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平成２５年度第２回（第７１回）札幌市都市計画審議会 

 

 

  １ 日  時   平成２５年７月２３日（火）午後１時３０分～午後４時２５分 

 

  ２ 場  所   ＳＴＶ北二条ビル 地下１階会議室 

 

  ３ 出 席 者   委 員：亘理 格会長をはじめ２０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 

観光文化局文化部長 

 

  ４ 議  事 

   【事前説明案件】 

   （市決定） 

   事前説明 第１号 札幌圏都市計画道路の変更【札幌駅前通地下歩道】 

 

   【補足説明案件】 

   議  案 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】 

   議  案 第２号 札幌圏都市計画駐車場の変更【北１条駐車場】 

   議  案 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】 

   議  案 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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第第第第71717171回回回回    都市都市都市都市計画審議会計画審議会計画審議会計画審議会    案件案件案件案件一覧一覧一覧一覧 

 

【事前説明案件】 

（市決定） 

 事前説明 第１号 札幌圏都市計画道路の変更【札幌駅前通地下歩道】 

 

【補足説明案件】 

 第７０回都市計画審議会 事前説明 第１～４号 北１西１地区関連 

 

 

 

 

 

第第第第71717171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】  

 

 

【補足説明案件】 

 

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 札幌駅前通地下歩道 

道路の変更（地下街階段形状の変

更） 

事前説明第１号 

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

 

北１西１地区 

 

都市再生特別地区の変更 

駐車場の変更 

第一種市街地再開発事業の決定 

地区計画の決定 

第７０回 

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、大変お忙しいところに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１８名の方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７１回、平成２５年度としては第２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

の稲垣でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それではまず、お手元の資料確認をさせていただきます。 

 議案書等でございますけれども、事前に送付させていただいております。本日は、事前

説明案件１件に加えまして、前回の審議会で回答を保留させていただいた点などについて

の補足説明がございます。事前説明案件の議案書とあわせまして、補足説明案件の北１西

１地区につきましては、前回送付させていただいた議案書等を引き続きお持ちいただくよ

う、通知文の中でお願い申し上げておりました。前回分とそれから今回分を含めまして、

本日、ご都合により、議案書等をお持ちになっていない委員がいらっしゃいましたら、事

務局のほうへお知らせ願います。 

 また、今回、補足説明に当たりまして、資料４点を事前送付させていただきました。こ

ちらにつきましても、ご都合により、お持ちでない委員がいらっしゃいましたら、事務局

までお知らせ願います。 

 それから、本日配付の資料確認をさせていただきます。各委員のお席の左手のほうに配

布資料１は会議次第、配布資料２として案件グループ分け、配付資料３は両面印刷で委員

名簿と座席表がございます。それから、各委員の右手に本日の案件のパワーポイントの抜

粋資料が２点、その他として、既に皆さんはお持ちと思いますが、北１西１地区の事前説

明第２号議案書について、一部修正があるための差しかえ資料がございます。 

 恐れ入りますが、ご確認の上、資料の差しかえをお願いできればと思います。 

 次に、連絡事項でございますが、内田委員、佐々木委員、星野委員、足立委員につきま

しては、欠席す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、観光文化局文化部、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 それでは、議長を務めさせていただきます亘理です。どうぞよろしくお願い

申し上げます。 
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 最初に、今回の議事録署名人を指名させていただきます。 

 高野委員と長内委員にお願いしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 

  ３．議  事 

    ◎札幌駅前通地下歩道について 

●亘理会長 それでは、早速、議事に入りたいと思いますが、これ以降、場内の写真撮影

はご遠慮いただきたいと思います。 

 それから、審議の進め方につきましては、既にお配りしている案件グループ分けにあり

ますように、関連する案件ごとにまとめてご説明及びご審議をいただくという形で進めさ

せていただきたいと思います。 

 また、ご説明及び発言をいただく際には、要点を明確に、かつ、簡潔にご発言いただき

ますように、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、本日の１番目の議題ですが、事前説明案件、札幌駅前通地下歩道に関する事

前説明第１号について、担当の職員からご説明を願いいたします。 

 

●総合交通計画部長 総合交通計画部長の山重でございます。よろしくお願いいたします。 

 札幌駅前通地下歩道に関する都市計画変更につきまして、前方のスクリーンでご説明さ

せていただきます。 

 本案件は、札幌駅前通地下街の地下歩道の出入り口を変更するものでございます。 

 説明の内容ですが、「地下街について」、「札幌駅前通地下街ポールタウンについて」、

「都市計画変更案について」、最後は「まとめ」でございます。 

 それではまず、地下街についてご説明いたします。 

 図に示しておりますが、地下街とは、道路や駅前広場の地下に地下歩道とその両側に店

舗が配置されている施設でございます。また、地下街は、札幌市など公共から出資を得て

いる会社によって設置、運営されるなど、要件がございまして、店舗、地下歩道、その出

入り口を含め、一連の地下街として道路専用許可を得て設置されております。 

 次に、札幌都心部の地下街の設置状況です。 

 都心部の地下には、黄色で示している地下鉄駅のコンコースや青色で示している平成２

３年に開通しました道路施設の札幌駅前通地下歩行空間、愛称「チカホ」がございまして、

これらと結ばれた三つの地下街がございます。 

 まず、札幌駅前通の地下にあり、地下鉄大通駅とすすきの駅の間に位置しております札

幌駅前通地下街ポールタウン、次に、大通の地下にあり、地下鉄大通駅とテレビ塔の間に

位置している大通地下街オーロラタウン、次に、札幌駅前広場の地下にあります札幌駅南

口広場地下街アピアの三つの地下街がございます。ポールタウンとオーロラタウンは札幌

都市開発公社によって運営され、アピアは札幌駅総合開発により設置、運営されておりま

す。 



 - 6 -

 次に、今回、変更予定の札幌駅前通地下歩道のあるポールタウンについてご説明いたし

ます。 

 まず、経緯ですが、昭和４０年代当初には、急激な人口増などにより、札幌駅前通は自

動車や歩行者の地上交通がふくそういたしまして、狸小路商店街が東西に分断される状態

になったことから、地元の商店街により、地下歩道を含む地下街建設の機運が高まってお

りました。 

 また、当時は、冬季オリンピックの開催に向け、地下鉄整備が計画されておりました。

そこで、商業の振興や安全で快適な歩行者交通の確保を目的とし、札幌都市開発公社によ

り、地下街の整備が計画されました。 

 こうした経過を経て、札幌駅前通地下歩道は、昭和４４年１２月１８日に都市計画決定

され、札幌都市開発公社により、地下鉄工事に合わせて地下街と一体的に整備され、昭和

４６年１１月１６日から供用を開始しており、開業４２年目となっております。 

 現在では、休日の午前９時から午後８時の間で約３万５，０００人の方が通行しており

ます。 

 次に、ポールタウンの施設配置です。 

 上は平面図、左下が断面図です。赤い色の部分が店舗で、黄色い部分は地下歩道を示し

ております。延べ床面積は約１万４，０００㎡で、店舗は８０店舗ございます。この中央

に黄色で示しました幅８ｍで、地下鉄の大通駅からすすきの駅まで延長約４００ｍの札幌

駅前通地下歩道が都市計画決定されております。 

 画面右下の黄色で示しました通路の部分が札幌駅前通地下歩道でございます。 

 また、中央の通路部分に加え、図面の平面図を見ていただくと、中央の黄色い部分から

図面の上下方向に枝分かれしておりますが、これらが地上への出入り口でございます。こ

の部分も、札幌駅前通地下歩道として都市計画決定されております。出入り口は、地上の

歩道に設置されているものが１５カ所、沿道の建物内に取り込まれているものが１２カ所

ございます。 

 次に、都市計画変更案についてご説明いたします。 

 まず、変更する箇所ですが、今回、変更対象となる出入り口は、南２条西３丁目におけ

る歩道上の出入り口と札信ビルの隣の建物に取り込まれている出入り口の２カ所でござい

ます。 

 変更の理由ですが、図面に水色で示している敷地におきまして、札幌信用金庫ビルが隣

のビルと一体的に建てかえを予定しており、その中で、この２カ所の出入り口を新たな建

物内に取り込むため、出入り口を変更するものでございます。 

 次に、形状の変更についてです。 

 左側の黄色の部分が現状の都市計画区域です。今回の建てかえに伴い、右側の図のよう

に二つの出入り口が赤色で示した形状になり、建物内に取り込まれる形状に変更いたしま

す。この変更により、左下の写真にありますように、現在は通路に段差、階段があります
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が、これが解消されることになります。 

 また、地上の出入り口については、建物内へ取り込むことにより、階段の上屋が撤去さ

れることから、地上の歩行空間が拡大いたします。 

 また、建物内に設置されたエレベーター、エスカレーターを利用できることから、バリ

アフリー化や地上と地下の移動の利便性が向上いたします。 

 最後にまとめです。 

 今回の変更は、ポールタウンと接続している南２条西３丁目地区のビルの建てかえに伴

いまして、札幌駅前通地下歩道の出入り口２カ所について、位置、形状を変更するもので

す。これにより、効果としては、通路部分の段差が解消されること、階段上屋の撤去によ

る地上の歩行空間が拡大すること、建物内のエレベーター、エスカレーターの利用による

バリアフリー化の向上が挙げられます。 

 次に、今後のスケジュールでございますが、９月に都市計画審議会の諮問を予定してお

り、その後、都市計画決定の予定でございます。建物のスケジュールでございますが、都

市計画決定後、建築確認申請を提出され、来年の春から新築工事に着手し、平成２８年に

竣工の予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

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

したら、よろしくお願いいたします。 

 なお、発言の際には、議事録の作成の都合上、ぜひマイクをお使いいただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 堀内委員、どうぞ。 

 

●堀内委員 市民委員の堀内です。よろしくお願いします。 

 先週、現地調査に行ったのですが、地下街のほうは既に閉鎖されていますね。それから、

地上の方も、札幌信用金庫のビルは囲いがかかって、外からは全体像が見えないというこ

とで、今、お聞きしましたら、隣のビルも一緒に一体化されるということなのですね。ち

ょっと確認させていただきたいと思います。 

 

●総合交通計画部長 質問のとおりでございます。画面を出してください。 

 これが建てかえ後のパースでございまして、建物が二つのように見えますが、現在、右

側に札幌信用金庫ビルがございまして、囲いまして、建物の解体、除去をしているところ

でございます。 

 このパースの左側については、以前、ＰＡＲＣＯの新館がございましたが、既に閉店し

たということもありまして、隣の札幌信用金庫ビルが買収し、今回、建物として一体的に
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整備して地下とも２カ所でつなぐという計画です。６月には、旧ＰＡＲＣＯ新館と接続さ

れている地下街の出入り口についても、都市開発公社と相談し、今、閉鎖しております。 

 

●亘理会長 堀内委員、よろしいでしょうか。 

 

●堀内委員 よくわかりました。 

 

●亘理会長 それでは、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 今回、設置される地下歩道への地上からの入り口のアクセス時間について教

えてください。特に、１カ所はビルの中に入るということで、要するにビル側の時間帯に

なるのか、市のほうの時間になるのか、教えてください。 

 

●総合交通計画部長 ビルへのアクセスというのは、供用時間ですね。 

 

●坂井委員 一般市民がアクセスできる時間です。 

 

●総合交通計画部長 地下街自体が道路占用物件ということで、出入り口は地上やビルに

できているのですが、基本的には、ビル内に取り込まれた出入り口についてはビル内の営

業時間と合わせて開業することになっております。しかし、一部、地上にも出入りできる

ところがありますので、そこは、今後、都市開発公社と協議の上、決定されるということ

でございます。 

 

●坂井委員 都市開発公社というのは、どちらでしょうか。 

 

●総合交通計画部長 先ほど説明しましたように、札幌駅前通の国道３６号の下に地下街

を占用して運営、営業しているのが札幌都市開発公社でございます。そこが地下街の持ち

主ですので、その持ち主と接続するビル側との協議によって営業時間は決まるということ

でございます。 

 

●坂井委員 ありがとうございました。 

 

●亘理会長 ほかにご質問、ご意見などがございましたら、よろしくお願いいたします。 

 特にございませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 
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●亘理会長 それでは、事前説明案件ということで、今日はご説明を伺ったということに

したいと思います。 

 

    ◎北１西１地区について 

●亘理会長 それでは、引き続き、補足説明案件ということで、北１西１地区に関する補

足説明に入りたいと思います。 

 それではまず、担当の職員から説明をよろしくお願いいたします。 

 

