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審議会等会議録 

審議会等の名称 第 3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 19 年 11 月 19 日（月曜日）14:00～16:15 

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、石田光一郎、澤田正之、橋本芳郎、上野豊明、

大庭達敏、國安克行、佐光邦靖、清水春治、清水泰英、田原文栄、益田徳子 

松井邦昭、松谷徹、村田常雄、津森哲夫      敬称省略･順不同(18 人) 

欠席者 内田文雄、佐藤俊雄、山本雅一、佐伯誠、吉村正則、藤岡啓太郎、川崎博巳  

敬称省略･順不同(7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に構想ついて 

 ・新山口駅ターミナルパーク整備構想（案） 

 次第に基づき以下のとおり進められた。 

 

＜ターミナルパーク整備担当部長＞ 

皆さん、こんにちは。本日はお寒い中、公私ともご多用のところ、第３回新

山口駅ターミナルパーク整備検討委員会にご出席いただきまして、まことにあ

りがとうございます。 

 皆様御案内のとおり、１０月１日から約１カ月間にわたりまして、整備構想

の中間案に対するパブリックコメントを実施いたしました。その結果、個人、

団体合わせまして２５件のご意見をお寄せいただいたところでございます。本

日はそのパブリックコメントの結果を踏まえた新山口駅ターミナルパーク整

備構想（案）を提案させていただきます。 

 今回の検討委員会におきます御意見を受けまして、新山口駅ターミナルパー

ク整備構想につきましては、できれば取りまとめができればと思っておりま

す。と申しますのは、本来でございましたら、まちづくり構想に関する全体の

グランドデザインといいますか、小郡都市核プランをお示しした上で構想の取

りまとめをしていただくのが本来の筋だとは思いますが、このターミナル構

想、現在提案してございます駅前広場でありますとか自由通路、アクセス道路、

これらの事業につきましては、かなりの事業期間、あるいは事業費も想定され

ますことから、財源等の関係で、例えば合併特例債を利用したいという思いも

ございますので、できるだけ早く着手したいという思いもございます。また、

一方では、過日の検討委員会でもご指摘がございました。ＪＲがなぜこの検討

委員会に入っていないのかということもございました。ＪＲの方にもこの委員

会には参画をお願いしておるわけでございますが、ＪＲからは構想がまとまれ

ば、ある程度の一定の方向が見えれば何らかの対応をすることは当然していか

なければいけないというような回答をいただいております。そのようなことも

踏まえまして、できるだけこの構想で一定の方向をお示しして、次の段階でご

ざいます基本計画の策定に着手したいという強い思いもございます。そういう

ことも含めまして、できれば今回の委員会で取りまとめができればと思ってお

るところでございます。限られた時間ではございますが、何とぞよろしくご検

討いただきますようお願い申し上げます。 

＜会長＞ 

会議公開の確認 

会議録署名委員を選出（小川委員・松井委員） 

＜会長＞ 
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この事業については、後でパブリックコメントについて御説明いただくこと

になっておりますが、市民の方々からもかなり関心が寄せられておるようで

す。多方面から御意見をいただくことが望ましいので、御出席の委員の方、全

員からの御発言をお願いしたいと思います。 

 それでは、引き続き議事に入らせていただきます。 

 初めに、本日の会議の内容等について事務局から説明をお願いします。 

＜事務局＞ 

  前回御説明させていただきましたように、去る１０月１日から２６日まで

新山口駅ターミナルパーク整備構想（中間案）について、市民の皆様から広

く御意見をお聞きするため、パブリックコメントを実施したところでござい

ます。本日は、パブリックコメントでいただいた意見を整理した内容と、そ

れに対する市の考え方について、整備構想中間案からお手元の構想案への変

更箇所についての御説明をさせていただきたいと考えております。構想案に

つきましては、冒頭の挨拶で担当部長が申しましたように、できれば本日の

検討委員会でご意見をまとめていただき、市といたしましては、今年中に構

想を策定し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＞ 

今日の議題は、お手元の次第にございますが、２番目のパブリックコメン

ト等について、３番目の新山口駅ターミナルパーク整備構想（案）について、

これが主なものです。構想中間案についてはパブリックコメントをいただき

ましたので、それを踏まえたものを、構想案として今回提案していただいて

います。それ以外に、第２回検討委員会が終わりました後に、委員の皆さん

に、この検討委員会の場以外にも直接ご意見をいただく機会があった方がい

いのではないかということで、メール、あるいはファクスや電話やお手紙で

もご意見をいただきまして、それらも参考にして構想案をまとめていただき

ました。この検討委員会の役割としては、ターミナルパークの整備構想と基

本計画について検討する、２つの役割がありますけれども、そのうちの、整

備構想の方について、もしできれば検討委員会として、本日取りまとめをさ

せていただいたらと、そういうふうに思っております。計画の方は、次の段

階での検討ということになります。そういう方向でやっていただきたいと思

います。 

 会議の議事、進め方について説明をしていただきましたが、何かご意見は

ありますか。 

＜委員＞ 

 資料は事前送付をしてもらっていて目を通していますので、事務局の説明

は簡単にお願いします。 

＜会長＞ 

はい、そのようにお願いします。それでは、議題の２、３と事務局から説

明をお願いします。 

＜事務局＞ 

 座って説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 次第の２番と３番、パブリックコメント等と新山口駅ターミナルパーク整

備構想（案）につきまして、これらについては関連がありますので、一緒に

説明させていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 まず、前回の検討委員会でのご意見等を踏まえまして、構想中間案を作成

し、この中間案に対するパブリックコメントを１０月１日から２６日の間、

実施いたしました。その結果、個人及び団体の方々から２５件のご意見をい

ただいたところでございます。それらにつきましては、お手元の資料で表題

が「パブリックコメントでいただいた意見（概要）」で整理させていただいて

いるところでございます。意見者１から意見者２５までの計２５件のご意見

をいただいているということでございますが、このご意見につきましては、
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この資料を見ていただきますとおわかりになられますように、箇条書きで書

いておられる方や、文章で書いておられる方がいらっしゃいました。また、

ご意見につきましては、構想中間案に対してだけではなく、まちづくり等多

岐にわたっておりましたので、事務局の方で項目別に整理させていただいて

おります。これがお手元の資料の表題、「パブリックコメントでいただいた意

見（項目別）」と書いているものでございます。こちらの方には、市の考え方

についても提示させていただいております。本日は、こちらの資料で考え方

等も含めまして説明等をさせていただきます。 

 それでは、初めに、整備推進に関するご意見を紹介させていただきたいと

思います。 

 番号１番から８番までの内容といたしましては、誇りの持てる山口県の玄

関口としてほしい、ターミナルパークを発端として新たなまちづくりのため

に早く整備してほしい、乗りかえ利便性が発揮できるような整備をほしい、

できるところから着実に実現してほしい、などでございまして、これらに関

しましては、市といたしましても早期の事業着手に努めてまいりたいと考え

ているところでございます。 

 次に、ターミナルパーク整備において、具体的に整備を進めていこうとし

ている駅前広場に関しましては、９番から２７番までのご意見をいただいて

おります。内容については、最大限ＪＲ用地の確保に努めてほしい、場合に

よってはＪＲ駅舎東側の用地についても確保してほしい、玄関駅となるよう

な景観形成に配慮した整備を検討してほしい、市及び県の観光案内機能の整

備を検討してほしい等。また、表口駅前広場にバス乗り場を一元化してほし

い。一般駐車場、駐輪場についても面積確保に関すること、また「緑」につ

いてのご意見もいただいております。これは、構想案の１９ページにありま

すように、具体的な整備内容は、基本計画や実施計画の中で定めていくこと

としており、これらの具体的な整備内容に関するご意見につきましては、計

画に関する検討の中で参考にさせていただきたいと考えております。また、

整備の基本的な考え方及び各施設の整備方針につきましては、構想案１４ペ

ージと１５ページに記述しているところでございます。また、「緑」につきま

しては、構想案１４ページの下から２行目の形、別紙資料の「中間案からの

修正箇所」にあるように修正させていただいたところでございます。 

 続きまして、自由通路に関しましては、２８番から３６番までのご意見を

いただいております。内容といたしましては、起点及び終点は階段やエレベ

ーター方式にしてほしい。幅員確保を十分にして通路内にいろんな機能を導

入して、にぎわい創出を図ってほしいなどの御意見をいただいております。

これらの御意見につきましても、規模等具体的な整備内容に関するご意見で

すので、基本計画及び実施計画で具体を定めていく段階での参考にさせてい

ただきたいと考えているところでございます。 

 次に、駅舎位置についてということで、３７番から３９番までのご意見を

いただいておりますが、駅舎につきましては、構想案について自由通路と一

体的な整備を図るものとしているところでございます。 

 続きまして、アクセス道路に関しまして４１番から４７番までのご意見を

いただいております。内容といたしましては、まちづくりに必要不可欠な道

路であるため必ず実現してほしい。大規模遊休地に接続するようにメインス

トリートとして４車線化をなどの御意見をいただいております。これらの御

意見につきましては、整備方針でも記述しておりますように、広域的なアク

セス性及び地域の発展を考慮した整備をしていこうとしているところでござ

います。なお、具体的なことにつきましては、基本計画、実施計画を検討す

る段階で参考とさせていただきたいと考えております。 

 続きまして、構想中間案への直接的なご意見といたしまして、４８番から

５６番までのご意見をいただいております。駅周辺をどうしたいのかが感じ
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られない、利便性、機能性を追及し過ぎている、公共主導とはどういったこ

