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旧広島市民球場跡地委員会第１回検討グループ会議 議事要旨 

 

１ 開催日時 

平成 24 年 2 月 10 日(金) 午後 3時～午後 5 時 

 

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 8名出席、代理出席 1名 

（今井委員、坂村委員、渡田委員欠席、小松委員の代理として山本紙屋町二丁目町内

会会長が出席） 

⑵ 事務局（市） 

都市活性化局長、都市活性化局次長、旧市民球場跡地担当課長、担当職員 

 

４ 議事 

⑴ 今後の進め方の確認 

  市が資料に基づき説明した。 

⑵ これまでの意見を踏まえたアイデアの整理 

   跡地活用のテーマとなる考え方、理念等について意見交換した。 

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委員会の今後の進め方 

参考資料１ これまでの旧市民球場跡地委員会で出された意見やアイデア 

参考資料２-１ 旧市民球場跡地活用のアイデアの機能別分類 

参考資料２-２ 各アイデアの提案理由と先進事例 

別図１ 広島市広域図 

別図２ 旧広島市民球場跡地周辺図 

別図３ 旧広島市民球場跡地周辺の都市施設等 
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７ 発言要旨 

 

これまでの意見を踏まえたアイデアの整理 

 

山野井座長 

跡地活用のテーマとなる考え方、理念の必要性の議論について、これまでの 2 回の委員会

では、委員の皆さんから多くの意見やアイデアをいただき、まだまだ話は尽きないと思って

いる。これまでに皆さんからいただいた意見やアイデアを概括してみると、跡地にどのよう

な機能、役割を担わせるべきかといった跡地活用のテーマとなる考え方、理念のような抽象

的な意見と、どのような施設を整備すべきかといった具体的なアイデアが混在しているよう

に思う。 

抽象的な意見として、例えば、今井委員からは「旧球場跡地で何をするかではなく、どの

ような場所にすべきかということから議論する必要がある」といった意見や、岡野委員から

は「これからの人口が減少していく時代を考えると、今こそ広島の特性や特徴を大切にしな

ければならない」といった意見が出されており、佐藤委員からは「アイデアを比較検討する

ため、都心の活性化、観光交流、都市計画、実現性などの重視すべき考え方（評価軸）が必

要である」といった意見が出されている。 

また、具体的なアイデアとしては、例えば、小松委員からは「観光バス駐車場や日曜市の

できる人が集まる場所」、杉野委員からは「アニメ、マンガの発信拠点」、坂村委員からは「若

者のアート活動の場」といったものなど多くのアイデアが出されている。 

どのような施設を整備すべきかといった具体的なアイデアは、当然、一定の機能や役割を

前提に出されているものと思われるが、今後、アイデアを分類、整理し、比較考量していく

上では、「今後の広島市において、球場跡地にどういう機能、役割を持たせるのか」という理

念が重要であると思う。そして、この果たすべき機能、役割があって初めて、それを実現す

るための個々の活用アイデアがあるのだと思う。 

今回の検討グループ会議では、まず、そうした跡地活用のテーマとなる考え方、理念につ

いて意見交換し、整理したいと思うがどうだろうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

先ほどの参考資料 1 に書かれているような意見を少し整理しながら、意見交換できればと

思う。 

それでは、球場跡地の活用のテーマとなる考え方、理念について、皆さんの意見でもいく

つか挙げられているものがあるので、それぞれ議論していきたい。 

これまで出された意見を見ると、球場跡地の活用のテーマとなる考え方、理念に関するも

のとしては、次の四つがある。 

まず、一つ目としては、広島市の都市像「国際平和文化都市」との関連をどう考えるか。 

二つ目としては、球場跡地は過去を振り返る場なのか、これからの未来を志向する場なの

か。 
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三つ目としては、経済活動を優先すべきか、非経済活動を優先すべきか。 

四つ目としては、将来の社会環境の変化にどう対応するのか。 

どのような機能、役割を担わすべきかを議論する際には、その機能、役割が、今の広島県、

広島市においてなぜ必要なのか、また、球場跡地になぜ必要なのかということを明らかにし

ていく必要があると考えている。この点に留意して、議論を進めたいと思う。 

まず、一つ目の都市像「国際平和文化都市」との関連をどう考えるかということで、前回、

下村副座長、山本委員から出された意見で、球場跡地の活用において「国際平和文化都市」

という広島市の都市像との関連を考慮するかどうかということから議論したい。 

この点に関しては、下村副座長からは「『平和』を一つの切り口として考えていきたい」と

いった意見、山本委員からは「広島市は『平和』はあっても『国際』がない」といった意見

が出されており、一方では「国際平和」に比べて「文化」が弱いと言われることもある。  

具体的には、跡地活用の切り口として、「国際」、「平和」、「文化」をどう取り扱うかという

視点になると思うが、この点はいかがだろうか。 

 

山本委員 

広島市全体で「国際平和文化都市」であって、その中心にあるこの球場跡地がどのように

なったらいいのか、私にはまだちょっと分からないが、広島がどうあったらいいのかという

ことと、そこに人が集まる、にぎわいがあるということがいずれにしても求められているの

で、そういうところと整合させていけばいいのではないか。 

全体の大きなイメージとして、この球場跡地のある広島市の中心部に、どういう理念を持

ってきたらいいのかということから分解していったらどうだろうか。 

 

佐藤委員 

 球場跡地は都心の一角にあって非常に重要であり、都心自体の機能が衰退しつつある中で

は、そこをテコ入れする非常に大きな役割を持っていると思う。しかし、都心に今ある商業

ということではなくて、やはりその商業機能と連立できるような別の機能というものが求め

られているのではないだろうか。 

 今、言われた「国際平和文化都市」との関係で言うと、最大の象徴空間は平和記念公園だ

と思う。そこに国内外の人が集まるわけであるから、やはり平和記念公園と連携するような

場でないといけないのではないだろうか。 

もう一つは、先ほど言ったように、都心というのは多くの人が交流する場であるべきで、

平和記念公園に集まってきた人がそこに向かっていくような、そういう交流機能が要るので

はないか。それは商業ではなく別の機能、文化かもしれない。 

 

小松委員（代理、山本会長）（資料提供あり） 

私は、紙屋町二丁目町内会会長の山本である。今日は小松委員の都合が悪く、代理で出席

させていただいた。 

市民球場の移転から 3 年が経ち、このところの経済不況もあり、以前に比べて中心地から

人通りが随分と少なくなってきた。この球場跡地の措置如何では、この地域が空洞化を起こ
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すのではないかと非常に心配している。 

