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    第２回 大分都心南北軸整備に関する意見交換会の報告 

 

 

 

1.  第２回意見交換会次第 

 

日時：平成23 年１０月２４日（木）14：00～17：00 

会場： コンパルホール3 階多目的ホール 

 

次第１  開会     （事務局：大分市都市計画課） 

次第２  大分市あいさつ    （大分市都市計画部長） 

次第３  提案説明 「シンボルロード・北口駅前広場 整備案の提案」 

（デザインアドバイザー 西村浩氏） 

次第４  意見交換会     （コーディネーター 大分大学 佐藤誠治氏） 

第１部  有識者・専門家による意見発表会 

第２部  参加者による意見交換会（会場参加者） 

次第５  閉会     （事務局：大分市都市計画課） 

 

 

 

2.  会場の様子 
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3.  提案説明 「シンボルロード・北口駅前広場 整備案の提案」 の要点 

（デザインアドバイザー 西村浩氏 より） 

１）シンボルロード 

 

（１）森について 

・樹木の配置、大きさの検討 

西側道路沿いの樹木は、沿道の建物を隠し、枝下から車道向こう側の緑が見え、か

つ沿道からも緑量が十分感じられる大きさとする。広場内の樹木は、歩く目標とな

るシンボル性の高い大きさとする。 

・樹種の選定 

四季の彩りが感じられる樹種を選定し、冬でも周辺の建物が見えないように西側道

路沿いには主に常緑樹を配置する。 

 

（２）照明について 

・歩行動線の明かり 

街路部分は、主動線として、生活に支障のない十分な明るさを確保できるように、

歩道上に連続照明を設け、均一な明るさを提供する。広場部分は、上野丘への抜け、

広がりのある昼間の風景をできるように、防犯上問題のないように照明施設を設置

し、雰囲気のある明かりで夜景を演出する。 

・交通動線の明かり 

交差点部分は車が交錯するため、安全上問題ないことを 優先に明るさを確保する。

そのため、遵守すべき基準に沿った形で、必要な明るさが出る照明施設を各交差点

の隅に配置する。 

 

（３）サインについて 

・緑の風景を大切にしたサイン配置 

人工的な要素をできるだけ少なくすることで、より美しい緑の風景が得られる。ま

た、抜けのある空間であることを活かし、行き先が視認しやすい、分かりやすい空

間構成を作る。 

・設置されるサインの種類 

地図や案内標識、利用案内・園内地図、ピクトグラムなどがある。 

 

 

２）北口駅前広場 

 

（１）Ｈ１８年基本計画～プロポーザル案について 

Ｈ１８年基本計画の施設量を基にプロポーザル案が作成された。また、北口駅前広

場、交通機能結節用地、南口駅前広場が連携し、中央通りも含めた形で交通網の再

編を考えた。その結果、中央通りはバス乗降施設・タクシーベイの集約、北口駅前

広場はバース機能、交通結節機能用地はプール機能として機能分担することを考え

た。 
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（２）関係機関協議～現在の案について 

関係機関との協議により、施設数を見直した。その結果、Ｈ１８年基本計画の卵形

のロータリー形状を踏襲しながら、現在の案にまとめることができた。なお、現在

の案についても警察等関係機関と引き続き指摘事項について協議中であり、適宜修

正する予定ではあるが、基本方針は現在の案の方向性のままとする。 
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4.  有識者・専門家による意見発表会 発言の概要 

「南北軸のまちづくりと建築」 

日本文理大学 島岡成治 

 

大分市のみならず日本の地方都市の中心街において、社会的文化的資産としての

建築や街並みがどれほど形成されてきたかについて考えてみると、近代以降の都市

政策や都市計画は根本的に見直されるべき時期がきているのではないかと思ってい

る。 

人口が縮小していく高齢化社会の到来の中で、持続可能な都市の在り方を模索し

ながら、大分という固有の場所性に即したすぐれた建築や街並みを形成する努力が

なされなければならない。 

そのためには、この場所固有の歴史と自然に手がかりを求める必要がある。特に、

大分という地域の中心的なまちが、古代、中世、近世と上野の森の東南から東さら

に北へと海へ向かってその位置を移動してきたこと、また、一般に近代以前のまち

空間は、まちの内外に存在する庭園や田園などの自然によりその豊かさがもたらさ

れていたことなどを考えれば、シンボルロードや駅南北の広場、さらに中央通りに

提案されている緑に彩られた南北軸は、上野の森から海に向かうその方向性におい

て、大分の歴史を受け継ぐものとしての新たな意味を形づくる可能性をもつ。 

また、古代からこのまちがこの地域の人々の公的な空間として形成されてきたこ

との意味も重要である。かつて商業空間として繁栄したのも、このような公的空間

に商業施設が合致するという時代的要請に適合したからに他ならない。その意味で、

大分市南北軸事業に関する市民のワークショップでの議論の中で、多くの市民から

「回遊性」が求められたことが重要である。人と人が面と向かって身体的に出会う

場所が、これからの大分の中心部にふさわしい形でつくられなければならない。 

一方で、大分のような地方都市がこれまでモータリゼーションの波にのまれるが

ままであったことについて考え直す時期にきている。車に乗った人間同士の間の身

体的な心の交流は不可能に近いし、人口が減少していく高齢化社会では、その意味

が根本的に変わっていくと思われるからである。 

こうしたことから、ワークヴィジョンズから提案された中央通のトランジットモ

ール化は魅力的である。もちろん、これを実現するには、中央通のみならず、一方

通行が多いその周辺の道路についても、この地域全体に散在する駐車場の在り方に

ついても、よりアクセスしやすいそのあり方が模索されなければならない。そのた

めには、可能な解決策とともに問題点を明らかにするため、綿密な社会実験を行う

ことが急務である。そうして、この中心地域全体について、車でのアクセスと駐車

が容易で、かつ歩行者が安全で楽しく回遊できる歩車分離のシステムを構築すべき

である。 
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「中心部の交通と中央通りの交通計画」 

日本文理大学 吉村 充功 

 

