
1 

 

旧広島市民球場跡地委員会第 5 回検討グループ会議 議事要旨 

 

１ 開催日時 

平成 24 年 11 月 6 日(火) 午後 3 時～午後 5 時 

 

２ 開催場所 

広島市保健所 3階 大会議室 

 

３ 出席者 

⑴ メンバー 

メンバー12 名中 9名出席（坂村委員、杉野委員、 長委員欠席） 

 ⑵ メンバー外委員 

   古川委員出席 

⑶ 事務局（市） 

都市整備局長、都市整備局次長、都市機能調整部長、旧市民球場跡地担当課長、担当

職員 

 

４ 議事 

⑴ 旧市民球場跡地活用のイメージに関する意見交換 

市が資料を説明し、各委員が旧市民球場跡地活用のイメージに関して、機能の組合せ

や施設の規模・配置などについて意見交換を行った。 

発言要旨は別添のとおり 

⑵ 今後の進め方について 

今回の意見交換を踏まえ、イメージのバージョンアップを図った上で、次回は委員会

を開催し、アイデアの比較考量や実現可能性の検証などについて議論していくことを

確認した。なお、イメージの修正については、正副座長に一任となった。 

発言要旨は別添のとおり 

  

５ 公開・非公開の別 

公開 

  

６ 配付資料 

資料 旧市民球場跡地活用のイメージについて 

参考資料１ 評価の視点の設定について（中間取りまとめ抜粋） 

参考資料２ 委員から出された提案等について 
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７ 発言要旨 

 

⑴ 旧市民球場跡地活用のイメージに関する意見交換 

 

山野井座長 

議事⑴「旧市民球場跡地活用のイメージに関する意見交換」に入る。 

本委員会では、今後、さらに議論を深めていく主たる機能を、「文化芸術機能」と「緑地広

場機能」、「スポーツ複合型機能」とする内容の中間取りまとめを 8月末に市長へ報告した。 

前回の委員会において、イメージの作成については、正副委員長に一任となっており、こ

の度、副座長と相談し、委員の皆さんからいただいた意見を基に、複数のイメージ案を作成

した。 

今回はこれらのイメージ案を基に、機能の組合せや施設の規模・配置などについて皆さん

で意見交換を行いたいと考えているが、後ほどお示しするイメージでは、配置する施設のデ

ザインや施設の具体的な中身の部分までは描けていない。議論のためのたたき台になるよう

にしているということで、御了承いただきたい。 

私としては、本日の検討グループ会議において、皆さんから意見をいただき、その意見を

基にさらにイメージのバージョンアップを図りたいと考えている。その上で、今月末には委

員会を開催し、引き続き議論を深めたいと考えている。 

それではイメージに関する意見交換に入りたいと思うが、その前に、先日、商工会議所の

蔵田委員から私の方に、「商工会議所として『旧市民球場跡地活用策の基本的な考え方』を取

りまとめたので、委員会に資料を提出させていただきたい」という申出があったため、今回、

皆さんのお手元に配付している。事務局に資料の代読をお願いする。  

 

荒神原旧市民球場跡地担当課長（蔵田委員提供資料の代読）  

「旧広島市民球場跡地活用策の基本的な考え方について 

1 基本方針 

この地域（旧市民球場跡地を含む一帯）は、平和記念公園と連続して平和都市広島の意

味を発現する地域であるとともに、活力と多様性をもった都心としての役割と、河岸の自

然を大きく包含して都市における人と自然の未来的なあり方を創り出す役割とを担って、

広島の新しい中核をかたちづくる重要な地域である。 

こうした基本認識に立って、地域全体の計画は以下の 3点を基本方針とする。 

○ 平和記念公園、原爆ドームとの連続性・一体性を持つことと、世界に発信する平和記念

公園から世界遺産原爆ドームを望む、いわゆる平和の軸線の景観を保持向上させること。 

○ 都心と結ぶ「輝く平和」の場としての活力と賑わいのある内容を盛り込むこと。 

○ 河岸の自然との融合、都心との接続、この地域を含む周辺一帯との魅力的回遊性、広範

な圏域からのアクセスなどを確保すること。 

2 全体の計画 

○ 平和の軸線 

平和記念公園との連続性を強調し、平和公園からの景観を保持するため、この地域の計
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画に当たっては、いわゆる平和の軸線の理念を踏まえる。 

○ 賑わいゾーン 

この地域の東側を＜賑わいゾーン＞と設定し、都心と公園との緩衝・結節の意味を持た

せるとともに、活力ある諸施設や交通施設などを盛り込んだ都市的コンプレックスを創出

し、賑わいのあるこの地域全体の中核とする。 

○ 緑地ゾーン 

・ この地域の西側を河岸に開放し＜緑地ゾーン＞とする。 

・ ＜緑地ゾーン＞については、河岸との一体性を持たせるため、河岸緑地のレベル（海

抜 5.3M）までかさ上げし、この下に、駐車場、駐輪場などを設ける。 

・ この＜緑地ゾーン＞は単なる緑地広場でなく、大規模なイベントを開催するためのス

テージ・音響・照明・界壁・膜構造屋根などの施設が可能な装備を備える。 

○ 周辺との一体化と回遊性の確保 

・ この地域を平和記念公園と一体化するために、原爆ドーム前から広い幅員の横断歩道

を設置し、地域内の魅力的な移動手段を導入する。 

・ ＜賑わいゾーン＞のコンプレックスに設けるコンコースや地域東側の道路などにより、

自由広場・グリーンアリーナ・中央図書館・ひろしま美術館などとの快適な回遊性を創

り出す。 

・ ＜賑わいゾーン＞は地域東側のそごう・パセーラ・クレドなどとデッキやコンコース

などで連結して都心との一体性を確保する。 

・ これら広範な地域全体の回遊性や広域からのアクセスの確保などのため、周辺道路の

あり方について再検討し、特に、歩行者の回遊性や景観、排気ガスや騒音などの地域環

境の観点からバスセンターのあり方について総合的に検討する。 

3 本計画の実現に向けて 

・ 広島市の強力なリーダーシップのもとに、中長期的なまちづくりの視点に立ち、関係者

の総力が結集され、広島の新しい中核をかたちづくるこの地域が常時、賑わいの拠点とし

て運営されるよう期待する。その中で本所ビルについては、広島市から移転の要請があれ

ば移転の是非も含めて検討する。」以上である。 

 

山野井座長 

事務局に読み上げてもらった内容のうち、商工会議所の移転の扱いに関しては、これまで

にも委員の方々から様々な意見が出されており、今後の我々の議論を深めていくためには、

重要な要素になると思っている。 

私としては、今回の報告を踏まえ、商工会議所がある場合とない場合、それぞれについて

イメージを描いた上で、皆さんで議論し、最終的には、その結果も含めて市に報告してはど

うかと考えている。 

商工会議所については、先日、蔵田委員から商工会議所ビルがない場合のイメージを描く

ことについては、了解を得ている。現時点で PL 教団や護国神社の所有地をイメージから消す

ことはできないが、長期的に見て、この一帯がどうあるべきかといった意見があれば、併せ

てお聞かせいただきたい。 
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山本委員 

 消すというのは、イメージの中だけで消すということか。 

 

