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審議会等会議録 

審議会等の名称 第 5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 6 月 27 日（金曜日）14:00～16:20 

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、藤井大司郎、内田文雄、佐藤俊雄、山本雅一、澤田正之、石田光一郎 

橋本芳郎、佐伯誠、大枝博幸、深田康裕、清水春治、佐光邦靖、国安克行 

濱﨑早都、上野豊明、益田徳子、秦日出海、高杉和典（代理）、古谷健（代理）

敬称省略･順不同(20人)

欠席者 小川全夫、松井邦昭、大庭達敏、吉村正則、藤岡啓太郎、山口登美男 

敬称省略･順不同(6 人)

事務局 総合政策部及び企画経営課 

ターミナルパーク整備部及び新山口駅ターミナルパーク整備課 

議題 専門部会の設置について 

新山口駅ターミナルパーク整備基本計画（素案）について 

 次第に基づき以下のとおり進められた。 

 

＜副市長＞ 

 第５回新山口駅ターミナルパーク整備検討委員会の開催に当たりまして、

一言御挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、御多用のところ御出席いただきまして、ま

ことにありがとうございます。また、平素から市政各般にわたり格別なる御

支援を賜り、重ねてお礼を申し上げます。 

 さて、本市は新たな総合計画の下、広域経済・交流圏の形成を踏まえ、広

域県央中核都市づくりに向けて着実に歩みを進めていくため、様々な施策を

展開しているところでございます。 

 中でも、新山口駅を中心とする広域的な交通結節点、山口県の陸の玄関と

しての特性を生かした小郡都市核づくりと、広域交流拠点としての機能強化

を先導的に進める新山口駅ターミナルパーク整備、これは本市のみならず、

圏域全体の発展につながる極めて重要な施策と位置づけておりますことか

ら、本年４月から新たに組織を「ターミナルパーク整備部」と格上げしまし

て、担当職員も増員するなど、推進体制の充実強化を図ったところでござい

ます。 

また、市議会におかれましても、この度「新山口駅ターミナルパーク整備

促進議員協議会」を設立されたところでございまして、本事業を進めていく

上で大変心強く思っておるところでございます。 

 こうした中、本日の会議では、前回から御案内しておりますとおり、「新山

口駅ターミナルパーク整備構想」に掲げました各施設の規模などを具体化す

る基本計画について御協議をいただくため、その素案をお示しし、皆様方の

御意見、御提言などを賜りたいと考えております。 

 あわせまして、今回から、中国運輸局山口運輸支局様にも御参加をいただ

きまして、ターミナルパーク整備の重要な要素でございます駅前広場の交通

のあり方について御検討いただく専門部会の設置についてもお諮りすること

としているところでございます。 

 どうか皆様方の深い御見識と御経験をもとに御検討いただけますようお願

い申し上げ、開催に当たりましての挨拶といたします。本日はどうぞよろし

くお願い申し上げます。 
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＜事務局＞  

委員の異動等の報告 

事務局職員の紹介 

 

＜会長＞ 

議事に入らせていただきたいと思います。 

 今御説明ございましたように、この整備検討委員会、第５回目になりまし

た。今まで基本構想の方の策定を進めてまいりまして、これはおかげさまで

できまして、それに基づきまして基本計画を検討しておる途中でございます。

 今日は、ここにございますように、次第にありますように、協議事項が①、

②、③とありますが、③はその他ですけれども、①の交通にかかわる専門部

会の設置という点と、それからお手元にございます基本計画の素案がありま

す、これにつきまして御意見をいただくということです。特に専門部会の設

置につきましては、設置するということと、それからそのメンバー等につい

て、御意見、御了解をいただきたい、こういうふうに思います。 

 ②の方の基本計画の素案の方につきましては、約３０分ぐらいで説明を後

でしていただきますが、それが終わりました後で、計画につきまして、皆様

方の御意見をお願いしたいと思います。今日ここで基本計画を決めるという

ことではなくて、素案につきまして、説明を受けた後に、いろいろ御意見を

言っていただいて、またそれをもとに次の案を出していく、こういうプロセ

スの途中ということになります。 

 その他のところでは、次回の委員会、開催等についてお諮りしたい、こう

いうふうに思います。 

 今御説明がありましたように、４時までの２時間で終わりたいと思います

ので、どうぞ御協力お願いしたいと思います。 

 市長さんからも先ほどお電話をいただきまして、順調に進んでいるので、

よろしくお願いしたいと、こういうことでした。大変御多忙の御様子ですの

で、副市長さんの方に先ほど御挨拶をいただいたところですが、大変気にし

ていらっしゃるようですので、ぜひその期待にこたえられるような基本計画

をつくっていただきたい、こういうふうに思います。 

 それでは、会議録の署名人についてですが、これはお願いすることになっ

ていますので、順番でお願いしておりますので、今回は藤井委員さんと大枝

委員さんにお願いしたいと思います。御苦労ですが、どうぞよろしくお願い

します。 

 続きまして、いつものとおり、本日の会議について公開または非公開をお

諮りしたいと思いますが、何か御意見はございますか。よろしいでしょうか

ね。今までどおり公開としてはいかがかと思いますが、よろしいでしょうか

ね。それでは、今までどおり公開ということで進めさせていただきます。 

 それでは、協議の方に入りまして（発言する者あり）はい。 

＜委員＞ 

今から議事に入る前に、一言ちょっと私の方から苦言を事務局の方に対し

て言わさせていただきたいんですが、今先ほど副市長の方からも、部に格上

げになったにも、私から言いますと、かかわらず、資料配付が何でこのよう

に遅いのかと。前回は、たしか当日に我々の目の前に資料が来て、そして会

長の方から、その資料に対しての意見を求められましたが、熟読する時間も

ない。そのことを前回提言したにもかかわらず、今回も資料が配付されてき

たのが、昨日、おとついと。余りにも、この委員会の我々の委員としての意

見を本当に尊重されるんであれば、もっと我々委員にも精査する時間を与え

てもらって、そして本当の実のある委員会に、意見が出せるような努力をし

てもらいたいということだけ一言お願いしておきます。 
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＜会長＞ 

ありがとうございました。多くの方々もそういう御意見ではないかと思い

ます。事務局の方もよく心して対応していただきたいと思います。はい、あ

りがとうございました。 

 それでは、本日の会議の内容等について事務局から説明お願いします。 

＜事務局＞ 

  本日審議していただきたい内容でございますが、先ほど会長さんの方から

も御説明していただいておりますように、次第にありますように、まず専門

部会の設置について説明させていただきまして、御了解をいただきたいとい

うふうに考えております。 

 続きまして、新山口駅ターミナルパーク整備基本計画（素案）について御

説明を申し上げまして、これに対する御意見等をお伺いいたしまして、次回

の検討委員会では、この御意見等を反映させていって修正等を行い、再度基

本計画案を御提示させていただきたいと考えておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

＜会長＞  

ありがとうございました。今日どういうことをお諮りしたいか、議論して

いただきたいかということの御説明がございました。協議の①と②、専門部

会の設置の件と基本計画の素案についてと、この２つでございます。説明を

していただきました後で、それぞれ御意見をいただきたいと、こういうふう

にお願いします。 

 では、早速議事の①ですが、専門部会の設置について事務局より説明をお

願いいたします。 

＜事務局＞ 

それでは、①の専門部会の設置について御説明させていただきます。 

 専門部会につきましては、前回の検討委員会において、設置したいという

旨をお伝えさせていただいたと思います。それで、今回、専門部会の規約と

いうので、この１枚ものを今回お配りさせていただいております。案ではご

ざいますが、新山口駅ターミナルパーク整備検討委員会駅前広場交通専門部

会設置運営規約ということでお示しさせていただいております。 

 まず目的といたしましては、第１条ということで、検討委員会設置要綱の

第３条３項の規定に基づき、駅前広場の交通に関して広く専門的な意見を聞

くことを目的といたしまして専門部会を設置するということにさせていただ

いております。 

 所掌事項といたしまして、第２条ということで、専門部会におきましては、

駅前広場の交通に関することについて専門的に調査・審議し、検討委員会の

方に報告するということにさせていただいております。 

 ３条におきましては、専門委員会、これはあと御説明させていただきます

が、何人以内で組織するということでございます。 

 また、専門委員につきましては、第４条におきまして、学識経験者、交通

事業者、関係機関で構成させていただきたいということでございます。 

 それと、５条におきましては、専門部会の部会長及び副部会長につきまし

ては、専門委員さんの中での互選により定めるということでございます。 

 あと６条につきましては、専門部会の会議は、部会長が議長となるという

ことでございます。 

 ７条の庶務につきましては、専門部会の庶務はターミナルパーク整備課に

おいて処理するということで、８条として、その他ということであげさせて

いただいております。 

 今回、こういう格好の規約で専門部会を設置させていただきたいというこ

とで検討委員会さんの方にお諮りさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 
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＜会長＞ 

ありがとうございました。まず、駅前広場交通専門部会を設置するという

ことについて、その規約の案を説明していただきましたけれども、設置する

ということで、こういう規約で設置するということについて御意見をお伺い

したいと思います。よろしゅうございますですかね。はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

ちょっと内容的に確認をしたいと思うんですけども、この委員会ですが、駅

前広場の交通に関してという断りがありますね。交通に関してというのは、も

う少し具体的に言うと、どこからどこまでの範囲なのか、あるいはそれ以外の

交通に関しない部分は、この場で検討するのかどうかということ。 

 それと、前回のときに、もう一点は、この駅前広場だけではなくて、例え

ばアクセス道路等もいろんな関連があるよということで、必要性はないです

かということもお話をしたと思いますけども、そこら辺いかがかなと思いま

すので、その２点。 

＜会長＞ 

はい、どうぞ。 

＜事務局＞ 

まず、御質問の２点目でございますが、交通に関するということで、駅前

広場は現在、交通業者、バスとタクシーの関係で、これについて主に検討し

ていただきたいということで、今回、新山口駅ターミナルパーク整備の中で

自由通路の整備を予定しております。それで、駅前広場の特に機能分担等に

ついて検討していくということで、構想の中でお示しさせていただいており

まして、その辺を、特に交通結節点における、駅前広場というのは交通の乗

り換え機能関係がありますので、その辺を専門的に専門部会において調査・

審議ということでさせていただこうというふうに考えております。 

 それともう一つ、もう一点ではございますが、その他ということで、ほか

の駅前広場以外に施設等をターミナルパーク整備の中で掲げております。こ

れにつきましては、一応今考えておりますのは、こちらの検討委員会さんの

方にお示しさせていただきまして、こちらの中で御審議等をお願いできれば

というふうに考えております。 

 専門部会につきましては、先ほど言いましたように、第２条で書いており

ますように、専門部会において御検討していただいたものを、またこちらの

検討委員会に報告させていただきまして、また御意見等をちょうだいできれ

ばというふうに考えております。 

 以上でございます。 

＜会長＞ 

２点について事務局の考えを伺いましたけれど、よろしいですか。交通に

関するという範囲については、バス、タクシーなどを主に対象として、交通

結節点としての計画を専門的に検討してもらう、こういうふうなお話でした

ですかね、事務局のお話。 

 それから、２番目の御質問の交通関係以外の点はどうかという点について

は、それは今開いてるこの検討委員会の方で検討いただきたい、こういうこ

とでしたですか。 

 ほかにございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

私、前回ちょっと出席できなくて、途中の話が少し見えてないところがあ

るんですが、専門的な検討部会の設置というのは、今の御質問とも絡むんで

すが、何に対しての専門的な意見を聞くのかというのが一番重要で、この駅

前をどうしたいのかというところの計画の内容というか、そこがはっきり見

えてきて、そのときに技術的にどうかという話は、全体の議論と同時並行だ

と思うんですよね。だから、あえて専門部会、この専門的な立場の方々の閉
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じた検討の組織をつくる必要がどこにあるのかと、私は非常に疑問を感じま

