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下関駅にぎわいプロジェクト 

シネマコンプレックス・立体駐車場整備事業計画 
 

～下関の新しい文化発信地～ 

 

Ⅰ 開発コンセプト 

１．現状認識 

ＪＲ下関駅前地区は、交通結節点であり、県内最大の商業施設であるシーモール下関やグリーンモ

ール等の商業集積をはじめ、国・県・市の行政施設のほか、海峡メッセ、下関市民会館等の集客性

の高い施設やホテル等が立地しており、にぎわいが形成されている。 

しかしながら、大型小売店舗の郊外立地の増加等により、小売商業が低迷し、少子・高齢化や居住

人口の減少等により活力が失われ衰退傾向にある。 

 

（１）人口動向 

■中心市街地人口が減少、世帯分離 

・下関市全域の人口は、平成 2年以降平成 22年まで 20年間で 11.0%減少し、1世帯あたり人 

員も 2.87人から 2.38人まで低下している。 

    ・一方、中心市街地の人口は、同期間で 25.9%も減少し、旧市全域に比べ人口減少が顕著であ 

る。1世帯あたり人員も 2.34人から 1.86人まで低下し、旧市全域に比べ世帯分離が進行し 

ている。 

    ・自然減と社会減により人口のドーナツ化が進んでいる。 

■中心市街地は少子高齢化が進行 

・中心市街地の少子高齢化が進行している。企業衰退により若年層が流出。65歳以上の高齢 

者の割合は、平成 3年の 19.8%から平成 20年には 32.3%と 3人に 1人は高齢者となっており、 

旧市全域の割合 26.1%（平成 20年）より高い。 

■高齢者の単独世帯と夫婦のみ世帯の増加 

    ・中心市街地における高齢者のいる世帯数、及び高齢者のみの世帯数（高齢者単独世帯＋高齢 

者夫婦のみの世帯数）は、いずれも平成 12～17年で増加傾向にある。 

      また、全世帯に占める高齢者がいる世帯の割合は、旧市全体よりも中心市街地の方が高く、 

平成 17年で 46.3%にもなっている。 

（２）商業活動 

■中心市街地での店舗数・小売販売額が減少 

    ・店舗数は平成 3～19年で旧市全体、中心市街地を含む本庁地区ともに減少傾向にあるが、 

本庁地区では大きく減少し、平成 19年は平成 3年の 51.9%にまで落ち込んでいる。 

・小売販売額は旧市全体でやや減少傾向にある中、本庁地区では大きく減少し、平成 19年に 

は平成 3年の 73.9%まで落ち込んでおり、特に下関駅前のシーモール下関においては、それ 

を上回る減少率となっている。 



平成 24年 9月 30日 

2 

 

