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平成２５年度第５回（第７４回）札幌市都市計画審議会 

 

 

  １ 日  時   平成２６年１月２３日（木）午前１０時３４分～午後４時５９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２１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長 

 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 

               観光文化局文化部調整担当部長 

 教育委員会学校施設担当部長 

 

  ４ 議  事 

   【諮問案件】 

   （市決定） 

   議  案 第１号 札幌圏都市計画用途地域の変更【東雁来第二地区】 

   議  案 第２号 札幌圏都市計画特別用途地区の変更【東雁来第二地区】 

   議  案 第３号 札幌圏都市計画高度地区の変更【東雁来第二地区】 

   議  案 第４号 札幌圏都市計画都市再生特別地区の変更【北１西１地区】 

   議  案 第５号 札幌圏都市計画道路の変更【札幌駅前通公共地下歩道、 

             石山・藤野通、石山・穴の沢通、石山通、西２丁目地下歩道】 

 

   議  案 第６号 札幌圏都市計画駐車場の変更【北１条駐車場】 

   議  案 第７号 札幌圏都市計画学校の変更【石山中学校】 

   議  案 第８号 札幌圏都市計画第一種市街地再開発事業の決定 

                        【札幌創世1.1.1区 北１西１地区】 

   議  案 第９号 札幌圏都市計画地区計画の決定【創世交流拠点地区】 

   議  案 第10号 札幌圏都市計画地区計画の変更【東雁来第二地区】 

   議  案 第11号 札幌圏都市計画地区計画の変更【手稲山口地区】 

   議  案 第12号 札幌圏都市計画地区計画の変更【札幌駅前通北街区】 

 



  

   【補足説明案件】 

   第７２回都市計画審議会 事前説明 第４、５、８、１０号 北８西１地区関連 
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【補足説明案件】  

 

 

 

 

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 東雁来第二地区関連 

用途地域の変更 

特別用途地区の変更 

高度地区の変更 

地区計画の変更 

議案第１号 

議案第２号 

議案第３号 

議案第10号 

第１号 

② 手稲山口地区 地区計画の変更 議案第11号 第２号 

③ 北１西１地区関連 

都市再生特別地区の変更 

駐車場の変更 

第一種市街地再開発事業の決定 

地区計画の決定 

議案第４号 

議案第６号 

議案第８号 

議案第９号 

第３号 

④ 西２丁目地下歩道 道路の変更（起点の変更） 議案第５号 第４号 

⑤ 

札幌駅前通公共地下

歩道関連 

道路の変更（出入口形状の変更） 

地区計画の変更 

議案第５号 

議案第12号 

第５号 

⑥ 石山地区関連 

道路の変更（石山・藤野通、石山・ 

穴の沢通、石山通） 

学校の変更（石山中学校） 

議案第５号 

第６号 

議案第７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 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 

第７２回 

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） 皆さん、おはようございます。 

 定刻となっております。 

 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。 

 ただいま、委員２４名のうち、１６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７４回、平成２５年度としましては第５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。 

 それではまず、資料の確認をお願いいたします。 

 諮問案件が１２件、補足説明案件が４件でございます。議案書、パワーポイントを抜粋

した資料、一部案件の環境影響評価に関する関係資料、そして、補足の参考資料につきま

しては、事前に送付させていただいております。本日、ご都合によりお持ちでない委員が

いらっしゃいましたら、事務局までお知らせをお願いいたします。 

 次に、本日、各委員のお席に配付させていただいた資料の確認をお願いいたします。 

 まず、左手に４点ございます。配布資料１として会議次第、配布資料２として、案件の

一覧と裏面に案件グループ分けの表がございます。次に、配布資料３として、委員の名簿、

裏面は座席表となっております。そして、４点目として、議案第５号、７号関係の意見書

を配布させていただいております。次に、各委員の右手にも４点ございます。上から順に

手稲山口地区、北１西１地区、石山地区、そして、補足説明案件として北８西１地区のパ

ワーポイントのスライド資料がございます。ご確認をお願いいたします。 

 続きまして、連絡事項でございます。 

 愛甲委員、内田委員、佐々木委員、長内委員、坂本委員につきましては、欠席する旨の

ご連絡をいただいております。また、足立委員、堀内委員につきましては、遅参する旨の

連絡を頂戴しております。 

 また、本日の議案に関連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、観光文化局文化部、都市局市街地整備部、教育委員会生涯学習部の関係職員

が参加しております。 

 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 はじめに、遅刻をいたしまして、申しわけございませんでした。 

 せっかく午前中からお集まりをいただきながら、十分に時間をとっていたつもりですけ

れども、駐車場に入れず、渋滞をいたしました。時間が過ぎてしまって、まことに申しわ

けありません。 

 議長の亘理でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 
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 まず最初に、本日の議事録署名人を指名させていただきます。 

 森田委員と長谷川委員にお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

  ３．議  事 

●亘理会長 それでは、早速、議事に入りたいと思いますが、この時点から場内での写真

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けれども、既にお配りしております案件グループ分け

にありますように、関連する案件ごとにご説明いただく形で進めたいと思います。それか

ら、説明及びご発言に当たりましては、可能な限り明確に、かつ、簡潔にご発言いただき

たいと存じます。 

 

    ◎東雁来第二地区関連について 

●亘理会長 それでは、東雁来第二地区関連に係ります議案第１号、第２号、第３号、第

１０号について、担当職員からご説明をお願いいたします。 

 

●都市計画課長 都市計画課長の米田と申します。 

 それでは、議案第１号、第２号、第３号及び第１０号の東雁来第二地区における札幌圏

都市計画用途地域、特別用途地区、高度地区及び地区計画の変更についてご説明いたしま

す。 

 本案件は、前回１１月１８日の都市計画審議会におきまして事前説明を行った案件でご

ざいます。お手元に資料を配付しておりますけれども、説明はスクリーンで行いますので、

前方をご覧いただければと思います。なお、説明事項といたしましては、こちらにお示し

している順に説明を行ってまいります。また、前回の事前説明においてご質問をいただき

ました「東雁来第２地区土地区画整理事業の見直しの経緯」と「工業用地の需要と供給」

の２点につきましては、後半にまとめて説明いたしたいと存じます。 

 はじめに、今回の変更箇所である東雁来第二地区の概要について説明いたします。 

 当地区の位置は、札幌市中心部から北東側に約７km離れた場所に位置してございます。 

 こちらが周辺を拡大した航空写真でございます。 

 地区の周辺には、国道２７４号や２７５号、道央自動車道、札幌インターチェンジなど

が位置してございます。また、地区の周辺には、豊平川、雁来新川、そして、地区内には

雁来川が流れております。 

 次に、当地区における用途地域等の変遷について説明いたします。 

 当地区は、平成７年に市街化区域に編入され、平成８年より本市施行の土地区画整理事

業が行われております。市街化区域への編入当初は、地区内の土地利用の方向性が確定さ

れていなかったため、用途地域等につきましては暫定的な指定となっておりました。その

後、土地区画整理事業が進み、土地利用の方向性が定まっていくことに合わせて、平成１
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４年、１７年、２４年に用途地域や地区計画等を変更しております。今回につきましても、

これまでの変更と同様に、土地利用の方向性が定まったことから、その区域について、用

途地域や地区計画等を変更するものでございます。 

 次に、当地区の土地区画整理事業の概要について説明いたします。 

 事業の目的としましては、「公共施設等の整備」や「住宅用地の安定供給」、そして、

「交通利便性を生かした工業用地の供給」でございます。 

 事業面積は２１０．８ha、事業期間は平成８年度から２９年度までの予定となっており、

現在の進捗率は平成２４年度末の事業費ベースで約８３％となっております。 

 現在の整備状況につきましては、ご覧のとおりでございます。 

 画面上の色がついているところが整備済みで、色がついていないところが未整備の区域

となっております。 

 続きまして、当地区の現況について、写真を示しながら紹介させていただきます。 

 まず、当地区を土地利用の状況ごとに分類いたしますと、「住居系」、「商業系」、「工

業系」、そして、「重点整備地区」と呼ばれる四つの大まかなエリアに分けられます。こ

の「重点整備地区」につきましては、さらに四つのエリアに細分化しております。この図

で、赤枠で示した部分が、今回、都市計画を変更する区域でございます。 

 まずは、住居系エリアの様子でございますが、ご覧のように、住宅が建築されており、

新築工事も各所で行われております。 

 次に、商業系エリアの様子でございます。商業系エリアは、地区の中心部に固まって位

置しておりますけれども、当該地には、「ホームセンター」、「薬局」や「スーパー」な

どが建築されております。 

 続いて、工業系エリアの様子でございます。現在の工業系エリアは、地区の南西側に位

置しておりますが、当地区には、「物流センター」、「倉庫」、「事務所」などが立地し

ております。 

 次に、「重点整備地区」についてご説明いたします。 

 東雁来第二地区の北東部に位置するこのエリアは、土地区画整理事業の認可当初は、住

居系の土地利用を見込んでおりました。しかしながら、その後、住宅需要が沈滞化したこ

とから、平成１７年に住居系の土地利用を見直し、点在した保留地を集約して、新たなま

ちづくりに対応する「重点整備地区」として位置づけたものでございます。 

 ここで、この区域の図を拡大いたします。 

 重点整備地区は、基本的な土地利用の考え方に応じて、「スポーツ交流地区」、「福祉

交流地区」、「多機能交流地区」、「河川防災ステーションなどの区域」という四つの地

区に細分化しております。 

 「スポーツ交流地区」につきましては、現在は、東雁来公園のほか、コンサドーレ札幌

のユースチームの練習場、民間のサッカー場などが既に設置されております。 

 続きまして、「福祉交流地区」でございます。当地区には、現在、特別養護老人ホーム
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や自閉症者自立支援センターが設置されているほか、今後、市営住宅を建築する予定とな

っております。 

 次に、「河川防災ステーションなどの区域」でございます。こちらの区域は、河川防災

ステーションのほか、雨水ポンプ場を設置する区域となっております。また、重点整備地

区の範囲外ではありますが、河川防災ステーションの隣には「雁来新川」の排水機場が設

置されております。 

 最後に、今回の都市計画変更の対象となる「多機能交流地区」でございます。こちらの

地区は、「都市の新しい魅力と活力をつくり出す多様な機能を複合、集積する地区」とし

て位置づけておりますけれども、具体的な土地利用は定まっておりませんでした。そのこ

ともあり、現在、雨水貯留池が整備されているほかは、全て未利用地となっております。 

 この地域についてどのような土地利用を図るべきかを本市担当部局において検討を重ね

てまいりましたところ、本年度に策定された本市の最上位計画であり、今後１０年間の新

たなまちづくりの基本的な指針となる「札幌市まちづくり戦略ビジョン」の中で、東雁来

は「ものづくり産業などの集積を図る地区」として位置づけていること、また、近年、本

市においては、工業系土地の需要が供給を上回っており、当地区の土地区画整理事業に対

しても工業系大画地の購入を希望する相談が多いこと、さらに、東雁来第二地区は、幹線

道路等の交通利便性が高く、工業系の土地利用に適した地区であることなどから、このた

び土地利用を工業系にすることで方針を定めました。なお、二つ目の変更理由の「工業系

土地利用の需要と供給」につきましては、後ほど詳しく説明させていただきます。 

 なお、土地利用を工業系とした際の周辺の影響につきましては、多機能交流地区は、周

囲を「東雁来公園」や「雁来川」、「サッカー場」などに囲まれていることから、周辺の

住宅地とは環境が分断されている状況にあり、これらの施設が緩衝帯となって、騒音や振

動など、周辺に与える影響を低減する役割を果たすものと考えてございます。このように、

今般、この土地利用の方向性が確定したことから、当地区における都市計画の変更を行う

ものでございます。 

 それでは、次のスライドにより、本案件の本題である都市計画変更の内容についてご説

明いたします。 

 まずは、用途地域の変更でございます。 

 こちらの図面は、東雁来第二地区の現在の土地利用の状況でございます。当地区の用途

地域は、この土地利用の状況に合わせて指定しており、現在はご覧のような指定状況とな

っております。赤枠で示す区域が今回変更する区域でございます。 

 ここで、今回の変更区域付近を拡大いたします。 

 多機能交流地区の用途地域につきましては、今までは土地利用が定まっていなかったこ

とから、暫定的に、建てられる建物の種類が最も制限される「第一種低層住居専用地域」

を指定しておりました。今回、当地区の土地利用が定まったことに伴い、工業系の土地利

用を許容するため、用途地域を「準工業地域」へ変更いたします。 
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 また、現在、同じく「第一種低層住居専用地域」となっている河川防災ステーションと

排水機場の区域については、隣接する雨水ポンプ場の敷地が既に「準工業地域」であるこ

とから、多機能交流地区の用途地域を変更すると、周囲を「準工業地域」に囲まれること

になります。 

 当地域は、現在の土地利用の状況からも、工業系の用途地域の方がふさわしいと考えら

れるため、今回の変更に合わせて、一体的に「準工業地域」へ変更することといたします。 

 なお、用途地域の変更に伴い、容積率は８０％から２００％に、建ぺい率は４０％から

６０％に変更となります。 

 続きまして、特別用途地区の変更についてご説明いたします。 

 現在、当該地に対しては「戸建住環境保全地区」を指定しております。これは、建ぺい

率４０％の「第一種低層住居専用地域」に対して全市的に指定しているものでございます。

そのため、今回、用途地域を変更することに伴い、特別用途地区についても変更いたしま

す。 

 用途地域につきましては、赤枠の区域を一体で「準工業地域」に変更いたしますが、特

別用途地区については、多機能交流地区と河川防災ステーションなどの区域ごとにそれぞ

れ指定を行います。 

 まず、多機能交流地区については、計画的に工業系の土地利用を集約していく地区であ

ることから、「特別工業地区」を指定いたします。次に、河川防災ステーションなどの区

域につきましては、計画的に工業系を集約していく区域ではないため、隣接している既存

の準工業地域と同様に、全市的なルールにより「大規模集客施設制限地区」を指定いたし

ます。 

 なお、用途地域と特別用途地区の変更により、建築できる建物の種類に関する制限が変

更となりますので、それぞれ整理してお示しいたします。 

 多機能交流地区は、用途地域を「準工業地域」、特別用途地区を「特別工業地区」にそ

れぞれ変更することにより、建築できる建物が、住宅から、「倉庫」、「工場」、「５０

０㎡以下の店舗・飲食店」などに変わります。河川防災ステーションなどの区域は、用途

地域を「準工業地域」、特別用途地区を「大規模集客施設制限地区」にそれぞれ変更する

ことにより、建築できる建物が、住宅から、「倉庫」、「工場」、「１万㎡以下の店舗や

遊技施設」などに変わります。 

 続いて、高度地区の変更について説明いたします。 

 当該地は、現在の用途地域に合わせて「北側斜線高度地区」を指定しております。今回、

用途地域及び特別用途地区を変更することに伴い、高度地区についても変更いたします。

多機能交流地区は、「特別工業地区」を指定することに合わせて、高度地区を「指定なし」

に変更いたします。 

 これは、高度地区指定の全市的なルールにおいて、工業や流通業務の利便増進を図るた

めに「特別工業地区」を定める区域においては、高度地区を指定しないこととしているた
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めでございます。また、河川防災ステーションなどの区域につきましては、周辺と同様に

「１８ｍ高度地区」を指定いたします。 

 最後に、地区計画の変更について説明いたします。 

 当地区の地区計画では、土地利用に合わせて１３地区に区分し、それぞれの地区に合わ

せたきめ細かな制限を設定しております。多機能交流地区については、工業系の土地利用

を図るということから、既存の工業系エリアに既に指定している「流通・工業業務地区」

と同じ制限をそのまま当てはめることといたします。 

 この「流通・工業業務地区」では、土地利用の方針として「地区の交通利便性を活用し

た流通運輸関連施設及び軽工業関連施設が立地する地区とする。」と定めております。ま

た、建築物に関する具体的な制限といたしましては、敷地面積の最低限度を２００㎡に、

外壁の後退距離を道路境界から２ｍ、隣地境界から１ｍにそれぞれ指定しております。 

 なお、今回、土地利用を工業系としたことにつきましては、土地区画整理審議会や連合

町内会役員に対して説明を行い、さらに、「国道２７５号」より北側の住民約６００世帯

と事業所等に対しまして、郵送により変更内容の周知を行っておりますが、これまでに反

対意見などは出てきておりません。 

 また、今回の都市計画変更の内容につきましては、都市計画法に基づき、１２月１２日

から２６日までの期間で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。 

 今後の予定といたしましては、本審議会において同意が得られましたら、２月ごろに変

更告示を行う予定でございます。 

 続きまして、前回の事前説明の際にご質問いただきました点について、説明員を交代し

て説明させていただきます。 

 

●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。 

 前回の審議会で保留となっていた、計画人口の経緯と工業用地の需要に関する質問につ

いて、回答いたします。 

 当地区は、平成３年の第３回線引き見直しにおいて、開発の目途が立った段階で市街化

区域に編入するという、いわゆる「一般保留」の候補となった後、平成７年に市街化区域

に編入された地区です。 

 当時の市街化区域の見直しにおいては、目標年となる１０年後の人口や工業需要の増加

を想定し、その時点の市街化区域で不足する分を新たに拡大するという、いわゆる人口フ

レームと工業フレームに基づいて、拡大の規模を設定しておりました。 

 そこで、まず、住居系の人口フレームについてですが、平成３年の第３回線引き見直し

においては、第２回線引き見直しを行った昭和６０年の１５４万２，０００人を基準とし

て、目標年となる平成１２年には１８３万９，０００人、２９万７，０００人増加するも

のと推計し、そのうち、１万８，０００人を市街化区域の拡大により収容する計画となっ

ております。 



 - 7 - 

 その際、東雁来第２地区は、収容人口を約９，０００人と想定し、平成１２年時点にお

いては、まだ事業の初期段階にあることから、約１，８００人を受け持つこととなってお

ります。その後、平成７年に東雁来第２地区の事業化の目途が立ったことから、市街化区

域への編入、土地区画整理事業の都市計画決定を経て、平成８年に事業計画を策定し、事

業着手いたしました。この事業計画では、計画人口が１万１，０００人になっております。 

 次に、重点整備地区を定めた平成１７年当時ですが、その前年の平成１６年に都市計画

マスタープランが策定され、人口増加の鈍化、都心への回帰、少子高齢化の進展などを背

景に、更なる市街化区域の拡大は行わないことを前提とした、コンパクトシティの理念が

打ち出されております。 

 今、ご覧いただいておりますのは、「第３次長期総合計画」、「第４次長期総合計画」、

そして、先の「まちづくり戦略ビジョン」策定時における人口推計を比較しやすいように

並べて表示したものです。「第３次長期総合計画」から順を追って人口の伸びが鈍化して

いることがご確認いただけるかと思います。 

 次に、スクリーンに表示しているのは、市街化区域を、都心や都心周辺、地下鉄沿線な

どの「高度利用住宅地」、その周辺の「一般住宅地」、そして、「郊外住宅地」の三つに

分類し、それぞれの増加人口の推移を比較したものです。 

 平成２年から７年ごろは、「郊外住宅地」の人口が増えておりましたが、平成１２年か

ら１７年ころでは、「高度利用住宅地」の人口が増えており、都心回帰の傾向が顕著とな

っていることがご確認いただけるかと思います。 

 このような郊外住宅地の需要の低下なども踏まえ、東雁来第２地区では、平成１７年に

住居系の一部を、まちの魅力向上を目的とした「重点整備地区」に変更し、計画人口を８，

０００人に見直しました。また、同時に、必要となる用途地域の変更も行ったところです。 

 続きまして、平成３年の第３回線引き見直しにおける工業フレームについてですが、製

造業系については、全市で需要が１００ha、既存の市街化区域における供給が５１ha、そ

の差の４９haが不足するとの推計結果に基づき、東雁来で約２０haを、流通系については

主要幹線道路結節点に小型の配送拠点を整備すること、及び立地条件が共通する製造業と

複合的に整備することを基本として、東雁来で約１３haを、合計で約３３haを確保する計

画となっておりました。平成８年の東雁来の当初事業計画でもほぼ同程度の約３６haとな

っております。 

 今回、重点整備地区の多機能交流地区を工業系にするに当たっては、平成２４年度に経

済局と都市局が調査を行い、全市で需要が５１．４ha、供給が２９．３ha、その差２２．

１haが不足するとの推計結果が出ております。この結果を受けて、東雁来で約１２．８ha

を確保することといたします。なお、供給の２９．３haには、本市産業団地や東雁来の既

存の流通工業系業務地区にある宅地が含まれております。 

 今、ご覧いただいているのは、ここ数年の東雁来第２地区に寄せられる工業系用地の購

入希望相談の内容についてです。 
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 平成２２年度は４件、１件当たりの平均面積は約５，０００㎡、平成２３年度は５件、

平均面積は約１万㎡、平成２４年度は９件、平均面積は約１万４，０００㎡となっており、

工業系の土地、中でも大規模画地に対する需要の高まりを裏付けるものとなっております。 

 以上で、「東雁来第二地区関連」についての説明を終わらせていただきます。 

 ご審議のほど、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。 

 発言に当たりましては、マイクをお使いいただきたいと思います。 

 

●森田委員 基本的にこの説明についての異論はありませんけれども、参考のためにお聞

きしたいと思います。 

 補足説明資料の２２ページです。 

 重点整備地区の中の福祉交流地区についてです。これは、ある意味では、ユニバーサル

デザインのモデルケースみたいなかたちであります。この地区には、老人ホームがあり、

自閉症の方の支援センターや市営住宅があります。 

 そこで、この市営住宅の中身です。例えば、一般住居、高齢者住居、何階建てかなどが

わかれば教えていただきたいと思います。 

 また、交流地区でありますので、震災や災害などがなければいいのですが、何かあった

ときに、老人ホームや市営住宅があり、高齢者の方や障がいのある方がおりますので、単

なる名称だけではなく、日ごろからいろいろな意味でしっかりとした交流をして、お互い

にそれぞれのことを知りながら協働、協力をすることを市として啓蒙していただきたいと

思います。市民の安全・安心を担保しなければいけないので、そういうところが私も大変

気になります。 

 この２点だけお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 １点目の福祉交流地区の関係です。 

 基本的には、福祉施設と市営住宅については、子育て支援型の市営住宅ということで、

子育て中のファミリーに入居していただき、小学校から中学校のお子様を持っていらっし

ゃる市民の方に入居していただくことを想定している市営住宅です。 

 そういった中で、主に高齢者や自閉症関係の方、子どもを中心とした方々で日常の活動

の中で交流が深まればと期待しております。そこで、災害時などの助け合いなどもうまく

持っていければと思っております。その一つの切り口として、近接して河川防災ステーシ

ョンがありまして、非常時に人が集まるスペースもあれば、日常から防災についてもいろ

いろと研究や活動などの研さんを深めてもらう施設です。来年度から供用を開始して、活

用について地元の方とも連携しながらやっていく予定となっております。その中で、委員
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のご提案のことについても整理していきたいと思います。 

 また、子育て支援の市営住宅の概要についてです。全部で３棟で、計画世帯は１２０世

帯を予定しているところでございます。 

 

