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第4章　整備に向けて
1）整備に向けたスケジュール

第４章では、整備に向けたスケジュールについて示します。





１）整備に向けたスケジュール
 

（１）全体スケジュール（案）
　JR肥前鹿島駅周辺整備の全体スケジュールを下図のように設定しました。　
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2）委員名簿

巻　末　参考資料

巻末-33）構想概要版





1）検討経過
 

巻末-1

日程 内容 備考 
R3.11.26 第 1回基本計画作業部会  
R3.12.3 [利活用部会]市民ヒア 
R3.12.9 [利活用部会]市民ヒア 
R3.12.16 [利活用部会]市民ヒア 
R3.12.20 [建築部会]現駅舎調査 現駅舎の概略調査 
R3.12.23 [交通部会]  交通事業者、警察署、県市事務局にてロータリー協議 
R3.12.27 [建築部会]JR協議 鉄道運行に必要な機能及び面積の確認 
R4.1.7 [指針部会]建築士会協議 デザイン指針作成の体制及び進め方協議 
R4.1.13 第 2回基本計画作業部会  
R4.1.14 [建築部会]建築主事相談 新駅舎建築による現駅舎復原制限、接道、敷地 
R4.1.17 [WS]鹿島高校生徒会WS① 鹿島高校生徒会事前WS（機能配置等のWS） 
R4.1.21 [指針部会] 準備会 デザイン指針に関する建築士会との協議 
R4.1.28 都市計画の打合せ 県市専門家チームにて都市計画線・街路等の整理 
R4.1.28 知事訪問  市長の知事訪問／肥前鹿島駅整備への協力依頼 
R4.2.1 [建築部会]現駅舎調査 現駅舎の復原調査 
R4.2.2 [利活用部会]市民ヒア 
R4.2.4 [指針部会]  デザイン指針専門部会（建築士会・佐賀大学 平瀬准教授・ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専門家チーム） 

R4.2.7 [WS]基本計画WS ① 機能配置に関するWS 
R4.2.13 [利活用部会]市民ヒア 
R4.2.15 [交通部会]警察協議 交通管理者との協議 
R4.2.18 [利活用部会]市民ヒア  

４名実施
３名実施
２名実施

２名実施

２名実施

３名実施

日程 内容 備考 
R4.2.21 [指針部会]  

R4.2.25 [利活用部会]ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ プラットホーム構築に関する協議 
R4.2.28 [WS]鹿島高校生徒会WS② 鹿島高校生徒会事前WS（機能配置の集約WS） 
R4.3.1 [WS]基本計画WS② WS①をもとに機能配置案を提示し、WS②を実施 
R4.3.3 [交通部会]警察協議 交通管理者との協議 
R4.3.7 第 3回基本計画作業部会  
R4.3.15 [建築部会]現駅舎調査 学識者（佐賀大学  三島教授）復原調査 
R4.3.28 第 1回まちづくり会議  
R4.3.28 第 1回デザイン検討会議  
R4.4.1 [指針部会]  デザイン指針について 
R4.4.19 [交通部会]   計画軌跡での実車実験 
R4.4.22 庁内勉強会 庁内作業部会委員への勉強会 
R4.4.25 [建築部会]  建築主事協議 
R4.5.13 第 4回基本計画作業部会  
R4.5.20 市議会 合同特別委員会 基本計画策定の進捗報告 
R4.5.24 第 5回基本計画作業部会 基本計画の検討  
R4.6.7 第 2回まちづくり会議 基本計画決定 
R4.6.7 第 2回デザイン検討会議 基本計画決定 

基本計画の検討

各回会議及びヒアリング等の経過

　下表の日程において協議等を行い、基本計画を策定しました。

デザイン指針専門部会（建築士会・佐賀大学 平瀬准教授・ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専門家チーム） 



