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第 4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 10 日(金) 午後 3時～午後 5 時 05 分 

 

２ 開催場所 

市役所本庁舎 14階 第 7会議室 

 

３ 出席者 

⑴ 委員 

委員 21 名中 20名出席（寺西委員欠席） 

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 

⑴ 検討グループ会議での議論について 
委員長が資料 1 に基づき、第 3 回及び第 4 回検討グループ会議における議論の経過に

ついて報告を行った（発言要旨は別添のとおり）。 

⑵ 中間取りまとめについて 

市が資料 2を説明し、各委員が意見交換を行った（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１ 検討グループ会議における議論の経過 
資料２ 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 
 

⑴ 検討グループ会議での議論について 

 

山野井委員長 

議事に入る前に、前回の検討グループ会議での検討後、「文化芸術機能」、「緑地広場機能」

で決めたという報道が先走ってしまったことをまずお詫び申し上げる。まだ、委員会総意の

結論ではないことに対して、そういった議論が出たことに対し、委員長として深く皆様にお

詫び申し上げる。 

それでは早速、議事 1に入りたいと思う。 

「検討グループ会議での議論について」、今回、事務局の方で、第 3回及び第 4回検討グル

ープ会議の議論の経緯を資料 1 としてまとめていただいた。この資料に基づき、私の方から

皆さんに報告させていただく。 

資料 1を御覧いただきたい。1の「第 3回検討グループ会議」についてである。 

⑴「検討の進め方及び評価の視点について」を御覧いただきたい。①「評価の視点」につ

いては、第 3 回委員会において、検討グループ会議での議論を経て整理した「旧市民球場跡

地活用のテーマとなる考え方や理念等」について議論したところ、今後これをアイデアの評

価の視点とするには、「テーマとなる考え方、理念」と「加味すべき視点」を一体的に整理し

てはどうかという意見があったため、これを受けて、アイデアの評価の視点の内容として、

大きく、「前提」、「適格性」、「効果」、「実現可能性」とした上で、これを評価の視点とするこ

とを確認した。 

次に、②「検討の進め方」については、これまでに出されたアイデアの全てを旧市民球場

跡地だけで実現することは難しいことから、「他の大規模未利用地との機能分担を議論し、そ

れを踏まえて当該地にふさわしい機能を絞り込んではどうか」という委員からの提案を受け、

次回の検討グループ会議においては、まず、西飛行場跡地や広島大学本部跡地、二葉の里地

区など他の大規模未利用地との機能分担について議論し、その上で旧市民球場跡地に導入す

べき機能の抽出を行うこととした。 

また、③「アイデアの機能別分類」についてであるが、アイデアの機能別分類は、従前の

利用計画を策定する際に行った分類をそのまま利用していたものであったため、この度、他

の大規模未利用地との機能分担を議論していくためには、丁寧に機能を細分化するべきとの

委員からの提案を受け、次回の検討グループ会議までに、機能分担を議論していくためのア

イデアの機能分類について、再整理を行うこととした。 

さらに、④「有識者の招へい」についてであるが、有識者を招へいしてはどうかといった

委員からの提案もあった。 

⑤「中間取りまとめ」についてであるが、私から、委員会として夏頃を目安に中間取りま

とめを行ってはどうかと提案させていただき、了承された。 

次に、⑵「制約条件などについて」であるが、第 3回委員会において、「制約条件について

問題点を早目に出しておいた方がよいのではないか」といった意見が委員から出されたこと

を受け、市から旧市民球場跡地にかかる現行の制約条件について説明があり、その制約条件

の内容及びこれまでに出された跡地活用のアイデアがどういった制約条件に該当するかにつ
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いて再認識を行った。 

以上が、第 3回検討グループ会議の議論の経過である。 

続いて、2の「第 4回検討グループ会議」についてである。 

まず、⑴「検討の進め方について」であるが、第 3 回検討グループ会議で出された提案を

受け、まず、西飛行場跡地や広島大学本部跡地、二葉の里地区など他の大規模未利用地との

機能分担について議論し、その上で旧市民球場跡地に導入すべき機能の抽出を行うという進

め方について確認を行った。 

次に、⑵「機能分担について」であるが、第 3回検討グループ会議で出された提案を受け、

機能分担を議論していくために再整理したアイデアの機能分類に基づき、他の大規模未利用

地との機能分担や旧市民球場跡地にふさわしい機能について議論した結果、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と緑地広場機能を支持する意見が多く、それ以外の

機能については、「他の大規模未利用地等でいい」、「既存の施設を充実すればいい」といった

意見が出されたが、「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いいとする意見の両方があった。また、主たる機能の補完施

設についても、総合観光案内センターや観光バス駐車場などについて、いくつかの意見が出

された。 

⑶「中間取りまとめについて」であるが、2 回の検討グループ会議での意見を整理したも

のをベースとして、第 4 回委員会において中間取りまとめのたたき台を提示することが了承

された。 

後に、⑷「有識者の招へいについて」であるが、現時点においては、招へいしないこと

が了承された。 

以上が、第 4回検討グループ会議における議論の経過である。 

この 2 回の検討グループ会議での議論を踏まえ、取りまとめたものが、本日の資料 2 とし

て提出されている「旧広島市民球場跡地の活用について（中間取りまとめ〈案〉）」である。 

この資料 2 の内容については、後ほど事務局から説明してもらうが、本日はこの資料につ

いて議論し、中間取りまとめを行いたいと考えている。 

なお、お忙しい中、検討グループ会議に出席いただいた委員の皆様には、活発な意見交換

をしていただいた。この場を借りて、改めて御礼を申し上げる。 

以上、簡単ではあるが、私からの第 3 回及び第 4 回の検討グループ会議の報告を終わらせ

ていただく。 

 

 

⑵ 中間取りまとめについて 

 

山野井委員長 

続いて、議事 2 に移らせていただく。中間取りまとめについて事務局から資料の説明をお

願いする。 

 

荒神原旧市民球場跡地担当課長 

（資料 2の 6ページまでの説明） 
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山野井委員長 

ここまでの内容について、何かあるか。 

 

岡野委員 

これは資料 1の右側の方にも書いてあるが、第 4回検討グループ会議の⑴のところである。

「機能分担について論議し、その上で旧市民球場跡地に導入すべき機能の抽出を行うという

進め方について確認」するということで、確かに機能分担云々ということについては、非常

にいい作業だと思い、その発想にも賛成しているが、ここで旧市民球場跡地に導入すべき機

能の抽出を行うということについては、私ども、少なくとも私の能力では不可能ではないか

と考えている。非常に参考になる見方、あるいは参考になる意見がこの作業から出てくるだ

ろうが、そこから結論を導き出せるものではないと、演繹的に導き出せるものではないと私

は考えている、あるいは考えていた。 

資料 2の 1ページの「はじめに」というところで、「旧市民球場跡地にふさわしい機能抽出

までの作業を終えた」と書いてあり、この表現からすると、どの跡地にどれ、どの跡地にど

れという当てはめをしながら、残ったものということかもしれないが、旧市民球場跡地にふ

さわしい機能抽出がされたというふうにも読める。これが先ほど触れた中国新聞に書かれて

いたところの「イベント広場」と「文化芸術施設」なのだろうか、委員長の見解をお伺いし

たい。 

そして、このことに関連して言うと、例えば、何かの施設があの跡地にふさわしい、この

跡地にふさわしいといった皆様の考えがいろいろとあるだろうが、この作業は旧市民球場跡

地にふさわしいことを立証するものではないと考えている。例えば、文化芸術施設をあの跡

地にといった意見が出た場合に、仮にそれが残ったとする。しかし、今度、右からの見方を

左からの見方、上からの見方を下からでもいいが、見方を変えると、旧市民球場跡地にふさ

わしいとされた文化芸術施設については、いやそうではない、広大跡地にこそふさわしいの

ではないかといった意見、それは知の広場ということや周辺の環境等もあり、いろいろな角

度から見てふさわしいといった意見も出るはずである。その辺りについて、この私たちの作

業の中で、機能分担という発想がどこまでの役割を果たし得ると委員長はお考えなのだろう

か。 

そして、先ほど「はじめに」に「機能抽出までの作業を終えた」と書いてあると言ったが、

私は実はそのような判断をしていないのだが、どこの部分でその作業が終わり、その内容が

何だったのかを示していただければと思う。 

 

