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平成２５年度第３回（第７２回）札幌市都市計画審議会 

 

 

  １ 日  時   平成２５年９月１０日（火）午後１時３０分～午後４時５０分 

 

  ２ 場  所   札幌市役所 １２階 １号～３号会議室 

 

  ３ 出 席 者   委 員：亘理 格会長をはじめ２０名（巻末参照） 

 

           札幌市：市民まちづくり局都市計画担当局長 

 市民まちづくり局都市計画部長 

 市民まちづくり局都心まちづくり推進室 

市民まちづくり局総合交通計画部長 

               都市局事業推進担当部長 

 

  ４ 議  事 

   【諮問案件】 

   （市決定） 

   議  案 第１号 札幌圏都市計画道路の変更【札幌駅前通地下歩道】 

 

   【事前説明案件】 

   事前説明 第１号 札幌圏都市計画用途地域の変更【西茨戸６条１丁目地区】 

   事前説明 第２号 札幌圏都市計画特別用途地区の変更【西茨戸６条１丁目地区】 

   事前説明 第３号 札幌圏都市計画高度地区の変更【西茨戸６条１丁目地区】 

   事前説明 第４号 札幌圏都市計画高度利用地区の変更【札幌駅北口地区第一地区】 

   事前説明 第５号 札幌圏都市計画都市再生特別地区の変更【南２西３南西地区、 

                                 北８西１地区】 

   事前説明 第６号 札幌圏都市計画道路の変更【札幌駅前通地下歩道（南２西３南 

                                    西地区）】 

   事前説明 第７号 札幌圏都市計画第一種市街地再開発事業の決定【南２西３南西 

                                     地区】 

   事前説明 第８号 札幌圏都市計画第一種市街地再開発事業の決定【北８西１地区】 

   事前説明 第９号 札幌圏都市計画地区計画の決定【南２西３南西地区】 

   事前説明 第10号 札幌圏都市計画地区計画の決定【北８西１地区】 
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第第第第72727272回回回回    都市計画審議会都市計画審議会都市計画審議会都市計画審議会    案件案件案件案件グループ分けグループ分けグループ分けグループ分け    

 

【諮問案件】  

う 

【事前説明案件】  

 

順番等 

案件概要 

地区、施設等 名称 都市計画決定・変更の種別 番号 採決 

市

決

定 

① 札幌駅前通地下歩道 

道路の変更 

（出入口形状の変更） 

議案第１号 第１号 

順番等 

案件概要 

地区、施設等 名称 都市計画決定・変更の種別 番号 

市

決

定 

①  西茨戸６条１丁目地区関連 

用途地域の変更 

特別用途地区の変更 

高度地区の変更 

事前説明第１号 

事前説明第２号 

事前説明第３号 

② 南２西３南西地区関連 

都市再生特別地区の変更 

道路の変更（出入口形状の変更） 

第一種市街地再開発事業の決定 

地区計画の決定 

事前説明第５号 

事前説明第６号 

事前説明第７号 

事前説明第９号 

③ 北８西１地区関連 

高度利用地区の変更 

都市再生特別地区の変更 

第一種市街地再開発事業の決定 

地区計画の決定 

事前説明第４号 

事前説明第５号 

事前説明第８号 

事前説明第10号 
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  １．開  会 

●事務局（調整担当課長） 定刻となりました。 

 本日は、大変お忙しいところ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。 

 委員２４名のうち、２０名の方がおそろいでございます。定足数に達しておりますので、

ただいまから、第７２回、平成２５年度としましては第３回目となります札幌市都市計画

審議会を開催させていただきます。 

 私は、事務局を担当しております市民まちづくり局都市計画部地域計画課調整担当課長

の稲垣でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、資料の確認をお願いいたします。 

 まず、議案書等についてでございますが、事前に送付させていただいております。本日

は、諮問案件１件、事前説明案件１０件でございます。ご都合により議案書等をお持ちで

ない委員がいらっしゃいましたら、事務局の方までお知らせください。 

 また、本日、各委員のお席に配布させていただいた資料ですが、左手に配布資料１とし

て「会議次第」、配布資料２として両面印刷の「案件一覧、案件グループ分け」、配布資

料３として両面印刷の「委員名簿、座席表」がございます。それから、各委員の右手に本

日の案件のパワーポイントのスライドを抜粋した資料４点がございます。ご確認をお願い

いたします。 

 次に、連絡事項でございます。 

 内田委員、坂井委員、佐々木委員、中村委員におかれましては、欠席される旨の連絡が

入っております。 

 また、本日の議案に関する部局といたしまして、市民まちづくり局都市計画部、総合交

通計画部、都市局市街地整備部の関係職員がそれぞれ参加しております。 

 それでは、亘理会長、よろしくお願いいたします。 

 

  ２．議事録署名人の指名 

●亘理会長 議長を務めさせていただきます亘理です。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 まず最初に、今回の議事録署名人を指名させていただきます。 

 池田委員と丸山委員にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

  ３．議  事 

    ◎札幌駅前通地下歩道について 

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

はご遠慮いただきたいと思います。 

 また、審議の進め方でございますが、配布資料２の裏側にありますように、案件グルー

プ分けをしておりますので、これに沿って進めさせていただきたいと存じます。 
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 それでは、本日の諮問案件は１件でございます。 

 議案第１号の札幌駅前通地下歩道に関して、担当職員からご説明をお願いしたいと思い

ます。 

 

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

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

せていただきます。 

 本案件は、前回の７月２３日に事前説明をしておりまして、札幌駅前通地下街の地下歩

道の出入り口を変更するものでございます。 

 説明の内容でございますが、「地下街について」、「札幌駅前通地下街のポールタウン

について」、「都市計画変更案について」、最後に「まとめ」となってございます。 

 まず、地下街についてです。 

 イメージ図にございますように、地下街とは、道路や駅前広場の地下に公共の地下歩道

とその両側に店舗が配置されている施設でございます。また、地下街は、札幌市などの公

共から出資を得ている会社によって設置、運営されるなどの要件がございまして、店舗、

地下歩道、その出入り口を含め、一連の地下街として道路占用許可を得て設置されており

ます。 

 次に、札幌都心部の地下街の設置状況についてです。 

 札幌市には、三つの地下街がございます。札幌駅前通の地下にあり、地下鉄大通駅とす

すきの駅の間に位置しております札幌駅前通地下街の「ポールタウン」、大通の地下にあ

り、地下鉄大通駅とテレビ塔の間に位置しております大通地下街の「オーロラタウン」、

札幌駅前広場の地下にあります札幌駅南口広場地下街の「アピア」でございます。「ポー

ルタウン」と「オーロラタウン」につきましては株式会社札幌都市開発公社により、「ア

ピア」につきましては札幌駅総合開発株式会社により設置、運営されております。 

 次に、今回変更予定の札幌駅前通地下街についてです。 

 まず、設置の経緯ですが、昭和４４年１２月１８日に札幌駅前通地下歩道が都市計画決

定され、その後、地下鉄工事に合わせて、株式会社札幌都市開発公社により、地下街と一

体的に整備され、昭和４６年１１月１６日に「ポールタウン」として供用を開始しており

ます。現在、開業後４２年目となっており、休日の午前９時から午後８時の間で約３万５，

０００人の方が利用されております。 

 次に、「ポールタウン」の施設配置です。上が平面図、左下が断面図で、赤い部分が店

舗、黄色い部分が地下歩道を示しております。地下街の延べ床面積は約１万４，０００㎡、

店舗は８０店舗ございます。黄色で示した幅８ｍで大通駅からすすきの駅までの延長約４

００ｍが、札幌駅前通地下歩道として都市計画決定されております。画面の右下は地下街

の写真ですが、黄色の部分が札幌駅前通地下歩道の８ｍの幅員でございます。また、中央

の通路部分に加えまして、地上への出入り口部分も都市計画決定されております。 
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 次に、今回の都市計画変更案につきましてご説明いたします。 

 まず、変更する箇所は、南２条西４丁目における歩道上の出入り口と札信ビルの隣の建

物、旧パルコ新館ですが、それに取り込まれている出入り口の２カ所でございます。 

 変更の理由は、図面の水色で示している敷地におきまして、札幌信用金庫ビルが隣の旧

パルコ新館ビルと一体的に建替えを予定しており、その中でこの２カ所の出入り口を新た

な建物に取り込むために出入り口を変更するものでございます。 

 次に、具体的な形状の変更についてご説明いたします。 

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

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

この変更により、左下の写真のように、現在は通路に段差、階段がありますが、これが解

消されることになります。また、地上の出入り口につきましては、建物内へ取り込むこと

により階段の上屋が撤去されることから地上の歩行空間が拡大いたします。また、建物内

に設置されたエレベーターとエスカレーターを利用できることから、バリアフリー化や地

上と地下の移動の利便性が向上いたします。 

 次に、地下街から地上への動線を詳しく説明いたします。 

 「ポールタウン」から建物内のエレベーターやエスカレーターを利用する際は、青色の

矢印で示す動線になります。また、「ポールタウン」から地上へ直接通じる階段を使用す

る際は、緑色の矢印で示す動線になります。地上１階では、エレベーターやエスカレータ

ーの利用者は青色の矢印のように移動でき、階段の利用者は緑色の矢印のように行き来で

きるようになります。 

 最後に、まとめです。 

 今回の変更は、「ポールタウン」と接続している南２条西３丁目地区ビルの建替えに伴

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

これによる効果といたしましては、通路部分の段差が解消されること、階段上屋の撤去に

より地上の歩道空間が拡大すること、建物内のエレベーターやエスカレーターの利用によ

るバリアフリー化の向上などが挙げられます。 

 次に、今後のスケジュールでございます。 

 都市計画決定後に建築確認申請が提出され、来年春から新築工事に着工し、平成２８年

に竣工予定でございます。この変更案につきましては、８月２０日から９月３日までの２

週間、縦覧を行いましたが、意見書の提出はございませんでした。 

 以上で、議案第１号の説明を終わらせていただきます。 

 ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 それでは、ただいまのご説明につきましてご意見やご質問などを頂戴したい

と思いますが、いかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 
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●亘理会長 特に問題がないということで、採決に移らせていただいてよろしいでしょう

か。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、採決を行いたいと思います。 

 札幌駅前通地下歩道にかかわる議案第１号につきまして、賛成の方は挙手をお願いいた

します。 

（賛成者挙手） 

●亘理会長 全員賛成ということで、可決されました。 

 それでは、当審議会として同意をいたします。 

 引き続きまして、本日は３件ございますが、事前説明案件に入りたいと思います。 

 

    ◎西茨戸６条１丁目地区関連について 

●亘理会長 それでは、事前説明案件の１件目の西茨戸６条１丁目地区関連に係る事前説

明の第１号から第３号につきましてご説明をお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 

●都市計画課長 都市計画課長の米田と申します。 

 それでは、事前説明案件の第１号から第３号の札幌圏都市計画用途地域、特別用途地区

及び高度地区の変更についてご説明いたします。 

 説明事項は、スクリーンにお示ししています順に説明を行ってまいります。お手元に資

料を配布しておりますが、説明はスクリーンで行いますので、前方をご覧ください。 

 初めに、今回の変更箇所でございます。 

 札幌中心部から北側に約１０km離れた北区西茨戸に位置しております。こちらが拡大図

でございますが、現在、事業中であります都市計画道路の屯田・茨戸通の沿道部が変更の

範囲となっております。 

 まず、都市計画道路の屯田・茨戸通の概要についてご説明いたします。 

 図に示しますとおり、屯田・茨戸通は、主要道道札幌北広島環状線の一部でございます。

この主要道道札幌北広島環状線は、宮の沢の国道５号を起点とし、北区屯田茨戸地区、あ

いの里地区、東区中沼地区などを経由いたしまして豊平川を横断し、江別市、北広島市、

恵庭市に至る道央圏の主要な幹線道路でございます。札幌市総合交通計画では、道央都市

圏における連絡道路として位置づけられておりまして、産業、流通、観光などの各拠点間

を結ぶ重要路線でございます。 

 こちらは、当該道路の札幌市内部分の拡大図になります。図に青く示している区間は整

備済みでございまして、札幌市内においては赤く示している屯田・茨戸通と緑色になって

おります江別市との境界にある豊平川をまたぐ区間が未整備となっております。屯田・茨

戸通そのものの都市計画決定につきましては、平成１８年２月に本審議会において諮問し、
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同意をいただき、平成１８年３月３１日に都市計画決定しております。都市計画決定に当

たっては、本市の環境影響評価審議会においても審議された道路でございまして、地元説

明会などにつきましては、都市計画決定前に３度、都市計画決定後におきましては事業着

手の説明会などを４度開催し、道路整備について関係住民のご理解をいただきながら、現

在、事業が進められているところです。標準断面図を表示しておりますが、車線数は４、

総幅員は３３．０ｍとして決定されております。 

 事業の実施計画についてですが、屯田・茨戸通は、延長が約４．５kmと長いことから、

三つの工区に分割して整備を行うこととしております。今回の用途地域等の変更箇所を含

む延長約１．５kmの西茨戸工区から整備を進めることとしておりまして、前年度に知事の

事業認可を受け、現在、用地買収を開始したところでございます。西茨戸工区の完成は平

成３３年度、全区間の完成は平成３７年度を予定しております。 

 次に、現地の状況を写真でご説明させていただきます。 

 赤い線が今回の変更区域になります。 

 こちらは、南西側から見た写真です。写真に示している赤い線を用途地域等の変更区域

の境界としております。 

 次は、道路整備が予定されている部分を撮った写真でございます。２本の線の間に新た

な道路が整備されるものでございます。 

 次は、創成川にかかる茨戸耕北橋からの写真となります。道路の中心を変更区域の境界

としております。 

 それでは、事前説明第１号の用途地域の変更から順に説明いたします。 

 まず、変更を行う理由についてです。 

 用途地域等の土地利用のルールに関しては、スクリーンにございますとおり、おおむね

６年ごとに定期的に行う全市見直しの際に実施することを原則としております。最近では、

平成２４年８月に全市見直しを実施したところでございます。これによらず見直す場合と

しては、都市基盤施設の整備などにより土地利用条件が整備された場合や、地域のまちづ

くりの進展等により土地利用誘導の目標の明確化が図られた場合などがあります。今回の

変更は、都市基盤施設として主要な幹線道路を新規の道路として整備することによりまし

て用途地域等の変更を行うものでございます。 

 変更箇所は、第一種低層住居専用地域となっておりまして、主に戸建て住宅を主体とし

た土地利用以外は制限される地域となっております。今回の変更では、西側のオレンジ色

の範囲を準住居地域に、東側の黄色の範囲を第一種住居地域に変更するものでございます。 

 まず、準住居地域についてですが、道路整備に合わせて、幹線道路沿道にふさわしい土

地利用として商業・業務機能を誘導することを目的として定めるものでございます。屯田・

茨戸通と接続する東側の茨戸・福移通についても、図にお示ししているとおり、同じ準住

居地域に指定しており、今回の変更箇所につきましても、同じ路線であること、また、全

市的な指定の考え方に基づき、準住居地域に変更を行うものでございます。 
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 次に、第一種住居地域ですが、この区間の道路については、創成川にかかる橋に向かっ

