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第 5回 旧広島市民球場跡地委員会 議事要旨 

 

１ 開催日時 

平成 24 年 8 月 24 日(金) 午後 3時～午後 4 時 05 分 

 

２ 開催場所 

広島市保健所 3階 大会議室 

 

３ 出席者 

⑴ 委員 

委員 21 名中 17名出席、代理出席 1名 

（寺西委員、西田委員、芳我委員欠席、今井委員の代理として市立大学芸術学部中村

講師が出席） 

⑵ 事務局（市） 

都市整備局長、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 

中間取りまとめについて 

市が資料を説明し、各委員が中間取りまとめ〈案〉について意見交換を行い、その修正

については、正副委員長に一任となった（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 旧広島市民球場跡地の活用について（中間取りまとめ〈案〉） 
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７ 発言要旨 
 

中間取りまとめについて 

 

山野井委員長 

 本日の委員会では、前回の第 4 回委員会において議論した機能分担を中心に引き続き議論

し、中間取りまとめを行いたいと考えている。 

前回の委員会では、「議論が元に戻ってしまった」といった意見もあったため、旧市民球場

跡地にふさわしい機能に関するこれまでの委員会における経緯をもう一度振り返っておきた

いと思う。 

2 回の検討グループ会議において、旧市民球場跡地にふさわしい主たる機能として、「文化

芸術機能」と「緑地広場機能」を支持する意見が多く出された。また、それ以外の機能につ

いては、「他の大規模未利用地等で良い」、「既存の施設を充実すれば良い」といった意見が出

された中、「スポーツ複合型機能」については、旧市民球場跡地にふさわしいとする意見と他

の大規模未利用地等で良いとする意見の両方の意見があったと思う。 

こうした検討グループ会議の議論を踏まえて、前回の委員会では、「文化芸術機能」、「緑地

広場機能」の二つの機能について、今後議論を深めていくことについては、大きな異論はな

く認めた上で、「スポーツ複合型機能」をどうするかということを中心に議論していただいた。 

その結果、発言する機会のなかった委員が多数いるなど、ややバランスの欠けた議事進行

となってしまった。 

今回はできるだけ皆さんに議論に加わっていただき、中間取りまとめの「まとめ」の部分

を中心に、議論を行っていきたいと考えている。 

前回の第 4 回跡地委員会において、中間取りまとめの「まとめ」の部分については正副委

員長に一任となっていたことから、この度、正副委員長で協議し、案を作成した。事務局か

らその他の資料と併せて説明をお願いする。 

 

荒神原旧市民球場跡地担当課長 

（資料の説明） 

 

山野井委員長 

事務局に説明してもらったように、「まとめ」の案は、「文化芸術機能」、「緑地広場機能」、

意見の分かれた「スポーツ複合型機能」の三つの機能について、今後議論を深めるというも

のである。 

「スポーツ複合型機能」については、前回の委員会で、他の機能との並立や実現可能性な

どに疑問の声があったことから、次の段階でさらに議論を深めていきたい。また、他の大規

模未利用地等で良いとした機能については、本委員会での議論を十分踏まえ、市において検

討することを求めてはどうかと考えている。 

それでは「まとめ」の案を中心に、委員の皆さんから意見をいただきたいと思う。 

なお、前回の委員会でも少し議論が及んだ実現可能性については、今後、事務局に作成し

てもらうイメージ図等を基に、次のステップで議論していただく予定であるため、その辺り
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の意見については、次回以降にしていただくようお願いする。 

 