• 交通、都市計画の側面からみると、大分の中心部の特徴は、他都市と比べＪＲ

の中心駅と商店街、ビジネス街が近くコンパクトにまとまっている。また、バ

ス路線網も大分駅周辺を起点に充実している。 

• これは車（29％）だけでなく、ＪＲ（15％）、バス（24％）、自転車（13％：

平面で東西に長い地形により利用されやすい）、徒歩（１８％）といった各交

通手段で元々来やすい街ということを意味している。（市の交通量・アンケー

ト調査でも裏付けられる） 

• 平成１８年から経年的に見れば、それぞれの交通手段が入り交じっているよう

な現在の状況は、横ばいはあってもこれ以上伸びるのは難しいのではないか。

（アミュが出来ても商店街に引き込むのは難しい） 

• 来て楽しい街というのはもちろんであるが、どの交通手段できてもわかりやす

い、便利になるようにきちんと棲み分けることが重要。 

• 中央通りをトランジットモール化してバスはそこから（小型バスを街中に巡回

させることもあり得る）、自転車レーンも中央通りはもちろんネットワーク上

に張り巡らせて例えば西大分などへ周遊的にまわれるようにする。徒歩も歩道

幅を広くして歩きやすいようにする。自動車は東西から入れるが、街中の一方

通行規制を再編（規制の見直し）して来やすくする。トランジットモール化す

るならば、中央通りを東西に横断できる環境が必要。 

• トランジットモール化するならば１週間～２週間程度の社会実験が必要であり、

既成事実を作るためにやるものではなく、上手くいかなかった時は失敗を認め

検証する柔軟な姿勢が必要。 

• きちんと交通の流れをどう処理するかを議論しておくことが重要であるが、交

通はあくまで手段であって目的（中心市街地の活性化）ではないことには注意

が必要。 
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「南北軸の緑の環境整備と維持管理」 

 

NPO 法人 アシスト・パル・オオイタ（吉野はづき） 

 

２０世紀の都市開発は国の経済発展とともに猛烈なスピードと膨大なスケールで進

められたゆえに環境破壊を含む大きな問題を抱えてしまいました。 

従って従来の手法のみでは環境問題の深刻化に歯止めをかけられないと思います。

そこで私たちは１００年に一度の都市開発であれば、まずは「環境に配慮した」と

いう姿勢ではなく、「自然環境との共存」さらには「人間も自然」の一部であると

いう視野にたつと同時に、歴史、文化、生活環境を次世代へ確実に引き継ぐことも

大切と考えます。 

また、平成１９年の「全市いっせいごみ拾い大作戦」を元始として「エコ」や｢エ

ナジー｣を 優先事項とするまちづくりが大切であり、そうすることによって、将

来的には『環境創造型の観光都市』としても発展に繋がると思います。しかも将来

的に世界的なモデル都市となり次世代にプレゼントできると考えます。 

 

第１回目の意見交換会の内容を踏まえて 

■「小さな森から大きな森へ」について 

中央通り、約４３０メートル（昭和通りまで）に６箇所のポケットパークについて

は市民の憩える場所となり、東西の商店街に対しても往来ができるし、新たな繋が

りを生み出す、便利で発展的な手法だと思います。この手法が市民にもっと具体的

にイメージできることが先決ではないでしょうか。 

例えばパリのようなカフェテラスでお茶して、対面のカフェレストランで食事、そ

の後、子どもを託児に預けて美容院へ行くなど。子育て世代から高齢者までが日が

な安心してのんびり往来する「光景」がぐんと見えてくる。そのような楽しさが伝

わるようなディテールな説明が市民の理解を生みます。 

弱者市民（車椅子利用者や子育て世代）にとって、歩行者通路が狭いようです。 

次世代のライフスタイルにあわせたまちづくりの視点も大切と思われます。おむつ

替えや授乳をしたい時でも、大型デパートの上の方の階までいかなければならない

のが現状です。 

樹木に関して言えば、樹木の剪定、高さ、育成、管理などは「安全で災害予防」も

踏まえて視野に入れることも大切です。また、日常の管理などは、「自然環境との共

存」を意識して市民、商店街で担うなど、同時にシステム化も考慮した方がベター

と考えます。 

また、北側にシンボルとなる文化的モニュメントを創ってみては如何でしょうか。 

現在『夢色音楽祭』が開催されており、県内外から音楽ファンが訪れております。

このイベントを発展させるために、冠イベント（ex：タイトルを滝廉太郎記念・夢色音楽祭）

としてはいかがでしょうか。大分市には滝廉太郎の生まれた跡地があります。そこ

に小さくてもいい音楽堂などを作って音楽ファンのメッカにすることも出来ます。

（滝廉太郎の曲は欧米でも評価大） 

 

■ ｢快適な歩行者空間の実現｣について 

中央通りの歩行者、往来については世代間、問わず今ひとつの評判です。（事前聞き取

りデータ/市民 40 人） 
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具体的には歩行者通路が狭いようです。ベビーカーや車椅子などが増えてきたこと

