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第４回ワークショップ 

 日時：平成 25 年 10 月 4 日（金） 18：30～20：30 

  テーマ『拠点施設をイメージしよう』 

 

 【ワークショップタイムテーブル】 

18：30～18：31（ 1 分）  開会 

18：31～18：33（ 2 分）  主催者挨拶（中谷総務部長） 

18：33～18：35（ 2 分）   今年度のＷＳ概要説明(山下新幹線まちづくり推進室長) 

18：35～18：55（20 分）  事例及び本日期待するもの（北海道工業大学濱谷教授） 

18：55～19：05（10 分）  ＷＳの進め方説明（都市整備コンサルタント浅野） 

19：05～20：00（55 分）  グループ作業（作業マニュアル別紙） 

20：00～20：05（ 5 分）  休憩 

20：05～20：20（15 分）  グループ発表（5 分×3 グループ） 

20：20～20：30（10 分）  本日のまとめ(北海道工業大学濱谷教授) 

20：30           閉会(山下新幹線まちづくり推進室長) 

 

【求められる成果】 

・拠点施設に求める施設やアイデア、イメージ 

・拠点施設のコンセプト 

 

 

 

◆次以降のワークショップの開催予定とテーマ（仮） 

 

第５回ワークショップ（１２月予定） 

  テーマ『駅周辺に広場、道路、施設、街区を配置してみよう』 

 

 

第６回ワークショップ（３月予定） 

  テーマ『駅周辺の構想図を創ろう』 

 

 ※なお、これらのテーマは、ワークショップの進め方により、変更する余地（自由度）を残して

おります。あくまでも、行政側が想定するテーマであるので、ご理解願います。 

 

■ ワークショッププログラム ■ 



１階

２階 

３階

４階

５階

１階

２階

拠点施設拠点施設

駅舎駅舎

ホーム

拠点施設コンセプト拠点施設コンセプト

その他のイメージ、アイデアその他のイメージ、アイデア

駅舎のイメージ、アイデア駅舎のイメージ、アイデア

第４回新幹線駅まちづくりワークショップ

テーマ『拠点施設をイメージしよう』　　◆ 結果シート ◆
拠点施設イメージ、アイデア拠点施設イメージ、アイデア

グループ１

屋上

拠点施設の施設イメージ拠点施設の施設イメージ

  駅舎の施設イメージ  駅舎の施設イメージ

■荷物について

　・手荷物預かり

　・大量のコインロッカー

　・宅急便の窓口

■コンビニ・ファストフードなど

　・コンビニ

　・ファストフード店

　・ニセコ酒造、ちょこっと飲めるバル、角打バー

　・じゃがバターの直売所（バル、角打バーの 隣に）

■図書館について 
　○拠点施設の中の核施設としての図書館のイメージ　　
　　・「人の笑顔に会える」→自分も元気になれる　　　　　 
　　・地域間・世代間の集客施設                                      
　　・地域住民の居場所                                               
　　・「情報と交流」の場
　○図書館の役割
　　・「暮らし」に役立つ
　　・「仕事」に役立つ
　　・「リゾート（地域資源）」に役立つ
　　・「地域」に役立つ
　○その他
　　・自然・観光アウトドアスポーツ
        情報の集積・発信  （全国から集める）。
　　・図書館の職員は全て図書館司書の資格者