とか、南北の一体感の欠如とはどういうことを言うのか、南北地区について

はそれぞれに特徴を持たせるべきである、まちづくりの全体の計画が必要、

計画の進行･整備の効果等について具体的に数値化して示してほしい、等の御

意見をいただいておるところでございます。これらのご意見につきまして、

ターミナルパーク整備は、まちづくりでもある小郡都市核づくりの一環であ

り、駅前広場・自由通路・アクセス道路等の基盤整備を進めていくものでご

ざいまして、整備にあたりましては、ユニバーサルデザイン等を考慮するこ

ととしているところです。また、具体的な整備内容につきましては、基本計

画、実施計画で定めるものとしているところです。 

 次に、構想その他に関するご意見といたしまして、５７番から７１番まで

のご意見をいただいております。内容といたしましては、整備目標が当初国

体までの平成２３年と聞いていたが平成２６年になった理由とは、総事業費

等についてはどう考えているのか、駅利用者の動向はどう見込んでいるのか、

駅の利用者を増やすことが必要である、まちづくりに関する要望、また駐車

場、駐輪場の整備等のご意見をいただいているところでございます。市の考

え方としましては、ターミナルパークの整備につきまして、まだ具体的な工

程等は決まっておりませんが、鉄道の営業等を行いながら工事を行う必要が

あることから時間を要することが予測されること。また、国体までには何ら

かの成果を出していきたいと考えているところでございます。さらに総事業

費等につきましては、基本計画で示していきたいと考えているところでござ

います。また、駅利用者の動向につきまして、現時点においては人口減少の

進む中で、今の水準を維持する方向で考えているところでございます。 

 続きまして、ＪＲに関することとして、７２番から８５番までのご意見を

いただいております。内容といたしましては、シンボリックな駅舎、バリア

フリー化、山口線と宇部線の直結化、のぞみの全線停車、新幹線と在来線の

アクセス性改善等の御意見をいただいているところでございます。駅舎につ

きましては、整備方針において自由通路と一体となった整備を目指すことと

しておりますことから、シンボル性、バリアフリー化等につきましてはＪＲ

さんと協議しながら具体的にしてまいりたいと考えております。 

 最後に、駅周辺のまちづくりに関すること、また南北地区を繋ぐ自動車道

の整備に関すること、大規模遊休地に関すること等について、８６番から１

１６番までのご意見をいただいておるところでございます。これらのご意見

につきましては、小郡都市核づくりの参考とさせていただきたいと考えてい

るところでございます。 

 パブリックコメントで寄せられたご意見等につきまして、簡単にご説明さ

せていただきました。市の考え方につきましては、ご意見の右横に書いてお

ります。このパブリックコメントでいただいたご意見について、大きくこち

らの方で分けさせていただきますと、具体的な整備内容についてのご意見と、

まちづくりに関するご意見が多かったように感じております。具体的な整備

内容に関するご意見等につきましては、基本計画及び実施計画の段階で参考

にさせていただきたいと考えております。また、まちづくりに関するご意見

等につきましては、現在策定作業を行っております小郡都市核づくりの参考

にさせていただきたいと考えております。 

 パブリックコメント等についての説明は以上でございます。 

 次に、構想中間案から今回提案の構想案の修正箇所等について、ご説明さ

せていただきたいと思います。「修正箇所について」の資料と「構想案」の資

料でご説明させていただきたいと思います。 

 まず、パブリックコメントを踏まえまして、構想中間案からの修正箇所で

すが、先程の説明のとおり、ターミナルパーク整備に関するご意見といたし

ましては、具体的な整備内容に関するご意見が多く、整備の基本的な方針及
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び各施設の整備方針につきましては、構想案の１４ページと１５ページに記

述しており、これについては考え方がほぼ同じではないかと思っております。

以上のことから、パブリックコメントの意見を踏まえて、２点ほど修正等を

行わせていただいております。 

 まず、１点目といたしまして、パブリックコメントについての説明の中で

も言いましたように、構想案の１４ページの下段の整備の基本的な方針の３

項目めでございます。中間案におきましては、「人が交流し、賑わいのある施

設整備」と書いておりました。これを「人が交流し、賑わいと緑のある都市

空間の創出」というふうに修正をさせていただいております。これは、パブ

リックコメントの資料（概要）の７ページ、意見者８の方が述べておられま

す。今回、構想につきましては、自然の豊かさの中での提示は同じかもしれ

ませんが、基盤整備を進めていく上で、緑の配置についても意識する必要が

あるのではないかということから、今回このように修正をさせていただいて

おります。 

 また、２点目は、先ほども触れましたが、パブリックコメントにおいて、

まちづくりに関するご意見が多数ございました。まちづくり、小郡都市核づ

くりとターミナルパークの関連につきましては、構想案の４ページにもお示

しをさせていただいているところでございます。小郡都市核づくりを進めて

いく上で、先導的な事業として新山口駅ターミナルパーク整備を進めていこ

うとしているわけでございまして、これらの関係について、再整理させてい

ただこうということで、１９ページの１項目目に、お手元の資料でアンダー

ラインを引いている所でございます。「新山口駅ターミナルパーク整備は、小

郡都市核づくりを進めるための先導的な事業であり、現在、策定作業を行っ

ている大規模遊休地を含む駅周辺のまちづくりの計画と調整・連携を図りな

がら「表口駅前広場」「自由通路」「アクセス道路」等の交通結節点の機能強

化に関する基盤整備を実現していきます」という内容を追加させていただい

ているところでございます。 

 以上で、簡単ではございますが、まず、パブリックコメントのご意見とそ

れに対する市の考え方、それを踏まえて、今回お示しさせていただいており

ます構想案についての説明を終わらせていただきます。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。ただ今、議題の２と３を一緒にご説明いただき

ました。議題の２と３、パブリックコメント等と、それから新しい整備構想

（案）についてということの両方につきまして、ご意見、ご質問等ありまし

たらお願いしたいと思います。はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

 このパブリックコメントの意見のボリュームですけれども、実際、市の方

でいろんな事業でパブリックコメント等されているものに比べて、かなり多

い方ですか、それとも普通の感じですか、反応としては。 

＜事務局＞ 

 多い方と思っております。 

＜委員＞ 

そうですか、それだけ市民の関心が高いのであれば、やはり重要な事業だ

という認識を、私どもも市の方々も、その認識を持って進めることができる

と思うので、非常によかったなと思います。 

 意見の方ですが、前回の中間案からの修正箇所に関して、非常にいいなと

評価したいなと思っていますのは、ページ１４の「人が交流し、賑わいのあ

る施設整備」という文章から「人が交流し、賑わいと緑のある都市空間の創

出」という文章に変わっておりますが、これ非常にイメージが湧きやすいの

で、特に「緑のある都市空間」、田舎の自然じゃないよと、緑のある都市空間

という非常に手法を明確に表したフレーズが用いられていることは、非常に
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評価したいと考えています。 

 ただ、それに伴ってもう少し整理していただきたいのが、同じ１４ページ

で、上からターミナルの説明とパークの説明がされていて、その下に、ちょ

っと読みます。「以上のことから」、ここからが重要です。「ターミナルパーク

とは、自然の豊かさの中で、人・モノ・情報がつどい、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」

とあります。その次に括弧書きで、新山口駅ターミナル整備の定義として、「豊

かな自然の中で、交通結節点である新山口駅周辺を中心として、人・モノ・

情報が集まり、人々が回遊・滞留することにより新たな交流の創出を図るた

め、先導的に取り組む必要がある「交通結節点機能の強化」のための基盤整

備が新山口駅ターミナルパーク整備です。」と表現されています。しかしなが

ら、この２つの文章はかなり被っている部分も多く、やはり優れたビジョン

というのは簡単に表現されるべきだと思うので、これもう少しまとめて一つ

にできないかなと思います。 

 それで、さらに言うと、言葉が変化しているんです。そこで、大した問題

じゃないはずなんだけど大きな問題だと感じているのが、上の方の文章、タ

ーミナルパークとは、「自然の豊かさの中で」という表現になっているんです

ね、ところが下の括弧書きでは、「豊かな自然の中で」となっているんです。

これ同じような表現ですけど、大分イメージが違うんです。上の方の自然の

豊かさの中というのは、イメージであって演出的な表現です。ただ、これは

いいと思うんです。ところが、下の豊かな自然の中でというのは、これは実

態です。イメージじゃないんです。どちらかというと、ここの整備っていう

のは演出的にやっていくべきだと思うので、上の「自然の豊かさ」というイ

メージの表現の方が適切だと、先ほどの「緑のある都市空間」これは都市空

間に緑が本来はあるわけないので、演出的なんです。だから、そういう演出

的なことを、あえて意図しながらやっていくんであれば、やはり上の「自然

の豊かさの中で」という表現を採用すべきではないかと考えています。あと

は全ての言葉を融合しながら一つの文章にすべきじゃないかと、あえて二度

繰り返す必要はないというふうに考えています。同様に同じページでも１４

ページの下から２行目ですね、「人が交流し、賑わいと緑のある都市空間の創

出」だと、先ほどのことですけども、これもやはり同じようなことなので、

共通の項目でいかなきゃいけないなと考えています。 

 あと、パブリックコメントの中で多く出てくることの中で、先ほどの説明

の中では、まちづくりに関する意見として、「小郡都市核づくりと連携しなが

ら」というような表現で回避されている部分があるんですけども、まあ実際

そうだと思うんですけども、しかしながら、まちづくりに関する意見の中で、

全てが小郡都市核の方に投げられるものではなく、この小郡駅の都市的なサ

ービス機能の中で、汲み上げていかなければいけない部分も一部あると思わ

れるんです。というのは、意見の中にありますように、都銀のＡＴＭ、そう

いったものは、このターミナルパークの中でやっていかなければいけない部

分じゃないかなと思うんです。 

 そこで、１０ページの４、新山口駅周辺の整備の方向性の中でも、新山口

駅周辺地域の将来像の中で、「玄関にふさわしい空間づくりと業務、商業の集

積による都市機能の充実、来街者の受け皿としての溜まり、交流空間、移動

の円滑化」と出ています。ここで、やはりちょっと欠落していると思われる

のが、玄関口としての機能はこれだけど、ここは玄関口でありながら、且つ

合併した後の山口市、まあ阿知須とか秋穂とか含めた住民の、市民のための

ターミナル機能という部分もあると思うんです。その部分は入ってないとい

けないんじゃないかなと。要するにターミナル機能というか、都市サービス

を受けられる交通結節点としての機能。さらに言えば、僕的に、言葉として
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はこうではないかと思うのが「高齢化社会を見据え、交通弱者に視点を置い

