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審議会等会議録 

審議会等の名称 第７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 21 年 1 月 16 日（金曜日）14:00～16:45 

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、山本雅一、石田光一郎、澤田正之、橋本芳郎、大庭達敏 

上野豊明、國安克行、佐光邦靖、濱崎早都、益田徳子、松井邦昭、吉村正則 

深田康裕(代理)、藤岡啓太郎(代理)、秦日出海、高杉和典(代理)、古谷健(代理)

敬称省略･順不同(19人)

欠席者 小川全夫、内田文雄、佐藤俊雄、佐伯誠、清水春治、大枝博幸、山口登美男 

敬称省略･順不同(7 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 パブリック・コメント実施結果報告 

新山口駅ターミナルパーク整備基本計画（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＞ 

皆さん、こんにちは。 

 皆様方には、すがすがしい新春をお迎えのこととお喜びを申し上げますと

ともに、平素から市政に対しまして多大な御理解と御支援を賜っております

ことを、この場をお借りいたしまして厚くお礼を申し上げます。 

 また、本日は、本当にお忙しい中をこのように御出席を賜りまして、まこ

とにありがとうございます。重ねて厚くお礼を申し上げます。 

 さて、本市では、来る平成２１年度を「さらなる飛躍に向け、まちの魅力

を“かたち”にする年」と位置づけまして、広域県央中核都市の実現に向け

た新山口駅ターミナルパーク整備の推進を引き続き重点事業として取り組ん

でいくことといたしているところでございます。来年度は、担当部の体制も

さらに強化をいたしまして、事業の着実な推進を図ってまいりたいと考えて

おりますが、そのための財源を確保するためにも、先般国に対しまして基本

計画の原案に基づいた規模等によりまして、駅前広場及び自由通路等の整備

に係る全体事業費を約１８０億円と見込んだ交通結節点改善事業の新規採択

要望を行ったところでございます。 

 また、新山口駅ターミナルパーク整備基本計画の原案につきましては、本

市の市報やホームページに掲載いたしまして、パブリック・コメントを昨年

の１０月２０日から１カ月間実施いたしましたほか、１１月中旬には、各総

合支所で説明会を開催し、市民の皆様への一層の周知や理解の促進に努めま

すとともに、多くの建設的な御意見や御提言を賜ったところでございます。 

 ＪＲ西日本との協議につきましては、今年度末の基本合意締結に向けまし

て、負担割合等の詳細について調整を目下進めているところでございますが、

こうした中、７回目となります本日の会議では、基本計画の原案についてい

ただいた御意見に対する本市の考え方について、委員の皆様方に御説明を申

し上げますとともに、これらを反映させた基本計画の案をお示しいたしまし

て御審議を賜り、いよいよ成案として本日お取りまとめを賜りたいと考えて

いるところでございます。どうぞ皆様方の深い御見識と御経験を十分に御提

言等をいただきまして御検討を賜りますようにお願いを申し上げる次第でご



2/36 

ざいます。 

 今までの委員会の中で、このターミナルパーク構想と関連いたしまして、

いろいろな御意見を頂戴をいたしております。例示をいたしますと、いわゆ

る駅北の街並みそのものの整備等につきましては、これから山口宇部道路が

建設され、それからのアクセス道路が整備されていきます。そのアクセス道

路と相まっていろいろな市街地の構成等につきまして、これから検討する運

びとなることを、まず御案内申し上げておきたいと思います。 

 そしてまた、一方で、駅北の遊休地、約２.１ヘクタールございますけれど

も、この活用等につきましても、にぎわい、あるいはコンベンション、ある

いは展示施設等々の御意見を賜っております。これらの施設整備につきまし

ては、平成２１年度、来年度の予算要求の中で、今担当部局におきまして大

体の基本構想、あるいは基本計画、こうしたことを策定してまいりたいとい

った形でグランドデザイン、そして今検討を進めております。したがいまし

て、これらのものにつきましては、今後さらに意見等、また計画策定を進め

ることとなります。 

 したがいまして、このターミナルパーク構想、そしてまた駅北のまち整備、

そしてまた駅北の遊休地、こうしたものを全部あわせることにつきましては、

これからそれぞれの計画を進める中で、全体としての構想が浮かび上がって

くるということを少し御報告と御案内をさせていただきたいと思います。 

 また、一昨日、私も国土交通省のほうへ出向いてまいりまして、これから

の整備のあり方につきましても、担当課長さん等々と、かなり時間も余裕も

とりまして、またお話し、また御協議を申し上げたところでございますが、

今般のこの私ども、国のほうへプロジェクト要望をしております交通結節点

改善事業については、国全体として予算確保ができた、そして、その中で、

箇所づけについては、これから箇所づけを行っていきますが、山口県のター

ミナルパーク構想については十分承知しているし、よく今まで審議、計画が

進んできている、そしてまた、ＪＲ西日本との協議も細かく詰めている、こ

うした点から、非常に有効でありますというようなことを一昨日協議する中

で、国のほうからの報告も受けたところでございます。それとあわせて、私

ども今申しましたこの事業に、今後遊休地活用のコンベンション、展示施設、

こうしたものも整備を検討していると、そしてまた、アクセス道路に伴う街

路事業等の中で、街並みの整備事業等も展開していきたい、こういう話もあ

わせて協議したわけでございますが、そうした結節的な事業については、そ

れぞれの補助事業をつなぎ合わせていくことを十分国は今検討しており、そ

うした形で進んでいきたいというような力強い御意見も賜ったところでござ

います。 

 そうしたことを最後に御報告を申し上げまして、ごあいさつとさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

＜事務局＞ 

 委員出欠状況の紹介 

＜会長＞ 

それでは、始めさせていただきたいと思います。 

 新年を迎えまして昨年度は大変いろいろとお世話になりまして、今年もど

うぞよろしくお願いいたします。なかなか厳しい経済状況の中で、新年を迎

えまして、このようにちょっと寒い日が続いておりますけれども、しかし、

今市長さんから御紹介をいただきましたように、山口市のほうは、それこそ

まちのいろいろな計画をかたちにする年と、こういうふうに位置づけていら

っしゃるということですし、それについて、２つの具体的な点のお話しがご

ざいました。交通結節点改善事業要望、それとＪＲとの基本合意を年度末ま

でには行いたいと、大きな２つの御了解をいただきましたけれども、これこ

そ実はこの、今日で第７回を迎えますターミナルパーク整備検討委員会が急
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がれた理由だというふうに私は理解しております。 

 初め出発させていただいたときに、いろいろ議論いただきましたように、

都市核のマスタープランも今はできておりますけれども、まだきちんと固ま

っていない段階でその中の一部であるこれを議論していただくということに

ついては、若干の違和感を覚えないわけではなかったかと思いますけれども、

にもかかわらず、これを進めさせていただいたのは、ここにありますように、

この地域がこれについて、つまり、交通結節点の改善事業についても、また

ＪＲとの交渉についても、熟度が進んでいると、熟度があるということを認

めていただかなければならない、それにはやはり、この検討委員会で、これ

が検討されて、いろいろな市民の御意見を踏まえた上で、その計画ができて

いるということが非常に重要な要素になると思いますので、少し順序はいろ

いろ問題があろうかと私自身も思っておりましたけれども、しかしながら、

この整備検討委員会を進めていかなければならない、こういうふうに考えて

進めさせていただきました。皆様方の御理解を得まして、今日で第７回を迎

えまして大変ありがたいと思っております。 

 ごあいさつにもありましたように、パブリック・コメントもいただきまし

て、今日はそれを今から御報告していただきますけれども、皆様方から、前

回までいただきました御意見とパブリック・コメント、それから、各総合支

所で行われました説明会等での御意見など踏まえまして、お手元にもござい

ますような整備基本計画の案をつくっていただきました。今日はよく御覧い

ただきまして、最終的に御確認いただいて、御意見をいただきたいと思いま

す。 

 今日の第７回をもちまして、前回も予告させていただきましたけれども、

これを最終回と、できればしたいと、こういうふうに思っておりますので、

４時ぐらいまでの予定で、どうぞよろしくお願いをいたします。 

＜会長＞ 

会議公開の確認 

会議録署名委員を選出（澤田委員・濱崎委員） 

＜会長＞ 

 では、進みまして、本日の会議の内容等につきまして、事務局から御説明

お願いします。 

＜事務局＞ 

 本日御審議いただきたい内容でございますが、先般実施いたしましたパブ

リック・コメントの結果報告をさせていただき、これに基づき、改正いたし

ました基本計画の案について御説明を申し上げ、これらに対する御意見等を

賜り、成案としてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。大体協議のところにございますけれども、こう

いうあたりのことをやりたいと、こういうことでございます。 

 それで、協議のほうに入りたいと思いますけれども、１番と２番のパブリ

ック・コメントの実施、結果報告、それから、それらを踏まえましてお手元

に配付されております整備基本計画の案がございますけれども、これらは関

連がありますので、一緒に事務局から説明をお願いしたいと思います。その

後で、皆様から御意見あるいは御質問等、まとめてお伺いさせていただきた

いと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 事務局のほうよろしいですかね。どうぞ。 

＜事務局＞ 

まず、議事の１、パブリック・コメント実施結果報告及び議事の２、新山

口駅ターミナルパーク整備基本計画（案）につきまして、通して御説明申し

上げます。 
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 説明に当たりましては、資料の２、パブリック・コメント実施結果報告書

及び資料の４、基本計画改正新旧対照表に基づき、大まかに御説明してまい

ります。あわせて、前のスクリーンを適宜御参照ください。 

 それでは、まず議事の１、パブリック・コメントの実施結果について御報

告いたします。 

 委員の皆様には、既に文書で御報告いたしておりますように、前回の検討

委員会を踏まえて修正を加えたパブリック・コメント案を１０月２０日から

１１月２０日までの約１カ月間、市報及びホームページ、さらには、ケーブ

ルテレビやラジオを通じて周知いたしましたところ、１５の組織や個人の皆

様から、案件にして６７件の御意見をいただいたところでございます。 

 また、当該期間には、市内５カ所、総合支所単位で住民説明会を開催し、

総数にして１５６名の御参加をいただき、当該パブリック・コメントの周知

はさることながら、広く市民の皆様にも、この新山口駅ターミナルパーク整

備事業について、御理解をいただく機会を設けたところでございます。 

 そのような中で、御提言としていただきました御意見は、項目別に分類を

いたしましたところ、大まかには、資料２の１０ページにございますような

傾向を示しております。 

 ちなみに、資料２にございます報告書の構成は、１ページから９ページま

でが、さきにホームページ等に公表いたしておりますパブリック・コメント

での御意見と、その御意見に対します市としての回答であり、考え方をまと

めたものでございます。 

 １０ページと１１ページが御意見を大まかに分類したもので、いただいた

御意見の傾向がわかりやすくなるものというふうに考えております。分類に

当たりましては、御意見の内容が多岐にわたるものもございますことから、

適切な分類となっていないこともあると思いますが、一定の傾向といたしま

しては、把握しやすいものとなっているものと考えております。 

 また、１２ページ以降は、さきにも触れました住民説明会の開催状況をま

とめたものでございます。参加者数といたしましては、小郡地域が突出いた

しておりますものの、各地域で御参加いただき、地域それぞれにおいて一定

の関心をお持ちいただいていますことを実感いたしたところでございます。 

 このたびのような説明会方式は、市民の皆さんと直接向き合い、御説明す

ることにより、事業の内容を御理解いただき、その上で御協力を得、事業の

着実な推進に寄与するものと考え、今後におきましても機会をとらえて実施

してまいりたいと考えております。 

 それでは、御意見の傾向に戻りますが、ごらんいただきますように、いた

だいた御意見は多岐にわたっております。半数がその他で、３割が駅前広場

関係、１割が自由通路に関すること、他の施設については、あわせて１割程

度という状況でございます。 

 そのような中で、まず、その他に分類いたしました中で、最も多かった御

意見が、周辺まちづくりとの連携やその将来像についてであり、これにつき

ましては、従来申し上げておりますとおり、本計画において具体的に触れる

ものではございませんが、さきに策定いたしました「山口・小郡都市核づく

りマスタープラン」に基づき、民間活力を導入するとともに、地域との協働

においてまちづくりを進めてまいる中で参考とさせていただきたいと考えて

おります。 

 なお、周辺まちづくりの今後の具体的な取り組みにつきましては、来年度

当該マスタープランにございます西側遊休地を中心としたグランドデザイン

を策定することとしており、現在策定に向けての基礎調査を実施いたしてい

るところでございます。 

 次に、推進体制につきましては、パブリック・コメントのみならず、住民

説明会においても御意見をいただいており、その内容といたしましては、総
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じて当該事業の着実な推進を願うものであり、私どもといたしましても、そ

の期待にこたえるべく、一層事務の推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、駅南北を横断する車道につきましては、市といたしまして従来から

申し上げてまいりましたように、国道９号の拡幅等により、そのアクセス性

は確保されると考えており、現時点で新たに整備する考えがございませんこ

とを改めてお示しいたしたところでございます。 

 一方、その他において、今までの視点で、余り触れられておりませんでし

た御意見といたしましては、駅の出入口の「表口」や「新幹線口」といった

名称について御意見をいただいております。 

 御意見にございますように、国道に掲げられております案内板等には、北

口、南口といった記載がなされ、統一が図られていないのも事実でございま

す。 

 このことにより、来街者に対しての案内機能が十分果たされないといった

ことも考えられますことから、それぞれの名称を統一し、あわせて、案内表

示等も統一することにより、来街者に対しての案内機能を強化することにも

つながるものと考えますし、具体的な名称については、今後広く御意見を聞

きながら決定し、関係機関にも決定後の対応について、調整を図ってまいり

たいと考えております。 

 次に、駅前広場に関する項目といたしまして、いただいた御意見の中で最

も多かったものが、表口駅前広場から北側市街地への歩行者動線の確保に関

する御意見であり、原案において、そのレイアウトイメージをお示ししてお

りますが、特に、駅北側の東街区への歩行者動線が確保されていない、また

は、検討委員会でも以前出されておりました北側市街地への直接の陸橋化等

による歩行者動線の確保の必要性といったものでございます。 

 これらのうち、陸橋化等につきましては、将来的にその必要性は十分認識

いたすところであり、今後の周辺まちづくりの動向等を踏まえ、適切な時期

に整備に努めてまいりたいと考えております。 

 また、一方で、平面的な歩行者動線の確保といたしましては、原案におい

てお示しいたしておりましたレイアウトイメージは、確かに東側への歩行者

動線に対する対応が不足しているイメージが否めず、あくまでもイメージで

はありますものの、修正を要するものとし、このたびお示しする計画案には、

修正後のレイアウトイメージを掲載いたしているところでございます。詳細

につきましては、計画案の修正箇所の説明時に改めて触れることといたしま

す。 

 また、駅前広場関係では、そのほかにも駐輪場の確保について御意見をい

ただいており、「表口」、「新幹線口」双方への確保を求めるものでございまし

た。これに対しましては、お示しいたしておりますとおり、機能的で利便性

の高い駐輪場の確保に努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、自由通路に関する御意見といたしましては、その大半が開発

