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  １．開  会 

○事務局（地域計画課長） 定刻となりました。本日は、お忙しいところをご出席いただ

きまして、まことにありがとうございます。 

 私は、事務局を担当しております札幌市市民まちづくり局都市計画部地域計画課長の村

瀬でございます。議事に入るまでの進行をさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 本日は、委員１２名中現在１１名ということで、西山委員から５分ほど遅参とするとい

う旨の連絡が届いております。札幌市都市景観条例施行規則第２５条第３項により、審議

会成立の定足数を満たしておりますので、ただいまから、平成２４年度第３回札幌市都市

景観審議会を開催させていただきます。 

 本日は、報告事項が３件ございます。 

 まず、お手元の資料を確認させていただきます。 

 右肩に配布資料１と書いております会議次第１枚物があります。その次に、説明資料１、

さっぽろテレビ塔の塗替についてということで、１枚目にスケジュールが載っている資料

があります。それから、説明資料２として、市民主体の景観資源選出事業の取り組みにつ

いてという資料と、そのときのイベントのチラシの両面物です。それから、説明資料３、

まちづくり戦略ビジョンでの景観の位置づけというレーダーチャートやグラフが１枚目に

ある資料です。それから、説明資料３の補足資料として、札幌市まちづくり戦略ビジョン

の概要というものと、一番下にビジョン編がございます。これは本体になりますけれども、

以上を用意させていただいております。 

 不足のものなどはございませんでしょうか。 

 それでは、早速、議事に入りたいと思いますが、これ以降の議事進行につきましては、

濱田会長にお願いいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

  ２．報  告 

○濱田会長 おはようございます。 

 年度末のお忙しいときに、西山委員は遅れておりますが、全員出席ということで、年度

末の締めくくりということでよろしくお願いしたいと思います。 

 本日は、審議事項はないのですが、非常に市民の関心事でもありますテレビ塔を初めと

して、まちづくりの戦略ビジョンに至り、景観と都市計画の部分でも非常に大事なところ

に係る報告でございますので、それに対して、景観審議会の立場としての意見をきちんと

確認していこうという場かなと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、報告事項（１）のさっぽろテレビ塔の塗替について、事務局からよろしくお

願いいたします。 

○事務局（都市景観係長） それでは、報告事項（１）のさっぽろテレビ塔の塗替につき

まして、ご説明をしたいと思います。 



 - 4 -

 まず、これまでの経緯と現在の状況についてご説明いたします。 

 平成２４年度都市景観審議会の第１回及び第２回におきまして、さっぽろテレビ塔の塗

替に係る協議の方針について、委員の皆様よりご意見をいただき、さらに個別の追加意見

もいただいた上で、審議内容を審議会意見としてまとめてさせていただきました。 

 こちらは、委員の皆様への送付とあわせまして、札幌市のホームページでも昨年の１２

月２５日より公開しております。 

 一方、事業者である株式会社さっぽろテレビ塔側の動きとしては、広く意見を取り入れ

るため、第三者による色彩検討を行うためのさっぽろテレビ塔塗装色彩委員会が昨年１０

月から１２月に計３回開催されまして、その中で色彩案がまとめられております。 

 その後、株式会社さっぽろテレビ塔の役員会におきまして、審議会の意見及び塗装色彩

委員会色彩案、市民のアンケートの結果を踏まえた最終色彩案が決定されました。それを

もとにしまして、札幌市との間で景観の基準と審議会意見に基づいた協議を行い、考え方

等を整理した上で、景観法に基づく届出がなされております。 

 また、これに対する審査結果通知書は平成２５年２月２０日に発行しております。 

 続きまして、協議内容についてご報告したいと思います。 

 今回、塗替を行う部分は、さっぽろテレビ塔の鉄塔、展望室、展望室上の附帯物、エレ

ベーターシャフト、１階建物の外壁部分となっております。 

 それぞれ決定した色彩について、協議において整理された内容をご説明したいと思いま

す。 

 なお、左の写真は、大通西４丁目から見たテレビ塔全体写真でございます。また、右側

には塗替部分を拡大した写真を表示いたします。 

 いずれも塗替前の写真となっていますが、塗替後のイメージは後ほどお見せしたいと思

います。 

 まずは、鉄塔部分でございますが、鉄塔は、これまでと同じクラウディレッドで塗り替

わります。４０年以上、同じ色彩という歴史的要因や、赤色のシンボル的イメージ、市民

や観光客が愛着を持っていることを踏まえて、これまでと変わらない色彩でいきたいとい

うことになっております。 

 続きまして、展望室ですが、コニファーグリーンという現在より彩度、明度ともに落と

した少し青みがかった緑色となります。現在は、上の展望室と下の展望室の色彩が異なる

ものでしたが、統一し、中景では、大通公園の樹木などと馴染み、近景では、花壇や大通

西１丁目の樹木との調和に配慮した色彩と考えております。 

 また、下の展望室の外壁は、現在の色彩よりも明度が低くなりますが、壁面における開

口部の割合が高いことから、圧迫感は軽減されるということで整理されております。 

 なお、コニファーグリーンの色彩については、札幌の景観色７０色の範囲内となるよう、

協議の中で調整しております。 

 続きまして、展望室上の電気機械設備等の附帯物ですが、この部分は、アクセントとし
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て、彩度を抑えたライラックのイメージ色で塗り替えるということです。札幌の木でもあ

るライラックのイメージ色で塗装し、大通公園とのつながりを持たせることで、より親し

まれるテレビ塔となるようなアクセントとすると整理されております。 

 続きまして、３階以上のエレベーターシャフトです。 

 現在はシルバー色となっておりますが、塔としての垂直性を表現するとともに、奥行が

感じられるように、明度を抑えた白い色彩で塗替を行います。 

 最後に、１階、２階のエレベーターシャフト外壁及び１階建物の外壁でございます。 

 エレベーターシャフト部分は、右の写真をご覧いただくとわかるように、現在は濃い緑

色で塗装されておりますが、１階建物の外壁とあわせて落ちついたベージュ系の色彩に変

更するということで、低層部において周辺と調和がとれた空間となるよう配慮しておりま

す。 

 以上のように、塗替部分の色彩が決定され、それぞれ景観における考え方が整理されま

した。 

 続きまして、塗替後のイメージの写真をお見せしたいと思います。 

 左が現在のテレビ塔で、右が塗替後のイメージとなっております。 

 続いて、大通西１丁目からの見え方です。 

 エレベーターシャフトと１階建物はこのように塗り替わる予定です。 

 続きまして、審議会意見に基づいた協議の中で事業者が整理した考え方について説明し

たいと思います。 

 お手元にも配付しておりますが、審議会意見は画面上の四つの項目でまとめられており

ます。 

 １点目は、シンボルとしてのさっぽろテレビ塔の位置づけ、考え方についてです。 

 審議会では、さっぽろテレビ塔のシンボル施設としての公共的価値、これからの役割、

札幌の近代化の象徴であること、市民からの愛着等への配慮などについてご意見をいただ

いておりました。これらの意見に対しまして、建設から５５年以上たった札幌のシンボル

として、今後も発信していく色彩とする。また、鉄塔の赤色は４０年以上同じ色彩で塗ら

れており、市民にとって愛着のある色彩である。また、展望室の緑色は、現在の色彩より

彩度、明度を落とすことで、より洗練されたイメージとするということで整理されており

ます。 

 ２点目ですが、色彩選定において考えられる配慮要素としてご意見をいただいておりま

して、中近景の視点場からの見え方、市民意識、歴史性の３点についてまとめておりまし

た。それに対する整理としましては、中近景においては、展望室の緑色は大通公園の自然

な緑色に近づけて調和を図るということと、市民意識に関しましては、アンケートや報道

の結果などから赤と緑がよいという反応が約７割あったことを踏まえるとなっております。

歴史性については、現在の鉄塔の赤色は４０年以上の歴史を持ち、アンケートの結果から

も、赤と緑の組み合わせは愛着を持たれ、市民や観光客にとって歴史に刻まれた配色であ
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るということでそれぞれ整理されております。 

 続きまして、３点目として、色彩決定にむけたコンセプトの明確化ということで、積み

重ねられてきた価値を継承するのか、新たな価値づけをしていくのかという二つの方向性

が示されておりましたが、協議における考え方としましては、積み重ねられてきた価値を

継承する方向で、コンセプトを明確化し、さらに価値を高めていくため、アクセントカラ

ーを効果的に使うなどの工夫を加えていくことで、ますます発展していく札幌のシンボル、

遺産であり続けるということで整理されております。 

 ４点目ですが、色彩決定までのプロセスについては、プロセスをできるだけ公開し、市

民に関心を持ってもらうということになっておりました。また、塗替の波及効果として、

低層部の空間の使い方や、店舗の見え方についても配慮が必要であると審議会でご意見を

いただいておりました。 

 こちらにつきましては、市民や観光客へアンケート調査を実施したこと、メディアによ

って広く報道されたこと、市民意見の提案があったことなど、プロセスを公開したことに

よる効果があったと考えております。 

 また、低層部の空間につきましては、１階建物の外壁も景観に配慮した色彩で塗り替え

ることとなっております。 

 また、創成川通沿いの仮設物につきましても、今回工事にあわせて撤去することとなり、

機能を集約化した建物を新築するということで、別途、届出がなされております。 

 こちらの写真は、創成川の方向から昨年の夏に撮影したものですが、今回、創成川通沿

いに見えている仮設物は撤去されるということでございます。 

 撤去と書いてある右の四角のあたりに、集約化した建物が新築されることになっており

ます。 

 さっぽろテレビ塔の塗替については、審議会にてご意見をいただき、審議会意見に基づ

いて、以上のように協議をまとめさせていただきました。 

 今後も、重要案件については、審議会に積極的にお諮りしていく方向で、そのプロセス

等についても今後検討していきたいと考えております。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 当初、札幌のシンボル施設となるというご提言もいただきながら、ちょうどタイミング

的に塗替ということがあったので、審議会としてもきちんと対応しようという結果でござ

いました。 

 皆さん、新聞紙上等で結果に関してはご存じかと思いますが、ご意見があればいただき

たいと思います。 

 今年度最初の審議会で斉藤委員から前回の塗替のプロセスで、景観的にはきちんと対応

できていなかったのではないかという反省のお話もありまして、今回、審議会としてそれ

なりの対応を積み重ねた格好でございます。前回よりは良かったかなと思いながらも、結

果としての色彩なり、物のあり方が本当にいいのかというあたりは、まだまだいろいろあ
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ろうかと思います。 

