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第 2 回 旧広島市民球場跡地委員会 議事要旨 

 

１ 開催日時 

平成 23 年 12 月 22 日(木) 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 委員 

委員 22 名中 20名出席、代理出席 1名 

（芳我委員欠席、蔵田委員の代理として谷村専務理事が出席） 

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 第 1回委員会で出されたアイデア等の分類 

市が、これまで市民等から出されたアイデアや提案を含め、多様なアイデアを機能ご

とに分類し、説明した。 

⑵ 意見交換（追加のアイデア出し） 

   各委員が追加のアイデア出しについて意見交換を行った。 

発言要旨は別添のとおり 

⑶ 検討グループの設置について 

議論を深めるために委員会の下部組織として設置する検討グループについて、メンバ

ー選定等が正副委員長に任された。 

  発言要旨は別添のとおり 

 

５ 公開・非公開の別 

公開 

  

６ 配付資料 

資料 旧市民球場跡地活用のアイデアや提案等の一覧 

参考資料 

⑴ 第 1回委員会で頂いた御意見に対する補足説明 

⑵ 市民からの提案（募集期間：平成 17年 11 月 15 日から平成 18 年 1月 20 日） 

⑶ 市に寄せられた市民等からの提案（平成 23年 4 月 1日から 12 月 14 日まで受理分） 

⑷ 民間事業者からの各提案の機能別分類（広島市民球場跡地利用検討会議(第 1 回)会

議資料(平成 18年 3 月 8日開催)） 

⑸ 中央公園及び平和記念公園周辺の変遷（広島市民球場跡地利用検討会議(第 2 回)会

議資料(平成 18年 3 月 20 日開催)） 

⑹ 旧広島市民球場跡地周辺の既存施設等の現況 

⑺ 市議会から出された旧市民球場跡地の活用に係る意見や提案 

⑻ 旧広島市民球場跡地整備の概要と新たなにぎわいづくりに向けて 

⑼ ひろしま都心ビジョン（概要版） 

⑽ ひろしまビジターズ・インダストリー戦略行動計画 
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７ 発言要旨 

 

⑴ 意見交換について 

 

長委員（資料提供あり） 

2、3 日前に電車に乗り、現在の球場跡地を見たが、ライト側のスタンドしか残っておらず、

広いと思った。私は小学校のころにソフトボール大会に出るのが夢で一生懸命練習した。子

どものころの夢をもう一度呼び戻したいということで、子ども達に夢や目標を与えるような

スポーツ施設を作ってもらいたい。別に箱物でなくてもよく、芝生広場さえあれば余り経済

的な投資も必要なく、何にでも使えるのではないか。 

また、今は球場跡地の周囲に塀が残っているが、取り払った状態を是非見てみたい。 

 

天倉委員（資料提供あり） 

先般、経済レポートに、芸能文化の殿堂として「広島平和座」の提案を投稿した。送付さ

れた資料の中に「平和座」という提案があるが、同じような提案があると思い、びっくりし

ている。芸能文化の殿堂を作っていただければ、いろいろな効果があるのではないかと思う。

歌舞伎やオペラ、ミュージカルに加え、この前も意見が出ていたが、アニメをそこでやれば

人も集まる、子どもや学生が集まるというような意見もある。お金が掛かるかもしれないが、

どうしたらそこにお金が集まるかも考えていけばいい。それこそ、広島の一番の中心地を活

性化するわけであるから、国からでもどこからでも手立てがあるのではないかという意見も

あり、皆で投資して殿堂をつくる、お金を集めることも盛り上がりの中ではできるのではな

いか。神楽の甲子園大会を高校生がやっているようであるが、まだ全国から 4 校しか出なか

ったというようなことも聞いている。そうした大会もここに持ってきて全国的に是非行って

みたいというものに作りかえてもらいたい。 

先ほどもソフトボールの大会の話があったが、今回、新しい市民球場で 42 回目の広島市小

学生ソフトボール大会の決勝戦をやっていた。新しい球場でやることは彼らの夢になってい

る、本当に喜んでやっていた。これはそういう場があるのだから、大いに活用してもらった

らいい。予選大会は宇品や草津に広い場所がたくさんあるため、そういうところで行えばい

い。 

私の提案は「広島平和座」というネーミングで、大きなものを作ってもらい、広島出身の

素晴らしい芸術家を館長として招き、運営してはどうかというものである。 

 

