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くっちゃん景観だよりの発行（年4回）
町ホームページによる公開（検討会議の開催状況、アンケート結果などの公表）
計画案に対するパブリックコメントの実施

緑の基本
方針の
検討

系統別緑地
の配置方針
検討

特性・課題の整理
理念・基本方針（案）
の公表

緑地の保全及び
緑化推進のため
の施策検討

○景観まちづくり活動等の推進方策
○届出対象行為（建築物や工作物など）とルール

景観計画
（案）

作成

緑の基本
計画（案）

の作成

景観計画の策定

緑の基本
計画の
策定

景観行政
団体への
移行

景観計画 ・
緑の基本計画
検討会議

市街地景観
検討部会

景観地区
検討部会

○現地フィールドワーク
○街並みの魅力と課題の
再確認

○地区区分の検討

〇景観計画（原案）
○景観づくりにつながる活動
の現状把握と課題整理

○地域区分の検討

○景観まちづくりの推進方
策の検討

○規制・誘導の検討

○景観地区の見直し検討
○特定用途制限地域の見直し
検討

○建築物等の景観基準の検討
○まちなみづくりのガイド　
ラインの検討

○地区区分の検討

○地区ごとの建築物ルールの検討
○緑化などの新たな景観ルールの
検討

くっちゃん景観だより

計画の柱となる「基本理念」「基本方針」などの“案”を作成しました

第２号の“景観だより”で紹介した町の景観資源などについてさらに検討を進め、倶知安の景観を創り出す
大切な要素を５つに整理しました。

要素階層で整理した魅力的な景観特性をこれからも守り、育み、創るため、景観計画の策定に取組む背景
や目的をもう一度お知らせします。

　【倶知安町の景観特性を把握する要素階層】

来年の計画策定を目指し、約１年かけて検討してきた倶知安町のこれからの景観づくりの方向づけとなる
「基本理念」「基本方針」の案、また、駅周辺の市街地、リゾート地区それぞれの景観に関する検討を踏まえた
方針案をお知らせします。                                                         基本理念等は中面をご覧ください。

・見た目がきれい、ということだけでなく、事業の継続性なども考えながら、暮らしのシステムの視点を持ったルールづくりが大切。
・余裕がある所は樹木を植えると良いが、そうでない所は草花で潤いをつくるというのも雪が多い倶知安町らしい風景ではないか。
・雪の問題、交通の問題、商業活性化などの駅周辺の個々の課題をうまく紡いでいくことが景観をつくるということになる。

第４号　２０２1年4月発行

倶知安町の景観特性について

景観について取組むことの背景と目的のおさらい

お問い合わせ/発行者　倶知安町まちづくり新幹線課景観室　
TEL  0136-56-8012　　FAX  0136-23-2044　　E-mail:keikan@town.kutchan.lg.jp

これまでに開催された検討会議・部会の報告

検討の流れ

　　　今年度の検討目標としている方針（案）に向けて、２月に各会議を１回ずつ開催しました。

第４回　市街地景観検討部会
◆意見交換「駅周辺の景観づくりの方針（案）について」

意見交換の一例

◆意見交換「リゾート地区における土地利用の方針（案）について」

山と川と田園が織りなす景観は、 大地の履歴とともに、 長い時間をかけて人びとのハタラキに
よってつないできた郷土の誇りであり、 かけがえのない財産です。

昨年７月に発足した景観計画 ・ 緑の基本計画検討会議は、 本年２月まで５回にわたり行って
まいりました。 回を重ねるごと、 多様で示唆に富んだ意見交流により、 基本理念 「未来へつな
ぐ羊蹄の輝き」 をはじめ各方針 （案） を本号にて皆さまにお示しできました。 ここに行き着く過
程では、 私たちの行動そのもののあり方や子 ・ 孫の世代に継承していくことの大切さを共有でき
た一方で、 伝えるための言葉を紡ぐ、 表現することの難しさを痛感したところです。 ですから、
多くの方たちにこの計画を理解していただくためには教材として使うことができるような計画書作り
を心掛けなければと思っております。 日常にある「変わらぬものの価値」を大切にしたいものです。