す。 

 それと、この計画そのものが、先ほど冒頭の委員さんの発言にもありまし

たけど、何かどこかで計画ができて、それで、この委員会で検討してくださ

いというのは、この計画の進め方として、こんな大きな問題なのに、市民の

参加というのももっときちんとするべきだし、計画の途中のプロセスはもっ

ときちんと、その悩みの部分も含めて開示すべきだし、何かまたこの密室の

中で、その専門的な検討をしたけど、これはだめでしたとか、結局そういう

ような回答が返ってくるというか、そういう意味では、僕は全体の進め方も

含めて、今の全体、この基本計画を進める過程の中に、あえて専門部会をつ

くる意味がどこにあるのかというのが少し疑問を感じます。 

＜会長＞ 

はい、ありがとうございました。事務局の方、どうですか。 

＜事務局＞ 

今回御提案しております駅前広場の交通の専門部会ということでございま

すが、全体的な交通広場を検討する前段といたしまして、新幹線口の駅前広

場にも今バスが発着しているわけでございますが、今後整備していきます表

口駅前広場と、この新幹線駅前広場との交通のそれぞれの機能分担、機能強

化を前段として整理しておきたいということで、バス事業者さん、あるいは

タクシー事業者さんと、その事前の調整を行い、駅前広場の総合的な検討に

反映していきたいという思いで、この専門的な交通に関する専門部会を立ち

上げようとしているものでございます。 

＜会長＞ 

はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

それは趣旨はわかるんですが、新幹線駅前の広場をどういうふうにつくり

かえたら理想的なのかという議論が本当に深化してるのかと、そこまで詰め

られているのかというの、僕は非常に疑問を感じるんですよ。その中で、最

初、そういう専門的な話で、それはもう非常に既得権とか、いろんなのがあ

るから、これはだめです、これはだめですという返事になるのが目に見えて

て、その前に、そういう状況が１回何もないという更地にして、更にして、

あそこの広場をどうつくったら、本当の市民にとって、あるいは山口の玄関

として、おりて絶望的な気持ちになりますよね、今あの駅前広場というのは。

そこをどうしたら、本当に山口県の陸の顔として、それなりの風格を持ち得

るのかという議論は、もっと僕はいろんな局面でやるべきだと思うんですよ。

それがないままに、専門的なところでの議論で、それはもう今までのルール

からなかなか逸脱したものは出てこないし、そういう意味での期待が、別に

この委員の方どうのこうのということじゃなくて、ルールとしておかしいん

じゃないかという気がちょっとするんですけど。 

＜会長＞ 

それについてはいかがですか。 

＜事務局＞ 

今、新幹線口の駅広の使い勝手とかいう話がございました。それで、今回、

次の③の方で、すいません、②番ですが、今回示させていただいております

素案という格好の中で、後ほどまた説明させていただきたいんですが、新山

口駅前の駅前広場の再整備とかいう話をあげておりまして、この検討委員会

さんの方でまた後ほど説明させていただきまして、今のいろいろな御意見を

賜らさせていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

＜会長＞ 

山口県の玄関口としての南北それぞれのつくり方については、素案の中で検
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討していく、こういう意味ですか。 

＜事務局＞ 

この素案の中で今回新たに触れさせていただいておりますので、こういう

考えのもとというのがよろしいかどうかというのも含めまして、御意見等を

お伺いさせていただければというふうに考えております。 

＜会長＞ 

ちょっと順序がどうかと。 

＜事務局＞ 

この検討委員会におきましてということで。 

＜会長＞ 

この検討委員会。 

＜委員＞ 

だから、ターミナルパーク整備のどこの部分に、素案あるいは基本計画を

まとめる段階で、どの部分にそういう交通関係者の専門的な意見が必要なの

かというところを説明いただいた方が、流れとしてわかりやすかったんだと

思うんですけど、いきなりこういうのやりますとかいうことで、じゃそれを

認めてくださいと言われても、判断の材料がありませんということもありま

す。 

＜会長＞ 

その辺はどうですか。先に②の方の素案を説明してもらって、それから①

に戻りましょうか。その方が積極的ですかね。じゃそういうふうに。はい。 

＜委員＞ 

先ほども私言いましたように、前回はマスタープラン案を示されたわけで

すけど、それを熟慮する時間もなかった。だから、一応会長の方から意見を

求められたときに、３項目意見を言ったその最後に、もっとこれを熟読し、

疑問を自分がちゃんと精査してから言えるような時間を与えてほしかったと

いうことで、私あれから帰って、マスタープランを私なりに熟読したわけで

すが。そしたら、私だけでしょうか、こうやって改めて読み返す時間を持ち

ながら、ああ、こういう質問と、こういう質問と、こういう質問だけは絶対

にこの委員会で投げかけとかないといけないなというような疑問点が出てき

たのは私だけじゃないと思うんですが。だから、委員会として消化されてい

く分はいいんですけど、ちゃんと皆さん、各委員の皆さんが納得した時点で

次のステップに進んでもらいたいと。 

 まず私自身も、新山口駅ターミナルパーク整備構想についてですけど、こ

の構想で、１つ、交通アクセスの整備や駅北側の広場の整備、駅北と新幹線

口を結ぶ自由通路の整備に限定した取り組みをされることは、現実を踏まえ

れば理解できないことはないんです。ただ、それでは旧小郡地域が期待した

まちづくりと大きく乖離してしまうのではないかと思う点が第１点。 

 また、失礼ながら、そういう小手先の整備では、新山口駅を中心とした都

市機能が大きく発展するとも思えないわけです。そして、にぎわい、都市と

しての活力を生み出すための本来の機能となる商業機能の整備など、事務局

としてはどう取り組むのか方向性を示すのが、この委員会の今の時期じゃな

いかというふうに私は考えます。まだ二、三点あるんですよ。だから、私だ

けじゃなく、各委員の方も当日資料をもらって、読み返す時間もない中で帰

られて、改めて見たときに、ああ、これは言っておかないといけないなとい

うような気づきも多分あると思うんですよ。だから、そういうのを全然意見

をここで述べられずに次の段階に進んでいくというのは、余り委員会の、我々

委員を軽視し過ぎるんじゃないかなという気がしております。その点につい

てどうでしょうか。 

＜会長＞ 

事務局はどういうふうに考えられますか。 
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＜事務局＞ 

まず、初めの方の、いわゆる新山口駅ターミナルパーク整備構想の中で、

大きく３点セットというか、アクセス道路と自由通路、駅前広場について、

これを主にいたしましてターミナルパーク整備で整備を進めていこうという

ふうなことにしております。 

 ただ、今言われますように、全体のまちづくりというのは、これは構想の

中でも初めで御説明させていただいておりますが、いわゆるターミナルパー

ク整備構想は、小郡都市核づくりの先導的な事業としてターミナルパーク整

備構想をつくっておりまして、当然、小郡都市核づくり、いわゆるまちづく

りの中の１つの事業でございます。それで、都市核づくりとの関係につきま

しては、調整、連携を図りながら整備を進めることといたしておりまして、

その意味を含めまして、前回の都市核づくり、前回の委員会におきましては、

都市核づくりの状況等を御説明させていただきまして、それとの関連を踏ま

えまして、よりこの検討委員会におけるターミナルパーク整備について、よ

り議論を深めていただくための御説明ということをさせていただいておると

ころでございます。 

 先ほど言われました、もう一点として、にぎわいとかいう視点につきまし

ては、ターミナルパーク整備におきましても、当然それを視野に入れた整備

を進めていく必要があるということにつきましては、基本方針、各施設の基

本方針等で触れさせていただいておるところでございまして、ただ、商業施

設等につきましては、これはいわゆるまちづくりの関係になりますので、都

市核づくりとの連携を図るということを含めまして、ターミナルパーク整備

はターミナルパーク整備で進めていきたいというふうに考えておるところで

ございます。 

 以上でございます。 

＜会長＞ 

はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

事務局の説明はよくわかりました。今私なりに大まかに意見を言わせても

らいましたが、具体的に今事務局が言われたことを私なりに精査してみると、

まず初めに、小郡都市核の目指す方向、基本方向についてですけど、マスタ

ープラン案にも示されている基本方向、まちの快適さと営みが広がる産業交

流拠点の形成を提示されていること。これは、前回の資料の３６ページに記

載されております。これについては、私自身全然異論もありませんが、現在

の新山口に一番欠けているのは、この同じ資料の８ページにも示されている、

にぎわいであり、人々を集める機能や人々が滞留し楽しむ機能、滞留性では

ないかというふうに思います。 

 また、このことを踏まえて、先ほどからの関連事業として、マスタープラ

ンの基本計画の中、６６ページですが、以降に関連事業として示されている

もの、それこそが本当に今からのこの委員会で議論しなければならない、求

められるべき機能で、ここに例示されている駅舎の整備、小売業、サービス

業、公共公益機能の導入、鉄道記念館などの見学、体験施設の整備などが必

要ではないかというふうに私も考えております。 

 しかし、今この現在検討されているターミナルパーク整備構想で現実に整

備が進められようとしているのは、１番目、萩小郡道路などの整備を踏まえ

た新山口駅の交通アクセスの整備、結節点としてのですね。そして、駅北側

の広場の整備。駅北と新幹線口を結ぶ自由通路の整備であり、この３点では、

今の新山口駅と大きく変わるもんじゃない。ただ、南北が開通して、その周

りがこそこそと整備されたと。 

 だから、この委員会で我々が委員として一番提言していかなければならな

いのは、その必要なことは、関連事業で示されている、求められるべき機能
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って一体何だろうか。それは、にぎわいを創出する機能、それをどう今から