私ども中区の繁華街から考えると、東西南北には大きな集客力のある商業施設が作られて

発展しており、地域にあっては非常に利便性があり、広島にとっても非常に素晴らしいこと

であると思っている。反面、中心部が地盤沈下を起こし、近隣他府県から見て、将来、魅力

のない中途半端な都市にならないように、くれぐれも広島市にはいい都市づくりをしていた

だきたいと思っている。 

当然、中四国にとって広島というのはトップであるが、その近隣から広島を訪れたときに、

我々の都市と余り変わらないな、大した都市ではないなということになれば、これは大変な

ことであり、いろいろと東西南北、本当に集客力のある施設ができてきている中、現在は 117

万人の政令指定都市ではあるが、中途半端な都市になってしまうのではないかということを

恐れているわけである。 

広島駅周辺の再開発が今から進んでいくだろうから、広島市の中心部と広島駅に回遊が生

まれるような都市づくりができれば一番いいのではないかなと思っている。広島には何がい

いかということを考えた結果、案が出てきたため、今日は資料を出させていただいているが、

また後ほど、お話させていただきたいと思う。 

 

下村副座長 

都市像ということで先ほどから「国際平和文化都市」ということが出ているが、佐藤委員

が言われたように、ここの場所については広島で唯一の場所、ここをどうするか、何を作る

かを考えるときに、やはり全国どこにでもあるようなものをここに持ってきても仕方がない

と思っている。広島らしさ、広島で唯一、あるいは前から申し上げているように世界で唯一

のものがここにあり、そこを目掛けて多くの人が来る、その切り口が「国際平和文化都市」

の中の一つに入るのではないかと考えており、実際、そこに何ができればいいのかというこ

とは皆さんと一緒に検討していきたい。 

先ほどの広島市全体の地図があるが、これを見ると、広島の場合は、広島西飛行場や千田

町の広大跡地、広島駅の裏と表、いろいろな場所に土地がある。それとは違って球場跡地は

広島の中心地であるので、先ほどから出ているように、我々がいろいろ提案する活用アイデ

アの中に、あるべき論という形で市役所の人間はよく言うが、基本的に何があるべきか、広

島で唯一、広島らしさが出るものは何なのかということも一つの切り口になるのではないだ

ろうか。前回の「平和」が切り口であったり、「文化」が切り口であったりと、素人であるの

でよく分からないが、その辺のことを大切にしながらこの委員会を進めていったらどうかと

思っている。 

 

岡野委員 

これまでの経緯もあり、言い方は悪いのだが、行政的な倣いからすると、これまでに出た

ことはなしということについなりがちである。 

最初にお願いしたいのは、これまでの貴重な意見があるわけであるから、過去 2005 年から

の経過は白紙にして、皆さんから忌憚のない意見を聴いて選択肢を狭めないような議事運営

をしていただきたいと思っている。私は、どの意見も素晴らしく魅力があり、説得力が少し
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ずつあると思っているが、いろいろな意見を羅列しただけでは、結局、委員会としては意見

がないということに等しく、そうなってはいけないと思っている。 

2 番目のお願いになるが、我々のやることは最後まで参考意見に留まる危険性もあるが、

何とかこの小委員会、全体の委員会もそうであるが、何らかの形にまとまった参考意見に何

とかたどり着いてもらいたいと思っている。 

次は提案であるが、いろいろな意見がこれから出てくる中で、それぞれの意見について、

広島の歴史と我々が気付かないまでもふれている広島の特性というものに絡めて考えてはど

うだろうか。 

それから 2 番目は、行政的に我々は素人であるが、それなりに市民のフィーリングで今の

広島が抱えている問題点、課題にそれぞれが気付いているわけであるから、いろいろな提案

が、その問題点、課題にどのような絡みがあるのか考えてはどうだろうか。 

3 番目には、過去と現在と未来と言えば単純な話であるが、少子高齢化の時代を迎え、我々

の時代はさておいても、何十年か後にそこにあるべき広島はどのようなものであるべきなの

か、その中で跡地が持つであろう機能が、どういう役割を果たしていけば非常に収まりがい

いのか考えてはどうだろうか。 

このような三つのフィルターといえば大げさであるが、それらに絡めて皆さんの意見を聴

く、チェックというと言葉が美しくないが、確認していけばそれぞれの意見からいろいろな

ものが出て、先ほどの話ではないが、羅列に過ぎないような意見に途中経過ではなったとし

ても、我々がこの広島というものをどのように考えているのか、また、我々が描く広島像と

いうものが委員会の財産として残るのではないかと思っている。 

 

山野井座長 

広島市の都市像という中ではやはり「平和」、「広島らしさ」、「歴史」、「特性」というのは

どうしても外せない一つのテーマになってくると思う。 

次は、過去を振り返る場なのか、未来志向の場なのかということについて御意見をいただ

きたい。 

前回までに、今井委員などから出された意見で、これまでの経緯を踏まえ、球場跡地を過

去を振り返る場とするのか、未来志向の場とするのかということがある。 

この点に関しては、今井委員からは「原爆ドームの南側の平和記念公園は、過去を振り返

る場所であるのに対し、旧市民球場跡地のある場所は未来を創造していく場所とすべきであ

る」といった意見、岡野委員からは「確実に大勢の人が集まり、戦後復興の象徴となるよう

なものにしてはどうか」といった意見が出ている。また、佐藤委員からは「平和大通りに直

交する平和の都市軸の理念をうまく生かしていけないか」といった意見が出されている。 

この点については、いかがだろうか。 

 

杉野委員 

平和記念公園が過去を振り返る場所であるのに対して、この旧市民球場跡地は未来をつく

っていく場所にすべきであると考えている。特に、芸術活動で未来を新しく切り拓いていけ

るような、その場で文化を創造していけるような場所になればいいと考えている。 
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長委員 

 「国際平和文化都市」と標榜されているが、私は、「文化」の中に括弧書きだが、スポーツ

を含むと言い聞かせて仕事をしてきた。だから、狭い意味での「文化」ではなく、もっと広

い意味での「文化」を論ずる必要があるのではないかと思っている。 

先ほど座長も言われたが、前回も、平和記念公園は「祈り」であり、もう一方では、球場

跡地、紙屋町界隈は将来に向かってというようなことで、私のイメージとすれば、公園が色

に例えるとグレーであるとするならば、カープが頑張っていた球場跡地は赤く燃えるような、

そういうイメージを持った何か仕掛けができないかと思う。球場跡地には人々が集い、にぎ

やかな声が聞こえ、それがどんどん市内へ波及していく。つまり、そちらを「動」とすれば、

平和記念公園のところは「静」という、「動」と「静」の関係でテーマを決めるとか、コンセ

プトにすればいいのではないかと思っている。 

 

