
追加調査の結果に関する Q&A（7/13議員説明会） 

 

Ｑ１．令和３年６月議会の補正予算（第４号）における付帯決議の取り組み状況は。 

Ａ１．「花巻駅利用者を含め、より多くの市民の意見聴取を図りながら調査実施に努めること。」 

  → 昨年の８月に、旧３町地域の区長会議などでの説明を企画しましたが、８月１３日に岩手緊急事態宣

言により、中止の判断をしたところです。 

また、花巻地域で昨年、説明をしていない花南地区、矢沢地区、宮野目地区のコミュニティ会議について

は、コロナ禍の合間を縫って、９月２日に花南コミュニティ会議の役員会で、１０月２９日に矢沢地区振興

会の３役会議で、説明を行いました。なお、宮野目地区については、事務局には相談させていただきまし

たが、日程が合わずに実施できていません。 

３町地域の区長への説明については、11 月 18 日に東和地域区長会議、11 月 26 日に石鳥谷地域

区長会議、12月 14日大迫地域区長会議で説明を実施しました。更に、今年の２月末に、３町地域それ

ぞれで市民説明会を開催するべく、２月１５日号の広報へ案内を掲載することで進めていましたが、新型

コロナウィルス感染症の拡大により、中止の判断をしたところです。 

花巻駅前広場現況調査については、現状課題等について、ＪＲ、県交通、タクシー業協同組合の交通

事業者のほか、温泉団体や市内高校からもアンケートにより意見を聞いています。 

 

  「調査結果は速やかに市民及び議会に公表し、事業実施の際は市民参画を図りながら進めること。」 

 → 調査完了後に JRから提出された調査結果については、市内部での精査を経て、可能な限り速やかに

議員及び市民に公表することとしています。 

本事業は、市民参画ガイドライン及び市民参画ガイドライン運用マニュアルによると、市民参画の対象で

はありませんが、ガイドラインに定める方法に準じた方法で市民の意見を伺いながら進めたいと考えていま

す。 

具体的には、市民説明会を旧３町地域を含め丁寧に開催するとともに、都市再生推進協議会からの意

見聴取や関係団体などにも広く意見を聞くことを考えております。また、市のホームページ上から意見を聞

くことも検討しているところです。現在のところ市民説明の開催案内は 8 月 15 日号の市広報に掲載する

予定です。 

そのほか、広報やホームページも活用し積極的に周知・意見集約を図っていきます。 

 

 「ＪＲ東日本との協議においては、応分の負担を強く求める等、事業費の圧縮に努めること。」 

 → ＪＲ負担については国土交通省が定める「自由通路の整備及 び管理に関する要綱」に基づき負担額

が決められます。また、これまでの説明でお話ししていた既存跨線橋の撤去費については、東西自由通

路（及び駅橋上化）の整備の支障とならないため、事業の対象外であることをＪＲも認識しており、原則的

に市は負担しない前提でＪＲと協議しています。 

 

Ｑ２．半橋上駅は思ったより事業費の削減がされていない。一方で橋上駅は大きく削減されているが理由は何

か。 

Ａ２． 半橋上駅案に関しては、平成 30 年 9 月に提出された調査報告書の整備案での事業費が高額であっ

たことから、その後ＪＲが削減案を示したものがベースになっていますが、その時点でそもそもかなりの削

減が成されていました。今回更にそこから削減（通路延長の短縮、線間杭の配置見直し、駅舎・駅機能
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のコンパクト化等）を行いましたが、令和２年に市民説明等を行った際に出された要望（西口トイレの設置）

