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様式１　目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 64.6 ha

平成 26 年度　～ 令和 1 年度 平成 26 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体のリノベーション方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るためのリノベーション方針）

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

大目標　：　田川伊田駅を中心とした賑わいと回遊性のあるまちづくり
　①　市内外の多様な交流が育む魅力ある観光・交流・情報発信地の確立
　②　地域の魅力が有機的に連携し、安心して暮らせる都市拠点の創出

・田川市は、かつて産炭地として活気を呈しており筑豊炭田の中心地として賑わいを呈していたが、エネルギー政策の転換により、今ではかつての面影は影を潜めている。また、中心市街地においては、郊外型の大型商業施設の影響もあり、都市機
能の拡散及び交流、居住人口の減少が課題となっている。一方、世界記憶遺産に登録された山本作兵衛氏の炭坑記録画並びに記録文書を所蔵する石炭・歴史博物館や県の五大祭りの一つである川渡り神幸祭の開催地など観光拠点としてポテン
シャルは非常に高い地域である。
・公的不動産が持つ都市機能については、中心拠点区域に位置する低未利用な既存施設を活用し、商業、教育、福祉など多様な公共公益施設など適切な土地利用を誘致することで、都市機能の集約及び更なる拡散を防止し、公的不動産の有効活
用を図る。
・都市マスタープランにおいては、都市全体として都市機能の集積・高度化を促進しコンパクトシティ化を目指す中で、田川伊田駅周辺をにぎわいのある商業地の形成、まちなか居住促進、高次都市機能が集積する拠点都市と定めているため、本地
区を中心拠点区域とし、都市機能の集約化を図る。具体的には空き店舗となった駅ビルを活用し、情報発信拠点として商業・福祉・観光交流機能を有する複合施設を整備するとともに、既に一定の集客力を有する博物館を改修し機能向上を図ること
で、賑わいや回遊性、観光交流人口増加を図り、集約型都市構造を構築する。

・当地区は、JR九州の日田彦山線と平成筑豊鉄道の伊田線、田川線の3路線が乗り入れる田川伊田駅を中心とした地区である。
・平成23年に世界記憶遺産に登録された山本作兵衛関連資料（山本作兵衛コレクション）の効果により観光客の大幅な増加が見られるなど、地域の魅力を活かしたまちづくりを進めている。
・田川伊田駅周辺においては、平成24年12月から平成25年2月にかけて、商店街事業者をはじめとした市民によるワークショップを開催し、市の中心としての田川伊田駅周辺のあり方・まちづくりについて議論を行ってきた。この取り組みは、地域住民
により現在も継続されている。
・田川伊田駅ビルは、JRが平成２年に建築し、かつては商業施設的利用がなされてきたが、現在は駅務以外の利用はなく大部分が空き店舗となっている。
・石炭・歴史博物館は、市が昭和56年に石炭資料館として建設し、平成17年に博物館へと移行・改称し今に至るが、山本作兵衛コレクションの保存、利活用を行ううえで、施設の機能が十分ではない。

・市の中心拠点である田川伊田駅周辺において良好な景観の形成を図る必要がある
・住む人、訪れる人に親しまれ、多様な交流を育む空間づくりが必要である
・観光資源の活用のための博物館の改修、アクセス性向上、適切な情報発信を図る必要がある
・誰もが安心・安全・快適に生活できる環境を創出する必要がある
・市の拠点としてのさらなる活性化、都市機能の集約に向けて、田川伊田駅の駅前広場の再整備や駅ビルの活用など具体的な整備が求められている
・”まちの顔”としての景観整備や防災情報発信など、新たな課題への対応も求められている

●『田川市第５次総合計画』－　ひとを育て自然と産業が共に息づくまち田川　～活力あるものづくり産業都市を目指して～
・基本目標：中心市街地に都市機能の集積・高度化を促進し、コンパクトシティ化を目指すとともに災害に強く、長寿命化・バリアフリー化された都市づくりに取り組む
[活力ある都市基盤をつくる]
・田川地域の拠点として、地域資源を活かしたにぎわいのある市街地の形成を図ります。
・人と自然が共生し安心して暮らせる都市を目指し、適正な土地利用を推進します。

