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第２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 11 月 4 日（水）14：00～16：30

２．場所

倶知安消防署 消防総合庁舎 ２階会議室

３．議事

〇委員紹介、前回資料の修正

（清水参事）

・第 1回検討員会で提示した「駅舎デザイン決定までのながれ」の修正箇所について、説明。

（１）第１回検討委員会での確認事項について … 資料１

（㈱ドーコン 朝倉）

・資料１、参考資料について説明。

（斎藤委員）

・新幹線倶知安駅の地上から屋根までの高さが概ね 25ｍとのことだが、他の新幹線駅と比べ

て概ね同じくらいなのか。

（㈱ドーコン 朝倉）

・概ね変わらない。
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（２）町民アンケートの調査結果について … 資料２

（㈱ドーコン 朝倉）

・資料２、参考資料について説明。

※質問なし

（３）駅舎デザインコンセプトの検討について … 資料３

（㈱ドーコン 朝倉）

・資料３、参考資料について説明。

（木村委員長）

・鉄道・運輸機構から駅デザイン 3案提示されるまでの流れを説明いただきたい。

（オブザーバー 鉄道・運輸機構 羽生田氏）

・本検討委員会で決定・提出されるデザインコンセプト（文章）を基に、鉄道運輸機構が駅

舎デザイン 3案を提案する流れ。

・倶知安町の場合、鉄道・運輸機構が倶知安町に駅舎デザインコンセプトの検討依頼を行う

前から検討を進めている。要望書を早く提出頂けると、デザインを検討する時間を長くと

れることが考えられる。

（木村委員長）

・今回決める駅舎デザインコンセプトが、鉄道・運輸機構で考えていく駅舎デザインの検討

に反映されていくので、大変重要。

（本田委員）

・駅舎デザインの決定は、あと 2回の委員会で終わらないように思う。委員会の要望書は来

年度に延ばせるものなのか。

（清水参事）

・本日、デザインコンセプトを検討し、次回の検討委員会で意見をまとめて要望書を完成す

ることを考えている。

・鉄道・運輸機構からの駅舎デザインコンセプトの依頼が今年度末となっているので、役場

からの回答は来年度となると考えている。文章でのコンセプトとなることから、どこまで

駅舎デザインについて説明する要望書とするかは、現時点で未定。

（本田委員）

・今年度は、キーワードを考えるイメージで良いか。この委員会では具体的な設計イメージ

までは考えないということか。ある程度絵にするのは後ということか。

（清水参事）

・絵にするのは鉄道・運輸機構が行う。

（本田委員）

・認識に誤りがあった。鉄道・運輸機構が絵を描くならば、要望書の内容についても検討委

員会で議論したほうが良いと思う。

（佐藤委員）

・都市施設のデザインも機構が設計するのか。
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（清水参事）

・都市施設は、町が行う。町の整備方針では駅南側の高架下に都市施設を整備することを考

えているが、今後、鉄道・運輸機構と JRと協議しながら考えていくこととなる。

（吉田委員）

・飯山駅のように都市施設が、外に飛び出ているものかと思っていた。

（清水参事）

・都市施設の高架下での整備は、整備構想に基づいたもの。検討委員会で、都市施設の場所

を決めたいと考えている。

（木村委員長）

・検討委員会で駅舎デザインコンセプトまでしか議論しないのかという質問だが、今後、町

と鉄道・運輸機構の折衝がある。密に折衝している駅もあるので、地元がどれだけの熱意

をもって、検討委員会で検討したコンセプトを鉄道・運輸機構にかけ合えるかというのは

ある。

・都市施設については、町としては高架下としているが、JRとの協議の中で変わる可能性も

ある。JRとの協議をどのように行っていくかにかかっている。駅づくりにおいて、どれだ

け話し合うかが非常に重要。

・今日の委員会で決まらなければ、また議論するという流れでいきたいと思う。

・駅デザインのコンセプトについて委員の意見を伺いたい。

（本田委員）

・大きな軸として、新幹線倶知安駅は倶知安だけの駅ではない。市街地景観検討委員会でも、

山のイメージと一体となった駅舎を作るにはどうしたらいいか、駅舎のデザインと駅前通

りの景観を含めて駅舎デザインを考えたらどうかという意見が出ていた。ニセコ羊蹄にふ

さわしい自然と調和した駅舎デザインを望む。

・「羊蹄山麓（＝自然）全体、地域と人をつなぐ駅」というのがふさわしいと考える。
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（吉田委員）

