第2章

景観計画の枠組み

1．美瑛町の景観の基本構造
美瑛町は、南東の十勝岳連峰の峰、北西の忠別川、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総面積 676.78㎢の町です。十勝岳
は水分を多く含む火山であり、その噴火により放射状に流れた河川の浸食で形成さ
れた「沢」と、浸食されずに残った「丘」とで構成されるいわゆる「波状丘陵」の
地形が特徴的です。そして、明治中期の開拓事業を契機として人が暮らし始めるよ
うになりました。開拓事業は北海道の多くの地域で展開されましたが、起伏に富む
この波状丘陵の上に、格子状の直線的な区画割りで農地開墾が行われたことが、他
にみられない独特の農村景観を生み出すことになりました。一方で、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。
このように美瑛町の景観は大きく分けて、この格子状の区画割りが卓越する開拓
による区域（以下「丘のまち景観区域」という。）と、山岳からなる自然豊かな区域（以
下「山岳景観区域」という。）の、全く性質の異なる 2 つの区域で構成されています。
特に丘のまち景観区域において、森を伐り拓いてきた開拓者たちは、基本的に厳
しい気候の中でも湧水など水を確保でき風を防ぐことのできる沢地に居住し、沢の
平坦地を水田に、丘の傾斜地を畑に開墾してきました。丘で必要な防風林を残しつつ、
一方で開墾が困難な樹林地は、薪や建材を調達する里山や造林地として活用してき
ました。美瑛市街地もその例外ではなく、この地で最も大きな沢の平坦地を居住と
水田に適した場所とみなして住み始め、徐々に拡大する中で現在の市街地は形成さ
れました。こうした、十勝岳連峰を背景にした起伏に富んだ地形をいかした合理的
な土地利用こそが、美瑛町の景観の基盤をなしており、町を代表する特徴的な丘の
景観も、沢に人が暮らすことではじめて成立していると言えます。

2．景観形成の目標
山岳景観区域は、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。
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丘のまち景観区域は、前述のとおり、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。また美瑛市街地はこれまで、日本の他都市と同様に、都市計画
の用途地域や土地区画整理事業などの施策による高密度市街地化が進められ、町内
の他の農村地域と一線を画して考えられてきました。しかし、美瑛市街地は丘のま
ち景観区域の中心として、一般的な市街地化ではない上記特性を生かした市街地形
成を図ることが可能です。こうした考え方に基づき、美瑛市街地については開拓の
歴史を背景に持つ沢の一部として、都市の利便性と農村の豊かな環境とが一体となっ
た他には見られない魅力的、個性的な景観形成を目指します。

3．景観形成の仕組みと区域設定
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本景観計画が対象とす
る範囲のことを指します。
本景観計画では、美瑛町全域を景観計画区域とします。そして、届出が必要な行
為（届出対象行為）を設定し、その行為が景観形成の方針等を満たしているか町が
チェックを行い、届出者との協議や勧告を行う、また高度な内容に関しては景観審
議会で審議を行うという仕組みになっています。（P.20 〜参照）
満たすべき景観形成の方針は、行為が行われる場所の景観特性や景観形成の目標
によって異なります。したがって、本景観計画では、景観計画区域内を「山岳景観
区域」と「丘のまち景観区域」に区分し、それぞれに方針等を定めています。（P.24
〜参照）
「景観育成区域」は、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、別途、限定的に設定する区域です。より詳細な方針等を定めることができ
ます。
本景観計画では、土地区画整理事業を実施する際に結ばれた建築協定により、新
たな街並みが形成された本通を「本通景観育成区域」、十勝岳に向かって伸びる目抜
き通りであり、質の高い賑わいのある歩行空間を目指す丸山通・西大通を「丸山通・
西大通景観育成区域」、主要幹線道路として屋外広告物の規制や誘導をはじめとした
美瑛らしい沿道景観づくりの推進が課題である「国道 237 号沿道区域」「道道 966
号沿道区域」を景観育成区域として設定し、景観形成を推進します。また、今後も
必要に応じて景観育成区域を設定します。（P.32 〜参照）
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本景観計画では、公共空間についても景観上重要な要素であるため、道路・河川・
公園・緑地・建築物・サインについて整備指針を定めています。（P.33 〜参照）