2）委員名簿
 

巻末-2-1

（1）デザイン検討会議の参加者一覧

分類 所属等 氏名
九州大学 持続可能な社会のための決断科学センター 特任准教授 髙尾　忠志（委員長）
佐賀大学　理工学部　教授 三島　伸雄
佐賀大学　理工学部　准教授 平瀬　有人（副委員長）
一般社団法人NINAU代表理事／株式会社ENTO代表取締役 岡野　涼子
九州工業大学大学院工学研究院建設社会研究系環境デザイン研究室 助教 須藤　朋美
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト）副部長 實松　尊徳
鹿島市建設環境部　部長 寺山　靖久
鹿島警察署　交通課長　警部 清水　貴洋
九州旅客鉄道株式会社　施設部企画課（設計協議）課長 木山　泰宏
九州旅客鉄道株式会社　佐賀鉄道事業部　工務課長 油布　史朗
九州旅客鉄道株式会社　施設部企画課（設計協議）主査 齋藤　勝治
佐賀県警本部　交通部　交通規制課　警部補 清水　裕雄
佐賀県警本部　交通部　交通規制課　巡査部長 宮﨑　順一
鹿島警察署　交通課 内田　修太郎
（株）建設技術センター 懸樋　喜康
（株）建設技術センター 松尾　和人
（合）アトリエT-Plus 建築・地域計画工房 辻　喜彦
（株）モビリティデザイン工房 五十嵐　淳
（株）WAO渡邉篤志建築設計事務所 渡邊　篤志
（株）風景工房 増山　晃太
（株）Takebayashi Landscape Architects 竹林　知樹
（株）Tetor 山田　裕貴
（株）都市環境研究所 赤松　悟
（株）都市環境研究所 角田　雅季
まちびと会社 visionAreal おきな　まさひと
まちびと会社 visionAreal 中村　路子
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト）参事 江口　英樹
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト）参事 池田　聡子
佐賀県交通政策課　副課長 中西　昭成
佐賀県交通政策課　係長 天野　泰己
佐賀県交通政策課　主査 白濱　宏法
佐賀県まちづくり課　係長 垣内　尚子
佐賀県まちづくり課　主任主査 中橋　勝也
佐賀県杵藤土木事務所　副所長 山浦　章雄
佐賀県佐賀土木事務所　河川課長 大宅　浩
鹿島市総務部理事 兼 重点PJ連携推進室長 田﨑　靖
鹿島市都市建設課長 兼 鹿島駅前周辺整備推進室長補佐
兼　重点PJ推進室室長補佐 山浦　康則

鹿島市都市建設課参事（道路政策担当） 中野　将
鹿島市都市建設課課長補佐（都市計画係担当） 橋川　宜明
鹿島市都市建設課都市計画係長 森田　慎
鹿島市都市建設課都市計画係 岡　秀和
鹿島市都市建設課都市計画係 中橋　拓也

事務局
（県・市）

JR肥前鹿島駅周辺デザイン検討会議　参加者一覧(～R4.3)

