
別冊資料１

南区おおはし⼦どもプラザの南市⺠センターへの移転・集約化について

⼤橋⾳楽・演劇練習場の整備⼿法について

【令和2年2⽉議会 教育こども委員会報告資料（こども未来局）】

【令和2年2⽉議会 経済振興委員会報告資料（経済観光⽂化局）】
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＜調査概要＞
〇 調査対象者 ①おおはし⼦どもプラザ利⽤者

②南区乳幼児健康診査対象者（4か⽉児，1歳6か⽉児，3歳児）
〇 調査期間 令和元年11⽉14⽇〜12⽉27⽇
〇 回答者数 595⼈（内訳①219⼈②376⼈）

＜調査結果＞
〇居住地（①のみ）

〇年 齢（①のみ）

〇交通⼿段（①及び②のうち利⽤実績あり）

〇充実して欲しい機能（複数回答）

1．アンケート調査結果

・駅から遠くなるので，現在の場所がよい
・南市⺠センターの⽅が近くて便利
・バス停もしくは電⾞の駅近くが良い
・⼀時預かりや外遊び，図書館など利⽤
できれば，駅から遠くなっても利⽤したい

〇⾷事スペースについて
・⼦ども連れでの⾷事は⼤変なので，⾷事スペースができるとうれしい
・⾷事ができれば，⼦どもプラザに⻑く滞在できる
〇外遊びができる場所について
・砂場や外遊びができるスペースが⼀緒にあるとよい
・⼦どもが体を動かせる場所があれば，きょうだい児も利⽤しやすくなる
〇駐⾞場について
・南市⺠センターの駐⾞場を増設してほしい
・駐⾞場があれば利⽤しやすくなる
〇乳幼児の⼀時預かり
・⽇頃から慣れているスタッフさんがいるところに預けられるのであれば利⽤したい

・室内，屋外共に⼤きな遊具がほしい
・図書館と⼦どもプラザを複合的に利⽤
できるようになれば，きょうだい児も利⽤
しやすくなる
・常設の相談窓⼝があると助かる

（⽴地について） （その他）

食事ができる
スペース

外遊びができる
（公園など）

駐車場
乳幼児の
一時預かり

図書館との
コラボ企画

その他

23.1% 20.3% 20.1% 17.5% 15.4% 3.6%

【機能についての主な意⾒】

【その他⾃由意⾒】

東区 博多区 中央区 南区 城南区 早良区 西区 市外

0.0% 4.1% 5.5% 85.4% 0.5% 1.3% 0.5% 2.7%

徒歩 自家用車 バス 電車 自転車
36.6% 22.1% 21.4% 11.2% 8.7%

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
38.1% 36.4% 15.4% 8.5% 1.2% 0.4%

南区おおはし子どもプラザの南市民センターへの移転・集約化について
参考：令和２年２月議会
こども未来局報告資料
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3．今後のスケジュール

南区おおはし⼦どもプラザについては，利⽤者等の意⾒も聞きながら検討を⾏ってきたが，
「⾷事」や「外遊び」ができるスペース，駐⾞場，⼀時預かりなど，新たな機能を導⼊する
ことで利便性が向上すること，市⺠センター，図書館，塩原中央公園を複合的に利⽤
できること，施設の継続的な運営（恒久化）が図られることなどから，総合的に判断して，
南市⺠センターの改修計画にあわせ，南区おおはし⼦どもプラザを移転・集約化することと
したい。

2．今後の⽅針

駐⾞場については，現⾏218台
からさらなる拡張が図られる。

令和２年度 南市⺠センター改修 基本・実施設計
令和２年度末〜 南市⺠センター⼤規模改修⼯事開始
令和４年夏頃 南市⺠センターリニューアルオープン

（おおはし⼦どもプラザ移転）

改修イメージ

移転・集約

【⼦どもプラザ】
〇 親⼦の遊び場(サロン), 授乳室,

乳幼児トイレを設置
〇 ⼀時預かり機能の新設
〇 図書館分館との連携
〇 外遊びができる空間を確保
〇ベビーカー置き場を確保

【市⺠ロビー】
飲⾷スペースを設置
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（１）12⽉議会報告時までの検討状況
① 整備⼿法の抽出

なお，現施設を運営しながら敷地内に整備（ローリング）する⼿法については，敷地⾯積の関係で現在の練習場より
狭⼩な施設しか整備できないため，候補から外している。

② 利⽤者意⾒（R1.11〜12 ⼤橋，千代，千早⾳楽・演劇練習場利⽤者からヒアリング）
ア 休館期間があると⽂化活動が継続的に⾏えない。
イ 練習場に付属した駐⾞場を整備してほしい。
ウ 現在の⽴地は，各地から集まるのに便利で分かりやすい。

○⼤橋⾳楽・演劇練習場の整備⼿法について

１．⼤橋⾳楽・演劇練習場について

〇⼤橋⾳楽・演劇練習場の施設の課題改善に向けた整備⼿法の検討を進め，利⽤者や南区⾃治
組織協議会からの地元の意⾒，コスト等を総合的に勘案し，市の⽅向性を報告するもの。