〈景観育成区域〉
●●景観推進区域（仮）

景観 計 画 区 域 （ 美 瑛 町 全 域 ）

自然環境を
守る区域

…

山岳景観区域
個別に景観育成を行う
場合は景観育成区域
として設定し、
方針や基準を定める。

本通景観育成区域
丘のまち
景観区域

丸山通・西大通景観育成区域
国道 237 号沿道区域

人の営みによって
生まれる景観を
育てる区域

道道 966 号沿道区域

…

景観計画区域の区分と景観育成区域の設定
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（1）景観計画区域

「山岳景観区域」及び「丘のまち景観区域」は、下記図面の範囲です。

景観計画区域
山岳景観区域

丘のまち景観区域

辺別川
▲忠別岳

オマン川

ルベシベ川
美馬牛川

宇莫別川

▲竹山

置杵牛川

美瑛川

▲トムラウシ山
▲丸山

JR富良野線

▲オプタテシケ山

▲美瑛岳

N

▲十勝岳

0

4,000

8,000

16,000

24,000

32,000

山岳景観区域と丘のまち景観区域の区域図

【参考】

JR 富良野線

凡例

国有林

国立公園（特別保護地区）

保安林

国立公園（第 1 種特別地域）

農振農用地

国立公園（第 2 種特別地域）

都市計画区域

国立公園（第 3 種特別地域）

都市計画

国立公園（普通地域）

用途地域

0

4,000

N

8,000

16,000

24,000

32,000m

開発規制統括図
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（2）景観育成区域

「本通景観育成区域」と「丸山通・西大通景観育成区域」
「国道 237 号沿道区域」
「道

道 966 号沿道区域」は下記図面の範囲です。

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

N

0

100

500

1,000m

道道966号

西大通
国道237号

本通

丸山通

景観育成区域の区域図
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第3章

届出または通知の対象となる行為と手続き

1．届出または通知の対象となる行為
条例で定める景観計画区域の届出または通知の対象となる行為は次の通りです。
①

土地の区画形質の変更で、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）

②

急傾斜地での土地の造成で、平均斜度 30 度以上かつ傾斜直高 10m 以上
のもの

③

森林の伐採で、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

④

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で、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）

⑤

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で、下記工作物の種別ごとに定めるも
の
・門、堀、垣、さく、擁壁その他これらに類するものに関しては、当該工
作物の高さが 5m 以上のもの
・煙突、物見台塔、通信用鉄塔その他これらに類するものに関しては、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のその他の工作物に関しては、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

⑥

その他、景観形成の目標達成に影響を及ぼすと認められる行為であって
町長が指定し、告示したもの
20
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④、⑤に関しては、特定届出対象行為として定められています。
また、下記行為については適用除外となります。
・森林法および自然公園法の規定に基づき、許可、認可、届出等を要する行為
のうち、規則で定めるもの
・農業及び林業を営むために行う行為

2．届出に関して必要な手続き
行為の届出に必要な手続きは下記の通りです。
①

景観法に基づく届出が必要な行為を行う場合は、町への届出の前に行為
の内容について町民等に公開してください（美瑛の美しい景観を守り
育てる条例施行規則の別記様式第 4 号の標識を掲げます）。公開後、行
為の内容及び工事施工方法並びに景観への影響について関係住民等の理
解を得るための説明会を開催します。必要な場合は、関係住民等と協定
を締結してください。

② 「行為の届出書」（条例施行規則の別記様式第 1 号）および計画がわかる
図面・写真を町に提出し、行為の届出を行います。その際に、公開また
は説明会の結果についても報告します。
③

町は景観計画に定められた方針及び基準との整合性について審査します。
必要に応じて美瑛町景観審議会において審議を行う他、景観計画に定め
られた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、届出に係
る行為に関し、設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告します注）。

④

行為に着手する際には、届出や行政からの勧告の内容を遵守してくださ
い。

注）特定届出対象行為に該当する場合、良好な景観の形成のために必要があると認めるときには、景観
計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした
者に対し、当該制限に適合させるため必要な限度において、当該行為に対し設計の変更その他の必
要な措置をとることを命ずることができる。（景観法第 17 条第 1 項より）

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。
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3．軽易な行為の届出
また、景観形成の機運を高め、美瑛の美しい景観を守り育てる条例及び本景観計
画の普及を図るために、下記の軽易な行為についても届出の対象とし、必要に応じ
て相談や助言等を行います。
①

