
北海道新幹線倶知安駅駅舎デザインコンセプト検討
の前提条件について
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１．委員会の目的と検討スケジュール

・令和12年度末（2030年度末）に開業を目指している北海道新幹線倶知安駅駅舎は、アジアを代表する
スキーリゾート地であるニセコエリアを背後地として抱え、羊蹄山麓地域の玄関口として地域のシンボル
としての役割を果たすことが期待されている。

・こうした背景の中、北海道新幹線倶知安駅駅舎デザインコンセプト検討委員会（以下「検討委員会」と
いう。）では、別途実施する町民アンケートの意見などを踏まえながら、地域の意見を反映させた駅舎デ
ザインコンセプトの要望書の作成を目的としている。また、駅舎や駅前広場の整備に向けた具体的な検討
も行う予定。

（1）委員会の目的

（２）駅舎デザインコンセプトの要望書の作成スケジュール（予定）

第１回検討委員会（本日）

〇北海道新幹線倶知安駅の概要及びこれまでの検討内容の説明

〇新幹線駅舎デザインコンセプトに関する事例の紹介

〇町民アンケートの実施概要の説明、アンケート調査票（案）の意見交換

第２回検討委員会（10月下旬（予定））

〇町民アンケートの結果報告

〇駅舎デザインコンセプト（原案）、駅舎施設配置図（原案）、駅前広場施設配置図（原案）の議論

第３回検討委員会（1月中旬（予定））

〇駅舎デザインコンセプト（案）、駅舎施設配置図（案）、駅前広場施設配置図（案）の最終議論

駅舎デザインコンセプト（案）、駅舎施設配置図（案）、駅前広場施設配置図（案）の決定
上記を踏まえ、駅舎デザインコンセプトの要望書を作成
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２．北海道新幹線倶知安駅の概要

（１）北海道新幹線倶知安駅の概要

項目 前提条件

旅客
施設

導
入
設
備

１階（コンコース階）：改札設備、駅事務室、
トイレ、待合室(50㎡程度）

１階（らち外コンコース）：トイレ、待合室
２階（プラットホーム階）：待合室（25㎡程度）
１～２階：階段、エスカレーター、エレベーター

規
模

1,800㎡

都市
施設

位
置

駅舎の南側の高架下

規
模

未定

通信機
器室等

・改札が南口の場合、駅舎の北側の高架下に設置
・約1,700㎡（想定）

北海道新幹線倶知安駅の駅舎位置

北海道新幹線倶知安駅の新幹線駅舎の前提条件

・北海道新幹線倶知安駅駅舎は現倶知安駅の周辺に整備される予定で、令和12年度末（2030年度末）の
開業を目指している。

・倶知安駅は、認可時は地平駅であったが、地平駅による市街地の分断を懸念した道および倶知安町から
の要望を受け、関係者との協議を踏まえ、高架駅へと変更になった。

・北海道新幹線倶知安駅が開業することで、ニセコエリアまでの移動時間が短縮されることで、観光入込
客の増加と新たな観光客の創出につながると考えられる。

（出典：「北海道新幹線倶知安駅新駅周辺整備計画（案）」倶知安町）

北海道新幹線倶知安駅
建設予定地
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２．北海道新幹線倶知安駅の概要

（２）関連計画：北海道新幹線倶知安駅新駅周辺整備計画（案）（令和２年3月）

・北海道新幹線倶知安駅周辺の整備方針について、北海道新幹線倶知安駅新駅周辺整備構想（平成31年
度）で示されているまちづくりの方針を踏まえ、以下の３つを設定。また、駅関連施設整備に関する方
針についても検討を行っている。

１．まちの賑わいを生かしてつなぐ
〇駅からまちなかへの人の流れをつくる
〇国際リゾート地としてふさわしい都市機能の配置と街並
みの形成を図る

〇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

２．誰でも使いやすいターミナルの形成
〇来訪者を駅から街なかへ誘導できる広場を整備する
〇来訪者に利用しやすい乗換空間を整備する
〇地域住民の日常利用に対応した駅前広場を整備する
〇倶知安の玄関口としての情報発信・サービス提供を行う
〇国際リゾート地にふさわしい駅舎を整備する

３．円滑で安全な広域的交通結節点の形成
〇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
理を行う

〇交通ネットワークを強化する

駅関連施設整備に関する方針（一部抜粋）

■全体方針
・新幹線駅の東口が来訪者向けのメイン
の玄関口となるよう整備

・駐車場は、駅舎の西側に配置
※在来線が存続することを前提に検討

■駅舎及び隣接する高架下
・交通結節点の中心となる駅舎内のコン
コースにはわかりやすい案内板を設置

・東西いずれからも出入りが可能とする
・コンコースから駅前通りへは直線的な
導線と視認性を確保し、まちへの導線
をわかりやすくする

・高架下エリアを含めた目が届く範囲に
観光案内機能を配置

・コンコースと駅前広場等が一体となっ
て乗換しやすいターミナル機能を発揮
できるように空間を配置

駅周辺の整備方針
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３．駅舎整備に関するスケジュール

10年前 8年前 6年前 4年前 2年前 開業年

駅部
土木工事

駅部
建築等
工事

設計 工事

設計 工事

（設計内容）
駅高架橋（柱の位置・間隔）、ホーム
（位置、長さ、幅）、エレベーター（位
置・規格）、階段（位置・規格）、エス
カレーター（位置・規格）、鉄道・運輸
機構に設計委託する都市施設

（工事内容）
駅部高架橋工事、ホーム工事、
機構に工事委託する都市施設

（設計内容）
駅デザイン、駅本屋、誘導案
内設備、給排水、電気設備、
機構に設計委託する都市施設

（工事内容）
階段設置、エレベーター設置、エスカレーター設
置、可動式ホーム柵等の設置、駅全般設備（駅務
室他諸室、給排水・電気・待合室・トイレ・誘導
案内設備等）、機構に工事委託する都市施設

