
施設街灯照明

施設照明

町役場　出張所

集会所   避難所

小倉駅へ15分

道路整備

駐車場

　　1階～3階

　　筑豊創生プロジェクト　"まいんどバレー構想"から実現へ　　「筑豊に新幹線駅をつくる会」

ホーム階

観光　ラーメン店

アウトレット

　　5棟 〇世帯

ビジネスホテル

スパーＭ施設

博多駅へ15分

駅施設

観光

路面電車

駅前広場

大手ホテル

自動ＡＩタクシ

レクレーション

大学病院誘致

 改札2階

エンランス

   観光　  うどん店
   観光　  いちご

非常時用電源

総合病院誘致

   イベント

マンション施設

大型蓄電池施設

地域コミニュ

ティ

　　3階～10階

駅前観光施設

ターミナル駅

筑豊創生有限責任事業組合

産品土産

ＡＩステーション

九州自動車道

鞍手インター2分

レストラン街

ホテル

専門学校

   避難場所

駅ゾーン

商業ゾーン

住居ゾーン

1200㎡（363坪）

   自然広場

                                                  ゲートゾーン ジオラマ模型    1/3000   

山陽新幹線 「新幹線新駅」 ゲードゾーン  まいんどバレー構想     

新幹線新駅 ゲートゾーン計画 
    5. まいんどバレー構想の第一歩    シンボルプロジェクト  （新幹線新駅）  



□2面2線＋通過駅　＝　西明石駅　 新倉敷駅 　新尾道駅　東広島駅　新山口駅　　相生駅　　福山駅　　三原駅　　徳山駅　　厚狭駅

　　筑豊創生プロジェクト　"まいんどバレー構想"から実現へ　　「筑豊に新幹線駅をつくる会」 筑豊創生有限責任事業組合

□　鉄道工学的技術基準の適合性＝配線形式2面２線＋通過線　　トンネル出入口210ｍ以上　ホーム長さ400m  16両ひかり標準編成

□　〇周辺アクセス　〇新駅一体施設〇周辺土地開発〇観光　レクレーション　〇工場団地　〇ホテル　〇土地平坦　〇マンション

  駅の構内線とホーム形式 2面２線＋通過線 
  （イメージスケッチ） 

新幹線新駅 ゲートゾーン計画     5. まいんどバレー構想の第一歩    シンボルプロジェクト  （新幹線新駅）  



　　筑豊創生プロジェクト　"まいんどバレー構想"から実現へ　　「筑豊に新幹線駅をつくる会」 筑豊創生有限責任事業組合

新幹線新駅と38用地 

中間地点  

博多駅     ⇔      55.9Km    ⇔    小倉駅    
中間地点  新幹線新駅 想定Ｇデザイン 

新幹線新駅 ゲートゾーン計画     5. まいんどバレー構想の第一歩    シンボルプロジェクト  （新幹線新駅）  

 



