
福岡県芦屋町地先
遠賀川水系遠賀川

所在地
国道４９５号山鹿交差点付近

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

・あしや花火大会（７月）
・あしや精霊流し（８月）
・魚見公園（車で約３分）
・芦屋海水浴場（車で約５分）
・遠賀川魚道公園（河口堰多自然魚道）（車で約５分）

所在地・問い合わせ先

福岡県芦屋町地先（芦屋橋付近）
アクセス

（緯度、経度：33度53分38秒、130度40分09秒）

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
遠賀川河川事務所 河川環境課
0949-22-1830

潮風を感じる憩いの空間

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など 地図

施設パースなど

山鹿
や ま が

施設紹介

潮風を感じて憩い・散策が出来る水辺空間で
す。
例年７月～８月頃に開催される「あしや花火
大会」や「あしや精霊流し」等、地域住民は
もとより、多くの方々に親しまれています。

お立ち寄り情報
・北九州市営バス 芦屋橋停留所より徒歩5分

遠賀川

位 置 遠賀川 0k400 付近 

区 分 水辺整備 

主な整備内容 水制工、階段工、管理用通路等 

全体事業費 4.2 億円 

整備期間 平成 21～23 年度 

ＪＲ水巻駅

ＪＲ遠賀川駅

響灘

遠賀川

495

芦屋橋

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

芦屋海水浴場

遠賀川魚道公園

（遠賀川河口堰）

魚見公園

あしや花火大会

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

階段工

管理用通路

水制工

凡 例

国 ：

自治体：
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整備前写真 整備後写真

H26.7.25

整備箇所
整備後：河岸が整備され、安全に
水辺に近づけるようになりまし
た。

整備前：河岸が侵食され、安全に水辺に近
づきにくい状態でした。

あしや花火大会 あしや花火大会での利用状況

多様な魚類が遡上・生息出来るように
した、緩やかな勾配の多自然魚道で
す。

あしや精霊流し（8月15日）

整備箇所
近辺

整備箇所

遠賀川
河口堰

河川敷

芦屋橋
下流

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

水制工

階段工

平成２５年度グッドデザイン賞を受賞！！
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福岡県中間市中間地先ほか
遠賀川水系遠賀川

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

・バスフィッシング大会
・各種水辺イベント（不定期）

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など 地図

（緯度、経度：33度49分00秒、130度42分28秒）

中間市中心部にあり、市民に親しまれている
安らぎの水辺空間です。平成27年に世界遺産
登録された「遠賀川水源地ポンプ室」等を巡
るフットパスのほか、日常的な散策や休日の
レジャーの場としての利用など、市民のシン
ボル的な場となっています。

世界遺産をはじめ炭鉱の歴史に触れる、安らぎの水辺空間

中間
な か ま

施設紹介

・JR鹿児島本線 筑前垣生駅から徒歩10分
・西鉄バス 新手停留所から徒歩5分
・中間市役所から徒歩1分
・駐車場あり（中間市役所）

お立ち寄り情報

施設パースなど

・なかまフットパス（毎月第2日曜日イベント開催）

・ふるさと遠賀川親子凧あげ大会（１月）
・鯉のぼり（4月10日～5月10日）

所在地・問い合わせ先

福岡県中間市中間地先ほか
アクセス 県道73号「中間市役所前」交差点そば

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
遠賀川河川事務所 河川環境課
0949-22-1830

全体事業費 7.8億円

事業期間 令和3年～令和12年

位置 遠賀川 10k600 付近

区分 水辺整備

主な整備内容 階段、親水護岸、管理用通路等

200

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

・世界遺産「遠賀川水源地ポンプ室」

至 遠賀町・水巻町 

整備イメージ（市役所前の高水敷、水辺を活用するゾーン）

中島

・中間市地域交流センター

・垣生公園

・筑前中間さくら祭

・埴生羅漢百穴

中間市役所

・ハワイアンフラダンス

・ふるさと遠賀川親子凧揚げ大会

・鯉のぼり

・バスフィッシング大会

・遠賀川鉄橋橋脚

・屋根のない博物館

・屋島公園

至 鞍手町・北九州市 

73

48

98

73

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

親水護岸

（カヌーなどの乗降場）

管理用通路

レクリエーション広場

案内板

仮設トイレ、

水場

多目的広場

（グラウンド広場）

法面整形

凡 例

国 ：

自治体：

一部、工事中です
（ご来場の際は、お気を付け下さい）

「鯉のぼり」中間市役所前の河川敷
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整備前写真 整備後写真