山下委員 

 一つ前の議論に戻ってしまうかもしれないが、「国際平和文化都市」というのは当然、避け

られない必要なテーマであると思う。そのときに二つ目の過去、未来というところについて

は、今の平和記念公園との関連性なりが欠かせないと思う。やはり、平和記念公園が過去で

あるならば、球場跡地は未来を目指していかなければならないと思っている。その中に広島

らしさをどう作り込んで、インバウンドである観光も含めてどう取り込んでいくのか、それ

が歴史であったり、文化であったりということだと思う。 

平成 17 年くらいからこの議論はスタートしていると思うが、6年、7年と経って、今回、1

年前に白紙となり、さらにいろいろな意見を聴こうという中で、全く一緒とは言わないが、

かなりの部分がオーバーラップしていると思う。その辺を今日は整理してみたいということ

なので、そこは是非整理していただき、そこに今までの意見をどういう形で実現できるのか、

できないのかということを少し詰めていったらどうかと思っている。そういう意味で、この

未来というエリアをどう作り込むのか、10 年後、20 年後、30 年後がどのように想像できる

のかというようなこともあり、また、いろいろ老朽化した箱物をさわったり、動かしたりと

いうようなことになると、予算などもあり、長期的な視点で見ていかないといけないとも思

っている。 

そして、ここで発信できる歴史であったり、文化であったりというようなものが、来られ

た方がもう一度来たいと思うような、リピーターになっていただけるような、おもてなしの

ようなものを作り込んだものになればいいのではないかと思っている。おもてなしというこ

とは、気持ちよく歩いて、気持ちよくその目的の場所に行って、気持ちが和やかになる、そ

れを「平和」と簡単に言えるものかどうかは分からないが、そうした気持ちになっていただ

き、帰っていただけると、これはインバウンドである外国人観光客の方々を含んで、そうい

った方々に対するおもてなしができ、広島を理解していただける場になればいいのではない

かと思っている。 

 

 



7 

 

岡野委員 

  長委員、山下委員に全く賛成であり、先ほど山下委員が分かりにくい概念だと言ったよ

うに「平和」というのは本当に分からない。ジャンヌ・ダルクではないが、戦う「平和」と

いうようなものもあるだろうし、飼い殺しにされた弾圧もあり、何が「平和」か分からない

ところがある。そういう意味からしても被爆という大きな事実があるわけだが、私たちの次

の世代、新しい時代の「平和」が何かということを考えたら、案外、亡くなられた方の子ど

も、あるいは孫が、元気に持続性を持って市民活動をしているということが、本当に鎮魂で、

本当に広島市の「平和」の象徴であるかもしれない。そういう意味からすると言い過ぎかも

しれないが、どちらかというと電車通りから南側にあった「平和」というものが、「平和」の

全てではないと私は思っている。したがって、結論としては、お二人と同じように未来志向

の場所にしたいと個人的には思っている。 

 

下村副座長 

 先ほど岡野委員が言われたように、「平和」というものは、いわゆる戦争がない状態、そこ

ににぎわいがあって、人が喜び感動し、笑い声が聞こえるようなことが「平和」であるから、

そういう意味の未来の場所というような捉え方でいくと、「平和」の切り口もそこに入ってく

るのではないかと思う。 

佐藤委員にお聞きしたいのだが、ここに丹下ラインというものがある。丹下ラインも過去

と未来を多分とっているのではないかと思うのだが、それを見ると広島城の横、今の県営住

宅のところにサッカー場、あるいは陸上競技場のようなものが書かれている。そういう意味

からすると、そういうことも考えながら、丹下ラインができているのかどうか、その辺がよ

く分からないので、教えていただけないか。 

 

佐藤委員 

私もそれほど詳しくはないが、丹下さんが最初に広島で提案された図面を見ると、明らか

に相生通りより北側においては、文化、スポーツ、公園、そこに市民が集まり、特に特定の

階層ではなく、多くのいろいろな階層の人が集まってくることが想定されていた。子どもの

図書館や今も言われたようなスポーツ施設、特に、子どものための施設を丹下さんは重視さ

れていたように思う。おそらく人を育てる空間ということで、中央公園を見ていたのではな

いかと思っている。 

その理念は、今、皆さんが言われたこととほぼ一緒で、新しく広島の戦後の生活をつくり

出していく空間、まさしく象徴的な空間として丹下さんは想定していたのではないかと思っ

ている。 

 

小松委員（代理、山本会長） 

岡野委員、山下委員、佐藤委員と同感であり、紙屋町二丁目としていろいろと何がいいの

かなということで考え、資料を参考に出させていただいた。 

広島は「平和」が絡むため、どうしてもあそこに「平和」と絡めたものが必要であると、

そして、皆さんが言われるように未来のものを作っていかないといけないということで、こ
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れは一つの案であるが、一つのシンボルとして「広島平和音楽博物館」というものを提案し

ている。平和都市のシンボルとしてこういうものを作れば、平和都市広島から世界に対して

のアピールができるのではないか、平和に関するミュージアムみたいなものを一つ作ったら

おもしろいのではないかということを皆さんと話をした。来年には「ひろしま平和発信コン

サート」が旧市民球場跡地をメイン会場として開催され、全世界からトップアーティストが

来るようである。こういうものも絡め、そして市長が言う若者のにぎわうイベントというも

のもしっかりやっていけるようなところがあれば 1番いいのではないかと思う。 

 

山野井座長 

過去を振り返る場なのか、未来を志向する場なのかということについては、先ほど皆さん

からもあったが、私も旧球場跡地に関しては、戦後復興の中でにぎわっていた場所、明るい

希望の光としてカープが活躍した場所であり、やはり未来志向型の何か皆に元気を与えるよ

うなものがあったらいいのではないかと思っている。 

続いて、経済活動を優先すべきか、非経済活動を優先すべきかというテーマについて考え

てみたいと思うのだが、この点に関しては、前回までに、打越委員などからは「経済の活性

化が必要である」といった意見、また、小松委員からは「商業施設的な人が集まる何かが必

要である」といった意見、山本委員からは「平和記念公園に隣接しているのだから、国際交

流ができるとか、ハード面の検討でなく中心部に人を集めるためのソフト面の検討が必要で

ある」といった意見、佐藤委員からは「都心は単に商業のための空間ではなく、様々な都市

型産業や文化を育む場所である」といった意見が出されている。 

この点については、いかがだろうか。 

 