●森田委員 今、おっしゃったことは、市としてきちんと見ていただきたいと思います。

そして、子育て中の方、高齢者、障がいのある方がそれだけいらっしゃるということで、

治安も心配なのです。これは、道警ですから道の管轄ですが、しっかりと協力して、治安

についても札幌市としてもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。最後にその点

を聞いて終わります。 

 

●事業推進担当部長 東雁来のエリアについては、防災ステーションの切り口から、地元

の町内会の方たちともいろいろとお話をしております。そういった中では、このエリアだ

けではなく、もう少し広い視点から地域の方との連携の中で、今、委員がご指摘の治安の

議論も深めていくように取り組んでいきたいと思っています。 

 

●亘理会長 福祉と防災と子育てという多機能交流の実質にかかわるようなご質問であっ

たかと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、採決に移りたいと思います。 

 東雁来第二地区関連に係ります議案第１号、第２号、第３号、第１０号につきまして、

賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

●亘理会長 全員賛成と認めます。 

 よって、本案について、当審議会として同意させていただきます。 

 

    ◎手稲山口地区について 

●亘理会長 それでは、手稲山口地区に係ります議案第１１号について、担当からご説明

願います。 

 

●都市計画課長 議案第１１号の手稲山口地区地区計画の変更についてご説明させていた

だきます。 

 先ほどと同じくお手元に資料を配付してございますけれども、説明はスクリーンで行い

ますので、前方をご覧いただければと思います。 

 本案件は、前回１１月１８日の都市計画審議会において事前説明を行った案件でござい

ます。なお、説明事項といたしましては、スクリーンにお示ししている順にご説明させて
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いただきたいと存じます。 

 はじめに、手稲山口地区の現況についてご説明いたします。 

 当地区は、本市の中心部から北西約１４kmのところに位置してございます。赤い枠で囲

まれている範囲が当地区計画の区域でございます。地区の南側には都市計画道路の「下手

稲通」、東側には都市計画道路の「曲長通」が通っております。また、西側には濁川が流

れております。 

 当地区は、市街化区域に３方向を囲まれている市街化調整区域でございます。そして、

画面上で緑色に表示している部分が、今回地区計画区域への編入を予定している農地でご

ざいます。 

 加えて、当地区では、民間の開発事業が行われており、開発行為は第１工区と第２工区

に分けて実施されております。そのうち、第１工区につきましては、平成２４年１０月に

工事が完了し、分譲が開始されております。なお、スクリーンでお示ししている航空写真

については、第１工区の開発完了前のものでございますので、道路の概略図のみを表示し

ております。 

 次に、現地の様子でございますが、第１工区には、既に相当数の住宅が立地してござい

ます。全１４９区画の住宅用地のうち、昨年１２月末の時点での地区計画の届出ベースで

ございますけれども、８０％以上が既に立地、または建築中ということでございます。 

 地区の南側にある下手稲通沿道については、現在はまだ空き地となっております。東側

にある曲長通沿道についても同様に、現在はまだ空き地の状況でございます。また、第２

工区については、来年度以降に開発行為が行われる予定となっておりますが、現在は空き

地となっております。 

 最後に、今回、地区計画区域に編入する予定の農地の写真でございます。奥の方には住

宅が立ち並んでいる状況がうかがえるかと存じます。 

 続きまして、市街化調整区域であります当地区の地区計画を定めた経緯についてご説明

いたします。 

 「手稲山口地区」は、平成１２年に市街化調整区域の大規模開発制度によりまして隣接

する西側の地区と一体として開発行為が許可されました。その後、開発事業の事業効果の

維持及び増進を図り、良好な市街地を形成する目的で平成１３年に地区計画を決定してお

ります。 

 このうち、薄い緑色の西側につきましては、商業施設や低層住宅を主体とする開発行為

が平成１９年に完了いたしまして市街化がなされたことから、平成２２年４月６日の第６

回区域区分見直しの際に市街化区域に編入するとともに、地区計画を分割いたしまして、

新たに名称を「北星置地区」として決定しております。 

 一方、分割後に残った「手稲山口地区」につきましては、平成２３年に開発計画の変更

と合わせて地区計画を変更し、事業が進められておりますが、現在も開発途中であること

から、市街化調整区域でございます。なお、当地区は全ての開発行為が完了後、市街化区
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域への編入を検討する予定でございます。 

 また、緑色で示している、今回地区計画区域に編入する対象の農地につきましては、平

成１２年の開発許可の段階では、開発の構想には含まれておりましたけれども、地権者が、

農業の継続を理由に開発行為に賛同しなかったことから、現在まで地区計画の区域外とな

っているものでございます。しかしながら、このたび、当農地の地権者から開発の意向が

示されまして、本市といたしましても、既に周辺を住宅に囲まれている状況から、当農地

は周辺と一体で開発されることが適当であると判断し、地区計画区域に編入するものでご

ざいます。 

 続きまして、ここからは地区計画の変更内容についてご説明いたします。 

 まずはじめに、現在の地区整備計画についてですが、当地区では、曲長通沿道を「沿道

Ａ地区」、下手稲通沿道を「沿道Ｂ地区」、それらの後背地を「低層専用住宅地区」と定

めており、地区施設として下手稲通沿道に公園を定めております。「沿道Ａ地区」と「沿

道Ｂ地区」については、幹線道路の沿道であるため、店舗や事務所、共同住宅などが立地

できる地区となっております。また、「低層専用住宅地区」については、閑静で落ちつき

のある住宅市街地を形成するため、戸建て住宅を主体とする地区となっております。 

 変更の内容についてですが、ただいま青色で示しております農地を、地区計画区域に編

入いたします。それに伴い、現在、農地との境界まで指定している「沿道Ｂ地区」の境界

を道路境界に変更いたします。編入する農地につきましては、曲長通沿道を北側と同様に

「沿道Ａ地区」とし、その後背地を「低層専用住宅地区」とします。 

 また、今回の区域の変更に合わせて、地区全体の土地利用の見直しを行い、「沿道Ａ地

区」については、小規模な店舗などの、より身近で地域に根差した生活利便施設の立地を

許容するため、制限を一部変更いたします。 

 その結果、地区計画の内容が次のように変更となります。先ほど説明した農地約０．８

haを地区計画区域に編入することで、区域全体の面積は１８．２haとなります。そのほか、

各地区の面積がスクリーンに示すとおりに変更となります。 

 また、「沿道Ａ地区」の変更につきましては、建築物の敷地面積の最低限度を５００㎡

から３００㎡に変更し、建築物の壁面の位置の制限を、これまで全ての道路境界から３ｍ

以上としていたところを、曲長通の道路境界からは３ｍ、曲長通以外の道路境界からは２

ｍに変更いたします。 

 なお、本件につきましては、昨年１２月１２日から２６日までの２週間、案の縦覧を行

いましたけれども、意見書の提出はございませんでした。 

 以上で、議案第１１号の手稲山口地区地区計画の変更についての説明を終わらせていた

だきます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 ただいまの説明につきましてご意見などを頂戴したいと思いますが、いかが
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でございましょうか。 

（「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。 

 手稲山口地区に係ります議案第１１号につきまして、賛成の委員の挙手をお願いいたし

ます。 

（賛成者挙手） 

●亘理会長 全員賛成と認めます。 

 よって、本案について、当審議会として同意させていただきたいと思います。 

 

    ◎北１西１地区関連について 

●亘理会長 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 北１西１地区関連に係ります議案第４号、第６号、第８号、第１０号についてでござい

ます。 

 準備が整いましたら、担当からご説明をお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 都市局事業推進担当部長の齋藤です。 

 議案第４号、第６号、第８号、第９号の北１西１地区関連につきまして説明いたします。 

 本日の説明内容ですが、まず諮問させていただく都市計画の内容について簡単に説明し

た後、環境影響評価審議会の報告を行い、最後に前回保留としました質問の回答などをさ

せていただきます。 

 前方のスクリーンをご覧ください。 

 まず、計画している建物の概要ですが、地上２８階、地下５階、高さ約１５４ｍ、延床

面積約１２万７，９００㎡となっております。施設全体の用途は、高層棟の上層階に事務

所、下層階に放送局を予定しています。また、建物の１階にはエントランスホールや屋内

広場、商業施設などを配置する予定です。中層棟は、市民交流複合施設として、上に高機

能ホール、下にアートセンターと図書館が整備される予定です。また、建物の地下部分に

は、駐車場と公共駐輪場、地域冷暖房施設を整備し、さらに、西２丁目地下歩道と接続す

る計画となっております。 

 続いて、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」の都市計画に加え、「都市再生特別地区の変更」、

「地区計画の決定」、「駐車場の変更」が必要となります。 

 まず、「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。 

 施行区域については、図の赤枠に示した約２．０haとなります。建築物については、ス

クリーンに表示のとおり、計画の内容に沿って建築面積や延べ面積、建ぺい率などを定め

ます。 
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 次に、「都市再生特別地区の変更」について説明いたします。 

 地区の名称は、「北１西１地区」、容積率の最高限度については、都市再生への取り組

みを総合的に評価して、現行の８００％から１００％緩和し、９００％とします。また、

区域内の高度利用を図るため、容積率の最低限度を３００％、建ぺい率の最高限度を８０％、

建築面積の最低限度を３００㎡に定めます。 

 次に、高さの最高限度ですが、高層棟の最高高さを１５４ｍ、中層棟の最高高さを７０

ｍ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いたします。また、

壁面の位置の制限につきましては、高さの制限と同じく、周辺の市街地環境への配慮や安

全で快適な歩行空間の創出のため、スクリーンにお示ししますような数値とします。 

 続きまして、「地区計画」について説明いたします。 

 地区整備計画では、敷地の三つの角に滞留空間となる広場を、道路に沿った部分には歩

行者空間にゆとりとうるおいを創出する歩道沿い空地を位置づけます。建築物の用途の制

限については、創世交流拠点になじまない住宅や風俗店舗など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。 

 最後に、「駐車場の変更」について説明いたします。 

 昭和４１年１２月に都市計画決定された北１条駐車場ですが、周辺の民間及び附置義務

駐車場の整備が進み、駐車需要への対応が可能となったことから、公共駐車場の必要性が

なくなり、このたび廃止することとします。 

 以上が、今回諮問を行う都市計画の概略です。 

 続きまして、当審議会と並行して審議を行っていただきました環境影響評価審議会の報

告を行います。 

 今年度の当地区の環境影響評価の手続としましては、まず都市計画案に基づいた建築物

を前提に、大気質、騒音、風害などの１５項目に関し、環境への影響を調査・予測・評価

を行い、準備書としてまとめました。 

 この準備書について、環境影響評価審議会での計４回の審議を経て、１１月２７日に答

申をまとめていただいております。その後、この答申の内容を市長意見として受理してお

り、その内容は、主に準備書における文章表現の修正と、より具体的な対策の記載や、一

部、環境へのさらなる配慮を求めるものではありましたが、都市計画案の変更が必要とな

るものはありませんでした。 

 市長意見の中で環境へのさらなる配慮を求められたものは、大気質について、工事中は

市役所本庁舎にある常時観測局における大気の測定結果に配慮すること、地盤沈下につい

ては、工事期間中においても必要な調査を行い、地盤沈下対策等に万全を期すこと、植栽

計画については、枝の広がる高木の信号機などへの影響を考慮した植樹位置、歩行者の視

点での低木や地被植物の採用など、植栽計画には十分な配慮を行うこと、生態系などに係

る環境保全に対する基本的な考え方については、「北海道、札幌という地域を特徴づける
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視点」、「都会、市街地の環境に適した自然」という観点から、可能な限り在来種を採用

したり、「都会において自然を意識できるような場の創造」などを行うこと、といった内

容でした。その他の内容につきましては、お配りした市長意見の内容をご確認ください。 

 市長意見の内容については、今後の具体的な設計、検討作業の中で実現することとし、

今年度中に準備書の修正を行い、事業による環境への影響を環境影響評価書としてまとめ、

公告を行う予定です。 

 以上が環境影響評価審議会の報告となります。 

 続きまして、補足説明に入らせていただきます。 

 前回の審議会において、「市民交流複合施設の高機能ホール」と「札幌市民ホール」と

のすみ分けに関する質問がございましたので、本市の多目的ホールに関する考え方を説明

いたします。 

 まず、札幌市民会館が閉館した平成１９年３月までの本市の多目的ホールの状況につい

てです。 

 札幌市内には、１，０００席以上の座席数を持つ多目的ホールは、２，３００席の「北

海道厚生年金会館」、１，５９２席の「市民会館」、１，１００席の「教育文化会館」の

３施設がありました。 

 ３施設は、いずれも市民の発表の場、鑑賞の場の機能を担っておりましたが、主な機能

としましては、「厚生年金会館」は、規模の大きなライブエンターテイメントの鑑賞の場

を、「市民会館」は、市民の豊かな生涯学習に寄与することを目的として、市民の発表の

場を、そして、「教育文化会館」は、本格的な能舞台などの設備を持つ、市民の多様な文

化芸術活動の発表の場を提供しておりました。 

 このように、３施設は、客席数や舞台設備に応じて、利用者やジャンルのすみ分けがな

されておりました。また、年間稼働率はいずれも高く、３施設は札幌の文化芸術活動に欠

くことのできない施設となっておりました。その後、老朽化により閉館した旧市民会館と

同規模を有する代替施設として整備した「市民ホール」の活用により、旧市民会館の持っ

ていた機能を引き継ぐとともに、旧厚生年金会館については、札幌市の取得により、「さ

っぽろ芸術文化の館」として機能を維持していくこととなりました。 

 このように、平成２１年３月に策定した札幌市文化芸術基本計画では、当面の間、「さ

っぽろ芸術文化の館」、「市民ホール」、「教育文化会館」の３館体制を維持していくこ

ととしております。現在においても、各ホールの稼働率はいずれも高く、どの施設も欠く

ことのできない状況となっております。 

 こうした状況の中、「さっぽろ芸術文化の館」は、開館後４０年以上を経過し、老朽化

が著しいことから、「市民交流複合施設内に高機能ホール」を設置し、「さっぽろ芸術文

化の館」の機能を継承するとともに、旧市民会館の担っていた鑑賞の場の機能を高度化し、

本格的な舞台芸術の鑑賞の場として受け継ぐこととしています。 

 このように、「市民交流複合施設内の高機能ホール」、「市民ホール」、「教育文化会
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館」の新たな３館体制により、それぞれの施設の持つ設備水準や客席数を活かし、多様な

利用者やジャンルの公演に対応してまいりたいと考えています。 

 最後に、今後のスケジュールについて説明します。 

 都市計画の手続としては、本日、当審議会への諮問を経た後、来月に都市計画の決定告

示を行い、これに合わせ環境影響評価の手続として現在作成を進めている環境影響評価書

の公告を行う予定です。 

 平成２６年度は、「再開発組合の設立」、「権利変換計画の認可」、「建築工事の着手」

を行い、平成２９年度に「建築工事の完了」を予定しております。また、建築工事期間中

及び建物完成後に環境影響評価の事後調査を行う予定です。 

 以上で、北１西１地区関連について説明を終わります。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 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。 

 

●森田委員 森田です。 

 都市機能が札幌市にある程度集約されるのはいたし方ないと思います。それはなぜかと

いうと、皆さんにもご案内のとおり、教育、経済、文化など、北海道の首都として大きな

役割と機能がここに集中するようになっていきます。しかし、ここで大事なのは、１８ペ

ージにございますが、自然環境をいかに構築していくかであり、ここにエネルギーを使っ

ていただきたいと思います。 

 それはなぜかというと、札幌に移住してくる方のご意見を聞くと、本当に便利でいいし、

いろいろなところへ安直に行けます。しかし、一番大きな札幌の魅力は自然とマッチング

したまちであり、それが移住者の大きな意見であります。 

 そういうことで、意見書にも書いてありますけれども、「都会において自然を意識でき

る場の創造」について、行政として重点的にしっかりと取り組んでいただきたいと思いま

す。これからのまちづくりに、特に札幌市、１９３万人の人口を抱えた大都市では、残念

ながら、あと２年たつと、わずかながら人口が減っていき、高齢化社会になっていきます

が、先ほども言いましたように、ユニバーサルデザインが常について回ります。それは、

札幌市全体に言えることなので、「都会において自然を意識できるような場の創造」に行

政もお力を入れていただきたいという要望と意見であります。よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 植栽や自然保護の関係のご質問です。担当部局として考えていることがあり

ましたら、ご説明いただきたいと思います。 

 

●事業推進担当部長 環境影響評価の準備書に対する市長意見として、今、委員がご指摘
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の点については盛り込まれております。これについては、我々としても許認可する際にそ

の点が十分に配慮されているかどうかをチェックした上で、札幌らしい自然を意識できる

ような空間の整備に向けて誘導していきたいと考えております。 

 

●高野委員 補足説明について２点質問があります。 

 １点目は、２６ページにある平成３０年度以降のところです。「さっぽろ芸術文化の館」

の老朽化が書いてあります。この意味するところは、「文化の館」を廃止するという意味

合いと考えていいのかどうかです。もし廃止するのであれば、どういう活用の仕方を考え

ているのかということです。 

 ２点目は、ページ数が書いておりませんが、２枚目です。一番下の行に札幌市の多目的

ホールの稼働率が書いてありまして、それぞれ６３％、７７％、８７％です。ページをめ

くり、平成２４年度になりますと、６０％、６７％、８１％ということで、いずれもこの

６年間で稼働率が下がっております。この原因として、一般的なライブエンターテイメン

ト等の需要が下がってきているのか、あるいは、他の施設で代替できるものなのかです。

民間施設を含めて、「コンベンションセンター」や「エルプラザ」等ができたのかもしれ

ませんけれども、そういった影響なのでしょうか。どういうことでこのように減少し、ま

た、この数字が今後はどのようになっていくと考えているのかということです。 

 

●文化部調整担当部長 ２点の質問がございました。 

 まず、１点目につきましては、「芸術文化の館」は老朽化によって今後どうするのかに

ついてですが、現在のところ、大規模メンテナンスなどでいろいろなところで大変巨額の

お金がかかりますので、廃止していくことを考えてございます。また、跡地の利用につき

ましては、今後、全体的なまちづくりの中で検討していくことになろうかと考えてござい

ます。 

 また、２点目の稼働率についてです。確かに委員のご指摘のとおりに下がってございま

すけれども、この間に「Ｋｉｔａｒａ」ができましたり、「きたえーる」や「札幌ドーム」

などで超大型のライブエンターテイメントが可能になり、一部がそちらに移っていきまし

た。そういうことから、全体としてこの３館だけを見ますと下がっている形にはなります

けれども、現状の興行など、トータルとして全道的に見ますと変わっておらず、むしろ増

えている状態になっていると理解してございます。特に、「芸術文化の館」は６０％でご

ざいますけれども、土曜日、日曜日、祝日等の稼働率を見ますと７０％を超えてございま

して、いずれにしましても、「芸術文化の館」の後継機能、現状の「市民ホール」、「教

育文化会館の大ホール」の３館については、今後とも文化芸術を支えていく上で必要なも

のと認識してございます。 

 

●高野委員 ２点目の稼働率の件です。 
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 「Ｋｉｔａｒａ」や「札幌ドーム」というお話がありましたけれども、もろもろのこと

を考えた上でもこの３館が必要であるということはお話の上ではわかります。ただ、論理

的にはどういうことかということです。ほかの施設がさらに増えるかもしれません。その

辺はよくわかりませんけれども、そういう計画などを考えた上でのことなのかどうかです。

市の３館だけではなく、それ以外の民間施設の需要動向も踏まえた上でそうなっているの

かどうかです。 

 

●文化部調整担当部長 引き続き回答させていただきます。 

 先ほど例が出ました「Ｋｉｔａｒａ」でございますけれども、音楽専門ホールとしての

評判も高く、利用率も非常に高く、７０％を超える利用率になっております。そのほかの

施設につきましても、体育施設を音楽活動で使うなど、「きたえーる」のようなものなど

がございますけれども、全体としてはニーズが増えております。その中で、この３館は高

い稼働率を有しておりますので、引き続き維持していくことが必要であるという認識でご

ざいます。 

 

●亘理会長 必要であるという回答ではあるのですけれども、高野委員の質問の要点は、

恐らく今後の見通しなのです。ほかのいろいろな施設がある中でこの３館についてどうか

ということです。何年かの間に数％は減っているわけですから、今後も減っていくことに

ならないのかどうか、逆に上向いていく可能性があるのかどうか、その辺の見通しを高野

委員はご質問されているのではないかと思います。 

 

●文化部調整担当部長 補足して説明させていただきたいと思います。 

 今、高機能ホールを検討していくに当たりまして、地元の興行系、クラシック系、ある

いは、ポップス系など、いろいろな方にお話を聞いてございます。そのような動向の中で

は、例えば、道内で回っていたコンサートが札幌に集中してきていることもございまして、

今後は、ニーズが高まることはあっても減っていくことはないのではないかという中で、

この施設の機能についていろいろな要求が出ているのが実態でございます。そういった意

味では、ニーズは上がることはあっても下がることはないという枠組みの中で検討させて

いただいているところでございます。 

 

●堀内委員 ５ページの建物の概要を見ております。 

 前回は、たしか、高機能ホールを下げて、図書館等を上げたらどうかという意見があっ

たように思います。これは、建築構造力学上、何か問題があるのでしょうか。あるいは、

下層に「都心にふさわしい図書館」とお聞きしているのですけれども、そういう意図があ

るのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 
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●都心まちづくり推進室長 私から、堀内委員のご質問に対してお答えさせていただきた

いと思います。 

 前回の審議会におきまして、ただいま堀内委員のおっしゃられた質問がありまして、そ

の際にもお答えさせていただいたかと思うのですが、都心の北１条西１丁目の街区にホー

ルを設置することで、民間の方々と協働でプロジェクトを進めます。さらには、大通公園

から一つ北側に行った街区でございまして、１階からホールを下層にしますと、ホールが

活用されているときは、そこに人が集まりまして活気を呈するのですけれども、活用され

ていない時間帯や日はにぎわいの創出になかなかつながっていきません。 

 都心のああいう場所であるからこそ、まちづくりとして、にぎわいの創出と一体でそう

いうものを考えていこうという考え方から、当初から下駄を履かせるという言い方を私ど

もはしていたのですけれども、１階の低層部にはにぎわいを創出できるような機能を配置

いたしまして、その上にホールという計画で当初より検討してまいりました。しかし、利

用者の利便や２，３００席を有するホールを検討しておりますので、利用者の使用に当た

っての安全性や非常時の体制の観点から、できるだけ下に下げることを考えたらどうかと

いうご指摘もずっといただいております。そういったことも同時に検証しながら、準備組

合で設計作業等をまさに行っている最中でございます。ただ、基本的には、そのような考

え方から、下層階には、「都心にふさわしい図書館」、「アートセンター」等のにぎわい

を創出できるような機能を配置した上でホールを設置しようという考え方でございます。 

 

●堀内委員 補足でお聞きいたします。 

 「都心にふさわしい図書館」のイメージがはっきりしないのです。これは、図書館協議

会等で現在検討されている事項でしょうか。一般の図書館ですと、子どもからお年寄りま

でパブリックな図書館をイメージしているのですが、「都心にふさわしい」となると、そ

して、ビジネス、にぎわいというご説明がありましたので、ビジネス書を多く置くのかな

ど、具体的な像を知らせていただきたいと思います。もしそうであれば、観光客の方など

も対象に含めたオープンでかなり広い空間が必要ではないかと考えるのですけれども、い

かがでしょうか。 

 