 率直な意見をいただきながら、今回、意見をいただいて結論が変わるという話にはなら

ないかと思いますが、次の１０年に向けてのスタートを早目に切るという意味でも、一回

総括しておいた方がいいと思いますので、忌憚のないご意見をいただければと思います。 

 いかがでしょうか。 

○坂井副会長 色のことは一件落着かなという気がしております。会長がおっしゃるよう

に、最終的に色をどうこうということはあると思いますが、プロセスも開示されてよかっ

たと思っております。 

 ただ、最後に足もとのものが整理されたというお話がありましたけれども、それは、こ

ちらの審議会としても出ていたお話ですが、それとは全く関係なく、当初から計画してい

たことなのでしょうか。 

○事務局（都市景観係長） 懸案事項としてあったところに、今回の塗替で報道されたと

いうこともありましたので、計画が具体的に動き出したようです。 

○坂井副会長 その点がよかったと思います。今回は色彩ということで我々は議論してき

たわけですが、形態も、足もとも、少し何とかした方が良いねという話をしたことがこう

いうことにつながったのであれば、やはり審議会として意義があったのかなと思います。 

○濱田会長 今日は報道関係の方も来ていらっしゃいますけれども、できれば、そういう

ことに関しても焦点を当てて報道していただければ、より深い議論になったと思います。 

 色の問題はかなり、愛着があったとか、もっと新しい色がとか、市民意見もあるみたい

なことが結構出たのですが、トータルとして景観の質がどうなったかという視点での報道

もあれば、さらに良かったと思いますので、今後に向けてお願いしたいと思っています。 

 多分、メインの骨格以外のところに対する配慮は、今回、さまざまなところでやられた

ので、それは良かったと思うのですが、個人的な感想も含めて言うと、展望室の下と上も

同じ色でかなり重い色になっております。あれはどうかなというのは、ちょっと気にはな

ったところです。上は、少し軽い色でよかったのではないかと思います。 

○小澤委員 私も同じことを考えていまして、落ちついた色というと、色を抑えていって、

どうしても落ちついた色ということでコンセンサスを得やすいと思うのですけれども、や

はり、鉄骨造の中空に浮いたものであるということを考えたときに、もう少し軽くあるべ

きなのではないかと思うのです。落ちついたという言葉だけでまとめてしまわずに、もう

少し多角的に、どんな価値で色を判断するか、そういうことをしていければもっとよくな

っていくのではないかと思いました。 

○濱田会長 私も、小澤委員も、建築の構造という視点があるものですから、上の方に重

いものがあるという視点はどうしても持ってしまうのですが、そんな感覚がありますね。 

 奈良委員、市民としての意見や、色の愛着の話をプロセスで出されていましたが、いか

がですか。 

○奈良委員 無難に落ちついているような気がします。好みの問題でいくと、紫が入った
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というのはちょっと違和感があります。そんなに目立つ場所ではないですけれども、グリ

ーン系の何かで、赤とグリーンがもとでそれに付随したもので良かったのかなという気が

します。紫に関しては、実際に際立ったときにどのぐらいに見えるのかというのがわから

ない部分を含めて、個人的に、もしかしたら違和感が少し残るかなという気がしています。 

○濱田会長 吉田委員のプロセスの中には、新しい考え方ももっと取り上げたらどうかと

いう趣旨のご発言がありましたが、いかがでしょうか。 

○吉田委員 全体的には、プロセスが公開されたり、いろいろな意見が集約されて良かっ

たなと思います。結果も、前回よりはかなり良いと思いますけれども、塗り替えた後に、

市民が見て、さほど変わった印象はないと思うのです。これは極めてもったいないと思い

ます。ぜひ、次回は、札幌リフレッシュみたいなことで、一つの変わり目の節目のシンボ

ルとして塗替も利用できればなと思います。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 市役所の事務局の方とは、今回、今年度の塗替で、議論がスタートしたような格好だっ

たので、今の吉田委員の視点で言うと、塗り替える二、三年前には少なくともそういう話

がテーブルに乗り、それ以前にもさまざまな局面で議論がされるということですね。今回

は少し良かったかなと思うのは、新聞に、道新さんを中心にこれだけ報道されて、一般市

民がかなり関心を持たれました。前回は、塗り終わってからこうなったのですから、今回

は、塗替前にどうなるのだろうということを多くの市民が気にされたということは、かな

りの前進かなと感じております。 

 そんな中で、市民団体から、新しいやり方という提案があったりもしたのですが、多分、

変えることの難しさを一定のタイムスケジュールの中でやっていくということで、どちら

かというと、落ちつきやすい議論の方に行ったかなと、プロセスを見てそう感じたところ

がありますので、少し時間をかければ、吉田委員がおっしゃったような視点も取り入れな

がら、札幌市民としてはどちらを選ぶのか、テレビ塔会社としてはどちらを選ぶのかとい

う議論になったかなと思います。 

 あとは、それぞれいかがでしょうか。 

 斉藤さん、前回のことを踏まえて。 

○斉藤委員 私は、昔の話を掘り出しましたけれども、今回は一歩前進というか、前回に

比べますと良かったと思います。仲間で集まっても、テレビ塔の話が出たり、市民の関心

が深まった、そこに意識が行ったということは評価すべきではないかと思います。 

 結果についてはいろいろあると思います。確かに、展望室上のライラックの色はどうか

なという気持ちもありますが、そこにも目を向けたということですね。鉄塔と展望部の主

要部以外も考えなければいけないとやっていただいたことは評価すべきだと思います。 

 これが、最後ではありません。また１０年くらいしたら塗替えのタイミングが来ますの

で、みんなでこのように話をしていけばいいと思います。 

 最後に、創成川の方の附帯施設が撤去されて、どういうふうになるかわかりませんけれ
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ども、集約されるということも良かったのではないかと思います。しかし、色だけの話で

終わってしまっては困ります。売店とか、正面から見た商売のやり方は、札幌で一番観光

客が集まる場所としてどうかというところも事業者側にはぜひ考えていただきたい、とい

う要望も出しておきたいと思っております。 

○濱田会長 中田委員はいかがでしょうか。 

○中田委員 プロセスの公開の部分では、新聞等に節目ごとに出していただいたので、審

議会で聞いていることも含めて、非常に参考になりましたし、こういうふうに進んでいる

のだなということがわかりました。恐らく、１０年前にはほとんど報道されなかったと思

いますので、そういった意味ではよかったのではないかと思います。 

 また、先ほども出ておりますけれども、鉄塔や細かいところまで配慮をして、これを契

機にという話になったのは、審議会でいろいろな意見が出たことも含めて、ある意味、景

観ということが重要視されたことも反映されたと思うので、そういう面ではよかったと思

います。 

○濱田会長 ほかに委員の方々はどうでしょうか。 

○那須委員 やはり、プロセスについては新しい段階に入ったのかなということを感じま

した。 

 先ほどから出ておりますように、低層部の取り扱いについても、色彩だけではなくて、

創成川公園の方とか、大通公園から少し人を引き込むような配慮をこれからしていける可

能性を感じさせるような検討がなされているということは評価に値すると思います。 

 もう一つは、エレベーターシャフトですね。例えば、今までだと、各層ごとに、展望台

は違う色というふうに層ごとに分かれてしまう印象があったのですが、主要な動線部分が

同系色で統一されていて、上に向かっていくことが表現されているというのは、なかなか

いいと思いました。 

 あとは、先ほどウォームグレーに塗られた写真がありましたが、これだけ大規模な建築

物ですから、見上げのときの景観ですね。軒天というか、展望台の下の部分の広がりも強

く見えてきますので、そういった部分について説明していただけるといいかと思います。 

 また、外観の遠景の写真は、割と晴れた、よく光が当たっている正午付近の写真が多い

のですけれども、朝はどう見えるか、また、濃い色だと夕方だと違った色合いが見えてく

ると思うので、そういう説明があっても良いのかなと思いました。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○八木委員 一つ質問ですが、先ほどのライラックというのは、札幌の景観色もライラッ

クですか。 

○事務局（都市景観係長） そうです。その中に入ります。 

○八木委員 まず全体ですが、シックになって、前のように、ちょっとそぐわないのでは

ないかと言われていたころよりは落ちついた感じになってよかったと思いました。ライラ
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ックは景観色だということで選ばれたのですが、このように目立たないところに入れられ

るのであれば、できればメインのクラウディレッドを何とか景観色に持っていければ、さ

らにいいと思います。 

 そうすると、都市景観の中で、札幌は景観色というものを持っているのだということの

アピールにもなったと思います。もし、そういった報道がなされたら、札幌には景観色が

あるのだというふうに広く認知されたと思うので、ちょっと残念だと思いました。 

 それは、余り急ぐことではなくて、このライラックでまずは一歩進んだかなと思います

し、ドラスチックに真っ白でもすてきなのではないかということも以前申し上げましたが、

例えば、道外の方から見ると、この塗替だと、それを見たいという方は道外には余りいら

っしゃらないと思いますけれども、全く違う色合いに塗り替えるというのであれば、中の

施設とか、お店とか、中もリニューアルするのだったら、そこまでドラスチックに変えて

もおもしろかったと思います。今は、外の塗替だけでしたので、落としどころとしては、

皆さんがおっしゃるとおり、無難なところにおさまったかなということで、まずは安心し

ました。 

○濱田会長 西山委員、先に議論を始めていましたけれども、最初のきっかけで、シンボ

ル的なものに関しては、ちゃんと位置づけをして、審議会はきちんとかかるべきではない

か、あるいは、市の施策として今後どうしていくかという議論をすべきだというご意見を

いただいたことがきっかけでこれにつながったかと思っております。 

○西山委員 皆さんの重要な時間をたくさん使わせてしまったかもしれなくて、責任を感

じているところもあります。私自身は、色がいい、悪いという立場というよりは、今、会

長におっしゃっていただいたように、シンボルというか、景観計画というものの考え方に

ついて課題提起しました。 

 要するに、まさに今のお話で、クラウディレッドは景観色に入っていないということで

すね。 

○事務局（都市景観係長） 実は、この色は７０色の許容範囲の中には入っているのです。 

 ７０色と言っても明るい色から濃い色までありまして、そのうちの茶系の濃い色彩の許

容範囲の中にクラウディレッドが入ってきます。 

○西山委員 そういうふうに考えると、彩度を落とせばすべての色が入るのかなという感

じがしますが、要するに、ビビットな彩度の高い色は入っていないのですね。 

 例えば、私が従前住んでいた福岡市は、色は問わないが、彩度を問うということで、非

常にわかりやすいルールですけれども、実は同じかもしれないですね。 

 私は、むしろ、クラウディレッドが入っていないのであれば、なおさら、シンボルに向

いていると思います。だから他では使ってはいけない色、シンボルだからこそ許された色

という論理も立つわけです。それが正しいか正しくないかではなくて、そういう戦略を景

観計画に持ってほしいということです。 

 ですから、私としては、今回のプロセスとか出た結論は、こういう理由で、こうなって、
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こういう手順でなったということが歴史に刻まれるというか、きちんとこの時代に審議会

がきちんとこういう議論をして、施主というか、考える別の主体にもちゃんと投げて、キ

ャッチボールをした中で結論が出たということが記録されていくことは、次に考える人た

ちは、その次から考えるわけです。 

 そういう意味で、何も議論されずに色だけが決まったら、また一から議論しなければい

けないという意味で全然違うので、そこが大事なのだろうと思います。 

 景観の理屈等考えなければいけないということで、大変なご努力がプラスアルファされ

て大変だったと思いますが、良かったと思っています。 

 そういう意味で、次回は、例えば、特別扱いをしなければいけないようなランドマーク

となるようなシンボルが札幌市に幾つあるのかという調査を事前にしておいて、ほとんど

の建物がそうですが、それに調和しなければいけないものと、シンボルとしてその都度き

ちんと考えなければいけないものを先に探しておいて、そういうものについて戦略的に考

えておくとか、そういうものに対する考え方と一般の建物に対する考え方を分けるとか、

これを契機に景観計画の戦略を議論していけたらいいのではないかと思います。 

 もう一つは、この検討プロセスで出てきましたが、登録文化財になっていると。通天閣

とか、名古屋のタワーとか、これは発見であって、東京タワーももうなったのですね。で

すから、歴史が古いのにそういう中から取り残されている感があるということを、今回は

諸般の事情で余り表に出さないけれども、次回の１０年後にはそろそろちゃんと考えよう

ということも申し送っていただけないかと思います。 

 要するに、今回の整理の中で、市民の大切なシンボルであり遺産としてという言葉が入

っていましたので、次回は、早い時期からそこを議論すると非常にいいのではないかと思

います。今は、この色は４０年しかたっていませんが、次回は５０年たっていますから、

文化庁にも説明しやすいです。ぜひ、次回はその議論を早い時期にしていかれるというこ

とを申し送っていただきたいと思います。 

○濱田会長 実は、私も事務局と同じ話をしていました。こういう言い方はよくないです

が、次の塗替のときは、私はこの立場にいないし、皆さんも担当が外れています。そのと

きに、どこからスタートするかということでいくと、今回、きちんと位置づけられたもの

が蓄積されていくという意味では良かったと思います。 

 もう一つは、終わったからということで市民が関心をなくしていくようにならないよう

な文化をつくるべきだと感じています。 

 たまたま個人的な体験ですが、ルーブルのガラスのピラミッドがオープンした直後にパ

リに行く機会があったのです。そうすると、市民がたくさん来ていて、ピラミッドの前で

これが良いの悪いのと議論しているのですね。ああいう姿を見たときに、決まるまでは皆

さん気にしていたけれども、決まったらというふうになる可能性もあるので、先ほど那須

委員からもあったように、冬に見たらどうだろうとか、いろいろなことも含みながら、次

の塗替のときにはこういうことを考えていこうということを、市民も、我々も含めて持続
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的に認識を持っていくことがすごく大事だと感じていました。 

