ＪＲ日田駅前広場整備事業

平成２８年１１月

日田市 土木建築部 都市整備課

１．はじめに
1-1.本計画を作成する目的

開催日

昭和 59 年の駅南区画整理事業で現在の日田駅の駅前広場が整備されています。
駅前広場の整備から 30 年以上が経過し、当時整備した施設は、老朽化や利用形態の不整合
が顕在化しています。
鉄路の玄関口である JR 日田駅の駅前広場を、新たに玄関口としてリニュアルして、将来の
利活用方針と整合した広場計画を行っていく必要があります。
日田市の中心として、また、にぎわいの拠点としての広場、鉄道やバス等の交通結節点とし
て現状利用を踏まえた、より使い勝手の良い広場のあり方について検討することが求められて
います。
その中で、本計画の策定にあたっては、
「日田らしさ」を表現する場として、新たに「日田市」
の顔となる駅前広場を具現化するための計画策定を目的とし、日田駅および広場空間の利活用
を想定しながら、その関係者から広く意見を伺い、相互理解を深めながら本計画を策定します。

第3回
平成 28 年 3 月 27 日

第2回
平成 28 年 2 月 25 日

前回絞り込んだ 3 案について検討
・バス、タクシーと一般車を分離
・駅改札から広場の動線中に車道があるのは危
険
・駅前通りと駅が一体的になる配置とする

第4回
平成 28 年 5 月 31 日

1.市民団体等の意見交換
のまとめおよび対応方針
2.駅前広場整備における
配慮事項の整理
3.計画案に対する意見

各団体の意見を踏まえ、計画平面図を作成し、
計画上のポイントとなる箇所について配慮事項を
整理
＜計画図に対する主な意見＞
・樹木の配置には留意してほしい
・大きなケヤキの木は、駅前広場の利用上課題
があるため、撤去する方向とする
・噴水やミスト等の仕掛けを考えてほしい
・日田祇園の関係者との協議を進め、山鉾の配
置、見せ方等について協議をした方が良い
・県道側のバス停は設置しない方向で検討を進
める
・駅前の駐輪場の配置について今後検討を進め
る（路上駐車等への対策が必要）
・植栽スペースが少ないので、できるだけ設置
してほしい
・イベント時の電源や水道の確保がしやすいよ
う配慮して計画を進める

第5回
平成 28 年 7 月 6 日

1 検討経緯の整理
2.日田駅前広場計画
（案）

これまでの委員会での決定事項と、検討経緯の
整理を行い、最終的な計画案の提示を行った。

駅周辺の自治会や商店会、ＮＰＯ団体、交通事業者等関係者からなる検討委員会で、検討を
行っています。その検討経緯を以下に整理します。
第1回
平成 28 年 2 月 1 日

1.駅前広場ゾーニング計
画の方針決定

決定事項等

上記の理由から
「現況配置を基本として、現況の課題を改良し
た案」をゾーニングの基本として検討を進めるこ
ととした。

1-2.検討の経緯

開催日

検討内容

検討内容
決定事項等
1.ＪＲ日田駅前広場の利 現況の課題、地元との意見交換の結果を報告した。
用状況、課題について
委員会では、駅前広場の使い方について議論す
2.地元との意見交換結果
る。
の報告について
駅前広場で活動している民間団体からのヒアリン
グを行い計画に反映させるようにする。
1.日田駅前広場の再整備 駅前広場の整備コンセプト、整備基本方針について
に向けたコンセプトの 事務局より提示を行った。
整理
整備コンセプト、整備基本方針については、事務
2.駅前広場の整備基本方
局案で了解を得た。
針
コンセプトに加えて、多目的に利用できる駅前広
3.駅前広場に導入する機
場にするよう配慮する。
能の整理
日田らしさには、日田杉、日田石の利用が考えら
4.駅前広場のゾーニング
れる。木レンガを使用するのも良い。
計画
駅前広場のゾーニング計画案を 5 案提示し議論し
た。
＜配置に関する意見＞
・駅前通りと駅の連続性、視認性を確保
・タクシー、バスと一般車を分離
・自由に使える広場部分を広く確保

