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平成２７年度 まちづくり５０人委員会 議事録 

日時：平成２７年８月１７日（月）１４：００～１５：４０ 

場所：エスプラッツ３階 交流センター エスプラッツホール 

 

（１）街なか再生の取り組みについて 

 

事務局から【資料１】により説明 

 

街なか再生の取り組みについての意見交換 

 

（会長） 

ありがとうございました。今のご説明に対して、何かご質問、ご意見ありませんでしょ

うか。どなたからでも結構です。挙手をお願いします。 

  

（委員） 

 十間掘川のことなんですけど、大分以前にですね、私もあの川をもう少し手を入れたら

どうですかということを話したところ、あの川は水利権の問題があって、そう簡単に手が

つけられないという返事を受けたんですけど、そのへんは大丈夫なんでしょうか。 

 

（会長） 

 市役所の人、答えられますか。水利権のことですか。十間掘川の水利権のことって聞い

たことありますか。 

 

（河川砂防課） 

十間掘につきましては、十間掘から直接水を引ける田んぼがいくらかございました。そ

れで、ある程度、取水期につきましては、水を貯めておく必要がございます。水利につい

ての意味で。後は市で管理しておりますので、いいのではないかと思います。 

 

（会長） 

 当然、色んな水路にはそれを利用されている方もおられるから、水利権が張り付いてい

るのは、張り付いていますよね、十間掘川に。そういう方々、農家の方がおられるかもし

れない。しかし、それは取らなければ大丈夫なんでしょう。水を取り上げるとか、ドライ

にしてしまうとか、言ったら怒られると思うけど、水がちゃんと流れていれば問題ないと

思います。 

他にどうぞ何か、今のご説明について、ありませんでしょうか。 
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 これは、どちらかというと、街なか再生のソフトな部分をずっと何かやってもらってい

て、私たちは水のことだけ探求させてもらっていますけど、結構楽しみながら色々とやっ

てますけど。 

私は参加したので感想を言いますけど、最大の功績は佐賀大学の若い学生達が入ってき

てくれたことです。今までは何度言っても駄目でしたけど、自分達で主体的に入って、今

度また、９月か８月に、彼らの水族館を街なかでやるというふうに言ってました。だいた

い３０名位の部員がいるサークル活動としてやっているみたいですから、結構楽しんでや

っているので、そういう子たちが入ってきたのが大きな戦力になってますね。色んなイベ

ントの時に必ずいますので、学生達が入ってきてくれるとすごくいいなと思います。後は

西九大とか短期大学とか色んな人たちが積極的に街なかの再生に入ってきてくれればいい

だろうなというふうに思いながら言いました。 

他にどうぞ、何かご質問ありませんでしょうか。よろしいですか。じゃあ、ちょっと次

のところにいってから、また戻っても構わないと思いますので、先にそちらの方の説明か

らお願いします。 

 

 

 

（２）中央大通りの再生について 

 

事務局から【資料１】により説明 

 

中央大通りの再生についての意見交換 

 

（会長） 

はい。今の説明に対して、何かご質問、ご意見ありませんでしょうか。手を挙げていた

だければありがたいです。どこからでも構いませんけど。どなたかいらっしゃいませんで

しょうか。 

この前の協議会の立ち上げがあったのは、一般市民の方が５１名表明があったのですか。

それとも、行政の人も入っているのですか。県庁の人が入っていたのはこの前分かってま

すよね。だから、県庁の人が県庁の役職として来てるわけじゃなくて、私ももう一つ仕事

をしたいから、県庁の職員だけど。土木の人が何人かいましたよね。 

 

（委託業者） 

 そうです。いろんな部署の方がいます。観光の方もいらっしゃいました。 

 

（会長） 
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 だから、その人は別に職分として出ているわけでなくて、個人として私もこういう街づ

くりに興味があるから、お手伝いしますという感じで、県庁の職員が来ていたという感じ

ですかね。だから、市役所の職員さんたちは入っていないでしょう。 

 

（委託業者） 

制限はしてないと思います。 

 

（会長） 

個人では入ってありますか。 

 

（委託業者） 

市役所の方はいらっしゃいます。市の事業ですから。 

 