・個人的には、羊蹄山をデザインの中心と考えつつ自然と調和したデザインが一番良いと思

う。

・デザイン（＝絵）がない状態で言葉だけを考えるのは難しい。イメージがいくつかあった

ほうが議論しやすいと思う。

（木村委員長）

・イメージをいくつか出したうえで、町としてのデザインコンセプトを考えてはどうかとい

う意見が出たがいかがか。

（清水参事）

・鉄道・運輸機構に提示する要望書はあくまでも文章。イメージを作成する鉄道・運輸機構

にイメージ素案を提出するのはいかがなものかと思う。

（本田委員）

・スケッチレベルのもので良いかと思う。まったく形のない中での議論は考えようによって

はこちらの想定と変わった絵になることも考えられるので、ある程度のイメージは必要。

（㈱ドーコン 朝倉）

・言葉だけではイメージがつきにくいというご指摘は最もだと思うので、駅舎デザインコン

セプト（例）A～Eのイメージに近い既存の事例を提出するのはどうか。

（木村委員長）

・鉄道・運輸機構が 3案提出する前に１度絵をかいてしまうと、既成事実になりかねない。

・町の考え次第だが、既存の事例を基に議論するのはあるかと思う。長崎駅の事例では、市

が設計費等を出すという条件で市から鉄道・運輸機構に駅デザインを提案し採用されたと

いう事例もある。費用の面も考えると、この事例は倶知安町には当てはまらないかとは思

うが。

（斎藤委員）

・町民アンケート調査結果から、駅舎デザインにふさわしいキーワードとして「羊蹄山」を

回答者の 8割が選択されていたことから、町民にとって羊蹄山はどれだけ素晴らしものか

がよくわかった。恐らく、羊蹄山は倶知安町含め近隣住民の自然の象徴かと思うので、駅

舎に反映していくことは大事。一方、国際スキーリゾートの面も重要だと思っている。こ

れらは相対するものではなく、倶知安町を表現するという意味で 2つの素晴らしい側面を

もっていることを表現していくべきではないか。

・駅舎デザインコンセプト（例）の A～Eだと Bが良いかと思う。

（佐藤委員）

・キーワードとして羊蹄山は大事だが、モチーフとなると別。

・駅舎から羊蹄山を見てほしいという町民の要望があるということが調査結果から感じた。

・広い意味での地域の玄関口としての意味合いだと思うので、地域の自然を活用してほしい。

・倶知安町はヒラフエリアは別だが、結局は田舎。自然と調和した方向で考えていければと

思う。

（金塚委員）

・Aのコンセプト、Cの概要が良いかと思う。
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・新函館北斗駅に降り立って思ったのが、人があまりいない閑散とした活気がないイメージ

