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審議会等会議録 

審議会等の名称 第６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 10 月 10 日（金曜日）10:00～12:20 

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、小川全夫、藤井大司郎、佐藤俊雄、山本雅一、澤田正之、石田光一郎 

橋本芳郎、佐伯誠、吉村正則、清水春治、佐光邦靖、濱﨑早都、上野豊明 

益田徳子、藤岡啓太郎（代理）、山口登美男（代理）、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 内田文雄、松井邦昭、大庭達敏、大枝博幸、深田康裕、国安克行 

敬称省略･順不同(6 人)

事務局 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 

総合政策部企画経営課 

議題 駅前広場交通専門部会協議報告 

新山口駅ターミナルパーク整備基本計画（原案） 

 次第に基づき以下のとおり進められた。 

 

＜事務局＞ 

資料確認 

＜市長＞ 

挨拶 

＜事務局＞ 

 委員出欠状況の紹介 

＜会長＞ 

会議公開の確認 

会議録署名委員を選出（石田委員・清水委員） 

＜事務局＞ 

 本日御審議いただきたい内容でございますが、まず１点目といたしまして、

さきの会議で設置いたしております「駅前広場交通専門部会」協議結果等に

ついて、専門部会の部会長から御報告をいただき、報告内容について御審議

をいただきますことと、２点目といたしまして、新山口駅ターミナルパーク

整備基本計画（原案）の概要、特に素案からの改正点及びその考え方につい

て御説明申し上げ、これらに対する御意見等を賜り、修正点等が生じた場合

には修正の上、１０月の２０日から予定いたしておりますパブリックコメン

トを経た上で、次回の最終となります検討委員会で成案としたい内容のもの

を御提示させていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

＜会長＞ 

  ただいま、本日の会議の趣旨について事務局より御説明をいただきました。

先ほど私が申し上げた点を、もう少し詳しく御説明をいただきました。①の

専門部会のほうの報告を受けて、それをこの委員会として御了承いただきた

いということ、②は原案について説明を受けて、それについて御意見をいた

だきたい、こういうことでございます。 

 では、①のほうから入りたいと思います。駅前広場交通専門部会の協議、

御報告をお願いいたします。 

 なお、委員の方々につきましては、お忙しい中を大変御苦労さまでござい

ます。どうもありがとうございました。 

 じゃあ、お願いいたします。 
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＜専門部会長＞ 

  よろしくお願いいたします。 

 早速ではございますが、駅前広場交通専門部会を代表いたしまして、専門

部会での協議内容について御報告いたします。お手元の資料２、駅前広場交

通専門部会報告書というのを御参照ください。 

 まず、２枚はぐっていただいて、１ページに「１．はじめに」というのが

ございます。ここに専門部会のこれまでの流れについて記載しております。

第１回専門部会を８月２８日に開催いたしまして、この交通専門部会が「駅

前広場の交通に関して利用者の利便性向上の観点から広く意見を聞く」こと

を目的に設置されること、及び同部会の所掌事項が「駅前広場の交通に関す

る機能強化について専門的に調査・審議し、本検討委員会に報告する」こと

であるということを最終確認いたしました。 

 また、部会の進め方として、２回の部会開催と個別ヒアリングを通じて報

告をまとめることといたしました。 

 さらには、駅前広場の現状と課題について整理するとともに、計画素案を

示しまして専門委員の皆様から意見を頂戴いたしました。 

 その後、バス・タクシー関係事業者からヒアリングを行いまして御意見を

いただき、９月１６日に開催いたしました第２回専門部会において、駅前広

場の交通にかかる整備の考え方とレイアウトの方向性について、本日、委員

の皆様にお示ししておりますとおり確認したところでございます。 

 次に、１ページはぐっていただきまして、「駅前広場の現状」というところ

でございます。新山口駅ターミナルパーク整備構想及び同基本計画の策定過

程において把握された内容を、この報告書の２ページ、３ページに整理させ

ていただきました。 

 さらに、次に４ページ以降ですが、３として「意見及び助言」というとこ

ろでございます。ここは、今までの駅前広場整備に関する検討委員会とか商

工会議所、市議会及び構想に対するパブリックコメントなどの意見を踏まえ

まして、専門部会や事業者へのヒアリング等、専門的視点や利用者の視点か

ら交通機能面を中心に協議してまいりましたものを、ここに意見及び助言と

いうことで整理しております。 

 これらを集約しまして、４としまして、６ページでございます「４．駅前

広場整備」としまして、専門部会として交通機能面から駅前広場整備をとら

え、整備構想に掲げる駅前広場の整備方針を踏まえた整備の考え方をまとめ

させていただきました。表口、新幹線口における交通機能面での機能分担、

機能強化を考えれば、両駅前広場は関連していることから、両駅前広場に対

しての整備の考え方として、そこの黒丸の１点目、広場内交通の円滑化及び

安全で効率的な動線の確保ということが第１点、第２点目として表口への乗

り合いバスの集約、３点目としてバス・タクシー・一般車ゾーンの分離及び

再編の以上の３点にまとめさせていただきました。 

 また、この整備の考え方を踏まえましたレイアウトの方向性として、そこ

に書いておりますが、まず第１点として、表口の駅前広場の西側を一般車と

タクシーのゾーンとして、両者のエリアを分けることで広場内の交通の安

全・円滑化を図っていくという方向といたしました。 

 第２点目として、乗り合いバスについては、アクセス道路の整備に伴う利

用者の利便性を考慮いたしまして、各所に散在する停留所を、ここの東側の

ゾーンに集約する方向といたしました。 

 第３点目として、新幹線口駅前広場ですが、乗り合いバスの乗降場を表口

駅前広場へ集約の方向ということに伴いまして、西側を、バスのうち貸し切

りバスとタクシーとのゾーンとして、両者のエリアを分けることで広場内交

通の安全・円滑化を図っていく方向としました。タクシーの西側へのシフト

に伴いまして、東側については一般車単独ゾーンとする方向といたしました。
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 なお、これにより各モード、バス・タクシーのモードについて現状機能の

確保、機能強化を図っていくこととしていく方向でございます。 

 こうしたレイアウトの方向性をイメージとしてとらえていただくために、

一つの参考として、次のページ、７ページに表口駅前広場イメージレイアウ

ト、その次のページに新幹線口駅前広場イメージレイアウトを作成いたしま

した。 

 検討委員会へは、専門部会から駅前広場における交通機能面からの、これ

らの整備の考え方及びレイアウトの方向性について報告するものでございま

す。 

 なお、最後に１０ページでございます。「今後にあたって（附帯意見）」と

いうふうにしておりますけども、今後、駅前広場整備に当たって乗降バース

など主な交通施設については、今後、基本・詳細設計において定めていくこ

ととなりますけども、専門部会での審議過程において、次の点を十分配慮し

て具体化していく必要があるのではないかというような御意見がございまし

たので、ここであわせて御報告いたします。 

 １点目は、現在検討が進んでおります山口市バリアフリー基本構想との連

携を図るということでございます。 

 第２点目として、自転車対応ということで、この報告書の４ページの意見

及び助言というところで「自転車対応」という項目もございますけども、動

線に配慮するとともに、既存通路の再整備や駐輪場の確保ということでござ

います。 

 第３点目は、２つの駅前広場がございますので、利用者の皆様が混乱しな

いような誘導、案内性の向上ということでございます。 

 以上、交通専門部会からの御報告でございます。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。今、資料の②に基づきまして、部会長さんより

御説明をいただきました。御説明のとおりで、改めて申し上げることはない

かと思いますが、資料の②の６ページのところにレイアウトの方向性がまと

めてありまして、それからその次のページに色刷りでレイアウトのイメージ

が裏表にわたって、表口のほうと新幹線口のほう、出ております。それから、

同じ資料の１０ページ目に、今後に当たっての附帯意見がありまして、３点

について十分配慮を、こういうのが出ております。 

 今の御報告につきまして御意見等ございましたら、お願いしたいと思いま

す。どうぞ。 

＜委員＞ 

  バスとタクシー、一般車というカテゴリーで盛り込まれたという話なんで

すが。結構、今の新山口駅では、業者の送迎車というのが相当使っているよ

うな感じがありますね。旅館、あるいはゴルフ場とかといったようなものが

あるんですが。これはカテゴリーからいって、どちらのほうでの対応という

ことになるんでしょうか。 

＜会長＞ 

  これはどうなりますかね。 

＜事務局＞ 

  この中で、バス・タクシー・一般車ということで、今御質問のありました

ような旅館等のバスということでございますが、特にこの中ではそれらを含

めてはおりませんが、専門部会の中で、やはりそういう御意見がございまし

て、先ほど部会長さんからございましたが、一つイメージレイアウトをお示

しさせていただいておりまして、掲げておりますように、今後、基本詳細設

計の中で、そういうのも配慮しながら考えていこうと思っております。 

 以上でございます。 

＜会長＞ 
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  ということは、今のバス・タクシー・一般車の中のどれに業者の車が位置

づけられるかについては、今後よく配慮してくださいと、こういうことです

か。 

＜事務局＞ 

  今回お示しさせていただいてるバス・タクシー・一般車という。バスにつ

きましては、路線バスとかそういうので今考えさせていただいておりまして、

例えば表口に路線バスは集約しますという。それと観光バスにつきましては、

新幹線口のほうで現状維持をさせていただくということで考えてさせていた

だいておるところではございますが。今、委員さんから御質問のあった、例

えばバスでも自家用のバスとかいうのも、その辺の配慮はどうなっているこ

とだろうということで御質問があったと思っております。それにつきまして

は、今後、基本詳細設計の中で、また専門部会の中に御意見もいただいてお

りますことから、検討させていただきたいということでございます。 

 以上でございます。 

＜会長＞ 

  というようなことで、よろしいでしょうか。どうぞ。 

＜委員＞ 

  専門部会の方々、いろいろお忙しい中を御検討いただきまして大変ありが

とうございます。 

 それで、若干質問をさせていただきたいんですが、この報告書の中の６ペ

ージから９ページあたり、あるいは原案でいくと本文は２３ページから２５

ページぐらいになると思うんですね、原案のほうでいけば。この７ページの

絵ができ上がったとしたら、このまちの周辺はどういうふうに変わる、例え

ばどう変えたいのか。例えば、６ページに整備方針というのがあります、丸

が５つ、ついてます。これは全部整備しました、できました。じゃあ、ここ

のまちのにぎわいだとかは、どう変わるんですか。 

 もっと言えば、この中の６ページに、バス、自家用車があるんですが、実

は観光バスという言葉が具体的に出てきてないんです。例えば、これから予

定されているボーイスカウトなんかのスカウトジャンボリーもありますけど

も、そこには空路で来る場合、それから自家用車で来る場合、あるいはＪＲ

で来る場合、あるいはいろんな修学旅行だとか団体が新山口駅を活用できる

ように、するように、もっと積極的にそういうふうな、こういう整備をした

後に、こんな新山口駅前の空間に将来的にしたいんだというふうな姿が、ど

うも私自身、いまだによく見えない。絵としてはわかるんです。絵としては

わかるけども、それがこれからのまちづくりなり、まちのにぎわいなり活性

化にどういうふうに活用できるのかというのがわからない。あるいは、しよ

うとされているのか。 

 それから、マスタープランの中にも、ページ６７に人口の指標がございま

す。地域交流人口だとか定住人口の。それも、ここと連動したときに、意味

を込めて前向きな指標として平成２３年に何人にするんだとかいうのが、う

まく連動ができているのかどうかというのが気になってます。形の上だけつ

くったらいいというものではない。 

＜会長＞ 

  今の点、いかがですか。周辺がどう変わるのか、まちづくりへの活用、に

ぎわいなどとどういう関連を持っているのか、こういう御質問だったと思い

ますが。どうぞ。 

＜委員＞ 

  すみません、途中で。私も同様な意見、若干かぶる意見を持ってるんです

けども。ちょっと整理したいんですけど、今、交通委員会のほうのことに関

しての質疑応答ということで理解させていただければ、（発言する者あり）反

論じゃないんですけど、僕も意見があって出したいんですけども、後ほどの
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全体計画の中での話をちょっとさせていただければというふうに考えている