整備していけばいいのかということであって、昨年度の３回開催された委員

会でも、私だけではなく、何人かの委員の方は、積極的な民間活力の誘引を

含めた取り組みのあり方を提示しましたが、この基本計画の中には、その文

字すら見当たらない。 

 だから、先ほど私が言いました、余りにも我々委員としての意見を軽視し

過ぎるきらいがあるんじゃないかという、うがった見方をされてもしょうが

ないところが事務局の方にも責任の一端としてあるということを、よく事務

局の方も、我々委員の意見を本当に集約されて１つの物事を積み立てて構築

していこうという、そういう考えがもしおありなら、もっとその辺のところ

を、我々が納得できるような事務局の説明に、もっと具体的な説明にしても

らいたいと。今の事務局の説明では、何らぼやっともその構想の絵が、これ

は私だけかもしれませんが、浮かんできません。私だけが話してもしょうが

ないですから、以上です。 

＜会長＞ 

事務局、何かありますか。 

＜事務局＞ 

委員さん御指摘の件は、確かに構想策定の中でも、委員さん初め、皆さん

多くの委員さんからも御指摘あったところでございます。この基本計画は、

構想の中で、そういう御意見も踏まえて、当面先導的に、小郡都市核づくり

を進めるための先導的な事業として、アクセス道路、自由通路、駅前広場を

やっていきましょうということで、とりあえず整理しております。そして、

大規模遊休地を含む駅周辺のまちづくり計画、いわゆる小郡都市核づくり、

これらと調整、連携を図りながら、３点セットの基盤をやっていこうという

ことで、その周辺のまちづくりにつきましては、都市核づくりをさらに進め

ていく中で引き続き検討していくというふうに整理してきたところでござい

ます。ですから、小郡都市核づくりもすべてもう終わったわけではありませ

んし、今から進めていくものでございますので、それとの計画と十分調整、

連携図りながら、この基盤整備であります先導的な事業の方も進めていきた

いというふうに考えております。 

＜会長＞ 

ほかの方で、今のに御意見が。 

＜委員＞ 

確認だけさせてください、すいません。事務局の言われるのは、例えばこ

れからの駅舎の整備や小売業などの商業機能の整備については、積極的な民

間活力を導入するような考え方も今後前提に置いて協議していくということ

で受けとめていいんでしょうか。 

＜会長＞ 

どうですか。 

＜事務局＞ 

いわゆるまちづくりの方につきましては、このターミナルパーク検討委員

会の中で議論して結論を出すということを考えてるわけではなくて、先ほど

言いました先導的事業の基盤整備について、今回は基本計画、これについて

の御意見を伺って、まとめていくことを考えておりまして、まちづくりにつ

いては、都市核づくりの方で引き続き山口市としては検討していくというふ

うに仕分けしているところでございます。 

＜会長＞ 

今のに関連しますか。 

＜委員＞ 

いろいろ意見の方出ておりますけども、今回のターミナルパークは確かに

大きな意味のまちづくりの先導的な役割を担うと言われております。そのこ
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とはよくわかるんですが、マスタープランあたりのひとつのねらいとしては、

非常に強い求心力を持った県央の中核都市づくりということがねらいとして

はあるだろうと。そういうことを考えたときに、本当に県央を代表する玄関

口としての構えが、今回出てきてる駅前広場であったり、自由通路であった

りという部分で本当にふさわしいのかどうか、非常に大きなギャップを私も

感じているところでございます。 

＜会長＞ 

いろいろ御意見があります。この会議は、前のこの検討委員会で御承認を

いただいています構想に基づいて次の計画をつくるというのが今のテーマに

なっておるわけですね。構想をつくる段階でいろいろ御意見がありましたし、

私も思うところがないわけではありません。市のマスタープランがありまし

て、これは議会でも認められて、ちゃんとでき上がっているものですね。し

かし、今まだ、御説明もありましたように、まちづくりについて、都市核に

ついて、それぞれ検討が進んでおる中で、この具体的なアクセス道路や駅前

広場というような具体的なものをやりますので、その間に、上が全部片づい

て、それからこちらを行くべきだというのも１つの筋であると思うんですけ

れども、それはこの構想ができた、前の構想ができる前からもうわかってい

たことなんですね。それを承知で構想を立てたわけです。そして、今は、そ

の構想に基づいて基本計画をつくろうとしておるわけですね。 

 そこに、時間的な問題も含めて、若干の齟齬があるのは、私もそういうふ

うに思いますが、これをそこで議論をし始めますと、またもとに返ってしま

いますので、構想は構想としてお認めいただいて、それをより具体化する基

本計画を今ここで御検討いただいておると、こういうわけですので、確かに

まちのにぎわいの問題も民間活力の問題も非常に重要ですが、それだったら、

人間の命の問題もある、心の問題はもっと大事だ、教育の問題はもっと大事

だとかなりだすと、これはどこまでいってもきりのないことです。 

 したがいまして、基本構想はお認めいただいた。それに基づいて、それを

より具体化していくというわけで、ここにある主な方向性は、今日議題にな

ります、表口の駅前広場、それから自由通路、アクセス道路など３つの点を

中心にしてまとめていこうというのが基本構想にあるわけですので、それを

具体化していく。そのときに、民間の活力も入っていくし、にぎわいも入れ

るように、それからまちの空間的なデザインの中身も考えようと。それらを

考えないと言っておるわけではないんですから、これらの３つを具体化する

中で、それらを取り入れる方向で検討していくというのが基本計画の求めら

れておることのように思うんですね。 

 それを、一番最初のまた振り出しに戻って議論しようというのもあり得る

わけですが、ここは、そういうふうにしますと、いつまでたっても話が進み

ませんので、基本構想に基づいて、それを具体化するための基本計画をつく

ろうというところで御了解をいただいて進めさせていただきたいと思うんで

すが、どうでしょうか。 

 それぞれについて御意見があるのは、基本構想をつくるときから皆あった

わけで、どの点についても、みんな全部自分が言ったことが皆通ったわけで

はもちろんないんですね。私自身もそうです。しかし、それはある程度やむ

を得ないところもあると、こういうふうに思わざるを得ないんですけどね。

そういう思いを具体的に３つの、３つだけじゃないかもしれませんが、主な

ものはこの３つで、これを具体化するときに、そういうものをできるだけ入

れるようにしていこうと、そういうふうに進めていけたらありがたいと思う

んですが、いかがですか。いろいろ御意見あろうかと思うんですが。 

＜委員＞ 

議長の進め方に賛成ですので、そのまましていただいて結構なんですけど

も、一応２日前にはこの資料が届いておりますので、基本的には皆さんこれ
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読んできたことを前提に議事を進めていただかないと、時間が相当もうたっ

てますんで、説明に関しては、この文書に表現されてないニュアンスがあれ

ば、それだけ説明していただければ結構だと思います。 

＜会長＞ 

今の点も、私もそう思わないわけでもないんですが、委員さんからも御指

摘のあったように、届いたのが何分ちょっと遅過ぎましたので、やはり大事

な点を説明していただいて、それから文字になっていないところの真意など

もあわせて、今の委員さんからの御指摘のように、補って説明をいただきた

いと、こういうふうに思います。 

 そういうわけで、いろいろ御意見あろうかと思うんですが、協議のところ

で、専門部会の設置に先立ちまして、素案の方の説明をいただいて、それに

基づいて専門部会の設置に戻りたいと思うんですが、それでよろしいですか

ね。それじゃ、そういうふうに進めさせていただきましょう。じゃ②の素案

の方お願いします。いろいろ事務局も大変でしょうが、２０分程度で説明し

てください。先ほど３０分と打ち合わせしたんですが、申しわけないけど２

０分ぐらいでやってください。 

＜事務局＞ 

それでは、私の方から、お手元の新山口駅ターミナルパーク整備基本計画

（素案）について御説明させていただきたいと思います。今言われますよう

に、ちょっと時間の関係もありますので、大きな要点とかいう格好で御説明

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、一番初め、基本計画の構成についてということで、ちょっと一

番初めの目次をごらんください。目次につきましては、はじめにということ

で、３章までは基本構想から継承する現況や方針といった内容についてお示

ししておるところでございまして、４章が構想で明らかにいたします基盤整

備であります、表口駅前広場、自由通路、アクセス道路及びその他の整備計

画をお示しさせていただいているところでございます。また、５章、６章に

つきましては、事業進行計画及び事業推進体制についてお示しさせていただ

いております。ちょっと簡単に、１ページ等を、先ほど言いました３章まで

は、ごく簡単に説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 まず１ページ、はじめにでございますが、これは簡単に言いますと、基本

計画、昨年、基本構想ですが、昨年１１月に策定いたしました構想及び関連

する計画等の関係等に触れさせていただいておりまして、その中で、この基

本計画においては、構想に掲げた各施設の基本的な整備の内容をお示しする

ものとしているところでございます。 

 ３ページにつきましては、構想の中でお示しさせていただいておりますフ

ロー図、これをさらに現在、都市核づくりのマスタープランということです

ので、その辺の名称等を変更させていただくとともに、基本計画ということ

で、構想の下の基本計画がこれですということの位置づけをさせていただい

ているところでございます。 

 また、４ページにつきましては、広域経済・交流圏等、大きな広域的な視

点での都市核づくりということの関係図に概念図を示させていただいており

ます。 

 また、５ページにつきましては、近隣との都市の連携、主には交通結節点

ということで、道路関係等の整備状況及びそれらの道路の整備によって、ま

すます結節点が強化されるということを図面的にお示しさせていただいてお

ります。 

 さらには、７ページにつきましては、新山口駅周辺の現状と課題というこ

とで、都市計画道路等の整備状況、また道路交通量がどうなっていくかとい

うことで、これらについては、過去の交通センサス等を総合交通体系の中で
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示させていただいているところでございます。 

 また、８ページ、９ページにつきましては、これも触れさせていただいて

ますが、駅前広場における状況、現状における課題等について、表口駅前広

場と新幹線口の駅前広場について触れさせていただいております。 

 さらには、１０ページにつきましては、駐車場及び駐輪場の今状況等、特

に新山口駅周辺の状況がどうなのかという、これについては、案外台数等が

あるということが出ておるところでございます。 

 さらには、１１ページ、公共交通サービスということで、バスの今サービ

ス状況、さらにはバス利用者が県としてどうなのかということを、どんどん

どんどん減っていっているという現状を示させていただいておるところでご

ざいます。 

 さらには、１２ページで、鉄道サービスということが、乗車人員等で状況

等の推移について触れさせていただいておるところでございます。また、他

駅との比較についてあげさせていただいてます。 

 また、１３ページにつきましては、駅利用者の特性といたしまして、過去

に実施いたしました交通体系の中で、どういう末端の交通手段というのが一

番多いのか。新山口駅につきましては、ごらんのように、全体としては、下

に書いてありますように、自動車によるアクセスとかいうのが、または徒歩、

その他でのアクセスが多いという状況になっているところでございます。 

 駅利用の目的が１４ページにあげさせていただいておりまして、路線別目

的としては、主に通学と私用等でというとこ、通学、帰宅とかいうところが

多いというところでございます。 

 １５ページについては、これも構想の中で触れさせていただいております

駅周辺を含めた課題でございます。 

 また、さらには１７ページにつきましても、構想の中で触れさせていただ

いてます整備の基本的な考え方及び整備方針について触れさせていただいて

おりまして、１８ページにつきましては、その相関関係をちょっと示させて

いただいております。 

 １９ページからが、構想の中で主にうたっておりました施設整備方針とい

うことで、これらのことを踏まえながら、基本計画において具体的にしてい

くということで、①②③の大きく言いますと駅前広場、自由通路、アクセス

道路のそれぞれの整備方針に触れさせていただくとともに、その他の施設と

して、交通結節点の機能強化を関連して必要となる施設整備については適宜

検討するものとしていたところでございます。 

 それでは、２０ページにつきましても、構想の中でうたっております整備

方針をちょっと図上で落とさせていただいているところでございます。 

 それでは、２１ページからが主に今回具体的な施設整備計画ということで、

ここからちょっと細部にまた御説明させていただきたいと思います。 

 まず、全体像といたしましては、広域経済・交流圏の形成を通じて、そこ

の拠点機能を担う広域県央中核都市を目指す上で、小郡都市核が担うまちの

快適さと営みが広がる産業交流拠点として段階的に具体化を図っていく整備

に当たって、交通結節点の機能強化を図る先導的基盤整備である、先ほどの

３つの柱を掲げておるところでございます。これが図面上では赤い色の四角

で囲っているところでございます。 

 また、その他の施設といたしまして、今回ちょっとお示しさせていただい

ておりますのは、この３つの基盤整備と密接にかかわってまいります、橋上

駅舎整備及び既存自由通路の再整備、新幹線口駅前広場の整備を掲げておる

ところでございます。これにつきましては、青色で囲っているところがそれ

でございます。 

 一方で、新山口駅ターミナルパーク整備は、繰り返しになりますが、あく

まで小郡都市核の担う産業交流拠点としての拠点性等を高める先導的基盤整
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備であり、次の段階としての整備を必要としておるところでございます。 

