
説明者 説 明 内 容

Planet佐藤

質疑者名 質 疑 応 答 内 容

南野
（非自治会員）

高木
（本通）

土谷
（曽我）

レフコ
（曽我）

3 ①事業の敷地各区画をもっと大きくしても良いのではないか？ White Villas 1の打ち合わせの後かなりの時間があった

にもかかわらず、何の対応もしていないというのは失礼だ。

②外構について、植栽図をもって説明をすべきだった。或いはまだできていないのであればいつ説明するのか？デザイ

ン・色・外壁素材についても検討いただきたい。近隣に住宅があるので、一戸ずつデザインを打合せして頂きたい。

Ans.植栽計画は弊社で植栽計画図を作成し公開資料で閲覧できるようにする。(佐藤)当該地の敷地最低⾯積は
330㎡で景観条例上⾯積要件はクリアしている。(⽥上)

4 敷地面積は景観条例ではなく準都市計画区域の条件だ。景観条例には合致していない。

Ans.失礼した。準都市計画区域の最低⾯積だ。(⽥上)

⾯積要件をクリアしているので宅地⾯積を⼤きくすることは考えていない。(佐藤)

2 ①残存緑地を販売面積に入れてはいけないのではないか？含めて売却すれば伐採される可能性があるのではない

か？②パースに羊蹄山を入れていないのはおかしいのではないか？

Ans.①公園3％については都市計画法で義務付されており、条例で7％を追加で求められている。但し帰属までは
求められていない。売却時は重要事項説明で条件づけて売却するがその後ずっとはコントロールできない。(佐藤・⽥
上)
②⽺蹄⼭が⼊っていないのは故意にそうしたのではなくたまたま撮影時に移っていなかったものである。(佐藤)

景観条例にとって羊蹄山が見えるか否かは一番大事な問題であり、それに対し目線で見える羊蹄山をしっかり入れる

べきではないか？

Ans.⽺蹄⼭の形を⼊れるよう準備する。(佐藤)
※新たに⽤意した、景観確認内容を参照してください。

1 建築配置計画のニセコジンギスカン側にあるスペースはどういうものか。

Ans.準都市計画区域の壁⾯後退で3ｍだ。宅地番号の1は当初のBタイプ住宅から平屋の受⽔槽に変更になる。
(佐藤・⽥上)

３ｍの中に樹木を植えるとすれば、屋根勾配から考えると、樹木に落雪があると我々の土地に影響が出るのではない

か？

Ans.建築⼠の計算の中で確認しており、隣接に影響を与えない事は確認した。緑化の具体的な計画については担
当に確認する。(⼭﨑)

落雪だけではなく、お風呂の向きで、露天風呂が見えるなど問題があった。緑により目隠しをすることと、その樹木に落

ちた雪が当方の敷地に落ちてくるのではないかと心配している。

Ans.前回の説明会で⽰した計画を⾒直して修正した配置であり、緑化担当とも調整し景観に配慮したい。(佐藤・
⼭﨑)
どのように修正されたのか図面で提示して頂きたい。

Ans.お⾵呂からの視線については、⽬隠しをしっかりしたもので報告させて頂く。(佐藤)
※ルーバー植栽にて⽬隠しをします。植栽計画図及び建物⽴⾯図を参照。

ニセコ町景観条例に基づく説明会   ２

事業内容説明・質疑応答

・建築配置計画及び建築平面図・立面図(A・B・C）について説明を行う。加えて現況写真と計画パース図を説明を

行い、外面の色についても反射化しないグレー系の色と木目調のサイディングとしていることを説明。

・除雪については全て弊社にて処理をする計画を立てている。

説明者 (株)Planet：社長アシスタント山﨑、開発アシスタント宋、(株)タガミ企画：会長田上、顧問 安部、

㈱シイナ重建・営業部長 頓所

※⾚い部分は持ち帰り質問に対する応答です。



南野
（非自治会員）

Ans.景観条例には合致していないが、100坪(330㎡)を確保しており違反しているという事でもない。景観と敷地の
関係について説明している。(佐藤)

