
都市再生整備計画 （第6回変更）

直方
の お が た

地区

福岡県直方
の お が た

市

平成31年1月



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 3900 ha

平成 26 年度　～ 30 年度 平成 26 年度　～ 平成 年度

直方地区

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ Ｈ23 H30

％ Ｈ24 Ｈ30

人/日 Ｈ24 Ｈ30歩行者自転車通行量 中心市街地における歩行者・自転車通行量
中心市街地の公共交通等都市機能の整備やにぎわい創出事業
により通行量の減少を抑制する。 12,341 12,337

特定健康診査受診者に占める内
臓脂肪症候群（該当者及び予備
軍）の比率

国民健康保険における特定健康診査受診者に占める内臓
脂肪症候群（該当者及び予備軍）の減少

日常での「歩く」ことを奨励する健康づくり施策と連動させたまちづ
くりにより、市民の健康意識を高める。 28.0 25.5

快適に暮らしていると評価する市
民の割合

生活基盤整備や都市機能の充実による満足度の向上
生活基盤整備や都市機能の充実により、安心安全で快適な生活
環境の形成を推進する。 19.6 50.0

福岡県直方市
目標1：「歩く」を中心とする環境整備と公共交通の充実等による健康づくりを核とするまちづくりの推進
目標2：安心安全で快適な生活環境の形成による定住促進
目標3：中心市街地の都市機能強化と交流人口の増加による都市の再生

（経緯）
○本市は、江戸時代初期に黒田藩の支藩である東蓮寺（後の直方藩）の城下町として古くから栄え、明治以降の石炭産業の隆盛により交通の要衝として発展したため、公共交通や公共施設、金融機関など様々な都市機能が集積している。
○車社会の進展や大規模郊外店の進出等の要因により、都市機能の弱体化が進んでいるため、中心市街地活性化基本計画に基づき、交通結節点機能の強化、街なか居住を目指した区画整理事業、総合病院の駅前開業等順調に進捗し、市民の利
便性の向上につながっている。
（現況）
○大正、昭和期の建物が多く点在する殿町を中心とした区域を直方レトロタウンとして整備することにより、歴史的・文化的な都市の魅力発掘を目指している。
○交流人口の増加に向けた中心市街地におけるソフト事業については、一定の成果は達成しているが、空き店舗の増加や歩行者通行量の減少が続き、集客力の低下に歯止めがかかっていない状況である。
○生活基盤整備として、道路等公共施設の整備を行ってきたが、施設が老朽化しており、その対応が急務である。
○避難所の耐震化促進、災害対策施設の老朽化等地域防災の整備が必要となっている。
○高齢者や障がい者等が安心して暮らせるためのバリアフリーの促進が必要となっている。
○人口減少が進むとともに、高齢化が進行し、平成３２年度末の高齢化率は、３２％を超える。
○予防に注力した健康事業に力を注いでいるが、医療費の増加に歯止めがかからない状況にある。

○高齢化の進行等による医療費の増加
○道路、橋梁、水道、公園、観光施設、小中学校等の公共施設の老朽化（耐震）等への対応
○観光資源の整備による交流人口の増加
○商業等の担い手不足、新たな分野への進出
○中心市街地における都市機能の散逸と交流人口の減少

○第5次直方市総合計画（H23)
「市民一人ひとりが輝き、笑顔つながるまち」を将来像に掲げ、「市民みんなで地域づくりを推進するまち」「自然と共生し快適に安心して暮らせるまち」「いきいきと笑顔で暮らせる心豊かなまち」「未来へつなぎ活力を創造するまち」の４つの基本目標に基
づき、各種事業に取り組んでいる。
また、将来像を実現するために、「中心市街地の活性化、公園の適正配置・管理等の都市機能整備」「公共交通の維持・改善、道路の維持・計画的な整備等の交通網の充実」「災害対策の推進」「消防・救急の充実」「保健事業の充実」「教育環境の充
実・強化」「観光サービス業の振興」等の都市再生整備に必要な施策を本計画に位置づけている。
○直方市都市計画マスタープラン（H12）
・都市間交流、拠点機能を高める交通結節機能及び公共交通の整備・強化
○「住む人」と「まち」がともに元気になる計画（「健康づくり」「まちづくり」「ひとづくり」「地域振興」）の策定を進めている。
・人口減少・高齢化社会に対応するため、「歩く」を中心とする環境整備等による健康づくりに注力することにより、市民の健康寿命延伸と医療費抑制、さらには、地域の活性化を図ることを目指す。（地域再生計画の認定を目指す）

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 福岡県 直方市
の お が た し

直方
のおがた

地区
ち く

計画期間 交付期間 30



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
整備方針１（「歩く」を中心とする環境整備と公共交通の充実等による健康づくりを核とするまちづくりの推進）
・直方中央公園を大規模に改修し機能強化することにより、自然と親しみ、散策ができる公園を整備する。
・市内公共交通充実及び「歩く環境」整備を行なう商店街へのアクセス改善のため自転車駐車場の整備を行なう。
・竜王峡キャンプ場内通路整備を行い、健康空間として自然と親しむための環境を整備する。
・市内公共交通の充実を図るための調査を行う。

