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ごあいさつ 
 

篠栗町は福岡都市圏の東端部に位置し、国道２０１号やＪＲ篠栗線などの交通

利便性を背景に都市圏の住宅都市として発展を続けてきました。 
現行のマスタープランは、平成３２年を目標年次とし、篠栗町の都市づくりの

理念や目標、課題に対した整備方針等を明らかにすることを目的として、平成  

１３年に策定され、それをもとに計画を進めてきましたが、この間、社会情勢の

変化や市街地状況などが大きく変化してきました。全国的な人口減少・少子高齢

化社会の到来や環境負荷の高まり等から、景観緑三法の制定、大規模集客施設の

立地規制、開発許可制度の改正など都市計画に関する方向性が転換され、また、

平成２３年の東日本大震災や全国各地で豪雨災害などが発生したことから、災害

に強いまちづくりが求められています。 

わが町においても、現行のマスタープランの策定から１０年以上経過し、見直

しの時期が来ており、時代のニーズに合った実効性のある都市計画マスタープラ

ンを策定する必要があり、また、新たなまちづくりのビジョンとして定めた  

「ささぐり みんなの 道標（まちしるべ）」（第５次篠栗町総合計画２０１３～

２０１７）や福岡県が定める「篠栗町都市計画区域マスタープラン」などの上位

計画に即す必要があるため、このたび、新たな「篠栗町都市計画マスタープラン」

を策定することといたしました。 

本マスタープランでは、７つの「まちづくりのテーマ」を掲げ、平成２４年を

基準年次とし、２０年後の町の将来を見据えた都市づくりに向けた基本的な方針

を定めています。今後は、本マスタープランをまちづくりの指針として活用し、

町勢発展のために努めてまいりたいと考えておりますので、皆様のご理解とご協

力をお願いいたします。 

最後になりますが、本マスタープランの策定にあたり多大なご尽力を賜りまし

た改定委員会委員の皆様、慎重なご審議をいただきました都市計画審議会の皆様、

アンケート調査等でご協力いただいた町民の皆様、並びに関係各位に心からお礼

申し上げます。 

平成２７年３月 

篠栗町長  三浦 正 
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１．都市計画マスタープランとは 

（１）都市計画マスタープランとは 

都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、土地利用

のあり方や住民の生活や産業活動等に必要な都市施設の整備などを定める

ものです。 
都市計画マスタープランは、正式には、都市計画法第 18 条の２に基づく

「市町村の都市計画に関する基本方針」として定めるもので、長期的な視

点に立ち、都市の将来像を示すことにより、住民・事業者・行政が共有し、

協働による都市づくりの実現を図っていくための指針となるものです。 
 

【都市計画マスタープランの役割】 

○市町村の都市づくりの長期的な指針となるもの 

○個別の都市計画決定や変更の際に、指針となるもの 

○都市づくりに係る多様な分野間の施策・事業等の相互調整を図るもの 

○住民・事業者への都市づくりの関心を理解による協働のまちづくりを図るもの 

 

 

（２）篠栗町都市計画マスタープランについて 

○平成４年６月に都市計画法が改正され、住民に最も身近な自治体である市

町村が、都市計画法第 18 条の２の規定に基づき「市町村の都市計画に関す

る基本的な方針（市町村マスタープラン）」を定めるものとなりました。 

 
○篠栗町では、平成 13 年に篠栗町の都市づくりの理念や目標、課題に対応し

た整備方針等を明らかにすることを目的として、平成 32 年度を目標年次と

する「篠栗町都市計画マスタープラン」の策定を行いました。 
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２．⾒直しの背景と⽬的 
 
 
◆都市づくりに関連する各種法規制等の改正 

 
現計画である篠栗町都市計画マスタープランの策定から 10 年以上が経

過し、その間、人口減少、少子高齢社会の到来や環境負荷の高まり等から、

都市計画法や運用指針等が改正され、都市づくりの視点として集約型都市

構造への再編や低炭素型社会への転換等をみすえ、都市づくりの考え方が

大きく変化してきました。 
また、平成 17 年には景観緑三法が全面施行となり、良好な景観の保全・

形成、緑地の充実に関する仕組みが構築され、これらの視点を踏まえた篠

栗町の都市づくりの方針を示していくことが求められています。 
さらに、平成 23 年の東日本大震災をはじめ、全国各地で豪雨災害等も

数多く見られるようになり、災害に強い都市づくりのあり方も、これまで

以上に重要な視点として求められており、土地利用や交通環境を中心に、

防災まちづくりとの整合した都市づくりの方針を示していくことが不可

欠となってきています。 
時代のニーズにあった実効性のある都市計画マスタープランとするた

めに、このような変化への対応が必要となっています。 

 
 

◆「第５次篠栗町総合計画」との整合性の確保 

 
篠栗町では、子どもたちが親の世代となる 30 年程度先を展望しながら、

まちづくりの方向と目指す将来像を示す「第５次篠栗町総合計画」を平成

25 年３月に策定し、新たなまちづくりのビジョンを定めました。 
そのため、上位計画にあたる篠栗町総合計画との整合性を図ることが必

要となっています。 
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３．「篠栗町都市計画マスタープラン」の位置づけ 
 
「篠栗町都市計画マスタープラン」は、篠栗町の都市づくりの基本的な

方針を示すものとして、福岡県が都市計画区域ごとに定める「都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」に即する

ものとするとともに、篠栗町における都市づくりの上位計画である「篠栗

町総合計画」や、その他、都市づくりに関連する各種計画との整合を図り

つつ策定します。 

 
 

▼都市計画マスタープランの位置づけ 

 
 

  第５次篠栗町総合計画 

（篠栗町が定める） 

篠栗都市計画区域 

マスタープラン 

（福岡県が定める） 

都市計画の 

決定・変更 

実践・整備等 

▽道路・公園・下水道等の都市施設の整備事業 

▽市街地整備や開発等に対する規制・誘導 

▽地区のまちづくりに必要な地区計画等のルールの策定 等 

個別の課題や地区にお

ける検討 

まちづくりの 

ルールの検討 

公園や緑、景観、農業

振興、環境、福祉等の

マスタープラン 

整合 即す 

整合 

分
野
別
の
計
画 

篠栗町都市計画 

マスタープラン 
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４．計画の⽬標年次 
 
現行の篠栗町都市計画マスタープランは、平成 12 年を基準年次に、概ね

20 年後の平成 32 年（2020 年）を目標年次、その中間年次を平成 22 年（2010
年）と設定していました。 
現計画が策定されて概ね 10 年以上が経過していること、またその間、都

市づくりを取り巻く社会的な背景が大きく変わり、篠栗町においても、こ

れからの時代を見すえた新たな都市づくりの方向性を示していくことが必

要です。 
そこで、本計画では、平成 24 年を基準年次とし、20 年後の平成 44 年を

目標にみすえた都市づくりの方針を示すこととします。 
なお、10 年後の平成 34 年を中間年次と位置づけ、社会状況の変化や時

代のニーズ等をふまえ、必要に応じた検証を行うこととします。 

 
 

目標年次  平成４４年（２０３２年） 

中間年次  平成３４年（２０２２年） 
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５．篠栗町都市計画マスタープランの構成 
篠栗町都市計画マスタープランの構成は、以下のとおりです。 
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１．篠栗町のまちづくりにおける視点 
 

都市概況や上位・関連計画における本町の位置づけ、住民意向調査結果

から、現在の本町のまちづくりにおける問題点を整理し、求められるまち

づくりの視点を整理します。 

 
○社会的経済的条件 

 

高齢化社会の進行と人口減少社会への対応 

・福岡都市圏のベッドタウンとして、広域交通の利便性と豊かな自

然を抱える住みやすい住宅市街地として住民にも比較的満足度の

高い都市です。 
・県平均よりも高齢化率が低いとはいえ、定住型都市であり、高  

齢化は確実に進んでいることから、今後の都市づくりにおける高

齢化社会の進展への対応が求められます。 

 

広域交通網を活かした産業集積と活性化 

・広域交通の玄関口である福岡インターチェンジに近接している交

通利便の良さに対して、工業団地や流通系施設の立地は一部みら

れるものの、全体的には町内の経済をけん引する産業集積は少な

い現状です。 
・一方で、隣接市町には郊外型の大規模集客施設が多数立地してお

り、大都市への通勤・通学のみならず、日常的な生活行動さえも

隣接市町に依存する傾向にあります。 

 
○土地利用・市街地環境条件 

 

道路や公園等の都市基盤の充実 

・現在の市街地は、農業集落と街道沿いの宿場町の歴史を背景に形

成されてきたものであり、丘陵部の一部の大規模な計画団地を除

いては、中小規模の開発行為の集積により形成されたものです。 
・また、骨格を担う幹線道路、鉄道、河川がすべて東西方向であり、

市街地の南北方向を分断する要素となっており、南北の往来を促

進する基盤施設が不足しています。 
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・さらに、身近な公園が不足するエリアもあり、日常生活から産業

