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平成２５年度第１回札幌市都市景観審議会 

 

 

 

１ 日 時 平成２５年６月１３日（木）１０時００分～１２時００分 

 

２ 場 所 札幌市役所本庁舎 ６階 １号会議室 

 

３ 出席者 委  員：濱田暁生会長はじめ１１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市計画部地域計画課長 

市民まちづくり局都市計画部地域計画課都市景観係長 

市民まちづくり局都市計画部地域計画課景観まちづくり担当係長 

 

４ 議 事 

  報告事項 

（１）札幌市景観計画区域及び景観計画重点区域の届出状況について 

 審議事項 

（２）まちづくり戦略ビジョン策定を受けた今後の景観施策について 
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  １．開  会 

○事務局（地域計画課長） 定刻となりました。 

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

 私は、事務局を担当しております札幌市市民まちづくり局都市計画部地域計画課長の村

瀬でございます。議事に入るまでの進行役をさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 年度が変わる４月の人事異動に伴いまして、事務局を担当する札幌市市民まちづくり局

都市計画部に新たに配属となりました職員をご紹介させていただきます。 

○事務局（都市計画部長） 都市計画部長の三澤でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○事務局（景観まちづくり担当係長） 景観まちづくり担当係長の山田と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（地域計画課長） それでは、よろしくお願いいたします。 

 連絡事項ですが、本日、梅木委員からは欠席のご連絡をいただいております。 

 ただいま、委員１２名中１１名の方がお揃いでございます。札幌市都市景観条例施行規

則第２５条第３項より、審議会成立の定足数を満たしておりますので、ただいまから、平

成２５年度第１回札幌市都市景観審議会を開催させていただきます。 

 本日は、報告事項が１件と審議事項が１件でございます。 

 報告事項は、札幌市景観計画区域及び景観計画重点区域の届出状況について、審議事項

は、まちづくり戦略ビジョン策定を受けた今後の景観施策についてです。 

 なお、昨年度の第３回の審議会でご報告した市民主体の景観資源選出事業については、

今年度も、「好きです。さっぽろ（個人的に。）」のフェイスブックページを更新してお

りますとともに、現在、運営委員会と今年度の具体的な事業内容を企画検討中のため、次

回の審議会にて議事とさせていただきたいと考えております。 

 それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 まず、配布資料１の会議次第、説明資料１の景観法に基づく届出の状況、説明資料２－

１の平成２４年度第３回都市景観審議会意見の取りまとめ、その資料にホチキスどめをし

ております説明資料２－２の現行の施策体系の資料、それから、事前にお送りしました説

明資料３の札幌市都市景観基本計画概要版、説明資料４の札幌市都市景観基本計画の抜粋

です。 

 以上でございますが、不足のものなどございませんでしょうか。 

 それでは、早速、議事に入りますが、会場内の写真撮影は以後ご遠慮いただくようにお

願いいたします。 

 また、これ以降の議事進行につきましては、濱田会長にお願いしたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 
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  ２．議  事 

○濱田会長 こんにちは。 

 お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。 

 春が少し寒くて大変だったのですが、暖かくなってきました。今日も、会場に向かう途

中、大通でテレビ塔のその後を見ながら歩いて、いい季節だなと思いながら来たところで

ございます。 

 今、ご説明のあったように、報告事項と審議事項それぞれ一つずつございますので、今

日も活発なご議論をいただきながら、特に審議事項（２）のまちづくり戦略ビジョンと景

観施策の連携に関しては、本当に新しい姿として景観施策がまちづくりに有効に生きてい

くための取組のきっかけができればと思っておりますので、本日もご議論をよろしくお願

いいたします。 

 それでは、報告事項です。 

 報告事項（１）札幌市景観計画区域及び景観計画重点区域の届出状況について、事務局

からご説明をお願いいたします。 

○事務局（景観まちづくり担当係長） 景観まちづくり担当係長の山田でございます。 

 私から、景観計画区域及び景観計画重点区域の届出状況についてご説明いたします。 

 お手元の説明資料１の左ページをご覧ください。 

 まず、本市における届出対象行為などについて、簡単にご説明いたします。 

 本市では、建築行為等の際に、景観法に基づく届出が必要となる景観計画の区域を市域

全域に定め、さらに、都心部の大通地区、札幌駅前通北街区地区、札幌駅南口地区、札幌

駅北口地区の４地区を景観計画重点区域と定めております。 

 いずれの区域におきましても、届出対象の行為として、建築物や工作物の新築・新設、

増改築、移転、大規模修繕や模様替え、外観の過半にわたる色彩変更の際などに届出をし

ていただいておりますが、景観計画区域においては、これらの対象となる規模を規定して

おります。 

 その趣旨としましては、市域全域に定めている景観計画区域につきましては、主に地域

の景観に大きな影響を与える一定規模以上の建築物等を対象として、緩やかな景観誘導を

図っているものであり、また、都心部の景観計画重点区域につきましては、特に良好な都

市景観の形成を図るため、対象規模等は設けず、地区の特性を踏まえた、より詳細な景観

誘導を図っているものとなっております。 

 具体的な届出対象行為としましては、左ページの中ほどに記載しておりますが、景観計

画区域におきましては、建築物では、延べ面積１万平米以上のもの、もしくは、高度地区

の区分に応じて、２４メートル高度地区では１５メートルを超えるもの、２７メートル高

度地区では１８メートルを超えるもの、３３メートル高度地区では２１メートルを超える

もの、４５メートル、６０メートル高度地区及び高度地区の指定のない地区などでは３１

メートルを超えるものを対象としております。 
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 工作物では、鉄塔など柱状のものは高さ３１メートルを超えるもの、橋梁などの場合は

延長５０メートルを超えるもの、擁壁などの場合は延長５０メートルを超え、かつ最高高

さ６メートルを超えるものを対象としております。 

 一方、景観計画重点区域では、建築物等の規模にかかわらず対象としていることに加え、

建築物等の除却や広告物の掲出についても届出対象としております。なお、広告物の掲出

につきましては、札幌市屋外広告物条例に基づく景観保全型広告整備地区内においては、

同条例に基づく許可申請をもって届出されたものとみなすこととしております。 

 現在、札幌駅南口、北口、札幌駅前通北街区の三つの地区が同地区に指定されておりま

すので、大通地区のみ、広告物の掲出の届出がなされることとなっております。 

 続きまして、資料の右側のページをご覧ください。 

 １の届出件数等についてご説明いたします。 

 まず、届出件数の総数ですが、平成２４年度は１５８件ございました。 

 内訳としましては、景観計画区域では建築物１１０件、工作物２３件、合わせまして１

３３件の届出がございました。このうち、３１件は、当初に届出がされたものの、変更の

届出となっております。 

 景観計画重点区域では、建築物が９件、工作物が１０件、建築物等の除却が３件、広告

物の掲出が３件、合わせて２５件の届出がございました。このうち、５件は当初に届出が

されたものの、変更の届出となっております。 

 次に、件数の推移ですが、平成２３年度は１２２件となっており、以下、平成２０年度

まではご覧のとおりでございます。 

 次に、右側の表についてですが、景観計画区域の区別の届出件数につきましては、中央

区が２６件と一番多く、また、景観計画重点区域の地区別の届出件数につきましては、大

通地区が１３件と一番多くなっております。 

 なお、こちらは、変更の届出を除いた件数でして、これ以降にご説明します件数も同様

に変更の届出を除いた件数となっております。 

 次に、２の届出種別等の内訳についてご説明いたします。 

 建築物は、景観計画区域、重点区域を合わせまして、新築６０件、増築１４件、色彩変

更１２件、除却２件となっております。工作物は、景観計画区域、重点区域を合わせまし

て、新設１４件、増築２件、色彩変更４件、改築２件、修繕８件、除却１件となっており

ます。 

 続きまして、次のページの裏側をご覧ください。 

 ３の建築物の主要用途、工作物の種別内訳についてご説明いたします。 

 まず建築物ですが、景観計画区域における新築は、共同住宅が多くを占めております。

その他の新築では、倉庫、店舗がやや多く、新築以外では、共同住宅の色彩変更や大学の

増築の届出が比較的件数が多くなっております。 

 重点区域は、都心の一部地区に限られておりますことから、届出件数の総数は少ないの
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ですが、新築では、専修学校、事務所、駐車場等の届出がございました。 

