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第４回 鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会 

  

 

日 時 ： 平成 29年 5月 16日（火） 10時 00分～11時 30分 

場 所 ： ベストアメニティスタジアム第２会議室 

 

１．開会 

２．議事 

（１）  鳥栖駅周辺まちづくり基本計画（素案）について  【資料１】 

 

＜質疑応答＞ 

 

委員 

 

県道鳥栖田代線を通行止めにして、市道 県道・五間道路線に寄せるという

ことですが、前回も質問しましたが、容量的には問題ないという回答をいただ

いておりました。市民からの意見も全くないという話です。ですから、これを

やって全く問題ないという判断でよろしいのですか。確認しておきたいと思い

ます。知人と話をすると、なぜ止めるのかと言われます。そのわりには反対は

出ていないということですね。 

事務局 

 

はい。今後、地元に入ってご説明します。委員さんのところにはなぜ通行止

めにするのかというご意見が来ているということですか。 

委員 

 

要するに現状を変えるのが嫌なんです。じゃあ具体的にどういうものがある

のかというと、そこまでは言われません。ただ、パブリックコメントを求めた

ら特に反対意見がなかったということですから、これで行くしかないというこ

とで腹をくくってやるしかないと思っています。 

事務局 パブリックコメントは今から行います。 

委員 いつか新聞に記事を出したじゃないですか。 

事務局 新聞には記事にしていただいています。ただ、新聞記事を見て市に対する苦

情はなかったです。 

委員 普通はありますよね。私に言いに来た人も新聞を見て言いに来ました。いい

です。これからもそういう声を取るチャンスはあるということですから。 

自由通路の幅は現状と、計画は何メートルですか。 

事務局 現状は５ｍで、整備計画は６ｍは確保したいと考えています。 

委員 足りないのではないかと思うのですが、もう少し幅を広くするように検討は

できませんか。 

事務局 日常的な通行は 3,000 人程度ということで、十分だと今のところ考えていま

す。 



 

委員 サガン鳥栖の試合のときを見るといっぱいです。危ないのではないかと思い

ますが、大丈夫というのならいいと思います。 

西口の市街地、（京町）あたりで火事になりました。4 月 19 日に焼鳥屋で火

事があって、あそこの地区は基本計画では道路の案は出ていないのですが、今

言っても大変でしょうけれども、あそこは準防火地域になっていますので、い

っぺんに検討してもらいたいという意見です。 

最後に、16 ページの駅部周辺のまちづくり施策で、これはもっと先の話です

が、今度 7 月から市庁舎の移転プロジェクトができると聞いているのですが、

それと併せて検討してほしいという意見です。 

事務局 ご意見ということですが、今話題になっている 2 点、火事と新庁舎。確かに

京町地区は商業地域であり、準防火地域です。建ぺい率は 80％、容積率は 400％

です。線引きされる以前からの建物が多いです。これは正確に見ないとわから

ないですが、恐らく建ぺい率 80％で行くと既存不適格の建物があるかなという

気がします。 

先日の火事ということもあり、市で何らかの対策を考える必要があると思っ

ています。ただ、まちづくりというと、すぐ区画整理であるとか再開発という

ことになりがちですが、今回の対応とは別途に、防災的な意味合いを持たせた

対策が必要になるのではないかと思っています。 

事務局 新庁舎については、現在、総合政策課が所管して進めております。庁外の検

討委員会を 6 月中には設置したいと考えており、今設置に向けた準備を行って

います。昨年度基本的な考え方の整理を行っておりまして、それに基づいて今

年度、庁舎の建設に向けた基本計画策定を予定しております。庁内、それから

庁外の検討委員会の中で幅広く検討していただき、その基本計画の中で場所、

事業手法等をご議論いただきたいと考えております。 

委員 後ほど意見を述べさせていただきますが、バラバラに検討するのではなく

て、一緒にしたほうがいいのではないかということです。 

委員長 ありがとうございました。今のご意見は重要なご意見ばかりですが、私も他

市で庁舎移転の検討委員会の委員長をやらせていただいています。当然まちな

かの今どういう状況で、どういうプロジェクトが動いているかということを情

報としてちゃんと踏まえながら多分検討委員会も行われると思います。その辺

の情報、委員会でどんな議論が行われているかというのもこちらのまちづくり

委員会のほうでも横目でちゃんと見ながら進めていければと思います。 

火事の問題は非常に問題で、当然火事が起きる起きない関係なく、しっかり

考えていかなければいけない問題だと思います。ただ、一体的に駅周辺のまち

づくり計画を考えていくということは変わりないのですが、やはり順番という

か、どのように段取りをやっていくのがいいかというのはしっかり事務局のほ



 