委員
（学識者）

委員
（事業者等）

オブザーバー

専門家チーム

JR肥前鹿島駅周辺デザイン検討会議　参加者一覧(R4.4～)
分類 所属等 氏名

九州大学 持続可能な社会のための決断科学センター 特任准教授 髙尾　忠志（委員長）
佐賀大学　理工学部　教授 三島　伸雄　
佐賀大学　理工学部　准教授 平瀬　有人（副委員長）
一般社団法人NINAU代表理事／株式会社ENTO代表取締役 岡野　涼子　
九州工業大学大学院工学研究院建設社会研究系環境デザイン研究室 助教 須藤　朋美
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト）政策統括監 平尾　健
鹿島市建設環境部　部長 山浦　康則
鹿島警察署　交通課長　警部 川﨑　洋
九州旅客鉄道株式会社　施設部企画課（設計協議）課長 木山　泰弘
九州旅客鉄道株式会社　佐賀工務所長 由布　史朗
九州旅客鉄道株式会社　施設部企画課（設計協議）主席 小野　達也
佐賀県警本部　交通部　交通規制課　警部補 清水　裕雄
佐賀県警本部　交通部　交通規制課　巡査部長 岩下　沙織
鹿島警察署　交通課 内田　修太郎
（株）建設技術センター 懸樋　喜康
（株）建設技術センター 松尾　和人
（合）アトリエT-Plus 建築・地域計画工房 辻　喜彦
（株）モビリティデザイン工房 五十嵐　淳
（株）WAO渡邉篤志建築設計事務所 渡邊　篤志
（株）風景工房 増山　晃太
（株）Takebayashi Landscape Architects 竹林　知樹
（株）Tetor 山田　裕貴
（株）都市環境研究所 赤松　悟 　
（株）都市環境研究所 角田　雅季
まちびと会社 visionAreal おきな　まさひと
まちびと会社 visionAreal 中村　路子
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト）参事 江口　英樹
佐賀県交通政策課　係長 天野　泰己
佐賀県交通政策課　主査 白濱　宏法
佐賀県まちづくり課　技術監 高垣　和博
佐賀県まちづくり課　係長 垣内　尚子
佐賀県まちづくり課　係長 山口　耕平
佐賀県まちづくり課　主任主査 中橋　勝也
佐賀県杵藤土木事務所　副所長 大宅　浩
佐賀県杵藤土木事務所　工務課長 平　光仁
佐賀県杵藤土木事務所　工務第二課　係長 九重　宏樹
佐賀県杵藤土木事務所　工務第二課　主査 牛島　正悟
鹿島市総務部理事 兼 重点PJ連携推進室室長 川原　逸生
鹿島市都市建設課長 兼 鹿島駅前周辺整備推進室長補佐
兼 重点PJ推進室室長補佐 橋川　宜明

鹿島市都市建設課参事（道路政策担当） 中野　将　
鹿島市都市建設課課長補佐（都市計画係担当）
兼 鹿島駅前周辺整備推進室 主査 堀　正和

鹿島市都市建設課都市計画係長 兼 鹿島駅前周辺整備推進室 主査 岡　秀和
鹿島市都市建設課 兼 鹿島駅前周辺整備推進室 中橋　拓也
鹿島市都市建設課 兼 鹿島駅前周辺整備推進室 貝塚　駿

委員
（学識者）

委員
（事業者等）

オブザーバー

専門家チーム

事務局
（県・市）
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（2）まちづくり会議の参加者一覧

JR肥前鹿島駅周辺まちづくり会議　参加者一覧(～R4.3)
分類 所属等 氏名

九州大学 持続可能な社会のための決断科学センター 特任准教授 髙尾　忠志(委員長)
一般社団法人NINAU代表理事/㈱ENTO代表取締役 岡野　涼子(副委員長)
鹿島商工会議所 有森　滋樹
一般社団法人鹿島市観光協会　 中村　雄一郎
一般社団法人鹿島青年会議所 井手　賢二郎
社会福祉法人鹿島市社会福祉協議会 諸上　友美
祐徳自動車株式会社 松尾　文敏
有限会社再耕庵タクシー 山本　浩二
株式会社鹿島スズキプラザ２１ 藤松　洋子
鹿島地区　区長会　 馬場　悦郎
中牟田区長 太田　豊喜
佐賀県立鹿島高等学校　 澤山　政彦
鹿島市ラムサール条約推進協議会 中村　さやか
市民公募 中村　真理
市民公募 迎　りつ子
九州旅客鉄道株式会社　施設部企画課（設計協議）課長 木山　泰弘
九州旅客鉄道株式会社　佐賀鉄道事業部　工務課長 油布　史朗
佐賀県警本部　交通部　交通規制課　警部補 清水　裕雄
鹿島警察署　交通課長　警部 清水　貴洋
（株）建設技術センター 懸樋　喜康
（株）建設技術センター 松尾　和人
（合）アトリエT-Plus 建築・地域計画工房 辻　喜彦
（株）モビリティデザイン工房 五十嵐　淳
（株）WAO渡邉篤志建築設計事務所 渡邊　篤志
（株）風景工房 増山　晃太
（株）Takebayashi Landscape Architects 竹林　知樹
（株）Tetor 山田　裕貴
（株）都市環境研究所 赤松　悟
（株）都市環境研究所 角田　雅季
まちびと会社 visionAreal おきな　まさひと
まちびと会社 visionAreal 中村　路子
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト）副部長 實松　尊徳
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト）参事 江口　英樹
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト）参事 池田　聡子
佐賀県交通政策課　副課長 中西　昭成
佐賀県交通政策課　係長 天野　泰己
佐賀県交通政策課　主査 白濱　宏法
佐賀県まちづくり課　技術監 高垣　和博
佐賀県まちづくり課　係長 垣内　尚子
佐賀県杵藤土木事務所　副所長 山浦　章雄
鹿島市建設環境部長 兼 鹿島駅前周辺整備推進室長
兼 重点PJ推進室参事 寺山　靖久