た、市民、県民のための都市サービスを享受できるターミナル機能」という

ようなもの。それが抜けていると、ただ外から来た人のために見せる見せ場

にしかならないので、やはりその部分は絶対に必要だと感じています。 

 具体的に何かというと、これは文章にされる必要もないと思いますけれど

も、先ほどの都銀のＡＴＭが一つ、もう一つは食品スーパーなどターミナル

に結節してあるべきもの、これは中でやるか、それとも近くにある、例えば

コープさんとかとの連動を図るとかそういうのも一つですけども、その辺の

切り口。あとは本屋さん、図書館という、駅の待ち時間を使うことができる

もの。本屋さんなんかは、実際、僕は駅前にずっと居て、いろんな若い子か

ら話を聞くと、駅に本屋さんが欲しいよねっていうのはよく聞く話です。あ

と、実際に私どもの商売のお客様から都銀のＡＴＭというのは本当によく聞

く話ですけど、そういう部分というのは、小郡都市核という部分より若干、

ちょっとこっち(ターミナルパーク整備)側に持ってきてほしい話ではあるな

という感じがします。 

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。 

＜委員＞ 

  それと、もう１点あります。済みません、いいですか。 

＜会長＞ 

  はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

 １１ページの４番の交通結節点全体に共通する整備の中で、白丸の「シン

ボル性と華やかさ、新たな可能性を表現し、斬新な空間デザインを追及」と

あるんですが、これが次の１２ページにも４番で、シンボル性というフレー

ズの中に「斬新な空間デザイン」そして１３ページにもやはりシンボル性と

っていう文章の中で「斬新な空間デザイン」というのがあったんですけども、

もう少し表現を変えられないかなと。斬新な空間デザインというのは、とか

く突飛なデザインというイメージになってしまう。今の時代の中では突飛な

のは安っぽいんですね。やはりどちらかというと、多分、市の職員の方は皆

さんわかってらっしゃるから、先ほどの緑のある都市空間の創出という言葉

をつくられたと思うので、そのイメージと、「斬新な」という方向性はちょっ

と違う気がするんです。強いて言えば「今までにない」「今までにない空間デ

ザインの追及」とかであれば、新しさはあり、且つ別の方向で持ってこられ

るんですけど、斬新というのはかなり前衛的な突飛なイメージがあって、ち

ょっと幸せ感がないな、という感じがするので、フレーズの変更ができない

かなと、お願いしたいと思います。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  いろいろありましたけれども、１４ページの所をもう少しまとめて表現で

きないか「自然の豊かさの中で」の方がいいのではというのが第１点と。第

２点は、小郡都市核だけではなくて、この委員会に直接関係するターミナル

パークとして、そちらの方に関連の深いものもある。例えば、都市サービス

を受けられるような、交通弱者にやさしいとか本屋さんがあるとか、そうい

うふうなのもあるのではないか。３番目が今の１１ページ、斬新なという表

現はいかがなものかということです。そこで、これらについて事務局から1つ

ずつお答えをいただいておりますと時間がなくなりますので、まとめて後で

お願いすることにして、とりあえず全員の方から意見を出していただきたい

と思います。よろしいですか。 

＜委員＞ 

  パブリックコメントの意見が、２５件出たということは、とりもなおさず
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市民の方の関心の高さと期待の大きさを表しているものだと思いますので、

その点私も非常に、大変重たい役割というふうに思っております。 

 それと、このターミナルパークだけでなくて、周辺のいろんな近郊、小郡

都市核を中心としたまちづくりに関する意見も多かったということも合わせ

て、大変いろんな方々の期待が大きいなと思っております。 

 それで、駅舎であるとか自由通路だとか、これは非常に構想的に近いとこ

ろがあるんですけども、その機能そのものを見たときに、駅の乗降客だけを

対象にしたということよりは、駅前広場も含めて市民生活の生活領域の一部

だというふうな定義をしたときに、先ほど発言がありましたけれど、例えば

１０ページの新山口駅周辺地域の将来像の中の表現が、そういうふうな生活

領域の一部だと、あるいは高次都市機能を集約する部分であると、両方が。

そういうふうな定義も成り立つのではないかなというふうなことを思ってお

ります。これはターミナルパークという意味合いです。 

 それから、駅舎あるいは鉄道について、ちょっと違った観点での位置づけ

を見たときには、前回も申し上げたと思いますけども、やはり市民生活ある

いは市民の生活様式だとか文化、伝統を運んでくるようなポイントだと。し

たがって、シンボルマーク、ランドマークとしてのいろんな意味の役割も有

するのではないかというふうなことを感じております。具体的にどの文章を、

というところはちょっと難しいことではあるかと思いますが、そういうふう

なものだというふうに思います。 

 それから、具体的になると駅前広場について、十分な広さを確保してほし

いという意見もありましたけど、具体的に、それをどういうポイントでもっ

て検討していくのかっていうところもこれからの課題かなと思っておりま

す。 

 それと、南北自由通路、単なる通行帯ということよりは、南北の小郡のま

ちづくりを一体化する、住民の生活そのものを一体化するんだという見方が

できると思いますので、その点もこの市の考えには了承をしたいところだと

思います。その中からいけば、この機能に、生活領域の一部としては全天候

型の空間を駅舎の通路とすると。例えば、暑い日も寒い日も雨の日も嵐の日

もそこの空間に行けば非常に快適ないろんな生活が営めるというふうな部分

の創出があれば、今まで以上の賑わいがそこのところを中心に発展してくる

のではないかなと思っております。 

 したがいまして、何度も言いますように、生活領域の一部だぞ、というこ

とを考えております。そうしたときに、その中に、先ほど具体的に委員の方

の発言もありましたけど、外来の方々に対するサービス、あるいは地域の人

の生活に対するサービスということから見れば、やはり機能的に、食べる、

見る、買う、集う、憩う、そういう５つの要素がこの中に、周辺に網羅され

るというものが必要ではないかなと思いますので、そういう要素もこの中に

これから盛り込んでいける部分があればというふうに思います。そういうこ

とを考えましたので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。駅前広場、自由通路の具体的なご意見をありが

とうございました。他にご意見はありますか。 

＜委員＞ 

  地元新聞の８月３１日の記事に、「車いすやベビーカーの利用者、また高齢

者や子供などのいわゆる交通弱者の利用者も年々増加し、昨年１年間に駅員が補

助した車いす利用者は１,６４４件、今年は既に１,３００件を超えている」と

いうのが８月１５日現在。今後も急増するものと見られ、こういった現実の

数字を皆さんにまず分かってもらいたい。大体１日平均すると５件から６件

の車いすの利用者があるという。そして、駅長の答弁では、エレベーター設
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置の必要が多いことは承知しており、今後もそのことを社内外関係機関に伝

えていきたいということで結んでありますが、このことについて、山口市都

市計画課では、１０月末には山口市バリアフリー基本構想の策定に向けた協

議会を設置する計画です。その中で検討していくことになるが、ターミナル

パーク構想検討委員会の基本計画の段階でも検討されるであろうと話してお

られる。ということは、このターミナルパーク整備の方向性、位置づけとし

て、やっぱりバリアフリー化を含めたものであることは、必要不可欠な要素

であると、我々も認識しなければいけないのだなという気がしております。 

 それと、構想に関する意見として、自由通路に関しましては、コンセプト

にあるように単なる通路ではなく、いわゆる多目的広場やミニイベント会場

としても活用できるような工夫が必要だということは以前にも述べてきたと

おりであります。そして、今回の整備構想の案で示されているように、表口

駅前広場、自由通路、アクセス道路を中核としたものであるにしても、交通

結節機能と表裏一体の交通拠点施設として公有地を活用した公的部門、観光

コンベンション機能を中心とした施設の整備を検討し、何らかの形で軸とし

て文字として盛り込む必要があるのではないかと私は考えます。会議の終了

時間もありますから、後は皆さんの意見を聞きたいと思います。 

＜会長＞ 

  ありがとうございます。ほかにございませんか。どうぞ。 

＜委員＞ 

 まず、ＪＲに関することをお伺いしたいと思います。最初の会議であった

と思いますけれども、ＪＲとの協議が大体１０月中にはまとまるであろうと、

こういうお話を聞いておりましたが、パブリックコメントにおいて駅前広場

に関することが沢山出ております。駐車場の問題、駐輪場の問題、あるいは

バス停の問題等、沢山出ておると思いますが、整備を進めるに当たって現状

のままでは無理じゃなかろうかということで、今、ＪＲの遊休地があると思

いますけれども、これらの確保ができるのであろうかということ、それが確

保できれば、また違った計画ができるのではなかろうかいう気がいたします。

その辺がＪＲとの協議の中でどうであったのかお伺いをしたいと思います。 

 それから、市の考え方として、ＪＲに対して引き続き要望していくという

ことであるんですが、この意見の中に、山口宇部線の直結の問題があります

が、ある方は山口宇部線という名称に変えられたらどうでしょうかと、こう

いうご意見もある中で、ぜひ駅の整備にあわせて山口線と宇部線の直結化、

これについては、県とか関係団体とＪＲに要望していくというような考え方

であるんですが、もちろんそれは必要であろうと思いますけれども、ぜひそ

れを実現していただくように、要望としてお願いしておくのと、要はＪＲと

の協議がどの程度どうであったのか、説明がいただければと思います。 

 以上であります。 

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。後の要望の方を含めまして、ＪＲについ

て、協議の中でどうであったのかと。 

＜事務局＞ 

  市の考えといたしましては、ＪＲ西日本の協力無くしてはこの新山口駅タ

ーミナルパーク整備の実現は難しいと考えております。そういうことから、

昨年度から鉄道と一体となったまちづくりを進めるための協議を鋭意実施し

ておるところでございます。 

 また、構想策定に当たりましても、ＪＲ西日本とは十分に協議調整を行い

ながら、この作業を進めてきたところでございます。特に、新山口駅を中心

としました交通結節機能の強化、公共交通乗り換えの円滑化の為には、今の

ご意見のように、線路の再編スリム化等が必要でありますことから、その可

能性につきまして技術的な検討をお願いしてきたところでございます。これ
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に対しまして、ＪＲ西日本からは、先月の初めに、複数の案についての回答