～景観計画の検討１年目を終えて～           （俱知安町景観計画・緑の基本計画検討会議　座長 矢吹　俊男）

日時　：　２０２1年2月１7日（水）　午後5時3０分～午後8時0０分
場所　：　倶知安町役場　３階会議室

・今までの意見を取り入れたものとなっており、全体的に良いものになってきている。
・いろんなところで関わる人達みんなが、一つ一つ行動に移していくことがこれからのステップ。
・「文化」はその場所での積み重なりで育まれるので、「景観」は「文化」であると思っており、基本方針に位置付けられたことは
良いと思う。

◆意見交換「倶知安町の景観特性・基本理念、基本方針（案）等について」
意見交換の一例

日時　：　２０２1年2月25日（木）　午後２時００分～午後４時00　分
場所　：　倶知安町公民館　中ホール

第５回　景観地区検討部会

第５回　景観計画・緑の基本計画検討会議

日時　：　２０２1年2月24日（水）　午後2時00分～午後4時30分
場所　：　ホテルニセコアルペン２階　シュプール

・景観地区だけでなく、町全体において、開発計画が起きたときは必ず町に相談してもらうルールは大切である。
・規制をかけるということはインパクトとしては印象が悪いが、良い景観を狙って作るのであれば、将来的には投資家が戻ってくる
ので、長い目で見て計画したい。

・交通渋滞などのインフラ面への課題についても、今回の景観の検討において整理しておくべきではないか。

意見交換の一例

　令和3年度は、令和2年度で検討した景観づくりの理念や方針を基に、各検討会議において景観づくりの具体的な手
法やルールなどについて検討を進めます。

・恵まれた自然環境の喪失
・顔の見えない土地所有者
・将来像が明確でない開発動向
・短期間で入れ替わる居住者
・公共インフラへの負荷　　    など

◆倶知安に関わるすべての人がこの地に愛着
と誇りを持ち続けられるまち

◆守る、育む、創る視点でのまちづくり
・景観の理念と方針の明確化
・町民が主体となりまちづくりに取り組む姿勢を育む

・リゾート地域の
  さらなる発展
・新幹線・高速道
路による市街地
活性化

・倶知安で大切にした
いもの、潜在的な魅力
の把握

・様々な行政計画で示
されている方針の整理

大きな期待感 不安に対して 目指すもの期待以上の不安感

背
景

目
的

一
方
で…

そ
の
上
で

　個々の要素が複雑に折
り重なり倶知安町の景
観となる

　町に関わる全ての人が
愛着を持ち、心の豊か
さを育む倶知安らしさ
が現れる文化の要素

　暮らしや産業から、現
在の風景につながる街
並みや建物などの要素

　農業の発展から築き上
げてきた、道路やまちの
区画割りなど都市が形
成されてきた要素

　自然から多くの恵みを
いただき、町の基幹産
業となり、美しい風景も
創り出す要素

　景観の骨格となる豊か
な自然環境や地形など
の要素



リゾート地区の全体方針

駅周辺の景観形成の方針（案）

課題解決と観光地マスタープランにおける持続可能な観光地経営の視点も踏まえ、土地利用の方針を以下のとおりとします。

現在の景観地区をリゾート地区とし、拠点となるスキー場周辺のリゾート施設の集積を図りながら、それ以外の地域では
「質を高める」観点から全体的に密度を抑え、可能な限り緑を残す土地利用が求めらることを踏まえ、リゾート地区の目標像
（めざす姿）を以下とします。

