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「北海道新幹線倶知安駅新駅周辺整備構想（案）」についての意見募集の結果及び意見に対する倶知安町の考え方 

 

１．意見募集の結果について 

 

募 集 期 間 平成 31年 3月 14日（木）から平成 31年 3月 27日（水）まで 

資 料 公 開 場 所 倶知安町ホームページ及び倶知安町まちづくり新幹線課新幹線係 

意 見 提 出 者 数 ５名（５名のほか、町外からの提出者が１名） 

意 見 項 目 数  

 

 

２．意見の内容と倶知安町の考え方について 

 

 別紙一覧のとおり 

 

※個人情報、その他相手の特定に繋がるような記載については一部要約しています。 

 

※その他、多様な観点からご意見をいただきました。感謝を申し上げますと共に、それらについては今後の改善に取り組み、関係部署と情報共有し

て活用させていただきます。 
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No. いただいた意見 倶知安町の考え方 

１ 既存の商店街、飲食店街を生かす計画がなされているが、新幹線の

開通時、またその後も営業を続けられる商店・飲食店がどれほどある

のか疑問である。高齢化による後継者の不在、経営状態の悪化などを

理由に既に営業の継続を続けられず廃業する・売却する例が後を立た

ない状況であるのに甚だ疑問である。 

また豪雪地帯特有の冬季に行動を制限される生活を考えるならば

駅と直結したショッピングセンター型の大型商業施設、バスやタクシ

ーなどへの屋内乗り換えターミナル、屋内駐車場こそ真に住人の利益

となるのではないかと考える。 

既存の不便を引き継いだ生活や様式を「倶知安らしさ」と定義づけ

ていては将来へ向けた建設的な「変化」は望むことすらできない。特

に新幹線開通時、また新幹線開通後に現役世代として地域を支える事

になる世代の意見を多く取り入れる方法を模索するべきだと考える。    

既存のパブリックコメントの求め方では高齢者の意見が多く集ま

り、多数派の意見となりやすい傾向があると見受ける。これから計画

された町で実際に暮らす事になる世代の意見をきちんと取り上げる、

またそういった世代に今後の町のあり方をよく考え計画や議論に参

加する用に働きかけるべきだと考える。既存の既得利権に左右されず

に 11 年後、20 年後、30 年後の住民にとっての暮らしやすさを見据

えた幅広い議論を強く望みたい。 

 

 

 

 

 これまでの住民による新幹線まちづくり検討委員会において、“駅前通

りのにぎわい”を一つのキーワードとして、駅周辺のまちづくりの提言

を受け、今回の基本構想にも引き継いでおります。 

 したがいまして、整備の基本方針として、駅前通りを賑わいの拠点と

し、まずは町民が駅前通りを中心とした駅周辺を日常の一部として利用

できるような一つの居場所となる取り組みが求められ、魅力が増すこと

でインバウンドをはじめとする観光客等が駅前通りを訪れ、飲食や周

遊、滞在によって良い印象をもっていただき、リピーターとして、ま

た、新たな観光客を呼び込んでくれるサポーター役を担っていただくこ

とを期待しています。 

 また、「豪雪」「不便」といった現状と、今後の新幹線開業に向けて、

もたらされるであろう「変化」への対応については、ご指摘のとおりと

考えております。 

一方で「不便」を排除して「快適」にするには、何かを犠牲にするこ

とも考えられますので、どこかで「倶知安町らしさ」というものを生か

して日々の暮らしの中で乗り越えていくことも将来の倶知安の発展のた

めには必要なことと考えております。 

 いずれにしましても、今後のまちづくりには既存の商店、飲食店の

方々の協力が必要不可欠なことはもちろんのこと、新幹線開業時に活躍

される世代からのまちづくりへの関わりも大切であると考えておりま

す。

いただいたご意見につきましては、貴重なご意見として参考とさせて

いただきます。 



3 

 

２ 我々全員は、近づく新幹線の開通を楽しみにしています。しか

し、町にとって本当の良い結果を得るためには、人々が駅前で買い

物をし、駅前で時間を過ごし、楽しむことのできる街づくり計画に

する必要があります。以下、何点かご提案いたします。 

 

