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本渡港周辺環境整備事業のサウンディング市場調査（対話）結果について 
 

1.サウンディングの経緯 

現在本渡港周辺環境整備事業の推進に向け、基本計画等の策定を進めています。令和 4 年

度中には本渡道路の開通が予定されており、本渡港を中心とするエリアは交通の流れが大

きく変わることとなります。本事業では拠点施設の施設整備を予定しておりますが、拠点

施設が地域住民及び地元事業者は当然のことながら、地域外の企業・人が訪れ、天草の観光

拠点の周遊や新たなビジネス展開を促す起点となり、新たな動きの発信点となるよう目指

します。 

本調査では、基本計画（原案）を基に、拠点施設の整備・運営にあたってのアイデアや事

業者が参加しやすい公募条件等について広く意見を求め、事業推進の参考とするためサウ

ンディングを実施しました。 

 

2.サウンディング対象の土地、建物等 

①所在地：天草市港町 1-7 

②建設予定面積：約 5,600 ㎡ 

③都市計画等による制限：本渡都市計画区域における工業地域（建ぺい率60％、容積率200％） 

④現況：本渡港旅客ターミナル、観光トイレ、本渡港バス停、給油施設、木材置場が現存（給

油施設、木材置場については移転により更地化の予定） 

 

3.サウンディングの実施スケジュール 

①サウンディング実施要領の公表  令和 4 年 8 月 15 日 

②説明会の開催    令和 4 年 8 月 22 日 

③サウンディングの実施   令和 4 年 8 月 22 日～9月 26 日 

④サウンディング結果概要の公表  令和 4 年 11 月 24 日 

 

4.サウンディングの参加者 

①説明会参加者 

建設：14者  小売：7者  報道：1者 

通信：1者  飲食：2者  各種団体：8 者 

宿泊：1者  金融：2者  コンサル：2 者    合計：38 者 

 

②サウンディング参加者 

 小売：1 者  コンサル：2 者 

 通信：1 者  製造：1者 

 各種団体：1者 合計：6者 

 

5.サウンディングでの主要な意見 

①官民連携して事業を推進していくうえで、お互いにわからないことが多い。民間のコン

ソーシアムやプラットフォーム的なものを構築して、一緒に学んでいく場が必要。 

②トライアルサウンディング、実証実験等を行うなど、本渡港に何を作るべきかについて

調査を行いながら計画に反映することも検討すべき。 

③施設を運営する会社が施設建設の計画に入っていくことが重要。運営する人たちに意思・

想いがなければ、いい空間ができたとしても活かしきれない。 

 

 ※なお、サウンディング結果の概要は、次ページのとおりです。 
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6.サウンディング結果（概要） 

対話の対象項目 対話概要 

理念・コンセプト等 

に関する提案・意見 

理念・コンセプト等については、以下のような提案・意見がありました。 

①市が事業者に求めるものが明確であるほど、事業者は取り組みやすくなる

が、基本計画（原案）では、何を求めているのかわかりづらく、内容的に

もウィークポイントばかりが目立つ。もっと天草の魅力を表現したほう

が、何を求めるべきなのかもわかりやすくなると思う。 

②「できないこと」ではなく、「やらなければならないこと」を明確にする

と、道筋が見えやすくなる。（押えなければならないポイントを明確に表

現） 

③基本計画（原案）の内容としては、簡単に理解できるものになっていない。 

④可能な限り皆の意見を取り入れるという考えだが、目的が達成されるもの

を反映させていくということでなければ、みんなの意見に引きずられて、

本来の目的を見失うことになる。 

⑤現実に天草の隅々で頑張っている人たちが、本渡に拠点ができれば楽しい

かもしれないし、ここからまちづくりが広がるかもしれないが、おそらく

現場を離れて本渡に集まる余裕は少ないと考えると、発想を変えなければ

市が考えているまちづくりの拠点としては機能しないと感じた。 

⑥港を驛になぞらえているので、佐伊津とか二江とか高浜とか、あちこちに

「海の駅」みたいなものがあって、それらを海上タクシーなどでつなぎ、

新しい天草を体験、実感させることができればいい。一つの拠点に集めて、

地方の魅力を総合的に発信する時代ではないのかなと感じている。 

⑦ハードだけでなく、ソフトにもっとパワーをつけることが必要。天草には

大きな企業はなく、個人事業主が多いためそんなに豊かではない。頑張っ

ている個人事業主に光を当てられるような仕組みがよい。 

⑧計画についても、もっと個性的でどこにもないような、一つのことに特化

したようなものでもいいと思う（お客さんもわかりやすい）。 

⑨これからは海外の人も視野に入れた取り組みを考えていければいい。 

 

