
意見No． 分野 いただいたご意見 瑞穂市の考え方

5 駅周辺機能
駐車場を駅のなるべく近いところに増やして欲しい。/駅前にスーパーがあると便利。/駅周辺に飲食店
（特に居酒屋）を作って欲しい。/お土産品を販売するお店を作って欲しい。

頂いたご意見については毎週開催しているワイワイ会議でもいただいています。構想案では、駐車場は
「多様なモビリティゾーン」、スーパー、飲食店等については「商業・観光ゾーン」として、駅周辺への強化
機能として、取り上げられています。ご指摘は構想案の方向性に凡そ沿ったものと推察します。お土産品
についても市の情報発信と併せて、宣伝・販売できる場所等が必要という意見が出ており、基本方針③
に上げております。駐車場については、ＪＲ穂積駅は、特に送迎車が多いのが現状で、公共交通との住
み分け、一時駐車の確保等についても検討したいと思います。。ご意見を参考に駅周辺の活性化を進め
るとともに、利便性向上を図りたいと考えます。

パブコメ手
続④

22 駅周辺機能

地域の人に駅前が変わったということを認識させるには”まず出来る取組み”も必要であるが、並行して
「核」となるような施設が出来ると、地域の意識が変わると思う。
また、商店街もシャッター街となってしまって、寂しい状況であるが、旧南公民館での賑わいの状況を見る
と、空き店舗の活用が出来るのだなとわかった。住んでいるため、なかなか貸せないのかもしれないが、
シャッター街となっているのはもったいないと感じた。

ご指摘の通り、幅広い認知・見える化を図るには、ハード面での整備も不可欠だと考えております。すぐ
にハード整備を行うことは難しいため、必要な施設の機能や規模については今後、検討を行いたいと考
えております。
また、商店街については地域の方に対して空き店舗がにぎわいをもたらすのに有効であることを示し、地
域の意識醸成を図りながら、新たな店舗の確保をし、新たなお店の出店が継続的に行っていくことで、駅
周辺のにぎわいに寄与できると考えております。

地元報告
会より

23 駅周辺機能

子育て支援・福祉ゾーンについては構想図の通り旧道沿いの東側あたりに作るということか？
また、子育て支援施設などは民間の力をもっと活用すべきだと思う。

位置的に今の構想図案の位置にするということではなく、若い世代や子育て世代などが駅周辺に住んだ
場合に便利であることや駅を使って通勤する人などの幼稚園等の送迎にかかる負担軽減を図れることを
考慮し、機能として必要と考えます。
民間の会社も待機児童が多いことを理解しており、進出したいと考えているが、駅周辺では子育て施設
として利用できる用地や建物が確保できない状況から、現状では難しいと考えております。本構想では
必要な機能として認識しているため、民間企業との意見交換等も行いながら、検討を進めてまいりたいと
思います。

地元報告
会より

24 駅南公民館

子育て支援施設など市が用地を確保するにも旧駅南公民館を早く壊して、利用するべきだと思う。
解体が出来れば、隣接する駐輪場と併せて利用でき、駅前の拠点になる施設が一つ建てられるのではな
いか。例えば、建物は市が作ってテナントとして商業店舗や子育て支援施設として利用してもらえるように
貸すことも考えられるのではないか。

ご指摘の旧南公民館については耐震の面からも解体し、有効的に利用することが重要だと考えておりま
す。そのため、今までは各担当課が個別に問題に対応していたが、市全体として取り組んでいかなけれ
ばならない問題であることから、庁内の様々な課が集まり、横断的な会議を開催している。庁内調整を行
いながら、対応していきたいと思います。

地元報告
会より

7 河川

中川の桜やヒガンバナと「赤い橋（色）」の組み合わせは印象的に映え、観光的に魅力あるスポットとし
て、良いので橋を赤くするなどの取組みをするのは良いと思う。

自然豊かな河川や地域資源を活用し、穂積駅周辺及び瑞穂市全体の魅力の向上を行うことが重要と考
えております。構想案では「糸貫川や中川の河川敷の有効活用」や親水空間として提案されています。
具体的にご提案頂いた点につきましては参考にさせていただきます。