活動までを支える都市基盤の整備状況において、やや不十分な状

況にあります。 
 

大規模遊休地や市街地内未利用地の活用 

・市街化区域内には、まだまだ多くの農地・未利用地が残されてお

り、計画的な市街化の促進を図るとともに、市街化調整区域に分

布する大規模な遊休施設地に対する適切な土地利用の方向性を示

していくことが必要です。 

 

アメニティの充実した市街地環境と住環境の向上 

・市街地の背後に広がる豊かな緑や、市街地内を東西に流れる河川

等、豊かな自然環境が身近にある一方で、これらを活かした市街

地整備にはいたっていません。 
・住宅が集積するのみではなく、多様な都市施設の集積を図るとと

もに、魅力ある公園や水辺等のオープンスペースの創出など、住

環境の向上に資する魅力ある市街地環境の整備が不足しています。 

 

恵まれた自然と調和した計画的な開発の誘導 

・福岡都市圏のベッドタウンとして住民の満足度が高い本町は、恵

まれた自然や特徴ある文化を住民が誇りに感じています。 
・それら本町を特徴づけている景観に悪影響を与えないよう、計画

的かつ良好な開発を誘導し、むやみな高層マンションの立地も含

めた新たな開発に対して適切な対応を行っていくことが必要です。 
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２．都市づくりの⽬標 

（１）篠栗町総合計画における将来像 

本町のまちづくりの基本方針である「第５次篠栗町総合計画」では、子

どもたちが親の世代となる３０年程度先を展望したまちの姿として、３つ

の将来像を掲げています。 

 
＜将来像＞ 

○いきいきとして活力に満ちたまち 

○安全・安心に支えられたまち 

○いつまでも住みたい いつでも訪ねたいまち 
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（２）篠栗町都市計画マスタープランにおける将来像 

篠栗町都市計画マスタープランにおける将来像は、「第５次篠栗町総合計

画」において掲げられた将来像とし、その実現にむけ、求められるまちづ

くりの視点をふまえ、「まちづくりのテーマ」を掲げます。 
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（３）まちづくりのテーマと将来の⽣活像 

 

まちの顔となり、多くの住⺠が集い憩う中⼼拠点を形成します 

 
・まちの玄関口であるＪＲ篠栗駅や、多様な住民が行政サービスから健康

増進や交流の場を担う公共施設が集積するエリアをまちの中心拠点と位

置づけて、都市機能の強化を図り、まとまりのある市街地の形成と公共

交通ネットワークによる低炭素なまちづくりを目指します。 
・クリエイト篠栗やオアシス篠栗の文化・交流施設から、近くを流れる多々

良川の水辺までのエリアを一体的に整備・活用することにより、多くの

住民が集い憩うまちの顔となる都市環境の形成を図ります。 

 
【将来の生活像】 

中心拠点では、平日・休日を問わず、多くの住民がいきいきと集い、

多々良川の水辺の散策や、文化・交流施設での多様な活動を楽しん

でおり、篠栗町の顔となる賑わいのある光景が見られます。 

 
 
 

広域的な交通利便の⾼さを活かし、まちの活⼒となる産業⼒
を⾼めます 
 
・九州自動車道及び福岡都市高速福岡インターチェンジに近接し、福岡市

と筑豊地域を結ぶ国道 201 号が通る交通利便の高さを活かした企業・事

業所の誘致等による産業集積に努め、新たな雇用の創出と生産人口の増

加によるまちの活力向上につながる産業力の強化を図ります。 

 
【将来の生活像】 

広域的な交通利便の高さを活かした流通系をはじめとした業務施設

等が国道２０１号等の主要な幹線道路沿いを中心に集積が進み、職

住近接によるコンパクトな生活圏が町内で形成されています。 
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⼦どもからお年寄りまで誰もがいきいきと活動する⾃⽴的な
地域を育てます 
 
・まちづくりの主役である住民が地域づくりや社会活動等の様々な活動に

参画できる機会や空間を整えるとともに、互いに顔の見える地域コミュ

ニティの育成により、安心していきいきと暮らせる自立的な地域環境の

形成を図ります。 

 
【将来の生活像】 

住民等によるさまざまな活動が展開され、子どもからお年寄りまで

多様な世代が共にいきいきと暮らしやすいまちづくりが進み、日常

のみならず、災害等の緊急時においても機能する自立的な地域コミ

ュニティが育まれています。 

 
 
 

災害に対するまちの防災⼒を⾼めます 

 
・山地や市街地内を流れる多々良川など、豊かな自然に恵まれる一方で、

近年頻発するゲリラ豪雨等により、自然災害がまちを襲う危険もあるこ

とから、洪水や内水被害、土砂崩れなどの災害の発生を抑制しつつ、被

害を最小限におさえることができるよう防災機能の強化を図ります。 

 
【将来の生活像】 

身近な公園や学校、公民館等の避難環境が整うとともに、防災マッ

プ等をはじめとした災害危険箇所や避難に関する情報等を住民一人

ひとりが日ごろから意識し、災害時に備えた安心・安全な生活環境

が形成されています。 
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⽣活利便の⾼さと、豊かな⾃然が織りなす誰もが暮らしやす
い住環境を形成します 
 
・日常的な買物や公共公益サービス等の都市機能の充実や、身近な公園・

道路の環境改善を図り、快適で暮らしやすい住環境の形成を図ります。 
・日常の暮らしのなかで、山々の緑や多々良川の水辺等の豊かな自然が身

近に感じられる篠栗町の特色を活かした快適な住環境の形成を図ります。 

 
【将来の生活像】 

水と緑豊かな自然を身近に感じながら、生活利便施設が町内に整い、

身近な公園では元気に遊ぶ子どもたちやお年寄りなどの多様な世代

が憩い、快適でゆったりとした暮らしが形成されています。 

 
 

 

 

豊かな⾃然がつくりだす美しい⾵景を守ります 

 
・市街地を取り囲むように三方を緑豊かな山々が広がり、まちの中央部に

は多々良川が流れるなど、雄大で豊かな自然に抱かれたまちとして、自

然がつくりだす美しい風景を守り、その風景と調和する市街地の景観形

成を図ります。 

 
【将来の生活像】 

日常生活のなかで、まちなかの道路や多々良川沿いを散策する時な

ど、多様な生活シーンの中で、ふと目を上げると、緑豊かな山々と

川がつくりだす美しい風景が昔と変わらず見ることができます。 
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住⺠が育んできた豊かな資源を活かし、観光⼒を⾼めます 

 
・篠栗四国八十八ヶ所霊場などの歴史的・文化的な資源に加え、豊かな自

然が作り出す美しい風景や、農業の営みによって作りだされた美しい田

園風景等、篠栗町の人々の生活とともに育まれてきた豊かな地域資源を

活用しながら、さらなるまちの魅力や楽しみ方を発信する着地型観光を

推進し、まちの活力となる観光力の向上を図ります。 

 
【将来の生活像】 

八十八ヶ所霊場に遠方から訪れる人たちだけでなく、近郊の都市の

人々が、休日などには山歩きや水辺の散策、四季の変化とともに彩

りが移り変わるまちの風景を楽しみに訪れ、にぎわいのある光景が

あちこちで見られます。 
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３．篠栗都市計画区域における⽬標⼈⼝ 

（１）町全体の⽬標⼈⼝ （基準年：平成２３年住民基本台帳人口） 

第５次篠栗町総合計画では、現状の人口動向を踏まえた推計人口の算出

を行い、産業育成等の多様な施策の実現により、定住人口の回復を目指す

ものとし、平成２９年の篠栗町全体の目標人口を３２，８００人と定めて

います。 

 
 

（２）篠栗都市計画区域における⽬標⼈⼝ 

篠栗町では、「第５次篠栗町総合計画」において、多様な施策を展開する

ことにより、平成２９年の町全体の人口において３２,８００人を目指すと

しています。 
そこで、篠栗町の一部に指定されている篠栗都市計画区域の目標人口を

設定するにあたり、総合計画に基づく多様な施策が実施されることをふま

え、本都市計画マスタープランにおける目標年次である平成４４年まで、

平成２９年以降、都市活力を担う人口を維持することを目指したまちづく

りを推進することが必要であると考えます。 
県が定める都市計画区域マスタープランでは、平成２７年の篠栗都市計

画区域の目標人口は３０，７００人とされています。 
これらをふまえ、篠栗都市計画区域における平成４４年の目標人口は、

３０，７００人と設定します。 

 
▼都市計画区域の人口推移と目標人口 
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４．将来都市構造 
将来の都市構造は、現在の地形、地勢、土地利用、交通網等による構造

