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おわりに

次の世代へ、景観という財産を伝えるために必要なこと
　
　私たちは、この美しい景観の中で郷土を愛する心を育み、それを次の世代に伝え
ることで、いつまでも魅力的で住み良いまちであり続けたいと願っています。
　美瑛町の景観は、開拓の頃からの町民の生活や農業の営みによって形成されてき
ました。この景観は、訪れる多くの人々に癒しと感動を与えられる地域の財産であり、
美瑛町観光の貴重な資源です。
　大切な農地は個人の所有物であることは言うまでもありませんが、近年ではより
良い被写体を求めるあまり、農地に侵入してしまう方が後を絶たず、そのことで農
作物が病害虫感染の危険にさらされている問題に加え、農業者がストレスを感じ、
農作業効率を悪化させる要因になっています。
　今後も美瑛町の景観が魅力的であり続けるためには、美しい農業景観が農業者の
生活によって成り立っていることを理解し、町民のみならず来訪者にも協力してい
ただき、安心して営農ができる環境をつくる必要があります。そのため、本景観計
画に基づく景観づくりを進めると同時に、来訪者に対して観光マナーの理解や協力
を図るため、農業者や農協をはじめ、観光協会や観光業に携わる方々、行政等で委
員会を立ち上げ、どうすれば農業と観光の発展を両立できるか考えていくこととし
ています。
　そして、改めてこの美しい景観が町民みんなの共有財産であることを認識し、「日
本で最も美しい村」美瑛町の地域資源である「農村景観」を後世へ引き継ぐため、町民、
行政、事業者、来訪者それぞれが景観づくりの担い手となり、協働して魅力ある美
瑛町を創造していきましょう。
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2.	美瑛町の景観を理解するための基本的事項

（1）地形
　美瑛町は北海道のほぼ中央、十勝連峰と夕張山系との間に位置しています。南東
は十勝岳連峰の峰、北西は忠別川、辺別川、美瑛川などの河川及び瑠辺蘂山・熊山・
平岳などの尾根を境界とする町です。旭川市・東神楽町・東川町・上川町・新得町・
上富良野町・中富良野町・芦別市と接しています。
　美瑛町の景観を説明する上で非常に重要となるのが、十勝岳、美瑛岳、オプタテ
シケ山など標高 2,000 メートル前後の山々が連なる十勝岳連峰の存在です。この十
勝岳連峰は十勝火山群に属しており、約 150 〜 120 万年前の複数回の大規模噴火時
に火砕流が周辺に広く分布したとされています。また、十勝岳は水分を多く含む火
山であったため、放射状に河川が流れ、谷が形成されました。波状丘陵と呼ばれる
美瑛町の個性的な地形は、噴火と河川の浸食作用によって時間をかけて形成されて
きました。
　美瑛町には、平地や谷地に集落が形成された「沢」と表現される区域もあれば、
波状丘陵が広がる「丘」と表現される区域もあります。また、丘陵地帯として認識
されているエリアでも、その中には細かな沢があり、丘と沢は連続性を持っていま
す。美瑛町の景観はこのような地形のもとに成り立っているため、変化に富んだ様々
な顔を見せてくれるのです。
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第1章	 はじめに

1．美瑛町景観計画策定の背景と目的

美瑛町の景観は、十勝岳連峰の山々に代表される雄大な自然環境を背景に、開拓
の頃からの町民の生活や農業の営みによって形成されてきました。この景観は、私
たち町民に安らぎと潤いをもたらし、訪れる多くの人々の心を癒し、見る人に対し
て感動を与えられる全国的にも貴重な資源であり、町にとってかけがえのない財産
です。また、景観は、生活や文化、産業などの人の営みによって積み重ねられてき
た町の歴史を伝えるものでもあります。私たちは、こういった景観の中で、郷土を
愛する心を育み、それを次の世代に伝えていくことでいつまでも住み良い魅力的な
まちを創り続けたいと願っています。