　　筑豊創生プロジェクト　"まいんどバレー構想"から実現へ　　「筑豊に新幹線駅をつくる会」 筑豊創生有限責任事業組合

新幹線新駅  請願予定地 2018年6月 撮影 

小倉駅 ←                   ⇔      55.9Km    ⇔                    →博多駅 

新幹線新駅 ゲートゾーン計画     5. まいんどバレー構想の第一歩    シンボルプロジェクト  （新幹線新駅）  



農地杭域　→　農地転用

　　筑豊創生プロジェクト　"まいんどバレー構想"から実現へ　　「筑豊に新幹線駅をつくる会」 筑豊創生有限責任事業組合

新幹線新駅 周辺用地  計画 鞍手インターチェンジ＋新幹線新駅 周辺 

新幹線新駅 ゲートゾーン計画     5. まいんどバレー構想の第一歩    シンボルプロジェクト  （新幹線新駅）  



仮）(株)38クリーンセンタ-

筑豊38倶楽部

鞍手倶楽部運営（地域参加）

産品フェア開催（地域参加）

町イベント祭り（地域参加）

福祉施設と教育施設

役場活用施設

　地域活用施設

BQQ   野外テントなど

500人規模の非難所

　　非常時電源常時確保

　　滞在可能施設確保

　　ドローン：ヘリポート

　自然エネルギ-公園

電力法人

　ゴミ処理センター　風力発電所

垂直型風力発電システム

自家消費⇒栽培用　公園

地域産品の向上と発信

某大学共同研究開発

新産品ノウハウで地域産業

リサイクルセンター

温水活用　大型風呂　プール

健康寿名と憩　食事

モデル的要素（試み）

第三セクター法人

仮）筑豊自然Ｅ発電株式会社

排熱活用　施設温水

農業生産法人

電力法人

　　筑豊創生プロジェクト　"まいんどバレー構想"から実現へ　　「筑豊に新幹線駅をつくる会」

70m×25m(1750㎡）6列

仮）鞍手38自然倶楽部

筑豊創生有限責任事業組合

　バイオマス発電

もみ殻地域燃料

雇用の創出と新農産者誘致

仮）(株)筑豊38ファ―ム

仮）筑豊もみ殻発電株式会社

自家消費⇒栽培用と余剰売電

　温室栽培

排熱利用温室

くらじクリーンセンター

運営引継（提案）

新幹線新駅 周辺 ゲートゾーン計画 

地域未来投資促進法の促進区域   381,000㎡ 

    5. まいんどバレー構想の第一歩    シンボルプロジェクト  （自然エネルギー発電と新産品

    5. まいんどバレー構想の第一歩    シンボルプロジェクト  （農業振興用地と新産品創出） 筑豊創生 ゲートゾーン計画 



筑豊創生有限責任事業組合

小型バイオマス発電

小型バイオマス発電

　中型植物工場

バイオマス発電と温室

地域産品の向上と発信

某大学共同研究開発

新産品ノウハウで地域産業

雇用の創出と新農産者誘致

100m×25m(2500㎡）

農業生産法人

仮）(株)筑豊38ファ―ム

出力 700 KVA

      日本１位の目指

      糖度14の最高品質

      地域あまおうと連携

【北越工業㈱の発電機】

出力

　　筑豊創生プロジェクト　"まいんどバレー構想"から実現へ　　「筑豊に新幹線駅をつくる会」

600 KVA

電子ガバナ標準装備

自動並列運転可能仕様

型式 6気筒水冷4サイクル

騒音 102 ｄＢ

Ｌ

kg

直接噴射式過給機

給気却器付

定格出力 640 Kw

RSPO認定パーム油安定供給

排熱温水90℃

国土交通省「低温型」認定済

　大型植物工場

パーム 油

大きさ 約 7m×1.5m×2m

木質チップ 混焼可

排熱 90 ℃

使用燃料

冷却水量 150

燃料容量 490 Ｌ

農地振興エリア最大活用

自立支援（人　モノ　金）

産品ノウハウ支援

重量 kg

重量 9,380

排熱 90 ℃

大きさ 5.35m×1.9m×2.5m

定格出力 500 Kw

使用燃料

農用エリア 活用 新産品創作 (図面＝鞍手町） 

農業振興地域農用 エリア 

         参考写真 1   フェンロー型 大規模農園ガラス施設（面積1.6ha 16,000㎡)   

                           幅3.2m棟を連続して並べ 軒高は4.5m 

       参考写真 2  強化ガラス型 中規模農園   

              幅25m 奥行100m 2500㎡ 軒高 



相模湖アトリエ　相模原市緑区小渕51-17

筑豊創生有限責任事業組合

編  集  者

まいんどバレー構想から実現へ！2019

筑豊創生プロジェクト

宜しくお願い申しあげます。

筑豊もみ殻バイオマス発電所　　　　　筑豊最高糖度いちご　　　　筑豊ＡＩ路面電車　　　　　国道3号線ゲートウェイ

発  行  者

作成協力

一般社団法人　筑豊創生inくらて

福岡県鞍手郡鞍手町新北2530番地2

一般社団法人 JEC  日本省エネルギー推進機構

             TEL 050-3693-9236

             TEL 042-684--9170