■事業所数、従業者数の減少 

    ・旧市全体、中心市街地とも事業所数は減少傾向にあり、中心市街地での平成 18年の事業所 

数は平成 8年の 65.7%に落ち込んでいる。 

    ・従業者数も同様に、平成 8年 28,366人から、平成 18年 20,986人と平成 8年の 74.0%に落 

ち込んでいる。 

■空き店舗率増加 

    ・平成 18年～20年において、下関駅前地区の総店舗数は増加しているが、空き店舗率は 6.8% 

から 7.2%に増加している。 

■郊外への大規模小売店の出店に伴う中心市街地への影響 

・下関市内では昭和 52年 10月にオープンしたシーモール下関が店舗面積 5.4万㎡の最大店舗 

で、百貨店と専門店街から構成され、平日休日とも幅広い客層の利用がある。 

しかしながら、平成 21年 12月には郊外の新下関地区に店舗面積 3.5万㎡の大型ＳＣゆめ 

シティがオープンし、同地区に物販・飲食・サービスといった他業種の集積が高まり、週 

末のヤングファミリー層を中心に買物客の郊外流出が続き、販売力低下の影響を受けている。 

また、平成２５年１１月には郊外に大型ＳＣゆめタウン椋野がオープンを予定しており、更 

なる中心市街地への影響が懸念される。 

■北九州等への顧客流出 

    ・交通基盤の充実により、街としての魅力が高い福岡市や北九州市に集客を奪われており、こ 

だわり型消費者は博多へヤングは小倉への流出している。 

（３）観光動向 

    ■平成 13年以降、大幅に観光客は増加したが、中心市街地への滞在時間が少なく経済効果に 

結びついていない。 

■外国人観光客の消費の伸び悩み 

・外国人観光客については、下関国際ターミナルを利用して、九州等下関市内外の温泉地等に 

観光周遊を行うケースが多く、中心市街地での回遊や消費は伸び悩んでいる。 

    ・平成 23年 3月に発生した東日本大震災の影響により、下関国際ターミナルを利用した外国 

人観光客が減少している。 

（４）交通 

■下関駅の乗車人員は減少傾向 

    ・新下関駅の乗車人員は平成 2～21年でほぼ横ばいであるのに対し、同期間の下関駅では約 

26％減少し、21年で 396.3万人となっている。 

■市内路線バス乗降客数は減少傾向 

    ・下関駅の１日乗降客数は平成 20年で約 2.1万人、平成 22年で約 2.0万人と減少傾向にある。 

■中心市街地の歩行者通行量の減少 

    ・中心市街地内の主要な商店街であるグリーンモール地区、唐戸地区では平日、休日ともに通 

行量が減少しており、平成 19年は平成 15年の約 80％程度となっている。 

（５）中心市街地に対する市民のニーズ 

■映画館への高いニーズ 

・中心市街地活性化に係る一般市民アンケート平成 19年調査（543人）において、「中心市街 
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地の魅力を高めるために強化すべき機能」の質問に対し、「魅力ある商店街の形成などの商 

業機能」が最も多く 47.0%、次いで「映画館などのレクリエーション機能」37.6%となって 

いる。 

    ・シーモール下関来店客調査（平成 20年）においても、「シーモールに設置して欲しい施設・ 

店舗」の質問に対し、「映画館の充実（シネコン）」が最も多く 127名（約 20%）の回答があ 

る。 

 

２．コンセプト 

下関市の玄関口、市民のにぎわい中心地として栄えてきた下関駅前地区は、少子・高齢化や居住人

口の減少等により活力が失われ、大型小売店舗の郊外立地の増加等により、小売商業の集客力にか

げりが見えるなど衰退傾向にあるが、中心市街地活性化事業の下関駅前地区プロジェクトにより、

再度の活性化を図ろうとしている。活性化事業のうち新たな集客施設の核となる施設を当社が設置

する。このことで商業機能だけでなく、新しい文化・レジャー機能が付加され、多様な市民ニーズ

に応えることのできる多機能地区として中心市街地の活性化の目的を果たすものとする。 

 

（１）シネマコンプレックスの整備 

・下関駅前地区は、シーモール下関やグリーンモール等の商業集積だけでなく、海峡メッセ、 

下関市民会館、生涯学習プラザ、シーモールパレス、セント・ヴァレンタイン、アミューズ 

メント施設、市民活動センター、ホテルといったコンベンション施設等が集積しており、文 

化やレジャー等の「時間消費型エリア」といえる。これらのコンベンション施設等を更に補 

強する集客施設として、下関市内には未進出であるシネマコンプレックスを導入し、郊外大 

型店と差別化を図り下関駅周辺のまちの魅力を高める。 

    ・シネマコンプレックスは一般的に複合商業施設の集客核として設置され、物販や飲食などの 

店舗との相乗効果によって多くの集客力を発揮する業態である。下関駅周辺の既成の商業集 

積との複合として据える事によって「まちごと複合商業施設」として同様の効果を発揮し、 

交流を生み出す施設となるものと考える。 

当社としては来街者のニーズが高いシネマコンプレックスを誘致することで、下関市の協力

のもと既存の商業施設や周辺商店街と連携し、下関駅前地区及びその周辺の集客力を高める

とともに、来街者の滞留時間の延長や回遊性向上といった相乗効果を期待する。 

    ・下関は映画のまちとして栄え、昭和の最盛期には 22館もの映画館が立ち並び、田中絹代、 

小暮実千代、松田優作らの名優が生まれた。奥田瑛二、佐々部清、グスーヨン監督等この 

街出身やゆかりの深い監督たちがこの街でメガホンをとった名作もできたが、現在映画館は 

市内にシーモール内の 1館のみとなり、この街から映画館の灯が消える事が危惧されること

もありシネマコンプレックスを誘致することで、下関フィルムコミッションや海峡映画祭等

との連動を考えていく。下関市と連携・協力のもと映画に関する地域活動の拠点となること

を目指し、映画のまち下関を広くＰＲし街の魅力を高めるとともに、映画文化を発信する。 

（２）立体駐車場と下関市による交通ターミナルの整備 

駅前の活性化に伴い発生する駐車場ニーズに応えるための駅前駐車場キャパシティの拡張 

を行うとともに下関市が整備を行う、現ターミナル機能を補完する快適な交通ターミナルの
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整備、西口広場や現駅前交通ターミナルの再整備と一体化し、駅前の利便性を向上させる。 

