
ひらふ第一駐車場の再整備について 

総合政策課 

General policy division 

About rebuild of HIRAFU 1st.parking 



Ⅱ ひらふ第一駐車場の形状と駐車台数について 
Ⅱ  Configuration and capacity of parking about new parking 



ひらふ第一駐車場の課題の再整理 

国際リゾート地にふさわしい駐車場としての再整備 

１ 冬季の混雑を解消する ⇒ 駐車場とツアーバス等乗降所の分離 
               歩行者の安全確保 
 
２ スキー場ボトムエリアとしての安定的な駐車台数の確保 
 
３ 国際リゾート地の顔となる“ウエルカムセンター”の新設 
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相反する重要な課題 

冬季の混雑を解消するため、現在の第一駐車場にはない、 
路線バスレーン、ツアーバスや送迎車の乗降所、タクシー 
待機場所などを設置すると駐車スペースが少なくなる 
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冬季の混雑を解消する 安定的な駐車台数の確保 

駐車場以外の施設を設置する 



しかし、第一駐車場は・・・ 
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● スキー場を利用する者にとって、とても便利な駐車場である  

● ニセコ積丹小樽海岸国定公園（自然公園）の駐車場でもある 



相反する重要な課題を解決するために 
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冬季の混雑を解消し、さらに安定的な駐車台数を確保する 

交通ターミナル機能の分散 駐車場の複層化 



交通ターミナル機能の分散とは？ 
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第一駐車場とサンスポに交通ターミナル機能を分散する 

サンスポーツランドに交通ターミナル機能を分散して、 
第一駐車場の交通ターミナル機能を縮小することで、 
冬季の混雑を解消しつつ、より多くの駐車台数を確保する 
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現在は、全てのツアーバスが第一駐車
場を発着点としているため、多くの送
迎車が第一駐車場に集結している 

第一駐車場に上がるツアーバスの本数
が減る（乗降者が減る）と送迎車の台
数も減る 

新しい駐車場の送迎車の待機場を大き
くしないで済む 

第一駐車場の交通ターミナル機能の縮小とは？ 
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新しい第一駐車場を“スキー場前停留所”とすることで、 
新しい駐車場にバス待機場を設置しないで済む 

第一駐車場の交通ターミナル機能の縮小とは？ 
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どのくらいのバスが第一駐車場を利用しているか？ 

行き先 バス名 運行会社 所要時間・ルート ルート・本数 乗客の特徴

空港 中央バス 北海道中央バス 所要3時間33分 ひらふ発４本・日 ・空港からひらふに到着する長距離旅客中心。

空港→ルスツ→アンヌプリ→ビレッジ→ひらふ ひらふ着４本・日 ・降車直後、乗車直前にゲレンデを利用する客は、

合計８本･日 　ほとんど見受けられない。

リゾートライナー 北海道アクセスネットワーク 所要2時間50分 ひらふ発８本・日

空港→ルスツ→ひらふ→ビレッジ→アンヌプリ ひらふ着１０本・日

合計１８本･日

ビッグランズ ニセコグラウンドサービス 所要3時間10分 ひらふ発７本・日

空港→ルスツ→ひらふ→ビレッジ→アンヌプリ ひらふ着８本・日

合計１５本･日

ホワイトライナー 北海道グラウンドサービス 所要2時間30分 ひらふ発７本・日

空港→ひらふ→ビレッジ→アンヌプリ ひらふ着７本・日

合計１４本･日

ニセコエアポートシャトル コアエージェンシーニセコ 所要３時間40分 ひらふ発７本・日

空港→ワンニセコ→ヒルトン→グリーンリーフ ひらふ着９本・日

→ひらふ

札幌駅 中央バス 北海道中央バス 所要3時間6分 ひらふ発２本・日 ・日帰りスキーのゲレンデ利用者が相当数いる。

ひらふ着２本・日

合計４本･日

札幌 リゾートライナー 北海道アクセスネットワーク 所要2時間30分～ ひらふ発３本・日 ・日帰りスキーのゲレンデ利用者が相当数いる。

主要ホテル ひらふ着１本・日

合計４本･日

ホワイトライナー 北海道グラウンドサービス 所要2時間30分 ひらふ発２本・日

ひらふ着１本・日

合計３本･日
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どのくらいのバスが第一駐車場を利用しているか？ 