店舗、一部では情報発信のあり方も含めておりますが、これらに関する御意

見でありました。これにつきましては、従来から申し上げておりますとおり、

ＪＲ西日本と協議しながら、その促進に努めてまいりたいと考えております。

 それ以外の施設整備に関しましては、比較的御意見が多かったものは、ア

クセス道路の早期整備に向け、県事業としての取り組みを促すものがござい

ました。これにつきましても、本検討委員会へ山口県として御参加いただい

ているように、従前より密な連携に努めております中で、引き続き県事業と

しての実施について要望してまいることといたしております。 

 そのほかにも、このたびいただきました御意見は、基本計画において反映

するもののみならず、実施段階、または周辺まちづくりの段階において参考

としてまいりたいと考えております。 
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 また、このパブリック・コメントや住民説明会を経て感じましたことは、

いただきました御意見は、総じて本事業の着実な推進を求められており、本

事業を礎として、小郡都市核づくりを推進し、「広域経済・交流圏」の形成を

踏まえた「広域県央中核都市」の実現に向け、市民の皆様の多くの理解を得

ておるものと思いを新たにいたしたところでございます。 

 続きまして、議題の２、基本計画（案）の御説明をさせていただきます。 

 内容といたしましては、さきの原案から本日お示しいたしております最終

形としての案において、その改正を行った点について簡単に御説明をいたし

ます。 

 基本的には、ただいま御報告いたしましたパブリック・コメント等により

いただいた御意見を参考に改正を行っております。 

 具体的な改正箇所につきましては、資料４にございますとおりでございま

して、まず、２１ページでございますが、このたびの最も大きな改正といた

しまして、表口駅前広場におけるレイアウトイメージを改正いたしておりま

す。 

 これは、さきのパブリック・コメントの実施結果の御報告を行いました際

にも触れましたとおり、あくまでもイメージではございますものの、原案に

お示ししたレイアウトイメージでは、駅北側の市街地、特に、こちらの東街

区への歩行者動線が確保されておらず、ごらんいただく市民の皆様には、た

とえイメージであっても歩行者動線の確保がなされていないものと感じさせ

ることとなったものと考えますことから、このたびレイアウトイメージを変

更することといたしました。 

 内容につきましては、北側市街地への歩行者動線を確保することとともに、

あわせて３つの効果を得る変更といたしました。１つには、当初バスエリア

への侵入を２カ所としていたものを集約することにより、バスエリア内での

輻輳する動線の解消を図るものとしたものであります。２つ目が、バスエリ

ア及び一般車の一時駐車スペースの位置を変更することにより、広場内横断

歩道の解消を図ることといたしました。３つ目がそれぞれの見直しの結果、

環境空間の増大につながったことでございます。それぞれを具体的に御説明

いたしますと、まず、このように駅前の環境空間から直接に駅北の東西両街

区への歩行者動線を確保いたしております。 

 また、バスエリアにおきましては、中の島でありますこちらの部分を、バ

スの待機スペースとし、利用者の乗降は外側といいますか、こちらの部分で

行うことにより、バス動線と歩行者の交差をなくし、広場内での横断歩道を

解消することが可能となり、より利用者の安全性の確保に資するものといた

しました。 

 また、西側の一般車及びタクシーエリアにおきましても、一般車利用の駐

車場の位置を変更することにより、御利用の人の動線とタクシー等の動線の

交差をなくし、安全性に配慮したものといたしております。 

 なお、この変更において、原案にお示しをしておりました駅前広場として

の「広場内交通の円滑化及び安全で効率的な動線の確保」、「表口への乗合バ

ス集約」、「バス・タクシー・一般車ゾーンの分離及び再編」といった３つの

各機能については損なうことがないようにしているところであり、さきにも

効果として触れましたとおり、２３ページの表内の交通空間と環境空間の比

率にもお示ししておりますように、それぞれ５０％とし、パブリック・コメ

ントでもいただいております、より広い、憩い交流空間の確保につながった

ものと考えております。 

 ただ、本来ならば、これらの変更についてお示しするには、さきに、これ

らの内容について御意見といただきました「駅前広場交通専門部会」にお諮

りした上でお示しするものでありますことから、事務局といたしましては、

専門部会長に御相談の上、部会長の御了解のもと、各委員には文書にて変更
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について御報告するとともに、御意見をいただくこととしましたところ、委

員の皆様からは、よりよくなったのではないかといった御意見をいただいた

ところであり、その上で、本検討委員会に直接お示しすることとなりました

ことにつきましては、御理解をいただきたいというふうに考えております。 

 また、さきのパブリック・コメントの実施結果報告でも触れましたように、

御意見としていただきました陸橋化等につきましては、現時点で本計画への

具体的な記載は見送ることといたしておりますが、将来的には、ちょっとス

クリーンのほうをごらんいただきたいんですけれども、このような形での２

階部分での連絡が可能となるよう、駅前広場の整備に当たり、将来の可能性

の配慮をしてまいることといたしておりますので、御理解をいただきたいと

いうふうに考えております。 

 次に、２５ページのその他におきまして、さきにも触れましたが、各機関

等で駅の出入り口の名称が統一されていないことで、来街者への案内機能が

低下しているものであり、これらを統一することについて追記いたしており

ます。これにより案内機能の強化を図れるとともに、名称統一に向けてのプ

ロセスにおいて広く市民の皆様の意見を取り入れることにより、山口市民み

んなの駅としていくことができるのではないかというふうにも考えておりま

す。ただ、基本計画におきましては、具体的なプロセスに係る実施方法等に

触れるのではなく、あくまでも名称の統一を図ることについてのみ追記いた

したものでございます。 

 続きまして、２７ページ、自由通路の整備計画のその他といたしまして、

防犯対策等も考慮した十分な明るさを確保することについても追記いたした

ところでございます。 

 次に、３１ページ、その他の施設の橋上駅舎整備におきまして、バリアフ

リー化の促進について追記いたしております。これは、そもそも計画全体に

ユニバーサルデザインの導入、バリアフリー化の徹底を掲げておりますもの

の、パブリック・コメントにもありましたように、ＪＲ西日本の施設であり

ます駅舎においても、その徹底がなされることを強調するために、追記いた

したものでございます。 

 次に、新幹線口駅前広場におきましては、表口同様、利便性の高い駐輪場

の確保に努めることについて追記いたしたところでございます。 

 これは、従来申し上げてまいりましたとおりではございますが、当初は、

表口駅前広場の歩行者・自動車動線の部分において触れておりましたが、御

意見等からも改めて新幹線口駅前広場においても不可欠と判断し、追記いた

したところでございます。 

 次には、既存自由通路再整備におきまして、おろし方の部分に安全性の確

保のみならず、緩やかなスロープ等の導入で高齢者等への配慮について表現

を充実したところでございます。 

 そして、最後に、３４ページの事業進行計画におきましては、国民体育大

会とあわせて開催されます全国障害者スポーツ大会について記載するととも

に、第Ⅲ期の記載の充実を図っております。充実する内容は、周辺まちづく

りを進めていく上で、「山口・小郡都市核づくりマスタープラン」にも記載さ

れておりますように、今後のまちづくりにおいて欠かすことのできない地域

住民の皆様や民間事業者等との協働に基づくまちづくりの推進について記載

の充実を図ったところでございます。 

 さらには、参考としての位置づけではございますが、点線で囲んでおりま

すように、「山口・小郡都市核づくりマスタープラン」に基づく、今後の具体

的な取り組みについて記載を追加いたしております。内容といたしましては、

来年度、平成２１年度西側遊休地を中心とする重点エリアを対象としたグラ

ンドデザインを策定し、次年度以降、グランドデザインに基づく整備に着手

することについて触れております。これらは、パブリック・コメントにも多
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数いただいた御意見が周辺まちづくり等にかかるものであり、少しでもそれ

らの御意見にお答えする必要があるものとして、現段階で具体的に取り組む

こととしております内容を記載することといたしましたものでございます。 

 以上で、原案から本日お示しいたしました最終の案の改正箇所の御説明と

させていただきます。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。 

 ただいま事務局のほうからパブリック・コメントの実施計画の報告と、そ

れから基本計画の案について御説明をいただきました。 

 お聞きいただきましたように、パブリック・コメント、大変たくさんのコ

メントをいただきまして、市民の方々の関心の高さをお伺いすることができ

ます。そしてまた、今ございましたように、その他のところが半分ぐらいあ

りましたから、まちづくり、この整備計画の背後にあるようなまちづくりに

ついての御意見がたくさんありましたけれども、それについては、また別途

対応されるというのが、今の御紹介でございましたですね。 

 で、この整備計画そのものについてのコメントの中で、駅前広場について

や自由通路についてなどを中心に、かなりたくさんのコメントがありました。

そして、それを反映したものが、今日の案になって、基本計画の案になって

おりまして、何ページのどのあたりというのに即しまして、その変更点を中

心に御説明をいただきました。皆さん方からの御意見をいただきたいと思い

ます。 

 今日で、できましたら最終回とさせていただきたいと思いますので、まず

御意見をいただきました後で、最終的には御出席の皆様方それぞれ、時間は

ほんのわずかになろうかと思いますが、全員の方々の御感想なり御意見なり

も最後にいただきたいと思いますので、どうぞお願いいたします。 

 それでは、今の御報告いただきました２件について、パブリック・コメン

ト、それから案につきまして、特に案のほうですが、御質問や御意見等をお

願いします。どうぞ。 

＜委員＞ 

パブリック・コメントの中にいろいろ出ている意見に関して、先ほどの説

明の中で、ある程度反映はされていると思うのですが、もともとこのターミ

ナル構想の委員会に出席している立場で、地元の方といろいろ話したときに、

１５０億円とか、１８０億円使って、どういう事業をやるのという質問が多

く出ていて、僕も説明に窮しながらも、でもやはりこの地域のためにはやる

べき開発ではないのでしょうかというようなことを、今まで言い続けてきて

いたのですけれども、最初、僕はこの委員会に出席させていただいたときの

イメージとしては、途中でも１回確認はしたのですけれども、ターミナルパ

ーク構想のターミナルパークの意味は何ですかと御質問させていただいて、

今でもその御返答に対しては、余り理解ができていないのですけれども、や

はり、どんな開発でも事業でも理念がないと経済的に波及していかないし、

人間の経済活動というのはすべてイメージというものに先導されながら発

展、繁栄していくものであると思っていますので、そういう理念っていうの

は非常に大切ではないかなというふうに思っているんですね。 

 それに関しては、今回、最初に参加させていただいたときの気持ちのター

ミナルパークっていうもののイメージに対する自分の気持ちが、現段階まで

ちょっと維持できなくて、ちょっと残念には思っているんですけれども、そ

れは百歩譲って考えたとした場合でもなんですけれども、このパブリック・

コメントの中で意見者２の方の中、これちょっと読むと時間がかかっちゃう

ので、意見者２の方、そして、意見者７の方、８の方、９の方、１０の方、

１３の方、要するに、１５の意見者の中で６名、要するに４０％の意見の中

に入っているんですけれども、周辺地域との連動性が図られていないと、先
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ほどの御説明の中では、確かにわかりましたと、横断歩道は東エリアの商業

者のほうに対してマイナスになるのでつけましたと、それはそれでいいです。

それで、ただ、この基本計画案の中には表示されていないで、かつスライド

では御説明されたペデデッキの延長ですね、これが案の中になくて、スライ

ドで御説明されるだけということであると、ちょっと本当にこの形でやって

しまっていいのかなという気がします。 

 完全にそうなってしまうと、交通事業者のための開発にしか過ぎず、駅の

中ですべてがフリーズされてしまって、周辺に対する経済波及効果がないだ

けだったらまだいいのですけれども、今度は交通利便性が高まることによっ

て、今よりかなり高速で、あのエリアを車が通過していくと思うのですね、

本当に死人が出てからでは遅いと思うんですよ。ですから、この１５０億円、

１８０億円かけていながら、あともう少しペデデッキを延長するだけで、先

ほど提案されたような北のほうまでずっとということじゃなくて、最低限多

くの人が歩く既存商店街の入り口や新しく開発される街区のほうの入り口ま

でペデデッキを延長するのがなぜやってもらえないのかなと、１５０億円、

１８０億円という投資に対して何％になるかわからないですけれども１０％

までしないと思うんですね。それをなぜこの基本計画案の中に表記されない

のか、それがもう先ほどから言いましたように百歩譲ったとしても、その点

がなされないと、ちょっと承服できないというふうに思います。 

 以上です。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。その点事務局のほうどうでしょうか。どうぞ。 

＜事務局＞ 

 今の委員の御提案といいますか、御意見は、人工地盤の整備、要は陸橋化

についての必要性を説かれているのだというふうに思いますが、先ほどから

申し上げておりますように、この人工地盤や陸橋化につきましては、パブリ

ック・コメントへも回答にはお示しいたしておりますように、その将来的な

必要性については、私どもも十分認識をいたしております。その上で今後の

周辺まちづくりの動向等を踏まえて、適切な時期に整備に努めることという

ふうに考えておりますものの、御指摘のとおり、現時点においては、その本

計画に明示することということにはしておりません。 

 といいますのも、さきにお示ししましたように、今後のまちづくりの動向

を踏まえることといたしておりまして、現時点では従来から申し上げており

ますように、周辺との回遊性、こちらについては、その平面的な歩行者動線

の確保に重点を置くことというふうに、まずしております。周辺のまちづく

りの動向というのが、周辺の土地利用の高度化、すなわち高層化等が図られ

るなどで、自由通路の２階部分から、その周辺地域の施設であります２階部

分、またはそれ以上へ直接歩行者動線の確保が図られる必要が生じた時点で

具体的な整備について検討してまいりたいというふうに考えております。 

 要は、例えば、今から整備しようという前面道路の幅員を考えますと、片

側１車線プラス車線変更部分というのがございますので、３車線といいます

か、３つの車が行き交う程度の幅員になろうかというふうに思います。そう

いったときに、そもそも自由通路からおりてきたところが、御指摘のように

駅の、今の環境空間であるのか、それとも、前面道路の部分をまたいだ先で

あるのかということになろうかと思いますが、現在、計画そのものが全体的

にユニバーサルデザインやバリアフリー化ということを申しておりますこと

から、このまたいだ先にも当然エスカレーターやエレベーターというのが必

要になってくる。まして、その先の、まだ周辺の街ができていない中で、そ

ういったもののおろしの部分でかなりの面積が必要になってくると。そうい

うのは逆に周辺まちづくりの動向を踏まえた上で行うほうが、まちづくりと

の連携も踏まえてその時期のほうがよいのではないかというふうに考えてお
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りますことから、この計画ではそこまでを明確な記載というのはしていない

