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 はじめに 

常任委員会は，その部門に属する事務に関して調査を行う権限を有している。所管事務調査は市から提

案された予算案や条例案などの議案を審査するのとは異なり，常任委員会が自主的にテーマを設定し，調査

を行うものである。 

本委員会では，平成２９年７月から平成３０年５月にかけて、「市中心部の回遊性向上」について所管

事務調査を行った。 

調査期間 

平成２９年７月～平成３０年５月 

調査委員 

委 員 長  井手畑 隆 政 

副委員長  谷    惠 介 

委 員  檜 垣 美 良 

委 員  久 保    東  

委 員  神 田 隆 彦 

委 員  加 藤 忠 二 

委 員  中 田 光 政 

委 員  森 本 茂 樹 
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 調査項目選定の経緯 

市は、平成28年12月の行政報告において、大和ミュージアムなどが立地する宝町から幸町エ

リアの回遊性を向上させるのため、海上自衛隊呉集会所（旧青山クラブを含む）を取得する方

針を示し、平成29年5月の行政報告で、宝町エリアへ来訪する観光客を市中心部などに回遊さ

せるための基本計画策定を進めることが明らかになった。 

市中心部の回遊性向上は新たなにぎわいを生み，観光客の滞在時間延長のみならず，市

民の消費拡大，ひいては呉市経済の底上げが期待できることから，本委員会は「市中心部の

回遊性向上」を所管事務調査項目に選定し，市の計画策定と並行して調査研究を進めること

とした。 
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 調査の経過 

平成２９年７月１２日 

委員間討議（調査項目の選定） 

各委員がそれぞれ調査項目について提案し，協議を経て，「市中心部の回遊性向上」について調査

することに決定した。 

平成２９年８月２１日 

委員間討議（課題や問題点等の確認） 

調査項目について，現状における課題や問題点等を確認するため，市が検討を進めている回遊性向

上のための方策案等について説明を受けた。 

平成２９年９月８日 

委員間討議（視察先の取り組みについての事前勉強） 

委員長が視察先の取り組みを説明した後，県外視察に向けて意見交換を行った。 

平成２９年１０月１１～１３日 

県外視察 

回遊の拠点となり得る海上自衛隊呉集会所や呉駅周辺の整備などに係る議論を深めるため，歴史的

建造物の保存活用を初め，駅周辺の整備，空きビルの再生などについて先進地を視察した。 

【埼玉県桶川市】 

(1) 歴史的建造物の保存活用について 

昭和12年６月に設置された航空兵の教育施設である熊谷陸軍飛行学校桶川分教場は，戦

後，市営住宅として利用されていたが，平成19年３月に最後の入居者が転出し，廃止された。 

当該土地は国有地であったため，市は，建物を解体して土地を国に返還することとしていたが，

建物の保存を求め，1万4,000筆を超える署名を付した要望書が提出されたことを機に方針転換し，

平成22年1月，当該土地を国から取得した。 

なお，土地の取得費は全て一般財源である。 

平成26年に策定した基本計画では，①歴史的な価値の保存継承を図る，②平和を考える場

として活用を図る，③広域的な観光ルートを視野に入れたテーマ性の高い立ち寄り観光拠点とする，

④地域で利活用ができる施設とするという４つの整備方針を定め，学識経験者や関連団体の代表

者等を構成員とする検討委員会を設置し，７回の検討委員会とパブリックコメントを経て，平成29

年８月に保存計画を策定している。 
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また，保存活用に係る財源として，ふるさと納税制度を活用して寄附を募り，整備管理基金に

積み立てている。 

 

