
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計条件の整理 

 

 

 
 



 
２－１ プラン検討の方針 ２ プランの検討 

２ プランの検討 
 
２－１ プラン検討の方針 
 

本件のプラン検討の目的は、小淵沢駅舎・駅前広場整備事業において、敷地内における新設駅舎や交

通施設等の配置計画を決定することである。そのためには、まず新設駅舎について面積規模や平面計画

に基づく平面形状を検討する必要がある。しかし、本件はあくまで基本構想であり、その中で決定され

た新設の駅舎や駅前広場のあり様は、構想の全体像が明らかになった後の基本設計の段階において、そ

の目的がより効果的に実現できる計画を再検討することが前提である。 
そのプラン検討の大前提となる条件が、市が負担する事業費を支出可能な範囲に納めることと事業完

成の期限が決められていることである。さらには、JR が鉄道事業者として要請する旅客の利便性等の

諸条件に十分配慮した駅施設のあり方を提案するものでなければならない。 
まず、本事業の予算の設定について、北杜市は、国や県の補助金等の活用を前提としている。中でも

大きな役割を果たすのが合併特例債である。そして、北杜市が合併特例債を受けられる期限が平成 26
年度までであることから、その期限内での駅舎、駅前広場の完成が大前提の条件となる。 
そこで、新設駅舎の計画においては、工期短縮とコスト削減への配慮から、まずは鉄道事業に関係す

る施設や運行との支障部分が極力発生しないことを目標とする。それは、JR から安全性を始めとする

事業遂行への理解を得やすいというメリットもある。具体的には、新設駅舎を駅前広場内の地平駅とし

て計画し、さらにその駅前広場内の既存の地平駅やその他の施設にも支障しない配置とすることで、仮

駅舎をはじめとする仮設の建設・撤去を不要とする。それにより、既存施設への支障の発生が、線路上

空の新設跨線橋の建設によるものだけに限定できる。そうなると、計画上の 優先課題は、その新設跨

線橋の支障範囲をどれだけ小さくする事ができるかになる。具体的には、既存上家への支障がどうして

も発生してしまうが、コストと工期の大きな増大要因である架線と既存跨線橋への支障を避けることは

可能であり、配置計画への配慮と十分な桁下空高の確保によって、架線の付け替えと仮跨線橋の新設、

撤去を不要とする。 
一方、新設駅舎については、新設跨線橋の位置との相関によって配置計画を検討しなければならない。

そのため、駅舎と跨線橋の配置計画は同時に検討を進めることになる。そして、駅舎の配置計画は敷地

の大きさや形状を鑑みながら、その面積規模や平面計画に基づく平面形状を想定し、駅前広場の交通施

設等の配置計画やその周辺の街との位置関係も考慮して検討を進めなければならない。従って、新設駅

舎のあり様とその配置計画から新設跨線橋の配置計画を再検討する必要は当然発生し得る。 
そうして検討された計画の内容は、まずＪＲが鉄道事業を運行する上で必要とする条件に照らし合わ

せ、問題が無いことを確認し、その条件が北杜市との協議を必要とする場合はその協議の結論に従う。

その上で、計画内容は北杜市民から選出された委員により構成される市民協議会に必ず付議され、その

委員の意見を考慮したものとして決定することを方針とする。 



 
２－２ プラン検討の条件 ２ プランの検討 

（単位　㎡）

駅業務スペース 現状面積 面積算定 特記

【販売諸室】

出札室

改札カウンター

改札室

精算機室

券売機室

乗車券保管庫（帳票庫）

【業務諸室】

駅長事務室

駅長室

救護室

分任室

信号扱所

会議室

休憩室

喫煙室

社員便所（男性用）

更衣室（男性用）

休養室（男性用）

浴室（男性用）

倉庫

社員便所（男性用） バックヤードが２階層の場合

廊下等共用部
駅業務施設の20％程度
平面計画による

機械室
駅業務施設の21％程度
平面計画による

配電室
駅業務施設の22％程度
平面計画による

【その他】

清掃用具室 8.3

合計 280.5 235.4

33.8 50.3

246.7 176.8

旅客スペース 現状面積 面積算定 記事

旅客便所 23.1 23.0
所要器具数による仮想設計
既存同等

多機能トイレ 0.0 6.3 バリアフリー施設

ラチ内コンコース - - 平面計画による

ラチ外コンコース 55.4 - 平面計画による

待合室 25.0 25.0
既存同等
平面計画による

旅客階段 - - 平面計画による

合計 103.5 54.3

（参考）

その他諸室 現状面積 面積算定

レンタカー事務所 20.2 20.2 既存同等

店舗(デュオレール） 76.5 76.5 既存同等

構内店舗 5.4 5.4 既存同等

合計 102.1 102.1

（参考）

都市施設 現状面積 面積算定

観光案内所 26.1 26.1 既存同等

公衆トイレ 24.4 24.4 既存同等

合計 50.5 50.5

２－２ プラン検討の条件 
 

[２－1 プラン検討の目的]で述べた通り、本件のプラン検討の目的は小淵沢駅舎・駅前広場整備事業

において、敷地内における新設駅舎や交通施設等の配置計画を決定することである。さらに、そのプラ

ン検討の前提条件として、工期短縮とコスト削減から既存施設への支障を 小限とするために、計画上

の 優先課題は、新設跨線橋の支障範囲をどれだけ小さくする事ができるかになるとした。さらに新設

駅舎も支障部分を極力少なくするために駅前広場内の地平駅として計画し、さらにその駅前広場内にあ

る既存駅舎等にも支障しない配置とすることで仮駅舎等の建設・撤去を不要とした。次に、新設駅舎の

規模については既存と同等程度の面積確保を基本方針とし、既存駅舎と新設駅舎それぞれにおける諸室

の面積配分は下記の表の通りとなる。ただし、多機能トイレは機能保障を条件とし、ラチ内外コンコー

スと待合室、旅客階段の面積は平面計画によって変わることが前提となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
その上で、新設駅舎は、新設跨線橋の位置との相関によって配置計画を検討するが、それ以外にも敷

地の大きさや形状を鑑みながら、新設駅舎の面積規模や平面計画に基づく平面形状を想定し、駅前広場

の交通施設等を含めた敷地内の配置計画をその周辺の街との位置関係を考慮して提案する。 
一方、駅前広場は新設駅舎の平面形状を除いた敷地範囲となり、その範囲に交通施設等の配置計画を検

討する前提条件として『小淵沢駅前広場基本設計測量業務委託』から引用した次頁に記載の５つの留意

事項を取り上げる。 
 



 
２－２ プラン検討の条件 ２ プランの検討 

 
◆ 5つの留意点 

【適正な駅前広場の規模算定】 

・ １日乗降人員が少ないため、「28 年式」「48 年式」などの一般的な算出方法では適正な駅前広

場面積を算出できない。 
・ 駅前広場は現状の利用実態に合わせ車の回転軌跡など物理的な条件から設定することが望ま

れる。 

【縦断勾配の考え方】 

・ 車道は、7.5％以下とする。（道路構造令の設計速度 20km/ｈの積雪寒冷地の縦断勾配）。 
・ 歩道は、バリアフリー法の 5％以下とする。ただし、車いす利用者の通行、脚力の弱った高

