
審議会等会議録 

審議会等の名称 第 4回新山口駅ターミナルパーク整備検討委員会 

開催日時 平成 20 年 3 月 27 日（木曜日）14:00～16:00 

開催場所 小郡総合支所 第 5会議室 

公開・部分公開の 

区分 

公開 

出席者 吉村弘、小川全夫、藤井大司郎、山本雅一、石田光一郎、澤田正之、橋本芳郎、

上野豊明、國安克行、佐伯誠、佐光邦靖、清水春治、清水泰英、大枝博幸、 

益田徳子、松井邦昭、深田康裕、吉村正則、川崎博巳（代理）、津森哲夫（代理）

 

敬称省略･順不同(20人)

欠席者 内田文雄、佐藤俊雄、大庭達敏、藤岡啓太郎、村田常雄  

敬称省略･順不同(5 人)

事務局 総合政策部及び企画経営課 

都市整備部及び新山口駅 TP 整備推進室 

議題 新山口駅ターミナルパーク整備基本計画の進め方について 

山口・小郡都市核づくりマスタープラン（案）について 

 次第に基づき以下のとおり進められた。 

 

＜市長＞ 

  皆様、こんにちは。本日は年度末押し迫って本当にお忙しい中、本会議に

御出席をいただきまして本当にありがとうございます。心からお礼を申し上げ

ます。 

 また、皆様方には平素からこのターミナルパークに関することはもちろん

でございますけれども、市政各般にわたりまして御支援と御協力を賜っており

ますことをこの場をお借りして厚くお礼を申し上げます。 

 また、昨年１１月には皆様方のおかげをもちまして、「新山口駅ターミナル

パーク整備構想」を策定することができまして、私どもその後、皆様方のお力

添えをいただきました構想に基づきまして、国、県あるいは私どもの市議会、

また市民の皆様方にいろいろな形での説明をさせていただいておりますし、ま

た、これからの進め方等につきましてもまた御理解を求めているところでござ

います。 

 さて、本市にとりまして、平成２０年度、もう来年度がすぐ始まりますけ

れども、平成２０年度は私ども今年度策定をいたしました「山口市総合計画」

の初年度でございまして、私どもはそうした総合計画に基づく新しいまちづく

りに向けて始動する年と位置づけておりまして、総合計画が目指すところの

「ひと、まち、歴史と自然が輝く交流と創造のまち山口」の実現に向けて、積

極的に、果敢に取り組んでまいる所存でございます。中でも、にぎわいにあふ

れ、県中部を圏域とする自立可能な「広域経済・交流圏」形成に向けた「広域

県央中核都市づくりの推進」は、本市だけでなく、圏域の経済発展のために極

めて重要な施策であると認識をいたしております。 

 そこで、私どもはターミナルパーク整備部を４月１日から設置をいたしま

して、整備部に新山口駅ターミナルパーク整備課も新しく設けまして、また、

職員も増員をいたしまして、いよいよ本格的な整備推進へ向けて発動していく

ことといたしております。特に今構想を策定していただいておりますが、この

整備構想を来年度は早いうちに整備計画に位置づけさせていただきまして、ま

た、私どもこれから２１年度にはぜひともこのターミナルパーク構想を着工し

ていきたい、そうした気持ちで鋭意進めておりますので、早く構想から計画へ

と具体性を増していただくようにまたお願いをしたいと思います。 



 そうした意味では、来年度は国に対しては２１年度事業採択へ向けての概

算要求もしていかなければなりませんし、また、そうした国へ向けての２１年

度事業推進、具体的推進ということになりますと、国へ向けては補助採択、こ

れに向けてのお力添えを賜らなければいけませんし、また、ＪＲ西日本に対し

ましては基本協定を結んでいかなければなりません。そうした平成２０年度は

非常にタイトなといいますか、ハードなスケジュールの中で、私ども整備推進

へ向けて頑張ってまいる所存でございますので、今年度に引き続きまして、来

年度も委員の皆さん方のまたいろいろな御指導、御支援を賜りますようにお願

いを申し上げます。 

 本日はまたそうした形の中での「ターミナルパーク整備基本計画」の今後

の進め、構想から計画に移りますので、その基本計画につきましての今後の進

め方、そしてもう一つは、ターミナルパーク整備のもっと基本となりますとこ

ろの「山口・小郡都市核づくりマスタープラン」、これにつきましても御説明

を申し上げさせて、またいろいろな御意見を賜ったらと考えておりますので、

どうかよろしくお願いをいたします。 

 それでは、会長さんの方、どうぞよろしくお願いいたします。 

＜会長＞ 

  では、まず初めに、ちょっとごあいさつさせていただきましてから、署名

委員等のテーマに入りたいと思います。 

 先ほど市長さんからもごあいさついただきましたように、年度末の御多忙

の中にこんなにたくさんの方にお集まりいただきましてどうもありがとうご

ざいます。昨年の１１月にターミナル構想につきましての御議論をいただきま

して、答申を出させていただきました。それに基づきまして、市の方ではそれ

を策定していただきました。今日の第４回のこの委員会からは、構想に基づき

まして、基本計画について御意見をいただくということになります。ですから、

基本計画については今日が第１回ということですが、委員会とすれば第４回目

ということになります。 

 それで、市長さんには第１回目のときから、ちょっと間でアクシデントが

ございましたけれど、それ以外はずっと御出席をいただきまして、こういう会

議に初めから終わりまでずっと御出席いただくということはなかなか御多忙

の中で大変だと思いますけれど、それだけにこの事業にかける意気込みを感じ

ることができまして、大変心強く思っております。 

 それで、このたび、今日の次第にありますように、この基本計画の進め方

について、後でですが、御説明をいただきまして、御了承いただくというのが

第１件、一つですね。２番目は、先ほどごあいさつにもございましたように、

この整備構想あるいは基本計画の背後にあります、ターミナル構想の背後にあ

ります都市核づくりについての御説明をいただきまして、それについて皆様方

から御意見をいただきたい、この２つが今日のこの会議の主なテーマです。そ

ういうことで進めさせていただきたいと思います。市長さんには４時には次の

御予定で退席されるということですので、４時までにできたら終えたいと、こ

ういうふうに思っておりますので御協力お願いしたいと思います。 

＜会長＞ 

 会議録署名委員を選出（山本委員・益田委員） 

 会議公開の確認 

＜会長＞ 

 では議事の方に入らせていただきますが、よろしいですか。それでは、次

第に沿いまして進めさせていただきたいと思います。 

 初めに、本日の会議の趣旨等についてまず説明をお願いしましょう。 

＜事務局＞ 

  会議の趣旨等の説明 

＜会長＞ 



  ありがとうございました。今事務局の方から今日の会議の趣旨等について

御説明をいただきました。この次第の３枚目にあります、下にページが打って

ありますが、４ページ、１９ページと、抜粋ですので飛んでおりますけれども、

それの初めに１９ページ、右側の方からで、整備構想、基本計画とありますが、

この２つがこの委員会の検討事項なんですけれども、そのうち整備構想は既に

終わりましたので、今日から基本計画についてだと。それが終わりますと、ま

だ先のことになりますが、この委員会から外れてしまいますけれども、実施計

画や整備実施の方に移っていくと、こういうことになります。 

 それと、同じペーパーの左側、４ページという目次がついてるところの右

下の方にある、ターミナルパーク整備構想というのがありますけれども、これ

の中の基本計画、これが今日から議論いただくことだということですね。それ

は全体的な山口市の総合計画の中で、４ページ目では右下に続けられています

が、そのすぐ上に小郡都市核づくりのことがありますし、それはまた山口都市

核・小郡都市核再生ビジョンというのが、それから流れてきております。これ

は前の構想のときにも同じ表、図を出していただきまして説明をいただきまし

たが、今日議論いただく基本計画が全体の中でどういう位置づけになっている

かの説明をいただきました。何か御質問等ございますですか。よろしいでしょ

うかね。今までと特に違いはございません。 

 それでは、そういう趣旨で今日進めさせていただきたいと思います。 

 では、次第の２番目の方に入っていきたいと思います。次第の２について、

つまり新山口駅ターミナルパーク整備基本計画の進め方についてということ

で、事務局から説明をお願いします。 

＜事務局＞ 

  それでは、資料、お手元の資料で御説明させていただきたいと思います。 

 初めに、基本計画の進め方でございますが、「新山口駅ターミナルパーク整

備基本計画策定スキーム」ということで、ちょっと簡単にわかるようにしてお

ります。まず、新山口駅ターミナルパーク整備事業ということで進めておりま

して、整備構想につきましては、昨年いろいろ御審議いただきまして、１１月

に策定させていただいております。今回からはこの構想の考え方、構想におき

ましては、ターミナルパーク整備の必要性及び整備の基本的な方針について定

めさせていただいておりまして、基本計画からは、先ほどの１９ページにあり

ましたように、整備の具体の規模・内容について定めていくこととしておりま

す。それで、新山口駅ターミナルパーク整備検討委員会の方でいろいろ御議論

していただくようになりますが、この中で、当初要綱等で書いておりましたよ

うに、部会、特に駅前広場、新山口駅ターミナルパーク整備においては大きく、

駅前広場の拡張整備、表口駅前広場ですね、それと南北自由通路、それとアク

セス道路等の交通結節点機能強化を図るための基盤整備の具体を図っていこ

うとしているものでございまして、駅前広場、特に駅前広場につきましては、

交通結節点といたしまして、バス、タクシー及び一般利用とかの交通事業者さ

ん等の調整がありますので、これらについては、検討委員会の下の組織といい

ますか、その部会を設置していこうというふうに考えております。それと、あ

と協議・調整につきましては、関係機関である国、県、ＪＲと引き続き調整等

を行いまして、庁内関係部署についても、庁内との連携、特に小郡都市核づく

りとの連携を図っていこうというふうに考えております。 

 それで、この下に書いております整備スケジュールでございますが、前回

構想策定時におきましては、全体の流れでちょっとお示ししておりませんでし

たが、来年度には基本計画を策定したいというふうに考えておりまして、この

スケジュールにつきまして、検討委員会のかかわり方という格好で御説明させ

ていただきたいというふうに考えております。 

 まずは、平成１９年度の方に書いてあります基本構想につきましては、昨

年の実績で、最終的には１１月３０日に構想を策定させていただいておりま



す。それと、今回、その下に書いております基本計画、第４回委員会というの

が本日でございます。それで、第５回の委員会、６月ごろに予定しておりまし

て、このときにターミナルパーク整備の原案というものをお示しさせていただ

いて、いろいろ御意見等をお伺いしたいというふうに考えております。この御

意見等をお伺いした後に、また第６回の委員会といたしまして９月ごろに素案

を作成いたしまして、最終案といたしまして、１２月ぐらいには最終案をまと

めさせていただけたらというふうに考えております。流れ的には構想策定時と

大体同じようになっておりまして、素案の後にはパブリックコメント等で市民

の皆様の御意見等をお伺いさせていただきたいというふうに思っております。

なお、交通事業者さん、先ほど言いました交通事業者さんの調整部会について

も、６月ぐらいからは始めさせていただきたいというふうに考えております。

その後、平成２１年度からは事業の実施といいますか、実施計画に入らさせて

いただきたいというふうに考えております。この開催月、回数については、今、

予定というふうに考えておりまして、大きな流れとしてはこういう流れで進め

させていただきたいというふうに思っております。 

 また、ＪＲ西日本との協議・調整につきましては、今もずっと引き続き行

っておりまして、来年度の末にはある程度の方針決定を行いまして、２１年か

らは実施段階における実施協議に移らさせていただきたいということでござ

います。 

 また、事業実施に当たりましては、国等の補助事業の有効活用といいます

か、財源的な話でございますが、それらにつきましても、来年度からの補助採

択に向けた取り組みを行っていきまして、２１年度からは補助事業で実施等を

行っていきたいというふうに考えております。 

 今回、基本計画につきましては、具体の規模、内容等を定めるということ

で取り組んでいくわけでございまして、先ほど言いましたように、次回６月ぐ

らいになるとは思いますが、そのときには基本計画の原案をお示しいたしまし

て、また皆様方の御意見等を拝聴できればというふうに考えておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上で、簡単ですが、説明を終わらさせていただきます。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。議題のところの次第の２についてですけれども、

