
「宇部市中心市街地活性化基本計画（素案）」　パブリックコメントの実施結果について

1　実施概要

（１） 意見募集期間 ： 令和元年10月16日（水曜日）から令和元年11月5日（火曜日）まで

（２） 意見提出者 ： 8　人

（３） 意見等件数 ： 39　件

2　素案に対する意見と市の考え方
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C：
今後の参考とさせて
いただくもの

D：
その他

市の考え方の区分

計画全般について 1 1

項目 件　数
A：
意見を踏まえて計画
案に反映するもの

B：
意見の趣旨がすでに
計画案に反映されて
いるもの

目標と方針について 3 1 2

現状と課題について 1

その他の意見や提案等 4 8 10 1

具体的な施策について 2 4 1

計 10 15 13 1



意見と市の考え方

　貴重なご意見ありがとうございます。下記のとおり、いただいたご意見に対して市の考え方を回答します。

No.
素案の
ページ

意見 市の考え方 区分

1 -

　この基本計画認定制度は、『市町村が、地域住民、関連事業者等の様々な
主体の参加・協力を得て、自主的・自立的な取組を内容とする中心市街地の
活性化、ひいては当該地域の活性化にも応じた取組施策を推進するため』と
されているので、説明部分には、国のマニュアルの他、市民・民間企業にも
分かり易い計画の説明が必要と思われる。

　本計画は、国のマニュアルに沿ったものではなく、市民に分かりやすい計画とな
るよう独自の構成にしています。施策の説明については、実施主体や事業期間など
も整理し、より市民や民間企業に対してもわかりやすい説明にします。「施策の実
施主体とスケジュールについて」を追加します。 A

2 -

　来年3月認定との説明でしたが、内閣府のマニュアルでは6月、11月にも
認定するようなので、期限を気にせず十分時間を掛けて計画を練り、商店街
消滅による就業の場の減少に歯止めをかけるため、出来るだけ多くのプロ
ジェクトをスタートして頂きたい。

　商店街等の活性化に向けて出来るだけ多くのプロジェクトを早期にスタートした
いと考えています。そのため、３月の認定を目指します。P71、74、77、80の
「商業・業務など、新たなビジネスに挑戦できるまち」に記載しています。 B

3 第1章

　宇部市全体の衰退並びに特に中心市街地と言われるエリアの衰退に関する
データやデータに基づく解析や結果としての課題は理解できる。

　ご理解ありがとうございます。

B

4 P65

　目標指標の中に、客観的数値がない。公示価格を入れるべき。宇部市の中
心市街地は公示価格が20年以上下落している。将来の街づくりのビジョン
を明確にし、民間投資を呼び込むことが真の活性化につながるのではない
か。

　経済的な尺度で活性化の度合いを捉えるならば、ご指摘の地価を指標とすること
も考えられますが、取組の効果が地価に反映されるにはある程度の年月を要し、ま
た、全国的な景気動向等に影響を受けやすいこと、さらには、本計画は5年間とい
う短期の計画であるため今回は採用していません。
　また、P62【３】（１）に「多世代がにぎわう　安心・快適・利便性の高いま
ちづくり～まちなかスマートシティの実現～」をまちづくりのビジョン（目指す都
市像）として掲げていますが、ご指摘のとおり、民間投資を呼び込むことは重要と
考えますので、当該ビジョンの「多世代がにぎわう～」の前に「官民協働による」
を追記しました。

A

5 P68

　3地区のまちづくりの方針が１パターンしかなく選択肢がない。複数の方
針パターンのメリットやコストを提示した上で、市民に選択権を与えるべき
ではないか。例えば市役所周辺は190号線沿いはビジネス街、周辺をマン
ションなどの住環境エリア、中央町地区は荒廃が著しく昼間のビジネスには
不向きであり、夜の安心安全な飲食街、宇部新川駅周辺地区はビジネス・観
光の交通結節地点及び宿泊エリアなど。

　本計画における重点地区の方針は、上位計画である「宇部市にぎわいエコまち計
画」において、重点整備地区として位置づけた「市役所周辺地区」「中央町地区」
「宇部新川駅周辺地区」の各地区の方向性を踏まえた方針としています。

C

◆計画全般について

◆現状と課題について

◆目標と方針について



No.
素案の
ページ

意見 市の考え方 区分

6 -

　方針の一つに、安心・快適・利便性のまちづくりを掲げているが、安全に
対する目標設定が知りたい。昨今では、地震のみならず、台風等による風水
害への対応も喫緊の課題と思われるが、この課題に対しての素案への反映が
知りたい。また、密集市街地解消の具体的な目標設定についても知りたい。