坂村委員（資料提供あり） 

前回発表するつもりであった資料であるため、少し前の話になるかもしれないが、私は第

2 回の委員会のときから、アートによるまちづくりということで話を進めさせていただいて

いる。 

今回の資料の中では、この前話に挙がっていた「文化芸術機能」と「緑地広場機能」をミ

ックスしたような形の提案ができればいいと考えている。資料の下に書いてあるピンクの枠

の中は、第 2 回委員会に提出した資料と全く同じものであるため、説明は省略させていただ

くが、考え方としては「文化芸術機能」というものが緑地広場の中に存在するといった形で

あれば面白いと考えている。例えば、平和をテーマにしたアートプロジェクトやファッショ

ンショーなどを開催する、そのときに海外アーティストの中へ学生も参加できるような形に

すれば面白い利用方法になるのではないかと思っている。 

後は、川沿いにカフェを展開することも面白いと思うが、そういったところで雁木タクシ

ーを展開し、敷地以外のところでも盛り上げることにより、人が集まってくるのではないか

と考えている。 

簡単な説明ではあるが、何か一つに絞るのではなく、そこから何か新しいものを生み出す

ことができるような場所にしていった方がいいのではないかと考えている。 

 

山野井委員長 

その他、「まとめ」の案について、意見はないか。 

 

岡野委員 

「まとめ（案）」の中で理解できなかったのだが、「イメージ図の作成」と書いてある。 

イメージ図は要するに現地の姿ということであり、「文化芸術機能」、あるいは「緑地広場

機能」として、多くの意見、本当に楽しい意見が出されているが、これをイメージ図にする

のは誰がするのか。 

 

山野井委員長 

 事務局の方で複数作ったものを皆様に見ていただくことを考えている。正副委員長で取り

まとめ、事務局に作成していただくことになると思う。 

 

岡野委員 

 くどいようだが、文化芸術のあり方、それは箱物でも何でもいいが、それから緑地のあり

方についても、いろいろな形をイメージで出していただけると…。 

 

山野井委員長 

 岡野委員が言われたことに関しては、これまで市に寄せられているもの、そして、この委

員会で出たものを中心に、我々と事務局で取りまとめ、一つではなく、複数作っていこうと

考えている。次回以降、そういったものを皆様に提出させていただければと思っている。 
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長委員 

 「まとめ（案）」について確認であるが、イメージ図は、あくまでも旧市民球場跡地をター

ゲットとしたものであり、周りを取り込んだものではないという理解でよいか。 

 

山野井委員長 

 商工会議所や PL の移転がどうなのかという問題があるため、現段階ではあくまでも旧市民

球場跡地をターゲットに考えている。 

 

打越委員 

 私は検討グループ会議には出ていないが、今回で委員会が 5 回、検討グループ会議が 

4 回の計 9回の審議になる。 

前回の会議を聞いていると振出しに戻ったようなことになっているが、私は、やはり急い

で箱物を考えるよりは、前回、「スポーツ複合型機能」のところで意見が出ていたが、資料の

23 ページに「すぐに箱物を造るよりも、市民に使っていただき、どういう使い方をされるか

によって次に箱物を議論すればいいのではないか」とあるように、財源も相当掛けるわけで

あるから、急ぐ必要はなくなったのではないかという思いがしてならない。 

先ほど 長委員が言われたように、あくまでも旧市民球場跡地だけで検討するということ

になれば、周囲の箱物をどうするのかは、行政の方で考えていくことになるのだろう。「文化

芸術機能」と「スポーツ複合型機能」、「緑地広場機能」の三つは必要だと思うが、今すぐに

財源を投資して箱物を造る必要はないのではと考えている。 

それからもう一点であるが、今、旧市民球場を解体し、ライトスタンドが残っているが、

あれを残す必要があるのかということについて、この委員会で議論する必要があると考えて

おり、私としては残しても余り意味はなく、維持管理はこれからも大変なことになると思っ

ている。この点も提案させていただき、私の意見とする。 

 

徳弘委員 

 先ほどの打越委員と全く同感であり、先日も打越委員と旧市民球場跡地を眺めたときに、

あの外野席のスタンドがあることに違和感があったため、本当に必要なものなのだろうかと

いう話をさせていただいた。この委員会でも沢山の意見が出ており、前回は振出しに戻った

という話もあったが、箱物を造るとしても高さ制限があり、お金がないということもある。

また、もし造るとしても、4、5年は掛かるため、その間に広島の流れは変わることも考えら

れる。 

個人的な意見であるが、あそこを多目的に市民に使っていただき、じっくり考えてはどう

かと思っている。 

 