基本計画の進め方について御説明をいただきました。配付されました資料のス

キームのところとスケジュールの案がございますが、それに基づいて進めてい

きたいということです。今日３月と、次６月、９月、１２月で４回を予定して

いる。そして、今日はこのようにスケジュールということの御了承をいただく

ということですが、６月に原案が出て、そしてそれをもとに議論いただいて、

９月にその議論に基づいて素案を出していただき、パブリックコメントなどを

経て、１２月に最終案を出して、承認をいただきたいと、こういうスケジュー

ルでいきたいと、こういうことでしたですね。今日のこの議題の２については、

今のスキーム、スケジュール案が出ておりますが、こういう進め方の了承をい

ただければということなんですが、御意見等ございますでしょうか。 

＜委員＞ 

  今の御説明だと、部会は交通事業者の調整部会だけの御説明だったんです

が、基本構想を考えるときにも、かなりユニバーサルデザインを目指して、い

ろいろと使いやすいような駅にするためにはいろんな人たちの意見も反映し

なければならないといったような話だとか、地元の商業関係だとか、周辺でい

ろいろ事業をやってる方々もこういうことがあるなら参画できるような形で

進めるべきではないかという御意見もあったと思うんですが、こういったこと

は基本計画の中にはどういう形で反映するつもりなんでしょうか。もしそれを

反映させるんだったら、何らかの形で部会をつくってでもそういうことが反映

できるようなチャンスをつくらなければいけないんじゃないかと思うんです



が、いかがでしょうか。 

＜会長＞ 

  これは事務局の方どうでしょうか。 

＜事務局＞ 

  ２つの課題があったと思うんですが、一つ、バリアフリーでございますが、

これにつきましては、今同じ都市整備部の中で都市計画課の方でバリアフリー

の基本構想の策定をやっておりまして、今年度新山口駅周辺を重点地区とする

ということが一つの結論として出ておりまして、これに基づきまして、来年度

引き続きましてバリアフリーの基本計画を策定してまいります。私どもの事業

につきましては、バリアフリー基本計画に沿った基準に基づいて計画をつくっ

ていきたいというふうに考えております。 

 それと、地元のまちづくりとの関連でございますが、これは後ほど３の都

市核づくりでその内容についての説明がありますが、まちづくりにつきまして

は、都市核づくりの中で取り組んでいくということで、その中で関連するもの

がありましたら、またいろいろ御協議いただき、ターミナルパーク整備事業に

も反映していきたいというふうに考えております。 

＜会長＞ 

  今のでいいですか、ちょっとあるようにも思います。 

＜委員＞ 

  まだまだ課題は構想の中にあったと思うんですね。それぞれのところにつ

いて、今度の基本計画の中にどういう形で反映するのかという、今のようなお

話でも結構なんですが、そういったようなことについてのやっぱり構造はしっ

かり説明していただかないと、今の整備検討委員会で部会をつくってという話

になると、結局のところ、今の業界筋の調整の中でターミナルパークの姿が出

てくるというような困った問題に受けとめられかねない。そのことを心配する

ものですから、少なくともその全体像としては、今のようなお話はもっと入れ

なきゃいけないと思うんです。特にこの新山口ターミナルパークというのは、

狭く、小郡都市核の機能だけではなくて、山口市全域、さらには山口県全域、

県央の機能を交流拠点としてつくるという意味では、さまざまな分野からの意

見がここに集約された形での基本計画にならなければならないわけですから、

そういう点の配慮というものをどこかでやっぱりオープンにしていかなけれ

ばいけない。そういう仕掛けを何らかの形で、検討委員会の中に部会をもしつ

くるというのであれば、そういうことについても考慮していただきたいと思い

ます。 

＜市長＞ 

  私の方から少し補足説明させていただきますが、今委員の方からございま

したように、確かに私どもそういった必要性を感じております。その中で、こ

この中には一つ交通調整部会という形ではっきりつくるということを決めて

おるものをちょっと載せていただいておりますけれども、そのほかに、今私ど

も議会の方でも、議会の中にこのターミナルパークあるいは小郡都市核・山口

都市核ひっくるめて、これについて検討する協議会あるいは特別委員会、こう

したものを今検討していただいております。これも必ず新年度になりました

ら、議会についても何らかの形でそういった検討する場を設置していただくよ

うにしております。 

 それから、また、いわゆる特に小郡都市核につきましては、南部地域につ

いての初めてのプロジェクトになりますので、南部地域全体として、民間の

方々のいろいろな協議会、こうしたものを自主的な協議会も立ち上げていただ

いてきております。そうしたこととの連携を保ちながら、今後幅広く検討して

いただける場の設置については、これから走りながらまた検討させていただ

き、また当委員会の御意見をいただきながらきちんとしたものをつくり上げて

いこうと思いますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 



＜会長＞ 

  どうぞ。 

＜委員＞ 

まず、市長、お元気になられまして大変うれしく思いますので、これから

もぜひよろしくお願いいたします。 

 実は、大体今、委員が言われたことと市長からお答えをいただきましたん

で、非常にそこの部分については力強く思うんですけども、もう少し具体的な

関係でいきますと、例えば、交通事業者調整部会の部分は駅前広場ということ

でなってますけども、例えばアクセス道路なんかも相当やっぱり地権者の方も

関連をするところでございますし、そういうところも含めて考えたときに、そ

ういう関係の方々、それからＪＲさんだとかがいつ、今ある調整部会と検討委

員会との関係だとか、ＪＲさんとのこの委員会の絡み合わせみたいなものがま

だちょっとここのところではわかりにくいなというようなことを思いますの

で、そこら辺も含めて何か方向性が決まっていればというふうに思います。 

 それと、２月に「南部交流のまちづくりを支援する会」ということの内部

で意見交流会を行いました。内容的な部分については今は差し控えますけど

も、いずれにしても、単にターミナルパーク、新山口駅を中心としたこの狭い

エリアではなくて、先ほどから出てますように、広いエリアに対するいろんな

有効的な施策というのか、プロジェクトだということでの期待感が強く出てお

りましたんで、その点はちょっとここで申し添えておきたいと思います。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  今の方で事務局何かありますか。アクセス道路にも交通部会の方関係する

んじゃないかという点とＪＲとの関係とがありました。はい、どうぞ。 

＜事務局＞ 

  まず、第１点目のアクセス道路の進め方でございますが、このアクセス道

路をつくることが小郡駅北地区に大いなる刺激を与えるものでなければいけ

ないと思っておりますので、道路をただつくるだけではなくて、周辺のまちづ

くりとあわせてどのような形で整備していくのがいいかということで、今考え

ておりますのは、そういう専門家のコーディネーターの方等もおられますの

で、そういう方の活用とあわせて、地元の皆さんと協議をしながら、より進め

方について深く研究していきたいというふうに考えております。 

 それと、ＪＲとのかかわりでございますが、現在は技術的な調整をＪＲ西

日本本社の建設工事部の方とやっておりまして、これは基本計画が具体になる

に従って調整を深めていかなければいけませんが、ある程度の方向が見えてま

いりますと、ＪＲの中でも本社の中に経営の部局でありますとか、運行の部局

でありますとか、いろんな部局と調整をしていただいて、社の方針として決定

をいただくということになりますので、そういう社としての概略の決定がなさ

れれば、こういう場にも出ていただくことをお願いしてまいりたいというふう

に考えておるとこでございます。 

＜会長＞ 

  はい、ありがとう、そういうことです、よろしいですか。はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

  両委員の今の質問に関連して私も一言言わせてもらいます。以前の構想協

議の中でも、私のこれは認識違いかもしれませんが、この次のこの計画委員会

に入ると、速やかに専門部会を立ち上げて、それぞれ国、ＪＲ、そしてまた交

通事業者、そしてまた地域の商業者の人たちも含めて、そういった地域のにぎ

わいをもたらすべくそういう専門部会を設けて、その中で協議していくという

ふうな私は認識で受けとめておりました。 

 それとまた、先ほど事務局の方から１点説明がありましたバリアフリー化

について、これは当然やらなければいけない喫緊の事業だと思いますが、この



件につきましても、平成２３年に予定しております国体、そしてまた国体の後

の障害者の体育祭、こういったものに対して、誘致したのはこれは山口市では

ありません。これは山口県が誘致したものでありまして、そして、県の方が知

事みずからがバリアフリー化に向けての推進を打ち出して、その整備に向けて

邁進するというふうに、それがいつの時期に、またどのような規模で実施され

るかということはまだ具体化されて、我々も公表をされて聞いてはおりません

が、そういった部分、みんな県も山口市も玄関口をつくるということについて

は共通認識でしょうが、役割分担というのが既にあるのではないかというふう

な気がしております。ですから、集客施設の核となるこのＪＲを抜きにしてこ

の協議というのは進めていくのは随分難しい。ただ、想像の域で、何かこの委

員会が消化委員会に終わるようなことだけはぜひともないようにしてもらい

たいなということを事務局の方にも切にお願いしておきます。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  ありがとうございます。今ので事務局何かありますか。県との役割分担の

