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第3章 緑の将来像 

本章では、本計画の柱となる基本理念や、今後の緑の取組全般に関わる基本姿勢を定めるとと

もに、基本理念実現に向けた基本目標、目標達成に向けた施策方針について整理を行います。 

 

 

≪本章の構成≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 

（基本理念の実現に向けた）基本目標  

（目標達成に向けた）施策方針 

施策案（第 4 章） 

基本姿勢 

目標設定から施策方針 

・施策立案にいたる、

今後の緑の取組 

全般に関わる基本的な

姿勢 

市の木 クスノキ 

枝葉がよく繁り、生育しやすい長命

なクスノキは、ときに 30ｍを超える

大木になることもあります。 

地域の神社等に多く植えられてお

り、大分八幡宮の大楠は県の天然記

念物に指定されています。 
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 3-1 基本理念 

 第 2 次飯塚市総合計画の都市目標像やまちづくりの基本理念、飯塚市都市計画マスタープラン

のまちづくりの理念や基本目標を踏まえ、本計画の基本理念を「人と自然が共生する 豊かで健

幸なまち ～緑を守り 縁ある暮らし～」と設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪都市目標像≫ 

人が輝き まちが飛躍する 住みたいまち 住みつづけたいまち 

～ 共に創り 未来につなぐ 幸せ実感都市 いいづか ～ 
 

≪まちづくりの基本理念≫ 

1．人権を大切にする市民協働のまち   2．共に支えあい健やかに暮らせるまち 

3．活力とうるおいのあるまち      4．やさしさと豊かな心が育つまち 

5．水と緑豊かな快適で住みよいまち 

第 2 次飯塚市総合計画 

≪まちづくりの理念≫ 

健幸と共生社会を目指し、多様な連携を図る 

コンパクトなまちづくり 
 

≪まちづくりの基本目標≫ 

① 誰もが安心して暮らせる共生のまち 

② 未来を創る活力あるまち 

③ 住みたくなる住み続けたくなる魅力あるまち 

飯塚市都市計画マスタープラン【改訂版】 

人と自然が共生する 豊かで健幸なまち 

～緑
みどり

を守り 縁
えん

ある暮らし～ 

本計画の基本理念 
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 3-2 基本姿勢 

緑に関する機能やサービスを維持・継続し、人口減少や少子高齢化の進展といった社会情勢の

変化の下、限られた予算の中で、多様化する市民ニーズに対応していくためには、緑について、

量から質へ転換を図っていく必要があります。しかしながら、これまでの考え方を踏襲するのみ

では、緑の量を減らす中で質を維持することは困難です。 

そこで、本計画においては、緑について、真に量から質へ転換を図りながらも、機能やサービ

スの質を維持していくため、全ての取組に通じる考え方として、次の 5 つの基本姿勢を定めまし

た。 

 

 

 

量から質への転換 

本市の人口がすでに減少局面に入り、財政状況も今後厳しさを増していく中、これまでのよ

うに緑地の拡大を図ることは困難であり、また適切な方策とは言えません。今後は人口や予算

規模に合わせて、公園等の規模や数量を調整するとともに、真に必要な施設を絞って重点的に

整備することで、限られた予算を有効に活用していく必要があります。 

このため、費用対効果の向上により、限られた予算の中でもサービス水準を維持・向上させ

ながら、緑の量から質への転換を図っていきます。 

 

社会情勢の変化への柔軟な対応 

人口減少・少子高齢化から地球環境問題や災害リスクの増大、さらには健康や景観、子育て

等に対する市民意識の変化に至るまで、近年の社会情勢は大きく変化しており、それに合わせ

て緑地・緑化に対するニーズも変化しています。 

このため、社会情勢や市民ニーズの変化に柔軟に対応し、緑の質の向上を図ります。 

 

緑の多機能化とまち全体での機能共有 

自然は環境保全、農地は農業、公園はレクリエーション、道路は移動、建物は景観といった

ように、特定の場所や施設が単一の機能を持つ状態では、緑の量の減少を質でカバーすること

は困難です。 

そこで、緑の持つ多様な機能をしっかりと把握し、個々の場所や施設に多機能を持たせると

ともに、異なる種類の施設間でそれらの機能を共有することで、緑の量から質への転換を後押

しします。 

例えば、散策をしたりベンチで休んで自然に癒されたりといった公園の機能を、緑あふれる

歩道や河川敷で代替することで、緑の量から質への適正な転換が可能になると考えています。 

  

2 

3 

1 

本計画の基本姿勢 
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賢い運用と適切な維持管理 

市内には、関の山、三郡山地や遠賀川に代表される豊かな自然、多くの歴史・文化資源や公

園施設が存在しますが、施設の老朽化や不十分な維持管理のために、利用しづらくなっている

施設や本来の価値を発揮できていない施設があります。 

また、すばらしい景観や機能を有していながら、情報が十分でなかったり、ニーズに合わせ

た一工夫が足りないために、十分に利用されていない施設もあります。 

このため、情報発信やニーズに合わせた一工夫などの賢い運用と、適切な維持管理により、

施設の価値を最大限に発揮させることで、緑の質の向上を図ります。 

 

 

市民や事業者との協働による質の向上 

近年、緑や水に関する市民活動が活発になっており、緑の維持管理において市民や事業者の

存在はなくてはならないものとなっています。 

また、施設の整備においても、市民や利用者の声を集め、ニーズに合った施設を作ることで、

より質の高い施設の整備につながります。 

このため、市民や事業者との協働をより一層促進することで、持続可能で質の高い緑の整備

や維持管理を推進します。 

 

 

  

4 

5 
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 3-3 緑の基本目標と施策方針 

3-1 で定めた基本理念「人と自然が共生する 豊かで健幸なまち ～緑を守り 縁ある暮らし

～」の実現に向けた基本目標と、目標達成のための施策方針を次のとおり定めます。 

なお、基本目標と施策方針の設定に際しては、P.33「緑の課題」で示した 8 つの視点から整理

を行いました。 

 

≪緑の基本目標と基本施策≫ 

視点 基本目標 施策方針 

環境保全 豊かな自然や農地と共生するまち 
緑地や河川、農地等の保全・管

理 

生物多様性保全 多様な生物と共生するまち 
多様な生物の生息・生育環境の

保全 

まち並み形成 
水・緑・歴史文化が融け合う情緒あふ

れる安らぎのまち 

歴史文化と一体となり、景観の

質を高める緑の創出 

にぎわい創出 
市内のいたるところで交流とにぎわい

が生まれるまち 

緑を活用したにぎわい拠点の 

形成 

健幸増進 
若者からお年寄りまで、身近な場所で

レジャーや運動を楽しめるまち 

健康・福祉の増進に向けたあら

ゆる緑の活用 

子育て・教育 
子ども達が自然と触れ合いながら遊

び、学べるまち 

緑を通じた遊び場や学びの場の

形成 

防災・減災 
災害発生時にみんなが安全に避難でき

るまち 

オープンスペースの防災機能 

強化 

維持管理・運営 将来に渡り緑を大切に活かすまち 
持続可能でニーズに合わせた緑

地運営と協働による維持管理 
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 3-4 緑の確保目標水準 

ここでは、将来像を実現するための緑の確保目標水準を設定します。 

 

3-4-1 緑の量に関する目標 

 本市における 2031(令和 13)年の緑地面積の目標水準は、施設緑地については、飯塚市公園等

ストック再編計画における用途変更の目標及びその他施設緑地維持の方針に基づき 250.72ha を

目標とします。 

地域制緑地については、本計画の基本理念による緑地維持の方針を踏まえ、17,568.89ha を維

持することを目標とします。 

  

≪緑地全体の目標水準≫ 

区分 
2019（平成 31）年 

【現況値】 

2031（令和 13）年 

【目標値】 

⑴施設緑地 269.97ha 250.72ha 

⑵地域制緑地（※1） 17,568.89ha 17,568.89ha 

緑地面積計（※2） 17,838.86ha 17,819.61ha 

 

 

 

  

※1 地域制緑地の面積は重複を含む 

※2 緑地面積計は施設緑地・地域制緑地の重複を含む 
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（1）施設緑地（公園等）の目標水準 

