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都市圏内の通勤鉄道に関しては，駅周辺の交通まちづくりや一体開発に関する考究が数多く進められて

いる．一方で，都市間旅客輸送を担う新幹線駅周辺整備については，その影響力が大きいにも関わらず，

十分に整理されていないのが現状である．本稿では今後の都市間高速交通ターミナル整備の一助となるこ

とを目的に現在までに新幹線開業に伴い新設された全ての駅を対象に，各駅周辺がどのような整備を経て

現在に至ったかを整理・分析する．分析の結果，新幹線新設駅の周辺整備は6種のグループに大別される

ことが示された．特に，駅整備に先立って土地区画整理などの十分な基盤整備を行った駅とそうでない駅

では，現在の都市間交通拠点としてのまちの機能に大きな差が生じていることが示された． 
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1. 背景・目的 
 
 ’10年に東北新幹線の東京駅－新青森駅間が，’11年に

九州新幹線の博多駅－鹿児島中央駅間が相次いで開業し，

今後も’14年に北陸新幹線の長野駅－金沢駅間，’15年に

は北海道新幹線の新青森駅－新函館駅間が開業予定とな

っている1)．都市間旅客輸送を担う新幹線の開業により，

駅利用者の増加や駅周辺地域への民間資本の参入といっ

た新しい状況が生じると考えられ，このような状況に応

じた駅周辺の整備が必要になる．特に，駅が今後新設さ

れる予定の地域や自治体は，駅周辺、ひいてはその後背

圏の将来像を決定するという大きな意思決定の場に立っ

ていると言える．新幹線駅がその後背圏に及ぼす影響は

極めて大きいため，駅とその周辺をどう整備できるかが

今後の地域のあり方を左右すると考えられる．そのため

将来像や整備方法を決定する際に，どういった駅周辺整

備をどのタイミングで行った結果，どのような駅周辺地

域になったかが整理されていることは，今後整備に関わ

る主体にとって非常に有用な参考情報となると考えられ

る． 
 そこで本研究では，新幹線開業に伴い新設された国内

の新設駅全てを対象に，各駅周辺地域がどのような整備

を経て現在に至ったかを分析し，いくつかのパターンに

分類する．これにより，今後の都市間高速交通ターミナ

ルの周辺整備のあり方に関して考察を加える． 
 
2. 既存研究のレビューと本研究の特長  
 
都市圏内における鉄道駅周辺の周辺一体整備について

は，すでに早い段階から多くの研究が積み重ねられてい

る2)．近年では交通まちづくり研究としてその裾野も広

がっており3)4)，地方都市への研究展開もみられるように

なっている5)． 
 一方で，都市間交通を担う新幹線駅周辺の一体整備に

関しては、その研究事例は数少ない．具体的には周辺整

備の展開プロセスや整備計画・事業の内容及びその開始

時期に着目して整備特性の類型化・関係性を示した研究
6),7)や，新幹線駅が立地した実際の都市における整備展開

のプロセスを詳細に示した研究8)が存在する．また，整

備の方向性を探るために統計的手法を用いて現状把握を

行った研究9)などがあるが，いずれもかなり以前に実施

されたものがほとんどで，最近の動向をふまえることが

できていない．新幹線駅に関しては，近年新設された駅

もあり，今後新設予定の駅もあることから，このタイミ

ングで整理することが求められる． 
 以上の位置づけから，本研究は以下の特長を有する． 
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1) 都市間交通と交通まちづくりの観点から，新幹線

新設駅の周辺整備について体系的に言及を加えた

初めての研究である． 
2) 国内初の新幹線路線である東海道新幹線の新設駅

から，近年開業した九州新幹線の最新の新設駅ま

で全てを対象として網羅することで，分析の信頼

性を確保している． 
3) 新設駅周辺整備を複数のパターンに分類すること

で，駅が既に設置された自治体だけでなく，今後

駅が新設される予定の自治体等の主体に対し直接

有用な情報を提示する． 
4) 新幹線新設駅だけでなく，既設駅に新幹線が接続

した場合の周辺整備についても参考情報として多

くの主体にとって有用であるため，本研究を発展

させることで更に有用な成果が期待できる． 
 
3. 分析対象域及び使用データ 
 
(1) 分析対象域 

 本研究では「新幹線開業，または延伸に伴い新設され

た駅」を新設駅と定義する．したがって，さくらんぼ東

根駅や筑後船小屋駅のような移転・改称として扱われて

いる駅も新設駅に含まれる．また，「新幹線駅を中心と

して半径500mの徒歩圏内」を駅周辺(地域)と定義する．

以上の定義の下で，本研究では25の新設駅周辺を対象と

する． 

 