 ■駅周辺のイメージ、アイデア

　・キッズランド（貯めて置いた雪でそり遊びなど）

　・駅を出たら、色とりどりの建物（赤・青・黄色・ピンクなど）

　  があるとお花畑みたいにみえる。

　・人間は色と光に弱く、そこに人は集まるので色を大切にしたい。

     女性はそういう町が好き。

　・駅前は地元の老舗さんに

■駅舎下などの利用

　・地下に雪を貯蔵

　・線路下はじゃがいも倉庫（雪を利用）

■その他

　・じゃが太くんグッズを増やしロイヤリティを高め、町の財源とする。

　・温泉熱を利用

　・倶知安は羊蹄山を売り物にする

人の笑顔に会える情報発信基地人の笑顔に会える情報発信基地

■アウトドア関連

　・アウトドア用品店（品物が豊富）、アウトドア用品の屋外陳列

　・NAC のサテライトショップ

■物産店など

　・北海道のアンテナショップ

　・沿線の産品紹介（後志管内）

　・マルシェ

　・スイーツファクトリー（複数の地元店を集結、製造プロセスを見せる）

■レンタル

　・レンタカー、レンタサイクル、レンタルスキー

■インフォメーション

　・インフォメーションセンター　

　　（各国語を話せるボランティアのいる

 　    ：学 倶知安の試飲試食、

          コーヒーなどサービス）

■医療関連

　・病院

　・駅周辺の病院の待合室の役割

　・駅周辺の病院の予約窓口

■図書館

　・図書館（民間又は公共）

■職業体験施設など

　・職業体験施設

　・農業高校の商業施設

■研究所

　・倶知安ラボ（企業・大学共同）

　→プロセスをガラス張りで見せる

■レンタルスペース

　・貸し会議室

■衣料品店

　・ファストファッションの店

■ペット関連

　・ペットホテル

■展望台

　・羊蹄山展望台

■ホテル

　・羊蹄山を一望できるホテル

■インフォメーション

　・環境インフォメーションセンター（環境について勉強など）

■空間

　・屋上は公園と憩いの場、羊蹄山を展望する。

　・日本庭園＋ビアガーデン（北海道らしい景観を観ながら）

■ソーラー

　・ソーラーパワー屋上（電気代の節約）

　・駅舎を羊蹄山風に外側をイルミネーション

　・道産木材を使用した山小屋風の駅舎（サンモリッツ風）

　・花を窓に飾る（サンモリッツ風）

　・施設の外観は丸く、透明化。中心部にボルタリング空間（駅を降りた人を引き付ける）

　・大部分は３階、建物は５階建てで、３～５階はクライミングウォール（北海道一高い）など

　・建物の中心部にボルタリング空間

■スーパー　 

　 大型スーパー（地元の方の利用）

■その他

　・羊蹄の湧水のプレミア演出

　・交番

■飲食店

　・フードコート

　・「（仮称）じゃが太の台所」（地場産食材、フードコート）

　・イングリッシュチャットカフェ（英語力 up）

■チケット関連

　・旅行会社（航空機チケット発券）

　・チケットセンター（札幌、函館のコンサート）

■金融機関など

　・銀行（世界の通貨を両替）

　・郵便局

■児童関連施設など

　・保育所

　・託児所

　・授乳室

　・赤ちゃん向けの商品販売

■高齢者福祉施設

　・デイケア（高齢者向け）

■温泉

　・温泉

■教育・文化施設など

　・劇場（大ホール）

　・水族館

　・風土館みたいなもの

■その他

　・更衣室（夏服⇔冬服）、防寒具（売る、貸す）

　・待ち合わせ場所（モニュメントの設置：今日の積雪などの表示）

■グループ 1 メンバー
　・高橋　宏幸（司会）
　・松井　清美
　・木佐　健悟
　・文字　一志

・山下　誠一
・西口　久也（記録）
・中島　果林（発表）
・スモール亜海

・弥永　幸子
・難波　勇季
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第４回新幹線駅まちづくりワークショップ

テーマ『拠点施設をイメージしよう』　　◆ 結果シート ◆
拠点施設イメージ、アイデア拠点施設イメージ、アイデア

グループ２　

屋上

地下

　　■観光案内

　　　・ちょっとした観光案内所

■空間のイメージ

　・人の往来が多くなる空間

　・休憩スペースは最低限

　・ほとんどものを置かない

　　（必要最低限）

　・外観だけリゾート地らしく

　・ゆったりとした空間

人が人を呼ぶ ～ 地元の人が楽しめば旅行客が楽しくなる！人が人を呼ぶ ～ 地元の人が楽しめば旅行客が楽しくなる！

■物産店など
　・物産店、農産物販売所、特産販売、マルシェ
　・お土産屋さん（駅舎ではなく少し歩かせる）
　・プチ商店街（地元のパンやケーキなど）
　・誰でも出店できるお店（地元向け、好きなものを置く）
　・飲食店
■空間
　・イベント広場