齢者等に配慮して可能な限り勾配を小さくする。 

【特定車両経路の確保】 

・ JＲ施設利用の関係車両を特定車両としてその動線を確保する。 

【駅前広場の地盤高に対する考え方】 

・ 駅前広場と前面道路との間には段差があり、安全性や利便性を確保するために駅前広場の地

盤高さへの十分な配慮が必要である。しかし、コスト削減と工期短縮の観点から、盤下げは

行わないことにする。その代わり、縦断勾配については十分の配慮を行う。 

■現地盤を活用した場合 
・盤下げ高さ：なし 
・道路と広場面の差：2.5ｍ 
・駅舎と広場面の差：0.0ｍ 

■道路面まで地盤を下げた場

合 
・盤下げ高さ：2.5ｍ 
・道路と広場面の差：0.5ｍ 

■現地盤と道路面の中間の場

合 
・盤下げ高さ：1.5ｍ 
・道路と広場面の差：1.0ｍ 

【駅前広場の交通施設に対する整備方法】 

・ 駅前広場の施設は、公共性や福

祉対策を考え駅舎出入口からの

距離に順位付けを行い、利用者

ニーズに適応した配置とするこ

とが必要である。 
・ 施設の優先順位は以下の通りで

ある。 

←バリアフリーの観点から望ましい

←大きな手荷物を持った観光客や身障者の利用に対応

←一般車よりも公共交通機関を優先

←駐停車スペースよりも乗降場を優先一般車乗降場

小淵沢駅舎

タクシー・バス・一般車
の駐停車場

二輪車置場 等

駅舎出入り口

身障者用乗降場

タクシー乗車場

バス乗降場

駅
舎
出
入
り
口
か
ら
の
距
離

小

大

公共交通機関



 
２－２ プラン検討の条件 ２ プランの検討 

 その他の交通施設を計画する条件として、設置台数と設置位置を基本的に現状と同程度にすることを

目標とし、新設の駅前広場における交通施設等の設置可能スペースを考慮して下記の表の通りとする。 
 

 
ここで、表に示す通り一般車駐車場の駐車台数は検討の結果、かなり減ることが明らかである。なぜ

なら、まずバスについて、現在、駅前広場内の狭いスペースで切り替えしてバスプールに駐車し、そこ

へ車路から乗客が乗降しているのに対し、新設の駅前広場では安全性と利便性からバスロータリーを設

けてバスが切り返すことなく転回可能とし、さらに乗客が歩道から乗降できるようにする。それによっ

てバス施設に必要なスペースがこれまでより大きくなる。また、タクシーや一般車についても、これま

で駅前で入り混じって車路から乗降していたのを、安全性と利便性からそれぞれに専用の乗降場を設け

て歩道から乗降できるようにする。そのための必要なスペースもこれまでより大きくなる。そうなると、

どうしても一般車駐車場のためのスペースが圧縮される。そこで、方針としては一般車駐車場をできる

だけ多く確保することを目標とし、そのために今後の北杜市と JR との協議においては敷地周りにある

JR 用地の買収も検討していく。 
 
 
 
 
 
 

 

交通施設の種類 設置台数 設置位置 現在の台数 
大型バス乗降場 駅舎の出入口近くに設置 0 台 
大型バスプール 

乗降場 3 台 
または 
乗降場 1 台 
プール 3 台 

各種施設の配置状況による 
乗降場に必ずしも近くなくて良

い 

3 台 

タクシー乗車場 2 台 2 台程度 
タクシー降車場 1 台 

駅舎の出入口近くに設置 
乗車場と降車場を近接配置 0 台 

タクシープール 敷地の空き状況から必

要な台数を検討する 
各種施設の配置状況による 
乗降場に必ずしも近くなくて良

い 

6 台 

一般車乗降場 2 台 駅舎の出入口近くに設置 
乗車場と降車場を近接配置 

3 台程度 

一般車駐車場 10 台以上 
敷地の空き状況から可

能な限り台数を確保 

駅舎の松本方、敷地の西端エリア 
または 
既存駅舎跡地の一部 

76 台 

二輪車置場 未定 各種施設の配置状況による 72 台 
レンタカー駐車場 3 台 各種施設の配置状況による 3 台 
ディオレール駐車場 2 台 各種施設の配置状況による 2 台 
身障者駐車場 1 台 駅舎の出入口近くに設置 1 台 



 
２－３ 駅前広場の計画範囲 ２ プランの検討

配置図＿縮尺1：600

N

甲府・東京方→←松本方

２－３ 駅前広場の計画範囲

 
本件の基本構想における敷地の計画範囲については、先述の用地買収の有無が JR と北杜市との協定により決定され、その協定は本件の基本構想をまとめた成果物の内容に沿って締結されるため、あくまで現段階では不確

定要素である。しかし、敷地東側の東京・甲府方において、構内トイレやタクシープールを取り囲むトラフに支障しない範囲については、本件の基本構想の対象として想定しても問題ないという判断を JR から得ている。従

って、本件の基本構想における計画範囲は、敷地図に赤で囲った現在の北杜市の敷地範囲に、緑で囲ったロータリー設置範囲を加えた領域で、東端は赤線で表示したトラフまでとする。 
 

 

ロータリー設置範囲

既存駅舎撤去スペースの活用

ロータリー設置範囲

既存駅舎撤去スペースの活用

撤去する既存施設

駅舎とその周りの施設観光案内所公衆便所既存跨線橋

北杜市の現在の敷地範囲

トラフ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設跨線橋の配置計画 

 

 

 
 



 
２－４ 跨線橋の配置計画 ２ プランの検討

駅舎新設に伴う共通条件

中央線 特急列車 停車位置

新設跨線橋の配置案（A案 ～ C案）の共通条件

既存跨線橋位置を避ける 架線を避ける 列車停車位置を考慮して配置

小梅線 普通列車 停車位置

撤去する既存施設

駅舎とその周りの施設観光案内所公衆便所既存跨線橋

架線

松本方

C案 B案 A案

東京方

ロータリー設置範囲

既存駅舎撤去スペースの活用

ロータリー設置範囲

既存駅舎撤去スペースの活用

２－４ 跨線橋の配置計画  
跨線橋の配置計画は、鉄道事業に関係する施設や運行との支障部分が極力発生しないことを目標に、既存跨線橋の位置を避け、さらに、線路上空に渡された架線を吊るす支柱間に配置することを条件とする。その条件から、

新設の跨線橋を配置する位置の選択肢として A～C 案を設定する。 



 
２－４ 跨線橋の配置計画 ２ プランの検討

跨線橋の配置計画における A～C 案は、支障物を極力少なくしてコスト削減と工期短縮を可能にする選択肢と

して設定した。その程度を評価する項目として、本件では「既存上家支障」「ホーム増設」「運転保安施設の支

障」「工事の難易度」「工事費・工期概要」が取り上げられる。それぞれの評価項目において要請される効果は

次の通りである。 
 
 

「既存上家支障」    → 跨線橋の配置に伴う既存上家の撤去と新設は、面積が小さいほどコスト削減

と工期短縮に有利となる。 
 
「ホーム増設」     → 線間での工事を余儀なくされるため、特に大きなコストと工期の増大要因に

なる。従って、コスト削減と工期短縮には極力ホーム増設が必要のない計画

とすることが必要である。 
 
「運転保安施設の支障」 → 跨線橋や上家の撤去と新設は、どうしてもホーム上の工事が発生し、旅客の

安全性と利便性の確保に多少なりとも支障が発生する。その程度が小さい程、

コスト削減と工期短縮に有利となる。 
 
「工事の難易度」    → 線間での作業や線路近接作業が少ない程、工事の難易度を抑えることができ、

コスト削減と工期短縮に有利となる。 
 
 
次に優先度の高い検討項目として、北杜市もしくは市民協議会からは「商店街との関係」「駅前広場との関係」

が提示され、JR からは鉄道事業上の観点から「中央線停車位置との関係」「小海線停車位置との関係」が提示

された。それぞれの検討項目において要請される効果は次の通りである。 
 
 