■公園（基幹事業/直方中央公園整備事業/市）
■地域生活基盤施設（基幹事業/直方駅山部口自転車駐車場整備事業/市）
□地域創造支援事業（提案事業/竜王峡施設整備事業/市）
□事業活用調査（提案事業/交通体系整備調査）

整備方針２（安心安全で快適な生活環境の形成による定住促進）
・災害時における住民の生命を守るため、市が所有する避難所（直方いこいの村本館）の耐震改修を行う。
・災害時における住民の生命を守るため、市が所有する避難所（直方いこいの村体育館）の耐震改修を行う。

■地域生活基盤施設（基幹事業/避難所耐震改修事業（いこいの村本館）/市）
■地域生活基盤施設（基幹事業/避難所耐震改修事業（いこいの村体育館）/市）

整備方針３（中心市街地の都市機能強化と交流人口の増加による都市の再生）
・直方レトロタウンのカラー舗装等による景観整備を行い、交流人口の増加を図る。
・直方駅前の公共用地をイベント広場として整備し、交流人口の増加を図る。
・美術館等文化施設を活用した交流人口増加を図るため、美術館収蔵庫の整備を行い、展示内容をより充実したものとする。
・直方駅から、商店街、レトロタウンに至るエリアの市街地再整備の実施計画を策定し、基幹事業の効果的な実施を図る。

■高質空間形成施設（基幹事業/レトロタウンカラー舗装事業/市）
■地域生活基盤（基幹事業/駅前イベント広場整備事業/市）
□地域創造支援事業（提案事業/美術館収蔵庫整備事業/市）
□事業活用調査（提案事業/市街地再整備調査/市）



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 －

道路 －

道路 －

道路 －

公園 直方市 直 A=36,000㎡ 24 30 26 30 537.4 537.4 537.4 537.4 －

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム
地域生活基盤施設 直方市 直 A=4,376㎡ 26 26 26 26 11.3 11.3 11.3 11.3

直方市 直 A=987㎡ 26 26 26 26 6.1 6.1 6.1 6.1
直方市 直 N=3棟 27 27 27 27 13.0 13.0 13.0 13.0
直方市 直 A=330㎡ 30 30 30 30 40.0 40.0 40.0 40.0

高質空間形成施設 直方市 直 L=573m 28 30 28 30 47.5 47.5 47.5 47.5

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

既存建造物活用事業（高次都市施設） －

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 655.3 655.3 655.3 0.0 655.3 …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

直方市 直 L=100m 29 29 29 29 17.0 17.0 17.0 17.0

直方市 直 A=420㎡ 26 29 26 29 253.1 253.1 253.1 253.1

直方市 直 - 26 27 26 27 26.8 26.8 26.8 26.8

直方市 直 - 26 26 26 26 3.2 3.2 3.2 3.2

合計 300.1 300.1 300.1 0 300.1 …B

合計(A+B) 955.4
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
市 国土交通省 Ａ＝6,300㎡ ○ Ｈ18 Ｈ26 2,600

合計 2,600

事業期間
全体事業費

街路事業 直方駅地区交通結節点改善事業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○）

まちづくり活
動推進事業

事業活用調
査

交通体系整備調査

市街地再整備調査

（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

竜王峡施設整備事業

美術館収蔵庫整備事業

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

連携生活拠点誘導施設

避難所耐震改修事業（いこいの村本
避難所耐震改修事業（いこいの村体
直方駅山部口自転車駐車場整備事

レトロタウンカラー舗装事業

駅前イベント広場整備事業

直方中央公園整備事業

交付期間内事業期間
事業主体 直／間 規模

（参考）事業期間
細項目

事業 事業箇所名

交付対象事業費 955.4 交付限度額 364.0 国費率 0.381

統合したB／Cを記入してください 



都市再生整備計画の区域

直方地区（福岡県直方市） 面積 3,900 ha 区域
新町の一部、殿町、古町、津田町、須崎町、日吉町、神正町、知古、大字知古、新知町、溝堀の一部、大字山
部の一部
大字植木の一部、湯ノ原、大字感田、大字頓野、大字上頓野、大字畑、大字永満寺、大字上境、大字下境