件とＪＲの件です。 

＜市長＞ 

  そうですね、確かに私ども、県あるいはＪＲ西日本、こうしたところもこ

の委員会の中に早く参集して入ってくる、こういったことについてはこれから

も要請してまいりたいと思います。ただ、相手もいろいろとタイミングがあり

まして、そして我々の方もまた逆に言うとタイミングがありまして、私どもあ

る程度の形を示しながら、そして、こういったことを進めていきたいというふ

うな形を投げかけて参加してもらう方が、私どもとしてはやりやすい部分もご

ざいますので、その辺ひっくるめまして、またこの検討委員会の中での御意見

も踏まえながら、そういった形をつくり上げていきたいと思います。 

 ここで言えますことは、ＪＲ西日本に対しましては、私どももう１０回あ

るいは１４、５回にわたっていろいろな協議を重ねてきております。そして、

国土交通省につきましても、私が交渉しただけはもう７、８回に及んで、国土

交通省についても協議を重ねております。そして、県につきましても、県もい

ろいろな所管課ございますが、知事のとこまでひっくるめまして、いろいろな

形での協議を進めております。 

 一つだけ紹介しておきますと、まず私ども県との調整の中でやらなきゃい

けないのは、山口宇部道路ですね、これとの長谷アクセスを含んで、いわゆる

国道９号までの路線は大体わかりましたが、国道９号からどこまで新山口駅タ

ーミナルパークへ向けての路線を入れてくるか、直結路線を、このことについ

ては早急な形を整えなければいけませんので、こうしたことについても、申し

入れは県の方へしておりますので、その辺のところが早く協議できるようにな

ればなと、こういうふうなことを考えております。 

 それから、バリアフリーにつきましても、これも先ほど担当部長の方から

言いましたけれども、事業には２１年度からもう事業実施に向けなきゃなりま

せんので、そういったいわゆる国庫補助採択、こうしたことも今国の方へ働き

かけております。そして、我々は平成２３年の国体がありますんで、それまで

には必ずこの新山口駅ターミナルパークを含む小郡地域全体のバリアフリー

化についての計画を立て、また実施できるものをきちんとしておくということ

で今進めようとしておりますので、もう少しこの辺も時間いただければと思い

ます。ですが、やっていくことについては間違いございませんので、そして、

特にもうバリアフリーの中で新幹線側で、新ターミナルパーク整備構想の中で

動かさないで済むところのエレベーターの設置等についてはもう具体的な構

想を進めておりますので、またこれもこの検討委員会での御意見もいただきな

がら進めたいと思います。 

 そして、質問はございませんでしたが、もう少しつけ加えさせていただい



て、全体のスケジュールで、今平成１９年度の実績と２０年度についてはこう

したことで基本計画をつくらせていただきたいと。そして、特に平成２０年度

の前半部分、６月ぐらいまでには私ども原案という形で、先ほど説明しており

ますが、基本計画の原案ぐらいまでは急ぎつけ足させていただいて、それをも

っていわゆる平成２１年からの実施計画になりますと、どういうプロジェク

ト、国のプロジェクトを入れるかという事業採択を決定してもらわなきゃいけ

ない。ですから、２０年度にはもう事業採択を国が決定するというところまで

運びたいので、そうなりますと、概算事業費等の要望するということになると、

どうしてももう６月ぐらいがリミットになってくると、こうしたこともあわせ

てお願いをしておきたいと思います。 

 それとまた、いわゆる平成２１年度のところまでは書いておりますが、私

ども２３年に国体を控えておりますので、いわゆる全体の計画としたら、一番

冒頭に言いましたが、平成２６年、合併して１０年、いわゆる合併特例債を主

に活用してやるということで、公共的基盤整備については平成２６年までには

大体のものを終えておきたい、これが最終目標。それ以外の、それ以上の目標

ありますが、当面基盤整備等をきちんとするのは２６年まで、いわゆるターミ

ナルパークそのものについてはつくり上げる。そして、その中でも２３年の国

体に向けてはどういった形で駅を整備しておくかというのも非常に重要なポ

イントになりますので、平成２３年については国体に支障がないというより

は、むしろ国体のときにいい活用の仕方をきちっとできると、アピールできる

というような形までもっていきたいというようなことを想定しておりますの

で、この辺もまた、また次の機会等にはその辺をお示しできるのではないかと

思っておりますので、またこういったこともあわせて御検討いただければと思

います。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。何かございますか。 

＜委員＞ 

  すみません、もう一言だけ追加で言わせてください。今市長の方から大変

詳しく説明受けまして、私もその点についてはほぼ同意させていただきます

が、ただ、これまでの流れとして、旧小郡駅から新山口駅に駅名変更した際に

も、山口県下５３市町村の応分の負担を受けて、そして今の駅名変更に至った

という経緯があるように、やっぱり今からハブ、結節点として、旧小郡町、今

は新山口市の玄関口になる、また県の玄関口になるこの地域の陸の玄関が、こ

の整備いかんによったら、観光地であります萩とか、その周辺の方にも多分に

影響する意味を持っているわけですから、だから、そういった意味じゃあ、当

初、今日委員の方から言われたように、山口県、これはこの地域だけのみの事

業ではなく、山口県全体を、またこれから道州制というものが導入されますと、

今度は島根県でいえば、益田あたりまではこの新山口駅の利用地域としてまた

考えていかなければならないという点も含んで、あまりこれは我々のみの自己

満足で終わらないような、本当に意義のある事業として、市の方もあまり市が

前面に出て負担をされることもなく、応分の県の方にも、また関係事業者の方

にも、それなりに投げかける網だけは大いに投げかけてもらって、そして協議

の場を１回でも、この頻度を、今ここにスケジュール案でありますが、これが

２回３回ふえても、中身のある委員会として無事終わらせてもらいたいなとい

うことを切にお願いしておきます。 

＜会長＞ 

  はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

  一部関連と一部新規のものがあるんですけども、新規というか、前回の継

続なんですが、一つこちらの方で部会を設置される、先ほどの委員の方からも

出てましたが、話の中で、私前回の基本構想の中でこの点だけはぜひお願いし



ますと申し上げたのが、ランドスケープデザインという概念が入ってないの

で、それは入れてくださいというふうにお願いしまして、構想の中には入れて

いただいているんですけども、やはりランドスケープデザインという部分に関

しては、やはり部会というのが適切かどうかわからないんですが、恐らくこの

イメージでいうと、９月以降ぐらいから実施計画の手前ぐらいまでの間にはラ

ンドスケープデザインという概念を入れていかないと、単にターミナルパーク

構想というものが機能の整備に終わってしまったら、失敗しちゃうと思うんで

すね。人間の活動とか経済行為はすべてイメージに誘引されるものですから、

機能の整備に終わってしまうと、本当ターミナルパークというのが駅の前に公

園があるというような、そういう不審者がうろちょろするような、そういうも

のに終わってしまう。やはりランドスケープデザインというものがあって初め

て、多分恐らく市長はそういうウエットなイメージをイメージされてるんだと

思うんですけども、そういう施設が生きてくるんじゃないかなというふうに考

えてます。 

 したがって、部会というのが適切かどうかわからないんですが、ランドス

ケープデザインというフィルターをかましていく機能をどっか実施計画の前

までにやっておかないと、実施計画に入ってしまうと、機能の配置に終わって

しまうおそれがありますので、ぜひともそれは実行していただきたいというふ

うに思ってます。 

 それと、もう１点、先ほどの紙の３枚目の整備の流れの中なんですが、先

ほどこれはもう市長の方からおっしゃっていただいたので、これ念押しするだ

けなんですが、こちらの方でも、上の方の文章の中には「平成２３年の国民体

育大会や九州新幹線の全線開通に伴う山陽新幹線の乗り入れなどを整備にお

ける段階的な目標として意識し」というふうに書いていただいているんですけ

ども、こうしたのを計画の中には整備目標を平成２６年度というふうにパンと

出てるだけなんですね。こうしてしまうと、今後整備目標は平成２６年度だけ

がひとり歩きしてしまうおそれがあるので、必ずこういう目標を表現するとき

には、必ずセットで平成２３年度暫定運用開始予定とか、スケジュールとか、

そういう必ずセットで入れていただかないと、前回の委員会でも言いましたけ

ど、平成２６年度なんていうのは、日本全国で見た場合どうでもいいことなん

ですね。やはり少なくとも西日本エリアの中で重要なのは２３年度なんです、

他の人から見た場合、このエリアでない人から見た場合、重要なのは２３年度

なんです。ですから、ぜひそれはセットで今後は表現を、継続していただける

ようにお願いしたいというふうに考えてます。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。 

＜市長＞ 

  確かにわかりました。今私どもは大体今ぼつぼつ原稿を書きつつございま

