
令和３年３月９日

嘉麻市地域活性推進課

稲築地域市街化可能性調査進捗状況

まちづくりに関する調査特別委員会



１ 稲築地域市街化可能性調査 スケジュール

令和2年 4～6月 令和2年 7～9月 令和2年 10～12月 令和3年 1～3月

庁内検討委員会
検討

調査委託

議会

※5/28 庁内検討委員会設置
※構成 副市長、総合調整監、関係課等

検討

※補正予算議決
（調査委託料）

可能性調査契約準備

※必要に応じ報告

10/8 委託契約
工期 契約日～R3/3/31

民間需要把握
（業者意向調査）
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２ 稲築地域市街化可能性調査 調査委託概要

◇業務の目的
嘉麻市地域整備基本計画を基に、都市化が望まれる稲築地域における整備可能性について調査を行うこと

を目的とする。

◇業務概要
①地域概要整理・把握 ⇒ 整理中

人口、世帯数、道路、交通条件等の整理・把握

②地域概要整理・把握 ⇒ 整理中
土地利用、建物用途現況整理、インフラ条件等の整理

③対象地域の制約条件の整理 ⇒ 整理中
活用可能な敷地等の把握、法的条件整理

④民間需要把握 ⇒ 実施中（※次ページ参照）
住宅需要把握、商業施設需要把握等

⑤可能性整理、課題整理等 ⇒ ※整理中
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２ 稲築地域市街化可能性調査 調査委託概要（④民間需要把握）

④民間需要把握

〇把握対象

概ね近隣に出店のない飲食業、商業、住宅業者等の民間事業者を対象

〇主な把握調査内容

・嘉麻市への進出の可能性
・進出可能性ありの場合の、事業形態、土地取得の考え方、課題
・進出可能性なしの場合の、主な理由
・一般論としての業者進出時に重要視する条件等
・一般論としての業者進出時に想定する敷地規模
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令和２年１２月１１日

嘉麻市地域活性推進課

稲築地域市街化可能性調査進捗状況

まちづくりに関する調査特別委員会※以下 令和2年１２月 まちづくりに関する調査特別委員会提出資料
（再掲）
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１ 稲築地域市街化可能性調査 スケジュール

令和2年 4～6月 令和2年 7～9月 令和2年 10～12月 令和3年 1～3月

庁内検討委員会
検討

調査委託

議会

※5/28 庁内検討委員会設置
※構成 副市長、総合調整監、関係課等

検討

※補正予算議決
（調査委託料）

可能性調査契約準備

※必要に応じ報告

10/8 委託契約
工期 契約日～R3/3/31
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２ 稲築地域市街化可能性調査 調査委託概要

◇業務名称
稲築地域市街化可能性調査業務委託

◇業者名称
大成ジオテック株式会社 福岡支店（福岡市博多区）

◇業務の目的
嘉麻市地域整備基本計画を基に、都市化が望まれる稲築地域における整備可能性について調査を行うこと

を目的とする。

◇業務概要
①地域概要整理・把握

人口、世帯数、道路、交通条件等の整理・把握
②地域概要整理・把握

土地利用、建物用途現況整理、インフラ条件等の整理
③対象地域の制約条件の整理

活用可能な敷地等の把握、法的条件整理
④民間需要把握

住宅需要把握、商業施設需要把握等
⑤可能性整理、課題整理等
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令和２年9月11日

嘉麻市地域活性推進課

稲築地域市街化可能性調査進捗状況

まちづくりに関する調査特別委員会
※以下 令和2年9月 まちづくりに関する調査特別委員会提出資料

（再掲）
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１ 稲築地域市街化可能性調査 スケジュール

令和2年 4～6月 令和2年 7～9月 令和2年 10～12月 令和3年 1～3月

庁内検討委員会
検討

調査委託

議会

※5/28 庁内検討委員会設置
※構成 副市長、総合調整監、関係課等

検討

※調査概要
・地域概要（人口、現況、課題等） ・民間需要
・課題整理 ・可能性整理 ・実現化のための手法等の整理

※補正予算議決
（調査委託料）

可能性調査契約準備

※必要に応じ報告
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令和２年６月１５日

嘉麻市地域活性推進課

予算特別委員会資料
令和２年６月定例会

（内容）
◎地域整備事業／稲築地域市街化可能性調査委託料 P1～P9

◎庁舎除却事業 P１０～P１３

※以下 令和2年6月予算特別委員会提出資料
（抜粋再掲）
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◎地域整備事業／稲築地域市街化可能性調査委託料 Ｐ１～Ｐ９
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広報嘉麻 平成２９年８月号 ⇒

