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会 議 の 名 称 鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会（第５回） 

開 催 日 時 
平成２９年７月１８日（火） 

１０：００～１１：３０ 
開 催 場 所 

鳥栖市役所 

３階大会議室 

出 席 者 数  21 人 傍 聴 人 数  9 人 

議 題 

Ⅰ パブリック・コメントの結果について 

Ⅱ パブリック・コメントを踏まえた修正案について 

Ⅲ 鳥栖駅周辺まちづくり基本計画（案）について   

配 布 資 料 

Ⅰ パブリック・コメントの結果（提出意見と市の考え方）【資料１】 

Ⅱ パブリック・コメントを踏まえた修正案（新旧対照表）【資料２】 

Ⅲ 鳥栖駅周辺まちづくり基本計画（案）＜修正版＞    【資料３】 

所 管 課 （課名） まちづくり推進課   （電話番号）８５－３５７２ 

 

 

 

  



 

第５回 鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会 

 

 

日 時 ： 平成 29年 7月 18日（火） 10時 00分～11時 30分 

場 所 ： 鳥栖市役所 ３階大会議室 

 

１．開会 

２．議事 

（１）  鳥栖駅周辺まちづくり基本計画（案）について 

・パブリック･コメントの結果（提出意見と市の考え方） … 資料１ 

・パブリック･コメントを踏まえた修正案（新旧対照表） … 資料２ 

・鳥栖駅周辺まちづくり基本計画（案）【修正版】 … 資料３ 

 

＜質疑応答＞ 

 

委員長 ありがとうございました。58 件すべての意見に対して、丁寧にお答えをいた

だいていると思います。事務局に感謝申し上げたいと思います。 

11 項目ほどに分けていただいていますが、せっかくですので、今回最後です

し、効率、効果的に議論、ご意見を伺いたいので、最初のほうから順に見てい

きながら適宜ご意見があればお伺いしたいと思います。 

まず 1 ページ目、「橋上駅・2 階駅」の基本的な考え方とパブリック・コメン

トについて、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。どうぞ。 

委員 突然橋上駅と 2 階駅ということを表題で書いてありますが、2 年前から検討

してきたのですが、2 階駅を検討した覚えは全然ないのですが、何でここで 2

階駅という表現が出てきているのか、そこのところがわからないんですよね。

この資料をもらって非常に戸惑いまして、こんなはずではなかったということ

です。 

委員長 事務局いかがでしょうか。 

事務局 前回の検討委員会のときに初めて掲載したのですが、事務所機能等は地上部

分でもいいのではないかなと。要は鉄道利用者の方にとっての利便性という点

では改札の位置がどこに来るかということで、選択肢としては 2 階駅もあり得

るのかなということで前回ご説明しておりました。最終的には改札の位置が、

ホームは 3 つあるのですが、その中心に近いほうが利便性が高いということで

考えているところでございます。今後も JR さんともしっかり協議させてもら

いながら、橋上駅、2 階駅のどちらになるかということを早急に答えを出して

いきたいと思っております。 



 