「商店街との関係」     → 現在、既存駅舎の目の前に駅前広場の入口があり、さらに、その入口前

に商店街がある。そして、新設駅舎は既存駅舎に支障しないように配置

することから、駅と商店街が遠くなることは確実である。その程度をで

きるだけ小さくすることで、駅から商店街への人の流れを維持したいと

いう市民の要望が提出されている。 
 
「駅前広場との関係」    → 駅舎は、駅前広場に計画される交通施設と協働し、交通結節点としての

機能を発揮することが求められている。そうした相乗効果が生まれる適

切な配置計画が求められている。 
 
「中央線停車位置との関係」 → 特急電車が停車する中央線のホームにおいて、鉄道事業の運行と旅客の

乗降における利便性から、跨線橋の階段を降りた位置ができるだけホー

ム中心に近く、さらには指定席車両に近いことが望ましい。 
 

「小海線停車位置との関係」 → ２両編成の電車が停車する小海線の小さなホームにおいて、新設の跨線

橋は、既存の跨線橋に支障しないように避けて配置すると、電車の停車

位置の目の前に位置する。それにより、旅客が乗降するためのスペース

を確保できるかについて検討が必要となる。 
 

 以上の 8 項目から、跨線橋の配置計画として取り上げた A～C 案を評価する。



 
２－４ 跨線橋の配置計画 ２ プランの検討

上家撤去

上家撤去

既存上家

既存上家

上家撤去

跨線橋撤去

観光案内・公衆便所・駅舎

ホーム中心

36 18

蹴上163.88888

UP

UP

跨線橋新設

3618

UP

上家新設

上家撤去・新設の共通条件 既存上家 撤去部分 新設部分

東京方松本方

中央線 特急列車 停車位置

小梅線 普通列車 停車位置

上家撤去の共通条件

新設の乗換跨線橋の前後５ｍまで上家を設置
上家新設の共通条件5,0005,000 5,0005,000

架線

既存の乗換跨線橋の撤去に伴い、その前後５ｍの上家を撤去

5,0005,0005,000

上家の撤去・新設の範囲を検討する際の前提となる共通条件は次の図の通りである。

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
２－４ 跨線橋の配置計画 ２ プランの検討

レンタカー 倉庫
事務所 便所駅舎

駅舎撤去

店舗撤去

便所撤去

倉庫撤去

店舗撤去

店舗

レンタカー 倉庫
事務所 便所駅舎

駅舎撤去

店舗撤去

便所撤去

倉庫撤去

店舗撤去

店舗

駅舎新設

跨線橋新設

上家新設
上家撤去

上家新設
上家撤去

既存上家

既存上家

観光案内・公衆便所・駅舎

跨線橋撤去

商店街

既存上家 撤去部分 新設部分A 跨線橋 東京方・階段同方向案

工事費の検討項目 上家撤去・新設ホーム増設運転保安関係の支障工事の難易度工事費の検討項目 上家撤去・新設ホーム増設運転保安関係の支障工事の難易度

東京方松本方

中央線 特急列車 停車位置

小梅線 普通列車 停車位置

撤去 ： 320㎡
新設 ： 529㎡

中央線・小梅線

撤去 ： 320㎡
新設 ： 529㎡

中央線・小梅線

ロータリー設置範囲

架線

5,000

○ホーム増設

線路間にホーム増設範囲 ： 680㎡

小海線

線路間にホーム増設範囲 ： 680㎡

小海線

コストUP

線路の近接作業多い：難易度高

小海線

線路の近接作業多い：難易度高

小海線

平面計画の検討項目 駅前広場との関係 商店街との関係 中央線停車位置との関係 小海線停車位置の関係平面計画の検討項目 駅前広場との関係 商店街との関係 中央線停車位置との関係 小海線停車位置の関係

商店街に最も近い案

駅へのアプローチは
現在と変わらない

商店街に最も近い案

駅へのアプローチは
現在と変わらない

駅前広場スペース

ほとんど確保できない

駅前広場スペース

ほとんど確保できない

A 案の特徴は、新設駅舎を商店街に一番近い位置に配置することが可能なことである。そのメリットとして、駅から商店街へのアプローチが現在とあまり変わらず、同じような利用形態が可能であり、北杜市民の要望に合致

する。しかし一方のデメリットは、小海線のホームを増設する必要が発生し、コストと工期増大の大きな要因となる。さらに、ロータリーを計画している範囲と駅舎との間の駅前スペースが殆ど確保できない窮屈さがある。 



 
２－４ 跨線橋の配置計画 ２ プランの検討

3618

蹴上163.88888

UP

UP

レンタカー 倉庫
事務所 便所駅舎

駅舎撤去

店舗撤去

便所撤去

倉庫撤去

店舗撤去

店舗

駅舎新設

跨線橋新設
上家新設

上家撤去

上家新設

上家撤去

既存上家

既存上家

観光案内・公衆便所・駅舎

跨線橋撤去

ロータリー設置範囲

既存上家 撤去部分 新設部分B 跨線橋 東京方・階段同方向案

東京方 松本方

商店街

東京方松本方

小梅線 普通列車 停車位置

中央線 特急列車 停車位置

架線

工事費の検討項目 上家撤去・新設ホーム増設運転保安関係の支障工事の難易度工事費の検討項目 上家撤去・新設ホーム増設運転保安関係の支障工事の難易度

撤去 ： 392㎡
新設 ： 518㎡

中央線・小梅線

撤去 ： 392㎡
新設 ： 518㎡

中央線・小梅線

平面計画の検討項目 駅前広場との関係 商店街との関係 中央線停車位置との関係 小海線停車位置の関係平面計画の検討項目 駅前広場との関係 商店街との関係 中央線停車位置との関係 小海線停車位置の関係

商店街との間にスペースができる

観光案内施設等の設置可能

駅前広場スペース

適度な広さが確保できる

B 案の特徴は、新設駅舎を商店街に比較的近い位置に配置しながらも、適度な距離をとることが可能なことである。そのメリットは、ロータリーを計画している範囲と新設駅舎との間に駅前スペースが十分に確保でき、その

スペースに面して観光案内所を配置することの相乗効果が期待される。さらに A 案と比べて、特急が停車する中央線のホーム中心に新設跨線橋が近くなる分旅客の利便性が高まる。しかし一方のデメリットは小海線のホーム

上において跨線橋の階段と列車停車位置が重なるため、旅客が乗降する場所のホーム幅員が狭くなる。しかし列車停車位置の変更によって改善の余地は十分にある。



 
２－４ 跨線橋の配置計画 ２ プランの検討

36 18

蹴上163.88888

UP

UP

レンタカー 倉庫
事務所 便所駅舎

駅舎撤去

店舗撤去

便所撤去

倉庫撤去

店舗撤去

店舗

跨線橋新設

上家新設

上家撤去

上家新設

上家撤去

既存上家

観光案内・公衆便所・駅舎

跨線橋撤去

既存上家

上家新設

ロータリー設置範囲

既存上家 撤去部分 新設部分C 跨線橋 東京方・階段同方向案

東京方 松本方

商店街

東京方松本方 小梅線 普通列車 停車位置

中央線 特急列車 停車位置

架線

工事費の検討項目 上家撤去・新設ホーム増設運転保安関係の支障工事の難易度工事費の検討項目 上家撤去・新設ホーム増設運転保安関係の支障工事の難易度

撤去 ： 156 ㎡
新設 ： 518㎡

中央線・小梅線

撤去 ： 156 ㎡
新設 ： 518㎡

中央線・小梅線

駅前広場スペース

ロータリーから最も遠い案

商店街に一番遠い案

駅までのアプローチが大変

商店街に一番遠い案

駅までのアプローチが大変

平面計画の検討項目 商店街との関係 駅前広場との関係 中央線停車位置との関係 小海線停車位置の関係平面計画の検討項目 商店街との関係 駅前広場との関係 中央線停車位置との関係 小海線停車位置の関係

C 案の特徴は、新設の跨線橋を商店街から最も遠い位置に配置していることである。そのメリットとして新設の跨線橋位置は、特急が停車する中央線ホームにおいてそのほぼ中心に一致し、A～C 案の中で旅客の利便性は最

も高い。また、小海線のホームにおいては、停車列車の端部の近くに跨線橋の階段の上り口があり、これも A～C 案の中で旅客の利便性が最も高い。しかし一方でデメリットは、新設駅舎が商店街やロータリーを計画してい

る範囲と最も遠くに配置される可能性があり、北杜市民の理解を得るのは難しい。ちなみに A～C 案の中で既存上家の撤去面積は最も小さいが、大きな差はなく、新設上家の面積は各案ともほぼ同じ程度である。 
 



 
２－４ 跨線橋の配置計画 ２ プランの検討

商店街との関係 商店街に一番近い位置にあり、現在の利用形態と変わらない ◎
商店街と駅舎との間に適度な空間が確保できる。そこに観光案内施設等
が設置可能。商店街と駅の距離は不便の無い程度