山野井座長 

 あくまでもイメージ図の中でということである。 

 

山本委員 

 それでいいと思う。それは、商工会議所も場合によっては移転することも可能という意思

表示をされたということか。それがもし可能であれば、公園緑地、河岸緑地が広がり、一帯

の土地が正に有効性をなすと思う。 

 

山野井座長 

 商工会議所については、先ほど事務局に読んでもらった 1番最後の行になると思うが、「広

島市からの移転の要請があれば、移転の是非も含めて検討する」ということをいただいてい

る。 

今回はあくまでもイメージ図を作る上で、ない方がもっといろいろと視点が広がるのでは

ないかといったことがあれば、お聞かせいただきたい。勝手に消すことにはならないため、

できればイメージから消したものを書きたいという要望があれば、事務局にお願いし、イメ

ージから消したものを描いても良いかどうかということの許可をいただきに市の方から PL

教団や護国神社へ出向いていただきたいと考えている。完全に移転するという確約の話では

ないが、皆さんどのように思われるか。 

 

小松委員 

 商工会議所や PL 教団を外すことについては、そこの河岸縁をどうするのか、こういう提案

をするから一時的にもイメージからなくしてもいいのではないかという目的があれば、外し

たイメージを描いてもいいのではないかという気はしている。 

一例を言うと、あそこに宮島に行く船の発着場を作るなど、あそこに人が集まるイメージ

を出すため、一時的にこういうイメージを描かせていただいたというように、何か新しい提

案を入れながらでないと、難しいのではないか。ただの公園で外す、建物を消すということ

は難しいと思うため、もう少しいろいろなことを考えていただきたいと思う。 

 

山野井座長 

これまでも委員会や検討グループ会議の中で、護岸をうまく使った、何か生かせるような

場所にならないかといった意見も出ている。イメージを作る上ではそういったものも広げて

考えていくため、一度、そういった交渉をしてはどうかと考えているが、どうだろうか。 

事務局の方から、一度、PL 教団と護国神社の方へ、イメージ図を描く上において、相談に

行ってもらうということでよいか。 
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（「異議なし」の声） 

 

それでは事務局には、そのようにお願いする。 

 

荒神原旧市民球場跡地担当課長 

 承知した。 

 

山野井座長 

次に、今回作成したそれぞれのイメージのたたき台について、その他の資料と合わせて事

務局から説明をお願いする。 

 

（事務局 配付資料の確認後、イメージ等を説明） 

 

それでは、それぞれの機能の組合せについて意見をお願いする。併せて、アイデアの追加

といった意見もあればお願いする。 

なお、これまでにこの委員会では、アイデアを評価する際の視点を設定しており、お手元

にも今回、参考資料として配付されている。これらに照らした場合にどうかといった視点か

らも意見をいただきたい。 

 

山本委員 

 お尋ねしたいのだが、A‐1案は、緑地広場であるため、比較的分かりやすい。将来、商工

会議所や河岸が綺麗になれば、非常に広々とした空間が得られるため、良いと思う。A‐2案

の「緑地広場機能」を主たる機能とし、「スポーツチャレンジフィールド」を主とするとある

が、実際にイメージ図を見ると、むしろ逆で、「スポーツチャレンジフィールド」が主で、緑

地が周辺にあるという感じを受ける。これを作られた考えを聞きたいということと、「スポー

ツチャレンジフィールド」という名前はいいのであるが、どうもこの図を見ると、サッカー

ができる場所ぐらいのイメージしかないのであるが、どういうものができるのかをお聞きし

たい。 

 私は文化関係であるため、「文化芸術機能」が充実すると良いと思うが、B‐2 案について

は、音楽堂といったものを作った場合のイメージなのだろうが、これは、こんなに広場を全

部使うような広さになるのか。いろいろなものを全部考え、作られたのだと思うが、こんな

に広さが要るのか疑問であるため、そこをお聞きしたい。 

 最後の「スポーツ複合型機能」については、なるほど、これは旧市民球場跡地を全部使っ

た形になると思うが、これを作っても、2 万席しか取れないということなのだろうか。この

前の話では、国際基準は 4 万席と伺ったが、それが、ここでは実現できないのかということ

をお尋ねしたい。この前も申し上げたが、「複合型」が少し分かりにくく、このスタンドの下

に劇場、ホテルなどいろいろなものを入れるというイメージが、これではどうも湧いてこな

い。真ん中にスタジアム、サッカー球場があり、お互い移動するとしても、大回りしていく

ような感じになるが、「複合」とは、一体この辺りどううまく入れるのか、その辺りのイメー
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ジをもう少し出していただけると有り難い。 

 

山野井座長 

 ただいまの意見についてであるが、今回は、前回までの主たる機能の中から、おおまかに

しか入れていないため、是非、先ほど B‐2 案についてあったように、「文化芸術機能」の全

てをこういった箱にすることはないだろうといったようなことなどがあれば、皆さんから意

見をいただきたい。大きさについて、中規模なものが良いのか、ここまで大きいものが良い

のかということや、その中にどういったものを入れていくのかということについても、議論

いただければと思う。 

あわせて、中規模程度にしたときに、この「緑地広場機能」のイベント広場は、ここまで

大きいものが要るのかどうか。例えば、「文化芸術機能」の大規模施設を半分にして、その半

分を緑地、イベント広場として活用できるのではないかなど、議論していただければと思う。 

さらには、箱物の中に、こういったものを入れたらどうかという思いがあれば、是非お聞

かせいただきたい。 

 

荒神原旧市民球場跡地担当課長 

 事務局から補足させていただく。C 案の 2 万席についてお尋ねがあったが、実際に、どれ

くらいの客席が取れるかは、今後、スタジアムを作る際に、詳細設計、基本設計をしてみな

いと分からない。2万席しか取れないから、国際大会を呼べる 32,000 席が取れないから駄目

だなど、そういったことは、今回の議論からは除外していただきたい。席数について、10 万

席はボリューム的に難しいかと思うが、今のところどのようにもなるということで、一旦ペ

ンディングにさせていただければと思う。 

 

山下委員 

 冒頭の確認の中で、河岸側の建物等については、了解を取った上で、外して作り上げてい

くということであったが、それは是非お願いしたい。広島の特性という議論を以前からやっ

てきたと思うが、その中で、河岸の使い方は、やはり必要ではないかと思っており、広島の

特徴として、皆さんに利用していただくというところが非常に重要ではないかと思っている。 

幾つかイメージ図を作っていただいた中で、参考事例として、いろいろな他都市の事例が

付け加えてあり、規模等が書いてある。そういう意味では、我々がどの案にするのかは今後

の議論になるが、それを追いかける形で、先行事例の稼動状況、年間の中でどのくらい稼動

されているのか、都市規模も広島に近いところと、それに限らないところ、もちろんあるが、

そういった稼働状況を可能であれば、お示しいただければ、全く同じものになるとは思わな

いが、参考になるのではないかと思う。どういった集客ができて、年間どのくらい施設の稼

動があるのかといったところが、一つの判断材料になるのではないかと思う。 

 