 それらについても、本書においては、その必要性について、駅周辺のまち

づくりとして触れることといたしております。その１つの施設が県道新山口

停車場長谷線をシンボルロード、これ破線部分でちょっと囲まさせていただ

いておりますが、県の玄関としてのシンボル性を演出するための整備の必要

性をお示しいたしまして、後述におきましても、西側遊休地等の点について

も何点か触れさせていただいているところでございます。 

 ２２ページにつきましては、施設整備の全体イメージということで、前に

も構想に書いておりましたようなイメージ図を掲げさせていただいていると

ころでございます。 

 それでは、それぞれの施設については、２３ページから触れさせていただ

いております。 

 まず、２３ページで、表口の駅前広場ということで掲げさせていただいて

おりまして、まず計画の基本方針ではございます。これ５点ほどあげており

ますが、これらにつきましては、構想から継承させていただいているところ

でございます。また、表口駅前広場の整備におきましては、南北駅広の機能

分担を明確にし、利用者の利便向上を図るためには、路線バスの再編は不可

欠と考えておりますことから、それについて、今現状等ということで②の方

で触れているところでございます。しかしながら、現時点では再編について

明確にお示しはできておりませんで、これらにつきましても含めて、先ほど

ちょっと御説明させていただきましたが、専門部会の方で議論等をしていた

だきまして、次回の委員会等でお示しできればというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

 次に、整備計画の具体的内容といたしましては、現在、新山口駅の在来線

駅舎を含む山口線のホームまでを配線の整理によりスリム化し、全体をセッ

トバックすることによって、既存部分とあわせて約１ｈａの駅前広場の拡張

を考えておるところでございます。ただこの面積につきましては、先ほどか

ら上の方にもありますように、新幹線駅前広場とかとの機能分担を明確にす

る中で、その最大といたしまして約１ｈａと考えております。 

 ③の下にあります拡張規模につきましては、山口線のホームまでの拡張及

び南側につきましては山口線ホームまでの拡張、西側につきましてはＪＲの

方で今所有しておられます用地までの拡張を考えておりまして、約１ｈａを

考えているところでございます。 

 また、下の表につきましても、現状の方は触れさせていただいております

が、整備後につきましては、今からの検討の中でより明確にさせていただき

たいというふうに考えております。 

 続きまして、２４ページでございますが、必要乗降バース数としては、整

備後におきましては、表口を主たる路線バスの発着場所といたしまして、広

場内の円滑な交通流動を確保するためには、短時間駐車場は広場内、長時間

駐車場は広場外対応を基本とすることをお示ししているところでございま

す。 

 また、次の歩行者及び自転車動線につきましては、歩行者には、シンボル

軸を基軸といたした上で、正面にたまり空間を確保するとともに、鉄道沿い

には広い幅員の歩道を確保することといたしておりまして、駐輪場につきま

しては、既存の駐輪規模のものを駅広近傍に確保することをお示しさせてい

ただいているところでございます。下のバスバースの現況、計画は、先ほど

の同様で、現在記載させていただいていないところでございます。 

 下の２４ページの下に図面がありますが、先ほど約１ｈａ程度のという話

でございまして、大体２００ｍの５０ｍ程度になるのではないかなというこ

とで考えているところでございます。 

 それで、次の２５ページ、自由通路について、２５ページですが、自由通
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路でございますが、計画の基本方針につきましては、これまた基本構想等か

らのものとさせていただいておるところでございます。 

 また、自由通路の整備計画といたしまして、配置でございますが、これは

前回からも言わさせていただいておりますように、駅前通り、新山口駅停車

場長谷線と風の並木通りを１つのシンボル軸の基軸として、この軸線上にで

きるだけ配置していこうということを考えているところでございます。 

 また、幅員につきましては、自由通路の幅員は、交通量だけでなく、空間

の質を考慮することといたしております。また、新幹線停車駅ということで、

山口県の玄関口にふさわしい自由通路としての幅員を確保する。また、新幹

線口駅舎のスパン割り、新幹線駅舎の構造上の話ではございますが、その関

係もありまして、自由通路の幅員は２スパンを利用した約１０ｍ程度を想定

するものといたしております。 

 また、この下の写真ではございますが、まず、１番初めの左からでござい

ますが、これが既存の自由通路、陸橋を離れたところにあるものですが、こ

れの幅員が約４ｍでございます。また、駅構内の通路、今ありますのが、こ

の幅員が６ｍ程度。あとは、最近整備等がされました各駅の幅員等を載させ

ていただきます、ＪＲ岡山駅が幅員が１０ｍ、ＪＲ山形駅が幅員が１２ｍ、

さらには秋田駅も１２ｍということでございます。 

 その次の２６ページでございますが、これ高さ的なものを言っております。

これが、高さが、自由通路の空間は、まず圧迫感ない広々とした空間とする

ため、自由通路の天井高は約６ｍ程度にしたいということでうたっておりま

す。この幅員につきましては、先ほど空間的な話は、空間質向上の質を考慮

という話の中で、（４）に書いておりますように、駅南北地区の移動の円滑を

図るため、自由通路内に休息、滞留ができる空間を確保していくとともに、

山口県の玄関口として、壁面を利用した観光・情報発信を広がるような広域

からの来街者へのサービスの充実を含め、これらを考慮した中で、幅員は先

ほど言いましたような程度にさせていただきたいというふうに考えておりま

す。 

 それで、続きましてアクセス道路でございますが、まず２７ページでござ

います。計画の基本方針として３点ほど掲げておりますのが、広域的なアク

セス性及び地域の発展を考慮した整備。バリアフリー化、景観に配慮した快

適で潤いのある歩行空間の整備。さらには、周辺地域のまちづくりの方向性

と一致した整備ということで、大体のアクセス道路の位置を下に掲げさせて

いただいております。 

 ２８ページではございますが、アクセス道路の整備計画ということで、ま

ず、どっからどこというふうな、これは構想から変わってはおりませんが、

９号から駅前広場の区間を新たに新設で整備していきたいということでござ

います。 

 また、規模につきまして、今回うたっておりますように、道路幅員は、県

道新山口停車場線、駅前通りと同じような２車線を確保していこうというこ

とでございます。 

 また、課題と今後ということで、アクセス道路整備は、交通結節点の機能

強化の上から必要不可欠な整備です。一方、具体的な線形の決定に当たって

は、大規模遊休地を含めた周辺のまちづくりの連携を図ることが欠かせない

ということでございます。したがって、今後、早急に小郡都市核における重

点エリアを中心としたまちづくりについて官民協働の協議検討するものと

し、その中で線形についても検討を深めていくことといたしておるところで

ございます。 

 なお、下に書いております図面ではございますが、これは、要は線形等と

いうのを示しているわけではなく、先ほど言いました国道９号と駅前広場を

結んでいくというイメージの図と考えていただきたいというふうに考えてお
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ります。 

 それでは、続きまして２９ページの中で３点、構想の中で３点うたってお

りました。また、その他の施設整備ということで、この中で、先ほどの図面

等の中で書いておりましたように、それの考え方等について若干触れさせて

いただいております。 

 まず、橋上駅舎整備でございますが、これは当然のことながら、自由通路

の整備にあわせた橋上駅舎化を図っていくということでございます。 

 また、既存自由通路については、新たな自由通路は歩行者専用通路となる

ということから、既存の自由通路は自転車利用を中心とした通路として活用

を図っていこうということでございます。 

 また、３番といたしまして、新幹線口駅前広場再整備、構想の中では必要

に応じてということでうたってはおりましたが、表口駅前広場整備とあわせ

て、南北駅前広場の機能分担により、新幹線駅前広場の交通機関ごとの構成

割合を見直すとともに、さらには憩いやにぎわい等を演出することができる

交流空間についても創出を図っていこうということでございます。 

 （６）でございますが、駅周辺のまちづくりにつきましては、新山口駅タ

ーミナルパーク整備に関連いたしまして、小郡都市核における次の段階的な

整備として掲げることによりまして、官民協働により今後の整備を着実に進

める事項というものを掲げているところでございます。 

 この中で、西側遊休地、アクセス道路沿線整備、さらには既存商店街の活

性化、県道新山口停車場長谷線について触れさせていただいております。ま

たさらには、駅南側につきましては、風の並木通りを含めました軸線の強化、

シンボル性の向上について掲げさせていただいております。また、これらに

つきましては、現在策定中である山口・小郡都市核づくりのマスタープラン

で掲げておるものをここに載せているところでございます。 

 続きまして、３１ページでございますが、事業進行計画といたしまして、

整備に係る今後のスケジュール等について触れさせていただいておりまし

て、ターミナルパーク整備におきましては、構想においてお示しさせていた

だいておりますように、整備完了の目標として平成２６年度といたしている

ところでございます。 

 また、構想の中で段階的なということで、平成２３年度には、県内各所、

本市においても多くの会場を擁します国民体育大会が開催されることや、九

州新幹線の全線開通に伴いましてＪＲ西日本との相互乗り入れが開始されま

すことから、多くの来山者をお迎えすることになるということの中で、県及

び市のＰＲを行う絶好の機会となることから、平成２３年度につきましても

第１期として位置づけさせていただきまして、２期といたしましては従来ど

おり平成２６年、さらには、小郡都市核との関係もありまして、周辺のまち

づくりの姿があらわれてくるであろう平成２７年度以降を第３期といたして

位置づけさせていただいておるところでございます。 

 これに関連いたしまして、３２ページでございますが、事業スケジュール

として、先ほど説明させていただいものにつきまして、１期、２期、３期と

いうことの整理をさせていただいているところでございます。 

 最後になりましたが、３３ページにおきまして、事業推進体制といたしま

して、今後事業推進に欠かすことのできない、庁内は当然のことながら、関

係機関との連携及び官民の協働体制についてお示しさせていただいていると

ころでございます。 

 ちょっとすいません、こういう格好で基本計画の素案ということでござい

ます。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。大変たくさんのものですけれども、素案の７ペ

ージのところに現状と課題、新山口駅周辺の現状と課題とありますが、そこ
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で、その課題、現状説明いろいろありましたけれども、課題が１５ページに

