
(8)子 ども向けワークブック rわたしたちの喜らしと景観J掲 載写真の解説

ワークブ ックの掲載写真について、地域の特色 という視点か ら、A～ Fの 6つ の分野ごとに

道内各地の景観の写真を選び、それぞれに解説を加えました。

それぞれの写真は、 1つ の分野に限らず、複数の分野にまたがった内容もあります。 (例 :

自然と産業が一緒に映つたものなど)各 写真の下に、その写真が関連しそうなほかの分野を表

示しています。ワークブックを使つた投げかけ ・導入では、 自 分で紹介する写真を選びなおし

たり、掲載したもの以外の写真を自分で

探したりするのにお役立てください。 ,||と 暑綸:?『】f暑確省暑暑i晶:言魯岳魯;il骨景母
北海道遺産 ジ (p 5 0参照)でご重いただけますのでどうぞご活用 ください

A ま ち の 自 然
1 キ

~ ワ~ ド i手つかすの自然 (山奥の原生林や湖、荒波が寄せる海岸、生き物がすむ川や湿地)
身近な自然 (まちの背景にある山並み、人が植えた林、公国内の樹木、小,D な ど

知床 (斜里町)       【 p4】

「100平方メートル運動の森 トラストJなど、
原生林の復元、自然の生態系の再生を目指
す運動が続けられており、平成17年、海から山
までの多様な生態系、豊かな生物多様性が
nT4価され、知床 (斜里町・羅臼町)は国内で3
件目の世界自然遺産に登録された。

,、
Eと 関連 北海道遺屋

霧多布湿原 (浜中町)    【 p4】
湿原景観を構成する全ての要素が一望でき、

学術的にも貴重な湿原。数百種の高山植物
や百種の野鳥が見られ、湿原の一部は大正
15年、天然記念物に指定。地域では湿原景
観を保全するためのトラスト活動が行われてい
る。ラムサール条約湿地に登録。
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日高山脈とまち並み (帯広市) Ip4】

魅大な日高山脈を背景に整然と広がる帯
広の市街地景観。開拓時代に広大な土地を
切り拓くため、道路が整然と碁盤の目のように
縦横に走り、建物も、その区画に合わせてきっ
ちりと並んでいるのが特色。「私の好きな十
勝の景観フォトコンテストJ入選作品。

オロロンラインの海水浴場 (小平町)tp41

日本海を小樽から雅内まで南Jヒに貫く海岸
線は「日本海オロロンライン」として親しまれ、
夏には海水浴場やキャンプ場を中心に多くの
観光客でにぎわう。特にオ回ロンライン中央
部に位置する留萌地域では各市町村が連携
して広域観光を進めている。

天塩 川 (美深町)      【 p28】

長大河lrよ、水循環機能を担う環境軸である
と同時に、まちとまちをつなぐ景観軸ともなってい
る。河口まで160kぃ を一気に下ることができる
日本有数のカヌー適地、天塩川流域市町村では、
自然との共生を目指した様々な取組が行われて
いる。写真はびふかアイランドカヌーポート。
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P・
~

」し海道遺産

自生北限のブナ林 (黒松内町)【 p28】
町では機世代に渡り景観をはぐくんでいこう

との思いから、平成7年「ブナ里景観ガイドプ
ラン」を策定。ブナ林の価値の見直しから始
まったまちづくりは、自然の恵みを子どもたちや
訪れる人に伝える自然学校の開放、ブナウォ
ッチングにつながっている。

丹頂の生息地 催 居村)   【 p28〕
村民の丹頂に寄せる思いは格別で「壌が

居るから鶴居村Jを肌で感じ村ぐるみで保護
活動が続けられている。写真はねぐらを脅かさ
ずに観察できる場所から丹頂と真冬の川曜を
撮ったもの。一時、絶滅の危機にあった丹頂
は特別天然言3念物であり、北海道の鳥。Dと 関連

米( )内 は写真の撮影地

Eと 関連

小樽運河 1/1準ヽ市)     〔 p4】
開発か保存か。日本中の市民運動の注目

の的となった運河の半分は埋め立てられ修景
された。運河論争を契機に景観づくりが活発
化した小構では「ろうそくのあかりJを生かし、
人のぬくもりを伝える住民主体のイベント「フ!ヽ
構雪あかりの路」が毎冬行われている。

