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【第１回（仮称）「平戸観光交流センター（レストハウス）」整備活用検討委員会会議概要】 

 

１．日 時 

平成 29 年２月 24 日（金） 午後１時 30 分～午後３時 30 分 

 

２．場 所 

（一社）平戸観光協会地下会議室（レストハウス内） 

 

３．出席者 

（１）委員 

西岡 誠治（委員長）、山本 芳久、神田 全記、道添 直徳、フロライク レムコー、木村 孝 

市、前川 栄治、木寺 敏夫、古賀 義浩、門屋 多佐雄（代理出席）、小楠 一二三、小髙 理 

恵 計 12 名 

 

（２）行政 

黒田市長 ※議題前に退席 

議会事務局…白石班長 

（事務局） 

文化観光部…松田部長   観光課…峯野課長、田中主任主事、奥村主任主事 

まちづくり課…村井課長 

 

４．議事内容 

【委嘱状交付】 

・市長より委員を代表して西岡委員へ委嘱状を交付。 

 

１．開会 

・市長より挨拶。 

 

２．委員紹介 

・各委員、事務局の自己紹介。 

 

３．委員長選任 

・委員の互選により西岡委員を委員長に選出。 

・西岡委員長より着任挨拶。 
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４．議題 

（１）委員会における検討事項（検討の流れ）について 

□事務局 

・会議資料①「委員会における検討事項（検討の流れ）」について説明。 

 

○委員長 

・事務局の説明について何かご質問等あるか。 

 

○委員 

 （質問なし） 

 

（２）レストハウスの現状について 

□事務局 

・会議資料②「レストハウスの現状について」について説明。 

 

（３）整備の必要性に関する意見交換 

○委員長 

・築後 30 年以上経ったこの施設は、活用状況も低く、内装はかなり痛みがきている。特に受変電設備 

が更新時期にきているとの事務局からの説明もなされている。 

・以上を踏まえると、何らかのハード的な対応は必要不可欠という状況に差し掛かっていると思う。 

 

○委員 

・老朽化していることはテレビ番組以前にわかっていたことではないのか。わかっていたはずならば、 

なぜもっと早く対応できなかったのか。 

 

□事務局 

・老朽化についてはかねてより認識しており、主要な修繕と局部改修で対応してきた。 

・２～３年前（平成 26 年）に、庁内でも改修の必要性について共通認識のもと、改修の方針を決定し 

た。その時にテレビ番組を活用しての改修を進めた。 

 

○委員 

・私からは建設、改修の必要性から意見を述べる。現在の北部公民館の中の使用団体というのが 42 団 

体、約 450 人の方々が１ヶ月に未来創造館を利用している。 

・利用の中で、地域の人達からの意見で１番多いのものが、今使っているホールの利用率がすごく高く、 

１日につき 200％近くの利用率で、予約が重なった時は、どこか別の所に行かざるをえない状況。 

・今のホールが狭いから、もう少し大きい部屋・ホールがいるのではないかという意見が出ている。 

・図書館もホールで映写会を行っているが、狭くてスクリーンも低いことから、多目的に使える施設が

あれば助かるという意見があっている。 
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・平戸市は美術館を持たない。たくさんの方々が、書道や絵画等の発表する場がなく、そういった発表

する場を併設された施設がよい。 

・使用料とらないといった費用面も含め、改修するのであれば、多目的に、公も使える、行政も使える、 

オープンスペースを検討した施設がよいと思う。 

 

○委員 

・今言われている内容は街中で私達もよく聞く。それは何かというと、前の北部公民館が廃止され、今 

閉鎖状態であるため。 

・レストハウスの敷地は 700 数㎡程度しかないため、何でもかんでもここに造るということは難しい。 

・図書館の使用頻度は非常に高くなっている。それに合わせて観光客と未来創造館に来られる市民の方 

との交流ができる施設にしていただきたい。 

・耐震化して改築で良いのかどうか。耐震化しながらリフォームして、故障がくるであろう電源施設も 

含めた予算がどのくらいかかるのか。あるいは、新しく造りなおして予算がどのぐらいになるのか。 

・今時バリアフリーがない施設なんて最悪な状態だと思う。 

・使用頻度を上げるような計画の見直しが必要。 

 