をいただいたところでございまして、現在、この内容のすり合わせ、精査を

行っておるところでございます。具体的には、これから引き続き実施してま

いります基本計画策定の中で、皆様にお示ししたいというふうに考えており

ます。今後とも引き続きまして、ＪＲ西日本とは連絡を密にいたしまして協

議を進め、新山口駅ターミナルパークの整備を実現してまいりたいと考えて

おるところでございます。 

＜会長＞ 

  ＪＲから回答はいただいたと、具体的には基本計画の中でお示ししたい、

そういうことでございます。よろしゅうございますか。ほかにございません

でしょうか。 

＜委員＞ 

  事務局の方には、何度か意見として申し上げたことでもあるんですが、今

回、構想案としてまとめられた中で、１０ページの４の１の新山口駅周辺地

域の将来像という所と、２の新山口駅周辺地域の整備の考え方で、特出しで

１と２、３という所になるのでしょうか、これが、実際それに関わるところ

になっていて、それらのイメージをターミナルパークという言葉でつくって

おられるんだろうと思うんですが、ここのつなぎのところがやっぱり欠けて

いるんじゃないかと思うんです。先ほどもご意見があったんですが、新山口

駅周辺地域をなぜ整備しなければならないかっていうことと、整備する上で

戦略的に駅前広場と自由通路と関連する幹線道路というものが特出しされた

として、なぜターミナルパークという概念の中で整備されるのかというとこ

ろのつなぎが分かりません。 

 まず、駅前広場というのは、これはターミナルパークという名前にもなっ

ている由来でしょうけれども、あまりいい概念じゃないですね、ターミナル

というのは終点という意味です。終わりのという、終わりのところの公園な

んて言うと、ちょっとイメージが悪いですね。もう少しセンスを持っていた

だきたいというのと、それから駅前広場と言っていますけれども、ここで機

能として考えているのが、やっぱり駐車場と中心にしたという話なんですね。

バスとそれからタクシーですけど、これ、前々から言っていますけど、現在

の新山口駅を使っているマイカーの人たちの動き、それから、先ほどお話が

ありました障害を持った人たちの動き、こういうものに対する配慮がない形

で、こういう駅前というのはどうなんだろうかと。さらに、今、問題になっ

ているのは、南の方といいますか、新幹線口の方の整備との一体性というの

が、何か表現されていないというのが非常に気になっているところです。こ

れが１点です。 

 それから、自由通路の件については、先ほどからご意見が出ていますので、

そのとおりだと思います。つまり、これが自由通路という表現で、先ほどか

ら出ているような、南北分断されたことの問題点を解消するような意味にな

っているのかどうか。中途半端なものを造れば、まさに犯罪の恐れもあるよ

うなものをわざわざ税金を使って造るようなことにもなりかねない。少なく

ともそれを造ることによって、市民の生活はどのように変わり、乗降客はそ

のことによってどのように魅力のあるものとして考えるかということを考え

た場合に、こういう自由通路なんていう表現でいいのかどうかということを

一つ考えた方がいいと思います。関連する幹線通路については、抽象的にこ

ういう表現になっているんですけど、これも図を見ればどういうのかという

のは分かるんですけど、まだ幹線といっても、いわゆる高速道路への繋ぎの

所のアクセスの問題だけで考えられていますけど、これもやっぱり駅の一体

化ということからいうと、今のバイパスのところについても、やはり念頭に

入れた上で表現しておかないと、かなり偏ったイメージになってしまうんで

はないかなと思っているので、以上のようなことの関係で、質問を一つだけ
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お願いします。 

 この協議の中で、ＪＲとの協議を進めているという話だったのですが、こ

のバス会社との、あるいはタクシー会社との協議というのは、この中ではど

ういう占め方をされているのかということだけ、質問したいと思います。 

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。ターミナルパークの構想と、それから１

０ページの４の１と２と３、それとの間のつなぎの点について。駅前広場、

自由通路等ついてご意見をいただきました。また、バス会社、タクシー会社

との関連はというご質問がありましたが、事務局の方どうですか。 

＜事務局＞ 

  バス会社、タクシー会社との関連つきましては、整備方針の１５ページに、

それぞれの交通の機能分担等ということで記述していますが、まだ直接に具

体的なお話はさせていただいておりません。次の基本計画等において、第１

回目の検討委員会でご説明させていただいたかもしれませんが、専門部会等

というのも考えておりますので、これらの中で協議をさせていただきたいと

考えておるところでございます。 

＜会長＞ 

  次の基本計画の中の専門部会で、今の交通弱者、タクシー等についても考

えようと。そういうふうに理解していいですか。 

＜事務局＞ 

  はい。交通事業者さんの方と協議の場を持っていきたいということでござ

います。 

＜会長＞ 

  はい。そういうことです。ほかにございませんか。 

＜委員＞ 

  基本的に、こういう計画、構想を立てる場合にも、やっぱりニーズという

ものをしっかり捉えておかなきゃならないわけで、住民側とか利用客だとか

と同じように、サービスを提供する事業者の方からニーズといいますか、あ

る程度先に構想の中に盛り込んでおかないと。例えば、実施計画だとかにな

ると、構想にある文言で随分後の展開が違いますし、基本計画をしていく場

合にも、そのことによって表現が違ってくるので、何らかの形でやっぱりこ

の構想の段階で事前協議という形でもいいですから、もう始められた方がい

いのではないかなと思います。 

＜会長＞ 

  よろしいですか。ほかにございませんでしょうか。 

＜委員＞ 

  今、いろいろな業者とのすり合わせということがあったのですが、今、既

に皆さんもご存知のように、新山口駅の中の名店街がリニューアルといいま

すか、耐震工事等で整備に入っております。そちらの方でお商売させていた

だいているので、該当しているんですけれど、もう既に２期工事、３期工事

まで、もう来年の夏の頭まで色々なことがどんどん決まっていっています。

例えば、先ほど発言のあった待ち合わせる図書館じゃないですけど、本屋さ

んが入るとか、今までに無かった商業スペースをもっと広げるとか、かなり

ＪＲさんの方は進められておられますので、今後こうしたいと言っても、や

れそれとできる金額ではないと思いますし、ぜひ先ほど委員さんがおっしゃ

ったように、交通機関もですけれど、企業の方との調整もしていただけると

大変スムーズにいくのかなと思います。今も、名店街で本当は出店したいん

だけれども、こんなに度々内装で変えられちゃうと、経費がかかって出店で

きないよっていう業者さんも実際いらっしゃいます。ですから、何年か先に

こういうものができるよっていう計画があれば、お店が出店しようと思えば、

その計画に伴って企業の方も計画が立てられると思いますし、いろいろな準
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備ができると思いますので、賑わったまちづくりをしたいという考えがあれ

ば、ぜひとも早目に取り組んでいただきたいと思います。 

 それと、もう一つお聞きしたいんですけれど、パブリックコメントの色々

なご意見が沢山ありましたが、これはどの辺の方のご意見が多かったとかわ

かるようになっていたか、私がそこをよく見てないので。例えば旧小郡地区

の方々ですとか、南部の方々が多いとか、きっと感じ方というのは、同じ市

になってもなかなか違うと思うんです。私たちからすると、そこを使って色々

な所に動くというか、拠点であるだけで、生活という部分はないですけど、

そこに住んでらっしゃる方もいるわけですから。生活というのを発言で、そ

うだなあと思ったのは、私が離れた所に住んでいるから。でも、逆の立場に

なったらそうだなあと思いましたので、別に小郡だけではなく、南部の阿知

須ですとか秋穂ですとか、やっぱりそちらの方は必要でしょうし、徳地の方

の意見というのとは全く違うと思うのです。同じ市民の意見でも、やはり住

んでらっしゃる地区によって違うと思いますので、そこの部分もやはり配慮

してさしあげた方が色々な部分でスムーズに行くのかなと感じました。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  はい、ありがとうございました。パブリックコメントをいただいた方々は