(2) 使用データ 

 本研究で使用するデータは以下の通りである． 

1) 駅周辺の整備関連情報は，各行政機関のホームペ

ージや鉄道事業者が公表している情報に基づき収

集した．合併などの影響で現在直接入手できない

情報については，担当者への電話によるヒアリン

グを行うことで情報を網羅した． 

2) また，駅周辺の人口や面積のデータについては，

統計局ホームページ10)で入手できる国勢調査のデー

タを参照した． 

3) そして，駅周辺の都市サービス提供施設の数を把

握するために電子電話帳11)を使用した．この電話帳

には’11年4月までに刊行された電話帳のデータが収

録されている．本研究で対象とする駅の中で，最

新の新設駅が’11年3月に新設されたものなので，分

析に際してこの電子電話帳の利用が最も適してい

る． 

4) 駅周辺の写真については，実際に筆者らが現地で

調査を行った際に，筆者ら自身が撮影したもので

ある． 

4. 新設駅周辺整備の分類 
 
(1) 分類における要因と方法の設定 

 既存研究を参考にしながら，駅周辺整備に大きな影響

を与えていると考えられる複数の要因と，その整備によ

って影響を受けたと考えられる要因を設定し，それぞれ

を明確に定義した上で，更にそれらの要因を用いて分類

方法を設定した．その結果が表-1と図-1である．このよ

うに設定した理由は以下の通りである． 

1) 駅が設置される都市の特性によって駅周辺整備の

あり方も異なると考え，新設駅の立地場所が他地

域以上に人やモノ，サービスなどの集中・集積が

発生する政令指定都市については別分類とした．  

2) 次に，新設駅周辺の基盤整備が事前に行われてい

ることがその地域の整備の要因となると考え，土

地区画整理事業の有無，及びタイミングを要因と

して設定した．  

3) そして，在来線接続の有無も駅周辺整備の要因と

して設定した．新幹線開業による都市間交通だけ

でなく，在来線接続による都市内交通の利便性も

向上することで，駅利用者の増加が見込める．そ

れによって，駅周辺の整備が促進されると考えら

れる． 

4) 最後に，駅周辺整備の現状を判断する要因として，

都市サービス施設集積度を設定した．本研究では，

駅周辺1ha当たり都市サービス施設が1施設以上立

地しているかどうかを分類の基準とした． 
 

 
表-1 駅周辺整備の要因とその定義 

 

要因 定義

在来線 新設駅の在来線接続の有無．

土地区画
整理事業

土地区画整理事業の都市計画決定が，新設
駅開業日を基準としていつ行われたか，ま
たは行われていないか．

都市サービス
施設集積度

（施設数/ha）

駅周辺地域1ha当たりに立地する都市サービ

ス施設数．駅周辺地域を「駅を中心として
半径500m以内の徒歩圏に入る地域(町丁目

単位)」と定義し，電子電話帳を用いてこ
の地域の都市サービス施設数を集計し，地
域の面積で除した．ただし，都市サービス
施設に関しては，電子電話帳に登録されて
いる業種全てとして定義した．  
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図-1 駅周辺整備の分類フローチャート 