て上っていく計画となっております。図にお示ししましたとおり、民地側との高低差がで

きるため、副道を設ける構造としております。幹線道路の沿道であっても、本線と直接出

入りができないような場所については、全市的な指定の考え方に基づき、第一種住居地域

に指定することとしております。 

 変更の範囲は、道路の幅員に応じて決めることとしておりますが、本計画の場合には、

道路の中心から６０ｍの範囲を基本としております。ただし、明瞭な境界として道路など

が近傍にある場合には、その道路の中心を境界としております。 

 用途地域の変更に合わせて、容積率は８０％から２００％に、建ぺい率は４０％から６

０％に変更となります。また、建てられる建物の種類についての制限も変わります。店舗

などについて、店舗に供する部分の面積が、第一種住居地域では３，０００㎡、準住居地

域では１万㎡まで建築可能となります。そのほか、画面に示すとおり、事務所や病院など

も建てられるようになります。 

 次に、事前説明第２号の特別用途地区の変更についてでございます。 

 第一種低層住居専用地域の建ぺい率が４０％の地域については、戸建て住環境保全地区

をあわせて定めております。図に示す緑色がその区域でございます。 

 これは、平成１８年の用途地域全市見直しにおいて、住宅等を６０％から８０％に容積

緩和するため、第一種低層住居専用地域のうち、容積率が６０％であったものを８０％に

緩和し、住宅以外については引き続き６０％とするため、特別用途地区を全ての第一種低

層住居専用地域に指定したものでございます。今回、用途地域が第一種低層住居専用地域

から準住居地域及び第一種住居地域に変更することに伴い、特別用途については指定なし

に変更するものでございます。 

 最後に、事前説明第３号の高度地区の変更についてでございます。 

 こちらも、用途地域の変更に伴う変更でございます。 

 第一種低層住居専用地域に合わせ、北側斜線高度地区を指定しておりますが、用途地域

の変更に合わせて、濃い緑色の範囲を１８ｍ高度地区、斜線の範囲を１８ｍ北側斜線高度

地区に変更するものでございます。 

 １８ｍ北側斜線高度地区について補足説明いたしますと、北側の第１種低層住居専用地

域で背割りで民地同士が接している区域におきまして、１８ｍの高さ制限に加えて、斜線

型の制限も行い、北側の住宅地に対して日照などの配慮をするものであります。平面的な

激変を緩和する、いわば緩衝区域と考えていただければと思います。 

 以上が今回変更しております用途地域、特別用途地区、高度地区の変更概要でございま

す。 

 次に、関係者周知と今後のスケジュールについて説明いたします。 

 今回の変更内容につきましては、当地区の町内会長に相談した上で、７月に変更区域を

含む町内会の全ての住民の方に回覧板にて周知を行いました。この変更に対し、意見が１
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件ございましたので、報告させていただきます。 

 その意見は、低層な住宅団地として土地を購入し、建築し、住んでいる方からのもので

ございます。用途地域などの変更に伴い、高さの制限や壁面の後退、いわゆるセットバッ

クが緩和される変更となるため、隣地に３階建ての住宅などが自宅の敷地に寄せて建てら

れることを懸念し、変更を望まないという意見でございます。 

 本市といたしましては、用途地域等は全市的な観点から定めるものでありますことから、

本件の場合、統一的な考え方に基づいて定める必要があるので、当初案の変更どおり都市

計画審議会にて説明を行うこと、また、いただいた意見については、その旨を審議会に報

告するとご意見を述べられた方にご説明させていただいております。 

 最後に、今後のスケジュールについてでございますが、今月下旬より２週間の縦覧を行

い、１１月の第７３回都市計画審議会にて諮問する予定としております。 

 以上で、事前説明第１号から第３号の変更案についての説明を終わります。 

 ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 それでは、ただいまの西茨戸６条１丁目地区関連の説明につきまして、ご意

見やご質問などを頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

●松浦委員 町内会の回覧板で周知徹底したということですが、ここの町内会の加入率は

何％ですか。 

 

●都市計画課長 町内会長に伺ったところによりますと、ほぼ１００％に近いのですが、

集合住宅の借家人において未加入の方が若干いらっしゃると伺っております。 

 

●松浦委員 未加入の人にはどのように周知されたのですか。 

 

●都市計画課長 この方々につきましては、回覧は届いていない状況にあります。ただ、

用途地域が変更する方には漏れなく周知させていただいておりまして、周辺の区域につい

ては、町内会と相談の上、回覧にとどめた状況であります。 

 

●松浦委員 集合住宅に入っている人は土地などを所有していないので、そういう方には

周知が行き届かなくてもやむを得ないという考え方ですか。 

 

●都市計画課長 今回漏れた方につきましては、まず、用途地域、特別用途地区、高度地

区の変更にはかからない方でございます。おっしゃるとおり、全ての方に周知するべきな

のが理想でございますが、周辺地区ということで、広く示した中での集合住宅の方でござ

います。 
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●亘理会長 以上のお答えですけれども、よろしいですか。 

 

●松浦委員 はい。 

 

●亘理会長 ほかにご意見やご質問などをいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

●高野委員 意見が１件寄せられているということですが、変更になった区域に建物が建

てられることについて、意見書を出した方が具体的に該当するかどうか、具体的な検討は

何かされているのでしょうか。 

 

●都市計画課長 この意見というのは、回覧の中に本職の連絡先を入れまして、その方か

ら電話連絡を受けて、直接お会いした中で説明いたしました。法縦覧はこの先でございま

すので、その方から法縦覧に基づくご意見が出てくれば、法律にのっとった対応をさせて

いただきますが、今回、反対ということについては、審議会にその旨を報告するというご

説明をしている段階でございます。 

 この先、もし意見書として出てきた場合には審議会に報告いたしますが、私どもとして

は、意見を出された方からの反対もありますけれども、全市的なルールということで引き

続きご理解をお願いしたいと考えております。 

 

●高野委員 質問の意図としては、その方針はわかりますけれども、具体的にご意見を出

された事実関係としてどういう影響が予想されるのか、今の時点でそういうことがある程

度わかっていればこの審議にも影響があるのではないかと思うのです。つまり、こういう

事実が具体的に発生するようなところにお住まいの方なのかどうかということです。 

 

●都市計画課長 個人が特定されますので、余り詳しく申し上げられませんけれども、道

路の北側において準住居地域に変わる方でございます。その方は、道路整備については十

分にご理解をいただいておりますが、今までの低層どおりでいたいと思われていて、隣地

に高い建物が建つことを懸念されている方でございます。 

 

●亘理会長 ほかにご意見やご質問を頂戴できればと思いますが、いかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 これは事前説明案件ですので、ご説明を受けて質疑応答したということで、

本日はこれで終わらせていただきたいと思います。 

 

    ◎南２西３南西地区関連について 
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●亘理会長 引き続きまして、事前説明案件の２件目の南２西３南西地区関連に係る事前

説明の第５号から第７号及び第９号につきまして、事務方からご説明いただきたいと思い

ますが、準備が整い次第、ご説明をお願いしたいと思います。 

 

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

 事前説明案件グループ分け②の南２西３南西地区関連について、事前説明第５号から第

７号及び第９号を一括で説明いたします。 

 前方のスクリーンをご覧ください。 

 本日の説明内容は、まず、「地区の概要」を説明した後、「事業の概要」、「今回の都

市計画の内容」、「今後のスケジュール」の順番でご説明いたします。 

 それでは、地区の概要について説明いたします。 

 南２西３南西地区は、四番街商店街と狸小路商店街が交差する北東角の街区に位置し、

面積約０．６haの区域です。また、地下鉄では大通駅とすすきの駅、路面電車では西４丁

目停留場とすすきの停留場のほぼ中間に位置するとともに、それらを結ぶ地下街ポールタ

ウンに直結するなど、すぐれた交通利便性を有しております。そして、平成２６年度には、

路面電車のループ化に伴う新たな停留場の設置が当地区付近に予定されております。 

 次に、計画地周辺の土地利用状況ですが、商業系の建物が半分以上を占める商業地とな

っております。 

 次に、計画地の現況について説明いたします。 

 計画地内には７棟の建物が建っており、うち６棟が商業系、１棟が業務系の建物となっ

ております。また、計画地内の建物の多くは築５０年近くを経過しており、老朽化が進ん

だ状態となっております。 

 続いて、写真を用いて現況を説明いたします。 

 ただいま表示しているのは、計画地を北側から撮影した写真です。区域内には「サンデ

パートビル」や「北洋銀行ビル」といった大型の建物のほか、比較的小規模な建物も建っ

ています。また、南２条線の歩道上には多くの駐輪が見られます。 

 次は、南側から撮影した写真です。計画地の南側には狸小路のアーケードがあり、狸小

路に面して商業施設が建ち並んでいます。また、札幌駅前通の歩道にも多くの駐輪が見ら

れます。 

 写真⑦は、現在、「サンデパートビル」内に設置されている地下街の出入り口です。 

 写真⑧は、札幌駅前通の歩道上に設置されている地下街の出入り口です。 

 写真⑨は、狸小路に設置されている地下街の出入り口で、階段と上りのエスカレーター

が設置されております。 

 写真⑩は、地下街の出入り口で、先ほどお見せした「サンデパードビル」及び札幌駅前

通の歩道上に設置された出入り口につながっています。 

 写真⑪は、狸小路につながる出入り口です。 
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 続きまして、地区の再開発の経緯について説明いたします。 

 当地区における再開発の検討は、平成９年に周辺商店街の商業者が主体となって「南２

条西３丁目再開発を考える会」を設立したことに始まります。その後、関係地権者により、

平成１０年には「再開発期成会」が、平成１２年には「市街地再開発準備組合」が設立さ

れ、１街区全体を対象とした再開発の検討が進められてきました。しかしながら、リーマ

ンショックによる事業協力者の撤退などにより、一時はその活動も停滞することになりま

す。その後、権利者の意向による区域の縮小などを経て、事業化に向けた検討は平成２４

年に設立された「南２西３南西地区市街地再開発準備組合」に引き継がれ、このたび、よ

うやく都市計画決定の手続に入ることになりました。 

 続いて、関連する上位計画について説明いたします。 

 上位計画につきましては、都心のまちづくりに関するものとして「都心まちづくり計画」

と「都心まちづくり戦略」が、再開発に関するものとして「都市再開発方針」が、都市再

生に関するものとして「都市再生緊急整備地域」、「特定都市再生緊急整備地域」があり

ます。これら上位計画から今回の再開発事業に求められている項目をまとめ、これを再開

発事業の整備方針としております。 

 このうち、「再開発方針」では、当地区を特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促

進すべき地区として位置づけております。また、「都市再生緊急整備地域」、「特定都市

再生緊急整備地域」には、路面電車の延伸と一体となった都市開発による商業・業務、交

流機能の充実強化やオープンスペースのネットワーク化が整備の方針として定められてい

ます。 

 「都心まちづくり計画」及び「都心まちづくり戦略」では、目指すべき都心の将来像と

して、「人を中心とした魅力あるまち」、「新たな文化と活力を創造するまち」、「みど

り豊かな環境にやさしいまち」の３点を掲げ、この目標を実現するための空間形成の考え

方として四つの骨格軸、一つの展開軸及び三つの交流拠点で構成される骨格構造の実現、

地上、地下における新たな回遊や交流を創出する交流空間ネットワークの形成、民間開発

などを通じた界わい空間の創出を目指すこととしております。このうち、一つ目の骨格構

造の実現に関しては、当地区は骨格軸の一つであるにぎわいの軸に面しており、札幌の目

抜き通りとしてにぎわい、多様性、美しさの創出などが目標に掲げられています。また、

計画では、これらの骨格構造と連動して、面的な広がりでまちづくりを展開すべき地区と

してターゲットエリアが設定されています。このうち、当地区を含む周辺エリアは、都心

商業エリアに位置づけられており、豊かで多面的な時間消費を支える商業地の形成や、商

業と多様な都心居住を主体とする複合機能を有する市街地の形成が目標として掲げられて

います。 

 以上の上位計画の内容や立地特性などを踏まえ、当事業では、整備方針として「複合機

能の導入と都市機能の更新」、「拠点的な交流空間の形成」、「重層的な歩行者空間ネッ

トワークの形成」、「交通環境の改善」の４点を定めております。 
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 続きまして、事業の概要について説明させていただきます。 