棚多委員 

 まず、１点教えていただきたいのであるが、参考事例でいろいろ総工費が書いてある。こ

れは全く考慮せずに考えていってもいいということでいただいたのか、それとも、最終的に
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総工費というのは、何らかの制約条件になるという考えなのか、そこをまず教えていただき

たい。 

 

山野井座長 

 総工費については、参考事例で掛かった金額ということであり、特にこの旧市民球場跡地

においてこの予算でないといけないといったことはない。仮に 200 億円掛かるのであれば、

どういったお金の集め方をするのか、費用対効果も含め、どのくらいのものができるのかと

いうことで、あくまでも参考であり、これは余り気にされなくてもよいのではないかと思う。 

 

棚多委員 

 お言葉を返すようで恐縮であるが、費用対効果はどうにでもなる、B/C は幾らでも出せる

ものである。ほとんどが企業なり、市民からの浄財で負担していただけるのであれば、それ

はいいのだろうが、今、市の財政がどれだけ持つのか、場合によっては、県から出してもら

えるのか。そこらもあると思うが、そういう中で、金が 200 億円掛かろうが、300 億円掛か

ろうが、どの案がいいかと言われても、非常に答えにくいというところがある。 

商工会議所が旧広島市民球場跡地活用策の基本的な考え方を出しており、この中にいろい

ろ矛盾があるとは思うが、ステージや膜構造屋根、要は簡易な施設だけ作っておけばいいの

ではないかというものが、商工会議所の一つの考え方ではないかと思う。私も、最初はそれ

でいいのではないか、何十億円も掛けて、ここへ箱物を作って、将来こっちの方が良かった

のではないかというようなことにはしない方がいいと思う。 

 

今井委員 

 今、イメージ図を見せてもらったが、これが近い将来、2、3年後に出てくると想像すると、

いずれにしても、作ってしまったなという感じが出てくるのではないかと思っている。先ほ

ど、予算の話もあったが、やはり、完成型のイメージを作り上げるのは、すごく難しいとい

う印象がある。そして、建物を作る場合、高さ制限が 25 メートルとあったが、それもやはり

高すぎるという気持ちもある。 

この中で何をしていくか、どの機能だとしても、外から来た人が広島に来て何を見たいか

ということがすごく重要になってくるが、外観は二の次として、これから中身をどうやって

議論していくのかという取っ掛かりが少し足りないのではないかと思っている。主要施設も

いろいろ書いてあるが、私としては、やはり、何かここに見に来るというよりは、ここでつ

くり上げるという機能を持たせた方が、広島らしさになってくるのではないかと考えている

ため、決まったもの、例えば、演劇、スポーツにしろ、何か決まったものを見に来るという

ことはイメージできない。 

 

岡野委員 

 イメージ図を見ての意見ということだったのであるが、その前に、私はこの委員会の役割

を考えた場合、理念、あるいは、視点に関して、まず委員長の方から四つの考え方が示され

たわけである。 
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それらは、正しく、美しい、素晴らしい理念であり、視点であり、考え方だと思っている。

しかし、この委員会の役割を考えると、例えば、札仙広福の中で、いろいろと言われる中、

あるいは、広島の都心にいろいろ空き地があるといった今の広島を捉えたときに、では、こ

の旧市民球場跡地は、将来を見据えて子どもたちのために、どういうもので在りたいのか、

在らねばならないのかを具体的に考える、あるいは、結論を出すことが、この委員会の役割

だと思っている。もちろん、そういう意味で広島市民の意思と知恵を示す、その結論として、

先ほど、どなたか委員が言われたが、ここは何もすまいということが、この委員会での合意

であるならば、それはもちろん一つの結論であるとは思う。 

 このイメージ図であるが、まず、「緑地広場機能」について、スポーツ広場もまとめて言う

が、委員会とグループ会議で、繰り返された意見、私自身も非常に興味を引かれた意見など、

いろいろ貴重な意見が出されている。スポーツ広場もしかりであるが、去年の 10 月から 1年

を超えて今日まで委員の方々から、いただいた貴重な案がどこに生かされているのだろうか、

緑の色を塗って周りに木を植えれば、それは緑地広場なわけであるが、また、真ん中を土に

して、ここでは、たまたまサッカーのピッチの線が引いてあるが、土にして、周りに木を植

えておけば、スポーツ広場なのであるが、スポーツ広場を提案された方の意思は、どういっ

たものだったのか、提案された意思は生かされているのかという点において、疑問を持って

いる。 

 それから、ホールの方は、それが大型ホールであれ、劇場であれ、何であれ、ホールの中

にはそういったものが入るわけであるから、大きさ、あるいは、位置的な関係でのイメージ

はこれでいいのだと思う。 

大手町としては、複合型と言うか、多機能型のスタジアムを提案させていただいているわ

けであるが、ここにスタジアムがあるからそれでいいという考えではなく、街並みに連続性

を持たせ、試合があるときだけではなく、日々、人がそこに集うような、寄ってくるような

施設、要するに多機能性ということを非常に重視しているわけである。フィールドを描いて、

そこにスタンドを描いただけのイメージ図では、複合型スタジアムの場合、表現が足らなさ

過ぎると私は思っている。役に立てばと思い、持ってきているのだが、座長、大手町の方で

作っている絵を出させていただいてよいか。 

 

山野井座長 

 配布いただいて構わない。 

 

岡野委員（資料提供あり） 

 今から皆さんにお配りする資料は、大手町としての最終結論ではなく、こういう形でここ

の場所を生かしたいという絵である。 

 この絵でも、複合型スタジアム、多機能型スタジアムのキャラクターが十分表れていると

は思わないが、お配りいただいている間に説明すると、商工会議所は除去し、PL 教団は、ぼ

んやり影を残しているような絵になっている。PL 教団、商工会議所、あるいは、青少年セン

ターをのけるということは、もちろん、手続き上の問題等、考えなければならない点は多く

あるが、先ほど、発言があったように、広島の特徴の一つでもある、河岸をどのように、市
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民の日々に生かしていくかということは、本当に広島として大切な課題だと思っており、か

