
「景観づくり」のことをもつと知るために

(6)景 観に関する行政 (北海道、回、市町村)の取組

①北海道では…・

北海道 らしい様々な景観を大切にし、協働による美しい景観のくにづくりを進めるため、「北

海道美しい景観のくにづくり条例」を定め(平成13年10月公布)、 これに沿って、今回の景観学

習プログラムの作成や、複数の市町村にまたがる広域的な景観づくりなど各種の施策を進めて

います。

北海道美しい景観の
くにづくり条例の基本理念

生成りの良さを
活かした景観や
生活に根ざした
景観をめざします。

いたずらに
飾り立てることのない、

地域の自然や産業、
生活に根ざした

景観をめざします。

遺

口士
‐ ・.  ~

バートナーシップのもと
優れた自然、歴史、文化を  適 切な役割筑巳で

しつかりと継承します。

優れた自然や歴史、文化は
景観にとつても大切な財産です。

これをしっかりと受け取り
次代へと継承します。

地域の主体的な
取組が基本です。

地域の構力的な景観をつくり
支えていくのは地域の人々です。

道長、事業者、市町村の
主体的な取組が基本です。

通切な役割分担による
協働が大切です。

道民、事業者、市町村、そして道が
パートナーシップのもと、
適切な役割分担により、

それてれが 自=的 な活動として
協働することが大切です。

み率
村年

前
速　一

■広域景観づ くりについて

北海道では、複数の市町村にまたがり、回園、湖沼等が連続す

る景観を有する地域で、特に広域にわたる景観づくりを推進する

必要があると認めるものを、地元の市町村の申出に基づき、道が
「広域景観づくり推進地域Jとして指定するとともに、あわせて当

該地域の景観づくりに関する指針(広域景観づくり指針)を定める

こととしています。

具体的には、広域的な景観づくりの機運が高まっていた羊蹄山

麓7町村において、地元住民の方々にも地域のルールとも言うべ

き指針の策定作業に加わっていただき、平成18年3月に広域景観
づくり推進地域の指定を行いました。

今後道内各地で同様の展開が図られるよう、道は地域の景観づ

くりを進めて参ります。
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①国では・・・

● 「美しい国づくり政策大綱」

国では、戦後の経済発展に伴う社会基盤整備が、量的充足を追求するあまり、質の面でお

ろそかな部分があつたこと、またその結果、美しさとはほど遠い風景や社会的モラルの欠如

が見られるようになったことなどへの反省に立ち、美しい国づくり ・地域づくりについて、

国民一人一人の広範な議論、具体的取組への参画を促すため、平成15年7月「美しい国づくり

政策大綱Jをまとめました。

●景観法

都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本

理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等におけ

る良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等所要の措置を講ずる我が国で

初めての景観についての総合的な法律として、国 (国土交通省 ・農林水産省 ・環境省)力 平`

成16年6月に公布しました。(平成17年6月全面施行)

また、これらと関連して、多様な担い手の育成と参画推進、各主体の取組に資する情報の収集 ・

蓄積と提供 ・公開など各種の施策を進めています。詳しくは国土交通省の景観ポータルサイ ト
http:〃www mlit tto jp/keikan/keikan_po「tal htmlをご参照ください。

③市田村では…・

住民に最も身近な行政である市町村では、それぞれのまちの実情に応じて景観条例や、景観

形成基本計画を設け、景観づくりを進めています。

道内自治体の景観条例制定状況(平成17年4月現在)

名   称 名   称

札幌市 札幌市都市景観条例 (平成10年 ) 富良野市 富良野らしさの自然環境を守る条例(平成2年)

当別町 美 しいまち当別をみんなでつくる条例
(平成14年)

上川町 上川町景観まちづくり条例 (平成14年)

上自良野町 かみふらの景観づくり条例 (平蔵16年)

函館市 函館市都市景観条例 (平成フ年) 美瑛町 美瑛の美しい景観を守り育てる条例 (平成15年)

江差町 る、るさと江差の街並み景観形成地区条例
(平成8年)

東川町 美しい東川の風景を守り育てる条例 (平成14年 )

占冠村 美しい占冠の風景を守り育てる条例 (昭和62年 )

小樽市 小樽の歴史と自然を生かした
まちづくり景観条例 (平成4年)

西興部村 美しい村づくり条例 (平成11年)

平取町 平取町みどり豊かな環境保全条例 (平成5年)

黒松内町 黒松内町ほ、るさと景観条例 (平成8年) 様似町 ほ、るさと様似の景観づくり条例 (平成6年)

蘭越町 蘭越田]こもヽし咲くふるさと景観条例(平成10年) 中札内村 豊かな自然を未来につなぐふるさと
景観条例 (平成18年)ニセコ町 ニセコ町景観条例 (平成16年)

夕張市 夕張市都市景観条例 (平成2年) 更別村 更別村景観保全条例 (平成15年)