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。

直方地区（3,900ha） 



内臓脂肪症候群（該当者及び予備軍）の比率 （％） 28.0 （Ｈ23年度） → 25.5 （Ｈ30年度）

快適に暮らしていると評価する市民の割合 （％） 19.6 （Ｈ24年度） → 50 （Ｈ30年度）

歩行者自転車通行量 （人/日） 12,341 （Ｈ24年度） → 12,337 （Ｈ30年度）

直方地区（福岡県直方市）　整備方針概要図

目標

○「歩く」を中心とする環境整備と公共交通の充実等による健康づくりを核と

するまちづくりの推進

○安心安全で快適な生活環境の形成による定住促進

○中心市街地の都市機能強化と交流人口の増加による都市の再生

代表的な

指標

        基幹事業 

        提案事業 

        関連事業 

凡  例 

■基幹事業 地域生活基盤 
 直方駅山部口自転車駐車場整備事業 

■基幹事業 高質空間形成施設 
 レトロタウンカラー舗装事業 

□提案事業 地域創造支援事業 
 美術館収蔵庫整備事業 

■関連事業 街路事業 
 直方駅地区交通結節点改善事業 

■基幹事業 公園 
 直方中央公園整備事業 

□提案事業 地域創造支援事業 
 竜王峡施設整備事業 

■基幹事業 地域生活基盤 
 避難所耐震改修事業（本館） 

□提案事業 事業活用調査 
 交通体系整備調査事業 

□提案事業 事業活用調査 
 市街地再整備調査事業 

■基幹事業 地域生活基盤 
 避難所耐震改修事業（体育館） 

■基幹事業 地域生活基盤 
 駅前イベント広場整備事業 



都市再生整備計画の添付書類等

交付対象事業別概要

直方
のおがた

地区　（福岡県直方
のおがた

市）



直方地区（福岡県直方市）現況図

直方地区（3,900ha） 



交付限度額算定表（その１） 直方地区　（福岡県直方市）

要綱第Ⅲ編イ-10-(1)に掲げる式による交付限度額（X） 百万円 規則第16条第1項に基づく交付限度額（Y) 237,063.0 百万円 本計画における交付限度額 364.0 百万円

規則第16条第１項に基づく限度額算定

Ａｕ ㎡ Ａｐ 5346400 ㎡ 住宅施設 0 円
公共施設の上限整備水準 公共施設の現況整備水準 建設予定戸数（戸） 超高層

区域面積（㎡） 整備水準が明らかになっている類似市街地等からの推定 一般
推定現況整備水準(小数第２位まで) 合計 0
推定公共施設面積（㎡） 0 標準整備費（円/戸） 超高層 一般

北海道特別地区 41,310,000 33,500,000
○ 個別公共施設の積み上げ 北海道一般地区 38,190,000 30,990,000

面積（㎡） 割合 特別地区 49,120,000 35,690,000
道路 4,590,000 0.12 大都市地区 37,170,000 30,180,000
公園 756,400 0.02 多雪寒冷地区 41,510,000 32,370,000
広場 - 奄美地区 39,520,000 35,640,000

Ｃｌ 円/㎡ 緑地 - 沖縄地区 30,280,000 30,280,000
単位面積あたりの標準的な用地費 公共施設合計 5,346,400 0.14 一般地区 33,700,000 28,640,000

標準地点数

公示価格の平均値（円/㎡） Cnを考慮しない場合の交付限度額（Y1) 237063 百万円 市街地再開発事業による施設建築物 0 円
単位面積あたりの標準的な補償費 施設建築物の延べ面積（㎡）

当該区域内の戸数密度（戸/㎡） 標準共同施設整備費（円/㎡） 132,000
標準補償費（円/戸） ∑Ｃｎ 0 円

下水道 0 円 電線共同溝等 0 円
区域面積（㎡） 39,000,000 電線共同溝等延長（ｍ）

Ｃf 円/㎡ うち現況の供用済み区域面積（㎡） 標準整備費（円/ｍ） 680,000
標準整備費（円/㎡） 3,600

人工地盤 0 円
控除額 百万円 0 円 人工地盤の延べ面積（㎡）
まちづくり交付金とは別に国庫補助事業等により整備する施設 上限床面積（㎡） 9,400 標準整備費（円/㎡） 5,300,000

標準整備費（円/㎡） 403,240
協議して額を定める大規模構造物等 0 円

調整池 0 円 大規模構造物等 協議状況 整備費（円）

調整池の容積（ｍ3）
標準整備費（円/ｍ3） 140,000

河川 0 円
河川整備延長（ｍ）

合計 0 標準整備費（円/ｍ） 3,700,000 Ｃｎを考慮した場合の交付限度額（Y2) 237063 百万円

要綱第５に掲げる式による限度額算定
＜社会資本整備総合交付金＞

基幹事業(A) 百万円 要綱第Ⅲ編イ-10-(1)　３）式の適用〔提案事業２割拡充〕
提案事業(B) 百万円 平成20年度二次補正予算の執行
合計 百万円 百万円 要綱第Ⅲ編イ-10-(1)　４）式の適用〔中活等の45%拡充〕

要綱第Ⅲ編イ-10-(1)　５）式・６）式の適用〔リノベ事業の50%拡充〕

364.0 X≦Yゆえ、

15,600,000

39,000,000

当該区域
の特性に
応じて国
土交通大
臣が定め
る割合

区域の面積が10ha未満の地区 0.50

最近の国勢調査の結果による人口集中地区
内

0.45

○ その他の地域 0.40

23,240

5

23,240

44,000,000

23,000

0 地域交流センター等の公益施設（建築物）

施設名（事業名） 面積（㎡）
国庫補助事業
費等（百万円）

0

交付対象事業費
655.3 ［１）式］　　α 1=4(A+B)/5= 764.3
300.1 ［２）式］　　　 α 2=10A/9= 728.1
955.4 交付限度額(X) 364.0



