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１．整備構想について

１-１．背景・目的

2030年度末（平成 42年度末）の北海道新幹線倶知安駅の開業に向けて、町民による魅
力あるまちづくりのための駅周辺整備について検討を行うため、新幹線まちづくり検討委

員会（以下「委員会」）が設置されました。委員会は、倶知安町より委嘱を受けた学識経験

者、産業団体等の推薦者、公募の町民によって組織され、平成 26年度から平成 29年度ま
でに、駅周辺や市街地のあり方、周辺地域等との連携などについて検討を行い、平成 30年
3月 22日に、4年に渡る検討結果を取りまとめた「北海道新幹線 倶知安駅周辺のまちづ

くり提言書」（以下「提言書」）が、委員長から町長へ手交されました。

倶知安町では、この提言書を受け、北海道新幹線倶知安駅の開業に向けた、まちづくり

のあり方について検討を行い、コンセプトである「人がつながり地域がつながる新幹線ま

ちづくり ～みんなで進める新幹線駅周辺整備とにぎわいの創出～」を目指し、「北海道新

幹線倶知安駅新駅周辺整備構想」を策定しました。
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１-２．構想の位置づけ

１-２-１．上位計画に記載されている内容の確認

（１）総合計画

第 5次総合計画では「将来、整備が予定される新幹線を核としたまちづくりに取り組み
ます。（p.15）」と新幹線駅を中心としたまちづくりを行うことが示されています。また、
「町の活力を生み出す経済活動と国内外との交流拠点として、倶知安駅周辺、新幹線駅周

辺の都市機能の充実と交流機能の創出をめざします。（p.18）」と、新幹線駅周辺における
機能について記されています。

土地利用の基本方向
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（２）都市計画マスタープラン

都市計画マスタープランでは「この 10年間の急激な社会経済情勢の変化に加え、今後
も、北海道新幹線の延伸整備、北海道横断自動車道（後志自動車道）の事業化など、当町の

土地利用や交通体系は大きく変化する見通しとなっており、新たな将来都市構造を明らか

にした上で、計画的な整備、開発又は保全を図ることが求められています。（p.1）」と記さ
れています。

その他、新幹線駅周辺整備に関することとして、次のとおり明記されています。

◆まちづくりの基本的な方向性

￭ 北海道新幹線と北海道横断自動車道の整備による広域交通ネットワークの充実・強

化を追い風として、札幌を始めとした周辺都市のみならず国内外との広域的な交流・

連携を拡大し、目指すべき国際リゾート地にふさわしい機能、空間、魅力、風格を備

えた町へと成長を続けます。（p.42）

◆目指す将来の都市イメージ（p.43）

◆都市づくりの基本目標

￭ 新幹線倶知安駅や（仮称）倶知安 IC 等の広域交通結節点を活かして、広域連携を推
進するとともに、後志管内の地域中心都市として、また、今後日常的な生活圏になる

札幌などの周辺都市や増加が予想される国内外からの来訪者を迎える場所として、中

心市街地の賑わいや回遊性の向上により、国際リゾート地にふさわしいまちづくりを

推進します。（p.43）
￭ 無秩序な市街地の拡大を抑制しながら、現在の市街地内の既存ストックを有効に活

用して、徒歩や公共交通で暮らせるコンパクトなまちづくりを推進します。（p.43）
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◆中心商業地

￭ 将来都市構造図の「賑わい交流ゾーン」に対応し、倶知安駅から国道５号にかけた商

業系用途地域を中心とする一帯を「中心商業地」と位置付け、商業・業務施設の集積

や賑わい創出につながる公益的な施設の立地・誘導を図ります。（p.51）
￭ 将来都市構造図で「回遊軸」に位置づけている駅前通り（道道倶知安停車場線）を中

心に、徒歩や自転車による店舗や飲食店への回遊が図られるような空間を形成し、地

域住民や買い物客はもとより、観光客等の来訪者も交流する賑わいの創出を目指しま

す。（p.51）

◆用途地域の適正な見直し

￭ 現状の土地利用と相違している用途地域がある地域において、将来にわたって現状

の土地利用を維持する必要がある場合には、当該地域に合った適正な用途地域の見直

しを検討します。（p.52）
￭ 北海道新幹線の建設や道路等の基盤整備によって新たな土地利用が見込まれる地域

においても、目指すべき土地利用の方向性を考慮しつつ、適正な用途地域への見直し

を検討します。（p.52）

◆広域交通ネットワークの整備

￭ 当町は、後志地域の中央部に位置し、後志管内の地域中心都市であることからも、今

後整備される北海道新幹線や北海道横断自動車道の広域交通ネットワークの中心と

して重要な役割を担うこととなります。このため、これら広域交通ネットワークの整

備促進と併せて、広域連携の観点から周辺市町村からのアクセスも重視した広域交通

結節点の機能強化を図ります。（p.56）
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１-２-２．構想の対象範囲

