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 １．開  会 

○事務局（地域計画課長） それでは、定刻となりました。 

 本日は、大変お忙しいところを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。 

 連絡事項ですが、本日、小澤委員と西山委員は欠席ということでございます。 

 ただいま、委員１２名中１０名の方がおそろいでございます。札幌市都市景観条例施行

規則第２５条第３項により、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３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、審議事項が１件でございます。審議事項は、景観施策の再構築に向けた検討で

す。 

 まず、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 机の上に配付資料１の会議次第、Ａ４判横の説明資料、景観施策の再構築に向けた検討

という３枚のホチキスどめ、それから、札幌市まちづくり戦略ビジョンのビジョン編の概

要版とビジョン編、戦略編の概要版と戦略編という４冊がございます。 

 以上でございますけれども、不足のものなどは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。 

 これ以降の議事進行につきましては、濱田会長にお願いいたしますので、よろしくお願

いいたします。 

 

  ２．議  事 

○濱田会長 それでは、議事進行を務めさせて頂きますので、よろしくお願いいたします。 

 審議事項が１件ということですが、かなり中身の濃い議論になるのではないかと思って

おります。先ず、事務局からご説明頂いた後、委員の皆さまの意見をお伺いするというこ

とにしたいと思います。 

前回の審議会では、審議会の前後の現地視察や意見交換等の場でも、札幌市の景観行政

のあり方に関する活発なご意見をいただきました。 

 委員の皆様からは、どちらかというと、札幌市が行政として頑張っていらっしゃること

をもっとサポートしようという意識から、札幌らしい景観施策が今後展開されることへの

期待感を込めた前向きな議論が多かったように記憶しております。 

 本日は、「まちづくり戦略ビジョン」との関係の中で、景観施策がより有効なものとし

て機能していくためのさまざまな観点からの議論ができればと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 
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 では、事務局からのご説明をお願いいたします。 

○事務局（都市景観係長） 事務局の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。 

 私から、本日の景観施策の再構築に向けた検討について、資料説明をさせていただきま

す。 

 まず、お手元のＡ４判横の資料から説明していきたいと思います。 

 こちらは、これまでの都市計画施策の流れと、下のほうに景観施策の流れということで、

これまでの各施策の取り組みを表示した表になっております。こちらは、前々回の審議会

におきましても同じ表をお見せしました。この度、まちづくり戦略ビジョンが策定される

ことと関連して、都市計画マスタープランも、現在は検討中ですけれども、改定されるこ

とになっております。その流れをくみまして、上位計画等の変更とあり、景観施策につい

ても再構築を進めていく必要があるということで前々回にまとめさせていただいておりま

した。 

 まちづくり戦略ビジョンにつきましては、この度配付しておりますが、ビジョン編と戦

略編の、それぞれ冊子ができております。ビジョンにつきましては、昨年度の審議会にお

きまして、市長政策室の担当者から内容について説明をしたところですけれども、今回完

成しました戦略編の中でも景観施策についての表記を設けておりますので、そちらについ

て尐し説明したいと思います。 

 戦略編と書いた厚みのある冊子をごらんいただきたいと思います。 

 まず、表紙をめくりまして３枚目の裏側に、まちづくり戦略ビジョンの全体像という図

がございます。上のほうにビジョン編、下のほうに戦略編と書いてございまして、戦略編

第１章の総合戦略としまして、今後、戦略をもって取り組むべき三つのテーマが掲げられ

ております。その中で、それぞれ八つの戦略が掲げられているという図になっております。 

 また、第２章で、戦略を支える都市空間としまして、都市空間創造の基本目標と都市空

間創造戦略が示されております。 

 これらを尐し詳しく見ていきますと、ページが飛びまして、１０５ページになります。 

 第３節 都市空間創造戦略ということで、今後１０年間の都市整備に関する施策の方向

性が示されております。その中に、１ 魅力ある市街地という項がありまして、真ん中から

尐し下がりまして、札幌らしい景観まちづくりの推進ということで、景観施策における今

後１０年間の施策について記しているところがございます。この中で景観に関する制度の

見直しとしまして、「札幌らしい魅力的な都市景観を形成していくため、札幌市都市景観

基本計画及び札幌市景観計画などの見直しを行います。また、特に良好な景観形成を図る

区域として定める景観計画重点区域の新たな指定を検討します」と掲げさせていただいて

おります。 

 また、地域特性に忚じた景観まちづくりの促進ということで、「地域の特性に忚じた魅

力的な景観を形成していくため、市民・企業の景観に対する関心の喚起や、より主体的に
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関わる機会の創出などにより、景観まちづくりを促進します」としております。 

 まちづくり戦略ビジョン〈戦略編〉の中では、このような形で掲げております。これら

を受けまして、今後の取り組みについて検討していくことになると思いますけれども、一

旦、戦略ビジョンの戦略編を離れまして、お手持ちのＡ４判横の資料に戻ります。 

 ここからは、スクリーンを見ながらご説明したいと思います。 

 同じ図をスクリーン上でも示しておりますけれども、下段になります。まちづくり戦略

ビジョンにおける景観施策の方向性として、都市の拡大成長期における画一的な景観施策

から、都市空間の質のさらなる向上と、地域特性に忚じた景観施策という大きな二つの方

向性があるだろうと考えております。これを尐し具体的に景観施策の見直しにおけるポイ

ントとコンセプトということでまとめさせていただいております。お手持ちの資料でも同

じものが次のページにございます。 

 一番上のほうに、景観施策の再構築のポイントとしまして、都市空間の質の維持と、都

市空間の魅力・活力の向上とあります。今までは、都市空間は質の維持ということで抑制

型の景観施策をやっており、都市の拡大成長期における景観コントロールという考え方で

やっておりましたけれども、今後は、都市空間の魅力・活力の向上ということで、誘導型

でやっていく必要があるだろうと考えております。魅力の向上を促す景観誘導の仕組みづ

くり、そして、地域特性を生かした景観まちづくりの促進という二つの方向性を再構築に

おけるポイントとして掲げさせていただいております。 

 次の段に行きまして、都市景観基本計画における見直しのコンセプトとしまして、都市

景観マスタープランとしての位置づけを明確にしていく必要があるだろうということです。

その中で、まちづくり戦略ビジョンのビジョン編、戦略編に対する対忚ということで、「さ

っぽろらしい景観まちづくり」を進めていくとしております。 

 また、都市計画マスタープラン、あるいは土地利用計画制度との連携をさらに進めてい

く必要があるだろうと考えております。 

 これは、主に、複合型高度利用市街地における景観形成方針や戦略的制度の検討という

ことを、まちづくり戦略ビジョンの中でも今後１０年間の戦略として掲げておりますので、

その部分と連携しながら、景観計画の中にも落とし込んでいく必要があると考えておりま

す。 

 次に、一番下段の景観計画の見直しのコンセプトです。 

 景観誘導の仕組みづくり、景観まちづくりの推進として四つ掲げておりますけれども、

規制による質の維持と良好な景観デザインへの誘導、公共施設等における先導的役割を担

う景観デザインの推進、地域特性を生かした景観形成の推進、そして、景観まちづくりの

きっかけとなる景観資源の活用という四つのテーマを示しております。 

 それらにそれぞれ係ってくるポイントとしまして、都市空間の質、魅力を高めていくた

めの協議手法の検討、また、地域ごとの目指すべき景観像、良好な景観形成のための方針

の検討、市民主体の景観まちづくりの推進に向けた景観資源等の活用方法の検討を検討す
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べきものとしてまとめさせていただいております。 

