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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
・沿道景観エリアのルール
・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３回 洞爺湖町景観計画策定委員会の主な意見

１）洞爺湖町独自の景観づくり

• 洞爺湖は湖面の魅力が貴重な資源である。観光だけでなく学びの場という要素
があり、守らなければならない。

• 洞爺湖町の景観は、自然の中に人工物が建設されると景観的に調和しないの
で、そのようなことを防ぐことが必要である。

• 洞爺湖町の景観づくりを考えた時に、昭和新山などの景観が素晴らしくこの様
な資源も宝にしていくことが必要である。

• 洞爺湖町の景観づくりとしては、満月が湖面に映る美しい景観もあることから夜
の景観も考える。

• 月浦八幡神社も貴重な資源として考え区域に入れた方が良いのではないか。

• 洞爺湖町の景観づくりについて、関係者に意見をもらうことも必要である。

• 一般区域のルールの内容は概ね良い。
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２）乱開発の防止を考慮した沿道景観エリア設定

• 国道230号の道路沿いの建物、サインや広告が景観を阻害することも考えられるので、
「景観重点区域」としてのルールを設定し対応する。

• 国道230号を中心として湖畔側と山側（田園側）の両側にエリア設定をすることが必要
である。

• 沿道景観形成重点区域については、海外資本による乱開発を未然に防ぐという意味
でも、準都市計画区域（資料P 21 水色）も対象にすべきである。

• 洞爺湖町の景観づくりでは、温泉街から見た景観について重点が置かれているので、
洞爺町の方から見た景観づくりということも考慮する。

３）地域や環境に配慮した入江・高砂貝塚の景観づくりの考え方

• 入江・高砂貝塚景観エリアの設定は、詳細に設定していく。

• 今後、入江・高砂貝塚エリアで植樹をするのか否かなど、景観保全についての対策
について検討する。

• 入江・高砂貝塚付近については特に、該当地域の住民に洞爺湖町景観計画策定を
進めていることを伝えることが必要である。
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• 沿道景観エリアの捉え方、範囲、名称を変更する（パターンの提示）。

• 入江・高砂貝塚景観エリアの詳細な範囲を提示する。
• 入江・高砂貝塚景観エリアのルールの内容は、(一社)日本イコモス国内委

員会（ICOMOS Japan)の基準を遵守する必要がある。



２．第４回策定委員会（本日）の主な議題
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①洞爺湖町の景観づくりで重要な３つのエリア（３つの景観形成重点区域）
• 入江・高砂貝塚の景観づくり
• 洞爺湖岸の景観づくり
• 国道２３０号沿道の景観づくり

②公共施設の景観づくり

③シンボルとなる建造物や樹木等による景観づくり

（景観重要建造物、景観重要樹木の指定方針）

④屋外広告物による景観づくり

⑤景観づくりの基本方針



３．洞爺湖町の景観づくりの考え方
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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）

• 洞爺湖町の景観づくりでは、「入江・高砂貝塚の
景観形成」 「洞爺湖岸の景観保全」 「国道２３０号
沿道の景観保全」の３つが特に重要です。

洞爺湖町景観計画

※設定することが可能計画区域（必須）

景観づくりに関する方針（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、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

（１）洞爺湖町独自の景観計画の策定



（２）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を参考に、一般区域とは異なるルール及び制限を設定
する「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

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。

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
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壮瞥町

洞爺地区

月浦地区

洞爺湖温泉西部地区
洞爺湖温泉東部地区

洞爺湖岸景観形成重点区域（A案）
準都市計画区域の範囲全て

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景観形成重点区域

沿道景観形成重点区域

（３）洞爺湖町の一般区域、景観形成重点区域

入江・高砂貝塚
景観形成重点区域【Ⅰ・Ⅱ】

洞爺湖岸景観形成重点区域（B案）
成香、旭浦の範囲



• 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、「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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入江・高砂貝塚景観形成重
点区域【Ⅰ】

