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平成２５年度第１回（第７０回）札幌市都市計画審議会 

 

 

  １ 日  時   平成２５年６月１９日（水）午後２時３０分～午後５時６分 

 

  ２ 場  所   札幌市役所 １２階 １～３号会議室 

 

  ３ 出 席 者   委 員：亘理 格会長はじめ１９名（巻末参照） 

 

           札幌市：市民まちづくり局都市計画部長 

               市民まちづくり局都心まちづくり推進室長 

               市民まちづくり局総合交通計画部長 

 都市局事業推進担当部長 

 

  ４ 議  事 

   【事前説明案件】 

   事前説明 第１号 札幌圏都市計画都市再生特別地区の変更【北１西１地区】 

   事前説明 第２号 札幌圏都市計画駐車場の変更【北１条駐車場】 

   事前説明 第３号 札幌圏都市計画第一種市街地再開発事業の決定 

                        【札幌創世1.1.1区 北１西１地区】 

   事前説明 第４号 札幌圏都市計画地区計画の決定【創世交流拠点地区】 
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【事前説明案件】 

（市決定） 

事前説明 第１号 札幌圏都市計画都市再生特別地区の変更【北１西１地区】 

事前説明 第２号 札幌圏都市計画駐車場の変更【北１条駐車場】 

事前説明 第３号 札幌圏都市計画第一種市街地再開発事業の決定 

【札幌創世1.1.1区 北１西１地区】 
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第第第第70707070回回回回    都市計画審議会都市計画審議会都市計画審議会都市計画審議会    案件案件案件案件グループグループグループグループ分分分分けけけけ        

 

【事前説明案件】  

 

 

順番等 

案件概要 

地区、施設等 名称 都市計画決定・変更の種別 番号 

市

決

定 

① 北１西１地区 

都市再生特別地区の変更 

駐車場の変更 

第一種市街地開発事業の決定 

地区計画の決定 

事前説明第１号 

事前説明第２号 

事前説明第３号 

事前説明第４号 
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  １．開  会 

●事務局（調整担当課長） 定刻となりました。 

 本日は、お忙しいところご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 

 ただいま、委員２４名のうち１９名がおそろいでございます。定足数に達しております

ので、ただいまから、第７０回、平成２５年度としては第１回目となります札幌市都市計

画審議会を開催させていただきます。 

 私は、事務局を担当しております市民まちづくり局都市計画部地域計画課調整担当課長

の稲垣と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それではまず、資料の確認からさせていただきます。 

 本日の事前説明案件に係る議案書等は事前に送付させていただいております。事前説明

案件４件分でございます。ご都合により、本日は議案書等をお持ちでない委員の方がいら

っしゃいましたら、事務局までお知らせお願いいたします。 

 また、本日、各委員のお席には、左手に資料が３点ございます。資料１は、会議次第、

資料２は、案件一覧とグループ分け、資料３は、両面印刷になっておりますが、委員名簿、

座席表でございます。また、右手に本日の案件のパワーポイントのスライドを抜粋した資

料でホチキスどめのものが１点ございます。 

 ご確認をお願いします。 

 次に、委員の委嘱についてご報告させていただきます。 

 まず、学識経験者として就任いただいておりました冨士田委員が委員を辞任なさいまし

たので、新たに委員を委嘱させていただいております。 

 丸山様、恐縮ですが、その場でご起立をお願いできますでしょうか。 

 丸山博子委員でございます。 

 また、市議会議員の職を有する委員におかれましても、阿知良寛美委員、五十嵐徳美委

員、石川佐和子委員、伊藤理智子委員、峯廻紀昌委員の５名が辞任され、新たに５名の委

員に委嘱させていただいております。 

 ここで、５名の新委員の皆様をご紹介させていただきます。 

 順にお名前を申し上げますので、恐縮ですが、その場でご起立をお願いいたします。 

 まず、小倉菜穂子委員でございます。 

 次に、坂本恭子委員でございます。 

 次に、長谷川衛委員でございます。 

 次に、本郷俊史委員でございます。 

 なお、同じく、今回委嘱させていただきました長内直也委員は、本日はご都合により欠

席されております。 

 続きまして、関係行政機関の職員で、今年度の人事異動により委嘱されました２名の方々

をご紹介いたします。 

 原田様、石塚様、恐縮ですが、その場でご起立をお願いできますでしょうか。 
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 まず、北海道開発局開発監理部次長の今日出人委員でございますが、本日は、代理人と

して、開発調整課長補佐の原田様がご出席です。 

 次に、北海道建設部まちづくり局長の石塚弘委員でございます。 

 以上が新委員の皆様でいらっしゃいます。新委員の皆様方におかれましては、今後とも

どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、当審議会の事務局も、４月の人事異動に伴いまして変更がございましたので、ご

紹介させていただきます。 

 まず、都市計画担当局長の若松でございます。 

 次に、都市計画部長の三澤でございます。 

 次に、連絡事項でございますが、愛甲委員、内田委員、佐々木委員、中村委員、長内委

員につきましては、欠席される旨の連絡が入っております。 

 また、本日の議案に関連する部局といたしまして、市民まちづくり局都市計画部、総合

交通計画部、都市局市街地整備部の関係職員がそれぞれ参加しております。 

 以降、亘理会長に進行をよろしくお願いいたします。 

 

  ２．議事録署名人の指名 

●亘理会長 議長を務めさせていただきます亘理です。 

 昨年度に引き続いてになりますけれども、実のある、実質的かつ円滑な議論ができます

ように努めてまいりますので、何とぞご協力のほどをよろしくお願いいたします。 

 まず、今回の議事録署名人を指名させていただきます。 

 坂井委員と小倉委員にお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 

  ３．議  事 

    ◎現地調査について 

●亘理会長 それでは、予定の議事に入ります前に、本日、審議会開催前に現地調査が実

施されておりますので、その経緯と今後につきまして、事務局から説明を頂戴したいと思

います。 

 なお、この時点から場内の写真撮影はご遠慮いただきたいと思います。 

 それでは、事務局からよろしくお願いいたします。 

 

●都市計画課長 当審議会の事務局を担当しております都市計画課長の米田と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 先ほど実施いたしました現地調査の経緯や今後の取り扱いなどにつきましてご説明させ

ていただきます。 

 まず、経緯についてでありますが、昨年度に開催されました都市計画審議会での審議に
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おいて、現地調査の実施などによる、より充実した説明を求めるご意見、また、大通交流

拠点地下広場の整備では、実証実験の現場を委員の皆様にご案内する場を設定させていた

だいた事例もございました。 

 それらの経緯を踏まえまして、事前説明を行う前に、私どもとして現地調査を実施する

ことがふさわしいと判断いたしました案件につきまして、現地調査の実施を決定し、その

旨を案内させていただく考えでございます。 

 対象案件といたしましては、大規模な事業や多数の市民利用が想定される案件を対象と

し、現地の状況や季節や日程等を考慮し、個別に判断して実施してまいりたいと考えてお

ります。 

 今回、当年度の第１回審議会において該当する案件がありましたことから本日実施させ

ていただきましたけれども、このような取り組みについて、審議会の場における説明が前

後いたしましたことをおわび申し上げます。 

 次に、現地調査の取り扱いについてでございます。 

 新たに就任された委員の方もいらっしゃいますので、以前の審議会において決定された

取り扱いを含めてご確認をさせていただきたいと存じます。 

 前方のスクリーンをごらんください。 

 平成２２年度の審議会において決定された取り扱いでございます。審議会における審議

の中で、現地調査が必要との発議があり、審議、採決の結果、過半数の同意がありました

場合は、諮問に先立ちまして審議会として現地調査を行うこととされております。 

 今回実施いたしました事務局提案による現地調査を含めて整理いたしますと、事前説明

前に実施いたします事務局提案による現地調査のほか、提案とならなかった他の案件にお

きましても、事前説明の際に前述のとおりの発議がございまして、過半数の同意がありま

した場合は現地調査を行うという取り扱いとなります。 

 以上が現地調査に係る今回実施の経緯と今後の取り扱いに関する確認でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 ただいまのご説明につきまして、ご意見やご質問などがございましたら、よ

ろしくお願いいたします。 

 なお、発言の際には、マイクをお渡しします。議事録作成の関係もございますので、マ

イクをご使用いただきたいと存じます。 

 ご意見やご質問はございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、本日の予定の議事に入りたいと存じます。 

 審議の進め方についてですけれども、本日に配付した資料２にございます案件グループ

分けにありますように、関連する案件をまとめてご説明いただく形で進めたいと存じます。 

 また、説明やご発言に当たりましては、可能な限り、要点を明確に、かつ簡潔に行って
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いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

    ◎北１西１地区について 

●亘理会長 それでは、事前説明案件の北１西１地区に係る議案第１号から第４号につい

て担当の職員からご説明をお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 都市局事業推進担当部長の齋藤でございます。よろしくお願いいた

します。 

 諮問案件グループ分け①の北１西１地区関連につきまして、事前説明第１号から第４号

までを一括で説明いたします。 

 前方のスクリーンをごらんください。 

 本日の説明内容ですが、まず、地区の概要を説明した後、事業の概要、今回の都市計画

の内容、今後のスケジュールの順番で説明させていただきます。 

 それでは、地区の概要について説明いたします。 

 北１西１地区は、札幌の都心に位置しており、創成川以東の市街地と西側の市街地の境

目である創成川通に面する札幌市役所本庁舎北東の街区です。周辺の状況としては、創成

川から西側は、駅前通を中心に業務機能が多く立地し、札幌駅、大通駅を中心に商業機能

が集積しています。また、創成川以東地区については、都心まちづくりの重点地区として

まちづくりが進められております。 

 創成川については、東西市街地の分断要素から、連携要素への転換を目的に、創成川通

のアンダーパスの連続化と創成川公園の整備を行っております。また、大通と創成川通の

交差部にある北１西１地区を含む３街区は創世1.1.1区（さんく）と呼ばれ、かねてより、

地権者によってまちづくりのあり方についての検討が進められてきました。 

 再開発事業の施行区域は赤い線で囲まれたエリアで、面積は約２．０haです。当地区の

周辺は、東側に創成川通、南側に札幌市役所、市民ホールなどの公共公益施設、北側にホ

テルが立地しているほかは、事務所ビルがほとんどとなっております。 

 続きまして、計画地の現況について説明いたします。 

 写真①は計画地の北西角から、写真②は南西角から撮影した鳥瞰写真です。計画地には、

平面の公共駐車場と２階建ての民間駐車場があり、合計で約６６０台の駐車台数となって

おります。また、南西角には、地上９階建て、築３８年の事務所ビルが建っています。こ

のように、計画地は低未利用な状況にあり、事務所ビルについても老朽化が進んだ状態と

なっております。 

 写真③と写真④は、南西角からそれぞれ北側と東側を撮影したものです。歩道幅員は約

４ｍ、既存の建物が敷地の境界ぎりぎりまで建っており、バス停や街路樹などもあります。

写真⑤と写真⑥は、北東角からそれぞれ西側と南側を撮影したものです。歩道幅員は約３

ｍから４ｍ、敷地の境界に塀が建っており、歩道には街路樹などのほか、駐輪も見られま
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す。 

