
第１回新幹線駅まちづくりワークショップ議事録 

18：30 開会(三浦都市計画係長) 

これより、第1回新幹線駅まちづくりワークショップを開催致します。開

催に先立ちまして、主催者を代表致しまして、阿部経済部長よりごあいさつ

申し上げます。 

18：30～18：33 主催者挨拶(阿部経済部長) 

今回のまちづくりワークショップにご参加頂きまして本当にありがとうご

ざいます。このワークショップは、最終的には新幹線のまちづくり構想とい

うことで、それにつながる議論となっております。みなさんには日頃から思

っている事、また夢であるとか、今後の倶知安町のまちづくりのためのもの

になると思いますので、色々な意見を頂ければと思っております。 

その意見をまとめて頂くために、大変お忙しい中、北海道工業大学の濱谷

教授にみなさんの意見をうまく提言にまとめて頂くとか、導いて頂くために

ご足労頂いておりますので、宜しくお願い致します。 

教授には、この地域に密接な学生さん３名をお連れ頂き、若い意見を頂く

といくことでありますので、学生さんには宜しくご協力お願いしたいと思い

ます。 

また、町としては各関係部署の管理職及び職員を参加させておりますので、

日頃の事について意見を出し合いながら進めてまいりたいと思いますので、

宜しくお願い致します。 

また、最終的なまとめを、株式会社都市整備コンサルタントにお願いして

おりますので、宜しくお願い致します。 

それでは、激論をかわすために時間がもったいないということでございま

すので、私からの最初の挨拶とさせて頂きます。今後とも宜しくお願い致し

ます。 

18：33～18：35 町スタッフ紹介(三浦都市計画係長) 

ワークショップの開催に先立ちまして、ワークショップのスタッフを紹介

させて頂きます。 

本町の道路、河川の整備を担当しております、建設課長の阿部でございま

す。本町の総合計画とまちづくりを担当しております、企画振興課長 文字

でございます。商工と観光を担当しております、商工観光課長の福家でござ

います。新幹線を一括して担当しております。山下参事でございます。私は

都市計画と景観を担当しております、三浦でございます。 

今紹介しました５名につきましては、これから行われるワークショップで、

みなさんからのご意見、ご質問について回答してまいりたいと思っておりま

すので、気軽にお声をかけて頂ければすぐに回答しますので宜しくお願い致

します。 

今回のワークショップのコーディネーターとして北海道大学未来デザイン

学部の濱谷教授をお迎えしております。濱谷教授におかれましては、北海道

を代表するまちづくりの専門家でございまして、市街地の再開発ですとか中



心市街地の活性化にご尽力されてございます。先生の略歴につきましては、

お手元の資料にございますので、目を通して頂きたいと思います。 

また、今回の運営に株式会社都市整備コンサルタントから2名、上野さん

と浅野さんです。以上紹介を終わります。 

18：35～18：50 新幹線、まちづくりに関する説明(山下新幹線まちづくり推進室長) 