地元報告
会より

8 河川

あじさいロードの除草など管理がはどこがやっているのか？
また、糸貫川の河床のごみの除去を行っていなく、異物が多く、ごみが堆積してしまう。市街地の活性化と
含めて、環境も良くしていかなければならないと思う。
堆積物を除去してくれた後にもし可能であれば、管理を地域の人でできるシステムを作っておくことで、ご
みを見つけたらすぐに対処できるので、対策を考えてもらいたい。

除草などについては年に一度程度国や県が清掃を行っています。河川の堆積物についての問題は国や
県と共有し、対応をしていきたいと思います。
行政にも地域の方で管理や清掃をしていただくことに対して保険やごみ処理のための補助金を出す制度
があります。今後の管理方法については、関係者と地域の方で話し合いをしながら検討を進められれば
と思います。

地元報告
会より

15 基本計画

(構想案全体への具体的な提案をいただきました。以下概要です。）
①駅北側への民間資本によるビル建設（物販、福祉施設、公共空間、アパート等）と駅の改札待合は２階
とする。
②駅北側へ立体駐車場の建設（自家用車と駐輪場）。現スペースはバスの乗り場、待合場とする。
③駅南側へ現駅前広場と一体化したフレキシブルゾーンの拡大/南側ロータリーの拡大（タクシー乗り場・
待合場）
④送迎用自家用車は現在より離れた場所へ（駅南側・駅北側ともに）、公共交通を駅近くに設置。
⑤現マンポトンネルから駅北方面の道路の拡幅（双方通行と歩道整備）、困難な場合は一方通行化の検
討。
⑥現駅改札口の通路の拡張、車や歩行者の通行可能な整備。
⑦本巣縦貫道の糸貫川近辺からの陸橋化

具体的な計画をありがとうございます。（意見を出された）ご本人もご指摘のとおり、事業規模等は今後も
継続的な検討が必要になると思われますが、頂いているアイデアの方向性は、構想案と同じ方向を見据
えていると捉えさせて頂きましたので、今後の事業の詳細化の際のアイデアとして、参考にさせていただ
きます。

パブコメ手
続⑤

10 基本計画

魅力的なまちづくりをしようとしたら、20年先のことを考えて計画しなければならない。駅前で何かするため
にも、代替地として空き地を確保しておかなければならない。構想（案）はいいと思うが、土地をどうにか確
保していかなければ計画が進まないと思う。

現状で、どこをどれだけ用地確保するというのは、難しい状況です。構想案は、段階的な実現に向けて
短期・中期・長期の３つのステップに分け、各ステップで進行管理を行いながら進めていく予定です。
ハード面を具体的に進める際に事業等の円滑な進捗に寄与するために代替地等の新たな用地確保の
必要性に応じて、用地買収等を検討してまいりたいと思います。 地元報告

会より

11 基本計画

駅前広場へのアクセスする道路については「道路機能の強化」という表現で示しているが、具体的な整備
方法がわからないと、協力のしようがない。バスの乗入れが可能な具体的な構想・計画を示したうえで、
地元への協力要請をしていかなければ進まない。

アクセス道路については送迎車が多く、道路をふさいでしまって通行が困難なことから、「多様なモビリ
ティゾーン」に一時的に止めるような駐車場を用意することで渋滞が解消できないかなどということを考え
ております。そのため、強化すべき道路やゾーンの配置場所等については個別に検討したうえで、具体
的な方針について示していきたいと考えております。

地元報告
会より

瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想案に対していただいたご意見と瑞穂市の考え方
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瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想案に対していただいたご意見と瑞穂市の考え方