荒神原旧市民球場跡地担当課長 

「はじめに」という文章を読んでいただければ分かるが、本日は 4 回目の委員会であり、

第 4 回の委員会を終えた時点で「終えた」という想定形、未来形の文章である。その辺につ

いて、事務局の説明不足であったため、その点だけは先に説明させていただく。申し訳ない。 

 

岡野委員 

時間を繰り下がっての想定の文章ということであるが、私にはその発想は理解できない。
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これは資料ではないのか。 

 

荒神原旧市民球場跡地担当課長 

本日の第 4 回目の跡地委員会を終えた段階でのということであり、本日の議論を含めてと

いうことである。 

 

岡野委員 

別にけんかを売っているわけではないが、この文章はそうは読めない。第 4 回の検討グル

ープ会議において、それが決まったというふうに「はじめに」の文章は読めないのだが。 

 

荒神原旧市民球場跡地担当課長 

繰り返しとなり、申し訳ない。ここは第 4 回、本日の委員会を含めての 終的な取りまと

め案を想定しているため、「はじめに」の文章は、本日の会議の議論を踏まえて決定されると

いうふうに読んでいただければと思う。 

 

岡野委員 

それは先ほど言われた 24 ページである。それと全く同じにすればいいのであって、第 4回

の委員会で決定したという文章であれば、ここは削除すべきだと思う。 

 

荒神原旧市民球場跡地担当課長 

この部分については、もう一度、 後の段階において議論いただくこととし、「はじめに」

の文章は一旦保留ということで議事を委員長の方で進めていただければと思う。 

 

山野井委員長 

先ほどの岡野委員からの質問であるが、私としては、これまで 4 回の委員会を開催した中

で、機能の抽出までは大筋やってきた積もりである。 

今日は、これまでの検討グループ会議でも出ていた、文化芸術、緑地広場、そしてスポー

ツ施設といったものについて、もう少し旧市民球場跡地にふさわしいものは何なのかという

ことを全体の委員会で協議させていただき、その後に取りまとめの方へいければと考えてい

る。 

何が本当に旧市民球場跡地にふさわしいのかということについて、これまではこういった

ものが欲しいといったもの、いろいろな意見を出していただいたが、それがなぜあの場所に

必要なのかということについては、この後、時間を取り、検討させていただければと考えて

いる。 

 

岡野委員 

お願いがあるのだが、抽出されたというのは想定文であるということだが、中国新聞には

申し訳ないが、あの記事を借りた場合、イベント広場や文化芸術に関する施設、ホールにつ

いて、仮の想定文ではあるが、そういう方向の議論のときに、今、皆さんが考えている、イ

ベント広場で行わんとするそのイベントとは、いろいろなイベントがあると思うが、どんな
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ものを想定しているのか。また、文化芸術というのは、どんな文化芸術を想定しているのか。 

余計なことではあるが、学生の方々からアニメ、あるいはマンガという発想が出ている。

端的に言うと、ある方々と議論したのだが、非常にマンガやアニメに関する取組というもの

に対して、十分に学識のある方々からの位置付け、評価が高かった。学生の方々は喜んでい

ただきたいのだが、そのマンガやアニメは、文化芸術に入れていただけるのだろうか。その

辺りもお答えいただきたい。 

 

山野井委員長 

そういった機能を持ち合わせる施設は十分に可能であると思う。仮に、箱物を造るとして

も、資料 2の 23 ページを御覧いただければと思うが、そこに第 4回の検討グループ会議で行

った内容、中身について少し詳しく書かれており、劇場やホール（歌舞伎座、神楽殿、公会

堂・ミニライブや音楽専用ホール）、アニメ・マンガ拠点といったことも書かれている。そう

いった機能も当然必要であれば組み込んでいくことも必要であると私は考えている。 

「スポーツ複合型機能」についても、前回は議論が分かれたところではあるが、その中に

複合的に「文化芸術機能」を持たせてもいいのではないかといった話もあった。そういうこ

とも含めて、緑地広場をどう活用していくのか、この件についても資料の 23 ページに書かせ

ていただいているとおりである。 

そういったものについて、決してこれはできないとか、これはできるといって排除するの

ではなく、よりふさわしいものは何かということについて、皆さんから御意見をいただけれ

ばと思う。 

 続いて、資料の 7ページから 12ページまでの説明をお願いする。 

 

荒神原旧市民球場跡地担当課長 

（資料 2の 7ページから 12 ページまでの説明） 

 

山野井委員長 

ここまでの資料について、何かあるか。 

ないようであれば、引き続き、事務局から説明をお願いする。 

 

荒神原旧市民球場跡地担当課長 

（資料 2の 13 ページから 24 ページ及び別冊の説明） 

 

山野井委員長 

この中間取りまとめのたたき台の中で、14 ページの⑽を御覧いただきたい。 

旧市民球場跡地にふさわしい機能の抽出について、今日は少し掘り下げて議論していきた

いと考えている。検討グループ会議での議論については、「文化芸術機能」、「緑地広場機能」

が旧市民球場跡地の主たる機能としてふさわしいとする意見が多く、「スポーツ複合型機能」

については意見が分かれたということになっている。 

先ほど事務局から説明があったとおり、機能分担に関する意見を整理したものが 23ページ

にあるが、この内容について議論を深めていければと思っている。まずは 3-2 の「スポーツ
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複合型機能」について、網掛けになっているが、これについて掘り下げて議論を進めていき

たいと思うが、何か意見はあるか。 

 

