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１．はじめに

笛吹市は、“桃・ぶどう日本一の郷”、石和・春日居温泉郷を擁する観光都市として知られています。
また、笛吹市は、山梨県の観光宿泊拠点となっており、年間約500万人の観光客が訪れています。

笛吹市を訪れる広域的な交通網としては、ＪＲ中央本線（石和温泉駅、春日居町駅）、中央自動車
道（一宮御坂ＩＣ）などがあり、特に、石和温泉駅は特急列車も停車する笛吹市の主要な玄関口のひ
とつとなっています。また、石和温泉駅周辺は、観光の主要な玄関口であるとともに、隣接する甲府
市等への通勤・通学客の利用も多く、市役所、消防署、福祉センター等の公共施設への 寄駅にも
なっています。

現在の石和温泉駅の駅舎は昭和11年に建設されたもので、築後約75年が経過し、老朽化が目立
ち、バリアフリーに関する問題などを有しています。また、駅南側は駅前広場の整備や土地区画整理
事業が実施されて、市の玄関口にふさわしい市街地の形成が進んでいます。一方、駅北側について
は、駅北口がないことから、駅に隣接しているにもかかわらず、不便で土地も有効利用されていない
状況にあります。

このため、市では、合併前の平成13年12月には「石和町交通バリアフリー基本構想」を策定、平成
19年3月には「笛吹市都市再生交通拠点整備計画」を策定し、石和温泉駅周辺の整備について検討
を進めてきました。

今回、石和温泉駅及び北側整備に関して計画の案を市民の皆様に公表し、ご意見を伺うこととし
ました。皆様より寄せられたご意見は、市の考え方と合わせて公表し、できるだけ計画に反映させて
いきたいと考えています。

笛吹市は、“桃・ぶどう日本一の郷”、石和・春日居温泉郷を擁する観光都市として知られています。
また、笛吹市は、山梨県の観光宿泊拠点となっており、年間約500万人の観光客が訪れています。

笛吹市を訪れる広域的な交通網としては、ＪＲ中央本線（石和温泉駅、春日居町駅）、中央自動車
道（一宮御坂ＩＣ）などがあり、特に、石和温泉駅は特急列車も停車する笛吹市の主要な玄関口のひ
とつとなっています。また、石和温泉駅周辺は、観光の主要な玄関口であるとともに、隣接する甲府
市等への通勤・通学客の利用も多く、市役所、消防署、福祉センター等の公共施設への 寄駅にも
なっています。

現在の石和温泉駅の駅舎は昭和11年に建設されたもので、築後約75年が経過し、老朽化が目立
ち、バリアフリーに関する問題などを有しています。また、駅南側は駅前広場の整備や土地区画整理
事業が実施されて、市の玄関口にふさわしい市街地の形成が進んでいます。一方、駅北側について
は、駅北口がないことから、駅に隣接しているにもかかわらず、不便で土地も有効利用されていない
状況にあります。

このため、市では、合併前の平成13年12月には「石和町交通バリアフリー基本構想」を策定、平成
19年3月には「笛吹市都市再生交通拠点整備計画」を策定し、石和温泉駅周辺の整備について検討
を進めてきました。

今回、石和温泉駅及び北側整備に関して計画の案を市民の皆様に公表し、ご意見を伺うこととし
ました。皆様より寄せられたご意見は、市の考え方と合わせて公表し、できるだけ計画に反映させて
いきたいと考えています。
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２．これまでの経緯２．これまでの経緯

■石和温泉駅周辺整備に向けた取り組みの経緯

平成17年～18年 石和温泉駅周辺整備事業検討委員会
平成18年 3月 まちづくり事業調査策定
平成18年12月 住民アンケート調査及び観光アンケート調査実施
平成19年 3月 笛吹市都市再生交通拠点整備計画策定
平成 年 月 和温泉駅周辺まちづくり検討委員会設立平成21年11月 石和温泉駅周辺まちづくり検討委員会設立
平成22年 1月 住民説明会（松本地区、山岸地区等を対象）
平成22年 9月 東日本旅客鉄道㈱と笛吹市で中央線石和温泉駅周辺整備事業に

関する基本協定締結
平成22年 9月 駅利用者アンケート調査実施
平成22年11月 東日本旅客鉄道㈱と笛吹市で「中央線石和温泉駅南北自由通路整備

及び駅舎建替に関する基本設計」協定締結
平成23年 10月 東日本旅客鉄道㈱と笛吹市で「中央線石和温泉駅南北自由通路整備

及び駅舎建替に関する実施設計」協定締結
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石和温泉駅周辺は、石和・春日居温泉
郷をはじめ、果実や歴史的な寺社など
数々の観光資源を有する本市への玄関
口となっています。駅南側については、
土地区画整理事業などが実施され また

（１）石和温泉駅周辺の現状

３．現状と課題３．現状と課題

土地区画整理事業などが実施され、また、
駅前広場には、足湯等が整備され、市の
玄関口としてふさわしい整備が進められ
ています。また、市民により市の花である
バラの植栽や手入れといった活動も行わ
れています。
一方、駅北側は改札口がなく、南口と