入江・高砂貝塚景観形成重
点区域【Ⅱ】

４．入江・高砂貝塚景観形成重点区域の景観づくり



• 入江・高砂貝塚【Ⅰ】は、都市計画の第１種住居地域、第２種中高層住居専用地域、準住居
地域となっています。

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

• 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。
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入江貝塚高砂貝塚

入江・高砂貝塚景観形成重
点区域【Ⅰ】

入江・高砂貝塚景観形成重
点区域【Ⅱ】



区域線の範囲
設定基準

始点 終点

1 2 JR鉄道敷地境界線(北東側) 

2 3 板谷川河川敷地境界線(北岸) 

3 4 板谷川河川敷地(北岸)と道路境界線
(東側)を結ぶライン

4 5 洞爺湖町立虻田中学校の土地境界線

5 6 道路境界線(東側) 

6 7 道路境界線(南側) 

7 8 道路境界線(東側) 

8 9 道路境界線(南側) 

9 10 道路境界線(東側) 

10 11 道路境界線(南側) 

11 12 高砂川河川敷地境界線(北岸) 

12 13 民地境界線

13 14 道路境界線(東側) 

14 15 道路境界線(南側) 

15 16 道路境界線(南側)と道路境界線(西側) 

16 17 道路境界線(西側) 

17 18 道路境界線(南側) 

18 19 赤川河川敷地境界線(南岸) 

19 1 道路境界線(南側) 

20 21 道路境界線(南側) 

21 22 海岸線

22 23 入江川河川敷地境界線(北岸) 

23 20 JR鉄道敷地境界線(北東側) 11

入江・高砂貝塚景観形成重点区域の詳細図

入江・高砂貝塚景観
形成重点区域【Ⅰ】

入江・高砂貝塚景観
形成重点区域【Ⅱ】

Ⅰ

Ⅱ
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（１）入江・高砂貝塚景観形成重点区域の届出対象行為

• 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 【Ⅰ】 【Ⅱ】

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
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

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・高砂貝塚景観形成重点区域

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

行為の種類 一般区域 【Ⅰ】 【Ⅱ】

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：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

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」
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・高砂貝塚景観形成重点区域

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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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 【Ⅰ】 【Ⅱ】

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

S：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・高砂貝塚景観形成重点区域

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 【Ⅰ】 【Ⅱ】

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 【Ⅰ】 【Ⅱ】

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・高砂貝塚景観形成重点区域

入江・高砂貝塚景観形成重点区域
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１）建築物①

行為の種類 入江・高砂貝塚景観形成重点区域【Ⅰ】 入江・高砂貝塚景観形成重点区域【Ⅱ】

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。

• 有珠山、駒ヶ岳、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

（２）入江・高砂貝塚景観形成重点区域の景観形成基準
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１）建築物②

行為の種類 入江・高砂貝塚景観形成重点区域【Ⅰ】 入江・高砂貝塚景観形成重点区域【Ⅱ】

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）、HG（青

緑）、H（青）、PH（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

• 周辺の良好な自然環境を阻害しな
い色相、色調の使用に努めること。

• ※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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入江・高砂貝塚景観形成重点区域における「けばけばしい色彩」の範囲

外壁のけばけばしい色彩の範囲（原則として使用を控えること）

屋根は明度5を超えないようにし、

周辺の良好な自然環境を阻害しない
色相、色調の使用に努めること。
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２）工作物

行為の種類 入江・高砂貝塚景観形成重点区域【Ⅰ】 入江・高砂貝塚景観形成重点区域【Ⅱ】

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）と同様とし、以下
を追加

• けばけばしい色彩の範囲は、【Ⅰ】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 入江・高砂貝塚景観形成重点区域【Ⅰ】 入江・高砂貝塚景観形成重点区域【Ⅱ】

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 入江・高砂貝塚景観形成重点区域【Ⅰ】 入江・高砂貝塚景観形成重点区域【Ⅱ】

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 入江・高砂貝塚景観形成重点区域【Ⅰ】 入江・高砂貝塚景観形成重点区域【Ⅱ】