2011（平成 23）年 2 月に策定された改訂前の本計画では、2026（令和 8）年度における公園

等の目標水準を 2016（平成 28）年度比で 15％増加の 300ha としていました。しかしながら、

今後の人口減少に伴う公園利用者の減少や、社会保障費・維持更新費用の増大に伴う財政制約等

社会情勢の変化を踏まえ、目標水準の見直しを行うことで、将来に向けて持続可能な公園の管理

運営を図ります。 

公園等については、本計画の関連計画である「飯塚市公共施設等のあり方に関する第 3 次実施

計画」（2017（平成 29）年 7 月）において、公園施設に関する総量の最適化方針を「利用圏域の

人口減少率に合わせて公園面積を削減」とし、2010（平成 22）年から 30 年後の 2039（令和 21）

年までに約 20％削減することとしています。また、その方針に基づき、2021(令和 3)年に策定さ

れた飯塚市公園等ストック再編計画では、今後 10 年間でおおよそ 10％の用途変更を目標として

います。 

こうした背景に基づき、本計画においても、目標年次である 2031(令和 13)年までに公園施設

を約 10％(▲19.25ha)用途変更することを目標水準とします。 

なお、都市公園は都市公園法の定めにより基本的に用途変更ができず、都市計画法に基づいて

設置された開発遊園についても、現状では用途変更が困難な状況にあることから、児童遊園、都

市計画法に基づいて設置されたもの以外の開発遊園、その他の遊公園を対象に再編を図るものと

します。また、用途変更する公園の選定に際しては、公園誘致圏の重複状況や居住誘導区域内の

立地有無等を踏まえて選定を行い、サービス水準の著しい低下を防ぐとともに、存続する公園に関

しては、公園施設の改築や新設により魅力ある公園づくりを行うことで、量から質への転換を図っ

ていきます。長期未整備となっている都市計画公園については、全市的な視点から見直し、適正配

置に努め、計画的な都市公園を目指します。また、運動場、キャンプ場等については存続を基本

とし、ニーズの変化等を加味しながら、今後必要な時期に統廃合等の検討を行うものとします。 

 

≪施設緑地の目標水準≫ 

種類 種別 
2019（平成 31）年 

【現況値】 

2031（令和 13）年 

【目標値】 
備考 

都市公園 広域公園 51.00ha 51.00ha 筑豊緑地 

― 125.06ha 125.06ha  

約 10％ 

用途変更 
公 共 施 設

緑地 

児童遊園 

開発遊園 

その他の遊公園 

67.23ha 47.98ha 

運動場等 

キャンプ場 

自転車歩行者専用道路 

26.68ha 26.68ha 

 

合 計 269.97ha 250.72ha  

 

  

資料：飯塚市公園等ストック再編計画（R3） 
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（2）地域制緑地の目標水準 

公園等については前頁のとおり用途変更することを目標としましたが、自然公園、農用地区域

及び山林がその大半を占める市内の地域制緑地は、歴史や文化とともに受け継がれてきた本市の

財産であり、本市の豊かさや潤いを形成する重要な要素となっていることから、現状の面積約

17,568.89ha(重複含む)を維持することを目指します。 

 

≪地域制緑地の面積≫ 

区分 名称 面積 

都市計画法 第三種風致地区（高宮公園敷地） 2.20 ha 

自然公園法 太宰府県立自然公園 3,683.00 ha 

農業振興地域整備法 農用地区域 2,248.30 ha 

森林法 保安林 

地域森林計画対象民有林 

3,199.03 ha 

8,434.76 ha 

文化財保護法 川島古墳 

小正西古墳 

城ノ腰ため池のオニバス 

0.40 ha 

0.40 ha 

0.80 ha 

合計（※1） 17,568.89 ha 

※1 各種地域制緑地間の重複を含む 

 

3-4-2 緑の質に関する目標 

 今後は人口や予算規模に合わせて公園等の規模や数量を調整し、量から質への転換を図ってい

く必要があります。 

 このため、緑の量に関する目標に加え、以下のとおり緑の質に関する目標を設定しました。 

 

≪緑の質に関する目標≫ 

 2019（令和元）年 

【現況値】 

2031（令和 13）年 

【目標値】 

公園の質に関する満足度 「満足」・「概ね満足」の割合 

12.7％ 

「満足」・「概ね満足」の割合 

30％ 

公園に行く頻度 「月に 1 回以上」の割合 

24.0％ 

「月に 1 回以上」の割合 

40％ 

※現況値は市民アンケート調査（2019（令和元）年実施）の結果をもとに設定 
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第4章 緑の保全及び緑化のための施策 

本章では、本計画の基本理念「人と自然が共生する 豊かで健幸なまち ～緑を守り 縁ある

暮らし～」を実現するために必要な施策を示します。 

なお、施策の整理にあたっては、基本理念に 5 つの基本姿勢を反映し、8 つの視点ごとに、そ

の基本目標・施策方針に基づいて整理を行います。その際、基本姿勢の 1 つである「緑の多機能

化とまち全体での機能共有」の視点から、個々の施策がどの緑(自然・農地・公園・道路・建物)

を対象としたものであるかも併せて整理するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市の木 メタセコイア 

端正な樹形や四季折々に変化する葉色

が美しいメタセコイアは、石炭の元に

なった木であり、「生きた化石」として

知られ、公園や街路などに多く植えら

れています。 
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 4-1 全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点 基本目標・施策方針 
対象とする緑の種類 

施策 
自然 農地 公園 道路 建物 

環境保全 【基本目標】 

豊かな自然や農地と
共生するまち 

【施策方針】 

緑地や河川、農地等
の保全・管理 

〇     ① 法令等に基づく山林の保全 

〇     ② 河川環境の保全 

〇     ③ 市街地の良好な緑地の保全 

 〇    ④ 農用地の保全 

    〇 ⑤ 公共施設緑化の推進 

生物 
多様性 
保全 

【基本目標】 

多様な生物と共生す
るまち 

【施策方針】 

多様な生物の生息・
生育環境の保全 

〇     ① 生物の生息地の保全 

〇     ② 生息環境に配慮した整備 

〇 〇 〇 〇 〇 ③ エコロジカルネットワークの形成 

    〇 ④ 学校敷地内での生物生息環境の確
保 

まち並み 
形成 

【基本目標】 

水・緑・歴史文化が
融け合う情緒あふれ
る安らぎのまち 

【施策方針】 

歴史文化と一体とな
り、景観の質を高め
る緑の創出 

〇     ① 集落内の樹林地の保全 

〇     ② 水辺景観を構成する緑の創出 

〇    〇 ③ 文化財・歴史的遺産等と一体とな
った緑の保全と創出 

 〇    ④ 耕作放棄地を活用した景観形成 

 〇    ⑤ 田園住居地域の指定等による都市
農地の積極的な保全 

  〇   ⑥ 市民参加による緑豊かな公園づく
り 

   〇  ⑦ 道路緑化の推進 

    〇 ⑧ 民間施設の緑化推進 

   〇 〇 ⑨ 主要駅周辺のシンボル性ある緑化
の推進 

   〇 〇 ⑩ 沿道緑化の推進 

 
 
 

       

① 量から質への転換 

② 社会情勢の変化への柔軟な対応 

③ 緑の多機能化とまち全体での機能共有 

④ 賢い運用と適切な維持管理 

⑤ 市民や事業者との協働による質の向上 

基本理念 

人と自然が共生する 豊かで健幸なまち ～緑
みどり

を守り 縁
えん

ある暮らし～ 

基
本
姿
勢 
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視点 基本目標・施策方針 
対象とする緑の種類 