●亘理会長 図書館についての具体像ですね。にぎわいを創出していくための具体案につ

いて、補足説明をお願いいたします。 

 

●都心まちづくり推進室長 「都心にふわさしい図書館」については、前回の審議会で整

備内容の基本的な考え方ということで整備基本計画の概要を配付させていただき、説明さ

せていただいたかと思います。「都心にふさわしい図書館」については、今、堀内委員が

おっしゃられましたが、都心のこういう場所に立地するわけですので、いろいろな方に来

ていただきます。従前の各所にございます図書館との違いとしては、札幌を知る上での基
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礎的な歴史、自然、食、文化などを中心とした札幌の魅力を発信できるような資料を整え

ます。また、先ほどビジネスというお話がありましたが、ビジネスや市民生活など、利用

者のさまざまな活動に役立っていくような資料を中心に集めて、寄与していこうと考えて

おります。 

 加えて、調べ物、読書が十分にできる環境づくりを考えてございまして、基本的には図

書の貸し出しはいたしません。ただし、地区図書館その他でいつ行っても貸し出し中で、

なかなか借りられず、閲覧できない現状がございますので、いつそこを訪ねても必要な資

料を閲覧できる体制をとりたいという考えでございます。 

 先ほど観光客云々のお話もございましたが、札幌の魅力を発信するような資料を多数収

集し提供することで、観光客等々の利用にも役立っていくのではないかと考えてございま

す。 

 これらについては、今、まさに委員がおっしゃいました図書館協議会で、組織としての

中央図書館で具体的な図書館の内容等についてまさに議論している最中でございます。こ

の辺が明らかになりますと、このような形でというものをお知らせする機会が出てくるか

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

●森田委員 今のお話を聞いていると、図書館とは、従来、教育委員会の所管であり、生

涯学習を基本として、中央図書館や１０区にあるものとなります。しかし、今回の図書館

は、イメージとしては、道の「かでる２・７」の９階にある資料を兼ねた図書館であり、

それにプラスして、観光客が来て、資料を見れば札幌市の観光的な部分を見られるという

ことをイメージしていいのですか。 

 というのは、私は新しく図書館協議会の委員になりますので、堀内委員の聞いたことを

しっかり受けとめて、協議会でもそういう議論をさせていただきたいと思います。 

 そういうことで、イメージ的には、貸し出しをしないので、完全な図書館機能ではなく、

生涯学習と観光も含めたＰＲも大きな要素に入ったと理解してよろしいですか。 

 

●都心まちづくり推進室長 基本的には、森田委員がおっしゃったことも一つの要素でご

ざいます。加えて、ＰＲも兼ねております。 

 図書館と申しますのは、閲覧コーナーだけで閲覧するのが一般的でございますが、最近

は他都市でも増えてまいりましたが、一定のエリアの中では図書を持ち出して閲覧するこ

とも可能なような機能を加えていこうということで、より使いやすいように検討を進めて

いるというふうに伺ってございます。 

 

●村本委員 何度もお聞きしていたのですけれども、設計が進んでいるということでお聞

きしたいと思います。ここは、２，３００席ですね。これは、いざというときは高いとこ

ろから降ろすことになると思うのです。最初のときにエレベーターとエスカレーターの数
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をお聞きしたのですけれども、まだ設計段階でよくわからないということで、ご回答をい

ただけませんでした。ただ、もうそろそろ着工されるそうなので、２，３００人の方をど

のような感じで１階まで持っていくのか、もしくは地下に通じるところまで持っていくの

かにつきまして、いざというときの防災の観点からも安全に地上へ降ろせるのかというこ

とも含めましてお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

●亘理会長 防災との関係での館内の上下移動に関するご質問ですが、いかがでしょうか。 

 

●都心まちづくり推進室長 村本委員のご質問にお答えしたいと思います。 

 エレベーターやエスカレーター、階段の数は具体的になっていないのかということです。

設計図書を持ち込んで説明しているわけではございませんし、間違いがあったら困ります

ので、考え方を申し上げたいと思います。 

 現在、作業を進めております設計の中では、利用動線、避難動線などを基本的に２，３

００人の利用者が通常時、非常時においても安全に移動できるようなことを考えておりま

す。エレベーターで申しますと、大体３台だったかと思っているのですけれども、ロビー

まで直通で移動できるエレベーターがございます。また、エスカレーターは、２階から４

階までの直通のものと各階に着床するものがあり、ニーズに合ったような移動ができるよ

うなことを考えております。また、階段もあわせて設置いたします。 

 ２，３００人の利用者は、舞台が終わりますと一斉に出てまいりますので、混乱なくで

きるような移動方法を考えようとしております。まず、初期の基本設計レベルのもので基

本的な考え方をした後、平成２６年度に入りますと、組合での実施設計というレベルに入

ります。そのときに、火災や煙が上がってきたときの、上がる時間と、また、その中で移

動が円滑にできるかどうかの検証などを設計作業の中でより詳細に行っていくことを想定

して、最終的な動線計画を組み立てようとしております。 

 今はその途中段階でございます。基本的には、絵が上がった段階でそれらに支障がない

のかどうかも何らかの機会に検証、検討するのと同時に意見を伺う場を設定したいと考え

てございます。どんどんとステップアップしてまいりますので、そのときにいろいろな意

見があればぜひ寄せていただければと思います。 

 

●村本委員 私は足の調子が悪いものですから、階段で逃げろというのは非常に酷な話な

のです。そういうことも含めまして、安全に行ける場所にぜひつくっていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 １点確認ですが、何らかの形でお諮りする場を設けたいということでしたが、

都市計画審議会でということですか。それとも、ほかの場でということでしょうか。 
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●都心まちづくり推進室長 より計画が具体的になってまいりましたら、審議会の場とい

うことではないのですけれども、計画概要を公表しながら市民意見を募る場をつくってい

く考えでございます。ですから、お諮りするということではなく、それらに対して市民や

利用者の目線でご意見をいただく機会をつくっていきたいということでございます。 

 

●亘理会長 それでは、当審議会については進捗状況、あるいは、そういった場を設ける

際の予定などについて、情報を適宜提供していただくことは可能ですか。 

 

●都心まちづくり推進室長 開催時期のタイミングもいろいろありますが、情報を単にホ

ームページで知らしめるということではなく、できるだけいろいろな機会を通じて情報提

供をしていきたいと考えます。よろしくお願いいたします。 

 

●堀内委員 大変細かいことで申しわけない質問ですが、エレベーターについては、何人

乗りなど、大きいものでしょうか。というのは、村本委員も言われたように、安全性です

ね。何かあった場合、２，３００人が一斉に集中すると思うのです。ですから、エレベー

ターの大きさなど、もし現段階でわかるのであれば教えてほしいと思います。これは、安

全性にかかわることなので、非常に大事なことだと思います。 

 

●都心まちづくり推進室長 エレベーター容量や具体的に何人乗りかなど、まさに安全検

証の作業をやっている最中でありまして、具体的に何人乗りと言えるレベルではありませ

ん。ただ、当審議会の委員の皆さんやその他の市民意見からも、通常時の円滑性、非常時

の安全性に十分配慮して考えてまいりたいと思いますので、この段階では考え方だけで申

しわけごさいませんがよろしくお願いしたいと思います。 

 

●堀内委員 要望になります。 

 ４階に上げた意味は、エレベーターを設置しても安全に避難できることだと私は理解い

たしましたので、よろしくお願いします。 

 

●池田委員 ２，３００席とありますけれども、車椅子の方の場所の設置は考えているの

でしょうか。 

 

●文化部調整担当部長 今は基本設計の最中でございますけれども、ハンディキャッパー

の方々の対応につきましては、委員がご指摘のとおり、きちんと対応するという方向で検

討しているところでございます。具体的には、２，３００人であれば１％の２３人が一つ

の基準になっておりますので、その席は確保いたします。あるいは、動線の検証を基本設

計の中で進めるとともに、先ほど高森からもありましたけれども、来年度の詳細設計の中
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でもさらに検証を深めていくという形で考えてございます。 

 

●池田委員 一つの場所に車椅子の方をということではないのです。バレエなどの高機能

ホールとなっていますが、そういう公演だと階によって値段が違ってきますので、各階に

車椅子座席の設置はお考えなのでしょうか。 

 

●文化部調整担当部長 後づけですと、通路の一番後ろになりがちなパターンが多かった

と思いますけれども、動線と一体的に考えなければいけませんので、当初計画の中から、

入場動線とあわせて選択肢がいくつかできるようなことを検討してまいりたいと考えてご

ざいます。 

 

●丸山委員 ２点の質問をさせていただきます。 

 まず、１点目は、今、複数の委員から心配などのご質問が上がった部分ですが、高機能

ホールを含む市民交流複合施設について質問したいと思います。 

 ５番目の画面になると思います。 

 今、赤い色で示されているものが市民交流複合施設で、この図では、最上階から一つ下

の階にホールが入る設計になっていると私は理解いたしました。そのほかの階には何らか

の別の施設が入るというように読み取りました。 

 皆さんのご心配としては、２，３００人という大規模なホールですので、大人数が一度

に集中的に利用する、移動する場所になります。そして、それが札幌市の公的施設である

という点です。それを踏まえて、そのホールを比較的高い位置に置くことに関してのリス

クを心配なさっているのだと思います。そのリスクがある中で、複合施設の下層部に設置

しないということは何らかのメリットがあるから上層部に計画なさっていると思います。

最終的には、メリットとリスクのバランスを見て考えていくことになると思うのですが、

高層部に設置する案のメリットについて明確にご説明いただいていないので、ご不安が高

まっている部分もあるのではないかと思い、高所に設置するメリットをお伺いできればと

思います。 

 もう一点あるのですが、１２時を回ったのでどきどきしております。どのようにしたら

よろしいでしょうか。 

 

●亘理会長 では、ほかにご発言のご予定の方々は手を挙げていただけますでしょうか。 

（挙手する者あり） 

●亘理会長 では、丸山委員の発言を全部伺って、それに対するお答えをいただいた上で

休憩をとって再開の上継続というふうにしたいと思います。 

 

●丸山委員 わかりました。 
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 次は、９番目の画面です。 

 地区の変更についてです。私の記憶違いでなければ、次のようなことは決定していたの

ではないかと思います。そうなると、再びの質問になることをおわびします。 

 容積率の最高限度の設定の仕方についての質問です。 

 今の計画では、３ページにあるように、８７０％の容積率が予定されていますが、最高

限度が９００％に設定されています。その理由は８００％から１００％の上乗せをした計

算で９００％が設定されています。 

 この１００％の算出根拠について明確にしていく必要があるのではないかという質問が

なされ、大変複雑な計算式での算出であるが、可能な限り説明していただけるというお約

束をいただいていたような記憶があるのです。ですから、この１００％アップの算出の考

え方です。何が何％で、これが何％で、合計１００％になるということについて、私も深

く理解したいと思っております。そこで、１００％の算出根拠、計算式についてお示しい

ただきたく、ご質問をいたします。 

 

●亘理会長 それでは、２点のご質問がありました。よろしくお願いいたします。 

 

●都心まちづくり推進室長 １点目の上層階にホールを設置するメリットについてのご質

問でございました。 

 メリットは、従来申し上げています「まちづくり」として考えたときに、１階からホー

ルということであれば、活用されていないときは、都心にふさわしいにぎわいの創出が図

られないということで、それを実現していくメリットを考えてございます。加えて、限ら

れた敷地内で、民間との協働事業として展開していく中で、例えば、その前にある市民ホ

ールのように、街区の半分ぐらいを使う広場みたいな空間の創出がなかなか難しくなりま

すが、ホールロビーから一定の空間距離を置くことで２，３００人の観客の動線、移動の

円滑性が確保できるということをメリットと考えております。 

 

●地域計画課長 今、パワーポイントを出します。 

 都市再生特区ということで公共貢献をしていただいて容積率を緩和するという制度でご

ざいます。今までもご説明していますが、この制度では、これで計算すると何％、それを

足していくという積み上げ型ではなく、総合的に貢献を評価する制度の趣旨ですけれども、

やみくもに緩和することは避けるべきと考えますので、積み上げ型で計算した場合に、こ

れぐらいになるでしょうということを出した上で緩和容積率の妥当性を確認しております。 

 そして、北１西１地区につきましては、左側に事業の整備方針があり、この事業で目標

とする整備内容がございます。それに対して、真ん中の欄には、歩道沿い空地を整備する、

駐輪場を整備する、地下歩道と接続するなど、具体的な公共貢献項目を並べております。

これに対して、容積率の緩和の程度があり、空地に関しては１４０％であり、先ほど委員
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がご指摘のとおり、複雑な計算式の中で１４０％と算出されるものでございます。それか

ら、西２丁目地下歩道との接続等々で、そちらにあるような数字が緩和可能な容積率とな

ります。 

 北１西１地区につきましては、こういった積み上げ型で全部を足しますと２６０％とな

り、積み上げ型で考えれば２６０％までが可能ですが、この事業の計画として、そこまで

緩和を必要とする計画ではないということで、事業側と協議を重ねてきました。そこで、

容積率の緩和の幅の最大値というか、どこまで緩和することでこの計画を進めるかという

協議を重ねた結果、プラス１００％で計画を進めようとしたところでございます。 

 ちなみに、現段階で容積率を８７０％と設定しておりますけれども、先ほどから何回も

お話ししているように、現段階での想定の計画内容でございますので、これから設計が進

むにつれて、実際の容積率、延床面積等々も若干変わってくることになるかと思います。

それにしても、都市計画で１００％緩和し、９００％ということですから、どういうふう

に計画が変わっても９００％までに抑えます。あるいは、高さもありましたけれども、高

さについても、それより低くなるのはもちろん構いませんが、それより高くしないように

しましょうということで、都市計画を決定することで協議を進めてきたものでございます。 

 

●丸山委員 長くなることをおわびして、発言してよろしいでしょうか。 

 

●亘理会長 発言をしていただいた上で、それに対する回答も含めて午後に再開してから

ということでよろしいですね。 

 

●丸山委員 はい。 

 

●亘理会長 それでは、発言をお願いいたします。 

 

●丸山委員 まず、１点目のお答えをありがとうございます。 

 質問の仕方が下手だったのだと思います。おわびいたします。 

 私は、１階にホールを置くという案を示したのではなく、複合施設のなるべく下のほう

に設置する案に変えるとリスクが少しでも減るのではないかと思いますが、それを上回る

メリットがきっとあるから上のほうにあるのでしょうから、なぜそのようになったのかを

聞きたかったのです。済みません、再質問になりました。 

 ２点目は、私の頭が悪いのか、知識が足りないのか、やはりすっきりと理解できないの

です。複雑な計算式で出していただくとうれしいのですが、１４０％になったのは、複雑

な計算式があるのだろうと思います。自分で勉強して調べてこなかったのがよくなかった

のだと反省しております。 

 画面をかえていただけますか。 
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 その下にも５０％、２０％、５０％とありますが、これはどのように算出されたのか、

それぞれが複雑な計算式が存在するのかどうかです。 

 ご説明の中では、２６０％になるが、そこまで緩和が必要ではないと協議しながら判断

されたということでした。ただ、そこまでというのは、どんなふうにそこまで緩和が必要

ではないと判断したのかという根拠が理解できませんでした。 

 積み上げ式で、あとは協議によって決定しているという理解をしたほうがいいのかなと

いう気もしてきましたが、個人的にはすっきりしていません。貴重な昼の時間を使い、す

っきりしないことを申し上げるのもすっきりしないですが、申しわけありません。 

 

●松浦委員 関連して意見があります。 

 

●亘理会長 午後の再開についてもありますが、どうぞ。 

 

●松浦委員 丸山委員のこともありますし、この間の前回の審議会のときに、審議する内

容について、市民委員の皆さんも、この中で誰がこういうことをよく理解している方なの

かを私は存じ上げませんけれども、私自身もこの算出根拠がわかっていません。 

 したがって、そういうことについて、今日はきちんとわかるように説明してくださいと

いう話をしました。そして、議題を見たら、最後のところで北九条小学校の補足説明とあ

りますね。北九条ばかりを言っているのではなくて、今、言っているようなことなのです。

私も答えを聞いても全くわかりませんし、別々にやってもあれですから、ここで関連して

質問したいと思っているのです。 

 そこで、お昼になりましたから、ここで切って午後にするかどうするか、会長に判断し

ていただきたいと思います。ただ、これに関連しては私からもあります。 

 

●亘理会長 坂井委員もこれに関連してありますか。 

 

●坂井委員 私は違います。 

 

●亘理会長 それでは、ここで休憩をとりまして、１時３０分に再開いたしますので、お

集りください。 

 

●松浦委員 会長、休憩前に一言だけお願いがあります。 

 実は、北九条小学校に関して、父兄の方が日照時間のことで大変心配されて、私どもの

ところに見えました。そして、今朝ほど、私のところに委員の皆さんに自分たちの気持ち

を書いた書面をぜひ渡してほしいということで預かっています。これは、休憩に入ってか

らで結構ですし、あるいは、今でもさっと置くだけですから、そんなに時間がかかりませ
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んから渡させていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

●亘理会長 お渡しする相手は誰でしょうか。 

 

●松浦委員 委員の皆さんです。 

 

●亘理会長 それは結構です。 

〔松浦委員は、委員に資料を配付する〕 

●亘理会長 それでは、休憩に入ります。 

 １時３０分に再開いたしますので、お集まりいただきたいと思います。 

 

〔  休    憩  〕 

 

●亘理会長 それでは、午後の審議会を再開させていただきます。 

 先ほど、丸山委員から…… 

 

●天野委員（代理） 入る前に確認したいのです。 

 北海道庁です。先ほどの松浦委員のような利害関係者からの意見、要望等を会議中に受

けるという方法を今後ともとられるつもりなのでしょうか。 

 

●亘理会長 配付のチラシのことでしょうか。 

 

●天野委員（代理） 利害関係者からの意見、要望は会で直接受けるということをされる

のですか。 

 

●亘理会長 それは、松浦委員のご意見として文書で配付していただいたと理解してよろ

しいのではないでしょうか。 

 

●天野委員（代理） では、やっていいということですね。 

 

●亘理会長 当事者自身から直接ということではなく、そういう形で委員からの意見であ

ればよろしいのではないでしょうか。 

 

●松浦委員 道庁の方の意見に関連して私が言います。 

 この委員の中に道庁の人もいれば開発局の人もいます。行政側は一体なのです。また、

それ以外の人は、どちらかというと素人です。今、私は、道庁の人からこういう意見が出
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たことについて、えっと思いました。なぜかといったら、我々審議会は、市民委員も多く

出ています。議員も市民の代表です。したがって、広くいろいろな人の意見を大事な問題

のときには取り入れてやるのは当たり前のことなのです。したがって、取り入れるのです

かということが出たこと自体、えっと思いました。これについて、これ以上は言いません。

後で天野委員とお話をさせてください。 

 

●亘理会長 いずれにしましても、審議会委員からの書面によるご意見であるというふう

に取りまとめさせていただきたいと思います。 

 それでは、先ほどの丸山委員からの最後のご質問です。 

 一つは、高機能ホールを上の階に置くことに伴って生じるデメリット、とりわけ、防災

あるいは安全上のデメリットを上回る、それをはるかに凌駕するようなメリットがあるの

かどうか、そのあたりのご説明をお願いしたいというのが１点です。 

 もう一つは、容積率１００％増加分について、複雑な算定式も含めて、わかりやすくご

説明いただきたいという点でございました。 

 

●都心まちづくり推進室長 それでは、１点目のご質問にお答えしたいと思います。 

 その前に、私は、最初に回答したときに勘違いがあったと思うのですが、お答えする前

に確認いたします。丸山委員が高いところに置くと言ったのは、高機能ホールという枠の

中で高い位置にあるという認識のもとのご質問だったのでしょうか。 

 

●亘理会長 丸山委員は、①の矢印が入っているフロアという理解の上でご発言されたと

思います。 

 

●都心まちづくり推進室長 この矢印の部分が高いという意味でしょうか。 

 ホールそのものは、囲っているこのところから始まります。１層目と２層目は、「都心

にふさわしい図書館」、あるいは、「アートセンター」の機能を配置いたします。これは

断面図ですので全部は入っておりませんが、ホールは３階から始まります。今の予定では、

３階には練習室その他を配置し、人だまりの機能としてあるということと、ロビーがこの

階となります。したがいまして、この階から客席があり、中はホールのコンセプトという

ことで、多層バルコニー型の座席を考えております。ホールの１階にかなりの数の座席を

配置した上で、２階、３階と上がっていく部分については、舞台の見え方の問題もありま

すので、座席はどんどん減少していきます。人が直接入るであろうと想定しているのは真

ん中ぐらいです。ここから上は空間になります。例えば、その階には１，０００席がござ

いますと、１，０００人の観客がいらっしゃいます。その方々が客席から一度に出たとき

に、たくさんのスペースはないのですけれども、その数を収容できるホワイエを各階に用

意しており、上層階にいくにつれてそれが少なくなっていきます。したがいまして、矢印
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のこのあたりはホールの空間です。ですから、矢印のつけ方が誤解を招いたのかもしれま

せんが、ホールに人がいるのは基本的にこのあたりです。この中では、人がいるのは低層

になるということです。 

 それでお答えになっているでしょうか。 

 

●丸山委員 ありがとうございました。誤解をしておりました。 

 確認ですが、この矢印のところは間隔が広いので、そこがホールなのかと誤解しており

ました。それでは、赤で囲われた全体が一つのホールであり、来場者の２，３００人が上

る最上の高さはこの下の３層ぐらいまでだということですか。 

 

●都心まちづくり推進室長 最終的にここまでとは決めていないですけれども、今の計画

では真ん中ぐらいです。 

 

●丸山委員 ありがとうございました。 

 とてもよく理解できました。 

 

●亘理会長 その上で、先ほどの第１の質問にお答えいただくということですね。 

 それを上回るメリットがあるかどうかについての説明はどうですか。 

 

●都心まちづくり推進室長 変な話ですけれども、１階から始まるか、途中の３階か４階

から始まるか、その空間構成には変わりがありません。ですから、ホールの中の構成につ

いてのメリット、デメリットは基本的にありません。ホール機能が他の用途の上にのって

いることに対してのメリット、デメリットはいろいろとあります。したがいまして、ホー

ルの空間の中の構成に関してのメリット、デメリットは違うと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

 

●亘理会長 丸山委員の質問の趣旨は、空間の中の構成ではありませんね。ホールの１階

部分が地上から３階部分になっていることに伴う防災上の問題があるとして、それを上回

るようなメリットがどこにあるのかというご質問だと思います。 

 

●都心まちづくり推進室長 すなわち、地上１階からという理解でよろしいですか。 

 

●亘理会長 地上１階と比較した場合ということです。 

 

●都心まちづくり推進室長 上層階にあることで、何かがあった際には何階かを降りなけ

ればいけないというデメリットがございます。これは、日常時でも非常時でも同じことで
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ございます。ただ、先ほども別の質問にお答えしましたとおり、この場所では、都心のに

