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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 187 ha

平成 26 年度　～ 平成 30 年度 平成 26 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ H24 H30

％ H21 H30

点 H21 H3089.4満足度評価点 外国人観光客顧客満足調査の「自然景観・町並み」満足度評魅力的なリゾート空間の形成効果を、満足度評価点により評価する 89.4

目標値

0

再来訪意向率 外国人観光客顧客満足調査の再来訪意向率 旅行者に配慮した環境整備の効果を、再来訪意向率により評価する 75.1 75.1

地区内定住人口増加率 区域内の定住人口増加率 コミュニティ構築の効果を、定住人口増加率により評価する。 △6.4

都道府県名 北海道 倶知安町 ひらふ高原地区

計画期間 交付期間 30

大目標　住みたくなるリゾート　ニセコ高原ひらふ「安全・安心・きれいで元気なひらふ」
小目標
　①地元住民・事業者と長期滞在旅行者により構成される、上質なおもてなし空間を創造するリゾートコミュニティの構築
　②長期滞在旅行者に配慮した安全・安心で快適なリゾート環境の整備
　③雄大な自然景観を活かした魅力的なリゾート空間の形成

・倶知安町は、後志地方の中心部に位置し、支庁（現後志総合振興局）所在地として行政機能を集積しながら、馬鈴薯を中心とした農業とニセコスキーリゾートの観光業を主要産業として発展してきた。

・当地区は、町の南西部にそびえるニセコアンヌプリの裾野に位置し、世界でも屈指の雪質を誇るスキー場を中心に、日本有数のリゾート地の一つである「ニセコ」のリゾートブランドを育んできた。
　
・平成１４年頃から当地区を訪れたオーストラリア人によりパウダースノーを誇るニセコスキー場の魅力が発信されたことを端に海外客が増加し、外国人の視点により多様性を誇る自然環境や羊蹄山、尻別川に代表される自然景観が再注目され、夏季に
おけるアウトドアレジャーも充実し、通年型の国際リゾートとして注目を浴び、現在も外国人観光客が増加し続けている。

・通年型の国際リゾートとして海外富裕層の来訪が増加したことにより、観光投資先として注目を浴び、海外投資家による資本注入が活発化して、コンドミニアム等の高級物件の建設が急増した。
　当地区は、都市計画区域外であったことから、土地利用や建物に関する規制がないまま、開発が進められていたが、スキー事業者や開発事業者、住民の自らの取り組みによる景観統制により、比較的まとまり感のある街区構成がなされていた。
　しかしながら、海外資本による無秩序な開発が危惧されたことから、用途の混在防止や街並みの保全、景観や風致の保全を図るため、倶知安町では平成２０年に準都市計画区域及び景観地区を指定、平成２１年には特定用途制限地域を指定した。

・当地区の観光事業者は旧来、ペンション経営に代表される定住型の零細経営者が大勢を占めていたが、観光投資の注入による買収により大半が撤退し、現在は、コンドミニアムに代表される分譲型別荘が立ち並び、地域に居住せず不動産物件のみ
を所有する個人・法人が地域の８０％を占めるまでに様変わりしている。
　定住型事業者の撤退により、防犯灯やゴミステーション等の管理などのコミュニティ機能が急速に著しく低下したため、コミュニティの再構築が喫緊の課題となっている。

・平成２３年度より、地区のメインストリートとなっている道道ニセコ高原比羅夫線（通称ひらふ坂）のロードヒーティング・電線類地中化工事が進められ、これに併せて地域の魅力を活かす街並み景観づくりの住民ワークショップが開催されるなど、魅力的
なリゾート空間形成にかかる成熟された合意が形成されつつある。

・平成２３年の東日本大震災以降、ひらふ高原地区を中心に低調気味だった不動産投資も盛り返してきており、平成２６年に入り国定公園エリアを中心に、中高層のコンドホテルが数棟計画されるなど、土地利用をはじめ人や車の動きも年々変化・活性化
の様相を呈している。

・定住型事業者の撤退によるコミュニティ機能の低下及び長期滞在外国人旅行者のためのコミュニティ機能の不足
・国内事業者による旧来と海外資本よる新鋭が混在した混沌とした街並み及び歩行者に配慮されていない老朽化した生活基盤
・自然景観に配慮した建築物、広告物等への誘導

・第５次倶知安町総合計画では、本地域を本町の重要な産業の一つであり本町発展の核として観光業の拠点となす観光リゾート地域として位置付けており、持続的な発展のための施策展開の方針が定められている。
・倶知安町観光振興計画では、本地域を観光拠点として位置付けており、長期滞在型の国際リゾートとしての成熟と発展のための施策展開の方針が定められている。
・都市計画マスタープランでは、本地域を国際観光の拠点として位置付けており、自然景観に配慮した秩序ある土地利用の方針が定られている。
・地域ビジョンにおいて、国際リゾートとして地域の整備方針が定められている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他
１．計画の策定及び運用管理
　当該計画については、ひらふ高原地域の活性化を検討することを目的に平成25年7月設立された「ひらふ高原地域のまちづくりを検討する会（現在、「国際リゾート都市づくり検討会」に改称）の検討の成果を踏まえ作成した。
　「ひらふ高原地域のまちづくりを検討する会」は、委員だけの検討だけではなく、住民等の自由参加によるワークショップを開催し、地域住民の意識高揚や連帯を図りつつ、検討が進められている。
　当該計画事業の実施における課題整理や実施調整、中間評価・実施後評価については、「国際リゾート都市づくり検討会」が社会資本整備総合交付金評価委員会として機能する。
　事業の進捗状況や成果については、事務局である倶知安町において広報誌やホームページ等により随時住民に周知を行う。
　
　○国際リゾート都市づくり検討会構成
　　委員：一般公募町民等２０人（うち学識経験者１名※北海道大学特認教授）
　　事務局：倶知安町観光課

