しみん会議

ワークショップニュース 1 号
西鉄の高架事業に伴い、高架下の空間の活用やその周辺にある商店街などの地域を含めた一体的なまちづくり
を考えていくためにも、そこに住む市民の皆さんが求めるまちづくりについて把握するため意見の把握を行い、
整理していくのがこのしみん会議の目的となります。
これから平成 26 年度、27 年度の２ヶ年かけ、８回のワークショップを行っていきます。その中で出された
皆さんのご意見やアイデアを、このワークショップニュースでお知らせしていきます。

第 1 回ワークショップ
日
場

第１回プログラム

テーマ：これからのまちづくりを考えよう！

19:30 開会あいさつ

時：平成 26 年 12 月 9 日（火）19:30 ～ 21:30
所：大野城市役所 311・312 会議室

19:40 参加者自己紹介
19:55 本計画に関する説明

第 1 回しみん会議は、ファシリテーターに吉田まりえ氏（九州の
暮らし創造研究所代表）を迎え始まりました。
今回の会議のねらいをしみん会議の参加者を対象に、本計画の目的
やスケジュール、しみん会議の役割及び検討事項等、共通理解の醸成
とし、本計画に関する説明を市の方より行いました。

20:10 商店街等の取り組み
（下大利・白木原・錦町の 3 商店会、大野城市商工会）

20:30 感想の共有
20:50 質疑応答
21:20 事務連絡等
21:30 閉会

■計画の目的
西鉄天神大牟田線連続立体交差事業により創出される高架下空間とその周辺地域 ( 対象区域 ) については、
中心市街地としてふさわしいにぎわいや回遊性の創出を図ることにより、まちの魅力を向上させることが求
められている。そこで本計画においては、高架下空間全体及び側道の活用、商店街を含む鉄道沿線地域の活
性化を一体的に捉え、これらを推進するための相互的なまちづくりビジョンと空間整備計画の検討を、市民・
鉄道事業者・行政の協働で行い、基本計画を策定する。

■計画の対象
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今回のワークショップが初めてということで、下大利～白木原グループと瓦田～福岡市境グループ
の２つが一同に集まりました。本計画の主旨を理解してもらうために説明後、参加者の方々から様々
な質問をいただき、その質問に対して事務局からの回答を受ける時間を設けました。
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本計画の進め方や今後のしみん会議のワークショップの流れなどの説明の後、商店街等の取り組みの説明を
インタビュー式で地元の方々にお話しを伺いました。
■下大利商店会の取り組み
・七夕まつり（7 月 7 日前後の土曜日に開催）
・ハロウィンパーティ（10 月 31 日に開催）

■白木原商店会の取り組み
・レンタル傘の事業（2014 年 8 月から開始）

■錦町通り商店会の取り組み
・ワンコインデー
（奇数月の最終週の金・土曜日に開催）
・軽トラ市（2011 年から開催）

■大野城市商工会の取り組み
・わくわくパビリオンの事業（現在 22 事業）
・三輪車 3 時間耐久レース
・グルメ食覧会
・仮線敷の散策

●第 1 回 しみん会議参加者アンケートより（一部抜粋）
・他県の成功例をみたい。
・今回のまとめに、次回の検討項目を予め示し、各自考えをまとめて参加できるよう進めてください。
・防犯、防災のことも考えてもらいたい。
・春日原（東町北町）商店会の意見も聞いてみたい。
・高架下事業に対しての思いや意見、ビジョン等について温度差がありすぎるように感じた。
・今回はわかりにくかった。質問からの説明で多少理解できたが、もうちょっと進め方を考えてもらいたい。

●次回の案内

●しみん会議のスケジュール

第 2 回しみん会議

第 1 回 平成 26 年 12 月 9 日（火）

◆検討事項：地図を使い、いこいゾーンや賑わい
ゾーンなどのゾーニングを考えていきます。

・下大利～白木原
日時：平成 27 年 1 月 19 日（月）19：00 ～
場所：中央コミュニティセンター
・瓦田～福岡市境
日時：平成 27 年 1 月 26 日（月）19：00 ～
場所：大野城市役所
お問い合わせ：大野城市都市計画課
発
行：平成 27 年 1 月

TEL：092-580-1868

終了！

テーマ：これからのまちづくりを考えよう！

第 2 回 平成 27 年 1 月 19 日（月）・26 日（月）
テーマ：まちの将来像を考えよう！ 1
◆地図を使い、いこいゾーンや賑わいゾーンなどの
ゾーニングを考えていきます。

第 3 回 平成 27 年 2 月 16 日（月）・18 日（水）
テーマ：まちの将来像を考えよう！ 2
◆第 2 回しみん会議を踏まえ、高架下のまちづくり
の将来の方向性を考えていきます。

