
北 九 建 都 第   号

平成２８年  月  日

福岡県知事

小  川   洋  様

（建築都市部都市計画課）

北九州市長  北 橋  健 治

（建築都市局都市計画課）

北九州都市計画区域、中間都市計画区域及び苅田都市計画区域の変更（福岡県決定）

について（回答）

平成２８年 ７月 ６日付２８都第１０２８号において、都市計画法第５条第６項において

準用する同条第３項の規定による意見照会につきまして、下記のとおり回答いたします。

記

１ 都市計画の名称

    北九州広域都市計画区域

 ２ 意見照会の回答

    計画案について異存ありません。

（案） 



福岡県が定める北九州都市計画に関する市の意見について(諮問) 都市計画区域の変更 

新旧対照（参考図） 

(旧)都市計画区域                  (新)都市計画区域   

（55 都市計画区域）                 （13 都市計画区域） 

２９３ 

市町名 区域 区域数
都市計画
区域名

区域数
都市計画
区域名

福岡市 一部
大野城市 全域
春日市 全域
志免町 全域
粕屋町 全域
古賀市 一部 2 古賀
新宮町 一部 3 新宮
久山町 全域 4 久山
篠栗町 一部 5 篠栗
筑紫野市 一部 6 筑紫野
太宰府市 一部 7 大宰府
那珂川町 一部 8 那珂川
福津市 一部 9 福間
宗像市 一部 10 宗像
糸島市 一部 11 前原
糸島市 一部 12 志摩
須恵町 全域 13 須恵
宇美町 一部 14 宇美
福津市 一部 15 津屋崎 3 津屋崎
筑前町 一部 16 夜須
朝倉市 一部
筑前町 一部
糸島市 一部 18 二丈 5 二丈

久留米市 一部 19 久留米
小郡市 全域 20 小郡
大牟田市 全域
みやま市 一部
八女市 一部 22 八女
大川市 全域 23 大川
みやま市 一部 24 瀬高
筑後市 全域 25 筑後
久留米市 一部 26 三瀬
柳川市 全域 27 柳川
八女市 一部 28 黒木
広川町 全域 29 広川
八女市 一部 30 立花
久留米市 一部 31 北野
大刀洗町 全域 32 太刀洗

飯塚市 一部 33 飯塚
嘉麻市 一部 34 稲築
嘉麻市 一部 35 山田
直方市 全域 36 直方
宮若市 一部 37 宮田
田川市 全域 38 田川
添田町 一部 39 添田
川崎町 全域 40 川崎
鞍手町 全域 41 鞍手
小竹町 全域 42 小竹
桂川町 一部 43 桂川

北九州市 一部 44 北九州
中間市 全域 45 中間
苅田町 一部 46 苅田
芦屋町 全域 47 芦屋
水巻町 全域 48 水巻
岡垣町 全域 49 岡垣
遠賀町 全域 50 遠賀
行橋市 全域 51 行橋
豊前市 一部 52 豊前
吉富町 全域 53 吉冨
築上町 一部 54 椎田
みやこ町 一部 55 豊津
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