16
基本計画
他

(構想案全体への区画整理事業とこれに伴う駅北側への乗り入れ道路の具体的な提案をいただきまし
た。以下概要です。）
①現道の拡幅だけでは地域の活性化につながらない
②土地区画整理事業による面的整備を行い、有効的な土地活用を図る必要がある。
③飲食店、複合ビルの高度利用、公共施設の設置による利便性の向上
④高幅員道路による交通機能の充実
⑤駅南エリアは空き地が少なく、新たな公共施設整備は困難

具体的な計画をありがとうございます。頂いたご意見に付随している計画案は土地区画整理事業、再開
発事業等のより具体的な事業を意識したご提案であり、構想案から一歩進んだものになっていると拝見
しました。頂いたご提案と同規模の事業が実現可能かは分かりませんが、頂いたご提案と構想案の向
かっている方向は同じと推測します。大きく事業計画を検討すべきとの趣旨もご提案いただいたと点だと
思いますので、今後の事業の詳細化の際の参考とさせて頂きます。なお、駅北側から駅前へのアクセス
については、パブリックコメント案から記載を修正いたします。駅北側からの駅前へのアクセス機能の強
化の方向性を意図する記載に改めます。

パブコメ手
続⑥

17
基本計画
他

（基本方針と構想図に分けて１３件のご指摘をいただきました。全て記載することが難しいため、概略を項
目に分けてご紹介します。）

【基本方針①の駅前広場機能や公共交通について】
①現状のバス機能が弱いこと、交通手段としてバスに絞って検討すべきこと。
②民間駐車場の乱立による有効な土地活用ができていないことと立体駐車場などの提案。
【駅前広場の北口について】
①北口はタクシー乗り場が近すぎることと自由通路から離すことの提案
②タクシー導線と送迎車両の導線が同じで不便であり、北口ロータリーの東側での横断歩道設置の提案
③北側市営駐車場の位置まで含めて、北側ロータリーの再計画の提案
【基本方針③の行政サービス等のサテライト機能の検討について】
・コンビニ交付等の証明書等の発行業務の提案

多くのご指摘ありがとうございます。構想に対して、多くの関心を寄せて頂けたと感じることができました。
　まず、基本方針①のバスのご指摘については、本事業以外で、地方創生事業として、本巣市、北方
町、大野町等とともに穂積駅から北方面での公共交通再編の検討が進められており、穂積駅から南方
面では安八町との同種の検討が進んでいます。これらの中ではバスの利便性も検討されています。本構
想事業とも連携をとりながら、実施しており、構想を詳細化する中で、バスに関する検討も加味していく予
定です。
　次に、民間駐車場の課題については、多くのご意見を頂いており、関係者と協議の上、施策的に駅周
辺の土地利用を誘導することも今後の事業の詳細化の中で検討すべきかと考えています。
　２点目の駅前広場の北口のご指摘についても、多くの意見を頂いている点です。駅の北口、駅前広場
への交通の円滑化は、ご指摘のロータリーの再計画なども含めて、今後、事業の詳細化を進めていくこ
とになると思います。
　基本方針③の行政サービス等のサテライト機能の検討については、コンビニ交付機能をご提案いただ
きました。現在、瑞穂市でもマイナンバーカードを利用したコンビニ交付事業が開始され、瑞穂市民の方
は全国のコンビニエンスストアーで各種証明が取得できるようになりました。駅は１日あたり約１７，５００
人の乗降客があるため、ご提案についても有用性があるのではと拝察します。市としては、行政サービ
スの他、本構想の中で市の魅力の駅前からの発信の充実も必要性を感じており、その中で併せて検討
できるとよいと思います。