遠賀川鉄道橋脚（煉瓦造の橋脚）
1891年、筑豊の石炭を効率よく運搬するために鉄道
が敷設され、中間市に初めて蒸気機関車が通りまし
た。この煉瓦造の橋脚は開通当時に造られたもので
す。

歴史・
文化財

世界遺産「遠賀川水源地ポンプ室」
遠賀川の河口から約12キロにある八幡製鐵所の送水
施設。2015年に世界遺産登録され、『明治日本の産
業革命遺産　製鉄・製鋼、造船、石炭産業』の構成資
産のひとつとして注目されています。

歴史・
文化財

なかまフットパス
中間市の歴史や四季折々の自然や景色を楽しながら歩
く観光コースとして、現在６つのコースが設定されて
います。また、毎月第2日曜日を「なかまフットパス
の日」として、フットパスイベントを開催していま
す。

イベント

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

整備前：土砂や草木の繁茂により、水辺に近
づきにくい状況であり、また、高水敷に水溜
まりができやすく、快適な利用ができない状
況です。

月見で乾杯！in遠賀川
R1.11.12、世界遺産「遠賀川水源地ポンプ室」前の
遠賀川河川敷広場にて、月を見ながら水辺で乾杯する
「月見で乾杯！In遠賀川」を開催しました。月がの
ぼったときには歓声が上がり、持ち寄ったドリンクを
片手に「月見で乾杯」しました。（主催：中間市）

社会実験

整備後：水辺に近づきやすく、また、広場の
水捌けをよくするため、高水敷整正を行いま
す。

遠賀川水源地ポンプ室と満月 星空や星座を模したライトアップ

夕暮れの中で映画の上映会 月を見ながら乾杯！

広場にできた水溜まり

土砂や草木

の繁茂によ

り水辺に近

づけない

広場に雨水

が溜まりやす

くなっている

遠賀川

遠賀川
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福岡県田川市大字伊田地先ほか
遠賀川水系彦山川

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

施設パースなど

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など 地図

・風治八幡宮　川渡り神幸祭（５月）
　（福岡県指定無形民俗文化財）
・春日神社岩戸神楽（5月神幸祭、8月夏越祭、10月神待祭）

　（福岡県指定無形民俗文化財）
・田川市石炭・歴史博物館
・TAGAWAｺｰﾙﾏｲﾝ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ炭鉱節まつり（１１月）　

日本初!!ﾕﾈｽｺ世界記憶遺産と癒やしの水辺空間

田川
た が わ

施設紹介

田川市中心部にある、癒しの水辺空間です。
日常的な散策や憩いの場としての利用のほか
福岡県の五大祭りの一つとして、毎年５月に
開催される「風治八幡宮 川渡り神幸祭」や地
域住民主体で開催される「彦山川で水辺あそ
び」など、多くの方々に親しまれています。

お立ち寄り情報
・平成筑豊鉄道 田川伊田駅から徒歩6分
・駐車場あり（風治八幡神社）

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
遠賀川河川事務所 河川環境課
0949-22-1830