ので。（発言する者あり）ええ、そのほうがいいんじゃないかなというふうに

感じます。 

 ついでに言わせていただくと、交通計画に関して、若干イメージとして持

ってますのは、バス事業者さんのエリアがかなり広いんですね。先ほど委員

のほうからも、カテゴリー分けされてない事業に関する御質問があったと思

うんですけども。バス事業者さんのこのエリアというのは、確かに路線系は

すべてこちらに集結させるということで路線がふえるということだと思うん

ですけど。これ直感的に見て、待機場とかにあるバスの台数とかも、果たし

てここまでこのエリアにあるのだろうかという気がするんです。 

 例えば、広島駅前のバスは相当数、乗降客がある路線なんですけども、あ

れが多分これの倍ぐらい、待機場じゃない発着場が。もう少しシミュレーシ

ョンをきちんとすると台数は少なくなるんじゃないか。それは少なくしろと

いうことじゃなくて、このバランスの中で一般のパーク・アンド・ライド以

外の車寄せ的な車の利用というのは、かなり新幹線口でも多いですし、今後

新しい道路体系ができてくると、あえて新幹線口まで送迎することが少なく

なってくると思うんですね。恐らく今回の事業というのは、山口県北部のほ

うとのアクセスを考えたときに、こちらのほうの利便性を高めようというこ

とであると思われるんで、そうするとそういう一般車の利用であったり、先

ほど委員のほうから御指摘いただいたカテゴリー分けされてない利用という

のが非常にふえてくると思うんです。 

 そういったことを考えると少し一般車の駐車場が、これでは少なくて、し

かもさらに言えば、恐らく南口の整理がされてるんですけども、南口の整理

の中でタクシーをバスレーンのほうに移動される計画になってますね。これ

は恐らく現状の利用の中でバスと一般車との交通上の交錯があって、非常に

トラブルのもとになっているということで計画修正をされようとしていると

思われるんですけども、そういう観点からいっても、この北口のほうは、と

はいいながら、ちゃんと整理しながら一般車とタクシーは同居させようとさ

れているんであれば、やはりここら辺の面積を少しふやしていかないと、余

りにもバスに傾倒し過ぎているんではないかなと。もう少し運用をきちんと

考えて、ウエートをコントロールされたほうがいいんじゃないかなという感

じを受けました。 

＜会長＞ 

  それじゃあ、今の２点、お二人についてお願いします。 

＜事務局＞ 

  まず、バスエリアのほうの広さという話もございましたが、これにつきま

しては、この専門部会におきましてもバス事業者さんとお話しする中で、ど

れだけコンパクトにという話は今後の基本詳細設計でいろいろ、現在もバス

の再編といいますか時刻表とかそういうのがございまして、やはりこちらの

ほうといいますか、考えておりますのは、先ほど交通専門部会長さんからお

話がありましたように、全体の交通だけの面についても整備の考え方、駅広

場内の交通の円滑化とかいう話の中、この３点の中で、今委員さんが言われ

るようなことは考えていきたいと思ってます。 

 それと、全体の話につきましては、今、交通だけのお話をさせていただい

ております。先ほど委員さんからもございましたが、駅広全体としては、後

ほどまた原案のほうで御説明をさせていただく中で駅広の２つの機能という

のがありますので、そちらのほうで、また御説明させていただきたいと思い

ます。 

 一般車につきましても、今こういうふうな格好でレイアウトをさせていた

だいておりますが、基本的な考え方、レイアウトの方向性ということでも書

いておりますように、それぞれできるだけ機能強化というのは努めていきた
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いというふうには考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

 すみません、もう一点、観光バスというお話があったと思うんですが、観

光バスにつきましては、先ほど新幹線口のほうなんですが、８ページの下ほ

どですが、これは今の観光バスの機能はそのまま維持していくような格好で

考えております。ですから、バスのことだけで考えていただければ、路線バ

スは表口に集約する、観光バスについては新幹線口のほうで対応させていた

だきたい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。 

＜委員＞ 

  大体理解できましたけど。ということは、このバランスというのは、まだ

確定ではないというふうに考えてよろしいんですね。これもイメージレイア

ウトというふうに書いてありますから、イメージとして、これから意見をパ

ブリックコメント等で集約していくと。例えば、これボリュームからいって、

実は左右が逆ぐらいだと思ってるんですけど、そういうこともあり得る。そ

れは交通動線からいってあり得ない、どっちでしょうか。 

＜専門部会長＞ 

  基本的には、私どものほうとしては交通専門部会として整備の考え方、レ

イアウトの方向性として、それぞれ何を配置したらいいのかというところで、

そのあたりまで協議しまして、この場に示しました。もちろん、それが決定

でなくて、最終的にはこの検討委員会の場において、いろいろな角度から最

終的に決定するのはこの検討委員会ですので、変更があり得るかどうかとい

えば、あり得るということでございます。 

 ただ、私どもとして、関係の交通事業者とか、いろいろな利用者の方から

いろんな御意見をうかがいながら、私どもの交通部会としては、そういった

ほうがいいのではないかということでの御報告でございます。 

＜会長＞ 

  今の点ですか。（発言する者あり）先ほどの質問のことですか。はい、どう

ぞ。 

＜委員＞ 

  結局、私、何が言いたいかというと、例えば９ページに何が何台だとかい

ろいろ現状があって、機能強化するとか現状維持するとかありますね。そこ

のところは、要は、どういう機能なり、先の展望が必要だから何台収容能力

が要るんですよとか。自家用車にしてもそうですね。駐車場をもっと隣接し

てつくらんにゃいかんのじゃないかとかいうこともあると思うんです。そう

いうものがあって、逆に広場の広さが決まってくるんではないかと、逆に思

ってるんです、私は。先に駅前広場の大きさがどんと決まっちゃってるんで、

これで本当の将来大丈夫ですかと。高規格道路ができて、アクセス道路がで

きて、長谷と高規格道路のアクセス道路もできます。そうしたときに、例え

ば観光バスは駅南とはいうものの、例えば萩だとか津和野だとかいうところ

には、表口のほうがそういう面では非常にアクセス性が高くなってくるわけ

ですね、これからは。そこら辺のところも踏まえた上で、こういう駅前広場

の広さと機能とが整理されて、先でこういうふうな活性化がされるんですが

という展望があってほしいと、こういう意味から言ったところです。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  それは６ページの整備方針、レイアウトの方向性に基づいて、７、８ペー

ジのレイアウトが出てくるし、９ページの計画バースの考え方が出てきてい

ると、こういうふうに理解しているんですが、そういうことですかね。 

＜専門部会長＞ 

  これは、私どもの交通専門部会は、そこの６ページの一番上の括弧に整備
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方針というのを採決しておりますが、これは昨年、整備構想の中で示された

整備方針、駅前広場のところでございます。そこでありますが、その中で交

通にかかわる問題として、例えば乗り継ぎの利便性とか新幹線口を含めた機

能分担、機能強化を踏まえた整備というふうなことで、整備構想の中で方針

として示されているところでございます。その中で、これを踏まえて今回、

検討委員会の付託を受けて、私ども交通専門部会で、その方針を踏まえて基

本的な考え方ということで、その方針に沿った格好で考え方というのを協議

したということでございます。そういう流れでございます。 

＜会長＞ 

  今の委員さんの話ですと、６ページの整備方針に基づいて下のレイアウト

とかが出ていると。こういうふうに、報告書はそういうふうにできていると

思うんですが、そのつながりが、じゃあどうして３台で、２.５台とか２台で

ないのかについての説明が、とてもここではできていないということです。

それは専門部会で検討されているということですね。 

＜委員＞ 

  １点だけ、関連で。先ほど部会長のほうから、これはあくまで報告であっ

て、あくまで最終決定は当委員会で、要するに皆さんの意見を集約して決め

ていくというふうに言われたことで、私のほうも、別に急いでここで意見を

言う必要もないかなとは思ってたんですが。 

 ただ一点、それぞれの委員さんから、ある程度のこうやって指摘が出てく

ると、やっぱりこれを全体的に見たときに、私なりに気づくのが、乗り合い

バスの乗降機能というのは表口にあるということですね。そしたら、乗り合

いバスの乗降機能を表口に集約した場合に、現行の駅の形態からすると利用

者は表口の改札を通って、そして新幹線の乗降口に行くということになると、

今の新幹線口にある１階の商店街の利用客が随分変わってくるんじゃないか

なというふうな懸念はあります。だから、そういった部分は、あくまで今度

は交通部会じゃなく、今度は商店街、商業部会のほうからのそういう意見も、

恐らくまた今から先、出てくるかもしれませんが。 

 ただ、一つの物事を決めて、ある程度の体制をスタートしていく上におい

ては、やっぱり今の委員が言われた駐車場のスペースの問題もそうですけど、

要するに事務局のほうは現行の利用客の動向はふえると思っているんです

か。それとも、現状維持でこのまま横並びでいくと思っておられるわけです

か。このターミナルパーク構想が整備された実現後の姿として。やっぱりそ

れによって大きく、それぞれの委員の皆さんの言われるところは私は十分に

よくわかるんですが。だから、今事務局のほうが、あくまで乗降客の利用数

が現状維持というふうに考えておられるんであれば、私はあえていうことも

ないですけど。もし、ある程度の発展、にぎわいを醸し出すような機能をこ

の駅に持たすんであれば、ふえることはあっても減ることはないというふう

になるんであれば、少しその辺の考慮は必要かなと思います。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。それは、どういうふうな見込みでやられたんで