を持った。どんなに素敵なデザインの駅舎であっても、人のにぎわいを演出するような仕

掛けが必要。

・駅を降り立った人が、地元をすぐに感じられるような施設があると良い（例：倶知安町内

で個人で運営しているようなお店を設置）。

（峠ヶ委員）

・デザインコンセプトは駅舎整備後も残るものなので、シンプルな方がいいと思う。「未来的」

「国際的」は 30 年後 50年後には合わないかもしれない。

・コンセプトは全ての答えになると思う。そう考えると、町民アンケート調査結果から「羊

蹄山」でコンセプトを表せるのではないか。例えば、「羊蹄山」というコンセプトであれば、

チェーン店は入ってきにくいと思う。「羊蹄山」というコンセプトはいかがか。

（オブザーバー 柏谷氏 ※以下、柏谷氏とする）

・誰が使う駅なのかをイメージすることが重要。駅を降りた時に、地域住民の賑わいがあっ

て、それを見た観光客が親しみを持ってまちにとけこむといった賑わい。みんなで新幹線

をつくるというのもあってほしい。

・イメージとしては、Aが近いかと思うが、田舎に調和した＝田舎らしくするのではなく、洗

練されたものがあったほうが良い。

・利用者中心で行くと、今までの議論でも地域住民を中心に議論してきたことがあるので、

学生の利用も外せないと思う。

（木村委員長）

・全員の意見で出てきたのが「羊蹄山」。誰のための駅なのかということから、コンセプトを

考えるべきではないかというご意見もあった。どの目線で倶知安駅を利用してもらうか。

・自然と調和したという表現を今後、どう洗練した表現にしていくか。

・「羊蹄山」と聞かれた時、どんなイメージを持つか伺いたい。

（本田委員）

・すべての中心というイメージがある。役割分担ができている。当然、シンボル。

（吉田委員）

・当たり前にいつもある山なので表現するのは難しいが、安心感・母なる山等が浮かんでく

る。

（斎藤委員）

・倶知安町に住んで半年。「美しさ」。日経新聞で富士山に最も近い山が羊蹄山と書かれてい

た。夏は緑で冬は真っ白。あの美しさは他にないと思う。この印象が強い。

（佐藤委員）

・小さい時から見ているので、水や農作物にしても山がまちの恵みを与えてくれている。地

域の大地を支えてくれているイメージがある。羊蹄山は町の中心。

（金塚委員）

・「自慢」「感情」。中心にあるがゆえに、町からみる羊蹄山の見え方が違う。各町で羊蹄山の

見え方が違うので、「うちからの眺めが一番」と言えるのが良いと思っている。四季折々で

季節が変わるし、時間帯でも変わるので、ずっときれいな状態でもない羊蹄山。山だけど
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動きがあるなと思う。

（峠ヶ委員）

・一言でいうと、シンボル。まちづくり新幹線課で募集した小学生が書いた新幹線の絵をみ

ると、ほとんどが羊蹄山を絵にかいていた。大人から子ども、国籍も関係なく伝わるのが

「羊蹄山」。

（柏谷氏）

・雄大でありがたみのある山。

（木村委員長）

・「羊蹄山」ひとつにとっても、委員によって意見が様々。羊蹄山というのは外せないかと思

う。

・高校生や学生等の視点と出てきたが、皆さんは誰のための駅と考えるか。

（柏谷氏）

・どちらかというと、広域の地域住民のための駅と考える。

（峠ヶ委員）

・地域住民の利用を考えて、それに付随して観光を考えるのがいいかと思う。

（金塚委員）

・地域住民が賑わいをつくると思うので、同意見。

（佐藤委員）

・駅は玄関口だと思っているので、どちらがと言うのではなく、双方が使いやすい駅とした

い。

（斎藤委員）

・基本的には地元のためだと思うが、地元のための駅で良いならば今の駅でいいと思う。新

幹線駅なので、地元だけではなく、国際色豊かなインバウンド客の利用も地域の特色であ

ることから、国際ということも考えていく必要があると思う。両方にとって大切な駅が良

いのではないか。

（吉田委員）

・駅を一番利用する人に合わせて考えるのがいいと思う。地域住民ももちろんだが、そこに

焦点をあててしまうと何か抜け落ちてしまう気がする。

（本田委員）

・駅舎だけではなく駅前広場・駅前通りと一体で考えると地域住民となるだろうし、外から

くる駅利用者目線で考えると機能的な利便性を考える必要がある。このように２つあると

思う。シンボルとしての駅という位置付けであれば、羊蹄山麓を含めた地域住民のための

駅舎づくりとなると思う。

（木村委員長）

・参考までに飯山駅の事例を紹介すると、地域住民があって、そこに観光、風土・習慣を感

じさせる考え方で、どのくらいの人が作ってもらえるかということで協議を進めた。当初、

利用者は少ない予想であったので、地域の人達が寄ってくれる駅にするためにはどのよう

な機能が必要かということで考えた。
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・結果的には、利用者の多くは旅行者や外国人スキー客であり、次に多いのは高校生。高校