1) 駅前通の道路幅を拡大すると聞いています。良いと思います。 

通り沿いに縦列駐車のできるコインパーキング（100円で 60分（札

幌でのような）が買えます）を設置してください。 

現在の状況では、観光客は駅前通りで楽しむことはできません。駐

車場がないからです。レストランや商店の専用駐車場はあります

が、共有の駐車場は少なく、またあったとしても看板はすべて日本

語で観光客には見つけられません。駅前通りに活気を取り戻すに

は、アクセスを容易にする必要があります。路肩部分を駐車スペー

スにする場合、除雪の問題があると思うので、たとえば、午前 8時

から午後 12時までを駐車場にするなどの規制をするべきかもしれ

ません。また、本件構想の中にある駅裏の新しい駐車場ですが、初

めてニセコに訪れる観光客にはわかりづらい位置にあると思いま

す。また、冬期間に歩くにはあまりに遠く、寒さが厳しい中、夕食

のために小さい子供を連れ駅前のレストランに行く際に、その駐車

場を使用するとはとても思えません。 

 

2) 駅前通の景観やデザインは洗練されたものであるべきです。 

倶知安やニセコ観光圏の玄関口である現在の駅前や駅前通りの景

観は最悪です。例えば、駅前通りと５号線との角地にある書店は、

建物の裏手が駅前通りに面しています。駅前通り側から店の間口が

 

 

 

 

 

1)駅周辺整備にあたっては、駅前通は賑わいを創出できるよう、歩きや

すい道路空間作りを目指しており、無電柱化、歩道の拡幅等を整備方針

としており、現状ではコインパーキングのような路上駐車を促すような

ことは考えておりません。 

 しかしながら、駐車場整備は重要な課題(駐車場不足、雪対策等)の一

つでもあることから、利用者の方々の利便性、快適性を確保するべく検

討してまいります。 

 いただいた意見につきましては、貴重なご意見として参考させていた

だきます。 

  

 

 

 

 

 

 

2)ご指摘のとおり、駅周辺や駅前通りは、当町はもとより国際リゾート

地の玄関口として魅力ある町並み形成が求められることから、今後、景

観のあり方について検討してまいります。 

いただいた意見につきましては、貴重なご意見として参考とさせてい
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なく、駅前通りの活性化という点においては最悪の状況です。町が

建築確認時に助言や指導をしなかったことが悔やまれます。たとえ

正面入り口が５号線側であるとしても、彼らは駅前通に沿ったウイ

ンドウディスプレイをするべきでした。 

 

3) 駅前通に面する建物に外観の補修と景観の維持に対する義務を課

すこと。 

建物を建築したあとの維持管理に関する規則が必要です。現状で

は、まるで爆弾で攻撃されたかのような、およそ 30年前の建物を

多く見ます。これでは町の景観は保たれません。物件の所有者は、

倶知安の玄関口である駅前通りを誇に持ち、気品を保ち、景観を維

持する必要があります。 

 

4) 町税で駅前通でロードヒーティングをしてください。 

現状ではヒーティング部分とそうでない部分があり大変危険で

す。前面のヒーティングは一つの店の利益ではなく、より良い町を

つくることにつながります。深く考えてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただきます 

 

 

 

 

3)同上 

 

 

 

 

 

 

 

4)駅前通りは北海道が管理しており、歩道部分におけるロードヒーティ

ングは地元商業者の費用負担で一部分が整備されているところです。 

 限られた予算の中で、車道の除雪は北海道、流雪溝の管理は町が行な

っており、歩道除雪については沿線商店業者にて、各自責任を持って対

応しているところです。 

しかし、近年は空き店舗が増加するなど、使用されていない場所もあ

り、歩道部に段差が生じ問題化されており重要課題として認識しており

ます。 

いただいた意見につきましては、貴重なご意見として参考とさせてい

ただきます。  
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5) 統合した公園エリア。 

駐車場計画の 1つとして、体育館の横の緑地の整備があります。

良いと思います。そこに子供たちの遊具と若干のピクニック・テー

ブルや BBQスペース(オーストラリアやハワイなどにある電気式の

もの)を置いてください。) 