今井委員（資料提供あり） 

以前も申し上げたが、一人で考えてきた意見ではなく広島市立大学芸術学部のチームで校

正し考えてきたものである。前回の会議で原爆ドームを中心に、平和記念公園と中央公園を

それぞれ性格の違う場所として捉えてはどうかということを提案させてもらったが、それを

具体的な案にして持ってきた。 

1 番上に「変遷型公園」と書かせてもらったが、平和記念公園を過去を振り返る公園、中

央公園を未来を創造する公園としたが、それを前提として今日は話をする。「変遷型公園」と
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いうのは数期に分けて段階的に変遷する複合公園として捉えている。その要点を読み上げる

と、2015 年から 2045 年まで約 20 年から 30 年かけて作り上げる公園とする。参考事例とし

て、東京都渋谷区の代官山ヒルサイドテラスというものがある。そこは住居、店舗、オフィ

スからなる複合施設になっているのだが、これは 1967 年から 1992 年まで約 35 年くらいかけ

て作られた施設である。当初、敷地だけは用意されていて、全くゼロのプランから始まり、

時代に合わせて必要なものを取り入れていったものである。今は旧球場跡地をどうするかと

いうことで、少し性格は違うが例として挙げている。 

二つ目として、中央公園内に所在する他の施設の変遷も考慮していく。中央公園内には先

ほども説明があったが、いくつかの公共施設があり、いずれ老朽化するという問題もある。

時代に合わせてどのようにするかということも考慮していければと思う。 

三つ目が、先ほど 20 年、30 年かけて作り上げる公園と言ったが、2045 年というと丁度戦

後 100 周年になる。平和記念公園ではセレモニーが行われるだろうから、同時にこの旧球場

跡地で別の形でセレモニーができればいい。そこから新たなフェーズをスタートしていくと

いう形で、2045 年時点で、またこの場所をどうしていくかということを考え始める機会にな

ればいい。 

四つ目が、以下のコンセプトを念頭に完成予想図や変遷内容を考慮していければと思って

いる。今は、旧球場跡地だけの委員会になっているが、私は、中央公園全体を変遷型の公園

と捉えている。先ほどの参考資料にもあったように、被爆前、被爆後と形を変えてきている

場所をなぞっているわけではないが、成長していくような形になればいい。 

具体的な活用案として思いついたものを挙げると、施設は地下 2 階、地上 1 階程度の低い

構造の複合施設にしたい。シミュレーションをした際に、低い施設であれば広島城側から原

爆ドームが見え、いい眺めであった。地下の 1 階部分は半地下とし、地上を歩く人から中身

が見えるようにしたらいい。また、形状は円形型として回遊性を兼ね備えたものとし、円形

の真ん中が空くため、その部分をフリースペースとして活用する。建物内は壁で構成するの

ではなく、柱で空間を分断することができないかと思う。おそらくこの施設に入居する組織

というのは、公的な組織であると思うため、オープンにする前提でいければいい。そうする

ことにより、時代に合わせて模様替や組織の入替の簡易化ができる。柱だけと言ったが可動

式の壁でもよい。地下 2 階は、資料アーカイブ庫、格納庫、駐車場と書いている。広島市に

はたくさんの資料があるため、それらをアーカイブ化できる場所を一つにまとめてはどうか

と思っている。屋上は子どもの遊び場を中心に屋上庭園として、遊歩道、休憩場として機能

させる。円形型の建物はいくつかあるのだが、その参考事例として、子どもの遊び場を前提

としているため、東京都の立川市にある富士幼稚園を挙げている。老朽化した幼稚園を建て

替えているため、元々あったケヤキの木が屋根を貫通した状態で残っている。ウッドデッキ

の上を子どもが走り回って遊び、部屋も窓ガラスのみでとても開放的な空間になっている。 

施設内をどのように活用していくかだが、まずは中央図書館の移設である。中央図書館は

建設が昭和 49 年となっており老朽化も進んでいると聞いている。施設の中もとても使いにく

くなっており、図書が地下にしか収納できないというような話も聞いたため、是非、多くの

利用者がいる施設を中央に持ってくることはできないかと思っている。また、こども図書館、

まんが図書館と合築すれば多くの集客も見込めるため、そちらも検討できればいい。さらに、



4 

 