２．事業終了後の継続的まちづくりについて
　「ひらふ高原地域のまちづくりを検討する会」において作成される地域ビジョン「世界に誇るリゾートヴィレッジ　ニセコひらふ高原」の目的達成のため、第５次倶知安町総合計画、倶知安町観光振興計画との調整・整合を図り、施策を展開する。

方針に合致する主要な事業
・整備方針１（地元住民・事業者と長期滞在旅行者により構成される、上質なおもてなし空間を創造するリゾートコミュニティの構築）
　当該地域の国際リゾートとして持続的な発展のためには、リゾート地に相応しい環境を創造・維持し地域の活性化に資する、定住者・事業者と長期滞在旅
行者によるリゾートコミュニティが不可欠であり、その整備・構築が求められている。
　そのため、コミュニティの活動の拠点となる観光中核施設の建設を行う。

・整備方針２（長期滞在旅行者に配慮した安全・安心で快適なリゾート環境の整備）
　スキーリゾートとして、又、長期滞在型リゾートとして成熟するためには、安全・安心で快適な環境を支える基盤整備が重要である。
　そのため、安全・安心で快適なリゾート環境の創出に資する、ニセコ高原山田線の歩道新設や街路灯の整備を行う。

・整備方針３（雄大な自然景観を活かした魅力的なリゾート空間の形成）
　アジア№１を目指す国際リゾートとして「ニセコ」のリゾートブランドの確立と発展のためには、地域の持つ雄大な自然景観を活かした魅力的なリゾート空間
の創出・維持が重要であり、その整備が求められている。
　そのため、魅力的な空間の創出に資する案内サインの整備や景観に配慮した屋外広告物のローカルルール策定を行う。

(基幹事業)
・観光中核施設整備事業

(提案事業)
・事業効果分析調査

(基幹事業)
・ニセコ高原山田線改良工事
・街路灯整備事業
・案内サイン整備事業
・観光中核施設整備事業（再掲）

(基幹事業)
・ニセコ高原山田線改良工事（再掲）
・案内サイン整備事業（再掲）
・観光中核施設整備事業（再掲）

(提案事業)
・事業効果分析調査（再掲）
・屋外広告ガイドライン策定検討事業



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 倶知安町 直 L=260ｍ 26 28 26 28 70 70 70 70

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設 案内サイン 倶知安町 直 16基 26 29 26 29 20 20 20 20

街路灯 ペンションヴィレッジ地区 倶知安町 直 15基 27 27 27 27 7 7 7 7

高次都市施設 倶知安町 直 2200㎡ 26 30 26 30 600 600 600 600

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（高次都市施設）

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 697 697 697 0 697 …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

倶知安町 直 30 30 30 30 2 2 2 2

倶知安町 直 26 26 26 26 3 3 3 3

合計 5 5 5 0 5 …B

合計(A+B) 702
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

北海道 ○ H22

合計 0

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

道道ニセコ高原比羅夫線高質化事業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用調
査

事業効果分析調査

屋外広告物ガイドライン策定検討事業

まちづくり活
動推進事業

交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

規模事業 事業主体 直／間事業箇所名

住宅市街地
総合整備
事業

（参考）事業期間

281 国費率 0.4

交付期間内事業期間

ニセコ高原山田線

事業箇所名 直／間 規模
（参考）事業期間

連携生活拠点誘導施設

交付対象事業費 702 交付限度額

細項目
事業 事業主体

センターヴィレッジ地区、ペンションヴィレッジ地区

観光中核施設



都市再生整備計画の区域

　ひらふ高原地区（北海道倶知安町） 面積 187 ha 区域 山田、樺山、岩尾別、比羅夫の各一部
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ニセコグランヒラフスキー場

都市計画区域

都市計画用途地域

準都市計画区域

国道

道道

凡 例

都市再生整備計画区域

サンスポーツランド

花園ニセコスキー場

西小学校樺山分校

ひらふ高原中央公園

倶知安町役場

後志総合振興局

ＪＲ比羅夫駅

0

ＪＲ北海道（函館本線）

北海道新幹線（予定）

国道５号

道道６６号

国道２７６号

国道３９３号

道道３４３号

道道５８号

道道６３１号

道道４７８号

至 長万部、函館

至 共和、小樽、札幌 至 赤井川、小樽

至 京極、千歳、苫小牧

至 京極

至 蘭越

至 岩内

至 洞爺

ＪＲ倶知安駅

北海道新幹線倶知安駅（予定）

ニセコヴィレッジスキー場

ニセコアンヌプリスキー場

至 ニセコ、函館 至 長万部、東京

至 小沢、札幌

至 札幌