 次に、工作物ですが、景観計画区域、重点区域ともに鉄塔などが多く、これらは電波塔

などでございます。 

 なお、さっぽろテレビ塔の塗替は、事務所等を含んでいることから、その他の色彩変更

が１件ございますけれども、こちらに含まれております。また、これら鉄塔などのほかは、

景観計画区域における橋梁の修繕が多くなっております。 

 続きまして、右のページをご覧ください。 

 ４の建築物の届出該当要件についてご説明いたします。 

 こちらは、景観計画区域の建築物について、どのような届出要件に該当したのかについ

てまとめたものでございます。 

 まず、延べ面積が１万平米を超えることによる届出は３２件ございました。 

 次に、高さが届出要件に該当したものですが、３３メートル高度地区で高さが２１メー

トルを超えることによる届出が３０件、４５メートル、６０メートル高度地区、高度地区

の指定のない地区で高さが３１メートルを超えることによる届出が２６件と、制限高さが

高い地区での届出が多くなっております。 

 これらのうち、１３件については面積、高さとも重複して届出要件に該当しております。 

 これを用途ごとに分けて見てみますと、面積が届出要件に該当するものは、共同住宅、

店舗、倉庫が多くなっております。また、高さが届出要件に該当するものは、共同住宅が

多くを占めております。 

 最後に、これらの届出の際の事業者、設計者との協議内容について簡単にご説明いたし

ます。届出の際には、事業者、設計者と建築物等の計画内容について、景観計画に定める

行為の制限と照らして、適合しているかを確認することとなっております。 

 行為の制限は、景観計画区域では市全域を対象としていることから、いわば広く薄い一

般ルール、重点区域は地域の特性に応じて全市ルールを詳細化した内容となっております。 

 いずれの場合も、数値で定める定量的ルールではなく、文言による定性的ルールとなっ

ておりますことから、機械的に適合判定を行うこととはなっておりません。そこで、建築

物等の立地場所などの特性や周辺状況などをどのように捉え、それを踏まえた設計思想は

何か、そこに客観的妥当性があるかどうかといった観点で確認しております。 

 建築物の場合では、壁面位置が道路などに近接して圧迫感を与えないか、敷地際が無機

質とならないような効果的な植栽がなされているか、違和感を与えるような派手な色彩で

はないかなどの協議を行っております。 

 鉄塔などの場合は、そのものの形態や意匠の工夫には限界があることから、その敷地に

無機質とならないような効果的な植栽が設けられないかなどの協議を行っております。 

 橋梁などの場合は、多くは河川に架けられるもので、構造物の存在感が大きいものであ

ることから、その周辺環境の中で、目立たせるべきか、あるいは、溶け込ませるべきかと

いった位置づけによる色彩計画の考え方などについて協議を行っております。 
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 なお、昨年度に関しまして、行為の制限から大きく逸脱し、勧告等に至るような事例は

ございませんでしたので、あわせてご報告いたします。 

 景観計画区域及び景観計画重点区域の届出状況についての説明は以上でございます。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 このような状況であるというご報告でございました。 

 ご質問やご意見などをいただきたいと思います。 

 後半の部分で、ご担当としての判断についての若干悩みというところもありましたが、

ご意見等があればお願いします。 

○坂井委員 質問も兼ねて申し上げます。 

 裏面の工作物のところですけれども、先ほど、工作物のＲＣ柱は電波塔であるというお

話でしたけれども、景観計画重点区域にある４件についても、地上から立ち上る電波塔の

イメージでよろしいのでしょうか。 

○事務局（都市景観係長） こちらは、ビルの屋上に立っている電波塔になります。 

○坂井委員 景観計画重点区域に関してはそれで、景観計画区域に関しては地面から立ち

上がっているということになりますね。 

 これは、昨今、電波塔の数が全道的にも増えているのですが、重点区域にもあるのかと

驚いたので、質問させていただきました。 

 また、この後の議論にもあると思うのですけれども、景観計画区域である橋梁及び高速

道路、高架鉄道という部分が非常に多いです。これが、もちろん重点区域に出てくるとは

考えにくいのですけれども、郊外の景観を考える場合は、これからも面積的にも大きいも

のが届出されると思います。こういうものは、公共でやっていることが多いので、ほかの

事務所ビルとか共同住宅のような民間とは違って、公共の中で景観に配慮したデザインに

していく仕組みを、少し考えていただければなと思っています。これは意見です。 

○濱田会長 ということですが、関連質問を含めて、ほかの委員の方々からございますか。 

○斉藤委員 今のご報告の最後で、行為の制限から大きく逸脱するものはなかった、勧告

をすることもなかったということで、基準どおりの工夫をしているというのが協議の結論

だと思うのです。それはそれとして、これを見ると、高層マンションが札幌にたくさん立

地していることがはっきりしています。 

 それが街並みにどういう影響を与えているのかという見解というか、スカイラインの中

でどういう色が多くなってきているとか、どういう建物が増えて、このまち全体のイメー

ジがどういうふうに変わっているか、あるいは、足元周りの歩道と緑地の部分にどういう

空間が増えているとか、どういうふうに変わっているとか、そういう分析、把握が必要で

はないかと思います。 

 数値的な確認はもちろん必要ですが、そういうことの全体として、札幌市のまちの景観

がどうなっていっているのかということも、できれば報告があって、それに対して我々の

意見を申し上げたいという気がいたします。 
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○濱田会長 ありがとうございました。 

 非常に根本的なところで、私も、例えば豊平川のところを歩いていると、藻岩山の山並

みと手前の高層マンションでスカイラインを多少乱しているなとか、藻岩山麓通だと、こ

こにこんな高いものが建っていいのだろうかというものもあります。ルールの中で行われ

ていると言いながらも、景観上はどうかという議論はどこかではしなければだめではない

かと思います。 

 しかしながら、仕組みとして可能な部分や限界もあろうかと思いますが、今おっしゃっ

た札幌市の景観がどう推移しているかということも含めた現状をきちんと確認するような

基礎データに関しては、市としての見解なりはどうでしょうか。 

 非常に難しいところであろうかと思います。 

○事務局（都市景観係長） 届出にあたっては、景観計画の中に、地区ごとの方針が記載

されていまして、それと行為の制限を照らし合わせながら、基本的には周辺環境をまず捉

えましょうということで、どういった街並みが広がっているのかということを捉えた上で、

そこに調和させることを一つのコンセプトとしてやってもらうということで、協議をして

います。景観計画を策定してから５年経って、その中でどういうふうに物事が変わってい

ったのか、影響があったのか、どういう成果が出てきたのか、今後どういうふうにさらに

進めていくべきか、そういう視点を持って検証するという部分は必要かと思っております。 

 確かに、単年度ごとの検証しかしていないということもありますので、５年である程度、

検証する材料は見えてくる部分もあると思いますので、今後、検証した上で、生かしてい

くということで考えたいと思っております。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 これは、経済行為との関連が多分に見えるのですけれども、そういう意味でも、地域経

済に貢献していくところでの役割の部分もありながら、それがどういうふうに札幌市のイ

メージづくりと連動していくかというあたりですね。 

 先ほど坂井委員がおっしゃったことや、後半で係長がお答えになったこともあるのです

が、景観計画に重点区域を制度として導入した趣旨が事業者にも設計者にも伝わって、そ

れに沿った方向での取組が行われているということがきちんと把握できないものかと思っ

ております。先ほどの斉藤委員からのお話で、印象としての受けとめ方と、客観的事実の

部分は、せっかく景観施策にきちんと取り組んでいこうということであれば、そういう部

分に関する裏づけなりの必要性もあろうかと思います。 

 しかし、実際に具体的にどうやっていくか、これだけの件数に関してはどう整理してい

くかということは、以前、データベースの話もありましたけれども、その辺と連動しなが

らという方向かと思います。 

 西山委員は、前回の議論のときに、景観のストックのあり方ということで、印象として

は、九州からこちらに来られたときの札幌市が持っている一定のレベルの評価はありなが

らも、それをどのように市民などに伝えていけるかという仕組みが必要ではないかという
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お話をされたように受け止めておりましたが、今までの議論で、九州での取組などを含め

て、何か思いつかれることや感想があればお願いします。 

○西山委員 会長の意向に沿えるかどうかわかりませんけれども、今のお話で考えていた

のは、一つは、斉藤委員がおっしゃったように、高層マンションでも、実際に今新しく建

っているものは、特にタワーマンションが多いでしょう。タワーマンションは、ある程度

規格化されていて、東京のどこにいっても同じような、幾つかのパターンしかなくて、角

が丸いものとか、とんがっているものとか、ベランダの付き方とかね。だから、どうして

も既視感があって、どこかで見たなという感じがするのです。新しい、あれだけランドマ

ークになるべきものが建っても、何となくがっかりするというか、またこんなものかとい

う思いがあるのです。 

 勧告をすることはなかったというのは、札幌市が色などについていろいろなメッセージ

をきちんと出しているので、あえて、それに逆らって、企業イメージや心証を悪くするよ

うな建物をわざわざ建てようとは誰も思っていないのです。そういう意味では、景観計画

の意味はあると思います。 

 ただ、今後、建てる以上は、いいものとか、札幌市に受け入れられたり、好まれたり、

市民に愛されるものも実はあると思うので、もう一歩踏み込んだメッセージを、景観計画

の附属図書でもパンフレットでも出したら、それに従ってくれるというか、それを使って

くれると思うのです。 

 そう思うと、今言ったタワーマンションにも、一言、どういう言い方がいいのかわかり

ませんが、ちゃんと工夫してくださいというか、ちゃんとデザインしてくださいと。要す

るに、札幌市が、その周辺の環境に合うものをメッセージとしてちゃんと出せるようなも

のにしてほしいとかね。あるいは、サンフランシスコのように、真上がベンチ型で、スカ

イラインが真四角になるようなビルを建ててはだめです、必ず最上階のビルの上の部分は

何かデザインを施してスカイラインに優しいデザインにしてくださいと。その部分の容積

に関してはボーナスを出しますなどがあるかもしれません。 

 そういうふうなメッセージを出せば、札幌に建物を建ててやろうと思う人たちは、何か

努力をしてくれるかもしれません。ですから、何かメッセージ性のあるものを出すには、

斉藤委員がおっしゃったように、今、どんなものが建っています、スカイラインはこうい

うものをつくっていますね、近くから見たらこうだし、遠くから見たらこうで、この５年

で建った３０本のビルを見ると、こんなふうになっています、また足元の公共空間のスペ

ースのデザインはこんなふうになっていますというのをある程度調べて、見せていただく

と、我々も、そう言われればそうだな、同じようなものばかりできているなとか、中には

いいのもあるじゃないかとか、そして、いいものが持っている部分をメッセージとして発

信していくと、建てる側もまた考えるというように、そういうことはあり得るだろうと思

うのです。 

 札幌は全くグリッド型の街路パターンで、五つぐらいのパターンが組み合わされている
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のです。今、たまたま福岡から来たのですけれども、福岡は、札幌の中心部とは違って、

