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 高速道路の整備に伴うバス需要の増加、鉄道駅周辺のバス停点在によるモーダルコネクトの

課題などに対応すべく、全国的に「バスタプロジェクト」が進められている。また、道路法改

正により特定車両停留施設が道路附属物として位置づけられることになり、民間と連携した新

たな交通結節点づくりが求められている。本稿では、近年の動向を踏まえた札幌駅周辺の課題、

札幌駅交通ターミナルの検討状況等について考察する。 
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1.  はじめに 

全国的に高速道路ネットワークの整備が進んでおり

（令和２年度時点で75％整備済み）、近年、それに伴い

バス需要が増加傾向にある。一方、鉄道駅周辺のバス停

が点在している都市が多く、更に鉄道駅から距離が離れ

ているなど、交通モードの連携（以下、モーダルコネク

ト）に課題がある。 
国土交通省道路局は有識者を交えた検討会等において

｢バスタプロジェクト｣について審議を重ね、交通結節点

に係る諸課題の改善を目指しているところであり、全国

的にバスターミナル整備の計画が進められている。 
これらの流れも受けて、北海道においても札幌都心部

で札幌駅交通ターミナルの整備について検討されている。 
本稿では札幌駅交通ターミナルの事例を踏まえて、バ

スタプロジェクトについて考察する。 
 

2.  全国の流れ 

(1) 鉄道駅周辺の課題 
全国において、高速道路の整備に伴い高速バスの需要

が増加しており、平成元年に比べて平成２８年には輸送

人員は年間約１.１億人程度と約３倍となっている。 
また、運行系統数は平成２８年度時点で約５０００本

であり、平成元年と比較すると約１１倍に増加している

（図-1,2）。 
高速バス需要が急増する中で課題もある。図-３は、

おもな都市の鉄道駅周辺のバス停の配置状況を示してい

るが、平均約７箇所と複数箇所に点在しており、各バス

路線間、鉄道やその他交通モードとの連携がうまく図ら

れておらず、主要都市において駅周辺のモーダルコネク

トの強化が必要とされている。 

 
図-1 高速道路の延長と高速バス輸送人員１） 

 
図-2 高速バスの運行系統数の経年変化１） 

 
※鉄道駅から1km県内に設置された同一系統において最も鉄道駅に近接している高速バス

停（空港連絡バスを含む）路線バス停を対象とし集計 

※駅前ロータリーのように乗降所が密集・連続している場所は1カ所としてカウント（高

速バス停と路線バス停は別カウント） 

図-3 鉄道駅周辺のバス停の配置状況２） 

約３倍 

約１１倍 
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(2) 災害時の役割 
バス路線のモーダルコネクト強化の必要性は平常時だ

けでなく災害時にもある。道路ネットワークは鉄道や新

幹線など他の交通網と比較して災害後の復旧速度が速い

ため、他の交通機関の代替としてバス輸送が重要な役割

を果たす。 
図-4,5は、東日本大震災直後から約２ヶ月間の高速バ

スの輸送実績の推移と新幹線の復旧状況を表したもので

ある。これによると、震災前の輸送実績と比較して、最

大で2.5倍の輸送人員となっており、震災直後において不

通となっていた東北新幹線を代替する役割として、高速

バスが高速道路を活用して人々の輸送を担っていたこと

がわかる。 
このことからも高速道路を活用した、平常時・災害時

を問わない公共交通ネットワーク・利用拠点の強化が必

要とされている。 
 

(3) 各種検討会 
国土交通省道路局は前述の課題や災害時の高速バスの

役割を受け、道路ネットワークやその空間を有効に活用

しつつ、モーダルコネクトの強化を図ることを目的に各

種検討会等を立ち上げ議論している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図-4 東日本大震災後のバスの輸送状況３） 

 

 

