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第4章 飯塚駅周辺地区整備に向けて 
 飯塚駅周辺地区整備基本計画のコンセプト 

上位関連計画の「飯塚市都市計画マスタープラン改訂版」（令和 4 年 2 月）は、まちづくりの方針の一つに広

域拠点と暮らしの拠点の維持・充実を掲げ、飯塚駅周辺地区は中心拠点と位置づけています。中心拠点は、筑

豊都市圏の中心的役割を担うエリアとして、既存の機能集約の維持・充実を図るとともに、大規模集客施設の立

地を誘導し、市域全体発展の牽引することとしております。加えて中心拠点は、拠点間の移動や広域連携を視

野に入れたまちづくりを進めるため、交通ネットワークの要衝としての機能強化を図り、交通結節点や公共施設、

公園などの人が多く集まる施設及びその周辺におけるバリアフリー化などを進め、中心拠点にふさわしいまちづ

くりを推進することとしています。 

このまちづくりの方針に整合した、今後の飯塚駅周辺地区のまちづくりの指標となる基本的な考え方を定めた

「菰田・堀池地区活性化基本方針」を平成 30 年 12 月に策定しており、この基本方針を実現していくため、飯塚

駅周辺地区整備計画のコンセプトは基本方針のコンセプトを踏襲し、「交通ネットワークを活かした賑わいのある

拠点づくり」とします。 

 

 

図－ 4.1 菰田・堀池地区活性化基本方針(平成 30 年 12 月策定)のコンセプト 
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 まちづくりの目標と整備構想 

飯塚駅周辺地区整備基本計画は、「交通ネットワークを活かした賑わいある拠点づくり」のコンセプトのもと、３

つの目標を設定します。 

 

 

4.2.1 飯塚駅周辺地区の整備構想 

３つの目標達成に向けた飯塚駅周辺地区の整備構想は以下のとおりです。 

(１)中心拠点にふさわしい交通結節点の利便性及び安全性の向上 

駅機能と道路機能の機能強化を行うことで、交通結節点としてのアクセス性の向上と安全な空間を形成し、

恵まれた交通ネットワークを活かした地域の活性化を目指します。 

(２)すべての人が円滑に移動できる安全・安心なまちづくり 

先導的共生社会ホストタウン自治体として、積極的にユニバーサルデザインの環境整備を行い、誰でも利

用しやすい安心安全な住環境を形成し、地区内の定住人口及び交流人口の増加、回遊性の向上を図りま

す。 

(３)未利用市有地の有効活用と快適な都市機能整備による賑わいの創出 

地域の潤いの場の形成及び民間投資への波及効果を促す環境整備(道路・公園)を行い、飯塚駅と連携

した事業を展開することで、当該周辺エリアの魅力を向上させ、観光、地域交流等の中心拠点として更なる

充実を図り、地域の賑わいを創出します。 
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第5章 飯塚駅周辺地区整備計画 

 飯塚駅周辺地区整備計画の事業展開 

「中心拠点にふさわしい交通結節点の利便性及び安全性の向上」、「すべての人が円滑に移動できる安

全・安心なまちづくり」、「未利用市有地の有効活用と快適な都市機能整備による賑わいの創出」の３つの整

備構想に基づき、まちづくりの目標実現のための道路事業、公園事業、駅前広場整備事業を進めるとともに、

旧卸売市場敷地への大規模集客施設立地等地域の賑わいの創出(民間活力)を進めます。 

なお、移転が検討されている近畿大学九州短期大学が移転した場合の跡地利用については、整備コンセ

プトに沿って検討します。 

 

図- 5.1 整備構想に基づく事業展開  
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 飯塚駅周辺地区整備計画の対象範囲設定 

飯塚駅周辺地区整備計画の範囲は、飯塚市立地適正化計画の居住誘導区域と都市機能誘導区域と本

地区の課題を踏まえ、以下の範囲（面積 A=163ha）に設定します。 

 

 

図- 5.2 飯塚駅周辺地区整備計画 対象範囲 
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 道路事業 

飯塚駅周辺地区の道路整備について、周辺施設へのアクセス性と地域の安全性、利便性向上のため、交

差点改良や歩道整備及び一部無電柱化等を行います。 

(１)中心拠点にふさわしいアクセス道路の整備 

旧飯塚市地方卸売市場跡地周辺道路(市道卸売市場 2 号線、市道卸売市場 3 号線、市道鶴三緒・徳

前線)では、大規模集客施設の誘致で交通量の増加が見込まれることに対応し、道路改良と交差点改良

および区画線設置を行います。また国道２０１号飯塚庄内田川バイパスと接道する道路交差点の渋滞緩

和のため、西町天道線の堀池交差点付近の交差点改良等の道路整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 5.3 西町天道線堀池交差点改良 主な整備内容 

(２)歩行者の安全・安心な移動や、賑わい創出に繋がる歩道の新設整備 

大規模集客施設の周辺道路整備では歩行者が安全・安心に移動できると共に、人の移動による賑わ

い創出に繋がる歩道の新設を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 5.4 大規模集客施設周辺道路整備 主な整備内容  

