
北海道における良好な景観形成をより一層推進するためには、景観形成を先
導している景観行政団体を中心に道内の地方公共団体が密に連携し、景観法及
び関連制度の長所を最大限活用した景観施策を効率的・効果的に展開していく
ことが重要です。
このため、平成２２年度から「北海道景観行政団体等連携会議」（事務局：

北海道開発局及び北海道）、平成２８年度から国土交通省による管内自治体向
け「景観行政セミナー」を開催し、平成３０年度からは当該会議とセミナーを
兼ねる形で実施しているところ、昨年度の旭川市での実施に引き続き、令和２
年１０月２１日から２２日にかけて札幌市にて開催しました。
今年は、新型コロナウィルス感染症の感染状況を注視しつつ、対策を講じな

がらの開催といった、いつもとは異なる緊張感がありましたが、２０市町村か
らご参加いただきました（ご出席ありがとうございました！）。

Vol．２７８
（R02.１１.１３）

まちづくりに関して紹介したい地域の取組、配信アドレスの変更等については、
まちづくり相談窓口(メールはこちら)まで ※配信希望も随時受け付けております。

景観を活かしたまちづくりで地域を豊かに
～第１０回北海道景観行政団体等連携会議 兼 景観行政セミナー

今号の記事

【会議・セミナー・シンポジウム】

【同上】

◯景観を活かしたまちづくりで地域を豊かに
～第１０回北海道景観行政団体等連携会議 兼 景観行政セミナー～

◯ 「２０２０年度 日本都市計画学会北海道支部 研究発表会」１１／２８（土）開
催のご案内

・・・各記事のタイトルをクリックすると、記事掲載ページへジャンプします
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北海道開発局都市住宅課
まちづくり相談窓口

▲ＴＯＰ

【10/２１ 第１部：情報提供・事例紹介：北海
道立道民活動センター かでる２．７】
①景観行政セミナー（景観まちづくりの推進に
向けて）
②景観行政セミナー（歴まち法を活用した歴史
まちづくりの推進）
③景観づくりと空間づくりに関する調査研究か
ら
④北海道の景観行政について
⑤札幌市の景観まちづくりについて

【10/２２ 第２部：グループディスカッショ
ン・現地視察：北海道開発局研修センター及び
JR苗穂駅周辺】
①グループディスカッション
②苗穂駅周辺地区まちづくり視察（北３東１１
周辺地区（市街地再開発事業）・苗穂駅北口西
地区（優良建築物等整備事業））

mailto:hkd-ky-matidukuri@gxb.mlit.go.jp


歴まち法を活用した歴史まちづくりの推進
国土交通省 都市局 公園緑地・景観課
景観・歴史文化環境整備室 古都保存係 軽石技官

地域の特性にふさわしい良好な景観の形成として、
景観法とともに地域における歴史的風致の維持及び向上
に関する法律（以下「歴まち法」）の活用が提言されて
いるため、歴まち法の概要や同法による歴史的風致維持
向上計画（以下「歴史まちづくり計画」）を活用した歴
史まちづくりの進め方をご説明いただきました。
歴史まちづくり計画とは、歴まち法に定める「歴史的

風致」の維持及び向上を目的として自治体が作成するもので、国（文化庁・農水省・国交
省）の認定を受けることで計画に位置づけた取組に対する重点的な支援を受けられます。
「歴史的風致」とは、地域固有の歴史や伝統を反映した人々の営みとその営みが行われる

歴史上価値の高い建造物やその周辺の市街地が一体となった良好な市街地の環境と定義され
ており、営みと建造物とともに歴史性の裏付けとして５０年以上の歴史を有することが必要
です。また、「歴史的風致」の中に位置づけが必須とされる重点区域には、文化財保護法に
より定められる重要文化財等の建造物が必要です。
現時点では北海道に計画認定を受けた都市はありませんが、「歴史的風致」の内容は生業

や娯楽、人々の生活に関することまで幅広く認定され、明治時代の開拓史から始まる営みが
主な歴史となる北海道においても、前向きに考えることが可能なようです。
また、上記の各種支援のみならず、計画に位置づけた事業の成果等を国交省HPにて紹介

することも可能ですので、地域のPRにつなげることもできそうです。
さらに、ノウハウを共有し、効率的な計画策定を目的として、「歴史的風致維持向上計画

策定に向けた手引き」、「歴史的風致維持向上計画作成マニュアル」の技術的助言集などが
取りまとめられております。歴史まちづくり計画についてのお問合せや計画策定のご相談は、
国交省公園緑地・景観課で随時受け付けており、WEBでの打合せも可能ですので、是非お
気軽にご連絡ください。
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景観まちづくりの推進に向けて

国土交通省 都市局 公園緑地・景観課
景観・歴史文化環境整備室 望月課長補佐

最近の景観を巡る状況や良好な景観の形成につなが
る景観まちづくりの取組事例とその効果、景観に関す
る制度や支援メニューをご説明いただきました。
景観まちづくりとは良好な景観形成に向けて、住