 そういう意味では、今回、事務局で大変なご苦労をされたと思いますが、先方の組織と

きちんとやりとりができたことは良かったと思っております。 

○梅木委員 私は空知圏にいるので、新聞も全部は見られていなかったと思います。でも、

空知に住んでいても、札幌市民ではなくても、札幌は自分のまちだというふうに思ってい

る人が多いし、住まいは札幌ではなくても、札幌に勤めている人は多いです。ですから、

札幌市民の宝でもあるけれども、道央の宝だという感じで、報道も含めて、札幌でこんな

に話をしていたということを知らないと思うのです。そういうことも含めて、巻き起こし

ていただければというふうに思いました。 

○工藤委員 私も、色はいい感じで落ちついたと思います。足もとがきれいになったのも

とてもよかったと思います。一つ思うのは、今、ライトアップが大通公園側からだけです

ね。ライトアップというか、イルミネーションと言うのでしょうか、あれが、できればほ

かの面からもあるといいと思うのです。今、創成川公園はとてもいい感じになっているの

に、人の流れが余りないような気がするのです。ですから、ライトアップということも附

属すると、あっちの面から見たらどうだろう、こっちの面から見たらどうだろうと、人の

流れをもう少し回遊させるような工夫をプラスしていっていただけるといいと思います。

せっかくきれいにした創成川通がもったいないような気がしますので、プラスアルファで

言って申しわけないのですけれども、人の流れも気にしていただけたらなと思います。 

○濱田会長 ありがとうございます。 

 先ほどの西山委員のお話も含めて、きょうの報告事項３のまちづくり戦略ビジョンとの

関連も出てくると思います。景観的なことがそういうことと深くかかわるのだという認識

を持ちながら進めていければと思っております。 

 それでは、ほかにありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○濱田会長 それでは、次の報告事項（２）に移らせていただきたいと思います。 

 市民主体の景観資源選出事業ということで、さまざまな動きがあったようなので、それ

に関してご説明をお願いいたします。 

○事務局（都市景観係長） それでは、報告事項の二つ目の平成２４年度市民主体の景観

資源選出事業の取組についてご説明したいと思います。 

 景観の普及啓発に関しましては、前期の平成２３年度の都市景観審議会におきまして、

今後のあり方について審議を行いまして、ご意見をいただいておりました。また、今年度

１回目の都市景観審議会におきまして、景観に対する意識、意欲の向上を図るためには、

市民が身近な景観を手がかりとして主体的に地域まちづくりに参加するきっかけ、機会と

なるような取り組みが必要であるということで方向性を確認しております。 

 さらに、行政だけで取組を進めるのではなく、市民や事業者との協働により取組を進め、

その成果を発信することで、他の地域や活動主体に対し取組の連鎖を生み出していくこと
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が本事業の重要な役割と考えております。 

 今回は地域取組の仕掛人として意欲、技術、経験を有する市民により構成されました運

営委員会と札幌市との協働によって取組の企画、運営を行いました。 

 新しい取組では、市民による魅力の再発見というテーマに重ねまして、札幌の往年のキ

ャッチコピーであります「好きです。さっぽろ」を再利用し、「好きです。さっぽろ（個

人的に。）」をキャッチフレーズとして作成し、コンセプトを「まちを①知る ②好きに

なる ③楽しむ ④いろんな人におすすめできるようになる」として取組を進めておりま

す。 

 今回は試行的取組として、大きく分けて三つの取組を連動的に実施しております。 

 取組に当たりましては、札幌市と運営委員会がそれぞれの得意分野を生かしながら、市

民から好きな場所等の情報募集・発信、ＳＮＳツールを活用した情報共有、トークイベン

ト、パネル展を企画、実施いたしました。 

 今回の試行的取組の実施に当たりましては、既に市民参加型のイベントやまち歩きの取

り組みを実施している技術者団体や観光事業者等の活動主体に対して声かけを行い、意見

交換を進めてまいりました。 

 その中でも、特に本取組の趣旨に賛同いただいたメンバーによる意見交換を重ねまして、

札幌大通まちづくり株式会社を統括、調整役としまして、さっぽろ大通コワーキングスペ

ース「ドリノキ」を拠点として、個々に活動されているコピーライターやデザイナー、出

版社やトークイベントの仕掛け等をされている方々を中心とした運営委員会を形成するこ

ととなりました。 

 その後、現在、画面に表示しているメンバーによりまして、試行的取組のコンセプト、

キャッチフレーズ、イベント内容、広報戦略、情報発信手法等に関しまして企画検討を行

いました。 

 メンバーそれぞれの役割としては、札幌大通まちづくり株式会社のメンバーによる意思

の取りまとめと取組全体のサポートや、デザイナー、コピーライターによるキャッチフレ

ーズ作成やポスターなどのデザイン、書籍出版などを手がけ、イベント等の経験も豊富な

方によるイベントの企画や広報手段の検討、ソーシャルメディアを活用して情報発信を行

っている方によるユーストリームでの動画の配信、まちあるきイベントを企画、実施して

いる方によります地域情報の紹介、募集のきっかけとなる情報発信など、それぞれの得意

分野を生かした取組体制を構築しております。 

 それでは、今回の取組の概要と結果につきまして簡単に説明いたします。 

 一つ目の「市民からの好きな場所等の情報募集・発信」についてです。 

 こちらは、札幌市内で個人的に好きと思う場所やシーンの情報を、エピソードを添えて

応募いただくことで、その行動を通しまして、まちとのつながりに気づく機会、きっかけ

となることを目的に実施したものでございます。 

 応募期間としましては、平成２４年１１月から平成２５年１月までの約２カ月間行いま
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した。 

 ニックネームによる投稿や写真等がない場合の投稿も可能として、応募しやすい条件を

整えました。 

 応募方法は、応募ボックスへの直接投函、Ｅメール、フェイスブック、ツイッターの４

つの方法を用意し、多くの方が気軽に応募できる体制を整えました。 

 結果としましては、冬場の２カ月間という条件の厳しい応募期間でしたが、合計２４４

件の応募がありました。 

 内訳としましては、応募ボックスに１２５件、そのうちイベント期間中に６５件、Ｅメ

ールで９５件、フェイスブックで１４件、ツイッターで１０件という応募状況でございま

した。 

 応募内容について少しご説明したいと思います。 

 応募内容について検証いたしますと、大きく三つの視点でカテゴリー分けすることがで

きました。 

 まず、一つ目としましては、都市全体としての視点で応募されているものでございます。

札幌を代表する施設や札幌全体を見渡せる眺望点となる場所などに関する応募が８９件ご

ざいました。写真は北海道大学ですが、構内が公園みたいに開放されていて北海道ならで

はでないでしょうかといったコメントが寄せられております。 

 続きまして、二つ目としては、地域的な視点での応募です。 

 自分の住んでいる地域の特徴的な場所や雰囲気などをとらえた応募が７２件ありました。 

 写真は、北区新琴似小学校前の歩道橋から見おろした四番通ですが、広くて真っすぐな

様子は驚愕の一言に尽きますというコメントが寄せられております。 

 続きまして、三つ目としては、生活の中の視点です。 

 生活の中で見つけた小さな発見やお気に入りの場所など８３件の応募がございました。 

 写真は、市内の街路樹に掲げられています治療中の札ですが、これを見つけるとやさし

い気持ちになりますとのコメントが寄せられております。 

 これらの応募情報につきましては、多様な視点でとらえられた景観資源の価値や添えら

れたエピソードに着目することで、今後の景観まちづくり等の取組に生かしていくことが

できると考えております。 

 続きまして、取組の二つ目の「ＳＮＳツールを活用した情報共有」について説明いたし

ます。 

 こちらは、まちづくり等の取組に対しまして、比較的意欲や関心を持っている市民層を

ターゲットとして、情報共有を図る場を設け、周囲への情報の拡散とともに、取組参加へ

の機運づくりをすることを目標として実施しました。 

 運営委員会メンバーの役割としましては、市民から応募のあった情報を再取材し、エピ

ソードを掘り下げて紹介する記事を作成し公開することで、積極的に情報共有する機会を

つくりました。 
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 記事は、週２回のペースで更新しております。 

 これらのフェイスブックページには、１１月２６日の公開から最終的には３８０人以上

の方から「いいね！」のボタンを押していただきまして、随時、更新情報が届くような情

報共有環境が構築されていると言えると思います。 

 運営委員会により掲載された記事については、多少ばらつきがありますが、１２名から

１０２名の方から「いいね！」の反応があり、記事閲覧者は１７２名から１，３２１名以

上となっております。 

 ＳＮＳツールについては、募集ツールとしてよりも、情報の共有、発信ツールとしての

機能性が高いことから、まちづくりに対する意欲、関心の高い市民層に対する投げかけを

行っていくに当たっては非常に有効なツールであると感じております。 

 なお、本ページに「いいね！」の反応をしているユーザーの年齢層としては、２５歳か

ら３４歳が３０％程度、３５歳から４４歳が約４０％となっております。 

 ここで、フェイスブックページで公開された記事について、簡単に紹介させていただき

ます。 

 こちらは、記事に対する「いいね！」の数が一番多かったもので、東区丘珠空港の搭乗

通路上に表示されたクマの足跡を紹介したものになります。 

 こちらは、記事の閲覧数が一番多かった中央区円山地区の裏参道に関する記事でござい

ます。この記事には、他のユーザーの方からコメントをもらうなど、活発なやりとりが行

われておりました。 

 続きましても、取組の三つ目の「トークイベント、パネル展」について説明いたします。 

 これは、平成２４年度から新たに実施する普及啓発の取組について、広く市民に投げか

けることを目的として実施いたしました。 

 トークイベントは、平成２５年１月２１日月曜日に札幌駅前通地下歩行空間で、さまざ

まな分野で活躍されている方を招いて実施いたしました。 

 また、パネル展は、平成２５年１月２１日から１月２７日の１週間、札幌駅前通地下歩

行空間におきまして、都市景観賞を振り返りつつ、新たな取組で募集した個人的に好きな

場所の情報をできる限り紹介するパネル展となりました。 

 開催結果としましては、トークイベントに来場いただいた方は全部で８９名の方でした

が、同時にユーストリームでライブ中継を行いまして、予想以上に１，６４８名に視聴し

ていただくことができました。 

 このときの動画については、その後もホームページで公開しており、延べ１１３名の方

に視聴していただいている状況です。 

 また、パネル展につきましては、１０時から１９時まで開催しておりましたが、目安と

して１５分ごとの滞在者数を合計したものがございます。こちらで１，２６０人の来場が

確認できまして、実際の来場者数はこの数倍以上になると思われます。 

 また、パネルの一部につきましては、現在、運営委員会のメンバーが活動の拠点として
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いるさっぽろ大通コワーキングスペース「ドリノキ」にて継続公開しております。 