佐藤委員 

第 1回の委員会で、「都心は商業のための空間だけではなく、様々な都市型産業や文化を育

む場所である」と言ったのは、都心がそれだけ重要な空間であるということを言いたかった

わけであるが、都心というのはこの球場跡地だけではなく、もっと広く、広島駅周辺から含

めてかなり広いエリアを想定して言ったものである。それは、そこにそれだけの集積がある

から当然そういう考え方が必要なんだということで、この球場跡地だけにフォーカスして言

った言葉ではないので、その点は誤解のないようにしていただければと思っている。 

経済活動と非経済活動のどちらを優先するのかということは、なかなか答えるのは難しく、

必ずしも対立的なものではないと思っている。先ほど御紹介のあったように、観光客が来て

その人たちを呼び込むことによって、経済活動というのは当然生まれるものであり、観光政

策というのは、観光やそれに伴って文化的な交流をしてもらう、そこで滞在時間が延びる、

当然、お金が落ちるという、そういう経済の循環が起きるわけであり、「文化」も「経済」も

非常にリンクしているのではないかと思う。 

「国際平和文化都市」の理念を大切にするという中から、純粋な経済活動だけを想定して

考えるということがストレートに出てくるわけではなく、むしろ、「文化」なり「国際交流」

ということが大切になるのではないか。先ほど、「スポーツ」という話もあったが、やはり、

「スポーツ」も含めて広島市全体で「国際平和文化都市」という理念を実現できればいいの



9 

 

であって、その中で、都心という象徴的な空間の中で、何が主要な機能になるのかという絞

込みをしていけばいいのだと思う。そういう意味で言うと、余り対立的に捉えなくてもいい

のではないかというのが私の意見である。 

 

山下委員 

 先ほど、佐藤委員からお話があったように、私もそのとおりだと思う。やはり、今をベー

スに考え過ぎてもいけないのかもしれないが、紙屋町を考えたときに縦軸の東側には行政エ

リアと呼べるようなところがあり、横軸の相生通りの南側には本通商店街という、いわゆる

広島を代表する商業エリア、もちろん平和記念公園、それから図書館や美術館などがある歴

史と文化のエリアというものがあり、その横のこの跡地をどうするのかという中で、やはり

それをもっと深くというか、濃くというか、本当に本物志向というか、そういったところを

追求することにより、日本だけでなく海外からも目を向けられる場所に変わっていけるので

はないかと思っている。市長も広島駅を中心としたエリアと紙屋町、八丁堀を中心としたエ

リアを核にするということを言っているが、広島市は、そういう意味で、そこを深く、濃く、

より本物にというところを追求することにより、かなり注目度が高まるのではないかと思っ

ている。 

そういった中で、本当にそれを求める人が集まり、イベントはソフトの部分になってしま

うのだろうが、そうなれば平和記念公園の北側にあるこのエリアに何か世界的なイベントを

呼び込むことができるかもしれない、ちょっと大風呂敷を広げるようなことになるかもしれ

ないが、そういったものに変えていくことができるのではないかと思っている。そういう意

味では、一気にガラガラポンして、更地にして始めようということではないため、今のとこ

ろとの連携も深めながら、追求していけばいいのではないかと思う。基本的には佐藤委員が

言った経済活動か非経済活動かといったところで、あえてきれいに分けなくてはいけないと

いうことではないと思う。 

 

山本委員 

皆さんと同じ考えであるが、経済活動は何か商業施設的なものが集まるようなイメージが

あり、どうもここは周辺にシャレオから本通商店街、基町クレドなど商業施設がたくさんあ

るため、どちらかと言うと、それ以外の面で人を集めるような方法を考えた方がいいのでは

ないかと思う。人がここに集まってくれば、周辺に人が流れていくわけであるから、そこで

いろいろな経済効果も生まれる。具体的に何を考えているのかと言われると困るのではある

が、非経済活動的なことで人が集まるような場所にできないかと考えている。 

 

下村副座長 

 本通商店街としては、ここに大規模商業施設が出ることは大反対である。 

そういう経済活動のことを今、言っているわけではなく、先ほど佐藤委員が言ったように、

観光客が増え、それがグルグル回って、ホテルに泊まり、お好み村でお金を落とす、その間、

本通りを通っていただいてというような回遊を含めた形の経済活動が派生することを願って

いる。それは経済活動と非経済活動に差別、区別する必要はないと思っている。 
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小松委員（代理、山本会長） 

 先ほど言った紙屋町二丁目のプランであるが、音楽を含めて世界に発信することによって、

観光客を含めて国内外からもいろいろ呼び込むと、そして、その中には多目的ホールもあり、

修学旅行生がここに立ち寄って合唱するということや世界のアーティストがということもあ

る。また、アニメーションのようなものがここで定期的にでき、そしてその横では、商工会

議所がどうなっていくのか分からないが、あそこは商業地区であるため、広島の食を中心と

したフードバザールという日本にはないようなものを持ってきてはどうだろうか。今、島根

ふるさとフェアというものを毎年 1 回やっており相当の人が来ている。イベント広場では、

そういった中四国や他府県の食の文化をＰＲしたり、地産地消のものを売る。 

その側には、元安川があり桜並木もある。そして、秋にはこれが紅葉する。また、その裏

には文化施設、ひろしま美術館から始まり、お城、そして縮景園へとつながっている。春に

は城南通りを全部桜並木とし、秋には紅葉、そして将来的には広島駅との連携を図り、また、

本通りなどの街並みに流れるような…。 

タイムリーに大河ドラマ「平清盛」があり、観光客も増えてくる。現在、元安川から宮島

に行く船があるが、その船を宇品や音戸、大和ミュージアムなどまで伸ばすことにより、観

光にも役立つのではないだろうか。 

 

岡野委員 

全体の委員会が 2 回行われたわけであるが、実は、全体の委員会のときに広島の中枢性や

拠点性ということが、余り委員から話題として提供されなかったことを私としては首をかし

げていた。小委員会になって、中枢性や拠点性、あるいはそれに類するような発想が出てき

ていることを喜びながら、またびっくりしているようなところである。 

先ほど、経済活動なのか、非経済活動なのかということで、佐藤委員も言ったように、そ

んなに峻別できるようなものではないと思うのだが、ただ、私が 1 点思うことは、最近の行

政手法にもよくあるように、投資の回収ということであるが、民間で減価償却という考えが

ある。経済施設としてそこまで考えることはないのだろうが、おそらく広島市も考えている

ように非経済施設とは言いながら、その施設ができたことによって毎年の行政からの支出の

いわば、たれ口を作っただけの結果に終わってはまずいと思っている。そういったことを回

避しながら、今度は考え方が非経済的な考え方になるが、財政云々の問題は今日日いろいろ

あるだろうが、せっかくこの跡地に何かやるのであれば、短期ではなく、次世代を見据えた

将来に向けての投資という意味においては、決して腰を引いたような判断をしてほしくない

と願っている。 

 

