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旧広島市民球場跡地委員会第４回検討グループ会議 議事要旨 

 

１ 開催日時 

平成 24 年 7 月 11 日(水) 午後 3時～午後 4時 50 分 

 

２ 開催場所 

市役所本庁舎 14 階 第 7会議室 

 

３ 出席者 

⑴ メンバー 

メンバー12 名中 10 名出席（坂村委員、山下委員欠席） 

 ⑵ メンバー外委員 

   西田委員、房安委員出席 

⑶ 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 検討の進め方について 

  市が資料に基づき説明し、今後はまず、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

にふさわしい機能の抽出を行うという検討の進め方が了承された。 

発言要旨は別添のとおり 

⑵ 機能分担について 

   市が資料に基づき説明し、各委員が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。 

また、岡野委員、今井委員から配付資料の説明があった。 

発言要旨は別添のとおり 

 ⑶ 中間とりまとめについて 

   座長から、今回を含めた 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に

中間とりまとめのたたき台を作成し、8 月に開催する委員会に提示することについて

提案があり、了承された。 

   また、有識者については、委員会の設置趣旨を踏まえ、招へいしないこととすること

が了承された。 

   発言要旨は別添のとおり 

 

５ 公開・非公開の別 

公開 
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６ 配付資料 

資料１ 旧市民球場跡地活用の検討の進め方について 

資料２ 旧市民球場跡地活用のアイデアの機能の再整理について 

資料３ 広島市の主な大規模未利用地の状況（詳細版） 

資料４ 広島都市圏における主な施設の設置状況（類似都市圏との比較を含む） 

資料５ 旧市民球場跡地活用アイデアの事業費と集客数の関係イメージ 

資料６ 平成 22年の主要観光施設の入館者数等について 

参考資料 広島都市圏及び類似都市圏における主な施設の設置状況 
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７ 発言要旨 

 

⑴ 検討の進め方について 

 

荒神原旧市民球場跡地担当課長 

（資料 1の説明） 

 

山野井座長 

今後の検討の進め方は、これでよいか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

それでは今後はこのフローに沿って議論を進めていきたいと思う。 

 

 

⑵ 機能分担について 

 

山野井座長 

続いて、議事⑵「機能分担について」である。 

今回の検討グループ会議では、旧市民球場跡地で実現すべき機能案の抽出を行いたいと考

えているが、前回の検討グループ会議において、機能の細分化など、これまでのアイデアの

機能分類を見直すべきであるといった意見があったため、事務局の方で資料 2 のとおり機能

の再整理を行ってもらった。 

そこで、機能案の抽出に入る前に、再整理後の機能分類について、まず皆さんと一緒に確

認してみたいと思う。 

それでは、事務局から資料 2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の説明） 

 

山野井座長 

機能の再整理については、事務局から説明のあった内容でよいか。 

 

（特に意見なし） 

 

特に異議はないようであるため、ここからは再整理後の機能分類に基づき、議論を進めた

いと思うが、機能分担の議論に当たり、参考となる資料が配付されているため、事務局から

説明をお願いする。 
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荒神原旧市民球場跡地担当課長 

（資料 3～6、参考資料の説明） 

 

山野井座長 

 続いて、本日、岡野委員から資料提供があるため、ここで岡野委員の方から説明をお願い

したいと思う。 

 

岡野委員（資料提供あり） 

大手町一丁目である。ここに出ている図面は、この委員会と同じであるが、町内で役員や

有志が集まりどんなものがいいかと話し合うと、ありとあらゆる意見が出てきた。むろん、

場所が場所であるため、原爆ドームとの位置関係というものも議論しながら、一つは幅広い

層、層というのは必ずしも年代層の意味ではないが、幅広い層が楽しめることと定常的に多

くの人が集まるということを主眼に置き、その線で話を詰めてきた。そして、大手町一丁目

の方には、一丁目に限らないが、旧広島市民球場の歴史的な存在を惜しむ声が非常に強くあ

る。そういった中には、せめてボールパークでありたいという声もたくさんあった。そうし

た中から球技場を選択するに至ったわけであるが、球技場については、野球場は既にできて

いるため、サッカー場、サッカーとして定常的集客を、要するに日常連続して人が集まるも

のと。サッカーの試合は毎日あるわけではないため、そういう集客を強化するためにも、か

つ市民の多様な要望を満たすためにも、スタンドの下には多様な施設を構築しようではない

かというところにまとまってきた。 

今から絵の方を説明するが、多様な施設というのは、皆さんからこれまでにも出てきてい

るいろいろなアイデア、例えば、物産館や歴史博物館、観光案内所、ホール、映像ライブラ

リー、場合によっては、建替時期を間近に迎えている青少年センターやこども文化科学館、

あるいは図書館もスタンド下に持ってきてもいいのではないか。極端な場合、言いづらいこ

とではあるが、商工会議所もスタンドの下に入れてしまえばいいのではないかという声まで

出た。後からコピーしてもらったものであるが、今から説明する多目的複合型スタジアムと

いうものが、この委員会で要約されてきた例の考え方、あるいは理念、それからもう一つは

視点というものが、それぞれ第 3 回検討グループ会議の段階では 5 項目あったと思うが、そ

の 5 項目に照らして、この複合型スタジアムというものがどのように位置付けられるだろう

か、評価できるだろうかということを一丁目の者で検討した内容がこのレジュメである。こ

のレジュメは読んでいただければ分かることであり、今から図面を説明する途中でこのレジ

ュメにも書いてあることに同時に触れることにもなるため、図面を説明することに皆さんの

耳をお借りしたいと思う。 

図面であるが、3 枚綴ってあり、一番下に外観図、パースがある。これが複合型サッカー

スタジアムの外観図、これに限ったことではないが、要は、意外と低いのではないかという

印象をまず第一にお持ちになるだろうと思う。サッカースタジアムを普通に造ると、スタン

ドの南側 4 分の 1 くらいが高さ制限の要綱に抵触するため、グラウンド、サッカー用語で言

うとピッチを 10メートルほど掘り下げることにしている。そのため、外観的には低いイメー

ジのものになっている。地面を掘り下げること自体は、土木工費はそれほど大きくなく、通
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常そういう場合には必要な矢板で囲むわけであるが、先にスタンドの構造柱や壁を作り、そ