交付限度額算定表（その２） 直方地区　（福岡県直方市）

要綱第Ⅲ編イ-10-(1)に掲げる式による限度額算定（詳細）
※水色のセルに事業費等必要事項を入力して下さい。（百万円単位） 単位：百万円
○交付対象事業費（必ず入力 ） （百万円） （百万円）

基幹事業合計（A） 655.300 A （事業費） １）式で求まる額（4/10*(A+B)） 382.162 ① （国費）
提案事業合計（B） 300.104 B （事業費） ２）式で求まる額（5/9*A） 364.056 ② （国費）
合計(A+B) 955.404 （事業費） 上記①、②の小さい方 364.056 ③ （国費）
提案事業割合(B/(A+B)) 0.315 国費率（③÷(A+B)） 0.381 ④ （国費率）

○拡充の有無
以下の３つの拡充のうち、いずれかの拡充がある場合は、該当する欄に○を記入し、事業費等を入力。

（選択） ⇒ ３）式で求まる額（5/8*A） 0.000 ⑤ （国費）
（選択） ３)式の適用後（適用がある場合は３式反映） 364.056 ⑥ （国費）
（選択） ３）式適用後の国費率（⑥÷(A+B)） 0.381 ⑦ （国費率）

○拡充がある場合の事業費等
平成２０年度二次補正の執行がある場合及び４）式の適用がある場合は、以下に事業費等を入力。

A' （事業費） ③をA'に置き換えた額（A⇒(A-A')+9/8*A') 364.056 ⑧ （国費）
（国費） 執行額を足した額 364.056 ⑨ （国費）

補正適用後（上記⑧、⑨の小さい方） 364.056 ⑩ （国費）
補正適用後の国費率（⑩÷(A+B)） 0.381 ⑪ （国費率）

F （事業費） 適用前の国費率（⑩÷(A+B)） 0.381 ⑫ （国費率）

0.000 （事業費）

適用対象となる基幹事業合計(A") A" （事業費） 適用対象事業費から求まる限度額 0.000 ⑬ （国費）
適用対象となる提案事業合計(B") B" （事業費） 適用後の国費率（⑬÷(A"+B")） #DIV/0! ⑭ （国費率）
適用対象事業のうち翌年度以降の
執行事業費（H）

H （事業費） ４）式適用後の限度額（⑫×F+⑭×H） #DIV/0! ⑮ （国費）

拡充も考慮した交付限度額 364.056 ⑯ （国費）

○交付限度額、国費率の算出

交付対象事業費(A+B) 955.4 （事業費）
交付要綱第５に基づく交付限度額
（⑯を１万円の位を切り捨て）

364.0 ⑰ （国費）

国費率 0.381 ⑱ （国費率）

交付対象事業費
⇒

・３）式の適用〔提案事業２割拡充〕
・平成２０年度二次補正予算の執行
・４）式の適用〔中活等の４５％拡充〕

平成２０年度二次補正
の執行がある場合

防災対象事業（A’）

⇒
補正予算の執行額

４）式の適用を受ける
場合

計画の認定等の年度末までの執行
事業費（F）

⇒

適用対象となる交付対象事業費
(A"+B")

※４）式の適用を受ける場合で、経過措置を適用しない場合（H21以降新規地区）
は、Fの欄を記入せず、A"、B"を記入し、A"=A、B"=B、H=A"+B"=A+Bとなる。

⇒



様式８　年次計画
（事業費：百万円）

基幹事業

交付対象 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

事業費

道路

公園 直方市 537.4 8.5 94.1 98.0 158.6 178.2

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 直方市 11.3 11.3

直方市 6.1 6.1

直方市 13.0 13.0

直方市 40.0 40.0

高質空間形成施設 直方市 47.5 12.5 35.0

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

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促進事業

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

計 655.3 25.9 107.1 110.5 158.6 253.2

提案事業

交付対象 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

事業費

直方市 17.0 17.0

直方市 253.1 17.3 13.0 186.8 36.0

直方市 26.8 5.8 21.0

直方市 3.2 3.2

計 300.1 26.3 34.0 186.8 53.0 0.0

合計 955.4 52.2 141.1 297.3 211.6 253.2

累計進捗率　（％） 5.5% 20.2% 51.4% 73.5% 100.0%

交付対象 平成　　年度 平成　　年度 平成　　年度 平成　　年度 平成　　年度

事業費

0 0 0 0 0 0

累計進捗率 （％） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

事業 事業箇所名

避難所耐震改修事業（いこいの村本館）

事業主体
細項目

直方中央公園整備事業

避難所耐震改修事業（いこいの村体育館）

直方駅山部口自転車駐車場整備事業

レトロタウンカラー舗装事業

連携生活拠点誘導施設

駅前イベント広場整備事業

既存建造物活用事業

住宅市街地
総合整備
事業

事業 事業箇所名 事業主体
細項目

地域創造
支援事業

竜王峡施設整備事業

美術館収蔵庫整備事業

事業活用
調査

交通体系整備調査

市街地再整備調査

まちづくり活動
推進事業

（参考）都市機能立地支援関連事業

事業 事業箇所名 事業主体

合計



公園（都市公園：その１）

ふりがな 当初の都市計画決定　(*4) 事 業 期 間 平成26年度～平成30年度 施策公園名　(*5)

