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 １．開  会 

○事務局（地域計画課長） 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。どうぞよろしくお願いします。 

 議事に入るまでの進行役をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 まず、連絡事項ですけれども、梅木委員、吉田委員からは、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１０名の方がおそろいでございますので、審議会成立の定足数

を満たしております。 

 ただいまから、平成２４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。 

 

  ２．あいさつ 

○事務局（地域計画課長） それでは、委員改選後の第１回目となる審議会の開会にあた

りまして、札幌市市民まちづくり局都市計画担当局長の相原より、ごあいさつを申し上げ

ます。 

○都市計画担当局長 市民まちづくり局都市計画担当局長の相原でございます。 

 委員改選後最初の審議会でございますので、一言、ごあいさつを申し上げたいと思いま

す。 

 委員の皆様におかれましては、このたびの委員への就任をお引き受けいただきまして、

また、本日、何かとお忙しい中をご出席いただきましたことに、まずもって心より御礼を

申し上げます。ありがとうございます。 

 この審議会は、札幌市都市景観条例に基づき設置されております。都市景観の形成に関

する重要な事項を調査あるいは審議いただくものでございます。このため、さまざまな分

野でご活躍の皆様に委員にご就任いただいておりますので、皆様、今後ともどうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 さて、既にご案内の方も多数おられると思いますけれども、昭和６３年に大通地区を都

市景観形成地区に指定しまして、札幌市の都市景観行政のはしりといいますか、景観誘導

の取組が始まったものでございますが、その後、平成１０年に札幌市都市景観条例を制定

し、これに基づいて施策を展開してきたところでございます。その後、平成１６年の我が

国の景観法の制定を踏まえまして、平成２０年に策定いたしました札幌市景観計画では、

良好な景観形成に関する方針や一定規模以上の建築行為等に関する制限を定めるなど、そ

れまでの各種施策を改めて法的根拠を持った景観計画として総合化を図り、皆様方のご意

見もちょうだいいたしまして、これまで都市景観行政を推進してきたところでございます。 

 このような中、平成２２年３月に、当審議会におきまして、今後の「札幌市の都市景観
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行政のあり方について」と題する提言書を取りまとめいただいたところでございます。こ

の提言書の中には、特に重要な視点としまして、これまでの景観行政がどちらかといいま

すと全市を一律にとらえてきたというきらいがあるものですけれども、これからは、地域

ごとの特色ある、あるいは特徴的な景観まちづくりを推進することが必要であり、それを

前提として、地域みずからが考え、主体的に取り組むことが必要であるとの見解を示して

いただきました。 

 札幌市といたしましては、こうしたご提言を踏まえつつ、今後とも、市民や事業者向け

の普及啓発はもとより、地域の特性に応じた景観分野の活動を支援すること、あるいは、

地域にふさわしい既存の都市計画制度等との連携ということも図りながら、総合的な取組

を進めていきたいと考えております。 

 つきましては、委員の皆様におかれましては、今後の札幌市の都市景観行政の推進に対

しまして、変わらぬお力添えをいただきますよう重ねてお願いを申し上げ、あいさつとい

たします。 

 よろしくお願いいたします。 

 

  ３．委員及び事務局の紹介 

○事務局（地域計画課長） 次に、委員の皆様をご紹介させていただきます。 

 なお、皆様のお手元には委嘱状を置かせていただいております。本来であれば、お１人

ずつお渡しすべきところではございますが、どうかご了承いただきますよう、お願いいた

します。 

 なお、本日、ご欠席の梅木委員、吉田委員におかれましては、別途、委嘱状をお渡しし

たいと思います。 

 それでは、ご紹介をさせていただきます。 

 小澤丈夫委員でございます。 

 工藤美智子委員でございます。 

 斉藤浩二委員でございます。 

 坂井文委員でございます。 

 中田隆博委員でございます。 

 那須聖委員でございます。 

 奈良顕子委員でございます。 

 西山徳明委員でございます。 

 濱田暁生委員でございます。 

 八木由起子委員でございます。 

 続きまして、当審議会の事務局を担当いたします札幌市市民まちづくり局都市計画部の

関係職員から、自己紹介させていただきます。 

 若松都市計画部長でございます。 
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○事務局（都市計画部長） 若松です。よろしくお願いいたします。 

○事務局（地域計画課長） 伊藤都市景観係長です。 

○事務局（都市景観係長） 伊藤でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（地域計画課長） 遠藤景観まちづくり担当係長です。 

○事務局（景観まちづくり担当係長） 遠藤でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（地域計画課長） 以下、スタッフが出席しておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 大変申しわけございませんが、相原は、次の日程の都合から、退席させていただきます。 

○都市計画担当局長 失礼いたします。よろしくお願いします。 

○事務局（地域計画課長） それでは、お手元の資料を確認させていただきます。 

 本日、各委員のお席には、まず、配付資料１の会議次第、配付資料２の座席表、配付資

料３の札幌市都市景観審議会委員名簿、配付資料４の札幌市都市景観条例（抜粋）ほか、

その次に、説明資料１の景観法に基づく届出の状況、説明資料２の平成２３年度の審議内

容の振り返りと平成２４年度の取組について、いちばん最後のページになりますが、説明

資料３の平成２４年度都市景観大賞への応募と優秀賞の受賞についてです。 

 以上でございますが、不足のものなどはございませんしょうか。 

 

  ４．会長・副会長選出 

○事務局（地域計画課長） それでは、次第に従いまして、今回、委員の改選によりまし

て新たに会長、副会長を選出していただきたいと存じます。 

 選出方法は、札幌市都市景観条例施行規則第２４条第１項により、「会長及び副会長各

１人置き、委員の互選によってこれを定める。」となっております。 

 候補者の立て方としましては、立候補あるいは推薦などがございますが、会長、副会長

候補者の選出につきまして、どなたかご意見はございませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○事務局（地域計画課長） ご意見がないようですので、僣越とは存じますが、事務局と

してご提案させていただいた上でお諮りしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○事務局（地域計画課長） それでは、会長候補、副会長候補をご提案させていただきま

す。 

 会長には、前期まで本市の都市景観審議会の副会長をなさっていた濱田委員、副会長に

は、坂井委員にお願いしたいと存じます。 

 皆様、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○事務局（地域計画課長） ありがとうございます。 

 異議なしということで、賛成をいただきましたので、当審議会の会長に濱田委員、副会
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長には坂井委員を選出することといたします。 

 濱田会長におきましては、中央の会長席に移動をお願いいたしまして、改めてごあいさ

つをちょうだいしたいと存じます。 

 濱田会長、よろしくお願いいたします。 

〔会長は所定の席に着く〕 

○濱田会長 あいさつということですが、私自身、民間のコンサルタントとして景観・ま

ちづくりに携わって来た立場から言いますと、どちらかと云えば、参謀役といいますか、

補佐役の方が自分の任であると思っておりました。ただ、誰かが引き受けるべきことを自

分自身は嫌だと言うのもどうかと思いますし、会長が空席になって副会長が持ち上がると

いうことと、最年長というあたりで据わりがいいということかなと思いながら、皆さんに

ご助力をいただきながら務めて行くべきであろうと思ってお引き受け致したいと思います。 

 その背景には、２年ほど前に、北海道景観審議会を退きまして、今後は１民間人として

活動して行くというつもりだったのですが、札幌市の景観審議会の委員に―との打診の話

があったときに、自分の中でちょっとした思いがございました。というのは、私は、どち

らかというと小さなまちのお手伝いをしてきて、その中では、地域の方と一緒になりなが

ら、専門家は専門家、行政は行政、市民、町民はそれぞれ責任とやるべきことがしっかり

あって、その中でまちは成り立っているのですよというお話を常々しておりました。では、

自分自身はどうなのかというと、地方のまちばかりを走り回っていて、自身が住んでいる

まちの札幌市民としてはどうなのだと自分に問うてみたときに、町内会の役員などは引き

受けさせていただいてやっているのですが、景観に関しては余り関わってこなかったとい

うのが正直なところでした。 

 これからは、専門的な知識と経験も多少ある市民として何らかの役割を果たしていくこ

ともいわば責務ではないのかなと思って審議会委員をお引き受けしたところ、徐々に副会

長から会長にということになってしまって、どうしたことかと戸惑ってもおりますが、あ

らためて、当初の思いに立ち返って取組んで行きたいと思います。 

 微力ですけれども、任期の間、精一杯務めさせて頂きたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○事務局（地域計画課長） 続きまして、坂井副会長からごあいさつをお願いしたいと思

います。 

○坂井副会長 坂井です。 

 ご指名をいただき、ありがとうございます。 

 突然のご指名なので、余り用意してきませんでしたけれども、私は、実は、北海道の景

観審議会の方で会長をやらせていただいていまして、北海道を広く、ある意味、まだ景観

行政団体になっていないところをなるべくボトムアップしながら、全体の景観をよくしよ

う、特に北海道の場合は、ランドスケープ、景観ということで、観光とも非常につながっ

ていますので、いろいろやっているところでございます。 
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 札幌市は、その先頭を行っているところでございまして、札幌市の景観審議会の委員と

しても、これで３期目だと思うのですが、務めさせていただいておりまして、微力ながら

副会長ということで、濱田会長をサポートできればと思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（地域計画課長） ありがとうございます。 

 それでは、次の議事に入りますが、以降、場内の写真撮影は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

いします。 

 

  ５．議  事 

○濱田会長 では、議事に入ります前に、会議録の公開について皆さんにご了解をいただ

く必要があるかと思いますので、事務局よりご説明をいただけますでしょうか。 

○事務局（都市景観係長） それでは、ご説明いたします。 

 会議録につきましては、札幌市自治基本条例、情報公開条例において、施策の検討開始

時点や政策形成過程にある情報について積極的に市民に提供または公表するように規定さ

れており、札幌市附属機関等の設置及び運営に関する要綱におきましても、会議録を作成

の上、公表することとしております。 

 したがいまして、会議の名称、出席者氏名、会議の議題、会議資料、発言者を記載いた

しました議事録等を、個人に関する情報など非公開情報を除きまして、委員の皆様に確認

を得た後、すべて公表したいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○濱田会長 ということでございますが、ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見があ

りましたら、出していただければと思います。 

 よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○濱田会長 情報公開でございますので、会議録を公開するということで進めさせていた

だきますので、よろしくお願いします。 

 それでは、議事に移らせていただきますが、本日の議事内容は、お手元の次第にあると

おりでございますけれども、審議事項１件と報告事項３件になっております。 

 まず、議事の第１点目ですが、景観デザイン審議部会の指名であります。 

 この部分は、景観法に基づく建築物等の届出など、景観計画に定める行為の制限に適合

しないものに対して、札幌市が設計変更などに対する勧告や命令を、先ほどご説明があり

ました法に基づいたところもございますので、市としての見解をきちんと出すための審議

のため、景観条例の第４５条第５項に基づいて、審査部会が求められているということで

ございます。 
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 その委員の選出方法は、条例施行規則の第２６条第１項によって、「会長の指名する委

