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平成 28 年度地域まちづくり会議（厳木地区）第３回庁舎検討委員会 

協議結果（議事録） 

 

平成 29 年 3 月 28 日（火）10:00～12:15 

                    厳木市民センター2 階 第 2 会議室 

 

■委員の出席状況 

山口委員長、山田副委員長、安岡委員、秀島恵委員、吉野委員、荒久田委員、林

田委員、宮地委員、田久保委員、秀島徹委員、山口委員、毛利委員、中島委員、

竹花委員  １４名中１４名出席 

■事務局の出席状況 

市丸厳木市民センター長、東島総務教育課長、白水市民支援係長 

 

１ 委員長あいさつ 

２ 協議事項 

 (1) 厳木市民センター庁舎建替えに関するまちづくり会議（厳木地区）庁舎検討

委員会のとりまとめ（案）について 

   １ 新たな厳木市民センター庁舎の考え方 

     ① 災害時の拠点としての市民センター 

     ② 市民が使いやすく効率の良い市民センター 

     ③ 市民の交流の場としての市民センター 

２ 新たな厳木市民センターの機能 

   ３ 新たな厳木市民センターの建て替え場所 

４ 新たな厳木市民センターの規模 

５ 新たな厳木市民センターの周辺整備 

  

３ 意見等 

  〔事務局〕 

   ～レジュメ及び資料について説明～ 

〔委員長〕 

   今回までの議論で、基本的な考えとして、厳木町の意志としてまとまってき
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た。厳木町には山ほど課題があり、まちづくり会議としてこれまで２回の委員

会では庁舎に限らず色々な視点で議論いただいた。今回、委員会として基本的

な方向を示す必要があるので順を追ってまとめていきたいと思う。 

   

  １ 新たな厳木市民センター庁舎の考え方 

〔委員長〕 

   皆さんの意見としてはあれもこれもして欲しいというのがあるだろうが、①

の災害の拠点としての考え方、住民の安全・施設の安全が保つことが も重要

であろうと思う。また、②ではユニバーサルデザインに触れており、万人が使

いやすい施設にしようと示している。 

〔委員〕 

   玄海町のみらい学園はすべて下駄を履かせた構造となっている。災害時の拠

点としてそういった建て方も検討してよいかと思う。 

〔委員〕 

   一時避難所機能とあるが、昨年６月の大雨の際避難勧告が中島地区に出たが

浸水の心配はないか。今は厳木ダムもできたので状況は違うだろうが昭和２８

年の水害もあった。 

〔委員長〕 

   後にも出てくるが、耐震安全性及び浸水等に耐えうる構造とするとしている。

日本国中、どこにいても地震・風水害・土砂災害・原子力など様々な災害が想

定される。本町は消防組織もしっかりしており、避難行動要支援者の支援等、

自助と共助の力が重要となる。施設については風水害等防災機能を確保すると

謳っているので宜しいかと思う。 

〔委員〕 

   万が一の災害にどこまで備えるか考え出すときりがない。災害対応にはソフ

ト部分が大事。この地域では、水害時の避難所としては近隣の厳木小学校を利

用することになるし、対策支部及び一時避難所機能や通信機能は２階に配置す

るなど対応ができると思う。明文化されている範ちゅうで対応いただけるので

はないか。 

〔委員〕 

   今年も危険地域の点検等あると思うので、改修等の方針を国交省などと議論



- 3 - 
 

いただき要望を挙げてもらいたい。 

   また、土地をかさ上げした際は、ユニバーサルデザインの観点からも、取っ

て付けたようなスロープではなく、広く緩やかな構造にしてもらいたい。 

  〔事務局〕 

   昨年の大雨時、新唐津市として初の避難勧告となった。発令のタイミングに

ついては早め早めの判断をした。氾濫危険水域の設定なども含め今後関係機関

とも協議をする。 

〔委員〕 

その時点での厳木ダムの放流状況との兼ね合いも確認してほしい。 

〔委員〕 

  今後の厳木川の河川改修計画はどうなっているか。 

〔事務局〕 

  町切橋手前の鉄橋付近まで話が進んでいるが、それ以降については具体的に

示されていない。 

〔委員〕 

  厳木地域全体のハザードマップを示してほしい。２８年水害時の経験を生か

した整備をお願いしたい。 

〔委員長〕 

  エレベーターを付ける際は、端ではなく中央に設置願いたい。 

〔委員〕 

  ②の「維持管理コストの軽減」というのがイメージできない。具体的にどう

いうことか説明いただきたい。 

〔事務局〕 

  庁舎や公民館等をそれぞれ建て替えればそれぞれに維持管理コストが掛かっ

てくる。それをひとつの施設にまとめることでコストを削減するということ。 

〔委員長〕 

  とかく公共施設は地域の我田引水の対象となる傾向があるが、長期的視点か

らのコスト削減できる施設をという方針は評価できる。 

  ところで「高齢者や障がい者にも分かりやすい窓口」というのはどういうも

のだろうか。 

〔事務局〕 
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  具体的なイメージはないが、入り口から入ってスムーズに窓口に行けるよう

