
● 第３回碓井地域整備協議会及び意見書での意見集約 ●

公園・広場

・大きな公園
・大型遊具がある芝生公園

レジャー施設

・木登りやツリーハウス。
・大きなプール

飲食店

・飲食店が少ない ・地産地消のレストラン
・監修は有名人
・参考事例はたくさんある
・特定の食材を押す
・学校等のコラボや飲食店希望者への場所提供
・雇用は地域の人で。
・特産品が食べられる食堂
・飲食店は浮き沈みがある

・イベント会社や地元食堂との提携による食事提供

誘致企業

・ターゲットを絞り打診する。

織田廣喜美術館

・ロケーションをいかした結婚式場、ガーデンパーティー
・カフェ（テラス付き）でSNSで発信
・子どもへの投資部門で
・美術館利用の促進のため手続きを分かりやすくする。

回遊性がある

・ウォーキングのためのキロ表設置
・遠賀川・千手川でのウォーキング・ランニングコース
・レンタサイクル等で回遊しやすいように
・遊び・学び、食べる

道の駅

・シャワールームやロッカールーム
・オートキャンプ場
・災害時への支援対応等、庁舎との連携

公共施設

・公共施設が充実している。
・支所の肥大化は避ける
・不要な公共施設の排除

教育

・市民の健全な心身育成の場所

庁舎周辺地の利活用及び地域特性について

資料10碓井庁舎周辺地の利活用について

公民館・集会所・コミュニティー

・碓井庁舎付近に公民館。

宿泊所

・小中学生向け宿泊施設
・簡易宿泊施設

その他

・市全体が発展するための位置づけを明確化
・次世代意見の反映 ・負のレガシーを残さない。
・幅広歩道 ・作家の露店
・銀行のATMを集約化 ・こどもの預かり場所
・支所を新設しないので予算の確保をしてほしい。
・利用しやすい位置への建物移動

医療・福祉

・総合病院誘致（耳鼻咽喉科・皮膚科・眼科等）
・敷地内への病院誘致

観光

・観光の拠点緊張

碓井庁舎

・住民ホールの食事スペース
・ミニシアター等の設置





別紙「意見書」 

 

資料８「諮問」に関する意見 

 

氏名   頼金 豊子          

 

① 碓井地域の地域特性をいかした地域整備のあり方について 

② 碓井地域の庁舎周辺地域の整備方針及び支所のあり方について 

番号 意見 

①  

銀行のＡＴＭが一台しかないので２～３台増加してほしい。 

公民館を碓井庁舎の周辺に置いてほしい。 

②  

碓井には下記の病院がない。高齢化にもなり、必要とする治療されると

ころがない。遠方まで行かなければならない。 

耳鼻咽喉科・皮膚科・眼科の総合病院か出きなければ同じ敷地内に別々

の病院を考えて欲しい。 

共働きが多く子どもが熱を出したりしても仕事に行かなくてはならな

いので預ってもらえるところが欲しい。安心して働ける。 

 



別紙「意見書」 

 

資料８「諮問」に関する意見 

 

氏名   犬丸 隆行          

 

① 碓井地域の地域特性をいかした地域整備のあり方について 

② 碓井地域の庁舎周辺地域の整備方針及び支所のあり方について 

番号 意見 

①  

・遠賀川、千手川周辺をウォーキングやランニングを楽しんでいる人を

よく見かけます。福岡市より来られている人もおり、交通量の少ない

碓井地区の環境が良い事が理由と思われます。ウォーキング・ランニ

ングコースの整備はどうでしょうか。 

・道の駅うすいに車を停め、嘉麻市周辺を自転車（ロードバイク）を楽

しんでいる方も見かけます。シャワールームやロッカー等があれば使

い易いと思います。 

②  

・小中学生の宿泊施設があると通学合宿やその他研修にも使えると思い

ます。 

 



別紙「意見書」 

 

資料８「諮問」に関する意見 

 

氏名   田中 豊和          

 

