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  １．開  会 

○事務局（地域計画課長） それでは、定刻となりました。 

 本日は、大変お忙しいところをご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 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役をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、連絡事項です。 

 本日は、小澤委員と西山委員と八木委員は、欠席でございます。それから、梅木委員か

らは遅参する旨の連絡がありました。 

 ただいま、委員１２名中８名の方がおそろいでございます。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２５年度第４回札幌市都市景観審議会を開催させていただきます。 

 開会に当たりまして、札幌市市民まちづくり局都市計画担当局長の若松よりご挨拶を申

し上げます。 

○若松都市計画担当局長 市民まちづくり局都市計画担当局長の若松でございます。 

 本日は、寒い中、また、年度末を控え何かとお忙しい中にご出席をいただきまして、心

より御礼を申し上げます。 

 本日をもちまして、平成２４年度と２５年度の今期の最後の審議会となりますので、一

言、ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には、この２年間、札幌市の都市景観行政に関しまして、この審議会で熱

心にご議論いただきまして、まことにありがとうございました。 

 振り返りますと、平成２４年度はさっぽろテレビ塔の塗替えにかかわる議論がございま

した。審議会における議論が一つの投げかけになりまして、市民の方から色彩提案がある

など、景観行政における市民参加の可能性を広げるようなきっかけになったのではないか

と思ってございます。 

 また、審議会の委員の皆様方からさまざまなアイデアをいただきました市民主体の景観

資源選出事業につきましては、景観を身近に感じられる取り組みを通しまして、市民一人

一人が自分の住む地域や札幌全体を考えていただいて、行動をしていくきっかけとなる新

たな取り組みとして定着しつつあるのではないかと思ってございます。 

 さらに、今年度に入りましてからは、札幌市まちづくり戦略ビジョンの策定を受けまし

て、今後の景観施策の方向性や取り組み課題等について幅広くご意見をいただいてまいり

ました。 

 本日は、景観施策の再構築に向けまして、景観計画との見直しについてこれまでのご意

見をまとめたものをお示しするとともに、今後の検討に向けたポイントについてご審議を

いただく予定でございます。 

 今後も委員の皆様からいただきました貴重なご意見を生かして都市景観行政の一層の推
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進に努めていく所存でございますので、本市の景観施策に関しまして、さまざまな分野に

おいてご意見をいただければ幸いでございます。 

 以上、本日ご出席いただきました委員の皆様方に改めて感謝を申し上げますとともに、

皆様方のますますのご健勝とご活躍をご祈念申し上げまして、簡単でございますけれども、

私からの挨拶とさせていただきます。 

 ２年間、ありがとうございました。 

○事務局（地域計画課長） 大変申し訳ございませんが、若松は次の日程の都合から、退

席させていただきます。 

〔都市計画担当局長は退席〕 

○事務局（地域計画課長） 本日は、審議事項が１件、報告事項が２件でございます。 

 審議事項は景観施策の再構築について、報告事項は普及啓発事業についてと札幌景観資

産についてです。 

 それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 配付資料１の会議次第と配付資料２の景観施策の再構築についてでございます。 

 以上でございますが、不足のものなどはございませんでしょうか。 

 それでは、早速議事に入りますけれども、会場内の写真撮影は、以後、ご遠慮いただく

ようにお願いいたします。 

 それから、本日はお席にマイクを用意しております。発言の際にはマイクを使っていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 これ以降の議事進行につきましては、濱田会長にお願いいたしますので、よろしくお願

いします。 

 

  ２．議  事 

○濱田会長 皆さん、こんにちは。 

 今期の最後だということで、私たちは２年間でどのような役割を果たしてこられたかと

いう思いもありますが、今日は景観施策の再構築ということで、今後の札幌市のまちづく

りのあり方に関して景観の担うべき部分を意識しながら議論ができればと思っているとこ

ろです。戦略ビジョンとの一体的な展開をすることで、景観が札幌市にとって非常に有力

な武器として生きてくると思いますので、そのあたりのことを中心に今後の施策の見直し

ができればいいなと思っているところです。 

 ２年間の中ではさまざまな議論をしてきましたが、委員のみなさまからの提言やアイデ

アを事務局として受けとめていただいて、しっかり応えていただいたと思っております。

今日は、そういう意味での再構築の必要性についての議論をこれまでの意見を踏まえて確

認しながら方向を明確にしていくという議論かと思いますので、活発なご議論をよろしく

お願いいたします。 

 それでは、資料あるいはスライドで事務局からご説明をいただいた上で議論していきた
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いと思いますので、よろしくお願いします。 

○事務局（都市景観係長） それでは、本日の審議案件の一つ目の景観施策の再構築につ

いて事務局から説明していきたいと思います。 

 都市景観係長の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 お手元に配付資料２という紙の資料があり、それと同じものをスライドで表示していき

ます。細かい文字についてはお手元の資料を見ながら確認していただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、スライドを見ながら説明します。 

 スライドの１枚目は、札幌市の都市景観施策の再構築の必要性です。 

 今年度のこれまでの審議会では、景観施策の再構築について幅広く審議会の中でご意見

をいただいておりました。今回は、このように必要性についてまとめさせていただきまし

た。 

 大きなくくりが二つありまして、一つはまちづくり戦略ビジョンへの対応というくくり

です。もう一つは現状の景観施策の課題への対応というくくりでございます。 

 まず、一つ目のまちづくり戦略ビジョンへの対応というところでは、目指すべき都市像

の実現へ向け、都市景観の質や魅力の向上が求められています。また、社会経済情勢の変

化やパラダイムの転換が言われておりますので、それへの対応が求められています。そこ

で、本審議会の中では、主な意見としまして上位計画との縦の整合性、関連計画との横の

整合性がとれていることを示す必要がある。過去を把握するだけではなく、これからの景

観戦略ビジョンをつくるぐらいの勢いでやるべきだろう。また、広い意味でまちの価値を

下げないようにする危機管理が必要になってくる、というようなご意見をいただいており

ました。 

 また、もう一つのくくりである現状の景観施策の課題への対応です。一つに、札幌市都

市景観基本計画の策定から１７年が経過しまして、その間に札幌を取り巻く状況が大きく

変化しております。また、景観の悪化や乱れを抑制する現状の施策から景観の質や魅力を

向上させていく施策へとさらに向上させていく必要があるというようなことでございます。 

 審議会の中でも、札幌の景観においてどういうところが魅力なのか、そして、どうすれ

ばよりよくなるのか。また、これまでの届出において基準を逸脱するようなものはなかっ

たけれども、今後に建てていくものについてはよりよいもの、市民に愛されるものを考え

ながらやっていかなければならないのではないか。さらに、今の制度の検証、そして、こ

れから新たに取り組んでいくべきものの議論がもっと必要だろうというご意見をいただい

ておりました。 

 続きまして、これは前回の審議会でもお見せした資料でございますけれども、札幌市の

現状の施策を四つに分類してお示ししたものでございます。 

 景観法に基づく届出制度について、景観まちづくりの取組について、景観に係る普及啓

発の取組、景観重要建造物等に係る取組です。真ん中に示しておりますけれども、これら
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が都市景観基本計画及び景観計画に基づく取組の中で展開しているというような状況でご