●都市局事業推進担当部長 都市局事業推進担当部長の齋藤です。よろしくお願いいたし

ます。 

 補足説明案件、北１西１地区関連につきまして説明いたします。 

 本日の説明内容ですが、まず、前回の事前説明の内容について簡単におさらいをした後、

前回、保留となっております質問の回答として補足説明をさせていただきます。 

 前方のスクリーンをご覧ください。 

 まず、当地区の位置ですが、創成川通に面する札幌市役所本庁舎北東の街区です。再開

発事業の施行区域面積は約２．０ha、当地区を含む３街区は創世1.1.1区（さんく）と呼ば

れ、かねてより、関係権利者の方々を中心に、まちづくりのあり方についての検討が進め

られてきたところです。 

 計画地の現況は、地上９階建て、築３８年の事務所ビルと平面の公共駐車場、２階建て

の民間の駐車場で占められ、低未利用な状態となっております。 

 計画している建物は、ご覧のとおり、地上２８階、地下５階、高さが約１５４ｍ、延べ

床面積が約１２万７，９００㎡となっております。 

 続いて、施設全体の用途について説明いたします。 

 高層棟については、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、商業施設などを配置する予定です。中層棟は、

市民交流複合施設として、上に高機能ホール、下にアートセンターと図書館が整備される

予定です。また、建物の地下部分には、駐車場と公共駐輪場、地域冷暖房施設を整備しま

す。また、地下３階部分では、今後、整備を予定されている西２丁目地下歩道と接続する

計画となっております。 

 当事業の整備方針については、本市の上位計画や創世1.1.1区（さんく）全体のまちづく

りの考え方などから、当地区が実現すべき目標として、「文化芸術振興・創造活動の拠点

と交流空間の創出」を初めとする、ご覧の６項目を位置づけ、この方針に基づき、本事業

を計画しております。 

 続いて、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
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計画の決定、駐車場の変更が必要となります。 

 まず、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。 

 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、ス

クリーンに表示のとおり、計画の内容に沿って建築面積や延べ面積、建ぺい率などを定め

ます。 

 次に、都市再生特別地区の変更について説明いたします。 

 地区の名称は北１西１地区、容積率の最高限度については、都市再生への取り組みを総

合的に評価して、現行の８００％から１００％緩和し、９００％とします。 

 また、区域内の高度利用を図るため、容積率の最低限度を３００％、建ぺい率の最高限

度を８０％、建築面積の最低限度を３００㎡に定めます。 

 次に、高さの最高限度ですが、高層棟の最高高さを１５４ｍ、中層棟の最高高さを７０

ｍとし、それ以外の部分につきましても、スクリーンに表示のとおりといたします。 

 続きまして、地区計画について説明いたします。 

 地区整備計画では、敷地の三つの角に滞留空間となる広場を、道路に沿った部分には歩

行者空間にゆとりと潤いを創出する歩道沿い空地を位置づけます。 

 建築物の用途の制限については、創世交流拠点になじまない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。 

 続きまして、駐車場の変更について説明いたします。 

 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が、このたび、こ

の駐車場を廃止することといたします。 

 以上が事前説明内容の概略でございます。 

 続きまして、前回に保留となっております質問の回答として、補足説明をさせていただ

きます。 

 スクリーンには、補足説明の内容について示しております。全部で１４項目ございます

が、これからは、質問の担当部ごとに説明をさせていただきます。 

 

●都心まちづくり推進室長 市民まちづくり局都心まちづくり推進室長の高森でございま

す。 

 私から、関連する上位計画など関係分について、補足説明をさせていただきます。 

 まず、上位計画についてでございます。 

 都心まちづくりに関するものといたしましては、都心まちづくり計画と札幌都心まちづ

くり戦略がございます。これらにより、都心におけるまちづくりの目標像を示してござい

ます。このほか、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まして、都市

再開発方針を定めております。 



 - 11 -

 また、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が国の政令

により指定されてございます。 

 加えまして、前回、説明を省略してしまうことになりましたが、創世1.1.1区（さんく）

におきましては、地権者がまちづくりの方向性を共有する札幌創世1.1.1区まちづくり指針

がございます。 

 これら上位計画などから、今回の再開発事業に求められている項目をまとめたものが、

先ほど振り返りました６点の北１西１地区の再開発事業の整備方針となります。 

 では、まず、特定都市再生緊急整備地域について説明させていただきます。 

 前回、関連する上位計画の一つといたしまして、特定都市再生緊急整備地域の説明をし

た際、今回の再開発事業の目標が国際競争力の向上という観点でご意見、ご指摘等がござ

いましたので、この制度の内容につきまして、改めて説明させていただきます。 

 なお、この特定都市再生緊急整備地域につきましては、札幌市の都市再生緊急整備地域

についてと題する資料を事前配付させていただいておりますので、あわせてご覧ください。 

 ただいま、スクリーンに表示しておりますのは、前回、６月１９日に行いました事前説

明時点のものとなりますが、札幌市におきましては、赤色の線で示している都市再生緊急

整備地域の１４４haのうち、緑の線で囲ってございます約１１０haの区域につきまして、

国の政令により、都市再開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて、緊急かつ重点的に市

街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域といたし

まして、特定都市再生緊急整備地域に指定されているところでございます。 

 なお、都市再生緊急整備地域、特定都市再生緊急整備地域につきましては、去る７月１

２日付でございますが、区域を一部、東側の方に拡大しております。このことが、国の政

令により指定されたところでございますが、本日は、説明をわかりやすくするという観点

で、事前説明時点の状況で説明をさせていただきます。 

 札幌の都市再生の基本的な考え方についてでございます。 

 札幌がアジア、世界レベルでの都市間競争の中で確固たる地位を築いていくためには、

世界から投資や人材を呼び込むことができる都市へと成長していくことが必要となってま

いります。都心は、多くの人々が集い、活動する場であることから、札幌の顔といたしま

して、市民はもとより、来街者も、札幌の魅力を端的に理解でき、都市生活の魅力を最も

よく享受できることが期待されているところでございます。このため、都心におきまして

は、高次な都市機能を集積し、多様性を高めること、国内外に札幌の魅力をたゆまず発信

し続けていくことで、ひときわ優れたまちづくりを展開する、すなわち、まちづくり自体

によって世界都市となることを目指しまして、世界に向け魅力を発信し、市民生活を豊か

にする都心の創出という目標を掲げ、取り組みを進めることとしてございます。 

 次に、この目標を実現するための施策についてでございます。 

 まず、国際水準の業務・文化芸術などの都市機能を集積、高度化するということ、それ

から、地上、地下のオープンスペースを初めとする都市空間やエネルギーなどのネットワ
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ークの形成、それから、これらを活用するまちづくり会社などによるエリアマネジメント

の展開、これら３本の柱を設定いたしまして、都心の構造強化を図っていくことで、多様

性と回遊性の向上を目指していくこととしております。 

 これらの施策によりまして、国際競争力の強化に貢献する内容でございます。行きたい

まち、住みたいまちとして、都市魅力を一層高め、その都市魅力を都心で象徴的に発信す

るとともに、優れたまちづくりの取り組みを国内外に発信することで、国内外の観光客な

どを惹きつけまして、集客交流都市として、国の「ビジットジャパン」に貢献しつつ、札

幌市の年間来客数の目標でございます１，４００万人の達成にも貢献しようとするもので

ございます。 

 続きまして、前回ご質問がございました札幌創世1.1.1区（さんく）の全体として、まち

づくりの方向性が議論されているのか、共通認識として整理されたものがあるのかという

点についてお答えいたします。 

 創世1.1.1区（さんく）では、区域内のまちづくりに関する検討あるいは調整を行うこと

などを目的といたしまして、区域内の地権者により、札幌創世1.1.1区（さんく）推進連絡

会を共同で設置してございます。会員は、今、スクリーンに表示しているとおりでござい

まして、北１西１街区、大通西１街区、大通東１街区の三つの街区から構成されているも

のでございます。この推進連絡会では、平成２２年３月に札幌の都心まちづくりに関する

各種計画を踏まえ、会員が今後のまちづくりについて共通認識としてその方向性や進め方

を札幌創世1.1.1区まちづくり指針として取りまとめてございます。このまちづくり指針が、

現在、創世1.1.1区（さんく）全体として関係者が共有するまちづくりの基本的な考え方と

なるものでございます。 

 では、指針の主要な内容について説明をさせていただきます。 

 なお、このまちづくり指針につきましても、事前に資料を配付させていただいてござい

ますので、あわせてご覧ください。 

 まず、まちづくりの目標でございます。 

 そのコンセプトを、先人たちの資産を受け継ぎ、次の世代につなぐ、新たな都心をつく

るリーディング・ゾーンといたしまして、この実現のため、「交流」、「文化」、「環境」、

「空間」の四つのキーワードにより導かれる都市機能の導入を図ることとしてございます。 

 例えば、「交流」というキーワードにおきましては、人と人をつなぎ、地区全体のにぎ

わいを演出するため、業務や商業機能などを集積、充実させることといたしております。 

 また、「文化」というキーワードにおきましては、市民などにより、芸術文化活動、創

造的な市民活動を牽引、発信していくため、文化機能、情報機能を充実させることとして

ございます。 

 次に、まちづくりの進め方ですが、創世1.1.1区（さんく）全体で一体性のある良好なま

ちづくりの実現を図ろうという観点で、各街区の検討の進捗に応じまして、具体的、統一

的なルールを策定することにしてございます。 
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 また、まちづくりを進めるに当たりましては、先ほど申し上げました三つの街区を単位

とした官民協働によります再開発事業などを基本とすることといたしまして、事業化に当

たりましては、実施可能な街区から段階的に整備することによりまして、整備効果の早期

発現を目指そうということにしてございます。 

 次に、空間整備の考え方についてでございます。 

 先ほどご説明いたしました四つのキーワードを踏まえまして、「空間整備の基本的方向」

として３点整理してございます。 

 １点目は、「にぎわいを創出する交流拠点づくり」といたしまして、滞留空間や広場空

間など、人々が交流できるオープンスペースの整備を進めることとしております。 

 ２点目の「水と緑あふれる良質な景観づくり」といたしましては、大通公園や創成川公

園と連携した良質な景観形成を目指すこととしてございます。 

 ３点目の「連続性のある歩行者ネットワークづくり」といたしましては、ゆとりある歩

行者空間や地下ネットワークの形成など、都心の回遊性を誘発、補完する重層的なネット

ワークづくりを目指すこととしております。 

 以上が、現在、創世1.1.1区（さんく）内の会員が共有しているまちづくりの基本的な考

え方の主な内容となります。 

 したがいまして、今後、北１西１地区以外の各街区の事業化の検討に当たりましても、

この指針の内容や札幌市の各種上位計画などを踏まえながら検討が行われるものと考えて

いるところでございます。 

 続きまして、市民交流複合施設についてご説明いたします。 

 最初に、これまでの検討経緯についてご説明申し上げます。 

 本施設は、平成１８年１月に旧札幌市民会館が耐震強度の不足や施設の老朽化などから

利用者の安全性の確保という観点が問題になりまして、閉館を決定したことをきっかけと

いたしまして検討を開始したところでございます。 

 平成１８年８月には、当時、市内にございます１，０００席以上の多目的ホールの旧厚

生年金会館、旧市民会館、教育文化会館大ホールにつきまして、それぞれの稼働率が非常

に高いこと、使われ方として、その各ホール設備水準や客席数に応じまして、自然に利用

者やジャンルの住み分けがなされていたことなどから、この３館がいずれも札幌の文化芸

術活動にとって欠くことのできない施設であるということで、旧市民会館の後継施設の検

討を開始したところでございます。 

 平成１９年１０月には、その後継施設のあり方を検討するため、有識者や専門家で構成

いたします検討委員会を設置いたしまして、市民参加による公開ヒアリングの実施、文化

芸術団体プロモーターとの意見交換などを経まして、平成２０年３月に市民交流複合施設

のあり方に関する提言がその委員会でまとめられてございます。 

 その後、平成２０年１０月には、その提言をもとにいたしまして、後継施設に対する札

幌市の基本的な考えを整理しました市民交流複合施設基本計画を市民フォーラム、パブリ
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ックコメントを行いながら策定し、先の５月には、施設計画の基本的な事項を明らかにす

