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千歳駅前広場再整備基本計画の検討について 
－昨年度検討内容の振り返り、今年度の方向性- 
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平成２９年度は交通機能について検討 2 

基本方針及び考え方 

・基本方針：“便利な交通”と“賑わい”とが⼀体化した交流拠点づくり 

・考 え 方 ：   便利で安全安心な交通環境の形成（交通） 

           くつろぎと賑わいを生み出す空間の創出（空間） 

           市民と来訪者が快適に過ごす仕組みづくり（情報・運営など） 

各種調査 

Ｈ 
 

年
度
調
査 

◆景観調査 

景観特性の把握、景観形成の考え
方の整理 

◆立木調査 

既存樹木の現況把握、植栽構成へ
の反映の検討 

◆交通量調査 

基本計画策定向けた分析・検討の基礎資料の収集 

・利用実態調査（一般乗降場、30分 

 駐車場、タクシー、歩行者・自転車） 
・バス専用道路歩行者横断調査 

・駅周辺交差点交通量調査 

◆市民アンケート 

現況調査 利用実態調査 市民意見の把握 

◆関係者ヒアリング 

◆えきまち空間ワークショップ 

◆千歳市地域公共交通活性化協議会 

過年度調査（アンケート調査、交通実態調査、利用実態調査、ＯＤ調査、えきまち空間ワークショップなど） 
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再整備における基本的な考え方 

課 題 
（不足していること） 

 

東西の連携、利用者の偏り／通路と広場の一体感／交通機関相互連携／バスレーンの横断／ 

歩行者の利便性・わかりやすさ／ユニバーサルデザイン／朝夕の送迎混雑／誘導案内／ 

観光・地域情報／憩い空間／千歳らしい魅力・特色 

1.これまでの検討の流れ 

1.1 再整備の基本的な考え方 
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1.これまでの検討の流れ 