どの地域の方からなのか。すぐ用意できればちょっと知らせていただいて。 

＜事務局＞ 

小郡及び小郡周辺の方が多かったように感じております。それと、北部の

方からも何人かはご意見をいただいているところでございます。 

＜会長＞ 

  はい、わかりました。集計はしていらっしゃらないようですので、ほかに

ありますか。 

＜委員＞ 

 パブリックコメントについて、基本的には皆さんから大変いいご意見をい

ただいておるなと感じております。先ほどから他の委員さんがおっしゃって

おられましたが、交通弱者という点、我々自治会関係も、非常に今から山口

も高齢化していきますので、この構想の中に１０ページの新山口駅周辺の将

来像というところで、人に優しいというような言葉が３項目の中に入れても

いいかも知れませんし、別にしてもいいんじゃないかと思いますが、今から

の交通体系全体のことを考えると、高齢化社会に対応したような構想を将来

像の中に少し入れたらどうだろうかと思って意見を述べさせていただきま

す。特に、山口北部の方に住んでいる者たちからすれば、現状の駅は非常に

使いにくいといいますか、駅に来るまでとか、来てからとか、私も８０歳ぐ

らいの姉がおりまして、歩くことが余りできませんので、それかといって車

椅子はまだ使わないんですが、その姉を送り迎えするのが非常に使いにくい。

それから、山口市の交通体系の中の委員会でも、いわゆるコミュニティバス

とかコミュニティタクシーと高齢者が非常に多く利用するような交通と、い

わゆる幹線交通の接点、それから人に優しい駅になるといいなということも

非常に話題になっております。そういう面を少し構想の中に入れていただい

たらと思っております。 

＜会長＞ 

  交通弱者とか、人に優しい交通体系という言葉を構想の中に入れてはどう

かと、そういうご意見でした。ほかにございませんでしょうか。 

＜委員＞ 

 まず先にお聞きしますが、最後の１９ページに、整備目標が合併１０年後

の平成２６年度を目指しますと書いてありますが、これは平成２６年度に整

備が完了するという意味なんでしょうか、それとも２６年度に整備を実施す

るという意味でしょうか。 



13/23 

＜会長＞ 

  これはどうですか。２６年度に終わるのかどうか。 

＜事務局＞ 

 平成２６年度を整備目標と記述しておりますのは、このターミナルパーク

構想に揚げていることについては完成させていきたいということです。 

＜会長＞ 

  ということです。完了するということです。 

＜委員＞ 

  では、それを踏まえてなんですが、この整備計画というのを山口市民、特

に小郡近辺の方はかなりの期待を持って見てらっしゃると思います。ですか

ら、一日でも早く具体的なものを出していって、行動を実施していただきた

いと思うのですが、先ほど他の委員さんのお話であったんですが、構想の中

にないものというのは、なかなか実施段階で、基本計画の段階で織り込まれ

てこないんじゃないかという話がありまして、確かに私もこの案を見たとき

に、まちづくりに関して余りにも抽象的過ぎて、具体的に何ができるという

ことが見えてこないので、もっと具体的なことを織り込んでいただきたいな

というのが１点です。 

 そして、１１ページの５番の駅直近の市街地というところで、周辺のまち

づくりのことに関して記載されていると思いますが、特によく声を聞くのが、

一番下の「観光・コンベンション機能の充実」というものを私どもの回りで

は声を大きくして言ってくれと聞きますので、そのあたりのところを具体的

に織り込んだ案をつくっていただきたいと思います。 

＜会長＞ 

  コンベンション機能などの充実についてのご意見でした。ほかにございま

せんか。 

＜委員＞ 

 １７ページの図。これはイメージだと思いますが、最初に非常に小さなこ

とをお伺いします。第２回目の会議でいろんなご意見が出て、何というか、

ここが溜まり交流空間になって、商業施設なんかも、単に昇降客が乗り降り

するだけではなくて、ここでいろいろ時間を過ごすことができるような機能

を導入したい等、いろいろお話がございました。それとの関連で、これは単

なる今の時点でのイメージ図でしょうが、例えば自由通路と駅舎との関係で

すね、この前のお話ですと、何らかの、商業施設か何か分かりませんけど、

ここのところで結構な交流空間ができるとか、そこまではなかったかも知れ

ませんけれど、そこのところはどんな説明がなされているのか。恐らくＪＲ

さんとの話し合いが進まないとできないということかもしれませんが、私が

懸念するのは、ここにオレンジ色で示されている駅舎っていうのは今の駅舎

のことでしょうから、これ自体も今の通路みたいなものですね、自由通路と

の関係がどんなふうになるのか、ある程度幅も持たせられるというようなお

話もあったかと思います。 

 それから、上の図の感じでは、表口の方から上がってきて、自由通路を通

過して、降りる方の所は現在の新幹線口との関係はどうなるのですか、こう

いった話はまだまだ先の話ということならば仕方ないですけれども、その辺

はどういうふうに考えたらいいんでしょうか。 

＜会長＞ 

  １７ページのイメージ図で、自由通路と新駅舎、あるいは新幹線の方の駅

舎との繋がり、どういう関係になるのか。交流機能なども含めてということ

で、これについてはどうですか。 

＜事務局＞ 

  詳細については、今後の基本計画の中で定めていくわけでございますが、

基本的な考えといたしましては、このイメージ図で表しておりますように、
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現在の駅前広場を拡張整備していきますと、既存の表口の駅舎がその範囲に

かかるようになってくると思いますので、これを基としまして、今ＪＲと協

議をしておるわけでございます。今現在ある駅については、自由通路と同じ

高さの２階レベルに持っていこうと。そうしますと、現在の表口駅舎の中に

は多少のお店等も入っておりますので、当然これもどこかに持っていかなき

ゃいけないということで、できれば自由通路や駅舎の２階レベルに合わせて、

スペースを確保できないかということで、ＪＲさんとはお話を進めていると

ころでございます。 

 それと、自由通路でございますが、これは市民の皆様が自由に２４時間通

れる通路ということで、鉄道を利用される方は、その自由通路から改札を通

って駅に入られまして、各線路に対しては駅構内の通路で移動していただく

というふうになるかと思います。詳細は基本計画の中でお示ししたいと考え

ております。 

＜委員＞ 

  そうすると、今ある駅舎っていうのは、あれは通路だけでなくして、拡幅

されて、中にお店が入るような形になるんですか。そういうこともまだまだ

ということですか。 

＜事務局＞ 

  思いとしては、私たちも同じように、できればその自由通路周辺に賑わい

の施設を併せて造っていただきたいということで、ＪＲさんにはお話をして

おります。具体にそれがどうなっていくかは、これからの協議によると考え

ております。 

＜委員＞ 

  そうしますと、要するに構想案ではあるんですけど、何かかなり限定され

ているような、すなわち自由通路とそれから表口の駅前の広場、それとアク

セス道路、この観点から進めると。そうすると、いろんなお話がこの前出て

きた中で、後で民間の開発業者がいろんな形で入ってきて、特に駅の西側の

空き地をどのように活用するか。そういったことがどのようであれ、この３

つのものは大体動かないんだというふうに考えていいのでしょうか。私が感

じますのは、こんなところは構想とは言いながら、割合細かいことが書かれ

ている。しかし、実際はかなり民間頼みのところがある、ということで、そ

の辺は懸念しなくても良いのでしょうか。まあ３つの要素と言ってしまいま

したけど、そこのところが民間さんがどのように入ってくるか、それからＪ

Ｒさんがどのように対応するかということによって、相当変わってきます。

極端な話、非常に大きな商業施設が来ることによって、全く、今構想で考え

ているようなものとは変わったものになるというようなことさえあり得る

と。とりわけ自由通路の所の要素というのは、今から変わりそうな気がしま

すが、いかがでしょうか。 

＜会長＞ 

皆さん、気になるところだろうと思いますが、駅西の遊休地のところの、こ

れは主に市が所有しているので整備しようと思えばできるはずです。しかし、

構想に細かいことが書かれている割には、ＪＲや民間は関わらないわけにはい

かないわけで、それ次第で変更があるかもしれないけれども、それとこの３点、

駅前広場、自由通路、アクセス道路、との関係はどういうふうに捉えればいい

のか、その辺はいかがでしょうか。 

＜事務局＞ 

  例えば、自由通路の具体的な規模といいますか、幅員等も、これから基本

計画の中で決めていくわけでございますが、当然、この自由通路といいます

のは、駅利用者の方も市道として利用されます。付近の方もこの通路を自由

に通行していただくわけでございます。そのときに、どのぐらいの人が使わ

れるかということは、当然駅北の将来の土地利用のあり方を想定しませんと
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値の数字が出てきませんので、今、一方で進めております都市核推進プラン