我々としては面積を大きくして、計画を大幅に変更して欲しいというのが住民の意見である。それに対して面積を変更

することは考えていないというのがPlanetの考えだ。そうであれば我々は何年でも何十回でも住民説明会を求める。ずっ

と平行線だ。そうなると事業はストップする。ニセコ町は住民自治の街で、町民が反対だと言い続ければ住民説明会を

続けると町長も言っている。ニセコ町自体が住民の意見を大事にする町である。高さとか建ぺい率は決まっているがそれ

以外の景観について、開発が地域にとってふさわしいかについては住民が決定権を持っているとされている。この席にい

る皆が反対と言っている。今日来れないニセコ町民のほとんどはこの開発はニセコ町にとってふさわしくないと思っている。

従ってこの計画が大幅に変更されない限りこの計画が進むことはないと思っている。この計画に対し提案は持っている

が、Planetが耳を傾けるかどうかで平行線が続くかどうかだ。

Ans.あなたのところもそうだと思うが、事業性を検討して⾏うもので、変更可能なものに対しては対応するが、事業性
に係るものについては変更は出来ない。(佐藤)

ニセコ町景観条例説明資料には事前協議から開発着手までの流れのなかで、事前協議から同意までに時間がかか

る場合が増えている、とされている。事業性は一切関係ない。私の人生が変わる、ニセコの街が全く変わるという事をど

う思うか？

Ans.計画は法に基づいて問題あるとは思っていない。皆さんの意⾒を持ち帰り、計画に取り⼊れることができるところ
は反映させ、取り⼊れることの出来ないことはできないと⾔わざるを得ない。(佐藤)

一番の問題は区画割の問題だ。都会並みの面積に分割してキチキチの建物を建てるという発想が問題だ。最低ライ

ンの話ではなく、この様な土地では250～300坪が普通だ。法律を守るのは当たり前だ。景観条例をどのように反映さ

せるかだ。地域の人間の意見が大事にしていることを考えよ。何もないことが大事だ。我々は出来るだけ景観に留意し

て生きている。
Ans.ニセコジンギスカンの建物は景観を著しく阻害していないか？(佐藤)

それを言われると分からない。

Ans.⾯積については、これを決めているのは⾏政であり、意⾒があるのであれば⾏政に直接働きかけるべきものではな
いか？(佐藤)

土谷
（曽我）

Ans.提案する資料を持ち帰り検討することは吝かではない。事業収⽀に照らし可能なことであれば考えたい。(佐藤)

南野
（非自治会員）

Ans.弊社の事業性による。(佐藤)

国の景観法では、事業者は土地の利用に関し良好な景観の形成に努めると共に、国や地方自治体の施策に協力し

なければならないと書いてある。

Ans.国の景観法は理念的な責務を謳っている。指摘された意⾒は住まわれている皆さんの気持ちとして理解できる
が、事業者側は開発上の法律やニセコ町の条例に基づいて計画を進めており、事業採算もあるのでこの内容に詰め
てきている。最終的には今回の内容も含めニセコ町に報告し、皆さんにも報告することになる。ニセコ町がどのよう指
導をするか、になるのではないか。（安部）

ニセコ町は住民にとってこの開発がそぐわないのかどうか、判断するのは住民だと言っている。町長も「何度でも説明会を

開いて住民の皆さんで判断するように」と言っている。直接町長からも聞いている。だから我々はこの開発はそぐわない、

と言っている。法律や条例を守っていれば問題ないと思っているのであれば、この住民説明会をやっても意味はない。た

だ開けばよいと思っているのか？住民説明会はいらない。

Ans.⽺蹄⼭の形を⼊れるよう準備する。(佐藤)
※新たに⽤意した、景観確認内容を参照してください。
それでは私たちの生活はどうなるのか？ニセコ町の将来はどうなるのか？

