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第３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

2021 年 1 月 27 日（水）10：00～12：15

２．場所

倶知安町役場 ３階会議室

３．議事

（１）駅舎デザインコンセプトの検討について … 資料１-１、１-２、１-３

（㈱ドーコン 朝倉）

・資料 1-1、1-2、1-3 について説明。

（本田委員）

・デザインコンセプトは、シンプルに「羊蹄山」だけで良いと思う。

・何故良いのかというと、1つ目は、羊蹄山麓の住民にとって、羊蹄山は象徴であり、母であ

り、父であるイメージのため。国内外からのお客様にとっても、ニセコエリアの主象徴。

住民と同様にシンボルとしての羊蹄山という感覚があると思う。

・2つ目は、倶知安駅のロケーション。国道 5号線から見た倶知安駅は、旭ヶ丘の山々と一体

的に見える。このロケーションは他の駅とは異なるもの。四季を感じられる雰囲気のある

駅ではないか。

・最初のイメージは羊蹄山。次に「四季が漂う」と表現すれば良いと思う。細かい部分は要

望書で説明することにする。

・「『羊蹄山』へ帰りたくなる未来の駅」というのは、複数の要素が含まれている。パッと見

た時、受け取り方によっては、地域住民のためではないと感じてしまう恐れもあるのでは

ないか。
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（木村委員長）

・かえってイメージが広がりすぎてしまうということか。

（吉田委員）

・デザインコンセプトはシンプルなもので良いと思う。ただ、駅の機能性を失わせるデザイ

ンコンセプトにはしてほしくない。あまり山々を意識しすぎても、機能性が損なわれるの

であれば、検討してほしいというところ。

・提示されたデザインコンセプトは、どうしても地元目線であると感じる。地元の人のため

の駅でもあるが、第 3者の目線に立った時、あまりに傾注している。羊蹄山を「ふるさと」

と読ませるのは、無理があるのではないか。

（木村委員長）

・駅の機能性や、どのような駅なのかというのは、「羊蹄山」だけではなかなかイメージが出

来ない。

（斎藤委員）

・羊蹄山が一番のポイントだということについては賛同。前面に出すのは妥当だと思ってい

るが、「帰りたくなる」、「未来」とうまくつながらない。また、町に戻って来る人や、観光

客、地元に来る方が駅をどう使うのかが、このデザインコンセプトではイメージできない。

いかがなものかと思った。

・シンプルに「羊蹄山」とするのも一つの考え方だと思う。

・考えたコンセプトは、「水と緑とパウダースノー 自然の恵みに導かれ 故郷と世界が出会

う駅」。水と緑とパウダースノーは、羊蹄山とニセコアンヌプリが生み出す恵み。これら自

然の恵みに導かれて、海外の方々を含め、町に戻ってこられる方、観光客、地元の方が駅

で出会うというイメージで、案を考えた。

（山田委員）

・駅のコンセプトとして、目の前にある羊蹄山ではなく、振り返った時に見える羊蹄山とい

うのはどうなのか。倶知安町の人が使いやすい駅と考えるとこのコンセプトでも良いが、

町外の人にとって、駅舎のイメージが「羊蹄山」となるかというと、ピンとこないと思う。

・「帰りたくなる」という表現について、これは「駅そのもの」が良いから、来たくなると感

じるのではないか。駅舎デザインコンセプトというよりも、デザイコンセプトではない部

分へ反映した方が良いのではないか。

（柏谷氏）

・「未来」のように、時間を示す表現は入れない方が良いのではないかと感じた。

・前回の議論より、住民目線では、暮らす・交流する・にぎわい・つながるといったキーワー

ドがあった。加えて、観光面でのキーワードは四季を表すものがあったということで、考

えた案として「羊蹄の四季がつなぐ 賑わい生み出す駅」ではどうかと思った。

・前回会議では、「羊蹄山」というデザインコンセプトがシンプルで良いと思ったが、設計す

る人にどこまで伝わるのかわからないため、怖い。

（峠ヶ委員）

・「羊蹄山」という言葉に意味が含まれていると思う。例えば羊蹄山が無くなれば、水も緑も

パウダースノーも無くなる。存在としての「羊蹄山」はあった方が良いと感じた。
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・駅として形が残るものであるため、デザインコンセプトにも変わるようなものは入れない