れから掘り下げるようにすれば矢板打ちの工費も要らないし、その矢板を通常は撤去するわ

けであるが、その撤去費も削除できるのではないかと考えたわけである。掘り下げピッチに

すると言ったが、それは必ずしも高さ制限の要綱のためだけではなく、我々としてはこれに

よって、 近ゲリラ豪雨ということがよく言われるが、万一の場合の地下街シャレオの防災、

あるいはアストラムラインの防災にも役立つと考えたのである。また、10 メートルのピッチ

掘り下げと言ったが、さらに掘り下げれば、そこに観光バスの駐車場を作ることもできるし、

あるいは防災用の雨水貯留槽等を設けることもできる。青少年センターやこども文化科学館

の収容ということを言ったが、そこら辺りを実行すれば、観光バスの駐車場にも活用できる

わけである。 

次に、１枚目の平面図を御覧いただきたい。今の旧球場跡地にサッカー専用スタジアムが

埋め込んであるが、この収容人員は 3 万人である。1 試合の平均の収容を昨年の実績で言う

と、浦和が 32,500 人、新潟でも 26,000 人である。一番大事なサンフレッチェ広島の場合は、

2010 年のデータで言うと 14,500 人くらいであり、これで球団は僅かではあるが黒字の経営

をしていた。昨年 2011 年の数字で言うと、12,900 人で赤字の決算となった。私たちとして

は、西風新都では観客数はこれ以上大きく伸びることはないと考えており、黒字であった

14,500 人収容した一昨年でも、実は皆さんの耳にも入っているかもしれないが、サンフレッ

チェ広島は非常に節約の経営をしているものであるから、非常に評価の高かった当時の監督

も薄給ゆえに球団に引き止めることができなかったというような結果での黒字であった。あ

るいは、累積の赤字、1万 4、5千人の観客を常時集めることができなかったため、市の方も

累積の赤字を埋めるため、資本の支出を伴ったというような現実もあった。サンフレッチェ

広島を広島の財産、広島の拠点性の焦点の一つというのであるなら、私はサンフレッチェ広

島を守るという行動を取らないといけない、経営的にも成り立っていく形を取らないといけ

ない、そして、立ち上がらなければいけないと思っている。多くの人が行きやすいスタジア

ムを造り、あるいは、学校帰りに小中学生の子女も気軽に行くことができるようなところに

スタジアムがあれば、皆さんも御存じのように、昔、広島はサッカー王国であったわけであ

るが、そうした機会を生むことが明日のファンや選手を生む広島、そういう役割を果たして

いくと思っている。サンフレッチェ広島の経営に資するようなスタジアムを造ることが広島

の拠点性を確保する行為であると私たちは考えている。是非、J リーグの通常の試合で、浦

和ほどとは言わないが、せめて 2 万人以上のお客さんを迎えるような広島のサッカー場であ

りたいと大手町一丁目としては考えており、2 万人以上を迎えることができれば、サンフレ

ッチェ広島の経営はより一層円滑なものになるだろう。 

そして、このサッカー場であるが、サッカー場というのはピッチのサイズが非常にいい加

減で幅が広い。例えば、サッカー場の幅というのは、大体 45 メートルから 90 メートルあれ

ばよく、非常に幅が広いものである。現在、J リーグが採用しているサイズはオリンピック

の寸法と一緒で、縦が 105 メートル、横が 68メートルであるが、ヨーロッパのチャンピオン

ズリーグを行っているいわゆるセリア Aは、縦が 110 メートル、横が 75 メートルで開催され

ている。後ほど申し上げるが、我々の案は、このヨーロッパのチャンピオンズリーグの公式

グラウンドのサイズ、縦が 110 メートル、横が 75 メートルを収容可能なピッチ寸法にしてあ
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る。 

ここで是非皆さんに知っておいてほしいのであるが、FIFA、国際サッカー連盟は、公式戦

を広島で開催したいと強く願っている。これも御存じだろうと思うが、今年 8 月 20 日と 23

日には、U－20 の女子サッカー戦が、アメリカ、ガーナ、ドイツ、中国を招いて、2試合と 2

試合の計 4 試合が行われる。この試合が広島で行われるようになったのには、一つのフロッ

クもあったのだが、FIFAは広島での開催ということをいろいろな意味で強く望んでいること、

それから、広島は被爆、被災ということが頭に浮かぶが、世界の人々は広島について、被爆

もさることながら、語弊があるかもしれないが、我々が思う以上に被爆の内容よりも広島が

その後どう生きたのか、広島市民がその後、今をどう生きているのかということに非常に強

い興味を示している。そういう意味で、話は飛んでしまうが、その広島でサッカーの試合を

したいと FIFA は強く望んでいる。3万人収容の国際規格寸法、それが地下構造物に抵触する

ことなく、ここに入ってくるということを示したものが 1枚目の平面図である。 

次に、側面図を説明するが、側面図の方は 10メートルほど地下を掘り下げているため、地

下に 2 階分取ってあるが、ここを一応 B 階と呼び、地上部に 4 階ほど取ってあるが、これを

F 階と呼んでいる。この寸法で B 階に 7,500 ㎡以上の床が取れる、三角形の隅は除いている

ため、部屋が取れると思っていただいても結構である。それから F階の方には 25,000 ㎡以上

の床が取れる。B 階の方は、養護室や審判室、会議室、監督室、選手控室、あるいは、シャ

ワールームやロッカールーム、球団事務所、スポーツドクターセンターといった直接、競技

に関係ある施設が入るだろうから除くが、その他のところで 25,000 ㎡、ここは御覧のとおり

5 メートルの階高を取ってあるのだが、通常のビルのように 3、4 メートルの階高にすれば、

25,000 ㎡と言った床面積については、4割から 7割くらいは面積が増えると思う。要するに、

いろいろな複合施設をここに取り込める十分なキャパシティがあるということを言いたいの

である。あるいは、逆にこの床をあえて作らず、このスタンド下の一部を壁と単なるスタン

ド下の雨に濡れない場所として、そこを若者広場にしても良い。映像に対する若者たちの興

味、既存のビル等を利用した壁面における画像遊び、私はあえてそれを芸術と言わせてもら

うが、それは若者たちに非常に人気があるという発言がどなたかからもあったが、そういう

若者たちが集い、映像芸術で遊べるような空間にすることもまたおもしろいのではないかと

思っている。 

では、いいことばかりかというと、必ずしもそうではないのであるが、実はこのサッカー

というか、複合スタジアムは人工芝にすることを前提としている。目的はいろいろあるのだ

が、天然芝の場合、試合の前一週間はそのピッチを使えない。大体、公式戦が 25 試合、女子

サッカーが仮に 3 試合、それからイベント大会が 2 試合くらいあるとすれば、31、2 試合、

逆に言うと、31、2 週間はこのピッチは何にも使えず、効率が悪いということになる。例え

ば、国際平和音楽祭でも良い、県内全ての大学の大学祭をここに糾合してもおもしろい、あ

るいは、市民がそこで大盆踊り大会をやってもいい。要するに、いろいろな催しの開催を可

能にするようなものにしたいと考え、人工芝に行き着いたのである。また、そういったもの

を呼び込みながら興行の開催率を高め、その収益を維持費に充てようと考えたことも人工芝

にした理由の一つである。 

問題というか、課題については、現在、日本サッカー協会は、J リーグの公式戦やイベン
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トの大会の準決勝以上は、天然芝のグラウンドで試合を行うよう規則があるわけではないが、