老朽化が進んでいる青少年センターの移設である。これらが移設できれば、その場所をどう

するかということも出てくるので、それも中央公園の新たな利用計画に含めていければいい

と思う。駐車場の問題があるため、例えば図書館の跡地を活用することもできるのではない

か。 

次に、食事や休憩ができるのは大きいと思うため、お洒落なカフェレストランで若者を集

め、広島の産物を使ったものが提供できればいい。さらに、スタジオを考えているが、スタ

ジオというと何かを作ったり、考えたりする場所と思われがちだが、あくまでも一つのフリ

ースペースを考えており、状況に応じてフレキシブルに対応できる空間としてのスタジオを

提案する。参考事例として、山口情報芸術センターを挙げている。私もよく足を運ぶのだが、

劇場やシアターに加え、市立中央図書館もある複合施設になっており、図書館があるために

本当に多くの利用者が行き来している。スタジオが A から C まであるのだが、スタジオ A で

はフリースペースとして使いたい場合には、客席が地下に収納できるようになっており、劇

場やダンスホールなどいろいろな使い方をされている。スタジオ B は、何もないホワイトキ

ューブの空間であり、壁が取り外しできる。 

また、球場跡地を活用していく上で何をするにしても周辺の整備が必要になってくるので

はないかと思っている。球場跡地とバスセンターの間の道路は、人が通れるけれども通りた

くないという印象があり、隣には、バスセンター、クレド、そごうがあって、人が集まると

ころなのに球場側に行くアクセスを見ることはない。このアクセスは重要であり、また、JR

と連動したアストラムラインの新駅ができるため、JR の利用者が県庁前や本通前で降りるこ

とが予想される。そうした人たちが球場へ足を運ぶ道筋ができればいい。さらに、駐輪場と

レンタサイクル場の整備である。駐輪場がごった返しているということや駐車場の問題を考

えると、車で来てもらうのではなく、交通機関を使って来て、レンタサイクルでまちを回遊

するということもあるのではないか。 

 

坂村委員（資料提供あり） 

前回は、若者のアート活動ができる場にしてはどうかという提案をさせていただいた。今

回は、アートという括りを五つに絞ってみた。「音楽」、「美術」、「ダンス」、「料理」、「アニメ」、

この五つを柱にまちづくりを考えてはどうかと思う。「音楽」で言うと現在の街角コンサート

や水辺のコンサートなどをまとめてやってはどうか。 

また、まちづくりにおいて、視点を縦のつながりと横のつながりということで考えてきた。

まず、縦のつながりについて説明すると、まちで見かけるストリートダンスを踊る若者たち

が、この旧市民球場跡地でダンスを踊っていたとして、様々な年代の人たちが踊ることによ

って世代を超えて、コミュニケーションを図ることができるのではないかと思う。もう一つ

の横のつながりというのは、旧市民球場跡地と市内をつなぐネットワークのようなものがで

きたらいいと思っている。例えば敷地の徒歩圏内でアートの活動やイベントを結んだり、大

きなイベントをする際には、広島西飛行場跡地や広大跡地を利用して市内全体で盛り上げて

いってはどうかと思っている。街角コンサートや平和記念公園の川沿いでよく若者たちが歌

っているが、そのような路上ライブや市内のライブハウス、先ほどの広島西飛行場跡地や広

大跡地を使ったコンサートやスポーツ大会を行うことで、市内のネットワークができるので
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はないかと思う。その他にもフラワーフェスティバルやフードフェスティバルなどの祭りを

利用し、同時期に球場跡地にアート活動の発表の場を設けてはどうかと思っている。 

もう一つは、アートの五つの柱の「料理」のところで「栽培」と書いているが、栽培を行

うために跡地へ農園を設けてはどうかと思う。農園を設け、そこで若者たちが栽培から収穫

までの一連を体験できる空間にしたり、収穫期にはイベントを開催し、調理して食べるとい

うのもおもしろいのではないか。今言ったような流れを作ることで市内の回遊性が生まれ、

市電やバスの利用者が増えるのではないかと思う。 

私は敷地を五つのゾーンに分けるように考えてきたが、若者も年代が様々であるので、幼

稚園から社会人までを分類し、ゾーンを五つに分けることで、いろいろな人たちが楽しめる

空間にできればと思っている。例えば、幼稚園、小学校低学年向けにはこども文化科学館が

あるが、そのような体験型の学習空間があればいい。小学校高学年から中学生向けには修学

旅行生も利用でき広島の文化が体験できる空間、高校生や大学生にはサークル感覚で集まる

ような路上ライブやストリートダンスができる空間、社会人や一般の方には会社帰りに立ち

寄ることができるカフェや映画を見るコーナー、家族向けには休日に利用する農園やいろい

ろな場所で行うコンサート、このようなものがあれば多くの人が集まるのではないかと思う。

そして、それら五つのゾーンを、施設や通りを作るなど何かしらの形でつなぐことができれ

ば、跡地やまち一体が盛り上がるのではないか。 

 