鹿島市総務部理事 兼 重点PJ連携推進室長 田﨑　靖
鹿島市都市建設課長 兼 鹿島駅前周辺整備
推進室長補佐兼　重点PJ推進室室長補佐 山浦　康則

鹿島市都市建設課参事（道路政策担当） 中野　将
鹿島市都市建設課課長補佐（都市計画係担当） 橋川　宜明
鹿島市都市建設課都市計画係長 森田　慎
鹿島市都市建設課都市計画係 岡　秀和
鹿島市都市建設課都市計画係 中橋　拓也

委員

オブザーバー

専門家チーム

事務局
（県・市）

分類 所属等 氏名
九州大学 持続可能な社会のための決断科学センター 特任准教授 髙尾　忠志(委員長)
一般社団法人NINAU代表理事/㈱ENTO代表取締役 岡野　涼子(副委員長)
鹿島商工会議所 有森　滋樹
一般社団法人鹿島市観光協会 中村　雄一郎
一般社団法人鹿島青年会議所 井手　賢二郎
社会福祉法人鹿島市社会福祉協議会 諸上　友美
祐徳自動車株式会社 松尾　文敏
有限会社再耕庵タクシー 山本　浩二
株式会社鹿島スズキプラザ２１ 藤松　洋子
鹿島地区　区長会 馬場　悦郎
中牟田区長 太田　豊喜
佐賀県立鹿島高等学校 澤山　政彦
鹿島市ラムサール条約推進協議会 中村　さやか
市民公募 中村　真理
市民公募 迎　りつ子
九州旅客鉄道株式会社　施設部企画課（設計協議）課長 木山　泰弘
九州旅客鉄道株式会社　佐賀工務所長 油布　史朗
佐賀県警本部　交通部　交通規制課　警部補 清水　裕雄
鹿島警察署　交通課長　警部 川﨑　洋
（株）建設技術センター 懸樋　喜康
（株）建設技術センター 松尾　和人
（合）アトリエT-Plus 建築・地域計画工房 辻　喜彦
（株）モビリティデザイン工房 五十嵐　淳
（株）WAO渡邉篤志建築設計事務所 渡邊　篤志
（株）風景工房 増山　晃太
（株）Takebayashi Landscape Architects 竹林　知樹
（株）Tetor 山田　裕貴
（株）都市環境研究所 赤松　悟
（株）都市環境研究所 角田　雅季
まちびと会社 visionAreal おきな　まさひと
まちびと会社 visionAreal 中村　路子
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト）政策統括監 平尾　健
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト）参事 江口　英樹
佐賀県交通政策課　係長 天野　泰己
佐賀県交通政策課　主査 白濱　宏法
佐賀県まちづくり課　技術監 高垣　和博
佐賀県まちづくり課　係長 垣内　尚子
佐賀県杵藤土木事務所　副所長 大宅　浩
鹿島市総務部理事 兼 重点PJ連携推進室室長 川原　逸生
鹿島市建設環境部長 兼 鹿島駅前周辺整備推進室長
兼 重点PJ推進室参事 山浦　康則
鹿島市都市建設課長 兼 鹿島駅前周辺整備推進室長補佐
兼 重点PJ推進室室長補佐 橋川　宜明