行き先 バス名 運行会社 所要時間・ルート ルート・本数 乗客の特徴

ルスツ往復 道南バス 道南バス 所要1時間01分（ひらふ・ルスツ間） ひらふ発２本・日 ・ゲレンデ利用客が中心。

大人片道1000円 ひらふ着２本・日

子供片道500円 合計４本･日

路線バス 道南バス 道南バス 所要20分 ひらふ発７本・日 ・ゲレンデ利用客が中心。

大人片道390円 ひらふ着６本・日

※ニセコバスと別ルート 合計１３本･日

ニセコバス ニセコバス 所要18分 ひらふ発６本・日

大人片道390円 ひらふ着７本・日

※道南バスと別ルート 合計１３本･日

循環バス ニセコユナイテッド ニセコフリーパスポート 倶知安→ひらふ→いこいの湯宿 ひらふ発２１本・日

運行は、ニセコバスへ委託 ※夜間は駅まで運行 ひらふ着２１本・日

合計４２本･日

グランシャトル 東急リゾートサービス 8:30～20:30まで ３６～４８本発着／日 ・ゲレンデ利用客が中心。

15～20分間隔で運行

花園シャトル 日本ハーモニーリゾート 7:50～17:10まで ２７本発着／日

運行は、東急リゾートサービスへ委託 20分間隔で運行

※２６４～２８８本のバスが発着
　（混雑時は更に増便あり） ※2016－2017シーズン 
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路線バス・ツアーバス・シャトルバスの走行レーン 

バスタッチ 

一般車両の駐車スペース 
（第一駐車場） 

送迎車・タクシー 
駐車場 

第一駐車場の交通ターミナル機能の縮小とは？ 

路線バス・ツアーバス・シャトルバスの走行レーン 

バスタッチ 
バス駐車場 

一般車両の駐車スペース 
（第一駐車場） 

送迎車・タクシー 
駐車場 

第一駐車場の交通ターミナル機能をサンスポーツランドに分散することで、第
一駐車場の交通ターミナル機能が縮小され、駐車場以外の施設を小さくするこ
とができ、少しでも多い駐車台数を確保することができる 



サンスポーツランド交通拠点のイメージ案 
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サンスポーツランド

Ｐ

路線バス

ツアーバス

送迎車・スキー場シャトルバス

一般車両

ツアーバス待機所 タクシー送迎車

待機所

構内路を１車線で一方通行

にすることで用地を有効活

用し、テニスコートを残すこ

とが可能

建物の表側と裏側で動

線を分けること

で、施設内の混雑を

緩和する

道道３４３号

30mセットバック

Ｐ

Ｐ

大型バスの駐車と

バスレーンの確保には

30m必要となる



現在のツアーバス・路線バス・シャトルバスの分散案 

●第一駐車場に上がるバス 
 ・路線バス（道南・ニセコ・中央） 
 ・スキー場循環バス（東急・花園） 
 ・ニセコエリア内循環バス 
  （ニセコユナイテッド） 

●サンスポーツランド 
 ・ツアーバス（空港・札幌） 
 ・路線バス（道南・ニセコ・中央） 
 ・スキー場循環バス（東急・花園） 
 ・ニセコエリア内循環バス 
  （ニセコユナイテッド） 
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前回、お持ち帰りいただいた課題 

●第一駐車場に上がるバス 
 ・路線バス（道南・ニセコ・中央） 
 ・スキー場循環バス（東急・花園） 
 ・ニセコエリア内循環バス（ニセコユナイテッド） 
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ツアーバス・路線バス・シャトルバスの分散案について 