な配置をするということ。 

〔委員長〕 

  あちこちの市役所に行くとたらい回しにされることが多い。なるべく住民を

動かさずひとつの窓口で対応できるようにしてほしい。 

〔委員〕 

  今の市民センターは規模が小さいので極端に移動することはないかと思うが、

住民も行政も効率的に処理ができるようなスタイルで考えてほしい。 

〔事務局〕 

  現在、特に住民の方が来庁されるのは市民福祉課が多いと思うが、職員がひ

とつの窓口に動いて受付ができていると思う。新しい市民センターでもそうい

った方針で行きたいと思っている。 

〔委員長〕 

  ③の「市民の交流の場としての市民センター」の話にもつながっていくので

先に進みたいと思う。 

〔委員〕 

  待ち合わせの場所、居場所の確保をお願いしたい。山間部からのバスでの来

庁などを考えると長時間滞在することが考えられる。 

〔委員〕 

  今の話にように、滞在できてユニバーサルデザインにも配慮したスペースを

設けてほしい。 

〔委員長〕 

  そういったスペースはあったほうがいいと思う。ただ、そういったスペース

を活用する住民の心掛けも必要だと思う。行政サービスがきちんとできること

が基本でありそれに付加価値を付けるという議論だと思っている。 

〔委員〕 

  省資源・省エネルギーとあるが、自然エネルギーを使う計画があるのか。例

えば、屋根の上にソーラーパネルを並べるのも景観上どうかと思う。 

〔事務局〕 

  基本設計などで具体的なことは決めていくことになるが、例えば防寒防湿な

ども省エネルギーへの取り組みとなる。ソーラーパネルなど含め、コスト面も
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あるので何でも付加できるものではない。また、当然限られた面積にもなる。

面積の上限はお示ししているが、職員数などで国の基準もありそれを設計に反

映させることとなる。それに本委員会の考え方などを反映させた上で、基本設

計を作り上げていく過程でも、委員会でご意見をいただければと考えている。

全体の流れとしては、今回の取りまとめを市に報告いただき、それを基に市の

方で基本計画案等を作成し、本委員会の方で基本計画等についてまた議論いた

だくことを考えている。 

〔委員〕 

  せっかく近くに厳木川も流れているので、小水力発電など考えられているか

と思い発言したところだ。 

 

  ２ 新たな厳木市民センターの機能 

〔委員〕 

  公民館の機能とあるが、研修室の広さはどうなるか。老人会４００名が収容

でき、文化祭などもできる広さが必要だ。２階に作るとなるとエレベーターも

必要となる。 

〔事務局〕 

  想定ではあるが、文化祭等ができる広さは確保できればと思う。ただ、普段

は広くても使われないことが多いので、仕切りを付けて会議室として利用でき

るようにするなど考えられる。例えば、相知の交流文化センターが広いスペー

スを３つに分けて普段は使用されている。具体的に何人収容できるか、何階に

作るかなどは設計に入ってみないと詳細は分からない。 

〔委員〕 

  一番大きな団体の老人クラブの総会等で３００～４００人を収容できるスペ

ースは必要だろうしエレベーターも必要だ。 

〔事務局〕 

  そういった部分も考慮していきたい。 

〔委員長〕 

  青写真的なものが無いと具体的な議論はできない。そういったものが出来て

から改めて議論をすることをお約束して、本日のところは機能的な部分を議論

いただきたい。 
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  行政機能、公民館機能等に分けると、それぞれの条例が足かせになって利用