建築物の建築等で、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

②

工作物の建設等で、高さが 5m 以上のもの

③

屋外広告物の設置で、片面の表示面積が 2㎡以上又は高さ 5m 以上のも
の

④

森林の伐採で、伐採面積が 100㎡以上で森林経営計画に基づかないもの

⑤

屋外における土石、廃棄物、資材、その他の物件の堆積で、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

⑥

景観育成区域内に関しては、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

4．届出または通知を行う際に必要となる書類
届出にあたっては、定められた届出書以外に、行為の内容がわかるように、下記
の資料を添付してください。
① 「行為の届出書」又は「行為の通知書」

（軽易な行為を行う場合は「軽易な行為届出書」）

行為の場所、着手および完了予定日、届出内容に係る照会先、行為の種類、

計画の概要などを記載します。
②

図面

計画の具体的な内容を記載した下記図面を添付してください。
・位置図（縮尺 2,500 分の 1 以上）
行為を行う土地が、町内のどこに位置するのかを把握できる図面です。
・配置図（縮尺 200 分の 1 以上）
建築物や工作物の敷地内における配置に加え、樹木や道路の配置、法面
の有無、地形や土地利用など周辺環境との関係性を示す図面です。特に、
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・
22
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幹の太さ（幹周り）がわかるようにしてください。
・平面図（縮尺 200 分の 1 以上）
建築物や工作物の間取り等の用途や面積がわかる図面です。
・立面図（縮尺 200 分の 1 以上）
建物や工作物の高さや外観がわかる図面です。
・完成予想図
色彩も含めた完成イメージを描いた図面です。屋根や外壁の色彩に関す
る書類も添付してください。
土地の区画形質の変更の届出に関しては、現況、造成を行う範囲、切土
や盛土等の状況を示した土地の造成計画平面図及び断面図（縮尺 200 分の
1 以上）を添付してください。
森林の伐採の届出に関しては、伐採を行う範囲、伐採後に行う措置につ
いて示した森林伐採計画（縮尺 2,500 分の 1 以上）を添付してください。

③写真

上記図面を補足する写真も添付してください。
・現況写真
行為を行う土地に近接した道路や、その土地を望見できる「優良景観ス
ポット」や「優良景観ルート」（P.31）などの特定の位置から撮影した現
況写真と、撮影方向を示した図面を添付してください。そして土地を造
成したり、建物を建てたりするエリアを示してください。
・航空写真
計画敷地も含む周辺環境の状態を把握するために、添付を推奨します。
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第4章

景観形成の内容

1．景観計画区域における景観形成の方針と景観形成基準
美瑛町の景観は、自然豊かな「山岳景観区域」と開拓により形成された「丘の
まち景観区域」とで構成され、その特性を保全または育成することを前提に、次
のような方針に基づいて景観形成を行います。

（1）山岳景観区域

山岳景観区域は、自然環境を保全することを目標とした区域です。その大半にお

いて自然公園法や森林法などにより、自然環境の保護や森林の保全を目的とした開
発規制が既に行われています。したがって、一定の基準を満たせば開発を許容して
しまうような「景観形成基準」は設けません。ただし、白金温泉やビルケの森など
の既に開発が進行している地域に関しては、今後の開発状況に応じて景観育成区域
として区域設定を行い、別途景観形成の方針を定めます。
（2）丘のまち景観区域

丘のまち景観区域は、その景観特性を伸ばす景観形成を行うことを目標とした区

域です。
①

丘と沢とで構成される起伏に富んだ地形と、その地形に適した宅地・農地・
樹林地などの土地利用が展開していることが丘のまちの景観特性となってい
ます。景観形成基準を定めることにより、景観特性を生かした景観形成を推
進します。