ぎわいを創出していくことを考えていることがございます。また、上に上げることで、都

心のこういう場所で、先ほど例にとった市民ホールのように、街区の半分ぐらいに人だま

りの空間をつくり、人のさばきを考えるやり方も一つあると思うのですが、今回は、それ

を縦に置くことで人をさばこうという考え方を持っております。 

 一つには、都心のにぎわい創出の関係のメリットと、こういう場所で縦にすることで２，

３００人という人の流れをさばく空間ができるというメリットだと考えております。 

 いずれにいたしましても、上層階に上げることで、避難安全性の確保ということがござ

います。先ほどは言葉が足りなかったのですけれども、今後、平成２６年度に組合が設立

されて実施設計を行う段階で、性能設計と申しますが、避難安全検証法に基づく検証を行

った上で動線も含めて配置その他を決定してまいります。この段階では、それらに十分に

意を用いて対応していくということでご理解をいただければと思います。 

 

●亘理会長 ということですが、丸山委員、よろしいでしょうか。 

 

●丸山委員 ご説明をありがとうございました。 

 市のお考えとしては理解できました。 

 一つ意見として申し述べたいのは、先ほど「アートセンター」と「図書館」を１階に持

ってくることで、ホールよりは１階に入っているものとして、まちのにぎわいの創出に役

立つというお考えをお示しいただいたところですが、今日、配付いただいた札幌市の多目

的ホールの状況などでは、どのホールも、現在稼働率が非常に高く、もしそれを上回るよ

うな利用があるのであれば、ホールにおいても非常に高いにぎわいを創出することも十分

に可能であり、文化の香り高いまち、そして安全面のリスクを考えるのであれば、１階に

という考えも捨て切れないかなというのが私の意見でございます。 

 

●亘理会長 ただいまのご発言はご意見として承りたいと思います。 

 それでは、２番目の質問についてお願いいたします。 

 

●地域計画課長 地域計画課の村瀬です。 

 先ほどは、わかりにくい説明をして、申しわけありませんでした。 

 できるだけわかりやすく説明したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 パワーポイントでおさらいいたします。 

 これが７月２３日の第７１回の都市計画審議会のときに説明した容積率の緩和の考え方

でございます。先ほどの表と変わりはないのですけれども、空地を計算式で計算した結果、

１００％以上になるので、今回の１００％という緩和は妥当であると考えているという説

明をしたところです。先ほどは、これを少し細かくした表にしておりました。 
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 実際に計算すると、１４０％ということで、空地のみで１００％以上はいくということ

です。そして、計算式は、非常にややこしいものですが、出します。緩和容積率というこ

とで、建築基準法の総合設計の式を使って計算しております。一番上がその式です。こう

いう計算で何％と出して、今回は１４０％になりました。したがって、彼らの事業計画か

ら考えた緩和幅としては１００％が妥当であろうと考えて１００％と設定いたしました。 

 わかりにくくしたのは、下の方に地下歩道との接続や敷地内での出入り口の整備があり、

ここで何％と書いておりますが、今回、この部分については勘案しておりません。ただ、

勘案することができるということで書いてしまい、わかりにくくなってしまいました。た

だ、今回の容積率１００％の緩和は、あくまでも空地の部分で考えたときに、１４０％緩

和できる分の空地をとっております。ですから、１４０％緩和と決めることもできるので

すけれども、今回の計画が現段階で８７０％でしたので、１００％の緩和で計画を進めて

いけるということで、今回は１００％と決めたところでございます。 

 ちなみに、下の表の５０％、２０％、５０％と書いてあるものの根拠については、計算

式があるわけではありません。前回の都市計画審議会で「南２条西３丁目」の際に同じよ

うな表を出してご説明いたしました。接続については、上下方向のネットワークをつくる

ことで、計算式があるわけではなくて、２０％や５０％と緩和幅を設定しているというこ

とでやったという説明でした。今は細かく説明しませんけれども、そういう設定をして数

字を決めております。今回はここを勘案したわけではないということで、ちょっとわかり

にくくなったかと思いました。 

 こういった説明でどうでしょうか。 

 

●亘理会長 このようなご説明ですけれども、丸山委員、いかがでしょうか。 

 １４０％までは目いっぱいやればできるのだけれども、それを１００％に落としたのは

なぜかという説明は非常に難しいと思うのです。 

 

●丸山委員 ありがとうございました。 

 私は物わかりが悪いのか、１００％すっきりわかったわけではありませんが、５０％、

２０％、５０％をなかったことにすればすっきりいたします。時間がなくなるので、そこ

は突っ込まないことにします。 

 １４０％あるが、そこまではしなくていいので１００％にしたということですが、そう

考えたのは、建築設計が先にあり、それがたまたま８７０％だったから１００％までにし

ておけばいいということではないですよね。 

 

●地域計画課長 単純に言えば、そういうことです。 

 

●亘理会長 恐らく、容積率を目いっぱい緩和した場合、当然、それに伴う利便性や効率
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性が出ると同時に、ひずみやデメリットもあります。したがって、常に目いっぱいに全部

活用すればいいという話にはなりません。その上で具体的に何％上積みするかについては、

個々の建物ごとに、周辺のまち並み等と調和できるかどうかを判断して決めるということ

だと思うのです。そういう意味では、数字で１４０％から１００％にするという説明はな

かなか難しいけれども、少なくとも目いっぱいやるよりはいいのではないかという感じが

私自身はいたします。 

 ほかに何かありますか。 

 

●松浦委員 二つあります。一つはこのことで、もう一つは、なぜ３階から上に持ってい

って、１階が図書館でにぎわいが出るのかということです。 

 今はここに来ていますから、先にこのことからやります。そもそも、最初の計画ではも

っと高かったですね。しかし、今の高さまで下げましたね。私の承知しているところでは、

事務の床をつくっても、需要と供給からいったら売れそうもないということで下げたとい

うふうに私は理解しております。当時、そういう説明を受けております。 

 そこで、先ほど積算の根拠が出たのだけれども、その算式は誰が決めたのかです。 

 

●地域計画課長 総合設計制度の先ほどの式は、札幌市で決めたものです。 

 ちなみに、昔、国から通達を出しておりましたけれども、その通達の式を準用して札幌

市で決めているものでございます。 

 

●亘理会長 松浦委員、時間の関係もありますので、取りまとめてご質問あるいはご意見

をお願いします。 

 

●松浦委員 要は、こうやって緩和して、わかりやすく言うと、全体の面積と土地の面積

を公共のために削って出す。その面積割合からすると、もともとの土地が１００あり、１

４０増やさなければならないために、半分以上を公共のために土地を出したのならば、２．

４倍にしてあげるというのもわかります。あるいは、３分の１ぐらい削ったということな

らわかるけれども、これでは、土地を公共に出した割合からいったら、余りにもプラスア

ルファが多過ぎると感じるのです。 

 国にかつてあったものはいいけれども、札幌市として、そういう点についてどういうふ

うに考えるのかということです。今言う２６０％まで増やさなくても事業は成り立つわけ

です。土地を公のため、道路だとかいろいろなもののために出しても、１００％どころか

７０％ぐらいもらえれば十分ですとなっているわけです。そうすると、この計算式そのも

のが過大ではないかと思います。その点についてどういう検証をされたか、考え方を示し

てください。 
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●亘理会長 松浦委員、今回は１４０％を目いっぱい使っていないのと、その下の三つの

段については適用していないということですから、今回の案件について、数式そのものを

適用することが妥当かどうかという問題は、必ずしも結論を出す必要がないのではないか

と思うのです。確かに、何年かに前に立てた数式に仮に問題があるのであれば、それにつ

いては担当部局で別途検討を進めていただくことでよろしいのではないでしょうか。 

 

●松浦委員 ここは、学識経験者、市民、議員も含めて、広く意見を聞く場ですから、私

はそのことを問いかけているわけです。前回のときに私が求めたのは、こういうことの内

容を含めて、わかるように資料をつくって説明してくださいと求めているのです。しかし、

今回もそういう資料が出てきておりません。そこなのです。 

 何のために２６０％にもなるような数式をつくっているのか、何のために緩和しなけれ

ばいけないのかなのです。もっとわかりやすく言えば、事業採算として、一定の土地を出

すことによって、その土地を出した分の床面積で足りなくなる部分に対して、多少プラス

アルファして緩和してあげるということで、用が足りる話だと思っているのです。したが

って、そういうことについてきちんと説明をした上で、緩和が妥当かどうかという判断を

していかなければならないのです。かけられている緩和の要件が妥当かどうかとなったら、

そこからちゃんとしなかったら判断できないでしょう。私が言っているのは、そういうこ

とです。 

 これについては、北九条小学校もありますから、同じことになります。 

 それから、議会などいろいろな場でも出ていますし、今も出ていますけれども、２，３

００人の人が、何かがあってエレベーターも使えなくなる、我々が想定することができな

いような事態が起こったときに、物理的、客観的に考えて、一番安全なのは１階に人が歩

いてすぐに出られる、より近くに出られる、わかりやすく言うと、ホールの中の階段など

を歩いて降りて１階に出られることが一番安全なわけです。 

 そして、説明を聞いていると、図書館は後から出てきた話です。一番最初の構想が出た

ときに、図書館をここに取り入れるという話はなかったのです。それでは、現在の中央図

書館では、たくさんの人が出入りして、にぎわいがありますか。どういうふうに捉えてい

ますか。私もたまに見に行きます。図書館がどういう利用状況にあるのか、夏も冬も行き

ます。図書館に人がしょっちゅう出入りして、にぎわいがあるなというふうに私は感じて

おりません。それを中央図書館と比べて、何をどう置くことによってしょっちゅう人が出

入りするのかです。人の気配がたくさんすることをもってにぎわいと言うのだろうと思う

けれども、現在の中央図書館をどういうふうに捉えていますか。 

 

●亘理会長 担当の職員で回答すべきことは何かありますか。 

 

●地域計画課長 今の容積率の緩和についてのご指摘は、我々としては、総合設計制度の
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式を使って空地を算出したということですけれども、委員のご指摘は、その式を使うこと

が本当に妥当なのかどうかということだったと思います。将来はもしかしたらこういうや

り方ではなくて違うやり方がいろいろ出てくるかもしれませんけれども、現段階では、こ

の式によって算出していくのが妥当ではないかと考えているところです。 

 

●亘理会長 多目的ホールについては何かありますか。 

 

●都心まちづくり推進室長 中央図書館がにぎわっているかということに関して申し上げ

ますと、私も活用しますが、距離の問題もあり、都心のにぎわいのイメージがないのは確

かだと思います。ただ、「都心にふさわしい図書館」につきましては、当初から「都心に

ふさわしい図書館」という名称で世に出てきたものではございませんが、もともとはこち

らの創造活動センターを検討していた際に、創造活動を情報面から支える機能としてアイ

デアズストアという考え方で図書館という機能を位置づけてございました。 

 具体的に、図書館自体の考え方といたしましては、本と人と文化を結ぶ場として、都心

に集うさまざまな人々に対して文化、芸術、経済のほか、幅広い分野について情報面から

積極的に支えていく、支援していくことで、それが市民の交流する場の機能をより高めて

いくという考え方です。それから、都心という場所でございますから、図書館単独ではな

く、他の施設や民間施設も含めて、機能的に複合、相乗することで都心のにぎわいに対し

て知の拠点という役割で支えていくのだという考え方が図書館の第２次図書館ビジョンで

「都心にふさわしい図書館」の検討として掲げられているところでございます。 

 

●松浦委員 私の質問に答えてくれていないのです。私は、現中央図書館ににぎわいがあ

るかどうかということについてどう受けとめていますかと聞いたのです。私は、にぎわい

がないと思います。そして、にぎわいがないと言ったから、それはそれでいいです。私が

聞いていないことをいっぱい答えているから時間がかかっているのです。 

 

●亘理会長 どちらにしましても、今回、大通に近い都心にこういった機能を導入するこ

とで、今までにない図書館機能を想定されているのではないかと思います。今までにない

効果、機能を想定されているのか。それは、この案件の関係では重要だと思います。 

 

●松浦委員 会長、いいですか。 

 市側が説明している大事なところは、前回も含めて、今までも何人かの方がホールは１

階に下げるべきだという意見を出しております。坂本委員も出していました。それに対し

て、１階にホールを持ってきたら、休館日もあるから、人が来ない日もあります。だから、

人が通らないからにぎわいがなくなるから、図書館を１階に持ってきたら相当なにぎわい

が出るのではないかという話なのです。図書館は、人がうんと行ったり来たりする場所で
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はないのです。本屋とは違うのです。大体、図書館の中では、みんながそれぞれ図書を借

りてそこで読むか、あるいは、持ち帰るかということです。したがって、にぎわいを出す

ことに効果はないだろうと思っているのです。 

 

●亘理会長 それは、先ほど午前中の審議の際に、森田委員からの質問に…… 

 

●松浦委員 私は質問していません。 

 

●亘理会長 従来にないような機能を求めるのだという回答もあるわけです。 

 

●松浦委員 機能を聞いているのではないのです。 

 機能はいいです。しかし、人の出入りとは別です。先ほどから言っているのは、にぎわ

いのためにここに持ってきているということです。私は、それがあるかと聞いているので

す。 

 それから、これについては、中央図書館では余り感じられないと言うのだけれども、何

によって、どういうことで人がしょっちゅう出入りして、１階の図書館に出入りすること

によって人の往来が多いかという現象がどう出るかという具体の話がないわけです。それ

よりももっと大事なことは、３階に置いて、万が一のときに、どういうふうに人が移動す

るのか、エレベーターやエスカレーターがどういう機能を果たしていくのかに対して、今、

組合が設計中だと言っています。組合といっても、組合構成員のいわゆる出資比率からい

ったら札幌市が筆頭株主なのです。したがって、札幌市の意思なくしてやるものではない

のです。 

 二つ目は、当然、こういうものについては、誰がしようが、札幌市が多目的ホールや図

書館をつくるわけです。そうしたら、つくる札幌市の意思なくして設計は進んでいかない

わけです。設計の構想段階、予備設計、事前設計の段階で基本的なことを全部精査して入

れていくわけです。それをつくり、その後、皆さんに公開して、どこか落ちているところ

はないか、我々の考えが及ばないところはないかと意見を伺う程度のことなのです。した

がって、ここで、今、札幌市側が言う内容だけで我々がよしとしたら、市のやることにつ

いて全部いいですとお墨つきを与えたことになるのです。 

 特に、安全面についてです。 

 

●亘理会長 午前中から委員の方々からいろいろご意見を伺ったのです。そのために、防

災上の安全を確保するためのデザインといいますか、実施設計をこれからつくっていくた

めにも委員の方々から午前中に非常に有益なご意見を承ったわけです。それを踏まえて生

かしていくということでよろしいのではないですか。 

 もう一つは、実施設計についても、具体化しそうな時点で何らかの形でご説明をいただ
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けるという回答をいただいています。 

 

●松浦委員 この場で説明するとは言っていませんよ。市民に意見を聞きますと言ってい

るのです。それから、言い直したのです。 

 

●亘理会長 その上で、私は念押しをいたしまして、そういった説明の機会についての進

行状況などについては当審議会に対して適宜報告いたしますという回答も得ております。

ですから、これ以上、この問題を続けてもしょうがないのではないでしょうか。 

 

●本郷委員 議論が錯綜しています。 

 午前中にあったのは、ホールが中層階にあるので、火災や地震といった災害のときに避

難が安全なのかがメーンなのです。それで、先ほど丸山委員からあったように、図書館と

ホールが逆になり、ホールが１階に来ることはないのかということでした。 

 断面図を見ていただければわかると思いますので、それを出してください。 

 要するに、２，３００席のホールですので、「ＮＨＫホール」を想定していただくとわ

かりますけれども、舞台ではオペラとかをやられるのです。舞台の上にバトンや照明など

を吊りますので、６階から７階建てぐらいの高さになるのです。そうなると、ホールを下

におろすことは、図書館機能をもしここに複合させようと思うと、８階から９階が図書館

となります。これでは、利用する人にとってはかなりの負担になり、入りにくいのです。 

 今、松浦委員からお話があった中央図書館は、確かに年間６０万人しか使っていません。

ところが、今の流れは、埼玉にしても青森にしてもそうですけれども、県立図書館を駅に

持ってきているのです。静岡は人口が６０何万人ですが、都心に図書館を持ってきたこと

によって人口以上の方があそこをビジネス支援図書館ということで利用しているのです。 

 中身はこれからつくっていくということですけれども、中央図書館とイメージが全く違

うのです。昼間に仕事をしている人が調べ物に行ける、あるいは、企業支援ができるとい

うことなので、その辺を原局から説明していただければご理解いただけるかと思います。 

 

●松浦委員 会長、議事進行について…… 

 

●亘理会長 議事進行の権限ですので、私の判断で…… 

 

●松浦委員 会長、議事進行について、権限と言うけれども、議事進行について意見があ

るのです。 

 午前中、私はこのことについて発言していませんよ。 

 

●亘理会長 審議会全体の進行ですので、ほかの委員が同種の発言をして、それに対して
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回答があれば、それはそれで質問とそれに対する回答の応酬があったというふうに理解し

てよろしいですね。委員自体が発言したかどうかは…… 

 

●松浦委員 会長、私の発言の趣旨をあなたはわかっていないでしょう。あなたはわかっ

てそうやって言っているのですか。私の発言の趣旨を理解なんかしていないですよ。 

 私が言っている発言の趣旨は、例えば、設計、設計、いや、組合がと言っています。今

の段階で、我々の質問に答えられる内容になっているわけです。それについて答えないの

です。そして、この案件は今日が本議題ですから、採決するわけです。そうしたら、これ

で決定です。後からサービスで説明はあるかもしれないけれども、我々は審議委員として、

この問題について決定を与えるのです。一番は安全面です。だから、それについてできる

説明をしていないから、そういうものをなぜしてくれないのだと私は問いかけているので

す。堀内委員など、午前中に質問した方はそういう質問の仕方を誰もしていないのです。

会長、そこをちゃんと理解してくれなければ困ります。 

 私は、実態をちゃんとわかって言っているのです。審議会で適当な答えをしてはだめだ

と市側に言っているのです。したがって、私の質問はきちんと担保してください。私は重

複してやろうと思っていませんよ。 

 それから、本郷委員にも申し上げますけれども、人の質問中に遮ってするものではない

よ。 

 

●本郷委員 会長が言っているのです。 

 

●松浦委員 いやいや、人の質問中に会長とあなたが手を挙げるものではない。 

 

●本郷委員 終わらないからです。 

 

●松浦委員 必ず質問は終わるでしょう。終わって答えがあったときに議事進行なら議事

進行について発言すればいいでしょう。ルールだよ、これは。 

 

●本郷委員 先ほど一つ言い忘れました。 

 札幌の場合は中層階ですけれども、先ほど言ったみたいに、駅前の再開発では複合施設

の高層階にホールがつくられております。近年でいえば、去年か一昨年にできた東急の渋

谷駅前の「ヒカリエ」は、ビルが３４階建てで、ここの１２階から１６階までがミュージ

カルが主体の約２，０００席のホールです。「大阪中の島フェスティバルホール」は、５

階で２，７００席です。それ以外でも神奈川の「県立劇場」も５階で、１階、２階はＮＨ

Ｋの放送局が入っております。そういうようなことがあるのです。 

 先ほど説明がありましたけれども、当然、避難計画があり、ないと建築確認がおりない
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わけです。ですから、説明としては、エレベーターが何基あって、基準法で階段は何カ所、

幅は何ｍと決まりがあるわけですから、災害が発生して、避難を開始して、全館避難が何

分以内にできるのかというシミュレーションを当然やるわけです。ですから、そういう説

明をきちんとすれば、松浦委員も、そういうことかと納得されるのではないかと私は思う

のです。この計画は３階だからだめなのだということを言っているわけではないと思うの

です。あくまでも安全が確認されればということだと思うのです。 

 

●亘理会長 本郷委員の質問に対する回答をお願いいたします。 

 

●都心まちづくり推進室長 先ほどの繰り返しになりますが、避難安全検証法に基づく検

証は、実施設計段階でなければ物理的にはなかなかできないこともございます。それは、

平成２６年度のタイミングでシミュレーションも全部やった上で計画が決定されるという

スケジュールを予定しております。 

 これらの基本的な考え方は、１年ほど前になりますか、平成２４年度末に準備組合が設

計を行うに当たって、安全面も含めて、札幌市の施設に対する基本的な考え方として整備

基本計画という形で取りまとめを行い、パブリックコメントも実施してございます。それ

らを実現すべく、設計作業を行っていただいております。 

 その設計にあっては、さまざまなことを検討することで、例えば、エレベーターなども

含めていろいろな形を検討してございます。ただ、少なくとも、こういうふうにしますと

いう段階にはまだ至ってございません。これは作業中でございます。 

 したがいまして、これらの作業を進めた上で避難安全検証法に基づく検証は平成２６年

度の実施設計段階できちんと整理する考えでございます。 

 

●亘理会長 議事進行の不手際で申しわけないのですけれども、坂井委員が先ほどから手

を挙げられていて、２時半に退席されなければならないということです。ですから、坂井

委員からお願いいたします。 

 多分、異なった問題についてのご発言かと思いますので、坂井委員、お願いいたします。 

 

●坂井委員 質問というより、再開発事業ということで、今日は、「地区計画」と「再開

発事業」と「駐車場」と「都市再生特別地区」の変更について議案が上がっているわけで

す。再開発事業で掲げている都心のまちづくりのモデルとなるような都市空間の形成を図

るとあり、それを地区計画でこのように定めて、これから進めていきますということです。

その具体の絵が出て、それに関して皆さんから多大なご意見があるという状況だと思うの

です。 

 私はもう少しその先を見越して、昨今の都市開発では、開発された後の管理運営をどの

程度考えているのかということです。持続可能な社会を構築するという大きな命題を持っ
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ているわけですので、このビルをこれからずっと管理運営していく上でどのようにサステ

ーナブルな管理をしていこうというお考えがあるのかということをお伺いしたいと思って

おります。 

 

●都心まちづくり推進室長 ただいまの坂井委員からのご質問でございますが、実際の管

理運営の検討は、設計作業の進捗とあわせて、具体の作業が間もなく開始されるところで

あります。以前の当審議会におきまして、建物自体で「ＣＡＳＢＥＥ」のＡランク以上を

目指す、また、環境エネルギーの観点で、天然ガスコジェネレーションを入れた上でＣＯ

２削減に寄与するという考え方も一部ご披露したかと思います。 

 昨今のサステーナブルシティーを札幌市としてもまちづくりとして目指すことは、今回

策定いたしましたまちづくり戦略ビジョンの中で重点戦略として明らかにしてございます

が、この事業に関しましては、その目標を先導するような取り組みを長いスパンの管理運

営の中で実践していきたいと考え、検討を進めているところでございます。 

 

