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（仮称）市民交流複合施設整備「基本計画（案）」と「基本計画」の変更点 

該当頁 基本計画（案） 基本計画 変更の理由 
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２-１ 整備目標 

市民交流複合施設は、札幌における多様な文化芸術活動の中心的な拠

点であるとともに、多くの人が交流する場とすることを目標とします。 

高質な芸術文化に触れられるとともに、さまざまな都市文化を育む場

とすることを目指し、市街地再開発事業による民間施設との複合化のメ

リットも活かしながら、主に次の活動を展開できる場と機会を確保しま

す。 

２-１ 整備目標 

市民交流複合施設は、札幌における多様な文化芸術活動の中心的な拠

点であるとともに、多くの人が交流する場とすることを目標とします。 

高質な芸術文化に触れられるとともに、さまざまな都市文化を育む場

とすることを目指し、環境に配慮しつつ市街地再開発事業による民間施

設との複合化のメリットも活かしながら、主に次の活動を展開できる場

と機会を確保します。    

環境への配慮は

重要な視点と考え

ていることから、

その旨の記述を追

加 

10 

    

２－３ 整備方針と基本機能等 

 既存施設との関係を踏まえつつ本施設の計画内容等を具体化するた

め、次の４つの整備方針とそれぞれに関わる基本機能を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

２－３ 整備方針と基本機能等 

 既存施設との関係を踏まえつつ本施設の計画内容等を具体化するた

め、次の４つの整備方針とそれぞれに関わる基本機能を設定します。 

 

 

 ホールの使途を

限定していないこ

とを分かりやすく

示すため、想定し

ている演目の具体

例を追加 
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３-１-２ 基本的な考え方 

（１）高機能ホールの役割 

高機能ホールは、オペラ、バレエ、ミュージカル等、規模の大き

な国内外の本格的な舞台芸術や、ポップス・演歌・歌謡曲コンサー

ト等、さまざまなジャンルの公演の鑑賞の場であるとともに、舞台

芸術の創造の場とします。 

    

 

３-１-２ 基本的な考え方 

（１）高機能ホールの役割 

高機能ホールは、オペラ、バレエ、ミュージカル等、規模の大き

な国内外の本格的な舞台芸術や、演劇、ポップス・演歌・歌謡曲コ

ンサート等、さまざまなジャンルの公演の鑑賞の場であるとともに、

舞台芸術の創造の場とします。 

    

■方針１ 高水準かつ大規模な舞台芸術をはじめとする、

さまざまな分野の公演が可能な場を創り出し、札

幌の舞台芸術の振興、質の向上を図る 

◇基本機能：高機能ホール 

オペラ、バレエ、ミュージカル等、国内外の

優れた舞台芸術や、ポップス・演歌・歌謡曲コ

ンサート等、さまざまなジャンルの公演の鑑賞

の場であるとともに、舞台芸術の創造の場とし

ます 

■方針１ 高水準かつ大規模な舞台芸術をはじめとする、

さまざまな分野の公演が可能な場を創り出し、札

幌の舞台芸術の振興、質の向上を図る 

◇基本機能：高機能ホール 

オペラ、バレエ、ミュージカル等、国内外の

優れた舞台芸術や、演劇、ポップス・演歌・歌

謡曲コンサート等、さまざまなジャンルの公演

の鑑賞の場であるとともに、舞台芸術の創造の

場とします 
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該当頁 基本計画（案） 基本計画 変更の理由 
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イ 舞 台 

