
当日資料 

大隈体育館改修及び大隈小学校・嘉穂庁舎跡地利活用基本計画 

意見交換会 

 

◆開催日 

令和２年７月２６日（日）１０：００～  

会場：大隈体育館  

【次 第】 

１．開会 

 ・自己紹介 

・市長あいさつ   

 ・来賓あいさつ  

 

２．大隈体育館改修及び大隈小学校・嘉穂庁舎跡地利活用基本計画に関する 

パブリックコメント資料について（進行 近畿大学産業理工学部 井原学部長）  

（１）これまでの意見徴求方法と検討経緯について  

 

 

（２）基本計画概要説明（株式会社 よかネット） 

 

 

（３）パブリックコメントの主な内容について   

 

  

（４）意見交換 

 

３．閉会 

 

 

終了後、現地にて計画内容説明 

（体育館・グラウンド） 

問合せ先 嘉麻市地域活性推進課    

℡  ０９４８－４２－７４０４     

Fax ０９４８－４２－７０９５     

Email chiikiseibi@city.kama.lg.jp 

３０分 

４５分 
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大隈体育館改修及び大隈小学校・嘉穂庁舎跡地利活用基本計画に関する 

パブリックコメント資料 

 

１．計画策定の背景と目的 

本市には、古くから受け継がれてきた豊かな自然や、伝統、歴史、文化といった数多くの誇るべき資産が

眠っています。その宝を今一度掘り起こし、さらに磨きをかけ、次の世代へ引き継ぐと同時に、その宝を活か

したまちづくりこそが地域の再興につながります。 

大隈体育館改修及び大隈小学校・嘉穂庁舎跡地利活用基本計画においては「嘉麻市地域整備基本計

画」を基に、嘉穂庁舎敷地や旧大隈小学校敷地を有効活用した、商業や観光、定住促進拠点として嘉穂地

域の自然環境や歴史、文化の特性をいかした景観に沿った地域づくりを目指し、地域の要望・意見等を踏ま

え様々な手法を模索しながら計画の策定を行うことを目的とするものです。 

 

 これまで行った地域の意見徴求方法につきましては次のとおりです。⇒【検討経緯】 

①嘉穂小学校開校準備審議会 第４期 平成２４年５月～平成２５年３月 

 統合対象校の跡地利活用について（各学校区ＰＴＡ代表者、各地域代表者、学識経験者、学校関係者） 

②大隈小学校跡地活用委員会 平成２６年８月～平成２８年１２月  計８回開催 

大隈小学校跡地の利活用についての検討（各地区行政区長、ＰＴＡ代表者、地域推薦者等） 

③嘉穂地域整備協議会 平成２９年６月～平成２９年１２月 計７回開催 

 地域特性をいかした地域整備のあり方に関すること(行政区長会代表、嘉麻市教育委員会、ＰＴＡ連合会、

地元企業、大隈小学校跡地活用委員会、かま男女共同参画推進ネットワーク、公募委員等) 

 

２．第 2次総合計画の位置づけについて 

新庁舎の建設及び交通体系の再編に合わせて、市の構造が明確になるよう、各拠点を結ぶ骨格軸を中

心に、計画的に「整備」「改善」「保全」するゾーンを設定し、訪れる人にもわかりやすいまちづくりを進めま

す。  

新庁舎が建設される稲築地区中心部を“行政機能拠点”、碓井庁舎を中心とする地区を“教育文化・商業

振興拠点”、嘉穂庁舎を中心とする地区を“観光・定住促進拠点”、山田庁舎を中心とする地区を“子育て・

定住促進拠点”として、各拠点の機能を強化する土地利用を促進します。国道 211号及び国道 322号を“広

域連携軸”として位置づけ、道路の機能強化と沿道の都市的土地利用の誘導を図ります。 

また、各拠点を結ぶ県道・市道を“地域連携ネットワーク”に位置づけ、交通体系の充実や沿道の適切な

土地利用の誘導を図ります。住宅地や集落地及び周辺の農地を含む地域を“田園・居住ゾーン”、その周辺

の山間集落を含む山間地域を“山林ゾーン”、古処山・屏山・馬見山一帯の県立自然公園に指定された地

域を“自然公園ゾーン”として位置づけ、各ゾーンの機能の維持・向上を図ります。 

 