あくまでも案であって、決定事項ではない 



前回、お持ち帰りいただいた課題 

運行経路に影響があるバス事業者、ツアーバス事業者は 
もちろんのこと、その他の委員の皆さんにも、新しいひらふ 
地域の交通システムとして、ひらふ地区の魅力向上となる 
よう様々な角度からのご意見をいただきたい 
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ツアーバス・路線バス・シャトルバスの分散案について 



前回の有識者会議で出された意見 

○冬季間はバス台数も多いので、分散することは良いが、サンスポ 
 がどのくらいの設備（スペース）なのかが重要 

○日帰り客の送迎対応が求められる 

○第一駐車場を複層化にした場合は、バススペースにも影響が出て 

 くるのではないか 

○サンスポを拠点にした場合、右折による課題がある 

○第一駐車場からだと、下りながら目的地へ向かうことができる 
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前回の有識者会議で出された意見 

○第一駐車場の分散は安全上からも良いことだが、サンスポの拠点 
 は、キャパも含めて十分か懸念がある 

○サンスポを拠点とした場合、送迎など利便性を維持する必要が 

 ある 

○スキー場間をつなぐニセコユナイテッドバスは、第一駐車場まで 

 行く必要がある 

○サンスポでは手狭になると思われる 
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前回の有識者会議で出された意見 

○第一駐車場を交通拠点と宿泊客専用の駐車場にし、サンスポを 
 日帰り客専用の駐車場にする 

○駐車場が不足といっても、それほど困っていないのであれば、 

 バスを中心に考えるべきではないか 
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前回の有識者会議でお持ち帰りいただいた課題について 

フィードバックをお願いします 

ツアーバス・路線バス・シャトルバスの分散案について 



前回の有識者会議で出された意見のまとめ 

１ サンスポーツランドが交通拠点となる十分なスペースを要して 
  いるか 
 
２ サンスポーツランドを交通拠点とした場合のツアーバス利用者 
  などの利便性について 
   ⇒ ツアー旅行者の利便性を考慮した場合、交通ターミナル 
     機能は、サンスポと第一駐車場のどちらにあったほうが 
     よいか 
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前回の有識者会議で出された意見のまとめ 

１ サンスポーツランドが交通拠点となる十分なスペースを要して 
  いるか 
 
２ サンスポーツランドを交通拠点とした場合のツアーバス利用者 
  などの利便性について 
   ⇒ ツアー旅行者の利便性を考慮した場合、交通ターミナル 
     機能は、サンスポと第一駐車場のどちらにあったほうが 
     よいか 
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サンスポーツランドについて 
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サンスポーツランドについて 
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サンスポは、交通拠点として十分なスペースがあるか？ 
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サンスポーツランド交通拠点イメージ案をもとに検証する 
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サンスポーツランド

Ｐ

路線バス

ツアーバス

送迎車・スキー場シャトルバス

一般車両

ツアーバス待機所 タクシー送迎車

待機所

構内路を１車線で一方通行

にすることで用地を有効活

用し、テニスコートを残すこ

とが可能

建物の表側と裏側で動

線を分けること

で、施設内の混雑を

緩和する

道道３４３号

30mセットバック

Ｐ

Ｐ

大型バスの駐車と

バスレーンの確保には

30m必要となる
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タクシー・送迎車の 
待機スペース 

ツアーバス・路線バスの 
待機スペース 
（駐車場） 

駐車場 

新しいサンスポーツランドの建物 

走行レーン 

サンスポーツランド交通拠点イメージ案 
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ツアーバス・ 
路線バスの動線 

サンスポーツランド交通拠点イメージ案 
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送迎車・ 
シャトルバスの
動線 

サンスポーツランド交通拠点イメージ案 



サンスポーツランド交通拠点イメージ案 
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ツアーバス・路線
バスの動線と送迎
車・シャトルバス
の動線を分けるこ
とで混雑を緩和す
ることができる 