（会長） 

はい、分かりました。何かご質問ありませんか。これからどうやって、やっていくかと

いう問題かと思いますけども。 

今までの説明について何か質問ありませんか。 

 まあ、これからどういうことをやるか、社会実験をやるとなると、ちょっと大変ですよ

ね。具体的にそれが実現していくプロセスというのは結構大変だという気がしますけど。

しかし、あのグループがエネルギーになれるかということだと思いますが。 

何かご質問ありませんか。この前、どなたかが言ったと思うけど、どういう人が担うの

かという話が出てたような気がするけども。 

 私、中央大通りの委員会で、誰がやるか一番問題だよ、と言っちゃったもんだから、帰

ってウチの奥さんに参加しないかって言って、参加してもらってますけど。 

 

（委員） 

 ２つだけ。このまちづくり協議会は、既に佐賀市で立ち上がっている「つながるさがし」、

あの中に登録されるものなんですか。それともうひとつ、このまちづくりのところの区域

内のマンションに住んでいる人と普通の人というのはどれくらいの比率か分かるんですか。 

 

（商業振興課） 

 （資料の）２－５の中央大通りエリアマネジメント、括弧してまちづくり協議会と書い

てありますのは、「つながるさがし」で討論しております、まちづくり協議会ではございま

せん。 

住民の方のマンションの比率がありましたけど、過去に比べてですね、年々増えてきて

いる…。 
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（会長） 

はい、自治会の方、分かるんですか。だいたいどれくらいというのは。 

 

（委員） 

 唐人町自治会です。具体的な数字というのはあれなんですけども、例えば、このエリア

マネジメント協議会に自治会から参加してくれる、唐人町の方、唐人町自治会の方、５名

参加していると思いますが、そのうちの２名はマンションの方です。感覚的に言うと、数

から言えばマンションにお住まいの方が絶対的に多いです。今、唐人町の世帯数は３２０

世帯ぐらいあると思いますが、２００近いですね。サーパス中央大通りだけでも１１７。

サーパス唐人が５０くらい。４０、５０単位のところが、あと２つ３つありますので、絶

対量からすると、マンションの戸数がはるかに多いです。 

 

（会長） 

何か、今の付け加えにご質問ありませんか。 

 

（委員） 

そうすると、「つながるさがし」に登録しているまちづくりというのは、ほとんど小学校

単位で活動しますよね。それと混同はしないのか。同列には置かないのか。 

 

（商業振興課） 

 私もこれ見たとき、ちょっと気になったんですけど、そういう意味で担当して街づくり

というふうな。この部分の一番大きな部分がこのまちづくり５０人委員会ですので、そう

いう意図をもって、まちづくりと書かしていただいておりますけれども、全体としてその

部分は、今現在使わせてもらっております協働推進のまちづくり協議会とは別物とご理解

いただきたいと思います。 

 

（会長） 

他に何かご質問ありませんか。 

 まだ形が見えてなくて、なかなか大変だと思うんですけど、どうですか。 

 

（委託業者） 

今回、５１人集まっていただいたのは、こちらからお声かけをして集めたというか、公

募でこういうことをやりたい方集まってくださいということで集まって、地元等、集まっ

ていただいていますので、こちらでセレクションをして選んだみたいなことは一切ありま

せん。ある意味、やりたい、本当にここについて考えたい方が集まっていただいていて、
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今お話に出た、その他いろいろまちづくりをやられている方がいらっしゃると思いますの

で、おそらく今後ですね、そういう方々のお話も聞きながら、連携を取っていくんだろう

なあと思っています。一つの組織に集約していくっていうのは非常に難しいと思いますの

で、様々な市民活動の方々が参加をしていただいて、そして連携をとって大きな方針を自

ら決めて実行するってことが今後の一番大事なことかなと思います。そこを今までは行政

だけに任せてしまおうという部分が実はいろんな全国各地で多かったんですが、もうそれ

だけではたぶん何も出来ない状況が日本全国広がってますので、少し皆さんで協力をして

方向性を決めていくって方向に持っていかないといけないかなというふうに思っています。 

 

（会長） 

他にどなたかありませんでしょうか。 

 

（委員） 

 企業の部分に従事しているものですけど、伺いたいんですけど、協議会がですね、公務

の中で集まって５１名って伺いましたけれども、これで取り組み１とか、５まであります

よね。この取り組み、何か決まったんでしょうか。この会では。 

 