員をもって組織する。」とされております。指名をさせていただくにあたっては、建築物

の届出は、どのような建物がどのくらいの件数で提出されているかという現状の把握も必

要かと思いますので、そういうイメージを持っていただくためにも、事務局から現状の数

字等をご説明いただければ助かります。 

 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） ご説明いたします。 

 景観まちづくり担当係長の遠藤でございます。 

 私の方から、勧告等の対象となる届出としてどのようなものがあるか、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Ａ３判の説明資料１でございます。 

 まず、本市における届出対象行為について簡単にご説明いたします。 

 左ページになりますが、本市では、建築行為等に際して、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４地区を景観計画重点区域と定め

ております。いずれの地区におきましても、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、または外観の過半にわたる色彩変更に際して届出していただいてお

りますが、これら二つの地区で対象となる規模を分けているものでございます。 

 市域全域に定めている景観計画区域におきましては、建築物では延べ面積１万平方メー

トル以上のもの、もしくは高度地区の区分に応じて、高さ制限が２４メートルの地区では

１５メートルを超えるもの、２７メートルの地区では１８メートルを超えるもの、３３メ

ートルの地区では２１メートルを超えるもの、４５メートル、６０メートル及び高度地区

指定がない地区では３１メートルを超えるものを対象としています。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、橋梁等の場合は、延長５０メートルを

超えるもの、擁壁等の場合は、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届出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。札幌駅南口、北口、さらに昨年１２月からは札幌駅前通北街区地区が既に同

地区に指定されておりますので、現在は大通地区のみ広告物の掲出の届出がなされること

になります。 

 続きまして、届出件数等についてご説明いたします。 

 資料右側のページをごらんください。 

 平成２３年度の届出件数の合計は１２２件ございました。内訳としまして、景観計画区

域では、建築物が８１件、工作物が１４件、合わせまして９５件の届出がございました。
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このうち、１９件は、当初届出がされたものの変更の届出でございます。重点区域では、

建築物が９件、工作物が６件、建築物等の除却が３件、広告物の掲出が９件の合わせまし

て２７件の届出がございました。このうち２件は、当初届出がされたものの変更の届出で

ございます。 

 前年以前からの推移でございますが、平成２０年度は合計１４８件、平成２１年度は１

１７件、平成２２年度は１５４件となっております。 

 下の段に参りまして、届出種別等の内訳についてご説明いたします。これ以降ご説明い

たします件数は、変更の届出を除いた件数でございます。 

 建築物は、景観計画区域、重点区域合わせまして新築が４６件、増築が１５件、色彩変

更が８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、新設が

１４件、色彩変更が３件、移転が１件、修繕が２件となっております。 

 次のページをごらんください。 

 建築物の主要用途、工作物の種別の内訳でございます。 

 まず、建築物でございますが、景観計画区域における新築建築物は、共同住宅が多くを

占めてございます。新築以外では、病院や大学の増築、それから共同住宅の色彩変更もや

や多い件数がございます。重点区域は、都心の一部区域に限られますことから、届出件数

の総数は少ないのですが、その中でも事務所用途の件数が比較的多くございます。 

 工作物でございますが、景観計画区域、重点区域ともに、鉄塔などが多くございまして、

これらは高圧線の塔や電波塔でございます。鉄塔などのほかは、景観計画区域において、

橋梁の色彩変更や修繕も見られます。 

 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

ものが右ページでございます。 

 まず、高さが届出要件に該当したものでは、高さ制限が４５メートル、６０メートルの

地区、または高度地区の指定のない地区で３１メートルを超えることによる届出が２９件、

３３メートルの地区で高さが２１メートルを超えることによる届出が１６件と制限高さが

高い地区での届出が比較的多くなってございます。延べ面積が１万平方メートルを超える

ことによる届出は２１件ございますが、そのうち約半分の１１件は高さによる届出要件に

も該当しております。 

 これを用途ごとに分けてみますと、共同住宅では、高さが届出要件に該当するものが多

くを占めており、面積が届出要件に該当するものは病院や大学が多くなってございます。

このうち、病院については、高さも届出要件に該当する場合が多くございます。 

 これらの届出があった際の事業者、設計者との協議内容は、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適合しているかを確認することになります。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まし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
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ますことから、機械的な適合性の判定を行うことにはなりません。そこで、建築物等の立

地場所等の場所柄をどのようにとらえていて、それを踏まえた設計思想は何か、そこに客

観的妥当性はあるかどうかという観点で確認しております。 

 建築物の場合では、壁面位置が道路に近接して圧迫感を与えないかどうか、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

ではないかなどを確認しております。 

 工作物で鉄塔などの場合では、そのものの形態意匠の工夫には限界がありますことから、

主に築造される敷地について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など、

橋梁などの場合は多くは河川に設けられるもので、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などのその

ものの位置づけをどうとらえているものであるかによって、色彩計画の考え方などの協議

を行っております。 

 このような協議を通じまして、行為の制限から大きく逸脱して勧告等に至るような事例

は、これまでのところはございませんでしたので、これまで勧告等を行うための景観デザ

イン審査部会は開催した実績はございません。 

 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 ということでございますが、何かご質問はございますでしょうか。 

○坂井副会長 今、勧告がなかったとお伺いしましたけれども、それは、これまでもずっ

となかったということでしょうか。 

○事務局（景観まちづくり担当係長） 勧告ができる景観デザイン審査部会が設けられま

したのが、景観法に基づく施策を展開しました平成２０年度以降になりますが、平成２０

年度からこれまでのところ開催実績はございません。 

○濱田会長 他にいかがでしょうか。 

○斉藤委員 それは、市の窓口で受けて、申請した内容を見て、問題がないという判断を

市がされて、この審査部会が開かれていないということですか。 

○事務局（景観まちづくり担当係長） まず、勧告を行う対象になりますのが、景観計画

であらかじめ明示されている行為の制限に合っているかどうかになりますので、それに照

らして大きく違和感のあるような建築物、工作物がこれまで出てこなかったということで

す。 

○濱田会長 幸いにしてというか、それほど話題にならなかった、あるいは市民の間では

若干議論をされているものもあるかもしれませんけれども、勧告の対象になるような法的

な措置はなかったということですね。 

 という現状ですが、それに対してのご質問はいかがでしょうか。 

 そういう状況の中で、一たん事が起こったときのために部会をしっかりとつくっておい

て、早期に審査できるように備えておこうということだと思いますが、よろしゅうござい

ますか。 
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（「なし」と発言する者あり） 

○濱田会長 それでは、具体的に景観デザイン審査部会の委員の指名になります。 

 部会の構成につきましては、札幌市都市景観の推進に関する取扱要綱第２３条の中に、

審議委員５名と臨時委員２名をもって構成することとされております。臨時委員につきま

しては、同じくその要綱により、登録委員の中から選任することとされております。その

登録委員については、あらかじめ関係団体から推薦された方を事務局で既に登録してある

ということでございますので、その部分の説明をしていただければと思います。 

 あわせて、部会委員の指名にあたって、参考となるお考えや候補者についてのお考え等

があればお聞きして、それを参考に指名させていただければと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局（都市景観係長） それではまず、景観デザイン審査部会の登録委員についてご

説明させていただきます。 

 登録委員につきましては、札幌弁護士会及び北海道建築士事務所協会札幌支部から推薦

をいただいております。本日はいらっしゃっておりませんが、菅澤紀生委員、難波徹基委

員、菅野彰一委員、中原隆一委員の４名を登録しております。 

 次に、審議会から選任する部会委員につきましては、僣越とは存じますが、事務局とし

ての考えを申し上げますと、学識経験を有する方を基本とすることが望ましいかと思いま

すので、各委員の専門分野を考慮いたしまして、建築意匠を専門とされる小澤丈夫委員、

都市計画を専門とされる坂井文委員、空間デザインを専門とされる那須聖委員、視覚デザ

インを専門とされる吉田和夫委員、それから審議会会長でございます濱田暁生会長の５名

を候補としてはどうかと考えております。 

 ただいま、資料をお配りいたしますので、ご確認いただければと思います。 

○濱田会長 今、お手元に名簿の案が行ったかと思いますが、事務局からご説明がありま

したように、各分野の学識経験の方、それから法律、設計に関する専門の業務に携わって

いる方々のサポートを含めて案がつくられておりますけれども、いかがでしょうか。 

 幸いにして、これまでは勧告等がなかったと思いますが、今後、法律に基づいて勧告を

していく場合には、法律的なバックアップが必要になってくると思います。特に、民間事

業者の経済行為にかかわるものに関してはその必要が多くあるかと思いますので、法律の

専門家の方、建築技術の専門の方が入っていらっしゃるということと、各分野の学識経験

豊かな方々が入っていらっしゃいます。私も、審議会の一員としてそれに参加する格好で

す。 

 よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 それでは、ご指名をさせていただきましたので、新しく委員としてスタートされる方は、

今後、部会が必要となったときには、ぜひ審議をしていただければと思います。 
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 審議の必要性がないということも、それはそれで平和でいいのですが、市民の間できち

んとこういうことを考えていくためには、たまには真剣な議論があってもいいかと私は個

人的に思っております。よろしくお願いいたします。 

 本日の審議に関しては、これだけということでございます。 

 

  ６．報告事項 

○濱田会長 続きまして、報告事項に入ります。 

 報告事項（１）平成２３年度の審議内容の振り返りと平成２４年度の取り組みについて、

事務局からご説明ください。 

○事務局（都市景観係長） それでは、報告事項の一つ目でございますが、平成２３年度

の審議内容の振り返りと平成２４年度の取組についてご説明したいと思います。 

 説明は、スクリーンの方でしたいと思いますので、スクリーンをごらんください。 

 平成２３年度は、主に都市景観賞の見直しを契機としました今後の普及啓発のあり方に

ついて審議をいただいておりました。 

 これまでの経緯を簡単にご説明いたします。 

 都市景観賞は、顕彰制度による普及啓発事業として一定の役割を担ってまいりましたが、

市民の都市景観に対する認識や関心の変化に伴い、新たな取組が求められておりました。

そのような中、平成２２年度の市民評価におきまして廃止の判定を受け、このことを契機

としまして、今後の普及啓発のあり方と新たな取組について、都市景観審議会にお諮りし

ながら、検討を進めてまいりました。 

 審議会における意見を要約しますと、対象や地域特性に応じた景観資源の活用を促す取

組の推進、景観の取組と地域まちづくりとの連携、取組を進めていくための仕組づくりや

担い手づくりの推進というようなご意見をいただいております。 

 それらを踏まえまして、今後の取組に向けた札幌市の考え方としましては、今後は、社

会背景の変化や市民要望の多様化に対応した景観施策を進め、市民が主体的にまちづくり

に参加するきっかけづくりとなるような取組を推進していきたいと考えております。 

 それに伴い、従来型の都市景観賞については、平成２３年度末の行政評価見直し等の検

討結果の報告をもちまして廃止とさせていただいております。 

 新たな取組としまして、景観を手がかりに地域まちづくりに主体的にかかわっていくき

っかけ、機会となるような三つの取組を進めてまいりたいと考えております。 

 一つ目に、市民主体の景観資源選出事業でございます。今年度から、新たな取組として

実施したいと考えております。 

 二つ目に、子ども向け景観学習の取組でございます。昨年度、試行的に行いました麻生

児童会館での取組の経験を生かし、今年度も取組を進めてまいりたいと考えております。 

 三つ目に、事業者向け意欲高揚の取組でございます。こちらも、昨年度の試行取組の経

験を生かしまして、さらに効果的な取組を実施したいと考えております。 
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 ここで、景観施策全体から見ました普及啓発の位置づけについてまとめさせていただき

