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導き出された街路空間の全体イメージ 
「山口の玄関口にふさわしい緑ある明るいイメージのシンボルロード」  
「自然を活かし、街並みにあった並木道」「居⼼地の良い落ち着いた空間」 
「駅や駅前広場、駅南との一体感の確保」「柔らかい雰囲気の夜間景観」 
 
配慮すべき事項 
「安⼼・安全の街路空間」⇒歩道のバリアフリー化、⾒通しを良く、夜道 

を明るく、自転⾞の通⾏空間、通学路の安全 
対策、幼児や高齢者に優しく 

「緑の維持管理への配慮」⇒剪定し易さ、落葉の少ない樹種、常緑樹、配 
置間隔の⼯夫、維持管理できる仕組みづくり、 
協働による維持管理 

 
今後、ワークショップで頂いたご意⾒やアイデアを踏まえ、関係機関と協議しながら具体的な設計を進めていきます。

たくさんのご意⾒ありがとうございました。 

   

   新山口駅ターミナルパーク整備 

街路景観  ／  市⺠ワークショップ 開催報告                  2014.12 月 

２．ワークショップの流れ 全３回を以下のとおり実施しました！（各回のご意⾒は P2 に掲載しています） 

8 月 24 日開催：18 名参加 

新山口駅周辺の街路を魅⼒あふれる空間とす
るため、市⺠のみなさんと全３回のワークショッ
プを⾏いました。中でも駅北のシンボルロードと
なる「駅前通り」をメインに、現地での「まちあ
るき」や、模型・イメージ写真を利⽤した「将来
の街路空間イメージの意⾒交換」をしました。
様々なテーマによる意⾒交換により、「将来の街
路にとって⼤切ものは何か」を考え、参加してい
ただいた⽅々の意⾒をとりまとめました。 

この報告では、第１〜３回のワークショップの
内容や、そこでいただいたご意⾒をまとめ、開催
報告としてお知らせします。 

お問合せ  山口市ターミナルパーク整備部  ℡083‐973‐2440 

第第第第１１１１回回回回    第第第第２２２２回回回回    第第第第３３３３回回回回    

↑現在の「駅前通り」（駅から国道 9 号⽅面を望む） 

9 月 27 日開催：19 名参加 10 月 25 日開催：13 名参加 

事業全体の概要やワー
クショップの目的等の
説明を⾏った後、現地へ
移動し、「まちあるき」
を⾏いました。「まちあ
るき」で感じた「まちの
印象」や「景観上の課
題」、「活かしたい資源」、
「街路空間の将来イメ
ージ」について議論しま
した。 

「駅前通りの簡易模型」
を使った説明や意⾒交換
を⾏った後、「新山口駅前
にふさわしい街路」や「利
活⽤をイメージした空間
のあり⽅」、「維持管理も
考慮した街路樹のあり
⽅」をテーマに、少し具
体的に将来の街路空間イ
メージについて議論しま
した。 

「簡易模型」に加え、
フォトモンタージュ
（合成写真）を利⽤し
て、街路樹や照明、舗
装など、具体的な街路
景観デザイン案につい
て議論しました。また、
今後の「市⺠のみなさ
んと街路の関わり⽅」
についても意⾒交換し
ました。 

３．ワークショップの結果 

計画条件や地域の現状を理解し、 
将来イメージを考える 

街路の利活⽤を想定し、 
街路空間のイメージを考える 

街路景観デザインや、 
今後の街路への関わりについて考える 

１．ワークショップの内容 

※画像はワークショップで使⽤した整備イメージの一例です 
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意⾒交換の内容（抜粋） 
 

◆まちの印象や景観上の課題 
 
・街に統一感がない ・寂しい ・静か ・夜暗い（照明がない） ・待ち時間に過ごす所がない ・飲食店

が少ない ・カフェがない ・歩道が歩きづらい（段差がある） ・電柱が無い⽅が良い ・落ち葉の維持
管理… 

 
◆活かしたい資源 
 
・自然 ・ゴミが落ちていない ・鉄道（SL から新幹線まで⾒れる） ・栄山公園までの動線 ・其中庵へ
のルート ・明治、⼤正、昭和、平成という地名 ・⼤正通りの歴史、建物、昔の賑わい ・「小郡」という
名 ・唐樋川（きれいにする） ・水辺の空間… 
 
◆空間の将来イメージ 
 
・緑の多い道 ・統一した街路樹がほしい ・オゴオリザクラ ・イチョウの木の保存 ・季節感が感じられ
るように ・木陰 ・シンボルロードからまわりにつながる緑 ・街路灯 ・光のデザイン ・落ち着いた照
明 ・緑への照明 ・統一感あるサイン計画 ・歩きやすい歩道 ・おしゃれな歩道 ・通学路の安全性 ・
ベンチがほしい ・シンボルロード全体を使ったイベント ・歩⾏者天国・駅南北を貫くお祭り ・川で遊べ
るような空間づくり ・安らぎの場所 ・（駅広から）⾒下ろしていい景⾊ ・街並みの⾊彩の統一 
・地域住⺠で清掃活動の⽇を決めて取り組む… 
 