 

３．施設概要 

（１）事業主体 

①企 業 名   下関商業開発株式会社 

②資 本 金   ４４０，０００千円 

③主要株主   下関市、サンデン交通㈱、西中国信用金庫、㈱シモセン、㈱下関大丸、 

㈱山口銀行、山口合同ガス㈱  他 

計１８３名  (H24.3.31現在) 

（２）施設整備スキーム 

      ①施設整備 

          ＪＲ西日本の所有地を下関市が購入し、事業の実施に際し、下関市と下関商業開発㈱ 

          が土地を共有する。 

          下関市が１階および地表部に建設する交通ターミナルの上部に下関商業開発㈱がシネ 

マコンプレックス・立体駐車場を建設する。 

      ②補助金の活用 

          国土交通省の「暮らし・にぎわい再生事業補助金」「まちづくり交付金」を活用する。 

（３）施設概要（調整中） 

①シネマコンプレックス及び立体駐車場の概要 

 ・所 在 地 ： 下関市竹崎町４丁目１－３ 

・地 域 地 区 ： 商業地域、防火地域、関門景観形成地区 

・敷 地 面 積 ： 約５，０００㎡  

・建 築 面 積 ： 約４，４００㎡  

・延 床 面 積 ： 約１３，８００㎡ 

（シネマ棟 約６，２５０㎡ 駐車場棟 約７，５５０㎡） 

・構造・規模 ： Ｓ造、シネマ棟：地上３階 塔屋１階 

                        駐車場棟：地上６階 塔屋１階（駐車場２５０台） 

・全体事業費 ： 概算２４億～２５億円を見込む 

      ※ 交通ターミナルは下関市において整備 

 

４．下関市中心市街地活性化基本計画・駅周辺エリア方針（５月決定）との整合 

（１）交通ターミナルや商圏の性格上フルターゲットとするも、シニアニーズの深堀、ファミリー 

週末ニーズの取り込み（⇔ゆめシティ等）をねらう。そのために現在、下関市にない集客施

設としてシネコンを導入することとし、あわせて駐車場を建築する。 

（２）下関駅前地区は、シーモール下関やグリーンモール等の商業集積だけでなく、海峡メッセ、 

下関市民会館、生涯学習プラザ、シーモールパレス、セント・ヴァレンタイン、アミューズ 

メント施設、市民活動センター、ホテルといったコンベンション施設等が集積しており、文 

化やレジャー等の「時間消費型エリア」といえる。これらのコンベンション施設等を更に補 

強する集客施設として、下関市内には未進出であるシネマコンプレックスを核施設として導 
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入し、郊外大型店と差別化を図り下関駅周辺のまちの魅力を高める。周辺施設はその導入・ 

持続運営のため、シネコンとの共同歩調によるサービスや告知展開を模索し、下関駅周辺の 

集客増、来街者の滞留時間の延長や回遊性向上に寄与するものと考える。 

（３）下関市においてサイン・看板やゲートデザインによる視認性を高め、休憩やイベントに活用

できる空間を設置・管理する。 

 