山野井委員長 

 今日は「まとめ（案）」について、「文化芸術機能」、「緑地広場機能」、そして「スポーツ複

合型機能」の三つを残した上で、次回以降、ライトスタンドを残すべきなのか、また、新し

い形でどういったものがいいのかということについて、皆様にイメージ図を示し、もっと掘

り下げた議論をさせていただければと考えている。今の意見も参考として、イメージ図の作
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成に取り組んでいきたいと思っている。 

 

杉野委員 

 「文化芸術機能」、「緑地広場機能」、「スポーツ複合型機能」の三つであれば、私はアニメ

を以前提案させていただいており、「文化芸術機能」に当たると思う。 

以前、言わせていただいたのだが、確かに箱物を造るのは早急すぎるとは思うが、果たし

て 4、5年、例えば「緑地広場機能」として広場を開放したときに、市民にきちんと利用され

るのだろうかと思っている。絶対に箱物を造れという意見ではないが、ある程度、その広場

の中でも機能を限定した方が、例えば何かスポーツ用具の貸出を行う場所であったり、何か

パフォーマンスのできる広場であったり、ただの広場にするのではなく、その広場の中にも

部分、部分で機能性を出すことができるような広場にする方がいいと考えている。その中に、

アニメを上映できる屋根のある施設があればいいと考えている。 

 

岡野委員 

 先ほどから箱物やお金という言葉が何回も出ている。お金のことであるが、以前、一般会

計がややタイトであるという資料を出されたときにも言ったが、一般会計に出ていない市の

財産、要するに換金可能な財産についても資料を出さないと、どうしても我々の委員会の発

想というものが萎縮した形になってしまうため、そこら辺りは資料配布にもバランスを心掛

けてほしいと言ったことがある。 

私が言いたいのは、今のスタッフになる前の担当者が担当を代わるときに、公式な発言で

はないが、「実はお金はある」と言っていた方もいる。大事なのは何かを造ったときに、永久

ではないが継続的に市の方に費用負担を伴うことを避けることが、我々が目指すべきこの跡

地のあり方の大事な一つの根幹であると考えている。負担を後世に残さないのであれば、私

はそれは箱物ではないと思っている。例えば「文化芸術機能」について、話が具体的になれ

ば反対も多く出るが、具体化しない段階でのイベント広場や緑地広場、あるいは文化芸術と

いうものは誰しも反対できない文言である。したがって、それが多く受け入れられるという

ことは当然のことだと思う。 

しかしながら、多目的ホールやコンサートホールは、多分 2,000 席作るのに 70 億円から

80 億円くらい掛かるだろうが、その文化芸術の箱物が、本当に私の言うような箱物ではない

のかどうか、そこをしっかり議論した上で、「文化芸術機能」、「イベント広場機能」というも

のを議論しなければならないと考えている。例えば、またお金の話に戻るが、皆さん御存じ

のように新幹線口のホテル、市からポンと 42億円のお金が出た。あるいは、シャレオの経営

が苦しいからということで、72 億円のお金がポンと出た。また、白島新駅が当初 30 億円で

あったものが、いつの間にか新聞紙上で見ると 70 億円、90 億円と膨らんでいる、そのお金

がポンと出る。 

私は、決して市の財政はそんなに我々が考えるほど貧しいものではないと思っている。何

回も言うが、市をちょうど家計的に考えて、家計が貧しいからこれはできない、あれをやっ

てはいけないと萎縮した考え方で、我々のこれからの広島市づくりの大きな方針を誤らない

でもらいたい。委員長にも副委員長にも強くお願いしたいと思っている。 
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今井委員（代理、中村講師） 