【栃木県小山市】 

(1) 小山駅中央自由通路整備事業 

新たに整備された小山駅東口地区と，かつて中心市街地としてにぎわっていた西口地区をつなぐ

小山駅中央自由通路を平成24年度に整備している。 

自由通路の整備によって，鉄道によって分断されていた駅東西の市街地が一体化され，新たな

にぎわいが生まれた。 

平成17年にＪＲ東日本との協議を開始したが，自転車の乗り入れや改札口の位置などに係る

合意に時間がかかり，完成まで７年を要している。 

総事業費約30億円のうち，小山市が約29億円，ＪＲ東日本が約１億円を負担している。 

(2) 街なか居住推進事業 

小山駅西口地区はまとまった土地が少なく，マ

ンションなど都市型住宅の供給が不足しているた

め，駅前でありながら小山市で最も過疎化が進

んでいた。 

東北新幹線の開通により，東京まで約40分

で行けるようになったことを機に，若者世代の定

住人口増加を目指し，小山駅西口地区の老朽化した建物や狭小な土地を集約し，共同住宅の

建設を推進する「街なか居住推進事業」を実施しており，開発事業者や，地権者に対する助成を

行っている。 

(3) まちの駅 

かつて中心市街地としてにぎわっていた小山駅西口の活性化を図るため，歴史的回遊拠点，小

山ブランドの発信，観光情報発信の場として，まちの駅「思季彩館」を設置している。 

当該施設は，中心市街地近くにある宿場町の面影を残す古い建造物を活用し，観光協会が

指定管理者として運営しており，店内には地元の農産物や食品などが並び，観光客のみならず，

多くの市民が利用している。 
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また，市民向けの文化教室なども開催されており，地域の交流活動拠点としても活用されている。 

 

【福島県福島市】 

(1) 空きビル再生について 

① ＭＡＸふくしま 

平成17年にメインテナントが撤退したため空きビルとなった百貨店を，福島市，第３セクターの福

島まちづくりセンター，商工会議所の３者が再生に向けて協議を重ね，公共施設（アオウゼ）を併

設した商業施設として，平成22年にリニューアルオープンした。 

アオウゼの整備について市民との検討会を実施し，多目的ホールや講座室， 148名収容の自

習・閲覧スペースを設けた結果，さまざまな世代の市民に利用され，リニューアル後は百貨店が閉店

する前よりもにぎわいが増加している。 

土地建物の取得及び改修は全て福島まちづくりセンターが行い，福島市は国土交通省の補助金

を活用した補助を行った。  

なお，テナントの撤退を防ぐため，市が誘致にしっかりと関わり，大手商業施設ではなく地元企業

に絞ったということである。 

 

② パセナカｍｉｓｓｅ 

商業施設の撤退などで人の流れが中心市街地から駅前に移り，商店街における市民の消費購

買意欲が極端に低下していた中，市が地元不動産会社に働きかけ，中心市街地の空きビルを商

業施設「パセナカｍｉｓｓｅ」として建てかえた。 

土地と建物の取得，既存建物の解体及び新たな施設の建設は全て地元不動産会社が行い，

解体及び建設に要した約4億円については，福島市が国土交通省の補助金を活用して約2,800
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万円の補助を行ったほか，経済産業省が地元不動産会社に対し，約1億 9,800万円の支援を

