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西郷港ターミナルエリア
みちがえるまちづくり 都市再生整備計画

第２回意見交換会

●第1回意見交換会のふりかえり

●都市再生整備計画づくりの進め方について

●交通機能の配置について

●今後のスケジュールについて



西郷港ターミナルエリア
みちがえるまちづくり 都市再生整備計画

第１回意見交換会の振り返り

令和2年（2020年）
11月6日（金） 19:00～
11月7日（土） 13:00～

●西郷港玄関口まちづくり計画の共有
●都市再生整備計画の策定に向けての考え方
●整備に向けての心配ごとや留意点など



西郷港玄関口整備が
新しい段階に進んていることの共有

2018年～2020年
「西郷港玄関口まちづくり計画」

全11回の住民参加のまちづくり談義を開催し、課題抽出や

その課題解決に向けての理念や整備方針を決定

↓
2020年～2022年

「西郷港ターミナルエリア都市再生整備計画」へ
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■西郷港玄関口地域の範囲の確認

西郷港玄関口まちづくり計画概要
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■基本理念の確認

■方針の確認

港とまちをつなぎ 世代をつなぐまちづくり

～にぎわい と 安心・安全 の実現～
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「ターミナルエリアの整備」を核として

「みち」「かわ」「台地」がつながることで、

西郷港玄関口地域の活性化を実現します。



■ターミナルエリアの整備方針の確認

西郷港玄関口地域再生の拠点であるターミナルエリアの機能を改善・強化

◆海から島内へ続く結節点として、玄関口にふさわしい交通拠点を整備
 病院・役場（新庁舎）・商業施設・空港等へ向かう島内交通の結節点

 バス乗降場、送迎の乗降スペース、レンタカー送迎用スペース、一時駐車ス
ペース等の機能的な配置

 ターミナルエリアを起点とする魅力的な歩行空間の整備
 わかりやすい動線の設定やまちの案内板などの整備

◆来訪者がふれあえる交流機能の充実
 ふれあえる総合的な交流空間の整備

 オフィス機能、イベントスペース、寄り合いスペース、物販スペース等
 来訪者のための宿泊施設の充実
 隠岐の島町の魅力を発信する情報拠点の整備

◆にぎわいをもたらす飲食・みやげ・雑貨などが充実した商業機能の強化
 来訪者が利用しやすい飲食・喫茶などの充実
 商業機能を充実させる各種施策の推進
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西郷港ターミナルエリア

みちがえるまちづくり
都市再生整備計画の目標の共有

人と交通の流れを演出する

空間機能のデザインの検討
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●みちがえるまちづくりの目標
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ターミナルエリアの整備に向けての考え方

●ターミナルエリアと西郷玄関口地域のつながり

人と車の流れを変える（みちをかえる）ことにより

西郷港エリアの賑わいをとりもどし、隠岐の島町の心肺
機能を強化することで、隠岐の島町全体の発展をはかる

人と車の流れを変える（みちをかえる）ことにより

西郷港エリアの賑わいをとりもどし、隠岐の島町の心肺
機能を強化することで、隠岐の島町全体の発展をはかる

ターミナルエリアを起点として、西郷玄関口地域を

ひとが歩いて楽しめる空間に作り変える

ターミナルエリアを起点として、西郷玄関口地域を

ひとが歩いて楽しめる空間に作り変える

●ターミナルエリア整備による島内外の交流促進

来訪者と町民の交流の場として機能させることで、

人・モノ・情報等の豊かな流れをつくりだす

来訪者と町民の交流の場として機能させることで、

人・モノ・情報等の豊かな流れをつくりだす
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意見交換会での主な意見（心配事・希望する点等）

【ターゲットは誰か、観光客？、町民？】
 観光客は隠岐らしさを求めている

 観光客へは、便利を追求するのではなく、田
舎らしさを演出することも大切

 道の駅と海の駅がいっしょになったようなもの
を考える

 現在の店舗も生かしながら、新たな店舗も立
地する場も必要

 町民のとのふれあいの場として機能するよう
に、町民が集う場としても必要
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【どんなイメージのまちづくりを目指すのか】

 海が見える立地を生かした整備が必要

 古きよき港の風情を残し、北前船の寄港地と
してのよさを残してほしい

 がらっと変わっていくのはどうかと思う
 あまり都会化しない方がよい

 かつては、境港より賑わっていた（都会だっ
た）という話も出た
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【交通拠点としてどんな整備をするのか】

 バスで移動しようと思うと、わかりにくく、乗りにく
い（町民も、観光客も）

 レンタカーでないと観光しにくい。

 公共バスをしっかり使えるように路線を検討す
ることがまず必要。

 公共ロータリーが必要かどうかの検証が必要。

 町民の来訪目的に合わせた駐車場が必要

 歩きたくなるみちづくりが必要
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【その他の意見】

 防災対策に配慮することも大切

 事業に対する合意形成はできているのか

 どの程度の範囲までを考えているのか

 立ち退きはあるのか



西郷港ターミナルエリア

整備計画づくりの進め方と
成果イメージについて
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計画づくり体制について