　安全に対する目標値は設定していませんが、風水害への対応として、新庁舎など
は高層階に電気設備等を配置するなど、災害対策本部の設置や支援活動が行われる
ように整備していきます。
　密集市街地の解消についても、目標値の設定はしていませんが、老朽家屋に対す
る支援や狭隘道路の拡幅等により防災面の向上を図ることも目的の一つです。
P74「安心で、健康で、快適にくらせるまち」の②に記載している「密集市街地
や低未利用地の解消に合わせ、～」を「防災面の向上を図るための密集市街地の解
消や低未利用地の有効活用などと合わせて、～」に修正しました。

A

7 -

　商業サービスの質の向上を掲げているが、具体的な目標設定やスケジュー
ルはあるのか。市民としては、バリアフリーの推進を店舗も含めてより進
め、障害者のみならず、高齢者にも出かけたくなる（消費活動を担う）中心
市街地を期待したい。

  商業サービスの質の向上は方向性を示したものであり、具体的な目標値等は設定
していません。
　店舗も含めたバリアフリー化の推進は重要だと考えます。P80の「新たな魅力
を創出し、人が交流するまち」の②に記載の通り、商業施設等に対し、点字メ
ニューなどのコミュニケーション支援やバリアフリー化改修費用の助成を引き続き
推進していきます。

B

8 P61

　140haを中心市街地範囲としているが、更に絞り込んだ（例えば、市役
所を中心とした）エリアを核市街地として、先行的に整備を進め、他エリア
のモデルとすることも検討してほしい。

　効率的かつ効果的に取組を進めるため、中心市街地（約140ha）は「市役所周
辺地区」「中央町地区」「宇部新川駅周辺地区」の３つの重点地区を設定し、各地
区に特色を持った整備方針を掲げ先行的に整備します。また、中央町地区について
は、P74の「商業・業務など、新たなビジネスに挑戦できるまち」の①の「５Gな
どの～ビジネス起業創出拠点を整備し～」を「多世代交流スペース周辺を、５Gな
どの～ビジネス起業創出拠点として早期に整備し、～」に修正しました。

A

9 P63

　基本計画素案では、　63頁：第２章【３】（３）中心市街地活性化の方
針と目標にある３つの目標
　　目標①：街なか居住の推進：中心市街地居住人口6,200人
　　目標②：経済活力の向上　：新規出店数16件／年
　　目標③：まちなかにぎわい創出：歩行者数はトレンド数値
では、衰退が始まった後の 近の数値を短期目標として表示しており、にぎ
わいのある中心市街地のイメージが湧かない。従って民間活力を結集出来
ず、人口集積や企業進出の誘因にはならいため、商店街活性化は不可能。
　国の‘基本計画認定申請マニュアル’の様式も有ろうが、説明部分で市民
向けに、“まち全体がハード・ソフト共にどの様な姿になるのか、その内
５ヵ年でここまで実施する”と云うように具体的に表現出来ないものか。

　中心市街地活性化基本計画は５年間という短期計画であり、5年間で実施又は着
手するハード・ソフト事業を掲載しています。また、目標数値は令和6年度の数値
です。長期的なビジョンや目標については、「宇部市立地適正化計画」や「宇部市
にぎわいエコまち計画」で記載しており、これらを踏まえて本計画を作成していま
す。
　イメージが湧くようパース等を追加するなど表現を工夫します。

C
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10 P71

　旧井筒屋に公共公益機能を配置するなどの施策を検討となっている。賑わ
いのバロメーターが通行量であるならば、全くのナンセンスな考え方。例え
ば、図書館に来る人は一定の同じ人のみ。しかも屋内にいるのみ。他市も行
政主導で失敗ばかり。駐車場も限定的、具体的に通行量が増える根拠がある
のか。

　旧山口井筒屋宇部店跡地にはP71の「新たな魅力を創出し、人が交流するま
ち」に記載している「（仮称）子供プラザ」や「まちなか図書館」、「ギャラ
リー」等の機能や民間活力を取り入れた魅力的な店舗を検討しているところです。
また、これらの整備に加えて、周辺環境の整備や、公共交通の充実、イベントの開
催など、民間活力を取り入れて様々な取組を一体的に実施することで、中心市街地
内の回遊性の向上と、歩行者通行量の増加につながると考えています。

B

11
P71～

80

　重点３地区で、全面展開する構成だが、「検討中」が多く、また「推進
中」の施策は現在の商店街の衰退傾向を止める効果はこれまで発揮していな
い。
　また、５年間「検討中」のまま推移すると商店街消滅に繋がるので、地区
が絞れるものは地元関係者・地権者と具体的協議を始め早期事業化に移行で
きる計画にすべきである。
　市財政の面からは、庁舎建て替えと同時進行と成るので、庁舎１期工事終
了後は中心市街地活性化を優先する事業スケジュールを検討すると共に、民
間実施主体で国の支援を得るプロジェクトも計画する必要あり。