行っている。 

また，ＭＡＸふくしま同様，商業テナントだけでなく，託児所や地域交流スペース，多目的広場

などの公共スペースを整備したことで新たな集客を生み，中心市街地のにぎわい拠点として商店街

来訪者の増加が図られている。 

平成２９年１０月１８日 

委員間討議（県外視察の感想） 

県外視察を振り返り，各委員が気づきや感想などを述べ，それぞれの考えを共有した。  

平成２９年１０月１８日・２４日 

議会報告会 

中央地区，宮原地区のほか，呉本通商店街振興組合・呉中通商店街振興組合，オープンカレッジ

ネットワーク協議会で議会報告会を開催し，市中心部の回遊性向上について市民や関係者と意見交換

を行った。 

平成２９年１１月２０日 

委員間討議（論点の決定・課題の洗い出し） 

所管事務調査を進める上での論点を，(1)回遊拠点（呉駅周辺地区，幸町エリア，中央地区商店

街），(2)回遊ルートと誘導策に決定した。 

また，10月18日と24日に実施した議会報告会で出された市民の意見や，県外視察などを踏まえ，

論点である回遊拠点（呉駅周辺地区，幸町エリア，中央地区商店街）について課題の洗い出しと施

策提案を行った。 

平成２９年１２月８日 

市内視察（海上自衛隊呉集会所） 

国から取得する予定である海上自衛隊呉集会所（青山クラブ・桜松館）について，回遊拠点として

の活用方策や整備に係る議論の一助とするため施設内部を視察し，レイアウトや老朽化の状況等を視

察した。 
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平成２９年１２月１１日 

市内視察（呉駅～幸町～れんがどおり） 

回遊拠点（呉駅周辺地区・幸町エリア・中央地区商店街）を結ぶ回遊ルートの現状を確認するため，

呉駅を出発し，大和ミュージアム，中央桟橋ターミナル，海上自衛隊呉教育隊横を経由し，海上自衛

隊呉集会所かられんがどおりにかけて実際に歩いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年２月８日 

委員間討議（課題の洗い出し・施策提案） 

市内視察を踏まえ，回遊ルートに係る課題の洗い出しと施策の提案を行った。 

平成３０年３月６日 

委員間討議（まとめ） 

県外視察や市内視察，議会報告会における市民との意見交換などを振り返りながら，これまで出され

た意見をもとに総括の意見交換を行った。 

平成３０年４月２４日 

委員間討議（報告書骨子に係る協議） 

報告書の骨子について協議した。 

平成３０年５月２８日 

委員間討議（報告書案の確認） 

正副委員長が取りまとめた報告書案について，内容の確認を行った。 
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 現状と課題 

１．回遊拠点 

（１）呉駅周辺 

そごう呉店が平成25年1月に閉店して５年が経過した現在も空きビルのままとなっており，呉駅前の

にぎわい創出が課題となっている。 

平成29年9月の総務委員会において，呉駅前のふさわしい施設の立地を図るため，そごう呉店跡

地について，土地建物を一括売却する方針を示したが，売却の目途は立っていない。 

また，ＪＲ呉駅は改札口が北側に１カ所しかなく，駅の南側と北側の回遊性が低い。駅の南側は

大型商業施設や大和ミュージアムなどの観光施設があり，市民や観光客が多くにぎわっているが，北

側はにぎわいが少ない。 

大和ミュージアムへの誘導看板のほかは案内板などが少なく，駅からどちらに行けばよいかわかりにくい。 

また，コンコースには下りのエスカレーターがなく，駅前に身障者用乗降場が整備されていない。バリア

フリーが十分でないため，回遊拠点として利用しやすいとはいえない状況である。 

 

（２）幸町エリア 

平成29年5月の総務委員会において海上自衛隊呉集会所を市が取得する方針が示された。当初

は青山クラブを解体し，桜松館をレストランとして活用するとしていたが，その後，平成30年1月の総

務委員会において，青山クラブ及び桜松館ともに保存活用することを前提に，国から取得するとの方

針転換が示された。 

老朽化が著しい青山クラブを，今後どう活用するかが課題となっている。 

また，入船山記念館周辺には樹木が繁茂し，国重要文化財に指定されている旧呉鎮守府司令

長官官舎の外観が美術館通りから確認できないなど，幸町エリアは日本遺産を構成する文化財が

集積しているが，一体的な整備がされておらず，その歴史が生かされていない。 

 

（３）中央地区商店街 

中央地区商店街のにぎわいづくりに寄与するため，平成27～28年度にれんがどおりの改修を行った。 

商店街に観光客を誘導する仕掛けをつくっても，今の商店街には観光客が楽しめるようなものがな

いのが現状である。 

地元商店主からは，最近空き店舗がコインパーキングになるケースがふえているが，コインパーキング

が店舗として再生することはほとんどないため，シャッター通りになるより深刻な問題であるという意見が

あった。 

また，学生からは，中央地区商店街はどのような店があるのか全くわからないため，若者を呼び込

むためにはインターネットなどによる情報発信が必要であるという意見があった。  
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２．回遊ルートと誘導策 

呉駅から幸町を結ぶルートには飲食店やゲストハウスなど，新しい店舗が複数出店し，にぎわいが生ま

れつつあるが，案内表示が少なく，観光客にはわかりにくい。 

大和ミュージアムから幸町エリアを結ぶルートはかなり距離がある上，海上自衛隊呉教育隊を囲む塀が

続いて殺風景であり，現状では観光客を誘導することは難しい。 

平成29年10月から平成30年1月にかけて，中通への回遊を促し，市中心部のにぎわいのさらなる創

出を目的とした事業（クレテリア）を実施した。アンケートによると利用者からおおむね好評を得たということ

だが，中通に人は呼び込めていない。 
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 委員から出された主な意見・提案 