 写真⑦と写真⑧は、当地区の東側に隣接する創成川公園の写真です。創成川通の幅員は

約５７ｍとなっており、公園を中心に広がりを持った空間となっています。創成川公園は

緑豊かな空間として、また、市民が憩うことのできる公園として、ベンチや遊歩道などが

整備されております。 

 続いて、地区の経緯について説明いたします。 

 創世1.1.1区（さんく）の検討は、昭和６３年に札幌市が札幌フォーラムそうせい２００

０基本構想を取りまとめたことに始まり、札幌市を含む地区内の地権者により、まちづく

りのあり方についての検討が行われてきました。創世1.1.1区（さんく）のうち、今回の計

画地である北１西１地区においては、平成１８年に再開発勉強会が、平成２１年には市街

地再開発準備組合が地権者により設立され、再開発の検討が進められてきました。 

 続いて、関連する上位計画などについて説明いたします。 

 上位計画につきましては、都心のまちづくりに関するものとして、都心まちづくり計画

とさっぽろ都心まちづくり戦略があり、これらにより、都心におけるまちづくりの目標像

が示されております。そして、その目標像を実現するため、再開発や各種まちづくり関連

事業の重点的展開を目的として、再開発に関する都市再開発方針、都市再生に関する都市

再生緊急整備地域、特定都市再生緊急整備地域を定めております。これら上位計画から今

回の再開発事業に求められている項目をまとめ、これを北１西１地区再開発事業の整備方

針として本事業を計画しております。 

 それでは、都心に関するものから、上位計画の概要について説明いたします。 

 平成１４年度に都心まちづくり計画が計画期間をおおむね２０年間として策定されまし

た。その後、駅前通の地下歩行空間や創成川通の公園整備が進められ、また、少子高齢化

の急速な進展やライフスタイルの多様化などにより、都心を取り巻く状況が変化していき

ました。この変化に対応するため、都心まちづくり計画の後半の約１０年を補完するもの

として、さっぽろ都心まちづくり戦略が平成２２年度に策定されております。これらの計

画において、大通、駅前通、創成川通、北３条通の四つの通りを骨格軸として、東４丁目

線を展開軸として、また、札幌駅及び骨格軸の交点のそれぞれを三つの交流拠点として位

置づけております。 

 北１西１地区を含む周辺地域は、創世交流拠点に位置づけられており、その具体的な目

標として、東西市街地の連携強化や水辺環境と呼応する空間の形成などを掲げております。

また、札幌都心まちづくり戦略においては、さっぽろ象徴戦略を初めとして、新たな五つ

の展開戦略を打ち出しており、この中で、文化芸術振興・創造活動の拠点、交流空間の創

出、また、人を中心とした都心の交通体系の実現、環境負荷の抑制などが目標として定め

られております。 

 続いて、都市再開発方針について説明いたします。 

 再開発方針とは、長期的な視点から、計画的に再開発を推進するための指針として定め
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られています。当地区を含む都心地区は、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進

すべき地区である２号再開発促進地区に位置づけられております。 

 続いて、都市再生に係る位置づけについて説明いたします。 

 札幌の都心部においては、大通、札幌駅周辺地域として図の赤枠部分が都市再生緊急整

備地域に、そのうち、緑の枠の部分が特定都市再生緊急整備地域に指定されております。

都市再生緊急整備地域とは、都市の再生の拠点として緊急かつ重点的に市街地の整備を推

進すべき地域です。さらに、その中で、都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地

域が特定都市再生緊急整備地域として指定されており、地域整備方針を定めております。

この中で、先ほど説明いたしました都心に関する上位計画の目標に加え、防災性の向上に

寄与する都市開発事業を促進することが目標として定められております。 

 以上の上位計画の内容をまとめますと、当地区が実現すべき目標は、文化芸術振興・創

造活動の拠点と交流空間の創出、東西市街地の連携強化、水辺環境と呼応する空間の形成、

人を中心とした都心の交通体系の実現、環境負荷の抑制、防災性の向上に寄与する都市開

発事業の促進の６点となります。 

 続きまして、事業の概要について説明いたします。 

 まず、建物の概要から説明いたします。 

 敷地面積は約１万１，７００㎡、建築面積は約９，８００㎡、地上２８階、地下５階の

建物になります。高さは約１５４ｍ、延べ床面積は約１２万７，９００㎡となり、容積率

は約８７０％となります。 

 続いて、施設全体の用途について説明いたします。 

 この断面図は、建物を東西に切り、南側から見たときの図面です。この図面の左側、方

角で言うと西側に高層棟があり、東側に中層棟があります。高層棟については、業務機能

が配置され、上層階に事務所、下層階に放送局を予定しています。また、建物の１階には

エントランスホールや屋内広場、商業機能などが配置されます。続いて、東側の中層棟に

ついてですが、こちらは一番高い部分で約７０ｍの高さとなります。中層棟は市民交流複

合施設が配置され、上に高機能ホール、下にアートセンターと図書館が配置されます。ま

た、建物の地下部分については、駐車場と公共駐輪場を整備します。駐車場の台数につい

ては、条例で求められる附置義務台数を満たす約４３０台分としています。地下３階部分

では、今後整備が予定されている西２丁目地下歩道と接続します。地下５階には、地域冷

暖房施設を配置し、周辺街区の建物にも熱を供給いたします。 

 建物の概要については、以上となります。 

 続いて、当事業の整備方針の内容について説明します。 

 先ほど説明しました上位計画のまとめの６点を当事業の整備方針とし、それを踏まえて

事業を計画しております。一つ目の文化芸術振興・創造活動の拠点と交流空間の創出につ

いては、市民交流複合施設の整備により実現します。市民交流複合施設とは、高機能ホー

ル、アートセンター、都心にふさわしい図書館を主な機能とした複合施設を指します。高
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機能ホールでは、高水準かつ大規模な舞台芸術やさまざまな分野の公演が可能な場をつく

り、札幌の舞台芸術の振興や質の向上を図ります。客席数は約２，３００席で、老朽化の

進む旧北海道厚生年金会館大ホールの機能を受け継ぎます。アートセンターは、札幌の文

化芸術を支え、育てていくための拠点として、創造的な事業の企画、調整、運営及び成果

の公開を行います。都心にふさわしい図書館は、札幌の魅力発信、文化芸術、ビジネス及

び課題解決に役立つ情報を提供します。一般的な総合図書館ではなく、蔵書や機能に特徴

を持った図書館として整備します。 

 さらに、屋内広場を中心に交流空間としての機能を高めるため、高機能ホール、アート

センター、図書館の三つの機能を屋内広場に隣接させ、それぞれの機能の連携を図ります。

これにより、新たな文化芸術活動の展開や利用者同士の交流のきっかけを生み出します。

また、この屋内広場は、建物を訪れた来街者が、何げなく文化芸術に触れる機会を増やし、

他の施設利用者との交流の促進も図ります。 

 次に、二つ目の東西市街地の連携強化への寄与について説明いたします。 

 １階において、業務機能や管理部門などを北側に寄せて配置することで屋内広場を東西

の軸を意識した形状とします。さらに、二つの広場と歩道沿い空地をこの屋内広場に沿っ

て設けることで、東方向への空間的なつながりを生み出します。また、創成川以東からも

建物の内部が見えるようにすることで、にぎわいを東側へと波及させます。これら東西方

向を意識した配置計画により、東西市街地の連携強化を図ります。 

 続いて、三つ目の水辺環境と呼応する空間整備について説明いたします。 

 まず、創成川通側に幅員４ｍの歩道沿い空地を設け、その緑化やベンチなどの設置によ

り、創成川公園と連携した緑豊かな滞留空間を整備します。また、建物のうち、高層棟を

西側へ寄せ、創成川に面した部分の高さを抑えます。これにより、創成川を中心とした広

がりを持った空間を維持します。 

 続いて、四つ目の人を中心とした都心の交通体系実現への寄与について説明いたします。 

 敷地を取り囲む歩道沿いに空地や雁木空間を設け、さらに、敷地の角に三つの広場を設

けることで、冬でも安心して歩くことのできる歩行空間を創出します。雁木空間とは、ス

クリーンにイメージで示しているような屋根のかかった屋外空間を言い、天候に左右され

ずに歩くことができます。 

 これらの整備により、既存の歩道幅員と合わせ、それぞれ約７ｍから１５ｍの歩行空間

が確保されます。また、建物内部には、敷地内貫通通路を南北方向、東西方向に設け、歩

行者の利便性、快適性の向上を図ります。さらに、公共駐輪場を設け、歩道における駐輪

を減らし、周囲の安全な歩行空間を維持します。また、大通地下街から北へ向かう西２丁

目地下歩道が整備される予定であり、これと地下３階で接続し、敷地内に地上への出入り

口を整備することで、地下歩行空間のネットワーク形成に寄与します。 

 続いて、五つ目の整備方針である環境負荷の抑制について説明いたします。 

 当事業で整備を行う地域冷暖房施設でつくられた熱を周辺街区の建物に供給し、冷暖房
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に利用することで、エネルギーの有効利用を図ります。また、北海道の冷涼な外気の利用