まとめてありまして、そして１７ページ、１８、１９ページあたりに整備の

方針が出ております。そして、２０ページにちょっと図面になったのがあり

ますが、ここまではおおむね構想のところをまとめていただいて復習をした

と、こういうふうに考えていただいたらよろしいかと思いますですね。２１

ページから、今回の構想をより具体化する計画の内容がいろいろ書いてござ

いまして、例えば２３ページは表口の駅前広場についてですが、①では基本

方針、これは構想のところを大体持ってきてもらっているわけですね。それ

を具体化するのが、②以下にいろいろ書いてあると。そういう形で、表口の

もあれば、２５ページは自由通路、２７ページはアクセス道路と、こういう

ふうな形で出てきております。 

 そこで、御意見をいただきたいと思うんですが、今３時１５分ちょっと過

ぎたあたりになっております。４時までの予定なんですが、やむを得ず１０

分ぐらいまでは延ばさせていただかなければならないかなと思うんですが、

それぐらいまではちょっとお認めいただけますでしょうか。１０分には終わ

りたいと思います。 

＜委員＞ 

すいません、４時に出たいと思いますので、すいません。 

＜会長＞ 

４時にですか。 

＜委員＞ 

先にちょっと失礼させていただいてよろしいですか。 

＜会長＞ 

それで、ちょっとお待ちいただけますか。こちらの②の方を今から５０分

までの３０分間で終えたいと思います。それから、①の方の専門部会の設置

の方に戻りたいと思います。 

 そこで、前回のように全員のメンバーの方々に御発言いただくのも１つの

やり方ですが、それちょっと無理なようですので、お１人が１点についてだ

け、これはぜひという点を御質問していただくか、御意見を言っていただく。

そして、一巡して、第１点と、１つだけという点が一巡した段階で、ない方

はそれで終わっていただいて、今度は第２点目の順番に入りたいと思います。

まず、最初はどなたもとにかく最初は１点だけでお願いしたいと思います。

それが終わったら２点目やりますがですね。そういうふうにさせていただき

たいと思います。はい、それじゃどなたからでも、どうぞ。 

＜委員＞ 

ちょっとその１点に含まれると困るんで、これは全然そのこととは関係な

くて、同じことを繰り返さないために、１つルールをつくっていただきたい

んですけども、次回以降、最低１週間前には資料の配付をしていただきたい

というふうに考えますが、どうでしょうか。 

それとですね、今も直に御説明いただいたんですが、ようするに読んでくれ

ばわかる範囲内の御説明で、２５分かけるほどのものでもなかったというふ

うに認識してますので、当然委員である以上、この資料を読んでくるのが当

たり前というベースで、次回以降、議事を進めるのは、よくそのあたり配慮

していただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

＜会長＞ 

できるだけ配慮するようにしましょう。 

＜委員＞ 

それでは、じゃ僕の質問です。ちょっとかなりしつこく言ったんで、中に

御配慮いただいて、きちんと入れていただいてるのが、２３ページの基本計

画の方針の中で、景観デザイン（ランドスケープデザイン）に配慮した整備

というのが、ちゃんとしたフレーズで入れていただきありがとうございます。
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それプラス、事業の推進計画に関して、３１ページに段階整備の考え方とい

うのも、出した意見を反映させていただいてありがとうございます。 

 ただ、前回までの資料の中で表現されてたのに比べると、ちょっと少し後

退してる部分が見受けられるので、それが本当に後退してるのか、それとも

単なる表現上の誤りなのか、そのあたりを確認しておきたいんですが。 

 ３１ページの第１期（平成２３年度目標）という分ですね。九州新幹線乗

り入れとかで、ここに書いてある文章でいうと２行目から、表口については

新たなまちづくり（ターミナルパーク整備）を立ち上げ始めていることをＰ

Ｒしますと書いてあるんですけど、前回までの協議では、どっちかっていう

と、一部供用も含めた段階的な整備を進めるというふうなニュアンスで把握

してるんですけども、ここのフレーズですと、ＰＲしますとだけに終わって

しまっていて、段階的整備がなされてないイメージがあるんですが、これ非

常に大きな問題だと思うんですよ。 

 前回、前々回も申し上げたとおり、ある意味、平成２６年度、日本ジャン

ボリーとか書いてありますけど、日本全国で言えば、２６年度って余り大し

た問題じゃなくて、やはり２３年の方が全体から見れば大きな節目なので、

そちらの方に軸足を移していただかないといけないんではないかな。ただし、

今計画の推進に当たって、いろいろ障害もあるでしょうから、断言できない

にしても、文章として断言できないにしても、目指すぐらいの表現はしてい

ただかないと、物事って前に進んでいかないんじゃないかなというふうに思

うんですけど、どうでしょうか。 

＜会長＞ 

そのようにやっていただけますね。いいですか。はい。それじゃ次にまい

りましょう。ほかにございませんか。一巡目をどなたからでもお願いします。

はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

２つあったんですけど、１点に絞ってということなので、まず、この交通

拠点性を高めることにフォーカスされて計画がつくるということについて

は、先導的に進めていくという意味でいいことだと思いますが、交通拠点性

とあわせて都市機能というものを、その中にいかに付加していくかというと

ころが計画の何かポイントじゃないかなというふうに思ってます。 

 例えば自由通路についても、これはおそらく都市施設としてつくっていか

れると思うんですけれども、情報発信という言葉があって、そういうものを

意識してつくっていかれるということですけど、山口らしいといいますか、

もう山口固有の文化というものがあふれてるような、ここの、全国の他の自

由通路にない斬新なものにしていただきたいというふうに思います。 

 あわせて、この中に駅舎という表現が関連施設としてあがってますけれど

も、これも駅ということだけではなくて、最近では、駅はもう交通拠点だけ

ではなくて、都市施設と一体となった役割を果たしてます。したがって、ま

だまだここについては少し時間のかかる事業だろうと思ってますので、商業

系あるいは知的な交流系、こういったような機能を付加していくような形で、

ＪＲさんと協議されていってほしいなと思います。場合によっては、公共が

絡むとか、あるいは他の民間が絡むといったような可能性もあるかと思いま

すので、ぜひ山口県の玄関口にふさわしい拠点性というものを追求していっ

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

＜会長＞ 

はい、ありがとうございました。そういう御意見ですね。はい、ありがと

うございました。都市機能を生かす点ですね。はい、どうぞお願いします。 

＜委員＞ 

１つだけということで申し上げますと、今の御意見と共通性があると思う
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んですけども、この３点セットというものは、手段にとどめられてはだめだ

ということを全く私も思います。せっかくこれだけのものをつくる。いろい

ろ努力されてるけど、余り広くはない、これを有効かつ、できれば拡張でき

るように使ってはどうかという点から１つ申し上げます。 

 それは、駅前広場、それから今言われた駅舎です、駅舎のところも、さら

に私は自由通路も含め、さらに新幹線口の現在の駅舎です。これ将来的にで

すけども、これを一体的なものと考えて平面をつくっていってはどうか。ち

ょっと極端かもしれませんが、駅前広場は人工地盤をつくられて、そして下

の方はバスの１階部分ですね。よく大都会にあるのでおわかりかと思います。

そういうふうにすることによって、将来的な展望もいろいろ開けてくるとこ

ろがあるやに思います。 

 現在の新幹線の方の駅舎は、全くさわらないということなのかもしれませ

んけれども、将来のこと考えたら、ここ全体としてもう平面で一体化してい

くと。そして、先ほどのように付加価値をつけていくようなことをどんどん、

今から後で、人口ここまできて、交流人口ここまできたのに、あのときこう

やっとけば、こんなに金はかからずに済んだとかいうことになりかねません

から、私は２階部分というものを非常に重視してはどうか。そして、それを

平面で、南側、北側、それを一体化できるように。そうすることで、現在の

案よりも、自由通路も単なる通路ではなくなってくるはずですし、駅前広場

も２階建ての部分ができて、機能がはっきり分けて行うこともできるし、そ

れから駐車場だとか、駐輪場も２階部分を使うことで、もう少しキス・アン

ド・ライドですか、それは近くで、それからパーク・アンド・ライド、特に

パーク・アンド・ライドという部分をつくろうとすれば、人工地盤広げたそ

の先に持ってくるというようなこともできます。そういう将来の展望を考え

て、２階部分のところで一体化した面積をつくっていくということをしてお

けば、将来、横の今あいている土地なんか等も、２階部分ですべてがつなが

っていって、そしてまさにバリアフリーの形に持っていけるというふうにも

思います。 

 以上です。 

＜会長＞ 

はい、どうもありがとうございました。かなり具体的で、積極的な御提案、

ありがとうございました。はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

先ほどちょっと申し上げましたけども、広域県央中核都市づくりのための

第１歩としてのターミナルパークということで、いろいろあるんですけども、

そういう中で、これからの都市の発展を考えたときに、前回ちょっと申し上

げました、就業の場づくりだとか、子育て支援だとか、あるいは観光事業を

振興させるかという点ですけども、前２点については、もっと違うことで、

まちづくりというもの、あるいは都市核づくりのプランの中でもいろんな意

見が必要だろうと思いますから、そこを指摘しておきたいと思う。 

 それで、ちょっと１点だけということなので、観光ということで考えたと

きに、例えば駅前広場の記載中に、いわゆる路線バス等の整備、タクシーや

一般車などありますが、今山口県内で一番大きな観光起点、修学旅行等の観

光起点になってるのは駅なんですね。そういう観光の起点として考えたとき

に、この本当に駅前広場のその範囲の中で、将来的なまちの発展を考えたと

きに、この駅前広場が妥当性があるものなのかどうか。先で、ああ、しまっ

た、あのときもっと広くすればよかったというようなことにならないのかど

うか、そこのところも含めてお願いしたい。 

 もちろんこれについては、ＪＲさんとの関連があると思います。山口市の

事業主体とＪＲの事業主体というのが、２１ページの絵の中で、ここは山口

市が整備する、ここはＪＲが主体なんだというふうなところが、本当は知り



- 18 - 

たいなと思うんですが、１点だけということなんで、そういう玄関になりう

るのかどうかということを確認したいと思います。 

＜会長＞ 

回答を求めますか、事務局から。御意見だけでいいですか。それじゃほか

の方。はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

駅舎の問題でありますが、構想の段階でのこれはイメージ図ですから、は

っきりわかりませんでしたが、今回の平面的な図面を見ますと、駅舎は小さ

くなっておる。構想の段階では、表口と新幹線がつながるような橋上駅舎で

あろうというふうに判断をしておったんですが、この２６ページの平面図を

見ますと、駅舎が小さくなっておるんですが、これはあの程度というふうに

理解をしてよろしいのであろうかということが１つであります。 

＜会長＞ 

はい、ありがとうございました。これはそうなんですか、事務局。２６ペ

ージ。はい、どうぞ。 

＜事務局＞ 

前回、駅舎という格好で、構想の段階では自由通路と一体となったという

格好でお示しさせていただいておりまして、今回の確定というわけではござ

いませんが、前にちょっと御説明させていただいたかもしれませんが、一体

となったというイメージの中で、自由通路から改札で、それぞれの自由通路

と同じレベルで改札に入っていただいて、各ホームにおりるという格好で言

わさせていただいておったと思います。これ、先ほど言います、確定じゃな

いけど、これも１つのイメージとしてとらえていただければというふうに考

えております。在来線の方が、こういうふうな格好で入る可能性もあるんで

はないかということで御理解いただければということでございます。 

＜会長＞ 

よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。ほかにございませ

んですか。よろしいですか。たくさんの方に御意見いただこうと思いまして、

まず１点というふうに申し上げたんですが、ほかにあればぜひお願いしたい。

なければ、２点目の方に回りますけれども、よろしいです。はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