パブコメ手
続⑦

18
基本計画
他

（基本方針と構想図に分けて１３件のご指摘をいただきました。全て記載することが難しいため、概略を項
目に分けてご紹介します。）

【構想図について】
①子育て支援・福祉ゾーンの妥当性と別府保育所の東の子育て支援センターを中核とする提案
②駅前通りの魅力の向上と新規店舗誘致の計画について
③歩行者・自転車導線（マンポトンネルの南北通路。市道２-４号線）の歩行者・自転車専用や一方通行の
提案
④商業・観光ゾーンの妥当性や施策的誘導の計画の有無と食品や飲食店等の特に決まった理由が無く
ても利用機会の多い店舗の充実の提案
⑤住居・商業ゾーンの妥当性と地域の協力の必要性（区画整理、移転、買収等）の提案
【まとめ】
①スピーディーな事業の促進、②行政はマネジメント・公共交通の整備、駅周辺開発は民間の資本活用
等の現実可能な構想にした方がよいと考える。

　多くのご指摘ありがとうございます。構想に対して、多くの関心を寄せて頂けたと感じることができまし
た。

　構想案で、「子育て支援・福祉ゾーン」については、「子育て世代」以外でも「高齢者」への医療や介護
の充実を望む意見も聞かれました。「子育て世代」については、ご指摘のとおり別府保育所や子育て支
援センターは１つの核になると考えます。
　歩行者・自転車導線（市道２－４号線）のご指摘についても、今年度、他からもご意見をいただきまし
た。今後駅周辺の事業を計画を詳細化していく中で検討しますが、ワイワイ会議等では東西方向への交
通機能を強化することも１つの対策ではとのことで、構想案に取り入れています。
　商業・観光ゾーンへのご指摘についても多くのご意見をいただいています。今年度実施した「ほづみ夜
市」に５時間で約２千人が来場されたように、ＪＲ穂積駅周辺が持っているポテンシャルを周知していきな
がら、同時に行っている空き店舗活用の状況も踏まえ、同様の取り組みを継続して活気ある駅周辺の実
現を目指しています。
　地域の協力の必要性については、ご指摘のとおりです。構想を具体化するためには地域の協力が不
可欠であり、ご指摘の協力をいただくために、まず地域の気運を高めていくために引き続き、構想を詳細
化するなどの検討を進める中で、地域を巻き込んでいきたいと思っております。
　素晴らしいご意見をお持ちなので、是非ワイワイ会議にご参加ください。
  なお、構想案で示している各ゾーンについては、駅周辺で強化していきたい方向性を示しており、具体
的な位置を示しているものではありません。
　最終的なスピーディーな実現と現実可能性については、どちらも地域からのご意見等からもいただいて
いますが、何より現実可能性は財政面も合わせて今後、最も念頭に置くべき事項と考えています。

パブコメ手
続⑦

19
基本計画
他

少子高齢化をメインテーマとした高齢対策のＣＩ介護、治療、研究、研修、少子対策では保育、学習、女性
就業とショッピング等を一元化することで雇用の創出とシルバー、ヤング、キッズの絆が活性し、圏域を超
えた展開が期待できるものが望ましい。
民・産・学・行がコラボする他に類のない日本版総合型ＣＣＲＣを検討してもらいたい。

頂いたご意見は、構想案では子育て支援、福祉ゾーンや駅周辺の住みやすい環境づくり（基本方針②）
として、方向性を入れているものです。また、雇用の創出や各業界のコラボについては、本事業の地方
創生の概念と沿うものです。ご提案は、高齢対策や少子対策や経済性を一体的に取り組める事業や施
策かと思いますが、今後の検討を進める際に、より効率的で横断的な事業の組み合わせが可能かを検
討していきたいと思います。