うで考えていただいたほうが効率的で、特に駅周辺はビッグプロジェクトです

ので、順番を間違うと完成年度がどんどん先へ行ってしまうということは全国

でもよくあります。その辺の戦略をしっかり考えていただければと思います。 

もう 1 点、委員長として、また専門家として、自由通路を 5ｍから 6ｍとい

うのは、適切な規模についてはしっかり考えないといけないと思います。ただ、

その理由が年間 30 日ぐらいの試合のためというのはやはりちょっと考えたほ

うがいいと思います。特に自由通路だけではなくて、東側のアクセスとか、土

地利用のあり方がよくなれば、スタジアムに行く人をどのように増やしていく

かということを考えながら、日常的な規模で自由通路の幅を考えるほうが、無

駄な投資をすることにならないので、その辺は重々考えていただければと思い

ます。 

委員 

 

 

将来的に駅東側の民間開発用地があります。そこにマンション等が建てば当

然東側からの乗降客も増えるだろうと思います。12 ページを見ますと、ちょう

ど橋上駅の駅舎が自由通路の真ん中に来ていないんです。真ん中に作ってほし

いんです。それで東側から来た人も駅改札口から自由通路で降りられる。前の

駅のほうに寄っていますから、もう少し東側に寄せてほしいというのが 1 つで

す。民間開発用地がありますので、それとスタジアムの人たちが使いやすいよ

うになるだろうと思います。 

事務局 駅舎ですが、ホームにはかかっているんです。 

委員 もう少し、線路の真ん中に持ってきてほしいんです。 

事務局 旅客用のホーム部分には位置しています。一番東側は待機線路なので人が乗

り入れしない方面に駅舎を設置しても 

委員 ちょうど 3 本ホームがあります。ホームの真ん中に設置すればいいんです。 

事務局 出来るように努めます 

委員 だいぶん西側のほうに寄っている。もう少し東側に寄せてもらいたい。西側

ばかりでなく、東側の人たちも便利に使えるようにしてほしいということで

す。 

委員長 

 

 

確認ですが、駅の配置の問題ではなくて、東側の人たちの利便性が一番です

よね。だから、別に配置がどこであっても、東側の人たちの利便性が一番高け

れば別にいいのですか。真ん中でなくても、東側の人たちの利便性が高いので

あれば、それでも問題ないと考えてもいいですか。 

委員 もともと鉄道高架になるということだったんです。東側の人たちは高架の絵

とかがあって、団地も進出してきているし。高架であればどちらからでも乗り

降りができるわけです。そういうことを考えると、それと今度はそちらのほう

にその後出てきた形でトンネルを掘って、東側に通路を作るという話もありま

したけれども、できるだけ東側の利便が図れるようにしてほしいんです。だか



 

ら真ん中に作ってほしい。ホームが 3 つありますから、そのちょうど中心、真

ん中のところの上に橋上駅を作ってほしい。 

委員長 おっしゃるとおりだと思いますが、委員長の立場としては、この駅と駅周辺

のまちづくりはできるだけ早く実現に向かわせるように努力していかないと

いけないことを考えて、具体的な計画がどんどん進んでいくとお金の問題とか

制約条件がいろいろ出てきますので、ある程度の幅の中に一番いい策を選んで

やらないといけない局面も出てき始めているので、こうじゃなきゃだめだと言

われると、なかなか難しいところもあるなと感じたのですが。でも一番大事な

のは東におられる方々の利便性ですね。 

委員 利便性が図れるように、そのようにしてほしいということです。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

事務局 東側からの利便性の向上は絶対に目指していきます。 

委員長 これは最初からの懸案事項ですから、絶対にここはクリアしないとやる意味

がないわけです。 

そのほかいかがでしょうか。 

委員 

 

 

 

 