長委員 

資料 2 の 23 ページでもいいが、15 ページを見ていただく方がよく分かると思うが、資料

の 15 ページで「機能の再整理」ということで、先ほど事務局から説明があった。「スポーツ

機能」の 3-1、3-2 が、第 4回検討グループ会議後に意見があったということで付け加えられ

た新しい項目になっている。「スポーツ複合型機能」は、岡野委員からの発言で加わったもの

である。私の方は、「スポーツ・遊戯機能」ということで字句の訂正をお願いしたのであるが、

私の真意がうまく伝わらず、今日の作業が中間取りまとめ〈案〉の案を取る作業であり、

終的には外に対して披露することになるため、実は訂正していただきたい箇所があるのだが、

3-1（「スポーツ・遊戯機能」）について、少し掘り下げた説明をさせていただく。 

スポーツの関係で言うと、「スポーツ複合型機能」が入ったことによって、3-1 の①から⑤

であるが、いわゆる競技者をターゲットとするもの、そして、観客も一緒にターゲットとす

る施設、いわゆる箱物と言った方がいいのだろうか、3-1 では①と②は箱物であるというこ

とは分かる。①のサッカースタジアムは観客席もあり、②も野球場であるから箱物というこ

とで「する人」と「見る人」をターゲットにしていることは分かる。そして、「スポーツ複合

型機能」についても、これはスタジアムであるから箱物だということが分かる。 

この中でレベルが合わないと言うと語弊があるのだが、③フットサル場と④スポーツ広場

というものは、いわゆるスポーツで言うと、「する人」のためのフィールドであり、ここでア

イデアの例示として同じように書くのがいいのかどうなのかということがある。⑤のスポー

ツ（カープ）記念館は箱物であるからいいと思うが、フットサル場とスポーツ広場は、今の

サッカー熱もあるが、フットサルのできるスタジアムや球技場というものが本当にこの場所

に要るのかどうかと考えたときに少し疑問がある。実は次のオリンピックだろうか、北京大

会まではあったのだが、野球とソフトボールがオリンピック競技から外れている。オリンピ

ック競技として採用してもらうため、両方の異競技の種目が同じ歩調でいろいろなアクショ

ンを起こしている。私は、やはり「スポーツ機能」は必要だと思うが、このフットサル場と、

スポーツ広場という名称で非常に分かりにくい表現になっているが、スポーツ広場というも

のは、緑地ということが気に食わないのではあるが、広場としての機能をかなり持っている

のではないかということで、先ほどのオリンピック競技種目の採用のことが頭に浮かび、5

の「緑地広場機能」の 6番目に移行させていただく方がよいのではないかと思っている。 

ただし、表現の仕方はいろいろあり、スポーツ広場がいいのかどうかということもあるの

だが、いわゆる多種多様なスポーツ、競技ができる場という表現、若しくは正月に某書物に

書いてあったが、スポーツチャレンジフィールド、平たく言えばスポーツ多目的運動場など、

いろいろなスポーツにチャレンジできるような環境を作り、何でもスポーツができるところ

がいいのではないかと思う。そのように表現を変えて「緑地広場機能」のところに持ってい

き、3-1 の③と④は削除していただければと思う。イメージとしては、旧市民球場跡地の一

角をスポーツ多目的広場やスポーツチャレンジフィールドとするのではなく、全部をそのよ

うにしてもらいたい、ただ箱物はない。なぜかと言うと、現時点では、菓子博が終わった後

から箱物を造る作業をするよりも、従前から申し上げているように、市民に使っていただき、
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市民の方がどういう使い方をされるかによって次に箱物にするかを議論すればいいのではな

いかということで、中間取りまとめを含めて市長に報告するときに、箱物が要ると言うこと

は難しいのではないかという考え方を現時点では持っている。 

この資料を整理するときに、もう一つ、4 に「平和発信機能」があるが、そこにも箱物で

ないものが入っているわけである。④平和のための広場はイメージが湧かないのである。イ

メージが湧きやすい表現をこの資料の中ではすべきではないかということで、それに連動し、

23 ページの表の手直しもしていただきたいという強い願いを持っている。 

 

岡野委員 

基本的には 長委員と同じような考えであるが、3-2 の複合スタジアムについて、先ほど

少し触れられ、大手町一丁目が提案した複合スタジアムというふうに言われたため、私の方

からも説明しておきたいと思う。 

先ほどの 長委員のような分け方もあるが、この複合スタジアムなるもの、私はこのネー

ミングは失敗したと思っているのだが、では、複合スタジアムはフットサルをすることを拒

否するスタジアムなのか、あるいはそこで子どもが遊んではいけないのか。極端に言えば、

ゲートボールをやってもよい、そういうスタジアム、もっとも私は呼び方を変えてヒューマ

ンパレスというふうに、人間殿堂であるが、呼び方を変えたいのであるが、何でもできる広

場。ただ、これは検討グループ会議でも申し上げたとおり、ただの広場だけでは一定の集客

を担保するのは難しいところがあるため、大手町一丁目としては、にぎわいと活力のある場

所にしたい、一定の人数を集めたいと考え、そのためには一定の規格を満たさなくてはいけ

ない、しかし、それで使う 1年 100 日のために残りの 260 日、60 日のために残りの 300 日を

無駄にするのはもったいなさすぎると、ではどうすればいいかということが大手町一丁目で

も議論されたわけである。 

決して、ここで言うところの複合スタジアムは、子どもが遊ぶことを拒否するわけでもな

ければ、フットサルで使うことを拒否するわけでもなく、実は今日資料を持って来たのであ

るが、私たちは中央広場と呼んでいるのだが、そこで祭りがあってもいい、市民祭があって

もいい、春にフラワーフェスティバルがあるならば、秋の市民祭がそこであってもいい、あ

るいは広島県全ての大学が集まり、全県大学祭というようなものがあってもいい、いろいろ

な形でこの広場を使えればいいと、基本、スタートはそこから考えている。無論、先ほどの

サッカーがそうであったように、この分類の中に書いてあったが、イベント広場ではイベン

トをやればいい、同じイベント広場にするのであれば国際的なもの、国際級のものであって

ほしいという声もあった、箱物云々は少し後回しにするが。 

そういったイベント広場というものが、そうした望まれるものを満たすような広場として

作られる、若しくは運営されるとすると、おそらくイベントがある度に塀をまわさないとい

けない、スタンドも造らないといけない、スタジオも作らないといけないかもしれないし、

仮設のトイレも作らないといけないだろう。イベントがある度にそんなものを作ったり壊し

たり、壊したり作ったりするのであれば、多少お金が掛かるかもしれないが、 初から作れ

ばいいのではないか、複合スタジアムと名前を付けたことが失敗だったと言ったが、これが

ここで言うところの複合スタジアムのイメージであり、サッカー場からスタートしたわけで

はないのである。しかし、本当に公式戦、世界チャンピオンズリーグでさえ開催できるよう
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な、同じ作るのであればそれもできるような広場にしたいと、いろいろな目的があり、結論

的にはなっていくわけであるが、発想はとにかくいつも人が集まるにぎやかな場所でありた

い、これが言うところのスタジアムの発想のスタートである。だからスタジアムという呼び

方、あるいはピッチという呼び方はやめて、私はそこを単に中央広場と呼べばいいと考えて

いる。 

話は遠回りしたが、結論的には 長委員が言ったように、スポーツに絡むところを 3-1 と

3-2 の二つにわざわざ分ける、上は天然芝、下は人工芝、そういうふうに截然と分けられる

ようなものではないと考えている。 

そして、御迷惑でなければ、今、言った大手町一丁目の考え方、複合スタジアム、ここで

はヒューマンパレスとタイトルを変えているが、どんなことを考えていたのか、プロセスの

説明を抜きに皆様に話したため、私も複合スタジアムという文言を使ったが、私の方からお

詫びしなければならないのだが、少し偏った理解を皆様に与えたのではないだろうかと思っ

ている。 

本当はここに書いてあるが、中央広場は祭り、スポーツもよかろう、芸能もよかろう、遊

び場でもいいのではないか、ここに子どもとゲートボールと書いてあるが、あるいは一回造

ってあるスタンドがあるならば、その中に皆さんが望んでいるいろいろなものを取り込めば

いいのではないか、副会頭には申し訳ないが商工会議所も入ってくださいと、そうすればあ

そこは広くなる、青少年センターがやがて建て替えなければならないのであれば、20 億円か

そこら掛かるだろう、こども文化科学館も 30 億円、40 億円掛かるだろう、そこで 60 億円、

70 億円使うのであればそこにもう入ってください、そこに取り込もうと考えたわけである。

そして、箱物の付加価値を高めるために、やれサッカーであったりしたわけであり、どちら

かと言うと副次的な位置付けになってくるわけである。もっとも副次的と言っても、J１であ

り FIFA であり、どこでも構わないが、みっともないサッカー場にしてはならず、きちんとし

たものにしなければならないのではあるが。事務局から皆様に資料を配っていただけたら有

り難いのだが。 

 