と、自転車までも乗り入れてしまっているなど何もかもが混在していることにある

と思います。 

要は市民のライフスタイルにマッチしなくなっています。人口減は確実ですから、

車線を減らすか、究極、車乗り入れを止めるかなどですが現状では総意が得られな

いようです。そこで提案です。直近の交通手段として、中型エコカーによるシャト

ルバスを環状線のようなリング道路（路線）を作り１５分おきに走らせる。東は長

浜町、北は新川周辺、西は東春日、王子、南は上野まで。北側中央通りから南側シ

ンボルロード上野の森周辺までも含んで周回します。大型バスは博多駅バスセンタ

ーのように集約して、中央通りに入る時はシャトルに乗り換えることが必要です。

運用するとしたら、市民のバス利用・年会費などもシステム化が必要です。 

都市計画は単一の自治体だけのものではないと考えます。１００年先を考えるうえ

で周辺自治体との連携も大切ではないでしょうか。 

歴史、文化、生活環境を次世代へ確実に引き継がなければならないと同時に「エコ」

や｢エナジー｣を優先事項とすることが、環境創造型、観光都市としても発展になる

と思います。 

“理想は高く楽しくワクワクするもの”だと思っております。 

次世代の主役である今の２０代からの子育て世代をはじめ、子どもから高齢者までが、

今回の事業において芝生1枚から花や木を植えたり育成管理することに関わることが

大切です。それにより誇りある市民協働型の『環境創造型の観光都市』につながって

いくのではないでしょうか。
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「南北軸の整備と都心回遊性のまちづくり」 

 

㈱日本政策投資銀行 三浦宏樹 

 

１．前回の意見交換会における合意点の確認  

・ 前回の意見交換会を通じた共通認識として、①大分市に中心市街地は必要、②Ｊ

Ｒ駅ビル整備を基本的には歓迎、③中央通りの歩道拡幅は防災対策に貢献という

3点を挙げることができると思う。  

・ このうち②については、駅ビルの効果が中心市街地まで波及するよう、回遊性を

確保することが重要との意見が多く聞かれた。  

 

２．前回の意見交換会における相違点の確認  

・ 回遊性確保には、①中心市街地への回遊を促す魅力づくり、②回遊を容易にする

基盤整備の双方が必要。  

・ ①については、県立美術館の果たす役割が極めて重要。アートによる都市再生は、

金沢（金沢21世紀美術館）やフランスのナントなど、内外で興味深い取り組みが

なされているが、本日の説明では割愛する。  

・ ②について、トランジットモール化を 先端とする中央通りの公共交通・歩行者

優先という意見と、クルマ優先という意見の2つが対立。今回は、この論点につ

いて考察を行いたい。  

 

３．今そこにある危機  

・ 前回の意見交換会では「大分百年の計を考えよう」という意見と「商店街は明日

のことで精一杯」という意見が交錯したが、そもそも両者は相容れない意見であ

ろうか。  

・ 大分市はすでに少子高齢化が進行し、総人口も横ばいから減少へと至る転換点に

ある。特に郊外住民の高齢化は著しく、彼らの日常の足の確保は公共交通の使命

である。  

・ かつて人口増を上回るペースで増えていた大分市内の乗用車保有台数も、近年は

飽和状態で、間もなく減少局面へ移行するのは必至の情勢。  

・ すなわち、高齢化や人口減少は百年先の危機ではなく、いわば「今そこにある危

機（Clear and Present Danger）」である。現下の人口動態は十分予測しえた

ことを踏まえれば、むしろ、とうの昔に取り組んでいて然るべき課題であり、手

をつけるのは今しかない。長期ビジョンを持って、今日の課題に立ち向かうこと

が重要といえる。  

 

４．公共交通重視のまちづくり  

・ 都心部来街者の利用交通機関は、公共交通4割（バス23％、ＪＲ15％）、徒歩・

自転車3割、クルマ3割。クルマがほぼ100％という郊外型大規模ＳＣと比較し

て、公共交通、歩行者等を顧客とするのが都心部の大きな強み。  

・ 加えて、郊外で先行する高齢化に伴い、公共交通に依存する顧客層は潜在的に拡

大する。都心居住回帰の傾向も、都心部商業にはプラスである。  

・ このため、都心南北軸整備に際しては、公共交通＆歩行者とクルマの適切なバラ
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ンスを再考すること、特に、今後の人口・社会情勢を踏まえて前者の利便性を高

めることが重要。  

・ 郊外に流出したクルマ利用の家族層が駅ビルの魅力に惹かれて、ある程度まちな

かに回帰すると予想される。しかし、彼らが中央通りを経由して駅前に出入りす

ると、中央通りを幹線ルートとする公共交通の定時性・利便性はさらに低下する

と懸念。  

・ また、回遊性確保には国道10号における歩行者のバリアを下げることが必須だが、

そのためには平面交差がベストだとすれば、駅前の通過交通を減らすことは不可

欠。  

・ これらの課題に対策が講じられないと、来街者の4割を占める公共交通利用者の多

くを、中心商店街は顧客として失うことになる。中央通りという「樹木」に公共

交通という養分が通わなくなることで、中心市街地という「枝」が枯死すること

を懸念する。  

・ かかる観点から、自動車動線と公共交通動線の適切な機能分担を検討し、双方に

目配りを効かせたワークヴィジョンズ西村氏のトランジットモール構想には大き

な可能性を感じる。  

 

５．先進事例に学ぶ  

・ 公共交通重視のまちづくりを進めるうえで、内外先進事例から学ぶべき事柄は多

い。  

・ フライブルクはトランジットモールの社会実験を1年間という期限を設けて試み

た結果、まちなかに歩行者が増え、中心部の商業者も数ヶ月で賛成派に転じたと

いう。ストラスブールでも中心市街地へのＬＲＴ導入、トランジットモール化を

行った結果、まちなかににぎわいが戻り、地価上昇など資産価値の上昇をみた。  

・ ＬＲＴ導入には多大な財政負担を伴うが、専用道路にバスを走らせるＢＲＴ（Bus 

Rapid Transit）のような簡易な公共交通システムも海外には存在する。初期投

資の小さなこうしたシステムからスタートして、公共交通機関利用者の増加を図

るのが現実的と考える。  

６．おわりに  

・ 今回、市民に委ねられた選択は、中央通りの車線を減らすか否かという小さなも

のではない。大分都市圏がクルマの利便性を十分に活かしてさらに郊外に拡大し

ていくのか、あるいは、高齢化に対応して公共交通を活用して都心部への回帰を

目指すのか。大局的見地から、二つの選択肢のいずれを採るかが問われている。  

・ その際、クルマ社会は公共交通と異なりハブ（結節点）を要せず、したがって中

心市街地を公共が維持する必然性に欠ける点に留意すべき。大分全体の発展のた

めにクルマ社会を目指すというのであれば、すでにインフラが相当整備された中

心市街地への公共投資は今後、優先順位が劣後となることを十分覚悟したうえで、

決断することが重要。  

・ ただ、いずれにしても現時点では、中央通りの車線減少、トランジットモール化

がもたらす効果について、市民の皆さんは同床異夢の状態にある。だからこそ、

一足飛びに結論を出すのではなく、西村氏の提案する社会実験を行うことが重要

と考える。  
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「中央通りの商業の方向性と南北軸」 

 