木竹の伐採 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様



• 洞爺湖町と札幌方面をつなぐ国道２３０号は多くの観光客が通過する道路であり、シーニック
バイウェイのルートに指定されるなど、沿道の景観は洞爺湖町を印象付ける重要な要素です。

• 国道２３０号は幹線道路であることから、観光客のほか町内外の多くの人々にとっても利便性
が高い道路です。

• そのため、沿道に屋外広告物や生活利便施設などの建築物が建設されることが想定されます。

• また、国道２３０号から眺めることができる田園景観は、農業振興地域に指定されています。

• 農業の振興を図る地域のため開発行為などは制限されていますが、将来的に、農地転用が
行われ、土地に建築物が建設される可能性も考えられるため、対応が必要です。

• 土地利用の仕方によっては、沿道に広がる田園景観や羊蹄山、洞爺湖への眺めなどが阻害
されることが考えられます。

• 洞爺湖町を代表する重要な景観を保全するため、国道２３０号沿道を「景観形成重点区域」と
して定めます。
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（１）沿道景観形成重点区域の範囲

• 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。

■国道２３０号から眺める、広がりのある田園景
観と羊蹄山・ニセコ連山（成香から札幌方面）

５．沿道景観形成重点区域の景観づくり
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壮瞥町

洞爺地区

月浦地区

洞爺湖温泉西部地区
洞爺湖温泉東部地区

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景観形成重点区域

沿道景観形成重点区域の範囲

沿道景観形成重点区域
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道路中心線

参考：沿道景観形成重点区域、洞爺湖岸景観形成重点区域の境界（模式図）

沿道
景観形成
重点区域

洞爺湖岸
景観形成
重点区域

準都市計画の
区域線

道路中心線から100m

洞爺湖

田園

道路中心線から100m

国道２３０号

• 「国立公園特別地域」における沿道の届出対象となる範囲は１００mとなってい
ることから沿道景観範囲も国道230号の中心から１００mとする。
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参考：国道２３０号から山並みの稜線を阻害しない距離

• 道路から１００m離れて建設した建築物の場合、稜線をさえぎらない。

• 国道230号から昆布岳側の田園エリア及び湖側は、国道より標高が低く、10m（2
階建程度）であれば、温泉街からの眺望を阻害することがない。

沿道景観重点区域

NO SCALE
約15300m

A地点 a地点

１０００

８００

６００

４００

２００

８０

（m）

道道235号（標高約90m）

昆布岳（標高1035m）

国道230号（標高約310m）

建築物の高さ
10m

100m100m

A地点

a地点

農地の方が国道より標高が低い

湖側も国道より標高が低い

道路敷地境界から建物壁面までの距離を、
10mセットバックして緩衝帯を設ける

10m

緩衝帯



（２）沿道景観形成重点区域の景観づくりの基本的考え方

• 洞爺湖町と札幌方面をつなぐ国道230号からの眺望に配慮し、沿道から見える洞爺湖や田園
景観の眺望を保全する景観づくりを進めます。
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●国道230号を走る車からの眺望に配慮する

• 沿道の建築物の規模・形状、色彩、壁面後退などの規制誘導を進めます。

• 沿道の屋外広告物の設置規制などのルールづくりを進めます。

• 道路と建築物の間には緩衝帯を設けるなど、建築物が周辺景観と調和する景観づ
くりを進めます。

●質の高い道路空間づくりを進める

• 国道230号の「景観重要公共施設」指定による質の高い道路景観の形成を図ります。

• 道路付属物のデザインに配慮した道路景観の形成を図ります。

●シーニックバイウェイの活動と連動した地域の景観活動を展開する

• 町民・事業者・行政が連携した活動などを行います。



25

（３）沿道景観形成重点区域の届出対象行為

• 国道２３０号の沿道景観では、 「田園景観や羊蹄山、洞爺湖への眺望の確保」「高さ制限」
「沿道建築物・工作物の規制誘導」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 沿道景観形成重点区域