ということでございます。 

 以上です。 

＜会長＞ 

どうぞ。 

＜委員＞ 

今の御説明は、先ほどもスライドの御説明のときにされていたことなので、

理解した上でお話しをしていたことなんですけれども、将来的には必要性が

発生した時期に、適正な時期に対応するという御説明だったので今と一緒な

んですけれども、それはいつなのだろうと考えると、ちょっと想像できない

未来になると思うんですね。 

 今より危なくなると思っているんですよ、交通動線の利便性が高まって、

上のほうからおりてくる道もスムーズに、今より、今度はアクセス道路が恐

らくスムーズになると思うのです。その段階での車のスピードで、今だった

ら、そんなに事故は、スピードが遅いので起きていないのですけれども、ま

ちづくりとのことで言っているのではなくて、周辺のまちづくりの高度化に

応じてペデデッキをつなぐというような部分で言っているのではなくて、危

ないからとりあえずペデデッキを延長しておいたほうがいいんじゃないです

かと言っているのです。 

 危ないということは、それだけ人も歩かなくなるのですよ。したがって、

周辺地域に対する経済、波及するどころか、マイナスになっていく、このど

なたかのコメントにもありましたけど、意見者３か。商店街、今でも幽霊商

店街のような様子なのに、これで息の根がとまるような気がするのは私だけ

でしょうかとか、だれか書いていますけれども、まさにその感じだと思うん

ですね。 

 で、本当に危ないから。やれない理由を考えれば幾らでもありますよ。例

えば、エスカレーターをつけなきゃいけないとか、そういう意見も出てくる

からやりたくないと、それはわかります。だけど、やるって考えることのが

重要なんじゃないですかね。これやらなかったら、この開発自体やる意味が

どこにあるのかなと、多少交通事業者さん、各交通事業者さんの利便性は高

まりますよ、交通結節点としての。ですから、交通結節点としての事業を通

しての成立はするとは思います。だけど、周辺で生活する私どもとしては、

やる価値があるのかと、むしろマイナスではないのかと、じゃあやらないほ

うがいいんじゃないのというふうに思えるのですよ。ですから、ぜひとも整

備計画の中にはきちんと記載してほしいというふうに思います。 

＜市長＞ 

よろしゅうございますか。ちょっと説明不足の感があって、考え方は委員

がおっしゃられることと、今事務局のほうで答弁していることと同じなんで

すね。というのが、ここのところは我々十分議論したところでございまして、

基本計画上、私どもは実施設計に入るときには、説明したように、上に人工

地盤がつくれるような実施設計をしていくんだと。ですが上に人工地盤をつ

けるかということになると、補助対象にならないと考えているのです、残念

ながら。と申しますのは、広場の向こうの、道路の向こう側に突っ切って出

るということで、着地点というのがどう検討してもないのです、今のところ。

だから、向こう側の道路が整備され、車線を小さくして歩行道路をきちんと

する、駅前の道路から北側のほうの市街地の再整備ということにめどが立た

ないと上をやることはできませんよと、こういうふうな形が私どもの結論な

んです、今のところ。 

 ですから、私どもは将来、一番最初に言いましたような第Ⅰ期、第Ⅱ期、

第Ⅲ期というふうにやっていくときに、まず第Ⅰ期としてここをやりたいん

だと。そして街並みに入ってきますと。それは道路整備等と相まって入って
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いくようになりますと。その時点におきましたら、必ず橋上で向こう側へ通

らすようにしたいんだと。 

 だから、最初から橋上駅としていったときにどうなるかといいますと、道

路を挟んで向こう側へ行けなくなったら、タンといってストンというような

ものを描いてしまうようになるわけです。それでは、今のところ無理だろう

と。だから、できるという形の中で実施設計を組みましょうと。ここのとこ

ろも言っておりますし、またそれに関連してあるのは、西側についても、も

し西側でいわゆるメッセ事業とか、コンベンション機能とかということにな

ってきますと、施設整備の状況においては、下は車等で入る。今度はメッセ

を考えますときに、上は橋上から入るようになる、こういうことも考えられ

るわけなんですよね。ですから、それについても、実施設計上はやっていき

ますよと。我々は、橋上から西の遊休地のところへコンベンションセンター

等を考えるときには、橋上駅のほうから入る形を当然とらなきゃいけないと。

しかし、今そこのところのグランドデザイン等がない段階において、こうで

すという形が言えないので、まず基本計画を策定させていただいて、これで

もって交通結節点事業というもののプロジェクトを箇所づけをさせていただ

く。そして、先ほど言いましたように、それ以降どうなっているかというと、

グランドデザインができましたら、遊休地部分については違う補助事業にな

るんですよ。交通結節点改善事業ではない補助事業を充てる。それは、我々

今検討しているのは、まちづくり交付金事業。違うものをセットを考えるん

ですよ。そして街路については、一緒にやっていくということで街路整備事

業かあるいは都市再開発事業といった違う補助事業。そういうことの接点は、

必ず国が責任を持って補助事業で埋めていきますということまで、一昨日は

協議しているところなんですよ。そうした形で、計画の中で位置づけはまだ

できませんので、御理解をしていただきたい。ですが、決して、今委員がお

っしゃるような、橋上をつくりたくないっていう形で言っているのではない

です。つくりたいんです、我々は。実施設計上は将来つくりますと。向こう

側が整い次第、向こう側へ道路が続いて向こう側へ行ける形ができ次第、そ

れを整備しますと。あるいは西側のほうはいわゆるメッセができ次第、橋上、

２階部分から入れるような玄関口にさせていただきますという形を、実施設

計の中では折り込ませてくれという形でおりますので。そういう時点が来ま

したら、周辺整備が整いましたら、必ず上へきちんとできますので、そうし

た方向で御理解を賜りたいというのが説明でございます。言われることと、

我々が思っていることと全く同じだというふうに私は理解しておりますの

で。 

＜会長＞ 

どうもありがとうございます。何かございますか。 

＜委員＞ 

おっしゃることはわかるんですけど、補助金の観点であったり、そういう

仕組みがあるから、今の段階ではこういうふうにさせてほしいという話はわ

かるんですね。当然、私もそういうことがわからなくて言っているわけでは

ないのですけれども。まず、メッセ会場に対するペデデッキの延長というの

は、これは恐らく普通にどう考えてもメッセ会場というプランが成立した時

点で達成されると思うんですよ。特に、そっちのほうに関しては、余り危惧

もしていません。なぜかというと、道路がそこを寸断しているわけじゃない

ので。僕は今回強く言わせていただいているのは、やはり、死人が出てから

では遅いのではないかと思っているからです。補助金の観点もわかるんです

けど、そういう補助の仕組みがあるのであれば、それを見込んだ上で何かも

っとここの計画案の中に、将来の延長を担保する表現があってもしかるべき

じゃないかなというふうに思っているから言っているんです。それができな

いわけはないと思うんですね。補助の仕組みはわかります。だけど、担保す
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るものがないと、本当に死人が出てからでは遅いですよということは、僕は

ここで力説し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。周辺の生活者からは事故が心配されると、そう

いうのもごもっともな御意見だと思いますが、それに対しまして、今のとこ

ろ、今回の事業での補助対象とはならないと考えているので、いずれ計画さ

れるであろう市街地の再整備についての中で位置づけて、今度は補助の対象

に振り分けてもらって、そちらでやりたいと、こういうふうな御回答だった

ように思うんですね。 

 それで、このたび計画に入れると、これは当然次の実施計画が出せるとき

に、設計をつくって実現するということになりますから、それは補助金の対

象にならないと考えているので、それでも補助金の対象にならなくても市が

金を出せば幾らでもできるのですが、それは避けたいと、これが市の御意向

だということなんですね。それもある程度わかる話ですね。皆様方の御意見

はいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

当初、このターミナルパークの整備構想が出たときに、一番上位のターゲ

ットというのは、北九州と広島の間に、新たな７０万の経済圏域をつくるん

だと、その第一歩になるんですということが言われていたと思います。私も

そのことに大きな期待をして、いろいろ御意見も申し上げました。とはいい

ながら、今回のターミナルパークということの大きく３つの機能に重点を絞

った計画の中でいくと、その７０万の新経済圏域と、この３つの具体的なも

ののギャップが非常に大きいですと。間をつなぐところのいろいろなプロジ

ェクトであったり、議論であるというものが見えないということを何度も申

し上げたと思います。 

 で、これ以外、ここの場以外に、まちづくり審議会の中で、この前ちょっ

とお話しさせていただいたのは、山口市総合計画の中に、いろいろな政策だ

とか施策がございます。で、３４の施策がございます。それと、もう片方で

は、例えば、このターミナルパークの整備構想計画であったりとか、ほかに

も山口市の中山間地域づくり計画だとか、今言われています都市核づくりの

マスタープランがある、あるいは、文化の薫るまち創造ビジョンであるとか、

ちょっと毛色が変わったところでは、山口市の市民交通計画がある、あるい

は、山口・阿東広域中核都市ビジョンがある、山口市中心市街地活性化計画

がある、さらには、山口市南部地域の振興ビジョンというものも動こうとし

ている。さらには、この３５ページの参考というところに、駅周辺のまちづ

くりということで何点か書いてございますし、先ほどからも遊休地のあたり

の活用についてのグランドデザインということの動きもあるということがご

ざいます。 

 そういうようなものが、それぞれ個別に何かあって、それぞれのプランな

り、ビジョンなり、プロジェクトが、山口総合計画の３４の施策のどれにリ

ンクしているのかというのが、非常にイメージとしてわかりにくいというこ

とで何とか表現がうまくできないでしょうかというようなこともちょっとお

願いをしておったところでございます。 

 したがって、今出ている意見で、どうしてもターミナルパークということ

の計画だけに表現がなされているので、その先が見えない、周辺が見えない

という苛立ちが、非常にあるのではないかなというふうに思います。ここに

記載されていることについては、基本的に、私としては今までいろいろな検

討をしてきましたので、いわゆる進めてきたということから賛成という立場

なのですけれども、その周辺がどうしても見えづらいからいろいろな苛立ち
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が出てきて、今のような意見になるのではないかなと思いますので、何かも

う１つ、いろいろなことが我々市民レベルにも、いろいろなプランなり、ビ

ジョンなり、計画に連携がとれて、将来的にはやっぱりこんな姿のまちがで

きるんですと、全国にも誇れるような、こういう特徴を持ったまちなんだと

いうことがわかるように、ぜひ別の機会でも表現をお願いをしたいというこ

とが意見要望として１つです。 

 それと、１つ質問なんですけれども、進行スケジュールということで、平

成２３年度あたりからⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期と、表現が、これ３５ページもござ

います。非常に答えにくいことだと思います。囲碁が始まったと。第１手を

打つんだと。１手を打つと。１石をまず黒が打つんだと。このターミナルパ

ークといえば、黒の第１手はどこになるのですか、いつどこになるのかと。

ターミナルパークの、これから多分この基本計画が決まりましたら、これか

ら具体的な設計に入ったりとかいうふうなことになると思います。そうする

と、それぞれのどういう手順なりを踏んでいって、最終的には、いつから黒

の囲碁で言えば、黒の第１石というんですか、１手目というのですか、これ

をこのターミナルパーク整備計画の中のどこになるのだろうという、ちょっ

と期待もございますので、答えにくいこととは思いますが、何かあれば期待

を持たせてください。 

 以上です。 

＜会長＞ 

２点ありまして、意見としてターミナルパークのプランの先が見えない、

周辺が見えない、あるいは将来的な全体のプランの中の位置づけがわからな

いことのもどかしさというか、苛立ちがあると、こういうのが１点と、これ

は御意見ですね。 

 御質問としては、３５ページの表にあるけれども、第１の着手はどこから

取りかかるのかと、こういうことですか。多少現実味が出てきて、希望が持

てると、こういうことですね。 

＜市長＞ 

ちょっと私のほうから、前段部分については、会長さんにも申しわけなか

ったのですが、会長を引き受けていただいたときもそういうことがあって、

全体が見えないと。まず全体ができて、そして、部分ごとの計画をつくるべ

きじゃないかと、大変な御指摘を受けたところなんです。ですが、それを待

っておったのでは１００年かかりますと。私どもは、まず国の採択事業をと

ってこなければ、とても山口市の一般財源では出せませんと。ですから、国

のとにかくプロジェクトを引っ張ってきたいんだと。そうなりますと、どう

しても、計画を策定して準備をこれだけやって、これだけ高まりを見せてき

ましたからと言っても一、二年かかるんですよね、国のほうの大体の返事を

とれるのが。それを、全体を書くということになりますと、まず駅北で市街

地の再開発をやるということを書きますと、再開発組合というのは、出来高

とか、そういう問題から出るんですよね。そしたら、再開発はどれぐらいの

規模ですか、そこの中に民家は、どれだけ公共用地がありますか、道路をど

ういう形でされますか、区画整理はできますかと、こういうふうなことから

入らなければいけないんですね、全体を。でなければ、ただ絵を描いて持っ

ていくというような形では難しいと。 

 そうしますと、段階として、組合施行ということになると、組合ができな

くてはいけませんとか、あるいはメッセについてもそうなんですね。だから、

ちょっとしたものはつくっているけれども、メッセとなれば、どこが事業主

体となって、どういうふうにやりますか、大体の大まかな構想等はやらない

と、今のメッセ等も出せないんですよ。それを出すためには、まず我々はど

こかと思ったときに、まずこれは一番ど真ん中の駅を整備すると。ここから

いきたいと。これだったら全体がなくても説明がつきますと。全体がなくて
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もっていうのではないのですよ。大まかには、我々が構想している中ででき