＜計画図に対する主な意見＞
・基本的な駅前広場のかたちについては合意
・ロータリーの無断駐車に対する対策は行うべ
き。
・噴水エリアの玉砂利は、子供が口にする危険が
ある。福祉的な配慮もほしい。
・シェルター等の照明の設置。防犯面から暗くな
らないような工夫をしてほしい。
・自転車の不法駐輪対策。駐輪場の確保などの対
策をしてほしい。

検討の結果、提示 5 案と現況配置を基本とした案の
中から以下の 3 案に絞り込んだ
①バスセンター側に一般車、タクシー、バスの乗降
場を集約させた案
②サンリブ側から入りバスセンター側に抜ける周回
道路を設け、周回道路の中央に広場を配置する案
③現況配置を基本とし、現況課題を改良した案
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2．現状の把握
2-1．駅前広場の現状

駐輪場の駐輪状況
タクシー駐車場
駅前駐輪場 全景
駐輪用設備が有効活用されて
なく、駐輪場外に駐輪している
自転車が目立つ
※収容可能なスペースはある

駅前のトイレ
トイレ
（多目的トイレあり）
自転車の通過動線として
多く利用されている
（自転車と歩行者の
衝突の危険性があり）

ＪＲ日田駅の駅舎全景

イオン

歩道の交通量
休日の夕方に自転車の往来が多い（中学生中心）

タクシー駐車場

駅前広場の噴水と時計塔

駅利用の客待ち以外のタクシーも待機している
（迎車による移動台数も多い）

待合室

日田駅の改札口は
ここだけ

路上駐輪の状況

日田バスセンター
ＪＲとバスセンターの行き来はほとんどない

駐輪場

図書室

日田バスセンター

ケヤキ
噴水

駅舎は、水戸岡鋭治氏の
監修により改修
（H27 年 3 月）
地下自由通路は、
学生の行き来が多い

けやきの固定状況

ケヤキの全景

一般駐車場
日中駐車場の稼働状態は良い
通常の駐車マスには、路上駐車ができなくなった
あとから埋まってくる。
（路上駐車が可能な場所は常に埋まっている）
休日の稼働率の方が平日よりも高い

交番
日田市観光協会

サンリブ

日田玖珠線の歩道舗装、植栽

ＪＲ日田駅の図書室、待合室

観光案内所（日田市観光協会）

地下自由通路

交番
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一般駐車場

寶屋前市道の状況

2-2．駅前広場の利用特性

＜交通空間としての利用特徴＞
○ＪＲ日田駅の利用特性

＜駅前広場としての利用特性＞

九大本線の中間駅である。

ＪＲ日田駅改札前空間の通路利用状況

普通列車は、久留米、北九州（日田彦山線）
、大分方面への発着点となっている。

南口改札前は、自転車交通量が多い。
（イオン側から改札前を通り抜ける）日曜日は、これに加
えて、
「主要地方道日田玖珠線」の歩道を通行する自転車も多い。改札前を通る自転車は、駅前広

特急列車や企画列車の停車駅ともなっているが、乗降客の中心は普通列車である。
（
「或る列車（スイーツ列車）」は、日田駅が起終点であり、乗降があった）

場内でも減速せず、速度を保ったまま走行している。
歩行者利用は、駅裏への地下自由通路が主動線であり、線路沿いにある商店方向あるいはその
逆のイオン方向の動線も多い。駅前広場を通り主要地方道日田玖珠線を横断し、日田バスセンタ
ーやサンリブ方向への人の流れはほとんどない。

朝夕は、高校生の通学が中心である。ピーク時は、朝の通学時間帯である。(通学者の帰宅時間は部活等
もあり分散している)

利用者総数は、半数超が大人であり、日中利用が中心である。

※利用者数の想定
今後、長期的に考えると高校生の人口減少が想定され、通学利用者数の減少も想定される。
通学者については、現状の利用者数を基本として検討を進める。（ピーク時の最大値の評価）
利用者総数は、半数超が平日の大人利用者であるため、現状利用者数を基本に検討を進める。