5 レフコ氏が言った通り景観条例に合致していないと思うが、この説明会はこの条例に基づくものではないか？

6 この場は説明するだけの場ではなくお互いの意見交換をし納得しあう場だ。見直す用意があるか否かだ。考えてみる意

思があれば一歩前進ではないか？

7 チャットで質問が上がってきているので読む。

「出来ない理由は何？開発後の地域の影響を全く無視した事業者の対応に驚いている。100坪は最低ライン。できな

い理由は何？」



Ans.ニセコ町の将来がどうなるか、あなたの将来がどうなるかは、外的要因もあるので分からないし、このことでニセコ
町に⼤きな影響を与えるとは思わないし、お答えする事でもない。(佐藤)

この後、景観法の趣旨及びニセコ町景観条例を再度朗読。ニセコ町の景観を将来に残していくと決められている。それ

を関係ないとは何事か！ ニセコ町景観条例の意味はない。

レフコ
（曽我）

Ans.もちろん今後も皆さんとは⻑いお付き合いになると思うので良好な関係を持ちたいと思っている。従って皆さんの
理解を頂けるよう説明会を開いて、当社の考え⽅を説明し、皆さんの意⾒を伺っている。(佐藤)

何故、聞いてる皆が嫌な気持ちになっているどう思うか？

Ans.皆さんの意⾒と弊社の意向が合致しないことが原因だ。従ってできることは弊社でも対応するという事だ。(佐藤)

これでは何も進まない。どうすればよいと思うか？一歩前に進めたいのだ。

沼尻
（北栄2）

Ans.弊社としては、例えば植栽計画等できることは対応させて頂いている。⼜奇抜な⾊・形の建物などデザインで近
隣住⺠に迷惑をかけないよう配慮して進めている。(佐藤)

土谷
(曽我)

Ans.先程から出ている意⾒については、そのご意⾒に対する対応については、しっかりと対応してゆく。当社はあくまで
も開発⾏為に係る部分であり、その範囲で事業者に対してもアドバイスできることはする。(⽥上)
除雪協議に対する⽇時を⽰せずに申し訳ない。今後現地業者も含め⽇程を調整して連絡する。(佐藤)

レフコ
（曽我）

Ans.販販売を担当してないのでその部分は答えられないが、事業収⽀上問題なければ変更することには吝かではな
い。出来るところ、できないことは報告する。(佐藤)

それではPlanet佐藤氏と設計者と土谷氏との三者で、事業の見直し・検討をすることはできないのか。

Ans.提案を頂ければ、弊社で検討することはできるが、事業収⽀については弊社の内部情報になるのですべてを提
⽰することはできない。結果報告は可能だ。(佐藤)
※弊社の⽅では、現状計画で進めていく⽅針です。
土谷氏が作成した3案を検討したか？

Ans.受け取っていない。(佐藤)

土谷
(曽我)

Ans.資料を送って頂ければ、コロナ蔓延時期なので、Zoom会議で個別に打合せすることは問題ない。いつでも時間
を問って打合せしたいと思っている。ただ提⽰される案が皆さんの総意かどうかも確認したい。(佐藤)