つ、いろいろな河岸が、既に遊歩道、あるいは、マンション等の利用で開発されている段階

において、やはり、ここは最終的には、PL 教団には申し訳ないが、PL 教団も含め、この河岸

に向かっていく広場をどう生かすかということが、非常に、ここへ何を作るかという問題と

同じように大切なテーマだと思っている。申し訳ないが、最終的な形態として、先ほどの特

性を生かすというゴールに向かっていくため、ここには何もない形を前提としたイメージ図

になっている。 

 歩道と中の敷地の色が同じ色になっているが、これについて、歩道は歩道としての色合い

を生かしてもいいわけであるが。大雑把に言えば、手前側にはみ出ているところの高さが 20

メートルである。四つ角には、事務所が来ても、何が来てもいいのであるが、それは、本当

は、もしこれが採用されるならば、皆さんとここに何を入れようかと議論したいというのが、

私の本音ではあるが、この四角の棟の高さが 25 メートルである。20 メートルの高さ制限を

クリアするという目的からすれば、この四角の棟の手前側の 25 メートルの上の 5 メートルを

切ることにより、今は 50 メートルぐらいセットバックしているのだが、これを電車通り側に

近付けることもできる。こういう絵を描いた大きな動機の一つは、街並みの連続性を保つと

いうこともあった。もちろん、このスタンド下に何を収容するのか、以前お配りしたことが

あるが、物産館もあるかもしれない、観光案内所もあるかもしれない、あるいは、青少年セ

ンターもあるかもしれない。また、商工会議所の意思をどう取り込んでいくかといった問題

も発生してくる、あるいは、アニメのセンターなど、いろいろなものを取り込むことも考え

られるが、これは、今後の議題だと考えている。 

 

小松委員 

 大手町の絵は、サッカー場のイメージにも見え、総合的なスポーツ施設の建物にも見える。

また、人が集まる建物のイメージにも見えるのであるが、これができるという予算があれば、

話は別であるが、まず、これだけの建物を作るということになれば、やはり、一番大事なの

は、市として予算組みができるかどうかであるため、その辺りの意見を聞きたいと思う。 

 私ども紙屋町二丁目として、一週間前に会議をさせていただいたのであるが、にぎわう場

所にしていただくという中で、何か旧市民球場跡地に、一つのまちができないか、若しくは、

人が集まる場所として何かできないかという提案があった。紙屋町二丁目としては、建物で

はなく人が集まるバザールなど、いろいろなことができる場所のイメージ図があれば、分か

りやすいと思っている。市から出されたイメージ図は白い建物であるため、感覚的に分かり

にくいとは思うが、もう少し、公園に人が集まる絵を描いていただきたい。夜店があり、川

土手には、宮島へ行けるような桟橋のイメージがあり、人が歩いている奥にバザール、市場

がある、また、川土手には桜木があるなど、いろいろな面でイメージが湧いてくるものであ

れば、私どもも分かりやすいと思う。 

イメージとして、総合的なスポーツ施設の中にいろんな施設を入れると言われているが、

提案的に分かりにくいのは、やはり、サッカー場に見えるということである。サッカー場で

あれば、3 万人以上、若しくは、国際試合ができる、5 万人近くのものができるのか。また、

サッカー場としてあそこにやれば、今までの旧市民球場、野球とどう違うのか、一番疑問に
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思っている。 

大きな一つの建物を作るより、バス駐車場、若しくは、そこから、紙屋町の地下街に人が

入っていけるような、イメージ的に話がしづらいのであるが、もう少しまちらしいイメージ

ができないかと思っている。はっきりした意見ができないが、もう少しいろいろな提案をい

ただきたいと思う。 

 

佐藤委員 

 広島の今の都市づくりを見ると、ここしばらくは、JR 広島駅周辺で様々な都市開発が行わ

れており、駅の北側は区画整理、駅の南側は再開発ということで、オフィス機能や商業機能、

にぎわい機能が駅周辺に集積してきている。それが広島のパイを広げるような形でいくので

あれば言うことはないが、必ずしもそうはならない。おそらく、オフィスや商業の一部は、

この紙屋町・八丁堀地区からの移転もあるのではないかと考えており、そう考えると、都心

の二極化は、おそらく避けられないのではないかと思っている。 

この二眼レフ構造は、非常に強い交通で結ばれていれば大きな問題はないかと思うが、必

ずしもそうではない。したがって、紙屋町・八丁堀地区は、これから機能の低下という現象

に直面するのではないかと思っており、そうしたことを考えると、何らかの特徴のある都心

として、盛り返していくということを考える必要があり、私としては、広島駅周辺は、やは

りビジネスや情報交換の拠点になると思うが、紙屋町・八丁堀地区は、文化と遊びの拠点に

なるのだと思っている。そして、それは、これまでにある商業機能や文化機能、あるいは、

飲食といったものが徒歩圏内にある、そのおもしろさをもっと伸ばしていくという方向で考

えるべきだと考えている。 

その意味から見て、この旧市民球場跡地というのは、大変重要な役割を持っていると思う。

ただ、もう一つ考えなくてはいけないこととして、広島の投資力というものは、かなり限ら

れているのではないかと感じている。アジア大会のため、様々なインフラや公共施設を作り、

それがいまだに市の財政を圧迫してきている。ほとんど弾力性のない財政状態にあるという

ことを考えると、そういう状況の中で、文化や遊びの機能をどうやって伸ばすのかという非

常に難しい局面にあるのが、今の状況ではないかと思っている。 

 私は、今日のプレゼンを見て、文化を伸ばすというところに、非常に共感を持っている。

ただし、新しい投資は、本当にできるのだろうかと思っており、もしここに「文化芸術機能」

を持ってくるということであれば、何らかの既存機能のスクラップ、リプレイス、こういう

ものを伴わない限り、難しいのではないかと思っている。既存文化施設の中で、そういうも

のがあるということを調べ、ここに何を持ってくることができるのかということを考える必

要があるのではないだろうか。例えば、旧来の郵便貯金ホール、これは、現在もプロの演劇

の公演場所として、非常に重要な特徴ある役割を持っているが、そこも、既に建って 40 年経

過している。青少年センターは、この近くにあるが、46 年経過している。こういうもののス

クラップをしながら、こちらに新しい投資を持ってくるということであれば、何らかの形で

文化機能を強化するということが考えられると思う。その中に、神楽の発表など新しい要素

を盛り込むことも当然考えられる。 

 もう一つは、世界の力を何とか引っ張って来ることができないかと思っている。これは、
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広島のブランド力ということにもなるかもしれないが、平和記念公園、平和記念資料館も多

くの芸術家が訪れてくるはずであり、彼らに発表してもらうというような場が、割と考えや

すいのではないかと思う。それほど大きな施設ということではなく、この緑地を生かして、

屋外のステージ、こういうものを作っていけばいいのではないかと思っている。先ほどの商

工会議所の資料を見ていると、平和の軸の景観を尊重すべきだといった論旨があったが、景

観を尊重するとともに、ここは世界の芸術文化の表現の場になるような、そういう軸として

使っていく必要があるのではないか、緑地広場の中にも、そういう芸術文化的要素、イベン

トをやるような要素というものを、是非盛り込んでいく必要があるのではないかと思ってい

る。 

 