42

令
和

年
度
末

開
業

12

駅舎整備のおおまかなスケジュール

・新幹線の駅舎整備には、駅部土木工事と駅部建築等工事の大きく2種類の工事がある。

・駅部土木工事は新幹線開業の概ね５年前に、駅部建築等工事は新幹線開業前に設計・工事が完了する流
れとなっている。

・今年度検討する駅舎デザインコンセプトは、これら2種類の工事のうち、駅部建築等工事の設計部分に関
連する。
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４．駅舎デザイン決定までの流れ

・駅舎デザインは、通常、国内の新幹線の建設を担っている独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機
構（以下、「鉄道・運輸機構」という。）の要請を受け、町がデザインコンセプトを検討した上で、整備
主体である鉄道・運輸機構に要望を提出し、その後、鉄道・運輸機構がデザイン素案を地元に提示（通常
は３案）。その中から、町が推薦案を鉄道・運輸機構に提示する流れとなっている。

駅舎デザイン決定までの流れ
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２０１９年度
（Ｒ１年度）

２０２０年度
（Ｒ２年度）

２０２１年度
（Ｒ３年度）

２０２２年度
（Ｒ４年度）

２０２５年度
（Ｒ５年度）

町民

役場

駅舎デザイン
コンセプト
検討委員会

鉄道・運輸機構
（ＪＲＴＴ）

駅部土木工事 駅部土木設計・工事発注 駅部土木工事

設計検討 基本設計 実施設計

・土木設計との整合・ＪＲとの調整
・都市施設との整合

新幹線駅周辺空間のデザイン検討等

３案の中から推薦案決定
→推薦案をＪＲＴＴに提示

町へデザイン
素案３案提案町へ駅舎デザイン

コンセプト作成依頼

ＪＲＴＴへ
駅舎デザイン要望

町民へ
駅舎デザインコンセプト公表

町民へ
意見募集

駅舎デザイン
コンセプトの検討

町民からの
意見提示

町民へ
駅舎デザイン素案３案提示

提示



５．国内他地域における新幹線駅舎デザインに関する代表的な事例

新幹線駅駅舎デザインに関する事例一覧

・アジアを代表とするスキーリゾート地であるニセコエリアを背後地として抱える北海道新幹線倶知安駅
のデザインコンセプト検討の参考資料として、スキーリゾートが近隣にある新幹線飯山駅について事例
収集を行った。

・開業が予定されている北陸新幹線及び九州新幹線について、駅舎デザインコンセプト及び駅舎デザイン
に関する事例収集を行った。以下に、事例を収集した駅を示す。

No 新幹線 駅名 デザインコンセプト

１

北陸新幹線

飯山駅 豊かな自然の懐に抱かれたやすらぎの駅

２ 小松駅 ふるさとの伝統を未来へつなぐ『ターミナル』

３ 加賀温泉駅 加賀の自然と歴史、文化を見せる駅

４ 芦原温泉駅 あわらの大地に湧きい出る贅（ぜい）の駅

５ 福井駅 太古から未来へ ～悠久の歴史と自然が見える駅

６ 南越(仮称)駅 伝統・文化を未来につなぐシンボルとしての駅

７ 敦賀駅 空にうかぶ ～自然に囲まれ、港を望む駅～

８

九州新幹線

武雄温泉駅 ＃TAKEO LIFE

９
嬉野温泉(仮称)
駅

心とろけるおもてなし ～未来へつながる出逢いの舞台～

10 新大村(仮称)駅 豊かな自然と歴史・文化が響きあい未来へつながる駅

11 諫早駅 水と緑と歴史が刻まれた人にやさしい県央の玄関口
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（1）北陸新幹線 飯山駅

【駅の概要】

・長野県飯山市の南部に位置し、日本でも有数の山
岳高原リゾートが連なる上信越高原国立公園エリ
アの中央に位置し、そのエリアへの観光の玄関口
である。

・平成２７年３月、北陸新幹線の開業に伴い在来線
飯山駅を移設した、北陸新幹線飯山駅を開業。

・北陸新幹線飯山駅は地上３階建て（高さ約２５
ｍ）の駅舎で、３階に新幹線ホーム、２階に新幹
線と在来線の改札口、１階に在来線のホームがあ
る構造。

・飯山駅構内には、飯山駅観光交流センターやアク
ティビティセンター、パノラマテラス等が入って
おり、旅行者にとって利便性の高い駅舎となって
いる。

・駅周辺では、千曲川口広場、斑尾口広場、南口広
場の３つの広場を整備。観光客に向けたバス・タ
クシーなどの交通結節点機能や駐車場なども整備
し、信越自然郷の玄関口としての機能の充実を進
めている。

飯山駅の外観

観光交流センター アクティビティセンター

千曲川口広場 パノラマテラス
（出典：JR東日本、飯山市)

５．国内他地域における新幹線駅舎デザインに関する代表的な事例
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「豊かな自然の懐に抱かれたやすらぎの駅」

【駅舎デザインコンセプト】

決定案 Ｂ案「雄大な大地と伝統美を感じさせる駅～雪と伝統文化の融合～」

〇都会では見ることのできない雪山の印象的な美しさ、また飯山の伝統豪芸である和紙“内山紙（うち
やまがみ）”の柔らかさを感じさせるデザインをテーマとしている。

〇白を基調としたプラットホームは、白い雪に包まれた風景を連想させ、頭上のケーブルラックは、飯
山の街並みにみられる“雁木（がんぎ）”の下にいるような印象を与えるデザインとしている。

〇長野県産の木材を多く使った待合室は、ぬくもりのある空間をイメージ。また、コンコースの２本の
柱には、和紙をはさみ込み内部から光をあてることで、行灯のようなやさしい光で癒しの空間を演出
する。
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（2）北陸新幹線 小松駅