方が良いと思う。

・「ふるさと」という表現に対して認識していることがある。海外の人から、ニセコへ「帰り

たい」という声を聞く。そう感じられるのは海外の人にとって、ニセコが第 2の故郷であ

るからではないか。ニセコを訪れおもてなしを受けた人にとって、ニセコは「ふるさと」

になるのではないか。この表現を使用するかは別として、悪くないと思っている。

（金塚委員）

・もう一度来たくなるというのは、駅において最重要。そういった駅を作ることが大切。

・皆様の意見を組み替えて案を作成してみた。「羊蹄山の四季がつなぐ 故郷と世界が出会う

駅」が良いと思う。倶知安は冬のイメージが強いが、夏にも良さがあるということで「四

季」をキーワードに入れた方が良いと思っている。また、訪れた人がもう一度来たくなる

という部分で、「故郷と世界が出会う駅」という要素を入れている。やはり世界が出会う駅

というのは倶知安らしく、他の駅に無い特徴だと思う。

（佐藤委員）

・「羊蹄山」にルビとして振られている「ふるさと」は、あまりにも地元を意識しているよう

に感じる。羊蹄山はシンボルとして大事だが、羊蹄山麓を地域として考えるのではなく、

日本海側の地域でもあるということも意識してはどうか。地域の観光拠点となることを踏

まえ、「自然との融和」や「地域を結ぶ駅」といった要素も説明に入れて頂ければと思う。

・駅のデザインは 3種類位提示されると思われるが、あまり変わったデザインではなく、自

然を感じられる良いデザインとしていただきたい。

（本田委員）

・機能性という部分では、「故郷と世界が出会う」という表現に機能性が表れていると思う。

金塚委員の案がスッキリしていると思う。具体的には、斎藤委員の案である「水と緑とパ

ウダースノー」を副題として使用すれば良いと思う。「羊蹄山の四季がつなぐ 故郷と世界

が出会う駅～水と緑とパウダースノー～」とすれば、すべて説明できるのではないか。

（吉田委員）

・語呂合いがごつごつしているように感じる。中身は良いと思う。

（斎藤委員）

・「故郷と世界が出会う」という部分は一致している。また、私の案でも「緑」という表現を

入れたのは、四季を意識してのこと。そういった意味では、ほぼ一緒の案だと思う。

（吉田委員）

・「羊蹄の四季の恵みに導かれ 故郷と世界が出会う駅」ではどうか。

（佐藤委員）

・少し長い気がする。「羊蹄の四季」で切り、季節に関する表現としてパウダースノー等を入

れてはどうか。

（斎藤委員）

・故郷にはこだわりたい。倶知安を故郷としている方々のほか、従業員も高い割合で他の地

域から来て、この地域に住み着き、故郷として住んでいる人もいる。他の地域よりも色々

な人がいるため、「故郷」にはこだわりたい。
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（柏谷氏）

・吉田委員の案が長いという意見があったが、言葉の流れがあっても良いのかと感じた。ス

トーリー性を生み出すことで、物語を感じる。

（吉田委員）

・先程の提案について、「世界と故郷」とした方が、より語呂が良くなる。

（峠ヶ委員）

・「世界」は今の状況では特別かもしれないが、これから当たり前になっていくと、倶知安駅

だけが世界とつながる駅では無くなる。例えば成田空港に関しても、最初は「世界の港」

という位置づけであったが、現在では色々な国際空港が各地に出来ている。倶知安駅にお

いても、そのようなことが起こるのではないか。「世界」は、サブタイトルに入れたほうが

良いのではないかと思う。

（山田委員）

・吉田委員の案は、語呂合わせを考慮するならば最も良いと感じているが、斎藤委員の案が

長いからダメということもない。

・「故郷（こきょう）」というより、「ふるさと」と読んだ方がイメージがし易く、親しみやす

いと思う。子供たちにとっても、「故郷」より「ふるさと」とした方が、思いが伝わりやす

い。

（斎藤委員）

・山田委員の意見の通り、故郷は「ふるさと」とした方がしっくりくると思う。

（本田委員）

・柏谷委員の案をベースに、「羊蹄の四季がつなぐ ふるさとの賑わいを生み出す駅」ではど

うか。サブタイトルで、「～世界の人々が出会う駅～」とするなど。

（木村委員長）

・デザインコンセプトの方向性については、委員の皆様で一致しており、どのような表現に

するかということを議論されていると思われる。ある程度、案を絞ってしまっても良いと

考えている。

・現在は「羊蹄山の四季がつなぐ 故郷と世界が出会う駅」、「羊蹄の四季の恵みに導かれ 故

郷と世界が出会う駅」が最終候補に残っていると認識している。