 さらに、今後、景観施策の再構築に向けて、都市景観基本計画、景観計画の見直しの中

で具体的に検討をしていかなければならない項目としまして、こちらは配付資料にはない

のですが、スクリーン上でご確認いただければと思います。これらを、今後検討していく

べき事項としてまとめさせていただきました。 

 都市景観基本計画、景観計画の見直し時期につきましては、現在、庁内調整を進めてい

るところですが、できるだけ早い段階で着手していきたいと考えております。 

 具体的な検討としまして、まず、行政サイドとしましては、現行動向の整理、状況を踏

まえた計画の検討、また、利害関係者との調整等が発生すると考えております。自然、地

形、文化、歴史、土地利用等々、各景観を構成する要素の整理と、それらを踏まえた計画

のあり方、または庁内外を問わず、各種利害関係者の調整が発生してくると思われますの

で、そういう取り組みが必要になってくると考えております。 

 また、都市景観審議会におきましては、まず、「都市景観基本計画、景観計画の見直し

の審議」としまして、四つをポイントとして挙げさせていただいております。今後の景観

形成に向けた方針、見直しの重要ポイントについての整理、また、方針に基づく戦略とし

まして、都市景観基本計画、景観計画が持つべき機能をきちんと整理していく必要がある

だろうと考えております。 

 さらに、今後の景観施策に向けた方針や戦略を踏まえた具体的な景観形成方針の策定と

戦略的な制度の設計をしていくこと、そして、景観形成方針、戦略的制度に対忚した具体

的な行為の制限の策定についての検討が必要になってくると考えております。 

次に、「戦略的制度の設計と推進」としまして、①公共施設等における景観デザイン向

上の仕掛けの構築、②景観計画重点区域の新規の指定、目標や方針のみ定める区域等の検

討を考えております。行為の制限を伴わないような地区の方針や目標像を掲げる区域をま

ず指定していって、そこから緩やかに景観誘導を図っていくことも考えられますので、そ

ういう具体的な区域指定も検討していく必要があると考えております。 

 また、③景観資源の活用の検討や、景観資産等の指定の推進、④景観資源データベース、

景観カルテのようなものの構築と市民への公開、が具体的な戦略的制度の設計と推進の中

で審議していく必要があると考えております。 

 次に、「市民意見」としまして、市民への投げかけとしましては、市民参加の仕掛けと

機会の創出はしていかなければならないと考えております。その中で、①まち歩きイベン

トやワークショップの開催、②今やっております「好きです。さっぽろ（個人的に。）」

において集まってきたデータベースの集積と、それを市民の中で共有していく取り組み、

③継続的な参加機会の創出、事例の発信、支援体制の構築、を進めていく必要があるだろ

うと考えております。 

 ここまでは、まちづくり戦略ビジョン、都市計画マスタープラン等の上位計画及び関連

計画からの落とし込みからのアプローチを、景観施策の見直しとして捉えて考えてみまし



 - 7 - 

た。 

 続けまして、スクリーン上で確認していただきたいと思います。 

 尐し戻りますが、これまでの議論の経緯を振り返って、また違うアプローチがあるので

はないかと考えております。平成２４年第３回審議会におきましては、まちづくり戦略ビ

ジョン策定に伴う今後の景観施策について審議をしていただいております。その中で、ま

ちづくり戦略ビジョンのビジョン編における景観の位置づけについてご説明しております。 

 その際には、今後の景観施策の方向性等について、幅広い視点から審議会の中で意見を

いただいております。具体的な意見のまとめとしましては、景観そのものの意義や位置づ

け、景観形成の理念や方向性について、また、景観形成の取り組みについてさまざまな意

見をいただいているところでございます。 

 今年度に入りまして、平成２５年度第１回の景観審議会におきましては、まず、報告事

項としまして、景観計画区域及び景観計画重点区域の届出の状況について説明をしたとこ

ろです。 

 続いて、まちづくり戦略ビジョンの策定を受けた今後の景観施策について説明をしてお

ります。その中での意見としまして、まず、景観の届出協議の検討の調整につきましては、

より具体的な届出事例の検証や、実際に我々が届出を受けた中で、どういう協議をして、

どういう課題があるのかを整理してはどうかというような投げかけをいただいたところで

ございます。 

 また、今後の施策のあり方につきましては、先ほど説明いたしましたまちづくり戦略ビ

ジョンからの流れの中でコンセプトをまとめさせていただいております。 

 前回の審議会におきまして、皆様から現状の取り組みに対する検証と、その中で、どの

ような課題があるのかという宿題をいただいて、それにお答えする形で検討させていただ

きましたけれども、やはり、全体的な計画からの落とし込みもそうですが、現在、どのよ

うなことをやっていて、どういう課題を抱えているのかというボトムアップでの課題整理、

検討を進めていくのも一つアプローチとしてあるかと考えております。 

 今回は第３回ということで、先ほど説明しましたように、まちづくり戦略ビジョンから

の流れとしての都市景観基本計画、景観計画の見直しのコンセプトを説明させていただき

ましたけれども、より具体的に我々がやっている札幌市の景観施策と課題についてという

側面からも審議していただく必要があるかと思います。また、前回、審議会における議論

の的を絞ってほしいという話もありましたので、それらを踏まえまして、次のページにな

りますけれども、現状の景観施策を四つにまとめさせていただいております。それぞれ四

つのテーマで市の取り組みと現状の課題をまとめさせていただきました。 

 まず、左上からです。先ほども説明しましたが、景観法に基づく届出制度としまして、

景観の形成に影響の大きい大規模な建築物等の景観協議を現在行っております。具体的に

は、大規模建築物等の建築行為等に係る協議を行っておりまして、景観計画重点区域では、

規模にかかわらず、建築行為等に係る協議を行っております。その中で、平成２０年度か
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ら法に基づく景観協議を行っておりますけれども、協議における傾向や課題の整理が必要

だということで、我々としては課題を設けているところでございます。 

 届出協議については、委員の皆様から審議会で宿題を出していただいたことをきっかけ

として、先ほど会長からもお話があったような形で意見交換をさせていただきましたが、

これをまとめました。こちらが前回いただいた意見をまとめたものになります。この中で

は、景観協議の傾向と対策として、誘導のポイントをまとめ、ツールとして使えるものに

していってはどうか、これまでの事例をケーススタディーとして蓄積し、行政内部だけで

はなく、外へも発信し、活用されるものにしていったらどうかという意見をいただきまし

た。 

 また、公共施設におきます景観協議こそ重要になってきており、既存の公共施設と景観

デザインガイドラインがございますが、これが活用される仕組み、プロセスを考えていか

なければならないというご意見をいただきました。それから、景観協議のプロセスの中に、

景観審議会による評価やアドバイスの機会があってもいいのではないかという意見もいた

だきました。 

 景観形成に関する意見としまして、みどりを生かした景観づくりの仕掛けが必要ではな

いかとか、人とまちとの多様なかかわりを考えた空間づくりを考えていく必要があるとい

うことです。また、地上の視点場など、札幌ならではの眺望点を拾い出していくことも今

後は必要になってくるだろうというご意見をいただいているところです。 

 同様に、今回示しましたほかの三つの取り組みとその課題について、我々のほうに宿題

を出していただくような形で検討を進めていくべきではないか、あるいは、現状の整理、

調査等をするべきでないかという形でご意見をいただければと考えております。まず、こ

の表の右側に移りますけれども、景観に係る普及啓発の取り組みとしまして、現在、市民

の身近な景観に対する認識を高め、行動するきっかけづくりということで取り組みを行っ

ています。 

 主な取り組みとしまして、市民主体の景観資源選出事業「好きです。さっぽろ（個人的

に。）」は、現在、実施しているところでございます。こちらは、平成２４年度から始め

た試行的取り組みとして、まだまだ検討していく要素、発展していく要素があると思いま

すけれども、進めております。 

 左下に行きまして、景観まちづくりの取り組みとしまして、景観を手がかりとしたまち

づくりの推進に向けた地域の課題や特性に忚じた支援という形で取り組みを行っておりま

す。 

 具体的に、主な取り組みとしましては、景観まちづくり助成金の助成制度を設けまして、

市民活動に対して助成金の形で助成をしているところでございます。 

 また、地域街並みづくり推進事業としまして、現在、路面電車沿線におけます街並みづ

くりに向けた調査と地域におけるまちづくりの取り組みを進めております。ここでの現状

と課題としましては、地域の機運の高まりに忚じて支援を行ってきたところでございます
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が、より積極的な支援へと展開していく必要があるだろうと考えております。 

 さらに、右下に行きますけれども、景観重要建造物等に係る取り組みとしまして、札幌

の歴史や文化を物語る街並み形成上重要な建築物等の維持、保全等の取り組みを行ってお

ります。 

 主な取り組みとしましては、景観重要建造物、ここには景観資産も含みますけれども、

これらの指定です。また、景観重要建造物等に対する助成金があり、外観の維持・保全に

おけます工事等々に対して、助成を行っているところでございます。現状と課題としまし

ては、指定自体、平成２２年度が最後となっておりまして、景観重要建造物等の活用につ

いて、今後のあり方の検討が必要だと考えているところでございます。 

 以上のような現状と課題がある中、そこからのアプローチとしまして、どのような観点

で検証、検討を進めていくべきか、本審議会でご意見をいただければと思っております。

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す。 

 「まちづくり戦略ビジョン」とどう連携するかも含めて、こういう方向で検討して、こ

ういう状態にありますけれども、如何でしょうか？ということでございます。ご自由にご

意見をいただければと思います。 

○中田委員 今、この見直しという話がありました。このビジョンは、今後１０年間の制

度の方向性のビジョンですね。スケジュールはどんな感じなのですか。計画を見直すのに

どういったスケジュール感で、この１０年間かけてやるのか、それとも２年間ぐらいかけ

てやって、また見直ししようと思っているのかということです。 

○事務局（地域計画課長） ビジョンでは１０年間でやる施策ということが書いてあって、

見直しをやるぞというふうに書いてあるのです。なので、この中では、いつ見直しをする

かということは書かれていません。通常、札幌市の行政計画は、長期計画でこういうこと

をやるぞ、今度はこれに基づいて中期計画をつくっているのです。４年間の新まちづくり

計画をつくっていますので、そこに位置づけられて初めて通常のスケジュールでやること

になるのです。 

 今、我々が庁内で検討しているのは、新まちづくり計画自体は来年度までのものですか

ら、次の年に選挙が終わってからですが、そのときにつくられるものに盛り込まれなけれ

ば、通常、こういう見直しが行われません。それでは、遅いだろうと考えています。でき

るだけ前倒して、早い時期の作業を考えております。まだ庁内調整が済んでいないことや、

予算の関係もあるので、次回の審議会の際に見直しスケジュールをご紹介したいと思うの

ですが、できるだけ早い時期に見直し作業を進めて、その見直しに基づく施策を10年間弱

やっていく、そういう感じで考えています。 

○中田委員 なるべく早く見直さないと、流れがすごく速いのです。特に、いろいろと建

てかえとか消える建物も多いので、そういった意味では早く見直しをされたほうがいいの

かなと思ったのです。 
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○濱田会長 ありがとうございました。 

 次回にご提示があるということですので、お願いします。 

 あとはいかがでしょうか。 

○坂井委員 たくさんあるのですが、まず、説明資料の１です。 

 今のお話ともつながるのですけれども、上のまちづくり戦略ビジョンから落ちてきて景

観施策を再構築ということですね。それはもちろんそうですが、横からの軸もあるのです。

２００８年の札幌市景観計画をもちろんつくり直すわけで、その評価みたいなことを知っ

ていらっしゃれば教えていただきたいですし、予定があれば教えていただきたいのです。 

○事務局（都市景観係長） 前回は、こういうものがありますという形でお見せしました。

委員の皆さんからも、実際にこれがどういう影響があったのか、どういう効果があったの

かということで、検討する必要があるということでお話しいただけるかと思っております。

それについては、まだ具体的な検証の形に入れていないところで、前回、届出等の協議に

ついてのご意見もいただきました。まず、そちらのほうからということで作業としては進

めていたところです。 

 現状の計画については、今後、作業の中ではやっていかなければならないだろうと思っ

ておりますので、今後かなと思っています。 

○坂井委員 そうですね。今申し上げたように、１枚目の図の右のまちづくり戦略ビジョ

ンから落ちてくるのと、計画からどう発展させるのかという縦軸、横軸で中身がある程度

決まってくるような気がしますので、その作業をしていただければいいのではないかと思

いました。 

○濱田会長 逆に、委員側から方向性への御提言や御要望があれば、それにも対忚して行

きたい―ということでもあるのですね。前回、意見交換の場では、届出がどうなっている

のかを見せていただき、なるほど、有効なところと理解できる部分と、こうればもっと良

くなる部分があるという御話しをさせて頂いたように思います。 

○事務局（都市景観係長） 変な言い方ですけれども、我々だけでやっていると、我々が

やりやすいようにしかやらないと思うのです。この評価と検証についても、やりやすいよ

うに評価してしまう可能性があるので、そのときに、評価の視点としてどういうふうにや

っていったらいいのかというところで何かあれば、今回に限らず、教えていただきたいと

思います。 

○坂井委員 ちなみに、届出については、大きなアイデアとしては、事前協議をやってい

かなくては景観施策が進まないという大きな理念に向かって、今は一つ届出制度があるの

で、それがどうなっているだろうという検証をしていただければと思います。それプラス、

もっと違うやり方があるのではないかという視点からも既成のやり方を検証していただい

ていればいいなと思っています。もしそれ以外のやり方があれば、それ以外のやり方があ

るのではないかということが次の戦略の中に入ってくるといいと思います。 

○濱田会長 ほかにいかがでしょうか。 
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○那須委員 今日の最後のページで挙げていただいた四つの論点の話で、普及啓発の取り