サンスポ再整備予定地の大きさについて 
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112m 

サンスポ再整備予定地の大きさについて 
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85m 

サンスポ再整備予定地の大きさについて 
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71m 

サンスポ再整備予定地の大きさについて 
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87m 

サンスポ再整備予定地の大きさについて 
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31m 

サンスポ再整備予定地の大きさについて 
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93m 

サンスポ再整備予定地の大きさについて 
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59m 

サンスポ再整備予定地の大きさについて 
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42m 

サンスポ再整備予定地の大きさについて 
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54m 

サンスポ再整備予定地の大きさについて 
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112m 

85m 

87m 

71m 

59m 

42m 54m 

38m 

31m 
93m 

72m 

サンスポ再整備予定地の大きさについて 
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約11,308㎡ 

交通拠点として十分なスペースがあるか？ 
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約12,519㎡ 

ひらふ第一駐車場・ウエルカムセンター前の面積 
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約11,308㎡ 

サンスポ再整備に要する面積は、これ以上大きくしない 
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走行レーン幅 4.5m 
歩道幅 3.5m 
バスベイ 3m 
サンスポ 22m 

Ａ 

Ｅ 

Ｂ 

Ｄ 
Ｃ 

サンスポは、交通拠点として十分なスペースがあるか？ 
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Ａ から Ｃ までの距離 （85m + 87m） ÷ 2 =  86m 

Ｂ から Ｃ までの距離 

走行レーン幅  4.5m × 2本 = 9m 
歩道幅  3.5m × 2本 = 7m 
バスベイ 3.0m × 2本 = 6m 
新サンスポーツランド建物幅 22m  

9m + 7m + 6m + 22m =  44m 

Ａ から Ｂ までの距離  86m – 44m = 42m  

サンスポは、交通拠点として十分なスペースがあるか？ 
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走行レーン幅 4.5m 
歩道幅 3.5m 
バスベイ 3m 
サンスポ 22m 

42m 

44m 

サンスポは、交通拠点として十分なスペースがあるか？ 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 
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Ｄ から Ｅ までの距離 

112m – 31m = 81m 
（81m + 71m) ÷ 2 = 76m  

9m + 3.5m = 12.5m 

76m – 12.5m = 63.5m  

走行レーン幅  4.5m × 2本 = 9m 
歩道幅  3.5m × 1本 = 3.5m 

サンスポは、交通拠点として十分なスペースがあるか？ 
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走行レーン幅 4.5m 
歩道幅 3.5m 
バスベイ 3m 
サンスポ 22m 

63.5m 

サンスポは、交通拠点として十分なスペースがあるか？ 

Ｄ 

Ｅ 
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走行レーン幅 4.5m 
歩道幅 3.5m 
バスベイ 3m 
サンスポ 22m 

42m 

63.5m 

44m 

サンスポは、交通拠点として十分なスペースがあるか？ 
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63.5m × 42m = 約2,667㎡  

大型バスのサイズ ⇒ 全長12m未満 車幅 2.5m 

の部分の面積 ⇒ ツアーバス・路線バスの待機スペースの面積  

大型バス1台分の駐車スペース ⇒ 長さ 15m 幅 4m と仮定する 
 ※標準：長さ13m  幅3.3m                15m × 4m = 60㎡ 

待機スペースに駐車できる大型バスの台数 2,667㎡ ÷ 60㎡ = 約44台 

サンスポは、交通拠点として十分なスペースがあるか？ 
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走行レーン幅 4.5m 
歩道幅 3.5m 
バスベイ 3m 
サンスポ 22m 

42m 

63.5m 

約22台分 
44m 

用途未定スペース 

大型バスのサイズ 
 全長 12m未満 
 車幅 2.5m 

サンスポは、交通拠点として十分なスペースがあるか？ 



前回の有識者会議で出された意見のまとめ 

１ サンスポーツランドが交通拠点となる十分なスペースを要して 
  いるか 
 
２ サンスポーツランドを交通拠点とした場合のツアーバス利用者 
  などの利便性について 
   ⇒ ツアー旅行者の利便性を考慮した場合、交通ターミナル 
     機能は、サンスポと第一駐車場のどちらにあったほうが 
     よいか 
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ひらふ第一駐車場の再整備について 