24

美瑛町景観計画_150306ver.indd 24

2015/03/12 11:43

項目

土地の形質の
変更
（宅地造成、農
地 の 開 墾、 道
路整備など）

敷 地（ 駐 車 ス
ペースや広場
などのオープ
ンスペースを
含む）

塀など

景観形成基準

○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。

解説
◯美瑛町の景観の個性
は、波状丘陵の地形
の起伏にあります。
その地形を生かすよ
うにしましょう。

◯美しい景観は、沢に
人が住み、丘は畑地
○美瑛町の宅地の立地特性を尊重し、沢など
として活用されてい
の低地部での変更を推奨します。丘陵地で
ることにより成り
宅地造成を行う場合は、周辺農地の経営や、
立っています。景観
周辺景観及び眺望景観に充分配慮したもの
の美しさをただ享受
とし、樹林地の保全や植栽等による緑化を
するだけではなく、
行います。緑化の際には、周辺景観と調和
自身が行う開発行為
した樹種の構成や配置とします。
等が景観の一部にな
ることに配慮しま
しょう。
○緑豊かな景観になるよう努めます。植樹や、
生け垣を施す場合には、周辺景観と調和し
た樹種の構成や配置とします。
○駐車スペースは特に周辺景観に配慮し、必
要最小限とするなどの工夫をします。周辺
景観と調和させるために必要な場合は、道
路と駐車スペースの間に緩衝帯を設け、既
存樹林地の保全や樹林帯を設けましょう。

○景観特性に配慮し、必要に応じて設置しま
す。
○圧迫感を与えない高さとします。

◯農地が広がるエリア
はもちろんのこと、
市街地においても生
け垣や庭、家庭菜園
などが魅力的な景観
を生み出していま
す。緑豊かな美瑛町
らしい潤いのある景
観を創出しましょ
う。
◯農業景観の連続性を
断絶したり、周囲に
圧迫感を与えるよう
な高さの塀は控えま
しょう。

◯営農上必要な堆積
屋 外 に お け る ○土石、資材（廃車も含む）、その他の物件の
は、美瑛町の農業景
土 石、 資 材、
堆積は、できる限り目立たない位置で行う
観の一部とも言えま
その他の物件
ようにします。堆積が常に行われる場合は、
すが、雑然と放置す
の堆積
緑化等による修景に努めます。
ることのないように
しましょう。
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項目
配置

規模

景観形成基準

○景観特性に配慮し、周辺環境と調和した規
模とします。

◯建物の配置や規模は
一律の基準で定める
ことはできません。
周辺環境とのバラン
スを保ちましょう。

○建物本来の用途・目的・機能上の理由によ
り大規模なものとなる場合は、樹林地の保
全や植栽等による緑化を行うなど、景観に
配慮します。

◯規模の大きなものと
なる場合には、特に
景観に注意を払いま
しょう。

○景観特性に配慮し、周辺環境と調和した配
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

解説

○奇抜な形態、意匠は避けましょう。
○「事例集」を参考にした、質の高いものと
します。

◯自然景観や農業景観
から浮いてしまうよ
うなデザインはやめ
ましょう。

建築物

◯景観との調和だけで
はなく、それぞれの
建物が魅力的なもの
となるようにしま
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。
高さ

◯農家住宅は、基本的
に沢に位置してお
り、山の稜線や丘陵
○丘陵地などの見通しの良い場所に関しては、
地の連続性を分断し
原則、低層とします。農業用施設など建物
ません。新しく行う
本来の用途・目的・機能上の理由がある場合、
開発に関しても、分
かつ周辺景観と調和すると認められるもの
断しないよう十分配
に関しては、原則によりません。
慮しましょう。

設備（空
調及び給
排水の設
備、オイ
ルタンク
やアンテ
ナ等）

○建築物本体及び周辺の景観との調和に配慮
し、目立たない位置に設ける、また覆いを
する等工夫をします。

仮 設 物 ◯周辺景観と調和した色彩とし、原色は使用
（テント、
せず、彩度は 7 以下とします。
差し掛け
等）
○奇抜な形態、意匠は避けましょう。

◯建物だけではなく、
それに付随するもの
も、景観を構成する
要素です。周辺景観
にあったものとしま
しょう。

26

美瑛町景観計画_150306ver.indd 26

2015/03/12 11:43

項目

景観形成基準

解説

○周辺景観と調和がとれた形状・意匠・材質・
色彩とし、表示面積及び掲出数は必要最小
限とします。また、道路敷地等における乱
立を避けるための集約化に協力しましょう。
◯商業的なこれらの要
素は必要なものです
が、過度に設置され
ると景観を阻害する
要素となってしまい
○眺望を阻害するような広告物は設けません。
ます。わかりやすさ
を追求しつつも、景
○夜間照明は、必要以上に華美なものは避け
観への配慮を忘れな
ます。
いようにしましょう。

