










特集 :第42回北海道建築士会全道大会 (後志大会)～ C分科会

戸■■■

大会前日の 9月 29日 、女心はどこへやら…といっ

た、青年委員の私たち女性 3名 は、天候が心配な

秋空の中、車に乗り合わせて大会開催地の倶知安、

ニセコ方面へ出発しました。ニセコで他のメンバー

と合流 し「ニセコ中央倉庫群」の見学と前夜祭の

「青年サミット」へも参加 しました。

「ニセコ中央倉庫群」では、施設の館長である

NPO法人ニセコ倉庫邑 向田薫さんより館長に

就任 した経緯と現在の活用状況のお話 しを聞かせ

て頂きました。

札幌出身の向田さんは建築系の学科を卒業 した

後、古建築への興味関心から京都で寺社の設計を

行っている会社へ就職 しました。京都で数年間勤

務 した後、北海道へ戻りました。その後ご主人の

転職を機にニセコ町へ移住 し、 1日 でんぷん工場や

農業倉庫「 (現)ニ セコ中央倉庫群」 と出会い、

古い倉庫群をなんとか活用できないかという考え

が沸き起りました。倉庫群の活用業務に、町の嘱

託職員として携わり、改修後に建物の指定管理者

を選定するに時には「自分以上にこの建物を愛 し

て くれる人はいない」 と、NPO法人を設立 し館

長に名乗りを上げたとの事です。

熱心に話す向田さんのお話を伺うと、人柄が人

を引き付ける力や説得力に繋がったのだと感 じま

した。現在の活用状況は、フリースペースとして

の利用はもちろん、地元の温泉に関連 した催 しな

どにも使用しており、繰り返 し足を運んでもらえ

る様に心がけて運営をしていると話されていまし

た。 【写真-1】

その晩は「青年サ ミット」 に参加 しました。

「サ ミット」 と名前 こそ固い表現になっています

が道内各地の会員が集まる交流会の場として楽 し

く過ごす事ができました。

一夜明けて大会当日は、C分科会に参加 しまし

た。 【写真 -2】

倶知安町では2030年の北海道新幹線札幌延伸に

伴い、新幹線駅が建設予定で、将来へ向けてまち

づくりの検討を行っています。C分科会は全道大

会を倶知安で開催するにあたり、私たちなりの提

案を検討するワークシヨンブ形式で行われました。

今回は、倶知安町民の方々も参加 し1テ ーブル

8名程度の10グループに分かれ、テーブルを囲ん

で倶知安駅前の石蔵倉庫の活用について話 し合い

ました。

ヮークショップの流れを簡単に紹介 します。

① 倶知安町民の方々から地元の情報や問題点、

要望、意見等を聞く。

② 検討する建物の用途は、商業施設、多目的施

設、文教施設、公共施設、子供向け施設の 5つ

の建物用途からテーブル毎に 1つ 与えられる。

③ テーブル毎に基本の考え、コンセプ トについ

て話 し合う

④ 大まかな平面ゾーンニング、イメージスケッ

チに表現する

「石蔵」 というと、前 日見学 した「 ニセコ中央

倉庫群」を思い出 して しまいますが、頭をひね り

アイデアを出 し合いました。私が参加 したグルー

プでは、

① ヒアリングでは、「駅前には温泉がないので

便利な場所に欲 しい」 という意見で温浴施設

(ス ーパー銭湯や足湯など)、 カフェ、カルチャー

センターとしての用途も含むチャレンジショッ

プ、子供が安心して遊べる場所、夜間街灯が暗

い等のキーワードが出ていました。

【写真-3】

② 建物用途は「商業施設」が与えられました。

【写真-4】
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行政の動き

5-4 普及啓発

○市民等との協働による普及啓発の取組

子ども向けに都市計画を分かりやすく解説 した

札幌市発行の本「 ミニまち」を活用 した都市計画

や景観についての教育を、今後も実施 します。

また、平成24～ 26年度にかけて試行的に展開し