公園名又は地区名 直近の都市計画変更　(*4) （完成予定年度） 平成30年度

種別　(*1) 当初の事業認可取得時期　(*4) 全体事業費

計画面積(ha)
(*2)

3.6 供用済み面積(ha)　(*3) 3.6 直近の事業認可取得時期　(*4)
※単独費等も含
んだ総事業費

537.4百万円

地区交付事業の場合は、Ⅰ～Ⅱのうち該当する事業に○を付けて必要事項を記入する。

公園又は地区の概要（目的、計画概要）

Ⅰ　緑化重点地区総合整備事業　　（　　　　） （*6) Ⅱ　中心市街地活性化広場公園整備事業　　（　　　　） (*6)

地区の位置づけ 緑の基本計画の策定時期 　年　　月 商業地域面積 広場公園地区に占める商業地域及び近隣商業地域の割合 ％

（　　　　　） ①都市景観形成地区（都市の中心駅周辺、官公庁街や商業・業務の中心等都市の拠点となる ha 中心市街地基本計画策定時期 年　　月

地域であり、景観形成のために緑地の整備と緑化を行う必要性が特に高い地区）
近隣商業地域面積 地区に占める35ＤＩＤ区域の面積と割合

（　　　　　） ②都市環境改善地区（クールアイランドや風の道の形成などによる都市のヒートアイランド現象の
ha ha ％

緩和、河川等と一体となったエコロジカルネットワークの形成など、都市環境の改善のために重点 Ⅰ、Ⅱの事業地区において整備を実施する都市公園等

的に緑地の整備と緑化を行う必要性が特に高い地区）
公園等名 種別等　(*7) 面積(㎡) 公園等名 種別等　(*7) 面積(㎡)

（　　　　　） ③防災機能向上地区（避難地の面積が十分に確保できていない等防災上課題があり、緊急的に

延焼防止帯等となる緑地の確保及び市街地の緑化を行う必要性が特に高い地区）

事業箇所ごとに１枚作成すること。ただし、地区採択事業の場合は、地区ごとに１枚とする。

*1　「種別」の欄には、「街区公園」、「近隣公園」、「地区公園」、「特定地区公園」、「総合公園」、「運動公園」、「広域公園」、「レクリエーション都市」、「風致公園」、「墓園」、「緩衝緑地」、「都市緑地」、「緑道」のいずれかを記入。

　　地区交付事業の場合は、緑重１（緑化重点地区総合整備事業のうち①、②の要件に係るもの）、緑重２（緑化重点地区総合整備事業のうち③の要件に係るもの）、緑重３（中心市街地活性化広場公園整備事業）と記入。

*2　地区交付事業の場合は、地区面積を記入。(単位：ha）

*3　まちづくり交付金事業実施以前の供用済み面積を記載。地区交付事業の場合は、地区内で事業を行う都市公園に係る供用面積の合計を記入。（単位：ha）

*4　地区交付事業の場合は、記入不要。

*5　国が定める政策課題に対応する個別補助事業の対象となる都市公園である場合は、「防災公園」、「自然再生緑地」、「歴史・観光関連公園」、「イベント関連公園」、「大規模公園」のいずれかを記入。

*6　地区交付事業の場合、Ⅰ、Ⅱのどちらの要件に該当するか○を記入する。地区交付事業でない場合は、記入不要。

*7　緑化重点地区総合整備事業において、都市公園以外の公共公益施設の緑化を行う場合は、当該施設名称を記入。（小学校、市庁舎等）

その他：地区交付事業の設計図（平面図）は、まちづくり交付金で整備する都市公園全てについて添付すること。また設定した地区及び地区内の整備箇所（交付金、単独問わず）については、整備方針概要図の中に明示すること。

直方中央公園は、ＪＲ直方駅の東約２キロメートルに位置し、広大な湖面を有する小野牟田池の東湖畔にあり、自然に囲まれた近隣公園である。
プール、相撲場、遊具広場、芝生広場等の施設を有し、市民に親しまれてきた公園である。しかし、昭和50年に設置され、40年近く経過して施設の老朽化が進み、使われなくなったプー
ルや相撲場が放置された状態である。
そこで、プールや相撲場を撤去し、駐車場の位置も変更し、高低差をなくしバリアフリーに対応した、子どもからお年寄りまで利用できる公園として大規模な改修を行うことにより、池や森を
活かした自然散策や、遊具を利用した健康づくりが出来る公園として再整備を行う。

のおがたちゅうおうこうえん 　　S48年　2月13日

直方中央公園 　　年　　月　　日

近隣公園 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日



公園（都市公園：その２）
ふりがな

公園名又は地区名

地域の抱える課題に対する当該公園又は地区の役割

用地取得計画（㎡） 施設整備計画（交付金事業で実施するもの）　(*1)