9

「ふるさとの伝統を未来へつなぐ『ターミナル』」

■デザインコンセプト

・平成27年12月22日に、鉄道・運輸機構へ駅舎デザインコンセプトの要望書を提出。
・小松市は、北陸新幹線小松駅を「小松の新しい玄関」として駅東「未来タウン」と駅西「伝統の
まち」をつなぐかけはし、人びとと文化が行き交う南加賀のターミナルとして計画することを基
本コンセプトとして要望。

【駅の概要】
・小松駅は、石川県小松市に位置するＪＲ北陸本
線小松駅との併設駅である。

・駅の西側には伝統的な「こまつ町家」が立ち並
ぶ地区があり、東側は世界的な建設機械メー
カーが整備を行う「こまつの杜」が広がってい
る。さらにその奥には科学館「サイエンスヒル
ズこまつ」が平成26 年にオープンし、駅東側は
西側とは対照的な科学やものづくりの文化が根
づく地区となっている。また、近傍には北陸最
大のターミナルである小松空港があり、「国際
都市こまつ」の玄関口として機能している。

【地域素材の活用】
・小松市には、日華石、滝ヶ原石、大杉石といっ
た石材、日用杉といった木材、小松イ草を使っ
た畳や御座、県内有数の生産量のある小松瓦、
そして世界に誇る伝統工芸九谷焼といった多く
の地域素材がある。これらの素材を内装材とし
て用いることを検討している。

５．国内他地域における新幹線駅舎デザインに関する代表的な事例



■デザイン3案

Ａ案「積み重ねてきた伝統を未来へと発展させるター
ミナル」

Ｃ案「小松の原風景と歴史・文化・風土が呼応する
ターミナル」

歌舞伎の市松模様をベースに、下から
上に開口部を増やすグラデーションを
つけることで、伝統を未来へ継承する
ことをデザインテーマとしている。
「石」を「伝統」、「ガラス」を「未
来」と見立て、伝統と未来の融合、そ
して未来への発展を表現している。エ
ントランスは温かみのある空間を表現
し、L 字形状とすることで広場や周囲
の街路と一体となったデザインとして
いる。

霊峰白山と木場潟をモチーフとする
ことで、小松の地に古くから根づく
原風景と培ってきた歴史・文化・風
土を表現することをデザインテーマ
としている。中央部は開放的で透明
感のあるガラスと白山の連なりを表
現したルーバーで構成し、横スリッ
ト状の開口は木場潟に映る白山と水
面のきらめきを表している。エント
ランスは石文化を表現する石切場を
モチーフに、伝統と未来をつなぐか
けはしとしての意味を持たせている。

霊峰白山の雄大な山並みを金属で立体的・多面的
にデザインし、小松の歴史から未来を表現するこ
とをデザインテーマとしている。雪をまとった白
山の山並みを想起させるような、まちの東側にふ
さわしい未来感のあるデザインとしている。中央
下部では山並みの重なりと木立をイメージした開
口を設け、エントランスを白山とともに歩んでき
た小松のまちの象徴としてデザインしている。

Ｂ案「慣れ親しんだ白山の雄大な山並みと未来を感じるターミナル」決定案
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（3）北陸新幹線 加賀温泉駅

「加賀の自然と歴史、文化を見せる駅」
～ほっと安らぎ、粋にかぶく駅～

～古九谷、山中の挽物を活かした駅～
～地域を花と緑でつなぐ、シンボルとなる駅～

■デザインコンセプト

・平成28年6月29日に、鉄道・運輸機構へ駅舎デザインコンセプトの要望書を提出。
・加賀市は、日本海と江沼三山に囲まれた豊かな自然を背景に育まれた城下町、温泉街、港町、宿
場町といった多種多様な歴史や、加賀市が発祥の地である古九谷、山中漆器の挽物技術などに代
表される文化をアピールする場として基本コンセプトを要望。

■参考：地域概要
・加賀温泉駅は、石川県加賀市に位置するＪＲ北陸
本線加賀温泉駅との併設駅である。加賀温泉駅の
在来線駅本屋が新幹線駅本屋に支障するため、Ｊ
Ｒ西日本へ委託し、在来線仮駅舎工事を行った。
在来線仮駅舎は、平成29年5月23日より供用開始。
本設の在来線駅本屋は、新幹線開業と同時の供用
開始予定である。

・加賀温泉駅は、加賀温泉郷（山代温泉・山中温
泉・片山津温泉）へ向かう旅行客の玄関口となっ
ており、各温泉地への路線バスが発着するほか、
温泉宿の送迎バスも多く発着する駅である。

■参考：地域素材の活用
・加賀市には、九谷焼、山中漆器などの伝統工芸と
いった多くの地域素材がある。これらの素材を内
装材として用いることを検討している。
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５．国内他地域における新幹線駅舎デザインに関する代表的な事例



■デザイン3案

Ａ案「温泉郷の風情と城下町の歴史を感じさせる駅」

Ｂ案「歴史・文化の町並みを象徴する駅」 Ｃ案「九谷五彩で伝統と文化を象徴する駅」

温泉郷や城下町にみられる伝統的な格子
や白壁、板張りといった和の様式をモ
チーフとし、風情と歴史を感じさせる駅
とした。伝統的な町並みに見られる縦格
子（紅殻格子）は、駅舎内部からの眺望
に変化をもたらしながら、ほっと安らげ
る空間を演出する。また、紅殻格子や瓦
屋根、白壁の色彩を組み合わせることで、
温泉郷のおもてなしとくつろぎを感じら
れるデザインとしている。

伝統的な集落で見られる切妻屋根
をモチーフに、歴史ある町並みを
表現することで、地域のシンボル
となる駅とした。橋立地区などに
みられる赤瓦の色を用いて切妻屋
根を表現した窓は、非日常を演出
するとともに、ホーム内部からの
江沼三山の景色を印象的に魅せる。
エントランスでは、軒先の垂木と
石材の組み合わせで、歴史と文化
に裏付けされた加賀の町並みを想
起させるデザインとしている。