組みとしては、「好きです。さっぽろ（個人的に。）」というものをやられています。あ

るいは、景観重要建造物についても、その後、指定はふえていませんが、それ自体は目に

することができますね。しかし、景観まちづくりについては、具体的な部分が余りはっき

り見えてこないのです。その枠組みは概念的にはわかります。しかし、具体的にどういう

ことが行われているのか、もちろん助成がされているということはあるのですが、それが

どういうふうに実際の現場で成功しているかが見えてきたほうがいい気がするのです。今

すぐに出してくださいというわけではないですが、この辺は我々もちゃんと見なければい

けないと思いました。 

○濱田会長 先ほどの説明の中でもケーススタディー的にとございましたが、こういう地

域で、こういう制度で、こういうことがやられて、こうだったということで、行政なりの

検証はされているかもしれませんが、改めて審議委員の目からもそこを評価してみようと

いうことでしょうか。 

○那須委員 つけ加えますと、もう一つ考えるところがあります。今、景観まちづくりと

いう景観の魅力がまちづくりの中で重要な価値を持っていて、まちづくりのために寄与す

る部分もあるというところが明らかになってくれば、景観施策全体の中で、良好な景観デ

ザインの誘導、規制から誘導へとなっていくわけです。ただ、誘導というのは、聞こえは

いいですが、実際に行っていくときは非常に難しいですね。わかりやすくいうと、インセ

ンティブを与えてそっちに誘導していくのはすごくわかりやすいのですが、インセンティ

ブが明快にない状態での誘導は、結局、曖昧になってしまって、なかなか誘導できないと

いうことになります。そうすると、例えば、景観まちづくりで成功している部分がわかれ

ば価値がはっきり見えてくるので、誘導をするときに、ある意味、実質的なインセンティ

ブが実際の成功者に見えてくるという感じになると思うのです。その辺のつながりをしな

ければいけないのではないかと思うのです。 

○濱田会長 そのあたりは、仕組みのつくり方とも絡むと思うのです。ただ、誘導という

ことであれば、向かう目標がまず明確でなければならないということと、それに向かって

有効なやり方で行くということが重要です。それは、マンパワーの使い方、予算の使い方

等を含めてです。そうなったときに、誘導に対する試みの内容が見えてこないと、ここを

もっと有効に、とは言いにくいのではないかという気がしています。そういう意味でも、

目標に対してこういう誘導の試みをしたのだけれども、なかなかうまくいかなかった、あ

るいは、思った以上にうまくいった、そこをきちっと解きほぐしながら、それをさらに強

化するための仕組みにしていくにはどうすればいいかという議論だと思うのです。 

 そのあたりいかがでしょうか。 

○坂井委員 私も、景観まちづくりの取り組みのところが気になっています。今の話を聞

いていて、地域とはいろいろとあると思っています。インセンティブを与えることが成り

立つ、活力のある都心の地域だとそうですし、住宅街では、どちらかというと、みんなで
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いいまち並みをつくるため、垣根をつくりましょうとか、お花を植えましょうということ

をやっていらっしゃったと思います。ですから、ファサードまでいかなくても、前の塀と

いいますか、北海道独特の駐車場のつくり方など、いろいろとあるので難しいのですけれ

ども、道路と私有地との境界のつくり方みたいなものがまち並みの場合は非常に大事にな

ってきます。そこの境界、もしくは境界線と自分の所有の建物の間のつくり方、自動車の

ポーチのつくり方のルール化によって地域街並みづくり推進事業になるのだと思うのです。

この地域はこういう垣根にしましょうというそれぞれの地域のビジョンがないとできない

のです。ですから、垣根のまちにするのか、花のまちにするのかみたいなビジョンも大事

なのかと思います。 

 前にも尐し申し上げましたように、都市のほうに目が行きやすいのですが、都市のほう

は皆さん頑張っていらっしゃっているので、住宅地やコミュニティーの中でやっていく景

観まちづくりについてもいろいろ考えていく必要があると思います。 

○那須委員 今のことと関連しますけれども、例えば、札幌市の中では、自治推進の部門

があります。そういった部門で行われている施策との連携がとれていくといいのではない

でしょうか。 

 実際に、コミュニティーの中で積極的に自分たちの地域をよくしていこうとしている人

たちもかなりいらっしゃいます。一生懸命頑張っていらっしゃっています。景観というの

は、割と目に見えてくると、それが目標になったりするので、そこで頑張っていらっしゃ

る方もいるし、外観の中での活動を頑張る方もいらっしゃるし、そういうところがリンク

できるようになるといいのではないかと思うのです。 

○梅木委員 私は花をやっていることもありますが、地域でのまちづくりでは、花はすご

く取っかかりやすいというか、誰にでもすぐにできるものです。今でも時々呼ばれるので

すけれども、まちづくり地区センターとかの種まきの講習会とか、具体的に言えば、みん

なで種を持ち寄って交換したり、自分たちの地域に花を植えることがすごく進んでいると

ころもあるし、これからというところもあると思うのです。日本各地を見ていても、花の

まちづくりにはすぐに取りかかれますし、別に公助をしなくても花を飾るだけでできると

いう手軽さが受けて、全国的に広まったと思うのです。先ほどおっしゃったように、垣根

のまちにするとか、木を植えようとか、雪の問題もいろいろあると思うのですけれども、

全体をもっと大きく見たランドスケープ的なまちづくりの方法になると、コミュニティー

だけではなかなかきれいになりません。ですから、指導するなど、何かがないと、うまい

方向には行かないのではないかという気がするのです。 

○坂井委員 そうなのです。例えば、東京の杉並区だと助成金を出しているのです。この

垣根にしてくれたら３分の１とか、４分の１の助成をして、尐しずつふやしてもらうので

す。それは同意がなければいけないですけれども、そういった助成金の出し方もあると思

います。 

○梅木委員 前にも言ったかもしれませんけれども、世田谷区では、本当に狭いところに
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木を入れるというまち並み緑化が進んでいます。そういう景観のまちづくりをしていると

ころもあるのですが、誘導の仕方を尐し変えていけば、そういうふうになると思います。 

○坂井委員 みどりのまちづくりということで、みどりの推進課がやっていらっしゃる市

有地では、緑をふやそうという試みとリンクがあります。横浜市の「まちぶしん」と言っ

て、コミュニティーか何かが公共空間に尐し手を入れてのコンテストをやって、そのコン

テストを通ると尐しお金が出るということもあります。 

○那須委員 札幌市でもやっています。 

○事務局（地域計画課長） 市民自治推進室です。 

○坂井委員 課が違うのですよね。例えば、そういうところと連携してやるきのあるコミ

ュニティーのちょっとしたエリアに尐しお金を入れたりするのですね。そういういろいろ

な取り組みを挙げて、景観とリンクしそうなものを出してみることも必要かと思います。 

○斉藤委員 前回の札幌景観資産の指定解除のときにお話ししたと思うのですが、今みた

いな議論で、例えば、花をどうするとか垣根をどうするということで、区やもう尐し細か

い地区単位でこういう個性がいいねというベースになる共通理解というか、共通意識をも

う尐しつくったほうがいいのではないかと思うのです。それがないと、花は花、公共施設

は公共施設というようにばらばらになっていくし、前提になる自分たちのまちはどっちを

目指すのかということに迷ってしまうし、混乱すると思うのです。 

 そのリーダーシップをとるのは市役所内でどこかとは思うのですが、景観のほうから引

っ張ってもいいのではないかと思います。 

 例えば、この地区はこういう方向にいくようにみんなで目指しませんかとか、それは公

的な規制でも何でもなく、みんなの意識として持っていって、何となくそっちだと思える

地区をつくっていくということです。全市的に区割りして、ここがこうと決めつけること

は無理だと思うのですが、例えば、共通理解が得られそうな地区からそうつくっていくの

です。そうすると、それがない地区は、我々はもう尐しこっちのほうということにもつな

がっていくと思うのです。ランドスケープのマスタープラン的な考え方をみんなで持とう

ということで話し合う機会とか、資料づくりとか、そちらから始めなければいけないので

はないかと感じます。 

○濱田会長 多分、いろいろな分野の取り組みが個別に狭い判断で良かれと思ってやられ

ているのです。しかし、より広い視点で見たときには、別の判断や、ちょっとどうかなと、

矛盾するものがあったりするのだと思います。 

 梅木委員とかガーデニングの関係者がいらっしゃいますが、花というと、結構お手軽で

すし、趣味的な好みの範囲でこれが好きだからという格好になりがちです。しかし、それ

を外から見たときにどうか、まち並みとしてどうか、連続性の視点に入れたらどうかと、

その町らしさが表現できているか、など、ほかの視点を入れることで見方も変わってくる

と思います。そのような議論が行われる場が必要だということですね。 

 小林先生が、安易な花のまちづくりは嫌いだとよくおっしゃっていました。 
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○事務局（地域計画課長） 景観まちづくりの取り組みについていろいろ議論されている

ところですけれども、札幌市は、今まで、景観まちづくり助成金という形で多尐の支援を

してきて、それは団体に対してやっているのですが、全市でそういう活動をしている団体

であったり、地域でということがあったりしたのです。 

 正直な話、地域でそういう活動をしようという人に支援するのですが、どちらかという

と声が上がってくるのを待っているのです。当然、いろいろなところに声をかけるという

か、そういうことがありますという働きかけはしてきたはずですが、基本的には、こうい

う制度があるのでどうぞ使ってくださいという受動的な形になっていたのです。 

 今は景観まちづくり担当係長と言いますけれども、何年か前はこういう名前ではなく、

違う名前で、そのときに必要なことをやってきたのです。しかし、今はこういう名前をつ

けて、特に地域の景観まちづくりを進めていくべきではないだろうかということで、そう

いうポストができています。また、今、地域街並みづくり推進事業は、待っているのでは

なくて、積極的に、能動的に行きましょうということで、今年度から始めております。何

人かの委員から言われましたけれども、電車沿線の幾つかの地区について、そういうこと

を何となく念頭に入れながらやろうとしているのです。 

 あるいは、今、いろいろな発言がありましたけれども、苗穂では、拠点づくりのために

公共施設整備をするので、景観、街並みを一緒にやっております。 

 今、例えば、市民自治推進室でやっています、花の活動をやっています、どこかでこう

いうことをやっていますというのは、各原局があってそれぞれ担当してやっているのです

が、そこに我々がどれだけ積極的に関与というか働きかけができるのかについて意見をい

ただけましたので、今後の検討事項かなと思って聞いていました。 

○濱田会長 多分、それらを横につないで総合的にやるほうが「まちづくり戦略ビジョン」

との連携の中ではより有効ではないかという論点だと思います。横並びの中で、私たちと

一緒に、というお声をかけ方では、なかなか難しいです。やはり、上位計画に対しての整

合の中で、今までとは違う横断的連携のやり方がこれに向かっていく有効な戦略なのだと

いうあたりを明確な論理として持つべきではないかという気がします。 

○坂井委員 先ほど斉藤委員のおっしゃったように、景観で、この地域はこんな感じでは

ないですかと決めるところまではいきませんが、類型化ぐらいはできると思うのです。例

えば、今ので、山とか川とか平地ということでエリアを分析しています。次のときには、

住宅地の○○地区を歴史的に、昭和や大正からある、新興住宅である、駅を持っているな

ど、そういう地域の骨格を見ながら何パターンか分類し、それぞれにこんなふうになるで

しょうというものを示す。お花をやりたい人にはこういう助成金がある、公共部分に対し

てはこういう助成金があると書いておいて、地区の人が自分のところはどれに当たるのだ

ろうと考えるきっかけづくりを計画なり戦略なりのどこかに入れられるといいのかなと思

うのです。核が大事ですね。その核を景観が提示してあげることが大事ではないかと思い

ます。 
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○梅木委員 今、緑化協会がやっているタウンガーデナー制度があります。まちづくりの

