第 4 回 しみん会議
資料 5

大野城まどかぴあにて展示（期間：6/1(月)～6/15(月)）

「西鉄の高架下空間活用に関する意見募集」
市民意見
・高架下にお店を作ったり、託児所を作ってほしい。デイサービス
（富山式）を作って、色んな世代のコミュニケーションの場とし
てほしい。アーケードなど（40 代主婦）
・認可保育所を作ってほしい。
・春日原駅近くに駐輪場がほしいです。（50 代男性）
・春日原駅によってイオン側の自転車の駐輪場を高架下にしてほし
い。
（60 代女性）
・自転車置き場を増やしてほしい。
（大学生）
公共的施設

・まどかぴあのイベント時、駐車場から旧 3 号線になかなか出れず、
困ります。瑞穂町辺り予備の駐車場があればいくらか車の流れが
上手くいくのではと考えます。
・無料駐輪場がほしい。
・大野城市の子育て支援施設は、
“幼児のみ”か“小学生以上”なの
で春日市の児童センターのように、幼児と小学生が遊べるところ
がほしい。
（30 代主婦）
・でっかいプールがほしい。（10 代女の子）
・スケートがほしい。
・AKB 劇場がほしい。
・防音対策をしっかりした個人～少人数対応の管楽器などの練習が
できる場所がほしい。
（コミュニティセンターの視聴覚室が借りられるところもあるが、
閉め切っていても音漏れがして、学習スペースで勉強している人
の迷惑になりそうだから）
・西鉄春日原駅に小さくてもよいから劇場（200～300 人規模）がほ

趣味・娯楽施設

しい。仕事帰りに映画を見たり、お芝居を見たり、疲れた心に栄
養補給がしたい。ふれあい文化センターやまどかぴあではちょっ
と遠い。それに春日や大野城を文化の香る街にしたい。するとお
店も自然と賑わうと思う。
・レンタルスタジオがほしい。
（50 代男性）
・小学生が短期間で低料金で学べる習い事を作ってほしい。各コミ
ュニティセンターであればもっとよい。
・スタジオ（バンドの練習ができる）がほしい。格安で提供して高
架下からいつの日か有名なミュージシャンを作る。
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・ボウリング場がほしい。
（ただで行ける）
（10 代男性）
・夏休み、冬休み等の長期休暇や雨天時に遊べる室内施設がほしい。
（施設内で飲食できるとなおよい。
）（30 代主婦）
・西鉄ストア春日店を後置してほしい。
・西鉄ストアは絶対作ってほしいし、早くしてほしい。
・下大利におしゃれなカフェや飲食店がほしい！（30 代男性）
・くつろげるコーヒーショップがほしい。
（40 代男性）
・目や耳、体などが不自由な人も気軽に行ける店（カフェなど）が
ほしい。
（小学生）
・カフェがほしい。
・コンビニとパチンコは嫌です。
（主婦）
・カフェがほしい。
（30 代女性）
・駅周辺でゆっくりできるカフェ（20 代男性）
・マルシェがほしい。
（30 代女性）
・Open Café がほしい。そして楽しい町、住みたい町にしてほしい。
（30 代主婦）
・子連れで行ける飲食店（畳、キッズスペースなどがある）と散歩
飲食・物販店

ができるところがほしい。
（30 代主婦）
・下大利のミスドがあるとよい。
・ラーメン屋がほしい。
（10 代男性）
・AKB カフェがほしい。
（AKB のだれかが毎日人をかえて来る）
・カフェ、ワインバー等があればいい。できれば資格試験の勉強が
できるスペースもあればよい。
（30 代男性会社員）
・軽食売り場がほしい。
（10 歳男子）
・春日原駅の付近におしゃれな雑貨を集めた店がほしい。有名な美
味しいパン屋さんやカフェスペースも作ってほしい。他にもボン
ラパスのような店も入っていたらうれしいです。
（30 代主婦）
・妖怪ウォッチのメダルやゲームがあるお店がほしい。
・屋台街がほしい。
（40 代男性）
・下大利駅近くにカフェがほしい。居酒屋ばかりでなく、子連れで
も入りやすい飲食店がほしい。
（20 代女性）
・軽トラックの朝市開催、JA・生産直売方式でしてほしい。
・勉強できる場所がほしい。（20 代女性）
・中高生、駅を利用する大人が気軽に使える自習室があるといいで

学習スペース

す。会員制（安価で）
、ドリンクバーくらいあるとよい。
・「気軽に使える自習室」に大賛成です。
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・安全でお年寄りや小さい子どもが安心できる歩道がほしい。（10
代男性）
・夜でも安心安全に歩ける歩道、照明がほしい。
・自転車や歩行者、高齢者、身体の不自由な方も安心して、足に負
担をかけずに歩けるソフトな歩道の整備。
・道幅が狭いので安全な広い歩道を整備してほしい。
（中学生）
・地面に「－1000M」など書いてウォーキングやマラソンのコース
道路・歩道空間

