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発行者 成東駅南側周辺まちづくり協議会
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成東駅南側周辺

成東駅前広場デザイン検討(案)がまとまりました！
平成26年8月31日(日)に、平成26年度 第2回まち

づくり協議会を開催しました。
当日は23名の会員に出席いただき、昨年度から協議

を続けてきた駅前広場デザインの最終案について、残っ
ていた課題への対応案を確認し、議論を行いました。
また、次回以降で協議が予定されている「交流のあり

方検討」について、千葉県内及び周辺の観光案内所の動
向報告を行いました。

成東駅前広場デザイン検討(案)で残っていた課題への対応について
前回の協議会では、「駅前広場のデザイン 修正案」について議論し、概ね承認を

戴きましたが、若干の課題が残っていました。このため、事務局が検討した対応案に
ついて協議を行いました。

平面イメージ図

カウンター一体型ベンチのデザインとこれに繋がる舗装材の曲線案を検討する課題1

作田川の流れをイメージした舗装材の曲線と一体となるベンチを今後検討するとして
いたことから、昨年度に実施した駅前広場デザインコンペで、カウンター一体型ベンチ
を提案された高橋咲さん（千葉大学工学部）の協力を得て、デザインを作成しました。

【実施にあたってのポイント】

・舗装材で緩やかな曲線を表現した先に、ｶｳﾝﾀｰ
一体型ﾍﾞﾝﾁを設置し、人の流れを誘導

・天板部分は木製とし、耐久性や排水性に配慮し
た素材を検討

・ｶｳﾝﾀｰ一体型ﾍﾞﾝﾁの背後は樹木等で潤いを演出

曲線を用いたﾍﾞﾝﾁの例

樹木を配置

立面イメージ図

第2回協議会での
意見と対応

（概 要）

・デザインについての意見はありませんでした。

・喫煙の可否やゴミ箱設置についての質問が寄せられたこともあり、
今後、運用面を市内部で検討していくことになりました。
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交番設置ができないかを確認する課題3

風よけの設置と材質を再検討する課題2

キャノピーの高さとの関係で、風が吹くときは濡れることが考えられるので、障害者
用・タクシー乗降場付近だけでも風よけを設置できないか材質を含めて再度検討してほ
しいという意見を受け、事務局内部で検討を行いました。

【検討結果】

・台風など、横殴りの雨に対しては風よけをつけても防ぎき
れないことが想定されます

このため、当面は設置しないこととし、整備後に必要性が
強い場合は追加工事で対応したいと考えます

第2回協議会での
意見と対応

（概 要）

・駅前広場に乗り入れるバス路線によっても利用者数等は変動すると
思うので、整備後の検討で良いという意見がありました。

-------------------------------------

・協議会では、当面は風よけは作らず、整備後の駅前広場の利用状況、
あるいは降雨時の状況を鑑みて、必要に応じて設置を要望すること
で意見がまとまりました。

防犯対策のために交番設置ができないかという意見を受け、事務局が確認を行いま
した。

【結果】

・市は、地域の意見をとりまとめて関係機関に交番設置を要望す
る場合は、市全体の状況を見て要望を行う必要があります。この
ため、地域の意見だけでなく、市内部でも必要性の検討をさせて
戴く可能性があります。

第2回協議会での
意見と対応

（概 要）

・交番設置のハードルは高そうなので、移動交番の設置を要望した方
が現実的かもしれないという意見がありました。

・交番ができたとしても、警察官が常駐しているとは限らないという
意見がありました。

-------------------------------------

・協議会では、駅並びにその周辺の安全性を確保する方法を講じてほ
しいということを提言書に入れることで意見がまとまりました。



今回の協議会で「成東駅前広場デザイン検討(案) 」の
協議は終了し、提言書をとりまとめて後日、椎名市長へ
提出することとなりました。

警察との協議の中で、交通安全面から駅前広場内で一般車両の一時停車スペースの確
保が難しいことを受け、駅前広場の周辺での確保などを市側で検討してほしいという意
見があったことから、事務局内部で検討を行いました。

第2回協議会での
意見と対応

（概 要）

・駅前広場内で一般車の送迎待ちができるようにならないと、使いづ
らいという意見がありました。

・周辺に一般車の送迎待ちスペースを設けても台数が足りないのは問
題だと思うという意見がありました。

・整備後はバス乗降場で一般車が送迎を行う可能性が高くなると思う
という意見がありました。

・交通島に植樹等を行わず、自動車の一時停車ができるようにしては
どうかという意見がありました。

・人口減少や高齢化が進むなかで、現在と同規模の駐車場を作る必要
があるのか、将来の姿を見て取り組んでいきたいという意見があり
ました。

・その他の意見として、県道部分（成東駅南口線）で計画している横
断歩道の箇所が少なく、利便性が低いため設置を要望したいという
意見がありました。

-------------------------------------

・協議会では、一般車両の一時停車スペースの確保について多様な意
見があったため1つの要望への集約は行わず、それぞれを併記し提言
書に整理して提出することになりました。

一般車両の一時停車スペースの確保について今後、広場とは別に検討する課題4

【検討結果】

・駅周辺にある市有地の一部を活用して、送迎用の一時待機
場所設置を検討中です



皆様のご意見をお寄せください

成東駅南側のまちづくりについて、皆様のご意見を事務局へお寄せください。
なお、いただいたご意見は、協議会で報告するほか、この協議会ニュースでご紹介させていただ

く場合がありますので、ご了承ください。

【ご意見送付先】
山武市都市整備課
成東駅南側周辺まちづくり協議会事務局
〒289-1392 山武市殿台296

ファクス：0475-82-2107
電子メール：toshiseibi@city.sammu.lg.jp
※ファクス、電子メールは共用ですので、宛先をご記入ください。

ご紹介した観光案内所の事例

次回（10月開催予定）は、成東駅前の観光案内所の現状を確認す
るほか、事例からみた交流機能の動向、視察先選定について協議
を行う予定です。

交流のあり方検討について

次回の協議会から、交流のあり方検討について本格的な協議が予定されており、予
備情報として「千葉県内及び周辺の観光案内所の動向」について、事務局から報告を
行いました。

２

【千葉県内】
１．富津市 観光案内所「石の舎」とPizza Gonzo
２．南房総市 道の駅とみうら枇杷倶楽部
３．松戸市 松戸探検隊ひみつ堂
４．銚子市 観光案内所
５．御宿町 観光案内所
６．鴨川市 観光案内所
７．市川市 観光・物産案内所
８．浦安市 観光インフォメーション マーレ
９．勝浦市 観光案内所
１０．我孫子市 インフォメーションセンター
【千葉県周辺】
横浜市 桜木町観光案内所
埼玉県長瀞町 観光情報館

【事例の着目点】
●地域住民と行政が協力して、活発な取
り組みを行っている事例

●山武市と同規模の市町村での取り組み
事例

第2回協議会での
意見（概要）

・南房総市の富浦駅前にある観光案内所が地元木材を使った施設なの
で紹介してほしいとの意見がありました。
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＜第15号＞
平成２６年１１月発行
発行者 成東駅南側周辺まちづくり協議会
（事務局）山武市都市建設部都市整備課

〒289-1392 山武市殿台296
電話 0475-80-1191・1192

成東駅南側周辺

成東駅前での交流のあり方検討がスタートしました！

平成26年10月19日(日)に、平成26年度 第3回まち

づくり協議会を開催しました。

当日は１９名の会員に出席いただき、成東駅前の観光

案内の現状と、県内他都市の観光案内の動向について、

関係者や専門家にお話を伺い、議論を行いました。

また、県内及び周辺の観光案内所の事例を参考に、視

察先の選定を行いました。

現在の成東駅前の観光案内所が担っている役割と特徴について

成東駅前に設置されている観光案内所「わが街ご案
内処」の役割と特徴について、NPO法人 山武市観光
協会 秋葉会長（まちづくり協議会常任委員）にご説
明いただきました。