① 碓井地域の地域特性をいかした地域整備のあり方について 

② 碓井地域の庁舎周辺地域の整備方針及び支所のあり方について 

番号 意見 

①  

道の駅を生かしたオートキャンプ場はどうでしょう？ 

現庁舎内にはミニシアターなどを設置し、雨の日のレジャーとアウトド

アの苦手な人も手軽に楽しめるようにする。 

現駐車場の一部に簡易宿泊施設やレンタルサイクルを作り、近隣の公園

や美術館にも行きやすい環境を作る。 

②  

 

 



別紙「意見書」 

 

資料８「諮問」に関する意見 

 

氏名   牛島 浩幸          

 

① 碓井地域の地域特性をいかした地域整備のあり方について 

② 碓井地域の庁舎周辺地域の整備方針及び支所のあり方について 

番号 意見 

①  

① 本議論の前提として、旧自治体の枠を超えて市全体が発展する為の 

諮問機関としての位置づけを明確にすべき。 

②２０～３０歳台の若い委員が居ない為、次世代からの意見を吸い上げ

る仕組みが必要ではないか。 

③人口減少や高齢化は嘉麻市のみならず、日本全体が抱える問題。縮小

均衡の中で負のレガシーを遺さない視点も必要。 

②  

①碓井地域には既存の公共施設が他地域に比べ充実しており、 

まずは有効活用策の検討が先決。 

②企業誘致や宅地分譲等の開発案件については、地元事業者だけでの実

行は困難。ターゲットとなるデベロッパーや企業を選定し打診を行う

（行政主導）。 

③支所機能は極力住民の不利益が無いように配慮する。一方で支所の肥

大化は行政コストの増加に繋がるため小規模に留めるべき。 

 



別紙「意見書」 

 

資料８「諮問」に関する意見 

 

氏名   末田 恭介          

 

① 碓井地域の地域特性をいかした地域整備のあり方について 

② 碓井地域の庁舎周辺地域の整備方針及び支所のあり方について 

番号 意見 

①  

 碓井地域には、織田廣喜美術館や碓井平和祈念館、碓井図書館など子

ども達への「教育」を育める施設があり、そして、道の駅うすいでは、

地産地消による「食」を活かした施設です。庁舎周辺地域の整備により、

遊具などがある芝生公園などの整備をしていただき、子ども達や家族が

安心して「遊び、学び、食べる」ことができる碓井地域の特性を考えた

地域整備を目指していきたいです。 

②  

 碓井地域の周辺地域の整備方針につきまして、「道の駅うすい」を中

心とた商業施設（主に飲食店）及び複合的且つ多機能な施設の整備をと

考えています。 

 現在、「道の駅うすい」には、飲食店がうどん店及びパン工房の 2 店

舗しか既存していません。お客様の声と致しまして、近くに特産品（嘉

穂牛や嘉麻市産の野菜や果物）を食べることができる飲食店はないかと

多くの声が寄せられていることが現状です。遠方よりお越しいただいた

お客様は、特産品などを目的に嘉麻市においでいただいています。その

為に碓井地域に地産地消を目的とした飲食店などの商業施設を整備し、

碓井地区を嘉麻市観光の中間地点又、最終地点となるようにと考えま

す。 

 「道の駅うすい」の客層はやや高年齢のお客様が中心であり、家族層

（若年層）のお客様はそれほど多くありません。道の駅への滞在時間が



短時間です。他の道の駅は、大型遊具がある芝生公園などの子ども達の

遊びの場が併設していたり、ドッグランなどの多機能施設が併設してい

たりと一日楽しめ、道の駅の滞在時間が長くなるような施設の整備がさ

れています。「道の駅うすい」の周辺にも大型遊具がある芝生公園など

の複合的且つ多機能な施設整備を行い、子ども達や家族（若年層）にも

やさしく、楽しめる地域整備をして頂けたらと思います。 

 また、支所のあり方については、住民の皆様の憩いの場（公民館など）

とし、災害時には地域住民の皆様の避難所とし、食糧面等の飲食物を中

心とした物資を「道の駅うすい」が支援を行い、嘉麻市と道の駅うすい

が連携した仕組みを考えていけたらと思います。 

 