 まず、施設建築物の概要についてですが、現在の想定では、敷地面積約３，７００㎡、

建築面積約３，２００㎡、延べ面積約４万２，０００㎡、容積率約９５０％、地上２９階、

地下３階、最高高さは約１２２ｍとなっております。 

 右側のパースは、施設建築物の外観イメージとなっております。 

 ここからは、先ほど説明した整備方針の内容に沿って施設建築物の具体的な整備内容に

ついて説明いたします。 

 初めに、複合機能の導入と都市機能の更新についてです。 

 この断面図は、施設建築物を東西に切り、南側から見たものです。建物用途は「商業・

業務」、「共同住宅」、「公共駐輪場」などで構成され、各用途の面積についてはご覧の

とおりで、住宅戸数は約１３０戸となっております。地下街と接続する地下２階から地上

６階までは商業・業務機能を、７階から２９階までは住宅を配置します。 

 続いて、建物配置の考え方について説明いたします。 

 建物は、大きく低層棟と高層棟に分かれております。まず、低層棟については、都心の

商業地という立地特性を踏まえ、集客力の高い商業施設を配置し、にぎわいの創出を図り

ます。また、低層棟の高さについては、札幌駅前通に面する四番街商店街の既存建物の高

さである約２０ｍから４０ｍの範囲内とすることで、四番街商店街のまち並みに配慮した

計画としています。一方、共同住宅で構成される高層棟については、低層棟からセットバ

ックすることで、通りから見たときの圧迫感の低減を図ります。また、良好な居住環境を

形成するため、南向きに長辺を配置する計画としています。 

 続いて、整備方針の二つ目の拠点的な交流空間の形成についてです。 

 当事業では、札幌駅前通と狸小路に面した地上部分に多目的空間として広場を設けると

ともに、地下のポールタウンに隣接した部分にも広場を設けます。地下広場には吹き抜け

を設け、地上広場と一体的に整備することで、地上、地下の一体的な活用によるにぎわい

の創出を図ります。また、屋上部分を緑豊かな広場として市民に一般開放し、にぎわいや

憩いの場を創出します。 

 さらに、広場整備のほか、建物の周囲には歩道沿い空地を整備します。まず、黄色で示

しています札幌駅前通側については、１階壁面を２階よりも約４ｍ程度後退させ、雁木空

間として整備します。そのうち、約１ｍについては、歩道と一体となった空間とすること

で快適な歩行空間を確保します。また、残りの３ｍ部分については、通行人、施設利用者

の溜まり空間として、そして、路面電車利用者の待ち合い空間として整備し、通りのにぎ

わい創出を図ります。 

 一方、図に青色で示しております南２条線側は、壁面を約２ｍ程度後退させ、そのうち

約１ｍについては、歩道と一体となった整備により快適な歩行者空間を確保します。また、

残りの約１ｍについては、緑地帯を設けることにより、当地区内の車両出入り口での安全

性の向上と潤いの創出を図ります。 
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 次に、整備方針の三つ目の重層的な歩行者空間ネットワークの形成についてです。 

 当事業において、地下街出入り口を再開発ビル内に取り込むことにより、地下街と四番

街商店街、狸小路商店街をつなぐ利便性の高いアクセスルートを確保するとともに、地上

と地下を一体的に整備することで人の流れを誘導し、地上と地下の回遊性の向上を図りま

す。また、現在、地下街ポールタウンにはエレベーターが整備されておらず、車椅子利用

者は地下街に接続しているビル内のエレベーターを利用することになりますが、南２条線

からすすきのの間に至っては利用できるエレベーターがない状況にあります。このため、

本計画では、地下街とのアクセス性のよい場所にエレベーターを設置し、高齢者や障がい

者等の安全かつ円滑なアクセスルートを確保します。 

 次に、整備方針の四つ目の交通環境の改善についてです。 

 現在、狸小路に設置されている地下街の出入り口を撤去し、その機能を敷地内に取り込

むことにより、狸小路の歩行者環境の改善を図ります。また、地区周辺の路上駐輪を解消

するため、収容台数約１，０００台の公共駐輪場を整備します。このほか、当再開発事業

では、地下街からの要請を受け、再開発ビル内に地下街の荷さばき施設を設けるとともに、

地下街までの搬入ルートを確保します。これにより、地下街への円滑な荷物の搬出入が可

能になります。 

 以上が整備方針の実現等に向けた具体的な内容になります。 

 続きまして、駐輪場及び駐車場について説明いたします。 

 まず、駐輪場は、公共駐輪場と再開発ビル用の民間駐輪場の２種類を整備します。公共

駐輪場につきましては、地区周辺の路上駐輪を解消するため、約１，０００台を整備しま

す。ビル用の駐輪場については、札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例に基づき、

必要とされる台数以上を確保するため、商業・業務用を約９０台整備するほか、共同住宅

用として約１６０台を整備します。 

 駐輪場の出入り口については、歩行者の多い札幌駅前通、狸小路を避け、南２条線側に

設けます。共同住宅用の駐輪場については低層棟の屋上に、公共駐輪場及び商業・業務用

の駐輪場については地下１階に整備します。 

 続きまして、駐車場について説明いたします。 

 駐車場については、大規模小売店舗立地法、札幌市共同住宅等における駐車施設に関す

る指導要綱及び札幌市建築物における駐車施設の附置に関する条例に基づき、各用途に必

要とされる台数以上を確保することとし、商業用約１２０台、共同住宅用約６０台、荷捌

き等約５台、合計約１８５台を整備します。 

 駐車場の出入り口については、歩行者専用道路である狸小路側とサイドリザベーション

方式による路面電車のループ化が予定されている札幌駅前通側は避け、南２条線側に配置

します。また、用途ごとに利用形態が異なるため、出入り口を複数設置する必要がありま

すが、再開発ビルの敷地内に全ての駐車場の入り口を設けた場合、自動車同士または自動

車と歩行者の動線がふくそうし、安全面が懸念されます。このため、敷地外の駐車場を利
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用することで交通の分散化を図る計画とし、再開発ビルには共同住宅用と荷さばき用を整

備し、商業用については隣接する南２条西２丁目の駐車場を利用します。 

 以上の駐車場の配置計画をもとに、当事業による周辺交通への影響について、交通量調

査や大規模開発地区関連交通計画マニュアルなどに基づき、検証しております。 

 こちらがその結果になります。 

 駐車場の出入りに関係ある地区周辺の３交差点で交通解析を行っており、平日ピーク時

及び休日ピーク時における交差点の需要率は０．３未満となっております。交差点の需要

率とは、交差点が信号で処理できる交通量に対する実際の交通量の比をあらわしており、

０．９以下が望ましいとされています。 

 なお、交通解析に当たっては、路面電車のループ化を考慮し、札幌駅前通の車線数を６

車線から４車線に減らした状態で需要率を算定しています。 

 以上のことから、当開発による周辺交通への影響は少ないことを確認しております。 

 続いて、景観への配慮について説明いたします。 

 こちらは、札幌駅前通を大通公園及びすすきの方面から見た写真に計画建物の形状を反

映させたイメージになります。グレーで見える部分が計画建物になります。低層部を周辺

の高さにそろえ、まち並みの連続性に配慮するとともに、高層部をセットバックし、近く

から見たときの圧迫感の低減を図っています。このほか、風環境や電波障害など、周囲に

与える影響についても問題となる大きな影響がないことを確認しております。 

 続いて、再開発事業を実施するに当たり、必要となる都市計画の内容について説明いた

します。 

 今回、第一種市街地再開発事業の都市計画決定に加え、都市再生特別地区の変更、地区

計画の決定、都市計画道路の変更の計四つの都市計画決定及び変更が必要となります。 

 初めに、事前説明第７号の第一種市街地再開発事業の決定について説明いたします。 

 市街地再開発事業は、これまで説明してきたとおり、上位計画に沿った公共性の高い事

業であり、これを円滑に進めるために都市計画事業として決定いたします。まず、施行区

域は、図の赤枠に示した約０．６haの区域となります。施設建築物については、建築面積

約３，２００㎡、延べ面積約４万２，０００㎡、建ぺい率約９０％、容積率約９５０％で

す。主要用途は、商業施設、業務施設、共同住宅、公共駐輪場となります。また、敷地面

積に対し、約２０％の公開的空地を確保いたします。 

 以上が第一種市街地再開発事業の案でございます。 

 次に、事前説明第５号の都市再生特別地区の変更について説明いたします。 

 都市再生特別地区とは、都市再生緊急整備地域内において民間事業者などによる都市開

発を積極的に誘導し、都市再生に資する優良なプロジェクトを実現するための制度で、用

途地域などによる一般的な制限にかわり、容積率、高さ、壁面の位置など、建物の形態規

制について詳細な制限を定めつつ容積率などの規制の緩和を可能とするものです。本計画

では、先ほど説明したような整備方針に基づく都市再生への貢献に資する取り組みを幅広



 - 17 -

く誘導する必要があることから、都市再生特別地区を指定するものです。 

 それでは、具体的な都市計画の内容について説明いたします。 

 地区の名称は、南２西３南西地区で、区域は再開発事業の施行区域と同じく赤枠の部分

とし、面積は約０．６haです。制限内容として、容積率の最高限度につきましては、当地

区の基準容積率として８００％が指定されておりますが、多目的広場の整備、路面電車の

ループ化に対応した滞留空間の整備、歩道沿い空地の整備、地上と地下の一体的な空間整

備、地上と地下を結ぶエレベーターの設置、地下街出入り口の施設内への取り込み、公共

駐輪場の整備といった整備方針に基づく都市再生への取り組みを総合的に評価して、１５

０％緩和し、合計で９５０％とします。 

 次に、区域内の高度利用を図るため、容積率の最低限度については３００％、建ぺい率

の最高限度は現在の用途地域による基準建ぺい率と同じく８０％、建築面積の最低限度は

３００㎡と定めます。 

 次に、本計画の建物形態を担保するため、高さの最高限度と壁面の位置の制限を定めま

す。高層棟の部分を１２２ｍ、札幌駅前通側の低層棟の部分を３６ｍとし、それ以外の部

分につきましてもスクリーンに表示のとおりとします。また、壁面の位置の制限につきま

しては、南２条線沿いの青色に塗られている部分は、上空を含めて２ｍ後退することとし、

札幌駅前通り沿いの赤色に塗られている部分は、地盤面からの高さが５ｍ以下の部分をス

クリーンに表示の数値のとおり後退させ、雁木空間とします。 

 次に、事前説明第９号の地区計画の決定について説明いたします。 

 地区計画は、本計画におきまして都市再生特別地区で定めることができない制限項目で

ある地区施設や用途の制限、建物等の形態、意匠の制限を定めることにより、都市再生特

別地区を補完し、より良好な街区整備を誘導するために指定するものです。 

 それでは、具体的な都市計画の内容について説明いたします。 

 地区の名称は、南２西３南西地区地区計画です。区域はほかと同様に赤枠の区域とし、

面積は約０．６haです。 

 地区整備計画の内容として、まず、地区施設ですが、本計画で創出される空地を担保す

るとともに、その目的を明確にするため、札幌駅前通と狸小路の交差部の地上広場、地下

のポールタウンに隣接した地下広場及び屋上広場を「広場」として、札幌駅前通、南２条

線に沿った部分を「歩道沿い空地」として位置づけます。 

 次に、建築物の用途の制限についてですが、地区にふさわしい都市機能の集積を図るた

め、風俗店舗を建築できないものとします。また、良質な景観形成を図るため、建築物等

の形態または意匠の制限を定めることとします。 

 以上が地区計画の案でございます。 

 続きまして、事前説明第６号の都市計画道路の変更について説明いたします。 

 変更の内容は、地下街ポールタウンの札幌駅前通地下歩道の出入り口の位置、形状の変

更です。 
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 位置につきましては、先ほどの議案第１号で説明した札幌信用金庫ビルの南２条線を挟

んだ南側となっております。今回の変更対象となる出入り口は、南２条西３丁目南西地区

内における建物内の出入り口と狸小路へ向かう出入り口です。画面に水色で示した敷地で

再開発ビルが建築予定であり、その中でこの２カ所の出入り口について変更するものです。 

 次に、位置と形状の変更について説明いたします。 

 左側の黄色の部分が現状の都市計画区域です。建替えに伴い、右側の図に赤色で示した

形状に変更いたします。現在、建物内へ通じている階段は再開発ビルのレイアウトの関係

により廃止し、歩道へ通じる階段は現状のままとします。再開発ビルには地上へ直接通じ

る階段を取り込み、あわせて、エレベーターとエスカレーターが設置されます。また、狸

小路へ向かう階段とエスカレーターは撤去いたします。これにより、地上と地下の歩道空

間が拡大いたします。また、再開発ビルのエレベーターとエスカレーターを利用でき、バ

リアフリー化や地上と地下の移動利便性が向上します。 

 以上が都市計画道路の変更案になります。 

 最後に、今後のスケジュールについて説明いたします。 

 都市計画審議会への諮問は平成２５年１１月の審議会を予定しており、答申をいただい

た後、都市計画決定告示を行う予定です。その後、平成２６年度には市街地再開発組合の

設立、権利変換計画の認可を行い、平成２７年度に建築工事に着手し、平成２９年度に建

築工事完了を予定しております。 

 以上で、事前説明案件グループ分け②南２西３南西地区関連についての説明を終わらせ

ていただきます。 

 

●亘理会長 それでは、ただいまの説明につきましてご意見やご質問などを頂戴できれば

と思います。 

 それでは、森田委員、お願いいたします。 

 

●森田委員 １１月の諮問の前に、上位計画における位置づけと都市再生特別地区の変更

について、２点ほどお聞きします。 

 上位計画との関係は、まちづくり戦略ビジョンですが、これが本格的に動いたのは平成

２０年６月から平成２２年３月でして、この２年間で戦略ビジョンを立ち上げたと思って

おります。そして、冊子にした年が２０１１年１月で、そのときに上田市長もすばらしい

ものができたとおっしゃっておりました。しかし、その年の３月１１日に大震災が起きま

した。 

 つまり、これは大震災の前の計画でありますので、防災をどの程度シミュレーションし

ているかということであります。ビジョンの策定時には大震災はなかったのですが、ご案

内のとおり、今年も大変なゲリラ豪雨やいろんな震災もありました。これは都市計画です

から建築基準法などもありますけれども、基本は、やはり市民の安全・安心を第一に考え



 - 19 -

て、都市計画もそれに準じて考えていかなければいけないと思っておりますので、防災を

どのように考えているかについてです。 

 もう一つは、私は全国の政令指定都市を調べさせていただきましたが、ある政令指定都

市では、被災を受けた地域のシミュレーションをしております。これだけの被害を受ける

と想定し、密集地帯の区画の管理や都市計画の決定などを考えて、そういう段取りをして

おりまして、それに基づき、市民に、被害の状況はこういう程度ですから、市としてはこ

れだけの防災計画を考えておりますと事前に知らしめております。 

 そういう都市もありますので、今、お答えできる範囲で結構ですから、防災の関係をど

のように考えているのか。これは大事なことだと思いますので、詳しいことは１１月でも

結構ですが、今、おわかりであればそちらで位置づけしているお答えをお願いいたします。 

 また、都市再生特別地区については、テストケースで歩道テラスをやりました。そちら

に言わせれば、これはまちづくり会社が事業を行っているものですが、ただ、規制緩和の

中で道路管理者が許可すれば簡単にできます。いずれはループ化との整合性も出てきます

ので、そのことについて今の段階でどの程度お考えになっているか、お願いいたします。 

 

●亘理会長 ２点にわたる質問です。 

 関連して質問があれば、そちらを受けてから事務方のご回答を受けたいと思います。関

連する質問がございましたら同時にお願いしたいと思いますが、よろしいですか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、事務方からお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 今、ビジョンとおっしゃったのは、恐らく都心まちづくり戦略のお