寒中みそぎ(木古内町) 【p41
木古内町で行われる「水ごり」は、豊漁 豊作を祈願す

る町民挙げての伝統行事。1831年から受け継がイtている。
ライトアップした神社から浜までの道沿いに、かがり火や
アイスキャンドルで雰囲気を盛り上げている。第4回全国
寒中みそぎ祭り写真コンテスト大賞作品。

Eと 関連

BまちのEヨ巳・文化lキ
~ワ~ドモ

雛隠諮 干地監呂緑霜Fttb煽筆讐騒お祭縁と郷土芸能、首の面影を
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石 山緑 地 はし幌市)     【 p4】

石山緑地は明治期より建築材に利用された1し
幌軟石の採掘跡地を活用した公園である。
地域の歴史的造産を生かした公園は個性的な
空間を生み出しており、平成9年からこの公園を
舞台に、音楽 舞踏など幅広いジャンルの芸術を
発信する石山緑地芸術祭が開催されている。

まちかどの記念韓 いし幌市)     【 P41
まちかどには、物事の発祥、重要な建物の跡地、先

人の功績などを示した記念碑がある。このような場所で
は、思いを後世に伝える大切な空間にふさわしい景観
つくりが望まれる。写真は旧札幌中学校 (札幌南高校
の前身)「発杵の地」の碑を撮ったもの。

群と

函 館 市 西 部 地 区 (函館市)  〔 p29】

開港以来の歴史的建造物や特有の文化の青
植が見られる同地区では 旧函館支庁庁舎の移
転問題を契機に景観づくりの気運が高まり、市民
が古い建物の価値を見直し活用する様々な取組
が始まった。写真は現在も事務所として使われて
いる相馬株式会社の函館本社と路面電車。C Dと 関連  ヨ 傍 適遇産

明治公園のサ イロ (根室市) 〔 p29】
明治8年に国立の「開拓使根室牧吉場」とし

て創設され北海道では2番目の歴史を持つ牧場
の跡地を利用した公園。シンボルとなっているレ
ンガ積みサイ回は役目を終えているが 当時の面
影を残した牧歌的な景観が市民に親しまれており、
根室十景の一つに選ばれている。Dと 関連

増毛小学校 (増毛町)    【 p291

日本海を見下ろす高合にある小学校は1936
年 町民の多額な寄付で建築された。大規模
な二階建ての木造校舎は70年ほどたった現在
も現役校舎として大切に使われおり、体育館で
は 「木 言 人一ら、れあいコンサート」が開かれ
るなど地域の人たちにも親しまれている。
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「6~
口と関連 北海道退産

C産 業 ・交通
産業 |十

ワード:謹翻占唇1轡洗野恩欝ち唇ど蕎`態慾 慰?匿謙躍致ぽ造)P縁輪キ品地など
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Aと 関連 北海道遺産

野付湾の打瀬舟 側 海町)〔 はじめに】
野付湾はアマモが皇宮にあリホッカイシマ

エビの生息地帯となっている。乱獲を防ぐため、
資源調査を行い春と秋の2回、漁を行う。舟に
三角の帆を立て風力を利用し網を引く漁法は
アマモを船のスクリューで傷つけないための
知恵であり、特色ある景観を生み出している。

美瑛の丘 (美瑛町)   【 はじめに】

十勝連峰を背景とする波状丘陵型農地で営
まれる農業の景観は「丘のまち美瑛」の財産で
ある。平成元年 町は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ている。写真は小豆
の「豆にお」が整然と並ぶ畑地を撮ったもの。

羊肺山麓と畑 (留寿都村)      〔 P6〕
山麓周辺のア町村では景観を共有する共同体として

行政界を超えて広域に広がっている山並み 河川、国
園などの景観を未来の世代へ引き継いでいくとともに
快適で魅力ある地域を創造していくため広域景観つく
りを進めている。写真は人参のJ又権を撮ったもの。

Eと 関連

漁港 の水 揚 げ風 景 (増毛町) 【 p61

北海道の漁業は、全国の四分の一に汲ぶ
生産量をあげ、水産加工業とともに、私たちの
健康で豊かな食生活の実現に大きく貢献する
重要な産業である。水場げなどの漁業の営み
は漁港 漁村の景観に活気をもたらしている。
写真は増毛凍港のニシンの水湯げを撮ったもの。