長委員 

先ほど岡野委員が言ったが、ここに機能がいくつもあることによって、ではこれに特化し

ようという意識になるが、実は全部つながりがあるのである。もう少し機能をワイドにした

方がいいのではないかということと、1-1 でテーマパークと遊園地という表現がここにある

が、皆さんの持っているイメージは違うのではないかと思っている。 

私は、先ほど箱物、いわゆる「する人」と「見る人」が集うところと、「する人」のための

ということで、もっと言えば、それを例えばフットサルのできる広場、天然芝の広場とし、

少年野球でも 4 面くらい作るとか、サッカーもするとしたときに、それだけをするのではな

く、主たる機能の補完施設にならないかもしれないが、更衣室やトイレが要るということを

ここに書くのかどうかなのである。劇場と言えば、楽屋があるイメージが湧いてくるのでは

ないか。この表自体でイメージ分けが難しい状況になっているのではないかという思いもし

ている。 
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岡野委員 

今、発言があったように、実は資料としてマンガを描いており、恥ずかしながら私が線で

なぞるとそんなマンガになるのであるが、要は、先ほど言ったような作ったり壊したり、壊

したり作ったりというものについて、 初からもう塀も水回りも作ってある。同じ作るので

あれば、それを無駄にしないようないろいろな生かし方があり、まだ資料は出ていないが、

それを羅列したものが 1 枚目の資料にある。2 枚目は私が遊んだ絵であるが、案外いろいろ

なものが入る。例えば副会頭には申し訳ないが、全部あそこはないものとすると、スタンド

の下にいわゆる屋外ライブ場のような、一切、何も作らなければスタンドの下というのはラ

ッパになるわけであるから、若い方々がいろいろなところでライブ演奏をするのに困ってい

るが、そこで自由にやればいいのではないか。 

あるいは、試写、マンガをそこで映すのであれば、背景を白にしておけばいいわけである。

若者、学生が良いマンガをやっていたらと考えてみるだけでも楽しいのであるが、ああいっ

た場所の周りに多くの方が、もう河岸だけでは入りきらなくなり、鈴なりになって学生の作

品を見ている、そういう場面を想像しただけで私は楽しくなる。意外とスタンドの下という

のは死んだものではなく、生きたものなのだということを皆様に知っていただくために、恥

ずかしいのだが、マンガを描いてきた。小学校の時から図工の時間、点数が悪かったもので

あるから御勘弁願いたい。是非、くどいのだが、商工会議所は他の文化施設とともにスタン

ドの下に入っていただき、おそらく多目的ホール等、あるいはミーティングルームなどもあ

ったため、商工会議所も無駄な会議室を作らずとも、区分としては別になるかもしれないが、

スタンドの下の他の大会議室や中会議室を使っていただければいい。非常に機能的なスタン

ド下、観覧席下ができるのではないかと考えている。 

 

西田委員 

私は検討グループ会議のメンバーではないが、前回の検討グループ会議に出させていただ

き、今、配られている資料の元のようなものが配られ、初めはどうするのだろうと思ってい

た。地面を掘り下げて造ることで高さが制限できるではないかという言葉を聞いたとき、そ

のときは漠然と聞いてしまったが、帰って考えてみると、掘り下げて造ることにより、そこ

へ沢山の部屋が取れるのであれば、私たちが欲しいといったものはほとんど入るのではなか

ろうかというところに思いが至ったのである。今日書いてあるのかと思うと書いてないため、

どうするのだろう、このまま中間取りまとめがなされ、あれは良い案だったがというふうに

思っていた。 

当初から、お願いであるから商工会議所は出ると早く言ってくれればいいと私は言ってい

るが、そうできるのであれば、商工会議所は、岡野委員が言ったように入ればいいのではな

いか、PLにも貸してあげればいいのではないか、神社の駐車場はどこかへ代替してあげれば、

あそこが広くなり、緑地広場という意味のものもこちら側に取れるのではないだろうかと思

っている。私は、カフェのようなものとも言ったが、掘り下げて建物を建てるということで、

今は分けてある「スポーツ複合型機能」と「緑地広場機能」が一緒になったものができるの

ではないかということに気付き、しばらく考えたが、私は素人であるため、何となく分かる

人にそういうことができるのだろうかということを聞くとできるだろうと言うのである。皆

が言うものが全部盛り込めるのであれば、解決方向に行くのではないだろうかと思っている。 
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今日は書いてなかったため、岡野委員が言わなければ、あれはどうするのだろうかと本当

に心配していた。そのまま中間報告に行くのであれば、私としては、あれは一緒にしたもの

ができるし、掘り下げて建物を建てる、箱物はと言われたが、箱物ありきでいいのではない

かとも思った。とにかく商工会議所がそこへ入るよと先に言ってくれれば、その次に自分た

ちも入ってもいいと言うかどうか。そこら辺について、もういい加減、結論を言ってもらっ

た方がいいのではないか、お聞きしたいと思う。 

 

蔵田委員 

皆さんに責められて大変であるが、商工会議所としてはそういう建物に入るか入らないか

も含めて機関決定をしない限り、正式なコメント、機関・組織としての意見は言えないため、

もう少し時間をいただきたい。 

御意向はよく理解して伝えるが、私がここでどうのこうのと言うことは、今の時点では勘

弁していただきたい。 

 

今井委員 

「スポーツ複合型機能」についてではないが、先ほど 長委員が言ったように、少しこの

分類の仕方については、前回配られたときから納得ができない部分もある。例えば、今回い

きなり「スポーツ機能」が二つに分かれていることや、「文化芸術機能」のところは、三つに

分かれていたものの二つがいきなり消えていることなど、どうしてこういう経緯になったの

だろうということが少し不思議である。 

前回の検討グループ会議の中で、例えば、博物館は広島大学の跡地がいい、美術館は別の

未利用地であればいいのではないかという意見は出たと思うが、それがイコール、例えば 2-2

の「芸術創造機能」イコール美術館という話は納得がいかないというか、おかしいのではな

いか、また、「教養機能」イコール博物館となっていることも私の中では納得がいかない。先

ほど 長委員が言ったように、もう少し幅広く機能を捉えた方がいいのではないかとも思う

し、今後、具体案を詰めていく中では、この機能とこの機能は結び付けることができるとい

うような余裕を残しておいた方が良いのではないかと思っている。これが要る、要らないと

いう話をこの場ではする積もりはないが、これはあくまでも前回の検討グループ会議でこう

いうことになったという感じであるため、是非、今回参加している委員の方にも意見を聞い

てみたい。 

 

岡野委員（資料提供あり） 

 長委員、西田委員、あるいは今井委員から、この分類について適格でない、後日誤解を

招くかもしれない、混乱を招くかもしれない要素があるという御指摘があった。私も同感で

あり、 初に言ったが、跡地ごとに機能を分類してそこに当てはめるという作業は非常に有

益な作業ではあるが、それは参考意見であり、物事の方向の決定要素にはならないと言った

のはそこら辺りである。 

例えば、イベント広場は要らないという逆にそういう結論が出るとした場合に、いわゆる

スタジアムを造り、そこを広場的に使おう、お祭り広場にしようと言ったときに、それはい

けないのか。要するに結論が出たとき、先ほど 長委員が言ったように、結果が矛盾してく
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るのである。くどいようだが、この分類は、我々が検討グループ会議等を踏まえてこれでや