Ⅱ 施設計画 

１．動線・周辺施設とのつながり 

（１）既存施設間＆周辺市街地間の回遊動線 

    ・歩行者動線は 2階レベルをメインとする。 

・シネコンの主玄関は 2階北側（ＪＲ開発ビル側）となり、その部分に向け、下関市において

人工地盤の延伸が行なわれ、ＪＲ開発ビルとシネコンビルが人工地盤と接続することとなる。 

・またシネコン 1階東側出入口の前に下関大丸の南玄関があり、下関大丸、既シーモール駐車 

場 1階へのアクセスが容易に可能となる。 

（２）バス・自動車の動線 

・シーモール駐車場横にあるサンデンバス待機所前交差点を下関市が改良しバス・自動車の導 

入道路を計画しており、その部分へ立体駐車場出入口及び交通ターミナル出入口を接続する 

こととなる。シネマコンプレックスや開発ビルなどの駐車場ニーズ拡大に対応し、２５０台 

の立体駐車場を新たに建設し、既存のシーモール駐車場１，６００台とあわせ下関駅前に 

１，８５０台の駐車場を確保し駅前の利便性を向上させる。 

２．施設の特徴 

（１）シネマコンプレックス 

        ・スクリーン数 ： ８スクリーン 

        ・座 席 数 ： 約 1,000席 

        ・山口県初の最新設備を導入し他施設との差別化を図る。（調整中） 

        ・地域と連携したシネマ（調整中） 

シネマコンプレックス運営事業者との協力・連携のもと、下関の新しい映画文化の発信 

地として、下関フィルムコミッションや海峡映画祭との協力や、周辺商業施設や周辺商 

店街等との共同歩調によるサービスの展開を模索し、郊外大型店との差別化を図り、下 

関駅周辺の集客増、来街者の滞留時間の延長や回遊性向上に寄与する。 

・シネマストリートの整備 

駅前から南側に通り抜ける１階の歩行者導線や２階人工地盤延伸部分に、上映中の映画

の宣伝、フィルム・コミッションの活動報告等の展示や、下関にちなんだ映画作品の資

料等の展示を行うとともに、下関市、周辺地域との協力・連携により映画館のある街ら

しい雰囲気づくりを進め、歩いて楽しめる「シネマストリート」として整備する事を模

索する。 

・シネマコンプレックスの商圏と集客力 
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商圏 約 54万人を想定し、下関市約 29万人、長門市約 4万人、美祢市約 3万人、 

山陽小野田市約 7万人、北九州市門司区 約 11万人、合計約 54万人 

・シネマコンプレックスの年間来館者予測 

年間来館者予測 40万人～50万人、※１日平均来館者予測 1,100人～1,400人 

・ターゲット 

客層（ターゲット）は男女問わず子供からお年寄りまで幅広く多くの集客を見込む。 

（２）立体駐車場 

        ・シネマコンプレックスや開発ビルなどの駐車場ニーズ拡大に対応し、２５０台のキャパ 

シティを確保し、シーモール下関駐車場の１，６００台とあわせ下関駅前に１，８５０ 

台の駐車場を確保し駅前の利便性を向上させる。 

        ・駐車場は安全面と利用しやすさを考慮して自走式駐車場とする。 

        ・駐車場の形式は連続傾床型とする。独立した斜路がないためデッドスペースがなく、 

平面駐車場の収容台数をほぼそのまま多層化でき、収容効率の高い駐車場となる。 

・急な勾配がなく、コーナーでも大きな死角が生じることがないため、高齢者、障害者、 

女性ドライバー等にも利用しやすい駐車場となる。 

・駐車待ちの滞留が１階の交通ターミナル車両の出入りに支障を来たすことがないよう、 

発券機までの滞留長を十分確保する。 

・各階にカラーリングを施すなど、利用者が駐車場を認識しやすい施設とする。 

（３）交通ターミナル 

     下関市において導入・整備 

 

３．景観やにぎわいづくりへの配慮 

（１）景観との調和 

        ・非常に視認性の悪い立地であり、本来であれば周辺環境との調和を考えず、施設を目立 

たせたいところではあるが、海峡パノラマ地区の施設との連携等地区全体と調和したデ 

ザインを構想するとともに、関門景観条例を遵守し、同ガイドラインに則った景観設計 

及び周辺環境と調和する建築物とする。 

（２）にぎわいづくりへの配慮 

 ・時間消費型エリアの集客核施設としてシネマコンプレックスを誘致し、他のコンベンシ 

ョン施設等との連動による相乗効果により文化拠点をアピールし、映画だけでなく音楽 

やアートなど、あらゆる文化の発信地としてにぎわいを創出する。 

    ・シネコン利用客に対しプラスアルファの駐車場利用サービスを提供する事により、来街 

者の滞留時間の延長や回遊性向上を図りにぎわいを創出する。 

 