 こちらは、トークイベントの際に配布したチラシでございます。 

 トークイベントは、建築、観光、編集、デザイン、まちづくりなどのさまざまなテーマ

から３組の語り手、聞き手に集まっていただいて実施いたしました。 

 パート１の「都市空間を読む」のテーマにおいては、景観審議会から小澤委員に語り手

としてご参加いただいきまして、海外の取組事例など大変興味深いお話をしていただきま

した。パート２では、「地域資源を編集する」ということで、高知市より、「高知遺産」

という本の出版に携わったデザイナーの竹村直也さん、パート３では、「まちの見方を変

えてみる」ということで、市民目線でまち歩きなどの活動をされている佐藤真奈美さんや

和田哲さんなど多彩なメンバーにより開催しました。 

 こちらは、トークイベントの実際の様子でございます。 

 市民の皆さんから応募いただいた情報パネルを見ながらトークを展開しているところで

す。 

 こちらは、パネル展の一部を表示したものです。都市景観賞展ということで、第１回か

ら第１４回の受賞作品を、当時の札幌での出来事などを振り返りながら展示いたしました。 

 こちらは、「好きです。さっぽろ（個人的に。）展」と題しまして、市民の皆さんから

応募いただいた札幌の好きな場所やシーン等の情報を展示したパネルでございます。 

 左側は、当初のパネル制作前に集まった情報をもとに作成したもので、右側はイベント

期間までに集まってきた情報をもとに追加で制作したものになります。 

 本パネル制作に当たっては、募集期間中に集まったものはすべて紹介することができま

した。 

 こちらは、パネル展の様子です。 

 最後に、平成２４年度の実施体制を振り返りまして、平成２５年度の取組体制をどのよ

うに考えていくかについてご説明したいと思います。 

 まず、平成２４年度につきましては、札幌市が支援、委託する形で、地域の仕掛人であ

る運営委員会との協働により取組を実施いたしました。 

 これらの取組は、市民目線に立った取組として、市民の中でも、とりわけ、ファン、サ

ポーター層に対しまちへの興味関心を持ってもらうきっかけとなったと考えております。 

 来年度、平成２５年度につきましては、札幌市だけで取組のバックアップ体制をつくる

のではなく、パートナーとなる事業者等を見出しまして、協力・連携を呼びかけ、技術的、

専門的な側面など幅広い支援体制を整えていきたいと考えております。 

 また、今回の好きですさっぽろ個人的に運営委員会をモデルタイプとして、他の地域の

取組主体等に対しましても取組連鎖を促していきたいと考えております。 

 さらに、これらの取組の成果を発信していくことで、地域取組の仕掛人の発掘、育成を

図り、あわせて、市民のファン、サポーター層への波及連鎖を生むことで、景観意識の醸

成とともに、まちづくりへの参加を引き出していきたいと考えております。 
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 以上、委員の皆様には、ご意見、ご助言等をいただければと思います。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 この部分は、かつてやっていた景観賞にかわる新たな試みということでやられたことで

すが、今のご説明に関して、さらに小澤委員はトークでご登場されていますので、参加さ

れた市民の方々の雰囲気や反応もわかっておりますから、口火を切っていただければと思

います。 

○小澤委員 では、ご指名をいただきましたので、２点ほど、思ったことを申し上げます。 

 まず１点目は、景観賞にかわるということでこういったことが始まりました。私は、景

観賞のときにも意見を申し上げたのですけれども、全国の中でも長い２０年以上続いてい

る非常に伝統のある賞でありますので、その重みは間違いなくあったと思うのですけれど

も、それをやめるということであれば、これから継続的に続けていけるものに変える必要

があると思っておりましたので、そういったものがこういう形で始まったこと自体は歓迎

したいと思います。ですから、やはり景観賞の重みにかわるものとして続けていく努力と

いうのは間違いなくしていかないといけないと思いますし、これ１回で終わってほしくな

いということは切に思います。 

 もう一点は、トークイベントに参加していただいて、さらに、昔の景観賞のパネル等々

も地下歩行空間に展示されたということで、結構いろいろな方が見ていらっしゃるのは、

非常に熱心に見ていただいているのを目の当たりにしまして、これは非常にいいのではな

いかと思いました。 

 先ほどのテレビ塔のときも話に出ましたけれども、市民あるいは観光客の方に景観にで

きるだけ興味を持っていただくということは非常に大事なことで、何か札幌のコアとなる

シンボル的な場所、かつ、人が非常に行きやすいアクセスのいい場所に、啓蒙といいます

か、いろいろなことを知っていただく場は必要と思っています。その意味で、新しくでき

ました地下歩行空間は非常にいい場所ではないかと思います。オールシーズンで使えます

し、動線上の動脈でもありますし、ぜひ、動線としての重要性、あるいは商業空間として

の成功ということだけではなくて、まちづくり情報の発信拠点として、これから使ってい

ただけるようにしていっていただければいいのではないかと思います。これは個人的な感

想ですけれども、そう思ったところです。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 ほかの委員の方々から、ご意見があればと思います。 

○西山委員 自分でフォローできていないのですけれども、例えば、同じようなことを毎

年やる前提ですか。 

○事務局（都市景観係長） 今回は、試行的な取組という位置づけがありまして、今回の

取組を検証した上で、続けていくものは続けていきますし、よりブラッシュアップして、

新しい取組を考えていきたいと思っております。 

 今回、これをやっていこうということではなくて、少し時間をかけて、積み重ねながら
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大体３年ぐらいかけて続いていく持続可能な取組を見出していきたいと考えております。 

○西山委員 私は、今の一通りの話を聞いて、すごくいいなと思ったのです。 

 一番いいなと思ったのが、大きく三つでしたか、市全体を見る視点と地域を見る視点と、

生活の中というのもすごくわかりやすくていいと思うのですが、要は、２４４件あって、

この時点では応募ということになっておりますけれども、こういうものは、ごく一部の知

っていた人が出してきたもので、多分、うまくやっていくと、ＳＮＳを使ったりして継続

的にできる可能性があります。しかし、一方では、しりすぼみになる可能性が高いという

ことですね。 

 一つは、こういうものをデータベース化してもらえないかということです。データベー

ス化して、だれが使うデータベースかと考えたときに、まず、率先して札幌市の各部局が

使うということですね。建設局とか、道路を扱う部局とか、建築をやる人、公共施設や公

園などいろいろなことをやる部局の人たちが、自分たちがここで道路の改善をやりますと

か何とかというときに検索すると、その道路に関する市民の意識がここに集約しておりま

す。 

 要するに、一つ一つのデータに、きちんと使いこなし方を考えた属性データを追加して

いって、検索可能にするのです。だから、一つのデータがいろいろな方向から引っ張り出

されるということですね。例えば、イベントに使いたいなと思う市民が検索するとか、行

政の人が検索するとか、大学の先生が授業に使いたいなと思う人が検索したときに出てき

やすいデータベースになっているとか、私のまちで何かしたいと思った人たちがやるとき

には地区別で検索できるようになっているのとか、そういうことは、ちょっと手がかかる

し、センスが要るので難しいのです。センスというのは、格好いいセンスではなくて、本

当にこの景観はだれが動かしているかということを構造的にきちんと分析して、それを検

索可能なデータベースにしていくということです。そして、それを使った成果を発表して

いくことによって、民間による活用、行政による公共事業内での活用、それで、こんなふ

うに生かされますということを、１年に一度やる必要があるかどうかわかりませんが、イ

ベントなどを通じてきちんと周知していって、さらにこれを募っていくということですね。

そして、この２４４件が５年、１０年で１万件になるとか、そのように盛り上がりつつ、

活用できるデータベースにするということができないかと思うのです。 

 そうすると、ある意味、景観賞も何百件かあるのでしょうけれども、これもデータベー

スの中の重要な要素になってきて、まさに景観づくりを市民と一緒に、行政だけではでき

ない視点で景観づくりをやっているということですね。 

 ですから、そんなに大変なことではないので、戦略的なデータベースを構築し、それを

行政が押しつけてでも各部局に必ず使ってもらって成果を出してもらう。市民にある程度

理解してもらえる組織になるため、最初は仕方がないけれども、ちょっと無理をお願いし

ながら使ってもらうという格好ですね。 

 事務局は、ちょっと気が遠くなるぐらい大変と思うかもしれないけれども、そんなこと
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ができるといいなと思ったので、一意見として申し上げました。 

○濱田会長 西山委員がおっしゃるかなと思って聞いていたのですが、例えば、観光客が、

市民が好きだと言っているところに行ってみたいということはあると思います。私は、海

外は、そういう視点で見に行くのです。いわゆる観光地ではなくて、地元の人が楽しんで

いる場所に自分たちも一緒に入るというのはすごく楽しいので、そうなると、これはすご

く使われるのではないかと思うのです。 

それと、たまたま私がかかわっている中で言うと、今はそういう時代になるのだなと思っ

たのは、東京からビジネスで来た方が、たまたま要件が終わって、飛行機の時間まで４時

間ある、４時間あるけれども、どこへ行けばいいかというフェイスブックなりツイッター

なりで発信すると、どこに行けばいいよと返ってきて、それでアルテピアッツァに来まし

た、とてもよかったとまた発信してくれるのですね。４時間だったら大丈夫だよと。その

時間も含めて情報がやりとりされると、その人が有名な人で、私もあそこに行こうという

ことでどんどん喚起される。使い方のお手本みたいなことが出ていくのはすごく大事だと

思うのです。 

 ですから、西山委員のお話を聞きながら、こういう市民共通の宝物みたいなものがあっ

たときに、札幌駅からスタートして、２時間だったらここぐらい行けるよということがあ

ったりすると、本当にビジネスできた人が札幌を楽しんで帰れるいいきっかけになるでは

ないかと思うのです。 

 私は、個人的に言うと、創成川公園を見ているときに、いかにもビジネスマンみたいな

人がいらして、札幌駅から歩いていいなと言いながら楽しまれている風景があって、こう

いうことってすごく大事だよなと思います。仕事をして帰ったのだけれども、いや、札幌

はこんなまちだよということをきちんと持って帰ってもらうと。札幌の場合は薄野のイメ

ージがかなり強いのですが、市民が楽しんでいる資源の質が高いということも観光にとっ

てはすごく大事なことではないかと思うのです。 

○西山委員 それは札幌の個性だと思います。だから、市民が観光客に対して宝を隠し過

ぎているのです。 

○小澤委員 先ほど景観賞の話に絡めて申し上げたのですけれども、専門の委員がシンボ

ル的な建物を選ぶというのは、もうかなり選んでいますので、それはそれで完結したとい

う考え方もあると思うのです。 

 今、西山委員にご提案いただいたのは、明らかにもっと市民の目線、観光客の目線で、

また違う次のステップに行っている、そういった考え方が大事ではないかと思います。 

○濱田会長 よくある穴場とか隠れ家的なところということですね。 

○小澤委員 もうこれから次のステージに入るのということに対して非常にわかりやすい

ご意見をいただいたのではないかと思っております。 

○濱田会長 ご専門の分野から言うと、八木委員が一番深いかかわりがあるのではないか

と感じたのですが、ごらんになっていかがでしょうか。 
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○八木委員 そうですね。今、ページを見ようかなと思って検索しておりました。 