広告物

○イベントなどの臨時的な設置を除き、過度
な看板やのぼり等は設置しないようにしま
す。

自動販売機

○覆いの使用、周辺環境に馴染む着色、建物
の中への取り込みなどにより、周辺景観と
の調和に配慮します。

アスファルト
プ ラ ン ト、 コ ○周辺に与える威圧感、圧迫感、突出感を軽
ンクリートプ
減するため、道路などの望見できる方向の
ラント、クラッ
敷地境界線からできるだけ後退させ、樹林
シャプラント
地の保全や植栽等による緑化に努めます。
その他これら
緑化の際には、周辺景観と調和した樹種の
に類する製造
構成や配置とします。
施設や、石油、
ガ ス、LPG、 ○自然素材の使用は妨げないものとし、着色
農 産 物・ 飼 料
する際には周辺環境に溶け込む色彩としま
等を貯蔵する
す（※ 1）。
施設

◯工場や倉庫など規模
の大きな施設は、用
途地域制度等によ
り、 集 約 さ せ つ つ、
景観にも配慮するよ
うに促します。
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項目

景観形成基準

解説

○携帯電波の発信や送電のための鉄塔の整備
は、乱立を防ぎ、他社との共架を原則としま
す。
○将来における増設も含めた美瑛町全域におけ
る整備計画に定められたもののみとします。
○周囲の景観に配慮し、できるだけ目立たない
位置に建てます。（例）山頂や尾根から突出
するような鉄塔は設置しません。稜線を乱さ
煙 突、 携 帯 電
ないよう、尾根からできるだけ低い位置や、
話や電気供給
樹林地の近くで整備します。
のための鉄柱・
鉄 塔、 鉄 筋 コ ○機能を満たすための必要最小限の大きさ及び
ンクリートの
高さとします。
◯携帯電話や送電線な
柱 など
ど の 鉄 塔、 メ ガ ソ ー
○自然素材の使用は妨げないものとし、着色す
ラ ー は、 景 観 に 大 き
る際には、周辺環境に溶け込む色彩とします
な影響を与えるもの
（※ 1）。
と な っ て い る た め、
慎重に対応します。
○電線の横断はできる限り少なく、直角横断に
なるよう努めます。丘陵地などの見通しがよ
い場所では、地中化を推進します。
○宅地への引き込み電柱等の整備においても、
景観に充分に配慮し、地中化などに努めます。
◯できるだけ早い段階で美瑛町との協議を行い
ます。
太陽電池発電
設備（メガソー ◯整備をする際には周囲の景観に充分に配慮し
ラー）など
たものとします。丘陵地などの良好な景観に
大きな影響を与えるような場所での建設は避
けましょう。
※1

自然素材とは、木、コンクリート、ガラス、鉄等とします。ガラス等
への光の照射によりぎらつきが発生し、それが主要な動線や眺望点
からの景観に大きな影響を与える場合には、樹林帯を設けます。
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◆色彩についての基礎知識
本景観計画では、色を正確かつ客観的に捉えるため、JIS（日本工業規格）などにも採用され、
国際的な尺度となっている「マンセル表色系」を採用します。
「マンセル表色系」では色彩を「色
相（しきそう）」「明度（めいど）」「彩度（さいど）」の組み合わせによって表現します。

「色相」はいろあいを表すもので
す。10 種類の基本色（赤、黄赤、
黄、黄緑、緑、青緑、青、青紫、紫、
赤紫）があり、それぞれの基本色
を 10 段階で分割した、100 種の色
相で表します。
基 本 色 を R、YR、Y、GY、G、
BG、B、PB、P、RP とアルファベッ
ト で 表 現 し、10GY、5B と い う よ
うに示します。

▲色相環（しきそうかん）
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「明度」は明るさを 0 から 10 ま
での数値で表すものです。明るい
色ほど数値が大きくなります。最
も明るい白で明度が 9.5 程度、最
も暗い黒で明度 1.0 程度です。
「彩度」は鮮やかさを 0 から 14
までの数値で表すものです。色相
によって最も鮮やかな色彩の彩度
は異なり、赤の原色の彩度は 14 程
度、青の原色の彩度は 8 程度です。
白、黒、グレーなどは彩度が 0 と
なります。