古川委員（資料提供あり） 

跡地利用に関する今回の試みというのは、非常に大掛かりなもので、広島市としてはおそ

らく初めてのことではないかと思う。少し趣向を変えて取り組んでみてはどうかということ

でペーパーを出させていただいた。 

広島市の投資をどうするかということについては、今までいろいろ取り組まれてはいるが、

近、公共事業体白書というものが出てきており、それを広島市として利用してはどうかと

思っている。これまでの費用と効果、どういう形で投資がなぜなされたか、過去に行われた

公共投資の費用と効果を実証してはどうかと思っている。広島市の図書館の場合には、八つ

の区に図書館が作ってあるというようなことがあり、これは費用対効果だけの話ではないと

も思うが、他都市では、図書を 1冊貸し出すのに 1,000 円以上掛かっている事例もある。 

今までの日本の財政運営のもとでは、段階的に毎年投資していくということが学校などを

除き、必ずしも明確にされていない。今回はそういったことも含めてできるのかできないの

か、あるいは施設ができた後の費用についても、例えばスミソニアン博物館にはボランティ

アが何十人も従事している。そういった運営方法、あるいは費用の調達方法も含めて新しい

方法が採用できないものかと考えている。 

 

小松委員 

いろいろな提案を聴く中で思うのは、広島全体から見て、紙屋町の位置付けとして適して

いるのかどうかということである。球場跡地の他にも、観音地域や広大跡地、宇品地域など、

広島にはいろいろな土地が余っている状況がある。紙屋町二丁目町内会としては、旧市民球

場跡地は人が集まる場所にしてほしい。また、世界遺産の横なので観光バスの駐車場、土曜
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市や日曜市のような市場も作っていただきたい。倉敷の三井アウトレットパークは、何もな

い公園がすごく人の集まる場所になっており、球場跡地も人が集まる場所として提案してい

ただいたら助かる。 

 