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

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

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 沿道景観形成重点区域
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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

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

沿道景観形成重点区域

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 国道２３０号

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
左記と同様

行為の種類 一般区域 国道２３０号

木竹の伐採
H:5mまたはA：1000m²以上の樹林地・並木等の
皆伐

左記と同様

洞爺湖町

洞爺湖町

沿道景観形成重点区域

沿道景観形成重点区域
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１）建築物①

（４）沿道景観形成重点区域の景観形成基準

行為の種類 沿道景観形成重点区域（国道２３０号沿道）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・尻別岳、洞爺湖、田園景観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に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）

• 道路等の公共空間に面する壁面位置は、敷地境界から10m以上後退し、開放感のある
道路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 ※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



29

沿道景観形成重点区域における壁面位置（セットバック）

参考文献：景観用語辞典 増補改訂版 篠原修編1998

壁面

建物

道路

D（32.5m）

H
10m

セットバック

12.5 1010

セットバック

道路敷地境界

●D/H（沿道建築高比）＝３〜４程度の開放感がある景観
• 国道230号の道路幅員は、約12.5m

• 道路敷地境界から両側に10mずつ後退距離をとると32.5m

• その時の沿道建築物の高さが10mの場合のD/Hは、3程度となる
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１）建築物②

行為の種類 沿道景観形成重点区域（国道２３０号沿道）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）、HG（青緑）、H（青）、PH（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
• 周辺の良好な自然環境を阻害しない色相、色調の使用に努めること。

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

• 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。

• 特に道路等の公共空間に面した空間は、田園景観や遠景の自然環境と調和するよう
に緩衝帯の設置に努めること。

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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沿道景観形成重点区域における「けばけばしい色彩」の範囲

外壁のけばけばしい色彩の範囲（原則として使用を控えること）

屋根は明度5を超えないようにし、

周辺の良好な自然環境を阻害しない
色相、色調の使用に努めること。
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２）工作物
行為の種類 沿道景観形成重点区域（国道２３０号沿道）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） ※沿道景観エリアの建築物と同様

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

• 柵や擁壁等の高さは、1.5mを超えないものとすること。ただし、機能上やむを得ない場
合は、設置と合わせて植栽などによる緑化に務めること。。

• 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 ※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、沿道景観エリアの建築物「屋根」と同様の基準とする。

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 ※沿道景観エリアの建築物と同様

堆雪スペース ※洞爺湖町一般区域（工作物）と同様
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３）開発行為

行為の種類 沿道景観形成重点区域（国道２３０号沿道）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

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 沿道景観形成重点区域（国道２３０号沿道）の景観形成基準

堆積の方法
調和 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

位置 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

高さ ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

遮へい 視線 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

行為の種類 沿道景観形成重点区域（国道２３０号沿道）の景観形成基準

伐採の規模・方
法等

規模 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

沿道 ※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

行為後の措置 緑化 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様



• 洞爺湖温泉街から湖面越しの羊蹄山などへの眺めは、洞爺湖町の最も重要な観光資源です。

• 洞爺町をはじめとする市街地は、「準都市計画」や「国立公園特別地域」に指定されています
が、民有地での無秩序な開発が行われる可能性があります。

• 湖岸に面したエリアは建築物及び工作物などを適切に誘導し、湖面越しの大切な景観を保全
することが必要です。

• 洞爺地区の洞爺湖岸を「景観形成重点区域」として定めます。

• 洞爺湖岸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。

• 洞爺湖岸景観形成重点区域の範囲は、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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（１）洞爺湖岸景観形成重点区域の範囲

６．洞爺湖岸景観形成重点区域の景観づくり
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壮瞥町

洞爺地区

月浦地区

洞爺湖温泉西部地区
洞爺湖温泉東部地区

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景観形成重点区域

洞爺湖岸景観形成重点区域の範囲

洞爺湖岸景観形成重点区域B案

洞爺湖岸景観形成重点区域A案
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洞爺町
特定用途制限地域

洞爺湖岸景観形成重点区域（A案）

A案：準都市計画の範囲全て

景観形成
重点区域

国立公園特別地域
の基準緩和地域
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洞爺町
特定用途制限地域