 23 ページの表について前回の委員会でも質問が出たと思うが、グレーの網掛けの意味をも

う一度説明していただきたい。濃いものや薄いもの、全然付いてないものもあり、私が特に

気になるのは文化芸術関係のところであるが、坂村委員から今日配布された資料、それから

今までの委員会で配布された資料のうち、私が代理で出ている今井委員の提案、それから下

村副委員長の芸術村構想については、これは 2－2の芸術文化活動拠点に該当するのではない

かと思っている。確かに、美術館や 2－3の博物館などについてはここに書かれているように

他の場所という意見があったと思うが、はっきりとグレーにしてしまうと、「アミューズメン

ト機能」や「展望機能」は要らないという話と同等に見られる感じがする。この辺りはどう

なのだろうか。 

 

山野井委員長 

 これまで委員会と検討グループ会議の中で、既存の場所があるのであればそこを充実させ

ればいいのではないかということで、一旦はこういった形で外しているが、今後さらに議論

を深めてイメージ図等を作っていくときに、やはりこれを付けてほしいというものがあれば、

その中にふさわしいものとして残すことは可能ではないかと考えている。 

今は、既存であるものについては、一旦議論から外すべきだろうということで網を掛けて

いるということである。そして、薄い網掛けになっている「スポーツ複合型機能」について

は、今日の議論の前に言ったとおり意見が二つに分かれており、今後検討していく必要があ

るだろうということで、そういった色分けをしている。また、「文化芸術機能」、「緑地広場機

能」の二つの機能については、これまでの議論の中で大半の方から反対意見がなかったとい

うことで、網掛けをしていないということである。 

 

小松委員 

 いろいろと御意見をいただいた中、「文化芸術機能」の提案も紙屋町二丁目として出してお

り、文化型の機能を入れながら屋台村、若しくはヨーロッパ的な屋台村を作っていただきた

い。 

イメージ的に分かりにくいが、サッカー場のイメージについて、私どもは予算がどうこう

ではなく、あそこで造っていいのか、あの広さが小さいところで造られていいのかというこ

とで紙屋町二丁目としては反対している。 

委員会のメンバーや経済同友会の皆さん、今日の新聞に載っていたように、宇品の方にサ

ッカー場を造ってくださいなど、いろいろな場所を提案している中、今の広島市の真ん中、

一番立地条件の良い場所に、球場のようなサッカー場を造ることについて反対というのは、

紙屋町二丁目町内会の会議の中で結論が出ており、できるだけ人が集まる場所として旧市民

球場跡地を利用し、できることをしていただきたいと思う。 

今、もしできない状態であれば、世界遺産のある場所であるため、バスの総合駐車場にす

るなど、何もなくても人が集まる場所にしておいていただければ、今後、いろいろな提案が

出てきたときに動くことができると思うため、すぐにでもあそこに何か造ろうということに

対しては反対させていただく。 
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棚多委員 

 市の OBとして言わせていただくが、広島市の財政状況は非常に悪いと思う。いろいろなと

ころに大きな金を投資するということは、それだけ本来やった方がいい市民サービスを削り

ながら、そこへ向けてあてがうということであり、要らないものに金を使うために大金を投

じているわけではないということは十分御理解いただければと思う。 

それから、今回の「まとめ（案）」であるが、現状ではこの案が最善であろうと思う。 

そして、主たる機能の「文化芸術機能」の中でも、劇場やアニメ・マンガ拠点などいろい

ろあるが、実は主たる機能の次のもう少し具体的な機能については全く話ができないまま今

日に至っているような気がしている。先ほど話があったように、例えば、小さい箱物、小さ

い舞台を作った場合、そこを利用できるのではないかといった議論は全くなされていないわ

けである。 

今後、イメージ図をいくつか描いていただけると聞いたが、そういうものを使いながら、

こういうものをもし作るのであればこれも突っ込めるのではないか、また、これは良いと思

っていたが要らないのではないかなど、そのような形で是非とも次の議論に進んでいただき

たい。これは委員長にお願いしておく。 

 