による冷房負荷の低減や雨水や井戸水を雑用水として有効活用するなど省エネ技術を活用

し、環境負荷の抑制を図ります。 

 続いて、六つ目の整備方針である防災性の向上について説明いたします。 

 まず、建物は、制振構造を採用することで、建物自体の耐震性を高めます。また、地域

冷暖房施設を自立した電力供給源として活用することで、災害時における複数の電源の確

保が可能となります。これらにより、高い防災性を有した建物といたします。 

 続きまして、交通の面などで周辺に与える影響について説明いたします。 

 まず、前提となる自動車の出入り口につきましては、道路環境の保全と車両の安全のた

め、左折入庫、左折出庫として計画し、駐車場への入り口を創成川通に、出口を北２条線

に設けます。また、荷さばきの出入り口も北２条線に設けます。これをもとに、当事業に

よる周辺交通への影響について、交通実態調査や交通量予測の手法などを用いて十分な検

討を行い、支障がないことを確認しております。 

 そのほか、風環境や電波障害、景観など、周囲に与える影響については、札幌市環境影

響評価条例に基づき調査、予測、評価を行い、適切に対処いたします。 

 そのうち、景観に関連して、周囲からの建物の見え方について、４枚のモンタージュ写

真を用いて説明いたします。 

 １枚目は、ＪＲタワー展望台からの写真です。これが、今回整備する建物になります。 

 ２枚目は、北３条東１丁目の創成川通から中層棟を望んだ写真です。これが、今回整備

する建物になります。 

 ３枚目は、北４条西２丁目の西２丁目線から高層棟を望んだ写真です。これが、今回整

備する建物になります。 

 ４枚目は、時計台を見上げたときの写真です。今、示している部分が、今回整備する建

物になります。 

 続いて、これまで説明してきました再開発事業を実施するに当たり、必要となる都市計

画の内容について説明いたします。 

 今回、第一種市街地再開発事業の都市計画決定に加え、都市再生特別地区の変更、地区

計画の決定、駐車場の変更の計四つの都市計画決定及び変更が必要となります。 

 まず、事前説明第３号 第一種市街地再開発事業の決定について説明いたします。 

 市街地再開発事業は、これまで説明してきたとおり、上位計画に沿った公共性の高い事

業であり、これを円滑に進めるため、都市計画事業として決定します。 

 まず、施行区域については、図の赤枠に示した約２．０haとなります。建築物について

は、先ほど説明したように、建築面積は約９，８００㎡、延べ床面積は１２万７，９００

㎡となっております。建ぺい率は約８０％、容積率は約９００％となります。主要用途は、

業務施設、公共公益施設、商業施設、駐車場となります。また、敷地面積に対し約２０％

の公開的空地を確保いたします。 
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 以上が第一種市街地再開発事業の案でございます。 

 次に、事前説明第１号 都市再生特別地区の変更について説明いたします。 

 都市再生特別地区とは、都市再生緊急整備地域内において、民間事業者などによる都市

開発を積極的に誘導し、都市再生に資する優良なプロジェクトを実現するための制度で、

用途地域などによる一般的な制限にかわり、容積率、高さ、壁面の位置など、建物の形態

規制について詳細な制限を定める一方で、容積率などの規制の緩和を可能とするものです。 

 本計画では、さきに説明したような都市再生への貢献に資する取り組みを幅広く誘導す

る必要があることから、都市再生特別地区を指定するものです。 

 では、具体的な都市計画の内容について説明いたします。 

 地区の名称は、北１西１地区、区域は、再開発事業の施行区域と同じ赤枠の部分とし、

面積は約２．０haです。制限内容として、容積率の最高限度につきましては、当地区の基

準容積率として８００％が指定されておりますが、広場や歩道沿い空地の整備、敷地内貫

通通路の整備、地域冷暖房施設の整備など、整備方針に基づく都市再生への取り組みを総

合的に評価して１００％緩和し、合計で９００％とします。 

 次に、区域内の高度利用を図るため、容積率の最低限度については３００％、建ぺい率

の最高限度は、現在の用途地域による基準建ぺい率と同じく８０％、建築面積の最低限度

は３００㎡と定めます。 

 次に、高さの最高限度につきましては、創成川公園に沿った広がりのある景観の形成な

ど、周辺の市街地環境に配慮した計画とするため、高層棟の最高高さを１５４ｍ、中層棟

の最高高さを７０ｍとし、それ以外の部分につきましても、スクリーンにお示ししている

とおりの制限とします。 

 また、壁面の位置の制限につきましては、高さの制限と同じく、周辺の市街地環境への

配慮や安全で快適な歩行空間の創出のため、スクリーンにお示ししますような数値としま

す。 

 次に、事前説明第４号 地区計画の案について説明いたします。 

 地区計画は、本計画におきまして、都市再生特別地区で定めることができない制限項目

である地区施設や用途の制限、建築物などの形態、意匠の制限を定めることにより、都市

再生特別地区を補完し、より良好な街区整備を誘導するために指定するものです。 

 では、具体的な都市計画の内容について説明いたします。 

 地区の名称は、創世交流拠点地区地区計画で、区域は、ほかと同様に赤枠の部分とし、

面積は約２．０haです。地区整備計画の内容として都市再生特別地区の壁面の位置の制限

にあわせて確保される空地の目的を明確にするため、敷地の三つの交差部は滞留空間とな

る広場として、道路に沿った部分は歩行者空間にゆとりと潤いを創出する歩道沿い空地と

して位置づけるものです。 

 次に、建築物の用途の制限についてですが、創世交流拠点としてふさわしい機能の導入

を図るため、住宅や風俗店舗などを建築できないものとします。また、良質な景観形成を
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図るため、建築物等の形態または意匠の制限を定めることとします。 

 以上が地区計画の案でございます。 

 続きまして、事前説明第２号 都市計画駐車場の変更について説明いたします。 

 変更の内容は、北１条駐車場の廃止となります。北１条駐車場は、昭和４１年１２月に

都市計画決定された駐車場です。面積は約０．１７ha、構造は地下２層、地上１２層、台

数は約３００台として決定されております。 

 次に、北１条駐車場の経緯について説明いたします。 

 自動車交通の急激な増加に伴う都心部における駐車場容量の不足、路上駐車による交通

障害といった課題に対応するため、北１条駐車場は、昭和４１年に都市計画決定され、昭

和４３年より、ごらんのような立体機械式、収容台数３０６台の市営駐車場として供用が

開始されました。その後、平成１０年に建物やリフトなどの駐車場設備の老朽化により解

体され、平面式の駐車場となりました。現在、北側に隣接する札幌市の所有地と一体で、

収容台数１５７台の規模で運用されております。 

 続きまして、都心部における駐車場の整備状況についてです。 

 北１条駐車場が都市計画決定された当時、都心部においては、駐車需要に対し容量が十

分でなかったことから、路上駐車などの問題が発生していましたが、札幌駅北口地下駐車

場や北１条地下駐車場といった公共による整備、建物の新築等に伴い、駐車場の整備が義

務づけられる附置義務条例による整備、その他、民間の駐車場事業者による整備が進み、

現在では、都心部において、駐車需要に対する容量は充足している状況にあります。 

 それでは、北１西１街区の駐車場廃止による影響について説明いたします。 

 検討に当たっては、北１西１街区の周辺地域における駐車需給バランスを把握し、その

影響を把握しております。今回、当該街区にあります北１条駐車場と民間駐車場の二つの

駐車場の利用実態をもとに、北は北４条線、南は大通、東は東２丁目線、西は札幌駅前通

に囲まれた範囲を利用圏域として設定し、この圏域内における需給バランスを検証いたし

ました。 

 これらの図の赤い点は駐車場の位置を示しております。現在、多くの駐車場が整備され

ており、再開発事業の実施に伴い、二つの駐車場が廃止された場合においても、駐車需要

に十分に対応できます。また、将来においても、駐車場の存続性や駐車需要の伸びを考慮

し検証しておりますが、十分に対応できるものと推計されております。 

 したがいまして、北１西１街区の二つの駐車場を廃止した場合においても、周辺の交通

環境に影響を与えることはないと推測されることから、このたび、北１条駐車場を廃止す

ることといたします。 

 なお、再開発事業により整備される建物において必要とされる駐車場については、前段

で説明しましたとおり、その敷地内に整備する予定でございます。 

 最後に、今後のスケジュールについて説明いたします。 

 北１西１地区の再開発事業については、環境影響評価の手続を並行して進めております。
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今回の事前説明の後、環境影響評価に関する準備書の公告を行い、都市計画案とともに準

備書の縦覧を行います。その後、環境影響評価審議会へ諮問を行います。都市計画審議会

への諮問は、平成２６年２月の審議会を予定しており、答申をいただいた後、年度内に都

市計画決定告示と環境影響評価に関する評価書の公告を行う予定です。その後、平成２６

年度には、市街地再開発組合の設立、権利変換計画の認可を行い、建築工事に着手、平成

２９年度に建築工事完了を予定しております。 

 以上で、事前説明案件グループ分け①の北１西１地区関連についての説明を終わらせて

いただきます。 

 

●亘理会長 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問などがございま

したら、ぜひご発言いただきたいと思います。 

 

●堀内委員 市民委員の堀内です。よろしくお願いいたします。 

 スライド資料２－１の建物の概要についてお聞きしたいと思います。 

 建物の概要を見ますと、右側の高機能ホール、アートセンター、図書館、そして、駐車

場になっております。それで、高機能ホールは、２，３００席を想定されていると次のペ

ージに書いてあるのですが、ホールだけに使うのか、あるいは、会議室などいろいろなも

のが付設されるのでしょうか。 

 それから、アートセンターの位置づけです。次のページを見ましたら、「文化芸術を支

え育て、推進・発信するための事業の企画・調整・運営等」とありますが、市民としては

ぴんとこない部分があるのです。美術館でもなく、そこで市民が活動する場所なのか、そ

の辺についてお聞きします。 

 

●亘理会長 それでは、ただいまの２点について、職員の方からご回答をお願いいたしま

す。 

 

●都心まちづくり局推進室長 市民まちづくり局都心まちづくり推進室長の高森と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、１点目は、ホールは２，３００席でして、市民ホールと合わせて云々ということ

で、質問の趣旨がわからなかったのですが、勝手に解釈してお答えしますと、市民ホール

は、現在、１，５００席でございます。当初、このホールは、今回の高機能ホールができ

るまでの暫定施設として設置したところでございますが、市民交流複合施設の基本計画策

定段階で、このホールは使い続けましょうと決めています。 

 一方、旧北海道厚生年金会館ホールがございまして、こちらは、社会保険庁の資産の処

分の関係で札幌市が取得したところでございます。しかし、こちらは、老朽化が相当進ん

でございまして、取得はいたしましたが、その機能相当を高機能ホールに継承することで、
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このホールが完成いたしましたら、旧北海道厚生年金会館のホールにつきましては閉館す

るという方針が決められているところでございます。 

 ２，３００席のホール云々という趣旨がわからなかったのですが、これでお答えになっ

ていますでしょうか。 

 

●堀内委員 ２，３００席はわかったのですが、７０ｍあるということは相当な高さです

ね。ですから、ホールだけではなく、会議室など市民活動ができるような会議室など、現

在も市民ホールにあると思うのですが、そういうものも付随される予定でしょうか。現時

点でわかる範囲でよろしいです。 

 