すかね。どうぞ。 

＜事務局＞ 

  先ほどから出ているのが、要は駅前広場の規模にかかわるところというと

ころは根拠づけにかかわるのかなと思いますけれども。表口駅前広場の規模

につきましては、交通専門部会の報告と少し逸脱するようになるかもしれま

せんが、原案の内容といたしまして、原案の２３ページに記載しております

とおり、整備の基本方針に掲げる項目を満たし、利用者の利便性の向上と安

全の確保を図る中で南北の駅前広場を再編し、それぞれの機能分担と機能強

化が可能な規模として定めたところなんですけれども。その中にあって、今



8/26 

現在、予定しております広場内は、交通空間と環境空間に区分することがで

きるものとしております。交通空間における基礎数値としまして、さきのマ

スタープランで将来の交流人口値としての新山口駅の乗車人員のほうは、１

日当たり、将来的に８,５００人になるという見通しや、また交通体系調査に

よる山口宇部道路等の幹線道路が整備された後の交通量の見通しから規模を

考慮いたしました。 

 また、一方の環境空間につきましても、交通空間とのバランスや環境空間

を利用してにぎわいや憩い、たまりといった空間を創出することができるよ

うにしておりまして、一般的に言われています６００㎡から８００㎡という

ようなものを大きく上回る環境空間の規模を確保しています。 

 以上のことから、表口駅前広場の規模としましては、お示しいたしており

ますのは、このたび１万１,０００㎡になるという拡張規模で、将来において

も必要十分な規模になるものというふうに考えております。 

＜会長＞ 

  以上ですか。よろしいですか。 

＜委員＞ 

  １点だけ。じゃあ、事務局にお尋ねしますが、乗り合いバスの年間利用者

というのは、実態数としてはどれぐらいで把握されているわけですか。 

＜事務局＞ 

  基本計画の原案のほうにもありますけれど、新山口駅だけのデータというの

がございませんけれども、県内全体で考えれば、原案の１１ページにございま

すけれど、県内のバスの利用者ということで平成７年から平成１２年にかけて

約３０％の減少が見られると。ここまで新山口駅がいくかどうかというのは、

データをとっておりませんのではっきりわかりませんけれども、おおむね減少

傾向になってくるのではないかというふうに思っております。 

＜会長＞ 

  よろしいですか。２３ページの原案に基づきまして、少し御説明をいただ

きました。そして、今の１１ページのところでは、現状はこの数年間減って

きている、こういう話でした。 

 今お三人の方から御質問をいただきまして、事務局のほうから、あるいは

部会のほうからも御回答をいただきましたけれども、よろしいですかね。ほ

かにございますか。どうぞ。 

＜委員＞ 

  １点だけ、確認というか要望ですね。 

 どうしても、こういう委員会でやりますと、こういう言い方をしては失礼

かもしれないんですけど、事業者さんの意見が強いんじゃないかなと。タク

シー事業者さんやバス事業者さんのほうの意見が強くて、委員会に直接参加

することができない一般の車の利用者であったり、先ほどカテゴリー分けで

きないとおっしゃっていた送迎等、そこら辺の意見が本当に集約できている

のかどうか、ちょっと疑問に、個人的には感じるんですよ、直感的に。委員

会に出てないんで、よくわからないんですけど。 

 ですから、もし今後調整をされるんであれば、そこら辺も先ほど意見とし

て出ているわけですから、そこら辺をちゃんと酌み取った構築をしていただ

きたいと。でないと、本当に総合計画ができていって、結果として、こっち

のほうに乗降客が多いよねでは、本当にどうなんだろうなという感じがしま

すので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

＜会長＞ 

  はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

  今までの御質問とその中に含められた意見を入れますと、今回の報告書の

中の整備の考え方に、やっぱりもう一項入れていただくほうがいいんじゃな
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いかと思うんです。それは周辺の環境整備、商店街等も含めて、これからの

交流、にぎわいを高める上での整備という考え方も入れることが一つ。 

 そして、そのためにはレイアウトの方向性で、かなり細かく西側、東側と

いうような形までのゾーニングがされておりますけれども、場合によっては

それの取りかえを考えるということも入れなければいけないんじゃないか

と。特に、その場所に既に出店している商店がどういう顧客を対象にしてい

るかによって、こういう交通にかかわるような動線が変わってしまいますと、

かなり商業環境が変わってしまいますので、そのあたりのことも含めてレイ

アウトの方向性については、もう一点、先ほど言ったようなところを入れて

検討するということをお願いしたいと思います。これは意見です。 

＜会長＞ 

  今の案について事務局、あるいは部会のほうから、何かございますか。よ

ろしいですか。 

＜事務局＞ 

  わかりました。御意見としていただいておりますので、委員会として、そ

れを御意見としてつけ加えるということになれば、それをつけ足していきた

いというふうに思います。 

＜会長＞ 

  今の点につきまして、図で言えば７ページ、８ページあたりですが、ある

いは方向性のところですと西側、東側には、これというのが、６ページのレ

イアウトの方向性で割合はっきりと打ち出されておるんですが、これを再検

討すると、そういう意味になりますね。となりますと、かなり部会の報告の

根幹にかかわるところが出てくると思うんですが。 

 もう一点の、６ページの一番上の整備方針のところににぎわいの関係とか

いうのを入れるというのは、一般的にはそういうふうになっていると思うん

ですけれども。もう一点のレイアウトの方向性のほうについては、かなり具

体的ですので、それについて皆さんの御意見はいかがですか。 

 具体的に後で響いてくるとなれば、やっぱり６ページの下のレイアウトの

方向性。図面のほうもありますが、これはイメージですけれども。６ページ

の下のレイアウトの方向性のほうは、この部会が出してきた点で将来に関連

してくると思うんですが、その辺はいかがですか。 

＜委員＞ 

  ですから、先ほど申しましたように一般車のエリアがちょっと小さ過ぎる

んではないかということと、カテゴリー分けされてないものに関する再考が

必要ではないかというふうに感じております。 

＜会長＞ 

  どうぞ。 

＜委員＞ 

  幼稚な質問、意見かもしれませんけれど。現実に、路線バスは全部表口に

集約するんですか。南のほうには、路線バスはもう行かないんですか。その

辺はどうなる。そういう考え方なんですか。 

＜専門部会長＞ 

  そういうことでございます。 

＜委員＞ 

  そんならね、素朴な田舎の意見にすれば、秋芳洞へ行って観光して帰って

きて、表口へおりて、お土産を買うて帰りたいといったら、新幹線のほうま

でお土産を買いに行って、それから新幹線に乗る、そういうような理屈にな

るわけ。空港もそうですね。宇部の空港も、これは表口から南口にも、今、

宇部市営は回りよるね、現実に。両方に回りよるからいいんですけど。南の

ほうでおりてお土産を買うて乗りゃあええんじゃけど。もう全部やめてしま

うんだったら、現実問題として、素朴な問題として、バス業者さんが言うと
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おりにやればええのか、バス業者さんは買い物のことまで考えんと思うんで

すね。そういう辺をどのように調整をして、我々の今の検討会では進めてい

きゃあええのかという辺が非常に私は、何かさっきから聞いて、どうもお仕

着せの一つの意見を大事にしながらやっていくという感じがしとるんでね。

ちょっと疑問なんですよね。私の意見はおかしいかね。 

＜会長＞ 

  それは、今皆さんが、またおっしゃると思います。今の御意見については

どんなになりますか。 

＜専門部会長＞ 

  私どもの交通専門部会でレイアウト、方向性ということで抱えております

けども。そこの一つの考えの中で、アクセス道路が表口等にできるというこ

とで、今、新幹線口のほうに乗り合いバス発着がありますけども、宇部空港

とか萩、秋芳洞方面に行っているというふうな道路が完成することによって、

表口のほうへ直接入ったほうが時間的にも短縮できるということと、あとは

自由通路で新幹線口と結ばれるというようなことを踏まえまして。また、今

乗り合いバス乗り場がいろんなところに乗り場が散在しているというところ

を、利便性を向上するという点から１カ所に集約したほうが、利用者にとっ

て向上になるんじゃないかというような観点から、表口のほうへ乗り合いバ

スを集約していこうという経緯の考え方にしていくということでございま

す。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  以上のことのようですね。だから、乗り合いバスは北のほうになるけども、

今より道路体系が変わるから、宇部のほうに行くのも北口のほうから出て、

別のアクセス道路を通って、そして宇部のほうに曲がっていくと、こういう

考え方なんでしょうね。今は南口から空港バスも出てますね。今度は乗り合

いバスのほうは北のほうから、ちょっと西にほうに上がって、そして宇部の

ほうに。今のままの道路で想定して、これが出ているわけではないとこうい

うことですか。何かそのようなことのようですけど。ほかの方の、どうです

かね。 

＜市長＞ 

  根幹的なあれなんですが。今、北口のほうへ乗り合いバスを集めることに

よって、言われるように南口からは乗り合いバスは出ないということで。非

常に、そこのところを我々は一番懸念して検討してきたわけですが。今は自

由通路がありませんので、たびたび改札口を通らなきゃいけないし、バリア

フリーもきちんとしてないんで、やっぱり表口から南口に行くのにかなり支

障があるわけですね。ですから、今度、自由通路をきちんとつくりましたら、

自由通路の南口と北口、表口と新幹線口の距離にしましたら１００ｍちょっ

とぐらいなんですよ。そしてきちっとした自由通路をつくって、そしてバリ

アフリーをきちんとして、エレベーターあるいはエスカレーター等で上りお

りができるようにする、そうしますと一体感が非常に強くなって、どちらか

らお客さんが出ていっても、そう不自由はないと、こういうことを想定しな

がら我々は考えております。 

 ですから、いわゆる表口のほうへ乗り合いバスを全部集合させてというこ

とについては、またこれから業者さんとの交渉になってきますけれども。駅

内は大丈夫だろうというふうに思ってるんですが、御意見はごもっともなこ

とです。私ども、その点が一番心配になりながら大丈夫だろうとこういうふ

うに思っております。 

 そしてその後、委員さんのほうからもありましたけれども、にぎわいとか、

そういうことにつきましてもですが、私どもは公共交通、いわゆる乗り合い

タクシー、あるいはバス等が駅北のほうになる、そうすることで駅北が商店
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街的な要素は、非常にメリットは出るんじゃないのかなとこういうふうにも