ましたので、ご説明したいと思います。 

 社会背景とそれを受けた社会的要請に対し、主体となるべき存在が課題を共有化し、課

題解決に向けた具体的取組を進めていくためには、課題を認識、共有するきっかけ、機会

が重要になってくると考えております。今までは、人口増加、都市の成長拡大という社会

背景の中、全市的には、都市基盤の平準化が、都心部では、全市的観点から特に重要な地

区の空間整備が求められており、主に行政主導のルールづくりに基づく形態意匠の規制誘

導が進められ、普及啓発においても行政主導の意欲向上策として都市景観賞が実施されて

おりました。 

 これからは、人口減少、都市の成熟という社会背景の中、全市的には、都市構造の維持、

強化が、都心を含めたそれぞれの地域においては、地域特性に応じたきめ細やかな取組の

連鎖による都市全体の質の向上が求められており、全市的観点では、行政が主導する部分

はありつつも、地域においては、住民、事業者が主体となってルールづくりを進め、地域

特性に応じた形態意匠や機能の誘導を進めていくことが必要と考えられます。 

 そのためのきっかけ、機会として、三つの取組を位置づけ、市民主体の景観資源選出事

業では、市民が都市とのつながりに気づくこと、子ども向け景観学習の取組では、子ども

たちから地域への投げかけを行うこと、事業者向け意欲高揚の取組では、つくり手として

の事業者、設計者に向けた意識向上の取組を推進していきたいと考えております。 

 次に、市民主体の景観資源選出事業における取組の流れについて、模式図にて説明させ

ていただきます。 

 本事業につきましては、実行委員会等による、地域やテーマに応じた市民参加型のイベ

ントやまち歩きの取組をベースとしまして、既存の取組とも連携を図りながら、それぞれ

の取組の中で景観資源を選出していく形をとっていきたいと考えております。 

 景観の紹介と共感を示す写真やエピソードなどを景観資源の情報として、また、取組自

体の紹介を取組事例として、その成果をデータベースに蓄積していきます。さらに、集ま

った情報を発信主体の特性に応じてピックアップ、編集を行い、既存の情報発信ツールを

活用する形で、自治推進、観光、各区役所であったり、庁内の各セクション、あるいは民

間事業者との連携を図りながら、取組の参加の呼びかけと景観資源の情報、またはその取

組の事例を市民へ向け発信していき、さらなる市民の取組への参加を連鎖的に促していき

たいと考えております。 

 本年度は、小規模でも取組の成果を見せていく段階としまして、試行的なイベントやま

ち歩き等を実施していきたいと考えております。 

 また、次に、子ども向けの取組における連鎖の事例ということで、今年度の取組の中間

報告をしたいと思います。 

 手稲区にあります手稲西小学校におきまして、既存の取組として、地域安全マップづく

りという取組を、小学校４年生と地域の青少年育成委員の皆さんが主体となって実施して
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おります。この取組は、地域の危険な場所探しという性格上、本来であれば自然が豊かで

住みよい地域であるのに、悪いところばかり探すのはもったいないという意見がもともと

ありました。そこで、景観担当による側面支援ということで、昨年度、試行的に実施しま

した麻生児童会館でのまち歩きの取組事例を紹介いたしまして、地域の悪い場所ばかりで

はなく、よいところ、魅力ある場所も探そうということで、地域紹介マップづくりという

取組に発展していきました。 

 先月になりますが、従来の危険な場所探しとあわせて、計２回のまち歩きを、学校と地

域の方が中心となって実施しております。さらなる景観の側面支援としまして、まち歩き

に同行しまして、問いかけやアドバイスによって、まちなみやその魅力について、子ども

たちが考えたり気づくような働きかけを行っております。 

 さらには、地域の自主的な情報発信としまして、手稲区のホームページ上で取組が紹介

されております。その取組を知った手稲区の他の小学校でも同様の取組実施の動きがあら

われてきており、取組の連鎖や発展が具体的に見えてきている状況となっております。 

 また、まち歩きの中で見えた課題としましては、子どもたちが地域の魅力を探し出すと

きの着目すべき点の整理が必要と感じました。子どもたちは、取組の中では魅力のある場

所であるとか、愛着がある場所、優しさを感じる場所みたいなことで、学校の先生が考え

たのですけれども、それについて具体的にこういうものかなと子どもたちは見つけるのが

難しかったという状況でございました。どういうポイントで見て、見つけていけばいいの

かを、少し整理していく必要があるかなと思っております。 

 また一方では、インタビューなどを通しまして、地域の大人たちに積極的に問いかけを

行っており、地域の魅力について一緒に考える機会となっていたということは、一つの成

果ととらえております。 

 本取組については、集めた情報をマップにまとめまして、今後、協力してくださった地

域の方々に発表する予定となっております。 

 以上、今年度の普及啓発における取組についてのご報告でございます。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 ということでございますが、ご意見やご質問はどうでしょうか。 

○坂井副会長 資料が非常によくまとまっていてわかりやすかったと思うのですが、１点

だけ質問をさせていただきたいと思います。 

 ①、②、③として新たな取組が掲げてあると思うのですが、①と②のご紹介はあったの

ですけれども、③のご紹介がなかったかのように思いますので、もし何かあれば補足説明

をしていただければ助かります。 

○事務局（都市景観係長） こちらの取組に関しましても、やはり既存の事業者の方や市

民の方が取り組まれている取組と少しタイアップをしながらやっていきたいと考えており

ます。今、どういう取組とタイアップしてやっていけるかということで、いろいろ情報を

集めているところでございます。 
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 昨年度のように、少し雪が降って寒くなってからの時期になると思いますけれども、そ

ちらの方で取組をしていきたいと考えております。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。 

○斉藤委員 ①の部分ですが、データベースをつくってというのはよくわかります。うま

く循環できるといいと思いますけれども、これは、今年度にここまでやりますということ

で解釈してよろしいのでしょうか。 

○事務局（都市景観係長） まず、市民が実施している、今ある取組との連携を図りなが

ら、景観資源を集めていくイベントやまち歩きを少しやって、そこで見えた成果をまずは

発信していくということまではやっていきたいと考えております。 

○斉藤委員 では、市民へ発信という流れですか。 

○事務局（都市景観係長） この下までの流れは何とかやって、発信するところまでやっ

ていきたいと思います。 

○斉藤委員 市民から戻ってくるものは、また来年ぐらいに期待をして、続けていくとい

うことですね。 

○事務局（都市景観係長） はい、また、市民が新しい取組に対して参加して情報を発信

する、そういう好循環が生まれるように考えております。 

○斉藤委員 それから、②の手稲の取組のご紹介があって、手稲西小学校で今までやって

いた活動をプラスの面から地域を評価することになって、それが情報発信になったという

ことですけれども、例えば、手稲区ではこうやりました、ほかの区ではこれを例にしてど

う広げていこうとされているのかが見えないのです。その辺はいかがでしょうか。 

○事務局（都市景観係長） こちらに関しても、ほかの区でも同じように地域安全マップ

づくりの取組をやっているところもありますし、地域の花植え活動とか、その他まち歩き

の活動がいろいろあると思いますので、そういう活動に対して側面支援として景観の方で

つないでいけるものをどんどん展開していければなと考えております。まず、そういう取

組について調べているところでございます。 

 恐らく、地域特性に合ったということが一つのポイントになると思いますので、手稲区

だけではなく、ほかの各区、各地域、各小学校でもともとその周辺の文化を取り込んだ形

での取組がなされていると思いますので、それにマッチした形での側面支援のあり方を模

索していきたいと考えております。 

○斉藤委員 単純にこういう例がありますよということを伝えるだけでも、多分、学校の

先生方は、そこからまたその地域の特性に応じて取組方を変えるとか、何か生まれると思

います。広くこういうものを情報発信していただきたいと思います。 

 また、③の事業者向けを見ると、また年に１回セミナーをやって終わりみたいな感じに

なると思うのですが、いかがですか。 

○事務局（都市景観係長） 我々も、そうならないようにしたいと思っています。 
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○斉藤委員 ぜひ、そのような内容でよろしくお願いします。 

○濱田会長 そういう意味では、市民の方々、実際に取組む子ども達を含めて、実務事業

者として会社を持っていらっしゃる方と、余りそれにかかわっていらっしゃらない方のギ

ャップもあったりすると思うのです。取組みの必要性の伝え方、市民の実感としてかかわ

っていくような意識をどうつくっていくかということが、札幌みたいな大きなまちの課題

だと思うのです。それは、地区ごとになるか、どういう単位でやっていくことになるか、

今後の議論の中では必要なことかと思っております。 

 八木委員は、いろいろメディアにかかわることもやっていらっしゃっていて、市民の意

識の部分や、参加の部分とか、発信の部分とか、今のことにかかわったような観点で、ふ

だんから感じていらっしゃることはございませんか。 

 今の内容で申しますと、すべてを行政がどんどん仕事をふやしていく格好ではなくて、

民間が担っていく部分もあるということで、八木委員のお仕事にも関係あると思うのです。 

○八木委員 こういったものがあるということを市民に発信していくということがまず先

にありますが、これは来年度以降の話になってくるかもしれませんが、逆に市民からも発

信していく意識づくりも必要だと思います。たとえば、ここ１、２年、スマートフォンの

目覚ましい普及が進んでおります。特に、今までコンピューターやパソコンを持たなかっ

た方や、携帯電話を使うことがあまりなかったような方も含めて、５０代、６０代も、お

年寄りでもスマートフォンに興味を持つようになりました。そこで、景観の紹介を文章や

写真で投稿するのが非常にやりやすくなっています。ですから、ウェブ上に投稿コーナー

をつくるなど、市民のみなさん自らが発信できる機会があれば、全く抵抗がなくどんどん

発信してこられるのではないかと思います。 

 あとは、自分たちのまちとか、自分が見た風景とか、ここになら伝えたいと思うような

魅力ある仕掛けといったものを、私どもメディアとしても築き上げていかなければいけな

いと思いました。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 最近の事情を踏まえた貴重な提言だったと思います。 