　「推進中の施策」はすでに施策として実施しているもの、「検討中の施策」は新
たに実施する施策です。また、記載方法について、実施主体や事業期間等がわかる
よう「施策の実施主体とスケジュールについて」を追加します。
　本計画は、官民協働でまちづくりを行う各施策について、国等の支援を受けるた
め、内閣総理大臣の認定を受けるものです。 A

12 -

　郊外から中心市街地への移住に関しての戦略的施策を具体的に考えない
と、コンパクトシティ構想も絵に描いた餅に終わる危険性が有る。

　居住施策として、ソフト事業では移住者への支援、空き家の解体費助成や新築・
増築に係る固定資産税相当額の助成、また、ハード事業としても様々な住環境の整
備等を計画しています。P71、74、77、80の「安心で、健康で、快適にくらせ
るまち」に記載しています。

B

13 P71

　素案として全体の現状認識、課題、取組の方向性は理解できるが、一点、
市役所周辺地区の施策について申し述べる。
　この地区は、井筒屋跡地（まちづくりの種地①）の利活用計画が全ての出
発点と思われる。教育施設・子育て支援機関等の半公共機関の整備は、市役
所二期庁舎や他の公共施設と重複することになり、多世代交流とにぎわい創
出の拠点にはなりにくいのではないか。有利な条件で民活が入りやすくする
ことでカフェ等魅力的な店舗や健康増進施設等を誘致し、商業機能を有する
市民の憩いの場とする。（ 終的には現建物、駐車場、琴芝公園の建替え一
帯整備）
　これを前提に、交流人口の増加が見込まれれば、地域住民の悲願である旧
レッドキャベツ（まちづくりの種地③）へのスーパー誘致の可能性も現実的
になり、日常生活の利便性、地域居住性の向上が図られ、健康福祉センター
（まちづくりの種地②）の民活での利活用も進むと考える。
　井筒屋跡地の利活用は、隣接商店街、校区、自治会も非常に興味関心のあ
る事柄で、街の存続がかかった案件と捉えている方も多いよう。ぜひ関係者
の意見、要望を吸い上げる場を作っていただけたらと思う。

　旧山口井筒屋宇部店跡地には、地下及び1階に物販や飲食店などの導入を検討し
ています。その上で、集客力のある子育て支援施設やまちなか図書館等も併設する
ことで、若者や子育て世代の集客も期待できます。また、新天町をはじめとした商
店街の取組・催し等で回遊性も生まれ、にぎわい創出の拠点になり得ると考えてい
ます。
　市役所二期庁舎は、庁舎の正面玄関、障害者用の車寄せ、会議室に加えて、市民
交流機能を取り入れる予定です。集客機能を有する旧山口井筒屋宇部店との住み分
けを明確にしていきます。
　旧山口井筒屋宇部店跡地の利活用については、基本計画・基本設計時に関係者の
意見も聞きながら進めていきます。

B

◆具体的な施策について
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14 P71

　旧山口井筒屋宇部店や旧レッドキャベツ新天町店を大規模小売店舗として
活用する場合、大規模小売店舗立地法の手続きが簡素化され、店舗の迅速な
立地や機動的な経営を促進することができることから、これら施設が含まれ
る区域を大規模小売店舗立地法の特例区域として設定することを検討しては
どうか。

　特例区域の設定をすることで、中心市街地への大規模小売店舗の誘致の実現可能
性を高めることにつながるため、今後の再開発事業等の動向を踏まえ検討していき
ます。

C

15
第2章

・
第3章

　第２章以降の中心市街地活性化の方針と目標や施策については過去に策定
された計画に述べられていたものであり、具体化されていないままの印象。

　上位計画を踏まえた計画ではありますが、５Gの活用や旧山口井筒屋宇部店の整
備など、新規施策も追加しています（P71、P74に記載)。施策については、５年
間で実施または着手可能のなものを記載しています。 B

16 第3章

　今回の計画、活性化の方向性と共に具体的な施策、施策の優先順位、時間
軸を明確にし、この計画書を読んだら民間投資を促進させられるような計画
書に仕上げる必要有り。また行政としてやるべき事と、民間にやってもらい
たい事（そう思わせる内容が必要）を分けて記述した方が良い。