加賀市発祥の古九谷に用いら
れる九谷五彩（緑・黄・紫・
紺青・赤）の色彩をモチーフ
とし、伝統と文化を想起させ
る駅をデザインした。横方向
に積層させた素材によって際
立った九谷五彩の色彩は、駅
のシンボルとなり、非日常を
演出する。中央下部では、九
谷焼を使用した壁面を配置し、
上部の色彩と併せて、伝統・
文化を身近に感じられるデザ
インとしている。

決定案

12



（4）北陸新幹線 芦原温泉駅

「あわらの大地に湧き出る贅（ぜい）の駅」

■デザインコンセプト

・平成29年12月22日に、鉄道・運輸機構へ駅舎デザインコンセプトの要望書を提出。
・「あわら」の魅力は、海・山・川の大自然とその食材、湧き出る温泉、豊かな歴史文化で、いず
れも暮らしの中に溶け込んでいて、とても身近な存在として感じられるところである。地域住民
にとって身近な存在であるこの雄大な景色と、美しい自然、新鮮な食、あたたかい温泉、なにげ
ないひとときが、都会にはない「贅沢」だと感じられる駅にしたいという思いが込められている。

■参考資料：地域概要
・芦原温泉駅は、福井県あわら市に位置するＪＲ
北陸本線芦原温泉駅との併設駅である。２階の
新幹線の駅本屋を市で計画中の自由通路と接続
し、相対式２面２線のプラットホームを３階に
配置する計画である。

・あわら市の市街地は在来線駅舎の西側に広がっ
ており、平成27 年に都市施設「a キューブ」及
び都市広場「金津本陣賑わい広場」が整備され、
駅西口前に交流拠点エリアとしての機能を持た
せている。駅西口は今後空き家のリノベーショ
ンなど土地活用を行う事で、商店街の活性化を
市は検討している。新幹線側の東側は、駅東口
駐車場が供用開始され今後は新幹線開業を機に
駅前広場を整備することが決まっている。

■参考資料：地域素材の活用
・あわら市には、伝統工芸品等の特別な地域産材
は無いものの、スギなどの県産木材や豊かな自
然素材、温泉地を連想させる和風の内装などを
検討している。
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５．国内他地域における新幹線駅舎デザインに関する代表的な事例



■デザイン3案

Ａ案「日本海の美しさと大地の躍動感を表現した駅」

Ｂ案「あわら温泉の癒しと旅情が漂う駅」

Ｃ案「あわらが薫る風立つ駅」

日本海が生み出した自然美である
東尋坊をモチーフとし、縦を基調
とした躍動感のあるデザインとし
ている。周辺地域ならではの豊か
な自然環境を表現し、福井の北の
玄関口となる駅をイメージしてい
る。ガラス面は、明るい空間と日
本海の青さや白波を駅全体に表現
している。夜には、六角柱からこ
ぼれる明りが灯篭のようにまちを
照らし、光が連続する風景が駅を
中心として創り出される。

落ち着いた佇まいを感じさせる｢あわら温泉｣をモ
チーフとし、癒しと和の空間の駅をイメージして
いる。全体を落ち着いた色と木調で仕上げ、趣の
ある和を強調したイメージとし、あわら温泉を訪
れた旅の余韻を感じられる表現としている。ガラ
スの前面に設置したすだれ状のルーバーなどによ
り、窓からの風景を水平方向に切り取って借景の
ように取り込むことで、まちがより身近に感じら
れる。

あわらの台地をゆるやかに吹く
風をモチーフとし、地域住民に
とって親しみのある駅をイメー
ジしている。光を取り込む開口
は明るい空間を実現し、ガラス
で滑らかに表現される風は台地
にあたりそのまま上昇気流と
なって空に向かって伸びていき、
あわらのこれからの発展を予期
させる。外壁の下部では、あわ
らの台地を表現した色味で地域
住民にとって親しみのある風景
と居心地の良い空間をイメージ
している。

決定案
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15

（5）北陸新幹線 福井駅

「太古から未来へ ～悠久の歴史と自然がみえる駅～」

■デザインコンセプト

・平成29年2月7日に、鉄道・運輸機構へ駅舎デザインコンセプトの要望書を提出。
・福井市は、勝山の恐竜・平泉等の歴史遺産や、足羽山・九頭竜川等の自然が豊富。また、県都の
玄関口である福井駅を起点として、これらの「悠久の歴史と自然」を見ていただき、魅力を感じ
取ってもらいたいという思いから、福井の魅力・観光・見聞の意味を込めて「みえる駅」とした。

・福井の「太古」の歴史、「悠久の歴史」を経て、現在、そして「未来へ」向けて、将来を担う子
どもたちまで愛される駅となるような願いを込めてコンセプトを策定。

■参考：地域概要
・福井駅は、福井県の県庁所在地である福井市の中心市
街地に位置し、県都の新たな玄関口として、また、に
ぎわいと交流の新たな拠点として期待されている駅で
ある。

・ＪＲ北陸本線福井駅の東側に併設される配置となって
おり、また新幹線駅舎の東側には現在高架化工事中の
えちぜん鉄道福井駅が整備される予定である。

・駅周辺の整備については、平成3 年から在来線の連続
立体交差事業が、平成4 年から土地区画整理事業が開
始され、ともに平成30 年に完了予定であり、現在、
駅前広場の整備はほぼ完了している状況である。また
駅の整備に合わせて、自治体で都市施設の併設を計画
している。

■参考：地域素材の活用
・地域の伝統工芸品としては、越前和紙・越前焼・越
前瓦・越前和蝋燭など多岐に渡り、また地域産材と
しては、美山杉や笏谷石などがあり、これらの素材
を内装材として用いることを検討している。

