美瑛の魅力ある景観を将来に引き継ぐために

平成 27 年 7 月に
新しい「美瑛の美しい景観を守り育てる条例」が施行されます

景観は美瑛町のかけがえのない財産です。
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、感動を与えて
きた全国的にも貴重な景観であり、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町を創り続けたいと
願っています。

美瑛の美しい景観を守り育てる条例と
美瑛町景観計画の役割
「美瑛の美しい景観を守り育てる条例」とは、美
瑛町の素晴らしい景観や、豊かな自然を守り育て
るための仕組みを示したものです。平成 15 年 7 月
に施行されましたが、国によって整備された法律
（景観法）に合わせて改正を行いました。
そして、美瑛町景観計画とは、どのような考え
方や方針で景観形成を行うのか、また開発行為を
適切に誘導できるようにルールを示したものです。
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美瑛らしい景観づくりの基本理念
美瑛町の景観は、十勝岳の火山活動と近代開拓以降の人々の営為が
共同でつくりあげたかけがえのない財産です。
北海道の中央に位置する十勝岳は、火山としては珍しく噴火時に水を多く噴出する山

で、度重なる噴火がもたらす火山灰と土石流が堆積した平らな台地は、山から放射状に
広がる数多くの小河川に浸食され、山の北西に美瑛固有の波状丘陵を形成しました。十
勝岳は他にも南東方向の十勝地区に巨大な波状丘陵を形成しましたが、この丘陵は美瑛

にくらべて襞（ひだ）のピッチが大きく傾斜も緩やかであり、美瑛町の波状丘陵とは異
なる景観となっています。そして道内の他の地にこれほどまでに丘と沢がダイナミック
かつきめ細かに組み合わされている波状丘陵の農地景観を見ることはできません。

この天与の地形は永らく森林に覆われ、アイヌの人々もコタン（集落）をつくること

なく川沿いにこの地を往来していました。そこに明治 27 年から入植が始まり、開拓が
広がっていきました。それから今日に至るまで、人々が働きかけ創り上げてきた美瑛に
みられる土地利用の秩序は明快で合理的です。
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まず湧水などにより水が確保できる沢の平地に人は住居や農場を構えており、住居の

周辺にある沢の平坦地において、灌漑できる範囲を水田としました。一方、日当たりと

水はけのよい丘を畑に使いました。急傾斜地などの開拓が難しい場所は自然林を残すか
人工の樹林地とし、そこから建材や薪を調達するなど、生活のなかで管理し使いこなし

てきました。こうした人々の暮らしと密着した明確な丘と沢を組み合わせた土地利用の
ひろがりを、十勝岳の麓の自然林、そして旧御料地である国有林が取り囲んでいるのが
美瑛全体の景観です。

つまり、自然と人々の営みが唯一無二の組み合わせで

創造した美瑛の景観は、北海道のどこにでもある景観の

代表なのではなく、北海道でも日本でも、そして世界的
に見ても他に類をみない景観なのです。

景観の秩序（合理性）に気づかないまま建てられる建

物などは、美瑛の景観の合理性を知らないが故に残念に
も景観を壊してしまう場合があります。これからの景観
を考えていくためには、これまで無意識に享受してきた

美しい景観の成り立ちを理解し、町民等、町及び事業者
が協働して景観をつくっていく必要があります。
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景観計画の枠組み
「景観計画区域」とは、美瑛の美しい景観を守り育てる条例や、
美瑛町景観計画が対象とする範囲のことを指します。
美瑛町全域が「景観計画区域」です。
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美瑛町の景観は大きく分けて、「山岳景観区域」と「丘のまち景観区域」の 2 つの区域で

構成されています。
山岳景観区域

人の手が入らない十勝岳の麓や御料地（現在は国有林）として山林を保護管理されていた
ところでは、現在も豊かな自然環境を享受することができます。ほぼすべてが国有林又は
保安林となっており、既に伐採や開発に制限がかけられています。また美瑛町の象徴的な
景観要素（ランドマーク）として町内の様々な場所から望むことができる十勝岳連峰は、
大雪山国立公園としても保護されています。この区域の豊かな自然環境は、今後も保全し
ていく必要があります。