の反映と、東口の自由通路階段の形状変更による事業費増加要因があったため、削減額はあまり多くな

い結果となりました。よって、事業費の削減につながる西口トイレの設置取り止めや東口自由通路階段の

直階段化、自由通路のエスカレーターの設置取り止めなどの可能性も排除しない形で、今後市民の意見

を聞いたうえでどうすべきか判断していきたいと考えています。 

    一方で、橋上駅については、平成30年9月に提出された調査報告書の整備案との比較になりますが、

大きく減額された要因としては、線路上空の駅舎部分が大きく削減されたことと、自由通路の延長が削減

されたことによります。具体的には、平成 30 年の案では、主な駅機能（改札・事務室・トイレ等）は線路上

空にありましたが、今回の案では改札と待合室のみが線路上空に位置し、それ以外の駅施設（事務室・ト

イレ等）は全て東口の地上部分に建設する駅舎内となりました。また、自由通路は前回案では付属する

都市施設を結ぶ通路の設置も想定していましたが、今回案では都市施設が付属する計画がないため通

路延長が大きく削減されています。 

   その結果、橋上駅と半橋上駅の構造的な違いがあまり大きくならない形となり、事業費にも大きな差はな

くなりました。 

 

Ｑ３．調査結果には一昨年行った市民説明等の意見要望は反映されているか。 

Ａ３． 「西口トイレの設置」「コスト縮減」「工事期間の短縮」「橋上・半橋上駅の比較」など、調査にあたっては

全て見直しに反映しています。今後の説明会等にあたっては、その反映状況も説明していきます。 

 

Ｑ４．事業化の可否についての判断はいつ頃か。 

Ａ４． 今後行う説明会等を経て意見集約を行った結果によります。資料のスケジュールでは R5 年度当初に

協定締結、基本設計となっていますが、仮にＲ５年度から事業を開始できるとすれば自由通路・橋上駅

舎の使用開始はＲ10 年度となります。Ｒ５年度当初に実質事業開始とすると、当初予算への関係予算

化が必要なことから、少なくとも前年度の予算編成時には事業化の可否を判断することになります。 

   結果的に意見集約の期間が延び、意思決定の時期がずれる場合は、国への補助金交付申請業務の関

係から１年単位で延びる可能性もあります。 

    

Ｑ５．なぜ 2020年までの物価変動分しかないのか 

Ａ５．JR では国土交通省から示されている物価の年度次データを使用して積算することになっており、調査時

点では、2021 年度次データはまだ発表されていなかったため、2020 年度次データでの積算結果であると

の説明を受けています。 

 

Ｑ６．物価高騰により建設時には事業費が大きく増加するのではないか。 

Ａ６． ご承知の通り、昨今の世界情勢の大きな変化を要因とする資材や燃料等の価格高騰により、今後も建

設費が上振れするリスクがあることは確かですが、現時点でインフレの程度を予想することは難しく、数年

後の建設時には、情勢が変わって物価が落ち着いている可能性もあります。 

   仮に事業費が上振れすることが予想されるとしても、合併特例債を活用できる期間には制限があるため、

その期間内での事業化を前提として判断する必要があります。インフレの程度にもよりますが、現時点で

は財源として国庫補助、合併特例債に加え、まちづくり基金の活用も選択肢に入れながら、ある程度の上

振れには対応していくことが可能と考えています。 



 

Ｑ７．半橋上駅と橋上駅の整備費の差があまりないが、市はどちらを選択するのか。 

Ａ７． 半橋上駅と橋上駅の差は、整備費が約１．５億円で、実質負担額では約 2,350 万円です。事業費全

体から考えるとあまり大きな差額ではないとも言えますが、事業費の削減については細かい見直しを行い

努力してきている状況にあります。一方で仮に整備すれば数十年単位での使用となることから、利便性を

優先した方がいいとの考え方も理解できます。 

市は、現時点でどちらを選択するか決めていませんが、今後市民等に両方提示し説明する中で、意見集

約し選択したいと考えています。 

 

Ｑ８．新駅舎の待合室は現状より狭くなるようだが、待合室で勉強している学生が不便になるのではないか。 

Ａ８． 待合室は最終的にＪＲが所有・管理する駅施設の一つであり、新設する場合の規模の設定はＪＲ側の

基準により行うものであることから、市側で決められるものではありません。特に、駅施設の規模は後々の

維持管理コストにも影響するためＪＲ側としても厳しく判断することになります。 

   なお、現在なはんプラザの勉強スペースはコロナウィルス感染症対策のため、使用を停止していますが、

コロナの状況が落ち着き、再開の要望が多ければ検討していきます。現在新図書館の建設場所が検討さ

れていますが、仮に駅前に図書館が建設される場合は、勉強スペースとしての活用も当然考えるべきも

のと考えています。 

 