　今後も美瑛町の景観が魅力的であり続けるためには、美しい景観が町民みんなの
共有財産であることを認識し、町民一人ひとりが景観づくりの担い手となり、町民等、
行政、事業者が相互に協力して景観形成に取り組まなければなりません。美瑛町は
これまでにも、都市計画区域の拡大や電線・電柱の地中化、宅地開発や看板設置の
際のルールづくり、ガードレール等の道路付帯施設の景観色塗装などの景観施策を
進め、丘のまちとしての魅力を磨いてきました。「美瑛の美しい景観を守り育てる条
例」を制定し、開発行為の届出の仕組みを整備することにより、町民や事業者にも
景観形成の理解を広げてきました。また、日本全国の町村と共に、農山漁村の景観
や文化を守りつつ地域の自立を促す「日本で最も美しい村」連合の活動に取り組み、
びえいの丘や美瑛軟石といった地域資源を日本全国や世界に広く発信してきました。
そして観光振興や、「丘のまちびえいヘルシーマラソン」、「丘のまちびえい宮様国際
スキーマラソン」や「丘のまちびえいセンチュリーライド」などのイベントの開催
を通じて、来訪者にも美瑛町の魅力を感じていただく場を整えてきました。

　本景観計画は、平成 15 年に制定された「美瑛の美しい景観を守り育てる条例」の
理念と届出制度などの仕組みを継承しています。そういったこれまでの取り組みに
加え、景観形成の根拠となる景観特性を解明し、開発行為を適切に誘導できるよう
にルールを明文化するとともに、美瑛町らしい開発のあり方の参考となる事例を示
しています。また、平成 16 年の景観法制定など、国による景観形成の支援策も拡充
しているため、「美瑛の美しい景観を守り育てる条例」を景観法の委任条例となるよ
うに全部改正しています。本景観計画及び新たな「美瑛の美しい景観を守り育てる
条例」のもとに、町民等、行政、事業者が景観づくりの目標を共有し、丘のまちび
えいの景観を守り、育て、活かし、魅力ある美瑛町を創造することを目指します。
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（2）歴史
〈開拓以前〉
　美瑛町は、十勝アイヌと上川アイヌが狩猟や採集などの食料確保のための往来の
際に小屋を建てる等、仮寝の宿を設けていたと言われていますが、アイヌ民族がコ
タン（集落）を形成して定住した記録はありません。アイヌ民族には道路を造ると
いう習慣はなく、川を舟で移動する、もしくは獣道が利用されていました。そのた
めか美瑛町には、川に関連したアイヌ語を由来とする地名が多くあります。「美瑛」
という地名も、アイヌ語の「ピイェ（油こい川、油ぎった川）」を由来としており、
明治 33 年に神楽村から分村した際に村名として名付けられました。美瑛という漢字
には、「美しく明朗で王者の如し」という意味が込められています。

〈開拓の歴史〉
　美瑛町の現在の美しい景観は、開拓の歴史なしに語ることができません。その開
拓の歴史は、明治 20 年に、上川原野一帯の殖民地区選定事業が実施されたことに
始まります。この時に「オキケナムシ原野」として現美瑛町の市街地と原野地区が、

「ピエ原野」として西神楽及び旭一帯が位置づけられました。そして、明治 20 〜 22
年に上川道路の改修が行われ、明治 23 年にこれらの選定された原野を正方形に区分
し、小区画（5ha ／ 1 戸）・中区画（6 戸分）・大区画（54 戸分）とした殖民区画が
導入されました。そして、道路の改修が完了すると同時に、忠別に駅逓所が開設され、
上川への移民事業が本格的に始められました。

　美瑛町としての開拓の歴史は、明治 27 年に兵庫県人小林直三郎氏が旭地区に入植
したことが始まりです。小林氏は、酪農及び農業経営を目的とし、同郷の同士で合
資会社を設立するための事業計画を立て、北米式農場事業に着手しました。現在は、
美瑛町有数の水田地帯となっている旭地区ですが、開拓当時は、食料自給のための
バレイショ、イナキビ、ムギ、マメ、ソサイ等の畑作が行われていました。

　旭地区への入植を皮切りに、特に、水の確保がしやすく、交通や生活に便利な平
地（市街・美沢）に開拓が進行します。その後、北瑛・美田・大村などの丘陵地や、
横牛・宇莫別・置杵牛・朗根内などの十勝岳の方に伸びる沢地に開拓が広がってい
きました。開拓の方式は大きく 2 通りあり、一つは大農場経営方式（小作農）であ
り、もう一つは農民同士が組合形式をとり、家族をつれて団体移住をする方式です。
第Ⅰ期開拓時代は大農場経営方式が多くみられますが、和歌山、富山、福井、長野、
福島、山形、宮城からの集団入植も見られます。