丘のまち景観区域

起伏に富む波状丘陵の上に直線的な区画割りを行い、人が沢に暮らすことを基本としなが
ら、沢の平坦地を水田、丘を畑として耕すという土地利用によって成り立つ特性を持って
います。それが、丘や沢の美しい農村景観として顕著に現れており、今後もその個性を伸

ばす形で景観形成を図る必要があります。
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その他に、景観育成区域を定めています
市街地などの景観特性が他と異なる場合や、新たな方法で景観形成を図る場合に景観育成
区域を定めています。

本通景観育成区域

国道237号沿道区域

丸山通・西大通景観育成区域

道道966号沿道区域
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区画整理事業の際に建築協定が結ばれており、美瑛町の個性
ある自然及び歴史から特徴づけられる「人、石、緑、花」をテー
マとして、個々の建築物や街並み全体をデザインすることに
より個性的な景観が形成されてきました。今後もこの協定の
理念に基づき、美瑛町の顔としてふさわしい景観形成を行い
ます。

丸山通・
西大通景観
育成区域

丸山通は歩道の拡幅や、景観に配慮した舗装材やデザイン性
の高い照明施設の導入、電線の地中化により十勝岳の眺望を
いかした賑わいのある街並み空間を創出します。西大通は、
区画整理事業により「丘のまち」のイメージを持ったまちづ
くりを行ってきましたが、今後も美瑛駅と国道 237 号線とを
結ぶ重要な道路にふさわしい沿道景観を形成します。

国道 237 号 交通量も多く、美瑛町の入口の一つと言える重要な道路で
すが、通行車両からの分かりやすさに重点を置いた建物や
沿道区域
広告物が多い区域となっており、煩雑な景観となっていま
す。今後は、屋外広告物の規制や誘導、大型店舗の外観や
駐車場等の配置について美瑛町らしさを追求するなど、沿
道景観の改善を図ります。

道道 966 号 道道 966 号は、十勝岳に向かって市街地から白金温泉方面
に伸びる幹線道路です。屋外広告物の規制・誘導や、景観
沿道区域
に影響を与えやすい施設等の立地については敷地境界に樹
林帯を設けるなどの工夫を促し、十勝岳の眺望をいかし、
街路樹と一体となった緑豊かで落ち着いた沿道景観を形成
します。
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届出が必要な行為
町民等、事業者の皆さんには、下記の行為を行う際に届出にご協力いただく
必要があります
土地の区画形質の変更

面積が 1,000 ㎡以上かつ切土、盛土、切盛土で高さ 2m 以上のもの
（都市計画法に規定する用途地域に関しては、面積が 3,000 ㎡以上かつ
切土、盛土、切盛土で高さ 2m 以上のもの）

急傾斜地での土地の造成

平均斜度 30 度以上かつ傾斜直高 10m 以上のもの

森林の伐採

伐採面積が 5,000 ㎡以上かつ森林経営計画に基づかないもの

建築物の新築、増築、改
築若しくは移転、外観を
変更することとなる修繕
若しくは模様替又は色彩
の変更

当該建築物の高さ（増築にあっては増築後の高さ）が 10m 以上又は地
上 3 階建て以上のもの又は延べ面積（増築にあっては増築後の面積）
が 1,000 ㎡以上のもの
（都市計画法に規定する用途地域にあっては、高さ 15m 以上かつ地上
3 階建て以上又は延べ面積が 2,000 ㎡以上のもの）

工作物の新築、増築、改
築若しくは移転、外観を
変更することとなる修繕
若しくは模様替又は色彩
の変更

・門、堀、垣、さく、擁壁など
当該工作物の高さが 5m 以上のもの
・煙突、物見台塔、通信用鉄塔など
当該工作物の高さが 10m 以上
（都市計画法に規定する用途地域にあっては 13m 以上）
・太陽電池発電設備など
当該工作物の高さが 10m 以上又は築造面積が 1,000 ㎡以上
（都市計画法に規定する用途地域にあっては 13m 以上又は築造
面積が 1,000 ㎡以上）のもの