大 分 商 工 会 議 所中小企業相談部長 川村
か わ む ら

 繁
し げ

志
ゆ き

 

 

１ 中央通りの商業の方向性 

（１）個店、商店街の魅力向上策 

商店街が活性化するためには、「消費者ニーズと商業者のミスマッチを解消

する」ことが必要。このため、個店の魅力向上を図るとともに、個店単独では

難しい共同事業の実施、集客の核となっているトキハとの連携など、商店街全

体の魅力向上に取り組むことが重要だ。 

個店の魅力向上策については、大分商工会議所では経営指導員１８名を配置

し、各種の経営相談に無料で応じているほか、販路拡大策、社員教育、IT 革新

等、高度で専門的、実践的な課題に対してはビジネス何でも応援隊を結成し、

中小企業診断士やバイヤー、社員教育のエキスパート等など約１５０名の外部

サポーターを登録、企業ニーズに応じて無料で派遣するなど、課題解決に向け

た取組みを強化しているので、積極的に活用して欲しい。 

 

（２）創業、後継者育成等新たな担い手支援 

全国では年間約２９万社が廃業し、そのうち２４％の７万社が後継者不足に

よるもの。 

廃業が加速すれば雇用も失われることから、市や商工会議所、大分まちなか

倶楽部などとこれまで以上に連携し、後継者の育成や新規開業者等、新たな担

い手を積極的に支援することも重要。 

 

（３）城址公園を活用した賑わい創出拠点づくり 

市都市計画マスタープランでは、城址公園について、大手公園との一体整備

による城址を活かした歴史文化観光拠点の形成を図るとしている。 

文化会館解体後の城址公園内に賑わいの創出が図られるような拠点ができ

るならば、駅ビル、県立美術館、城址公園内施設の三角地帯に中心市街地の商

店街がはまり込む。動線としては有効ではないか。市には商店街の活性化に繋

がるような活用策の検討をお願いする。商工会議所としても活用策を積極的に

研究していく。 

 

（４）コンパルホール機能の継続と大分開発ビルの有効活用策 

中心市街地の商業は、雇用の受け皿としての機能も担っており、その商業の

停滞、衰退は雇用機会の減少を引き起こす可能性がある。 

行政は、消費者利益にも叶う健全な商業活動を促進し、強化する立場にもあ

ることから、賑わい創出拠点施設として、コンパルホールの機能は、残すべき

ではないか。 

また、大分パルコが入居していたビルについては、大分開発が商業施設とし

ての再開断念を発表し、誠に残念である。しかしながら、市、経済界等が一体

となってあらゆる可能性をご検討願いたい。商工会議所としても全力で検討し
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ていく。 

 

（５）中国人観光客誘致 

少子高齢化の進展の中で、観光振興による交流人口の拡大、需要創出による

経済の活性化策が重要。海外からの観光、特に中国からの観光客誘致は有力な

解決策の一つであることから、観光客にとって魅力あるまちづくりを推進すべ

き。 

 大分商工会議所では、１１月３０日、「中国観光客“おもてなし”フォーラ

ム in おおいた」を開催する。パネリストには、観光庁 Visit Japan 大使、中

国銀聯株式会社東京事務所代表、県商工労働部長などを招聘しているので積極

的な参加をお願いしたい。 

 

２ 南 北 軸 

（1）歩行者専用道路の設置 

市都市計画マスタープランでは、都心南北軸が大分都心全体の新しい「顔」とし

てふさわしい優れた空間づくりを目指しているとしている一方で、高齢者にも配慮

した安心・安全な歩行空間の整備を進めるとしている。 

しかしながら、大分駅が５０ｍセットバックする中で、平面交差の国道１０号を

歩いて横断しなければならない現行案では、結果的に高齢者や子供、身体の不自由

な方へ負担を強いることとなる。 

このため、歩行者専用通路「ペデストリアンデッキ」の設置要望の声が出ている

のはご案内のとおりであるが、いずれにしても、利用者にとって真に親切な施設の

設置は必要で、例えば、地下道を新設し、乗り降りが容易で、つまずく心配も少な

い「傾斜して動く歩道」などもご検討いただきたい。 

 

（2）市道中央通り線の２車線化に向けた社会実験 

都心南北軸構想に係るプロポーザルでは、現在の片側３車線を２車線に減少し、

バス停には専用のバスベイを設けることとしているが、仮に、２車線化すれば、交

通渋滞を助長する可能性が高い。 

消費者は、寄り付きの良さ、利便性も求めている。利便性を損なう「渋滞」を避

けなければ、商店街の活性化には繋がらない。 

しかしながら、こうした渋滞を回避するための手段や南北交通、東西交通を分散

させる手法等、中心市街地への車両進入の抑制方法が示されていないことから、自

治会、商店街、商工会議所と連携を図りながら、十分に社会実験を行ったうえで、

交通渋滞緩和策を示して欲しい。 

 

いずれにしても、都心南北軸が大分の顔にふさわしい魅力あるメインストリート

としての機能を十分に発揮し、一方で商店街が商業機能を充実することで、都市の

魅力を内外の発信していくことが、賑わいのある県都のまちの形成に繋がると確信

している。 
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「子供達の参画による南北軸のまちづくり」 

 