グリッドが東に行き、西に行っているわけです。けれども、基本的に与えられているグリ

ッドが真四角なので、普通に合理的に使えば、必ずそこに沿う形で四角い建物が建ちます

ね。妙に斜めに建てると無駄な空間をつくってしまいますし、セットバックもできないと

いう問題が出てきます。福岡の場合は、もともと城下町で、グリッドパターンが全くない

まちなので、タワーマンションが建つと、そこの下の街路の都合であちこち向いたタワー

マンションが建って、非常にごちゃごちゃ感が出てくるのです。それは、福岡の景観のと

ころにはそういう話をしていたのですが、普通は気がつかないかもしれないけれども、先

ほど会長がおっしゃったように、どうしても経済合理性で建てると、その土地を最大利用

しようとしてしまうのです。そうすると、好き勝手な方向に建つから、非常に見苦しいの

です。どっちに海岸があって、どっちに山があって、主要道路があってと、都市の大切な

軸線に対して全く無配慮な建ち方をします。だから、そういうことをデザインするために

は、今、言っておけば、５０年かけて全然違うスカイラインができるかもしれません。 

 そんな話をしたことがあるのですけれども、札幌の場合は、むしろ、そういうことはあ

まり心配しなくてもいいかもしれませんが、そういうことも意識して言っておいて、３０

年、５０年たつと、札幌のまちがより立体化してきたように見えるのです。 

 アメリカなどの都市が美しく見えるとすれば、その理由は地面の形との関係で、ビルを

表現しているところにあったりするのです。それから、先ほどのサンフランシスコの話と

組み合わせて、札幌として、あと一、二年かけていいと思うのですが、この審議会で、今、

どこが魅力的で、どういうことが繰り返されるのか、どういうことをやめていったほうが

いいものになっていくのかということを意欲的に議論することができるのではないかとい

うことを、先ほどの斎藤委員のご意見から感じました。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 報告事項でございますので、今後に向けての方向についてここで結論を出すものではご

ざいませんが、今後の中でご検討いただけるとすればということでご意見を幾つかいただ

いております。 

○那須委員 先ほど都市景観係長から５年間全体を総括するという話があったと思います

が、今回提示いただいた資料のような集計をとっていくときに、今回の集計は、まず届出

の状況としての結果ですから、これでいいと思うのです。 

 これを単純にデータとして見た場合は、結局、経済活動の結果を我々は見ているわけで、

それからもう一歩、景観の行政として踏み込む場合は、最後に口頭でご報告いただきまし

たが、協議内容について、何かしらの視点で、尺度をもって分類するなりして、そこの部

分を数でカウントしていただくと、いいと思います。 

 それを毎年積み重ねて、それによってどういう協議をしていくか、どう変わったか、次

にどういう協議をしたらいいのかという戦略を練っていくのに役立つと思いました。 

○濱田会長 ありがとうございました。 
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 行政のご担当にはどんどん課題を突きつけるような格好の議論で申し訳ないですが、先

ほど西山委員がおっしゃったことも含めていうと、例えば、行政として景観的にこういう

ことに取り組んでいるので、外から来た人も、市民も、同じタワーマンションでも札幌は

一味違うな、とてもいいなという感覚を持ってもらえるようなまちになっていけばいいと

思います。そのために行政が誘導できることをやっていただくことと、事業者、専門家が

きちんと頑張るというあたりをうまく重ね合わせながら、それを長期的にやっていくこと

で姿が変わっていくということを繰り返すと思います。 

 そういう意味では、ご報告いただいたことをベースに、その辺の議論が若干できたと思

います。 

 せっかくですから、ほかの委員からもご意見があればお願いします。 

 よろしいですか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○濱田会長 それでは、ご報告とそれに沿っての意見という格好で、幾つかの観点が出ま

したので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、審議事項ということで、前回もご説明がありました（２）まちづくり戦略ビ

ジョン策定を受けた今後の景観施策について、事務局からご説明をいただいて審議をいた

します。よろしくお願いいたします。 

○事務局（都市景観係長） 都市景観係長の伊藤でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、まちづくり戦略ビジョン策定を受けた今後の景観施策について、ご説明した

いと思います。 

 まずは、スクリーンをご覧ください。 

 本件につきましては、前回の平成２４年度の第３回都市景観審議会におきまして、現在

策定中のまちづくり戦略ビジョンについて、目指すべき都市像やまちづくりの基本的な指

針をご説明させていただきました。 

 その際、委員の皆様から、今後の景観施策の方向性等について、幅広い視点からさまざ

まなご意見をいただいております。 

 今回の審議会におきましても、引き続き、今後の景観施策についてご意見をいただき、

より具体的に取組を進めていきたいと考えております。 

 つきましては、まず、前回いただいたご意見を議論の糸口として、また、重要な視点と

して、次のとおりまとめさせていただいております。 

 ご意見は、大きく三つの視点で分類させていただきました。一つ目は、景観を扱うこと

の意義、また、その位置づけに係る意見です。二つ目は、景観形成に対する理念や方向性

に係る意見です。三つ目は、より具体的な景観の取組に係る意見とさせていただいており

ます。 

 では、順にご説明いたします。 
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 まず一つ目ですが、景観を扱うことの意義、また、その位置づけに係る意見としまして、

１）景観の意義として、景観づくりは、表面のことではなく、空間づくりである。日々の

暮らしの中で景観を大事にする仕組みをつくり、それを継続していくことが美しい景観や

環境をもたらす。また、まちづくりでは、さまざまな場面において、景観をキーワードと

して使っていくことが考えられる。これまでとは違う都市景観と都市計画のリンクが必要

になってくる。札幌市の街並みの価値を決めているもの、まちを壊しているものを捉えて

いくことが必要であるというご意見をいただいておりました。 

 次に、２）景観の位置づけと構成でございます。 

 まちづくり戦略ビジョンと景観施策をどのように結んでいくのか、札幌市としてそれを

どのように考えていくのかというご意見をいただいております。 

 また、景観にはさまざまな局面があるということで、風土や自然などのベースとなる部

分、社会基盤の骨格をつくる部分、肉づけをしていく部分、そこで活動していく部分など

があるというご意見をいただいておりました。 

 続きまして、景観形成に対する理念や方向性に係る意見としまして、３）景観形成の理

念ということで、景観がつくられた歴史は、都市がつくられた歴史でもあり、都市景観は

技術の発展とともに更新されていくが、景観形成の方向性を示すためには、都市形成の過

程を把握する必要があるといったご意見をいただいております。 

 ４）景観形成の取組の方向性としまして、道外在住者など、客観的な視点を手がかりに、

札幌の景観の魅力や強みを把握していくことが必要ではないか。また、機能的な都市であ

るとともに、景観にもすぐれた都市となるためには、都市計画等を一体的に景観形成も考

えなくてはならない。燃えない、壊れない、死なない都市づくりから、美しい魅力的な都

市形成へと発展していくことを市民へ伝えていかなければならない。また、美しさや魅力

は、使いやすさ、わかりやすさとも関連しているといったご意見をいただいておりました。 

 最後に、より具体的な景観の取組に係る意見といたしまして、５）景観形成の取組とし

て、市民や地域との取組を進める上では、都心だけではなく、その他の地域についても考

えていく必要がある。都市づくりイコール景観づくりのコントロールは、公共事業を計画

的にやることと、民間の活動規制の二つで成り立ってきた。公共事業における景観への配

慮は、行政自らが積極的に行い、民間事業に対しては、規制による景観誘導を進めていく

ためのそれぞれ工夫が必要であるというご意見をいただいておりました。 

 また、歴史的建造物や文化財などは、単体での価値を議論されることが多いが、都市空

間の一要素として考えていくことも検討すべきというご意見をいただいておりました。 

 また、市民主体の景観資源選出事業で集まりました情報を、行政はもちろん、市民や観

光客が活用できるようなデータベースを作成し、これを施策に生かしていくべきだという

ご意見、また、今後の景観行政、まちづくりを進めていく上では、地域で協働していく担

い手の育成を考えなくてはならないというご意見をいただいておりました。 

 最後の６）景観計画の内容につきましては、シンボル性が高いものは、特別扱いをする
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ものとして捉えるなど、景観計画の戦略について、今後、議論していきたいというご意見

をいただいておりました。 

 以上が、前回の審議会において、委員の皆様からいただいたご意見をまとめたものでご

ざいます。 

 続きまして、現在の景観施策に至る流れと、基本構想及び総合計画や都市計画施策との

関連性についてご説明いたします。 

 画面の上段には、基本構想、総合計画と、それを受けた都市計画施策の流れを示してお

ります。下段には、景観に関する施策の流れを示しております。 

 基本構想、第４次長期総合計画等を受けて策定されました都市計画マスタープランでは、

札幌の都市づくりの指針を定めており、各種の土地利用の施策における上位計画となって

おります。 

 一方で、景観施策においては、景観形成の基本的な指針としまして、都市景観基本計画

を定めております。都市景観基本計画は、第３次長期総合計画の終盤、第４次長期総合計

画の策定前に、札幌市の独自条例に基づく景観施策の基本的指針として定められておりま

す。その後、景観法が施行されたことによりまして策定された景観計画は、第４次長期総

合計画、都市計画マスタープラン、そして都市景観基本計画それぞれと関連づけられた計

画となっております。 

 今後、まちづくり戦略ビジョンの策定を受けまして、都市計画マスタープランの見直し

が行われる予定となっておりまして、景観におきましても、都市景観基本計画や景観計画

の見直しを含めまして、その位置づけやこれからの施策の内容について検討していく必要

があると考えております。 

 前回の審議会では、これらの景観施策について幅広くご意見をいただいておりましたが、

その視点について整理いたしますと、大きく都市景観基本計画に係る部分と具体的な景観

計画に係る部分に分けられるかと考えております。 

 特に、基本計画に係る部分につきましては、独自条例のころから続く札幌市の景観施策

における基本的指針となっておりますことから、今後の景観に関する取組の方向性や戦略

を考えていく上で、最初に手をつけるべき非常に重要な役割を持つ部分だと考えておりま

す。 

 それでは、引き続きまして、都市景観基本計画の概要について説明させていただきます。 

 こちらは、現在の景観計画の策定時に、基本構想、総合計画等とあわせまして、景観の

基本計画の位置づけや考え方を示した資料でございます。 

 赤文字下線で強調しておりますけれども、本基本計画は、策定当初より、本市の景観マ

スタープランとして位置づけられているものでございます。 

 また、既存の景観条例を景観法に移行する際にも、本基本計画に基づいて検討を行って

おりまして、景観計画の策定後も、基本計画が景観マスタープランとしての役割を果たす

ものとして整理されてございます。 
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 続きまして、こちらは、現景観計画策定時の上位計画や関連計画との関係性を示した図

