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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 2,437 ha

平成 25 年度　～ 平成 29 年度 平成 25 年度　～ 平成 年度

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

％ 平成19年度 平成29年度

人 平成24年度 平成29年度

人/年 平成23年度 平成29年度古賀グリーンパークの利用者数 古賀グリーンパークの利用者数 古賀グリーンパークの利用者数の増加を図る。 93,690 96,500

アンケート調査による古賀市の住み
やすさに対する「住みやすい」と答
えた人の割合

アンケート調査による古賀市の住みやすさに対する
「住みやすい」と答えた人の割合

都市基盤を整備することにより、まちづくりに関する市民の
住みやすさの向上を図る

56.1% 60%

地域産業活性化イベント来場者数
地域産業活性化イベント（まつり古賀）における来場
者数

地域産業活性化イベントにおける来場者数の増加を図る。 42,000 44,000

大目標：「つながり　にぎわう　快適安心都市　こが」の実現に向けた取組
  目標１：学校教育の充実や高齢者・障がい者の社会参加の支援に取り組み、つながりあるまちづくりの形成を図る。
  目標２：地域資源を活かした商工業や観光の活性化を図り、にぎわいのあるまちづくりを推進する。
　目標３：安全で安心して暮らせる快適安心都市の形成を図るために防災・防犯体制の強化や生活基盤整備を推進する。

●まちづくりの経緯
 ・昭和30年に旧古賀町・青柳村・小野村が合併し「古賀町」が誕生。平成9年に市制施行に伴い「古賀市」が誕生した。
 ・昭和初期頃より工業集積期が始まり、現在では｢今在家工業団地｣｢青柳工業団地｣｢鹿部工業団地｣｢三田浦工業団地｣｢楠浦工業団地｣の5つの工業団地が整備された。また、古賀町・新宮町・福間町・津屋崎町の4町が組織する高等学校
組合により「福岡県立粕屋農業高等学校古賀分校（現：福岡県公立古賀竟成館高等学校）」が設立され、教育環境の整備も行われた。
 ・昭和46年以降、｢花鶴丘団地｣の住宅団地開発が始まり、平成に入り「JR千鳥駅｣の開業や｢千鳥パークタウン｣の分譲開始など市北部の開発を、平成19年に｢JRししぶ駅｣の開業や｢美明｣の分譲開始などの市南部の開発が行われた。
 ・南北にJR鹿児島本線、国道3号、国道495号、県道筑紫野古賀線が整備され、古賀駅・千鳥駅・ししぶ駅の3駅と、九州自動車道の古賀インターチェンジが位置するなど交通の要として発展してきた。
 ・平成20年に、古賀市初の4年制大学となる福岡女学院看護大学が開校されるなど、学校教育環境づくりにも取り組んだまちづくりを進めている。
●まちづくりの現況
・国道3号や県道筑紫野古賀線などの南北の交通軸は発達しているが、都市部と郊外部を結ぶ東西道路の整備が求められている。
・既成市街地のなかには、道路や公園、河川、水路等が未整備な箇所があるため、防災上や交通上の観点から改善が必要である。
・高齢化が進み、地域コミュニティの維持が難しい地区がでてきているため、各地域にあった支援を行う必要がある。
・都市計画により、特定用途制限地域の指定や区域指定による、居住環境の保全に向けた土地利用を進めている地域があり、今後は道路や公園等の公共施設整備を進める必要がある。
・温泉地域や花見の名所など豊富な地域資源の活用が求められている。
・学校施設の耐震化などの整備を進めてきたが、施設が老朽化しており、その対応が急務となっている。
・古賀市地域防災計画における被害想定の再検討など、防災計画の見直しの必要や防犯体制の強化を図る必要がある。
・家族や地域におけるつながりが希薄化していることから地域福祉活動の推進や高齢者・障がい者の社会参加を促進する対応策が求められている。