Ｑ９．今後の市民説明会等の開催予定はどうなっているか。（どういう形で周知・意見集約を図るか） 

Ａ９． 本事業は、市民参画ガイドライン及び市民参画ガイドライン運用マニュアルによると、市民参画の対象で

はありませんが、ガイドラインに定める方法に準じた方法で市民の意見を伺いながら進めたいと考えていま

す。 

現時点で具体的には、旧３町を含めた市全域において説明会を企画しています。 

市民説明会のほか、都市再生推進協議会からの意見聴取や関係団体などにも広く意見を聞くこと検

討しています。また、市のホームページ上から意見を聞くことも検討しているところです。 

市民説明会の開催案内は 8月 15日号の市広報に掲載する予定で準備したいと考えています。 

関係団体等への説明は、随時日程調整が付く相手から行っていくこととしています。それ以外にも説明

の要請があれば対応したいと考えています。 

また、調査結果の内容については、7 月 13 日の議員説明会の資料と本 Q&A をホームページ等に速

やかに掲載し市民に見ていただくとともに、紙面の都合もありますが、9 月 1 日号の広報とホームページに

可能な限り詳しく掲載したいと考えています。 

なお、希望される議員の方には JRの調査報告書を開示いたします。 

 

Ｑ10．今回の概算事業費の算出において、ＪＲ側から明確な算出根拠は示されているのか。 

Ａ10． ＪＲによる調査設計や工事の場合、一般的な設計書の明細のような算出根拠が示されることはありま

せん。 

これは当市に限ったことではなく、ＪＲ工事の場合はそういう形になることがほとんどであり、他都市における

自由通路整備（駅橋上化）や線路を横断する道路整備等においても同様です。 

   なお、今回の追加調査についても、事業費の透明性の確保については、国土交通省と鉄道各社との間で

平成 20 年 12 月 25 日付け確認された「公共事業における鉄道委託工事を行う場合の透明性確保の



徹底に関する申し合わせ」に準じて、公正性と透明性の確保に努めることを協定に規定し、調査を実施し

ています。 

 

Ｑ11．仮に事業化となれば、図書館建設と同時期での工事が想定されるが市の財政上問題はないのか。 

Ａ11． 同時期に大型の事業が行われることが想定されますが、両事業ともに財源に補助率 2 分の１の国庫

補助である都市構造再編集中支援事業と、充当率９５％で返済額に対し７０％の交付税措置がある有

利な起債である合併特例債の利用を想定しています。合併特例債に関しては利用できる時期が令和１２

年度までであり、そういう意味では大型事業を実施するのであればこの期間内に事業化すべきとも考えら

れます。 

また、場合によっては比較的余裕のあるまちづくり基金などの基金の活用も視野に入れており、物価の上

昇など油断できない要素はありますが、現時点では財政上の問題はクリアできると想定しています。 

なお、市が利用を予定している都市構造再編集中支援事業は、本年４月に要綱改正があり、誘導施

設（花巻市の場合は図書館）の対象事業費の上限が２１億円から、一定の要件（「ゼブレディ（省エネルギ

ー50％以上）」）を満たした場合は上限 30 億円に引き上げられました。このことにより、建物以外の用地

費や外構工事に補助金を回すことができる可能性も出てきましたので、計画を進めるにあたってはしっか

りと財源の確保を図る努力をしていきたいと考えています。 

 

Ｑ12．駅橋上化後、観光案内所はどうなるのか。 

Ａ12． 現在駅舎の一部を賃貸し設置している花巻観光案内所は市が委託し観光協会が運営しているもので

す。ＪＲ側では今回の整備にあたり、事業費や維持管理コストの削減を図るため、JR 施設の設置は最小

限とすることを考えており、今回観光案内所用にスペースを準備する考えはないと伺っています。 

自由通路側は基本的に道路施設であり、市としては、国庫補助対象外の観光案内所のような付属施設

の設置は現時点で考えていません。 

ただし、花巻観光案内所は市内案内所３ケ所の中で最も利用者が多いことから、再設置する場合におい

ては、新設、賃貸両面で検討することになると考えています。 

    参考：現花巻観光案内所→１３㎡ 

 