総合政策課 

General policy division 

About rebuild of HIRAFU 1st.parking 



Ⅱ ひらふ第一駐車場の形状と駐車台数について 
Ⅱ  Configuration and capacity of parking about new parking 



Marshal agendas for rebuilding HIRAFU 1st.parking 

Rebuilding an appropriate parking for the international resort area 

１  Relieve traffic congestion in winter ⇒ Separate the bus stops from the general parking space  
                                                                                              increase pedestrian safety 
                         
２  Secure enough parking capacity for tourists at the bottom of the ski field 
 
３  Rebuilding new Welcome Center appropriate for the international resort area 

1 



Conflicting important agendas 

The general parking lot will decline due to set up new bus lane, new 
aboard buses and taxi pool that does not exist now in HIRAFU 
1st.parking  for relieve traffic congestion in winter. 
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Relieve traffic congestion in winter Secure enough parking capacity 

Set up of facilities not involving parking 



However, HIRAFU 1st.parking is … 
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● Very convenient parking for the skiing ground user.  

● Parking of NISEKO-SHAKOTAN-OTARU Cost natural park 



To resolve conflicting important agendas 
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Relieve traffic congestion and Secure enough parking capacity  

Distribution of traffic terminal function Multistory parking lot 



Distribution of traffic terminal function 

5 

Necessity of distribution of 1st.parking and SUN SPORTS LAND 

Move traffic terminal function to SUN SPORTS  LAND, 
Thereby ,relieve traffic congestion and secure enough parking 
capacity  
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Now, many pickup cars gather at 
1st.parking due to all tour buses use 1st. 
parking as a departure and arrival point. 

If  tour buses coming to 1st.parking 
decrease, pickup cars decrease, too. 

No need to enlarge the parking space for 
pick up cars. 

Down scale traffic terminal function of 1st.parking 



7 

By casting new 1st.parking as “Bus stop front of skiing ground”, 
It is not necessary to set up bus parking spaces in new 1st.parking. 

Down scale traffic terminal function of 1st.parking 
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How many buses use 1st. parking ?  