を基本としつつ、将来像の実現に向けたまちづくりのテーマに基づき、都

市の骨格を形成する拠点と軸を位置づけるとともに、都市としての一体的

な土地の保全と活用を進めるためのゾーンによる構成とします。 

 

（１）拠点と軸 

□中心拠点 

・本町の玄関口であるＪＲ篠栗駅を中心とした南北地区を「中心拠点」と

位置づけ、まちの中枢機能を有する行政施設や健康・文化・交流を担う

公共公益施設等が多く集積し、住民が集い賑わうことによるまちの顔と

なる魅力ある拠点の形成を図ります。 

 
□交流拠点施設 

・地域における住民間の交流や地域の身近な防災の拠点を担う施設として、

学校等の公共施設を「地域交流拠点施設」と位置づけ、アクセス性や施

設利便性の向上を図ります。 
・まちづくりの主体である住民がスポーツ等を通して、いきいきと楽しく

暮らすことができる交流の場である運動公園を「スポーツ交流拠点施設」

と位置づけ、アクセス性や施設利便性の向上を図ります。 

 
□広域交流軸 

・福岡都市圏における住民の生活行動を支えるとともに、筑豊地域との広

域的な都市間の交流や九州内の各都市への広域的な交通ネットワークへ

とつながるアクセスを担う交通網として、国道 201 号や県道福岡篠栗線、

ＪＲ篠栗線を「広域交流軸」と位置づけ、交流機能の強化を図ります。 

 
□地域連携軸 

・広域的な交流を担う広域交流軸とのネットワークを補完し、町内におけ

る地域間の連携を支える骨格を担う道路を「地域連携軸」と位置づけ、

都市内における円滑な移動や地域間の連携の促進を図ります。 
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（２）ゾーン 

□拠点市街地ゾーン 

・ＪＲ篠栗駅を中心とした南北の市街地を「拠点市街地ゾーン」と位置づ

け、多様な公共公益施設をはじめ、住民の日常的な生活サービス施設、

住宅等の多様な都市機能の集積を図り、本町の拠点を担う高密な市街地

形成を図ります。 

 
□住宅市街地ゾーン 

・拠点市街地周辺や北部の大規模な開発団地等は、「住宅市街地ゾーン」と

位置づけ、背景となる緑豊かな山並みや多々良川の水辺などの自然と調

和した良好な住環境の形成を図ります。 

 
□産業業務ゾーン 

・広域交通の利便の高さを活かし、工業系や流通業務系の土地利用を図る

地区を「産業業務ゾーン」と位置づけ、広域交流軸とのアクセスや周辺

の住宅市街地の環境に配慮した市街地形成を図ります。 

 
□計画的活用ゾーン 

・広域交通の利便の高さを活かすことにより、新たな雇用の創出による都

市活力の維持・向上、職住近接の生活環境を活かした定住人口の維持・

増加に向け、計画的な土地の活用を図る地区を「計画的活用ゾーン」と

位置づけます。 
・ただし、無秩序な市街化を促進することのないよう、計画的な整備・活

用を図ることとします。 

 
□田園ゾーン 

・多々良川沿いをはじめ、町の西部に広がる農地と集落地からなる地区を

「田園ゾーン」と位置づけ、営農環境の維持・向上により優良なまとま

りある農地の保全を図り、市街地の背景となる美しい田園風景の保全を

図ります。 

 
□森林ゾーン 

・緑豊かな樹林地や山間の集落からなる地区を「森林ゾーン」と位置づけ、

豊かな森林の維持・管理による自然環境の保全や山間の集落の活力維持

を図ります。 
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□レクリエーションゾーン 

・太宰府県立自然公園区域を「森林レクリエーションゾーン」と位置づけ、

豊かな自然と歴史・文化に親しむことのできるレクリエーションの場と

して保全・活用を図ります。 
・市街地内を流れる多々良川の水辺を「親水レクリエーションゾーン」と

位置づけ、住民が身近に水辺に親しむことのできる親水空間としての整

備・活用を図ります。 
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１．⼟地利⽤の⽅針 

（１）基本⽅針 

□福岡都市圏における良好な住宅都市として、日常的な生活利便の高さと、

恵まれた自然の中でゆったり暮らせる良好な住環境が両立する市街地の

形成を図ります。 

 
□ＪＲ篠栗駅南北に広がる市街地では、町内での日常生活を支える多様な

機能の集積を図り、生活利便の高い、本町の中心を担う拠点市街地の形

成を図ります。 

 
□市街地の周囲に広がる田園及び森林は、暮らしにゆとりと潤いを与える

豊かな自然環境であると同時に、人々の営みとともに形成された里の風

景を形成するものであり、乱開発を防止し、適切に維持・保全を図りま

す。 

 
□国道 201 号沿道等では、無秩序な市街化を抑制しつつ、広域交通ネット

ワークの利便性を活かした産業業務地等として、適切な土地利用コント

ロールのもとで計画的な活用を検討し、雇用の創出等による職住近接の

暮らしの実現による本町の都市活力の向上を目指します。 

 
□太宰府県立自然公園をはじめとした山々の緑、多々良川の水辺、篠栗八

十八ヶ所霊場巡り等の固有の歴史・文化を活かした観光による賑わいの

創出を図るとともに、それらの多くが分布する都市計画区域外では適切

に自然環境の保全を図り、豊かな自然と観光による賑わいが共存する都

市環境の保全・形成を図ります。 

 
 

（２）類型別⼟地利⽤⽅針 

①拠点市街地 

・本町の玄関口であるＪＲ篠栗駅南北に広がる市街地では、広域的な移動・

交流を支える交通利便の良い地理的特性を活かし、行政サービス、健康・

福祉、文化などの公共公益サービスから、日常の生活サービスをはじめ

とした商業・業務、住宅まで、多様な機能の集積を図り、生活利便性の

高い、まちの拠点を担う市街地の形成を図ります。 
・ＪＲ篠栗駅から多々良川沿いまでの県道猪野篠栗線沿いでは、多くの住
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民が利用し、交流する施設としてオアシス篠栗やクリエイト篠栗が立地

しており、沿道の施設や河川沿いの水辺等を活かし、駅からのシンボル

的かつ魅力ある市街地環境の形成を図ります。 
・交通利便や生活利便を活かし、拠点市街地への中高層住宅の立地を誘導

することにより、高密な拠点市街地の形成を目指します。 

 
②住宅市街地 

・計画的に開発、整備されたニュータウンや住宅地では、地区計画制度や

協定制度等を活用することにより、良好な住環境の保全・形成を図り、

持続可能な市街地環境の形成を図ります。 
・低層の建物を中心に、まとまりある市街地景観やゆとりある住環境が形

成されている地区では、将来的な高度利用等を前提としない場合、土地

利用特性をふまえた適正な容積率の設定や地域地区制度等の活用を行う

ことにより、良好な居住環境の保全・形成を図ります。 
・緊急車両等の通行が困難な狭あい道路や行き止まり道路等が多く見られ

る住宅地では、官民の協働により、生活道路の整備・改善に取り組み、

安全・安心な市街地環境の形成を図ります。 
・九大演習林の一部にあたる西側処分予定地では、周囲の自然環境や景観

との調和を図りながら、緑ゆたかなゆとりある低層住宅地として、計画

的な土地利用更新を図ります。 
・採石場跡地では、周囲の自然環境や景観との調和を図りながら、緑ゆた

かなゆとりある低層住宅地として、跡地活用について検討を行い、将来

的な土地の有効活用を図ります。 

 
③産業業務地 

・福岡東鉄工団地では、交通利便を活かした良好な生産環境の維持・向上

に努め、施設の機能強化を図るとともに、隣接する住宅地の住環境に配

慮し、団地外周および敷地内の緑化等による適切な土地利用を図ります。 
・尾仲・乙犬地区の県道福岡篠栗線沿道では、広域的な交通利便を活かし、

工業系に加え、流通業・卸売業等の新たな産業の集積による沿道型の産

業業務地の形成を図ります。 
・和田地区・津波黒地区・高田地区の国道 201 号沿道では、インターチェ

ンジへの近接性を含む広域交通の利便性や、工業団地への近接性を活か

し、工業・流通業等の産業業務地として、周辺の営農環境や自然環境、

住環境に配慮するとともに、無秩序な開発等による市街化を促進しない

よう配慮した、計画的な土地の活用を検討します。 
・九大演習林の一部にあたる東側処分予定地では、周囲の自然環境や景観

との調和を図りながら、土地の有効利用による新たな産業用地として、
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計画的な土地利用更新を図ります。 
・採石場跡地では、周囲の自然環境と調和を図りながら、新たな産業用地

