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１．景観計画策定委員会の流れと振り返り
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第1回 洞爺湖町景観計画策定委員会
2020年2月10日（水）

第２回 洞爺湖町景観計画策定委員会
2020年6月2日（火）

ヒアリング
2020年4月22日（水）・28日（火）

第３回 洞爺湖町景観計画策定委員会
2020年7月2日（木）

第４回 洞爺湖町景観計画策定委員会
2020年8月3日（月）

第５回 洞爺湖町景観計画策定委員会
2020年9月2日（水）

・委任状交付
・景観計画の背景
・洞爺湖町の景観計画の検討項目

・洞爺湖町の景観計画策定の目的
・洞爺湖町の景観で大切にすべきこと

・洞爺湖温泉からの眺望景観について
・洞爺湖温泉の景観づくり

・洞爺湖町一般区域と景観形成重点区域について
・入江・高砂貝塚エリアについて
・沿道景観エリアについて

・洞爺湖町の景観方針
・公共施設の景観づくり
・シンボルとなる建造物や樹木等による景観づくり

・洞爺湖町景観計画素案



（１）第１回 洞爺湖町景観計画策定委員会の主な意見

景観計画策定に至った背景

• 景観計画策定は、入江・高砂貝塚の世界遺産登録と外資による開発から洞爺
湖町の良好な景観を保全することが背景としてある。

洞爺湖町の景観計画

• 事業者、住民、行政が同じ方向に向かって景観づくりに取り組むことが必要であ
る。

• 洞爺湖の景観を保全するためには、壮瞥町にも参画してもらうことが必要である。

洞爺湖町の景観の特徴

• 洞爺湖町の特徴は、洞爺湖と噴火湾の２つの水面である。こうした特徴を大切
にすることが必要である。

洞爺湖町の景観の課題

• 外資による開発などにより、景観が阻害されることが懸念される。

• 世界遺産登録後には、多くの人が訪れることも想定されることから、その前に景
観を考えておくことが必要である。
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（２）ヒアリングで出された主な意見

4月22日：一般社団法人観光協会 会長 大西 英生 氏

4月28日：洞爺湖町旅館組合 篠原 一 氏

4月28日：洞爺湖町商工会議所 事務局長 八反田 稔氏

洞爺湖町の景観の特徴と課題

• 洞爺湖の中心に中島があり、有珠山や昭和新山が見える全域が、洞爺湖町の
美しい景観資源である。

• 湖面や斜面、その上の道路に大きな建物が建設されるのは景観的な課題であ
る。

• 洞爺湖のかたちが丸いので、どこに何か建設されると見られる対象となることを
考慮することが必要である。

• 国道230号線沿いに建物などの人工物、大きな建物が建設されると美しい景観
が阻害されるので、ルール化することが必要である。

• 230号線は、洞爺湖の入口・出口なので、看板が設置されやすいので、看板な
どについても検討する必要がある。

• 留寿都側に風力発電の風車の計画があった。洞爺湖越しの風車が見えてしまう。
こうしたことがないようにルールをつくることが必要である。
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景観計画について

• 景観計画・条例は「景色を阻害しないもの」という視点で立案して欲しい。
• 建設行為自体を禁止するのは難しいが、高さなどの制限を設けることが必
要である。

温泉街の景観

• 温泉街はリゾートスパというコンセプトで景観づくりを進めている。
• 道道沿いは、山側に公共施設が多く、駐車場が多いため、にぎわいが出な
いという課題もある。

• 温泉街を彩る色々な事業を行っており、その費用も大きなものである。
本町地区の景観

• 洞爺湖町の温泉街に行く観光客や、バスを待っているインバウンドの方が、
海の写真をとっている姿を多く見かける。

• JR洞爺駅から海岸まで続く「駅前大通線」 が本町地区の重要な景観要素で
ある。

• 商工会では、花やプランターなどで景観づくりを進めている。
景観づくりについて

• 景観づくりはまちづくりの取り組みである。
• 町内に花や緑を増やす取組は、地域住民や民間で行う方が成功してい
る例が多い。

• 行政主導になると町民は行政任せになるので、行政が支援をする仕組みな
どが必要である。
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（３）第２回 洞爺湖町景観計画策定委員会の主な意見

洞爺湖町の景観計画と景観条例の目的

• 景観計画及び景観条例は、外国資本などによる開発から洞爺湖町の良好な景
観を保全することが重要な目的である。

• 世界遺産登録を目指す入江・高砂貝塚の景観づくりも目的であり、時間的制約
があるので貝塚周辺の景観づくりを優先的に検討すべきである。

景観計画（ルールなど）について

• 景観計画と景観条例は、土地利用や建築物の建設、開発を規制するものでは
なく、開発時の制限、建物の制限などを加えるものである。

• 洞爺湖温泉街からの羊蹄山などの眺望は保全すべき景観であり、稜線から突
出しないようにするといった景観ルールが必要である。

• 洞爺町では、準都市計画区域の設定時に議論も踏まえると厳しいルールや制
限は必要ないと考えられる。

• 景観ルールなどは、優先順位をつけながら、段階的構築することが必要である。
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広域で考えることが必要

• 洞爺湖を囲む景観が重要であり、壮瞥町も含めて景観を考えることが大切
である。

策定委員会について

• 事前に資料を配布することが必要である。

• 今後も新型コロナウィルスの感染拡大が懸念さえれることから、対策を検討する
必要がある。
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２．第３回策定委員会（本日）の主な議題
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①洞爺湖町の景観計画区域の一般区域と（仮称）景観形成重点区域
について

②入江・高砂貝塚景観エリアの景観づくり（世界遺産登録に向けて）

③沿道景観エリアの景観づくり



３．景観行政団体について

景観法に基づき、良好な景観の保全・形成を図るなど、景観行政を担う自
治体のことです。市町村が景観行政団体となるためには都道府県知事と
の協議が必要となります。
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景観行政団体になるとできること

• 景観法に基づき良好な景観の形成に関する計画である「景観計画」を策定する
ことができます。

• 「景観計画」では、景観計画の区域、良好な景観の形成に関する方針、良好な
景観の形成のための行為の制限に関する事項、その他が定められます。

景観行政団体になることによる変更点

• これまで北海道全域の「北海道景観計画」で運用されていた景観形成基準が、
その市町村の景観にあった独自の基準を設けることができます。

• また、景観法で定める届出にかかる事務を役場が担当することになります。
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参考〜景観行政団体になることで住民や事業者にとって変わること