す。そうした中で２３年度と２６年度、これはわかりやすく説明をし、特に私

ども先ほどちょっと触れましたが、まだ２３年度ここまでやるというのをＪＲ

と協議してませんので、まだちょっと具体的に公表できないが、ＪＲには迫っ

ております。２３年度に使いやすい駅、こうした、言ってみれば仮設駅ぐらい

我々はつくって、そしてクリアランスぐらいして、大きな広場でもっておもて

なしができるような、そういった方向どこまで行けるかという今交渉はもう始

めておりますので、そうしたことを次回あたりぐらいになるときちんとしたス

ケジュールとして示される、そうした努力をしていこうと思ってます。 

 それと、もう一つは、いわゆるデザインですよね、こうしたものについて

は、今どこでやってるかというと、私どもコンサルの中にこの辺はかなり厳し

い注文でといいますか、理想的な注文を今しておりますので、そうしたことを

私ども今期待をしておりますが、そうしたことの検討はこの検討委員会、ある



いはまたもっと専門的な検討委員会、またこれは協議していこうと思います。

この基本計画に向けてのコンサルあたりについては、デザインについてはかな

り思い切ったものを出してもらいたいという注文をつけておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

＜会長＞ 

  はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

  ちょっとこれは本当余談で、ちょっと聞き流していただいて結構なんです

けど、ランドスケープデザイン、恐らく日本人でできる人いないと思います。

日本の設計者でランドスケープデザインができるのはいないと思うんで、い

や、極端な話ですけど、総事業費に比べればわずかなものですから、しかし、

それがものすごく重要なファクターでありますから、極端な話、海外のデザイ

ナーに発注することぐらいまでも視野に入れていただいた方がいいものがで

きると個人的には思います。 

＜会長＞ 

  はい、ありがとうございました。今いろいろ議題の２の基本計画の進め方

について御意見をいただいております。この検討委員会を少しはみ出るような

御意見もあったかと思いますけど、でも、ちょうど市長さんもいらっしゃると

ころで言っていただきますと、後で私が考えましても、いろいろなところにそ

れが反映されているように思います。特に市の外との交渉のときに、それがす

べてここで公表できるかどうかはわからないところです、相手のあることで

す。でも、それがきちんと踏まえて交渉の方に臨んでいただけると思いますの

で、非常に有意義であったように思います。どうぞ市長さんもよろしくお願い

したいと思います。 

 ほかに何か、今のこの議題の２で、はい、どうぞ、お願いします。 

＜委員＞ 

  前段にちょっと委員が申し上げました、「南部交流まちづくりを支援する

会」の件をちょっと申し上げましたけれども、あの中で基本計画にかかわる問

題たくさん意見をいただいております、市民の方々から。 

 で、これはまた基本計画の中で申し上げてまいりたいと思いますけれども、

ここで、バリアフリー化の問題ですけれども、駅については、特定旅客施設と

いうふうになっておりますから、今、部長の答弁では、今、市が進めておる基

本構想、バリアフリーのこれの基本に基づいて整備をすると、こういうような

御意見だったわけですが、これはこれでいいとしまして、この部会のような中

で、特に障害を持っておられる方々とか団体とか、こういう方々の意見も聞く

場を持ってほしいということを特にお願いを申し上げておきたいと思います。

＜会長＞ 

  はい、ありがとうございました。そうですね、事務局の方も、ぜひメモを

しておいていただきたいと思います。そういう御意見も、ぜひ聞いていただき

たいと思いますね。 

 ほかにございませんでしょうか。大体よろしゅうございますかね。 

 それでは、議題の２につきまして、基本計画の進め方につきましては、今、

スキームと、それからスケジュールの案を出していただきまして、基本的にこ

ういう方向で進めさせていただき、今日、今、いろいろ有益な御議論たくさん

いただきました。特に部会の設置については、この検討委員会の設置要綱にも、

専門部会を設置し、専門員を置くことができるというのもございますので、そ

れに基づいて、やられるわけですので、その次のときに、交通事業者について

の提案もあろうかと思いますけれども、そのほかの部会についても、事務局の

方でも検討いただいて、次のときに、またお話をいただきたいと思います。 

 とりわけ、この狭い小郡だけじゃなくって、もうちょっと広い範囲の中で、

これが検討をできるような体制、そういうふうなのも必要かと、まあ御議論い



ただいたとおりなんですけれども、お願いしたいと思います。 

 そういうことで、議題の２は、この案で御了承いただけるということでよ

ろしいでしょうかね。──はい、ありがとうございました。そういうことで進

めさせていただきたいと思います。 

 では、議題の３に移りたいと思います。議題の３は、マスタープランの案

について御説明をいただいて、それについて、この委員会のメンバーの方々か

ら御意見をいただくというのが議題の３です。 

 そこで、これは今日、お配りいただきましたマスタープラン（案）という、

こういう冊子をいただいておりますけれども、お手元にございますでしょう

か。かなり大部なものですね、ページ数もかなりあります。８０ページ余りあ

るようですけれども、それで、これの御説明をいただいた後、皆様方から、一

言だけ御議論をいただきたいと思うんですが、時間の関係もありまして、この

プランの説明、これ、詳しくやりますと非常に時間がかかりますので、２０分

から、どんなに長くても３０分は超えないように、できたら２５分ぐらいで終

えるように、事務局の人はちょっと御苦労かと思いますがお願いしたいと思い

ます。 

 そして、そうしますと、残りの時間が４時までありますけれども、御出席

いただいています２０人の方々に、１人２分ずついただいても４０分かかりま

すので、１人２分以内で、どうにか御意見が全員いただけますように、こちら

の委員さんから順番にずっとお願いしたいと思いますので、２分でまとめてい

ただくように、このマスタープランの案を説明を聞いていただきながら、自分

の御意見をまとめていただきたいと思います。そういうつもりで、事務局の方

も説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

＜事務局＞ 

  よろしくお願いいたします。すみませんが、着座のまま説明させていただ

きます。 

 それでは、具体的な説明に入ります前に、この「山口・小郡都市核づくり

マスタープラン」のねらいといいますか、目的、それから、今後の流れ等に若

干触れさせていただきたいと思います。 

 まず、このプランでございますけども、このプランは、本市が目指すこと

といたしております「広域県央中核都市」の形成に向け、その核となる山口と

小郡の両都市核づくりにおける考え方、あるいは方向性、基本的な計画等を示

すと、こういった内容のものとなります。 

 この都市核づくりに関する構想、計画につきましては、山口・小郡それぞ

れの都市核の検討となる土台や、進みぐあい等が異なっておりましたことか

ら、これまで、山口都市核・小郡都市核再生ビジョンと、それぞれの都市核づ

くり推進プランという、言わばスリーピースで策定作業を進めてまいっており

ましたが、総合計画の策定などの状況変化、あるいは時間の経過等を踏まえま

して、これらを１つにあわせた形で、山口・小郡都市核づくりマスタープラン

として取りまとめ、本日、その案を御説明させていただくものでございます。

 先ほどの議題２の方で若干説明ございましたが、こちらのレジュメの方、

こちらの３枚目にターミナルパークの基本構想から抜粋をしております左側

のフロー図をちょっとごらんいただけますでしょうか。下にページが４と書い

てあるところですけども、この中で、都市核づくりの中に、山口都市核・小郡

都市核再生ビジョンというものと、その下に矢印で山口都市核づくり推進プラ

ン。 

＜会長＞ 

  この次第の３枚目ですかね。 

＜事務局＞ 

はい、次第の３枚目でございます。 

＜会長＞ 



  先ほど御説明いただいた、抜粋の４ページ、１９ページというページが下

に打ってあるものの４ページの方を見てください、こういうことですか。 

＜事務局＞ 

  はい。 

＜会長＞ 

  じゃあ、お願いします。 

＜事務局＞ 

  こちらの中に、真ん中に都市核づくりということで枠で囲んであると思う

んですが、その中に、山口都市核・小郡都市核再生ビジョン、それから左側に

山口都市核づくり推進プラン、そして右側に小郡都市核づくり推進プランとあ

ると思いますが、この３つをあわせまして、山口・小郡都市核づくりマスター

プランという形で１つに取りまとめておるというふうに御理解をいただけた

らと思います。ちょっとページが飛んですみませんでした。 

 それから、今後の予定としましては、来月、４月中旬からパブリックコメ

ントに、今、お諮りをするとともに、関係する団体等へ説明にまいるなどし、

５月もしくは６月には、政策決定をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 それでは、お手元に配付をしております資料に基づきまして説明をさせて