ざいます。 

 これについて前回にお示しした中でいただいたご意見をまとめさせていただきました。

細かくなりますけれども、ご意見をかいつまんでご説明していきたいと思います。 

 景観法に基づく届出制度についてです。 

 審議会の中では、規制ではなく指針のような地域特性を示すものがあるとよいのではな

いか。土地利用の数字でできた空地のつくり方で街並みが形成されている従来型を景観の

ほうでやっていくということも考えられるのではないか。公共施設が手本となって地域に

発信していくこともできるのではないかというようなご意見をいただいておりました。 

 また、上段の右側の景観まちづくりの取組についてです。 

 地域のコミュニティーで積極的な取組とリンクするとよい、また、地域らしさの共通意

識ができると地域の目指すべきものが見えてくる。共通意識ができそうな地区から始めて

他への連鎖を期待していきたい。そして、それを話し合う機会から始めていくとよいとい

うようなご意見をいただいておりました。 

 下に行きまして、景観に係る普及啓発の取組についてです。 

 地域などある程度のまとまりで魅力が認識される仕組みになると景観まちづくりとつな

がった取組が実現できるのではないか。既にあるものを選出するわけではなく、これから

つくっていく方向性に展開すると景観まちづくりとつながるのではないかというようなご

意見をいただいておりました。 

 また、右に行きまして、景観重要建造物等に係る取組につきましては、建造物は使わな

いと消滅していくと書いていますけれども、守るだけではなく使ってもらうための仕組み

づくりが必要というご意見。景観重要建築物は、歴史的な建物だけではなく、札幌らしさ

を表現しているものを大事にしていく必要があるのではないかというようなご意見をいた

だいたところでございます。 

 それらも踏まえまして、次のスライドに移ります。 

 今後の都市景観基本計画、景観計画の見直しにつきまして、その必要性とコンセプトを

まとめさせていただいた図になります。 

 一つは、まちづくり戦略ビジョンへの対応ということで、上位計画で求められているこ

と。また、現状の景観施策の課題への対応ということで、現状計画、取組における課題。

それらを踏まえまして、今回、都市景観基本計画、景観計画を見直していき、平成２６年

度、２７年度と書いてございますけれども、来年度、再来年度の中でやっていこうという

ことでまとめさせていただいております。 

 そして、内容につきまして、これまで審議会でいただいた意見をまとめさせていただき、

見直しの中で今後議論すべき内容ということで整理させていただいております。そして、

まちづくり戦略ビジョンへの対応の部分と関連づけて、今後の取組の姿勢や考え方につい

ていただいた意見をまとめさせていただいています。また、右側に現状の課題への対応と



 - 7 - 

いう流れの中で具体の取り組みをまとめさせていただいております。 

 取組の姿勢や考え方につきましては、目指すべき都市像、これはまちづくり戦略ビジョ

ンですけれども、世界が憧れるまちの実現に向けてどんな景観ビジョンを持つべきか？、

ということで、札幌らしさとは何なのか、札幌市はどんな景観を目指していくのか、札幌

の景観の魅力はどこにあるのか、というようなご意見をいただいておりました。 

 また、次の黒丸では、良好な都市空間形成のために都市計画の仕組みとの連携をどう考

えていくのか、その中では、従来の都市計画的な街並みの形成に景観からのアプローチも

加えていく方法があるのではないかというご意見をいただいておりました。 

 次の黒丸で地域単位での景観形成の方針や目標像についてどう考えるのか、具体的には

従来のゾーニングによる方針の提示は有効だったのか、また、札幌市全体での景観形成上

の地域の位置づけを整理していく必要があるのではないかというようなご意見をいただい

ております。今後に議論していく一つの大きなくくりとして取り組みの姿勢や考え方を考

えていかなければならないと思いますし、これは都市景観基本計画で示していく部分では

ないかと考えてございます。 

 また、右側の具体の取組についてです。有効な届出制度のありかたを検証するというこ

とで、従来の事前協議、届出という流れの制度でやっておりますけれども、より有効な手

法はないかを検証していく必要があるだろう。また、景観誘導のためにどのような仕組み

が必要かという中で、それを行うことによるインセンティブや目標設定の必要性について

ご意見をいただいておりました。 

 続いて、市有公共施設の先導性をどのように構築するのかということで、各部局とのつ

ながりや調整の仕組み、デザイン評価の仕組みなどの必要性についてご意見をいただいて

おりました。 

 続いて、地域特性に応じた景観まちづくりのためにどのような取組が必要かということ

で、地域特性の共通意識を構築するにはどうしていったらいいのか、続いての黒丸で景観

重要建造物等を今後に景観まちづくりで生かしていくに当たりどのような制度にしていく

べきか、さまざまな視点から活用を検討していく必要があるだろうとご意見をいただいて

おりました。 

 そして、最後の黒丸では、市民参加型の取組をどのように発展させていくのか、地域か

ら発信する体制にどうつなげていくのかというようなご意見をいただいた中で、それらを

今後議論すべき内容と整理させていただいております。 

 見直しに当たりまして、具体的なスケジュールを次のスライドでお示ししたいと思いま

す。 

 具体的な見直しに向けてのスケジュールは、先ほど、２６年度から２７年度にかけてと

いうことでご説明いたしましたけれども、平成２６年度中に具体的な検討を進めまして、

２７年度は手続関係を進めていきたいと考えております。 

 上の段の２６年度では、都市景観基本計画と景観計画の見直しの検討ということで、年
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度の前半の４月から８月ぐらいにかけては現況動向の整理と現状施策の検証ということで

考えております。中ほどの９月から１１月にかけましては、現状を踏まえた計画の検討と

いうことで、具体的な検討をいよいよ進めていきまして、さらに、これに市民意見の収集

ということで、ワークショップ等の市民が参加していただいて、この計画について意見を

いただけるような場を設け、その中で意見を収集することも考えられますので、そういう

ことも含めて取組をしていきたいと考えております。年度の最後の１２月から３月にかけ

ましては、検討結果や市民意見等の整理をして素案を作成し、かつ、利害関係者等との調

整も順次進めていきたいと考えております。この中で都市景観審議会にも４回程度のご審

議をしていただきたいと考えております。 

 続いて、平成２７年度では、改正手続となります。前半部分で素案を確定しまして、都

市景観審議会、そして、都市計画審議会にも諮っていくことになります。さらに、計画案

について市民意見の募集をしまして、条例作成の手続を進めていくというような考えでご

ざいまして、平成２７年度中の策定を目指すことを考えております。 

 このように、今後の都市景観基本計画と景観計画の見直しに向けての議論のポイントの

まとめと今後のスケジュールについてご説明いたしました。 

 さらなるご意見等をいただければと思いますので、本日はよろしくお願いいたします。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 パワーポイントで端的にわかりやすくまとめてお話しいただきました。審議会での意向

を踏まえて、方向性を確認しながらこういった内容で検討していったらどうかという流れ

でございます。委員の方々からのご意見をいただきたいと思います。 

 これまでの議論の中でも、景観計画なり景観づくりでは、計画があります―というだけ

ではなくて、それらが本当に有効なものとして働いていくことがすごく大事だという議論

が度々されていましたが、今回見直すに当たってきちんと達成できる、確保できるような

内容にしていくための議論かと思いますが、いかがでしょうか。 

 それでは、ページに沿って進めていきます。 

 最初の必要性の対応のところでの大きな方針に関しては私たちの議論がこういうことだ

ったかなという確認でもあろうかと思いますが、いかがでしょうか。 

 特に、先ほど私が申し上げましたように、下の段の景観施策の課題への対応については、

問題が起こりそうだからそれらに対して何とか手を打っていこうということもあるのです

が、札幌市の施策をより有効に生かしていくということを含めての幾つかのご提言がそれ

ぞれの委員からあったと記憶しておりますが、いかがでしょうか。 

 特に、先ほど私が申し上げましたように、下の段の景観施策の課題への対応については、

問題が起こりそうだからそれは何とかということもあるのですが、より有効に生かしてい

くということを含めての幾つかのご提言がそれぞれの委員からあったと記憶しております

が、いかがでしょうか。 

○坂井副会長 このペーパーの１枚目に関しては、よくまとまっていると思います。 
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まちづくり戦略ビジョンへの対応ということで景観はやろうと立ち上がっているわけで

すけれども、市の中のほかの部署でもこういう動きがあるというお話があれば聞かせてく

ださい。参考までにお願いします。 

○濱田会長 例えば、今は国際芸術祭や海外からの観光客の受け入れなど、景観や環境に

すごく密接に結びつきのあるような動きがいろいろありますので、それらとの関係を知り

たいと思います。 

○坂井副会長 補足すると、上のボックスの審議会での主な意見の最初の丸ポツの関連計

画との横の整合性というのも見据えての質問です。動きを何か捉えていれば、教えてくだ

さい。 

○事務局（地域計画課長） いろいろとありますけれども、市民まちづくり局の関連でい

えば、都市計画マスタープランの見直しがあります。これは、来年度早々に議論をスター

トさせるということでございます。あわせて、都心まちづくり計画も見直しがスタートす

ることになっております。 

 それから、市長政策室と都市計画部が中心になって、この戦略ビジョンに掲げられてい

る地域交流拠点という位置づけがある場所を決めております。それは地下鉄沿線で、例え

ば、新さっぽろ、真駒内、福住、白石、琴似など、我々が拠点と呼んでいるところがある

のですけれども、そこのまちづくりをより積極的に進めようということで、全庁を挙げて

プロジェクト形式で具体の場所を決めてターゲットを絞って取り組んでいこうという動き

があります。 

○濱田会長 連動しているものがそれなりにありますので、同時進行でいくのですね。多

分、土地利用と景観は密接な部分があるので、都市計画マスタープランとの整合性はすご

く大事かと思います。さらに、都心まちづくり計画や地域交流拠点のつくられ方は、市民

により近いところでの話でもあるかと思いますが、そういう動きはあるということです。 

 いかがでしょうか。 

○坂井副会長 貴重な情報をありがとうございます。 

 関連計画との横の整合性がとれていることを示す必要があるということをもっと具体的

に考えていくときに、今挙げていただいた三つの中でも特に後半の二つです。都市マスは

土地利用ですので、それだけで動くと思いますけれども、２番目の都心まちづくりは、要

するに都心をどうやってつくっていくのか、地域交流拠点をどうやってつくっていくのか

というものです。どうやってつくっていくのかを考え、つくられたものが建ち上がってい

くと景観になりますので、切っても切り離せない関係であり、景観についてどちらでどの

ように決めておくのか議論しておく必要があります。もちろん連携するのは当然ですけれ

ども、分担という言葉がいいかはわからないのですが、連携しながらやっていくのは必要

だなとつくづく思いました。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 今の件に関して、ほかの委員の方々はご意見いかがでしょうか。 
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 これまでの議論の中でも、今、坂井委員がおっしゃったように、建ち上がってきて目に