施設整備等 

に関する提案・意見 

施設整備等については、以下のような提案・意見がありました。 

①観光で天草を訪れる場合、インターネットで観光情報等は調べてくるだろ

う。（観光案内のみの機能だけでは厳しい） 

②レンタカーやレンタル自転車等を整備すれば、一定の拠点機能は確保でき

る。 

③サイクルの拠点として強化すれば、ホテルの建設は有効的で、宿泊施設が

できると利益が上げやすくなる。 

④船で来ることができて遊べる施設は、天草の立地を生かせて魅力的 

⑤基本計画（原案）の内容が総花的で、事業費 10 億円程度なら、小規模の

施設しかできないと感じている。 

⑥平屋建てで 10 億円規模の施設を建設する場合、機能が限定されるため寂

しい施設になると予想される。一般的に延床面積が同じなら、2～3 階建の

方が建設単価は安くなる。 

⑦天草産の木材の使用を指定すると、コストや時間等の問題があるため、「優

先的に検討する」と表現を改めるべきでは。 

⑧ターミナル機能としては、いろんな部屋を重複して使えるようにしておく

と切符売り場さえあればいい。切符売り場が御所浦航路だけを想定したも

のなのか、将来的に熊本や三角、海上タクシー、天草を周遊するコンテン

ツなどが出てくれば形も変わってくる。 

⑨観光客にとって今回の施設は旅の途中に立ち寄る場所となるため、地元の

生活とのふれあいや新しい発見に魅力を感じるものだと思う。地元の人達
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もそこで楽しみ、集まる施設で、観光客もその中で楽しんでもらうコンテ