■放送局

・コミュニティ FM スタジオ（復活）

■交流

・国際交流センター

　（国際交流をアピール）

■研究室

・研究室（まちづくりの議論ができる）

■スポーツ関連

　・スポーツジム（大人が集まる）

　・スポーツ用品（セカンドショップ）

■衣料品店

　・ファッション（男性）

■学習塾など

　・学習塾

　・英会話教室

　・文化教室

　・文化交流センター

■空間

　・憩いの場（誰でも自由に休憩できる、フリースペース）

　・ダラダラと会話を楽しめる空間

■展望所

　・羊蹄山一望できる展望所

■娯楽施設

　・スポーツバー

　・カラオケ（学生が遊べる）

■駐車場など

　・地下駐車場、駐輪場

■地下街

■職業体験施設

　・学生が店を開く

　・キッザニアみたいなもの

■ホールなど

　・コンベンションホール

　・ホール（映画館、音楽）

　・サークルスペース

・温泉

・公園（人工芝）のようなもの（子どもたちが遊べる、人が集まる）

■飲食店

　・喫茶店（景色を見ながらくつろぐ、本を読むなど）

　・ファストフード店

■本屋

　・本屋（喫茶店などと併設）

■児童関連施設など

　・保育所

　・子ども預かり所（お母さんが買物できる）

　・子育て施設

　・幼児教室

■図書館

　・図書館

■衣料品店

　・ファッション（女性）：服、靴など

　　：男女のフロアを分けて広く使う

■公共施設

・役場の出先機関

　（これから倶知安町に住みたい人などへの情報提供）

■飲食店

・倶知安のグルメが食べれる

■空間

・子どもが遊べる空間

■観光関連
　・観光協会（観光情報を提供）
　・観光案内センター
　・ツアーデスク・公共交通バスセンター
　・近くでできることの体験ブース
　　（スキー、ボード、自転車など）
■交流
　・カフェテリア（交流）
　・保育、老人福祉施設（マンション）
　  との併設（子どもとお年寄りの交流）

拠点施設の施設のイメージ拠点施設の施設のイメージ駅舎の施設のイメージ駅舎の施設のイメージ
　・景観を損なわない形

宮武さんイメージ（３階くらいの低層）宮武さんイメージ（３階くらいの低層）

■グループ２メンバー
　・宮武　利裕
　・木村　敏之
　・角田　勇一
　・福家　直人

・三浦　正記（司会）
・星加　明仁（記録）
・今野　香苗（発表）
・保本　聡子

・南　かおり



その他のイメージ、アイデアその他のイメージ、アイデア
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駅舎 + 拠点施設（駅舎の上）駅舎 + 拠点施設（駅舎の上）

拠点施設コンセプト拠点施設コンセプト

駅周辺のイメージ、アイデア駅周辺のイメージ、アイデア

駅舎のイメージ、アイデア駅舎のイメージ、アイデア

第４回新幹線駅まちづくりワークショップ

テーマ『拠点施設をイメージしよう』　　◆ 結果シート ◆  
拠点施設イメージ、アイデア拠点施設イメージ、アイデア

グループ３　

７階

地元の人も観光客も楽しめるまち地元の人も観光客も楽しめるまち

■インフォーメーション

　・観光案内所（インフォメーション：観光）

　　　　　　　 （英語等に対応できるもの）

　・飲食店マップ（壁一面）

　・情報センター（町内だけでなく、周辺エリアについても）

■アクティビティ

　・クライミングウォール

■ホーム

  