下村副委員長（資料提供あり） 

中振連でもいろいろ意見は出るが、まとまっていないというのが現実である。これまで広

島市と一緒にやってきた計画を元に聴いていただければと思う。 

まず、青少年センターが古いため、それを建て替えるという意味合いで、「広島芸術村」と

して 500 席程度の多目的ホールを右上の劇場の場所に持ってくる。これは、演劇、神楽、映

像、ライブ等を行うための施設で、演劇と神楽の練習場と収納庫、あるいは学生から提案が

出ているアニメのスタジオを組み入れ、アニメ教室、貸録音スタジオ、ライブ練習場、貸会

議室、談話室、メディアセンター機能、フリーの wifi 等の機能も当然つけながら、そうした

活動をここでやられたらどうかという提案である。 

また、広島商工会議所がここに移るか分からないが、このスペースにはコンサートホール

を作る。皆さん御承知のとおり、大阪のシティホールには日本で一番音響の優れた設備があ

る。ザルツブルグにも大小のこういった劇場があり、オペラやいろんなコンサートができる。

広島の場合には、オペラをやるにしても、なかなかいい音響設備がないということで、非常

に文化レベルが低いとも言われているが、そういう形のホールをこちらに作ってはどうか。 

イベント広場自体は、従前の考えを若干世襲し、真ん中辺りに屋根付のステージを設け、

普段は、日光や風雨をしのぐことができるスペースとして自由に使い、イベント時に大音量

でも迷惑を掛けないような向きと音響設備の設計を考えることとし、一人の建築家に依頼し

て斬新な設計を行う。全体の設計は、広島の新たな都市軸を構成するようなランドスケープ・

デザイナーに設計を依頼したい。また、丹下軸線上に岡本太郎の「明日の神話」のレプリカ

をシンボルオブジェとして持ってくる、あるいはイサム・ノグチ関係のものでもいいのだが、

軸線上の真ん中辺りにシンボルオブジェを持ってきてはどうか。 

私どもは、失礼ながら、商工会議所、PL 教団、護国神社の駐車場の一帯を親水エリアとい

う形でカフェテリアを含めた水に親しむことができる場所にしていただきたいと考えている。 

ハノーバー庭園は、人の流れを中断するような作りになっている。このスペースを広くと

って、子ども広場、大型のアスレチックなどの遊具を設置し、子どもたちが無料で遊べるス

ペースとなれば、リピーターを含めて子どもたちがそこに来て遊んで帰ることができ、親も

ついてくる。加えて、広島市こども文化科学館や図書館もあり、この前 JC が行ったキッザニ

アのスペースも作って体験スペースができると、子どもたちの楽しい思い出を作ることがで

きる。 

また、武道場の上を補強して大型観光バスの駐車場にする。川辺には遊歩道、劇場の上辺

りに駐輪場、レンタサイクルを設置する構想である。 

さらに、商工会議所の現在地に産業奨励館を復元し、原爆ドームと対比させることにより、

平和の尊さも学ぶことができるようにする。これは唯一広島市にしかできないことであり、

レストハウスとしても利用できる。今のところ、こういった意見が中振連の内部にあること

を紹介させていただく。 
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蔵田委員（代理、谷村専務理事） 

商工会議所ではこの跡地について、これまでの経緯も踏まえて都市機能強化委員会を設け、

改めて基本的な考え方を検討することにしている。その第一段階として、商工会議所には業

種ごとに七つの部会があるが、それぞれの部会の会合で意見をお聴きした。まとめるのはこ

れからの作業だが出ているものを紹介させていただく。 

観光バスの駐車場を整備すべきであるという複数の意見が出ている。また、周辺施設との

連携、再編ということも必要であるといった意見や、開業から 37 年が経過しているバスセン

ターの交通機能や広島城、平和記念公園などの観光施設、シャレオなどの商業施設などとの

回遊性も考えるべきであるといった意見も出ている。 

また、新たなにぎわいづくりということに向けたアイデアとしては、河岸に日本一の噴水

を設置してはどうかという意見もあった。シンガポールにニュートンサーカスという屋台の

集積があるのだが、そういった「食」を中心にしたものにしてはどうか、高層タワーといっ

た意見や、河岸に四季折々の草花の植樹をしてはどうか、水陸両用の観光バスを運航しては

どうか、河岸を含めてサイクリングのコースを整備してはどうか、災害時の緊急の避難先と

してトイレや給水施設を設置してはどうか、若者だけでなく高齢者にも配慮した施設整備が

必要であるなどといった意見が出ている。 

先ほど小松委員からもあったが、この場所の特性として、市の中心部であるということや、

これまで年間 100 万人近くの人を集めていた球場の跡ということも踏まえて、集客を考え方

の基本に当然持っておく必要があると思う。長期的なまちづくりの視点に立って、施設の整

備、周辺も含めた回遊性を高めていく必要があると思う。これからこの委員会の中では、都

市機能強化委員会で集約した意見を発言させていただくことになると思う。 

 

寺西委員 

広いスペースなので、スペースを区分し、スペースごとにテーマを設定するのは分かりや

すくてよい。 

子どもに夢を与える企画がないかと考えていて、先ほど副委員長の話の中であったが、常

設ではないにせよ、キッザニアのようなものがあればいいのではないかと思う。実際、グリ

ーンアリーナで子どもを対象にしたイベントの際にはそごう近辺までにぎわっているのを見

たことがある。キッザニアはおそらく小学生ぐらいが対象になると思うが、中高生にも発展

させて、彼らに職業に対する知識や夢を与えるキッザニアを発展させたようなものを置くこ

とができればいい。平日は学校があるため、常設にはならないかもしれないが、こども文化

科学館や青少年センター等につながる、職業にふれることができる体験型の施設ができたら

いいと思う。 

いろいろな人たちと話をした中に、サッカースタジアムというような意見もあった。なで

しこジャパンで盛り上がっているということもあり、女子のチームが今、横川にできつつあ

るということもあるので、広島には今、ビッグアーチがあるが、もう一つどこかに女子にも

使えるスタジアムがあって、交代で使うなりしていけば、人が動くことになるのではないか。

そのチームが上のリーグに上がっていくことを応援することでまたいろいろな力が入ってい



8 

 

くのではないかと思う。 

 