　事業期間、実施主体（官民の分けなど）については、「各施策の実施主体とスケ
ジュールについて」を追加します。

A

17 -

　中心街区への訪問動機付けについては山口市の図書館とニューメディアプ
ラザ山口がヒントになるのではないか。
　図書館にカフェ、YCAMなど私自身もよく利用している。宇部にあれば勿
論そちらに行く。
　老若男女を問わず、スターバックスカフェに集っている状況を見ると企業
の選択はともかくとして、休日に時間をつぶせる場所が中心地に必要だと感
じる。また図書館、YCAM、広場の利用など見ていると利用者が思いに沿っ
て行っており、無理がないためにリピート率も高いように感じる。またカ
フェの利用について山口にしても小野田にしてもスターバックスに来ている
消費者はそこで過ごす時間を楽しみにしているのであって単純にコーヒーを
飲みに来ているわけではない。わざわざ、その場所を目指してきている。
　仮に新川駅付近にそのような場所があれば公共交通機関を利用するメリッ
トが増えて利用者が増加すると思われる。かつ、近隣の飲食店街の利用も見
込める。
　IT企業の誘致をするなら就労者にとってもよい息抜きの場所になり誘致要
件としてもプラスに働くと思われる。

　市役所周辺地区の施策として、P71の「商業・業務など、新たなビジネスに挑
戦できるまち」の①で、若者の集うカフェ等の誘致や「安心で、健康で、快適にく
らせるまち」の②で歩行者空間の質的向上を図ることについて記載しています。ま
た、宇部新川駅周辺地区については、交通結節点の機能強化を図ることとしてお
り、再開発事業等の際には参考にさせていただきます。

C

◆その他の意見や提案等
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18 -

　旧井筒屋には現在青少年会館にあるプラネタリウムを移動したり、現在も
実施されているエバンゲリオンなど宇部市所縁の差別化できる展示を常設、
充実してはどうでしょうか。プラネタリウムは山口市にもある為に多くは望
めませんが、エバンゲリオンについては鳥取県境港市の「水木しげるロー
ド」ではありませんが市外からの訪問者は増加すると思います。集客展示ス
ペースを除いた残りのスペースは市の外郭団体に入居してもらい利用率の向
上を目指します。前述の図書館や広場については市役所の新庁舎や旧井筒屋
跡地は施設面からすれば前述の目的要件を満たしていると思いますが、市が
計画されている地区案の西の端である新川駅と東側のセントラルゾーンの回
遊を考えれば合目的ではないかと思われます。
　別件で宇部市には村野藤吾氏設計の建築物が複数現存しています。以前に
村野建築の施設を受託運営している団体がその重要さを認識してかなりの負
担をして事業を立ち上げて、昨年は市が主催して記念事業を行われました。
こちらも市の財産として定期的に村野氏関連のイベントの誘致或いは自主開
催をして交流人口を増やすことが可能になると思います。市民に重要性を認
識してもらい、市の財産として愛してもらえるよう啓蒙活動を行うことは重
要ではないでしょうか。前述の団体は適任だと感じます。

　旧山口井筒屋宇部店では、P71の「新たな魅力を創出し、人が交流するまち」
の④⑤に記載している「宇宙が身近に感じられる教育施設の整備」や「宇部市出身
のアニメーター、映画監督に関する作品展の開催やギャラリー等の整備」などを現
在検討しているところです。さらには、P77の「新たな魅力を創出し、人が交流
するまち」の④に記載している「市民や市内外からの来訪者の交流による文化活動
の活性化、魅力的な文化」に関する事業にも取り組み、にぎわい創出につなげてい
きます。
　また、中心市街地の回遊性の向上のための歩行者空間の質的向上やイベントの開
催等も記載しています。村野藤吾氏関連のイベントについてもにぎわい創出につな
がると考えますので、参考にさせていただきます。 B

19

　中心地区の日常の購買については商店街の充実と周辺地区の駐車場の拡充
について、商業面については井筒屋跡地を無理に利用するのではなく、新天
町商店街の地権を組合で管理、調整して要件を満たせば出店補助を行い、新
天町商店街に専門店を集積させる方が井筒屋或いはレッドキャベツの機能代
替になると思います。（四国の丸亀商店街の例）売り場面積は同じでも路面
店舗と多層階店舗ではフロアごとの集客数も異なるために単純比較は難しい
ですが生鮮品の販売は圧倒的に路面店の方が向いていると思います。