関係だったか、どこでどうつながっているのかわからないのですけれども、タウンガーデ

ナー制度が何年か前からあって、園芸学校みたいなものをやっております。ことしは６年

目ぐらいで、私も何こまか持っているのですけれども、そこにすごく熱心なボランティア

の方たちが物すごくいらして、すぐ満杯になるぐらいです。その方たちが卒業して、まち

にどんどん入っていって、大通公園のボランティアとかいろいろなところに入って、公園

のボランティアとか、自分たちの地区をきれいにしたい人たちばかりが集まっているよう

なイメージでいます。その方たちに、今度はもう尐し広い目で、ランドスケープ的に、こ

んなものがありますよとか、こんなものはどうでしょうかとか、札幌市に散らばっている

人たちを尐しずつ地域でまとめていったりという方向で利用していくのもいいと思います。

今、すごく勢いがあるので、勢いのあるうちにやられるといいのではないでしょうか。 

 声かけをしたら、すぐに集まってくると思います。 

○濱田会長 そういう意味では、今の制度も含めて、既にやられていることに対する見方

の部分と、これから新たに取組んで行くべき、というあたりをどう議論していくかという

ことだと思います。 

○八木委員 私は今までの審議会にかかわってきた経験がまだ浅い中で申し上げますが、

現在の景観まちづくりの資料を拝見していると、現状の札幌市の景観施策としては四つの

柱のうちの一つのように書かれていますが、これまでのお話を伺っていると、景観まちづ

くりの取り組みが四つそれぞれにかかわっているかのように見えました。 

 それ以前に、ビジョンについて、札幌市はどういう景観を目指しているのかという全体

的なものが見えないように思えました。大ざっぱに言うと「美しいまちにしましょう」と

いうことですね。では「美しい」とは何だろうといったときに、緑化である「花と緑」と

いうキーワードが入ってきたり、別に「建物」も入ってきたりすると思います。その建物

でも、これから建つ新しい建物もあれば、この前、論議に上がりました歴史的な建造物の

保全もかかわってきます。ですから、いろいろな考え方ができると思いますが、それぞれ

が大事で、それぞれのバランスの上に美しいまちが成り立っています。 

 ところが、歴史的建造物の保全を論議する一方で、新しい建物は景観が意識された建物

なのか、私には見えてきません。かなり大きな建物であっても、建物の持ち主が札幌市の

景観としてどれぐらい考えていらっしゃるのでしょうか。これは、テレビ塔の塗り替えの

ときにも話しましたが、「札幌市は美しいまちを目指しているので、こういうふうにして

ください」と、確固たる覚悟を持って進言できるかどうか、それによって、持ち主の受け

取り方が全然違うと思います。 

大きな建物、ランドマークとなる建物については、札幌市がどれくらいの権限を持って、

強い意識といいますか、「規制」という意味ではなく、「こういうものを目指しているの

で相談したい、拝見させてください」というやりとりが今後行われていかないと、今まで

論議した意味がないと思うのです。 
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 市民もそうですが、建物の持ち主の側も、統一した見解として「札幌を本当に美しいま

ちにしたいにしたい」というシンプルなビジョンをもとにした共通意見があれば、「この

建物はこうしたほうがいいの」というところまで、どんどんブレークダウンしていくと思

うのです。それが見えていないので、理解がなかなか伝わらないのかと思います。 

 テレビ塔の色のときにあった論議を想い出しますと、「昔の真っ白にしてもおもしろい

のではないか」という意見を言いました。もし真っ白になっていたら、全国的なニュース

になっていたと思います。そのときに、「札幌市は美しいまち並みを目指しているので、

この色は美しいのです」というアピールをしたら、札幌市が景観にすごくこだわっている

まちだという大きなニュースになったのではないかと思っていたのです。 

 それぞれのまち、それぞれのエリアによって美しさの捉えられるポイントは違いますし、

曖昧な言い方であれば、余計にもめる原因にもなりかねないと思います。もともと札幌は

きれいなまちだとよく言われていますけれども、未整備の部分で、今後建てられるものや、

今残されているものを含めて、また緑化運動を含めて、ますます美しいまちになっていっ

て、それが全国的に美しいまちだと認められるための全体観を持った論議が行われていっ

てほしいと思いました。 

○濱田会長 先ほどの事前協議のお話と、斉藤さんのおっしゃった大きな枠組みとして、

どう議論して、どういう方向に向かっていくかというあたりのことでしょうか。抽象的な

価値観のあたりと具体的なものと目標の示し方はなかなか難しいところがあって、美しい

といったときに、私は美しいと思っていても、ある人は美しいと思わないということだっ

てあり得ます。 

○奈良委員 花とか緑という取り組みについては、多分、一番小さな単位が町内会で、町

内会の中の班ということで、住宅街がきれいになるかどうか、ここら辺はきれいだねとい

う街路樹の根元とか、きちんとやっている町内会があったりすると、きちんとやっている

なと思うのです。 

 今、これをぱらぱらと見ていたら、実際には町内会の加入率が７０％ぐらいと書いてあ

って、アパートの多い地域とか貸し家の多い地域であると加入率が尐なくて、何かやろう

と思ってもなかなか大変です。そういう中では、小さな単位まで届くような方法で何か働

きかけていくといいのかなと思います。 

 また、ちょっとずれてしまうかもしれませんが、例えば夜の景観についてです。街灯の

整備や住宅街で門灯をきちんとつけているかどうかということです。おもしろいのですけ

れども、両方ともつけていない道路があったり、１本ずれるとみんなつけている状況があ

ります。以前に調査をしたことがあるのですが、その違いは、町内会でなくて、道路ごと

なのです。誰かがつけるとみんなもつけるのか、そこら辺の理由はわかりません。 

 夜の光の扱いが景観に当たるのかどうかわかりませんけれども、今の季節は午後４時半

になったら真っ暗になりますね。朝も暗いわけですけれども、夜の長い時期が長くあるわ

けですから、そこら辺のところはどうなのかなと思いました。 
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○濱田会長 もちろん、夜の街並みも景観の一部だと思いますし、幾分の心がけや道路に

対する働きかけなど、いろいろな部分があるだろうと思います。また、交通安全や防犯的

なことなど幾つかのことがあると思いますけれども、それがエリアとしてのルールなりマ

ナーなりに醸成されていくかどうかという話かと思います。 

○坂井委員 今の夜の話は非常におもしろいと思っています。我々は、いつも昼間の景観

のことを話しがちですけれども、夜という違う見方、もしくは、いつもまちから見る景観

です。札幌には観光客の方が多くて、尐し上のほうに上って札幌市のまちを見おろす景観

ですね。タワーもそうです、ＪＲもそうですし、山もそうです。そういった景観としての

見え方です。先ほど視点場の話をちらっとおっしゃっていましたように、視点場はどの行

政も最近は入れるようになってきて、ある意味、設定しやすいから危険ではあるのですけ

れども、やはり、重要な視点場は押さえておく必要があると思います。 

○工藤委員 先ほどの戦略ビジョンの１０５ページでお話しいただいた地域特性に忚じた

魅力的な景観のところの企業の景観に対する関心の喚起にかかわると思います。 

 私は、今住んでいる地区に１０年ほど前に引っ越しました。そのときは、国道沿いはす

ごくにぎやかですが、１本入れば落ちついた住宅街だったのです。年配の人が多いので古

い建物もとても多いのですが、庭もきれいにつくっているということで、年齢層は高いの

ですが、落ちついた住宅街だなと思っていました。しかし、ここ二、三年は、皆さんが年

をとって、そこを売って出ていく方が多いのか、お子さん世代にかわるのか、建てかえた

りするところがとても多くなってきております。１カ月とか１週間たってから通ると家が

壊れていて、新しいものが建ち始めています。 

 最近、一番驚いたのは、１軒のお家があって、ちょっと広目のお庭があったのですが、

そこを壊したなと思っていましたら、最近はやりのＲＣの３階建てが４棟建ち始めたので

す。２間あるかないかの間口の家で、せいぜい３棟だろうと思ったら、４棟建っているの

です。東の地区にもそういう固まりが結構でき出しまして、いろいろな道を歩いてみると、

今までとまちが変わってきています。企業が建てたものを購入して引っ越してくる方もい

れば、その土地を買って新たに建てる方もいるのですけれども、この地区は、こういう地

域だと示すものがあると良いと思います。地域特性を生かした景観形成の推進というとこ

ろで、市内のこの地域は大体このような地域だというものですね。 

 先ほどおっしゃっていたように、不動産関係者であれ企業であれ、ここに土地を購入し

て建て売りをつくるにしても、基本的にこれだけは守らなければいけない地域なのだ、そ

ういう景観上の規制まではいかなくても、ふわっとした指針のようなものを、それぞれの

地域の特性にあるといいのではないかと思います。どこも同じく、半分車体が歩道に飛び

出たように見える駐車スペースの街並みが個人的にすごく嫌なのです。お花を置くのでも、

植木鉢で置く程度にしかならず、土も何もありません。それが似合うまちもあるのでしょ

うけれども、今、私が住んでいるまちにあの家を持ってきてほしくないと日々思うのです。

そういう地域の特性をみんなが見て、この地域はこういう地域だから私はここに引っ越し
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たい、ここに家を建てたい、ここはいいけれども、私たちの暮らしには合わないかもしれ