になりますが、現景観計画においては、既存の景観施策との関連から、基本計画が上位計

画として位置づけされているのと同時に、都市計画マスタープランにおける都市づくりの

理念や基本目標とも関連づけがなされている構成になっております。 

 今回、基本構想及び総合計画の部分がまちづくり戦略ビジョンに移行することに伴いま

して、改めて、都市計画マスタープラン等の関連計画との関係性について考えていく必要

があるということになっております。 

 続きまして、都市景観基本計画の中身について、ポイントをまとめながら説明させてい

ただきたいと思います。 

 景観基本計画については、序章から始まりまして、第４章までで構成されております。

本体のページ数が多いので、序章と第１章については抜粋版で、２章から４章については

概要版で説明していきたいと思っております。 

 まず、序章と第１章の抜粋ということで説明させていただきます。 

 こちらは目次でございますが、抜粋版は赤線で囲った部分です。 

 序章、札幌にふさわしい都市景観を求めてということで、都市景観の意義、美しい都市

を求めて、計画の位置づけと構成の三つのまとまりでつくられております。 

 基本計画の３ページから４ページにかけて、１ 都市景観の意義とありまして、（１）景

観とは、として、景観の捉え方や都市景観を扱っていくことの意味合いや意義について、

考え方が示されております。 

 また、（２）の景観整備とは、というところでは、単に見た目の美しさだけではない、

さまざまな要素の積み重なりにより、質の高い空間づくりが景観整備の目的だということ

で記載されております。 

 続きまして、５ページの画面の左側ですが、２ 美しい都市景観を求めてということで、

これからの都市景観に求められるものは、市民生活に密着し、札幌の文化を身近に感じる

ことのできる景観形成であるとして、人をまちの中心とした環境づくりによる質の高い景

観形成を目指すという内容が記載されております。 

 画面右側の６ページ目ですが、３ 計画の位置づけと構成ということで、計画策定当時の

基本構想や総合計画及び関連計画との関係性を示しております。この図の一番下の部分で、

景観形成施策と書いている部分が現在では景観法に基づく景観計画に移行していることに

なっております。 

 続きまして、第１章の景観特性ということで、原風景、景観構造、都市の形成、生活・

文化と、それぞれの視点から見た景観特性についてまとめられております。 

 ９ページ目ですが、１ 原風景から見た景観特性ということで、（１）位置の中では、地

球規模で見た北方圏都市としての札幌の位置づけや、広域的に見たときの周辺の自然環境

の中での札幌の位置づけなどについて記載されております。 

 １０ページ目の（２）気候の中では、札幌のはっきりとした季節変化やそれぞれの季節
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が見せる表情、特に、積雪寒冷地特有の景観的要素について記載されております。 

 続きまして、１１ページ目から１２ページ目にかけまして、（３）植生ということで、

札幌の代表的な植栽を地形や地質などと関連させて解説がなされております。さらに、開

拓使の時代に持ち込まれた樹木やそれにまつわるエピソードなども添えられて説明がなさ

れております。 

 続いて、１３ページの２ 景観構造からみた景観特性としまして、こちらでは、地形、緑、

水辺、道路、街並みの五つの要素が示されておりまして、右のページでは、札幌の地形を

四つに分けて捉えられ、記載されております。１、扇状地、２、平地、３、丘陵地、４、

山麓地の四つがパターンとして示されております。 

 続いて、１５ページから１６ページにかけましては、その四つの地形それぞれの特徴に

ついて説明がありまして、さらに画面の中央部分の赤い線で囲った部分ですが、地形と眺

望を関連づけた六つのパターンが記されております。 

 続いて、１７ページ目ですが、（２）緑としまして、前出の四つの地形と関連づけた七

つの緑のパターンによる景観の型が示されております。画面の右側に移りまして、１８ペ

ージ目では、（３）水辺としまして、豊平川や創成川などの代表的な河川を含めて、水辺

景観の解説があります。 

 ページをめくりまして１９ページ目では、札幌における水辺景観として、四つの地形要

素と組み合わせた七つの景観パターンが示されております。 

 続いて、２０ページ目、２１ページ目では、（４）道路ということで、景観形成の過程

や四つの地形との組み合わせによりまして、道路景観の型として七つの道路パターンが示

されております。 

 続いて、（５）の街並みというところでは、地域の成り立ちやにぎわいなど、札幌らし

さが伝わる特徴的な街並みの景観の型として七つのパターンが示されております。 

 続いて、２３ページから２６ページにかけましては、３ 都市形成からみた景観特性とし

まして、（１）では開拓使のまちづくり、（２）では戦前のまちづくり、（３）では戦後

のまちづくり、（４）では冬季オリンピック後のまちづくりという四つの時代で、時代背

景に伴っての景観形成の過程や歴史を整理して、まちづくりの移り変わりに関連づけた景

観特性を２３ページの右下の地図上にプロットするなどして整理がされております。 

 続きまして、第１章の最後になりますが、４ 生活・文化から見た景観特性ということで、

（１）では、精神（こころ）の部分として、札幌に対して、市民がどう思い、考え、認識

しているのかを、札幌にゆかりのある作家の作品の中の言葉を引用することで示されてお

ります。 

 さらに、（２）生活（暮らし）の中では、生活そのものや都市における人々の諸活動に

よっても景観が形成されているという内容が示されております。 

 続きまして、２章から４章にかけては、景観計画の概要版を用いて説明させていただき

ます。 
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 まず、第２章の計画の基本的考え方としまして、景観形成の基本理念として、「透明感

と輝きをもった美しい都市をつくりあげる」という言葉を掲げております。 

 続いて、景観形成の五つの目標として、１、環境と風土を活かす、２、四季の移ろいを

活かす、３、歴史から学び未来に育てる、４、全ての人にやさしい視点を持つ、５、みん

なの力で積み重ねるといった目標を定めており、さらに景観形成の１０の基本指針が示さ

れております。 

 続いて、第３章の部分ですけれども、こちらでは都市景観形成方針ということで、先ほ

どの景観特性に絡めまして、景観構造と景観ゾーンというそれぞれにおける景観形成の方

針が示されております。画面右上の図における横軸が景観構造の図になっておりまして、

縦軸が景観ゾーンとなっております。 

 画面の下ですが、こちらの解説にありますように、景観構造は、先ほどの四つの地形、

扇状地、平地、丘陵地、山麓地が持つ景観的特徴と緑、水辺、道路、街並みとの組み合わ

せで捉えるものとなっております。それぞれについて、景観形成の方針がこちらで示され

ております。 

 続いて、景観ゾーンの形成方針ということで、先ほどの四つの地形と、こちらでは都市

形成の過程に基づいて設定した各エリアの組み合わせにより、八つのゾーン分けを行って、

それぞれについて景観形成の方針が示されております。 

 都心景観ゾーン、都心周辺景観ゾーン、平地市街景観ゾーン、丘陵市街地景観ゾーン、

山麓市街景観ゾーン、平地郊外景観ゾーン、そして、丘陵郊外景観ゾーン、山麓郊外景観

ゾーン、以上の八つのゾーンについて形成方針がそれぞれ示されております。 

 続いて、最後の章で第４章になりますが、第４章では市民、企業、行政のそれぞれの役

割についての取組の進め方等について、記載されております。 

 さらに、景観形成の方策ということで、各景観の取組体系を示しております。制度、体

制、意欲向上の取組等について示されております。 

 なお、本編には、それぞれの具体的な取組事例などが詳細に記載されております。 

 以上、前回の景観審議会における意見等の取りまとめとまちづくり戦略ビジョン等の関

連計画と景観形成の関係性及び都市景観基本計画の概要についてご説明いたしました。 

 今後の景観施策について、制度全体の再構築も含め、検討を進めていくためには、まず

は、景観のマスタープランである景観基本計画をどのように扱っていくべきかが重要と考

えております。 

 つきましては、景観基本計画の位置づけや理念やその方針など、その他、どのような根

拠、背景、使命を持たせていくかなど、重視すべき視点や今後の検討の進め方などについ

てご意見をいただければと考えております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 前回の戦略ビジョンのお話があって、札幌市として今後取り組んでいく方向のご説明で
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した。それに対して当審議会の幅広い意見がかなり出たのですが、それを事務局で整理し

ていただきまして、それを計画の中に反映しての現況であるというご説明でございます。 

 委員の方々からご意見をいただきながら、次へ向けてのステップになっていけばいいか

なと思いますので、ご自由なご意見をどんどんお願いしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 セクションを分けたほうがいいですか。自由でいいですか。 