ることを目的としまして、整備基本計画を策定したところでございます。 

 今後は、再開発準備組合が進めることとなる設計作業とあわせまして、施設計画の具体

化を図り、かつ、管理運営計画の検討を行っていくこととしてございます。 

 続きまして、市民交流複合施設の計画内容についてでございますが、整備基本計画の内

容に基づいて説明させていただきます。 

 なお、この整備基本計画につきましても、概要版を事前に配付してございますので、あ

わせてご覧ください。 

 まず、整備目標についてでございます。 

 市民交流複合施設は、多様な文化芸術活動の中心的な拠点になるとともに、多くの人が

交流する場とすることとしてございます。 

 そして、高質な芸術文化に触れられるとともに、さまざまな都市文化を育む場といたし

まして、主に、「触れる」、「創り出す」、「発信する」、「知る・学ぶ」、「支える」

といった活動を展開できる場と機会を確保することとしてございます。これを実現するた

めの施設、機能といたしまして、高機能ホール、アートセンター、都心にふさわしい図書

館の三つの基本機能と、この基本機能を補完する屋内広場などの関連機能で構成すること

としてございます。 

 施設規模といたしましては、これらの機能を果たすために必要なものとして、施設全体

で約３万６，０００㎡を想定しているところでございます。 

 次に、各機能についてでございます。 

 まず、高機能ホールについてでございますが、札幌の舞台芸術の振興、質の向上を図る

ため、オペラやバレエなど、国内外の本格的な舞台芸術の公演も可能となる十分な広さの

舞台や、旧厚生年金会館と同規模となる約２，３００席の客席のほか、エントランスロビ

ー、楽屋、練習室など、必要な諸室を確保いたします。 

 なお、練習室等につきましては、ホールとして活用されない時間帯になりますが、一般

にも貸し出しをすることも検討しているところでございます。 

 次に、アートセンターでございます。 

 札幌の文化芸術活動の全体を支え、育て、一層、推進するための拠点といたしまして、

アーティストの発表、コンサート、展示などを行うオープンスタジオ、展示作品の製作や

仕込み作業などを行うワークスタジオ、会議等を行うプロジェクトルーム、そのほか、ギ

ャラリーホールを設置することとしております。 

 次に、アートセンターの主な活動内容となる企画事業、人材育成、活動支援、情報発信

の４項目につきましてでございます。 

 企画事業といたしましては、アートイベント、作品展示、講演会などのイベントを開催

いたしまして、文化芸術の発表、また、文化芸術に触れる機会の創出を図ることとしてご

ざいます。 
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 次に、人材育成といたしましては、各種講座、学生などが職場体験を積むインターンシ

ップの実施など、文化芸術を学び、体験する機会を創出いたします。 

 活動支援といたしましては、アーティスト、市民、企業などが出会い、交流する場であ

るアートサロンの開催、企画方法、活動場所、資金調達などに関する相談コーナーの設置

などにより、文化芸術活動をしていくためのバックアップを行っていこうということでご

ざいます。 

 最後の情報発信といたしましては、さまざまなジャンルの文化芸術に詳しく適切なアド

バイスを行える案内人を配置しまして、文化芸術の催しの紹介、札幌の文化芸術に関する

相談などにきめ細やかに対応するサービスを提供していくこととしてございます。 

 以上のように、市民、文化活動団体、アーティストなどのそれぞれの立場で利用するこ

とができ、本施設を通じまして、これらの人々の交流や連携を促していくことで、札幌全

体の文化芸術活動を支え、育てていこうというものでございます。 

 続きまして、都心にふさわしい図書館についてでございます。 

 都心にふさわしい図書館につきましては、札幌の魅力が後世の市民や国内外の人たちに

伝えられるように、また、市民のさまざまな活動が豊かに広がるように文化芸術や自然な

ど、札幌の魅力を伝える情報を発信するとともに、市民生活、仕事、活動に役立つ資料を

提供する都心の知的空間の創出を目指そうというものでございます。 

 最後に、関連機能についてでございます。 

 以上の三つの基本機能の相互連携、施設利用者にとっての利便性、快適性とわかりやす

さを確保することを目的としまして、屋内広場、託児所などを整備いたします。屋内広場

は、三つの基本機能をオープンなスペースでつなぐことで、多くの人が訪れる状況におい

ても、ゆとりとわかりやすさを確保いたします。来館者の休憩、待ち合わせが快適にでき

るようにすることはもとより、施設全体の案内、企画展示などにも活用できる多目的な広

場としていく予定でございます。 

 また、子育て世代の施設利用者が安心して過ごせるよう、託児所の設置も予定してござ

います。 

 なお、前回の事前説明の際に、ホールの設置階を見直す可能性についてのご質問がござ

いました。 

 機能配置につきましては、市民交流複合施設として、また、再開発ビル全体としても、

低層階には、集客効果が高く、常ににぎわいの創出につながり、市民の多様な交流を促す

機能を配置することをまずもって基本的な考え方としているところでございます。 

 このため、市民交流複合施設につきましては、１階から上層階に行くに従いまして、不

特定多数の人々を対象とする動的・開放的活動から、目的性の高い静的・閉鎖的活動へ場

の性質を変えていくように、各機能を配置することとしてございます。 

 このため、ホールは、興行、公演などで使用されていないときには人が集まらないなど、

にぎわいの創出という観点から、一旦、上層階に配置することとしております。 
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 今後は、先ほど説明いたしましたように、再開発準備組合のほうで設計作業が行われて

まいります。この中で、機能配置等について工夫することができないか精査を行うととも

に、上層階への配置が利用者の支障とならないよう、エレベーター、エスカレーター、階

段の複数配置による十分な輸送能力の確保や安全かつ快適な移動ができる空間づくりなど

について、防災やバリアフリーという観点も含めまして、検討していくことと考えてござ

います。 

 私からは以上でございます。 

 

●都市局事業推進担当部長 都市局事業推進担当部長の齋藤です。 

 私からは、再開発事業に関連する項目について補足説明させていただきます。 

 まず、前回の都市計画審議会において、ヘリポートの設置を初めとした関係法令の確認

について質問がありました。そこで、ここでは、第１種市街地再開発事業の一連の流れを

説明した上で、関係法令の確認をどの時点で行うのか説明いたします。 

 まず、スクリーンをご覧ください。 

 再開発事業は、都市再開発法により、手続の順番や内容が定められており、都市計画決

定、組合の設立認可、権利変換計画の認可を経て、工事着手の運びとなります。その間、

施設建築物については、構想、企画設計、基本設計、実施設計の順で、より具体的かつ詳

細な内容が定まっていくことになりますが、都市計画決定の段階では、企画設計を終えた

状況となります。企画設計では、建物の大きさや高さ、主な用途など、基本的な事柄を検

討するとともに、関係法令を洗い出した上で、必要な相手先との協議を開始し、基本的な

事柄についての確認を行うことになります。 

 その後、基本設計、実施設計といった具体的な建物の設計に移行し、部屋の配置や設備

の仕様などの検討や耐震を含めた構造的な確認、避難、安全性の検証などを行いながら、

詳細な設計を進め、建築確認申請までに関係法令の確認を全て終えることになります。 

 ここで、スクリーンをご覧ください。 

 その主なものをまとめたものが、ただいま表示の内容となっております。 

 都市計画決定の段階までに確認する主な内容としては、建物の用途に関する規定、高さ

の制限、容積率や建ぺい率などの大きさの制限などがあります。 

 建築確認の段階までに確認する主な内容としては、構造強度に関する規定、採光、換気

などに関する規定、防火、避難に関する規定などがあります。 

 続いて、ヘリポートについて説明いたします。 

 まず、今回、建物の屋上部分に設置予定のヘリポートは、緊急離着陸場と呼ばれ、火災

などの災害時に避難の一助として用いるためのものです。設置の根拠は、国の通達に基づ

く札幌市の基準及び指導要領です。高さ４５ｍを超える建築物のうち、進入区域などを適

切に確保できるものが設置対象となります。さらに、高さ１００ｍ以上の建物については、

ホバリングではなく、ヘリコプターの離着陸が可能な緊急離着陸場を設置するものとして
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おります。当事業による建物も、最高高さが１００ｍを超えており、この条件に該当する

ことから、消防局との協議を開始し、現時点では、設置について大きな支障はないことを

確認しております。 

 なお、前回の審議会ではＪＲタワーのヘリポートについての話が出ましたが、消防局な

どに確認したところ、緊急離着陸場としての使用に問題はないとのことです。 

 続きまして、各用途の面積算定の根拠について説明いたします。 

 各用途の面積は、市民交流複合施設が約３万６，０００㎡、業務機能が約５万㎡、地域

冷暖房施設が約４，３００㎡、その他、店舗や駐車場など、全体で１２万７，９００㎡を

想定しております。それぞれの床面積の根拠ですが、業務機能については必要となる権利

床と保留床の処分見込みから判断した面積、市民交流複合施設については、想定する機能

を満たすために必要な面積を、類似施設などを参考に定めております。また、地域冷暖房

施設については、想定する熱の供給を行うために必要な設備機器の大きさや類似の施設を

参考に定めております。 

 なお、参考までに、以上の各用途の面積や利用想定から利用者の人数を推計しますと、

業務機能については、おおよそ３，０００人が働く計算となります。また、市民交流複合

施設については、１日当たり、おおよそ２，０００人の利用を想定しております。さらに、

放送局への来訪者も合わせると、建物全体で１日当たり、おおよそ５，２００人の利用者

が想定されます。 

 続きまして、創成川通の歩道沿い空地及び広場の考え方について説明いたします。 

 創成川通の既存の歩道幅員は、開発後に予測される歩行者交通量に対し、自由な歩行に

支障がない広さとなっていることを国土交通省の大規模開発地区関連交通計画マニュアル

により確認しております。そこで、幅員４ｍの創成川通沿いの空地は歩道としての機能よ

りも創成川公園を意識した緑豊かで快適な歩行空間の形成に重点を置いた計画としており

ます。 

 緑化については、街路樹を規則的に並べるのではなく、創成川公園の植栽との調和に配

慮し、ライラックなど、同公園と同じ種類の中高木植栽を行い、さらに、目に見える高さ

の緑を増やすため、生垣や低木などの植栽を行う予定です。 

 また、これらの対応に加えて、既存の歩道の再整備を行うことで、緑豊かで快適な歩行

空間の整備を目指していきたいと考えております。 

 続いて、交通解析について説明いたします。 

 交通解析の流れですが、まず、国土交通省のマニュアルや高機能ホールの客席数から、

開発により増加する交通量を予測します。これをパーソントリップ調査や人口分布、市民

ホール利用者へのアンケートをもとに、地下鉄、自動車、徒歩、自転車などの手段別と、

さらに、どこから来て、どこに行くといった方面別の交通量に振り分けます。スクリーン

に示しているのは、業務機能の床面積から算出した開発による増加交通量のうち、自動車

によるものがどこから来て、どこへ行くのかを示したものです。これに、交通量調査によ
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る現在の周辺の交通の状況、後ほど説明いたします駐車場の出入り口の設定などの動線計

画を加味し、開発後の周辺交通量を予測します。これを、交差点の需要率という指標をも

とに開発後の周辺交通への支障の有無を確認しております。交差点の需要率とは、交差点

が信号で処理できる交通量に対し、実際に流入する交通量の比率です。値が高くなるほど

交差点の混雑がひどくなり、０．９以下とすることが望ましいとされております。 

 スクリーンには、計算の結果として、平日における各交差点のピーク時の需要率の値を

示しており、全て０．９未満となっております。さらに、休日についても、平日よりもそ

れぞれ低い値となっていることを確認しております。 

 続いて、駐車場整備の考え方について説明いたします。 

 まず、原則として、市民交流複合施設へは、公共交通機関の利用を奨励いたします。一

方で、建物全体としては、約４３０台分の駐車場を整備することとしており、この台数は、

附置義務条例による必要台数を満たすとともに、交通解析による必要台数も満たしており

ます。 

 なお、駐車場の約４３０台分のうち、約３７０台分については、民間事業者による時間

貸し駐車場を想定しており、残りの約６０台については、放送局の専用、または、市民交

流複合施設の荷さばきでの利用を想定しています。 

 続いて、駐車場の出入り口の設定について説明します。 

 スクリーンには、自動車交通量調査の結果を表示しておりますが、北１条雁来通の交通

量が多いことがわかります。また、西２丁目線にはバス専用レーンが設けられております。

これらのことから、駐車場の出入り口の設置については、北１条雁来通、西２丁目線を避

け、さらに、出入り口の１路線への集中を避けるため、北２条線と創成川通に設けること

としました。 

 続きまして、駐車場整備の考え方について説明いたします。 

 当事業においては、公共駐輪場と再開発ビルのためのビル共用駐輪場の２種類の駐輪場

を整備いたします。公共駐輪場については、周辺部における現況の駐輪台数を調査し、現

在の公共駐輪場内及び歩道上に４００台強の駐輪があることを確認しております。これに

対し、当地区内には、約５００台分を整備することとしております。 

 また、ビル共用駐輪場については、現行の附置義務条例の計算では、設置の義務なしと

いうことになりますが、本市では、民間の駐輪場整備を促進するため、附置義務条例の対

象用途の拡大を検討しております。そこで、当地区においても、交通解析により必要とさ

れる約３００台のビル共用駐輪場を整備することにしております。 

 続いて、駐輪場の出入り口について説明します。 

 画面には、ピーク１時間の歩行者交通量を示しております。この結果から、西２丁目線

の交通量が多いことがわかります。駐輪場の配置としては、都心部に近く、利便性の高い

西側への配置を基本とし、出入り口については、歩行者交通量やバス停の有無などを考慮

した結果、北２条線への設置を選択いたしました。 
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 続きまして、環境負荷の抑制について説明いたします。 