舞台はプロセニアム形式とし、主舞台、上手舞台のほか、下手、主舞台

奥にも十分なスペースを確保することで、多様な演出や速やかな場面転換

に対応できるものとします。また、多様な利用方法に柔軟に対応できるシ

ンプルな舞台とするため、舞台全体がスライドして入れ替わるスライディ

ングステージや、大迫等の大掛かりな床機構は利用頻度や他用途での利用

のしやすさに配慮して備えませんが、必要な場合には対応できるよう、舞

台のほとんどの部分で切穴を開けられる床の仕上げ・構造とします。なお、

音響反射板は、合唱コンクール等での利用を想定し備えることとします。 

イ 舞 台 

舞台はプロセニアム形式とし、主舞台、上手舞台のほか、下手、主舞台

奥にも十分なスペースを確保することで、多様な演出や速やかな場面転換

に対応できるものとします。また、多様な利用方法に柔軟に対応できるシ

ンプルな舞台とするため、舞台全体がスライドして入れ替わるスライディ

ングステージや、大迫等の大掛かりな床機構は利用頻度や他用途での利用

のしやすさに配慮して備えませんが、必要な場合には対応できるよう、舞

台のほとんどの部分で切穴を開けられる床の仕上げ・構造とします。また、

音響設計に十分に配慮するとともに、オーケストラ、合唱など多様なジャ

ンルに対応できるよう、音響反射板を備えることとします。 

音響設計につい

て考え方を示すた

め、表現を変更 
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【事業項目】 

ア 文化芸術とのふれあい 

市民や来街者が、創造性の高いアート表現に出会う場を提供しま

す。 

アートセンターでは、市民交流複合施設内の施設を活用した、創造

的なアートの実演や展示を行います。 

このほか、高機能ホールで行う札幌オリジナル舞台芸術等の企画制

作を支援します。 

 

【事業項目】 

ア 文化芸術とのふれあい 

市民や来街者が、創造性の高いアート表現に出会う場を提供しま

す。 

アートセンターでは、市民交流複合施設内の施設を活用した、創造

的なアートの実演や展示を行います。このほか、高機能ホールで行う

札幌オリジナル舞台芸術等の企画制作を支援します。 

また、次世代の文化芸術活動を担う子どもたちの豊かな感性がはぐ

くまれるような事業についても検討していきます。 

 

子どもたちに、

文化芸術にふれる

機会を提供する事

業を検討していき

たいと考えること

から、表現を変更 
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イ 活動支援 

アーティストやアーティスト団体、市民の交流が促進されるような

場の提供を行います。また、アーティストと市民、企業とのネットワ

ークを形成するため、アーティストが市民や企業と出会い、交流する

機会（アートサロン）を定期的に設けます。 

さらに、戦略的・効果的な活動助成制度について検討します。 

 

イ 活動支援 

アーティストやアーティスト団体、市民の交流が促進されるような

場の提供を行います。また、アーティストと市民、企業とのネットワ

ークを形成するため、アーティストが市民や企業と出会い、交流する

機会（アートサロン）を定期的に設けることや、文化芸術の産業化を

目指した取組を検討していきます。 

さらに、戦略的・効果的な活動助成制度について検討します。 

 

 

 

今後、文化芸術

の産業化を目指し

た取組についても

検討していきたい

と 考 え る こ と か

ら、表現を変更 
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該当頁 基本計画（案） 基本計画 変更の理由 
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～ 
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第５章 建築計画上の配慮 

５-１ 将来の機能転換に対応可能な自由度の確保 

市民交流複合施設は、今後 50 年を超える長期に渡り使用する施設と

なるため、整備にあたっては、将来の利用形態の変化に柔軟に対応でき

る建築物としておくことが重要となります。 

したがって、以下のような点に留意し建築計画の検討を進めていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

【建築計画上の留意点】 

� シンプルな平面形状とすることでレイアウト変更の自由度を高め

る 

・ 床に段差のないフラットな空間を基本とする。 

・ 柱間隔の統一化など、シンプルな構造計画とする。 

・ 階段、エレベータ、パイプシャフトなどの縦動線や貫通する部分

は集約し、かつバランスよく配置する。 

・ 遮音性等の確保に充分に配慮しつつも、諸室レイアウトの変更に

際して大がかりな建築工事を要しない間仕切り構造とする。 

・ 空調、ＯＡ等の設備をどのような諸室レイアウトにも対応できる

配置とする。 

 

� つくり込みすぎない仕上げ、建築意匠とすることで用途変更等を

容易にする 

・ 外装形状や内装材等は、多量に材料を使わず絞り込むことで、イ

ニシャルコストやランニングコストを抑え、かつ、用途変更・改

修・修繕などを容易にする 

 

ただし、高機能ホール等、大きな音量を発する活動を想定する諸室等

については、外部との遮音性の確保を重視し、必要な構造、内装等とし

ます。 

 

第５章 建築計画上の配慮 

５-１ 建築計画上の留意点 

今後、建築計画の具体的な検討を進めていくにあたっての留意すべき

点について、以下のとおり整理します。 

 

 

 

 

 