見えるようになってからの議論になりがちなのですが、その以前の検討のプロセスの中に

方向を組み込んでいくことはすごく大事な話だと思うのです。 

○那須委員 今の坂井副会長のお話につけ加えさせていただきたいのですけれども、例え

ば、経済や産業分野でどういった方向性を向いているのかです。具体的な話になってしま

いますけれども、例えば、景観を構成するものとして建築やランドスケープだったりする

ときに、つくるときには材料が必要です。しかし、今は全国のどこに行っても同じような

材料を使っていて、それをもとにでき上がるのです。ですから、どこにでもある材料をい

かに構成するかというところがデザインの議論になってしまっていると思うのです。 

 例えば、札幌スタイルであれば、小さな商品レベルからになりますけれども、札幌オリ

ジナルのものをつくっていくということです。それは産業の中では、建築の資材など、い

ろいろな部分においてもそうです。かつては、れんががあったのですけれども、今ではど

こでも同じようなものでつくられるようなっています。そういったものを誘導するような

動きがあるのか、あるいは、数字の上で経済がうまく回っていくというふうな方向性だけ

を見ているのか、その辺は具体的につくるときにかかわってくるのかなと思うのです。で

すから、その辺の情報が何かあったら、お聞きしたいと思いました。 

○事務局（地域計画課長） 具体的にこれだというものは把握していないのが実態です。

経済という分野でいけば、札幌は食産業を６次産業化していこうという動きがあり、北海

道と連携してフード特区という形でやっていこうとしております。あるいは、コンテンツ

産業ということで、映画などのコンテンツをもっと伸ばしていこうということは従来から

やっていて、今後もやっていこうという流れがあります。 

 また、話がずれますけれども、先ほどの坂井委員からの答えにもなることです。定山渓

では、定山渓の観光魅力アップ構想を２年間くらいでつくろうということになっておりま

す。観光部が窓口になっていますけれども、我々も景観という意味から一緒にやるという

ような動きが出てきております。 

○那須委員 ありがとうございます。 

 今の話だと、まずは、景観のある場面みたいなところでほかの分野と関連していくとい

う感じですか。ですから、具体的なものというよりは、メディアやコンテンツなど、いろ

いろな分野でどう絡んでいくかが今のところは考えられるということですね。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 そういった経済実業界の動きに関することでは、中田委員などの経済人としての活動が

ご本業の方もいらっしゃいますけれども、いかがですか。 

○中田委員 今の話に関連する部分があると思うのですけれども、やはり、まちをつくる、

あるいは、いろいろな中で新しい計画を立てるときに、経済ということを考えれば、それ

をやることによって地域が活性化する、経済が活性化することが結構大きい部分なのかと

思うのです。今は景観ということですが、景観をこういった形にする、こうしたらどうだ
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ろうかということで、札幌の魅力を引き出すためにどういった景観にしたらいいだろうか

ということがあると思います。そのときに、材料や色彩にもいろいろありますけれども、

札幌でなければなかなかできないような、地域でなければできないような産業を、材料含

めて景観の中に取り入れられるような仕組みになってくると、地域全体の経済の活性化に

もつながるし、地産地消ではありませんが、地元で出たものが景観も含めてまちづくりに

寄与していき、地域全体で活性化していくきっかけづくりになるのかなというふうに思い

ますし、ぜひそういったことに期待しております。 

 それから、横のつながりとの整合性の中で、先ほど言った地域交流拠点のまちづくりに

より積極的に取り組むという話がございました。まさしく、都心の部分と各地域の拠点を

考えたときに、戦略ビジョンへの対応の審議会の意見の中の２番目に、これからの景観戦

略ビジョンをつくるくらいの勢いでとありますけれども、都心はどうであるべきか、ある

いは、拠点として厚別地区や福住地区はどうかなど、それぞれに歴史や地域の特徴がある

と思うので、それぞれの戦略ビジョンが出てくると思うのです。そういったことをうまく

分けて考えることもそうだと思います。ですから、景観審議会としては、こういった分け

て考えたことを関連計画の中にどういうふうに生かしていくかというような横の連携がう

まくできればいいかなと期待しております。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 札幌らしさや各地域らしさということがありますね。 

○梅木委員 先ほどから話題になっている札幌らしさや札幌スタイルは、建物もそうです

けれども、街路樹やそのほかのグリーンなどの表現がすごく簡単でしやすいものかなと思

っているのです。そういうところを手厚く検討する場所が今後もあるのでしょうか。また、

拠点と都市部はそういうふうにカバーされていますけれども、街路樹などによって札幌市

全体の景観がよくなるための手段になるのではないかというふうに思うので、そういうこ

とは考えていらっしゃるのか、検討できるのかをお聞きしたいと思います。 

○事務局（地域計画課長） 今、具体的にこうということはないですけれども、当然、検

討の中にはそういう要素は入り込むべきだと思います。 

○濱田会長 幾分、市に対する質問になっていますが、審議委員としての意見という格好

でどんどん出していただければと思います。 

○斉藤委員 みどりの基本計画は３年くらい前に見直しているので、戦略ビジョンを受け

て、このタイミングでまた見直すことはないとは思います。ただ、こちらからどんどん言

っていけばいいと思うのです。景観審議会ではみどりに関してもっと戦略的な施策を打つ

べきだと言っていけばいいと思います。 

 僕も緑のほうから出てきているので、ランドスケープの大事な部分をまちづくりにもっ

と落とし込んでいくべきだと思いますし、そういうところで私も頑張りたいと思っており

ます。 

 この１枚目のまとめ方は、先ほどほかの委員もおっしゃっていたように、よくまとまっ
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ている、我々が考えていることを表現していただいていると思います。どちらかというと、

今までは守りで規制するということでした。もちろんそれも大事にしながら、打って出る

というか、積極的な景観づくりにこれから取り組んでいこうと皆さんは言っていたと思う

のです。そういうことがちゃんと書かれています。 

 先ほど来、ほかの部局でも都市マスの見直しや地区計画のまちづくり計画の見直しをや

っていくということを聞きますけれども、庁内営業というか、札幌市役所の中でメッセー

ジをばんばん出していただきたいです。新年度から見直し作業に入っていくようですけれ

ども、最初はどうしても動きが鈍くて、４月から８月くらいまでは整理して検証というと、

声が多分出ていかないですから、こういう基本的なスタンスを構えますということだけで

もいいので、今見直しをしている部局なり、みどりの基本計画のように見直さない部局に

対しても、景観からのメッセージをどんどん出していくべきです。そして、そちらの計画

を進めていくときに、今考えていることの結果が景観として残るのだから、これはどうだ

ろうと逐一考えていただくように、強いメッセージをお願いしたいです。これはこれでい

いですけれども、まずは市役所内営業をしっかりやっていただきたいと思いました。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 建築関係の委員の方はいかがでしょうか。 

○奈良委員 次のページで言ったほうがいいのかなとも思ったのですけれども、普及啓発

の取組のところの意見になると思います。 

 前にちょっとお話しして、どんな建物でも確認申請を出すときに景観地区を必ず書かな

ければいけないのですが、書けと言うから書いているという人がほとんどで、それを書く

人間は確認申請の数を考えると物すごく数がいるのです。そうすると、その都度、景観地

区とはというようなパンフレットを渡したり、こういうことをお願いしていますと言うの

です。それは１冊だと誰も読まないと思うのですが、ぱらっと見られるような、申請を出

す人間が誰でも手にとることができるようなものをセットしておいて、その都度、渡して

いくと、いろいろな人に見てもらえるチャンスになるのではないかなと思います。ですか

ら、そういう場面を上手に活用なさったらいいのではないかと思っています。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 工藤委員、いかがですか。 