 まず、環境影響評価、いわゆる環境アセスメントについて、ご質問のあった評価項目を

スクリーンに示しております。 

 当事業では、大気質や騒音などの１５項目を選定しております。それぞれの具体的な内

容につきましては、事前に配付しております「環境影響評価準備書のあらまし」をご覧く

ださい。 

 続きまして、具体的なスケジュールについて説明いたします。 

 まず、昨年の１０月に評価項目の抽出や調査、予測及び評価の方法を定める方法書の公

告、縦覧を行いました。その後、方法書に対して提出された市長意見などを踏まえ、環境

影響評価の結果などを記載した準備書を作成し、平成２５年７月３日の公告を経て、現在、

縦覧を行っているところです。 

 札幌市の条例により、準備書の公告・縦覧と都市計画案の公告・縦覧をあわせて行うよ

う努めることとされており、都市計画の案についても、現在、縦覧を行っているところで

す。 

 今後、環境影響評価審議会での審議内容や市民意見、市長意見などを踏まえ、評価書の

公告を行う予定です。 

 評価書の公告も、札幌市の条例により、都市計画の告示とあわせて行うよう、努めるこ

ととされております。 

 以上が環境影響評価に関する説明になります。 

 続いて、環境負荷の抑制について説明いたします。 

 当事業では、環境負荷抑制の目標として、「ＣＡＳＢＥＥ札幌」のＡランクを目指すこ

ととし、可能な限りＳランクに近づけたいと考えております。「ＣＡＳＢＥＥ札幌」とは、

建築物を環境性能で評価して格付するシステムであり、よりよい環境性能や品質をより少

ない環境負荷で実現していくものを高く評価します。 

 この目標を達成するための環境負荷の抑制の主な取り組みとしては、地域冷暖房施設の

整備や外気冷房、全熱交換機による排熱回収など、スクリーンに示した八つの取り組みを

想定しております。 

 そのうち、主要なものとして、地域冷暖房施設について説明いたします。 

 当システムにおいては、天然ガスの供給を受け、高効率の発電機であるコージェネレー

ションシステムによる発電時の排熱及びボイラーにより温熱を生成します。冷熱について

は、電気や冬期間の冷涼な外気または温熱から生成します。 

 なお、コージェネレーションシステムは、独立した発電機であるため、災害時に電力供

給が絶たれた場合でも、一定の発電を行うことができる点で、防災性の向上にも役立ちま

す。 

 この地域冷暖房施設の供給能力は、温熱で、毎時約４万７，０００メガジュール、冷熱

で約４万１，７００メガジュールであり、これは、再開発ビルのほかに事務所ビル約１０
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万㎡分の供給能力になります。地区外の供給先としては、近接街区の建物を想定しており、

熱供給のネットワークを形成していきます。 

 発電容量は最大１，４００キロワットであり、これは再開発ビルに必要な電力の約３分

の１を賄うことができます。これによるＣＯ₂の削減量率としては、一般的なガスセントラ

ル方式と比較して約２０％の削減率となり、削減量としては年間で約４，１００トンとな

ります。これは、一般家庭で約８１０世帯分となります。 

 地域冷暖房施設によるもの以外のＣＯ₂の削減量については、雨水利用によるものが年間

で約０．４トンと試算しておりますが、その他の項目については、建物の詳細な設計や実

際の使われ方が確定できない現段階では、試算が難しいことをご理解いただきたいと思い

ます。 

 私からの説明は以上で終わらせていただきます。 

 

●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。 

 私からは、容積率の緩和の考え方についてご説明いたします。 

 都市再生特別地区の制限として、基準容積率が８００％のところ、１００％緩和し、合

計９００％と定めておりますが、この設定の根拠についてご説明いたします。 

 まず、都市再生特別地区における容積率の緩和の運用の考え方につきましては、地方公

共団体が都市計画制度を適切に運用するための原則的な考え方として国が策定した「都市

計画運用指針」におきまして、有効空地の確保や導入施設の内容など、個別項目ごとに一

定の条件を満たせば、一定の容積率の緩和を認めるといった積み上げ型の運用ではなく、

都市再生の効果に着目した柔軟な考え方のもとに定めることが望ましいとされています。 

 本計画につきましては、その整備の方針として掲げた６項目に対応した具体的な取り組

みである広場や歩道沿い空地の整備、緑化の充実、敷地内貫通通路の整備、公共駐輪場の

確保、西２丁目地下歩道との接続と敷地内への出入り口の整備、地域冷暖房施設の整備に

ついて、都市計画運用指針に基づき、それぞれの取り組みごとに緩和容積率を設定して積

み上げるのではなく、これらの取り組みが都市再生に資するものと総合的に評価して緩和

容積率を１００％と設定しております。 

 なお、空地の規模に応じて容積率を緩和する建築基準法上の制度として総合設計制度が

ありますが、本計画で整備する広場や歩道沿い空地について、これに準じて緩和容積率を

算出した場合、１００％以上となるものであります。 

 私からの説明は以上でございます。 

 

●総合交通計画部長 総合交通計画部長の山重です。 

 最後の項目の「北１条駐車場の廃止」についてご説明いたします。 

 まず、都心部における駐車場整備の状況についてです。 

 自動車の急激な増加に伴う駐車容量不足が都心部において顕著になってきた時代の昭和
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４１年に、北１条駐車場が都市計画決定されました。ここでいう都心部とは、北９条、南

９条、西１１丁目、東３丁目に囲まれた駐車場整備地区でございます。その後、次第に駐

車場の整備が進み、その状況を右側の「駐車需給イメージ」で示しております。横軸は年

次、縦軸は台数であり、赤い線は駐車需要を示しております。 

 水色の部分は、駐車場事業者が営業しているいわゆる「民間駐車場」と、建物の新築な

どに伴い、条例により設置が義務づけられている「附置義務駐車場」を示しておりまして、

緑色の部分は、札幌駅北口地下駐車場などの「公共駐車場」を示しております。 

 この図からわかりますように、都心部の駐車場整備が進み、青色の網かけ部分、民間駐

車場及び附置義務駐車場だけでも、現状、将来とも駐車需要に対応できる状態になってお

ります。 

 次に、北１条駐車場の周辺地域についてです。 

 先ほどの都心部と同様に、民間駐車場及び附置義務駐車場の整備が進んでおります。右

の図の赤い点は、民間駐車場と附置義務駐車場の位置を示しております。青く塗られた範

囲は、北１条駐車場と隣接する民間駐車場の利用実態をもとに設定した利用圏域で、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となっております。 

 この圏域においても、多くの民間駐車場及び附置義務駐車場が整備されており、これら

の駐車場だけでも、駐車需要に現状、将来とも対応できる状況にあります。 

 したがいまして、公共駐車場の北１条駐車場はその役目は終わり、不要となりまして、

都市計画駐車場を廃止することといたします。 

 なお、ただいまご説明した内容を議案書の中に配布させていただいております。 

 以上で、「北１西１地区関連」についての補足説明を全て終わらせていただきます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 １カ月以上前ですが、前回、事前説明がありました計画内容について、手短

に要約していただいた上で、前回いろいろ出た質問やご意見を踏まえて補足説明をいただ

きました。論点が非常に多岐にわたりますけれども、基本的にどこからでも構いませんの

で、ご質問、ご意見などを頂戴できればと思います。 

 それでは、森田委員、お願いいたします。 

 

●森田委員 森田です。よろしくお願いいたします。 

 施設の全体計画についてお聞きしたいと思います。 

 なぜかというと、全体的には、この組合をつくって、都市計画が決定されたら、その後、

工事に順調に着手できれば、大体、２０１４年に着手をして、２０１７年に完成というこ

とを聞いております。総事業費は、まだ決定しておりませんけれども、５５０億円から５

７０億円と聞いておりますので、そこで、公共施設の部分は、私が考えたところ、全体事

業費の約１５％で、単純計算でいくと８０億円ぐらいが市の補助金関係になるのではない
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か。そして、その中を国と市で分割するというような経過になるのではないかと思います。

この金額は、これから、組合の中で、市も入りまして、それぞれの企業、地権者、いろい

ろな手続きがあるかと思います。 

 私が、今、言ったような基本的な考え方でよろしいですか。 

 

●事業推進担当部長 事業推進担当部長の齋藤です。 

 再開発事業の今の事業費につきましては、あくまでも超概算の段階ではありますが、委

員の発言どおりの内容となっております。 

 

●森田委員 それをなぜ聞くかというと、全体の事業は、もちろん組合を設立してその中

でやるのですけれども、公共施設にかかわるお金は、端的に言えば市の持ち出しであると

いうことは市民の負担でありますので、その部分をもうちょっと聞きたいのです。 

 これは、基金というのか、資金というのか、各自治体では、公共施設整備基金とか財政

健全化基金とかいろいろな基金があるのですけれども、公共施設整備基金は、今、札幌市

の基金というのは、私は素人でわからないのですが、多分厳しいので、恐らく依存財源で、

簡単に言えば地方交付税ですね。そのほうにリンクする、そういう財源的なものについて、

若干ご説明をお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 事業推進担当部長の齋藤です。 

 補助金につきましては、先ほどの委員の説明のとおり、国が半分、市が半分となりまし

て、市が負担する分につきましては、一般財源が原則なのですが、そのうち、公共的な部

分に入れるものについては、最大で９割の起債が上げられる制度になっております。その

起債に対しまして、２割程度、地方交付税は国が補塡してくれるということもあります。

さらには、長い目で見なければいけませんけれども、再開発事業によって、税収、特に固

定資産税は上がるものですから、それによって、ある程度は負担の回収ができるのではな

いかということを総合的に判断して、予算措置については手当てをしているところでござ

います。 

 

●森田委員 なぜ聞くかというと、札幌市は、全体的に９，０００億円近い一般財源の中

で、１１．５％ぐらいが地方交付税なのです。そういう中で、この３年間のスパンでどれ

だけきちんとやっていけるかということは、市の責務だと思うので、そういうところも、

これから組合ともよく話し合いながら、しっかりした資金の道筋をつけてやっていただき

たいという市民としてのお願いなので、よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 大変重要なご意見をいただきましたので、その点、よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかのご意見、ご質問などがございましたら、いかがでしょうか。 
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●松浦委員 先ほどの説明の中で、この都市計画決定にかかわるところは、建物の企画構

想までだということであったのですけれども、やっぱり、都市計画審議会の設置の目的か

らいったら、そこまででは審議会の意味合いがちょっと薄れるのではないかと。 

 やっぱり、ここには市民委員も入れている、それから、多様な市民の意見も聞くという

ことが審議会の趣旨ですから、きちんとした建物の利用の仕方、いわゆる設置の仕方につ

いて、いわゆる文化ホールというか、旧市民会館の階数をめぐっていろいろと議論があり

ます。こういうことなども含めて、ここできちんと議論をして、一定の方向性を出すとい

うことがこの審議会の大事な意味合いだなと私は思っているのですよ。 

 したがって、その法律はどういうふうにつくっているかといったら、行政側がやりやす

いような形でつくっているのが法律なのです、基本的に言うと。そういう点で、その内容

についてもう少し詰めて答えるべきだというふうに私は思います。 

 とりわけ、札幌市の資産割合、いわゆる土地とか建物ですが、会社でいうと株式の割合

です。これは、全部で九つの権利者が入っていますけれども、この中で公的な機関は札幌

市と都市再生機構です。あとは民間が７社です。明治安田生命というビルも持っていると

ころの２１．４％を除いて、あとは、岩倉建設、丸彦渡辺、大成建設、岩田地崎、伊藤組、

パーク２４など、パークが２．７２％、あとは４％台、５％といったところで、一般的に

いうと、仕事の受注を目的に参加したというふうに見られる参加の仕方であります。 

 こういうことから、この資産割合からいったら、５１．８８％を持っている札幌市が、

まさに名実ともにこの再開発の主体なのです。したがって、そういった建物の構成の仕方、

配置の仕方などを審議会にきちんと出して、広く、市民委員もおられるし、そういう意見

もしっかりと聞くことが私は大事だと思うのです。 

 この点について、先ほど、法律上のという説明がされておりましたけれども、ここにこ

だわるのではなくて、今、私が言っているようなことで、内容もきちんと出すべきです。 

 １点目は、都市再生機構は何ゆえに入ってきたのか、この点についてお尋ねしたいと思

います。 

 ２点目は、先ほど言ったように、使い方、建物の使い方については、やっぱり審議会に

きちんと出すべきだというふうに思うのですけれども、いかがですか。 

 