房安委員 

 「スポーツ複合型機能」について、23ページに「すぐに箱物を造るよりも、市民に使って

いただき、どういう使い方をされるかによって次に箱物を議論すればいいのではないか」と

ある。「どういう使い方をされるか」ということであるが、ただ単にあそこのグラウンドを開

放して自由に使ってくださいとしても、多分、市民は迷うと思う。具体的な方針をある程度

決めて使ってもらわないと、今後も何を建てようかということで迷ってしまうため、その方

針をきちんと決めていかないといつまでも話がまとまらないと思う。 

「文化芸術機能」と「緑地広場機能」を一緒にするということはすごく良いと思うため、

まず、箱物云々ではなく、どの方針でいくかを決めて市民の方々に使っていただく方がいい

のではないかと感じている。 

 

古川委員 

 今後の進め方であるが、今まで検討グループ会議、WG（ワーキング・グループ）のような

ものを作っているが、今後は全体会議でやっていこうと考えているのか、一部の少数の方々

でやっていこうと考えているのか。 

 

山野井委員長 

 当初、話をさせていただいていると思うが、全体の委員会で出た意見を少人数で掘り下げ

て議論し、本委員会でそれについて皆さんに意見をいただくという流れで検討グループ会議

を開いており、検討グループ会議が主導で今後も動いていくということはない。 

全員で協議するには時間の制約もあるため、委員会で出た意見を少し掘り下げながら検討

グループ会議で議論していく、そして本委員会にかけて皆さんから意見をいただくという流

れを今後も考えている。 
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古川委員 

私は今回、いろいろな意見が出され、検討の中に入れられていることは良いことだと思っ

ている。今度はこういった 20 人を超える委員が集まり議論してもという感じがしているため、

もう少し任せるという方向を出した方がいいのではないかと思っている。 

例えば、他のところにあるからいいのではないかということも丁寧に書いてあるため、も

うこれについては、かくかくしかじかであるからやめるということにした方が、うまく進ん

でいくのではないかという気がしている。 

 

山口委員 

5 の「まとめ（案）」という形で出ているが、今日はまず、これを皆で承認することが一つ

のテーマだろうと思っている。 

今回、機能案を絞っていくということで、「文化芸術機能」と「緑地広場機能」が以前から

出ており、前回の委員会では「スポーツ複合型機能」というものの、どちらかと言えば必要

性についてかなり強力に推したが、私も「文化芸術機能」と「緑地広場機能」は当然あると

思っている。前回は言わなかったが、主たる機能が沢山あり、最初は、なぜこの二つになっ

たのだろうか、最低、三つ、あるいは四つくらいあっても別に構わないのではないかと思っ

ていた。多分、これは中間取りまとめということで、これを基に、市長もある程度のところ

で、この中間取りまとめを受けて、どういうものを選択していくかということの候補にもな

るのだろうと思っている。 

これを最終的に決めるいろいろなものさしを作ったわけであるが、にぎわいの創出と中枢

性を高めていくということは、結構大事なポイントではないかと思っている。その場合に、

もちろん「緑地広場機能」も大事であるが、広場の中にもいろいろな選択肢があり、例えば、

商工会議所ビルを移転した広い範囲でいろいろ整備していく案、あっさりしたものを含めて

の広場の案、いろいろな案があると思う。それも含めて、今日の段階では前回の「スポーツ

複合型機能」も含め、最低三つぐらいはこの案のとおり、まとめとしていただくのが良いの

ではないかと思う。 

この三つの機能に入っていなければ駄目なのかということを言われたが、結構、このグレ

ーで網掛けされた中にも、「文化芸術機能」や「緑地広場機能」の中に取り込める意見がある

と思う。今までの議論で出された意見をいろいろと汲みながら、今後、具体的にイメージ図

を作っていくところで付加していけばいいと思う。 

 

