
 

名称変更一覧表 （市決定分） 

 

都市計画の種類 変更前 変更後 

用途地域 福岡都市計画用途地域 福岡広域都市計画用途地域 

高度地区 福岡都市計画高度地区 福岡広域都市計画高度地区 

準防火地域 福岡都市計画準防火地域 福岡広域都市計画準防火地域 

地区計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡都市計画地区計画 

錦町四丁目地区地区計画 

福岡広域都市計画地区計画 

錦町四丁目地区地区計画 

福岡都市計画地区計画 

衛生施設整備地区地区計画 

福岡広域都市計画地区計画 

衛生施設整備地区地区計画 

福岡都市計画地区計画 

錦町周辺地区地区計画 

福岡広域都市計画地区計画 

錦町周辺地区地区計画 

福岡都市計画地区計画 

旭ヶ丘一丁目地区地区計画 

福岡広域都市計画地区計画 

旭ヶ丘一丁目地区地区計画 

福岡都市計画地区計画 

乙金地区地区計画 

福岡広域都市計画地区計画 

乙金地区地区計画 

福岡都市計画地区計画 

アップルタウンつつじヶ丘地区地区計画 

福岡広域都市計画地区計画 

アップルタウンつつじヶ丘地区地区計画 

福岡都市計画地区計画 

下大利駅東地区地区計画 

福岡広域都市計画地区計画 

下大利駅東地区地区計画 

福岡都市計画地区計画 

下大利駅周辺地区地区計画 

福岡広域都市計画地区計画 

下大利駅周辺地区地区計画 

福岡都市計画地区計画 

月の浦二丁目地区地区計画 

福岡広域都市計画地区計画 

月の浦二丁目地区地区計画 

福岡都市計画地区計画 

月の浦西地区地区計画 

福岡広域都市計画地区計画 

月の浦西地区地区計画 

福岡都市計画地区計画 

白木原駅周辺地区地区計画 

福岡広域都市計画地区計画 

白木原駅周辺地区地区計画 

福岡都市計画地区計画 

つつじヶ丘地区地区計画 

福岡広域都市計画地区計画 

つつじヶ丘地区地区計画 

福岡都市計画地区計画 

月の浦地区地区計画 

福岡広域都市計画地区計画 

月の浦地区地区計画 

福岡都市計画地区計画 

上大利地区地区計画 

福岡広域都市計画地区計画 

上大利地区地区計画 



ごみ焼却場 福岡都市計画ごみ焼却場 

第５号大野城市清掃工場 

福岡広域都市計画ごみ焼却場 

第５号大野城市清掃工場 

ごみ処理場 福岡都市計画ごみ処理場 

福岡都市圏南部環境事業組合一般廃棄物

最終処分場 

福岡広域都市計画ごみ処理場 

福岡都市圏南部環境事業組合一般廃棄物

最終処分場 

道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡都市計画道路 

3・3・200号 白木原下大利線 

福岡広域都市計画道路 

3・3・1-200号 白木原下大利線 

福岡都市計画道路 

3・4・73号 北コミュニティ線 

福岡広域都市計画道路 

3・4・1-73号 北コミュニティ線 

福岡都市計画道路 

3・4・98号 上居屋敷平野線 

福岡広域都市計画道路 

3・4・1-98号 上居屋敷平野線 

福岡都市計画道路 

3・4・101号 春日原上大利線 

福岡広域都市計画道路 

3・4・1-101号 春日原上大利線 

福岡都市計画道路 

3・4・118号 下大利南ヶ丘線 

福岡広域都市計画道路 

3・4・1-118号 下大利南ヶ丘線 

福岡都市計画道路 

3・4・121号 平野南ヶ丘線 

福岡広域都市計画道路 

3・4・1-121号 平野南ヶ丘線 

福岡都市計画道路 

3・4・122号 平野日の浦線 

福岡広域都市計画道路 

3・4・1-122号 平野日の浦線 

福岡都市計画道路 

3・4・143号 大野城駅前線 

福岡広域都市計画道路 

3・4・1-143号 大野城駅前線 

福岡都市計画道路 

3・4・170号 松ヶ丘月の浦線 

福岡広域都市計画道路 

3・4・1-170号 松ヶ丘月の浦線 

福岡都市計画道路 

3・4・186号 白木原駅前線 

福岡広域都市計画道路 

3・4・1-186号 白木原駅前線 

福岡都市計画道路 

3・4・193号 下大利駅東線 

福岡広域都市計画道路 

3・4・1-193号 下大利駅東線 

福岡都市計画道路 

3・4・198号 三兼池線 

福岡広域都市計画道路 

3・4・1-198号 三兼池線 

福岡都市計画道路 

3・4・215号 日の浦池線 

福岡広域都市計画道路 

3・4・1-215号 日の浦池線 

福岡都市計画道路 

3・5・204号 下大利駅西線 

福岡広域都市計画道路 

3・5・1-204号 下大利駅西線 

福岡都市計画道路 

3・5・212号 乙金川久保線 

福岡広域都市計画道路 

3・5・1-212号 乙金川久保線 

福岡都市計画道路 

7・5・5号 山田筒井線 

福岡広域都市計画道路 

7・5・1-5号 山田筒井線 



道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡都市計画道路 

7・5・35号 月の浦団地内線 

福岡広域都市計画道路 

7・5・1-35号 月の浦団地内線 

福岡都市計画道路 

7・5・36号 畑ヶ坂月の浦線 

福岡広域都市計画道路 

7・5・1-36号 畑ヶ坂月の浦線 

福岡都市計画道路 

7・5・37号 市役所前線 

福岡広域都市計画道路 

7・5・1-37号 市役所前線 

福岡都市計画道路 

7・5・38号 浄水場前線 

福岡広域都市計画道路 

7・5・1-38号 浄水場前線 

福岡都市計画道路 

7・5・52号 花無尾畑ヶ坂線 

福岡広域都市計画道路 

7・5・1-52号 花無尾畑ヶ坂線 

福岡都市計画道路 

7・5・100号 まどかパーク線 

福岡広域都市計画道路 

7・5・1-100号 まどかパーク線 

福岡都市計画道路 

7・5・107号 乙金大池線 

福岡広域都市計画道路 

7・5・1-107号 乙金大池線 

福岡都市計画道路 

7・5・108号 中川久保線 

福岡広域都市計画道路 

7・5・1-108号 中川久保線 

福岡都市計画道路 

7・6・53号 日の浦倉石線 

福岡広域都市計画道路 

7・6・1-53号 日の浦倉石線 

福岡都市計画道路 

7・6・54号 平野塚原線 

福岡広域都市計画道路 