●都心まちづくり局推進室長 あわせてお答えいたします。 

 高機能ホール、アートセンター、都心にふさわしい図書館という三つの機能で市民交流

複合施設は形成されております。高機能ホールには、ホール施設がおよそ４層分の階数に

なっており、その周りに練習室やホール利用者のための会議室など、周辺施設がございま

す。ですから、単純にホールだけではなく、そういう施設も配置いたしまして、市民の利

用に供していく考えでございます。 

 それから、冒頭の質問のアートセンターに関しましては、この説明だけではイメージが

沸かないということでした。アートセンターは、「文化芸術を支え育て、推進・発信する

ための事業の企画・調整・運営等」とご説明しましたが、現在、札幌市で芸術文化に関す

る資産というか、ひと・もの・ことがございまして、アーティスト、施設、イベントを考

えているところでございます。これらにつきまして、それぞれ一定程度の資産が蓄積され

てまいりましたが、それらの相互利用を含めて十分に活用し切れていない状況にあります。

ですから、これらをきちんと活用して、市民利用に供していくためには、ひと・もの・こ

との相互連携をコーディネートする機能として、アートマネジメントと称しておりますが、

その機能を充実させる必要があります。そこで、アートマネジメントを中核として、人材

育成、創作活動、その発表の場をアートセンターの中で実現していこうという施設でござ

います。 

 

●亘理会長 堀内委員、ただいまの説明についていかがでしょうか。 

 

●堀内委員 大体わかりました。 

 

●亘理会長 引き続きまして、森田委員からお願いいたします。 

 

●森田委員 市民委員の森田です。 

 都心にふさわしい図書館という整備方針の１項目がありますけれども、従来の図書館と
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違う機能ということですね。先ほど、駐車場のご説明がありまして、満足できるというお

答えもありましたけれども、図書館が併設されますと、恐らく、利用される市民の皆さん

が車または自転車、地下鉄などで来ると思います。そこで、図書館の利用による駐車場の

関係を精査なされたか、お聞きします。 

 

●都心まちづくり局推進室長 今、森田委員から、図書館の利用者を想定した駐車施設等々

ということでございましたが、想定は図書館だけということではございません。施設全体

のボリューム、延べ床面積から、附置義務条例で定められている面積当たりの駐車の附置

義務台数が定められておりますが、この計画から実施すれば約４００台になります。そこ

で、今回、この施設の中で実際に整備しようとする駐車場台数は、それを若干上回る４３

０台を想定しております。 

 

●森田委員 なぜ聞いたかというと、今、中央図書館のほか、エルプラザ、かでる２・７

は、図書館ではないけれども、図書館機能があり、それを利用されています。それはご存

じかと思いますが、中心都市にアートセンターをということで、今、堀内委員も言われて、

具体的にはまだこれからだと思いますけれども、そういうものがあれば利用したいという

人はかなり多いと思うのです。文化に飢えているというよりも、場所的に大変便利なとこ

ろですからね。公共交通を使うということの推進をするのはもちろん理解しますけれども、

恐らく、利用される可能性は大だと思います。 

 そして、駐輪場と駐車場ですね。こういう時代ですから自転車はこれからも増えると思

いますので、そこも精査をしていただきたいと思います。駐車場を増やせということでは

なく、図書館機能として、総合的に市民が使いやすく、アートセンターも高機能ホールも

そうですが、グローバルな見方で、また、ユニバーサルデザインを考えていただきたいと

思います。障がい者、子育て世帯が増えることも考え、これからの建物はそういうことを

一番先に考えなければいけないと私は思います。それから、これと連動しながら、環境へ

の負荷ということも考え、環境の整備ですね。そして、創成川では、緑の多いまちづくり

をせっかくお考えになっておりますし、まちづくり戦略ビジョンにも重点的にお書きにな

っておりますので、これからの都市計画も、まちづくりも、子育ても、グローバルに、一

緒に考えていく時代であると私は思いますので、今後のご参考にということで、よろしく

ご配慮をお願いいたします。 

 

●総合交通計画部長 総合交通計画部長の山重です。補足して説明したいと思います。 

 自転車のお話がありましたけれども、自転車についても附置義務条例がございます。た

だ、今のところ、高層棟の事務所だけですが、おっしゃるとおり、ここの建物にはいろい

ろな交通手段で参ります。附置義務条例も見直しております。ですから、附置義務条例の

見直しの前に、ここは２９０台の駐輪場を確保することを検討しております。また、公共
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駐輪場も別途検討しておりますけれども、周辺に路上駐輪している自転車を収容すること

を考えているところでございます。 

 

●亘理会長 森田委員、よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかの委員の方々はいかがでしょうか。 

 

●池田委員 この建物は、ホールや図書館などいろいろありますが、これだけ人が入ると、

コンサートなどで、具合が悪くなる人がいるという想定があると思うのです。そこで、救

急車をつけるような場所はあるのでしょうか。大勢の人が出入りすると思うのですが、救

急車スペースみたいなところはあるのでしょうか。 

 

●事業推進担当部長 都市局事業推進担当部長の齋藤です。 

 救急車両等が来た場合には、今、スライドに映しておりますが、車寄せと書いてある部

分で待機していただく形になるかと考えております。中には、貫通通路など移動しやすい

空間も確保しておりますので、そういった中で対応できるのではないかと考えております。

基本的には、車寄せも、かなりのゆとりを持って整備しますし、既存の進入車両とも交錯

しないで対応できると思っております。 

 

●亘理会長 池田委員、よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

●村本委員 村本でございます。 

 重ねて同じようなことをお聞きするようで恐縮ですが、市民交流広場と言って、だらっ

とした広場に椅子が置いてあって、テーブルが置いてあるというものを交流と言われても、

どこかの施設でそういうところを見るのですけれども、利用者が余りいらっしゃらないよ

うに見受けられます。また、図書館は、どういうふうに整備なさろうとしているかわから

ないのですが、図書館の必要性として、若い人からお年寄りまで、欲しいという人の意識

がすごく高いと思うのです。同時に、予備校生や大学生などでお勉強したいという方や、

今、資格試験などをお取りになろうとしている方もいらっしゃると思いますが、例えば、

ちえりあも勉強するスペースはいつもびっしりで、むしろ、交流広場のようなところのテ

ーブルは、むしろがら空きなのです。 

 そういうことを考えると、図書館がどういう位置づけになるかがはっきりわかりません。

また、若い方もお年寄りの方も、教科書やパソコンや資料を広げて勉強できる場所という

ことで、交流という言葉ではなく、具体的にそういうことをしてもいいのだという場所を

用意していただけるのなら意義があるのではないかと思います。 

 これは、そういう子どもを持っている母親としての考えなので身勝手ですが、いかがで
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しょうか。 

 

●亘理会長 今のご発言は、スライド資料の２－３－１あたりを想定しているのでしょう

か。 

 

●村本委員 ２－２や２－３のあたりです。 

 

●亘理会長 それでは、職員の方からよろしくお願いいたします。 

 

●都心まちづくり局推進室長 今の村本委員のお話は、図書館について、交流スペースを

もっと有効に使えないかというお話かと思います。 

 今、イメージをスライドに出しております。都心にふさわしい図書館のあり方は、私ど

もの組織で言う中央図書館の部局でさまざまな検討をしているところですが、従来の図書

館にはない都心にふさわしい図書館とあえて名称を振っているのは、普通の図書館ですと、

閲覧スペースの中だけで図書を閲覧することを活動として展開されています。しかし、こ

ちらの都心にふさわしい図書館におきましては、配置などいろいろなことを考えている最

中ですが、屋内広場や屋内広場内にあるレストランカフェへの図書の持ち込み、また、交

流空間に置かれている椅子とテーブルも活用できるようにいろいろな工夫をしていこうと

いう検討をまさに進めているところでございます。 

 ですから、今日、このようなご意見が出たということを申し伝えて、今後の検討の参考

にさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 松浦委員、お願いいたします。 

 

●松浦委員 松浦です。 

 建物の概要を出してもらえますか。 

 建物を見ると、上の白く皿みたいになっている部分は何ですか。 

 

●事業推進担当部長 ヘリポートです。 

 

●松浦委員 ＪＲタワーのヘリポートは使用可能ですか。 

 

●総合交通計画部長 高層ビルになりますと、救助活動が困難になることがありますので、

ＪＲタワーも、ヘリポートを設けまして、火災等が発生したときには上に避難していただ

いて、ヘリポートを使ってヘリコプターで輸送するというシステムでございます。 
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●松浦委員 私の記憶では、ＪＲタワーができたときに、ヘリポートをつくったけれども、

何か制約があって使用できないと報道されていたのを見た記憶があるのです。 

 それで、ここにつくるときに、そういうもろもろの制約上、大丈夫かどうか、全部確認

されましたか。 

 

●事業推進担当部長 今のご質問の件については、絶対に大丈夫かという確認はまだして

おりません。必要だということで整備することを考えていますが、今のところ、使用を妨

げるようなことがあるとは聞いておりません。ただ、今の点については、大事なポイント

だと思っておりますので、今後、速やかに確認したいと思っております。 

 

●松浦委員 何で聞くかといったら、都市計画審議会に諮るには、皆さん方が計画したも

のでいいかどうかということで、委員から広く意見を聞きなさいということです。これに

出てくるものについては、法律上、問題なくこれができますといったものがかけられない

と、かけた後から、こういう規制にひっかかって、だめでしたということになったらいけ

ませんから、したがって、ここに出てくるものは、そういうものは全部大丈夫ですといっ

たものが出されないと、またやり直しになります。ですから、その辺のところをちゃんと

説明してくれなきゃ困るのです。 

 そうしたら、これは誰が考えた案ですか。 

 この案は、市役所の職員の皆さんが考えてつくったのか、どこかの会社に頼んでつくっ

て出てきたものなのか、どちらなのですか。 

 

●事業推進担当部長 このプランにつきましては、再開発準備組合が委託をしてつくった

プランになります。 

 

●松浦委員 それで、準備組合から出てきたから、まあ、いいだろうということでかけた

ということですか。 

 

●事業推進担当部長 その内容を踏まえて、関係部局で整理した上で、今回は大丈夫だと

いうことで上げております。 

 先ほどのＪＲタワーについて、何が支障になって使えなくなったかについては、私ども

も承知していなかったものですから、その点は、私どもとして確認しておりませんので、

先ほど、再度確認したいとお答えしたところでございます。 

 

●松浦委員 ＪＲタワーについては、使えないと断言しているのではないのです。そうい

う報道があったと記憶しているのです。それで、こういうことについて、関係諸法令を確
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認した上で大丈夫ということで提示されたのかという確認をしたら、市では、関係諸法令

について確認していないということですね。 

 

●事業推進担当部長 ヘリポートの件については、当然、建築指導部など関係するところ

と話はしています。そして、こういう高層の建築物についてはヘリポートをつくらなけれ

ばいけないという位置づけになっておりまして、基本的には、制限されるものではないと

いう整理はしております。 

 ただ、先ほど委員がおっしゃったように、ＪＲタワーがどうして使えないかなどを含め

て…… 

 

●松浦委員 いや、そういう記憶があるのです。 

 

●亘理会長 いずれにしても、その点については、設置の可能性について速やかに確認さ

れるということでよろしいですね。 

 

●事業推進担当部長 はい。 

 