岡野委員 

際限のない話であると思う。常時多くの人が集まるということは、例えば、送られてきた

パースには、イベントということで春夏秋冬と書いてあった。市には申し訳ないが、書くの

は簡単であるが、それを 後まで、365 日埋め尽くしてくれるのか、それを担保してくれる

のかということを考えたときに、10 年、20年先まで市が細やかに面倒を見てくれると、市民

は信じていないと思う。 

農園の話も確かにいいと思うし、草っぱらもいい。ただし、話を元に戻すが、紙屋町や大

手町の立場で言うと、電車通り 1本挟んでこちら側では、固定資産税の話だが、坪 3万円、5

万円、10万円を毎年払っている。その市民が道路 1本向かい側で芋を掘っているのを見たら、

かわいいとは思うが釈然としないのも事実である。大手町一丁目では、バッファゾーンで高

さ制限するのならば、固定資産税をその高さの割合で安くしてくれという話もあるわけで、

お金から発生してくる思いも地元にはある。 

私自身も案を一つ持ってきたのだが、大手町一丁目の立場から言うと確実に大勢の人が集

まる、やはり戦後の復興の象徴たるようなものがほしい。見方を変えれば、どの時代であっ

ても子どもの夢である。さらにいろいろほしいものがあるが、それらを複合的にスタジアム

の中に集合できないかと思っている。 

 

山口委員 

広島市に広大跡地や広島西飛行場跡地ができ、いろいろな意味で元気がなくなっている。

球場跡地には、人が集まって元気が出る施設を持ってこなければならないのではないか。そ

れは単一のものではなく、いろいろ意見が出ているが、それらをうまく複合的な施設として

作り上げることはできないか。寺西委員が言われたサッカースタジアムというのも一つの案

だと思う。例えば、サッカースタジアムを複合施設にして、劇場やコンサートホールに使え

ないかと思う。 

広島にはプロが三つある。広島東洋カープ、サンフレッチェ広島、広島交響楽団、この三

つの財産をこの先もうまく生かしていくようなものを作ることが必要なのではないか。広島

の中心部にふさわしい、中心部でないとできない、あってよかったなと思うものを作ってい

く必要がある。郊外でできるものも必要な施設だろうが、中心部ならではのものを作る必要

がある。 

 

岡野委員（資料提供あり） 

私の提案内容をお配りする。 

箱物は資金を食うと言うが、資金は市が工夫すれば、作る方法はあると思う。将来への投

資は、そこで腰が引けては広島のためにならない。箱物は市民の立場からは避けたくなるが、

広島市は大地主である。現実にそれを運用しているところもあるが、市の土地を一部売れば

50 億、80 億の資金は出せるし、場合によっては目的市債を発行して集める方法もある。仮に

80 億、100 億掛かるとしても、ある場合には国交省、ある場合には文科省、ある場合には総
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務省、そういった特定の交付金をかき集めれば、市の財政的な負担は 30億くらいで済むと思

う。工夫すれば資金の問題については、これを解決するだけの広島市の財政的裏付けはある

と思う。 

 

山野井委員長 

箱物を作るならどれくらい掛かるかということを、今後、この委員会でも議論することに

なる。資金の集め方については、今後、事務局と検討しながら案を出させていただく。 

 

長委員 

サッカーの話をスポーツ協会の方からなぜしないのかであるが、スポーツの原点は「遊戯」、

遊び戯れるというのが始まりであり、そこから技を競うということにつながっているのであ

る。その原点を大事にしたいということと、中央公園の建ぺい率を考えた場合、サッカース

タジアムなどいろいろな箱物が中央公園に入るのかどうか、その辺のことを考えるとなかな

か発言ができないというのが実態である。 

芝生を植え、何にでも使えるような広場にしておいて、それを使いながら、次のことを考

えるのがいいのではないかということで、今まで、サッカースタジアムや体育館、武道場な

どと言わなかったわけである。建ぺい率について、技術的にこれくらいならいけるんだよと

いうのをおっしゃっていただく方が、より議論が進んでいくと思う。 

 

打越委員 

都市活性化局にお聞きするが、夢や理想も発言してくださいと言うが、まったく不可能な

ことを発言してよいのかが気になって、発言を休んでいる。先ほどあった農業を営むのに適

した場所は近郊にあり、中心街では、集客力がある施設を設けることが一番ではないか。 

お金のことを言ったらいけないが、現実論ではそれが大切で、固定資産税が高いところで

採算がとれないことをやること自体には矛盾を感じる。 

いろいろな意見を都市活性化局がまとめるのか、それとも委員会でこれは駄目としていく

のか。それが見えないので意見を出すのが難しいのだが、考えを伺いたい。 

 