１．回遊拠点 

（１）呉駅周辺 

大和ミュージアムを訪れる観光客や大型商業施設を利用する回遊拠点として，また利便性向上の

ためにもＪＲ呉駅の南側に改札口が必要である。 

また，呉市の玄関口である呉駅のトイレが汚いので，おもてなしという観点からも，市は駅のあり方

についてＪＲ側と協議すべきである。 

そごう呉店跡地は，若者から高齢者まで，多世代が集える場所にすることが必要である。 

高校生が放課後に勉強することのできる場所をつくってはどうか。 

観光客だけでなく，市民が憩える公園があればにぎわいが生まれるのではないか。 

まずは，市として呉駅周辺をどのようなエリアにしたいのかを示すべき。 

 

（２）幸町エリア 

海上自衛隊呉教育隊や入船山記念館を一体的なものとして捉え，幸町一帯を海軍の歴史が感

じられるエリアとして整備してはどうか。  

海上自衛隊呉教育隊の活用について，桜松館は市が提案するレストランとして活用することには賛

成する。青山クラブについては，大和ミュージアムの関連施設や宿泊施設，あるいは当時の暮らしが

わかるような資料館にしてはどうか。 

青山クラブを保存するのであれば，観光客だけでなく，市民にとっての利用価値を高める必要がある。 

また，市民が保存に納得できるようなものにする必要があるため，活用方法については，市民から

広くアイデアを募集してはどうか。 

 

（３）中央地区商店街 

にぎわいの創出・活性化について，まずは商店街が自主的に考えなければ，本質的なところは解決

しない。行政が協力できるところとできないところをはっきりさせておくべき。 

一方で，呉駅周辺に大型商業施設を誘致したことで商店街が疲弊したという事実も，市として認

識しておく必要がある。 

来訪者にトイレや休憩場所を提供するとともにさまざまな情報発信を行うため，地産の作物や地酒

が一堂に会する小山市のまちの駅のような施設を整備すれば，観光客だけでなく市民の利用も期待

でき，回遊拠点としてだけではなく，地域のにぎわいづくりにも有効である。 

また，青山クラブに同様の施設を設置することも有効であると考えられる。   
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２．回遊ルートと誘導策  

大和ミュージアムから青山クラブへのルートは誘導策が必要である。 

海上自衛隊呉教育隊の壁面に絵を描くなど，歩いて巡りたくなるような工夫が必要。あるいは，ハワイの

トロリーバスのようなものを巡回運行してはどうか。 

案内表示が不足している。歩道に埋め込まれている案内板は誘導策となり得る。 

観光客を中央地区商店街へ回遊させるためには，中通１丁目かられんがどおりを結ぶルートの整備が

必要。また，川沿いに遊歩道を整備するなど，堺川を活用した誘導策が考えられないか。 
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 提言・まとめ 

回遊性向上のためには，回遊拠点の整備と，それらをつなぐルートが必要である。まずは，

各エリアの担うべき役割やあり方を定め，市がグランドデザインを描くべきである。 

呉駅周辺地区については，そごう呉店跡地を含め，一体的な整備を行う必要があり，我々

も今後の展開を期待している。 

幸町エリアについては，海上自衛隊呉集会所や入船山記念館，海上自衛隊の各施設等

を一体的なものとして捉え，歴史が感じられるエリアとしての整備を検討していただきたい。  

なお，海上自衛隊呉集会所は旧海軍下士官兵集会所として昭和４年に建設された建物

であり，特に老朽化の著しい青山クラブの整備には多額の経費が必要となることが予想されるた

め，その活用方法は市民が納得するものでなければならない。整備方針の検討については，市

民を登用した懇談会等を設置するなど，市民意見の反映について十分意を用いるとともに，

協議の経過については遅滞なく議会に報告されたい。 

また，回遊ルートの整備については，海上自衛隊と協議し，呉教育隊の壁面を活用した方

策について検討していただきたい。 

市中心部の回遊性向上は，市長の掲げる「くれワンダーランド構想」実現に不可欠である。 

その中で，回遊拠点となる呉駅周辺整備や海上自衛隊呉集会所の整備は，特に市民も

注目している事業であり，今後の進捗に我々も大きな期待を寄せている。 

施策方針の決定に当たっては，透明性を確保するとともに，しっかりと説明責任を果たすよう

強く希望する。 

以上，総務委員会の所管事務調査における提言とする。 

 