考えております。 

 それから、さっきから貸し切りバス等の話がありましたけど、今の実態で

いきますと貸し切りバスは若干余裕があるのじゃないか。そういうことでタ

クシーを貸し切りバスのところへ入れて一緒にしていただく。そして、その

スペースを、今の新幹線口のところは、一般車両は専用車両、タクシーを排

除して、公共交通を排除して一般車両専用にしていただく、こういうことで

送迎用もかなり利便性を増してくるのじゃないか。それだけでは一般車両が

まだ気になりますんで、駅北のほうにもバスとタクシーのところへ一般車両

を入れてもらえるという形で、一般車両の増加というのは、かなり対応はし

ているとこういうふうには考えているわけですが。実際に台数がどうなるか

ということについては、またいろいろな形で調整はさせていただきたいと思

いますが、ゾーン分けは、こうした形で御理解をいただけると、こういった

形でこれからの基本計画、これからさらにパブリックコメント等していって、

場合によっては修正もできますけれども、パブリックコメントはこういった

形でいかさせていただけるといいがというふうには思っておりますが。 

 会長さん、そういうことでひとつ。 

＜会長＞ 

  ありがとうございます。市長さんから、じきじきに御説明をいただきまし

た。 

 これは大事なところですので、もう一度。少しかいつまんだ話になります

ので、全部というわけじゃありませんが、イメージとすればこんなに考えれ

ばいいんですか。一般車は南にも北にも、台数は違うけれども、行こうと思

ったら行く余地がある、一般車は。そして、乗り合いのバスは北側、観光バ

スは南側、タクシーは北と南、両方の可能性があるとこんなふうに考えたら

いいんですか。大体そういうことですか。大体そういうことなんだそうです

けどね。これを読めば、そういうふうに読めたんですが。 

 そうすると、６ページの下から６行目の新幹線口、西側バスと書いてある

のは、これは乗り合いバスじゃなくて観光バスのことですか。バスといえば、

いろいろあるんですが。 

＜専門部会長＞ 

  そうですね、ここはいわゆる貸し切りバスですね。観光バス。新幹線口の

ほうで待機場、そして貸し切りバスが来ますので、あそこで乗りおりしたり

とか待機してますので、それは引き続き新幹線口のほうにある。新幹線から

降りたところで貸し切りバス。 

＜会長＞ 

  そういうふうに私は読んだんですが。そうすると、どちらかというと新幹

線口の西側のバスというのは貸し切りバスとか観光バスとかであって、乗り

合いバスではないということがはっきりしてるんだったら、はっきりしたほ

うが誤解が少ないですね。わかりました。そういう意味だそうです。そうい

うふうに私は今読んでまいりましたけれども、念のため。 

 大体そういうイメージですが、よろしいですかね。この報告の内容は、少

し荒っぽいけどそういうイメージだと。 

＜市長＞ 

 我々は、１００ｍちょっとくらいだから、乗り合いも南口ではなくて全部

北口にあわせてもそう負担はない。そういうふうにも感じるんですが、いか

がでございましょうかね、そのへんの御議論。そのかわり、バリアフリーを

きちっとするのが前提条件になると思いますね。 

＜委員＞ 

  にぎわいとか、人が買い物をするというような場合のことを、現状で私は

今言っているわけで。表口もしっかりにぎわってくれれば、そういうことに
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なれば、また違ってくると思うんですよ。私の言うのは非常に素朴な意見で

あって、それは一部の人じゃと。年寄りは、やっぱりあれを──市長さんは

言われるけど──行ったり来たりするちゅうのは、大変なんですよ。それは

エスカレーターがあっても、荷物を提げてバッグを提げてね、本当に大変。

私、宇部方面の部類に入るんですが、宇部方面から寄りついて、路線バスが、

白鳥号でも南口に入りますね。随分あれはにぎわっていると思うんですよ。

だけど、バスの業者さんが、もうそれは必要ないんど、北口へ行ったほうが

早いんだとか交通アクセスがよくなるんじゃと言われれば、私は言い返す言

葉がないんですけどね。皆さんのお若い頭で、新しい一つの新山口駅をつく

っていただければ、それはええことでありますから、私は別にこだわってお

るわけじゃないが。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  どうも、ありがとうございました。ほかに何かございませんですかね。ど

うぞ。 

＜委員＞ 

  駐輪場は、今は歩道橋の下のところに詰め込まれたような感じになってま

す。この位置はどのあたりに考えられてますでしょうか。 

＜会長＞ 

  北口のほうの駐輪場を地図の上でというと、７ページの地図で見てもらっ

たらいいんですかね。どこらになるんですかね。 

＜事務局＞ 

  駐輪場につきましては、現状は、確かに表口でしたら、ちょっと離れたと

ころといいますか、市の駐輪場がございますが。駐輪場につきましては、後

ほど基本計画原案のほうで御説明させていただこうと思ってたんですが、原

案のほうの２５ページでございますが、歩行者・自転車動線ということで丸

の２番目ということで、自転車動線ということで触れさせてはいただいてい

るところではございますが、周辺土地利用の連携により利便性の高い駐輪場

の確保を図るということで、場所等については今後検討させていただこうと

いうふうに考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いします。 

＜会長＞ 

  北口の駐輪場についても、明確にここだと示してなくても、検討はすると

いうことですね。詳細計画のほうですね。ということのようですが。自転車

は、今からエコの問題で大分はやるというか、可能性がありますよね。 

 はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

  ちょっとお尋ねします。先ほど委員さんのほうからお話がありましたが、

場合によっては１階に集まっておりますいろんな店舗、これがどのようなに

ぎわいに変わっていくのかという心配をされておりましたし、前回の検討委

員会では、橋上の通路を少し大きくして、そしてそこに店舗をいっぱい並べ

たらどうかという話がございました。ただ、財源的な問題があって、どの程

度できるのかどうか私どもわかりませんでしたから、前回言われたお話を、

もしできるとするならば、今店舗を下にあるのを上にやるということによっ

て、私は下の空間を、例えば駐車場なんかにならないだろうかという気がし

ておるんですね。 

 というのは、前に連休のときに旅行をしようと思って、本当に冷や汗が出

る思いをいたしました、駐車場がなくて。いろんなところを回りましたが、

だめでしたね。たまたまた１台出たところへ、かろうじてセーフということ

で、案外あるようでないんですね。特に連休のようなときに。特に、先ほど

委員さんがおっしゃったようなにぎわいが、もし２階に全部集積することに

なるならば、そういうところも空間としてはいいのではないかというのが一
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点ございます。駐車場としても利用できるのではないかというのが一点です

が。 

 ただし、２点として、バリアフリー化ということについてでありますが、

駅の前の新幹線口の一つの例ですけれども、ころのついたボストンバッグで

歩こうと思ったら、大変難儀をいたします、あそこは。あれも簡単に言えば

バリアフリー化していただければ、旅行者は随分助かりますよ、あれは。非

常にあれは難儀しております。 

 それからもう一つは、今回、交通部会のほうで、あそこの新幹線口の駐車

場の出入り口がこういうふうになっていけば動線として非常に動きがいいと

思ってます。今、大変あそこは不便しています。ちょっと大きい車で来ると、

駐車でもされたら、まるで駐車場には入れないというような格好であります

から、今回いろいろ御批判とか御叱声はありますけど、私は今回おまとめい

ただいているのは大変よかったのでは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。自由通路、橋上の連絡道を拡げる案というのは、

どういうふうに、このたび扱われたんでしょうかね。 

＜事務局＞ 

  内容的に、どちらかというと原案の内容のほうに入っていくようなことに

なろうかと思いますんで、報告としてお答えというよりは、原案の内容とし

てのお答えになるんですが、よろしいでしょうか。 

＜会長＞ 

  直接、検討の対象にしていなければ、原案のほうで取り上げさせていただ

けたらと思います。それのほうがよろしいかと思います。よろしいですかね。

じゃ、そのときにお願いします。 

 たくさん御意見をいただきましたが、それだけ御関心も高いということで

心強いことです。大分時間もたってまいりましたが、このたびの部会で御検

討いただきました報告につきましては、６ページの上の整備方針のところで、

にぎわいの観点を入れていただくこと。それから、レイアウトの方向性につ

きましては大小さまざまなところがありますけれども、今の御指摘をいただ

いた駐輪場については特に明記されていないが、後の詳細計画では配慮する

こと。 

 それから、この報告書自体に問題点として指摘されておりました３ページ

目の上から４、５行目に、問題点としては──これ新幹線口のほうのとこで

すが──バスなどの利用割合との不均衡があることが上げられると、こうな

っています。ということは、やはりちゃんと問題点も指摘していらっしゃい

ますので、この点については詳細計画において、さらに配慮いただきたい。 

 そして、多少関連がありますが、報告の最後のところで、１０ページのと

ころに附帯意見というのがありまして、これに十分な配慮をというのが出て

おりますが、これらも配慮していただきたいと。 

 そして、今まで御意見をいただきましたもので配慮いただくという点がご

ざいましたですね。初めごろいただいたところでしたが、メモしたんですが、

少し配慮していただくのがあります。それは後、申し上げます。そういう点

を配慮していただきまして、６ページの下にありますレイアウトの方向性に

ついてですけれども、大筋においてということは、タクシー、それから一般

車は、南北それぞれ両方に出入り可能であると、駐車場もあるということに

なりますね。タクシーと一般車。それから、バスについては、乗り合いバス

は北と、それ以外の貸し切りとか観光バスは南、まとめるとそういうふうな

方向に──ほかの点もありますけれども──論点になるのはそのあたりかと

思いますが、そういう方向性については、今回の報告の原案をお認めすると

いうあたりで、どんなでしょうか。 
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＜委員＞ 

  僕のお願いしたのが抜けてたと思うんですけど。僕が言ってたのは、市長

さんから御説明あったこととは全然反論ではないんです。僕も、南北に店舗

があって、しょっちゅう南北を動くもんですから、南北の交通渋滞に関して

は非常に感じてて、何でこんなばかばかしいのを、宇部空港から来るバスな

んかもやらなきゃいけないかという意見を持ってますんで、その整理に関し

ては全く問題はないですね。 

 ただ、要するに僕が言っていましたのは、今後、道路計画がきちんと整備

された段階で、一般車と、あとカテゴリー分けされないものが、このボリュ

ームでいいんでしょうかと、そのことだけなんですよ。ですから、そこをレ

イアウトの方向性の中に入れていただかないと困るなというふうに感じてお

ります。 

＜会長＞ 

  ちょっと最後、入れるのは、もう一言。 

＜委員＞ 

  要するに、パーク・アンド・ライド以外の送迎の一般車両ですね。これの

ボリュームが、今はちょっと本文に入るので関係ないこともないんですけど、

本文の２４ページのほうを見てると現状維持ばっかりなんですよ。現状維持

に対して、これだけの事業費をかけるのはばかばかしいんで、言えば南口の

路線バスを北口に持ってくる３行だけのために、これだけの整備をするのか

ということにもなってしまうんで。いわゆるパーク・アンド・ライド以外の

送迎の一般車両と、あとカテゴリー分けされてない──結構あるんですね、

カテゴリー分けされてない車両っていうのは。これに関する配慮は、ぜひと

もしていただかないと、本当に将来禍根を残すんでないかと。これは駅の南

北で事業をするものとして直感的に、非常に感じることです。数字で出せる

もんではないんですけども、直感的に感じるものです。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  わかりました。今、私のとったメモが出てこなかったけれど、その点を赤