図-5 東北新幹線を代替した高速バス 

（新幹線に接続した路線の例を図示）４） 

 
a) モーダルコネクト検討会（H28.3～H29.3） 

 平成２８年３月に道路ネットワークや道路空間等を有

効に活用しながら、モーダルコネクトの強化を検討する

ため、「モーダルコネクト検討会」が設置された。 
同検討会では、高速バスネットワークや地域のバスタ

ーミナルの現状と課題をとりまとめた上で、バス利用拠

点の利便性を向上するための『バスタプロジェクト』を

実験・実装等を重ねて展開。これを核として、街づくり

や地域の公共交通施策等との連携の下に、多様な交通モ

ード間の接続を強化し、地域の活性化、生産性の向上、

災害対応の強化を実現すべきとし、規模や役割からバス

ターミナルの類型化を行った。バスと新幹線・鉄道、タ

クシー等を結ぶ交通の集約拠点の役割を担う｢マルチモ

ードバスタ｣、複数の高速バス路線を結ぶSA・PAを活用

したバス乗換え拠点となる｢ハイウェイバスタ｣、バスと

乗用車・自転車・歩行者等を結ぶ｢地域の小さなバスタ｣

の三分類である（図-6）。 
 
b) 社会資本整備審議会道路分科会（H29.8） 

 社会資本整備審議会とは国土交通大臣の諮問に応じて、

重要事項を調査審議し、関係行政機関に意見陳述するこ

となどを目的としている。平成 29年 8月 22日に行われ

た第 16 回の社会資本整備審議会道路分科会において、

社会資本整備審議会道路分科会建議として、｢モーダル

コネクト（交通モード間の連携）の強化｣が道路施策の

具体的提案として位置づけられた。 

c) バスタプロジェクト推進検討会（R2.9～） 

 令和２年に、地域課題、地域特性等を踏まえて、バス

タプロジェクトをはじめ交通結節点の機能強化を推進す

るため、機能強化に向けた考え方や推進方策について検

討することを目的として「バスタプロジェクト推進検討

会」が設置された。同検討会では、道路を含む交通ネッ

トワークにおける交通結節点の役割、機能、サービスの

あり方、また、交通結節点の整備、管理運営等に係る各

種事業制度や検討の各ステップにおける留意点について、

具体事例を交えつつ体系的に整理して、主に今後事業を

推進する道路管理者向けにガイドラインとして取りまと

めることが予定されている。 
 
 
 

 
 
 
 
 