Ｑ13．今ある中ホーム(2番線、３番線ホーム)の待合所はどうなるのか、必要ないのか 

Ａ13． 現在ある中ホームの待合所は、今回整備する自由通路（駅橋上化）の支障となるため撤去される予

定です。場所を変えて再設置する計画も今回の調査による概略設計段階では予定されていません。 

ＪＲの基準では、花巻駅の規模や乗降者数では、２階（橋上駅）への３０㎡の待合所設置で待合機能はカ

バーできる考えだと聞いています。基本的に駅構内の施設設置の必要性についてはＪＲが判断するもので、

特に、駅施設の規模は後々の維持管理コストにも影響するためＪＲ側としても厳しく判断することになります。 

   なお、ホームへのベンチの設置については可能ではないかと聞いています。 

 

Ｑ14．調査前の半橋上駅の概算事業費について「約 38億円」と「約 33.5億円」との違いはなにか  

Ａ14． 調査前の半橋上駅のコストダウン案は、お金をかけて調査したものではなく、概略的に JR 東日本で作

成したものです。そのうえで既存こ線橋撤去費約４億円については、自由通路整備に支障しないため、そ

もそも鉄道事業者で負担すべきものですので、事業費に含めていません。38億円から 4億円を差し引い

た残りの事業費約 34億円について、今回精査されたものが、「33.5億円」となったものです。 



 

Ｑ15．なぜプラットホームのエスカレーターが取止めになったのか 

Ａ15． JR 東日本の方針によるものですが、JR 東日本によると高齢化によりエスカレーター利用者の転倒リス

クの増加が懸念されることから大規模駅を除き、エスカレーター設置はできるだけ行わない方針とのことで

す。また、バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律）のガイドラインでは「構

造上、傾斜路又はエレベーターを設置できない場合にエスカレーターをもってこれに代えることができる」

とされており、今回はエレベーターを設置することからエスカレーターは不要との考えであるとのことです。 

 

Ｑ16．改札内トイレが多機能トイレのみになるが駅のトイレの機能は十分か  

Ａ16． 自由通路整備後は東西のトイレ器具数の合計で、改札外トイレでは整備後の器具数が男性個室+１、

女性個室+２増えます。また多機能トイレも+１機増となります。 

一方で、改札内トイレは、整備後は多機能トイレ 1 機のみとなり、改札内トイレについては減少となりますが、

現在改札内に多機能トイレはないことから、障がい者等へ配慮した対応となります。 

改札内外のトイレ器具数の合計は、現在と整備後では、男性用の器具数が減少になりますが、多機能トイ

レが増えること、東西の改札外トイレの大便器のうち１つは男女とも簡易型多機能便房になること、現在は

和式個室が２つあるが、整備後はすべて洋式となることから、整備後の利便性は損なわれないと考えま

す。 

※簡易型多機能便房・・・車いすが入れる広さで、手すり、オストメイト簡易設備、ベビーチェアなどを備え

た個室トイレ（明確な基準なし、多機能トイレよりは狭い、ベビーベッド無し） 

 

 

Ｑ17．自由通路整備はＪＲの指定業者しか参入できず地元企業に恩恵がない。  

Ａ17．鉄道特異工事（＝列車建築限界の遵守、線路閉鎖工事を要する等列車運転保安に関する工事）が施

工できる会社、所謂マル特業者は、マル特工事を施行するために必要な各資格（工事管理者、線路閉鎖

責任者など）を有し、かつ、ＪＲ工事の実績などに基づき必要な審査を経た取引可能会社に登録されている

会社を意味します。ＪＲではこの中から、工事の内容などを踏まえ実績のある施工業者を選択することになり
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ます。これらは、安全に鉄道軌道内の工事などを実施するうえで、ＪＲが定めているものであり、今回の自由