として跡地活用について検討を行い、将来的な土地の有効活用を図りま

す。 

 
④田園 

・多々良川沿いや山すそ等の市街化調整区域に広がる優良な農地は、第１

次産業の生産基盤であり、また都市の水環境の調整や生物の生息環境等、

多様な機能を有しているとともに、市街地の背景として、都市にゆとり

と潤いを与える重要な要素であることから、無秩序な開発を抑制すると

ともに、担い手育成支援や地産地消の促進等の産業施策に取組むことに

より、営農環境の維持・向上に努め、農用地の適切な保全を図ります。 
・集落地では、生活道路や下水道等の生活基盤施設をはじめとした集落環

境の整備・充実を図り、集落の活力の維持・向上を図ります。 

 
⑤森林 

・本町の大部分を占める森林は、保水機能や二酸化炭素の吸収、生物の生

息環境等、防災面や環境面から多様な機能を有するとともに、貴重な自

然に身近に触れ合うことができる場であり、所有者の適切な維持管理を

促すとともに、地域材の利用促進や労働力の確保等多様な施策に取組む

ことにより、緑豊かな都市景観の骨格を形成する重要な要素として、森

林の適切な維持・保全を図るとともに、観光レクリエーションにおける

交流の場として積極的な活用を図ります。 

 
⑥親水レクリエーションゾーン 

・市街地の中央を流れる多々良川は、都市に潤いを与えるオープンスペー

スであり、その特性を活かし、連続する水辺環境を楽しめる散策路や川

への眺めを楽しめる空間づくりなど、水辺を活かした環境整備を図り、

日常的な生活環境の中における身近な親水レクリエーションの場の形成

を図ります。 
・特に、拠点市街地周辺では、公共公益サービス等の交流施設との一体的

な利用を見据えた魅力ある水辺空間の形成に努めます。 

 
⑦森林レクリエーションゾーン 

・市街地の三方を取りかこむように広がる森林は、太宰府県立自然公園を

中心に、森林セラピー基地＊をはじめとした数多くの散策路や歴史ある寺

社・霊場が分布しており、町内外から多くの人が訪れ、自然に親しめる

レクリエーションの場として、自然環境の保全・活用を図るとともに、
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本来の自然環境に配慮しつつ、訪れる人や車両に対するアクセス機能や

サービス機能の強化・充実を図ります。 

 
＊森林セラピー基地…特定非営利活動法人「森林セラピーソサエティ」によって、癒

し効果が科学的に検証された森林浴効果（＝森林セラピー）が

あると認定された森林やウオーキングロードを持つ地域のこと。 

 

（３）適正な⼟地利⽤コントロールに関する⽅針 

①市街化区域及び用途地域 

・定住型の住宅都市づくりとしての住環境の向上や拠点機能の強化、新た

な産業業務機能の集積等、本町が目指すまちづくりの実現に向け、適切

な用途地域の指定または見直し、または地域地区の活用等を図ります。 
・市街化区域内において、将来的に市街地が形成される見込みのない地区

については、区域区分の見直しも含めた、地区の実情をふまえた適切な

土地利用コントロールを検討します。 

 
②市街化調整区域 

・市街化調整区域では、将来的な人口・世帯数や高齢化等の動向をふまえ

るとともに、本町の特性である緑豊かな自然に包まれた住宅都市づくり

の観点から、原則として開発を抑制し、無秩序な市街化を防止します。 
・市街化区域に近接し、道路等の都市基盤が整っている地区では、既存の

交通環境や周囲の市街地環境を悪化させないとともに、無秩序な開発の

広がりを促進しないと想定される場合には、区域区分の見直しや地区計

画制度等を活用した計画的な整備及び土地活用を検討します。 

 
③準都市計画区域 

・国道 201 号沿道区域では、周囲の豊かな自然環境や景観と調和した観光

レクリエーションに関連する魅力的なサービス施設等の立地を許容しつ

つ、無秩序な開発や既存の集落環境を阻害する土地利用を抑制するため、

用途地域等の指定により、適切な土地利用の整序及び環境の保全を図り

ます。 

 
④都市計画区域外 

・都市計画区域外では、農林業関連による施策や森林法や自然公園の指定

による制限等により、良好な自然環境や自然景観の保全、集落環境の維

持・向上を図り、都市計画区域内外において本町の恵まれた自然につい

て一体的な保全を図ります。  
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２．市街地整備の⽅針 

（１）基本⽅針 

□ＪＲ篠栗駅を中心とした南北市街地において、町の中心拠点にふさわし

い市街地環境の形成を図るため、住民等の交流を促進する魅力ある空間

づくりや、駅南北の円滑な往来を支える歩行動線の整備と歩きたくなる

歩行空間づくり等により、賑わいある町の中心拠点の形成を図ります。 

 
□地区の特性を活かした通り景観の形成等により、魅力ある沿道環境の形

成を図ります。 

 
□誰もが安心して安全に住み続けられるよう、生活道路等の基盤施設の改

善による住環境の向上を図ります。 

 
 

（２）市街地整備の⽅針 

①中心拠点地区 

・ＪＲ篠栗駅を中心とした南北市街地の一体化による多くの人の交流の場

となる中心拠点の形成を図るため、ＪＲ篠栗駅における自由通路の整備

等による円滑な移動経路の形成により、南北の往来による回遊性の向上

を図り、南北が一体となった中心拠点機能の強化を図ります。 
・ＪＲ篠栗駅では、橋上化及び駅前広場等の整備・充実等による交通結節

機能の強化に向けた検討を図るとともに、標識や案内板等の整備・充実

を図ることにより、町の玄関口であり、まちの顔となる駅前空間の形成

を図ります。 
・ＪＲ篠栗駅周辺から多々良川にかけて、住民の憩いや交流、散策や回遊

性を高める歩行環境や水と緑を活かした魅力ある空間の整備・充実を図

り、町の顔となる中心拠点にふさわしい景観整備を図ります。 

 
②県道福岡篠栗線沿道地区 

・都市計画道路の整備に合わせた魅力ある沿道施設の集積を図るとともに、

まちの東西の骨格を形成する通りとして、まとまりと魅力ある沿道景観

の形成を図ります。 

 
③旧篠栗街道地区 

・旧篠栗街道の歴史的な道すじと水路、住宅や庭木が作り出す沿道のまち
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なみを活かし、公共施設等の改良や建築物や塀・緑等による修景等を誘

導することにより、地区の歴史と文化を活かした魅力ある通りの形成を

図ります。 

 
④狭あい道路等の解消を要する地区 

・幅員が４ｍ未満の狭あいな道路が多く見られる地区や緊急車両の通行が

困難な道路網のみの地区では、狭あい道路等整備促進事業等を活用し、

建築物の建替え時における後退用地や空地等を活用した生活道路の改善

を図り、安全な市街地環境の形成を図ります。 

 
 
▼市街地整備方針図 
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３．交通施設の整備⽅針 

（１）基本⽅針 

□広域的な交通利便を支える幹線道路の整備・充実を図るとともに、町内

における地域間の交流・連携による回遊性を向上させるため、地域間を

結ぶ交通ネットワークの形成を図ります。 

 
□交通結節点であるＪＲ篠栗駅への南北市街地からのアクセス性の向上を

図るとともに、公共交通の利便性を高め、駅舎及び歩行空間の一体化等

も含めた南北市街地の回遊性の向上を図ります。 

 
□市街地内を流れる多々良川沿いや風情を感じさせる旧篠栗街道の道すじ

等を活かした魅力ある歩行空間の整備を図るとともに、緑豊かな山間や

田園の中を散策するルート等の充実を図り、多様な魅力を有する歩行環

境の充実を図ります。 

 
 

（２）道路網の整備⽅針 

①広域幹線道路 

・福岡都市圏及び筑豊地域との大動脈を担う（都）国道 201 号は、本町の

道路網において東西の骨格を形成する広域的な幹線道路として、機能の

充実・向上を図ります。 

 
②都市幹線道路 

・本町南部の市街地における東西の骨格を形成する幹線道路として、（都）

乙犬上町線（県道福岡篠栗線）の整備を図り、市街地内における円滑な

移動環境の形成を図るとともに、快適で魅力ある沿道利用の促進に努め

ます。 

 
③地域幹線道路及び主要な生活道路 

・都市計画道路網を連絡することにより、町内の地域間の円滑な移動を支

えることにより、地域間における連携や回遊性を高める幹線道路として、

既存の道路網を活用しながら、市街地を分断する河川や鉄道を横断する

（仮）南北中央線や（仮）南北西線、市街地外周におけるネットワーク

を補完する（仮）東西幹線の整備・改良を図ります。 
・市街地の分断要素である鉄道を挟んだ南北のそれぞれの市街地から、中
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心拠点であるＪＲ篠栗駅周辺へのアクセスを担う県道猪野篠栗線や（仮）