旭川市 旭川市景観条例 (平成14年) 中標津町 中標津町景観条例 (平成8年)

※景観の取組の詳しいことについては、電話やホームベージなどでお確かめください
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(7)道 内脅地の景観づくりの取組事例

道内有数の花苗の生産地であり、「ガーデニングのまち」として全国的に知られる恵
庭市。花のまちづくりのきっかけの一つは、恵み野地区の主婦を中心とする「恵み野
花づくり愛好会Jの立ち上げと、「いつも通るまち並みを美しくしようJという思いで
した。

平成8年、商店会の協力により開催したガーデニングコンテスト以来、家庭の庭か
ら商店街、周辺の公共空間へと花づくりの活動は広まり、平成9年には各団体の統合
により「恵み野花のまちづくり団体連合Jが結成され、市民主導の景観づくりが進められています。

この動きは市全体に広がり、市の総合計画の一環であり「花もよし、人もよし、風もよし、 こ こが恵庭Jを テ
ーマとする花のまちづくリプランの策定にもつながっています。

現在恵み野では、個人の美しい庭を見てもらうオープンガーデンの取組も盛んで、多くの人がまちを訪れてい
ます。

これらの活動が評価され、平成16年度の「美しいまちなみ大賞 (国土交通大臣賞)Jを受賞しています。

国立公園に指定され、「秘境知床Jとして有名になった知床では、開拓跡地の森林の
乱開発を防ぐため、昭和52年、町民や道内外の人たちの理解と協力を得て、土地の
買い取 りや植樹のための資金を集める「しれとこ100平方メー トル運動Jがスター トし
ました。

運動の結果、寄付金による取得面積は460ha、運動参加者は延べ4万9,024人(H9)、
金額は5億2,000万円にのぼ り、自然豊かな森林の景観が守られました。

平成 9年 からは、「100平方メー トル運動の森 ・トラス トJとして、植林した木を育て、森をつくり、そこに生
息していた野生生物たちを再び迎え入れることで、自然の生態系の再生を目指す運動が続けられています。

このように自然を守る景観づくりが進められた知床 (斜里町 ・羅臼町)は、平成17年、海から山までの多様な
生態系や豊かな生物多様性が評価されて国内では 3件 目の世界自然遺産に登録されています。

明治 4年 に北の官庁街と南の民有地との間を区切る火防線としてつくられたことに
由来する札幌の大通公国は、大正 5年 に都市公園に位置づけられて以来、現在まで都
心の貴重なオアシス空間となっています。

しかしながら都心の車両交通が増えたことで、都心空間をより人間的でゆとりある
空間に変えたいという思いが強まり、札幌市は西 8丁 目と9丁 目の区画を連続させ、
あわせてブラックスライ ドマントラ(イサム ・ノグチ作)やプレイスロープなどを設置
しました。 「大通公園連続化」は平成 7年 に、また「ブラックスライ ドマントラとそこで遊ぶ子供達」は平成13年
に札幌市都市景観賞を受賞しています。
大通公園では1950年以来半世紀以上の歴史を誇るさっぱろ雪祭 り、200万人の観客を動員するYOSAKOIソ

ーラン祭 りなど四季を通 じて様々なイベントが催され、市民の活動 ・交流によるいきいきとした景観がつくられ
ています。
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かつて北前船によるヒノキ材やニシンの交易で隆盛を極めた江差町では、昔から残され
ている蔵や問屋、社寺仏閣などの歴史的資源を生かしてまちの活性化を図ろうとの思いが

ありました。平成元年の北海道の「歴史を生かすまちづくりJのモデル地区指定を契機に、

歴史的な景観づくりが本格化し、平成 8年 制定の「ふるさと江差の街並み景観形成地区条例J
で、景観形成地区内での建物の高さ、間日、意匠等に基準を設けました。

このような動きに呼応し、江差町歴まち商店街では、まち並み形成のほかに歴史的資源
などを生かしたイベントの実施や店舗のショーウインドーを活用したギャラリーの設置な
どにより、地域住民の関心を高め、地域の活性化に貢献しています。

およそ350年 続く姥神大神宮渡御祭は、その年のエシンの豊漁に感謝して行われたお祭
です。毎年大変な盛り上が りを見せ、町外からも江差に帰郷する人や祭 りの見物客が一斉に集まり、約 1万 1

千人の江差のまちが 6倍 以上に膨れ上がるといわれます。朱塗 りが基本の13台の山車 (ヤマ)が祇園囃子の調べ

にのって町内を練 り歩く景観は、はるか遠い江差のニシン景気を伝える文化遺産となっています。

幕末の開港以来の歴史的まち並みや特有の文化の蓄積が残 り、観光地としても有
名な函館市西部地区。この地区は明治、大正期と度重なる大火に見舞われていますが、
その度に市民が立ち上がり、復興とまち並みの継承を果たしてきました。