■衣料品店など

　・ショップ（服、靴など）

■児童関連施設

　・子どもが遊べる施設（子ども向け遊具）

　・保育所（子どもを預け、親が買い物）

■入浴施設

　・入浴施設：温泉、岩盤浴

■宿泊施設

　・ホテル：ビジネス、気軽に宿泊できる

　

■買い物、荷物一時預かり

　・買い物を預かってくれる場所（高齢者向け、預けて違う場所に行ける）

■ペット一時預かり

　・ペットホテル（出張や旅行時に）

■若者の集まる場所

　・学生が集まれるような場所（遊べるような場所）

■金融機関

　・銀行（両替、ＡＴＭ）

■駐車場

　・駐車場（広め）

■拠点施設のイメージ

　・倶知安に観光に来る目的は？（拠点施設を目的には来ないのでは）

　　1：アクティビティ

　　2：食

　※拠点施設は、観光客目線より、地元の人目線で考えた方がいいのでは

■図書館

　・図書館 TSUTAYA の図書館など）

■空間

　・フリースペース（飲食・会議もできる、友人とおしゃべり、のんびり本を読むなど）

■飲食店

　・カフェ（フリースペースの隣に）

■アウトドアショップ

　・スポーツアウトドアショップ（各シーズンに対応する、レンタルも）

■娯楽施設

　・映画館、ボーリング場、ゲームセンターなど（ROUND1 みたいなもの）

■物産店など

　・まちの駅ぷらっと（特産品売場：農産、漁鮮品など）

　・直売所

　・物産店

　・お土産物屋

■イベントホール

　・イベントホール（音楽など）

■スタジオ

　・スタジオ（人が集まる場所、キッズダンスなど）

■展望台

■飲食店

　・飲食店、飲食店街、展望レストラン

　・後志管内の特産物を利用したレストラン

■物産店など

　・飲食できる場所、特産品販売など

　・朝市のできる場所（野菜等の直売所など）

　・お土産物屋

■交通

　・バス、タクシー（2 次交通は大事）

　・レンタカー

■飲食店

　・パン屋、お菓子屋（その場で食べる事ができる所）

　・食べ歩きコーナー（地元の新鮮野菜を中心）

・駐車場まで動く歩道（空港のような）

・壁に広告（金銭面の問題解決）

・駅舎の上の階を拠点施設に（札幌駅のような）

・札幌の大通りのような

■グループ 3 メンバー
　・白木　茂
　・森本　真弘（記録）
　・西江　栄二
　・三田　晃史（司会）

・瀧上　由貴
・田爪　信人（発表）
・加茂　良介（発表サブ）
・鈴谷　良恵

・吉田　亜希子



第４回新幹線駅まちづくりワークショップ「本日のご意見・ご感想」 

設問① 「拠点施設をイメージしよう」をテーマにした第４回ワークショップについて、やり終えた

感想・印象をお書きください。 

良かった点 

■意見がたくさん出た、楽しかった 

・皆さん非常に多くの発想を出して頂き、良かったと思います。 

・アイデアがいっぱいでワクワクした。 

・たくさんの意見があっておもしろかった。 

・多くの意見が出て楽しかった。 

・昨年に引き続き、様々なアイデア、ユニークなアイデアが発案されたと感じた。 

・今回のテーマはとてもイメージしやすく、楽しかったです。 

・本当にこんな施設が出来たらなぁとわくわくしました。 

 

■その他 

・今回は特別制約がなく考えたので、自由な発想で議論ができました。 

・現実的ですぐ使えそう。 

・女性が多く出席。 

・今年からワークショップに参加でどんな意見を言えばいいか悩んだ点もありましたが、昨年のワ

ークショップで様々な案が出ていたので、それをもとに自分が使う立場になったときにあったら

いいのではないかと思ったものをきちんと意見できた。また、その意見に反論が無く受け入れて

もらいとても気持ちが良かった。 

・今回のワークショップを終えて、駅のイメージがだいぶできてきた。 

 

