
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 
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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 



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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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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一般車両

ツアーバス待機所 タクシー送迎車

待機所
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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
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線を分けること

で、施設内の混雑を

緩和する
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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 

12 

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 
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第一駐車場の傾斜 

15 



第一駐車場の傾斜 
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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
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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 

21 

3ｍ 
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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？ 
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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



12ｍ 

6ｍ 
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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？ 
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複層化について前回の有識者会議での意見 

○ 山側から見て横一面に12ｍの壁があるわけではなく、場所に 
  よって高さが違うのであれば、そこまで圧迫感はないのでは？ 
  構造物の外観がある程度配慮されていれば、景観に大きな影響 
  はないのではないか 
 
○  第一駐車場に12ｍの建物を建てるというのは、存在感がすごいと 
   思う。スカイニセコさんも大きな建物で存在感はあるが、意匠デ 
       ザインが考えられているので違和感はない。ただのコンクリート 
       の箱であれば、下から見ても横から見ても圧迫感を感じる。景観 
       的には良くないと感じる。地下駐車場であれば、地上から見る景 
       観は損ねないと思う 
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複層化について前回の有識者会議での意見 

○  景観の話になると、感じ方はそれぞれなので意見は分かれると 
   思うが、そこまで景観を損ねるものではないと思う。地下駐車場 
   を作ることができるのであれば、それが一番の解決策ではないか 
 
○  地下にすれば除雪もしなくていいので、利用者にとっても便利だ 
   し、第一駐車場の有効的な使い方になると思う 
 
○  複層化にするというのは相当大掛かりなものになると思う。景観 
   についての問題に関しても、リゾートとして機能的になり過ぎる 
   と思う（次頁に続く） 



28 

複層化について前回の有識者会議での意見 

○  （前頁から）オペレーションやスキーヤーにとっての使い勝手 
   も考えないといけない。グリーンシーズンのことも考えると 
   大掛かりなものがそこにあると、町の景観や佇まいとして、風 
   景が大きく変わる印象 
 
○  駐車場のキャパシティや利用状況を考えると、地上に作るか地 
       下に作るかでいえば、地下のほうが良いと思う 
 
○  以前から中央公園側から地下に入っていって駐車場があれば 
   楽だと話していた。お客さんもスキーから戻って車の雪下ろし 
   をせず帰ることもできる。（次頁に続く） 
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複層化について前回の有識者会議での意見 

○  （前頁から）グリーンシーズンのお客さんにとっては、上の駐 
   車場で集合写真を撮ったりするので、地面より上に建物が建つ 
   と景観が悪くなってしまうし、夏季のことを考えると、どれだ 
   けの利用価値があるか疑問がある。複層化するのであれば、 
   地下にできれば良いと思う。夏には駐車場としてだけではなく、 
   イベント等にも土地を使うことができる 
 
○  あまりにも機能的になりすぎるというのはある。自然の山なの 
   で、自然を大事にしたほうがいいのでは？ヨーロッパの一流 
   リゾートは、全て地下にあって見えないようになっていると聞 
   いた。（次頁に続く） 
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複層化について前回の有識者会議での意見 

○  （前頁から）もし、工作物を作るのであれば、なるべく自然を 
   活かした形で作るのが良いのではないか 
 
○  財源も必要になるので、今この駐車場を作って、５年後、10年 

  後に無駄になってしまうともったいない。豊平峡ダムのように 
  別の場所に駐車場を作ってバスで輸送するという手段もあるの 
  ではないか 
 
○ 駐車場を複層化して交通ターミナル機能も、となれば、機能を 
  まとめることになるので、結局は混雑するのではないか 
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複層化について前回の有識者会議での意見 

事務局：地下に駐車場を作るとなっても６ｍの壁ができることに 
    なり、ひらふ坂を登っていくときにそれが目に飛び込んで 
    くることになるが、特に問題はないのか？ 
 
○  スキー場側から羊蹄山に向かって６ｍの壁があれば存在感があ 
   るが、山に向かってそれがある分には、それほど気にならない 

 
○ デザインによってたが、例えば植栽をするなどして隠してしま 
  えば気にならないのではないか。今の駐車場には傾斜があるの 
  で、イベント時に使いづらいが、平らになっていると安全だし 
  使い勝手が良くなる  
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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第一駐車場を地下駐車場にしたイメージ 