施策 
自然 農地 公園 道路 建物 

にぎわい 
創出 

【基本目標】 

市内のいたるところ
で交流とにぎわいが
生まれるまち 

【施策方針】 

緑を活用したにぎわ
い拠点の形成 

〇     ① 河川空間を利用したイベント等の
運営促進 

〇   〇 〇 ② 広域観光ルートの景観形成 

 〇    ③ 新たな特産品の開発・販売 

  〇   ④ 筑豊炭田跡地の利活用 

  〇   ⑤ 都市公園における公募設置管理制
度（Park-PFI）等の導入検討 

   〇  ⑥ 水・緑・歴史のネットワークの形
成 

健幸増進 【基本目標】 

若者からお年寄りま
で、身近な場所でレ
ジャーや運動を楽し
めるまち 

【施策方針】 

健康・福祉の増進に
向けたあらゆる緑の
活用 

 〇    ① 市民農園等の活用 

  〇   ② 健康増進に向けた公園の活用 

  〇   ③ レクリエーション拠点としての公
園づくり 

  〇   ④ スポーツ・レクリエーション拠点
エリアの形成 

〇   〇  ⑤ 散策ルートの形成 

   〇  ⑥ 歩いて暮らせるまちづくりに向け

た道路整備 

子育て・ 
教育 

【基本目標】 

子ども達が自然と触
れ合いながら遊び、 
学べるまち 

【施策方針】 

緑を通じた遊び場や
学びの場の形成 

〇     ① 里山の保全と環境教育への活用 

〇     ② 自然環境と触れ合うイベントの開
催 

〇    〇 ③ 緑に関する学習機会の推進 

 〇    ④ 子ども達の農業体験機会の提供 

防災・ 
減災 

【基本目標】 

災害発生時にみんな
が安全に避難できる
まち 

【施策方針】 

オープンスペースの
防災機能強化 

〇     ① 斜面緑地の保全 

〇     ② 総合的な治水対策の推進 

 〇    ③ 災害抑制のための農地保全 

  〇   ④ 公園の防災機能強化 

  〇  〇 ⑤ 避難場所の確保 

維持管理 
・運営 

【基本目標】 

将来に渡り緑を大切
に活かすまち 

【施策方針】 

持続可能でニーズに
合わせた緑地運営と
協働による維持管理 

〇    〇 ① 山林の維持管理 

〇     ② 河川の維持管理 

〇 〇 〇 〇 〇 ③ 市民参加の推進と充実 

〇 〇 〇 〇 〇 ④ 人材の登録と育成 

 〇    ⑤ ため池の維持管理 

 〇    ⑥ 農用地の維持管理 

  〇   ⑦ 公園面積の 20％の用途変更 

  〇   ⑧ 既存公園の維持管理の効率化 

  〇   ⑨ 公園施設長寿命化計画の推進 
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視点 基本目標・施策方針 
対象とする緑の種類 

施策 
自然 農地 公園 道路 建物 

  

  〇   ⑩ 民間による市民緑地の整備・管理
の促進 

〇 〇 〇 〇 〇 ⑪ 緑に関する情報の提供 

  〇   ⑫ 公園緑地の維持管理方法の検討 

〇    〇 ⑬ 地元の協力による指定文化財の管
理 

〇 〇 〇 〇 〇 ⑭ 表彰制度の検討 

  



 

 

48 

 4-2 各視点施策の内容 

4-2-1 環境保全 

① 法令等に基づく山林の保全 

 法令に基づき保全されている山林は、関係機関と調整を図りながら今後も保全します。 

 

② 河川環境の保全 

 遠賀川や穂波川の水質改善や生活環境改善に向けて、市民の協力と理解を得ながら、公共下

水道、浄化槽設置等、各地域に最も適した整備を進めます。 

 

③ 市街地の良好な緑地の保全 

 高宮風致地区は、市街地の良好な自然環境を有する地区として維持していきます。 

 オートレース場南側のまとまりある緑地、「筑豊富士」と呼ばれるボタ山等は、都市に潤いを

もたらす貴重な緑として、風致地区の指定や市民緑地等による適切な保全策を検討します。 

 

④ 農用地の保全 

 農業振興地域整備計画を踏まえ、農業振興地域内の農用地は優良農用地として、保全を図り

ます。 

 

⑤ 公共施設緑化の推進 

 公共公益施設では敷地内緑化に努めます。特に施設の改築・新築等に際しては、緑化スペースの確

保に努めます。 

 

 

4-2-2 生物多様性保全 

① 生物の生息地の保全 

 里山やホタルが生息する環境の残っている河川等は、生物とふれあう場として保全を図ります。 

 

② 生息環境に配慮した整備 

 河川改修では、治水に配慮しながら、水質保全施策や多自然川づくり等、生物の生息環境に

配慮した川づくりに努めます。 
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49 第 4 章 緑の保全及び緑化のための施策 

③ エコロジカルネットワークの形成 

 緑地の保全や緑化の推進にあたっては、生物多様性確保の観点から、動植物の供給源となる

山林や田畑と市街地内の公園や樹林地、建物敷地内の緑等が、街路樹や河川・水路などで結

ばれたエコロジカルネットワークの形成に配慮します。 

 

④ 学校敷地内での生物生息環境の確保 

 学校敷地内では、環境教育の面から、校内で生物生息環境となる樹木や草花の植栽に努めま

す。 

 

 

4-2-3 まち並み形成 

① 集落内の樹林地の保全 

 集落内のまとまりある樹林地は、里としての良好な環境を構成する要素として、所有者や地

域の協力により保全に努めます。 

 

② 水辺景観を構成する緑の創出 

 遠賀川、穂波川などの水辺のネットワークを構成する河川では、良好な都市環境を提供する

空間として、市民との協働により、河川沿いにコスモスやスイセン等の季節感を感じられる

草花の植栽に努めます。 

 遠賀川河川敷広場については、市民との協働や関係機関との連携により、市民のやすらぎの

場となるよう、彩りある植栽を進めます。 

 

③ 文化財・歴史的遺産等と一体となった緑の保全と創出 

 綱分八幡宮、大分八幡宮、小正西古墳、川島古墳、鹿毛馬神籠石、立岩遺跡等、地域の文化

財と一体となった樹林地は、貴重な歴史的風土を形成する資源として整備・保全します。 

 

④ 耕作放棄地を活用した景観形成 

 緑の拠点を結ぶ幹線道路沿道では、耕作放棄地を活用して、レンゲやコスモスのある田園風

景など、郷土感や季節感のある風景の演出を促進します。 

 

⑤ 田園住居地域の指定等による都市農地の積極的な保全 

 2018（平成 30）年、用途地域に田園住居地域が新たに追加されました。本市においても、必

要に応じて田園住居地域への用途地域指定を検討し、田畑と市街地の共存を図っていきます。 
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⑥ 市民参加による緑豊かな公園づくり 

 愛着ある公園づくりに向けて、花壇・樹木の種類検討や植栽等への市民参加を促していきま

す。 

 

⑦ 道路緑化の推進 

 潤いのある緑のネットワーク化を進めるため、幹線道路の街路樹、河川沿いの緑化を推進し、

主要な公園や緑地、遊歩道をつなぎ、緑の連続性を確保していきます。 

 主要な幹線道路では、飯塚の風土に適した街路樹、草花を植栽するとともに、通行の安全に

配慮して統一感のある快適な道路づくりを進めます。 

 

⑧ 民間施設の緑化推進 

 住宅地では、緑豊かな居住環境を形成するため、敷地の緑化を推進するとともに、緑化コン

テスト、表彰制度等の緑化推進活動を促進する取組を検討します。良好な緑の環境をもつ住

宅地では、良好な住環境の維持向上に努めます。 

 本市では平成 22 年から、つる性の植物をネットに絡ませて夏の日差しを遮る「自然のカーテ

ン」をつくるとともに、緑豊かなまち並みを形成するため、ゴーヤの苗を配布する「緑のカ

ーテンプロジェクト」を実施しており、この取組を今後も継続していきます。 

 商店街等の商業集積地では、駐車場回りや店舗入口付近の緑化、フラワーポット設置等によ

る緑の環境づくりを促進し、魅力と特色のある景観づくりを促進します。 

 工業地については、周辺の住環境や自然環境と調和した操業環境の維持促進を図ります。 

 新規に開発される民有地や既存の緑豊かな民有地に対しては、地区計画、緑地協定の締結等

を働きかけていきます。 

 大規模集客施設や集合住宅等、大規模建築物の建築にあたっては、適切な緑が確保されるよ

う緑化を働きかけていきます。 

 

⑨ 主要駅周辺のシンボル性ある緑化の推進 

 中心市街地の玄関口である新飯塚駅、飯塚駅における駅前広場や駅前の道路は、飯塚市の顔

となるようシンボル性の高い緑化を進めます。 

 

⑩ 沿道緑化の推進 

 旧伊藤家住宅（旧伊藤伝右衛門邸）周辺、長崎街道内野宿は、地域の協力を得ながら、歴史

情緒が感じられる落ち着きあるまち並みに調和した沿道緑化を促進します。 
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4-2-4 にぎわい創出 

① 河川空間を利用したイベント等の運営促進 

 河川敷敷地をにぎわいある水辺空間として積極的に活用するため、2011（平成 23）年に河川

敷敷地占用許可準則が改正され、河川空間における民間事業者のイベント等の運営が可能と

なりました。そこで本市においても、遠賀川の河川敷等において民間事業者によるイベント

等の運営を検討します。 

 

② 広域観光ルートの景観形成 

 飯塚市、嘉麻市、桂川町の 2 市 1 町では、定住自立圏の形成と目指すべき将来像の実現に向け

て、広域観光ルートの構築を進めています。そこで選定された観光資源及び観光ルートの緑

化や自然地に関し、魅力ある自然・まち並み景観の形成を図ります。 

 

③ 新たな特産品の開発・販売 

 市内の農産品や畜産品を使用した新たな特産品を開発・販売し、観光ＰＲを行うとともに、

今後はブランド認証制度等を制定し、特産品の価値向上を図ります。 

 