１

NPO法人山武市観光協会が

事務局、観光案内窓口を行っています

【案 内 業 務 】道案内、観光施設案内、宿泊案内、体験案内、グルメ案内など

【観光情報発信】HP、パンフレットによる情報提供

【一時待ち合い】いちご狩り送迎、宿泊施設送迎

【 そ の 他 】観光PR／イベント、観光案内・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ／ツアー協力等

【市 民】病院、花屋など生活圏域に関する道案内が多い

【来訪者】冬～春：イチゴ狩り 夏：海水浴 秋：比較的少ない

【利用者の交通手段】

いちご狩り：車が多いが、電車の場合は送迎車利用も多い

海水浴：車が圧倒的に多い。

観光案内所の利用者（来

所、電話対応の総数）は、

イチゴ関係が約

50%(6,250件)と最も多

く占めています。

また、交通案内が約

20%(2,618件)、その他

の観光案内が10%(1,252

件)などとなっています。

観光案内所の利用者数（来所、電話）

資料提供：山武市観光協会

運営体制

案内所の
機能

利用者の
特徴



千葉県内及び他都市の観光交流の動向について

前回の協議会でご紹介した事例の補足説明と、事例から見えてくる現在の観光交
流の動向について、福田百合さん（(一財)都市みらい推進機構UIT事務局、元 館山
市観光協会）に、ご説明いただきました。

2

①観光案内所で一般的に求められる機能

②近年取り入れられた、今後求められる案内所の新たな機能（役割）について

官民連携による運営体制

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体、各種団体との連携

財源の確保

人材の確保

ア.運営サイ
ドで求められ
るようになっ
た事項

観光情報収集  体験案内、施設／見学先案内、散策案内等

宿泊案内／斡旋、交通案内  手荷物一時預かり  名産品、土産物紹介、販売 など

一人の力ではやれることに限界が
あるので、多くの人が参画できる
ような運営を行っています。

イ.来訪者向
けに求められ
るようになっ
た事項

個人旅行相談窓口、コンシェルジュ、旅行ガイド

・体験型観光（地元の人とのふれあいや、その土地ならではの体験を提案）

・無線LAN利用などの情報収集機能 ・レンタサイクル ・商農工連携

・鉄道、バス会社との連携 ・近隣市町村を含む広域案内（周遊プラン）

・多言語化 ・フリースペース、カフェスペース など

運営の多様化、機能の多様化が進むなかで、
多くの人が（緩やかに）関われる場づくり、仕組みづくりがポイントです。

意見交換を行いました３

現在の成東駅前の観光案内所が担っている役割と特徴について

・利用者数の内訳をみると、年間を通じ
て交通案内やその他の観光案内の利用が
行われており、この部分は重要なのでは
ないかと感じた。

・お客様に満足感を持っ
てもらうことが一番の
ＰＲになると感じる。

・イメージを限定するので
「観光案内所」という言
葉は使わず、柔軟にアイ
デアを出して交流のあり
方を考えると良いと思
う。

・成東朝市などの場で地域の魅力などの
情報発信を行うなどの方法も考えると、
広がりが出てくるのではないかと感じ
た。

・市内外の人々の交流で市の
魅力を広げていくために、ま
ず市内に住む人が山武市のこ
とをもっと知ってもらうこと
が必要ではないか。

・バスの時刻を見ていた折に、
案内所の職員さんが声をかけ
てくれて積極的で良い印象を
持っている。



皆様のご意見をお寄せください

成東駅南側のまちづくりについて、皆様のご意見を事務局へお寄せください。
なお、いただいたご意見は、協議会で報告するほか、この協議会ニュースでご紹介させていただ

く場合がありますので、ご了承ください。

【ご意見送付先】
山武市都市整備課
成東駅南側周辺まちづくり協議会事務局
〒289-1392 山武市殿台296

ファクス：0475-82-2107
電子メール：toshiseibi@city.sammu.lg.jp
※ファクス、電子メールは共用ですので、宛先をご記入ください。

次回（11月開催予定）は、先進地事例視察を行い、交流のあり方を
検討するためのヒントを集めます。

千葉県内及び他都市の観光交流の動向について

意見交換を行った結果、先進地事例として

「富津市（観光案内所「石の舎」）」、

「南房総市（道の駅とみうら枇杷倶楽部）」、

「松戸市（松戸探検隊ひみつ堂）」 の3箇所を視察することになりました。

・事例紹介のうち、富津、南房総、松戸
の3つが特徴があるのではないかと思っ
ている。

・南房総市の場合は市町
村合併で行政区域が広く
なったため、1箇所で全
ての地区の観光案内を行
うのは難しいのではと考
えたことがある。

・ 「九十九里の玄関」を
つくるなら、山武市を訪
れる観光客だけではパイ
が小さいため、九十九里
浜に面している各市町村
をまとめて情報発信でき
ないだろうか。

・成東駅前の場合は、市内及び周
辺へ観光客を誘導するための入
り口として情報発信基地に専念
すると良いと思う。

・富津の観光案内所に行ったことがある
が、飲食スペースが主体で、一緒に観
光案内を行っているという印象がある。

・南房総市や館山市などでは、
自治体と地域観光業者が一
丸となって観光客を取り入
れようとしており、行政側
のバックアップも必要だと
感じる。

・運営する組織や規模はそれ
ぞれだが、大規模な観光案
内所の例をそのまま山武市
に持ってくるのは難しいこ
とを意識した方が良いと思
う。

・視察に行った際に、駅の近くにこういう場を
作ったときに自分ならどのように運営するか、
どういうことをやってみたいか、利用側として
何が欲しいかという視点を持つと良いと思う。





＜第16号＞
平成２６年１２月発行
発行者 成東駅南側周辺まちづくり協議会
（事務局）山武市都市建設部都市整備課

〒289-1392 山武市殿台296
電話 0475-80-1191・1192

成東駅南側周辺

成東駅前での交流のあり方検討のため、
県内先進地の事例視察会を開催しました！

平成26年11月29日(土)に、平成26年度 第4回まちづくり協

議会を開催しました。

当日は12名の会員に出席いただき、これから成東駅前での交流

のあり方を検討するための参考事例として、富津市、南房総市、松

戸市を訪れ、それぞれの地域の観光案内所及び、観光交流の取り組

みについて第一線で活躍されている方々から貴重なお話を伺うこと

ができました。

石の舎（いしのや） 富津市 JR浜金谷駅そば

富津市のJR浜名金谷駅そばに立地し、空き店舗を活用した、観光案内所と房州石
の石窯と地元食材を売りにするピザ店が共存する「石の舎（いしのや）」の生い立
ちについて、富津市観光協会の鈴木副会長からお話を伺いました。

視察先１

・2008年に空き店舗が発生したのを契機に駅前から移転。

・予算の制約があり、建物の改装を県外の学生プロジェクトで実施。
学生のほか、地元の人たちが協力し合い、手作りで完成。

・当初は観光案内のみだったが、観光案内の人件費を捻出するため、
営業場所を探していたピザ屋店主と希望が合致し、2011年にピ
ザ屋兼観光案内所として再オープンし現在に至る。