　商店街としては、商業機能のみでなく街区そのもののあり方を見直し、共同住宅
や医療・福祉サービス機能や業務機能の導入も踏まえ、商店街として充実を図って
いきます（P71「安心で、健康で、快適にくらせるまち」③に記載）。
　また、旧山口井筒屋宇部店や商店街の空き店舗等を活用して若者の集うカフェや
魅力的な店舗の誘致をするとともに、新天町の既存店舗においては、地元商業者が
食料品・日用品等を扱う店舗や食堂等を開設する費用を補助するなどの施策を進め
ます（P71「商業・業務など、新たなビジネスに挑戦できるまち」①③に記
載）。
これら商店街の施策と旧山口井筒屋宇部店の整備により、にぎわい創出の相乗効果
を図っていきたいと考えています。

C

20 -

　玄関口となるJR宇部新川駅等との連携は計画として具体的に謳われるの
か。また、空の玄関となる山口宇部空港との連携はどうか。

　歩いて暮らせるまちづくりの実現に向けて、BRTなど次世代公共交通システム
の導入や駅周辺の再開発、駅前広場の整備などをJRと連携した施策として検討し
ています。
　また、P77「新たな魅力を創出し、人が交流するまち」②に記載しているとお
り、既存交通と次世代交通システムなどをつなぐ交通結節点として機能強化を図る
こととしており、今後は、様々な施策により山口宇部空港からも来街者を呼び込ん
でいきたいと考えます。

B

21 -

　中心市街地の通りにはセンスの良い統一感がほしい。「潤いが感じられ、
歩いて楽しめる・・・」とあるが、現状では通りを楽しむことを目的に出て
みるというには雑多で、維持も含めるとむしろがっかりする通りの方が目に
つく。今でいうインスタ映えするような通りを期待している。

　P71②やP74の④、P80の①（ともに「安心で、健康で、快適にくらせるま
ち」の項目内）に記載のとおり、ガーデンシティうべ構想に基づき、緑や花、彫刻
が一体となった魅力ある空間づくりを行っていきます。 B
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22 -

　交流の場ともなる渡辺翁記念会館について、周辺の環境も含めて改善を期
待したい。現在の園内の駐車場は景観を損ねていると感じる。この駐車場を
公園化し、カフェなどを常設にすれば、催し物が無くても訪れたい場所にな
りうると感じる。同時に、催し物があるときには駐車場内に収まりきらず、
駐車場外にも駐車させているが、見苦しいと感じる。隣のふれあいセンター
との共同の立体駐車場なども検討してほしい。

　今後の検討課題として参考にさせていただきます。

C

23 -

　宇部の独自性を組み合わせた計画が必要。大学や交通局（市営バス）な
ど、まちづくりとの関係が強いものをどう扱うか。また、宇部は製造業の街
でもある。

　山口大学とは中央町地区においてエリアマネジメント等を連携して行うこととし
ており、宇部新川駅周辺地区において、交通局とは宇部新川駅のモビリティに関す
る取組や交通結節点としての機能強化に関する取組で関わっていただいています。 C

24 -

　誰もが 初はここしかないと思う場所を選ぶ
　（重点地区の位置づけを考えて施策を決めること）

　「宇部市にぎわいエコまち計画」では、多様な都市機能や商業機能を集約し、得
られた活力を市全域に効率的かつ効果的に波及させるために、中心市街地でポテン
シャルの高い「市役所周辺地区」「中央町地区」「宇部新川駅周辺地区」を重点整
備地区と位置づけました。本基本計画では、これらの地区のまちづくりの方針を次
の通り定めています（以下、P68に記載）。
・「市役所周辺地区」：真締川の東側に位置し、行政や商業施設、子育て世代や高
齢者の交流施設が集積している立地を活かし、市庁舎や旧山口井筒屋宇部店の整備
を核として、子ども・若者・高齢者など多世代が交流し、にぎわい創出の拠点づく
りを進める。また、公園や道路、歩行者空間の質的向上を図り、歩いて暮らせる良
好な居住区間を創出する。
・「中央町地区」：宇部新川駅や臨海工業地域に隣接した立地を活かし、
Society5.0時代に向けて、5Gなどを活用し、うべ産業共創イノベーションセン
ター志や宇部SDGｓ推進センターを拠点に、新たな挑戦ができるビジネス環境づ
くりを進める。また、飲食の充実や職住近接の住環境づくりを進める（地域再生計
画、宇部多世代共働交流まちづくり基本計画推進中）。
・「宇部新川駅周辺地区」：宇部新川駅や駅前広場があり、国の重要文化財である
渡辺翁記念会館等の文化施設も集積している立地を活かし、市の玄関口として魅力
ある機能や空間の整備により、まちに人を呼び込み、多くの交流や文化・経済活動
が行われるよう、にぎわいの創出を図る。また、土地の高度利用により、宿泊や業
務機能の誘致を推進する。