• 洞爺湖町が景観行政団体になった後は、景観法の届出にかかる事務を北海道
（後志振興局）から洞爺湖町へ移管されます。

• 住民や事業者の方々は、「洞爺湖町景観計画」における景観づくりのルール・基
準の内容を踏まえて、届出が必要な行為を行う場合は、洞爺湖町役場まで届出
をしていただきます。（下図）

• 洞爺湖町景観計画と合わせて以下のようなことも想定されます。

北海道
（後志振興局）

これまで これから（景観行政団体に移行後）

北海道へ届出

北海道景観計画の
ルールを遵守

洞爺湖町役場

洞爺湖町へ届出

洞爺湖町景観計画の
ルールを遵守

• 景観に関する住民参加の機会（まちづくりワークショップなど）
• 子どもたちの景観まちづくり学習
• 景観の優良事例の紹介や表彰制度
• 地域組織やNPO法人、各種団体などにより展開される活動への支援



（１）景観計画と景観行政団体による景観の誘導
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景観行政団体

景観計画の検討 景観条例の検討

• 建築物の建築などについて
行為の制限を定める

• 形態意匠の制限（形態・色
彩・材質など）

• 高さ、壁面位置など

届出制度により誘導

• 景観計画を運用するために
景観法に基づき定める条例

景観地区

• 都市計画制度
• 建築物などについて
制限を定める

• 制限に適合しない場合には設計変更などを勧告できる
• 形態衣装は、条例で行為をしてすれば命令も可能

景観条例景観計画

現在

• 現在の洞爺湖町の景観行政団体は北海道
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景観計画と景観地区
●景観計画

• 景観計画は、都市計画区域外も含めた適用区域を設定することができ、一定の建築行
為等の景観行政団体（洞爺湖町）への届出、勧告・変更命令等を行うことが可能です。

●景観地区

• 景観地区は、市町村が都市計画として決定する地域地区のことです。都市計画区域内
で地区指定が可能です。形態意匠、高さ制限など建築確認の対象となります。

行為・制限 景観計画 景観地区

建
築
物

形態意匠 景観法 変更命令 景観法 認定

高さの最高/最低限度 景観法 勧告 建築基準法（景観法） 建築確認

壁面の位置 景観法 勧告 建築基準法（景観法） 建築確認

敷地面積の最低限度 景観法 勧告 建築基準法（景観法） 建築確認

用途 − − − −

容積率の最高/最低限度 − − − −

建ぺい率の最高限度 − − − −

建築面積の最低限度 − − − −

建築物に付属する垣、柵の構造 − − − −

緑化率の最低限度 − − − −

工
作
物

形態意匠 景観法 変更命令

景観地区工作物制
限条例（景観法）

認定

高さの最高/最低限度 景観法 勧告 建築確認

壁面後退区域における工作物の
設置の制限

− − 建築確認
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景観法に基づいて、景観計画と景観条例を北海道と協議の上、洞爺湖町が景観
行政団体に移行します。

それによって、洞爺湖町の特性に合わせた景観行政を行うことができます。

景観行政団体
北海道

洞爺湖町

国立公園
特別地域

洞爺湖町
景観行政団体

景観行政団体
北海道

都市計画区域・
準都市計画区域

国立公園
特別地域

都市計画区域・
準都市計画区域
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景観行政団体への移行を目指す洞爺湖町の
「景観計画」では、主に以下の事項を定める必要
があります。（景観法第８条第２項）

洞爺湖町景観計画

※設定することが可能計画区域（必須）

景観の形成に関する方針（設定が望ましい）

景観づくりのためのルール・制限（必須）
� 届出対象行為の設定
� 景観形成基準の設定

景観重要建造物・景観重要樹木の指定方針（必須）

景観重要公共施設の指定方針

景観農業整備地域整備計画の策定に
関する基本的な事項

景観協定、景観整備機構、景観協議
会、地区計画形態意匠条例

屋外広告物の表示・掲出の制限

※一般区域、（仮称）景観形成重点区域

洞爺湖町
景観行政団体

国立公園
特別地域

景観行政団体
北海道

都市・
準都市

（２）洞爺湖町独自の景観計画の策定
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壮瞥町

洞爺地区

月浦地区

洞爺湖温泉東部地区
洞爺湖温泉西部地区

洞爺湖町の都市計画

①国立公園特別地域
A:通常の基準が適用

③準都市計画区域

②都市計画区域

B:基準緩和地域



洞爺湖町内ですでに設定されている規制一覧

景観 高さ 建ぺい率 容積率 その他

①国立公
園特別地
域

A
通常の
規制

・屋根の形態
は切妻又は寄
棟（陸屋根は
原則不可）
・屋根の色彩
はこげ茶色、
赤褐色
・外壁の色彩
はクリーム色、
灰色、茶色
・その他工作
物の色彩は灰
色系、こげ茶
色系

・高さ１３ｍ以下

・敷地面積500
㎡未満
10/100以下
・敷地面積500
㎡
以上100㎡未
満
15/100以下
・敷地面積1000
以上
20/100以下

・敷地面積500㎡未
満
20/100以下
・敷地面積500㎡
以上1000㎡未満
30/100以下
・敷地面積1000㎡以
上
40/100以下

【道路後退】
・公園事業道路等路肩から20
ｍ以上
・その他の道路からは5ｍ以上
【壁面後退】
・敷地境界線から当該建築物
の水平投影外周線を5ｍ以上
【制限】
・土地の勾配が３０％以上の
場合は建築不可

B
規制緩
和地域
の特例

・洞爺湖温泉東
部地区
29ｍ以下（全て
の建築物）
・洞爺湖温泉西
部地区
15ｍ以下（全て
の建築物）

・洞爺湖温泉東
部地区
洞爺湖温泉西
部地区
洞爺地区
月浦地区（一
部）は規制無し

・洞爺湖温泉東部地
区
洞爺湖温泉西部
地区
洞爺地区
月浦地区（一部）
は
規制無し

【制限】
・土地の勾配が３０％以上の
場合は建築不可
・洞爺湖温泉東部地区、洞爺
湖温泉西部地区、洞爺地区、
月浦地区
（一部）は道路後退、壁面後
退の規制無し

②都市計画区
域

−

・第2種低層住居
専用地域のみ高
さ10m以下

・30/100以下～
80/100以下

・50/100以下～
400/100以下

・道路斜線勾配
1.25～1.5以内
・隣地斜線勾配
1.25～2.5以内

③準都市計画
区域

− − ・60/100以下 ・200/100以下
・洞爺町は特定用途制限地域
・道路斜線勾配 1.25以内
・隣地斜線勾配 1.25以内
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※参考：道路斜線、隣地斜線について
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道路斜線