パブコメ手
続⑧

20
基本計画
他

（６件のご指摘をいただきました。全て記載することが難しいため、概略を項目に分けてご紹介します。）

【①穂積駅について】
　定期利用者が多い現状で、別プロジェクトとして観光等の創生の立案/駅周辺の再整備として「憩いの
場所」（飲食店、地域特産品の販売所等）と「駅舎の再整備」（待合室、トイレ等の整備の必要性）
【②穂積駅前広場】
　駅周辺の道路の幅員の狭小、利用者の規模と合わず、交通の混雑が発生している。駅前広場の整備
による利便性の向上が必要。店舗、住宅の混雑の現状に対してペデストリアンデッキや周辺商業施設や
駐車場をつなぐ、土地の活用と歩行者の安全性、利便性の必要
【③駅周辺のアクセス道路】
　前記のように混雑が発生しているので、マンポトンネル等の課題に対して南北道路の整備は必要。その
ため、土地取得の必要性がある。地下駐車場も検討してはどうか。

　多くのご指摘ありがとうございます。全体として、ご提案は構想案の方向性と大きく異なるところはない
と、拝察しました。個々の案件の中で具体的なアイデアもいただいていますので、今後のロードマップの
策定や事業の詳細化の過程で参考にさせていただきます。

【①穂積駅について】
　観光に関するご指摘は、本事業でもご意見が出ました。本事業では「駅から市の魅力を発信する」こと
はできないか？というかたちで検討を進めるととともに「駅周辺の魅力的な場所」も有効活用していけれ
ばとの考え方から、構想案では「糸貫川等の河川や親水空間の活用」としてお示ししました。また、駅周
辺の「憩いの場」や「駅舎の整備」についても、「駅及び駅前広場ゾーン」や「フレキシブルゾーン」等で方
向性を表しました。
【②穂積駅前広場・③駅周辺のアクセス道路】
ご指摘の駅周辺の交通環境の悪さは、本事業では当初から指摘されている最も大きな課題であり、ワイ
ワイ会議や地域の説明会を通じて指摘されています。構想案にも「円滑な南北移動」や「道路機能の強
化」、「安全な歩行空間」として、駅周辺のスムーズは交通環境に取り組むよう配慮したものなっていま
す。

パブコメ手
続⑨



意見No． 分野 いただいたご意見 瑞穂市の考え方

瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想案に対していただいたご意見と瑞穂市の考え方

21
基本計画
他

【④駅周辺の商業】
　現状は駅周辺の商業は衰退している。駅周辺は住宅地として住み易さをテーマに展開すべき、デベロッ
パー等と共同した駅ビル（店舗、図書館、保育や医療、交流スペース、賃貸住宅等）が大きくなくてもよい
ので、必要。
【⑤駅周辺の住宅】
　多くの高齢者が住んでいる。バリアフリー化、歩道整備、介護支援、交流スペースが必要。空家・空き店
舗は商工会やシルバー人材センター等による再生活用をしてはどうか。
【⑥まとめ】
本事業は、官民共同が基本。事業に集まる人々（職員に市民も含めて）に熱意が必要。多くの課題を解決
していけない。官民共同で進めてもらいたい。

【④駅周辺の商業・⑤駅周辺の住宅】
駅周辺の土地利用として、ＪＲ穂積駅の周辺に大きな繁華街を望む声は少なく、利用者が立ち寄れる規
模の賑わいと落ち着いた空間でよいという意見が大勢だったと感じております。利用者がちょっと立ち寄
るにぎわいとしてテーマ①「帰ってくることが楽しみになる駅周辺」を、現状、かなり建物が込み入ってお
り、道路も狭く、高齢化している駅周辺に新しい世代も駅周辺を選択して住んでもらえるようテーマ②「第
２の故郷として親しみと愛着がわく駅周辺」を設定しました。
　また、高齢化している駅周辺でご指摘の高齢者への「福祉の強化」も意見があり、「子育て支援・福祉
ゾーン」として構想案に取り上げたところです。
　以上①～④について、個々にいろいろなアイデアを提案して頂いてますので、今後、詳細化の中で参
考にさせていいただきます。