7・6・1-54号 平野塚原線 

福岡都市計画道路 

7・6・93号 側道瓦田 2号線 

福岡広域都市計画道路 

7・6・1-93号 側道瓦田 2号線 

福岡都市計画道路 

7・7・90号 側道雑餉隈線 

福岡広域都市計画道路 

7・7・1-90号 側道雑餉隈線 

福岡都市計画道路 

7・7・91号 側道栄町線 

福岡広域都市計画道路 

7・7・1-91号 側道栄町線 

福岡都市計画道路 

7・7・92号 側道瓦田 1号線 

福岡広域都市計画道路 

7・7・1-92号 側道瓦田 1号線 

福岡都市計画道路 

7・7・94号 側道中央 1号線 

福岡広域都市計画道路 

7・7・1-94号 側道中央 1号線 

福岡都市計画道路 

7・7・95号 側道中央 2号線 

福岡広域都市計画道路 

7・7・1-95号 側道中央 2号線 

福岡都市計画道路 

8・6・13号 月の浦歩行者専用道路 

福岡広域都市計画道路 

8・6・1-13号 月の浦歩行者専用道路 

福岡都市計画道路 

8・6・23号 大野城駅西線 

福岡広域都市計画道路 

8・6・1-23号 大野城駅西線 

福岡都市計画道路 

8・7・14号 大野城駅東西線 

福岡広域都市計画道路 

8・7・1-14号 大野城駅東西線 



道路 福岡都市計画道路 

8・7・21号 下大利歩行者専用道路 

福岡広域都市計画道路 

8・7・1-21号 下大利歩行者専用道路 

福岡都市計画道路 

8・7・22号 東大利歩行者専用道路 

福岡広域都市計画道路 

8・7・1-22号 東大利歩行者専用道路 

公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡都市計画公園 

2・2・3001 畑詰公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3001 畑詰公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3002 仲島公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3002 仲島公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3003 光ヶ丘公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3003 光ヶ丘公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3004 乙金台中央公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3004 乙金台中央公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3005 青山公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3005 青山公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3006 南ヶ丘中央公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3006 南ヶ丘中央公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3007 日の出公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3007 日の出公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3008 月の浦公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3008 月の浦公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3009 畑ヶ坂公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3009 畑ヶ坂公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3010 瑞穂公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3010 瑞穂公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3011 旭ヶ丘公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3011 旭ヶ丘公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3012 菊輪公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3012 菊輪公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3013 御笠川公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3013 御笠川公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3014 錦町公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3014 錦町公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3015 桑の本公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3015 桑の本公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3016 赤坂公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3016 赤坂公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3017 中公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3017 中公園 