Ⅲ 管理運営計画 

１．施設運営の基本方針 

（１）シネマコンプレックス 

・シネマコンプレックスは豊富な運営実績と最新の顧客サービスのノウハウを有するシネコ 
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ン運営会社を誘致する。 

・隣接するシーモール下関と常に連携して、集客とにぎわいを創出する。 

・シネマコンプレックスを利用する人々に満足して頂けるよう施設運営者との連携を図り、 

下関市の協力のもと周辺商業施設や周辺商店街との相乗効果を発揮し、下関駅前地区及び

その周辺の集客力を高めるとともに、来街者の滞留時間の延長や回遊性向上に寄与する。 

      ・年中無休、営業時間（調整中） 

（２）立体駐車場 

   ・立体駐車場はシーモール駐車場を管理する「シーモール商事㈱」に管理委託する。 

・「下関駅にぎわいプロジェクト立体駐車場」と隣接のシーモール駐車場との連携を図り、 

駅前のエリアとして、将来的には駐車場を一体的に運営することで利用者を円滑に誘導し、 

効率的な誘導処理が可能になるとなるよう検討する。 

    ・２４時間営業。駐車料金３０分１００円。 

 

２．施設管理の基本方針 

（１）シネマコンプレックス 

・シネマコンプレックスの施設管理は豊富な運営実績と最新の顧客サービスのノウハウを有 

するシネコン運営会社が行う。 

（２）立体駐車場 

・車両の入出庫管理は、人的対応及び機械による自動検札システムの導入を予定する。 

・「下関駅にぎわいプロジェクト立体駐車場」と隣接のシーモール駐車場の一体的な人員配 

置により長期間にわたり効率的かつ高品質な施設管理を行う。 

 

【管理・運営体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表者：下関商業開発㈱ 

シネマ管理･運営：興業会社 

管理係員：設備･警備･清掃、運営管理 

 

駐車場管理：シーモール商事㈱ 

管理係員：設備･警備･清掃、運営管理 

時間貸し･月極め･Ｐ＆Ｒ駐車場 シネマコンプレックス 
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３．事業スキーム図 

 

                  土地購入 

 

 

 

 

 

                       出資                               賃貸 

 

                       配当                             賃料収入 

負担金 

                                                                                                                                         

                       補助金                           料金収入 

                       負担金                            

                                                        管理委託 

                                                               

                              工事請負        建築費 

 

 

 

 

４．地元経済への波及効果 

（１）新たな集客核の誕生による下関駅周辺の活性化と回遊性の向上 

・中心市街地として今までにない集客機能としてシネマコンプレックスを新たに加えること 

により、集客の目玉ができ、シーモール等との相乗効果も期待され、若者を中心とした北 

九州地区への消費流出傾向に歯止めを掛け、同時に下関駅周辺の活性化に貢献できるもの 

と考える。また、シネマコンプレックス運営事業者との協力・連携のもと、下関の新しい

映画文化の発信地として、海峡映画祭などの協力や、周辺商業施設や周辺商店街等との共

同歩調によるサービスの展開を模索し、郊外大型店との差別化を図ることにより、下関駅

周辺の集客増、来街者の滞留時間の延長や回遊性向上に寄与するものと考える。 

（２）数値目標の設定 

      ・シネコンとしての数値目標は、年間 40万人の来場者を見込む。 

 

５．ソフト連携 

（要調整） 

（１）既存の商業施設や周辺商店街等との連携 

・シネマコンプレックスが下関の新しい映画文化の発信地として、特徴である映画の半券を活か 

 

 

 

下関商業開発㈱ 

駐車場管理会社 

シーモール商事㈱ 

開発ビル 

附置義務駐車場負担 

シネマ運営会社 

（調整中） 

融資機関 

および株主 

下関市補助金・負担

金（暮らし・ 

にぎわい再生事業、

まちづくり交付金） 

ＪＲ西日本 下関市 

事業協定書の締結 

土地共有（割合分の売買契約） 

建設企業 

駐車場利用者 
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したサービスの提供や海峡映画祭の実施など、下関市を中心に周辺商業施設や周辺商店街等と