・房州石を活かしたサービス提供に着目し、石窯の外装は房州石。

・運営は比較的マイペースで、お店を急に休むこともあるが、「ゆ
るさ」が継続するための秘訣かもしれないとのこと。

・今後はお客さんを増やしていくのが課題とのことでした。

概要について

代表的な質疑応答

質問：ピザ屋さんは地元出身者か？

→ 回答：県外出身者です。

まちの中の人だけでやろうとしてもマンパワーが

ないので、まちの魅力をFacebookなどで上手く発信

し、興味を持った人に協力してもらう方法をとってい

ます。

質問：空き店舗を使うことに周囲の反対意見はなかったのか？

→ 回答：建物がフェリーやロープウェーを使う登山客のルート

上にあり、情報発信の場として良いという考えだった

ので反対意見はありませんでした。

一方で国道から見えないことはデメリットだと感じて

います。（駅前には案内板を設置）

施設の紹介を行う、
観光協会の鈴木副会長

鈴木副会長の説明に
耳を傾ける協議会員の皆さん

開店前の施設に入り、
ピザ屋の店主ご夫妻にも

お話を伺いました

鈴木副会長によると、椅子や机は
廃業したホテルから調達したそうです



南房総市観光インフォメーションセンター、

道の駅とみうら枇杷倶楽部 南房総市 国道127号沿

富津館山道路富浦インターチェンジそばの国道127号
沿いに立地し、高速バスの乗降場に併設した観光イン
フォメーションセンターを視察しました。

その後、地元特産の枇杷に着目して多くの来訪客が訪
れる「道の駅とみうら枇杷倶楽部」の生い立ちについて、
道の駅の運営会社（㈱ちば南房総）の鈴木取締役からお
話を伺いました。

視察先２

南房総市観光インフォメーションセンター

代表的な質疑応答

質問：商工会の人たちは観光協会と協力しているか？

→ 回答：両組織の会員は兼務している人が大半のため、連携が保たれていると思います。

質問：金谷地区以外の広域の観光案内も行っているか？

→ 回答：わかる範囲で答えていますが、全てカバーができているわけではありません。

質問：他の地域との連携をとることはあるか？

→ 回答：共同のプログラムの開発などは行っておらず、相互にパンフレットやポスターを掲示

する程度です。

質問：ホームページではピザ屋さんの評判が高いがリピーターは多いか？また、経営面では順調か。

→ 回答：房総地域自体はリピーター客が多くピザ屋についても同様です。

なお、ピザ屋は繁盛しています。

質問：当該施設を使って、住民が催し物をすることはあるか？

→ 回答：スペースが狭いため、周辺の施設や公園などで行う事が多いです。なお、当該施設で

は会議の開催や、JRの駅からハイキングなど、イベント開催時にお茶の振る舞いなど

を行っています。

・今年の５月にオープンしたばかり。市町村合併後も各地で活動し
てきた観光協会の各支部が1箇所に統合。

・観光案内の他、レンタサイクル（電動アシスト）、東京・新宿・
羽田・横浜・千葉行きなどのバス乗車券販売を実施。（乗り場は
センター横）

概要について

質問：観光協会の事務局が1箇所に集まったが、残った施設を

観光案内の中継地として使ったりしているか？

→ 回答：本施設のほか、２箇所で案内を行っている。

（廃止した箇所も数カ所あるとのこと。）

代表的な質疑応答

観光ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰの外観を視察

視察中に到着した高速バス（新宿行き）
写真左側は道の駅とみうらの建物

観光ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰの紹介を
してくださった観光協会のみなさん



道の駅とみうら枇杷倶楽部

・1993年に千葉県内の道の駅1号店としてオープン。

・第3セクターで運営。設立のため、役場職員のほか民間出身者が事務所を設置。

・地元商業者との競合を避けるため、房州枇杷の加工品を地元以外の人に売ることに着目し、オリ
ジナル商品を開発。販売の9割が域外からのお客様となる。

・お客様を集めるため、周辺観光地の体験もセットにした1日遊べるプランを立案して観光会社に売
り込みを実施。

・最近は農業に着目し、菜の花摘みや枇杷の研究栽培なども実施。

・国の補助金など、使える制度は有効活用。

・地域と一体になって運営してきたので、これからも連携を続け、地域自体が活性化できるような
形で進めていきたいとのことでした。

概要について

質問：商品開発に力を入れているように感じたが、どのような人が開発に関わっているのか？

→ 回答：商品開発は自社で行い、従業員やコンサルタント、製造業者など色々な人が様々な

開発に関わっています。

現在は50種類弱のオリジナル商品が存在し、県外の道の駅などへの卸も行っていま
す。

房州枇杷以外にも切り花が特産で、他地域の道の駅に寒い時期に切り花を卸したりも

しています。

質問：第3セクターで会社を立ち上げた当時のエピソードを聞かせてほしい。

→ 回答：民間出身者と行政出身者のそれぞれ良いところを持ち寄ることができたことができた

と感じています。民間は商売や営業のノウハウを。行政は組織の知名度や行政内部で

の折衝力などを挙げることができると思います。

代表的な質疑応答

道の駅とみうら枇杷倶楽部の建物

道の駅立ち上げ当時の
エピソードをお話しくださった鈴木取締役

鈴木取締役のお話に耳を傾ける協議会員
の皆さん



松戸探検隊ひみつ堂 松戸市 松戸駅そば

松戸駅そばの流山街道沿いに立地し、大正時代の商店の建物を活用した民間の観
光案内所「松戸探検隊ひみつ堂」の生い立ちについて、運営者の石上さんとボラン
ティアガイドの野中さんからお話を伺いました。

視察先３

・15年ほど前に、国の重要文化財「戸定邸」とその庭園を市内外の人々に紹介したかったことが
きっかけで、観光ボランティアガイド（松戸シティガイド）を立ち上げ。メンバーは60名弱で女
性が2/3を占め、30代～80代までと多岐にわたる。

・市内には観光案内所がなく、自分達で有限責任事業組合を立ち上げて出資をして古民家を借りて
観光案内所を始めることに。

・運営経費が足りないので、市の補助金のほか、応援団として「サポーターズクラブ」をつくり、
年会費を運営経費に充てている。

・案内所のスタッフはボランティア。シティガイドのメンバーのほか、劇団員や松戸の観光大使、
市役所OBなど手伝ってもらえそうな人に声がけして運営。近年はボランティア希望の人も現れて
いる。参加している人は楽しんで続けてくれる人が多い。

・観光案内所のほか、自転車店が同じ建物に入居。同じ敷地内には、アトリエなどとして若者達が
利用するシェアハウスが併設され、数ヶ月に1度のバザー開催など入居者同士の交流も盛ん。

・市は全てをサポートするわけではなく、できる範囲で応援してくれる存在。

・色々な人たちと出会いができる「地域の縁側」を目指しているとのことでした。

概要について

質問：ボランティアガイドの中には、会社員の人もいるか？

→ 回答：色々な人がいるが、東京に通勤しているガイドもおり、主に土日に活動されています。

そのほかの人も、午前午後など、スケジュールを組んで入ってもらっています。

質問：行政はどれだけ関与しているか。

→ 回答：建物を借りるときに力を借りたほか、観光協会の親しいスタッフにボランティアで

手伝ってもらったりしているなど、同じ立場で良好な関係を保つことができています。

代表的な質疑応答

ひみつ堂運営者の石上さん（右）と、ボラン
ティアガイドの野中さん（左）

ひみつ堂の内部。
隣の部屋は自転車店です。

石上さんの説明を受ける協議会員の皆さん

中谷座長からのメッセージ視察を終えて

実際に会って、場所を見て、お話を聞いてみると、それぞれがずいぶん違
うなという感じを受けました。スケールも違えば内容も違いますので、そ
れをそのまま成東の駅前で使えるか、またいろいろ考えなければいけない
点はあると思います。

そう言いながらも、取り組み方、取り組んでいる内容、場の設定の仕方な
どは十分取り入れることも考えられるのではないかなとも思いました。



皆様のご意見をお寄せください

成東駅南側のまちづくりについて、皆様のご意見を事務局へお寄せください。
なお、いただいたご意見は、協議会で報告するほか、この協議会ニュースでご紹介させていただ

く場合がありますので、ご了承ください。

【ご意見送付先】
山武市都市整備課
成東駅南側周辺まちづくり協議会事務局
〒289-1392 山武市殿台296

ファクス：0475-82-2107
電子メール：toshiseibi@city.sammu.lg.jp
※ファクス、電子メールは共用ですので、宛先をご記入ください。