その他

景観形成の目標達成に影響を及ぼす行為であって町長が指定し、告示
したもの

下記の軽易な行為についても届出の対象としています。
建築物の建築等

当該建築物の延べ床面積が 175 ㎡以上かつ高さが 5m 以上のもの

工作物の建設等

当該工作物の高さが 5m 以上のもの

屋外広告物の設置

片面の表示面積が 2 ㎡以上又は高さ 5m 以上のもの

森林の伐採

伐採面積が 100 ㎡以上で森林経営計画に基づかないもの

屋外における土石、廃
棄物、資材、その他の
物件の堆積

100 ㎡以上又は堆積の高さが 3m 以上、かつ堆積する期間が 60 日を超
えるもの

景観育成区域内

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる
修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
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届出等の手続きは下記のようになります。
① 届出の内容の公開、景観への影響についての説明会の開催

②「行為の届出書」及び計画がわかる図面・写真の提出
（町民等への公開及び説明会の結果についても報告）

美瑛町景観審議会

③ 必要に応じて審議

美瑛町

行為の実施者（施主、事業者）

説明会とは？
行為を行う予定敷地に接する土地や建物等の所有、占有者及び予定
敷地の行政区又は町内会の住民の皆さんが対象です。予定敷地が他
の行政区、町内会に隣接している場合は、その行政区の住民の皆さ
んも対象となる場合があります。

町民等
（関係住民等）

公開とは？
条例施行規則の別記様式第 4 号の標識を掲げることで、行為に関す
る情報を公開します。

④ 届出の受理 ／ 設計の変更その他の必要な措置の勧告
何か制限があるの？
町は、届出の内容が景観形成の方針や景観形成基準などを満たして
いるかチェックをします。必要に応じ、景観に配慮していただくた
めに協議を行ったり、計画の内容を修正いただく場合があります。

美瑛町

軽易な行為の実施者
（施主、事業者）

①「軽易な行為届出書」および計画がわかる図面・写真の提出
②必要に応じて助言・指導

◆農業や林業を営むための行為は、公開・説明会を伴う届出行為の対象外となります。
◆国若しくは地方公共団体が行う行為は、町への通知が必要となります。
7
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景観づくりのためのチェックポイント
山岳景観区域

各種法制度により自然環境の保護や森林の保全を目的とした開発
規制が行われています。今後、開発が行われる場合は、その状況
に応じて景観育成区域とし、別途景観形成の方針を定めます。

丘のまち景観区域
チェックポイント①

景観形成基準に適合した行為としましょう。
景観形成基準

土地の
形質の
変更

○美瑛町の宅地の立地特性を尊重し、沢などの低地部での変更を推奨します。丘陵地
で宅地造成を行う場合は、周辺農地の経営や、周辺景観及び眺望景観に充分配慮し
たものとし、樹林地の保全や植栽等による緑化を行います。緑化の際には、周辺景
観と調和した樹種の構成や配置とします。
◯周辺景観と調和した色彩とし、原色は使用せず、彩度は 7 以下とします。

色彩
形態
意匠

建築物

町民等や事業者が行う行為

○自然の地形形状に沿うものとし、できる限り造成等に係る切土及び盛土の量を少な
くします。法面が発生する場合は、緑化などを行い景観と調和させます。

◯奇抜な形態、意匠は避けましょう。
◯山の稜線や丘陵地の連続性を分断しない高さとします。

○丘陵地などの見通しの良い場所に関しては、原則、低層とします。農業用施設など
建物本来の用途・目的・機能上の理由がある場合、かつ周辺景観と調和すると認め
られるものに関しては、原則によりません。

高さ

※ここに掲載している景観形成基準は抜粋です。美瑛町景観計画を必ずご確認ください。
〈明度〉

「彩度 7 以下」の色彩とは？

9
8

左の図は、5RP（赤紫色）の明度と彩度を段階
的に変えた色を表したものです。これら色を例に
あげると、原則、赤枠内の色であれば使用するこ
とができます。それ以上の彩度は、景観審議会等
の場で場所、周辺環境、建物のコンセプト、意匠
を総合的に協議した上で使用するものとします。
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14〈彩度〉