てきた、市民主体の景観資源選出等の取組である

「好きです。さっぽろ (個人的に。)」 の成果と課

題を踏まえ、景カードを使った子どもへの普及啓

発の取組など、より多 くの市民 。事業者等に波及

する効果的な取組を検討 して実施 していくことと

しました。

6 まとめ

札幌の魅力を高めていく上では、良好な景観の

形成が重要と考えられます。良好な景観を形成す

ることは、市民生活に潤いや豊かさをもたらし、

まちに対する愛着と誇りが醸成されるとともに、

観光客の増加や民間投資の誘発など、活力ある地

域経済の実現にも寄与するものと言えます。

新たな景観計画は、景観法に基づく届出に関わ

る事業者や行政だけでなく、市民を含めて全ての

人々が良好な景観の形成に向けて取り組む際の一

助となるよう策定 したものです。

今後、この新たな景観計画を市民・事業者 。行

政等が共有 し、相互に連携 して、持続的かつ計画

的に良好な景観の形成に向けた取組を推進してい

きたいと考えています。

問い合わせ先

札幌市まちづくり政策局都市計画部地域計画課

景観係

011-211-2545

※「札幌市景観計画」の本文等については、札幌

市 HPを ご覧 ください。

｀ヽ
IⅢ :

ヽ レ

景カー ド

○新たな表彰制度の検討 。実施

市民 。事業者等が良好な景観の形成に意識を向

け、市民 。事業活動等の中で自発的取組を行うきっ

かけとなるよう、良好な景観の形成に資する優れ

た建築物や活動等を評価する新たな表彰制度につ

いて検討 。実施することとしました。

17



|  |

`=:1

ヨ
``Yγ

―ヽ
``●

(γ

4、
S｀

| へ́. I

81

(]γnュ副潔⊆、、マ〉鼎ラ尉Ψ

9ヽユヽGY⊇IWY`“9ヽ7凶口l」
｀
里I｀里±7

準|ヨ⑦尉
°
手2-`乙工-`7乙a FIヨ⑦」⇒

°rγ■)星製γQ潤ラ珊′]単L'半甲コl⑦つ⑦彰目

予¥`聖予引
｀
準手2■γヽυ⊇評準FIコ1明4rン4

0⊆F n c2^?⊇γC酵コ|

。乙4工4r十と、7日↓
=I FI｀

こ⑦手2V一
`O訂

2
C冨孝山摯eY一Y-9くγTγ7ヽ7η24rエン4

1身」―/ヽ、
R Flフ酵コ|イ

``′

｀
γ♀暑F'勁薔

Orγ
 n tt η幣田洋2¥郷v一

` 4^イント′手9ヽ7ヽ4rエン
`ヽ

ヨ潤コ`1マ⊇,fl騨

コ1翌學夕2n)｀コ1訓Ⅲ
｀
〉Wコ|」日準)興Y2C塁

7■騨山真潤
｀
翠早騨⑦(旨¥⑦平)潤夏準1以型

中
｀
O準騨9くγ?コ軍ヽ薫ラ率界旱身明V晋2CⅥ

O迪ラと′イヽ4。乙4圧⑦7⊇〉騨FI型降
｀
回↓

〈―辛乙ヨ〉′

一ψ

一

ヽ

°
準ユ士早92?準l⑦〉尉2興⑦14エン

`′
2η?呈量子響

｀
二99口,コ|]γヽヽユヽヽ騨γヽヨ]2

η?習劫予Y―卜′累騨士な目W°
rγ nユ⊆Tヽコヽ

〉み6,77ヽ2ヽG暑ラと′′ヽ4エイ圧
「

|♀]⑦

“

監¥⑦ζ目▼ヽ9W準|?⊇]γヽヽ騨予Ⅵ目と―卜′
｀
FIコ1中⑦翠γυ♀目峰Z°γ暑準υap、7⑦9ヽ2ヽ
G身〉阜6FIY2早2蟹¥ラ因

`―
/ン2界騨■0

7ヽ2aI暴■⊂VЭ⊂8°準)当1日、γ?⊇9尋コ||

T,累以聖予馴2と一さ′PI渤9準晩躍コlγ♀昇業
｀
FI平準

｀
判⑦■90C411⑦?ヽイエン

``｀
準10

TCヽ7ヽ,手?習助ラ回Y―卜′2ムー
`、

γ「CF
f,早コlζラヨ聖↓刊以Y―卜′子イヽ4Y」FIコ堅

°
γ

n準♀評γ、ヽ2Q星讐:GγOコ1鼎日Zコ|(ζ用者1

]幸野ヽ摯章営の下γン予田聖 ¥ヽ1辛
``と

イン

千
`Y`ヾ

∠
｀
日8｀日乙ビ6昇撃早llコ|力↓日

写呈 冒日 型‐‐‐楊‐‐

漁埒Y ー

琴昆撃「γ―、/子4`Y〉騨、7●r⑦∠n`イン・義ヨ」

fi

(-4乙∠〉

咤議