行き先 バス名 運行会社 所要時間・ルート ルート・本数 乗客の特徴

空港 中央バス 北海道中央バス 所要3時間33分 ひらふ発４本・日 ・空港からひらふに到着する長距離旅客中心。

空港→ルスツ→アンヌプリ→ビレッジ→ひらふ ひらふ着４本・日 ・降車直後、乗車直前にゲレンデを利用する客は、

合計８本･日 　ほとんど見受けられない。

リゾートライナー 北海道アクセスネットワーク 所要2時間50分 ひらふ発８本・日

空港→ルスツ→ひらふ→ビレッジ→アンヌプリ ひらふ着１０本・日

合計１８本･日

ビッグランズ ニセコグラウンドサービス 所要3時間10分 ひらふ発７本・日

空港→ルスツ→ひらふ→ビレッジ→アンヌプリ ひらふ着８本・日

合計１５本･日

ホワイトライナー 北海道グラウンドサービス 所要2時間30分 ひらふ発７本・日

空港→ひらふ→ビレッジ→アンヌプリ ひらふ着７本・日

合計１４本･日

ニセコエアポートシャトル コアエージェンシーニセコ 所要３時間40分 ひらふ発７本・日

空港→ワンニセコ→ヒルトン→グリーンリーフ ひらふ着９本・日

→ひらふ

札幌駅 中央バス 北海道中央バス 所要3時間6分 ひらふ発２本・日 ・日帰りスキーのゲレンデ利用者が相当数いる。

ひらふ着２本・日

合計４本･日

札幌 リゾートライナー 北海道アクセスネットワーク 所要2時間30分～ ひらふ発３本・日 ・日帰りスキーのゲレンデ利用者が相当数いる。

主要ホテル ひらふ着１本・日

合計４本･日

ホワイトライナー 北海道グラウンドサービス 所要2時間30分 ひらふ発２本・日

ひらふ着１本・日

合計３本･日



9 

行き先 バス名 運行会社 所要時間・ルート ルート・本数 乗客の特徴

ルスツ往復 道南バス 道南バス 所要1時間01分（ひらふ・ルスツ間） ひらふ発２本・日 ・ゲレンデ利用客が中心。

大人片道1000円 ひらふ着２本・日

子供片道500円 合計４本･日

路線バス 道南バス 道南バス 所要20分 ひらふ発７本・日 ・ゲレンデ利用客が中心。

大人片道390円 ひらふ着６本・日

※ニセコバスと別ルート 合計１３本･日

ニセコバス ニセコバス 所要18分 ひらふ発６本・日

大人片道390円 ひらふ着７本・日

※道南バスと別ルート 合計１３本･日

循環バス ニセコユナイテッド ニセコフリーパスポート 倶知安→ひらふ→いこいの湯宿 ひらふ発２１本・日

運行は、ニセコバスへ委託 ※夜間は駅まで運行 ひらふ着２１本・日

合計４２本･日

グランシャトル 東急リゾートサービス 8:30～20:30まで ３６～４８本発着／日 ・ゲレンデ利用客が中心。

15～20分間隔で運行

花園シャトル 日本ハーモニーリゾート 7:50～17:10まで ２７本発着／日

運行は、東急リゾートサービスへ委託 20分間隔で運行

※２６４～２８８本のバスが発着
　（混雑時は更に増便あり）

How many buses use 1st. parking ?  
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Down scale traffic terminal function of 1st.parking 

Local buses, Tour buses, Shuttle buses lane   

General parking lot 
（1st.parking） 

Aboard buses 
and 

Bus parking 

Taxies and  
Pickup cars 

parking 

Local buses, Tour buses, Shuttle buses lane   

General parking lot 
（1st.parking） 

Aboard buses 

Taxies and  
Pickup cars 

parking 

In order to down scale traffic terminal function in 1st.parking, move the traffic terminal 
function to SUN SPORTS LAND and also down scale the facilities except parking lot. 
Then, we can secure enough parking capacity in new 1st.parking. 



Image of SUN SUPORTS LAND traffic terminal 
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サンスポーツランド

Ｐ

路線バス

ツアーバス

送迎車・スキー場シャトルバス

一般車両

ツアーバス待機所 タクシー送迎車

待機所

構内路を１車線で一方通行

にすることで用地を有効活

用し、テニスコートを残すこ

とが可能

建物の表側と裏側で動

線を分けること

で、施設内の混雑を

緩和する

道道３４３号

30mセットバック

Ｐ

Ｐ

大型バスの駐車と

バスレーンの確保には

30m必要となる



Separate plan of Local buses, Tour buses, Shuttle buses 

● 1st.parking 
 ・Local buses (Donan.Niseko.Chuo) 
  ・Skiing ground shuttle buses  
             (Tokyu.Hanazono) 
  ・Niseko area shuttle buses  (Niseko united) 

● SUN SPORTS LAND 
 ・Tour buses (Air port.Sapporo) 
  ・Local buses (Donan.Niseko.Chuo) 
  ・Skiing ground shuttle buses  
             (Tokyu.Hanazono) 
  ・Niseko area shuttle buses  (Niseko united) 

12 



13 

Concerning separation plan of Local buses, Tour buses, Shuttle buses 

It is a draft plan and not a decision 

● 1st.parking 
 ・Local buses (Donan.Niseko.Chuo) 
  ・Skiing ground shuttle buses  
             (Tokyu.Hanazono) 
  ・Niseko area shuttle buses  (Niseko united) 

Brought back agenda about 1st.parking from a previous meeting 



We would like to have opinions from bus and tour bus operators who has 
an influence, on the route of travel, as well as to have from other experts 
meeting members, about the new transportation system of HIRAFU area. 
We expect opinions from various angles to improve the appeal of 
HIRAFU. 
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Concerning separation plan of Local buses, Tour buses, Shuttle buses 

Brought back agenda about 1st.parking from a previous meeting 



Opinions at a previous meeting 

○”Distribution of traffic terminal function” is a good idea due to there are many 
     buses in winter. However, it is important how much space SUN SPORTS LAND 
     has. 
 