ろうということとした経緯があるため、今さらこれをひっくり返してどうのこうのとは余り

言いたくはないが、少なくともこの分類を踏まえて、そして機能分担という形で出てくる意

見、若しくは結論じみたものは、あくまでも参考意見であり、決して結論を導くものではな

いということについては、皆さんと考え方を共有したいと考えている。 

 

山口委員 

この機能分類について、23 ページのまとめからであるが、まず、他の未利用の土地で機能

によって持っていけるのかどうかという議論の中で、検討グループ会議の意見では、どちら

かと言えば 3-1「スポーツ・遊戯機能」と 3-2「スポーツ複合型機能」について、特に 3-1 は

西飛行場跡地に持っていくべきではないかという意見ではなかったかなと思っている。岡野

委員が提案された 3-2「スポーツ複合型機能」についても、どちらかと言えば、岡野委員以

外は西飛行場跡地の方でどうかという意見であったと解釈したわけである。 

長委員も言ったが、スポーツの機能として「見る側」と「する側」とした場合に、例え

ばサッカースタジアムについては、いわゆる専用のサッカースタジアム、あるいはサッカー

もできる複合のもの、これは両方あるのである。別の資料の中に、札仙広福が載っているが、

その資料を見ると、スポーツ、特にサッカー、複合型スタジアムというものについては、そ

の表の中では広島が空欄になっており、やはりここは非常に貧弱なのだろうという感じを持

っている。 

終的にサッカースタジアムがいいという話ではないが、なぜサッカースタジアムという

話が出てくるのかと言うと、今、サンフレッチェ広島も非常に頑張っているが、広域公園、

ビッグアーチ、ここはサッカーの専用スタジアムではなく、陸上競技場を使っており、非常

に観客席からも遠いということがある。また、いわゆるアクセスについては、アストラムラ

イン、後はシャトルバス、こういった形で観客を輸送しているという状況があるわけである。

非常に交通の利便、アクセスが貧弱であり、ビッグアーチでコンサートなどのイベントも時々

行われるが、その際にはアストラムラインやシャトルバスが出ているようであるが、付近の

道路に交通渋滞の問題も起こしているということもあるわけである。そうした場合に、例え

ば、サッカースタジアムを西飛行場に持っていったとすれば、その輸送手段としては、南道

路もできるため、それを利用できるということもあるのだが、駐車場はいくらか整備される

としても一部の方ということになるのではないか。そうしたときに、西飛行場跡地で考えた

ときに、利用者が公共交通機関を利用していく手段としては、路線バスがあるかなという具

合で、何か大きな観客動員が予定される試合やイベントが想定された場合には、やはりその

輸送手段は非常にさみしいものになり、交通渋滞といったことも起こってくるのではないか

と思っている。 

そういう面では、例えばこのサッカースタジアムを造ると言ったときに、やはり交通の便

が非常に良いこの紙屋町、今の旧市民球場跡地については、路面電車もあり、バスも各地か

ら入っている、また、駅からのアクセスも非常に良い。旧市民球場でカープの試合があった

時も、観客がいろいろなところから来て、帰っていったということだが、とんでもない交通

渋滞は発生していなかった。どうしてもそういった集客が必要と予想されるような施設につ

いては、やはりこの旧市民球場跡地、公共交通機関を利用できる環境の良いところに作って
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いかないといけないのではないかと思っている。そういう面で、他の遊休地についての意見

であるが、このスポーツ施設以外、スポーツ施設については、先ほど 長委員の言ったフッ

トサル場など、「する側」で余りメジャーでないスポーツ、広場的なものについては、西飛行

場跡地でもよいのではと思うが、集客、観客が非常に沢山来ていろいろな形で見てもらうと

いうものについては、やはり交通の便がいい場所がよいのではないかと考えている。 

この委員会の結論、中間報告になるのだろうが、機能の分類については、この機能とこの

機能が良いので結論を導くということではなく、皆さんがいろいろな機能の説明をする中で、

何も「文化芸術機能」と「スポーツ複合型機能」を分けるのではなく、先ほどから話がある

ように、「スポーツ複合型機能」の中にも「文化芸術機能」も盛り込んでいけるし、いろいろ

なことができると思うため、そこはしっかり皆さんで議論し、議論の中身を材料として、

終的には広島市になるのか分からないが、議論の過程で出たこと、内容を掴んでいただき、

何かを作っていただく、いいものを作っていけばいいのではないかと思う。余り極端にこれ

とこの機能とこの機能として結論付ける必要はなく、正に議論の過程が必要であって、その

議論の過程をまとめていただければ、 終的にはそれなりにいいものができるのではないか

と思っている。他の主な都市にはそれなりの複合施設としていいものがあるし、広島は後か

ら作るため、他都市の事例の良いことも悪いことも参考にしながら作っていけるという利点

があると考えている。いろいろな意味で、どういった内容のものがいいのかということにつ

いて、皆さんでしっかり議論していけばいいものができるのではないかと考えているため、

そういった形で議論をしたいと思っている。 

 

芳我委員 

少しピントがずれているケースがあるかもしれないが、サッカースタジアムの件について、

今、いろいろな御意見を伺っていると、ビッグアーチをどうするのだろうかという感じを受

ける。アストラムラインにしてもそうだが、この旧市民球場跡地だけの問題ではなく、広島

の全体の都市行政に関連してくるようなかなり大きな問題になってくると思う。 

当初、この旧市民球場跡地をどうするかという部分の中で、私自身が理解していたのは、

この跡地をうまく活用し、先ほど御意見も出ていたが、にぎわいをさらに活性化し、活力を

さらに強くしていろいろな部分で人々の交流も図る、もちろん市民の方もそうであるが、県

外や海外からの客もいろいろと交流してにぎわいをさらに拡大していく、そういった形にな

っていけばいいのではないかという気がしていた。そういった部分で、サッカーのスタジア

ムをどういう形でやっていくのかはあるが、スポーツ施設ができてしまうと、市民の方、い

わゆるサッカーが好きな方はいいのであるが、それ以外の方、あるいは県外の方、外国の方 

が来たときには、関係ない施設という形になるため、その辺りも 終判断されるときには検

討が必要ではないかという気がしている。 

 

小松委員 

今、サッカー場と複合的な建物で何かをしていこうとしているが、サッカーの試合をする

と、ここに大ホールができているが、そのホールの中に音が漏れる。細かいことを言うと、

音楽と人間の体が動いているということは組み合わすことができない、どうシンプルに考え

ても運営ができない、もしあったとすればできないと思うのである。言葉では、イメージ的
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にはサッカー場の中にいろいろなイベント場を作っていると説明されているが、どこかに問

題はないのかなと思っている。一つの実例であるが、観客数を 2 万人から 3 万人と言ってい

るが、国際大会をここでやるとすると、人数的に小さいのではないかと思う。今の国際大会

は、サッカー場で平均 5 万人とか 8 万人である。そうするとこんな小さい場所に、細かい設

備を設置し、イメージ的には沢山頭の中に出ているが、実際は難しいという部分が沢山出て

くると思う。実際にできるのか描いてもらい、本当の設計のプロに御意見をいただきたいと

思う。 

もう一つ、私ども紙屋町二丁目としては、ミュージックホールや屋台村といったそういう

人が集まる場所にしてはどうかという提案を出したが、これもここの中に入るのかどうか、

入るのであれば何か話がかみ合わないと思っている。言葉の中では、サッカー場の周りに様々

な設備を付け、商工会議所の土地を離しているが、本当にできるかどうか分からないため、

プロであってもいいのだが、図面を描いていただきたい。それに対して細かい会場設定の動

きを作っていただければ、私どもの提案で 初に言った人が集まる場所になると思う。サッ

カー場をメインとした建物であれば、横に建物を造っているが、一番の大きな問題は観客数

が 3 万人までということ、これがいけない。基本的にそういうものでもう 1 回いろいろな意

見をいただきたいと思う。 

 