●坂井委員 大きなアイデアとしては理解いたしました。ただ、今日のご説明のパワーポ

イントの３ページ目の絵を見せていただくと、ガラス張りの部分が大きいです。これは、

今の段階の絵ですので、変更の可能性はもちろんあると思うのですけれども、ガラス張り

の部分が多いとか、建物の概要で、東西の間に谷間のような部分が生じています。そこの

部分の雪などをどのようにするのかなど、エネルギーの観点だけではなく、積雪地である

札幌市における雪の処理という問題があります。そして、建物の断熱性能など、いろいろ

なことを「ＣＡＳＢＥＥ」などで考えているとおっしゃっていましたけれども、これから

設計になれば、そういったことがますます議論されると思いますので、どうぞよく考えて

進めていただければと思います。 

 

●亘理会長 ただいまの話はご意見ということで、ぜひ考慮に入れて進めていっていただ

ければと思います。 

 

●松浦委員 先ほど、図書館についていろいろと話したのですが、中に人がいて、本を読

んだり検索したりする人など、常時、中にいる人は何人を想定していますか。朝から晩ま

でのトータルの数字ではなく、ある瞬間の想定です。何を聞くかといったら、災害の危険

度の問題を質問するのに、このことを聞いているのです。 

 

●亘理会長 恐らく、中の仕切りなども含めて考えなければならないことだと思うのです

けれども、いかがでしょうか。 

 

●都心まちづくり推進室長 単純に割り返せばいいのかもしれませんけれども、「都心に
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ふさわしい図書館」の我々の利用見込みは、今の段階では年ベースで算定してございます。

年間で２０万人ですので、単純計算で１日当たり約５５０人という計算になるかと思いま

す。 

 

●松浦委員 １日５５０人ですね。瞬間的に一番多くてそこに何人いるかを聞いているの

です。それはなぜかといったら、災害が起きたときの人的な危険度をどれだけ回避するか

が大事だからです。ホールは満員で２，３００人いるわけです。図書館には１日で５５０

人です。あるとき、例えば、５分の１がいて１００人いたとします。１００人対２，３０

０人の危険の比率をどうするかという問題です。１００人の人に上に上がってもらい、２，

３００人の人が下にいて、災害が起きたときに２，３００人がより安全により速く避難で

きることのほうがいいのです。全ては比率です。そういう意味で考えられたかどうか、こ

れについてお尋ねします。 

 私は、この種の質問をただの一回もしたことはありません。 

 

●都心まちづくり推進室長 先ほど申し上げましたが、建物全体の避難安全検証の整理を

来年度に行うということで、この段階では、図書館の年の利用者数を確かに出しましたが、

ただいまの松浦委員のご指摘のような観点での検討はありません。 

 

●亘理会長 これは、基本的に都市計画決定ですので、第一種市街地再生の事業ですから、

それに必要な範囲でのご質問をお願いいたします。 

 

●松浦委員 会長、私も都市計画決定が何であるかぐらいはわかってここに来ています。

しかし、だからといって、都市計画決定がここからここまでですといって、狭い意味で考

えるのか。札幌市が市民委員まで選んで参加してもらってやることは何かといったら、広

く意見を聞いて、より安全なもの、より使いやすいものをつくろうという趣旨なのです。

しかし、大事な安全における比較がされていないのです。図書館は１日で５５０人が使う、

そして、ホールは、満員になれば一瞬にして２，３００人がいるのです。人災の危険をよ

り少ない方にするかという比較検討すらも、今、聞いた段階ではされていないのです。 

 

●亘理会長 それにつきましては、建築基準法上の防災基準を満たすことを前提にお話を

しているのです。 

 

●松浦委員 会長、私は建築基準法もそれなりにわかっています。しかし、言いたくはな

いけれども、あなた方学者や東大の先生も含めて、日本の頭のいい人がつくった原発が福

島でああいうことになっているわけです。私はなぜそれを言うかといったら、せいぜいそ

の程度の基準だからです。したがって、ここで我々素人の皆さんが心配だということにつ
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いてちゃんと答えてくださいということです。 

 

●亘理会長 話が本筋からかなりずれてまいりましたので、私としては、ここでその問題

については打ち切りたいと思います。 

 ほかに何かご質問、ご意見などがございましたら、お願いいたします。 

 

●日沖委員 一つはお願いと一つは質問です。 

 まず、高機能ホールについてです。「Ｋｉｔａｒａ」と座席数が大体一緒かと思うので

すけれども、「Ｋｉｔａｒａ」の３階席になると、かなりの角度があるのです。私の両親

を連れていこうとしても、私自身も怖くなるぐらいの角度があるのです。ホールの上の階

をテラス式にというお話ではあったのですが、角度についても重々ご検討をいただけたら

と思います。それはお願いです。 

 もう一つは、市民ホールの件です。「札幌市民会館」から「市民ホール」になるときに、

こういうきちんとした場ではなかったのですが、音楽業界の中では、「市民ホール」は長

いスパンで考えていないみたいだ、建替えるなりなんなりということを伺っています。今、

ご説明をいただいたスライドの２５番にあるように、「芸術文化の館」の機能を受け継ぐ

とともに、「旧市民会館」の本格的な跡継ぎ施設としてという一文がありますが、最終的

には「市民ホール」はなくす方向で考えていらっしゃるのでしょうか。 

 

●亘理会長 要望１点とご質問１点ですので、質問についてよろしくお願いいたします。 

 

●文化部調整担当部長 午前中にも答えさせていただきましたが、現状の計画では３館体

制といたします。３館といいましても、このような多目的ホールといいますか、舞台があ

っていろいろな舞台機構がありまして、「市民ホール」、「芸術文化の館」、「教育文化

会館の大ホール」の三つを今後とも維持していくことを前提に計画しておりますので、将

来的になくすことは今の段階では考えてございません。 

 

●日沖委員 「市民ホール」の耐久性みたいな問題は大丈夫なのでしょうか。 

 

●都心まちづくり推進室長 「市民ホール」につきましては、そもそも、設置した際に、

今、日沖委員がご指摘したとおり、「旧市民会館」の機能を代替する暫定ホールという扱

いで、リース方式で設置いたしたところです。ただ、建物の躯体は鉄骨造りで、建築確認

を当然とって建てられた建物でございますので、耐久性はもちろんあります。しかし、設

備に関しては、少しでも経費を安価にということで、「旧市民会館」の使える設備を使っ

ているところもございます。ですから、長期にわたって使っていくためには、建物の側は

問題ないと思っているのですけれども、設備につきましては、どの段階かで一定の手を入
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れて、長期使用に耐えられるようなことをしなければならないのかなと考えてございます。 

 

●堀内委員 今の意見に関連いたします。 

 リース方式ということですが、何年間のリースになっているのですか。そして、リース

期間が終了した場合、普通は買うか、あるいは、業者の人に更地にして戻してもらう方法

があると思うのですが、それはどちらを予定されているのですか。 

 

●都心まちづくり推進室長 リース期間についてでございます。 

 当時は、代替施設をつくった後、今、ご審議いただいております高機能ホールがもっと

早くできることを前提に考えておりました。スタート時点が何年だったかは正確には言え

ませんが、期間としては６年半のリース契約でございます。それから、リースが完了した

後は、一定の費用を入れて引き取るか更地に戻すかということがございましたが、基本的

には札幌市に譲渡される契約になっていると聞いてございます。 

 

●亘理会長 ほかに何かございましたらいかがでしょうか。 

 

●松浦委員 取り扱いについてです。 

 審議会の審議する内容がどこまでなのかということは誰もわかっていないのです。私も

わかっていません。ただ一つ言えることは、先ほども言いましたけれども、幅広く素人の

人も含めて、使いやすく安全なものをということがこの中で求められております。それか

らいったら、先ほど言ったように、高機能ホールを１階におろし、図書館を上に上げるこ

とについて、人への危険の割合なども全く検討されていないことがここで明らかになりま

した。こういうことを市側がこの場にもう少しきちんと提示して、みんながなるほどと言

えるようにならなければだめではないかと私は思います。 

 通常からいけば、今日は議題ですから採決となるのでしょうけれども、審議会をもう一

回開いて、それまでに準備してもらったほうがいいのではないかと私は思います。 

 私がなぜこういうことを言うかといったら、当初は年５回と予定されておりました。５

回目は２月の予定でした。１月に変更してきましたから、私は市側に聞きました。そうし

たら、いろいろなことがあって、延びても年度内にきちんと終わるように余裕を持って繰

り上げて段取りをしたという話をしておりました。北九条小学校の問題を含めていろいろ

あるわけですから、このことについても、今日の採決ではなく、先ほど私が質問したよう

なことについて、整理して真摯に答えてもらう形で進めたほうがいいと思うのです。 

 ですから、今日は採決をしないで、次回にしていただければと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 

●亘理会長 防災対策などを中心とした安全対策の問題は、最終的には、建物の中身のい
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ろいろな構造なども含めた詳細な実施設計によって左右されます。それにつきましては、

先ほど来、既に発言がありましたように、本審議会にも情報提供を適宜いただけるという

ことであり、しかも、何らかの形で市民に意見を求めるような機会を設けるということで

す。ですから、本審議会として採決するのに必要な議論は出尽くしたと私は思いますので、

ここで採決させていただきますが、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、北１西１地区関連に係ります議案第４号、第６号、第８号、第９

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 ありがとうございました。 

 賛成多数によりまして、当審議会としては同意させていただきます。 

 次の議題を終えたところで休憩をとらせていただきたいと思います。 

 

    ◎西２丁目地下歩道について 

●亘理会長 それでは、４番目の議題となります。 

 西２丁目地下歩道に係る議案第５号についてでございます。 

 今、担当職員の方が入れかわり中でございますが、その間を利用しまして、私からあら

かじめご了解を得たいと思います。 

 これから取り上げる４番目、５番目、６番目は、いずれも道路に関する案件でございま

して、議案第５号に関するものでございます。ただ、中身はいずれも全く異なる道路、案

件に関する議題です。議題は５号ということで同じですが、それぞれを三つに分けてご審

議いただいた上で採決をとりたいと存じます。 

 そういうこと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、西２丁目地下歩道に関しまして、担当の職員からご説明をお願い

いたします。 

 

●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。 

 議案第５号の都市計画道路５件のうち、まず、西２丁目地下歩道につきましてご説明い

たします。 

 説明内容ですが、現状について、整備計画について、都市計画変更案について、事前説

明時にご質問のありました点につきましての補足説明、最後にまとめとなっております。 

 はじめに、西２丁目地下歩道周辺の現状についてでございます。 

 まず、地上部についてです。 

 西２丁目地下歩道の周辺には、「市役所庁舎」、「市民ホール」、「経済センタービル」、

「北１西１地区再開発予定地」がございます。周辺の道路は、「国道１２号」、「西２丁
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目線」となっており、写真は「国道１２号」と「西２丁目線」の交差点の状況でございま

す。 

 平成２３年９月２７日に実施した交通量調査では、朝７時から夜７時までの１２時間で、

「国道１２号」を横断する歩行者交通量は約１万３，０００人となっております。また、

自動車交通量は、「国道１２号」が約２万４，０００台、「西２丁目線」が約１万台とな

っております。 

 次に、西２丁目地下歩道周辺の地下施設の現状についてです。 

 図は、札幌中心部の地下施設の状況を示しております。 

 このうち、西２丁目地下歩道周辺には、赤色で示した「札幌駅前通公共地下歩道」、緑

色で示した「地下鉄大通駅」、そして、黄色で示した「大通地下街オーロラタウン」がご

ざいます。 

 次に、「大通地下街オーロラタウン」ですが、上は平面図、左下は断面図、右下は写真

です。 

 赤い部分が店舗、黄色い部分が地下歩道、緑色の部分が「地下鉄大通駅」を示しており

ます。地下街のうち、黄色で示した部分が都市計画道路です。なお、事前に配付いたしま

した資料の中でご説明しておりますが、札幌振興公社により地下街と一体で整備したとな

っておりますが、正しくは札幌都市開発公社による一体整備でございますので、ここで訂

正させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 次に、「オーロラタウン」の都市計画道路についてです。 

 「オーロラタウン」の中心の通路である「大通地下歩道」は、延長が３１０ｍ、幅員が

８ｍ、「西２丁目地下歩道」は、延長が１１０ｍ、幅員が１３ｍ、「西３丁目地下歩道」

は、延長が１００ｍ、幅員が５ｍでございます。この３路線は、昭和４５年６月１５日に

都市計画決定され、昭和４６年１１月１６日から「オーロラタウン」の開業とともに供用

を開始してございます。 

 西２丁目地下歩道は、平成２４年９月に実施した交通量調査では、午前９時から午後８

時の間で、平日では約１万６，０００人、休日では約１万人の方が通行されております。

本案件は、西２丁目地下歩道を北側に約１６０ｍ延伸するものでございます。 

 次に、西２丁目地下歩道の整備計画についてでございます。 

 まず、都心部の地下歩行空間ネットワークについてです。 

 都心まちづくりの長期的・総合的な計画である「都心まちづくり計画」が平成１４年に

策定され、その後、社会情勢の変化などに対応し、１０年間程度を計画期間といたしまし

た「都心まちづくり戦略」が平成２３年に策定されております。 

 「都心まちづくり戦略」では、四季を通じて快適な歩行環境を創出するため、官民の協

働によりバリアフリーな地下空間の拡充を図るとしており、平成２３年３月に供用開始し

た「札幌駅前通公共地下歩道」とともに、西２丁目線についてもその拡充が位置づけられ

ております。 
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 次に、整備の目的でございます。 

 まず、歩行者や施設利用者が車道を横断することなく地下を通行できることで、都心交

通の円滑化と歩行者通行の安全性向上でございます。次に、地下鉄など公共交通機関との

アクセス性向上でございます。さらに、地下ネットワークが拡張されますことにより、四

季を通じた安全・安心なバリアフリー空間の拡充ということでございます。 

 次に、西２丁目地下歩道の整備についてご説明いたします。 

 このたびの整備は、沿道において計画しておりました北１西１地区再開発の事業化の目

途が立ってきたことなどから、西２丁目地下歩道を１６０ｍ整備するものでございます。

延伸区間には、札幌振興公社が所有する延長約１３０ｍのコンクリートの躯体がありまし

て、これを取得し有効利用いたします。地下歩道の幅員は、１時間当たりの計画歩行者数

から８ｍとし、仕上がり高さは３ｍでございます。 

 このほかに新たに整備するものとしては、出入り口、電気・機械室新設、建築の内装仕

上げ、照明・換気設備工事などでございます。中間地点には、階段のほかにエスカレータ

ーとエレベーターを設置いたします。供用時間につきましては、朝５時４５分ころから夜

２４時３０分ごろを予定してございます。 

 次に、出入り口についてです。 

 札幌駅方面には、「経済センタービル」東側の歩道を拡幅し、エレベーターを併設した

単独出入り口を設置いたします。また、「北１西１再開発ビル」の敷地内に出入り口階段

を再開発事業で整備いたします。そして、大通駅側は既存の地下街出入り口と地下鉄の３

１番出入り口を利用いたしまして確保いたします。 

 次に、沿道施設との接続についてでございます。 

 接続は、「北１西１地区再開発ビル」、「経済センタービル」、「市役所庁舎」を予定

しております。再開発ビルとの接続は、ビルの地下３階で接続する予定で、これに伴い、

ビル内のエレベーター、エスカレーターが利用できます。 

 次に、「経済センタービル」との接続は、ビルの地下１階で単独出入り口の地下１階踊

り場から接続する予定です。また、「市役所庁舎」との接続は地下２階を予定し、庁舎内

の整備とあわせて検討中でございます。なお、接続部分につきましては、ビル側が自らの

費用で行い、整備後、札幌市に帰属する道路法の承認工事という手法で行います。 

 次に、地下歩道整備による歩行者動線についてです。 

 現在、「地下鉄大通駅」から北方面へは、地下街の出入り口及び地下鉄３１番出入り口

を経由する地上のみの動線となっております。地下歩道の整備後は、現在の動線に加え、

「経済センタービル」東側の出入り口と「再開発ビル」敷地内の出入り口が利用できるこ

とにより、「国道１２号」を横断しない安全な通行が確保できます。また、エレベーター

やエスカレーターを利用できることから、バリアフリーな空間が拡充いたします。 

 次に、都市計画変更の内容についてです。 

 １点目の変更は、起点の変更でございます。 
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 現在の起点は、黄色の記号の位置の大通西２丁目でございますが、これを赤色の記号の

位置、北１条西１丁目に北側に約１６０ｍ移動するものでございます。 

 ２点目の変更は、代表幅員の変更でございます。 

 代表幅員は延べ延長が最大となる区間になりますので、これまでの１３ｍから延伸区間

の８ｍに変更になります。 

 ３点目の変更は、名称の変更でございます。 

 代表幅員が変更になったことにより、名称を「８・５・３西２丁目地下歩道」から「８・

６・３西２丁目地下歩道」に変更になります。区域につきましては、赤色の線で示すとお

りでございます。変更案につきまして、昨年１２月１２日から２６日までの２週間で縦覧

を行いましたが、意見書の提出はございませんでした。 

 次に、事前説明のときにご質問のありました躯体コンクリートについての建設経緯、躯

体状況、躯体取得費について説明いたします。 

 まず、建設経緯です。 

 昭和６０年当初、「第３次札幌市長期総合計画」の策定に向けて「市営北１条駐車場」

を含む北１西１街区を候補地の一つとして、コンベンション施設導入を検討しておりまし

た。利便性や地上交通に対する安全性から、北１西１街区と地下鉄駅を結ぶ地下通路が必

要とされておりました。そうした中、昭和６３年の開業に向けて、地下鉄東豊線の建設工

事が進み、掘削費用の節約や路線を再掘削する際の周辺交通への影響を考慮し、同時期に

通路を建設することといたしました。手法として、地下鉄施設として整備することを当時

の運輸省と協議いたしましたが、建設の許可がおりず、地下鉄工事に合わせ躯体を整備す

るため、第３セクター方式での整備手法といたしました。そこで、札幌振興公社に建設の

検討を依頼したところ、了承を得たところでございます。地下鉄工事に併せてコンクリー

ト躯体を建設し、現在も同公社が保有しております。 

 次に、事前説明のときにご要望がありましたので、当時の文書をご提示させていただき

ます。 

 内容としては、札幌市長から西２丁目地下連絡通路の建設について、札幌振興公社に依

頼したものであり、要旨でございますが、「昭和６３年春開業を目標に東豊線を建設中で

ありますが、開通時にはかなりの市民が利用し、大通駅と北１条西１丁目交差点付近の間

における歩行者通行量も、急激に増加するものと思われます。地下連絡通路を建設するこ

とは、地下鉄利用者の利便性が飛躍的に向上するとともに、北１条駐車場など、公益業務

施設の機能増進にも寄与することから、重要なことと思われます。折しも、東豊線建設の

ため、地下掘削工事が行われており、この時期に通路の建設に着手することは、投資の面

から見ましても、経済的メリットははかり知れないものがあると考えます。通路は公共的

役割が大きく、貴社において建設されることは大きな意義があり、通路の建設にて検討さ

れるようにお願い申し上げます。」という内容でございました。 

 この依頼に対して、札幌振興公社の取締役社長から札幌市長に、西２丁目地下通路の建
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設について通知がありました。要旨としては、「依頼のありました件について了承いたし

ます。建設計画及び工事施行の趣旨に当たりましては、諸般の事務折衝などについて関係

企業及び貴市のご尽力を仰ぎながら進め、道路専用許可の申請につきましては、地下鉄工

事のタイムリミットもあり、貴市においてご配慮くださる旨をご依頼申し上げます。」と

いう内容でありました。 

 次に、既存コンクリート躯体の状況についてです。 

 スクリーン右側は内部の写真です。 

 延長は、「地下鉄東豊線大通駅」から「北１西１街区」間の約１３０ｍ、代表断面の幅

は外側で１１．３ｍ、高さは４．２ｍで鉄筋コンクリート構造となっております。 

 次に、躯体の健全度についてです。 

 建設時からおよそ２６年経過した躯体について、構造物の現況を把握・評価するために、

健全度調査を行っております。まず、コンクリート診断士による目視変状調査によれば、

「早急に補修などの措置は必要ない」と判定されております。また、設計耐用年数を調査

する中性化試験に関しましては、全データの平均値で１００年となっており、支障がない

ことが確認されました。さらに、コンクリート強度を確認するため、既存躯体のテストピ

ースを採取し、圧縮強度試験を行いました。その結果を用いて、現在の設計基準で構造解

析をしたところ、平常時においては問題ないことが確認されました。ただし、既存の躯体

は地下構造物における耐震基準が規定される前の設計でありましたことから、平成７年に

発生した震度７を記録した阪神・淡路大震災後に耐震基準ができまして、それに基づき耐

震設計を行ったところ、耐震補強を行う必要があり、躯体取得後、具体的には中柱の補強

を行う予定でございます。 

 次に、取得費についてでございます。 

 まずは、総事業費ですが、約３４億円でございます。内訳としては、測量、設計費が約

１億円、躯体取得費が約８億円、工事費が約２５億円という想定でございます。なお、実

施設計などにより変動が想定されています。躯体取得費の考え方として、振興公社が実際

に負担した額での取得を予定しております。具体的には、当時の建設費、これまでにかか

った金利と事務費及び躯体取得にかかる消費税を想定しております。 

 なお、参考といたしましては、この地下躯体を新たに建設するとした場合、国道を掘削

したりするような費用、仮設の費用、躯体の工事費用で約１９億円かかるとしてございま

す。また、建設されてから２６年が経過しておりますので、現在の価値として評価すると

９億円から１１億円となっております。 

 以上が既存コンクリート躯体でございます。 

 最後に、まとめでございます。 

 まず、変更内容と効果です。 

 西２丁目地下歩道を１６０ｍ延伸し、このことにより三つの効果が期待されます。 

 まず、歩行者や施設利用者が車道を横断することなく地下を通行できることで、交通の
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円滑化や安全性が向上することでございます。次に、地下鉄やバスなど公共交通機関との

アクセス性が向上することでございます。さらに、バリアフリーな地下ネットワークが拡

張されることで、季節や天候に左右されない都心全体の回遊性が向上することでございま

す。 

 スケジュールでございますが、都市計画変更後、平成２６年に「事業認可」、「実施設

計」、「躯体取得」を予定しておりまして、平成２７年に「工事着手」し、平成３０年に

は再開発事業と同時期での「供用開始」を予定してございます。 

 以上で、西２丁目地下歩道の説明を終わらせていただきます。 

 ご審議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。 

 

●森田委員 森田です。よろしくお願いします。 

 私ごとで大変恐縮なのですけれども、私は札幌に移住してちょうど１０年なのです。こ

の件に関してわからないことがありますので、本題に入る前に教えていただきたいと思い

ます。 

 札幌振興公社の役割は、私の解釈が間違っていたらご指摘をお願いいたしますけれども、

市がいろいろな計画を立てて、すぐに取得できないので、振興公社に肩がわりをしてもら

い、計画がある程度煮詰まったときに買い戻すために、公社というものを一つの起点とし

て使っているということですか。私の解釈ですから、間違っていたら言ってください。 

 第三セクターですから、恐らく１００％が札幌市の出資だと思うのです。私はわかりま

せんけれども、社長を見れば、恐らく市の幹部だった方だと思います。そこで、振興公社

の役割のご説明をお願いします。 

 