・「故郷」については、「ふるさと」という表現にするということでよいか。

（一同）

・異議なし。

（金塚委員）

・デザイナーがパッと見た時、想像しやすいワードを出すのが重要。ほかの駅のデザインコ

ンセプトの事例を見たとき、芦原温泉駅は正直わかりづらいと感じた。それ以外の事例は

わかりやすい。

・「羊蹄の四季の恵み～ふるさとと世界が出会う駅～」とすると、資料にしたときにも分かり

易いのではないか。

（斎藤委員）

・今の案が良いと思う。また、今の案から「四季」を削除してはどうか。「羊蹄の恵み～ふる
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さとと世界が出会う駅～」とし、文章で「羊蹄の恵み」を説明すると、デザイナーも分か

り易いのではないか。

（柏谷氏）

・できれば「四季」は入れたほうが良い。四季を入れることで、住民の暮らしや観光の恵み

を表すことが出来るのではないか。説明より、表面に出ていた方が良いと思う。

（峠ヶ委員）

・「羊蹄」と「羊蹄山」は異なるのか。

（本田委員）

・語呂の問題ではないか。しかし「羊蹄の四季」としたとき、羊蹄とは何かと問われる恐れ

がある。プレゼン的には、「羊蹄山の四季」の方が分かり易いのではないか。

（柏谷氏）

・「羊蹄」とあえて山を抜かしていた。エリアの名前は、「羊蹄・ニセコエリア」が共通にな

る。そのため「山」を入れない方が良いのではないかと思っていた。

（本田委員）

・参考になるものとして、福井駅の事例のように言葉よりもイメージを示してはどうか。

（柏谷氏）

・事例を見ると、デザインコンセプトとデザイン 3案は違うもののように思う。デザインコ

ンセプトを決めても、結局違うものになるのか。

（木村委員長）

・町として挙げるデザインコンセプトと、機構から提示されるデザイン 3案は異なる。

（佐藤委員）

・デザインコンセプトは、「羊蹄山の四季～自然の恵みに導かれ ふるさとと世界が出会う駅

～」が分かり易いのではないか。

（本田委員）

・結局デザインコンセプトは、要望書の中身で説明されるものだと思う。

・駅は町のイメージも兼ねているという観点で検討しても良いと感じている。

（木村委員長）

・金塚委員の案である「羊蹄の四季の恵み～ふるさとと世界が出会う駅～」に決定しようと

思う。異論はあるか。

（一同）

・異議なし。

（木村委員長）

・それでは本委員会では、北海道新幹線倶知安駅デザインコンセプト案を「羊蹄の四季の恵

み～ふるさとと世界が出会う駅～」として、町に提案したい。

・町はこの提案を受け、今後はどのような流れになるのか。

（清水参事）

・本委員会の議論を整理し、事務局で要望書案の作成を進める。要望書の鉄道・運輸機構へ

の提出は、来年度を予定している。

・とりまとめた要望書案については、来年度新たに設置を考えている、新駅周辺の在り方な
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どを検討していく委員会へ提示し、意見を頂いた上で、町議会の所管委員会に報告を行い、

その後に提出することを想定している。

（２）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２

（㈱ドーコン 大川）

・資料 2について説明。

（佐藤委員）

・駐車場の除雪対応のレイアウトはどのように考えているのか。また、今後の除雪体制をど

のように検討しているのか。

・駅前通りからタクシープールまでの出入口は 1箇所になっているが、交通安全を考えると、

どのような動線となるのかが心配。また、駐車場に面する道路はまっすぐであるが、出入

口は直角となるのか。

（清水参事）

・現段階でのレイアウトでは、西側に 200 台程度の規模の駐車場を配置するが、雪を含めた

維持管理は町の方で実施することを考えている。雪は大変大きな問題。できるだけ駐車場

の必要台数をカバーできるような、除雪体制の検討を進めて参りたい。

（㈱ドーコン 大川）

・出入口が 1箇所に集中すると危ないのではないかという意見について、確かに、バスプー

ル、タクシープールはそれぞれ図面のような配置だが、現駅前広場の状況や現在のバス時

刻表を見ても、頻繁に出入りは無い現状にある。そのため安全性においては問題ないと想

定している。

（木村委員長）

・駐車場の整備計画はどのようなイメージで作成しているのか。

（㈱ドーコン 朝倉）

・倶知安駅周辺の開業時交通量を算出し、広さを決定している。
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（木村委員長）