●『田川市都市計画マスタープラン』－　ゆとりと潤いのある　にぎわい都市　たがわ
・田川伊田駅周辺は、にぎ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。
・田川伊田駅周辺については、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ﾄﾞﾗｲﾄﾞやﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞなどによる公共交通の利用促進に努めます。

都道府県名 福岡県 田川市 田川伊田駅周辺地区（地方都市リノベーション事業）

計画期間 交付期間 1



リノベーション事業の計画
都市機能配置の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するうえで必要な地方都市リノベーション推進施設及び生活拠点施設の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するために必要な交付対象事業

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ H24 R1

人/2日 H24 R1

人/日 H25 R1駅ビル内施設利用者数 駅ビル内施設を利用する人の数

駅ビル内に商店等を整備し、鉄道利用者に加え商店街利用者の
回遊性や市民の交流機会を向上させることにより、駅ビル内施設
を利用する人の数を増やす。 2,542人／日 3,075人／日

駅周辺全体に対する重要度・満足
度の向上

まちづくりアンケート調査における、まちづくりに対する
「重要度・満足度」の評価点

安全・安心でゆとりある空間を確保するとともに、拠点周辺の魅力
向上・アクセス性向上により相乗効果が生まれ、市民のまちに対
する意識の醸成及び満足度の向上（不満・やや不満の割合を低
下）が図られる。

不満・やや不満の割合
59.1％

不満・やや不満の割
合

52.2%

商店街利用者数 商店街を通過する歩行者の数

拠点周辺の景観づくりやアクセス性の向上を図ることで、周辺商
店街の活性化等が図られ、地区への集客力が高まり、商店街の
歩行者数が増加する。 4,351人／2日 4,500人／2日

・田川伊田駅周辺地区については、交通結節点であるとともに市の都市拠点として交流機会の促進を図るため、各種都市機能を集約した複合施設の整備と田川市石炭・歴史博物館の機能強化を図る。
・複合施設の整備にあたっては、現在JRが保有している田川伊田駅の駅ビルを市に移管し、本施設を改修して活用することとする。複合施設内に整備する商業施設（飲食店）については、周辺に同様の施設はないため、住民アンケートやワークショッ
プ等における意見等を踏まえ、駅前広場の整備に合わせたを行う。また、包括支援スペースについては、主に高齢者を対象とした相談業務や生涯学習講座等を交通アクセスが良い駅内で定期的に開催する。これらのことにより、鉄道利用者や乗換
え・送迎等の駅利用者、観光来訪者等の利便性が向上するとともに、憩い・交流の場としての機能も向上することから、駅周辺地域の機能の再構築が図れるものである。
・田川市石炭・歴史博物館については、山本作兵衛氏の炭坑記録画等が世界記憶遺産に登録されたところであるが、既存施設の機能では絵画や資料の保存・展示・セキュリティを行う上で十分ではないことから、機能強化を図るため、現施設の改築
により展示室や保存庫等の整備を行う。あわせて駅内の複合施設にも博物館等観光スポットや特産品、記憶遺産等を紹介する観光交流センターやインフォメーション、展望デッキ等を整備することにより、更なる集客力の向上を図る。