ますと。説明ができますということで、交通結節点改善事業というプロジェ

クトを、ここへくださいと。そのためには自由通路をつくりますと。そして、

橋上駅舎をつくります。両方の駅前広場を整備しますと。ここを、核をきち

んとしたら、プロジェクトとして採択できる最小限はきちんと練れておると。

しかし、それだけでもだめなんですよ。やはり、将来にわたって市街地の再

開発に入ります。遊休地の活用を図ります。こうしたことも周辺的なことは

口頭等では、地図上に落とすことについては説明する、そういったことで御

理解いただきたい。これをまずとらないと、これを核にしていろいろな事業

が展開できますし、グランドデザインを来年度は遊休地のところは書いてい

きますし、そして、今日県にもきていただいていますけれども、今度はアク

セス道路が入ってくるわけなんですよね。このアクセス道路の幅をどのくら

いとるか、ここを県庁前のようなパークロードにするのか、こういうふうな

ことによって随分変わってくるんですよ、市街地の再開発的なものが。県と

今どういうふうな道を入れるのか、県事業でやってもらえますかというよう

なことを協議しております。それを待ってから、駅事業とか、何とか言った

のでは、また３年も４年も遅れますので、だからというのは非常につらいの

ですが、そういった事情、そういうプロジェクトをとるときには、ある意味

で時間に追われている、そういったことも御理解いただければと思います。 

 あとは事務局で。 

＜事務局＞ 

２番目の御質問でございます、この第Ⅰ期の中のどこから手をつけていく

かという御質問でございますが、３５ページですか、進行スケジュールがあ

ると思いますが、その中の新山口駅ターミナルパーク整備、いろいろ整備項

目を掲げておりますが、先ほど市長から国のほうへ補助事業採択の要望をし

たという報告があったと思いますが、その事業内容がこの中にあります表口

駅前広場、自由通路、橋上駅舎、既存自由通路、新幹線口駅前広場、逆に言

いますと、アクセス道路と県道新山口停車場長谷線を除いたその他の事業項

目について交通結節点改善事業ということで要望したところでございまし

て、これが新規採択されますと、これらについて、総合的に基本設計になる

ようやりまして、事業着手をしていくということでございます。 

 それで、目標としましては、来年度から採択されまして、平成２６年度を

目標として事業を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。で、残りましたアクセス道路、県道新山口停車場長谷線については、県

当局と詳細に協議して、この目標年次に収まるように整備を進めていくよう

に、今協議を進めている最中でございます。 

＜会長＞ 

まあ、そういうあたりでしょうかね、多少希望が見えてきたような感じに

なりますか。どうぞ。 

＜委員＞ 

先ほど市長が言われました、まず今回提案されているこの事業を頓挫せず

にやり遂げるためには、まず国の指定を受ける、そして、有利な財源確保を

しなければいけないということは、私はよく理解はしております。 

 その上での意見になるのですが、そのためにも、今回提案されているこの

中で、私なりに重要施策として考えている、この大規模遊休地の活用なので

すが、以前、第４回目の３月２７日の委員会の中でも、私がくどく言ったつ

もりなのですが、これは事務局にお尋ねするんですけれど、そのためには、

まず山口宇部間の、この道路の新設の、今度はバイパス幹線道路になる長谷

線、これから表玄関に行く、要するにアクセス道路、これがどうしても遊休

地との絡みが大きく出てきていると思うんですよ。そのためには、長谷ポン

プ場であるとか、ＪＲの宿舎であるとか、そして、民間の立ち退きであると
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か、いろいろな部分で今特に、県のほうは、この道路で御苦労されていると

いうのは、私もよく聞いております。 

 ですから、そういった部分で、関係各所及び地元調整、そしてまた、地元

からの意見の集約等を重ねてくださいよということを、約１年前に口が酸っ

ぱくなるほどお願いもしております。そのときには、この委員会が単なる１

回、２回、３回と、幾ら我々が意見をここで排出して出しても、その意見が

集約されることなく、ただの消化委員会で終わるようなことがないように、

事務局のほうには努めてくださいというお願いもしてきていました。 

 それで、まず今回そういった部分で事務局にお尋ねするのが、まず、今市

のほうでは、どうもこのターミナル推進の部署がひとり歩きしているような、

そういうふうな見方も私は若干しているのですよ。というのは、例えば、本

課が窓口、プロデュースになって関係各所、部署との連携、そして、事前協

議的な意見の集約を重ねていって、地元調整もほぼここまでは統率できまし

たという報告が、まず我々としては一番聞きたい。そして、その上に立って

我々が意見を出して、よりそれを具体的にしていきたいという考えがあるん

ですよ。でも、私が聞くところでは、そういった今市の中で、動きがどうも

ないように私は聞いております。だから、もっとこれを、市長が言うように、

まず財源確保は大事です。でも、財源確保するためにも、いろいろな連携を

図って、意見の集約をして、より確実なものに構築してもらいたい、そのた

めの努力をまず、我々のこの協議会も大事でしょうけど、自分たちの職員レ

ベルでできるところは大いにやっぱり、この１年間何をやってこられたのか、

まずそれを聞きたいですね。済みません。 

＜会長＞ 

それはいかがですか。 

＜事務局＞ 

今の御質問は、この基本計画の中で整備項目として上げておりますアクセ

ス道路の進め具合だというふうに理解しております。 

 これにつきましては、周辺の土地利用、小郡都市核づくりマスタープラン

に基づきます土地利用計画が、若干遅れておりますもので、具体的ないわゆ

る路線の決定ということができていないというのが現状でございます。そう

しますことから、この計画の中でもこのゾーンにおけるまちづくりと十分な

連携を図って、早い時期に路線の決定に努めるというふうに掲げておりまし

て、具体的には、現在専門のコンサルタントに委託いたしまして、どういう

路線がこの２点を結ぶのにおいて適切であるのかという検討をしている最中

でございます。 

＜会長＞ 

どうぞ。 

＜委員＞ 

よくわかりました。 

 ですから、どういう路線がどういう形に変更になろうが、結節点である遊

休地には、絶対絡んでくると思うんですよ。そしたら、少なくともその遊休

地にかかわるポンプ場であるとか、ＪＲの宿舎であるとか、民間の立ち退き

であるとか、そういった部分はある程度この１年間の間に回を重ねて我々に

その結果を報告してくれるぐらい精力的にやってもらいたいという、これは

もう要望じゃなく、やらなくちゃいけないという、この事業を本当に頓挫さ

せないためには、やっぱりそういう我々に対する対外的なことよりも、内々

でそういう、それにはまず関係各部署との連携協議を本当、週１ぐらいでや

ってもらって、その報告を受けながら次の手を打っていくというような、そ

ういう形での構築された報告を、我々は聞きたいという、これはお願いじゃ

なく、ぜひやってもらわないといけないと私は思っております。 

この話はこれで終わりましょう。 
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＜会長＞ 

ありがとうございます。 

 他にございますか。どうぞ。 

＜市長＞ 

わかりました。非常にここについては、いろいろな事業が輻輳してまいり

ますので、すぐこの後、グランドデザインを遊休地のところにつくらなきゃ

いけません。そうしたこともあって、まず今のターミナルパーク整備部を、

今整備課だけなんですが、これを建設課、計画課と２つの課に分けまして、

それにさらに総務的なことをやる部署をおきまして、ここを中心にしてやら

せたいと。 

 しかしながら、今委員のほうからありましたように、ここは駅機能を整備

するときに、今度は逆に言うと下を下水道が通っているんですよね、そうし

たものも、この際整備したいんですよ。長谷ポンプ場っていうのは、まさに

その意味だろうと思います。そして、下水道を整備しないと、においが残っ

たりなんかして、いろいろなこれからのまちづくりにも駅北に支障を来す、

これも思い切った形の中に入れようという形で、またこれも別な部局が、上

下水道部のほうがＪＲ西日本と協議しておるんですよ、下へもぐらしてくれ

と。上のほうを、ターミナルパーク構想をやるということで、ＪＲ西日本に

ついては、非常にいい感触でもって、今まで何十年でもやってくれなかった、

駅北からの駅の下をもぐって下水道をきちんとするというところも話が大体

つきそうなんですよ。これをまた、私どもこうした形までできておりますと

いうものは、節目になりましたら、説明をしていきたいと思います。 

 ですから、そのほかにも、いわゆる遊休地だけでいいのかという形があっ

て、その周辺の土地の問題もあるわけなんです。また、道路を県道で入れよ

うとですが、市道で入れようと、ＪＲ西日本のアパートもあるわけです。そ

れの話も今後つけていかなくてはいけない。そういったことについては、い

ろいろな進捗状況については、節目節目で皆さん方に御報告もさせていただ

き、場合によっては、むしろ支援していただかなくてはいけない、協力して

いただかなければ前へ進まない、こうした形もありますので、情報提供につ

いては、より積極的にやっていこうと思いますので、お願いをしたいと思い

ます。 

＜会長＞ 

はい、ありがとうございました。 

 今お３人の方からいろいろ御意見をいただきまして、ペデストリアンデッ

キの延長がなぜできないのかという問題と、それから、ターミナルプラン、

このプランが全体的な将来のプランの中で、どういう位置づけになるのか、

どこから取りかかるのか、アクセス道路との関係で駅北の西側遊休地に何か

のアプローチが必要なはずだがどうなっているのか、そういうふうな点の御

指摘をいただいております。 

 時間もありますので、今のような点以外で、この案につきまして、パブリ

ック・コメントのほうももちろんいいんですけれども、とりわけ、この基本

計画の案について、別の点で、ぜひ取り上げておかなければというのがあれ

ば、どうぞ。 

 ちょっと済みません。ほかにももしあれば、とりあえずお伺い、何人ぐら

いあるかお伺いしておいて、時間配分を考えたいと思うのですが、ほかはい

かがですか。３人ですね、よろしいですか。どうぞ。 

＜委員＞ 

ちょっと市長さんにお伺いしたいと思いますが、今日初めて総額が１８０

億円というのを耳にしたんですね。で、このスケジュールを見たときに、行

政としてはこういうふうな形しかできないだろうということがよくわかって

おりましたけれども、その１８０億円ということで、初めて聞いて、今日こ
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の駅前広場、自由通路、それから橋上駅舎、それから既存自由通路、新幹線

口の駅前広場、この辺については、大体どのぐらいの割合の経費を、どの程

度ぐらいに充てられるのかということを、もしお示しをいただけるものなら

ば教えていただければと思っておりますが。 

＜会長＞ 

その辺はいかがでしょうか、１８０億円の配分関係は。 

 まだ予算がついているわけでは、決まっているわけではないでしょうけれ

ども、できる範囲で、もしお答えいただければ。 

 どうぞ。 

＜事務局＞ 

事業費の内訳ということにつきましてのお答えになるかどうかなんですけ

ども、まず、全体の１８０億円というのを、先ほど申しましたように、この

事業全体は繰り返しになりますけれども、この基本計画に掲げる７つの事業、

３つの基盤整備と４つのその他の施設整備事業というのがございまして、７

つの施設整備を掲げておりますけれども、先ほど申しましたように、アクセ

ス道路と県道新山口停車場長谷線を除く５つの整備に係る事業費といたしま

して１８０億円ということになっております。 

 １８０億円全体の内訳としましては、財源内訳のほうを先に申し上げます

と、先ほど言いました国土交通省の補助事業でございます交通結節点改善事

業の事業採択を現在要望しておりますけれども、それにかかりますものとし

ましては、補助割合が２分の１、９０億円ということでございます。で、残

りの半分につきましては、現在充て込んでおりますのが、私どもが見込んで

おるのが、その残りの２分の１に対する９５％が合併特例債、残りの５％、

全体でいいますと２.５％にかかる部分を一般財源を、初期経費としては投入

しようということになっております。で、先ほどの１８０億円、全体の事業

費にかかわります内訳につきましては。 

＜会長＞ 

質問されているのは、それの出所じゃなくて、使い道のほうがいくらかと

いうことなんですけどね。出所も大体のところでわかるところですか。自由

通路にいくらかという話ですが、はっきりわからなければ、大体の傾向性ぐ

らいでも結構ですけどね。 

 それではちょっと御検討いただけますか。途中で、もし答えが出たらお答

えいただくことにして、別の質問に移りたいと思います。 

 それではお願いします。ほかの点、３人いらっしゃいましたので。 

どうぞ。 

＜委員＞ 

自由通路のことでございます。 

 今日が最後だということで、この前もちょっと図を見ながら、今日も図を

見てまだよくわからないんですけど、２８ページの図が一番わかりやすいか

なと思うんですね。皆さん、この自由通路、今のままで、今できたとして、

だれか通ると思います。私それが非常に心配です。だからこそ、２７ページ

の、先ほど書き加えた、一番下のところに、その他のところで、防犯対策等

も考慮した十分な明るさの通路としますと、これ多分立派な１０メーター、

現在のホームを結ぶあれが６メーターだったと思うのですけど、それよりも

幅の広いものができるんだけれども、用心しないと、ここはほとんどだれも

通らない、何か新幹線口から向こうに移るのは当然ながらホームのほうの通

路、わざわざ一度改札出てからという人はいないわけで、だから、間違えた

人が通るとか、だから、こちらの南側に住んでいらっしゃる方が行くとか、

下手をすると夜はほとんど無人化してしまって、もし何といいますか、人の

目がないというようなことになると、よからぬことも起こるのではないかと

いう懸念さえあります。 
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 で、私が申し上げたいのは、そういうこともあるのですが、一番最初の発