ないなど、そういう判断基準になるような何かがあってもいいのではないかと思います。

この見直しをかけるのであれば、今お話ししていることと全然違うことになるかもしれま

せんが、最近、実感しています。 

○濱田会長 土地利用のコントロールという意味では、容積率、建蔽率を含めた用途地域、

それから、風致地区みたいな格好での枠のはめ方はあるにしても、その中でつくられるも

のが景観に対してどうかという、さらに一歩踏み込んだところに議論を持っていくという

ことですね。 

○工藤委員 せっかくの住宅街ですが、用途地域から言えば６０の２００なので、がんが

ん建てられ、建ててはいけない場所ではありません。もともと住んでいたり、１０年ぐら

い住んでいる者にすると、まちがとても変わってしまうという寂しさはあります。 

○坂井委員 そういう意味では、２ページ目に、土地利用計画との連携推進と書いてくれ

ているのでいいと思うのですが、本当に難しいのです。そういうミニ開発に対して、建蔽

ではだめなので、緑被率で何とかキープするとか、敷地の最低限度を決めるという策ぐら

いしか私は思いつきません。ただ、余りそこまでせずに、もっとふわっとしたものですね。 

○工藤委員 この地域はこういうことを目指していますというものですね。 

○坂井委員 垣根ばかりで申しわけないですが、そういったものでまち並みを統一すると

ころがあれば、敷地内はすごくべったりくっついているという家があってもいいかなと思

うのです。百歩譲るけれども、ここは譲れないというか、こうしましょうというのが必要

ではないかと思います。 

○工藤委員 歩道と敷地の境界から５０センチメートルでもいいです。車が歩道に鼻先が

飛び出しているというのは、車のサイズによっては、飛び出しているでしょうという駐車

場のつくり方ですよね、最近多いのは。 

○事務局（地域計画課長） 今、土地利用計画との連携についてはそういうような話があ

りました。札幌市の容積率規制は、郊外は容積率８０％で、基本的には戸建てですけれど

も、ある程度利便性の高いところ、あるいは環状線の前後あたりは、容積率は基本的に２

００％以上です。地下鉄の徒歩圏はそういうところでいいのでしょうけれども、そうでは

なく、既に戸建て住宅が主体だという地区は、これからもう右肩上がりではないので、そ

の戸建て住宅地を維持しようということになると容積率２００％は多いので、地域がまと

まれば地区計画で容積率を下げる、あるいは高さ制限も１８メートルとか２７メートルな

ので下げる、壁面後退もないので、壁面後退もいたします。そういうことを町内会単位で

尐し議論して、こういうふうに進もうかという土地利用計画があって、同じ課なので景観

も一緒に、景観としてのルールはこういうふうにしましょうかというのをセットとしてで

きるのはないか、理論的にはそういうふうになります。あとは合意形成になるかと思いま

す。 

○坂井委員 都市計画的な土地利用で２００や８０という数字でできた空地のつくり方で
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まち並みは結構形成されることが多いです。だからその空地のつくり方を今度は景観のほ

うでやると。つまり、先ほどから言っているように、私の土地の境目から玄関口までとか、

さきの駐車場とか、結局、そこで街並みが決まってしまいます。よくファサードの話をし

ますけれども、建ち上がった部分に加えて平らなのだけれども、いろいろなものが建ち上

がってしまっているところの議論をする必要がある。先ほどのポーチや電灯など、それこ

そガイドラインでできないかなと思います。そういうことがあると、ミニ開発をするのだ

けれども、景観に配慮したデザインになるのではないかと思うのです。 

○奈良委員 風致地区があって、風致地区は敷地の４０％とか５０％の緑化率を計算して

申請しなければいけなくてというのがありまして、正直に言って、風致地区の設計に携わ

るとすごく面倒くさいのです。戦前から決まっているものを何で今でもやっているのかと

思いつつやるのです。実は、風致地区でやっていることは、道路から６メートルに植える

ととても点数が高いとか、いろいろなご褒美があるのですが、そういうものでいくと、と

てもいいことなのだなと物すごく反省をしながら、風致地区はきっかりとした制限で審査

ですから厳しいものですが、それに準ずるものがあると、本当に道路の際に緑が多くなる

というのができてくるのだろうと、風致地区を余り嫌わないでおこうという反省です。 

○濱田会長 私は、かなり昔に、大通の周辺の建物と公園の間をどうするかということを

検討したことがありました。当時、カナダの例で、Ｂ.Ｒ.Ａ：ビルディング・リレイテッ

ド・エリアという概念があって、建物に関与する、ここが大事なので、ここに対する誘導

施策をしっかりやるということが指摘されていました。そこをきちんと整備すれば容積が

上積みできるとか、税制の優遇措置があるとか、そういう手法を幾つかまとめたことがあ

ります。また、そのつくり方はいろいろあり得るのです。インフィル型で差し込むものと

か、連続するようにするとかですね。ですから、先ほど坂井委員がおっしゃったように、

仮に個別に整備して行っても、こういう共通ルールがあれば連続性が担保できるわけです。

極論では、同じ敷地でも分節型で複雑な立面構成と単純な面でつくられているというあた

りで比較していったときに、個別に建っているのと、１枚の立面で複雑にごたごたとなっ

ていると、どう違うのかという格好になります。 

 やはり、土地利用のコントロールの側面とビルディング・リレイテッド・エリアの景観

コントロールのあり方というのは、ある種、切り離しては考え得るし、場合によっては有

効な手だてになり得ると、皆さんの話を聞きながら感じていました。 

 大通周辺に関しては、以前は保健所のネックとかいろいろ困難な条件があったものを、

尐しずつオープンカフェができるようにしていこうとか、用途の面から従来の垣根を取っ

払うような試みが今されつつあります。そうやることで、市民やそこを通る人にとって豊

かな暮らしや時間の過ごし方が出来て、地域や建物の価値が高まるというか、プラスなの

だというあたりですね。多分、不動産なりデベロップの事業の方たちは、計算していくと、

四つに割ったほうが三つよりはこれくらい利益が上がるというのは明らかに出ていると思

うのです。そういった中でも、オープンスペースを使うことでさらに人気が高まり利益が
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上がりますとか、三つでゆったりつくりながら、それをやることで四つでせせこましくや

るよりは価値が高いという実際の事例が尐し示されていって、ああいうやり方がこの地域

の目指すところだ！というあたりを、先ほどの企業の部分とこれから住みたい方の間で価

値観として共有し、方向性が一致できるというのが幸せなコミュニティーのあり方ではな

いか、という気がしています。そこに対する新たな仕組みということでは、札幌らしいあ

り方で、今やられている苗穂あたりでそこを尐し意識してやってみる。まさに戦略的に、

こことこことここにチャレンジします、ここが従来と違います、こういうリスクもありま

すけれども、やって見ましょう！―というあたりを明確にしてチャレンジしたら良いので

はないかという気がしておりました。 

○吉田委員 私の住んでいるところが地区連合町内会の一番端のまち中です。七、八年住

んでいまして、地区の会長もやっていました。しかし、これまで、景観の話が出たことは

一度もないです。出てくるのは、マンションの前の何とかが汚いとか、あんたの車の前が

出ているというようなことです。景観という部分はわからない、実感としてないと。その

中の話では、サンプルが出たり、一つのあるべき姿のガイドラインみたいなものがわかり

やすくできるというのは、非常に結構なことかと思います。 

 それと一緒に、わからないものは２０歳になって聞いてもわからないと思います。です

から、話が広がっちゃうかもしれませんが、送っていただいた資料の中に景観カードとい

うものがありました。まさに、そういう試みと関連づけて、ある程度長いレンジでやって

いかなければならないということが一つです。具体的には、フィードバックする機会を設

けるということで、事前協議という話がありましたけれども、事前協議自体は、実際に建

てることも決まった時点なので、かなりの関係者に絞られます。それ以前の形で、町内会

がいいのか、何か別な形がいいのか、そういった情報提供、あるいは情報、教育と言っち

ゃうとちょっとおこがましいですけれども、そういった機会をつくる必要があるのではな

いかと思います。 

 もう一つは、委員長もおっしゃっていましたけれども、重点区域を決めても、やはり、

中央区と南区と北区では景観が全然違うので、非常に比較検討しやすい例がすぐできてし

まうと思っています。 

 まち中については、広告の扱いがかなり重要ではないかと思います。もちろん大きな看

板もそうですけれども、いろいろな小さな掲示物が山ほど出てくるというのは、幾らきれ

いにしても、幾ら緑があっても、至近距離でどんどん入ってくるので、その辺を何とかで

きないかなとかねがね思っております。 

 前回の意見交換の場で、デザインまで立ち入って評価できない関係があるという話があ

って、まさにそうだと思いました。いろいろなことを言いながら、最後、紙面の小さい紙

の中、あるいはＢ１判ぐらいのポスターでもいいですが、になると、この中に関しては企

業の指定色なり、それから、自社のメッセージがあるからということで立ち入れないとい

うところです。多分、建物のデザインもそうなのではないかと思うのですけれども、やは
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り、そういったデザイン自体まで関与というか、話して参加できる、あるいは住民合意を

とるような事前協議の場というものも広告を軸に考えてもいいかなと思います。 

○濱田会長 前回の意見交換の場でも、坂井委員から、屋外広告物と景観の連動の議論の

場があってもいいのではないかというお話がありました。 

○中田委員 私の住んでいるところも電車通りに近いところで割と古い地域なのです。や

はり高齢化が進んでいますから、その地域に住んでいる人方は、このまちをこういうふう

に変えようとか、こうしたいというところがないのです。自分のところを振り返ってみる

とですね。しかし、○○地区なら○○地区をこういった形にしたらどうかと考えたときに

は、外からのアプローチが必要なのかなと思いました。 

 逆に、景観に対する地域をつくるモデルというのも、教育とかワークショップ的なもの

に出捐してもらうとか、この地区を一つのモデルとして、その中でやってみることで、地

域のまちづくりができてくるのが一番で、自分たちでというのは、なかなかきっかけづく

りがないような感じがします。 

 いろいろな話を聞いていて、もう既にやられているのではないかと思いますけれども、

やはり、道路と建物の境目の空間をどういうふうにするかというのは、まちづくりの見た

目の部分でも大切だと思うのです。特に、これから苗穂地区とか、いろいろな部署の垣根

をとるということを言われておりますが、プロジェクト委員会みたいなものがあるのです

ね。部署の垣根をとった形の代表者が集まってきて、それについて、その地域をどういう

ふうにやっていくかということを、特別委員会でなくても、特別部署みたいなものを形成

しながら一つのまちづくりをしていくような仕組みですね。そういうものがあるのかどう

かわかりませんけれども、そういうこともあったらいいのかなと感じていました。 

○濱田会長 苗穂に関していかがですか。 

○事務局（地域計画課長） 物によりまして、チームでやるケースも結構ありますし、今、

戦略ビジョンができて、地域マネジメントとか拠点のまちづくりが強く書かれているので

すが、それをもう尐し進めていこうという庁内体制をしっかりしようという議論も当然あ

ります。 

○濱田会長 先ほどおっしゃったように、景観まちづくりの係ができたということあたり

から、そちらの方向へ向かわれていることはうかがえるのかなと思いながら見ておりまし

た。 

○坂井委員 今のお話は、まちづくりセンターがその核になるような議論ですか。それと

も、もっと違う枠組みになりますか。 

○事務局（地域計画課長） 地域のまちづくりということでいけば、まちづくりセンター、

区役所、それと本庁のいろいろな部局にありますので、そのプロジェクトというか、体制

ですね。こういう案件に対して、こういうふうにみんながそれぞれ役割分担なり協力して

やっていこうというものをもう尐ししっかりしていこうということです。 

○坂井委員 まちづくりセンターは、かなり小分けになっていて、町内会を二、三個まと
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めたような範囲ですね。町内会に１個ずつだとすごい数になるけれども、二、三個やって