まち交以前 まち交取得面積 残面積 合計 備考 施設名 規模、構造・工法等 特記事項

買収 0 園路及び広場 散策路

（内買い戻し） 0 広場 芝生広場

国公有地 0 多目的グラウンド

その他 0 休養施設 ベンチ

合計 0 0 0 0 あずま屋

計画期間中の事業費 遊戯施設 遊具 斜面利用複合遊具

費　　　目 まち交以前 まち交事業費 残事業費 合計 備考 健康遊具

交付金事業費 用地費 0 便益施設 駐車場（４６台）

（百万円） 施設費 537.4 537.4 便所（1箇所）

計 0 537.4 0.0 537.4

単独事業費 用地費 0.0

（百万円） 施設費 0.0

計 0 0.0 0.0 0.0

合計 用地費 0 0.0 0.0 0.0

（百万円） 施設費 0 537.4 0.0 537.4

計 0 537.4 0.0 537.4

供用予定面積(㎡) 36,000 36,000

事業箇所ごとに１枚作成すること。ただし、地区交付事業の場合は、地区ごとに１枚とする。

*1　「施設名」の欄には、都市公園法第２条及び施行令第５条に定められている公園施設の分類で記入。

　　地区交付事業の場合は、「施設名」に都市公園等の名称、「規模、構造・工法等」に種別及び面積（㎡）、「特記事項」に整備内容（主要施設）を記入する。

*2　青色で着色してあるセルは自動計算されるので入力しないこと。

のおがたちゅうおうこうえん

直方中央公園

直方中央公園は、ＪＲ直方駅の東約２キロメートルに位置し、広大な湖面を有する小野牟田池の東湖畔にあり、自然に囲まれた近隣公園である。
プール、相撲場、遊具広場、芝生広場等の施設を有し、市民に親しまれてきた公園である。しかし、昭和50年に設置され、40年近く経過して施設の老朽化が進み、使われなくなったプールや相撲場が放置された状態である。
そこで、プールや相撲場を撤去し、駐車場の位置も変更し、高低差をなくしバリアフリーに対応した、子どもからお年寄りまで利用できる公園として大規模な改修を行うことにより、池や森を活かした自然散策や、遊具を利用した
健康づくりが出来る公園として再整備を行う。



　■公園（中央公園整備事業）

【芝生広場断面図】 
【斜面地利用複合遊具】 

【健康遊具】 

【散策路】 

事業箇所 

【事業概要】 
中央公園は、整備されて40年近く経ち、使われなくなった
プールや相撲場が放置された状態である。 
本事業により、プールや相撲場を撤去し、駐車場の位置も
変更し、高低差をなくしバリアフリーに対応した、子どもか
らお年寄りまで利用できる公園として大規模な改修を行う
ことにより、池や森を活かした自然散策や、遊具を利用し
た健康づくりが出来る公園として整備する。 

事 業 名

事業期間

箇 所 名

合　　計 ５３７．４百万円

公園

Ｈ２６～Ｈ３０

中央公園整備事業

事業内容

大規模改修

既存施設の撤去

散策路、健康遊具他



地域生活基盤施設 単位：百万円

概要 交付期間内事業費内訳

交付対象施設 施設名 事業主体 （面積、幅員、 交付期間内 設計費 用地費 施設整備費 備考

（路線名等） 延長、規模等） 事業費 うち購入費

緑地 －

広場
駅前イベント広場整備
事業

市 A＝330㎡ 40.0 40.0 －

駐車場

自転車駐車場
直方駅山部口自転車
駐車場整備事業

市 N=3棟 13.0 13.0

荷物共同集配施設

公開空地 －

情報板 －

避難所耐震改修事業
（いこいの村本館）

市 A=4,376㎡ 11.3 11.3

避難所耐震改修事業
（いこいの村体育館）

市 A=987㎡ 6.1 6.1

－

合計 － － － 70.4 11.3 0.0 59.1

・施設名ごとに１行ずつ記入。足りない場合は、適宜行を追加すること。
・「事業主体」欄には、事業の施行者を記入。（間接交付の場合は、交付金事業者ではなく、「第三セクター」等の施行者を記入。）
・「駐車場」、「自転車駐車場」については、「概要」欄に、形式（立体○層、タワーパーキング、地下駐輪場等）、面積及び駐車台数を記入。
・駐車場については、「備考」欄に駐車場全体の整備に要する費用を記入。
・自転車駐車場については、「備考」欄に都市計画決定の有無、自転車駐車施設整備計画における位置づけの有無、自転車駐車場に関する附置義務条例等
　における位置づけの有無を記入すること。
・地域防災施設の「施設名」欄には、耐水性貯水槽、備蓄倉庫、放送施設、情報通信施設、発電施設、排水再利用施設、避難空間等の施設の種別を記入。
・共同駐車場については、別の所定のシートに記載すること。