市道卸売市場 2号線現況 

市道卸売市場 3号線現況 

鶴三緒・徳前線現況 
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 (３)円滑で安全な移動に資する踏切の改良等整備 

飯塚駅北側に位置する桜ヶ丘踏切改良事業では、踏切を安全に横断できるよう、段差・不陸を解消す

る整備を行います。  

 

 

図- 5.5 桜ヶ丘踏切改良事業位置図 

 

 

図- 5.6 桜ヶ丘踏切改良事業 主な整備内容 

 

  

整備イメージ 桜ヶ丘踏切現況 
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  公園事業 

飯塚市では今後の公園の整備・維持・活用の方針として、公園は地域における利活用状況、維持管理の

意向を踏まえながら再整備、維持、統合集約・機能分担、用途変更等を進め、より地域に密着した多機能な

空間となるように再編を図ることにしています。 

 飯塚駅周辺地区には、長期未整備の都市計画公園である西菰田公園があり、また旧菰田保育所に隣接

する菰田西公園があります。 

 これらの公園について、飯塚駅周辺地区の整備と合わせて整備を行うことで、飯塚駅周辺地区の回遊性、

利便性及び安全性の向上を図り、更には高齢者や障がい者及び観光者等、誰でも快適に利用できるようバ

リアフリー化を行い、地域イベント等でも幅広く活用できる地域交流の拠点づくりを行います。 

 

表- 5.1 公園事業 
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(１)未整備の公園整備による新たな地域交流の拠点づくり 

西菰田公園は都市計画公園として都市計画決定されていますが、公園敷は私有地であり長期未整備

となっています。また、都市計画決定されていることにより、周辺地区は建築制限があり、地元住民から計

画変更を求める声が強く、代替地での整備が必要となっています。 

本市では、長期未整備の都市計画公園については必要性を再検討し、見直しを含め効率的・効果的

な公園整備を行う方針です。 

菰田堀池公園(仮称)は西菰田公園の計画を、飯塚駅から徒歩圏内の地域住民だけでなく、駅利用者

も気軽に利用できる場所に再配置することで、交流人口の増加、回遊性の向上、地域交流の中心拠点と

しての憩いの場の形成など、地域活性化に繋げる整備を行います。 

 

 

図- 5.7 菰田堀池公園(仮称)事業位置図 
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(２)  地域拠点としての既存公園の充実 

菰田西公園は昭和 41 年（1966 年）に整備された都市公園で、旧菰田保育所が隣接し、JR 福北ゆたか

線を挟み反対側には桜ケ丘幼稚園も立地しています。また地域の方の利用も多く、地域交流拠点の一翼

を担っています。 

菰田西公園は、近隣に新設する菰田堀池公園（仮称）と連動して飯塚駅周辺地区の回遊性、利便性

及び安全性の向上を図るとともに、利用状況を考慮した改修を行います。 

 

 

図- 5.8 菰田西公園事業位置図 

 

 

図- 5.9 菰田西公園の上空写真  

旧菰田保育所・菰田西公園 
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  駅前広場整備事業(自由通路・駅舎を含む) 

駅前広場整備事業では、飯塚駅周辺地区のコンセプト及び整備構想のもと、飯塚駅の自由通路・駅舎、

東西駅前広場、駐車場などのその他の施設を対象として、施設規模や数、配置などの内容を計画しました。 

5.5.1  整備の基準となる駅利用者数の設定 

2004 年～2019 年までの乗降客数(2017 年以降は乗車数のみ公表のため乗車数を 2 倍した)を使用したト

レンド推計の結果、整備完了予定年(2026 年)の乗降客数は 2,135 人／日と推計されます。 

本計画による事業に加え、飯塚駅周辺地区内への大規模集客施設誘致や、沿線の桂川駅整備や飯塚

市新体育館整備等により相乗的に利便性や回遊性が向上し、飯塚駅の利用者増加が期待できる状況にあ

ることから、飯塚駅周辺地区整備事業の実施により約 5%増を見込んで、乗降客 2,250 人/日(2019 年と同程

度)として目標を設定し、施設別規模を算定しました。 

 

 

 

 

 

図- 5.10 飯塚駅の日平均乗降客数の目標設定 
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5.5.2  自由通路および駅舎整備計画 

飯塚駅東西のアクセスを強化し、回遊性、利便性及び安全性の向上を図り、交流人口の増加に繋げるた

め、自由通路整備を行います。自由通路は飯塚駅駅舎の建て替えと一体的に整備を進めます。 

 

 

自由通路・駅舎事例：浜崎駅（佐賀県唐津市） 

 

自由通路事例： 桂川駅（福岡県嘉穂郡桂川町） 

 

(1)自由通路の位置付け 

都市基盤事業者が市街地分断の解消や踏切対策等のまちづくりの一環として整備、管理する自由通

路は、基本的に、道路法上の道路として位置付けられ、都市計画に定めるものとされています。 

 

 

