


　札幌市教育委員会が発寒中・光陽小の基本設計まとめる
　―２校舎改築の総事業費に72億円試算

札幌市教育委員会は、校舎改築を計画している発寒中と光陽小の基本設計をまとめた。
発寒中はＲＣ造、4階、延べ7,800㎡、光陽小がＲＣ造、3階、延べ7,370㎡の規模
を想定。いずれも2021―22年度で実施設計を進め、発寒中は23―24年度、光陽小
は22―23年度の2カ年で新校舎を建設する。総事業費は、発寒中が35億円、光陽小
が37億円で、2校で計72億円を試算している。
■発寒中新校舎は隣接の発寒西小に配慮した構造に
発寒中は、琴似中から分離新設で1967年に開校。西区発寒5条7丁目1の1にあり、

敷地面積は1万8,981㎡。敷地南側に校舎、東側に屋内運動場が立ち、北側にグラウン
ドを置く。
ＲＣ造、4階、延べ7,012㎡の現校舎は1967年供用開始で、これまで６回にわたり
増築。2000年に改築した屋内運動場、同年新築の武道場は今後も使用する。
基本・実施設計は、日本都市設計（本社・札幌市中央区）で進めている。基本設計は

今年3月にまとまり、実施設計は22年6月までに固める。
新校舎は普通教室21教室、特別教室16教室のほか、南側に延べ約350㎡の給食室

を設ける。
学習環境に考慮し、普通教室は日当たりの良い南側に、校舎中央には通風と採光のた

めの光庭を配置。また、隣接する発寒西小に配慮し、校舎西側2－4階を階段状の造り
とする。

改築のため仮設校舎を整備する発寒中



2021年度は実施設計のほか、設備実施設計（5月18日開札）と地質調査（5月26日
開札）を発注した。22年度は、グラウンド部分に仮設校舎を建設。仮設校舎へ移った後、
現校舎を解体する。23年度は、現校舎跡地での新校舎建築に着手。24年度末の供用
開始を目指す。
その後は仮設校舎を解体し、跡地をグラウンドに戻す。今回の校舎改築に伴う全工事
が完了するのは2025年12月ごろの見込みだ。
■光陽小は光庭を設けて明るい校舎に
一方、新琴似小から分離新設した光陽小は1968年開校。北区新琴似5条11丁目4

の1にあり、敷地面積は1万6,779㎡。敷地東側に校舎、南側にプール、北側に屋内運
動場が立つ。
1968年に建設した現校舎はこれまでに2回増築し、ＲＣ造、3階、延べ5,465㎡の
規模。2001年に改築した屋内運動場は使い続ける方針だ。
基本・実施設計は都市設計研究所（本社・札幌市中央区）。基本設計、実施設計の業
務期間は発寒中と同じ。

新校舎は普通教室16室、特別教室・多目的室12室のほか、児童会館（300㎡）、多
目的ホール（150㎡）、給食室（350㎡）などを設ける。
学習環境に配慮し、普通教室、特別支援学習室は日当たりの良い南東、南西側に配置。
校舎中心部には光庭を設け、校舎全体の日当たりと風通しを良くする。
現在は実施設計、設備実施設計と地質調査（いずれも5月26日開札）を進めており、
22年度からグラウンド部分に新校舎を建設する。供用開始は24年1月ごろの見込み。
その後、2023年度に現校舎とプールを解体し、跡地をグラウンドとして利用する。発
寒中と同じく、全工事の完了は25年12月となる見通し。

築50年以上が経過している光陽小校舎



老朽化が進む知事公邸（2020年7月撮影）

　道が公邸エリアの在り方を検討へ
　―知事公邸と美術館の一体整備案も

道は、老朽化が進む知事公邸や近代美術館を含めたエリア全体の在り方を検討してい
る。活用策を議論する道の有識者検討会では、現知事公邸の敷地に知事公邸と美術館
を一体的に整備するなどの複数案を示している。夏頃に報告書がまとまる予定で、道は
報告書を基に知事公邸エリア全体の検討を具体化させていく。
知事公邸や知事公館が建つ敷地は、札幌市中央区北1条西15丁目ほかにあり、面積