④ 筑豊炭田跡地の利活用 

 「筑豊炭田遺跡群」が 2018（平成 30）年 10 月に国指定史跡となったことを受け、「目尾（し

ゃかのお）炭坑跡」との一体的な公園設備を推進します。 

 

⑤ 都市公園における公募設置管理制度（Park-PFI）等の導入検討 

 2017（平成 29）年に都市公園法が改正され、都市公園内においてカフェ・レストラン等を設

置・運営するとともに、その運営利益を活用して公園施設の整備・改修等を一体的に行う者

を公募により選定する「公募設置管理制度（Park- PFI）」が新たに設けられました。そこで本

市においても、公園の魅力向上や財政負担軽減の観点から、民間活力を活用した新たな都市

公園の整備・管理手法として、「公募設置管理制度（Park-PFI）」等の導入を検討します。 

 

⑥ 水・緑・歴史のネットワークの形成 

 健康づくりや、自然・歴史とのふれあいの場である公園と歴史観光拠点をつなぐアクセス道

路の整備を計画的に進めます。 
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4-2-5 健幸増進 

① 市民農園等の活用 

 所有者の協力を得ながら、市民が緑や農業に親しむ場として、また健康増進の場として、シ

ルバー農園や市民農園等の利活用を促進します。 

 

② 健康増進に向けた公園の活用 

 公園の改修にあたっては、バリアフリー化を推進するとともに、健康遊具等の設置を検討し、

健康増進に向けた公園の有効活用に配慮します。 

 広域公園である筑豊緑地は、多くの人々が散策や多様なスポーツイベント等に利用する公園

として、県と協議しながら活用を図ります。 

 

③ レクリエーション拠点としての公園づくり 

 郊外に位置する公園やレクリエーション施設については、散策や運動を楽しむなど、自然エ

リアでのレクリエーション拠点に位置付けます。 

 市街地内の比較的大きな公園については、主として市民にとって身近な憩いの場などのため

のレクリエーション拠点として位置付けます。 

 

④ スポーツ・レクリエーション拠点エリアの形成 

 市民公園及びその周辺は、交通利便地域の適性を活かし、市内各所に点在する施設を集約す

ることで、スポーツ・レクリエーション拠点エリアの形成を目指すとともに、本エリア周辺

に公園整備を行います。 

 

⑤ 散策ルートの形成 

 遠賀川河川敷内の園路や河川沿い道路、飯塚緑道等を活かし、サイクリングや散策、水辺と

のふれあいが楽しめ、歴史観光拠点を回遊できる散策ルートの形成を図ります。 

 

⑥ 歩いて暮らせるまちづくりに向けた道路整備 

 車中心から人中心の空間活用へと転換を図るため、歩いて暮らせるまちづくりに向けた環境

整備に努めます。 
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4-2-6 子育て・教育 

① 里山の保全と環境教育への活用 

 市街地近郊や集落と一体となった良好な里山は、飯塚市森林整備計画に基づき、下刈、不良

木の除去、登山道・遊歩道等の整備を行い、自然とのふれあいや環境教育の場として保全・

活用を図ります。 

 

② 自然環境と触れ合うイベントの開催 

 身近な自然環境への関心を深め、環境意識の向上を図るため、子ども達や親子連れを対象に

自然や生き物と触れ合う自然体験イベントを開催します。 

 市民参加型のイベントである「I LOVE 遠賀川」や「花壇コンクール」を継続し、市民の環境

意識啓発に努めます。 

 

③ 緑に関する学習機会の推進 

 小中学校や緑の育成に係る活動を行っている各種団体等と連携し、環境学習や郷土学習、さ

らには身近な地域資源に関する学習機会の拡充に努めます。 

 市民団体との協働により、緑化方法や植物の紹介、維持管理方法等に関する定期的な講習会

を開催します。 

 日常的に取り組まれている環境保全活動を周知するほか、様々な環境啓発イベントの開催を

とおして、市民に向けた環境保全意識の啓発を図ります。 

 

④ 子ども達の農業体験機会の提供 

 子ども達が自然や農業について学び、慣れ親しむ機会を提供するため、市民農園や農地の一

部を活用して、子ども達が農業体験を行う機会を提供します。 

 

 

4-2-7 防災・減災 

① 斜面緑地の保全 

 老朽木造住宅が斜面に密集する地区や集落地背後の傾斜地においては、土砂災害や延焼を防

止するため、緑地の保全に努めます。 

 

② 総合的な治水対策の推進 

 国・県管理の河川について、計画的な河川改修を要望していきます。 

 浸水被害を低減するため、排水施設の整備・改善等、総合的な治水対策を推進します。 
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③ 災害抑制のための農地保全 

 市街地への浸水被害の低減対策として、遠賀川、穂波川、庄内川等、河川近傍のまとまりあ

る農地を保全します。 

 

④ 公園の防災機能強化 

 公園緑地は、災害時の避難場所や延焼防止のための援衝帯にもなることから、適切な配置と

維持管理を図り、防災機能を備えた公園の整備を検討します。 

 

⑤ 避難場所の確保 

 公園や小中学校グラウンドなどの公共施設に加え、低未利用地や駐車場等の民間施設も含め

て、災害避難場所の確保に努めます。 

 

 

4-2-8 維持管理・運営 

① 山林の維持管理 

 水源かん養や地球温暖化防止等、山林の持つ多様な機能を維持するため、飯塚市森林整備計

画に基づき、下刈、不良木の除去を行うなど、山林の適正な維持管理を進めます。 

 関係機関と連携し、国産材の住宅建築活動への利用を促進します。 

 遠賀川源流の森づくり活動等、市民の森林づくりへの参加を促進します。 

 

② 河川の維持管理 

 遠賀川をはじめとする河川では、市民参加による河川清掃を継続して進めます。 

 遠賀川河川敷広場については、市民との協働で利活用に関する協議・検討を行い、やすらぎ

と魅力ある水辺空間の形成に努めます。 

 

③ 市民参加の推進と充実 

 地区の身近な都市公園をはじめ、良好な樹林地、耕作放棄地等について、土地所有者に緑の

保全や創出の必要性を認識してもらい、理解と協力を得ながら、市民参加による維持管理・

保全活動を進めます。 

 地域で行われている公園や河川の環境美化活動に対して、より多くの市民や事業者の参加を

促し、環境に対する意識を高めていきます。活動にあたっては、子どもや高齢者、障がい者

をはじめ多くの市民が参加できるように、取組内容についても配慮していきます。 

 

自然 農地 公園 道路 

自然 農地 公園 道路 建物 

自然 農地 公園 道路 建物 

自然 農地 公園 道路 建物 

自然 農地 公園 道路 建物 

自然 農地 公園 道路 建物 

建物 
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④ 人材の登録と育成 

 市民団体や行政による緑化講師、樹木医等の専門家の派遣、活動リーダーの育成、登録ボラ

ンティア等による緑の維持管理作業等、市民が緑化活動に参加できる仕組みをつくり、市民

による緑化活動や緑の維持管理を支援します。 

 

⑤ ため池の維持管理 

 市内に約 380 箇所あるため池は、農地のかんがい、防災、自然環境保全等、多様な機能を有

しており、適切な保全・改修や維持管理に努めます。 

 

⑥ 農用地の維持管理 

 集落営農組織等への農地利用集積や中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金等

の活用により、耕作放棄地の抑制に努めます。 

 農地の利用状況調査を実施するとともに、適正管理がなされていない所有者等に対して今後

の農地利用に関する意向を確認することで、農地の適正管理を意識づけ、耕作再開を促しま

す。 

 

⑦ 公園面積の 20%用途変更 

 公園面積の 20％用途変更に向け、地元との協議や優先度等を考慮し、段階的に公園の統合・

集約や機能分担を図っていきます。 

 

⑧ 既存公園の維持管理の効率化 

 公園の管理状況を踏まえた上で、雑草対策用の路面整備等を行い、公園維持管理の効率化を

図ります。 

 

⑨ 公園施設長寿命化計画の推進 

 公園施設長寿命化計画に基づき、更新時期を迎えた公園施設については、計画的に改修・更

新を行い、多くの方が安全で安心して快適に利用できるように努めます。 

 

⑩ 民間による市民緑地の整備・管理の促進 

 2017（平成 29）年に都市緑地法の一部が改正され、民間による市民緑地の整備を促す制度が

創設されるとともに、緑の担い手として民間主体を指定する制度の拡充が行われました。そ

こで本市においても、財政負担を軽減しながら市民緑地の整備・管理を行っていくため、同

制度の概要について積極的な広報を行っていきます。 

 

