
札幌市都市景観基本計画

（概要版）
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都市景観基本計画の概要 
 
 （１）上位・関連計画の整理 
 

  札幌市は、都市としての成熟期を迎える中、個性的で調和のとれた魅力ある都市空間を形成す

ることを目指し、平成９年３月、景観形成の基本的指針となる札幌市都市景観基本計画（以下「基

本計画」という。）を策定した。その後、第４次札幌市長期総合計画をはじめ、各種上位・関連

計画が策定されたため、基本計画をベースに、景観的視点において、上位・関連計画などの内容

との整合を図り、景観法に基づく景観計画を策定している。 

  本基本計画は、原風景、景観構造、都市形成、並びに生活、文化からみた本市の景観特性を踏

まえ策定されたものであり、本市の景観マスタープランと位置付けられる。 

  なお、景観法に基づく景観計画の策定にあたっては、既存景観条例を景観法に移行するため、

基本計画の考え方に基づく検討を行っており、景観計画策定後も、本基本計画が本市における景

観マスタープランとしての役割を果たすものであるとしている。 
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（２）札幌市都市景観基本計画 
 

序 章 札幌にふさわしい都市景観を求めて 

第１章 景観特性 

□原風景 

  札幌市は、世界でもまれな多雪型で寒冷な気候条件のもと、はっきりとした四季の移ろいが

人々の生活を彩る。植生については、ポプラやライラック等の外来種も多く見られ、雄大なエル

ム（ニレ）が育つ北海道大学キャンパスや大通公園は、札幌を代表する風景となっている。 

 

□景観構造 

（１）地形 

    街並みを形成する基盤。「扇状地」「平地」「丘陵地」「山麓地」の４つに分けられる。 

（２）緑 

    市街地は、山並みの緑を背景にもち、大通公園等の都心部の緑地や小さな「森」が存在する。 

（３）水辺 

    扇状地を形成した豊平川、まちづくりの基軸となった創成川等多くの河川が流れている。 

（４）道路 

    開拓当時の格子状街路パターン、環状・放射状道路、丘陵地の曲線道路が地域の個性をつく

り出している。 

（５）街並み 

    札幌のイメージとなっている都心部の他、地域の拠点を中心に個性化が図られつつある。 

 

□都市形成 

（１）開拓使のまちづくり（明治２年～31年）  

大通と創成川を基軸とした 60間四方の格子状の区画等、現在の都心の原型がつくられた。ま

た、ケプロンら多くの外国人技師により海外の進んだ技術が取り入れられ、現在の札幌の景

観に大きな影響を及ぼしている。 

（２）戦前のまちづくり（明治 32年～昭和 19 年） 

北海道区制改正により札幌区が誕生し、大正 11 年に市制が施行され、様々な都市基盤整備が

進む。 

（３）戦後のまちづくり（昭和 20年～46 年） 

昭和 30 年頃から周辺町村との合併により都市規模が急激に拡大。昭和 41 年に第 11 回冬季オ

リンピックの招致が決定し、地下鉄南北線の開通（昭和 46 年）、民間の建設ラッシュ等によ

り都心部の街並みが大きく変化。 

（４）冬季オリンピック後のまちづくり（昭和 47年～現在） 

政令指定都市に移行し、区政が施行された。この間、郊外へ進んだ宅地開発は、住区整備計

画（昭和 48 年）、地区計画制度（昭和 55 年）等により計画的な誘導が図られた。また、都市

景観要綱が制定（昭和 63年）され、優れた都市景観形成が推進された。今日では、北方圏の

拠点都市を目指し、海外との積極的な交流を図っており、今後は、国際化や高齢化、高度情

報化といった社会的変化に対応したまちづくりが求められる。 

 

□生活・文化 

（１）精神（こころ） 

    時代の精神と都市の形成は大きなつながりがある。札幌の開放的なまちづくりには開拓時代

の精神が活かされるのではないか。 

（２）生活（暮らし） 

    四季を楽しむ市民のライフスタイルによって、札幌の都市景観は形づくられている。 
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第２章．計画の基本的考え方 

