
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 



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 

1 

冬季の混雑を解消する 安定的な駐車台数の確保 

駐車場以外の施設の設置 



相反する重要な課題を解決するために 

2 

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 



相反する重要な課題を解決するための新たな解決策 
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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
と駐車場機能の分離 



4 

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
と駐車場機能の分離 

○第一駐車場は、駐車場でなくていいのか？ 

第一駐車場を交通ターミナルに特化して、
サンスポーツランドを日帰り客用の駐車
場として再整備する 

相反する重要な課題を解決するための新たな解決策 
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分離案について前回の有識者会議での意見 

○ 外国人観光客の目線で考えると、日帰り客はあまりいないので、 
  第一駐車場は交通ターミナル機能のみが良いと思う 
 
○ 最近はレンタカー利用者も多く、利用者は必ずしも日帰りでは 
  なく、遠くから来ている長期滞在者もいる。歩いてスキー場へ 
  向かうのも危険が増える 
 
○ 車で来た客にとって一番便利なのは第一駐車場。宿泊する人も 
  多いが、札幌からレンタカーに乗って日帰りする人も多い。 
  スキー客にとって便利な場所に駐車場がないのはどうか？ 
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分離案について前回の有識者会議での意見 

○ 第一駐車場は駐車場としたほうが良いと思う。日帰り客が不便 
  になると別のスキー場に行く人が増えると思う。サンスポが 
  駐車場になると、ひらふ交差点付近が渋滞がになると思う 
 
○ 車でスキー場に来るには第一駐車場が一番利用しやすい。 
  ツアーバス等で来るお客にとっては、バスを降りた後はそれぞ 
  れ違う場所に向かうので、必ずしも第一駐車場で降りる必要は 
  ないかもしれない 
 
○ サンスポが駐車場になるとファミリーリフトにお客が集中する 
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分離案について前回の有識者会議での意見 

○ サンスポに駐車場を移すとなると、道道を歩いて渡るので危険。 
  必ずしも駐車場がゲレンデのすぐ近くに無いといけないわけで 
  はないと思うが、道路や交差点の整備、サンスポからゲレンデ 
  の移動どうするのかは考えないといけない 
 
○ スキー場としては、第一駐車場には駐車場が必要ではないかと 
  思っている。第一駐車場は、自然公園法に基づく国定公園の 
  駐車場として位置付けられているので、その観点からも駐車場 
  としての機能が無くなってしまうのはどうか？ 
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分離案について前回の有識者会議での意見 

○ そもそもの議論の始まりとして、第一駐車場の機能を分散させ 
  るというのは、利用者の危険を回避するということが一番の 
  目的。その目的からすると、第一駐車場は交通ターミナル機能 
  に特化させるという案には賛成 
 
○ 分離案は、今までの議論の流れからすると一歩後退した感じが 
  する 



自然公園法における第一駐車場の位置付け 
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ひらふ第一駐車場はニセコ積丹小樽海岸国定公園内にある 
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自然公園法及び北海道立自然公園条例のしくみ 

● 第一駐車場は「ニセコ積丹小樽海岸国定公園」の駐車場 
 
● 自然公園法に基づく国定公園とされており、法に基づいて知事 
  が管理をしている 
 
● 利用施設として「園地、宿舎、野営場、スキー場等」の設置が 
  事業計画に定められており、スキー場「等」の中に、駐車場も 
  含まれる 

半沢オブザーバー（後志総合振興局環境生活課長）から 
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自然公園法及び北海道立自然公園条例のしくみ 

Ｑ：第一駐車場の場所に駐車場としての機能が無くなるということ 
  は、好ましくないということか？ 
 
 
Ａ：絶対に駐車場がないとダメだと指針に明確にうたわれている 
  わけでは無いが、好ましくはない 



相反する重要な課題を解決するための解決策 

12 

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
と駐車場機能の分離 
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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 