は5万6,164㎡に上る。居住区域には1980年建設の知事公邸と副知事公邸、81年建
設の道警本部長宿舎のほか、宿舎5棟がある。宿舎2棟以外は現在使われず、鈴木直
道知事も民間マンションに住んでいる。居住区以外に迎賓施設として36年建設の知事公
館がある。

また、同地区の近隣には近代美術館（札幌市中央区北1条西17丁目）や三岸好太郎
美術館（札幌市中央区北2条西15丁目）などの歴史的な建物や作品も多くある。
研究会メンバーは建築、経済、教育分野などの有識者で構成。会合では、知事公邸と
美術館を一体的に整備する案や、現在の美術館敷地に公邸の機能を備えた複合施設を整
備するなどの案が示された。整備には民間資金を活用するＰＦＩ方式も検討している。
教育庁は、1977年の建設から44年が経過している近代美術館（ＲＣ造、地下1地上
3階、延べ9,160㎡）について、2020年度に長寿命化診断を実施。その結果、長寿命
化に適さない施設と判明したことから、21年度に予定していたＰＦＩ導入可能性調査を
保留した。改築を含めて再検討することとしており、知事公邸との一体整備案に現実味
が帯びてきた。
5月11日の道議会文教委員会で教育庁の担当者は、美術館の改築を視野に検討する
場合は「改築期間中も施設機能を維持する必要がある」と説明している。



新5号棟を含む第1期整備のイメージパース

　札幌市が市営住宅発寒団地を建て替え
　―新5号棟は延べ6,300㎡

札幌市は市住発寒団地の建て替えで2022年度、新5号棟の実施設計に取り組む考え
だ。延べ約6,300㎡の規模。23年度に既存住棟2棟を解体した後、同年度末にも新た
な住棟に着工する。
西区発寒11条6丁目などに位置する発寒団地は、整備1期目として1－10号棟の建

て替えを計画。10棟235戸を5棟235戸に再編する。

新5号棟はＲＣ造、9階、延べ約6,300㎡の規模で72戸。エレベーターを1基設置
する。間取りは3ＬＤＫ16戸、2ＬＤＫ26戸、2ＤＫ27戸、車いす用2ＬＤＫ2戸、
同1ＬＤＫ1戸。駐車場は約50台分確保する見通しだ。
2022年度に発注する実施設計で、解体、新築する住棟の詳細や概算工事費などを
詰め、23年度に現7・8号棟（発寒11条5丁目）を解体。早ければ23年度末に新5
号棟に着工する。完成後、現9号棟（同）を解体し、プレイロット1,500㎡を整備する
予定だ。
整備1期目は1－3号棟を終え、4号棟を施工中。5号棟で完了する計画となってい

る。
残る14－25号棟（11―13号棟は供用当初から欠番）の計12棟336戸は、整備2期

目で建て替える方針。2021年度に基本設計に当たる基本計画を策定する予定だ。



秋元克広市長（左）が平本健太会長
に諮問書を手渡した

　札幌市の次期まちづくり戦略ビジョン審議会が初会合
　―まちづくりの市最上位計画を一新へ

札幌市は4月22日、次期まちづくり戦略ビジョンの策定に向け、同ビジョン審議会の
初会合を札幌ガーデンパレスで開いた。会長には平本健太北大大学院経済学研究院長
を選出。策定方針などを確認したほか、札幌市の強みや弱みについて各専門分野からの
意見を共有した。
同ビジョンは、まちづくりの基本的な指針となる市の最上位計画で、ビジョン編と戦略
編で構成。現行ビジョンは2013年度から10年間を計画期間とするが、22年度に市制
施行100周年を迎えることから1年前倒して改定する。次期ビジョンの計画期間は22－
31年度を見込む。
審議会は学識経験者や公募委員ら25人で構成。会長のほか、副会長に梶井祥子札
幌大谷大副学長を選んだ。
冒頭で秋元克広
市長は「来年には市
制施行100年を迎え
る。次期ビジョンは
次の100年に向けス
タートの10年となる
重要な計画だ」とし、
「それぞれの専門の
立場から意見を頂き
たい」とあいさつ。そ
の後、平本会長に諮
問書を手渡した。
議事では、現行ビ