下村副座長 

 一応、委員長と副委員長で、案を見て一部資料等に加えた部分もある。こういう形で内容

の吟味をいただきながら、さらに、より良い図に仕上げていきたいとは思うが、今回出して

いただいた岡野委員の図面の方が、よほど現実性があるような図面に見えてしまうため、そ

の辺に近付く努力をこの中でしていきたいとは思う。 

佐藤委員が言われたのは、基本的に芸術文化、あるいは、イベント広場、緑地広場でイベ

ントが開催できるような形で、正に秋葉案の再来というようなイメージも若干ある。結局は

それがいいのかといった、私ども中振連としては、芸術村という形での「芸術文化機能」を

備えた建物、それから、緑地については、イベント広場をもってそこでイベントを開催する

というような形で、常にこの辺のにぎわいを作りながらやっていったらどうかということ、

同時に、今までに皆さんと話し合い、こういう形の理念を作っているわけである。「適格性」

や「効果」、この中にもあるように、今からの高齢化社会、人口減になるときに、先ほど佐藤

委員も言われたが、紙屋町・八丁堀地区のにぎわいを作る、一つの算段として、観光、観光

客がとにかく余計に広島に 1 泊していただけるような施設、今から考え方としては、いろい

ろな形があると思う。神楽をやっても当然いいだろうし、あるいは、世界のミュージシャン

が持ってきた、広島に寄贈したギターが展示されている、オノ・ヨーコ氏の何かがそこに展

示され、それも一緒に見に行こうという形で、観光客の移動が図られるようなものがあれば

いいと思っている。 

 この前から、商工会議所、あるいは、経済同友会の方が、この跡地にはサッカー場はふさ

わしくないといった形で答申をしている。私は、サンフレッチェ広島、サッカーが大好きで

あるが、サッカー場は、あそこにはなくてもいいのではないかと思っている。サッカー場に

ついて、岡野委員が以前言われたが、人工芝で本当に J リーグの試合ができるのかというと

ころがあり、天然芝にすると今度はそこでのイベントが難しくなる。そして、先ほどの集客

数の問題、2 万人、あるいは、4万人規模のものが、あそこにできるのだろうかと。また、複

合施設を作ることについて、ヨーロッパは複合施設の中にショッピングセンターを入れてい

る形のものもあるようだが、更なるショッピングセンターというものに関しては、あそこの

地区には要らないということが、紙屋町・八丁堀、我々商業をやっている者の願いだとは思

っている。そういう意味からすると、例えば、宇品地区、あるいは出島地区にサッカー専用

スタジアムを早期に作り、そこには、ショッピングセンターや飲食が入っても当然いいわけ
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である。観音というアイデアもあるが、交通の便などいろいろな面を考えたときに、なかな

か難しいだろうが、天然芝のスタジアムとして 4 万人規模、あるいは 5 万人規模のものを元

宇品、宇品に作れば、あそこはバス、電車、あるいは自家用車を置けるところが一杯あるた

め、最適ではないかと思っている。 

これは、余談であるが、岡野委員が示された図面の中のサッカー場について、人工芝であ

れば、いろいろなイベントもできるだろうが、天然芝でなければ J リーグが難しいというこ

とであれば、年間 23 試合程度、プラスアルファとしても、年間で 30 日だけのサッカー場と

いうことでは非常に難しい、にぎわいは創出できないであろうということで商工会議所は判

断されたと聞いている。 

 

岡野委員 

 反論ではなく説明であるが、最初に、小松委員からも少し発言のあった集客数がどうなの

かということについては、事務局の方から 10 万人は無理だが、どうにでもなるという発言が

あり、全くそのとおりだと思う。先ほど配布した絵は、3 万人、正確には 29,800 人を想定し

ている。先ほど、どなたが言われたか忘れたが、国際基準は 4 万人と言われたが、正直その

ことについては、私は知らない。 

それから、事業費については、以前申し上げたが、今度、ガンバ大阪の本拠地として作ら

れるスタンドは天蓋に全部、太陽光パネルを張り、予算 115 億円に対して、まだ着工してな

いが、既に 85 億円以上の寄付金が集まっている現状である。ただし、財政的にどう負担して

くれるのか、あるいは体力があるのかという質問に対し、どう予算を組んでいくかというこ

とは今後の検討課題でもある。仮に、全額市の財政から支出されたとしても、大切なことは

何回か申し上げたが、例えば、音楽ホールでもそうであるが、その施設の維持にどれだけの

費用が継続的に掛かってくるかということの方が、はるかに重要な問題だと考えている。中

島町にあるホールで年間 2、3 億円の支出を毎年伴っているわけであるが、ここへ何か作るの

であれば、何とかしてそういった継続して発生する経費、市の負担をいかにしてない形にす

るか、これは今後の課題でもあるが、そういう形に持っていけると私は判断している。 

 それから、下村副座長から、ショッピングセンターといったものは、例え複合型施設でも、

ここには望まないという発言があった。以前、この委員会でも話題になったが、国有地上に

ある都市公園法に縛られた土地ということで、ショッピングセンターはここには設けること

ができないという報告が、事務局の方からあったと思う。 

 人工芝については、事実、これは悩ましい問題である。私は、サッカー場とは申し上げな

いが、もしスタジアムができるとすると、これが供用開始されるのは、おそらく 3 年ぐらい

先だろうと思っている。3 年先、日本サッカー協会として、J1 の開催スタジアムについて継

続した形にしているのか、あるいは方針を変えているのか、これは先の問題だと考えており、

仮に J1 がここで開催できないということであれば致命的な欠陥になるため、天然芝でいかざ

るを得ないと思う。他の催しをここで行うとすれば、これはサンフレッチェとも話し合わな

いといけないことであるが、何らかの行事に対しては了承を得る、あるいは音楽イベント等

をここで行うなら、コンパネ等を敷き、養生をきちんとした上で、現実問題、西部丘陵でも

そうしているわけであるが、養生をした上で、コンサート等を開くという形を採らざるを得
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ないと思う。 

それから、稼動が 30 日云々ということであったが、それもサッカーのみとして捉えるから

30 日なのであって、先ほども言ったように、多機能型の形を採る目的は、多くの市民が毎日、

できるなら朝も昼も夜もそこへ寄ってきてくれるような施設にしていくということである。

稼動 30 日という、言わば至極狭さくな状態での物事の捉え方はしてほしくないと、商工会議

所に対してもお願いしたいと思う。あえて付け加えて言うと、実は、都心部にサッカー場を

という考え方、あえてここでは、サッカー場という言葉を使わせていただくが、その考え方

の中には、20 年先のサッカーファン、20 年先のサッカー選手を広島から輩出するということ

を祈念したいという考え方もある。子どもたち、小学生や中学生の門限についてうるさいの

が昨今の家庭ではあるが、「お母さん、今日はサッカーを観て帰るから、門限を 9 時半に延ば

してね」と言って、すっと寄って、すっと帰ることができる、20 年先の広島のサッカー界を

考え、そのような位置に、サッカーができるスタジアムが欲しいと考えている。 

 