・豊かで質の高い市民生活実現するため、憩いの空間としての公園の整備が求められている。
・狭あい道路の拡幅整備や雨水排水機能向上のための道路整備などの生活基盤が未整備な箇所がある。
・平成19年に廃線となった西鉄宮地岳線跡地の適切な土地利用を進める必要がある。
・市の観光名所をつなぐ歩行空間の整備など地域資源を生かした観光振興策が求められている。
・市営河川や住宅地内の水路において周辺環境に悪影響を及ぼしている箇所があり、河川や水路の改良が必要である。
・地域産業の活性化のため、工業団地内企業の活動基盤の安定を図りつつ、市内外の住民に対してＰＲできるイベントなどの実施が必要である。
・古賀海岸沿いの住宅地への影響や住民不安を解消するために防風保安林の適切な整備を行う必要がある。
・学校施設・設備などの老朽化に伴い、児童生徒の学習環境の向上が求められている。
・想定を超える災害の増加をうけ、防災アセスメント調査とあわせた防災マップの作成や避難所となる公園の新設、防火水槽有蓋化など防災体制の強化が求められている。
・多様化する犯罪対策に対応するため、JR駅への防犯カメラ設置を進めており、未設置であるJRししぶ駅への防犯カメラ設置が急務となっている。
・高齢者や障がい者の生きがいづくりと社会参加の促進のため、活動の拠点となる施設の整備が必要である。

・第4次古賀市総合振興計画では、まちの将来像として｢つながり にぎわう 快適安心都市 こが｣を掲げ、基本目標として｢活気とにぎわいあふれるまちづくり｣｢自然を大切にし環境にやさしいまちづくり｣｢こころ豊かに学び続ける人が
育つまちづくり｣｢住みやすい生活環境の整ったまちづくり｣｢安全で安心して暮らせるまちづくり｣｢すこやかで元気あふれるまちづくり｣｢互いに認めあいみんなでつくるまちづくり｣の７つを基本目標として設定している。
・古賀市都市計画マスタープランでは、「"うみ"と"やま"の自然を大切にする都市づくり」「"まち"の利便性と魅力を高める都市づくり」「"さと"のゆとり環境と潤いを保つ都市づくり」「"まち"と"さと"をつなぐネットワークづく
り」を都市づくりの基本方針として設定している。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値
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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
学校教育の充実や高齢者・障がい者の社会参加の支援に取り組み、つながりあるまちづくりの形成を図る
・学校教育の充実のため、防水工事が必要なプール水槽やプールサイドの滑り止め加工などの改良工事を実施する。
・学校教育の充実のため、耐震化が必要な青柳小学校給食室用エレベーターの耐震改修工事を実施する。
・学校教育の充実のため、猛暑対策として普通教室の天井に扇風機の設置工事を実施する。
・高齢者・障がい者の社会参加の支援を行うため、社会福祉センター「千鳥苑」の耐震化工事及び敷地内道路の視覚障害者誘導用ブ
ロック設置工事を実施する。

・青柳小学校プール全体改修工事(古賀市)【提案事業・地域創造支援事業】
・千鳥小学校プール防水工事(古賀市)【提案事業・地域創造支援事業】
・青柳小学校エレベーター耐震改修工事(古賀市)【提案事業・地域創造支援事業】
・小学校扇風機設置工事(古賀市)【提案事業・地域創造支援事業】
・千鳥苑耐震化工事（古賀市）【提案事業・地域創造支援事業】
・千鳥苑視覚障害者誘導用ブロック設置工事（古賀市）【提案事業・地域創造支援事業】

整備方針２
地域資源を活かした商工業や観光の活性化を図り、にぎわいあるまちづくりを推進する
・観光の活性化のため、桜や紅葉の名所である興山園と古賀市の観光名所である薬王寺温泉地区をつなぐ遊歩道の整備を
行う。
・にぎわいあるまちづくりの推進のため、市内工業団地内の浸水被害について原因調査を実施し、対策工事を行う。
・地域産業の活性化を図るため、地域資源を生かしたまつりを行う。

・興山園線遊歩道整備工事(古賀市)【基幹事業・高質空間形成施設】
・工業団地浸水対策工事(古賀市)【提案事業・地域創造支援事業】
・まつり古賀事業(古賀市)【提案事業・まちづくり活動推進事業】