 今、スマートフォンがかなり急速に進んでいまして、先ほども応募総数の約半数がＥメ

ール、ツイッター、フェイスブックという中で、市民参加型の情報関心というのは、非常

にうまくいった第一歩ではないかと思います。今、先ほどのお話にあったとおり、いわゆ

る文化財などはすべてまとまっていますので、先ほどの話にもあったとおり、データベー

ス化して、きっちりと整理をしていって、ある部署が何かあったときにどうだとか、あれ

ってなんだっけとなったときに自由に使えるようなものとして活用してほしいというのが、

今、しっかりと定まっている都市景観の法律として認められたものの一方で、まちで生活

をしている一般の市民たちが、まちを愛するというか、自分のまちに親しみを持って、誇

りを持つということを自由に発信できる場をつくるということで、その第一歩が見えてき

たと思うのです。 

 私も、この「好きです。さっぽろ」というのがいつ始まったロゴなのかわからないので

すが、こちらは札幌市がやっているものですか。 

○事務局（都市景観係長） 観光部局でロゴの管理をしておりますが、当時の経緯までは

調べていませんでした。 

○八木委員 それも大分たつのですか。 

○事務局（都市景観係長） 大分前からです。２０年以上前だと思います。 

○八木委員 私は、藻岩山の近くに住んでいますので、今や観光客の方に見向きもされな

くなってきたこのロゴが、新たに「（個人的に。）」とちょっとリニューアルもして、去

年からはＳＡＰＰ‿ＲＯ（サッポロスマイル）という新しいプロジェクトも発信しまして、

まちを愛するということや笑顔になれるということが、都市景観だとまじめにとらえられ

がちだったものが、もう少しソフトにわかりやすく市民に受け入れられやすくなってきた

ということで、今後も非常に楽しみだなと思いました。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 多分、今の議論は、３番目の説明資料３の景観の位置づけというところと絡んでくるか

と思いますので、もしよろしければ、そちらの説明をしていただいて、またご意見をいた

だきたいと思います。 

○坂井副会長 すみません、いいですか。 

 意見ですけれども、私も、これは非常にいい取組だと思います。ただ、これを来年、再

来年にどうやっていくのかということが話し合われなければいけないと思っています。先

ほどからのデータベースの議論はそのひとつだと思います。役所的には、今までもやって

きたキャンペーンを張る、応募するという①番と③番のイベントということはやってきた

と思うのです。やはり、②番をこれからもどうやって継続的にやっていくかというところ

で、最後の組織のあり方を考えつつやっていくのだと思うのです。 

 質問ですが②番のところは、多分、使っている人がずっと期待しているところだと思い

ますが、今は３月で終わってはいるわけですね。 



 - 21 -

○事務局（都市景観係長） いったん３月で更新は終える予定ですけれども、来年度も引

き続き行いまして、来年度の取組もそれを起点にして広げていきたいと思っているところ

です。継続する方向では考えています。 

○坂井副会長 このツールをどういうふうに使っていって、いかに展開していくかという

ところが重要だと思います。①のキャンペーンを終わって出たデータをデータベース化し、

③のおもしろい分野の違う人を集めてのトークで啓蒙する、さらに②のところをこれから

どのように展開して、データなりアクションを次につなげていくべきかというところが考

えどころだと思います。 

 私も、それに対する答えはないのですが、機会あるごとに、ここでも皆さんで議論する

ことができればいいかなと思いました。 

○濱田会長 私も一つだけ発言しようと思ったのは、最後のスライドのパートナーのとこ

ろです。そこの担い手の部分で、今後、協働、連携していく担い手をどう育てていくかと

いうあたりをかなりやっておかないと、役所が予算化できなかったり、何かあるとすぐに

退潮してしまう格好になりそうです。これ自身、先ほど西山委員からお話があったように、

自分たちがやることが、自分たちの本業とかかわりながら、これをやり続けられるみたい

なことをしっかりやって、大通まちづくり会社さんなり幾つかの組織がかかわってくる可

能性があると思うのです。景観整備機構とさらっと書いてあるのですけれども、そのあた

りが、今後、札幌市として少し意識していかなければだめなところではないかと感じてお

ります。 

○坂井副会長 役所と市民の間に民間のまちづくり株式会社などがあるのですけれども、

例えば、まちづくりセンターとか、役所が持っている市民に近いところの組織を使うとか、

ここの充実がいろいろな手でされていくことは必要かと思います。 

○斉藤委員 今の担い手のことで注目すべきは、今年動いた運営委員会だと思います。 

 その資料が手元にないのが残念なのでいただきたいのですが、この組織は、今年度で終

わるということでしょうか。それとも、来年度も引き続くのでしょうか。また、この人た

ちは市から頼まれて動いているのか、自主的に、主体的に動こうとしている組織なのかと

いうことですが、その辺を確認してから考えたいと思います。 

○事務局（都市景観係長） 運営委員会については、任意ということで組んだチームです

けれども、メンバーとの話し合いの中では、継続してやっていきたいということで意見を

もらっていますし、多少はメンバーの入れかえもあるかもしれませんが、この運営委員会

を中心に、取組の連鎖を生み出していくような、モデルケースになるような取組をしてい

くことを踏まえて運営委員会を継続していきたいと思っています。 

 取組のモデルケースを発信して、こんなメンバーでやっていますということを発信して

いくことで、私たちもやってみたいということを引き出していきたいと思っています。 

○斉藤委員 この辺が重要なことだと思います。 

○吉田委員 今回の説明資料２のメインにこういうページがあって、こういった活動があ
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るのですが、多分、これがないとかたくなってしまうのです。ですから、「好きです。さ

っぽろ」の下に「（個人的に。）」なんて、なかなかつけにくいですね。 

 そういうところを見ると、参加してくれた方たちの力、あるいは、こういう役割を持っ

た人たちに常にスポットを当てていくようなやり方が、今後の連続性を生むと思うのです。 

 例えば、ここに漫画が入っているとかね。 

○濱田会長 個人的には、組織的にとか体制的にもやっていかなければだめかなというこ

とだと思います。将来、持続できるような仕組みにどうつなげていくかということではな

いかと思います。 

 かかわる方たちが、おもしろくて、やりがいがあって、成果が出てくるみたいな経験を

していくと、だんだんと求心力が出てきて、遠心力も高まるという感じかなと思うのです。 

○坂井副会長 そういう意味では、先ほど、データベースを行政の中で活用という話しが

ありましたけれども、ここで得たデータは、この人たちのビジネスにつながるということ

ですね。 

○小澤委員 この方々のいろいろな人脈とか、新しいものとか、それは全国にまたがって

いって、非常にユニークな事例をご紹介いただけるので、情報ツールという意味でも非常

に大事ではないかと思います。 

○濱田会長 というあたりを意識しながら、次年度以降の取組に反映させていければと思

います。また、今後も審議会の中で必要があれば審議していきたいと思います。 

 これは、先ほど言いましたように、３番のまちづくり戦略ビジョン策定に伴う今後の景

観施策についてというところも関連すると思いますので、３番目の報告に入っていきたい

と思います。よろしくお願いします。 

○事務局（都市景観係長） 続きまして、報告事項（３）の札幌市まちづくり戦略ビジョ

ン策定に伴う今後の景観施策について、報告いたしたいと思います。 

 資料は、説明資料３のほかに、お手元に別冊にて配付しております札幌市まちづくり戦

略ビジョン（ビジョン編）をごらんください。 

 初めに、札幌市まちづくり戦略ビジョン策定の経緯等につきまして、市長政策室政策企

画部企画課企画担当係長の松本より説明いたします。 

○事務局（企画担当係長） 政策企画部企画課企画担当係長の松本と申します。 

 本日は、どうぞよろしくお願いします。 

 今、我々の方で策定を進めておりますまちづくり戦略ビジョンにつきまして、簡単では

ございますが、ご説明させていただきます。よろしくお願いします。 

 お手元にＡ３判の説明資料３というものと、まちづくり戦略ビジョン（ビジョン編）と

いう冊子があると思います。 

 まず、Ａ３判の方ですが、こちらがまちづくり戦略ビジョンの全体の構成となっており

ます。大きく分けて第１章から第５章までがビジョン編となっておりまして、第６章と第

７章が戦略編という二つに分けて作成しております。 
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 ビジョン編につきましては、本年２月に無事に議決になりまして、決定を受けたところ

です。ただいま、第６章と第７章の戦略編につきまして検討を進めており、本年１０月ご

ろに公表する予定になっております。 

 簡単ですが、内容を説明させていただきます。 

 まず、第１章の「はじめに」ということで、背景と趣旨がございます。 

 １点目として、人口減少、高齢化、東日本大震災に伴う原発事故など、いろいろな価値

観の転換を求められるような現状がございます。そういったことを受けまして、私たちが

目指すべきまちの姿と共有すべきまちづくりの方向性を明確にするという趣旨で今回のビ

ジョンを作成しております。 

 三つ目のひし形に飛びまして、計画年次は１０年間で平成２５年から平成３４年までと

いうことでつくっております。 

 次に、第２章の社会経済情勢の変化と札幌でございますが、ここで少し冊子の中身を見

ながらご説明させていただきたいと思います。 

 ７ページをお開きいただきたいと思います。 

 グラフがございますが、一番大きい変化としましては、人口減少、さらには高齢化の進

展ということでございます。ご存じのとおり、札幌市は、これまで一貫して人口が増加し

てきまして、基本的には人口増加に対応するまちづくりを進めてきたということでござい

ますが、人口につきましては、平成２７年度をピークに減少していく見通しになっており

まして、平成２７年から１０年後の３７年ですと１９１万１，０００人ということで、平

成２７年度から見ると２万６，０００人減るということになっております。１０年ですと

さほど減少がないような状況ですけれども、これが平成４７年の２０年後になりますと、

１１万９，０００人が減る見通しになっておりまして、これはほぼ清田区１区分の人口と

同じぐらい減るという状況になっております。 

 また、４次長総を平成１２年に策定しておりますが、そちらの平成３２年度の見通しで

すと、人口が２１０万人にふえるという見通しを立てておりましたが、現実的にはそのこ

ろには既に人口が減少しているということがありまして、そういったところを受けて今回

のビジョンを作成しております。 

 なお、その下に、北海道の人口と、さらに図２－３に札幌市以外の人口が載っています

が、札幌市以外につきましては、既に減少が始まっておりまして、２７年から３７年の１

０年間では３７万６，０００人減る見通しになっておりまして、札幌市より非常に厳しい

状況になっております。札幌が経済的にも北海道の中に対して物を分配していているとい

う経済構造もございまして、こういうほかの都市の人口減少が札幌の経済に与える影響も

深刻になる見通しでございます。 

 続きまして、８ページをごらんいただきたいと思います。 

 図２－５に単身高齢者世帯がふえるということがございますが、平成３７年ですと、お

おむね８世帯に１世帯が単身高齢者になるという極めて厳しい状況が見込まれております。 
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 次に、１２ページをお開きいただきたいと思います。 

