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第 1回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

開催報告

１．日時

2020 年 8 月 24 日（月）14：30～16：30

２．場所

倶知安町役場 分庁舎１階会議室

３．議事録

委嘱状交付

（倶知安町長 文字町長）
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あいさつ

（倶知安町長 文字町長）

・多用な中、本委員会委員を引き受けていただき感謝する。

・町内の新幹線に関連した事業 2か所の進捗は、二ツ森トンネル 82％、羊蹄トンネル 27％

となっている。

・倶知安駅では在来線の移設工事も行われており、町民にもよく目がつくため、新幹線駅

開業への意識が浸透してきている。

・アジアを代表するニセコエリアを抱え、羊蹄山麓および西胆振への玄関口として位置づ

けられる本駅舎について専門分野からの審議をお願いしたい

・重要な３視点として、町民エリア住民の目線視点、道民からの視点、交通結節点として

の視点がある。

（※町長退席）



3

委員紹介

・木村 宏

（北海道大学大学院 国際広報メディア・観光学院 観光学高等研究センター教授）

（※委員長就任。以下、木村委員長と記す）

・本田 哲

（倶知安商工会議所常議員（以下、本田委員と記す））

・斎藤 圭司

（一般社団法人 ニセコひらふエリアマネジメント事務局（以下、斎藤委員と記す））

・佐藤 裕

（倶知安町町内会連合会会長（以下、佐藤委員と記す））

・峠ケ 孝高

（倶知安町景観計画・緑の基本計画 策定検討会議委員（以下、峠ケ委員と記す））

※以降議事進行は、木村委員長が行う



4

委員長挨拶

（木村委員長）

・北海道大学に来て５年目になる。観光まちづくりを専門として学生とともに研究して

いる。

・北陸新幹線飯山駅のある地域での 20年間にわたる観光まちづくりの経験も踏まえて、

皆さんとの十分な議論をもとに考えていきたい。

・住民からの期待に対して、計画と実行の食い違いがないよう、特にこの数年は重要な

時期ととらえ、取り組んでいきたい。
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（１） 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

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…資料１

新幹線駅の駅舎機能について…参考資料

（㈱ドーコン 朝倉）

・資料 1、参考資料について説明。

（本田委員）

・この検討委員会の大前提として、新駅周辺整備構想がある。そういった全体構想があ

ったうえでのものだと考えるが、そこについてどう考えているか

（倶知安町まちづくり新幹線課 清水参事（以下、清水参事と記す））

・H26 から 29年までの 4年間、町では町民による駅周辺整備についての検討を行うため、

新幹線まちづくり検討委員会を立ち上げて駅周辺や市街地のあり方などを検討し、そ

の検討結果を提言書にまとめて町に提出していただいた。町ではその提言を受けてH30

年度に新駅周辺整備構想を策定し、それを具体化した新駅周辺整備計画を昨年度策定

した。今後は、整備計画で定めた整備方針に基づきながら、本委員会において駅舎の

中に導入する機能と規模や駅前広場に整備するバス乗降場や駐車場などの位置や形状

などの検討をしていきたいと考えている。

（本田委員）

・個人としては構想と計画について大まかに把握しているが、委員全員が把握していな

いと昨年までの積み重ねがないゼロベース議論になってしまう。事前に委員は把握す

るべきだと考える。
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（斎藤委員）

・私は把握していませんでした。

（木村委員長）

・脈絡のない議論にならないように、次回以降は紙媒体でまず用意したうえで全員が把

握していかなくてはならない。そのうえで具体的にどうしたらよいのかについて議論

したい。

・駅機能についても、欲しいものをひたすら挙げるというよりは、何が本当に必要なの

かを都市施設が本当に必要なのかという観点も持ちつつ、吟味していきたい。

・質問なのだが、スキー場のシーズン利用はどれだけあるのか。飯山駅の周辺エリアは

年間約 70万人なのでどの程度比較的に考えられるのか検討してみたい。

（倶知安町 沼田観光係長）

・スキー場だけではないが、倶知安町として年間 160 万人の入込。うち 60％が冬季間。

（佐藤委員）

・忘れてはいけないのは、倶知安がスキーリゾートではなくスノーリゾートであり、周

辺観光も含めた長期滞在型である点。

（木村委員長）

・飯山駅の場合、閑散期の集客に課題があったこともあり、新幹線開業後に JRが主体と

なって経営していた店舗が２店舗廃業した。JR による経営では維持困難であったが、

地域住民主体の経営に替わってまた賑わいを取り戻している例がある。都市施設の整

備にあたっては閑散期の対策も考慮していく必要がある。
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（本田委員）