委員 わかりました。平成 28 年 2 月 1 日にいただいた資料、これが橋上化がいい

のか、鉄道高架化がいいのか、それか東口を作って単独にしたらいいのか、こ

の３ケースで検討した資料、これらには実際 2 階駅ということは出てきていな

いわけですよね。ですから、私どもとしては委員として、これは急に 2 階と言

われてもまた説明しないといけないわけですが、そういうことを言った覚えが

ないということで、前回もらった資料から非常に戸惑っているわけです。今、

説明を聞きましたが、なかなか理解しづらいというふうに思っています。 

委員 関連した質問ですが、商工団地、曽根崎、駅東地区は 2 階駅となると今のと

ころに駅ができるという形のものかと思うんです。そうすると 6 番ホームで降

りてきた人はまた 2 階駅でそこまで行って、そして東のほうに歩いていかなく

てはならなくなる。全く今と同じなんです。今の橋上駅じゃない駅舎がありま

すが、それと同じような形になるんです。最初見にいった橋上駅というのは、

1 番ホーム、2 番ホーム、3 番ホームありますが、2 番ホームの真上に駅舎を作

ってほしいと。そうすると駅の人たちの、6 番ホームに電車が着いても、すぐ

ちょっと歩くだけで改札口を通って今度は自由通路を使って駅東へ行けると

いうようなことになりますので。 

1 つ聞きたいのですが、この橋上駅、駅舎を作るのに JR さんがいくらぐら

い負担されるのか、私は非常に疑問に思うんですよ。だから、あくまでも市民

の便利がいいように駅舎を作っていただかないと、JR さんが都合のいいよう

に作っても私はそれはいかんと思うんですよ。やはり住民が便利がよくて非常

に使い勝手がいいというふうに作っていただかないと。 

最初に橋上駅ということでみんなで見にいって、これがいいなということで

そういうふうに決まったと思っているのですが、途中でそういうのが出てきて

おりますので不思議に思っております。 

委員長 どうぞ。 

事務局 今、委員がおっしゃったように、まさに真ん中、2 番ホームのところに改札

や切符売り場等のそういった施設が来ればそれは利用者にとっては一番いい。

あと、ほかの機能が必ずしも橋の上、空中にある必要はないということもある

と思っています。どちらがいいのかは、鳥栖駅の場合は旅客のホームが西側に

寄っていますので、東側は待避用線とか、貨物列車が行く線路なんです。だか

らそういったことも踏まえて 2 階駅がいいのか、純粋な橋上駅にしたほうがい

いのか。とにかく鉄道利用者の利便性を確保するということは我々も JR さん

とは意見は一致していますので、そこはしっかり今日いただいたご意見を踏ま

えて設計での協議を行いたいと思っております。 

委員長 これは意見を聞かないといけませんので。 

委員 私は橋上駅でお願いしたいと思いますが。 



 

オブザーバー 

 

いつもお世話になっております。利便性の面というのは当然あると思いま

す。要は 2 階駅というと本当に今の駅舎の位置にというようなイメージを持た

れるのですが、当然今の駅舎の位置に建てると駅前広場との離隔の問題とかも

ございます。結果的には線路の上には上がると思うんですね、2 階レベルでは。

ただ、その位置が本当に真ん中なのか、ちょっと西側に寄るのか、東側に寄る

のかというような議論も今後しないといけないということで、この段階でお話

をしています。当然これだけの貴重なご意見も我々のお客様である市民の皆様

からも頂戴していますので、そういったところも含めて、一方では維持管理の

面もございますので、線路の上空であれば維持管理費もかなりかかりますの

で、そこら辺も含めて今後議論していきたいと考えます。 

委員 今後、駅東のほうの空き地にホテルだとか、あるいはアパートだとか、マン

ションだとか、そんなのができるだろうと思うんです。そうするとやはり東側

から乗り降りする人たちが多数増えてくるだろうと。今、西のほうはほとんど

家が建っておりますのであまり建つ場所がないので、駅東からの利用者が多く

なるだろうと思うんです。そうするとやはり駅東の人たちの乗り降りが非常に

以前よりも便利になったというような形。6 番ホームのところにトンネルを掘

ったらどうかとか、パブリック・コメントでは出ているようですが、これと同

じことになるんです。だったらこっちのほうがいいじゃないかという、極論す

れば、トンネル掘ったほうがいいじゃないかということにもなりかねません。

だからせっかく駅舎を新しくするのであれば駅をちょうど 3つのホームのとこ

ろの真上に持っていってほしい。駅の東側からの人たちが便利になったなと感

じられるようにぜひやってもらいたいと思います。 

委員長 これに関しては 2 年間ここでしっかり議論してきた結果でもありますので、

今の事務局と JR さんのご意見からすると確かによくわかるのですが、橋上駅

か 2 階駅かによってはかなり予算の額が違ってきますし、維持管理の費用も変

わってきます。それによって駅の完成年度もずいぶん変わってくるようにも思

うので、そこのところをいろいろ含めて検討したいというお気持ちは委員長と

してもよく理解するのですが、基本は利用者の方の、またこういう計画の委員

会でしっかり議論してきた内容を踏まえて検討を進めていっていただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

とりあえずよろしいですか。あまり納得はしていない顔をされていますが。 

委員 納得は全然していません。なぜなら橋上駅化を検討するという委員会、ずっ

と今までそれで来ているわけです。それに急に前回の資料で 2 階駅の資料を出

されて、これでどうですか、お客さんの利用が一番でしょうというふうに言わ

れたところで、しょせんは検討していないものを最後につけ加えているわけで

すから納得はしておりません。 



 