いただきます。 

 初めに、こちらのＡ３の資料をごらんいただけますでしょうか。都市核づ

くりの概念というタイトルがついておるかと思います。 

＜会長＞ 

  こういうもんですね。 

＜事務局＞ 

  はい。 

＜会長＞ 

  ホッチキスで左上が閉じてあるのですか。 

＜事務局＞ 

  はい、そうです。ありがとうございます。 

 それでは、初めに、このマスタープランの政策的位置づけと都市核づくり

を進めていく上での基本的な考え方について説明をさせていただきます。 

 この資料の左側に、「山口市総合計画」として囲んでおります。このたび策

定をいたしました、この山口市総合計画では、市民意識調査やまちづくり審議

会、策定協議会等を通じていただいた市民の皆様のまちづくりへの思いであり

ますとか、願いを集約いたしまして、まちづくりの基本的な方向として、心豊

かに暮らし続けることができるまちづくりと、それから、市民が誇りを感じる

まちづくりの２つを掲げたところでございます。 

 そして、その方向を目指す中で主となる時代背景、潮流を踏まえ、まちづ

くりの目標として１０年後のまちの姿を、「ひと、まち、歴史と自然が輝く交

流と創造のまち」としたところでございます。そして、この将来都市像をさら

に展開していく中で、これらの都市像の側面の一つとして、広域県央中核都市

を打ち出したところでございます。 

 「ひと、まち、歴史と自然が輝く」が内側から見た都市像、いわば人格的

な都市像であるとすれば、「広域県央中核都市」は外側から見た都市像、いわ

ば社会的な都市像であると言えようかと思います。 

 さて、この「広域県央中核都市」ですが、本市の持続的発展を可能とする

都市のかたちの方向性でございまして、市民の切実な願いであるこのふるさと

に、将来にわたって心豊かに住み続けることができるようなまちにするため

に、市民の定住を支える地域経済活力を有し、また、一定程度の高度な都市的

サービスを提供できる、そういった都市でございます。 

 そして、その姿は、そこに網かけをして３つ掲げておりますように、１つ



には、人口３０万人以上の基礎自治体で分権型社会に対応し、将来にわたって

自立することのできる高度な都市経営能力を有する都市であり、２つ目には、

近隣都市と広域経済・交流圏を形成し、その経済活動を支えるとともに、本市

の特性を生かした都市機能を集積し、他の都市と連携して、圏域内外に広域的

に質の高い都市的サービスを提供する自活できる都市であり、３つ目には、国

内外から認められるまちとしての価値を創造・発揮し、それを通じて、広く国

際社会に貢献する個性あふれる都市の姿をイメージしております。 

 こうした姿を実現していくための取り組みとして、図では、そこに向かう

４つの片矢印の先に、白抜き文字でお示しをしておりますように、１つは、都

市経営能力を高める市町合併でありまして、また、中山間地域づくりを含めた

まちとしての価値の創造であり、あるいは、今度は右側になりますけども、広

域経済・交流圏の形成に向けた取り組みであり、そして、今、お示しをしてお

ります都市核づくりの取り組み、この４つがあるわけでございます。 

 都市核づくりにつきましては、この２番目の広域経済・交流圏の経済活動

を支え、広域的に質の高い都市的サービスを提供する都市に向けた取り組みと

いうことが言えようかと思います。 

 その都市核づくりの方向性と取り組みの考え方、基本的な計画等を示すの

が、右側のこのマスタープランになります。プランは、網かけをして囲んでお

りますように、はじめにと基本構想、それから基本計画、推進方策、用語説明

の５つの部分で組み立てております。 

 それでは、また、本編のマスタープランに基づきまして、中身について御

説明をさせていただきます。 

 こちらの本編の方をごらんください。プランの１ページをごらんいただき

たいと思います。ここでは、都市核づくりのねらいとなります、広域県央中核

都市形成の必要性について整理をいたしております。 

 それから、隣、２ページのグラフにつきましては、経済産業省が公表をし

ております人口と総生産の将来予測です。上が全国の予測で、下が山口県の予

測です。数字は平成１２年時点で都市圏を構成しております市町村の総計とな

りますので、全体の数とは異なっておりますけども、ごらんのように、約２０

年後の平成４２年には全国では人口は減少しますものの、総生産は増加をする

と。 

 一方、下側の山口県ですけども、こちらについては、３０万人もの人口が

減少するだけでなく、総生産についても１兆円近く減少する見込みとなってお

りまして、このままでは県全体の地域活力の低下を避けられない。こうした状

況にあり、このことは本市の活力の低下にもつながってくるんじゃないかとい

ったことが懸念をされます。 

 ページをめくっていただきまして３ページでございます。こちらは、いわ

ゆる本市が申しておりますが、広域経済・交流圏の規模が、近隣の地方中枢都

市と比較して、どのようなボリュームにあるかといったことを示しておりま

す。上が人口、下が総生産ですが、総生産額では、北九州市をしのぎ、広島市

と比較しても遜色ない生産額を有しながらも、第二次産業の割合が大きく、第

三次産業の生産額が低いことがわかります。 

 これは、集積の経済的効果が強く作用する第三次産業は、いわゆる分散型

都市構造の山口県においては、どうしても弱いといったことを示しているので

はないかと思われます。 

 こうしたことから、４ページにお示ししておりますように、集積の経済効

果を発現するための広域的な求心力の拠点として、既に拠点性を有している山

口と小郡の市街地において都市核づくりを進めることといたしております。 

 ７ページになります。こちらに都市核の対象エリアとそれからゾーニング

を記述をいたしております。エリアの図につきましては、本日は、先ほどのこ

ちらのＡ３紙の資料の２枚目とそれから３枚目の方に添付をいたしておりま



す。 

 山口都市核につきましては５つのゾーン、これ、大体約３００ヘクタール

になります。それから、小郡都市核につきましては３つのゾーン、これ、大体

約２３０ヘクタールとなりますを設定をしております。このほか小郡都市核に

つきましては、将来的な土地利用の方向性を示すものとして、都市核エリアに

は含みませんが、新たな都市拠点ゾーンを位置づけております。 

 それではまたすみません、本編の方に戻っていだきたいと思います。９ペ

ージからが基本構想となります。 

 まず、現状と課題としまして、１１ページ以降に、本市の状況、山口市全

体の状況を分析しております。 

 １１ページは、定住人口の状況でございます。ごらんのとおり人口は緩や

かながらも順調に増加をしてきており、県全体の人口が減少する中で県内シェ

アも拡大を続けております。 

 それから、隣のページは、交流人口の状況ですが、グラフは市の観光客数

の推移です。平成１２年以降は、日帰りを含めた全体数は伸びを示しておりま

すが、宿泊客数は頭打ちとなっております。 

 それから、１３ページにまいりまして、買い物動向、通勤・通学の状況で

ございますが、ごらんのとおり流入人口の割合が大きく、平成１７年の国勢調

査で昼間人口は１０１.５となっております。 

 それから、１４ページ以降は産業・経済の状況になります。 

 １５ページのグラフは、市内総生産の産業別の割合を示しておりますが、

県全体の構成比に比べ第三次産業の割合が高く、特に卸売小売業、運輸・通信

業、政府サービスの割合が高いことがわかります。 

 １６ページの上のグラフは市内総生産の推移で、下のグラフは、その県内

シェアになります。額、シェアともに伸びを示しております。 

 １７ページは、市内の事業所数・従業者数の推移ですが、事業所数は、近

年減少しておりますが、従業者数は若干伸びております。 

 １８ページの上のグラフは、その県内シェアを示したものですが、事業所

数は減少しているにもかかわらず、県内シェアは伸びていることがわかりま

す。 

 下のグラフは、事業所数の本・支所別、経営組織別の構成比ですが、本市

は県全体に比べまして支社・支店、それから法人の割合が高くなっております。

これは、ここ小郡地域において著しく高いということが要因でございまして、

小郡都市核を中心に企業の支店や営業所などが多数集積していることがうか

がえます。 

 １９、２０ページは、商業の年間販売額・事業所数・従業者数と、その県

内シェアの推移を示したものですが、年間販売額は近年減少しておりますが、

従業者数は増加傾向にあります。 

 また、右側のページにありますとおり県内シェアは拡大傾向にあり、特に

年間販売額は２０％を超えるシェアとなっています。 

 以上のような、山口市全体の傾向がある中で、では、都市核についてはど

のような状況にあるのかを見たのが、２１ページ以降になります。 

＜会長＞ 

  半分あまり時間過ぎましたので、特に説明の最後に、これについて御意見

を皆さんから１分か２分でいただきますけれど、どういう点について意見をい

ただけたらありがたい、ここで迷っている、そういう点を二、三、バシッと言

っていただければ。 

＜事務局＞ 

  すみません。そしてじゃあ、説明の半分は、もう過ぎておるんですが、ち

ょっと飛ばしてまいりたいと思います。 

 都市核の状況はちょっと飛ばしまして、後ほど見ていただいたらわかるん



ですが、全体的に、その山口市全体としての求心力は高まっているんですけど

も、都市核については、いわゆる小郡の駅南地区を除きまして求心力が低下傾

向にございます。このことについては、市全体の求心力の高まりというものは、

必ずしも市街地の求心力向上につながっていないと、地域全体に広く・薄く吸

収されていると、こういった状況があるということをひとつ御理解いただけた

らと思います。 

 それじゃ、ちょっと飛びまして、３２ページの方をお願いいたします。都

市核づくりの基本戦略ということで、このマスタープランでは、にぎわいがさ

らなるにぎわいを生み、集積がさらなる集積を生むという、にぎわいの相乗的

な性質に着目をし、にぎわい増幅の好循環、いわゆるプラスのスパイラルとい

う動きをつくっていこうというふうに考えております。 

 で、３３ページからは、そのプラスのスパイラルにかかってくる３つのし

かけについて記述をいたしております。 

 一つ目は、交流を高めるしかけということで、都市核内のにぎわいを創出

するためには、まずは、その都市核内に来ていただかなければいけないと。も

ともと、その都市核内には、都市活動を支える都市インフラでありますとか、

都市機能、生活利便性、文化性などの魅力が潜在的に存在をしておりまして、

こうした魅力との出会いをプロデュースすることにより都市核に足を向けて

もらい、都市核内の交流人口を増加させてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 で、２番目が、回遊を高めるしかけということで、せっかく来ていただい