・駐車場に通年駐車するような車は考慮されているのか。

（㈱ドーコン 朝倉）

・通年駐車する車については見込んでいない。

（木村委員長）

・飯山駅では、通年留め置きする車が出てきていた。倶知安駅にもそのような需要が出てく

ると思う。例えば、倶知安駅周辺にマンションを購入するような人は、車を通年留め置く

ことにも抵抗はないと思われる。また、降雪時を想定して 2台目を置いておくなど。通年

駐車に関しても検討しても良いのではないかと思う。

（佐藤委員）

・駐車料金は無料とするのか。

（清水参事）

・現時点で平面駐車場は無料と考えている。

（木村委員長）

・無料はかなり危険かもしれない。駐車したままにする人も出てくると思われる。

・一般車の駐車場は西口に配置されるということだが、基本的に一般車の乗降は東口でされ

るはず。そのような場合の利便性を考慮し、6ページのように、東側に一般乗降口が描かれ

ているのだと思う。一方で駅の駐車場は、一時利用をする人が多い。そうしたとき、一般

車の駐車場が反対側ではどうなのだろうと思った。

（斎藤委員）

・一般車と同様に、送迎車が西口に着くようになっているが、溜まり空間は東側にある。こ

れはどのような人の流れを想定しているのか。人が駅からどっと出てきたとき、西側の溜

まり空間は狭いのではないか。うまく人の整理がつくのかと心配になった。

（佐藤委員）

・5ページについて、溜まり空間と、第二駐車場を駅舎の下で結ぶというのは無理なのか。将

来的に石蔵倉庫の活用があった場合、利用しやすくなるのではないかと思った。

（本田委員）

・図面では距離感がつかめない。

（㈱ドーコン 大川）

・図面の上の方にスケールを掲載している。ご確認いただきたい。

（斎藤委員）

・自由通路の東西の幅はどれくらいになるのか。

（㈱ドーコン 大川）

・大体、10ｍ～12ｍ程度になる。

（本田委員）

・最後の会議であるが、今回の意見を、次はどう生かされていくのか。4月以降の委員会へと

引き継がれるのか。

（清水参事）

・駅前広場の検討については引き続き実施していくが、関係機関との協議を進めるにあたり、
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都市施設の位置、区域等を決めていきたいと思っている。具体的には交通広場の部分と、

都市側で整備する部分。

・今回は、都市施設をどのように配置すべきかについてご意見を頂きたいと思っている。

（木村委員長）

・今回の委員会では、8ページに提示される 3つのパターンの方向性を決めて頂きたいとい

うこと。

・例えば高架下の場合は JR北海道との協議が必要になる。在来線の問題もあり、今回で結論

を出すのは難しいかもしれない。ただ、施設の自由が利くという意味では、合築施設を自

ら作っていただいた方が、検討の余地が出てくると思う。

（佐藤委員）

・吉田委員へお聞きしたいのだが、都市施設の中に入る部分として、この案が妥当であると

考えられているのか。

（吉田委員）

・資料を見た限り、観光案内所が狭いと感じている。スペース的なことを考えると、合築施

設の中に配置すると、会議等にも活用し得る広さが確保できると思う。高架下に押し込め

ると、その汎用性が失われる。町の財政負担にはなるが、そこは出すべきだと思っている

・観光案内所は、倶知安のことだけを考えてもだめ。最近は周辺の観光案内所から横やりが

ある。

（木村委員長）

・どこまでの機能を持たせるかにより、必要となる広さも変わってくると思われる。

（本田委員）

・基本的に合築案に賛成。合築施設にメインの機能を持たせながら、スキーや自転車の保管

場所となるロッカーの機能を高架下に配置するというように、並行で検討した方が良いと

思う。そのように配置する場合、ロッカー機能を高架下に配置する場合とそうでない場合

の賃料も検討していく必要がある。

（吉田委員）

・自転車やスキーを持ってくる外人が沢山いる中で、ロッカー料金の収益は出るのではない

かと思う。

（柏谷氏）

・都市施設分散型において、施設が外に出ている部分は、南北に延びる分には検討の余地が

あるということか。

（㈱ドーコン 朝倉）

・広さについては、検討の余地はある。

（清水参事）

・高架下は実際どこまでの範囲が使えるのかについては、JR北海道と協議しながら検討して

いくことになると思う。

（吉田委員）

・JR 北海道側の方針はいつ提示されるのか。飯山駅でも、地場の弁当屋が入れず、JR 直轄の

店舗でなければならないなど、色々な縛りがあったと聞いた。高架下が使えるかどうかも
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わからない状況にある。