岡野委員 

スタジアムと言っているが、何人入るかという以前に、皆様に申し上げておきたいのだが、

これはあくまでも、こんな形のものがこのようにここに入らないことはないというくらいの

絵である。実際問題、サッカーをすることには向かないが、中央広場は丸い広場でもいい、

それから外観、高さのことも何か言われたことがあるのだが、あれはガラスが張ってあり、

デザインではなく、電車通りから見た大きさを示した絵である。それはこの委員会で詰めて

もいいのだが、仮にそういったものを造るとすれば、古代ギリシャでもイタリアでもいいの

だが、コロッセウム風の外観にしようなどということは今後のことだと思っている。 

今、何人入るのかということであったが、あの絵では 3 万人は入る。やり方によれば、市

民に開放的な空間として、いつでもいらっしゃいという雰囲気を与えるためには、外から見

て一部分は、常に中の広場が見渡せるような空間窓を作らなければならないかもしれない。

そうすると今 3 万人としているが、3 万人を 2 千人くらい割り込むかもしれない。反面、い

ろいろな建築条件を確認した上で、今はスタンドの傾斜を 30 度にしてあるが、30 度の意味

はないのであるが、もっと傾斜を緩くすれば3万人というのは4万人に増えるかもしれない。

しかし、まだまだそれは今後のことである。 

そして、突然この絵のことに触れられたが、皆さんの手に渡っていると思うが、このマン

ガは、このようにやろうと私が言っているわけではなく、プラネタリウムを入れると直径 30

ｍくらいのものができる、大ホールも入れられないことはない、小ホールも、何のホールか

分からないため、音楽ホールかどうかということは全然要求していないわけである。このよ

うな寸法、サイズ、大きさ、容量のものができるというだけのマンガである。 

ついでに申し上げると、私自身は本当の意味での音楽ホールは、この跡地には無理だと思

っている。皆様も御存じだろうが、別にヨーロッパが全てではないが、大体、名高い音楽ホ

ールというものは、幹線道路から離れたところ、特に軌道系の線路から離れたところに造ら
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れている。小松委員が言ったように、音どころか振動に非常に神経質である。オペラでもな

んでもいいのであるが、静かなところで、例えばソプラノ合唱がピアニッシモで 後に情感

を込めて引っ張っていた、そこで音が入ってくるのは論外であるが、ある意味では音以上に

振動が伝わってくる、これは本当に問題があるわけである。その音が壁から伝わるか、地面

から伝わるか、天井から伝わるかはさておいて、そういう意味からすると、先走ったことで

はあるが、私は本当の意味での本格的な音楽ホール、コンサートホールというのは跡地には

無理だと考えている。 

 

山野井委員長 

ここで少し整理させていただこうと思う。 

先ほどからサッカー専用スタジアムという言葉が出ているが、岡野委員、 長委員は、サ

ッカー専用スタジアムが欲しいと言っているわけではないというふうに私は捉えている。 

先ほどから出ているのはスポーツ、運動ができる、サッカーもできるといった話からする

と、サッカー専用スタジアムは極端な話をすると、他の未利用地でもいいのではないかとい

うふうに私には聞こえた。逆に、あの場所でホッケーやラグビー、サッカーができる、いろ

いろなことを体験できる複合型の緑地広場というよりもスポーツ広場といったような形でど

うだろうかと私には聞こえているのだが、サッカーという言葉に突出して皆さん反応されて

いるようであるが、決してそうではないものが必要なのではないかと私には聞こえているの

だが。 

 

山本委員 

中間取りまとめに到達するために今日は何をやっているのか、もう一遍確認したい。今こ

こで議論していると、何か 初に戻ったような感じを受け、どこへ行っているのか分からな

くなり困っている。 

岡野委員が言うことも一つの案であるが、ここは中心にある貴重な空間であり、ここにこ

のような固定した大きなものを造り、その中には劇場も入る、事務所も入る、そんなことは

まだ早いと私は思っている。それよりもまず、ここには一体どういう機能が向いているのか

と今までずっと議論してきたわけであるから、もう一度ここの中心部、旧市民球場跡地に、

交通の便の良いここに向くのは何かということにもっと焦点を当てないと、狭めていかない

と。何だか前に戻ったり、行ったり、よく分からなくなっているため、少し交通整理をして

はどうかという気がしているのだが。 

 

山野井委員長 

初に戻るが、決してここに書いてある 2-1 だけに焦点を当てるとか、2-2 を全く排除し

ているなどといったものではない。2-1 の中に美術館機能が入ってきてもいいと思うし、芸

術文化活動拠点となるものが付帯施設で入ってくることもやぶさかではないと思う。ただ、

ここで美術館が消されているのは、周辺には美術館があるといった意見があったため、少し

排除されているというもので、全てが駄目といったことではないため、そのように理解して

いただければと思う。 

先ほどから「スポーツ複合型機能」のところで随分議論が熱くされているが、ここについ
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ては、当然、広い場所であるため、運動するスペース自体は残すということも考えていいの

ではないかと思っている。緑地広場のみならず、そういったスポーツでこれからの広島、過

去に言われたスポーツ王国の復活という言葉のとおり、スポーツを通じてこれからの子育て、

若者のにぎわいを創出する場所としていくためには、スポーツは外せないということであれ

ば、私は残してもいいのではないかと思うし、逆に全く要らないということもどうなのかと

思っている。その辺りを含め、箱物ありきで走るのではなく、本当に旧市民球場跡地に必要

なものはどういったものなのかということを少し掘り下げ、 後のまとめのところで、「文化

芸術機能」を残す、そしてスポーツもできる場所を残す、さらに「緑地広場機能」を残す、

その中では、もう少し「交通機能」に関しても残していくべきではないだろうかなど、そう

いったことについて、御意見をいただきたいと思う。 

後のまとめについては、ここでこれとこれ、こういったものを残すべきではないかとい

うことをまとめて、今後、中間取りまとめを作成したいと考えているが、これは要らないと

いうことではなく、なぜ必要であるのか、なぜ必要でないのか、そういったことを聞かせて

いただければと思う。時間のない中で大変申し訳ないが、引き続き、御意見のある方はお願

いする。 

 

棚多委員 

今日出されている資料の 22 ページを御覧いただければと思うが、観光客が観光施設にどれ

くらい来ているかという表がある。広島平和記念資料館は 140 万人というものがある。広島

市内に大体 1 千万人の観光客が来ているが、そのほとんどは広島に泊まることなく、すぐま

た次の土地、次の観光地に移っていくというのが実態である。 

そういう中で、この旧市民球場跡地、この一等地をどのように活用するのかということに

なると、確かに市民の方に遊んでいただける、市民の方に活用していただけるようなスポー

ツ広場というようなものも必要かとは思うが、やはり広島がこれからもさらに元気になって

いく、また、そういうにぎわいを維持していく、さらに拡大していくということを考えてい

く中で、この一等地は是非とも観光の拠点として使わせていただけないだろうかというのが

私の思いである。そういう中では、やはりイベント広場や例えば神楽ができるような神楽殿

など、観光客、広島に来られた方がさらにもう 1 泊、ここに何かできるかもしれない施設、

また、広場において広島の人と交流していただいたり、来た人にいろいろ体験していただく

中で、1 泊でも 2 泊でも多く広島に泊まっていただき、さらにお金を落としていただく、そ

ういう形でこの場所が整理できないかというのが私の思いである。 

 

