
田川市立地適正化計画

「次世代につなごう！
田川市のまちづくりを考え・動く会」

でまとめた

田川市の理想像

令和元年６月２１日

資料２



グループワークのテーマ
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平成30年
8月30日

平成30年
10月12日

平成30年
12月11日

まちづくりの中で自分たちが取り組むプロジェクトを決めよう

平成31年
2月19日

平成31年
4月18日

田川市におけるまちづくりの良い所と課題をあげてみよう

実際に見てきた田川市の良い所と課題をまとめよう

どのエリアにどんな施設が必要か考えてみよう

市内の公共交通はどうあるべきか考えてみよう

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回



提案された

プロジェクト名分類 課 題 良 い 所 ・ 魅 力 活 用 策

市

街

地

・
施

設

►多くの建物が老朽化している
►近代的な建物がない

►レトロな街並みが残っている ►「素敵な情緒ある街並み」をテーマにブランディング
する
►リノベーションし、新たな賑わい創出へ向けて
情報発信する

・昔なつかし、ぶらり
町歩きプロジェクト

►商店街の空き店舗が多い
►人通りが少なく、寂しい
►気軽に集まれるコミュニケー
ションスペースが少ない
►若者向けのお店がなく、
遊べるところが少ない
►本屋がない

►伊田商店街のさのよい広場は人が
集まっており、雰囲気も良い
►アーケードは雨が降っても安心
►おいしい食べ物や、居酒屋が多くて安い

►飲食の提供があるフリースペース・交流広場を
新たに整備し、既存のものは拡充する
►休憩、おしゃべりできる椅子を設置する
►こどもの遊び場を街なかに設置する
►シャッターペイントの他にも写真撮影（インスタ
映え）スポットを増やす
►ここでしか買えない商品を売る、作る
►商店街に無料の駐車場を整備する

・学生を商店街に呼び
こもう!!
・女性が好きな食べ物
のアピール
・田川現金撲滅プロ
ジェクト

►道の駅がない ►ＪＡ金川の農産物直売所は、地元産の
生鮮食品があり、内容も充実している
ことから、道の駅のようである

►ＪＡ金川農産物直売所の
・開店時間延長
・駐車場整備（拡充）
・イートインスペースの設置
・広く情報発信する

►市街地が伊田と後藤寺に分か
れている

►伊田、後藤寺と二つの核がある ・後藤寺商店街鬼ごっ
こ大会

交

通

►福岡市、北九州市へ遠く、
アクセスがあまり良くない
►公共交通機関の便数が少ない
►車がないと生活できない
►Sugocaカードが使えない

►福岡、北九州へ近く、アクセスが良い
►鉄道路線が多い
►福岡市への直行バスがある

►鉄道をメインとしたバス路線の充実や乗り継ぎを
考慮した改善
►増便や交通系ＩＣカード導入検討

►交通量は多いが通り過ぎる
だけの車が多い
►道が狭い
►車が渋滞しやすい
►タクシーが少ない（特に夜）

►駐車場が安い
►車で移動しやすい

►後藤寺バスターミナルの整備 ►歴史がある建物であり、レトロな雰囲気が
ある

►廃墟に見えるので、壊さなければ発展しない

【第1回テーマ】 田川市におけるまちづくりの良い所と課題をあげてみよう
【第2回テーマ】 実際に見てきた田川市の良い所と課題をまとめよう
【第3回テーマ】 まちづくりの中で自分たちが取り組むプロジェクトを決めよう

第1回~第3回ワークショップ意見集約
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提案された

プロジェクト名分類 課 題 良 い 所 ・ 魅 力 活 用 策

観

光

►観光資源が少ない
►地域資源を活かしきれていない

►川渡り神幸祭、盆踊り等の行事が
盛んである
►伊田駅から見える風治八幡宮が
かっこいい
►白鳥環状線のいちょう並木がきれい
►船尾のセメント工場の雰囲気がよく、
写真映えする
►後藤寺跨線橋から線路がよく見える

►観光スポット、イベント情報の発信強化
►良い所、魅力を活かしたドラマ、映画
撮影（誘致）
►ロマンスが丘、岩屋の滝の活用
►夜空が見えるようなスポットの整備
►船尾のセメント工場をライトアップすると
かっこよく、人が来そう
►後藤寺駅に撮影スポットをつくる