話ではないかと思います。その後に震災がありましたが、その点について、見直しはまだ

されておりません。しかし一方で、都市再生緊急整備地域等の位置づけの中で、災害時の

避難経路として活用可能な地上と地下の重層的な歩行者ネットワークの充実などがうたわ

れております。そういった要素も含めまして、今回の再開発の中では、建築物そのものは

制震構造にして地震時でも安全な構造にいたします。あわせて、一部分ですが、歩行者ネ

ットワークも安全なものとして整備していくことを考えて、その一翼を担っていこうと整

理しているところでございます。 

 

●亘理会長 第２の質問についてはいかがですか。 

 

●地域計画課長 今のお話は、「すわろうテラス」と言われていて、８月から再開発ビル

の向かい側に１カ所目をやっております。これは、大通まちづくり会社が設置、運営して

おり、所管は都心まちづくり推進室になりますが、今日は来ておりませんので、私がかわ

りにお話しします。 
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 今、まず１カ所目をやっておりますが、今後の見通しとして、大通まちづくり会社と都

心まちづくり推進室ではそういうものを５カ所程度設置していくことを検討していると聞

いております。この再開発事業と「すわろうテラス」は、直接的な関係があるわけではな

く、お互いに連携して都心のにぎわいをつくっていこうというものでございます。 

 

●亘理会長 割り込んで申しわけありませんが、委員の方もたくさんいらっしゃいますの

で、「すわろうテラス」の説明を簡単にしていただけますか。 

 

●地域計画課長 「すわろうテラス」とは、通称としてそういう名前をつけているもので

すが、大通公園からすすきのまでの間の西４丁目通で、四番街という商店街の通りがあり

ます。これは国道で道路ですから、この区間では、通常は原則として道路に店を出すこと

はできません。しかし、にぎわい空間づくりのためにカフェをつくろうということで、今

回の都市再生の取り組みによってこの区間が規制緩和され、建築確認をとってカフェをつ

くりましたが、その名称が「すわろうカフェ」であります。 

 ちょうどこのビルの向かい側で、矢印のあるあたりに「すわろうカフェ」が設置されて

おります。歩道の道路側に調理をする建物と椅子、テーブルがあって、コーヒーやお菓子

が提供されております。 

 

●森田委員 いきなり防災に持っていったので、びっくりしたと思います。今まで都市計

画やまちづくりについてのセクションが違っておりましたが、これからは、大局的に全部

を網羅したオール札幌でそういうことに取り組んでいただきたいというのが私の言いたい

ことです。ここだけを終わらせればいいのだということではなく、やっぱり、横断的に考

えてほしいのです。市民が望むのはぜいたくなことではなく、基本的な考え方として、安

心・安全をいかに担保してもらえるか、私はそれが市民の声だと思うので、そういうこと

を申し上げました。こういう計画の法律的なことは十分にわかります。ただし、そういう

ことだけではなく、防災の観点をしっかりと根底に入れて計画に取り組んでいただきたい

ということでありますので、ご理解のほどをお願いいたします。 

 

●亘理会長 本審議は１１月の可能性が大きいということですが、今の点につきましては

その際に充実した説明を頂戴できればと思います。 

 それでは、松浦委員、お願いいたします。 

 

●松浦委員 説明の中で、私有地を歩道や屋上庭園などの公開空地としてみんなに開放す

る、その代償として容積率を１５０％増しにするという説明でした。 

 そこで、お尋ねしたいのは、容積率を１５０％に増すことと、歩道や屋上庭園に提供す

る床面積の現在の評価額です。１階で言うと誰もが通れる歩道に土地を提供する、屋上や
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地下も提供するとしていますが、その床面積なり土地の現在の評価額の合計と、一方、容

積率を緩和して床面積が１５０％増えますが、これはどれだけの交換率になっているのか、

説明していただければと思います。 

 私の記憶では、昭和６０年前後に公開空地に関して容積率緩和の制度ができたのですが、

札幌市内の第１号が道庁の横の北門館ビルだったような気がします。公共に土地を提供す

るかわりに容積率を増してあげるという交換条件ですが、私は、どのように交換されてい

るか、今までただの一度も聞いたことがありませんでしたので、聞いてみたいと思います。 

 

●亘理会長 公開空地の設定に関する非常に重要な問題ですので、今の時点で答えられる

範囲でお答えいただきたいと思います。 

 

●地域計画課長 歩道状空地などを確保しますが、それは札幌市に譲渡されるものではな

く、敷地自体はあくまでも民地のままで公共的空間として不特定多数の方に使っていただ

くものです。 

 それから、その部分の土地の評価額を出すのは非常に難しいのではないかと考えており

ます。ですから、今回、容積率を１５０％緩和しますが、その価値が幾らだと出すことも

難しいことではないかと考えます。 

 この制度自体は、価値と価値を交換するのではなく、空地を生み出せば何％緩和します

という計算式によってやられております。建築基準法にそのための複雑な計算式がありま

すが、その式に空地の面積を入れ、容積換算して緩和は何％と出ますので、それを準用し

て数字を計算するというやり方です。ですから、提供する土地の評価額と緩和される容積

分の評価額を勘案して緩和しているものではありません。 

 

●松浦委員 今の答弁は全く違っています。 

 なぜかといったら、これは、私有財産を提供してもらうのです。所有権は変えなくても、

私有財産を自分のために利用できないわけですよ。公共のために提供するのですよ。その

対価として容積率を上げますということなのです。 

 大事なことは、その床面積がどの程度の価値を生むのかということです。例えば、賃貸

の事務室で言うと、１㎡当たりが１万円なのか５，０００円なのかは別にして、１㎡を提

供することによって、それにかえて容積率をアップさせていいですよと。それで建築費が

高くなるとすれば、その分も含めて割り増ししてあげますということで、基本的には等価

交換の考え方なのですよ。私は、昭和６０年にそういう説明を受けておりまして、それは

確認しました。ただ、具体的にどういう計算があり、金額的にどういうふうになっている

のかということなのです。 

 私がなぜこれを尋ねたかといったら、札幌駅前通地下歩行空間では、今のような内装を

決めるときに、当時、東京大学の篠原教授と北大の教授と民間の代表の３人による検討委
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員会をつくっていろいろと検討しました。その議事録を読んでみると、こういう話が出て

おります。三井不動産と日本生命が持っているビルで階段を内側に入れるかどうかという

議論がありました。市では、三井不動産が権利関係でうんと言わないと言ったら、ある先

生が、容積率を緩和して利益を与え、うんと言わせたらどうかという話をしているのです。 

 行政には、やっぱり客観的公平性がないといけません。あるところでは、バナナのたた

き売りではないけれども、譲らないのならもう一つつけましょうと、こんな話になってい

くのではうまくないのです。したがって、都市計画審議会では、どういう交換をしたのか、

対価的にはどうかが示され、客観的公平性が出されなければならないと私は思っています。 

 参加されている皆さんも、交換だということは恐らく理解しているけれども、金銭的に

どうなのかと思っている方もいると思います。したがって、今日はいいですから、次回に

はきちんとわかるように計算して提示いただければと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

●亘理会長 それでは、長内委員、お願いいたします。 

 

●長内委員 今の松浦委員の質問にもかかわってきますけれども、私も、容積率の緩和の

１５０％に関して、具体的な将来図を見ると非常にすばらしいものができると期待してお

りますし、民間側がこうした投資をすることによって利益をどんどん上げていくこともす

ばらしいことだと思っております。ただ一方で、税収効果ばかりではなくて、公共的にど

ういう意味を持つのかということを市ではしっかり把握しなければいけないと私は思いま

す。そういうことになると、今、１５０％の緩和ということですが、このことによって多

目的広場では何％分が追加になったとか、もう少し細かい説明をいただかないと、これが

妥当なのかという具体的な評価ができませんので、それについては私からも申し上げてお

きたいと思います。 

 それから、もう一点は、公共投資の部分がこの中に含まれております。具体的に言うと、

駐輪場は明らかに公共の部分だと思います。それから、歩道の整備としてエレベーターや

エスカレーターも全ての市民に資する公共的なものです。全体に占めるそういった公共投

資額の見積もり、あるいは、市ではどれぐらいの負担するのか。こうしたことについて、

今の段階ではまだわからないのかもしれませんが、私は頭の中にあるべきだと思うので、

その辺の見積もりについてお伺いしたいと思います。 

 

●亘理会長 ただいまのお２人の委員のご質問とご意見を踏まえまして、可能な範囲で担

当から回答をお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 私から、再開発事業に対する補助金の話をさせていただきます。 

 今、想定しております全体事業費は、概算で約１５０億円程度です。一般的に、再開発
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事業の補助金を最初にざっくり計算するときには、１５％程度を想定して２３億円程度と

ご理解いただければと思います。そして、この補助金につきましては、半分は国費で、残

り半分を市が負担いたします。 

 それとは別に、公共駐輪場につきましては、保留床を市が取得する形で確保いたします。

額がいくらになるかはまだ確定しておりませんので、お答えできる段階にはありませんが、

それについては次回までに整理してお答えできる範囲でお答えしたいと思いますので、お

時間をいただければと思います。 

 

●亘理会長 資金や予算の関係の話が続いておりますが、その点の補足説明ですね。よろ

しくお願いいたします。 

 

●地域計画課長 今の質問の前段の部分について、先ほど説明したスクリーンをご覧くだ

さい。 

 １５０％の緩和は、下の表にあるような都市再生への取り組みを評価してのものですが、

今、委員からは、この内訳等々をもう少し詳しくというお話かと思います。今日は用意し

ておりませんので、次回にご説明したいと思います。よろしくお願いします。 

 

●亘理会長 ほかに何かございますか。 

 

●足立委員 整備方針の「２－３」の図を見ていたのですが、四番街商店街に隣接する建

物の高さはほぼ４０ｍ以下ですね。私は正確にはわかりませんけれども、現在の札幌でも、

このような比較的高層の商業ビルはそろそろ建替え時期に来ていると言われておりまして、

この中からも今後かなりの計画が出てくる、あるいは、再開発として審議会にかかってく

るものがあるのではないかと想像いたしております。 

 そこで、今度は「２－８」に景観への配慮が出されておりますね。景観への配慮の中の

下の赤い括弧書きでは、低層部を周辺の高さにそろえ、まち並みの連続性に配慮するとい

う文言があります。最新の再開発で建てられる建物を現状の４０ｍラインで考えて、四番

街の連続性に配慮することになれば、今後、再開発するようなビルについても、行政とし

てはこのようなビジョンの中で取り組んでいかれるのかどうか、お聞きしたいと思います。 

 基本的には、新しいビルが４０ｍラインという現状の連続性の中で計画されて、こうい

う形で線を引かれた以上、次に建てられるビル、開発され、計画されるビルが４０ｍを超

えるとおかしいことになりますね。その辺のお考えはどうなのか、１点お聞きしたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

●亘理会長 ご説明をお願いいたします。 
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●地域計画課長 駅前通の高さの連続性についてです。 

 ここは、駅前通の南側でございます。そして、大通より北側は北側街区と呼んでおりま

す。北側街区につきましては、都市計画審議会でもお諮りしましたが、地区計画によって

高さを６０ｍに決定しております。この経緯は、地元の協議会がまちづくりの議論をして、

スカイラインを合わせたまちにしたいということで、市と協議して、地元からの提案とい

う形で、地区計画で高さを決めたものでございます。 

 一方、南街区につきましては、そういったまちづくりの議論が今まさに地元で現在進行

中であります。したがいまして、現在、地区計画で何十ｍと決まっているわけではなく、

どうしていくべきかというお話が地元でなされている状況でございます。 

 一方で、再開発ビルが周辺と合わせるように低層部を３６ｍにしておりますが、これは

現時点で考えて配慮したということでございます。理想的には、地元でそういう議論があ

って、駅前北街区のように６０ｍ前後に合わせていこうという合意がとられている状況で

あれば、それに合わせて開発も、それとの調和ということが考えられると思うのです。し

かし、現在、それがない状態で再開発を考えた場合、この再開発自体は以前からいろいろ

検討しておりますので、現状ではこういう形で配慮したということでございます。 

 

●足立委員 そうしますと、低層部を周辺のビルの高さにそろえ、まち並みの連続性に配

慮するというご説明をなさること自体、私は余り適切ではないような気がするのです。つ

まり、こういうデザインなのだということなのではないでしょうか。配慮するという形で

計画をつくられて、それがこの審議会における審議の内容だとおっしゃってしまうと、後々

におかしなことになりませんか。こういう形で一線を引いて四番街を考えていくという行

政としての基本の軸があれば、それはそれでよろしいのではないかと思いますが、私とし

ては、その辺は疑問に感じます。 

 そういう議論がなされているというお話でございましたので、途中経過でも結構ですか

ら、どういう組織がどういう形で議論されているかというご報告を次回にいただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 今の点につきましても、本審議の際にはより充実したご説明をお願いしたい

と思います。 

 それでは、村本委員、お願いいたします。 

 

●村本委員 図「２－３」を見せていただきましたが、広場とエレベーターの関係がわか

りにくいのです。エレベーターやエスカレーターは、ビルの中にあると思ってよろしいの

でしょうか。ビルの中から地下街へ出ていくと考えてよろしいのでしょうか。それによっ

て、地下街や狸小路に行けると考えてよろしいわけですか。 
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●亘理会長 今の点についてお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 エレベーターとエスカレーターについては、建物の中に設ける屋内

広場の中に整備する予定となっております。ですから、屋内広場が理解できない方には建

物の中を通って移動するような見え方になると思います。 

 

●村本委員 ということは、ある時間において閉まるのですか。 

 

●事業推進担当部長 地下通路の供用開始時間である朝５時４５分から夜１２時過ぎまで

開放する予定で考えております。ですから、全体の歩行者ネットワークと合わせた時間に

開放するとご理解いただければと思います。 

 

●村本委員 もう一点、この間、私のまちにひょうが降りまして、エレベーターやエスカ

レーターを通して水が流れ込んでいくことを考えたのです。今まで震災について心配して

きましたけれども、水が地下街に入り込むことも予想されるのではないかと思いますので、

そこまで煮詰まっていらっしゃらないかと思いますが、水害の対策もあわせて考えてビル

の計画を立てていただきたいと思いました。 

 

●亘理会長 意見ですけれども、質問の部分もありますので、本日にお答えできる範囲で

お答えいただいた上で、残りは本審議の際に改めてご説明いただければと思います。 

 