◇平成２７年度

庁舎課題に関する基本計画（骨子案）により、支所設置、跡地利活用等につい
て一定の考え方を表明し、嘉麻市新庁舎施設整備等審議会により議論された。

嘉麻市新庁舎施設整備等審議会からは、「支所の設置場所、内容及び防災機能、
災害時における支所の対応並びに地域の活性化の方向性について、地域住民の意
見を聞いたうえで対応すること。」と答申された。

◇平成２８年度

地域住民の意見を徴求するため、住民ワークショップ、庁内専門部会を重ね、
各地域整備基本計画（案）を作成

《地域整備協議会設置後》

◇平成２９年度

嘉麻市地域整備協議会条例を制定し、地域住民意見を議論する協議会を設置、
諮問を行った。

平成２９年１２月に、各地域の整備のあり方等について答申をいただいた。

◇平成３０年３月

各地域整備協議会からいただいた答申を最大限に尊重し、嘉麻市地域活性整備基
本計画を策定、公表

１ 嘉麻市地域整備基本計画策定経過
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２ 総合計画、地域整備基本計画等による地域整備の方向性

拠点

行政機能拠点
（新庁舎周辺、稲築地区）

本拠点は管轄官公署との連携による行政機能の拠点とし
て地区の振興を図ります。

教育文化・商業振興拠点
（碓井庁舎周辺、碓井地区）

本拠点は教育文化と商業の先導的な振興を図ります。

観光・定住促進拠点
（嘉穂庁舎周辺、嘉穂地区）

本拠点は歴史文化や緑豊かな大自然を活かした観光を振
興していくとともに、住みよい環境を活かして定住化の
促進を図ります。

子育て・定住促進拠点
（山田庁舎周辺、山田地区）

本拠点は子育てしやすい環境を活かした子育て環境の整
備や定住化の促進を図ります。

第2次嘉麻市総合計画 Ｐ２０ 土地利用の方針
嘉麻市地域整備基本計画 Ｐ１２ 上位計画、関連計画の整理
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２ 総合計画、地域整備基本計画等による地域整備の方向性

地域整備
基本計画

山田地域
（抜粋）
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２ 総合計画、地域整備基本計画等による地域整備の方向性

地域整備
基本計画

稲築地域
（抜粋）
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２ 総合計画、地域整備基本計画等による地域整備の方向性

地域整備
基本計画

碓井地域
（抜粋）
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２ 総合計画、地域整備基本計画等による地域整備の方向性

地域整備
基本計画

嘉穂地域
（抜粋）
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３ 各地域整備状況（地域活性推進課関係）

地域 平成30年度 平成31年度・令和元年度 令和２年度

山田地域

稲築地域

跡地利活用検討

山田高校跡地利活用検討

小さな拠点取組（募集中）

跡地利活用検討

小さな拠点取組（募集中）

市街化可能性調査

・平成30年2月～10月 嘉麻市「福岡県立山田高等学校跡地」利活用推進協議会により協議
・平成31年3月 山高跡地利活用推進基本計画策定、公表。現在、関係機関と協議中

・他地域同様に地域整備基本計画に基づき庁内検討を継続中
・地域整備の更なる具体的な検討として、行政機能拠点としての都市型整備、市街化可能性
調査の実施
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３ 各地域整備状況（地域活性推進課関係）

地域 平成30年度 平成31年度・令和元年度 令和２年度

碓井地域

嘉穂地域

跡地利活用検討

総合支所以外に教育委員会等配置準備等

小さな拠点取組（募集中）

跡地利活用検討

大隈体育館、大隈小跡地、嘉穂庁舎跡地利活用検討

小さな拠点取組（募集中）
・地域整備基本計画に基づき庁内検討を継続中
・令和元年11月～令和２年度にかけて利活用基本計画策定中
（令和２年５～６月パブリックコメント実施中）

・地域整備基本計画に基づき庁内検討を継続中
・令和元年２月 地域整備基本計画を一部変更し、総合支所・教育委員会の他、子育て支援
課、男女共同参画推進課等も配置されることとなった。（教育委員会、教育研究所は10月に
移転予定。）
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４ 可能性調査概要（予定）

◆調査概要

・地域概要（人口、現況、課題等）
・民間需要
・課題整理
・可能性整理
・実現化のための手法等の整理
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