意⾒交換の内容（抜粋） 
 
◆新山口駅前通りにふさわしい街路 
 
・玄関にふさわしい空間 ・インパクトのある街路 ・緑の多い都会的なイメージ ・安⼼安全 ・明るいイ
メージ ・洗練された美しさ 
・自然を重視 ・歩いて気持ち良い、ベンチに座っても居⼼地の良い空間 ・高齢者もゆったりと憩える場
所 ・南北の交流が⼤切 ・まわりの建物と調和や空間の広がりに考慮した街路樹の高さ ・山が⾒えるよう
に⼤きすぎない街路樹 ・夏は木陰 ・季節の花 ・街路灯が必要 ・デザイン的な照明 ・夜はやわらかい
イメージ ・間接照明 ・安全性を高める明るさ ・都会的なカラーのブロック舗装 ・レンガ調の歩道 ・
歩きやすい、⾬の⽇に滑らない舗装… 
 
◆利活⽤をイメージした空間のあり⽅ 
 
・ベンチと緑の配置 ・駅広とつなげてイベント ・高齢者の憩うまちとして、ベンチあり、木陰あり ・ベ
ンチはいらない（ぶつかる可能性がある） ・柵はいらない ・イベントに自由に使えるように低木やベンチ
はなし（移動できるものを置く） ・できあがった形にあわせてイベントはできる ・通学路の安全性を重視
する ・⾒通し＝安全 ・死角がない安全な街… 
 
◆維持管理も考えた街路樹のあり⽅ 
 
・木陰のある街路 ・自然との調和 ・季節感を感じる樹木 ・花壇があると季節ごとに楽しめそう ・常緑
樹ならライトアップして季節感や潤いを表現する ・落葉の少ない、⼤きくならない樹木 ・樹木の剪定は誰
がやるのか ・常緑樹が良い（維持管理ができない） ・落葉樹だったら皆で掃除 ・維持管理を重視し、街
路樹を減らしたり、剪定のしやすい高さにする ・⼤きくなりすぎると信号が⾒えない ・落葉は困る ・キ
レイにしたあとの管理… 
 

意⾒交換の内容（抜粋） 
 
◆街路景観デザインの⽅向性 
 
・明るいデザインが良い ・明るく安らぎのあるような空間 ・駅を出たときの印象は明るいものが良
い ・明るいレンガが小郡の⾊ではないか ・落ち着いたイメージであり、周りの景⾊とあっている鉄
道をイメージしたデザインが良い ・小郡らしさ、鉄道（D51）をイメージしたデザインが良い ・都
会的なイメージの中で山（緑）を活かす ・駅前広場との調和も重要 ・駅南の風の並木通りや駅前広
場とあわせたデザインが良い ・駅のデッキから⾒たときにきれいに⾒えるデザイン ・新幹線から⾒
たとき「いい街だ」と感じるデザイン（夜景も） ・お年寄りも増えてくるので、落ち着いた雰囲気が
良い ・若者と年配が両⽅楽しめるデザインが良い ・電線地中化は良い ・条例を作って景観イメー
ジを統一してほしい ・安全安⼼の歩道 ・維持管理に配慮した街路樹… 
 
◆ベンチや光のデザインのあり⽅ 
 
（利⽤に配慮したベンチの形や配置） 
・背もたれがある、ゆっくり座れるベンチが良い ・お年寄り、幼児に配慮し背もたれが必要 ・バス
停のそばにもベンチを置いてほしい ・ベンチは必要最小限が良い ・すっきりしたものが良い ・道
路と並⾏に建物側を向く ・フラワーポットを組み込んだベンチや人が座れる植樹ます ・水路、⾜湯、
⼿洗い場、東屋など、憩い、交流できる場とできないか ・自転⾞が通りやすいようにベンチがない⽅
がよい ・⾜を投げ出すと危ない…  
 
（光のデザイン） 
・明るくてあたたかい光、イメージが良い ・⾜元はやわらかい明かりとし、明るい照明は広い間隔で
配置 ・駅南とあわせた電球⾊が良い ・維持管理に配慮した LED 照明が良い ・LED にして電気代を
軽減する ・物がその⾊で⾒える照明の⾊… 
 
◆足元の緑のあり⽅ 
 
（⾜元の緑の必要性） 
・ベンチ、⾜元の間接照明、フラワーポットが一体となったものがよい ・低木とフラワーポットの組
み合わせで調和したデザイン ・季節を通した統一感を考えると常に緑がある⽅が良い ・小郡は花い
っぱい運動がさかんである ・以前の木製プランターを活⽤できないか ・低木など緑があった⽅がよ
い ・あまり多いとイベントに邪魔になる… 
 
（維持管理） 
・維持管理は最低限でできるものが良い ・維持管理は沿道の⽅と合意して維持できる仕組みづくりが
必要 ・理想と現実を考えてほしい ・維持管理に配慮した形や配置が良い ・フラワーポットは花の
管理が⼤変（小学⽣や花が好きな団体が管理してはどうか） ・小郡は花が好きな人が多い、花を持ち
寄ったイベントをしてはどうか ・皆で協⼒してフラワーポットづくりに参加 ・維持管理を自治会な
どに頼むと負担になり続かないので、道路の植栽の管理や環境美化に取り組む「私たちの新山口駅を⽀
える会（守る会）」のような組織を作ったらどうか… 
 

第第第第１１１１回回回回 WSWSWSWS    

第第第第２２２２回回回回 WSWSWSWS    

第第第第３３３３回回回回 WSWSWSWS    

たくさんのご意⾒・アイデアをありがとうございました。ここでご紹介しきれないものもた
くさんありました。今後は、これらのご意⾒やアイデアを踏まえ、関係機関と協議しながら具
体的な設計を進めていきます。また、ワークショップで議論した「街路空間」だけではなく、
「新山口駅周辺の景観形成」につきましても取り組んでいきたいと考えておりますので、引き
続き市⺠のみなさんのご協⼒をお願いいたします。 