・冬の千歳から倶知安へのアクセスは、現在はほとんどがバスによるもの。新幹線によ

って札幌で乗り換えがあるにせよ、現在より確実に移動時間が短くなる。今後増加す

ることが期待される人の流れをどの程度考慮するかは議論の余地があるのではないか。

（木村委員長）

・バスでのアクセスがあったところとしては白馬がある。年間約 230 万人ほど入込があ

った。そこが参考になるのではないか。

（本田委員）

・周辺との連携については話しているのか。

（清水参事）

・今後進めていく予定。

（佐藤委員）

・都市施設は駅の南側に配置するということだが、基本構想時点の配置図から考えると、

駅の都市施設から駐車場までの距離がかなり長くなるのではないか。都市施設との距

離感を検討すべきではないか。

（清水参事）

・整備構想では駅西側の駐車場は JR の敷地も含めた広大な構想図になっており、駐車場

からの距離もあったが、整備計画では駅からすぐ西側に観光バスの乗降場と駐車場を

整備することを想定している。
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（斎藤委員）

・この委員会には JR の関係者も入った方がいいのではないか。JR との連携や情報提供

は十分にあるのか。

・在来線はなくなるととらえていいのか。

・駅舎の高さはどれくらいになるのか。駅の背後地の眺望への影響もあるのではないか。

・ガーラ湯沢駅も参考事例として取り上げてもいいのではないのか。

（清水参事）

・JR については実務レベル会議等で連携を図りながら進めているところ。

・在来線については現時点で決まっていない。並行在来線対策協議会にて沿線自治体と

の議論が必要。R3 年度内には一定の方向性が出されることを想定している。

（㈱ドーコン 朝倉）

・プラットフォームの高さはかなり高くなることが想定されている。

（㈱ドーコン 佐竹）

・現在の道道の高架の上を通ることになる。そのようなイメージを想定してほしい。

（清水参事）

・加えて、防音壁の高さもかなりあることになる。

（㈱ドーコン 朝倉）

・景観については、鉄道・運輸機構側でも検討している。

（木村委員長）

・駅を作る側、使う側、町の３者が食い違わないようにしなければならない。
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（㈱ドーコン 朝倉）

