
ワークショップ (WS) 全体の流れ ( 基本設計段階 )

１

・第１段階【第１回WS】 
　計画条件について理解する
　　　　　　  ・新山口駅再整備のこれまでの経緯を知る
　　　　　　  ・敷地条件を理解する
　　　　　　  ・プロポーザル時点での提案の考え方を知る
　　　　　　  ・計画条件について理解する

・第２段階【第２回WS】【第 3回WS（予定）】 
　駅前広場の市民利用について考える
　　　　　　  ・こんな駅前広場になったらいいな！
　　　　　　  ・駅前広場に対する市民の期待を探り、
　　　　　　     必要な機能について考える

・第３段階【第４回WS（予定）】【第５回WS（予定）】  
　市民利用機能を盛り込んだ計画案を考える
　　　　　　  ・市民のニーズを反映して、計画案を深化させる
　　　　　　  ・修正計画案を提示する

・第４段階【第６回WS（予定）】
　 市民主体の駅前広場の運営を考える
　　　　　　  ・誰が、どのように運営するか、アイデアを出し合う
　　　　　　  ・運営のための人材や、組織について具体的に考える

第２回ワークショップ  プログラム

◆ステップ１
   はじめに
　第１回ワークショップを振り返ります
◆ステップ２
  駅前広場に対する夢や希望を出し合います
　第１回ワークショップの成果などを踏まえ、
　「駅前広場でこんなことが出来たらいいな！」
　「こんな場所があったらいいな！」
　と思うことを自由に出し合います
 　進行は、『ワールドカフェ』という方法で行います

◆ステップ３
  テーブルリーダーによる発表
　全体で出された意見を共有します
　各テーブルで出されたアイデアやイメージを全体に
　発表します

◆ステップ４
  発表を受けて、テーマに対して「大切だなぁ！」
  と思ったことを、全体で整理します
　一人ひとりがゆっくりと自分の中で振り返る時間を持って
　もらい、「最も重要だと思うものを１つ」ポストイットに
　書きます

◆ステップ５
    感想カードに記入

第２回市民ワーショップを開催しました！
２月 18 日、駅とまちをつなぐ「０番線」を考え
る市民ワークショップの第２回を開催しました。
時折、強い雪が舞うあいにくの天候でしたが 60
名を越える市民の方々に集まって頂きました。
今回から新山口駅表口駅前広場の具体的な内容に
関する議論が始まりました。会議室の中での堅苦
しい議論ではなく、カフェで仲間と気楽に談笑す
るような雰囲気の中の方が、生きたアイデアや、
有効な考えが生まれるという考え方のもと「ワー
ルドカフェ」という方法で行いました。喫茶店の
ような雰囲気をつくり、お茶を飲みながらリラッ
クスして自由に意見を出し合いました。
テーマは、駅前広場でこんなことが出来たら、こ
んな場所があったら、です。6人のグループが１
つのテーブルを囲み、3回メンバーを交代し同じ
テーマを掘り下げて行きました。最後にもとの
テーブルに戻り、それまでの話し合いの成果をま
とめ、全体の場で発表しました。会場には笑い声
が響き、和気あいあいとした議論が進みました。
今回のニュースでは、その内容について概要をお
知らせします。

　　　

　
　
　
　　　

　　　

　
　
　　　



２

１班

２班　

３班　ぶちええ広場

４班
アピール
・経済効果のある場所作り。
   県外から呼び込める地元の人も魅力
・県の観光。物産館

シンボル
・降りて２時間歩きで済ませる様な。
   新山口駅まるごと博物館+維新の森
・子供たちの元気な声が響く駅前広場
　（遊具・アスレチック）
・鉄道の街をアピールするもの。転車台
・ＳＬの活用

滞留空間
・憩える空間
・人と人の出会える場所
・山口県の玄関。溜まる場所がほしい
・ウォーキングができる場所
・ベンチ　ひと休みする

情報発信
・情報センターを駅に設置し観光客の山口県の拠点にする
・情報発信のグループ・団体をつくる
・簡単に誰でも情報を発信できる場所
・体験コーナー。サテライトコーナー

施設
・核となる施設がほしい
・観光案内所（山口県のすべてがわかる）
・山口の事が分かるもの（説明等）モニュメント等

憩い、集い
・人が集まるいこえる場
・いこいの場。ガーデンカフェ。
・若い人でも気軽に立ち寄れるような空間が欲しい
・楽しい催事が出来る場所があるといい
・お茶をする場。観光案内。子供の遊べる場。