１つお尋ねをいたします。先ほど方からお話がありました。２階にして、

バリアフリーというようなお話もありましたけれども、限られた財源の中で、

そういうものがなかなか難しいのではないか。特に行政の方から難しいので

はないかという気がいたしました。 

 というのは、この間、市長さんの方も、そんなに大きな駅は要らないんじ

ゃないかというお話もちらっとされたような気がしておりますが、この相手

がある、こういう駅舎、あるいは自由通路をやるときに、どのぐらいの割合

で山口市としては金銭負担があるのか。いわゆる何対何ぐらいの割合。それ

は交渉の段階で、まだ言えないということであればしようがありませんが、

それが１つにしておきましょう。 

＜会長＞ 

それはどうですか。何対何ぐらいというのはわかるんですか。 

＜事務局＞ 

はい、すいません、ちょっとまだ今の段階では、それが何対何かというこ

とは、まだ決まってないというか、今後その辺を含めまして協議を継続的に

やっていくということでなると思います。 

＜会長＞ 

まだよくわからないということですね。 

＜事務局＞ 

そうです。 
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＜会長＞ 

そういうことで。はい。 

＜委員＞ 

使えるお金というのは大体決まっていますよね。行政が持ち出しのお金と

いうのは大体決まっていますよね。大体どのくらい程度まで出せるというこ

とが。そういう中で、何対何の割合もわからなくて、こういう議論ちゅうの

できるもんでしょうかね。ちょっとそれがわからないんで聞いたんですが。 

＜会長＞ 

それはどうですか。しかし、わからないというんであれば、どうにもしよ

うがないですな。 

＜事務局＞ 

今の段階では、先ほど言いました負担とか、大きく言えば今整備計画等で

今からの全体の事業とかいう話も出てくると思います。で、一方では今委員

さんが言われましたように、財政的な話も出てくると思います。で、財政的

な話で言いましたら、これについてはこの整備等進める中では、一つ大きく

言えば合併の特例債というのを財源的なものもございます。また、一方では

国の補助等を活用とか、そういうのも図りながら総合的に検討等を進めてい

きながら整備を実現していくっていうぐらいしか、ちょっと今の段階では言

えないと思います。 

＜会長＞ 

今の委員さんのようなのは、どなたも考えられるんじゃないかと思います

けど、何億あるかよくわからんのにいっても、結局ほとんど皆削られてどう

にもならなくなるとかいうことになるかもしれないんですね。そういう懸念

もあるんですが、しかし、たくさん意見を出しておくと、より優先順位の高

いものから採用されることになるでしょうから、そういうふうに御理解をい

ただいて、ここでは意見を整理したいと思います。 

はい、ほかにございませんですか。はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

じゃあ、１点だけということで、ちょっと意地の悪い質問になるかもしれ

ませんが、２９ページの西側遊休地の活用のところで、将来的に求められる

機能として公益公共機能の導入ということが例示されておりますが、先の６

月議会ということはもう私は省きますけど、ここでやっぱり市庁舎を想定さ

れない場合は、マスタープランの中でも示されてますが、ここでも示されて

るとおり公共公益機能としてはどのようなものがほかに考えられるか、事務

局の方で、それなりの腹案があるなら教えてもらいたいんですが。 

＜会長＞ 

事務局。現段階でなければない、あるいは答える立場になければ、そうい

うふうに答えていただいて結構です。 

＜事務局＞ 

いま現在、地元の経済界の方から、具体的には商工会議所の方から展示施

設等の御要望もいただいてるところでございまして、それらをベースに今後

検討していくというのがいま現在の状況でございます。 

＜会長＞ 

結局よくわからんということですね。ほかにございませんですか。まだ１

順目です。ほかにございませんですか。なければ２順目に移りますが、よろ

しゅうございますですか。はい、それじゃ２順目に移りましょう。 

 はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

先ほど４時と言いましたが、私が４時に退席させてほしいだけなんで、勝

手に退席しますので、そのまま議事を進められて。たまたまマイクを持って

たのでそう言ってしまっただけなんです。 
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 それで、すごくさっきは細かいことを申し上げたんですけど、ちょっと大

きな違和感を感じてる点がありまして、基本に戻って３ページ目の「新山口

駅ターミナルパーク整備構想」のところに３つタイトルがつけてありまして、

交通結節アクセス機能の強化、その次は快適な都市空間の形成というのがあ

るんですけども、何かこの快適な都市空間の形成が、この３つの中では唯一

この快適な都市空間の形成がまだ見えない、霧の中という感じなんですね、

この構想の中で。で、本来はもっと基本的なことを言うと、ターミナルパー

クなんですよね。このパークというのは多分パーキングのパークじゃなくて

公園のパークであるというふうに確信はしてるんですけども、どうも全く見

えてない。一体何なんなんだろうかなという感じがするんです。で、もとも

と市長のお話の中にも、そのパークというものの意味合いは、ある時点で僕

も納得できる構想としてきちんと聞くことができた内容だったとは思うの

で、何かこのパーク見えないし、快適な都市空間の形成見えないと何かちょ

っと辛いなという感じがするんですね。で、ただ今の段階でそれを出してく

れといってもなかなか難しいと思うし、こういうやり方というのは数字を調

査したものからどんどん積み上げていかれてるような感じもあるんですけど

も、やはりじゃあこの資料、最終的にどこの部分、状態まで持っていかれる

のかわからないんですけど、最後にやはり市民に見せるものとしての成果品

が上がるわけですよね。そうすると、やはり市民に見せるものとしては、優

れたプランというのはもう紙一枚でぱっと見ればわかるものが優れたプラン

だと思うんですよ。で、こういう数字の根拠とかを積み上げていっての結果

じゃないはずなんですね。こういう数字の根拠を積み上げていって、今まで

失敗してるのは皆さんもよくもうおわかりになってらっしゃることだと思う

んで、やはり優れたプランというのは、一目で見てわかるプランだと思うん

です。そして、そこまで持っていくのに当たって、今の段階でちょっと何か

こう本当見えない感じがするんですけど、そのあたりどういうふうに考えて

いらっしゃるかということをお伺いしたいです。パークの点と、あと優れた

都市空間の形成。 

＜会長＞ 

事務局、お願いします。 

＜事務局＞ 

まず一番初めのパークということで、いろいろ御意見あると思います。こ

れにつきましては、まず構想の中でいわゆる新山口駅ターミナルパークとい

うことで、これについてまたいろいろ御意見もお伺いしたとは思いますが、

構想の中の１４ページで整理をさせていただいてるところでございまして、

ターミナルパーク全体のイメージということの中で、まずターミナルという

話は、交通の結節性であるとともに、交流を促進する人・モノ・情報とか、

そういうものの結節するというところで整理させていただいておりまして、

また、パークというのが、大きな意味で交通交流拠点の中に、特に小郡都市

核の中心ですね、中心といいますが小郡都市核はどうしても駅中心になって

きますので、その結節の形成であり、人が快適に回遊や滞留し交流を促進す

る空間エリアということで、パークの創出ということで、構想において整理

をさせていただいているところでございます。 

 それと、もう１点といたしまして、先ほどの３ページ、快適な都市空間の

形成ということでございますが、ここにつきましても、構想のままでそのま

まやらさせていただいておりまして、まず整備の必要性ということで構想の

中で示させていただいておりまして、要は新山口駅を中心とした交通結節ア

クセス機能の強化ということで、先ほど言われました快適な都市空間の形成

につきましては、その前に山口県の玄関としての快適な都市空間の形成とい

うのをうたっておりまして、新山口駅ターミナルパーク整備におきましては、

先ほど委員さんからのお話もございましたように、例えば駅前広場とか、自
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由通路とか、そういう中でそういう空間の創出、駅前広場の中で追加等をさ

せていただいた事項もありまして、それらを含めまして快適な都市空間の形

成についても視野に入れた施設整備を図っていこうというふうに考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

＜会長＞ 

何かありますか。 

＜委員＞ 

すいません。能力的に理解できなかった部分があって、単純な質問として

パークは公園でよかったですかね。ターミナルは交通結節点ですね、ターミ

ナル。で、ターミナル、交通結節点というよりは、どっちかというと最終駅

みたいな感じなんですよ、本当はですね。だけど文言的に言えば交通結節的

なニュアンスで語られてる名称だと思うんですけど、パークは公園でよかっ

たですか、それともパーキングとかパーク・アンド・ライドのパークですか。

どっちですか。 

＜会長＞ 

どうですか。 

＜事務局＞ 

ちょっと説明が悪かったかもしれませんが、先ほどの説明というか、構想

の中でうたっておりますのは、主に滞留的な話の中ですね。エリアというこ

とで、この構想の中では示させていただいているところでございます。 

＜会長＞ 

パークがどういうふうに訳すかは、次回までよく考えておいてください。

その次の会に。 

＜委員＞ 

すいません。すごい重要なんですよ。パークが公園的な、ビジュアル的な

公園的なものの発想も含んだものであるという確信を持って、最初から僕こ

の会議に出席してるんで、そのためランドスケープデザインとかを強調して

きたので、その根拠が失われてしまうと、今までの議論は何だったんだろう

と、何か今までずっと読んできて、今になって初めて不思議な気がして確認

したんですよ。で、この根拠がはっきりしないと次に進めないと思うんです

ね。ですから、次回まで考えていただいてもいいんですけど、そんな問題だ

ろうかというふうにも感じるんですよ。 

＜会長＞ 

パークはパーキングのパークじゃないですよね。やはりパーキングはもち

ろんここにも出てきておるように。すぐ済むでしょうけれども、何か公園的

な要素を持つような都市の広がりが…。 

＜事務局＞ 

大変わかりにくいという話もあるんですが、構想の中で、それは整理させ

ていただいたと、こちらの方では理解させていただいてるわけなんですが、

先ほど言いましたようなターミナルとパーク、それぞれの考え方を、先ほど

言いましたように示させていただきまして、以上のことからターミナルパー

クとは自然の豊かさの中で、人・モノ・情報が集い、出会いと癒しのある交

流空間であり、人・モノ・情報のターミナルとして出会いと癒しのある交流

空間を形成していくのがターミナルパーク整備であると考えていますという

ことで、同じような格好で新山口駅ターミナルパーク整備の定義ということ

で触れさせていただいておるわけでございます。 

＜会長＞ 

それぐらいでいかがですか。 

＜委員＞ 

ちょっとすいません、しつこいようですけど納得できないんで。キャッチ
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フレーズの意味が、二つの名詞のかけ合わせですから、普通に考えれば、本