景観地区検討部会での検討内容

景観の基本理念と基本方針【案】

自然豊かに四季を通じた魅力ある　地域に愛されるリゾート空間自然豊かに四季を通じた魅力ある　地域に愛されるリゾート空間

人々の交流の中で生まれるにぎわいと憩い、おもてなしを感じる駅周辺の街なみ人々の交流の中で生まれるにぎわいと憩い、おもてなしを感じる駅周辺の街なみ

快適なリゾート滞在環境と豊かな自然環境を大切にする
　～　緑・水・道への負荷を抑えた土地利用の推進　～
快適なリゾート滞在環境と豊かな自然環境を大切にする
　～　緑・水・道への負荷を抑えた土地利用の推進　～

リゾート地区内の土地利用区分（ゾーン）に対応した方針-土地利用のイメージリゾート地区内の土地利用区分（ゾーン）に対応した方針-土地利用のイメージ

　現地調査や町民アンケート調査、検討会議等の結果を踏まえ整理した俱知安町の景観特性と課題等から、以下のように
俱知安町の景観まちづくりの基本理念と基本方針を案として整理しました。

未来へつなぐ羊蹄の輝き未来へつなぐ羊蹄の輝き

普遍的
（過去・現在・未来）

過去に
対する

未来に
対する

現在に
対する

【行動指針】　先人から受け継いだこの大地を大切にし、愛着と誇りを育み、次の世代につなげる
行動のための4つの姿勢

・ 私たちに恵みと厳しさを与える自然環境をよ
く理解し、 「謙虚」 な姿勢を持つ

・ 　次世代の人たちがより良い暮らしや営みのた
めに工夫して変化しようとする取り組みに 「寛
容」 の心を持つ

・ 　倶知安の風景と文化をつくりあげた先人の
思いや取り組みに 「敬意」 の気持ちを持つ

・ 羊蹄山とニセコ連峰、 緑豊かな森林や河川の環境を守る。
・ 羊蹄山や尻別川など、 この町に関わる全ての人の 「ふるさと」 を象徴する風景

を大切にする。

・ 豊かな自然環境と開発のバランスを取り、 エリアの価値を高める持続可能なリゾー
ト地景観をつくる。

・ 地域の暮らし ・ 産業 ・ 歴史を理解し、 それらを表す資産を大切に活かす。

・ 道に落ちているゴミを見つけたら拾うなど、 我々自身の日ごろの行動から、 心に潤
いのある美しい景観文化を育む。※景観文化 ： 町民各々が、 倶知安ならではのふるさと
の風景を誇りに想う気持ちを持ち、  その風景を守り・活かし・伝えるために行動していること。

・ 倶知安の成り立ちや歴史、 様々な環境を知ることによる 「守る」 大切さを学ぶ機
会と、 様々な人が様々な場面でこれらを 「伝える」 機会を創出し、 地域への誇り
を育む。

・ 我々の営みと暮らしを支える農業に関心を持ち、 交流を通じて農業とのつながりを
大切にする。

・ 私たちの 「原風景」 として記憶に残り、 まちの自然と暮らしの豊かさを印象づける
農業景観を大切にする。

・ 身近にみどりの潤いと街並みの清潔さを保ち、 安全安心で住み心地の良い生活
環境をつくる。

・ 後志地域の中心として、 魅力的な市街地形成に努める。
・まちを印象付ける自然景観や農業景観を大切にした沿道からの眺望を大切にする。

1.豊かな緑と水をいかす1.豊かな緑と水をいかす

４.産業や人の営みを感じる資産の魅力を高める４.産業や人の営みを感じる資産の魅力を高める

３.住みよい生活環境と潤いのある都市づくり３.住みよい生活環境と潤いのある都市づくり

５.育んだ地域への愛着を次の世代につなげる５.育んだ地域への愛着を次の世代につなげる

2.四季折々に表情を変え、営み豊かな農業2.四季折々に表情を変え、営み豊かな農業

●駅前広場と一体となった空間形成
●国際リゾートの玄関口となるおもてなしの
　　街並みづくり

●屋外広告物に対する街並みとの調和　
●緑化によるうるおいの創出
●国道5号と駅前通の結節点の魅力づくり

●安全・安心で分かりやすい歩行空間の確保　
●空への広がりのある明るい道路空間の確保
●歩行を促す賑わいがあり居心地の良い空間
　　づくり
●統一感のある街並みづくり

