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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

・洞爺湖岸景観形成重点区域について
・洞爺湖町景観計画素案

ヒアリング
2020年7月29日（水）

・洞爺地区や沿道の景観づくりについて



（１）第４回 洞爺湖町景観計画策定委員会の主な意見

１）入江・高砂貝塚の景観づくり

• 外国人や町外の者による乱開発の懸念を想定すると、届出の面積を更に狭く設定してい
くことも検討しても良い。

• 植樹については、エリア内というより、遺跡の中に立ったときに圧迫感がないか、景観が壊
れないかという観点で行っていく。

２）国道230号、沿道景観形成重点区域の範囲について

• 洞爺湖町内で、乱開発を防止するために規制を厳しくするところは厳しく設定し、まちの開
発を進めたいという場所は規制を緩く設定し、事業展開できる余地を残していくことも今後
のまちの発展を考えると必要である。

• 乱開発の懸念もあるとは思うが、全ての区域に同じような規制を設定すべきかは検討の必
要がある。

• 国道230号の内側、外側として設定するのではなく、稜線を意識した観点で重点区域のエ
リア設定を行うことが必要である。

• 沿道景観、湖岸エリアという区域設定を提案していく。

• 国道230号沿道からの景観を大事にすることを考えたときに、道路からの眺めを阻害する
電柱を地中化していくなど将来的に検討していくことを希望する。

• 単に国道230号の中心から100mという設定をするのではなく、現状の土地利用を考えてエ
リア設定することが必要である。
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３）洞爺湖岸景観形成重点区域の範囲
• 開発企業を誘致する際に、有珠山噴火などの危険があるという地域を提供するのか、

災害のない、安全な場所である西側を提供するのかなど、高さだけの制限を設定す
るのではなく土地利用についてという観点で慎重に検討すべき。

• A案を設定すると開発する者にとっては厳しいものとなるので、B案を設定しエリア外
の場所は景観に配慮するという考え方が良い。

• A案を提案してしまうと、住民への負担も大きくなることが懸念されるため、今後の土
地利用などの様子を見ながら景観計画を必要に応じて見直しをかけていく。

４）洞爺湖岸景観形成重点区域の届出対象行為
• 建築物が10m超える場合は「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。」という記載があり、環境に配慮
するためには高さ制限は10mを超えないという設定が適切である。

• ある程度の基準というものは必要だが、制限が厳しすぎると開発地にならなくなり土
地の価値がなくなることも懸念され、景観を保護することとまちの発展を考えると制限
をどこに設けるかといったバランスが難しい。

• 現在の住民の意識では、逸脱するような色彩の建物を建てることはしないと思われる。
しかし、住民の意識の違いも懸念されるので、色彩の範囲の設定を行うことが必要で
ある。

• 町外から来る人の常識がわからないので、ある程度の設定が必要である。
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５）洞爺湖町の景観づくりの方針（将来像、基本方針）

• 景観づくりの将来像については、現在の策定委員が将来像を設定するのではなく、
できれば、若いこれからの世代である学生の考えを聞き、取り入れていきたい。

• まちの将来像を考えるときに、地元の魅力を見つけ、地元の売りを考えようというワー
クショップを小学生を対象に以前行った。小学生などを対象にワークショップを行うこ
とも可能ではないか。

• 景観が良い場所の整備などは今後も検討し、昔からある景色を保全して欲しい。

• 景観計画が施行されたときに、許可申請の状況などが住民に見える化できると、住
民の不安改善にもつながるので、運用後のことも検討して欲しい。

６）屋外広告物による景観づくり

• 屋外広告物の中の、のぼりなどは設置された当初の形から劣化してしまい、景観に
そぐわなくなったり、歩行の障害にもなったりするので外すことも検討が必要。

• 商売だけではなく、啓発を目的にしたものもあるので設置場所や設置形態の検討が
必要である。

• 景観の中でも、電柱・電波塔・ガードレールについては現在、行政や電力会社に色
や設置場所など考慮してもらっている。今後も景観に配慮したものとなるように色指
定のルールを作ることは検討していく。
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行為の種類 前回までの内容 以降：一般区域

工
作
物

新設、また
は移転

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：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