ジョンの検証結果や
次期ビジョンの策定
方針などを確認した後、強みと弱みをテーマに意見を交わした。
委員からは都心部の開発について「相互連携や役割分担ができていないのではない
か」との指摘や、「困り事を抱える人を見捨てない街を目指すことが重要になる」などの意
見があった。
平本会長は「これからの10年間、札幌として最初に取り組むべきことは何なのかを考

える必要がある」と呼び掛けた。
次回会合では、都市像や基本目標について協議する。また、市民１万人を対象とした

アンケートを実施する方針だ。
ビジョン編は、審議会の答申を受け、策定する予定としている。



　札幌市の20年度工事施行成績
　―平均点は77点で4年連続上昇

札幌市財政局は、2020年度に完成した工事の施行成績評定を明らかにした。土木と
営繕を合わせた1,204件の平均点は前年度を0.6点上回る77点で、4年連続で上昇し
ている。土木系の平均点は0.9点増の77.7点、営繕系は0.5点減の75.3点だった。最
高点は土木系の4件で92点を獲得している。
設計金額500万円以上が対象。土木系は38件増の830件、営繕系は建築が19件
減の93件、機械は4件減の117件、電気は3件減の164件となった。
土木系は最高点92点、最低点54点。点数分布の割合は、85点以上が7.2％、80
－84点が23％、75－79点が
48.5％、70－74点が18.9％、
65－69点が1.8％、64点以下
が0.6％。80－84点の層が8.4
㌽拡大している。
最高点は、北土建設（中央区）

の「木挽大橋補修（2019年4月
入札）」、岩田地崎建設（中央区）・
旭イノベックス（清田区）・日進
製作所（手稲区）共同体の「3・4・
54宮の森・北24条通仮称北24
条大橋上部工新設（18年12月
入札）」、石山組（豊平区）の「3・
4・15福住・桑園通南3条線－
南6条線間電線共同溝新設（20
年3月入札）」、北土建設・伊藤
塗工部（東区）共同体の「木挽大
橋補修ほか（20年2月入札）」の
4件が獲得した。
営繕系の最高点は建築が84
点、機械が85点、電気が83点で、最低点は建築が55点、機械が60点、電気が66点。
工種別の平均点は、建築が横ばいの75.2点、機械が0.9点減の74.8点、電気が0.5点
下降の75.8点となっている。
得点分布は、85点以上が0.3％、80－84点が13.9％、75－79点が48.4％、70
－74点が31.8％、65－69点が4％、64点以下が1.6％で、70－74点が7㌽拡大した。
営繕系の最高点は、藤井設備（豊平区）が施工した「芸術の森地区新設小新築ほか衛
生設備（2019年11月入札）」の85点だった。



　道内最大級のビルをはじめ、新たな計画続々と
1972年の冬季五輪に合わせて完成した札幌都心部のビルが更新期を迎えている。10
年後の北海道新幹線札幌開業を見据え、行政は規制緩和で開発を促し、民間事業者は
にぎわいを生む新たな施設を思い描く。進み始めた都心再生。札幌駅前、大通、ススキ
ノ・中島公園の市内都心部各地区の再開発動向を追った。（vol.2―4で3回連載します）
■容積率の上限緩和が再開発を後押し
中央区北2条西4丁目、札幌駅前通の一角に建つ1962年完成の北海道ビルが、新