（１）将来の機能転換に対応可能な自由度の確保 

市民交流複合施設は、今後 50 年を超える長期に渡り使用する施設と

なるため、整備にあたっては、将来の利用形態の変化に柔軟に対応でき

る建築物としておくことが重要となります。 

したがって、以下のような点に留意し建築計画の検討を進めていきま

す。 

� シンプルな平面形状とすることでレイアウト変更の自由度を高め

る 

・ 床に段差のないフラットな空間を基本とする。 

・ 柱間隔の統一化など、シンプルな構造計画とする。 

・ 階段、エレベータ、パイプシャフトなどの縦動線や貫通する部分

は集約し、かつバランスよく配置する。 

・ 遮音性等の確保に充分に配慮しつつも、諸室レイアウトの変更に

際して大がかりな建築工事を要しない間仕切り構造とする。 

・ 空調、ＯＡ等の設備をどのような諸室レイアウトにも対応できる

配置とする。 

 

� つくり込みすぎない仕上げ、建築意匠とすることで用途変更等を

容易にする 

・ 外装形状や内装材等は、多量に材料を使わず絞り込むことで、イ

ニシャルコストやランニングコストを抑え、かつ、用途変更・改

修・修繕などを容易にする 

 

  ただし、高機能ホール等、大きな音量を発する活動を想定する諸室等

については、外部との遮音性の確保を重視し、必要な構造、内装等とし

ます。 

多くの人が交流

する場となること

を目指している市

民交流複合施設で

は、誰もが利用し

やすい施設づくり

が重要となること

から、建築計画上

の配慮の留意点の

中でユニバーサル

デザインに係る基

本的な考え方を記

載 

■将来の機能転換に対応可能な自由度の確保 

■ユニバーサルデザインによる誰もが利用しやすい施設づくり 

■シンプルな平面形状とすることでレイアウト変更の自由度

を高める 

■つくり込みすぎない仕上げ、建築意匠とすることで、コス

トを抑えるとともに用途変更等を容易にする 
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 （２）ユニバーサルデザインによる誰もが利用しやすい施設づくり 

多くの人が交流する場となる市民交流複合施設では、誰もが利用しや

すい施設づくりが重要となることから、以下のような点に留意し建築計

画の検討を進めていきます。 

� 誰もが利用しやすい環境の整備 

・ 障がい者や高齢者の方でも各施設にアクセスしやすいバリアフリ

ー化されたスムーズな動線の確保や、多目的トイレや授乳室の準備

など、様々な人々の活動を快適にする施設の整備 

� わかりやすい案内表示 

・ 利用者が容易に目的の場所にたどり着けるよう、案内表示方法、

文字の色彩・大きさの工夫や、外国の方に配慮した多言語表示を行

うなど、誰もが見やすく分かりやすい案内表示を適切な位置に設置 
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（１）観客・利用者動線 

・ 施設全体の導入部となり、建物内外からの視認性が高い屋内広場に

は、２・３階のアートセンター、都心にふさわしい図書館等を経由し、

４階ホール・エントランスロビーまで繋ぐ主要動線を設置 

・ 主要動線は、最大 2,300 人のホール観客及びアートセンター、図

書館の利用者が安全かつ快適にアクセスできるよう複数の移動手段

（エレベーター、エスカレーター、階段）を設けることで、十分な輸

送能力を確保 

・ ４階ホールエントランスロビーから５階以上の各階ホワイエまで

は、ホール観客専用の階段、エスカレーター、エレベーターを設置 

 

 

 

  

（１）観客・利用者動線 

・ 施設全体の導入部となり、建物内外からの視認性が高い屋内広場に

は、２・３階のアートセンター、都心にふさわしい図書館等を経由し、

４階ホール・エントランスロビーまで繋ぐ主要動線を設置 

・ 主要動線は、最大 2,300 人のホール観客及びアートセンター、図

書館の利用者が安全かつ快適にアクセスできるよう複数の移動手段

（エレベーター、エスカレーター、階段）を設けることで、十分な輸

送能力を確保 

・ ４階ホールエントランスロビーから５階以上の各階ホワイエまで

は、ホール観客専用の階段、エスカレーター、エレベーターを設置 

※ 市街地再開発事業全体としてアクセスし易い施設とするため、外部

からの出入口を複数設けるほか、地下通路との接続を予定 

 

外部からのアク

セスについて、わ

かりにくい表現と

なっていたことか

ら、具体的な記述

を記載 

 