・観光列車「ひとつ星」（土曜日等にツアーを開催）

所在地・問い合わせ先

福岡県田川市大字伊田地先ほか
アクセス 国道322号「伊田大橋」交差点そば

（緯度、経度：33度38分29秒、130度49分09秒）

位置

区分

主な整備内容

全体事業費

事業期間

彦山川 13k800　付近

水辺整備

高水敷整正、護岸整備、管理用通路等

5.3億円

令和１年～令和１１年度

彦

322

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

道の駅

おおとう桜街道

・風治八幡宮 川渡り神幸祭

伊田大橋

伊田小学校

福岡県立大学

新橋

新成道寺橋

番田橋

東大橋

新糒橋
田川市立病院駅

糒駅

下伊田駅

糒橋

経塚橋

鎮西橋

201

322

至 直方 

・石炭記念公園
（TAGAWAｺｰﾙﾏｲﾝ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）

・田川市石炭･歴史博物館
（ﾕﾈｽｺ世界記憶遺産「山本作兵

衛氏の炭鉱記録画」展示）

・春日神社

（春日神社岩戸神楽）

小鶴橋

山
川

・田川市 美術館

・たがわ情報センター

福岡県五大祭り「風治八幡宮 川渡り神幸祭」

彦山川

・観光列車「ひとつ星」の停車駅

・レストラン列車「ことこと列車」の停車駅

下流域拠点

中流域拠点

上流域拠点

一部、工事中です
（ご来場の際は、お気を付け下さい）

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

ふうじはちまんぐう かわわたり じんこうさい

整備イメージ（下流域拠点）

階段 坂路
階段

坂路

階段

階段

坂路多自然水路

寄せ石
管理用通路

管理用通路

高水敷整正

ベンチ

水飲み場

花壇

駐車スペース

手すり

看板

彦山
凡 例

国 ：

自治体：
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整備前写真 整備後写真

田川市市民広場（田川市 番田町）
カヌー教室や釣り体験が開催されています。毎年8月
に行われる｢川渡り神幸祭｣では多くの人で賑わいま
す。

公園・
イベント

田川市石炭・歴史博物館
日本初のユネスコ世界記憶遺産・山本作兵衛翁の炭坑
記憶画の他、炭坑資料や歴史資料を展示。当時の炭鉱
の生活と歴史を感じ、学ぶことが出来る人気スポット
です。

博物館

整備後：上下流を繋ぐ散策路を整備
し、河岸を整備することで、安全に水
辺空間を利用できるようになりまし
た。

彦山川河川敷（田川市大字糒）
田川市教育委員会とタガッパ学校（カヌー教室・川の
環境学習）共催で開催されています。散策や釣り等の
利用が多い憩いの場です。

彦山川河川敷
子供たちと彦山川の多種多様な生きもの達（ナマズ・
ヨシノボリ・オイカワ・シマエビ・ギギ外）との出会
い触れ合いの場です。

整備前：上下流を繋ぐ散策路が途切れてお
り、樹木も繁茂し見通しが悪く、安全に散策
や水辺に近づくことができない状況です。

イベント イベント

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

彦山川

伊田大橋

伊田大橋

彦山川

階段

多目的広場

緩傾斜護岸

練石張り護岸

（巨石再利用)

管理用通路
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福岡県大任町今任原地先
遠賀川水系彦山川

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

施設パースなど

道の駅から徒歩３分　水辺の癒し空間

大任
お お と う

施設紹介

道の駅のそばにある、水辺の癒し空間です。
日常的な散策や憩いの場としての利用のほ
か、毎年開催される「しじみ祭り」など、地
域住民はもとより、多くの方々に親しまれて
います。

お立ち寄り情報
・「道の駅おおとう桜街道」から徒歩３分
・駐車場、トイレあり(道の駅おおとう桜街道)

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など 地図

・道の駅おおとう桜街道
・しじみまつり（１０月）
・盆踊り、花火大会、夏祭り（８月）

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
遠賀川河川事務所 河川環境課
0949-22-1830

・道の駅イルミネーション（１１月下旬）
・おおとうマラソン大会（４月頃）

所在地・問い合わせ先

福岡県大任町今任原地先
アクセス 国道３２２号「下今任南」交差点より車で約２分

（緯度、経度：33度37分17秒、130度50分53秒）

位 置 彦山川 18k000 付近 

区 分 水辺整備 

主な整備内容 河岸保護工、階段工、坂路工、管理用通路等 

全体事業費 4.7 億円 

整備期間 平成 17～21 年度 

322

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

道の駅

おおとう桜街道

しじみまつり

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

物産館整備（大任町）

地域交流拠点

彦山

凡 例

国 ：

自治体：
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整備前写真 整備後写真

H22.6.1

10月 4月頃

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

「道の駅おおとう桜街道」は、物産館、温泉施設、親子ふれあい子供広場、ドッグラン、花公園等
の憩いの場として賑わっています。

近傍施設

整備前：植物が繁茂し安全に水辺に近づきにくい。 整備後：河岸が整備され、安全に水辺に近
づきやすくなっています。

整備箇所

彦山川の恒例行事として、毎年１０月に
「しじみ祭り」が河川敷で開催されます。

整備箇所
上流

春の心地よい風の中、チューリップや桜が
咲き誇る時期に「おおとうマラソン大会」
が開催されています。

整備箇所
周辺

道の駅/おおとう桜街道

メインストリート

おおとう桜街道

温泉施設 １億円トイレ

イルミネーション

ドックラン
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福岡県久留米市宮ノ陣地先
筑後川水系筑後川

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

・筑後川フェスティバル（１０月）
・筑後川マラソン（１０月）
・筑後川防災施設「くるめウス」

福岡県久留米市宮ノ陣地先

・大型商業施設、久留米百年公園、高良川

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

施設パースなど

・久留米百年公園つつじまつり（４～５月）
・筑後川花火大会（８月）

整備事業概要

地図

市街部の安らぎ空間

宮ノ陣
み や の じ ん

施設紹介

久留米の市街地に位置し、商業施設（ゆめタウンな
ど）や久留米百年公園も近く、更に、高速ICからも近
いため、利便性抜群の水辺空間です。
また、筑後川沿いは久留米リバーサイドパークとして
整備・管理されており、日頃から、散策、各種スポー
ツイベントなどで多くの方々に親しまれています。