にしてほしい。
・散歩のスペースにしたい（6 年生）
・コミュニティ道路（歩道を広くとった道路）があるとよいと思う。
（中学生）
・自転車専用にして安全に走行できる道路の整備をしてほしい。
・安心して歩ける場所がほしい。
・効果側道の歩道スペースを広くして、沿道利用者がゆっくり買い
物等できるようになるとよい。
（30 代男性）
・遊べるところがほしい。
（5 歳）
・下大利子育て中の人がのんびり遊べる場所とカフェを作ってほし
い。
・遊ぶ場所がほしい。
（7 歳）
・アスレチックや遊園地など楽しめる所がほしい。（8 歳女の子）
・遊ぶところがほしい。
・公園で「運動できるところ」と「そうじゃないところ」に分けて
ほしい。
（危ないから）
・小さい子の為に柵が付いた砂場を増やしてほしい。
（小学生）
・牛頸川沿いをウォーキング、高架下で休憩できる場所がほしい。
（20
代男性）

公園・広場

・公園がほしい。
・高齢者の方がほっとくつろげる場所を作ってほしい。ママたちが
赤ちゃんを連れて遊べる場所を作ってほしい。
・雨でも子どもが遊べる場所がほしい。（10 代小学生）
・子どもから高齢者まで家に一人でいたくない人の為に自由に気軽
に一日過ごせる広場を作ってほしい。
・安心して子どもと散歩や遊べる空間がほしい。
（20 代男性）
・春日市と連携して、春日原駅前に情報ステーションやイベント広
場がほしい。
（行政や民間の情報発信基地）
（60 代男性）
・行政や民間の情報発信基地のようなものに大賛成です。
（春日市民）
・ボール遊びや自転車練習など普通の公園では危ないと言われるこ
とができるスペースがほしいです。
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・ゆっくり子どもと安全に遊べるところがほしいです。水遊び等が
したいです。
（30 代主婦）
・雨が降ると子どもたちが外で遊べる場所がないので高架下に子ど
もたちが遊べる空間や公園など作ったら良いと思う。また、音楽
のある空間にしてほしい。
（40 代女性）
・（上記の意見に対して）me

too！（50 代女性）

・公園案は慎重に考えてほしい。福岡市の薬院にある高架下の公園
はよく通るけれど、全く子どもが遊んでいない。デザインが悪い
のではないかと思う。しかし反対ではないです。
・無料で小学生が雨の日でものびのびと遊べるアスレチックを作っ
てほしい。
（10 歳女子）
・動物と触れ合えるところがほしい。
（7 歳）
・通勤電車で読む本を駅で借りて、駅で返すまちかど図書館的な機
駅

能があったら良い。
（30 代男性）
・そう思います。返却だけでもできたらよい。
（30 代女性）
・明るい色の花を沢山植えて、虫・動物・人間が心をいやす空間で
あってほしい。
（30 代男）
・緑と居場所がほしい。
・にぎわいのある雑多な商店街にしてほしい。
・将来の維持費がかからないようお願いします。基本的に暗い場所
なのであまり無理をしないように。
（40 歳代男性）
・世代別の場でなく、いろいろな人がほっと集まり、語り合う、触
れ合いのある場を設けて下さい。

空間

・高架下はコンクリートで冷たいイメージになりがちだと思うので
木や花を植えて緑あふれる温かい空間にしてほしい。
（20 代男性）
・
（上記の意見に追記）夜、街灯を明るくして防犯面を考えてほしい
です。
・
（上記の意見に対して）地元のアーティストや学生に絵を描いても
らってはいかがでしょうか。高校生でも良いと思います。
・街灯を増やして、夜でも明るい町を作ってほしい。
・（上記の意見に対して）確かに夜は明るい方が良い。
・下大利団地、下大利 3 丁目と水城跡を歩いて回遊できるお散歩ル

回遊性

ート（遊歩道）や公園がほしいです。
・土地と史跡の回遊できるコースを作ってほしい。
・下大利商店街と水城史跡など回遊できるコースがほしい。
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・春日原駅周辺をしっかりと考えてほしい。→・人の流れ、安全性、
商店街のお客の流れなど。
・いろんな事業ができるように土地を安く貸してほしいです。
・財力の無い若者が色々な事業をする為に、安い賃貸あるいは安く
土地を提供してほしい。
起業・出店ブース

・安く土地を貸してほしい。子ども向けの事業をはじめたい。
・自分の店を出したいけどなかなか出せない人の為に手作りの店を
出店できるブースを作ってほしい。
（50 代女性）
・高架下の一区画に大野城の歴史や史跡の紹介がほしい。
・ふるさと館やまどかぴあとの連携をしてほしい。（40 代男性）
・大野城だけのわかりやすい地図がほしい。
・高架下 48 を作る。アイドルの発掘です。
・水菜園ハウスがほしい。JA と市がタイアップしてリーダー研修、

その他

栽培方法を研鑚し、若い人ご婦人部等が参加し、市の活性化を図
る。
・下大利駅のバス停は、バスの待ち時間が長い時に時間をつぶす店
がないと感じる。

市民意見
・若草 3 丁目にカフェがほしい。
・西鉄を地下鉄にすべき。また、川をもっときれいにするべきです。
（60 代男性）
・JR 大野城駅の待ち時間が長いので、歩道橋を作ってほしい。
高架下活用以外の ・団地を道路で 2 つに分けないでほしい。
意見

・下大利団地の良い環境を守る。遊歩道は良いです。分断されると
だいなしです。
・分断道路反対です。
・子どものためにも団地は良いと思う。
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