指導しているわけである。その指導にはいろいろな原因があるのだが、要は、現在の人工芝、

これは全てゴムチップ製でビニール紐の一番底にゴムのチップが埋めてあるのだが、この従

来の人工芝への信頼度が非常に低いのである。どういうことかと言うと、ピッチの上は非常

に温度が高くなり、80度を超えるのであるが、例えば、今年の 3月にあるゼネコンが 2箇所

の小学校に人工芝を敷いたところ、そのゼネコンは完成した 4月の頭になると、「とてもじゃ

ないがこのグラウンドは 9 月一杯使えない、子どもは遊べない」と言っていた。それぐらい

人工芝の上は、上に屋根がなかった場合であるが、温度が上がる。そして、ゴムチップであ

ることから摩擦熱が高いため、スライディングしたときにしょっちゅう火傷が発生してしま

う。また、3、4年経った時点からゴムチップの硬化が始まり、グラウンドが硬くなり、捻挫

等いろいろな怪我の元になる。そして、4、5年経った段階で日に照らされた場合、臭気が発

生し、それに対する選手のクレームが多い。また、ゴムチップが雨で流出するため、これを

補填することも含め維持費が非常に高く掛かる。あるいは、後楽園は多分 5 年から 6 年で全

面張替えをやっているはずであるが、トータルして耐用年数が短い。選手のクレームを無視

してでも使おうと思ってもマキシマム 7、8年が限界ということもある。 

しかしながら、FIFA、国際サッカー連盟は、既に 20 年くらい前から人工芝のメインスタジ

アムを公認しているわけである。これは全て底がヤシ殻の粉でできているわけであるが、ス

タジアムそのものは 100 箇所近くあり、既にヨーロッパのチャンピオンズリーグでこれをメ

インスタジアムにしているところが 19 スタジアムあり、今年の 8月には、先ほどの例で言う

と、AC ミランのホームスタジアムも人工芝に変えられる。日本でも指導はさることながら、

新潟、神戸、日立のスタジアムもそうであるが、既に人工芝にさせてもらいたいという強い

声が上がっており、天然芝ではなく、人工芝として公式戦をここに迎えるということは、近

未来 2、3年のうちに、私は十分可能性が高いと思っている。 

もう一つの問題点は建設費なのだろうが、これは新聞報道に過ぎないのであるが、今、ガ

ンバ大阪が万博公園の中に計画しているサッカー専用球場について、そこは全部太陽光パネ

ルを張り詰めて、エコスタジアムを造るといったときに、読売新聞の表現で言うならば、建

設資金は 110 億円から 135 億円という数字が去年の 10 月に載っていた。その建設資金という

ものがトータルの建設費用なのか、国庫補助等を引いた後の地元の負担金が 110 億円から 135

億円なのかそこは不明であるが、私は、国庫補助を省庁間で重複させ、実質的に国庫補助を

2 分の 1 以上にするなどいろいろな資金を考えてもいずれにしても、このスタジアムを造る

ときに、広島市の資金として抱えなければならないのは、どう転んでも 100 億円以下であろ

うと考えている。100 億円以内であれば、広島市の投資的経費として十分負担し得る額であ

ると考えている。広島市には市民球場基金が 16億円強残っており、あるいは旧広島市民球場

跡地整備事業基金も 10億円ある。それに加えて開発事業基金の方から資金を回すこともでき

る、あるいは、ミニ公募債や無返還市民債のようなものを発行してもいい、基本的には寄付

みたいなものかもしれないが。要は、そうした熱意と工夫さえあれば、この計画は、皆さん

が恐れる広島市の抱える債務残高をむやみに膨らます、あるいは、維持費の方で後々継続的

な負担を掛けてしまうということもなく、お金の面から見ても問題をクリアできる案だと考

えている。 
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山野井座長 

続いて、今井委員の方からも資料提供があるため、今井委員の方から説明をお願いする。 

 

今井委員（資料提供あり） 

今日は 2枚の資料を持ってきたが、2枚目の資料から見ていただきたい。 

「2045 年（被爆 100 周年）に向けた都市機能分担」と書いているのだが、広島市の中で、

先ほど事務局から説明があったような未利用地を含め、重要な位置を占める地区を並べてみ

た。その中で、この検討している球場跡地を含め、平和記念公園と中央公園一帯をどのよう

な場所としてふさわしいのかを示している。この後、議論が進んでいく中で、各機能の分類

がなされると思うのだが、それを行う際の参考にしてもらえたらと思い、示している。 

真ん中に挙げているのが、広島市中央公園と原爆ドーム、平和記念公園を含めた一帯の場

所である。ここを「国際平和文化都市の中枢」として位置付けるべきではないかと表してお

り、旧球場跡地だけの問題ではなく、中央公園と平和記念公園一帯と捉えてもらえたらと思

っている。その周りに広島駅周辺の二葉の里、ここは陸の玄関として挙げている。その下に

行くと、宇品があり、そちらは海の玄関として、広島港や 近できたデポルトピアなど外か

ら人を呼ぶ陸の玄関とは別の意味の玄関としての場所がある。 

真ん中に広大跡地があり、先ほど説明があったが、知の拠点として位置付けるべきではな

いかとして、そこに健康科学館や県立図書館、こども文化科学館などを持ってくるのがいい

のではないかとしている。 

その左が西飛行場跡地であるが、ここはマリンレジャーというか、スポーツの場所として

適なのではないかと捉えている。現に野球場やテニス場などもあり、ここをスポーツの場

所とするのがいいのではないかと挙げさせていただいた。 

左上がひろしま西風新都であり、以前から開発は進んでいるのだが、ここもこれから新し

い複合都市として再開発が進んでいく場所であるため、ここも挙げさせてもらっている。 

このように、広島市全体、都心部だけではないのであるが、広島市全体の中で、このよう

に既に進んでいるものも含めて機能の分類ができるのではないかと思っている。問題に挙が

っている旧球場跡地であるが、ここをなぜ「国際平和文化都市の中枢」とするのかというこ

とであるが、そもそも論となってしまい申し訳ないのであるが、今からこの機能の分類を始

める前に、やはり以前会議でも挙がっていたようなテーマや理念、そこが皆さんのそれぞれ

の価値観でしか捉えることができていないと思うため、そこを改めて整理していきたいと思

っている。それが、 初の 1 枚目の資料である。今まで広島市立大学芸術学部の検討チーム

ではいろいろプランを出してきたが、今回は前回挙げたプランのバージョンアップというよ

りは、もう一度原点に戻り、この場所にふさわしい都市像といったものを考えていければと

思っている。そして、次にある機能分担につながっていけばいいと考えている。 

「国際平和文化都市の中枢イメージ」として、中央公園と平和記念公園、この一帯の場所

について、現実を見つめる平和記念公園と将来を創造する中央公園とに対比させている。「平

和をねがう、つくる場所」、「平和をねがう」場所を平和記念公園、「つくる場所」を中央公園

として位置付けている。それが一組となり、「世界に希望をあらわす場所」となるということ

が、この場所に一番ふさわしいと思っている。テーマとなる考え方が「広島市の個性を生か
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し、魅力を高める未来志向の場として活用」と出ているが、それは実際にはどういうもので