次回（２月開催予定）は、これからの成東駅前での交流のあり方に
ついて、議論を行います。

帰りの車中で、感想を話し合いました

・ひみつ堂さんの話を聞いて、パンフ
レットを置くだけの案内ではなく、人と
ふれあうということが重要、必要だと感
じた。

・枇杷倶楽部のように行
政と民間が上手く組み
合わさる運営方法も良
いのではと感じた。

・その反面、一方だけが
頑張っても空回りする
のでバランスが重要だ
と感じた。

・石の舎さん周辺では、行
政ができる、民間ができ
る施設案内を使い分けて
いて、その工夫が良いと
感じた。

・視察先を巡って、自分なり
の考え方でアイディアを出
して実行している点が共通
点だと感じた。

・また、ひみつ堂さんのリー
ダーシップがすごいと感じ
た。

・一緒に取り組んでいくこと
ができる、地元の協力者を探
すことがとても重要だと感じ
た。

・人、モノ、金のバランス
だけでなく、民間と行政
が協力することも大切だ
と感じた。

・成東駅前をベースにして、
山武市全体に観光客をど
のように誘導できるかを
これから考えていきたい。

・山武杉や海、伊藤左千夫
や斎藤信夫先生など、地元
にある大事なものを、交流
に活かすことができれば良
いと感じた。

・複合施設などにして、採算がとれ
る方法をとらないと、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ運営
だけでは継続するのは難しいと感じ
た。

・施設の魅力よりも人の
魅力が重要だと感じた

・駅利用者だけでなく、
自動車利用にも配慮し
た方が良いと感じた。

・若い世代のリーダー
の応援ができるように
なりたいと感じた。





＜第17号＞
平成２７年２月発行
発行者 成東駅南側周辺まちづくり協議会
（事務局）山武市都市建設部都市整備課

〒289-1392 山武市殿台296
電話 0475-80-1191・1192

成東駅南側周辺

成東駅前での交流のあり方の方向性を議論するため
意見交換を行いました！

平成27年2月1日(日)に、平成26年度 第５回まち

づくり協議会を開催しました。

当日は１３名の会員に出席いただき、先に事務局か

ら11月末に開催した視察会のまとめを報告しました。

その後、成東駅前で市内外の人々が交流を行う材料

となる、食や風土、歴史など山武市のセールスポイン

ト（山武市の“売り”）や、交流活動のアイデアにつ

いて意見交換を行いました。

寄せられた感想の共通点を報告しました視察会のまとめ

【感想の共通点】視察先の取り組み、特徴や工夫している点

【感想の共通点】成東駅前にあると良いと感じたこと

できることからはじめてみる

色々な人・組織を巻き込み、
楽しく運営

口コミ、ネットを使って情報
提供、ファンを増やす

複数の取り組みを同時に提
供、多様な人を集める工夫

目の前だけでなく、周
辺にある資源も積極活
用

手作り感

補助金などを積極的に
活用

＜施設系＞

案内所と店舗、他の機能の複合施設

ギャラリー・作品展示機能

カフェ、飲食店

アンテナショップ（物産販売）

待合室、高速バス発着所

体験工房

IT設備

山武杉の活用

＜案内誘導系＞

道しるべ、観光案内板

＜ソフト施策＞

市民向けの交流情報案内

市外から来られる人向けの情報案内

周辺市町村と連携した観光案内

ボランティアガイド

レンタサイクル

スタンプラリー、おみくじ

＜運営に関わる人材育成＞

ボランティアの参画

市民の自主運営、笑顔のある人、良いリー
ダー

人材開発、小中学校で歴史地理の学習

富津市
（観光案内所「石の舎」）

南房総市
（観光インフォメーション
センター、道の駅とみうら

枇杷倶楽部）

松戸市
（松戸探検隊ひみつ堂）



皆様のご意見をお寄せください

成東駅南側のまちづくりについて、皆様のご意見を事務局へお寄せください。
なお、いただいたご意見は、協議会で報告するほか、この協議会ニュースでご紹介させていただ

く場合がありますので、ご了承ください。

【ご意見送付先】
山武市都市整備課
成東駅南側周辺まちづくり協議会事務局
〒289-1392 山武市殿台296

ファクス：0475-82-2107
電子メール：toshiseibi@city.sammu.lg.jp
※ファクス、電子メールは共用ですので、宛先をご記入ください。

次回（３月開催予定）は、交流のきっかけを材料にした活動アイデアの議
論を行い、成東駅前で行うことができる交流活動の整理を行います。

交流のきっかけをみんなで探しました意見交換

＜いちご以外の山武の“売り”＞

★グルメ

太巻き、なめろう、鰯のごま漬け

ジャンボ落花生（おおまさり）

いちご大福

はばのりのお雑煮（はば雑煮）

九十九里海っ子ねぎ

塩（NHK「ｷｯﾁﾝが走る」で紹介）

★風土

槇の木の生け垣、方言

★歴史、伝承

地区の言い伝え、地名の由来

郷土芸能保存会（日曜日開催、無料）

囃子、神楽、太鼓、獅子舞etc

＜運営に関わる人材育成＞

手作り写真集、観光ﾊﾟﾝﾌをみんなで作る

ボランティアガイドの育成

既存の各種団体が活動PR

＜リピート客増加＞

「旅の思い出雑記帳」を設置し、記載者
にﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙを発行する

＜人を呼ぶアイデア＞

体験プログラムの提供

九十九里海っ子ねぎを使ったフルコース
料理の提供

泥付きのネギを直売所で販売

花粉症にネギがきくので山武で体験して
もらう

＜2020年東京オリンピック・パラリンピック＞

オリンピックの事前キャンプ地決定（ス
リランカ）

スリランカとの青少年相互交流事業、青
少年スポーツ支援事業

成田空港に近い

山武市には苺や海水浴、山武杉などよく知られたセールスポイントもありますが、
年間を通じて様々な交流を行うためのきっかけとなる多くの“材料”が必要です。
このため、食や文化を中心に、話題となる材料としてどのようなものがあるか意見

交換を行いました。
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成東駅南側周辺

成東駅前での交流活動のアイデアをみんなで議論しました！

平成27年３月15日(日)に、平成26年度 第６回ま

ちづくり協議会を開催しました。

当日は17名の会員に出席いただき、前回の協議会で

議論した「交流のきっかけ」となる材料を基に、先に

協議会有志と事務局が検討した交流活動案（アイデア

の宝箱）の提案を行いました。

その後、意見交換を行い、「良いね！」、「自分た

ちでできそう！」と感じる交流活動案に投票してもら

いました。

協議会有志と事務局が33のアイデアを提案しました交流活動案の提案

交流のきっかけとなる材料（抜粋）

＜いちご以外の山武の“売り”＞ ＜運営に関わる人材育成＞ ＜リピート客増加＞

＜人を呼ぶアイデア＞ ＜ 2020年東京オリンピック・パラリンピック＞

３３の交流活動案（アイデアの宝箱）

※ ①～⑦：第5回協議会で出たアイデアを整理
⑧～⑲：事務局（3名）が検討したアイデア ⑳～㉝：協議会有志（3名）が検討したアイデア



「良いね！」、「自分たちでできそう！」と感じる
アイデアに投票してもらいました

投票

最初に提案した３３のアイデアと、意見交換で提案された３
つのアイデアを対象に、協議会内で投票を行ってもらい、注
目度の高いアイデアを確認しました。
その結果、「良いね！」と「自分たちでできそう！」の両方
ともに注目度が高かったものは次の通りです。