山下委員 

 機能ということで言えば、基本的に「緑地広場機能」と「文化芸術機能」の 2 本柱で良い

と思っている。広島の特性である河岸をうまく使っていくためには、やはりオープンスペー

スは重要であると考えており、「緑地広場機能」を重視すべきだと思っている。 

この委員会の議論の中で、この「まとめ（案）」の中にもあるように、「スポーツ複合型機

能」の有効性というところの意見については大切にし、この次のステップ、具体的なイメー

ジを作っていく中で、さらに深めていくべきではないかと思っている。したがって、この中

間取りまとめ〈案〉に対してはこれで良いと思う。 

先ほど、イメージ図は旧市民球場跡地だけをターゲットにするのかという質問があったと
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思うが、別冊にもあるように、今まで出されたアイデアの中には河岸に連続しているアイデ

アもいくつかあったと思う。そこらを決め打ちする必要が本当にあるのかという気がしてお

り、商工会議所自身もこの委員会の進ちょくを見極める中でいろいろな方向性を探っていき

たいということを元々言われているため、どうあるべきかという議論をするに当たっては、

余りそういうところに囚われず、アイデアを中心にきちんと議論した方がいいのではないか

と思っている。 

 

蔵田委員 

 山下委員の話にあったように、本委員会の意見を踏まえて商工会議所の移転についても…。 

この「まとめ」の案の「文化芸術機能」と「緑地広場機能」、ある程度その中で「スポーツ

複合型機能」もということで良いと思っている。また、山下委員と同じく、周辺のグランド

デザインの中にいろいろなものが含まれてくると思うため、最初のコンセプト、にぎわいづ

くりという原点に帰ると、やはり一つは常時、要するにイベントでつなぐのではなく、常時

にぎわういろいろなものが欲しいということが一つある。 

 二つ目は、そういう意味でもやはり周辺の設備として、交通のアクセスについては含めて

もらいたい。イメージ図をどこまで描くのかということはあるが、交通のアクセスも大事で

あるため、周辺の中にアクセスというものもできれば、主たる機能の補完施設の中に取り上

げていただきたいと思う。 

 

山本委員 

 私はこの案で良いと思うが、次のイメージ図について、どんなイメージが出てくるのかと

いうことが非常に分かりづらい。 

「文化芸術機能」と「緑地広場機能」、「スポーツ複合型機能」を全部一緒に取りまとめた

もの、あるいは「文化芸術機能」と「緑地広場機能」が混じり合ったもの、いろいろな形の

ものが作られると思う。その場合にまだ不安なのが、「文化芸術機能」の中でいろいろなこと

が書かれているが、一体どれを取り上げるのか、何を取り上げていくのか、私の中ではまだ

イメージが湧かないのである。あれもこれもとするとどうにもならない、誠にどうしようも

ないものになってしまうため、何か後世に残す、さすがによく考えられたものがあるという

ことにならないといけないのではないか。あれもこれも全部ということをすると、結局、ど

うしようもないものになってしまうため、将来これだけは絶対必要だろうと…。特に「スポ

ーツ複合型機能」と言うと悪いのだが、「複合」という言葉は非常に私は心配である。この中

に何もかも入れ、全ての機能を満足したという、こんなものはなかなかあり得ないと思う。 

やはり特色を作ることが大事であり、イメージ図を作るのであれば、まず、最初の基本理

念を忘れないこと、将来の広島のあり方を忘れないこと、それから旧市民球場跡地は広いよ

うであるが案外広くない、今、周りのことも含めて考えるべきだと言われたが、私もそのと

おりであると思っている。そこらを踏まえ、イメージ図を作っていただければ、そこまで議

論できれば、イメージができ、さらに議論が発展すると思う。 

 