●事業推進担当部長 今、ご指摘の視点からの確認はしておりませんので、実際に計画に

反映しているかとなると、お答えできません。これは大事な視点ですので、次回までにき

ちんと整理してお答え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。 

 

●亘理会長 防災は、地震や火災、水害など、いろいろな面がありますので、それぞれを

ちゃんと押さえて、次回以降にご説明をお願いいたします。 

 それでは、高野委員、お願いします。 

 

●高野委員 駐車場についての質問です。 

 敷地外に駐車場を設けることで全体の計画が成り立っておりますけれども、完成後の相

当たった将来においても敷地外の駐車場が商業車用の駐車場として使えるかどうかについ

ては、少し気になる点があります。将来ともそういう使い方をするという法的な担保とか、

あるいは、実際の駐車場の整備者が組合員になるなど、その辺について少し教えてくださ

い。 
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●総合交通計画部長 附置義務駐車場につきましては基本は敷地内となりますが、敷地外、

隔地ということで、札幌市では２５０ｍ程度離れたところでも敷地外の駐車場として認め

ております。駐車場については、公共的な駐車場で複数年次の契約をするという条件をつ

けておりますので、契約書を確認申請につけて確認することになっております。 

 

●高野委員 現在、既に駐車場として営業しているところと契約するということですか。 

 

●総合交通計画部長 基本は、既存の駐車場と契約して、それを隔地駐車場として認める

ということでございます。 

 

●高野委員 現在使われているとすると、それだけの台数を契約できるというのは確定し

ているのですか。 

 

●総合交通計画部長 水色で示しているところは１２０台分を契約できるという確証を得

ておりますので、そういうことで進めております。 

 

●亘理会長 これは、将来的に安定して確保できる見通しはあるのでしょうか。 

 

●総合交通計画部長 札幌市では、駐車場整備地区を都心エリアで定めておりまして、前

回にご説明したエリアですが、そこの駐車場の収容台数と実際にとまっている台数を調べ

ましたところ、かなり余裕があります。また、恒久的な駐車場もかなりありますので、建

替えに際して隔地駐車場として契約しても差し支えないということで調査しております。 

 

●松浦委員 今の駐車場の件です。 

 札幌市で附置義務条例をつくりましたが、最初から今のような他者権利の駐車場でもい

いとなっておりましたか。 

 

●総合交通計画部長 附置義務条例が制定されてからかなりたっておりますが、基本的に

は敷地内の駐車場となっておりました。ただし、いろいろな事情があって敷地内に確保で

きない場合も認めておりました。今年の春からは、先ほど言いましたように、２５０ｍ以

内に確実に確保できるのであれば認めるということを正式に認めているところでございま

す。 

 

●松浦委員 私が条例を理解していたのは、ビルの敷地内に駐車場を確保する、ただし、

既存のものについては制約されないということでした。今みたいなことになっていくと、

条例を改正せずに拡大解釈でそこまでなんていうことになったら、全く趣旨を逸脱してし



 - 27 -

まうのですよ。 

 もう一つは、建築確認のときに契約書を出しますね。例えば、３０年の契約書を出して

も、当事者間で事情があって、甲乙で合意をすればそれは破棄できるわけです。したがっ

て、私は、附置義務条例が全く用をなさない有名無実のものになってしまうのではないか

と思うのです。 

 さらに、本来なら、敷地の中に１２０台分の駐車場をとらなければなりません。しかし、

それをとらずに、営業用として容積率９５０％まで目いっぱいつくるわけです。そして、

２５０ｍ以内のあいた駐車場と契約して事足りるとなったら、運用そのものが条例の趣旨

と全く違うなと思うのです。それを守ってやった人と、今のように緩和してやった人がい

るのでは、守ってやった人は札幌市長のその時々の裁量権によって物すごく損害を受ける

わけです。よそでもいいよということでやった人は、大きく儲けられます。建築確認が終

わって落成して、３年か４年たったら市の担当者もみんな替わりますよ。そこで契約を破

棄したとなったら、誰がどうするのですか。こういう問題については、やっぱりきちんと

行政の公平性を担保していかないとだめだと私は思うのですよ。 

 それから、なぜ駐車場の附置義務条例をつくったかというと、都心では路上駐車が多く

て困るからです。例えば、２５０ｍ以内にするのだったら、きちんと駐車場の台数分の権

利取得をする、それならば認めていいということならばわかるけれども、２５０ｍ以内の

ところと契約書を交わせばいい、そこは３００台ぐらいの駐車場なので１２０台ぐらいは

常時置くことができる、だからいいだろうという程度の話だったら、これはちょっと問題

だと思います。 

 審議会の皆さんだって、今の話が出てからこういうふうになってきました。私も、１２

０台分は再開発ビルの土地の権利者がその権利を有しているものだとばかり思っていまし

たので、何も質問しませんでした。しかし、そうでないとすれば、これは大変な問題だと

思います。このことについては、どうするか、しっかり検討した上でこの問題を整理して

いかなければならないと思います。 

 間もなく決算議会も始まりますから、その辺をどうするのか、問いたださなければなら

ないなと思っています。ここで、こうしましたという説明で済むような話ではありません

ので、会長、そこはしっかりと答えをもらうようにしてください。 

 

●亘理会長 今の問題は、そもそも附置義務条例に整合しているかで、条例をしっかりと

読めば次回は明確に説明いただける種類の問題と、その上で、駐車場にかかわるいろいろ

な問題、障害が本当に出てこないのかどうか、駐車場の確保、権利設定の問題も含めた説

明も必要だと思いますので、いずれにしましても、次回の本審議の際には明確にご説明い

ただければと思います。 

 

●総合交通計画部長 附置義務条例の内容について、隔地駐車場の規定について、また、
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駐車場全体の考え方について次回に説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

●足立委員 今の問題について、１点だけ確認させてください。 

 「２－６」で、必要駐車台数を算定すると、用途が商業の場合は、大規模小売店舗立地

法によって９５台が必要とされているということですね。９５台分の駐車場が確保されな

ければ、この建物そのものが許可されないということでよろしいのですか。 

 

●事業推進担当部長 今、ご指摘のとおり、必要台数が確保できなければ商業はできない

ことになります。 

 

●足立委員 建築そのものは別ですが、そういう店舗にすることはできないのですね。 

 今の条例云々は私もよくわからないので、それは次回にご説明いただけるとして、１２

０台分を確保しましたが、ある時点でたまたま何らかの事由によって駐車場が使用できな

くなった場合です。例えば、地震によってその駐車場が崩壊したとか、そういうことが起

きた場合、その店舗の許可はどうなるのですか。 

 

●事業推進担当部長 大規模小売店舗立地法の許可内容が変更になりますので、計画の見

直しが必要となります。ですから、必要台数を改めて確保しないと、商業はできないこと

になります。 

 

●足立委員 開業していても、その時点で商業店舗は閉じなければならないということで

よろしいですか。 

 

●事業推進担当部長 営業時間などのいろいろな項目がありますけれども、変更が必要で

あれば、大規模小売店舗立地法に基づいて変更し、要件を満たさなければできないことに

なります。 

 

●足立委員 自分の土地にそれだけの駐車場を設置していて、その駐車場が使用できなく

なった場合でも、今、おっしゃったような結論になるということでしょうか。 

 

●事業推進担当部長 基本的にはそういう扱いになると理解しております。 

 

●亘理会長 今の点も含めて、次回の審議の際には正確なご説明を改めてお願いいたしま

す。 

 それでは、坂本委員、お願いいたします。 

 



 - 29 -

●坂本委員 まず、二つ申し上げておきたいと思います。 

 先ほど来、出ていることですが、先ほどのエレベーターにかかわる村本委員のご指摘に

対して、防災の観点を具体的に持ち合わせていないというご発言がございました。最初の

ところで、地上と地下の重層的な避難経路を確保するということで防災の観点が入ってい

るというお話がありましたけれども、局地的な短時間集中豪雨に対しての考え方が全くな

かったことについては、非常に遺憾だと思っております。これは、早急に対応するべきだ

と思います。 

 あわせて、先ほどの第１号議案でもエレベーターの設置等の議決がありましたが、地下

街に関する豪雨対策は、地上部分の建替えや都市計画の中で持つべき視点だと思いますの

で、そこはぜひしっかりとやっていただきたいと思います。 

 それから、駐車場についても質問したいと思っておりましたが、これは２人の委員から

お話が出ておりますので、次回にしっかりとしたご答弁をいただきたいと思います。 

 質問は、駐輪場の確保についてです。 

 １，０００台の駐輪場の整備を行うということです。現状の駐輪台数が１，０００台余

りということを受けて、同数程度を整備するということだと思うのですが、放置自転車の

把握などがこの台数の中に入っているのかどうかです。 

 市電が整備されますと、ここの歩道は自転車は押して歩くことになるのかなと思うので

すが、それ以前に、景観上の問題として、あるいは、電車の往来の問題として、路上の駐

輪場は順次撤去していかなければいけないのだろうと思っておりました。先ほど保留床の

取得についてご説明がありましたが、１，０００台を超えて大きく公共駐輪場を整備する

というお考えは持てないのか、将来を見通して、１，０００台で路上の放置自転車に対応

できるとお考えなのか、その点について伺いたいと思います。 

 

●亘理会長 駐輪場の問題についてお答えいただきたいと思います。 

 

●事業推進担当部長 路上駐輪も含めて、大通以南で何台が必要かということを建設局で

確認しております。その中では、大通以南の駅前通周辺で１，１８５台がさらに必要だと

いう数字を押さえております。１，１８５台のうち、今回、南２西３南西地区で１，００

０台を確保しようと考えておりまして、そのほかについても、今後いろいろと対応を検討

した中でさらに拡充していくと聞いております。今のところ、どこで確保できるかはわか

りませんが、今後も引き続き拡充を視野に検討していくと聞いております。 

 

●坂本委員 大通以南の駅前通で１，１８５台が必要で、今回は１，０００台を整備し、

順次拡充していくということですね。そこで、次の審議会までに、建設局のさらなる拡充

整備計画の考え方について具体的な資料提供をお願いしたいと思います。 
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●亘理会長 それでは、丸山委員、お願いいたします。 

 

●丸山委員 今回の再開発について、エネルギーを初め、環境負荷の抑制に関しては特に

ご説明がありませんでした。今回の再開発は、札幌市が進める都市空間やエネルギーなど

のネットワークの形成の中で、大通地区が何かの役割を担っていくといったようなことは

話題に出ているのでしょうか。出ているのであれば、その内容について知りたく思います。 

 

●亘理会長 今の点につきましてお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 南２西３南西地区の再開発につきましては、用途として商業がかな

り多く、商業者がどういう使い方をするかを想定しづらいものですから、北１西１地区の

ように「ＣＡＳＢＥＥ札幌」のＡを目指しますというようにはっきりと言えない状況にあ

ります。ですから、そういった部分ではなかなか厳しいと言えます。ただ、北１西１はＡ

ですが、施行予定者の目標としては、今のところ、その次に位置するＢプラスのレベルを

目指したいという考えを持って検討を進めているところです。 

 また、このエリアは熱供給事業のエリアになっていないこともあって、今のところはエ

ネルギーネットワークということを検討できない地区になっておりまして、エネルギー対

策としてこれだという取り組みをなかなか打ち出せない状況にあります。しかし、照明に

はＬＥＤを使ったり、太陽光を活用できないかなど、小さい取り組みを積み重ねながら少

しでも環境性能を上げていこうということは施行予定者も考えている状況でございます。 

 

●亘理会長 それでは、堀内委員、お願いいたします。 

 

●堀内委員 市民委員の堀内です。よろしくお願いいたします。 

 １点だけ、簡単な質問ですが、共同住宅は１３０戸を予定されておりますけれども、こ

れは、分譲なのか、賃貸なのか、もしわかれば教えていただきたいと思います。 

 

●事業推進担当部長 共同住宅につきましては、全て分譲住宅を想定しております。 

 

●堀内委員 そうすると、１３０人ぐらいが所有権を持つことになるのですね。 

 

●亘理会長 ほかにご意見やご質問などはございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 特にないようでしたら、これも事前説明ですので、次回の本審議において、

本日いただいたご意見やご質問などを踏まえて、改めて充実したご説明をいただきたいと

思います。 
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 それでは、事前説明の３件目に入る前に、ここで１２分間の休憩をとらせていただきま

して、３時３５分に再開したいと思います。 

 

〔  休    憩  〕 

 

    ◎北８西１地区関連について 

●亘理会長 それでは、再開したいと思います。 

 事前説明の３件目の北８西１地区関連の事前説明第４号、第５号、第８号、第１０号に

ついて始めたいと思います。 

 それでは、説明をお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 引き続き、説明させていただきます。 

 事前説明案件グループ分け③の北８西１地区関連につきまして、事前説明第４号、第５

号、第８号、第１０号を一括して説明いたします。 

 前方のスクリーンをご覧ください。 

 本日の説明内容は、まず、「地区の概要」を説明した後、「事業の概要」、今回の「都

市計画の内容」、「今後のスケジュール」の順番で説明させていただきます。 

 それでは、「地区の概要」について説明いたします。 

 北８西１地区は、札幌駅北口に位置し、創成川通に面する面積約２．０haの地区です。

周辺の状況としましては、札幌駅北口周辺に業務機能が、その北東側には居住機能が主に

立地しており、当地区はそれらの境界に位置しております。また、札幌駅南口には、商業

機能が集積しており、創成川以東地区については都心まちづくりの重点地区としてまちづ

くりが進められているところです。再開発事業の施行区域は、赤い線で囲まれたエリアで、

その周りには東側に創成川通を挟んでマンションなどが、南側に商業・業務施設が、北側

に北九条小学校、西側に合同庁舎が立地しております。 

 続きまして、計画地の現況について説明いたします。 

 ただいまご覧いただいているのは、隣接する合同庁舎から撮影した写真です。 

 地区内の建物の状況は、約８割が築３０年以上の木造建築物となっています。また、約

７割が平屋あるいは２階建てとなっています。このように、計画地は、札幌駅に近接して

いるにもかかわらず、木造老朽家屋を主体とした低利用の状況となっており、防災上の課

題を有した地区となっております。 

 次に、周辺の道路状況について説明いたします。 

 写真１は、西２丁目線を撮影したものです。歩道幅員は現況で約３．５ｍ、既存の建物

が道路境界を越境して建っています。また、西２丁目線は、北九条小学校の通学路に指定

されています。 

 写真２は、北８条通を撮影したものです。歩道幅員は現況で約４．０ｍですが、現在、
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道路整備が進められており、完成後には４．５ｍの歩道幅員となる予定です。 