●総合交通計画部長 札幌振興公社についてでございます。 

 株主は札幌市が８２％で筆頭株主になっております。設立は昭和３２年でございます。

主な業務内容といたしましては、現在は藻岩山関係の運営ですとか、駐車場関係では、市

内の「パーク・アンド・ライド駐車場」、「宮の沢のバスターミナル」など、非常に公益

的な札幌市の施策と一致するような公共施設について管理運営をしていただいているとこ

ろでございます。 

 

●森田委員 ありがとうございます。 

 本題に入ります。 

 先ほどの取得費の概算です。これはあくまでも概算ですけれども、消費税を何％で設定

なさったのですか。平成２６年度に事業認可などのいろいろな動きがありますが、４月か
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らは消費税が８％になりますけれども、１０％は確定しておりませんね。ですから、消費

税を何％に設定して計画なさったのですか。 

 ２点目は、１３ページです。 

 一番最後のまとめで「バリアフリーな地下ネットワークが云々」とあり、「天候に左右

されない都市全体の回遊性」と書いてありますね。昨年、ゲリラ豪雨が各地で起こりまし

た。東京都でも地下道に雨がかなり入り、いろいろな被害が出ました。そういうことも想

定した設計をなさっているかをお聞きします。 

 最後に、昔のことで恐縮ですけれども、２６年のスパンの中でいろいろと計画して、経

緯がいろいろとあったと思うのですが、途中で旧運輸省に許可申請して、残念ながら許可

がおりなかったことについて、簡単にご説明をお願いします。 

 

●総合交通計画部長 まず、１点目の消費税でございます。平成２６年度の取得を予定し

ておりますので、８％で計上しております。 

 そして、ゲリラ豪雨対策でございます。南２条西３丁目の再開発ビルでもご説明しまし

たように、出入り口には防潮板と言いまして、最近、地下街では雨が来てもシャットアウ

トできるような板をつけていまして、これをつけることを計画しております。 

 そして、運輸省から許可がおりなかったことについてです。当時、東豊線建設があり、

開業に向けて工事をしていたところですけれども、北１条西１街区まで地下鉄のコンコー

スとして整備することについてはだめだということでした。それ以外は地下鉄工事として

進めたところです。 

 

●森田委員 今、ゲリラ豪雨のお話をいたしました。確かに、札幌は地震が少ない数です

が、それでも地震はあります。地震対策の話ですけれども、白石区に断層があり、地震の

可能性もないことはないと何年前かに市から発表されました。地震は完全にないわけでは

ないので、ゲリラ豪雨もそうですけれども、同時に耐震も想定してやっていただくことも

この中に入っているかどうかを確認させてください。 

 

●総合交通計画部長 新耐震ということで、地下構造物も震度７を想定するという規定が

ございますので、実施設計の中で耐震設計をしっかりチェックしたいと思っております。 

 

●森田委員 最後に、要望です。 

 工事が終わって完成してからの話ですが、これができた時点、人が入らない段階のとき

にでも、社会教育の一環として、未来の子どもたちにこういうところを見学させていただ

きたいと思います。将来的に可能かどうかは別として、札幌市の計画はこうですよ、とい

うことを、実体験としてさせていただければと思います。これは教育委員会の範疇ですけ

れども、学校に文書でもいいですし、ぜひご相談していただきたいと思います。遠い将来
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ではなく、あと４、５年ですから、そういうこともぜひお考えになっていただければあり

がたいと思います。 

 

●亘理会長 最後に要望もいただきましたので、よろしくお願いいたします。 

 

●堀内委員 取得費についてお聞きしたいと思います。 

 躯体の取得費は約８億円になっておりますが、これは減価償却後のものでしょうか。例

えば、前のページを見ますと、耐用年数を大体１００年としまして、２７年ぐらいですか

ら、約４分の１が経過しているわけです。その件もあわせて、減価償却後を言っているの

かどうかをお聞きいたします。 

 

●総合交通計画部長 取得費についてでございます。 

 耐用年数が１００年というのは、２６年前につくりました躯体ですので、今後も使える

のかどうかという、躯体についての健全度として評価したものです。躯体の取得費は約８

億円というご説明をいたしました。これは振興公社がつくったものでございますので、振

興公社が躯体を建設する際に実際にかかった費用ということで考えており、それが当時の

建設費用です。また、平成２６年度に取得する予定ですので、それまでにかかっている利

息、金利があります。そして、先ほど言いましたように、消費税でございます。それらを

計算いたしまして、およそ約８億円でございます。 

 画面の中に事務費とございました。維持管理費がかかっていないこともありますが、躯

体を建設する際に公社が負担した額ということで考えております。ただし、これについて

は未定でございますので、今回は計上してございません。これから取得する際に、事務費

については、実際にかかったものを計上したいと考えています。 

 

●松浦委員 工事費は２５億円もかかるのですか。内装して補強もして使えるようにする

のだと思いますが。どんなことをやるのですか。 

 

●総合交通計画部長 工事費の内訳でございます。 

 まず、土木工事費といたしまして、機械室と電気室、出入り口を新たにつくりますので、

それらが約１４億円でございます。そして、「建築の内装仕上げ」と「出入り口のガラス

部分」を合わせて約４億円です。また、電気や換気などの機械設備が約４億円、そして、

先ほど言いましたが、新しくつくる部分に地下埋設物がありますので移設があります。そ

して、地下鉄の駅の中、東豊線の一番北端も若干改修しますので、地下鉄改修と地下埋設

物移設で約３億円、合わせて２５億円という内容でございます。 

 

●松浦委員 わかりました。 
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 ２５億円というお金は大ざっぱな話なのだろうから、別途、資料をもらって検討します。 

 

●亘理会長 ほかにご意見やご質問などがございましたらお願いいたします。 

（「なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、採決に移りたいと思います。 

 議案第５号のうちの西２丁目地下歩道に該当する部分につきまして採決をします。 

 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、当審議会として同意をさせていただきます。 

 それでは、ここで１０分間休憩をとらせていただきます。 

 午後３時２０分に再開いたします。 

 

〔  休    憩  〕 

 

●亘理会長 それでは、時間が参りましたので、再開させていただきます。 

 

    ◎札幌駅前通公共地下歩道関連について 

●亘理会長 五つ目の議題は、札幌駅前通公共地下歩道関連に係ります議案第５号、第１

２号について、担当職員からご説明をお願いいたします。 

 

●総合交通計画部長 総合交通計画部長の山重です。 

 議案第５号のうち、札幌駅前通公共地下歩道についてご説明いたします。また、関連し

て地区計画の変更についてご説明いたします。 

 説明の内容ですが、札幌駅前通公共地下歩道について、都市計画の変更案について、最

後にまとめでございます。 

 まず、札幌駅前通公共地下歩道についてでございます。 

 都心部の地下歩行空間ネットワークについてです。 

 都心まちづくりの長期的、総合的な行政計画であります「都心まちづくり計画」が平成

１４年に策定され、その後、社会情勢の変化などに対応し、１０年間程度を計画期間とし

た「都心まちづくり戦略」が平成２３年に策定されております。この中で、札幌駅前通な

どにおいて、四季を通じて快適な歩行環境を創出するため、官民の協働によりバリアフリ

ーな地下空間の拡充を図るとしております。また、隣接する沿道ビルの建替えやそれに伴

う地下接続を促進することとしてございます。 

 次に、札幌駅前通の経緯についてです。 

 札幌駅前通は、「都心まちづくり計画」において、「にぎわいの軸」として位置づけら

れており、札幌の目抜き通りとして、地上と地下一体のにぎわいを創出するため、平成１
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５年３月３日に「札幌駅前通公共地下歩道」として都市計画決定され、平成１７年に事業

認可を取得し、工事着手し、平成２３年３月１２日に供用開始をしてございます。また、

沿道の関係権利者で構成された「札幌駅前通協議会」を中心として、まち並みのあり方に

ついて検討が進められ、都市計画提案により、平成２０年１２月３日に「札幌駅前通北街

区地区計画」を都市計画決定してございます。 

 次に、施設概要についてです。 

 区間は、地下鉄南北線さっぽろ駅から大通駅までの約５２０ｍとなっております。幅員

は、歩行空間と両側の憩いの空間を合わせて２０ｍとなっております。出入り口は１３カ

所ございまして、既に建物内に取り込まれている出入り口は２カ所あり、大通西３丁目の

「北洋大通センター」、大通西４丁目の「札幌大通西４ビル」であり、ビル敷地内に出入

り口を整備しているのは、北３条西４丁目の「日本生命札幌ビル」でございます。また、

接続ビルは、緑色の９カ所、エレベーターは赤色で示す６基となっております。現在工事

中の「（仮称）札幌三井ＪＰビルディング」が完成いたしますと、それぞれ１カ所増える

予定でございます。また、接続につきましては、沿道ビルが接続空間を施工し、その後、

札幌市に帰属する、いわゆる承認工事で行ってございます。 

 次に、都市計画の変更案です。 

 今回の変更は、道路の変更及び地区計画の変更でございます。道路に関しては、「８・

４・３５札幌駅前通公共地下歩道」の区域及び立体的範囲を変更するものでございます。

また、地区計画に関しては、「札幌駅前通北街区地区計画」の立体道路に関する事項の決

定及び計画書の文言整理でございます。 

 それぞれについてご説明いたします。 

 まず、道路の変更案でございます。 

 公共地下歩道の出入り口の設置の考え方でございますが、出入り口は、現在、歩道上に

設置しているものと、沿道の建物の中に取り込んで設置しているものと、ビル敷地内に設

置しているものがございます。出入り口の設置については、歩道空間の広がりの確保や、

良好な景観形成などが期待できることから、沿道の建物の建替えに合わせ、ビル所有者と

の協議が整えば、地上出入り口を建物内に取り込むこととしてございます。道路の出入り

口を建物内に取り込むため、立体道路制度を活用しております。 

 次に、立体道路制度についてです。 

 道路空間と建築物空間を互いに定めることにより、道路と建築物の一体的整備を実現す

る制度でございます。一般的な道路の場合、道路の上下空間に建築物を建築することはで

きません。一方、立体道路制度を活用した場合、道路と建築物の一体整備が可能でござい

ます。 

 具体的には、道路の上下方向の立体的な範囲を定め、あわせて、地区計画において、建

築物と道路が平面上重なる範囲である重複利用区域と、建築物の建築が可能な上下の範囲

である建築限界を定めるものでございます。 
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 現在は、赤い丸で示しております北２条西３丁目にある出入り口は歩道上に設置されて

おりますが、このたび、画面に表示している場所で３棟の建物を一体で建替え、地下歩行

空間と接続する計画があり、その中で地上の出入り口を建物内に取り込みます。 

 次に、具体的な変更内容でございます。 

 地下部の平面図ですが、画面の左側が変更前、右側が変更後でございます。 

 写真で示します既存の出入り口を、イメージ写真のように接続する建物内へ取り込みま

す。赤色のハッチ部分が道路の区域を変更する箇所となっております。また、民地内の緑

色で示している部分が立体的範囲を定める部分です。なお、黄色で示した部分が、承認工

事による公共地下歩道とビル地下階との接続空間となります。 

 次に、地上部です。 

 画面の左側が変更前、右側が変更後でございまして、写真で示します既存の出入り口を

建物内へ取り込みます。赤色のハッチ部分が道路の区域を変更する箇所となっております。

また、民地内の緑色で示している部分が立体的範囲を定める部分でございます。 

 次に、道路の立体的範囲です。 

 右側に出入り口の断面図を表示しておりますが、立体的範囲は、建物地下１階の床から

地上１階の天井まで、９ｍ４２cmの緑色で示した範囲でございます。 

 次に、今回のビル建替えによる接続に伴う効果についてです。 

 地下部におきましては、接続する建物内において設置されるエレベーターやエスカレー

ターを利用できることから、バリアフリー化など、移動の利便性が向上いたします。なお、

これらのわかりやすい表示につきましては、ビル側と具体的に打ち合わせをしていくこと

にしております。また、地上部におきましても、歩道空間が広がることで、安全で快適な

歩行空間が拡大し、にぎわいの軸にふさわしい良好な景観形成に寄与するものと考えてお

ります。 

 以上が道路の変更案でございます。 

 次に、地区計画の変更案です。 

 地区計画におきましては、重複利用区域と建築限界を定めるものでございます。 

 変更後の画面を表示いたしましたが、左側は平面図、右側が断面図となっており、緑色

の部分が道路の立体的範囲を示しております。重複利用区域は、道路と建築物が平面上重

なる範囲でございますので、道路の立体的範囲に合わせて、重複利用区域を画面のように

定めます。建築限界は、建築物が建築可能な上下方向の範囲でございますので、道路の立

体的範囲に合わせ、建築限界を画面のように定めるものでございます。また、平成２２年

１２月２日に「仮称札幌駅前通公共地下歩道」から「仮称」を削除する変更をしているた

め、今回の変更に合わせまして、表記について文言整理を行うものでございます。 

 以上が地区計画の変更案でございます。 

 本件につきましては、昨年１２月１２日から１２月２６日までの２週間、案の縦覧を行

いましたが、意見書の提出はございませんでした。 
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 最後に、まとめでございます。 

 今回の変更は、北２条西３丁目地内の沿道ビル建替えに伴い、公共地下歩道と接続し、

出入り口を取り込むため、「札幌駅前通公共地下歩道」の区域及び立体的範囲の変更と、

「札幌駅前通北街区地区計画」の変更でございます。このことによりまして、四季を通じ

て安全で快適なバリアフリー空間の拡大とにぎわいの創出が期待されます。 

 次に、今後のスケジュールでございますが、都市計画変更後、平成２６年度に解体工事

に着手し、その後に新築工事に着手し、平成２８年度完成を予定しております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 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、いかがでございましょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、採決に移りたいと思います。 

 札幌駅前通公共地下歩道関連に係ります議案第５号のうちの当該部分及び第１２号につ

きまして賛成の委員の挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

●亘理会長 全員賛成と認めます。 

 よって、本案について当審議会として同意させていただきます。 

 

    ◎石山地区関連について 

●亘理会長 それでは、六つ目の諮問案件の石山地区関連に係ります議案第５号、第７号

についてでございます。 

 担当職員の準備ができましたら、ご説明をお願いいたします。 

 

●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。 

 議案第５号と第７号につきましてご説明いたします。 

 説明事項といたしましては、石山地区の概要と、道路計画、都市計画変更、補足説明、

ご意見、まとめとなってございます。 

 まず、位置についてです。 

 石山地区がございまして、藤野地区がございます。地下鉄真駒内駅はこちらでございま

す。青い線が豊平川、オレンジ色の線が都市計画道路でございます。 

 次に、周辺環境についてです。 

 地区内には石山南小学校、石山中学校、藤の沢小学校、明清高校がございまして、スー

パーなどの施設が集まった複合商業施設が「国道２３０号」に面してございます。また、

中央にはみどり豊かな自然が残され、通称、「小鳥の村」と呼ばれている丘がございます。
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「小鳥の村」では、貴重な動植物が多く確認され、自然環境が豊かな場所となっており、

藤の沢小学校では、子どもの学びの場として総合学習を行ってございます。 

 次に、道路の現状と課題でございます。 

 こちらが、幹線道路となる幅が１６ｍ以上の道路でございます。道路幅が１２ｍ以上の

道路を加えると、このようになります。幅が１２ｍ未満、８ｍ程度の生活道路を加えます

とこのようになります。この地域では、石山地区と藤野地区をつなぐ道路は、「国道２３

０号」のみとなってございます。 

 次に、「国道２３０号」の現状です。 

 写真は、平成２４年９月の平日の昼間に、商業施設の前で撮影したものでございます。

石山地区では、４車線化の整備が完了しておりますが、トラックや観光バスなど、この地

域を通過する交通と、住民の方々の買い物などの生活交通が混在している状況であり、観

光シーズンやお盆などには渋滞が発生しております。 

 次に、「石山穴の沢線」についてです。 

 国道につながる「石山穴の沢線」は、バス路線や通学路に指定されるなど、地域の移動

を支える重要な道路でございます。しかしながら、現道の幅員が９ｍ程度であり、歩車道

ともに幅が狭い状況です。冬期間は、大型車のすれ違いが困難な場合もあります。また、

交差点のくい違いや見通しの悪いカーブなどもあります。 

 次に、道路計画についてです。 

 まず、南部地域の道路整備についてです。 

 地形的な制約などにより、唯一の主要幹線道路である「国道２３０号」に自動車交通が

集中し、渋滞が発生していたところです。そこで、「国道２３０号」や「平岸通」の４車

線化や、簾舞地区の「砥山豊平川沿線」などの整備、さらには、藤野地区の「藤野通」の

整備など、南部地域の交通円滑化に取り組んでまいりました。今回の「石山・穴の沢通」、

「石山・藤野通」も同様に実施するものでございます。 

 次に、道路整備の目的、効果です。 

 １点目として、「地域の活動を支える主要な道路を確保し、地域内外へのアクセス性を

向上すること」、２点目として、「緊急時・災害時の移動経路を国道２３０号のほかに確

保すること」、３点目として、「見通しの悪いカーブやくい違いの交差点を改良するなど、

安全性を向上すること」、４点目として、「一年を通じて安全に歩ける歩道を確保し、歩

行者の安全性を向上すること」でございます。また、５点目としては、「狭小な幅員の道

路を拡幅し、バスの安定した運行を支えること」でございます。 

 次に、都市計画道路の変更内容についてです。 

 まずは、都市計画道路についてです。 

 石山地区と藤野地区を結ぶ新たな道路である「石山・藤野通」と、「石山穴の沢線」の

拡幅計画である「石山・穴の沢通」を、新たに都市計画道路に位置づけるものでございま

す。これは、勉強会、パネル展、アンケートなどを通じて地域と協働で道路計画案を作成
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したものであり、二つの道路整備により渋滞緩和や安全性の向上などの整備効果が発揮さ

れることから、都市計画道路に位置づけるものでございます。詳しい内容は、補足してご

説明いたします。 

 次に、道路の断面図です。 

 車道は２車線、６ｍであり、外側に停車帯を１．５ｍずつ確保します。歩道は３．５ｍ

と合計で道路幅は１６ｍとなります。 

 「石山・穴の沢通」は、「国道２３０号」から市街化区域界である石山３条７丁目まで

の約６２０ｍであり、車線は２車線です。 

 「石山・藤野通」は、区間は「石山・穴の沢通」から藤野１号通までの約８６０ｍで、

車線は２車線です。 

 次に、「石山・穴の沢通」と「石山・藤野通」の新規決定に伴い、「石山通」と「石山

中学校」の変更も行います。「石山通」につきましては、「石山穴の沢線」の拡幅に合わ

せて、交差点における隅切りの変更を行います。また、車線数決定についてですが、「石

山通」は起点が「環状通」、終点が簾舞で、延長が約２０kmです。今回決定する車線数は、

都心部の「北１条・宮の沢通」から「南６条線」の間は６車線、それ以外は４車線でござ

います。 

 次に、「石山中学校」の変更についてでございます。 

 「石山・藤野通」は、石山中学校の南側の区域を通過します。このため、都市計画道路

と重複する区域を廃止し、機能については、道路整備を行う際に補償いたします。また、

今回の変更に合わせて、都市計画区域外にある既存のテニスコートを区域に追加いたしま

す。 

 次に、事前説明時での質問事項を踏まえました補足説明として、経緯、整備効果、Ｂ区

間の現道対策、「石山穴の沢線」についてご説明いたします。 

 まずは、これまでの経緯についてです。 

 地域の方々と協働で検討してまいりましたが、段階に分けてご説明いたします。 

 まず、平成１４年から１５年の、地域からの要望や地域アンケート結果を踏まえ、「藤

野通」の石山方向への延伸の検討を開始することとした「地域要望段階」、平成１６年度

から平成１９年度にかけて、地域の方々と勉強会・説明会や交通量調査、環境調査などを

行い、平成２０年度に「地域交通計画」を策定した「指針作成段階」、平成２１年度から

平成２５年度には、概略設計、関係機関との協議、地域説明会、地域アンケートなどを行

い、地域の方々の意見を踏まえながら、道路計画案を作成した「計画案作成段階」、これ

らの取り組みを経て、今回の道路計画案を作成しております。 

 次に、各段階ごとでございます。 

 まずは、要望段階です。 

 平成１４年度に石山・藤野・簾舞・定山渓地区の町内会連合会から要望書が出され、こ

れを踏まえ、平成１５年度に地域全体の意向を確認するため、石山・藤野・簾舞地区を対
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象に、全戸アンケートを実施しました。その結果、藤野通の石山方向への延伸について、

「必要である」が約６６％、「必要ない」が約１３％という結果になりました。この地域

の意向を踏まえ、藤野通延伸の検討を開始することといたしました。 

 次に、指針作成段階についてです。 

 地域交通計画は、地域の交通課題に対して、地域と札幌市が協働で検討を行い、課題解

決に向けた取り組みを進めるための指針として策定したものです。地域住民との勉強会、

交通状況の現地確認、自然観察会、パネル展などを行いました。 

 地域交通計画で示した道路計画の考え方としては、「地域間を連絡する主要な道路を確

保」、「過度な通過交通を呼び込まない」、「自然環境に配慮し、小鳥の村を迂回」、「道

路幅が狭い石山・穴の沢線を拡幅、改良」ということでございます。 

 「国道２３０号」と並行する道路である①の「石山・藤野通」については、「小鳥の村」

を迂回し、「平岸通」、「国道２３０号」方面へとつながるものでございます。②の「石

山穴の沢線」については、現道の拡幅を行うという考え方でございます。 

 次に、計画案作成段階です。道路の概略設計や、関係機関との協議、地域説明会などを

行い、道路計画案を作成いたしました。平成２４年１０月に行った道路計画に関する説明

会では、画面に示した幅員２１ｍの具体的な道路計画案についてご説明したところです。 

 説明会の主なご意見としては、「道路が地域を斜めに通過し地域を分断する」、「道路

幅が広過ぎて地域への影響が大きい」、「アンケートを実施して地域意向を確認すべき」

などで、これらの意見を踏まえ、ルートを地域分断の少ないルートに変更し、道路幅員を

２１ｍから１６ｍに縮小しました。また、前回のアンケートから既に１０年が経過してい

ることから、いま一度、地域全体の意向を確認してほしいという要望が多かったことから、

沿線地域全戸を対象とした地域アンケートを実施することとし、平成２５年７月の説明会

でおおむねの理解が得られたところでございます。 

 見直したルートは、図の点滅している箇所で、現道や「穴の川」に沿ったルートとする

ことで、地域への影響を極力小さくするようなルートに見直したところです。また、幅員

は１６ｍとしております。 

 次に、平成２５年８月に行った地域アンケートについてです。 

 「石山・藤野通」、「石山・穴の沢通」の整備についてお聞きしたところ、「必要」と

「どちらかといえば必要」が合計で４１２通、全体の５４％、「必要ない」と「どちらか

といえば必要ない」が合計で３２７通、４３％となっております。 

 また、「石山・藤野通」をＡ、Ｂの２つの区間に分け、「石山・穴の沢通」をＣ区間と

し、道路整備が必要かどうかを質問しました。「石山・藤野通」の西側のＡ区間と、「石

山・穴の沢通」のＣ区間については、「必要」という回答が上回りました。一方で、「石

山・藤野通」の東側のＢ区間につきましては、「必要ない」という回答が上回りました。 

 地域アンケートでは、全体として「必要」が５４％、「必要ない」が４３％、区間別で

は賛否の状況が異なりました。 
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 また、説明会や地域アンケートで寄せられたご意見でも、「Ａ区間については、国道２