大分市 PTA 連合会会長 有松一郎 

 

 この度の南北軸整備は、県都１００年の街づくりと言われております。そこで私

達今を生きる大人が考えるだけでなく、未来を託す子ども達にも、今回の計画に対

して我が街意識や興味関心を持って考えてもらう事は、大変重要な事だと考えます。 

 意識することや興味関心を抱いてもらうための取組を、是非実施していただきた

い。 

 

１．森や木と共に成長する街 

 この度の計画案には、地域の住民が自らの手で森や木を育てるというコンセプト

が含まれているようです。特に子どもが自ら木を植え、その成長を感じる事で、我

が街意識を醸成する計画については、大変素晴しい事だと考えております。係わる

子どもが１人でも増えるような計画策定をお願いいたします。 

 

２．親子で歩きたくなる街 

 今回の計画とは直接関係無いのですが、いかなる街が出来ようとも、親子で出歩

きたくなる街になっていただきたいと考えております。安全・安心である事はもち

ろんですが、同時にワクワクやドキドキする街であっていただきたいです。そこで

現状を鑑みた時、おおいたのメインストリートともいえる中央通りに存在する店舗

の中で、いくつか気になる存在がありますので指摘しておきます。 

 １点目は、中央通りに駐車場出入り口を持つ店舗の存在です。歩道を横断して車

の進入があるのでは、歩道としての機能は大きく損なわれ、突然駆け出す事のある

子ども連れでは、心配で違う意味でのドキドキを感じてしまいます。安心・安全が

出歩きたくなるまちの基本であります。関係事業者の皆様方にご理解をいただき、

将来的には、中央通りから直接出入りするのではなく、側道等からの出入りを考え

ていただければと思っております。 

 ２店目は、中央通りに間口を持つ店舗の中で、午後３時でシャッターがしまって

しまう金融機関の存在が目立つと言う事です。立派な歩道が出来ても、街に出易い

公共交通が整備されても、シャッターが閉まっている店舗の前を歩くことは、大変

つまらなく、そこにはワクワクするようなことが無いのも事実です。ついては、金

融機関皆様には、窓口業務を２階以上で行っていただき、１階部分はＡＴＭ設置に

必要な 小限の間口にしていただき、その上で空いたスペースをテナントに貸し出

していただき、日曜日には利用客がたくさん訪れるような間口を設けていただきた

い。 

 

この２点については、市民の皆さんと共に考えながら、関係事業者の方々にご協

力をいただくことをお願いしながら、すばらしい中心市街地が出来上がればと思っ

ております。 

 

２．子ども達の考える未来のおおいた 

 子を持つ親として、子供と今回のまちづくりについて話す機会もなく、子供自身
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も今回のまちづくりに関わりを持っていないことから、小学校の子供達には、「未来

のおおいた」の絵コンテストの開催を提案いたします。子供のことですからたわい

のない夢を描くかもしれませんが、その中から子供達の本当の願いを一つでも二つ

でも汲み取って、我々がこの街を子供達に託すという思いがあるのならば、今回の

計画の中に盛り込む努力も出来るのではないかと思っております。 

中学生の子供達には、大人達が真剣に議論しているこのような場所に出てきても

らい、子供達の意見を直接聞く機会を設けることも必要と思っております。 
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5.  参加者による意見交換会 会場からの意見の概要 

① 参加者 

・ シャッター通りをなくしたい思いは同じ。 

・ 家族で複数台の車を所有し、活動している現在において、中央通りの車線を 6

車線から 4 車線へ減らすことは腑に落ちない。 

・ 福岡では、中心部でも大型店が店を閉め、郊外のスーパーでも、欲しいもの

は何処でも同じような価格で購入でき新鮮さがなくなり、さびれ潰れている

状況であり、そのような状況の中で、大分では車線を減らすのか。 

・ 宇都宮では 3 車線を 5 車線にしたいということで、財政的に苦慮している。 

・ 福岡では広い歩道部では、バス停箇所には切り込みを設け、バスへの乗降時

後方の車がスムーズに走行できるよう、また、左折箇所にも切り込みを設け、

スムーズに走行できる環境である。 

・ “明日の飯をどうするか”、“明日の手形をどうするか”といった生活をして

いる自分達と、給料、年金を貰い、講演をすれば講演会費用をもらっている、

生活環境の異なる方に意見されても困る。 

・ 車線が狭くなり木が植えられれば、災害時の避難路としては機能しなくなる。

災害時には広い道路があってそこを逃げればよい。 

・ 催し物をして賑わった、それが継続する事が大切であり、一時的ではだめ。 

・ 賑わいが商店街側に繋がっていかなければだめ。 

・ 昨今の大企業の体制（やらせ）からすれば、データーも信憑性に欠けると思

われてもしかたがないのでは。 

・ 交通をストップさせないでほしい。とりあえずは、駅を出たら現状の広い道

路で考えてほしい。それから考えてもらいたい。 

・ 昭和通りの横断歩道には昇降施設がついていないことから、高齢者が渡って

いない。外国ではそのような施設がついているのがあたりまえなのに・・・ 

 

三浦所長（日本政策投資銀行 大分事務所） 

⇒車道を狭めて建物を建てるのであれば防災上危険であるが、現在検討されてい

る案は、車道を減らした分だけ歩道空間を広げるものであり、防災対策上はプ

ラスと思われる。（佐藤先生も都市計画上同様の考え） 

⇒データについては、他ならぬ国民の皆さんに回答いただく国勢調査をはじめ、

市の統計書のデータを用いたものであり、誰でも検証できるもの。 

⇒郊外のショッピングセンターが閉まったのは、車が便利かどうかということよ

りは、商業施設の売場面積が全体的に増えたことによるところが大きいと思わ

れる。大分市の例では、商業統計によれば、1990 年の小売りの売場面積を

100 とすると、2006 年は 169 であり、7 割ほど増えている状況。このため、

売場あたりの効率は、4 割減となっている。この結果、郊外型商業施設の間で

も競争が激化し、中心市街地ではパルコが閉店した。 

⇒まちなかに訪れる人を増やし、売場効率が向上させるうえで、6 車から 4 車へ

の車線減少が適切か、あるいは逆に車線を増やすのがよいのかは、このような

実態を踏まえて冷静に考える必要がある。 
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佐藤教授（大分大学工学部） 