３．嘉麻市地域整備基本計画の位置づけ 

嘉麻市が１市３町で合併してから 10年以上が経過し、中心４地域が活性化してそれぞれの特徴をいかし

ながらまちづくりを進めています。その中で、現在の分庁方式から本庁方式への変更を行うため、市民、学識

者、行政が一体で検討を行い、新庁舎の建設地、中心４地域の支所のあり方、地域づくりの在り方が検討さ

れてきました。新庁舎の位置が決定され、各庁舎跡地の利活用や支所に関する議論を行いながら、地域の

個性をいかしたまちづくりの方向性を検討することが必要です。 

今後の各地域の中心部のまちづくりや利活用の方向性に対応した整備や支所の整備の考えについてとり

まとめることとしました。本計画では、今後各地域の拠点となる場所に地域拠点の支所を整備しながら、現状

の庁舎跡地の活用について基本的な考え方を示すために策定するものです。 
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４．体育館改修基本計画（案） 

〇１階のトイレ、倉庫等の全面的な改修  

〇１階の体育館スペースは多目的スペースとしてイベント時の展示スペースとして活用 

〇２階を常設展示場とし、歴史・文化財の適切な保管及び有効活用のための保管庫を設置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．大隈小学校及び嘉穂庁舎跡地基本計画（案） 

〇地区内の幹線道路の整備   〇民間活用ゾーンの整備   〇駐車場整備 

〇多目的広場兼調整池の整備   〇花公園の整備  〇その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※大隈体育館改修及び大隈小学校・嘉穂庁舎跡地利活用については各補助制度、起債等の財源、また民間

活力導入及び地域協働の可能性についても別途調査研究し、事業化について総合的に判断するものです。 

1階ゾーニング 

●2階常設展示場 

 市の歴史・文化財を設置 

・床から天井面まで防火区画

壁の設置 

・保管庫の設置 

保管庫 

防火壁 

 

多目的スペース 

●1階改修計画 

・トイレ改修 

・倉庫を事務室、 

待合スペースへ改修 

待合い室設置 

事務室設置 

玄関 

トイレ改修 

※水洗化 

２階ゾーニング 

体育館ゾーン 

 

新支所ゾーン 

民間活用 

ゾーン 

花公園 

広場 

(調整池兼用)
※災害時には避難

場所として活用 

地区内幹線道路の整備 
民地側への接道配慮 

体育館及び新支所敷地へ

の接道及びアクセス考慮 

 

駐車ゾーン 

駐
車
ゾ
ー
ン 
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６．大隈体育館改修及び大隈小学校・嘉穂庁舎跡地利活用基本計画（素案）に対する 

意見募集（パブリックコメント）の主な内容について 

 

■意見募集期間：令和 2年 5月 11日（月）～令和 2年６月 10日（水） 

■意見提出者数：18件 

 

１．体育館改修基本計画（案） 

 ①１階を多目的活用として 7件 

 ②２階を陣羽織等展示として 7件 

 ③トイレを浄化槽にしてほしい ３件 

 ④倉庫を残してほしい ３件 

 ⑤空調を完備してほしい ２件 

 

２．大隈小学校及び嘉穂庁舎跡地基本計画（案） 

①公園について 5件 

②広場について 4件 

③民間活用ゾーンについて 3件 

④駐車場スペースについて 2件 

 

３．その他 

 ①休憩所やコインランドリーの設置 

 ②外国人労働者や学生の寮 

 ③水道だけではなく手動汲み上げ式ポンプの設置 

 ④時代別の「大隈宿」「千手宿」の街並みがVRゴーグルで視覚的に体験できるVRシアターや

陣羽織（レプリカ）の貸衣装、明治時代の写真を壁一面に貼り写真撮影などタイムスリップし

たような感じを体験できる場 

 

※大隈体育館改修及び大隈小学校・嘉穂庁舎跡地利活用基本計画意見交換会ご参加 

いただき、多くの貴重なご意見ありがとうございました。本日いただいた意見につき 

まては後日とりまとめ、市の考え方を記載し改めて結果を公表させていただきます。   

   



会議要録 

◆大隈体育館改修及び大隈小学校・嘉穂庁舎跡地利活用基本計画 

意見交換会 

 

◆開催日 

令和２年７月２６日（日）１０：００～  

会場：大隈体育館 

 

                                                             

【次 第】 

１．開会 本日のスケジュール・新型コロナウイルス対策について説明                                                            

                                                   

・自己紹介  

赤間市長 

近畿大学産業理工学部 井原学部長 

地域活性推進課 小林課長 松隈課長補佐 山口地域整備係長 

コンサル業者 株式会社よかネット 山田氏                                                   

                                                   

・市長あいさつ  

地域整備基本計画に基づく嘉穂地域についての基本的な考え方について説明。みなさまのご

意見をできる限り取入れ、地域コミュニティ形成の拠点及び観光振興の核となるような基本計

画策定を行いたい。  

                                                   