の中で、その土地利用の、概ねの土地利用が想定されまして、それに基づき

まして必要な規模等も決めていきたいと考えております。当然、大規模遊休

地等の土地利用によりましては、自由通路から、場合によっては人工地盤等

でつなぐ方がより効果的だということであれば、そのような考え方も適時追

加して検討していく必要があると考えております。 

＜会長＞ 

  ということです。ほかにありませんか。 

＜委員＞ 

  ちょっと気になる所があります。一つは、今も出ている話ですけど、この

ターミナルパークの整備構想と、片一方では小郡都市核づくりの推進プラン

がある。あるいはもう少し周辺の話もある、あるいは道路の話もある。それ

で、ターミナルパークの検討委員会なんですけど、小郡都市核づくりの推進

プランの領域ですというようなのが非常に複雑に絡み合っているんですね。

したがって、構想というものと、その外にもう少し具体的なイメージがうま

く合わないと、構想そのものも、なかなか絵が浮かばないというようなこと

もあって、あるいはタイミングの問題もあると思うんですが、そういうこと

からいくと、もっと横断的な推進組織という形で強力に取り組みができない

かなと思っております。今、ターミナルパーク推進室ということでプロジェ

クトの担当です。一方、都市整備部もある、あるいは総合政策部もあると思

いますけども、何かそれを一元化した中でそれぞれの機能分担等々が明確に

できないのかなということがまず一つです。その中で、小郡都市核づくり推

進プランの検討をスタートしているとお聞きはしていますけども、もっと早

期にその姿もわかるようにしていただきたい。 

 それから、もう１点は、来年の４月から九州新幹線、開通が始まります。

そのときに、鹿児島発の新幹線、あるいは鹿児島行きの新幹線が新山口駅に

何割とまるのか。多分ＪＲさんとして考えたときに、それがＪＲにとってプ

ラスになるのかマイナスになるのか、端的に言いまして。そのことが逆に言

えば山口市なり、あるいは山口県の玄関としての新山口駅を、ＪＲさんから

見たときのプライオリティーを表しているんじゃないかなと、私は思ってい

るんです。それからしたときに、統一的な組織で、あるいは県もそのことに

対して強力に新幹線の停車率を高める動きをしていただきたい。こういうも

のがベースになっていろんな交流や、産業の誘致というものができます。そ

うすると、定住人口が増えます。こういうまちづくりを通じて、いろんな安

心・安全なまち、子育てがサポートできる、あるいはイベント的な空間なり、

憩いの空間があれば、やっぱりそこに人が集まってくるというものがありま

すから、今、統一的な組織、それと小郡都市核づくり推進プランを早くそう

いう意味でスタートしてほしいということ、それと、ＪＲさんに対して、今

出ているような課題もありますけども、新幹線の鹿児島からの列車の停車率

を上げるように、これは県も含めてそこら辺をお願いしたい。都市核づくり

の進め方というようなことも関係すると思いますから、ほかの方の意見もあ

ると思います。 

 もう１点。南北の一体化ということが、この構想の中にも出ておるんです

けど、その中で南北の一体化を図る手段として、自由通路、歩行系で構想の

中に記載されています。パブリックコメントでの意見にも、私自身も思うん

ですが、自動車の往来が、南北の往来が非常に今不便な状態でございます。

駅前広場の面積をある程度確保しないと、自動車の道路が、施設整備が難し

いとは思うんですが、それも構想の中で何とか検討をお願いできないか。こ

の意見の中にも出てきておると思いますので、人だけではなく、自動車道路

による南北の往来も一つの構想の中に入れてほしい。こう思いますから、そ

の点もよろしくお願いいたします。 



16/23 

 以上です。 

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。３点いただきました。第１点は、この会

議のあり方で、前にも議論をしたこともありますが、構想そのものだけでは

なく、小郡都市核全体についてもっと横断的に取り組む必要がある、こうい

うご意見です。２番目は、九州新幹線の開通、何本停まるか、皆さん関心が

あるところですが、新山口駅に停車するように、そういう働きかけがほしい。

３番目は、南北一体化として、歩道だけではなく自動車道も検討してほしい。

ほかにございませんでしょうか。 

＜委員＞ 

  もう時間も余りないので、これを最後に質問させていただきますが、今言

われた、今回の整備構想案で示されている、その自由通路にしてもそうです

が、やっぱりこれは先ほど言いましたように、交通結節機能と表裏一体の交

流拠点施設として、私は以前の小郡デザイン会議から委員として出ておりま

したので、どうしてもそっちの方に頭が戻ってしまうところもあるんですが、

そういった部分じゃあ、やっぱりどうしても今の公有地を活用した公的部分

の機能を中心とした施設の整備を検討して、今回、この字句も、もっと少し

弾力性のある、そういう今後の展開によればこうなる可能性もあるみたいな

夢をちょっと持たせてもらえればいいかなという気はしております。 

 それと、他の委員の方からもありましたが、現状では新山口駅から県下各

地への交通体系が極めて脆弱だということは、私だけじゃなく皆さんもご周

知と思いますが、そういった部分で交通結節点の機能強化を主眼とするなら

ば、最も重要な機能としては、県内のどこにでも便利で行けるような交通体

系にシフトアップしていく必要があるということは、以前も意見が出ていた

と思います。特に、４年後の山口国体に向けて、このことは本県にとっての

喫緊の課題であり、今回の検討の重要な視点として、これは交通事業者だけ

ではなく県も含めて、方向性と具体策を協議する必要があると私は考えます。

これは、次の基本計画、委員会の中で、先ほど事務局の方がお示しになった

交通業者等もその中でいろいろ検討していくという中に、ぜひとも県も含め

て協議する必要があると思います。 

 そして、先ほどのＪＲの件は、基本計画の中でＪＲの回答を精査して我々

に報告するというような事務局の答弁だったと思いますが、私は第１回目の

この構想協議が入るときに、どうしてこの中にＪＲの代表の方が来ていない

んだと言った、そのときの答弁では、次の基本計画の中で専門部会等の中で

参画してもらって、そこでＪＲの意見を直に我々は聞けるというふうに解釈

したのですが、そこはどうなんでしょうか。それがまず質問の１点と。 

 そして、４年後に控えた国体、そしてその後にはすぐ障害者のイベントも

あります。そして、また二、三年後には今度は高齢者のイベントもあると聞

いておりますが、数千とか数万人の選手、関係者を迎える国体、その玄関口

となる新山口駅の整備、これは今、この山口市の構想の中でいろいろ検討し

ていますが、県の玄関口である以上、県が何も発言せずに静観されていると

いうのは如何なもんかなという気がしておりますので、県の方にもこの見解

というか、県はこういう形でこの構想の中に入っているんだよということを

我々に伝わるように、まず答弁してもらいたいなという気がしてなりません。

というのも、県は予算がない予算がないと、我々は予算を当てにしているわ

けじゃないけど、でもやっぱり親としての責任だけは果たしてもらいたいな

というふうな気がしております。 

 そして、どうしてもこの構想の中心に新山口駅というものがある以上は、

その精神は駅の機能をハード、ソフト両面からいかに充実強化できるかにか

かっているというふうに私は考えています。したがって、ＪＲ等は委員会や

パブリックコメントの意見、提言等を踏まえて今後とも十分な意思の疎通と
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協議を行っていただくとともに、できるだけ早い時期に直接ＪＲの考え方を

聞ける委員会にしてもらいたいなというふうに思います。その中で、また先

ほどからいろいろ出ている駅ビルについての見解、これが長期展望でもいい

ですが、そういうことを示してもらえると、またこの構想の中身も方向性も

変わってくるのではないかなという気がしておりますので、そういう部分じ

ゃあ事務局の方も大変でしょうが、次の基本計画の中にはＪＲは欠かせない

要因として出席してもらいたい、参画してもらいたいということを切に要望

して終わります。 

＜会長＞ 

  はい、ありがとうございました。ＪＲの考え方を聞けるように調整してほ

しい、また、県の取り組みも聞きたいとのことですが。 

＜事務局＞ 

  まず、ＪＲとの関係でございますが、第１回の検討委員会のときに、委員

の方からそういうご指摘がございまして、その後、市長とともにＪＲ本社の

方に伺いしまして、検討委員会の中でもぜひ参画をお願いしたいというご意

見も出ておりますよというお話を申し上げました。そのときの、ＪＲさんか

らの回答でございますが、今は山口市でまちづくりについての検討をされて

いる状況であるので、その方向性が固まれば当然その中で、構想等も固まり

ましたら鉄道事業者としても、市民から鉄道事業者に対するいろんなご意見

等も出るでしょうから、責任を持って鉄道事業者としての回答をしていきた

いという返答をいただいております。検討委員会への出席につきましては、

どういう形をとるのがいいのか、もう少し詰めてみたいということでござい

ましたけど、参画していただけることは約束していただいたところでござい

ます。 

 それと、もう１点、県へのご要望等を申しておられましたが、我々がこの

構想策定、あるいはこれから計画をつくっていく上に、これまでどういうふ

うに県と関わってきたか、これからどういうふうに関わっていくかという、

とりあえず市としての考え方を先に申し述べさせていただきます。ターミナ

ルパーク整備は広域の県央中核都市の形成に向けた人・モノ・情報が集まる

小郡都市核づくりの第１歩となる重要なプロジェクトでありますことから、

構想や計画につきましては、これまでも国、県、あるいはＪＲとの協議、ご

指導を受けながら、市が自らつくり、可能性を示した上で、さらに国、県の

ご支援をお願いすることとしております。ターミナルパークのような交通結

節点を整備する際は、複数の主体が関係しておりましたり、また、さまざま

な規制等が存在しますために、整備だけではなく関係機関との調整におきま

しても相当な時間を要します。また、課題も多く見られるわけでございます。

このようなことから、構想策定にあたりましては、事前に関係機関でござい

ます国、県、あるいはＪＲとも協議をした上で、今回の基本構想の案を作成

し、皆様にお示ししてきたところでございます。この基本構想がまとまりま

すと、次の段階といたしまして、各施設の具体的な規模、あるいは内容等を

基本計画、実施計画で定めてまいりますが、この段階におきましても県と十

分に協議をいたしまして、県、市の役割分担を調整しますとともに、さらに

は国、あるいは県に必要なご支援もお願いしてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

＜会長＞ 

 ありがとうございました。 

＜委員＞ 

今、ほとんど市の方で言われましたけど、ご承知のようにこの新山口駅及

びその周辺の都市基盤の整備は、確かに新市のまちづくり、これの核となる

のだろうと思うのですが、やはり県としてもこういう県央部での中核として、

これに通じる事業ということで、実は昨年度から行政だけの行政会議という
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会議もありまして、いろいろなどのような制度が使えるか、どういう規制が