いるので８２個という数だと思うのです。 

 活動を見ていても、活発なところと違うところがありますけれども、活発なところでは

教育とか福祉が多いと思うのです。そこに景観という活動を入れるような方向で、それが

ほかの余り活発ではないところにもどんどん広がっていくと、そのまちの中に何が起こっ

ていて、景観的な議論か何かをする場所として、まちづくりセンターを活用するという手

はあると思います。 

○事務局（都市計画部長） 先ほどからお話し出ていた苗穂のまちづくりセンターは、連

合町内会でという方向です。ただ、それでないところをどうするかと考えています。動き

があるところはやりやすいのです。 

○濱田会長 そうですね。それをきっかけにしてということですね。 

○斉藤委員 そういう動きを起こすときに、何のために景観なんかやるのかという話が出

ます。ごみの問題とか除雪の問題を話し合う時に、それらの問題は確かに厳しい話だけれ

ども、その地域の資産を上げるとか、誇りを持って住めるとか、ということを高めるには

こっちですよということですね。これは、言われないと忘れてしまうと思うのです。 

 今、お話を聞いていて感じたのは、このごろ、札幌の景観議論で、この間、テレビ塔の

塗り替えのお話がありましたけれども、どこかいいまちができたねと話が、前はあったよ

うな気がします。僕も仕事でかかわってきて、環境と景観に気を使って、高質なまちづく

りをした例ができたとか、古くから分譲し戸建ての住宅が建っているあたりは、緑が充実

してきて落ちついたまち並みになりましたとか、そういう話や情報があったような気がす

るのです。このごろは、札幌の中のそういう所へ見に行かないかという話がないですね。

多分全くないわけではなくて、あるとは思うのですが、そこに光を当てるというか、メデ

ィアの方も率先してやってもらいたいけれども、そこに情報を提供したり、メディアの方

たちに注目してもらうというのは、市の役目でもあると思いますし、そういう情報を集め

るということもとても大事だと思います。 

 戦略ビジョンのような大きな計画を見ても、市民は自分のこととして感じられない。自

分の家の周りのことを言っているとは思わないですね。大きな計画をつくることはもちろ

ん大事だし、これに伴ってマスタープランができて景観計画をつくっていく、そういう枠

組みも大事です。ただ、本当に市民一人一人が向こう三軒両隣から積み上げていく所に、

それをどう届けるのか、どこで結びつけるのかというのは、良くわからない部分です。で

も、毛細血管まで血が行くように考えていかなければいけない。先ほどの話になるけれど

も、尐し細かく言って、ここはこんなふうにしたらどうですかという働きかけと、大きな

ところからと両方から来るまちづくりの手法だと思うのです。どうしても下のほうという

か、細かな部分はなかなか手が届きにくいと思うのです。 

 それが町内会、まちづくりセンターから上がっていくべきだというのは、本当に的を射

た指摘だなと思いますし、まちづくりセンター長とかスタッフの人たちに、どういうふう
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にその気になって、動きのない地区に動きを起こしてもらうかということも細かく考えて

いかないといけないと感じます。 

○工藤委員 今のお話に関連して、上下という言い方があるとしましたら、上のほうから、

札幌市でこういう調査をしますという大義名分があって、地域ごとに調査項目をつくって

おいて、この調査項目を町内会でやってくださいということでこちら側が行って調べるの

ではなくて、住んでいる人たちが自分のまちを歩き回って、自分の目で見たものを上げて

きてもらうというシステムができると、自分の住んでいる地域を見て歩くという機会がで

きるかなと思うのです。それがどういうシステムでどうつながるかは、今は何とも言えな

いですけれども、行って調べるのではなくて、そこに住んでいる人たちが自分たちで歩き

回って、いいところも、悪いところも、嫌なところも、お金があれば直したいところもと

か、そういうところを上げてこられるラインができるのはどうかなと思いました。 

○坂井委員 それは、コミュニティーで場を持つのにとてもいいですね。そこで、あのミ

ニ開発はどう思うとか、ほかにも思っている人がいたのか、私一人ではなかったのだとい

うのか、もしかしたら一人かもしれない。そうした機論する場は必要ですね。そういう人

たちが自分たちで、ただそのきっかけは、アンケートなどの質問という形で何かあるとい

いのかもしれませんね。 

○那須委員 たしか、以前に、次の景観施策で普及の検討をするという話し合いの場で、

地域発の町内会レベルなのか、まちセンレベルなのか、そこの部分から提案を上げてもら

ったものをお互いにプレゼンし合うではないけれども、景観賞的な位置づけにしてやると

いう話がありましたね。 

 今、「好きです。さっぽろ（個人的に。）」も、底辺というか、いろいろな場所から上

がってくる、細かいところから上がってくるものを吸い上げるようになっているのですけ

れども、それが地域ごとにまとまって見えて認識されるという仕組みになると、今、おっ

しゃったような話が実現できると思いました。 

○梅木委員 年齢層はばらつきがあるのでしょうか。種まき講習会に行ったときに、完全

に年齢層が決まっていたのです。そういうところに来る方の年齢層はばっちり決まってい

て、平日の昼間とかは全然来られないと思うのです。だから、町内会単位で活動できる年

齢層と、そうではない年齢層があるので、そういう人たちは、もしかしたら、職場単位だ

ったりするのかもしれないし、いろいろなところから行かないと、なかなか町内会に３０

代とか４０代の働き盛りの２人で働いている人たちとかシングルの人たちが入ってくるこ

とは考えにくいと思っていました。 

○吉田委員 マンションですと、うちの近隣はマンションだらけになっているのですけれ

ども、うちは４０人ぐらいで、すぐ隣のマンションで１００人近くで、一緒の地区の代表

を交換しましょうという交流をしたのです。人数は多いですけれども、実際に町内会活動

を参加したり、町内会のどこに何があると知っているのは委員の６人ぐらいで、あとの百

何人は何も知らないというのが現実です。ですから、７０％という数字も、特に市街地に
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関しては危ういかと思います。 

○那須委員 ちょうど強引ですけれども、小学校ベースの活動にしてしまうと、保護者の

若い世代の方々がかなりいらっしゃるので、そこにうまくいくことはできるかと思います。 

○梅木委員 町内会にこだわらないで、いろいろなところへいろいろな固まりで深く入っ

ていくことが大事ではないかと思います。 

○事務局（地域計画課長） そうですね。町内会は大事ですけれども、今、町内会は役員

のなり手の不足など組織自体が尐し弱くなっているということと、今、見守り活動をやっ

ていかなければならないという実態はあると思います。 

 ですから、今のお話のように、いろいろなコミュニティーというか、そういう形でやる

ほうがいいのかもしれないと思いました。また、今の話で、「好きです。さっぽろ（個人

的に。）」でいろいろ場所のまとまり感が見えればということですね。そのまとまり感が

見え、かつ、次のお話をちょっとしたいと思うのですけれども、景観重要建造物もそこに

ある。そうすると、その地域は尐し違うのです。その地域というのは、先ほどお話に出さ

れた目標を持っていく地域ということもあるのではないかと思うのです。 

○坂井委員 那須先生がおっしゃった「好きです。さっぽろ（地域的に。）」にみたいな

ものですね。個人なので、今、猫が転がっている写真だったりするわけですね。その猫を

先ほどの話じゃないけれども、１人は嫌だと思っているかもしれないです。群となって景

観になるので、景観資源選出事業ですけれども、今度は地域の景観資源の選出を行うのも

いいかもしれません。そのやり方は、今ある「好きです。さっぽろ（個人的に。）」を地

図にプロットしてみて、重なっているところの人に声をかけるという手もあります。ある

いは、これと同じ手法で地域に投げるということです。それがまちセンなのか、小学校な

のかはわからないですけれども、やり方は何種類かあると思います。「地域的に」という

ものは絶対に必要かと思います。それが景観まちづくりの取り組みに発展していく基礎づ

くりになるのではないかと思います。 

○濱田会長 そういう意味では、市民主体の景観資源選出事業という言い方になっていま

すので、既にあるものを選ぶという観点です。ただ、これからつくっていくという方向性

に対する提案もあってもいいような気がします。それが、景観まちづくりの取り組みのほ

うにつながってくると思います。自分と何の関係ないけれども、好きといって選ぶという

ことなのか、エリアとしてこうしたいから、ここに関しては自分たちでこうしたいという

カードにしていくということが出てくると、変わってくるかもしれませんね。 

 それは、先ほどおっしゃったように、どこででもできる話ではないので、まちづくりセ

ンターのセンター長の意識とか、先ほど梅木さんがおっしゃったように、やる気のある方

たちがやるというところでやってみて、ああいうふうにやってあんなふうになるのだった

ら、僕らもやろうか、私どももやろうかとかという形にまさに誘導していくということで

す。 

 たまたま、私の属している町内会では、役員は持ち回りというルールを決めた途端に変
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わりました。全員がやらなければだめなのです。非常に高齢だったり、勤めで忙しい場合

は、役員の中の負担の尐ないような役目を希望する、自薦他薦オーケーというルールであ

るときに踏み切ったのです。そうすると、必ず自分もやりますから、任しておけばいいん

だ、おれたちは知らないというわけにはいけないのです。かなり高齢化はしつつも、町内

会としては悪くない動きになっています。ベテランの町内会長さんがいるところには、素

人集団！とやや馬鹿にされたりもするのです。いつも素人みたいなことを言ってと、連合

会での会議があると、笑いながら、またいじめられたとか言って帰ってくるのですけれど

もね・・・。 

 それぞれが担うという意識の部分や、それをやることで明らかに良くなっていくという

実感があると変わってくるのではないかと思います。 

 たまたま、私ども町内会は傾斜地の山の上なものですから、まず除雪がきちんとならな

いと冬の生活が成り立ちませんので、町内会を粗末にすると大変だよという危機感がある

ものですから、たてつかないという不文律ができたのだと思いますが・・・。 

○工藤委員 私の住んでいるところは、２年ぐらい前に町内会は消滅してしまったのです。

ずっと同じ方たちが役員を何人かでやっていて、引き継ぐ中年層がいなかったのか、でも、

大体は２世帯でお住まいになっている方たちですけれども、お子さん世帯は引き継がなか

ったようで、ある日、お手紙が回ってきて、年内で町内会がなくなりますと。そのうち、

ごみステーションもなくなりますというお手紙が来ました。 

○中田委員 町内会がなくなると、なくなるのですかね。 

○工藤委員 仕方がないので、何件かずつ区の土木部ですか、清掃を扱っているところと

交渉して、何軒かに１軒の家の敷地にステーションを設けてということです。そんな形に

なってしまい、街並みがすっかり変わり、人もかわり、今、とても悲しい思いをしている

のです。外に出てばかりいて、足元が見えなかったということですね。 

 上の連合会のほうで広報さっぽろなどはポスティングしてくれるようですけれどもね。

私がやりますと言えばいいのかもしれませんが、そんなことも言えないのです。そんな地

域もあります。 

○坂井委員 なくなると言えば、重要とか何とかとつかないのだけれども、歴史的な建造

物がなくなっていっています。実は、うちの卒論生が調べていることもあるのですが、数

字を目にして、本当になくなっているのだと驚きました。 

 この間も指定の話がありましたけれども、持っていらっしゃる方は、維持が大変だとか、

自分は高齢になってということで、歴史的な建造物はなくなる方向にあります。うちの生

徒が調べていることは、再利用とかカフェとか食とかで使っていて、それは何とか生きな

がらえているのです。好きな人が借りたいと言ってくれて、自分のお金で改修し、自分の

お金で何とか工夫して、使いづらい、寒い石造のものを使っているのですが、それには全

く助成が出ないのです。助成は持ち主にしか出ないという話です。 

 とりあえず、いろいろ難しい問題があるので、私もすぐやれとは言わないですけれども、
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再利用することに対して何か手を差し伸べるようなものはないのでしょうか。今、持って