▲ 5RP（赤紫）の等色相面
マンセル値は、【色相・明度 / 彩度】の順に表します。上の黒枠で囲んだ色は【5RP4/12】
と表現します。
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◆景観形成基準における色彩の考え方
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▲ 5R（赤）の等色相面
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▲ 5Y（黄）の等色相面
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丘のまち景観区域においては、建築物に関
する景観形成基準にて「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。」と定めています。したがって、
こ れ ら の 等 色 相 面（5R、5Y、5G、5B、5P）
に表現されている色を例にあげると、外壁
や屋根などの色は赤枠内の色を使用するこ
とになります。

8

1

3

▲ 5P（紫）の等色相面
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0

2

▲ 5B（青）の等色相面
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▲ 5G（緑）の等色相面

しかし色彩は、どういった場所で、どういっ
た周辺環境の中で、どういった理念やデザインのもとに使われるかによって、景観づくりに
寄与するものとなるのか、景観へ大きな影響を与えるものになるのかが変わってきます。美
瑛町では、鮮やかな色の屋根と周辺農地とのコントラストが人を惹きつけるものとなってい
る場合もあります。
したがって、原則的に建築物の色彩は彩度 7 以下とすることを原則としますが、それ以上
の彩度を使用する場合には、景観審議会等の場で場所、周辺環境、理念、デザインを総合的
に協議した上で使用できるものとします。
＊ P.29 〜 30 で用いられている色相環及び等色相面の図は、『マンセルシステムによる色彩の定規』（監修：一般社団法人日本色
彩研究所、発行：日本色研事業株式会社）より転載・加筆
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②

丘陵地などの見晴らしの良い場所で行われる行為には、特に注意を払う必要
がありますが、波状丘陵の地形の中では、視点場との関係性によって見え方
が大きく異なります。したがって、特に重要な視点場として、良好な景観を
望むことのできる展望台や特定の道路を「優良景観ポイント」や「優良景観ルー
ト」として定めます。行為の届出の際には、「優良景観ポイント」や「優良景
観ルート」からどのように見えうるか等を、写真やパース図などにより明ら
かにした資料を提出することを求めます。現段階では観光資源として位置づ
けられている展望台（北西の丘、新栄の丘、三愛の丘、四季彩の丘、千代田
の丘）と、
「丘のまちびえいセンチュリーライド」と「丘のまちびえいヘルシー
マラソン」のコースを「優良景観ポイント」と「優良景観ルート」として位
置づけています。しかし、これら以外にも町内には景観のすばらしい場所が
多く眠っているため、このポイントやルートは必要に応じて追加します。

凡例
道路

新栄の丘

優良景観ルート

優良景観ポイント

北西の丘

三愛の丘
四季彩の丘
千代田の丘
N

0

2,000

4,000

8,000m

優良景観ルートと優良景観ポイントの位置図
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③

建物の建てられ方、また行為の景観に与える影響は、敷地形状や敷地周辺の
地形、接道状況、樹林地の有無などの詳細によって異なります。「丘のまち景
観区域」全体に一律のルールを定めた景観形成基準では、最低限配慮すべき
事項しか定めることができません。したがって、必要に応じ、それぞれの敷
地条件の違いをふまえた個別協議による景観指導を行います。そして、開発
にあたって参照できる「事例集」を本計画に付録することで、質の高い開発
を促します。

2．景観育成区域における景観形成の方針と景観形成基準
景観育成区域では、各区域の特性に応じた景観形成を図ります。
本通や丸山通に代表される駅前空間は、美瑛駅を中心とした流通拠点として古く
から商店や倉庫などが立ち並ぶ区域です。現在も、町民が利用するたくさんの商店
が建ち並んでいることに加え、鉄道で訪れる来訪者にとって美瑛町の顔ともなって
います。美瑛町の顔としてふさわしい景観形成を行い、美瑛駅や駅前広場などの公
的空間と連続した町民や来訪者の交流空間を創出します。
また、国道 237 号及び道道 966 号は、主要幹線であり、交通量の多い道路となっ
ています。そういった性質ゆえに、大型店舗や人目を引く屋外広告物等が多い沿道
となっています。しかし、観光車両も多く、美瑛町の入口とも言える重要な道路で
もあるため、今後は屋外広告物の規制や誘導をはじめとした美瑛らしい沿道景観づ
くりを行います。
これらの本通、丸山通、国道 237 号、道道 966 号を軸として景観育成区域を定め
ます。
（1）本通景観育成区域