○工藤委員 普及啓発の「好きです。さっぽろ」の取組は、身近な一般市民の友人なんか

も札幌市はこんなことやっているのだねというような話題になることもあるので、結構成

功してきているのかなという印象ではあります。 

○濱田会長 ２枚目に関する議論に入りかかっていますが、吉田委員からお願いします。 

○吉田委員 非常によくまとまっていて、まさにこのとおりかと思います。しかし、言葉

を見ていくと、これからの景観戦略ビジョンをつくるというこれからのところで、どうす

ればよりよくなる、あるいは、よりよいものを、市民に愛されるもの、新たな取組とあり

ますね。 
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 私は都市計画の専門でも景観の専門でもないのですけれども、必要に応じてまちができ

てしまって、それから景観が自動的にできるわけですね。そのタイムラグが今まで繰り返

されてきたことなのかと思います。 

 ここに景観の質とありますけれども、絶対値としてのすばらしい景観は多分ないのでは

ないかと思うのです。ただ、それは具体的に市民が共感する、あるいは、実感する具体像

の幾つかを早い時期に提案するのです。それはスケジュールの流れの中の真ん中あたりに

景観に対する意味づけとして、地域の計画、札幌市の全体計画に応じた景観のあり方の提

案を途中に入れないと結局は後追いになってしまって、さあ、どうしましょうかとなって

しまうのが気になるのです。ですから、ここの主張がスムーズに進むような実際のスケジ

ュールや施策をぜひ考えていただければなと思います。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 極力早い時期に横断的な議論がスタートすることが重要であるということかと思います。 

 それから、私が冒頭に申し上げたことと連動しますが、経済活動の結果、景観がこうな

りましたとかということではなくて、経済活動の目指すものと景観が連動して、より戦略

的に取組んでいくことで、より経済活動にもプラスになっていくというように組み込まれ

ていくべきではないかとずっと思っております。 

 先ほど来のお話しでは、素材や色彩などいろいろな対象になる条件があるのですが、一

方では、土地利用とも関連しますが、土地利用とボリュームのコントロールの仕方は、審

議会の会長の立場で言うのも何ですが、札幌のスカイラインのコントロールは本当に現状

のままでいいのかなと景観上から思うこともあります。一方では、個々の経済活動からは

ボリュームを上げたいという要求もあります。では、どこでバランスをとるのかというあ

たりに、今言っているような共通で目指すべき目標みたいなことがあって、札幌市の質が

トータルで上がっていくということです。経済活動のボリュームなどの数量的なことでは

なく、質的なところも含めてというような検討がなされることがあればいいのかなと感じ

ながら、聞いておりました。 

 活発なご議論をいただきました。１枚目は大きな方針でしたので区切りましたが、以降

は、２、３、４とまたがってのご議論で構わないと思いますので、ご意見をいただければ

と思います。 

 これまでの皆さんのご意見は２枚目以降にも関連していると思いますが、いかがでしょ

うか。 

○坂井副会長 ２枚目の四つの取組は、このとおりだと思います。 

 前の議論と引き続いているのですが、皆さんの話も聞いていて、計画はもっと大きく、

ビジョンを示すもので、それが最初にあって、その下にこういうことをやっていますとい

うことになると感じています。 

 １枚目の引き続きですけれども、ビジョンをつくることが大事で、ビジョンで走る方向

が示されるわけですね。要するに、経済的に、エネルギー的になど、いろいろなことがあ
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る中で景観はこちらの方向に行くということです。その方向を向いて、２枚目の四つのボ

ックスでそれぞれこのようにやっていくという大きな絵があると思うのです。この四つの

箱の中には我々がいろいろと意見していくことがあると思うのですけれども、最初のビジ

ョンが何よりも大事だと今聞いていて思いました。 

 そのビジョンは、中田委員もおっしゃったように、都心と地域交流拠点では明らかに違

うわけです。都心は、おっしゃっていたような経済的なプレッシャーがいろいろとかかる

ので、ここまでやりたいと景観は思っているけれども、なかなかできないという綱引きが

あるわけです。ですので、それはそれでやるのだけれども、地域交流拠点では、福住はど

うしてもずっと福住でありたいと思うようなビジョンをこの時期につくっておかないと、

福住もなくなるかもしれないし、何もなくなるかもしれないという危機感を持って景観的

にはかなり押せるほうだと思うのです。 

 福住には都心ほど開発圧力はかからないので、その分、景観のビジョンをみんなが持っ

ていれば、少し強い気持ちでこういうまちにしたいというふうな方向で動けるのです。も

ちろん札幌市の景観計画なので、全てを書きますけれども、そういったところは景観をど

のように押していくのかという綱引きのとり方をそれぞれの地域で考えるための大きなビ

ジョンという思考回路なのではないかと思います。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 多分、市民生活により近いところでの地域らしさ、あるいは、地域らしい暮らしみたい

なこととの関連かと思います。 

 ほかにもご意見はありますか。 

 特に、那須委員は札幌を離れて外からもごらんになったり、いらっしゃったときと向こ

うに行かれてからの比較など、いろいろとお感じのことがあるかと思っております。 

○那須委員 ビジョンとも関連するし、実際の具体的なところに落としていくことともつ

ながってくると思いますが、１枚目の下のほうに、よりよいものとか市民に愛されるもの

がありますけれども、景観はいまだに曖昧なのです。前の審議会で話したような気がしま

すけれども、歴史的なことを考えるときに、今残っている建築学的な評価をされた歴史的

建造物などではなくて、市民が自分たちの生活の中で、生活の利便性のために工夫してき

た建築や都市空間があって、それが脈々と継承されているのです。それは単純に美的感覚

で残されているというより、自分たちにとって利益があるもので、それを積み重ねていく

ことがある意味の規範になって、一つの美の基準になっていくと思います。ですから、そ

ういったところで景観のよさみたいなものが構築されてきているのかと思うのです。 

 今、私は横浜にいますけれども、先日に関東で大雪が降ったときに、何十年に一回とい

う雪が降ったときに、それに対応する人の作法もできていないし、空間的な余力もないの

です。札幌では、雪に限っての話ではないですけれども、自然や人間の活動も積み重ねで、

地域ならではの様式があって、それに対応するような空間が積み重ねられてきていると思

うのです。そういったものが価値観をつくっていると思うのです。 
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 ですから、具体的に考えていくときには、それをやることで一人一人にとってどんな意

味があるのかです。ただ美しいというだけではないし、これまでこういうふうにしてきた

からこうするのだよという慣習をトレースするだけでもないといったことがわかるような

普及啓発などの活動をしなければいけないと思います。要は、こういうものが正しいので

すよという説明ではついてこないだろうなという気もしています。 

 また、建築なんかでいうと、景観までもいかないですけれども、日照では日影規制があ

るわけですね。それは如実で、都市で生活していく人たちにとってはメリットとデメリッ

トの両方の境界性になるわけですね。そういったものが景観の中でどういったことがある

のかをちゃんと考えないといけません。例えば色の指定にしても、アドバイスをしたとし

ても、なかなか納得してもらえないと思います。あるいは基準としての７０色があったと

しても、具体的にどういう効果があるのかがはっきりと住民にとってはわかっていかない

のかなという気もするのです。その辺をどうつなげていくかです。 

 実効力のある景観で、先ほどの経済活動の結果など、経済だけではなく、人間の活動の

結果として景観が生まれて、それを後からチェックしてよい方向に持っていくという話が

ありましたけれども、基本的な人間の活動の中にある意味での規範がちゃんとできていて、

それの結果で生まれたものはそのまま景観として認められていくような状況まで持ってい

かないといけないのかと思います。 

 すごく観念的な話になってしまいましたけれども、そう思っています。ですから、こう

いう具体的な方法を考えるときにも、要は一人一人にとってどういう意味があるのかを位

置づけないといけないのかなと考えています。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 多分、景観的なことを含めた暮らしの中での美意識の問題などにも関連していくのかと