整備方針３
安全で安心して暮らせる快適安心都市の形成を図るために防災・防犯体制の強化や生活基盤を推進する
・米多比地区の交通利便性が向上し住みやすい生活環境を形成するため、狭あいな道路の拡幅整備を行う。
・日吉地区の周辺住民の歩行空間が確保され住みやすい生活環境を形成するため、西鉄跡地の歩道整備を行う。
・薬王寺・小山田地区の生活道路の安全性が確保され、住みやすい生活環境を形成するため、運送業が集中している地域からバイパス
道路新設整備を行う。
・谷山地区の交通利便性が向上し住みやすい生活環境を形成するため、道路排水が機能していない箇所について道路改良工事を行う。
・久保地区の交通利便性が向上し住みやすい生活環境を形成するため、道路排水が機能していない箇所について道路改良工事を行う。
・中川地区の交通利便性が向上し住みやすい生活環境を形成するため、未舗装道路のアスファルト舗装新設工事を行う。
・花見地区の交通利便性が向上し住みやすい生活環境を形成するため、道路排水が機能していない箇所について道路改良工事を行う。
・花見地区の交通利便性が向上し住みやすい生活環境を形成するため、狭あいな道路の拡幅整備を行う。
・古賀グリーンパーク（公園）の井戸水が水質悪化により飲料用に適さなくなったことから、水道管の敷設工事を行い安定的な飲料水
を確保し、さらに、グラウンドにおける雨水排水機能向上のために暗渠排水管設置工事を実施する。
・古賀グリーンパーク（公園）の井戸水が水質悪化により飲料用に適さないことから、上水道整備により安定的な飲料用水の確保をす
るため、既設水道管端末から公園敷地まで水道管敷設工事を実施する。
・防災体制の充実のため、公園の少ない花見東地区に一時避難所として公園の整備を行う。
・防災体制の充実のため、一時避難所として新設する公園に備蓄倉庫を整備する。
・町川原地区の快適な住環境の形成を促進するため、既設水路の改修工事を行う。
・谷山地区の快適な住環境の形成を促進するため、谷別当川の自然護岸のうち崩壊の危険性がある箇所について護岸の新設工事を行
う。
・小竹地区の快適な住環境の形成を促進するため、井筒川流域の現況護岸のうち崩壊の危険性がある箇所について護岸保護工事を行
う。
・古賀海岸沿いの自然災害対策の強化のため、風砂潮害に対する保安林機能向上として、隣接住宅地に越境する松を下層植物へ植え替
える。
・防災体制の充実のために、風水害や地震等の災害危険性と課題等を把握する防災アセスメント調査などを実施する。
・地域住民の安全性の確保や防災体制の充実のため、オープン構造になっている防火水槽の有蓋化工事を行う。
・駅周辺の安全性・防犯性を強化するため、ＪＲししぶ駅に防犯カメラの設置を行う。

・米多比34号線道路改良工事(古賀市)【基幹事業・道路】
・西鉄跡地歩道整備工事(古賀市)【基幹事業・道路】
・(仮)薬王寺小山田線道路新設工事(古賀市)【基幹事業・道路】
・谷山11号線道路改良工事(古賀市)【基幹事業・道路】
・久保10号線道路改良工事(古賀市)【基幹事業・道路】
・古賀68号線道路改良工事(古賀市)【基幹事業・道路】
・花見4号線道路改良工事(古賀市)【基幹事業・道路】
・花見松林線道路改良工事(古賀市)【基幹事業・道路】
・古賀グリーンパーク公園整備工事(古賀市)【基幹事業・公園】
・青柳地内水道管敷設工事（古賀市）【提案事業・地域創造支援事業】
・花見東地区公園整備工事(古賀市)【基幹事業・公園】
・花見東地区公園備蓄倉庫整備工事（古賀市）【基幹事業・地域生活基盤施設】
・町川原地内雨水路改良工事(古賀市)【提案事業・地域創造支援事業】
・谷別当川護岸整備工事(古賀市)【提案事業・地域創造支援事業】
・井筒川護岸改良工事(古賀市)【提案事業・地域創造支援事業】
・防風保安林改良事業(古賀市)【提案事業・地域創造支援事業】
・地域防災対策調査(古賀市)【提案事業・地域創造支援事業】
・防火水槽有蓋化工事（古賀市）【提案事業・地域創造支援事業】
・ＪＲししぶ駅防犯カメラ設置工事（古賀市）【提案事業・地域創造支援事業】