も線路で分断されており、土地が有効に
活用できていません。
駅舎については、築後約75年が経過し、

老朽化が進んでいるとともに、上り線の
ホームに行くためには跨線橋を渡らなけ
ればならないなど、バリアフリーにも対応
できていません。

石和石和温泉駅温泉駅

南口広場南口広場
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（２）各種計画における石和温泉駅周辺の位置づけ

○市街地の整備
各地域における生活圏の中心は、定住と交流を支える拠点として機能の充実化に取り組みます。
特に 石和温泉駅および駅周辺は 温泉と果実郷の玄関口として 機能的で美しい街の形成に向け整備を進めます

■第一次笛吹市総合計画 （平成20年3月策定）

市で策定した各種計画において、石和温泉駅周辺は以下のような位置づけがなされています。

特に、石和温泉駅および駅周辺は、温泉と果実郷の玄関口として、機能的で美しい街の形成に向け整備を進めます。

○交通まちづくり方針－主な交通拠点の整備・強化
「石和温泉駅の整備・駅前交通機能の強化」
本市の重要な交通拠点として、駅舎の改築やアクセス道路等の整備を促進します。また、南北自由通路、北口駅前広場
の整備を推進します。

○観光まちづくり方針－温泉街の環境整備と魅力づくり
「石和温泉駅周辺の玄関口機能の強化」
石和温泉駅周辺については、土地区画整理事業の促進と併せて、駅舎の改築や駅北口の整備の推進（南北自由通路、
北口駅前広場、駐車場の整備等）、観光シャトルバス・コミュニティバス等のターミナル機能や観光インフォメーション機能
の充実により、玄関口にふさわしい機能の強化や利便性の向上を図ります。

○人にやさしい福祉のまちづくり方針－誰もが使いやすい公共施設等のバリアフリー化
「駅舎等のバリアフリー化」
石和温泉駅については、駅舎の改築や北口整備の推進（南北自由通路、北口駅前広場等）に併せて、施設のバリアフ
リー化（エレベーター、誰でもトイレ、券売機や音声・表示案内の設置など）を検討します。

■笛吹市都市計画マスタープラン （平成21年3月策定）
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（３）石和温泉駅周辺が抱える課題

石和温泉駅周辺の現状や、各種計画での位置づけから、石和温泉駅周辺は以下の４つの課題を
抱えています。

①笛吹市の玄関口にふさわしい顔づくりが必要です。①笛吹市の玄関口にふさわしい顔づくりが必要です。

石和温泉駅は本市の主要な玄関口のひとつであり、美しいまちなみ形成と玄関口機能の強
化を推進していく必要があります。そのためには、駅舎の改築に合わせ、観光インフォメーショ
ン機能の充実、駅周辺のまちなみ景観の向上といった取り組みが必要です。

②笛吹市の主要な交通拠点として、交通拠点機能の強化が必要です。②笛吹市の主要な交通拠点として、交通拠点機能の強化が必要です。

石和温泉駅は通勤・通学に利用する市民や、本市を訪れる観光客にとって重要な交通拠点
です。現在、全国的に公共交通の利用促進の取り組みが進められる中、本市においても、石
和温泉駅の利便性向上は重要な課題です。利便性向上に向けては、国道140号からのアクセ
ス道路の整備、駅北口の整備、南北自由通路の整備、観光インフォメーション機能の充実など
が必要です。
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本格的な高齢化社会を迎える中、誰もが使いやすい公共施設として、ユニバーサルデザイ
ンの導入は重要な課題です。そのためには、南北自由通路・駅舎の改築や北口整備に合わ
せ 段差の解消やエレベ タの設置 多目的トイレの設置 またその他歩行者空間等 の

③誰もが使いやすい駅として、ユニバーサルデザインの導入が必要です。③誰もが使いやすい駅として、ユニバーサルデザインの導入が必要です。

せ、段差の解消やエレベータの設置、多目的トイレの設置、またその他歩行者空間等へのユ
ニバーサルデザインの導入を図る必要があります。

④駅北側の計画的な市街地整備を推進していく必要があります。④駅北側の計画的な市街地整備を推進していく必要があります。

駅北側は、駅と隣接する場所にありながら、駅へのアクセスがないため、土地が有効利用さ
れず、市街化も進んでいません。しかし、今後は市の玄関口としての計画的な整備が必要で
す。そのためには、まず市街地の基盤となる駅北口整備や国道140号からのアクセス道路を
整備し、計画的に良好な市街地形成を促進していく必要があります。
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４．整備の基本コンセプト４．整備の基本コンセプト

■今回の整備にあたって設定した基本コンセプト

笛吹市で平成23年6月にとりまとめた「石和温泉駅南北自由通路整備及び駅舎改築に伴う
基本設計」において、次のような基本コンセプトを設定しています。

『“にぎわい やすらぎ きらめき”の駅『“にぎわい・やすらぎ・きらめき”の駅』
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『きらめき』・・・観光地として、こ
れからも誇れる駅
『きらめき』・・・観光地として、こ
れからも誇れる駅