なるべく多くの方の意見を取り入れた案を提示しながら納得のできる案に協議して確認していこうというもので、それが皆

さんの総意かどうかではない。あなた方も専門家なのだから検討し、こ の様なことは出来ると案に反映させていくもので

はないか？それがこの説明会の意図するものではないか？提案しても全てできないと言っている。まず協議を進めよう。

10 この説明会が、検討するとか、やるとか言われているが、検討結果に対して何の進展もない。 White Villas 1で除雪協

議をすることになったが、何の進展もない。このようなことが歩み寄って進めようと言っている。明確に進めようという姿勢

を示してほしい。速やかな対応を願いたい。田上 も専門家として法律の枠を超えてしっかりとアドバイスして欲しい。

11 この計画について関わっているのはPlanetの佐藤氏とタガミ企画田上と建築設計士と思うが、もう販売されていて変更

できないのではないか？

※弊社の方では、現状計画で進めていく方針です。

12 送っていない。南野氏と協議して、この様な計画ができないかというものだ。顔を合わせてその可能性について話し合い

をしながら、協議を進めていきたいと考えており、案を送ってそれに対し出来る出来ないで終わらせたくない。その計画の

可能性について話し合いたい。

8 White Villas 1も2も近隣住民の意見を取り入れていない。住民はどちらの事業も受け入れていない。その中でも今後

も開発を行いたいと言っているが、住民の意見をどう思っているのか？

9 皆さんの意向は出ているが、それに対しPlanetとして、「伺う。検討する。できることはする」と言っているが、これを進める

意思があるのか？一度持ち帰って検討をし直すのか、これ以上は検討できないということか？我々が家を建てるときは

個人の場合も景観条例を考え近隣に配慮して建てる。事業だからと言って近隣住民の生活に影響を与えるという意

見に耳を貸さないのはおかしいのだ。



Ans.出して頂き出来ることは出来ると伝えている。White Villas 1では、発注前に、要望を受けて 色を変更したり、

植栽計画を発注したりしている。すべてを否定するような言い方は残念だ。皆 さんの意向をすべて反映すると

事業にはならないので、できることを対応したい。土谷氏を始め 個別協議についてはきちんと対応する。2棟を1棟

にした場合の試算バランス等の検討結果に ついて報告することは吝かではない。(佐藤) 

※事業収支を計算したが、弊社の事業に多大なる損害が出るため２棟を１棟にする計画はむずかしいと判断し、現状

の計画で進めていく方針です。

Ans.出して頂き出来ることは出来ると伝えている。White Villas 1では、発注前に、要望を受けて⾊を変更したり、
植栽計画を発注したりしている。すべてを否定するような⾔い⽅は残念だ。皆さんの意向をすべて反映すると事業には
ならないので、できることを対応したい。⼟⾕⽒を始め個別協議についてはきちんと対応する。2棟を1棟にした場合の
試算バランス等の検討結果について報告することは吝かではない。(佐藤)

出来る出来ないと言っていれば進めない。まず協議する用意があるなら始めよう。但し基本的には皆反対している。

大道
(ニセコ)

Ans.他に賛成のご意⾒は？

斉藤
（福井）

Ans.質問を1つずつ答えさせてもらう。
全⽅向からのパースについては、町に提出していたものを、建物の向きが変更になった部分を修正して提⽰している。
除雪法についても、情報公開の中に検討した結果を報告している。⼟地の売買については、電話のやり取りについて
確認の上、報告結果を情報公開に乗せてい
る。尚、前回の説明で間違った説明をしていたのでお詫びする。開発⾏為では、許可後に⼯事を終える前に造成地
を売ることはできないと説明したが、許可取得後に⼀括売却する地位の承継による売却は認められており、⼀切でき
ないとした説明は間違っていた。但し⾏政指導上は完了検査前の販売はしないよう指摘を受けている。確認時点で
は販売してないと確認してい
る。先程の景観の件で、隣接からの景観を求められたが、必要であれば写真を撮ってきて作成することは可能だ。(⽥
上)
土地利用計画図で建物がA、B、Cの３種類あり半分はガラス張りになっている。これでは全世界がSDG'sの流れに逆

行するのではないか？二酸化炭素を大量に発生することにならないか？

Ans.ご意⾒は持ち帰り検討はしたいと思う。(佐藤)
全⾯にガラス部分を使⽤することに関して、⼆酸化炭素が⼤量に発⽣する根拠はないかと思われます よって現状
の計画で進めてまいります。

大道
(ニセコ)