駅南停車場線の整備・改良を図り、拠点地区へのアクセス性の向上を図

ります。 
・災害時に避難所となる学校等の公共施設へ通じる地域幹線道路や主要な

生活道路では、避難路や物資の輸送等に必要な幅員の確保等による防災

機能の向上を図ります。 
・通学路や地区内の主要な生活道路等では、緊急車両の通行できない狭あ

い部分の拡幅整備や危険な交差点等の改良、行き止まり道路の解消、バ

リアフリー化への対応等とともに、街路灯・防犯灯等の設置等を官民協

働により推進することにより、安全で快適に通行できる道路環境の形成

と、防犯・防災機能の向上に努めます。 

 
④歩行者・自転車道路 

・ＪＲ篠栗駅南北の歩行者の往来による中心拠点の賑わいと回遊性の向上

を図るため、自由通路の整備・改善を図るとともに、駅舎の橋上化によ

る一体的な整備に関する調査・検討を行います。 
・駅や公共公益施設が集積する中心拠点では、バリアフリー化に向けた整

備・改善を促進するとともに、歩行者と自転車利用者それぞれの通行の

安全性を確保した誰もが使いやすい歩行環境の形成を図ります。 
・多々良川沿いや旧篠栗街道の道すじでは、水辺の景観や歴史・文化を醸

しだすまちなみ等を活かした魅力ある歩行環境の整備・改善を図ります。 

 
 

（３）公共交通施設等の整備⽅針 

①鉄道 

・ＪＲ篠栗駅では、南北市街地からの駅利便の向上に向け、駅の南北それ

ぞれに交通広場等の整備・充実を図るとともに、パークアンドライド等

の利用促進につながる駐車場・駐輪場等の整備・充実、案内板や標識の

設置、景観整備等により、町の玄関口にふさわしい顔づくり及び交通結

節機能の強化を図ります。 

 
②バス 

・町内を走るバスは、子どもやお年寄り等の交通弱者にとって、重要な移

動手段であることから、民間バス事業者に対して、現在のバス路線の維

持及び利便の向上について積極的に働きかけることにより、バス交通の

維持に努めます。 
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③その他 

・町内を走る福祉バスについては、公共施設が集積する中心拠点と各地区

を結ぶ貴重な公共的な移動手段であることから、継続的な運営及び利便

の向上に努めます。 
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４．上下⽔道等の整備⽅針 

（１）基本⽅針 

□整備された上下水道等の安定的な利用が確保できるよう機能の充実を図

るとともに、安全かつ継続的な利用環境の形成にむけ、適切な維持・管

理及び計画的な施設の更新等に努めます。 

 
 

（２）上⽔道の整備⽅針 

・本町では、計画給水区域の整備はほぼ完了しているものの、給水区域外

の一部において、安定した生活用水の確保に向けた検討に努めます。 
・整備後、長期間経過した水道施設については、定期的な点検・調査、診

断、対策等を積極的に行うことにより、長期間の使用に耐える施設の維

持・管理及び必要に応じた施設等の更新等に努めます。 

 
 

（３）下⽔・排⽔施設の整備⽅針 

・本町では、公共下水道の整備はほぼ完了しているものの、整備後、長期

間経過した施設等も見られ、定期的な点検・調査、診断、対策等を積極

的に行うことにより、長期間の使用に耐える施設の維持・管理及び必要

に応じた施設の更新等に努めます。 
・公共下水道の計画区域外では、農業集落排水事業や合併処理浄化槽の整

備等、地区の特性に応じた下水・排水施設の整備に努めます。 
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５．⾃然的環境の保全及び都市環境・景観の形成⽅針 

（１）基本⽅針 

□町の大部分を占める森林の緑や市街地内を流れる多々良川の水辺は、本

町の骨格であり、魅力ある都市環境を形成する重要な要素として、豊か

な自然環境や景観の保全・活用を図ります。 

 
□身近な公園や広場等は、子どもからお年寄りまで多様な世代が集い、交

流することのできる貴重なオープンスペースとして整備・充実を図り、

安心して快適に住み続けられる住環境及び地域コミュニティの形成を図

ります。 

 
□緑豊かな山々に抱かれた市街地としての特性を活かし、周囲に広がる自

然と調和した景観形成を図るとともに、地区の個性を活かした魅力ある

景観の形成を図ります。 

 
 

（２）⾃然的環境の保全・活⽤の⽅針 

①森林の保全・活用 

・太宰府県立自然公園区域をはじめとした町の三方に広がる豊かな森林は、

貴重な自然環境として適切に保全を図るとともに、町内外を問わず多く

の人々が身近に自然を楽しめるよう、自然環境との調和に配慮した散策

路や展望台等の整備・充実を図ります。 

 
②水辺の保全と活用 

・多々良川をはじめとした河川では、治水機能の確保を図りながら、河川

本来の水質や河川敷の緑地等の環境の保全を図るとともに、河川沿いで

の親水空間の形成や水辺の散策路等の整備・充実により、水辺に親しめ

るレクリエーション空間としての活用を図ります。 
・篠栗九大の森では、蒲田池の水辺と豊かな樹林地を活かし、住民が身近

に水辺を散策等できる憩いの場として、大学との協力・連携を図りなが

ら、適切な維持・管理及び機能の充実・活用を図ります。 
・農業の営みや治水機能として整備されたため池やダム等の水辺について

は、本来の治水機能等に配慮しながら、田園や森林地域における水辺を

楽しめる場として、散策路や広場等の空間づくりに努めます。 
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③農地の保全と活用 

・多々良川沿いや南部の山すそに広がる優良な農地は、生産基盤であると

同時に、都市の治水・遊水機能を有している貴重な自然的環境であり、

また市街地に潤いを与える緑地空間として、農業施策と調整・連携を図

りながら適切に保全を図ります。 
・耕作放棄地等の遊休農地については、農業施策と連携を図りながら拡大

防止を図るとともに、菜の花やレンゲ、コスモス等の景観作物を活用し

た美しい田園風景づくりへの活用も含めた有効利用に努めます。 

 
 

（３）公園・緑地の整備⽅針 

①身近な交流の場を担う公園・広場等の整備 

・地域における身近な憩いの場や子ども達の遊び場、地域住民の交流の場

となる身近な公園や広場については、誘致圏に配慮しながら適切な配置

による整備・充実を図ります。 
・都市公園をはじめとした既存の公園については、利用状況や設備状況を

踏まえながら、官民の協働のもと、住民ニーズにあった再整備や維持管

理、今後の活用方策等について検討を行い、有効利用を図ります。 

 
②スポーツ交流拠点施設の充実 

・カブトの森（篠栗町総合運動公園）については、多くの住民が気軽にス

ポーツを楽しみ、スポーツを通して交流を促進する拠点施設として、機

能の充実を図ります。 

 
 

（４）都市環境・景観の形成⽅針 

①緑豊かな都市環境の保全・形成 

・市街地を取り囲む緑豊かな樹林地は、都市に潤いをもたらす貴重な自然

であるとともに、本町の風景として多くの住民に親しまれている景観を

構成する重要な要素であり、緑地保全地区や風致地区等の制度を活用し

て、適切な緑地の保全と景観形成を図ります。 
・市街地では、主要な道路への街路樹の植樹や公共公益施設の敷地内にお

ける緑化を促進するとともに、民間の住宅や事業所等の敷地内における

緑化を誘導するなど、周囲の自然と調和した緑豊かなゆとりと潤いある

市街地環境の形成を図ります。 
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②地区の個性を活かした景観形成 

・中心拠点地区では、ＪＲ篠栗駅南北から多々良川沿いまでのエリアにお

いて、住民が心地よく憩い、集うことのできる公共空間の景観整備等を

図り、本町の顔にふさわしい魅力ある景観の形成を目指します。 
・県道福岡篠栗線沿道では、市街地内の東西の骨格を担う幹線道路にふさ

わしい機能の充実・整備を図る中で、歩きたくなる歩行空間の整備や沿

道の建物等における景観誘導を図ることにより、魅力ある通りの景観形

成を目指します。 
・旧篠栗街道沿道では、歴史的な道すじや水路等の公共施設において景観

に配慮した整備を図るとともに、沿道の建物等における景観誘導を図る

ことにより、地区の歴史・文化を活かした風情あるまちなみの保全・形

成を目指します。 

 
③一体的な景観形成の推進にむけて 

・本町には、都市計画区域内外を通して、自然・歴史や文化・人々の営み

や活動が創りだす多様かつ魅力ある景観が形成されており、将来的には、

景観法に基づく景観計画の活用等もふまえながら、官民が一体となった

良好な景観形成の推進を目指します。 
・個々の地域の魅力について、景観を通して住民とともに再確認すること

により、それぞれの地域の魅力や貴重な資源を活かしたまちづくりに取

り組むことで、より一層の観光の振興、地域間の交流促進、地域の活性

化につなげることを目指します。 
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６．都市防災の⽅針 

（１）基本⽅針 

□台風や局地的な豪雨、地震等の自然災害に対し、洪水や土砂崩れ等の発

生を未然に防止するよう、河川護岸の強化等による治水対策や危険箇所

に対する防災施設の整備を促進し、可能な限り災害を未然に防止するこ

とのできる都市の防災力の形成を図ります。 

 
□災害発生時や発生後、人や物の被害を可能な限り 小限化することがで

きるよう、災害を見据えた都市施設の機能の強化や情報の周知・共有を

図るとともに、官民が協力・連携した防災環境及び防災体制の形成を図

ります。 

 
 