生が時間つぶしに一番駅に居る。その場に人がいるということが大事かと思う。

・今日出たキーワードを基に、委員の皆さんが納得いくようなコンセプトを事務局で考える

という流れでいかがか。

（本田委員）

・市街地景観検討委員会での意見を踏まえて、コンサルに検討してもらってはどうか。

（木村委員長）

・新幹線利用者のうちインバウンド観光客に焦点をあてた会議も行っているので、観光協会

を通じて、ヒラフエリアのご意見を収集してもらい、反映していただけたらと思う。

（柏谷氏）

・駅の中と外ではイメージが全く異なってくると思う。駅舎デザインコンセプトのまとめ方

について考えを聞きたい。

（清水参事）

・本日の意見を踏まえて事務局で精査し、デザインコンセプトの文章を考えたい。今日の意

見を聞いて、要望書にはデザインコンセプトの付帯意見として、細かく記してはどうかと

考えていた。まずは、ベースとなるデザインコンセプトを決めたい。
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（４）駅前広場及び駅舎（都市施設）レイアウトの検討について … 資料４

（㈱ドーコン 大川）

・資料４、参考資料について説明。

（峠ヶ委員）

・駅前広場のレイアウト案は何を参考に書かれたものなのか。

（㈱ドーコン 大川）

・令和元年度の新駅周辺整備計画を基に作成している。

（本田委員）

・市街地を含めた人の動線を考えると、バス系は西口、自家用車は東口。東口には、自家用

車の乗降、じゃがりん号の循環バス、タクシー乗り場としてはどうか。できるだけ東口は

人の動きを見せるような特徴にしてはどうか。

（齊藤委員）

・土地の面積がない中で、効率的に活用することを考えるとレイアウト(案)のようになるの

かと思うが、たまり空間に送迎バスを待つ人をイメージした場合、東口と西口は逆になる

のでは。

・自家用車を東口に整備するとなると車を停めるスペースが必要になってくるのでたまり空

間を削るしかないと考えると、西口に持ってくるしかないのかとも思う。

（本田委員）

・体育館の南側に大きな駐車スペースがあり、普段はほとんど活用されていない。駅周辺を

検討課題とすれば、原案のような詰まった駐車場の配置にならないのではないか。駅周辺

の土地の活用を含めて検討してはどうか。

・都市施設の機能として、暖房機能を追加してほしい。

（峠ヶ委員）

・町民アンケートではタクシーとバスの利用者は少ないという結果だったので、東口にこの

機能があるとたまり空間の機能が果たせず閑散とした見え方になると思う。駅前広場の検

討には、町民アンケートの結果を反映してほしい。

（本田委員）

・整備構想で検討した駅前広場のイメージと本日提示されたレイアウト案が違うのはなぜか。

（清水参事）

・町の考えとしては、駅前通りから直接、駅前広場東口に進入できるようにすることで、北

海道が道道の一部として駅前広場を整備することができるので、町の費用負担を抑えつつ、

限られた財源を例えば、高速道路インター方面から新駅へのアクセス路となる街路整備や

駅西側に整備を予定している駐車場の整備にあてたいと考えている。また、東口の出入口

を 1つとすることで車両と歩行者の交差が少なくなるのと逆走防止に繋がることから安全

面も考慮している。

・横断道路については、駅周辺の交通量を含めて駅周辺のあり方を検討したときに、新幹線

開業時に横断道路が無くても交通容量上は問題がなく、あえて駅周辺に車両の往来を集め

る必要がないため不要とした。
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（柏谷氏）

・橋脚の位置関係でなくなったのではないか。

（清水参事）