想です。この事業をやることで、ここににぎわい空間をつくろうじゃないか

っていうことだったですよね。それで、特に、自由通路は、単に、その今言

ったような、めったにないような往来のためのものじゃなくて、少しここに

若者も含めた駅を利用する人たちが、あるいは駅はもともと利用するつもり

はなかったけど、ああこういうものがあるから来てみようか、そんなふうな

使い方になるといいねと、そうすると、それこそ交通の結節点がにぎわいの

場になると、だから、どうしても、私はここに人がたくさん往来するように

つくる仕掛けを置く必要があると思っていました。これは何度も出た意見で

すね。 

 ちょっとこの図を見てみますと、１つわからないのは新幹線口のほうのと

ころで点線があって、そして、スポンと南のほうに抜けているのですが、階

段がちょっと一番最後のところにある。ここのところは、この通路っていう

のは、そもそも１０メーターの部分は、当然ながら改札から中に入っちゃい

けませんから、これは完全に孤立しているのでしょうか。ちょっと何かどう

もイメージがわかない。今のちょうど料金の精算のところを突っ切るような

形の絵ですよね、この辺は固まっているのかどうか。ちょっと後でお伺いで

きたらと思うんです。 

 それで、先に御意見を申し上げてしまいますけれども、橋上駅舎はできる

んですけれども、この橋上の通路です、これには手をつけないのでしょうか。

現在の橋上の通路。若干のあれはつくかもしれませんけど、基本的にあのま

まなのか。 

 私は、実はこれ１６メーターというふうに考えてはどうかと思います。上

に写真があるように、あの岡山駅、私も何度か通りましたけど、あそこでも

１０メーターなんですよね、両方に商店街があるからさらに広く見える、商

店があるから見えますよね。今度つくるやつは、もし、これ一体化できると

すると１６メーターもの幅のものができるわけです、つくろうとすれば。だ

けど、どうもそうじゃないようですね。ＪＲさんは、元のままのところとは

分離した形で、当然、分離しなきゃいけないと思いますよ、私も。ただ、１

６メーターという発想でやって、これを一体化できるとすると、いろいろア

イデアがわいてきます。 

 私の、お笑いになって結構ですけれども、こんなことを考えました。１４

０メーターあるそうです。で、そこの１６メーター幅のところを３つのレー

ンに分けるわけです。そして、片側は、現在の通路、それは６メーターかど

うか知りませんけど、それから、片側、今度は九州側のほうも６メーターぐ

らい、それでとると、なお４メーター残りますね。で、４メーターのところ

に、両側、例えば、駅のホームに立ち食いのそば屋があります。あんな狭い

ところにつくっていますよね。そして、両側からものを買ったりできるとい

うような場合もあります。私はここにそんなものを置いてはどうかという気

がします。そしたら、相当ないろいろな売店だとか、それから観光案内所だ

とか、いろいろお話しがありましたよね、ああいったものがずらっと並べら

れます。そして、そうすることでＪＲの乗降客と、これを分離できます。し

かも両方にサービスができます。 

 それから、私は前から思っていたのですが、こちら側が利用されないのは、

さっき言ったように、もともとニーズがないからなのです。ニーズをつくれ

ばいいのです。で、例えば、橋上の自由通路の真ん中あたりから改札が入れ

るとします。そんなことＪＲは嫌がるだろうと思われるでしょうが、今私が

言ったように、真ん中のレーンをそのようにして民間業者にある程度開放し

ていってやると、ちょうど店舗がずらっと並んだ感じになりますから、冗談

だと思っていただいて結構なのですが、ちょうど客車が並んだようなイメー

ジです。だから、私はトレインプラザとか、トレインショッピングとか、こ
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ういうふうに名づけて、右側からはＪＲの乗降客が利用でき、こちらからは

住民の皆さんが利用できる。おまけに、途中から入れるようにするんですよ。

ちょうど列車というのは、入り口があって、こっちまた出口、反対側にもあ

りますよね。で、その改札を民間に任せるわけです。ＪＲの人件費を使うの

ではなくて、これは喜んでやると思います。 

 まあ一例を言っているだけですけれども、そのほかいろいろなものが、長

屋式にずらっと並ぶでしょうね、大阪の地下街へ行くと日本全国の土産物売

り場が本当あれ２メーターもないんじゃないですかね。４メーターあれば十

分なものができると思いますが、そういうものをつくって新山口駅にはトレ

インショッピングがある。で、子供たちを呼ぶためには、その真ん中の部分

は、多分新幹線の絵でも両方つけて、ちょうど新幹線が並んでいるかのよう

な、列車が並んでいるような遊び心も持たしてみる。で、途中でもし民間に

任せた通用口ができるとすると、今度はＪＲのお客さんが安心して外に出ま

す、向こう側の通路に出ます。そして、向こう側でしか買えないようなもの

も買うかもしれません、いろいろなサービスをします。なぜなら、橋上の途

中からこちらへすぐ戻ってこれるからです。 

 というふうに、ここの橋上、このようなものがもしできたら、もう初めか

らショッピングセンターがどこか出てくればいいとか、私も今までずっとそ

う申してきましたけど、今さらここで言ったってしようがないので、そうい

うものが来るまでは、ここはだれも通らない、ほとんど通らない、これ防犯

上も問題になるかもしれません、最近非常に雇用不安もありますからホーム

レスの方が住みついてしまうというようなことも起こってきたり、若者がた

むろする、犯罪も起こるかもしれない。そうすると、仕方がないから、今度

は９時ごろになったら、ここは入り口をとめようと、こんな話しになりかね

ません。大体この手の通路は、通路以外の使い道がなかったら絶対そうなる

と思います。結局は１０メーターもありながら役に立たない、ですから、た

だＪＲさんにもメリットがあります。ＪＲさんにとっては、そこのところを

賃借料を取れますので、どんどんどんどんおもしろい店がたくさん並ぶよう

にするわけですよね。それはもちろん民間の力でやらなきゃいけないけども、

初めからそのようにできるように、この岡山駅のように両側に店舗をつくる

ような余地はこの場合ありません。あっても無駄なだけです。片方は乗降客

しか利用できない、片方は外の人しか利用できない、間をやはり取っ払うよ

うなものがないとだめです。だからこそ、今のように、真ん中にもってくる

わけです、そして、両側からちょうど列車のように業者さんは両方のお客さ

んを受けつけることができる。 

 このような、これは１つの例に過ぎませんけれども、どうも話がなかなか、

この自由通路をどのように活用するのか。で、これは将来の話ではあります

が、近い将来の話です。できたときの、割合早くそういうものができると思

います。そのためには、結局、この２つの通路は、一体化したものとしてほ

しいということです。そして、１６メーターとして使うということです。い

ろいろなアイデアが、私のような、素人だから勝手なことを言うのかもしれ

ませんけれども、非常にユニークな場所ができて、これは必ず、両方の通路

をお客さんが利用するようにできると、話題を呼ぶと思います。 

 以上です。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。 

 今途中経過のものがありますので、ちょっと待ってください。あとお２人

の方が、今と同じ論点ならよろしいですが、違う論点だったら、論点だけ出

していただけますか。どうぞ。ちょっと手短かに、この点と違う論点だけ出

していただけますか。 

＜委員＞ 
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違う論点、全くではありませんけれども、関連になろうかと思います。さ

っき事業進行スケジュールの件で、事業費のお話しがありましたが、１８０

億円ということですが、その中にＪＲへの負担分が含まれておるのかおらな

いのか、もし含まれておれば、あわせてその割合がどのぐらいなのか。今調

べておられる事業費については調べて、自由通路とか広場とか調べておられ

るようですけれども、もし含まれておればあわせてお示しをいただきたいと

いうのが１つであります。 

 それから、この事業スケジュールの中で、２３年度が第Ⅰ期ということに

なっておりますが、山口国体と、それから、あわせて障害者のスポーツ大会

が開催をされるということですが、この時期が、どの程度整備が進んでおる

かというのはわかりませんが、恐らく既存の駅舎にしても、陸橋にしても、

残しながら整備をされることであろうと思いますが、駅の広場がどの程度の

整備になっておるのか。それから、相当の来県される方、それからＪＲを利

用される方があろうと思いますが、この辺がスムーズにいくのかどうか。そ

れから、恐らく山口国体の歓迎アーチなんかを駅前に設置されるんじゃなか

ろうかと思いますが、そういう場所が確保できるのかどうなのか。この前、

ちょっと国体推進事務局とお話をしたんですけれども、まだ、このターミナ

ル整備計画については、具体的にお話は聞いておらんようなことを言ってお

りましたんで、その辺がどうなのか一つ気がかりでありますので、お尋ねを

いたします。 

 それから、もう一つは、広場の環境空間っていいますか、交流空間ってい

いますか、これが絵だけでありますので、具体的な基本計画の中で示される

かと思いますけど、現状ではよくわかりませんが、あの空間が多目的に活用

っていいますか、利用できるようなものにしていただけたらなというふうに

思います。というのが、鉄道のまちと小郡は言われておりますんで、駅周辺

でイベントを計画をするのですけれども、なかなか空間がありませんから、

できませんので、そういうこともあわせて可能──まあ、これはスペースの

問題もありましょうけれども、可能になるようなこともあわせて考えていた

だけたらと、これは御要望であります。 

 それから、もう１点は、この１８０億という事業費でありますけれども、

これ考えてみますと、山口市の年間予算の３分の１に相当する額じゃなかろ

うかと思うんです。それはいいんですけれども、経済効果といいますか、投

資効果が十分反映されるように、全体の計画をあわせて整備をしていただく

のと同時に、市民の方々の理解を得ながらひとつ進めていただいたらなとい

うふうに要望をしておきます。 

 以上であります。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。４点いただきました。１８０億の中にＪＲの負

担部分があるのか、幾らか。国体の時期における広場の整備状況はどうなっ

ているか。周辺でのイベントのための多目的広場にできないか。投資効果が

出るように、市民の理解をと、こういう４点をいただきました。 

 最後に、もう一つお願いします。 

＜委員＞ 

基本計画が、こう案が出てきたわけですけど、私は、これにプラス含み計

画というものがあると思うんですよね。基本的な計画として文章化し、しゃ

べる段階でない、その次の続きはこうなるぞと、将来はこう持っていきたい

ぞというようなものがあるんじゃないかと。まあ、含み計画いいますかね、

そういうものを本当は聞きたいわけでございますが、やむを得ません。 

 私は、駅舎と、そして、このにぎわい交流たまり場としての駅の機能、そ

ういうものに非常に関心を持ってきたわけですけれど、なかなかそこがうま

くいかない。この検討会で、常に、ＪＲがどなたもお出向きになっていない



21/36 

というのが非常に残念でございますけれど、私一番心配なのは、山口らしさ

を表現して山口駅舎をつくるというふうに文章表現してありますけれど、山

口らしさを表現できる駅舎としては、この橋上駅舎というものが、どうもち

ょっと引っかかるわけでございます。 

 前の広場が、表口の広場が広く、今の旧駅舎とプラットホーム、これ取り

込むんですかね、どうなるんですかね。そして、寄りつきはどういうふうな

寄りつきになるんですか。２階は、橋上に上がっていって駅舎があるという

ことですが、１階のほうはどうなるんだろうかね。山口線の具合。そういう

ことは、今まだそういう段階じゃないとおっしゃれば、それはそれで結構で

す。また、私さっき言うたように、この基本計画は、与えられた予算内でね

らった大きな一つのプランを紹介していくんだと。そういう具体的なデザイ

ン的なことは今からだとおっしゃれば、今ここでお答えになる必要はないと

思います。 

 今、言われたこと、私、全く同じ意見でありますけれど、私は、当初、山

口線が引き込み線、あそこに遊んじょる。引き込み線が遊んじょるから、あ

れを分けてもろうて、あそこへ、引き込み線ところへ、プレハブでも何でも

いいから、朝市街をつくるというようなことも提案してみたことがあるんで

すけれど、今のような橋上の自由通路で商店街ができるというようなことに

ついては、私も大賛成でございます。 

 最後に、１分間。私、この周辺の、早く言えば嘉川でございますけれども、

宇部線でございますけれども、小郡駅をこよなく愛するわけでございます。

それで、やっぱり周辺の者は、この小郡駅、新山口ターミナルパークという

構想に対して、非常に関心を持っているんです。こういう説明会のときに余

り出てこんじゃないかということもありますけれど、常日ごろから非常に関

心があって、ちょっと広報に何か出れば、それにいろいろなことを意見を戦

わすというふうな状態になっておりますが。 

 というのは、新山口駅ターミナルパーク構想ができたことによって、南部

地区の、山口市の南部の周辺地区が、それに乗っかっていろいろ発展してい

きたい。あるいは、それに乗っかって交流したい。たまり場でひなたぼっこ

したり、おむすび食べたり、そういうこともしたいという、一つの楽しみと

いいますか、そういうものを持っておるからであるんではないかというよう

なことで、もっともっとこの駅舎、あるいは自由通路の利用の仕方、あるい

は橋上の上がり方、それから駅のたまり場、駅舎。駅舎の中は、何も駅舎の

中ってものがない。南口はありますね。南口は立派な駅舎がありますけれど、

北口、表口には何もないというような辺が、どうも気にかかっていけないん

ですが、また、これはこれでまた具体的に計画していくんだとおっしゃれば、

それで結構ですし、これでいいよ、終わりということであったら、もっと言

いたいことがいっぱいあるんですけれど。 

 以上でございます。 

＜会長＞ 

どうもありがとうございました。 

 一応、あらかじめ出していただいた御意見はそれだけですので、ちょっと

時間を超えると思いますが……（発言する者あり）いや、まだ終わりません

から。後で１人ずつありますので、はい。 

決着をつけたいと思いますが、まず最初に、積み残しておりました回答の

ほうを手短にお願いできますか。はい。 

＜事務局＞ 

総事業費の内訳についてでございますが、内訳といたしましては、表口並

びに新幹線口駅前広場と新しい自由通路あるいは既存の自由通路等の整備

費、これらをまとめまして約４５億円、橋上駅舎整備など鉄道施設の建物や

鉄道の配線整備等にかかります機能復旧費といたしまして約１３５億円とい
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たしているところでございます。 

 ただし、この事業費につきましては、今後の精査により、その事業費及び

その負担割合等を関係機関と協議、調整する中で、さらに精度を増し、適切

な事業費及び負担割合に努めることとし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。以上のとおり、４５と１３５の形でしたですね。