 あとはいかがですか。 

○那須委員 ①の景観資源選出事業ですけれども、イベント・まち歩きが非常に重要なポ

イントというか、それがなければ動き出せない形なので、その辺の組織づくりのスキーム

の検討が続いているか、もうちょっとお話しいただけるといいかなと思います。 

○濱田会長 事務局、いかがでしょうか。 

○事務局（都市景観係長） ここでは、実行委員会等と書いておりますけれども、個人の

力というものもあると思っておりますし、サークルなどもあると思います。さまざまな市

民の取組を参考にしながら、当然、各大学、関係機関や事業者など、そういう中でノウハ

ウを持っていらっしゃる方々と情報交換あるいは協力しながら、この取組を進めていきた

いと考えております。 
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○那須委員 まず、団体あるいは個人でも活動を始めている人に登録をしていただいて、

連絡を取り合うところから始まる感じですか。 

○事務局（都市景観係長） まずは、イベントであれ、まち歩きであれ、そういう取組を

やりますよと、それをどのような内容でやっていくかを含めまして情報交換をしながら、

恐らく我々がアプローチしていく方は、景観とは関係ない取組かもしれませんけれども、

今現在、何か取組をやっていて、それに景観としての視点を持ってもらうということがあ

るのではないかと思います。そことタイアップをして、新しい視点での景観の取組が生ま

れるかもしれませんし、そうなれば、またいろいろな取組が広がっていくということも考

えられます。 

 一気に手を広げるのはなかなか難しいので、どういう成果を出すのかということをイメ

ージしながら、それに近い活動をされている方と情報交換をしながら、協力できるところ

を見つけながら、実行委員会みたいなものをつくって取組を進めていければと思っていま

す。 

 今は、そのリサーチの段階と思っていただければと思います。 

○中田委員 質問ですけれども、②の子ども向けの景観学習に関してですが、事業として

非常にいいテーマだと思います。この事業をやるにあたって、先生方のレクチャーなり、

事前の取組みたいなものがあったと思うのですけれども、それはどのような形で、どれぐ

らいの時間を費やして行われたのでしょうか。 

○事務局（都市景観係長） もともと、地域安全マップづくりという取組自体、かなり考

え方がしっかりされた取組でありまして、それに対してちょっと視点を変えるという投げ

かけだったので、やり方はほとんど変えずに、危険な場所探しを魅力探しということでや

っていただいたので、そんなに時間をかけたレクチャーはしておりません。昨年度にやっ

た麻生の取組の中で、遠くの風景や自然というような景観カテゴリーのカードをつくって、

子どもたちに見せて、これで探してこようという取組内容を説明したシートを提供しまし

て、それをヒントに学校の先生お二方が自分たちなりに考えてやっていたということです。 

 また、青少年育成委員という地域の活動をされている方も、非常に組織的に頑張ってお

られる方だったので、そこはすんなりとスムーズに受け入れてくれて、今回の取組に発展

しているということでございます。やはり、今回は、もともとやっている取組がしっかり

基盤としてあるというところがうまくいっているかなと考えております。 

○中田委員 これを基本として、いろいろな区がこれからもやっていくのですか。 

○事務局（都市景観係長） まず、これを足がかりにして、ほかの取組をやっているとこ

ろにも投げかけていけるのではないかと考えています。 

○小澤委員 私は、今年度からですので、これまでの経緯はわからないのですけれども、

一応、これは報告事項としてお伺いしていますので、報告という形ですね。 

 これは、既に市民に向けて、一般に向けて、今年度からこういう方針でいくということ

はアナウンスされているという状況でしょうか。 
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○事務局（都市景観係長） 広くはアナウンスしておりません。ホームページ上で、審議

会の中でこういう議論をしていますよという情報提供しかしておりません。 

○小澤委員 そこで、一つコメントですけれども、廃止された都市景観賞は、曲がりなり

にも３０年近く続いた割と長い賞です。いろいろなご意見はあると思うのですけれども、

継続は力なりみたいなところはあったと思うのです。それなりに市民の方にも浸透してい

た部分があったのではないかと思うのです。 

 それが、市民評価においてマイナスの評価が出て、見直しをして、こういうことになっ

たという一つの経緯はあるのですが、余り負のイメージで、言われたから衰退してきたと

いう印象ではなくて、発展的にこれをやめて、今こういう方向に動いているのだというこ

とを、市民の方にわかりやすくアピールする必要があると思うのです。その方法について

は、ぜひ表現を含めてお考えいただきたいと思います。そうしないと、せっかく続けてき

た景観賞が、なし崩し的にすっと消えて、まだこれから先どうしようというものが定まら

ないという印象を与えてしまうと、非常によくないといいますか、新しいステップが削が

れることになると思いますので、そこをぜひ工夫していただきたいと思います。 

○事務局（都市景観係長） ありがとうございます。 

○濱田会長 きょうのところは報告事項になっていますので、今後、審議会の中の取組と

して、どうして行くべきかという議論は必要に応じてあるということでよろしいでしょう

か。 

○事務局（都市景観係長） もちろんでございます。今後も審議会の方に投げかけて、ご

意見をいただきたいと思っております。 

○濱田会長 私自身も、幾つか地域でやっている事例がありますので、例えばこの点は？

という論点はあるのですが、それだと報告というよりは審議に近くなっていくので、進行

役の会長としてはどうしたものかと思っていたのです。 

 今年度の方向としては、このような感じで考えていますということをご承知置きくださ

いということで、きょうのところは報告ですね。 

○事務局（都市景観係長） そうでございます。 

○濱田会長 わかりました。 

○坂井副会長 ①、②、③を連携させるようなことも少し考えていただければと思います。

①、②、③と個別にやるということは毛頭考えていらっしゃらないと思うのですが、走り

始めますと、個々にやるということになってしまうと思うのです。最終的には３者が一つ

の地域なりをよくしていこうとしているというふうに考えていると思いますので、①、②、

③の連携をお願いします。 

 例えば、先ほど、②の子どものところで、子どもがなかなかポイントアウトできなかっ

たみたいなお話があったと思うのですけれども、それを、①の市民主体の勉強会とドッキ

ングさせてやることもあると思います。試行錯誤の中でやっていくうちに、①、②、③を

横断的にやりながら、ゆくゆくは地域の景観賞みたいなものができればいいなと私は勝手
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に思っているのです。そんな次につなげるために、この一歩先を少し考えながらやってい

くといいかと思いました。 

○事務局（都市景観係長） ありがとうございます。 

○濱田会長 私も、報告事項と言いながらも気になっている点をお話してしまいますが、

先ほどの③の事業者向けの意識高揚みたいなことも、単に先生の勉強会をやって終わるの

ではなくて、①、②、③を現場で実際に専門家も入ってやっていくとか、事業者がかかわ

ってやっていくこともあり得るかと思いますので、今後の中でまた検討していただきたい

と思います。 

○事務局（都市景観係長） わかりました。 

○工藤委員 ③の平成２３年度に行った勉強会のときの結果として、どのような職種とい

いますか、業種といいますか、専門のところの方たちが参加していたのか、そのときの参

加意識がどんな感じだったのか、今年度同じようなものを行うとしたら継続して勉強する

ようなイメージを持っている方たちがどのくらいいらっしゃったのか、その辺を把握して

いらっしゃれば教えていただきたいと思います。 

○事務局（都市景観係長） 一定の整理はしております。 

 まず、参加された方の内訳としましては、民間の設計事務所をやられている方に半数以

上参加していただきました。札幌市の行政の方で公共施設の施工、設計にかかわる者が４

分の１ぐらい参加しております。その他、教育機関の方が参加されていたという内訳にな

っております。 

 そもそも、セミナーの最初の思いも、単に見えるデザインということを学ぶ場ではなく

て、例えば、使うことを考えるとか、住むことを考えるとか、一歩踏み込んで、形だけで

はなくて機能の部分も含めて、あるいは、ちょっと視点を変えて、いろいろな視点からま

ちのことを考えるというように、景観デザインとは何だろうということを考えるきっかけ

になるような場にしようと企画しました。そういう意味では、終わった後に皆さんからア

ンケートをとったのですが、視点が変わったというような意見が結構あって、効果はあっ

たのではないかと考えております。 

 そういうことも含めて、景観という部分で、設計事務所であったり、役所の施工にかか

わる者が入っていますが、それ以外にも、建築とか、造園とか、都市計画とか、それぞれ

の分野の方もまじっていまして、それぞれの方にとって気づきとなるような投げかけはで

きたのではないかと考えております。 

○濱田会長 今後の中でまた検討の機会はあるということで、次の報告に入らせていただ

きます。 

 ２番目の平成２４年度都市景観大賞への応募と優秀賞の受賞について、事務局からご報

告いただきます。 

○事務局（都市景観係長） それでは、報告の二つ目に入りたいと思います。 

 このたび、札幌市におきます二つの取組が評価されまして、平成２４年度の都市景観大
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賞で優秀賞を受賞しましたので、その取組について少しご説明したいと思います。 

 スクリーンをごらんください。 

 都市景観大賞は、「都市景観の日」実行委員会が主催しておりまして、良好な都市景観

を生み出すすぐれた事例に対して、その実現に貢献した関係者を顕彰し、一般に公開する

ことで、よりよい都市景観の形成を目指す賞でございます。 

 都市空間部門及び景観教育・普及啓発部門の二つの部門がございます。 

 まず、都市空間部門で優秀賞を受賞しました創成川通・狸二条広場地区についてのご説

明をしたいと思います。 

 当地区は、札幌の都心に位置する画面赤枠で表示した範囲になっております。創成川と

創成川通、創成川公園を有する地区となっておりまして、西側には大通公園が接しており、

ちょうど大通公園と接する部分にはさっぽろテレビ塔がございます。地区を流れます創成

川は、明治の本市建設期において重要な役割を担った川であり、今もなお、札幌のシンボ

ル的な都市軸となっております。 

 札幌の開拓は、後に創成川と命名される大友掘の開削から始まったと言われております。

左の写真は、開拓が始まって間もない明治４年ごろの大友掘とその周辺の様子でございま

す。大友堀は、建設資材や食料運搬のための運河、かんがい用水路として使われておりま

した。 

 右の図は、明治初期の札幌市の市街地図でございます。創成川を南北の基軸とし、火防

線として示されている現在の大通公園を東西の基軸としまして、碁盤の目のように道路が

整備され、まちがつくられていきました。 

 次の右の写真は、昭和中期の創成川周辺の様子でございます。創成川のほとりには、ヤ

ミ市や露店が立ち並んだほか、サーカスや祭りも行われ、活気ある市民の生活の場となっ

ておりました。 

 ただ、近代に入ってからは、車社会の到来に伴いまして、その様子を変えていきます。 

 左上の写真は、昭和４７年、札幌冬季オリンピックが開催されたころの様子でございま

す。オリンピックの開催にあわせまして、両側に幹線道路が整備されたため、川と緑地は

狭められ、創成川は市民の暮らしからは疎遠となっていきました。その後、自動車保有台

数の増加に伴いまして交通量がふえ、渋滞や交通事故が頻発している状況となっておりま

した。 

 また、道路と河川沿いのシダレヤナギによりまして、人の流れと視界が遮られ、東西の

市街地が分断されていたという状況になっておりました。 

 それでは、本地区整備におきます全体の経過を眺めたときの景観形成上のポイントの六

つについて説明していきたいと思います。 

 まず、景観形成のポイントの一つ目ですが、都心における創成川通の位置づけについて

でございます。札幌市では、平成１２年に策定いたしました第４次長期総合計画におきま

して、魅力的で活力のある都心の整備を重点施策の一つに位置づけ、その実現に向けて各
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分野における都心の取組が計画されていきました。特に、都心まちづくり計画では、都心