いる人にだけですね。 

○事務局（地域計画課長） 今、景観施策としてはないですが、札幌市としては、先ほど

市民自治のほうでやっている活動の場支援事業の中では、建物を再利用して活動の場にす

るという場合は、補修費、改修費が出ます。それは手挙げですので、当たらなければだめ

ですが、そういうものはあります。 

○坂井委員 やはり建造物は使わないと消滅する方向にあります。ですから、使ってもら

う方向に工夫をするということですね。守るだけではなくて、そこも大事だなと思います。

景観重要建造物になると格が高いので違う話になりまして、それは別の議論であるのです

が、もっと裾野広いお話も尐し必要ではないかと思います。もちろん、景観の管轄ではな

いのですが、本当にどんどん減っていっているのだなと実感しています。 

○那須委員 今のお話を聞いていて、先ほどの住宅とかミニ開発の全面合意の話のときに

思っていたのですが、要は、使い方がある画一的なイメージしかなくて、外部空間にして

も、画一的な法則は、アスファルトとかコンクリートで舗装して、セットバックは最小限

にして、そこには車を置いて、除雪はできるでけしやすくすると。例えば、それがゼロだ

とすると、そうでない反対方向として垣根を設けて植物をきちんとつくる、そのどちらか

しかないのです。その間の部分を考えることが奈良委員とか工藤委員はやっていらっしゃ

ると思うのですけれども、そういった努力をしているのは一部の方で、開発になったとき

に１かゼロかといって、ゼロのほうに行ってしまうというのがすごく多い気がします。 

 例えば、こういう歴史建造物で何か指定を受けているわけではない場合も、使い方も、

本当に今までの既存の量とか、カフェは割と成功していると思うのですが、その方法か、

ある決まったパターンしかなくて、その間でしか何も動けないという状況がすごく難しく

しているかと思っています。 

 今、地域活動の場づくりでは、まだ２年目で、来年はわからないですね。 

○事務局（地域計画課長） 一忚はやると思います。 

○那須委員 実績の数は尐ないですけれども、使い方の多様さの中での景観的な魅力とい

うのは、こっちでもノウハウを使って、景観的に逆提案していくということができればい

いなと思いました。やはり、歴史的な資源を使おうという提案が結構出てきているので、

そういうものに結びつけられるのではないかと思います。 

○濱田会長 解決策に幅があるというあたりが意外と欠け落ちていて、狭い範囲の価値観

で定められて、これしかないということで、良かれと思ってやっているのです。その観点

が全くない人たちでなくても、経験上、そこまでしか思いつかないとかね。 

○那須委員 理想形をやるには、お金がなくてできないのです。その反対で、もうこれで

いいという感じになってしまう思考パターンは結構あると思うのです。 

○濱田会長 景観重要建造物になると、様式とか外観を含めて、建築の歴史的なものとし

ての評価みたいなものが出てきます。例えば、ブロックの三角屋根がずらっと並んでいて、
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庭がそれぞれできていて、トータルでそのまちらしさが出ているのです。でも、一見する

とブロック三角屋根で当たり前のもの。ブロック三角屋根自体は様式的価値もあると思い

ますけれども、時代の様式という意味では、何かそういうあたりでの動きとして、最近、

登録という中では昭和のものでもというあたりになってきて、尐し変わりつつあると思い

ますけれども、既存のストックの活用の仕方に幅があって、テクニック的にもいろいろな

やり方があってというあたりの地域の持っている解決力みたいなことをもっと挙げていく

ような仕組みになっています。審議会だとかいろいろな業界団体がかかわってつくってい

くので、ああやるとあそこまで行くのか、お金かけずにやっているというあたりが事例と

してたくさんストックされていって、それが札幌市民の力になって引き継がれていくよう

になればいいですね。 

○斉藤委員 景観重要建造物となると、どうしても歴史的な建物の話になりますでしょう。

別に景観法にのっとっての話ではないですね。もうちょっと膨らみがあることではないか

と思います。今言ったように、建物と庭のセットになった街並みがすてきで、みんなが見

習おうよというまちもあるし、道路にもあると思うのです。道路と家との関係がしっくり

していて、きちんとやっているところがあるとか、そういうところも拾い上げて、そこで

もし困っていることがあれば忚援するべきだと思うのです。単体の建築物は古くて価値が

あるということだけではない意識にぜひ持っていくべきではないかと思います。 

 前回も悪口を言ったのですけれども、景観的に重要なのは、歴史的な建物だけではなく

て、新しくできる建物です。景観的に重要な建築物イコール新しい建物です。別に規制を

かけるということではなくて、そのことをみんなで話ができる、札幌の街並みにこういう

建物がいいのか、悪いか、好きか、嫌いかという議論でもいいと思うのですが、そういう

ことにもうそろそろ入っていかないと、新しくできる建物は容積と色だけが問われるのだ

と、札幌のよさはどんどんなくなると思うのです。 

 先ほどから昔のことを思い出しています。昭和３０年代のころは、札幌は異国情緒あふ

れるまちと言われて、はっきりとまちの個性というものがありました。それがオリンピッ

クを経て拡大するに伴って、色も消え、個性も消えていっているわけです。でも、まだあ

ると思うのです。僕ら住んでいる人間は尐し希薄になっているかもしれないけれども、外

から見て、札幌のまちは人気があります。行ってみたい、住みたいまちとしては日本一で

す。それは何を見て言っているのか、それをもう尐しみんなでもう一回考える必要がある。

まだ札幌らしさがかろうじて残っているはずなのです。それは何だろうと。そういうもの

をみんなで幾つか捕まえられたら、それに照らして、せめてメインストリートにできてい

く大きな建物はこういうデザインにしてほしい、くらい言わないと、本当に何もなくなっ

てしまう気がします。 

 この景観重要建造物イコール歴史的なものではない、建物だけではないということを、

何か膨らみのあるネーミングで意識を持ちたいものだと思います。 

○濱田会長 ありがとうございます。 
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○那須委員 景観重要建造物の支援というのはどうなのですか。例えば重要文化財だった

ら５０年というのがあったりするではないですか。今、斉藤委員がおっしゃったように、

例えば、１９５０年代とか６０年代、ちょっと前の９０年代の景観が今の時代に向けて何

を表現していたのだろうか。そして２０００年代なのか。そうすると、今の時代の我々の

建築物というか、我々の今の文化をあらわす景観はこういうものがいいなということがあ

ると思うのです。そういう連続した時間の流れがわかるような景観重要建造物という見せ

方はあるのではないかという気がします。 

 ある意味、それを都市景観賞が一部担っていたのかもしれませんが、今、そういう振り

返りはなかなかしないのです。 

○事務局（都市景観係長） 重要建造物自体は特に年数指定はないです。 

○那須委員 年数とかはないですね。 

○斉藤委員 そのまちで決めればいいのです。 

○那須委員 ただ、そこで選定しようという発議がないといけないのですね。 

○工藤委員 前回、指定解除の話が出たときに思っていたのですが、年数からいったら、

普通なら住めない建物です。５０年、６０年ぐらいでしたか。リフォームしたのも３０年

ぐらい前でしたね。私たちからすると、どう考えても、寒いし、耐震上も不安なので、住

み続けるのはお勧めできない建物ですけれども、指定解除しないでそのままの状態で住み

続けてもらおうとしたときに、例えば、外壁材をあの張り方であれば直していいのかとか、

屋根はあの形とふき方を維持すればやり直していいのかとか、そういう基準は果たしてど

うなっているのかなと思っていたのです。全く外観など手をつけてはいけないものなのか。 

○事務局（景観まちづくり担当係長） 外観につきましては、既存の工法であったり、工

法を変えたとしても見た目が保てるですとか、基準を別に定めております。そういうとこ

ろで適合すれば、改修しても構わないということになっております。 

○工藤委員 一般的には、何も手を加えてはいけないのかなと思っていたのです。そうで

ないのであれば、あそこまでいってからどうしようというよりも、定期的にメンテナンス

をしていけば住宅としても住み続けていけるような維持ができないというか、そういう維

持の方法があるということを指定した段階でお伝えして、うまく年数を延ばしていく方法

をアドバイスしていく流れもあっていいのではないかなと思います。 

○事務局（景観まちづくり担当係長） 所有者様に対しては、そういったところも含めた

ご説明を差し上げているつもりではあります。全ての所有者様に対してそういうご説明が

しっかりしたつもりではありますけれども、伝わっているかどうかというところはわから

ない部分があります。 

○工藤委員 指定解除の判断に至るまでの何十年かではなく、指定になったときから密に

連絡を取り合うというか、これからもし指定する建物とかがあるなら、そういうことも必

要になっていくのではないか。何十年もたってから手を加えるとなると、ものすごく莫大

なお金がかかるので、どこからもお金が出てこないということも出てくるのではないかと
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思います。 