土地（敷地）道路

道路の反対
側の境界線

建物

1.25

1

●道路斜線勾配 1.25以内の考え方
建物の接している道路の反対側から一定の
勾配の線（＝道路斜線）の範囲内で建物を
建てなければいけないという制限

例）幅員4ｍの道路に接近して建物を建てる場合
4ｍの道路の反対側から1：1.25の斜線制限を受
けるため、道路に面した軒の高さは5ｍ（4×1.25）
以内におさめる必要がある

●隣地斜線勾配 1.25以内の考え方
隣地境界線上の20ｍまたは31ｍより高い部
分から一定の勾配の線（＝隣地斜線）の範囲
内で建物を建てなければいけないという制限
（※２０m以上の建物から適用）

隣地斜線

土地（敷地）隣地

建物
1.25

1

１０m以内に収まる建物は適用されない
マンションやビルを建てる際、高さが20ｍを超える
ようであれば「隣地斜線制限」が適用されるが、
一般的な2階建て程度の10ｍに収まる建物の場
合には適用されない

基準の高さ
31m

または20m

隣地境界



（１）洞爺湖町の景観形成の考え方

• 洞爺湖町の景観形成基準は、北海道の景観計画・条例の基準を基本とします。

• エリアの景観特性などに応じて、北海道の景観計画・条例の中でもルールや制限が厳
しい羊蹄山麓広域景観の基準や一般区域とは異なるルール及び制限を設定する「（仮
称）景観形成重点区域」を設けます。
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北海道の
景観基準

羊蹄山麓広域
景観の基準
（北海道）

洞爺湖町
一般区域の基準

（仮称）景観形成
重点区域 「山並みや海、洞爺湖への眺望の確保」「無秩

序な開発の抑制」「遺跡や自然景観との調和」
を目的に北海道の基準に準拠、またはより厳
しいものにします。

世界遺産登録を目指す入江・高砂貝塚など重
要なエリアについては、一般区域の基準より厳
しいものにします。

（仮称）景観形成重点区域

洞爺湖町景観計画区域
（全町域）

一般区域 ①国立公園
特別地域

• 国立公園特別地域は、建築物の設置の制限
• 都市計画区域は、用途によって建築の制限
• 景観計画区域は、建築物を建てるときの制限

景観計画は、届出と勧告までの規制です。②都市計画区域・③準都市計画区域

景観地区

景観地区
景観形成の重要度が高い区域は、都市計画の制限
を受ける「景観地区」の指定も将来的に検討

４．洞爺湖町の景観形成の考え方
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（２）届出対象行為、景観形成基準の設定

• 洞爺湖町の景観づくりのためのルール・制限には、景観法に基づく「届出対象行
為」と「景観形成基準」を設定します。

●届出対象行為

• 建築物や工作物などの建築等を行う場合、景観法や洞爺湖町景観条例、景観
計画に基づく町への届出・協議を必要とするものです。

• 「一般区域」と「（仮称）景観形成重点区域」のそれぞれで設けます。

• 届出対象行為に該当する行為の種類及び規模を超える場合は、工事着工の30
日前までに届出を必要とします。

●景観形成基準

• 届出対象行為ごとに景観形成基準（行為の制限）を定めます。基準に適合しな
いと勧告の対象になります。

• 一般区域と（仮称）景観形成重点区域のそれぞれで設けます。
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（３）届出を必要とする施設や行為

１）建築物
• 新築、増築、改築、移転
• 外観を変更する修繕、模様替、色彩の変更

２）工作物
• 新設、増築、改築、移転
• 外観を変更する修繕、模様替、色彩の変更

３）開発行為
• 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

柵、塀、擁壁など

柱、煙突、塔、彫像など

遊戯施設

貯蔵・処理施設 太陽電池設備

※工作物の例
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壮瞥町

洞爺地区

月浦地区

洞爺湖温泉東部地区
洞爺湖温泉西部地区

（４）洞爺湖町の一般区域、（仮称）景観形成重点区域

（仮称）沿道景観
形成重点区域

（仮称）入江・高砂貝塚
景観形成重点区域【A・B】

①国立公園特別地域
A:通常の基準が適用

③準都市計画区域

②都市計画区域

B:基準緩和地域

④景観計画区域（一般区域）

⑤（仮称）景観形成重点区域
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（１）洞爺湖町一般区域の届出対象行為

• 洞爺湖町の景観づくりでは、「山並みや湖、海への眺望の確保」「無秩序な開発の
抑制」「遺跡や自然景観との調和」が大切です。

• 洞爺湖町一般区域における届出対象行為・景観形成基準は、北海道の基準を基
本とします。

行為の種類 近商、商業、準工業、工業、工専 左記以外の区域 一般区域

建
築
物

新築または移転
H：20mまたはA：3000m²以
上

H：13mまたはA：2000m²以
上

H：13mまたはA：2000m²以
上

増築または改築

Aが上記以上

※増改築前の規模が既に対象規模を超えている、増改築
する床面積の合計が 10m²以下の場合は対象外

左記と同様

外観を変更する修繕、
模様替、色彩の変更

新築または移転の届出が必要な規模の建築物で、いずれ
かの立面の1/2を超える外観修繕、模様替、色彩の変更
を行うもの

左記と同様

１）建築物
北海道 洞爺湖町

H:高さ A:延べ面積(工作物は築造面積) S:開発区域面積

５．洞爺湖町一般区域の景観づくり
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２）工作物

行為の種類 近商、商業、準工業、工業、工専 左記以外の区域 一般区域

工
作
物

新設、また
は移転

さく、塀、擁壁等 H：5m以上 左記と同様

鉄筋コンクリート造の
柱、鉄柱、木柱等

H：15m以上

※建物と一体となって設置される場合は、工作
物の高さ 5mかつ地盤面からの工作物の上端
までの高さが15mを超えるもの

左記と同様風力発電設備
煙突等
物見塔等
彫刻、記念碑等

H：13mまたはA：2000m²以上 左記と同様

観覧車、コースター等
立体的施設（駐車場等）
製造施設（プラント等）
貯蔵・処理施設
汚物処理施設、ごみ
焼却施設等

太陽電池発電設備 H：5mまたはA：2000m²以上 左記と同様

増築、改築
上記の規模以上は、届出対象
※増改築前の規模が既に対象規模を超え、増改築する築造面積の合計が10m²

以下の場合は対象外
左記と同様

修繕、模様
替え

新設または移転の届出が必要な規模で、いずれかの立面の1/2 を超える外観修
繕、模様替、色彩の変更を行うもの

左記と同様

北海道 洞爺湖町

行為の種類 近商、商業、準工業、工業、工専 左記以外の区域 一般区域

都市計画法第4条第12項に規定する
開発行為

S：10000m² または、のり面・擁壁H：5m以上 左記と同様

北海道 洞爺湖町３）開発行為

H:高さ A:延べ面積(工作物は築造面積) S:開発区域面積
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１）建築物①