あるのか、もう少しものさしとして強度を持つようにしなければいけないのではないかと考

えている。広島の個性、特性として一番 初に思い浮かぶものが、平和を祈ることやそうい

ったメッセージを出すこと、そして芸術を伝えていくということが 適なのではないかと思

っているが、それ以上に、平和以外、あるいは平和をつくり出す創造性が必要になってくる

のではないかと思っている。先の大震災も含め、今後も起こるであろう災害の後、長期的に

復興していく、今も広島市は復興を続けていると思うのだが、再生していく見本となるよう

な都市にならなければいけないと考えている。海外や国内の事例を調べていたが、やはり広

島に似たような場所はなく、そうであるならば、広島にしかできないというか、誇れるよう

な場所として、新しいものを創り出さなければいけないと思っている。この旧球場跡地だけ

で考えるのではなく、平和記念公園の延長としてできたものを創造するべきであり、現実し

か見えなかった場所に平和をつくり上げていく場所を追加するというイメージを持っていた

だきたいと思う。 

先ほど岡野委員からも、外の人は、広島市民が今どう生きているのかを気にされていると

あったが、まさしく私もそうだと思っている。それはやはり人々の生活や創造力を見たいの

ではないかと思っている。復興や再生という言葉は、創造から来ていると考えられ、何か人

が騒いでいるということではなく、何を考え、自分たちが創り上げていこうとしているのか

を見せるべきではないかと思っている。具体的にどういうものを創ればいいのかということ

について、今日はあえて具体例を出さないようにしたのであるが、今また、「芸術創造機能」

なのかといった話をするべきではなく、やはり何度も言うようであるが、この場所はどうい

う場所であるべきか、今一度皆さんで一緒に考えていかなければならないのではないかと思

っている。他都市、国内の流れで言うと、やはり既存の機能、アミューズメントパークや美

術館といった機能を投入するのではなく、実験的にも今後どうなるか分からないが、常に試

行し続けていかなければ日本は持たないのではないか、そういう流れになってきていると私

自身は思っている。 

右に丹下健三の構想を挙げてみたが、先ほど第 2 の復興と言ったが、これから広島市の被

爆者の数が少なくなってくる中、第 2 フェーズを迎えると思う。その第 2 フェーズの再建す

る都市として、丹下案の復興もするべきではないかと思い、挙げている。丹下案では、平和

記念公園の北側、そこにはスポーツ機能も含め、子どものための施設が多くあり、やはりそ

こは未来を志向するものとして掲げられていたと思うため、それもやはり引き継ぎ、現在の

私たちがどうするべきか、今度は市民で考えていくべきなのではないかと思っている。 

 

山野井座長 

それでは、これらの資料を踏まえ、各機能の他の大規模未利用地との機能分担について議

論を行い、その後、旧球場跡地にふさわしい機能について議論を深めていきたいと思う。 

 

小松委員 

先ほど岡野委員から提案されたサッカー場建設という案があったが、紙屋町二丁目として

は、非常にこのサッカー場を疑問視している。経費の問題、試合の数の問題、設備を誰が投
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資して造っていくのかなどいろいろなものを見ると、やはり、サッカー場が広島市の旧市民

球場跡地に適するのかどうかについて、紙屋町としては少し疑問視しており、場所的にわざ

わざ旧市民球場跡地に造らなくても良いのではないかということが紙屋町の意見であった。 

やはり、広島市の真ん中の一番立地条件の良い土地であり、いろいろな提案が出てくる中

で、人が集まる場所として大事な場所であるため、もう少し夢のある構想論を出していただ

きたいと思う。 

 

山野井座長 

今の意見等について何かあるか。 

 

下村副座長 

少し整理させていただきたいのだが、今井委員が言ったことについては、我々が作ってき

た適格性や効果などを再度、検証し直さないかというような意味合いで捉えたのであるが、

そうなのか。そうであれば、また 初から見直すことになり、何のために今までやってきた

のかということになるのだが。 

 

今井委員 

そうではなく、これから機能分担の議論をしていく中で、「アミューズメント機能」は必要

かとなったときに、ここのテーマとなる考え方などに照らし合わせていくと思うのだが、私

はこういう考え方であるから要るとか、こういう考え方であるから要らないという話になる

のではといった懸念があるため、今一度、共有の考え方を持てないかという思いで作ってき

たわけである。今からこれについて議論するわけではなく、機能分類をする上でどうなのか

という思いである。 

 

下村副座長 

私が考えるには、今まで討論してきた適格性、あるいは効果を考え、例えば「アミューズ

メント機能」については、資料を出していただいているが、テーマパーク等を造るにはここ

は狭すぎるため、これはもう違うところに移した方が良いのではないか、これはもう省いて

いいのではないかといった整理をやっていこうというふうに思っているのであるが。 

 

今井委員 

これについて議論していくというよりも、何か参考の資料として提示できたらと思った次

第である。 

 