部における４軸３交流拠点の骨格構造の実現を掲げまして、創成川通をやすらぎの軸とし

て位置づけております。 

 また、緑を感じる都心の街並み形成計画では、上位計画を具体化するために、創成川通

地上部の空間整備の基本方針、整備イメージ、活用イメージが示されております。これら

の計画に基づきまして、創成川通のアンダーパス連続化事業と親水緑地空間整備事業を実

施し、都心４軸３交流拠点の骨格構造を担う安らぎの軸の完成を実現しております。 

 景観形成のポイントの二つ目ですが、アンダーパスの連続化についてでございます。創

成川通には、国道との交差部分に２カ所のアンダーパスがございましたが、出入口付近で

直進車両と右左折の車両が交錯しておりまして、交通事故や渋滞の原因となっておりまし

た。このため、アンダーパスを連続化する創成川トンネルを整備し、都心へのアクセス交

通は地上に、通過交通は地下トンネルに分離するとともに、東西を結ぶ新たなルートの設

置などにより、交通の円滑化を図っております。これによりまして、自動車交通の円滑化

や騒音の低減などの直接的な効果が得られたことに加えまして、用地確保が難しい都心部

において約５，０００平方メートルの地上空間を新たに生み出すことができました。 

 写真の赤い帯で示した部分が、アンダーパスの連続化によって新たに創出された地上空

間でございます。このように、単に交通問題にとどまらず、東西市街地の連携強化による

地域活性化や親水空間の新たな創出、観光と芸術文化の振興に大きく寄与し、多様な役割

を担う道路空間を形成しております。 

 景観形成のポイントの三つ目の創成川公園についてでございます。 

 創成川公園の整備にあたりましては、その課題としまして、視認性、親水性の低い創成

川と視線をさえぎる既存のシダレヤナギ及び都市緑地のネットワーク化の推進及び忘れら

れつつある開拓の歴史が挙げられまして、これらの課題を解決するために、デザインコン

セプトとして、「東西の市街地をつなぐ」、「水と緑をつなぐ」、「歴史をつなぐ」の３

点が掲げられました。 

 まず、「東西の市街地をつなぐ」仕掛けとしまして、東西方向の見通しをよくし、安全

で開放的な水辺空間を創出するとともに、東西から円滑にアクセスできる広場を配置する

ことで、公園に多くの人が集まって人の流れが活発化し、都心部のにぎわい増進に寄与す

ると考えております。 

 次に、「水と緑をつなぐ」についてでございます。視認性やアクセス性が悪かった創成

川の親水性を高めることで、大通公園や中島公園、豊平川緑地などの周辺の都市緑地のネ

ットワークに創成川公園を組み込み、水と緑の豊かさを身近に感じることができる札幌の

魅力をさらに高めることを目指しました。 

 次に、「歴史をつなぐ」についてでございます。創成川は、かんがい用水や水運、生活

用水として使われており、札幌の発展に大きな役割を果たしておりました。その歴史を表

象する姿を残していくことで、市民の誇りを札幌の未来へとつなげる場としております。 
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 次に、この三つのコンセプトに基づきました公園デザインについてご説明したいと思い

ます。 

 まず、緑地のデザインについてでございます。東西の市街地をつなぐとともに、南北に

緑をつなぐために、連続的に中高木を植栽しつつも、視線が抜ける開放的な空間づくりを

目指しました。 

 写真は、散策路とその両側の中高木の植栽の様子でございます。南北に緑をつなげつつ、

東西に視線が抜けるように配慮されております。 

 次に、河道のデザインについてでございます。創成川は、平常時の流量のままでは、人

が転落したときの危険性が極めて高い川でありました。そのため、川に沿って導水管を整

備し、流量、流速、水深を抑えることとしております。また、河道の存在感を演出するた

めに、スペースに制約がある中で最大限の河道幅を確保しております。このように、河道

幅が広く緩やかな川の流れを実現したことによりまして、人々が飛び石を渡り歩いたり、

水遊びを楽しんだりする光景が現在では見られ、水辺の魅力を高め、人々を引きつける親

水空間を形成できたと考えております。 

 また、「歴史をつなぐ」というコンセプトに即しまして、開拓当初からの直線的な河道

線形を継承しております。 

 次に、広場のデザインについてでございます。公園に人々を引きつけ、東西の市街地を

つなぐために、狸二条広場、開拓の広場、まんなか広場の三つの広場を設けております。 

 こちらは、狸二条広場の様子でございます。札幌を代表する二条市場と狸小路商店街が

隣接する場所に設けております。さまざまなイベントやお祭りの利用を想定しまして、約

１，０００平方メートルの解放的な広場空間を確保しております。また、中央のアート作

品が広場に魅力を与えている様子でございます。 

 開拓の広場の方は、今回、復元をされました創成橋を中心とした橋詰空間の総称でござ

います。創成橋は、可能な限り、明治４３年の建設当時の施工方法で復元されております。

このほか、さまざまな歴史のモチーフによりまして、この場所が開拓の原点だったことを

広く利用者に伝えているという状況でございます。 

 こちらは、まんなか広場でございます。大通公園とまじわり、札幌の格子状市街地の原

点となる場所に設けております。広場には格子状市街地の原点を象徴的に表現しましたア

ート作品が中心に据えられております。 

 景観形成のポイントの四つ目は、創成川アートワーク事業についてでございます。この

事業は、公共空間において市民が日常的に芸術文化に親しむことで、芸術文化への関心を

高めるとともに、集客、交流に寄与することを目的としております。コンセプトは、まち

とひとをつなぐアート、札幌を表現するアートということでございまして、公園内には西

野康造氏による「スノーリング」、安田侃氏による四つの作品、また団塚栄喜氏による１

３点から成る作品が設置されております。 

 次に、景観形成のポイントの五つ目の狸二条広場についてでございます。二条市場と狸
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小路商店街に隣接します狸二条広場の整備を契機に、商店街、町内会、札幌市によりまし

て、狸二条広場運営協議会が設置され、広場の利活用に係る連携・調整体制を構築し、広

場の円滑な活用が図られております。広場では、季節に応じまして、さまざまなイベント

が行われており、昨年７月から８月にはさっぽろ夏まつりの協賛行事としましてビアガー

デンを開催し、大通公園のビアガーデンとは一味違った雰囲気を味わえる会場として好評

を博し、期間中、延べ３万人の来場があったということでございます。 

 写真は、花火大会の様子でございます。絶好の花火観賞スポットとなっており、親水空

間と一体となって多くの人でにぎわった様子でございます。 

 最後となりますが、景観形成のポイントの六つ目の創成川公園の維持保全の取組につい

てでございます。創成川公園では、個人応募による公園ボランティアや、団体や企業が自

主的に活動しております外部ボランティアなどの多くの市民ボランティアが活動しており

まして、清掃活動やイベント時のスタッフ、公園ガイドなど地区の景観形成とにぎわいづ

くりに寄与するさまざまな活動が行われております。 

 以上、地区の経緯と景観形成のポイントを説明いたしました。 

 札幌の都心部では、創成川公園誕生とともに、ＪＲ札幌駅周辺と大通地区を結びます札

幌駅前通地下歩行空間が開通しております。これによって、人の流れが大きく変化し、回

遊性の向上やにぎわいの創出が図られ、都心全体の活性化につながる動きが見られている

ということでございます。当地区は、地上部の供用開始から１年が経過し、緑の成長や狸

二条広場から生み出されるにぎわいの積み重ねによりまして、札幌の新しい顔となる景観

が、これからつくられていく段階にあると考えておりますので、優秀賞受賞をきっかけと

しまして、さらなる魅力的な空間づくりを進めていきたいと考えております。 

 少し長くなっておりますが、続きまして、景観教育・普及啓発部門でも優秀賞を受賞し

ておりますので、そちらの子ども向け都市景観・都市計画普及啓発活動についても説明さ

せていただきます。 

 この活動は、将来のまちづくりを担う子どもたちに、都市計画や都市景観について、よ

り深く学んでもらうことを目的とした活動でございます。 

 活動の経緯としましては、平成１６年度に、都市計画制度をわかりやすく伝える取組の

検討を始めまして、以降、大人向けの都市計画の普及啓発本となります「まち本」及び子

ども向けの普及啓発本である「ミニまち」を発行しております。この「ミニまち」を活用

した取組として、楽しみながらより深く都市計画について理解してもらうために、平成１

９年度から、まちなみ案内とミニまち講座という取組を開始しております。 

 また、平成２３年度からは、より地域に根差した活動として、まちなみ魅力発見プログ

ラムという景観の取組を試験的に実施しております。 

 その主な取組について説明したいと思います。 

 まずは、まちなみ案内についてでございます。 

 小学生を対象にしまして、市役所屋上などの高い場所から、札幌のまち並みを眺めなが
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ら、まちの成り立ちや現在のまちづくりのルールなどを解説しております。 