委員長 ということも踏まえて検討してください。納得されていないということで。

そのほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。また後ほど思い出された

らまた戻って構いませんので。 

続いて「自由通路」についてですが、ユニバーサルデザインとか通路の幅と

かの意見も出ていましたが、ここについてはいかがでしょうか。 

委員 すみません。答えの書き方が「【基本的な市の考え方】のとおりです」と書

いてありますが、1 つ 1 つに市の考え方を書かれるわけでしょう？このコメン

トに対して。このとおり書かれるんですか。「冒頭に記載しているとおりです」

というふうに。 

事務局 このままです。 

委員 このままですか。これはちょっと何か冷たいような感じがします。このまま

ですと 6.0m になっていますよ、よく頑張ってくれました。だけど 6.5m にし

てほしいというその 50cm の幅に対してこの答えが、ただ「5.0m から 6.0m に

広げることで」ということになっていると、じゃあ私が言いたいあと 50cm 広

げてくれよということに対してはどういう答えを出してくれるのというのに

対して何も答えていないということになりかねないので、せっかく一生懸命考

えてやったのが元も子もないということになると困るので、この考え方でいい

と思うんですよ。この委員会では 6.0m で十分だ、対応できると考えています

というふうに答えてあげたほうがいいのではないでしょうか。 

委員長 いかがでしょうか。つまり個別に明記する回答をですか。 

委員 質問に対して答えがずれているんです。6.5m にしてくれと言っているのに

6.0m の答えを書いているというだけの話ですから。冒頭のこれですとなって

いるのですから。 

委員長 そうですね。 

事務局 わかりました。6.0m の幅員で十分であろうということと、照明等の明るさ

も十分確保していきたいということで書き直します。 

委員 今までとは断然よくなるということを言ってほしいなと。 

委員長 そのほかいかがでしょうか。どうぞ。 

委員 6 番の回答としては、「ご提案の内容につきましては、今後、鉄道管理者と協

議していきたい」ということは、5.0m が 6.0m になっただけのことですか。サ

ッカー観戦の後の回答として「ご提案の内容につきましては」と書いてある返

答が、例えば【基本的な市の考え方】の中で 5.0m が 6.0m になるとかという

ことだけでなく、今現状の虹の橋が非常に混雑しているのは間違いないわけで

すね。進行するにしても、帰るにしても若干歩き方が違っていると思うんです。

それが、今後の鉄道管理者の方との検討がどういうふうな考え方かなと思っ

て。 



 

委員長 別に 6.0m だけの単純な話ではないと思いますが、どちらか回答をお願いし

ます。 

事務局 この部分は幅員というよりも人の滞留です。要は改札部分で人が切符を買っ

たり、定期とか SUGOCA を探したりすると、人が滞留する。それが普段の人

の流れを邪魔して危険ではないかということなんです。そういったところの改

札の位置とか、改札の前の空間の取り方だとか、そういったものを今後 JR さ

んと協議をしていきますというお答えです。 

委員 そういう考え方で行くと、例えばサッカーに来られている方の数が増えた場

合に、現在の虹の橋のスペースでいいかということも考えないといけないです

ね。それから改札口についても東口から入ってこられるときに今度観戦のお客

様が例えば東口に駐車場、車を置いていらっしゃる方は、これから先東口の改

札口がないので、先ほどちょっと質問がありましたようにトンネルですね。地

下道の 6番ホームから入ってきたほうが改札のスムーズな動きが取れてはくる

と思うんです。あと、一番割安でできるような、例えば虹の橋にしても改札口

にしても皆さんたちが利用しやすいような橋上駅が一番いいんじゃないかな

と思いますが、自由通路の幅は 5.0m から 6.0m でいいものかというような問

題もあると思うんです。だからそこら辺をもう少し市民の方やパブリック・コ

メントを出された方に対して丁寧な説明が必要ではないかなという感じがい

たしますけど。 

委員長 ありがとうございます。事務局、何か回答があればお答えいただきたいので

すが、これはなかなかここだけの問題ではないんですよね。自由通路だけの問

題ではなく、駅舎のほうの関係性の問題もありますし、サッカー観戦者が増え

ることも想定しなければいけませんが、減ることも想定しておかないといけな

いから、その後の維持管理とか、結局それだけのお金をかけて誰も通らないと

かいうのが一番最悪のパターンですので、そういういろんなことも検討の中で

答えが出されないといけないというふうに思うのですが、なかなか全部書き切

るのは……。 

委員 ただ、サッカーは 20 日ぐらいしかないんですよ、1 年間で。そのためにもの

すごく大きな自由通路を作るというのはあまりにも無駄が出るんじゃないか

なと思うんです。6.0m か 6.5m が適当なのかというのはちょっとわかりません

が、あまりにもそこにサッカーのために集中しても、たった 1 年間のうちの 20

日しか使わないんですよ、スタジアムは。だからあまりにももったいないとい

う気がするんです。駐車場の件もしかりですが。そこも併せて考えないといけ

ないんじゃないか。 

委員 例えば商工団地に勤めていただいている方々の利用ですね。交通の便は非常

にいいわけですが、例えば 6 番ホームの西東からの通路をトンネルでスタジア



 