思います。地域の環境がそれをつくっていくとなると、お互いの関係だと思います。 

 それ以外にご意見は何かありますか。 

○中田委員 ２ページ目の四つの取組は、今後、まちづくり戦略ビジョンが対応する部分

にリンクしているところがあると思います。私の個人的な意見になるのですけれども、こ

の審議会に出席させていただいて、景観重要建築物の存在に気づきました。こういったも

のが指定されているのだといういろいろな発見がありました。それは、地域的、歴史的な

背景があるものだったり、建物としてそういった価値があるものなのですね。 

 しかし、非常に残念なのは、所有者がかわることによって解除してもらいたいという話

が一方であるのも事実です。地域交流拠点のまちづくりを今後考えるという中で、もしで

きたらこういった重要の建造物を生かせるような拠点のまちづくりというのでしょうか。

景観も含めて、そういった意味の中でリンクできるようなビジョンを構築していただける

と、重要建造物が札幌の魅力を発信する意味でも生きてくるのかと思うので、そういった

ことも含めて審議会の中でもビジョンの構築に向けていろいろと意見を出してもらいたい

と思っております。 



 - 16 - 

○濱田会長 ありがとうございました。 

○梅木委員 普及啓発のことです。そもそも、景観に関心のある市民の人がどのくらいい

るのかなと思います。ここは、景観に最も関心がある人が集まっていますが、景観という

言葉に反応する人がどのくらいいるのかと周りの人を見ていても思うことがあるのです。 

 私は公園の仕事をしていますけれども、公園では花の仕事をしていたら、花が本当に好

きな人は必ず来るのです。８割ぐらいは来てくれるのだけれども、それ以外の人をどれく

らい取り込むかが入場数を確保する大きな関門になっているのです。 

 ですから、品種のすばらしいバラをどれだけというよりも、コスモス何万本のほうが人

はどっと来ます。バラだけだと１万人だけれども、コスモス１０万本や２０万本だと何万

人も来るというようなことがあると思うのです。ですから、本当にごく一般の、景観って

何？というくらい知らない人までも、景観はこういうことなのだというようなことがわか

るような仕組みはすごく大事かなと思っています。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 裾野を広げる部分で御話ししますと、「好きです。さっぽろ」の入り口は、景観という

打ち出しとは少し違う切り口からアプローチされていると思うのですけれども、その辺で

伊藤係長から何かありませんか。市民の方の広がりや子どもたちの反応を以前お話しされ

ていましたね。 

○事務局（都市景観係長） 景観から遠いというか、ふだん余り意識されていない方にア

プローチしていくことが一番大事ですが、それが結構難しいかと思います。我々がそれを

考えることはすごく大事なのだろうなと思ってやっております。それについては、後ほど

ご報告でお話しさせ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。 

○濱田会長 今日は、審議事項が一つと報告事項が二つということでして、このペースだ

と時間が不足になりそうなので、再構築へ向けてという少し幅広いところでの追加のご意

見を一通りいただいて報告事項に移っていければと思いますが、いかがでしょうか。 

○斉藤委員 今のテーマで感じることは、地域での景観まちづくりのことです。次のペー

ジにまたがるのですけれども、地域特性に応じた景観まちづくりのためにどのような取組

が必要かというところで悩んでしまうのです。実際に何ができるのかなということです。 

 先ほど出た他部局のまちづくり計画や拠点の計画の中でその辺にも踏み込んで何かが出

てくればいいと思いますけれども、景観のサイドでこれからどういうことを打ち出してい

けるのだろうかというところで悩みが大きいと思うのです。 

 何年か前までは都市景観賞ということで、ポイントですけれども、モデルとなるべき建

物や景観はこういうものですよと市民に伝えましたし、やっている人を顕彰していたわけ

です。しかし、今はそれがなくなっています。我々の議論も、一つ一つではなくて、エリ

アとして地域らしさを出していく、その中に景観重要建造物もあるし、ほかの機能もある

よねと言っていたのですが、ここでどういう取組ができるのかと思うのです。 

 僕は前から言っているのですが、エリアとしてビジョンを描き、それにいち早く意識し
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て取り組んでいるところや動こうとしているところを後押ししてあげるために何をしたら

いいのかを考えるべきです。少し不公平になるかもしれないけれども、みんなで見て、こ

れかとわかるような良い事例をつくることです。先ほど梅木委員がおっしゃったように、

景観はわからないよねという人たちも、あれ、こんなに変わるものなの、こんなによくな

るのだと実感してもらうために、こことここというぐらいに、札幌の中で戦略的にやって

いくことが必要だと思うのです。 

 そんな取組やかなり具体的な踏み込み方を最初からしていかないといけない。これはあ

る意味でリスクもありますけれども、そういうアイデアや手法を考えていく必要があると

思います。 

○濱田会長 私も同じような感覚を持っております。 

 前々回の審議会の後の懇談会のときに、村瀬課長から苗穂地区の取組の中でそういうこ

とを視野に入れた先進的な手法を盛り込んでやってみて検証するというようなお話を聞い

たように記憶しているのですが、いかがですか。 

○事務局（地域計画課長） 苗穂はそういうことです。 

○濱田会長 １枚目の関連計画との横の整合性がとれていることを示す必要があるという

ことと一緒で、こういう考えでこういうことを試みようとしています―ということをより

多くの市民やよその地域の方にも伝えて、苗穂はこうやってやろうとしている、こういう

議論とこういう議論があって、私はこう思うのだけれども、苗穂ではこういう意見が強く

てこうなりそうだということだけれども、どうなのだろう？―と結果にも注目して、それ

を評価して、では、自分たちのところでやるときにはこうしようかなみたいなつながりが

出てくるといいのかなと思うのです。 

 そういう意味では、プロセスの中で何を目指していくか、あるいは、議論として、課題

を少し示しながら、それに向けての検討の成果の開示もされて、結果としてよくなったね、

ああして頑張ったらいいのだというようにつながっていくといいなと思っております。 

 今、斉藤委員からもあったので、それを意識して取り組んでいただければなと期待して

おります。 

○事務局（地域計画課長） 今の関連でお話しいたします。 

 確かに、苗穂では今年度に３回ほど地域の方々とワークショップ形式でどういう駅前に

していったらいいかという方向性を議論していって、れんが調にしたほうがいいというよ

うな意見が出ました。ただ、今のお話の流れの中でちょっと違う部分があります。 

 苗穂は、駅の移転、橋上化と駅前広場自由通路の建設と再開発事業ということで、いわ

ゆる公共事業なのです。公共事業でつくられる駅前をどうデザインしていくかということ

を地域と話し合って方向性を決めているのです。しかし、ほかの拠点や場所でも公共事業

でまちがつくられるのであればいいのですけれども、そうでない場合は、斉藤委員がおっ

しゃったようなことをどう考えていくのかは議論がもう少し必要なのだなと思います。 

○濱田会長 ありがとうございます。 
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 とはいいながら、公共がやることで民間もそれと連動して、あるいは、追っかけてやっ

ていきますね。そのあたりの整合性を少し意識しながら取組んで行くというやり方はあろ

うかと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○工藤委員 工藤でございます。 

 今、話題になっています地域特性や地域らしさは、一体誰がその地域を見て地域らしさ

を考えるのかがあると思うのです。 

 いつかの審議会のときに、各地域にある児童会館の色が話題になり、緑や黄色のものが

ありました。ここの地区は黄色いイメージなのだ、自分が住んでいる地域はこういうイメ

ージなのかと驚くようなものがありました。子どもたちに目立つようにということが一番

なのだとは思うのですけれども、前回、話題になったときは、あそこまでの色が本当に必

要なのかということだったと思うのです。 

 結局、それぞれ地域に建つものの色や外観については、誰が考えて色を選んだのかが根

本にあると思うのです。地域らしさとは、地域に住んでいる人やその地域にお勤めに行っ

て、日中のほとんどをそこで過ごしているような方たちが考えるのが地域らしさかと思う

のです。そういうものを吸い上げるような手法などがあるといいなと思います。 

 例えば、先ほど話題に出た札幌市の景観７０色がありますね。私の地域では７０色の中

でどの色をイメージしているのか、また、短いフレーズであらわすとしたら、自分の住ん

でいる地域はこういうところというだと２０文字程度の短いセンテンスで集めてみたら、

偏ってはいないと思うのですけれども、自分たちがいるところのイメージがわかるのかな

と思うのです。 

 地域交流拠点という単位があるとしたら、そういう単位で幾つか実験的に地域の人たち

が自分たちの住んでいるところにどういうイメージを持っているのかを集約するような取

り組みが一つか二つあるとおもしろいかと思います。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 ３ページの景観基本計画と景観計画の見直しの考え方のところは「か」という格好で疑