た交流人口の方、これはいわゆる点的・線的なものにとどめず面的な広がりを

持たせると、こういった視点でのしかけをここでは考えております。 

 それから、３５ページになりますけども、３番目のしかけとして、定住を

高める仕かけということです。ここでいう定住とは単に人が住むということで

はなく、事業所、店舗といった、そういった定住人口以外の人口以外の定住も

含めた定住というふうに御理解いただけたらと思います。この定住を促すしか

けというものも通じまして、いわゆる３つのプラスのスパイラルを形成してい

こうということでございます。 

 こうした基本的な戦略のもとで、山口と小郡のそれぞれの都市核づくりの

方向をあらわしたのが、３６ページの都市核づくりの基本方向となります。都

市核につきましては、市民の都市活動を支えるべく重要な拠点ではありますけ

ども、忘れてならないのは、都市核は、地域を対象とした拠点ではなく、広域

的な交流を図る拠点であるということです。 

 こうしたことから、都市核には、発信力のある個性とか、表情とか、コン

セプト、こういったものを特に重要視をいたしております。特に、人口２０万

人の地方都市で、本市が存在感を示していくためには、そういったコンセプト

が非常に重要ではないかというふうに考えております。 

 こうしたことを踏まえまして、山口都市核につきましては、住みよさと創

造が織りなす文化交流拠点、また、小郡都市核につきましては、街の快適さと

営みが広がる産業交流拠点の形成を基本方向としたところでございます。 

 ３９ページからは基本計画になります。ここでは、それぞれの都市核につ

いて取り組み方針とゾーン別の計画を掲げておりますが、本日は山口都市核に

ついては説明を省略させていただきたいと思います。 

 ６０ページからが小郡都市核となります。 

 まず、６１ページに、めざす小郡都市核の姿を４点、記述しております。

地域を豊かにする経済のまち、新たな交流が生まれ、始まる融合のまち、山口

県の陸の玄関にふさわしいシンボリックなまち、４つ目として、誰もが住みた

くなるような快適なまちとしております。 

 また、隣の６２ページに、「なお」として記述をしておりますけども、２番

目の新たな交流が生まれ、始まる融合のまちと、３番目の山口県の陸の玄関に



ふさわしいシンボリックなまちは、小郡都市核の最も重要な特徴とも言えます

広域交通の拠点であり、山口県の玄関であるという点をとらえ、幅広い交流の

結節点というイメージや山口県の豊かな自然のイメージを「ターミナルパー

ク」という言葉で表現し、小郡都市核づくりを進める基本コンセプトとしてお

ります。 

 ６３ページにまいります。小郡都市核づくりの取り組み方向となりますが、

４つの方向性を掲げておりますが、この中で４番目の「環境と共生する快適か

つ個性的な空間を形成する」でございますが、これは環境を小郡都市核の新た

なアイデンティティとして確立していこうとするものでございます。 

 小郡都市核は、その地域特性から産業交流拠点としての機能性を高めてい

くことを都市核づくりのコンセプトといたしておりますけども、これは、つま

り小郡都市核は広域経済交流圏の経済を結び・つなぐ、そういった役割を担お

うとしているわけで、広域経済交流圏の経済で浮かび上がってくるのが環境共

生というキーワードだというふうにとらえております。 

 今後、あらゆる経済活動が、環境というものを意識せざるを得ない。そう

した流れの中で、本圏域には宇部方式と呼ばれる宇部市の取り組みがあり、ま

た、ラムサール条約の秋吉台を初め、身近に貴重で豊かな自然環境、それから

自然と共生する豊かな第一次産業があります。また、環境という付加価値化の

可能性を秘めた全国でも屈指の素材型産業があり、また、高等教育機関や学術

研究機関などがあります。 

 小郡都市核は、まさに、これらの結節点として、環境という都市核の表情

を形づくっていくことで広域的な認知度を高め、新たな交流や投資、あるいは

進出につなげていく戦略を意としております。 

 ６６ページからがゾーン別計画となります。初めに、新山口駅を中心とす

る新山口駅再生ゾーンですが、このゾーンにつきましては、交わりの空間をコ

ンセプトとし、多様な人々に高い都市的利便、移動利便、案内機能を提供する

とともに、山口県の陸の玄関にふさわしい快適さとシンボリックな表情を持つ

空間形成を進めることとしております。 

 ６７ページから６９ページまでは、目的別に関連事業を記述いたしており

ます。この関連事業のうち、北側駅前広場の再編整備でございますとか、県道

山口宇部線のアクセス道路の整備、それから右側のページには、駅構内を縦断

する自由通路の整備というふうにありますが、これらはターミナルパーク整備

として、現在、先導的に取り組んでいるところでございます。 

 続きまして、７０ページからは、駅の北側に位置をします市街地形成ゾー

ンになります。このゾーンにつきましては、集いの空間をコンセプトとし、駅

の南側に位置する業務集積ゾーンにおける事業所等の集積を促すとともに、広

域的な経済活動を支える都市機能や旅行、ビジネス等、多様な人々の交流を促

進する都市機能の集積を図り、山口県の陸の玄関にふさわしい拠点性の高い空

間形成を進めることとしております。 

 以降、目的別に関連事業を記述しておりますが、中でも、駅北の西側に位

置する市の土地開発公社が所有しております、大規模な低未利用地を含む周辺

一帯につきましては重点エリアとして位置づけ、７１ページの関連事業の最初

に記述をしておりますけども、公共公益、あるいは大規模集客施設など、広域

を対象に来街動機となるとともに、新たな市街地形成を促すような、こうした

都市機能の整備導入に向けた調査研究を進めていくこととしております。 

 ７４ページからは、駅の南側に位置する業務集積ゾーンですが、営みの空

間をコンセプトに、広域を管轄する業務、業務支援機能や事業所等の集積を図

ることといたしております。 

 以降、新たな都市拠点ゾーン、それから推進方策、用語説明というふうな

形で計画が終わる形となっております。 

 本日は、全般的に御意見をいただきたいと思いますが、特に、小郡都市核



の関連事業といいますか、そういったあたりについて御意見をいただければと

いうふうに思っております。 

 で、委員の皆様には、本日資料を配付させていただいたところでございま

して、じっくりともちろん見る時間もなかったと。それから、本日の会議の時

間的な制約等もありますことから、明日以降も、メールや電話などでいろいろ

御意見をいただければというふうに思っております。 

 以上、簡単ですが説明とさせていただきます。 

＜会長＞ 

  はい、ありがとうございます。ちょうど３０分でありがとうございました。

 あと４０分ぐらい時間がございますけれども、皆様から御意見いただきた

いと思いますが、市長さんにおかれましては、途中で御退席に、もしなられる

かもしれませんが、そのときには、ぜひ最後に、途中でも結構ですので、一言

言っていただいて御退席いただけたらありがたいと思います。できれば、ずっ

といていただくとありがたいんですけれども、お願いしたいと思います。 

 今、御説明をいただきましたけれども、皆様方から、１人１分半から長く

ても２分以内でまとめていただきたいと思います。説明を求めたい点もたくさ

んあるでしょうし、御意見、要望したい点もたくさんあろうと思いますが、焦

点絞っていただいてお願いしたいと思います。 

 今の御説明では、このマスタープランの中で、特に小郡都市核の関連事業

について意見があったらいただきたいというふうに、今、最後におっしゃいま

したけれども、もちろん、それでなくても結構なんですが、それを期待してい

る、こういうお話でございました。 

 こちらの委員さんの方から、こんなに短い期間でというのも申しわけない

んですけど、皆さん方にと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 

＜委員＞ 

  ヒアリングの後のテストみたいなもので。 

＜会長＞ 

そうです。 

＜委員＞ 

  いかに頭がよくても、一、二分では、ようまとめませんが、私は、どうし

てもやはり駅の存在そのものが一番気にかかるわけですよ。 

 それで、今日もありましたけれど、駅、ＪＲとの交渉が、いろいろセクシ

ョンでやっておられると思うんだけど、出せるものは出してもらわないと、ど

んな話し合いがなされたのか全然わからない。それで、意見を言えといっても

なかなか言えないということでございます。 

 まあ、私が感じるのでは、３、４０万、５０万ぐらいの人口の利用がない

と、立派な駅にならんのじゃないか。じゃあ、駅はつくらんのかと。駅は建て

かえることはないのか。 

 だから、今の説明も、とても立派な説明にまとまっておりますけれど、駅

を抜いた１つの進め方にしかなってないということでありまして、どうして

も、真ん中にドカッと座っている駅が気にかかるわけでございます。個性のあ

る、個性を持った小郡都市核をぜひひとつつくってもらいたい。どこにでもあ

るっていうようなまちをつくってみたって人は集まらんわけですから、もう人

口が少ないんですから、駅に集まってもらわねばしようがない。魅力のある駅

にしなきゃならない。個性があって役に立つ、行ってみたい駅にならなけりゃ

意味がないという事柄を中心に据えて考えていくべきじゃないのか。１分半ぐ

らい済みました。 

＜会長＞ 

  ああ、どうもすみません、ありがとうございました。 

＜委員＞ 

  私は、この駅を整備する山口市は大変今、努力していると思いますが、山



口市も努力しておって、民間の活力も活用するということと、もう一つ大きく、

やはり山口県の玄関ということですから、今、今度、二井さんも４期目ですが、

二井県政の４期目をぜひ山口県央部に投資していただきたいと。 

 私、先日、仁保の方で行われて、「励ます会」に出席したときも言ったんで

すが、下関は、もう北九州に向いておると、福岡に向いておるんだと。岩国は、

御存じのように、もう滅茶苦茶なんだと。結局、両方に投資したのは何にも生

きてないじゃないかと。やっぱり県央を大事にして、県央部にしっかり投資し

ていただいて、そのことを山口市と連携して、あらゆるものを集中していただ

くというお願いをぜひして、４期目を立派に飾っていただきたいというふうに

私は考えておりますので、市長さんからもぜひ、我々もまたアピールしていか

なきゃいけませんが、県央部が一致団結してそういう期待を持っているんだと

いうことをアピールしていかなければならないと思っています。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  はい、ありがとうございました。 

＜委員＞ 

  今、先ほどからお二人さんの中の御意見もありましたが、まず、人口減少

にある中で、やはり駅前広場を中心としたアクセス道、また今、地域の産業を

ぜひ、そういったとこに集積して、やっぱり商業の発展、あるいは今から先の

ターミナルができますんで、そういったものにふさわしいものをしっかりその

辺を把握されて、皆が集まるような、そんな駅をターミナルをつくっていただ

くというのが私の一つの意見であります。 

 終わります。 

＜会長＞ 

  はい、ありがとうございました。 

＜委員＞ 

  この会に始めて出席させていただきまして、新山口駅を使うことも多々あ

りますが、それまでのやっぱりアクセスと利用があって、駅自体の利用があっ

ても、少し朝、早いときの利用とかのときでも、ちょっと、こういうものがあ

った方がいいとか、いろいろと個人的に感じるとこもありますが、やっぱり駅

としての利用価値が、まだまだ他の交通関係でのあれが全体的にアクセスがあ

んまりよくないので、どうしても、みんなが思っている新山口駅というのは、

県のやっぱり玄関というのはわかっているんですけど、どうしても利用勝手が

少し悪いということで、なかなか使い勝手が悪いのではないかなと、いろんな

大きな県下、県の中でいろんな意見をやっぱりまとめていき、観光、やっぱり

飛行機、宇部空港とのアクセス等もいろいろと考えて、よりよい、なっていけ

ればと思いました。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  はい、どうもありがとうございました。 

＜委員＞ 

  私も、駅南に住みまして、もう３０年近くなりまして、ここが本当に変わ

っていく姿をもう３０年間見続けております。 

 でも、その中で私はやはり小郡はいいなと思うのは、本当に環境がとって

もいいんじゃないかなと思っております。だから、もう環境を視点に置いて、

今の駅前構想です、これをしっかり、そんなに人が、私はたくさん来なくても

いいんじゃないかなと思います、逆に。ここを本当、交通が一番便利なとこな

んで、環境を起点にして、今から構想すればいいかなと思っております。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  はい、ありがとうございました。 