●亘理会長 基本計画段階で、将来的、あるいは、今後の進め方も含めてより詳細な部分

まで含めて説明をしていただくべきではないか。それから、都市再生機構が参加した理由

も含めてお答えいただけますでしょうか。 

 

●事業推進部長 事業推進担当部長の齋藤です。 

 松浦委員がご指摘の点は、建築計画の内容をもっと詳細を詰めてというお話です。基本

的には、企画設計段階とはいえ、建築士とか技術士の資格を持った専門家の方たちが、法
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律の内容をある程度把握した中で想定しながら設計した内容ですので、基本設計、実施設

計に行くに従って、内容はより詳細になりますが、そんなに大きくずれるようなものでは

ないと思っております。そういった中で、今回の都市計画審議会においても、可能な限り、

ご説明できることについては説明して対応してきたと思っておりますが、まだ不十分だと

いうことであれば、今後とも、そういった点により配慮して対応をしていきたいと思って

おります。 

 ただ、あくまでも企画設計段階なので、より具体の設計をやっていく中で、多少の変更

等は出てくる可能性がありますので、その点については、ご理解をいただきたいと思って

おります。 

 

●都心まちづくり推進室長 都心まちづくり推進室長の高森でございます。 

 ただいまご質問のありましたＵＲ（都市再生機構）がなぜ参加してきたのかというとこ

ろについてお答えを申し上げます。 

 まず、北１西１街区に限らず、創世1.1.1区（さんく）の全体のまちづくりに関しまして、

平成１７年になりますが、当時、東京大手町におきまして、連鎖型市街地のまちづくりと

いう取り組みの手法が全国的に脚光を浴びておりました。 

 札幌市といたしましては、この創世1.1.1区（さんく）という名称は平成１０年についた

ものでございますが、それ以前は、札幌国際ゾーンという名称で、昭和の後期の平成にな

ろうかというところだったと記憶してございますが、そのころから現在の創世1.1.1区（さ

んく）に当たる国際ゾーンというまちづくりの考え方を公表しまして、地権者等とさまざ

まな検討をしてきたところです。 

 平成に入りまして、バブル崩壊もあり、当時の国際ゾーン構想は、内容も含めて大きく

見直しを求められる状況になっておりました。その中で、現在の創世1.1.1区（さんく）の

まちづくりを具体的にどのように進めようかという観点から、先ほど申し上げました東京

大手町の展開例が非常に参考になるのではないかということで、当時、東京大手町の取り

組みに主体的に取り組んで、施行者の一部として展開してございましたＵＲ（都市再生機

構）に、その専門的なノウハウなどを札幌市のまちづくりにぜひとも生かしてくれないか

ということで、平成１７年から、創世1.1.1区（さんく）全体のまちづくりの検討にご協力、

ご参加いただいたところです。 

 そうした中で、先ほど北１西１街区の検討経緯ということでご説明を申し上げましたが、

平成１８年度に市民会館の耐震性能の問題が発生しまして、閉館決定と流れていくわけで

すけれども、その段階で、引き続き知見、ノウハウをこの再開発事業のほうに展開してい

っていただけないかという流れの中で、当時、北１西１街区では土地利用検討会、再開発

協議会、再開発準備組合という形で検討体制をステップアップしていく過程の中で、再開

発協議会という段階のときに、全会一致で、ＵＲ（都市再生機構）のほうに事務局の対応

と事業推進業務をお願いしようということで決定したところでございます。そういう形で、
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北１西１のほうに参加をしたということです。 

 そして、先ほど松浦委員からご質問があった中で、事務局、あるいは事業推進業務以外

への参加ということで、実際、ＵＲ（都市再生機構）が、当時、旧王子不動産が所有して

いる土地の一部を取得しまして、その事務局、コーディネート関係の業務以外でも参加し

ているという部分につきましては、当時、旧王子不動産が再開発の推進の意思のある企業

に土地を処分する形で事業に協力したいということで、その売却を市場にさらしたときに、

サブプライムローン、リーマンショックという大きな経済状況の変動がございまして、民

間企業でも土地取得になかなか手を挙げられない環境がありました。その中で、当時、再

開発協議会のほうから、これも都市再生機構のほうで土地取得をすることで事業化を支え

てもらえないだろうかという事業の協力要請を行い、検討が繰り返されました結果、民間

企業が全体を取得できなかった部分について、札幌市も最終的に土地取得を行ったわけで

すけれども、一連の流れの中で、当時、再開発協議会からの依頼を受けて、取得を行った

という経過でございます。 

 

●松浦委員 これは、結果的に、持ち分比率を見ても、札幌市が全部の責任を持ってやら

なきゃならないということになるわけです。 

 ご存じのように、都市再生機構というのは、かつての建設省の外郭団体であり、特殊法

人です。過去に、東札幌において、国鉄駅跡地の再開発のときも、都市再生機構、ＵＲが

その事業を担うということで、札幌市もそこにおよそ決めていたのですが、私はここに頼

んだのでは高上りにつくということで、強く反対をして、札幌市が直接、再開発をしたと

いう経緯もあります。 

 そこで、今回の再開発は、これから具体的な事業が進められていくのだけれども、その

中で、ＵＲ（都市再生機構）が再開発組合からこの事業の受託者になるのかどうか、ある

いは、全く受託をしないで、単なる事務局だけでいくのか、そこは札幌市としてどのよう

に考えているのか、お尋ねします。 

 

●都心まちづくり推進室長 都心まちづくり推進室長の高森でございます。 

 今、松浦委員から、事業施行の受託者になるのかどうかというご質問がございました。

これは結論だけでございますが、そのようなことは札幌市としても考えてございません。 

 

●松浦委員 そうすると、この事業の事務局として、全体の事業推進をしていく、その役

割だけということなのですね。そうすると、おおよそ、全体の事業費の事務局費としてど

のぐらいを見積もっているのか。 

 

●亘理会長 お答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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●事業推進担当部長 事業推進担当部長の齋藤です。 

 今、私どもで押さえている数字としては、先ほどの概算の範囲をまだ超えていなくて、

準備費の中に金利などもいろいろ含めて全体で約３０億円という数字が出ておりますが、

その内訳については、まだきっちり把握しておりません。 

 

●都心まちづくり推進室長 都心まちづくり推進室長の高森でございます。 

 松浦委員の質問の趣旨と回答がちょっと違っているかなと思いますので、お答えいたし

ますが、現在のＵＲに対する報酬額ということでよろしいですね。 

 今、準備組合が事業化検討のための推進業務、コーディネート業務と称する部分と、事

務局のための業務として、成功報酬型契約といたしまして、トータルで消費税を含み約４

億２，０００万円ということになってございます。 

 

●松浦委員 ４億２，０００万円というのは、事業完成までの見込みですか。 

 

●都心まちづくり推進室長 この契約の最終段階は、権利変換計画の認可を受ける段階ま

でということでございます。 

 

●松浦委員 そうすると、権利変換以降もＵＲは、先ほどの説明によると、ここは東京大

手町の取り組みを参考にしていくということでやっているということですが、この事業完

了まで、変換後もかかわるのか、かかわらないのか。 

 

●都心まちづくり推進室長 現段階では、まだそこまで決まってございません。 

 

●松浦委員 権利変換というのは、権利変換の時点で事業内容は全てのものが決定すると

いうふうに理解していいのですか。 

 

●事業推進担当部長 再開発事業の内容については、それでほとんど固まるというふうに

ご理解いただいていいかと思います。 

 

●松浦委員 そうすると、そこでＵＲとの契約は解除されるということもあるということ

ですか。 

 

●都心まちづくり推進室長 組合の側の検討の中でそういう判断がなされれば、その段階

でそれ以降の契約はないということになります。 

 

●松浦委員 先ほど、私が最初に言ったように、札幌市が５１．８８％の会社でいうとこ
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ろの株を持っているわけですよ。したがって、この事業の主体は基本的に札幌市なのです

よ。あとは、安田生命が２１．４８％ですから、従来どおり、今のように長く、土地も持

ち、ビルも持って、事業をやっています。あとのところは、みんなそれぞれ当面の目的の

ために参加しているというふうに、私はそう見ていますし、一般的にもそう見るわけです

よ。したがって、札幌市の意向がどうするかってことを決めていくわけですよ。今、私が

尋ねているのは、札幌市に対して、そこでこの契約を終わらせても問題がないと考えてい

るのか、考えていないのか。目的は、そこで全てのものができ上がっています、権利変換

のところですね。では、それが終わった段階でＵＲとの契約は終了するというふうに札幌

市は考えているのかどうかということを、いわゆる過半数の持分を持っている札幌市に私

は問いかけているのです。 

 

●亘理会長 先ほどのお答えですと、権利変換計画認可以降についてはまだ未定であると

いうお答えだったと思いますが、それでよろしいですか。 

 

●都心まちづくり推進室長 少し補足をさせていただきます。 

 これから組合化されていく中で、現在、外部からの事業参加者として、既に報道されて

おりますとおり、北海道テレビ放送、ＨＴＢ以外にも、今後、事業の中に入ってくる可能

性のある立場の方がまだいるということです。それから、今後、この事業の推進に当たっ

て、都市再開発法で定められております、工事まで含めたいろいろな実施の方法があるわ

けですが、そういう中で、どのような方法をとるかによって、参加してくる主体が変わっ

てくることになります。最終的に、今、本組合が設立されまして、権利変換計画の検討に

入った段階ぐらいには、そのあたりは全てそろう形になりますので、今、顔が現れていな

い主体も含めて議論する形になるかと思います。 

 松浦委員がおっしゃいますように、権利変換計画の段階までの契約で、それ以後はどう

かということにつきましては、基本的に、権利変換計画が認可されますと、考え方として

は、あとは工事が中心になります。したがいまして、都市再生機構について、我々が導入

をお願いした観点での必要性がその後もあるかどうかということは、また別途、判断する

時期が来ると考えております。 

 ですから、現段階では、そこの部分の答えについては札幌市としても用意していないと

いうのが正直なところでございます。 

 

●亘理会長 都市計画の視点からいうと、どういった主体が事業に参加するかということ

は非常に重要な問題ですので、我々も、それに関心を持って、今日はこういう形でご質問

やご審議をいただいております。ただ、この場は、将来的に都市再生機構にどこまで参加

してもらうかということを決める場ではありません。それは、むしろ議会と市長とのやり

とりのほうでいろいろ議論していただくということで、ここは、それに関する情報を提供
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していただく場ということで整理したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 引き続いてのご発言ですね。 

 では、松浦委員、どうぞ。 

 

●松浦委員 今、ここでは、いわゆる準備組合段階で、札幌市を含めて９団体となってい

るわけです。そうすると、これから事務所のフロアを買い取るという申し出があった人は、

全部、組合のほうに事業者として参加していくという扱いになっていくのですか、どうで

すか。 

 それはなぜかというと、今の説明では、今度はＮＨＫにかわってＨＴＢがここに入るこ

とになった。そうすると、事業者として参加するのでないかというような意味合いの発言

があったものですからね。そうすると、フロアを買った人も全部事業者として参加してい

くということになるのかどうか、それをちょっとお尋ねします。 

 

●亘理会長 これは、事業の進め方の問題ですので、お答えいただければと思います。 

 

●都心まちづくり推進室長 都心まちづくり推進室長の高森でございます。 

 北海道テレビ放送の今後の対応の考え方として、本組合設立の暁には、都市再開発法の

規定に基づく参加組合員として組合に参加したいということを既に聞き及んでおります。

参加組合員というのは、床の取得に関する範囲内で組合の運営に対して資金提供をしてい

ただけるということで、事業推進にとって非常に大事な立場になります。その反対給付と

して、全部ではないのですけれども、議決権を有する立場として、組合を構成する組合員

とほぼ同等の権利を行使できる立場に本組合設立以降はなります。ですから、事業者とい

うことではなくて、参加組合員という法制度にのっとった参加の仕方を予定しております。 

 