・そういうわけではない。

（柏谷氏）

・高架下も立体的に考えないと空間がもったいない。横断道路に関係なく、高架下活用も考

えていくべき。

（本田委員）

・全体のコンセプトの中でどのようなレイアウトが必要なのかという議論の仕方をしないと、

最初から成案があるというのはどうなのかと思う。都市施設が高架下にある前提となって

いるが、改札のある駅舎本体にあったほうがいいのではないかという意見も出てくると思

う。整備構想から検討してきたのに、成案をいきなり出すのはどうか。ステップとしては、

コンセプト、機能的コンセプト、都市施設はどこがいいかの議論、東口・西口の役割を決

めるというような流れが必要ではないか。

（木村委員長）

・西口と東口にどんな機能が必要かという議論をする必要がある。

・都市施設についても、大きさを含め、機能（案）についてこれでいいのか議論する。

（柏谷氏）

・都市施設を前に出してはどうか。都市施設の内部イメージは、学生のスペースとキッズス

ペースもあってもいいと思う。

・西口の駐車場について、駐車場を駅に近づけることはできないのか。

（清水参事）

・JR の用地となるので、用地取得に金額がかかる。

（柏谷氏）

・恐らくこのレイアウト案だと、町民が東口のたまり空間付近に路駐するのではないか。こ

こを少し路肩を広げて乗客を降ろすだけの停車とする余地はあるのか。

・冬季の雪捨てもイメージがわくよう示したほうが良い。

（峠ヶ委員）

・立体的にイメージできるような資料もあると良い。

・景観と今回の検討を併せて考えていくことが重要。

・都市施設についても景観を考えなければならない。

（木村委員長）

・駅の構造については別な会議で議論しているので、提出できる資料があれば示せると良い。

（金塚委員）

・レイアウト案①の東口の駅前広場と西口の第 1駐車場を逆に出来れば良いかと思う。

（佐藤委員）

・都市施設の位置がどこにくるかによって、内部のイメージが変わる。駅前通りの正面のほ

うに、たまり空間が出てくる場合、変わってくると思う。かえって疑問が増えてくる。
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（木村委員長）

・現在の案は、町の財政を考慮したもの。また、JR との議論で変わってくることもある。

・例えば、町民アンケート調査結果を踏まえるとコインロッカーが足りない等意見が出てく

ると思う。皆さんからの意見を出してもらって、町の財源等も考慮して考えていければと

思っている。

（吉田委員）

・都市施設イメージ案だと、観光案内は暖かみが感じられない。

・平面駐車となっているが、屋根付きの駐車場の需要はあると思う。高架下を活用した駐車

場の整備も検討してほしい。

（本田委員）

・夏は自転車もいれてほしい。シャワーも必要かと思う。

・学生が少し勉強できるような機能も必要かと思う。

・札幌、長野、金沢だと、絶えず人が流れているかと思うが、倶知安だと、改札と都市機能を

近づけないと閑散とする気がする。

・高架下に都市施設を入れたとしてもお金がかかると思うので、将来的には駅舎に都市施設

を入れたほうがいいように思う。

（木村委員長）

・飯山駅では、高架下に都市施設をつくる場合、JR へ賃料を支払い続けなければならない。

支払う総額を考えると、駅舎に合築した方がいいのではないかという結論に至った。

・都市機能のボリュームについて精査が必要。事例を参考に、都市施設以外の高架下の利用

を考えると良いかもしれない。

３．最後に

（清水参事）

・次回の検討委員会は、引き続き、駅舎コンセプト及び駅前広場の検討を行いたい。

・開催時期は令和 3年 1月中旬～下旬を想定している。

以 上