行為の種類 景観形成基準の内容

位置・
規模・
高さ

眺望の確保

• 地域の特性や周辺景観との調和に配慮した位置・配置とすること。
• 羊蹄山・昆布岳・ニセコ連峰・尻別岳、有珠山、洞爺湖、内浦湾（噴火湾）などへの良好
な景観が見渡せる眺望点から、その眺望を妨げない位置及び規模するよう努めること。

高さ

• 原則として 13m（3階建て程度）を超えないよう努めること。

• やむを得ない事情により基準値を超える場合は、景観への影響を軽減させるため、必要
な措置を行うこと。

地形の保存 • 自然の地形をできる限り生かすよう努めること。

位置（壁面の後
退）

• 道路等の公共空間に面する壁面位置は、敷地境界からできる限り後退し、ゆとりある空
間の創出に努めること。

• 隣地境界からできる限り離し、隣地相互においてゆとりある空間の確保に努めること。

形態
意匠

周辺との調和
• 外観は、周辺の景観と調和した形態意匠とするよう努めること。
• 増築や改修等の行為を行う場合は、既存部分の景観改善も行うよう努めること。

外壁・壁面
• 道路等の公共空間に面する壁面は、分節化や陰影処理等を行うことにより、単調な平
滑面とならないよう努めること。

屋根形状
• 適度な勾配を有するものとし、山のりょう線や周辺の景観と調和した形態とするよう努め
ること。

付帯設備、付属
建物

• オイルタンクや室外機など、建築物に附属する設備等は、可能な限り目立たない位置
へ設置し、または目隠しをする等の工夫をすること

（２）洞爺湖町一般区域の景観形成基準



洞爺湖景観形成基準案から
• 建築物などは羊蹄山の眺めを阻害しない規模や位置にする
• 稜線（地形のライン）が明確になっているので、そこから突出する建築物は高さH
13mまでとする。

• 屋根形状は稜（りょう）線や周辺と調和した形態とする

洞爺湖温泉街側

稜線を切らないように
建築物は13m（3階建）まで

羊蹄山の眺めを阻害しない規模や位置

25

建築物の外観にけばけばしい色彩は用いない

屋根形状は稜線と調和
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１）建築物②

行為の種類 景観形成基準の内容

色彩

周辺との調和

• 敷地内にある他の建築物等との統一感や、敷地周辺の良好な景観との色調の調和に
配慮すること。

• 多くの色彩やアクセントとなる色彩を使用する場合は、その数、色彩相互の調和及び
バランスに配慮すること。

色彩の範囲

• 建築物の外観にけばけばしい色彩は用いないこと。建築物等本体のいずれかの立面
（建築物の１つの面における鉛直投影面積）で、当該立面の面積の1/5を超えないこと。

【けばけばしい色彩の範囲】
• 明度：

• 7を超えるもの

• 彩度：
• R（赤）、YR（黄赤）系は8を超えるもの
• Y（黄）系は6を超えるもの
• GY（黄緑）、G（緑）、BG（青緑）、B（青）、PB（青紫）、P（紫）、RP（赤紫）は4を超
えるもの

素材

周辺との調和
• 敷地内は、周辺環境と調和を図り、可能な限り修景を行うこと。特に、道路等の公共空
間に面した空間は、街並みにふさわしい修景を行うよう配慮すること

経年変化 • 屋根及び外壁等は、経年変化による質の低下の少ない素材を用いるよう努めること。

反射
• 鏡面仕上げのものなど、反射光のある素材を屋根や壁面など大部分にわたって使用し
ないこと。

敷地
外構

緑化
• 敷地内の既存の樹木は、可能な限り保存し、または移植することとし、やむを得ず伐採
する場合は、補植や緑化に配慮すること。

照明
• 投光器その他の照明による演出をする場合は、祭りなどのイベントで一時的に使用する
場合を除き、照明を上方に向けないこと。また、使用する光の色や照明機器から漏れる
光の方向、量等に十分留意し、周辺の良好な景観を乱さないようにすること

堆雪スペース
• 堆雪スペース等の設置を考慮するとともに、積雪期以外におけるこれらの施設と周辺景
観との調和にも配慮すること。



洞爺湖町一般区域における「けばけばしい色彩」の範囲（マンセル値による）

27

明度７の色相環で「けばけ
ばしい色彩」の範囲を例示
した図（マンセル色表系）
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勧告・基準に該当する例
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２）工作物

行為の種類 景観形成基準の内容

位置・
規模・
高さ

眺望の確保 ※建築物と同様

高さ

• 原則として13m（3階建て程度）を超えないものとすること。

• 道路等の公共空間から見て、周辺の山並みのりょう線を切らないよう努めること。ただし、
機能上やむを得ない場合は、周辺の状況を勘案し、景観の形成上支障のないものに
ついては、この限りでない。

地形の保存 ※建築物と同様

位置（壁面の後
退）

※建築物と同様

形態
意匠

周辺との調和

• 周辺の工作物等や景観との色調の調和に配慮すること。
• 敷地内にある他の建築物等との統一感や、敷地周辺の良好な景観との色調の調和に
配慮すること。

圧迫感の軽減 • 擁壁は分節化等を行うことにより、長大で単調な平滑面とならないよう努めること。

色彩
周辺との調和 ※建築物と同様

色彩の範囲 ※建築物と同様

素材
周辺との調和 ※建築物と同様

経年変化
• 外装に使用する素材は、できる限り経年変化による質の低下の少ない素材を用いるよう
努めること。

敷地
外構

緑化 ※建築物と同様

堆雪スペース ※建築物と同様
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３）開発行為
行為の種類 景観形成基準の内容