国立公園特別地域
の基準緩和地域

洞爺湖岸景観形成重点区域（B案）

B案：成香、旭浦の範囲

景観形成
重点区域

成香

旭浦



（２）洞爺湖岸景観形成重点区域の景観づくりの基本的考え方

●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。

38

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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• 洞爺町から洞爺湖温泉街を眺めた場合、有珠山や温泉街が眺めの対象となる。
• 湖面の眺めとともに、有珠山などへの眺望も確保する。

• 有珠山などの眺めを阻害する建築物などの建設を規制する。
• 洞爺町側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

洞爺湖温泉街

有珠山

●洞爺町側からの眺めを考えた景観づくり

建築物の高さ制限
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（３）洞爺湖岸景観形成重点区域の届出対象行為

• 洞爺湖岸景観では、 「湖面越しの山並みや稜線への眺望の確保」「高さ制限」「建築物・工作
物の規制誘導」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 洞爺湖岸景観形成重点区域

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 洞爺地区

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 洞爺地区

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 洞爺湖岸景観形成重点区域
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行為の種類 近商、商業、準工業、工業、工専 左記以外の区域 洞爺地区

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

洞爺湖岸景観形成重点区域

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 洞爺地区

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
左記と同様

行為の種類 一般区域 洞爺地区

木竹の伐採
H:5mまたはA：1000m²以上の樹林地・並木等の
皆伐

左記と同様

洞爺湖町

洞爺湖町

洞爺湖岸景観形成重点区域

洞爺湖岸景観形成重点区域
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１）建築物①

（４）洞爺湖岸景観形成重点区域の景観形成基準

行為の種類 洞爺湖岸景観形成重点区域の景観形成基準

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・尻別岳、洞爺湖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



44

１）建築物②

行為の種類 洞爺湖岸景観形成重点区域の景観形成基準

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 洞爺湖岸景観形成重点区域の景観形成基準

位置・
規模・
高さ

眺望の確保 ※洞爺湖岸景観エリアの建築物と同様

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
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行為の種類 洞爺湖岸景観形成重点区域の景観形成基準

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

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 洞爺湖岸景観形成重点区域の景観形成基準

堆積の方法
調和 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

位置 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

高さ ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

遮へい 視線 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

行為の種類 洞爺湖岸景観形成重点区域の景観形成基準

伐採の規模・方
法等

規模 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様

沿道 ※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

行為後の措置 緑化 ※洞爺湖町一般区域（開発行為）と同様



（１）公共施設の整備

• 道路、公園、河川、橋りょう、学校等の公共施設も、洞爺湖町の景観を構成する要素であると
ともに、景観づくりを牽引する役割を担います。

• 公共施設の機能性、安全性、経済性等のほか、長く町民に親しまれることを考慮して計画し、
整備することが必要です。

• 公共施設においても、積極的に景観に配慮した整備を進めます。

• 公共施設の景観づくりの基本的な考え方として、公共施設による景観づくりの方針を設定しま
す。
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７．公共施設の景観づくり

■噴水広場■洞爺湖町役場 ■国道37号（洞爺湖町から豊
浦方面）

※国の機関または地方公共団体が行う行為については、景観法第16条第5項の規定に基
づき、届出は不要ですが町長への通知が必要です。



48

●公共施設による景観づくりの方針

①地域特性や周辺と調和した魅力ある景観づくり

• 羊蹄山や洞爺湖、内浦湾などへの眺望、自然景観や田園景観、住宅地、商業地等の周辺環境、歴
史・文化等の地域特性に配慮し、それらと調和する形態意匠の検討を図ります。