森林の間伐 、枝打 ち (下川町) 【 p6】
森林は、生命の源となる水をたくわえ野生

生物の生息の場となるとともに酸素を供給す
るなど重要な役割を果たしている。また木材の
供給源としても私たちの暮らしを支えている。
よ'ブよい森林づくりのため大工林では間伐や
枝打ち、下草刈りなどの手入れが必要である。

まちの工場 (江】J市)    【 p6】
まちの産業や経済を支えている大きな工場

もまちの景観を特徴づけている。近年、企業
においても地域環境との調和を図るため、エ
場周辺の清掃・美化活動や植樹活動が積極
的に行われている。写真は江別市立大麻西
小学校の児童が撮影したもの。

Fと関連

ひ まわ りのまち (1し竜町)  【 p6】
昭矛n55年 地元の女性たちが始めた1家族

が1アールにひまわりを植える取組 そして「自
分たちのまちに誇りがもてる特色づくりを」との
思いから始まったひまわりの里づくり。現在、人
口約2,500人の町に毎年20万人以上の人が
100万本のひまわりを見に訪れる。町花ひまわり。 E、 Fと関連

平和通買物公園 (旭川市)  【 p6】

歩行者優先の考え方に基づき、昭和47年
車の交通を排除し安全に買い物できる恒久
的な歩行者天国として整備された。繁華街で
の主役は人であり、人々が集まるにぎやかな
景観が都市の魅力につながっている。旭川
八景の一つ。

lヵ

「f
北海道遺産

格子状防風林 (中標津町)  【 p30】
―直線に立ち並ぶ防風林は農地を守るた

めの工夫である。また開拓時代の区画を示す
歴史的意義をもち、中標津・別海・標津・標茶
の4町にまたがる格子状防風林はスケールが
メ1大なことから北海道を代表する景観の一つ
となっている。

麦 わ らロール (網走市)   【 p30】

麦畑で見られる麦わら回―ル(麦早日―ル)
や採草地で見られる牧草ロール、ラップサイレ
ージは 北海道を代表する農村景観の一つ。
写真は網走市立呼大小学校の児童が撮った
麦わらロール。
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Aと 関連

昆布森漁港の夜明け御1路町)【p30】
長昆布の産地、昆布森では海を知りつくす凍

師たちが「漁業や海のすばらしさを知ってもらい
たい」との思いから昆布採り体験や沿岸景観の
洋上見学などに取り組んでいる。写真は夜明け
に刺網漁場へ出航する一隻の漁船の軌跡を撮
影したもので割‖路町フォトコンテスト入選作品。

交 通  lキ
ーワー ド 自動車交通 (幹線道路 駐車場など)、」R、航空機、港湾、電車 など

室蘭港の夜景(室面市) 【p61 道路、鉄道 (千歳市) tp61
室商港は木造ふ頭が完成し開拓使の附属

船が就航した明治5年が開港年。工場群や
本頭、白鳥大橋など、まちの骨格をつくる要素
が夜景を特徴づけており、水面に浮かぶあか
りが彩りを添える。白鳥大橋のイルミネーショ
ンの電源は風力発電による。室蘭八景の一つ。

道路空間は特にまちの印象が象離 れや
すい景観領域であるとともに重要な科ヒ望拠点
でもある。また、まちとまちを結ぶ幹線道路や
鉄道沿線の連続した眺めは利用者に地域の
景観を強く印象づけている。写真は」R千歳線、
国道36号線を撮影したもの。Cと 関連

Dま 50素 村掛P資源を整Lかす1キ
~ワ~ド:鰊

躙 鷲掛ね生特経霧F占菖倉呂
調和 など)、地域資源の活用(歴史的遺産や産業遺構 など)
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Bと 関 連    北 存道週 産

地域の素材を使つた建物(江別市)【p8】
原料の精士に意まれたI別 産のれんがは全

国シェアの20%以 上。江別市内ではこの地場
産業を生かしたれんが建築物は小学校やサイロ、
民家、倉庫など400棟 以上、落ち着きや暖かみ
のある景観をつくっている。写真は江別市立大
麻西小学校の児童が撮影したガラスエ芸館。

スウェーデンヒルズのまち並み(当別町)【pa】

同町獅子内では丘陵地の広大な撮地を保
存し地形を生かすことで、自然と調和した住環
境づくりをしている。建物の形、色彩の統一、門
塀の制限などを決めた建築協定や、残地森林
協定、電線の地中化などにより景観が整えられ
ている。スウェーデンのレクサンド市と姉妹都市。
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A Bと 関連 北海道遺産