５．国内他地域における新幹線駅舎デザインに関する代表的な事例



■デザイン3案

Ａ案「悠久の歴史を未来へつなぐシンボルゲートとなる駅」

Ｂ案「太古の記憶と神秘的な存在感が漂う駅」 Ｃ案「九頭竜川の伝説を未来へ継承する駅」

福井の歴史遺産として名高い「永平寺」や「一
乗谷朝倉氏遺跡」などに見られる「唐門」をモ
チーフにした柔らかな曲線を取り入れたデザイ
ンとしている。駅中心部を一段高くし、落ち着
いた色調の門構えのデザインで外枠を構成する
ことで、唐門のデザインと合わせて、利用者を
温かく迎え入れる福井のシンボルゲートとなる
駅をイメージする。縦を基調としたデザインは、
東口再開発ビル「アオッサ」と、えちぜん鉄道
福井駅をつなげる役割を果たし、また唐門のデ
ザインを形づくる木調のルーバーは、えちぜん
鉄道福井駅の内装材として使用を予定している
木材ともイメージを合わせている。

福井で多数発掘されている恐竜の化石の
イメージから、太古の生命や厳しい自然
環境を表現し、「恐竜王国福井」を利用
者にアピールするとともに、地域に馴染
むデザインとしている。鋭角を強調した
三角形の平面ガラスを組合せ、駅中心部
の外壁面を立体的に構築することで、恐
竜の爪や牙、躍動する生命力、荒々しい
岩肌などの「太古の記憶」を表現する。
一方、明るく開放的なガラス面は、太古
の神秘的な美しさを想起させるデザイン
としている。ガラス素材を用いることで、
周辺施設のデザインとの共通点を与える
とともに、立体ガラス部分のまわりに配
置したダークグレー系のフレームにより、
えちぜん鉄道福井駅のカーテンウォール
との調和を図っている。

福井平野に豊穣の恵みをもらしてきた
九頭竜川と、福井に新たな発展をもた
らす北陸新幹線を重ね合わせ、九頭竜
川に伝説として生き続ける竜を未来へ
継承する願いを込めたデザインとして
いる。駅中心部は、巨大な竜が駅に巻
き付いているようなユニークな外観と
しており、特徴的な三角形の開口部は
竜の鱗を表している。三角形の開口部
から落ちる自然光は、独特なホーム空
間を演出する。またガラス面に日光が
反射する様子は、九頭竜川の煌めきを
連想させ、巨大な竜が生き続ける美し
い福井の自然を象徴するデザインとし
ている。駅舎全体に渡り水平に伸びる
ラインをデザインポイントとして加え、
九頭竜川の美しい流れや新幹線の持つ
スピード感を表現している。

決定案
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（6）北陸新幹線 南越(仮称)駅

「伝統・文化を未来につなぐシンボルとしての駅」

■デザインコンセプト

・平成27年12月14日に、鉄道・運輸機構へ駅舎デザインコンセプトの要望書を提出。
・国府1,300年の歴史に育まれた文化や古代伝説の時代から継承と創造を繰り返す匠の技といった、
市及び丹南地域特有の伝統・文化を生かした、他では真似のできないシンボルとなるデザインと
するとともに、コウノトリが舞う里や周囲の豊かな自然に溶け込み、駅周辺整備のコンセプトに
調和した、シンボル性を備えながらも趣のあるデザインを要望。

■参考：地域概要
・南越(仮称) 駅は、福井県越前市及び丹南地域の中心
に位置し、北陸自動車道武生インターチェンジ、国道
8号、県道が近接する広域交通の結節点といった地理
的特性をもつエリアに設置される駅舎である。また、
南越(仮称) 駅は、福井県内の4駅の中で、唯一の現駅
併設でない新設駅となり、プラットホームは相対式2
面4線で計画している。
・現在、南越（仮称）駅の周辺は、農地が広がっており
都市施設は存在しないが、駅の新設に合わせ、駅前広
場や道の駅としての施設等は西側に配置し、パーク＆
ライド駐車場は駅舎の東側に配置を計画されている。
道の駅としての施設と多目的広場、修景施設をまとめ
て配置し、歩行者動線が車道によって分断されないこ
とで、一体感と賑わいを創出できるよう検討されてい
る。

■参考：地域素材の活用
・地域の伝統工芸品としては、越前和紙・越前打刃
物・越前箪笥・越前焼・越前漆器などがあり、地域
産材としては、越前瓦がある。これらの多くの素材
を吟味しながら内外装材として用いることを検討し
ている。

越前和紙 打ち刃物

５．国内他地域における新幹線駅舎デザインに関する代表的な事例



■デザイン3案

Ａ案「コウノトリが飛翔する未来への道標となる駅」

Ｂ案「丹南地域の歴史、伝統、文化が漂う駅」 Ｃ案「伝統工芸の精巧な技術と地域のぬくもりが感
じられる駅」

駅全体を越前市に飛来するコウノトリの翼を
表現し、美しい自然環境を未来へつなぐシン
ボルとなる駅をイメージしている。上部の壁
面を空に向かって張り出すことで、コウノト
リの飛翔する美しい姿を特徴づけており、全
体に白と黒のコントラストをつけることでコ
ウノトリのイメージを駅全体に表現している。
中央の壁面は、ガラス面に越前瓦をモチーフ
としたシャープなデザインを組み合わせ、丹
南地域の伝統工芸品の色彩を取り入れている。

丹南地域の伝統的町屋をモ
チーフとしたデザインとして
いる。駅上部の濃い色彩によ
る和の重厚さと、袖壁や白壁
等のデザインを組み合わせる
ことで、趣きのある落ち着い
た雰囲気を駅全体に表現して
いる。地域を代表する伝統工
芸品の越前和紙・越前瓦のデ
ザインを取り入れた、地域の
方々が親しみを感じられるデ
ザインとした。