• 地域の環境をより向上させる質の高い施設整備を図ります。

②連続性や統一感のある景観づくり

• 洞爺湖町を印象付ける道路や湖・海等においては、連続性のある景観づくりを図ります。

• 公共施設の整備主体や所管の連携により、施設相互の連続性を高め、一体的な景観づくりを進め
ます。

③自然環境と調和した景観づくり

• 支笏洞爺国立公園の植生や生態系、地形に配慮し、周囲の自然環境にとけ込むような形態意匠、
色彩とするとともに、緑化の推進により周辺環境と調和した施設整備を図ります。

④ユニバーサルデザインに配慮した景観づくり
• ユニバーサルデザインに配慮した施設整備を行い、快適性や利便性の向上を図ります。

⑤地域に親しまれる景観づくり

• 長期間の使用に耐える素材を用いて、経年経過とともに周辺景観に馴染むように配慮し、町民に親
しまれる施設整備を図ります。

• 長く町民に愛着を感じてもらえるように、シンプルで飽きのこないデザインを心掛けます。

• 植栽は、できる限り地域に由来する種類や樹種を選定するよう努めます。
• 施設ごとの適切な維持管理の仕組みづくりと、持続的な維持管理に努めます。



（２）景観重要公共施設

• 公共施設は、洞爺湖町の景観を形成する重要な要素です。

• 公共施設は、国、道等の公共施設管理者等と協議・同意のもと、景観法に基づく「景観重要
公共施設」として定めることができます。

• 洞爺湖町の景観づくりで特に重要な要素となり得る公共施設においては、積極的に「景観重
要公共施設」として位置づけて、景観に配慮した公共施設の整備を推進します。

• また、公共施設が地域の景観づくりを牽引する役割を果たすよう、適切な誘導を図ります。

• なお、景観重要公共施設に指定された道路では、「電線共同溝の整備に関する特別措置法」
の特例を活用して、電線類地中化の促進を図ることができます。
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• 景観の骨格となる道路、河川、公園等、都市構造を構成するうえで重要な公共施設

• 町や地域のシンボルとなっており、景観づくりを進めるうえで重要な公共施設

• 洞爺湖町を印象付ける眺望や景観を感じることができる公共施設

• 優れた形態意匠を有し、周辺の景観と調和している公共施設

• 景観形成重点区域における主要な公共施設

１）景観重要公共施設の候補となる要件

• 下記の要件に基づき、施設の管理者の同意を得たものについて、景観重要公共施設とし
て指定します。



２）景観重要公共施設の指定の進め方

• 景観重要公共施設の指定は、「景観重要公共施設の候補となる要件」を満たしている公共施
設について進めます。

• 施設管理者の同意を得た施設から、順次指定を図ります。国、北海道等が管理する公共施設
については、協力を要請していきます。

• 景観重要公共施設は、「公共施設による景観づくりの方針」に基づいて整備及び景観づくりを
図ります。

• 景観重要公共施設に指定した場合、施設ごとに必要に応じて整備・管理に関する事項や、占
用許可の基準等を定めます。
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指定が想定される公共施設（例）

国道230号

■国道230号の札幌方面への景観（成香）



（１）景観重要建造物、景観重要樹木

• 地域のシンボルとなる建造物や樹木は、景観づくりに重要な役割を果たします。

• 景観づくりに重要な建造物や樹木を保全するため、景観法に基づく景観重要建造物及び景
観重要樹木に指定することができます。

• 景観重要建造物及び景観重要樹木に指定することで、現状変更や伐採等に町長の許可を
必要とするなど、保全のための必要な規制を行うことができます。

• 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方針について次の通り定めます。

• なお、指定にあたっては、当該物件の所有者または管理者と十分に協議し、同意を得るととも
に、物件の保全・管理・活用に関する事項を定めたうえで行います。

51

８．シンボルとなる建造物や樹木等による景観づくり

建造物・樹木

地域のシンボル
重要な景観要素

景観法に基づく

「景観重要建造物」
「景観重要樹木」に指定可能

景観づくりに重要な
資源として保全
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① 地域に親しまれ、建造物の外観が景観上の特徴を有するなど、地域のシンボル的
な存在として良好な景観の形成に寄与すると認められるもの