アイデアの追加や感想が寄せられました。意見交換

「アイデアの宝箱」の提案を受け、協議会内で意見交換を行いました。

スタンプラリーを行う場合
は、宝探しゲームのような
「回りたくなる仕掛け・目
標」をつくる必要がある。

海に近いので、「魚」に着
目するのは良いと思った。

市内に桜並木や菜の花畑など
の風景をつくり、駅前でＰＲを
すると良いと思った。

1箇所で全てのアイデアに
取り組む必要はなく、色々
な人や団体と連携して活動
が展開できれば良いと思う。

山武市内でスリランカの方
が飲食店を開いている。

また、意見交換の中で、3つのアイデアの追加提案がなされました。

地魚を使った料理を駅前で提供する。

市内で桜の木や菜の花畑を育て、駅前で情報提供したり、現物を展示したりする。

アイデアの実施場所を1箇所に限定せず、駅周辺の各所で行おう。

手作りの写真集や観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄをみんなで作る

ボランティアガイドの育成のための講習会を行う

フォトコンテストの展示ブースを設置する

駅広工事用の塀に子どもに絵を描いてもらう

（それぞれの小学校でそれぞれの地区のPRを描い
てもらう）

仮称「成東”茶”室」の開催

・抹茶と菓子の販売

・左千夫短歌大会に向けたプレイベント

・テーマ別地域巡りの企画

仮称「いちごスタンド」の設置：

いちご関連商品販売（ソフトクリーム、ジュー
ス、期間限定S１品など）

仮称「地酒ちょいのみスタンド」の開催：

試飲・試食、土産品販売による味覚PR

仮称「成東木工教室」の開催：

①椅子、ベンチ等の設置／ふれる ②木工教室、
工芸教室／食育にも利用

間伐材を使った木工体験 など

レンタルカフェにおける喫茶

駅前をｽﾀｰﾄとするまち歩きイベントの開催



投票集計シート



地魚を使った料理を駅前で提供する。

市内で桜の木や菜の花畑を育て、駅前で情報提供したり、現物を展示
したりする。

アイデアの実施場所を1箇所に限定せず、駅周辺の各所で行おう。



皆様のご意見をお寄せください

成東駅南側のまちづくりについて、皆様のご意見を事務局へお寄せください。
なお、いただいたご意見は、協議会で報告するほか、この協議会ニュースでご紹介させていただ

く場合がありますので、ご了承ください。

【ご意見送付先】
山武市都市整備課
成東駅南側周辺まちづくり協議会事務局
〒289-1392 山武市殿台296

ファクス：0475-82-2107
電子メール：toshiseibi@city.sammu.lg.jp
※ファクス、電子メールは共用ですので、宛先をご記入ください。

平成27年度は、今回の提言書を
まとめることからスタートします。
引き続き、ご理解、ご協力いただ
きますようお願いいたします。

投票結果の総括と交流センターでの展開についてまとめ

「アイデアの宝箱」の投票結果を受け、投票結果の総括と、交流センターへの展開
について中谷先生がまとめを行いました。

中谷先生が年間活動のまとめを行いました。

どうもありがとうございました。1年間、
あっという間に終わりましたね。

交流の場として、駅前でどういうことをや
りたいかということ、そのための場にはどう
いうことが必要なのかということをある程度
絞れてきたかなと思っております。

これをもとにして、こういう場所をと
いうことよりは、まだ白紙状態だという
ことですので、協議会としてはこういう
ことをやりたい。そのためにはこういう
場が必要ですという方向で提言書をまと
め、市長に提案したいと思います。

投票数が多いから採用しましょう、少ないからやめましょうということではないと思います。ただ、
できれば全部いろいろな形で運動することで、駅周辺の活気、活動を高めていきたい。

その中でも、今回本当に場に限ってどれを対応していこうかということで考えてみたいと思います。

→交流センターで行うのが望ましいもの

→関係する人や団体と協力して行うのが望ましいもの

→駅周辺に限定せず、別の場所で行うこともできるもの

■モノや情報を展示する展示スペース

：ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄや写真集の提供 各団体の紹介 地域の祭り紹介 伊藤左千夫の情報発信 学生の作品展示 など

■人が集まる・和みスペース

：コンサート 野点 国際交流 レンタルカフェ など

：直売所 ランチメニューの提供 物販 など

：ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄや写真集の検討作業 講習会の開催 体験ｲﾍﾞﾝﾄの開催 絵本の読み聞かせ など





＜第19号＞
平成２７年６月発行
発行者 成東駅南側周辺まちづくり協議会
（事務局）山武市都市建設部都市整備課

〒289-1392 山武市殿台296
電話 0475-80-1191・1192

成東駅南側周辺

平成27年度協議会の活動が始まりました！
平成27年6月14日(日)に、平成27年度 第１回まちづくり

協議会を開催しました。
当日は21名の会員に出席いただき、今年度の協議事項及び

予定について協議を行いました。
その後、３月に開催した協議会の結果を基に、交流活動案

（アイデアの宝箱）の実施に向けた協議を行いました。

平成２７年度の活動目標と予定

まちづくりテーマの実現に向けた

“駅前の交流を実践”
駅前広場整備をきっかけとした
交流のあり方（まとめ）

駅前広場整備をきっかけとした
交流の実践

平成27年度は、 を実現するために、昨年度から継続協議をしてい
る駅前広場整備をきっかけとした交流のあり方を確定させるとともに、交流の実践を
試みる予定です。

※「②交流の実践」の開催時期や内容は、取り組むアイデアによって変化するため、仮予定としています。



平成２７年３月開催の協議会では、協議会有志と事務局が交流活動案を「アイデアの宝箱」として提案しました。これを受けて、

参加者の皆さんから「良いね！」・「自分たちでできそう！」の２つの観点で、投票をして戴きました。
今回は、実際に実践するアイデアを協議会で話し合うための材料として、投票結果を事務局で分析し、参考情報として報告を行いました。

交流活動案（アイデアの宝箱）の実施に向けて



分析結果の感想を話し合い、実験的に行うアイデアを
選定するための議論を行いました。

意見交換

事務局からの分析結果報告を受けて、協議会内で意見交換を行いました。
また、座長の中谷先生の提案で、会員の皆さんに、順番に発言をして戴きました。

日頃、鉄道を利用しないの
で、駅前と日常生活が直結
していない。

写真関係や雑記帳から始
めるといいのかなと思う。
駅の待合室を活用できれ
ば良いのだけれど、どんな
ときに使用できるのか、確
認してほしい。

食べ物関係のアイデアは、法律
面や衛生面で問題がある。
事故の可能性も否定できないの
で、実施は難しいと思う。

いちご狩りなどで若い人た
ちが来訪するので、ジェ
ラートやソフトクリームの開
発をしたらどうだろうか。実際にやってみないと、わ

からないことも多くあると思
う。

雑記帳だったら、管理の手
伝いができる。

色々な人が駅周辺のこれ
までの歴史を写真で記録し
ていると思う。
駅周辺の様子が大きく変
わってきたことを写真展示
してはどうだろうか。

社会人や学生などで吹奏楽を
やっている人もいるので、コン
サートを開催しても良いなと思
う。

写真にまつわる思い
出を一文添えても
らって紹介すると、
もっと良いと思う。

以前は駅前に、パチンコ屋さん、焼き鳥屋さん、本屋さん、
喫茶店など、お店が多くあったよね。
今の駅前には滞留する場所がないと思う。

ボランティアガイドの講習に
興味がある。

飲食はやっぱり必
要だと思う。

【前ページの図内で数字のみ表示しているもののアイデア】
3.既存のまちづくり団体の活動紹介を駅前で定期的に実施する
5.九十九里海っ子ねぎを使ったフルコース料理を提供する
6.泥付きのネギを直売所で販売する
7.花粉症にネギがきくので山武で体験してもらう
10.駅前で野点（のだて）を行う
13.美術、生花等部活動の作品展示を行ってもらう
18.アジフライをはじめとした、アジの調理方法の体験イベントの実施
20.県内大学（建築系）の卒業展示を行う
21.地域のお祭の紹介を行う
22.子どもたちに民話や絵本の読み聞かせを行う
23.2月の市民活動フェスタで展示したパネルを各団体持ち回りで展示する
24.子どもの絵画展、書道展を開催する
31.仮称「なるとう大学」の開催
33.オープンギャラリー