たな施設に生まれ変わろうとしている。計画を進める三菱地所（本社・東京）の担当者は

「札幌市の地区計画変更による容積率の上限緩和が見込まれたため、単独での改築を
検討するに至った」と説明する。
札幌市は2020年7月、地権者らでつくる札幌駅前通協議会からの提案を受け、札幌
駅前通北街区地区計画変更を決定。都心の開発誘導方針の考え方を反映した再整備に
対し、1,050％の容積率を最大1,200％、高さ60mの最高限度を80mに引き上げる。
これに他のビル群も反応。同協議会の事務局を担い、札幌駅前通地下歩行空間を管
理する札幌駅前通まちづくり株式会社の芳村直孝社長は「駅前通沿いでのビル改築は、
1,200％を満たす計画案が多く挙がっている」と明かす。建て替えに向けて動き出してい
るヒューリック札幌ビルとヒューリック札幌ＮＯＲＴＨ33ビル、札幌第一生命ビルディン
グも容積率緩和に伴って規模を上乗せする。



新幹線札幌開業を見据え、駅前周辺
で再開発計画が相次いでいる

最近は未耐震や老朽化が進むビルで、隣接して不動産を保有するオーナー同士が一
体開発に向けた話し合いを進めたり、勉強会を開くケースが出ている。消極的だった施
設更新の意識が変わろうとしている。芳村社長は「中小規模のビルが周囲と共同開発す
れば、大型化などのメリットがある」と期待を寄せる。
■高さ200ｍ超の大型再開発も準備進む
一方、2030年度末の北海道新幹線札幌延伸、市が招致を目指す30年の冬季五輪

などを見据え、札幌駅
前では道都にふさわし
い新たなシンボル実現
に向けた歩みが始まっ
た。
札幌駅南口では、北
5西1・西2街区と北4
西3街区でＪＲタワー
を上回る高さ200m超
の大型再開発が計画さ
れている。このうち北5
西1・西2街区は、地
下4地上46階、高さ
250mを誇る道内最大
級のビルを構想する。
実現に向け環境影響評
価手続きが進むとともに、特定業務代行者選定にも着手していて、秋ごろにも事業者を
選ぶ見通しだ。2023年度の着工を目指す。
ヨドバシホールディングス（本社・東京都新宿区）や北海道建設会館などが地権者となっ
ている北4西3街区では最大高さ220m、40階建てで延べ23万㎡の再開発計画を予定
する。施設概要は固まりつつあり、区画内の一部ビルではテナントの移動先にめどを付
けるなど、着工に向けた準備が進む。
■新型コロナの影響は再開発計画にも
新型コロナウイルスの影響でリモートワークが根付き始めるなど働き方が変わり、札幌
都心部でもオフィスの床面積縮小に動く企業が出始めた。頼みのインバウンド回復も未
知数となっている。
駅周辺で計画される再開発ビルのほとんどは、オフィス床を多く持ち、上階にはホテル
が入る仕様のため、事業者が思い描く商機は揺らぐ。
北5西1・西2街区に携わる札幌市の高橋秀士まちづくり政策局札幌駅交流拠点推進

担当部長は「計画に大幅な変更はないが、マーケットを見ながら柔軟に対応する必要は
ある」とみる。コロナ禍の経済情勢を見据えた慎重な選択が求められる。



バリアフリー化を進める放飼場で歩き回る「ララ」

　円山動物園がホッキョクグマ放飼場をバリアフリー改修
　―サポーターの寄付金で「ララ」生き生きと

札幌市円山動物園は、加齢で足腰が弱っているホッキョクグマ「ララ」の放飼場をバリア
フリー化するため、場内の段差を調整する改修を進めている。4月16日までに4カ所を
終えた。屋内で眠っていることが多かったララは、生き生きと歩き回っている。
同園を支援する道内外の企業や団体、個人でつくる、さっぽろ円山動物園サポートク

ラブによる寄付金を工事費に充てた。4月7日までに176万7,500円が集まり、建設か
ら約40年がたつ放飼場（旧世界のクマ館）内の6カ所を順次改修している。
3回に分けて改修。オリエンタル建設（本社・札幌市西区）が担っている。初回は