山本委員 

 私は、少しこのイメージ図に捉われすぎたような嫌いがあるのだが、基本的には、市長の

命題としては、「若者を中心としたにぎわいのための場」という命題があるため、先ほど、下

村副座長が言われたが、やはり、この施設と同時に、ここに何か人を集める方策が必要なん

だと思う。 

例えば、B‐1 案「文化芸術機能」について見ると、「文化芸術機能」だけが書いてあるが、

私は文化関係をやっているが、これだけでは、にぎわいが作れないため、左の空いている位

置に、野外ステージやイベント広場、あるいはフードフェスタができる場所など、いろいろ

なことができるようなことを考えてはどうかと思う。日常的に、市民が、あるいは観光客、

修学旅行生も来てほしいのであるが、何を目玉にするかといったことも考えないと、それぞ

れの案が単一目的な感じを受けてしまう。 

旧市民球場跡地はもっと多目的に使える方が良いと思うため、例えば、B‐1 案にしても、

劇場やホール、アニメ・マンガ拠点と書いてあるが、やはり、イベント広場や野外ステージ

も書いておかないと、単一的な目標、目的になってしまうような気がする。B‐2 案も少し大

きいのではないかと申し上げたが、こんなに大きくしなければ、周辺に十分そういった場所

も取れるのではないかという気がするため、もう一度原点のにぎわいの場ということを頭に

入れ、そういう機能もできるようにイメージ図を作っていただいたらいいのではないかと思

う。 

 

今井委員 

 岡野委員のイメージ図を見ていたのだが、「スポーツ複合型機能」の施設については、一般

的にスタジアムと呼ばれるだろうと想像ができる。そうなると、平和記念公園と旧市民球場

跡地は一体型として見た方が良いと考えているが、やはり、平和記念公園は平和記念公園、

スタジアムはスタジアムと言われてしまうのではないか、全体を俯瞰して見たときに固有名

詞を想像させるような建物では、やはり、良くないのではないかと思っている。 

私はアート関係の仕事をしているが、「文化芸術機能」、文化力を向上させていくためには、
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単純にホールや展示場、発表の場を作れば良いという問題ではなく、良い作品を作るための

遊び場がないことがすごく問題だと思っている。完全な自由ではなく、制約がある方が良い

が、アーティストが何かワクワクするような、遊びながら作り上げることができないため、

そういう場所、やはり、展示する場所と発表する場所が同時に必要だと思っている。 

今、大学の有志とチームを組み、旧日本銀行広島支店で展示をしており、展示と言っても、

現場でどうしよう、ああしようと考えながらやっているのであるが、自分たち 5、6人のチー

ムでやっていても、既にアイデアが尽き、どうしていいのかが分からなくなってきている。

この委員会自体も 1 年半ぐらい続けているが、やはり、自分の考えは変えられないというこ

とがあって、前に進まない気がしている。今後は、やはり専門家も必要になってくると思う

し、新しい風を入れないと煮詰まって話が楽しくないというか、ワクワクしてこないという

こともあり、余り良くない状況ではないかと思う。 

自分たちも展示をしている中で、いかに楽しく広島の中心地を盛り上げていくかというこ

とは考えてはいるが、都市づくりや建築系の専門家の話を聞いてみたいというのが、今の思

いである。 

 

古川委員 

 WG（ワーキング・グループ）で皆さんがいろいろと苦労されたわけだが、それを一般に出

す場合、一般の人を説得する材料がもう少し必要なのではないかと思う。難しい話ではある

が、今までいろいろ検討された中でも、あなたのところは駄目であるということがあるわけ

である。 

この点については、この前の中間取りまとめでもまろやかに表現されており、反面、はっ

きり書くと差し障りがあるのではないかということが潜在的にあるのかもしれない。この委

員会も数回で終わりということになるが、なぜ我々はここまで議論してきたのか、そういっ

たところももう少し補強した方がいいのではないかと思っている。 

工事費については、市役所の中には幾らでもあるという方もおり、難しいところではある

が、広島市の財政規模に比べてそれほど大きなものとは感じておらず、どこを削るかについ

ても、今まで惰性でやっているところがあるが、もっと使わなくてもいいところがあるので

はないかと思っている。 

どちらにしても、これからの社会情勢を踏まえると、地域で話し合い、あるいは、助け合

うということが不可欠であり、特に今後は社会福祉の面で出てくると思うが、その辺の思い

が今までは余り伝わっていない。市役所全体として大きく取り組まなければならない課題で

あるという認識を、行政も、また、我々も持つ必要があると感じている。 

 

山本委員 

 意見ではないが、私ども文化協会として考えていることを披露させていただきたいと思う。 

度々申し上げているが、私ども広島市文化協会は、市内で活躍しているいろいろな文化団

体の連携組織であり、現在、文化団体が 72 団体、賛助会員が 2団体ある。そういった沢山の

連携組織である文化協会として、また、平素、文化活動をしている者としても、この旧市民

球場の跡地利用に対する見解を取りまとめる必要があると考えており、先般、協議を行い、
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大体、広島市文化協会としての見解を取りまとめたところである。 

近く、時期を見て然るべきときに発表したいと考えていることを報告させていただく。 

 

山野井座長 

皆さんの意見をいろいろ聞かせていただくと、イメージ図として大きなものが出ているた

め、少し分かりにくいと思うが、「文化芸術機能」を兼ね備えた緑地広場としての活用法があ

ってもいいのではないかという意見とも聞きとれるような発言があったと思う。そういった

意味で、単に緑地広場として一つを置くということではなく、これだけ広い土地であるのだ

から、文化芸術を発信する機能を兼ね備えた、さらには緑地広場と融合させ、イベント広場

としての場所も提供できるようなイメージ図を今後、出したらどうかと感じている。 

 また、「スポーツ複合型機能」については、岡野委員からいろいろと説明があったとおり、

今後、ここに何を入れていくのかというところで、次に進んでいきたいと思ってはいるが、

まずは「文化芸術機能」、「緑地広場機能」、「スポーツ複合型機能」それぞれについて、この

中に何を入れていくのかというところから膨らましていければと思っている。例えば、B‐1

案を見ていただくと、おそらく、緑地広場、イベント広場として左の部分を使うことができ

ると思われ、逆に、建物の中に何を入れていくかということも考えることができると思う。

先ほど、佐藤委員も言われていたが、あの中に既存のものを壊してでも入れていくものがあ

るのではないか、逆に、新しい文化芸術を発信する、創造するものとして何がふさわしいの

かということも議論いただければと思う。「スポーツ複合型機能」についても、そういったも

のが入る場所があるのであれば、いろいろと議論していただければと思っている。 

それでは、引き続き、意見があればお願いする。 

 