地域防災施設

人工地盤



　■地域生活基盤施設（避難所耐震改修事業）

いこいの村本館 

事業箇所 

【事業概要】 
市が所有し、避難所として指定している「直方い
こいの村」の本館の耐震診断を行う。 
診断結果によっては、耐震改修工事を実施する。 

①外観  

① 

事 業 名

事業期間

箇 所 名

合　　計 １１．３百万円

地域生活基盤施設

Ｈ２６～Ｈ２６

避難所耐震改修事業

事業内容

耐震診断

いこいの村本館

Ａ＝４,３７６㎡



　■地域生活基盤施設（避難所耐震改修事業）

いこいの村体育館 

事業箇所 【事業概要】 
市が所有し、避難所として指定している「直方いこ
いの村」の体育館の耐震改修工事を行う。 
※耐震診断は実施済み 
 
【工事概要】 
基礎の補強、鉄骨補強ブレース、補強つなぎ梁等 

①外観  

① 

②外観  
② 

事 業 名

事業期間

箇 所 名

合　　計 ６．１百万円

地域生活基盤施設

Ｈ２６～Ｈ２６

避難所耐震改修事業

事業内容

耐震改修工事

いこいの村体育館

Ａ＝９８７㎡



　■地域生活基盤施設（直方駅山部口自転車駐車場整備事業）

駐輪場① 
W2.0m L=33m (55台) 

駐輪場② 
W2.0m L=30m (50台) 

駐輪場③ 
W2.0m L= 9m (15台) 

断面詳細図 

【事業概要】 

ＪＲ直方駅山部口に自転車駐車場を整備

することにより、市内公共交通の充実と

「歩く環境」等健康づくりの環境整備を行な

う商店街へのアクセス改善を図る。 

事 業 名

事業期間

箇 所 名

合　　計 １３百万円

地域生活基盤施設

Ｈ２７
直方駅山部口自転車駐車場整備

事業内容

自転車駐車場上屋新築

工事監理業務委託

144㎡ 3棟

整備イメージ 



　■地域生活基盤施設（駅前イベント広場整備）

【事業概要】 
旧直方駅舎は、駅前広場の整備に伴い
平成２４年に解体されたが、駅開業後１
００年を数える旧駅舎の保存復元を望む
声が多く寄せられており、象徴的な車寄
せ部分の部材を将来の復元に備えて保
管している。 
駅前における交差点南東部は、市民に
長年愛され続ける商店街の入口部分で
もあり、中心部における貴重なスペース
である。 
市民からの要望により、上記のスペース
へ車寄せを復元し、周辺を様々なイベン
トや日常で市民が憩える空間として整備
することで、他の基幹事業であるカラー
舗装と併せ、交流人口の増加を図る。 

整備イメージ② 

整備イメージ① 旧駅舎（車寄せ） 

旧駅舎（車寄せ）復元 

事 業 名

事業期間

箇 所 名

合　　計 ４０百万円

地域生活基盤施設

Ｈ３０

駅前イベント広場整備

事業内容

旧駅舎（車寄せ）復元

イベント広場整備

330㎡

イベント広場 

公共用地    

旧駅舎（車寄せ）復元 
イベント広場 



高質空間形成施設 単位：百万円
概要 交付期間内事業費内訳

交付対象施設 施設名 事業主体 （箇所数、規模等） 交付期間内 備考

事業費 設計費 用地費 施設整備費

緑化施設等（植栽・
緑化施設、せせらぎ・
カスケード、カラー舗
装・石畳、照明施設、
ストリートファニ
チャー・モニュメント
等）

レトロタウンカラー舗
装事業

市 Ｌ＝573ｍ 47.5 0 0 47.5

電線類地下埋設施
設

電柱電線類移設

地域冷暖房施設 － －

歩行支援施設、障害
者誘導施設等

合計 － － － 47.5 47.5



　■高質空間形成施設（レトロタウンカラー舗装）

直方市立美術館 

直方歳時館 

直方市立美術館 別館 

直方石炭記念館 

Ｌ＝１９３ｍ 

Ｌ＝３８０ｍ 

（整備イメージ） 

景観に配慮したカラー舗装 

①現在のレトロタウン 

【事業概要】 
直方レトロタウンエリアの道路を、景観
に配慮したカラー舗装を行うことでイメー
ジアップを図り、基幹事業である、駅前
イベント広場整備と併せて、交流人口の
増加を図る。 （予定）観光交流センター 

事 業 名

事業期間

箇 所 名

合　　計 ４７．５百万円

高質空間形成施設

Ｈ２８～Ｈ３０

レトロタウンカラー舗装

事業内容

舗装の改修

総延長　５７３ｍ

Ｗ＝５～８ｍ



事業活用調査 ・ まちづくり活動推進事業 ・ 地域創造支援事業
（単位：百万円）

開始年度 完了年度 うち調査費 うち用地費 うち整備費 うち購入費
【地域創造支援事業】
竜王峡施設整備事業

キャンプ場内の滑りやすく、歩きにくい橋や通路を、景
観に配慮し、安全な通路に整備することで、健康空間
として自然に親しんでもらえる環境を整え、健康づくり
を核とするまちづくりの推進と交流人口の増加を図
る。