 構成のご説明がありましたので、それに沿ってということで、例えば、ここの部分に関

してという、前振りをいただきながらご意見をいただくと助かるかなと思います。 

 いかがでしょうか。 

○西山委員 事前に送っていただいた資料を読ませていただいたり、今のご説明を改めて

聞いて、非常に論理的に札幌市の景観をいろいろな側面から組み立てられて、全体として

は突っ込みどころのないものなのです。ただ、例えば、過去５年間で担当が変わられたり

もするのでしょうが、議論のきっかけをつかむには、いろいろな届出に対してこの枠組み

を使って判断するわけですね。建物の建ち方や整備の仕方がこの計画に対して妥当かどう

かを事務局が判断されたときに、これでできたのかどうかです。要するに、これがあった

からこういうことが確信を持って言えたなどです。 

 書いてあることは最もですけれども、この地区のこの敷地にこれが建つことに対してこ

の計画が判断材料としてうまくなったのか、ならなかったのか。例えば、壁の色がどうか

など、札幌の景観の色が何色というのは非常にわかりやすいのです。本質的というか、基

本的な大事なことをこうやって書いてくれているけれども、要するに届出業者との議論で

どんなことが起きたかということに非常に興味があるのです。 

 設計者がこれをきちんと読んでいて、説明できていたか。例えば、この敷地をこう理解

しているから、この建物をこういうふうにつくります、いかがでしょうかと言われたとき

に、市側が、いやいや、あなたはここを読み間違えていますよ、ここはこういう意味です

からぜひこうしてくださいなど、そういう議論がもしできるようになればすばらしいと思

うのです。そこで、次に景観施策を再構築するのであれば、まずは今までの平成２０年の

景観計画と附帯図書みたいなものが実際の景観行政の運用上どうだったのか、むしろ、現

場からの課題を伺いたいと思います。 

○濱田会長 先ほどの議論とも若干つながっているのですが、ある意味、施策としての有

効性の検証という言い方にもなろうかと思います。 

 例えば、これまでのところは極端に困った例はないということなのですが、これはここ

に書いてあるからこう解釈したのにこれはおかしいのかということをねじ込まれたときに、

それに対してはこうですと言える手だてとしてこれで十分かということです。いや、困っ

ているのです、それにはどう答えればいいのでしょうかという知恵や配慮をいただくよう

な場面でもあろうかと思うのです。 

 ですから、そこは本音も含めて、景観計画を解釈してこうだと持ち込まれたけれども、
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きちんと反論できるものがなかったので、次回はきちんと基準を整えればと思っているな

ど、そんなような話があればと思います。そして、では、こういうやり方はどうですか、

こういう例もありますよということを我々としてご提言したり、一緒に考えたりできるの

ではないかという意味だと思います。 

○事務局（都市景観係長） 具体的な協議の中では、景観計画の行為の制限という部分に

細かな制限が書かれており、その部分をもって照らし合わせながら協議をしていくわけで

す。その行為の制限の内容について、何のためにそのような制限が存在するのかという視

点が協議の中で出てきた場合に次のステップに行くことになると思います。 

 その次のステップのときに、どういう都市像を目指しているか、どういう方針でそれを

やっていくのかという部分がこの基本計画や計画につながっていく部分になるのです。実

は、過去の施策のつながり方として、もともとは独自条例による景観施策を進めてきた部

分が一つの流れとしてあって、その中に今説明しました都市景観基本計画がございます。

この流れもありつつ、先ほど言ったまちづくり戦略ビジョン、都市計画マスタープランと

いう都市づくりの視点での地区の方針もこの景観計画をつくったときには入れていて、関

連づけて考えているところがあります。 

 整理をすると、行為の制限の細かい部分は独自条例から来ております。ただ、目指すべ

き都市像は、マスタープランや総合計画から来ており、リンクがされている部分はもちろ

んありますが、しっくりいかないところもなくはないのです。そこで、今、説明した基本

計画を協議の中で持ち出して説明する機会は基本的にあまりなく、具体的に行為の制限の

部分での協議でやっているのです。その都度、周辺地域がどういう状況にあって、どうい

う価値があって、それにどう調和させようかというような観点で一件一件の協議をしてい

るのが現状です。 

 ですから、現在の景観計画については、もともとやっていた流れと新しくその後につく

られていった計画との流れの組み合わせでやっている部分があるのです。もちろん、それ

を組み合わせることで有効な部分もあるのですけれども、今回、まちづくり戦略ビジョン

が策定されることも含めて再構築をする機会ではないかという考え方を持っているという

ことでございます。 

○西山委員 今のお話しは二つあって、一つはこれまでの経緯である各計画やビジョンが

一つの景観計画と整合性を持って、論理的に組み立てられて必ずしも込まれていないので

す。今回は全体を見直す機会で再構築ができるので、それがきれいに落とし込まれるよう

な整合性のあるものに、要するに、垂直的整合性というか、上位計画との整合性と横並び

の計画との水平的整合性の両方しっかりとればいいということが一つです。 

 もう一つは、いろいろ変えているのだけれども、結局、行為を規制している内容は非常

に大枠のものなのです。それも、都市計画に含まれているものを超える規制に関しては全

て届出なので、それほど厳しい規制力があるわけではないのです。ただ、今のところは問

題なくいっているということですね。 
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 それは、多分、求めるものが今言ったように垂直的、水平的整合性がとれていて、札幌

市としてこれは譲れないというものがしっかり出てくれば文句をつける内容も厳しくなる

のです。そこのあんばいはまさにこれから協議していくのだけれども、ともかく、何を議

論したらいいかをはっきりさせていく。 

 これも先ほどの話に戻るのですけれども、具体的なこれまでの届出事例で、建てた後に

後悔しているものなどはクローズでしかできないとは思いますけれども、ある程度出しあ

って、次につくるガイドラインなり景観計画の中の基準づくりの中で、もう少しやってい

きましょうとなるかと思います。これは、手順の話です。 

 ですから、そういうことをしっかり意識して、この審議会にもなるべくわかる形で出し

ていただいて、まず整合性をつけるということはこういう意味ですと。それから、今まで

のこういう規制に対して、今後はお願いにはなるでしょうけれども、札幌市としてこのエ

リアに関してはこういうことを目指していますとしっかりと施主なりデザイナーに伝える

ことができるようなドキュメントが必要です。 

 やや持論で申し訳ないのですけれども、私は景観づくり専門の人間として、ここ数年言

っているのは、ガイドラインからカルテの時代になってくると思うのです。これは、前回

も少しお話ししたかもしれません。こういうような景観的な特性や諸条件をかみ合わせて

いくと、今あったいろいろな条件やビジョン、計画に対して、空間は一つしかないわけで

すから、そこに落としていくと、結局、かなりモザイク的にブロックによって求められて

いるものがはっきりとしてくると思うのです。一つの敷地とまでは言いませんが、あるエ

リア、あるブロック、ある範囲に関しては、この計画からはこういう要請がある、この計

画からこういう要請がある、都市計画から、ビジョンからなんとか、それをカルテとして

管理していくのです。それは、スーパーマンでない限り、全部を頭に入れている人は市役

所にも絶対にいないわけですから、それをカルテとして今のデータベースを管理できるシ

ステムをうまく利用して、パソコン上でこの敷地あるいはブロックを選ぶとそれに関連す

る計画が全部出てきて、その計画が何を要請しているかや都市計画の規制など、そういう

ものをカルテとして管理できるようにするのです。そういうものに対して、担当者が仮に

変わってもそれをちゃんと運用して施主と議論できるようにする。そういうカルテ方式み

たいなものです。 

 ガイドラインは、広い範囲に対して一般的に言って濃いものと薄いものなどというもの

で、まさに景観計画区域と重点区域みたいな形で、かなり大雑把なのです。だから、カル

テで管理するのです。要するに、行政の担当者が論理的に対応できるようなシステムをつ

くるのだということで、これはほとんどどこもやっていないと思うのです。今後の景観行

政が本当に真剣に、しかも、整合性をつけてやろうと思ったら、多分、そういうことにな

ると思います。ですから、そういう仕組みをちゃんとつくるぞということです。今、ＧＩ

Ｓなども進化しているからできると思うのです。 

 そして、問題はそれぞれのレイヤーというか、いろいろな計画の中身がちゃんとしてい
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るかどうかが大事になりますけれども、そういう仕組みをつくることを今回の再構築の中

の一つの柱にされたらどうかと思います。キーワードで言えば、いろいろなガイドライン

を組み合わせるのではなくて、それを一つのカルテとして、敷地ごとなのかブロックごと

なのかで管理していけるようなシステムをつくるということです。 

 新たに付け加えるレイヤーには、先ほど都市の形成史などがいろいろとありましたけれ

ども、今までの札幌には緑や清潔感、透明感という言葉が多かったですけれども、実はち

ゃんとした歴史もあって、それが都市の味を今から出していくというようなこともレイヤ

ーとして入れていく。そんなことを漠然と感じました。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 先ほどの報告の後の議論ともつながっている部分だと思います。 