交付対象事業等一覧表

（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

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 事業費

道路 古賀市 直 L=138m 25 26 26 26 21.0 21.0 21.0 0.0 21.0

古賀市 直 L700m 25 27 26 27 57.0 57.0 57.0 0.0 57.0

古賀市 直 L=250m 25 29 25 29 93.0 93.0 93.0 0.0 93.0

古賀市 直 L=30m 26 26 26 26 6.0 6.0 6.0 0.0 6.0

古賀市 直 L=107m 26 26 26 26 7.0 7.0 7.0 0.0 7.0

古賀市 直 L=220m 26 26 26 26 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0

古賀市 直 L=150m 26 26 26 26 12.0 12.0 12.0 0.0 12.0

古賀市 直 L=120m 26 27 26 27 31.8 31.8 31.8 0.0 31.8

古賀市 直 L=300 25 28 25 28 97.0 97.0 97.0 97.0

公園 古賀市 直 L=170m,A=2000m 26 26 26 26 14.3 14.3 14.3 0.0 14.3

古賀市 直 A=0.67ha 25 27 25 27 424.7 424.7 424.7 0.0 424.7

高質空間形成施設 古賀市 直 L=145m 26 26 26 26 9.0 9.0 9.0 0.0 9.0

古賀市 直 34㎥ 27 27 27 27 2.3 2.3 2.3 2.3

合計 778.1 778.1 778.1 778.1 …A

提案事業

（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 事業費

古賀市 直 2槽 25 26 25 26 44.8 44.8 44.8 44.8

千鳥地区 古賀市 直 2槽 25 26 25 26 14.5 14.5 14.5 14.5

青柳地区 古賀市 直 1基 25 26 25 26 22.7 22.7 22.7 22.7

古賀市地区 古賀市 直 6校 25 27 25 27 24.7 24.7 24.7 24.7

古賀市 直 一式 26 26 26 26 3.0 3.0 3.0 3.0

古賀市 直 L=138m 26 26 26 26 0.9 0.9 0.9 0.9

古賀市 直 L=630m 26 26 26 26 81.0 81.0 81.0 81.0

町川原地区 古賀市 直 L=8m 26 26 26 26 3.0 3.0 3.0 3.0

谷山地区 古賀市 直 L=22m 26 26 26 26 7.0 7.0 7.0 7.0

小竹地区 古賀市 直 L=131m 25 28 25 28 64.0 64.0 64.0 64.0

花見・天神地区 古賀市 直 L=2200m 26 26 26 26 4.8 4.8 4.8 4.8

古賀市地区 古賀市 直 一式 26 27 26 27 11.0 11.0 11.0 11.0

古賀市 直 5箇所 25 29 25 29 14.0 14.0 14.0 14.0

日吉・美明地区 古賀市 直 4基 26 26 26 26 0.9 0.9 0.9 0.9

古賀市 直 一式 26 29 26 27 1.0 1.0 1.0 1.0

古賀市 直 一式 29 29 29 29 1.0 1.0 1.0 1.0

合計 298.3 298.3 298.3 298.3 …B

合計(A+B) 1,076.4

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

古賀市 国土交通省 579m ○ 20 26 279

古賀市 国土交通省 530m ○ 26 27 75

古賀市 国土交通省 422m ○ 14 29 2,349

合計 2,703

栗原水上線道路整備事業 庄・新原・筵内地区

水上小山田線道路整備事業 薬王寺地区

浜大塚線道路改良事業 日吉・花鶴地区

0.0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

事業活用調
査

事業効果調査事業 古賀市地区

JRししぶ駅防犯カメラ設置工事

まちづくり活
動推進事業

まつり古賀事業 青柳地区

谷別当川護岸整備工事

井筒川護岸改良工事

防風保安林改良事業

地域防災対策調査

防火水槽有蓋化工事 古賀市地区

千鳥地区

千鳥苑視覚障害者誘導用ブロック設置工事 千鳥地区

青柳地内水道管敷設工事 青柳地区

町川原地内雨水路改良工事

細項目 うち民負担分

地域創造支
援事業

青柳小学校プール全体改修工事 青柳地区

千鳥小学校プール防水工事

青柳小学校ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ耐震改修工事

小学校扇風機設置工事

千鳥苑耐震化工事

0.0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

工業団地1号線道路改良工事

古賀グリーンパーク公園整備工事

花見東地区公園整備工事

興山園線遊歩道整備工事

地域生活基盤施設 花見東地区公園備蓄倉庫整備工事

(仮)薬王寺小山田線道路新設工事

谷山11号線道路改良工事

久保10号線道路改良工事

古賀68号線道路改良工事

花見4号線道路改良工事

花見松林線道路改良工事

交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分
米多比34号線道路改良工事

西鉄跡地歩道整備工事

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 1,076.4 交付限度額 430.5 国費率 0.4