●田川伊田駅前広場　　　　　　　　　　　　：市の玄関口として相応しい駅前空間の確保を図るために、空き店舗等の移転及び駅前広場の整備を実施し、魅力ある観光地としての良好な景観形成を図り交通結節点としての機能を向上させるこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とで田川伊田駅へ市内外の人々を導き交流の活性化を図る。
●市道鉄砲町・後藤寺線（日の出町）　　：田川伊田駅からアーケードを抜けて石炭・歴史博物館につづく当該道路の幅員を広げ歩行空間を設けることで、駅、博物館、既存商店街を結ぶ計画区域内のネットワークを強化し、安全で快適な歩行環境を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備し、回遊性のあるまちづくりを進める。
●県道田川桑野線（高架下部分）拡幅　：田川伊田駅と石炭・歴史博物館を結ぶ経路の狭あい部分については、幅員を拡幅し歩道を整備することで、アクセス性及び安全性の向上を図り安全に観光できるまちづくりを進める。
●田川伊田駅連絡通路（駐輪場移設）　：田川伊田駅南北を結ぶ歩行者連絡通路内に設置された自転車駐車場を駅西側駐車場内に移転することで、博物館来館者が安全・安心に移動できるアクセス路を確保し伊田駅の観光拠点とし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ての機能を向上させることで魅力的なまちづくりを進める。
●地域防災施設（避難所情報板）　　　　：計画区域内のうち多くの人があつまる田川伊田駅及び石炭・歴史博物館周辺に情報板（避難所案内看板）を設置し、適切な避難情報のほか観光・行政等多様な情報を提供することで安全なまちづくりを進め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。
●田川伊田駅ビル改修事業（観光ビジターセンター）：駅ビルの改修により商業施設や観光ビジターセンターを整備することで、山本作兵衛氏の炭坑記録画並びに記録文書の世界記憶遺産登録をきっかけに増加した来館者を駅周辺へ誘導し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石炭・歴史博物館と田川伊田駅周辺との回遊性の向上を図り、魅力ある観光地としてのまちづくりを進める。また、主に高齢者を対象とした包括支援スペースを整備することで、新たな賑わいを創出する。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

　既に一定の交通結節機能、観光資源を有している田川伊田駅周辺地区を中心拠点区域として設定し、市内外から多くの来街者を呼び込むために、田川伊田駅の駅ビルを改修し、観光交流施設や商業施設のほか、福祉相談等を主とした包括支援
スペースを新たに整備するなど、複合施設として再整備を図る。
　また、世界記憶遺産の資料を有する石炭・歴史博物館を観光施設としてさらに強化するため、現施設を改修して機能拡充を図り、観光交流機能を有する駅内の複合施設整備とあわせて一体的に整備することで、賑わいと回遊性のあるまちづくりを
形成する。



様式２　整備方針等

計画区域の整備方針

事業実施における特記事項

方針に合致する主要な事業
【市内外の多様な交流が育む魅力ある観光・交流・情報発信地の確立】
◆市の玄関口として相応しい駅前広場の整備を実施することにより、魅力ある観光地としての良好な駅前空間を創り、同時に景観形成を図る。
◆駅ビルの改修により商業施設等を誘致し、交流機能を強化し、都市機能の集約並びに市内外の交流促進を図る。
◆駅ビルの改修により新たに包括支援スペースを設け、駅周辺の交流機能を強化し、利用促進をうながす。
◆鉄道利用者に対して、観光交流発信地として田川伊田駅を拠点化し、市の情報発信拠点としての位置づけを明確化する。
◆市内主要施設で避難路案内を行うことにより、情報発信拠点としての機能を図る。

●道路（地方都市リノベーション事業） 《基幹》 －駅前広場整備事業
●地方都市リノベーション推進施設 《基幹》 －JR駅ビル改修事業（商業施設）
●地方都市リノベーション推進施設 《基幹》 －JR駅ビル改修事業（包括支援スペース）
●高次都市施設 《基幹》 －観光交流センター（観光ビジターセンター）
●地域生活基盤施設《基幹》－地域防災施設（避難所情報板）