 ほかの委員の方々からは何かありますか。 

○坂井委員 ２点あって、この話を伺ったときに、景観戦略ビジョンをつくるのかなと思

いましたが、そのぐらいの勢いでやったほうがいいというのが１点目です。 

 というのも、今回のご説明でもあったように、今あるガイドのパターンということで、

今ある資産がどんなものかをゾーンごとに分けたと考えられます。先ほどに経済活動とい

う言葉がありましたけれども、経済活動が掛け算に入ってくると、実は同じゾーンでも全

然違うことが起こるのです。 

 １回目は２０年前ということもあって、こういうことだったと思うのですけれども、今

回は、同じゾーン、同じ地形、同じ歴史を持っていても、経済活動によってこんなに違っ

てしまっているところがあり、それに対してどんなことをやるのかが大事なのです。です

から、名前はどうするかわかりませんけれども、勢いとしてビジョンを持つということな

のかなと思いました。 

 そういう意味では、この資料２－１の真ん中にある３）の理念にある景観形成の方向性

を示すためというのはいいと思います。まさにこのことを示すために今回があるのですが、

過去を把握するだけではなく、これからどういうふうになりたいのかというビジョンをあ

る程度出さなければいけないのかと思いました。 

 ２点目は、それを行っていくためには、確かに、場所ごとにいろいろな条件がかかって

きてしまったので、管理も必要ですけれども、景観の一つの特徴は広域であるということ

で、ほかも見えてしまうところです。自分のエリアから向こうの山まで見えてしまうので

す。 

 例えば、先ほどの高層マンションの話は、足元ももちろんそうですけれども、それが札

幌の山の手みたいに、向こうの景色を見ることなくブロックしてしまっていて、円山など、

遠くの景観に対しても非常に影響を与えているので、そういうところも考えなければいけ

ないのです。ですから、足元を固めつつも、広いビジョンを持つ。広いビジョンというの

は、エリア的にも広域にも考えつつということで、これが景観の本当に難しいところです

が、その視点もやはり大事にしないと、都市マスや交通計画と同じレベルとは違う視点で、
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広域で考えなければいけないということです。 

 点的に経済活動が起こっている中で、景観をいかによくしていくのか、まさに新しいシ

ステムになるのか、方向性を考えていかないといけないなという気がしています。 

○濱田会長 ありがとうございました。両委員の共通の部分は、覚悟をきちんと持って、

レベルを高くきちんとやるぞということを確認しつつ、審議会の意見もうまく活用しなが

ら進めていけばどうかということで、そのことが将来にわたって資産価値を上げていく、

あるいは、市民に愛されるまちになっていくという将来のまちづくりの基礎をつくる議論

ではないかと思います。 

 せっかくですから、各委員からもどんどんいただきたいと思います。 

○小澤委員 厳しい言い方になるかもしれないのですけれども、特定の街区の中に建つ特

定の建物を設計することを考えたときに、設計者の目線からすれば、ほとんど効力がない

のではないかと思うのです。 

 これを読ませていただいて、ではどうすればいいのかということですが、街路計画など

の土木的な視点で見るとかなり有効かと思うのですけれども、一つ一つの建物を設計する

上では何も伝わってこないのです。 

 実際には、建物の規模は経済的なものでほぼ決まってくるところが多いのです。外壁の

色などは工夫すればいいなと思いますけれども、先ほどから話題になっていた建物の足元

をどうするかについては何も指し示されていないのです。 

 例えば、何かデザインしようとするときに、市民みんなに優しいまちづくりとありまし

たけれども、それは安全面からの縛りがあるぐらいで、あまりポジティブな印象を受けな

いのではないかなというふうに思うのです。 

 そこで、最初の報告事項で議論されたことに戻って考えますと、高層マンションがにょ

きにょきと建っている、あるいは、低層の商業施設がある程度の面積以上のものがあると

いうときに、同列では語れないそれぞれの課題があります。ですから、実際に設計に即し

て何が有効にできるか、先ほどカルテという話もありましたけれども、現実の届出の内容

にもう少し踏み込んで、こういう場所ではこうとか、届出の範囲をもう少し広げてもいい

かもしれないと思います。そういうところで見えてくるものをもう少し反映して、具体的

に札幌で設計するにはこうなのだと、設計者にもう少しわかりやすく示す必要があるので

はないかなと思っています。 

 作業としては膨大になるのですけれども、この機会にやるべきことではないかなという

ことですので、そこまでレベルを引き上げてほしいと正直に思います。 

○濱田会長 実は私も建築の出身なものですから、これまでもトラブルになる困ったもの

はあまりありませんでした。しかし、それは、これが有効に働いているというよりは、設

計者や事業者の節度の部分がまだ働いているということだと思うのです。 

 私なんかは、これでもって悪用すればどこまでいけるかを考えたときに、危機管理でい

ったらもろいなという感じはするのです。これまではオーケーだったけれども、極端な例
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ですけれども、海外資本が来たときに弁護士を立ててがんと来られたら、これはもろいの

です。 

 例えば、ニセコ町や倶知安町のあたりでの現状を見ると、これからグローバルの中でい

ったら問われるところもあると思うのです。特に、札幌は北海道の中では標的で、ある意

味では魅力的なマーケットでもあるので、可能性もあるけど危険性もあるのです。ですか

ら、まちづくり戦略ビジョンなどの大きいところと連動するというのはすごく大事な議論

だと思うのです。 

 ですから、危機管理という言い方で先ほどおっしゃったように、安全性みたいな小さな

ところの危機感ではなくて、広い意味でまちの価値を下げるようなことにはならないよう

にする危機管理をしっかり議論する場として審議会が機能できればいいなという我々の思

いでもあるということです。 

 厳しく、ハードルの高い意見になりつつあるのですが、それ以外も含めてご意見をいた

だければと思います。 

○八木委員 私からは全体的な感想みたいな意見になってしまうのですが、皆さんのおっ

しゃることにも同感しております。やはり、どうしたいのか、そのためにどれだけの覚悟

を持って臨むのかという一番大事なところが根本的に足りないかと感じています。 

 先ほどカルテなど、もっと効力のあるものと言っておりましたけれども、昨年度もかか

わって議論が一番白熱したのはテレビ塔の塗替だったと思うのです。あの結果も踏まえた

ときに、できればこういうふうにしてほしいと言ったことに対して、業者が考えられて、

これでいきますよといったときに、１００％ではないけれども、民間だからしょうがない

よねと札幌市が言って、向こうも向こうで、それほど法律で決められているわけではない

からこれでいいでしょうと何となく折り合いをつけたような結果でした。 

 それは、私はこの場でも第一歩として意見を言うことができたのがよかったと言ったの

ですけれども、次の段階としては、もっと毅然とした態度をとっていただきたいと思いま

す。この場で議論されたことは、私なんかが一番わかりやすいのが景観色ですけれども、

新築の物は景観色を使いなさいと言うのか、景観色をお勧めしますと言うのかによって、

捉え方も大分違います。でも、使いなさいというからにはどれだけの覚悟を持って、札幌

市がこの街並みを管理し守っていくのかという姿勢とともに伝えていけるかだと思うので

す。多分、業者も今まで気を使いながらやっていて、特に問題も起きていないので、厳し

く縛るという意味ではなくて、覚悟を決めるということだけなのです。それを伝えたとき

に、民間の方々はどう感じるか、全体のことも考えるようになるかというようなことだと

思うのです。 

 私は、８０年代の学生時代に京都で暮らしていたのですけれども、そのときはまちがす

ごく大きく変わりました。私が大学に入ったころは、京都の中は高層マンションが一切不

可だったのです。ただ、一番大きく変わったなと思ったのは、京都駅がリニューアルした

ときに、かなり巨大な建物になってしまったのです。そのとき、京都は国際都市を目指す
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のだと大きく掲げられまして、その前後で、大学を卒業して、再び行ったときには高層マ

ンションが結構できていたので、こういうふうに京都は変わったのだなと思いました。京

都がそういうふうに宣言したので、そういうふうに変わっていったのだなということをす

ごくわかりやすく感じました。 

 それがいいか悪いか、好きか嫌いかという個人的な感想になるのですが、京都がはっき

りしていたのは、国際都市、つまり、外国に対して京都はこれだけ進んでいて先進してい

るところだと言うことです。しかし、住んでいた私にとっては、南側の東寺のあたりとか、

北側が見渡せる、ほのぼのした意外と田舎な京都の駅が好きだったので、自分としては残

念だなと思いながらも、新聞で読むにつけ、そうなったのだという理解はできました。 

 今、札幌に引っ越してきて、意外と都会だなと、京都とは逆で意外と都会でまちがきれ

いだなとか、ビルが多いなということは気づきました。ただ、高層マンションもどんどん

と建ってきていますが、住んでいる側からするとそれほど嫌ではありませんでした。それ

は、先ほどのお話を聞くと、碁盤の目であって、建っていても、ぐちゃぐちゃになりづら

い事情だということで、なるほどと思ったのです。 

 私は藻岩山の麓に住んでいますので、１０年前は多分ロープウェーから上がって自分の

マンションを見られたのですけれども、今は探せなくなってしまいました。そうなってく

ると、少し建ち過ぎているのではないかという残念な気持ちもあります。でも、札幌はこ

れほどマンションが建っている豊かなまちなのだなと感じました。不景気だと言っている

けれども、結構豊かなのだと感じることもあります。 

 そして、このまちづくりはどちらに向けたものなのかです。生活者、市民にとってのも

のなのか、それとも、京都みたいに海外なのか、道外、日本全国なのか、どこで勝負する

のがメインなのかがわかりづらいのです。 

 今、「探偵はＢＡＲにいる２」という映画が大ヒットしているのですけれども、私はあ

れを見たときに、ストーリーが大変おもしろいということだけではなくて、ロケ地を見て

いるのがおもしろかったのです。パンフレットにロケ地も出てくるのですけれども、これ

はどこの山だろうと。例えばカナダみたいなすごい山だったのですが、これは手稲山だよ

と言われたり、冒頭のシーンは大倉山ジャンプ競技場で、そこから札幌のまちを見下ろす

印象的なシーンから始まるのですけれども、ここは意外と観光客も札幌市民も気づかない

ような景観で、こういう映画で意外とたくさん見えてきたのです。ですから、こういうロ

ケ地めぐりを含めて魅力が再発見できるなと感じました。これは道外者もそうですけれど

も、市民が観光客の目を見て楽しめる部分でもあるかなと思っています。 

 また、先ほど、緑豊かな街並みを形成していきましょうということがあったのですけれ

ども、最近私が編集していますｐｏｒｏｃｏという雑誌で清田区を取り上げることが多く

なりまして、清田区は花と緑のまちということで今変わろうと頑張っていらっしゃるとこ

ろです。 

 今日、梅木委員がいらっしゃればさらに詳しいお話が聞けると思ったのですけれども、
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そこは一戸建ての住宅が非常に多く、お庭を持っている方が多いので、庭づくりが非常に