（委託業者） 

まだ、全然決まってないです。 

 

（委員） 

 じゃあ、次にどういうふうなことをしていこうということも決まっていないのですか。 

 

（委託業者） 

まだ、決まってないです。まず、０回という形で。 

 

（委員） 

それは、中央大通り再生会議の下部組織として、上がったものがここで審議されること

になるんですか。 

 

（委託業者） 

基本的にはそうなると思います。 

 

（委員） 

 それ以外のことはできないのですか。 
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（委託業者） 

それ以外というのはどういうものでしょうか。 

 

（委員） 

 まちづくり協議会がいろんな諸問題を立ち上げていく感じなんですか。 

 

（委託業者） 

中央大通りについてはそういう流れになっているのですが、それ以外のものを、いろん

な活動を、先ほど申しあげたように連携をとって拾い上げていかなければいけないと思う

んですよね。ですから、是非そういう場合には、この会の中に話が上がってくるという流

れ、連携をとる方向を探した方がいいかなと思います。 

 

（委員） 

 じゃあ、この間はまだ、課題をお互いに共有していくとか、取り組みの指針などは、ま

だ何も決まっていない。 

 

（委託業者） 

何も決まっていない。 

一つお断りをしておきますが、今私が話をしているんですけど、今０回の段階だったの

で、私とか行政の方でマネジメントしました。お話したのは、次からは参加者レベルの方

の中から代表を選んで、その人たちが自ら運営していくという形にシフトしますというこ

とを話しています。 

 

（会長） 

いかがでしょうか。他におられませんでしょうか。 

 

（委員） 

 ４核構想で、まちづくりの話し合いをしているんですけど、それとは別に、また中央大

通りの部分が出来てきて、その後、また駅前の再開発の部分が出てくると思うんですよね。 

まず、一本、線がどこにあるかどうかを聞きたいんですよね。４核構想で、今までのまち

づくり委員会で、ワーワー言ってて、ここに来てこういうことやっていますよと発表して、

公募の方から、先ほどあったりして、でも、その部分と今度また中央大通り委員会とやっ

てる。同じ波長でいけるのかどうか、その後、駅前の再開発が同じニュアンスでやれるか

どうかというのは、例えば、中央大通りに関して言うと、僕の意識ですけども、佐賀銀行

の本店までは、なんとなく中央大通りですよ。それから元の佐賀駅までの部分が一つあっ

て、元の佐賀駅から今の佐賀駅までの部分がまた一つ、違う色であるんですよね、中央大
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通りに。また、南にいけば土橋のところから玉屋までの、玉屋から松原川までの、いわゆ

る県庁までの色が全然違うので、それが全部、中央大通りとしてやれるのかどうかとか、

何か一本ポリシーが無いような気がするんですよね。みんなの声を聞きました、いかがで

しょうか、って言ってるだけのような気がするんですよね。だから、こうしたいですよ、

という佐賀市のビジョンがあって、それに対して、こうこうこう言う委員会じゃないと。

話し合いをしました、でも議会で否決されましたみたいな感じがすごく臭うんですよね。

都市計画は都市計画であっているんじゃないんですか、っていう気持ちがするんですよね。

以上です。 

 