 図２－１１が総人口に占める女性の割合ということで、札幌市は、人口に対する女性が

多いということでございますが、一方で、下の２－１２ですと、札幌市は、女性が多い割

には女性の有業率が低い現状がございます。したがいまして、今後の取り組みの方向とし

て、女性が働きやすい環境や女性ならではの視点を取り入れて間口を向上させていくとい

うことが重要であるという認識を持っております。 

 次に、１６ページをごらんいただきたいと思います。 

 こちらは、環境に対するグラフでございますが、図２－１９の１世帯当たりの二酸化炭

素排出量です。こちらは家庭部門ですけれども、札幌は政令市の中で最も家庭から出る二

酸化炭素の排出量が多いという状況になっており、１枚めくっていただいて１８ページの

図２－２３の月別電力使用量を見ますと、やはり冬の電力使用量が多いです。また、隣の

１９ページの図２－２４でいきますと、暖房に占めるエネルギーの割合が非常に高いです。 

 こういった特性を踏まえて、今後は、低炭素社会、脱原発依存社会を実現するため、資

源を有効に活用することはもちろん、自分たちでエネルギーをつくり出していくことや、

市民一人一人のライフスタイルの転換を促していくということが重要だと掲げております。 

 また、次のページにいきますと、それまでは基本的に課題を抽出していたのですけれど

も、ここからは札幌の強みということでございます。 

 海外の方のイメージもそうですけれども、札幌というよりも、北海道というイメージが

非常に持たれておりますので、札幌は北海道と一体となって取組を進めていくことが重要

だという認識に至っており、強みに対しても、豊かな自然資源や、２１ページの（２）少

ない自然災害、（３）は札幌に集積する多様な都市機能、さらに（４）として札幌らしい

文化・ライフスタイルということで、こちらは冬の暮らしや、２２ページに行きまして、

四季折々のイベントがあるということ、また、文化芸術、スポーツの施設、イベントとも

に充実しているというような札幌の強みがあると思います。 

 また、２３ページですが、こちらも市民の愛着が高いということで、札幌が好きという

割合が９割以上、さらに定住意向も９割弱あるという非常に高い状況にございます。 

 また、次の２４ページでございますが、外から見た札幌のブランドイメージということ

で、魅力のランキングで１位になりまして、札幌のブランドイメージが非常に高いという

ことがございます。 

 続きまして、２５ページですが、こちらは北海道の資源ということで、まず、北海道と

いえば食ということがございます。図にもあるとおり、カロリーベースでも圧倒的に北海

道の自給率が高いということがございます。これから世界的な食糧危機が訪れるというこ

とも踏まえまして、こういった強みをいかに生かしていくかということが大事になります。 

 また、２６ページですが、北海道の自然ということと、（３）再生可能エネルギーが北

海道には非常に多く賦存しております。ちなみに、北海道の風力発電のポテンシャルの１

割を使っただけで北海道の電力はすべて賄えるというほど、北海道には豊富な再生可能な
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エネルギーがあるということがございます。こういった札幌以外の自然を札幌市としてい

かに活用していくかということが今後重要になると考えております。 

 第２章のところで、現状と課題を分析して、さらには札幌の強みも分析しまして、弱み

を強みが克服していくというような視点も大事になるということを分析しています。 

 ２８ページの第３章は、目指すべき都市像ということで、「北海道の未来を創造し、世

界が憧れるまち」と、２９ページの「互いに手を携え、心豊かにつながる共生のまち」と

いう二つの都市像を掲げまして、こちらを今後１０年間で最も大きな目標に掲げて、都市

づくりをしていくことにしております。 

 おめくりいただきまして３０ページが第４章のまちづくりの基本目標になります。 

 今までご説明いたしました目指すべき都市像を実現するために、私たちが具体的な目標

を共有して、その目標に向かって連携しながら課題に取り組んでいくことが今後重要であ

るという認識に立ちまして、３１ページに一覧表がございますが、七つの分野で２４の基

本目標を掲げております。 

 こちらは、全方位的なものでして、札幌のまちづくりにかかわる要素が基本的にはすべ

て入っている形になっております。例えばということで、３３ページをごらんいただきた

いのですが、まず、将来のまちの姿ということで、語尾に着目していただきますと、一つ

目の矢印では、積極的に社会参加していますとか、二つ目では、ネットワークが広がって

いますなど、書き方も、未来実現型といいますか、こういうふうになっているという将来

のまちの姿を描いておりまして、その下に、実現に向けて私たちが取り組むということで、

市民、町内会、ＮＰＯ、行政それぞれの役割分担を明記しているというところが特徴にな

っております。 

 こちらに２４ほどの項目があります。 

 少し飛ばしまして、６３ページが第５章のビジョンの推進になっております。 

 こちらの第１節で、基本理念として、「札幌の未来をつなぐ子どもたちのために」とか、

第２節で基本的な姿勢を掲げております。 

 ６４ページに行きまして、一番下の３番の北海道とともに発展する札幌ということで、

先ほども北海道の強みを生かしていくということがございますが、そういった視点を強く

持っていくことが今回のビジョンの一つの大きな特徴になっております。 

 最後の６５ページですが、一番下に第３節の戦略ビジョンの効果的推進とございます。 

 まちづくりの基本目標は、先ほども全方位ということをお話ししたのですけれども、６

６ページを見ていただきまして、今後は財政的に非常に厳しいということで、人口も減っ

ていく中でこれからのまちづくりのためには、上から２行目ですが、課題を的確に見定め

た上で、資源を集中的に投下するなど、選択と集中が重要だということを掲げております。 

 そこで、今後、戦略的に取り組むテーマとして、第４章の基本目標の実現に向けた取組

を進めるに当たって、第２章における課題等を踏まえて、今後１０年間で最も大きなパラ

ダイムの転換が必要となるテーマを三つ抽出しております。一つが暮らし・コミュニティ、
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もう一つが産業・活力、もう一つが低炭素社会・エネルギー転換です。この三つを、今後

１０年間の最も大きなテーマとして掲げておりまして、ビジョン編では、まず、この三つ

のテーマについての具体的な施策の方向性を第６章の戦略編で記載しているというような

構成になっております。 

 ですので、ビジョン編は、概念的な部分を掲げておりまして、戦略編で具体的な取組を

示すというつくりになっております。 

 また、最後の第７章では、そういった取組を支えていく都市空間、都市の構造をどうす

るかということを記載することになっております。 

 こちらは、参考として、後ろに３枚、三つの重点戦略の施策の方向性ということで、ど

ういう内容かということをつけております。説明は割愛させていただきますが、この内容

に基づいて、現在、中身の詳細を詰めているところでございます。 

 説明は以上です。 

○事務局（都市景観係長） 続きまして、今度は画面で説明したいと思いますけれども、

まちづくり戦略ビジョンにおきます景観の位置づけにつきまして、２点にまとめてご説明

いたします。 

 まず１点目は、アンケート調査における景観の評価についてでございます。 

 まちづくり戦略ビジョンの策定に向けました検討材料としまして、主に札幌の魅力と札

幌の課題の２点について、札幌市民と道外在住の札幌居住経験者の両方の視点からの評価

や意見を得ることを目的としまして、アンケート調査を実施しております。 

 このうち、札幌の魅力について設けた１０分類の一つに景観という項目が設定されてお

ります。さらに、景観をテーマとした五つの詳細項目についても意識調査を行っておりま

す。 

 こちらが調査結果でございます。 

 左上が、札幌の魅力についての札幌市民と道外在住者の評価の比較でございます。青が

札幌市民、赤が道外在住者ですが、景観も含めて１０分類すべてにおいて市民よりも道外

在住者の評価が上回っております。 

 また、左下のピンクの太枠で囲った図は、景観に関する五つの詳細項目としまして、美

しい街並みや景観が形成、保全されている。札幌らしい印象的な建物が活用、整備されて

いる。札幌のシンボルとなる空間や景観がある。気持ちよく歩ける、散策を楽しめる道が

整備されている。美しい景観のための市民活動が活発に行われているという評価の比較が

なされたものですが、こちらについても、すべての項目において、市民よりも道外在住者

の評価の方が上回っております。 

 右の大きな図は、市民評価と道外在住者の評価を一つのグラフ上にプロットしたもので

ございます。縦軸が道外在住者の評価、横軸が市民の評価を示しております。札幌の魅力

としまして、自然、環境、景観、歴史、文化などの１０分類の評価項目が白抜きの赤丸で

示されておりまして、そのうちの景観の評価は、ピンク色の色つきの丸で示しているとこ
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ろでございます。 

 また、景観に関する五つの詳細項目については、青塗りの三角印で示されております。 

 これらを見ますと、景観に関する全項目が市民評価、道外在住者ともに高評価のエリア

に含まれており、中でも、道外在住者の評価の方が高い項目が多いことから、景観は道外

在住者だからこそわかる魅力と言うこともできるかと思います。 

 続きまして、まちづくり戦略ビジョンにおきます景観の位置づけについての２点目です

が、まちづくりの基本目標における景観の関連項目についてご説明いたします。 

 まちづくり戦略の第４章では、今回新たに掲げた目指すべき都市像としまして、先ほど

も申し上げましたが、「北海道の未来を創造し、世界が憧れるまち」「互いに手を携え、

心豊かにつながる共生のまち」を実現するため、まちづくりの分野を七つに分け、分野ご

との現状と課題、重要な視点を掲げた上で、まちづくりの基本目標を設定しております。 

 また、目標の実現に向けて私たちが取り組むこととしまして、市民や企業などがそれぞ

れの立場で取り組むべきことをあらわすとともに、行政については、札幌市が他の行政機

関などを含めた各主体と連携を図りながら取り組んでいくことを示しております。 

 この基本目標のうち、景観に関連する項目につきましてご説明いたします。 

 第６節、文化の分野におきます基本目標２０でございますが、「市民一人一人が魅力を

再認識し、発信するまちにします」とあります。これを受けた行政としての取組としまし

て、歴史や文化、景観、観光など、札幌の魅力に関する情報の収集、発信が挙げられてお

ります。 

 この基本目標に関しましては、先ほどもご報告いたしましたが、市民主体の景観資源選

出事業の取組等によって、札幌ならではの景観の魅力に関する情報の収集、発信を進めて

いくことになるかと考えております。 

 また、第７節の都市空間の分野におきましては、重要な視点の中で、魅力と活力を持続

的に高める集約型のまちづくりとしまして、自動車を持たない高齢者なども安心、快適に

暮らせるとともに、市民生活や都市活用のエネルギー効率を高めるためには、公共交通を

中心とした集約型のまちづくりが必要であるとしております。 

 また、国内外から多くの人々が訪れ、さまざまな交流や活動が活発に展開される都市と

なるためには、札幌の顔である都心部の魅力と活力を高めるとともに、まちに潤いを与え

る緑豊かな都市空間の創出や、良好な都市景観の形成が重要であるとしております。 

 これらを受けまして、基本目標２１の「公共交通を中心とした集約型のまちにします」

におきましては、企業等が取り組むこととして、市街地の質の向上や良好な都市景観の創

出につながる都市空間の整備、また、行政が取り組むこととしまして、それらの誘導、支

援が挙げられております。 

 また、基本目標２２の「札幌の顔となる魅力と活力あふれる都心にします」、続いて、

基本目標２３の「都市の価値を高める緑を生かしたまちにします」におきましても、同様

に、企業が取り組むこととしまして、市街地の質の向上や良好な都市景観の創出につなが
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る都市空間の整備、行政が取り組むこととして、それらの誘導、支援が挙げられておりま