駅前広場
駅前広場は、噴水が中央に設置されており、それを囲むようにベンチ、喫煙スペースが整備さ
れている。ほとんど利用者は見られない。イベントは、一般駐車場を含めた空いたスペースを利
用して実施している。

○交通結節点機能
タクシー

一般駐車場

タクシーは、平休日ともに多くない。市内の迎車待ちのタクシーが多数あり

駅前広場に設置されている一般駐車場は、平休日ともに路上駐車が多い。
（路上駐車できる空間
から埋まる）※駐車場の通路幅員が広いため、路上駐車が助長されている。
休日と平日午後の利用が多い。平日午前は、路上駐車のみである。

タクシー駐車場の広さは、必要台数を確保し、タクシー利用者および事業従事者の利便性が高
まるように配置する。
バス

タクシー駐車場

駅前広場外にバスセンターがあり、駅前広場から直接バスに乗り継ぐことはない。
観光の企画立案や既存ツアーなどに対する大型観光バスの乗降場設置ニーズはあるため、乗入
れ検討は必要である。

タクシー駐車場は、50～60%程度利用されている。駅利用の客待ちタクシー以外も待機場と
して利用している。
（迎車のため駐車場や乗車待ちの車列から離れるタクシーも多い）
ホテル等の宿泊施設の送迎車は、タクシー駐車場を乗降場に利用している。
日田祇園祭の集団顔見世の場としても利用されている。
（9 基の山鉾が一同に会する）

その他
旅館等の送迎車の乗降場がなく、タクシー駐車場を利用している。
（分離等配慮が必要）

日田バスセンターとの関係
駅とバスセンター間を移動する歩行者は、ほとんどいない。

2-3．駅前広場を再整備するにあたっての配慮事項（課題）

駐輪場

駅前広場は、噴水、ベンチ、駐車場等が配置されている。広場空間は、現状では有効活用でき
ていない。
交通広場は、現状の利用ニーズに対応する必要がある。
・一般駐車場の台数、一般車の乗降場、
・タクシー駐車場の台数、配置
・大型観光バスの乗降場の設置、宿泊施設等の送迎車の乗降場 等

利用実態調査より、駅裏駐輪場は、高校生利用が中心である。
平休日とも動かない（稼働状況が低い）自転車が駅周辺に設置されている 3 箇所の駐輪場で
140～150 台程度ある。駐輪場 3 箇所の駐輪実績は、300 台程度である。
（夜間が最大となる）
駅裏駐輪場は、常に自転車が道路にはみ出して駐輪されているため、交通の妨げになっている。
適性な駐輪台数の確保、管理運営等の検討が課題である。

利用の主体の 1 つである高校生の通常利用に対して機能を充実させる必要がある。
その中でも、
自転車の収容台数を確保し、駅の待合機能の充実を図ることも重要である。駅舎機能が向上され
ているため、待合室や図書室と駅前広場が連携できるように検討する必要がある。
「パトリア日田」や「中央公園」の芝生広場は、駅前広場の空間に導入する機能と重複する可
能性があり、機能分担や連携が必要である。
広場空間の計画では、広場利用の主体者を具体化し、利活用の主体と連携して進めることが必
要となる。
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３．日田駅前広場計画
3-２．駅前広場ゾーニング検討

3-1．駅前広場整備のコンセプトおよび整備基本方針

日田駅前広場の施設配置にあたり、バスセンター、駅舎の位置を踏まえゾーニング案として５案
【 駅前広場のデザインコンセプト 】

事務局で作成し、委員会で検討を行った。

地域素材で創りだす「日田らしさ」を現す空間づくり
～ シンプルで快適な機能整備 ～

【前提条件】
県道から駅への車両のアクセス方法
駅前広場における車の動線
駅前通りからの道路線形の修正

・
「いつでも」「だれもが」使いやすい空間づくり
・日田の表玄関としてのおもてなしの空間づくり
・祭りの優雅さ、自然の豊かさ、人の温かみを感じられる空間づくり

【事務局で作成したゾーニング案】

・まちのにぎわいづくりのための空間づくり
第１案 バスセンター側交差点に交通空間を集約配置した案
第２案 駅舎前に広場空間を集約配置した案

【 駅前広場の整備基本方針 】

第３案 駅前広場に周回道路を設置し、バスセンター側の交差点一か所から駅へアクセスする案
第４案 駅前広場に周回道路を設置し、サンリブ側の交差点一か所から駅へアクセスする案