位置・規模・高
さ

眺望の確保

• 地域の特性や周辺景観との調和に配慮した位置・配置とすること。
• 羊蹄山・昆布岳・ニセコ連峰・尻別岳、有珠山、洞爺湖、内浦湾（噴火湾）などへの
良好な景観が見渡せる眺望点から、その眺望を妨げない位置及び規模するよう努
めること。

形状・緑化等

形状 • 地域の特性や周辺景観との調和に配慮した形状とすること。
資源の保全 • 開発区域内にある河川、水辺、表土等は可能な限り保全し、活用すること

緑化
• 開発区域内の既存の樹木は、可能な限り保存し、または移植することとし、やむを得
ず伐採する場合は、補植や緑化に配慮すること。

４）屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

５）木竹の伐採

行為の種類 景観形成基準の内容

堆積の方法

調和 • 秩序ある物の堆積により、周辺の景観と調和するよう努めること。

位置
• 道路等の公共空間に面する敷地境界から、できる限り離れた位置に物を堆積するよう
努めること。

高さ
• 物を積み上げる場合には、眺望の妨げや圧迫感の軽減に配慮し、高さを低くするよう努
めること。

遮へい 視線
• 行為の場所が道路等の公共空間から見えないよう、周辺の景観と調和した樹木又は塀
等による遮へいに努めること。

行為の種類 景観形成基準の内容

伐採の規模・方
法等

規模 • 木竹の伐採は、その目的に応じ、必要最小限の規模とするよう努めること。
沿道 • 道路の境界付近の木竹は、保存するよう努めること
緑化 • 樹姿または樹勢の優れた樹木がある場合には、保存又は移植による活用に努めること。

行為後の措置 緑化
• 伐採後の跡地は、行為後の土地利用に応じ、周辺の自然植生と調和するよう緑化に努
めること。



（１）入江・高砂貝塚の概要

• 入江・高砂貝塚は北海道南部にある噴火湾（内浦湾）の東部沿岸に位置し、二つの川に挟ま
れた幅約700メートルの海岸段丘上に位置しています。

• 入江貝塚は、噴火湾の貝塚群の中でも最大級のものとして知られ、東方に有珠山を眺め、南
西に内浦湾を望む標高20ｍ前後の海岸段丘上に立地する縄文時代後期を中心とする遺跡
です。

• 高砂貝塚は縄文時代後期初頭に形成された貝塚と、晩期に形成された墓坑群等から形成さ
れています。昭和38年・40年の調査において、貝塚からは豊富な自然遺物が出土し、墓坑群
からは25体の人骨が確認されており、周辺の自然環境、生業、縄文人の形質や葬法等を知る
上で重要な貝塚です。
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６．入江・高砂貝塚景観エリアの景観づくり



• 入江･高砂貝塚は、入江・高砂貝塚館などの社会教育施設を持つ中央拠点地区、史跡公園と
して整備されている入江貝塚地区、今後整備対象となる高砂貝塚地区の３つの地区から成り
立っています。

• こうした３つの地区を一体的な場所と感じられる景観づくりが求められます。

32



（２）入江・高砂貝塚の景観的課題
• 入江・高砂貝塚は、海岸段丘にあり、入江貝塚は標高20mに位置することから、噴火湾への眺
望が得られます。

• 一方、高砂貝塚は、標高約10mであり、周辺の住宅などにより噴火湾への眺望は得られませ
ん。

• 入江・高砂貝塚とも、有珠山への眺望が得られます。

• 有珠山や噴火湾の眺めを確保するとともに、縄文時代の自然的環境などを再現するなどして
歴史を感じられる場にすることが求められます。

• 入江・高砂貝塚周辺には草地の民有地が残っており、宅地化の傾向があり、貝塚内部から住
宅を感じられます。

• そこで、貝塚周辺においても植栽等により住環境と調和した整備を推進することが求められま
す。

33



• ユネスコ世界文化遺産登録を目指している入江・高砂貝塚地区については、その文化的な価
値を保全・管理するとともに、その魅力を一層高めていく必要があることを踏まえ、「（仮称）景
観形成重点地域」として定めます。

• 特にユネスコ世界文化遺産登録を目指す「入江・高砂貝塚」とその周辺には自然と共生をす
る縄文時代の原風景が存在し、世界に誇れる歴史的、文化的景観と評価されています。この
歳月を経て育まれてきた景観を保全し、さらに良好な景観と潤いのある地域の形成を図り、町
民の方々と共に後世に伝えていくために取り組んでいく必要があります。
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（仮称）入江・高砂貝塚景観
形成重点区域【A】

（３）入江・高砂貝塚の（仮称）景観形成重点区域の範囲

（仮称）入江・高砂貝塚景観
形成重点区域【B】



• 入江・高砂貝塚【A】は、都市計画の第２種中高層低層住居専用地域となっています。

• 入江・高砂貝塚より海側【B】は、第２種住居地域、商業地域、準工業地域となっています。

• （仮称）景観形成重点区域では、景観計画区域の一般区域とは異なる届出対象行為・景観形
成基準を適用します。

35

入江貝塚高砂貝塚

（仮称）入江・高砂貝塚景観
形成重点区域【A】

（仮称）入江・高砂貝塚景観
形成重点区域【B】



（４）入江・高砂貝塚の景観づくりの基本的考え方

• 入江・高砂貝塚は、日本を代表する縄文遺跡であり、先人の営みを今日に伝える重要な資源
です。

●入江・高砂貝塚内の景観

• 入江・高砂貝塚内は、縄文文化が感じられるよう、周辺の自然景観との調和に努めます。

• 地区内の樹木は、景観を構成する重要な要素であることから適切な管理を行います。

• 縄文文化を体験、学習できるように景観に配慮しながら施設の整備を行います。

• 将来的には、縄文時代の植生を再生することも検討します。

●入江・高砂貝塚からの眺め

• 縄文時代の人々が見ていた海（噴火湾）や有珠山への眺望を大切に、景観づくりを進めます。
• 入江・高砂貝塚と周辺の住宅地の関係性を考慮して、エリアとして良好な景観となるようにしま
す。

• 世界遺産登録後は、多くの人が訪れることが想定されることから、貝塚までのアプローチ道路
の景観づくりも進めます。
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●入江貝塚からの眺め
入江貝塚（標高約20m）