ム側まで行ったほうが、逆に言うと経費も安くていいんじゃないですかね。今

あれだけできているわけですから。1 つ橋上駅の中でもただ単純に駅だけを上

に持ってくるというのもいいかもわかりませんが、要はそのほうが一番安くて

いいんじゃないですか。 

委員 以前、その話もありましたが、それは結局橋上駅で行くんだ、そして自由通

路も作るんだということで決定されましたので、今さら東口を作るということ

はやらないほうがいいと思う。そしてきれいに橋上駅を作っていただいて、私

はさっきから何回も言うようですが、駅の東側の人もスタジアムに観戦に来ら

れた方も駅舎を、自由通路も行けて、そして乗り降りが便利なところに駅を作

ってほしいというのを言っているんです。じゃないと団地の人たちも今現在で

はどうなっているかというと、駅の東側にはタクシーもいないんですよ。だか

ら 6 番ホームに降りてずーっと回ってきて今の改札口を通って、今の駅前広場

からタクシーに乗るんです。ぐるっと回って商工団地のほうとかそういうとこ

ろに行っているんですよ。非常に不便なんですよ。だからそれを橋上駅を作っ

て、自由通路も作って、駅舎を真ん中に作れば、そこから降りてそのままスッ

と東のほうに行けて、タクシーも当然そこにいるようになるでしょうから、そ

うすると非常に便利がよくなるというふうに思っているんです。 

委員長 これは、委員長としてではなくて専門家としてのコメントなのですが、今の

こういう 5.0m か、6.0m か、6.5m かという話ですよね。これは完全に設計論

なんですよね。ここで話をすべきなのは計画、もう 1 つ上の段階で、東西をど

ううまくつないでいくかとか、そういうもう少し大きな方針であるというふう

に思います。今の話も多分先ほどの橋上駅か、2 階駅かというのもありました

が、0 か 1 かという、そういうふうな考え方にどうしてもなりがちなのですが、

半橋上駅とか、半 2 階駅という可能性も。 

委員 2 階駅はもうないよ、そんなのは。2 階駅はない。橋上駅しかないですよ。

あくまで橋上駅でずっと走ってきたじゃないですか、今まで。 

委員長 そうです。ですけれども大目標はとにかく東口の利用を促進する、利便性を

高めるということですよね。 

委員 2 階駅でどうして便利になりますか。6 番ホームで降りた人がまた 2 階駅の

ほうの改札のところまで行かないかんでしょ、そこで下りてまたぐるっと回っ

て帰ってこなきゃならない。 

委員長 そういう状況だと、そんな 2 階駅なんてあり得ないです。それは、ただ解消

できるかもしれないことを何かこれから検討されるのか、これは設計の具体的

な、そこでの設計者の腕みたいなところもありますので。 

委員 設計の図面を各段階で検討できないですよ。 

事務局 繰り返しになりますが、要は切符売り場と改札口がどこかですよね。ちょっ



 