2020年11月9－13日に施工。屋内の放飼場と屋外の放飼場をつなぐ出入り口にあっ
た段差にコンクリートを盛ることで狭かった足場を確保し、滑らかにした。
2回目は4月12－16日。屋外放飼場にあるメインプールの段差と寝室につながる入

り口に新たな低い段差を設けた。6月には、2つあるサブ放飼場の各プールに段差を新
設する。
来園者の人気を集めているララは1994年11月20日生まれの雌で、これまで8頭の
子どもを産んだ。同園によると、サブ放飼場の深さ1mあるプールには段差がなかったた
め、プールから上がることに苦労していたという。担当者は「全国のサポーターからの多
大な支援があり、飼育環境を向上できた」と感謝していた。



2013年8月の局地的豪雨で浸水した西区発寒（札幌市提供）

　西区発寒と白石区本通の浸水対策検討に着手
　―対象934haで雨水専用管・バイパス管整備等の対策立案

札幌市下水道河川局は、西区発寒と白石区本通の2地区を対象とした浸水対策の基
本検討に着手する。対象範囲は計934ha。浸水シミュレーションを基に、地区の地形な
どに合った効果的な対策を検討する。早ければ2022年度に取り組む実施設計で、具体
的な工事内容やスケジュールを詰める考えだ。
発寒、本通地区は他の地域よりも土地が低い部分があり、たびたび浸水被害が生じて
いる。これまでにも対策は施してきたが、改善しない地域もあるため、抜本的な対策を
講じる考えだ。

基本検討の区域は、発寒が441ha、本通が493ha。うち発寒5条3丁目の57haと本
通1丁目南の31ha、本通4丁目南の43haの範囲では、末端管渠までの詳細な現況把
握に努める。
さらに、検討区域全体における排水区の流出解析モデルや地表面の氾濫解析モデル
を構築し、それを基に毎時35㎜の計画降雨、毎時50㎜の既往最大降雨、各地区で被
害実績のある実降雨の3降雨で、浸水シミュレーションをする。
シミュレーション結果から浸水地点の抽出や浸水原因を分析し、下水道幹線、枝線の
ネットワーク化や雨水専用管・バイパス管整備など、地区の形状に合った具体的な対策
を立案。整備した場合の浸水被害軽減期待額の算出のほか、施工方法や概算工事費な
ども整理する考えだ。
これら基本検討業務は５月14日に一般競争公告した。6月2日にエイト日本技術開発

（本社・東京都中野区）が落札しており、履行期間は22年3月11日までとしている。



狸小路商店街の再開発ビルに入る仮称・札幌大通水族館のイメージ

　清水建設が札幌・北6西1のオフィスを自社で新築
清水建設（本社・東京）は、仮称・札幌北6西1オフィス新築を自社の設計施工で計画

している。既存施設の解体に着手し、2023年の完成を目指す。
４月11日の札幌市景観審議会景観アドバイス部会で建設計画が明らかになった。
Ｓ造、12階、延べ 1万㎡以上の規模を想定し、ＢＣＰ対応のビルとする。1階の一
部はオープンスペースを確保したピロティ形式を採用する予定。このほか、店舗や駐輪
場を設ける考え。今後、施設概要を固める。
建設地は札幌市北区北 6条西 1丁目 1の 3の敷地約 2,000㎡で、国道 5号創成川

通に面する。高架橋をまたいだ南側には、2031 年開業予定の北海道新幹線駅が入る
再開発ビルの建設予定地がある。
敷地には閉鎖済みの有料駐車場トラストパーク札幌ステーションがあり、解体した後に
建設に取り掛かる。

　ユニホーが札幌・南2西3南西地区再開発ビルに水族館
ユニホー（本社・名古屋）は５月10日、南2西3南西地区市街地再開発事業で建設
中の複合ビル内に都市型水族館を開業すると発表した。2023年上半期のオープンを目
指している。