（委託業者） 

 今、概要版がお手元にあると思うんですが、その１ページ目に今の話がちらっと出てい

ます。中央大通りと言いましても、実は全て一緒ではなくて、場所によって状況が随所違

います。こういう大体、今お話いただいた、まさにそのとおりで、場所によって、駅前を

含めたらもっと種類がある中で、どういうふうにそれぞれのプランニングなり、まちづく

りの方向性を定めていくかということを今後考えていかなければいけないというふうに思

っています。今まさにおっしゃったことが素晴らしいことだと私は思っていて、どんどん

手を拡げていくと大変になるというのは、実は目に見えているわけですね。なかなか４核

構想の中だけでも、非常に大変な思いをしてここまでやってきたところで、また拡げると

いうことは実は非常に難しいレベルではあるんですが、ただ、市の本当のビジョンとして、

これくらいの範囲は何とか元気にしたいねという思いは、皆さん共通ではないんですかね。

元気にしたいというのは多分皆さん共通だと思うんですよね。ところが今ご意見いただい

たように、なぜ協議会を作ったかというと、これ全部手を広げるのは無理じゃないかとい

う意見が市民の方々から僕は出てもいいと思っています。自らやらないならやらないで、

自分達で決めればいいんじゃないかと思うんですよね。それを行政が決める話にしてしま

うと非常にそれが難しい話になってしまう。たぶん決められない。ですから、その辺の、

今ご意見いただいたようなお話もですね、この協議会の中で是非決めて方向性を出して欲

しいというふうに思っていて、そうじゃないと前に進めないんじゃないかなというふうに

思っていますので、是非そういうご意見をどんどんこの協議会の中で出していただければ

なあというふうに思っています。 

 

（会長） 

 ちょっと、個人的な話をさせてください。私、自分の奥さんに、昔ですね、そういうイ

ベントじゃないですけど、子ども劇場というところの事務局をやっていたもんだから、彼

女も何か、とにかく引きずりだして、ここの事務局に入れたいと思ったんですよ。その時、

説得した私の口調は、土橋から佐賀銀行の辺りまでのところが、何か車だけ通っているの

は面白くない、あそこにいわゆるカフェが出来たり、ちょっと引っ込んだ素敵なところも
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あるから、ああいうとこを活かしたことやってくれるようなことをやるとすれば、当然、

地元の人たちは一生懸命やるだろうけど、なかなか上手くいかない。逆に言うと地元の人

だけだとなかなかうまくいかない。だから、よその人たちも入りこんできて、何か一緒に

話を聞いて、何か解きほぐすようなことやってくれないかと頼みましたね。そういう人も

入ってきていいんじゃないか。ウチの奥さんも、もう年だから、結構厳しいおばちゃんな

ので、厳しい消費者であり厳しいおばちゃんだから、結構使えるんじゃないかと思って、

ここからここまで手伝ってくれないかと、それ以外のことはしなくていいんだと。だって

４核構想でやってるし、駅前のほうは、また別に動き出すので、少なくともそこの部分だ

けを動かす事務局みたいなことをやってくれないかと説得して、面白そうだからやっても

いいよと言って、名簿に入れてもらいました。 

今から何をするか分かりませんけれども、そういう人たちが何人かずつ集まって、動き

出せばいいかなというふうに思っていて、むしろ、地元の人だけではちょっと辛いんじゃ

ないかと思ったもんだから、余分なことですけど、私の奥さんを送り込んだというよりか、

まったく独立してたもので。だから、そういうイメージで説得はしましたけどね。 

それからあそこに来られた５１名の方がどういう意図でおられるか、たぶん、範囲のこ

とも分かっていないし、何にも分かってないと思いますけど、そこで議論をしていただい

て、ここはここの守備範囲を、というふうにいうと思います。それで、中央大通りの中に

私たちが先ほど言った方たちとかに入ってもらっているんですけど、彼にはですね、４核

あたりのところの水利まで全部含めて、十間掘川まで全部面倒見てってという話もしてま

すので、先ほど言われたみたいに、ここは水と緑というか、水がベースに入るだろうとい

うふうに思ってますので、その働きそうなNPO法人の連中を引きずり込むことにしたんで

すけんどね。そこはちょっと、ウチの奥さんに言ったことと話しが違って、むしろ範囲が

もう少し広いような感じがしていますので、ちょっとそこらへんは柔軟にやれるかなとい

うふうに思っています。まあ、今のところ、ちょっと水の方が先行して動き出していると

思いますけど。 

他に何かご質問ありませんか。よろしいですか。実は今日は駅前のことが議題になって

ますので、そっちの方の話を聞いてから、また元に戻って構いませんので、先に駅前の話

を事務局から聞かせていただければと考えています。そうすると先ほどの話が繋がってき

ますので。それでは事務局の方から駅前の話を聞かせてください。 

 

 

 

（３）佐賀駅周辺整備構想の検討について 

 

事務局から【資料２】により説明 
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佐賀駅周辺整備構想の検討についての意見交換 

 

（会長） 

はい。どうもありがとうございました。事務局の方から説明がありましたけれども、今

のことについて、ご質問、ご意見ありますか。 

 