□事務局 

・未来創造館は現在最大で１日 500～600 名の方が利用されている。 

・未来創造館の機能的なところでは、建設費の関係で制約された部分もあり、結果的には旧北部公民館 

よりも会議室スペースや多目的スペースにつきましては若干縮小された感じになっている。 

・公共施設の適正化見直しというのが進められており、代替施設があるものについてはそちらで対応し 

てほしい。類似施設をたくさん造っていくというのは時代の流れに逆行するものと思う。代替できる

もがあればそれを選択していくというのが行政としての素直な意見。 

 

○委員長 

・今の説明で言うと、いろんな制約があった関係上、元あった北部公民館の面積がそのまま整備された 

わけではなくて、現在の未来創造館の利用に対し予想外のニーズがあり、ちょっとオーバーフロー気 

味になっている。 

 

□事務局 

・補足すると、未来創造館のスペースが足りなくなるということは公民館と図書館の利用団体とは建設 

計画のときに協議はさせてもらって開設に至っている。 

その時に公民館利用団体が北部公民館を利用していた団体であれば、文化センターの施設利用を優先 

的にできるようになっている。そして、使用料もその部分について市が負担できる仕組みづくりはし 

ているので、未来創造館のスペースが十分な広さではないかもしれないが、そういった措置について 

は市の方も準備はしている。 

 

○委員 
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・勿論、市民のために改修するのが一番だが、元々の発祥のところでいくと「観光」というのが根本的 

なところであると思う。だからそれを忘れてもらっては困ると思う。ましてや、平戸城もあるし、そ 

ことの整合性もとらなければいけない。 

・まず、第一に観光の面、市外の方を出迎える面を第一に考えるのがよいと思う。 

 

○委員 

・先ほどの説明の中で平戸城の真下にあって、平戸城に行っているお客さんが結構使われていると。 

 それが年間どのくらい使われているのかということと、逆に交流広場に新しくターミナルができたが、 

そことのギャップについて。 

・レストハウスに仕事で来るときにほとんど満車。それは未来創造館ができたからだと思うが、そこで 

新しくレストハウスを整備していく中で逆に車のことも考えなければならないと思う。 

・先ほどのように、ちょっとしたホールを造るとした場合、車を駐車場に入れなければならない。 

未来創造館を年間約 20 万人が使うと思われる中で、その何割が観光客なのかということも知りたい。 

 

○委員長 

・議論しやすい数字イメージが必要ということ。事務局のお手元にある数字でいいので説明を。 

 

□事務局 

・27 年度の実績で平戸城の入館者数というのは 66,000 人。平戸城は 66,000 人なのでこれがそのまま 

レストハウス側から平戸城に登っていっているお客様なのか？、北虎口門の亀岡の方から入っている 

方々もるし、狭隘さが度々議論になっていた駐車場は下の文化センターも含めたうえで使われており、 

いつも満杯というのは事実。 

・また、物産販売機能もあり、ふるさと納税の御礼品と土産を求めるお客様もいる。 

 

○委員長 

・未来創造館には年間 20 万人、平戸城には 66,000 人の入館者がいることからすると、かなりポテンシ 

ャルが高い場所であると言える。 

 

□事務局 

・観光交通ターミナルと重複している機能がレストハウスに確実にある。平戸の観光をスタートする際 

に、平戸の情報を得るためにわざわざここまで移動しているとそうでない部分もあるので、その部分 

も議論いただきたい。 

・未来創造館の年間の見込みについては、我々も年間約 17 万人と見ている。高校生や小中学生などを

中心に利用いただいているのは事実。 

 

○委員 

・そしたらやはり、先ほども言われていた“観光の施設としても大事だ”ということがあるけれども、 

ターミナルと重複している機能をまた二重に整備するのはおかしいというのが出てくる。 
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・例えば商店街の方には観光拠点がないので、逆にそちらの方に（観光拠点機能を）移してもよいので 

はという考え方も出てくる。 

・また、今現在、この辺りには歩いていける所に食事を取れる場所がない。でも、観光拠点が観光交通 

ターミナルとなると、近くに商店街があるので食事も歩いて行ける…という風に、せっかく機能のあ 

り方を変えていくのであれば、“レストハウスの観光の拠点を無くす”ということではなくて、“機 

能を移せないのか”ということまで考えていかなくてはならない。 

 