交流の実践に向けて具体的な企画
の検討を行うため、ワーキンググ
ループが有志によって作られ、今
後検討を行うことになりました。

皆様のご意見をお寄せください

成東駅南側のまちづくりについて、皆様のご意見を事務局へお寄せください。
なお、いただいたご意見は、協議会で報告するほか、この協議会ニュースでご紹介させていただ

く場合がありますので、ご了承ください。

【ご意見送付先】
山武市都市整備課
成東駅南側周辺まちづくり協議会事務局
〒289-1392 山武市殿台296

ファクス：0475-82-2107
電子メール：toshiseibi@city.sammu.lg.jp
※ファクス、電子メールは共用ですので、宛先をご記入ください。

次回の協議会（8/30開催予定）では、ワーキンググループの報告を
受けて、アイデアの実践に向けた企画会議を開催する予定です。

意見交換を受けて、中谷先生から、提案がありました。

ちょっと強引かもしれませんが、成東駅周辺にまつわる、思い出のある写
真を皆様に提供していただき、それぞれの思い出を書いてみてはどうかと
思います。なぜその写真を選んだのか。このときはどんな時代だったの
か。こんな思い出があるとか・・・など、コメントを付けて写真展を開催
するというアイデアはいかがでしょうか。

併せて、得意な方には、先ほどジェラート、これを展示会と併せてそこで
販売するとしたら、どういう方法があるのかということも検討してはどう
でしょうか。

ワーキンググループを
結成しました！

実践に向けてこれをうけて協議会では、

成東駅周辺の昔の写真展開催
を企画し、実践するための

検討を行うことになりました。

（あわせて、写真展の開催にあわせてジェ
ラートを販売する方法があるか、検討する
ことになりました。）



＜第20号＞
平成２７年９月発行
発行者 成東駅南側周辺まちづくり協議会
（事務局）山武市都市建設部都市整備課

〒289-1392 山武市殿台296
電話 0475-80-1191・1192

成東駅南側周辺

「交流の実践」ワーキンググループが活動を開始しました！

平成27年８月３０日(日)に、平成27年度 第２回まちづくり協議会を開催しました。

当日は１５名の会員に出席いただき、前回の協議会で結成したワーキンググループの
活動報告を受けて、協議を行いました。

ワーキンググループの活動報告

前回の協議会の結果を受けて、成東駅周辺の昔の写真展開
催を企画し、実践するための検討を行うことになったことか
ら、ワーキンググループが活動案の骨子を検討しました。
この結果を常任会員でワーキングループ代表の石井さんが

説明し、プロジェクトの名称と内容案について、協議依頼を
行いました。

＜ワーキンググループ説明資料＞

協議会での説明の様子



ワーキンググループの報告を受けて協議を行いました意見交換

ワーキンググループからの報告を受けて、協議会内で意見交換を行いました。

写真だけではなく、子どもの
頃に描いたスケッチを集め
るのも良いと思う。

もっと具体的な場所に対象を絞り込む
ため、「成東今昔物語」ではなくて「成東
駅今昔物語」としたらどうだろうか。 写真展だと、「風景」を連想す

るけれど、風景写真だけでは
ないと思う。

プロジェクト名は、カタカナ
を使わないなど、分かりや
すくした方が良いと思う。

タイトルはワーキンググルー
プ提案の「成東今昔物語」の
ままにしておいて、サブタイト
ルに「未来へつなげる成東駅
の今昔」という言葉を入れたら
どうだろうか

日向や松尾など、今回以外
に色々な場所で展開できる
ように、「山武市今昔物語」
にしてはどうだろうか

まちづくり協議会は成東駅
南側周辺について議論する
場なので、対象を絞った方
が良いと思う。

意見交換を受けて、中谷先生がまとめを行いました。

プロジェクト名は、色々と意見交換が盛り上がったので、後日、ワーキン
ググループと事務局とでとりまとめを行いましょう。

次回の協議会では、企画を実現するため、具体的な内容の提案をお願いし
ます。

前回、写真展の開催の他に、アイスクリーム等の販売について検討を行う
という話がありました。今回のワーキンググループは写真展を中心に取り
組むので、他に別のグループを立ち上げて、アイスクリームに限らず、写
真展と一緒に検討をお願いします。

市役所で行ったフォトコンテス
トで募集した写真も活用でき
ると思う。

成東駅が変化することに
よって未来へどんなふうに
発展していくのかという視点
も必要だと思う。

「未来へつなげる」という言葉は素敵
だなと思う。
過去の風景を集めつつ、未来の駅前
を一緒に考えてみませんかという投げ
かけをするというのはどうでしょうか。



中谷先生からの要請を受け、協議会常任会員の鈴木さんが中心となり「食をテーマにした
ワーキンググループ」を立ち上げて戴くことになりました。
先行する「成東駅周辺の昔の写真展開催」の企画と連携して、今後検討を行うことになり
ました。

皆様のご意見をお寄せください

成東駅南側のまちづくりについて、皆様のご意見を事務局へお寄せください。
なお、いただいたご意見は、協議会で報告するほか、この協議会ニュースでご紹介させていただ

く場合がありますので、ご了承ください。

【ご意見送付先】
山武市都市整備課
成東駅南側周辺まちづくり協議会事務局
〒289-1392 山武市殿台296

ファクス：0475-82-2107
電子メール：toshiseibi@city.sammu.lg.jp
※ファクス、電子メールは共用ですので、宛先をご記入ください。

次回の協議会（10月下旬開催予定）では、ワーキンググループの報告を受
けて、アイデアの実践に向けた企画会議を開催する予定です。

また、（仮称）成東駅前観光交流センターの基本設計整備案を参考に、今年
3月の協議会で話し合った「アイデアの宝箱」の中から、観光交流センターで
実施できそうな内容を探し、意見交換を行う予定です。

2つめのワーキンググループが活動を始めます！

中谷先生からの提案を受けて

事務局からのお知らせ

昨年度から検討を続けている「交流のあり方検討」に関連して、山武市は「（仮称）成
東駅前観光交流センター基本設計」のプロポーザル（企画提案競技）を行い、有限会社
kwhgアーキテクツを選定しました。
今年度、本協議会活動との連携を図りながら、設計を行う予定です。





＜第21号＞
平成２７年１１月発行
発行者 成東駅南側周辺まちづくり協議会
（事務局）山武市都市建設部都市整備課

〒289-1392 山武市殿台296
電話 0475-80-1191・1192

成東駅南側周辺

第3回まちづくり協議会を開催しました！
平成27年10月25日(日)に、平成27年度 第3回まちづくり協議会を開催しまし

た。
当日は21名の会員に出席いただき、下記の2点に関する報告と内容について協議を

行いました。

｢交流の実践｣ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟの活動報告・協議の内容

成東駅周辺の交流を実践するため、ワーキンググループ
で決定・検討したことについて、常任委員の鈴木さんから
ご報告をいただき、意見交換を行いました。
下記の3点の報告があり、今後の進め方として了承・決

定されました。

協議会での説明の様子

【第3回まちづくり協議会のテーマ】
｢交流の実践｣ワーキンググループの活動報告・協議
（仮称）成東駅前観光交流センターの計画に関する説明・協議

報告事項1：プロジェクト名称が決定しました
『成東今昔物語 ～駅のある風景を集め、未来へつなげよう～』

報告事項2：駅からハイキングの日に、イベント出店・写真展を開催します
・展示：写真・絵画等成東駅の周辺の風景思い出等
・イベント：山武の産品を扱うお店（※説明資料抜粋を参照）