 
 (2) 新設駅周辺整備の分類とそれぞれの特徴 

 図-1のフローチャートに従い，対象各駅周辺のデータ

を集計し，各駅を6グループに大別した．その結果を表-

2～表-3に示す．各分類の特徴を見ていくと， 
1) Aは政令指定都市に新設された駅であり，新横浜や

新大阪などが分類に含まれる．駅周辺とその後背

圏に至るまで，政令指定都市としての拠点が形成

されており，都市サービス施設の集積も見られる

ため，Aを「政令市型」とした．  
2) Bは土地区画整理事業が駅新設前に行われ，在来線

が接続し，駅周辺の都市サービス集積度が1.0以上

の駅である．三河安城や後述する佐久平などがこ

の分類に含まれる．新幹線駅に在来線が接続する

ことで，都市間交通だけでなく都市内交通の利便

性も高まり，利用者の増加が予想できたため，駅

周辺の一体整備が行われたと考えられることから，

Bを「まちづくり型」とした． 
3) Cは土地区画整理事業，在来線接続はBと同じフロ

ーを辿るが，駅周辺都市サービス施設集積度が1.0
未満の駅である．近年開業した九州新幹線の新設

駅である筑後船小屋や新鳥栖がこの分類に含まれ

る．今後の整備によってはBに分類される可能性も

あるが，開業年と駅周辺の都市サービス施設集積

度を考慮すると，現状は交通拠点としての役割が

中心だと考えられるため，Cを「交通利用中心型」

とした． 
4) Dは土地区画整理事業が新設前に行われたが，在来

線が接続していない駅であるため，「新幹線単独

駅周辺整備型」とした．Dに分類される駅は近年新

設されたものが多いことも影響し，その駅周辺で

の都市サービス施設集積度は相対的に低い．しか

し，本庄早稲田や後述する新玉名が立地する自治

体は，初期整備としてパークアンドライド（以下，

P&Rと略記）を想定した駐車場整備を行った上で，

今後の段階的な駅周辺整備の方針を既に掲げてお

り12),13)，Bのような駅周辺を将来像としていること

が読み取れる． 
5) Eは土地区画整理事業が駅新設後に行われた駅であ

るため，「後追整備型」とした． Eに分類される

駅周辺では，C，Dと比較すると都市サービス施設

集積度が高い傾向にあることが明らかとなった．

これは，新富士や新尾道など既に都市化が進んだ

地域14)に駅を新設したことが原因だと考えられる．  
6) Fは土地区画整理事業が駅新設前後に行われていな

い駅であるため，「未整備型」とした．しかし，F
に分類される駅には，くりこま高原のように当初

想定していなかったP&Rを中心とした利用が行わ

れたり，後述する安中榛名のように駅事業者によ

って駅周辺の土地が買収され，整備が行われるな

ど，特殊な事例も見られた． 
 

表-2 新幹線新設駅周辺整備の要因と分類 

 

七戸十和田 2010 ○ － －*2) D

水沢江刺 1985 ○ － 0.3 E

白石蔵王 1985 ○ － 0.9 D

燕三条 1982 ○ ○ 1.7 B
上毛高原 1982 － 0.2 F
本庄早稲田 2004 ○ － 0.5 D
安中榛名

*1) 1997 － 0.0 F
佐久平 1997 ○ ○ 5.0 B
新横浜 1964 ○ ○ 10.6 A
新富士 1988 ○ － 2.2 E
三河安城 1988 ○ ○ 3.8 B
岐阜羽島 1964 ○ ○ 1.5 B
新大阪 1964 ○ ○ 31.1 A
新神戸 1972 ○ ○ 3.2 A
新尾道 1988 ○ － 0.7 E
東広島 1988 ○ － 0.1 E
新岩国 1975 ○ － 0.6 E
新鳥栖 2011 ○ ○ 0.5 C

筑後船小屋 2011 ○ ○ 0.2 C
新大牟田 2011 ○ － 0.1 D
新玉名 2011 ○ － 0.2 D
新八代 2004 ○ ○ 0.8 E
新水俣 2004 ○ ○ 0.5 E

1.0 B

－ F

在来線

接続
分類

都市

サービス

施設集積度

(施設数/ha)前 後

土地区画

整理事業

－ －

○

－

－

○

九州

路線名

くりこま

高原

さくらんぼ

東根

開業年

1990

1999

新設駅名

東北

山形

上越

北陸

東海道

山陽

 
補注*1)民間事業主が周辺を買収し宅地開発，補注*2)数値デー

タが入手不可能な地域だが，明らかに集積が見られない． 
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表-3 新幹線新設駅周辺整備の分類結果 
 