9 ページの図面ですが、商業施設の駐車場の利用問題で西側の方が東側の駐

車場を利用することになると、通行が、どんな形で入ってくるかを考えた場合

に、図面の左上に地下道が 1 つあるのですが、あの地下道を通って東側の駐車

場に来られる。それから西側の高橋経由で東側の駐車場に来られるという 2 つ

の方法があると思います。そうした場合に、西側の場合は交差する場合の信号

機とか不便になるのではないかと思います。東側の場合は高橋に入ってから回

ってくる関係で、こちらの交通量が 3 号線から入ってきた車との交通量の問題

で、東側に来るのは非常に不便ではないかという感じがしないでもないわけで

す。それが 1 つです。 

それから、西側の車の駐車場の場所の問題が懸念されるかなと思います。 

それから、駐輪場の場所の件ですが、今の利用台数からして 1,000 台とか 500

台という話がありましたが、駐輪場を平屋ではなくて立体式の 2 階建てとかに

できないか。そうすると、空いたスペースは送迎関係の車に利用できるのでは

ないでしょうか。 

先ほど他の委員から話のありました、自由通路については、今後、駅の橋上

化に伴って幅広くされるだろうと思いますが、利用客からすると、1ｍも 3ｍも

広い方が良い。場合によっては橋上のところに小さな商店、喫茶店みたいなも

のがあることによって、東から西、西から東への利用者が増えてくる可能性も

ある。これは将来のことを考えて、そういったこともいいのではないかと思い

ました。最初の 2 点についてお願いします。 

委員長 駐車場の東側と西側、両方ですね。駐車場のアクセスの問題が 1 つ。2 つ目



 

が駐輪場が立体駐車場にならないかということ、今の 2点についてどうですか。 

事務局 

 

 

 

 

参考にさせていただきますということで答えたいのですが、確かに鉄道利用

者が駐輪場をお使いになるということもありますので、ここは JR さんとよく

相談しながら、どういうやり方がいいのかというのは議論させていただきた

い。できるかどうかというのはここでお約束はできませんが。 

それから、駐車場の質問の意味がよくわからなかったのですが。 

委員 西側から利用される方の車が東側に移動して駐車されるということを考え

た場合に、利用する道路が 2 つしかないです。という考え方を出してみたので

すが。 

委員長 西から東に移動する経路が少なすぎるということですか。 

委員 今のところ 2 つしかないわけです。図面でいうと左上の車路、この幅では大

雨が降ったとき通れないのではないかという感じがするのですが。東側の高橋

の方は、3 号線から利用される車の交通量から考えてみると、利用はどうかな

と。そこら辺を考えておく必要があるのではないかなと。 

委員長 事務局、何かありますか。なければ私が答えますが。 

事務局 ちょっと時間をください。 

副委員長 駐車場利用者の利用形態の変化は、現在の計画で想定されるのは 13 ページ

にあります、今駅前にある駐車スペース 25 台がひょっとすると減るかもしれ

ないぐらいであって、駅前駐車場、立体駐車場のほうは変わらないわけですの

で、駐車スペースに関する変化はないです。 

東側の駅前はひょっとすると新たなニーズとしてそっちに流れるものがあ

るかもしれないというお話でしょうか。 

委員 例えば西側の場合は今 JR さんの駐車場で 300 台近くあるわけです。利用さ

れているのが日常は何％かわかりませんが、これから先のことを考えた場合

に、例えば商業施設にゲートがもしされていた場合には車の駐車場が不足する

わけです。その車が今度は逆に東側のほうに移動する場合があるわけです。そ

うしますと、混雑した場合に、次に考えるのは図面の左上の地下道の幅が非常

に狭い感じもする。そういうふうに考えておくのはどうかなと。今のままでよ

ければこれで。 

事務局 サッカーの試合のときのことですか。 

委員 今の場合はね、それが 1 つ。一般の利用でこれから先、駐車場の利用が非常

に便利になってくれば、西側の人も東側に止める。例えば公営駐車場に止める

という手もあるわけですね。東側の駐車場は 200 台ありますね。そこが今満杯

の状態ではないと思います。ですけれども、西側の駐車場を利用する車が多く

なってくると、そちらのほうを利用されるのが多くなるのではないかというこ

とです。 



 

事務局 西側に JR さんに立駐を作っていただいたのが平成 19 年です。それまで駅の

東側の駐車場しかありませんでした。そのとき、そこは満杯になっていたんで

す。でも、さしたる問題もなく経過してきておりましたので、仮に 200 台、新

たに市営駐車場を東側に設けて、そこの利用者が増えたとしてもそんなに大き

な影響はないのではないかと思います。ご理解をいただければと思います。 

委員 そういうことであればいいと思います。 

委員長 

 