○It is requested that day trip customers pick up. 
 
○When building a multistory parking lot, it might also affects the bus space. 
 
○When using SUN SPORTS LAND as a transportation base, turning right 
     becomes an agenda. 
 
○From the 1st.parking lot, tourists can go down the slope to their destinations. 

15 



○”Distribution of traffic terminal function” is good a idea from the viewpoint 
     traffic safety, but there is concern whether SUN SPORTS LAND is  
     sufficient including the size. 
 
○When using SUN SPORTS LAND as a transportation base, it is 
    necessary to maintain the convenience of tourists' pick up.  
 
○Buses connecting ski resorts need to go to HIRAFU 1st. parking. 
 
○ I think SUN SPORS LAND is not large enough. 

16 

Opinions at a previous meeting 



○Make 1st.parking as a transportation base and a parking lot dedicated 
     to the hotel guests, and make SUN SPORTS LAND a parking lot dedicated 
     for day trip customers. 
 
○ If we do not have much trouble with the shortage of parking lots,  
      we should focus on buses. 
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Opinions at a previous meeting 



１ Is there enough space for a transportation base in SUN SPORTS LAND? 
 
２ About the convenience of tourists' pick up when a transportation 
      base set up in SUN SPORTS LAND. 
 
３ About an0ther rebuild plan of  1st. parking and SUN SPORTS LAND. 
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Form opinions at a previous meeting 



１ Is there enough space for a transportation base in SUN SPORTS LAND? 
 
２ About the convenience of tourists' pick up when a transportation 
      base set up in SUN SPORTS LAND. 
         ⇒ For tour visitors, which is a convenient transportation terminal, 
                   SUN SPORTS LAND or 1st.parking ? 
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Form opinions at a previous meeting 



About SUN SPORTS LAND 
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About SUN SPORTS LAND 
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Is there enough space for a transportation base in SUN SPORTS LAND?   

22 



Verify about transportation base in SUN SPORTS LAND by the image plan   
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サンスポーツランド

Ｐ

路線バス

ツアーバス

送迎車・スキー場シャトルバス

一般車両

ツアーバス待機所 タクシー送迎車

待機所

構内路を１車線で一方通行

にすることで用地を有効活

用し、テニスコートを残すこ

とが可能

建物の表側と裏側で動

線を分けること

で、施設内の混雑を

緩和する

道道３４３号

30mセットバック

Ｐ

Ｐ

大型バスの駐車と

バスレーンの確保には

30m必要となる
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Taxies and pick up cars 
parking 

Tour buses and local buses 
parking 

Parking 

New SUN SPORTS LAND building  

Buses and cars lane  

The image plan of a transportation base in SUN SPORTS LAND 
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Tour buses and 
Local buses lane 

The image plan of a transportation base in SUN SPORTS LAND 
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Pick up cars and 
Shuttle buses lane 

The image plan of a transportation base in SUN SPORTS LAND 
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Crowding can be 
resolved by 
separate lanes 

The image plan of a transportation base in SUN SPORTS LAND 



About size of the rebuild planned place in SUN SPORTS LAND 
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112m 

About size of the rebuild planned place in SUN SPORTS LAND 
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85m 

About size of the rebuild planned place in SUN SPORTS LAND 
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71m 

About size of the rebuild planned place in SUN SPORTS LAND 
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87m 

About size of the rebuild planned place in SUN SPORTS LAND 
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31m 

About size of the rebuild planned place in SUN SPORTS LAND 
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93m 