〈鉄道敷設と市街地の形成〉
　開拓の進展には鉄道が寄与しました。十勝線（現富良野線）は明治 30 年に着工し、
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明治 32年に美瑛駅、明治 34年に北美瑛駅、大正 15年に美馬牛駅が開業しました。
鉄道敷設により、生活資材の輸送だけではなく、農産物の販売も行われるようにな
りました。最初は地主や農場経営者が直接商行為を行っていましたが、交易経済の
発達により、専門の商人が定住するようになりました。そういった活動により、明
治 36年には美瑛駅を中心として市街地が形成されることとなります。

〈御料地、陸軍演習場の存在〉
　政府は皇室の経済的な基礎を固めるため、全国各地に官有山林と原野を御料地（皇
室の所有地）として所有しました。美瑛町は農耕適地でもあったため、明治 24年以
降、殖民地区画及び農区の実測が行われ、東御料地（忠別農区）と西御料地（美瑛
農区）に二分して位置づけられました。その一部は戦後に開拓されて農地となりま
すが、現在も多くが国有林となっています。また、明治 40 年 2 月に旭川に陸軍第
7師団が設置されると共に、美瑛町にも 1,556.6ha の美瑛演習場が設置されました。
現在の三愛・水沢・福富・新星を含む 6,800 町歩が陸軍演習場となり、西町には兵
舎と付属施設の 27棟が建設されました。

〈戦後の開拓〉
　終戦後の昭和 20 年 11 月、政府は食料自給のために「緊急開拓実施要領」を閣議
決定します。それにより美瑛町にも海外からの引揚者、旧軍隊の復員者、本州各都
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市からの強制疎開の人たちが、旧御料地や旧陸軍演習場に順次入植しました。国の
政策として全国的に実施されたこの戦後開拓には政府の助成が行われ、美瑛町役場
内に開拓本部を設け、経営基盤が整っていない入植者の開拓事業を支えました。入
植適地の選定や区画割、開拓小屋の建設、開墾事業、道路造成などの代行により、
本来農地として適した場所ではなかった旧御料地や旧陸軍演習場での開拓が可能と
なりました。戦後開拓による入植は昭和 37 年頃まで続き、合計 10,570 町歩が開拓
され、昭和 35 年には、町内の人口は 21,743 人となり、ピークを迎えました。それ
以降、人口は減少に転じ、現在の人口は 10, 593 人（平成 26 年 12 月末現在）となっ
ています。

〈観光地としての注目〉
　美瑛町の観光は、大正 9 年に大雪山連峰を中心とした自然環境が国立公園として
指定され、十勝岳などの登山を目的とした観光客が訪れるようになったことから始
まりました。昭和 25 年には白金温泉が開湯し、昭和 30 年には白金ゲレンデも開設
され、それ以外にもキャンプ場や遊歩道、野鳥の森などが整備されています。そして、
白金地区は山岳高原の豊かな自然そのものとスキーや温泉を資源とした宿泊施設が
集積する地域となりました。

白金温泉の宿泊施設

三愛の丘展望公園 青い池

マイルドセブンの丘
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　観光客が美瑛町に訪れ始めた当初は、このように山岳高原を舞台としたものが主
流でしたが、昭和 46 年より風景写真家の前田真三氏が撮影を行うようになったこと
や、TV コマーシャルへの起用により、丘陵地帯の農業景観が注目されるようになり
ます。また、前田真三氏が自身の作品を展示する拓真館を開設したことをきっかけ
に、次第に農業景観を目的とした観光客も訪れるようになりました。そういった動
向に合わせ、展望台や駐車スペース、公衆トイレ等の受け入れ環境を整備するよう
になりました。近年では、観光客を受け入れるための最低限の便益施設だけではなく、
農業をはじめとした地域産業の活性化に観光による集客力や知名度の向上を活かす
取り組みとして「ふれあい館ラヴニール」（宿泊施設）や「丘のくら」（物産販売施設）、

「美瑛選果」（農産物の直売やスイーツ・パン等の販売施設、レストラン）などの整備や、
カレーうどんなどのグルメの開発も行っています。

最近では十勝岳の砂防工事により、火山泥流災害を防ぐためのブロック堰堤に水
が溜まり生まれた「青い池」が注目され、新たな観光資源として人気を集めています。

（3）土地利用
〈道路〉
　市街地、原野、美沢 1 区・2 区は、町内でも初期に開拓が開始された平地であり、
殖民区画の骨格である規則正しい格子状の道路が特徴です。このような正確な格子
状でなくとも、旭、横牛、朗根内、俵真布、宇莫別、置杵牛等の平地が広がる地区
では、直線道路が整備され、計画的な開拓であることがうかがえます。また、それ
ら道路は十勝岳連峰の方向へ伸びており、山々の景色を道路正面に望むことができ
ます。
　その他にも美瑛町には農道も含むと縦横無尽に道路が整備されていますが、基本
的に、前述の格子状の直線道路も含め、往来のための道路は主に沢（谷筋）に形成
されています。これは、宅地が沢に多く形成されていたことに起因します。そして
農地を耕すための農道が、往来の道路同士をつなぐようなかたちで形成されていま
す。