日本の都市計画について大変残念なことは、いろいろなエリアがあ

まりにも区分されて、大きな 1つの簡単に使えるスペースを作り出

していないことです。駅前で買い物をして楽しんだあと、子供と公

園まで歩きそこで楽しむことができる。すべてを一体化して考えて

見てください。誰もが使えるよい公園を作ってください。 

意見の機会をいただきありがとうございます。 

大きな計画ですので、町が良い倶知安にしていくためにより良いビ

ジョンを描いていただくことを、切実に望みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)駅に隣接する旭ヶ丘公園はスポーツ・レクリエーション・散策路・憩

いの場など、広大な敷地に様々な機能を備えた総合公園となっていま

す。 

駅周辺施設の整備にあたっては、バスターミナルや駐車場施設につい

て旭ヶ丘総合公園の一部を利用する方向で検討しておりますが、あわせ

て旭ヶ丘公園の機能・配置についても改めて検討する必要があると考え

ております。 

いただいた意見につきましては、貴重なご意見として参考とさせてい

ただきます。  
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３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

「北海道新幹線倶知安駅新駅周辺整備構想 （案）」 に関するパブ

リックコメントを提出いたします。新幹線開通及び、新駅周辺再整

備は倶知安町の将来において 大変重要な出来事であり、ひらふ地域

の観光振興にも大きな意味を持つものと考えております。 

 

① 新幹線開通がこの町にもたらす変化の分析と考察                   

まず、新幹線開通 によって、この町にもたらされる変化について

様々な角度からの分析、考察が必要だと思います。 

新たに倶知安駅を利用することになる人々を目的や属性ごとに分類

し、それぞれのニーズ（駅周辺に期待される役割、機能）の洗い出

し、人数や行動パターンの予測、季節や時間帯による変化の予測な

どをつぶさに行うことにより、この町にどのような変化が起きるの

かということを詳細に検討する必要があると思います。 

 

② 変化に町をフィット（適応）させていくという視点 

先に述べた変化の予測を基礎にして、町をどのようにフィット

（適応）させていくかを考えていくべきだと思います。 

本構想（案）P12,P16にはエリアの機能ごとにゾーニングのイメー

ジが示されているものの、現状を踏襲している印象が強く、新幹線

開通に よってもたらされる変化にどう対応してフィット（適応） 

させていくかという視点が弱いように感じます。 

新幹線開通に対応した整備構想であることを念頭に、新幹線開通

という出来事と各ゾーンの関係性を整理してみてはいかがでしょう

か。 

③ 機能誘導の具体的な手法 

 

 

 

 

 

①②③ご指摘のとおり、変化の予測とそれに対応したまちづくりは、今

後の整備計画の策定にあたっては重要な視点であると考えております。  

一方で、新幹線開業後も見据えた長いスパンで見た場合に、当町の身

の丈にあった、また、現状の「倶知安町らしさ」も生かされるような検

討も求められると考えております。 

したがいまして、駅周辺に求められる機能については、今後の民間の

開発動向も十分に意識しながら、具体の手法やスケジュールについて、

今後検討してまいります。 

 いただいた意見につきましては、貴重なご意見として参考とさせてい

ただきます。  
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ゾーニングとゾーンごとの機能誘導は、まちづくりの方向性を定

め る重要な課題ですが、機能を誘導する具体的な手法に触れられて

おらず、また「 4 .整備のスケジュール」では機能誘導に関する事

業のスケジュールが示されていないため、具体的なイメージが、し

にくいと思います。具体的な手法やスケジュールについても是非ご

検討いただきたいと思います。 

  

④ 交通基盤整備 とまちづくり全体の関連性 

交通基盤整備（駅前広場 、駐車場 、道路）の案を見る限り、新

たな駅利用者は駅西口の利用が多くなるように見受けられるため、

賑わいを創出しようとしている駅東口への具体的な誘引策が必要だ

と思われます。 

それと、本構想（案）の中では、全体のまちづくりについては抽

象的に述べられているのに比べ、交通基盤整備だけが具体的に示さ

れている印象があります。全体整備構想の中で、交通基盤整備だけ

が先行して、他のゾーンとの関連性を失うことの無いよう検討を進

めていただきたいと思います。 

なお、最後に、函館北斗駅前の整備状況など、他の町の事例など

の比較事例を挙げていただくことも、町民の理解を深めるには有効

だと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④駅周辺整備にあたっては、町としての「にぎわい」は駅前通りを拠点