山野井座長 

それでは資料 2 に基づき、旧球場跡地に何がふさわしいのかということの議論を深めてい

きたいと思う。 
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佐藤委員 

資料 2 に基づき、広島市の大規模未利用地との機能分担の観点から、より適切なものは何

かということについて非常に大雑把な意見になるが、基本的に「アミューズメント機能」や

「展望機能」は、この地でなくても他に適切な場所があり、「商業機能」は、競合を避けるた

め、既存のところで良いのではないかと思っている。ただし、「飲食物販機能」については、

個性的なもの、個性的なものというのは、あそこは基本的には公園用地であるため、公共空

間になると思うが、公共空間を生かした魅力的なものができれば、それは既存の繁華街との

分担もでき、連携もできるという意味で良いのではないかと思っている。「産業振興機能」に

ついては、大規模なものはあの場所には適切ではないと思うが、都心型のものについて言え

ば可能性は十分にあると考えている。 

「文化機能」であるが、いずれも適切なものではないかと思っている。基本的には都心の

一角を占めるという位置付けがあり、都心の一角ということを考えたときに、やはり広島駅

との役割分担を考えると、広島駅はどうしてもオフィス型の都心になってくるのではないか、

あるいは人材育成や会議、そういうものが集積した新しい業務街を作っていくのではないか。

そうすると、既存の紙屋町・八丁堀は、やはり今持っている回遊性や界隈性、こういうもの

を生かした都心を追及すべきであり、その一つとして商業が核になると思うが、もう一つは

やはり文化ではないかと思っている。そういう意味では、この「芸術・文化機能」について

は可能性があると思う。 

「スポーツ機能」については、先ほども意見があったが、基本的にはこの場所でなく、他

の大規模未利用地で考えるべきではないかと思っている。 

「平和発信機能」については、既存の平和記念公園があるため、そちらの中で十分充足さ

れる、あるいは、そちらの方で機能強化を考えるべきではないかと思っている。 

「緑地広場機能」については、当然公園用地であるため、これは一つの重要な機能になっ

てくると考えている。特に、その中でイベント広場というのは重要ではないかと思っている。

先ほど言ったように紙屋町・八丁堀という都心は、回遊性、界隈性を生かすという意味で言

うと、何が起こっているのか分からないようなものがいろいろ行われているような都心を目

指すべきだと考えているため、いろいろな行事が公共空間で行われるということが重要なこ

とではないかと思う。また、観光との連携ということが非常に重要だと思うが、観光との連

携という点から見ても、観光客が立ち寄りたくなるような魅力的な公共空間、イベント広場

というものが重要ではないかと思っている。 

以上が、主たる機能についての見解であるが、主たる機能の補完施設として書いてある総

合観光案内センターや観光バス駐車場、これらはかなり重要な機能であると思う。主たる機

能が何になったとしても、やはりこれらは整備すべきではないかと考えている。 

 

棚多委員 

佐藤委員から観光の話が出たため少し付け加えるが、6月 21 日に市の観光の方が発表した

平成23年の広島市への入込観光客数は1千万人、修学旅行生は32万人というデータがある。

一方、その 1千万人のうち、大体 3割強しか広島に泊まっていないという実態が出ている。 

今日の資料の中で非常におもしろいと思うのは資料 6 であり、平和記念資料館に 138 万人
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来るが、周辺にどれだけ行っているかを見ると、ほとんど行っていないということが分かる。

私ども観光をやっている者にとっては、都市間競争の真っただ中であり、そういう中では広

島市に来ていただいた、例えば平和記念公園に来ていただいた 138 万人のお客様にどう広島

市内を回ってもらい、なおかつ、泊まっていただくかということを今から考えていかないと

いけない。 

この資料 2を見ると、「飲食物販機能」については、補完機能的な、何らかの施設を作った

ときにそれを補完するような機能という形になるのではないだろうか。ただ、「観光交流・ア

ミューズメント機能」としてその他いろいろあるが、あの場所にこれらはふさわしくないの

ではないかと思っている。 

次に、「文化・芸術機能」であるが、人が滞留する、特に滞在型の観光というものを考えて

いく上で、広島が今弱いのは文化的なものでのもてなし、これに非常に弱い部分がある。そ

ういう意味からも他都市と競争していく中では、「文化・芸術機能」、これは是非とも欲しい

というところもあるし、平和記念公園、それから原爆ドーム、それに付随する北側というこ

とであれば、それらはある程度ふさわしいのではないだろうかと思っている。 

「スポーツ機能」については、確かにボールパークという形もあるが、西飛行場跡地に南

道路が整備されることなどもあるため、スタジアム等については他の大規模未利用地で良い

のではないかと思う。 

そういう意味では「緑地広場機能」については、特に先ほど言われたイベント広場やオー

プンスペース、こういうものについて、できるかどうかは分からないが、元安橋にオープン

カフェがあり、あそこは多くの外国人の方が利用している。そういった形のゆっくりくつろ

げるようなオープンスペース、また、若者が楽しめるようなイベント広場、そういう形で「緑

地広場機能」も必要だと思っている。そして、それに合わせて補完施設にある観光バス駐車

場であるが、これは是非ともどこかに欲しいと思っている。 

 

西田委員 

佐藤委員や棚多委員が言ったことで私も大筋では良いと思っている。皆さんが言わないた

め、言ってはいけないのかといつも思うのであるが、商工会議所のビルがなくなり、その次

とその次がなくなれば、あそこは水とグリーンの中で、文化的なものと緑地公園がもっとオ

ープンになると思っている。今の旧球場跡地の西側、昔は十日市とかあったが、あの辺りは

もう商業用地ではなくなっており、これから先は広島駅周辺が商業、ビジネスの中心になっ

ていくのではないかと考えている。そうであればなおさら、文化施設や公園緑地があれば、

申し訳ないが商工会議所のビルがなくなると、海、水へ向けてのグリーンの線が延びるので

はないか、その中で護岸にはオープンカフェが 1 キロでも 2 キロでもずっと続くのではない

かと、ここに来る前に事務所で話をしたら、是非そういうオープンなものにするため、あそ

こに今、手を入れたらいいのではないかという話であった。 

 

房安委員 

今日来る前に自分なりに機能分担を考えてきたのだが、「平和発信機能」については、平和

記念公園があるため、佐藤委員が言ったように、そこで収めておいていいと思う。 
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旧球場跡地は、例えば「文化機能」として、展望タワーを建てるには、高さ制限に引っ掛

かってしまうため、二葉の里地区などにタワーを建ててという感じでどんどん機能分化をし

ていくことを自分では考えていた。 

そこが今肝心ではなく、機能分化をしていくのであれば、絶対に回遊性が生まれるように

するため、「交通機能」を必ず重視しなければいけないと思っている。私が市内に行こうと思

うときに、いつも交通手段に迷い、自転車で行くにしても、バイクで行くにしても、車で行

くにしても停める場所がないということが一番自分の中では辛い部分であり、だったら市内

に行かずに近場にある郊外のショッピングモールに行こうということになってしまうもので

ある。どうしても人というのは、自分の自転車やバイク、車、そういう交通手段で行くこと

ができれば一番楽だと思う。広島の旧市民球場跡地を中心と考えれば、広島駅までの距離は

少し歩くには遠いが、行けないことはないくらいの距離であるため、杉野委員が言っていた

と思うが、旧球場跡地を交通の起点と考え、駐輪場やレンタサイクル場を整備すればいいの

ではないかと思っている。 

 