線をつけてたんですが、今のとおりですね。一般車の駐車場が少な過ぎるの

ではないかという御指摘がございました。この点にも配慮をいただきたいと

思います。 

＜事務局＞ 

  一つよろしいですか。御理解のために、ちょっと補足いたしますが。今日

お示しした、このレイアウトの中の一般車の対応は、特に駐車場は、いわゆ

る短時間駐車を対象として考えておりまして、当然それ以外にも長時間駐車

のパーク・アンド・ライド駐車場も必要であろうと思います。それらについ

ては、周辺の土地利用をこれから考えていく中で、あわせて検討していくと

いうふうに考えているところでございます。 

＜委員＞ 

  ですから、今僕はパーク・アンド・ライド以外の一般の送迎と申し上げた

つもりです。 

＜市長＞ 

  よろしゅうございますかね。２４ページにもありますが、今、委員からあ

りましたけれども、いわゆる北口のほうは、確かに現状維持という形になっ

てますけれども。やはり一般車については機能強化という形で、南口のほう

はそういった形。タクシーを排除しますので機能強化になっていくだろうと

思うんです。それから、実際の面積割がどうか、いわゆるバスゾーンと一般

車両のゾーン、この辺のゾーニングはどうかということについては、まだ検

討の余地はあると思いますので、今後の一般車両の増加傾向に対応した形と

いうのは配慮していかなきゃいけない。これはまた計画を煮詰める、そうし
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たことの中で６ページのところに書いておいて、いわゆる一般車両の増加対

応という課題があるということを付記させていただくということでどうでし

ょうかね。そういった必要性を感じておりますので。一番苦労されたところ

が、ここの一般車両が、いわゆる大都会の駅とは違いまして非常に苦労され

ているところでございますし、また現実にその辺のところが一番混雑してお

りますんで、そういった形で、さらに検討を深めるということでお願いした

いと思います。 

＜会長＞ 

  少し附帯事項がございましたけれども、それをつけて、この報告書を大筋

でお認めいただくというのでいかがですかね。特に、一般車とタクシーは南

北に、そしてバスは、乗り合いは北に、貸し切りとか観光は南にというふう

な点については、よく御理解をいただいておいたほうがよろしいと思うんで

すね。この案はそういうふうになっておるわけですから、これについてもい

ろいろな御意見はあるけれども、今御説明をいただいたとおり、よろしいで

すかね。 

 いろいろ御意見がおありかと思いますが、少し附帯意見をつけて、配慮し

てもらうという意見をつけまして、いただきました部会の報告書をお認めい

ただいたということにさせていただきたいと思います。よろしいですかね。

──それじゃあ、すみません。それで進めさせていただきます。 

 ①の協議事項のほうはそれで終わりまして、②の基本計画（原案）のほう

に移りたいと思います。既に幾つか、それの御意見も絡んで出てまいりまし

たけれども、改めて説明をお願いします。１５分ぐらいでできますか。お願

いします。 

＜事務局＞ 

  それでは、原案の概要、特に前回お示しいたしました素案からの文章表現

等を改正いたしました点や、その考え方等について、大まかに御説明させて

いただきたいと思います。 

 説明に当たりましては、資料の３、計画（原案）と、前のスクリーンを参

照いただきたいと思います。また、さきに配付いたしております参考資料の

１「山口・小郡都市核づくりマスタープラン」と参考資料の２、小郡都市核

づくりにおける新山口駅ターミナルパーク整備の役割を明確にするための

「小郡都市核との関連図」は、原案をよりわかりやすくするための資料でご

ざいますので、適宜御参照ください。 

 それでは、御説明してまいりたいと思いますが。その前に、さきも申され

ました、前回の検討委員会においていただきました主な御意見等への御回答

と考え方をお示ししておきたいと思います。 

 まず最初に、パークについての考え方ですが、さきに御指摘いただきまし

たとおり、簡単に申し上げれば公園のパークという意味合いでございます。

ただ、本計画におきましては構想の中で定義しておりますとおり、「人々が快

適に回遊や滞留し、交流を促進する空間」といたしておりますので御了解い

ただきたいと思います。 

 次に、人工地盤の導入につきましては、将来、具体的な需要等の必要性が

生じた場合に、その可能性を保有しておくことは必要と考えますものの、今

はまず、まちの回遊性やにぎわいを図り、そのまちづくりの効果により、御

提案の人工地盤の必要性が真に生じたとき、次の段階において検討すべき整

備と考えておりますことから、現段階で本計画への明記は見送ったところで

ございます。 

 次に、計画策定に当たって広く意見を聞く手法については、御提案された

ワークショップ等の手法も非常に有効なものと認識いたしておりますもの

の、本計画におきましては、既に本検討委員会において御意見を伺うととも

に、関係機関等との協議により多くの意見をいただいているところでござい
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ます。 

 また、今後におきましてもパブリックコメント、住民説明会及びシンポジ

ウム等により広く意見を聞く機会を持つとともに、計画そのものを広く周知

し御理解を得ていきたいと考えておりますので、御了解いただきたいと思い

ます。 

 次に、多数御意見をいただいております周辺のまちづくりについての御意

見の取り扱いですが、今までいただきました御意見等は、この８月に策定さ

れました「山口・小郡都市核づくりマスタープラン」において小郡都市核の

目指すまちの方向性等に反映させていただいたところであり、本計画の３２

ページからの大きな項目の５、駅周辺のまちづくりに当該マスタープランの

概要として掲載いたしました。 

 したがいまして、まちづくりにかかります御意見は今後も広く拝聴してま

いりますものの、本検討委員会におきましては、昨年度策定いたしました基

本構想に基づき具現化を進めております「表口駅前広場」「自由通路」「アク

セス道路」及び「その他の施設」にかかる協議を深めてまいりたいと考えて

おりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 以上で前回の主な御意見等への御回答とさせていただき、ここから原案に

ついての具体的な御説明をしてまいりたいと思います。 

＜会長＞ 

  人工地盤というのは何でしたかね。人工地盤はペデストリアンデッキのよ

うなものですかね。２階部分から、そのまま北口のほうの、前のほうの道路

を越えてずっと行けるように。地下におりないでも行けるような、そういう

話の分ですね。 

＜事務局＞ 

  そうです。 

＜会長＞ 

  結構です。どうも。 

＜事務局＞ 

  まず、「はじめに」から「３整備方針等」の部分につきましては、さきに素

案をお示しいたしたときにも御説明しましたとおり、昨年策定いたしました

構想のおさらい部分でありますことから大きな改正を加えておりませんの

で、詳細の説明は割愛させていただきます。 

 では、まず２１ページをごらんください。ここでは、整備に当たり、全体

的にユニバーサルデザインに配慮することを追記いたしております。また、

構想からの３つの先導的基盤整備と３つの関連施設整備に加え、県道新山口

停車場長谷線再整備を関連施設整備として新たに位置づけております。これ

は南北の駅前広場の機能分担を図る中で、現在、当該道路の一部をバスバー

スとして利用しており、さらには南北のシンボル軸における基軸となる路線

でありますことから、新たに加えたものでございます。 

 次に、２３ページの「表口駅前広場」につきましては、面積を現在の約６,

１００㎡から約１万１,０００㎡へ拡張することといたしております。拡張す

るに当たり、既存広場に対して南側、言いかえますと線路側に向かっては、

配線整理により現在の山口線の部分まで拡張し、西側、現在交番等がある側

ですが、こちらはＪＲ西日本が所有するところ、言いかえますと西側遊休地

までを拡張することといたしております。拡張に伴い、環境空間を、従来の

広場面積に対して、おおむね２６％としていたものを４０％程度確保し、そ

の中で山口らしさや憩い、交流を演出できるものといたしております。 

 そのような考えにあって、整備計画においては、さきの専門部会で協議検

討いただきました内容を交通機能として明示いたしており、具体的内容とい

たしましては南北の駅前広場に共通する機能といたしまして、「広場内交通の

円滑化及び安全で効率的な動線の確保」と、「バス・タクシー・一般車ゾーン
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の分離及び再編」の２点と、主に表口駅前広場にかかる「表口への乗り合い