ンツを考えるためには、地元住民寄りの考えで作っていくべき。 

⑩計画で想定している機能を全て詰め込むと余裕のない施設になる。 

⑪それなりの投資をした中での集客というのがあるので、人を引き付ける魅

力のあるデザイン性を持った「驛」を造り上げることが大事。 

⑫交通手段として、キックボードやレンタサイクルなど、大きくとらえれば

本渡地域を周遊できるモビリティの確立が必要だと思う。障がいがある観

光客の方でも、来場された際に利用できるものが必要。 

⑬本渡港を新たなバスの停留所として、現在のバスセンターにつなぐといっ

た考えもある。「みなと駅」というネーミングで、停留所の設置は実現可能

だと考える。 

⑭新たな航路として、島原やイルカウォッチングとの連携など、人も物も動

く結節点として考えている。 

⑮建物の中の公的な部分（ターミナルや事務所など）の建設費については、

案分する方法なども考えられる。 

⑯ここらす、保育園など、のってみゅうかーではなく専用の巡回ルートは考

えられないか。交通弱者にもスポットを当てて、港の利用者を増やしてい

きたい。 

⑰市民にも観光客にも優しい位置づけの施設であり、そこから銀天街などを

周遊していける交通手段も考えていきたい。 

⑱湾内に浮島（浮桟橋のようなイメージ）などを設置することは可能か。そ

こで飲食やイベントを実施するスペースを確保することは可能か。また、

現在の砂置場については利用することは可能か。 

⑲見栄え的な面も含めて、現在の砂置場まで使用できるようになれば、かな

りいい計画になると思っている。その辺りの計画が出てこないと、先の展

開が見えづらく、現在の計画で終わってしまう恐れも出てくる。 

⑳親水公園としての活用は無理だろうか。海面から防波堤までが高すぎるた

め、現状では難しいが、浮桟橋を設置することで、船を横付けできたりす

るエリアは必要になってくると思う。 

㉑のさりーの有効活用のための仕組みづくりも検討していただきたい。 

㉒整備する施設にはビジターセンター機能を持たせたい。 

㉓今までいろんな物件を見てきたが、場所に関しては素敵な場所だと感じ

た。 

㉔施設自体に無目的で来ることが重要で、居心地のいい空間の中で、長期に

滞在できるポイントが必要だと感じているが、それに関しては、カフェの

導入など計画に落とし込まれているので、賑わいは作れると思う。 

㉕例えば、いつもは図書の閲覧スペースとして使われているスペースも、い

ろんな目的で使えるスペースとして重ね使いができるような工夫が必要。 

㉖施設整備にあたっては、建物ありきではなく、やれるところからやるとい

う考え方で、当初から必要人員数を考えたデザインとビジネスモデルを作

っていくべき。 

㉗オンシーズンと平日・オフシーズンの集客格差を減らすため、適正なター

ゲット設定と銀天街との連携等による全天候型コンテンツも検討。 

㉘市内には道の駅など類似施設が乱立しており、それらの施設との差別化を

図り、民業圧迫を排除するため、運営方法の検討が必要。 

㉙整備予定地はロードサイドではないため、そこが目的地となるためのコン

テンツが必要。 

㉚建設予定地の道路向いの倉庫の利活用については、将来的に検討が必要。 

㉛拠点施設として位置づけるためには、大型バスを含む駐車場整備が不可

欠。 
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㉜緑地帯やデッキスペースなどを整備し、観光港として相応しい景観づくり

を検討。 

㉝景観的な問題もあり、現在の砂置場を撤去し、ヨットや観光クルーザーの

係留や流入。屋形船の導入など検討。 

㉞基本計画（原案）で示されているカフェやファクトリー機能などは、建設

予定地の反対側の倉庫群に設置したい。 

㉟特定の事業者だけが利益を得るのではなく、共同でプロジェクトを進めて

行きたい。 

㊱産業・物流の港としては本渡港は喫水が浅いので、クルーズやヨットハー

バーなど、観光面で利用を伸ばしていくべき。 

㊲交通手段も多様化しており、停泊する場所があれば、船で天草に来る人も

いるのでは。 

㊳観光施設はどこも夜間の使用は集客できずに悩んでいるが、整備する施設

は、夜間は学習塾や定年後の起業塾などの会場として活用してみてはどう

か。 

㊴イベントスペースやステージについては、市内の他の施設でも代用可能な

機能だと思うので、必要ないと思う。より観光客に特化した施設にするべ

き。 

 

管理運営等 

に関する提案・意見 

管理運営等については、以下のような提案・意見がありました。 

①運営者の観点からすると、リスクがある事業である（どこまで民間がリス

クを負う必要があるのか明確でない）。 

②例えば、事務所スペースを整備し、そこを市や商工会、その他組合等が借

り上げ、家賃として使用料を徴収する仕組みなども検討してみては。 

③ランニングのリスクを民間が取ることとした場合、お金が落ちる仕組みが

必要で、事業者の参加も増えるだろう（安定的な収入が見込めるかどうか

で、事業者の意欲も変わる）。 

④ふるさと納税の事例として、今回のような施設で来場者がふるさと納税を

して、その場で商品を買えるという仕組みもある。返礼品として地域で使

えるクーポンなどもあったりする。地元の人もネットでなければできない

というところが障壁になって、今まで活用しきれていない部分もあったと

思う。 

⑤大事なのは、施設を運営する会社が施設建設の計画に入っていくこと。実

証実験に参加した企業が、建物が建った後、その運営も引き継いでやると

いう流れが組めると効果的な施設サービスができると思う。 

⑥将来の指定管理者を設定して、その人たちと一緒に設計士と相談し、建物

の空間や運営を決めて行くという座組みもある。運営する人たちに意思・

想いがなければ、いい空間ができたとしても活かしきれない。 

⑦将来的に施設を残していこうとしたときに、行政の協力は非常に重要で、

地元で自走するためのノウハウや運営テクニックなどの提供を受けて、自

らの力で運営できる体制づくりが大切。 

⑧ランニングコストを含めて金額が提示されると、民間事業者は参入しやす

くなる。 

⑨公設・民設・補助金のいずれの場合でも、市が費用を一部負担していると

いう理由で、過度に運営に口を挟まれると運営がしづらくなる。 

 

事業推進等 

に関する提案・意見 

事業推進等については、以下のような提案・意見がありました。 

①計画されている住民等の意見聴取については早めに実施していただき、方

針が途中で変わることがないように計画を策定していただきたい（提案書

作成中に方針が変われば、対応が非常に難しくなる）。 
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②ＰＦＩなど様々な方法があるとは思うが、第三セクターとして地元の金融