長委員 

先ほど私は、修正をお願いしたのだが、種々議論していただきたいということを含めて、

「緑地広場機能」については、オリンピックの話をしたが、緑地広場のイメージが、広場と

言うと普通は結び付かないのである。原っぱがあり、そこで子どもがおじいさんやおばあさ

んと一緒に…。しかし、無理をしてでも、ゲートボールもできる、グラウンドゴルフもでき

る、いわゆるいろいろなスポーツとされているものができる広場というイメージを、この広

場という機能のところに表示していただければ、例示としても見やすくなるのではないかと

思っている。 
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「スポーツ機能」は、「商業スポーツ機能」などといったものもあり、どちらかと言うと J

リーグや FIFA のやるものは商業の方に近くなるのではというところもあるため、分け方もあ

るのだろう。分け方を再考するということと、24 ページの 4「今後の検討内容」で気になる

文言を見つけたのであるが、先ほど今井委員も言ったように、余りにも機能を細分化し過ぎ

て、岡野委員が言うような施設であれば、この機能もこの機能も含まれているというような

複合型的な機能になっているが、そうなると、そこの一番上の行では「今後は、旧市民球場

跡地にふさわしいとされた主たる機能を中心に」とあるが、何か一つを選ばないといけない

ような感じになっており、前回の検討グループ会議のときも、二つを残すとしたらどれがい

いかといった感じで、結局、機能としては二つになった。この機能とこの機能の組合せでこ

ういうものがいいということでいくのかどうか、ここのところを整理しないと、同じレベル

に皆がならないのではないかということで、勝手な提案をするのだが、今日のところではこ

の中間取りまとめの案はおそらく取れないだろう。深夜まで掛かると思うが、その辺をどう

するかということもある。 

箱物とそうでないもの、「する人」と「見る人」の組合せで、それは箱物でいいといった発

言をしたのだが、「する人」のためのものというのは、この緑地広場にそういう意味では入れ

るというようなことを結論めいていただいても結構であり、私はそちらの方を先に望むとい

うことである。 

要は、昔の若者、今の若者も将来の若者もあそこの旧市民球場跡地、いわゆる大手町・紙

屋町に集まり、皆がいろいろ模索しながらにぎわいを創出していくということで、人が集ま

らないといけない。それでは、月曜日に集まることができるのは誰なのか、月曜日の 10時以

降、昼間に集まることができるのは誰なのか、そこにはにぎわいがないといけないのだろう。

そういう面で言えば、商店街もいろいろと売上が上がらないといけないのだろう。そういう

点で、いろいろと考えていく方がいいのではないかということであるのだが。 

私がお願いした「スポーツ・遊戯機能」、スポーツの始まりは遊戯であり、遊戯から技を競

うこと、スポーツにつながったと言うと、 初の新聞は、スポーツを代表する 長は、遊び

場がいいと言ったということで記事になり、私も大変苦慮したのであるが、いずれにしても

アイデアの分類分けを先にしていただければと思う。 

大手町一丁目町内会が例示として挙げている「スポーツ複合型機能」については、黄色の

3-2 として表示するのではなく、「スポーツ機能」の中の一つの例示として、複合スタジアム

ほかという表記にしてもいいのではないかと思うが、どうだろうか。 

 

岡野委員 

3-1 と 3-2 を「スポーツ機能」の中に入れるということか。この表の見方を今一理解して

いないのだが…。 

 

長委員 

この 23 ページの色分けについては、消えた部分と生きている部分というふうに見えて、非

常に好かないのであるが、その前の 15 ページに修正案があると思う。15 ページの①にサッ

カースタジアムがあるが、それと同じように②でも⑥でもいいのだが、複合型のスポーツス

タジアムというような表現で入れてはどうだろうか。つまり、あそこは「スポーツ機能」し
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か残らず、野球場は残して、③フットサル場と、いわゆるスポーツ広場、球技のできる、運

動のできる運動広場ということにして、気に食わないが「緑地広場機能」へ持っていっては

どうだろうかということである。「スポーツ機能」については、大規模というか、「見る人」、

「する人」というような箱物を列記してはどうかということなのだが。 

 

岡野委員 

それも面白いのではないか。 

先ほど今井委員も言ったが、細分化している割にはオーバーラップしているところが沢山

ある。山本委員も言ったが、もう一度原点に帰り、整理し直した方がいいのではないかと考

えると、何がそこにできようとできまいと広場は広場であるから、括っても構わない。その

広場で何をするのかと言うと、実はこれこれこれと並べればいいわけである。 

 

今井委員 

何をここでするのかという話が重要だと思うが、その内容については、また次回というこ

となのかもしれないが、先ほどの「スポーツ機能」のように、分けるのではなく全部一つに

した方がいいのではないかということであるなら、「文化芸術機能」も「アミューズメント機

能」も結局一つにまとめてもいいのではということになるのではないかと思う。 

先ほど「スポーツ機能」について、「見る方」、「する方」という分け方だったと思うが、同

じく、「文化芸術機能」の方も、劇場、ホール、ここで並べているのは全て「見る方」であり、

創造する、つくる方が抜けていると思う。先ほどのスポーツをするということも、スポーツ

を創造するという機能だと思うため、私はどの機能でもいいと思うが、やはり創造する機能

がどこか必要なのではないかと思っている。それが旧市民球場跡地にふさわしい機能だと考

えており、その中でも「文化芸術機能」だと思っているが、他の機能の中からも創造的な機

能というものは抜粋していくのがいいのではないかと思っている。今日、この七つの機能の

中から決めないといけないということなのだろうか、どうなのだろうか。その辺を結論付け

ないと中間取りまとめとするということが見えにくいのではないかと思っている。 

 

山野井委員長 

これまで 4 回の検討グループ会議と 3 回の委員会を開催してきた中で、大筋で私が理解し

ているのは、「文化芸術機能」これは、見る側にしても、発信する側にしてもそういった機能

は必要であろうと。「緑地広場機能」についても、過去の経緯の中で、大半の皆さんの意見を

聴いていると、こういったものは柱の中に入ってくるだろうと。そして、この「スポーツ機

能」というものは括りが大きいため、どういった形のスポーツを残していくのか。こういっ

た 3 本の柱辺りがふさわしいのではないかなということが、これまでの議論の中では出てき

たのではないかという中、その形がこれからどうなるべきだ、ああなるべきだというよりも、

柱としては、大体この「文化芸術機能」、「スポーツ機能」、「緑地広場機能」、こういった機能

を集約した何か旧市民球場跡地の活用策というものが柱であるべきではないのかと私は感じ

ている。 

一つに絞るということではなく、この三つは外せない柱になるのではないかといった中で、

今後、音楽ミュージアムがどういったものなのか、劇場やホールがどういったものなのか、
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スポーツの中ではこういった箱物にするべきではないのかといったことは、少し先の議論に

なろうかと思う。 

そういったことを踏まえ、主たる機能を一つに絞るのではなく、この三つを融合させたも

の、若しくはここで外れているものも必要なものがあれば、三つ、四つ、五つを複合したも

のが主たる柱になるべきではないかといった御意見があれば、非常に分かりやすいと思うの

であるが、私は、これまでの議論を聴いている限りでは、皆さんが得意分野の中でいろいろ

議論されている中で、これをまとめるということについては、三つ、四つ、五つのものが一

つのものに形が変わり、主たるものになるというような取りまとめでいいのではないかと個

人的には考えている。 

 

 