1.2 検討実績及びこれまでのご意見 

調査対象 調査概要 調査結果・課題 

交通量調査 
西口駅前広場交差点、
東口駅前広場交差点、
駅前広場周辺 

千歳駅西口・東口駅前広
場の一般車乗降場、30 

分駐車場、タクシープー
ルの利用実態、駅周辺交
差点の交通実態を把握 

・一般乗降場以外での乗降が発生している 

・時間帯によって一般乗降場が溢れている 

・時間帯によって広場から自家用車が溢れている 

・送迎以外の利用がされている 

・タクシーが区画線通りの利用をしていない 

景観調査 駅前広場周辺地区 
駅前広場周辺地区の景
観特性と課題の把握 

・JR駅舎・駅前広場は、東西ともに景観的な存在感に欠
ける 

・千歳らしいデザインコードや素材は駅近傍にない 

・交通標識や信号、屋外広告物が見通しを阻害している 

立木調査 駅前広場内 
樹名、幹周囲、樹高、管
理・生育状況、位置、本
数などの調査 

・シナノキ・ハルニレなど千歳の郷土樹種  で構成 

・生育状況は良好 

関係機関 

ヒアリング 

バス・タクシー事業者、
駅前広場に隣接する
商業施設等、駅前広場
の利活用に直接関連
する利用者、計35団体
程度 

（交通事業者、周辺施
設、送迎バス事業者
等） 

現状の利用状況や課題、
今後の要望等についてヒ
アリング 

・西口バス降り場からの乱横断が多く危険 

・バスの待機スペースが少ない 

・東口の入口部が大変混雑する 

・歓送迎バスの待機スペースがない 

・照明が暗く障がいの方には道路が見えにくい 



4 

1.これまでの検討の流れ 

1.2 検討実績及びこれまでのご意見 

調査対象 調査概要 調査結果・課題 

駅前広場 

アンケート調査 

・一般市民 

（駅・市役所・コミセン
にアンケート箱設置） 

・観光客 

・障がい者団体 

平成26年度より実施 

・バスレーンによる歩行者動線阻害 

・案内・配置がわかりにくい 

・送迎車の混雑 

・駐車場が使いにくい 

・バス待合環境が悪い 

・休憩する場所が欲しい 

・景観が寂しい 

千歳市地域公
共交通活性化
協議会 （ 第 4

回） 

協議会委員 

平成30年2月27日（火） 

検討事項 

・交通機能配置案の検討 

・安全面とわかりやすさへの配慮が必要 

・まちの顔としての広場空間も必要 

・現在の利用状況を踏まえて、西側にもタクシーの乗り入
れが必要 

えきまち空間ワ
ークショップ（第
4回） 

ワークショップメンバー
12名 

平成30年3月29日（水） 

検討事項 

・交通機能の配置 

・環境空間のイメージ 

・市民の利便性を考えると、自家用車、タクシーも西口広
場で活用出来るようにするべき 

・東口広場には、駐車場を設置する案が良い 

・案内看板がなくとも、自然と人が流れる仕組みが必要 

・Ｃ案の場合、西口広場で自家用車を降りてから、駅２階
改札口以外への動線も検討すべき 

・環境空間の検討は、冬季の見映え、管理方法について
も検討する必要がある 

※意見の詳細はニュースレターを参照 

市民の声を聴く
会 

市民 市民から意見を聴取 

・北改札口で降りても容易に西口広場に広場へ行けるよ
うにした方がよい 

・バスの待合環境が悪い 
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1.これまでの検討の流れ 

1.3 平成29年度 第4回えきまち空間ワークショップの結果 

開催概要 平成30年3月29日（水） 

検討事項 
〇交通機能の配置 

〇環境空間のイメージ 

主な意見 

・市民の利便性を考えると、自家用車、タクシーも西口広場で活用出来るようにするべき。 

・東口広場には、駐車場を設置する案が良い。 

・案内看板がなくとも、自然と人が流れる仕組みが必要。 

・西口広場で自家用車を降りてから、駅２階改札口以外への動線も検討すべき。 

・環境空間の検討は、冬季の見映え、管理方法についても検討する必要がある。 



1.4 平成２９年度の検討結果 
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配置、レイアウトの検討 
各種調査、本協議会、市民アンケート、WS、議会等の意見を基に、考え方に則してレイアウト（案）の比較検討 

1.これまでの検討の流れ 

交通 
空間・ 
情報 

維持 
管理 

【東口広場】 
 送迎車両の混雑解消 
 東口広場～駅北改札口への案内・誘導 
 景観面での配慮 

【西口広場】 
 バス・タクシー・自家用車を複合的に配置 
 人々の滞留や賑わい 
 緑地などの形成 
 商業施設との連携 

【西口広場南側の緑地空間】 
 既存樹木を活かした潤いのあ
る広場 

 落ち着いて安全に歩くことがで
きる夜間景観 

【南改札口側の入口付近】 
 広場等の方向を示す案内・誘
導 【北改札口側の入口付近】 

 交流なども想定したたまり空間の創出 

【北改札口前（及びコンコース）】 
 歩行者動線やバス待合環境の改善・案内
機能の強化 

 駅北改札口へのアクセス向上 東西とのつながりと連携 

【駅前広場全体】 
 交通機能配置の検討 

東西の往来のつながりと仕掛け 

商業施設と連携した賑わいづくり 
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今年度検討内容 

交通 

機能 

空間 

機能 

維持 

管理 

・歩行者の安全
性や利便性 

・空間の一体的利用 
・景観、賑わい 

・積雪対応 
・ランニングコストの低減 

機能配置 

 

 

空間 

デザイン 

利用者像 
空間 

の使い方 

市民、通勤通学者、 
観光客 等 

配置レイアウト

（案）を検討 

2.駅前広場再整備の配置の検討 

2.1 検討の方向性 

平成２９年度検討結果 
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2.駅前広場再整備の配置の検討 

2.2 主な課題と検討の方向性（交通機能） 

交通 

機能 

【検討の方向性】 

●車両系の動線・施設配置については、昨年度検討結果を基にレイアウトを
検討するとともに、交通安全やスムーズな交通処理を行うための誘導・注
意喚起手法を検討。 

 
●歩行者系の動線・施設配置については、駅舎および周辺施設と屋外空間の
連絡、東西の連絡等、歩行者の安全性や利便性に配慮した空間づくりを検
討。 

【主な計画課題】 
◯車両動線、駐車スペース、各種バースの適正な配置 
◯安全で利便性の高い歩行者動線の確保 
◯路線バスの配置方法 
◯近接する交差点の交通処理 
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2.駅前広場再整備の配置の検討 

2.3 主な課題と検討の方向性（空間機能） 

【主な計画課題】 
◯市民・来訪者（観光客等）が憩い、集うため
の交流機能の確保 
◯千歳のシンボルとなる景観デザイン 
◯誰もが移動しやすい案内誘導 
◯一体的利用を含めた周辺施設との連携 
◯快適な待合環境の整備 
 

【検討の方向性】 

●様々な利用者の多様な活動を支え、ユニバーサルデザインや駅舎や周辺施設
と広場空間の一体的利用に配慮した空間づくりを検討。 

●千歳らしさが感じられる緑地空間の配置や特徴的な夜の空間演出などを検討。 
●駅を起点とした、二次交通利用や市街地へのスムーズな移動を誘導するため
の情報提供手法を検討。 

空間 

機能 
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2.駅前広場再整備の配置の検討 

2.4 主な課題と検討の方向性（維持管理） 

【主な計画課題】 
◯積雪時や冬期間における機能・景観。安全性の担保 
◯ライフサイクルコストに優れた施設整備 

【検討の方向性】 

●積雪時における屋外空間の利便性の確保について検討。 
●耐久性の高い素材の選定や、LED照明の採用、維持管理が容易な植栽樹種の
選定など、ランニングコストの低減について検討。 

維持 

管理 



6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

現況・経過の 

整理 

レイアウト（案）の
精査と再検討 

基本計画（案）の
作成 

 

 

 

 

レイアウト（案）の精査 

利用者像 
空間の使い方 

随時 

基本計画（案）、概要版の作成 

えきまち空間ＷＳ 

第1回（6/28） 第2回 第3回 第4回 第5回 

※時期は想定含む 

第1回（6/20） 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 

・利用イメージと
空間デザイン 

•最終レイアウト
（案）の確認 

•基本計画(案)の確認 •整備イメージ（機能配置） 
•空間デザインの検討 

関係事業者への 
ヒアリング・調整協議 

協議会 
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3.平成30年度のスケジュール 

3.1 スケジュール予定 