す。 

 この都市空間の基本目標２１、２２、２３に関しましては、魅力ある都市景観の創出の

ために、都市計画制度と都市景観制度が連携した総合的な取組を今後も進めていく必要が

あると考えております。 

 ここで、まちづくり戦略ビジョンを踏まえました景観の取組事例としまして、路面電車

沿線地区の魅力づくりを図ることを目的としました地域街並みづくり推進事業について、

景観まちづくり担当係長の遠藤よりご説明いたします。 

○事務局（景観まちづくり担当係長） 景観まちづくり担当係長の遠藤でございます。 

 こちらの部分につきましては、私からご説明いたします。 

 地域街並みづくり推進事業についてというタイトルを載せておりますけれども、主に、

まちづくり戦略ビジョンの基本目標２１で、公共交通を中心とした集約型のまちにします

というところにかかわっている事業として、景観面でどのような取組を進めるかというこ

とを考えたものでございます。 

 事業の目的としましては、路面電車に関しまして、幾つか、都心部でのループ化や新し

い車両の導入ということが既に発表されております。 

 そのほかに、沿線地区では、今、街路事業で道路の拡幅が進められておりまして、西線

では南１条通から南９条通まで、山鼻線の東側の方は南４条から南９条までの部分につき

まして、街路事業で道路拡幅が行われる予定になっております。あわせて、電車停留所の

改修なども考えられております。 

 地域街並みづくり推進事業といたしましては、こちらの区間にかかわらず、路面電車沿

線地区全体の魅力を高めていくことを目標にしておりますけれども、まず、その手始めと

しまして、街路事業によって整備される部分を中心に考えていきたいと思っております。 

 実際の工事は平成２５年度末から２６年度ごろに始まるかと思いますけれども、まず、

それに先立ちまして、その区間の中に電車停留所が５カ所ございますが、５カ所について、

左下にあります土地利用状況などの現況調査を行いまして、その調査を踏まえまして、２

カ所程度、電車停留所を選定し、その周辺の地域の方々と意見交換を行い、将来、電車停

留所周辺のまちはどのようになっていったらいいかという目標を共有し、それから、その

目標の実現に向けてどのような取組を考えていけばいいかということ話し合いながら進め

ていきたいと考えております。 

 実際の取組としては、平成２５年度以降となりますので、まだ具体化はしておりません

けれども、一例として、西１５丁目停留所の現状について、こちらを選定するというふう

に決まっているわけではございませんけれども、教育委員会跡地の敷地のこれからの開発

に期待して、こちらを例として挙げております。 

 こちらの地区の現状としましては、医大を中心としまして豊かな緑があります。それか

ら、空き地になっている教育委員会跡地の周りでは放置自転車が乱雑な状況というマイナ
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ス面の課題もございます。このようなことを踏まえまして、地域の方々と意見交換をしな

がら、例えば、放置自転車をどのように収容していくか、あるいは、周辺の豊かな緑と呼

応したどのような空間をつくっていくかということを、意見交換しながら考えていきたい

と思っております。 

 以上です。 

○事務局（都市景観係長） 以上、まちづくり戦略ビジョンの中での景観の位置づけ及び

ビジョンを踏まえました景観の今後の取組についてご説明いたしましたが、札幌市まちづ

くり戦略ビジョンは、これまでの札幌市基本構想と第４次長期総合計画にかわる新たなま

ちづくりの基本的な指針として、札幌市のまちづくりの計画体系におきます総合計画とし

て最上位に位置づけられております。 

 札幌市における各分野の個別計画は、いずれも戦略ビジョンの基本的な方向に沿って策

定し、推進していくこととなります。このように、上位計画であるまちづくり戦略ビジョ

ンにおいて、目指すべき都市像やまちづくりの基本的な指針が新たに定められたことを踏

まえまして、景観形成に関する指針を示しました都市景観基本計画や景観行政を進めるた

めの基本的な計画である札幌市景観計画を含めました景観施策全体についても今後は見直

しをしていかければならないと考えております。 

 つきましては、詳細な検討はこれからとなりますが、今後の取組の進め方など幅広い視

点からのご意見をいただければと思っております。 

 以上でございます。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 市の最上位計画であるまちづくり戦略ビジョンの背景、目標から大きなフレームの話と、

それが景観とどうかかわるかという話と、現場ではどういう取り組みのイメージかという

説明がありました。 

 結構広範な内容が含まれておりますので、意見がなかなか難しいかと思いますが、それ

ぞれお感じになったことなり、今後に向けてのご意見などいただければ助かりますが、い

かがでしょうか。 

○坂井副会長 口火を切らせていただきますけれども、説明資料の１枚目を見ましても、

いろいろな読み方ができると思うのですが、やはり道外から来ていらっしゃる方の方が評

価が高いということです。これは、道外在住だから、道外にもいるけれども、昔に在住し

ていたということですか。 

○事務局（都市景観係長） そうです。札幌市に居住経験のある道外在住者です。 

○坂井副会長 そうすると、ちょっと話が違うので、前から一度聞いてみたいと思ってい

たこととからめて話します。これは別に批判ではないですが、札幌市都市景観審議会と都

市がついているということで、昔から都市の景観に着目して進められてきたと考えていま

す。それに対して私が異論を唱えるわけではないのですが、今回も、２２番目の札幌の顔

となる魅力と活力あふれる都心にしますということで、景観もこうしますというご説明が
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ありました。もちろん、それは絶対にやらなくてはならないことだと思うのですが、一方

で、きょうの２番目のご報告にありましたように、市民とか地域の取組を進めていく中で、

まち中ではない景観についてもこれからはいろいろ考えていかなければいけないのではな

いかと思うのです。 

 そういうことを考えますと、景観は２４個あるうちのこの四つですということで、２０

番、２１番、２２番、２３番とおっしゃいましたけれども、丁寧に見ていくと、大きな１

番の地域での支え合いとつながりというところで、まちづくり活動などに景観を使うとか、

直接には結びつきませんけれども、長い目では、景観がそういうところでキーワードにな

ってくるのではないかと思われる項目があります。そういったところは少し丁寧にビジョ

ンと景観のかかわり方を考えたらいいのではないかと思いました。これは意見です。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 先ほどの西山委員の札幌市民は出し惜しみをしているというところなのか、イメージ戦

略が成功していて実態以上によく伝わっているということなのか、かつて住んでいたから

いい思い出だけが残っていて、ノスタルジックなところも含めて、札幌はすてきなまちで、

今住んでいるまちはという比較の問題なのか、読み方はいろいろあろうかと思います。 

 西山委員、改めてこのデータを見ながらどうでしょうか。 

○西山委員 このアンケートですけれども、道外在住者は、先ほどおっしゃったように、

かつて札幌に住んでいて、今はよその都市に住んでいるということですね。ということは、

一言で言うと、やっぱり離れてみてわかったということですね。自然以外のことに関して、

住んでいたら当たり前と思っていたものが、離れてみたらとてもいいものだったことがわ

かったという結論でいいですね。 

 それは説得力があるというか、私が先ほど言ったように、住んでいる方の意識が―別

に意識的に出し惜しみをしているわけではないですが、当たり前だと思っていることが実

はすばらしいものなのだということをまさに調査しているわけです。 

 これは、そうなのだということですから、何が良いのかということですね。要するに、

今のままが良いとか、今のままで良いといっても、今のよさが客観的にわかっていないと、

今のままを維持するということは、景観なんてそんなに派手には変わりませんけれども、

何が良いかを意識したときに初めてそれに磨きをかけることができるということがあるの

で、そういう意味では、この辺の分析はもっと進めていただきたいと思います。 

 私は、もともと都市計画が専門なので、大学の授業でもよく言うのですが、景観という

か都市というのは、簡単に言えば民地と官地の二つでできていて、都市をつくるとか景観

をつくるというのは、公共事業を正しく計画的にきちんとやるということと、民間の放っ

ておくと何をしでかすかわからない活動を、目標をはっきり設定してコントロールしてい

く、都市とか景観をつくるというのはこの二つしかないのだということを言うのです。景

観計画というのは、規制法であって、基本的には民間活動をコントロールするものという

武器であって、公共事業をいかにきちんと目標に沿って展開していくかということが景観
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との兼ね合いでどれだけ―要するに、利便性とか経済的な効果という意味では幾らでも

試算されますが、景観がどこまでそこに首を突っ込めるか。その辺が、この戦略ビジョン

との絡みの中で、どんなふうに行政の中で意識しておられるのか。かつてはそうでしたけ

れども、今回のものは違いますと言えるのかどうか、ちょっと意地悪な質問かもしれませ

んけれどもね。 

 かつて、景観は、ぜいたく行政と言われていて、景観行政というのは衣食が足りてお金

が余った自治体が最後に手をつけて、財政が逼迫したら真っ先に切られる施策であって、

８０年代、９０年代は、私は身にしみるほど感じています。けれども、その時代を超えて、

今、景観とか都市計画というのは、景観だけが後から出てくるのではなくて、景観と都市

計画が一体となって、今までは燃えない都市、壊れない都市、死なない都市をつくってき

たのが、その枠組みを使いながら今度は美しい都市とか魅力的な都市をつくるのだという

ふうに、これは大きく発展しているはずなのだけれども、それが、こういうビジョンをか

くときに、どれくらい市民にＰＲできるだけの形として示されているか。札幌は、全国の

政令都市の中で一番アピール力のある都市なのです。東京の特別区というのはごちゃごち

ゃしていてよくわからないけれども、札幌、横浜、名古屋、福岡、そういうところが、今

私が言ったようなことをどのくらい自覚してアピールできていくかということを考えたと

きに、路面電車の話とか、これは現場の話ですが、その中間があるのではないかと思うの

です。理念的な考え方ですね。抽象的な聞き方で悪いですけれども、私が今言ったような

ことはどんなふうに受けとめられるか、可能であればお聞きしたいところです。 

○濱田会長 つけ加えて、私も西山委員と全く同じような立場で、感覚も似ていると思い

ます。景観というときに、やっぱり、ゆとりあるときに景観のことも考えるというふうに

なりがちですが、私は、本業をしっかりやる中で景観を大事にしていくというやり方をと

らない限り、しっかりなっていかないと思っているのです。農業の方、商業の方、観光業

の方、お役所の仕事も、コンサルタントも、札幌市民も含めてですけれども、本業の中で、

暮らしの中できちんとやっていくと。プラスアルファではなくて、結果としてダイレクト

につながっているという感覚を日々持って農業に取り組む、漁業に取り組むというやり方

をかなり長いことやらないと美しい景観なり環境をもたらすことができないと思っており

ます。 

 まちづくり戦略ビジョンと景観を関係づけて考えようというのはとても良いことだと思

っています。ただ、西山委員がおっしゃるように、インフラとか骨格をつくる部分と、肉

づけしていく部分と、そこで活動していく部分と、景観にはさまざまな局面があるので、

そこの関係を、戦略ビジョン部分と景観部分をどう取り結ぼうとされているかというあた

りをもうちょっと話していただいた方がいいかと思います。 

○事務局（企画担当係長） ビジョンの１ページに、これまでの札幌の人口のグラフが出

ております。ご存じかと思いますが、昭和３０年代から４０年代、５０年代にかけて人口

が増加しておりまして、このときに、市街地を拡大して、いわゆる都市基盤、建築物を集
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中的に整備してきております。そういったものがこれから更新時期を一気に迎えるという