【⑥まとめ】
　ご指摘のとおりです。本事業は、「駅周辺でまちづくりに取り組みたい方」と「地域の方々」の熱意無しに
は進めることができず、行政主体である課題、行政は補助である課題ともに、官民共同で進めていく必
要性があります。本事業が地方創生の一環として実施している現在、前記のような人と人のつながりを
求めており、現状では、まだ不十分だと認識しています。今後も地域への説明や様々な方の参画の機会
を作っていきます。

パブコメ手
続⑨

3 公共交通

穂積駅を利用して思うのが、岐阜バス大野穂積線の本数の少なさです。
特に土日は６本しか運行してないようで、ＪＲからバスを利用して帰宅するときは岐阜駅で降りています。
本数の少なさから、大野穂積線の利用者も少ないのではと考えられます。
岐阜バス含め広域的な公共交通のネットワークが充実すれば、穂積駅の活性化に繋がるのではと思いま
す。

構想案では、駅北ブロックのバスの乗り入れのため、駅前広場の整備や道路機能の強化を取り入れて
います。瑞穂市から北方面のバス路線を検討する事業も別途進んでおりますので、構想案との整合性を
取りながら、進めたいと思います。

パブコメ手
続②

12 財政

ステップごとにいくらかかるかをはっきりさせた上で、予算を取らなければならない。いい計画が出来ても、
予算が無ければ、ご破算になってしまう。

財政状況が厳しさを増す中で、予算を確保するにも市の財政だけではなく、国・県と相談しながら補助金
を積極的に活用していくことが必要だと考えております。また、施設等の整備においては民間活力も活用
して行くことが重要と考えております。
そのため、各ステップで行うべき事業を整理したうえで、ロードマップを作成し、関係機関と協議進めなが
ら予算確保に努めたいと思います。

地元報告
会より

2 駐車場

市役所での土日の駐車場開放については、特別イベント以外では絶対反対です。なぜなら、現状時間貸
しで駐車場を貸して商売をしておりますが、現状でもほぼ空いております。特別なイベントを行うために市
が貸すのであれば理解できますが、時間貸しでの土日は絶対に必要な曜日です。地元民の土日での営
業を妨害されると平日の営業が困難になりますことをご理解ください。わざわざ地元民の困る様なことをさ
れては、大変遺憾です。ぜひとも宜しくお願いいたします。

構想案を検討する過程で様々な方々から「駅周辺で駐車できるところがない」というご意見を頂いており
ます。「構想案」の市役所駐車場の「土日無料駐車可能」は、このようなご意見に対して、駅周辺の賑わ
いづくりと駅周辺利用者への利便性向上に寄与する取組みの一つの考え方として記載いたしました。今
後、一時駐車機能の確保について社会実験を含めて検討が必要かと考えられますが、恒常的に、民間
経営を抑制する趣旨はありませんので、ご意見として活用の際に配慮させて頂ければと思います。な
お、構想図案の記載も削除する予定です。

パブコメ手
続①

25 道路機能

駅前広場へのアクセスするＪＡの前の道路については、今後広げなければならないと思う。家がかなり
建ってしまってるが、中学校までの道路は広げないと安全面で不安である。

ご指摘の車両導線（紫色破線）については送迎車が多く、歩行者や自転車が安全・安心に通行が困難な
ことから対策が必要と考えております。そのため、周辺道路の状況や利用方法（例えば：一方通行化な
ど）も踏まえ、具体的な方針について検討していきたい思います。

地元報告
会より

1 道路計画

駅北の車乗り入れスムーズな乗り入れについて。
駅北でのバスや車の乗り入れをスムーズに出来る道及び、南と同じ様なラウンド　アバウト的な広場をぜ
ひ設けてください。なぜなら駅北は北方町や本巣市などがあり、現状は北方面から来る人が多い状況で
す。スムーズな往来のためにもぜひ、改良をお願いいたします。