問符になっているところがありますが、今後の検討と審議会の議論でその答えをしっかり

と出しますということですね。確認みたいになりますが、今後に議論すべき内容を整理と

書いてありますので、特に、今のことでいけば、左側の姿勢や考え方の中の一番下のとこ

ろの地域単位での景観形成の方針や目標についてどう考える「か」を議論して整理すると

いう受けとめ方でいいのですね。 

○事務局（地域計画課長） はい。 

○濱田会長 ありがとうございます。 

 そういうことに関して踏み込んだ議論がなされるということでの期待ということでよろ

しゅうございますか。 

○奈良委員 今の色の話と関連するかもしれませんが、私の暮らしている地域で古い木造
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の下見板張りの壊れそうな幼稚園が解体されて、サッポロドラッグストアになったのです。

見方によってはきれいになったという言い方をしてもいいのかもしれないけれども、それ

を景観的にどう評価するのだろうと思うのです。 

 用途地域で何が建てられるのかという中で、それこそ経済活動で、経済が成り立って、

活発になって、近所の人たちがもっと便利になってということだけれども、ちょっと引い

て景観ということで見ていくと、今まであったものが解体されて何ができるかなと思うと、

最近はそういう店舗か高齢者施設のどちらかかなという感じなのです。 

 そういう中で、メインの道路を走っていって札幌らしさを感じられるようにすると。し

かし、本州のどこかのまちのメインの道路を走っても、同じような薬局があってイオンが

あってピンク色の建物があるのです。けさのニュースでも気仙沼にイオンがあって、やっ

ぱりピンクかということでした。 

 そういう中での経済活動の自由と景観についてです。色が入ったとしても、それが緑で

覆われていると、結果として隠れるから気にならないという話なのかもしれません。随分

きれいになるのだけれども、そういう広い駐車場を持ったところは緑が圧倒的に少なくて、

がらんとして、舗装がふえてという状態で、夏の暑さ対策としてもマイナスです。ただ、

景観的にはどうこうということですが、それは指導することはできない範囲だと思うので

す。そういうものが混在する中でどうするのかは物すごく難しい問題ではないかというふ

うには思っています。 

○那須委員 今の建築に関することです。 

 ３ページの具体の取り組みの中に公共施設の先導性とあります。今のことはマイナスの

例ですけれども、要は、企業としては企業のＣＩを打ち出すために建物のデザインイメー

ジを統一的にやって、彼らは彼らのデザイン言語を持ってやっているわけです。それは全

国共通の場合もあるし、北海道内共通の場合もあるし、札幌内共通の場合もありますけれ

ども、彼らは地域におけるイメージというよりは企業のイメージとしてつくられているの

です。 

 それに対抗と言ってはいけないのかもしれないですけれども、公共施設の先導性という

意味でいうと、公共の施設を新たに計画する、あるいは、改修するときでもいいですけれ

ども、そのときに実施施工する人たちは民間なわけで、発注側としての札幌市があって、

その条件には恐らく札幌のデザイン言語を開発するというような要件が必ず入っていてし

かるべきではないかと思うのです。 

 それは、小さなことでもいいのです。小さな公共施設でもいいし、地域との関係でいう

と、かなりのまちセンも改修をしていますね。そういったときにデザイン言語を必ず開発

するというようなことを設定して、かなり戦略的に民間を誘導するのです。それは誘導だ

けではなく、民間の人たちがデザイン言語を新たに開発するのに公共施設の仕事を使える

ということを考えてもいいのかなというふうに思います。 

○濱田会長 ありがとうございました。 
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 少し新しい方式ということで検討の価値があると思いました。 

○吉田委員 ２ページを見ると、指針と地域かと思ってしまうわけです。 

 この指針をどこまで具体化するか、キーワードなのか、１，０００文字の文章なのか、

あるいは、見てわかるものなのか、映像なのかというところなのだと思うのです。要は、

下の部分にありますけれども、普及啓蒙の仕方が非常に大切になってくるのかと思います。 

 先ほど、苗穂の話では、公共の事業で景観の一つのスタイルをつくった例だということ

でしたね。例えば、南区なんかですと、地域の人たちがフラワーロードをつくっているの

です。言ってしまえば、道際に花を植えるだけですけれども、ある時期には一種の景観を

形成するのです。それは近所の住民がよっこらしょでできてしまいます。どうも、南区は

町内会活動が活発らしいのです。例えば、そういうことです。 

 もう一つは、まち中には景観７０色ありますけれども、あれはたしか大型建造物用の配

色例だったような気がします。小さいものの事例と一つ大きい街区の景観７０色を展開し

た幾つかの具体例をつくって、景観をコントロールすることの意味を広報するべきなのか

なと思います。札幌らしさが欲しいということはわかるのですけれども、具体的に何をす

るかということで、結局、届出が出て、いつの間にかできてしまうのです。それは、ここ

の会議でも出ていましたけれども、そういった届出の中でどういったやりとりをするのか

というところだと思います。ですから、なるべく具体的なスタイルを当事者だけではなく、

市民みんながわかっていて、こんなことができるのだねという中での取り組みが必要だと

思います。その一つとして、最終的にはデザイン評価というような部分で、それこそ景観

の普及啓蒙ができないかなというふうには思っています。 

 市立大学も文科省のお金をもらって知の拠点について考えております。教員にとっては

大変忙しい充実した課題を５年間やるのですけれども、緑小学校という廃校になった小学

校の１室をサテライトキャンパスのように借りて、常に住民を巻き込んで、あるいは、学

校が先導しながら一緒に住民に教える取組もするのです。しかし、大規模な景観をつくる

事業ができるかというと、できないですね。 

 でも、先ほど言ったフラワーロードなのか、ちょっとした鉢植えなのかです。先ほど広

い駐車場には緑がないとおっしゃっていましたけれども、何かそういった小さな取組を事

細かに事例として集めて、使用前と使用後がこういうふうに変わるといった事例をご紹介

するのです。 

 私が必ずやったほうがいいなと思うのは、景観７０色の配色例です。具体的なまちで、

やはり、都心の４丁目通がいいと思います。あれも好き好きと言ったら何ですけれども、

色はかなりもともと抑えていますので、その中であるキーワードでコントロールしていく

とこういう見え方ができるというふうにするのです。色や属に言う景色はある程度コント

ロールできる、だからやりましょうというところで、一番上の大きなビジョンの札幌市の

区域は、区域別にどんな方向性でまちづくりをしたらどうかという提案と絡めて具体的に

進めていくという方法はあるのかと最近は考えています。 
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○濱田会長 ありがとうございました。 

 幾つかのお話が出ております。多分、計画のプロセスに早い時期から目標を持って検討

していくということ、そして、解決の仕方に幾つかの選択肢があるときに、当事者だけで

はない議論をされていきながら、結果に関してもきちんと検証して、それが今後に生きて

いくような検討のプロセスをしっかり経て、せっかくの経験を有効に生かしていくという

ようなやり方をとるべきではないかと思います。そういう中で公共の果たされる役割も大

きいですということでもあったかと思います。 

 時間がかなり経過しておりますので、今後に検討されながら、審議会でご意見をいただ

くという格好の繰り返しになろうかと思います。 

○坂井副会長 １点だけよろしいですか。 

 ３枚目のところで、左側と右側に大きなボックスがあって、取組の姿勢や考え方と、具

体の取組がありますね。ここはこれから整理していくのだと思うのですが、左側のボック

スが計画の大きな枠組みになるわけです。 

 考え方の順序としては、先ほどから申し上げているビジョンが一番上に来るのはそうな

のです。そして、２番目に来るのは、そのビジョンを進めるためのストラテジーとして目

標像や方針をどう考えていくのかだと思うのです。それは、ゾーニングでやるのか交流拠

点でやるのかなど、いろいろなやり方があると思うのですけれども、その次に今のやり方

とどうすり合わせて、今のやり方を少し変えていくのか、今のやり方の中でどうやってい

くのかなどで、それが上からどんどん落ちていくのではないかというふうに思います。 

 右側の具体の取組の中には、今の落ちてきた箱に真下にぶら下がるものと横にぶら下が

るものがあって、例えば、具体の取組の上の二つは今あるやり方をどう発展させていくの

かですね。また、３番目や５番目は資源をどういうふうに使っていくのかです。公共施設

も資源ですので、これからつくっていく公共資源、もしくは、今ある公共資源、もしくは、

歴史的にある資源です。これは他人様のものですけれども、民間のものだけれども、資源

ですので、資源をどう使っていくのかだと思うのです。４番目は、先ほどの地域のという

ことなので、いろいろなところにかかわってきますね。 

 これはこれから整理していくために今ここに並べてあるだけだとは思うのですが、そう

いった整理をしながらどこが一番重要で、ここの部分はこのようなやり方など、このあた

りがこれから整理されていくのかなというふうに思いました。 

○濱田会長 今後への期待が非常に大きいということで、事務局に一旦お返ししまして、

報告事項に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） ありがとうございました。 

 引き続きまして、景観の普及啓発についての報告に進みたいと思います。 

 こちらはスライドでご説明していきたいと思います。 

 平成２５年度の取組を進めていくうえで、イメージというか、その概念図みたいなもの

をつくって、まとめましたので、これを説明したいと思います。 
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 一番上に市民の都市景観やまちづくりに対する意識というくくりをしております。その