鉄道
・結節点としての駅ではなく、
   目的駅としての駅（駅前）まちづくり
・ＪＲ、バス等公共交通の充実
・駅がまちとなる
・交通弱者のための鉄道を生かす

◆ステップ２, ステップ３
ステップ２では、「駅前広場でこんなことが出来たら」、「こんな場所があったら」と思うことについて、
出来るだけ自由に意見を出してもらうために、進行を「ワールドカフェ」という方法で行いました。
会場をカフェのような雰囲気に演出し、お茶やお菓子を用意しました。参加者６人がひとつのテーブ
ルを囲み、そのうちの１人がテーブルリーダー（ホスト）になります。一通りの議論が済むと、ホス
ト以外はメンバーを入れ替えます。新しいメンバーは、前のメンバーの意見などを参考に、新しい意
見を上書きしていきます。同じような議論を繰り返し、テーマに対する意見の掘り下げを行いました。
９つの成果が出来ました。
ステップ３では、各班のホストが、入れ替わったメンバーにより積み上げられた意見の内容について
発表しました。このニュースでは、各班のまとめのシートに書かれた内容をお伝えします。

【自由通路】
・子ども連れが楽しめる場所（新幹線が見える）
・県内外の人がゆっくりした時間を過ごせる場所
・JR を使わない人も行きたくなる、
   過ごしたくなる場所

買い物
・地元商品、県内ブランドのショップ
　（デザイン化され美味しい品）

【駅前広場】
ＳＬ(Ｄ51)
・ＳＬを撮りに来る人々にとっての魅力をさらに向上

ホール
・県の玄関として、１日で山口県の観光が理解
   できる施設を考える

イベント・祭
・森や池など、自然的なものを Aゾーンに
　（公園というより安全・安心・癒し）
・ 電車、新幹線の待ち時間が長いところ。
   待ち時間が地域の人々と交流できるとよい
・ 朝夕は学生・通勤者、昼はシニアの方、子ども、
   お母さんが交流出来る場所

おもい
・スルーから ”ステイ ”へ

広場
・ゆったりくつろぐ、小さな公園
・高齢者・若者も集える
・地域に開けた場所作り（地域づくり）
・交流空間（簡単なイベントが出来る場所）
・つなぐ（世代間、お母さん、シニアの方）

交通
・山口線・宇部線＋バス　接続改善
・駅南北の道路をらせんでつないで、シンボル化
   「小郡ステーションツリー」
・路線を多く、多方面に行けるように、
   便数もある程度あるように！

緑地
・高次元の文化・場が生まれてくる緑地
・緑の多い街に　街路樹には広葉樹を
・植樹（ドングリ）から始まる地球資源
・落葉は掃除でこまる
・維新の森

情報発信
・ここが山口と実感できる場所
・様々な教室や活動が行えるスタジオ
　（お花、お茶、学生の設計活動なんでも）
・観光案内、物産館、文化会館、複合施設



３

５班

６班

７班

８班

９班　人とまちの接着剤

ホール
・テレビ局、ラジオ局のサテライトスタジオ
・地域の人達が発表できる展示場が欲しい
・映像（情報）発信拠点

喫茶店
・人が集える喫茶店のような場所
・内にも外にもひらけた喫茶店

駐車場
・観光バスを表口に

施設
・常設の子育てサポートセンターがほしい
・旅券センター（パスポート）を県庁から移転

物産展
・地産地消のワークステーションの設置
　（他を連れてくる、自らが出る）

ＳＬ
・転車台を観光資源に
・SL 記念館
・D51 を駅前に移す

【瞬時】流れ
・情報と人が集まる場
・送信ばかりでなく受信できる施設
（セミナー会場）
・駅に行けば山口市の最新のことがわかる
・SL 記念館（小郡の歴史）
・駅まるごと博物館
・通過させないとどまる場所
・体験型の場所があれば人が集まる
　（外郎体験、山口の名物）
・地域の人が発表できる場所、展示場

【常時】行為
・常に使う学生や通勤者
・生み出す森
・アートや若者文化が湧いてくる !!
・山口市独自の子供職業体験場を駅に作る
　（例）キッザニア

広く広く
・常に人が集まる施設
　（マンションではなく、お店やコンベンション施設？）

機能
・旅行関連（旅客センター）を県庁から移転

山口らしい駅
・スルーからステイへ
・山口に来なければ見れない体験できないもの
・県内の資源を駅に取り込む ( 秋吉台など )

くらしの拠点
・森、池など、自然が感じられる「生まれる森」

鉄道のまち
・鉄道模型（旧小郡駅・小郡機関区）の置場を

情報交流拠点
・新山口駅に行けば山口県のことが何でもわかる
・山口のおへそ。岩国～下関・長門をつなぐ中心

交通拠点
・拠点間のアクセス、連携強化（魅力の向上）
・イベントへ行きやすい仕掛け→運賃無料など

防災拠点
・エコ、防災意識の向上。拠点となる駅

スポーツの拠点
・全国や世界に注目されるスポーツ大会の開催！
　（例）ロッククライミング

イベントとのつながり
・足湯スペースを創ろう
・祭りを作ろう！！

【周辺】
構造物
・山口一体化のモニュメント
・吉南ロッククライミング＆すべり山
・山口県を縮小して公園をつくる

イベント
・コンサートホール（2千人以上）

医療・福祉
・アクティブエイジングの基地、情報拠点
　（健康に老いるまち）

交通
・公共交通の核、ハブ機能の駅

【０番線】
つどい
・結節点→南北の結節点。男女の出会い。モニュメント
・情報発信の拠点
   新山口周辺が見え発展が見守れる夢タワー。
・木かげでのしゃべり場、全年齢対応型