現状がありますし、先ほどからご説明しておりますが人口がこれから減ってくる中で、今、

第７節の検討、都市空間の検討もそうですが、わかりやすく言うと、これからは、新しく

つくる都市からつくり直していく都市づくりが大事であり、都市を再構築していくことが

大事だと考えております。 

 そういう中で、さらに言うと、高齢化が進んでいきますので、今まで以上に高齢者に優

しい、いわゆる歩いて暮らせるまちづくりのような、まずは都心とか地下鉄駅の周辺とい

うことになると思うのですけれども、民間の再開発がこれから起こってリニューアルして

いく中で、地下への接続を促すとか、オープンスペースを設けるとか、そういったときに、

もう一方、都市の質を高めていくという観点で景観というものは非常に重要だと認識して

おります。 

 こういう景観が良いということで、１００人に聞いて１００人がうなずくということは

ないと思いますし、どういう景観がいいかというのは場所ごとによると思うのですが、そ

ういうことも、これからつくりかえていく中では非常に重要になると認識しております。 

 また、ビジョン編のパブリックコメントをやったのですが、まちの景観が悪いみたいな

意見がありまして、中を見ると、ごみステーションが汚いとか、先ほど三つの視点という

話もありましたけれども、市民は身近なことを景観ととらえているということもありまし

て、ごみステーションをどうしていくかというのは、我々も市民や町内会の方々にある程

度ゆだねる部分があるのですけれども、そこをどう行政が支援していく体制をつくれるか

ということも、今、ビジョンの中で検討しているところです。そういうところも含めて、

景観の向上ということをやっていきたいと考えております。 

○濱田会長 西山委員のご質問とか私の意見に今ここでぱっと答えが出るということでは

ないので、そういうことも含めて、連携を深めながらやっていただきたいということかと

思います。 

○西山委員 今のお話は、本当に縮退する社会の中で都市がどのように魅力的になってい

くかというのは、この分野の人間のテーマであります。ただ、そこでコンパクトシティと

いうキーワードがあって、その言葉を使わずにご説明されていたと思うのですけれども、

今のお話でちょっと気になったのは、景観も大事ですと最後に言われましたね。そうでは

なくて、その前に言われていることが、そもそも景観をつくっているということなのです。

そうしたときに、今までの景観行政とは違う景観行政とその都市計画行政とのリンクとか

絡み方が必要になってくるというあたりがこれからのメッセージとして要るのではないか

と思います。 

 だから、本当に使いやすいとかわかりやすいということが実は美しさにつながるとか魅

力につながるということです。最後に木を植えましょうか、何色にしましょうかというの

は大事だけれども、その前に、景観というのは、表面のことではなくて、先ほど私が言っ

た官がつくる空間そのものが景観づくりなのです。だから、そのときに何をもって美しい
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とか魅力的と思うかというところで、アメリカの考え方は、その辺が一緒で、それで成功

しているのです。アメリカも広いから失敗しているところもいっぱいありますが、成功し

ているところは、７０年代、８０年代くらいにいち早く気づいているわけです。といって

も、今、札幌は十分に魅力的なものをどんどんつくろうとしておられるし、今やられてい

ることが全然外れていると全く思っていないのですが、その辺を上手にアピールして、ま

さにビジョンということでやるときは…… 

○濱田会長 そこを意識して、戦略的にやるかどうかということですね。 

○西山委員 それに、民間とどう呼応するかですね。要するに、片方は規制法で景観誘導

していくわけですから、それに関して民間が抑制されていると感じるのか、いいものをつ

くるための材料を提供してもらっていると考えるかというところで民間のモチベーション

が、物をつくったり、ちょっとソフトなことをやるにしても違ってくるので、偉そうなこ

とを言ってもここでどうこうということではなくて、そういう議論をして、私ども仲間に

入れてもらったらなと思っています。 

○濱田会長 例えば、イタリアは、農業政策と食と観光と景観というのは一体的にやって

いますね。私たちは地域の現場でやるときに、一見、これまでの景観議論だと、規制され

たり、反対の立場に立ちそうな方を説得するやり方でしたが、これに取り組むことで資産

価値が上がります、資産価値が上がることはあなたにとってプラスでしょうという言い方

を観光事業者などいろいろな方にするのです。それに近いことではないかと思います。 

 その点で言うと、先ほどのスライドの４ページ目の収集、発信というところですね。こ

れは、先ほど西山委員がセンスという言い方をされました。収集したものをただ発信する

のではなくて、そこに編集を入れるべきだと思うのです。その価値を新たに見つけて、こ

ういうふうに使いますよということを入れて発信しなければいけないのです。ただ集めた

ものをこうなっていますという発信ではだめだと思うのです。そこで、八木委員のような

方や、梅木委員のような方の力がかかってくるのだと思うのですけれども、その視点を入

れるべきだと思います。 

○斉藤委員 今の西山委員と会長のお話と関係するのですけれども、景観に関する基本目

標の２２と２３を読むと、魅力ある街並みをつくる主な要素は何かという疑問がわきます。

民間事業者が建てる建築物だったり、公共施設であったり、教育施設、防災施設など、い

ろいろなものがあると思うのですが、それらが美しい街並みをつくっていくという視点が

抜けていると思うのです。この文章の中の２２の３番ですが、潤いや風格が感じられる都

心にふさわしい街並みが形成されることは、豊かな緑が充実することにより、となってい

るのです。ほかの要素はどうなのでしょうか。 

 これは、すでに決まった計画なので変えることはできないと分かっていますが、オープ

ンスペースが十分にあって、それが生かされて、市民に親しまれて、良好な都市景観が形

成されると書かれている。私はランドスケープの分野なので、こういうふうに書いていた

だいて仕事が増えればうれしいですが、本当は大事ところが抜けていると思うのです。札
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幌市の街並みの価値を決めているのは何なのかということです。ベースとして、風土があ

り、自然があるということなので、緑は基本ですけれども、そこに建っている建築物やい

ろいろな施設や附帯物こそが問題なのです。緑を生かした美しい街並みとか、風格がある

とか、は言ってみれば決まり文句なのです。本当にそうなのかということです。そういう

ところを問わなければいけないのです。これから１０年間やっていく戦略ビジョンの基本

として、街並みを壊しているのは何なのかという視点が抜けてはいけないと、これを読ん

で感じます。緑豊かとかオープンスペースが云々ということは、私の専門分野にとっては

うれしいことですけれども、少し違うのではないかなと感じる部分が大きいです。 

○那須委員 ビジョン編の３１ページに一連の目標が書かれております。先ほどから、景

観の位置づけということで、今回は２０、２１、２２、２３という話がありましたが、文

化のところを見ていて、歴史感というか、風土感でもいいですが、札幌市がこれまでよっ

てきた背景みたいなものをもう少し明確化した方がいいと思うのです。歴史に関する記述

がもっとあって、開拓使の歴史とか、歴史的建築物だけではなくて、風土に対して我々が

どう対応してきたか、今まさにどう対応しているかということを書かなければいけないと

思います。 

 恐らく、景観というのは、先ほどのオープンスペースや緑というのは非常に狭義で、そ

の背景に対して人間が人工物をつくっていくときにどう振る舞ってきたかというその理念

だったり作法だったりがあらわれてくるはずで、それは、非常に部分的な木を植えましょ

うとか、建築の外装をそろえましょうということではないと思うのです。基本的な積み重

ねが続いて、それが技術の発展とともにどんどん更新されていくわけです。それでよくな

っていくのです。その発展していく方向性みたいなものはちゃんと示されていないと、ま

た、その方向性を示すためには過去をちゃんと見ないといけなくて、その連続性がわから

ないという気がするのです。それは、全体に対して必要であって、風土に対する考え方と

か、経済活動もそうですが、それが全体に対する景観の論点になるのだと思うのです。 

○中田委員 ちょうど、今、３１ページの話が出ましたが、経済の部分ですね。経済の発

展とか成長戦略などがあると思いますが、その中で、札幌ということになると、観光都市、

道外の方が国内外を含めて多くの方が訪れることによって、経済発展や基盤もつくれる部

分があるわけです。景観の部分でのウエイトというのは非常に高いと思うのです。そうい

ったことを踏まえて、経済の中でも景観の重要性ということもかかわってくると思うので

す。 

 それとともに、先ほどから、安心・安全という観点からすると、どうしても防災都市と

いうことは考えなければいけないと思うのです。その中で、安心・安全、防災を重視する

まちづくりをするときに、それと景観との兼ね合いをどうするか、その辺のところが私は

よくわからない部分があるのですが、景観の部分も兼ね備えながら防災都市をつくってい

くということですね。その難しさや重要性をどういうふうに考えていくかということを今

後議論することも必要なのかなと思います。 
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○濱田会長 ありがとうございました。 

 予定の時間をかなり過ぎているのですけれども、いかがでしょうか。 

 この議論は継続という格好でよろしゅうございますか。 

○事務局（企画担当係長） １点よろしいでしょうか。 

 先ほどのお話ですが、第１章の「はじめに」のところで、開拓使から、黎明期、成長期、

躍動期、成熟期、そして今後の新たな創成期ということで歴史を振り返る場面を一番最初

に設けさせていただいています。 

 それから、札幌の強みということで、２２ページに、札幌人の気質とか、愛着とか、札

幌人というのは、海外の英知を取り入れて、何もないところからつくってきたという歴史

性も踏まえて、進取の気風があるというところは記載させていただいております。 

○那須委員 そういうところを人工環境にどう転化してきたかというところが、まさに景

観だと考えていますので、そこがもっとわかりやすいというかね。 

○事務局（企画担当係長） その辺も含めて、今、戦略の検討をしておりますので、参考

にさせていただければと思います。 

○西山委員 今の話は、戦略ビジョンに書くという意味で言われたのではなくて、これを

景観計画に落とすところできちんとやらなければいけないという意味です。ですから、戦

略ビジョン側の話ではないですね。 

○那須委員 ここで、こういう青塗りが濃くなってしまうだけではないということです。 

○西山委員 戦略ビジョンに加えるべきという意味よりは、それを景観に落としていった

ときに、景観がどのように形成されてきたかという景観の歴史、空間にかかわる歴史を景

観を考える立場からきちんと記述しなければいけないという意味だととりました。私も全

くそう思いますし、那須委員の言うことは非常に重要なことだと思います。 

○濱田会長 その中で、戦略ビジョンにフィードバックされることもあるだろうと思いま

すので、その連携をさらに密にして、一体的なものとして札幌市が取り組まれていくとい

うことが非常にモデル的なことだと思います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○小澤委員 今のところで気になっているのですが、今、歴史的建造物や文化財は観光の

方に属していますね。多分、そういった連携の問題が一番大事かなと思っていまして、ど

うしても、あちらの方は、一つのアイテムとして建物を見るので、周辺の空間も含めた検

討というのはなかなかしづらい状況にありますし、向こうでも提案しにくいという話があ

ったのですけれども、もっとこちら側に引き寄せて、むしろ、ああいったものはこちらに

あるべきではないかと思うのです。ひょっとすると、組織改編も視野に入れながら…… 

○濱田会長 戦略ビジョンをちゃんとやるためには、そこをやらなければいけないという

ことも提言の一つかもしれません。 

 多分、歴史的なものも、それをどう市民が生かして使うか、かかわるかというところを

抜きにして、観光業者がお金を出して改装して使っていますというレベルだけだと、ちょ

っと弱いと思います。先ほど、西山委員がおっしゃいましたが、あるものに磨きをかける
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というやり方ですね。 

○西山委員 ですから、景観行政というものがいろいろな行政の中のどこかにあるのでは

なくて、本来、景観は総合指標だと思うのです。観光もそうだと思うのです。だから、ど

んな魅力的な都市にするかということ自体が観光の目標像であるということで、何百万人

を誘致するという話もいいけれども、そうではなくて、それをまさに空間的に実現するの

が景観なわけです。だから、景観行政というのは、ある意味、景観行政があるのではなく

て、景観という物の見方が都市ビジョン全体の中で総合指標としてあるという書き方にな

ってくるといいと思います。どこかに検討可能なところがあったら、ぜひそういうイメー

ジを持っていただきたいです。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○濱田会長 それでは、事務局にお返しします。 

○事務局（地域計画課長） 長時間にわたりご審議いただき、また、たくさんのご意見を

いただきまして、大変ありがとうございました。 

 来年度も景観審議会を開催させていただきます。何月になるかは未定ですけれども、い

ずれにしろ、きょうのご意見を踏まえながら、ビジョン策定後の景観行政ということで、

恐らく２５年度の審議会、あるいは２６年度までかかるかもしれませんけれども、大きな

景観行政のこれからということをご審議いただくという場面も出てくるかと考えておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  ３．閉  会 

○事務局（地域計画課長） 以上をもちまして、都市計画審議会を終了いたします。 

 きょうは、長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

                                  以  上   
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