とすることを検討しています。 

 「歩く楽しみを感じて集まり、にぎわい広がる駅前通り」をコンセプ

トとし、駅周辺施設のハード面のみならずソフト面での対応も検討して

まいります。 

 また、並行在来線の存廃に関わらず、町の目指す姿として整備の方向

性をゾーン化して示しておりますが、交通基盤の整備にあたっては、こ

れら各ゾーンとの連携も当然重視しなければならないものと考えており

ます。 

 なお、他市町村の駅周辺整備事例等については、今後、整備計画策定

の中で検討してまいります。 
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 ４ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・駅の役割として、吹雪などによる足止めをうけた時の受け皿とし

ても考えた方がよい。体育館の災害時の対応とも合わせて検討して

ほしい。（P18） 

・旭ヶ丘公園にも思慮が及ぶのなら、風景としての印象づけだけで

なく、役割・機能の見直しもしっかり行なってほしい。（P10） 

 

・駅関連施設として駐車場の利活用には、駐車予定台数など、積極

的に周辺町村への配慮も取り入れてほしい。（P10、P31） 

 

・住工共存ゾーンとあるが、物流拠点として適した立地なのはわか

るが、工業施設を誘致するのは町のイメージと合っていない。

（P12） 

 

・高さの規制は早くかけた方がいい。駅前通りの北側も南側も最大

でも既存の建物の高さとした方がいい。経済活動の妨げとなるの

で、高さが合ったほうがいいとあるが、これは都会の理論であっ

て、景観や自然を売りにしている地域で考えることではない。ま

た、駅を出た時の駅前通りに向けた空の広けた景色が良さとしてあ

げられているので、空をせばめることはしないほうがよい

（P15,P17,P20,P24,P25） 

・駅と各交通機関のアクセスルートには最低限でも屋根がほしい

（P28） 

・駐車場にも全体とはいかなくても屋根が欲しい（P29） 

 

 

・大雪や台風等の異常気象や災害発生時を想定して、町営体育館等の近

隣施設の活用及び関係機関と連携した災害対応等について検討してまい

ります。 

・駅周辺施設の整備にあたっては西側公園緑地での土地利用を検討して

おり、合わせて役割、機能等についても見直しを含め検討してまいりま

す。 

・駐車場整備については、近隣市町村や観光客等の利用者も考慮した、

適正な規模、機能、配置等を踏まえ、過大な施設とならないよう検討し

てまいります。 

・ゾーニングについては、今後も、検討していかなければならないもの

と考えております。 

いただいた意見につきましては、貴重なご意見として参考とさせてい

ただきます。 

・高さ制限のあり方については、現状の「倶知安町らしさ」を踏まえ、

羊蹄山の眺望確保、町並みの形成等、様々な観点から、今後、関係団体

等と広く意見をいただきながら検討してまいります。 

いただいた意見につきましては、貴重なご意見として参考とさせてい

ただきます。 

 

 

・屈指の豪雪地帯である本町の気候特色を踏まえ、雪に対する対策は当

然検討しなければならない重要課題と捉え、検討してまいります。 

・同上 

 

 



9 

 

 ５ ・スケジュールにおいて、在来線の存廃を早く決定し、代替交通の

検討を進めてほしい（P53） 

 

 

・駅周辺の商業施設やバスターミナルに無料 Wi-Fi を整備し、多くの

人が利用してもスムーズにインターネットにつながれる環境を整備

すべき。 

 