・ガーラ湯沢駅については、スキー客のためにつくられた駅ということもあり、単純比

較できなかったので事例としては資料に記載していない。

（峠ケ委員）

・新幹線の有無や在来線の有無にかかわらず、駅自体に人が集まる魅力を持っている必

要がある。

（木村委員長）

・重要な考えである。それをどう実現していくかを議論していきたい。

（本田委員）

・そもそも 250ｍもある建物で、意匠を大きく変えることはどの程度可能なのか。

（㈱ドーコン 朝倉）

・鉄道・運輸機構側はあくまで税金の範囲内で駅をつくることになるので一定程度標準

的な設計になるのは否めない。一部、長崎駅のような例外もある。

（本田委員）

・倶知安駅らしさは都市施設で出していくのがよいということか。倶知安がどこまでお

金を出せるのかという問題もある。

（清水参事）

・高架下に都市施設を作る場合、ＪＲへの賃料が発生することも考慮しなくてはならな

い。
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（木村委員長）

・ＪＲも経営的な視点を持って駅を考えている。理想とする都市施設を造るためには、

ＪＲと十分に連携していかなくてはならない。採算の悪いテナントは外に出されるた

め、入居テナントと全体コンセプトに矛盾が生じかねない。

・次回に向けてどの程度のボリュームの資料を想定しているか。

（㈱ドーコン 朝倉）

・駅舎の配置図素案を提示することを想定している。

（木村委員長）

・ほかに必要な検討項目はあるか。

（本田委員）

・木を使ったデザインについて検討して頂きたい。

（佐藤委員）

・木の利用については、これまでの会議でも意見が上がっている

・ほかにもロッカーや自転車の利用に関連しても意見があった。

（木村委員長）

・スキー板などを長期的に保管するスペースを設けると、オフシーズンは閑散とした空

間になりかねないので注意すべき。

（佐藤委員）

・現在の実態をみると、長期的に駅に保管するような需要は見られない。
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（木村委員長）

・鉄道・運輸機構との協議会では、インバウンド客などは荷物がかなり多いということ

で、ＥＶの大型化なども検討している

（斎藤委員）

・空港のＥＶも大きい。参考になるかと。

（２） 町民アンケートについて

北海道新幹線倶知安駅 駅舎デザインコンセプトの検討に関するアンケート調査（案）

…資料２

（㈱ドーコン 朝倉）

・資料２について説明。

（佐藤委員）

・10 年後の計画なので、アンケートの対象者は 18歳にこだわらず 15歳からでよいので

はないか。

（㈱ドーコン 朝倉）

・他の自治体で、中高生に別途アンケートした事例もある。

（木村委員長）

・新幹線駅は、バスターミナルになるため、学生の利用も多くなることが予想される。

学生に聞いてみるのも面白いかもしれない。
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（本田委員）

・別のまちづくり会議でも感じたことだが、学生の意見は視点が柔軟で面白い。

（木村委員長）

・旭川の駅でもよく放課後駅で学生が勉強しているところを見かける。

（斎藤委員）

・配布数が 2,000 ということだが、アンケートは数が多ければよいという認識でよいか。

（清水参事）

・回収率を考慮し、抽出調査として有効性のある回答数を得ることができる 2,000 と設定

している。

（斎藤委員）

・ネットアンケートは利用しないのか

（㈱ドーコン 朝倉）

・町の人口構成を正確に反映するために、無作為抽出で対象を定めて実施することを想定

している。ネットだと回答者層が偏ってしまうリスクがある。

（斎藤委員）

・回収率はどの程度を見込んでいるのか

（清水参事）

・3割から 4割を見込んでいる。

（倶知安町 星加係長）

・6月に実施した景観に関するアンケート調査で約 35％だった。

（木村委員長）

・学生に対して別途実施したほうがいいのでは。

（㈱ドーコン 朝倉）

・新幹線の駅舎デザインに学生の意見を取り入れた事例として木古内の例がある。木古

内高校生に鉄道・運輸機構から提示された３つのデザイン案から１つを選んでもらっ

た。
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（木村委員長）

・駅にあったらよい機能について、項目がありきたりで全てあればよいと思ってしまう

気がする。自由記載にすればよいのではないか。

（㈱ドーコン 朝倉）

・ご指摘のとおり。変更したい。

（木村委員長）

・先ほど峠ケ委員からもあったように、市民が集えるまちについて意見をとるなら、駅

に何しに来るのかを聞くという手法もある。

（峠ケ委員）

・駅にアクセスする交通手段によっても違いが出るのではないか。

（斎藤委員）

・３月までインドネシアにいた。駅にモスク（礼拝所）を整備することも考えられるの

か。

（㈱ドーコン 朝倉）

・東京駅や新千歳には礼拝施設がある。

（斎藤委員）

・インドネシアでの実感としても、雪に対するあこがれは強く、そういった東南アジア

の将来需要を見込んでそういうものも整備するということも考えられる。

（本田委員）

・ひらふ地区に整備を想定している施設に礼拝施設を整備することも考えられる。

（木村委員長）

・確かに需要はあるので、そういった用途も含めた多目的スペースを駅に造るという方

法もある。

・単なる空きスペースにならないように注意は必要だが。

（㈱ドーコン 朝倉）

・礼拝施設については、旅客施設の中になるのか、都市施設の中になるか議論もある。

（木村委員長）

・駅舎内には、視察対応などに使う会議室があったりする。ただ、駅務に関係する場所

にあることも多く、地域には開放されてないと思う。
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（佐藤委員）