片平都市活性化局長 

議論の進め方については、前回、御説明し、御了解いただいたところである。今は、アイ

デアを出していただく段階であるが、夢のようなことを言っても仕方ないのではという御指

摘だと思う。 

それについてまとめたものが今日の資料である。その中で、先ほど課長も説明したが※印

のところ、飲食街やホテルは、今の都市公園法の制約の中では難しいということは整理させ

ていただいている。広島城のところに小さな売店があり、あれも店ではないかという御指摘

があると思うが、公園利用者が必要な飲料等を販売するものは都市公園法上認められている。

どこかの企業のオフィスを作ることはできない。今日、お聞かせいただいているアイデアで

できないものはないと思っている。 

今は、いろいろ出していただいた意見を機能別に整理して、次に、まちづくりの視点と長
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期的な視点でここにふさわしいものかどうかということを整理する。 

終的には実現可能性が本当にあるのかどうかといったときに、事業費がどれくらいなの

か、どれくらい人が集まるのかというところが一番議論になるところだと思う。委員長と御

相談させていただきながら、いただいたアイデアごとに各都市の類似例などのいろいろな資

料を委員会に提出し、議論していただくという手順になる。 

長委員から大きい箱物は建ぺい率の制約があるのではないかという御指摘があったが、

これまで市民球場という大きい箱物があった。今の中央公園は広いため、あれぐらいの規模

のものであっても建ぺい率の制約はクリアすると認識している。商工会議所のようなもので

あっても十分建ぺい率の許容範囲に入るため、箱物はほとんどできないということではない

ということでアイデアを出していただきたい。 

 

吉長委員 

今、岡野委員から配られたスタジアムにすべて屋根を掛けても大丈夫なのか。 

 

片平都市活性化局長 

すべて屋根を掛けたときというのは難しいかもしれないが、どれくらいの建築面積のもの

ならば、ここで許容できるかということは資料を整理させていただき、各委員に送付する。 

 

天倉委員 

今、都市活性化局長が言われたが、こういう施設を作って人がどれくらい集まるのか。あ

そこは紙屋町の一等地であるから、人を集めることが一番大切である。サッカー場で、年間

何試合開催し、何人集めるのか、これは考えていただけるのか。また、中振連が言っている

ことがどこまで実現できるのか。 

私の提案の 後にも書いているとおり、各立場の意見は大変貴重だが、早期にまとめ上げ

て実現することが肝要であると思う。 

 

打越委員 

過去のことだが、前市長のときは市民に何でも言わせ、 終的には行政がまとめるという

経緯があったと思うが、それは間違いだったのか。我々は 5年も 10年も先のことを思ってい

ない、早急に集客力のある施設を作ってもらいたいと切実に感じている。 

 

天倉委員 

市長がなぜ出てこないのか、市長が皆の意見を集めようとしているのではないのか。局長

は 後までいるのか。 

 

片平都市活性化局長 

この会議には私が第１回から出席しており、委員会の議論は、市長にきちんと毎回報告し

ている。議論が深まった段階で、 終的にどう判断するか市長が決めた段階では、きちんと

皆様に報告しないといけないと思っている。 
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山本委員 

ハード面ばかり出て、ソフト面が出てこない。今、赤字が出るようなものは作ってはいけ

ないと思う。にぎわいというのが一番難しいテーマである。どうやったら若者を集めること

ができるのかが一番大切な点である。坂村委員が五つの視点からアートを分析した提案があ

ったが、おもしろいと思う。 

広島市は、国際平和文化都市を都市像に掲げているが、平和はあるが、国際がない。せっ

かく平和記念公園に多くの外国人が訪れるのであるから、国際交流ができるとか、ソフト面

を考える必要があるのではないか。ハード面の検討の前に中心部に人を集めるためのソフト

面の検討をしていただきたい。 

 