通路整備はまさにこれにあたります。（他の跨線橋、跨道橋等の整備と同様） 

ＪＲが正常かつ安全な列車運行に責任を負い、かつ鉄道軌道上の工事を安全に行ううえではやむを得ない

ものと考えます。市内では現在マル特業者はありませんが、ＪＲ向けの構造部材（鉄鋼関係）を納入している

業者はあります。 

  協力会社（下請け）に市内業者が入る可能性について聞きましたが、ＪＲでは協力会社にどこの業者が入る

かは元請（マル特業者）が決めるものであり、ＪＲでは関知していないとのことです。 

 

Ｑ１８．リスク費の物価変動分がなぜ 2000万円にもなるのか 

Ａ１８．リスク費は、地中障害等の予期せぬ費用がかかる際に備える費用ですが、「等」には、土壌汚染があっ

た際の汚染土壌の処分費と支障建築物にアスベストが使用されていた場合の処分費が含まれており、汚

染土壌の処分費とアスベストの処分費が他に比べて高騰しているため、割合として高くなっているとのこと

です。 

   支障建築物にアスベストが使われているかどうかは現状では把握していないとのことであり、通常、施工の

際に確認しているとのことです。 

   ※リスク費における各費用の割合 

地中障害対応 約４５％、アスベスト処分 約３５％、土壌汚染処理 約２０％ 

 

Ｑ１９．合併特例債を活用できるのか（残高は） 

Ａ１９．合併特例債は、５年間延長することで令和１２年まで活用できます。令和４年当初予算時で合併特例

債の残高は、約 80億円となっており現時点では活用できると考えています。 

   また、現在比較的余裕のあるまちづくり基金などの基金の活用を検討することも考えられます。 

   

Ｑ20．自由通路で合併特例債を使いすぎると他の事業ができなくなる可能性があるのではないか 

Ａ２０．令和４年当初予算時で合併特例債の残高は、約 80億円であり、また、５年間延長することで発行期

限は令和１２年度までとなります。その期間内において、自由通路整備や図書館整備などに合併特例債

を活用した場合に発行可能残額がなくなることはあり得ますが、合併特例債が無ければ他の事業ができ

ないということではなく、社会資本整備総合交付金などの国庫補助や過疎債（充当率 100％、交付税措

置率 70％）、辺地債(充当率 100％、交付税措置率 80％)、緊急防災・減災事業債（充当率 100％、

交付税措置率 70％）、学校教育施設等整備事業債(充当率 90％、交付税措置率 66.6％)といった有

利な財源の活用や、まちづくり基金などの基金の活用も考慮しながら対応していくことが考えられます。 

 

Ｑ2１．設計費の物価変動分の割合が大きすぎないか 

Ａ２１．物価変動分に加え、平成３１年１月に国交省が行った「設計士事務所の開設者がその業務に関して請

求することができる報酬の基準（業務報酬基準）」の改訂により、建物の用途別・規模別に定められている

「標準業務量となる人工数」がこれまでより大幅に増える内容となったことから、設計業務にかかる費用が

増加したものです。 

 

Ｑ22．スケジュールで、自由通路の都市計画決定の時期が早まっているがなぜか 



Ａ22．自由通路は道路として整備し都市計画決定する必要がありますが、都市計画決定の時期については、

県との協議において「国庫補助の要件ではないが、補助申請前に都市計画決定していれば、国へ説明しや

すい」とのアドバイスをもらったため、時期を早めたものです。 

 

Ｑ23．簡易 Suica とはどのようなものか 

Ａ23．簡易 Suicaは、利用者側にとっては、通常の Suica と利用上の違いはありません。通常の Suica改札機

は単独で多くのデータを処理していますが、簡易 Suicaではデータ処理を外部のサーバで処理しているとの

ことです。簡易 Suicaは県内では、一関駅と平泉駅で既に導入されていますが、JR東日本では、2023年

の春以降に北東北３県で簡易 Suicaの利用エリアを拡大するとしており、新規の拡大エリアは、東北本線で

は盛岡駅から北上駅まで、釜石線では、新花巻駅と似内駅で利用できるようになるとされています。 

 

 