●亘理会長 それでは、松浦委員、どうぞ。 

 

●松浦委員 つけなきゃならないというのはわかるけれども、できた当時、そういうふう

に報道されていたのを記憶していたのです。したがって、こういうことをきちんとすると

きに、関係法令をきちんと照合して、これはできますということで出されないと困ると私

は言っているのです。 

 次に、スライド資料１－３のところです。特定都市再生緊急整備地域とあって、「都市

の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域」とあるのです。具体に、国際競争力につ

いて、今どういう状況にあって、ここをこういうふうに整備することによってどういうふ

うになるのか。例えば、国内のどこの都市と比べてどんなふうになるか、また、外国との

関係でどういうことが国内的に優位になって、札幌に外国人などがたくさん来てくれるよ

うになるという想定をどうしているのか、それを皆さんにわかるように説明していただき

たいと思います。 

 

●都心まちづくり局推進室長 ただいま、松浦委員からご質問のありました国際競争力の

強化に資する云々というところでございます。 

 私ども札幌市都心まちづくり計画は、都心にかかわる上位計画ということでご説明させ

ていただきましたが、この中で、札幌の都心のまちづくりの目標を、都市機能の集積、高

度化などを図るということで、まちづくり自体で総体的に都市の価値を高め、どこに勝つ
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ということではなくて、世界的な都市間競争の中で、札幌の独自性、魅力を常にたゆまず

発信することで、世界における都市として確固たる地位を確立していこうという目標を掲

げています。 

 今回、札幌市として都市再生緊急整備特定地域の指定を申し出たときには、基本的には

この考え方をさらに推し進めることで、札幌の価値を高め、国際競争力を高めていこうと

いう申し出を行いました。 

 札幌市につきましては、お聞きになったことがあると思いますが、民間のブランド総研

の調査その他で、行きたいまち、住みたいまちの魅力度ランキングでは国内で１位という

評価をいただいているところです。 

 そこで、私どもは、都市魅力を都心で象徴的に発信し、北１西１事業だけではなく、都

心全体のまちづくりの取り組みを世界に発信しまして、札幌に魅力を感じていただき、札

幌の価値を感じていただいて、集客交流拠点として札幌への来街者を増やしていこうとい

う考え方で、総体的な国際競争力を高めていくことを目標に掲げているところです。 

 わかりづらいかもしれませんけれども、そういう目標で取り組みを進めているところで

ございます。 

 

●松浦委員 今の話を聞いていても、全然わからないのです。東大の先生の話を幼稚園の

子どもが聞いているみたいで、わからないですよ。 

 例えば、ここをこういうふうに整備することによって、今、１００人来ている外国人が

１３０人ぐらい来ることを目標でやっているとか、そういうことでなければいけないので

す。ただ言葉だけを並べて、総体的…、世界に確固たる地位を確立して価値を高めるとか、

みんなは余りぴんとこないと思うし、私自身も、何を言っているのかわからないです。そ

のために、こんなにお金をかけていいのかなとも思ってしまいます。ですから、何のため

にこういうふうに多額の費用をかけて、こういうものをここに集積して、それがどういう

効果をもたらすのかというところをきちんと出していただきたいと思います。 

 都市計画審議会をつくった経過として、戦後の経過をずっと見ると、少なくとも、行政

側が一方的に税金を使って必要としないものをつくることなどを抑制するという大事な意

味合いがあるのです。そういう点で言うと、ここをもっときちんと説明してもらわないと、

なかなか理解がいかないのです。 

 

●亘理会長 事業の目的、目標についてより明確化を図っていただきたいということです。 

 本日の時点で、その点についてご発言は何かありますか。 

 

●都心まちづくり局推進室長 先ほど、特定都市再生緊急整備地域の国際競争力の強化は

どういうことかという観点でお答え申し上げました。繰り返しの説明になって恐縮ですが、

今回、北１西１地区の事業の目標は、こちらの資料で掲げた整備方針の六つに対してその
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実現に貢献していこうということでございます。都市再生緊急整備地域の国際競争力の強

化というところに関してはわかりづらかったと思いますが、この事業の目標は、この６点

に尽きると考えているところでございます。 

 

●亘理会長 松浦委員、申しわけありません。ほかの委員の方々も手を挙げていらっしゃ

いますので……。 

 

●松浦委員 この点について整理しておきたいと思います。 

 昭和６３年に都心計画ができて、なぜ今まで進まなかったかというと、結局、お金をか

ける、再整備する、建物をつくると。ここにも事務所になる部分がありますが、そこにか

かるお金と、つくって入る人がいるのか、投資した経費を回収できるのか、この見通しが

立たなかったから、今までずっとこうやってきたのです。したがって、その辺のところを

きちんとしてくれないと。 

 札幌市には、私が議員に当選した１９８３年のときに、既に新札幌の副都心という立派

な構想があって、既に進んでいたのです。しかし、その後、新札幌はどうなっているかと

いったら、残念ながら、今は、想定したものにはほど遠い惨憺たる状況になっているので

す。 

 したがって、そういうことも含めて、ここをどういうふうに整備していくかということ

も含めて理解がいくような説明がされなければいけない。こうやって、ここだけ並べてみ

ても、確かに並べたら悪いことは何一つないです。しかし、市民が負担する税金、人の集

まりぐあいも含めて、考えなければいけません。 

 そうしたら、皆さんは、ここに平日でどのくらいの人が集まり、祭日ならばどのくらい

の人が集まると想定されているのですか、数字を聞かせてください。 

 

●亘理会長 その数値につきまして、事務局においては既に検討されているのでしょうか。 

 

●都心まちづくり局推進室長 具体的な人数等までは検討しておりません。したがいまし

て、委員のご指摘の点もございますので、いま一度、諮問までにきちんと整理してお答え

したいと思います。 

 

●亘理会長 ここは、札幌市の心臓部でありまして、向こう数十年にわたって札幌のまち

を左右する非常に大きなプロジェクトですので、そのあたりは、最大限、可能な手段を講

じて予測のシミュレーションをするように鋭意努めていただきたいと思います。これは、

審議会会長からの要望でございます。 

 その上で、松浦委員、申しわけないですけれども、ほかの委員が手を挙げていらっしゃ

いますので、ほかのテーマであればお願いいたします。 
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●松浦委員 会長、絵は誰でも描くのです。大事なことは、お金が伴うということです。

もう一つ、面積を決めるということは、それだけの人がそこに来る想定のもとで決まって

くるのです。人が決まらないで、絵だけで描いて、お金だけを算出して、立派な文言を並

べて、だから皆さんもこれでいいでしょうと問われても、判断のしようがないのです。 

 そういう点では、今回は事前審査なのですが、事前審査をするにはほど遠い感じだと思

います。説明に対して、私ども審議委員が質問をして、答えをもらって、資料の補足をす

る。そして、一番大事な、人との関係で、なぜこの面積が必要かという根本のところが出

ていないのです。そういう意味では、それが出たところできちんと審議をしないと、この

ことについての良し悪しの判断がつきかねるのではないかと私は思うのです。 

 この点は、後で会長にきちんと整理していただきたいと思います。 

 

●亘理会長 本プロジェクトは、市街地再開発準備組合が主体となるものですから、恐ら

く、組合との調整ややりとりもあろうかと思いますので、その点を十分に尽くした上で、

もっと具体性のあるイメージがつかめるような案を、改めて機会をつくってお示しいただ

ければと思います。 

 それでは、池田委員、お願いいたします。 

 

●池田委員 国際的な競争力の強化とあるのですが、まず、私たち市民が一番感じるのは、

ここの建物は何をしているものなのか、どういうものがあるのかということで、英語など

いろいろな言葉できちんと表示されないと、人が入らないと思うのです。その部分から考

えていって、先ほどの回答でしたら、ちょっと意味がわからないです。一番最初の時点で、

人を集めるには、まず建物をよく知ってもらわなければならない部分が出てくると思うの

です。 

 都市計画部の皆様も忙しいと思うのですけれども、自分が、こういうハードの建物がで

きたら、どういうときに使ってみたい、どういうところにこういう表示があったら見やす

いなど、そういうことを考えながら、この審議会に丁寧に出していただきたいと思います。

もし自分たちが使うのだったら、こういうふうにしたいというイメージも含めて、こうい

う標識にしたい、こういうものがあるというイメージづくりも、この審議会の都市計画の

職員の皆さんに頑張っていただきたいという要望です。 

 

●亘理会長 こういうプロジェクトは、ハードの面だけではなく、ソフトの面も含めて国

際化に対応していくという要請が非常に強いと思いますので、ただいまのご意見は非常に

貴重だと思います。 

 事務局から、それについて発言は何かございますでしょうか。 
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●都心まちづくり局推進室長 本当に貴重なご意見をいただきました。 

 先ほどのご回答がわかりづらいということも含めて、今、いただいた意見を参考にして、

きちんと理解していただけるような資料を用意して対応したいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 

●亘理会長 ほかにいかがでしょうか。 

 坂井委員、お願いいたします。 

 

●坂井委員 坂井です。 

 非常に具体的な質問ですけれども、スライドの２１枚目の２－１の建物の概要です。 

 私の質問としては、業務（放送局）とありますが、放送局とあるからには、特定の放送

局が入るのでしょうか。 

 

●都心まちづくり局推進室長 放送局につきましては、民放の北海道テレビ放送、ＨＴＢ

となってございます。 

 

●坂井委員 ありがとうございます。 

 聞いた理由は、隣の敷地にＮＨＫもあると思うのです。先ほどのお話を聞いていて、今

の市民ホールは暫定と思っていたが、引き続き使うということでしたので、ＮＨＫもその

ままいるということですね。 

 一番最初にご説明がありました創世1.1.1区（さんく）は、もともと三つの区で考えられ

ていたと思うのですが、三つの中で今回のプロジェクトという位置づけなのかということ

について、今の状況でわかっているところまで教えてください。 

 

●都心まちづくり局推進室長 創世1.1.1区（さんく）については、先ほどの説明の中で地

権者が検討を継続しているというご説明をいたしましたが、平成２２年に、三つの街区の

地権者の皆さんで、共通の目標を、まちづくり指針として取りまとめてございます。今日

は、その指針をごらんいただける環境にはないのですけれども、北１西１地区は創世1.1.1

区（さんく）における先導街区となります。それに連鎖していけるかどうかはわかりませ

んけれども、街区内でまちづくりを考えるときには、その指針を基本として考えましょう

というところまでの整理はされていて、先導街区という位置づけでございます。 

 

●坂井委員 ここからが本番の質問です。 

 今の三つの街区及びまち全体の話ですが、きょうの手元の資料ではなくて、スライドで

見せていただいた４枚のフォトモンタージュがありましたね。高層棟が１５４ｍあるとい

うことで、かなり突出すると思うのですが、これが西２丁目のほうに寄っています。ご説
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明の中では、創成川の広がりのある景観のためにというように聞こえたのですけれども、