駅前広場は、以下の 3 つの基本方針に基づき計画する

第５案 駅へのアクセス道路を、県道を含めて駅広場を周回するようにした案
交通機能の強化、集約化、効率化
・大型バスの乗り入れ
・路上駐車の排除と適正な駐車場の確保
・駐輪場の適正確保と自転車通行の適正な誘導
・駅利用者の快適な歩行空間の確保と歩行者動線の集約化
・ユニバーサルデザインに配慮

・第 2 回委員会で協議の結果、上記５案から第１案と第５案の２案選
出
バス、タクシーの動線と、一般車両の動線の分離の必要性につ
いて意見が出され、第６案を追加することとした。
第１案 バスセンター側交差点に交通空間を集約配置した案

日田の玄関口となるための場の構築
・日田らしい空間の形成
⇒「日田らしさ」とは・・・ 祭り、歴史、自然などにより表現
「らしさ」は物だけでなく表現
日田杉、日田石などの素材を使い表現
・祭り、憩い、集い、語らいの場の形成
・日田の歴史や駅舎のデザインとの調和
・駅前広場の景観を形成

第５案 駅へのアクセス道路を、県道を含めて駅広場を周回するようにした案
第６案 バス、タクシーと一般車両を分離した案 （委員会での意見をもとに新たに作成）
・第 3 回委員会で事務局から上記３案を提案し１案に決定

交通広場は、バス、タクシーと一般車両を分離し、誰でも安心して安全に利用で
きるようにする。
一般車両の進入する駅前通り線との道路の繋がりをスムーズにする。
駅舎前のその他空間に広場を配置する。
上記を基本に交通及び広場空間の配置を決定した。

駅舎を中心とした周辺施設との連続性、一体性
・周辺施設との関連性を明確にし、それぞれが相互関係できるように
・駅、広場、道路それぞれが相互関連するように
上記の整備基本方針を踏まえて、駅前広場を具体化する。
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（第２回検討委員会資料を整理）

◆駅前広場ゾーニング検討のフロー
第2案

第3案

第4案

第5案

バスセンター側交差点に交通空間を
集約配置した案

駅舎前に広場空間を集約配置した案

駅前広場に周回道路を設置し、バスセンター
側の交差点一か所から駅へアクセスする案

駅前広場に周回道路を設置し、サンリブ側の
交差点一か所から駅へアクセスする案

駅へのアクセス道路を、県道を含めて駅広
場を周回するようにした案

・駅舎前に、すべての乗降場を集約配
置。鉄道利用者の利便性に配慮した
効率的な配置（車道の横断が2箇所増
加）

・駅舎側に、すべての乗降場を集約配 ・駅舎側に、すべての乗降場を集約配置。
鉄道利用者の利便性に配慮した効率的な
置。
配置。（バスセンターへの歩行者動線は、
鉄道利用者の利便性に配慮した効率
現況とほぼ同じ。車道の横断が1箇所増加）
的な配置（車道の横断が2箇所増加）

・すべての車両は、バスセンター側の
交差点から進入、退出する。

・すべての車両は、サンリブ側の交差点
から進入、退出する。

・サンリブ側の交差点から進入し、バスセ
ンター側の交差点から退出する。

・駅前広場を時計回りに周回する一方
通行の道路として計画する。

・サンリブ側交差点を変更（市道の中心
を一致させる）し、移動により生じた
余地に駐車場と駐輪場を設置する。

・県道を含めて駅前広場を周回するように
道路を計画する。

１案追加

平面図

第1案

差点から進入、退出する。
・駅を利用する車両と歩行者の動線が
完
全に分離できる。
・改札口付近にタクシーの乗降場を配
置
し、改札から遠くなるバスや一般車
の乗降場もシェルターを設置して、
天候の影響を受けずに駅にアクセス
できるように配慮する。