山野井座長 

私も正にそのとおりだと思っている。 

続いて、将来の社会環境の変化にどう対応するのかということについて、皆さんから御意

見をいただきたい。 
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長委員 

将来に向かってどう対応するかということで、ソフト面やハード面でどうやってあの場所

に世界中から来ていただき、あの界隈を回遊してもらうかと考えると、ファッションもどん

どん変わっていくというようなこれだけ速いスピードで世の中が変わっている状況で、これ

は意見ではないのだが…。 

今、球場跡地は更地になっている。ある人たちはここでフリーマーケットをする、また、

ここでこんな催し物をやったら多分本通りの方へ人が流れていくのではないか、さらに、こ

ういうイベントをするとお客さんが宮島の方へ行くのではないかというように、とにかくど

うしていくのかを考えながら、市民にいろいろなアイデアで工夫して使ってもらってはどう

か。 

今度、菓子博があるのだが、あそこへ来たお客さんの動線がどのようにできていくのか非

常に興味がある。今、スポーツ界でも、サッカーの大会にしても、アイスショーにしても、

スケートは、今はプラスチックの上で滑るところも全国にはあり、いろいろな競技会やコン

サートをするにしても、パネルを持ってきて行うということが日常茶飯事に行われているの

である。そういう面で言うと、どんどんアイデアを出してもらい、あそこからいろいろなこ

とを発信してもらう、まず、それをやったらどうなのかと思っている。何か、こうしないと

いけないからそれまで待っておきなさいというのではなく、どんどん使ってもらってはどう

かという発想である。 

前回も言ったのだが、少年野球をする場所がないとか、子どもがサッカーをする場所がな

いというものは、空き地があれば土の上でもできるわけであるから、できればその辺のとこ

ろからやってはどうだろうか。あるとき、テニスがすごくはやり、中央庭球場に白いユニフ

ォームを着てラケットを持っていく女性がすごく多かったが、今はそうではなく、河川敷を

一生懸命歩いたり走ったりする方がいらっしゃるように、変わっていくものである。方法論

ではあるが、どんどん使ってもらいながら、その中から何がいいのかということを考えてい

くということも一つの方法ではないかと、余りターゲットを決めない方がいいのではないか

というような感じがしている。 

 

岡野委員 

 全体の委員会を 1 回目、2 回目と聴いて、それは構想、希望、願望の羅列だったと先ほど

言ったのだが、今のターゲットを一つに絞らなくてもいいのではないかという意見に私も賛

成であって、私なりに考えた広島の特性は何かというと、前回も少し言ったように、生活の

高密度空間ということがある。もう一つは、安芸門徒云々というようなこともあるのかもし

れないが、多様性、そこにも広島の特性があるのではないかと思っている。 

皆さんのアイデアはどれも素晴らしい内容の提案であるが、意見がまとまらない多様なも

のが出てくるというようなことも広島の特性ではないかなと思う。そうであるならば、その

中から五つか、六つをてんこ盛りにあそこに取り込んでみたらどうかと私自身は考えている。

さらに言うなら、やがて青少年センターやこども文化科学館が改修時期を迎えるというので

あるならば、そういったものを全部そこへ取り込み、そして 長委員が言うような何でもで

きるような空間をその中央に据えておけばいいのではないかと私は考えている。 
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長委員 

最後にアイデア出しになるのかと思っていたのだが、先ほど佐藤委員が言っていたような

丹下先生の構想や建ぺい率、おそらくあそこの地下は駐車場ではないと思うが、球場跡地の

地下がどうなっているのかなどを考えてみると、要はあそこに音楽ホールのようなものでも、

それから広島平和何とかでもいい、とにかく合築で誰でもいらっしゃいみたいな多機能の箱

物があり、もう一つは多目的な何でも使えるような広場で催し物などをやるというようなこ

とで進めていったらどうかと考えている。 

ただ、観光の関係で言うと、ここに修学旅行で来た学生が弁当を食べる際に雨が降っては

困るため、贅沢を言えば広場に雨をしのぐことができる簡単な屋根を付けるというようなこ

とでいいのではないかと思っている。 

 

山本委員 

将来の社会環境がどのように変化するということを私はまだ見通せないのであるが、明ら

かに日本は昔のような経済大国ではいられないのではないかと思っている。少子化や高齢化

は一番もっとも顕著なところであり、そういう変化にどう対応するかというようなことにな

ると、やはりこの前も皆さんから意見があったように少子化に対応する、つまり子育てに非

常に適した場所にするというようなところを思い切って狙っていく必要があるのではないか

と思っている。 

私も「国際交流」と盛んに言っているのだが、外国の方が来ても、あそこに行けば親子連

れで非常に楽しむことができる、また、様々な世代が楽しむことができる、さらに、国際交

流を図ることができる、非常に広島というのはおもしろいなと、あそこに行ったらおもしろ

いなと、そういうことがこの社会変化に対応することになるのではないかと思っている。 

 

杉野委員 

長委員の何か物を置くのではなくて、そこに誰か来てもらい、使ってもらえばいいので

はないかという意見に賛成ではあるが、そうするとそれこそ、他の都市でもできるのではな

いかと思ってしまう。 

何でもできる場所で、いかにして広島らしさをアピールしていこうかと考えると、難しい

のではないかと思うのだが、その辺りはどのように考えるのか。 

 

長委員 

 例えば、あそこでカキ小屋をやったらにぎわうかもしれない。いろいろな人が使う中で、

次のことを考えていったらどうかと、広島らしさを探っていったらどうかと思っている。 

そして、その管理は市役所が直接行うのではなく、地域の人や民間の人にお願いすること

ととし、そういう人たちが、いろいろなアイデアはどうだろうかというようなことになるの

ではないだろうかと考えている。 

 これが広島らしさということもなかなか難しいと思うのだが、箱物を作れば、指定管理者

制度の導入により指定管理者になった方がいろいろ工夫して使う中から、広島らしさを誰か
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が見い出していくというようなことでどうだろうかと思う。 

スポーツの大会をやる度に、広島らしさを出そうということで、アジア競技大会における

広島らしさとは何だったのかと考えた場合、一館一国応援運動ということがあると思う。長

野オリンピックでは、一校一国応援が長野らしさということになっているらしい。らしさと

いうのは非常に難しいのではないかと思っている。 

 