約460m

国道37号（標高約４m）

JR室蘭本線（標高約7m）

俯角2.5°

NO SCALE
A地点 a地点

■入江貝塚から有珠山への眺望■入江貝塚から噴火湾への眺望

37

景観形成重点区域B

建築物の高さH 10m（階）で届出

景観形成重点区域A



• 入江貝塚は、標高が20mと高く噴火
湾への眺めが確保できる。

• 樹木の間からの噴火湾の眺めを阻害
しないようにすることが必要である。

• 眼下のまちは、景観計画区域となり、
高さ13m以上で届出が必要になる。

• 入江貝塚より高い建物がなく、遠景の
海への眺めは確保されると想定され
る。

• 入江貝塚から有珠山方向も景観計画
区域となり、高さ13m以上で届出が必
要になる。

• 有珠山の眺望を妨げる高い建物は制
限され、眺望は確保される。
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入江貝塚からの眺め

植栽などにより住宅や高速道路などを隠すことが必要

植栽などにより住宅・保育園などを隠すことが必要
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●高砂貝塚からの眺め①
高砂貝塚（標高10m）

JR室蘭本線（標高5m）

国道37号（標高３m）

高砂貝塚〜海岸（約420m）

俯角1.4°

噴火湾
B地点 b地点

NO SCALE

■高砂貝塚から噴火湾側への眺望
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• 高砂貝塚の標高は10m前後であり、２階建の
住宅があると噴火湾への眺望を確保すること
が難しい。

高砂貝塚から噴火湾への眺望は、俯角1.４°
となっており正面に海面が存在する。

景観形成重点区域B

景観形成重点区域



●高砂貝塚からの眺め②

NO SCALE
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• 高砂貝塚から有珠山方向も景観計画区域
となり、高さ13m以上で届出が必要になる。

• 有珠山の眺望を妨げる高い建物は制限さ
れ、眺望は確保される。



有珠山への眺望を阻害しない

植栽などによる遮蔽

植栽などによる遮蔽

植栽などによる遮蔽

植栽などによる遮蔽

高砂貝塚からの眺め
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（５）入江・高砂貝塚景観エリアの届出対象行為

• 入江・高砂貝塚景観エリアでは、 「噴火湾や有珠山への眺望の確保」「高さ制限」「周辺の住
宅地の景観づくり」が大切です。

• 洞爺湖町一般区域の基準を基本にしながら、部分的に厳しい制限の設定や必要な項目を追
加します。

行為の種類 一般区域 【A】貝塚周辺 【B】貝塚より海側

建
築
物

新築または移
転

H：13mまたはA：2000m²以上

H：10mまたはA：10m²以上
H：10mまたはA：2000m²以
上増築または改

築

Aが上記以上

※増改築前の規模が既に対象規
模を超えている、増改築する床面
積の合計が 10m²以下の場合は対
象外

外観を変更す
る修繕、模様
替、色彩の変
更

新築または移転の届出が必要な規
模の建築物で、いずれかの立面の
1/2を超える外観修繕、模様替、色
彩の変更を行うもの

A：10㎡以上のもので、外観
(屋根を除く外壁に相当す
る部分)の面積合計の1/2に
相当する面積を超えるもの

洞爺湖町一般区域と同様

１）建築物

洞爺湖町 入江・高砂貝塚

H:高さ A:延べ面積(工作物は築造面積) S:開発区域面積
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２）工作物

H:高さ A:延べ面積(工作物は築造面積) S:開発区域面積

行為の種類 一般区域 【A】貝塚周辺 【B】貝塚より海側

工
作
物

新設、
また
は移
転

さく、塀、擁壁等 H：5m以上 H：1.5m以上 洞爺湖町一般区域と同様

鉄筋コンクリート
造の柱、鉄柱、
木柱等

H：15m以上

※建物と一体となって設
置される場合は、工作物
の高さ 5mかつ地盤面から
の工作物の上端までの高
さが15mを超えるもの

H：5m以上

※建築物と一体となって設
置される場合は、地盤面から
当該工作物の上端までの高
さ

H：13m以上

※建物と一体となって設置さ
れる場合は、工作物の高さ
5mかつ地盤面からの工作
物の上端までの高さが13m

を超えるもの

風力発電設備
煙突等

物見塔等

彫刻、記念碑等

H：13mまたはA：2000m²

以上
H：5mまたはA：10m²以上 洞爺湖町一般区域と同様

観覧車、コース
ター等
立体的施設（駐
車場等）
製造施設（プラ
ント等）
貯蔵・処理施設
汚物処理施設、
ごみ焼却施設等

太陽電池発電設備 H：5mまたはA：2000m²以上 事業敷地：300m²以上 洞爺湖町一般区域と同様

増築、
改築

上記の規模以上は、届出対象

※増改築前の規模が既に対象規模を超え、増改築
する築造面積の合計が10m²以下の場合は対象外

洞爺湖町一般区域と同様 洞爺湖町一般区域と同様

修繕、
模様
替え

新設または移転の届出が必要な規模で、いずれか
の立面の1/2 を超える外観修繕、模様替、色彩の
変更を行うもの

上記「新設、移転、増築、改築」
の規模に関する規模で、外観に
係る面積の合計の1/2に相当する
面積を超える工作物

洞爺湖町一般区域と同様

洞爺湖町 入江・高砂貝塚
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３）開発行為

H:高さ A:延べ面積(工作物は築造面積) S:開発区域面積

行為の種類 一般区域 【A】貝塚周辺 【B】貝塚より海側

都市計画法第4条第12項
に規定する開発行為

S：10000m² または、のり
面・擁壁H：5m以上

土地の面積が300m² または、
のり面・擁壁H：1.5m以上

洞爺湖町一般区域と同様

洞爺湖町 入江・高砂貝塚

４）屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

５）木竹の伐採

行為の種類 一般区域 （仮称）景観形成重点区域 【B】貝塚より海側

屋外における土石、廃棄
物、再生資源その他の
物件の堆積

堆積期間：90日以上、かつ
H:5mまたはA：1000m²以上

堆積期間：30日以上、かつ
H:3mまたはA：300m²以上

洞爺湖町一般区域と同様

行為の種類 一般区域 （仮称）景観形成重点区域 【B】貝塚より海側

木竹の伐採
H:5mまたはA：1000m²以上
の樹林地・並木等の皆伐

A：50m²以上の樹林地・並木等
の皆伐

洞爺湖町一般区域と同様

洞爺湖町

洞爺湖町

入江・高砂貝塚景観エリア

入江・高砂貝塚景観エリア
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１）建築物①

行為の種類 【A】貝塚周辺の景観形成基準 【B】貝塚より海側の景観形成基準

位置・
規模・
高さ

眺望の確保

• 地域の特性や周辺景観との調和に配慮した位置・配置とすること。
• 羊蹄山・昆布岳・ニセコ連峰、有珠山、内浦湾（海）への良好な景観が見渡せる眺望点
から、その眺望を妨げない位置及び規模とすること。