改善すべき点 

・予算の制約が出ると、さらにおもしろくなると思いました。 

・他のグループの議論の内容はわかりませんが、私のグループにおいては、もう少し議論を深めて

も良かったように思います。時間の制約があるので難しいとは思いますが…。 

 

その他 

・誰の目線で話をするのか！？（地元の人、若者、子供がいる夫婦、高齢者、観光客、海外からの

人） 

・階層のもつ意味（高：景観、高級感、低：使いやすさ、集まりやすさ） 

・多くの意見がとりとめなく出るので、まとめるのは難しいなと思いました。 

・私は拠点施設はいらない、もしくは小さいものでいいという考え方なので今回のワークショップ

は難しかった。 

 

設問② 本日のワークショップの運営方法などで改善すべき点やお気づきの点があればお書き

ください。 

タイムテーブル、進行について 

・時間が足りない。 

・考える時間や話し合う時間もちょうど良いと思いました。 

・前年度と比較して、既に準備された状態からのスタートだったので、より時間を有効に使うこと

が出来た気がします。 

・役場、振興局の方を中心にスムーズな進行だったと思う。 

 

資料について 

・広い地図など、色々準備されて良かったと思います。 

・資料配布をもう少し余裕をもって出して頂ければ… 

・拠点施設と駅舎の図は、無い方が自由に話し合えたのでは…。 

 



テーマ、内容について 

・駅周辺のイメージが不十分だったので、拠点施設のイメージが難しかった。駅周辺と拠点施設を

まとめたワークショップの方が良かったのではないかと思うが、そうなると時間がかかるので難

しいところだと思う。 

 

運営の改善等について 

・話し合う人数が多すぎる。 

 

設問③ 本日のワークショップで、特に印象に残った事柄や言葉等は、何ですか。 

楽しめる、楽しくなる 

・まずは自分たちが楽しめる（愛着が持てる）まちづくり。 

・町民が楽しくなる、住んでいて良かったという倶知安町のイメージづくりを感じた。 

・「自分たちが楽しくないと観光客も楽しくない」、なるほどと思いました。確かに町民が利用しな

い施設をつくってきても意味ないし、せっかくなので自分たちが楽しめる施設をつくりたいと思

いました。駅の横の広場だけは狭いような…。 

 

その他 

・３グループとも似た内容になったこと。 

・地元ということを大切に考えていると感じました。 

・地元の人が集まる場所にすることが大事。 

・図書館。 

・持続可能な施設。 

・地上の駐輪場は景観を損なう。 

・総括で濱谷教授が、供からお年寄りまで使ってもらえるような施設を考えるという話が印象に残

っており、長い間使ってもらうためにも、幅広い年齢の人達に使ってもらえる施設ではいけない

ので、教授が言っていた病院や高齢者マンションというのは、自分には無かったので驚きました。

・濱谷教授がおっしゃった「他の街にもあるような施設は『この街もがんばってるんだ』と安心感

を与える」という言葉が印象に残っています。他との違いを出した特色あるものが求められてい

ると思い込んでいたので、少々驚きました。 

・駅周辺に観光客を泊めるという話がとても印象に残った。 

 

設問④ 今後のワークショップに向けて、ご意見、提案、質問等、あればご記入ください。 

ワークショップの運営方法についての意見 

・日程を早めに知らせて欲しいです。 

・もっと回数増やしてやりたいですね。 

・②と関連させて、事前に配布する資料に、各自の簡単な自己紹介を載せることで、さらに議論す

る時間を増やすことができるのではないかと感じました。 

・グループ作業の時間がもう少し長ければと思います。長ければ良いという訳ではないのは理解し

ますが、あの人数で議論を深めるためには、今回の時間設定は少し短いと思いました。 

 

その他 

・次回も頑張ります。（楽しみます） 

・短い時間でまとめられたと思います。 

・ワークショップで話し合ったことが反映されるまちづくりができたらいいなと思いました。 

・もし可能であれば、昨年の活動内容について知りたい。 

 

 

  