風力発電設備
煙突等

物見塔等

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

（２）訂正・変更箇所一覧

●届出対象行為（工作物）

• 「物見塔等」まで高さ１５m以上となっていたが、誤りであったため、北海道に即して
「物見塔等」は高さ１３m以上に訂正する。

※赤字が訂正箇所

１）一般区域

●景観形成基準（建築物、工作物）

• 基準の内容は北海道と同様としつつ、景観行政団体としてこれまでより積極的に景
観づくりを推進していくため、基準となる数値を記載する。

行為の種類 北海道の内容 以降：一般区域

位置・規模 高さ ＊記載なし

建築物
• 原則として 13mを超えないようにすること。

工作物
• 原則として 15mを超えないようにすること。

※赤字が訂正箇所
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２）入江・高砂貝塚景観形成重点区域

●届出対象行為

• 届出対象行為、景観形成基準ともに(一社)日本イコモス国内委員会（ICOMOS 
Japan)より、『八戸市景観計画（別章：是川景観重点地区）』 の内容と同程度とするこ
とを推奨されているため、以下の項目を追加する。

※赤字が追加箇所

行為の種類 前回まで【Ⅰ・Ⅱ共通】 以降：【Ⅰ】 以降：【Ⅱ】

工
作
物

新設、
また
は移
転

電気供給のための電線
路または有線電気通信
のための線路(支持物を
含む。)

＊記載なし H：10m以上

橋りょうその他 ＊記載なし 長さが20m以上

行為の種類 前回まで【Ⅰ・Ⅱ共通】 以降：【Ⅰ】 以降：【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：30日以上、かつ
H:3mまたはA：300m²以上

堆積期間：90日以上、かつH:1.5mまたはA：50m²

以上

工作物

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

• 下記は八戸市に合わせて訂正する。 ※赤字が訂正箇所
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３）入江・高砂貝塚【Ⅰ】、沿道景観、洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅰ・Ⅱ】

●景観形成基準（色彩）

• 「外壁の色」「屋根の色」ともに『八戸市景観計画（別章：是川景観重点地区）』 の内容と同様とし
ていた。しかし彩度については「屋根の色」が北海道基準より制限範囲が緩くなることから、北海
道の基準を参考にしながらやや制限を加える基準とする。

• あわせて、入江・高砂貝塚景観形成重点区域【Ⅰ】の工作物の色彩も、建築物の「屋根の色」に
準拠する。

※赤字が追加箇所建築物

行為の種類 前回まで 入江・高砂貝塚【Ⅰ】 沿道 湖岸【Ⅰ】 湖岸【Ⅱ】

色彩
色彩の
範囲

【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、色調とすること。

【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、色調とす
ること。

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

行為の種類 前回まで 入江・高砂貝塚【Ⅰ】

色彩
色彩の
範囲

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。

けばけばしい色彩の範囲は、【Ⅰ】の建築物の
「屋根」と同様の基準とする。

工作物 ※赤字が変更箇所
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参考：届出対象行為、景観形成基準の性質

●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「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、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。

• 一般区域と景観形成重点区域のそれぞれで設けます。

• 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

• 景観計画の「届出対象行為」と「景観形成基準」は、届出と勧告までの基
準となります。



２．第５回策定委員会（本日）の主な議題
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①洞爺湖岸景観形成重点区域について
• 洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅰ・Ⅱ】の範囲

②洞爺湖町景観計画（素案）について



• 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。

• 洞爺町旭浦、成香、洞爺町、香川、大原、財田、川東、岩屋地区の洞爺湖岸を「景観形成重
点区域」として定めます。

• 洞爺町旭浦、成香、大原、財田、川東、岩屋地区は洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅰ】、洞爺
町を洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅱ】とします。

• 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【Ⅰ・Ⅱ】の範囲

３．洞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【Ⅰ】

洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅱ】

成香、旭浦、香川、
大原、財田、川東、
岩屋地区
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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

前回（第４回）の提案
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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

前回（第４回）の提案
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今回の新たな提案【Ⅰ地区、Ⅱ地区の設定】

洞爺町
特定用途制限地域

洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅰ】 景観形成
重点区域

成香

旭浦

洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅱ】

香川
大原

大原

財田
川東

岩屋

国立公園特別地域
の基準緩和地域

洞爺町



洞爺湖岸
景観形成
重点区域

• 沿道景観形成重点区域と、洞爺湖岸景観形成重点区域は
重複しない。

• 洞爺湖岸景観形成重点区域は、沿道景観形成重点区域（道
路中心線から100mまでの範囲）との境界からとなる。

国道230号

道路敷地境界

10m

セットバック
道路

沿道景観形成重点区域

道路中心線から100m道路中心線から100m

参考：３
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参考：洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅰ・Ⅱ】の建築物の高さの違い

• 洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅰ・Ⅱ】は、「洞爺湖準都市計画」の区域内である。