国や北海道、地方公共団体
が行う行為

◆公共空間の整備指針にそって景観形成を推進します。
整備指針

道路

◯法令の範囲内において、景観特性を損なわないよう周辺の地形と調和した道路線形の設定
に努めます。
◯法面は緑化を施し、大規模な切盛土はできるだけ避けるよう努めます。
◯特に景観に配慮する必要がある区域について、電線類の共架、地中化を推進します。

付属
施設
河川等

◯原則として景観色化を推進し、その色彩や形式の統一化に努めます。
○過度な設置は行わず、安全確保に必要最低限の施設整備を基本とします。
○環境保全型の施設整備を推進し、水辺の生態系等に配慮します。
※ここに掲載している整備指針は抜粋です。美瑛町景観計画を必ずご確認ください。

8

biei_keikan.indd 8

2015/03/11 16:23

チェックポイント②

届出の行為がどこからどのように見えるのか、確認しましょう。

波状丘陵の地形の中では、視点場との関係によって見え方が大きく異なります。特に美瑛町

では、重要な視点場として「優良景観ポイント」と「優良景観ルート」を定めています。必ず、
開発行為の届出の際には、これらのポイントやルートからの景観への影響を確認しましょう。
届出の際には、配置図や平面・立面

図以外に、完成予想図（色彩を含む完
成イメージを描いた図面）などにより
景観への影響を明らかにしたものを資
料として提出してください。

北西の丘

新栄の丘
三愛の丘

N

2,000m
道路
優良景観ルート

四季彩の丘
千代田の丘

優良景観ポイント

樹林を伐採する場合は、保

全する樹林と伐採する樹林の
位置及び高さ・幹の太さ（幹
周り）がわかるように配置図
等に記してください。
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チェックポイント③

質の高い景観づくりを行うために事例集を活用しましょう。

立地によっては、個別協議により景観と調和する方策をお願いすることがあります。また、

事例集などを参照して質の高い開発にしましょう。

美瑛町景観計画事例集
～町内の素敵な住まい・店舗づくりを参照しましょう～
建ち方タイプ６-３：丘の林隠れ家タイプ

枝葉を伴った落雪には注意が必要

この事例集は、美瑛町内

の丘陵地での「建物の建ち

M-46

方」を体系的に調査した上

防風林を一部切り拓くようにして宅地が確保されている

で、今後の住まいや店舗づ
くりの参考になる事例を集
めたものです。
ガレージは道
路に近づけて
設置

入口から見る。一番手前にガレージが覗き、奥に主屋が見える。

事例集の中には、立地条

件や周辺環境、気候を読み

道路からはほとんど建物の姿が見えない

解き快適に暮らす知恵がた

くさん盛り込まれています。

「建物の建ち方」に蓄積され
た知恵をいかすことが、美

美田地区の南部に位置する住宅。丘の上にある防風林を一部切り拓くようにして住宅が挿入されて
いる。道からは林にしか見えず、建物の存在感はほとんどない。林の入り口のようなアプローチから手前
にガレージがあり奥に主屋がある。遠くまで見渡せる眺望はないが、樹々に囲まれた落ち着いた空間が

瑛町特有の魅力的な風景を

想像できる。防風林の中なので、建物建設に伴う風景の変化はほとんどなく、風雪に対しても守られてい
るので、宅地として有効活用するポテンシャルが高そうだ。
ただし、枝葉を伴った落雪の懸念などに注意
防風林の中にかすかに建物らしきものが見える。

しながら、樹木と建物の関係を検討する必要がある。
28

29

つくるものとなります。

景観審議会での協議

多様な立場の委員が意
見を交換しながら届出
された行為について景
観づくりの観点から協
議します。

土地の特性・景観への配慮事項

～個々の土地で気をつけなければならないことがあります～

美瑛町では、それぞれの土地の特性や過去の履歴、その土地

に建物を建てる際の注意事項（アクセス、除雪、周辺樹林の保全、
電線や電柱の整備、周辺農地への配慮、優良景観ポイントやルー
トへの配慮）などの情報を管理しています。