＜委員＞ 

  大変お世話になっております。このプランの中で、まちのにぎわいがある

んですけども、大変よくまとめてあると思うんですけど、例えば、その地域を

にぎわいをするために演出するとか付加価値をつけるとか、あるいは何度でも

訪れるたくなるまちづくり、大変いい設定でございます。 

 ただ、すべてのものをやると非常に魅力がなくなりますんで、何かポイン

ト絞ってやると、その地域の魅力が出るんで、何かポイントを絞っていくとい

いなと思っております。 

 ちなみに、私どもは観光の仕事をしておりますので、山口県にお客様がた

くさん来られますが、どういったことで来られるかと、やっぱり時代とともに

変わっております。最近の傾向を言いますと、いろんなところに行かれるの、

一番多いのは食なんですよね。どうしても、恐らく皆さんも同じだと思うんで

すけど、旅行する場合、おいしいものが食べたいのが一番なんです。それから、

あるいは健康になるためにどこかに行くとかいうのがあるんですが、いろいろ

なとこで聞きますと、山口県に来られる人は何を求めるかと、食もあるんです

けど、やはり山口県の何か人間性の優しさとか、あるいは山口県に行ったらゆ

っくりできるとか、温かさがあるとか、何か懐かしさがあるとか、あるいは癒

しとか、そういったものがたくさんあります。 

 そういった意味で、私ども観光も、そういったキーワードでいろんなもの

をつくりながらＰＲしております。そういった意味で、にぎわいをつくるため

には、やはりそういう、どういったニーズがあるんだという辺を、またしっか

り確認しながら、さらに進めていくといいなと思っております。 

 以上でございます。 

＜会長＞ 

  はい、ありがとうございました。 

＜委員＞ 

  皆様、大変お疲れさまでございます。 

 先ほど、ターミナルパークの基本整備計画の中で、委員さんの中から何点

か御質問あった点でありまして、山口国体まではという話がありましたが、実

は、その後、この南部の地において、もっと大きなプロジェクト事業というの

がございます。それが２０１４年にございます日本ボーイスカウト連盟による

日本ジャンボリー、そして２０１５年、世界ボーイスカウトによる世界ジャン

ボリーという大会が、この南部のきららの地で開催される予定でございます。

 この世界大会につきましては、この４月、韓国の地で選挙区、シンガポー

ルと日本という選挙の争いになります。我々ＪＣは、この吉南の地より日本４

万人の仲間に対して呼びかけ、そして世界の１１万人の仲間に対して誘致を

今、進めている状況でございます。 

 その中で、この中核小郡市街地づくりの中にありました、新たな交流が生

まれ融合するまち、そして山口県の陸の玄関、これはもう国際的なことになっ

てきますから、日本を代表する陸の玄関という形になっていくのが私の望みで

ございますので、よろしくお願いいたします。 

＜会長＞ 

  はい、ありがとうございました。 

＜委員＞ 

  湯田の旅館組合でございます。２７軒の旅館が集まっております。平成３

年には６０万人ぐらい宿泊客があったんですけど、去年はもう４０万人と非常

に少なくなって厳しい状況が続いておる。 

 一方、国の方でも昨年、観光立国推進基本法ができまして、ついには１０

月には、この１０月には官公庁ができるということで、国挙げて観光業界、非

常に力を入れているということで、業界喜んでおります。 

 で、観光業界、非常にすそ野が広いわけでございまして、空港、飛行機か



ら始まって鉄道・バス、鉄道業も、もちろん観光業界の一つだと思っておりま

す。そういう意味で、このターミナルパーク構想の中で、観光業についても湯

田温泉は、まあ私とこのあれですけども、そういう観光業についても非常に力

を入れたような内容の駅も考えていただきたいなというふうに思っている次

第です。 

 以上でございます。 

＜会長＞ 

  はい、ありがとうございました。 

＜委員＞ 

今回アクセス道路ということで、いろいろ必要性は語られているんですけ

ども、所轄事務所としましては、まさにこの小郡の駅前には小郡街道というバ

イパス事業を進めております。こちらも、今東京の方でいろいろ道路特定財源

の関係で暫定税率が下げられるというふうな話も出ておりますけども、皆様も

国体までにはある程度成果を出したいということで、国土交通省としてもここ

は必要な道路として事業を頑張って進めていきたいと思っております。 

 今回このマスタープランの位置づけがちょっと、ほかの上位計画との位置

づけがよくわかっていないんですけど、例えば、今この中には小郡街道の話と

かあまり出てきてないんですけども、山口市のまた都市計画、都市計画法に位

置づけられているマスタープランというのが、もしかしたら別にあるのかもし

れないんですけど、今回核としていろいろ区域を定められていますけど、もう

ちょっと広い目、放射状にアクセスする道路についても具体に必要なところは

必要性を訴えて書いていただけたら、国としても動きやすいんじゃないかと思

っております。 

 以上でございます。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。 

＜委員＞ 

小郡というのはＧＤＰも県の中心部になっております。こういうプロジェク

トになり得る地域だと思いますが、今までずっと、よその地域のことなんです

が、鉄道は鉄道、道路は道路、まちづくりはまちづくりと、それぞれが独立し

てそれぞれが頑張ってきたのだと思います。今後、先ほどから言っておられま

すように、人口減少という中でそれぞれが別々に頑張ったところで限界もあり

ますが、３つを融合したような取り組みが大切だと思います。その際もいわゆ

るコンパクトシティー、歩いて暮らせるような、要は集中的にまちづくりを進

めていくような格好でやられたら、小郡もどんどん伸びていくと思います。 

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。 

＜委員＞ 

  先ほどから説明を聞かさせていただきましたので、小郡の都市核の位置づ

けといいますか、その中で業務機能等の集積が新たなにぎわいを生みと、求心

力を有していますということですけども、やっぱり業務機能が集積するような

ことというのは非常に大事なことだと思うんですけども、それとにぎわいを生

み出すということ、これはやはり物があればそうなるというふうに言えないと

思うんです。やはりそれをどういうふうに活用するかとか、あるいはどういう

ようなにぎわいを起こすようなことをやるのかとかいうことの、ソフトの部分

の方が大事なんじゃないかなというふうに思っております。 

 それで、駅の近くにただ単に商業施設があればいいとか、そういうことは、

私いろんな所を見てて、そうは言えないんじゃないかなというふうに思います

んで、やはりそういったところに対して工夫が必要なんじゃないかなというふ

うに思っておりまして、商工会議所の小郡都市核委員会として、先般市の方に

メッセ機能を持ったようなもので、みんなが気軽に利用できて、いろんな催し



ができるようなものをつくっていただければというような要望をさせていた

だきましたけども、やはり箱があればいいっていうんじゃなくて、やはりそれ

を何で人をひきつけるかというようなことをやって、この山口県自体が人口が

ふえてるわけじゃないんで、やはりそういうにぎわいを起こそうとすれば、周

辺から、あるいは東京の方からでも人が来るようなことをやらないとだめなん

じゃないかなと思っておりまして、そういった期待を込めてこういったターミ

ナルパーク構想の、あるいは小郡都市核のことが進んで行けばいいなというふ

うに思っておりますんで、よろしくお願いしたいと思います。 

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。 

＜委員＞ 

  マスタープランの中で、前段に、山口市の状況ということで、県と市の比

較がありますが、まあ、これはこれでいいんですが、できれば類似都市との比

較はどういう状況にあるのかなというのもあればいいんじゃなかろうかなと

いう気がします。 

 それから、もう前の方が大体申されましたけれども、小郡は陸の玄関口と

か交通結節点とか言われております。確かにそのとおりであろうと思いますけ

れども、小郡を経由してどこかへ行くと、もちろんそうでなきゃならんのです

けれども、交通のアクセスを利用して小郡へ集客できる施設、それから、もっ

と集客し、同時に交流できる場、それから、要は、まあ言い方は好ましくない

かもわからんけれども、小郡へ金が落ちるような施設が必要であると、都市核

づくりの中で。そういう意味では、この小郡都市核づくりの取り組みの中に４

つほどまとめて、取り組みがまとめてあります。この中で、大体そういうこと

は含めたものであろうかと思いますから、今日資料をいただいただけですか

ら、詳しく目を通しておりません、説明を聞いただけですからわかりませんけ

れども、方向としてはいいんじゃなかろうかなと、こういうふうな感想を持ち

ました。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。 

＜委員＞ 

この話、この話といいますか、山口県を、やっぱり人口の高齢化というこ

とから見れば、悪い方から５番目だという話を聞いております。東には広島、

西には福岡、ちょうどその谷間になっている状況だろうと思います。しかし、

これからの、今まではそういう状態でしょうが、これから先はやっぱり先に都

市化が進んだ所にはどういうふうにしてもできない、山口県のちょうど谷間、

山口県といいますか、山口県が広島と福岡の谷間と、この谷間にすばらしい潜

在能力があるという話を聞いたときに、私は大変すばらしいことだと思ってお

ります。 

 まあ、今日の話で関連事業の話がずっと出ておりますが、最終的にはやっ

ぱりこの関連事業にどういうふうに伝えていくかというか、参画してもらうか

といいますか、その辺が最終ポイントになろうと思います。我々は今ターミナ

ルパークをいろいろ聞いておるんで、それはそれですごくよくわかるんです

が、これから先がやっぱりこの関連事業にどう伝え、それから参画してもらう

という、これが大きな課題になろうかと思いますので、そのあたり私自身もわ

かりませんが、明確にして、我々でもある程度想定できるような動きといいま

すか、そういうふうに動いていかなければいけないんじゃないかと思っており

ます。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。 



＜委員＞ 

  いろいろ類似のことも言われてますけども、自立してこれから将来的にも

維持発展できる都市核づくりというのを見たときに、２つ大きな要素があると

私は思っています。一つは、人口の問題です。この資料の中にもありました。

もう一つは、財政の問題です。ところが、この今のプランの中には財政面につ

いてはあまり触れられていない。私はどうも人口と財政というのが、東と西で

大きな柱ではないかなと。その２つを支えるものが、私は３つあると。一つは、

やっぱり就労、就業の場です。これでやっぱり人口がふえる。あるいは税収も

ふえる。それから、２つ目が、子育て支援策、産科医の不足だとか、あるいは

学校が荒れるとか、いろんなことがあります。地域のネットワークも含めて、

２つ目は子育て支援。それから、３つ目が、観光開発だと。これは外貨獲得と

いうことも含めて、もっと内部の観光資源のＰＲ、あるいは山口市というか、

以外の、さっきちょっと出ましたけども、萩だとか益田あたりも含めて、そう

いうところも含めた観光の開発が必要なんじゃないかなと。 

 例えば、秋穂が「世界エビ狩り選手権」とか言われて、あの規模で世界と

いう冠をつけるというのは僕は非常にすばらしいと思う。こんなふうに思って

います。そういうふうなことをするということで、また人口もふえる、交流人

口もふえるし、観光産業としての就業、地場の就業のチャンスもふえるなとい

うふうに思います。それと、そのベースになるのが、しきりに言われている回

遊ベースとなる交通手段を、今いろいろ道路も含めて考えようということにな

っておりますんで、これからの検討の場ではそこら辺のところを私はベースに

して、これからいろいろ考えていきたいというふうに思っています。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。 