山下委員 

 今、座長からあった「文化芸術機能」を「緑地広場機能」の中にどう盛り込むのか、是非、

いろいろな形で提案していただければと思う。 

箱物重視でやるパターンももちろんあると思うが、若者というのはいろいろなことを考え、

もちろん我々の考えつかないものも考え、行動するのではないかと思っており、そういった

緑地の中に本当に気軽に発表のできる場があったり、小さくていいのだが、そういったこと

が日常的に起きていくことによって、この広場に来れば何かやっている、何か展示されてい

る、芸術的なものも含めてであるが、そうなればおのずと人は集まってくるのではないだろ

うか。その発展型として箱物の中で一般に発表するというケースもあるかもしれないが、本

当に日常的にそういった場を用意してあげることにより、若い人も集まってくる、別に若い

人たちだけがそこで発表する必要はなく、年齢にこだわらず、いろいろな発表をしたい人た

ちは沢山居ると思っている。そういった場を作る、用意してあげるというところで、芸術文

化というところを広げていく、ここを発信地とする新たな芸術文化ということもひょっとし

たら出てくるのではないかと思っている。 

 昔、広島出身の、元は鹿児島出身ということだが、吉田拓郎は青少年センターでそういっ

たイベントをやってきた。だからというわけではないが、そういった小さなところから、そ

れだけの大きな芸術文化の場に出ていくことができるようにすることが、未来、将来に向け
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た一つの方法ではないかと思っている。そういう意味で、緑地は使い勝手が良く、商工会議

所の考え方の中にあるような仮設的な屋根を作るといった格好になるのではないかと思うが、

そういったものでそういった場を作っていくということが、どういった形でも使えるので良

いのではないかと思う。 

 

棚多委員 

 私の思いであるが、あの外野スタンドはどの案を見ても邪魔だなと思っている。できれば

あれがなくなった中で考えさせてもらった方が、非常に自由度があり、もし許されるのであ

れば、例えば、北側に観光バスの駐車場を設置することを考えていく中でも、あのスタンド

は邪魔になる気がしている。 

 また、A-1 案と B-1 案を足すということについては、私は賛成である。ただ、そういう箱

物については、ガチッとしたものが必要なのか、臨時的なものでいいのかということが一つ

あろうかと思う。以前、金沢の芸術村に行ったが、0 時から 24 時まで、365 日使える演劇や

ピアノの練習場などがあるのだが、ああいうものが広島にはないなという感じはしている。 

そういう意味で、今からでは遅いのかもしれないが、是非、そういった若い、芸術活動を

いろいろやられる方々が何をしたいのかということが私自身分からないため、難しいという

思いはあるが、許されるのであれば、今の二つの箱を一つにしてもらい、左上の角にオープ

ンな形で、要するにテントぐらいの多目的なものを作るような絵を描いてもらうと、両方で

使っていくということが分かって良いような気がしている。 

 

山野井座長 

 今井委員、若者が芸術文化を発信するイメージについて、何かあれば聞かせていただきた

い。 

 

今井委員 

 先ほど、24 時間、365 日の例もあったが、自由に壁を壊したり、床をはいだり、それをま

た修復するなど、もちろん建物ではなく、広場でもいいのであるが、制限なく、いろいろで

きる場所というものは求めていると思う。先ほど、遊び場と言ったが、真剣に遊ぶことがで

きる場所は、欲しいだろうなと思っている。建物の中に入ってしまうとやはり、また何をや

っているのか分からないと言われるだろうし、中に入るにしても、やはり外から見える状況

がいいのではないかと思っている。 

理解してもらうということだけではないが、作っている場を見てもらうのが一番理解して

いただけるのではないかなと思っており、先ほどあったように発表している場も 24 時間、365

日見てもらえるという感じが良いのではないかと思う。 

 

山野井座長 

 岡野委員、何かこういったものが入ったら良いのではないかといったものはないか。 
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岡野委員 

 緑地広場であるか。 

 

山野井座長 

 「スポーツ複合型機能」でもいいのだが、どうだろうか。 

 

岡野委員 

 自分の中でまだ考えている状況であるが、先ほど佐藤委員の方から、もしホールを作るの

であれば、スクラップ＆ビルドも必要であるという発言があり、私もそれには大賛成である。 

ホールというものは基本的には箱物であるという性格を持っているということが 1 点ある

のだが、それに加えて、やはり広島市に、「広島市が」と言った方がいいのかもしれないが、

市内にある 1,000 人規模、あるいはそれ以上のホールというのは、広島市が全国の都市の中

で、東京さえも抜いて 1 番、全国で 1 番という意味は、少ない人口で一つのホールを持って

いるという現状にあるということである。その現状の中で、先ほど佐藤委員が言われたスク

ラップ＆ビルドが必要であるということにもつながってくると思うが、まだ、スクラップす

るには早すぎるという施設もある。やはり、そういったものの、市全体での使い分けと言う

か、棲み分けと言うか、それを考えなければいけないということを先ほどから考えていると

ころである。 

それに加えて、佐藤委員のことばかりで申し訳ないが、事実、そうなるかどうかは別にし

て、広島市の都心の二極化ということの中で、紙屋町は、要するに現状のような形態という

ものは低下方向にある、右肩下がりの傾向にある、したがって、それへの一つの対応策とし

て、買い物に行くということも含めた形であろうが、遊びの場として特徴付けていってはど

うかといった提案があったことを、非常に興味深く聞いていたところである。 

 

小松委員 

紙屋町二丁目町内会では、今、話のあった広島駅の再開発の話も出ている。それに対して、

紙屋町二丁目全体が一体どうなるのか、広島のど真ん中の紙屋町であったとしても、広島駅

の活性化は非常に圧力になると思っており、町内会の皆さんも旧市民球場跡地には、何か建

物を作らずに人が集まるもの、若しくは、一つのまちとして作っていただけないかという意

見が本当に沢山出てきているのである。 

今の広島市全体を見て、紙屋町が孤島になりそうな気がするということが一番言いたい意

見であり、できるだけ本当の話をしていただきながら、人が集まる場所にしていただきたい

というのが本音である。 

 

佐藤委員 

 少し付け加えさせていただきたいのであるが、先ほど世界の芸術家の力を借りることによ

り、広島の文化力を高めたらどうかという提案をしたが、同時に、広島に来る国内外の方に

平和記念資料館を見ていただくだけでなく、そこに派生する様々な映像やアニメ、マンガな

ど、そういったものも見てもらうことで、より広島の実相が分かっていただけるということ
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もあると思う。平和記念資料館という施設とは違った広島の平和芸術的なものを集めたもの

が、この場所には欲しいなと思っている。 

先ほど、中ぐらいの「文化芸術機能」の案というものがあったが、その一つとして、そう

いった広島に関連する文学や芸術というものを集めた映像ライブラリーというイメージがあ

る。市の映像文化ライブラリーも 30 年経っており、あれはあれで役割を果たしていると思う

が、新しいハードも含め、リニューアルを考えてもいいのではないかと思っているところで

ある。これは、先ほどのリプレイスということにもつながる。 

 もう一つ、イベント広場と我々は言っているが、やはり、どうしてもなかなか皆さんに理

解してもらうことは難しいと思っている。イベントと言うと、何かいつもお祭りをやってい

るようなイメージしかないが、先ほどから言っているように、イベント広場については、世

界から来るアーティストや芸術家、政治家たちのメッセージを発表、表現してもらうという

こともある。あるいは、地元の人たちもそこで発表するというように、いろいろなレベルの

使い方があるが、これらをどのように空間として映像で表現するのか、これは非常に難しい

と思う。先ほどの商工会議所の提案を見ると、ステージと膜屋根、界壁というものを、何か

フレキシブルに使えるような設備を装備したらどうかということがあったが、やはり、実際

にそういったものが絵にあると非常に分かりやすいため、是非、次回の委員会までにはそう

いうものをビジュアル化していただけると有り難い。 

 表現にも限界があるため、絵にできるかどうかは分からないが、この図面や表現を見て、

本当に我々の最終的な案として、市なり、関係者に説明できるだけの表現力が備わるかとい

うことであるが、その中でも緑地やイベント広場というものは結構、重要な役割を持つよう

な気がしており、全くこれでは伝わらないなと思われるため、そこのイメージをしっかりと

出していただく、あるいは文字で補完していただいてもいいのではないだろうか。全てにお

いてそうだと思うが、何か新しく白い箱が二つできただけに見えてしまうため、次回は、そ

うでないような表現にしていただくといいのではないかという気がしている。 

 