下村副座長 

 今の杉野委員の発言に私も賛成である。例えば広大跡地で今、市民がずっとフリーマーケ

ットをやっているが、それはこの場所でやるべきことなのかと少し疑問である。前回、我々

が提案し、市も提案したようなイベント広場のようなものと同じで、その規模の縮小版が今

の考え方のようなきらいがある。 

社会変化に対応するということで、先ほどもあった子どものことや人口減、広島の人口も

当然下がってくるだろうから、そうなったときに観光客を呼び込み、人口アップを図る、あ

るいは流入客の増加によって人口を増やしながら、経済活動に結び付けるような形で中央部

の活性化を図るというのが一つのポイントになる。つまり、将来的にはそれが高齢社会にも

対応した形、社会の変化に対応した形の一つの切り口になるのではないかと思う。 

先ほど来、各委員から活用アイデアが出ているが、それに関しては、後ほどの協議事項と

いうことで、今は理念の共有というか、先ほどから言っているように、広島の都市像、広島

らしさとは何か、過去と未来をどうするのか、経済活動か非経済活動か、将来はこういう形

がいいのではないのか、そういった切り口についてのポイントを我々はしっかりと持って、

それから次のアイデアの話に移った方がいいということで、今日の会が進んでいるのである。 

理念の共有というところで、その切り口がどんなものかというところが、いろいろな形と

して出てきたのであるから、例えば、有識者にどう考えるかと投げ掛けた場合に、彼らがど

ういう形のものを持ってくるかということも一つの考え方としてはある。前から私も市役所

へ予算はあるのかということでお願いしており、市長はこの前、使えばいいと言っていたの

であるが、例えばこういう理念を共有して考え方はこうだと、これに対して有識者の誰がい

いのかよく分からないが、例えば安藤さんがどう考えるかということを聴くことも我々の委

員会が次のステップに行くための参考になるのではないかと考えている。 

 

山野井座長 

これまでは四つのテーマの下にいろいろな意見を聴かせていただいた。 

少しまとめさせていただくと、まず、広島の歴史や特性を考えるということがある。歴史

といえば、スポーツ王国という時代もあっただろうし、特性といえば、「国際平和文化都市」

を標榜している広島市というようなこともある。そして、広島らしさ、世界で唯一の場所、

また、旧市民球場の跡ということで未来志向の場、人を育てる場所にするという意見もあっ

た。さらには、商業施設等周辺への経済効果につながるような集客力を持つ場所という意見、

また、人口減少の中、子どもや観光、次世代への対応がテーマになるという意見もあった。 

 

 



14 

 

下村副座長 

もう一つ、商工会議所の横には川辺があるように、広島の特性ということで「川」、「水」

がある。その特性も考えながら共通の理念をうまく利用したものができればと思う。 

 

岡野委員 

広島の中枢性、拠点性の向上に寄与するものということを、皆さんの反対がなければ入れ

ていただければと思う。 

 

小松委員（代理、山本会長） 

 本当に球場跡地の措置如何では、広島市の都心が魅力のないものになるため、やはりその

辺は皆さん考えていただきたいと思う。 

少しずれて申し訳ないのだが、今後は道州制という問題が出てくると思う。中四国で道州

制を組んだ場合には、交通面で岡山市がというようなこともあり、中国 5 県ならば広島市が

いいのかもしれない。そのためにも、是非、広島市は魅力のある都市をつくってもらいたい

と思っている。それにはやはり、先ほども言ったが広島駅前の再開発と現在の紙屋町、八丁

堀、大手町、本通り、あの辺りが全て活性化して、ツインの形での迂回、回遊ができるよう

な街並みをつくらないと、広島市の魅力がなくなってしまうのではないかと思っている。 

そして、観光客については、平和記念公園、宮島、また、いろいろな施設、文化施設、ス

ポーツ施設もいろいろと充実しており、外国人も来るのであるから、その辺りを上手に引っ

張り込むような施設、都市づくりをしっかりとやってもらいたい。 

 

佐藤委員 

 座長が活用のテーマとなる考え方、理念をまとめたのだと思うが、今日出た意見に加え、

参考資料１の左側には前回までのたくさんの意見がまとめられており、この中には、問題提

起的なものと具体的な考え方を示すものと二通りのレベルのものがある。実現性という点で、

借金を後世に残してはいけないという意見やある意味では逆に将来への投資であるというよ

うな意見もあり、要するに、それはどちらも公共投資について、しっかりとした投資をしな

がらも赤字を残してはいけないとまとめることができるだろうから、そこら辺りを整理する、

意見のある程度のグルーピングをしていただきたいと思う。 

そして、最初の委員会のときに、市長からこの旧市民球場跡地委員会で重視すべき理念と

いうことで、「長期的な視点」と「まちづくりの視点」という考え方が示されているので、そ

れらと今日我々が議論した考え方、理念との結び付きを整理しておく必要があるのではない

かと思っている。是非、ある程度整理したものを次回には事務局の方で作っていただければ

と思う。 

 

山野井座長 

次に、跡地活用の方向性の議論に移りたいと思うのだが、これまでの跡地活用のテーマに

加えて、委員の皆さんからは、跡地活用の方向性として、例えば「集客の対象」、「都市機能

の分担」、「回遊性の向上」についての意見も出されている。こうした点について、どう考え
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るべきかを皆さんと議論してみたいと思う。 

まず、「集客の対象」をどう考えるかということについて考えてみたいと思うが、これまで

に各委員から「集客の対象」について様々な意見が出されている。下村副座長や渡田委員か

らは「観光客の滞在時間や滞在日数を増やすことにつながる新たなにぎわいづくりの場にし

たい」といった意見、佐藤委員からは「観光交流人口を増やす必要がある」といった意見、

山本委員からは「どうすれば若者を集めることができるかが大切である」といった意見、ま

た、 長委員からは「子どもが動くことによりおじいさん、おばあさんも動く」といった意

見、坂村委員からは「敷地を世代ごとに五つのゾーンに分け、多様な世代が楽しめる空間に

なればいい」といった意見が出されている。先ほどの議論とも関連するが、集客についてど

う考えていくべきだろうか。 

 

下村副座長 

集客については、先ほどから出ているように、観光客、子ども、それから文化的な要素、

スポーツ的な要素で集まる方々を対象として捉えている。 

それと同時に前々から言っているのは、観光で来ても 3 時間観光で帰るような広島ではど

うしようもないということで、やはりそうではない何かがここにあって、3 時間が 6 時間に

なり、6 時間滞在するのであれば泊まらないといけないということで広島のホテルや旅館に

泊まり、飯を食べるという行動につながるような集客が必要だと考えている。 

 

山本委員 

 集客というのものは口で言うほど簡単ではないが、端的に言えば商業施設であれば明らか

に人は集まる。先日、倉敷の三井アウトレットパークに行ったが、かなり人が集まっていた。

ああいったものはここでは望めないため、それ以外のものとなると、私は文化関係であるの

だが、いろいろな文化関係の市民の発表や交流の場、そういうもので人を集めた方がいいの

ではないかと考えている。 

外国の都市を余り見ていないのではあるが、例えば、ミュンヘンであれば市役所の前が大

きな広場になっており、吹奏楽の演奏や人形の芸などが行われ、かなりの人が集まっている。 

市民の持っている文化力が全部発揮され、そこに行けば、毎週、毎週、必ずいろいろなイベ

ントがあり、おもしろいことをやっている、あるいはそこに行けば自分も参加することがで

きる、そういう市民の交流や若者とお年寄りの交流、あるいは外国の方との交流、そういう

ことができるようなことを考える必要があるのではないか。 

 