B

25 -

　人・物の流れが見える動線を
　（人の動き、商業の動きを考えた施策となっているか）

　P68に定めたそれぞれの地区の特色を活かした方針に沿った施策を進めるとと
もに、地区間の連携を図ることで、商業や企業が生まれ、人の流れを作っていき、
にぎわいの創出を図っていきます。

C
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26 -

　権利関係が複雑でない場所
　※権利関係が複雑だと強制力のある法定再開発でないと20年～30年はか
かる
（広い土地がすぐ確保できる場所で事業を考えるべき。（琴芝街区公園な
ど））

　民間の事業が起こるためには、大規模な土地が必要と考えています。このため、
市役所周辺地区では、まちづくりの種地として、旧山口井筒屋宇部店、宇部健康福
祉センター、旧レッドキャベツ新天町店の３か所を示し、民間活力の導入を期待し
ています。（P70の位置図に箇所を記載しています。） B

27 -

　儲けられると感じられて、はじめて民間投資が考えられる。その環境は整
うか。
　（商業サービス業が生まれる環境が整っているか）

　それぞれの重点地区の特色に合わせ、商業・業務（サービス業）など、新たなビ
ジネスに挑戦できる施策を記載しています（P71、P74、P77、P80の「商業・
業務など、新たなビジネスに挑戦できるまち」に記載）。特に中央町地区について
は、５Gなどの先端技術の導入・活用などを先導的に進めるとともに、起業・創業
支援なども行い、民間事業の参入を推進していきます。 B

28 -

　過去に検討した要望内容があるが、出来る出来ないの議論の決着をすべ
き。いつまでも議論が進まない原因となっているのでは。
　例：中心市街地に大きな駐車場の設置は出来るのか出来ないのか。有料か
無料か。有料であれば買い物客の利用が主でイベント時に利用率上がるだ
け。無料であれば、近隣の月極め契約者が無料駐車場に流れ、誰の為の施策
か判らなくなる。（山口宇部空港がまさしくその例）
　しかし、旧井筒屋駐車場は屋上駐車場へのアクセスが悪く、悪いもののシ
ンボル的存在なのでここが変わらないと変わったと言えない。
　中心市街地のアクセスの悪さで公共交通機関の利便性の向上を要望されて
いるが、今後の利用率や公共交通機関の経営状態からはコスト面であり得な
い。

　駐車場については、P.71の「商業・業務など、新たなビジネスに挑戦できるま
ち」の②に「集客施設等の利便性の向上のために、利用しやすい駐車場を配置す
る」を施策として追記しました。今後、実施予定の基本計画・基本設計の中で、旧
山口井筒屋宇部店の周辺環境も含め検討していきます。

A

29 -

　そもそも中心市街地活性化対策は歩いて暮らせる街への定住人口増がメイ
ンでありそれに付随する若干の雇用増（人口増に伴う商業society5.0に伴う
企業誘致）であり、郊外から人を呼び込む施策はとるつもりはない。
大規模ショッピングセンター⇒駐車場も含めて開発費大　×、既に物販は飽
和しておりパイの奪い合いにしかならない　×、購買力の増はない　×
今後、工場関係や学校関係で昼間の人口流入が期待されることはない。

　「宇部市立地適正化計画」で都市拠点（中心市街地とその周辺）に居住誘導を図
ることとしています。引き続き、中心市街地への居住誘導施策として、P71「安
心で、健康で、快適にくらせるまち」の④及びP80の同方針③に記載しています
新築に係る固定資産税相当額の助成などの施策を行うことで、まちなかへの居住の
促進を図ります。 B

30 -

　民間の開発行為においては、行政の開発の方向性やゾーニングの考え方を
理解し、それに沿った開発を行う様ある程度の強制力が必要。また、老朽家
屋の解体、収用についても斡旋や強制力が必要。

  再開発事業の際の、参考にさせていただきます。

C
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31 -

　市役所周辺地区の開発（優先順位）
①旧井筒屋の利用計画を示す。
・買物難民対策：生鮮食品の店舗スペース、日常生活品のスペース
・多世代交流設備として、現在トキスマのキッズスペース、レストスペース
（ＰＣ、スマホ電源有）は子育て世代、高齢者の憩いの場所、サラリーマ
ン・学生の利用として機能している。
・２ＦＬ、３ＦＬ、４ＦＬの利用方法及びカフェ、レストラン、グルメ街、
お土産コーナー等の設置？
・屋上駐車場（収容能力７０台）は利用価値ありだが、アクセスの変更要
（あまりに評判悪）
②まちなか図書館の規模？既存図書館との役割の違い？
③その他の施策については、場所、規模、機能、設備等の具体的なイメージ
が必要。