斉藤
（福井）

13 ニセコで農業をやっている。月一回のニセコ親交会の会議で会長から住民説明会のことを聞いた。今日は雨の為来て

みたが、近隣住民と言っているがほとんど近隣住民の方はおらず、皆反対だと言っているが、私は農家の三代目でここ

にきて100年近くになるが、今こちらに移住してきた方は、農地などを転用して家を建てて住んでいるもので、私から言

わせてもらえば景観は50年も前から大きく変っている。50年前から言えば、ニセコモイワやニセコアンルプリの山などは

木々に覆われていた。町の経済や雇用の為にスキー場が作られ、30年前には今はないが高層のプリンスホテルが建て

られたり、その様子を見てきた。それは地域雇用とか町の経済が回るという事 で、お互いさまという形で地域が潤うという

事で、景観に言及せずに受け入れてきた。皆反対と言われたが、農業仲間はいまさら言うことではないと思っている。土

地を買った人が建物を建てることは仕方ない。今景観条例というものができたので、昔とは違うが、事業者の見方をす

るわけではないが、ここまで建物が建ったら経済の活性化につながり、その中で雇用が生まれるなら反対はしない。先

程から反対者が反対をし続ければ開発ができないと言っていたが、賛成者がまとまって行動を起こしたらどうなるのか？

我々100年前から開拓民として入植して農業を営んでいるものからすると、お互いさまでやってきた。それが自分のエゴ、

自分のところからの景観が良くないからと言って争うのは醜いかなと思う。

但し資料も羊蹄山が見えないとか誤字など問題はある。自治会が分かれているので、もう少し早い時期にそれぞれの

自治会で問いただしてみるのも良いのではないか？

14 今の大道氏の話その通りなのだと思う。100年の歴史で見たら大きく変わっている。今我々ここにいる人間が反対してい

るのは単純に反対しているのではない。私はここではなく川南に住んでいる。我々が求めているのは持続可能な開発

(SDG’s)の立場から反対している。将来に残す景観を残したいだけだ。ここは道道65号パノラマラインの中で数少ない

羊蹄山が見える地域である。この景観を残すにはどうしたらよいかを問題意識としている。1回目の説明会で検討をお

願いし たことの中で1つしか回答を得ていない。8方向からのパース作成以外、除雪方法も本社との売却の確認も報

告がない。どうなっているのか？

15 斉藤氏に聞きたいが、家を建てるとき、近隣の住民がそのような家はダメだなんてそのような要求できるものなのか？

こうせよと要求しているのではなく、ちょっと検討して下さいとお願いしているものだ。あくまでも提案しているものだ。
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大道
(ニセコ)

斉藤
（福井）

大道・

土谷ほか

Ans.ひとつづつ進めていきたい。住⺠説明会については、本⽇の結果を持ち帰り検討の上、 必要であれば開催の告
知をさせて頂く。改めて個別の相談については対応させて頂く。回答できずに持ち帰ることについては、検討を加え、
内容を公開できるよう準備する。親交会への参加については時節柄Zoomであればいつでも参加出るが。(佐藤)

南野・斉藤
（非自治会員）

Ans.連絡が遅れて申し訳ない。現地の地形等が⼗分に認識無い為に確認が遅れたことをお詫びする。基本的には
伐採しても問題ないと思う。(佐藤)

メールでも知らせたが、2ｍを超えると素人では手に負えない。Planetとして伐採してもらえない か？このようなことがある

と建物が建った時、問題が起きても対応ができないのではと不信感ができた。

Ans.伐採については、今ここで答えられないので個別に対応させて頂く。今個⼈の携帯での対応していたが、今後は
札幌⽀店や東京本社でも情報を共有するようにするので、この様なことが無いようにしたい。(佐藤)

沼尻
（北栄2）

Ans.⼤幅な変更は考えられない。不動産販売時には建築構造等を⽰して販売するので、⼤きな変更はない。販売
者の責任で⾏う。(佐藤)

レフコ
（曽我）

Ans.当然そのように対応させて頂く。(佐藤)

井上
（福井）

レフコ
（曽我）

Ans.他にも宋と⼭﨑が参加している。
今⽇の件は弊社で議事録を作成したうえで、解決できるものは、雑草の処理等は早速個別に対応したい。資料につ
いては、要望頂いたものについては回答を弊社で準備して皆さんに周知できるようにする。また住⺠説明会の次回の
開催については、社内の調整と、ニセコ町と協議しながら連絡をする可能性がある。開催する場合は連絡する。(佐
藤)