⇒6 車から 4 車への減車は、車への対応を止めて車の来街者を不便にするもので

はなく、減車への対応策を整え、来街者に歩いて楽しいまちにするのが目的。 

 

 

② 参加者 

・ アミュプラザ（駅ビル）ができた時に、今のままで良いのか。 

・ 中央通りを挟んだ東西の一面化を希望。 

・ 中心部の中には駐車場を造るべきではなく、国道沿いに造るべき。 

・ 排気ガスのないエコタウンでのオープンカフェを希望する。 

・ “大分がどうあるべきか”（商業としての成り立ちや競争原理を考えた時、減

車化か現状どちらのほうが良いのか）を大分の人間が本気で考えることが重

要。 

・ 車を使っていくのならば、郊外を選択すればよい。 

・ 高齢者にやさしいまちづくりを目指すべき。 

・ どこかが潰れる、どこかが終わるだろうと言っているだけで、どこかとはど

こなのか、危機意識を持つべき。 

・ みんなのニーズに合うまちづくりを目指すべき。 

・ 有識者や専門家からは、“自分達はこう思う、大分はこうあるべきだ”という

意見を聞きたく、 “駅ビルにより中心部のどこがどうなるのか”をはっきり

と示してほしい。減車化の利点や東西の一面化の利点を示してほしい。 

・ 平成 16 年から駅ビルができることは分かっており、いままで何もしなかっ

たことに対して猛省している。 

・ 特徴のあるまちづくり、回遊性のあるまちづくりを目指すべき。 

・ 今までの悪い部分は改良して行けば良い。 

 

佐藤教授（大分大学工学部） 

⇒トランジットモールだけでは活性化しない。中に魂を込めなければならない。 

 

吉野事務局長（NPO アシスト・パル・オオイタ） 

⇒次世代を育成する上で何が必要であるかが重要。 

⇒家族単位や高齢者は友達同士で、一日まちなかで過ごすことができる、まちづ

くりが必要。 

（例えば、北口駅前広場で三世代で一日健康づくりができたり、ランチ、ショ

ッピング、エステ、講演会の拝聴等での回遊） 

 

 

③ 参加者 

・ シンボルロードは戦災復興で出来た歴史のある広島や名古屋の 100ｍ道路

と違い、これから造るものであり、歴史があるものを真似てもだめであり、

緑や森は付加価値であり中心価値ではない。買い物や文化の享受なしにまち

なかに来ることはない。 

・ 森や緑を楽しみたいのであれば、今後高齢化の進む場所にはふんだんに森や
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緑があり、そちらに行けば良い。 

・ 耐震化等維持管理の費用がないからといって小学校なくなる時に、費用対効

果が語られていない。 

・ 今のまちを潰さずに、新しいまちにどう移行していくのか。 

・ 短期的なものと長期的なものの区別を残念ながらごっちゃにしている。 

・ 高齢化率等からの人口増減は必ずしも明らかではない。 

・ 大分県内の大分市以外の人口が減り続ける限り、大分市の人口は増えていっ

ているのが現実であり、高齢化が進み車の利用が減るということと、人口増

が止まるということとは別問題。 

・ 当事者の意見をちゃんと聞かず事業を進めてきた不信感（当事者の意識の問

題）を市民は持っている。だから信用されない。市の失策。 

・ 駅北側の交通量を抑制すべきだとのことだが、今の計画ではその抑制策（駐

車場が何処にあり、料金はいくら、周辺部への無料駐車場の配置、巡回バス

等の地域内の小さな交通機関の費用負担等）がない。理念が（車でも便利で

ありながら、交通量を減らす）あるのみ。 

 

西村氏（設計グループ総括責任者） 

⇒費用対効果については、そこまで詰めてないことから、現段階では答えられな

い。 

⇒中心部への車でのアクセスは庄の原佐野線と県庁前古国府線からが考えられ、

中心部の外側に駐車場を配置し、中心部には公共交通を走らせる提案を前回お

こなった。 

⇒県立美術館と城址公園と駅の三角形の中に中心市街地があり、徒歩や回遊バス

等により商店街に寄っての回遊が必要であり、具体策についてはこれからの議

論で固めていきたい。 

 

 

④ 参加者 

・ 引きこまではなく、上から投げて回すこまは大分しかなく、このような伝統

文化を学校教育に生かさないのか疑問である。 

・ 原点認識に沿った出発（吉田松陰）、色々言う前に行動を起こせ。 

 

 

⑤ 参加者 

・ 如何に中心部にお客を呼ぶか、の提起をしたい。 

・ 金池桜ヶ丘線は計画されて未だにいつ出来上がるか分かっていない。来年 3

月に駅高架が完成しても、駅裏の大道～金池～上野丘から歩いて、又は車で

都市の中心部にいつ行けるようになるのか。 

・ 金池桜ヶ丘線が出来れば中心部に駅裏からのお客がずいぶん増えるので、（開

通が）まず実践されなければならないのでは。 

・ こういった現在の問題と過去の問題があるが、昭和 16 年に大阪から臼杵に

疎開してきて、当時汽車に乗って大分市に買い物に来る客は多かったし、大

分には日常のものと晴れのものがあった。 
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・ 例えば竹町でも入ってその先に行く間には、生まれた時から葬式までの品物