一緒になって街ぐるみでの様々なソフト事業を展開することで、郊外大型店との差別化につな

がり、下関駅周辺の集客増、来街者の滞留時間の延長や回遊性向上に寄与することが可能とな

る。 

（２）コンベンション施設等との連携 

  ・下関駅周辺を映画だけでなく音楽やアートなど、あらゆる文化の発信地としてとらえ、下関市 

を中心にタウンマネジメント組織において、海峡メッセ、市民会館、生涯学習プラザ、シーモ 

ールパレス、セント・ヴァレンタイン、市民活動センター、ホテル等、コンベンション施設等 

との相互連携・協同活動を行い、どこに行っても何をやっているか分かるよう情報を共有化し、 

情報提供サービスを行うことで、郊外大型店と差別化を図り下関駅周辺のまちの魅力を高める。 

（３）下関フィルムコミッションや海峡映画祭との連携 

・下関フィルムコミッションや海峡映画祭との連携によって、映画に関する地域活動の拠点とな 

ることを目指し、市民全体の映画文化を盛り上げるとともに、映画のまち下関の魅力向上を目 

指す。 

 

①シネマコンプレックスと既存の商業施設や周辺商店街等店舗の相互利用の促進 

事業例 事業概要 

映画鑑賞チケットの半券利用

サービス 

映画の半券チケットを見せると既存の商業施設や周辺商店

街で特典が受けられるサービス。シネコンと参加店舗両者で

相互利用をＰＲ。街なか回遊を仕掛け、商店街に新たな顧客

創出。また、街ぐるみでシネコンの認知度を高める。 

周辺商業施設の営業時間延長 映画を観終わった後に飲食店に立ち寄れるよう、営業時間を

できるだけ延長してもらい相互利用を促進。 

また、ＪＲ開発ビルの営業時間延長により店舗内通路を遅く

まで利用できるようにし利便性を高める。 

子育て支援施設との連携 下関市の協力のもと小さなお子様連れでも周囲に気がねな

く映画が楽しめる「ママシネマ」を子育て支援施設と連携し

て開催。 

また、映画鑑賞の為の一時預かり保育サービスを実施。 

周辺商店街との連携 下関市を中心に豊前田商店街との各種協力・連携や「リトル

コリア」とも呼ばれるグリーンモール商店街にちなんだ韓国

映画の上映など地域のイベントに積極的に協力。 

 

②シネマコンプレックスとコンベンション施設等との相互連携・協同活動 

事業例 事業概要 

コンベンション施設等の相互

連携による情報提供サービス 

下関駅周辺を映画だけでなく音楽やアートなど、あらゆる文

化の発信地としてとらえ、海峡メッセ、市民会館、生涯学習

プラザ、シーモールパレス、セント・ヴァレンタイン、市民

活動センター、ホテル等、コンベンション施設等との相互連
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携・協同活動を行い、どこに行っても何をやっているか分か

るよう情報を共有化し、情報提供サービスを行う。 

 

③下関フィルムコミッションや海峡映画祭との連携 

事業例 事業概要 

下関フィルムコミッションと

の連携 

シネマストリートに下関フィルムコミッションの活動報告

を掲示し、市民全体の映画文化を盛り上げる。 

海峡映画祭との連携 海峡映画祭実行委員会と連携し、シネコンおよび周辺商業施

設や周辺商店街等を活用した映画祭等を開催。 

 

６．認知ツール（要調整） 

（１）大型サイン看板 

  ・下関駅周辺各所に大型サイン看板を掲出し、シネコンの視認性の悪さを補う。 

  ・掲出場所  ①駅周辺部会へ当社の考えを図で示した内容を提示済み（調整中） 

（２）上映作品ポスター掲示板 

  ・シネコン内だけでなく、シネマストリートや下関駅周辺各所に上映作品ポスターを掲出しＰＲ 

するとともに、映画館のある街らしい雰囲気を高める。 

（３）シネコン運営会社ＨＰ・メルマガ配信 

  ・シネコン運営会社のＨＰやメルマガ配信によって広域にＰＲする。 

（４）下関駅周辺の街ぐるみでの告知 

・既存の商業施設や周辺商店街等と一緒になって行う映画半券サービスなど、下関市と連携・協

力し街ぐるみでの様々 なソフト事業を展開し、街ぐるみでシネコンの認知度を高める。 

（５）下関フィルムコミッションや海峡映画祭との連携による告知 

・下関フィルムコミッションや海峡映画祭の関係者に協力を仰ぎ、市民への告知を行う。 

 