と適切であるかどうかわかりませんが、駅長室が必ずしも空中にないといけな

いかは、別と思うんです。利用者の人に本当に関わりのある部分だけが一番い

いポイントにあればいいのであって、わざわざ駅長室まで空中になくても良い

のではないかという考えもあります。 

橋上駅か 2 階駅かということよりも、駅前広場も含めて、利用者の利便性を

先ず念頭に置いて検討していきたいということです。 

委員 改札口と乗車するところが橋上駅であればいい。駅長さんはどこおったって

いい。 

委員長 というようないろんな機能を、配置を考えていくと。 

委員 手っ取り早いのは 3番ホームのところのちょうど中間に置いてもらうのがい

い。ここで切符を買って、6 番ホームにエスカレーター、エレベーターで下り

ていくというふうにしてもらって便利を上げる。 

委員長 いいですか。駅の技術、設計のプロがたくさんいらっしゃいますよね。そう

いう方々にちゃんと今懸念されている課題を解消してもらうこと、これはもう

大前提なんですよ。だってそのためにこの委員会はあったのですから。ただ、

先ほどの 6.0m とか 5.0m という話とはまたこれは別の問題で、例えば解消を

するためにこういう工夫ができますということになれば、やはり 6.0m じゃな

くて 7.0m にすれば行けますねとかいう話になってくるので、今ここで数字の

話をしてもあまり意味がないんです。と私はこれは思うんです。 

委員 それはそれでいいんです。ただ駅は絶対真ん中に作ってほしいと。 

委員長 真ん中に作ってほしいと。それはそういう意見ですので。とにかく 0 か 1 か

ですべてやっていくと進まなくなってしまいますので、合意形成の問題として

ですね。その他はいかがでしょうか。 

では、続いて「駅前広場」についてですが、なかなか頭の痛い問題もありま

すが、よろしいでしょうか。ここは特にないですか。 

では続いて「道路、都市計画道路」です。これについても。どうぞ。 

委員 今、委員長言われたように進め方として、個別の 1 つ 1 つの数字を詰めると

か、何が適正かというのは考え方によって違いますから、方向性について議論

していただかないと、先ほど言われたように 6.5m がいいかどうかというのは

まだわからないので、先ほど委員さんが言われたようにこういう方向で取りま

とめてほしいと、そういう進め方でお願いしたいと思います。 

委員長 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

では続いて 5 番目の「駐車場」でございますか。駐車場に関しては先ほど説

明がありました。修正案の中でスタジアムの駐車場の減少にも配慮するという

話もございました。ここは市の考え方、先ほど他の委員のほうから【基本的な

市の考え方】のとおりですという言い方がちょっと冷たいんじゃないかという



 

ところは、これでいいですか。 

委員 いや、書き直す必要はないのですが、一応書いたほうがいいと思います。何

か木で鼻をくくったような返事になってしまっているので。普通の民間の会社

ですとこういう答え方はしませんよね。これは普通の人の質問ですから、普通

の人にわかりやすく。何回も繰り返すのですが、検討した結果ユニバーサルデ

ザインになっていますからおたくの意見もちゃんと入りますとか、面倒くさい

でしょうけれども、個別に回答したほうが良いと思います。 

委員長 大事です。 

委員 そんな感じにしてあげたほうがいいと思います。 

委員長 結果的に上の【基本的な市の考え方】が繰り返しで記述されることになる部

分もあるかもしれないのですが、市の考え方をちょっとくどくなっても 1 人 1

人に対して答えているという形が見えやすく説明文を加えていくような方針

で修正していただけませんか。いかがでしょうか。 

事務局 マスを埋めます。ただ、ものすごくホームページが見づらくなります。恐ら

く。 

委員 それはそうだけど。 

委員 逆に言えばいただいた意見に回答するのがまず重要だと。ホームページは市

民が後で見る部分で、コメントされた方に対しては、やはり言われるように多

少の手はかかっても検討しましたという意思は表示したほうがいいですね。 

委員長 それと、しっかり事務局が 50 何件に対して 1 つ 1 つに真摯に考えているこ

ともちゃんと伝わるような気もしますので、「考え方のとおりです」というの

ももったいないかなというふうに思いますので、明記していただければと思い

ます。 

では続いて「中央公園」ですが、よろしいですか。 

続いて 7 の「まちづくり」もいかがでしょうか。これもまたなかなか大きい

ことですが。 

続いて「現駅舎保存・活用」これについてもなかなか頭の痛い問題ですが、

いかがでしょうか。 

それから続いて 9 番目の「鉄道高架」について。 

委員 これは非常にまた不思議なんですが、鉄道高架というのも検討した結果、橋

上駅で行くんだということで、そういう方針を出されておりますので、ここで

鉄道高架をどう思われますかと聞くこと自体がおかしいんじゃないかと私は

思いますけれども。これともう 1 つの東口の設置、これも聞く必要がない。全

然関係ない、これは。 

事務局 我々が聞いたのではなくて、ご意見として出てきたんですよね。当然基本構

想を作るときに委員会の中でも鉄道高架、東口設置よりも橋上駅だろうという



 