ご指摘の駅北での交通環境の改善については、構想図上の「駅前広場ゾーン」や「多様なモビリティゾー
ン」として、駅周辺の機能強化の方向性として組み込んでおります。また、駅北方面のバスの乗り入れに
ついても駅北地域の「道路機能の強化」として組み込んでおります。具体的な事業化については、今後
ロードマップを策定しながら、検討することとなりますが、いただいたご意見と構想案の方向性は同じと考
えますので、引き続き検討が進められればと考えます。

パブコメ手
続①

4 道路計画

(駅北ブロックへの整備として計画案を頂きました。）
（１）本巣縦貫道を含め、別府住宅公社の前面道路、子育て支援センター北側道路までのブロックで
　　の区画整理事業を含めた道路整備
（２）北側ロータリーの整備
（３）別府公社前道路の縦貫道までの街灯整備／道路前店舗の充実
（４）駅周辺への複合ビル、立体駐車場、横断デッキの整備
（５）ＪＲに依頼して、駅２階にも改札を設ける
　　中途半端な改良は意味が無いので、ダイナミックに行う必要がある

具体的な計画をありがとうございます。（意見を出された）ご本人もご指摘のとおり、事業規模等は今後も
継続的な検討が必要になると思われますが、頂いているアイデアの方向性は、構想案と同じ方向を見据
えていると捉えさせて頂きましたので、今後の事業の詳細化の際のアイデアとして、参考にさせていただ
きます。

パブコメ手
続③

6 道路計画

穂積駅の北口へ送迎する際の混雑状況や将来的なバスの乗入を考えると本巣縦貫道より直接入ること
が出来る安心安全に歩ける歩道がある広い都市計画道路の様な道路整備が必要だと思う。
駅の北口に関しては現状でバス・タクシー・一般車はかなり混雑している。中期での駅前広場の改善をで
はなく、2～3年程度で行い、もっと早くしてもらいたい。

構想案でもご指摘の駅北での交通環境の改善については、駅北方面のバスの乗り入れを含め、駅北地
域の「道路機能の強化」として組み込んでおります。
具体的な事業化については、今後ロードマップを策定しながら、検討することとなりますが、いただいたご
意見と構想案の方向性は同じと考えますので、引き続き検討が進められればと考えます。

地元報告
会より
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9 道路計画

マンポトンネルを広げることは難しいのか？交通量が多く、歩行者や自転車を利用している人が危険だと
感じる。

構想案でも駅周辺の移動の円滑化を掲げていますが、マンポトンネルは構造・高さ・幅等の問題やＪＲ東
海道本線が頻繁に通過している中で工事を行うことに対して難しい認識であります。
マンポトンネルの旧道の通りは駅周辺に住まわれている方が安心安全に利用しやすい生活道路となる
よう、地域の方と一緒に使い方などについて検討していければと考えております。

地元報告
会より

13 道路計画

（構想案で道路強化を想定している）駅北口の南北の車両導線の所はかなり狭い。そういうことを考えれ
ばもう一本左の道路ではセットバックしている家もあり、可能性があるのではないかと思う。

駅北口において南北へ抜ける道路の具体的な箇所についてはまだ、検討中であります。構想案では、ご
意見の南北の車両導線を強化する趣旨で、具体的な場所については今後関係機関や地域の方を含め
協議を行いながら検討を進めていきたいと考えています。なお、駅北側から駅前へのアクセスについて
は、パブリックコメント案から記載を修正いたします。駅北側からの駅前へのアクセス機能の強化の方向
性を意図する記載に改めます。

地元報告
会より

14 道路計画

別府保育園の通りの東西道路を強化するのはどのように考えているのか？かなり細い道であるので、道
路を広げるにも難しいのではないか？少し具体的な案を見せてもらいたい。例えば、一方通行にするかな
ど方法を示してもらいたい。

ご指摘の道路の整備例として、幅２ｍ程度の水路を道路用地として活用する等が考えられますが、構想
案では、駅北方面での東西交通を強化する趣旨で、今後、各道路などの整備方法については個別に検
討したうえで、具体的な方針について示していきたいと考えております。

地元報告
会より