別紙「意見書」 

 

資料８「諮問」に関する意見 

 

氏名   齊藤 由美          

 

① 碓井地域の地域特性をいかした地域整備のあり方について 

② 碓井地域の庁舎周辺地域の整備方針及び支所のあり方について 

番号 意見 

①  

・ハード面だけではなく、ソフト面での整備が必要なのでは？ 

 （例として、）織田廣喜美術館利用については、美術館のイベント案

内はあるが、美術館を利用してイベントを開催したい場合の手続きが

わかりにくい。インターネットで検索して、利用できる日程、会場の

料金等がわかれば、利用しやすい。 

 福岡市美術館のような貸し出しのページがあると良い。 

 

 利用が増加すれば、食事をする場所も必要となるが、イベント会社や

地元食堂と提携し、②案で食事を提供してはどうか。 

②  

・イベント開催時（不定期）に、碓井支所（文化ホール）を利用し、レ

ストランとして、営業してはどうか。（予約制） 

 



別紙「意見書」 

 

資料８「諮問」に関する意見 

 

氏名   大里 由香          

 

① 碓井地域の地域特性をいかした地域整備のあり方について 

② 碓井地域の庁舎周辺地域の整備方針及び支所のあり方について 

番号 意見 

①  

碓井地区の今後の在り方を考えたとき、庁舎周辺に何があるのかを思い

浮かべます。 

39年までは教育委員会が、すぐ近くに織田廣喜美術館、碓井郷土館、碓

井平和祈念館、図書館、また、道の駅うすいをはじめとした商業施設、

更にすぐ近くに河川敷。 

また、昨日テレビでも放映されたように、嘉麻市はプロジェクトＫにも

力を入れています。 

 

拠って碓井地区は市民の健全な心身育成のための場所として展開して

はどうでしょうか。 

②  

まず、美術館については赤字だという話を伺ったことがあり、その存続

について疑問に思う声もあろうかと思います。 

実は美術館のスタッフに教えていただいた話ですが、博物館法というも

のがあり美術館を黒字にすることはできないそうです。 

つまり存在する限りずっと財政を苦しめるのだろうと想像できます。 

しかしながら文化施設というものは子どもの健全な精神の育成に欠か

せないものでもあります。これを将来の嘉麻市を担う子どもへの投資と

思えばやはりあってしかるべきなのかもしれません。 

これらの施設があるものとして再度考えました。 

全て徒歩圏内にありますが歩く人の姿は少なく、多くは車で移動してい

るのではないでしょうか。 

一方、資料 5 中、碓井会場でのワークショップ集計結果『「庁舎資産の

活用方法」提案分類結果』によると、公園施設を望む声が一番多くあり



ました。 

わたしも、子どもを思いっきり遊ばせたい時はアスレチックなどのある

近隣市町村の大きな公園に行っており、この案には大いに賛成です。 

文化施設、商業施設だけでなく、思いっきり遊べる大きな公園と、それ

らを楽しみながら徒歩で回れる整備された幅広の遊歩道、できればプー

ルなどもあれば最高です。また、歩道には手作り作家さんたちの作品を

売っている露店なんかあり、素敵な作品を我が家に飾ってみたいなどと

想像しながら歩いてみたいです。 

一日中散策したり遊んだりできる健全な地区、そんな場所の存在は、よ

り、嘉麻市の価値を市内外に知らしめることができるのではないでしょ

うか。 

 

公園に、と思えば、できうる限り今ある不要な設備、施設は排除してい

ただければと思います。10項表 5のＥ、Ｆは、消防関係設備とあること

から必要な設備であるかもしれませんが、移動は検討できないのでしょ

うか。耐用年数経過後の庁舎建て替えの際、利用しやすい位置に移動の

検討をお願いできればと思います。 

その他、支所のあり方については骨子案通りで概ね良いと思っていま

す。便宜上不都合があれば柔軟に対応するようしていただければよいの

ではないでしょうか。 

 