高さ

• 原則として10m（2階建て程度）を超えないよう努めること。

• やむを得ない事情により基準値を超える場合は、景観への影響を軽減させるため、必要
な措置を行うこと。

地形の保存 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

位置（壁面の後
退）

※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

形態
意匠

周辺との調和 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

外壁・壁面 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

屋根形状 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

付帯設備、付属
建物

※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

（６）入江・高砂貝塚景観エリアの景観形成基準



47

１）建築物②

行為の種類 【A】貝塚周辺の景観形成基準 【B】貝塚より海側の景観形成基準

色彩

周辺との調和 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

色彩の範囲

• 建築物の外観にけばけばしい色彩は用いない
こと。建築物等本体のいずれかの立面（建築物
の１つの面における鉛直投影面積）で、当該立
面の面積の1/5を超えないこと。

【外壁】けばけばしい色彩の範囲
• 明度：

• 7を超えるもの

• 彩度：
• R（赤）、YR（黄赤）系は7を超えるもの
• Y（黄）、GY（黄緑）、G（緑）、BG（青緑）、

B（青）、PB（青紫）、P（紫）、RP（赤紫）
は3を超えるもの

【屋根】けばけばしい色彩の範囲
• 明度：

• 5を超えるもの

• 使用する色彩は、周辺の景観を阻害
しないこと。

※洞爺湖町一般区域（建築物）と同
様

素材

周辺との調和 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

経年変化 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

反射 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

敷地
外構

緑化 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

照明 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

堆雪スペース ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様
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２）工作物

行為の種類 【A】貝塚周辺の景観形成基準 【B】貝塚より海側の景観形成基準

位置・
規模・
高さ

眺望の確保 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

高さ

• 原則として13m（3階建て程度）を超えないものとすること。

• 道路等の公共空間から見て、周辺の山並みのりょう線を切らないよう努めること。ただし、
機能上やむを得ない場合は、周辺の状況を勘案し、景観の形成上支障のないものに
ついては、この限りでない。

地形の保存 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

位置（壁面の後
退）

※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

形態
意匠

周辺との調和 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

圧迫感の軽減 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

色彩

周辺との調和 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

色彩の範囲

• 洞爺湖町一般区域（工作物）と同様とし、以下を
追加

• けばけばしい色彩の範囲は、【A】の建築物「外
壁」と同様の基準とする。

• ※洞爺湖町一般区域（工作物）と
同様

素材
周辺との調和 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

経年変化 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

敷地
外構

緑化 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

堆雪スペース ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様



行為の種類 【A】貝塚周辺の景観形成基準 【B】貝塚より海側の景観形成基準

位置・規模・高
さ

眺望の確保 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

形状・緑化等
形状 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

資源の保全 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

緑化 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様
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３）開発行為

４）屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

５）木竹の伐採

行為の種類 【A】貝塚周辺の景観形成基準 【B】貝塚より海側の景観形成基準

屋外における土石、廃棄物、
再生資源その他の物件の堆
積

※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

行為の種類 【A】貝塚周辺の景観形成基準 【B】貝塚より海側の景観形成基準

木竹の伐採 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様



（１）沿道景観（温泉街からの眺望対象）の概要

●沿道景観 〜国道２３０号の沿道景観は、洞爺湖町を印象付ける重要な景観

• 沿道には、道の駅やサイロ展望台など洞爺湖の良好な眺めを得られる眺望点があります。
• 札幌方面から来ると左側に雄大な洞爺湖の眺めが得られます。
• 国道230号の洞爺湖側は、「準都市計画特定用途制限地域」となっています。

●温泉街からの眺望景観 〜湖岸散策路からの湖面越しの眺めが観光資源

• 湖岸には、遊覧船乗り場や遊歩道などが整備されているほか、足湯などもあり、観光客が数多
く散策しています。

• 湖面側に立地するホテルの間からは湖が眺めることができ、湖岸からの洞爺湖越しの羊蹄山
や洞爺町、ポロモイ山山麓、その他の湖岸の眺めを保全することが必要です。
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７．沿道景観エリアの景観づくり

国立公園特別地域

準都市計画区域

洞爺湖温泉街

都市計画区域

羊蹄山など
への眺め



湖畔散策路からの眺め

洞爺湖・洞爺湖越しの羊蹄山などへの
眺めの保全が必要

国立公園特別
地域の基準緩
和地域

歩いて楽しい空間づくりが必要

（２）沿道景観（温泉街からの眺望対象）の景観的課題

●沿道景観

• 準都市計画特定用途制限地域となっているものの、民有地があり無秩序な開発が行われる可
能性がある。

• 国道２３０号沿いの洞爺町は、洞爺湖温泉街からの眺めの対象となることから、稜線から突出
する建築物の高さ制限や適正な規模の誘導などが求められる。

●温泉街からの眺望景観

• 洞爺湖岸の散策路やホテルからの洞爺湖及び洞爺湖越しの羊蹄山、洞爺町、ポロモイ山麓、
その他の湖岸の眺めが重要であり、その景観の保全が求められる。
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• 洞爺湖温泉街と洞爺町は、湖を挟んで互い
に見る・見られる関係となっています。

• 特に洞爺湖温泉街から洞爺湖越しの羊蹄山
や洞爺町、ポロモイ山山麓などへの湖面越し
の眺めは、洞爺湖町の最も重要な観光資源
です。

• また、洞爺湖温泉街から見られる対象となる
国道２３０号周辺の洞爺町は「準都市計画特
定用途制限地域」となっているものの、民有
地での無秩序な開発が行われる可能性があ
ることから、国道２３０号沿道の周辺を「（仮
称）景観形成重点地域」として定めます。