交通ターミナル機能の分散とは？ 

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図 
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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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交通ターミナル機能を分散して 
サンスポーツランドを交通拠点とした場合の課題 

○サンスポーツランドと第一駐車場間の交通手段が必要 

○送迎車待機場所の十分な確保が必要 

○乗降所の増について、わかりやすい案内が必要 

○道々343号線の道路施設整備が必要 

 １）サンスポーツランドへの左折レーンの設置 

 ２）サンスポ出口の交通整理（信号設置など） 

 ３）ひらふ坂十字街ニセコ側のスロープ対策（RH、勾配見直など） 

 ４）サンスポーツランドまでの「綾」側の歩道整備、除雪の充実 



相反する重要な課題を解決するための解決策 
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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
と駐車場機能の分離 



第一駐車場交通拠点のイメージ案 
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路線バス 送迎車
ツアーバス タクシー・一般車両
シャトルバス

ツアーバス・路線バス待機所

送迎車・

タクシー待機所

ウエルカムセンター

ひらふ第一駐車場交通拠点イメージ案
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交通ターミナル機能と駐車場機能の分離 
第一駐車場を交通拠点に特化とした場合の課題 

○車を利用してスキー場に来るお客の利便性の確保 

○サンスポ駐車場からの移動手段の確保 
（ファミリーリフト一極集中の回避） 

○自然公園法における駐車場が有る・無しの是非（北海道） 

○道々343号線の道路施設整備が必要 

 １）ファミリーリフト乗り場への安全な横断（信号設置など） 

 ２）ひらふ坂十字街が渋滞にならないような工夫が必要 
   （左折レーンの設置） 



相反する重要な課題を解決するための解決策 
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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
と駐車場機能の分離 
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駐車場の複層化とは？ 

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 

現在の第一駐車場にない交通ターミナル機能を新設することで小さくなる駐車 
スペースを複層化することで、安定的な駐車台数を確保する 



複層化にあたっての最大の課題 
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第一駐車場内の傾斜をどうするか？ 

高い 
やや高い 

低い 

最も低い 



複層化にあたっての最大の課題 
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第一駐車場内の傾斜をどうするか？ 



第一駐車場の傾斜 

23 



第一駐車場の傾斜 
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第一駐車場の傾斜 
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316ｍ 

326ｍ 

322ｍ 

324ｍ 

6ｍ 

8ｍ 
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6m
8m

バス進入口

ウエルカムセンター

ひらふ坂・第一駐車場のレベル

第一駐車場の傾斜のイメージ 



第一駐車場に立体駐車場を建てるとしたら 
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6m

12m

バス進入口

3m

3m

ひらふ坂・第一駐車場のレベル



立体駐車場にするため底地をフラットにするイメージ 
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第一駐車場に立体駐車場を建てるとしたら 
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6m

12m

バス進入口

3m

3m

ひらふ坂・第一駐車場のレベル



ひらふ坂を上がると12mの工作物が 

30 

3ｍ 

3ｍ 

6ｍ 

12ｍ 

自然公園内の工作物の高さ制限：13ｍ 



約2.5mというところでしょうか？ 

31 



地下駐車場にしても地上部分はフラットになる 
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6m

バス進入口

ひらふ坂のレベル



第一駐車場を複層化した場合の景観について 

第一駐車場を複層化する場合、基礎部分6m、駐車部分 

6m、全高12ｍの工作物が出来ます。仮に、地下駐車場と

しても基礎部分の6ｍは同じです。高さ12ｍ、あるいは6

ｍの工作物がニセコひらふにふさわしい景観であるか？ 

33 



12ｍ 

6ｍ 





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 



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. 