山本委員 

私は、広島市文化協会という組織に所属しており、この協会はいろいろな文化団体の連合

体である。その中には邦楽系や洋楽系もあり、バレエや文芸、美術もあるというような団体

である。少し脱線するが、我々の協会では、会員交流会というものを開催し、それぞれの団

体がどんな活動をしているのかということを合わせて発表することとしており、今度の 17日

には、バレエの関係を中心に発表しようということで準備を進めている。私は、バレエには

全く知識がなかったのであるが、呉も含めて広島には、バレエ教室が沢山あり、特に安佐南

区に多いのであるが、こんなにあるのかとびっくりしている。つまり、美術系も文化系もそ

うであるが、探せば文化活動をする原点になる組織や団体というのはかなり立派な活動をし

ており、いわゆる文化を盛んにするソース、基礎になるものは広島にはかなりあるのではな

いかと思っている。 

そういうことを踏まえ資料 2 を見ると、いろいろ分類してあり、一体どれに該当するのか

ということはなかなか判断しにくいのであるが、先ほど佐藤委員が分類されたことについて

は、大体そんな感じで賛成である。どちらかというと公園緑地のようなものが良いが、スタ

ジアムのような大規模な施設ではなく、市民が気軽に立ち寄ったり、散策できるものとして

「文化・芸術機能」がいいのではないかという気がしている。また、かなり議論も進んでき

たが、いろいろなメニューを出すよりも、思い切って絞るということをやらないと議論が深

まらないような気がしている。 

それともう一つ、私は資料 4について大変興味がある。今から 20 年くらい前には、広島を

アピールするため、「札仙広福」と言って、札幌、仙台、広島、福岡の比較論を盛んに行い、

負けてはないぞといって頑張っていた経済学者も居た。ここにデータが沢山並べてあり、広

島が進んでいるところもあるが、必ずしも十分でないというところもあるように見える。公

立文化ホールを見ると、収容人員は少し少ないようであるが、例えばこの文化ホールで例を

挙げると、考えなければいけないのは、かなり老朽化してきているということである。仙台

は知らないが、札幌にある「Kitara」という、もう今から十何年前にできた音楽専用ホール
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は、日本でも一番評価が高いと言われている。広島には確かに 2,000 人収容のホールはある

が、これは当時 60 億円で作った、今で見れば余りよろしくない、音響効果も音楽ホールとし

ての施設も十分でないというところもある。それぞれの数字で見るだけでなく、その施設が

どの程度の機能を果たしているのか、あるいは 近のニーズに対してどうなっているのかと

いうことにも少し踏み込まないと、一概に数字だけでは比較できないという点もあると思っ

ている。他都市と比べ、国内、海外から人を集めるためにはこの程度の規模で、こういった

内容でやっていったらいいと、その活動を支えるいろいろな団体が広島にはかなり沢山ある

ということも感じているため、そこらを踏まえてこれから絞っていけばいいのではないかと

感じている。 

 

長委員 

去年の 10月から始まり、そのときに旧市民球場跡地だけの利用について考えるのか、それ

とも未利用地が一杯あるが、それらを視野に入れて考えるのかということを言ったが、やっ

と他の未利用地のことも頭の隅に置き、旧市民球場跡地をどうしたらいいのか、どういう機

能を持たせたらいいのかということが議論できるようになったと思っている。今日は、アイ

デアの機能の再整理ということで、この資料 2 では、主たる機能というところでうまく分類

していただき、大変良くできていると思っている。 

ただ、「スポーツ機能」については、「スポーツ」だけに囚われるのではなく、従前から私

は言っているが、「スポーツ」というものの原点は「遊戯」であるということから、「スポー

ツ・遊戯」という機能を持たせるようにしたらどうかということで、これが平たく言えば、

子どもたちが技を競う、群れ戯れるということで多目的なことにつながっていくのではない

かと思っている。「スポーツ」と言うと、どうも近代スポーツだけを指して、サッカー場にな

ったり、フットサル場になったりするということである。今、バトントワリングなども「ス

ポーツ」というジャンルで扱われたりするということもあるため、できれば「スポーツ・遊

戯機能」という形にしていただきたいと思う。 

また、他の大規模未利用地や旧市民球場跡地にどういう機能を持たせたらどうかというこ

とを提案するとき、例えば、西飛行場跡地であれば、既に私どものスポーツ協会の加盟団体

である、ヨットやボート（セーリング）、カヌーという水を媒体にした競技団体の方が、あそ

こに何とかにぎわいを持たせたいということで動いている。西飛行場の跡地利用とひっくる

めて、それは水と親しみ戯れる、競技をするのではなく、そこに来た方が陸上で何か 1 日を

楽しく過ごすことができないかというように、いわゆるマリンスポーツ機能を付加するよう

なことも考えていると聞いている。 

そんなこともあるため、ここの話に戻るが、主たる機能に加え、どんな機能が付加されれ

ばといったところで、主たる機能に従たる機能を付け、これは二葉の里へ持って行った方が

いいのではないか、宇品にはこれがいい、それから千田の広島大学本部跡地にはこれがいい

といった感じでまとめていけばいいのではないかと思っている。もちろんそれに加え、そこ

に書いてあるように、観光バス駐車場や修学旅行生が雨でも弁当を食べることができるよう

なスペースが必要ということで補完施設も要るのだろうと思う。 

それからサッカーについて、岡野委員からかなり詳しく出たため、付け加えさせていただ
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く。岡野委員が言うことは私よりも詳しいのであるが、国際サッカー連盟は、実は人工芝を

推奨しているというか、実は人工芝がいいのである。J リーグは天然芝と言っているが、実

は今度の U-20 の女子の大会も FIFA サイドは人工芝でやりたいということがあると聞いてい

る。人工芝にすれば、特に今は「toto」から整備のための助成金がかなり出るようになって

おり、広島でも例えば、固有名詞を出して悪いのだが、市立大学にはないと思うのだが、広

島工業大学は人工芝のグラウンドを持っているし、全国津々浦々、どこの自治体もそういっ

た人工芝の整備にかなり力を入れていると言われている。それは、一つはメンテナンスが非

常に容易であるということと、いろいろなことに使えるということである。大手町一丁目の

提案にあったサッカー場については、ドーム型でなく、お客さんのための屋根は付いている

のだが、いわゆる屋根にするのか、ドーム型にしてテントを張るのかによっても技術的には

違ってくるのではないかと思っている。ただ、人工芝にすれば自然採光が不要であるため、

人工芝の方がこれから主流になってくるのではないかと思っている。芝生が 80 度になるとい

うようなこともあったが、今はそのようなことは段々なくなってきているのである。 

余談であるが、今度のロンドンのオリンピックで、人工芝の色はグリーンだと私は思って

いたが、ホッケーの日本代表が来た際に、今度、日本代表はイングランドと対戦すると聞き、

「それではきれいなグリーンのグラウンドでやるのだろう」と言うと、「いや、青色である」

と、人工芝の色はブルーなのである。では「ボールは」と言うと、イエローということであ

った。よく考えてみると、卓球もグリーンのテーブルからブルーになり、試合球も白だけで

はなく、オレンジや黄色になったりするのである。そういう意味で言うと、旧球場跡地利用

についても、かなり斬新なものを考えていかないといけないということも責務として感じて

いる。とにかく、今日の機能分担については、以前も申し上げたが、ある意味、今日のとこ

ろでまとめておいた方がいいのではないかと思っている。 

 