魅力
・20 年後の新山口駅のあるべき姿を考えた方が良い
・駅周辺で、小郡をアピールできるような祭りがあれば．．．
　（例）昔の七夕ちょうちん祭り
・新山口にしかない新幹線の観賞スペースの新設

施設
・カフェやコンビニをドッキングして、
   外でみんなで食べられるようにしてほしい
・タバコを吸う場所
・商業施設の誘導

交通
・公共交通のハブ・核としての使い勝手
・人･車分離ゾーン。老人・子供の安全
・車優先のシステムに一石を投ずるような
   システムづくりのお手本となるまちづくり
・ 電車の結節点。南北の結節点。

広場
・みんなが気軽に集まれる場所
・学生・社会人の電車の待ち時間に利用できる場所
・地域の人々が活動が見える場所
・屋根付き広場。全天候型。スケルトン

自然
・水と木と光と土、あらゆる自然、滝、噴水、緑
   など , 自然の感じられるものをフルに駅前に
・触れ合える庭園が欲しい
・新山口駅あたりは昔は海だった
・水を利用したまちづくり、親水公園



第２回ワークショップ感想カード（一部の方の感想を抜粋して載せています）

第３回市民ワークショップのご案内
引き続き駅前広場に対する市民利用について考え、その方向性について合意を形成したいと思います。

２０１２年４月１４日（土）　１４：００ ～
山口市小郡総合支所  １階  第１会議室

・３回目からの参加も大歓迎です。
　奮ってご参加ください！

・自然あり、情報発信あり、対話が生まれるような場所であって欲しい。メインになる施設があるとよいと思います。（Ｕ・Ｉ）
・多くの方と意見交換出来てよかった。考えの違いをどうまとめるか今後の課題だと思う。魅力ある駅になるよう本当に求
められている造られるべき物を選別して欲しい。（Ｓ・Ｍ）
・最後に一番あったら良いなを１つだけとのことで、欲張りな私はいろいろ悩みました。十人十色で本当に必要な物はそれ
ぞれ違いますが新山口駅周辺を活気のあるまちにしたいという思いは同じだということを感じました。（Ｎ・Ｓ）
・楽しい時間で、3時間があっという間でした。山口、山口県のおへそとして市民県民の方々の注目の位置にあると思います。
人の乗降のみならず（through）ちょっと留まる場（stay）となって欲しいと思います。（Ｕ・Ｔ）
・楽しい 3時間であったが、若者（例えば高校生）の意見を集約してみていただきたい。（Ｉ・Ｈ）
・若い人達と夢の語り合いが出来て本当に楽しく時間もあっという間に過ぎました。これからも自分の体験を通しながら若
い人達との夢の語り合いをしながらとびっきりの新山口の拠点を実現出来るようがんばりたいと思います。ありがとうござ
いました。（Ｍ・Ｒ）
・参加者の意見がそのまま発表されるので良かったこと。誰もが望む意見が多く、出来れば今までにない発想を期待したい。
（Ｅ・Ｎ）
・駅前広場が活気づきますように共に力を合わせて行きましょう。明るく生き生きしたまちを設計してください。老人や子
どもにやさしい場所となることを念じております。（Ｓ・Ｙ）

◆ステップ４
ステップ４では、ステップ３の各班ごとの成果の発表をよく聞いて、各自が個人として、一番「大切
だなあ」と思ったことをポストイットに記入して、全体の場で模造紙に貼り込み、整理しました。出
された意見をグルーピングすると以下のようなキーワードが抽出されました。

これらは大きく整理すると、市民の居場所づくりへの期待、水と緑が豊かな自然環境を生かすこと、
情報の拠点としての期待、鉄道の町小郡の歴史や山口らしさの表現に対するこだわり、などを読み取
ることが出来ました。
次回の第３回WS（4月 14 日予定）では、これらの成果を基に駅前広場に新たに必要な機能などにつ
いて現実的な考え方を議論します。

・広場　いこいの場・たまり場
・自然＝環境
・情報ー観光
・山口のおへそ
・イメージ力
・施設
・ホール、ミュージアム
・鉄道
・駐車場
・防災
・ソフトの充実

これまでの履歴や情報発信の場として、専用ホームページを立ち上げました !!    http://www.plants-associates.com/zero/

新山口駅ターミナルパーク整備事業スケジュール ( 案 )

国体 日本ジャンボリー 世界ジャンボリー

実施設計・仮設工事
橋上駅舎工事

柵外EV工事 こ線橋撤去・自由通路工事

プロポーザル 駅前広場整備設計

駅前広場整備工事
基本設計(建築) 実施設計(建築)

詳細設計(土木)
測量

平成 28 年度の完成を目指しています。

４