①旧山口井筒屋宇部店の利活用については、5・6階部分を減築したうえで、B1F
～４Fを改修、駐車場については、設備等を主に改修する方針を決定しました。な
お、機能については、物販などの店舗や飲食店、（仮称）子どもプラザ、まちなか
図書館、ギャラリー等を予定しています。
　駐車場については、P.71の「商業・業務など、新たなビジネスに挑戦できるま
ち」の②に「集客施設等の利便性の向上のために、利用しやすい駐車場を配置す
る」を施策として追記しました。
　また、駐車場を含め、機能の配置や規模等については、基本計画・基本設計で整
理していきます。

②基本計画・基本設計において整理します。

③P71の「安心で、健康で、快適にくらせるまち」の②に、「真締川公園や常盤
通りなど、」を追記しました。
　また、今後イメージが湧くようパース等を追加するなど工夫します。

A

32 -

中央町地区の開発
①老朽化した家屋や空き店舗が多いので、解体、収用、集約して飲み屋街、
食事ができる街としてこじんまりとした方が良い。
②一方でsociety5.0の核として企業誘致を考えているので、そういった環境
整備する場所を決めてここだけは早期に取り組む。
③このエリアでは芝生広場や中央街区公園での多世代交流を考えているが、
そういった役目を果たしているか。またイベントが期待したものになってい
るか疑問。

①P74「安心で、健康で、快適にくらせるまち」の②に記載のとおり密集した老
朽家屋等の解消に合わせ、飲食店の充実も図っていきます。また、空き家や空き店
舗のリノベーションに対する支援も行います。
②５Gの活用などSociety5.0時代に対応したビジネス起業拠点の整備を進めてい
きます。P74の「商業・業務など、新たなビジネスに挑戦できるまち」の①の
「５Gなどの～ビジネス起業創出拠点を整備し～」を「多世代交流スペース周辺
を、５Gなどの～ビジネス起業創出拠点として早期に整備し、～」に修正しまし
た。
③多世代交流スペースなどを中心に、多世代が交流できるイベント等を引き続き、
実施していきます。

A

33 -

宇部新川駅周辺地区の開発
①新川駅舎の建替はできないので、既存の駅舎を色彩やアート的に工夫が必
要。
②交通機関の利用者が増えるわけでもなく、周辺にビジネスホテルや食事が
できる拠点があれば良い。

①P77の「新たな魅力を創出し、人が交流するまち」に「⑦宇部新川駅舎につい
て、アートフェスタやアーティストインレジデンスなどによる活用を検討し、アー
トイベント等を開催し、にぎわいの創出につなげる」を追記しました。
②ご提案のとおり、P77「商業・業務など、新たなビジネスに挑戦できるまち」
の②に駅周辺の立地を活かして宿泊や業務系の施設を誘致することを記載していま
す。

A
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【*実験内容】
ⅰ）近隣居住者の日用品需要対応は井筒屋跡以外にスーパー誘致することと
し、定住人口増を図る。（候補：東部はレッドキャベツ跡、西部にも１店舖
の誘致）
ⅱ）井筒屋建物は、スーパーよりハイレベルの商品を扱う店の誘致のための
実験フロアーとする。（買い回り品需要への対応は採算見通しが分からない
ので、実験店として誘致する。）
・山口・小野田など近隣広域からの集客が出来る業種業態の全国チェーンの
店と誘致交渉する。店舖イメージ：カフェ＋（成城石井の輸入品部門、無印
良品、LOFT等）
・実験フロアー出店条件：家賃無料、光熱水料実費、内外装費用は従来通り
市が一部支援
・形式は、支店、FC、卸など実現可能な方式で、受入体制は「にぎわい宇
部」、必要なら実働部隊をパート等で雇用（負担は店舗）
ⅲ）実験で採算が取れない商店は半年～１年で撤退、将来家賃を払っても採
算が取れる店のみ、井筒屋跡や３商店街の空き店舗に出店願う。
・商業系が厳しい場合も想定し、IT関連その他の業種で中心市街地への立地
が優位な業種の誘致も併せて考える。（例えば、山大工学部のIT関連研究室
とIT企業の共同ラボなど；実験段階では家賃無料で貸し出す。）