自然 農地 公園 道路 建物 

自然 農地 公園 道路 建物 

自然 農地 公園 道路 建物 

自然 農地 公園 道路 建物 

自然 農地 公園 道路 建物 

自然 農地 公園 道路 建物 

自然 農地 公園 道路 建物 
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⑪ 緑に関する情報の提供 

 緑化イベント、緑化に関わる市民・事業者の取組の紹介等、市のホームページや広報を活用

し、総合的に市民に情報を提供できる仕組みを整えていきます。 

 

⑫ 公園緑地の維持管理方法の検討 

 地域住民・事業者・行政との協働により、都市公園や緑地の適切な維持管理を行います。そ

の際、維持管理の必要性等を十分に説明し、地域住民や事業者等が参加しやすい環境を整え、

憩いや交流の場として清潔で安全に利用できる公園を目指します。 

 児童遊園・開発遊園・その他の遊公園は、地域の憩いの場、レクリエーションの場として、

地域住民の理解と協力を得ながら、協働による維持管理に努めます。 

 

⑬ 地元の協力による指定文化財の管理 

 「鎮西村のカツラ」、「明星寺のボダイジュ」等の指定天然記念物については、地元の協力を

得ながら管理・保全に努めていきます。 

 

⑭ 表彰制度の検討 

 緑化の手本や励みになるように、住宅や事業所等の緑化コンクールの開催、緑の維持や普及

に貢献した市民や市民団体、事業者等に対する表彰制度を検討します。 

 

自然 農地 公園 建物 

自然 農地 公園 道路 建物 

自然 農地 公園 道路 建物 

道路 

道路 

自然 建物 農地 道路 公園 
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第5章 計画の実現に向けて 

 

ここでは、本計画に基づく取組を着実に実施し、緑の将来像を実現するため、市民・事業者・

行政の役割や計画の進行管理に関する事項を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市の花木 キンモクセイ 

オレンジ色の小花を枝いっぱいにつ

けるキンモクセイは、秋にその花を

咲かせます。 

日差しを受けると名前の通り金色に

輝く花と、遠くまで漂うその甘い芳

香は、秋の風物詩となっています。 
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 5-1 市民・事業者・行政の連携 

公園・緑地の整備・保全を着実かつ継続的に推進し、本計画の基本理念である「人と自然が共

生する 豊かで健幸なまち ～緑を守り 縁ある暮らし～」を実現するためには、市民・事業

者・行政が連携して緑豊かなまちづくりに取り組むことが重要です。 

そこで、市民・事業者・行政の役割を次のとおり定め、相互に連携しながら計画を推進するも

のとします。 

 

≪市民・事業者・行政の役割≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 環境や生物の保全等に関する学習機会
への参加 

 建築物や敷地内の緑化、オープンスペ
ースの確保等、良好な事業環境づくり 

 緑の保全や創出に関わる地域活動への
参加や支援 

事業者 

 環境や生物の保全等に関する学習機会
への参加 

 宅地内の緑化 

 緑の保全や創出に関わる地域活動への
参加（緑化活動や公園づくり、公園・
里山の管理活動等） 

 市民、各種団体、学生によるボランテ
ィア活動 

 公園の利活用や統廃合等に関する行政
との協議 

市民 

行政 

 緑の普及や啓発活動 

 公園・緑地等を活用した新たな制度に関す
る広報活動 

 緑の整備・保全に関する各種事業の推進 

 公園の利活用や統廃合等に関する市民との
協議 

 市民、事業者の緑化活動に対する支援 

 緑の創出や保全に関する制度の充実 

 県等の行政機関、関係部局との調整・連携 

人と自然が共生する 

豊かで健幸なまち 

～緑
みどり

を守り 縁
えん

ある暮らし～ 

協働 

協働 協働 
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 5-2 計画の進行管理 

本計画の基本理念の実現のためには、5 つの基本姿勢と 8 つの基本目標の下で展開される施策

等の取組について、効果的に進行管理を進めていくことが重要です。そこで、計画の進行管理に

あたっては、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）から成る PDCA サイク

ルを回すことで、継続的発展（スパイラルアップ）を図ります。 

なお、進行管理を行う中で、緑を取り巻く社会・経済情勢の大きな変化や上位計画である第 2

次飯塚市総合計画の大幅な見直しなどにより、計画内容と社会情勢や将来像の間に乖離が生じた

場合は、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

≪PDCA サイクルによる進行管理≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan（計画） 

目標の設定、計画の策定 

行政 
 緑の基本計画の策

定・変更 

市民・事業者 
 計画内容の共有 

Do（実行） 

施策の実践 

行政 
 施策、事業の実施 

 市民、事業者との
協働による取組の

実施 

 関係部局との調整 

市民・事業者 
 施策、事業への 

協力 

 協働による取組や

主体的な活動の 
実施 

Action（改善） 

点検を踏まえた見直し 

行政 
 計画の方向性、施

策、事業内容に対
する見直し 

 目標数値の見直し 

市民・事業者 
 計画の変更内容を

踏まえた取組の見
直し 

Check（評価） 

施策の進捗状況の点検・評価 

行政 
 施策、事業の実施

状況、達成状況の
把握 

 施策、事業の実施
や 達 成 状 況 の 評

価、公表 

市民・事業者 
 アンケート調査等

を通じた施策評価
への協力 
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市の花木 シャクナゲ 

山地に自生する常緑性のシャクナゲは、

変化に富んだ花色と大きく豪華な花房が

特徴的な、美しく華やかな花木です。 

現在では品種改良により、育てやすく親

しみやすい植物となっています。 
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様式 1 緑地の整備目標総括表 

 

 

 

 

 

ヶ所
面積

（ha）
ヶ所

面積

（ha）
ヶ所

面積

（ha）
ヶ所

面積

（ha）
ヶ所

面積

（ha）
ヶ所

面積

（ha）

街区公園 43 12.27 0.99 43 12.27 0.95 43 12.27 1.02 43 12.27 1.01 43 12.27 1.05 43 12.27 1.04

近隣公園 2 4.20 0.34 2 4.20 0.32 2 4.20 0.35 2 4.20 0.34 2 4.20 0.36 2 4.20 0.36

地区公園 2 12.10 0.97 2 12.10 0.93 2 12.10 1.00 2 12.10 0.99 2 12.10 1.04 2 12.10 1.03

総合公園 3 55.86 4.48 3 55.86 4.30 3 55.86 4.63 3 55.86 4.58 3 55.86 4.79 3 55.86 4.75

運動公園 2 30.70 2.46 2 30.70 2.37 2 30.70 2.54 2 30.70 2.52 2 30.70 2.63 2 30.70 2.61

52 115.13 9.24 52 115.13 8.87 52 115.13 9.54 52 115.13 9.44 52 115.13 9.88 52 115.13 9.79

風致公園 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

動植物公園 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

歴史公園 2 0.82 0.07 2 0.82 0.06 2 0.82 0.07 2 0.82 0.07 2 0.82 0.07 2 0.82 0.07

墓園 1 6.50 0.52 1 6.50 0.50 1 6.50 0.54 1 6.50 0.53 1 6.50 0.56 1 6.50 0.55

その他 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － －

1 51.00 4.09 1 51.00 3.93 1 51.00 4.23 1 51.00 4.18 1 51.00 4.38 1 51.00 4.34 ※筑豊緑地の都市計画決定面積

－ － － － － － － － － － － － － － － － － －

5 1.41 0.11 5 1.41 0.11 5 1.41 0.12 5 1.41 0.12 5 1.41 0.12 5 1.41 0.12

2 1.20 0.10 2 1.20 0.09 2 1.20 0.10 2 1.20 0.10 2 1.20 0.10 2 1.20 0.10

－ － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － －

：① 63 176.06 14.13 63 176.06 13.56 63 176.06 14.59 63 176.06 14.44 63 176.06 15.10 63 176.06 14.97