あるのか等、行政同士の会議というのを昨年度から実施していました。それ

に対して、県も、本日は土木、私は地域振興の方でございますが、参画をさ

せてもらっています。小郡都市核づくりの、一番初めに取り組んでいくとい

う意味合いでこの新山口駅ターミナルパーク構想整備、これを具体化に向け

て、幅広く市民の皆様から意見を聞く会議ということで、この委員会に参画

をさせていただきまして、あくまでも今は構想ということでして、今後具体

的になりますと、先ほど説明がありましたように、ＪＲとかいろいろな形で

の調整の中で、より今より具体的な案が出てくるだろうと思います。また、

その中では私どもも、当然会議には参画をさせていただいて、いろんなまち

づくりについては、先ほどあった道路整備等いろいろございますので、その

取り組みが進むように、県として取り組みをやっていく。こういうのが私ど

ものスタンスでありますので、来年から基本計画の検討を引き続き行うとい

うことでございまして、より具体的になれば、いろいろな意見等を言わせて

いただこうと思っております。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。ほかにありませんか。 

＜委員＞ 

  提案ですけど、先ほど言いましたように、１１ページのところと、その前

のところとの間にどうもずれがあるということをお話したんですが、実は新

山口駅周辺地域の整備の考え方というところを、こんな具体的な駅前広場と

か自由通路とか、そういうようなことについて述べるのではなくて、これは

もう次のところに述べることですから、今まで出てきたようなところを踏ま

えて、もう少し書き直した方がいいんじゃないかと思います。というのはど

ういうことかというと、この新山口駅周辺地域の整備というのは、いろいろ

な計画があって、そういうものとの一体性を考えながら整備をしていくんだ

という、そういう考え方をもう一段、ここで整備の考え方として提起した方

がいいと思います。 

 それから、整備をする場合の実施主体はどこにあるのか、恐らく山口市と

いうことだけしか考えてないんですね、でもそのやり方は合併特例債を使っ

てという、そのことに余りにも縛られ過ぎた狭い考え方だと思います。合併

特例債というのは一部であって全部ではないんです。これから整備をするた

めには、民間の人たちだって自分たちが投資をする先を求めているわけです

から、投資の機会としてこれを開放すればいいんです。地元の人たちも投資

をするし、外部の人も投資すりゃあいいんです。そういうことに対して公募

ができるような、このあたりのところは公も民も協力する。自分たちが参加

して、この新山口駅周辺は整備していくんだということの覚悟を述べること

によって、ＪＲもただ単に皆さんから要望があったら答えましょうなんてい

うんじゃなくて、自分たちが主体的に参画しなきゃならないような仕掛けを

つくって次の段階に入るべきだと、そう思います。そういう文章にここは書

き変えた方がいい。 

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。ご意見いただいてない方もできれば発言

していただければありがたいんですが、いかがですか。 

＜委員＞ 

 年をとったものが余りいい意見をよう言いませんから控えておるんです

が、やはり今、この駅を中心に物を考えておるわけですから、駅とまち、駅

と地域周辺、駅と民間と、全部その垣根を駅側で取り払ってもらわんと、話

が全然進まんと思うんです。基本計画でまたやればいいじゃないかというこ

とであるが、構想の中に盛り込むためには、駅がどの程度に協力をしてもら

えるいかということが一番大事な要素になろうと思うんです。それで、駅主
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体の利便性とか商店街とか憩いや交流の場、あるいは参画する場所や、行っ

てみたいような場所があるとか、滞在ができるとか半日ぐらいは過ごせると

かいうようなことを考えていくときに、全く新しい野原に小郡駅をつくるん

じゃなくて、古い駅をどのようにリニューアルしていくかという問題なんで

すよね、駅自体を考えたときには。そうすると、もう場所っていうものが決

まっておるわけです。だから、その場所をどのように確保していくか、新し

い駅にするために場所をどのように確保していくか。 

 山口線がありますが、山口線の西側というか北側というか、引き込み線が

いっぱいありますけど、あんな引き込み線はもう要らんと思うんです。中の

方の線路にしても、私は中学校の頃におもしろいからいろいろ見ていたんで

すが、あのころは貨車が多くて、荷を積んだりするたびに出したり入れたり、

箱を入れかえたり、手旗信号を持って、よく活躍していました。今はあんな

こと全然やってないです。だから、駅の中の線路もあれだけ要らんと思うん

です。そうすれば、そこに用地が浮いてくる。確保できる。今古い小郡駅、

いわゆる新山口駅ですが、小郡駅をリニューアルするためには土地が有効に

使える所はどこにあるかっていったら、その西側の遊休地ですか、それぐら

いしかないんです。さっきのイメージの図でも、あれを見ると、今あるもの

を、色をクリーニングしてきれいに手直しをした。お化粧をしたという程度

のものであって、もっと大きな土地も確保する。それから、駅にぜひお願い

をしたいのは、空間は提供してもらえるのかどうか、平地に土地がなければ

今度は空間に土地を求めると。だから、駅の上、プラットホームの上にも自

由通路でも、単なる自由通路じゃなくて、もっと広い賑わいの自由通路とい

うような形の空間利用っていうものがあると思うんです。そういった何かも

う少し発想を変えた新しい、そういうものを目指して、まだ今からでも考え

ていけるんではいかというふうなことを思います。 

 さっきから盛んに他の委員さんが行っておられますけれども、やはり民活

とか、ただ市だけでやるっていうことじゃなくて、市は土地を提供する、こ

ういう新しい土地を見つけたぞ、こういう空間を使ってもいいぞ、駅も垣根

を取っ払っている。ここからはＪＲの関係だから、あんたらが要らん世話を

やくなということでは、もう全然新しい駅にならんわけですから、その辺の

ことをＪＲさんが検討員会に参加していただいて、我々と一緒になって議論

していただければ、もっと素敵な構想ができるし、私どもが質問したり聞き

たいことがあっても、今のままでは駅の関係者がおられんから聞きたくても

聞けないし、だから意欲が湧かんのです。私自体はそういう気持ちを持って

おりまして。これからひとつご努力をいただいて、ＪＲとの先でのもう少し

具体的な話に突っ込んで、対応してもらいたいというふうに思っています。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。ＪＲは参加してくれるのか、どんな取り組みを

するのか、そういうご意見でした。ほかにいかがでしょうか。 

＜委員＞ 

  最後になりましたが、あのパブリックコメントには、残念ながら余り南部

の方からいろんな要望が出ておりません。大変残念だなというふうに思って

おります。特に、南部の方については交通機関というものの機能が、これか

らターミナルパーク構想に至って、これをどうにかならないだろうかという

地元のご要望にお答えすべき私も代表の一人として、これをぜひ実現させて

いきたい。皆様ご存知でないかと思いますが、小郡に来るのに南部から直接

来れば１０分あれば来ます。ただし、今私がここに来るまでの時間というの

は２０分から２５分かかります。というのは、道路に信号機が４つ、５つぐ

らいあります。せっかく新山口駅ターミナルができるのに、小郡駅の周辺の

地域の活性化だけじゃなくて、やはり南部の方にもそういった魅力のあるま

ちをつくろうじゃないかというのが、南部の皆さん方の大きな要望でござい
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ます。一応参考にしてみましょうと言うんじゃなくて、ぜひこれを実現に向

けてやっていただきたいというふうに、南部地域として、これをぜひ実現に

向けて早期に、これを市長さんにも、また県にもこの辺を要望していただき

たいなというふうに思っております。 

 以上です。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。ほかにどうでしょうか。 

＜委員＞ 

 ターミナル構想につきましては、基本的にはこれでいいんじゃないかと思

っておりますが、ただ先ほどからいろいろご意見が出ていますように、表現

の仕方等については検討していただきたいなと思っております。それから、

先ほど他の委員がおっしゃいましたが、南北の繋ぎはぜひ車が通るぐらいの

構想を持ってやっていただきたいと思います。 

先ほどからコンベンション機能についての話がいろいろ出ておりますが、

全国にコンベンションの勧誘に行きまして、一番困っておるのは、二、三千

人規模の会場がないということなんです。今使っているのは、県の交通文化

センターと同じく、県のきららの球場を使っているんですが、設備に大変お

金がかかるし、非常に使いにくい、スポーツ施設なので飲食等々が全然だめ

とか、あるいは文化系の施設がないとかいうようなことで困っているんです

が、ただ、それは絶対欲しい施設だなと思っているんです。県やら市に、二、

三千人規模の施設を造ってくれと、もうずっとお願いをしているんですが、

お金のある時代から無理だったものが、今、お金のない時代に本当に造って

もらえるのかどうかというような考えになっていまして。そこで、今の小郡

の核というんですか、メッセの機能を持った集客施設を造ったらどうかと。

というのは恐らく相当お金のボリュームが下がるんじゃないかと思うんで。

とりあえずそういうものを造って集客をしたらどうかと。 

 それから、これは全く私の勝手な案ですが、そういうコンベンション機能

は、スポーツ文化センターにちょっとお金をかけて改修すれば、あるいは改

装して補強すれば十分使えるんじゃないか、全国的には全く同じ施設をコン

ベンションにもスポーツにも使っている所がたくさんありますので、県の役

員の方の頭を変えるのは大変難しいかと思いますけど、機能的というか技術

的には何ら難しいことはないものと思っていますし、ただ難しいのは法律と

かいろいろなものがあって、それをどうやって変えるかということじゃない

かと思っておりますが。私個人的には、今からそれを推進していく方が一番

早道じゃないかなと思っております。関係ないことを言いましたけど、よろ

しく。 

＜会長＞ 

  ほかにございませんか。 

＜委員＞ 

  ターミナルパークに関係する問題は、縦軸、横軸、いろいろな関係がある

はずですから、出来れば解りやすく、フローチャートみたいなものでポイン

トポイントがよくわかるようにしていただけたらなという感じでおります。

地元からの、いろいろ意見はあるのはあります。 

＜会長＞ 

  ありがとうございます。他にありませんか、いかがですか。 

＜委員＞ 

  いろんな意見お聞きしたんですけど、やはりＪＲさんも経済効果がないと

乗ってこないんじゃないかなと、まあ私的な意見ですけど、そう思います。

それと、１１ページに駅直近の市街地って書いてあるんですけど、特に今か

ら少子高齢化時代に入ってまいりますので、このターミナル構想の中に医療

機関、特に小郡は産婦人科がどんどん減っていますので、そういうことも加
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味しながら、ターミナルの中にそういう産婦人科のような病院が来れば、い