※１ 通路とする場合、整備主体の都市基盤事業者に、道路管理者は含まれない。 

※２ 自由通路が、隣接する各種施設を立体的、計画的に整備すべき鉄道駅周辺に設置される場合、都市計画に定めるこ

とが望ましいため これを基本としている。自由通路の整備位置が、都市計画区域外であったり、周囲に接続する都

市施設が無い等、整備する地域の状況等 によってはこの限りではない。  

※３ 都市施設の道路、通路等のほか、地区計画の地区施設として都市計画に位置づけを行う場合も考えられる。 

出典：自由通路の整備及び管理に関する要綱(H22.2) 

 

図－5.11 自由通路の位置付け 
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(2)適用基準 

自由通路の通路幅員、階段幅員に係る基準等は表－5.2 に示すとおりです。 

 

表- 5.2 自由通路幅員に関連する基準等 
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(3)自由通路および駅舎整備案 

駅舎の建替を行う場合の駅舎の構造形式は、自由通路の位置や構造と深く関わるものであることから、自

由通路と駅舎の整備はセットで考える必要があります。そのため駅舎のタイプと自由通路整備とを組み合わ

せた案として自由通路と駅舎を共に整備する案(駅舎形式は「地平駅案」、「二階駅案」、「橋上駅案」、「両側

改札案」を検討)と、自由通路のみを整備する「自由通路単独整備案」を設定し、各案のメリット・デメリットを整

理の上、比較検討を行いました。 

自由通路と駅舎を共に整備する案はコスト面や施工等を踏まえ、他案に比べて実現性が高く、機能面、景

観等でも優れている「両側改札」、「二階駅」の２つの駅舎タイプを選定し、採用案としました(各案の選定・非

選定の理由は表－5.4 のとおり)。 

駅舎規模は駅舎面積が得られた同規模の駅(利用者)の整備事例を参考に、現状の 600m2 の約１／３とな

る 100～200m2 で設定しました。 

なお、本計画で示している自由通路および駅舎の採用案は、 終決定したものではありません。今後の設

計で景観性や動線、コスト等を引き続き検討し、鉄道事業者と協議の上、 終案を作成する予定です。 

 

表- 5.3 駅舎規模の参考事例 (飯塚駅の目標設定乗車人員 2,250 人／日) 

 

※乗車人員は、九州旅客鉄道株式会社公表の駅別乗車人員上位 300 駅(2019)を 2 倍した数値     

 

表- 5.4 自由通路・駅舎整備の組合せと検討の方向性 
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(４)自由通路幅員の設定 

福岡県福祉のまちづくり条例は、高齢者、障がい者等をはじめすべての県民が社会、文化、経済その他

の分野の活動に自らの意思で参加できる社会を形成する福祉のまちづくりに関し、県、市町村、事業者等及

び県民の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本方針その他必要な事項を定め、これらを総合的に推

進することにより、いきいきとした地域社会を築くことを目的として制定されたもので、市町村は自ら設置し、又

は管理する施設等について、高齢者、障がい者等が安全かつ快適に利用できるよう、その整備に努めるもの

としています。 

自由通路の幅員は、福岡県福祉のまちづくり条例と、道路構造令の歩道幅員の考え方に基づき、自由通

路の有効幅員 2.5m と設定しました。これは車いすを押して歩く人が（占有幅 1.0m）、2 人で話しながら歩く人

（占有幅 1.5m）とすれ違うことができる幅員です(図－5.12、表－5.5)。階段部については、両手に手荷物を

持った人がすれ違うことを考慮して、有効幅員 2.0m で設定します(図-5.14)。 

 

 

出典：道路構造令の解説と運用 

図－5.12 道路利用者の基本的な寸法と歩道幅員の考え方 
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表- 5.5 多様な利用形態と占有幅 

 

 

   

図－5.13 設定幅員の利用イメージ(2.5m) 

 

 

 図－5.14 階段部分の利用イメージ(2.0m)

2.5m 

0.75m 1.0m 0.75m 

1.0m 1.0m 

2.0m 
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(５)屋根・壁形式の設定 

自由通路整備においては、屋根や壁の設置や形式によって構造等に影響を及ぼすことから、下記の通り

設定します。 

 

１)屋根 

気象条件(降雨等)による影響や安全性、採光も考慮して屋根を配置します。 

２)壁 

気象条件(降雨等)による影響や安全性を考慮して壁を設置します。また、壁の形式には屋根部分まで壁

で覆う「閉鎖型」と一部に開口部を設ける「開放型」がありますが、光や風を取り込むために「開放型」を採用

するとともに、壁部も採光に配慮したものとします。 

 

 

自由通路事例(有効幅員 3.5m)： 

篠栗駅（福岡県糟屋郡篠栗町） 

 

自由通路事例(有効幅員 2.5m)： 

桂川駅（福岡県嘉穂郡桂川町） 

 

(６)エレベーターの規模設定 

自由通路に設置するエレベーターについては、バリアフリーの基準および現状の東西連絡通路のピーク

時通行者数を考慮して下記の通り設定しました。 

 

   

エレベータ―の設置事例：桂川駅（福岡県嘉穂郡桂川町） 
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出典：福岡県福祉のまちづくり条例手引書 

 

図－5.15 エレベーターの標準寸法適用例 

  