西２丁目線に寄せた理由をお知らせください。 

 

●都心まちづくり局推進室長 創成川通を公園化したことで、そこを通行したり休憩した

り滞留する人が増えることを踏まえると、水辺空間と連携した都市空間づくりという考え

方がございますので、創成川通沿いに高層棟という配置とはいたしませんでした。中層棟

といっても７０ｍ程度はあるのですけれども、できるだけ圧迫感の少ない空間に創成川通

の公園をつくろうという考え方で配置を決めています。 

 

●坂井委員 創成川沿いはここからよく見えるのですけれども、ＡＮＡホテルもホテルモ

ントレも、かなり高層なものが建っております。スライドの４枚目の創成川の様子のとこ

ろでも創成川に寄っている高層の建物が見えるのです。 

 私は、どちら側に建物を寄せろと言っているのではないのです。ここからはお願いです

けれども、景観行政と創成川の眺めをどうしたいのか、西２丁目線や都心の建て詰まり方

をどういうふうにしていきたいのかというデザインガイドラインではないですが、そのよ

うなビジョンがあった上で、これを一度決めますと、これから創成川沿いに空地が発生し

て建物をつくるときには必ずその理論で行くのかと迫られるわけです。 

 もう一点つけ加えるのであれば、高層棟の１４２ｍの建物のセットバックは６ｍしかし

ていないのです。先ほどパースを見せていただいても、もう少し下がってもいいのではな

いかという気がしています。 

 ですから、高層棟のデザインに関しては、プレゼンテーションも含めて、この街区を中

心に９街区ぐらい、３掛ける３、もしくは、もう少し広い範囲で、このあたりがどうなっ

ていくのかという中で考えたほうがいいという意見です。 

 

●亘理会長 創成川沿いの周辺の空間全体の中での今回の建物のプロジェクトをどう整合

的に考えていくのかという趣旨のご発言かと思います。 

 この点について、事務局のほうではいかがでしょうか。 

 

●地域計画課長 市民まちづくり局地域計画課長の村瀬でございます。 

 景観行政を担当しておりますので、その観点から、今のお話についてお答えします。 

 確かに、景観重点区域を駅前通や駅前にかけております。例えば、駅前北街区は、地区

計画とあわせて景観重点区域を定めております。今後、創成川通の開発がどのようになっ

ていくのかという動向もありまして、駅前北街区と同様に地区計画と景観重点区域をセッ

トで考えていく前提のガイドラインの必要性ということが委員のご指摘かと思います。都

心まちづくり計画等とも関係してきますので、その点は今後の参考にさせていただきたい

と思います。 
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●亘理会長 今の点は、私自身も大変重要な点かと思いますので、長期的な視点で、でき

れば早い時期にそういった考え方を確立していただければと思います。 

 ほかに何かございますか。 

 足立委員、お願いいたします。 

 

●足立委員 市民委員の足立です。 

 今、坂井委員からご指摘のあったことは、私も感じていたことです。 

 今の創世1.1.1区（さんく）の一つとして北１西１地区の計画が出てきたわけですが、ほ

かの二つの区に関して、現在の北１西１地区との将来的な整合性をつくっていく要素は現

時点で議論されているのかどうか。それとも、そうしたものは全く別個で、北１西１地区

の都市計画がとりあえず出てきているのか、現時点での状況をご説明いただきたいと思い

ます。 

 

●亘理会長 足立委員、確認のためですが、ほかの２件というのは、北８西１地区と……。 

 

●足立委員 今の市民ホールがあるところです。 

 

●亘理会長 そういう趣旨ですね。わかりました。 

 それでは、事務局からお願いいたします。 

 

●都心まちづくり局推進室長 創世1.1.1区（さんく）は、今、足立委員からご指摘のあり

ました北１西１街区のほかに、大通西１街区、大通東１街区という三つの１丁目の街区が

創世1.1.1区（さんく）となってございます。 

 今日はは失念して本当に申しわけございませんが、札幌市を含めた地権者でまちづくり

の考え方をまとめた創世1.1.1区（さんく）のまちづくり指針を、平成２２年に、地権者の

皆さんと議論しました。先ほど、その先導プロジェクトだと申し上げましたが、基本的に

は、建物の配置も含めて、創成川通沿いを大事にしよう、また、東西の結びつきを強くし

ようなどの考え方が創世1.1.1区（さんく）の中にあり、それを三つの街区で共有している

ところでございます。 

 ただ、ほかの二つの街区につきましては、直ちに事業として具体化する熟度には達して

ございませんので、今しばらく時間がかかるかと思います。 

 いずれにしても、三つの街区は、まちづくり指針という考え方のもとで、一定の部分は

共有しているということです。 

 

●足立委員 ということは、基本的に、今回の都市計画では、北１西１地区でつくる構造



 - 27 -

物、あるいは、歩道を広げていくという考え方が、ほかの２地区においても、将来的な都

市計画をつくるうえで、それを原則として行うことが３地区の共同体で共通認識として存

在しているということが平成２２年に確認されているという理解でよろしいでしょうか。 

 

●都心まちづくり局推進室長 都市計画制度に位置づけているということではございませ

んが、地権者間で話し合ったものをまちづくり指針としてまとめて、それをベースに検討

を進めております。ですから、足立委員のご指摘は、現段階としてはそのような認識でよ

ろしいかと思います。 

 

●亘理会長 松浦委員、何かありますか。 

 

●松浦委員 今、足立委員が問いかけているのは、ＮＨＫのところとか、市役所本庁舎の

ところとか、三つのブロックがありますね。その三つとここで、ここが一つの考え方の基

軸になって、基軸というよりも、３地区でこういう方向でいきますと決まっていて、それ

に基づいてここが行われているのかどうかを聞いているのです。 

 一つだけ言うと、ＮＨＫは抜けてしまったわけです。最初は、ＮＨＫが入るということ

だったけれども、ＮＨＫは抜けました。そして、市民会館とＮＨＫのところは、今は全く

見通しが立たないですね。しかし、先ほどの室長の説明だったら、３地区が平成２２年に

基本的に合意していると聞こえるのです。足立委員もそのことを聞いているのです。ただ、

３地区の地権者が集まってこれに合意したのかどうかです。これだけならこれだけ、それ

がないならないとはっきり答えてあげなかったら、足立委員への答えにはなりませんよ。 

 

●都心まちづくり局推進室長 今の松浦委員のご指摘のとおりお答えしたつもりでしたが、

わかりづらかったかと思います。 

 北１西１街区にＮＨＫが参加するかしないかということがございましたが、結果として、

ＮＨＫは北１西１街区の事業への参加を見合わせました。ただ、創世1.1.1区（さんく）の

まちづくりの基本的な考え方として、ＮＨＫを含む地権者全員で、それぞれの街区でまち

づくりを行うときには基本的な考え方をこうしようというものを指針にまとめたと申し上

げました。したがいまして、北１西１街区にＮＨＫが入る、残るということと、まちづく

り指針で三つの街区をこういう考え方で進めましょうとまとめたものとはちょっと違うと

思っております。この３街区の地権者全員でまとめたものでございますので、今の段階で

はそういう方向で検討を進める形になっているということでございます。 

 

●亘理会長 いずれにしましても、３街区の指針については、改めてこの場において実際

に見聞して、それも考慮した上で議論する機会を設けなければならないと思いますが、そ

ういうことでよろしいですね。 
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 それでは、松浦委員、お願いします。 

 

●松浦委員 私は、今の説明を聞いても納得がいかないのです。 

 何が納得いかないといったら、ＮＨＫが入るか、入らないかということについて、この

計画の最初のころから、ＮＨＫの本部にも確かめていろいろと指摘してきました。そして、

結果として、私の指摘どおりになりました。 

 少なくとも、ＮＨＫのブロックでは、ここと歩調を合わせて、地権者が集まってやりま

したというのは何かといったら、あそこも一体的な建物をつくるということです。しかし、

ＮＨＫは、合同の建物には移って換地してということには参加しませんという方針が出て

いるわけです。向こう側については、一体的に再開発をしますということについて合意を

得られず、ここで抜けているわけですからね。したがって、ＮＨＫがこれに合意したとい

うことについては、今こう言われているけれども、にわかに信じがたいです。逆に、ＮＨ

Ｋに合意内容を見せてもらって、本部に確認したいと思っております。そうでないと、皆

さんに事実と異なった説明になってしまうのです。 

 この点について、どういう立場の人がＮＨＫから出てきて、どういう内容の合意に至っ

たのか、後で記録を提出してください。これを求めておきます。 

 

●亘理会長 まちづくりの指針そのものがないと、議論もなかなか成り立ちませんので、

それは改めて場を設けていただきたいと思います。 

 それでは、足立委員、お願いします。 

 

●足立委員 先ほど松浦委員が私の意見を大分まとめていただいたのですが、ちょっと意

味が違っております。 

 この三つの区域が一つの創世1.1.1区（さんく）として最終的に都市計画がされ、整備さ

れるということであれば、今の北１西１地区が先行してやることについて、ほかの２地区

もそういう進行方向上にあってほしいわけです。そういう方針の中でやっておられるのか

ということで、それは３地区において確認されているということでした。 

 しかし、その部分は、どういう形の確認があるのかということです。これは、松浦委員

がおっしゃっていたことに含まれてくるわけですけれども、それを一度お示しいただくこ

とが基本的には必要だろうと思います。 

 先ほど会長がおっしゃいましたように、これは札幌市の中でも大変重要なまちづくりの

看板となるような場所でございますので、どのような形で整備されていくのかという全体

図が多少なりとも見えないと、検討はなかなか難しいと思います。都市の国際競争力の強

化がどういう形で反映されていくのかなど、非常に大規模な看板となるような都市計画を、

都市計画の手始めの段階でお見せいただきたいと思います。そのとおりにいくかどうかは

なかなか難しいかもしれませんけれども、そのガイドラインとなるものをお示しいただく
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ことは必要ではないかと思っております。 

 

●亘理会長 私も、今の足立委員のご意見はそのとおりだと思いますので、ぜひ、そうい

う方向で、今後、検討の場を設けるということでよろしくお願いいたします。 

 それでは、日沖委員、お願いいたします。 

 

●日沖委員 市民委員の日沖です。よろしくお願いいたします。 

 ホールについてお聞きしたいのですけれども、私は、ここに市民ホールが入ると勝手に

思っていたものですから、それを使い続けるということに驚いているのです。そこで、こ

れだけ大きなホールを向かい合わせで持つ理由があれば教えていただけますでしょうか。 

 といいますのは、私はこういう関係の仕事をしているのですが、今、Ｋｉｔａｒａ、ち

えりあ、かでる２・７などのホールがとても空いておりまして、直前割ということで、直

前になるともの凄い安い料金で貸していただけるのです。そういう状況を考えた上で、こ

れだけ大きなホールを二つ持ち続ける理由があれば教えていただけますでしょうか。 

 