About size of the rebuild planned place in SUN SPORTS LAND 
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59m 

About size of the rebuild planned place in SUN SPORTS LAND 
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42m 

About size of the rebuild planned place in SUN SPORTS LAND 
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54m 

About size of the rebuild planned place in SUN SPORTS LAND 
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112m 

85m 

87m 

71m 

59m 

42m 54m 

38m 

31m 
93m 

72m 

About size of the rebuild planned place in SUN SPORTS LAND 
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About 11,308㎡ 

Is there enough space for a transportation base in SUN SPORTS LAND?   
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About 12,519㎡ 

HIRAFU 1st. parking area ( Front of Welcome Center )  
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About 11,308㎡ 

Area of rebuild for SUN SPORTS LAND do not grow any larger 
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Lane width 4.5m 
Sidewalk width 3.5m 
Bus bay 3m 
New SUN-SPO building width 
22m 

Ａ 

Ｅ 

Ｂ 

Ｄ 
Ｃ 

Is there enough space for a transportation base in SUN SPORTS LAND?   
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（85m + 87m） / 2 =  86m 

Lane width  4.5m × 2Lanes = 9m 
Sidewalk width  3.5m × 2Lines = 7m 
Bus bay 3.0m × 2bays = 6m 
New SUN-SPO building width 22m  

9m + 7m + 6m + 22m =  44m 

 86m – 44m = 42m  

Is there enough space for a transportation base in SUN SPORTS LAND?   

Ａ Ｃ Distance between  and  

Ｂ Ｃ Distance between  and  

Ａ Ｂ Distance between  and  
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42m 

44m 

Is there enough space for a transportation base in SUN SPORTS LAND?   

Lane width 4.5m 
Sidewalk width 3.5m 
Bus bay 3m 
New SUN-SPO building width 
22m Ａ 

Ｂ 

Ｃ 
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112m – 31m = 81m 
（81m + 71m) / 2 = 76m  

9m + 3.5m = 12.5m 

76m – 12.5m = 63.5m  

Lane width  4.5m × 2Lanes = 9m 
Sidewalk with  3.5m × 1Line = 3.5m 

Is there enough space for a transportation base in SUN SPORTS LAND?   

Ｄ Ｅ Distance between  and  
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63.5m 

Is there enough space for a transportation base in SUN SPORTS LAND?   

Lane width 4.5m 
Sidewalk width 3.5m 
Bus bay 3m 
New SUN-SPO building width 
22m 

Ｄ 

Ｅ 
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42m 

63.5m 

44m 

Is there enough space for a transportation base in SUN SPORTS LAND?   

Lane width 4.5m 
Sidewalk width 3.5m 
Bus bay 3m 
New SUN-SPO building width 
22m 
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63.5m × 42m = About 2,667㎡  

Size of Large bus ⇒ Long 12m less then Width 2.5m 

 ⇒ Area of Tour buses and Local buses parking  

Parking space for 1 Large bus  ⇒ Long 15m Width 4m (Assumption) 
※Standard space : Long 13m  Width 3.3m          15m × 4m = 60㎡ 

Number of large buses that can be parked in parking space 
 2,667㎡ / 60㎡ = About 44 buses 

Is there enough space for a transportation base in SUN SPORTS LAND?   

 Area of 



49 

42m 

63.5m 

44m 

TBD use space 

Size of Large bus 
 Long 12m less than 
  Width 2.5m 

Is there enough space for a transportation base in SUN SPORTS LAND?   

Lane width 4.5m 
Sidewalk width 3.5m 
Bus bay 3m 
New SUN-SPO building width 
22m 

About22buses 
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Form opinions at a previous meeting 

１ Is there enough space for a transportation base in SUN SPORTS LAND? 
 
２ About the convenience of tourists' pick up when a transportation 
      base set up in SUN SPORTS LAND. 
         ⇒ For tour visitors, which is a convenient transportation terminal, 
                   SUN SPORTS LAND or 1st.parking ? 
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