中に一般的な認識を持たれている市民がいて、それに対して身近な景観に気づくような機

会の取組を投げかけていって、その成果を見せていき、その中で意識醸成がなされ、関心、

興味を持つような市民層になっていただけたらということでやっております。 

 それに対して、さらに②の景観に触れ、共有する機会を設けまして、その成果を投げか

けて、さらに、高い関心、愛着を持ってもらうというような段階をつくります。さらに、

景観について考える機会をまた投げかけるというようなアプローチで取組を進めていると

整理されています。 

 さらに、市民目線の取組ということで、その中身についてです。コンテンツ開発と書き

ましたけれども、プログラムという形でイベント等をやっておりますけれども、そういう

ものを開発して、それを実施、検証、さらにその成果を発信していくこと、さらに、それ

が地域に連鎖していくというような取組の流れがあるかなと考えております。 

 さらに、取組を支える仕組みです。一番下に札幌市、そして、取組の仕掛け人と書きま

したけれども、委嘱、協働関係となりますが、例えば市民参加による企画運営があります。

そして、都市景観アドバイザー制度がもともとありますので、そういうことを活用しなが

ら、市民の中でも知識や経験のある方に仕掛け人をお願いしまして一緒にやっている状況

があります。 

 さらに、文字としては薄くしておりますけれども、将来的には地域のまちづくり組織、

あるいは、テーマに応じて事業者がかかわることも今後は考えていきたいと思いますし、

そういうところがもしかすると景観協議会あるいは景観整備機構みたいなものに発展して

いくことも可能性として考えて、全体の概要図をまとめております。 

 今回の取組です。先ほども梅木委員からお話がありましたように、景観から遠い層に対

しての投げかけがまずは大事になってくるということがありました。そういうことで、先

ほどの概念図と絡めまして、一般的に認識を持たれている方、さらに、関心、興味を少し

持っている方、さらに、高い関心、愛着を持っている方、それぞれの市民の認識に対して

取組をやっていくのだということで、２４年度からも含めて取組を進めてまいりました。

この表を見ていただければと思いますけれども、下に行くほど時系列になっていまして、

横に認識の度合いによって取組をということで、大きく七つの取組をそれぞれどの層にア

プローチするのかを整理したものになります。 

 ①で情報発信と市民からの募集、共有化についてやりました。②で担い手層ということ

で、一緒にやってくれる仲間探しも含めてワークショップを開催しました。また、まちあ

るきイベントで、札幌のまち中に入っていって取組をやっていきます。さらに、手に持て

るような形で何かをアウトプットできないかということでカードゲームを開発しました。

さらに、トークイベントなど、演劇タッチでイベントを開催することで、景観をより広い

層に投げかけていけるような取組を進めてまいりました。 

 来る３月には、今度は興味、関心、そして、その分野でやってみたいというようなふう
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に思っている市民の皆さんに対しても投げかけていくようなトークフォーラムを企画して

いるところでございます。 

 次に、取組の仕掛け人についてです。２４年度、２５年度は、メンバーを入れかえ、や

りながらその体制ができてきているところです。今回は専門知識、経験を有する市民との

協働により企画、運営をしております。また、景観アドバイザー制度を活用しまして、単

なるボランティアではなくて、市からちゃんと協力お願いをして一緒にやっているという

ことでございます。 

 左のボックスに運営委員会とあり、常時取組にかかわっていただける方、さらに、アン

ダーラインを引いたところは取組のテーマごとに部会を設けまして、その部会長としてか

かわってもらって、この方々が中心になってテーマごとに取組を進めてまいりました。 

 さらに、取組の協力者ということで、テーマに応じて、その分野の専門家の方に入って

いただいて、連携しながらやっており、臨時委員のような形で参加していただきました。

ここの可能性はすごくあるかなと思っていまして、今後も運営委員会は軸になってやって

いくと思うのですけれども、取組の連鎖も考えていろいろな協力者の方に今後もお願いし

ながら、コミュニティーのネットワークを広げていけるのではないかと考えているところ

でございます。 

 １番目に、おなじみですけれども、「好きです。さっぽろ（個人的に。）」ということ

で、敷居をなるべく低くして市民の皆さんから好きな場所と理由を募集しました。そして、

それをフェイスブック等で情報発信して、共有化しております。 

 昨日の時点で「いいね！」が９２０でした。今年度中に１，０００いいね！を何とか目

指したいと思っておりますが、何とかいけるかなと考えているところでございます。 

 ②は、６月３０日ですけれども、これからやっていく取組の中身も少し考えていくとき

に、考える企画、運営にも市民の参加の機会にできないかということで、井戸端会議でご

ざいますけれども、ワークショップ形式のイベントを開催しました。路面電車を貸し切り

まして、その中でやりました。これは、ゲストの１人の若菜さんです。路面電車の中から

のまち並みを見ながら、その場所の用途地域はどういうふうになっているのか、土地利用

がどういうふうにされているのか、それがまち並みの見え方にどう影響しているのかにつ

いてお話をしていただきました。 

 右側の帽子を被っている方が加賀城さんという方です。この方はパフォーマーというこ

とで、「ミ・タ・テ」というテーマでステージをやっている方です。いろいろな写真を見

ながら、それは何に見えるかと見立てて、例えば、それを札幌のキャラクターにして、そ

のキャラクターは何をしゃべっているのかということをしゃべってもらうなど、そのよう

な投げかけをしながら楽しく意見交換をしたところでございます。 

 帰ってきまして、今後の取組につながっていくということで、景観の普及啓発あるいは、

まちあるき、そして、アウトプットに関してテーマを設けまして、どういうことができる

かというアイデア出しのワークショップをやりました。この中で後に続く景観のカードゲ



 - 24 - 

ームや写真を撮り歩いていくというまちあるきのヒントが出てきたところです。 

 その取組の一つとして、まちあるきイベントであるまちめぐりロゲインということで、

写真を撮り歩きながらチェックポイントを制限時間内にめぐってポイントを競うというも

のを親子を対象にやりました。 

 ちょっと見づらいですけれども、マップと写真のリストを持ちながら写真を撮り歩いて

チェックポイントをめぐっていきます。ふだんは気づかないまちのポイントに気づくこと

ができます。また、見る目を養うこともありますし、子どもたちには地図を見る勉強にも

なったかなと思います。実体験を通して、まちの広がり感やこういうところにこういうも

のがあるのだなということを認識する機会になったかと思います。そして、景観まちづく

りカードゲームです。これは以前にも説明したことがあると思いますけれども、開発をし

ております。 

 これはお試し会ということで、実際に子どもたちに遊んでもらえるかどうかということ

でやったところです。カードゲームをもともとやっているような子どもたちでしたら、１

０分かそこらでルールを把握してしまいまして、３０分もすれば「市街化調整区域！」と

いうような呼びかけもしておりました。 

 カードゲームの説明は後ほど説明しますけれども、カードにする場所、景観を「好きで

す。さっぽろ」で募集しまして、人気投票をして、上位の景観を街カードにするというこ

とでした。そして、これがその上位３景観を実際にカードにしたものになります。これは

昨日に入稿したばかりで、できたてほやほやの画像になります。石山緑地が今回１位にな

りましたけれども、街カードはこんなふうになっています。これのⅯＰと書いてあるもの

が魅力ポイントであり、この点数を競うゲームになっております。また、法律の法カード、

天気の天カード、祭カードです。祭カードには国際芸術祭を今回は入れようかと思ってお

ります。 

 こういう中で、実際のまちづくりをイメージしたカードゲームになっており、実際の法

律体系や制限に基づいたルールになっています。法律カードにはそういうルールが適用さ

れるようになっておりまして、実際に遊びながら札幌あるいは都市計画や都市景観の制度

について学ぶことができます。 

 そして、⑤はトークイベントです。通常ですと、ちょっと難し目のトークをやるところ

ですが、景観で遊ぶイベントということで、何だろうなということで見てもらって、笑い

とともに、そういう場所があったな、確かに大事だなということにつなげていくための最

初の入り口に笑いを入れながらやってはどうかということで、景観大喜利ということで取

組をやりました。地下歩行空間のｎｏｒｔｈ２という北２条広場です。ビジョンが並んで

いるところでして、そのビジョンを使いながら、先ほど言った加賀城さんが司会となった

トークイベントを開催いたしました。 

 先ほど、景カードゲームの街カードに採用される景観を人気投票によって選定していこ

うということで、さっぽろ景観総選挙をやりました。ハプニングイベントと書いています
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けれども、結果発表をイベント形式でやりました。 