・駅利用の車両は、サンリブ側の交差点
から進入、退出する。
・駅を利用する車両と歩行者の動線は完
全に分離できる。
・第１案と同様に、改札口付近に、タク
シーの乗降場を配置し、乗降場をつな
ぐシェルターを配置し、天候の影響を
受けずに駅にアクセスできるように配
慮する。

案 に対す る意 見

○バスセンター側に交通空間、駅前商
店街側に広場の配置が良い。

×駐車場の専有部分が広すぎる。

×駐車場の専有部分が広すぎる。

×駅前商店側に交通空間がありアクセス
しづらい

×駅を利用する車両の動線が集中する。

×駅を利用する車両の動線が集中する。

・タクシー駐車場は、タクシー乗車場
に合わせて周回道路沿いに配置し、
イベント時には広場と一体使用がで
きるように配置する。

×広場が道路に面しているので、利用
者（特に子供）の安全対策が必要。
全面が道路に囲まれていてイベント
時に安心して使用できない。

・駅前広場を時計回りに周回する一方
通行の道路として計画する。
・タクシー駐車場は、タクシー乗車場に
合わせて周回道路沿いに配置し、イ
ベント時には広場と一体使用ができ
るように配置する。
×広場が道路に面しているので、利用
（特に子供）の安全対策が必要。
全面が道路に囲まれていてイベント
時に安心して使用できない。

×駅舎前の周回道路は、アミナード通
りから一直線となるため、駅利用の
車との事故が懸念される。
（ハンプ等
の対策が想定できる）また、広場への
乱横断が危惧される。

×駅舎前の周回道路は、アミナード通
りから一直線となるため、駅利用の車
との事故が懸念される。（ハンプ等の
対策が想定できる）また、広場への乱
横断が危惧される。

検討

・駅舎前の道路は、寶屋側の市道からスム
ーズに使える位置に計画する。
・サンリブ側交差点を変更（市道の中心を
一致させる）し、移動により生じた余地
に駐車場を設置する。

○駅前通りから直線的に入れる動線が確保
できているので良い。
×広場が道路に面しているので、利用者（特
に子供）の安全対策が必要。

討 終 了
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第6案
タクシーと
一般車両を
分離する案
〇交通空間の配
置は、一般車と
タクシーが分離
されているのが
良い
△広場を狭くし
ている噴水を撤
去し、広場空間
を広げる

×駅舎前の周回道路は、アミナード通りから
一直線となるため、駅利用の車との事故が
懸念される。（ハンプ等の対策が想定でき
る）また、広場への乱横断が危惧される。

検討
検

⇨

計画案概 要

・日田バスセンター側に交通空間を集 ・駅舎前に広場空間を配置し、交通空間
約
をサンリブ側交差点から出入するよう
配置し、残りの場所を広場空間とす
に集約。(バスセンターへの歩行者動線
る。
（県道以外は、車道の横断が不要）
は、現況と同じ。県道以外は、車道の
横断が不要)
・駅利用の車両は、バスセンター側の交

検討

（第 3 回検討委員会資料を整理）
比較案

第５案（第 2 回委員会の意見を反映）

第６案

・交通空間をバスセンター側に集約して、広場空間を出来るだけ広く確
保し、駅前通りから駅舎が見通せるように配慮
・駅前広場を利用する歩行者と車の動線が完全に分離
・サンリブ前の交差点は変更せず、バスセンター側の交差点のみ変更

・駅前広場を周回する道路を配置して一方通行とし、車両動線を単純化
して安全性を確保し、駅舎前に乗降車両を集約
・バスセンター側に駐車場、駐輪場を集約し、駅前通りから駅舎が見通
せるように配慮

・現況配置を基本とし、一般車とタクシー、バスが利用する場所を分
離
・利用の制約条件となる設備を撤去し、広場空間を出来るだけ確保
・駅前広場を利用する歩行者と車の動線が完全に分離
・交差点は今のまま変更しない

・交通空間として必要規模で配置しているため第２回委員会案と同じ
・一般車とタクシー、バスを分離するのは、今の広さでは困難であり、
乗降場は、混在させたまま

・タクシー、一般駐車場、駐輪場を、バスセンター側に移動
・サンリブ側の交差点を変更し、歩道との連続性を確保
・駅前通りからの歩道空間の連続性を確保
・自由に使える空間をまとめて確保