外観は、緻密で繊細な伝統工
芸の技術性を感じられるデザ
インとし、手仕事の町である
地域のシンボルとなる駅をイ
メージしている。ガラス面に
は、越前指物・越前和紙のデ
ザインを取り入れ、２種類の
伝統工芸品の特徴を表現した。
下層部ではまちとのつながり
に重点を置き、丹南地域で見
られる切妻屋根をイメージし
た連続屋根を設けることで、
地域との調和を演出している。

決定案
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（7）北陸新幹線 敦賀駅

「空にうかぶ～自然に囲まれ、港を望む駅～ 」

■デザインコンセプト

・平成29年1月17日に、鉄道・運輸機構へ駅舎デザインコンセプトの要望書を提出。
・新幹線敦賀駅舎の最大の特徴として、ホームが高い位置に建設される予定であることから、高さ
というインパクトのある駅舎を「空にうかぶ」という表現で強調し、また、大規模な建築物の威
圧感を抑え、周辺との調和の取れた景観となるよう願いを込めている。

・また、日本海に面し三方を山で囲まれた豊かな「自然」は、本市の重要な資源であることから、
周囲の自然の景色に溶け込んだデザインにしてほしいという想いと、駅舎から望む「港」は杉原
千畝が発行した命のビザによって多くのユダヤ人が降り立った人道の港であるとともに、欧亜国
際列車と繋がる港であることから、この歴史ある敦賀港への想いを汲んでいただきたいという願
いを込め、デザインコンセプトを決定。

■参考：地域概要
・敦賀駅は、福井県敦賀市に位置し、既設の在来線敦賀
駅の東側、木ノ芽川に挟まれたエリアに設置される駅
舎である。北陸新幹線（金沢・敦賀間）開業時には新
幹線の終着駅となり、京阪神および中京圏からの在来
線特急列車との相当数の乗換え流動が想定されている。
・敦賀市の市街地は在来線駅舎の出入口がある西側に広
がっており、東側には今回新幹線整備に合わせて東口
広場が整備され、木ノ芽川の親水護岸整備を行い、水
辺の癒し空間の創出が計画されている。

■参考：地域素材の活用
・地域産材としては疋田石などがあり、地域のモチー
フとしては赤レンガ倉庫などがある。これらの地域素
材の要素をピックアップし、内装材として用いること
を検討している。

５．国内他地域における新幹線駅舎デザインに関する代表的な事例



■デザイン3案

Ａ案「未来航路へ出航する港街の駅」 Ｂ案「爽やかな海風を受け帆走する駅」

Ｃ案「煌めく大海から未来へ飛翔する駅」

・敦賀港に寄港する船舶をモチーフにし
たデザインとし、鉄道と港のまち敦賀
が新たな未来航路へ出航する様子をイ
メージしている。

・舷窓をモチーフとした円形窓と、船舶
の煙突をイメージしたトップライトを
設けることで、敦賀らしさの象徴であ
る「港」を感じられるデザインとして
いる。

・ホーム階の外壁は明るく軽快感のある
白色系を基調とし、コンコース階は濃
色系の外壁面をセットバックすること
で、上下を分節し、建物の威圧感を抑
え、浮遊感を演出している。

・敦賀港に寄港していた北前船の帆が、
爽やかな海風を受けてはらむ様子を
表現したデザインとし、港街敦賀の
歴史と豊かな自然を感じられる駅を
イメージしている。

・中央の屋根には、敦賀湾の穏やかな
波をイメージした大屋根を設け、壁
面にリズミカルに配置した帆ととも
に、軽快感、躍動感を感じられるデ
ザインとしている。

・ホーム階の外壁は明るく軽快感のあ
る白色系を基調とし、コンコース階
は濃色系の外壁面をセットバックす
ることで、上下を分節し、建物の威
圧感を抑え、浮遊感を演出している。

・壁面のガラス窓などをランダムに配置することに
よって敦賀湾の波の煌めきを表現したデザインと
し、天然の良港である敦賀湾の豊かな自然を感じ
られる駅をイメージしている。

・中央の屋根には、市の鳥であるユリカモメが飛翔
する姿や、船首のシャープさをイメージした特徴
的な大屋根を設け、自然豊かな敦賀のシンボルと
なるデザインとしている。

・ホーム階の外壁は明るく軽快感のある白色系を基
調とし、コンコース階は濃色系の外壁面をセット
バックすることで、上下を分節し、建物の威圧感
を抑え、浮遊感を演出している。

決定案
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（8）九州新幹線 武雄温泉駅

1.基本コンセプト 「＃ＴＡＫＥＯ ＬＩＦＥ」
～温泉の癒しと四季折々の武雄の色～ ～武雄色に染まるあなたの旅の1ページ～
～温泉の癒しと武雄の色、心ほぐす旅のはじまり～

2.コンセプトイメージ
「伝統と革新の融合」「武雄の色（個性としての色や色彩）」

■デザインコンセプト

・平成28 年７月28 日に、鉄道・運輸機構へ駅舎デザインコンセプトの要望書を提出。
・武雄市では「上質な田舎」をテーマとして積極的にＳＮＳを活用してＰＲ活動を行っている。新
幹線駅についても写真に収めたくなるようなデザインを意識しており、ＳＮＳで用いられる「＃
（ハッシュタグ）」を用いた、これまでにない独特のデザインコンセプトの要望となっている。