民・事業者、地方公共団体、専門家、国がそれぞれ役
割を担い、景観を良くするための取組すべてを指すよ
うですが、その中でも、景観法による景観計画での位

置づけにより、良好な景観への支障事例が発生するおそれがある場合、一定の建築行為等
に対して届出、必要に応じた勧告・変更命令等による規制のみならず、未然の抑止力が働
くことが期待されます。
近年、景観上の課題が顕在化している、携帯電話会社の中継アンテナ、太陽光・風力各

発電施設の増加に対し、景観計画の見直し、条例制定、ガイドラインの運用により景観誘
導を行う動きが高まっているようです。
なお、「国立市マンション訴訟」や「鞆の浦架橋訴訟」では、「良好な景観がもたらす

恵沢を日常的に享受している者が有する景観利益は、法律上保護に値するもの」と考えら
れ、「鞆の浦架橋訴訟」では、瀬戸内海環境保全特別措置法等の位置づけを根拠として景
観利益が認められたようですが、同訴訟の判決では景観法、景観計画等の位置づけについ
ても触れているようです。
また、支援メニューとしては、社交資本整備総合交付金・補助金による財政的支援のほ

か、「景観計画策定の手引き」、「景観計画・まちづくりの取組事例集」などにより人口
規模が小さい自治体特有の課題を踏まえた技術的助言集などが取りまとめられております。

第1部



3

Vol.2７８ (R0２.１１.１３)

▲ＴＯＰ

北海道の景観行政について

北海道 建設部まちづくり局
景観係 後藤係長

道の「北海道景観形成ビジョン」に基づく取組、そし
て、道内の届出状況と道内市町村における取組状況など
を踏まえた景観づくりについてご報告いただきました。
道では、同ビジョンの「重点的な取組」として、景観

への意識を高めるため、景観との関わりについて、連携
事業における会議や研修等での講演、ホームページやパ
ネル展を活用したPRといった取組をご報告いただくとと

もに、市町村の景観行政団体移行を円滑に行うに当たっての協議フローや考え方、市町
村の枠を超えた広域景観づくりとして、広域景観形成地域指定制度の活用による地域の
特色を活かしたよりきめの細かい景観づくりについてご説明いただきました。
また、近年の届出状況として、風力発電設備の件数が突出する傾向にあり、特に大規

模な施設の設置検討には景観保全の視点が必要となること、一方で、景観に配慮した内
容が含まれる、再生エネルギーや環境関連の条例・ガイドラインの策定を行っている市
町村が増えていることをご報告いただきました。

景観づくりと空間づくりに関する調査研究から

寒地土木研究所 特別研究監付地域景観チーム
笠間 研究員

寒地土木研究所において進められている研究の中から、
地域における景観づくり及び空間づくりのポイント、
配慮事項についてご説明いただきました。
まず、景観とまちの魅力との関係について、「よい景

観」は「よい環境」により築かれ、このような景観の集
積がイメージとなってまちの魅力向上につながるため、
戦略的で総合的な取組が必要となるとのことです。景観
法や景観計画は、まちの景観に関する目標像の明確化、当

事者意識の喚起、役割やできることを伝える手段としての役割が期待されるとのことです。
また、地域のイメージや魅力を効果的に高めるための判断基準として、５つのエレメント

（ディストリクト（地区・区域）、ランドマーク（目印）、パス（みち・路）、エッジ
（縁・境界）、ノード（結節点・接合点）（参考：「都市のイメージ」新装版 ケヴィン・
リンチ著 岩波書店））などが参考にできること、また、地域の魅力を効果的に高めるカギ
を見出すために、魅力的な観光地（全国で評価の高い“温泉街型観光地”）を題材に分析を
行った事例についてご紹介いただき、散策路・広場・街路等いわゆる「公共空間」に共通し
た工夫があることをご提示いただきました。
さらに、道路に関する近年の話題として、「ラウンドアバウト（環状交差点）」の整備例

をご紹介いただきました。北海道では数少ないようですが、重大事故軽減などの道路交通上
の効果のみならず、交差点の中央島の緑化修景を通じた景観上まちづくり上の効果も期待で
きるとのことです。

寒地土木研究所 特別研究監付地域景観チーム
松田 上席研究員

令和元年度の本会議を通じて各自治体に依頼された、
景観行政団体を対象とした景観法景観計画の活用状況に関
するアンケート調査結果について報告いただき、景観重要
公共施設として管内道路の指定の重要性と有効性について
ご提示いただきました。



札幌市の景観まちづくりについて

札幌市 まちづくり政策局都市計画部
景観係 永井係長

これまでの札幌市の景観の歩みとともに、平
成29年に見直された札幌市景観計画に基づく新
たな取組などをご説明いただきました。
札幌市の景観計画は、理念を「北の自然・都