 写真３は、北９条線を撮影したものです。歩道幅員は現況約３．５ｍで、道路境界ぎり

ぎりに建物が建てられています。 

 写真４は、創成川通を撮影したものです。歩道幅員は現況で約３．５ｍ、こちらも道路

境界ぎりぎりに建物が建てられています。 

 続いて、当地区の再開発の経緯について説明いたします。 

 当地区を含む札幌駅北口周辺は、鉄道高架事業を契機として、昭和５４年に赤枠で囲ま

れた区域の約６０haを対象に、札幌市が札幌駅周辺地区整備構想を策定したことに始まり

ます。これは、この構想が策定されたのとほぼ同時期の札幌駅北口周辺の写真ですが、当

時は、現在と違い、高層の建物は少なく、低利用の状況となっております。構想の策定後、

札幌市は、昭和５８年に土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために

高度利用地区を指定し、再開発の喚起、誘導に取り組むことになります。その後、昭和６

３年には、鉄道高架と地下鉄東豊線が開業し、平成元年には札幌第１合同庁舎が竣工して

おります。以後、優良建築物等整備事業としては新北海道ビルヂングとニューステージ札

幌が、市街地再開発事業としては札幌エルプラザとＤグラフォートサッポロステーション

タワーが竣工して現在の状況となっております。 

 スクリーンをご覧ください。 

 これは、平成１９年に撮影された札幌駅北口周辺の写真で、ほぼ現在の北口周辺の状況

です。 

 このように、札幌駅北口の再開発が進む中で、北８西１地区においても、昭和６３年に

地権者による再開発研究会が設立され、再開発に向けた検討が始まりました。平成３年に

は再開発協議会が設立され、本格的な検討が行われましたが、バブル崩壊後の景気の低迷

により事業化の動きが停滞することになります。その後、景気が回復する中、再び再開発

の気運が高まり、平成１９年の再開発準備会の設立、平成２１年の札幌駅北口８・１地区

市街地再開発準備組合の設立を経て、このたび、ようやく都市計画決定の手続に入ること

になりました。 

 続いて、関連する上位計画について説明いたします。 

 上位計画につきましては、先ほどの南２西３南西地区と同様に、都心のまちづくりに関

するものとして都心まちづくり計画と都心まちづくり戦略が、再開発に関するものとして

都市再開発方針が、都市再生に関するものとして都市再生緊急整備地域及び特定都市再生

緊急整備地域があります。これらの上位計画から今回の再開発事業に求められている項目

をまとめ、これを北８西１地区再開発事業の整備方針として本事業を計画しております。 

 それでは、上位計画の概要について説明いたします。 

 当地区は、平成１４年度に策定された都心まちづくり計画及び平成２２年度に策定され

た都心まちづくり戦略において、四つの骨格軸のうち、やすらぎの軸である創成川通に接

するほか、札幌駅交流拠点に含まれております。これらの計画においては、当地区に関連
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する目標として、東西市街地との連携強化、環境負荷の抑制、交流空間の形成と界わい空

間の創出が掲げられております。 

 続いて、都市再開発方針について説明いたします。 

 再開発方針とは、長期的な視点から計画的に再開発を推進するための指針として定めら

れています。当地区を含む都心地区は、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進す

べき地区として、２号再開発促進地区に位置づけられています。また、当地区は、都心地

区の中でも優先的に整備を進めるエリアとして位置づけられており、木造老朽家屋密集地

区の改善により防災性の向上を図り、あわせて、都市機能と居住機能が調和した複合開発

の推進を図ることが定められております。 

 続いて、都市再生に係る位置づけについて説明いたします。 

 札幌の都心部においては、図の赤枠部分が札幌都心地域として都市再生緊急整備地域に、

そのうち、緑の枠の部分が特定都市再生緊急整備地域に指定されています。都市再生緊急

整備地域では、防災性の向上や環境負荷の低減に寄与する都市開発事業の促進が、また、

特定都市再生緊急整備地域では、都心の回遊性を高め、都市の魅力向上やにぎわいの創出、

防災性、安全性の向上に寄与する公共的空間等を整備する都市開発事業を促進することが

目標として定められています。 

 以上の上位計画や立地特性を踏まえ、当地区の整備方針として、「環境負荷の抑制と災

害に強いまちづくり」、「周辺市街地の特性に応じた空間整備」、「複合機能の導入と都

市機能の更新」の三つを定めました。 

 続きまして、「事業の概要」について説明いたします。 

 まず、施設建築物の概要ですが、敷地面積約１万１，７００㎡、建築面積約９，７００

㎡、地上５０階、地下１階となっております。高さは約１８０ｍ、延べ面積は約１５万８，

０００㎡、容積率は約９００％です。 

 続いて、施設建築物の用途について説明いたします。 

 スクリーンに示しているのは、左側は施設建築物を南側から見たもの、右は真上から見

たものです。街区の南西と北東の２棟の高層棟には住宅を、南東の中層棟には医療、福祉

を、北西の低層棟には医療を配置いたします。また、南側の低層階には商業を配置いたし

ます。各用途の詳細は、住宅が約９００戸の共同住宅、医療は入院施設を備えた専門病院

とクリニックモール、福祉はサービスつき高齢者向け住宅約１００戸、商業は飲食店やミ

ニスーパーを予定しています。各用途の延べ面積については、スクリーンに表示のとおり

です。 

 なお、表の中のその他とは駐車場や共用部などです。 

 続いて、ここからは、先ほど説明いたしました三つの整備方針に基づき、施設建築物の

具体的な整備内容について説明いたします。 

 初めに、「環境負荷の抑制と災害に強いまちづくり」について説明いたします。 

 まず、環境負荷の抑制です。 
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 当地区は、札幌エネルギー供給公社による地域冷暖房が供給されている地域であること

から、公社所有の既存エネルギーネットワークと接続する計画で、医療、福祉、商業用途

に対して冷暖房や温水などの供給を受ける予定です。また、当地区のエネルギー源には、

地域冷暖房に加えてコジェネレーションシステムを導入し、電力及び温熱を医療、福祉、

商業用途に供給します。また、地区内で使い切れない余剰熱は、札幌エネルギー供給公社

に対して熱融通する計画です。 

 ここで余剰熱の融通について説明いたします。 

 一般的な建物単体でのコジェネレーションシステムの導入では、使い切れなかった熱を

放熱して捨てることになります。そこで、当地区のシステムでは、余った熱を札幌エネル

ギー供給公社に対して熱融通し、公社がその熱を利用して他の需要先に供給することにな

ります。熱融通の期間は、熱需要が少ない春から秋を想定し、検討を進めています。この

既存エネルギーネットワークとコジェネレーションシステムを併用し、熱融通を行うエネ

ルギーシステムは、本市において初めてのもので、今後の都市開発におけるモデルとして

本市のまちづくりに寄与するものと考えています。 

 次に、災害に強いまちづくりについてご説明いたします。 

 まず、非常時のエネルギーの確保についてですが、当地区では、地域冷暖房、北海道電

力、北海道ガスなど複数の供給先からエネルギーの供給を受ける予定で、それにコジェネ

レーションシステムを加えたエネルギー源の多様化により、非常時におけるエネルギー確

保の安全性を高めております。また、過去の大規模な災害では電力が復旧するまでに３日

程度を要していることから、当地区では非常用電源として３日分の燃料を確保する計画で

す。さらに、屋内広場の一部などを災害時における帰宅困難者の一時避難スペースとして

活用するとともに、これに対応した防災備蓄倉庫も確保する計画としています。 

 次に、当事業の整備方針のうち、「周辺市街地の特性に応じた空間整備」について説明

いたします。 

 当地区の外周には、歩道沿い空地を配置します。まず、当地区の南側の北８条通に面す

る部分ですが、札幌駅北口から合同庁舎につながる緑豊かな空間を当地区においても連続

させ、あわせて、快適な歩行空間と滞留を兼ね備えた空間を整備するため、敷地境界から

９ｍを歩道沿い空地として確保いたします。 

 次に、当地区の西側の西２丁目線に面する部分ですが、この通りは北九条小学校の通学

路に指定されていることから、安全で安心な通学路を創出するため、敷地境界から６ｍを

歩道沿い空地として確保します。また、それぞれの歩道沿い空地の一部を雁木空間とする

ことで、天候に左右されない安全で快適な歩行空間を創出します。この雁木空間の幅員は、

北８条通沿いが３ｍ、西２丁目線沿いが３．５ｍになる予定です。 

 当地区の東側の創成川通に面する部分には、創成川の水辺空間を調和したまとまりのあ

る緑地空間を創出するため、敷地境界から６ｍを歩道沿い空地として確保いたします。北

側の北９条線に面する部分には、北九条小学校に面して車両の出入り口が設けられること
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から、緑地帯を設置し、潤いのある空間の創出と車両の出入りにおける安全性の向上を図

る計画です。そのため、敷地境界から４ｍを歩道沿い空地として確保いたします。 

 また、南西角には、東西市街地を行き交う人々や地区内の施設を利用する方々が憩いや

休息がとれる空間を創出するため、約２２０㎡の屋内広場を確保いたします。さらに、敷

地内には東西と南北に通り抜けるための通路を幅員３ｍ以上確保するとともに、防犯の観

点から中央部に防災センターを配置いたします。 

 続いて、三つ目の整備方針である「複合機能の導入と都市機能の更新」です。 

 これは、市街地再開発事業の本来の目的でもあります。本事業を実施することにより、

木造老朽家屋を主体とした市街地から、住宅、医療、福祉、商業で構成される複合機能へ

の更新を図ります。 

 以上が整備方針の実現に向けた具体的な内容になります。 

 続いて、駐車場について説明いたします。 

 駐車場については、大規模店舗立地法、札幌市共同住宅等における駐車施設に関する指

導要綱及び札幌市建築物における駐車施設に関する条例に基づき、各用途に必要とされる

台数以上を確保することとし、共同住宅用６００台、商業、医療、福祉用として２００台、

荷さばき等１０台、計８１０台を整備いたします。 

 施設の駐車場の出入り口の設置の考え方についてですが、南側の北８条通は歩行者交通

量が多く、地域の顔となる路線であり、西側の西２丁目線は小学校の通学路に指定されて

いるため、駐車場の出入り口は設けないこととしております。これを踏まえ、住宅用及び

荷さばき用の車両出入り口は北９条線側に、商業、医療、福祉用の出入り口は創成川通側

に設置する計画になっております。 

 なお、送迎車両に対応するため、敷地内に車寄せを設置し、北９条線側に専用出口を設

ける計画です。 

 続いて、駐輪場の整備について説明いたします。 

 商業用の駐輪場については、札幌市自転車等駐車場等に関する条例に基づき、必要とさ

れる台数を算出したところ、２０台に満たなかったことから、駐輪場の設置義務はありま

せんが、医療、福祉用と合わせて５０台分を整備する予定です。また、共同住宅用として

は約１，３００台分を整備いたします。 

 次に、当事業による周辺交通への影響についてです。 

 交通量調査や大規模開発地区関連交通計画マニュアルなどに基づき、検討を行いました。

その結果、計画地の四つの角の交差点において、平日及び休日のピークにおける交差点の

需要率は０．８未満となっており、全ての交差点において交通処理が可能という結果にな

っております。 

 続いて、景観への配慮について説明いたします。 

 当地区周辺は、特に良好な景観を形成する必要がある地区として、景観計画重点地域札

幌駅北口地区に指定されており、ゆとりある歩行者空間の創出や周辺の緑と連続した緑化、
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中高層部の圧迫感の軽減などが行為の制限として掲げられています。このことから、本事

業では、歩道沿い空地の整備や隣接街区と連続した緑豊かな空間の創出、分棟とすること

による周辺から見たときの圧迫感の軽減を図るものです。 

 なお、今後、この景観計画重点区域の行為に基づき、詳細な検討を進めていく予定です。 

 続いて、日影の影響について説明いたします。 

 当地区の用途地域は、商業地域に位置しており、建築基準法による日影の制限は受けま

せんが、周辺への影響を考慮し、日影の影響が最小限に抑えられるように検討しておりま

す。スクリーンに示したものは、当事業により９時から１５時までの日陰となる部分を示

したもので、１時間以上日陰になる部分を青色、２時間以上日陰になる部分を緑色に色分

けしております。左から冬至、真ん中は春分と秋分、右側は夏至の際の日陰となる時間で

す。特に条件が厳しい冬至では、校舎は２時間から３時間、グラウンドは３時間から６時

間、影が落ちる結果となりました。 

 なお、このほかに風環境などについても調査検討を行い、大きな問題がないことを確認

しております。 

 続いて、これまで説明してきました再開発事業を実施するに当たり、必要となる都市計

画の内容について説明いたします。 

 今回、第一種市街地再開発事業の都市計画決定に加え、都市再生特別地区の変更、地区

計画の決定、高度利用地区の変更の計四つの都市計画決定及び変更が必要となります。 

 まず、事前説明第８号の第一種市街地再開発事業の決定について説明いたします。 

 市街地再開発事業は、これまで説明してきたとおり、上位計画に沿った公共性の高い事

業であり、これを円滑に進めるため、都市計画事業として決定します。まず、施行区域に

ついては、図の赤枠で示した約２．０haとなります。施設建築物については、建築面積約

１万１，７００㎡、延べ面積約１５万８，０００㎡、建ぺい率約８０％、容積率約９００％、

主要用途は共同住宅、医療、福祉、商業施設などとなります。また、敷地面積に対し、約

２０％の公開的空地を確保いたします。住宅の建設目標としては、約９００戸を供給する

計画であります。 

 以上が第一種市街地再開発事業の案です。 

 次に、事前説明第５号の都市再生特別地区の変更について説明いたします。 

 都市再生特別地区の制度の内容につきましては、さきの南２西３南西地区でご説明して

いるため、省略させていただきます。 

 本計画では、整備方針に基づく都市再生への貢献に資する取り組みを幅広く誘導する必

要があることから、都市再生特別地区を指定するものです。 

 では、具体的な都市計画の内容について説明いたします。 

 地区の名称は北８西１地区、区域は再開発事業の施行区域と同じく赤枠の部分とし、面

積は約２．０haです。制限内容として、容積率の最高限度につきましては、当地区の基準

容積率として７００％が指定されておりますが、既存エネルギーネットワークとの接続や
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有効利用、歩道沿い空地や屋内広場、敷地内貫通通路の整備といった整備方針に基づく都