Ｑ24．削減オプションをすべて実施（削減）した場合の半橋上駅、橋上駅の市の実質負担は  

Ａ24．削減オプション（直階段、西口トイレ取り止め、自由通路エスカレーター取り止め）を全て実施（削減）した

場合の半橋上駅案と橋上駅案の市の実質負担は以下のとおりです。 

     半橋上駅案  事業費 約 31.6億円  【市の実質負担 約 5.21億円】 

     橋上駅案   事業費 約 33.1億円  【市の実質負担 約 5.45億円】 

 

Ｑ25．西口の花巻変電所の移転の可能性はないのか 

Ａ25．移転の可能性は極めて低いと考えられます。東北電力に可能性について問い合わせましたが、仮に

300ｍ以内の近隣に移転できたとしても、移転費用約 22億円、移転期間として約 14年程度かかること

が想定されるとのことです。また、郊外への移転となると、鉄塔などの送電施設などにも費用がかかり、民

家の家の上に送電線を通すことができないため、地中化を図ると更に費用がかかるとのことです。郊外な

どの遠くへの移設の場合は 100億円近くかかる可能性もあると言われています。当然、市が原因の移転

となればその移転費用を市が負担することになります。 

 

Ｑ26．実質負担額が少ないというが根拠は何か 

Ａ26．施工の実例として豊沢橋の架け替えを取ると、総事業費約１６億９千４百万円の財源として、国費（社

会資本整備総合交付金）が約９億７千７百万円、起債額（公共事業等債）が６億４千５百万円、一般財

源約７千２百万円に対し、起債償還額への交付税措置が、約１億４千３百万円であったことから、市の実

質負担は約５億７千４百万円でした。半橋上駅の事業費は約３４億４千万円ですが、国庫補助と合併特

例債を活用することにより、事業費ベースで２倍の事業であるにもかかわらず、実質負担はほぼ同額とい

うことが言えます。 

   公共事業債（充当率９０％、交付税措置率２２．２％）と比較し、合併特例債（充当率９５％、交付税措置

率７０％）は有利な財源であることから、大型の事業が比較的少ない負担で実施できるものです。 

 

Ｑ27．市民に議員説明会の資料で説明するのか 

Ａ27．7月 13日の議員説明会の資料と本 Q&Aについて、ホームページ等に速やかに掲載し市民に見てい

ただくとともに、紙面の都合もありますが、9月 1日号の広報とホームページに可能な限り詳しく掲載した

いと考えています。 



また、市民説明にあたっては、これまでの経緯等が分からない市民も多いと想定されるため、初めて説

明を受ける市民も理解できるような資料に作り替える必要があると考えています。議員説明会の資料がベ

ースになるとは思われますが、広報に載せる資料やホームページで公開する情報も含めてできるだけ分

かりやすい資料になるよう努めます。  



 駅前広場整備に関する Q&A 

 

Ｑ１．以前、西口広場は「最低限必要な整備」を行うと言っていたが、今回の整備案をどう考えればよいか。 

Ａ１． 花巻駅の駅前広場は東口と西口の位置が南北にずれており、自由通路整備を行う場合、西口の出入

り口がどうしても南側に寄ってしまう結果となります。よって、西口の駅前広場の再整備はいずれにせよ必

要ですが、そのうえで交通量などの現況調査や関係者からのアンケートやヒアリングなどを行い課題整理

した結果が、お示しした３案となります。 

   最低限ということであれば第１案ですが、アンケートでは「休憩できるスペースが必要」などの意見も寄せら

れており、そういう声を反映すると第２案か第３案ということになります。いずれ、この点についても市民等

の意見を聞いた上で判断していくことになります。 

 

Ｑ２．西口の駅前広場の設計の考え方のベースは何か。 

Ａ２． 日本交通計画協会が９８年に発行している「駅前広場設計指針」を参考に設計しています。コンサルタ

ント会社から聞いたところでは、駅前広場を設計する場合に広く採用されているものであり、今回の設計は

それに基づく比較的オーソドックスな形となっているとのことです。 

 