（清水参事）

・JR 北海道と協議している最中だが、具体的なことはまだわからない状況。

・町としても、高架下の利用についても協議を進めたほうが良いと考えている。

（木村委員長）

・飯山駅の例からすると、JR北海道が決断するのは開業の数年前。その決断を待っていては、

他の施設が出来ない恐れがある。

・ロッカー等を高架下へ、自由を利かせたい施設は外に配置するという本田委員の意見が、

今のところ妥当だと考えている。

（本田委員）

・鉄道・運輸機構により駅のデザインが作られると思うが、これは都市施設を含まないデザ

インとなるのか。

（清水参事）

・都市施設を駅舎と合築し整備するということになれば、それをもって鉄道・運輸機構と協

議しながら進めていくことになる。

（峠ヶ委員）

・前回、一般車両で駅を利用する人が多いというアンケート結果がある中で、東口に一般車

両が入れないのは厳しいのではないか、という意見があったが、今回の案では変更点は無

かったのが気になった。

・倶知安の町は更地が沢山あるが、町として更地を活用する方向性はあるのか。

（木村委員長）

・一般車両のつく場所については、他の駅も参考にしながら、議論を深めていくべきだと考

えている。

（山田委員）

・人の流れと車の流れが逆になるというのは、利便性にとって悪いことだと思う。ただ安全

性を考えると良いことだと思うが、JR 北海道との協議が必要な中で進めることを考えると、

ある程度見切り発車で JR 北海道側へ意見を言わなければ、前に進んでいかない。倶知安町

が「こうしたい」というところを、前に出していくべきだと思う。

（木村委員長）

・どういう機能を駅に持たせるのかという議論は、早い方が良いと思う。これから新幹線駅

が新設されることも少ない中で、倶知安駅はある程度集大成の駅になる。類似事例を参考

に、機能をどこに配置していくのかを早々に決めるべき。

（本田委員）

・車の使い方がどうあるかという議論についても、勉強していかなければならないと思った。

10 年後の駅は今と同じ使い方がされているのか、それにより、駅前の交通広場も変わるの

ではないかと思う。

（木村委員長）

・本日は何案か提案いただいているが、施設については合築と高架下、両方検討すべきとい

う意見は皆様一致していると思う。そのためには、どんな機能が必要となるのかを早急に
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議論していかなければならない。

・駐車場を含めた駅前広場関係についても、車と人の動きを整理するという課題が出ている。

これを受け、町として来年度はどういった方向性で動いていくのか。

（清水参事）

・都市施設分散型をベースとして関係機関との協議を進めていきたい。来年度中には、駅前

広場のレイアウト計画を策定していきたいと考えている。

・本日提示した案は、協議を進めていく中で変更される可能性があるため、図を公表するこ

とのないようお願いしたい。

４．その他

（清水参事）

・来年度以降においても、本委員会のように町内各種団体の皆様のご意見を頂きながら、駅

周辺まちづくりに反映していくような体制が重要であると考えている。来年度もこの委員

会を継続するような形で、駅周辺のあり方などを検討する委員会を設けたいと考えている。

改めて各団体を通じ委員就任をお願いしたいと考えているので、その際はよろしくお願い

したい。

・本委員会において検討頂いた資料は、委員の皆様が所属する団体で周知して頂きたい。

検討委員会の資料と開催状況は、ホームページでも公開している。

５．最後に

（木村委員長）

・今後新幹線駅が新設されることが多くない中で、倶知安駅は、国際的なリゾートとして認

識の高い「倶知安・ニセコエリア」の顔になる駅。十分議論した上で、良い駅を作っていく

のが使命となる。各案件をお持ち帰り頂いて議論していただき、またこの場で皆様と議論

していきたいと思っている。引き続きよろしくお願いしたい。

以 上