盛んです。恵庭市もそうですけれども、そういう盛んなところはオープンガーデンと言い

まして、庭の好きな人たちが休日に庭を見て回り、つくっている側もどうぞということで

見せていくということで、そういったネットワークもできているのです。これは、都心の

中では無理かもしれないですけれども、実はいいものはあちこちに点在していて、それを

俯瞰して一番わかっているのは札幌市ではないかなと思っているのです。ですから、今、

ある点をどうつなげていって、それを俯瞰して見たものをどう市民に提示していくか。こ

ういった場でも審議して、こういったものはいいのではないかと論議を重ねる。 

 先ほど魅力について考えていきましょうというのがありましたね。そこで、札幌市の魅

力は何だろうかと考えると、基本理念として透明感と輝きを持った美しい北の都市とある

のですけれども、そこを現実レベルでお話をするときにどういったいいものがあるのか、

パンフレットをつくるなど道具だけではなくて、気づいていける工夫で、まずは気づいて

いける、俯瞰して見えるものを見せていただきたいのです。そして、最終的には、札幌市

民が自分のまちはこんなにきれいなのだ、魅力的なのだと気づいて、外から来た方に札幌

の魅力を自ら発信できるように、住んでいる方が誇りに思えるようなものを見せていくと

いうことではないかと思います。ですから、新たに何か公園をつくりましょう、新たに建

物をつくりましょうではなくて、まずは毅然とした態度で新しくつくっていくものに発言

をしていくような覚悟を見せていただきたいのと、今ある現状の魅力を俯瞰して見せてい

ただきたいなと私は思いました。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 せっかくですから、中田委員、どうでしょうか。 

○中田委員 今お話を聞いたり、説明をいただいて、非常に美しい文章と美しい内容だな

と感じました。そう感じたのは何かなと思ったら、今、八木委員からお話がありましたけ

れども、コンセプトというか、どういうような方向性か、例えば、国際的なのか、あるい

は、市民にとっていいもの、美しいものかというコンセプトがぼけている部分があって、

そういうふうに見えるのかなと思いました。ですから、オールラウンド的な感じを受けた

という印象であります。 

 それとともに、建物や構造物は、先ほどの話でもありましたが、点ですね。一方、景観

は面です。ですから、点と面をいかに融合するかが、おっしゃるとおり、非常に大事だと

思うのです。そうなると、経済性を考えたときに、経済性というのはある程度考慮してい

かなければならず、ウエートも高いと思います。 

 建物や構造物は、どんな利便性があるかが大事になりますし、それが地域、市民にとっ

て必要なのかどうか、あるいは、どういうふうに役立っているのかも含めても経済性だと

思います。また、防災という観点からも、その構造物、建物がどういう位置づけになって

いるのか、そういうようなものになっているのかどうかも含めての議論だと思います。 

 そこで、景観とその建物、構造物を考慮したときに、相反するものが出てくる可能性が
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十分あると思うので、それをどのように融合させていくかというときに非常に難しい部分

が出てくるのかなと思いました。 

 昔は経済性を重点に考えるところが多かったと思うのですけれども、今は、景観、ある

いは、地域の人にとってどういうふうに役立っていくかも重要な要素だと思いますので、

そういった意味からも、運営、指導をしていく行政側として非常に難しいかじ取りを強い

ていくのかなという感想は持っています。 

 また、基本的なことで大変申し訳ないのですけれども、この計画自体の目標や指針は大

事な部分にはなると思いますし、何となくイメージは沸くのですけれども、概要版の３ペ

ージ目の指針に景観形成の１０の基本指針で、例えば、（１）の街路都市から街並み都市

へとありますね。イメージはわかるのですけれども、具体的にどういうイメージを持って

いるのかなということです。 

 そして、８番の時を演出する、９番のヒューマンスケールのまちづくりについてです。

これは何となくはわかるのですけれども、言葉でいうと具体的にどういうことをイメージ

されているのかなということです。これは非常に大事だと思いますし、市民の方がこれを

お読みになったときに、ここをどう理解するかが計画の中でも重要になってくると思うの

で、その辺のイメージをどう捉えているのかを聞きたいと思います。 

○事務局（都市景観係長） こちらは概要版ですので、全編には詳しく書いております。

ただ、説明すると長くなってしまうので、後ほど全編をお渡しします。 

○濱田会長 多分、私も含めて委員の方々の意見や感想としては、よくできているという

ところがあるのだけれども、これをやろうとしているのだという骨太の部分はもう少し明

確にということですね。ないとは言わないので、明確にすることを心がけたらいいのでは

ないかということだと思います。 

○吉田委員 各委員の話を聞いていて、それぞれ、確かにそうだと思っておりました。 

 その中で、ガイドラインからカルテというお話と、現状のやりとりの中で、一体どんな

問題点があり、何が有効になったのであろうかが資料化されることによって、理解がかな

り進むと思います。ただ、これを読んだ限りでは、乱暴ないい方をする気はないのですけ

れども、結論がなく、背景を話していただいているだけです。 

 この背景のみで、景観の捉え方は、専門家と一個人でものすごく差があるわけで、その

人たちの間に業者がいて、同じ判断基準が今はないのですけれども、その判断基準たるも

ので協議するということの難しさがあります。これを具体的に変えていくのは、一つは今

までの実績等で、先ほどお話がありましたけれども、どういった議論があってこうなった

のか、こういう問題点があったという中身を具体的に挙げていって、視覚化しなければな

らないと思うのです。その中で、市民、行政、専門家、企業等の共通見解を得ることがで

きる形を早い時期につくっていくということなのかと思います。 

 例えば、景観とはどんな景観なのだということを、私たちはこのようにつくっていきま

すという方法論を考えることが必要なのではないのかなと思いました。 
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○濱田会長 ありがとうございました。 

 せっかくですから、工藤委員と奈良委員も、一言でも結構ですが、お願いします。 

○工藤委員 まず、一つの個人的な関心のお話をさせていただきますと、平成９年の計画

に載っているいろいろな街並みの写真は、現在同じところから写したら一体どのくらい変

化したのだろうというかということです。使用前、使用後ではないですけれども、この計

画を掲げた時点で採用した写真がここから十何年たった今、これに基づいていろいろと届

出がなされ、基準にのっとり建った建物をはめたときに、この計画でうたっているような

結果になっているのかを見たいという単純な興味があります。 

 自分でまちを歩いていても、久しぶりに来たまちの印象がものすごく変わっていて、前

はとても好きだったけれども、何か違うなと思ったり、前はごみごみして嫌なところだっ

たなと思ったけれども、とてもすっきりして感じのいいまちになったなど、いろいろな感

想を個人でそれぞれ抱くと思うのです。 

 景観計画区域、景観計画重点区域に建てるときには届出をしまして、建ち上がった結果、

終わりましたという届出はするのでしょうけれども、写真などで視覚的に捉えたものの届

出はあるのでしょうか。景観は見た目なので、こんなふうになりましたと。低層だったと

ころに高層のものが建ったときに、結果、こういう眺めになりましたというような届出は

別にないのですか。 

○事務局（都市景観係長） 完成後に竣工写真を添付した、竣工届を出していただきます。

当初の届出のときの視点場からの撮影で、解説を入れてもらって、どういう配慮が行われ

ましたというような説明をしてもらっています。 

○工藤委員 先ほど西山委員がおっしゃったように、カルテがあるとしたら、そういう写

真なんかも一緒にすると。 

○濱田会長 そんな仕組みをつくればいいわけですね。 

○工藤委員 また、そのものだけではなく、離れたところからの眺めも単純な興味として

は見られるといいなと思います。 

 例えば、そこの地域に新たに私が仕事の依頼を受けて、何かを建てるとなったときに、

こういう推移で街並みが変わってきているのだな、では、土地の利用からいくとこうだけ

れども、街並みの流れからいくと、こういう視点も加えなくてはならないのではないかと、

設計者なりがそこに意識を持っていけるような、目で見てわかるようなものが並んでいる。

例えば、市のホームページやなんかでもいいのですけれども、そういうふうに見られるよ

うな場所がオープンであると、設計者側の意識としては、視点が少し変わるかなと思いま

す。経済効果ばかりではなく、札幌市がうたっている目標、基本理念に近づけていこうと

いう気持ちになれるかなという個人的な感想です。 

○濱田会長 ありがとうございます。 

 先ほどから出ている話は、全部行政がやりなさいということではなくて、仕組みの中で

役割分担をしていけば整っていくという仕掛けをしっかりすればできるのではないかとい
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うお話かと思います。ありがとうございました。 