蔵田委員 

中間取りまとめということであるため、機能分担があってもいいと思う。いろいろな機能、

どんなものをやっていくのかということについて、いろいろなことがあるのだろうが、ここ

に横串を刺すという意味で、私もアイデアとして言わせていただきたいのは、要するにベン

チマークとして、まずは、にぎわいの定義である。 

年間 500 万人がいいのか、300 万人がいいのか、1千万人がいいのか、その中で、何をター

ゲットとして、要するにベンチマークとしては、中四国一のにぎわいづくりという視点から

言うと、よそからの集客、インバウンドをしなければならない。その中で、例えばどういう

施設、 長委員が言ったサッカー場で何人、何試合すると何人が来て、サッカーを「見る方」、

「する方」も数えてみる。要するに何かの施設があれば、そこで何かのイベントがあれば、

そこに何人集まるのかというところで、年間 500 万人をターゲットにするのであれば、例え

ば 300 万人目は市長が来てプレゼントをする、 後は 12 月 31 日のときに目標の 500 万人に

対して 20万人足りないから、皆で集まり、20万人になるまでやるなど…。 

今から中間取りまとめということであれば、いろいろな機能を残してもいいのだが、 後

にどうしていくかについては、定義付けをした上で、どういう施設を作れば人が集まるかと

いう横串を刺した議論をしていただきたい。 

 

山野井委員長 

それはしっかりさせていただきたいと思う。 

 

下村副委員長 

今までの議論を聴いていると、今までの 4 回の検討が何だったのかという気もするが、検

討グループ会議にいた方とそうでない方、当然ながらその辺の差もあるのかもしれないが、

我々が今、やってきたのは機能分担について、いろんな形で議論を行い、アイデアを出し、

それから一応、理念をここに作っている。この理念にあった形のものはどんなものかという

ことで今、進んでいるわけであるが、確かにこの表の書き方については、先行した部分があ

ったかもしれないが、基本的には、前回の皆さんの話を聴く分には、先ほど、委員長が申し

上げたように「文化芸術機能」、岡野委員が言われているそこの中に作るもの、あるいは広場

で何をやるのかということを先ほどから聴いていると、全てこの「文化芸術機能」にも含ま
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れており、「緑地広場機能」の中に含まれていることも全部組み込まれているようなこともあ

る。加えて、「スポーツ機能」をどうまとめるかということで、 長委員の言ったスポーツ広

場、チャレンジスポーツフィールドは、「緑地広場機能」でそういう形のことをやるべきだと

いうような提案もあった。また、ここで網掛けをしているのが気に入らないという方も居た

が、前回の討議で、やはり「アミューズメント機能」はここではない方がいいという形で、

皆さんのある程度の御理解を、「アミューズメント機能」は、この資料の中にもあるが、何ヘ

クタールという土地が必要となり、ここの場所ではできないため、これは他の未利用地に持

っていった方がいいというような形で網掛けをし、ある意味では消して、重要な要素として、

ここの「文化芸術機能」、「緑地広場機能」を兼ねて、「スポーツ機能」をどうするかというよ

うな形で、4 回目の検討グループ会議では、皆さんの意見がある程度まとまった気がしてい

るのだが、今回、それがまた元に戻るようなことがないようにお願いしたいわけである。 

 岡野委員が言った「スポーツ複合型機能」についても、複合の中身、やることについては、

先ほど申し上げたとおり、「文化機能」があり、緑地広場、スポーツ広場的な要素がそこに加

味されているわけであるから、それが今後どういった形で具体的なものになり、イメージ図

が出ていくかによって、また、その辺を御討議いただければいいのではないかと思っている。 

 

長委員 

イメージ図の作成が次に出てくると思う。それがために忘れられては困るのだが、私とし

ては、ここに書いてあるスポーツ広場、多目的広場をこっちに持っていくことについて、皆

さんの了解を得ておかないと、事務局がイメージ図を書くときに、あれはなかったから書い

ていないと言われては困るため、その言葉をこっちに移してくださいという単純な発想もあ

る。 

 

山野井委員長 

中間取りまとめを作成していくに当たり、今日は皆さんの納得したものが出ないと思う。 

もう少し時間を置いた方がいいと私が判断をさせていただき、次回、もう一度、中間取り

まとめについて議論させていただくという方向でよいだろうか。 

 

佐藤委員 

ワーキングで散々議論し、また元に戻ったなという感じを受けている。 

ここの空間は単なる都心の空き地ではなく、広島にとってどういう意味のある空間にして

いくのかということが問われている空間だと思っている。私の考えは、先ほど紹介があった

が、少なくともこの近傍に、国内外から 100 万人を超える方々が来られている、そういう方々

が絶対に来たくなるようなものとする必要があると思っている。したがって、そういう意味

では、やはり文化性のあるもの、そして開かれたもの、そういうものが望ましいのではない

かということで、「文化芸術機能」と「緑地広場機能」を私自身は支持しているが、単なる緑

地広場ということではなく、これは本当に国内外から共感が得られるくらいの素晴らしいデ

ザインとする必要があると考えている。それについては、我々はもっともっと今からの作業

が大きいのだろうと思っている。全く入口の段階にいるため、これを検討していかなくては

ならない。 
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複合スタジアムについては、おそらく発想されているのは、元々ここにカープの球場があ

ったため、やはりそこが広島の原点であるという思いがあるのだろうと思って聴いている。

それはそれで説得力があるが、この参考資料の 33 ページの図を見ていると、複合スタジアム

は、先ほどの「文化芸術機能」や「緑地広場機能」と本当に並立するのだろうかというとこ

ろで大いに疑問に思う。それについては、先ほど下村副委員長が言ったように、今後、技術

的に検討した上で、我々が判断すればいいということであるため、その段階での検討をして

いけばいいと考えている。 

 

山野井委員長 

これまでの皆さんの御意見を踏まえるならば、「文化芸術機能」と「緑地広場機能」、そし

て、「スポーツ機能」をどうするのかという、大きく分けるとこの三つの機能について今後、

さらに深めていく必要があるのではないかと思っている。 

まとめの部分に関しては、今後、正副委員長にお任せいただき、次回の委員会において、

もう一度皆さんに見ていただくということでよいか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

異議がないため、そのようにさせていただく。必要であれば、検討グループ会議を招集さ

せていただきたいと思っている。 

何か、全体でこれだけは言っておきたいということがあればお願いする。 

 

岡野委員 

皆さん覚えているかもしれないが、 長委員からはスポーツも文化と考えているという話

があった、あるいは、「文化」は片仮名で書くとカルチャーだが、カルチャーというのは、要

は農業であるということが話題にもなった。この跡地の問題も含めて、… 4、5 人で議論し

たことがあったのだが、某大学の学長であったのだが、学長だから偉いからそれに従うとい

う意図はさらさらないため、そのまま聞き流していただきたいのだが、旅行、旅人、もしど

こかにというのは、先ほど言ったこのコロッセウムの一部でもいいのだが、ガラス張りの、

そこで日本人が古来の武道、武芸をやっている、剣道あり、弓道あり、それに空手や柔道も

やるかどうかということは運営上の工夫ではあるが。もし、ここにそんなものがあれば、大

勢の外国人がそこに張り付いてその窓から離れないだろうということを言っていた。それに

該当するものが、ここに書いてある飾り窓武道場であるが、そういった案もある。 

要するに私が言いたいのは、細かく分けず、広く考えようと先ほど誰かが言ったように、

文化芸術ということについても幅広い感性で、この言葉に囚われないようにやっていきたい

といった願望があるということである。 

 

山野井委員長 

後に事務局から何かあるか。 

特にないようであるため、本日の委員会は、これをもって閉会とする。 