■参考：地域概要
・武雄温泉駅は佐賀県武雄市に位置するＪＲ佐世保線武雄温

泉駅との併設駅である。完成時には博多方面から乗り入れ
る在来線と対面乗換（ホームto ホーム）形式で乗り換え
可能な構造としている。

■参考：地域素材の活用
・武雄市は焼物で有名な有田や唐津にも近く、400 年以上

前から陶芸が盛んで、現在も約９０軒以上の窯元がある。
実施設計では地域素材として武雄焼のタイルや県産の木
材などを、内装材を中心に活用することを検討している。

５．国内他地域における新幹線駅舎デザインに関する代表的な事例



■デザイン3案

Ａ案「自然と調和するダイナミックな駅」 Ｂ案「リズミカルに街へ溶け込む駅」

Ｃ案「温泉街になじむ歴史と新しさを感じる駅」

御船山をはじめとした周囲の山々にな
じむ壁のデザインや、自然を感じる木
調の仕上材によって、武雄温泉の玄関
口にふさわしいダイナミックなデザイ
ンとしている。低層部は武雄の山々や
梅林、古い焼き物である古武雄のイ
メージを感じる緑色を配したデザイン
とし、ホームから駅前広場の楠をはじ
めとした武雄の山並み、街並みを望む
ことができる。

金属、木調などの異なる素材感の組合せ
による壁のデザインや、動きのある凹凸
形状の屋根によって、武雄の多様性を表
現し、街の風景にリズミカルに溶け込ん
だデザインとしている。低層部には武雄
市民に愛されている図書館や既存駅舎の
レンガのイメージを用いることで、武雄
の街並みに調和した温かみのあるデザイ
ンとし、ホームからは駅前広場の楠をは
じめとした武雄の山並み、街並みを望む
ことができる。

武雄の温泉街になじむ落ち着きのある屋根を現代的に
表現したデザインとしている。歴史を感じるしっくい
や赤い木組をイメージした素材を低層部に用いること
で、落ち着いた高層部と調和したデザインとし、ホー
ムからは駅前広場の楠をはじめとした武雄の山並み、
街並みを望むことができる。

決定案
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（9）九州新幹線 嬉野温泉(仮称)駅

「 心とろけるおもてなし～未来へつながる出逢いの舞台～ 」
① 温泉宿（旅館）を連想させる駅
② 自然の暖かみや温もりを五感で感じることができる駅
③ 里山と調和した自然を感じさせる駅
④ 日本一のユニバーサルデザインの駅
⑤ 嬉野温泉駅周辺まちづくり委員会の提言に沿った駅

■デザインコンセプト

・平成28 年5 月23 日に鉄道・運輸機構へ､駅舎デザインコンセプトの要望書を提出。
・このコンセプトから駅デザインを作成するにあたって、特に①、②、③を中心に表現して行くこ
ととし、「温泉宿」「自然」「里山との調和」のキーワードに次のような表現手法を用いてデザ
イン案を作成。

■参考：地域概要
・嬉野温泉（仮称）駅は、佐賀県嬉野市に位置する。かつて

は市内の嬉野町（当時は藤津郡嬉野町）と塩田町（当時は
藤津郡塩田町）とを結ぶ路面電車があったが現在は鉄道網
がなく、市内唯一の新設の駅となる。

■参考：地域素材の活用
・嬉野市は、肥前吉田焼や志田焼といった「やきもの」が

古くから制作されてきた地域であり、周辺自治体のやき
もの文化とともに「日本磁器のふるさと 肥前～百花繚
乱のやきもの散歩」として日本遺産に認定されている。
実施設計では地域素材として肥前吉田焼のタイルや県産
木材などを、内装材を中心に活用することを検討してい
る。

５．国内他地域における新幹線駅舎デザインに関する代表的な事例



■デザイン3案

Ａ案「山あいの 湯らめきの駅」

Ｂ案「湯どころの 趣のある駅」

Ｃ案「光と影の 温もりの駅」

嬉野の風、川、温泉の柔らかな、
ゆらめきを表現したファサードで
ある。光沢感を抑えた金属パネル
の角度を調整することで嬉野の自
然が持つゆらめきを表現する。

歴史ある嬉野の湯宿の装いを洗練された和の構
成で表現したファサードである。焼物を細い縦
格子として使い、温泉宿の趣を表現する。奥行
きの異なる材料により陰影を出し、深みのある
表情を与える。

嬉野の伝統工芸のイメージで構成
した、あたたかな光と影による温
もりを表現したファサードである。
乳白色のガラス、磁器タイルなど
素材の違いによって行灯や障子と
いった温もりのある“和”を表現す
る。パネルの凹凸により深みのあ
る表情を与える。

決定案
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（10）九州新幹線 新大村(仮称)駅

「豊かな自然と歴史・文化が響きあい未来へつながる駅 」
「波静かな琴の海と呼ばれる大村湾」や「雄大な多良の山々」の豊かな自然と「日本初のキリシ
タン大名 大村純忠」をはじめ、純忠が派遣した「天正遣欧少年使節」などの長い歴史・文化が
響きあい育まれた、水と緑と花に包まれた大村。新大村（仮称）駅は、この豊かな自然と長い歴
史を感じることができる駅にするとともに未来の大村へつながる大舞台（駅）とする。

■デザインコンセプト

・平成28 年5 月16 日、鉄道・運輸機構に駅舎デザインコンセプトの要望書を提出。
・本要望書には、この整備事業である駅前周辺のランドマークとなるデザインとすることが要望さ
れており、大村市の「自然」や「歴史・文化」が感じられること、また「未来へつながる駅」と
していることなどからも、新幹線事業に対する地元の期待が高いことがうかがわれる。

■参考：地域概要
・新大村( 仮称) 駅は、九州新幹線（武雄温泉・長崎間）武
雄温泉駅より約32km の長崎県大村市に位置している。市
内を南北に通過するＪＲ大村線沿いに建設を予定しており、
大村市からＪＲ九州に要望された在来線請願駅が併設され
る計画である。また、駅の東側約１km には長崎自動車道
大村インターチェンジ、西側約４km には長崎空港があり、
交通結節の要所として位置付けられる。