 写真は、市役所屋上で実施されているまちなみ案内の様子でございます。教科書や地図

を通して学ぶ札幌のまちを実際に眺めながら理解することで、まちに対する興味や関心を

引き出しております。 

 こちらの写真は、ＪＲタワー展望室で実施しておりますまちなみ案内の様子でございま

す。子どもたちは、ふだん見る機会の少ない地上１６０メートルからの眺めに驚き、窓に

張りつきながらいろいろなものを発見しております。 

 次に、ミニまち講座についてでございます。 

 小学校の授業の中で、札幌のまちの成り立ちや土地利用のルール、身近な学校周辺の様

子などについて解説した後に、模型を使ったまちづくり体験を実施し、どうすれば住みよ

いまちができるかを考えることで、まちづくりに対する意識を高めております。 

 こちらは、授業の中で解説に使用しているスライドの抜粋でございます。札幌のまちの

成り立ちを解説し、学校の周りの道路や公園、建物などを紹介しております。 

 続いて、建物が土地利用のルールに沿って建てられていることの解説を行いまして、学

校の周りやお店や住宅なども、そのルールに沿って建てられていることを説明しておりま

す。 

 説明の後は、模型を使ったまちづくり体験ということで、土地利用のルール表をもとに、

地図の上にさまざまな建物の模型を並べまして、どうやったら住みよいまちになるかを考

えながら並べるようにスタッフが促しながら、まちづくり体験を実施しております。 

 以上、ご説明をしましたまちなみ案内とミニまち講座については、小学校から大変好評

をいただいておりまして、開始から今年で６年目を迎えており、昨年度は約３，７００人

の小学生が参加しております。今年度は、昨年度を上回る約５，０００人の小学生の参加

を予定しております。 

 次に、平成２３年度から試験的に実施しておりますまちなみ魅力発見プログラムについ

てでございます。 

 このプログラムは、自分たちが住んでいる地域について子どもたちが詳しく知ることで、

まちへの愛着や興味を引き出し、まちなみやまちづくりに対する意識の醸成を図ることを

目的として実施しております。地域の児童会館を舞台にやりまして、２日間にわたって小・

中学生３５名が参加した取組でございます。 

 １日目は、景観を構成する要素を学ぶ取組としまして、児童会館周辺において色や形、

模様などの景観を構成する要素を、ゲームを通して学ぶ取組を行いました。また、景観を

つながりでとらえ、要素のつながりを意識する取組としてまち歩きを行い、建物や自然、

歴史などを、まちを特徴づける共通要素を見つけるゲームを行いました。子どもたちは、

ビンゴゲームの要領でたくさんのまちの共通要素を見つけて集めてきておりました。 

 ２日目は、景観と地域のつながりを考える取組としまして、地域の魅力を地域の人々に

つなげる地域紹介記事をつくるために、再度、まち歩きを実施しました。地域の魅力をま
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ちの宝として、その特徴やどういう人が関係しているのか、周りはどんな様子かなどを取

材しました。さらに、その取材したものを、まちの宝を紹介する記事として、グループご

とに発表会を行いました。 

 左下は、作成した記事の内容でございます。ちょっと見づらいかもしれませんが、子ど

もたちは、例えば、人が公園を利用している痕跡を発見したり、周囲の住宅の様子から、

季節の移り変わりを読み解いたりと周囲によく目を向けてまち並みをとらえておりました。

また、まちの宝にオリジナルの名前をつけたりする体験は、子どもたちの記憶に残り、そ

れがまた子どもたちのまちへの愛着につながっていくと考えております。 

 今後は、世代を問わず、対象に合わせた幅広い普及啓発のプログラムの開発、運用を進

めていきたいと考えております。 

 以上で、都市景観大賞の優秀賞を受賞しました二つの取組についての説明を終わります。 

 以上でございます。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 詳細な資料をつくっていただきましたが、こういうことをアピールして、賞をいただい

たということでございます。 

 ご質問なりご意見はいかがでしょうか。 

○奈良委員 今の子ども向けの発見プログラムのミニまち講座もそうですが、先ほどの平

成２３年度の審議内容で、平成２４年度に対してという②の子ども向け景観学習は、去年、

麻生児童会館がというのがありましたが、それはそれ、こっちはこっちということでしょ

うか。 

 子ども向けでこんなことをやっていらっしゃるのであれば、それに対して、平成２４年

度の審議会に、これを十分絡めていけばいいのにという印象を受けたのです。 

○事務局（都市景観係長） 少し説明が前後してしまうのですが、先ほど説明しました手

稲小学校に紹介した取組が、まちなみ魅力発見プログラムの麻生の取組なのです。この説

明の前の都市計画部でやっております都市計画制度の取組に関しては、景観ということよ

りは、土地利用制度、都市計画の制度の普及啓発なので、都市景観と都市計画ではやって

いることが違っているところでございます。 

 都市計画の普及啓発の方は、学校の授業と絡めて、３年生の社会科の授業でやっている

ものです。ただ、１時間なり２時間という限られた時間内での学習内容になっております

ので、きっかけにはなるのですが、より深く地域のことを考えていくことにつなげていく

というところでは少し足りない部分もあると思いますので、そこの部分を景観サイドで補

完していくということもひとつあると思っております。 

 その辺は、それぞれ役割分担しているようなところかと思います。知識としてというか、

こういうことがあるのだな、こういう制度があるのだなという普及の部分と、あるいは、

景観の方であれば、自分自身が地域の中でどういうことを考えていったらいいのだろうと

か、地域との距離を近くしたような取組の違いがあるのかなと考えております。 
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○奈良委員 企画する側の区別の意図はわかるのですが、結果として、子どもたちに何を

見てほしいかとか、こういう方向に目を向けてほしいということに対して考えると、もっ

とファジーでいいのかなという気がしますが、逆に、そうやってまぜこぜをするのは、市

としてはとてもやりにくいのだろうなという印象があります。これはこれ、あれはあれと

いうふうにしないでいい方法もあるのかなという印象を受けました。 

○事務局（都市景観係長） 今まで、そういう意味では、うまく連携がとれていない部分

もあったので、今後は連携をとりながら一体的にどんな取組をやっていけるかということ

を考えていきたいと思います。 

 ありがとうございます。 

○濱田会長 ほかにいかがでしょうか。 

○小澤委員 単純に質問ですが、都市景観大賞は、事例を表彰しつつ、人、関係者の方を

表彰する場ですか。 

○事務局（都市景観係長） そうです。 

○小澤委員 具体的にどういう方々が表彰されたのかを教えていただけますか。 

○事務局（都市景観係長） 冊子をつけさせていただいておりますが、今回は、札幌市と

狸二条運営協議会と、ここの指定管理者である札幌市公園緑化協会の３者連名で受賞して

おります。 

○小澤委員 わかりました。 

○濱田会長 先ほどのスライドは、交通問題のことから土地利用のことから、こうやって

長期的に取り組んで形にされたということがとてもよくわかったのですが、一般の方たち

にこういうことはどう伝わっているのか、あそこを通る方がそういうことに思いをはせて

くれているのだろうか、若干、歴史的な表示等がありますので、来た方があれを読んで、

実はそうだったのだということもあろうかと思います。審議会で我々だけが見られる構図

というのは不思議な感じがします。これは報告事項ということですが、一般の市民の方に

も、この公園はこういうふうにできたということも伝わっていって、それが愛着や親しみ

につながっていけばいいなという感じを持ちながら見ておりました。課題の解決という部

分と景観整備といろいろあったと思うのですが、そういうトータルに取組んだ結果の一つ

の形ですよという提示だと思うのです。 

○事務局（都市景観係長） 一応、これについては、景観の方でもホームページで公開し

まして、工事担当部局でも公開しています。 

○八木委員 この賞の全体の応募総数はわかりますか。といいますのも、この景観教育・

普及啓発部門が、北海道のほかに新潟県、兵庫県、福井県で、都市空間部門も同じく受賞

しているので、この４自治体が特に優秀なのか、それとも応募総数が割と少なかったのか、

全体の中で札幌はどんな感じだったのかなということはわかりますか。 

○事務局（都市景観係長） 正確な数字は今すぐに出てこないのですけれども、それなり 

にたくさんあったかと思います。 
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○濱田会長 自治体の方々は皆さんお忙しいので、こういうことに目を光らせて、積極的

に応募しようというところと、忙しいから手が廻らないというふうにされているところと、

さまざまあるのだろうなということは予測できます。本市から二つも入ったということは、

それに対するセンサーがすぐれていたということかと思います。 

○事務局（都市景観係長） 今回、ある程度注目を浴びるだろうということも含めまして、

景観の普及効果への期待もあって応募させていただきました。 

 今、手元に資料が来ましたが、都市空間部門については、全国から１９件の応募がござ

いました。普及啓発の方は８件の応募ということです。 

○濱田会長 あとは、いかがでしょうか。 

 既に整備された優れた環境に関しても、これをどう維持・管理・運営して行くか、とか、

市民がどう生かして使っていくか、とか、これから成熟・進化していくプロセスもあると

思うのです。そこに対しても、行政としてきちんとかかわっていかれるのか、民間にゆだ

ねられるのか、そのあたりは果たしてどうなのでしょうか。 

○事務局（都市景観係長） 今回、イベント等の取組に関しては、協議会を設けてやって

おりますし、ほとんど民間主導です。景観形成という意味では、にぎわいづくり、あるい

は、ボランティア等の参加も当然ありますので、その中ではぐくまれていくのかなと考え

ております。 

○坂井副会長 景観教育は国土交通省が助成金を出していたと思うのですが、あちらに札

幌市の学校から何件ぐらい応募しているのか、もし情報があれば教えていただきたいと思

います。 

○事務局（都市景観係長） 今現在は情報がありません。 

○坂井副会長 せっかく景観教育の賞をいただいたので、審査員の名前を見ると、大体、

助成金を出している方と重なったりするので、これを機に、学校の方に投げかけて、積極

的に助成金に応募するといったことも示していった方がいいと思いました。 

 これはコメントです。 

○濱田会長 国の制度の情報は、意外と学校現場の方は把握していないことが多いです。

国交省の制度なんてちょっとわからないことはありますね。 

○坂井副会長 そうです。だから、役所の方からやっていった方がいいと思います。 

○事務局（都市景観係長） 情報を流していくということですね。 

○濱田会長 必要な取組に対する財源として、こういうものがありますよというご案内も

重要ですね。 

○坂井副会長 ちなみに、この景観教育の審査員に江戸川区の人が入っていますが、江戸

川区は助成金に応募して当たっている件数が多いのです。なので、そういったこともあっ

て、少しずつステップアップしていくといいなと思います。 

○濱田会長 そこは大事な点だと思います。 

 あとはいかがでしょうか。 
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（「なし」と発言する者あり） 