・駅前通りでは、既存の飲食店の閉店や廃業が続きそうで、このま

までは新幹線乗客の利用する飲食店の選択肢が減る可能性がある。

駅施設内にどれだけ飲食店を確保できるかわからないので、駅前通

りに飲食店を充実させる施策をとれないか。 

・駅前ホテルの温泉を利用し、もらい湯による足湯などの施設を作

るべき。 

・水道水が美味しい町「倶知安」をもっと売り込めるよう充実した

水飲み場の設置を検討すべき。 

・スキーエリアと新駅との移動がスムーズにできるような機能的な

バスターミナルを建設すべき。 

・駅裏の一般駐車場は駅利用以外の駐車を避けるため有料の駐車場

とし、1 泊以上の駐車は 1 階屋根付き、短時間利用は 2 階（屋根なし夜

間は除雪のため駐禁）とするべき。 

・駐車場 1 階、2 階とも階の上下なく駅や商業施設に移動可能なルー

トを確保するべき。 

・商業施設には、新駅寄りに建替えと施設充実を依頼する。2 階は後志

の特産品販売やフ ードコート専用フロアとしてもらうべき。また、

・並行在来線の存廃については北海道と沿線自治体で構成される「北海

道新幹線並行在来線対策協議会」において、その方向性が示されること

となっており、本町としては早急に判断を示すよう要望しているところ

です。 

・昨今、新幹線車両や商業・公共施設等において無料 Wi-Fiサービスの

整備が拡大しているなか、今後、検討すべき事項と考えております。 

いただいた意見につきましては、貴重なご意見として参考とさせてい

ただきます。 

・駅施設内に備えるべき機能等については、駅舎のコンセプトを含め、

今後検討していく予定であり、駅前通りのあり方についは商工会、商店

街の方々等の協力、意見を賜りながら検討してまいります。 

 

・住民や観光客等の利用者にとって喜ばれる賑わいを創出する空間を整

備する観点からも、貴重なご意見として参考とさせていただきます。 

・同上 

 

・ニセコエリアの利用客の利便性を追求した動線を確保すべく、検討し

てまいります。 

・いただいた意見につきましては、貴重なご意見として参考とさせてい

ただきます。 

 

・同上 

 

・同上 
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夏期にはオープンカフェも開設するべき。 

・商業施設には、建て替えへの協力に対し、買い物客は、一定時間無料

で駅裏一般駐車場が利用できるようにする。 

・駅前通りの機能を実現するため、外国人による土地所有が進んで

いるが、地権者たちにインセンティブを与える政策誘導をすべきか

の議論をするべき。 

 

・駅前通りの再整備は、行政主導で進めるのはほぼ不可能に思えるの

で、10 年後には築 30 年となる体育館について取り壊しも含め、駅裏

の再開発を考えるべき。 

 

 

 

・ハード整備にかけられる予算額を知りたい。また、駅周辺開発に伴

い公共施設（体育館、プー ル、スキー場、パークゴルフ場、多目的

グラウンドなど）の利活用についても知りたい。 

  

 

 

 

 

 

・提示された整備構想には、新しい熱源や電気インフラ整備など、

克雪を視野に入れたプランが全く見られないが、下水管の熱を利用

したロードヒーティングや天然ガスを利用した発電や熱供給など、

 

・同上 

 

・昨今、外国人の投資が活発となっており、駅前通りにおいても外国人

の方の土地所有者が増えていることは認識しているところであり、いた

だいた意見につきましては、貴重なご意見として参考とさせていただき

ます。 

・旭ヶ丘総合公園については、駅周辺整備にあたり土地の一部を利用す

ることを検討しており、現状では総合体育館は継続使用する予定です。 

 都市計画法に基づき整備した公園のため再開発にあたっては補助金の

返還、都市計画法の変更等、様々な課題を整理しなければなりません

が、いただいた意見につきましては、貴重なご意見として参考とさせて

いただきます。 

・整備構想においては、町が目指すまちづくりおいて、必要とする機能

を中心に検討しており、各施設の機能、配置、規模等については、今

後、整備計画を策定する上で、より具体的に検討を進めるところです。 

 また、並行在来線の存廃の方向性が見えない中、周辺施設の機能配置

等に大きな影響を及ぼすことから、事業費の算出についてしておりませ

んが、整備計画策定の中では概算ではありますが事業費を示す方向で検

討しています。 

 駅周辺整備に伴い災害時対応による体育館等の施設の利活用について

今後検討していくところです。 

・豪雪地帯である本町の雪対策は重要課題として認識しています。 

 下水熱を利用した積雪対策等、いただいた意見につきましては、貴重

なご意見として参考とさせていただきます。 
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もっと新しいことにチャレンジしてほしい。 

 