【地域の魅力が有機的に連携し、安心して暮らせる都市拠点の創出】
◆駅南北のアクセス整備により交通結節点としての機能強化を目指す。
◆駅周辺と石炭・歴史博物館を結ぶ道路の整備を実施し、計画区域内のネットワークを強化することで都市拠点としての機能向上を図る。
◆駅南北を結ぶ歩行者連絡通路を整備することで、安全・安心で円滑な移動を確保する。
◆世界記憶遺産である山本作兵衛氏の炭坑記録画並びに記録文書をはじめとする有形・無形の遺産を後世まで残し、その魅力を広く伝えていく。

●道路（地方都市リノベーション事業） 《基幹》 －県道田川桑野線（高架下部分）拡幅事業
●道路（地方都市リノベーション事業） 《基幹》 －市道鉄砲町・後藤寺線（日の出町）整備事業
●地域生活基盤施設 《基幹》 －ＪＲ田川伊田駅連絡通路（駐輪場移設）
●地方都市リノベーション推進施設 《基幹》 －石炭・記念博物館改修事業

【まちづくりの住民参加】
・駅周辺住民を対象としたワークショップを平成24年より4回開催している。周辺住民、地元商業者等が参加し、整備コンセプト等を協議してきた。
・ワークショップの開催に関連して、駅周辺の商業従事者等が主体的にまちづくりに関する勉強会を継続している。

【官民連携事業】
※都市再生整備計画区域内で、道路占有特例、河川敷地占有、歩行者経路協定、都市利便増進協定を活用する場合には記載する。



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路（地方都市リノベーション事業） 田川市 直 A=3300㎡ Ｈ26 H30 Ｈ26 R1 437 437 437 437 －

田川市 直 L=250m Ｈ26 Ｈ30 Ｈ26 Ｈ30 207 207 207 207 －

田川市 直 L=45m Ｈ26 H28 Ｈ26 H28 37 37 37 37 －

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 田川市 直 A=170㎡ Ｈ26 Ｈ30 Ｈ28 Ｈ29 29 29 29 29 -

田川市 直 2箇所 Ｈ26 Ｈ30 R1 R1 5 5 5 5 -

高質空間形成施設

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

田川市 直 A=245㎡ Ｈ26 Ｈ30 Ｈ26 Ｈ30 69 69 69 69 -

田川市 直 A=155㎡ Ｈ26 Ｈ30 Ｈ26 Ｈ30 40 40 40 40 -

田川市 直 A=4,143㎡ Ｈ26 Ｈ28 Ｈ26 Ｈ28 349 349 349 349 -

既存建造物活用事業 田川市 直 A=616㎡ Ｈ26 Ｈ30 Ｈ26 Ｈ30 189 189 189 189 -

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 1,361 1,361 1,361 0 1,361 - …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 1,361
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
観光パンフレット作成 区域全体 田川市 国土交通省 ○ H29 H29 6

にぎわいイベントの開催 区域全体 田川市 国土交通省 ○ R1 R1 6

地区のまちづくり・勉強会の立ち上げ 区域全体 田川市 国土交通省 ○ H26 H27 12

特産品販売所整備事業 石炭・歴史博物館特産品販売所 田川市 国土交通省 A=38㎡ ○ H26 H26 5

合計 29

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

住宅市街地
総合整備
事業

田川伊田駅ビル改修事業（包括支援スペース）

石炭・歴史博物館改修事業

田川伊田駅ビル改修事業（観光ビジターセンター）

地域防災施設（避難所情報版）

連携生活拠点誘導施設

既存建造物活用事業（地方都市リノベーション推進施設） 田川伊田駅ビル改修事業（商業施設）

田川伊田駅連絡通路（駐輪場移設）

交付期間内事業期間
細項目

田川伊田駅前広場

市道鉄砲町・後藤寺線（日の出町）整備事業

県道田川桑野線（高架下部分）拡幅事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 1,361 交付限度額 680.5 国費率 0.5



都市再生整備計画の区域

田川伊田駅周辺地区（福岡県田川市） 面積 64.6 ha 区域 番田町、魚町、伊田町、日ノ出町の全部、伊田、白鳥町の一部

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。

【田川伊田駅周辺地区】 64.6ha 