住宅都市課で新幹線を担当しております山下です。どうぞ宜しくお願い致

します。 

■新幹線の概要 

新幹線の概要について説明したいと思います。新幹線は6月29日に事業

認可を終え、延長は新函館駅（渡島大野駅）から札幌駅までの約211kmが

事業認可されました。事業内の中で注目して頂きたいのが、所要時間であり、

現在、倶知安から札幌をJRで行くと2時間かかります。これが、新幹線が

来ることによって、25 分に短縮になります。倶知安から函館（新函館駅）

は、現在 3 時間かかるところが、33 分に短縮になります。倶知安から東京

は新千歳空港経由で移動すると、約6時間かかるところが、4時間36分に

短縮されるということで、大幅な短縮効果が見受けられます。完成予定は平

成 47 年度となっております。従来新幹線の計画の場合は、10 年くらいで

工事を終わらすのが原則なのですが、今回は 24 年というかなり長い工期を

とっています。その理由はトンネルが 211km のうち約 76％を占めます。

それと国と北海道の財政状況が厳しいということで、10 年で費用を投資し

ていくのは厳しいということを試算しています。今後は工期の短縮を目指し

て財源の確保、民間活力の検討を考えており、その中でもう少し早く開業で

きたらいいなということで、今後、要望活動、あるいは研究開発を進めてい

くということを聞いております。 

■倶知安町を取り巻く状況と道路網について 

倶知安町としてどのような背景が考えられるかというと、大きく3つあり、

まず1つ目は、新幹線駅開業です。平成47年の開業を予定しており、箇所

は、現倶知安町駅に出来る予定です。2つ目は倶知安 ICの開業。これは国の

方で作る高速道路で、平成何年に出来るか全くわかりません。ICの位置も未

定です。3 つ目は花園リゾート開発で東急ゴルフ場のあたりに大規模な民間

開発が予定されています。予定としては来年度から工事が始まり平成 40 年

に全面開業。ただし、出来たところから部分開業する計画があり、随時施設

が出来ていくのではないかと思われます。道路網については、今後のワーク

ショップの議論の種にして頂ければと思います。 

■駅周辺のまちづくり構想図について 

新幹線が来たときのまちづくりの計画は、町としては、この資料が最新で

して、図面を見ると、色分けしてあり、住居系が緑、商業系がピンク、倶知

安駅、駅前通り、旭ヶ丘公園がゾーニングされています。ただこれが具体的

なものになっていないので、今回のワークショップを1年ないし2年続けて、

この図面をより具体化、どのようなところに事業を投入するとか、どのよう

なところに施設を建てようかとか、その辺の議論をして行きたいと思います。 



■中心市街地の現況と課題 

駅周辺の現況は、駅前広場、倶知安駅があり、横に小さな駅前公園、駅前

広場の隣に道南バス、駅裏には体育館と旭ヶ丘公園、駅横には生協がありま

す。駅前広場も老朽化が激しいということで、今後新幹線が来た場合、玄関

口となる駅前広場をどのように整備して行こうか、という議論も出て来ると

思いますので、今後それもワークショップの中で話して行きたいと思います。 

駅周辺の現況平面図の中にどのような問題点があるか、ということを議論

事例として載せてありまので、ワークショップの参考にして頂ければと思い

ます。 

■倶知安町を取り巻く状況と道路網について 

駅を中心とした道路（都市計画道路）の整備状況を示しており、東西方向

の道路は、ある程度整備が進んでいるが、南北方向の道路は、国道のみが整

備されている状況で、かつ都市計画道路ではない生協の前の道路が、混雑し

ている状況となっています。 

■町民主体のまちづくりについて まちづくりの手法比較 

倶知安町が目指すまちづくりは、住民主体のまちづくりです。従来のまち

づくりは、道路を作ったり、大型ビルを建てたりとか、なんとか地元に人を

呼んでお金を落とそうという発想があったのですが、なかなか成功事例が少

ないのが現状です。かつ、お金もなくなって来ている状態なので、今後はハ

ード重視ではなくてソフト重視、行政が主体ではなくて住民が主体となって