（２）都市防災の⽅針 

①災害の防止に向けた対策の充実 

・多々良川水系の河川における洪水や内水被害を防止するため、河川護岸

の整備・強化や浚渫等による治水機能の強化を図るとともに、水路網や

雨水・排水施設の整備・充実による都市全体での治水対策の充実を図り

ます。 
・土砂災害の発生の未然防止を目指し、森林の保水機能の保持に配慮した

適切な維持・管理に努めるとともに、危険区域や過去に災害のおこった

地区等においては、無秩序な開発の抑制を図ります。 

 
②災害に強い市街地環境の形成 

・幹線道路や主要な生活道路は、災害時の円滑な避難や救助活動、支援物

資等の輸送において重要な機能を有しており、適切なネットワークの形

成と個々の路線の機能強化に努めます。 
・避難所としての役割を担う公園や学校等の公共施設では、適切な維持管

理を図るとともに、緊急時に使用できる防災機能の強化・充実を図ると

ともに、避難所への経路の確保に努めます。 
・地震時に防災拠点施設となる公共施設については積極的な耐震化を図り、

民間の老朽建築物や旧耐震基準による地震に弱い建物に対し、耐震診断

の推進や、個々の耐震強化、建替えの促進等に努め、地震時の建物倒壊

を防止した地震に強い市街地環境の形成に努めます。 
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③官民が協力・連携した総合的な防災環境づくり 

・住民の防災意識の向上に向け、ハザードマップ等の防災情報の周囲・共

有を図り、住民の主体的な防災への取組みを推進します。 
・初期避難行動の迅速化を目指し、防災無線や防災メール、ラジオ等を活

用した情報発信体制の構築を図ります。 
・災害発生時に、住民の安全な避難や初期活動が自主的にスムーズに行う

ことができるよう、日常的な地域コミュニティの形成と、自治会等と連

携した自主防災組織づくりなど、体制の構築や人材の育成を推進します。 
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１．地域区分 

（１）地域区分の考え⽅ 

地域別構想における地域区分は、一定の生活圏を基本としたまとまりあ

るエリアを対象にまちづくり方針を定めることを目的とするため、小学校

区を基本に、以下の３つの地域に区分することとします。 

 
●篠栗地域 

ＪＲ篠栗駅以東のエリア。地域の西部には市街地が広がり、東部は森林

地域（都市計画区域外）からなる地域。 

 
【対象となる地区名】 

城戸区、山手区、山王区、上町区、中町区、下町区、高田区、金出区、

萩尾区、大勢門区、新町区 

 
●勢門地域 

ＪＲ篠栗線以南のエリア。地域の北部が平地、南部が丘陵地・森林地域

（都市計画区域外）からなる地域 

 
【対象となる地区名】 

庄区、尾仲区、若杉区、乙犬区 

 
●北勢門地域 

ＪＲ篠栗線以北のエリア。地域の南部が平地、北部が丘陵地であり、全域

が都市計画区域に指定されている地域。 

 
【対象となる地区名】 

和田区、津波黒区、田中区、明治区、池の端区、ベンタナヒルズ区 

 
 

（２）地域区分の考え⽅ 

地域別の人口密度の現況は、以下の通りです。 

 
●篠栗地域 ：地域西部の市街地内で人口密度が高く、東部では低い。 

特にＪＲ篠栗駅周辺にあたる新町区や下町区では 80 人以上/ha
と、まとまりのある市街地が形成されています。 
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●勢門地域 ：地域の北部（平地）は西側の一部を除き、80 人以上/ha とまと

まりのある市街地が形成されています。尾仲区や乙犬区の県道

福岡篠栗線沿いでは、人口密度は隣接する地区に比べ、やや低

い人口密度となっています。 

 
●北勢門地域：地域の南東部（平地）と北西部（丘陵地）に市街地が形成さ

れ、いずれも 80 人以上/ha の地区からなりまとまりのある市

街地が形成されています。 
国道 201 号以北の丘陵地の密度は低くなっています。 

 
 
▼地域区分図 
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２．篠栗地域 
 

【本地域の特徴】 

○町の中心拠点を有するＪＲ篠栗駅周辺地域 
○豊かな森と多々良川の自然、美しい里の風景 
○旧篠栗街道沿いの集落や篠栗四国八十八カ所霊場と遍路道等の歴史・文化 

資源 
○町の東西の大動脈である国道 201 号や県道福岡篠栗線、ＪＲ篠栗線等の交 

通利便 
○福岡都市圏のベッドタウンとしての交通利便の良さから駅周辺でのマンショ

ン増加 
○都市計画区域外における国道 201 号沿いの潜在的な開発可能性の高さ 

 
                   特徴を活かしたまちづくりに向けて 

 

（１）地域づくりの基本⽅針 

■目標像 

豊かな自然と歴史・文化に抱かれた 

「篠栗らしさ」を感じられる、暮らしと交流のあるまち 
 

本地域は、篠栗町の玄関口であるＪＲ篠栗駅を中心に、本町の顔

となる市街地部と豊かな自然とともに、本町を代表する文化である

篠栗四国八十八カ所霊場と遍路道を有する、自然と歴史・文化を感

じられるまちです。 
この豊かな自然、歴史、文化を活かしながら、交通利便のよい快

適な暮らしと多くの人が訪れる交流が共存することで、篠栗の良さ

を「篠栗らしさ」として体感できる地域づくりの実現を目指します。 

 
 

■地域づくりの重点テーマ 

・多くの人が集い憩う中心拠点の形成 
・交通利便を活かした有効な土地活用と活性化の実現 
・豊かな自然と特徴ある歴史・文化の保全・継承と活用 
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（２）地域づくりの⽅針 

■市街地環境の保全・形成 

・ＪＲ篠栗駅を中心とした南北市街地では、多様な機能の集積を図ることに

より、交通利便を活かした多くの住民が集い憩う中心拠点となる市街地環

境の形成を図ります。 
・ＪＲ篠栗駅の利便性の向上と交通結節機能の強化による、町の玄関口にふ

さわしい交通環境の整備を図ります。 
・生活道路の改善等による安心して暮らせる住環境の改善を図ります。 

 
■個性を活かした景観づくり 

・旧街道や篠栗四国八十八カ所霊場巡り等、地域固有の歴史・文化を保全・  

継承するとともに、個性を活かした景観づくりによる交流促進を図ります。 
・山間の集落と田園、里山が創り出す美しい風景の保全を図ります。 

 
■土地の有効活用と産業振興 

・国道 201 号等の利便を活かし、活力づくりにつながる計画的な整備等によ

る土地の有効活用を検討します。 
・採石場跡地を活用し、緑豊かなゆとりある住宅地の整備を誘導し、新たな定

住人口の増加による活力づくりを図ります。 

 
■自然的環境の保全と活用 

・国道 201 号沿いの準都市計画区域では、適切な土地利用の整序を図ること

により、周囲の自然と調和した地域環境の保全を図ります。 
・多々良川やダム湖周辺等の自然的環境の保全を図るとともに、住民が水辺

に親しめる空間の保全・整備及び活用を図ります。 
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３．勢⾨地域 
 

【本地域の特徴】 

○ＪＲ篠栗駅や福岡ＩＣを結ぶ東西の大動脈で 
ある県道福岡篠栗線沿いの商業・ 業務地 

○平地に広がる市街地と南部に広がる森林、山裾に広がる田園 
○背景に山々が広がる穏やかな田園風景 
○低層中心の住宅地と狭あいな生活道路 
○運動公園として住民に親しまれるカブトの森 

 
                   特徴を活かしたまちづくりに向けて 

 

（１）地域づくりの基本⽅針 

■目標像 

背景の山なみと田園等の自然と生活利便が共存した、 

ゆったりとした暮らしを育むまち 
 

本地域は、篠栗町の南西部に位置し、交通利便の良さと幹線道路

沿いを中心とした生活利便の高い快適な居住環境を有するととも

に、市街地の南側にはゆったりとした美しい田園、背景の山々など

自然環境に恵まれ、豊かな自然を身近に感じつつ、ゆったりと快適

に暮らせるまちです。 
この身近な自然と生活利便が共存した地域環境を活かし、ゆった

りとした暮らしを育むことで、誰もが長く住み続けたいと感じられ

る定住型のまちづくりの実現を目指します。 

 
 