そこまではお答えできるということで、いただきました。ありがとうござい

ました。 

 それでは、次に進みまして、自由通路とにぎわいの点が一つと、それから、

４点いただきましたので、順番に行きたいと思います。自由通路とにぎわい

について、１６メートルで、真ん中の４メートルを民間業者に開放して、両

側から通る人が利用できるようなトレインショッピングの構想、そういうふ

うな御意見だったと思いますが、それについて、皆さんは御意見いかがです

か。はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

賛成ですね。大変いいと思います。 

＜会長＞ 

わかりました。 

＜委員＞ 

今ちょっとお話聞きながら、自分でイラスト書いてみたんですけど、これ

見よったら、平面図では何も判断できなくて、僕ら仕事柄いつもパーツ化さ

せるんですけど、意見を戦い合わせながらパーツとか横で書かせていると、

非常に整理できるんですね。 

 今、僕も書いてて感じたのは、さっき６メートルと１０メートル合わせて

１６メートルでっていう話だったんですけど、実際は、今の６メートルのと

ころ、もうベンチが並んでますんで、有効な通路面積って４メートルぐらい

だろうと思うんですよ。そうすると、ショップとショップの間にベンチを押

し込んでしまえば、４メートルの通路と４メートルのショップ、４メートル

っていうと机２つ分のショップですから、それ掛ける１０メートルぐらいで

一つの店舗できるんですね。そうすると、残り８メートル残りますんで、か

なり有効な自由通路になると。しかも、空間としては１６メートルのドーム

空間に変わってくるんで、非常に今よりも広さは感じると、非常に有効な方

法だというふうに考えています。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。非常にいいという御意見いただきまして、先ほ

どもそういうのが別からもございましたけれども、ほかに御意見はいかがで

すか。今の自由通路とにぎわいの件ですが。はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

基本的に大賛成です。 

＜会長＞ 

わかりました。どうも。事務局のほうはどんなですか。多少コスト配分は

変わるかもしれないが、対応はどんな可能性がありますか。 

＜事務局＞ 

自由通路において、通行機能だけでなく、休憩や滞留をできる機能であり

ますとか、情報発信の機能、これらにつきまして御意見も伺っておりますし、

具体については、これからの基本設計なり詳細設計で検討していきたいとは

思っております。 

 まず、自由通路の使い方ですが、２８ページをちょっとお開きいただけれ

ばと思いますが、この２８ページの真ん中の灰色の上に赤い点線で書いてあ

りますのが自由通路でございまして、いわゆる２階の高さに設置されるわけ

です。新幹線駅舎の中は、今の改札がございます２階のレベルに表口からた
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どり着きまして、その２階からまた階段で、あるいは補助的にはエレベータ

ーなりエスカレーターを使って、１階におりていくと。そして、その前面の

駅前広場に歩行者動線としてはつながっていくという使われ方でございまし

て、そして、その自由通路と並行しまして、お隣に新しい橋上の駅舎あるい

は駅舎とホームをつなぐ、いわゆる構内通路ですね、この図面で言えば黄土

色といいますか、黄色の濃いやつで表現してありますものができてまいりま

す。そして、その駅舎のほうに矢印、赤い矢印がつながっておりますが、こ

れは改札を通じて駅施設への出入りという表現をしております。 

 ですから、自由通路は、何も使えないわけじゃなく、基本的には駅を利用

される方も使われますし、これで北の市街地と南の市街地がつながりまして、

これは２４時間開放の市道でございますので、そういう人の流れは出てくる

というふうに考えてございます。具体の仕掛けにつきましては、今日いろん

な御意見伺いましたので、まだ、駅構内の構内通路をですね、これ鉄道施設

でございますので、ＪＲさんともその使い方については十分協議しながら進

めてまいりたいというふうに考えております。 

＜会長＞ 

そういうことですが、どんなですか。はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

新幹線口のビルのほうですね、あそこの左右はどうなっているんですか。

もう完全に隔離されているんですか、通路だけで。通路自体は隔離されて。

つまり、商業施設だとかいうものが、ここの例えば左側のところに入ってく

る余地があるのかとか、そういうことなんです。それだけちょっと教えてく

ださい。前からわからないんです、ここがスポンと抜けてるのが。 

＜事務局＞ 

自由通路は、この新幹線駅舎と直交するような格好で入ってきますが、そ

して、駅舎の中に、今の２階レベルに入ってまいりますので、その駅舎との

東西方向ですか、この動きは自由にできるということでございます。だから、

駅舎の、今の新幹線駅舎の２階レベルのこの幅員分の路面といいますか、表

面だけを市道として兼用して使わせていただくというような形になろうかと

思います。 

＜委員＞ 

なら、左側の線はないと考えていいわけですね。右側は、当然、改札に入

らなきゃいけないんで。 

＜事務局＞ 

道路としての幅を示しているもので、実際の使い方は一体となっていると

いうことでございます。 

＜委員＞ 

わかりました。 

＜市長＞ 

図面では出てきても線はないんですね。フロアの線はありません。だから、

道路として公共物になるというようなことですね。 

＜会長＞ 

今の委員さんからあったような、非常におもしろい提案がありましたけれ

ども、そういうふうなのを取り入れる余地はまだ残されている。具体的なこ

とは今からのことでしょうが、可能性はあるわけですか。 

＜事務局＞ 

基本的に、この自由通路は、国の補助事業を導入してつくっていくわけで

ございまして、基本的には歩行者専用の道路でございますので、おのずと道

路法なりの範疇で活用できる制限がございますので、その中で、先ほどから

言っておりますように、憩いの機能でありますとか、にぎわいの機能あるい

は情報発信機能等がいかにできるかという検討をしていきたいというふうに
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考えておりまして、すべてフリーということではないということはお知らせ

しておきたいと思います。 

＜会長＞ 

民間業者に開放して、トレインショッピングというような、そういうこと

はできないということですね。 

＜市長＞ 

今、国交省と非常に協議している、また、国交省も、今制度が随分変わり

つつあります。それで、私どもの理解から言いますと、今の道路の中に、道

路を阻害しない限り、休憩所を設けてもいいじゃないか、あるいは展示場を

設けてもいいじゃないか、場合によっては、そうした売店的なものは設けて

もいいじゃないかというのを、今、お互いに共通ルールとして国と協議をし

ているところでございます。 

 それで、そうしたことが、もし道路という形の制限を余りきつく言うよう

でしたら、今度またＪＲとの話によって、橋上駅の前のほうにそういった、

駅舎と同じような橋上を整備して民間に使ってもらうことを、フロアを使っ

てもらうことをきちんとした形で、道路とは違う、山口市単独の公共物とい

うような考え方になっていくと思います。こういうふうなところを、今、最

終的には、実施設計段階になりますと、ＪＲと協議しながら進めるようにな

ると思います。 

 ですから、今、自由通路の使い方は、あくまで道路が基本ではあるが、か

なり弾力的に使わせてほしいという形を交渉中でございます。それについて

は、国交省は、かなり弾力的に使うことを、可能を秘めた話で今進めようと

しております。 

＜会長＞ 

ということで、今すぐにどうこう、ここで決めれるわけではないけれども、

弾力的に使える方向を模索してほしいと、こういうことでしょうかね。 

＜市長＞ 

ただ、できると思いますよ。どうも今の雰囲気ではですね。 

＜委員＞ 

いや、できると思います。 

＜会長＞ 

まあ、そういう方向で、弾力的に使える方向をできるだけ模索していただ

きたい。特に、初めからあきらめないで、交渉事ですから、特に国のほうも、

いいアイデアが出れば、そこは知恵を絞ってくれる可能性もあると思います

ので、ぜひ生かされるような方向を目指してほしいということですね。 

 今の自由通路とにぎわいの点でのことは、それでよろしいですかね。何か

ほかに御意見がございますか。はい。 

＜委員＞ 

最後の意見として言わせてもらいますが…… 

＜会長＞ 

いや、自由通路についてです。 

＜委員＞ 

いや、自由通路の件も含めてですけど、いいでしょう。 

＜会長＞ 

はい。 

＜委員＞ 

先ほど、これ市長にお願いなんですが、私は、先ほど遊休地の件で言わせ

てもらいましたけど、遊休地だけのみならず、今委員が言われた、要するに

当初考えた、私も夢を持ってこの委員会に入ってきて、今、半ば夢がなくな

りつつある中で、今委員が言われたみたいに、ないならない中で、英知を絞

ればこういう案が出てくる。私は、これは恐らく可能であるだろうというふ
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うに、私なりに暗に認識しておりますが、そういう部分においても、都市核

とのこれからの連携プロデュースを今のターミナル推進室のみでプロデュー

スしていくっていうのは、私は大変もう無理が来ているんじゃないかなとい

う気がしております。 

 ですから、例えば、各セクションとの連携がとれる企画政策あたりを取り

込んでもらって、そこをプロデュースの窓口にしてもらって、いろんな意見

を、そこが指示を出して、的確に、今こういう意見が出ても即座に事務局の

ほうで対応が、答弁ができるようなシステムに、この４月からでもぜひやっ

てもらいたいなというふうに強くお願いして、私は終わります。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。 

 それでは、次に委員さんから出されました４点についてですが、１８０億

の中にＪＲの負担はあるのかどうかという点は、すぐにお答えできればお願

いします。もし時間があるんだったら、ちょっと後回しにしたいと思います

が、かかるようでしたら。どうですか。 

＜事務局＞ 

ＪＲの負担金につきましては、先ほど市長も言いましたように、年度末の

基本合意を目指して、現在、まさにその協議をしている最中でございまして、

今この席で幾らというのは、ちょっと申し上げることはできないところでご

ざいます。 

＜会長＞ 

ということですが、よろしいですかね。済みません、はい。 

 それから、次の２番目、国体の時期の２３年度ですか、広場の整備状況は

どこまでいっているのかっていうのがございましたが、その辺は、手短にお

願いできますか。もし時間かかるようだったら、また後回しにします。はい、

どうぞ。 

＜事務局＞ 

御指摘にありますとおり、２３年、先ほどからの補助事業の採択のスケジ

ュール等を勘案いたしますと、２３年、まさに工事の最中に入ってくるんで

はないかというふうに思っております。その中で、いかに来山者に対するお

もてなしができるかということに関しましては、今も考えておりますけれど

も、これからも、その進捗度合いによって、どのようなおもてなしができる

かというのを考えていきたいというふうに考えております。 

＜会長＞ 

工事の真っ最中と、こういうことですね。 

＜市長＞ 

主には遊休地の活用になるということですね。 

＜会長＞ 

３番目ですが、駅周辺でのイベントのために多目的な空間という考え方は

できないかというのがありましたが、それはどうですか。 

＜事務局＞ 

先ほど来より申し上げておりますように、環境空間を利用した交流、憩い

としての空間利用、その中で、運営の面でイベント、先ほどおっしゃったよ

うなイベントであるとか、そういったところについても、ぜひできるように

していきたいというふうに思っております。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。 

 最後の４番目は、投資効果が出るように、市民の理解が得られるように進

めてほしいという点は、今ありました委員さんからの進め方の要望もあわせ

て、要望として扱ってほしいと、こういうふうに思います。 

 大体、御意見、御質問が出る中では、そういうことであったかと思うんで
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すが、ほかに何かありますですかね。一応、皆さんで──はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

お世話になります。 

 さっきからのいろいろ御議論した中には、補助採択ということがなかなか

難しいと考えておられるというようなお話がございました。いずれにしても、

どういったことをまちの取り組みとしてお考えなのかというのは、やはり自

治体様が主体になってお考えになっていただくことだろうというふうに思い

ますので、そういったことを踏まえて、整備局としてもまちのほうの応援は

していきたいというふうに思っております。 

 若干、市長様のお話で、補助事業についていろいろ御議論があったという

ことに関しては、多分、東京のほうといろいろ協議をなさった上での御発言

だと思います。私どもは、まちのほうがどういったことをされたいかという

ことを受けて、取り組みはお手伝いをさせていただきたいというふうに思っ

ておりますので、御理解いただきたいというのが１点と。 

 先ほど自由通路の使い方につきまして、ちょっと話がさかのぼって恐縮で

ございますけども、いろいろ国のほうとしても制度の見直しをしているとい

うお話がございました。確かに、そのとおり、今制度の見直しというのを進

めておりまして、やはりこれも主体はまちがどうしたいかということにかか

わってくる部分だろうと思いますので、そういったところで、まちのほうの

御意向を踏まえて、可能な限りお手伝いをさせていただきたいというふうに

思いますので、決して国の補助事業ゆえに、皆様がお考えになる事業進捗が

できないということではなく、まちのほうが主体となって今お考えになって

いるところを私どもはお手伝いをさせていただきたいということで、ちょっ

と釈明めいた言い方になりますけれども、御理解をいただければというふう

に思います。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。まちの意向に沿うようにできるだけ努めたいと

いう、非常に力強いお言葉でしたので、どうぞよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 大分時間が迫ってまいりましたけれども、まだ御発言いただいていない方

がいらっしゃいますので、１分ぐらいででもずっと順番にできますか、済み

ません。はい。 

＜会長＞ 

今、橋上駅舎ですか、そのデザインっていうのは、どんなのができるんで

すかね。四角いんですか、丸いんですか。山口市にふさわしいものができる

もんかなと思って、今、それをしきりに思っているんです。いいデザインで

ひとつよろしくお願いできたらと思っています。 

＜会長＞ 

はい、お願いします。 

＜委員＞ 

 私は、今、ハードの部分は、予算のことをいろいろ聞いて、いろいろ縛り

があるんだなあと思ったんですけれど、一つ、山口らしさの中にですね、こ

の２５ページに「その他」の欄で、自由通路から乗り降りするとき、清潔な

トイレといった、快適に配慮した機能を充実しますって、こううたってある

んですけど、女性の視点で聞いていただきたいんですけど、もう山口県で一

番きれいなトイレだっていう、何かイメージっていうか、そういうのを一つ

目玉として、もしつくれるもんであればつくっていただきたいなと思います。

 というのが、最近、新幹線の名店街の中のトイレがすごくきれいになった

のを皆さん御存じですかね。もう、駅っていったら余りいいトイレじゃない

んですけど、今、名店街の奥のトイレは、すごく改造されてきれいになって

いるんですよ。そういう視点でひとつ、女性は特にトイレっていうのを気に
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かけますので、そのあたりを配慮していただくように切にお願い申し上げま

す。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。駅舎のデザインときれいなトイレ。 

 はい、お願いします。 

＜委員＞ 

これは、やっぱり基本計画なんで、非常になかなか今時点で見えないとい

うところあると思います。それから、先ほどから御意見があります関連する

いろんな計画との関連性についても、本当わからないところありますんで、

今後、説明されるときには、その辺の資料とか、わかりやすい関連事業等あ

るいは関連計画等の辺をお願いしたいと思います。 

 それから、私ども観光の仕事をしてますんで、より具体的に、私ども、今

度基本設計とか実施設計ですね、そういった段階で提案されたとき、いろい

ろ御意見も出していきたいなと思っております。そういう点で、先ほどから

にぎわいのことがありましたんですが、私どもは、ぜひにぎわいについては

いろいろと御提案もさせていただきたいなと思っております。 

 そういった意味で、今回、基本計画を、この事業を実施するために、この

辺の決定が必要だと思いますんで、そういった基本的なことは決定して、早

く具体的なやつを議論していったらいいなと考えております。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。 