〈宅地〉
　基本的に、郊外に位置する農家住宅や牧場は主に沢に形成されています。それは
開拓を進める上で、水道が現在のように整備されていない時代においては、湧水な
どによる生活用水の確保ができる場所に家を構える必要があったという理由があり
ます。また、傾斜が緩く、日当りや水はけの良い丘陵地は、畑として利用すること
が合理的であったことも理由にあげられるでしょう。一方で、「丘のまち」としての
知名度の向上とともに、景観のよさに魅せられた移住者の住宅や別荘、景観のよさ
を売りにしたペンションやレストランなどの店舗などが増えていきました。それら
は沢だけではなく、景色を望みやすい丘陵の高台に建てられる傾向があります。
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　美瑛駅が位置する市街地は、最も宅地が集積している地区であり、美瑛町の総人
口の約 7 割がこの市街地に居住しています。憩町などが位置する西区は美瑛川を挟
んで飛び地のようになっていますが、市街地は美瑛川と置杵牛川に囲まれた平坦地
に非常にコンパクトにまとまっています。
　格子状の道路が骨格となった区画を基本としつつも、昭和中頃からの土地区画整
理事業の実施により宅地としての区画割りと細かな道路整備がなされ、次第に市街
地全体に宅地が集積する現在の様相になりました。土地区画整理事業が導入される
以前の市街地は、鉄道の整備により農産物の流通が進む中、倉庫や商店の建設が進
んだ富良野線東側と丸山通沿いの一部のみでした。その他に現西町に陸軍の兵舎と
付属施設、南に製麻工場が整備されていた以外は、広大な水田の中に農家住宅が点
在する農業景観が広がるエリアでした。町全体でみると、市街地も一つの大きな沢
として位置づけることができ、郊外と同様に住みやすい沢に人が集住した結果生ま
れたと言えます。

市街地の様子（平成
17 年航空写真に加筆）

市街地も置杵牛川と
美瑛川に挟まれた大
きな沢地と言える。

美瑛川

JR 富良野線

国道 237 号線

置杵牛川

用途地域制が
導入されている
範囲

沢に沿って建つ農家住宅 丘の上に建つ美術館
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ビートの畑と丘の景観 農作業の風景

〈農地・牧場〉
　農地は基本的に、灌漑のしやすい沢や平坦地はくまなく水田として、傾斜地は溜
め池造田等により水田が形成された箇所もありますが、基本的には畑地や牧草地と
して活用されてきました。現在は米の生産調整の影響や、トマトやアスパラなどの
高付加価値作物の生産に取り組む農家も増え、農業施策や各農家の意向にあわせた
農地利用がなされています。

　美瑛町の畑は、その大半に傾斜がかかっていることが特徴であり、傾斜地の多さ
は北海道随一となっています。その傾斜のかかった凹凸のある土地を直線的に区画
し、開拓は進んでいきました。また、農耕馬の力を利用しながら人の手で耕作をし
ていた頃に比べ、農業の機械化により、一つ一つの畑の区画が大きくなっています。
基本的に畑では、土地利用型作物である小麦・馬鈴薯・甜菜・豆類がつくられており、
牧草地もみられます。これらの土地利用型作物は、病害虫や雑草の発生抑制、肥料
の利用効率の向上、土壌養分のバランスを保って地力を維持増進することを目的と
し、数種類の作物を輪作する仕組みで生産されています。そして、緑肥（キカラシ、
ヒマワリなど）の栽培も、土づくりと景観づくりの両方の側面から支援しています。
以上の畑の特性により、波状丘陵の大地に、区画毎に違う作物が育つことで色彩の
コントラストが生まれている様子は、パッチワークに例えられています。
　植えられる作物が毎年変わることに加え、まだ作物の芽が出ていない土の状態か
ら植物が生育してゆく季節毎の変化もあり、それらが多様な気象条件と組み合わさ
ることで、二度とは同じ景観を見ることができない変化に富んだ景観を生み出して
います。また、土地の境界を示すために植えられた樹木や、農作業の休憩場所とし
て建てられた納屋が景観のアクセントとなり、写真や TV コマーシャルの被写体と
して取り上げられるとともに観光資源として写真スポットとなっています。