ことのご意見もいただいていますので、そこを踏まえて我々当然そういった方

針でやってきたのですが、こういったご意見をお持ちの方もいらっしゃるとい

うことで、だから受け止めてきちんとお答えしないといかんのかなと思いま

す。 

委員 上手に断ってください。 

委員 いや、これは本当にこのレベルなんです。我々がいくらここで一生懸命やっ

て決めましたよねと言ったところで、一般の市民の方は誰もそんなのは聞いて

いないというか知らないと。ですからそれに対しては 1 つ 1 つ丁寧に高架や他

の手法を比較して、委員会では否決ではないですが採用しませんでしたという

ような、できればこれも見てくださいと。この委員会で比較はちゃんとしてい

ますよ。ここの内容を知らないからこういうことを聞いてくるわけです。だか

ら勉強不足と言ったら失礼になるから丁寧に答えるしかないです。 

委員長 ありがとうございます。 

どうぞ。 

委員 これの答えはこういうことで市の方針ですよということで書いていただい

ているのですが、東口の方々が今言われるように十分にわかっていただいてい

るならこういう質問は出てこないと思うんですよ。それは市の方針でこういう

ふうに行きますよということで説明が納得できるかという点もやはりもうち

ょっと説明をですね。 

委員長 今、委員がおっしゃっていましたが、なかなか 1 人 1 人全員にというのが、

これはどこの市町村でも同じ感じで、一番しっかり押さえておかなくてはいけ

ないのは説明責任です。そこはしっかりしていくということは重要だと思いま

す。 

事務局 最初、説明のときに言ったのですが、鉄道高架のご意見と東口設置のご意見

はほぼセットなんですよ。将来的には鉄道高架がいいんじゃないか。暫定でと

りあえず東口だけ作っておけばいいじゃないか。暫定で東口を作った上で、道

路まで、道路高架で整備するわけにはいかんですよね。 

委員 いや、難しいね。 

事務局 東口の暫定というのはほぼあり得ないと思っていますね。 

委員 まちづくりのこの説明の終了後でしたが、駅の橋上も必要でしょうが、道路

の見直しが最初必要じゃないですかと、高橋の問題を考えてみなさいというこ

とで基里地区の人たちは駅前を利用して例えば東口に、東のほうの利用がなか

なか車の混雑があるというようなことがあったんです。ですが、今回の場合の

説明はあくまでも鳥栖駅周辺のまちづくりの駅の橋上のことが中心で、道路は

その後で私のほうで説明したわけです。こういう具合に道路の見直しがありま

すよ、狭隘とかその件とは違いますよということで説明している中でのこの東



 

口の問題と書いていただいているわけですから、そこら辺は道路とこれとはか

け離して説明していただいたほうがいいかなと思います。 

委員長 はい、なかなかちょっと答えは難しいところもありますが。 

委員 結局東口の問題はこれで切り離して別に皆さんたちに答えを出していただ

いたらこれはいいんじゃないかなという感じがします。ただ、経費の安く済む

ような方法が一番いいでしょうけれども。 

委員長 はい。もちろんですね。委員のご意見からすると、この答え方としてはこれ

でよろしいんですか。よろしいという意見でよろしい？ 

委員 私、この問題で橋上ということでは立体交差ということで、これはどのよう

な形かなというのをちょっと考えています。 

委員長 どのような形かなというと？ 

委員 

 

橋上駅と道路の単独立体交差、例えば単独立体交差が鳥栖駅周辺地域に最も

ふさわしいということでその手法を書いていただいているんですよね。 

委員長 はい。 

委員 だからこれまた基里地区が主ですけど、東口の方が道路のほうが例えばよか

ったかなというのを聞かれるかなと私は思っているんです。これで東口が解消

できるかなということが。 

委員長 いや、委員長としては今回のパブリック・コメントに対する回答の仕方をこ

こで議論したいと思っています。先ほど委員もおっしゃっていますが、鉄道高

架に関してはたくさん検討して、先ほど委員にも見せていただいた表で、「橋

上駅、道路単独立体交差が鳥栖駅周辺地区に最もふさわしい整備手法との結論

に至った」というところが一番大きなポイントでありますので、これを踏まえ

てこの意見の内容に対しては説明をしていくということについては異論はな

いということでいいですか。 

委員 それはないです。とは思います。 

委員長 そこが一番今日は議論しないといけないところなので。 

委員 またご意見をもらったときには、例えば道路の意見があったときには後でと

いうことですね。 

委員長 今後ですね。 

委員 道路は道路でまた別に考えたらいいと思います。 

委員長 そうですね。 

では、続いて「東口設置」と「その他」ですが。よろしいでしょうか。この

辺も先ほども繰り返し橋上駅で行くというふうに前回の構想で決まっていま

す。 

委員 言い方ですね。 

委員長 そうですね。ここを全部「このとおりです」でするのも、1 つ 1 つ考えてお



 