○濱田会長 予定の時間に近づいていますが、事務局から三つの目の報告事項があるとい

うことです。 

○事務局（都市景観係長） それでは、報告事項の三つ目のその他でございますが、さっ

ぽろテレビ塔の塗り替えについて報告させていただきます。 

 こちらは、スクリーンのみの説明とさせていただきます。スクリーンをごらんください。 

 本件の内容につきましては、さっぽろテレビ塔を運営しております北海道観光事業株式

会社より、工事概要について情報提供をいただいております。 

 今後、景観の届出に向けて事前協議を進めていきたいと考えておりますが、当施設の重

要性を踏まえまして、施設や周辺地域の状況、行為の概要等につきまして報告したいと思

います。 

 テレビ塔ですが、施設規模としまして、高さ１４７．２メートル、３階建ての建物にな

っております。延べ床面積は３，２９７平方メートルでございます。 

 施設の用途としましては、展望施設であるとともに、鉄塔部分はアンテナ塔としての役

割を担っております。 

 昭和３２年に建設されまして、現在５５年が経過している状況でございます。今まで、

おおむね１０年ごとに塗り替えを実施しているということで、前回は平成１４年度に実施

しております。 

 当施設の所有者としましては、鉄塔部分が日本放送協会札幌放送局、ＮＨＫになってお

りまして、展望階部分が北海道観光事業株式会社となっております。その他の部分も、部

位によって複数の所有者がいる状況になっております。 

 写真の左側が、前回、１０年前の塗り替え前の状況でして、写真の右が、塗り替え後、

現在の状況となっております。 

 昨年の展望階への入場者数は、年間３０万人以上あったということで、札幌を代表する

景観資源、観光資源となっております。 

 今回の工事の概要につきましてご説明いたします。 

 塔体及び展望階の全面の塗り替え工事となります。 

 工事の時期としましては、来年の平成２５年度の春の雪解け後に着工いたしまして、 夏

ごろに完了予定ということでございます。色彩の検討にあたりましては、市民参加型のイ

ベントを開催予定ということで、色彩計画については検討委員会等を設置して検討してい

きたいとの意向を示されております。 

 地区の概要とさっぽろテレビ塔の位置についてですが、当地区は、画面の緑色の部分で

示しております範囲が、札幌市の景観計画重点区域の大通地区となっておりまして、その

東端の赤丸の部分にテレビ塔は位置しております。 

 さっぽろテレビ塔の周辺状況としましては、大通公園１丁目の東端に位置していること

のほか、東側には創成川公園と市街地が広がっており、北側は札幌市民ホールやＮＨＫが
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建ち並んでいる状況でございます。南側には商業ビルを中心としたまち並みが広がってお

ります。また、大通公園全域からテレビ塔を視認することができ、札幌を代表するランド

マーク施設となっております。 

 写真は、テレビ塔を東側から見ました周辺の状況でございます。 

 今回の塗り替え工事にあたりましては、札幌市の景観計画重点区域である大通地区にお

きます建築物等の外観の過半にわたる色彩の変更となりますので、景観法に基づきます届

出が必要になります。 

 札幌市の景観計画において大通地区では、「みどりにあふれた、連続性のある街並み」

「四季の彩りを生かした、美しい街並み」「都市形成の歴史と遺産を生かした、文化性豊

かな街並み」「市民に親しまれる、開放的でにぎわいのある街並み」という四つの景観形

成方針を掲げており、外壁の色彩計画におきまして行為の制限としましては、公園や周辺

の建築物との調和を図り、また、温かみのあるものとし、派手な色彩を大面積で使用しな

いようにする、色彩は色彩景観基準に準じて行う等の基準が設けられております。 

 手続としましては、行為に着手する３０日前までに届出を行わなければならず、その届

出に先立ちまして、早い段階で札幌市と事前協議を行うこととなっております。本件につ

きましては、今後、協議を進めていく各段階で、進め方や配慮すべき点などについて景観

審議会の方にお諮りすることがあろうかと思いますので、あらかじめご報告させていただ

きました。 

 以上でございます。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 ということでございますが、今後、審議の対象となっていくということです。 

○斉藤委員 １０年前の塗り替えのときに騒いだ一人です。そのときは、塗り替えた後な

のでもう遅かったのですけれども、テレビ塔の事業者のところに、もう少し都市景観を考

えて市民の意見とかいろいろなシミュレーションをやるべきではないかと申し入れに行っ

たら、その方が、これに対して市民の皆さんがそんなに関心があるのですかと言われて、

驚いてしまいました。 

 それを思い出すと、大分進歩していると思います。色彩景観基準に準じてということも

ありますので、シミュレーションなどをやって、ぜひ審議会で議論してというふうにお願

いしたいです。 

 温かみのある、しかし、派手ではないとはどんな色なのか。平成１４年のときの前のグ

リーンは、ペールオリーブグリーンです。それが、ものすごくきついグリーンになりまし

た。それから、レッドの方も、非常に彩度の高い赤になったのです。こういうものはどう

なんだろうと仲間と大分議論した記憶があります。 

 ただ、その後、テレビ父さんがすっかり人気が出て、この色でなければだめみたいな感

じになって、困ったものだなと思っています。その辺をもっとみんなで議論するいい機会

だと思っていますので、テレビ塔だけの問題ではなくて、都心にこういう大きな構造物な
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り建物の景観色彩がどうあるべきかというのは少し皆さんとディスカッションしたいと思

います。 

○濱田会長 色の決定を、市民参加のイベントでやるという枠組みになっていたのですが、

さっき斉藤委員がおっしゃったことが市民から出てみればプラスの面もあるのですが、あ

る面で怖いところもあります。その辺を、審議会としてどういうふうにかかわっていける

かですね。 

○西山委員 先ほど、ガイドラインがありましたね。よくよく考えなければいけないのは、

景観法に基づく景観計画重点地区の基準といいますか、行為の制限に対する基準ですね。

ですから、これは何のためにあるかと考えたときに、やはり、民間の自由な建設活動に対

して、まちとして、勝手さをある程度抑えてもらうという内容ですね。 

 私も、タワーの塗り替えの案件で審議会にかかわったことはないですが、常に抑える話

ばかりしているわけです。考えてみたら、タワーは、シンボルそのものであって、こうい

う基準の対象物なのかということです。大きいですし、場所も、当たり前ですが、ど真ん

中にあります。要するに、民間活動を景観に調和させていくための基準を何でシンボルに

使わなければいけないのだという根本的な矛盾を感じるのです。 

 それは、行政側の大きな姿勢の問題というか、これについての考え方で、まず、この基

準を適用すべきかという議論はぜひともこの審議会ですべきだと思います。それをしたと

いうことがないと、次のアクションの市民参加であろうが、何であろうが、この景観法が

できて約１０年弱たって、景観に対して初めていろいろな意味でフォーマルに行政がかか

わるようになってきました。もちろん、条例は以前からあったと言いながらも、こういう

ものに対して、札幌みたいな地方大都市がどう考えるかということは、物すごく重要なメ

ッセージになります。 

 そういう意味では、この基準をあてはめるということ自体をよしとすべきかどうか、私

は悪いとは言いませんけれども、大いに議論して、この審議会の回数をこれにかけてでも

やるような内容で、それを発信していくことが、札幌市の景観行政を今の時代の世に問う

ということになると思います。 

○濱田会長 市民の関心を喚起することにもなり得るでしょうし、一つのきっかけにはな

るということですね。 

○西山委員 先ほどからの話も、言おうか言うまいかずっと思っていたのですけれども、

私は２年前に九州から札幌に来て、まだ札幌、北海道は全くの素人です。ただ、一応は都

市計画が専門で、学生にも少し都市計画のイロハを学ばせておきたいと思っています。う

ちには大学院生しかいないのですけれども、まさに市から「まち本」をいただきまして、

それを学生に配って、本当に小学生に教えるのと同じように一から教えると、何も知らな

いのですね。知らないのは別にいいのですけれども、教えると、意味がよく理解できて、

おもしろがるのです。そして、専門は違うのに、都市計画総括図を研究室に張ってみんな

で見て意味を理解しようとしたりしています。都市計画を教えるということは、市民とし
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て住む上では、ある程度の知的好奇心のある人間に対しては非常にあるべきことだと思い

ます。そういう意味では、すばらしい本をつくっておられて、子どもたちにも教えている

ということは、よその都市でもあるかもしれませんけれども、非常に進んでいるというか、

少なくともここだけを見てもいい取組をされているなと、私はこの２年間見てきていたの

です。 

 そのときに、先ほどの議論ですけれども、私が学生に言うのは、都市計画というのは、

１９６８年に今の都市計画のもとになる法律ができてから何十年間も、高度経済成長やバ

ブルの時代を通り抜けてきました。でも、結局、都市計画が目指したものは、美しい都市

をつくるという目的は全くなくて、人が死なないまちをつくるとか、人が病気にならない

まちをつくるために、明治の初めから都市計画があるのであって、都市計画を幾らやった

って、きれいなまちや格好いいまちはできないということを、まず、ちゃんと理解してほ

しいと。 

 もちろん、土地利用をちゃんと誘導していけば、ヨーロッパのようなまちを、ある部分、

基礎的にはつくることができるけれども、日本の都市計画はそういうものをつくれる仕組

みになっていません。完全に経済的な要請を空間化するためのものだと。だから、日本は、

２１世紀を迎えるまで、都市計画だけで何か美しいまちをつくれるのではないかと錯覚し

ていたけれども、そんなことはないということは最初から専門家はわかっているから、２

１世紀になって、やっと景観法なるものができました。 

 ところが、この景観法は、都市計画は人が死なないまちだから、極端に言えば、北海道

から沖縄まで同じような基準を押しつけても世の中のためになるけれども、景観ばかりは

そうではありません。やはり、景観法は、基本的には枠組み法であって、自治体で考えて

頑張ってやりなさい、そうしたら法律で支援しましょうという内容になっています。だか

ら、その都市にとって美しいとか、格好いいとか、望ましい景観は、おのおのが考えるし

かありません。 

 景観法は物すごく難しいのです。要するに、都市計画法を理解するようには景観法は理

解できないので、まさに、先ほどの子どもに対する取組も、都市計画の話と景観の話は分

けないと無理であって、一緒にしたらよくわからなくなります。むしろ、人が死なないと

か、こうすれば火事が延焼しないとか、こうすることによって、いざというときに公園に

逃げるのですね。要するに、安全という教育と都市のあり方をきちんと教えてあげると、

子どもは物すごく合理的に理解するし、大人も合理的に理解します。しかし、景観は違う

のです。そうなったときに、景観をどういうふうにしていくかは、例えば、いい景観みた

いな言葉を使っておられましたけれども、何をもっていい景観と言うかというあたりは、

実は、大人が大いに議論した後でないと、恐ろしくて子どもに余り言えない内容です。 

 もう一つは、最初のごあいさつにあったように、やはり地域ごとに考える時代が来てい

て、景観法は最初からそのことを言っていて、最近になってやっとみんながそうだったの

かと気づいて動き出しているところがあるのです。 
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 やはり、今度は、そういう地域、地域の景観をどういうふうに生み出していくかという