来なら最終駅的なターミナルなんですけど、交通結節というふうによく理解

したとして、その交通結節点かけるパークだと、公園だという理解でいいは

ずなんですけども、それが違ってますか。 

＜事務局＞ 

今委員さんが言われますのは、例えばですが、駅前広場とかいう中で、こ

の中で基本計画でも先ほど御説明させていただきましたですけど、交通機能

だけでなく、溜まり空間とか、そういう意味の… 

＜委員＞ 

どっちか言っていただければ結構なんですけど。 

＜事務局＞ 

公園というイメージで、例えばですが、そこに、そこにというかまちとい

うか、いろいろ何とか公園とかいうのがあると思います。そういうイメージ

とはちょっと違うと思います。 

＜委員＞ 

ただ、ですから、都市公園法に基づいた公園かどうかという確認をしてる

んじゃなくて、一般的な日本語の名称である公園というふうにこの英語の文

章を理解していいかどうかという質問をしてるんです。 

＜事務局＞ 

機能的な話ではそういうイメージもあると考えています。 

＜会長＞ 

冒頭の答弁もターミナルパークについての説明が、ターミナルとパークと

分けた説明ではなかったような気がしますが、そういう説明でよろしいよう

に思うんですが。それでないと先に進まないし、この辺で次に移りたいと思

います。よろしいでしょうか。大体構想の中でしてあるから、それで私はよ

ろしいと思うんですが。 

＜委員＞ 

今回の重点的に以前から論議されたのが、自由通路であったり、それから

駅前広場であったり、アクセス道路って、これを主に中心的に論議をしてき

ました。で、今回例えば駅前広場をやや拡張しましたと。セットバックしま

した。西側に広げます。で、バスの乗り入れだとか、タクシー等々の仕組み

を変えたいんですと。なるほどそりゃそうですわなと。それから、自由通路。

例えば２５ページの自由通路の絵を見たときに、いろいろな駅の写真がござ

います。で、これで今のイメージでいくと、ああ、北と南を人間がスルーと

通って、通行が可能なんですわ、そういうエリアですね、ああそれだけなの。

で、壁面を利用して情報発信というようなことがありましたけども、それも

単に壁面なんですね。例えば、岡山駅の場合は、幅員１０ｍとるというんだ

けども、その左右にいろんな商店街が広がってるわけです。もっと広がりが

あるわけです。この今の新山口駅の自由通路は、言ったらば１０ｍの単なる

歩行用のプレハブか何か知りませんけども、そういう単なるトンネル道だけ

の話。アクセス道路はちょっと別にして、要はその通路なり広場の中の機能

はもちろんそうですし、さっき言った駅前広場だったら観光バスをこれから

どういうふうに誘導していくのかというようなことも考えなきゃいかんと思

うんですが、その境界線ですね、駅前広場の境界する外側の機能。建物ね。

そこのところにやっぱりどういうふうな機能なりにぎわいの空間なり情報発

信なり、あるいは人の安らぎを生み出せるようなアメニティー空間をどう具

体的に設置していくか。あるいは自由通路も駅舎というのがちょっと若干付

随してますけども、結局乗り換え機能だけだとかいうことだけだったら、と

にかく人が南から行き来たり、行き来するだけ。本当に自由に通行ができま

すよという機能だけに終わってしまう。だからこの機能はもちろん要るんだ

けども、その境界線のやや外側にどれだけの人の生活空間としてのまちの機
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能の広がりがあるのかどうか、これが非常に僕は大事だと思うんですね。そ

こら辺のところの論議がまだなされていないように思います。それから、次

回そこのところも含めてできるのかどうか。 

＜会長＞ 

自由通路が単に通路と通るだけで壁に何か張ってあるというんじゃなく

て、お店があったり何か事務所があったり、トラベルの何か相談か何かのよ

うなものもできるような、何かそんなものはどうかと、こういうことなんで

すね。何かそういうふうに尋ねると同時に提案をして、これを入れたらどう

か、あれを入れたらどうかと、こういうふうに言っていただいて、次回それ

を期待すると、こういうふうに言ってほしいですね。ぜひそういうふうにや

っていただきたいと思います。 

 ５５分を過ぎてしまいましたので、②の方につきまして、素案について御

意見をいただくというのは、２順目が途中で終わってしまいましたけれども、

時間の関係で②について御意見いただいたのは、不十分であったけど、これ

で閉じさせていただきたいと思います。それで、まだ２点あるんで、ちょっ

と１点だけだった方もいらっしゃいますので、申しわけありませんけれども、

それはまた事務局の方に直接に申し上げるかメールで送るかお伝えをしてい

ただきたいと、そういうふうに思います。 

 そういうことで、次の①の方に移りたいんですが、よろしいですかね。い

ろいろ用意してきてくださった方にも申しわけないんですけれども、素案に

ついて②はそれで閉じさせていただいて、①の方に行きたいと思います。①

の専門部会の設置ですが、先ほど委員さんの方から御指摘いただきまして、

専門部会の設置は後の方がよいというふうに判断して、そういうふうにさせ

ていただきました。若干肉がついてきたかと思うんですが、提案をいただき

ましたこの要領がございましたけれども、こういうので部会の方をつくりた

いと、こういうわけですが、これはどうでしょうか。 

＜委員＞ 

駅前広場の専門部会については、この構成メンバーを見ますと、１３ペー

ジに今の駅の利用者の特性という表がありますけども、その中でいわゆる交

通業者と関係機関だけでいいのかなと疑問を感じるんですが。例えば乗車の

部分についてはバスは５.６％あたりですね、ＪＲ在来線でいえば３.９です

か。で、自家用車の利用者の数がすばらしく多くて、我々は少し離れた地域

から来ますと、自家用車を利用することが現在のところ多いんですが、新山

口に送りにしても迎えるにしても、とめるところが全くないという、今の現

状は全くとめるところはありませんよね。そういうところの意見は、このメ

ンバーでいいのかどうかという疑問がわいておりますが、これについてよろ

しくお願いします。 

＜会長＞ 

メンバー、自家用を利用している自家用車を利用しているような人たちが

入ることはどうかというというふうな、これについて御意見がある方ござい

ませんか。今のは第４条（１）学識経験者、交通事業者、関係機関とこうな

ってるんですけれども、それに利用者といいますかね、一般の利用者を入れ

たらどうかと、こういう御意見がございます。そういう方向で少し検討させ

ていただきましょうか。御意見は委員の方々の御意見はございませんか。 

＜委員＞ 

先ほども言ったことで絡むんですが、委員の御意見と絡むんですけれども、

何を検討するんだということによると思うんですよね。だから何も決まって

ないわけですよね、今。広場をどうするか。僕はこの１９ページに整備方針

って何か４項目出てるけど、具体的に読むと何もないんですよね、内容は。

で、これからその内容をどうやって決めていくかというときに、市民が入ら

ないって話はあり得ないし、で、やっぱりその囲い込みでそういう細かい密
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室をつくって議論をするというのは、具体的な問題がはっきりして、それの

より技術的な信頼性を上げるという意味では専門部会あり得ると思うんです

けど、こんな早い段階でまだそこまで具体的なところは何も決まらない段階

で、そんなことする意味がこの時期にどこにあるのかって、僕は基本的に疑

問です。 

＜会長＞ 

はい、ありがとうございます。ほかにありませんですか。 

＜委員＞ 

先ほども出てましたけど、一般の車の利用者が入ってないという点に関し

て、で、仮に入れたとしてもどういうメンバーかっていうの非常に難しいと

思うんですけど、今現在ここにリストアップされてるメンバーでやられるん

であったら、問題点の羅列と若干のすり合わせ程度で解決っていう部分はこ

のメンバーでは難しいんじゃないかなと。もしこのメンバーで解決方法まで

出してしまうと、事業者側にとって有利な解決方法にしかならないような気

がするんで。ただ、細かい問題点はやはり事業者側でないとわからないから、

問題点の羅列ということであればいいと思うんですよね。 

＜会長＞ 

他の委員の方も皆同じように、一般の利用者が入っていない、こういう御

意見、そういう方向で入れさせていただきましょうかね。そうすると（１）（２）

（３）とありますが、その中に一般の利用者か、あるいは関係者の方も入れ

てもらって、加えると。 

案が次のページに出ておりますけれども、構成の中で。 

＜委員＞ 

私はもうこの時期ですから、もうこの件については反対意見は出しません

が、ただ、今後またこのように意見が集約できないで、ばらばらな後戻しに

なるような見解が出てくるというのも、これはやっぱり事務局の方に本当に

反省してもらって、次回からは大体このような専門部会をつくろうと思うん

ですが、この検討委員会としてどういう云々という、まず打診が事前にあっ

てもしかるべきべきかなという気が、私はしております。ですから、何回も

言いますが、我々委員会の委員各委員が、ここに本当遊び程度で来てるわけ

じゃないんですから、少ないけど報奨金をもらって来てるわけなんですよ。

ですから、少ないというのは余分でしたけど、ですから、やっぱり事前に先

ほど事務局の説明あったように、これがこの専門部会で一応決まっても、ま

た我々この検討委員会に戻してお諮りしますと、そこまで民主的にやられる

んであれば、事前に物事を順を追って進めていってもらいたいなという気が

しております。そしたらこのような問題は起きないと思いますので。 

＜会長＞ 

今の点、事務局の方よく肝に銘じて。そういうふうに今の第４条のところ

ですか、加えるようにして、実際のメンバーのところに構成案が出ておりま

すが、まだこの説明いただいておりませんので、これもあわせて見ていただ

きまして、第４条にそれを加えますと、ここのメンバーのところ変わります

ので、もう二、三人程度ふえるようになろうと思うんですが、そういう形で

まとめさせていただくというのではどうでしょうか。そういう形で、この構

成の案がありますが、この構成メンバーの中に今の二、三人ほどさらに入れ

させていただくという形でどうですかね。それはもう今度は４番目に加わる

人たちで入っていくと。交通関係者として関係ない人たちに入っていただく

ということになりますね。そういう方を二、三人ほどこのメンバーの中から

選んでいただいて、選ばれた方は嫌がらずにやっていただくという点で同意

をいただけるとありがたいんですが。どうでしょうかね。よろしいですかね。

じゃあ、その人選につきましては、申しわけありませんが、私と事務局とで

相談をさせていただいてということで、そういうわけにはまいりませんかね。
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じゃあ、申しわけないんですけど、そういうふうにさせていただいて、二、