（委員） 

 前の計画の時も、今おっしゃったように、佐賀駅の南までが、南口までがきれいになる

というお話でしたので、是非ここにもありますように、佐賀駅は県都の佐賀駅ですので、

是非色々な遠くから来られた方たちに、佐賀駅ってこんなにいいところね、と言われるよ

うな駅にしてほしいと思います。 

私、神野に住んでいまして、駅のすぐ北口が私達の町区なんです。それで自治会長さん

に、実は、佐賀駅周辺もきれいになるようですが、やっぱり北口をきれいにしてもらわな

いといけないですね、とお話しましたら、自治会長さんは、ここに書いてあるように、ほ

とんどの駅は、駅の北口がものすごく栄えているよ、だから、やっぱり北口の方もきれい

にしていただいて、ここが佐賀駅だね、というふうなところにしてほしいので、是非それ

を進めて欲しいと要望をいただきました。特に今の佐賀駅の北口は何もありません。銀行

と九電があって、お店があるのが丸ぼうろ屋さんと村岡屋さんの羊羹屋さんがあって、お

土産を買うのにもなかなか買う場所も無いとおっしゃいますし、駅から降りていって北口

に出てきたお客さんから佐賀ってこんなに寂しいところですか、というような声もよく聞

きますので、今度は北口の方も入れてあったので、安心しましたので是非進めていただき

たいと思います。 

 

（会長） 

 はい。どうもありがとうございます。他に今の駅周辺のことで何かご意見をお持ちの方

がおられたら。 

 

（委員） 

 今お話聞いている中で、佐賀駅の近くをどうされようとしているのかなという疑問が一

つあったんですけど、我々この辺に住んでて、４核を起点として何かやっていこうかなと

いう考え方で参加しているんですけど、佐賀駅にもう一つ何かおかれたら、今の状態はも

ちろん人間が増えるという想定でやられていると思うんですけど、綺麗にされるのは構い

ませんけど、何かそこに商店街みたいなこととか、コンベンションホールを作るっていう

ことになると、駅はあくまで交通手段の延長くらいでいいのかなあと思うんですけどね。

それから、コンベンションホールまでどうやって歩いていくのか、交通手段を使っていく

のかというちょっとした広がりがないと、駅周辺にあんまり出来すぎると、今現在の状態
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よりもっとひどくなるというような気がして心配です。 

 

（会長） 

 どういうふうなものにするかというのは、まだ今、検討中？。 

 

（企画政策課） 

 これから検討していきますので、今からどうなるということはここでご説明は出来ない

ですけど、まず、街なか再生の基本方針については、４核が賑わうことによってその周辺

も波及していくというようなことと、あと佐賀駅のエリアと４核、中央大通りをつないで

いく、これは歩行者の動線とかいろいろありますけど、つないでいくってことで、そこは

調整をとっていくような形になるのかなと思っております。ただ、商業の分についても色々、

街なかと駅と色々な関係がありますので、その辺は今後、検討会議の中で色々検討してい

きたいと思います。 

 

（会長） 

 他におられませんでしょうか。 

 

（委員） 

 ちょっと全体的な話をさせてもらっていいですか。委託業者の方には、非常に、佐賀で

いい活動をしていただいているということで非常に感心しております。ありがとうござい

ます。実を言いますと、ちょっと中身を見せていただいて、ちょっと思ったのが、佐賀を

１０年後、２０年後、どういう街にしたいのか。いずれ、その、いい表現か、いけないか

もわからないけど、ちょっと小手先のことに考えですね。地域がどうしても経済的に沈ん

でいるんですよね。就労人口も減っています。そういう中で、小手先だけやっても、底上

げをしないと佐賀の街自体が生きてこないんじゃないかなと。たぶん、このまま、よその

県を真似しても沈没していくんじゃないかな。やっぱりこういう計画をするときには、ま

ず、ビジョンが必要なんじゃないかな。私達、実は世界遺産登録活動に参加してて、近代

化の中で、実は佐賀の近代史と向き合うことができたんですね。その中で思ったのは、そ

の世界遺産にある重工業だけではなくて、電信機だとか通信機の分野、それと医療の分野、

ケミカルの分野、こういうのが日本に先駆けて、要するにその、日本の近代化は佐賀だよ

ねっていうことをずっと言ってきました。佐賀大学も実は共催でですね、シンポジウムと

いうか、フォーラムをやったんですけど、日本の近代化は佐賀からだっていうことで、や

っぱり、地域の大学が一緒になってやらないと説得力をもたないじゃないかっていう気が

しています。それと三重津の海軍所のことで、実を言うと、中日新聞の第一面に日新小学

校の反射炉の模型が載りました。そこには三重津のことではなくて、反射炉を、要するに

佐賀が作ったということが、第一面に書いてあったんですね。その後、東京新聞にも載り
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ました。私は思うところでは、底上げをするためには大きなビジョン、是非、佐賀の歴史・