●坂井委員 施設計画について、２点ご質問します。 

 １点目は、業務機能として５万㎡が計上されていて、それは床の処分見込みから判断し

た面積とありますが、この処分見込みというのは、現在、この地区にある５万㎡をそのま

ま想定しているのか、新たな参入者がいて５万㎡になっているのかが１点目です。 

 ２点目は、市民交流複合施設についてです。 

 ホールについて、他のホールの客席数などと比較して妥当性があるというお話でしたが、

札幌市の中には、北海道が持っているもの、もしくは教育施設が持っているものと、ほか

にもたくさんのホールがあると思います。そういった全てのホール、つまり、市民は、こ

れは札幌市のホールだとか北海道のホールだとかは考えずにイベントに行くわけですから、

札幌市内にある全てのホールと競合しないというもとに２，３００の席数のホールが必要

だと考えていらっしゃるのか、また、想定される２，３００席を埋めるイベントというの

は大体どんなものを想定してらっしゃるのか、教えてください。 
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●亘理会長 ２点質問がありました。よろしくお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 事業推進担当部長の齋藤です。 

 業務床が５万㎡あるうち、ＨＴＢが１万５，０００㎡程度を取得するということで、残

りについては、権利床として、現在の権利者が所有する分と、外部のほうから保留床の取

得を希望している方の分を合わせて５万㎡と理解していただければいいかと思いますが、

答えになっているでしょうか。 

 

●坂井委員 そうしますと、札幌市は、業務機能の床を持たないということでよろしいで

すか。 

 

●都心まちづくり推進室長 都心まちづくり推進室長の高森でございます。 

 地権者の札幌市としましては、今のところ、業務床といいますか、オフィス床を所有す

る考えはございません。 

 

●亘理会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、第２点目の回答をお願いいたします。 

 

●文化部長 文化部長の杉本でございます。 

 ホールについて、各民間や北海道が持っているホールも含めて検討したのかということ

でございます。 

 教育文化会館が１，０００席程度、市民ホールが１，５００席程度、ニトリ文化ホール

が２，３００席程度でございます。１，０００席程度のものは民間にたくさんございます

が、２，０００席を超えるホールは、実はニトリ文化ホールしかございません。 

 そういう意味では、ニトリ文化ホールの機能を継承するホールが必要になります。ニト

リ文化ホールはもう築４０年以上が経っていますので、これを代替するホールが早急に必

要となりますので、そういう意味でホールをここにつくることになっております。 

 したがいまして、２，３００席のほうで想定している事業としましては、今、ニトリ文

化ホールがやっておりますポピュラーとか、演歌とか、歌謡曲とか、そういったものが実

は多いのですけれども、そういうものもございます。 

 もう一つ、このホールは、多様な演目というだけではなくて、今まで札幌ではなかなか

見られなかった本格的なオペラやバレエといった舞台芸術もできます。その二つを満たす

ホールという性格でこれをつくるという形を想定してございます。 

 

●坂井委員 ありがとうございました。 
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 そうしますと、ニトリ文化ホールは廃止するという方向でよろしいのですか。 

 

●文化部長 はい。新しいホールができれば、ニトリ文化ホールは廃止する方向でござい

ます。 

 

●高野委員 一つは、今、向かえに市民ホールがありますね。そこが今回の説明でも全然

描かれていないのですが、いろいろな機能という意味では、場合によっては重なる面もあ

るのかもしれないと思うのです。ですから、将来的な市民ホールの使い方はどういうふう

に考えているのかということです。 

 もう一つは、今の回答の中でオペラとかバレエというお話がありました。これは、なか

なか難しいのかもしれませんけれども、現時点では、どのぐらいのものが札幌で開演され

ることになるのか。これは、他都市との比較でもいいと思いますけれども、そういう見込

みをお持ちなのかという２点について教えてください。 

 

●文化部長 文化部長の杉本でございます。 

 旧市民会館の機能は、多様な演目を持つ鑑賞機能と市民が使う市民発表の場という二つ

の機能があったのですが、このうち、鑑賞機能の部分につきましては、今回の２，３００

席の新しい市民複合交流施設に引き継がれるとともに、さらに、今までは市民会館では見

られなかった高度な演目も見られるという機能にさらに発展させて、そこに移したという

ことです。残る市民活動の場としての機能は、市民ホールのほうに引き継がれるという位

置づけでございます。 

 それから、２点目のどれぐらいのオペラやバレエがというご質問でございます。 

 実際には開いてみなければわかりませんけれども、ただ、オペラやなんかも２種類ある

と思いますけれども、一つは、例えば、本格的な国外から来るような、通常は引っ越し公

演と言っておりますけれども、そのようなものはそんなに多くはないと思います。これは

非常に多額な費用がかかるものですから、そう簡単には実現できないということがござい

ますので、そんなに数多くできるということにはならないと思いますが、そのほかに、国

内でやっているような公演ですね。例えば、現在も、びわ湖ホールや神奈川県民ホールな

どは自主的なオペラもつくっておりますので、例えば、そういうところと連携しながらオ

ペラを制作したり、実演することもございます。 

 もう一つは、現在も市内のオペラ団体があります。例えば、北海道二期会とかオペラス

タジオがございますけれども、そういったところが、さっぽろオペラ祭という事業をやっ

ておりまして、地元のオペラ団体が発表するということは現在もされております。そうい

うものは、この中でも引き継がれてやっていくのではなかろうかと思っております。 

 

●高野委員 最初のほうのお答えで、市民ホールの鑑賞機能はなくなって、こちらに引き
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継ぐということです。そういう意味では、設備として何か手を加えて変更されるというこ

とですか。市民ホールのキャパは今のまま残るわけですか。 

 

●文化部長 そうです。市民ホールは１，６００席という規模で残ります。 

 

●高野委員 ですから、鑑賞機能が移るというのは、観念的な話であって、簡単に言えば、

１，５００席の鑑賞機能と２，０００席の鑑賞機能が二つ向かい合ってできるということ

ですね。 

 

●文化部長 そういうことです。 

 

●坂井委員 引き続いて、今の高機能にするということであれば、Ｋｉｔａｒａとどうい

う関係になるのか教えてください。 

 

●文化部長 文化部長の杉本です。 

 Ｋｉｔａｒａは、クラシック専用ホールでございまして、音楽の生演奏を聞かせること

がメインのホールでございます。 

 これに対して、新しくつくるホールは、生演奏のクラシックという部分も一部引き継ぐ

ところはございますけれども、それよりも、むしろ、ポピュラーとか、ロックとか、ジャ

ズ、あるいは、先ほど言いました歌謡曲とか演歌といったその他の多様な演目があります。

あるいは、学会の会議にも使われるでしょうし、そういう多目的な使われ方がされるホー

ルという位置づけでございます。 

 

●亘理会長 池田委員、お願いいたします。 

 

●池田委員 ホールが５階から９階までありますけれども、車椅子の席は何席ぐらいあり

ますか。 

 

●都心まちづくり推進室長 都心まちづくり推進室長の高森でございます。 

 座席数ということではございませんが、座席を撤去できる、車椅子の方を配置できるス

ペースを設けようという考えがございます。したがいまして、何席という具体的なお話で

申し上げますと、何席かなというふうになってしまいますが、一旦、バリアフリーの観点

や、そういう支障のある方にもご覧いただけるような対応を検討してまいりますので、そ

の座席をとれるところをどのぐらいにするかについては、これから具体的に詰めていきた

いと思っております。こういう答えでよろしいでしょうか。 
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●池田委員 要望ですけれども、これからバレエとかオペラとか国際的な演目が入るとき

に、体の不自由な方がオペラとかバレエというのは席によって値段が違ってくる部分もあ

りますので、できれば各階に何個かはそういうスペースを設けてほしいと要望します。 

 

●亘理会長 という要望ですが、検討しますというところでよろしいですね。 

 それでは、村本委員、お願いいたします。 

 

●村本委員 今の池田委員のご意見に関連して、私も発言させていただきたいと思ってい

たのですが、これはまだ設計段階だと聞いておりますけれども、２，３００人のお客さん

をエレベーターとエスカレーター１個ずつで下まで降ろすのに一体何分かかるとお考えで

しょうかということが１点でございます。 

 つまり、Ｋｉｔａｒａは上手にやっているので、立っていてもそんなにつらい思いをし

なくて済むのですが、ちょっと足が悪い人にとっては、設計でどのように変更されるのか

よくわからないのですけれども、エレベーター１基とエスカレーターで何分間かけて降ろ

すのかというのはちょっと不安に思います。 

 もう１点は、Ｋｉｔａｒａをご覧になっている方々はご存じだと思うのですが、公共交

通を利用するといっても、やはり、高齢者の方とかバレエをご覧になった方はお洋服の問

題などいろいろあるかもしれませんが、Ｋｉｔａｒａの場合は、タクシーが何十台か百台

ぐらい並んでいて、高齢者とかいろいろな方を乗せて帰られることが多いのですが、その

ときに、お客さんは、タクシーが来るのを順番待ちしているわけです。この都心において、

タクシーを待てるようなスペースをどのように考えていらっしゃるのか。全部を公共交通

に依存しなさいと言われても、依存できない人もおります。Ｋｉｔａｒａをご覧になると、

確かにずらっと人が並んでいますので、タクシーを使う方もいらっしゃると思います。公

演ですと夜遅くなりますからね。そのようなことを考えますと、タクシーはどのように待

ってくれるのか。 

 この２点についてお聞きしたいと思います。 

 

●亘理会長 施設の内と外における移動の問題ですけれども、お願いいたします。 

 

●都心まちづくり推進室長 都心まちづくり推進室長の高森でございます。 

 まず、ホール設置階との上下移動、村本委員から、エレベーター１基、エスカレーター

１基というお話がありましたけれども、勘違いされていないでしょうか。 

 最初の地下通路の説明のときは、そういうような話があったという気がするのですが、

今、我々が実際に考えているのは、ホール設置階までの関係では、エスカレーターで申し

ますと、各階に着床していくエスカレーターと、２階から４階に直接行くエスカレーター

の２種類を用意する考え方です。 
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 それから、エレベーターも、１基ではございませんで、４基だったと記憶しています。

１基ずつで何分かかるのかがもともと違うものですから、そういう試算はしておりません。 

 

●村本委員 すみません。４ページの左側の図を見てお聞きしております。 

 

●都心まちづくり推進室長 今、村本委員がご覧になっている概要版の資料は、概念的な

考え方を表現したもので、エスカレーター、エレベーターの台数を表記したわけではござ

いません。 

 現在、検討しているのは、始まる前は、三々五々、ある程度の時間に来ますけれども、

特に、舞台がはけた後は一度に出てまいりますので、エスカレーター、エレベーターの運

用というのは、その辺の安全性を考えながら、台数設定などをこれから考えていきたいと

思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 施設外におけるタクシーなどの移動の問題はいかがでしょうか。 

 

●事業推進部長 事業推進担当部長の齋藤です。 

 スクリーンをご覧いただきたいと思うのですが、タクシーについては、車寄せと書いて

ある部分は、駐車場進入の通路にさらに膨らんでいるかと思いますが、ここの部分と、西

２丁目線の部分に車寄せを設けますので、タクシーの乗降についてはここでやっていただ

くことになると思います。屋内に、東西に結構幅の広いオープンスペースも整備していき

ますので、そういった中で、タクシーを待つ方が少しでもストレスなく待てるようなしつ

らえを、これからの検討の中で配慮させていただければと思っております。 

 

●亘理会長 村本委員、お願いいたします。 

 

●村本委員 それに加えまして、タクシーが待ってくれる場所です。例えば、Ｋｉｔａｒ

ａの場合は、電車通りを抜けて待ち続けているのです。そのように待っているタクシーは

どこにいるのでしょうか。お客さんを乗せる場所ではなく、何百人ものお客さんを乗せる

ためのタクシーがずらっと並んでいなければ、お客さんが次から次へと乗れないのです。

そのタクシーがどういうふうに並べるのかということをお聞きしたいのです。 

 

●都心まちづくり推進室長 タクシーが並ぶ位置がどこかということに関しては、正直に

申し上げて、今の段階ではわかりません。施設計画がこれから固まりまして、実際に、業

界の方ともいろいろ情報提供しながら話していきます。そんな中で、例えば、待てる部分

はここだということが議論されていくものと考えます。少なくとも、都心部の一等地で周

辺にタクシーが結構並んでおりますので、そんなにストレスなく対応できるのかなと思い
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ながらも、その日に利用される舞台がいつはけるのかとか、そういう情報も必要になると

思いますので、その辺はハード、ソフトでいろいろと対応していかなければいけないのか

なというふうに考えています。 

 

●高野委員 例えば、交差点の飽和度の話などが出ていますけれども、それと同じように

極めて重要なご指摘だと思うので、他の事例などでどのぐらいのタクシー需要があるのか

ということを見積もっていただいて、特に冬期は西２丁目線はすごく混む路線で、渋滞の

原因になっては困ると思いますので、ぜひ交通の解析をした上でまた回答していただいた

ほうがいいのではないかと思います。 

 