分譲マンションや商業施設などで構成する再開発ビルの 4－ 6階に仮称・札幌大通
水族館を設ける。広さは3フロアで計 5,100㎡とする。
企画・プロデュースは、不動産事業を展開するＵＤＳ（本社・東京）が担当。都心
部のオフィスや商業施設に併設される水族館の開業事業などを展開している。
このほど開業準備室を開設。今後施設内容や運用方針、名称などを固める。
札幌狸小路商店街がある中央区南 2条西 3丁目で建設中の複合ビルは、ＲＣ・Ｓ造、
地下 2地上 28階、延べ 4万 3,613㎡の規模。2023 年 4月の完成を予定している。



北海道スペースポートの未来イメージ図

　大樹町などが宇宙港構想の概要を発表
　―射場2カ所整備等に50億円を投資

大樹町と北海道航空宇宙企画株式会社（本社・大樹町）は4月21日、北海道スペース
ポート（ＨＯＳＰＯ）構想の整備概要やスケジュールを発表した。建設費は、2023年完
成予定のＬＣ1射場と滑走路300m延伸が合計10億円、25年完成のＬＣ2射場が単
体で40億円を試算。大樹町が地方創生拠点整備交付金や寄付金を財源にこれらを整備
し、射場設計は新会社の「ＳＰＡＣＥ　ＣＯＴＡＮ（本社・同）」が担当する。
札幌市内で開いたＳＰＡＣＥ　ＣＯＴＡＮ設立の記者発表会見で、大樹町の酒森正人
町長と小田切義憲社長は、大
樹町が2019年度にまとめた
ロケット射場整備基本構想を
ベースに具体化を進めたＨＯ
ＳＰＯ整備計画について説明
した。
ロケット射場は、インタース
テラテクノロジズ（ＩＳＴ、本
社・同）が使用する実験場と
は別に2カ所新設する。このう
ちＬＣ1射場は、ＩＳＴが人
工衛星軌道投入ロケットを打ち上げる2023年度に合わせて完成を目指す。試験に必要
な設備機器も備え、将来的に企業間で使うシェア加工工場やシェアオフィスを追加する。
実験機の滑走路は、多目的航空公園にある滑走路1,000ｍを1,300ｍに延伸し、延
伸部分はLC1射場と合わせて供用開始する。さらに、スペースプレーンなど宇宙往還機
が離着陸する3,000ｍ滑走路を新設するが、当該建設費が216億円に上るため、国の
整備を要望している。供用時期は未定。
先行整備するＬＣ1射場と滑走路延伸の建設費は、地方創生拠点整備交付金、寄付
金や企業版ふるさと納税でそれぞれ5億円を調達する。ＬＣ2射場も同様の調達を考え
ている。
施設の管理運営は新会社のＳＰＡＣＥ　ＣＯＴＡＮで、同社は「アジア初、世界・
民間にひらかれたスペースポート」をコンセプトに開発から商業利用までトータルサポート
し、ＨＯＳＰＯを核に宇宙産業の集積による宇宙版シリコンバレー実現を目指す。
経済効果は地元だけでなく、衛星ビッグデータによる各産業の生産性向上、新ビジネ

ス創出、観光活性化など、広範囲、多分野にわたるシナジー効果が見込まれる。日本政
策投資銀行と北海道経済連合会は、道内経済波及効果を年間267億円と試算している。



根室市の新たな顔として期待がかかる新庁舎

　根室市が新庁舎建設の基本設計まとめる
　―2022年6月着工、24年5月供用開始へ

根室市は、新庁舎の建設概要を基本設計でまとめた。規模はＲＣ造一部ＰＣ造、地
下1地上4階塔屋1階、延べ6,975㎡。2022年3月末まで実施設計を進め、同6月中
旬ごろにも本工事を開始する。22－23年度の2カ年で施工し、24年5月ごろの移転、
供用開始を目指す。主体や外構、旧庁舎解体などを合わせた総事業費は、56億8,000
万円を見込む。
建設地は、常盤町2丁目27の現庁舎敷地1万1,950㎡。現庁舎を使用しつつ工事す