美瑛町景観計画_150306ver.indd   8 2015/03/12   11:43



9

牧草地

豆ニオ 納屋のある風景 秋の景観

緑肥（キカラシ）

水田が広がる沢の景観 トマトハウスが並ぶ景観

　美瑛町では、旭にて最初に稲作が始まり、用水路整備などの本格的な水田地帯と
しての開発を経て、町内で優良な米ができる地域の一つとなっています。置杵牛、
宇莫別、横牛、朗根内、俵真布の沢に広がる集落や、丘陵地帯のわずかな谷地など
の灌漑することが可能なエリアはくまなく水田となり、それ以外にも雨水を利用し
た溜池造田を行うなど稲作が盛んに行われました。現在は、減反施策や沢地の日照
時間の短さから、畑地や牧草地、トマト・アスパラ・スイートコーンなどの労働集
約型の高収益作物の栽培へ転換しているところも多くなっています。
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〈樹林地〉
　急傾斜地などの農地としての開拓が困難である場所は自然林や人工林の樹林地が
分布しています。農耕馬では耕すことができたが、機械化により耕作ができなくなっ
た傾斜が急な農地は、現在までにほぼカラマツの植林地となっています。これらの
樹林地は、建材として活用したり、薪を調達したり、以前は生活に密接に関わって
いました。現在も、森林施業を行う他、山菜やキノコなどの山の恵みをもたらす空
間にもなっています。沢はこのような樹林地に囲まれているところが多く、また丘
陵地帯のちょっとした窪地にも樹林帯が分布していることから、沢に立地する農家
住宅は、その周りや後背地に樹林地を伴っている様子が多くみられます。農家によっ
ては、この他にも風よけのために樹木を植えている場合もあります。
　また、戦後開拓された五稜や、三愛・福富・水沢・新星には、計画的に整備され
た防風林があります。これらの防風林は、丘陵の最も高いところに計画的に形成さ
れており、カラマツや白樺が直線的に立ち並ぶ様子は、重要な景観要素となってい
ます。その他に、環境向上や修景という目的で沿道に植樹されたものや、十勝岳連
峰の裾野には、製紙会社の社有林もあります。

森林施業 防風林

〈建物〉
農家：農家の宅地には、住宅だけではなく農作業に必要な農機具倉庫や車庫、野菜
を栽培するためのハウスなどが建っています。牧場を営む農家は、それ以外に畜舎
やサイロなどを整えています。これらの建物は、開拓当初は周辺山林から材木等を
調達し、大工ではなく農家自らが手づくりで建てていました。現在も町内には、当
時建てられた板壁や土壁にトタン屋根の住宅や倉庫があり、開拓時の生活を知るこ
とができます。現在は、多様な建材を用いた建物が見られるようになりましたが、
積雪の関係もあり、屋根や倉庫は金属板を用いたものが主流となっています。金属
板は基本的に錆等の腐食防止のために色を塗ることが前提であるため、赤や青、現
在は茶系や灰色系の落ち着いた色まで多様になっています。屋根形状は積雪の関係
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から傾斜がついているものが多いですが、近年は、特に市街地などの住宅密集地で
は陸屋根も多くみられます。規模は 2 階建てまでの低層のものがほとんどです。そ
れらの建物が、波状丘陵の沢の間からのぞいている景観が、本来の「丘のまちびえい」
らしい景観といえます。

　美瑛軟石やレンガ造りの倉庫なども、農作物の流通を示す美瑛町らしい建物です。
これらの材質は保存性に優れており、美瑛軟石は主に大村地区にて採掘され、倉庫
などの材料として使われていました。現在、軟石の切り出しは行われていませんが、
石造りの建物として美瑛駅舎や公衆トイレ、道の駅として活用されるなど、美瑛町
を象徴する素材となっています。

別荘や観光店舗：元農家の建物（住宅や納屋など）を再利用したものもありますが、
新たに建てられているものはログハウス調や、海外の建築様式を参考にしたものな
ど、施主の多種多様な趣向を反映させたものとなっています。既存の樹林などと一
体化させる、新たに樹木を植える事例もありますが、周囲の農地よりも高い丘に立
地する場合は、沢に多く建つ農家の建物群と比べ、規模が変わらなくても全体的に
目立ってしまうため、景観への配慮が必要となります。