方法論を、僕らは物すごく必死になってやらないと、特に札幌の場合は、皆さん、余り歴

史がないなどと言って、景観を積極的にプラスに評価する要素が少ないように誤解されて

いるところが多いので、僕は、その辺については、専門家をどういうふうに景観の取組に

導入していくかというあたりは非常に興味深いし、それをうまくやると、札幌は今までそ

ういうところが手つかずだったところもあるようなので、すごく効果を発揮していける可

能性も高いと思います。 

 ですから、景観計画区域は、市全域ということですけれども、都市計画区域より広いで

す。これはすごいですね。都市計画区域より広いわけですから、まさに景観行政は都市計

画行政の非常に重要な役割を担っています。 

 今後、重点区域をもっといろいろな地域にたくさん生み出していくという戦略はあるの

ですか。僕は、それをはっきりと政策的に掲げていかないと、一生懸命やっている取組の

ゴールというか、目標が見えないと思うのです。 

○事務局（景観まちづくり担当係長） 平成２０年に景観計画をつくったときに、従来、

独自条例でやっていた、当時は景観形成地区と言っていたものを、そのまま重点区域にし

ているのです。景観計画をつくった段階では、順次、広げていきたいという発想は持って

いました。 

○西山委員 ですから、それをぜひ具体化していくというか、こういう活動をしたところ

で、どんどんそういうものをつくっていくと、子ども任せにしておけなくなるのです。本

当に、大人の仕事になってきます。 

 ですから、ぜひそういうことを、私も、専門的にはそういうことをやってきた人間なの

で、せっかくすばらしい枠組みで取り組もうとされているので、それをまさに景観施策と、

本当に草の根の活動をうまくつなぐものとして考えられたらいかがかと思います。 

 長く話して済みませんでした。 

○濱田会長 実は、これまで、西山委員からは発言がなかったので、最後に御指名してご

意見を頂こうかなと思っていたのですが、流れの中で発言していただきまして、ありがと

うございました。 

 取組単位の部分や市民のかかわり方のところは、これまでの審議会でも、きっかけの議

論は去年に若干やったと思います。 

 実は、さっきのごあいさつの中で申し上げなかったことなのですが、審議会の役割の部

分です。去年の開催は３回でしたが、私が審議会委員という立場にいることを御存じで、

周りにいる景観に関心が高い方々から、あれはどうなっているのか、あなたたちはちゃん

と議論をしているのかと言われて、審議の場にかかっていないなと思ったものが幾つかあ

るのです。 

 今回、お引き受けするに当たって、実は、条例の施行規則で、審議会の開催は会長が呼

びかけることができる―となっているということと、開催の予算の上限に関する確認はし
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てあります。北海道の場合は、地方から来られる委員さん達の旅費が足りなくなりますの

で開催を控えて書面でやりますといったやりくりの苦労もあったようなのですが、札幌市

の場合は、札幌市内の方がほとんどなので、それはないようです。委員の方々から、こう

いうことをもっと議論すべきではないかとの提言が上がったときに、必要なことはきちん

とやるということに関しては、前向きに取り組んでいただけるということだと理解してお

ります。 

 今、西山委員がおっしゃったようなことも含めて、必要なときに必要な議論をする、場

合によっては提言していくということも含めて、相談を受けたことだけに答えますという

やり方ではない審議会のあり方も必要ではないかと私自身はずっと考えておりました。今

の西山委員のご意見は、そのままきょう議論するのは難しいですから、次回以降の中で機

会を見てきちんとやっていきたいと思います。 

 先ほど斉藤委員もおっしゃったように、民間事業者は、スケジュールがあって動いてい

ますから、後戻りすることに関してはなかなか難しいところがありますので、スピード感

も必要だと思うのです。決定したものを覆すことの難しさもありますので、事前、事前に、

市としてはこうだ、市の理解としてはこうだ、景観法上はこうだということをやりとりで

きるようなやり方をしていく必要があると思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○小澤委員 それに絡んで、テレビ塔の話ですけれども、西山委員がおっしゃったように、

これをシンボルとしてデザインするという姿勢で我々が議論をするのか、それとも、抑え

る、制限という目線で議論をするのかということは、議論をする前にある程度のコンセン

サスをとっておかなければいけないと思います。そこがあいまいなまま我々が集まっても、

どういうふうに議論をしていいかわからない状態になりますので、そこは、時間をしっか

りとっていただいて、どういう方向で位置づけているのかというところはぜひクリアにし

ていただきたいと思います。 

 また、事業者の方にもその辺を理解していただいて、必要なプレゼンテーションがある

かもしれませんし、そういったことも含めて検討していただきたいと思います。 

○濱田会長 先ほど、スケジュールを示していましたが、平成２５年度の夏までにという

ことだったので、色彩はいつまでに決めますというあたりの予定も押さえておく必要があ

ると思うのです。それと、それに対応できるこちらの動きが大切ですね。 

○西山委員 もし可能であれば、手間がかかるかもしれないですけれども、東京タワーで

もエッフェル塔でもいいのですが、世界じゅうでこういうタワーに関しては議論がありま

す。しかも、これは昭和３２年にできたということは、もう５０年を超えているから、文

化財でいうと近代化遺産になれるだけの歴史性を持っているものです。ですから、このタ

ワーそのものにもいろいろな歴史があると思うし、こういうタワーに関して、世界的、あ

るいは国内で起きた議論を簡単にでもレビューして、私もそんなことは知らないので、我々

に教えていただきたいと思います。一建築物、一構造物として調和させるための議論はで
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きますけれども、そうではなくて、まさにシンボルとしての議論をするのであれば、我々

にそれを考える武器というか、材料をいただかないとできないので、そういうものをいた

だけるとありがたいと思います。 

○斉藤委員 これを取り上げているのは、この基準に乗っかっているからでしょう。鉄塔

として、３１メートル以上のもので届出対象になっているので受けているということです

ね。 

○事務局（都市景観係長） そうです。 

○斉藤委員 この枠でいくと、これはこういうふうにしなければいけないという対象にな

る、そのものが景観的に価値があるか、ないか、市としてどう考えるかという前に、この

数字を当てはめたら、こんな形で届出をさせて、それに対して許可するかどうかを決めな

ければいけないということですね。 

○事務局（都市景観係長） まず、ここに関しては、重点区域ということもありますので、

行為としては、規模ではなくて、塗り替えという行為自体が対象になっております。特に、

大通公園という公共空間に建っているということも含めて、この件に関しては、市民から

の注目度が非常に高いということもありますので、今後、どのように進んでいくのかにつ

いて、色を決めるということではなくて、我々が事前協議を進めていく中でどういう方針

をもって考えていけばいいかというところのご意見を伺うということでお諮りしました。 

○西山委員 私も、いろいろなところでいろいろな種類の審議会の委員をしていますけれ

ども、審議会は何のためにあるかというと、結局、行政が判断できないような内容を審議

するためにあるのです。もし、ガイドラインに合ったか、合っていないかを審査するのだ

ったら、行政内部でできるわけです。それを超える判断をしなければいけないときに、既

存のルールで判断できないから、有識者などが集まって、あくまでも答申をして、それを

行政が最終的に判断するという手順です。だから、我々としては、まず、ルーチンで、基

準に入っているか、入っていないかという議論で終わらせていいかどうかを発議する権限

はあると思うし、逆に、我々しかないと思うのです。市民からもあるかもしれませんけれ

どもね。 

 ですから、その辺は、そういうふうに理解して、むしろ、この地区に入っている残りす

べての建物はこれに従わなければいけないけれども、もしかしたら、塔だけは違うかもし

れないとか、あるいは、歴史的な文化財などの保存地区でもあるのは、そもそも建てる建

物の大きさ、規模、高さが規制されていまして、市民はみんなそれを守っているのだけれ

ども、公共建築はそういうわけにはいかないといった場合に、それが特例であることを審

議会で、なぜこれは特別に許されるのかということを議論して、それを前例としたものが

次に起きないようにするというルールを考えることも審議会の仕事だと思うのです。 

 そういう意味で、事務局的には大変な仕事になるかもしれないけれども、これは、もの

すごく物議をかもすし、ある意味、審議会というよりも、景観行政の存在意義を世に問う

ことになるだろうと私は思います。 
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 過激なことを言って済みません。 

○工藤委員 今、一般市民に、ご意見募集していていますという広報をしていますね。た

しか、広報さっぽろかホームページなどで、テレビ塔の塗り替えの予定がありますという

のを目にしているのですけれども、あれは、どこの部局から発信されている情報ですか。 

○事務局（景観まちづくり担当係長） 恐らく、札幌市の広報では出していなくて、１月

に北海道新聞の記事で出されていたようです。 

○工藤委員 ご意見を募集していますというのを読んだ記憶があるのです。 

○事務局（景観まちづくり担当係長） 冒頭にご説明しましたように、札幌市の施設では

ないので、札幌市の広報では載っておりません。 

○工藤委員 では、私がどこかで見た記憶があるので、一般市民もこれを目にしている人

はいるということですね。 

○事務局（景観まちづくり担当係長） 可能性はあると思います。 

○濱田会長 先ほど、市民参加例として説明したものがありましたね。雪解け後に着工、

夏ごろに完成、最初に検討委員会を設けるということですね。 

○事務局（都市景観係長） そのような意向がありますよということです。 

○中田委員 事業主が検討委員会を開催するのですか。 

○事務局（都市景観係長） どのような形になるかはわからないのですけれども、有識者

の方を集めるのか、関係者なのかはわからないですけれども、検討委員会のようなものは

やっていきたいと考えていますということは聞いております。 

○坂井副会長 これは、手続的に考えて、届出対象行為だということで出されてしまうと、

ほかのものと一緒にやっているのに、どうしてこれだけ特別なのかと言われると困ると思

います。札幌市の方がここで一つ腹をくくって、これはモニュメントなので別途に議論し

なければいけないということで、早目、早目に審議会にかけていただかないと―もちろ

ん、審議会からの発議ということもできるのですけれども、その辺は、ちゃんと段階を踏

まないと、向こうはどのような方かわからないですが、最悪の場合、何でほかのものと一

緒に扱ってくれないのだということで通されてしまうことはあり得ますので、やはり、こ

ちらが先手、先手でやっていく必要はあると思います。 

○事務局（都市景観係長） 全体のスケジュールをにらみながら、やっていきたいと思い

ます。 

○濱田会長 ということで、西山委員からも、審議会としての大きな役割を問われること

になると言われましたが、今後は、そのことを心して取組んでいきたいと思います。 

 先ほど申し上げましたように、必要があれば開けるということでございますので、事務

局の対応も含めて、手おくれにならないように、皆さんで議論をするという機会が必要で

あれば早目に審議会の議題の中にのせていくというふうにやっていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 最後のことは、今後につながることでございますが、ほぼ予定の時間になりましたので、
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事務局にお返しします。 

○事務局（地域計画課長） それでは、以上ということで、長時間にわたるご審議を大変

ありがとうございました。 

 今、最後の方でも、審議会のかかわり方や、次回の審議会の開催等のご意見をいただき

ましたので、会長ともご相談しながら、できるだけ早い時期に審議会が開催できるように

段取りしていきたいと考えております。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、ほかに何かありますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

  ７．閉  会 

○事務局（地域計画課長） それでは、以上をもちまして、平成２４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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