鹿島市都市建設課参事（道路政策担当） 中野　将
鹿島市都市建設課課長補佐(都市計画係担当)
兼 鹿島駅前周辺整備推進室 主査 堀　正和

鹿島市都市建設課都市計画係長 兼 鹿島駅前周辺整備推進室 主査 岡　秀和
鹿島市都市建設課 兼 鹿島駅前周辺整備推進室 中橋　拓也
鹿島市都市建設課 兼 鹿島駅前周辺整備推進室 貝塚　駿

委員

専門家チーム

事務局
（県・市）

オブザーバー
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（3）作業部会の参加者一覧

分類 所属等 氏名
学識者 九州大学 持続可能な社会のための決断科学センター 特任准教授 髙尾　忠志

鹿島市商工観光課　課長補佐 中尾　勝徳
鹿島市企画財政課　課長補佐 山口　洋
鹿島市総務課　課長補佐 星野　晃希
鹿島市都市建設課　課長補佐 中村　幸男
鹿島市ラムサール条約推進室　室長補佐 江島　美央
九州旅客鉄道株式会社　施設部企画課（設計協議）課長 木山　泰宏
九州旅客鉄道株式会社　施設部企画課（設計協議）主査 齊藤　勝治
九州旅客鉄道株式会社　佐賀鉄道事業部　工務課長 油布　史朗
九州旅客鉄道株式会社　佐賀鉄道事業部　助役 吉田　和也
佐賀県警本部　交通部　交通規制課　警部補 清水　裕雄
佐賀県警本部　交通部　交通規制課　巡査部長 宮﨑　順一
鹿島警察署　交通課長　警部 清水　貴洋
鹿島警察署　交通課 内田　修太郎
（社）佐賀県建築士会鹿島地区長 馬場　泰造
（株）建設技術センター 懸樋　喜康
（株）建設技術センター 松尾　和人
（合）アトリエT-Plus 建築・地域計画工房 辻　喜彦
（株）モビリティデザイン工房 五十嵐　淳
（株）WAO渡邉篤志建築設計事務所 渡邊　篤志
（株）風景工房 増山　晃太
（株）Takebayashi Landscape Architects 竹林　知樹
（株）Tetor 山田　裕貴
（株）都市環境研究所 赤松　悟
（株）都市環境研究所 角田　雅季
まちびと会社 visionAreal おきな　まさひと
まちびと会社 visionAreal 中村　路子
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト）副部長 實松　尊徳
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト）参事 江口　英樹
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト）参事 池田　聡子
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト） 牧野　裕奈
佐賀県交通政策課　係長 天野　泰己
佐賀県交通政策課　主査 白濱　宏法
佐賀県まちづくり課　技術監 高垣　和博
佐賀県まちづくり課　係長 垣内　尚子
佐賀県まちづくり課　主任主査 中橋　勝也
佐賀県杵藤土木事務所　副所長 山浦　章雄
佐賀県杵藤土木事務所　工務課長 平　光仁
佐賀県杵藤土木事務所　工務担当主幹 井本　清一
佐賀県杵藤土木事務所　工務担当技師 のき田　一成
鹿島市建設環境部長 兼 鹿島駅前周辺整備推進室長
兼　重点PJ推進室参事 寺山　靖久

鹿島市総務部理事 兼 重点PJ連携推進室室長 田﨑　靖
鹿島市都市建設課長 兼 鹿島駅前周辺整備推進室長補佐
兼　重点PJ推進室室長補佐 山浦　康則

鹿島市都市建設課参事（道路政策担当） 中野　将　
鹿島市都市建設課課長補佐（都市計画係担当） 橋川　宜明
鹿島市都市建設課都市計画係長 森田　慎
鹿島市都市建設課都市計画係 岡　秀和
鹿島市都市建設課都市計画係 中橋　拓也
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事務局
（県・市）