 

 

駅周辺の駐車場の状況が変わることで交通の流れが変わる可能性は確かに

あるのですが、それこそいろんな委員会の情報等を考えながら、先ほど他の委

員もおっしゃっていましたが、別の部署で都市計画道路を検討する委員会が動

いております。これは完全に駅周辺の東西を解消するために、この委員でも 1

回現地を見に行った記憶がありますが、そういった新しい道路をどうしていく

かとか、そういったところにつながっていく議論かなと思います。今のところ

ここで問題になるようなデータというのは出ていないということですね。 

事務局 従来の東側駐車場の使われ方からすると、そう大きな問題は出ないのではな

いかと思います。 

委員長 駐車する人の利用行動がどう変わってくるかということに尽きますので、逆

に言うと利用行動をうまく、ハードで全部対策するのではなくて、ソフトで、

運転のマナーやルールのほうで考えていくことも同時に重要だということは

あります。 

委員 サッカーのときだけですね。 

委員長 サッカーのときは問題になるかもしれません。今、サガン鳥栖は調子がいい

ですからね。 

委員 西側の駐車場も満杯になりますからね。 

 現在の自由通路は取り壊して、新たに作るのですか。 

事務局 結論から行くと、撤去します。ただ、撤去してからではなくて、使いながら、

新しい自由通路ができて壊すという順序です。 

委員 確かに 20 年近くになっているのですが、あれをリニューアルして、例えば

柱を大きくして自由通路を広くして、それは建築費が安くつくのではないかと

個人的には思います。 

事務局 柱を大きくしたらホームの行き来ができない。ちょっと危険ですかね。かえ

って工事費はかさむかもわかりません。 

委員長 私から 1 点、18 ページにスタジアム関係者の駐車場が 500 台、17 ページの

スタジアムの前に青色で塗られていますが、確かに試合が行われているときは

500 台はうまく使われると思うのですが、年間 30 日以外の 330 日はこの 500

台の駐車場がだだ広く存在するというのは少し工夫を考えたほうがいいだろ

うという気がします。試合が行われないときの利用形態、活用がうまくできる



 

ように駐車場の配置、出入口の作り方、また植栽などもうまく入れ込めば、例

えばキッチンカーが入ってきて商業したりしますよね。ホットドッグを売った

り。最近車で移動販売が全国ではやっていますが、ここでそういう活動ができ

るとか、これは一例ですが、すべて駐車場にしか使えないというような作り方

をして、スタジアムの前に 500 台をドーンと長広く取るのはあまりよくないか

なという気がします。駐車場として利用するというのはいいと思いますが、作

り方に関しては少し工夫を入れたほうがいい。日常的な活用策を取り入れられ

るような検討策を、もう少し後のほうで具体的なことは議論すればいいと思い

ますが。 

委員 年間 24 日ぐらいだろう。 

事務局 今委員長からご指摘いただいたのは、スタジアム駐車場は駐車場利用だけで

なくて、イベント的な活用もできるようにしておくべきではないかということ

ですか。 

委員長 そうですね。当然有料駐車場になってくるんですかね。無料？この辺のルー

ルもそうなのですが、ゲートの作り方によっては、入り込める、入り込めない、

変わってきますよね。多分スタジアムの前は基本的には日常的にも試合時でも

駐車場としてアスファルトという形で作られるのでしょうけれど、例えば脇に

は緑の植栽が少し入って市民も休めるような場所があるとか、やり方はいろい

ろあると思いますが、全部が全部アスファルトで 500 台を一面に作るのは何と

なく雰囲気もよくないのではないかという気がします。 

委員 植栽をして公園のように。車も止められて。 

委員長 試合のときには車が入り込める使われ方のほうがいいのではないかと思い

ます。 

委員 

 

再三申し上げているのですが、今の文言の中にぜひ防災の観点からも非日常

時に使える空間を確保しておくことはとても大事なことだと思います。そこに

検討委員会の中で文言を、この前の火事のときに市も防災の観点からも考えな

ければいけないというコメントをなさっていらっしゃいますし、ぜひ委員会で

そういうコメントを 1つ文言の中に入れ込むということがすごく大事なことで

はないかと思います。 

先ほどから再三ユニバーサルデザインにも配慮してとおっしゃっていただ

いているのですが、これを読み込む限りは全然そういう文章が出てきていない

ので。文章が一人歩きしたときにもったいない気がします。 

先ほどの自由通路、5m が 6m になるというところもこの委員会で話し合っ

たときに、たしか車いすの動線を確保しようとか、自転車も通れるようにしよ

うとか、そういうこともお話ししたと思うんです。ですから、皆さんたちが東

西の行き来ができるように自由通路を作ろうということでしたので、ぜひユニ



 