●亘理会長 ということでよろしいでしょうか。 

 私の進め方の不手際もありまして、また２時間を経過しておりますので、さらにご発言

を予定されている方は手を挙げていただけますでしょうか。 

（挙手する者あり） 

●亘理会長 それでは、ここで１０分間の休憩をさせていただきたいと思います。３時４

５分に再開させていただきます。 

 

〔  休    憩  〕 

 

●亘理会長 それでは、再開させていただきます。 

 引き続きまして、ご意見、ご質問などを頂戴したいと思います。 

 それでは、堀内委員、お願いいたします。 

 

●堀内委員 １点だけお聞きしたいのですが、２，３００人収容するニトリ文化ホールの

代替ホールという話がありました。私も、ニトリ文化ホールに何回か行ったのですが、演

歌やポピュラーやロックのときは、外で待っているお客さんが非常に多いのです。この場

合ですと、１階には図書館やアートセンターなどがありますが、その辺はどういうふうに

お考えになっているのか、ちょっとお聞きします。 

 

●文化部長 文化部長の杉本でございます。 

 ここは、４階以上がホールになっておりますが、４階部分にホールエントランスがあっ

て、ここにクロークやロッカーがあって、ある意味ではたまり場になっています。もぎり

は４階ですが、５階に上がると、ホールに入る前のホワイエは５階、６階、７階にかなり

の面積が用意されています。 

 実は、ニトリ文化ホールは、エントランスホールに当たる部分がないのです。ですから、

お客さんが外で待っていらっしゃいますが、このホールの場合は、広いホールエントラン
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スですとか、５階、６階、７階にホワイエをつくってございます。そういう意味では、そ

の部分は改善されていると考えてございます。 

 以上です。 

 

●亘理会長 堀内委員、いかがですか。 

 

●堀内委員 確認ですが、では、現在、ニトリ文化ホールで待っている人数分ぐらいのス

ペースはあると理解してよろしいのですか。 

 

●文化部長 そのように計算して、計画してございます。 

 

●亘理会長 それでは、日沖委員、お願いいたします。 

 

●日沖委員 今、堀内委員がおっしゃったことについて、もう少しお聞きします。 

 例えば、ホワイエやエントランスロビーなどにはかなり前から入れていただけるのです

か。ファンの方は、もの凄く前からいらっしゃいますね。ニトリ文化ホールの前を通ると

きに、今日は何があるのだろうと思って見ると、夜６時からなのにもういるのかという感

じですが、そういうことも想定されておりますか。 

 

●文化部長 ４階のホールエントランスの部分までは自由に上がれます。もっと言えば、

１階、２階、３階にも屋内広場がかなりございます。それから、４階までは入ることがで

きますので、そこの部分で対応は可能かと考えております。 

 

●亘理会長 それでは、ほかにいかがですか。 

 

●坂本委員 私は、３点の質問をしたいと思います。 

 今のお話に関連してまず一つですが、多機能ホールの問題についてです。 

 前回もここで発言しましたが、市役所とほぼ同じだけの高さがあって、その４階以上と

いうことは、３０ｍから４０ｍ以上のところにホールがつくられるということで、ユニバ

ーサルデザインなども含めた問題をお話しして、低層階に移動できないのかというお話を

しました。 

 先ほどは、にぎわいの空間を順次つくっていきながら、目的性のあるものを上に持って

いくのだというご説明があったと思います。しかし、審議会のメンバーからの発言では、

車椅子の方や、エレベーター、エスカレーターの動線がどうなっているのかというような

ことがありました。それから、今、ホワイエの部分のお話もありましたが、それは、低層

階に持ってくることによって解決する問題だろうと私は思っております。 
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 そこで、１階、２階の部分でにぎわい空間を創出するというお話でした。先ほど、オペ

ラやバレエのことも出てまいりましたが、高機能ホールの稼働率とはそもそもどれぐらい

を見込んでいるのですか。先ほど、全体で１日５，２００人の利用というお話もあったか

と思います。それにあわせて、ホールを下にもってくることによって、にぎわいをつくる

というような工夫が改めてできないのかどうか、この点について伺いたいと思います。 

 ２点目は、先ほど、タクシーの話が出ておりましたが、交通量、交通動線の問題です。 

 西２丁目のところは、北１条通もそうですが、バス専用レーンになっております。私も、

時々、車で市役所まで来ますと、バスについていって左折をして、その先に、今、駐車場

になっている北１西１街区の中にある駐車場に行くわけですが、左折が非常に難しいので

す。あそこは、歩車分離信号になっておりませんので、歩行者や自転車などをやり過ごし

て、バスが行った後に私たち乗用車が走り、そこにタクシーが絡んでくるということがあ

ります。とても渋滞すると思いますので、例えば、交差点の信号機については歩車分離の

ものを導入するということなどを交通管理者である道警などと協議しているのですか。 

 さらに、先ほど、タクシーの利用実態等も調査すべきという指摘があり、把握していな

いというお話がありましたが、全くナンセンスだと思うのです。 

 環境アセスについての質問もしたいと思っているのですが、先ほどパーソントリップな

どをもとにしてという話がありましたけれども、そもそも、バスやタクシーの交通量など、

基本中の基本のところについて、実態調査がきちんとされていなくて、建物だけが先行し

てつくられるということだと、都市計画決定の妨げになっていくだろうと私は思います。

再開発自体がどうこう以前の問題だと思いますので、この点についてのお考えを改めて伺

います。 

 それから、３点目は、環境アセスについてです。 

 環境影響評価のことについては、事前に資料を送っていただきまして、ありがとうござ

います。読ませていただきましたが、気になることが３点あったものですから、そこにか

かわって伺います。 

 まず、地下水を活用すると書いてありました。今のご時世ですし、節水意識ということ

もあり、地下水の涵養ということを考えると、今回の再開発にあたって、地下水の活用は

考えるべきではないと私は思うのですが、その点についてのお考えを聞かせていただきた

いと思います。 

 それから、風害です。いわゆるビル風の影響ですが、これについては、相当の影響があ

るだろうという方向性が出ております。もう１年かけて対策を検討していくということで

したが、これは非常に大きな問題だと思っております。今は、気候の変動などもあります

ので、突風ということになりますと、歩行者自体に影響が出てくると思いますので、ここ

についての具体的な検討についてお聞かせください。 

 それから、地下水の涵養にもかかわってきますが、緑地帯を増やしていくというお話は

大体わかります。例えば、浸透式のアスファルトというか、受けとめた雨水などを地下に
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浸透させていく、あるいは、施設の中で活用していくという考え方が必要だろうと思って

いるのですが、その点についてはいかがお考えですか。にぎわいと水と緑を強調した再開

発が全体的に言われておりますので、その点についてのお考えを聞かせていただきたいと

思います。 

 

●亘理会長 ３点にわたっての質問ですが、よろしくお願いいたします。 

 

●文化部長 まず、１点目のホールの稼働率見込みでございます。 

 現在、ニトリ文化ホールは６０％の稼働率がございまして、その機能が移行するという

ことが一つございます。もう一つは、先ほど言いましたように、今までになかった本格的

な舞台芸術も見られるということで、新規の需要の掘り起こしも考えられ、それより高い

稼働率が期待できるのではなかろうかと考えております。近年、開設されました他都市の

高機能ホールでは、７０％を超えるようなところも結構ございますので、高い稼働率を期

待してございます。 

 

●都心まちづくり推進室長 ホールを下に持っていけないかという観点の質問については、

私、都心まちづくり推進室長の高森からお答えします。 

 冒頭に回答したつもりでしたが、基本的な考え方は、動的、開放的な機能を低層階に、

目的性の高い機能を上にという方針でやっていますので、そこを変える余地はもうないの

かなと思います。 

 ただ、先ほどの回答が言葉足らずだったのかもしれませんが、下げることの可能性、配

置の可能性は、設計の中で、今、概念的な部分までしか実際の作業としてはできません。

設計の中で、本当にできるのか、できないのか、このあたりを精査していきたいと考えて

おりますので、そういうお答えをしたつもりでございました。 

 言葉足らずで、申しわけありません。 

 

●亘理会長 では、第２点目と第３点目はいかがですか。 

 

●総合交通計画部長 ２点目の交通解析についてです。 

 これについては、パーソントリップ調査が土台ですけれども、現況調査も昨年１１月の

平日、休日にやっております。お話にあったバスレーンや歩車分離信号も加味しています。 

 需要率というのは、交差点に入るバス、タクシー、一般車といった全ての車が交差点で

渋滞しないかどうか。今、出ているのは、例えば、西２丁目と北２条が開発後０．３５に

なります。これは、北１西１のビルを建てたときに、北１西１に関連する交通をプラスし

て歩車分離信号やバスレーンを考えた場合でも０．３５ということは、０．９で交差点が

満タンになる状態ですから、それから考えると、通行に問題はないだろうという結果です。 
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 ですから、全体的には、パーソントリップ、将来の交通量について、平成４２年を想定

して出しておりますが、この開発による交通と現実的な周辺の交通実態を加味したところ、

問題はないという結果が出ております。 

 以上です。 

 

●亘理会長 まずは全部にお答えいただきたいと思いますが、第３点目はいかがですか。 

 

●事業推進担当部長 事業推進担当部長の齋藤です。 

 私から、アセスメントの関係について説明したいと思います。 

 まず、地下水の利用についての質問がありました。 

 ここで使う地下水は、地域冷暖房施設の温水等に使うための地下水ということで、使用

量としてもそれほど大きいものではないと理解しております。そういう中では、環境影響

評価の結果のとおり、環境に与えるものは小さいと考えております。 

 一方で、環境対策の取り組みの一つとして、一応、雨水利用も想定しております。建物

の屋上等にたまった雨水については、建物内のトイレの水や樹木等への水として活用し、

最大限、地下水の涵養にもつながるような取り組みをしていきたいと考えております。 

 それから、風については、風洞実験等を行った結果、都心部において許容できる範囲に

おさまっています。これには、樹木等を植える対策を講じてということになりますが、求

められる環境基準は満たしていることになっておりますので、そういった中でご理解いた

だきたいと思います。 

 

●亘理会長 ２点目の周辺の道路交通の問題ですが、５０番の図の数値は、平日・日ピー

クというのは、ピーク時における数値だと理解していいのですか。その場合、何時ぐらい

を想定しているのでしょうか。 

 

●総合交通計画部長 一番下に平日、休日における全ての交差点で０．９とありますが、

平日と休日を全て出しまして、実際は平日のほうが車は多いということで、平日の需要率

の最大値を使っております。 

 

●亘理会長 平日・日ピークの「日」というのは、日曜日のことですか。 

 

●総合交通計画部長 一番上は、平日、休日の中で、平日のほうがピークでしたので、平

日の１日のピーク時にということです。平日・１日のピークということです。 

 

●亘理会長 もう一度確認しますと、平日における１日の中のピーク時の数値だというこ

とですね。 
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 それで、こういう数値が出ているわけですが、先ほどのご質問との関係で、坂本委員、

いかがですか。よろしいですか。 

 

●坂本委員 環境アセスにかかわって、雨水が浸透するアスファルトというような施しは

やるのかという質問です。 

 

●事業推進担当部長 事業推進担当部長の齋藤です。 

 敷地内の緑地の部分で浸透等が考えられるのですが、基本的に、舗装では透水性舗装な

どとよく言われます。これは、冬期間の凍上などの弊害のほうが大きいので、札幌の場合

というか、ここの中ではそういった手法は採用しておりません。 

 

●亘理会長 引き続き質問ですね。 

 

●坂本委員 質問というよりも、要望です。 

 多目的ホールの設置については、もうちょっと下げることも可能かもしれないというよ

うなご発言もありましたが、下層階から上層階に、動的なものから静的なものを持ってい

くという考え方はもちろんわかりますけれども、今、他都市では、ホールの稼働率が７０％

を超えているところもあるということでした。公演をやる前後の日数なども含めての７０％

ということですから、実際に公演が行われる日数でいくと、年の半分程度の公演日になる

と思います。ホールの活用ということを考えて、そこでにぎわいをつくっていく、動的な

ものもそこに持ってくる、なおかつ、先ほども出ていましたけれども、例えば市民ホール

やニトリ文化ホールの外でお待ちになっているお客様が中で待てるようなスペースをつく

るわけですから、ホールのエントランスを下げて、動的なもの、にぎわいの創出をしなが

ら、安心できるホールの設置階数を考えることはできる話だと思います。 

 これから基本計画をつくるということですから、下げていただきたいと執念を持って思

っております。何かあったときの避難経路の確保も含めて、安心して、ゆったりとした気

持ちで、いい文化に接したいという思いがあるわけですから、そこはきちんとやっていた

だきたいと改めて思います。 

 それから、地下水の揚水については、冷暖房に使用するものであって、ごく少量で、環

境アセスについても問題はありませんというお話でした。雨水についての利用ももちろん

考えていらっしゃるということですので、地下水の揚水は、ぜひやらないでいただきたい

と思います。これは、幾らでも工夫できるものだと思いますので、改めて申し上げておき

たいと思います。 

 それから、交差点の問題ですが、きっと想定以上に渋滞混雑があると思います。歩車分

離信号機のお話をしましたが、地下から来る方もいらっしゃると思いますけれども、開演

間近になったりすると、地上部分から渡ってくる方がいて、そこにバスや車やタクシーが
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入ってくるというように重なるわけです。そういうところで、歩車分離信号機の導入など