・中央の噴水を撤去し、広場を確保
・観光バス、送迎バスの乗降場は、タクシー駐車場内に確保
・駅の視認性を阻害している石垣、樹木を撤去し、駅前通りから駅の
視認性を確保

計画平面図

第１案

計画の
ポイント

ご意見に
対する
対応事項

案に対する ×駐車場の専有部分が広すぎる
意見
×駅を利用する車両の動線が集中

検 討 終 了

◯駅舎へ行く道と商店街の道が一直線上にある
◯広場利用者等の意見は良く反映られていると思う
×広場が道路に面しているので、利用者（特に子供）の安全対策が必要 △一般車両の駐車場と商店街への道路を一直線にしてほしい
×駅舎前の周回道路は、アミナード通りから一方通行となるため、駅利 ◯バス、タクシーの乗降所と一般車両の乗降場が明確に区分される
用の車とタクシーとの事故が懸念される。（ハンプ等の対策が想定でき
る）また、広場への乱横断が危惧される
×駅前の周回道路が一方通行のため、アミナード通りから商店街方向に
行くのに遠回り

交通広場は、バス、タクシーと一般車両を分離し、誰でも安心して安全に利用できるようにし、一般車両の進
入する駅前通り線との道路の繋がりをスムーズにした案を基本とし、駅舎前のその他空間に広場を配置する。
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◆駅前広場の利活用に関する市民団体の意見
第 3 回委員会で決定した第６案の修正案を提示し、市民団体地元自治会、駅前広場の利活用が想定される、駅前商店街、市民団体を対象に、①駅前広場の利活用に関すること、②イベントの主
催者として使いやすく工夫してほしいこと、③広場の利用者として集いたくなる魅力ある広場づくりのために配慮してほしいこと、④パトリア日田との使い分け、について意見交換を実施した。以
下にそのまとめを示す。
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◆駅前広場のゾーニング計画および広場内動線計画
委員会と市民の意見を踏まえ、最終ゾーニング案を作成した。

駅前広場のゾーニング計画および広場内動線計画

＜広場空間の考え方＞
・駅舎から広場に直接出られるよう広場空間を配置する。
・
「水郷日田」をイメージする水を使った演出を広場中央に設ける。
（ミストによる暑さ対策等と一体で実施）
・県道側には、日田祇園の集団顔見世時に山鉾を一列に並べるスペ
ースを設ける。
・駅前通りへ人の動線を導くため、屋台等を設置する仕掛けづくり
をする。
・シェルターに近接して中木やたまりスペースを配することで、単
なる通路としてではなく、駅前広場の交流空間として使えるよう
にする。
・駅舎軒先との連続性を確保しながら、主構造を木としたシェルタ
ーを配置する。
＜交通空間の考え方＞
・タクシーは、現状の使い方ができ、バスの乗降を確保し、一般車両
との分離を図る。
・一般乗降部は、現状の乗降位置よりも改札に近づけ、シェルター
設置により雨にぬれずに乗降できるようにする。
・駅前通りからスムースに駅前に入れるようにする。
・駐車場は、実務上問題ない台数の確保を図る。
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３-３．駅前広場

計画平面図

計画平面図
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3-４．計画作成のポイント
Ⅰ.噴水（地面から水が出る仕掛け）

【役割】
・
「水郷日田」の「水」のイメージをかたちに
・盆地にある日田の暑さを視覚的、体感的に和らげる
➡来訪者が「見て」
、「触れて」
、イメージを体験に変換
・空間利用の制約をできるだけ少なくし、可変性のあるスペースとして実現
➡多目的利用（イベント等）のスペースを確保
・
「駅からの眺め、駅への眺め」をさえぎらず、水の演出による違った見せ方を創出
➡玄関口の演出としての仕掛けづくり

【仕上げイメージ】
・噴水内側には玉石を配置（色調は周囲との調和を図る）
・噴水外側には日田石を骨材として利用した洗い出し舗装
➡保水性を有する材料の検討、夏場の打ち水等により涼を感じられる空間に