○委員 

・まちなかの空き店舗利用というのも今の意見にぴったり。その辺りも含めると観光機能は必要な場所 

に集約した方がいいと思う。 

・レストハウスの隣に 17 万人もお客さんが来ている図書館があるのに、ゆっくりコーヒーを飲んだり 

するような、休憩所がないというのが欠点。武雄の図書館が一時期有名になった。 

市長の英断でスタバが入って…あのかたちまでとは言わないが、あのようなかたちはレストハウスに 

必要だと思う。やはり、どこかでお茶をしたい、ランチをしたいというニーズに見合う施設の必要性 

はあると思う。 

 

○委員 

・図書館への来館者が日常は非常に多い。意外と館内のスペースも満杯状態になっているから、食事も 

できない。できれば、軽食がとれるような施設があったら良いなという要望は結構多い。仮に既存の 

施設で食堂のようなかたちでもっていかれると、今度は子どもたちが気軽に休憩できない。例えばそ 

こで長時間本を読めるスペースがほしいと要望が出ている。 

 

○委員長 

・これだけ子どもや親子連れが（未来創造館に）来ながら、くつろげる場所がない。飲食する場所が足 

りないということ。 

 

○委員 

・子育てしているので、その面から言うと、土日は特に高校生、中学生が未来創造館の利用がされてい 

て、やはり“ゆっくりできる場所が欲しい”、“気軽に食べる場所がほしい”という声があって、未 

来創造館のコーヒーは結構売れているらしいとも聞いている。何か持ち込みでもいいので食べられる 

場所が良い。 

・観光面としてここレストハウスをスタート地点にするということはなかなか無いと思う。私が仮に旅

行に行くとして観光案内を検索したら、間違いなく交流広場の方へ行くと思う。 

・また、平戸は子どもが室内で遊べる場所がない。たいした物はなくても、ちょっと遊ぶ子どもをほっ 

といて大人もゆっくりできるフリーなスペースとか…そうしておくと色々と活用ができると思う。 

“固くない多目的スペース”…外からいらっしゃってもゆっくりできるし、ちょっとおしゃべりした 

い時にも、ちょっと食べて、話して、休憩できる機能があってはどうかと。 

 



6 

 

○委員長 

・食べる場所だけではなくて、子どもと来て安心して遊ばせていられるような、そういうスペースが市 

内に不足しているということ。 

 

○委員 

・補足で。友達がちょうど子育ての世代になっていて、子どもを見ながらゆっくりコーヒーが飲めるよ 

うな場所が本当になくて、そういうものがあって欲しいという要望は私の周りでも多い。 

・観光客と市民という区分が分けられているが…昔、大学で観光学の勉強をしたその時点では、“観光 

客と市民は分けられないことになっている”と教えられたが、まさに今からの時代を踏まえていくと 

…観光情勢は変わってきて、ツアー客がこれからどんどん減っていくかと思うが、その代わりに個人 

観光客が増えてくる。その個人客が何を求めているのかというと、やはり地元の人が、市民が行きた 

い店に行きたい。そういう意味では、市民が集まるような場所であれば、必ず観光客も寄ってくる。 

そういう意味では市民中心に考えていっても自然に観光客が寄ってくるのではないかと思う。 

・まちなかに観光交通ターミナルもできているし、商店街の方にもそこから行ってもらえればと思う。 

 

○委員長 

・観光客ということで市民と二分化しないほうがよいということ。市民が来て喜ぶところこそ、観光客 

も喜んでくれるというご指摘。 

・整備に対する市民ニーズは非常に高いものがあるということが皆さんの共通した意見。 

観光客と市民、二分化するのではなくて双方の需要に満足される施設こそ未来に求められているとい 

うご紹介で、本当に私もそう思う。 

 

○委員 

・実際、建物の改修、新築なりの方向性を定めるにあたり、平戸の豊かな緑のある観光を発信する拠点、

また、同時に市民から愛される施設であるべきだと色々考えるが、これから検討課題の中に本当にも

っておかなければならないのは、これから人口減少がどんどん進んでいく将来を考えながら、10 年

後、20 年後、30 年後、あるいは 50 年後にスパンで区切っていったときに、その建物がどのように変

化していくのか、市民の皆様の建物としたときの位置づけにおいて、本当にどうあるべきかというの

をベースに議論を進めていただければなと思う。 

・委員が言われた、市民と観光客がしっかりと交わった考え方と、それを発信する観光案内をする機能

がバラバラになったりするというよりも、しっかりと分けた状態で、今、非常に北部の商店街という

のは人口減少で経営が厳しい状況になっているので、レストハウス周辺だけが潤って、その周りが疲

弊してしまうと全然バランスが崩れていき、まち全体の活気が無くなる。総合的に踏まえた議論を皆

さんのお知恵を借りながら進めていけたらなと思っている。 

 