バス集約」の３点を明示しております。この点につきましては、先ほど御検

討いただきました方向性についてを追記することというふうになるかと思い

ます。 

 素案においては、ここの時点で方面別に路線バスを集約するものといたし

ておりましたが、さきの専門部会での検討協議を踏まえ、利用者の利便性向

上、安全性の確保の観点から、路線バスすべてを表口駅前広場に集約するも

のとし、それに対応した記述といたしたところです。 

 また、その他といたしまして、たまり交流空間となります環境空間を利用

した、豊かな自然と快適な都市機能が調和する山口をシンボリックに演出す

ることや、広場における雨天対応、清潔なトイレ等快適性の充実についても

具体的に触れますとともに、本整備において徹底を図りたいと考えておりま

すバリアフリー化の推進について段差の解消等に触れ、さらには世界スカウ

トジャンボリーを初め東アジアからの観光客増などに対応するため、国際化

に対応した観光案内機能強化を図ることといたしたところでございます。 

 続いて、２６ページには表口駅前広場の整備イメージを示しておりますが、

あわせて南北駅前広場の機能分担で密接に関連が生じてまいります新幹線口

駅前広場の整備イメージもお示しいたしております。 

 一応、それぞれイメージしております機能について触れておきますと、表

口につきましては東側に路線バスを集約し、こちらの西側に一般車の一時駐

車スペースを確保、そしてその周辺部分をタクシースペースといたしており

ます。イメージの中ではありますが、現在の新幹線口側の混雑を考慮し、一

時駐車スペースにおける出入り口を分離することによって混雑の回避を図る

ことといたしております。 

 次に、新幹線口の駅前広場につきましては、路線バスを表口に集約するこ

とで西側のスペースが開くことになります。そのため観光バス待機スペース

は、現在のスペースを確保した上でタクシースペースを西側に移し、東側は

一般車のみのスペースとすることといたしております。これにより、現在大

きな課題となっております混雑の解消を図ることといたしております。 

 また、新幹線口駅前広場におきましても環境空間部分を拡張し、憩いやに

ぎわいを演出することができるようにしてまいりたいと考えております。 

 次に、２７ページの「自由通路」につきましては、概要として延長を約１

４０ｍ、幅員を約１０ｍ、天井高は約６ｍとし、基本方針にも掲げておりま

す駅南北地区の一体感の創出、通行機能だけでなくにぎわいを創出する休憩

や滞留機能の導入を図ることができる空間とし、市のみならず県の玄関とし

ての機能をも有する規模を確保することとしており、またその他として、観

光・情報発信による来街者へのサービスの充実、エレベーターやエスカレー

ターの設置よるバリアフリー化の推進、需要動向によって自由通路沿いへ店

舗等の設置促進について具体的に明記いたしております。図上で一応お示し

しますと、このようになります。 

 続きまして、２９ページからの「アクセス道路」の整備計画につきまして

は、広域的なアクセス性及び地域の発展を考慮しバリアフリー化や景観に配

慮したものとなるよう、さきに策定されました「山口・小郡都市核づくりマ

スタープラン」に基づくまちづくり、その中でも重点エリアの整備と連携し、

路線の決定時期を早期に行うことを強調したところでございます。 

 また、その他において、歩行者による回遊性を図るためにも、ゆとりある

幅員の確保や緑にあふれ憩うことのできる機能について明記いたしました。 

 次に、その他の施設につきましては、さきにも申しましたとおり、シンボ

ルロードとなります県道新山口停車場長谷線再整備を新たに位置づけたとこ

ろでございますが、素案にもお示しいたしております「橋上駅舎」、さきに表

口駅前広場整備でもレイアウトイメージについて御説明いたしました「新幹
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線口駅前広場」、表口駅前広場の整備に伴い整備が必要となります「既存自由

通路」の関連施設整備として位置づけております。 

 次に、駅周辺まちづくりにつきましては、本計画によって整備を進めてま

いります新山口駅ターミナルパーク整備としての施設整備計画が、さきに策

定され参考資料としてお手元にお配りしました「山口・小郡都市核づくりマ

スタープラン」により、今後、具現化が図られることとなります駅を中心と

した周辺のまちづくりに関連する事業等の中で、どの部分の役割をなすのか

をわかりやすくするため、項目を別立てといたしました。 

 内容といたしましては、マスタープランに基づくゾーニングにより、各ゾ

ーンのコンセプトや主な関連事業を掲げたものといたしております。 

 簡単に内容について触れますと、小郡都市核において、新山口駅周辺は、

新山口駅及び南北の駅広と軌道敷内によります「新山口駅再生ゾーン」と、

駅の北側に位置します「市街地形成ゾーン」、そして駅の南側に位置します「業

務集積ゾーン」の３つのゾーンに区分されています。 

 新山口駅再生ゾーンでは「交わりの空間」をコンセプトに、ここにお示し

いたしております４つの整備の方向性で空間づくりを行おうとするものであ

り、新山口駅ターミナルパーク整備は、このゾーンにおける主な整備事業と

なります。 

 また、市街地形成ゾーンでは「集いの空間」をコンセプトに、ここにお示

しいたしております４つの整備の方向性で空間づくりを行おうとするもので

あり、主な事業といたしましては西側遊休地の利活用を含む重点エリアの整

備等でございます。 

 続いて、業務集積ゾーンでは「営みの空間」をコンセプトに、ここにお示

しいたしております２つの整備の方向性で空間づくりを行おうとするもので

あり、主な事業といたしましては、業務としての企業誘致や、その業務の支

援機能等の導入を図っていこうとするものでございます。 

 これらのマスタープランに示されております事業の推進に当たりまして

は、今後、さらに住民の皆様や関係機関等、より多くの皆様から、その具現

化について御意見をいただきながら事業の推進を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 では、３４ページをごらんください。事業進行計画におきましては平成２

３年度までの第１期において、おもてなしの演出について追記いたしており

ます。さきの検討委員会において御意見をいただきましたとおり、ハード整

備の可否にかかわらず、ＰＲのみでなく、ソフトとしてのおもてなしを行う

ことは可能との考えから追記いたしたところでございます。 

 なお、第２期となります平成２６年度には、小郡都市核づくりの先導的基

盤整備である新山口駅ターミナルパーク整備を完了し、新たな山口の玄関の

お披露目としたいと考えており、平成２７年度以降の第３期においても、基

盤整備の効果に基づくまちづくりを引き続き推進してまいるものとしており

ます。 

 また、次の３５ページのスケジュールでは、整備目標の表を、よりわかり

やすく改正いたしております。 

 次に、３６ページの推進体制につきましては、計画の推進にあって最も重

要なものの一つであります広く情報を提供することについて強調することと

し、改正をいたしたところでございます。 

 最後に、本日配付いたしております表口駅前広場のイメージパースを本計

画の中につけ加えることとし、より市民の皆様にもイメージしやすいよう配

慮してまいりたいと考えております。 

 以上、簡単ではございますが、基本計画（原案）の概略説明とさせていた

だきます。 

＜会長＞ 
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  ありがとうございました。時間をきちっとやっていただきまして、恐縮で

す。 

 残り２５分ぐらいございますので、今の原案につきまして、協議事項の２

ですが、今日は御意見をいただく。そして、それに基づいて、次回パブリッ

クコメントを出していただいて、それも含めて、次回この委員会でお諮りす

る案を提案する、こういうことになります。 

 したがいまして、今日は意見を言っていただきますので、このように進め

させていただけたらと思います。特別なことがない限り、事務局のほうの回

答は求めない。とにかく意見は言っていただく、それが一つです。２番目は、

前回と同じですが、まず１人一件だけ発言していただいて、そして一巡終わ

って希望者がなくなって、二巡目になったら、また御破算で、どなたでもも

う一件というのをずっと回していきたいと思います。御発言に際しましては、

この原案の資料③ですが、何ページのどのあたりのことを問題にしているん

だということを言っていただけると非常に助かります。以上です。 

 さて、どなたからでも、どうぞ。お願いします。 

＜委員＞ 

  先ほどの委員さんのお話とちょっとかぶっているという、冒頭お話しした

意見なんですけども。さきの交通委員会の話とも少しかぶる部分もあるんで

すけども、最初にこの図面を見たときに、えっという感じがしたんですね。

全体の図面です、レイアウト図とか。論拠としては、２３ページの整備の基

本方針に書いてある中で、上から２番目、周辺地域への回遊性、交流に配慮

した歩行者動線を意識した整備と書いてあるんですね。これ、周辺地域の回

遊性というのはあるんかいなと。これは別に交通委員会に対する非難ではな

くて、交通委員会で出されたものをベースに組み立てられたのでこういうふ

うになってしまったんだろうけども、これだけで終わっちゃうと、完全に交

通アクセス機能だけのための整備、回りに全然経済的利益が落ちない感じ。

ここで完全に、今以上に隔離されてしまう、この駅前広場だけで。周辺には

人の流れが波及しない。これは一体どうなんだろうかというふうに感じます。

 特に言うと、ほとんど商店街の体はなしてないとはいいながら、大正町商

店街って飲食店とか飲み屋さんもある通りがあるんですけども、そこに対す

る横断歩道が、今は私どものビルのセブンイレブンの前に横断歩道があるん

ですけども、これが唯一のアクセスなんですね。それが今回撤去されて、新

街区のほうにしか横断歩道がないと。こういう周辺施設に対する、周辺の環

境に対する配慮がなされてないのは大きな問題ではないだろうかというふう

に感じます。 

 タイトルとしては、周辺地域の回遊性、交流に配慮した歩行者動線を意識

した整備、にぎわいを創出するたまり・交流空間の整備とかいろいろあるん

ですけど、それが全然実現されてない。いろんなとこに書いてあるんです、

タイトルとしては。３１ページのその他のところに、一番冒頭ですけど、「駅

北側の回遊性に資するためには、歩行者にとってゆとりのある歩道幅員空間

を確保します」とか、いろんなとこに出てくるんですよ。全部言っても時間

のむだなので、言いませんけど。大きなタイトルにあるものが欠落している

んではないかということと、その地域に対してのアクセスがないですね。こ

こで本当に遮断されてしまう。 

 先ほど、前回のことに対する説明にもありましたけど、人工地盤はやらな

いということですけども、ちょっとそれはどうなのかなと。最初からターミ

ナルパーク構想のイメージとしては、最低でもペデデッキぐらいは設置して、

既存のエリアに対するアクセスをきちんと整備されるようなイメージで僕は

いたんですけども。規模が縮小していくことはやむを得ないんですけども、

事業予算とかいろいろありますから。しかしながら、横断歩道で渡すという

のは、ちょっと。ここまでの整備をしておきながら。 
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 それで、もう一つ言うと、同じことなんですけど、シンボル軸も、当初か

ら風の並木通りと長谷線とを真っすぐ結ぶ線がシンボル軸としてとらえられ

ているのに、今回、少しバスの待機場が拡張してくることによって、軸自体

がずれてきてる。もともとそういう設定をしてるんだから、そこのほうが重

要であって、その中でおさめることが重要なんじゃないかなというふうに感

じたんですね。いろんなことから本体の考え方が変わってくるようではいけ

ないんじゃないかなというふうに感じます。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  以上３点いただきましたですね。周辺地域への回遊性はこれでいいのか、