 どうぞ。 

＜委員＞ 

今日初めて参加をさせていただきまして、ようやく雰囲気が見えてきたな

と思ったら、もう閉会の時間なのかなというふうに思っているんですけれど

も、ちょっと非常にこれはプライベート的な案件で恐縮ではあるんですけれ

ども、前々からちょっと個人的に思ってたことがあるんですね。 

 この山口市の中において、特にこの小郡界隈っていうのは、大きなホール

というか、人が集まれるスペースが非常に少ないということが一つ上げられ

ると思うんですね。例えば、会議をするであったりとか、ちょっとしたフォ

ーラムであったりとか、音楽活動でもいいですし、文化活動でもいい、また、

それ以外の大道芸的なものでも構わないんですけれども、何かそういう部分

で人が集まれるような、公共的な大きな──まあ、箱物っていうことに対し

ては、今非常に批判が強い御時世ではありますので、これちょっと安易に建

築するっていうのは難しいことではあるかと思うんですが、先ほどの通路の

問題でも、広い道路があるから人はそこを歩くのではない。何かその周辺で

人が集まれるような企画、イベントがあるから、そこに人が集まってくる。

そうすれば、当然ながら、そういった通路というものもより効率的に使われ

るようにもなってくると思いますし、それをねらった商売人がまた何がしか

の出店計画を出してくる可能性も出てくる。 

 要するに、一発で何か決めてしまおうとするよりも、二重三重に相乗効果

がねらえるような、そういった形での、ぜひターミナルパークそのものだけ

にかかわらず、プラスアルファの部分でもぜひ御検討いただけるとありがた

いなと思いましたもので、ちょっと最後に一言だけ言わせていただきました。

ありがとうございました。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。ほかのプラン、事業との関係をわかりやすく、

あるいは、会議やフォーラムの人が集まれる施設を期待する、そういうこと

ですね。 

 はい、どうぞ、お願いします。 

＜委員＞ 
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長い間、御苦労さまでございました。一刻も早くできるのを期待しており

ます。我々としては、その来年以降に重点エリアを対象とするグランドデザ

インですか、そちらのほうも興味津々でございますんで、そのほうもよろし

くお願いしたいと思います。 

＜会長＞ 

はい、お願いします。 

＜委員＞ 

済みません。先ほども申し上げましたとおり、補助については山口市さん

の御意向を踏まえて、国土交通省としても協力をしていきますということと

あわせて、若干この整備計画、今後進めていかれる中で、具体的に事業の形

に向けて設計をされるという中で、ちょっと１点、自転車の動線のことがこ

の資料の中で記載がございます。 

 自転車の動線につきましては、駐輪場等の整備を進めていきますというこ

とだったんですけども、今後、その駐輪場がどこの位置にできてというとこ

ろであるとか、それから、この交通管理者との、警察の方々とかの御意見等

も多分に今後出てこようかと思いますので、駅をきれいにしましたとはいっ

ても、自転車が縦横無尽に走っていて非常に危険な状況ということがないよ

うに、今後の設計にぜひ反映させていただければというふうに思います。 

 以上です。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。 

 お願いします。 

＜委員＞ 

県からは２人出てきておりますけども、地域振興のほうの部署を代表して

出てきております。この４月から、課長の代理ということで、ずっと参加し

てきております。 

 以前おった部署の業務とも関連があるんですけども、都市核づくりマスタ

ープラン等の上位計画との順番とか整合とか、いろいろこの委員会の中でも

議論なり、いろんな御意見があったところなんですが、山口都市核づくりの

中心市街地活性化基本計画あたりもそうなんですけども、これ全国的にもた

しか３番目のグループだったですよね、山口市さん。非常に早い取り組みを

されて、積極的な取り組みをされていらっしゃると。 

 で、今回のターミナルパーク整備、駅舎の問題もそうなんですけど、県下

にもたくさんの駅舎の改修を目指された都市が多い中で、現にこうやって、

この整備構想、計画が、今まさに具体化されていこうとしていると。非常に

取り組み自体がスピーディーで、いろいろその分御意見があろうかと思いま

すけども、動きにたくましさを感じておるところでございます。歩きながら、

走りながら、考えていかんにゃいけんところはたくさんあると思いますけど

も、これからも頑張っていただけたらというふうに考えております。 

 それから、県としましても、既にバリアフリー化のほうでは御支援させて

いただいておるところでございますし、先ほどからいろいろ声も出ておりま

すし、パブコメの中でも今出てきております。具体的には、一番気になるの

はやはり２３年の姿。心地よくおもてなしできるように、どうか工夫をして

いただけたらというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

＜会長＞ 

はい、どうぞ。 

＜委員＞ 

 便を借りて恐縮なんですけど、２９ページですね、ちょっと開いていただ

けたらと思うんですけど、ささいなことなんですが、うちの内部的に指摘を

受けたもので、ちょうど図面の真ん中に国道９号というのがありますけれど

も、その左側に長谷アクセス道路というふうに書いてあります。で、右側に
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は、線が引っ張ってアクセス道路と書いてありますけど、この９号から左の

山口宇部線に行くほうは、長谷ランプということで表現をしていただきたい

と思います。 

 それで、この中につきましては、長谷アクセス道路はこの点々の部分とい

うことで、しっかりと仕分けをして、今からいろいろ話するのに紛れのない

ようにとお願いしておきまして、県としましても、この長谷アクセス道路っ

ていうのは、もう山口宇部線から駅のほうに直結する道路ですので、もうこ

の道路は必要であるという認識は十分に持っております。 

 また、山口市長さんからも、県整備でのという要望もしっかり受けており

ます。引き続き、この駅周辺の、特に大規模遊休地ですとか、ＪＲの社宅、

先ほどありましたように個人の住宅ですとか、河川とか、その周辺の再開発

の候補地といいますか、いろんな意味での開発の種地、そういった全体を今

後どういうふうにまとめていくかというか、そういった再生ビジョンという

ものを一緒にしっかり考えていって、そういった将来のビジョンに見合う、

そういった整備手法、整備主体、そういったものを一番ふさわしいものでと

いうふうに考えて、今後引き続き御検討を一緒にお願いしたいと思っており

ますので、また、今後とも引き続きよろしくお願いします。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。 

＜委員＞ 

駅前広場の専門部会のほうの部会長ということで、皆さんには何かといろ

いろとお世話になりました。駅前広場についても、基本的な考え方というこ

とで、この基本計画の中で示されて、まさにこれからはそれを具体化してい

くと、詳細設計に入っていくということでございます。いろんな関係のいろ

んな皆様が、ぜひよくなったねと言われるように、幅広い方々の御意見をい

ろいろ踏まえながら、駅前広場についても、今後具体化していただけたらな

と思っております。 

 以上です。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。 

 じゃあ、こちらのほうに参りまして、一言ずつお願いします。 

＜委員＞ 

私のほうは、一日も早くこれができ上がることを祈っております。それに

よって交流人口がふえ、あるいは、それぞれ旅をする人が楽しく快適な駅に

なればと思っております。 

 そういう中で、私も、最近、鹿児島とか岡山とか、新しい駅に行くたんび

に、こういう駅舎があったらいいなと思っておりまして、先ほど委員さんも

申されましたように、ぜひ──それが一番かどうかは別にして、人が集まる

ような施設を、あるいは店舗をつくっていただけたらなとお願いをいたした

いと思います。 

 と同時に、この委員会は、小郡の出身の委員の人の非常な熱心さと強力さ

に圧倒されまして、今回余り物が言えんじゃったんですが、ぜひその意を酌

んでいただきまして、早急に周辺の開発の基本計画も進めていただけたらな

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。 

 どうぞ、お願いします。 

＜委員＞ 

説明が余り上手じゃないんで──説明というか、意見発表するのが、ちょ

っと小道具を使わせていただきますので、前に行って、ちょっと。 
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 皆さんの意見がいろいろ出ておった中で、最終的に整備基本計画が発表さ

れたときに、私自身もがくっと、かなり今まで想像していたことよりも差が

あるなあと、これはなぜかなあという感じを持ったわけです。その辺につい

て、ちょっと意見を述べたいと思っております。 

 見えないと思いますが、縦軸に機能性をとります。で、横軸に時間をとり

ます。そうしますと、今回発表された基本計画というのが、この付近にです

ね、この付近に、赤でぼんやり見えればこの付近ということです。今まで議

論の中で、我々──私もですが、頭の中で想像したのは、時間的には少し前

で、レベル的にはこの２倍ぐらいのことを想像してたと思うんです。そうい

うことで、ここがはっきりしないまんま、一気に基本計画がぽっと出たとい

うイメージを持っております。 

 したがいまして、今からでも、ここのレベルを絵にして、みんなでわかり

やすいようにするのは、そう時間はかからんと思います。だから、今まで貴

重な意見がたくさん出たのを、ここの付近のレベルを今出ている赤い、今の

レベルの似たような絵で書いていただいて説明していただければ、みんな納

得じゃないかと。当然、この高いレベルからここへ来るには、制約条件とい

うのがたくさんあるわけです。予算は、まずその第一だと思うんです。そう

いう説明が、今からでもそんな時間かからんと思いますので、発表していた

だけたらよくわかるんじゃないかなというふうに思っております。 

 以上です。失礼します。 

＜会長＞ 

どうもありがとうございました。機能の高いところからだんだんおりてく

るのを絵にしてわかりやすくと、こういうことですね。はい、ありがとうご

ざいました。 

 それじゃ、お願いします。──こちらの方から一応全部御発言いただきま

したですかね。どうもありがとうございました。大分時間が過ぎてまいりま

して、申しわけないと思います。もうちょっとおつき合いいただきたいと思

います。 

 非常に有益な御意見をたくさんいただきまして、ありがとうございました。

それで、少し私の独断と偏見で言いますが、気になるところもありまして、

こういうふうにさせていただいてはどうかと思うんですが、それぞれの方か

ら御意見がありましたけれども、ペデストリアンデッキの延長についてと、

特に自由通路の利用の方法についてですね。ペデストリアンデッキのほうを

きちんと図面ができるような形でつくるのは、このたびの計画では難しかろ

うと思うんですね。つくれば、やはりそれは実施されなければなりませんか

ら、それはこのたびなかなか難しいんではないかと。市長さんからのかなり

御丁寧な、普通なかなかああいう説明はいただけないように思うんですが、

このたびはいただけたように思いますけどですね。 

 そこで、しかしペデストリアンデッキの延長というのは、当然、市のほう

も考えていらっしゃいますし、委員の方々も同じ御意見だろうと思いますの

で、それが含みを持たせるような形に、もう少し膨らませていけるようなこ

とを考えたいと、これが第１点ですね。 

 それから、第２点は、自由通路につきまして、この図面で見てちょっとわ

かりにくいところもあるんですが、市だけでできないところもありますので、

ＪＲのこともありますからですね。そして、道路だという扱いもあるようで

す。しかし、少し心強いお話も整備局のほうからいただきましたように、交

渉の余地もあるようですから、委員さんの御提案にありましたような方向で、

自由通路を活用するような道を開けるように表現をすると。 

 そういうふうに、その２点について、少し今日の御提案させていただきま

した案について、少し加筆修正をさせていただいて、これでこの案を委員会

として了承するというあたりでいかがでしょうか。それぞれ御不満の点もあ
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ろうかと思うんですけれども、今の２つの点は、ちょっと看過するのには惜

しいかなと思いまして、しておいたらどうかと思うんですが、どんなもんで

すかね。まあ、事務局のほうができるかどうかもわかりませんが、どんなで

すか。 

＜事務局＞ 

本日あるいはパブリック・コメント等でお伺いしました意見をもとに、今

おっしゃった２点について事務局のほうで文案をつくりまして、また会長と

も相談して、加筆修正して、その件について皆様に配付して、また御承認い

ただくような格好にしていただければというふうに思っておりますが。 

＜会長＞ 

それでは、一応今のような形で、今の２点について、私と事務局で相談さ

せていただきまして、その箇所について、事務局のほうから送られますか。

そういう形で、一応承認していただくというのでいかがでしょうか。はい、

どうぞ。 

＜委員＞ 

文案とおっしゃっていただいたんですけど、文案ではなくて、ビジュアル

として担保されないと怖い。絵にして実施するというものは難しいと思うん

です、先ほどの御説明の内容を聞いてる限りですね。ただ、この実施すると

いう絵じゃなくても、なんらかのビジュアルとして、これを将来担保するよ

うな表現については、いかがですか。 

＜事務局＞ 

表現の仕方についても、あわせてちょっと事務局のほうで考えたいと思っ

ております。 

＜委員＞ 

文案だけと限定するわけではないという答弁の御趣旨ですね。 

＜事務局＞ 

ただ、先ほどの市長の答弁とちょっと繰り返しになるかもしれませんが、

ペデストリアンデッキにつきましては、周辺地域との連携強化でありますと

か、回遊機能の強化、あるいは、おっしゃったような歩車分離した交通安全

上の観点から、非常に有効であるというふうには考えております。ただ、現

時点で考えますと、周辺の建築施設の状況でありますとか、敷地の制約条件

等から、要は地上部のどこにこのペデを接続したらいいのかというのを定め

るのが非常に決めかねる──現時点ではですね──状況にあるわけでござい

ます。 

 で、地上部に接続するすべての動線を主動線としますと、これは工事費あ

るいは維持管理費が増大してまいります。それとともに、例えば災害時など

緊急時にも機能しない場合も起こる可能性もあります。また、暫定的にやっ

ておりますと、端部で無理なすりつけ等を行いますと、歩行者動線自体の移

動の円滑化を損なう危険もありますから、今現でこれを設置する絵を書くの

は、なかなか難しい面がありますので、そういうのを総合的に考えて、今日

御提案したのは、移動の連続性に配慮した平面計画というふうにして御提案

したところでございますが、表現等につきましては、先ほど言いましたよう

に、いま一度事務局のほうでちょっと検討してみたいというふうに思ってお

ります。 

＜会長＞ 

そういうあたりですが、いかがでしょうかね。文章表現で、将来への可能

性が見通せるようなものにするということですね。 

＜市長＞ 

そうですね、今の点につきましては、市としては、国等の制度上の視点等

も協議しながら、できる限りやりたいんですよね。そうした形の中で、私は、

平成、これは２６年度に完了する方向でもって持っていきたいと。そして、
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２６年度のときに、今申しました動線がそこまでできているかということに