文化、これを活かした街にならないかな。私は、九州の中の佐賀が、鎌倉じゃないけれど

も、何かそういう場所にならないかなと思ったのは、九州伝承遺産ネットワークの総会で

多くの人が集まった時に彼らが言ったのは、街なかに歴史的な建物が残っていて、それを

店舗だとか、看板で隠してあるけれども、それではがしたらすごいね。実は願正寺でやっ

て、旧古賀家でやったんですね。古い建物で人が集まってですね、そういうフォーラムと

かシンポジウムが出来る街っていうのは、多分他に無いですよって言われました。だから、

是非ですね、歴史とか、景観、この中にはあまり景観っていう言葉がなかったんですけど、

是非、佐賀の歴史文化の景観っていうのを活かしながら、要するに、全国に佐賀あり、佐

賀から日本が始まったんだよっていうところを是非、場所場所で文化とか歴史とかいう計

画、それから商店街の計画もそうですけど、やっぱり外から人を入れてこないと、地域の

底上げにはならないんじゃないかなっていうのを危惧しています。だから、そういう意味

でのよそに無い、要するに歴史文化のなかでの商店街じゃないけど、街全体がなんとなく

美術館であったり商店街であったり、そういうところのそのビジョンとかっていうところ

で、是非作り上げていただけないかなという思いでございます。以上です。 

 

（会長） 

 多分、委託業者の方も私も異存は無いというふうに思いますけどね。 

今、私はさが水物語館の館長をしてますので、石井樋４００年なんですよ、今年。さが

水物語館がある石井樋というところが出来てちょうど４００年だと言い張ってますので、

私個人的にであって、お祭りを今回２つ、３つ企画するんですけど、それとか、直茂さん

が没後４００年とか、もうすぐやってくるだよとかって、色々歴史的なことについては、

私の興味がある江戸初期の話については、私達が担当しますので、ぜひ応援していただき

たいんですけど、いろんな所でいろんな、そういう歴史的なものをやられることについて

は、私も賛成だし、私は自分の担当として自分が持っているところの部分については、間

違いなく実施しているつもりだし、これから先も実施しようと思ってますけど、それぞれ

の所でやっていくと面白いんだろうなとは思いますね。特に幕末が今いちばん盛り上がっ

てるんでしょうから、そのことについての歴史的な問題はあるような気がしますけど。 

駅とか中央大通り、唐人町はこの前４００年祭をおやりになったからあれですけど、ど

ういう仕掛けをするか、歴史的な仕掛けをするかっていうのは、この場所については色々

な意見があっていいかなって気がしますけど。どういうものを具体的に残すのか、城内と、

お城の中と、それから長崎街道沿いについては、今佐賀市さんが歴史的街づくり、なんと

かって事業で、今１０年計画で実施しているので、個別的にはやっているんですけど、先

ほど言われるみたいに全体として、それをどう街づくりに活かすかという視点はまだ出来

上がっていないんじゃないでしょうかね。その点は確かにおっしゃるとおりだと思います。

城内については、たぶん私達の責任ですよ。県庁と私達が一緒にやったやつが、どうもお
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堀濠の話とか、東堀濠の話とか実施されてますけど、それ以外のところは遅々として進ま

ないという話のような気がしますけど。少なくとも今度の計画に、そういう歴史的な視点

がいることは我々自身も主張していきたいと思いますので。ありがとうございます。ぜひ

一緒にやれればなあと思いますけど。 

他にどなたかいませんでしょうか。 

これから先、佐賀駅周辺はどうされるんでしょうか。ここにあるように、まあ、５０人

委員会は一番上の会議だとして、中央大通りとか４核構想の街づくりとかやってますけど、

また、もう一つ動き出す？。どういうふうにお考えですか。ちょっとさっきの絵には駅前

再生なんとかみたいなことがありましたけど。 

 

