
令和３年１２月８日

嘉麻市地域活性推進課

まちづくりに関する調査特別委員会

嘉麻市小さな拠点形成促進事業進捗状況



１ 小さな拠点形成促進事業スケジュール
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令和２年度 令和３年度 令和４年度

事業募集（広報誌、HP、SNS、
新聞等）

地域将来計画策定

地域将来計画策定後の取組体制
確立、拠点形成検討

―

アクションプラン作成支援、
会議費支援等

― ―

嘉麻市小さな拠点形成検討委員
会（学識者、市関係課）

随時検討

３団体 １団体 ※新規団体

３団体 １団体

３団体

※令和４年度の新規団体としては最大６団体を想定しているが、地域の自主的な取り組みとなるため
団体数は未定。



２ 地域将来計画策定後の各地域形成委員会の進捗状況

令和３年度の取り組み（３団体）

（１）熊ヶ畑地域

・第１回形成委員会 令和３年７月４日（日）10：00～ （福岡県市町村支援課 参加）

（内容） 令和３年度の取り組み内容確認及び実施スケジュール、

今後の目標及び体制づくりについて

・第２回形成委員会 令和３年８月４日（水）19：00～

（内容）地域将来計画に基づく活性化センター、白雲荘の活用（案）について

・第３回形成委員会 令和３年１０月６日（水）19：00～

（内容）ワークショップ（取組体制確立の検討、拠点形成についての検討）

・第４回形成委員会 令和３年１０月２０日（水）19：00～

（内容）ワークショップ（取組体制確立の検討、拠点形成についての検討）

・第５回形成委員会 令和３年１１月５日（金）19：00～

（内容）取組体制確立の検討、拠点形成についての検討

・第６回形成委員会 令和３年１１月２４日（水）19：00～

（内容）取組体制確立の検討、拠点形成についての検討

・第７回形成委員会 令和３年１２月２０日（月） 開催予定
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〇嘉麻市熊ケ畑地域将来計画
（令和３年３月策定）における課題

〇温泉（白雲荘）活用
・市内唯一の温泉施設PR ・活性化センターと一体活用
・交流人口の増加検討

〇活性化センター
・地域重要拠点 ・地域全体で見直 ・具体的な利活用
方針、地域運営組織形成検討が必要

〇熊ケ畑小活用
・大規模改修が完了した校舎等の活用 ・地域の学校として取組継続
・熊ケ畑小の素晴らしさPR

◆計画検討状況

《地域活動拠点》
・活性化センター
改修検討（外壁、屋根、トイレ等）
・白雲荘
活性化センターと一体となった地域活性化施
設としての整備検討（温泉施設、地域産材食
事コーナー、屋外トイレ、駐車場等）
・熊ヶ畑小学校
大規模改修完了済、地域特性を活かした更
なるコミュニティスクール活用検討

《地域運営組織》
・上記拠点施設全体の管理、運営、地域の持
続・活性化させる地域運営組織の設置検討

《地域伝統行事等の活性化》
・しし舞やトロッコフェスタ等の地域伝統行事等
の継承・活性化、郷土愛の醸成

◆現状の計画検討状況
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２ 地域将来計画策定後の各地域形成委員会の進捗状況

（２）千手・泉河内地域
・第１回形成委員会 令和３年４月２７日（火）19：00～

（内容）令和３年度の取り組み組織について（代表者変更）
・第２回形成委員会 令和３年７月１４日（水）19：00～

（内容）令和３年度の取り組み内容確認及び実施スケジュールについて
・第３回形成委員会 令和３年８月１８日（水）19：00～ （緊急事態宣言により中止）

・第３回形成委員会 令和３年９月１日（水）19：00～
（内容）拠点形成基本計画策定の取り組み内容説明
・第４回形成委員会 令和３年９月１５日（水）19：00～

（内容）取組体制確立の検討、拠点形成についての検討
・第５回形成委員会 令和３年１０月６日（水）19：00～

（内容）取組体制確立の検討、拠点形成についての検討
・第６回形成委員会 令和３年１０月２７日（水）19：00～

（内容）取組体制確立の検討、拠点形成についての検討
・第７回形成委員会 令和３年１１月１６日（火）19：00～

（内容）取組体制確立の検討、拠点形成についての検討

千手・泉河内地域ワークショップ （主催 千手・泉河内小さな拠点づくり形成委員会）
令和３年１２月１２日（日）10：00～

（内容）地域将来計画概要説明、拠点形成基本計画策定状況報告
お題①「千手・泉河内地域、これからどんな地域になったらよい？」
お題②「みんなが住みたい地域にするためどのようなに取り組みが必要か？」
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〇嘉麻市千手・泉河内地域将来計画
（令和３年３月策定）における課題