計画策定の責任主体
隠岐の島町

（関係部署が連携）

（仮）デザイン会議
・総合コーディネーター
・交通に関する専門家

・空間デザインに関する専門家等

島根県
隠岐支庁

都市計画課等

連携

町民（居住者・利用者など）

事業者（飲食・物販店など）

関係機関（観光協会など）

総合コーディネーター
桑子敏雄氏

（一）コンセンサス・コーディネーターズ

都市再生整備計画

意見
心配事等

説明
対策検討アドバイス

諮問
意見交換会
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ターミナルエリアのデザインの検討

ターミナルエリアのデザインコンペの
仕様書の決定

デザインコンペの実施
（具体の空間デザイン提案を募集）

ターミナルエリアのデザインの決定
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デザインコンペの事例紹介（津和野町の駅前整備）

●デザイン募集に向けた仕様の概要

１.開催趣旨
デザインコンペを実施する背景や目的や活用方法の記載

・「津和野の顔、にぎわいと交流の場」となるような再整備
・幅広く、様々な人々の発想やアイディアを参考にすることが重要

2.実施主体：津和野町

3.応募資格
年齢・国籍・資格は問わない。個人でも会社・グループでもOK
（18歳以下でもOK）

4.賞
最優秀賞（1点）
その他、優秀賞（1点）、入選（数点）、特別賞（数点）
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デザインコンペの仕様書の例
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デザインコンペの採用例
全体整備のコンセプトについて
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駅前広場モニュメント、駅通りへのゲートについて
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駅前広場モニュメント、駅通りへのゲートについて



西郷港ターミナルエリア

利用しやすい交通拠点の整備
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ターミナルエリア周辺の交通環境の現状

有料駐車場：52台
（送迎用：1時間無料）

有料駐車場：23台+17台
（送迎用：1時間無料）

タクシー乗降場：2台
（待機スペース：6台）

一般車等送迎
乗降スペース

貸切りバス等
乗降スペース

有料駐車場：128台

島内バス・貸切りバス
乗降スペース

隠岐ビュー
ポートプラザ

郵便局

銀行

レンタカー乗り場等

ウエルネス

駐車スペース：約70台

スカイブリッジ

●隠岐ジオゲートウェイ
・隠岐の島町観光協会
・待合空間

●フェリーターミナル
・切符売場：1階
・待合空間：1階・2階
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港町

西町

中町・東町

中町・東町



中心部のバスの運行ルート
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ポートプラザ

水産高校

隠岐高校

隠岐病院

役場

至都万

至五箇 至中村

至布施

営業所

至隠岐空港
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西郷港

隠岐病院
（役場）

都万地区

五箇地区 中村地区

布施地区

隠岐空港
2便

隠岐高校

隠岐水産高校

4便（直行2）4便（直行2）

15便（病院方面）

2便（3便）

5便

12便（西郷港方面）

空港連絡バスについては、各地域へ
の有効な接続便がない

フェリー・高速艇へは概ね連携
※しらしま到着に対する接続便がない

西郷港線（7便）
循環線（4便）
水産高校選（2便）
隠岐高校線（2便）

西郷港線（6便）
循環線（4便）
水産高校選（2便）

※遊覧船乗船に向けた適当な
バスがない（帰りの便はなし）



●一般車の送迎用乗降場

●飲食店など利用者駐車場

各種交通の乗降場の望ましい位置は？
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人と交通の流れの充実に向けて

●観光バスの乗降場

●路線バスの乗降場

●タクシーの乗降場



ターミナルエリアの交通環境の検討（ワーク）

隠岐ジオ
ゲートウェイ

フェリー
ターミナル
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フェリー利用者
等駐車場

●一般車の送迎用乗降場
●飲食店など利用者駐車場

フェリー利用者
等駐車場

●観光バス
●路線バスの乗降場
●タクシーの乗降場
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意見交換会のスケジュール（予定）

回数 開催時期 内 容

第１回
令和2年
11月

・ターミナルエリアの整備方針の共有
・整備にあたっての心配ごとや留意事項について

第２回
令和2年
12月

・計画づくりの進め方や成果目標のイメージについて
・交通機能の配置について

第3回 令和3年
3月

・ターミナルエリアの配置動線計画について
・ひとが歩いて楽しめる流れづくりについて

第4回 令和3年
4月

・交流機能の充実や商業機能の強化について
・景観づくり方針について

第5回 令和3年
6月

・空間機能のデザインの仕様（案）について
プロポの条件（仕様）の決定
（盛り込むべき空間機能の配置・規模や留意事項）



令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

西郷港玄関口地域 都市再生整備計画の進め方

庁内の事業の意見調整

隠岐の島町

関係課課長

事業計画調整

１回 2回 3回

１１月 １2月 ３月 ６月

住民意見交換会

都市再生
整備計画

デザイン案

フォロー・チェック

デザイン会議(仮称)

意見 意見

決定
事業費調整

８月

都市構造再編集中支援事業

第1期：令和５年度～９年度

5回4回

4月