岡野委員 

大手町一丁目の図面を先ほど説明させていただいたが、先ほどの資料 2 について、この複

合スタジアムがサッカー場なのか、例えば、劇場、ホールなのかということであるが、大手

町一丁目としては、二者択一的なものではないと捉えている。 

ある意味からすれば、サッカー場としても使えるものということに名を借りて上手な資金

捻出を図りながら、スタンド下に、そこを物産展だけで賄うことはできないため、皆さんが

望むものを取り込んでいく。そして、ピッチの上でも、実際は先ほど盆踊りを例に出したが、

気軽に皆さんが遊ぶことができるような広場にしようという考えであり、我々としては、サ

ッカー場なのか、それとも他のものなのか、Yes か No かという発想ではない。 

 

今井委員 

機能分担については、皆さんの意見とほとんど同感なところもあるが、ただ、「文化・芸術

創造機能」のところで、劇場や美術館のような既存の施設を建てていくようなイメージはな

く、先ほどバレリーナやバレリーナを目指している方が居る、作家のような方が居るという

話があったが、そういった人を育てるような場所、発表する前の場所として捉えている。創

り上げて発表する場としては既存の施設を考えており、既存の施設が老朽化しているという
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ことは別の問題として考えるべきであると思っている。 

「緑地広場機能」については、私も以前からこの場所は、2、30 年掛けて創り上げていく

ようなものがいいと言っているように、5 年くらいは何もなくてもいいのではないかという

考え方もあり、何もないところから考えていくことが重要なのではないかと思っている。机

の上で何かを考えるよりも、本当に何もない広場があり、そこから何か生み出していくこと

を考えた方が形になっていくのではないかと思っている。 

「平和発信機能」については、平和記念公園があるため、それと対になるようなところは

要らないといえば要らない。要らないというよりは、いずれにせよ 終的には、旧球場跡地

を含めた中央公園自体も平和を創り上げていき、形になっていくのではないかと思っている

ため、絞っていくことは良いとは思うが、他の機能を排除するということではなく、何か一

つの方針に沿っていくものが必要であると考えている。何もかも入れるのではなく、何かに

沿っていかなくてはいけないということで、今日資料を持ってきたということもある。他の

地区に何を入れたらいいのかということは、今日持ってきた資料のとおりであるが、これは

案であるため、本当に必要なものかどうかということは考えていかなくてはいけないのであ

るが、他のところに関してもやはりすぐに決めるのではなく、旧球場跡地を中心に時間を掛

けて創り上げていくのがいいのではないかと思っている。 

 

長委員 

大規模未利用地のこともさることながら、鯉城通りの向こう側の中央公園、あそこも視野

に入れた考え方、 初の委員会のときにも言ったが、山があるばっかりに使い勝手が悪い、

また、広島城の東側にある中央バレーボール場については、フットサル場とソフトテニス場

になっているという実態もあるため、その辺もやはり、旧球場跡地のこともさることながら、

全体の中で、大規模な未利用地だけでもなく、今の中央公園のことも視野に入れ、提案する

ことも考えた方がいいのではないかと思っている。 

いずれにしても、機能分担についてもうこれで行こうと、投げやりなことではないが、こ

のくらいでいいのではないかというようなところで、ある意味結論的にやっていかないと、

中間とりまとめもできないし、年内に市長のところへ持っていくこともできないと思う。 

昨日、機会があり、旧市民球場跡地をメルパルクの上から見たが、水溜りになっており、

今後どうするのかと思った。ライト側のスタンドもシートが掛けられており、なぜシートが

掛けられているのかと思うと、崩れたらいけないから掛けているのだと。何を整理するにし

ても、菓子博が終わればすぐに、当面広場として市民に利用していただき、そして、歩きな

がら考えるということではないが進めていくということで、市民のニーズが段々見えてくる

のではないだろうか。いつも日曜日になると、フリーマーケットばかりやっていて、フリー

マーケットはあんなに広いところが要るのだという発想になってこないかなといった感じが

している。 

 

杉野委員 

機能分担についての意見であるが、西飛行場跡地は、マリーナサーカスという小さな遊園

地があるマリーナホップに隣接しているため、そこに「アミューズメント機能」を集約した
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方がいいのではないかと考えている。 

 

下村副座長 

機能分担については、先ほど佐藤委員が言ったように、大体ラインとしては見えるのでは

ないかと思うが、大きく分けて二つの機能の中に複合的な要素を加味して、今から整理して

いけば良いのではないかと思っている。それは、「文化機能」、イベント広場であり、これは

従前から言っているような形、中振連の時代からそういう形の使い方ではどうだろうかとい

うような形の展開ではあるが。 

「芸術創造機能」については、周辺に既存施設として美術館などは多いため、それを充実

すれば良いと考えている。 

博物館などについては、知の拠点である広島大学本部跡地が良いのではないか、そういう

意味では、今井委員が作ってくれたこの他の未利用地の活用方法も、機能を整理する部分で

役立っているわけであるが、そういう形が良いのではないかと思っている。 

また、前々からホテル関係の方々が言っているが、コンベンション施設等については、海

の玄関、宇品にある用地に、3,000 名以上のコンベンションができる形を作れば良い。とに

かく広島に宿泊していただき、そういう方々が先ほどの資料 6 では訪問率が原爆ドームは

93％、本通・八丁堀は 17％、お好み村等は 15％という数字になっているが、それが増えるよ

うな形での回遊性豊かなまちになればと思っている。 

「スポーツ機能」については、私もサッカーが大好きで、本通でもサンフレッチェ広島の

試合の応援チケットをプレゼントという形のこともやっているが、ビッグアーチにはなかな

か行く機会がない。そういう意味合いからすると、先ほど岡野委員が言ったように、サッカ

ーのための施設ではなく、文化的な機能を付加した形でサッカーがあるというように、スポ

ーツと複合的なものという捉え方もできる。例えば、イベント広場は、雨が降ったときに使

いにくいというところもあるため、屋根があった方が使いやすいと思うが、原爆ドームから

見て屋根などこういった大きな形の施設が目に映るというのはいかがかと思う。今まであそ

こに市民球場があり、広島の情熱がそこで燃えたぎっていたわけであるから、それがまた再

現できるという一つの手段にはなってくると思うところもあり、いろいろ揺れ動いている。 

先ほどの緑地広場について、これも私ども中振連の考えであるが、遊戯機能、いわゆる子

どもが遊ぶスペースがないため、今のハノーバー庭園は非常に使い勝手が悪い状況にあるが、

そのハノーバー庭園に大型遊具を設置し、親子で遊べるような場所にする、あるいはそうい

う形の遊戯もできるようなスペースとしてはどうだろうか。そのように、中央公園を含めた

形での改革を併せて行えばいいと思っている。 

そして、付帯設備としては、先ほどの観光バス駐車場、これも非常に重要な要素であり、

我々としては、レンタサイクル場、あるいは駐輪場等も重要な要素と考えており、設置する

予定にしている。「その他」の機能は、議論するまでもないと思っている。 

 