○ 商店街から最も遠い位置にあり、商店街の駅の行き来が大変である。 △

駅前広場との関係 駅前に広場が殆ど確保できない △ 駅前に適度な大きさの広場が確保できる ○ 既存駅舎跡地に計画のロータリーから駅までが遠い △

中央線停車位置との関係
階段位置からホーム中心までの距離が、現状よりは多少近くなるが、最も
遠い案

△ 階段位置からホーム中心までの距離が、現状よりは大分近くなる ○ 階段位置がほぼホーム中心となる ◎

小海線停車位置との関係 階段位置からホーム中心までの距離が、現状より遠く、かつ最も遠い案 △
階段が列車停止位置と同じ位置になる。 列車の停車位置の変更を検討
する際は、ホーム長さの確認が必要

○
階段位置からホーム中心までの距離が、現状より多少遠くなるが、不便は
無い

○

既存上家支障 上家の撤去・新設がある。その規模は他案と大きな差は無い 上家の撤去・新設がある。その規模は他案と大きな差は無い 上家の撤去・新設がある。その規模は他案と大きな差は無い

ホーム増設 広い範囲でのホームの増設が必要 ホームの増設はない ホームの増設はない

運転保安関係の支障 線路間にホームを新設するため支障の範囲が非常に大きい ホーム上の支障のみとなる ホーム上の支障のみとなる

工事の難易度
線路の近接作業が非常に多く難易度が高い
ホーム上の作業において、旅客の安全の確保が必要となる

ホーム上の作業において、旅客の安全の確保が必要となる ホーム上の作業において、旅客の安全の確保が必要となる

工事費と工期概要
ホームの新設範囲が非常に大きく、線路間の工事に伴う運転保安関係の
支障により、非常に高額で工期のかかる案

A案の様な支障がない分、工事費と工期を抑えられる A案の様な支障がない分、工事費と工期を抑えられる

跨線橋を商店街に比較的近い位置に配置している。小海線停車位置に跨線
橋が位置しホーム幅員が狭くなる。ただし、停止位置の変更により改善の余地
はある。小海線・中央本線の両ホームで上家が支障する。特急停車位置につ
いては改善が計れる。

現在の駅前広場から近い順にA案、B案、C案としている。工事費等を考慮して、電車の架線吊りに支障しない位置、既存乗換え跨線橋に支障しない位置を考慮して各案の位置を決めている。

全案配置図

各案配置図

概要

配
置
計
画

案名 C（跨線橋　松本方）案B（跨線橋　中央配置）案A（跨線橋　東京方配置）案

跨線橋を商店街に遠い位置に配置している。小海線停車位置・上家には干渉
しないが新たな上家は必要となる。・中央本線の上家の支障はないが、新設上
家は必要。特急停車位置については最良である。

跨線橋を商店街に一番近い位置に配置している。小海線からは遠くなり、新た
にホーム・上家の設置が必要となる。

工
事
費
と
工
期

◎△ ○

UP

UP

蹴上163.88888

18 36

松本方

ホーム中心

3618

36

18

UP

UP

26

A案B案C案

東京方松本方

観光案内・公衆便所・駅舎

跨線橋新設跨線橋撤去

駅舎新設

既存駅舎

ホーム中心

松本方 東京方

47 3147 31 1515

3618

UP

36

18

UP

UP

26

23

UP0

15

跨線橋撤去

駅舎新設

松本方 東京方

UP

UP

蹴上163.88888

18 36

乗換跨線橋

既存駅舎

ホーム中心

観光案内・公衆便所・駅舎

ホーム中心

UP

UP

蹴上163.88888

1836

跨線橋撤去

駅舎新設

乗換跨線橋

既存駅舎

松本方 東京方

観光案内・公衆便所・駅舎

既存跨線
橋

ロータリー
計画範囲

既存駅舎

下の表は、ここまでに確認した A～C 案の各特徴を比較した一覧表である。表には各案別に項目ごとの評価を

◎、○、△により表示している。B 案は全項目の評価が○であり、最もバランスの良い計画といえる。 
 

跨線橋配置計画 比較評価 



 
２－４ 跨線橋の配置計画 ２ プランの検討 

B 案の評価についてより具体的には、まず新設施設が既存施設に支障する部分が少なく、プラン検討

の最優先課題としたコスト削減と工期短縮に有利である。また、市民の要望に応えて新設駅舎を商店街

に比較的近い位置に配置しながらも適度な距離を確保することで、商店街との間にある既存駅舎撤去跡

地を利用し、駅前広場としての利用スペースが確保できる。さらに、特急が停車する中央線のホーム中

心から跨線橋の階段の上り口がそれ程遠くなく、C 案程ではないにしても JR が要望する旅客の利便性

をある程度確保できる。 
一方、A 案は新設駅舎を商店街の近くに配置して欲しいという北杜市民の要望を満たすものの、新設

駅舎と既存駅舎撤去跡地に計画する駅前広場との間にスペースが殆ど確保できず、窮屈な計画になって

しまう。また、中央線のホーム中心から跨線橋の階段の上り口が非常に遠く旅客の利便性に問題がある。

そして何よりもホーム増設がコストと工期の大きな増大要因となって工事の難易度を高めてしまう。 
それに対して C 案は、新設施設が既存施設に支障する部分が少なくコスト削減と工期短縮に有利であ

る。さらには跨線橋が特急の停車する中央線のホーム中心とほぼ一致し、小海線の列車停車位置にも近

くて旅客の利便性は最も高い。しかし北杜市民の要望に反して新設駅舎と商店街との距離が非常に遠い

ため市民の理解を得難い。 
以上の評価から、北杜市と JR の了解に基づき、駅舎と駅前広場のプラン検討においては、新設跨線

橋の配置計画に B 案を前提として検討を進める。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅舎と駅前広場のプラン検討 

 

 

 
 



 
２－５ 駅前広場のプラン検討 ２ プランの検討 

２－５ 駅前広場のプラン検討 
 
本件のプラン検討の目的である敷地内の新設駅舎や交通施設等の配置計画を検討する。その検討方針

は、[２－３－１ プラン検討の条件]に従いながらも、北杜市は、[２－１ プラン検討の方針]で確認し

た通り市民協議会で委員から提示された市民の要望に最大限配慮することを方針としている。 
 
駅前広場のプラン検討に対し、第１回市民協議会において委員から提示された市民の要望は次の通りで

ある。 
・ 現在の駅前広場は、歩行者と車両が送り迎えの朝夕の時間帯に特に混雑が発生して交通が錯綜する。

安全とユニバーサルデザインの観点から、適切な交通施設の配置計画を提示して欲しい。 
・ 駅前広場の配置計画を大きく左右するのが最も大きな場所を必要とするバス施設である。現状は、

駅前広場内で切り返してバスプールに駐車し、乗客が車路を歩いて乗降する。安全性を確保するた

めにバスが切り返す必要を無くし、乗客が歩道から乗降できるような交通施設を整備して欲しい。 
・ 敷地西側の松本方から観光施設の送迎用のバスが来るので、そのまま敷地西側からバスが駅前広場

へ進入できるようにして欲しい。 
・ 既存駅舎を撤去した跡地の活用方法を提示して欲しい。 
・ 駅前広場とその前を東西に走る市道との高低差が 2ｍ以上ある。その間をつなぐ斜路は、バリアフ