については、道警、公安委員会などとしっかりと協議して、バスレーンやタクシーベイ、

タクシープールの設置などについてもしっかりと対応していただきたいということを申し

上げて、終わります。 

 

●亘理会長 今後の基本計画の作成に向けてのいろいろな意見ということで、ぜひ考慮し

ていただきたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

●丸山委員 丸山です。 

 前回、環境負荷の抑制についての質問をさせていただいたところ、今回、詳しい資料を

ご準備いただき、ご説明いただきましたことにお礼を申し上げます。ありがとうございま

す。 

 再び、環境負荷の抑制について、３点ほど質問並びに要望、願いをお話しさせていただ

きます。３分間で話せるよう、頑張ります。 

 まず、資料は、今日お配りいただいたものとしては、５９の画面のところが一つ目の質

問です。 

 ここでは、建物を環境性能で評価して格付するシステムで図っていこうというご提案を

いただいていて、現在、Ａの「大変よい」を目指し、限りなくＳの「大変優れている」を

目指すというご説明をいただき、大変うれしく思いました。 

 ここの敷地及び建物は、環境首都・札幌において、まち全体をリードするものでなけれ

ばならないと私は思っています。ということで、なぜＳにならないのか。項目が８０項目

あり、その比率で出ているようですので、どの項目が劣っているのかがわかれば、もっと

工夫して知恵や力を寄せ集め、その特異な主体にこの建物の維持、運営、管理に参画して

いただくようなインセンティブになると思います。そういった建物を目指すという覚悟が

できないのかと、詳しく知らず、勝手に申し上げています。これが１点目です。 

 ２点目は、６２の画面の地域冷暖房施設についてです。 

 まさしく、これが、環境首都・札幌という視点で見れば、特に重要な用途であると私は

思っています。 

 そこで、質問です。 

 この供給能力を算出した根拠、考え方を詳しく聞きたいと思います。 

 と申し上げるのは、たくさん供給できる能力があればいいというわけではなく、供給量

が無駄なく使用されることが必要だと思います。多分、そのバランスでこの数値が出され

たと思うのですが、もう少し詳しくお伺いできれば、ここの供給能力が近隣街区にどれだ

け貢献できる重要なものであるのかがわかるのではないかと思います。 

 例えば、事務所ビル近接街区を想定しているということで、１０万㎡の延べ床面積が今
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回の北１西１地区再開発ビル１２万７，９００㎡にプラスされるという読み取りでよろし

いのですね。では、まち全体に貢献していく近隣街区は該当する再開発ビル以外にどこを

想定しているのかを明確に示されていかなければ、先ほど申し上げたように、利用が見込

めなければ無駄が出るということになると思います。 

 ですので、例えば、ここは、将来的には創世1.1.1区（さんく）内を担う量であるとか、

さらにもっと広いのかとか、そういったことをまちづくり全体に対して示していく必要が

あると思います。 

 それに関しては、事前に送付いただいた事前送付資料１の最後のページに、都市空間エ

ネルギーなどのネットワーク形成というオレンジで囲んだ枠が出ていまして、これと何か

関係するのかなと思いましたけれども、この図だけでは、どのようになっていくのか、読

み取れませんでした。この地図の中に構想がうまく入っていくのではないかなと想像して

読ませていただきました。 

 ３分を過ぎましたが、以上です。 

 

●亘理会長 ご協力いただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、事務方からご回答をお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 事業推進担当部長の齋藤です。 

 ＣＡＳＢＥＥのＳランクをなぜ目指さないのかというお話についてです。 

 実は、私どもも何とかＳにならないかという話をしたのですが、今の段階ではかなり厳

しいということです。Ｓを目指してやりますと言ってしまうと、できない可能性がかなり

高いので、今の段階ではＡとしか言いようがないということでＡとなっております。実際

に、札幌市内でも、都心部の商業地域のビルでＳランクをとっているところはまだなくて、

どちらかというと郊外の低層建築物でＳが四つあるだけです。それから、ビル関係でいう

と、全体で２２０件ほどある中で、Ａが２０数件くらいです。 

 そういう中で、Ｓというのはかなり厳しいということで、今回は、ちょっと控え目にＡ

とさせていただいております。 

 ただ、可能な限り、Ｓランクを目指していきたいと思っていますし、そこら辺は、基本

設計、実施設計等を進める中で、実際に何が足りないのかなどを含めて明らかになってい

くと思いますので、そういったことでご理解いただければと思います。 

 

●事業推進担当課長 事業推進担当課長の星野でございます。 

 地域冷暖房施設についてご説明させていただきたいと思います。 

 地域冷暖房施設につきましては、コージェネレーションシステムを導入することを考え

ております。こちらにつきましては、電気をつくるときに廃熱が出ます。その廃熱を利用

する形を考えております。ですので、電気をつくり過ぎると、廃熱がどんどん出てしまっ
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て、それが無駄になってしまうということがございます。そこのバランスをどうとるかが、

コージェネレーションシステムがうまくいく条件になろうかと思います。 

 ここの二つ目に、再開発ビルに必要な電力の３分の１程度をコージェネレーションシス

テムでつくろうと考えております。そこから出る排熱を再開発ビルで使って、残る部分も

含めて、事務所ビル１０万㎡分に供給できる熱量もしくは冷熱が出てくるということでご

ざいます。ですので、このバランスの中で、今、コージェネレーションシステムの大きさ

を決めておりますので、そこから出てくる電力１，４００キロワットが３分の１で、電気

をつくって出てくる温熱、冷熱がそれぞれのメガジュールという形でございます。ここは、

そこのバランスからその能力を決めているということでございます。 

 

●都心まちづくり推進室長 都心まちづくり推進室長の高森でございます。 

 非常に答えづらいと申しますか、概念的には、都市再生の取り組みの中で、駅前通地下

歩行空間の中に既に熱導管ピットを整備しています。道庁南エネルギーセンター、札幌駅

南口エネルギーセンターから都心内に熱供給がされていますが、現在、北２西４地区で建

設が進められております三井ＪＰビルの中に新たなエネルギーセンターがつくられます。

それが完成しますと、コージェネレーションシステムのエネルギープラント同士が熱導管

ピットを介して初めてネットワークする状況になります。 

 今回、考え方として、北１西１街区のエネルギープラントも、そのエネルギーネットワ

ークの一翼を担う形で整理を進めております。途中が埋まっていなくて、間もなく埋まる

予定ですが、まだ公表されていないので、この段階では、奥歯に物が挟まった言い方にな

ってしまいます。 

 今年度から、都心まちづくり推進室で、都心部内のエネルギーネットワーク構築を目指

して新たな組織が立ち上がり、今現在、その具体化に向けた検討を鋭意進めているところ

でございます。このあたりは、それと並行して解いていく形になりますので、今後、しか

るべき段階になると、そういったことがお答えできるような形になってくると思います。

今日のところは、ネットワークを目指しているということと、周辺街区への熱供給という

ところは、まさに周辺であって、具体的にどこというところはまだということでご勘弁い

ただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 一応、３点につきましてお答えいただきました。 

 

●事業推進担当部長 すみません、先ほどのＣＡＳＢＥＥの関係で数字を説明しましたが、

数字に誤りがありましたので、訂正させていただきたいと思います。 

 今現在、ＣＡＳＢＥＥの認証件数が２２６件になっていまして、そのうち、Ｓランクに

ついては４件、Ａランクについては４８件、Ｂプラスが１１６件、Ｂマイナスが５３件、

Ｃが５件という内訳となっております。 
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 以上です。 

 

●亘理会長 丸山委員が提起されました３点につきまして、一応お答えいただきましたが、

よろしいでしょうか。 

 

●丸山委員 はい。 

 

●亘理会長 ほかに、ご意見、ご質問などがございましたら頂戴したいと思いますが、い

かがですか。よろしいですか。 

(「なし」と発言する者あり) 

●亘理会長 それでは、２回にわたりまして事前説明をいただき、非常に活発なご意見、

ご質問などを頂戴しまして、我々の理解もかなり深まったと思います。あるいは、今後の

基本計画や実施計画を策定する際の役に立つようなご示唆をいただいたのではないかと思

います。そういった意味で、事前説明案件と補足説明ということですので、本件につきま

して、今回はこれにて終了させていただきたいと思います。 

 本日予定した審議事項はこれにて終了となりまして、次回は９月１０日火曜日の午後１

時３０分からです。場所は、市役所の１２階会議室でございますので、お集まりいただき

たいと思います。 

 その前に、委員会の進行などにつきましてご発言がありましたら頂戴したいと思います

が、よろしいですか。 

 

●丸山委員 丸山です。 

 皆さん帰ろうとしているところで、すみません。 

 実は、ちょっとどきどきしていたことがございます。それは、今回の配付資料１－２に

ございます議事録署名人の指名の件について、私の不勉強だと思うのですが、もし私が当

たったら質問したいなと思っていたので、先走って質問したいと思います。 

 議事録署名人を置く意義といいますか、目的としては、議事録に誤りがありませんよと

いうことを複数の署名人が捺印して確認するという目的だと思うのですが、何せ、長い時

間の会議であり、どなたがどのような発言をしたのかの記憶も薄れるような段階だと思い

ますので、具体的には、テープ起こしをされた文書と生テープを聞きながら、間違いがな

いかしらと探すような作業をしなければ、間違いがありませんという判を安心して押せな

いのではないかと思い、どきどきしていました。 

 そのあたりはどうなのかと思ったのですが、上手な質問ができていません。私だけの心

配でしょうか。 

 

●亘理会長 丸山委員がおっしゃるとおりだと思います。ただ、それは、各委員の見識に
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従って判断されてやられていると思いますので、特に誤りがなければ、皆さんは信頼され

ているのではないかと思います。 

 

●事務局（都市計画課長） ご覧になっているとおり、テープをとっておりまして、それ

に基づき、一言一句、忠実にやっておりますので、まず、こういうふうにやっていますと

いう部分をご理解いただきたいのが１点でございます。その中で、通しで読んでいただい

て、一言一句チェックしてくれというわけではないですけれども、何かお気づきの点があ

ればご指摘をいただくということです。基本的に、通しで読んでいただいて、その上で各

自にご判断をしていただいているということです。 

 万全を期しているつもりではおりますが、そのような処理をしているということでご理

解いただければと思います。 

 

●亘理会長 事務局への確認ですが、確認のためにテープを実際に聞きたいという場合は、

要望には応えていただけると考えてよろしいですか。 

 

●事務局（都市計画課長） この部分ということであれば、署名人以外の委員の方からで

も、そういった申し出があれば、できる限り対応していきたいと考えております。 

 

●森田委員 ほかの審議会は、条例の中でいろいろとやっているのですが、ある委員会で

は事前に全委員に渡しています。ここはそういう機構になっているのかわかりませんけれ

ども、その点はどうなのですか。ほかの審議会は、つくったものを事前に各委員に送って、

その後、確認をしているわけですが、この委員会では、署名人がいるから、そういう形で

やるということですね。 

 

●事務局（都市計画課長） 現状はそのようになっております。また、皆さんに、一旦、

議事録をお渡しした段階で、訂正を求めるということがあれば、事実を確認した上で対応

させていただきたいと思います。 

 

●亘理会長 丸山委員、よろしいですか。 

 

●丸山委員 ご丁寧に、ありがとうございました。 

 ここの場が相互信頼のもとに運営されている証であるという理解で、そして、もし心配

があれば、今のように、テープを貸していただくなど、丁寧にご対応いただけるという理

解でよろしいですね。 

 次回から、当たっても、びくびくせずにお受けできるので、安心いたしました。ありが

とうございます。 
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●亘理会長 ほかに、何かございませんか。 

(「なし」と発言する者あり) 

 

  ４．その他 

●亘理会長 それでは、先ほど先走って言ってしまいましたが、次回は９月１０日午後１

時半からということですので、何とぞお集まりいただきたいと思います。 

 

  ５．閉  会 

●亘理会長 それでは、以上をもちまして、第７１回の当審議会を終了させていただきま

す。 

                                  以  上   
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