本整備構想では、新幹線駅周辺の施設及びまちづくりについて検討しています。下図に

その範囲を示します。この他にも、接続する路線を工事等における一定期間使用すること

も考えられます。

１-２-３．構想の見直しについて

整備構想の策定時点では、並行在来線の存廃が決まっていないため、両方の状況を考慮

した計画を検討しています。並行在来線の存廃によって駐車場や道路の配置が大きく異な

ることから、存廃の決定時には見直しを行う必要があります。

また、整備構想において施設を配置している箇所には町有地ではない箇所が多くあるた

め、協議によって土地の取得状況が変化した時にも施設配置の見直しを行う必要がありま

す。

276

5

倶
知
安
駅
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２．まちづくりで目指す姿

２-１．倶知安町を取り巻く環境と課題

①高規格道路 ICと整備新幹線駅開業による倶知安駅の広域ネットワークにおける拠点としての
重要性の高まりと広域交通網充実の必要性

2030年度末（平成 42年度末）の新幹線駅開業、新幹線開業と前後して高規格道路（倶
知安余市道路）のインターチェンジ開通による交通の要衝としての位置づけ、さらに冬季

オリンピックの誘致なども行われていることから、さらなる外国や国内からの観光客等の

来訪者の増加が考えられます。

また、国や後志総合振興局に代表される北海道の行政機関が集中しており、特に羊蹄山

麓地域における中心地であるため、常に人や物、情報が動いていることも倶知安町の大き

な特徴で、新幹線駅の開業等によりますます広域ネットワークにおける拠点としての重要

性が高まります。

近年のニセコエリアにおけるインバウンドの増加、今後の交通施設の整備や国際的なイ

ベントの誘致などを鑑み、これらに対応し、広域的な交通・交流拠点となるようなまちづ

くりを進めることにより「札幌を始めとした周辺都市のみならず国内外との広域的な交

流・連携を拡大し、目指すべき国際リゾート地にふさわしい機能、空間、魅力、風格を備え

た町へと成長を続けます」（都市計画マスタープラン、p.42）。
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出典：倶知安町都市計画マスタープラン（2018.3）p.48

図 ２-１ 将来都市構想図（町全体）
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②旺盛な観光需要、開発需要等による都市構造変化への対応と地域の玄関口としての駅前空間の

必要性

全国の地方都市では人口減少が進む中、倶知安町でも人口・世帯数が減少しております

（住民基本台帳）。しかし、外国人観光客の増加や外国資本による不動産開発が活発化して

おり、市街地周辺では店舗の入れ替えやアパートの立地などで、まちが変化し続けていま

す。その為、駅前空間の地域の玄関口としての重要性も増してきています。

現在の倶知安駅周辺は駅から続く通りにある商店街を中心に商業エリアがあり、歩いて

楽しむことができるまちの魅力を形成しています。北海道新幹線も、現在の倶知安駅に新

幹線の駅舎が設置されることから、駅前通りまで連続したまちなみを維持し、今後の新幹

線駅利用者等にも利用される空間とすることが重要です。

図 ２-２ 倶知安町内の新幹線ルート

駅前通り(商店街)
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２-２．まちづくりのコンセプト

新幹線駅やその周辺は、地域のハブとしての交通結節点として重要です。倶知安町や周

辺地域の住民の利用はもちろんとして、来訪する観光客が倶知安町内や羊蹄山麓地域はも

とより、小樽・余市方面、札幌・千歳方面を経て、さらにその先の道内各地へ訪れるような

観光周遊が形成されることが考えられます。

一方で、世界中からニセコを目指してくる外国人観光客を含め、新幹線で訪れた人々に

良い印象を持ってもらい、倶知安町内での周遊や滞在をしてもらうためには、駅前通りを

中心とした市街地のにぎわいが必要です。そのにぎわいは、倶知安町民自らが楽しみなが

ら活き活きと暮らす中から生まれるものであり、地域住民にとっても利用滞在したい場所

である必要があります。

これらを実現していくため、今いる人とこれから来る人、今ある施設とこれから創られ

る施設、この場所と他の場所など、人・空間・時間のつながりが広くにぎわいを創出して

いくまちづくりを目指し、まちづくりのコンセプトを以下のように設定します。

◆駅周辺のまちづくりのコンセプト

２-３．まちづくりの基本方針

駅周辺におけるまちづくりのコンセプトの実現に向けて、これからの駅周辺のまちづく

りを次の 3つの方針で進めていきます。

（１）土地利用に関する方針－まちの賑わいを生かしてつなぐ

① 賑わい拠点と駅をつなぐ

・ まちとして賑わいを創出する場所（賑わい拠点）は駅前通りおよび商店街とし、駅から一

体的な空間とする

・ 駅舎におく都市機能は「お土産の販売・軽食、観光案内、クロークサービス」など、最低

限の施設とする

・ 来訪者が駅から駅前通りへ気持ちよく誘導できる広場を整備する

② 景観維持と都市機能の確保

・ 駅から近いところに宿泊施設を誘導しつつ、街並みを維持する

・ 商業エリア及びその周辺における高さ制限

人がつながり地域がつながる新幹線まちづくり

～みんなで進める新幹線駅周辺整備とにぎわいの創出
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③ 駅と駅西側の旭ヶ丘公園と一体となった空間を整備する