（１）経緯
〇塩原区画整理事務所跡地の当⾯の活⽤策として，H17年3⽉に簡易なプレハブで設置。以降，

５年毎の指定管理者公募に際し，地元と協議しながら暫定利⽤の状態を更新してきた。
〇そのため，防⾳性能の強化，施設の恒久化が課題であったが，市⺠局より，南市⺠センター改修

のなかで，複合化できないかとの打診を受け，整備の検討を始めたもの。

（２）施設概要
■諸室構成 ⼤（１室 342㎡） 中（１室 116㎡） ⼩（３室 26〜28㎡）
■利⽤者の状況
〇居住地

〇利⽤ジャンル

〇年齢

〇交通⼿段

２．整備⼿法の選定に関わる事項

東区 博多区 中央区 南区 城南区 早良区 ⻄区 市外
5.5％ 8.2% 12.8% 35.3% 2.9% 4.4% 4.4% 26.2%

合唱 社交ダンス フラダンス その他
32.7％ 12.5% 7.9% 46.9%

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上
7.9％ 6.1% 7.9% 14.9% 10.8% 21.0% 31.2%

⾃家⽤⾞ ⻄鉄電⾞(下り) バス ⾃転⾞・徒歩 ⻄鉄電⾞(上り) その他
27.1％ 23.0% 18.4% 14.9% 14.3% 2.3%

A 南市⺠センター
に移転 B 現地での建替え 現在の施設を改修

防⾳ 〇 確保可能 〇 確保可能 × ⼗分に強化できない
恒久化 〇 可能 〇 可能 × 残耐⽤年数が短い

参考：令和２年２月議会
経済観光文化局報告資料
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（２）その後の検討
① 地元意⾒（R1.12 南区⾃治組織協議会定例会）

〇南区⾃治協議会としては，ゆめアールの施設を移転・合築し，南市⺠センターを魅⼒的な施設とし，
その跡地は地元の意⾒を聞きながら進めてほしい。

② 利⽤者意⾒を踏まえ，課題への対応を整理
ア 休館対策

A 「南市⺠センターに移転」の場合は休館期間はない。

B 「現地での建替え」の場合，⼯事期間中に休館期間が発⽣するが，休館対策としては以下の
２つの⽅法が考えられる。
⽅法① 南市⺠センター既存施設（⾳楽室，会議室，視聴覚室，研修室）を活⽤。

⇒ 規模︓⼤0室 中1室 ⼩0.5室 相当
空き時間を練習場の代替施設として利⽤するため，確保できる部屋数は少ない。

⽅法② 南市⺠センターの駐⾞場に現施設と同規模の暫定施設を設置。
⇒ 規模︓⼤1室 中1室 ⼩3室 相当

イ 駐⾞場の確保
A 「南市⺠センターに移転」の場合，南市⺠センターの駐⾞場が利⽤できる。
B 「現地での建替え」の場合，駐⾞場の整備が必要。

ウ ⼤橋駅からのアクセス
A 「南市⺠センターに移転」する場合，⻄鉄⼤橋駅から約１㎞，バスで３分の距離で，⻄鉄バスも

１時間当たり5〜6本運⾏しており，公共交通機関でのスムーズなアクセスが可能。
B 「現地での建替え」の場合，⻄鉄⼤橋駅から徒歩２分の距離で，公共交通機関でのスムーズな
アクセスが可能。

③ 「ア 休館対策」「イ 駐⾞場確保」の費⽤も含め，整備⼿法毎のコストを⽐較。

A 南市⺠センター
に移転

B 現地での建替え
⽅法① ⽅法②

本体整備費 4.2億円 4.3億円 4.3億円

休館対策費 －既存⾳楽室等の
防⾳+振動対策費 0.8億円

暫定施設設置費
2.6億円

駐⾞場整備費 － 0.2億円 0.2億円

合計 4.2億円 5.3億円 7.1億円
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（１）整備⼿法の⽐較

（２）⼤橋⾳楽・演劇練習場利⽤者ヒアリング（Ｒ2.1）
〇南市⺠センター既存施設を休館中の代替施設として活⽤する⽅法（B ⽅法①）については，

部屋数が少なく，代替施設として不⼗分である。
〇その他，R1.11〜12に実施した利⽤者ヒアリングと同様の意⾒あり。

（３）整備の⽅向性
〇整備にかかるコストが安く，休館による活動継続に影響がないことや，地元の意⾒を踏まえ，
「南市⺠センターに移転」する⼿法により整備する。

〇これにより，発表（ホール）と練習の場が併設されることによる活動の広がりや，他の市⺠サービス
（図書館等）も同じ場所で提供できるなど、利便性の向上にもつながる。

３．まとめ

A 南市⺠センターに移転 B 現地での建替え
⽅法① ⽅法②

平⾯図

活動の継続 〇 休館期間なし。 ×
⼯事期間中（1年半）
現在の室数を確保でき
ない。

〇
⼯事期間中（1年半），
現在と同室数の代替施
設を整備。

駐⾞場の確保 〇 市⺠センターの駐⾞場を
利⽤。 〇 駐⾞場を整備。 〇 駐⾞場を整備。

公共交通機関 〇 ⻄鉄バス「南市⺠セン
ター前」下⾞すぐ。 〇 ⼤橋駅下⾞すぐ。 〇 ⼤橋駅下⾞すぐ。

地元意⾒ 〇 × ×

コスト 〇 最もコストがかからない。 △ × 最もコストがかかる。
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