議論して、それを行政に提案してもらう。それを行政は妥当性の確認を行い、

補助金をもらうなり、自己資金を使うなりしてまちづくりをしていくのが重

要なのかなと思っています。その中で考えられるのが、本州等との交流人口、

中心市街地でまちづくり活動をしてくれる活動人口を増やす。例えば、まち

の中でバザールとか商店街のまちお越しをやってくれる人口を増やして行こ

うというのが、ひとつのキーポイントなのかなと思います。そうなると公共

事業だけではなく、加えて市街地活性化ソフト施策。まちに人を呼び込むこ

とを優先して、公共事業が中心とならないまちづくりというのが重要になっ

てくるのではないかと思われます。 

■町民主体のまちづくりについて 町民主体のまちづくりを目指す 

ワークショップは来年3月までに3回予定しています。最終的には、新幹

線まちづくり整備計画というものを2年ないし3年後に策定したいと考えて

います。2 年、3 年議論を続けて、より具体的な整備計画を策定しようとい

うのが倶知安町としての狙いです。まちづくりワークショップの枠組みは図

の通りとなっており、ワークショップ参加者で議論して頂き、企画を提案。

その企画を町が調整。企画を提案する中でコンサルタントが実務的助言（区

画整理、市街地再開発等の手法）・技術的助言をして頂き、濱谷教授には学術

的・専門的助言。数多くのまちづくりをやっており、様々なまちづくり事例

を紹介して頂けると思いますので、企画を提案して頂き、うまく意見形成を

していきたいと思います。その意見形成が出来た段階で、国・北海道に対し

てまちづくり資金（補助金）を要望します。当然その時、道からはその妥当



性の検証が求められますので、そこは役場が頑張らなければならないと思わ

れます。 

今回ワークショップに参加していない方に対して情報の共有をして頂きた

いので、広報やホームページ等で随時情報提供をし、意見を募って行きたい

と思っています。 

■ワークショップを通じたまちづくり施策の構築のイメージ 

ワークショップの役割分担は、住民については問題点を収集。それを解消

するためにアイデアを発想。これはワークショップの中で考えて頂きたい部

分です。行政の役割分担は発想を企画化、この辺から行政が関与していかな

いと難しい部分なのかなと思っています。発想を企画化するには、町民と行

政で意見を戦わせて企画化し、企画を具体化する。はたして実現可能か、資

金面の運営もありますので、この辺は行政が頑張る（やまぶきいろ）。グレー

の部分は住民が頑張るということで、車の両輪みたいな形でまちづくりを進

めて行ければベターだと思っています。 

18：50～19：14 ＷＳの意義等(北海道工業大学濱谷先生)） 

北海道工業大学未来デザイン学部人間社会学科でまちづくりをおしえていま

す濱谷と言います。 

「２３年後を見据えた視点」ということでストーリーを組んできました。 

■先ずは 自己紹介 学生の参加 

先ずは自己紹介ということで、実は私、先生と呼ばれるのは好きではない、

変な大学教員です。というのも7年前に、母校である北海道工業大学の恩師

から、大学に来て後輩にお前がやっていることを話してくれと言われ、実は

7 年前は民間のまちづくりコーディネーターと言うか再開発コーディネータ

ーと言うか都市計画コンサルタントと言うか、バリバリ 30 年近くそうゆう

仕事して、7 年前に北海道工業大学に教員をやってくれというオファーを受

けて、学生達と色んなまちへ出て、まちづくりのお手伝いをやっている人間

です。最後の大きな仕事は、7 年前やった札幌駅北口に 40 階建のマンショ

ンがある一画（8・3 スクエア）をコーディネートさせてもらったのが大学

に入る最後の仕事でした。大学では建築工学を学んだこともあり、どちらか

というと、まち壊し屋をしながら、新しい複合施設や公共施設から住宅など

を建て替える再開発の仕事をずっとしてきた人間です。だんだんと都市計画

事業のなかでやるスクラップアンドビルドの仕事がそれだけでは違うなと感

じ始め、自分達の意見、自分達の意見でもってまちをつくっていかないと、