（※説明資料抜粋）

報告事項3（提案事項）：
上記の展示会で展示した作品やイベント風景等を千葉駅前のそご
うで展示することを提案します。

【座長の中谷先生のまとめ】
プロジェクト名称は、副題により今後も様々に活用できる良い名称と思います。
展示会は成東駅周辺の風景を皆さんで共有できる場になればと考えてます。
取組へのご理解・ご協力をお願いします。

↑作品募集チラシ
→イベント出店応募用紙

協議事項１



（仮称）成東駅前観光交流ｾﾝﾀｰの計画に関する説明・協議

（仮称）成東駅前観光交流センターの
基本設計を行っている有限会社kwhg
アーキテクツより、現在の提案内容につ
いてご説明いただき、意見交換を行いま
した。

①賑わい：地域の方々・通勤・通学者の立ち寄り・交流、お祭りができる駅前

②魅力・観光：山武の魅力・観光や日常の情報も発信できる情報発信拠点

③景観：山武の歴史・文化を感じられるような駅前の街並み景観

④やさしさとゆとり：誰もが安全、便利、時間のゆとりを感じられる駅前空間

①地産材（サンブスギ）を活用した木造

②待合スペースからは、駅前広場が出来る限り見渡せるよう配置

③駅前のにぎわい空間を創出する魅力的な交流センターの設計建設計画の提案

④駐車場の位置や車の動線について安全性を考慮

⑤ライフサイクルコスト縮減の提案

⑥自然通風、室内換気に優れた建物であること

⑦成東駅南口駅前広場設計デザインとの調和を図る

①施設の名称 （仮称）成東駅前観光交流センター

②整備予定地 千葉県山武市津辺361 番地13 外

③敷地面積 約３２０㎡ ④構 造 木造２階

⑤建築面積 約１２０㎡ ⑥延べ床面積 約１８０㎡～２４０㎡

⑦駐車場 ２台程度

■施設概要

■所要室

■設計上の留意事項

【前提条件】

■まちづくりの理念（テーマ）

市民のつながりにより人々の交流による賑わい

山武の魅力・観光山武の歴史・文化を伝える景観

住む人、訪れる人へのやさしさを生み出す空間をめざします。

待合スペース、ギャラリーコーナー、事務室、会議室、給湯室、トイレ、

倉庫、駐輪場、エレベーター

当日の提案資料は、現在、市役所内部で調整中のものである
ため、内容が固まり次第、追ってご報告いたします。

協議事項２



提案内容の報告を受けて質疑・意見交換を行いました

来られた方が、落雪で怪我しないよ
うにしてほしいです。

キャノピー・サイン・案内板など駅前広場の
しつらえと統一感を持ったものにしたいで
す。

施設の配置について
は、駅前広場も合わせ
た模型を作って確認し
たいです。
模型はイベント等で公
開するといいと思いま
す。

駅から人を呼び込む仕組
みを検討してほしいと思い
ます。

意見交換を受けて、中谷先生がまとめを行いました。

駐車場については、この敷地だけで結論を出すというよりは駅周辺
全体でどのように確保していくような検討が必要と思います。
また、イベント時などは、駐車場への誘導といったソフト対策が重
要になると思います。

駅前広場を含めた模型で配置を検討するのは名案です。模型を作る
ワーキンググループを立ち上げましょう。

喫茶スペースは必要な機能です。火の使用などが可能かどうか確認
が必要です。

開放的でみんなが楽しめ
るような建物にしてほし
いです。

センター前面にスペー
スを設けてほしいです。コーヒーやお茶が飲める

スペースがほしいです。

防犯カメラが設置されてい
ると、防犯上効果が高いと
思います。

■主な質疑応答

Q:イベントの開催を想定すると駐車場は10台くらい必要ではないですか？
A：敷地の広さの制約で、これ以上の設置は難しい状況です。

Q:防犯対策はどのようなものを検討されていますか？
A：現在は、夜間警備を想定しています。

■主な意見（抜粋）

中谷先生からの提案を受け「駅前広場模型づくりワーキンググループ」を立ち上げ
ることになりました。（着手時期は今後の調整となります。）

駅前広場模型づくりワーキンググループが活動を始めます！

ご意見を受けて



皆様のご意見をお寄せください

成東駅南側のまちづくりについて、皆様のご意見を事務局へお寄せください。
なお、いただいたご意見は、協議会で報告するほか、この協議会ニュースでご紹介させていただ

く場合がありますので、ご了承ください。

【ご意見送付先】
山武市都市整備課
成東駅南側周辺まちづくり協議会事務局
〒289-1392 山武市殿台296

ファクス：0475-82-2107
電子メール：toshiseibi@city.sammu.lg.jp
※ファクス、電子メールは共用ですので、宛先をご記入ください。

2016年２月21日に、写真展やおもてなしイベ
ント等を行う社会実験、

「成東今昔物語～駅のある風景を集
め、未来へなげよう」を成東駅周辺で開催
します。

写真展では、成東駅前に関連する写真や絵画の
展示を行います。成東駅前が大きく変わろうとし
ている今、成東駅前の古い写真・新しい写真や絵
画など、エピソードを添えてお寄せください。

詳しくは、広報さんむ11月号及び、市役所都市
整備課などで配布するチラシをご確認ください。

社会実験（写真展）への写真・絵画等作品の出品、
及び出店者を募集します！

お知らせ

応募締切：2015年12月28日（月）

また、この社会実験では、訪れた方へ山武市ならではの
商品（食品・物品）を販売し、産品PRとおもてなしを行
うため、出店いただける方を募集します。

詳しくは、別途配布のチラシをご確認ください。

応募締切：2015年11月30日（月）

たくさんのご応募、お待ちしております！

次回の協議会（12月6日開催予定）では、（仮称）成東駅前観光交流センター
の計画に対する意見交換を引き続き行い、提言書としてまとめる予定です。
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平成２７年１２月発行
発行者 成東駅南側周辺まちづくり協議会
（事務局）山武市都市建設部都市整備課

〒289-1392 山武市殿台296
電話 0475-80-1191・1192

成東駅南側周辺

第４回まちづくり協議会を開催しました！

平成27年1２月６日(日)
に、平成27年度 第４回まちづ
くり協議会を開催しました。
当日は16名の会員に出席い

ただき、右記の2点に関する報
告と内容について協議を行い
ました。

｢交流の実践｣ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟの活動報告・協議の内容

１１月上旬から、ワーキンググループが写真展・出
店イベントに関する募集を開始したことから、常任委員
の鈴木さんから、応募状況の報告等をいただきました。

【第４回まちづくり協議会のテーマ】
｢交流の実践｣ワーキンググループの活動報告・
協議
（仮称）成東駅前観光交流センターの計画に関
する説明・協議

【座長の中谷先生のまとめ】
皆さん、応募へのご協力をお願いします。
また、写真クラブやNPOなどの団体に話を持ちかけてはどうかと思いま
す。

協議事項１

協議会での説明の様子

市役所ロビーでのポスター掲示

ワーキンググループからの報告事項

■写真展・出店者応募用紙の配付状況
・写真展の応募用紙を成東駅周辺の世帯に各戸配付
・人の集まるところに各応募用紙を設置

（市役所、銀行、農協など）
・商工会を通じて会員に各応募用紙を配付
・学校関係（城西国際大、成東高校等）に写真展応募用紙
を配付
・ポスター掲示（市役所ロビー、のぎくプラザ）