バーサルデザインと防災の観点からも十分に考慮して計画を作り上げていく

ということが、せっかくですからどこかに明記された方がいいのではないかと

思います。 

委員長 貴重な意見だと思いますので、ぜひお願いします。確かに防災拠点として駐

車場が使われるということは、熊本地震のときにもやっていますし、例えば駐

車場にはベンチは普通あり得ないのですが、ひっくり返すと非常用のトイレに

使えるとか、コンロに使えるとか、いろいろな遊具もありますので、そういう

のを考えておくというのも 1 つの例です。いずれにしても確かに防災という観

点からも駅周辺を考えていくように文言を考えるように検討したいという思

いがいたします。 

そのほかにいかがでしょうか。 

委員 

 

 

先ほどから言われているように、駐車場の問題、日常的の駐車場の利用を考

えておくということも大事ですね。入口自体を利用しやすいようにしておくべ

きではないか。図面の左上、ここの地下道をもう少し広げこれを利用するとき

には今度、新しい道路が右の点線を経由して駐車場に入らないといけない。こ

こから入るようになりますけれどね。そういう点を考えておけば、今後の駐車

場は大いに利用できるような体制を作る必要があるのではないかと感じます。 

委員長 ありがとうございます。そのほかにございますでしょうか。 

委員 

 

検討委員会の間が空きすぎると思うんです。あまり間が空くと忘れてしまう

んです。もう少し頻繁にやったらどうか。 

委員長 前回、欠席されていませんでしたか。 

委員 もう少しまめにやってもらったほうがいいです。 

委員長 スピード感をもって。わかりました。 

事務局 気をつけます。 

委員 

 

よく、まちの商店街の人から言われるのが、駅舎はなくなるのか、どうする

のか。残すのか潰すのか、どちらでしょうか。 

事務局 

 

 

この面積の中で機能配置すると、恐らく現在地に残るのは無理かなと。保存

活用については教育委員会できちんと議論していただくようになっています

ので、うまくバトンタッチする必要があるのかなと思っています。 

委員 位置をずらして残したりとか。 

事務局 

 

 

 

 

現在地の近くとでは、やはり、どうしても広場へ出っ張ってしまうのかなと

思っています。保存を、一部なのか、全体的なのか、どこまでなのか。あと大

事なのは、その後の利活用。本気でどこまでやるのか。残してもまたいずれボ

ロボロになるだけの保存の仕方では、そこにある機関車と一緒ですよね。だか

ら、教育委員会もその辺はきちんと見極めて考えてくれるようなので、我々も

逆に期待しています。 



 

委員 

 

わかりました。 

東側の駅に一番近い民間開発用地ですが、そこはマンションとか商業地にし

たいと。逆に行政側からこういうものが欲しいとかはないのですか。ビジネス

ビル等も検討していると言われましたが、逆にこんなのに来てほしいという、

オフィスビルを建てて。マンションならマンションでどうぞというスタンスな

のか。 

委員長 それはまちづくり推進課ではなかなか難しい回答ではないかと思います。多

分産業振興に関する検討は別の部署がやっているのではないですか。 

事務局 

 

 

 

 

企業誘致は当然商工振興課がやっていますが、我々としては駅の西側という

のは駅に近い部分で市街地化されています。人口もある程度、空家とか最近目

立ってきたという話もあるのですが、張りついています。ただ、東側につきま

しては人口の張りつき、基里小学校の空き教室という問題もあるので、そうい

ったことも考えて、基本的には東側には都市型の居住エリアということで基本

構想でお示ししました。基本的にはマンションなどの土地の高度利用ができる

ような居住空間が欲しいなと。 

ただ、スタジアムの左側のハローワークのところは、スタジアムの真正面と

いうこともあって、逆にビジネス関係でも見込みがあるのかなと。居住にふさ

わしいかふさわしくないかというのはプロの目で判断されると思うのですが、

基本的に駅の一番近い黄色で塗っている部分は居住ということで、今後の人口

増をもうちょっと続けていくための土地活用に持っていきたいと思っていま

す。 

委員 

 