• 洞爺湖温泉街から羊蹄山や洞爺町側への眺
めを阻害する建築物及び工作物などを適切
に誘導し、大切な観光資源を保全します。
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（３）沿道景観エリアの（仮称）景観形成重点区域の範囲

（仮称）沿道景観形成重点区域

国立公園特別地域
の基準緩和地域成香

旭浦



• 準都市計画の区域のうち、洞爺町は特定用途制限地域となっています。

• （仮称）沿道景観形成重点区域では、景観計画区域の一般区域とは異なる届出対象行為・景
観形成基準を適用します。

• この区域は、将来的に都市計画の制限を要する「景観地区」の指定も検討します。
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洞爺町
特定用途制限地域

（仮称）沿道景観形成重点区域

成香

旭浦

国立公園特別地域
の基準緩和地域



（４）沿道景観エリアの景観づくりの基本的考え方

• 沿道景観形成重点区域は洞爺湖温泉街からの眺めの対象となり、羊蹄山への眺めも含めて
洞爺湖町を代表する重要な観光資源を形成する要素のひとつです。

●温泉街からの眺めを考えた景観づくり

• 温泉街から羊蹄山などの眺めを阻害する建築物などの建設を規制する。

• 温泉街から洞爺湖越しの稜線から突出する建築物、人工物の建設は、その高さや
色彩のルールを設ける。

• 稜線から突出する建築物は、稜線と調和するようにする。
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建築物の高さ制限

羊蹄山

建築物の制限
湖岸（丘陵部）の
景観保全
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（５）沿道景観エリアの届出対象行為

• 国道２３０号周辺の沿道景観では、 「洞爺湖温泉街から湖面越しの羊蹄山や稜線への眺望
の確保」「高さ制限」が大切です。

• 北海道の一般区域よりも厳しい「北海道羊蹄山麓広域景観形成地域」の基準を基本にしなが
ら、部分的に厳しい制限を設定します。

１）建築物

北海道羊蹄山麓広域景観（北海道の一般区域より厳しい） 沿道景観

H:高さ A:延べ面積(工作物は築造面積) S:開発区域面積

行為の種類 近商、商業、準工業、工業、工専 左記以外の区域 国道２３０号周辺

建
築
物

新築または移転
H：13mまたはA：2000m²以
上

H：10mまたはA：1000m²以
上

H：10mまたはA：1000m²以
上

増築または改築

Aが上記以上

※増改築前の規模が既に対象規模を超えている、増改築
する床面積の合計が 10m²以下の場合は対象外

左記と同様

外観を変更する修繕、
模様替、色彩の変更

新築または移転の届出が必要な規模の建築物で、いずれ
かの立面の1/2を超える外観修繕、模様替、色彩の変更
を行うもの

左記と同様
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２）工作物

行為の種類 近商、商業、準工業、工業、工専 左記以外の区域 国道２３０号周辺

工
作
物

新設、また
は移転

さく、塀、擁壁等 H：5m以上 左記と同様

鉄筋コンクリート造の
柱、鉄柱、木柱等

H：10m以上

※建物と一体となって設置される場合は、工作
物の高さ 5mかつ地盤面からの工作物の上端
までの高さが10mを超えるもの

左記と同様風力発電設備
煙突等
物見塔等
彫刻、記念碑等

H：10mまたはA：1000m²以上 左記と同様

観覧車、コースター等
立体的施設（駐車場等）
製造施設（プラント等）
貯蔵・処理施設
汚物処理施設、ごみ
焼却施設等

太陽電池発電設備 H：5mまたはA：1000m²以上 左記と同様

増築、改築
上記の規模以上は、届出対象
※増改築前の規模が既に対象規模を超え、増改築する築造面積の合計が10m²

以下の場合は対象外
左記と同様

修繕、模様
替え

新設または移転の届出が必要な規模で、いずれかの立面の1/2 を超える外観修
繕、模様替、色彩の変更を行うもの

左記と同様

北海道羊蹄山麓広域景観 沿道景観

行為の種類 近商、商業、準工業、工業、工専 左記以外の区域 国道２３０号周辺

都市計画法第4条第12項に規定する
開発行為

S：5000m² または、のり面・擁壁H：5m以上 左記と同様

北海道羊蹄山麓広域景観 沿道景観３）開発行為

H:高さ A:延べ面積(工作物は築造面積) S:開発区域面積
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１）建築物①

（６）沿道景観エリアの景観形成基準

行為の種類 国道２３０号周辺の景観形成基準

位置・
規模・
高さ

眺望の確保

• 地域の特性や周辺景観との調和に配慮した位置・配置とすること。
• 洞爺湖温泉街から羊蹄山・昆布岳・ニセコ連峰・尻別岳、洞爺町、洞爺湖、ポロモイ山な
どへの良好な景観が見渡せる眺望点から、その眺望を妨げない位置及び規模するよう
努めること。

高さ

• 原則として 10m（2階建て程度）を超えないよう努めること。

• やむを得ない事情により基準値を超える場合は、景観への影響を軽減させるため、必要
な措置を行うこと。

地形の保存 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

位置（壁面の後
退）

※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

形態
意匠

周辺との調和 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

外壁・壁面 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

屋根形状 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

付帯設備、付属
建物

※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様
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１）建築物②

行為の種類 国道２３０号周辺の景観形成基準

色彩
周辺との調和 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

色彩の範囲 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

素材

周辺との調和 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

経年変化 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

反射 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

敷地
外構

緑化 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

照明 ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様

堆雪スペース ※洞爺湖町一般区域（建築物）と同様
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２）工作物
行為の種類 国道２３０号周辺の景観形成基準

位置・
規模・
高さ

眺望の確保 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

高さ

• 原則として10m（2階建て程度）を超えないものとすること。

• 道路等の公共空間から見て、周辺の山並みのりょう線を切らないよう努めること。ただし、
機能上やむを得ない場合は、周辺の状況を勘案し、景観の形成上支障のないものに
ついては、この限りでない。

地形の保存 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

位置（壁面の後退） ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

形態
意匠

周辺との調和 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

圧迫感の軽減 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

色彩
周辺との調和 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

色彩の範囲 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

素材
周辺との調和 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

経年変化 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

敷地
外構

緑化 ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

堆雪スペース ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様

行為の種類 国道２３０号周辺の景観形成基準

位置・規模・高さ 眺望の確保 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

形状・緑化等
形状 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

資源の保全 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

緑化 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

３）開発行為