・地元の食材をしろう
・宣伝プロジェクト
・田川を詠む
・田川市あるこうプロジェクト
・田川を外に発信プロジェクト

►石炭ばかりに焦点を当てている
►炭坑節発祥の地の石碑が
ひっそりしている

►炭坑節のふるさと
►世界記憶遺産や炭鉱遺産(二本煙突
等)がある
►夏吉の炭鉱住宅の雰囲気がすごい

►石炭歴史博物館・石炭記念公園での体験型
観光の創設
►炭鉱住宅による歴史のアピール

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

►地域が分かれている（伊田と
後藤寺など）
►マンションの中に情報が入って
こない

►親切な人が多い
►祭り等のイベントで地域の一体感がある
►学校の一室を利用した子育て講座の
開催

►地域交流の場を増やす ・みえるカフェ
・まちなかで学園祭
・若い人に発信プロジェクト

自

然

►彦山川・中元寺川の水辺広場
►自然が多く星がきれい
►丸山公園が花公園にリニューアル中
►こがねヶ丘の運動場の景色が
すばらしい

►水辺広場でのイベント開催
►景色が一望できる展望台の整備

・丸山公園までの歩道
・歩ける場所をふやそう
プロジェクト
・景観協定を作る
・田川のまちをきれいに

教

育
・子
育
て
・仕

事

►福岡県立大学がある(大学生が多い)
►高校があり、通学路が賑わう

►学生と地域、企業、行政間の連携を強化し、
地域密着型の取組みを行う
►学生が集まる場所づくり、仕掛けづくりを行う

・福祉・看護を学生等が
学べる場
・人を元気にプロジェクト
・田川高校商工会議所

►少子高齢化 ►子育て団体が熱心に活動している
►保育所が充実している

・ママカフェ(サポ)プロジェクト

►雇用が少なく、若い人が流出し
ている
►時給が安い

・タガワーキング

そ
の
他

►暗い、怖いイメージ
►下水道などのインフラ整備が
できていない
►人口が少ない

►イメージほど治安は悪くない

第1回~第3回ワークショップ意見集約
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第4回ワークショップ意見集約

【後藤寺駅前】
・ロータリー化
・道路幅の拡張
・公共交通の集約拠点

【バイパス周辺】
・大型商業施設

【東高校跡地】
・商業施設
・市役所（１階はバス発着所、直売所）
・バスターミナル
・病院(精神科、心療内科)
・マンション
・短時間で働ける場(テレワークなど)
・スーパー銭湯
・就業体験テーマパーク
・子育てサポート（地域のシニアによる子守など）
・アミューズメント（娯楽施設、ゲームセンターなど）
・検討委員会による提案内容（バス発着所、生鮮
食品直売所、緑地など）に沿って進めるべき

建て替え（同規模あるいは縮小）

中心市街地または現地近辺

文化センターを廃止するか、
両施設を統合して建て替え

現地近辺か中心市街地

【伊田駅前】
・農産物のマルシェ

【バスターミナル跡地】
・複合施設
（マンション、ホテル、医療・介護施設、図書館、
商業施設、子育て支援施設、金融機関など）

・子育て支援、高齢者支援等ができるコミュニティ
センター

建て替え（同規模あるいは拡大）

中心市街地または現地近辺

【その他の項目】

・市役所・図書館・文化センター・青少年文化ホールは複合化する。

・文化施設は周辺地域の整備状況を考慮する。

・図書館は小中学校の図書館を活用した分散型も検討する。

【図書館】

【市役所】

【文化センター/青少年文化ホール】

今の建物が使えなくなったら

建替場所

今の建物が使えなくなったら

建替場所

今の建物が使えなくなったら

建替場所

【第4回テーマ】 どのエリアにどんな施設が必要か考えてみよう
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まとめ

バスターミナル周辺

・特急バスを旧バスターミナルまで運行さ
せる
・後藤寺駅前の道路拡幅とロータリー化で
バスとＪＲの乗換をしやすくする

日田彦山線

・本数を増やす
・博多方面の乗継を
改善する

コミュニティバス

・本数を増やす
・最終便の時間を遅くする
・病院を拠点に路線を組む
・低床式バスを導入
・土日祝日の運行
・田川市郡で運行する

平成筑豊鉄道

・乗換の待ち時間を短縮する
・快速列車を運行する

後藤寺線

・博多方面の直通を運行する
・朝のラッシュ時の車両を増
やす

駅

◎ＩＣカードを使えるようにする
・駅に無料駐車場を整備する
・バリアフリー化する
・駅の周辺を充実させる
・ＪＲ、平筑、バスの乗換をしやすくする

第５回ワークショップ意見集約
【第５回テーマ】 市内の公共交通はどうあるべきか考えてみよう