３０号しかないので道路が必要」、「石山・藤野通のＢ区間は、現在ある１２ｍ道路で十

分」、「石山穴の沢線は拡幅を早くやってほしい」など、区間ごとに異なる状況でした。

このため、区間ごとに道路の果たすべき役割を整理し、整備効果を確認した上で、地区の

道路網として必要な道路計画にすることとしました。 

 これまでご説明したように、各段階の検討を経て作成した計画案としては、現道がない

Ａ区間は、防災上、国道のほかに道路が必要であることから、新たに整備を行い、現道の

幅が９ｍ程度と狭く、歩行環境や道路形状に課題があるＣ区間については、拡幅整備を行

います。一方で、Ｂ区間につきましては、ＡとＣ区間の整備で効果が確認できたこと、１

２ｍの現道対策を行うことで、緊急時の対応は可能であること、事業の実現性が低いこと

などから、整備は行わないことにいたしました。整備効果と現道対策につきましては、後

ほどご説明いたします。 

 概算事業費は、Ａ区間が１６億円、Ｃ区間が１２億円となってございます。 

 次に、都市計画に関する説明会ですが、昨年１０月９日に約１００名の方にご参加いた

だきました。「地域アンケートの結果」、「今後の進め方」、「都市計画道路の位置づけ」、

「用地・建物の補償」などの説明です。 

 その際の主なご意見ですが、「アンケートの賛否の差が小さいので整備は必要ない」、

「藤野１号通の交差点を改良すれば、交通混雑が解消するので、新しい道路は必要ない」

などの道路計画自体に対するご意見や、「石山・穴の沢通の整備は、芸術の森方面まで伸

ばしてほしい」、「小鳥の村をトンネルで通過する案を再検討してほしい」というルート

についてのご提案がございました。 

 これらのご意見に対し、道路計画の趣旨などを踏まえた札幌市の考え方をご説明いたし

ました。 

 また、「住宅地に交通量が増えるのではないか」、「住宅地をスピードを出して走ると

危険であり、安全対策をしてほしい」などのご要望がありました。 

 安全対策については、現道も含め、道路の設計の中で具体的に検討するとご説明いたし

ました。 

 本計画案で都市計画決定に向けた手続を進めることのご理解が得られたものと考えてご

ざいます。 

 次に、整備効果についてご説明いたします。 

 まずは、道路交通面についてです。 

 「国道２３０号」の現在の交通は１日４万８００台、将来の「国道２３０号」の交通量

は３２，２００台、「石山・藤野通」の交通量は２，９００台と推計します。 

 交通量を道路の交通容量で割ったものを混雑度と言いまして、道路の混雑の程度を示す

指標として用いられています。混雑度が１．２５以上では、道路が混雑している状況の目

安とされており、現状では混雑度が１．４２で混雑している状況、将来整備すると、混雑
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度が０．９５で、円滑な走行が可能な状態となります。したがいまして、「石山・藤野通」、

「石山・穴の沢通」の整備により、交通混雑が緩和されます。 

 次に、地域社会への波及効果についてです。 

 事故対策として「道路改良による安全性の向上」、歩行空間として「歩行者、自転車の

安全性の向上」、住民生活として「公共交通機関の利便性の向上」、災害対策として「冬

期交通の利便性向上、避難路、代替路を形成する」などがございます。 

 一つ目の事故対策です。 

 現在、くい違いの交差点や見通しの悪いカーブがありますが、拡幅整備に併せて道路形

状を改良します。これにより道路の安全性が向上します。 

 二つ目は、歩行空間です。現在は、歩道が狭いため、路肩を通行していることもありま

すが、拡幅整備により十分な歩道が確保され、歩行者や自転車の通行の快適性、安全性が

向上します。 

 三つ目は、住民生活です。現在は、路肩が狭いため、バス走行に課題がありますが、拡

幅整備により十分な車道幅が確保され、公共交通機関の利便性が向上いたします。 

 四つ目は、災害対策です。「石山・藤野通」、「石山・穴の沢通」を整備することで、

「国道２３０号」が不通となった場合の迂回が可能となり、大きな迂回路の代替路線とし

て、国道のバックアップ機能を確保します。 

 整備効果は、以上でございます。 

 次に、Ｂ区間の現道対策についてご説明いたします。 

 現道の状況ですが、延長は約１．２kmで、幅員は１２ｍ、車線数は２車線です。整備は

昭和５９年から平成元年にかけて行われています。ルート上には豊羽橋、鉱山橋の２橋が

あります。交通量は１日当たり２，３００台です。バスは上下線を合わせて１日に１８便

でございます。 

 総幅員は１２ｍで、車道が７ｍ、歩道が両側に２．５ｍございます。 

 次に、現道の写真でございます。 

 まずは、「石山・穴の沢通」から豊羽橋の区間でございます。「石山・穴の沢通」の交

差点を望む方向の写真でございます。 

 次に、「穴の川」に架かる豊羽橋の区間です。 

 右手の柵があるところが豊羽橋でございます。豊羽橋は、幅員が１２ｍで橋梁に狭い部

分はありません。橋梁付近の大型車の走行軌跡では、バスなどが回れるような状況となっ

ております。 

 次は、豊羽橋から鉱山橋の区間です。写真は、豊羽橋から鉱山橋方面を望む方向です。 

 Ｔ字路交差点での大型車の走行軌跡を描きましたところ、曲がり切れる状況でございま

す。 

 次に、鉱山橋から平岸通の区間です。 

 鉱山橋は幅員が１２ｍで、車道に狭い部分がなく、円滑な走行が可能です。片側に３ｍ
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の歩道があります。 

 次に、現道の交通対策についてでございますが、対策を検討する箇所は、①の新たな十

字路交差点、②の橋梁部交差点、③のＴ字路交差点でございます。具体的な対策の内容を、

他路線の事例を用いましてご紹介いたします。 

 まず、標識の設置例です。 

 主要な動線を太い矢印で表示し、狭い市道は行き先表示をせず、細い線で表示しており、

①の新たにできる交差点のＢ区間に流入する通過交通対策として設置を検討いたします。

また、各交差点における安全対策として、安全施設の設置例で、歩道上にガードレールと

視線誘導標識を設置することや、カラー舗装を設置いたしまして、交差点への進入速度の

減速を促すものがございます。 

 今、ご説明した対策は、事業の実施段階で関係機関と具体的に協議し、標識設置による

通過交通対策、安全施設設置による安全対策によって対応したいと考えております。 

 以上が現道対策でございます。 

 次に、「石山穴の沢線」についてです。 

 現状ですが、石山市街から芸術の森、常盤方面に至る延長約４．９kmの道路で、歩道の

ある区間が４km、歩道のない区間が０．９kmです。現道の整備は、平成元年から平成１１

年にかけて行われております。 

 次に、現状でございます。 

 写真は、今回拡幅整備を行う箇所であります。 

 次の写真は、「石山六区西バス停」付近のものでございます。平成元年から平成１１年

の整備工事により、両側に歩道が設置されております。 

 次の写真は、山道の区間で上り勾配となっており、歩道は設置されておりません。 

 次の写真は、芸術の森付近のもので、下り勾配となっており、片側に歩道が設置されて

おります。 

 次に、「石山穴の沢線」の交通量です。 

 現在は「国道２３０号」との交差点付近で３，７００台、さらに３km南に進んだ箇所で

１，７００台となっております。平成４２年の将来交通量では、１，８００台から４，０

００台となっております。 

 次に、平成元年に行った「石山穴の沢線」の検討についてです。 

 画面に示すように、急勾配やカーブ区間の線形改良を検討したものです。 

 急勾配やカーブ区間の、トンネルや高架による線形改良を約２km行い、これに併せて、

支笏湖線「国道４５３号」の振替を約１km行うものでございます。概算事業費としては約

５６億円であり、トンネルや高架による線形改良は行わず、先ほどご説明したように、平

成元年から１１年にかけて現道の整備を行ったところです。 

 次に、平成１３年度に行った、南部地域の道路交通対策の検討についてです。 

 対策案として検討したものは、「道道西野真駒内清田線の改良による西区方面へのアク
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セス強化」、「国道２３０号と並行する豊平川通や藤野通の延伸による国道と並行するア

クセス強化」、「石山穴の沢線の改良や真駒内御料札幌線の改良による清田方面へのアク

セス強化」でございます。これらについて、国道２３０号のバイパス機能や、道路混雑の

緩和などについて検討した結果、南部地域の交通対策として、「豊平川通と藤野通の延伸」

から進めることとしたところでございます。 

 次に、意見書についてでございます。 

 昨年の１２月１２日から２６日に２週間の縦覧を行い、意見書が１通ございましたので、

お手元にコピーを配付しております。 

 ここで、意見書の要旨についてご説明いたします。 

 まず、「現状のバス通り（Ｄ区間）は、冬期間は道路左右に雪が高く積まれるのが常態

化し、バス対向車とすれ違うことができず、当初の目的の達成は期待できない」というこ

とです。この意見書で、Ｄ区間と表現しているのは、今、画面にありますように水色で示

す１２ｍの現道で、バス通りでございます。 

 また、意見書のページに戻ります。 

 次のご意見として、「Ａ区間だけが整備されることにより、藤野方面からの相当数の車

が抜け道として利用する」、「現状でも抜け道として利用され、さらに交通量が増えるこ

とは、良好な住環境を破壊する」、「Ｂ区間をＤ区間に代替させることは無理があるため、

『Ｃ区間だけを整備し、Ａ区間とＢ区間は整備しない』、『ＡＢＣ区間を全て整備する』、

『ＡＢＣ区間を全て整備しない』という３案を検討すべき」というものでございました。 

 意見書に対する本市の考え方でございます。 

 意見書で言っておりますＤ区間につきましては、「バス路線に対応した除排雪作業を行

っており、引き続き同様の対応を行う」、「標識の設置などにより通過交通対策を行う」、

「ガードレールや視線誘導標識などの設置により安全対策を行う」であります。これらの

対応を行うことでご理解をいただけるように努めます。また、Ａ区間とＣ区間を整備する

ことで道路網が充実し、利便性の向上や緊急時の代替路が確保されることについてご理解

いただけるように努めます。 

 最後に、まとめです。 

 石山・藤野地区の道路計画につきまして、地域と協働で検討を重ね、「石山・穴の沢通」

と「石山・藤野通」を新たに決定いたします。これに関連して、「石山通」と「石山中学

校」の変更を行います。これによりまして、道路網が充実して利便性が向上するとともに、

緊急時や災害時の代替経路が確保されることが期待されます。 

 次に、スケジュールでございます。 

 都市計画決定後、早ければ、平成２６年度に道路整備事業に着手する予定でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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●亘理会長 ただいまの説明につきましてご意見やご質問を頂戴したいと思いますが、い

かがでございましょうか。 

 

●足立委員 足立です。 

 意見書が出ているということで、そのコピーが配付されております。その２ページ目の

下に、「アンケート結果を可否の要素として採用したのは道路建設計画では初めてのこと

だ」という表現を意見書の中でなされているのですが、これは事実でございましょうか。 

 

●総合交通計画部長 石山地区におきましては、ご説明したように、約１０年間をかけま

して地域と協働で道路計画案を策定するということで、指針の策定時やパネル展などにお

きましてアンケートを行いました。最終的に、地域全体の意向を確認するためにアンケー

トを行ったところであり、それは事実でございます。 

 ほかの地区ではやっていないのかというご質問かと思うのですけれども、ほかの地区で

は、道路の計画案を策定しまして、それを地域にご説明し、その説明会を何回かやった上

で都市計画決定するという方向でやっております。ですから、アンケートをやったのは石

山地区が初めてだと思います。 

 

●足立委員 そういう見方をされてしまっているという現状があると思うのです。Ａ、Ｂ、

Ｃで言った方がわかりやすいのでそういたしますが、一番最初の計画として、Ｂ区間の整

備は必要であるという計画をお立てになり、それがひっくり返った理由は一体何なのかと

いう考えをしますと、これは１通の意見書ですから、大多数の方がこれと同じ見方をして

いるかどうかはわかりません。しかし、少なくとも、こういう見方がされてしまっている

のです。それでは、札幌市の当初計画は一体何だったのか、なぜＢ区間が必要だという考

え方をしたのかという点について、地元住民の方たちの理解が得られていないのではない

かという感じが非常に強いのですけれども、この点についてはいかがでしょうか。 

 

●総合交通計画部長 まず、地域の皆さんに、この道路計画の内容についてのご理解をい

ただくべく、勉強会、ワークショップ、パネル展を行いまして、地域の皆様方に広く参加

いただき、ご周知したところでございます。ただし、地域の中では知らない方も確かにい

らっしゃったのは事実でございます。最終的な結果にはいろいろな判断があるかと思いま

すけれども、我々としては、石山地区、さらに藤野地区、簾舞地区の方々を対象に、「藤

野通通信」なども発行いたしまして、時々のアンケート結果や地域のご意見、計画の内容

の変動についてお知らせして今回に至ったつもりです。ですから、我々としては十分に手

を尽くして今回の計画を進めたつもりですが、実際にこういう意見書があったのは事実で

ございます。そこで、意見書を出した方については今後とも機会を捉まえてご理解いただ

けるように努力したいと思っております。 
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●足立委員 そういう努力はなさっているのだろうと思うのですが、この間の事前説明の

ときに出されたときにも、わずかな反対多数の大きな表を挙げられて、それがＢ区間をや

めた理由なのだというような印象を、審議会に対してのご説明の中でも行われているので

す。しかし、実際にこういう意見書が出てきているのです。あるいは、今日のご説明の中

でも、実質的に当初のＢ計画をやめる理由というのが、私としてはどうもはっきり認識で

きない、理解できないところがあるのです。明確な理由は一体何だったのでしょうか。 

 例えば、ここで言われているような認識の方の住民の方たちがいらっしゃるということ

であれば、札幌市の道路計画が非常に恣意的に行われているのではないか、という疑問さ

え浮かんでしまうことにならないか、ということを大変危惧するわけです。前回の事前説

明におかれましても、また、今回の説明においてもその辺がすっきりと理解できません。

あるいは、住民の方たちの実質的な意向が見えてこないような気がしてしょうがないので

す。今、明快なお答えをいただくのは無理かもしれませんけれども、その点についてはお

考えいただいて、できれば何らかの明快なお答えをいただきたいと思っております。 

 この辺は、私の意見です。 

 

●総合交通計画部長 今のご意見に対して、補足でご説明してよろしいでしょうか。 

 

●足立委員 今のは、意見として聞いておいていただければと思います。 

 それとも、明確なお答えはできますか。 

 

●総合交通計画部長 スライドの３３番でございます。 

 Ｂ区間についてやらない理由です。事前説明のときには、我々の説明が不足しておりま

したので、今回は３点ほど挙げさせていただきました。 

 まず、Ａ区間、Ｃ区間を整備することで、国道の渋滞が緩和される効果が確認できまし

た。また、やらないＢ区間については、先ほど説明したように、１２ｍの現道対策を行う

ことによって緊急時の対応が可能であること、そして、アンケート結果がございましたけ

れども、実際に事業を進めるとしたら反対の方が上回っているのも事実ですので、我々と

しては、事業の実現性も考えまして都市計画決定を行わないことといたしました。主にそ

の三つで判断いたしました。 

 

●足立委員 それは、先ほどお聞きした内容と同じで、私としては、その点については十

分に理解しているつもりです。 

 確認させていただきたいところがございます。 

 ここに橋が二つありますね。当然、クランクになるのですが、ここは、信号設置などは

なさらないのですか。もう一つ出るところがありますね。ぶつかってＴ字路になりますが、
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「鉱山橋」、「平岸通」向きになるのですか。バスのターンはできるという図はお示しい

ただいておりますが、ここに信号はないのですか。 

 

●総合交通計画部長 まず、橋の区間のクランク交差点でございますが、信号はございま

せん。ただし、幅員はバスなどの大型車１２ｍの設計車両で曲がり切れるような軌跡がご

ざいますので、このままで行けます。ただし、標識類は設置したいと思います。また、Ｔ

字路交差点についても信号はございませんが、今、画面に出ましたが、大型車が曲がり切

れるようなところでございます。 

 

●足立委員 前回の事前説明のときに、２カ所の橋があるところについては、災害時にお

いて、この橋が一つのネックにならないかと申し上げました。そういうことに対する考え

方も、次回にお示しいただきたいということでお願いしたと思うのです。今日は、その話

しが出ませんでした。ここに信号等がないということで、そういうような交差点をお考え

でないということであれば、意見書にも書いてありますように、バイパス化されるおそれ

が十分にあると非常に懸念するのです。 

 Ａ区間の「石山・藤野通」から出てきて、「石山・穴の沢通」に出てきた車は、Ｃ区間

を通って２３０号に行くのかどうかも検証はされていないと思います。運転手の意思です

からわかりませんけれども、かなりＤ区間に流れ込むのではないでしょうか。そのときに

生活道路として使われている、例えば、子どもの通学路であるという観点からしますと、

非常に問題なのではないかと思います。 

 そこから振り返ってみますと、Ｂ区間をおやめになった理由について賛成できないとい

う考えを持っております。バイパス化というか、Ａ区間を通ってきた車が、近道ではない

のですけれども、すいている道路、時間のかからないところへ行くと思うのです。多分、

２３０号は、午前中は通勤時間などでかなり混むはずですので、当然、この道路へ押し寄

せます。信号があり、あまりスムーズに走らない道路であれば、逆に車が入らないかもし

れませんけれども、信号もない状況であれば、「石山・藤野通」からＤ区間である１２ｍ

道路へ車が流れ込んでくるのではないか、という懸念を持つのですが、その点については

いかがでしょうか。 

 

●総合交通計画部長 最初に、災害時のお話でございます。 

 この区間には橋梁がございますが、昭和５６年に札幌で大雨が降りまして、災害がござ

いました。その後、ここについては砂防工事として、橋梁も含めて、河川の改修、橋梁の

改良を行っております。また、耐震性についても大丈夫だという評価があります。ですか

ら、災害時には大丈夫かと思っております。 

 そして、バイパスとなって通過交通が入るのではないか、ということでございます。新

たにできる交差点が１６ｍの「石山・藤野通」で、同じ１６ｍの「石山・穴の沢通」、１



 - 64 - 

２ｍのＴ字路の交差点となります。先ほどもご説明したように、ここが主要な道路ではな

いという標識を設置して、車が行かないよう、入り口での対策をまずやります。次に、狭

くなる部分については、ガードレールや標識を設置して、狭いところだという明示をして

いきたいと思います。 

 現状でも、バス通りでございますので、それなりに車は通ってございますけれども、新

しく道路整備をすることで、新たな通過交通が入り込まない対策は、今後ともしていきた

いと思っております。また、信号などについては今後に関係機関と協議してまいりたいと

考えております。 

 

●足立委員 ご回答につきましては大体予想どおりでございますので、これ以上の質疑は

したくはありません。ただ、一言だけ申し上げておきますと、先ほどのブルーの道路標識

を出していただけますか。 

 市道を行先表示するのは細い線で表示と書いてありますね。バイパス道路はそういう道

路なのです。この標識にバイパス道路ですと書いてあるようなものはないのです。みんな

がこういう形式で書かれているにもかかわらず、車が流れ込んで渋滞し、危険が増すので

す。その点はご認識を改めて、これが効果になるということはないと私は思います。その

点についてはご認識を改めていただきたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

 

●丸山委員 丸山です。 

 １点質問させていただきます。 

 スライドでは７１ページになるのですが、意見書に対する本市の考え方をお示しいただ

いておりますが、Ｄ区間には次の対応を行うことでご理解をいただけるように努めるとい

う表現になっていますが、現在までにご理解をいただけるように努めていらっしゃるのか、

また、努めたことに対して、ご意見を出された方から何かの反応があるのかをお聞きした

いと思います。 

 

●総合交通計画部長 意見書は文書で来ておりまして、その方に対しては札幌市としては

こういう考えを持っておりますけれども、直接対応してございません。今後に対応してま

いりたいと考えております。 

 

●亘理会長 ほかにご質問等はございませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、採決に移りたいと思います。 

 石山地区関連に係ります議案第５号の該当分及び第７号につきまして賛成の委員の挙手

をお願いいたします。 
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（賛成者挙手） 

●亘理会長 賛成多数と認めます。 

 よって、本案について当審議会として同意させていただきます。 

 諮問案件は、以上でございます。 

 

    ◎北８西１地区関連について 

●亘理会長 最後に、補足説明案件に入りたいと思います。 

 北８西１地区に関連するものでございます。 

 準備ができましたら、担当の方からご説明をお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 都市局事業推進担当部長の齋藤です。 

 補足説明案件の北８西１地区関連について説明いたします。 

 前回の審議会では、本日諮問する予定としておりましたが、都市計画と並行して手続を

進めている環境影響評価における審議に、さらに時間を要することとなったことから、今

回は、前回の審議会でお約束した、小学校保護者を対象とした説明会の報告と、環境影響

評価の手続の状況について補足説明させていただきます。 

 まず最初に、小学校の保護者を対象とした説明会の結果について報告させていただきま

す。 

 説明会は、１１月２４日日曜日に開催し、１７人の方に参加いただきました。なお、説

明会開催の案内につきましては、案内チラシを全児童に配付し、持ち帰ってもらうことで、

保護者の皆様のお手元に届くようにしております。 

 この説明会で寄せられた意見等は１１件で、大まかに四つの項目に整理されます。 

 一つ目は日影に関することで、施設計画の検討経過や教育環境の悪化を懸念するものが

３件、二つ目は事業内容に関することで、事業の成立性や導入機能に関するものが３件、

三つ目は安全対策についてで、車両の出入りによる児童の通学の安全性を懸念するものが

２件、四つ目は札幌市に対するもので、当事業と市議会の関係や補助金に関するものが３

件となっております。 

 これらの質問に対し、前回の審議会における説明内容などをもとに回答したところ、ほ

かに質問はありませんでした。 

 次に、環境影響評価における手続の状況を説明いたします。 

 まず、手続の流れですが、環境影響評価審議会においては、昨年１０月以降にこれまで

に計３回ご審議をいただいております。また、それと並行して、準備書の公告・縦覧、準

備書説明会の開催、意見書に対する見解書の告示、見解に対する公聴会の開催の手続を進

めてきており、前回の昨年１２月２５日開催の審議会において、意見書とそれに対する事

業者側の見解について報告したところです。 

 次に、その内容について報告したいと思います。 
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 準備書に対する意見書は７件出されており、その内容を整理すると、ご覧の六つの意見