リーに配慮して５％以下とすることが前提だが、それでも冬期の路面凍結は歩行者にとって非常に

危険である。安全性に配慮して斜路の利用方法を提示して欲しい。 
 
こうした市民からの要望を踏まえて、駅前広場のプランとして［ロータリー案］と［松本方切り下げ

案］を提案する。両案とも駅前広場へのバスの進入方法と駅前広場内でのバスの動線に対する提案が計

画の中心となる。なぜなら、市民協議会の委員の意見にあるとおり、駅前広場の配置計画を大きく左右

するのが最も大きな場所を必要とするバス施設だからである。さらに敷地形状が東西に細長く幅の狭い

形状で広さも大きくないことから、それぞれの駅前広場案に配置する新設駅舎の建築面積を算出し、新

設駅舎が駅前広場のどの程度の面積を占めるか確認しながら検討を進める。 
 
２－５－１ ロータリー案の概要 
 
［ロータリー案］ 
 
ロータリー案は、敷地の東端において、駅前広場の入口に進入して真正面に在る既存駅舎の撤去跡地

にロータリーを設置する案である。現在、大型バスが駅前広場へ進入する際に入り口前で大回りして進

入しなければならず、また、市民からの指摘の通り、駅前広場内でもバスプールへ駐車する際に切り返

しを必要とする。さらに、そのバスプールに停車するバスへの乗降は、駅前広場内の車路内で行われて

いるため、安全性には大きな問題がある。そうした駅前広場内でのバス交通の安全性改善はもちろんの

こと、その他の交通施設を含めて次の通り計画する。 
 



 
２－５ 駅前広場のプラン検討 ２ プランの検討 

○バス 
バスが駅前広場内で転回できるロータリーを設置し、そのロータリー周りに設けた歩道からバス

に乗降できるようにする。そのロータリーを配置するのに必要な大きさのスペースを確保できるの

が敷地の入口の目の前にある既存駅舎の撤去跡地である。ただし、大型バスは最小回転半径が大き

いため、既存の駅前広場の入口をそのまま利用する現在の計画においては、その入口に南側から接

続する商店街側からの道路と東側から接続する道路からは進入可能であるが、西側から接続する道

路を左折して駅前広場に進入することはできない。ただし、大型以外のマイクロバス等はいずれの

道路からも進入可能で、さらに大型バスの利用は、観光施設へ送迎を行っている１台のみである。

しかも、駅前広場の入口へ東側から接続する道路に迂回することはバスにとって大きな負担となる

距離ではない。 
駅前広場内におけるバス動線については、ロータリーで転回し、その途中で乗客を乗降させて出

て行く以外に、新設駅舎前の車路を敷地の西側奥へ進んだ先にあるバスプールにおいて、3 台まで

が待機可能である。 
 

○タクシー 
タクシーは、駅前広場に入るとロータリーを回らずに西へ進み、タクシープールに並ぶタクシー

の最後尾に着くか、タクシープールの横を通過し、新設駅舎前のスペースで転回して降車スペース

に停車する。降車スペースは１台分確保している。客を降車させたタクシーは、小さなロータリー

を回ってタクシープールに並ぶタクシーの最後尾に着くかそのまま駅前広場を出て行く。そして、

タクシープールに並ぶタクシーは、順番が１番になると新設駅舎前で転回し、乗車スペースに停車

して客を乗せ、駅前広場から出て行く。乗車スペースは２台分確保している。 
 

○一般車 
一般車は新設駅舎前のスペースで転回し、乗降スペースを利用する。一方、身障者用の乗降場は、

改札近くかコンコースに上がるための EV 近くとし、駅利用のユニバーサルデザインに配慮してい

る。そして、一般車用の駐車場は、敷地西側奥及び東側に可能な限りの台数を設置する。 
 

○歩行者 
歩行者による新設駅舎へのアプローチは、主な動線が敷地の市道沿いに設置したスロープを上が

り、横断歩道を渡るルートである。その他に、ロータリー周りの歩道からアプローチするルートが

ある。後者のルートは、車路を横断する必要がないので安全性は高いが、非常に遠回りで歩行者の

負担が大きい。 
 

○駅前広場の傾斜範囲 
ロータリー案の駅前広場の配置図に、赤線、もしくは青線の始終端に直行する単線をつけて、傾

斜範囲を表示し、その勾配も表示している。そのうち赤線は歩道が設置される傾斜範囲であり、い

ずれもバリアフリーへの配慮から５％の傾斜としている。そして、傾斜範囲は殆どロータリー周り

で終わるが、タクシープールの一部が傾斜範囲にかかってしまう。それについては、冬期の路面凍

結の危険に配慮し、プロのドライバーによるタクシープールを配置したものである。しかし、今後

の検討次第で安全性が担保される場合は、他の交通施設を配置して利用できる可能性もある。 
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以上の交通施設による駅前広場全全体の配置計画は、東西に長い敷地において、東端のロータリー周

りに各交通施設の乗降場をコンパクトに集約配置し、西端の駐車場との間を２方向の車路がつなぐこと

で、駅前広場の配置計画における骨格を形成している。 



 
２－５ 駅前広場のプラン検討 ２ プランの検討
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２－５－１－１ 駅前広場：ロータリー案  
ロータリー案では、頁下部に記載した交通施設の設置台数が確保できる。次に新設駅舎は、その南側に敷地と市道の境界線から歩道幅２ｍと２車線の車路幅６ｍを確保し、さらに駅舎前に歩道幅３ｍを確保している。そし

て、駅舎の北側は、敷地範囲が既存の敷地境界線から線路敷きに１ｍ広がっており、それについては JR 八王子支社から施行基面幅に問題ないとの確認を得ている。しかし一方では、駅務スペースに必要な奥行きが十分確保

できていないほか、現在の駅舎より西側になってしまい、商店街までの距離が遠いという問題が残る

 

 

［交通施設の設置台数］ 
バスの乗降場：１台・バスプール：３台・タクシー降車場：１台・タクシー乗車場：２台・タクシープール：７台・身障者用の乗降場：１台・一般車の乗降場：２台・一般車の駐車場：１０台 

←松本方 甲府・東京方→



 
２－５ 駅前広場のプラン検討 ２ プランの検討 

２－５－２ 松本方切下げ案の概要 
 
松本方切下げ案は、駅前広場に敷地西端に新設する入口から車両が進入し、敷地東端にある既存の入

口を出口として車両が通り抜ける計画である。従って、車路は一方通行である。この計画の主眼もロー

タリー案と同様で、現状の駅前広場には大型バスが大回りして進入し、さらに広場内でもバスプールへ

駐車する際に切り返しを必要とし、さらにそのバスプールに停車するバスへの乗降は、駅前広場内の車

路内で行われているため安全性には大きな問題がある。そうした駅前広場内でのバス交通の安全性改善

はもちろんのこと、その他の交通施設を含めて次の通り計画する。 
 
○バス 

松本方切下げ案は、小淵沢地区の重要な観光資源であるリゾート施設から来る送迎バスが、駅

前広場に西側から接続する道路によりアクセスするのが最も便利であるとする要望に対して応え

るものである。現状、地域で使われている最大の大型バスが進入できる計画になっている。進入

した大型バスは、その途中で歩道に沿って３台までが停車可能で、その停車場所が乗降場となる。

さらに、停車中の大型バスの横を他の大型バスが十分に通り抜けられる車路幅を確保できる。バ

スプールは設けてない。 
ただし、大型バスの最小回転半径が大きいことにより、敷地西端に新設する入口から大型バス

が進入可能とするためには、敷地西側にバスが大回りできる車路が必要となり、その車路の周り

には使い難い中途半端な大きさのスペースが多く発生する。そのことが、限られた広さの敷地の

効率的な利用を難しくし、広場に設ける交通施設の数を限定してしまう。 
 

○タクシー 
タクシーは、駅前広場に入ると東へ進み、降車スペースに停車する。降車スペースは１台分確

保している。客を降車させたタクシーは、小さなロータリーを回ってタクシープールに並ぶタク

シーの最後尾に着くかそのまま駅前広場を出て行く。そして、タクシープールに並ぶタクシーは、

順番が１番になると新設駅舎前で転回し、乗車スペースに停車して客を乗せ、駅前広場から出て

行く。乗車スペースは２台分確保している。 
 
○一般車 

一般車は、駅前広場に入ると東へ進み、乗降スペースを利用する。一方、身障者用の乗降場は、

改札近くかコンコースに上がるための EV 近くとし、駅利用のユニバーサルデザインに配慮して

いる。一方で、一般車用の駐車場は、敷地の効率的な利用が難しいことからほとんど確保できな

い。 
 
○歩行者 

歩行者による新設駅舎へのアプローチは、ロータリー案と同じである。主な動線が敷地の市道

沿いに設置したスロープを上がり、横断歩道を渡るルートである。その他に、ロータリー周りの

歩道からアプローチするルートがある。後者のルートは、車路を横断する必要がないので安全性

は高いが、非常に遠回りで歩行者の負担が大きい。 
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○駅前広場の傾斜範囲 
松本方切下げ案の駅前広場の配置図に、赤線、もしくは青線の始終端に直行する単線をつけて、