まちづくりにならないし、再開発にならないとだんだん反省も含め気づき、

学生達には日々、ソフトからハードに持っていけるようなまちづくりの進め

方を講義しながら色んなまちに連れ出しています。 

学生の参加ということで、今回のワークショップで山下室長や都市整備コ

ンサルタントの上野さんから「なんとか学生の発想というかエネルギーをワ

ークショップで欲しいんです」という話があって、余市町と京極町と蘭越町

の出身の3名を見繕しました。3人とも地元に帰りたいという気持ちを持っ

ている学生です。だから選びました。 



■ワークショップの罠 意識改革と情熱 

ワークショップは既成事実に使われるケースがあるということ、ワークシ

ョップをやったので町民の意見・意識・要望をもらって全部網羅しましたよ。

コンセンサス得ましたよということに使われることが多々あります。それは

罠です。絶対そうゆうことはないということを意識して下さい。 

ワークショップで大事なのは、意識改革。俺のまちは俺らで何とかしなき

ゃいけないべや。という気持ちなってもらうのがこのワークショップのスタ

ートだと思っています。それと、みなさん達の情熱でまちが変わるんだよと

いう気持ちになるための第1歩だと思って位置付けて下さい。 

■事実の検証 ○○駅 

○○駅、機会があったら見に行ってみて下さい。駅周辺の計画、整備する

までの時間そしてまちづくりの意識が遅かったですね。駅周辺を区画整理し

ました。何も建っていません。駅だけです。きれいに街区ができて、道路が

できて、広場ができて、駐車場もつくりましたが、ほとんど使われていない

そうです。○○市としては今の中心市街地に、新幹線を乗入れたかったので

すが、スピード感を出すために、○○に繋ぐためには郊外につくるしかなか

った。その中で新しいまちづくりはどういうなるか見えていません。やはり

遅かった。時間をかけずにやってしまった。○○市も実際に悔んでるそうで

す。 

■仮称）○○駅 新たなまちづくり 

○○駅は現在工事しています。あと2年でできます。ここも○○駅と同じ

ような新しいまちづくりなんです。駅がぽつんとあったところに区画整理事

業を使って、ゾーニング、色分けをして…。ここも○○駅と同じような状況

になってしまうのではないかと危惧してます。 

両者も駅周辺整備ということでは、事実としてしっかり検証して、次年度

もあれば視察団を組んで見に行って、話を聞いてみて下さい。「これがまちづ

くりかよ」と思うかもしれません。 

■北海道新幹線 異なる存在 

北海道新幹線はもう来るんだということを意識して下さい。意識の中で次

に大事なのは「異なる存在」という言葉を書きました。新函館駅（仮称）、次

は八雲、次は長万部、そして次は倶知安です。八雲の駅と長万部の駅とこの

倶知安の駅の意味合いが全く違うということを意識して下さい。答えは言い

ません。自分たちで考えてください。 

■倶知安 ニセコ 

新幹線駅は倶知安町だけの問題ではない。自分たちのまちだけが儲かれば

いいんだということもあってもいいが、自分たちのまちだけでなく周辺のま

ち（蘭越町、京極町など）を含んだ中での位置づけを意識して、夢であるプ

ランを考えるべきだと思っています。 

■活かす 主役（主体） 

新幹線を活かすということを考えて下さい。新幹線が来ることを活かす。

簡単に言えば新幹線で金儲けして下さいということです。自分たちが利益を



得ることを考えて下さい。新幹線を活かすことを考えて下さい。役場の職員

が主役ではなくて、考えた人、活かすことを形にした人が主役になるという

ことです。 

■三位一体 役割分担 

三位一体は出来るようでなかなか出来ない。しかしとても重要なことです。

3 者が一つになってやっていかないと、まちづくりは進んでいかないという

ことを意識して下さい。色んな役割があり、その役割分担をしっかりしてい

くと、チームができて、まちがどんどん元気になっていく。役割を演じる人

をたくさん作って下さい。信じて下さい。見抜く力を持って下さい。 

■まち経営 立ち位置 

まち経営という視点で、自分のまちづくりを考えて下さい。役場がまちづ