●都心まちづくり局推進室長 札幌市の１，０００席以上の多目的ホールは、現在、ニト

リ文化ホールと言われている旧北海道厚生年金会館が２，３００席、隣にあります市民ホ

ールが１，５００席、教育文化会館の大ホールが１，１００席で、１，０００席を超える

大ホールが３館ございます。 

 私どもがこの計画を策定した時点の調査の数字で申しわけございませんが、その３館は

いずれも稼働率７割を超える高い状況にございまして、使われ方も、舞台や客席の規模で

自然にジャンル分けされていまして、それぞれ同じ使い方がされていないという実態が把

握されました。 

 そこで、観光文化局では、それらを踏まえて、市内の多目的ホール３館体制という言い

方をしていますけれども、機能的にいずれも欠くことのできないホールとなります。また、

これから施設が老朽化して、更新する中で、当面は大ホール３館体制を維持していくこと

が必要だという判断で、１，０００席以上の多目的ホールを継続させようという考え方か

ら、今回の高機能ホールは必要だと整理されたものでございます。 

 

●亘理会長 それでは、堀内委員、お願いいたします。 

 

●堀内委員 非常に大事な点ですが、パブリック部門の高機能ホールやアートセンターや

図書館の総事業費は幾らぐらいでしょうか。２号再開発ということで補助金もおりると思

うのですが、費用対効果の問題も出ていましたので、その辺がわかれば教えていただきた

いと思います。 
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●都心まちづくり局推進室長 設計がこれからの段階で、他の類似施設の建設の単価に面

積を掛け合わせた粗い段階の数字という前提ですが、先だって、私どもで取りまとめた市

民交流複合施設整備基本計画がございまして、その中で、札幌市の整備に伴う札幌市の投

資については、ホールだけではなく、市民交流複合施設のホール、アート、図書館を全部

含めたトータルの数字で約２７０億円と整理しております。 

 

●堀内委員 多分、補助金が出ると思うのですが、この辺がわかれば教えていただきたい

と思います。これは２号再開発になっていますね。 

 

●亘理会長 補助金の見込みはどうかという話ですが、いかがでしょうか。 

 

●都心まちづくり局推進室長 質問を確認させていただきたいのですが、ホールや図書館

に対してどういう補助金が入るのかというご質問でしょうか。それとも、再開発事業とい

う観点で補助金のことをおっしゃっているのでしょうか。 

 

●堀内委員 現時点でわかる範囲でよろしいのですが、ホールと再開発事業などの共有部

分もありますね。要するに、現在わかっている範囲で教えていただきたいのです。 

 

●亘理会長 事業費の問題や補助金の問題は、なるべく正確にご説明、ご報告をいただい

たほうがよろしいと思います。もちろん、可能な範囲でご説明いただくのは大変ありがた

いのですが、非常に正確な数値について、予測を含めて改めて開示していただくことが必

要ではないかと思います。 

 いかがでしょうか。 

 

●事業推進担当部長 一連のホールの取得費は除いて、再開発事業そのものに対しての補

助金について説明したいと思います。 

 まだ設計も終わっていない段階ですから、あくまでも参考の数字でしかないですが、建

物全体の整備費は、現在、５５０億円から５７０億円ぐらいの事業になるのではないかと

想定しております。そのうち、札幌市の近年の再開発事業の補助金がどれぐらい入るかと

いうと、１５％ぐらいが一つの目安かと考えております。これを想定しますと、８２億円

から８６億円ぐらいの補助金になるのではないかと思います。ただ、補助金の内訳につき

ましては、国費が半分入ることになりますので、国と市で事業に対して補助するという組

み立てになります。 

 

●亘理会長 堀内委員、よろしいでしょうか。 
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●堀内委員 現時点では、そういうことですね。よろしいです。 

 

●亘理会長 ここで、議事進行上のお伺いをしたいと思うのですけれども、開始からほぼ

２時間が経っておりますが、現時点で発言をご予定されている委員はお手を挙げていただ

きますでしょうか。 

（挙手する者あり） 

●亘理会長 それでは、ここで、４時３５分まで休憩をとらせていただきたいと存じます

が、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、１０分程度休憩をとらせていただきます。 

 

〔  休    憩  〕 

 

●亘理会長 それでは、再開させていただきます。 

 再開に当たりまして、初めに、議事進行上のご提案をさせていただきたいと存じます。 

 本日の審議会の議事録署名人としてご指名させていただきました坂井委員は、どうして

も外せない用件があり戻らざるを得ないということでございましたので、後半からは足立

委員に議事録署名人をお願いしたいと思います。 

 お諮りしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、足立委員、よろしくお願いいたします。 

 それでは、引き続き審議をしたいと思います。 

 ただ、私の見るところ、事前説明の機会をもう一回持たなければならないと思いますの

で、今回は５時半まで審議するということで、可能な限り、ご意見やご質問などを頂戴し

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、ご意見やご質問のある委員の方々は、よろしくお願いいたします。 

 それでは、高野委員、お願いいたします。 

 

●高野委員 時間も余りないようなので、論点だけを簡潔に申し上げたいと思います。 

 先ほどのパワーポイントの資料でいきますと、２－４の周辺に与える自動車動線につい

てです。ここでは、支障がないことを確認したとご説明になっているわけですけれども、

どういう具合に仮定して、どういう根拠に基づいて支障がないことを確認したかという内

容について知らせていただきたいと思います。 

 特に、北２条線に出入り口と物流の出入り口があり、プラス、自転車の出入り口もつく

ので、それらを全部考えた上でのご検討の内容を次回にご説明頂戴したいというのが１点
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目です。 

 ２点目は、同じく交通の駐輪についてです。先ほども少しご説明がありましたけれども、

今回、駐輪場の台数や周辺の駐輪場との兼ね合いでの妥当性についても次回までにお知ら

せいただきたいと思います。 

 それから、３－４の駐車場の変更ということで、一番最後の５０ページのスライドに北

１条駐車場の廃止とあります。この辺で、少し誤解を呼ぶ可能性があると感じられるのは、

ここは、都市計画駐車場としての北１条駐車場を廃止するということだと思うのです。駐

車場は、都市計画駐車場だけではなく、民間駐車場その他たくさんあるということが前の

スライドに書いてありますが、北１条の都市計画駐車場を廃止するのは、４７ページにあ

るような都市計画決定が既に行われていた事実がある中で、これを廃止することについて

はいろいろな検討はいいと思うのですけれども、将来ともに駐車需要に対して駐車容量が

充足するから都市計画駐車場を廃止するというのは、論理として少し違うのではないかと

思うのです。民間の駐車場も隣にあるという経緯もありますから、公共が駐車場をつくら

なくてもいいということですね。そういう論理でいいと思うのですが、論理展開として、

都市計画駐車場としての必要性がなくなったので都市計画駐車場を廃止するということで

いいのではないかと思います。 

 一方で、今回、駐車場がこれでいいのかということについては、大規模なホールができ

たときに、これまで札幌市のホールについては駐車場を隣接しないという方針で、車では

なく公共交通機関で来てくださいという方針でいろいろな計画をされたと思うのです。今

回は、業務ビルとくっついたこともありまして、附置義務の駐車場の必要性がある中で四

百数十台となるので、駐車場の使い方として、ホール利用者の人たちにも駐車場を使って

ほしいという考え方になるのか、そうではなくて、公共交通機関を使って、附置義務条例

における駐車場については業務系の契約車になるのかというあたりを整理した上で、ここ

だけ車で行けるホールにしようと考えておられるのかどうかについては明確にしていただ

きたいと思います。 

 

●亘理会長 全て次回までにお答えいただきたいということですけれども、今の時点で事

務局から何かありましたらご発言をいただきたいと思います。 

 

●総合交通計画部長 考え方は、委員のおっしゃったとおりですので、ご質問のあった点

につきましては、次回までに、よりわかりやすい説明資料をつくりまして、ご説明したい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 それでは、丸山委員、お願いいたします。 

 

●丸山委員 丸山です。 
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 私の担当分野としては、配布資料にご紹介させていただいておりますが、環境教育です

ので、今日は、その観点から１点質問をさせていただきたいと思います。 

 質問の内容は、今回の整備方針として挙げられている六つの点のうちの５番目の環境負

荷の抑制に関してです。配付いただいた資料では、右下に小さく３０と書いてあるページ、

２－３の整備方針の実現というスライドを使って質問させていただきたいと思います。 

 まず、整備方針の５番目の環境負荷の抑制についてですが、一つ目にお伺いしたいのは、

この環境負荷の抑制とは、何をもってはかるものと設定しているのかということです。環

境負荷を抑制するという目標は、何をどう設定しているのかです。目標値をどのように設

定するのかというそもそもの考え方を知りたいと思います。例えば、二酸化炭素の排出量

をどう抑制するのかなど、何をもって環境負荷の抑制とするのかという目標を設定する根

拠を知りたいと思います。 

 二つ目としましては、地域冷暖房施設による周辺街区への熱供給と書かれておりますが、

これをぜひ具体的に知りたいと思います。まず、熱供給のシステム、方法です。それから、

熱供給は周辺街区へと書いてありますので、どの範囲に対して熱供給をするプランなのか。

さらに、熱供給が可能なエネルギー量はどのように算出されているのか。また、札幌市全

体を環境首都・札幌としてモデル的に牽引する該当地区としては、まず、該当地区内で熱

供給をどのぐらいの割合で行い、それ以外の周辺街区へどれぐらいの割合で供給する拠点

となり得るのかという割合も知りたいと思っています。この施行区域２．０haが周辺への

環境負荷の抑制としてどの程度の役割を果たすことを想定されているのかということを知

りたいと思います。これが２点目です。 

 三つ目といたしましては、一つ目の質問と重複する部分がございますが、環境負荷とい

うものをどのように算出して考えていくのかという考え方を聞きたいと思っています。と

申しますのは、環境負荷の抑制は、ここに書かれている地域冷暖房施設、外気利用、雨水・

井戸水の三つが挙げられていますが、環境負荷の抑制には、これに書かれていること以外

も影響してくる要素があると思います。今回の例から想定すると、例えば、空地の緑化に

努めるという書き方になっていますので、どのような緑化をどの程度するかによって、環

境負荷に影響を与える要素となり得ると思います。 

 もう一つ例を申しますと、駐車場が建物内に４３０台の予定となっていますが、車でこ

こを訪れることになり、そして、収容台数を決めるということは、環境負荷を算出する根

拠になると思いますので、どのようにトータルして環境負荷をどの程度抑制するのかとい

う環境負荷に対するトータルの考え方をお聞きしたいと思っています。 

 