市 L=100m Ｈ29 Ｈ29 17.0 17.0 ・園路整備

【地域創造支援事業】
美術館収蔵庫整備事
業

美術館等文化施設を活用した交流人口増加を図るた
め、美術館収蔵庫の整備を行い、展示内容をより充
実したものとする

市 A=420㎡ Ｈ26 Ｈ29 253.2 253.2 ・既存建物解体
・美術館収蔵庫新築

【事業活用調査】
交通体系整備調査

直方市と北九州市八幡西区黒崎を結ぶ筑豊電気鉄
道の筑豊直方駅と、ＪＲ直方駅との結節基能の強化
を中心に、中心市街地と周辺部との交通体系の最適
化について調査をおこない、今後の事業実施の可能
性を探る。

市 Ｈ26 Ｈ27 26.8 26.8

【事業活用調査】
市街地再整備調査

直方駅から商店街、直方レトロタウンに至るエリアを
対象として、既存の公共施設や観光資源を活かしな
がら、「歩いて健康になるまち」「歩いて楽しめるるま
ち」になるよう道路、サイン等の整備の実施計画を作
成するために、調査事業を実施する。

市 H26 Ｈ26 3.2 3.2

その他事業名 事業概要 事業主体 規模
交付期間内事業期間 交付期間内事業費

事業費の主な使途概要



　□地域創造支援事業（竜王峡施設整備事業）

【現状】キャンプ場入口の橋が滑りやすい 

【現状】滑りやすく、上りにくい園内通路 

通路部分の整備イメージ 

【事業概要】 
キャンプ場内の滑りやすく、歩きにくい橋や通
路を、景観に配慮し、安全な通路に整備する
ことで、健康空間として自然に親しんでもらえ
る環境を整え、健康づくりを核とするまちづく
りの推進と交流人口の増加を図る。 

整備箇所 

事 業 名

事業期間

箇 所 名

合　　計 １７百万円

地域創造支援事業

Ｈ２９

竜王峡施設整備

事業内容

園内通路の改修

階段部分、橋の改修

Ⅼ＝１００m



　□地域創造支援事業（美術館収蔵庫整備事業）

直方市立美術館 

延床面積 840㎡ 

【事業概要】 
現在の収蔵庫は、レトロタウンにある古民家を収
蔵庫として利用しているが、収蔵効率も悪く、展示
品の入れ替えにも苦慮している。 
更に、レトロタウンの中心に位置する古民家とし
ての価値を活かして、観光交流センターとして整
備する計画である。 
よって、美術館から近い市有地に、収蔵庫を新規
で整備する。 

①建設予定地 

 シルバー人材センター跡地 Ａ＝631㎡ 

① 

収蔵庫内部のイメージ 

事 業 名

事業期間

箇 所 名

合　　計 ２５３．１百万円

地域創造支援事業

Ｈ２６～Ｈ２９

美術館収蔵庫整備

事業内容

収蔵庫を新規建設

床面積＝８４０㎡

建物解体他



　□事業活用調査（交通体系整備調査事業）

ＪＲ直方駅 

平成筑豊鉄道 

直方駅 

ＪＲ九州バス 

西鉄バス（路線バス） 

コミュニティバス 

【関連事業】 

 直方駅地区交通結節点改善事業 
 （Ｈ18年度～Ｈ26年度） 

・駅前広場の整備と、バス（高速バスを

除く）、タクシーの発着場所を統合 

筑豊電気鉄道 

筑豊直方駅 

【事業概要】 
現在、街路事業として「直方駅地区交通結節点改善事業」を
実施し、ＪＲ直方駅と駅前広場を整備し、路線バス（ＪＲ九州
バス、西鉄バス、コミュニティバス）とタクシーの発着場所を統
合し、交通結節基能の強化を図る事業を実施している。 
その次のステップとして、直方市と北九州市八幡西区黒崎を
結ぶ筑豊電気鉄道の筑豊直方駅と、ＪＲ直方駅との結節基
能の強化を中心に、中心市街地と周辺部との交通体系の最
適化について調査をおこない、今後の事業実施の可能性を
探る。 

事 業 名

事業期間

箇 所 名

合　　計 ２６．８百万円

事業活用調査

Ｈ２６～Ｈ２７

交通体系整備調査

事業内容
公共交通の更なる結節
基能強化可能性調査委
託



　□事業活用調査（市街地再整備調査事業）

【事業概要】 
直方駅から商店街、直方レトロタウンに至るエリアを対象として、既存の
公共施設や観光資源を活かしながら、「歩いて健康になるまち」「歩いて
楽しめるまち」になるよう道路、サイン等の整備の実施計画を作成する
ために、調査事業を実施する。 
 
これにより、基幹事業として実施予定のレトロタウンの道路整備に反映
させて、一体的に整備効果の増進を図る。 
 
関連する基幹事業 
 ・レトロタウンカラー舗装事業 

ＪＲ直方駅 

商店街 

直方レトロタウンエリア 

直方市立美術館 

直方歳時館 

直方市立美術館 別館 

直方石炭記念館 

調査事業対象エリア 

事 業 名

事業期間

箇 所 名

合　　計 ３．２百万円

事業活用調査

Ｈ２６～Ｈ２６

市街地再整備調査

事業内容
市街地再整備の実施計
画策定に向けた調査委
託