岡野委員 

 「複合型」という言葉について、山本委員から、これをやれば何もかも入るという形でか
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えってよく分からないものになると面白くないと言われたが、全くそのとおりであると思っ

ている。ただ、「複合型」と何回も申し上げてきた私の立場として説明しておきたいのである

が、何もかも全て入るということで言っているわけではない。この間の例で言うと、杉並の

方に野外スタジオがあるが、ライブもできれば、マンガもできるようなスタジオを作っても

いい、最終的には何を入れるかということは、ここに居る委員の皆さんで取捨選択し、一つ

の個性ある全体、施設になるように磨き上げていけばいいと思っている。 

 ついでに言うと、先ほど、山口委員からもあったが、この委員会の役割は、もちろん私た

ちだけではなく、市民全体に伝わり、逆に私たちもということになるが、いろいろこういう

ものでありたいという願いがあると思う。それをでたらめにただ羅列するだけでは、何も良

いものはできないため、私たち委員なりに絞り込み、一つのエッセンス、あるいは二つのエ

ッセンス、山口委員の言葉ではないが、エッセンスは三つ、四つあってもいいのではないか

という形でいわゆる絞込みを並列的に行う。そして、さらに行政当局に磨きをかけてもらい、

議会との協議の上で、決定していただくというプロセスを考えた場合、私たちの委員会は結

論が一つである必要はさらさらなく、三つあっても四つあっても良いと私自身は思っている。

ただそこで残念ながら漏れたエッセンスとして、あるいは要素として漏れた貴重な意見は、

例えば、今ここで使われている言葉を用いるならば補完施設、付帯施設でも何でもいいのだ

が、これも考えてほしいと付けておけばいいと考えている。 

 

佐藤委員 

 イメージ図の作成に当たり、現在の旧市民球場跡地だけを対象とすると、大いに禍根を残

すと思っている。主たる機能のあり方を検討するに当たっては、公園のレイアウトと一体的

に考える必要があると考えている。なぜならば、7 ページに我々はこの旧市民球場跡地の活

用の理念を取りまとめているが、その中に「平和大通りに直交する丹下健三の都市軸を生か

しているか」という項目があり、現在、平和記念公園からの視線は塞がれた形になっている

が、そういう問題点を解決する大きなチャンスだと考えている。 

したがって、何点か提案したいと思うが、一つはこの理念に沿って、現在の中央公園を西

側の川まで拡張し、逆にそこにある民有地は、現在メルパルク側、都心側に等価交換するよ

うな考え方で、公園の再設計をすべきだと思っている。これはもう機能論と一体的に考える

必要があるのではないかなと思っている。 

 二つ目として、私は前回の委員会で、緑地広場については国際レベルのものにする必要が

あると言ったが、これについては、今の都市軸、丹下の都市軸を強調する設計というものが

重要であると考えている。それを強調することで、平和記念資料館に来られた国内外の人た

ちが、広島のその後の都市像を実感することができると思っている。例えば、その軸線上に

ステージを設けることによって、表現者にとって非常に分かりやすい、意味のある空間がで

きるのではないか、また、訪れる方に感動を与える空間ができるのではないかと思っている。

イメージ図の作成においては、その点も考慮していただければと思う。 

 三つ目であるが、イメージ図の作成ということになると、当然、実現性の評価というもの

もそれによってしていくことになると思う。7ページの「適格性」や「効果」というものが、

いくつかの案の中でどれが一番ふさわしいのかということを判断するための材料になる。同

時に「実現可能性」については、やはり事業費の問題は非常に重要な要素だと思うため、イ
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メージ図を作るに当たっては、いくつかの案についてそれぞれ概算事業費というものを出し

ていただきたい。それがないとなかなか判断しづらいのではないかと思っている。 

 

山野井委員長 

 イメージ図の作成に当たっては、商工会議所があの場所にあるなしにかかわらず、委員会

において検討することができるよう、皆さんに分かりやすい、伝わりやすいものを作成した

いと考えている。 

 