佐藤委員 

 特にこれからの環境変化を考えたときに、人口減少というのが非常に大きく、確実な要素

になってくると思う。やはり広島市はそれに対応して、「大交流」というものを進めていく必

要があると考えている。そういう意味で言うと、本当にこの都心は大交流拠点になるべきで

あり、交流の対象は、一つは、先ほど言われた観光客やビジネス客というような国内外から

来る人であり、この人たちに対しては、いろいろな意味でのこれまでにはない観光機能を提

供することを考える必要がある。 
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もう一つは、市内周辺部からこの都心部に来ている人たちも交流人口であると考えており、

その人たちは、やはり都心には普段自分たちが住んでいる居住地とは違った何か、ドキドキ、

ワクワクするようなものを求めていると思う。そういうものが今、失われてきているため、

先ほど山本委員が都市の広場でイベントが行われているというイメージを言われたが、ここ

に来たらいつも何かイベントがあるというものもおもしろいのではないかと思う。何かあり

そうだから行ってみようかといった気にさせるような空間であるから、それは別に建物では

なくても、広場、公共空間でいいのかなと思う。そして、それが先ほど言った文化と一緒に

なっていると、相乗効果があるのではないかと思う。文化施設の前に広場があって、いろい

ろなイベントがあるというのは、観光客を集めてくる要素になるのではないかと思う。 

 

長委員 

 会議の関係でよく代々木体育館に行くため、渋谷の駅で降りるのだが、駅を降りるとなぜ

か祭りでも行われているのかというくらい人がたくさんいる。実はお祭りも何もやっていな

いのだが、広島の中心部とどこが違うのかという思いがしている。竹下通りに行くと人がた

くさんおり、また、巣鴨の方に行くと、我々世代が…、何かヒントになるものがないかとい

う気がしている。 

 

山野井座長 

集客については、いろいろな考え方、やり方があると思うが、これについてはまた実際に

どういったアイデアのものを持ってくるかといった議論を行うときに、集客も含めて議論し

たいと思う。 

次に、「都市機能の分担」について考えてみたいと思うのだが、これについては、前回まで

に、小松委員からは「球場跡地の他にも、観音地域や広大跡地など、土地が余っている状況

がある。広島全体から見て、紙屋町の位置付けに適しているかどうかが大切である」といっ

た意見、 長委員からは「市域全体を考えると、西飛行場のこともある。何を拠点にするの

か市の方針がいるのではないか」といった意見が出されている。 

「都市機能の分担」ということで、広島市の全体図を見て意見をいただければと思う。 

 

杉野委員 

「都市機能の分担」になるのかどうかは分からないのだが、回遊性を持たせるという意味

で、今、広島市で「のりんさいくる」というレンタサイクルがテスト運用されていると思う。

それと連携し、例えば広島西飛行場跡地に行った場合には、レンタサイクルを用いて行った

ことの証明として写真などを撮影した場合には何か特典がもらえるとか、ポイントが付くと

か、そういったものができればいいのではないかというようなことを考えている。 

 

下村副座長 

広島西飛行場跡地、広大キャンパス跡地、広島駅の裏、表ということで、これだけの土地

が余っている。余っているというか、今から利用していかないと広島がうまくいかないとい

うことであるのだが、これは反対する方もいるかもしれないが、例えばサッカー場がビッグ
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アーチという少し離れたところにあるわけだが、このサッカー場を例えば、広島西飛行場跡

地に作ったらどうだろうか。 

何がここにふさわしいのかということは、それぞれの価値観でいろいろと違うわけではあ

る。広島の場合には、カープ、サンフレッチェ広島、広響があり、その三つの要素をうまく

利用した形での広島の都市機能の分担ということでは、広島西飛行場跡地の利用、あるいは

広大キャンパス、広大キャンパスはいろいろな形での計画が出されていたが、その辺のこと

をもう一回やり直してはどうだろうか。これは今、全体的な広島像の中でどういった分担が

できるかという形で、市役所の課長級が集まって横断的にそれぞれの意見をすり合わせなが

ら、この辺の地図を作っているようである。この検討グループ会議の方にも、その辺の結果

を教えていただきながら、都市機能の分担ということを考えていけばいいのではないかと思

っている。 

 

岡野委員 

都市機能の分担ということであるが、中略で私の結論を先に言うと、他の地区に機能を分

担するという必要性を生み出すようなことがこの球場跡地の役割だと思っている。 

前にも言ったが、広島市の中で副都心ということがよく言われるが、先ほどの話を例にす

ると、大体それは新宿や渋谷、そういうところであればまだ分かるのだが、言ってみれば広

島市一つが渋谷みたいなものであり、その中で副都心もないだろうと思っている。先ほどか

ら話題になっている少子高齢化という問題を考えた場合、ずっと広がっていった役割分担を

持つ各地区が非常に枯れ、そして痩せていくようなまちにならなければいいなと懸念してい

る。 

そういう意味からすれば、この跡地が持つべき広島市の中での役割分担は人を集めること

であり、ここに人が集まるからこそ、それに付帯したいろいろな機能、役割が各地に派生し、

それがまち全体の活性化につながるのだと思う。それこそが都心と呼ばれる地区の役割であ

ると思っている。 

 

山野井座長 

都市機能の分担については、旧球場跡地の核の話とは少し違うものかもしれないが、これ

からいろいろなアイデアを絞っていく中で、これが本当にあの場所にふさわしいかという議

論の中では必要になってくるものであるため、頭に置いていただければと思う。 

次に、旧球場跡地を核とした回遊性について、どういった回遊性が考えられるかといった

ことを少し皆さんと議論していきたいと思うが、いかがだろうか。 

 

山下委員 

 回遊性については、第 3 ステップの中で深く議論されるというスケジュール感なんだと思

うのだが、先ほど来からの議論の中にもあるように、やはり、何を作るにしても、ただ新し

いものを作るということがポイントではないと思う。 

中心部の八丁堀と紙屋町、それをつなぐ本通り、そういったところをどう活性化できるか

ということが回遊性の目的なのだろうが、そういう意味では、地下街もあり、この跡地がど
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うなるかによって、地下に駐車場を入れたらどうかとか、駐輪場を作ったらどうかとか、い