○濱田会長 そういう意味では、先ほど村瀬課長さんがおっしゃいましたが、待ちの姿勢

ではなくて、そろそろ手を入れないと大変なことになりますよとか、こういう制度がある

ので活用しませんかと。 

○事務局（地域計画課長） 一忚、重要建造物に関しては助成の制度がありますので、毎

年、次の年も利用しますかという文書を送って、しますという人は返ってきます。そうい

うやりとりをしていることはしているのです。 

○工藤委員 助成というのは、助成を受けられる枠があるのですね。 

○事務局（地域計画課長） 年間５００万の予算の中でです。 

○工藤委員 例えば、自己資金をかけてもっと暖かくして何をしてと考えている人がいた

としたら、それはやってはいけない工事とか、やっていい工事とか、そういう区分けも出

てくるのですか。助成を受けないのであればですね。 

○事務局（景観まちづくり担当係長） 基本的には助成できる部分とできない部分などは

ございますけれども、先ほどご説明したように、工法とか見た目というところが守られて

いれば、例えば、断熱をよくするとか、窓の気密性を高めるとか、そういったことは可能

です。 

○坂井委員 景観重要建造物等に係る取り組みとありますけれども、これも、もう一個上

位の大きな考えがあって、歴史的資産として歴史や文化を物語る街並みをどうしていこう

か、その一つが格上げされたもので、２９件ですか。数は何個あるのですか。 

○事務局（景観まちづくり担当係長） 景観重要建造物については２件で、札幌市の条例

に基づく景観資産ということで２７件です。 

○坂井委員 だから、２９なのですね。先ほど言ったように、裾野はもっともっと広いの

で、そこをどうにかしようという議論を次回の計画には入れたいと私は思っています。 

 もちろん、今ある景観重要建造物は、この間のような問題がありましたので、あれをど

ういうふうに修正していくかというお話と、その下の裾野と言いましたけれども、この裾

野もＡランク、Ｂランク、Ｃランクになるのか、もっと違う枠組みになるのか、グループ

をつくって考えるのか、歴史や文化を物語るものをどういうふうに守り使っていくのかと

いう視点から、尐し議論の枠組みのようなものがこの中にも大きくあると思います。 

○事務局（地域計画課長） 今の２９件の指定自体は、指定する際に、当時は、築何年と

いう数字は今ないですが、要は、古いものをだっとリストアップして、Ａランク、Ｂラン

クとつけて、指定について所有者の同意が得られた物が２９件です。 

○坂井委員 大きいのですね。 

○事務局（地域計画課長） 大きいです。古いものですからね。 

 一方で、ここでの我々の問題意識としては、古いものが重要なのかということがありま

す。先ほど斉藤委員からあったように、そうではない景観上重要なものもあるということ

も問題意識としてはあるのですが、今、そこの観点は入っていなくて、古いもので同意さ
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れたものが指定されているという結果だけになっているのです。 

○坂井委員 合意されていない何百件でグループ分けされているのであれば、やはり、そ

れをもう一回見直して、そのグループごとに、助成金も出せないし、指定もできないです

が、先ほどの景観まちづくりの取り組みとリンクさせるとか、普及啓発のほうとリンクさ

せるとかで守る、つくるのストーリーをつくってあげなければいけないと思います。とに

かく、なくなるということはやめたいのです。この後、消滅していくので、それをとめる

方法を景観計画で考えていくということが大きな考え方ではないかと思います。 

○濱田会長 さらに、先ほど斉藤委員がおっしゃったように、例えば、駅前通と大通の交

点は、どんなものが建とうと景観に重要な場所ですから、それにふさわしい建物にしてく

ださい。新しいものであっても、ふさわしいものであれば指定します。それは、ランドマ

ークだったり、市民の共通のイメージが持てるものですね。例えば、大通ビッセもそうい

う場所にあるし、今、そうなり得ているかどうかというあたりの議論だと思います。 

○事務局（地域計画課長） あれっと思ったことは、重要建造物があって、あるいは広報

がある一方で、今回、「好きです。さっぽろ（個人的に。）」ということで景観を募集し

ています。まだ全体で２００ぐらいですが、景観重要建造物は全然忚募されていないので

す。それはどういうふうに考えたらいいのかということです。今、すごく身近なものが出

てきているので、見方が違うのかなという気がするのです。 

○坂井委員 先ほど私が言った「好きです。さっぽろ（地域的に。）」にすると、歴史的

なものが出てくるかもしれません。 

○梅木委員 住みたいまち日本一の札幌という中に、歴史的建造物が２９軒あるからと言

う人は余りいないような気がします。 

○坂井委員 いないけれども、そこを毎日通っている人がいます。例えば北大の前の炭屋

みたいなものは、ある意味ではほっとするのです。あれがなくなったら、ああみたいに思

うのです。先ほどランドマークとおっしゃっていましたけれども、文化、その地域を象徴

しているものです。 

○梅木委員 この２９軒は１軒１軒の話だから、もっと違うところがないとね。 

○濱田会長 今のお話を聞きながら思ったのですが、「好きです。このエリア」とか「好

きです。桑園」「好きです。裏参道」「好きです。創成川イースト」みたいなのがここで

挙げていきながら、その理由は何ですか、その中でも要素は何ですか、通りを挙げる人も

いるし、建物を挙げる人もいるし、すてきなお店があると挙げる人もいるし、何かそんな

こともあってもいいかなという気がします。 

○事務局（地域計画課長） 点ではなくて、線であったり、面であるということですね。 

○濱田会長 あそこが好きですということですね。 

○坂井委員 投票してもらうときに、匿名なのだけれども、区域に住んでいるか住んでい

ないかだけは書いてもらう。 

○濱田会長 そうです。外からの目と中からの目ということですね。 
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○坂井委員 外からの目と中からの目で景観の重要度が全く違ってしまうので、それでデ

ータベースの使い方が全く変わってきます。 

○濱田会長 その辺は、マンション業者さんは敏感で、ここまで「円山」や「伏見」に入

れてしまうのかという例もかなりあります。というのは、地域イメージというのは市場価

値があると見ているのだと思うのです。そうだとすれば、市民の間でもそういう議論があ

ってもいいような気がします。 

○那須委員 以前、私が住んでいるところでお祭りがあって、学生に地域調査をしてもら

って、学生が見たものですが、地域を代表するようなイメージをたくさん集めてもらって、

お祭りのときに一覧で写真を並べて、そこの祭りに来た人に投票してもらうということを

しました。単純に子どもか大人か、地元の人か外から来た人かに分けて投票してもらって、

確かに年代差とか地元かそうでないかというのも出るのですが、投票行動のときに、親子

で来ている子どもと親が、ここに行ったことがあるとか、ここは知っているとか、私は知

らないとか、会話をしているのがとても重要なことだと思っています。わかりやすいので

す。春に撮ったものは桜が移っているものをみんな投票するのです。それはしょうがない

と思ったのですが、外の人と中の人の差も見えるし、会話みたいなものが生まれます。そ

ういうことを期待して、こういうことをやっていらっしゃると思うのです。議論が生まれ

てくるというのは実際に起こるのだなと思いました。 

○濱田会長 今日は、特段、諮問事項があってお答えするということではないので、今後

の行政としての景観施策に対するいろいろな意味でのヒントになるような議論ができれば

ということでございます。 

○那須委員 前回、意見交換の場で、公共施設の話があったと思います。今出ていた重要

建造物で、重点区域の中の角のところにある建物が重要とあるのですけれども、身近な公

共建築物ですね。例えば、まちセンであったり、地区センターであったり、児童会館であ

ったりというものは、小さいころから市民が触れ合っているところなので、そういったと

ころから変えていくというのは、わかりやすいし、プライベートなものではないので、む

しろ協議できるはずだと思うのです。そこは、かなり積極的にやったほうがいいのではな

いかと思います。 

 あとは、まちづくりセンターも、古い建物をうまく使い回しながらやっていくとか、そ

ういうところでちょっとした工夫を尐しずつつけ加えてあげると、地元の住民の人たちが、

このぐらいの工夫をしていけばいいんだというように、実験の場になると思うのです。そ

ういう利用の仕方もあると思います。 

○坂井委員 まさに先生が先ほどおっしゃった、グレードのゼロか１でない間を置いてい

るという意味ですね。 

○那須委員 いろいろな試みが見えてきます。 

 実際に、自主運営しているところは、すごく積極的にまちセンの周りをいろいろ変えた

りされています。 
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○梅木委員 自主運営しているところのセンター長さんですが、すごく積極的に花の相談

などをどんどんしています。ですから、自分がそこに入ってからは、これだけ経費を浮か

せて、これでできるのだということをしきりに私に言ってきました。そういうところもあ

るのだなと思いました。 

○濱田会長 そういういろいろな手法とかいい事例もみんなで共有できるように伝えてい

くということも必要でしょうね。 

 議論は尽きないところですが、予定の時間を尐々オーバーしました。その他、全体を通

しての意見とか、事務局への確認事項がありましたらお願いします。 

（「なし」と発言する者あり） 

○濱田会長 それでは、事務局へお返しします。 

○事務局（都市景観係長） １点、事務局から情報提供です。 

 先ほどから議論の中でありましたけれども、「好きです。さっぽろ（個人的に。）」の

取り組みが拡散している状況をお知らせします。 

 芽室町ですけれども、私のほうに取り組みをまねしたいという相談があって、いいです

よという話をしていまして、現在、まちの景観スポットということで募集をしております。

そして、こんなホームページを発見しまして、これを勧めますということで、マークまで

同じものを使ってしまって、ほとんど同じような内容でやってもらいました。 

 フェイスブック上でも、広がりをもっと持たしてしてもいいのではないかということで、

ほかの市町村も興味があればどうぞみたいな形で発信させていただいておりまして、取り

組みの趣旨を理解していただいて、ちょっと広がり感が出ているかなと思いましたので、

情報提供だけさせていただきます。 

○坂井委員 ちょっと補足すると、ここは、都市マスをつくったばかりで、その都市マス

の実現隊というのを市民に公募したのです。都市マスが重要ということはみんな知ってい

るので、絶対うちは１０年間で実現する、そのためには市民の人の力が欲しいということ

で公募したら、１０人枠に２０人来てしまって、２０人全員を採用したのです。その２０

人で、この２年は景観を進めましょうということで最初にやり出したのがこの写真です。 

 その２０人の市民は、けんけんごうごう、３時間でも４時間でも議論しているのです。

あれを見て、こういう行動を市民の人たちにやってもらうのは物すごく大事なことだと思

いました。まちの規模がここの１００分の１なので全然違いますから、できないこともあ

ると思うのですが、市民もきちんとやってと言えばやってくれるのだと思うのです。 

 言い忘れたのですけれども、こういう啓蒙の取り組みで、今、いろいろなことをやって

いらっしゃることが持続的に行くようなシステムを景観計画の中で入れられるといいなと

思いました。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 うれしい反響ですね。スライドの一つ手前にありますが、上の写真は、遠景とあれを選

んだのでしょうね。例えば、建物の色がもうちょっとこうなるとこうだけれどもなと、い
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ろいろなことをすぐに発想できますね。同じ建物でも、こんな色にするとひどいですよね

とか、こうなるともっとよくなりますとか、いろいろ展開できそうですね。 

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

した。 

 今年度の審議会につきましては、来年３月に第４回目の開催予定でございます。 

 

  ３．閉  会 

○事務局（地域計画課長） 以上をもちまして、平成２５年度第３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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