市再生の取り組みを総合的に評価して、２００％緩和し、合計で９００％とします。 

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

限度は現在の用途地域による基準建ぺい率と同じく８０％に、建築面積の最低限度は３０

０㎡に定めます。 

 次に、本計画を建物の形態として担保するため、高さの最高限度と壁面の位置の制限を

定めます。高層棟の部分を１８０ｍ、中層棟の部分を７０ｍとし、それ以外の部分につき

ましてもスクリーンにお示ししているとおりの高さとします。また、壁面の位置の制限に

つきましては、青色に塗られている部分は、上空も含めて、スクリーンにお示ししている

数値のとおりに後退することとし、赤色に塗られている北８条通と西２丁目線に面する部

分は、地盤面からの高さが３．５ｍ以下の部分をさらに後退させ、雁木空間とします。 

 次に、事前説明第１０号の地区計画の決定について説明いたします。 

 地区計画の目的につきましては、さきの南２西３南西地区と同様に、都市再生特別地区

を補完するものです。 

 地区の名称は、北８西１地区地区計画、区域は、他と同様に赤枠の部分とし、面積は２．

０haです。 

 地区整備計画の内容として、まず、地区施設ですが、本計画で創出される空地を担保す

るとともに、その目的を明確にするため、道路に沿った部分を歩道沿い空地、北８条通と

西２丁目線の交差部の屋内広場を広場、敷地の東西南北を貫通する通り抜け通路を敷地内

貫通通路として位置づけます。 

 次に、建築物の用途の制限についてですが、地区にふさわしい都市機能の集積を図るた

め、風俗店舗を建築できないものとします。また、良質な景観形成を図るため、建築物等

の形態または意匠の制限を定め、現在、札幌駅北口で指定している札幌駅北口地区景観計

画重点区域における行為の制限に基づくこととします。 

 以上が地区計画の案です。 

 次に、事前説明第４号の高度利用地区の変更について説明いたします。 

 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を

図ることを目的とするもので、札幌駅北口につきましては、現在、高度利用地区として札

幌駅北口地区第一地区がご覧のような区域で指定されております。 

 札幌駅北口地区第一地区では、容積率の最高限度のほか、スクリーンに表示の制限項目

を定めておりますが、これらの項目については、今回、新たに指定する都市再生特別地区

において網羅されることになります。このことから、高度利用地区の変更内容としては、

札幌駅北口地区第一地区の区域から北８西１地区の区域を除外するものです。 

 最後に、今後のスケジュールについて説明いたします。 

 北８西１地区の再開発事業については、環境影響評価の手続を並行して進めております。

今回の事前説明の後、環境影響評価に関する準備書の公告を行い、都市計画案とともに準
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備書の縦覧を行った上で環境影響評価審議会へ諮問を行います。また、当事業で関係する

町内会関係者への説明は９月１３日と２０日に、周辺地域住民や北九条小学校の保護者を

対象とした説明会は１０月８日に開催する予定です。都市計画審議会への諮問は、平成２

６年２月の審議会を予定しております。答申をいただいた後、年度内に都市計画決定告示

と環境影響評価に関する評価書の公告を行う予定です。その後、平成２６年度には、市街

地再開発組合の設立、権利変換計画の認可を行い、平成２７年度は建築工事に着手、平成

２９年度には１期工事が完了し、その後、平成３１年度には全ての建築工事の完了を予定

しております。 

 以上で事前説明案件グループ分け③北８西１地区関連についての説明を終わらせていた

だきます。 

 

●亘理会長 それでは、北８西１地区に関する説明につきましてご意見やご質問などをお

願いしたいと思います。 

 それでは、森田委員、お願いいたします。 

 

●森田委員 私はどうしても環境と災害にこだわってしまいますが、要望と質問をさせて

いただきます。 

 要望ですけれども、具体的に決まっているようですが、これから町内会や小学校に対し

て事前説明がございますね。その結果は我々審議会にきちんと報告がなされると思います

けれども、この説明会は本当に大事だと思います。日照権、交通の問題、特に北九条小学

校がございまして、恐らく、ＰＴＡの皆さんや学校関係者もいろいろな意味で心配してい

ると思いますので、そこはきちんとしたご説明をお願いします。 

 質問は、災害の備蓄についてですが、例えばミネラルウオーターや乾パンが何人分とか、

毛布がいくつぐらいだというのはまだ具体的に決まっていないのですか。 

 

●亘理会長 以上２点ですけれども、いかがでしょうか。 

 

●事業推進担当部長 １点目の地域の皆様に対する地元説明についてです。 

 委員がご指摘のとおり、十分に丁寧なご説明をした上で、地域の方の意見も踏まえなが

ら、可能なものがあれば計画に反映するように整理したいと思っております。地元説明で

出た意見や内容につきましては、次回の審議会の場でまたご報告させていただきたいと考

えております。 

 次に、２点目の備蓄倉庫の内容ですが、今は建築物の概要の段階でして、今後、その内

容を詰める中で、危機管理対策室などの関係部局と調整しながら、備蓄する内容や量につ

いて整理して、可能な限り早くご説明できるようにしていきたいと考えております。 
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●亘理会長 それでは、堀内委員、お願いいたします。 

 

●堀内委員 手短に質問いたします。 

 医療・福祉棟は７０ｍとあるのですが、何階建てを予想されているのですか。また、住

宅が約１００戸とありますが、これは分譲なのか、賃貸なのか。 

 また、５０階建ての住宅ということで、かつて経験したことのないＪＲタワーより高い

というお話ですので、総事業費をお知らせください。 

 

●事業推進担当部長 ご質問の１点目の中層棟の階数は、１７階を想定しております。 

 また、福祉系の住宅は分譲か、賃貸かというお話ですが、現在は、サービスつき高齢者

住宅として賃貸で計画しております。 

 事業費につきましては、先ほどの南２西３南西地区と同じように概算になりますが、３

５０億円程度の総事業費を想定しております。補助金につきましては、その１５％という

ことで約５３億円になるのかと考えております。内訳として、半分は国の補助金を考えて

おります。 

 

●亘理会長 それでは、松浦委員、お願いいたします。 

 

●松浦委員 「２－４」で駐車場、駐輪場とありますね。共同住宅指導要綱に基づいて２

７０台が必要だと、また、大規模小売店舗立地法では４０台と書かれていますから、これ

で３１０台ですが、附置義務条例の４１５台について説明してください。 

 もう一つは、指導要綱には法的な拘束力はありません。この指導要綱に従ったら、代替

として容積率の緩和が出てくるのか、対象になっていくのかどうか。ここでは容積率が２

００％緩和になっておりますが、この２点について説明してください。 

 

●亘理会長 それでは、お答えいただきたいと思います。 

 

●地域計画課長 ２点目の質問について、私から先にお答えいたします。 

 結論から言いますと、この台数を満たすことによって緩和しているということではござ

いません。 

 

●亘理会長 第１の質問はいかがでしょうか。 

 

●事業推進担当部長 駐車場の関係ですが、札幌市建築物における駐車施設の附置等に関

する条例では、店舗で９台、病院で５８台、その他で３４７台、合計で４１４台になりま

すが、そういうふうにして算出しております。 
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●亘理会長 そうすると、「２－４」の数字は再検討して訂正されるのですか。 

 

●事業推進担当部長 今、説明したとおり、合計は４１４台になるのですが、丸めて４１

５台といたしました。 

 

●松浦委員 病院の５８台と店舗の９台は、何によって義務づけられているのですか。 

 

●事業推進担当部長 根拠は札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例で、こ

れに基づいて各施設の面積から算出しております。 

 

●松浦委員 わかりました。 

 それでは、先ほどと同じように２００％の内訳を示してください。 

 ここも、さっきと同じように、駐車場を敷地内にとらないといった場合もオーケーなの

ですね。この建物では４１５台の設置義務があるけれども、そばの駐車場と契約して使い

ますとなったら、それもオーケーなのですか。 

 

●事業推進担当部長 今のお話は、隔地駐車場ということで、事業区域内以外に駐車場を

設けてもいいのかというご質問かと思います。 

 その点については、今回の事業計画では、交通処理上、問題がないということですから、

一般的には隔地駐車場は適用されないと考えております。先ほどの南２西３南西地区につ

きましては、駅前通を市電が走るので車の出入り口を設けらず、狸小路にも出入り口が設

けられません。また、交通処理上、南２条線に車の出入り口が錯綜すると危険だというこ

とで隔地駐車場もやむなしと判断したと聞いております。 

 

●松浦委員 危険だと判断したのだったら、どれだけの交通量があって、実態として本当

に危険なのかどうか、どういう実証をしたのか、それが出されなければだめなのです。机

上で感覚的なものではだめなのです。なぜかといったら、大切な財産権にかかわり、利害

関係にかかわることだからです。 

 それから、ここも、同じように外に置いてもいいのだということだって可能だし、先ほ

どのところも、そういうことからいったら一部の台数はちゃんと出入りしているわけです。

そのほかの台数があちらでなければだめだなんていう理屈をどうやって証明するのか、そ

ういうこともちゃんとしなければだめです。 

 全てが金銭にかかわることで、団体なり個人の私有財産にかかわることですから、そう

いうことについては根拠がなければだめな話ですから、そこはちゃんとしてもらいたいと

思います。恐らく、今日は出ないでしょうから、次回までにきちんと整理するようにお願
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いいたします。 

 

●地域計画課長 今、もう一点、容積率の緩和の詳しい説明についての質問があったかと

思います。 

 先ほどの南２西３南西地区のときにも、こういうようなスクリーンをお見せして、２０

０％緩和の根拠について、ご覧のような形を評価して緩和するという考えでございますが、

先ほどと同様に、詳しい内訳については次回ということでよろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 それでは、本郷委員、お願いいたします。 

 

●本郷委員 この前の画面で必要駐車台数の算定がありましたね。共同住宅では９００戸

で駐車台数は２７０台、計画台数は６００台ですね。先ほどの南２西３南西地区だと１３

０戸に対して６０台ということですが、この考え方についてご説明をお願いします。 

 

●亘理会長 共同住宅の戸数と駐車台数の関係についてお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 南２西３南西地区につきましては、必要最低限度というよりは、あ

る程度余裕を見て設置しております。設置台数につきましては、基本的には、住宅ディベ

ロッパーがおりまして、保留床を住宅として処分する住宅メーカーのようなところですが、

そこの意向を踏まえながら台数を計画していくことになります。２７０台というのは必要

最低数で、それに対して今回は６００台を整備することになっております。 

 

●本郷委員 この手の住宅では、大体これぐらいの台数が確保されるのが普通なのですか。 

 

●事業推進担当部長 私どもの再開発関係の経験での話になりますが、例えば手稲や琴似

など、どちらかというと都心ではない郊外の拠点地区では、大体、入居戸数分ぐらいを確

保するのが一般的と聞いております。ただ、都心部で、なおかつ、交通の利便性がいいと、

公共交通の利用で十分な方も多くいらっしゃることも想定して、今回の南２西３南西地区

と北８西１地区につきましては、駐車場の整備台数は計画戸数よりも落として大丈夫とい

うのがハウスメーカー側の考えと聞いております。 

 

●本郷委員 この隣の隣に４５階建ての建物がありますでしょう。そこも同じぐらいの台

数なのですか。 

 

●事業推進担当部長 申し訳ありませんが、今、台数については即答できません。 
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●本郷委員 次回でいいですが、ここは北九条小学校の前に出入り口がありますね。時間

帯によりますが、通勤に使うとか、そういうことを考えてこの台数でいいのか、教えてく

ださい。 

 

●亘理会長 住宅戸数と駐車場の台数は、事前説明の２件目と３件目で必ずしも比率が対

応しておりません。そこは地域的な事情を十分に説明される必要があると思いますので、

その点をよろしくお願いいたします。それから、既存の建物との関係で、同じような地域

に並ぶわけですから、それにも対応しなければならないと思いますので、その点の説明も

次回によろしくお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 今、少し時間を使わせていただいてもよろしいでしょうか。 

 先ほど説明した中で間違いがございまして、修正点が１点あります。 

 スライドでは４２番となりますが、施設建築物の概要の部分で、建築面積は１万１，７

００㎡と記載しておりますが、正確には９，７００㎡となります。 

 我々のミスでございまして、申し訳ございません。 

 

●亘理会長 １万１，７００㎡は敷地面積ですね。正確に言うと、敷地面積が１万１，７

００㎡、建築面積は９，７００㎡ということですね。 

 それでは、長谷川委員、お願いいたします。 

 

●長谷川委員 皆さんから出た駐車場の問題も気になるのですが、一つだけ、共同住宅が

９００世帯でサービスつき高齢者住宅が１００世帯ですから、１，０００世帯がこの狭い

敷地にあるということになりまして、そういう例は札幌では余り見たことがありません。

私は山鼻に住んでおりますが、山鼻サンタウンには大体５００世帯ぐらい入っていますけ

れども、ここは８棟に分かれていて、敷地がたくさんあります。そして、緑地帯や公園も

あり、集会場を持っておりますし、また、駐車場等についても山鼻中学校の関係で非常に

整備しながら進めてきております。 

 今回、これだけ住人が入るということですが、私はどうもイメージが沸かないので、ど

ういう住人になるのでしょうか。というのは、向かいの北九条小学校は建てかえたばかり

ですが、この学校対策もどこまで考えておられるのでしょうか。これは入ってから考える

ということにもならないでしょうから、校区を変更するだけで済むような規模には多分な

らないと思うのですが、説明を聞いていてもイメージが沸かないのです。先ほど創成川緑

地という話もありましたが、これだけの住人が住む中で、数字上では可能だけれども、現

実のイメージをどのように考えておられるのか、その点を聞いておきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 
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●亘理会長 事業が終わり、建物が建った時点で、住む人の住環境の問題、そして、小学

校の文教環境の問題ですが、この点はいかがでしょうか。 

 

●事業推進担当部長 住宅の入居者はどういう層を想定しているかというご質問かと思い

ますが、ファミリーが何％、郊外に住む高齢者で、除雪から解放されたくて住む方がどの

くらいの方かなどというのは、まだ想定しておりません。ディベロッパーの調査によると、

２０％から２５％程度は市外からの入居者が期待できるのではないか、また、１５％から

２０％程度は道外からの住宅購入が期待できるのではないかと想定しているところです。

ただ、委員のご指摘の点も含めて、次の機会までに整理してご説明したいと思いますので、

もう少しお時間をいただきたいと思います。 

 