1 

Relieve traffic congestion in winter Secure enough parking capacity 

Set up of facilities not involving parking 



To resolve conflicting important agendas 
  

2 

Relieve traffic congestion and Secure enough parking capacity  

Distribution of traffic terminal function Multistory parking lot 



New plan to resolve conflicting important agendas 

3 

Relieve traffic congestion and Secure enough parking capacity  

Distribution of traffic 
terminal function 

Multistory 
parking lot 

Separation of traffic 
terminal function and 
parking function 
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Relieve traffic congestion and Secure enough parking capacity  

Distribution of traffic 
terminal function 

Multistory 
parking lot 

Separation of traffic 
terminal function and 
parking function 

○It is right if 1st.parking does not have to be a parking lot？ 

Specialize the 1st. parking lot as a transportation terminal and  
re-arrange SUN SPORTS LAND as a parking lot for day trip guests. 

New plan to resolve conflicting important agendas 
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Opinions about separate plan at a previous meeting  

○ Considering from perspective of foreign tourists, there are not many day tourists of 
       foreign tourists, so I think that only the transportation terminal function is good for 
       the 1st.parking. 
 
○ Recently there are also many hired car users, hired car users are not necessarily 
      day trips. There are long term residents coming from afar. Walking and heading to 
       the skiing ground will the danger. 
 
○ It is the 1st.parking that is most convenient for ski visitors who came by car. 
      Many visitors stay, but many ski visitors go on a day trip by a hired car from Sapporo. 
      Is not it inconvenient that there is no parking in a convenient place for ski visitors？ 
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○ I think that is better for the 1st.parking to be a parking lot. I think that 
      as more day trip guests become inconvenient, more people go to 
      another ski resort. When building a parking lot in SUN SPORTS LAND, 
      it is thought that traffic jams will occur near HIRAFU intersection. 
 
○ The 1st.parking is the easiest to use foe coming to skiing ground bay car. 
      For guests coming by tour bus, after going off the bus, they head to 
      different place, so it may not be necessary to get off at the 1st.parking. 
 
○ Customers concentrate on family lift when SUNSPO becomes parking. 

Opinions about separate plan at a previous meeting  
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○ When you move the parking lot to SUN SPORTS LAND, it is dangerous 
      because it crosses route 343. I think that the parking lot is not 
      necessarily close to the skiing ground, but I think that it is necessary to 
      think about how to move the skiing ground from SUN SPORTS LAND, 
      and rebuild of road and intersection. 
 
○ As an operator of skiing ground, I think that the 1st.parking to be 
      a parking lot. The 1st.parking positioned with Natural Parks Act, 
      how about getting out of function as a parking lot from that point of 
      view？ 

Opinions about separate plan at a previous meeting  
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○ The primary purpose of distributing the function of the 1st.parking is  
      to avoid the dangers of visitor. For that purpose, I agree with the idea 
      that the 1st.parking will be specialized for the traffic terminal function. 
 
○ I feel that the separation plan is one step backward from the current 
      discussion flow. 

Opinions about separate plan at a previous meeting  



Casting HIRAFU 1st.parking with Natural Parks Act  

9 

HIRAFU 1st.parking is in NISEKO-SHAKOTAN-OTARU Cost natural park. 
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Construction of Natural Park Law and Hokkaido Natural Park Ordinance 

● The 1st.parking is parking lot of NISEKO-SHAKOTAN-OTARU Cost natural park 
 
● Niseko Annupuri is regarded as a National Park based on the Natural Park Act. 
      Also governed by the governor of Hokkaido based on the Natural Park Law. 
 
● Establishment of 「parks, lodging house, camps, ski areas, etc.」is set as 
      a utilization facility in the business plan, and parking lots are included in 
      the 「ski area, etc.」.  

Expositor：HANZAWA observer（Hokkaido Government） 
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Ｑ：Is it undesirable for the 1st.parking to lose its function as 
         a parking lot？ 
 
 
Ａ：Although it is not stated in the guidelines that it is absolutely 
          necessary to have a parking lot, it is not preferable. 