機関や放送、メディア関係などの出資でエージェント会社を作り、エージ

ェント会社で骨格を作った後、特別目的会社（ＳＰＣ）を立ち上げて進め

ていくという手法もある（岩手県紫波町のオガールプラザの事例）。他に

もＥＯＩ方式もある（先に事業者を選定し、事業者自体が企画を含め進め

ていき、設計等諸々を発注していく）。 

③事業者としては、市が新しいチャレンジをするという点で期待もあるが、

事業者もどうやって進めていいかわからず不安がある。また、官民が連携

し事業を推進するうえで、お互いにわからないことが多い（ＰＦＩなど新

しく聞く言葉、手法、制度の内容）。民間のコンソーシアムやＰＰＰプラ

ットフォーム的なものを構築して、一緒に学んでいく場が必要。 

④最初からゴール（年間何万人も利用するような施設）を目指してスタート

するのか、できることから小さく始めて段階的に大きくしていくような仕

掛けも必要では。 

⑤本渡道路の開通や御所浦の恐竜の島博物館の完成により、周辺の環境は変

わっている。トライアルサウンディングなど、ある程度の実験をしながら

計画に反映することも考えてみては。 

⑥現段階では具体性に欠けており、これを現実的な基本計画にするためにプ

ロポーザルによって外部委託する方法も考えられる。市外ではなく地元の

コンサルが受託し、一緒に取組んでいく方法を検討すべきで、収益性や採

算性などしっかりと議論を重ねることが大切（業務を受託する地元コンサ

ルがいるかどうかが課題）。 

⑦天草にはＤＭＯ（観光地域づくり法人）が設立されていないが、今回の事

業で設置されるであろう組織が、将来的にＤＭＯになっていくような流れ

もあっていい。 

⑧民間と行政とが知恵を出し合いながら決めて行こうというのがサウンデ

ィングのスタートであると思っている。このような場を作っていただけれ

ば、私たちもアイデアを出していきたい。 

⑨公の部分については収益性が見込めないが、使用料をいただくという方法

で解決できると考えている。 

⑩上天草が自転車の前輪だと思っており、天草市を大きなフレームで結ばな

ければならないと思っている。道路も整備され、更に航路も復活すると、

後輪のハブとして本渡港は結節点として位置づけられると思う。 

⑪施設に何を作るべきかについて調査を行う手法として実証実験がある。例

えば市民にインタビューやヒアリングを行って、町の方が思われている課

題や作ってほしいものなどを調査し、施設の設計に反映させていくもの。

基本理念ができた状態で、具体的に調査したうえで施設の計画に落とし込

んでいくという流れはあっていいと思う。 

⑫施設の面積が 5600 ㎡で、駐車場を含めるとあまり大きなものはできない

と思う。箱としては大きなものを考える必要はないが、いろんな意味で行

政も市民も変わる時の一つの象徴みたいなプロジェクトにしようと思え

ば、時間はかかるかもしれないが意欲のある事業者が一緒になることによ

って形になってくると思うので、希望を持って進めていい。 

⑬できればオープンディスカッション等を実施し、様々な事業者との連携を

深められればと考えている（真剣に将来のことを考えている者だけで進め

ていく手法も検討）。 

⑭基本計画（原案）では、利益が出る施設なのか明確になっていないため、

市長を交えた公開討論など開催してもいいのでは（観光コンソーシアムと

の連携）。 
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参加条件 

に関する提案・意見 

参加条件等については、以下のような提案・意見がありました。 

①参入希望者を増やしたい場合は、提案の自由度を高める必要がある。 

②地元事業者を優先的に選定するという考え方に異議はないが、他の地域か

らの参入を妨げるような条件は設定すべきでない。 

③プロポーザル等で事業者を決定する際、地元事業者への優遇措置等は見込

んでいただきたい。 

④地元事業者でコンソーシアムを組織するにあたってのチーム作りは、何を

目的としたコンソーシアムなのかがはっきりしないと、事業者も集まって

こないと思う。 

⑤運営事業者にノウハウがなければ、どんなに立派な施設を建設してもいず

れ破綻する（運営事業者の選定は重要）。 

⑥他自治体の先進事例を参考に計画を作成する事業者が多数存在するが、計

画作成や事業に取り組むにあたっては、事業に対する意気込みがなければ

いいものはできない。 

⑦コンペ（プロポーザル）の参加条件として、建設も運営も市内事業者が優

先される仕組みにすべき。そのうえで、市内事業者では実現できない事業

について、市外事業者とコンソーシアムを組むことは問題ない（運営の主

体は市内事業者を優先）。 

 

 

 