●亘理会長 それでは、坂本委員、お願いいたします。 

 

●坂本委員 学校のことです。 

 長谷川委員の質問に関連して、現地でも立ち話でお話を伺ったのですが、今、北九条小

学校ができ上がりつつありますね。学校の規模が大きくなることは十分に想定できると思

うのですが、児童数の伸びとか教室数の確保について教育委員会とは全く議論していない

と聞いたのですけれども、それは事実なのでしょうか。 

 狸小路の南２西３南西地区の案件でも思ったのですが、実は、住宅政策は極めて大事な

札幌市の政策の一つです。高齢者世帯や子育て世帯をどういうふうに住み分けさせていく

のか、どういう公共サービスを提供していくのかという基軸になる問題です。今回は１，

０００世帯というお話がありましたが、教育などを含めて、あるいは、子育てなどが出て

くれば保育所の整備の問題もかかわってくると思うのです。しかし、そこについては他部

局と全く議論していないことであれば大問題だと思いますので、その辺の経過があればお

話しいただきたいと思います。 

 それから、工期について、第１期、第２期の終了についてそれぞれ書いてありますが、

第１期工事、第２期工事のそれぞれの中身と、どういうスケジュールになっているのか、

教えていただきたいと思います。 

 

●事業推進担当部長 １点目の教育委員会との協議の話です。 

 現地で説明員の説明が余りよくなかったと思うのですが、教育委員会とは早い時期から

協議を進めておりまして、学校の建てかえの計画をつくる際にも、北８西１地区では再開

発の計画があることを十分に理解していただいております。そういった中で、校舎のレイ

アウトも、一番影響の少ない北側に校舎を寄せて建築してもらった経緯があります。また、

児童を引き受けられるかどうかについても説明しておりまして、そういった部分も見込ん

で今の学校の計画をつくっておりますので、その点についてはご安心いただければと思い
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ます。 

 それから、１期工事と２期工事についてです。 

 １期工事で平成２９年度までに完成を予定しておりますのは、南側の高層棟の住宅１棟

と中層棟と低層棟の３棟という計画になっております。残る北東角の住宅の高層棟につい

ては平成３１年です。ですから、時間差を持つことによる激変緩和も考えながら住宅供給

計画をつくっていきたいと考えております。 

 

●坂本委員 学校の計画について、当初から了承していることはわかりました。今後、増

えていく可能性があるということで、今も既に余裕を持って学校建設をされているのか、

それとも、児童数が増えていくに従って増築していくことを検討しているのか、その点を

伺いたいと思います。 

 それから、日影の問題です。先ほど森田委員からは十分に丁寧な説明をした上で地元説

明会の報告もきちんとしてほしいというお話があり、それはやるということでした。しか

し、学校にいる９時から３時までの６時間は、冬休みの直前では校舎で過ごす時間の３分

の１から半分は日の入らない状態になること、グラウンドに至っては、一日中、日が当た

らない可能性があるということです。冬至は冬休みに入ってしまいますけれども、グラウ

ンド利用を考えたときに、避難場所や一時避難場所などいろいろな活用の仕方があると思

うのですが、こういうことについても全く支障がないということなのでしょうか。 

 それから、春休みを経て、クラブやスポーツ少年団などいろいろな形でグラウンドの利

用が春先から始まると思うのですが、それについても全く支障がないとお考えなのか、伺

いたいと思います。 

 

●事業推進担当部長 １点目は、小学校は今後どういうふうに対応できるのかというご質

問だと思いますが、基本的には、再開発によって児童が増えることも想定しておりますけ

れども、想定以上に周辺の児童が増えることになった場合には増築の余地も残した計画に

していることで、ある程度の対応はできるという整理をしております。 

 それから、日影の関係につきましては、学校に対する影響が避けられないというのは私

どもとしても十分に理解しております。恐らく、グラウンドにつきましては、一般的な雪

解けよりも２週間程度おくれるのではないかと想定しておりまして、そういう部分では学

校及び学校関係者の皆様にもいろいろとご迷惑をかける部分も出てきますが、そういった

部分も何とかご理解いただけるようにきちんと説明していきたいと考えております。 

 

●坂本委員 改めて、教育委員会と詳細な協議をして、審議会あるいは議会にも報告をい

ただきたいと思います。 

 公開空地を設けるなどして圧迫感を感じない建て方にするのは、建物のすぐ下にいる、

あるいは、そこを通行する人間にとっての配慮だけれども、１丁離れたところで、グラウ



 - 45 -

ンドを挟んで小学校から見たときの圧迫感ははかり知れないものがあると私は考えます。

そういう意味では、高度利用のために適用を除外しながら、容積率２００％の緩和も行い、

ここに１８０ｍ、５０階建ての住宅を建設することは、民間ディベロッパーのお考えもも

ちろんあるのでしょうけれども、都心部の住宅政策を考えたときに、私は、文教施設に与

える影響は非常に大きいと思いますので、慎重に対応しなければいけないと思います。 

 また、床の売り払いの問題もありますけれども、私は、高さ規制はきちんと行って、行

政としてこういう住宅の建て方をさせないことが必要なのではないかと考えておりますの

で、住民説明会を含めて慎重に対応していただきたいということを求めて、終わります。 

 

●亘理会長 ９００戸というと一つの大きなまちができるぐらいの戸数ですから、基本的

なデータとして、こういった大規模な建物の例がいくつぐらいあるのか、そういう比較の

対象となるような数値をまずは出していただいたほうがよろしいかと思います。また、特

に文教施設との関係で高い建物が問題になるような類似のケースがあるかどうか、先行事

例などがあればご紹介いただければと思います。 

 それでは、松浦委員、お願いします。 

 

●松浦委員 学校の関係は、去年の５月に、私どもの会派の金子議員の子どもが小学校１

年生に上がりまして、金子議員がＰＴＡとして教育委員会といろいろ話をした経緯があり

ました。それで、いくつかの問題は、金子議員の指摘を受けて、教育委員会で検討した経

緯があります。 

 ここにサービスつき高齢者向け住宅が１００戸できますね。また、病院や福祉施設がで

きるとなれば、当然、看護師、介護士など、主に女性の職場となります。そうなると、計

画段階で、この施設の中かどうかは別にして、事柄的に保育園をきちんと位置づけておく

べきではないかと思うのですけれども、これについての検討はどうなっておりますか。 

 

●亘理会長 非常に重要な問題ですけれども、いかがでしょうか。 

 

●事業推進担当部長 保育園を検討しているかという質問ですが、今のところ、検討して

おりません。ただ、商業系の床の活用についてはいろいろ検討できる余地がまだあります

ので、今後の施設建築物の検討の中でそうした点も踏まえて整理していきたいと思います。 

 

●松浦委員 札幌市では、上田市長は子育て支援を市長の選挙公約の柱の一つにしてずっ

と進めてきております。そして、国も、ここ数年はそういうことに力を入れて、今の安倍

政権もそこに一つの大きな政策的な柱を立ててやっていますね。そうすると、当然、これ

だけの規模の施設をつくるとなれば、そこにきちんと保育園もつくりますというようなこ

とが頭書きの中に入ってこなければだめだと思うのです。しかし、今のお話を聞いていた
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ら、まだ余地はありますと。それは、余地はありますよ。病院と介護施設の面積があるわ

けですから、その中でやりくりをして保育園の一つでもつくろうかということは十分にで

きますよ。私は、そういうことを聞きたいのではないのです。皆さん方が考えるときに、

共同住宅とか駐車台数や荷さばきという主要な中に保育園もあって、定員はどのぐらいを

想定していますということが出てくるぐらいでなければ、札幌市も含めて、国の政策の中

ではだめだと思うのです。住宅政策は、先ほど坂本委員も言われたように、人が住んでま

ちというのは初めて成り立つわけです。そこが落ちているというのは、率直に言って、開

発業者の計算だけで、それをどう実現させるかということが皆さんの頭にあって、住む人

にとって何が必要かとか、その快適性とか、そういうことを基盤にして物を考えているわ

けではなく、逆になっているのではないかと思わざるを得ないです。 

 したがって、ここのところは、この中に出てくるように、この次まで表をつくり直して

出してください。そうでなければ、札幌市職員であり、市長の配下である、再開発に関連

している皆さんは、国の政策とも札幌市長の政策ともかけ離れたことをやっている、とい

うふうに見られてもしょうがないのではないかと私は思うわけです。 

 若松局長、今度、出すときにはしっかりとそれを入れていただきたいと思います。長谷

川委員は学校の先生をやっておられましたので、学校のことが気になっていると思います。

それと同時に、子どものことも十分に気になっていると思うので、これはちゃんと出して

ほしいと思います。局長、会長から次に資料を出してくださいと言われて、出てきた資料

がそれなりのものでは困るので、これについては注文をつけたいと思います。 

 

●亘理会長 それでは、局長、指名ですので、お願いいたします。 

 

●都市計画担当局長 ご発言のように、確かに女性が多い職場ですから保育所の設置の必

要性もあると思いますが、周辺の立地状況も含めて検討する必要があると思いますので、

その辺については次回にしっかりと説明させていただきたいと思います。 

 

●松浦委員 周辺の設置状況というよりも、９００戸の共同住宅ができ、医療施設も介護

施設もできるとなったら、当然、この計画の中にそういうものが入ってこなければだめな

のですよ。平成３１年にこれが完成するころに、今ある周辺の保育所の定員を含めて一体

どうなるかという正確な予測は、札幌市みたいな都市ではかなり難しいです。しかし、そ

れとは別に、この事業でやらなければだめですよ。それで、もし周りでは入り切りません

となったら、また札幌市でお金を出して施設をつくらなければなりません。 

 したがって、こういうことをやるときには、これだけの大規模な事業ですから、全体の

計画の中で保育所を一つぐらいつくるお金が生み出せないわけはないんですよ。出せるの

ですよ。それこそ、容積率の緩和で、鉛筆をなめて端数を整理して切り上げてあげたら、

それぐらいは出ますよ。それが皆さんの知恵の働かしどころです。業者に損をさせなくて
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もいいのです。駅前では既にそうやっているでしょう。 

 どうですか。私はそのことを求めたいのです。 

 

●亘理会長 容積率の２００％アップと連動する側面も確かに含んでおりますので、委員

の方のご意見を踏まえて、改めて、次回以降に担当課としての説明をお願いしたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 

●事業推進担当部長 はい。 

 

●亘理会長 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、丸山委員、お願いいたします。 

 

●丸山委員 簡単な質問です。スライド３２にある「２－３」の整備方針の実現について

お伺いしたいと思います。 

 余り具体的にイメージできないものもまだ多いとは思うのですが、特に気になるのは、

最後に書かれている文化活動を支える空間の整備とありますけれども、これは具体的にど

のようなものなのかなと思いました。これは、容積率の緩和には反映されていないので、

公共的なものではないのかと想定しておりますが、具体的にご説明をいただければと思い

ます。 

 

●亘理会長 文化活動を支える空間の整備についてのご説明をお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 文化活動を支える空間ということで、今、想定しているのは、スラ

イドの３０に記載しております東西南北を走る貫通通路です。これは最低幅員が３ｍで、

３ｍ以上の空間を確保する予定となっておりまして、そこを地域の方に開放して多目的に

活用してもらうことを想定しております。ここについては、現在、２４時間開放しようと

考えているスペースでございます。 

 

●亘理会長 ほかにご意見やご質問などがありましたらよろしくお願いいたします。 

 それでは、池田委員、お願いいたします。 

 

●池田委員 ３４ページの住宅の中を通る道ですが、これは、ブロックで周りを囲んでい

るところを通る道なのでしょうか。このあたりは密集もしておりますし、福祉や医療が入

っていて、そこを訪ねてくる高齢者も多いのではないかと思います。そういうときに、今

はお年寄りの誤発進が結構多いですから、ここにフェンスなどを立てる予定があるのかど

うか。また、これだけの住民がいて、車の台数もそれなりにある中で、小学校がすぐ近く
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にありますから、事故防止などについてどういう対策をとられるのか、次回でいいので教

えてください。 

 

●亘理会長 建物内の通り抜け通路と事故の防止の問題についてです。これは、次回のご

説明でよろしいのですね。 

 

●池田委員 はい。 

 

●亘理会長 それでは、坂本委員、お願いします。 

 

●坂本委員 丸山委員のお話のところで、幅員３ｍ以上の通り抜け通路の線が十字になっ

ておりますね。これは、イメージ図を見ると屋根がかかっているように見えるのですけれ

ども、３４ページでは、医療、住宅、商業、医療、福祉が白くなっておりますので、ここ

は通り抜けができるようにアーケードになっており、先ほどのご報告のとおり、２４時間

活用できるところにつながるのかという確認が一つです。 

 また、今、自動車の誤発進の話もあり、なるほどと思って聞いていたのですが、この図

は北９条線に向かって車を出すということですね。ここは、例えば右折はできないように

するなど、交通管理者と十分に議論をしていただいてはどうかと。私は、左側にしか出ら

れないほうが望ましいのではないかと思うのです。そうするとスクールゾーンに向かって

走ることになるのですが、少なくとも敷地内で渋滞させないことを考えると、右折はご遠

慮願う対応が必要なのではないかと思いますので、ぜひ検討していただきたいと思います。 

 

●亘理会長 この点も、次回以降にお答えいただくことでよろしいでしょうか。 

 

●事業推進担当部長 １点目の貫通通路については、委員のご指摘のとおり、屋根のかか

った通路として整備します。そして、真ん中に防災センターを配置し、防災面も考慮する

空間として整備いたします。 

 

●亘理会長 始まって３時間半近くが経過いたしました。 

 次回以降もいろいろな意見交換や質疑応答も可能ですので、本日の委員会で全てを話し

切る必要は必ずしもないかと思います。それでもなお、この点は本日に伺いたいという点

がありましたら、お手を挙げていただきたいと思います。 

（「なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 本日は、これぐらいでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、本日予定いたしました議事は、これで全て終了いたしましたので、
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事務方に委ねたいと思います。 

 

  ４．その他 

●事務局（調整担当課長） 本日は、長時間のご審議をいただきまして、ありがとうござ

いました。 

 次回の審議会は、１１月１８日月曜日午後１時３０分から、会場は、今回と同様、市役

所１２階の会議室を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

  ５．閉  会 

●事務局（調整担当課長） 以上をもちまして、第７２回札幌市都市計画審議会を終了い

たします。 

 ありがとうございました。 

                                  以  上   
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