三人ほどこのメンバー以外に増やさせていただきたいと、こういうふうに思

います。もし選ばれた方は申しわけありませんが、ぜひ参加していただきた

いと思います。そういう形でこの増やす案と、それから構成の案を修正して

進めたいと思いますが、それでよろしいですかね。それでは、①につきまし

て、修正の上設置するということでまとめさせていただきます。 

 以上で、①、②を終えさせていただきましたが、特に②の方、素案につい

ては大変不十分で用意してきたものの発言できなくて大変失礼をいたしてお

ります。ぜひ何らかの形で事務局の方にお伝えいただいて生かしていただき

たいと思います。既に私もメモさせていただきましたが、建設的な意見があ

りますので、ぜひ入れていただきたい。特に都市機能の充実の具体的な点が

かなりありまして、ほかの方々も大分発言しておられる方のを聞いて、うん

うんとうなずいていらっしゃったので、具体的なのを持っていらっしゃるん

じゃないかと思うので、ぜひそういうふうなのを事務局に知らせていただい

て、次のときにそれが反映されるようにしてほしいと、そういうふうに思い

ます。 

 それで、協議の①、②を終わらせていただきまして、③のその他をお願い

します。 

＜副市長＞ 

それでは、一言私の方から発言してもよろしいでしょうか。 

＜会長＞ 

はい、どうぞ。 

＜副市長＞ 

私今日会議に参加させていただきまして、ちょっと感じましたことといい

ますか、それを申し上げますと、まず、冒頭言われました資料の配付、それ

から会議の進め方等につきましては、事務局の方に改善するように申します

ので、本当よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、感じましたことは、本来ならこの新山口駅ターミナルパーク構想

は、山口市総合計画を策定した後に、それから山口・小郡都市核づくりプラ

ンを策定して、その中でこのまちづくりといいますか、この小郡の都市核を

どうするかいうことを、都市機能とかにぎわいの創出とか、いろんなことが

ございますけど、そうして真の山口の玄関にふさわしい交通結節点として、

それからターミナル構想を策定して推進するのが一番望ましいことであった

と思います。しかしながら、このたび先導的といいますか、前倒しといいま

すか、ちょっと言葉ははっきり言えませんが、２３年に実は国体を控えてい

ること。それから、有利な財源を活用してこの大きなプロジェクトをやろう

としていること。これは合併特例債は合併して２６年度末で１０年、この間

にしなければならないこと。それから、ＪＲを巻き込んでの大きな事業をや

ること。そういったことで非常に時間がかかることと。そういったことを踏

まえまして、先行してターミナル構想に取り組んだために、委員さん御指摘

のように都市核づくりとのつながりが見えにくいとか、そういった言われる

ことがたくさん出てきているのではないかと思っております。 

 実は、総合計画を１９年の１１月に策定しました。ターミナル構想を１９

年の１１月に同時並行して走ったわけです。その理由は先ほど言いました、

早くしなきゃならないことに事業がなるだろうと、そういっただったろうと

思います。そういったことで、この検討会でいろんな御意見、御提言、まち

づくり、都市核づくりを目指す意見がたくさん出ております。これはまだ実

は、これが７月末を目処ぐらいにまとめようとしております。この方にぜひ

ともこういった意見をフィードバックして、山口・小郡都市核づくりマスタ

ープランを策定したいと考えておりますので、ひとつ御理解をしていただき

たいと思っております。 
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＜会長＞ 

どうもありがとうございました。 

＜委員＞ 

今の副市長さんのお話に、ちょっと反対をするというわけではないんです

が、先ほど会議の進め方に対するおわびをされましたが、私はこれはもう前

からずっと言ってるんですが、これ計画づくりのプロセスがやっぱり全然だ

めだと思うんですよ。だめというか、要するに先行して事業でお金がつく補

助金があるので、これとこれは前倒しでやっていきたいんだと。ただ、これ

はまちづくりの計画だということであれば、それを継続的に、そこに市民は

やっぱり参加しないとだめだ。そしたら、その二本立ていくべきですよ、こ

れは。そうすると、全体の計画の中で、少なくとも細かいところは少し積み

残しがあるけれども、ハードの整備は先に急ぐ必要があるので、それに対し

てはこの辺で見切り発車しますけど、その細かい部分の後付けというか、細

かい部分は継続的に市民の参加で議論を深めていく中で、それは行ったり来

たりしながら進めていくというやり方をするということが、僕は筋じゃない

か、本当はそう思うんですね。 

 で、今回何か大きくまちづくりの話で一応広がっていながら、最終的には

駅広と自由通路とアクセス道路というのを整備しますって、それは全体の事

業の流れの中ではあると思うんですけども、そういうことをやっぱりきちっ

と説明、流れをですね、ここは少なくとも二段構え三段構えでやっていかな

いと、本当のまちづくりに役に立つ施設にはなりにくいという気がするんで

すね。それとその途中の検討がどこまでどういう形でやられたのかが、コン

サルさんついてらっしゃいますけど、そこら辺の内容が全然開示されないの

で、僕は今後のまちづくりの計画は、市民参加なしに計画つくるというのは

あり得ないと思うんですよ。で、本当の意味での協働のまちづくりです。も

うお金がなくなっていく中で、やっぱり住んでる人が主役のまちづくりをど

うつくっていくか。それは計画のつくり方を変えていかなきゃいけないんで

す。私はそれは専門なんで、特に今回のこの進め方に対しては、本当にいら

いら、いらいらというか、ここに来て、委員会で意見を言ったって、そんな

の役に立たないんですよ。ここで出されてる委員さんの意見、それをフィー

ドバックして、それを受けて、その計画をベースアップしていく主体が見え

ないんですよ。そこら辺がこういうやり方をしてたらもう古いですよ、本当

に。世の中もっといっぱいいろんな計画のつくり方でいい考え方で動いてる

ところがあるんですよ。こんな山口県の一番ビッグプロジェクトになり得る

ことをこんな古い計画の進め方でやってたら、こんな委員会何回やってもむ

だですよ。 

＜会長＞ 

はい、ありがとうございました。副市長さんが言われましたように、市の

方もいろいろな縛りの中で進めていらっしゃる、今の御意見に多くの賛成の

御意見もあろうかと思いますので、市の方もよく聞いて市長さんにも届けて、

そういうふうにしていただけたらと思います。 

 そのほかの点でいいですか。 

＜委員＞ 

ＪＲの関係ですね、全然最後までこういった会議には覗きにならんのかど

うなのかね。それでそりゃわからんことはないんですよ。ＪＲの立場も私も

理解できるところはありますが、今日の話でも駅舎の問題等についても、陰

でいろいろ、陰でって言うちゃあいけませんが、この場とは別のところでＪ

Ｒとのやり取りが相当あったのかないのか、どのぐらいあったのか、どうい

うことになっておるのか、そういったことは包み隠しなく、あれば言っても

らいたいと思うんです。 

 それから、専門委員会にしても交通関係者ともう一段階踏まんにゃいけん
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ということなのかどうなのか、何かその辺がお互い疑心暗鬼で疑わしいよう

な目つきで話し合いを進めるというようなことが大変一つの問題やな。 

 もう一つ感想を言わせてもらうと、別に小郡の皆さんに言うわけじゃあり

ませんが、我々の委員の思いが皆違うんですよね。向かっていく思いを、意

見の違いは構いませんけど、熱度が違うし、それから重点の入れ方が違うし、

小郡の皆さんはまちづくりをものすごく根本に置いて発言なさるし、私は今

日黙っておりましたけれど、南部の田舎の方の昔の地区ですね、地区っちゃ

おかしいですが、吉敷郡とか、そういうところは小郡の駅をどういうふうに

したらええかという中で一番考えるのは、滞在型の、我々がおられる、時間

が余ればそこで過ごせる、そういった小郡がほしいんですよ。小郡の皆さん

は、まちづくりとあわせてやりたいというような、いろいろな思いの違いが

あるんで、それは致し方ないことで、出すべき意見はどんどん出して、取捨

選択、あるいは検討、それこそ検討委員会で検討する。 

 しかし、やはり取り上げられないという一つの問題も想定の中に入れてお

かんと、何でもかんでも最高のすばらしい、俺が言うのが絶対だというよう

なものも固執したいんですが、そこは検討に任せていくというような姿勢と

かね、どちらにしても回数がね、集まる回数が非常に少ないですからね、４

回目と５回目の間になにやらいろんなステップがあるんじゃないかというよ

うな気がするんですよね。それが本当なら委員会でやるべきことが、回数が

限られておるためになかなかできないというようなことで、非常に残念に思

います。私らがもっと具体的な意見も持っておりますけれど、なかなか発言

する場ができてこないというような一つの嘆きがございます。感想を含めて

ちょっと最後に言わしてもらいます。 

＜会長＞ 

はい、ありがとうございました。今の意見も事務局もよく気に留めておい

てください。スケジュールについてよろしいですか。 

＜事務局＞ 

事務局の方から一点だけお願いをさせていただきます。次回の委員会につ

いてでございます。次回の委員会の内容につきましては、本日たくさんの意

見をいただきまして、それらに対します考え方を整理いたしますとともに、

素案に反映し肉づけ等をいたした上で基本計画案としたものを、また次回に

はお示しをさせていただければと考えております。その際には、先に設置に

ついて御了解をいただきました駅前広場の交通専門部会におきます検討の状

況及び事業の進捗状況なども、あわせて御報告の方をさせていただけたらと

思っております。その次回についての開催日時等につきましては、前回と同

様また会長さんと調整をいたした上で、改めて皆様の方に御連絡をさせてい

ただくということでよろしいか、お伺いしたいと思います。 

＜会長＞ 

いいですか。はい、じゃあ次回のスケジュールはそのように取り扱わさせ

ていただきます。 

 最後になりましたけれども、次回は必ず１週間以上前に案が届くようにさ

せていただきたいと思います。それにつきましては、私からも委員の方々に

おわびを申し上げたいと思います。そして、石田委員から御提案をいただき

ましたように、それについての次回の委員会での説明はできるだけ短くして

いただいて、質問を質疑を受けて、それから意見を言っていただくというふ

うにしていただく。できるだけそちらで進めたいと思います。 

 そして、順番に全員の方に、あいうえお順かこの順番で御意見をいただく

という方法もありますが、時間の関係でできないこともありますので、１順

目、１順目というふうに今回やらせていただきましたが、次回もその可能性

がありますので、発言する内容はそれぞれお考えおいていただいて、そして、

臨んでいただけたら非常にありがたいと思います。御発言をいただけなかっ
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た方も思いはいろいろあるというふうに思うんですけれども、ぜひ次回のと

きにお願いしたいと思います。 

 大分時間が超過してしまいまして、申しわけございません。これで閉じさ

せていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

以上で会議を終了した。 
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