作業部会
（庁内）

専門家チーム

関係機関
（JR・警察
・建築士会）

分類 所属等 氏名
学識者 九州大学 持続可能な社会のための決断科学センター 特任准教授 髙尾　忠志

鹿島市商工観光課　課長補佐 中尾　勝徳
鹿島市企画財政課　課長補佐 松丸　環大
鹿島市総務課　課長補佐 星野　晃希
鹿島市都市建設課　課長補佐 中村　幸男
鹿島市ラムサール条約推進室　室長補佐 江島　美央
九州旅客鉄道株式会社　施設部企画課（設計協議）課長 木山　泰宏
九州旅客鉄道株式会社　施設部企画課（設計協議）主席 小野　達也
九州旅客鉄道株式会社　佐賀工務所長 油布　史朗
JR九州　佐賀鉄道事業部　助役 吉田　和也
佐賀県警本部　交通部　交通規制課　警部補 清水　裕雄
佐賀県警本部　交通部　交通規制課　巡査部長 岩下　沙織
鹿島警察署　交通課長 警部 川崎　洋
鹿島警察署　交通課　係長 内田　修太郎
（社）佐賀県建築士会鹿島地区長 馬場　泰造
（株）建設技術センター 懸樋　喜康
（株）建設技術センター 松尾　和人
（合）アトリエT-Plus 建築・地域計画工房 辻　喜彦
（株）モビリティデザイン工房 五十嵐　淳
（株）WAO渡邉篤志建築設計事務所 渡邊　篤志
（株）風景工房 増山　晃太
（株）Takebayashi Landscape Architects 竹林　知樹
（株）Tetor 山田　裕貴
（株）都市環境研究所 赤松　悟
（株）都市環境研究所 角田　雅季
まちびと会社 visionAreal おきな　まさひと
まちびと会社 visionAreal 中村　路子
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト）政策統括監 平尾　健
佐賀県政策部（KIZUKIプロジェクト）参事 江口　英樹
佐賀県交通政策課　係長 天野　泰己
佐賀県交通政策課　主査 白濱　宏法
佐賀県まちづくり課　技術監 高垣　和博
佐賀県まちづくり課　係長 垣内　尚子
佐賀県まちづくり課　係長 山口　耕平
佐賀県まちづくり課　主任主査 中橋　勝也
佐賀県杵藤土木事務所　副所長 大宅　浩
佐賀県杵藤土木事務所　工務課長 平　光仁
佐賀県杵藤土木事務所　工務第二課　係長 九重　宏樹
佐賀県杵藤土木事務所　工務第二課　主査 牛島　正悟
鹿島市建設環境部長 兼 鹿島駅前周辺整備推進室長
兼　重点PJ推進室参事 山浦　康則
鹿島市都市建設課長 兼 鹿島駅前周辺整備推進室長補佐
兼　重点PJ推進室室長補佐 橋川　宜明

鹿島市都市建設課参事（道路政策担当） 中野　将
鹿島市都市建設課課長補佐 (都市計画係担当)
兼 鹿島駅前周辺整備推進室 主査 堀　正和

鹿島市都市建設課都市計画係長 兼 鹿島駅前周辺整備推進室 主査 岡　秀和
鹿島市都市建設課 兼 鹿島駅前周辺整備推進室 中橋　拓也
鹿島市都市建設課 兼 鹿島駅前周辺整備推進室 貝塚　駿
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関係機関
（JR・警察
・建築士会）

作業部会
（庁内）

専門家チーム

事務局
（県・市）
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JR肥前鹿島駅周辺整備基本計画

令和４年６月
本編

 
【発行・問合先】

鹿島市役所 建設環境部 
鹿島駅前周辺整備推進室

（都市建設課）
電話 0954-63-3415