○委員 

・建物自体の老朽化という話が出たが、現状が“改築する・できるレベルなのか”“改築しても後、10

年ぐらいしかもたないというレベルなのか”よくわからない。実際、新築がいいのか、改築がいいの
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か、後 30～40 年もつのか…現状の建物の状態を教えてほしい。 

 

□事務局 

・法定耐用年数というのは税法上変わらない。RC 造の 60 年というのは。ですから、そこに改修を加え

ようが原則耐用年数というのは変わりません。 

・そしてこの建物は、改正建築基準法以降に建てられているので、耐震性はあるが、その後随時改正さ

れていた耐震の基準には適応していない。勿論、昭和 56 年の改正基準法には適応しているので、耐

震に対し何か施工しなければならないということはないが、エレベーターや階段といった主要構造物

と建築基準法上呼ばれる箇所の改修は、扱う時に確認申請が必要になってくるので、そうなると必要

な耐震補強をしなければならないところは出てくる。 

・これまでのビフォーアフターの過程の中でも、そういった構造上の補強が必要ということも議論され

て、建築費が跳ね上がった経過もある。 

・最後はそういった建築費も含めまして総合的に判断していただく、もしくは方向性を導いていただく

ことになるけれども、当然過程の中で、色んな方法の部分で建築費については皆様にお示ししていく

段階がこようかと思っている。 

 

○委員長 

・もう少し先の議論になる。今日はまず、基本的な認識を共有しましょうというものであり、次回が具

体的に機能をどうするか、新たに必要な機能は何なのかということを議論する。 

 

○委員 

・未来創造館ができた時に、図書館機能としては立派なものができたが、会議室の数が思ったよりもな

いなという印象を受け、市民の皆さんのイベントする機会があまりとれていないのかなと思っている。

部屋はずっと必要と思っていた。この建物内にそういう部屋ができれば、市民の方にとっても喜ばし

いことではないかなと自分の考えとしては思う。 

 

○委員 

・未来創造館のホールの利用者団体も減っているし、広さも旧公民館から比べると減っている。 

・利用するには困っている。事務局が言うとおり文化センターの中ホールを使うことになってはいるが、

あまりにもだだっ広くて、クーラーを付けるにも結構お金がかかる。大体普通２時間ぐらい使って４

千円ぐらいかかる。それも利用団体の負担になっている。そういった点も踏まえてホールをここ（レ

ストハウス）につくってもらいたい。 

 

○委員 

・平戸にはいろんなホールのサイズがあると思うが、隣の文化センターや田平の活性化施設もある。結

構いっぱいホールがある。本当はいろんな施設を利用してもらうことができれば、もう少し効率良く

使えるんじゃないかと思う。近くの文化センターも中ホールでも大きいし…ちょうどいいサイズがな

いという気持ちはわかるのだけれども、お金をかけてもう一つ造る必要はないのかなと思う。 
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○委員 

・未来創造館のホールをつくる時に、文化センター中ホールとの協議があり、中ホールの使用料は行政

が出しますとなっているものの、冷暖房が 2,000 円ぐらいどうしてもかかり、利用団体に中ホール利

用を呼びかけても、行政が負担するのもどうせ税金なので、それならば我慢して使用しないというこ

とになってしまっている。中ホールのサイズが希望する大きさより大きすぎる。 

・田平の活性化施設も使うような話もあったが、なかなか平戸の人が田平に行ってまではしないと思う。

逆に田平の人が平戸に来て何かするなどないと思う。 

 

○委員長 

・未来創造館にあるホールは小さすぎるとした中で、…当面は文化センターの中ホールがあるので行政

から使ってくれとのことだったのが、室内は広いし、高熱費も相応かかることから利用が進んでいな

い…はっきり行って不便を強いられていると文化団体の方は感じられているとのことだが行政とし

てはどのような認識か。 

・逆に、広く範囲で考えると、まだまだ使えるところはあるはずだという…あまりにも身近なところだ 

けを見て考えるのは今風でないというご指摘もあった。 

 