市・人が輝きを織りなす美しい札幌の景観を創
り上げる」とし、主要課題を「成熟した
都市において、景観を構成する要素を幅広くと

らえ、能動的・創造的に都市の魅力・活力を向上させるための施策」とし、景観計画に
基づく各種取組を行うほか、市独自の指定・登録制度（札幌市景観条例に基づく「活用
促進景観資源」（通称「みつけた。さっぽろのいいところ！景観の種プロジェクト」な
ど））など、独自の取組を行っております。
そのほか、特徴的な取組例として２点ご紹介いただき、
まずは、地域ごとの景観まちづくりとして、札幌市景観条例に基づく「景観まちづく

り指針」による取組です。地域特性に応じた魅力ある景観形成を目指し、大規模再開発
等によりまちが大きく変わる機会等を捉えた市からの働きかけ、地域の発意をきっかけ
として、地域ごとの景観形成基準や地域届出対象行為などを定めるもので、現在は
「ロープウェイ入口電停周辺地区」など４地区で策定され、取組中の地区は「苗穂地
区」（当会議の第2部現地視察でご紹介いただきました！）など２地区のようです。
２点目は、 「景観プレ・アドバイス」制度です。景観形成上重要な建築物等について

届出制を設け、札幌市景観審議会の専門部会をとおして、構想（都市計画決定前まで）、
設計（行為着手の１８０日前まで）の各段階という計画の早い段階で、専門家のアドバ
イスを受けながら景観形成のコンセプトを議論・整理し、都市計画や設計に確実に反映
してもらうための取組が行われております。平成２９年から二十数件の届出案件があり、
北３東１１周辺地区（市街地再開発事業）は「苗穂地区」と共に、当会議の第2部現地視
察でもご紹介いただきました！
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グループディスカッション
昨年度から引き続く試みで

す。事前に提示・回答いただ
いた課題等をもとに意見交換
することで、何らかの気づき
やヒントになることが主な目
的です。感染症対策のため１
グループの人数が少なめです
が、和やかに議論されており
ました。

現地視察

苗穂駅北口西地区（JR苗穂駅北口側）
視察の様子。札幌市まちづくり政策局都
市計画部事業推進課再開発係の皆様あり
がとうございました！

第2部

北３東１１周辺地区（JR苗穂駅南口側）

地域住民によるまちづくり活動から始まったそうです。

自由通路（街
路事業）で駅
の南北をつなぎ
ます。
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「２０２０年度日本都市計画学会北海道支部研究発表会」

11/28（土）開催のご案内

▲ＴＯＰ

公益社団法人日本都市計画学会北海道支部では、1１月２８日（土）に「２０２０年度 日
本都市計画学会北海道支部 研究発表会」を開催します。

日本都市計画学会北海道支部では、都市計画に関する日頃の研究内容や実践活動を広く発
表する機会を設けることを目的とし、支部研究発表会を開催します。発表いただく内容は研
究論文に限ることなく、都市・地域づくりの現場における実用性に寄与する実務報告や実践
報告も含めたものとし、都市計画に関連する分野の方々の情報交換や交流の機会になること
を期待し ます。

■開催日時：令和２年11月２８日（土）13:00〜17:00

■開催形式：web会議システムを使用したオンラインによる開催
※web会議システムURLが急遽変更になる場合があります。当日URLにアクセスできな

い場合などは北海道支部研究発表会ホームページでご確認ください。
http://www.cpij-hokkaido.jp/

■参加費用：無料

■プログラム：
13:00〜13:10 開会式
13:10〜14:10 基調講演

休憩10分
14:20〜16:50 研究発表
16:50～17:10 表彰式・閉会式

★基調講演
演題：(仮題)with／afterコロナ時代の新しい働き方について
講師：ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社

人事マネジャー 岡田 美紀子 氏

■一般聴講申込：【事前申込み締切】11月20日（金）

※聴講のみを希望される方も、チラシをダウンロードの上、チラシ内にある
「一般聴講申込」欄に必要事項のご記入のうえ、実行委員会事務局（担当：伊藤）へ
メール（t-ito@decnet.or.jp）でお申込みください（不可能な場合はFAXで）。
研究発表会案内：http://www.cpij-hokkaido.jp/meeting.html
チラシ：http://www.cpij-hokkaido.jp/201104_meeting.pdf

★基調講演の聴講については、準備が整い次第、以下のインターネットのイベント申込サ
イト【Peatix】でも受付を行う予定です。
【Peatix イベントサイト URL】

2020年度日本都市計画学会北海道支部研究発表会基調講演：
https://cpijh2020kenkyuhappyoukai.peatix.com

■問い合わせ・申し込み先：
２０２０年度日本都市計画学会北海道支部研究発表会実行委員会
事務局：伊藤 徳彦（一般社団法人北海道開発技術センター調査研究部）
〒062-0053札幌市北区北11条西2丁目2番17号セントラル札幌北ビル
Tel：011-738-3363 
Fax：011-738-1889
Mail：t-ito@decnet.or.jp

mailto:t-ito@decnet.or.jp
http://www.cpij-hokkaido.jp/meeting.html
http://www.cpij-hokkaido.jp/201104_meeting.pdf
https://cpijh2020kenkyuhappyoukai.peatix.com/
mailto:t-ito@decnet.or.jp