別紙「意見書」 

 

資料８「諮問」に関する意見 

 

氏名   鹿江 由美子          

 

① 碓井地域の地域特性をいかした地域整備のあり方について 

② 碓井地域の庁舎周辺地域の整備方針及び支所のあり方について 

番号 意見 

①  

・道の駅、美術館、図書館、教育委員会及び支所があり時間を有効に使

える場所はあるが食事をする場所がない（道の駅にうどん屋さんはあ

る）。近隣、遠方からのお客様に対して大変不親切な状態なので、是非

嘉麻市の食材を利用した食事の場をつくって頂きたい。 

先日の会議で大分県大山町木の花ガルデンの失敗例？（お客様が年々減

少しているとの事）の話があったが、川崎町のラピュタファーム・岡垣

町の葡萄の樹など手本にしたい例もあるので一考の価値はあると考え

る。 

食事の場に関してだが、我々おばさんたちが得意な昔ながらの料理から

道の駅のパン屋さんのパンを使ったもの（今、パンはとても来ていま

す）、あるいは「カレーのまち」「パスタのまち」「おにぎりのまち」な

ど、なにかコンセプトをはっきり前面に出してやっていくのも有りだと

思う。そういえば嘉飯地区で「オムライス」押しの時期があったと思う

がどうなっているのか？ 

調理師学校や高校の調理・スイーツ科などとのコラボも考えられる。 

また、お店を出したいが資金不足で躊躇している調理師さんや飲食店開

業希望者に場所提供なども考えていいのではないか。 

どちらにしてもオシャレにしていただき、調理補助やホールの従業員は

地域の方優先でお願いしたい。 

・美術館横の琴平公園を有効活用したい。美術館奥のホールからきれい

な芝生広場にカフェを作る。勿論雨でも対応できるようにテラスを付け

ておく。 

その光景のオシャレなところやカフェの飲み物等をインスタグラムで

発信していく。 

・SNS発信、特にインスタ映えは必須項目。 



②  

① とも重なる提案だが庁舎前駐車場の利活用として、ここを食事の場 

に出来ないか？ 

住民ホール側駐車場を整備してテラス席を作り、ホール入り口のガラス

張りのところも（屋内）食事スペースとする。厨房は住民ホール奥に調

理室があるので、利用できる。 

・現在の役所前駐車場は大きな樹木があるので、木登りやツリーハウス

など子ども達が遊べるスペースにする。 

安全面は十分に配慮する。 

※碓井庁舎はそのまま使用するようなので、他地区の支所を新築する予

算の何分の１かを躊躇なく出していただき、きっちり整備して欲しいと

考えています。 

先日の会議で井原先生が市役所から美術館あたりの回遊のアイデアを

出して頂きたいとのことでしたが、今のところ上記のことくらいをひね

り出すのが精一杯です。 

 

③ その他 

教育委員会が稲築に移転したあとはどうするのか。支所機能は１階の一

部分で十分なので、それ以外の部屋の活用を考えてみました。 

・技能系の学校として活用する（NPOも含む） 

学校の勉強は嫌いだが手先が器用な子、野山を駆け回るのが大好きな

子、ものづくりがとても好きな子、農業が好きな子、など勉強以外で得

意とするものや好きなものがある子はたくさんいます。しかし、現実に

は勉強できなければ落ちこぼれで学校に居場所がない子どもが大勢い

るのではないでしょうか？ 

そんな子達の受け皿として、熟練の技を持つ人たちから子どもに技を継

承してもらう場にしたらいいなと個人的に思っています。 

特に嘉麻市は農村で山林もたくさんあります。猪、鹿の被害も多大だと

聞いています。 

山の手入れ、林業の後継者作りは喫緊の課題だと新聞報道でも目にして

います。 

そのような学校として活用することも出来ると思います。 

 