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. 
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Relieve traffic congestion in winter Secure enough parking capacity 

Set up of facilities not involving parking 



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 



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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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
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大型バスの駐車と

バスレーンの確保には

30m必要となる



6 

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 



New plan 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 
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Inclined of the 1st.parking 
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Inclined of the 1st.parking 
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Image of the 1st.parking inclined 
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If we built a multistory parking lot at the 1st.parking 
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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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12m
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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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自然公園内の工作物の高さ制限：13ｍ 



Tall of this wall is about 2.5m ？ 
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We have to flatten the above ground part of the underground parking 
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バス進入口

ひらふ坂のレベル
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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？ 

25 

On the landscape in the case where the 1st.parking is made a multistory parking lot 
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Opinions about multistory at a previous meeting  

○ It is not that there is a wall of 12 m on the side as seen from the mountain side, but if  
  there is a difference in height depending on the place, is not there a sense of 
      oppression to that? 
      I think that there is no big influence on the landscape if the appearance of  
      the structure is taken into consideration. 
 
○ I think building a 12 m building in the first parking has a great presence. 
     Sky Niseko is also a big building, but there is a sense of incompatibility because  
     design is considered. If it is just a concrete box, I feel a sense of oppression when  
     I see it from the bottom or from the side, I feel that it is not good for the scenery.  
     However, if it is an underground parking , I do not think that I will not hurt 
     the landscape seen from the ground. 
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○ I think that opinions about the landscape are different for each person,  
      but I think that it is not a big one that will undermine the landscape.  
      I think if it is possible to make an underground parking lot, that is the 
      best solution. 
 

○ If it is an underground parking lot, it is convenient for users as it is not 
     necessary to snow the car, I think that it will be an effective way to use 
     the first parking. 
 

○ I think that making it into multiple layers becomes considerably large- 
     scale. Regarding the problem about the landscape, I think that it  
     becomes too functional as a resort. 

Opinions about multistory at a previous meeting  
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○ You also have to think about the operators and skiers' usability. When 
      considering the green season, there is an impression that the landscape 
      and landscape of the town change drastically if a large facility is in the 
      first parking. 
 

○ Given the capacity and usage of parking lots, I think that underground 
      is better if it is made on the ground or in the basement. 
 

○ I was talking that it was easy if entering the underground from the 
      central park side and having a parking lot before long. Customers can 
     also return from skiing and return home without snowing down the car. 

Opinions about multistory at a previous meeting  
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○ For customers in the green season, because they take a group photo 
      at the parking lot on the ground, the landscape gets worse if the 
      building is built above the ground, and how much use is worth 
      considering in the summer season It is doubtful. If it is to be multi- 
      layered, I think that it would be good if it could be underground.  
      In the summer we can use it not only as a parking lot but also for events. 
 
○ I think that multi-layering of parking lot becomes too functional.  
 Since it is a mountain of nature, is not it better to take care of nature?  
      I heard that the first-class resorts in Europe are all underground and  
      invisible. 

Opinions about multistory at a previous meeting  
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○ If it is to make a workpiece, should not it be better to make the best use 
     of nature? 
 

○ Expenses are also necessary, so it is a waste to make this parking lot 
      now, waste in 5 years, 10 years later. Is there a way to make a parking 
      lot in a different place like the Houheikyou Dam and transport it by 
      bus? 
 

○ If the parking lots are made into multiple layers and the transportation 
      terminal function is installed, it will result in crowding in the end as it 
       will bring together the functions. 

Opinions about multistory at a previous meeting  
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Opinions about multistory at a previous meeting  

Secretariat：Even if you make a parking lot in the basement, you will 
have a wall of 6 m, which will jump into your eyes as you climb 
Hirafuzaka, is there no particular problem? 
 

○ There is a presence if there is a wall of 6 m towards Mt. Yotei from the 
      side of the ski resort, but it is not that bad as much as it is towards the 
      mountain. 
 

○ It depends on the design, but if you hide it, for example by planting it, 
      you may not mind. Since the current parking lot has a slope, it is hard 
      to use at the event, but if it is flat it is safe and usability is improved.   
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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傾斜を利用した複層駐車場 
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第一駐車場を地下駐車場にしたイメージ 
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