○奈良委員 景観計画区域は、小さな建物の確認申請を出すときにも必ず書いてください

と言われて書くものですね。要するに、届出対象規模ではなくても、必ず書く欄があって、

そこに書いてくださいということになっており、小さな住宅、小さな敷地で申請するとき

にも書いているのですが、実際、これは何なのかを知っている設計者がどのぐらいいるの

かという気がものすごくします。 

 都市計画というか、景観というのは、結局、個人が持っている敷地内でやっていい権利

があって、それが法律で定められていて、その中でこういう義務が発生するということで、

それをどのぐらいお願いしていくのか、制限していくのかという権利と義務をどうするか

ということだと思います。 

 それから、一つの敷地の中で、できることは個人資産を使ってやることなのだけれども、

見た目になると社会資産になると思うのです。先ほど点が面になるという話も出ていたの

ですけれども、面になったとき、社会資産になったときにどう見えるかですが、例えば、

上空から写真を撮って敷地全体を見ると、住宅部分が圧倒的な面積を占めているのです。

人間の目の高さから見えるもの、例えば、高層のものがあればそれはとてもよく見えるの

だけれども、ものすごい面積を住宅が占めているときに、もしかしたら届出対象ではない

もののほうが圧倒的に景観をつくっているということであれば、何かやりなさいというの

ではないけれども、建物を建てるのであれば、または、直すのであれば、札幌市はこうい

うものなのですよというようなことで、できればこうしてくださいというものをもう少し

広い範囲に規制ではなくお願いしていくのか、そして、お願いする以前にまず知ってもら

うことがもっと重要なのではないかなという気がしました。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 それ以外にはありますか。 

○那須委員 この抜粋の資料を見させていただき、私が思ったのは、今日皆さんからの意

見で、先ほどの京都の話もありましたが、目的が何なのかがはっきりしないというのもあ

ると思うのですけれども、例えば、抜粋版の５ページの文章の二つ目の「札幌のまちづく

りの特色である～創出が望まれます。」と書いてありますね。そして、２６ページの最後

に「国際化や高齢化～豊かで快適なまちづくりが求められています。」とありますね。こ

の第１章をずっと読んでいくと、こういうことが求められているというか、課題設定され

ている文章がここの二つだけなのです。あとは、淡々と事実を言っているというか、札幌

市はこういう場所ですと、むしろ恵まれたほうの側面を挙げられているだけなのです。も

ちろん、そこに倣いなさいという言い方はあるのですけれども、先ほど小澤委員の話にも

あったように、例えば、建築単体でやったときにはほとんど有効力がないというか、一つ

の側面としては規制にあまりならない側面があるということで、もう一つは課題設定が明

確ではないと創造性が発揮されないのです。 

 何が課題で何に配慮しなければいけないかで、先ほどのカルテのように、場所ごとに設
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定されていることも大事だし、札幌市全体としての課題設定をもっと明確にというか、た

くさんあってもいいと思うのです。たくさんあるというか、一つ大きなものがあって、そ

の中でこういうものを何年かごとに見直していくものだとするならば、この５年間でこう

いう課題を解決していかなければならないということをしっかり決めて、計画を立ててい

くことが重要ではないかと思いました。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

○斉藤委員 都市景観基本計画があって、次に景観法に基づく景観計画を使ってやってい

るわけですが、プラス、今、札幌市がつくっているまちづくり戦略ビジョンに連動して、

景観も戦略的にやっていきましょうということで、それをどうしたらいいかという話です

ね。 

 そうなると、この基本計画は確かにレイヤーをつくり、ゾーンで分けて、非常にわかり

やすいと思うのです。それなりに読んでも確かにそうだなと思うのです。しかし、戦略の

プランを考えるとき、ここでは語れないものがあります。それは何かというと、ゾーンと

ゾーンのつなぎです。 

 一つ例を言うと、ほかのまちでやっているビューコーンコントロールです。先ほど誰か

も言っていましたが、どこかから見た景観がどう変わっているかとか、すごくすてきだと

いうことを考えると、ゾーンを超えた見え方が大事です。景観の視点場として重要なとこ

ろはここで、ここから見えるビューコーンコントロールはこういうふうにしましょうとい

うものが戦略的なことを組む上では必要だということが一つです。 

 もう一つは、２３ページのこの地図で、これも非常におもしろいのですけれども、まち

の移り変わりを見ると、東西南北にびゅんと尖って伸びていますが、これが問題なのです。

札幌の景観については、大体、真ん中の四角いところを話していますけれども、札幌市の

景観の問題でもっと大事なのは、東西南北に伸びているところで、要するにまちが発展し

ているここのところに非常に大きな問題があると僕は思っているのです。 

 つまり、平地や丘陵などのゾーンを超えた軸です。南に伸びているところに２３０号線、

東には１２号線や３６号線がありますが、こういうところにちゃんと視点を向けて、基本

計画では語れない考え方や見方をちゃんと組んでいかないとだめだと思います。 

 そこで、計画をつくるときには、手法としては、西山委員がおっしゃったように、カル

テをつくる、景観的な語り口としてもっとわかりやすい絵を見せる、心を打つようなフレ

ーズを与えるなど、そんなことが多分出てくると思うのです。 

 その基本として、ここでは語れないゾーンで切り分けたりレイヤーで切り分けると落ち

る部分を戦略の中でしっかりと組み上げていく必要があるのではないかと思います。 

○濱田会長 ありがとうございます。 

 まちづくり戦略ビジョンにかかわって景観施策をどうしていくかを都市景観審議会とし

て役割を果たせるところはしっかり果たしていこうという議論だと思うのです。 

 予定の時間もあるのですが、次回も含めて、ここの議論をどうしていくかというあたり
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で、事務局サイドとしてはどんな感じですか。 

 先ほどの「好きです。さっぽろ（個人的に。）」の報告を次回にやるというお話もあり

ましたけれども、想定など、今の段階で結構ですので、お教えください。今日、これで結

論を出すという格好ではなくて、継続して議論するということでよろしゅうございますか。 

○事務局（都市景観係長） 今回いただいたご意見をまた整理させていただいて、我々が

直近でできることがあれば、またそれも用意させていただきたいと思いますし、この議論

のやりとりをしながら方向性というか、形をつくっていきたいと思っておりますので、引

き続きお願いしたいと思っております。 

○濱田会長 そのことも含めて、全体としての意見や事務局への確認事項があればお願い

いたします。 

○事務局（都市景観係長） １点、事務局からです。 

 今回、都市景観基本計画の抜粋版をお渡ししているのですが、全編を用意しております

ので、必要な方は後で言っていただければお配りいたしますので、お願いいたします。 

○濱田会長 ひょっとしたら、そちらに書いてあることを少し議論してしまったかもしれ

ませんね。 

○事務局（都市景観係長） 時間の都合もあって、抜粋させていただきました。 

○小澤委員 最初のほうの話に戻りますけれども、今までの届出のレビューといいますか、

どういったやりとりがあったかをまとめるときに、付け加え忘れたのですが、やりとりを

された相手の方の属性についてです。私が勝手に想像するところによると、かなり大手組

織設計事務所やデベロッパーなどが多いと思うのですけれども、そういうところとその他

の方では大きく対応が違うと思うのです。 

 もちろん、それなりに社会的に責任がある組織は、変なことをすると次の仕事がとれま

せんので、かなり慎重に来て、濱田会長がおっしゃったように、節度を持って対応される

と思いますが、必ずしもそこだけで判断していいのかというのがあると思うのです。おっ

しゃったように、将来にわたってのリスク対応というか、危機管理という目線を持たない

といけないと思いますし、奈良委員がおっしゃったように、一般の方に向けた小さな設計

者に向けたメッセージが必要かもしれません。その辺は誤解するといけませんので、やっ

ていただく場合は、それをぜひ加えていただきたいなと思います。 

○坂井委員 これからの進め方についての意見です。 

 この図の後の右側のところに都市景観基本計画と景観計画が出たのが一番最後にありま

した。こういうふうに考えていらっしゃると。基本計画があって、下が景観計画なのかな

というお話だったので、２、３回はざっくばらんに皆さんのお話を聞くのはいいと思うの

ですけれども、整理の仕方としては基本計画の大きな理念についてお話をしてくださいと。

そして、３回、４回たったら取組でこういうふうにと。多分、カルテというのは市がどう

いうふうにこれから提示するのかというやり方で、今、お話を聞いていると、今度は市と

市民、市と業者がどういうふうに話し合うのかというシステムの話などは下のほうなのか
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と思います。ただ、ずっと話をしているとわからなくなるので、まとめ方として、線を引

くのは２、３回あるといいと思いました。 

○濱田会長 わかりました。 

 前回も議論としてそうだったのですけれども、事務局で整理していただくことになって

いますが、多分、委員の方々の共通の部分としては、例えばここのことに関してという的

を少し絞った投げかけにしていただくと楽だというか、そこに集中して意見を言えるとい

うことですね。今、一斉にうなずいていらっしゃいますが、全体に対して意見というのは

なかなか難しいし、それぞれのご専門の立場からいくと、ここというとそこに集中した議

論もできるということですね。限られた時間での議論ですから、投げかけのところ、議事

の用意のところでもそういうふうにしていただけるとより有効かということですね。 

 審議会でやれることの限界もあるとわかりながらも、せっかくのこういうメンバーでの

議論ですから、それが有効に生きていくような、逆にうまく引き出していただいてやって

いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ほかはいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○濱田会長 では、事務局にお返しします。 

 

  ３．閉  会 

○事務局（地域計画課長） 長時間にわたるご審議、大変ありがとうございました。 

 今日ご意見をいろいろいただきまして、いろいろな論点が浮かび上がってきたのではな

いかなと感じております。次回は、９月または１０月に第２回目を予定しておりますけれ

ども、今日の話から次につなげる形へと論点を少し明確にした形で出していければと考え

るところでございます。 

 それから、その後に２月または３月に第３回というスケジュールを今のところは予定し

ております。次回、９月または１０月にご案内を差し上げますので、よろしくお願いいた

します。 

 以上をもちまして、平成２５年度第１回札幌市都市景観審議会を終了いたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

以  上   
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