くり会社とすれば、社長が町長、専務が副町長、町民も税金（住民税、固定

資産税等）を払って出資しているので、一緒に経営をしているという意識を

持って下さい。自分たちみんなでまちを経営しているんだという意識を持つ

とまちは変わっていくんです。その中でしっかりと自分の立ち位置を発見あ

るいは作って欲しいんです。自分はこのまち経営の中でどんな役割を演じて、

飯を食えているのか、助けてもらってるのかを考えて欲しいんです。大事な

のは、今の立ち位置ではなく 20 年後の立ち位置がどこにあるのかを考えて

欲しいんです。 

■最後に 生産年齢人口 

倶知安町の生産年齢人口が多い年齢層は37～41歳で、新幹線が来る23

年後でも生産年齢の上の方でまだまだ働ける事実。これをわかって下さい。

今年、来年産まれてくる子供が、新幹線来る 23 年後には大卒で新社会人に

なります。新社会人になった時に働く場所がこのまちにあることを考えて下

さい。 

 

19：14～19：23 グループディスカッション（都市整備コンサルタント上野） 

ワークショップの進行を都市整備コンサルタントの上野が行っていきたい

と思います。 

ワークショップの約束事は、1つ目は「人の意見を批判しない」、2つ目は

「発言時間を守る」この2つだけを再度ご確認の上、議論に進んで頂きたい

と思います。進め方は、ワークショッププログラムに沿って行います。最初

に役場の若手職員の方が狩りの司会を行います。役割分担は3回行われるワ

ークショップの中で、必ず何らかの役割をやって頂くことを意識しています。

自己紹介から始まって、役割分担、司会者を交代して頂き、将来の都市蔵・

イメージについてプログラムに沿って進んで行きたいと思います。20：20

くらいまでこの作業を行って頂き、20：25くらいから各テーブルの発表を

行いたいと思っています。それでは始めたいと思いますので、ご自分の座っ

ている椅子をお持ちになって、テーブルの方に移動お願いします。 

それでは、あらかじめ仮の司会ということで、役場の職員の方にお願いし

てますので宜しくお願いします。 



  

  

19：23～20：35 グループディスカッション開始 

 

20：35～20：55 グループ発表（1グループ：9分、2グループ：5分、3グループ：６分） 

 

20：55～20：58 本日のまとめ(北海道工業大学濱谷先生) 

■個人的感想  

 非常に楽しいWSでした。学生が初っ端から発表者になり、どうなる事か 

 と心配しましたが、笑いも取る事が出来、ほっとしました。 

■全体の印象 

 ３つのテーブルともワークショップに慣れている他、倶知安町・ニセコ地 

 域・後志地方という３つの塊を視野に入れた議論がなされている事に感心 

しました。 

■重要と思われる視点二つ 

①新幹線により便利になるが、「人が流出する・流入する」のバランスを考 

えている。流動人口は確実に増えるが、固定人口の増加や活性化は 

「まちづくり」次第であるという視点。 

 ②倶知安町にとって、観光は必須事項であるが新幹線が「ハブ」になると 

いう概念が語られた事。倶知安町の場合、交通のハブ・観光のハブ・産 

業のハブ、そして生活のハブなど様々な機能が想定され、周辺市町村と 

連携した「まちづくり」を進めて行くうえで、重要な視点となる。 

 

20：58～21：00 次回の案内(三浦都市計画係長) 

■開催の日時・時間帯等について希望を聞いたうえ、第２回WS開催を12 

 月中旬の平日とする事を報告した。 

21：00～21：02 閉会(山下新幹線まちづくり推進室長) 

■道庁から出向している事、都市計画事業を担当してきたが、WS は初めて

の経験。期待・不安が半々であったが皆さんのWSは非常に成熟しており 

感心した。 

■行政だけでは考えられない自由な発想「ススキノ二次会」「農業大学の誘致」 

 「ハブステーション」「女性が憧れる街」など斬新な発想にびっくり! 

 今後これらを如何に企画・実現するか、行政と住民が一体となったまちづ 

くりを進めて行きたいと考えています。 

 本日は大変有難うございました。 

 
 