られる説明が少し加わったほうが、最終的に結局この考え方になるのですが、

もう少し書き方をご検討いただいてもいいかもしれないですね。いやらしい見

方をする方は何も答えていないんじゃないかというふうに見られても損です

ので。 

委員 それぞれコメントを出された方は個々の人だと思うんです。全部同じ方であ

ればこういう全体を議論して「冒頭に記載しているとおり」ですけれども、書

かれた方はそれぞれ違う方が書かれている可能性がありますので、一律「冒頭

のとおりです」というのもやり方としては少し考えられたほうが受け止めやす

いんじゃないかと思います。 

委員長 事務局のほうで少し検討してください。 

事務局 はい。 

委員長 続いて、そのほかよろしいでしょうか。全体を通してよろしいですか。 

副委員長 1 点だけ、駅の問題は鳥栖市民にとって長い歴史のある問題ですので、こう

いう熱い思いを持った高架にしても東口にしても熱心な方々がたくさんおら

れるというのを今回のパブリック・コメントで改めて再認識できたことだと思

うので、委員が言われたとおり、なかなかそういっても伝わらない部分があり

ますので、これ以降も事業を進めていく中で継続的に情報発信していく重要性

というのは感じるなと思いますので、引き続き大事なこととして考えていただ

ければなと思います。 

委員長 よろしいでしょうか。 

それでは議事の最後、修正案は先ほど説明されたというふうに思いますの

で、事務局で鳥栖駅周辺まちづくり基本計画（案）【修正版】をご説明いただ

けますか。 

事務局 （資料説明） 

委員長 この内容については前回出されたものにつけ加えるだけということになっ

ています。ここまで何かご意見、ご質問はありますか。 

委員 今日で終わりですか。 

委員長 基本計画に関しては。 

最後に言おうと思っていたのですが、基本計画に関する検討委員会はこれで

最後になりますが、これからまだ委員の皆様方には適宜できるだけ関わってい

ただければというふうに委員長としては思っているのですが。どうぞ。 

委員 問題ではないですが、駅舎の保存の決定、私は途中から入ったのですが、基

本的な考えの中で「スペースを確保することは困難であると考えております」、

それと「保存・活用については、今後鳥栖市教育委員会において検討を行うこ

ととしております」、このことが市の中でオーソライズされているということ

であればあれですが、また議論が逆戻りすることのないように、担当教育委員



 

会には十分伝えられているということですね。 

事務局 今回のパブリック・コメントのお答えのときも当然お伝えしております。今

までも文化財保護審議会の議論の経緯もありますし、そもそも我々のほうも審

議会に出たこともあるということで、教育委員会では常日ごろ十分に現駅舎の

ことについてお話はさせていただいております。 

委員長 そのほかいかがでしょうか。 

委員 すみません。最後ということなので最後に一言。早めに絵面、図面、よく看

板に書いてあるじゃないですか、この駅がこういうふうになりますよ。公園を

きれいに書いて、駅を作って、そして西と東でうまく、そういうものポンと 1

個立てれば、東口にトンネル掘れとか、それから連続高架にしたらとか、そう

いうのは一遍に解消すると思います。その辺がわからないから、何を討論して

いるかわからないからずっとこういう質問がいつまでたっても出るわけで、ぜ

ひとも早めに出せる段階で市民の皆さんへの周知をしていただきたいなと思

っています。以上です。 

委員長 おっしゃるとおりだと思います。なかなかそれは難しいところだとは……。

どうぞ。 

委員 くれぐれも駅舎は真ん中と。 

委員長 念押しが入りましたので。 

いいですか。 

委員 副委員長がおっしゃっていただいたとおりで、ここで検討したことが今後ど

ういうふうになっていくのかというのをやはり私たちが一緒に皆さんにご説

明するのもそうですし、今後の動向を見守っていくというのも大事なことだと

思っていますので、どうぞ継続して情報を発信していただいて、みんなで鳥栖

市を盛り上げていけるように私たちも努力したいと思っていますので、ぜひよ

ろしくお願いいたします。 

委員長 委員長を代わったほうがいいんじゃないかというぐらいのいいご挨拶で。ど

うぞ。 

事務局 私からの、最後ではないですが、先ほど委員長からもこれからも委員の方々

に関わり合ってくださいということをお声がけいただけ大変ありがたいと思

っております。私も見てのとおり、遠慮会釈のない人間なので今後もまたお邪

魔してご意見とかお聞きしたりすることもあるかもしれませんので、よろしく

お願いいたします。 

あと、特に鉄道高架で東口のところ、委員からいただいた冷たい答え方じゃ

ない答えをもう一遍よく考えて、鉄道高架と東口への慎重な答えが必要だと思

っております。当然この辺になってくると JR 九州さんとか佐賀県さんともよ

く協議した上でないとなかなか答えは出せないと思うので、もうちょっと時間



 