Ｑ３．西口を整備して、どの程度利用が見込まれるのか。 

Ａ３． 交通量調査によると、現在は、時間帯によって、線路西側からの駅利用者や送迎の車両が東口に集

中する状況にありますが、自由通路（橋上駅）の整備によりそれが分散され、東口の混雑や安全面での

課題は解消されるものと推察されます。特に、学生等の送迎車両についてはかなりの数が東口に回って

いると想定されることから、ロータリーへの駐車場整備を含めた西口整備の効果は高いと考えています。 

また、交通事業者へのアンケートによると、西口における路線バス運行の可能性があるとの回答があり、

又、温泉事業者からは送迎バスの発着の可能性についても前向きの回答が寄せられています。 

   このことから、定量的なデータはありませんが、西口整備の利用は一定程度見込めるものと考えています。 

 

Ｑ４．西口駅前広場の整備費に対して財源確保の見通しがあるのか 

Ａ４．西口駅前広場の整備費についても、補助率２分の１の国庫補助の都市構造再編集中支援事業を活用

することができます。ただし、駐車場整備の整備費に関しての補助率は８分の１となります。 

   都市構造再編集中支援事業で２分の１の補助を受けるためには、立地適正化計画に定める都市機能誘

導区域内で事業を行う必要がありますが、現在の西口駅前広場ロータリーの北側半分が都市機能誘導

区域外となっているため、西口駅前広場の全体の整備費に２分の１の補助を受けるためには、西口駅前

広場全体を含む形に都市機能誘導区域を改める必要があります。 

 

Ｑ５．西口への駐車場整備は何台分か。また利用は見込まれるのか。 

Ａ５． 西口への駐車場整備の検討は、一昨年行った市民説明において寄せられた要望に対応するものです。 

今回の調査の報告書では、駅前広場の機能としてはロータリー内に 1４台～１７台、それ以外の一般駐車

場として１５台程度は必要であるとされています。現在は線路の西側からの駅利用者も東口の駅駐車場

を利用するしかありませんが、西口に駐車場が整備されれば一定程度の利用は見込めると考えたうえで

の台数想定となります。ただし、議会において答弁しているとおり、駅東口に図書館が整備される場合には、

駅東西で一体的な駐車台数設定の検討をおこなう必要があると考えており、その場合には西口に整備す



る台数設定が増える可能性はあります。現時点では、台数の設定や整備手法については未定（公営・民

営含め）となっています。 

 

Ｑ６．関係者からアンケートを取ったようだが、どのような設問で、どのような声が寄せられたのか。 

Ａ６． 現状の駅前広場及びロータリーについての不満点や課題、今後必要な機能のほか、バス事業者や温

泉事業者には西口への路線バスや送迎バスの運行の可能性、高校へは駐輪場に関する問題点も聞い

ています。 

    西口駅前広場の現状については、交通事業者からは「接続道路を含めて交通規制が何もなく、標識や

白線などの交通安全対策が必要である」、「タクシーやバス、一般車両の枠を設けるべき」などの意見が

ありました。また、高校からは「駐輪スペースがわかりにくい」「自転車が雑然と停められており整理して停

められればよい」などの意見がありました。 

今後、必要な機能としては、タクシープールや一般車両の停車スペース、屋根付きの休憩スペースな

どの意見がありました。 

バス事業者からは、西口駅前広場でバスの停車スペースが確保されるのであれば、路線バスの運行

についても検討したいとの意見もあり、温泉事業者からは西口での送迎も想定できるとの意見もあったとこ

ろです。 

 

Ｑ７．駅前広場の維持管理費はいくらか。 

Ａ７． Ｒ２年決算ベースで、東西駅前広場合わせて 約 3千万円となっています。そのうち、西口分は照明等

の電気代や自転車置き場の維持管理費でおおよそ 215 万円となっています。西口駅前広場を新しく整

備した場合、改めて維持管理費が必要になるような施設は追加される照明や歩道部分の融雪設備の電

気代が考えられます。 

 

Ｑ８．既存の地下通路の上に西口駅前広場が整備されるが、閉鎖の費用は整備費に入っているか。 

Ａ８． 駅前広場（３案全て）の整備費案に算入済です。 

地下通路の閉鎖方法（工法）については、本調査の一環としてコンサルを交えＪＲと打ち合わせを行っ

ており、ＪＲからは概ね了解をもらったうえで整備費を算定しています。 

 

 