駅
分類別都市サービス
施設集積度の中央値

（数/ha）

Ａ 政令市型 新横浜，新大阪，新神戸 10.6

Ｂ まちづくり型
さくらんぼ東根，燕三条，佐久平，
三河安城，岐阜羽島

1.7

Ｃ 交通利用中心型 筑後船小屋，新鳥栖 0.4

Ｄ
新幹線単独駅
周辺整備型

白石蔵王，七戸十和田，本庄早稲田，
新玉名，新大牟田

0.4

Ｅ 後追整備型
水沢江刺，新富士，新尾道，東広島，
新岩国，新水俣，新八代

0.6

Ｆ 未整備型 くりこま高原，上毛高原，安中榛名 0.1

分類

 

 

5. 新設駅周辺整備の事例紹介 
 

 各分類における駅周辺の現状を分かりやすく整理する

ために，分類に含まれるいくつかの駅を挙げ，その基本

情報や駅周辺の状況をまとめる必要がある．特に，今後

は地方部における新幹線駅の新設が考えられるため，地

方部で一体的な駅周辺整備が行われた事例としてB，ま

た今後の駅周辺と後背圏の整備が期待される事例として

D，そして特殊な事例としてFの3グループに分類される

新設駅周辺整備の具体的な事例をここでは紹介する．そ

の結果が図-2～図-4である．これらの図から以下のこと

が明らかになった． 
 
 (1)  B「まちづくり型」：佐久平駅周辺整備の事例

（図-1） 

1) ’98年の2月に長野オリンピックの開催が決定された

ことを受けて，’97年10月に長野新幹線が開催に合

わせて開業した．その際に，佐久市の郊外に新設

された駅が佐久平駅である．駅が新設された場所

は元々耕作地であったが，佐久市が佐久平駅周辺

の区画整理事業を開業前の’95年に都市計画決定し
15)，駅周辺約60haを約84.7億円の事業費をかけて行

った．その結果，現在では商業施設や宿泊施設，

住宅地などが混在した，いわゆる「まち」が形成

されている．新設駅の周辺一体整備が行われた具

体的な事例と言える．  

2) 駅北口(浅間口)方面には写真(その2)のような大型

駐車場が整備されており，周辺には居住施設や宿

泊施設が立地している． 
3) 駅南口(蓼科口)方面には写真(その3)の左奥に立地

しているようなロードサイド大型店舗等の商業施

設が集積しており，駅の北と南で開発のコンセプ

トが異なることが窺える． 

 

(2) D「新幹線単独駅周辺整備型」：新玉名駅周辺整備

の事例（図-2） 

1) 新玉名駅は，九州新幹線の開業に伴い’11年に新設

された．玉名市では熊本県と新玉名駅周辺地域等

整備基本計画の協定を’06年に締結しており，駅周

辺からその後背圏までを段階的に整備していく方

針である13)．新幹線開業までに行う事業として，駅

周辺地域約7.2haを約39億円の事業費をかけて土地

区画整理事業を行い駅前に駐車場の整備を行った．

また，駅周辺地域との道路網の整備には約384億円

もの予算を計上し，今後も整備を行っていく予定

である17)． 

2) 駅新設前の写真(その4)からも分かるように，新設

された場所は耕作地であった．しかし，現在は写

真(その5)のようなP&R利用が想定されたと考えら

れる，250台の駐車が可能な無料駐車場や，写真

(その6)のような駅前広場が整備されており，中心

地とを結ぶ幹線道路との接続が確保されている．

今後は，交流施設の整備を予定している17)． 

 

(3) F「未整備型」：安中榛名駅周辺整備の事例（図-
3） 

1) 前述した佐久平駅と同様に，長野新幹線開業の際

に安中榛名駅は新設された．周辺整備として

は，’99年からJR東日本が駅周辺の用地を買収し，

宅地造成工事を行うなどの宅地開発を行った結

果，’03年から「びゅうヴェルジェ安中榛名17)」と

して住宅の分譲販売が開始されている．これは，

長野新幹線駅直結型の定住型リゾートシティであ

る．山の斜面で宅地造成工事を行ったため，写真

(その8)のように急勾配であることが分かる． 
2) 写真(その9)は駅構内から撮影したもので，駅前に

は駐車場が整備されている．東京まで最短約60分
で到着する17)ことから，P&R利用を想定して駐車場

が整備されたと考えられるが，東京方面へと向か

う新幹線の停車本数が1日12本（新玉名駅の場合は，

博多方面への新幹線が1日29本）と非常に少ないこ

と，また，新幹線単独駅としては乗車人員が最も

少なく，’11年の1日平均乗車人員数は234人となっ

ている18)ことも影響し，当初のP&R目的で利用され

ているとは考えにくい． 
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基本情報 写真（その1）19) 