（企画政策課） 

 式次第の一番後ろの３ページのところに検討会の設置ということで、まだ決まっていな

いんですけど、佐賀駅周辺整備構想検討委員会の立ち上げを予定しているところです。そ

こで議論するような形になります。 

 

（会長） 

 難しそう。申し訳ないけど。 

 ２０数年前に今の西友さんのところ、計画を作って、それが何か頓挫していくというか、

言い方悪いけど、それが無くなっていくのを、横に私、立ってましたので、委員長をやっ

てましたので、我々が作った計画が一瞬にして消えていくんだということ、悲哀を味わっ

た駅が、また、同じように議論が始まるのかと思うと感慨無量ですけどね。ただ、おっし

ゃったように商を中心にしてやるっていう前の計画そのままが生きるとはとても思えない

ですね。こうなってくると。だから、ある時は確かに西友を中心として２核構想というか、

駅前とこっち側が両方繁栄するみたいなことを書けたんだけど、まあ、皆さんたち、エス

プラッツの事件があって、あんまり時間が経ってなかったので、いわゆる、組織作りのと

ころで頓挫して、無くなっていきましたけど。あそこのところが、そう変えなくてもいい

よっていう市民のほうが多かったかもしれないという感じがして、別に無断でやってない

ですけど。そういう経験があるので、駅前を今度、新しい時代、次の時代に、すなわち、

まあ新幹線がどういう意味を持つのかさっぱり分からないけれども、新幹線をあと７年後

に迎えたりする間に一体どういうふうに考えとくかということは当然考えておかなければ

いけないことだというふうに思いますので。私たちは学会のことをちょっとやってきた、

コンベンションをやる側の人間でしたから思いますけど、非常にでかい、医学界のような

ああいうでかいことが多分ターゲットになってくるかと思いますけど、コンベンションを

考える時には市民が使う会議室も足りていないと私は思ってますけど、そのレベルの話で

はないですよね、今議論されているのは。多分。両方使えるようにしたいということだと

思うけど、そういうのも、いろいろデータをきちんと取ってみないと、本当にそれだけの
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需要があるのかどうかいうことも分からないという感じがしますので、ぜひ、詰めた議論

をしていただければありがたいなと思います。私個人としては３００人くらいのところが

足りないと思っていますよ。だけど、本当に使う人が何人いるかっていうことは問題にな

ると思う。佐賀大学に、私、１８０人の部屋を２つ、上下に作ったんですけど、どういう

訳か皆さん評判が悪いんですよ。あれだけのものが空いているから使っていいですよって

言っても、佐賀大学の皆さん、入りたくないんですよ。何か敷居が高いらしい。だから、

まだオープンでないんですね、大学というのは、まだ。立派な部屋を作って、設計して、

都市工学科大講義室を作って、自由に使えるようにしているんですけど、市民に開放する

っていっても、なかなか使っていただけない。というのは、やっぱりその土地が持ってい

る閉鎖的な感覚があって、入りたくないんだと思うんですよね、大学には。もっと、オー

プンの場所を選ばないとなかなか使っていただけないかなという気がしますね。ですから、

また、ずいぶん議論してください。私もそれに、もしできれば参加したいなというふうに

思ってますけど。私もデザインもしてきた、でも、なかなか使ってもらえないという苦渋

を味わったものですので、本当に駅前近くで何かが動き出すのであれば、どういうもので

ありたいかっていうことは、次、考えておきたいと思います。 

他にいらっしゃいませんか。まだ、もうちょっと、どういうものが出来上がるのか、プ

ランが出来てから、皆さんのご意見をお聞きしても間に合うかなという気がしますけど。

よろしいですか。今日は報告が多くて、具体的な成果というところが少ないと思いますが、

ただ言えることは、委託業者の方を中心に仕掛けられてるソフトウェアの方については、

結構、いくつか動き出してきているというふうな感じがしています。そして、それに若者

達が少し入ってきてくれたことが何かちょっと希望が持てるかなという感じがするので、

いろんな所でもしそういうイベントの案内があったら、ちょっとだけのぞいてください。

そうすると、若い人たちが面白そうに頑張っているのを見ることが出来るというふうに思

いますので、ぜひお願いします。 

 