＜委員＞ 

  ３点ほど気づきを言わせてもらいますが、まず１点目は、このような、先

ほど私もちょっと消化委員会にぜひともなりたくないなという部分で懸念を

いたしましたが、同じようにこういうつけ焼刃で意見を求められても、はっき

りいって資料に目を通す時間もない、そしてまたそれで自分なりの意見を構築

することもできない上に意見を言えといっても、ちょっと難しいところがある

なと。それで、１回目の委員会が終わって、はい、次２回、３回、４回で終わ

るというような、もう四角四面な定規でやられると、どうも本当にこれからの

生き残りをかけた、この地域の選択を本当に必要として、今我々が一生懸命英

知を絞ってここでやってるという部分をやっぱりむだにしてもらいたくない

なという点が１点と、２点目は、重要施策の中にありました西側の大規模休遊

地、これを考える際にはどうしても長谷ポンプ場の対応ということを、これを

避けては通れないなということも関係各所の方でまず協議された上でここに

それを発表してもらって、その上にまた協議を重ねていくというのが一番望ま

しいやり方じゃないかなと思います。 

 そして、３点目は、すっぱくなるほど言いましたけど、本当に道州制が導

入されて、そして岩国はもう広島圏域、そして下関は北九州圏域ということに

なると、周南市、この山口市、この二大都市がパイの食い合いをして、本当に

自滅するようなことだけはどうしても避けなくてはいけない。そして、また

我々は小郡町民が山口市と合併する際に一番望んだのも、県を牽引していくぐ

らいの活力ある山口市にするというこのことで、道州制があれば、もしこのま

ま行けばこの地域も埋没してしまう、そういう懸念から、それならもう先頭切

って山口県全域のためにもまず我々が合併して、そして、そこで波及効果をも

たらしてというような、夢、理想があったものですから、そのためにも少なく

ともこの玄関口におりられたお客さんたちが、萩に行くにしろ、秋吉に行くに

しろ、津和野に行くにしろ、また阿知須の方に行くにしろ、どこに行くにして



もやっぱり結節点としてのアクセス機能と、そして、またそういった観光地を

持った、湯田温泉もそうですけど、その地域の人たちの意見も十分に反映され

て、それこそ本当県民の駅、新山口駅になるんじゃないかなというふうな気が

しております。 

 まだまだ言いたいことはあるんですが、時間がありませんのでこの辺にし

ておきます。 

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。 

＜委員＞ 

  ちょっと先ほどの自分で言ってたランドスケープデザインに関して確認さ

せていただいて、この資料の８４ページ、最後に出ていますが、用語集の中に

ですね、ランドスケープデザイン、自然環境の保全・創造を図り、都市や地域

の空間を優れた風景としてデザインすることというふうに書いてあります。ま

ことにすばらしい解析をされているんですけども、特に、このエリアの場合、

自然も重要なんですけど、都市や地域の空間を優れた風景としてデザインする

ことということが重要なファクターであると思います。その中で、この資料の

中で、非常に僕もいいなと思ったのは、３３ページのタイトルの中に、「出会

いをプロデュースする」とか、３４ページ、「消費をプロデュースする」とか、

３５ページ、「住まいをプロデュースする」、「プロデュースする」という言葉

が出てきているんですが、あんまり今までの行政さんの中にはなかった発想で

あって、いいなあと感じています。 

 まさに僕も物をつくる仕事をしているんですけど、よく世間では設計者と

かデザイナーが優れた建物をつくってるふうに勘違いされがちなんですけど

も、ほとんどの場合やはり、商業施設だったら商業施設の社長とか、ディベロ

ッパーだったらディベロッパーの社長、そういう人がプロデューサーとしての

思いを込めた施設が魅力のある施設になっていて、デザイナーとか設計者はあ

くまでもツールの一つであって、デザイナーとか設計者が主体としてそういう

施設を魅力あるものとして構築している例はあんまり多くないです、実態とし

て。ですから、公共施設がいつも優れた設計者とか使いながらも、おもしろく

ない建物が日本全国多い理由はそこにあると思うんです。あくまでも設計者は

プロデューサーではなくて、あくまでも設計者。そこにどういう人を集めるか

というのは、やはり企業であればトップのセンスだと思うんです。したがって、

この場合は、ちょっと耳ざわりかもしれませんが、市長がプロデューサーだと

思うんです。したがって、やはりでき上がったときに、市長さん、センス悪か

ったなとかこう、そういうイメージを持たないでいきたいと僕も思ってますん

で、ぜひそのプロデューサーとしての力を発揮していただきたいというふうに

考えています。よろしくお願いします。 

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。 

＜委員＞ 

  南口は、車社会では大変便利がいいんですけれども、いわゆる列車に乗っ

てきた人間にとっては大変実は不自由な所であります。その点、今度開発が考

えられておりますこの北口については、大変便利な所にあるということで、そ

れは南口にない有利なところだろうと思っています。やっぱり今遊休地も利用

されて、ああよかったな、今どこそこに行こうというよりも、ここへちょっと

立ちどまってみたいというような、旅人がそこに、何ていいましょうか、ほっ

とする安らぎを持つような、そういう無機的な駅でなくて、優しさのあるよう

な駅をぜひ欲しいなと思っています。 

 先ほどいろんなアクセスの問題も出ておりましたが、恐らく国民体育大会

に向けて、県の方もしっかり本腰を入れて、その辺はできると思いますので、

私たちはこの小郡の駅におりて、ちょっとそこをのぞいてみたいというよう



な、そういうようなまちづくりからまずしていくことが大事なんではないかな

という気がいたしました。 

 以上でございます。 

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。 

＜委員＞ 

  私、大学がどういうお役に立てるかなといろいろ考えました。それで７１

ページに、もうずばりと申しますが、市街地形成ゾーン、大規模な西側の低未

利用地、これを何とか、先ほどメッセというお話がありました。大変いい発想

だなと思っております。これを補強するという意味でも、大学がお手伝いでき

ることがないかな。実は、山口大学も御多分に漏れず、やはり地域、特に中国

地方のこの山口県立地しておるということは、残念ながら大変学生集めでも何

でも不便です。非常に不利なんです。だからこそ、逆にこれを何とかひっくり

返すために、特別な取り組みをいろいろやっております。 

 特に、私のおります経済学部では、例えば観光政策学科というのをつくり

ました。そのほか、職業会計人コース、実はこれについては昨年現役の学生か

ら合格者を３人出しました。こんな大学は実は日本全国どこにもないんです。

第１期生から出ました。それから、さらに今日余計なものをお配りいたしまし

たが、そこに書いてございますように、来年から医療福祉経営コースというも

ので人材育成をしていこうと、このような３つのかなり実学志向的なものをや

っておりますけれども、実はそのお客さんたちを集めるのにサテライトが欲し

いんです。 

 そして、また、もう長くなりますから省きますけれども、特に観光に関し

ては、観光政策学科に関しては、例えばここに未利用地の一つの利用のあり方

として、サテライトみたいなものをもし置かしていただけるならばと、まあ勝

手に考えておるわけですけれども、どういうことになるだろうか、実は観光の

ために必要な教育は、ＪＲ、それから飛行機、空港会社、ホテル、こういった

ものが実習的に必要なんです。まさにこの地にはそういったものを呼んでき

て、そこで学生自身が実習できるというようなことが行えます。また、そうい

ったホテルが立地すれば、まさにそこの従業員として定着していくというよう

な効果も期待できるかなと。目先だけの期待だけではなくて、幅広い投資効果

が出てくるようにも思っております。全くの思いつきと言われてしまえばそう

ですが。それから、先ほどメッセというお話がありましたが、私どもやはり英

語力を鍛えておりまして、国際会議場をぜひ設定して、そこで通訳を育成しよ

うと思っております。その通訳は即このメッセでお役に立てられるであろう。

 まあ、いろいろこんなことを考えておりまして、今山口大学は東大、九大、

東北大に次いで４人目の、国大協と言うんですが、国立大学協会の会長に本学

の学長が選ばれました。つまり、地方大学の代表と今なっておるんです。 

 そういうことで、地域にお役に立つような、そしてまた実践的な地域に人

材育成として今頑張っておるところですので、逆にここでお互い助け合ってい

こうではありませんかというふうに呼びかけたいと思います。まあ、どんなこ

とをすればよいかというのは、またいろいろと提案したいと思っております。

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。 

＜委員＞ 

  今の委員のお話と関係することを一つお話しますと、山口県立大学の方も、

来年度ぐらいからこの小郡近くで、新山口駅を使えれば一番いいんですけど、

サテライト教室を置いて、山口県立大学で考えている催しを常時そこで何か発

信できるようなことをやろうというようなことを予算化するような段階にな

っていますので、そういうソフトを山口県下の各市町村や各団体からここに、

何ていうんですか、持ち込んでもらうというようなことをやるのがまず最初じ



ゃないかなという感じがするんです。 

 いわゆるハードの整備というのは、そういうソフトが先にあるとハードの

イメージもつくりやすいですし、先ほどのお話のようないろんなデザイン関係

にもそれが反映するんですけど、それがなくて、何かどこかから来てくれとい

う話だけじゃあ、これ全然前に進まないんです。例えば、そういうようなこと

をやっていただきたい。それは、なぜそれを言うかというと、業務的な拠点を

つくるということをここでは大きなねらいとしています。これは山口県民から

いっても悲願だと思います。自分たちの子供たちが就職する場所がここにない

んですから、そういう所ができればいいんですけれども、それも結局どこかで

やってくれないかなという感じでやってる限りはもうだめなんです。 

 今は、今までのような銀行も商社もゼネコンと言われたところも産業コー

ディネート機能がちょっと弱くなっているような時代になってますから、もっ

と自分で事業を興せるような人たちをここに寄せると。本社機能があるところ

に基本的には人は集まるわけです。営業所では幾らたくさんあったって、そこ

では雇用力はありません。そういうことから言いますと、何とかそういうもの

をソフトとしても提案してもらえるようなことを一方に、できるだけ刺激しな

がら、みんなで持ち寄ってこようと。そういう意味での考え方をぜひハードの

整備とともに一方で進めていただければいいかなというふうに思っておりま

す。そうすると、業務の中でいろんなことがもう少し具体的になってくるので

はないかなと思っているところです。 

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。 

 御出席の皆様方からそれぞれ御意見をいただきまして、時間をきちんとし

ていただきましたので、どうにか４時までに終わりそうで、大変どうもありが

とうございました。御意見にもありましたように、短い期間で、説明を聞いた

ばかりでというのでは大変失礼なところもあったかと思うんですが、お許しを

願いたいと思います。 

 以上のように、御意見をたくさんいただきましたけれども、これを市の方

におかれましては、マスタープラン、これまだ案の段階ですので、パブリック

コメントも月が明けましたら行われるようですから、それも合わせて生かして

いただきたいと、こういうふうに思います。 

 そして、このマスタープランについて、御説明をお伺いして、そしてまた

御意見はそれぞれまた、今以外、今日以外にも言っていただくことを先ほど事

務局の方からお話がありましたけれども、メールやあるいはいろいろな電話、

ファクス等で寄せていただけたらと思います。 

 そして、この検討委員会、メンバーといたしましては、これらのマスター

プランのことを知っていただきまして、今度６月に予定されておりますターミ

ナルパークの基本計画の方の案が出たときに、これらのことの背景を生かし

て、そのもとで基本計画について次回また積極的な御意見をいただく。これに

生かしていただけたらありがたい。こういうふうに思っております。 

 それで、これで議題の３の方は閉じさせていただきたいと思います。意見

言いっぱなしで、何も事務局の方から言っていただくことはありませんでした

けど、生かしていただくということにしたいと思います。 

 最後に、市長さんの方からひとつ何かまとめて、お話をいただけたらと思

うんですが。 

＜市長＞ 

  むしろこれからのこの委員会の進め方等にもあるんですけども、特に私ど

もお願いしたいのと、私どもが今一番悩んでいることは何かといいますと、こ

れから新山口駅ターミナルパーク、また街、都市核全体の中にありますけれど

も、これから規模とか、どのくらいの量、規模、あるいは財政投資、こうした

ものをこれから決めていくわけでございます。そして、その中で私どもが一番



悩んでおるのは、例えば新山口駅のターミナルパーク構想を進めるにおいて

も、恐らく２００億、３００億ベースのプロジェクトとなると思います。 

 ですから、そうしたまちづくりプロジェクトとして、国が認めてもらわな

きゃいけない。国が認めてくれて初めて、大体国の財政投資が２分の１以上、

あるいは県に対してもどのぐらいの投資をしてもらうか、こういったことにな

るわけですが、かなりな大きいプロジェクトになりますんで、これを認めるに

ついて、私ども説得力のある国へのもって行き方をしなきゃなりません。その

ときに、今先生方の方からも出ておりましたけれども、私ども今こういった大

規模プロジェクトをやるときに、ビーバイシー、いわゆる対費用効果を問われ

るわけなんです。対費用効果として、本当にこれはそれだけの投資に値するの

かというのが、国がこの事業を採択してくれるかどうかの一番重要点になりま

す。そこが私一番気がかりな、また悩みのあるところでございまして。 

 もう少し言わさせていただきますと、今のこの新山口駅、あるいはこの小

郡都市核、今のトレンドの数値等でいきますと、そんなに拡大しなくていいよ

と。今の土地利用ぐらいで十分だよと。また、新山口駅そのものをもっと広げ

る必要はないよと、むしろコンパクトに縮めたぐらいのことでいいんじゃない

のかと、本当の利用率等でいきますと。そういうビーバイシーあたりやると、

そういう数値が出てくるんです。我々正直なところを申しまして。ですが、そ

れを超えた、皆さん方も今日いろいろ要望されておられました。いろいろ夢を

持ち、将来いいものにしよう。そして、私どもそのとおりなんです。これから

発展するための核となるものにしたい。ですから、より将来展望を持った整備

にしたいわけです。 

 そしたら、先ほども委員さんのとこからも話が、皆さん方も出ておりまし

たが、ビーバイシーの数値を上げるためには、より具体的な施策をここの中に

入れ込まないと、新しい施策をやりますということを入れ込まないと、交流人

口もふえないし、駅利用人口もふえないんです。あまり、抽象的な話では恐ら

く国等はチェックしていく中で、いや、どうかっていう話になるだろうと。で

すから、例えばですが、これは委員さんからも出ておりましたが、駅北地区あ

たりに施設を入れますということを具体的にもう進めないと、ここの所にメッ

セならメッセ、何だというものを新しい、言うてみれば交流人口をふやす、こ

ういうメッセをつくりますと、これだけの人口を新山口駅は新たな人口増がで

るんですと。こういったものを入れ込まないと、私はいけないだろう、説明、

また本当の意味でのテーマにならないだろうと。 

 そして、先ほど言っていただきました、いわゆる大学の活用等についても

観光政策学科とサテライトの話も出ておりました。こういうところを具体的な

形で言えば、かなりその交流人口といいますか、プラスすぐ算用ができるだろ

う。こうしたことを、またファッションの話も出ておりましたれども、県立大

学等でジーンズのあれもやっておられます。そうしたファッションをここに持

ってきて、ソフトでやるんだということになれば、それで人口はどれだけの物

をふやすという一つ一つを、どれだけのものが今度ふえていくんだという、い

わゆる付加価値創造をプラスしていかないと、ここのところの整備構想という

ものを具体化して、本当に国が規模として認めてもらう、我々が想像している

規模を認めさせるということになるともう具体論が要る。そして、またそれを

一緒にした形の中で進めなきゃいけない。こうした悩みを持っているのも事実

でございますので、その辺についてまた具体的実施をしていくという、また地

域の皆さん方のもっと具体的な意気込みといいますか、それも示していかなき

ゃいけませんし、またアイデア、また実際にできるようなものを具体的に要望、

またどういいますか、皆さん方のお知恵をいただきたい。これが、この委員会

の一番私どもがお願いをした部分でございますので、非常にあつかましいお願

いですけれども、私どもお願い、まあ委員会に出ていただくことをお願いして

おきながら、またあつかましいお願いをさらに言いますけれども、どうぞよろ



しくお願いをいたします。本当これが本音でございますので、よろしくお願い

いたします。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。今、市長さんの方から、具体的な施策を入れる

ことによって、県や市などをうまく説得できるような、そういうものが欲しい。

そういうことをまた６月のときに、いろいろな案を出していただく中で、ここ

からも御意見をいただきたい。こういうふうなことをおっしゃっていただきま

した。そういうふうになりまして、大きなものとして結実するように、また御

意見をいただきたいと思います。 

 以上で、議題の３を閉じさせていただきまして、事務局の方、次回のこと

も含めて何かございますか。お願いします。 

＜事務局＞ 

次回委員会の説明 

＜会長＞ 

  はい。どうもありがとうございました。また日程につきましては、６月ご

ろをめどにお願いしたいと思います。お忙しいところをどうもありがとうござ

いました。お世話になりました。 

 

以上で会議を終了した。 
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