Construction of Natural Park Law and Hokkaido Natural Park Ordinance 



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 

Separation of traffic 
terminal function and 
parking function 
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Distribution of traffic terminal function 

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 traffic terminal at SUN SPORTS LAND 
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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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Distribution of traffic terminal function 
Agendas of traffic terminal at SUN SPORTS LAND 

○Transportation between SUN SPORTS LAND and the 1st.parking is required. 
 

○It is necessary to secure a ample pick up cars pool. 
 

○Easy to understand guidance required for the number of platforms to increase. 
 

○Route 343 road facility rebuild is necessary. 
 １）Establishment of left turn lane to SUN SPORTS LAND. 
 ２）Transport arrangement at the SUN SPORTS LAND exit. 
     （ex: Installation of traffic signals） 
 ３）Measures against at Niseko side of Hirafu intersection. 
     （Road heating, Gradually slope） 
 ４）Sidewalk establishment and enrichment of snow removal of AYA side to 
               SUN SPORTS LAND 



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 

Separation of traffic 
terminal function and 
parking function 



Image of traffic terminal at the 1st.parking 
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路線バス 送迎車
ツアーバス タクシー・一般車両
シャトルバス

ツアーバス・路線バス待機所

送迎車・

タクシー待機所

ウエルカムセンター

ひらふ第一駐車場交通拠点イメージ案
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Separation of traffic terminal function and parking function 
Agenda in cases where 1st.parking is specialized for traffic terminal 

○Secure the convenience of customers coming to skiing ground by cars. 
○Transportation between SUNSPO and the 1st.parking is required. 
 （Distribution on lift users） 

○Necessity of parking lot in Natural Park Law.（Hokkaido） 

○Route 343 road facility rebuild is necessary. 

 １）Safe crossing to family lift.（ ex: Installation of traffic signals ） 

 ２）Devices for preventing traffic jam are necessary. 
   （ex: Establishment of left turn lane to SUNSPO） 



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 

Separation of traffic 
terminal function and 
parking function 
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About multistory parking lot 

Establish a traffic terminal function that is not in the current Hirafu 1st.parking,  
and instead, the parking space which become smaller is made into multiple layers. 
Thereby, a stable number of parking can be secured. 

Local buses, Tour buses, Shuttle buses lane   

General parking lot 
（1st.parking） 

Aboard buses 
and 

Bus parking 

Taxies and  
Pickup cars 

parking 
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High 
Slightly high 

Low 

Lowest 

How to process incline of the 1st.parking ？ 

The biggest agenda for multistory parking lot 



The biggest agenda for multistory parking lot 
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How to process incline of the 1st.parking ？ 



Inclined of the 1st.parking 

23 



Inclined of the 1st.parking 
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Inclined of the 1st.parking 

25 

316ｍ 

326ｍ 

322ｍ 

324ｍ 

6ｍ 

8ｍ 



Image of the 1st.parking inclined 
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6m
8m

バス進入口

ウエルカムセンター

ひらふ坂・第一駐車場のレベル



If we built a multistory parking lot at the 1st.parking 
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6m

12m

バス進入口

3m

3m

ひらふ坂・第一駐車場のレベル



Image of flat the land to build a multistory parking lot 
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If we built a multistory parking lot at the 1st.parking 
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6m

12m

バス進入口

3m

3m

ひらふ坂・第一駐車場のレベル



A multistory parking of 12m in height will appear when going up HIRAFU zaka 
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3ｍ 

3ｍ 

6ｍ 

12ｍ 

自然公園内の工作物の高さ制限：13ｍ 



Tall of this wall is about 2.5m ？ 

31 



We have to flatten the above ground part of the underground parking 

32 

6m

バス進入口

ひらふ坂のレベル



When the 1st.parking is made a multistory parking lot, the 
building with the base part 6m, the parking part 6m, total 
height 12m can be made. Even it is an underground parking 
lot, 6m of the base part is the same. Is a landscape with  
a height of 12m or 6msuitable for Niseko Hirafu？ 

33 

On the landscape in the case where the 1st.parking is made a multistory parking lot 
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