都市再生整備計画の区域

古賀市地区（福岡県古賀市） 面積 2,437 ha 区域
古賀市内（古賀中央地区、高田区、薦野区、（米多比区、薬王寺区、谷山区、町川原二
区、青柳区、古賀北区、古賀南区）の一部）以外の区域

古賀市地区 （面積２，４３７ｈａ） 

古賀中央地区 （面積２１ｈａ） 



アンケート調査による古賀市の住みやすさに対する
「住みやすい」と答えた人の割合 ％ 56.1 （平成25年度） → 60.0 （平成29年度）

地域産業活性化イベント来場者数 人 42,000 （平成24年度） → 44,000 （平成29年度）

古賀グリーンパークの利用者数 人/年 93,690 （平成23年度） → 96,500 （平成29年度）

古賀市地区（福岡県古賀市）整備方針概要図

目標

大目標：「つながり　にぎわう　快適安心都市　こが」の実現に向けた取組
目標１：学校教育の充実や高齢者・障がい者の社会参加の支援に取り組み、つながりあるまちづくりの形成を図
る。
目標２：地域資源を活かした商工業や観光の活性化を図り、にぎわいのあるまちづくりを推進する。
目標３：安全で安心して暮らせる快適安心都市の形成を図るために防災・防犯体制の強化や生活基盤整備を推
進する。

代表的
な

指標

凡例 

基幹事業 

提案事業 

関連事業 

■基幹事業【道路】 

西鉄跡地歩道整備工事 

■基幹事業【道路】 
谷山１１号線道路改良工事 

■基幹事業【高質空間形成施設】 
興山園線遊歩道整備工事 

〇関連事業 

水上小山田線道路改良事業 

古賀市役所 

□提案事業【地域創造支援事業】 

青柳小学校プール全体改修工事 

□提案事業【地域創造支援事業】 

井筒川護岸改良工事 

■基幹事業【道路】 

久保１０号線道路改良工事 

■基幹事業【道路】 

古賀６８号線道路改良工事 

■基幹事業【道路】 

花見４号線道路改良工事 

■基幹事業【道路】 

花見松林線道路改良工事 

□提案事業【地域創造支援事業】 

地域防災対策調査（古賀市全域） 

〇関連事業 

浜大塚線道路改良事業 

〇関連事業 

栗原水上線道路改良事業 

□提案事業【地域創造支援事業】 

谷別当川護岸整備工事 

■基幹事業【公園】 

花見東地区公園整備工事 

□提案事業【地域創造支援事業】 

千鳥小学校プール防水工事 

■基幹事業【公園】 
古賀グリーンパーク公園整備工事 

■基幹事業【道路】 

米多比３４号線道路改良工事 

■基幹事業【道路】 

（仮）薬王寺小山田線道路新設工事 

□提案事業【地域創造支援事業】 

防風保安林改良事業 

□提案事業【地域創造支援事業】 

小学校扇風機設置工事 

□提案事業【まちづくり活動推進事業】 

まつり古賀事業 

□提案事業【地域創造支援事業】 

青柳小学校エレベーター耐震改修工事 

□提案事業【地域創造支援事業】 

防火水槽有蓋化工事（市内５箇所） 

□提案事業【地域創造支援事業】 

JRししぶ駅防犯カメラ設置工事 

□提案事業【地域創造支援事業】 

千鳥苑視覚障害者誘導用ブロック設置工事 

□提案事業【地域創造支援事業】 

千鳥苑耐震化工事 

□提案事業【地域創造支援事業】 

町川原地内雨水路改良工事 

□提案事業【地域創造支援事業】 

青柳地内水道本管敷設工事 

■基幹事業【地域生活基盤施設】 
花見東地区公園備蓄倉庫整備工事 

■基幹事業【道路】 

工業団地1号線道路改良工事 