：② － － － 254 93.91 7.23 － － － 239 82.68 6.78 － － － 229 74.66 6.35

：③＝①+② － － － 317 269.97 20.80 － － － 302 258.74 21.22 － － － 292 250.72 21.32

－ － － 317 269.97 20.80 － － － 302 258.74 21.22 － － － 292 250.72 21.32

－ － － － － － － － －

1 2.20 － 1 2.20 － 1 2.20 －

－ － － － － － － － －

7 17,566.69 － 7 17,566.69 － 7 17,566.69 －

8 17,568.89 － 8 17,568.89 － 8 17,568.89 －

－ － － － － － － － －

8 17,568.89 － 8 17,568.89 － 8 17,568.89 －

325 17,838.86 － 310 17,827.63 － 300 17,819.61 －

124.6 千人 120.7 千人 116.6 千人

129.8 千人 121.9 千人 117.6 千人

13,507 ha 13,507 ha 13,507 ha

21,396 ha 21,396 ha 21,396 ha

ー ％ ー ％ ー ％

ー ％ ー ％ ー ％

14.1 ㎡/人 14.6 ㎡/人 15.1 ㎡/人

20.8 ㎡/人 21.2 ㎡/人 21.3 ㎡/人

※公共施設緑地に関しては、行政区域のみ記載（都市計画区域内外は区分していない）

※将来行政区域人口は、国土交通省 国土技術政策総合研究所の推計値を使用

※将来都市計画区域人口は、国土交通省 国土技術政策総合研究所の推計値（メッシュデータ）と都市計画区域（H31から変更がないことを前提）より算出した

※地域制緑地の面積は重複を含む

※緑地総計は公園等と地域制緑地の重複を含む

※緑地面積が重複を含む値であるため、緑地の確保目標水準については、都市計画区域面積、行政区域面積それぞれに対する割合を「－」とした

公園等の目標水準

（住民一人当り面積）

都市公園 都市公園 都市公園

公園等 公園等 公園等

緑地の確保目標水準
都市計画区域面積に対する割合 都市計画区域面積に対する割合 都市計画区域面積に対する割合

行政区域面積に対する割合 行政区域面積に対する割合 行政区域面積に対する割合

面　積
現在都市計画区域面積 将来都市計画区域面積 将来都市計画区域面積

現在行政区域面積 将来行政区域面積 将来行政区域面積

緑地  総計：⑧＝④+⑦

現在都市計画区域人口（H28現在） 将来都市計画区域人口（R7） 将来都市計画区域人口（R12）

現在行政区域人口（H31現在） 将来行政区域人口（R7） 将来行政区域人口（R12）
人　口

都市公園 計

公共施設緑地

公園等  計：④=③

緑地保全地区

風致地区

生産緑地地区

その他法によるもの

法によるもの　計：⑤

条例等によるもの：⑥

地域制緑地  計：⑦＝⑤+⑥

都市公園等 計

基幹公園  計

特殊公園

広場公園

広域公園

緩衝緑地

都市緑地

住区基幹公園

都市基幹公園

緑道

都市林

国の設置によるもの

備  考

都市計画区域 行政区域 都市計画区域 行政区域 都市計画区域 行政区域

整備量

㎡/人

整備量

目標年次　2031（令和13）年

㎡/人

整備量

㎡/人

整備量

㎡/人

　　　　　　　　　　年  次

　緑地種別

基準年次　2019（平成31）年 中間年次　2026（令和8）年

㎡/人

整備量

㎡/人

整備量
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様式 2 施設緑地の整備目標個別調書 

 

  

種類-番号 名称 種別 経過年数 設置年月日 面積(ha) 用途変更候補 備考

街-1 簀子町公園 街区 46 H31.2.7 0.18 経過年数と設置年月日の整合がとれない

街-2 川島公園 街区 40 S52.2.23 0.20

街-3 芳雄公園 街区 40 S52.2.23 0.30

街-4 柏の森公園 街区 39 S53.4.17 0.37

街-5 菰田西公園 街区 40 S52.2.23 0.40

街-6 昭南公園 街区 40 S52.2.23 0.14

街-7 徳前公園 街区 40 S52.2.23 0.20

街-8 片峰公園 街区 40 S52.2.23 0.30

街-9 芦原公園 街区 40 S52.2.23 0.20

街-10 伊岐須公園 街区 40 S52.2.23 0.20

街-11 川津公園 街区 40 S52.2.23 0.20

街-12 幸袋公園 街区 40 S52.2.23 0.18

街-13 中公園 街区 40 S52.2.23 0.14

街-14 目尾公園 街区 40 S52.2.23 0.30

街-15 横田公園 街区 40 S52.2.23 0.34

街-16 相田公園 街区 40 S52.2.23 0.76

街-17 上三緒第1公園 街区 40 S52.4.19 0.39

街-18 高雄公園 街区 38 S54.2.20 0.20

街-19 上三緒第2公園 街区 38 S54.11.30 0.20

街-20 高雄鬼ガ原公園 街区 37 S55.11.1 0.20

街-21 東ガ丘公園 街区 37 S55.10.29 0.46

街-22 愛宕公園 街区 35 S57.1.9 0.34

街-23 伊川公園 街区 34 S58.3.1 0.52

街-24 中田公園 街区 33 S59.3.30 0.30

街-25 上三緒公園 街区 33 S59.3.30 0.25

街-26 花瀬公園 街区 30 S62.3.20 0.28

街-27 明星寺公園 街区 29 S63.3.24 0.32

街-28 柳橋公園 街区 28 H1.3.30 0.20

街-29 東町公園 街区 27 H2.3.30 0.10

街-30 二瀬公園 街区 25 H4.3.26 0.10

街-31 二瀬本町公園 街区 25 H4.3.26 0.26

街-32 甘木公園 街区 23 H6.2.3 0.25

街-33 幸袋第2公園 街区 6 H23.4.28 0.06

街-34 秋松西公園 街区 39 S53.2.15 0.21

街-35 枝国大田公園 街区 28 H1.3.31 0.48

街-36 平恒野間公園 街区 39 S53.3.31 0.15

街-37 平恒古野公園 街区 33 S59.11.27 0.23

街-38 山の神公園 街区 11 H18.3.20 0.68

街-39 赤坂公園 街区 42 S50.4.1 0.25

街-40 栄町公園 街区 39 S53.1.1 0.17

街-41 有安緑地公園 街区 30 S62.3.29 0.86

街-42 仁保公園 街区 41 S51.3.1 0.19

街-43 新飯塚駅前健幸交流広場 街区 2 H26.4.1 0.21

近-1 五穀神公園 近隣 40 S52.2.23 2.90

近-2 高宮公園 近隣 40 S52.2.23 1.30

地-1 旌忠公園 地区 40 S52.2.23 5.50

地-2 勝盛公園 地区 40 S52.2.23 6.60

総-1 笠城ダム公園 総合 40 S52.2.23 28.70

総-2 健康の森公園 総合 16 H13.3.30 15.90

総-3 大将陣公園 総合 61 S31.10.15 11.26

運-1 市民公園 運動 40 S52.2.23 18.50

運-2 かいた中央公園 運動 32 S60.3.27 12.20

広-1 筑豊緑地 広域 - - 51.00

墓-1 飯塚霊園 墓園 40 S52.12.28 6.50

歴-1 川島古墳公園 歴史 18 H11.3.9 0.40

歴-2 小正西古墳公園 歴史 18 H11.3.19 0.42

緑地-1 川津タウンスクエア 都市緑地 29 S63.2.1 0.08

緑地-2 柏の森緑地 都市緑地 29 S63.2.26 0.45

緑地-3 桜ヶ丘コミュニティパーク 都市緑地 25 H4.3.29 0.27

緑地-4 乙丸コミュニティパーク 都市緑地 25 H4.3.29 0.39

緑地-5 グリーンヒル幸袋 都市緑地 23 H6.3.29 0.22

緑道-1 飯塚緑道 緑道 40 S52.12.28 0.80

緑道-2 川津緑道 緑道 29 S63.3.24 0.40
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種類-番号 名称 種別 経過年数 供用年 面積(ha) 用途変更候補 備考