▲ 噴水スペースイメージ図

（宮崎市役所前の事例）
▲ 噴水イメージ写真
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（キャナルシティ博多の事例）

Ⅱ.バス、タクシー乗降場と憩いの空間

【役割】
・シェルターは日田の「木」のイメージをかたちに
➡天候・時間帯によって表情を変える癒しの空間
・木を基調とし駅舎と一体感、つながりをつくる
・バスやタクシーの乗降場としてだけでなく、駅利用者が集える日
陰つくり
・夏場には、暑さ軽減に軒先にミストシャワーを設置
➡木陰、日陰、芝生、ミストによりシェルターで涼の空間を形成

【仕上げイメージ】
・シェルターの構造部材を日田産の「杉」を使用
・メンテナンス、補修できるようにシンプルで特注でない普通の構
造を採用
・直接、間接照明により、夜でも木のぬくもりを感じられる演出
・歩道舗装にはクッション性のある木れんがなどの使用を検討

▲

木れんがイメージ(群馬ファミリーパーク HP より)

▲シェルターイメージ（秋田県秋田駅西口バスターミナル）
出典：エンジニア・アークキテクト協会
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▲

▲ ミストシャワーイメージ
（博多駅）

イメージ断面図

▲

日田駅の駅舎軒下

Ⅲ.広場

【役割】
・今あるイベントにも、新たな発想にも対応できるイベント空間として
・日田祇園の集団顔見せの舞台として（日田駅に向かって一列に並ぶ）
・日田の玄関、発着の拠点として
・憩いの場、座って憩えるたまり場として
・仕掛ける人、訪れる人のコミュニティー空間として

【仕上げイメージ】
・駅舎前面には、現在の駅前広場で使っている日田石を再利用した石張り舗装を実施
・広場空間には、動線や視線誘導のためのベンチと木を基調とした照明柱を設置し、ベンチや照
明柱には、イベント用電源や水栓を仕込む。屋台などを固定する仕組み等も検討
・集団顔見せ時に取り除けるように、県道の歩車道境界には脱着可能な支柱と横断防止用チェー
ンを配置し、またその付近に、木製プランターを設置（排水や汚れ等の対策も検討）
・
「HITA」のモニュメントは、今あるものを同じ位置に設置→他に良いアングルがあれば移動可

▲仮設屋台イメージ
（提供：日田ソーシャルビジネス研究会）

▲HITA モニュメント

▲
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イメージ断面図

▲

駅前広場現況の日田石

▲イベントイメージ 日田いち）
出典：日田プレイス HP

▲ベンチイメージ（レンガベンチ）
（出典：女川町 HP）

【役割】
Ⅳ．駅前への進入路

だれでも安全に安心して気軽に使える駅となるように
・安全に駅前へアクセスできるように交差点および駅前広場内市道を改良
・道路上の乱横断が発生しない構造の採用
・駐車場内の路上駐車をできるだけ排除し、誰もが走行しやすい環境を確保
・送迎車からの乗り降りが容易に出来き、駅舎まで雨に濡れない環境を整備
・ロータリーを設置してスムーズな交通を確保

【改善イメージ】
・駅前通りから駅前広場内へのアクセスを改善するため、駅前の市道の位置を駅前通り線に合わ
せて設置する。
（サンリブ前の交差点が使いやすくなります）
道路の視認性を高める。
・一般車の乗降スペースを駅舎に近づけ、最も近い位置を障がい者の乗降スペースとし、段差解
消やスペースを広く確保し、駅の利用がしやすくなる。
・シェルターの設置により、雨天時も車から駅の改札まで雨に濡れずにアクセスが可能になる。
・道路の中心部にロータリーを設置することにより、路上駐車しづらい状況をつくり、走行しや
すい環境とする。
③

①

▲駐車場内の路上駐車

①
▲現況の不連続な道路（駐車場から駅前通りを望む）
②

②
③

道路の位置をずらす

▲現況の駅前広場平面図
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▲駐車場内の路上駐車

3-５．イメージパース
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