〇お立ち寄り情報
・川沿いの散策、ジョギング
・平成30年4月から宮ノ陣橋上流の一部の公園の供用を
開始
　（駐車場、トイレあり。）

アクセス

（緯度、経度：33度19分21秒、130度32分24秒）

0942-33-9131

九州自動車道「久留米IC」から、車で約15分

所在地・問い合わせ先

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
筑後川河川事務所 河川環境課

久留米IC

JR久留米駅

フォトモンタージュ

筑後川

西鉄久留米駅

322

210

3

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

久留米

ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ

筑後川防災施設

くるめウス

久留米百年公園

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

位置 筑後川右岸　29k600～31k000付近
事業区分 水辺整備
主な整備内容 高水敷整正、管理用通路
事業費 1.4億円
整備完了年 平成30年度
事業期間 平成27～令和4年度

筑後川
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H24.12月他 R1.9.29

くるめウス
高水敷の
芝生公園

くるめウス
防災・減災・河川環境、河川愛護の意識啓発のための
学習会等の実施や資料展示を行い、年間約70回のイ
ベントも開催されています。災害時は久留米市の避難
所としても機能します。

宮ノ陣の高水敷（芝生公園）
水辺付近に芝生広場や駐車場もあるため、カヌー、
ウォーターチューブといった水遊び、キッチンカーな
どの出店、地域住民主催のグランドゴルフなどのイベ
ントも行われている。

筑後川賑わいづくり応援団
筑後川の河川敷の利用促進を目指し、河川敷をより
親しみのある素敵な空間にするために、民間事業者

による賑わいづくりが行われています。

R3. 11.20他
宮ノ陣どんど焼き
※さぎっちょ祭り：全国的には「左義長（さぎちょ
う）」や「どんど焼き」と呼ばれる正月の伝統行事。
竹のやぐらを組み、正月飾りや前年のお守りなどを焼
き、今年１年の無病息災や家内安全を祈る。

R2.1.11

整備前写真 整備後写真

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

←筑後川に棲

む魚の展示や

ギャラリーに

は筑後川の関

する防災や歴

史、環境など

の資料が展示

されています

高水敷は雑草が繁茂し、一部の場所が凸凹して

るため、安全な河川の利用ができない状況です。

高水敷を整正してこどもたちが安心して遊べる

広場として、 さぎっちょ等のイベントに活用し、

地域の憩いの場として賑わいを創出しています。

親水エリア利用者件数

利用者増

利用者による美化活動

子ども食堂KUHON

シェアオフィスMEKURUTO
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福岡県うきは市浮羽町古川
筑後川水系筑後川

所在地
大分自動車道 杷木ICから車で3分

地図は、こちらからアクセス出来ます。→ 

施設パースなど

・「筑後川温泉」「大石堰」がすぐ隣

地図

整備事業概要

温泉・歴史・にぎわいの水辺空間

大石
お お い し

施設紹介

筑後川の水辺と広大な分水路でのスポーツを同時に楽し
める空間です。
「大石親子凧あげ大会」、「大石堰駅伝競走大会」、
「パークゴルフ大会」等様々なイベントも開催されてい
ます。

〇お立ち寄り情報
・大分自動車道 杷木ICから車で3分
・駐車場：あり
・トイレ：あり（筑後川温泉病院下流）

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

問い合せ

（緯度、経度：33度21分22秒、130度48分39秒）

所在地・問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局
筑後川河川事務所 河川環境課

・大石親子凧あげ大会、大石堰駅伝競走大会（1月）

福岡県うきは市浮羽町古川

0942-33-9131

アクセス

・筑後川温泉パークゴルフ場

・うきはリバーキャンプ＆ピクニック（10月）

・うきは市筑後川温泉の清乃屋さんが、温泉宿・ホテル
　総選挙2021「うる肌部門」で1位受賞

杷木IC

筑後大石駅

筑後川温泉

パークゴルフ場

大石堰大石分水路

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

一部、工事中です
（ご来場の際は、お気を付け下さい）

位置 筑後川　58ｋ０００～60k200付近
事業区分 水辺整備
主な整備内容 管理用通路、坂路、高水敷整正　等
事業費 6.8億円
整備完了年 令和7年度
事業期間 令和3年度～令和12年度