公-1 鯰田児童遊園 児童 55 S38 0.17

公-2 簀子町児童遊園 用途変更等により対象から削除した

公-3 鯰田柳町児童遊園 児童 37 S56 0.10

公-4 柏の森金池児童遊園 児童 32 S61 0.10

公-5 神田児童遊園 児童 39 S54 0.10 ○

公-6 上三緒児童遊園 児童 50 S43 0.10

公-7 上三緒第2児童遊園 児童 39 S54 0.13

公-8 山内児童遊園 児童 49 S44 0.10 ○

公-9 下三緒堤下児童遊園 児童 36 S57 0.19 ○

公-10 下三緒三緒浦児童遊園 児童 29 H1 0.13 ○

公-11 菰田児童遊園 児童 45 S48 0.18 ○

公-12 潤野東児童遊園 児童 46 S47 0.23

公-13 潤野児童遊園 児童 50 S43 0.12

公-14 潤野牟田児童遊園 児童 31 S62 0.08

公-15 大日寺〆尾児童遊園 児童 35 S58 0.12

公-16 大日寺児童遊園 児童 37 S56 0.10

公-17 建花寺本村児童遊園 児童 31 S62 0.10

公-18 建花寺古野児童遊園 児童 30 S63 0.10

公-19 高雄児童遊園 児童 38 S55 0.12 ○

公-20 相田児童遊園 児童 54 S39 0.12 ○

公-21 上相田児童遊園 児童 25 H5 0.10

公-22 原ノ前児童遊園 児童 38 S55 0.12

公-23 南伊川児童遊園 児童 37 S56 0.10 ○

公-24 目尾児童遊園 児童 39 S54 0.29

公-25 津島児童遊園 児童 44 S49 0.25

公-26 井ノ浦児童遊園 児童 48 S45 0.10

公-27 幸袋西町児童遊園 児童 41 S52 0.20

公-28 山渕子ども広場 児童 37 S56 0.05

公-29 楽市東区児童遊園 児童 40 S53 0.08

公-30 太郎丸二区児童遊園 児童 33 S60 0.09

公-31 椿児童遊園 児童 40 S53 0.06

公-32 小正児童遊園 児童 22 H8 0.10

公-33 吉田児童遊園 児童 46 S47 0.06

公-34 上ノ原児童遊園 児童 45 S48 0.05

公-35 筑穂浦田団地児童遊園 児童 43 S50 0.03

公-36 筑穂浦田児童遊園 児童 43 S50 0.02

公-37 ソバ児童遊園 児童 46 S47 0.03

公-38 持田児童遊園 児童 44 S49 0.15

公-39 立児童遊園 児童 44 S49 0.10

公-40 高倉児童遊園 児童 41 S52 0.10

公-41 筒野児童遊園 児童 35 S58 0.20

公-42 有井笠松児童遊園 児童 43 S50 0.06

公-43 新町二区第1児童遊園 児童 40 S53 0.05

公-44 新町二区第2児童遊園 児童 40 S53 0.03

公-45 鳥羽児童遊園 児童 37 S56 0.04

公-46 有井児童遊園 児童 49 S44 0.09

公-47 庄内元吉馬戸場児童遊園 児童 26 H4 0.10

公-48 庄内元吉児童遊園 児童 42 S51 0.07

公-49 福門児童遊園 児童 52 S41 0.10

公-50 若葉児童遊園 児童 54 S39 0.10

公-51 東佐与児童遊園 児童 34 S59 0.10
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種類-番号 名称 種別 経過年数 供用年 面積(ha) 用途変更候補 備考

公-52 開発1号遊園 開発 38 S55 0.03

公-53 開発2号遊園 開発 39 S54 0.01

公-54 開発3号遊園 開発 38 S55 0.04

公-55 開発4号遊園 開発 38 S55 0.02

公-56 開発5号遊園 開発 38 S55 0.03

公-57 開発6号遊園 開発 38 S55 0.08

公-58 開発7号遊園 開発 38 S55 0.19 ○

公-59 開発8-1号遊園 開発 37 S56 0.14 ○

公-60 開発8-2号遊園 開発 37 S56 0.11 ○

公-61 開発8-3号遊園 開発 37 S56 0.08 ○

公-62 開発8-4号遊園 開発 37 S56 0.20 ○

公-63 開発9号遊園 開発 36 S57 0.01

公-64 開発10号遊園 開発 36 S57 0.03 ○

公-65 開発11号遊園 開発 36 S57 0.01

公-66 開発12号遊園 開発 36 S57 0.03

公-67 開発13号遊園 開発 36 S57 0.01

公-68 開発14号遊園 開発 37 S56 0.08 ○

公-69 開発15号遊園 開発 37 S56 0.01

公-70 開発16号遊園 開発 35 S58 0.02

公-71 開発17号遊園 開発 35 S58 0.02

公-72 開発18号遊園 開発 35 S58 0.02

公-73 開発19号遊園 開発 34 S59 0.08

公-74 開発20号遊園 開発 34 S59 0.01

公-75 開発21号遊園 開発 33 S60 0.05

公-76 開発22号遊園 開発 34 S59 0.05

公-77 開発23号遊園 開発 34 S59 0.01

公-78 開発24号遊園 開発 33 S60 0.02

公-79 開発24-2号遊園 開発 31 S62 0.01

公-80 開発25-1号遊園 開発 33 S60 0.04

公-81 開発25-2号遊園 開発 31 S62 0.04

公-82 開発27号遊園 開発 55 S38 0.07 ○

公-83 開発28号遊園 開発 31 S62 0.02

公-84 開発29号遊園 開発 30 S63 0.05

公-85 開発30号遊園 開発 30 S63 0.02

公-86 開発31号遊園 開発 28 H2 0.02

公-87 開発32号遊園 開発 28 H2 0.02

公-88 開発33号遊園 開発 28 H2 0.02

公-89 開発34号遊園 開発 27 H3 0.02

公-90 開発35号遊園 開発 26 H4 0.02

公-91 開発36号遊園 開発 26 H4 0.02

公-92 開発37号遊園 開発 25 H5 0.01 ○

公-93 開発38-1号遊園 開発 24 H6 0.15

公-94 開発38-2号遊園 開発 24 H6 0.09

公-95 開発38-3号遊園 開発 24 H6 0.24

公-96 開発39号遊園 開発 24 H6 0.02

公-97 開発40号遊園 開発 24 H6 0.12

公-98 開発41-1号遊園 開発 23 H7 0.04

公-99 開発41-2号遊園 開発 23 H7 0.07

公-100 開発42-1号遊園 開発 23 H7 0.11

公-101 開発42-2号遊園 開発 23 H7 0.08

公-102 開発43号遊園 開発 37 S56 0.06

公-103 開発44号遊園 開発 23 H7 0.03

公-104 開発45号遊園 開発 23 H7 0.02

公-105 開発46号遊園 開発 23 H7 0.02

公-106 開発47号遊園 開発 22 H8 0.02

公-107 開発48号遊園 開発 22 H8 0.02

公-108 開発49号遊園 開発 36 S57 0.02

公-109 開発50-1号遊園 開発 20 H10 0.35

公-110 開発50-2号遊園 開発 20 H10 0.11

公-111 開発51号遊園 開発 20 H10 0.01

公-112 開発52号遊園 開発 17 H13 0.02

公-113 開発53号遊園 開発 34 S59 0.01 ○

公-114 開発54号遊園 開発 41 S52 0.01

公-115 開発55号遊園 開発 41 S52 0.04

公-116 開発56号遊園 開発 39 S54 0.04

公-117 開発57号遊園 開発 44 S49 0.13

公-118 開発58号遊園 開発 44 S49 0.04

公-119 開発59号遊園 開発 46 S47 0.01

公-120 開発60号遊園 開発 44 S49 0.02

公-121 開発61号遊園 開発 45 S48 0.01

公-122 開発62号遊園 開発 36 S57 0.25
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種類-番号 名称 種別 経過年数 供用年 面積(ha) 用途変更候補 備考