■参考：地域素材の活用
・大村市は「波佐見焼」で有名な東彼杵郡に隣接し、また
江戸時代より大村藩に伝えたられた「三彩焼」などの焼物
が特産品として挙げられる。さらに石材である「諫早石」
や「杉」、「ヒノキ」といった木材は長崎県の地域素材と
して知られる。
・実施設計では地域素材として天井材や床材といった内装
やファニュチャー類での活用を検討している。

５．国内他地域における新幹線駅舎デザインに関する代表的な事例



■デザイン3案

Ａ案「新しい街の玄関口、こころ踊るふれあいの駅」

Ｂ案「波のゆらぎと木漏れ日がつなぐ駅」

新しい街の玄関口として、大村の発展と人々の躍動感
を感じさせるデザインとしている。空に向かって開く
形状は未来への広がりを表し、カーテンウォールを使
用することで周辺環境との調和を図っている。ガラス
以外の外壁は雄大な多良の山々を表し、色彩は落ち着
いたものとすることで、五色塀などの大村の歴史的な
雰囲気も演出している。

波静かな琴の海と呼ばれる大村湾をデ
ザインテーマとしている。正面の縁取
られたガラス壁は、街の玄関口として
のゲート性をもち、来客を暖かく迎え
ることを表現している。両端の壁面は、
開口部の位置を徐々に変えることで大
村湾の波のゆらぎを表し、併せてホー
ム上では木漏れ日を表す。

大村の歩みと街との調和をデザイン
テーマとしている。外壁を構成する東
西で計６つの面は、市の前身である６
町村を表している。６つの面の表情を
変化させることで、駅周辺へ賑やかさ
を演出している。また中央部分をカー
テンウォールとすることで視覚的に駅
内外を繋ぎ、開放的なデザインとして
いる。

決定案

Ｃ案「自然と街に溶け込み、交流の表情を映しこむ駅」
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（11）九州新幹線 諫早駅

「水と緑と歴史が刻まれた人にやさしい県央の玄関口」
・最新のユニバーサルデザインを取り入れ、諫早らしさを施したデザインの駅舎
・「往来する人々が心躍る、賑わいとおもてなし空間」をコンセプトとした外観デザイン
・「身近な自然と、明るい未来を感じさせる空間」をコンセプトとした内観デザイン
・全国でも珍しい地上駅になることから、駅西交通広場から新幹線が見えるデザイン

■デザインコンセプト

・平成28 年７月6 日に鉄道・運輸機構へ駅舎デザインコンセプトの要望書を提出。

■参考：地域概要
・諫早駅は、長崎県諫早市に位置し、県央の玄関口として期
待されている駅である。東は有明海、北西は大村湾、南は
橘湾に囲まれ、長崎街道、多良街道及び島原街道の分岐に
位置しているため、古くから交通の要衝として栄えてきた。
鉄道においても併設している在来線諫早駅はＪＲ長崎本線、
ＪＲ大村線及び島原鉄道を有する鉄道交通の結節点である
とともに、年間約480 万人が利用する県内第2 の乗降客数
を有し、新幹線開業に伴い相互の利便性も高まると期待さ
れている。

■参考：地域素材の活用
・諫早には古くから親しまれている「諫早石」がある。硬
質砂岩である諫早石は、石の肌触りが良く吸水力に優れて
おり、歩道などの敷石として多く使われている。さらに諫
早の眼鏡橋もこの諫早石で建造されており、150年もの月
日が経った現在も変わらぬ存在感を持ち続けている。
・実施設計では駅コンコースの内装材として「諫早石」を、
また「杉・ヒノキ」といった県産木材も内装材として活用
することを検討している。

５．国内他地域における新幹線駅舎デザインに関する代表的な事例



■デザイン3案

Ａ案「歴史が誘う、賑わいの駅」 Ｂ案「水と時の流れを感じる、心躍る駅」

Ｃ案「明るい未来へ繋がる、おもてなしのゲート」

諫早の歴史を感じ、人々の賑
わいを映し出す駅への誘いを
感じさせるデザインをテーマ
としている。中央は眼鏡橋の
石積みをイメージした市松模
様の外装とし、端部には本明
川に浮かぶ「飛び石」をイ
メージしたリズミカルな諫早
石調の外装と道標を連想させ
る駅名標を配置して歴史と賑
わいを感じる駅を表現してい
る。

往来する人々が諫早らしさ、
水や時の流れを感じるデザイ
ンをテーマとしている。本明
川の流れをイメージしランダ
ムな窓を配した外装や、諫早
石調の外装で、諫早らしい心
躍る駅を表現している。また、
ランダムに配置した凹凸付き
の外装は、季節や時刻によっ
てさまざまな表情を見せる。
中央の庇には、眼鏡橋をイ
メージさせる影が映るような
仕掛けをしている。

明るい未来を感じるゲートをデザインテーマと
し、建物の外枠の大きな縁取りをゲートに見立
てている。人々の賑わいを映し出す大きなガラ
ス面をゲート中央に、落ち着きのある諫早石調
の外装を端部に配置して、諫早らしさと未来を
映し出すゲートを表現している。

決定案
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６．町民アンケートの実施概要

（２）調査項目の検討

・上記の目的を果たすために、以下の３つの視点で調査項目を検討する。
・この視点を踏まえて検討したアンケート調査票（案）は別紙のとおり。

視点1：北海道新幹線倶知安駅整備に関して町民の合意形成を図る

視点2：北海道新幹線倶知安駅のデザイン検討に向けた町民意見を把握する

視点3：北海道新幹線倶知安駅の駅舎及び駅前広場の整備の参考意見として、機能に関する町民の考
えを把握する

（１）調査概要

・北海道新幹線倶知安駅の駅舎デザインに関する倶知安町民の意向を把握することを目的に、以下の調査
概要でアンケート調査を実施する。

調査対象 倶知安町民（町内在住の2,000名程度を想定）

調査実施時期 令和2年9月

調査方法 郵送調査

調査票 日本語と英語版の2種類を作成

町民アンケートの調査概要（案）
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