11



R4.10.22 R3.7.31

うきは市提供
うきは市提

供

筑後川温泉 大石堰

大石分水路

整備前写真 整備後写真（イメージパース）

昭和橋上流
河川敷

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

大石堰
江戸期に筑後川の水を引き入れようと立ち上

がった５人の庄屋により造られました。現在の

大石堰は昭和３１年に復旧されたものです。

うきは大石かわまちフェスタ2021
大石かわまちづくり実行委員会と大石小学校

PTAが共同で企画し、カヌーやいかだ、浮き桟

橋などで川遊びを楽しみました。

←利水の歴史に触れられる場として地

域内外より多くの小学生が訪れていま

す。

リバキャンUKIHA（キャンプイベント）
大石分水路にて、秋のキャンプイベントが開催

され、多くの家族連れでにぎわいます。

高水敷や管理用通路の整備が行われておらず、陸の不

陸が見られる状態です。

利用者のよる美化活動

マルシェや、スポーツ広場として利活用がしやすい状

態になります。

筑後川温泉
筑後川の中流に位置し、杷木ICより車で３分と

観光アクセスに恵まれた温泉地です。環境省の

国民保養温泉地域に指定された良質な温泉です。

←フリーマルシェやワークショッ

プも開催されました。

12



福岡県筑後市、みやま市　船小屋地先
矢部川水系矢部川

九州新幹線筑後船小屋駅から徒歩約３０分

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

地図周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

（緯度、経度：33度10分35秒、130度30分22秒）

国土交通省 九州地方整備局
筑後川河川事務所 河川環境課

問い合せ

・九州新幹線筑後船小屋駅から徒歩約３０分

アクセス

0942-33-9131

所在地・問い合わせ先

所在地 福岡県筑後市、みやま市　船小屋地先

・「筑後川広域公園」まで徒歩約５分

温泉・公園・憩い（いい恋）のみずべ

船小屋
ふ な ご や

施設紹介

福岡県最大となる「筑後広域公園」、川の中にある
「中之島公園」のほか、船小屋温泉も近いため、ス
ポーツ、水辺、温泉を一挙に楽しめる空間です。
また、近くには日本で唯一、「恋命（コイノミコ
ト）」を御祭神とする「恋木神社」もあり、恋のくに
として様々イベントがあります。

○お立ち寄り情報
・中ノ島公園(クスノキ林)
・筑後広域公園(芝生広場)
・九州新幹線、JR駅近く
・トイレ：あり(中之島公園内、川の駅恋ぼたる)
・駐車場：あり(川の駅恋ぼたる、国道209号みやま市側)

・川の駅「恋ぼたる」まで徒歩約５分

・恋木神社まで車で約１０分

整備事業概要 施設パースなど

・筑後船小屋花火大会（花火大会の中でプロポーズをする企画あり）

・筑後船小屋駅下車徒歩５分には「HAWKSﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸ筑後」

・筑後川広域公園、中之島公園、船小屋温泉

矢部川

209

至 大牟田方面

至 久留米方面

船小屋

温泉大橋

八女ＩＣ

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

船小屋温泉

九州新幹線

ＪＲ筑後船小屋駅

筑後広域公園

川の駅 恋ぼたる

恋木神社

HAWKSﾍﾞｰｽﾎﾞｰ

ﾙﾊﾟｰｸ筑後

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

矢部川

一部、工事中です
（ご来場の際は、お気を付け下さい）

位置 矢部川　14k600～15k800付近
区分 水辺整備

整備内容
管理用通路、親水護岸、スロープ、
高水敷整正、緩傾斜堤防

全体事業 7.9億円
事業期間 平成25年～令和10年
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R4.9.10 R1.12.21