公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡都市計画公園 

2・2・3018 巡町公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3018 巡町公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3019 宮添公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3019 宮添公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3020 彦田公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3020 彦田公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3021 古川公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3021 古川公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3022 木町公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3022 木町公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3023 大利公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3023 大利公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3024 大野 1号公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3024 大野 1号公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3025 大野 2号公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3025 大野 2号公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3026 月の浦 1号公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3026 月の浦 1号公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3027 大野 3号公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3027 大野 3号公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3028 つつじヶ丘 6号公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3028 つつじヶ丘 6号公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3029 月の浦 2号公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3029 月の浦 2号公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3030 月の浦 4号公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3030 月の浦 4号公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3031 月の浦 5号公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3031 月の浦 5号公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3032 月の浦 6号公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3032 月の浦 6号公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3033 月の浦 7号公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3033 月の浦 7号公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3034 月の浦 3号公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3034 月の浦 3号公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3035 日の浦公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3035 日の浦公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3036 倉石公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3036 倉石公園 



公園 福岡都市計画公園 

2・2・3037 塚原公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3037 塚原公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3038 平野公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3038 平野公園 

福岡都市計画公園 

2・2・3039 横峯公園 

福岡広域都市計画公園 

2・2・3039 横峯公園 

福岡都市計画公園 

3・3・3001 仲畑中央近隣公園 

福岡広域都市計画公園 

3・3・3001 仲畑中央近隣公園 

福岡都市計画公園 

3・3・3002 光ヶ丘近隣公園 

福岡広域都市計画公園 

3・3・3002 光ヶ丘近隣公園 

福岡都市計画公園 

3・3・3003 月の浦近隣公園 

福岡広域都市計画公園 

3・3・3003 月の浦近隣公園 

福岡都市計画公園 

3・3・3004 東部中央近隣公園 

福岡広域都市計画公園 

3・3・3004 東部中央近隣公園 

福岡都市計画公園 

4・4・3001 三兼池公園 

福岡広域都市計画公園 

4・4・3001 三兼池公園 

福岡都市計画公園 

4・4・3002 日の浦池公園 

福岡広域都市計画公園 

4・4・3002 日の浦池公園 

福岡都市計画公園 

5・5・3001 大野城総合公園 

福岡広域都市計画公園 

5・5・3001 大野城総合公園 

緑地 福岡都市計画緑地 

栄町雑餉隈緑地 

福岡広域都市計画緑地 

栄町雑餉隈緑地 

福岡都市計画緑地 

新川緑地 

福岡広域都市計画緑地 

新川緑地 

土地区画整理事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡都市計画土地区画整理事業 

乙金土地区画整理事業 

福岡広域都市計画土地区画整理事業 

乙金土地区画整理事業 

福岡都市計画土地区画整理事業 

南ヶ丘土地区画整理事業 

福岡広域都市計画土地区画整理事業 

南ヶ丘土地区画整理事業 

福岡都市計画土地区画整理事業 

釜蓋原土地区画整理事業 

福岡広域都市計画土地区画整理事業 

釜蓋原土地区画整理事業 

福岡都市計画土地区画整理事業 

倉石土地区画整理事業 

福岡広域都市計画土地区画整理事業 

倉石土地区画整理事業 

福岡都市計画土地区画整理事業 

下大利駅東土地区画整理事業 

福岡広域都市計画土地区画整理事業 

下大利駅東土地区画整理事業 

福岡都市計画土地区画整理事業 

上大利北土地区画整理事業 

福岡広域都市計画土地区画整理事業 

上大利北土地区画整理事業 

福岡都市計画土地区画整理事業 

上大利南土地区画整理事業 

福岡広域都市計画土地区画整理事業 

上大利南土地区画整理事業 



土地区画整理事

業 

福岡都市計画土地区画整理事業 

乙金第二土地区画整理事業 

福岡広域都市計画土地区画整理事業 

乙金第二土地区画整理事業 

福岡都市計画土地区画整理事業 

月の浦西土地区画整理事業 

福岡広域都市計画土地区画整理事業 

月の浦西土地区画整理事業 

下水道 
福岡都市計画下水道 

大野城公共下水道 

福岡広域都市計画下水道 

大野城公共下水道 

駐車場 
福岡都市計画駐車場 

22号下大利駅東自転車駐車場 

福岡広域都市計画駐車場 

22号下大利駅東自転車駐車場 

 