□事務局 

・公共施設については、少子高齢化が進行するのが目に見えてわかっているので、箱物行政をこれまで

以上に推進しようということは到底考えられないし、そうあってはならないと考えている。 

・あるものでしたら利活用を高めながら、あるもので対応していく。そして更新期にきたならば、それ

の存続、建替えについても議論しながら対応していくというのが基本。 

 

○委員長 

・今後、人口が減っていく中で、箱物行政に走るのも限界がある。そこは行政としても譲れないという 

こと。ここは重要。 

 

○委員 

・人口減少について箱物をつくることに私も抵抗があるが、かたや子どもたちの将来のことを考えたり

すると、図書館としては機能がもう満杯になっているので、そこに子育て支援の施設を造ったり、あ

るいは子どもたちが自由に使えるようなスペースが欲しいとは思う。 

・委員が言うとおり田平にも箱物はあるが、高齢者は近くを利用したいというところがあるから、ここ 

（レストハウス）が改築になるタイミングではぜひ整備をしたほうがよいと思う。 

 

○委員長 

・色々な課題はわかっていながらも市民ニーズにも答えていただきたいということ。 

 

○委員 
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・私はあくまで補完的施設ではなく、独自性をもった、新しい発想で今後の建物を利用していってはど

うかと思う。 

・私達が議会を代表しておるので、声高に言えば、なかなか皆さんも言い辛い部分もあるかと思うが、

私達はあくまで代表として皆さんの意見を組みながら、ある程度の方向性が決まった時点で議会の方

へ報告しながら…今回そういう命を受けておるので。 

 

○委員 

・やはり人口減少ということを考えると、独立した観光のモデルとなるような拠点施設、それから商店

街との連携を担う施設、オランダ商館からの港の平戸城との眺めなども十分に考えていくべきだと思

う。 

 

○委員 

・使用料の問題がある。高いからみんなで出し難いという意見があるとのこと。なおさら、この施設も 

ゼロにすべきだと思う。現在、観光協会から 100 万円もらっている。市からは 150 万円レストハウ 

スの維持管理のために出している…考えると今後、休憩場所として、飲食したときの家賃、地代で文 

化センターの暖房費ぐらい出てくるのではないかとも思う。何せ市民の負担がないような利用方法を 

考え、採算が取れる方向で進める必要があると思う。 

 

○委員長 

・市民の負担感をいかに減らすのかという方法についても考えることが課題ということ。 

 

○委員 

・行政の方にお願いがある。ここに来られている委員の皆様は今後のレストハウスの活用について高い 

関心で注目をしているという点では本当に責任が重い。その責任を背負って検討していくうえでお願 

いがあるのは、会議の手前で、色々な情報を精一杯出していただいて、予習復習をしながら、この場 

に出てくることが大事だと思う。つきましては、情報、資料であるとか早めに提供をお願いしたい。 

 

○委員長 

・第１回目からこのように活発な議論がでるとは委員長としてはうれしい悲鳴であるが、皆さん生活者

としての立場や色々な団体を代表しての声、今日のこの会議に市民の声が代表されていたなと本当に

思う。 

・そういう意味で言うと、“この施設がこのままではなくて何らかの対応が必要”ということは、隣に 

ある未来創造館がこれだけ多くの市民に利用される施設になったということにおいても、この施設を 

このままほっとくわけにいかないというのが皆様方の基本的な総意ではなかったかと思う。 

 

（４）次回委員会での協議内容確認 

○委員長 

・それを踏まえたうえで次回の議論にどのように備えていくかについて事務局より説明をお願いする。 
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□事務局 

・資料③は「市民の利便性向上」、「観光客の利用促進」という枠を設けたものになるが、枠にこだわ 

らず、今日のご議論を踏まえて記述いただき、次回会議開催前日までに観光窓口、または FAX で提供 

いただけると助かる。 

・次回会議では皆様から頂いた意見を整理していく作業に入るべきなのかと思っている。本日ここまで 

具体的な意見がでているのでそういった機会に次回はさせていただく。 

・実際の施設もご覧になっていない委員もいるかと思うので、事前見学もお願いする。 

 

５．閉会 