本通では、既に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。時
代に合わせて定期的に検証しつつも、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。
（2）丸山通・西大通景観育成区域

丸山通は美瑛駅から十勝岳方面に向かって伸びる目抜き通りです。歩道の拡幅に

より歩きやすい空間とするだけではなく、景観に配慮した舗装材やデザイン性の高
い照明施設の導入等に加えて、電線の地中化により丸山通の特性である十勝岳の眺
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望をいかすことで、本通地区と一体となった賑わいのある街並み空間を創出します。
西大通は、鉄西土地区画整理事業による整備に伴い地区計画を定め、壁面の位置
やへいの高さ、刺激的な色彩や装飾、広告や看板類の制限により「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。美瑛駅と国道 237 号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。
また、これらの沿道では、道路に面した建築物や屋外広告物、自動販売機、車庫
や駐車スペースは景観に配慮したものとする他、ポケットスペースやベンチ、案内
サインなどの施設を配置し、歩行者にとって優しい良好な空間を形成します。
（3）国道 237 号沿道区域

国道 237 号は、北は旭川市、南は日高町に続いている主要幹線です。交通量も多

く、美瑛町の入口の一つと言える重要な道路となっています。しかし、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、ドライブイン型の飲
食店、農機販売の事業所などが立地し、通行車両からの分かりやすさに重点を置い
た建物や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。
（4）道道 966 号沿道区域

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あ

り、主要な観光動線でもあります。特に国道 237 号に近いエリアでは、通行車両か
らの分かりやすさに重点を置いた建物や広告物がみられます。屋外広告物の規制・
誘導や、景観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。

3．公共空間の整備方針と整備指針
公共事業による行為は大規模なものが多いことから、事業の計画・設計・実施は
周辺環境に調和するよう最大限配慮しながら行わなければなりません。特に道路改
良等に伴う土地区画形質の変更や附属施設の設置、工作物及び建築物・構造物等の
設置にあたっては景観に与える影響が大きいことから、その規模や色彩、意匠等に
ついて十分検討し、周辺景観を阻害しないよう必要な措置を講じます。
本整備方針は、景観計画区域内で実施される全ての公共事業に対して適用し、国・
北海道等の関係機関と連携を図りながら、より良い景観形成を推進します。
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項目

整備指針

道路・橋梁

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。
○歩道はバリアフリーを基本とし、舗装の種類・形状・色彩に配慮し
ます。
○街路樹・植樹帯等は適正な管理を行い、緑豊かな街並み空間の形成
を推進します。

橋梁

○橋梁本体の美しさの創出にも配慮しながら色彩・形式等を検討し、
周辺景観との調和に努めます。

附属施設

○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。
○照明灯は地域の景観特性に配慮し、配置・形態・意匠・高さの統一
化に努めます。

その他施設

○規制標識 ( 公安施設 ) の裏面や支柱の景観色塗装を推進します。
○電柱や信号機、消火栓等のその他施設についても、地域の景観特性
に配慮した配置・色彩・形式等を基本とし、周辺の環境と調和した
施設整備を推進します。

河川等

○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。
○護岸の緑化、堤体の法面植栽等に努めます。

公園・緑地等

○華美で過度な施設を設置せず、周辺の環境と調和した施設整備に努
めます。
○園木・植栽等は適正な管理を行い、緑豊かで開放的な空間形成を推
進します。

建造物
サイン

工作物

○地区の景観特性に配慮した形状・配置に努めます。
○周辺景観に調和するよう外観色に配慮します。

建物

○大規模な建物や付帯施設などは境界線との間に緩衝帯を設け、周辺
環境と調和するように努めます。
○敷地内の緑化に努めます。

案内サイン

○配置・形態・意匠・高さの統一化を図ると共に、集約化に努めます。

情報サイン

○案内サインと連動し、シンプルでわかりやすい表示を目指します。
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第５章