• 準都市計画区域内は「建ぺい率」や「容積率」の制限が設けられている。

• 洞爺町は 「特定用途制限地域」でもある。

• 景観の保全を進める一方、開発などの事業展開ができる余地を残していくことも大切である。

• 洞爺町（洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅱ】に該当 ）の特性として周辺地域の中で人口が多く、
人々の交流や経済振興に関わる開発の動きが今後も想定されることから、建築物の高さの届
出基準を【Ⅰ】よりも緩和する。

• この点から、届出を要する建築物の高さを、洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅰ】は10m以上、洞
爺湖岸景観形成重点区域【Ⅱ】は13m以上と設定する。
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１）洞爺湖岸景観形成重点区域の届出対象行為

（２）洞爺湖岸景観形成重点区域の行為の制限

行為の種類 洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅰ】 洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅱ】

建築物 新築または移転 H：10m またはA：1000m²以上 H：13m またはA：2000m²以上

①届出対象行為

上記以外は、洞爺湖町一般区域と同様。 H:高さ A:延べ面積(工作物は築造面積) S:開発区域面積

北海道羊蹄山麓広域景観
（用途地域以外）と同様

洞爺湖町一般区域
と同様
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行為の種類 洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅰ】 洞爺湖岸景観形成重点区域【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。
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とすること。

高さ
原則として10mを超えないようにする
こと。

原則として13mを超えないようにする
こと。

色彩 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
周辺の良好な自然環境を阻害しない色相、色調とすること。

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

②景観形成基準

上記以外は、洞爺湖町一般区域と同様。 H:高さ A:延べ面積(工作物は築造面積) S:開発区域面積

建築物
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上記以外は、洞爺湖町一般区域と同様。
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 洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅰ】 洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅱ】

位置・規模・
高さ

高さ
原則として10mを超えないようにする
こと。

原則として13mを超えないようにする
こと。

色彩 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、洞爺湖岸景観形成重点区域の建築物の「屋
根」と同様の基準とすること。

工作物

②景観形成基準
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洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅰ・Ⅱ】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）

外壁は明度７、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、色調の使用すること。



４．洞爺湖町の景観計画

（１）洞爺湖町の景観特性

• 洞爺湖と噴火湾の２つの水面への眺望景観

• 入江・高砂貝塚の歴史的景観

• 羊蹄山やニセコ連山を背景とした広がりのある田園景観

• 噴気を上げる有珠山や山並みへの眺望景観

• 水面への眺めがある市街地の景観

（２）洞爺湖町の景観の課題

• 洞爺湖・噴火湾への眺めを大切にした景観づくり

• 世界遺産を目指す入江・高砂貝塚を中心とした景観づくり

• 雄大な自然の眺めを背景とした田園景観の保全

• 有珠山を中心としたジオパークとしての景観づくり

• 多くの人が訪れる場にふさわしい市街地の景観づくり

21



（３）洞爺湖町の景観の将来像（案）

• 洞爺湖町は、観光資源にもなっている洞爺湖の眺め、町民の暮らしの中にあ
る噴火湾の眺め、この2つの水面の眺めが大きな景観特性になっています。

• また、ジオパークの指定を受けている有珠山などの自然がつくり出してきた大
地の物語が目の前に広がります。

• さらには、入江・高砂貝塚にみられるように人の営みの歴史があり、そこには、
噴火湾や有珠山といった今と変わらない景観があったと想像することができ
ます。

• こうした景観が洞爺湖町の観光資源であり、町民の誇りとなっています。

• ゆえに、洞爺湖町の景観計画では、こうした景観を大切にしていきます。

１案）水面(みなも)に映る雄大な自然・大地の物語・人の営みを大
切にした景観のまち

２案）湖海（うみ）・火山・緑の大地と共生する交流のまち

３案）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
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（４）洞爺湖町の景観づくりの方針（案）

①洞爺湖及び羊蹄山の眺めを大切にした景観づくり

②縄文の歴史を感じさせる景観づくり

③広がりある田園風景を大切にした景観づくり

④国立公園・ジオパークの自然を大切にした景観づくり

⑤噴火湾の眺めを大切にした市街地の景観づくり

３つの景観形成重点区域
• 入江・高砂貝塚景観形成重点区域
• 沿道景観形成重点区域
• 洞爺湖岸景観形成重点区域
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（５）公共施設の景観づくりの方針

①地域特性や周辺と調和した魅力ある景観づくり

②連続性や統一感のある景観づくり

③自然環境と調和した景観づくり

④ユニバーサルデザインに配慮した景観づくり

⑤地域に親しまれる景観づくり

景観重要公共施設の候補となる要件

• 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

景観重要公共施設の指定

• 国道230号
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（６）景観重要建造物、景観重要樹木

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、
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。

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、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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