◆現状の計画検討状況

◆計画検討状況（令和3年12月現在）

《防災機能を有した地域活性化拠点》
・コミュニティ機能
・災害時の一時避難所
・地域の雇用創出のための農産直売所・レストラン
・一定の広さを有する駐車場
※広域的な避難所機能を有する防災道の駅を想定
した仕様とする。

《地域運営組織》
・上記拠点施設全体の管理、運営、地域の持続・活
性化させる地域運営組織の設置検討
《地域資源の活用等》
・古八丁の石畳、古処山、遊人の杜の活用
・地域イベントの継続
・地域特産品の開発

〇地域将来計画に基づき、地域の課題解決の取り組みを
実施する新たな拠点として、国道322号線沿いの候補地を
検討中

《地域の課題》
〇既存施設の老朽化
〇高齢化
〇若者の流失
〇商店の撤退
〇地域コミュニティの衰退
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朝倉方面

田川方面

旧千手小学校



２ 地域将来計画策定後の各地域形成委員会の進捗状況

（３）上山田地域
・買い物支援対策として試行的な農産物等の販売
・ふれあいカフェの運営方法についての検討
・NPO 法人ふれあい広場上山田駅 設立総会

令和３年６月 ２１日（ 月） 13 ：30 ～

NPO設立認証 令和３年９月１３日
NPO法人登記完了 令和３年１０月１日

・第１回あおぞらマーケット開催
令和３年１０月２１日（日）10:00～

・ふれあいカフェ開設準備

・買い物支援の実施
店頭販売（定期的に実施）
買い物代行ついては準備中

※集落支援員を活用して活動内容等について協議中
（会計事務支援、ふれあいカフェの実施、ＩＣＴの活用等）

周知用チラシ

掲載記事
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３ 令和３年度 新規取り組み団体の状況

令和３年度申請状況等

（１）足白地域小さな拠点づくり形成委員会
・小さな拠点に関する事業内容説明会 令和３年１０月１２日（火）19：00～

・嘉麻市小さな拠点形成促進事業交付決定 ⇒ 令和３年１０月２７日

・足白地域小さな拠点づくりアンケートの実施

・第１回形成委員会（ワークショップ） 令和３年１１月２５日（木） 19：00～

・第２回形成委員会（ワークショップ） 令和３年１２月２日（木）19：00～

（２） 事業取り組み検討状況について
・その他市内２地域から相談があり、事業内容について説明会実施。

事業申請については翌年度以降で検討している状況。
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４ 嘉麻市小さな拠点形成検討委員会（令和３年１１月１日現在）

足白地域
形成委員会

・現状
・課題

※各形成委員会を、
地域活性推進課、
各市民地域振興課
が支援！

熊ヶ畑地域
形成委員会

・拠点形成検討
・地域運営組織

形成

※各形成委員会を、
地域活性推進課、
各市民地域振興課
が支援！

千手・泉河内地域
形成委員会

・拠点形成検討
・地域運営組織

形成

※各形成委員会を、
地域活性推進課、
各市民地域振興課
が支援！

上山田地域
形成委員会

・地域運営組織
形成

※各形成委員会を、
地域活性推進課、
各市民地域振興課
が支援！

※庁内の横断的支援「小さな拠点形成検討委員会」

１ 構成
（１）学識経験者等３名（学識２名・総務省地域づくり創造アドバイザー１名）
（２）総務課長 （３）総務課参事（法制・行政担当）（４）総務課長補佐
（５）企画財政課長 （６）地域活性推進課長
（７）碓井総合支所 市民地域振興課長
（８）山田総合支所 市民地域振興課長
（９）嘉穂総合支所 市民地域振興課長
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各地域形成委員会に係るアドバイザー支援について（令和３年度）

５ 嘉麻市小さな拠点形成検討委員会 支援内容

地域名 支援内容 学識経験者等

熊ヶ畑地域 ・拠点形成基本計画策定支援
・地域運営組織形成支援

元近畿大学産業理工学部教授

井原氏

千手・泉河内地域
・拠点形成基本計画策定支援
・地域運営組織形成支援
・ワークショップ支援

元近畿大学産業理工学部教授

井原氏

上山田地域 ・会議参加支援
・ＮＰＯ形成支援

近畿大学産業理工学部　飯島教授

地域づくり創造アドバイザー 今泉氏

足白地域 ・会議参加支援
・ワークショップ支援

地域づくり創造アドバイザー 今泉氏

- ９ -