図-6 モーダルコネクト検討会における 

バスターミナルの類型化２） 
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(4) 全国の事例 

 全国では既にバスターミナルの計画、整備が進んでお

りいくつかの先行事例を紹介する。 

a) バスタ新宿 

「バスタ新宿」は、新宿駅南口周辺の１９箇所に点在

していた高速バスの停留所を集約し、鉄道駅とも直結す

る総合交通ターミナルであり、「立体道路区域」や「道

路一体建物」等の仕組みを活用し、民間の建築物と一体

となった立体的な道路施設として整備された。 
b) 神戸三宮駅前空間 

阪神淡路大震災後の復興優先で三宮駅前の更新が遅れ

ていたことや、駅からまちへのつながりの弱さ、乗り換

え動線の複雑さ、さらに三宮駅付近の交差点で慢性的に

発生する交通混雑及び中長距離バスの乗り場が分散して

おり、利便性や安全性に欠けているという点を課題とし、

バスターミナルと周辺のまちづくりが連携し、えきまち

空間としての整備を計画し、令和２年４月に事業化され

た。 
c) 新潟駅周辺整備 

新潟周辺地域では、駅南北にバス停が点在、JRからバ

スへの乗り換えの長い移動距離や階段、エレベーターで

の移動が必要なこと、劣悪なバス待ち環境、さらに、駅 
前の歩行者数の減少や、駅周辺のバリアフリー未対応の

移動経路の存在、幹線道路の慢性的混雑を課題として、

新潟の玄関口に相応しい広域的な“交通結節機能”の強

化と合わせ、防災機能を備えた基盤の整備と「広域交流

ゲートウェイ」の実現を目指した「新潟駅周辺整備（交

通ターミナル）が、令和２年４月に事業化された。 
 

3. 札幌駅交通ターミナルの現状 

(1) 整備の必要性 

a) 札幌駅周辺の現状・将来動向 

札幌駅は道内で運行されている都市間バスの約８１％

が発着しており、ＪＲ、バス、地下鉄など複数の交通機

関が集積する地区であり、北海道内でも重要な交通拠点

となっている。８） 
さらに、北海道新幹線は２０３０年度末の札幌延伸に

向けて工事が進められている。また、北５西１・西２地

区は札幌駅交流拠点まちづくり計画において｢先導プロ

ジェクト街区｣として位置づけられており、再開発事業

が進められている。北海道新幹線の札幌延伸では、北５

西１街区に新幹線新駅の改札が整備される予定であり、

更なる動線の輻輳が懸念されるため札幌駅交流拠点北５

西１・西２再開発との接続など一体となった整備が必要

である。 
 

 

図-7 バスタ新宿の概要５） 

 
図-8 神戸三宮駅前空間６） 

 

 
図-9 新潟駅周辺事業７） 

 
図-10 新たな札幌駅交通ターミナルの機能８） 
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加えて、札幌市は2030年の冬季オリンピック・パラリ

ンピック招致を目指しており、選手、役員、観客の移動

について、既存の交通基盤を有効活用するとともに、都

心アクセス道路（創成川通）と連携して機能強化等を図

っていくことになっている。 
b) 札幌駅周辺の課題 

札幌駅周辺では、路上バスの乗降場が分散しているた

め、相互利用の利便性が低下している。また、現バスタ

ーミナルにおいても、通路幅が狭くバス待ちの列と通過

する利用者が錯綜し、円滑な利用を阻害している（図 
-11）。 
さらに都市機能が集積していることや幹線道路が集中

していることにより、面的な交通混雑が発生している。

特に積雪の影響から冬期は夏期に比べ速度が低下し一層

の交通混雑が発生し、バス乗降場付近の交通阻害により

バス運行にも影響が出ている（図-13,14）。 
c) 防災面での課題 

平成30年に発生した北海道胆振東部地震では、全道的

に電力供給が停止したことにより、札幌駅周辺では多く

の観光客が行き場を失い、帰宅困難者が滞留した。 
同災害は夜間の発生であったが、日中での災害発生で

は、都心部に帰宅困難者がさらに多数発生することが想

定されるため、災害時の公共交通機能確保や避難場所の

更なる強化、災害時の情報提供機能の確保が必要である。 
 

 
図-11 現札幌バスターミナルの通路状況 

 

 
図-12 札幌駅周辺の現状と課題８） 

 
(2) 札幌駅交通ターミナル検討会（R2.1～） 
a) 概要 
 札幌市と北海道開発局は、将来の札幌駅周辺の交通課

題について検討を行い、多様な交通モード間の交通結節

機能の充実に向け、関係者と連携し、具体的な取り組み

の検討を行うため、学識者も交え、札幌駅交通ターミナ

ルの必要な機能などについて議論する検討会をこれまで

に３回開催してきた。（令和３年２月時点） 
b) 検討状況 

 検討会では札幌駅周辺の現状、将来動向と課題を踏ま

え、整備方針を打ち出した（図-15）。 
 

 
図-13 バスによる交通阻害 

 

 

図-14 駐車待ち車列と左折する都市間バスの輻輳 

 

 
図-15 札幌駅交通ターミナルの整備方針について 
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整備方針を受け、必要な機能を踏まえた施設計画の概略