フレスポと中央公園のところですが、植え込みとかフェンスをなくすところ

で、トイレの道もなくすのですか。それだけではなく、もっと公園を全体的に

変えないと、パッと見えたからといって公園の利用客が増えるかというと、ど

うかなと思います。 

事務局 

 

 

 

 

 

ここにお示ししているのはあくまで短期的ということで、長期的には、今、

見た目が泥っぽい公園ですが、芝生で緑っぽくするなど考えています。基本構

想からずっとですが、中央公園について触れたら、真ん中の池を潰すことがで

きないのかと。これは上からまだ水が流れてきていますし、この辺の調整池の

機能もあるので、これを潰すということは無理なので、それでも今後の修景的

な改善は見込めるということは柴田先生からもお墨付きをいただいているの

で安心はしていたのですが、まず短期的には大型商業施設の境を早くフラット

にしたい。トイレはもう少し時間がかかるかもしれませんが、今委員がおっし

ゃったような地面のところからやり替えるというのはもう少し時間をいただ

いて、最終的なスケジュールは概ね 10 年ですが、その中でどうにかおさめて

いきたいと考えています。 



 

委員 

 

フレスポの建て替えのことを聞いたのですが、今の南側の位置にフレスポが

建て替わるのであればやり方も変わってくるのかなと思うのですが。 

事務局 

 

 

我々、噂でも公式でも聞いたことがないです。逆にこういった公園関係の議

論をしていますということは当然商業施設側にもお伝えしていますが、建て替

えを考えているとか、建物の場所を変えるということはお伺いしていないで

す。 

委員 

 

最初のころですが、本通筋商店街の電線地中化が上がっていたような気がす

るのですが、どうなったのでしょうか。 

事務局 

 

 

現時点で実現は困難かと思っています。歩道の幅員があまりに狭い。最初懸

念していたとおり、歩道の幅員を確保するには、商店街筋のお店に移転しても

らわないといけないので、そこまでの意見集約といいますか、合意形成、この

期間、10 年をいただいても難しいのかなと思っています。 

委員 なくなったということでいいですか。 

委員 難しいということですね。 

例えばスタジアムの東側、ここが電柱を埋設しているのですが、あまり効果

が上がっていないなと思います。 

委員長 今、国交省では、地下埋設、電柱をなくすよう推進して、補助金のメニュー

が多かったりするのですが、電柱がなくなったから、イコールよくなったとい

う、おっしゃるとおりそんなところばかりではないです。広くなった分、殺風

景になったこともあります。困難ということですが、困難であれば、今の電柱

をうまく雰囲気を生かしながら、どのように商店街を活性化させていくかとい

うことはこの駅周辺まちづくりではちゃんと議論していかなければいけない

かなと思います。どっちみち商店街に頑張ってもらわないと駅が変わっても人

は動いていかない。道ができても必然性がない。魅力的なお店があるから人は

そこに行くと思いますので、一体的に相乗効果を上げていければいいと思いま

す。 

事務局 （スケジュールの説明） 

委員 10 年はかかりすぎのような気がします。10 年は長すぎる。 

委員長 そうですね。ただ、いろいろな調整があるから、担当の皆さんが一番忸怩た

る思いを持っておられるのではないかと思います。かなり大きなプロジェクト

ですので時間がかかるのは仕方がないのですが。 

委員 例えば 5 年ぐらいの後ろを切って、それに向けて頑張ろうとか。 

委員長 だから、できなかったということになるのではないかなと。 

委員 頑張った結果 1 年ぐらい延びたというのなら仕方がないですが、10 年は長い

です。 

委員長 JR 鳥栖駅の日平均乗降客数の予測で、平成 27 年は 26 年から増えているん



 