34 -

井筒屋跡地の取扱いについて

・井筒屋やレッドキャベツが閉店し、宇部市の 後の商店街が消滅の危機に
ある。（銀天街、壱番街はショッピングセンターが閉店して5～10年の間に
消滅）
　よって、中心市街地を守る意思を内外に示すために、活性化に向けての目
に見える動きを少しでも早く始め、並行して本格的な都市改造の計画を固め
事業に着手すべきである。
・活性化基本計画は、5年単位の事業となるので、地元権利者等との合意不
十分のまま国に計画を出しても予算獲得に結び付かず、5年間何も有効な手
立てが出来ず中心商店街が消滅する危険性がある。
　従って、プロジェクトに関連する地元への十分な事前説明が必要。
・当面3～5年間、井筒屋建物は実験店舗フロアー*として活用することと
し、必要 小限の費用で改修（耐震、水・電気系統）する。（1～3階
か？）
実験段階終了後に井筒屋ビルを建て替える場合、５年後に再度補助金申請が
出来ない様なら、実験用補修予算と建て替え予算のどちらを選択するか判断
を要す。
・なお、駐車場確保には問題が残るが、公園の暫定利用案は可能か？
北側の公園利用：都計変更なら時間を要し、地下式なら費用大。

・旧山口井筒屋宇部店については、４階以下に耐震性があり、新築に比べ計画の自
由度に制限があるものの事業費は２分の１と経済的です。また、新築では工事期間
が長いことに加えて、デベロッパーの選定や調整などにかなりの時間が必要とな
り、現在、TOKiSMAによりにぎわいが戻りつつある中、短期間で整備する方が活
性化につながると判断し、5・６階を減築、改修をしたうえで活用することとし、
11月11日に旧山口井筒屋宇部店の利活用に係る方針を決定しました。引き続き、
基本計画・基本設計に速やかに移行し、少しでも早く活性化に向けた取組を進めて
いきます。
・基本計画・基本設計では関係者等の意見も聞きながら進めていきます。
・市民ニーズやTOKiSMAにおける社会実験の状況を踏まえ、上記の方針を決定し
ました。国の支援措置を受け、少しでも早く活性化に向けて取組を進めます。
・駐車場については、旧山口井筒屋宇部店周辺を含めた、基本計画・基本設計で検
討していきます。
　
　

C



No.
素案の
ページ

意見 市の考え方 区分

-

36 -

松井家具跡と新地街の再開発が検討中とのことだが、この様な常盤通りと新
天町商店街を一体とする様な事業は是非必要である。（他にえびす街もあ
る。）

   P71「安心で、健康で、快適にくらせるまち」の③に記載しています。また、
同ページの「商業・業務など、新たなビジネスに挑戦できるまち」の②には、新天
町、常盤通り、琴芝駅通りなどの商店街の販売促進やファサード整備等の支援によ
り活性化と回遊性の向上を図る施策も掲載しています。 B

37 -

商店街の‘にぎわい’の意味では、飲食店が集まっている場所（フードコー
トなど）も有効なのではと考えておりますので、検討下さい。

   P71の「安心で、健康で、快適にくらせるまち」の③で、「商店街の街区のあ
り方を見直し、共同住宅や医療・福祉サービスの複合ビルを整備する」と記載して
いることから、街区の見直しの際には参考にさせていただきます。 C

38 -

中津瀬神社改修について
・新天町側：商店街の来街者の休憩所整備および道路との境界改良（神社事
業）
・常盤通り側：市公衆トイレ移設 ⇔ 商店街集客力アップの観点から配置見
直しを
高齢者対応：設置個所数増の一環として位置見直しを
女性トイレ：子育て中も含め大幅増設（SCもトイレ充実傾向）

   中津瀬神社西側の市道については、歩行者空間の質的向上を図ります（P71の
「安心で、健康で、快適にくらせるまち」の②の施策）。中津瀬神社の改修につい
ては、今後の参考にさせていただきます。

C

39 -

自分たちのまちは自分たちでつくる。決して、人任せにすることなく、多く
の市民が少なくとも関心を持ってもらうためには、ﾊﾟﾌﾞｺﾒ募集の周知を限ら
れた時間ではあるが一層進めていただきたい。

　貴重なご意見ありがとうございます。

D

35

常盤通り（幅員50ｍ）の活用について

・戦災復興区画整理で30万人都市を目指し50m道路が建設されたが、人口
減少のため、都市規模は半分に近付いている。
・高齢者社会に備え横断歩道短縮や、側道・歩道と沿道店舖との一体的な活
用により景観を一変し、賑わいを創出することは考えられないか ⇔ エリア
マネジメント
（オープンカフェの試験的設置を経て、全区間に亘る活用計画を策定・実施
する。
道路占用の特例により、別会社にて管理する。）

　歩道については、環境整備を行い質的向上を図る予定です。庁舎前については、
緩速車線の廃止等について、道路管理者と協議を進めています。オープンカフェの
試験的設置など今後の参考にさせていただきます。

C