傾斜範囲を表示し、その勾配も表示している。そのうち赤線は歩道が設置される傾斜範囲であり、

いずれもバリアフリーへの配慮から５％の傾斜としている。そして、傾斜範囲は敷地の東端と西

端それぞれで車路がカーブする範囲でほとんど終わるが、タクシープールの一部が傾斜範囲にか

かってしまう。それについてもロータリー案と同様で、冬期の路面凍結の危険に配慮し、プロの

ドライバーによるタクシープールを配置したものである。しかし、今後の検討次第で安全性が担

保される場合は、他の交通施設を配置して利用できる可能性もある。 
 
以上の交通施設による駅前広場全体の配置計画は、東西に長い敷地において、西端の入口から東端の

出口までを１方向の車路がつなぐことで駅前広場の配置計画における骨格が形成されている。そしてロ

ータリーと同様に、敷地の東側に各交通施設の乗降場をコンパクトに集約配置しているが、バスの乗降

場は敷地中央に３台分確保している。 
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２－５－２－１ 駅前広場：松本方切下げ案

松本方切下げ案では、頁下部に記載した交通施設の設置台数が確保できる。次に新設駅舎は、ロータリー案と同様の平面計画で、駅舎の前に歩道幅３ｍを確保した残り部分を車路としている。その車路幅は、途中の乗降場

前で大型バスが停車しても、その横を大型バスが十分通過できる幅員を確保できる。そして、ロータリー案でも取り上げたが、駅舎の北側は、敷地範囲が既存の敷地境界線から線路敷きに１ｍ広がっており、それについては

JR 八王子支社から施行基面幅に問題ないとの確認を得ている。しかし一方では、駅務スペースに必要な奥行きが十分確保できていないほか、現在の駅舎より西側になってしまい、商店街までの距離が遠いという問題が残る。 

［交通施設の設置台数］ 
バスの乗降場：３台・タクシー降車場：１台・タクシー乗車場：２台・タクシープール：７台・身障者用の乗降場：１台・一般車の乗降場：２台・一般車の駐車場：３台 

←松本方 甲府・東京方→

新設乗換跨線橋

18

UP

18

UP

タクシープール(７)

乗車場(２) 降車場(１)

身障者用

一般乗降場(２)

バス乗降場（３）

駐車場（３）

駅舎配置B案・駅広松本方切下げ案



 
２－５ 駅前広場のプラン検討 ２ プランの検討

メリット デメリット メリット デメリット

・駅前広場の出入口が商店街の真正面に位置する。 ・入口が敷地の西側になり、商店街から遠くなる。

・駅前広場内の主な走車範囲を東側にまとめ、さらに敷地の長
手である東西方向が双方向の2車線でつながれており、敷地
西側の利用方法に関する自由度が高い。

・車両の流れが多少複雑である。

・車両が一方通行で分かりやすく、スムーズである。
・車路が一方通行なので、横断歩道を渡る歩行者は車両が近
づく方向が決定される分、交通安全に配慮しやすい。
・重要な観光資源であるリゾート施設からの送迎用大型バスは
多くが駅前広場に西側道路からアプローチするのが 短の
ルートとなる。その西側道路からアプローチした車両が駅前広
場に進入する 短のルートを確保できる。

・東側と南側（商店街側）の道路から駅前広場に車両が進入で
きない。
・敷地西側の入口から進入する大型バスの軌跡を確保するた
めに車路が大きくカーブし、その周りにデッドスペースとなる島
状の空間が発生してしまう。

バス

・既存のようなバスの切り替えしが無くなり、乗降は歩道から行
える分安全性を高める。
・大型バスの乗降場スペース１台分の他に、大型バスプールが
３台分確保できる。

・東、西、南から接続する道路のうち、西から接続する道路から
大型バスは左折進入できない。（大型バス以外は可能。）

・既存のようなバスの切り替えしが無くなり、乗降は歩道から行
える分安全性を高める。
・大型バスの乗降場スペースが３台分確保できる。

・大型バスが右折進入できない。（大型バス以外は進入可能）

タクシー
・乗車スペースと降車スペースが確保できる。
・タクシープールが７台分確保できる。

・寒冷地という敷地条件において、タクシープールが一部傾斜
部に掛かっていることから、路面凍結により車両がスリップする
ことへの懸念は安全性を下げる要因となる。
・車両が横断歩道上を通過して直ぐに転回し、再び横断歩道
上を通過する計画は安全性を下げる。

・乗車スペースと降車スペースが確保できる。
・タクシープールが７台分確保できる。

・寒冷地という敷地条件において、タクシープールが一部傾斜
部に掛かっていることから、路面凍結により車両がスリップする
ことへの懸念は安全性を下げる要因となる。
車両が横断歩道上を通過して直ぐに転回し、再び横断歩道上
を通過する計画は安全性を下げる。

一般車

・乗車スペースと降車スペースが確保できる。
・駅前広場内で車両が回遊できるため、乗降場が使用中の場
合は、ロータリーを回って再び乗降場に向かい、乗降場が空く
まで待つことが出来る

・既存より駐車場の台数が減る。
・駐車場が敷地西端に位置し、駅前広場の入口から遠い。
・車両が横断歩道上を通過して直ぐに転回し、再び横断歩道
上を通過する計画は安全性を下げる。

・乗車スペースと降車スペースが確保できる。
・駅前広場内で車両が回遊できるため、乗降場が使用中の場
合は、ロータリーを回って再び乗降場に向かい、乗降場が空く
まで待つことが出来る

・車両が横断歩道上を通過して直ぐに転回し、再び横断歩道
上を通過する計画は安全性を下げる。
・駐車場がほとんど確保できない。

・新設駅舎までのアプローチが、既存のように車道を歩く必要
がない分安全性を高める。
・車道の横断のために横断歩道が整備される分安全性を高め
る。
・一般車の駐車場を除いた全ての車両の乗降を歩道から行うこ
とが可能で、車路を横断する必要がない分安全性を高める。

・駅前広場の入口から新設駅舎の入口までの距離が、既存駅
舎の場合より遠くなる。
・敷地西側の駐車場にアプローチする際に車道を歩く必要が
あることで安全性が下がる。

・新設駅舎までのアプローチが、既存のように車道を歩く必要
がない分安全性を高める。
・車道の横断のために横断歩道が整備される分安全性を高め
る。
・一般車の駐車場を除いた全ての車両の乗降を歩道から行うこ
とが可能で、車路を横断する必要がない分安全性を高める。

・駅前広場の入口から新設駅舎の入口までの距離が、既存駅
舎の場合より遠くなる。

・ユニバーサルデザインの観点から、歩行者に配慮して傾斜部
の勾配を５％以下としている。
・歩行者が車路を歩かないルートを確保している。（一般車用
駐車場以外について）
・歩行者が車路を横断する場所には横断歩道を設置してい
る。
・車両が駅前広場内で切り返しをする必要が無い

・車両が横断歩道上を頻繁に通過する計画は安全性を下げ
る。
・寒冷地という敷地条件において、傾斜部の路面凍結により車
両がスリップする懸念は安全性を下げる要因である。
・一般車用駐車場へのアプローチのみ車路の横断が必要であ
る

・ユニバーサルデザインの観点から、歩行者に配慮して傾斜部
の勾配を５％以下としている。
・歩行者が車路を歩かないルートを確保している。（一般車用
駐車場以外について）
・歩行者が車路を横断する場所には横断歩道を設置してい
る。
・横断歩道に近づく車両が一方向からのみであることは歩行者
が交通安全に配慮しやすい。
・車両が駅前広場内で切り返しをする必要が無い

・横断歩道の近くで一般車やタクシーが転回することは安全性
を下げる要因である。
・寒冷地という敷地条件において、傾斜部の路面凍結により車
両がスリップする懸念は安全性を下げる要因である。
・一般車用駐車場へのアプローチのみ車路の横断が必要であ
る