駅周辺の景観づくりの方針（案）

基本方針（案） ※今後の検討状況を踏まえ、適宜修正します。

基本理念（案）
駅周辺は地域の人が集い来訪者が行き交うことから「誰もが過ごして楽しく、憩い、またここに来たいと思える空間づくり」と、

人々の交流の中で「互いに思いやりを持ち、景観づくりに取組むこと」を目指し、駅周辺の景観づくりの方針案を以下とします。

市街地景観検討部会で整理した方針（案）

【駅施設・駅前広場の方針】

〈ニセコひらふエリア〉 〈HANAZONO・旭・岩尾別エリア〉

羊蹄の四季の恵み
～ふるさとの風景と玄関口に

　 ふさわしい潤いのある空間～

羊蹄の四季の恵み
～ふるさとの風景と玄関口に

　 ふさわしい潤いのある空間～

【国道５号の方針】

歩く楽しみを感じて集まり
にぎわい広がる駅前通り
歩く楽しみを感じて集まり
にぎわい広がる駅前通り

【正面の軸（駅前通り）の方針】

都市のにぎわいとうるおいが
調和した沿道の街なみ

都市のにぎわいとうるおいが
調和した沿道の街なみ

▶駅施設（新幹線駅舎、在来線駅舎、町が
整備する利便施設）

▶駅前広場（西側）について

▶駅前広場（東側）について
●利便性が高く人の動線を考慮した空間づ

くり（交通広場）
●羊蹄山への眺望と緑の演出によるおもて

なしの雰囲気の創出
●人々が滞留し非日常の賑わいが生まれる

空間づくり（多目的な憩いの空間）
●駅前通りへ人々を導く空間づくり

●自然と調和し“羊蹄の四季の恵み”をキ
ーワードとしたデザイン

●駅前通との連続性とワイスホルンの眺望
への配慮

●羊蹄山やニセコ連峰の眺望への配慮

●くとさんパークと連動し山並みへの眺望
を大切にした空間

【左右の軸（西３丁目通り）の方針】
駅前広場と一体感のある
おもてなしを感じる街なみ
駅前広場と一体感のある
おもてなしを感じる街なみ

   四季折々に豊かに表情を変える自然に農業をはじめとした産業が発展し、倶知安に暮らす、倶知安
で営む人々が生き生きとしている姿がこの町の「美しい景観」となります。私たちの心のよりどころであ
り、彩り豊かな自然を象徴する「羊蹄山」に見守られ、いつまでも大切にしながら、今よりも暮らしに豊
かさを感じて発展していくよう、互いに支え合い、未来へつないでいくことを目指します。

・ 人とひととのつながりを大切にし、 みんなで支
え合う 「厚情 （思いやり）」 の行動を持つ

こうじょう
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サンモリッツ大橋

低層（維持）型
（Cゾーン）：
落ち着きのあ
るリゾート地

低層（改善）型（Ｂゾーン）：
賑わいを支え、ゆとり
ある質の高いリゾート地

リゾート地区の外側…
　森林・田園の保全
　（リゾート開発の抑制）

その他…保全型（Dゾーン）：
自然環境の保全、周辺と
調和したリゾート環境

景観地区
拡大予定

リゾート地区の外側…
　森林・田園の保全
　（リゾート開発の抑制）

その他…保全型（Dゾーン）：
自然環境の保全、周辺と
調和したリゾート環境

景観地区拡大予定拠点型（Aゾーン）：拠点となる
質の高いリゾート地

拠点型（Aゾーン）：
拠点となる質の高い
リゾート地

リゾート地区 リゾート地区

・ 景観資源に触れる体験を創出し、 人と人とのつながりを通して今ある資源を 「活かす」 創造力を養い、 この地域
に愛着を育む。