昭和初期、十勝内陸の産業開発のため建
設された鉄道遺産。解体の動きに対する市民
と産学官が一体となった運動の結果、34橋梁
が保存された。「NPO法 人ひがし大雪アーテ
友の会」は通産が地域の宝として愛されるよう、
保存 赤U用活用する活動を展開している。

旧士幌線コンクリートアーチ橋探群(上士幌町)【p8】

E Fと 関連

ブラックスライドマントラと子供達ll瞬市)【p3】
同市では、都心空間をより人間的でゆとりあ

る空間へ、との思いから大通公園西3、9丁 目
の区画を連続化させ、同施設 (イサム ノグチ作)
を設置。白―色の冬でも子どもが見つけられ
るようにとの思いから黒花こう岩でつくられて
いる。第10回 札幌市都市景観賞受寅。

D Eと 関連  北穂爵導産

北海道の馬文化       【 p8〕

北海道の馬の歴史は古く、農耕など開拓の
労働力として明治期から人々の暮らしとかかわ
ってきた。今ではばんえい歳馬や軽種馬生産
地のな場風景が北海道らしい景観をつくって
いるほか、自然の中を馬に乗って歩く本一ストレ
ッキングが盛ん。写真の馬はどさんこ(道和種馬)。

まち中の公共サイン(江別市)    【 p8〕
公共サインは、まち中を案内・誘導するためのもの。

分かりやすさ、見やすさが必要。眺望を妨げない規模・

位置や共同表示、同辺の環境に調和した色彩 意匠
の工夫がまちの美しさにつながる。大型 大量のサイン
の無秩序な設置は景観を悪くし、まちを分かり難くする。

緑豊 かな神楽岡通 (旭川市) 【 p311

街路樹など連続する緑は、移動する人々に
F・5いを感じさせ、景観の混乱を遮蔽しつつ全
体に調和をもたらす。プラタナスが約3km連
続するこの通は地域のシンボルとして親しまれ、
市民がハーブや山野草の植裁を行っている。
旭川市都市景観賞受宮。

|″
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Cと関連    北 騨 浮産

稚 内北防波堤 ドーム (雅内市)【p28】

昭和 1ヽ年、冬期間の北西からの委節風に
よる避波防止のために建設。ギリシア建築を
思わせる柱型と波の力を和らげるドームが特
徴で独特の景観と構造をもつ。コンクリートの
劣化などのため、昭和53年から3年かけて復元。
旧樺太航路時代の記憶を残す歴史遺産。

大通公園の花壇 llし幌市)  【 p31】

市民のためのオーブンスベースである公園
広場では快適な利用を考えた工夫がなされて
しる。心地よい時間と空間を演出するための花
や緑、水辺、遊具 また場の印象を深めるため
の彫亥1や記念建造物などによって景観がつく
られている。写真は5月、昼休み時の大通公因。
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E みム開吾がいきし嗜暮らす1キ
~ワ~ド:翻

耗品格暑岩芸鮮Pサi 公ヽ菖暮分懇喬響進香評蜜雪言ゼ
リのルール な ど

住宅街の庭 (恵庭市)    【 p10】
住宅街では歩道の植栽、街灯 電柱などの

工作物のほか住宅の前面や門、塀 庭、駐車
場などが全体の雰囲気をつくっている。私的
空間であっても、公共的な価値を持った空間
であると考えることが、景観つくり上重要である。
写真は,41で紹介した意庭市恵み野の住宅街。

茂漁川 (意庭市)      【 p10】

治水機能優先で川岸は積フロック三面張
の直線水路だったが、護岸上に上を被せ緑化
するなどの多自然型工法により安全性を確保
しつつだれもが川と親じめる暮らしに身近な水
辺空間に整備 (H10接工)された。写真はヤ
マベの稚魚の放流風景。

姥神大神宮渡御祭 (江差町) 【 pl o】
ニシンの豊漁に感謝を込めて行われたこと

に始まり、約360年の歴史をもつ。歴史を生か
したまち並みを背景に13台の山車が囃子の
調べにのりまちを練り歩く祭りは町民や町出
身者の心のふるさととも言える。はるか遠い江
差のニシン景気を現代に伝える文化遁産。
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Bと 関連 北海道 遇産