■１１月末時点の応募状況
写真展・出店について数件の応募があるが、応募数を増

やしたい。

ワーキンググループからの依頼・提案事項

■写真展への応募及び周辺への声がけ【依頼】
駅の写真に限らず、駅周辺一帯で撮影した写真を探して

戴き、応募いただくよう依頼がありました。

■出店者説明会へ参加依頼【依頼】
出店に興味がある方に、１２月１３日に開催する出店者

説明会に出席していただくよう依頼がありました。

■防災行政無線（戸別受信機）でのお知らせ【提案】
市が朝晩に戸別受信機向けに放送している行政情報で募

集ができないか提案がありました。



（仮称）成東駅前観光交流ｾﾝﾀｰの計画に関する説明・協議

第３回協議会での意見を受け、対応方針及び
対応案を、（仮称）成東駅前観光交流センター
の基本設計を行っている市の担当者と、有限会
社kwhgアーキテクツさんからご説明いただ
き、意見交換を行いました。

当日の提案資料は、現在、市役所内部で調整中のもので
あるため、内容が固まり次第、追ってご報告いたします。

協議事項２

模型と平面図を用いた説明の様子

番号 第3回協議会で寄せられた意見 設計への対応結果

１ 着雪対策への考え方を検討してほしい。南側については雪止め金物の設置を検討します。

２ 観光客が駅を降りたときに、人の動線
を呼び込むような仕掛けをしてほしい。

駅出入口と観光交流センターは約60m離れていま
す。

基本的に60ｍ離れた室内の認識は非常に困難であ
るため、総合案内板・大型サイン・館名サイン・
ガラスの透過を勘案し、段階的に誘導することを
提案します。

３ 開放的なイメージで、みんなが楽しみ
ながらも、ゆったりとくつろげる建物
にしてほしい。

さまざまな空間的な工夫を凝らすことで利用者が
楽しみながらもゆったりとくつろげる開放的な建
築を目指します。

４ 屋根など建築物だけではなく、案内板
や文字、ピクトグラムなど、細部につ
いても一体感を持つような工夫をして
ほしい。

今回、駅前広場の施設サイン（一般車乗降所
etc）デザインをセンター設計事業者へ依頼する
ことにより、駅前広場も含め統一したサイン計画
とします。

５ 利用者が安全に利用できるよう、防犯
面への配慮を行ってほしい。

防犯カメラの設置について、予算の範囲内で可能
か検討してまいります。

６ 電車を待つ人たちが、くつろぐことが
できる空間としてほしい。（温かい飲
み物が出せるような運営など）

簡易な喫茶販売ができるよう、運営上の検討をし
ます。

■第３回協議会意見への対応

■設計者からの対応案に対する意見交換

センターの入り口に山武市を
象徴するものを使った施設銘
板を掲示してほしい

様々な障がいを持った人が
利用できる多機能トイレなど、
誰もが使いやすいようユニ
バーサルデザインへの配慮
を検討してほしい

施設内を多様に使うことがで
きるよう、家具類は固定せず
自由に使うことができるよう
にしてほしい

展示などがしやすいよう、吊
り下げやピクチャーレールな
どの設置などに配慮してほし
い

オープンカフェやイベントなど
で屋内外が一体的に利用で
きるよう、ガラス窓やオーニ
ング（テント）などの工夫を検
討してほしい



提言書の記載事項に関する協議

これまでの検討経緯をとりまとめ、「駅前広場整備をきっかけとした交流のあり
方」を提言するため、提言書の骨格について協議を行いました。

協議事項３

■駅利用者を誘導する「おもてなし」の工夫

駅前広場と（仮称）成東駅前観光交流センターが一体感をもつよう、デザインや
動線への配慮を要望します。

なお、協議会においては、以下のような意見が出されています。

（仮称）成東駅前観光交流センターのあり方 ※抜粋

【（仮称）成東駅前観光交流センターの外観及び動線に関する意見】

・観光客が駅を降りたときに、人の動線を呼び込むような仕掛けをしてほ
しい

・誰かに「いらっしゃい」と声をかけてもらえるような、人が介在してい
る場所が駅に面するようにしてほしい

・開放的なイメージで、みんなが楽しみながらも、ゆったりとくつろげる
建物にしてほしい

・屋根など建築物だけではなく、案内板や文字、ピクトグラムなど、細部
についても一体感を持つような工夫をしてほしい

・センターの入り口に山武市を象徴するものを使った施設銘板を掲示して
ほしい。

・利用者が安全に利用できるよう、防犯面への配慮を行ってほしい など

■「おもてなし」をしやすくする使いやすさの工夫

（仮称）成東駅前観光交流センターが、おもてなしする側・される側双方が利用
しやすい施設となるよう、配慮を要望します。

なお、協議会においては、以下のような意見が出されています。

【（仮称）成東駅前観光交流センターの使いやすさ向上に関する意見】

・様々な障がいを持った人が利用できる多機能トイレなど、誰もが使いやすいようユニバーサルデザ
インへの配慮を検討してほしい

・施設内を多様に使うことができるよう、家具類は固定せず自由に使うことができるようにしてほし
い

・展示などがしやすいよう、吊り下げやピクチャーレールなどの設置などに配慮してほしい

・施設内で、いろいろなお店や観光案内の情報が一度に入手できるとよい

（情報提供方法の一例）

→スマートフォン用や紙で統一フォーマットや共通仕様を作る

→情報端末を設置して、必要な情報を印刷できるようにする

→既存のパンフや今あるものを有効利用する

・センター内で配付するパンフレットを、来場者が眺めて整理できる

テーブルがあるとよい

・観光案内を受けて色々な場所を訪問するため、レンタサイクルがあると良い

・山武のお土産の案内をできるようにしてほしい

・お茶のおもてなしや飲食の提供ができるようになるとよい（ただし、給茶機のセルフサービスは機
械的で好ましくない）



成東駅南側のまちづくりについて、皆様のご意見を事務局へお寄せください。
なお、いただいたご意見は、協議会で報告するほか、この協議会ニュースでご紹介させていただ

く場合がありますので、ご了承ください。

【ご意見送付先】
山武市都市整備課
成東駅南側周辺まちづくり協議会事務局
〒289-1392 山武市殿台296

ファクス：0475-82-2107
電子メール：toshiseibi@city.sammu.lg.jp
※ファクス、電子メールは共用ですので、宛先をご記入ください。

2016年２月21日に、写真展やおもてなしイベント
等を行う社会実験、

「成東今昔物語～駅のある風景を集め、未
来へなげよう」を成東駅周辺で開催します。

写真展では、成東駅前に関連する写真や絵画の展示
を行います。成東駅前が大きく変わろうとしている今、
成東駅前の古い写真・新しい写真や絵画など、エピ
ソードを添えてお寄せください。

詳しくは、広報さんむ11月号及び、市役所都市整備
課などで配布するチラシをご確認ください。

社会実験（写真展）への写真・絵画等作品の出品を募集します！

お知らせ

応募締切：2015年12月28日（月）
たくさんのご応募、お待ちしております！

次回の協議会（1月開催予定）では、写真展で展示する写真や絵画の確認を
行い、展示方法等について協議を行う予定です。

・オープンカフェやイベントなどで屋内外が一体的に利用できるよう、ガラス窓やオーニング（テン
ト）などの工夫を検討してほしい

・電車の待ち時間を活用できる場所になるとよい

（有効利用の一例）

→書籍を置くスペース →学生が学習できるようなスペース

・来場者がゆっくり過ごせる施設になるとよい など

【山武市観光協会様からの意見】
・観光交流センターの敷地内に駐車場の確保を要望する

・新たな施設が整備され利便性が向上し、また、協議会で交流のあり方を検討していること
は大変良いことと思うが、施設の運営方針がはっきりしていないので、現在の観光案内業務
を行っている立場として、案内所職員の雇用面などに懸念がある

・現在の観光案内業務が好評なので、今後も気持ちよくおもてなしができるよう、市は運営
方法の検討について市内部及び観光協会との密接な協議を行っていただきたい など

皆様のご意見をお寄せください