公-123 開発63号遊園 開発 33 S60 0.03

公-124 開発64号遊園 開発 41 S52 0.13

公-125 開発65号遊園 開発 31 S62 0.05

公-126 開発66号遊園 開発 28 H2 0.03

公-127 開発67号遊園 開発 29 H1 0.12

公-128 開発68号遊園 開発 29 H1 0.02

公-129 開発69号遊園 開発 26 H4 0.01

公-130 開発70号遊園 開発 28 H2 0.04

公-131 開発71号遊園 開発 24 H6 0.06

公-132 開発72号遊園 開発 23 H7 0.02

公-133 開発73号遊園 開発 22 H8 0.01

公-134 開発74号遊園 開発 22 H8 0.01

公-135 開発75号遊園 開発 21 H9 0.01

公-136 開発76号遊園 開発 21 H9 0.02

公-137 開発77号遊園 開発 20 H10 0.02

公-138 開発78号遊園 開発 19 H11 0.02

公-139 開発79号遊園 開発 17 H13 0.02

公-140 開発80号遊園 開発 17 H13 0.02

公-141 開発81号遊園 開発 14 H16 0.02

公-142 開発82号遊園 開発 20 H10 0.14

公-143 開発83号遊園 開発 24 H6 0.05

公-144 開発84号遊園 開発 26 H4 0.01

公-145 開発85号遊園 開発 28 H2 0.03

公-146 開発86号遊園 開発 25 H5 0.02

公-147 開発87号遊園 開発 22 H8 0.01

公-148 開発88号遊園 開発 28 H2 0.02

公-149 開発89号遊園 開発 27 H3 0.02

公-150 開発90号遊園 開発 20 H10 0.04

公-151 開発91号遊園 開発 13 H17 0.09

公-152 開発92号遊園 開発 12 H18 0.02

公-153 開発93号遊園 開発 11 H19 0.01

公-154 開発94号遊園 開発 10 H20 0.01

公-155 開発95号遊園 用途変更等により対象から削除した

公-156 開発96号遊園 開発 9 H21 0.02

公-157 開発97号遊園 開発 9 H21 0.12

公-158 開発98号遊園 開発 9 H21 0.03

公-159 開発99号遊園 開発 9 H21 0.06

公-160 開発100号遊園 開発 8 H22 0.01

公-161 開発101号遊園 開発 7 H23 0.01

公-162 開発102号遊園 開発 7 H23 0.08

公-163 開発103号遊園 開発 4 H26 0.08

公-164 開発104号遊園 開発 4 H26 0.02

公-165 開発105号遊園 開発 4 H26 0.01

公-166 開発106号遊園 開発 4 H26 0.09

公-167 開発107号遊園 開発 3 H27 0.01

公-168 開発108号遊園 開発 3 H27 0.02

公-169 開発109号遊園 開発 2 H28 0.04

公-170 開発110号遊園 開発 2 H28 0.03

公-171 開発111号遊園 開発 2 H28 0.01

公-172 開発112号遊園 開発 2 H28 0.03

公-173 開発113号遊園 開発 1 H29 0.02

公-174 開発114号遊園 開発 1 H29 0.01

公-175 開発115号遊園 開発 1 H29 0.02

公-176 開発116号遊園 開発 1 H29 0.03

公-177 開発117号遊園 開発 0 H30 0.01
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種類-番号 名称 種別 経過年数 供用年 面積(ha) 用途変更候補 備考

公-178 市民広場 その他 - 不明 33.47 △ その他エリア（20.44ha）分は用途変更とする

公-179 コスモパーク芳雄 その他 28 H2 0.43

公-180 八木山展望公園 その他 47 S46 3.43

公-181 学園の森 その他 30 S63 10.21 ○

公-182 下三緒第3遊園 その他 60 S33 0.09

公-183 川島二本松遊園 用途変更等により対象から削除した

公-184 下三緒ラカン山遊園 その他 31 S62 0.02 ○

公-185 山内遊園 その他 50 S43 0.10

公-186 鯰田畝割遊園 その他 35 S58 0.07

公-187 伊岐須天神前遊園 その他 37 S56 0.04 ○

公-188 相田片鉾遊園 その他 48 S45 0.00 ○

公-189 相田鬼ヶ原遊園 その他 47 S46 0.06 ○

公-190 新二瀬（改良住宅）広場 その他 37 S56 0.08 ○

公-191 目尾山の谷遊園 その他 35 S58 0.11

公-192 目尾なぎの遊園 その他 35 S58 0.24

公-193 幸袋野添続遊園 その他 33 S60 0.12

公-194 徳前第1遊園 その他 59 S34 0.03 ○

公-195 徳前第3遊園 その他 55 S38 0.00 ○

公-196 片島遊園 その他 58 S35 0.04 ○

公-197 若八幡遊園 その他 54 S39 0.04

公-198 門出公園 その他 58 S35 0.07

公-199 五穀神広場 その他 11 H19 0.15 ○

公-200 大日寺浪堂遊園 その他 23 H7 0.19 ○

公-201 立岩笠松遊園 その他 46 S47 0.00 ○

公-202 立石遊園 その他 46 S47 0.02 ○

公-203 鯰田グミノ木緑地 その他 37 S56 0.16 ○

公-204 津島工業団地公園 その他 27 H3 0.60

公-205 幸袋アメニティーパーク その他 27 H3 0.97

公-206 花咲台公園 用途変更等により対象から削除した

公-207 花咲台公園 その他 11 H19 0.23

公-208 花咲台緑道・緑地 その他 21 H9 1.17 ○

公-209 庄内工業団地 その他 48 S45 0.14

公-210 飯塚駅前広場 その他 28 H2 0.14

公-211 飯塚駅裏（元宮）広場 その他 21 H9 0.06

公-212 新相田公民館広場 その他 47 S46 0.00 ○

公-213 相田公民館広場 その他 48 S45 0.00

公-214 伊岐須西新町公民館広場 その他 37 S56 0.00 ○

公-215 伊川乙丸公民館広場 その他 37 S56 0.00 ○

公-216 八木山久保尾集会所広場 その他 47 S46 0.00

公-217 花瀬公民館広場 その他 23 H7 0.00

公-218 鯰田蛭子町公民館広場 その他 47 S46 0.00

公-219 下三緒旧公民館広場 その他 13 H17 0.04 ○

公-220 神ノ前広場 その他 14 H16 0.06 ○

公-221 幸袋宮ノ下広場 その他 27 H3 0.03

公-222 徳前代替地広場 その他 55 S38 0.01 ○

公-223 目尾吉北チビッコ広場 その他 35 S58 0.02

公-224 えいらく広場 その他 2 H28 0.02

公-225 新飯塚ポケットパーク その他 3 H27 0.03

公-226 昭和通りポケットパーク その他 27 H3 0.01 ○

公-227 平恒山の神公園 その他 37 S56 0.89 ○

公-228 平恒公園 その他 36 S57 0.45 ○

公-229 工場団地展望公園 その他 26 H4 0.21 ○

公-230 本村2公園 その他 28 H2 0.04

公-231 多田長坂公園 その他 19 H11 0.01

公-232 上勢田遊園 用途変更等により対象から削除した

公-233 下勢田遊園 その他 36 S57 0.10

公-234 明治1遊園 その他 37 S56 0.07 ○

公-235 明治2遊園 その他 37 S56 0.09 ○

公-236 小峠遊園 その他 36 S57 0.04

公-237 西佐與遊園 その他 47 S46 0.12

公-238 石丸遊園 その他 36 S57 0.02

公-239 六反畑遊園 その他 36 S57 0.05 ○

公-240 中央団地3遊園 その他 38 S55 0.07 ○

公-241 中央東団地遊園 その他 22 H8 0.07 ○

公-242 木浦岐遊園 その他 41 S52 0.07 ○

公-243 長尾ふれあい公園 その他 23 H7 0.06

公-244 四郎丸公園 その他 14 H16 0.22

公-245 茜の里公園 その他 14 H16 0.41

公-246 こども公園 その他 14 H16 0.14

公-247 ほたる公園 その他 14 H16 0.15



 

資料編-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【その他の公共施設緑地】

種類-番号 名称 種別 経過年数 供用年 面積(ha) 用途変更候補 備考

公-248 飯塚市頴田グラウンド 運動場・グラウンド 43 S50 1.44

公-249 飯塚筑穂グラウンド 運動場・グラウンド 38 S55 0.89

公-250 飯塚市筑穂多目的グラウンド 運動場・グラウンド 21 H9 1.75

公-251 飯塚市庄内グラウンド 運動場・グラウンド 41 S52 1.8

公-252 飯塚市穂波グラウンド 運動場・グラウンド 35 S58 1.97

公-253 飯塚市穂波野球場 野球場 35 S58 1.29

公-254 飯塚市筑穂野球場 野球場 21 H9 1.43

公-255 飯塚市庄内野球場 野球場 36 S57 1.16

公-256 飯塚市頴田野球場 野球場 45 S48 1.05

公-257 椿運動広場 運動場・グラウンド 12 H18 0.63

公-258 サンビレッジ茜 キャンプ場 28 H2 10.77

公-259 遠賀川河川敷サイクリング道路 自転車歩行者専用道路 40 S53 2.5
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様式 3 地域制緑地の整備目標個別調書 

 指定現況

（平成31年

現在）

中間年次

(令和8年)

目標年次

(令和13年)

(ha) (ha) (ha) (ha)

（A） （B） （C） (D=C-A）

風致-1 風致地区 高宮地区 2.20 2.20 2.20 0.00

他-1 その他の法によるもの 太宰府県立自然公園 3,683.00 3,683.00 3,683.00 0.00

他-2 その他の法によるもの 農業振興地域・農用地区域 2,248.30 2,248.30 2,248.30 0.00

他-3 その他の法によるもの 保安林 3,199.03 3,199.03 3,199.03 0.00

他-4 その他の法によるもの 地域森林計画対象民有林 8,434.76 8,434.76 8,434.76 0.00

他-5 その他の法によるもの 川島古墳 0.40 0.40 0.40 0.00

他-6 その他の法によるもの 小正西古墳 0.40 0.40 0.40 0.00

他-7 その他の法によるもの 城ノ腰ため池のオニバス 0.80 0.80 0.80 0.00

備考

指定目標

新規拡大

種類-番号 種別 名称