 人気投票は、移動投票所ということで、市内１０区に投票所をそれぞれ少なくても１カ

所設置しまして、人気投票をやっております。実際には、フェイスブック上で「いいね！」

が一定数を超えたもの、選ばれた景観の写真を印刷して、それに対してシールを張っても

らって投票してもらいました。全部で６０カ所から７０カ所が写真になって、その中から

上位の４８景観をカードにしております。１位から５位までは、ごらんのとおりです。１

位が石山緑地、２位が北大のイチョウ並木、３位が東海大学のラベンダーフェスティバル

会場として選ばれております。そして、ハプニングイベントと書いておりますけれども、

上位５景観を人に見立てて、それぞれの気持ちになって感想を言ってもらいました。単に

発表していくとなかなか難しく、そうだよなというところだと思うので、演劇調にハプニ

ングイベントとやることで印象に残してもらうことができるのではないかということで、

実験的なところも少しあるのですけれども、このような取組を行いました。 

 そして、先ほど言ったように、来る３月２３日、一連の２５年度の取組の最後の節目と

いうことで考えております。そして、来年度に向けた何かのつながり、きっかけにもなる

のではないかということで考えておりますけれども、トークフォーラムを開催いたします。 

 東札幌にあるインタークリエイティブセンターで東北大学大学院教授の五十嵐太郎さん

とアーティストのＪｏｈｎ Ｈａｔｈｗａｙさん、そして、奈良県立大学講師の岡本健さ

んの３名をお呼びしまして、単に都市景観についてではなく、いろいろな観点から景観、

都市、建築あるいは芸術、文化、そして、観光というようなテーマでお話をしていただき

たいと思っています。 

 また、このイベントにおいて完成した景カードもプレゼントしたいなと思っております。 

 少し戻りますけれども、先ほど薄くしていた部分ですが、今後の取組の中では、実際に

そこに入ってくるまちづくり組織あるいは事業者を少し意識し、意識がだんだんと高まっ

ていった市民の皆さんがかかわってくるように、赤い矢印を書きましたけれども、そこか

ら地域連鎖として広がっていくようなことができないかなと考え、そういうイメージをし

ながら取組をさらに進めていきたいと思っているところでございます。 

 以上、ご報告でございます。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 報告ということで審議事項ではございませんが、内容等に関するご質問があればお願い

します。 

 先ほどの議論の中で、市民に関心を持ってもらうために具体のことについて平成２４年

度からずっとやってこられて、いろいろなことが実行されているということがよくわかっ

たかと思います。 

○坂井副会長 楽しそうでいいなと聞いておりました。 

 前にも言いましたけれども、継続的なことが何よりなので、本当に楽しく、喜びながら

やるのは大事だと思います。ただ、それが継続的に続くように、例えば都市イベントをし
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てくださる方々にお金をちゃんと払われているのかなど、変な老婆心もありますので、予

算がちゃんとつくように、継続的にイベントが続く仕組みをぜひお願いしたいと思います。 

○濱田会長 ほかはいかがですか。 

○那須委員 ここで盛んにやられていたことはすごく大切なことで、私たちが札幌を理解

するだけではなくて、次の世代に残していくという意味で貴重な資料にもなるし、小学校

で新入生にやってもらってもいいのではないかという感覚を受けました。 

 もう一つは、きょうの前半の議論の中であったと思うのですけれども、実際に景観をつ

くっていくほうにこの成果をいかに反映させるかというスキームがすごく重要なのだなと

いうことも改めて意識させられました。 

○濱田会長 先ほどのご説明で、最初は薄かったのが最後に赤く出ていますので、あそこ

まできちんといって、札幌の力が上がっていくといいですね。さらに言えば、景観協議会

なり景観整備機構みたいな具体的なミッションを持って動くところが出てくるとさらにい

いかなと思いました。 

○斉藤委員 ３ページのところを見ていて、景観の基本計画と景観計画を見直す時に人の

問題、担い手がどういうふうにこの中に織り込まれていくのだろうかということをお話し

しなければいけないと思っていたところ、こういうふうに出していただいて、心強く思い

ました。 

 景観法の中で打ち出されている景観整備機構を札幌市はどうしていくのかということは

そろそろ考えていかなければいけないと思います。そのつくり方として、この取組の延長

線上に人も見つかり、その人の役割もはっきりしていくということはとてもいい考えだと

思いました。 

 それと、選ばれたものを見ると、札幌市民がたくさん行っている大倉山やさとらんど、

モエレ沼は下位か、または全然出ていなくて、石山みたいなマイナーのところが１位にな

っているのですね。僕がかかわったのでうれしいですけれども。 

 やはり、景観に関心を持っている意識の高い人を狙っていっていることで非常におもし

ろいですね。おもしろがっているだけではいけなくて、このポイントと、石山地区だった

ら先ほどのフラワーロードと組み合わせて、エリアとしてすごくいい地域なのですよ、芸

術の森もあるし、ほかにもこういうものがあるし、と、つなげていく必要があると思うの

です。そういうことを考える素材としてもとてもいいものが集まっていると思って、興味

深く見させていただきました。 

 ありがとうございます。 

○奈良委員 質問ですが、サタデー・テーリングは今もやっているのでしょうか。先ほど

の子どもがあちこちに行ったということとは関係がないのでしょうけれども、今もまだ続

いているのであれば、それに上手に絡めていくと日常的に子どもたちがというものにつな

がるのかなと思いました。 

○事務局（都市景観係長） サタデー・テーリングは、名前を変えておりますが、取組と
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しては続いています。このまちめぐりロゲインについても常にやってもらえるようなプロ

グラムとして広げていきたいなとも思っています。かつ、それを地域の担い手の方がやっ

ていくといいのではないかと思っておりますので、そういうことも考えながら、今後は取

組の検証も含めてやりたいと思っています。 

○濱田会長 ありがとうございました。 

 こういう活動がより多くの市民に関心を持っていただきながら広がっていけばいいなと

思います。 

 それでは、もう一つの札幌景観資産についてです。 

 ここからは非公開となります。 

〔傍聴者は退室〕 

 

（非公開） 

 

○濱田会長 それでは、きょうの審議事項と報告事項の２件は終わります。 

 事務局にお返しします。 

○事務局（地域計画課長） 長時間にわたるご審議を大変ありがとうございました。 

 これで、今期の２年間の都市景観審議会は、本日が最後となります。 

 今期をもちまして、工藤委員、中田委員、那須委員、吉田委員の４名が都市景観審議会

委員を退任となります。 

 ４名の方々、本当にありがとうございました。 

 

  ３．閉  会 

○事務局（地域計画課長） 以上をもちまして、平成２５年度第４回札幌市都市景観審議

会を終了いたします。 

 本日は、ありがとうございました。 

                                  以  上   
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平成２５年度第４回札幌市都市景観審議会出席者 

 

委員（９名出席） 
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斉藤 浩二    （株）キタバ・ランドスケープ代表取締役 

坂井  文     北海道大学大学院工学研究院准教授 

中田 隆博     札幌商工会議所政策委員会副委員長 

（道路工業株式会社代表取締役社長） 

那須  聖    東京工業大学大学院 

総合理工学研究科人間環境システム専攻准教授 

奈良 顕子    (有)奈良建築環境設計室取締役室長 

濱田 暁生    (株)シー・アイ・エス計画研究所代表取締役会長 

吉田 和夫        札幌市立大デザイン学部教授 

 