赤と青の屋根の農家の建物 宿泊施設 飲食施設

サイロ 以前の農家の建物 ペンション

市街地の店舗や住宅：市街地には、主に住宅や車庫、事業所や店舗、公共施設、規
模の大きな農業用倉庫などが集積しています。土地区画整理事業が始まり、町の施
策として集住を促すようになる前は、市街地は鉄道を中心とし、農業生産物の流通
が進む中で倉庫や商店の建設が進んだことにより形成されました。それゆえに、本
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通周辺や丸山通は商店が多く、庭等の空間や塀や生垣などを前面に配さず、歩道に
直接建物が面する建てられ方が基本的となっています。丸山通は、美瑛駅から十勝
岳に向かって伸びる道路を中心とし、商店街として栄えた目抜き通りの一つです。
店舗は減少を続けていますが、この丸山通では区画整理事業が行われなかったため、
通り沿いには様々な時代の建物が分布しています。本通は、平成元年から始まった
土地区画整理事業を契機として景観整備を行いました。等辺切妻の三角屋根と美瑛
軟石の使用など建物の形態的な統一に、街路樹の整備や電柱等の地下埋設、歩道の
舗装などの公共空間のデザインも行い、新たな街並みを創造しています。

本通の景観 丸山通の景観

　住宅が集積するエリアは、道路からセットバックした住宅の建てられ方が主流と
なっており、塀や生垣などで敷地を囲う場合も見られます。敷地の中に庭が設けら
れ植栽が施されていたり、家庭菜園や農地が混在していたりと生活感が感じられる
潤いのある空間となっています。公共施設も、四季の塔などの象徴的なデザインの
建物もありますが、色などが統一された落ち着いた外観となっています。このエリ
アには多様な色や形態の住宅が建てられていますが、幅員が広い直線道路が地区の
骨格となっていることや、住宅は 2 階建てまでのものがほとんどであるために、広々
とした閑静な住宅地としてのおもむきがあります。

　国道 237 号線は、北は旭川市、南は日高町に続いている主要幹線であり、昭和 51
年の用途地域制度の導入により国道沿いの開発が進められていきました。この国道
237 号線は交通量も多く、道路西側は製造加工業の工場や農業倉庫、東側はスーパー
やドラッグストア、ガソリンスタンドやコンビニエンスストア、飲食店でもドライ
ブイン型の店舗が立地しています。昭和前期までは、主な輸送手段であった鉄道駅
周辺が農産物流通の拠点となっていましたが、農業倉庫から加工工場、美瑛選果な
どの販売施設が立地している国道 237 号線に面したこの地区が、現在の流通拠点と
なっています。規模の大きな施設が多く集積していることと、通行車両からの分か
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りやすさに重点を置いた店舗や広告物が多く、煩雑な景観となっています。一方で、
美瑛選果などは植栽を施し、緑豊かな独自のおもてなしの空間を提供している事例
も見られます。
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3．美瑛の美しい景観を守り育てる条例及び本景観計画の位置づけ

　本景観計画が位置づけられている「美瑛の美しい景観を守り育てる条例」は、平
成 15年に制定された「美瑛町の美しい景観を守り育てる条例」の理念を継承すると
ともに、景観法の委任条例になるよう全部改正されたものです。委任条例となるこ
とで、より高い実効力のもとに景観づくりを達成することができます。
　また、美瑛町には都市計画や農地・森林、宅地開発に関する法制度が既に適用さ
れています。本景観計画では、これらの法制度で定められている土地利用や開発規
制の方針をふまえた上で、景観づくりを行います。また、関連部署と連携し、円滑
な運用を行います。

美瑛の美しい景観を
守り育てる条例
（平成 15年制定）

都市計画法
（美瑛町都市計画マスタープラン）

農地法
農業振興地域の整備に関する法律
（農業振興地域整備計画）

森林法
（森林経営計画）

景観法
（平成 16年制定）

委任条例と
しての整備

景観形成上の
方針や基準の
付加

土地利用方針
の反映

連動が可能

理念の継承

美瑛の美しい景観を守り育てる
条例（平成 27年全部改正）

美瑛町景観計画

美瑛町宅地開発要綱北海道屋外広告物条例

「美瑛の美しい景観を守り育てる条例」と本景観計画の位置づけ
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