杉野委員 

皆さんの意見を参考に新しいことを考えた。前回は、アニメのアミューズメントパークを

提案したが、今回は新しい提案である。 

球場跡地を活性化させるには、実際にここに来てお金を落としていただくことが大切なの

ではないかと思う。芸術活動は、無償か、かなり価格が抑えられたものになると思うため、

後の運営の質が低下する恐れがある。広島では、2 年に 1 回、国際アニメーションフェステ

ィバルが開催されているが、アニメーションのプロ集団を作り三大プロに加え、四大プロと

し、跡地を拠点に活動してもらってはどうか。そこではプロによるアニメーションの上映会

を開き、幾らかお金を出していただき、サービスを提供する。アニメは関連グッズの売上も

ある。前回も言ったが、日本のアニメは世界中に認知されており、東京の秋葉原では、コミ

ックマーケットというイベントが開かれ、世界中から人が集まりお金が落ちている。さらに、

他都市に真似できない広島らしさを加味し、平和とアニメをうまくコラボレーションさせ、

また、水を活用した上映方法や展示方法も考えられるのではないか。 

一つの拠点としてアニメーションのプロの拠点を作るということもそうなのだが、複合施

設として、一般市民が自分たちの作ったアニメーションを手軽に上映できるような簡易の上

映施設等も設置すればいい。アニメーションのプロを広島の顔として売り出していくととも

に、跡地だけでなく本通商店街にもモニターディスプレイを置き、広島のまちを歩けばいろ

いろなアニメーションや映像文化が根付いているということが感じられ、原爆ドーム、宮島、

アニメーションという文化があると印象付けられる都市になればいいと思う。 

 

房安委員 

東京国際アニメフェアは、毎年 1 回開かれており、実行委員長の石原慎太郎都知事を中心

として都全体で推し進めている。来場者も 2002 年には、5万 163 人だったものが、2010 年に

は、13 万 2,492 人と倍以上に増えている。お金も掛かっているが、成果も出ているというデ

ータが残っている。4 日間のうち、 初の 2 日間はビジネスデーということでビジネス関係

の方しか入れないのだが、残りの 2 日間は一般の方も入れる。ビジネスデーだけの海外のお

客の来場者数が、2002 年で 231 人だったものが、2010 年で 1,204 人と 6倍くらいになってい

る。経済効果を望むならアニメは推し進めるべきものだと思っている。 
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カープが経営難のときにたる募金をして救ったということもあり、また、広島というのは

復興のイメージが非常に強いと思うため、東日本大震災もあったが、広島が復興の代表とし

て募金活動などを行って寄付ができればいいと思う。 

ただ単にアミューズメント施設だと景観を損なうということもあるので、温泉施設を建て

たらいいのではないかと思う。温泉施設というのは郊外にあるイメージがあるのだが、市内

にあったら行くと思う。建物自体も近くに広島城もあって古風な感じ、城下町みたいにアレ

ンジして、景観を損なわないようにして、温泉だけでなく広島の特産物のショッピングも楽

しめる温泉アミューズメント施設を作れば、近くに平和記念公園もあり、外国人も日本の文

化である温泉に寄ってもらうことができる。周囲にはスポーツ施設もあるので、スポーツ帰

りに温泉に入っていただければ、回遊性も生まれ経済効果も生まれると思う。 

 

⑵ 検討グループの設置について 

 

山野井委員長 

第 1 回委員会で設置することにした検討グループについて、次のような枠組みを考えてい

るがどうか。 

小人数で構成する小委員会的なグループを一つ設置し、メンバーは委員の中から希望者を

募る。 

グループ会議のテーマは、親委員会が設定し、そのテーマに基づき随時開催することとし、

検討グループにおける議論の内容は、次回の親委員会に報告し、委員会で更に議論を深めて

いく。 

グループ会議の議論を深めるため、検討グループのメンバー以外の委員が会議へ出席し、

自由に発言していただくことも可能とする。 

また、第 1 回の検討グループ会議は、今回の委員会で皆さんから出された様々なアイデア

を機能別に分類、整理するというテーマで、１月下旬から 2 月にかけて開催してはどうかと

考えているがどうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

それではそのようにさせていただく。 

皆さんの中で、検討グループへの参加希望がある方は、挙手をお願いする。 

 

 （今井委員、岡野委員など複数の委員が挙手） 

 

下村副委員長 

 22 名の委員が 2時間の会議で話せることは限られているため、検討グループを設置し、10

名程度に絞った上で議論したいということであり、会議への参加は、あくまでもボランティ

アになる。メンバーの人選等については、全体のバランスを見ながら、正副委員長と事務局

で検討させていただきたいと思う。 