るため、新庁舎を東側の根室振興局庁舎近くに配置する。
敷地は北側と西側に向かって下る段差形状。現庁舎地階の一部を残し、書庫や災害
備蓄倉庫を設置。現庁舎の北側には人工地盤を新設する。

地階と人工地盤の上部、現駐車場を合わせて駐車場を広く確保する。出入り口は、国
道44号に面した現行の2カ所を使う。敷地北側と西側の低い部分にも公用車や職員用
の駐車場を設置。北西の角には重機用車庫棟を新設する計画だ。
内部にはエレベーターを設置。1階は市民利用の多い窓口部門、2階は建設水道部
や水産経済部などを配置。3階は市長室や災害対策室などを置き、4階は議場や食堂、
市民交流スペースを設ける方針だ。
事業費内訳は、庁舎新築で42億円、外構2億5,500万円、解体・改修3億8,000万
円、調査設計、移転費など8億4,500万円を見込む。
実施設計は、基本設計を担当した大建設計（本社・東京都品川区）が進める。2024
年5月の移転後に、外構や現庁舎解体、人工地盤建設などを開始。事業完了は25年の
夏ごろを想定している。



再開発ビルの外観イメージ。
手前右はＴＢＳ放送センター

　三菱地所・ＴＢＳが国際新赤坂ビル建て替え
　―2棟で延べ22万㎡／赤坂をエンターテインメント拠点に

三菱地所（本社・東京）とＴＢＳホールディングス（同）が共同で推進する国際新赤坂ビ
ル建て替え事業「（仮称）赤坂二・六丁目地区開発計画」の概要が明らかになった。44階
建て、延べ約18万㎡の東館と、延べ約4万2,000㎡の西館を新築する。オフィスや商業
施設に加えて劇場などの機能を導入し、エンターテインメント関連の産業拠点を形成した
い考え。2022年度に国際新赤坂ビルの解体を始める。
計画地は、港区赤坂2の14、6の1の各一部、面
積約1万7,400㎡。東京メトロ千代田線の赤坂駅に直
結している国際新赤坂ビル東・西館と、隣接するホテ
ルインソムニア赤坂を含めて建て替える。
再開発で新築する建物のうち、東館の規模は地下
4地上44階、延べ約17万9,000㎡。高さは約240ｍ。
低層部が商業施設、高層部がオフィスとなる。
西館は、地下2地上23階、延べ約4万2,000㎡。
高さは120ｍ。低層部に劇場とホールを、高層部に
ホテルを導入する予定。劇場・ホールの収容人数は、
赤坂ＡＣＴシアターの1,324席より多い座席数で検
討している。
いずれのビルも地下に駐車場を配置。合計で約
500台分を確保する。
老朽化建物の更新だけでなく、赤坂エリアとして国際競争力の強化につながる計画と

する考え。混雑する赤坂駅前の空間再編や周辺道路の無電柱化なども併せて実施する。
インソムニア赤坂は先行して解体に着手した。2022年度に国際新赤坂ビルの解体を
始め、28年度内の供用開始を目指す。
■ＴＢＳは放送センター周辺で体験型集客施設を整備へ
ＴＢＳは、国際新赤坂ビルの再開発を皮切りに、ＴＢＳ放送センターを含めた周辺エ

リアをライブエンターテインメントの発信拠点とする「赤坂エンターテインメント・シティ
構想」を打ち出している。メディア機能を拡充し、最先端の技術を用いた体験型の集客
施設などを整備する。
ＴＢＳ放送センターに隣接する赤坂サカスには、劇場の赤坂ＡＣＴシアター、オフィ

スビルの赤坂Ｂｉｚタワーなどが立地。赤坂サカスに隣接するビル「ザ・ヘクサゴン」も
取得している。具体的な施設計画は明らかにしていないものの、おおむね10年間をか
けて開発に取り組む方針だ。 （提供：建通新聞社）



協議会ニュース