ロロロロPr   銭 函海岸の清掃 171靖市) 【p10】
景観を損ねているものを景観阻害要素 要

因と言う。その一つが不始末なごみであり、マ
ナーの欠如が現れた悪い景観である。それぞ
れがマナーを守ることや清掃活動を行うことが
景観づくりの第一歩である。

Aと 関連

Aと 関連

レクリエーションの風景 (斜里町)【plo】
人がいきいき活動したり楽しんでいるさまは

景観を構成する大切な要素であり、様々な要
素が重なり合ぃ美しい景観がつくられる。写
真は同町内でパークヨルフを楽しむ人々の風景。
背景は雪の残る5月の斜里岳。

Dと 関連

季節の変化 体L幌市)    【 p10】

景観は昼夜や天候、養節の変化によって
見え方も変わる。特に北海道は地形や気象
などの要因から四牽が明瞭であり、豊かな四
季それぞれの景観がまちに潤いをもたらしてい
る。写真は花見の名所として市民に親しまれ
ているJヒ海道神宮の表参道の景観。

冬の網走湖 (網走市)    【 p10】
地形や気象などの自然的要因に加え人の

様々な活動からなる社会的要因も景観に影
響を及ぼす。夏は学生たちがボートをこぐ姿が
見られる網走湖も冬にはわかさぎ釣'りでにぎわ
う景観に変わる。水環境と人の関わりも合め
た様々な要因が冬らしい景観をつくっている。

斜里岳 (清里町)      【 p10】

清里町では44里岳とそれを背景に広がる農
村風景が、地域らしい景観をつくり出している。
この景観が地域の人々の愛着や誇りをはぐくみ、
農地や市街地での花や緑を生かした景観つく
りにつながっており、まち全体の印象をさらに
高めている。写真の作物はキカラシ。

Aと関連   北 複騨 産

″
一

昭和新山国際雪合戦大会(壮瞥町)【plo】
昭和新山の本もとにある壮瞥町では「冬に

も観光客に来てほしい」との思いから子どもの
遊びを大人の競技として確立させ、平成元年
から同大会を開催。利雪 親雪の観点から雪
の価値を見直すことに始まった町民の取組が、
北海道らしくにぎわいのある景観を創出している。

|″
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Dと 関連 北海道遺屋

旭橋 と河り|1公園 (旭川市) 【 p10】

橋は工作物として大きく目立ち、周辺からの
眺望の対象となりやすいことから、地域の景
観に大きな影響を与える。写真は旭川の象徴
的な存在である旭橋 (昭和7年酸工)を眺望
できるりベライン旭川パークで水遊びを楽しむ
人々。対岸は冬まつり会場にもなっている。

除雪風景         【 p10】
北海道の検雪寒冷な気候は、暮らしや産

業の営みに影響を与える重要な景観要因で
ある。除雪は冬の北海道の生活になくてはな
らないものであると同日寺に、冬らしい景観をつ
くりだしているす写真は狩勝峠の除雪風景。
第6回土木フォトコンテスト入選作品。

清掃風景 (江男J市)     【 p10】
花が植栽された美しい景観も周りに不始末

なごみがあると悪い景観になってしまう。
景観づくりは景観資源(景観上大切なもの)

をつくることと 景観阻善要素をなくすことの
両方が重要。写真は清掃の行き届いた住宅街。

花や繰を生かした景観づくり(網走市)【p32】

道路や公共施設の花壇に花や緑を植える活
動は子どもたちにも取り組みやすいものである。
まち全体の景観の事や植えた後の維持管理の
事も合わせて考えることが地域を見直すきっかけ
になる。写真は網走市立呼人小学校の児童が
地域の大人たちと公共施設に花を植えている様子。

海岸の清掃 (苫小牧市)   【 p32】
写真は海岸の標着物を清掃している様子。

景観づくりを考えるときに「景観阻書要素」は
ます「無くす」力ち考え、それ力できないときは「直
す」、それも難しいときは「隠す」、というように
身の回りの景観を見直していくと考えやすぃ。

Dと 関連

自転車 の放置 けし幌市)   【 p32】
歩道をふさぐ放置自転草や点字ブロック上

への駐輪など公共施設を利用する人への配
慮の欠如が悪い景観につながってぃる。写真
は自転草の放置姿止区域の指定や駐輪場
の確保に取り組んでいる札幌市の歩道を撮
ったもの。
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