Ⅳ 今後の課題 

１．今後の課題 

（１）関係者との早期合意 

  ・下関市との協定書による問題点の解決・合意 

（ランニング・イニシャルコスト・幅員・周辺環境整備(シネコン案内看板含む)の考え方） 

      ・シネコン運営会社との出店合意 

・施工業者・銀行・関係者と各種合意形成 

（２）資金計画・収支計画 

      ・下関市・シネコン運営者・施工業者・銀行他関係者と協議中 

（３）駐車場の一体運営管理システム 

      ・シーモール下関駐車場と下関駅にぎわいプロジェクト立体駐車場との一体運営管理システ 

ムについては、シーモール下関駐車場のサービス制度が複雑であり、多額の費用がかかる 

ため、駐車場を機械化し一体のシステムとするには調整にかなりの時間を要する。 
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（４）駅周辺施設と連携し協議を取り纏める組織の有無 

      ・地域魅力向上のための組織としてエリアマネジメント組織またはそれに代わる機関が必要。 

（５）シアター・ゼロと新設されるシネコンの役割分担 

・シネコンでは上映されないような作品やお客様が観たい作品を紹介する場として、できる 

ものなら活用したいと考えており、シネコン運営会社にシネコンの８スクリーンとあわせ 

１０スクリーンの運営を検討してもらうよう依頼。 

 

２．関係者への協力依頼・提案(ソフト連携・認知ツール等) 

（１）大型サイン看板掲出（下関市が掲出できない場合） 

      ・下関駅周辺各所にシネコンの大型サイン看板を掲出し、視認性の悪さを補う。 

      ・掲出場所  駅周辺部会へ当社の考えを図で示した内容を提示済み（調整中） 

（２）映画鑑賞チケットの半券利用サービス 

・映画の半券チケットを見せると既存の商業施設や周辺商店街で特典が受けられるサービス 

を行い、シネコンと参加店舗両者で相互利用をＰＲする。街なか回遊を仕掛け、商店街に 

新たな顧客を創出する。また、街ぐるみで集客の核であるシネコンの認知度を高める。 

      ・映画鑑賞チケットの半券を利用したソフト事業の展開 

（３）周辺商業施設の営業時間延長 

・映画を観終わった後に飲食店に立ち寄れるよう、営業時間をできるだけ延長してもらい相 

互利用を促進。また、ＪＲ開発ビルの営業時間延長により店舗内通路を遅くまで利用でき 

るようにし利便性を高める。 

（４）子育て支援施設との連携 

・下関市の協力のもと小さなお子様連れでも周囲に気がねなく映画が楽しめる「ママシネマ」 

を子育て支援施設と連携して開催。また、映画鑑賞の為の一時預かり保育サービスを実施。 

（５）周辺商店街との連携 

・下関市を中心に豊前田商店街との各種協力・連携や「リトルコリア」とも呼ばれるグリー 

ンモール商店街にちなんだ韓国映画の上映など地域のイベントに積極的に協力。 

（６）コンベンション施設等の相互連携による情報提供サービス 

・下関駅周辺を映画だけでなく音楽やアートなど、あらゆる文化の発信地としてとらえ、海 

峡メッセ、市民会館、生涯学習プラザ、シーモールパレス、セント・ヴァレンタイン、市 

民活動センター、ホテル等、コンベンション施設等との相互連携・協同活動を行い、どこ 

に行っても何をやっているか分かるよう情報を共有化し、情報提供サービスを行う。 

（７）下関フィルムコミッションとの連携 

・シネマストリートにフィルム・コミッションの活動報告等の展示や、下関にちなんだ映画 

作品の資料等の展示し、市民全体の映画文化を盛り上げる。 

      ・フィルムコミッションのフィルムサポーター等、市民への告知協力。 

（８）海峡映画祭との連携 

・海峡映画祭実行委員会と連携し、シネコンおよび周辺商業施設や周辺商店街等を活用した 

映画祭等を開催。 

      ・海峡映画祭実行委員会組織等、市民への告知協力。 



平成 24年 9月 30日 

12 

 

（９）イベントによる市民全体の映画文化の盛り上げ 

      ・エリアマネジメント組織によりオープンスペースを活用したイベントを開催し、市民全体 

の映画文化の盛り上げを図る。 

 