ついて、なかなか２６年度は難しいんじゃなかろうかと。 

 だから、それは動線がつき次第。ほかの市街地整備との問題なんですよ。

それができ次第、一緒にやれるような形を初めからですね、実施設計段階か

ら組んでおきますよという形でいきますので、その辺は、私はきちんと将来

にできると。将来というのは、こっち側サイドを将来に延ばしたいというの

ではないですよ。現実的にできるようになったら、きちんとしますと。こう

いう形の中で、動線が向こう側に行ってストンと落ちるような形の中で整備

しても、逆に今度は危険度が増すと。 

 そういうことで、私は、２６年度までの間に、向こう側のまちのほうの整

備がもし進んだような形になってきますと、区画整理じゃありませんが、ま

ちそれぞれ民間の開発のほうが早く進むということになれば、当然、今の形

の中でできますと。ですから、また２６年に間に合わなくても、２６年以降

についてまちの整備が進むこととあわせてやりますと、こういった形ですか

ら、きちんと担保は私はされているというふうに思っていますが、その辺を

さらに文書の中で表現ということは可能だろうと思います。 

＜会長＞ 

大体、以上のようですけれども──はい。 

＜委員＞ 

ちょっと僕も、委員会の中で最初言い出したのから自分の意見が後退して

いることに気がついてしまったんですけども、いろいろ御説明聞きながら、

やむを得ないなっていう気持ちもあり、若干担保してほしい程度に後退して

いたんですけども、やっぱりどう考えても、担保としてではなくて、やはり

この計画の中でやっとかないと危ないんじゃないかなと思います。 

 先ほど会長がおっしゃったように、補助対象にならなければ市の予算とし

てやっとくことも可能だし、先ほど橋上化と周辺整備で４５億っていうふう

におっしゃっていましたから、それがあと１００メートル伸びたからといっ

て──１００メートルまでないな。何十メートルか伸びたからといって、そ

の４５億が５０億になるとはちょっと思えないですから、それは、いろんな

周辺のことを考えると、やっておくべきじゃないかなあというふうに考えま

す。 

 ですから、今の私の気持ちとしては、担保してほしいと言ったのは、多少

自分の気持ちがこの委員会の中で後退していたことに気がついて、どちらか

というと整備としてきちんと表記してほしいというふうに思います。 

＜市長＞ 

確かに、言われるように、私は財源的な形ということで云々と言っている

わけじゃないんですよね。といいますのは、これをやり、さらに遊休地のと

ころのグランドデザインを書き、そしてメッセつくっていくんですよ。です

から、対費用の問題で、現に使える施設から先にやりたいというのが、私は

市民に対する責務じゃないかっていうような気がするんですよね。 

 そして、今つくっておいても、まだ向こう側へ行く道が、まだ完全に、い

つできるかわかりませんと。そういうふうな費用があれば、やはりもっと遊

休地の活用に、メッセのほうへ事業展開をしていくとかですね。また、ここ

全体についても、まだ精度を上げていく、そういうふうな費用のほうが効果

的じゃないのかと。 

 だから、つくらないって言っているんじゃないんですよ。委員さんが言わ

れるようなことを、私どもも、ここはしなければ機能としてきちんとしてい

かないと。だから、あくまで立体的機能というものはきちんとして、整備し

て、駅前のそれぞれ横断していくところまでは立体的な動線を持っとかなき

ゃいけないと、こういう形をしましょうと。しかし、向こう側のほうの整備

と一体性というのがあるので、その時期にやらさせてくださいということを
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言っているのです。 

＜会長＞ 

どうぞ。 

＜委員＞ 

私の場合は、これはできないことじゃなくて、できることをお願いするん

ですが、先ほども言いましたように、今の現時点でのターミナルパーク推進

室での役割と、いろいろなさまざまな多目的な広範囲に事業展開というか、

各部署の役割分担というのが今から生じてくると思います。 

 ですから、もう今日でこの委員会は一応終結する。でも、掲げたものがぼ

やっとしか見えない。そして、それも確実にできるという、今の現時点での

保証もないという中でこの委員会を閉じるっていうのは、私もすごく不本意

なところがありまして、ですから、せめて体制づくりだけは磐石に、市長の

もとで、今回さまざまな意見をプロデュースする専門の課を企画政策あたり

に委ねてもらって、そこが責任持って各部署との連携、意見の集約、そして

協議等がすべて賄えるような体制づくりを、まず、この４月からでもやろう

という力強い言葉でもない限り、私も、じゃあっていうところで、私もどう

も踏ん切りがつかないというところがあるんですよ。 

 ですから、もうここで本当に全部、ある程度のもう先々の計画がもう見通

しできるような現況まで来ていれば話は別ですけど、それが不透明な部分で

今日終わるということになれば、せめてやり残したというか、これからの事

業展開については、こういう体制のもとで万全を期して取り組んでいくとい

うお言葉でもない限りは、ちょっとしり切れトンボになってしまうなという

気がします。 

＜会長＞ 

それは、最後に市長さんのごあいさつで恐らくあるんだろうと期待してお

ったんですが。そのときにまたお願いしたいと思いますが。 

 今、いろいろ御意見をいただきましたけれども、先ほど私がまとめさせて

いただきましたような形でいかがでしょうかね。２点について少し文案を考

えていただいて、事務局からそれについて再度委員さんのほうに送っていた

だくと。しかし、全体としてこれで会議を閉じて、第７回で終結してですね、

この案を委員会としてお認めいただくということですが、よろしいでしょう

かね。（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

＜委員＞ 

市長あいさつで、出るんですね。それならそれで。 

＜会長＞ 

いや、それでは、今やってください。出るか出ないか私は保証できません

ので。どうぞ。 

＜市長＞ 

体制整備につきましては、先ほど少し触れましたが、具体的に言いますと

総合政策部、都市整備部、そして今日も担当しておりますターミナルパーク

整備部、この３部を当てることにしております。そして、この３部長でもっ

て構成しまして、プロジェクトをきちんとして、そして推進していこうと、

こういう考えでございます。 

 ですから、ターミナルパークはもちろんこの３部でやりますし、先ほど、

またこれに関連してありました都市核とかそうした事業、また県との調整、

これもこの３部で総合的な調整をします。そして、県との総合連絡調整は総

合政策部で担当し、建設そのもの具体的なことはターミナルパーク整備部が

所管します。そして、さらに長谷等々のアクセス道路とか、あるいは国道、

こうしたもののつながり、いろいろな形については、これは都市整備部が所

管をしながらやっていきます。 

 そうした形の中で、３部がきちんとした体制でもってやっていきますので、
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ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

＜会長＞ 

それでよろしいですかね。 

＜委員＞ 

はい。 

＜会長＞ 

どうもありがとうございました。 

 それでは、そういう形でまとめさせていただきたいと思います。よろしい

ですかね。それじゃ委員会として、２点について文案をつくって、委員の方々

にお送りして見ていただくと。しかし、委員会とすれば、その点も含めて、

この委員会、この案を承認すると、こういうことでお願いします。 

 大分長くなりましたけれども、どうもありがとうございました。それで、

まだちょっと事務的なことがありますが、残っておりますので、事務局のほ

うから２点ほどあるようですので、お願いしたいと思います。どうぞ。 

＜事務局＞ 

済みません、時間のほうも相当過ぎておるんですけれども、もう少しお時

間のほういただきたいと思います。 

 その他といたしまして、事務局から２点ほどございまして、１点目が、２

月２０日に開催されます国土形成フォーラムについて企画経営課が少しＰＲ

のほうをお願いさせていただければと思います。 

もう１点が、私から今後の新山口駅ターミナルパーク整備の流れについて

御説明を申し上げます。 

＜事務局＞ 

「国土形成フォーラムｉｎ山口」の紹介 

＜事務局＞ 

では、続きまして、今後の新山口駅ターミナルパーク整備の流れについて

御説明をいたします。 

 基本計画につきましては、先ほど会長のほうも申されましたように、２点

についての記載の充実等、案を策定いたしまして、委員の皆様にまたお送り

した上で、成案というふうにしてまいりたいというふうに思っております。

そうなりました後には、市としての政策決定を行い、公表する運びというこ

とになります。 

 また、それに伴いまして、委員の皆様方の担任事務ということにつきまし

ても終了することとなります。当初、委嘱状にございましたとおり、検討委

員会委員を基本計画策定後に自動的に解職されることとなりますので、一応

確認を含めまして、お知らせをさせていただきます。 

 簡単ではございますが、以上でございます。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。 

 以上で大体予定していたことは終わりました。市長さんのごあいさつをい

ただくというのがありましたが、先ほどのでよろしゅうございますか、それ

とも最後に一言いただけますか。 

＜市長＞ 

お礼を。 

＜会長＞ 

はい。 

＜市長＞ 

本日は、本当に非常に貴重な御意見、御提言をありがとうございました。

また、本日にかかわらず、７回にわたりまして、会長さんをはじめ、皆さん

方、大変お世話さまになりました。おかげさまをもちまして、２点の宿題は

残りましたけれども、それをやりとげまして、基本計画策定と、成案策定と
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いうことにさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。

 また、皆様方から御提案のありましたいろいろな問題については、特にタ

ーミナルパークそのものが、小郡駅周辺のにぎわいをもたらせてもらいたい。

そしてまた、南部周辺全体の活力の源としてもらいたい。そしてまた、それ

だけにとどまらず、山口市民にとどまらず、山口県の中部活力創造圏、そう

いったエリアの核となってもらいたい。そういう委員の皆様方の本当に気持

ちも十分承知をいたしました。私どもは、この考え方のもとに、皆さんの思

いのもとに、このターミナルパークをまず現実のものとして、平成２６年ま

でに完成していきたいと思います。 

 それから、あわせて、先ほど冒頭にも申しましたけれども、遊休地活用の

グランドデザインもきちんと整理しまして、あわせて並行的に整備を進め、

また、北側地域全体のアクセス道路等の整備と相まってのまちづくりの再編

整備、こういった形をして、この小郡周辺地域が山口県の本当の意味の玄関

口に、また、経済の牽引する核となりますように努めていきたいと思います。

その核とこれをさせていただきたいと思います。本当にありがとうございま

した。 

 また、それぞれの委員さん方から、最後に提案等でございました。特に女

性からはトイレということもございました。やはり本当に重要なことで、全

国に誇れるような、子供さんと一緒にですね、また、身障者の方と一緒に入

れるようなトイレ、お世話できるような、そういったトイレ、そういったこ

とも私どもは配慮していきたいと思いますし、それについては、国土交通省

とこの地域についての新たな計画策定にも入り込んでおりますので、やって

いけると思います。我々の計画の地域内にも入れ込むようにいたしておりま

す。 

 それから、特にこういうふうなお話がありましたけれども、実は、デステ

ィネーションキャンペーンを昨年やったわけですね。全国のＪＲ６社と一緒

になって山口県やりましたけれども、そのデスティネーションキャンペーン

の一番の標語は何だったかといいますと、心からもてなしをするデスティネ

ーションキャンペーンをしたと。ＪＲ西日本、特に広島支社は、おもてなし

ということを主体に置いた、デスティネーションキャンペーン史上ない初め

ての試みをしてくれたわけでございます。そうしたことがありまして、先ほ

どお褒めいただきましたけれども、トイレきれいになりましたよって言われ

るのは、その標語どおりおもてなしを取り入れた。ＪＲの方たちもひっくる

めて、ＪＲはてこ入れをした。 

 こうしたことを、これからも私どもＪＲと一体となりながら、そうした気

持ちを持って、ここが交流の結節点でありますように、また、心からの結節

点なり、心からここが心豊かなにぎわい、心豊かな場所、そういうものにな

りますように努めてまいりたい。いろいろな自由通路のお話もございました

けど、できる限り、今度はＪＲとの機能分担ということでございますので、

先生のほうからも提案ございましたそういったことを含めて、できる限りの

交渉はしていこうと思います。 

 また、これで一応の委員会としましては最後になりますけれども、これか

ら後も、事業は今から始まるわけでございますので、私どもそれぞれの区切

り区切りとなる節目節目には、資料等をまた御提供して、また、御意見もこ

れからもいただいてまいろうと思います。 

 あわせてまた、すぐ遊休地のグランドデザインにも入っていきます。これ

につきましても、やはり御意見いただけるような何らかの委員会か協議会か、

そういったものをつくってまいりたいと思います。 

 本当に、この７回、ありがとうございました。会長さんにも本当にどうも

お世話さまになりました。 

＜会長＞ 
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では、閉じたいと思いますが、最後に一言お礼をさせていただきたいと思

います。７回にわたりまして、大変御多忙の中を皆様方にお集まりいただき

まして、今日ここまで至りました。御礼申し上げたいと思います。 

 委員の方々、本当に御多忙の中だったと思うんですけれども、時間をとっ

ていただくのも大変だと、いろいろな事務局のほうからも伺っておりました。

御礼申し上げたいと思います。専門部会のほうもまとめていただきまして、

本当にありがとうございました。また、整備局や県をはじめ、行政機関のほ

うからいろいろな御支援をいただいておりまして、事務局のほうからもその

話も伺っております。御礼申し上げたいと、こういうふうに思います。 

 事務局のほうは、いろいろずっと折衝して、私とも時間をとって交渉して

まいったんですけれども、なかなかここで全部出てこないような苦労を随分

していらっしゃるようで、あの苦労を見ると、もう一遍たたこうかと思って

も、まあしょうがないかと思うところもあるんですが、お仕事としてやって

いただいていますので、でも、それなりに非常によくやっていただいたなと、

事務局にも御礼申し上げたいと思います。 

 時間もありまして、皆様方に十分な御発言をいただくことができませんで、

どなたにも御不満の残るようなものになったような、そういう心象を持って

いるこの会議でございますけれども、その点、御不満が残る点についておわ

びを申し上げたいと、こういうふうに思います。 

 しかしながら、市長さんが最初におっしゃいましたように、夢を育てて形

にする、そういうものの一つのエポックメイキングなものにこれがなるよう

に期待しまして、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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