できなくなるという問題をどうにかするべき。保健センターを利用しようとす

ると目的外使用で利用できないということも実際にあっている。 

〔委員〕 

  老人会関係で利用を申し込んだが断られた。 

〔事務局〕 

  一般の方に何でも開放するということはできず、行政の目的のなかで利用さ

せてもらっている。 

〔委員長〕 

  使い勝手が悪いと施設は利用されなくなる。 

〔委員〕 

  住民に利便性がある機能として社協や JA 等が示されているが、JA について

は部屋ができるのか、今の JA がどうなるのか。利便性という点では ATM も

欲しいと思う。 

〔委員長〕 

  ATM もコストが掛かり、一定の取引が無いとペイしないようだ。A コープや

給油所も含め、皆で協力して利用する意識を持ってほしい。 

〔委員〕 

  農家が 380 戸ほどで多くはないが、それでも営農活動するためには営農貯金

も必要で、地域の高齢化も高く高齢者の利用も多い。農家や住民のライフライ

ンとなっていることは認識している。建物自体も建設から４０数年から５０年

経過しているが経営の効率化もあり建て替えはなかなか難しい。今回、こうい

った検討をいただいていることを本所にも伝えているが、面積や金庫、賃貸借

料などの難しい問題がある。 

〔委員長〕 

  現在のコミセン周辺なども地域で日々の整備をしたりしている。地域で施設

等を守っていく気概が必要である。 

  新しい市民センター敷地に芝生公園をという要望もあるが、一方では駐車場

が狭くなる、現在のコミセンに車を止めて歩くのかというという意見もあるし、

では現在のコミセン周辺のサクラも含め公園化しようという意見もある。十人

十色である。これが一番いいというのは無くて、住民全体の整合性を取る作業
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が今後出てくる。 

〔委員〕 

  危惧しているのが、周辺の県道市道に歩道が無いということと、中島交差点

に歩行者が待つスペースが無いこと。歩道設置と交差点改修が必要である。現

在の JA 厳木支所からコミュニティセンターにかけて、また市道笹原中島線に

ついても中島交差点周辺を全体的に拡張する必要があると考える。 

〔委員〕 

  厳木町に於いて、JA は正に中心となってまちづくりをしている。JA 支所や

A コープ、給油所が無くなると地域の疲弊は避けられない。 

〔委員〕 

  JA と市の方で早く話を進めてほしい。また、歩道設置や交差点改修につい

ても協議を進めてほしい。 

〔委員長〕 

  行政や JA、地域等が手を取り合って地域づくりを進めないといけない。 

〔委員〕 

  A コープは利用しているが、産直野菜などもっと JA らしい品揃えをしたら

いいと思う。こども園も近隣にできるし、消費者としての提案などしていけば

もっと良いものになるのではと思っている。 

  また、コミュニティセンターはどうなるのか。 

〔事務局〕 

  コミセンについては、補助金等の関係もありすぐには壊せないと思っている。 

〔委員長〕 

  今回のとりまとめがすべてではなく、弾力的に考えていただいていいかと思

う。 

 

  ３ 新たな厳木市民センターの建て替え場所 

意見無し 

  

 ４ 新たな厳木市民センターの規模 

〔委員〕 

   上限として 3,240 ㎡とあるが、広さは大丈夫かと心配している。 
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〔委員長〕 

   上限として示されているこの数字を基に議論をしないと、すべてゼロからの

出発となる。上限については認めざるを得ないのではないか。 

〔委員〕 

   前回の会議で利用頻度の資料があったが、利用頻度が低い部屋が結構あるよ

うな数字だった。行政側の会議室等との併用なども考えると、回転率１００％

に近いものにしていけば充分足りるのではという印象がある。 

〔委員〕 

   前回の会議でコミセンの体育館部分の建設は考えていないとの話だった。文

化連盟や老人クラブは人数も多く、今までの文化祭や総会が出来るように会議

室や研修室等を広く取って欲しい。また、照明や音響にも配慮をお願いしたい。 

〔委員長〕 

   先程の意見については、抽象的ではあるがとりまとめ（案）で示していると

いう判断でよろしいかと考える。詳細な内容については今後の議論に反映して

いただきたい。 

〔委員〕 

 先程提案した市道県道拡張の必要性について、４の(2)の②の「配置」に具体

的に掲載いただきたい。 

〔事務局〕 

 ４の(2)の②の「配置」については、用地の中で施設をどう配置するかという

観点で示されている。道路拡張等について掲載するのであれば「周辺整備」と

して別項とするのはどうか。 

〔委員長〕 

   別項として周辺整備について追加記載した上で、内容については議長一任で

加筆修正した上で各委員にお送りする。それをもって、本日の議論も踏まえた

ものとして本庁舎検討委員会のとりまとめを唐津市に報告したい。 

   これまでの議論やとりまとめについて、各組織や地域でも話し合っていただ

きたい。これにて閉会する。 

以下余白 