・学生たちのたむろできる場所が町内にない。待合・休憩所にもなり、飲食もできるよ

うな、複合的な施設を目指すと良いのではないか。

（本田委員）

・やはり機能についての回答はフリーアンサーがいいのではないか。

（木村委員長）

・先行事例から、駅ができたあとに出されたクレームの事例を参考にするとよいかもし

れない。

（㈱ドーコン 朝倉）

・北陸新幹線を視察した時に、いくつかの駅ではクレームと改善点について聞いたこと

もある。後日まとめて報告したい。

（峠ケ委員）

・学生や子供に絵を描いてもらうことで、言葉にはできない潜在的な意見や需要をくみ

取れるのではないか。

（星加係長）

・毎年倶知安町で行っている将来どんな駅になるとよいのかについてのコンクールがあ

り、参考になるかもしれない。

・少なくとも入選作品は記録が残っていると思う。

（木村委員長）

・小学生や住民に対してワークショップ的なものを行うのは大変だが、やっても面白い

かもしれない。駅づくりに参画していくことが利用者意識の向上にもなる。

・今回の検討を踏まえ、アンケートはいつごろ実施する予定なのか。

（㈱ドーコン 朝倉）

・今日の意見を修正して、2週間後の 9月頭には、送付したいと考えている。

（清水参事）

・本日頂いた意見を踏まえ、「アンケートは 15歳以上で実施」「駅へのアクセス方法への

問を追加」「機能の設問は自由回答に変更」という点を変更したい。
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（本田委員）

・アンケートの対象を 15歳以上にするのもいいが、小中学生への別途アンケートを実施

したほうがいいのではないか。参画意識を高めるには、学校経由で「君たちが将来の

まちを作るよ」というニュアンスで書いてもらうとよい。

（峠ケ委員）

・もし、可能であれば学生へのアンケートも検討して頂きたい。

（清水参事）

・教育委員会と調整し、小中学生を対象にアンケートをできるようであれば、アンケー

ト内容について本委員会で検討していただいた上で実施したい。

（木村委員長）

・最後に１人ずつ感想も含めてコメントお願いしたい。

（本田委員）

・駅のデザインもそうだが、まち全体としての景観計画は決めていないのか。色など。

（星加係長）

・市街地景観部会を立ち上げている。駅舎のデザインコンセプト検討と足並みを揃えつ

つ検討を進めていきたいと考えている。メインは駅周辺の景観について全体的に検討

するもの。

（本田委員）

・駅舎が先に走ってしまうので、全体計画とずれが出てしまわないか少し危惧している。
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（斎藤委員）

・確かに検討期間にずれが出てくる点は今後の課題となる

（星加係長）

・部会の初回にて、駅前通りから駅舎を見た時の景観についてのフィールドワークを検

討している。その中で、景観に関して配慮できるところできないところを整理して、

論点を整理していきたい。

（峠ケ委員）

・町民に開かれた場であってほしい。

・新幹線に対して夢を描いているだろうから、各人がどんな風に感じているのかを、ア

ンケートに限らずラフに組んでいくべき。

（佐藤委員）

・各委員会がそれぞれの議論内容を共有して、全体としてのまとまりをもつべき。

・資金のある自治体ではないので、デザインや空間だけでなく、事業費も並行で検討し

ていきたい。

（木村委員長）

・佐藤委員の言う通り、いろいろな思いがバラバラにならないように、各計画の概要が

わかるようにしたい。そのうえで我々一同勉強しながら議論していきたい。

（本田委員）

・次回は駅の実際の様子を見ながら議論したい。駅周辺の施設を使って会議を開催すの

もいいかもしれない。
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（３）その他 今後の開催日程について

今後の開催日程について…資料３

（清水参事）

・資料 3を説明。

・次回は、10 月に開催したいと考えている。

以 上