をいただいて、また再度、委員会を開くというのは厳しいので持ち回りとかで

回答をお示しすることになると思いますが、よろしくお願いいたします。 

委員長 パブリック・コメントの回答ですか。 

事務局 はい。 

委員長 いかがですか。それか、委員長預かりで、私がしっかりチェックをします

が、それでよろしければ。よろしいですか。お時間もお忙しいでしょうから、

この回答に関してはもう少ししっかり修正案を私のほうで見てチェックした

ものを出すようにさせていただきます。 

それでは議事に関してはこれですべて終了ということで本日は市長が来て

いただいておりますので一言お願いいたします。 

市長 今日は第 5 回の検討委員会ということで、また基本計画につきましては最終

案ということでご議論いただきました。これまで検討委員会、そして勉強会、

あるいは現地視察、さまざま積極的に関わっていただきまして、この方向性を

出していただいたことに心からお礼を申し上げたいと思います。 

委員長をはじめ委員の皆様、そしてオブザーバーとして参加いただいた佐賀

県、あるいは JR 九州の皆さんにも心からお礼を申し上げたいと思います。 

冒頭、2 年前、委員長からあったように、この計画は普段のことを大切にし

ましょうと。特異的なサッカーの試合がある日とか、そういうものに縛られず

に、普段どう使っていくのかをまずメインに置いて、その中でサッカーの要素

とかそういったものをどう包含していくのかということで線を出していただ

いて、その中で議論が進んできたものだと思っています。 

また、市民の皆さんが安全かつ効率的に駅を使うことができること、これが

改札の位置をできるだけ真ん中に、東西の方が使いやすい場所に持ってくる、

これが基本原則だろうと思っています。あとは、こういった意見をいただきな

がら基本設計ということで、これから JR 九州さん、あるいは佐賀県と詳細な

打ち合わせに入っていくわけでございますが、今後ともこれまでと同様、適時

的確なご指摘を賜れれば本当にありがたいと思っておりますし、また都市計画

の変更につきましては我々も精いっぱい頑張ってまいりますので、どうぞよろ

しくご指導を賜れればと思っております。 

鳥栖駅については、今日のパブリック・コメントの中にもありましたが、そ

れぞれの皆様がものすごく強い思いを抱いていらっしゃることでもあります

し、またサッカーという要素が新たに加わって、このサッカーも例えばスタジ

アムについては、あと 40 年、50 年たてばまた建て替えの時期になるので、そ

れはどこに作るんだとまた議論が出てこようかと思います。その意味では普段

使いをどう効率的、効果的にしていくのかということが基本になければならな

いと思っていますので、そこを肝に銘じながら今後ともやってまいりたいと思



 

っています。 

この 2 年間本当にありがとうございました。また皆様のご発展とご健勝を心

から祈念申し上げます。ありがとうございました。 

委員長 それではその他事務局から連絡事項をお願いします。 

事務局 それでは、事務局から 2 点ほど連絡をさせていただきます。本日の検討委員

会の意見を踏まえまして、資料 1 のパブリック・コメントではご意見に対して

の市の考え方及び資料 2、3 の基本計画の修正につきましては市ホームページ

においてお知らせすることとしております。 

また本日の議事録につきましては委員の皆様にご確認いただいた後、同じく

市ホームページにおいて公開したいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

事務局からは以上でございますが、最後に柴田委員長からお願いしたいと思

います。 

委員長 最後ということで、2 年間大変お疲れさまでございました。一緒に勉強会で

すとか久留米駅とかいろんな議論をさせていただいて、大変拙い委員長の司会

進行でありながらここまでできたこと、本当に委員の皆様のご協力のおかげだ

と思っております。感謝申し上げたいと思います。 

今後この基本計画をもとに具体的な設計に入っていくというふうに進まれ

ると思います。前回もできるだけ早く完成をお願いしますという意見もありま

したので、しっかり充実した、先ほどの東西の問題もしっかり解消していただ

くということと、この委員会の中で出てきた意見はしっかり踏まえながらいい

形で鳥栖駅の基本設計が進んでいくことを願いつつ、また今後もこれで終わり

というわけではなくて、適宜皆様のご協力も仰ぎたいと思いますので、何とぞ

よろしくお願いいたします。 

それでは、簡単ですが委員長の挨拶はこれで終わりということで、これで終

わりでよろしいですかね。 

では、これをもちまして第 5 回鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会を閉じさせ

ていただきます。本日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。 

 

４．閉会 

 