に分類されます。 

 それぞれの意見に対する事業者側の見解は、次のとおりとなっております。 

 まず、一つ目の「日照不足による健康への影響」に対する見解は、設計に当たって高層

棟を２棟に分割し、建物をスリム化することで、日影になる範囲をできる限り抑える計画

としていること、また、建物が建設されても、健康維持に必要な十分な日射が確保される

と想定しています。 

 二つ目の「グラウンドの雪解け遅延」については、例年どおりのグラウンド開きに支障

がないよう、小学校と連携して対応していく考えです。 

 三つ目の「建物の高さと小学校に与える日影の影響」については、計画の段階でさまざ

まな高さで検討しておりますが、例えば、建物の高さを半分にしても、小学校に対する日

影の状況は変わらない結果となっております。 

 四つ目の防犯面における「児童の安全確保」については、施設１階の中央部に防災セン

ターを設けて、周辺の見回りを実施するほか、適所に防犯カメラを設置するなど、地区内

の安全性の向上に努めたいと考えています。 

 五つ目の「小学校の風環境悪化」については、風洞実験により、小学校周辺は、現在と

ほとんど変わらない風環境が維持される結果となっております。 

 六つ目の「施設が児童に与える圧迫感」については、高層棟をスリム化したり、コーナ

ー部を丸くするなどの工夫によりボリューム感を抑え、可能な限り圧迫感を抑える計画と

しています。 

 以上が意見書に対する見解の内容です。 

 なお、一つ目の「日照不足による施設への影響」については、意見書の中で、具体的に

ビタミンＤ不足と冬季うつ病に対する懸念が記載されていたことから、環境影響評価審議

会において、「建物が建設されても、健康維持に必要な十分な日照が確保されると想定」

する見解の根拠となる補足資料を、あわせて示しておりますので、その内容についてご紹

介いたします。 

 まず、ビタミンＤの説明に先立って、日射についての基本的な事柄について説明いたし

ます。 

 日射とは、太陽の放射する電磁波の中で近紫外線、可視光線、近赤外線の波長範囲にあ

る、直射光、散乱光、反射光のことを言います。直射光は、太陽より放射されて直接届く

光、散乱光は、雲などの空気中の微粒子にぶつかり放射される光、反射光は、建物や地面

などに反射して届く光のことを言います。 

 体の中でビタミンＤが合成される場所は皮膚であり、皮膚に紫外線を受けることでビタ

ミンＤが合成されます。紫外線については、直射光よりも散乱光のほうが紫外線量は大き

いと言われており、建物ができることにより直射光が遮られても、散乱光がありますので、

ビタミンＤの合成ができないものではありません。 
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 環境省の紫外線環境保健マニュアルでは、「ビタミンＤは食事から摂取することが基本」

とした上で、「食事と日常生活の中で日光を浴びることによって、十分なビタミンＤが供

給されるもの」としています。 

 次に、冬季うつ病の関係についてです。 

 日照時間が短くなることで光の刺激が減り、脳の活動が低下することや、目に入る光の

量が少なくなることで、体内時計が狂うことが原因として考えられています。この治療と

しては、２，５００ルクスから１万ルクスの光を浴びる、光療法があります。 

 実際に、今回の計画と類似する北８西３地区のマンションの北側で、陰となっている場

所の照度を測定した結果、冬季の晴れているときで５，０００ルクス以上の照度を確認し

ています。これは、建物の陰となっても散乱光や反射光により、日射が得られるためです。 

 以上が事業者側の見解を補足する資料です。 

 最後に、環境影響評価審議会委員からの要請により、周辺建築物の影響も含めた日影状

況の参考資料も説明しておりますので、その内容について報告いたします。 

 左の図は、計画建物のみの日影の状況を示したもので、これまでに当審議会で説明した

内容と同じものです。また、右側の図は、計画建物に加え、現状において小学校に対し影

響を与えると想定される建物、例えば、「ＪＲタワー」、「合同庁舎」などの影も含めた

ものです。どちらも冬至の際の日影の状況を示しています。 

 ご覧のとおり、周辺の建築物の影響を含めると、校舎、グラウンドとも、計画建物のみ

よりも、１時間から２時間程度陰が落ちる時間が長くなることがご確認いただけるかと思

います。 

 次は、春秋分のときです。 

 ご覧のとおり、校舎、グラウンドとも陰となる時間に変化はありませんが、２時間から

３時間、陰が落ちる部分が大きくなります。 

 次に、夏至です。 

 ご覧のとおり、グラウンドに影が落ちる時間や、その部分にほとんど影はありません。 

 以上が１２月２５日の環境影響評価審議会で説明した内容です。 

 ここで、１点お断りしておきますが、これまで説明いたしました意見書、見解書、補足

資料については、環境影響評価審議会において説明したのみで、その内容については、ま

だ審議をいただいていないことをご了承願いたいと思います。 

 最後に、今後のスケジュールについてご説明いたします。 

 次回の環境影響評価審議会は１月３０日に開催の予定ですが、小学校に対する日影の影

響を中心に、慎重に審議する必要があるとの考えから、答申までにさらに１回から２回の

審議会を開催する予定と聞いております。都市計画審議会に諮問する際は、環境影響評価

審議会での審議の概要、及び答申の内容をご報告した上で、ご審議いただくことになりま

すので、環境影響評価審議会の状況を踏まえながら、可能であれば、年度内に都市計画審

議会を開催いただき、諮問したいと考えております。 
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 説明は以上でございます。 

 

●亘理会長 最後にご説明がありましたように、環境影響評価審議会が１２月２５日にあ

り、さらに、そこでの説明の概要をご説明いただいたわけですが、そこでの説明を踏まえ

て、１月３０日に次回の環境影響評価審議会が開かれ、それも含めて一、二回程度審議し

た上で環境影響評価審議会の結論が出るということであります。我々としては、その結論

を見た上で、都市計画審議会として対応していく段取りになるわけでございます。ですか

ら、環境影響評価審議会の審議状況及び結論がいずれ明らかになることを視野に入れて、

ご意見やご質問がありましたら、ここでお出しいただければと思います。 

 

●松浦委員 日照不足により人体の成長にどういう影響を与えるかについては、今まで私

自身も余り目にすることもなく、そのことについて検討したこともありませんでした。今

回、こういう問題が発生しましてから、関係方面の意見などもいろいろと聞きました。 

 まず、私が伺っていることでは、環境影響評価審議会の中では、委員の皆さんも影響に

ついて十分に理解することができていないということで、専門家を呼んで、健康にどうい

う影響があるのかという勉強会が行われると聞いておりますが、それはどうなっています

か。 

 

●事業推進担当部長 今、松浦委員がおっしゃったとおり、前回の環境影響評価審議会の

委員の方からそういったご意見が出ております。そういったことも踏まえまして、事務局

であります環境局では、健康への影響について専門家の意見を聞くことも含めて、次回以

降の審議会の中で整理していくと聞いております。ただ、具体的にどういうふうに扱って

いくかまでは聞いておりませんので、私から、今、お話しできることはここまでとご理解

いただきたいと思います。 

 

●松浦委員 さきほどの林心平さんという「とどけ！太陽の会」の代表の方は、北九条小

学校の父兄の方です。大変心配しておりまして、今、父兄から署名を集めているというこ

とで、ほかの議員の方も相談をそれぞれ受けられたかと思いますが、私も相談を受けまし

た。 

 私はこのことについて知識がありません。そこで、我々もどういう影響を受けるのかに

ついて専門家のお話を伺い、一定の知識を持った上で環境影響評価審議会から出されてき

た答申書について質疑をして、どうするかを決することがよろしいのではないかと思いま

すが、いかがなものでしょうか。 

 

●亘理会長 専門家からご教示を得る機会をということです。今まで、都市計画審議会と

してはそういったことを行ったことがない、経験したことがありませんが、可能性として
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どういうことが考えられるか、事務局として何かお考えでしょうか。 

 

●松浦委員 私もこういう仕事にかかわっておよそ３０年が過ぎたのですが、こういうよ

うな事例は初めてです。それから、今までも、どこかの都市で、こういうように学校が日

陰になるから云々ということも聞いたことがありませんでした。したがって、そんなこと

を考えてみたこともなかったのです。しかし、現実にこうなってきました。学校は去年に

建て替えたばかりですから、大変なことであり、本当にどうなのだろうかということで、

お互いに一定の認識を持ちながら検討することが大事ではないかと思うものですから、先

ほどのような提案をしたのです。これは、今まで全くなかった新たな事象です。私も含め

て、皆さん方は、諮問されたものに対して答申するということで、法律上の権限はないに

しても役割を担っているわけでありますから、その役割を果たす上で、そういうことが必

要ではないかと思うものですから、会長に、ぜひそういう取り扱いをしていただけないか

と申し上げているところでございます。 

 

●亘理会長 これは、児童の健康面の保護の問題も含めて、環境影響評価審議会との役割

分担にかかわる点がございますので、それも考慮した上で、事務局で今後検討の余地があ

るのかどうか、ご説明をいただければと思います。 

 

●都市計画部長 先ほど市街地整備部の齋藤部長から補足説明がございましたけれども、

現在、本案件については、環境アセスという手続を踏んで、環境影響評価審議会の中で議

論されている状況でございます。先ほどの北１西１地区の関係でもございましたように、

都市計画審議会としては、環境影響評価審議会という立場で答申をいただいて、その上で

都市計画の審議をするという手続上の流れになっております。したがいまして、先ほど来、

環境影響評価審議会の中でも委員から勉強したいというお話がありましたけれども、それ

は環境影響評価審議会の中で勉強会が開催されるものと理解いたしますので、どういう意

見が出されるかも含めて、正式諮問の際に答申の内容を踏まえて都市計画審議会でご審議

いただく流れになるものと理解しております。 

 

●森田委員 環境というものは、一番大事なことで、私も関心があります。ただ、事務局

からご説明があったように、まず、一義的には環境影響評価審議会でご意見があり、専門

家を呼び、最新のデータを出すなどして、いろいろな意見が出たようです。その環境影響

評価審議会で勉強するということですから、個人的に環境影響評価審議会を傍聴するとい

う道もあると思うのです。人数の制限はあるかと思うのですけれども、審議会の場合は傍

聴定数が決まっていると思うのです。ですから、そういうところに行き、傍聴することも

一つの道ではないかと思っています。 

 もう一つは、先ほども申し上げましたけれども、私も札幌に来てまだ１０年しかたって
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おりませんので、詳しいことはわかりません。ただ、何年か前に円山地区で同じようなこ

とがあり、あちらはマンション専門でありました。今回は再開発のビルであります。先ほ

ども言いましたけれども、札幌市のこれからの将来や未来を考えたときに、都市機能や生

活機能が集中することはある程度理解できます。ただ、今、おっしゃったように、環境は

一番大事であり、子どもたちの体にかかわることは、一審議会の委員ではなく、札幌市民

の大人として責任があると思います。それを考えて、許されるのであれば、傍聴したいと

いう個人的な考え方があります。 

 ただ、今、言ったように、円山地区のときには保育園から日照権の話が出ました。保育

園がそばにあり、いろいろな話し合いがありました。結局、そのときはどういうふうにし

て解決したのでしょうか。例えば、ビルの階数を減らしたなど、いろいろなことをやった

と思うのですけれども、経過を簡単に説明していただきたいと思います。 

 

●地域計画課長 私も承知していないので、調べられる範囲で調べてみたいと思いますが、

今はわからない状態です。 

 

●森田委員 後ほど、資料で提供していただく形で結構ですから、経緯を教えていただき

たいと思います。 

 

●亘理会長 郵送で委員の方にお送りすることは可能だということですね。 

 それでは、松浦委員、お願いいたします。 

 

●松浦委員 今の森田委員の意見も一つです。ただ、その論調でいくと、ここに出されて

くるものは何の問題がないのです。建築基準法など、法律の許容範囲の中におさまるよう

に出してくるので、何の問題もないのです。札幌市長が何のためにこうやって市民委員も

選んで多様な意見を入れて審議するかといったら、法律の中に入っていることだけではな

く、専門家集団の人たちで気づかないことを、利用者や一般の人たちの目線で問題がない

かと指摘し、検討し、改善を図って安全なものにしていくことが、この審議会の構成とあ

り方なのです。そうでなければ、市民委員を入れず、専門家だけで構成すれば済む話です。 

 これは、失礼ではありません。誰が構成しているかといったら、札幌市長が指名してや

っているわけです。 

 だから、私が申し上げているのは、ここに専門的な知識を持っている方がいらっしゃる

のならいいのですけれども、少なくとも私は持っておりません。そして、この中で、私は

持っているからそんなことはしなくていい、と言うのであればいいのです。しかし、環境

影響評価審議会の皆さんだって素人で、わからないから、先生を呼んで勉強してみようと

いうことなのです。それが環境影響評価審議会の委員の認識です。 

 したがって、我々も、この審議会として勉強して、その上で環境影響評価審議会が答申
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した内容なども含めて本当に妥当なのかどうかを、その評価書を出して審議するというこ

とはそういうことです。したがって、個人的に勉強するのではないのです。それならば、

ここで手を挙げて、私は知っているからいいという人が何人いらっしゃるかを聞いてくだ

さい。言っている森田委員も知らないわけです。そうだとすれば、これはきちんと委員会

として、お互いに最低限の知識を持ち合わせた上で審議することが、この審議会の務めだ

と思うのです。 

 

●亘理会長 私から１点だけ発言させていただきます。 

 環境影響評価書が出てきて、その上で提案がなされれば、当審議会として何も判断でき

ないということでは決してございません。都市計画法上、環境保全について配慮がなされ

ていることという規定がございます。ですから、当審議会としても判断する際に環境への

影響について判断します。ただ、その場合に、環境そのものについて専門的に審議する審

議会として環境影響評価審議会が設置されておりますので、その意見は、専門家審議会に

よる意見として尊重した上で審議することが、当審議会の基本的なスタンスだと理解して

おります。 

 それでは、森田委員、お願いします。 

 

●森田委員 会長のおっしゃっていることについてです。 

 まず、環境影響評価審議会で出された結論や審議内容を報告されるのです。ですから、

勉強を個人でやるというは私の考えで、全体的な審議会の中では、環境影響評価審議会の

報告が全部出てきますので、それを尊重し、それ以上に勉強したい場合、傍聴したい場合

は個人で行くと言っているだけです。そして、環境影響評価審議会を尊重し、中身につい

ては大変大事なことだから、我々も慎重に議論しながら、きちんとやっていく手続を踏ん

でやりましょうと私は申し上げているだけです。 

 

●亘理会長 それでは、堀内委員からお願いします。 

 

●堀内委員 松浦委員に質問したいと思います。 

 先ほどから専門家、専門家と発言されていますけれども、どういう方を想定されている

のでしょうか。例えば、医師の方、学校の教員の方、安全についていえば道警の方とか、

どういうような方を想定されているのでしょうか。 

 

●松浦委員 これははっきりしているでしょう。日が当たらないことで、人間、特に子ど

もたちの成育にどういう影響があるのかを知ることになれば、こういうことを研究してい

る研究機関の専門家の方においでいただき、そういう研究に基づいてお話をいただくこと

になるわけです。それに対して、我々はわからないことについて質問して、教えを請う場
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です。 

 

●堀内委員 すっきりしないのです。どなたがいらっしゃるのかです。 

 

●松浦委員 堀内委員、こういうことです。 

 はっきり言うと、私にもわかりません。研究もしていないし、そういうものを調べたこ

ともありません。こういう場合に何が問題かといったら、子どもの成長にどういう影響を

与えるかという１点だけなのです。そうすると、そういうことを研究している専門の方に

おいでいただき、説明をしていただくのです。我々は素人ですから、わからないことにつ

いて質問して、一定の知識を得た上で環境影響評価書について審議するのです。そちらの

審議委員の皆さんもそれなりにやっていると思うけれども、先ほど報告にあったように、

その方々も全くよくわからないからそういう方を呼ぼうと言っているのです。 

 学術的にはいろいろな見方があります。ですから、環境影響評価審議会ではＡという先

生をお呼びになった、それでは、我々はＢという別な角度で研究されている方においでい

ただいて、そういう知識も持ちながらやっていくのです。きちんとお互いに知識を持ち合

ってやることが大事なのです。役所の言っていることだけをやるのなら、こんなに議論す

る必要はないのです。素人が集まってやることはないのです。そこが大事なところだから

私は言っているのです。 

 

●亘理会長 委員の皆さんは役所が言っているだけをうのみにしているわけではありませ

ん。この問題は、基本的には、環境影響評価審議会が子どもの健康保護の観点も含めて、

環境という視点から、評価書についての結論を出していただくことが大前提です。その上

で、我々はそれを見て、補足した知識を持たないと、評価書自体がよく理解できないので

あれば、その時点において、当審議会で必要であれば何らかの機会を設けることはあり得

ると思います。 

 また、これは今日の審議会で決めることではありませんで、環境影響評価書が出た時点

で改めてご意見を頂戴するということでよろしいかと思います。 

 

●松浦委員 ３月末までにこの問題の結論を出したい、出してほしいというのが札幌市長

の意向ですね。 

 私がなぜ今日にこういうことを話すかといったら、説明会が終わった後に父兄の一部か

ら心配する人たちが出て、署名活動も始めて、我々にも意見を聞いてほしいと来ているか

らです。そういう状況の中で、我々は３月末までに結論を出すようにしたいというのであ

れば、今日の段階で方向についてきちんと決めるのです。 

 率直に言うと、２月の中過ぎから下旬に入ると議会が始まりますから、市側も議会対応

をしなければいけませんので、日程が窮屈になります。そうすると、向こうの審議が終わ
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って答申が出て、それを見たけれども、我々もよくわからないので、勉強会をやろうかと

なっても、日程的に調整が難しくなってきます。ですから、今日にそういうことを決めて、

やるのなら早目にやったほうがいいと思ったから提案しているのです。 

 

●亘理会長 いずれにしましても、環境影響評価審議会がどのような結論を下すかが不透

明、不確定な状況でございますので、この場でこの問題についてこれ以上議論することに

はそれほど大きな意味はないと思うのです。昨年２月、３月の例もありましたので、必要

とあれば、臨時の審議会を開くことも全く不可能なわけではございません。ですから、環

境影響評価審議会の結論を見た上で、当審議会として結論を出したいと考えております。 

 

●森田委員 名前は言いませんが、関係者の方から私にもお電話をいただき、いろいろな

お話を聞きました。そこで、私はこうお答えいたしました。今、環境影響評価審議会でい

ろいろとご審議をいただいていますし、１月２３日に都市計画審議会がありますが、この

報告を完全に受けていないし、審議会としても直接受けていないので、この時点でいろい

ろなお答えはできませんということを申し上げました。それは当たり前の話で、このこと

はこうですと委員としては言ってはいけないことであります。事実、そういうお問い合わ

せがありましたけれども、この段階では、明確にお答えできませんとお答えいたしました。 

 

●小倉委員 子どもたちの学校の日照問題については、本当に苦しいといいますか、私た

ちの会派でも、何度か現地を歩いたりさせていただきました。また、今日は資料が出てき

たものですから、どんなところまでのお話になるのかと思う中で参りました。今日ここで

言うべきことかどうかはわかりませんけれども、建物を低くしても、半分ではまだ日影の

状況が変わらないと書いてありましたが、どのぐらいであれば変わるのだろうかというこ

とも気になるところです。 

 そして、先ほど来、子どもたちの健康や成長など、科学的な内容のお話があり、これは

環境影響評価審議会のことなので、非常に専門的なお話だと思っているのですけれども、

わかりませんけれども、影響がないということが、最終的に仮に出てきたとしても、専門

家の方のお話の中でまとまった話であると思います。私は専門家ではないので、体に影響

がある、ないという以前に、そこで生活する子どもたちの気持ち、空気などの中からこの

ことがどうなのかを委員として考えていきたいと思っています。 

 そこで、もし可能であれば、子どもたちにも意見を聞いてみたいというふうにこの間ず

っと思ってきました。保護者の方は一生懸命に署名活動をされていて、それも大事だと思

っているのですけれども、今も少し日陰のところがあるかと思いますので、３月までとい

うことですが、当事者である子どもたちからぜひ聞きたいと思っています。そのことを申

し上げて、終わります。 
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●亘理会長 特にほかに何かご意見がございませんでしたら、これにつきましては、何度

も申し上げますが、環境影響評価審議会の結論を待って、必要に応じて、当審議会として

もさまざまな手を尽くして、実質的な判断ができる方向を目指していきたいと思います。 

 子どもは将来の日本、札幌を担う国民全体、札幌市民全体の宝であり、非常に重要な問

題ですので、鋭意、我々としても熱心に審議していきたいと考えております。 

 本日は、長時間にわたりまして非常に熱心にご議論をしていただきまして、ありがとう

ございました。心より御礼を申し上げます。また、議事進行に不手際がありまして、大変

遅い時間になりましたことを心よりおわび申し上げます。 

 

●丸山委員 このまま帰ると気になるので、質問いたします。 

 「とどけ！太陽の会」の代表の方から今日いただいたものです。一度、松浦委員が受け

取って、それを皆さんにお知らせしたので、松浦委員の意見だという理解をしたのですが、

これに対して、私たちが審議会として特に考える必要はなく、終わっていいということで

よろしいのでしょうか。 

 

●亘理会長 一人一人の委員の方にいろいろな形で話を聞いていただきたいことがあろう

かと思いますが、それぞれの委員が自主的に判断していただければと思っております。 

 

●松浦委員 私は、林さんから話を聞きました。今、本当に心配しているということで、

手分けしていろいろとやっているということでありました。 

 今日は、審議内容も数多くあり、時間も終わりに来ておりますので、このことについて

ではなく、次回にこの問題を審議する段階のときに、できれば、この方々の意見を聞く場

を設けてあげてほしいというのが私の希望です。これについては会長にご一任しますので、

ご高配をいただければと思っています。 

 

●亘理会長 要望として承っておきます。 

 議事進行などにつきまして、ほかにご意見がなければ、事務局にお渡ししたいと思いま

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。 

 以上をもちまして、今年度に予定しておりました５回の審議会がすべて終了となります。 

 本日、最後の案件として補足説明いたしました北８西１地区関連につきましては、先ほ

ど担当部からご説明を申し上げたとおり、今後の状況によりましては、今年度内に都市計

画審議会を臨時に開催させていただく可能性もございます。その際は、開催が決まり次第、
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早期にご案内をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 こうした状況ではございますけれども、現時点では、平成２４年度からの第７期札幌市

都市計画審議会として、あらかじめ予定しておりました全ての審議会が終了したこととな

ります。 

 そのため、最後に、市民まちづくり局都市計画担当局長の若松から、一言、ご挨拶を申

し上げます。 

 

●若松都市計画担当局長 当初の予定では、本日が今年度最後の審議会ということで、一

言、御礼を申し上げたいと思います。 

 亘理会長及び審議委員の皆様方には、平成２４年度、２５年度の２カ年にわたり、ご多

忙の中にもかかわらず出席を賜り、札幌市の都市計画のさまざまな問題について熱心にご

議論いただきまして、ありがとうございました。 

 今回は、市街地再開発事業や地下歩道を含めた道路の問題、都市計画提案制度にかかわ

る地区計画など、さまざまな議案がございましたけれども、さまざまな視点から熱心にご

議論いただきまして、ありがとうございました。これまでいただいたご意見、ご指導につ

きましては、今後の審議会の運営に十分に反映させて、札幌市の都市計画の推進により一

層努力してまいりたいと思います。 

 ２年間、本当にありがとうございました。 

 

  ５．閉  会 

●事務局（調整担当課長） それでは、以上をもちまして、第７４回札幌市都市計画審議

会を終了いたします。 

 第７期委員の皆様、本当にありがとうございました。 

                                  以  上   
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