ろんな所からまた人が集まるんじゃないかなと思っているんですけれど、そ

れが実現するかどうかわかりませんけど、そういう考えも中に入れていただ

いたらどうかと思いました。 

＜会長＞ 

 ほかの方はいかがですか  

＜委員＞ 

 山口県の観光についてちょっとお話しさせていただきますと、山口県は錦

帯橋から山口から下関まで本当に観光地がたくさんございます。例えば、異

動で山口県に来られた方なんか、県内でいろんな所を回るのに２年間かかる

ぐらいたくさんあります。そういったことで、逆を言うと観光が随分支えに

なっておりますが、ちょっと今、お客様が減っている地域もございます。そ

ういったことで、昨年から、観光地の魅力づくりということをやっておりま

して、やっぱり一番大事なのは自分たちが住んで楽しく、そしておもしろい

地域をつくらないと、いくらお客さんに来てくださいよっていっても駄目で

すよということで、これを私どもはサービス山口という名称で呼んでおりま

すけども、地域に自分たちの魅力をもう１回見直そうと、そういったことを

やっております。そういった意味で、基本計画の段階に入っていったら、や

っぱり今回の計画は、自分たちが住んで楽しむ、そしてお客さんにも楽しん

でもらう、そんな地域づくりを、具体的な計画の中に入れていったらいいな

と思っております。例えば、去年の「長崎のさるく博」というのは、大した

ことをやってないんですけど、地域の人が１回３０分とか１時間コースの観

光地づくりをやられたわけです。自分たちで作ったコースですから、一生懸

命自分たちがお客様に説明をすると。お客様は感動される。そういったソフ

トの地域づくりをやります。そういった意味で、私は計画がより具体的にな

った段階で、そういった地域の人が楽しみ、且つ訪れた人も楽しむ。そんな

地域づくりの提案とか意見も取り入れていくことが必要と思います。 

＜会長＞ 

  はい。ありがとうございました。最後になりましたけど。 

＜委員＞ 

私どもは、昨年からターミナルパークの整備計画を協議する場に参加させ

ていただきまして、整備規模などにつきまして、市とともに検討していると

ころでございます。今後、事業主体が国土交通省主体の事業が増えてくるか

と思いますので、今後とも市の方と調整しながら、ご助言なり検討なりさせ

ていただきたいというふうに考えております。 

＜会長＞ 

  ありがとうございました。すべて委員さんにご意見をいただきましたが、

まだどうしてもこの点はぜひ一言という方がいらっしゃいましたらお願いし

たいと思います。 

＜委員＞ 

 他に意見があれば事務局へ言えばよろしいか。  

＜会長＞ 

 これはよろしいですね、事務局で対応していただきたいと思います。 

 それでは、今日で３回目ですが、お忙しい中ご出席をいただきまして、沢

山ご意見をありがとうございました。今回、ご意見についての事務局の方か

らのお答えをいちいちはいただきませんでした。ご質問についてはできるだ

け、すぐいただくようにいたしました。それでこの構想（案）の扱いですけ

れども、この整備検討委員会においての議論は、要綱にありましたように、

この整備構想について、それからその整備構想に基づいて今度は少し細かく

なりますが、基本計画がございます。整備構想と基本計画について意見を言

うようになっております。構想については、初めは１０月までとかいう話だ
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ったんですが、とても無理だと思いまして、年内にはというあたりまで延ば

してもらおうというような話になりました。できましたら、構想については、

今日でこの委員会としての方向性を見据え、年が明けたら基本計画の方を議

論させていただいたらいいかと思いますが。最初に部長さんもおっしゃいま

したけれども、急ぐ必要もありまして、委員の方々からも、第１回目も、今

日も繰り返しありましたように、議論の進め方として、全体の大きな流れ、

そしてその中で構想いうのが本来のやり方であろうと思うのですけれども、

この度は、最初の構想について、小さいところからの議論でしたので、どう

しても議論がそこに集中しまして。そこまで言ってもいいのか、言っておか

ないと後でないと困るというものもありますし、ちょっと難しい面もござい

ました。ただ、担当部長さんもおっしゃいましたけれども、ＪＲがつくる５

年ごとの大きな計画がありまして、これに頭出しができていないと、なかな

か次の５年には入れるわけにはいかない、よほどの何かの理由がない限り、

これに乗らないで次の計画に乗るということはおそらく無い。今のＪＲはも

う民間会社ですので、国会議員や何かの圧力でも簡単に前ほど変わらない。

まあそれがいいか悪いかは別にして。そこで、今ちょうどその時期を迎えて

いまして、市の方が、何かある方向性を示せば、それについてＪＲは乗る用

意があるということは言っておられるということです。それで、市とすれば

何らかの形を示さなければならない、新山口駅について取り組むという姿勢

を示しておいて、５年計画に乗せてもらうというか、ＪＲの計画の中に入り

込めるようにしておきたいという話があると伺っております。そういう点か

ら考えますと、特例債の活用が１０年で、もう２年過ぎてしまいましたので

急ぐ必要がある、それらも考えると、この際少し問題もあろうかと思うんで

すが、市の方がターミナルパーク構想で整備していこうとしている駅前広場、

自由通路、アクセス道路の３つの整備、そこに限定して、市が直接にできる

のはそれですけれども、しかし、それは先導的な整備事項だということであ

って、それによって民間の活力が呼び戻されて、またＪＲの協力も得られる。

地元の業者の皆さんにもインパクトを与えるようなものになると。そういう

意味で、少し順序が逆な点もあるんですけれども、構想とすれば今の内容で、

それを中心にまず基盤整備を整えて、民間の活力が呼び込めるように調整を

図りながら、構想を市が進めたいということについて、この検討委員会とす

ればゴーサインを出す方向でまとめさせていただいたらと思いますが、その

辺はいかがでしょうか。 

＜委員＞ 

  おおむね異論はないですけど、今、ご説明いただいておるようなことであ

れば、逆にもっとはっきり書いていく必要があると思われるのが、一応最後

の整備の流れの中で、先ほど他の委員の方からご質問があったように、２６

年度を目指しますというのは完成なんですかどうですかっていう。その辺の

分かり辛いところを、２６年度に竣工、もしくは完成を目指しますというよ

うな具体的な表現にしたり、あとパブリックコメントの中で出た意見に対し

て、市の考え方の中でも、国体までには何らかの成果があらわれるように努

めていきたいと考えているということであれば、少し前倒し的なニュアンス

が感じられるような表現、要は民間企業でも読んだときに、概ね平成２６年

度を目指します。それに対して、ふーんという感じなんで、もっとリアリテ

ィのある表現にしないと投資力も湧かないのではないかなと思います。した

がって、なかなか行政としては決定的な表現というのは使い辛いでしょうけ

ども、少し期待値を煽るような表現を使っていただきたい。例えば、国体や

九州新幹線というのを一つの途中のステップとして捉えるような表現をちゃ

んと使った方がいいんじゃないかな、そうすればＪＲなんかにしてみても、

例えば先ほど出ていました意見の中でも、鹿児島、熊本までの停車駅、何か

熊本までが多くて鹿児島は数が少ないみたいなんですけど、そうであれば、
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より山口を停車させる効果っていうのが、やはり行政の方がここまで踏み込

んできているんだっていうことを見せることによって、まだ工事が完了して

いなくても着手するとか、そういったことでアクションとしては有効なんじ

ゃないかなと考えます。したがって、概ね異論はないですけども、もう少し

踏み込んだ表現を使ってほしいということです。お願いします。 

＜会長＞ 

  そういうご意見をいただきました。この委員会としては、整備構想（案）

について今日ご提案頂いただいておりますけれども、少し書き直す必要があ

るというご意見もありまして、そのままの形でというのは無理があると思い

ます。しかし、できるだけ今年中には委員会としての報告をまとめたいと思

いますので、私の方で事務局とよく相談させていただきまして、表現につい

ては沢山ご意見がございましたので、その辺も検討しまして、特に１０，１

１ページのつなぎの点と、それから初めの書き出しのあたりをもう一度検討

しまして、整理し、その修正について委員の皆さんに見ていただきたい。そ

れで、特にご意見が無ければ、それでまとめさせていただいて、もしご意見

があれば、来月の２０日前後に第４回目の会議を開催させていただきたいと

思います。市議会の関係があり、それが終わらないとやはり開催できないの

で、日にちは分かりませんが、議会が終わってすぐということになると思い

ます。 

修正した構想案については、どの辺をよく見てほしいかというのを、下線

を引くなり、何か印をつけるなりして、余り長い時間を取らせて、最初から

終わりまで読んでくださいということがないように、ポイントの点について

よく見ていただいて、特に大きなご意見がなければこれで「よし」として。

ご意見が小さな点であれば、私の判断で再度修正等の調整を図らせていただ

き、私の責任でまとめさせていただきまして、大きな修正が必要なご意見が

出されて、私の判断ではまとめられないものがありましたら、１２月の２０

日前後に第４回目の検討委員会を開く、そして構想をまとめたいと思います

が、いかがでしょうか。そして、それについての市へ報告の表現は、「概ね適

切」であるという表現で回答したい、そういうことでよろしいですか。提案

のあった構想（案）に対して私自身も少し気になる所もありますので、その

ようにさせていただきたいと思います。事務局の方、それでいいですか。 

 はい。時間少し過ぎてしまいましたけども、お忙しいところお集まりいた

だきまして、ご意見ありがとうございます。また、年が明けましたら、計画

の方に移りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。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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