安全性

駅前広場と商店街との関係

駅前広場の交通について

歩行者のアプローチ

駅前広場各案別のメリット・デメリット

ロータリー案 松本方切下げ案

交通施設の設置台数比較表 （単位：台）

ロータリー案 松本方切下げ案

バス 乗降場 1 3

プール 3 0

タクシー 降車場 1 1

乗車場 2 2

プール 7 7

一般車 乗降場（身障者用） 1 1

乗降場 2 2

駐車場 11 3

駅前広場

２－５－３ 駅前広場各案の交通施設の設置台数による比較 
 各駅前広場案を交通施設の設置台数により比較すると、大きく異なる点はロータリー案が一般車の駐車場を

11 台分確保できるのに対し、松本方切下げ案が 3 台分しか確保できない。また、ロータリー案は 3 台分のバス

プールを確保できているのに対し、松本方切下げ案は乗降場として 3 台分確保できる。 
 
２－５－４ 市民協議会における駅前広場のプラン検討 
駅前広場の配置計画の検討は、この 2 案を叩き台とし、JR 東日本八王子支社に鉄道運行上の問題点を確認

しながら進められた。それに対して JR 東日本八王子支社からは、現在の駅前広場２案における新設駅舎の配

置スペースが、駅務室に十分な奥行きを確保できていないとした。 
一方、北杜市は本件の最優先課題を『２－１ プラン検討の方針』で述べた通り工期短縮とコスト削減とし

ており、JR 東日本八王子支社はそうした市の方針に配慮して新設駅舎をコンパクトな総 2 階建てを前提に検

討するとした。ただし、本件における新設駅舎の検討は、そうした前提条件を考慮しながらもボリュームスタ 

ディーまでとし、より具体的な計画は基本設計において検討するとした。そして本件のプラン検討では、駅前

広場における新設駅舎と交通施設の配置計画という目的から、そうした観点でロータリー案と松本方切下げ案

を比較し、市民協議

会はそのための意

見交換の１つの機

会と位置づけた。市

民協議会に先立ち、

駅前広場各案のメ

リットとデメリッ

トを比較すると下

の表の通りになる。 
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２－５－５ 市民協議会における駅前広場２案の比較 
 
市民協議会における駅前広場のプランについての議論は、前章に示したロータリー案と松本方切下げ

案の各プランを見ながら、各案のメリット・デメリットについて比較検討をしながら進められた。議論

の詳細は『３ 市民協議会の概要』を参照されたい。その比較検討において、重要視されたのは次の内

容である。 
 
○ 松本方切下げ案は、駅前広場に進入する大型バスの軌跡を確保するために無駄なスペースが多く

発生し、ロータリー案に比べて駅前広場内に設置できる一般車用の駐車場が殆ど確保できない。

しかも、大型バスの駅前広場への進入は東側からは不可能であり、西側から進入させるためだけ

に一般の駐車場をほとんど設けられないというのは市民の同意を得るのが難しい。 
○ 松本方切下げ案は、車両の入口が敷地の西端になり、東端にある現入口（松本切下げ案では出口

として利用する）の目の前にある商店街から非常に遠くなり、ロータリー案に比べて商店街の衰

退への影響が懸念される。 
 
特に問題視されたのは、松本方切下げ案が一般車用の駐車場を殆ど確保できない事である。松本切下

げ案は、非常に細長く限られた大きさの敷地において、大型バスが松本方の東側から進入できる軌跡確

保のために無駄なスペースを多く発生させてしまっており、市民協議会委員の殆どの意見が、その様な

案を選択するのが難しいというものであった。さらに、松本方切下げ案は、その切下げ工事分が、ロー

タリー案に比べて非常に大きなコスト増になる。 
 
以上の認識が、市民協議会の委員と事務局（北杜市役所担当課職員の他、オブザーバーとして JRE

設計担当者２名が参加）により共有された事を確認し、本件の基本構想では、ロータリー案を前提に検

討を進める事となった。 
 
ただし、駅前広場に必要な駐車場やタクシープール等の台数と、それらの設置場所等の計画は、今後

の駅前広場の設計段階で協議していくこととされた。 
特に現在、既存駅舎前には多数のタクシーが駐車して占拠しており、景観や安全性等への配慮からタ

クシープールの設置が重要とされた。 



 
２－５ 駅前広場のプラン検討 ２ プランの検討 

２－５－６ 新設駅舎の規模を踏まえた駅前広場ロータリー案の深度化 
 
市民協議会での議論を通じて、駅前広場のプランは、ロータリー案を前提として深度化を図る事にな

った。そのために必要なのが、新設駅舎の規模である。そして、新設駅舎と駅前広場の検討における最

優先課題は、『２－１ プラン検討の方針』で述べた通り工期短縮とコスト削減である。そして、これ

まで検討してきた新設駅舎のプランは、『２－５－３ 駅前広場各案の交通施設の設置台数による比較』

で述べた通り、駅務室にある程度奥行きを確保する必要があり、現在検討している駅前広場案では必要

とする奥行きが確保できないことが判明した。また、事業費を抑えるためにもよりコンパクトな新設駅

舎を検討する事が確認された。 

 

 以上の議論を踏まえ、新設駅舎は総２階建てとした。さらにその規模は、『２－２ プラン検討の条

件』で提示した所要室の必要面積を確保しながらも極力コンパクトなプランとした。その新設駅舎の規

模から駅前広場として確保できるスペースの大きさを確認し、そのスペースに設置できる交通施設の台

数等を再検討してロータリー案を深度化したのが図『跨線橋配置Ｂ案・駅舎２階案・駅広ロータリー案』

である。 

 しかし市民協議会委員の多くからは、新設駅舎の入口が商店街から非常に遠いという意見が改めて提

示された。そのため、新設駅舎の入口を極力商店街側に寄せた案も検討したが、跨線橋の位置が変わら

なければあまり意味が無いという意見や、地元住民の反発を懸念する意見も多く聞かれた。 

 

 こうした市民協議会で提示された意見や、北杜市が本計画の最優先課題とする工期短縮とコスト削減

について、北杜市は JR 東日本八王子支社と協議を重ねた。 

その協議の結果、図『跨線橋配置Ｂ案・駅舎２階案・駅広ロータリー案』をさらに深度化し、本件の

最終計画案として図『既存跨線橋再利用・駅舎２階案』がまとめられた。この最終計画案のポイントは、

既存跨線橋を再利用することで更なる工期短縮とコスト削減を図った事である。また、市民協議会にお

いて委員が当初から提示してきた市民の要望にも応え、新設駅舎を商店街により近づけることが可能と

なり、さらに敷地西側に設置する一般車用の駐車場も 39 台確保の大幅増が可能となる。 

最終計画案の図面は次頁以降に掲載し、その次の頁には最終計画案のメリット・デメリットをロータ

リー案、松本切下げ案との比較表として掲載してある。 

ちなみに、具体的な工期と事業費の内容については、『４－２ 工事工程表』と『５ 概算工事費』

にまとめてあるので参照されたい。 

 

 本件の最終計画案となった図『既存跨線橋再利用・駅舎２階案』は、市民協議会による駅前広場のプ

ラン検討において、現設計段階として考慮すべき市民の意見に最大限応えたものであるとの承認を得る

ことができた。もちろん、JR 東日本八王子支社からも、現設計段階の検討の範疇において、鉄道運行上

の駅の条件を満たすものであるとの理解を得ている。 

 

 ただし、繰り返しになるが本件はあくまで基本構想であり、その中で導き出された案は、基本設計に

おいて新設駅舎・駅前広場を検討する土台としながらも、より多くの条件を鑑みながら改めて深度化を

図り、より具体化することを前提とする。 
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メリット デメリット メリット デメリット メリット デメリット

