により、利便性や防災性の向上を推進します。 

・彦山川は、治水対策、水質維持を推進し、親水性の確保に努めます。 

・良好な居住環境を形成するため、既成市街地内を中心に公共下水道の整

備に努め、点在する農村集落については、合併浄化槽の設置を推進しま

す。 

 

③都市環境・景観形成 

・彦山川は、魅力ある河川環境の創出と、良好な河川景観の形成に努めま

す。 

・公園や河川等を結ぶ歩行者空間の確保に努め、市民が豊かな自然に触れ

合える水と緑のネットワークの形成を推進します。 

・良好な田園景観が残る集落については、景観や集落環境の保全に努めま

す。 

・農村集落の過疎化を抑制するため、農業後継者の人材育成や空き家の

利用促進などへの取組みに努めます。 
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■鎮西地域の方針図 
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６．金川地域 

（１）まちづくりの目標 

『産業と田園景観が調和した躍動感あふれるまち』 

○産業・研究拠点や広域幹線道路沿いを活用した躍動感のあるまちの形成 

○彦山川、金辺川沿いに広がる田園環境の保全による産業と田園景観が調

和したまちの形成 

○岩屋自然公園周辺のレクリエーション拠点の形成と、彦山川・金辺川や

里山、ため池など豊かな自然に恵まれた魅力あるまちの形成  

 

 

（２）まちづくりの方針 

①土地利用 

・田川高等技術専門校周辺や既に大規模工場が集積している東町工業団地

は、産業・研究拠点として位置づけ、産業活動の振興を図るための環境

整備を推進します。 

・県立岩屋自然公園は、土砂災害対策や老朽化した施設の改修・再整備、

アクセス道路の整備などに努め、安全で安心して市民が憩えるレクリエ

ーション拠点の形成を推進します。 

・彦山川西側の丘陵地は、大規模な団地開発や商業施設、工場等の立地に

よって既に市街地が形成されており、適正な土地利用を誘導していくた

めに用途地域の指定等を検討します。 

・彦山川西側の丘陵地にある望岳台団地は、空き区画への企業誘致を図り、

工業用地としての利用を推進します。 

・県道田川直方バイパス沿いや国道 201 号沿いの開発圧力が高い地区は、

新たな用地地域の指定や、特定用途制限地域や地区計画などによる土地

利用の規制・誘導について検討します。また、広域幹線道路としての沿

道利用ポテンシャルを生かし、工場等の産業立地を推進します。 

・彦山川・金辺川沿いの田園集落地は、優良農地や農村の集落環境の保全

に努めます。 

・金辺川北側に広がる山林地域については、緑豊かな森林や里山、ため池

といった良好な自然環境の保全に努めます。 

 

②都市施設等 

・生活幹線道路は、通過交通の生活道路への進入を抑制しつつ、地域の生

活基盤として整備を推進します。 

・金川小学校周辺の生活幹線道路では、安全な歩行者空間の確保を推進し

ます。 

・地域住民の公共交通手段を確保するため、コミュニティバスなどの導入

を図り、住民ニーズへの柔軟な対応に取組みます。 
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・彦山川や金辺川は、治水対策、水質維持を推進し、親水性の確保に努め

ます。 

・良好な居住環境を形成するため、既成市街地内を中心に公共下水道の整

備に努め、点在する農村集落については、合併浄化槽の設置を推進しま

す。 

 

③都市環境・景観形成 

・彦山川や金辺川は、魅力ある河川環境の創出と、良好な河川景観の形成

に努めます。 

・河川や公園等を結ぶ歩行者空間の確保に努め、市民が豊かな自然に触れ

合える水と緑のネットワークを形成します。 

・県立岩屋自然公園周辺に広がるまとまった緑地については、積極的な保

全に努めます。 

・良好な田園景観が残る集落については、景観や集落環境の保全に努めま

す。 

・農村集落の過疎化を抑制するため、農業後継者の人材育成や空き家の利

用促進などへの取組みに努めます。 
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■金川地域の方針図 