それらの情報をもとに、特に見晴らしの良い土地では、個別

に景観と調和させるための方策をお願いすることがあります。

場所によっては、見通しが良く、
これまでに電線・電柱の地下埋設な
どの配慮を行ってきたエリアがあり
ます。こういった場合は、同様の配
慮をお願いすることもあります。
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美瑛の美しい景観を守り育てる条例
の主な内容
第1章

総則

◯ 本条例の目的、用語の定義、基本理念、町民等・町・事業者の責務について規定しています。

第2章

景観計画

◯ 景観計画：基本理念に則り、景観づくりを行うための基本的かつ総合的な施策を計画的に進め
るために定めます。

◯ 景観育成区域：景観計画区域内で特に良好な景観づくりを進める必要がある地域として指定す
ることができます。

第3章

景観計画区域内における行為の制限等

◯ 届出対象行為、特定届出対象行為、事前公開、説明会の開催について規定しています。
◯ 軽易な行為：届出対象行為とならない軽易な行為についても届出を必要とします。

◯ 空地等の管理の要請：空地、遊休地、廃屋等（以下「空地等」という。）が景観を著しく阻害し
ていると認めるときは、所有者又は占有者に対し、景観づくりに配慮した空地等の管理を行う
よう要請することができます。

第4章

景観重要建造物及び景観重要樹木

◯ 景観重要建造物、景観重要樹木：地域の自然、歴史、
文化等からみて、建造物の外観又は樹容が景観上の

特徴を有し、良好な景観の形成に重要なものであり、
保存が望ましいと認める建造物や樹木を定めること
ができます。

第5章

表彰、助成等

◯ 表彰：景観づくりに著しく寄与していると認められる建築物その他のものについて、その所有者、
設計者、施工者等、行為を行った者を表彰することができます。

◯ 技術的援助と経費の一部助成：景観重要建造物及び景観重要樹木の保存や、景観づくりに寄与
すると認められる行為を行おうとする者に対し、技術的援助を行い、又はその行為に要する費
用の一部を助成することができます。

第6章

景観審議会

第7章

◯ 景観審議会：美瑛町の景観づくりに関し重要

雑則

◯ 財産権の尊重や、土地の買い取りについ

な事項を調査審議するため設置します。

て規定しています。
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町民等、町及び事業者の役割
町民等、町及び事業者との協働による景観づくりを行います。
町民等の役割
町民だけではなく、町内に居住している人、町内の
土地又は建築物等の所有者は、景観づくりの主体で
あることを認識し、お互いに協力して景観づくりに
寄与するように努めましょう。

事業者の役割

自らの活動が地域景観に大きな影響を与えることを
認識し、景観づくりに努め、町が実施する景観づく
りに協力しましょう。

美瑛町の役割
◯ 景観づくりに関し、必要な調査を行うとともに基本的かつ総合的な施策を実施します。
また、町民等の景観づくりに関する知識の普及及び意識の向上を図ります。
◯ リーダーシップを発揮しつつ、施策の策定及び実施において、町民の意見が十分に反映さ
れるよう努めます。
◯ 必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し、景観づくりについて協力を
要請します。

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。
今後も美瑛町の景観が魅力的であり続けるためには、まずは景観をつくっているのは
開拓から現在まで続いている農業の営みであることを理解し、来訪者にも協力していた
だきながら安心して営農をできる環境をつくらなければなりません。
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。
条例の全文及び景観計画、また届出に必要な書類などは、美瑛町役場ホームペー
ジに掲載されています（https://town.biei.hokkaido.jp/）。
ご不明な点、ご相談などございましたら下の問い合わせ先までご連絡願います。
お問い合わせ先：美瑛町役場 政策調整課
TEL 0166-92-4330
Mail seisaku_chousei@town.biei.hokkaido.jp
平成27年３月発行
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