ですよね。博多駅クラスだと別格ですが、普通の鳥栖駅クラスの駅で乗降客数

は九州内はほとんど減っている傾向です。それに比べると鳥栖駅は微増でも増

えているわけです。これはかなり売りというか、アピールのポイントだと思い

ます。鳥栖駅の可能性を感じさせるところですし、今日オブザーバーとして JR

九州さんにいつも来ていただいていますが、JR 九州の中でも鳥栖駅は可能性

が非常にあるぞとアピールしていただいて、できれば調整期間なども縮めてい

けるように、実現性を早めていければなというのは正直な思いです。スケジュ

ールに関しまして何かご意見、ご質問はございますか。できるだけ早くという

ことですね。 

委員 進んでいるというのを見える化していただくことが、1 つでも進んでいるの

がわかると安心されると思います。 

委員長 これは私の他市での経験ですが。 

委員 これは定年になるよ。 

委員長 どこか 1 つ、何か動きだしているというところを見せるというのが大事なん

ですよね。協議期間で、最後の 10 年のちょっと前にガーッとやるというより、

ちょっとずつ変わっていくところを何か整備事業として出ないかなとは思い

ますが。担当の皆さんもいろいろ悩まれているとは思います。 

委員 先ほど基里小学校の問題の話が出たのですが、空き教室の問題で、この事業

の展開と同時に、教育委員会だったと思うのですが、あと 2、3 年のうちに学

校の校区の整理とか、この事業の展開とか、こういった中で 2、3 年後ぐらい

にはある程度人口が増えてくるだろうという話は聞いていたのですが、そうい

うことになれば横の連絡を取っていただいて、東側のできるところから早めに

取り組んでいただければ、学校の問題とか空き教室がなくなってくるのではな

いかと思います。 

委員長 ありがとうございます。時間のほうが差し迫ってきましたので、この辺で質

疑応答を終わらせていただきます。 

続いてその他ですが、委員からお願いします。 

 

 

 

３．その他 

 

委員 1 分だけお時間をください。鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会の委員として

意見を表明いたします。 

鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会は実は平成 27年 9 月 1 日に第 1回目の委

員会を行い、議論は今 2 年目に入っておりますが、議論に入ったときと現在



 

では取り巻く環境が大きく違っております。鳥栖駅周辺まちづくりは将来の鳥

栖市発展の要を成す重要なものと考えております。しかし、①平成 28 年 11

月 22 日に鳥栖市は市庁舎の建て替えを発表し、最短で 3 年後、2019 年度の

着工を目指すと発表いたしました。委員会発足時には市庁舎の建て直しについ

ては発表されておりませんでしたので、まちづくり検討委員会の中でも当然触

れられておりません。②平成 29 年 4 月 19 日早朝、準防災地区である駅前の

京橋において火災が発生しました。幸いにも延焼はありませんでしたが、新潟

県糸魚川市における大規模火災を思い出させる事件で、市民生活の安心・安全

が脅かされることとなりました。この地区は老朽化した家屋が密集しているに

もかかわらず、鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会ではまちづくりのテーマとし

ては触れられておりません。鳥栖駅の橋上化計画、鳥栖市庁舎の建て替え、駅

周辺の整備という大きな事業が同時に起きるという鳥栖市にとってまさに 50

年に 1 度のビッグチャンスです。今後の鳥栖駅周辺まちづくりの検討は、鳥

栖駅の橋上化と市庁舎の建設とをバラバラに検討していくのではなく、鳥栖駅

の橋上化と市庁舎の建設と京町地区を含めた駅周辺の整備、周辺道路の整備等

を含めて、総合的に検討していくべきと考えます。ということで、今後の計画

にぜひこういうことを生かしていきたいと思って意見を表明いたしました。よ

ろしくお願いいたします。1 つ 1 つは聞きましたから、いいです。 

委員長 今日の協議の中でもかなり出てきた内容ですね。 

委員 1 つだけいいですか。全体ができ上がらないと工事がスタートできないでは

なくて、例えば橋上駅を先にやる。道路はその次にやるとかいうふうにやって

もいいと思うんです。だから、全体ができ上がらないとできないではなくて、

やれるところからやるというふうにやらないとなかなか進まないと思うんで

す。 

事務局 さっきそういう説明をしたつもりです。 

委員長 よろしいでしょうか。その他、事務局から何かありますか。 

事務局 本日の検討委員会を踏まえ、5 月 29 日（月）～6 月 23 日（金）にかけてパ

ブリックコメントを実施予定。 

次回第 5 回検討委員会は 7 月中旬を予定。 

本日の議事録は委員にご確認し、ホームページに公開する。 

委員長 新年度も始まりまして、今後ともご協力をよろしくお願いいたします。 

これをもちまして、第 4 回鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会を終了いたし

ます。どうもありがとうございました。 

 

４．閉会 

 