筑後市提供 みやま市提供

整備前写真 整備後写真

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

中之島
公園

中之島
公園

みやま市筑後市

矢部川に挟まれ、国指定天然記念物「クスノ

キ林」がある「中之島公園」付近では、毎年、

ちっご祭・恋のくに花火大会や若楠まつりな

ど様々なイベントが開催されています。

中ノ島公園では いろいろな親水イベント

が開催されており、多くの家族連れで賑

わっています。

桜の名所として知られる新船小屋堤防で

は、花見シーズンに大勢の見物客でにぎ

わいます。

7000発が打ち上げられる花火大会。

「花火でプロポーズ大作戦」がメインイ

ベントとして行われています。

ライトアップ

利用者数微増

整備により更なる増加を目指す

利用者による美化活動

高水敷や、管理用通路の整備が行われておらず、

利活用が困難な状態です。

マルシェ等のイベント会場として利用され、

地域イベントが開催されるようになりまし

た。
R5.1.21

船小屋地区

放水路
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大分県中津市二ノ丁地先、福岡県吉富町広津地先、福岡県上毛町上唐原地先
山国川水系山国川、山国川水系中津川

区分

全体事業費

整備期間

所在地 中津城地区：大分県中津市二ノ丁地先
アクセス 　日豊本線「中津駅」から徒歩約１５分

　（緯度、経度：33度36分11秒、131度11分13秒）

広津地区：福岡県築上郡吉富町広津地先
　日豊本線「吉富駅」から徒歩約１０分

　（緯度、経度：33度35分40秒、131度10分47秒）

唐原地区：福岡県築上郡上毛町上唐原地先
　上毛SICより中津方面へ車で約５分

　（緯度、経度：33度33分26秒、131度11分31秒）

問い合せ

0949-24-0571
地図は、こちらからアクセス出来ます。→

所在地・問い合わせ先

(唐原地区)   ・上毛町灯籠祭り（10月）

  ・道の駅｢しんよしとみ｣まで車で約5分

(広津地区)   ・よしとみ・ワッショイ春まつり（5月）

整備概要

　　　　　  ・湯の迫温泉「太平楽」まで車で約5分

　　　　　  ・ガールデマルシェ（4回程度/年）

施設パースなど

(中津城地区)・中津祇園（花火大会）（7月）

　　　　　  ・豊前の国観月祭中津城あかり（9月）

整備
内容

位置
唐原地区：山国川7k200付近
広津地区：山国川1k900～2k700
中津城地区：中津川0k600付近

中津城地区：親水護岸、階段、管理用通路
広津地区：河道整正、坂路、階段、管理用
通路
唐原地区：親水護岸、坂路、階段、管理用
通路

令和3年度～令和12年度
6.1億円

水辺整備

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

県境の自然、歴史・文化の魅力をつなぐ水辺空間

山国
や ま く に

川
が わ

下流
か り ゅ う

施設紹介

観光拠点の中津城を中心とした城下町エリアを有す
る中津城地区、春まつり、チャレンジショップやマ
ルシェでにぎわいの創出を目指す広津地区、カヌー
やサイクリング等の自然体験を楽しめる唐原地区の
３つの水辺拠点を大分県と福岡県の県境に位置する
山国川沿いをサイクリングしながら楽しめます。

おすすめポイント

・中津城、中津市歴史博物館（れきはく）

・道の駅なかつ、道の駅しんよしとみ

・湯の迫
さこ

温泉 太平楽
たいへいらく

・牛頭天王
ごずてんのう

公園　　　　※各施設に駐車場、トイレ有り

地図

国土交通省 九州地方整備局
山国川河川事務所 管理課

山
国
川

212

至 北九州方面

上毛ＳＩＣ

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して

中津城

ＪＲ吉富駅

ＪＲ中津駅

中津市歴史博物館

道の駅しんよしとみ

大池公園

10

10

道の駅中津

至 大分方面

中津城地区

広津地区

唐原地区

牛頭天王公園 湯の迫温泉 太平楽

整備イメージ（中津城地区）

整備イメージ（唐原地区）

山
国
川

中津城地区

広津地区

唐原地区

整備イメージ（広津地区）

一部、工事中です
（ご来場の際は、お気を付け下さい）
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R1.8.25

キャンプ体験（唐原地区） よしとみワッショイ春祭り（広津地区）

整備後写真（イメージパース）整備前写真

鶴市花
傘鉾祭

り

周辺のおすすめ情報維持管理状況

色鮮やかに飾られた沢山の花傘鉾が30～
40km巡行する日本一長い距離を歩くお祭り。
祭礼2日目の夜には花火大会があり、その後、
山国川を対岸まで渡る「川渡り」が行われる。

利活用状況

ワークショップの開催、サップ体験（唐原地区） フランピングマルシェ（広津地区）

サイクリングルート試走会

住⺠による清掃活動状況

中津城地区 中津城地区

広津地区

唐原地区 唐原地区

広津地区
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