南野・斉藤
（非自治会員）

19 まず最初に、雑草の件だが、景観条例の第2条に管理不良状態が示され、施行規則で雑草が 50ｃｍ以上ある状態

をいう、と書いてある。きちんと守って頂きたい。もう一つは景観パースだ。現行写真を使用し、開発イメージを投影した

ものとしている。今配られたいる写真は現行写真とCG写真であり、イメージ図を合体したものになっていない。羊蹄山

がどのように見えるかが大事だ。建物の間にどのように羊蹄山が見えるのかが大事である。住民に理解してもらうようにと

条例に書いてある。例えばメープルの2階から窓越しにどのように見えるのかを示すようにしなければならない。ニセコジン

ギスカンの客の目線でどのように見えるか分かるように示したものを我々は求めている。それをしみしてもらって初めて納

得する。これらは条例に書いてあることでありしっかり守るように。除雪についても自社でやると言っているが何の解決にも

なっていない。別のところで公開しているとしているが、ここでしっかり準備して説明すべきだ。次回の説明会で対応する

よう求める。

20 Planetは佐藤氏のみだが、他の方も参加すべきではないか？

21 ネットで来ている内容を呼んでよい？

16 隣接のイタドリが大きくなり景観を阻害している為、5月20日に遠星社長に、南野ではなく斉藤と名乗って電話をして

草を刈らせてもらいたいと伝えたところ、この件は担当ではなく佐藤に任せ ているとの事で携帯番号を教えて頂いた。5

月25日に電話をしたが、今大坂で忙しいので確認の上連絡すると言われた。その後何の連絡もなく、5月29日から6月

1日何度も電話が通じなかっ

た。その後メールで連絡の趣旨を伝えた。ニセコから上がってくると2ｍを超えると店が隠れてしまう。メールでも伝えたが、

2ｍになると素人では手に負えなくなる。

17 建物の説明の中で希望があれば、A'、B'、C'の建物が可能と聞こえたが？もし施主が変更を申し出た時どのように調

整するのか？新築時に今回の景観条例で認められた形と違うものが建てられる可能性はないのか？

18 その時は建築協定付きで販売して頂き責任を果たして頂きたい。

15

近所の農家が倉庫を建てようと思った時、住民説明会を開かなければならないのか？

面積が1000㎡を超える場合に説明会を開かなければならないもので、150坪の農業用機械倉庫の建築では景観条

例の対象にならない。だがその建物で羊蹄山が見えなくなるような場合はお互い相談しなければならない。

近隣にも別荘を建てたものはいるが、羊蹄山が見えなくならないように広く土地を確保している。 (大道)

そもそもこの説明会は皆で歩み寄ろうというものなので、その前提がないと先に進まない。(土谷)出来れば話し合って仲

良くやって欲しい。(大道)

提案だが次の会を決めない？(土谷)



Ans.読めるので読む。「常識の違いをすり合わせるのは難しい。規格の違和感はこの地域に住んでいるものと⼤きな違
和感がある。ニセコで事業をして頂かなくて良い」
これは話の中で出てきたことだ。(佐藤)

熊崎
（ニセコ）

Ans.この地で購⼊を求める⽅は、スキーが好きでスキー場から近くて、景観も良いと思い、⽺蹄⼭も⼀望にできること
で求められる。(佐藤)

この形で購入される方は、地域に歓迎されずに購入することになる。買うことにする方がどのような期待や思いで購入し

ようとするか思いを馳せて頂きたい。

Ans.ご意⾒として承った。(佐藤)
最後にニセコ町の⽅からお話を頂きたい。(⼭﨑)

ニセコ町

金澤

以上をもって終了する。(⼭﨑)

22 事業者としてこの土地を購入する方は何を魅力として購入しようと考えるか、お聞かせいただきたい。

23 特段コメントはないが、まずは報告いただくことになる。今後の進め方については、佐藤氏からもあった、報告・周知、今

後の説明会の話もあったのでそれを踏まえて進めて頂きたい。
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