が揃っていて楽しい雰囲気があり、賑わっていた。今はそんな雰囲気は無い。 

・ 飯塚辺りでは商店街の入口に広告があってどこに行けば何が買えるかが分か

るようになっている。 

・ 町の中では兄ちゃんが隣に買い物に行って暮らしながら町が存在するという

意識が当時はあったが、今そんな雰囲気が無くなっていて町に人がいない。

買い物が衰えていくのは当然である。 

・ 過去の時点ではもっとＪＲを使って学生も含め多くの人が買い物に来ていた

が、今はＪＲを使って買い物に来る人が減っている。 

・ そういう意味で、駅南がせっかく区画整理出来るのだから、駅南の人々が買

い物で街に来る、街と繋ぐことが必要ではないか 

・ 孫なんかが横浜から帰ってきて、バスに乗って中心部へ買い物に行くことを

「まちに行く」と言っている。まだまだ魅力は回復できると思っている。 

・ 行政はＪＲを立石から少なくとも神崎まで複線にする運動を早めてほしい。

そうすることによってＪＲ沿線に住む人達を大分に誘客出来るようになる。 

・ 未来に向かう問題だが、先程からの話にもあるように市内も郊外もどんどん

高齢化している。 

・ 中心部に高齢者用の市営住宅を設置してもらいたい。 

・ 金池南には高齢者用の住宅があるが、集会場へ毎日集まり楽しく住んでいる。 

・ このように過去～現在～未来に繋がる形でもっと南北軸が考えられるのでは

ないか？ 

 

首藤部長（大分市） 

⇒金池桜ヶ丘線の供用については既存の鉄道敷きがまだ残っており、どうしても

スケジュール的にはあと 2・3 年かかると思われる。来年概ね 4 月 1 日から

は全線が高架化されるが、24 年から既存の鉄道敷きを撤去し、その後街路築

造工事となるので、平成 24 年度後半か、若しくは 25 年度からの供用開始と

なる。そういった前後関係があるのでご協力をお願いしたい。 

⇒また、（先程）シンボルロードの話が出たので少しお答えしたい。大分駅周辺

が連続立体交差になることと、大分駅南土地区画整理事業、それと庄の原佐

野線を中心とする周辺街路事業（関連事業）を駅周辺総合整備事業としてや

っているが、これらのまちづくりに関わりを持つということは、大分市は恵

まれた環境にあると思う。昨今、中心市街地の活性化ということで、都市に

おいては様々な対策が講じられているが、実際にこれほどの大規模なハード

事業を伴って行なえるということは、絶好の機会だと考えている。そういっ

た中でＪＲ線の 13 踏切を解除することによって、大分駅周辺総合整備事業

で生まれる大分駅を挟む南北都心の役割の中で、南側は情報文化新都心、そ

の中には 100m 道路も生まれる。これまでの 100ｍ道路は確かに戦災復興

により形成されているが、近年の 100ｍ道路というものは大分市の他に事例

はない。これに複合文化交流施設が接続されるというまちづくりに繋がって

いる。このように南側については人の回遊性を求め、複合文化が集え、シン

ボルロードから上野の森までの連続性が望まれると思う。反面、北側につい

ては大分市都市計画マスタープランにおいて広域都心構造図というものを掲
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げている。中心市街地活性化は今盛んにしなければならない事業であるし、

現に中心市街地の中央通りを挟む東西の商業都心が今以上の連携がやはり必

要だと大分市は考えている中で、この中央通りのあり方を求めている。広域

都心として商業・業務が集中している駅北の都心の回復を図ろうということ。

そういった意味で、これを解決する手法は色々とあると思うが、よりたくさ

んの意見を貰いながら我々としてどのような方法がベターなのか議論を重ね

ていきたい。今後もまだまだ色々と意見を頂きたい。 

 

 

⑥ 参加者 

・ 意見交換会に参加して大変勉強になった。 

・ 商店街の一員としてこれまでこの南北軸整備のベースの段階から話を聞いて

きた。 

・ 流れとして基本的に 20 年前と何も変わっていないことがショック。 

・ 20 年前から既に経済に陰りが見えていたし、あの当時の段階から今回の全

体のプランは大分の街の規模を考えると本当に分相応の計画なのか？ 

・ 計画を推進していった方は「この計画が目的ではなく、あくまで手段だ」と

言っていたが、今日同じ事を聞いたし、当時から言われていた事だ。 

・ このハードの開発（道具）を通していかに街を充実させるか、が当時から議

論されていたが、形が見えてきた現状においても、はたして本筋の議論が行

われているのか？ 

・ ハードの開発については目に見えるものだから議論のテーブルに載せやすい

というのは分かるのだが、街全体のことを考えたときに、あくまでもこれは

車輪の片方でしかなく、本来的には「仕掛け」、どうやって根付いて大分の街

を充実させていく議論が大事じゃないか。 

・ 片方の議論ばかりが先行しているのは、20 年前の景気の良かった時代の余

波で、甘えの上になり立った計画でも何とか進めて行けた時代から、これだ

け状況が変わっているのに話の本筋が変わっていないことはかなり深刻。 

・ 私が生まれた頃の商店街は放っておいても賑わっていた。買い物の場がまち

の中心部だけで成立していた。全国的な傾向としてまちの郊外化が政策的に

この 20 年、30 年行われてきた。 

・ トレンドとしてはこれから街全体の規模、大分市、大分県、国全体は収縮と

いうか、ある程度実質本位のサイズに戻っていきながら密度を増しながら、

豊かさを作り出していくという場面に到達していると思う。 

・ 部長さんにお聞きしたいのが、大分市がこれまでまちづくりを掲げたときに、

中心部の機能と、周辺部、副都心と称して 2 つの商業集積にまちの機能を分

散させる流れがあったが、このような収縮局面において、今までの流れから

どういった政策で望むのか？ 

・ 今回またこれだけ大きなお金を投資して機能を作っていただくのは我々にと

っては大変うれしいことだが、あくまでこれは手段であり、作って終わりと

いうのではなく、これを利用していただくためにはやはり定住人口を増やす

とか、アクセスし易くなるとかいった表面的なハードではない部分の整備が

相当重要になってくると思うのだが、見解をお願いしたい。 
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島岡教授氏（日本文理大工学部） 