岡野委員 

 今、言われたように、これまでせっかく積み上げてきた「適格性」や「効果」、「実現可能

性」という観点を我々は失ってはいけないのだが、今までこの委員会では早い段階に委員長

から、そういった「適格性」や「効果」、あるいは理念や視点とは少し違った角度からではあ

るが、どうあるべきか、そのあり方を考えるときに、四つの角度、見方から考えてみたいと、

私の記憶では、一つは「国際平和文化」、それから「未来志向」、そして「経済性」、「将来の

変化」、その 4点が挙げられていた。 

是非、皆さんにお願いしたいのであるが、先ほど、佐藤委員から概算事業費を出してもら

いたいと言われたように、それが本当に箱物で終わるものかどうなのか、後の運営、維持費

は一体どれくらい掛かるのか、もし、その概算事業費を出すのであれば、運営経費、あるい

は収入を伴う建物であるならば、収益を見込んだ上でのバランス、ここまで出していただけ

れば、佐藤委員が言われるように判断しやすいのではないかと思う。 

もう一遍繰り返すが、やはりそういう意味での「経済性」というものが、幸か不幸かこの

委員会では余り話題に挙がらなかったが、我々が今から考えるものについては、その「経済

性」をどこまでの確度で見るのかということはあるが、その考えを是非忘れてほしくないと

考えている。 

 

山野井委員長 

本日、議論のあったもので、修正すべきところは修正した上で、中間取りまとめ〈案〉の

修正については、正副委員長に一任していただいてよいか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

それではそのようにさせていただく。 

なお、この中間取りまとめについては、私と副委員長で市長に報告する機会を設けたいと

考えている。 

最後に、今後の進め方について少し皆さんと意見交換させていただきたいと思うが、本日

議論した中間取りまとめを踏まえて、今後は、アイデアの実現可能性の検証など次のステッ

プに進みたいと考えている。具体的なイメージを共有するため、事務局にイメージ図等を複

数案作成してもらおうと考えているが、イメージ図を作るのであれば、もう少しこの部分に

ついて入れておいてほしいといった意見があれば、お聞かせいただきたい。 
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今井委員（代理、中村講師） 

 イメージ図であるが、私の専門は、ビジュアルコミュニケーションデザインであるため、

少しだけ専門の立場から言うと、こういったイメージ図はどうしても一番にぎわっている状

態で描かれることが多いと思う。例えば昼間であればこう、夜であればこうだと、また、何

かイベントをするのであれば、一番にぎわっているところがこうで、平日の午前中がこうだ

というように、マックスとミニマムではないが、同じ機能であっても時間などで随分表情が

変わるのではないかと思うため、そういったことも合わせて分かるようなイメージ図が必要

なのではないだろうか。 

 もう一つは、機能を絞り込んでいく、検討するためのイメージ図ということであるため、

余り建物のディテールが書き込まれてしまうと、これは格好がいい建物だということで、そ

ちらに印象が引っ張られてしまうことがある。余り書き込まず、これは何階建てで、これぐ

らいの面積だということが分かる程度のものとし、沢山、資料があった方が検討しやすいと

思う。 

 

佐藤委員 

 イメージ図については、おそらく平面図が中心になるかもしれないし、パースのようなも

のも描かれるのかもしれないが、できれば平和記念公園から原爆ドームを見通してどのよう

に見えるのか、そういう角度からのパースもあると有り難い。 

 

山野井委員長 

その他、意見はないか。 

 

（特に意見なし） 

 

特にないようであるため、今、いただいた意見も参考に、どのようなイメージ図を作成す

るかについては、正副委員長に一任していただきたいと思うが、よいか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 以上で、第 5回の委員会を終了させていただきたいと思うが、事務局から何かあるか。 

 

（特になし） 

 

 本日は、まとめができることになったことについて、この場を借りて御礼申し上げ、委員

会を終了させていただく。 

  