佐藤委員 

イベント広場について付け加えさせていただくが、今日はこの表の中での整理であったた

め簡単にコメントしたのであるが、イベント広場は、やはり国際級のイベント広場にする必
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要があるというイメージを持っている。具体的に言えば、平和記念公園を訪れる国内外のア

ーティストたちに自由に表現してもらえるようなそういう場であってほしいし、デザイン的

にも国際レベルのデザインのものにしてほしい。つまり、国際コンペで設計されるくらいの

イベント広場になればいいのではないかと思っている。そう考えると、少しデザイン的なも

のにも触れざるを得ないのであるが、やはり今まで余り議論になっていない商工会議所ビル

の存在がこのままだとどうしても今のような考え方と矛盾してくると思っている。国際的な

設計に頼るような状況を揃えようと思えば、丹下氏が提案した軸線を生かすということが非

常に重要になるが、商工会議所ビルの存在がそのままであるとなかなか理念は達成できない

と思っている。それをこの委員会でどう考えるかというのは非常に難しい問題ではあるが、

移転してくださいというか、そういうお願いのようなことをこの委員会でやれないだろうか

と思っている。そうすることによって、初めてここで言われている理念や適格性、効果、そ

ういったものに適合した空間整備ができるのではないだろうか。 

今までは、とてもその段階の議論ではなかったため、こういった発言をしていなかったが、

イベント広場というものの重要性を皆さんが認識されるのであれば、私はそういうデザイン

が重要だろうと思っている。そうなると、当然公園区域の再設計みたいなことにも及んでく

るため、現在、この中央公園はメルパルク側まで全部都心商業地域と隣接しているが、逆に

あちらの方を商業・業務空間として、西側の現在の商工会議所があるところを公園用地にす

れば、つまり等価交換のような形で公園を再設計すれば、中央公園自体も川との連続性が生

まれ、先ほど言われたようなオープンスペースをうまく生かしてにぎわいを作る、そういう

ことにもつながるのではないかと思っている。機能論に関係してデザイン論というものにつ

いても考えてはどうだろうかということである。 

 

棚多委員 

イベント広場に対する感覚は、人によっていろいろ違うのだろうと思う。先ほどの「文化

機能」のところでどういうハードになるかということが一つあると思うが、その中で例えば、

イベント広場のイベント自体は建屋の中でやるのか、イベントを行うところだけ屋根にする

のか、そういうところをある程度絞り込んでから次のステップではないかと思っている。や

はり、ただ単に人が通過する、集まるということではなく、人を集めることができる場所に

もしなければならない。私はそこに人を集めるという機能も是非持たせたいと思っている。 

先ほど商工会議所の移転の話があったが、それをこの委員会で言えるのかということにつ

いては、私は疑問である。むしろ、広島市の委員会であるから、残っているライトスタンド

を壊すなどといったことを市の方へお願いすればいいのではないかという気がしている。 

 

長委員 

佐藤委員が言った国際級のイベントについてだが、機能として「交通機能」まで六つある

ため、このレベルに「イベント機能」を入れてはどうだろうか。これを早くまとめないと次

へ進んでいかないのではないかと思う。 

どの機能があの場所に必要かという議論をするためには、善し悪しは別の問題として、そ

ういう機能の整理、捉え方が違うかもしれないが、「催事機能」でもいい、「イベント機能」



 

 

19 

 

という言葉がなじんでいるのであればそれでもいい。つまり、アーティストが来てやるのも

イベントとして捉えるのかどうかということなのである。世界の子どもたちのサッカーの大

会をあそこでやる機能を持たせようと言っても、一過性のイベントになるのであるから、そ

の辺の整理を事務局と相談いただきたい。 

 

岡野委員 

前回か、前々回のこの委員会で、蔵田委員が何かと取りざたされた商工会議所の移転問題

については、この委員会で判断された方向に沿って結論を出すと、非常に大きい、重い発言

だと私は捉えているのだが、それは間違いないと思う。それを踏まえて、我々は考えればい

いのだと私は考えている。 

 

山野井座長 

確かに前回そういうことを言っていた。 

それでは時間の方も差し迫ってきたため、いろいろと皆さんの意見の中では、大きくこの

機能の中で、「文化・芸術機能」のところと「緑地広場機能」、こういったところをもう少し

掘り下げていくと、旧球場跡地にふさわしい場所になっていくのではないかという意見が多

かったのではないかと個人的に感じているが、私はやはり旧球場跡地という場所が広島の中

核を担い、そこから歴史や文化、芸術、いろいろ東西南北をつなげるような場所になるべき

ではないかと前回も話をさせていただいたとおりである。 

機能分類については、ある程度議論が尽くされたと思うため、議論はここまでとさせてい

ただきたい。 

  

 

⑶ 中間とりまとめについて 

 

山野井座長 

次に議事 3「中間とりまとめについて」である。次回の委員会は 8 月を予定しており、そ

の際には本日の検討グループ会議の議論を踏まえ、中間とりまとめのたたき台を提示してい

きたいと思っている。 

そのたたき台については、今回を含めた 2 回の検討グループ会議での意見を整理したもの

をベースに作成したいと考えている。 

なお、たたき台の構成としては、旧市民球場跡地以外の方が適していると考えられる機能

が何で、その理由は何かなどが明確になるような構成とし、その上で旧市民球場跡地にふさ

わしい機能についても言及するように考えている。 

また、これまでの議論で用いた資料なども添付したいと考えているが、どうだろうか。 

 

（特に意見なし） 

 

特に異議がないため、そのようにさせていただく。 
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後に、専門家の招へいについてであるが、前回の検討グループ会議では、賛成と反対の

両方の意見があった。副座長とも相談し、この委員会の設置趣旨を踏まえ、招へいしないこ

とにしたいと思うが、どうだろうか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

それでは、この委員会には専門家を招へいしないということで進めたいと思う。 

本日の議事については以上であるが、事務局から何かあるか。 

 

荒神原旧市民球場跡地担当課長 

次回の跡地委員会は、8月 10 日で調整させていただきたいと思う。詳細は別途連絡させて

いただく。 

 

山野井座長 

 それではこれをもって閉会とする。 