●亘理会長 恐らく、脱炭素社会やエココンパクトシティ、あるいは、環境保全の視点か

ら、都心部におけるこれだけのプロジェクトは今後の札幌市のあり方についてリーディン

グケースとして非常に重要な意味合いを持ってくると思いますので、大変重要な指摘だと

思います。 
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 丸山委員、これについても、基本的には次回にお答えいただくことでよろしいですね。 

 とりあえず、この場で簡潔にお答えできることはございますか。 

 

●都心まちづくり局推進室長 今ご質問いただいた件について、本日用意している材料で

は半分ほどしかお答えできません。ですから、わかりやすく整理した状態で、次回にきち

んと説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 それでは、坂本委員、お願いいたします。 

 

●坂本委員 坂本です。よろしくお願いいたします。 

 非常に基本的な質問になりますけれども、３点質問したいと思います。 

 容積率の緩和について、８００％から９００％ということで、１００％のアップになっ

ていますけれども、これが妥当と考える根拠がどういうところにあるのか、具体的にお聞

かせいただきたいと思います。 

 それから、環境アセスの調査項目、具体的なスケジュールについて、今、把握している

ものがあればお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、３点目が、中層棟の多機能ホールについてですけれども、７０ｍといいます

と、ほぼ市役所にも匹敵する高さになると思いますが、地上部については、先ほど来お話

があるように、アートセンターや図書館が入ることになっています。ということは、２，

３００人が収容される４層のホール部分は必然的に７０ｍの上半分ぐらいを占めていくこ

とになると思うのです。先ほども別の委員からユニバーサルデザインのお話などもありま

したけれども、２，３００人という大きな集団が、公演がはけた後に移動することを考え

ると、非常に危険があるのではないかということが懸念されます。例えば、何か災害があ

ったときに、一斉に避難しなければならないことを考えた時に、基本設計がまだでき上が

っていないと思いますが、中層棟の配置について改めて考え直す余地があるのかどうか、

３点について伺いたいと思います。 

 

●亘理会長 坂本委員については、この場で全て回答してほしいというご主張でしょうか。 

 

●坂本委員 後日でもいいです。 

 

●亘理会長 この場で簡潔に答えられる範囲で答えていただきたいと思います。 

 

●地域計画課長 容積率の緩和について、次回に改めてご説明差し上げたいと思いますが、

端的に言えば、都市再生特区ということで緩和できる規定になるのですが、地域貢献をす

ることが条件になります。その際、こちらの表にありますように、広場や歩行者空間等の
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充実という地域貢献を評価して容積を緩和するという基本的な考え方でございます。 

 もう少し詳しくは、次回にさせていただきたいと思います。 

 

●坂本委員 先ほどのフォトモンタージュでも見ましたけれども、高さもボリュームも非

常にありますから、大きく景観が変わっていくと思います。容積率、高さ制限についても

改めて慎重に考えるべきだと思っております。 

 それから、審議会の運営にかかわってです。 

 今回初めて参加しておりますので、例えば、補足説明は、当日に配付されて説明を受け

たわけですけれども、これらについても事前に配付していただくことができないかと思い

ました。これが事前にあることによって、問題意識をかなりクリアにして私たちは参加す

ることができるのではないかと思います。 

 これは、会長と事務局サイドでぜひ検討していただきたいと思います。 

 

●亘理会長 最後の点は、昨年度から、松浦委員を初めとして、そういったご主張がござ

いましたので、改めて検討させていただきたいと存じます。 

 それでは、本郷委員、お願いいたします。 

 

●本郷委員 本郷です。 

 公開空地について、１点、要望も含めて質問いたします。 

 先ほどの説明では、敷地面積の２割を確保するということで、敷地の三つの角に広場が

あって、歩道沿いに空地がそれぞれあります。これをトータルすると、大体２，４００㎡

ぐらいになるのでしょうか。今日、現地を歩かせていただくと、北１条通も創成川通もそ

うですが、交通量がかなり多いです。今日の現地調査でいただいた資料の中では、創成川

通に面したところで、歩道があるから実際は３ｍくらいしかないところですが、緑化して、

ベンチの設置等とあります。そして、先ほどの説明でも、創成川通を大事にしたい、一体

的に整備したいというお話でした。 

 そういうことを考えると、公開空地ですから、一箇所、街区公園みたいに大きくとるこ

ともできますし、それぞれの考え方なのですが。ただ、今回の場合は、道路からセットバ

ックして、そこを空地にするという考えですが、特に、創成川通を考えると、本当に７ｍ

の幅でいいのかということも含めて、ぜひ検討を願いたいと思います。 

 

●亘理会長 本郷委員も、詳細なご回答は次回でよろしいでしょうか。 

 

●本郷委員 はい。 

 

●亘理会長 それでは、この時点で回答できる範囲で、事務局からご回答をいただきたい
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と思います。 

 

●本郷委員 検討いただきたいということです。 

 

●亘理会長 わかりました。 

 次に、森田委員、お願いいたします。 

 

●森田委員 私が聞きたいことのほとんどを高野委員が聞いてくれました。 

 そこで、今日、各委員の皆さんの審議の内容を見て、また、ご意見を聞くと、大変言い

にくいのですけれども、どうしても言わなければならない気持ちになりました。申しわけ

ないのですけれども、事務局の皆さんの準備不足だと思います。これは、会長もおっしゃ

っていますが、今後はしっかり考えていただきたいと思います。 

 これからの都市計画審議会の内容もそうですけれども、都市計画法と許認可の関係で、

もしかしたら道からも政令都市に認可の関係が何点かおりてくる予定もありますので、今

後は、しっかりとした受け皿を持っていただきたいと思います。はっきり言って、これだ

け時間がかかるということは、正確な答えが出てこないからだと思うのです。 

 事前の説明で１００％出せとは言いませんけれども、市民委員の皆さんも、大変恐縮で

すけれども、かなり勉強していますし、それに応えられないようでは、審議会の基本が違

うのではないかと思います。やっていることは否定いたしません。ただし、皆さんの思い

をしっかりと受けとめて、会長のご指導で、しっかり事前に資料をできる限り出していた

だけたら、審議会の内容も時間もロスがなくなると思うのです。 

 今日、いろいろお聞きしながら、私自身の質問に重ねてご質問いただいた方もおりまし

たけれども、ユニバーサルデザインは、これからの都市計画の本当の基本になりますので、

都市を計画する、担っていく行政側がしっかりと我々に示していただかなければいけない

と思います。皆さん、せっかく審議会に参加して、思いを一生懸命言っているのに、なか

なか実現できないようでは、今後に心配がありますので、老婆心ながら、今後、そういう

ことをしっかりとお考えいただきたいと思います。 

 

●亘理会長 耳の痛いご指摘も含めまして、大変有益なご発言をいただきました。ありが

とうございます。 

 ほかにご質問やご意見はございますか。いかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、盛りだくさんの宿題を事務局に対して出していただきました。そ

れだけ、今回のプロジェクトは非常に重要で、札幌市の将来にとって非常に重みのある事

業計画のあらわれかと思いますので、そういった重要性を踏まえて、２回目の事前説明ま

でに、事務局としては十分な検討の上、事前の資料配付も含めて、最大限のご努力をして
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いただきたいと存じます。 

 これにて、本日の事前説明案件についての質疑は終了したいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、全体の運営などにつきましてご意見がございましたら、いかがで

しょうか。 

 松浦委員、どうぞ。 

 

●松浦委員 前期の審議会でも、同僚議員の堀川委員が審議会のあり方について指摘して

いるのです。私は、その話を聞いていて、何ら変わっていないです。前回、現地調査をや

るべきですとこの会でも提起して、議会で市長にも、市長として事前説明を委員の皆さん

に現地ですべきだと指摘して、市長も、できるだけそういう方向に沿いたいという中で、

今回、現地調査が初めて実現しました。 

 それから、前回は、私がずっと見た限りでは、事前説明をして、次の回で決定というこ

とで、回数の変更があったことは余りないのです。去年は予定よりも２回多くやりました。

それは何かといったら、１回は、事務局が審議会にうその報告をしたことが私の調査でわ

かって、やり直しをしました。 

 亘理会長は、会長につかれる前から審議委員をやっていましたからよくご存じだと思う

のですけれども、審議会がなぜできたか、法的になぜ整備されてきたかということに鑑み

て、会長も、市の担当局長に対して、今日いろいろ意見が出たようなことをきちんと求め

ていただきたいのです。 

 私は、去年１年やって、こんなに皆さんが発言したのは初めてです。去年は７回やりま

した。私は８回参加して、こんなに意見が出たのは初めてです。これが本来の審議会なの

です。 

 そういう点で、大変恐縮ですけれども、会長には、この審議会が何ゆえ法律的にできた

か、果たす役割は何なのか、きちんと認識されていると思うのですが、遠慮なく市に対し

て求めていただきたいのです。去年の段階では、最初からこういう話をしたのですが、残

念ながら、会長が十分に求めた形跡はなかったと私は認識しているのです。したがって、

今年は、しっかりと求めていただきたいと思います。 

 それと同時に、今日は担当局長が来ておりますけれども、こういう大事な問題は、業務

執行担当の副市長は少なくとも出席するぐらいのことでなければいけないと思います。札

幌市の都心でこういう大がかりな再開発をやるのは、私は、この方３０年で初めてです。

そういう点からいったら、答える部長以下はこちらにいて、局長は向こうへ座っています

が、これでは審議委員の皆さんに大変失礼ではないかと思うのです。 

 局長、あなたにも言っておきますが、次回は、担当の副市長が出席するようにきちんと

手配してください。私からも言いますけれどもね。本来、こういうことについて、会長か
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ら市長に求めるべきだと私は思うのです。 

 これは、市長がつくっている単なる審議会ではなくて、法律に基づいてつくっている審

議会ですから、選ばれている委員の皆さんも、先ほどから聞いていたら、本当によく勉強

されて発言されておりますので、このことを会長にも札幌市にも指摘し、求めておきます。 

 

●亘理会長 本日は、大変熱心なご議論をいただきまして、非常に実のある討議ができた

と思いますので、議事はこれにて終了させていただきます。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

 

  ４．その他 

●事務局（調整担当課長） 本日は、長時間にわたりましてご審議いただき、ありがとう

ございました。 

 次回の審議会は、来月７月２３日火曜日の午後１時３０分から、会場はＳＴＶ北２条ビ

ル地下１階会議室を予定しております。よろしくお願いいたします。 

 

  ５．閉  会 

●事務局（調整担当課長） それでは、以上をもちまして、第７０回札幌市都市計画審議

会を終了いたします。 

 ありがとうございました。 

                                  以  上   
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