・来賓あいさつ（江頭県議）  

「今回の計画について大変関心があり、大変良い取り組みをされている。これからも地元出

身議員として協力してまいりたい。」等のごあいさつをいただきました。 

ご出席ありがとうございました。 

 

２．大隈体育館改修及び大隈小学校・嘉穂庁舎跡地利活用基本計画に関するパブリックコメント

資料について  

（１）これまでの意見徴求方法と検討経緯について（井原学部長）                                                

資料１ページ 本計画に関する意見徴求方法について説明 

  

（２）基本計画概要説明 （株式会社よかネット）                                                            

資料２ページ体育館改修基本計画（案）・大隈小学校及び嘉穂庁舎跡地基本計画（案）に 

ついて説明。 

    

（３）パブリックコメントの主な内容について（松隈課長補佐） 

 嘉麻市地域整備基本計画の位置づけ、財源に関する市の考え方について次のように説明。 



  各補助制度、起債等の財源、また民間活力導入及び地域協働の可能性についても別途調査研

究し、事業化について総合的に判断する。 

資料３ページパブリックコメントの主な内容について説明。 

 

（４）意見交換 

 

 内容については別紙のとおり 



意見内容

大隈体育館改修及び大隈小学校・嘉穂庁舎跡地利活用基本計画意見交換会について（まとめ）

■意見提出者数：8件

№ 項目 ご　意　見 回　答

避難所指定されていることをふまえた大隈体育館の改修
について

新嘉穂支所においては、防災的な拠点を踏まえたところで準備をさ
せていただいております。この体育館を含めた形で防災的な対応が
出来ないか、担当課と検討していきたいと思っております。

新型コロナウイルス対応について 避難所においてのコロナ対策については、一定の距離をもった避難
の仕方とか一定の距離を取る等行っている。今後も引続き安全対策
を行っていきたいと思っております

地区内幹線道路については車道であるのか この黒点の部分は一般的な車道として一番望ましい形と思われま
す。

駐車場の確保についての考え方は 先程担当が説明しましたように観光と文化のお客様を迎え入れるた
めの駐車場という考え方で検討しているところでございます。

民間活用ゾーンの払い下げについて 民間活用ゾーンの考え方につきましては、これまで地域から提出さ
れた意見を基にしております。可能であれば民間活用ゾーンとして
民間の方のご意見やアイデアをいただきながらこの地域にあった形
の売却の方向のところで検討していきたいと思っているところで
す。

地区内幹線道路のアクセスについて 道路につきましては、具体的に国道から支所のほうに適切なアプ
ローチを作っていくための考え方と、民間活用ゾーンの区分分けの
ための形でございます。

体育館改修基本計画（案）

2階常設展示場の整備計画について 展示計画については、基本的には黒田武士の里をテーマにして考え
ております。関係の文化財に関連するテーマを決めてストーリー性
をもって展示の内容を詰めていく必要があろうかと思っておりま
す。

大隈小学校及び嘉穂庁舎跡地
基本計画（案）

駐車場ゾーンについて、利用料金の無料化、有料化につ
いて

駐車場ゾーンとしながら観光文化のアプローチのひとつとして多く
の方々に使ってもらえたらと一番望んでおります。そういった観点
を踏まえこの基本計画を整理し、利用の仕方、また料金化につきま
しても整理してまいります。

3

大隈小学校及び嘉穂庁舎跡地
基本計画（案）

体育館改修基本計
画（案）

大隈小学校及び嘉穂庁舎跡地
基本計画（案）2

1



4 体育館改修基本計画（案）

文化財の保護については、一日も早く、多くの文化財を有
効活用してもらうよう検討してほしい

文化財の保護につきましては、教育委員会の生涯学習課文化財係等
と協議を行っており、適切なものを展示していきたいと思っている
ところでございます。

5 大隈小学校及び嘉穂庁舎跡地
基本計画（案）

嘉穂庁舎後が空地になるのであれば、元々ぎおんさまの
土地だからそこにぎおん様を戻していただきたい。体育
館と新庁舎の間に陣羽織の保管庫を造ってもらいたい。

6 大隈小学校及び嘉穂庁舎跡地
基本計画（案）

夫婦や子供連れ、他の町村から人が集まれるような花公
園にしてほしい。

7 体育館改修基本計画（案）

体育館を高齢者が集まれるボーリング場にしてほしい。

8 大隈小学校及び嘉穂庁舎跡地
基本計画（案）

子供たちが安心して利用でき、皆が集える公園にしてほ
しい。若い人たちが住みやすい地域づくりをお願いした
い。

要望事項のため、回答なし。