■地域づくりの重点テーマ 

・県道福岡篠栗線の利便を活かした沿道型土地利用 
・住宅地と田園・集落地が共存したゆとりある地域環境の保全・形成 
・身近な生活道路や公園等の整備・改善による良好で快適な住環境の形成 
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（２）地域づくりの⽅針 

■市街地環境の保全・形成 

・狭あいな生活道路が多い地区では、生活道路の拡幅や隅切り等の促進によ

る道路環境の改善を図り、誰もが安心して住み続けられる市街地環境の形

成を図ります。 
・低層住宅を中心とした地域では、地区計画等の制度を活用するなど、緑豊

かで良好かつ快適な住環境の維持・向上に努めます。 

 
■魅力ある通りの形成 

・県道福岡篠栗線沿いでは、交通利便の良さを活かし、幹線沿いを中心に商

業・業務、日常生活サービス機能の集積を図り、賑わいとまとまりを感じ

させる通りの形成を図ります。 
・旧街道沿いでは、歴史的な道筋であることを継承した、魅力ある通り景観

の形成によるまちの歴史を継承した地域環境の保全・形成を図ります。 

 
■交通利便を活かした産業振興 

・福岡ＩＣに近接した地理的特性を活かし、工業・流通業務系の事業所の機

能向上を図るとともに、採石場跡地等の土地の有効利用による産業活性化

による新たな雇用の場の創出に努めます。 

 
■豊かな自然的環境の保全・形成 

・豊かな自然と調和した運動公園として、住民に親しまれるよう、カブトの

森公園の拡充を図ります。 
・南部に広がる若杉山一帯の森林は、豊かな緑に包まれた市街地環境を形成

する重要な要素であるとともに、森林セラピー基地など住民が身近に自然

を楽しむ場として森林の維持・管理及び活用を図ります。 
・山間の集落の田園や里山が創り出す美しい風景の保全を図ります。 
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４．北勢⾨地域 
 

【本地域の特徴】 

○東西の大動脈を担う国道 201 号と沿道の土地利用 
○久山町とまたがる工業団地とその南部に広がる 
住宅団地 
○丘陵地域に広がる住宅団地（マンション群） 
○東西に流れる多々良川の水辺 
○多々良川沿いに広がるまとまりある優良な農地 
○篠栗九大の森や九大演習林をはじめとした北部の森林 
○国道 201 号による平地と丘陵地の分断 

 
                   特徴を活かしたまちづくりに向けて 

 

（１）地域づくりの基本⽅針 

■目標像 

多々良川の水辺や丘陵地の緑に包まれた 

緑豊かな快適な住宅と産業が共存するまち 
 

本地域は、東西の大動脈である国道 201 号を境界に、多々良川

沿いの平地と丘陵地の変化のある地形にそって、住宅団地や工業団

地等が共存するまちです。 
住宅地域の近くに、多々良川の水辺や篠栗九大の森をはじめとし

た豊かな自然にふれあえ、快適な居住環境が育まれるとともに、住

宅地に近接した産業業務地が立地することで、職住が共存すること

による活力あるまちづくりの実現を目指します。 

 
 

■地域づくりの重点テーマ 

・交通利便を活かした国道 201 号沿いの土地活用による活力創出 
・身近な自然と調和した緑豊かな快適な住宅市街地の形成 
・多々良川沿いのまとまりある優良な農地の保全 
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（２）地域づくりの⽅針 

■市街地環境の保全・形成 

・狭あいな生活道路が多い地区では、生活道路の拡幅や隅切り等の促進によ

る道路環境の改善を図り、誰もが安心して住み続けられる市街地環境の形

成を図ります。 
・低層住宅を中心とした地域では、地区計画等の制度を活用するなど、緑豊

かで良好な住環境の維持・向上に努めます。 
・九大演習林の一部にあたる西側処分予定地では、計画的な土地利用により

緑豊かな住宅地の形成を図り、新たな定住人口の増加による活力づくりを

図ります。 

 
■交通利便を活かした産業振興 

・工業団地の利便性の向上を図るとともに、隣接する住宅地との共存に向け

た緩衝帯を担う緑地等の確保に努めます。 
・大動脈を担う国道 201 号の交通利便を活かし、無秩序な市街化を促進しな

いことに留意しながら、計画的な土地利用の誘導による新たな産業業務地

の形成を図ります。 
・九大演習林の一部にあたる東側処分予定地を活用し、計画的な土地利用に

よる産業用地の形成を図ります。 
・市街化区域内の未利用地を有効に活用するため、既存の産業業務地の拡充

をふまえた適切な土地利用の見直しを図ります。 

 
■豊かな自然的環境の保全・形成 

・風景の骨格を形成している多々良川の水辺や市街地の背景となる山なみの

緑をはじめとした自然的環境の保全を図ります。 
・多々良川や篠栗九大の森等の水辺では、住民が身近に水辺に親しめる遊歩

道等の空間の整備・活用を図ります。 
・多々良川沿いの平地に広がる優良な農地は、市街地に潤いを与えるととも

に、多様な生物の生息地や治水対策等、多様な機能を有している空間とし

て、保全を図ります。 
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１．計画の推進に向けて 
本マスタープランで示す都市づくりの方向性をふまえ、それぞれの方針を実

現化するにあたっては、住民・事業者と行政の協働を基本に、多様な組織が協

力・連携しながら取組むことが必要です。 
今後は、上位計画である総合計画の実施計画や各部門で策定される施策や事

業等により、篠栗町都市計画マスタープランの実効性を確保するとともに、地

域の実情にあった適切な都市計画の制度や手法を活用することにより、本マス

タープランの実現を目指します。 

 
 

（１）住⺠・事業者と⾏政の協働による都市づくり 

■住民・事業者の主体的なまちづくりの推進 

・身近な住環境の維持・保全等の取組みは、地域住民の自主的な取組みが重

要であり、主体的なまちづくり活動への支援や情報提供等を推進し、地域

ごとに特色を活かしたまちづくりを推進します。 
・住民・事業者の主体的なまちづくり活動にあわせ、地区計画や建築協定等

の各種制度の利用や、都市計画提案制度の活用を推進するにあたり、専門

的な知識や経験を有するアドバイザー等の派遣や職員による出前講座等、

住民等の主体的な活動を支援できるよう、仕組みづくり等に取り組みます。 
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■情報の提供と住民意向の反映 

・都市づくりに対する住民の関心や理解を深めるため、事業や制度等につい

て、わかりやすく示す取組みや、都市づくりに関する情報等を入手しやす

い仕組みの充実を図ります。 
・都市の将来像やまちづくりのテーマの実現に向け、土地利用施策の基本と

なっている区域区分（線引き）や用途地域の見直し、幹線道路の整備等に

ついて、総合的に調整を行いながら、十分な情報提供や住民との意見交換

等に努め、適切な都市計画の運用を図ります。 
・都市計画の決定や変更にあたっては、その内容や理由、スケジュール等、

わかりやすさ、透明性に配慮し、広く周知を図るとともに、住民意向の把

握・反映に努めます。 

 
 

（２）関係機関との連携 

・河川や道路等、広域的な視点から検討を要する事業や、さまざまな機関と

の連携が求められる事業では、マスタープランで示す方針をもとに、国、

県に積極的に働きかけるとともに、国、県、周辺市町村や関係機関と協議・

連携を図ることにより、将来像やまちづくりのテーマにそった都市づくり

の実現を目指します。 
・マスタープランで示す方針をもとに、その実現に向け、産業振興や福祉、

防災など、他分野と連携した取組みの推進や、関連部局を中心とした事業

展開等、具体的な計画の実現化を図ります。 

 
 

（３）都市づくりに関する計画的な事業推進 

・マスタープランで示す方向性をふまえながら、篠栗町総合計画の実施計画

などに基づき、目指す都市づくりに向け、事業の計画的な推進を図ります。 
・事業実施の財源確保のために、国や県における補助事業など各種制度の動

向を把握し、効果的な事業手法の選択および事業・制度の活用を行うとと

もに、民間活力を導入した都市整備等も含め、効率的な事業実施を目指し

ます。 
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（４）都市計画に関する制度の活⽤ 

・マスタープランで示す方針をふまえ、地域の実情や将来像の実現にむけ、

住民の意向を踏まえながら、用途地域や風致地区・特別用途地区、景観地

区等の地域地区や地区計画の制度、道路や公園等の都市施設などの都市計

画決定や変更の検討及び手続きを実施していきます。 
・地域の特性を活かしたまちづくりに向け、都市計画と関連する景観法や都

市緑地法等で設けられている各種制度（景観計画、緑化地域等）の活用も

視野に入れた検討を行います。 
 

 