② 地域の歴史や文化を感じさせる、または創出していくことが期待できるもの

③ 地域に広く愛され、景観上優れたもの

１）景観重要建造物の指定の方針

• 良好な景観づくりに重要と認められる建造物（建築物・工作物で、これと一体となって良好な
景観を形成している土地その他の物件も含む）で、次のいずれかに該当し、道路など公共の
場所から容易に見ることができるものを指定します。

① 樹形が地域のシンボル的なものとして存在し、良好な景観の形成に寄与すると認め
られるもの

② 地域の歴史文化に由来する樹木や、相当の樹齢を重ねた名木等

③ 地域に広く愛され、景観上優れたもの

２）景観重要樹木の指定の方針

• 良好な景観の形成に重要と認められる樹木または樹木群で、次のいずれかに該当し、道路な
ど公共の場所から容易に望見することができるものを指定します。
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①適切な保全、管理の実施
• 所有者等との合意のもと指定物件の管理基準を設定する

②周辺景観の行為の制限、誘導
• 周辺景観における建築物や開発行為等について、建造物・樹木との調和に配慮するよ

う誘導する
• 指定物件の背景や前景となる場所において、指定物件が引き立つまたは一体となるよ

う誘導する

③保全・活用に係る支援の実施
• 指定物件の修理修景、管理などに対する技術的支援、助成を行う

３）景観重要建造物及び景観重要樹木の保全・活用に関する方針

• 指定の方針に基づき指定した景観重要建造物及び景観重要樹木については、次のように保
全・活用を図ります。

■老三樹（ろうさんじゅ）■浮見堂（洞爺湖八景）
https://www.tabirai.net/sightseeing/c
olumn/0006209.aspx

想定される建造物・樹木（例）
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９．屋外広告物による景観づくり

（１）屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行
為の制限に関する事項

• 屋外広告物は、身近な情報を伝達し、景観の彩りや楽しさを演出するもので、景観づくりを進
めるうえで重要な要素のひとつです。

• しかし、屋外広告物の無秩序で過剰な表示・設置が広がると、景観を阻害してしまう恐れがあ
ります。

• 田園、沿道、市街地など地域の景観と調和した表示・設置が必要です。

• 北海道では、景観に調和する屋外広告物の表示・設置を図るため、「北海道屋外広告物条
例」を定めています。

• 洞爺湖町での屋外広告物による景観づくりは、北海道が制定した「北海道屋外広告物条例」
を適切に運用することを基本とし、景観の誘導を図っていきます。

• 将来的に、地域の実情に合わせた屋外広告物のルールが必要となる場合は、屋外広告物に
関する洞爺湖町独自のルールづくりを検討します。

出典：屋外広告物の例「北海道屋外広告物条例のあらまし」
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• 洞爺湖町の景観は、町民にとっては故郷の大切な風景となっている一方、重要な観光資源で
もあります。

• 洞爺湖町の大切な景観を将来に渡って引き継いでいくための景観づくりの方針を設定します。

• 景観づくりの方針は洞爺湖町が目指す景観の将来像と、それを実現するための基本方針で
構成します。

• 基本方針を踏まえて、エリアごとに景観づくりを展開していきます。

• 将来像の実現に特に重要となるエリアは、景観形成重点区域に指定し、景観づくりを展開し
ていきます。

１０．洞爺湖町の景観づくりの方針（将来像、基本方針）

洞爺湖町の景観の将来像（案）
湖海（うみ）・火山・緑の大地と共生する交流都市

景観づくりの方針

洞爺湖町の景観づくりの基本方針（案）

１）眺めに配慮した景観づくり
２）暮らしを大切にした景観づくり
３）四季を感じる景観づくり
４）快適でゆとりを感じる景観づくり

エリアごとの景観づくりの展開

• 一般区域（洞爺湖町全域）
• 景観形成重点区域

• 入江・高砂貝塚景観エリア
• 洞爺湖岸景観エリア
• 沿道景観エリア
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• 町の面積の約３割を占めている森林帯、丘陵地に広がる田園地帯は洞爺湖町の景観の骨
格を形成しているため、みどり豊かな景観の保全を推進します。