開業年 1997/10/1 

 

所在地 長野県佐久市佐久平駅東 

所属 JR東日本 
在来線接続 小海線 

土地区画

整理事業 

時期 駅新設前 

事業主 佐久市 

事業費 約 84.7億円 

面積 約 60ha 

周辺整備情報 
・北口側：P&R用駐車場 宿泊施設 

・南口側：ロードサイド大型店舗 

写真 (その2) 写真(その3) 
  

 

図-2 B「まちづくり型」：佐久平駅周辺整備の事例 

 

基本情報 写真（その4）19) 

開業年 2011/3/12 

 

所在地 熊本県玉名市玉名 

所属 JR九州 
在来線接続 なし 

土地区画

整理事業 

時期 駅新設前 

事業主 熊本県、玉名市 
事業費 約 39億円 
面積 約 7.2ha 

周辺整備情報 
・駅前にはP&R用の無料駐車場 

・今後更に整備を進める予定 

写真(その5) 写真(その6) 

 
 

 

図-3 D「新幹線単独駅周辺開発型」：新玉名駅周辺整備の事例 

500m 

500m 
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基本情報 写真（その7）19) 

開業年 1997/10/1 

 

所在地 群馬県安中市東上秋間 

所属 JR東日本 

在来線接続 なし 

宅地開発

事業 

時期 駅新設後に決定 

事業主 JR東日本などの民間主体 

事業費 － 
面積 約 48.7ha 

周辺整備情報 
・‘99年宅地造成工事開始 

・定住型リゾートシティ 

写真(その8) 写真(その9) 
 

 

 

図-4 F「未整備型」：安中榛名駅周辺整備の事例 

 

6. おわりに：今後の駅周辺整備のあり方 
 

 本研究では，新幹線駅新設に伴う周辺整備について，

土地区画整理事業の有無及びそのタイミング，在来線接

続の有無，そして都市サービス施設集積度といった周辺

整備に関係すると考えられる要因に基づき駅周辺整備の

分類を行った．また，その分類を用いて具体的な駅周辺

整備の事例を紹介した．その結果， 
1) 新幹線開業に伴う新設駅周辺整備は，「政令市

型」，「まちづくり型」，「交通利用中心型」，

「新幹線単独駅周辺整備型」，「後追整備型」，

「未整備型」の6グループに大別することができた． 
2) 新幹線駅の新設と一体となった周辺整備を行うに

は，土地区画整理事業を駅新設前に都市計画決定

し，その駅に在来線が接続していることが大きく

影響しており，そのような駅周辺では都市サービ

ス施設集積度が高いことが明らかとなった．これ

は，新幹線開業による都市間交通だけでなく，都

市内交通の利便性が向上したことで駅利用者の増

加が見込めたことで，駅周辺地域に都市サービス

施設が集積した結果と考えられる．  

3) 「新幹線単独駅周辺整備型」に分類される駅は，

近年開業した駅が多いことから，その周辺の都市

サービス施設集積度は相対的に低い．一方で，こ

の分類に含まれる駅が立地する玉名市や本庄市な

どは，初期整備として駅周辺に駐車場を整備し，

今後段階的に周辺整備を行っていく予定であり，

自治体として駅周辺に都市サービス施設の集積を

望んでいることが読み取れる．しかし，どちらの

駅も中心市街地まで3km前後の場所に位置しており，

駅周辺の発展に伴い中心市街地が衰退する可能性

もあるため，広域的な観点から駅周辺の将来像が

妥当であるかを判断する必要がある． 
 今後は，駅周辺整備の規模や駅利用者，また駅新設地

域の当初の区域区分といった他の要因も考慮する必要が

ある．また，基盤整備に関しても，単に駅開業以前に行

えばよいという訳でなく，駅周辺の将来像の中での位置

づけや，財政への影響なども含めての吟味が求められる．  
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