（５）計画の点検と⾒直し 

・マスタープランに示す方向性をもとに、各種事業や取組み等の進捗をふま

え、目指す将来像や方針に照らし合わせながら、実現に向けた改善策を探

る「ＰＤＣＡ（Plan－Do－Check－Action）」の流れを念頭に置いた点検の

仕組みづくりを検討します。 
・マスタープランの見直しについては、区域区分の定期見直しをふまえた時

点修正等の点検や、策定段階では想定していなかった状況が発生した場合

等を考慮する必要があり、策定から５年後を目途に、必要に応じて検討す

ることとします。 
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２．各種制度を活⽤したまちづくりの実現 

（１）都市計画の諸制度の活⽤ 

都市計画では、機能的な都市活動の確保や、良好な市街地環境の保全・形

成、特徴ある市街地の形成等に向け、多様な制度や事業が設けられています。 
住民の意向を把握しながら、必要な制度等について、都市計画法に基づく

都市計画決定を行うことで、実現を目指します。 
 

主な制度 概要 

用途地域 都市機能の維持や集積、住環境の保全等を目的に、

土地の合理的な利用を図るため、建築物の用途、容

積率、建ぺい率及び各種高さについて制限を行う。

地
域
地
区 

特別用途地区 用途地域を補完し、特定の用途の利便の増進又は環

境の保護等を図るため、地区の特性や課題に応じ、

建築物の用途について規制の強化又は緩和を行う。

高度地区 都市の合理的な土地利用計画に基づき、土地の高度

利用及び居住環境の整備を図ることを目的に、建築

物の高さについて制限を行う。 

防火地域 
準防火地域 

防火性能が高い建築物等の建築を促進することによ

り、市街地における火災及び延焼の危険を防除する。

景観地区 市街地の良好な景観の形成を図ることを目的に、建

築物の形態意匠及び工作物の形態意匠、高さ等のう

ち必要な内容について制限を行う。 

風致地区 都市における風致を維持するため、良好な自然的景

観を形成している土地の区域のうち、都市環境の保

全を図るため風致の維持が必要な区域について、建

築や開発行為等に対する規制を行う。 

 
 

（２）地区計画の活⽤ 

地区計画制度は、住民の意見をもとに、それぞれの地区の実情や特性に応

じた土地の使い方や建築物の建て方、身近な道路や公園の配置等のうち、必

要なものについてルールを定めることにより、きめ細やかな地域づくりの実

現につなげることができる制度です。 
マスタープランで示す方針をふまえ、市街化区域では、地区住民の合意に

基づき地区計画を策定することにより、既成市街地の住環境の改善・向上に
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活かすことができる制度です。また、市街化調整区域では、地区の特性にふ

さわしい住環境の保全・形成を図る等の場合には、市街化を促進しない範囲

内で地区計画制度を活用することで、地域の活力維持につながる取組みが可

能となります。 
また、産業系の土地利用を行う場合には、整備される道路や付帯施設を地

区施設として定めたり、ゆとりある敷地面積や敷地内緑化等、周辺の環境や

景観との調和を図りながら、良好な開発を誘導することも可能です。 
 

▼地区計画で定めることができる主な内容 

項目 種類 

地区施設の配置及び規模 ・地区住民が利用する区画道路、公園、緑地、広場、そ

の他の公共空地等を「地区施設」として、その配置や

規模等を定める 

建築物等の制限 ・建築物や工作物の用途 

・壁面の位置の制限 

・敷地面積や建築面積の最低限度 

・建築物の形態意匠 

・建ぺい率の最高限度 

・容積率の最高限度、最低限度 

・建築物等の高さの最高限度、最低限度 

・建築物の緑化率の最低限度 

・垣・柵の構造 

草地や樹林地の保全 ・現存する草地や樹林地のうち、残したいものを定める

 

▼地区計画によるルールのイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：国土交通省資料）
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（３）都市計画の提案制度の活⽤ 

住民やまちづくり団体等の取組みや意見などを都市計画に積極的に反映し

ていくことができるように、都市計画法では、住民やまちづくり団体等によ

る「都市計画提案制度」が設けられています。 
この提案制度を活用することにより、住民が主体的かつ積極的に都市計画

に関わっていくことが可能であり、行政と住民が協力・連携したまちづくり

を推進します。 
 

 

（４）各種協定制度の活⽤ 

地域の住環境等について、住民が主体となってその地域の求める環境の実

現にむけたルールを定め、運用する仕組みに、協定制度があります。 
その１つに、建築基準法に基づくものとして、建築協定があります。これ

は、住宅地等において住民全員の合意に基づき、建築物の用途や規模、建て

方（位置や形態・意匠）等について必要なルールを定めることにより、良好

な住環境を保全・形成することができる制度です。 
また、都市緑地法に基づくものとして、緑地協定があります。これは、住

宅地等において住民全員の合意に基づき、保全又は植栽する樹木等の種類や

場所、かき又はさくの構造等について必要なルールを定めることにより、緑

豊かな住環境を保全・形成することができる制度です。 
本町では、各種協定制度を活用できる仕組みづくりを行うとともに、これ

らの情報提供に努め、快適に住み続けられるまちづくりを推進します。 
 

▼建築協定の例             ▼緑地協定の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省資料）           （出典：国土交通省資料）
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（５）景観計画 

景観計画は、景観法に基づき、景観行政団体となった自治体が定めること

ができる制度で、良好な景観の形成の実現に向けた計画です。 
景観計画を策定すると、景観計画区域内において建築物の建築や開発行為

等について、着工の前に届出を行い、定められた景観形成基準にそって適合

を判断しながら、必要に応じて勧告や変更命令を出すことで、緩やかに景観

を規制・誘導していくことができる制度です。 
本町は、山林の大部分が自然公園に指定されていることもあり、一定の景

観保全が行われていることから、現在は、まだ景観行政団体となっていませ

ん。今後、マスタープランの方針をもとに、良好な景観形成に向け、必要と

判断された場合には、景観行政団体への移行及び景観計画の策定により、良

好な景観の維持・創出につなげていくことを検討します。 

 
 

▼景観法の対象地域イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：国土交通省資料） 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
 



 参考資料
 

62 

篠栗町都市計画マスタープラン策定委員会 委員名簿 
 

区 分 役 職 氏 名 

学識経験者 
九州大学 教授 ◎ 坂井 猛 

九州産業大学 教授 ○ 日髙 圭一郎 

各種団体の 
代表者 

町都市計画審議会 会長  松田 澄則 

町農業委員会 委員  城戸 高尚 

町農業委員会 委員  鷹巣 礼子 

町商工会 会長  城戸 宏治 

町観光協会 会長  印  和博 

住民の代表者 

町区長会 会長  神宮 鹿男 

町区長会 副会長  城戸 一寿 

まちづくり事業を行っている者  岩田 裕之 

町議会議員 
議長  今泉 正敏 

総務・建設委員長  松田 國守 

関係行政機関 
及び町の職員 

福岡県建築都市部都市計画課長  赤星 健太郎 

町副町長  城戸 清壽 

町総務課長  大塚 哲雄 

町都市整備課長  藤 博文 

町産業観光課長  三明 祐治 

町まちづくり課長  松田 秀幹 

◎・・・篠栗町都市計画マスタープラン改定委員会 会長 
○・・・       〃            副会長 

  



 参考資料
 

63 

参
考
資
料 

篠栗町都市計画マスタープラン策定経過 
 
平成 25 年 8 月 1 日～30 日 住民アンケート調査実施 

（町内在住の19歳以上の方から無作為に抽出した

2,000 人を対象。回収 819 票、回収率 41.0%） 

  
平成 25 年 12 月 25 日 第 1 回篠栗町都市計画マスタープラン改定委員会

開催 

  
平成 26 年 3 月 31 日 第 2 回篠栗町都市計画マスタープラン改定委員会

開催 

  
平成 26 年 7 月 31 日 第 3 回篠栗町都市計画マスタープラン改定委員会

開催 

  
平成 26 年 11 月 7 日 第 4 回篠栗町都市計画マスタープラン改定委員会

開催 

  
平成 26 年 12 月 22 日～ 

平成 27 年 1 月 21 日 
パブリックコメント実施 
（閲覧者 1 名。意見者なし） 

  
平成 27 年 3 月 4 日 第 5 回篠栗町都市計画マスタープラン改定委員会

開催 

  
平成 27 年 3 月 9 日～16 日 福岡県建築都市部都市計画課と協議 

  
平成 27 年 3 月 18 日 篠栗町都市計画審議会開催 

（改定案を承認） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

篠栗町都市計画マスタープラン 
○発 行／平成 27 年 3 月 

○企 画／篠栗町 まちづくり課 

     〒811－2492 

     福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４８５５番地５ 

     TEL (092)947－1111（代表） 

     FAX (092)947－7977（代表） 

     ホームページ http://www.town.sasaguri.fukuoka.jp 

 



篠栗町