景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針

1．景観重要建造物、景観重要樹木とは
景観法では、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、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであり、道路そ
の他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものを、景観重要建造物及び
景観重要樹木として指定することができます。
美瑛町では丘陵地の畑に囲まれて、農作業の休憩のための納屋や、敷地境界を示
すため樹木があり、それらは TV コマーシャルや写真等の被写体となることで注目
を集め、来訪者を惹き付ける観光資源となりました。一方で、それらの樹木と一緒
に写真撮影をするために、農地に侵入してしまう来訪者が後を絶たず、農地が病害
虫感染の危険にさらされるといった問題も発生しています。この問題を解決するた
めには、単なる観光スポットとするだけでなく、それらの建造物や樹木が本来持っ
ていた意味と、基盤にある農業や生活の営みを周知する必要があります。そういっ
た来訪者への情報発信と共に、景観資源を町民みんなで大切にしていくことも必要
です。
本計画では、必要に応じて景観重要建造物や景観重要樹木へ指定することができ
るように、指定の方針を定めます。

2．指定の方針
以下の①〜③の項目のうち、いずれかに当
てはまる建造物及び樹木について、景観重要
建造物、景観重要樹木に指定することができ
ます。
①

地域のシンボル的な存在であり、良

ケンとメリーの木

好な景観の形成に寄与するもの
②

自然、歴史、文化、生活などの特性
が現れているもの

③

名所や被写体として来訪者に長年親
しまれているもの
旭のレンガ造りの倉庫
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第６章

景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的事項

1．景観農業振興地域整備計画とは
景観農業振興地域整備計画は、景観計画及び農業振興地域整備計画に適合させつ
つ、景観と調和のとれた良好な営農条件を確保するために策定することができる計
画です。対象とする区域内の土地の農業上の利用に関する事項、農業生産の基盤の
整備及び開発に関する事項、農用地等の保全に関する事項、農業近代化のための施
設の整備に関する事項について一体的に定められます。
本景観計画では、この景観農業振興地域整備計画の策定を検討する際の指針とし
て、農地景観を保全・形成するために必要な基本的事項を定めます。

2．保全・形成すべき農業景観の特色
農地は、美瑛町の景観で最も重要な要素
だと言えます。特に、波状丘陵の地形に畑
が広がる景観は、丘のまちびえいの代表的
な景観となっています。一方で、切土や盛
土により農地を平らにする均平化事業が昭
和後期から平成にかけて行われました。こ
れは、土砂の流出を防ぎ、農業機械で安全
かつ効率的に耕しやすくする営農環境を向
上させる事業ですが、大規模な法面が発生

法面が露出する農地

するなどの景観上の問題もあります。

3．景観を保全・形成するための方針
農業振興を前提とし、土地の農業上の利
用や、農業用施設の整備についても周囲の
景観との調和に配慮します。
均平化により平らに近くなった農地
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第７章

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

1．屋外広告物の制限について
美瑛の美しい景観を守り育てる条例では、屋外広告物の設置は届出対象行為では
ありませんが、今後、美瑛町屋外広告物条例を制定することにより、屋外広告物に
関しても景観と調和させる取り組みを展開することができます。
本景観計画では、美瑛町屋外広告物条例の制定を検討する際の指針として、必要
な基本的事項を定めます。

2．制限の方針
屋外広告物が景観に与える影響は大きく、農地が広がる区域では、できる限り設
置しないことが理想であり、設置の際にも景観に充分に配慮したものとすることが
求められます。したがって、町全域を屋外広告物等の設置に関する行為の禁止地域
又は許可地域とすることで、屋外広告物条例に定める基準に適合しない屋外広告物
等は認めないとする等の対策を検討します。また、屋外広告物の個数、位置、規模、
表示面積、形態、意匠、色彩、照明、その他必要な事項を基準として定めます。
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第８章

景観重要公共施設の整備に関する事項及び占用等の
基準

1．景観重要公共施設とは
景観法では、良好な景観形成に大きな影響を与える公共施設（道路、河川、公園など）
を景観重要公共施設として指定することができます。指定することで、これらの公
共施設の整備の際に配慮すべき事項や、占用する際の基準を定めることができ、周
辺環境と調和させたり、施設自体の景観特性を高めることが可能になります。

2．景観重要公共施設の指定の方針
本景観計画では、第 4 章にて公的空間の整備方針と整備指針を定めています。そ
の方針や指針の実効力を高めるために、特に景観上重要な役割を持っている公共施
設に関して、景観重要公共施設の指定を検討します。

丘陵景観が続く見晴らしのよい道路

美瑛川
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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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