・ 旭ヶ丘公園を風景として取り込んだ自然豊かな街・駅を印象づけることができる空間

（２）駅関連施設整備に関する方針－誰でも使いやすいターミナル形成

① 初来訪者でも外国の方でもわかりやすい乗換空間とする

・ 路線バス、高速バスなどのバスベイ1

・ タクシーベイ2

・ コミュニティバス3の乗降場の整備

② 地域住民の日常利用に対応した駐車場を整備する

・ 住民が送迎できるスペースの確保（K&R4停車所）

・ 住民の駅利用者が駐車しておける P&R5駐車場

③ 様々な観光形態に対応した駐車場を整備する

・ 修学旅行などの団体に対応できる大型車両の駐車場

・ 宿泊施設関係者が円滑に送迎できる駐車場

④ 豪雪地帯に配慮した空間とする

・ 新幹線高架下の有効活用

・ 屋根等設置の検討

⑤ 来訪者を駅から駅前通りへ誘導できる広場を整備する

・ 街へ気持ちよく誘導することができる空間

（３）交通ネットワークに関する方針－円滑で安全な広域的交通結節点の形成

① 多様な交通手段により集中する駅周辺の交通の適切な処理

・ 交通手段の特徴に応じた主要動線の分離

・ 駅から連続して駅前通に移動できる動線の確保

・ 歩きやすい駅前通り

② 交通ネットワークの強化

・ ひらふや羊蹄山麓市町村等、近隣市町村その他各方面から駅へのアクセス性を改善する

道路改良（幅員の確保）

・ 駅と ICを大幅な迂回なく円滑に接続可能な道路整備

1 バスベイ：バス専用の停車スペースのこと。
2 タクシーベイ：タクシー乗り場のこと。
3 コミュニティバス：地域住民の移動手段を確保するために地方自治体等が実施するバスのこと。
4 K&R：キスアンドライド。自宅から駅やバス停まで自家用車等で家族に送迎してもらうこと。
5 P&R：パークアンドライド。自宅から自家用車で駅やバス停まで行き、車を駐車させた後、鉄道や
バスなどの公共交通機関を利用して目的地に向かうこと。
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２-４．まちづくりで目指す姿

これらの方針でのまちづくりの目指す姿を次頁に図示しました。駅周辺をいくつかのゾ

ーンに分け、その整備の方向性を示したものです。並行在来線の存廃に関わらず、まちづ

くりとして必要な事項となっています。
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レクリエーションゾーン
計画的かつ効果的な維持管理に努め、ユニ
バーサルデザインの考え方に立った整備に努
めます。

住商共存ゾーン
中心商業地の外縁部分において、良好な
住環境を確保しつつ、地域の生活に必要な
商業・業務施設の立地もある、利便性の高
い住宅地の形成を図ります。

住工共存ゾーン
周辺の住環境との調和に配慮しつつ、既存
の工業施設の維持、新たな工業施設や物
流施設の立地を図ります。

駅隣接施設ゾーン
駅の東西にある既存施設は、現状のままで
の利用を考えています。ただし、建物の更新
時には、機能を含め見直しを行うことも考え
ます。

駅パーキングゾーン
駅の東西それぞれに駐車場や送迎車両用
の停車所を設置します。安全・安心に、また、
機能的に駐停車できる構造を検討します。

幹線沿道ゾーン
駐車場を備えた商業施設、工場を併設した
店舗など、自動車交通に対応した沿道型の
まちづくりを行います。

駅エントランスゾーン
駅から東西に移動できるエントランスは、それ
ぞれ市街地や公園への入り口としてふさわし
い空間づくりを行います。

飲食商業ゾーン
倶知安町の繁華街として快適な歩行空間
づくりを行い、明るい夜の賑わい空間づくりを
目指します。

駅前通りゾーン
歩いて楽しみを感じられるまちなみづくりと仕
組みづくりを行うため、歩行者優先の道路づ
くり、まちなかの拠点づくりなどを検討します。

住居ゾーン
用住宅や共同住宅を中心とする良好な住
環境の保全を図ります。