人工地盤はこれでいいのか、シンボル軸がずれていいのかという３点、御意

見として事務局のほうでとどめておいてください。 

 ほかの人、お願いします。はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

  一つだけ申し上げます。今までの図と明らかに変わったところが一つあり

ました。自由通路のところです。例えば２６ページの図でもいいんですが、

まず北口のほうの駅舎が２階に上がって、同時に東に寄ってます。これは、

当然そうしないとおかしなことになります。 

 ところが、新幹線口のほう、真っ白な自由通路の終点が示されてあるんで

すが、もし本当にこの絵のように終点をここに置くのであれば、おかしなこ

とが今後起こってくると思います。恐らく、そうではないんではないかと。

そこのところを一つ、質問はできないんですけども、実は私の意見との関係

でいくと、人工地盤と外との関係もあるんですが、向こうから来ますと、現

在の乗降客が通る渡り廊下ですが──茶色のとこですね──その西側に、こ

の白いのがばんとできます、１０ｍの。この１４０ｍの最後のところはどう

なるか、恐らくこんなことしかあり得ないと思います。これを真っすぐ行き

ますと、ちょうど料金の精算書のところにぶち当たる、新幹線口の。あそこ

に来ますので、これをそのまま建物の外に抜きますと、西側の茶色の四角の

部分というのはデッドスペースになってしまいます、同じ階ですから。しか

も、階段が１階から２階は上がれますけども、２階から３階はありません。

どんな意味でも、この図はちょっとおかしい気がします。 

 あり得るのは、多分改札口の手前のところで、現在通っている通路と同じ

ような形で終わって、その後、多分、現在あるエスカレーター、あれを活用

するんだろうと。どうも、それしか考えられないだろうと。ここのところは、

まだ決まってないということかもしれませんけれども、もしそういうことで

あるのならば、現在のあれと、幅こそ広くなりましたけど全く同じものです

ね。もし、私が今申しましたように、やるしかないと思うんですが、そうし

ないと多分ＪＲの側は相当出費が出てしまうはずです。 

 そうしますと、私の考えでは、さっきも人工地盤というようなことで前回

も申し上げましたけど、できる限り、この２階の部分で楽しむとかにぎわう

とかいうことをやらないと、だれも上がってこない。先ほど佐光さんもおっ

しゃいましたけども。そういう意味では、さっき言いましたデッドスペース

のところは、むしろ真っ白にしてしまって──これはＪＲが考えることかも

しれませんけれども──ここの空間を、ぜひ生かさなければいけないという

ふうに思います。多分、そんなことは気がついておられると思いますが、合

理的にやったとしたら、さっき言ったような、なんだというような形になる

と思います。 

 それから、そこのところも含めて、駅舎を上げるわけですから、北口のほ

うも、下の部分、１階部分をどのように活用するかというようなことも少し

考えたいなという気がします。 

 さらには、この白い部分と茶色の２つの通路ですね。これが単にさくで、
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あるいは壁で仕切られて、全然何のあれもないのか。それとも、ここに何か

店舗を間に置いて、両側から買い物ができるとか、そんなふうにするのかと

か。こんなアイデアを考えておかれたほうがいいのではないか。 

 それから、私さっき言いました、ひょっとしたらデッドスペースになるか

もしれないというところは、多いに活用することを考えていただきたい。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。自由通路に関連して、この２６ページの南側の

終点はこれでいいのか、それから２階の部分で楽しむことを考えるべきで、

２６ページの南側の左の茶色の部分はデッドスペースにならないように生か

してはどうか、同時に北口の１階の活用も考えてはどうか。いずれもＪＲの

かかわることだと思いますが、記録をお願いします。 

 はい、どうぞ、お願いします。 

＜委員＞ 

  今、北口の前の広場、それから自由通路の話が出ました。私、橋上の駅舎、

ページで言えば１９ページですか。１９ページに④の下にア、橋上駅舎、そ

れからその上の②の自由通路のところの「駅舎と一体となった整備」という

ふうに書いてあります。いつも、私言うとるんです。ＪＲさんがおられんか

ら聞きようがないんですが、駅舎は駅舎で済ませてるんですよね。駅舎の説

明は、この中に全然ないんです。どのぐらいの駅舎ができて、どうなるか、

図で見るだけ。表口とか言ってるけど、この計画では表口じゃない、表通路。

駅じゃない。駅は、あれは事務室ですか、何ですかね。 

 したがって、北口のほう、今は表口と言っているほうには駅のホールとい

うものはないね。だから、バスからおりて列車に乗ろうという待合をするよ

うな人は、どこへおりゃあええのか。それから、何か駅でちょっとしたイベ

ントをやるというようなときにも、ホールがない駅というのは、それは新興

都市で本駅がこっち側にあって、向こう側には自由通路で自動改札装置があ

るという駅がありますけど。県央の中心の山口の駅として、表口という以上

は何か。 

 そこで私が言いたいのは、橋上駅がありますが、あれを今の入り口へまた

げていただいて、先生も言われたように２階にエスカレーターでもエレベー

ターでも上がればそれでいいんですが、上がったところでも何か少し広場と

いうか、わずかでも待合ができる、あるいはちょっと人との待ち合わせがで

きるというようなところがほしいなあというのが現実です。 

 だから、私が言っていることは、かなり無理を言っていると思うんですよ。

橋上駅舎をもうちょっと、がぼっと、あそこへかぶせてもらいたいというふ

うに。何か、はねのけにして、あれは事務室なんですかね。新山口駅の機能

を持つ一番の駅舎というのは、この新幹線口のほうだけになるんか、どうな

のか。どこがどういうふうになるのか、機能もよくわからない。何かちょっ

と北側が、表口がアクセスだけの駅になってしまって寂しいなあという感じ

がして、こよなく小郡駅を愛し懐かしむ者の意見でございます。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。橋上駅舎と一体となった整備となっているが、

なかなかＪＲのことがよく伝わってこない。駅の待合、表口というのである

ならば、駅で何かイベントができるようなものはどうなのか。特に北口の２

階へ上がったところに何か待ち合わせのような広場等考えてはどうか、こう

いう御意見だったでしょうかね。特に、ほかの方もありましたけど、ＪＲの

ほうについての意見がいろいろありますが、ＪＲのほうにそういう希望を伝

えていただきたいと思いますね。 

 はい、どうぞ。 

＜委員＞ 
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  私は自由通路の件と駅前広場も絡みますけども、御意見をと思います。今、

委員が言われた駅というのは──私どももそう思うんですが──単に乗降

客、ＪＲを利用する人だけが使うものではないと思ってますし、もう一方で

は、やはりまちのシンボルなりランドマーク的な存在であるべきだろうとい

うふうに思っておる。そうすると、自由通路というのは、単に通路であって

もいいんですけども、通路の左右に──しきりに駅舎駅舎と言われてますけ

ども──事務室以外にどういうふうな施設を、にぎわいの空間なり、さっき

言われたイベントホール等の機能を持たせるかというのが大事だろうなと。

南部交流のまちづくりを支援する会の中でも、一つは通路を──これは私の

意見でもあるんですけども──例えば透明にしてスケルトンにしてしまう。

そして、例えば夜空が見えるとか花火があそこから見えるとか、あるいは雪

が降ってくるのが見えるとか、ライトアップしたらどうかとかね、そういう

ふうな構造にすると。 

 それともう一つは、人工地盤という話も出ましたけども、その通路を、あ

るいは北側の駅舎をずっと駅前広場のほうの上のほうにずっと延長した形

で、２階にドーム型の空間をつくってはどうかという案も出ておりました。

これは予算的な部分からいくと難しいということもあると思うんですけど

も。今これだけ７０万の県央の経済域をつくるんだと、その玄関口だよとい

う割には、今出てる駅前広場の鳥瞰図と、あるいはこれから駅舎がどういう

姿に、この絵の上側のほうにどういうものができてくるのかわかんないんで

すけども、ちょっと寂しいような気がするなあということを思ってますんで、

そこのところを意見として申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。駅はまちのシンボルであるべきで、自由通路の

南北の駅舎は具体的にどうなるのか、２階にドーム型の空間を、星が見える

ように、この図では、この一枚の図のことですかね、ちょっと寂しいなと、

こういうふうな御意見ですか。ありがとうございます。 

 どうぞ、ほかに御意見がございましたら。どうぞ、お願いします。 

＜委員＞ 

  ますます表口とはいいながら、ローカルな山陽本線と山口線のための駅に

特化しつつあるような感じがあるんですね。やっぱりそれは、かなり平面プ

ランとしての駐車場の整備ということに特化しているからだと思うんです

ね。いろいろな意味で、駅が持っている駅前のにぎわい空間をつくるという、

前々から言われているようなことを演出するためには、今のような推進の枠

組みでは、かなり無理があるということだろうと思うんです。 

 それは、前々から言われているんですけど、大体ＪＲ西日本というか、そ

れが先に立って共同で企画をつくっていない。地元の商店街だとかっていう

ものも出資してでも、この機会を使おうというような推進組織に参加してな

いというところが一番大きな問題だと思うんです。 

 もし、そういうものがあるなら、県外の資本を含めて、こういったような

駅北のこの空間だけでも、少なくとも２階、３階の立体空間をつくることに

よって、駐車場をバスセンターとして持ちながらでも、そこに新たなにぎわ

い空間を演出するようなものはつくられるはずなんですけれども、そういっ

た積極性というものを仕掛けるような形になってないのが、一番大きな問題

ではないかというふうに思っております。 

 これは急にはできないということなのかもしれませんけれども、少なくと

も、これを県全体の交流拠点とするという壮大なイメージを打ち出すなら、

やっぱりそれぐらいのことはやったほうがいいだろうし、平面プランとして

やるにしても、その場合だったら、その周辺の商店街との連携の部分につい

ての整備というものを入れていかなきゃならないだろうし、ちょっと僕の理
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解の上では、県道のシンボル軸だと言われているんですけど、実際にはこれ