⇒確かにおっしゃるとおり、街はコンパクトにならざるを得ない状況が生まれつ

つあると思っている。だからこそ将来的にも 6 車線が必要なのかどうか、縮

小したときに適切な交通量に対して適切な空間を維持できるのかどうか、実

際には社会実験等を通じて見つけ出していくことが必要になってくると思う。 

⇒部長の方から話があるのかもしれないが、郊外の大規模商業施設と中心部の商

業施設はその意味もあり方も異なってくるということは皆さんもご存知の通

りだと思う。しかし、郊外対中心部だけの問題ではなく、もっと深刻で、人々

はネットで買い物をしている時代になっているし、これまでの商業施設や商

業空間、商売のあり方も違う方法を取らざるを得ない時代になってきている

のではないか。私は経営については素人なので具体的なことを申し上げる立

場にないが、試行錯誤しながら中心商業地にふさわしい商売のあり方を模索

していくしかないのでは。 

 

首藤部長（大分市） 

⇒大分市全域におけるまちづくりの観点になると思うが、特定の地域にだけ行政

が力を入れていくということではなく、「均衡あるバランス」が求められると

思う。それぞれの地域の特性や交通の利便性等を考えたり、又は高齢化社会

に見合ったまちづくりというものがあると思う。そういった中では、大分で

いえば、東部、中心部、西部それぞれに役割があると思う。 

⇒現在、国の中では中心市街地活性化法が全国展開しており、これを上手く使っ

ていく。郊外型住宅団地周辺に商業都市が発展しているが、それが中央の衰

退に繋がっていることは現実なので、「均衡あるバランス」をどうするのかと

いうことの中で、中活を活用しながら、大分市が周辺総合整備をしている中

心市街地のまちづくりを上手く展開させていこうということが大分市の方針

である。今後も大分市全域のまちづくりということは必要不可欠である。 

 

 

⑦ 参加者 

・ 前回の会議の時も遊歩公園のことを発言したが、中央通りの車線を減少して

いく場合、被害を受けるのは遊歩公園ではないか。遊歩公園が無くなること

は無いだろうな。 

・ 彫刻を何処かに移すことも反対したが、その返事を全く聞いていない。 

・ 市は遊歩公園を淋しくしようとしているのではないか？ 

・ イルミネーションにしても暮れには私たちの心を癒してくれていた。小さい

子供連れの家族からお年寄りの方までたくさんの人達が寒い中やって来て、

祈りを書いたカードを木にいっぱい吊るしていた。そんなのをいつの間にか

全く住民には説明も無く消している。震災があった 3 月 11 日以降だったら

分かるが、その前だった。 

・ 私たちが市街地の活性化を考えたときに、なぜこのようなことをしたのか？ 

・ 滝廉太郎の終焉の地の碑もあるし、たくさんの彫刻もある。ここは歴史の道

であり、大分市が守らなくてはならない道である。私は中学校でずっと歴史

の先生をしていたが、やはりここは大事に守っていくべき。彫刻を移さない
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で。自動車のために道を広げないで。市民としてのお願い。 

吉村准教授（日本文理大工学部） 

・ 社会実験をやるということは、ある程度全体の具体的なところを詰めてから

やるということなので、具体的なところが見えない中では賛成も反対もない

ということなので、やはり社会実験をきっちりやるということ。 

・ 単に中央通りだけの社会実験をやるということではなくて、街中全体のこと

をある程度考えて、どこをどうするかを含めた実験をぜひお願いしたい。そ

れにより良し悪しをきちっと市民に判断してもらうのが筋だろうと思う。 

 

川村部長（大分商工会議所 中小企業相談部） 

・ 吉村先生と全く同意見で、社会実験をすることによって負の部分がかなり表

に出てくるだろうと思う。多くの市民の皆さん方が納得する形であれば減車

線をしていただきたい。 

 

有松会長 （大分市ＰＴＡ連合会） 

・ ＰＴＡそのものは何をしているのかとよく聞かれるが、いつも自分なりに述

べるのは、わが子を含め、この地域に生まれてきた子供達が、本当にこの時

代に生まれて良かった、この地域に生まれて良かった、と思ってもらうため

の「今」を創るのが私です、と話をさせていただいている。 

・ 私も今 43 なので、うちの父の年齢まであと 30 年、30 年経ったときに私

の年齢に子供たちがなっている。その時に、子供達が今のように先が見えな

い時代で、景気が悪い、シャッター通りがある、という状況にも焦ることが

ないようにバトンタッチしたい。 

・ 私に想像できるのは、私があと現役を続けることが出来るせいぜい 20 年か

25 年くらいだと思っているが、子供達にはもっと無限の想像力がある。ぜ

ひ子供達としっかり話をして、子供達が望む事の中で何か創ってあげたい。

私が出来ることはあるのか探す中で、子供達が「この街に生まれてよかった」

「このまちづくりの時に親父たちが頑張ってくれた」と思ってくれればと思

う。 

・ 今日はそのきっかけとして子供達に絵を描かせてみては、と提案をさせてい

ただいた。 

 

 

佐藤教授（大分大学工学部） 

・ 本来はここでまとめなければならないが、本日は非常に多様な意見が出たし、

フロアの方からもたくさん手が上がっていたがお答えすることが出来なか

った。時間が来てしまい大変申し訳ない。 

・ 有松さんの話にもあったように未来に残せる街でありたいし、そういう都心

南北軸の構想でありたい、と思っている。 

・ フロアからはまだまだ沢山の意見があろうかと思うし、今後、意見交換会は

3 回目、4 回目までを予定しているので、今後とも参加いただければありが

たい。 

 