昭和53年、旧函篤支庁庁舎の移転問題を契機に「函館の歴史的風土を守る会Jが誕
生し、その後の市民による歴史的建造物保存の先駆けとなる様々な活動を展開して

きました。住民の間では「古い建物も捨てたものではない」という認識が広がり、古
い蔵を喫茶店にしたり、民家をベンションにするなど様々な活動が生まれ、賛同者も増えていきました。西部
地区はこの市民の歴史的建物の保全に対する機運の高まりと共に、昭和63年に国(文化庁)選定の重要伝統的建

造物群保存地区となりました。

近年は、まち並みの色彩を次代に引き継ぐ「元町倶楽部」の活動など、市民、行政が連携した景観づくりの取

組が盛んに行われています。

かつて「北のウォール街」と呼ばれ銀行街が形成された小樽では、1970年代に道路
建設のため、繁栄を支えてきた運河を埋め立てる計画が立案されました。 しかし石
造倉庫辞が並ぶ運河を保存しようとする市民運動が展開され、日本中の注目の的と
なりました。運河の半分は埋め立てられ修景が進められたが、これを契機に住民レ
ベルでの景観づくりが活発化し、昭和58年から「歴史的建造物及び景観地区保全条例」
を施行し、昭和63年から小樽市都市景観賞の選定、平成 4年 に「小樽の歴史と自然を
生かしたまちづくり景観条例Jを 制定するなど、新旧調和のとれた総合的な都市景観の保全が進められていま
す。近年では、小樽運河や旧手宮線散策路や商店街を舞台とし、毎冬「小樽雪あかりの路Jが開催されます。 こ
のイベントでは「おもてなしの心Jと「人と人との心のつなが りJを大切にし「雪Jや「ろうそくの灯Jなどを生かし
た、ぬくもりのある景観をつくり出しています。
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十勝連峰を背景とし、丘陵地の畑が織り成す美しい景観が広がる美瑛町。住民はそ
の景観が美しいと感じながらも、外へ発信しようとは考えていませんでした。 しかし、
一人の風景写真家がこの美しい景観を紹介してから注目を集め、「丘のまちびえいJは
全国的に有名な観光地となりました。

町では平成元年度に無秩序な開発を防止し景観づくりを進めるために、自然環境保
全条例と景観条例を同時に施行しましたが、知名度が上がるとともに観光客や町外からの移住者が増え、条例の
規制区域の外で丘陵地への住宅建設や景観を阻害する工作物が見られるようになりました。特に農地においては、
規制をかけたくても、土地所有者の参加と同意を得ることが難しいという問題がありました。

これ らに対応 し、より効果的に景観づくりの取組を進めるため、平成15年度には町全域を対象とし町民参加
を明確にした「美瑛の美しい景観を守り育てる条例」を制定し、美瑛町の基本である自然と農業を生かした景観づ
くりが行われています。

学術的に貴重な北限のブナ自生地がある黒松内町。バブル期にはリゾー ト開発によ
る地域づくりを意向していましたが思うように進まず、身の文にあった地域づくリヘ

方向転換をしました。これにより町民の地域資源を探す動きが始まり、そこで浮上し
てきたのがブナ林でした。

ブナ林の価値を見直し、自然との共生を目指す取組は「ブナ北限の里づくり構想Jと
してスター トしました。そしてその一環としてふるさとを誇 りに思う心づくりを進め、
幾世代に渡 り景観をはぐくんでいこうとの思いから、町民参加で「ブナ里景観ガイ ドプラン」を策定しました。さ
らに平成 8年 、黒松内らしいふるさと景観を守 り、倉Ⅲ造 し、育てることを目的とした「黒松内町ふるさと景観条
例Jを施行しています。現在では自然景観やその意みを子どもたちや訪れる人々に伝える自然学校が開設されて
いるほか、ブナ林を散策してブナのすばらしさを発見してもらう「ブナウォッチング」の取組が行われています。

恵庭市街地の中心を流れる茂漁川の名は、アイヌ語の「モイテャンJに由来し、 「鮭
が産卯する小サ1的の意味を表しています。茂漁川は、昭和30～40年代に農業用の改修
のために治水機能優先で直線的な積ブロック三面張 りの水路となっていました。しか
し平成 2年 の「ふるさとの川モデル事業Jの認定を受けてから、治水の機能を追い求め
るだけでなく、まちに潤いを与え、自然的な景観を蘇らせる河川整備が進められまし
た。自生している樹木を活かしたり、護岸の上を上で覆い緑化するなど、治水機能を
確保 しながら多自然型の改修工事が進められ、平成10年に竣工しました。今では川に魚がすみつき、遊歩道や
水辺では市民が憩い、潤いと安 らぎのある景観となっています。

また流域町内会の住民が、川を慈しむ心を通して人の和を図り、生活環境の向上と文化的な住みよい郷土づく
りを目指 して「茂漁川規しむ会」を組織し、河川敷地の花植え、ヤマメの稚魚放流や河川清掃など川の環境に親し
む運動を展開しています。
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