はデッドゾーンですから、これも死んだ空間なんですけれども、こういうも

のの開発というのは、ただ単にハードの整備だけで終わるようなものではな

いわけですから、もう少しそのあたりのハード・ソフトの考え方で、もう一

度ハードにそれが反映するようにしたほうがいいんじゃないかと。この意味

では、最終的な事業推進体制のところに、もう一踏ん張り工夫が要るのでは

ないかなというふうに感じています。これは感想です。 

＜会長＞ 

  ありがとうございます。事業の推進体制について、特に御提言をいただき

ました。県の玄関口なら、それにふさわしいようなものに、特に推進体制と

すれば周辺の商店街の人の趣旨も含めて意見を取り入れる、そういう積極性

が欲しい。特に、今のこの案は駐車場を中心に整備しようとしているけれど

も、もう少し積極性が欲しいと、こういうことでしょうね。 

 ほかにございませんですか。どうぞ。 

＜委員＞ 

  今、久し振りに委員のほうから、以前、我々、旧小郡町住民の意見として、

よく似たすばらしい意見が久々に出てきたなと思ったんですが。 

 ただ私は、このたび、このターミナルパークの整備基本計画の原案を、こ

こまで最終的な、ある程度の枠組みで体制づくりがこうやって進んでくると、

最初我々合併したときには小郡住民は──この場を借りて、もうこれで最後

の私の意見だと思うから言わせてもらうんですが。合併した後、合併する前

から「新山口駅」という名前に駅名も変更しまして、いろいろ波紋を投げか

けたんですが。そのときに我々の考えは新山口駅と、少しでも早く今の時代

の流れに乗って、そしてこの旧小郡町、山口県の玄関口が、本当ににぎわい

と活性化、情報の交換、いろいろなそういうものを醸し出してくれる。その

ためには、まずターミナルパーク構想という一つの主な事業として、これに

一生懸命取り組まないといけない。そのためには、まずコンセプトというの

が交わりの空間でしょ。ＪＲ新山口駅を中心とする交通結節点の中心として、

多様な人々に高い都市的利便性、移動手段、案内機能、またそれぞれのいろ

んな多機能を提供するとともに、山口県のゲートウエーにふさわしい快適さ

とシンボリックな表情を持つ交わりの空間づくりを進めるものですというの

が、最初のうたい文句だったんです。そして、具体的な整備の方向性という

ことで──もうここまできたら言いませんが──交通結節のアクセス機能の

強化とか南北の一体化、そしてまたいろいろなテーマが掲げられました。そ

して、今日に至ってきたわけです。 

 ただ、先ほどの交通専門部会のほうから意見が出たときに、我々も若干の

クレームじゃなくて意見を言わせていただきましたが、それについても旧小

郡町の我々住民は、確かに機能は、利便性が高くなったというふうに見てる

住民というのは、まずいないんですよ。隣接地の山口、湯田、また防府、宇

部のほうから来られた方は、小郡は変わったね、便利がよくなったねと言わ

れるでしょうけど、我々地元に住んでいる人間から言わすと、ただ通る、要

するに道が少し広くなって、位置が少し変わった。全然変わってないんです

よ。 

 だから、あえて私は、それまでも最後の夢として託していた１０年を目途

に新市の市役所の位置が、この旧小郡町に、駅周辺にという部分で、私は最

後にはよくなるんだと。その最後の望みも、このたびの新聞で山口市が、今

の総合庁舎が古いわけですから、それも建てかえ、そして今の亀山公園のパ

ークロードにし、そしてまた移設するときに建てかえる。そうしたら、それ

が総合支所であれ、本庁であれ、また投資金額もほとんど変わらないと思う

んですよ。それをやられたら、小郡は一体これから何を目標に、何を掲げて

やっていけばいいのかなと。今回のこの駅で、これで終わるんであれば、お
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れたちは何のために合併したんかというような声も随分出てきてるわけで

す。 

 だから、私は──私の一点はちょっと長いですけど、もう終わりますから

──本当に、これは我々地域のための委員会じゃないんですから、山口県の

玄関口として、また山口市の玄関の顔として、今後、道州制が入ってくれば

県はなくなります。山口県の中で１０何カ所の市町村が生き残るでしょう。

その中でも県庁所在地として、この山口県の玄関口は、そのときもやっぱり、

この新山口駅だろうと私は思ってます。そしたら、我々の顔である玄関口を

整備するのに何をためらっておられるのか。確かに金がないことには何もで

きません。でも、せめて重みとか鋭意工夫をするような、そういう熱のこも

った委員会であってほしいなと。言っている私自身が、もうトーンダウンし

ております。またいつも同じように一人でむきになってと。私も、だんだん

言うのがくたびれてきました。でも、今、委員から言われて、もう一回言っ

てやろうという気持ちで、今このマイクをとりました。もう長くは言いませ

ん。もう少し真剣に考えて、もう少し我々の、この委員会としての功績とか

いうんじゃなくて、何かつくり出していきたいと、その思いは私だけじゃな

いと思います。どうかよろしくお願いします。 

＜会長＞ 

  どうもありがとうございました。小郡に期待する熱い思いを語っていただ

きました。 

 もう時間を、ちょっと過ぎたころになりました。もう一人だけ、ございま

したら、一巡目で終わりますが、やむを得ませんので。ございましたら、ひ

とつお願いします。どうぞ、お願いします。 

＜委員＞ 

  多くの人が指摘されたことなんですけれども、やはりこれは自由通路に、

もう少し都市機能が付加されることが、本来的には一番必要だったと思うん

ですね。私自身も岡山駅の南北一体化の事例を調べて、その状況を事務局に

御説明したことはあるんですが、結果的にそういうふうにならなかったとい

うことは、やはりここに投資するだけのマーケットに乏しいというふうにＪ

Ｒが判断したということで、それはそれとして認識した上でやっていく必要

があるというふうに考えを改めたわけですけど。都市機能の一体化と同時に、

やはり山口の玄関口としての山口らしさというものを、この自由通路にいか

に表現していくかということは、まだ可能性があると思いますので、ぜひ山

口のいろんな文化、歴史、そういうものを表現してデザインしていってほし

いなということが一点目です。 

 もう一点目は、駅前広場の大まかなレイアウトが示されたことによって、

特にこれは駅の北口については相当な、僕はインパクトがあるんじゃないか

なというふうに思っています。駅を中心としたまちづくりをするチャンスだ

と思うんですね。特に駅の表口については。今のところ、そういう方向性が

言われているだけなんですけど、例えば、この近くでいうと広島の横川駅と

いうのがあるんですが、そこでは、やはり駅の南北の一体化の自由通路とあ

わせて駅舎のデザイン、駅前広場、そういうものを一体的にやって、ＮＰＯ

やら商店街を巻き込んで、大学も参加して、新しいにぎわいをつくっていっ

たという事例がありますので、そういうのも参考にしながら、駅とまちづく

りというものをどう関連づけていくかということを、この委員会後に、また

追求していってほしいなと思います。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。事業の推進体制についての一つだろうと思いま

すけども、自由通路にもっと欲しいものがある、山口の玄関としての表現を

そこに示してほしい、それと駅を中心としたまちづくりのチャンスとして生
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かしてほしい、こういうふうな御意見だったでしょうか。 

 以上で、時間になりましたので閉じさせていただきたいと思いますが、た

くさん御意見をいただきましたものの中で、やはりＪＲのことが、直接にか

かわりながら、ＪＲの方の御意見を直接ここでお伺いすることができません

ので、靴下を二、三枚はいて上からかいているようなもどかしさを、皆さん

感じられるんじゃないかと思います。ぜひ、出ました意見をＪＲのほうにも

伝えていただきたいと、こういうふうに思います。 

 たくさんの御意見をいただきましたが、これを次のパブリックコメントの

ところに生かしていただいて、そしてそれをもとにパブリックコメントを募

集していただいて、次のこの委員会に、次の原案を出していただきたい、新

しい案を出していただきたいとこういうふうに思います。 

 最後に、市長さん、どうぞお願いします。 

＜市長＞ 

  今日は長時間にわたりまして、いろいろ貴重な御審議をいただきましてあ

りがとうございました。特に最後はちょっと時間が少なかったんですが、そ

れぞれの委員さん方から、本当に思いを込めた御提案、御希望もいただきま

した。特に自由通路につきまして、にぎわい性が不足しているんじゃないの

か、確かに御指摘がございます。私ども、自由通路をにぎわい空間にしない

という構想を出しているわけじゃございません。最大限のにぎわいを醸し出

す、そのための幅員も、今１０ｍということですけれども、広げる必要があ

れば、物理的に可能であれば、その辺もいろいろ検討してまいりたいと思い

ますし、また全体を１０ｍ以上広げるというのが難しかったら、どういいま

すか、一部地域をにぎわい空間を出す箇所を広げるとか、そうしたことも実

際の検討等はいたしておりますんで、これも含めながら次回の提案をさせて

いただきたいと思います。 

 また、人工地盤等もございまして、私ども最初から人工地盤、あるいは駅

前広場等の透明空間ドームといいますか、そうしたことについても一方では

検討はしているわけでございます。そうした中で私ども、財源等の問題もご

ざいますし、また皆さん方からの御提言、こうしたこともある一方では待っ

ておりますので、今日いただいた意見の中でかなり、私ども次回には、御提

案いただいたものの中ででき得る可能性があるものについては付記させてい

ただこうと、こういうふうな考え方でおります。 

 そして、もう一つ言わせていただきますのは、やっぱり小郡都市核全体と

の調和──今日、ずっとありましたけれども──これにつきまして、私ども、

このターミナルパーク構想を早く基本計画にして、いわゆるＪＲと具体的な

実施に入りたいと、こういう形で駅前周辺のところのいろいろな整備につい

ては、これに載せておりません。これを載せますと、また１年、あるいは２

年、検討期間がかかります。ですから、例えば駅北の遊休地がございます。

この活用につきましては、我々は来年度、別途の基本構想策定に入りたいと

思います。そして、それはまさに市街地の駅北の活性化につながるような、

そうした形の別途の計画、基本構想で検討したいと思います。そのときには

また御意見をいただきながらやろうと思います。 

 そしてもう一つ、いわゆる駅北の市街地との問題の中にありますけれども、

長谷アクセスであるとかメーン道路の整備、こうしたこともあわせて、これ

は別途の基本計画を組み立てていきます。そうした中で市街地再編、結ぶ方

はその中で入れるようになってくると思いますので、それまで全部あわせて、

同時並行にいっていると非常に御議論の中身も深まるんですが、早く駅から

きちんとしていきたいと、国体もあるということで、急いでおるということ

を御理解をいただきたいと思います。 

ですから、これはまた別途のプロジェクトを組むほどの価値がある問題で

ございますので、そういったプロジェクトを３つも４つも組み合わせながら、
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４点セット、５点セットという形でいきたいと思いますので、御理解を賜り

たいと思います。 

 ですが、そういうことを想定しながら、こうした形の中でも御意見を賜っ

ておくというのは重要なことでございますので、これからも忌憚のない御意

見をよろしくお願いします。お願いしますが、まずはターミナル基本計画を

御議論いただきまして、まずこれをやり遂げて、そしてまた来年度あたり、

構想に入りたいと思いますので、そうしたことにつきましても、どうかよろ

しくお願いいたします。 

 とりとめのないことを申しましたが、どうぞ今後ともよろしくお願いいた

します。 

＜会長＞ 

  どうもありがとうございました。 

 その他のところで、次のスケジュール等はどうですか。 

＜事務局＞ 

  それでは、事務局からお願いとお知らせという格好になりますが、今後の

予定ではございますが、先ほど会長さんが最後にまとめられたことも踏まえ

まして、１０月の２０日から１カ月間、パブリックコメントを実施する予定

といたしております。また、その期間中となります１１月の１０日から１４

日にかけて、総合支所単位、計５カ所で説明会も実施させていただこうと思

っています。また、１１月１日号の市報におきましても概要を御紹介するこ

とといたしており、広く市民の皆様に周知するとともに御理解を得てまいり

たいと考えておりますので、お知らせさせていただきます。 

 なお、次回につきましては、パブリックコメントが終了後、寄せられた御

意見等を反映させていただきまして、できれば１２月の下旬から来年１月中

旬ぐらいで予定させていただきたいと思います。詳細につきましては、会長

と調整の上、また御連絡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。 

 以上でございます。 

＜会長＞ 

  どうもありがとうございました。今回は、その前と違いまして資料が大分

早く送っていただきましたが、次回も今回に負けないぐらい早く送っていた

だきたいと思います。御苦労さまですが、お願いします。 

 委員の方々、どうもお忙しいところ、ありがとうございました。これで閉

じさせていただきます。 

 

以上で会議を終了した。 
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