ろいろな意見があるとは思う。そこも含めた地下でのつながりであったり、地上を安全に安

心して気持ちよく回遊できるためには、どういう動線を作るのがいいのか、本通りをどう抜

けて八丁堀につながるのか、大手町のいろいろな施設につながるにはどうしたらいいのかと

いうところを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。 

 第 1 回目のときに自己紹介をさせていただいたように、私自身、紙屋町・基町回遊性向上

連絡協議会の代表幹事をやらせていただいているということで、一つの意見に集約するとい

うことではないが、協議会の中でも様々な議論をさせていただいており、今、ここで披露す

るまでの議論はできていないが、第 3 ステップの段階では少しお話ができるのではないかと

は思っている。今の施設と跡地との動線作りというところを是非考えていかなければいけな

いと思っている。 

 平成 25 年度に菓子博があるが、集客で言うと 80 万人が訪れることを期待しており、同時

期にフラワー・フェスティバルがあるという中で、当然、両拠点を行き来する人も出てくる

と思う。では、それはどこを通ってどう安全に歩けるのか、気持ちよく歩けるのかというと

ころが、私自身、今の時点では少し心配であり、政令指定都市である広島に来て、その中心

部に行って、非常に歩きづらかったという声をいただくのは非常につらいなということもあ

り、回遊性という点では、歩道にしても、整備というか限られた期間の中でできることを何

かやってみるのもいいなと思っている。それが、その期間だけでなく、将来のヒントになる

のではないかとも思っている。これは博覧会の方々がいろいろホスピタリティという視点で

あったり、いろいろと検討することだと思うが、そういう意味で面的につながるということ

が重要なことの一つであり、いろいろとアイデアを出していきたいと思っている。 

 

山野井座長 

やはり回遊性を求めるにしても、週末限定のにぎわいを求めるのではなくて、月曜日から

日曜日まで、ある程度の人が集まる、人が集まるからこそ回遊性が生まれ、また、まちがに

ぎわうのではないかと思っている。そういったことも今後、今日のテーマを元にまた皆さん

と話ができればと思っている。 

 

杉野委員 

先ほど話したレンタサイクルとの連携と話が重複する部分もあるのだが、人はゲームにな

ると夢中になるという習性があり、実際にこれは何かで見たのだが、広島に張り巡らされた

市電を使ったすごろくのようなアプリケーションがスマートフォンにある。そのように何か

ゲーム性を持たすことにより、市街地を自然と回ってみようとする動機になるのではないか

と思う。そういった情報を発信する場所として、跡地を利用すればいいのではないかと考え

ている。 

 

山野井座長 

あの旧球場跡地について、今後様々な考え方が出てくる中で、今日は皆さんの方からテー

マとしてこれだけは外せないというものを出していただいた。本当にあの場所は、いろいろ
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な方やいろいろな立場からの思いがある場所であると思う。 

今後は、いろいろなアイデアの絞込みをしていきたいと思っているが、ここで参考資料 1

にあるこれまでに皆さんからいただいたアイデアの中で広島の歴史や特性を踏まえて、こう

いうものがあれば、広島らしさというものが生まれるのではないかといったことについて少

し議論したいと思う。佐藤委員、アイデアの中からこれはおもしろいなというようなものが

あれば言っていただけないだろうか。 

 

佐藤委員 

このワーキングがアイデアについて主張する場であるならば、そういう意見を出せばいい

と思うのだが、アイデア自身については、これまでの 2 回の委員会で皆さんからたくさん出

ているわけである。 

それらについて今度は、同じものをできるだけまとめたり、先ほどの理念との関係でどう

評価されるのかという話合いをすることにより、またその中から新しいアイデアが出る可能

性もあるのではないかと思っている。この中から何かと言われると、前の議論に戻ってしま

うような気がする。 

 

山野井座長 

今日は検討グループ会議でもあり、確かにこの中からというとこれまで出てきたものだけ

であるため…。また、本委員会の方で出てくるかもしれない。 

 

長委員 

アイデアを出すときに、バスターミナルはそのままなのだろうか。あれがどこかに頓挫す

ると、また状況が変わってくる。 

今の状況を見ると、旧市民球場跡地のところは塀があって、バスが上がるところがあるが、

あの部分が通れなくなっている。あれがそのまま残るのであったら、ハード面で何か工夫し

ないといけないのではないだろうか。 

 

小松委員（代理、山本会長） 

 バスセンターはこの前リフォームされて非常にきれいになったが、政令指定都市としては

少し狭い。そういう意味では、旧市民球場跡地の地下に非常に広いスペースがあるわけであ

るから、結構費用は掛かるかもしれないが、観光客のための駐車場を作ってはどうだろうか。 

 広島駅の北口に第二バスセンターを作ろうかという話もあるので、向こうが本当のバスセ

ンター、拠点として動いていくのではといった懸念が少しある。もう少し、こちらのバスセ

ンターも何とかすればいいのではないかと思っている。 

 

杉山旧市民球場跡地担当課長 

バスセンターの話はまだ何も決まったものではないため、この場では今日いただいたよう

なことを受けて、跡地を今後どうするかということを議論していただければと思っている。 
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山野井座長 

今日はいろいろとテーマ、理念について皆さんと一緒に議論してきたが、そろそろ時間が

来たため、議論を整理しておく。 

整理すると、アイデアの比較考量に当たっては、まず、それぞれのアイデアについて、な

ぜその機能、役割が必要なのかといった跡地活用のテーマとなる考え方、理念が重要である。

そして、理念とアイデアは一体のものであり、アイデアの分類、整理の中で、それらの関係

性を整理する必要があるといったことになると思う。 

次回の検討グループ会議についてであるが、次回は、まず、個々のアイデアについて今日

議論した跡地活用のテーマとなる考え方、理念といった視点からもう少し掘り下げて整理し

たいと思っている。具体的には、各委員から出されたアイデアについて、「なぜ必要か」とい

う視点から確認してみたい。 

例えば、杉野委員の「アニメ、マンガ発信拠点」が、なぜあの場所に必要なのだろうか。

岡野委員の「複合スタジアム」と戦後復興の象徴はどうつながるのだろうか。今井委員の言

う未来を創造することと「複合公園」はどうつながるのだろうかといったことについて整理

したいと思っている。そして、その整理の後に、アイデアを実際に比較考量するための評価

の視点、評価軸について議論したいと思う。 

本日の議事は以上であるが、事務局から何かあるか。 

 

杉山旧市民球場跡地担当課長 

 冒頭で申し上げたが、次回はもう 1 回この議論をしたいと思っており、3 月中旬を予定し

ている。日にちについては決まり次第また連絡させていただきたいと思う。是非、参加いた

だきたいと思っている。 

次回は、今日いただいた意見について、理念というかテーマについてもいろいろな見方が

あるということで、整理させていただき、事務局から何らかの資料を提示していきたいと思

っている。 

 

山野井座長 

それでは、これをもって、閉会する。 

 