・駅前広場の出入口が商店街の真正面に位置
する。

・駅前広場の出入口が商店街の真正面に位置
する。

・入口が敷地の西側になり、商店街から遠くな
る。

・駅前広場内の主な走車範囲を東側にまとめ、
さらに敷地の長手である東西方向が双方向の2
車線でつながれており、敷地西側の利用方法に
関する自由度が高い。

・車両の流れが多少複雑である。

・駅前広場内の主な走車範囲を東側にまとめ、
さらに敷地の長手である東西方向が双方向の2
車線でつながれており、敷地西側の利用方法に
関する自由度が高い。

・車両の流れが多少複雑である。

・車両が一方通行で分かりやすく、スムーズであ
る。
・車路が一方通行なので、横断歩道を渡る歩行
者は車両が近づく方向が決定される分、交通安
全に配慮しやすい。
・重要な観光資源であるリゾート施設からの送迎
用大型バスは多くが駅前広場に西側道路からア
プローチするのが 短のルートとなる。その西側
道路からアプローチした車両が駅前広場に進入
する 短のルートを確保できる。

・東側と南側（商店街側）の道路から駅前広場に
車両が進入できない。
・敷地西側の入口から進入する大型バスの軌跡
を確保するために車路が大きくカーブし、その周
りにデッドスペースとなる島状の空間が発生して
しまう。

バス

・既存のようなバスの切り替えしが無くなり、乗降
は歩道から行える分安全性を高める。
・大型バスの乗降場スペース１台分の他に、大
型バスプールが３台分確保できる。

・東、西、南から接続する道路のうち、西から接
続する道路から大型バスは左折進入できない。
（大型バス以外は可能。）

・既存のようなバスの切り替えしが無くなり、乗降
は歩道から行える分安全性を高める。
・大型バスの乗降場スペース１台分の他に、大
型バスプールが３台分確保できる。

・東、西、南から接続する道路のうち、西から接
続する道路から大型バスは左折進入できない。
（大型バス以外は可能。）

・既存のようなバスの切り替えしが無くなり、乗降
は歩道から行える分安全性を高める。
・大型バスの乗降場スペースが３台分確保でき
る。

・大型バスが右折進入できない。（大型バス以外
は進入可能）

タクシー
・乗車スペースと降車スペースが確保できる。
・タクシープールが７台分確保できる。

・タクシープールが一部傾斜部に掛かるため、寒
冷地という敷地条件において路面凍結により安
全性が下がる。

・乗車スペースと降車スペースが確保できる。
・タクシープールが７台分確保できる。

・タクシープールが一部傾斜部に掛かるため、寒
冷地という敷地条件において路面凍結により安
全性が下がる。
・車両が横断歩道上を通過して直ぐに転回し、
再び横断歩道上を通過する計画は安全性を下
げる。

・乗車スペースと降車スペースが確保できる。
・タクシープールが７台分確保できる。

・タクシープールが一部傾斜部に掛かるため、寒
冷地という敷地条件において路面凍結により安
全性が下がる。
車両が横断歩道上を通過して直ぐに転回し、再
び横断歩道上を通過する計画は安全性を下げ
る。

一般車

・乗車スペースと降車スペースが確保できる。
・駐車場が39台分確保でき、ロータリー案、松本
方切下げ案と比べて大幅の増である。
・駅前広場内で車両が回遊できるため、乗降場
が使用中の場合は、ロータリーを回って再び乗
降場に向かい、乗降場が空くまで待つことが出
来る
・ロータリー案、松本方切下げ案と比べて車両が
横断歩道上を通過する頻度を少なくして安全性
を高めている。

・敷地西端の駐車場は駅前広場の入口から遠
いが、入口を入って直ぐ右にある敷地東端に駐
車場を7台分だけだが確保できる

・乗車スペースと降車スペースが確保できる。
・駅前広場内で車両が回遊できるため、乗降場
が使用中の場合は、ロータリーを回って再び乗
降場に向かい、乗降場が空くまで待つことが出
来る

・既存より駐車場の台数が減る。
・駐車場が敷地西端に位置し、駅前広場の入口
から遠い。
・車両が横断歩道上を通過して直ぐに転回し、
再び横断歩道上を通過する計画は安全性を下
げる。

・乗車スペースと降車スペースが確保できる。
・駅前広場内で車両が回遊できるため、乗降場
が使用中の場合は、ロータリーを回って再び乗
降場に向かい、乗降場が空くまで待つことが出
来る

・車両が横断歩道上を通過して直ぐに転回し、
再び横断歩道上を通過する計画は安全性を下
げる。
・駐車場がほとんど確保できない。

・新設駅舎までのアプローチが、既存のように車
道を歩く必要がない分安全性を高めている。
・車道の横断のために横断歩道が整備される分
安全性を高める。
・一般車の駐車場を除いた全ての車両の乗降を
歩道から行うことが可能で、車路を横断する必要
がない分安全性を高める。
・駅前広場の入口から新設駅舎の入口までの距
離が既存より遠くなるが、ロータリー案、松本方
切下げ案と比べれば、より商店街の近くに配置
できる

・駅前広場の入口から新設駅舎の入口までの距
離が、既存駅舎の場合より遠くなる。
・敷地西側の駐車場にアプローチする際に車道
を歩く必要があることで安全性が下がる。

・新設駅舎までのアプローチが、既存のように車
道を歩く必要がない分安全性を高める。
・車道の横断のために横断歩道が整備される分
安全性を高める。
・一般車の駐車場を除いた全ての車両の乗降を
歩道から行うことが可能で、車路を横断する必要
がない分安全性を高める。

・駅前広場の入口から新設駅舎の入口までの距
離が、既存駅舎の場合より遠くなる。
・敷地西側の駐車場にアプローチする際に車道
を歩く必要があることで安全性が下がる。

・新設駅舎までのアプローチが、既存のように車
道を歩く必要がない分安全性を高める。
・車道の横断のために横断歩道が整備される分
安全性を高める。
・一般車の駐車場を除いた全ての車両の乗降を
歩道から行うことが可能で、車路を横断する必要
がない分安全性を高める。

・駅前広場の入口から新設駅舎の入口までの距
離が、既存駅舎の場合より遠くなる。

・ユニバーサルデザインの観点から、歩行者に
配慮して傾斜部の勾配を５％以下としている。
・歩行者が車路を歩かないルートを確保してい
る。（一般車用駐車場以外について）
・歩行者が車路を横断する場所には横断歩道を
設置している。
・車両が駅前広場内で切り返しをする必要が無
い
・ロータリー案、松本方切下げ案と比べて車両が
横断歩道上を通過する頻度が少ない計画にす
ることで安全性を高めている。

・車両が横断歩道上を頻繁に通過する計画は安
全性を下げる。
・寒冷地という敷地条件において、傾斜部の路
面凍結により車両がスリップする懸念は安全性
を下げる要因である。
・一般車用駐車場へのアプローチのみ車路の横
断が必要である
・車路が二方向通行なので、横断歩道を渡る歩
行者は車両が近づく方向が決定されない分、安
全性が低い。

・ユニバーサルデザインの観点から、歩行者に
配慮して傾斜部の勾配を５％以下としている。
・歩行者が車路を歩かないルートを確保してい
る。（一般車用駐車場以外について）
・歩行者が車路を横断する場所には横断歩道を
設置している。
・車両が駅前広場内で切り返しをする必要が無
い

・車両が横断歩道上を頻繁に通過する計画は安
全性を下げる。
・寒冷地という敷地条件において、傾斜部の路
面凍結により車両がスリップする懸念は安全性
を下げる要因である。
・一般車用駐車場へのアプローチのみ車路の横
断が必要である

・ユニバーサルデザインの観点から、歩行者に
配慮して傾斜部の勾配を５％以下としている。
・歩行者が車路を歩かないルートを確保してい
る。（一般車用駐車場以外について）
・歩行者が車路を横断する場所には横断歩道を
設置している。
・横断歩道に近づく車両が一方向からのみであ
ることは歩行者が交通安全に配慮しやすい。
・車両が駅前広場内で切り返しをする必要が無
い

・横断歩道の近くで一般車やタクシーが転回す
ることは安全性を下げる要因である。
・寒冷地という敷地条件において、傾斜部の路
面凍結により車両がスリップする懸念は安全性
を下げる要因である。
・一般車用駐車場へのアプローチのみ車路の横
断が必要である

駅前広場各案別のメリット・デメリット

ロータリー案 松本方切下げ案最終計画案

駅前広場と商店街との関係

駅前広場の交通について

歩行者のアプローチ

安全性

 