下村副座長 

 佐藤委員が言ったようなイメージ図ができるのかどうか、逆にそれだけの想像力があるの

かどうか、その辺について一種の不安はあるが、今、言われたことに対して鋭意努力してい

ただきたいと思う。 

 

佐藤委員 

 先ほど、どなたかの意見にもあったが、今回は周辺施設が描かれていない状態で議論をす

るということであるため、コア施設だけを絵にしていると思うが、今度はやはりここに書い

てある補完施設というものもしっかり描いていただきたいと思う。総合観光案内センターや

観光バス駐車場、飲食物販施設等々であるが、そういうものを描いていただくことによって、

より詰めた議論ができるのではないかと思っている。 

 

山本委員 

今度、委員会もあるが、最終的には一つの案ではなく、複数の案を作っていくのか。 
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山野井座長 

 そのように考えている。 

 

山本委員 

今、意見があったように、例えば B-1 案にしても、野外ステージやイベントができる広場、

飲食物販施設というものも付け加えていただけると、もっとこれが生き生きするのではない

かという気がしている。多くの人が楽しんでいるようなイメージを付け加えていただければ

と思う。 

 

山野井座長 

 先ほど岡野委員から資料提供があったが、そちらの方がはるかにワクワク感がある。 

是非、そういったワクワク感が出るような、見て分かるような形のものを。 

 

小松委員 

旧産業奨励館があったが、それをポンとあそこに出せば、それに対していろいろな意見が

出ると思う。それは、文化会館かもしれない、ショッピングセンターかもしれない、いろい

ろなものが入ってくるのかもしれないが、そういう意味で、例えばそういったイメージを出

すと、いろいろな意見が出てくるとは思う。 

 

古川委員 

 先ほどからいろいろな意見が出ており、もう言わずもがなというところではあるが、段々

残さないようにしていかないと自由度がなくなるというような感じがしている。 

何回も WG でやったわけであるから、それがもっと生きていくように、是非、お願いしたい

と思う。これだけ時代も変わってきているのであるから、文化や芸術、あるいはスポーツに

ついても考え方は当然変わっていくべきではないかと思うが、皆が優しすぎるのか、変えよ

うという意見が今まで出てきていないような気がしている。もっとはっきり、WG ではこう考

えたんだと言えるようなことを考えてはどうかと思う。 

 

山野井座長 

 イメージ図を描く際、先ほども棚多委員からあったが、あの場所がいいのか、北側に二つ

並べるのがいいのか、いろいろあると思う。1 回作っておいて後で消すことはできるため、

一旦は全部出した後、消すことができるような絵を描いていただいきたいと考えているが、

どうだろうか。 

 

荒神原旧市民球場跡地担当課長 

 今、描いている建物を位置的に動かすことはできる。 

 

下村副座長 

ここで商工会議所を消すことはできるのか。 
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荒神原旧市民球場跡地担当課長 

 消すことは可能である。 

 

下村副座長 

 どういうイメージになるのか、原爆死没者慰霊碑から見て、どう見えるのか出してもらえ

るか。 

 

（原爆死没者慰霊碑前から北方向を見たイメージをスクリーンに映す） 

  

 これが、商工会議所が消えたイメージであるが、あそこに PL 教団が残る形になるため、今

日、皆さんに了解をいただき、PL 教団の方に話に行ってもらい、あそこもない形での絵面を

次回お示ししたいと考えている。そして、河岸の利用についても、先ほどから出ているよう

に、宮島に船で行く形にするのか、カフェテリアという形のものを作っていくのかというこ

とで、そういった図面も出していきたいと思っている。 

 

山野井座長 

 改めて商工会議所ビルがない状態を見て、何かあればお願いする。 

 

山本委員 

 商工会議所がなくなれば、今、見たように原爆ドームの横には建物がないわけであるから、

非常にすっきりすると思う。 

B-1 案の施設を二つ作るとすれば、それはやはり東側の方だと思っており、そうすると今

の原爆ドームの東側になり、見た目も阻害されない。また、こうした施設を作るのであれば、

やはり紙屋町交差点に近いところ、人が容易に入りやすいという方がベターだと思う。西側

に作ると少し遠いような気がしており、河岸との一体性を考えても、こういう施設を作るの

であれば、私は東側にすべきであると思う。 

 

山野井座長 

 次回の委員会では、補完施設を入れたイメージをお示しできればと思う。 

 

棚多委員 

 総合観光案内センターをもし作るのであれば、建物の中に入れていただきたい。 

新たに建てるのではなく、あの二つの建物の表側に作る、そして、広島県が総合観光案内

所を作るという形になるのではないかと思う。 

 

山野井座長 

 その他、意見はないか。  

 

（特に意見なし） 



21 

 

⑵ 今後の進め方について 

 

山野井座長 

次に、議事⑵「今後の進め方について」であるが、冒頭で申し上げたとおり、今回、いた

だいた意見を踏まえ、イメージのバージョンアップを図った上で、次回は委員会を開催し、

アイデアの比較考量や実現可能性の検証などについて議論したいと思う。 

なお、今回、商工会議所など旧市民球場跡地の周辺にある民有地についても様々な意見を

いただいたが、本委員会として、球場跡地の活用を考える上では、この一帯も含めて議論す

る必要があるということで、次回の委員会では、こうした意見についても、可能な限りイメ

ージに盛り込んだ上で議論できればと考えている。 

また、次回の委員会において、商工会議所の移転に関して委員会としての意見を取りまと

めたいと考えている。 

 それでは、イメージの修正については、正副座長に一任いただくということでよいか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

それではそのようにさせていただく。 

なお、次回の委員会では、今回は示されなかった概算事業費など比較考量に必要な資料も

併せて事務局からは提示してもらいたい。 

本日の議事は以上であるが、事務局から何かあるか。 

 

荒神原旧市民球場跡地担当課長 

次回の委員会の開催については、今月末で調整させていただきたいと思う。別途事務局で

調整の上、連絡させていただく。 

 

山野井座長 

 それではこれをもって閉会とする。 