検討を経て、基本設計に反映すべき素案の議論を終え、

今後、施設計画の詳細検討、運営・事業制度の検討、施

工計画の検討スキームと整備効果の議論を進めていくこ

ととしている。（図-16） 
c) スケジュール 
 札幌駅交通ターミナルに係る検討スケジュールは、関

連する再開発事業のスケジュールと密接に関わっており、

随時調整を図りながら、課題等を関係者で協議していく

必要がある。 
 

4. 道路法改正 

(1) 改正の概要 
 令和２年５月に道路法が改正され、バスタプロジェク

トに関連する事項としては、主に下記の点についての変

更がなされた。 
○ 交通混雑の緩和や物流の円滑化のため、バス、

タクシー、トラック等の事業者専用の停留施設

を道路附属物として位置付け 
（特定車両停留施設） 

○ 施設の運営については コンセッション（公共施

設等運営権）制度の活用を可能とする 
○  運営権者（民間事業者）は、利用料金を収受す

ることが可能 
○ 協議の成立をもって占用許可とみなす 

 さらに令和２年１１月には、改正道路法の制度運用に

必要な基準等を定める政令が施行された。主な内容は以

下のとおりである。 
○ 特定車両停留施設の特定車両用場所、旅客用場

所、その他設備の構造及び設備の基準を策定 
○ 道路附属物として必要となる施設特有の機能に

ついても規定 
(2) 改正による効果 

 前項に挙げた道路法の改正は、バスタプロジェクトの

推進を後押しするために有効である。 

改正前は、道路附属物の中で一般車両も使用できる駐

車場という位置付けであったが、改正後は、事業者専用

施設として明確化され、停留車両を許可制として、管

理・運営者が直接バス事業者から徴収し、維持管理費に

充てることができるようになった。 

また、官民連携での管理・運営に取り組む事業スキー

ムを構築し、コンセッション方式を可能とすることで、

維持管理・運営に民間のノウハウの積極的な導入や、道

路管理者が個々の事業者と結んでいた占用許可を、コン

セッションの実施契約に一括することで手続きの簡素化

が可能となり、全体的な効率性向上につながるものと思

われる。 

 

5. 今後の展望 

(1) 札幌駅交通ターミナルの価値最大化のために 
a) 北海道における課題 
北海道総合開発計画において、北海道の生産空間は食

と観光で全国に貢献する地域と位置付けられているが、

日常生活は近郊の市街地、高次の教育、医療サービス、

買い物等は近接の圏域中心都市や札幌に依存している。

これらの拠点都市が持つ高次の都市機能を享受するため

には長距離の移動が必要とされ、効率的な輸送手段がも

とめられている。 

 

 
図-16 第３回検討会までの検討の流れ 

 

 

図-17 検討会を含めた検討スケジュール９） 
 

 

図-18 階層的公共交通ネットワークのイメージ① 

9/2実施 

 

第 3 回 
までの 

検討範囲 

今後の 
検討範囲 
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b) 期待される役割 
 これらの地域特性、移動特性を踏まえると、都市内外

の地域住民の移動と生活を支えていくためには、札幌駅

交通ターミナルが中心となって圏域中心都市と結ばれ、

さらに地方部の市街地、生産空間などの地域間を結ぶ交

通結節点と有機的に連絡する階層的公共交通ネットワー

クが形成され、持続的かつ円滑な移動環境の構築を推進

することが必要である。 

c) おわりに 
 人口減少社会において医療、福祉、経済活動を担保し、

地域の活力を維持するためには、札幌駅交通ターミナル

の整備にとどまらず、圏域中心都市と生産空間との接続

も強化して行く必要がある。 

札幌と圏域中心都市、圏域中心都市から生産空間へと

効率的な移動を可能にすることで北海道全体として観光、

物流、医療など、様々な面において効率化が図られ、北

海道在住者、生産者や観光客など誰もがその恩恵を享受

できるようになる。 

高規格道路ネットワークや道の駅など既存の施設を活

用しつつ、新たなモビリティや自動運転、Maas、などの

将来の交通環境を見据え、交通結節点の強化を行ってい

くべきであると考えている。 

 

 
 

図-19 階層的公共交通ネットワークのイメージ② 
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