• 洞爺湖や内浦湾、羊蹄山や有珠山は洞爺湖町のシンボルであり、大切な観光資源でもある
ため、豊かな眺望の保全を推進します。

• 入江・高砂貝塚は、洞爺湖町の成り立ちや歴史文化を後世に語り継ぐ重要な資源であるた
め、世界遺産登録を見据えた景観の保全と形成を推進します。

• 洞爺湖や羊蹄山、世界遺産登録後の入江・高砂貝塚などの景観資源は、多くの来訪者を惹
きつける要素となるため、観光・交流を促進する景観の形成を推進します。

• 国道２３０号などの沿道から眺める景観は、町内の周遊や広域観光において重要であり、洞
爺湖町のイメージを形成しているため、沿道の景観保全を推進します。

• 市街地やJR洞爺駅周辺には、町民のほか観光客などの来訪者も訪れるまちの顔となってい
ます。多くの人々が訪れる駅前を中心に、市街地の景観形成を推進します。

（１）洞爺湖町の景観の将来像

案１）湖海（うみ）・火山・緑の大地と共生する交流都市

案２）湖・山・海に抱かれた緑あふれる交流のまち

案３）火山地の恵みを受け継ぎ歴史文化と暮らしが息づくまち

観光・交流を重視

自然環境を重視

世界遺産を重視
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１）眺めに配慮した景観づくり
• 洞爺湖面越しの羊蹄山やニセコ連山への眺め、遺跡からの噴火湾への眺め、沿道か

らの田園景観への眺めなどは、洞爺湖町を印象づける重要な景観であり、観光資源
にもなっています。

• 建築物・工作物等の規模や高さの適正な誘導などにより、洞爺湖町のイメージを形成
する眺めを大切にした景観づくりを図ります。

２）暮らしを大切にした景観づくり
• JR洞爺駅を中心に本町・栄町・高砂町・入江地区などは、国道37号沿いに公共施設

や商店などが立ち並び、人々の暮らしの拠点となっています。
• 洞爺湖北側にも洞爺地区や月浦地区など、洞爺湖の貴重な自然環境や田園景観と

一体となった暮らしの景観があります。
• 世界遺産登録を目指す「入江・高砂貝塚」は、雄大な噴火湾と調和しており、周辺の

地域と合わせて洞爺湖町を代表する景観の一つになっています。
• 建築物・工作物等の形態意匠・色彩を周辺景観と調和させるなどにより、暮らしを大切

にした景観づくりを図ります。

（２）景観づくりの基本方針

• 景観の将来像を実現するための基本方針を設定します。

• 基本方針を踏まえて、エリアごとに景観づくりを展開していきます。

• 将来像の実現に特に重要となるエリアは、景観形成重点区域に指定し、景観づくり
を展開していきます。



58

３）四季を感じる景観づくり
• 支笏洞爺国立公園の自然環境に囲まれていることから、季節が移り変わるたびに花

や緑が彩る景観を見ることができます。
• 人々が暮らす市街地では、背景となる自然環境と一体となった景観づくりが求められ

ます。
• 洞爺湖町と札幌方面をつなぐ国道２３０号沿道でも、自然環境と調和した広がりのある

田園景観を保全していくことが求められます。
• 植栽などによる緑化を促進するなど、四季を感じる景観づくりを図ります。

４）快適でゆとりを感じる景観づくり
• 国道２３０号は幹線道路でもあるため、観光客を含む多くの人々が利用しています。
• 利便性と合わせて洞爺湖や山並みへの眺望も良いため、民有地における無秩序な開

発や建築物・工作物の建設が、沿道景観を阻害するおそれがあります。
• 道路敷地境界から建築物・工作物の壁面位置を後退（セットバック）させるなど、歩行

者や運転者が快適でゆとりを感じる景観づくりを図ります。