情緒をかきたてる、周辺と調和した施設景観
とバリアフリ 化により 誰にも使い勝手の

まちの南北をつなぐ「通り」をつくることで駅
北側からのアクセス性を向上させ、まちのに
ぎわいに寄与します。

『にぎわい』・・・まちと訪れるひ
とをつなぎ、人々が滞留できる駅
『にぎわい』・・・まちと訪れるひ
とをつなぎ、人々が滞留できる駅

湯の郷・花の郷の玄関口
笛吹市の資源を利用したやすらぎの空間を創
ります。

『やすらぎ』・・・自然豊かな笛吹
市の環境風土が感じられる駅
『やすらぎ』・・・自然豊かな笛吹
市の環境風土が感じられる駅

とバリアフリー化により、誰にも使い勝手の
良い駅として新たなきらめきが生まれます。
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５．石和温泉駅及び北側整備の概要（案）５．石和温泉駅及び北側整備の概要（案）

（１）全体整備計画

石和温泉駅及び北側整備
にあたっては、石和温泉駅舎
の老朽化・バリアフリー化へ
の対策や北口の利便性向上対策や北 利便性向
駅北側地区の活性化につな
げるために、以下のような整
備を行います。

・北口アクセス道路の整備
・北口駅前広場の整備
・南北自由通路の整備
・駅舎改築
・観光案内所の整備
・公衆トイレの整備 等

（整備イメージのため変更が生じることがあります）
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（２）各部の整備内容

石和温泉駅北口と国道
140号とを結ぶ、両側に歩道
を設けたアクセス道路を整

標準横断図

北口アクセス道路

を設けたアクセス道路を整
備します。
アクセス道路の歩道幅員

は2.5ｍで、視覚障害者用誘
導ブロックや車道との横断
部には段差が生じない縁石
を設置するなど、誰にでも
快適で安全性の高い道路
整備とします。
また、下水道整備や電線

類の地中化も合わせて実施
し、公衆衛生の向上や景観
にも配慮した整備とします。

（整備イメージのため変更が生じることがあります）
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北口駅前広場には、南口
広場と同様に、一般車やタ
クシーなどの乗降場を備え
たロータリーに加え、バイ
ク 自転車駐輪場と送迎用

北口駅前広場

ク・自転車駐輪場と送迎用
の短時間駐車場を整備しま
す。
歩行者空間は、積極的に

ユニバーサルデザインの考
え方を取り入れ、視覚障害
者用誘導ブロックの設置や
極力平坦で段差のない広場
の整備とします。

（整備イメージのため変更が生じることがあります）
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南北自由通路は、線路上
部を横断するため、誰にで
も利用しやすいように、エレ
ベータやエスカレータを設置
します

南北自由通路
南北自由通路

駅舎

EV

北口駅前広場

します。
また、笛吹市の玄関口と

してホスピタリティ感のある
自由通路となるように、ベン
チや掲示板等も設置します。

EV

EV

EV

南口駅前広場

EV エスカレーターエレベーター（11人乗り）

改札口

（整備イメージのため変更が生じることがあります）
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駅舎の改築は、南北自由
通路の整備とあわせて、橋
上駅舎として整備します。
笛吹市の玄関口にふさわ

しい駅舎 南北自由通路と

駅舎改築

しい駅舎・南北自由通路と
なるように、意匠は、石和温
泉駅周辺の商業施設など
の近代的な都市景観と温泉
街の和風の景観が併存す
る地域イメージから、現代風
にアレンジした和の要素を
取り入れ、伝統と新しさが融
合したデザインとします。

（整備イメージのため変更が生じることがあります）
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観光案内所 公衆トイレ

駅舎１階部分の多目的スペースには、市の玄
関口にふさわしい観光案内所を設置します。
観光案内所は、季節の様々なイベントを行うな

ど、開放的で誰もが気楽に立ち寄れるような施設
とします

駅舎１階に公衆トイレを設置します。
公衆トイレは小さな子供から高齢者、障害者な

ど全ての利用者が使いやすいユニバーサルデザ
インの考え方を取り入れます。

とします。

（南口駅前広場）

男子トイレ 女子トイレ

多目的トイレ

（南口駅前広場）

出入口 出入口 出入口

（整備イメージのため変更が生じることがあります） （整備イメージのため変更が生じることがあります）
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６．整備スケジュールと概算事業費６．整備スケジュールと概算事業費

整備スケジュール

概算事業費（総事業費39億5千万円）
（単位：億円）

国庫補助金
13.4

（33.9％）

測量試験費
2.1

起債（合併特例債）
23.3

（59.0％）

用地費・補償費

（駅舎改築費を含む）
22.1

一般財源
2.8

（7.1％）

工事費

（道路・広場等）
15.3

財源構成

概算事業費
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