□景観形成の基本理念 

  「透明感と輝きをもった美しい北の都市をつくりあげる」 

 

□景観形成の 5つの目標 

  札幌の景観特性をもとに、景観形成の目標を定める。 

  １．環境と風土を生かす 

  ２．四季の移ろいを生かす 

  ３．歴史から学び未来に育てる 

  ４．すべての人にやさしい視点をもつ 

  ５．みんなの力で積み重ねる 

 

 □景観形成の 10の基本指針 

（１）街路都市から街並み都市へ 

（２）地形を生かす 

（３）自然と調和するまちづくり 

（４）緑を守り、育てる 

（５）潤いある水辺を演出する 

（６）快適な道路空間をつくる 

（７）魅力ある拠点をつくる 

（８）時を演出する 

（９）ヒューマンスケールのまちづくり 

（10）防災に配慮したまちづくり 

 

第３章．都市景観形成方針 

□景観構造と景観ゾーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

□景観構造の形成方針 

[地形] ４つの地形（扇状地、平地、丘陵地、山麓地）が持つ景観的特長と、街からのスカイ 

 ラインの眺望等、恵まれた景観資源を生かした景観形成を進める。 

[緑] 豊かな自然の緑を守り、新しい緑を育てながら、これらを生かした景観形成を進める 

[水辺] 河川を生かし、水辺と緑を互いにネットワーク化することにより、地域の潤いを演出する 

景観形成を進める。 

[道路] 街路樹の演出や眺望への配慮等、地域の個性と沿道の快適空間の創出を大切にした景観形成 

を進める 

[街並み]魅力的な都心や拠点をつくるとともに、現在ある景観資源を十分に活かしながら、景観形成 

を進める 
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 □景観ゾーンの形成方針 

  都市形成の歴史と、札幌の景観の土台となっている 4つの地形と

の関連から 8 つの「景観ゾーン」に分けることができる。この「景

観ゾーン」は現在の景観特性から区分されたものであり、必ずしも

この区分によって景観整備が進められるわけではない。以下に、大

きなまとまりとして地域の個性をつくっていくと考えられる 8 つ

の「景観ゾーン」について、それぞれの景観形成の考え方を示す。

なお、「景観ゾーン」毎の景観形成においても、5 つの景観構造を

活かしたまちづくりを進めることが必要である。 
 

（１）都心景観ゾーン 

○水と緑を生かした潤いのある景観づくり ..........  .. 植物園など大規模緑地のネットワークの形成 

○活気を活かした魅力ある景観づくり ..............  .. にぎわいのある魅力的な街並みの形成 

○歩いて楽しい街並みづくり ......................  .. 均質な格子状街路での印象的な空間の創出 

○歩いて楽しい街並みづく り ......................  .. 歴史的建造物等を核とした奥行きのある街並み形成 

  

（２）都心周辺景観ゾーン 

○水辺と緑の景観ネットワークを楽しむ ............  .. 扇状地の地形を生かした水辺景観の形成 

○水辺と緑の景観ネットワークを楽しむ ............  .. 親水性の高い水辺と緑地のネットワークの形成 

○新しい活気と地域の個性が調和する景観づくり ....  .. 新しい賑わいのある街並みの形成 

○新しい活気と地域の個性が調和する景観づく り ....  .. 地域の歴史的資源の保全活用 

○新しい活気と地域の個性が調和する景観づく り ....  .. 格子状街路での「その場らしさ」の創出 

○緑豊かで良好な住宅地景観の形成 ................  .. 質の高い住宅地の形成 

○緑豊かで良好な住宅地景観の形成  ................  .. 良好な住宅地の保全、整備 
 

（３）平地市街景観ゾーン 

○地域の顔となる景観づくり ......................  .. 活気と個性ある景観拠点の形成 

○地域の顔となる景 観づくり ......................  .. 地域の歴史的資源の保全活用 

○地域の顔となる景観 づくり ......................  .. 格子状街路での「その場らしさ」の創出 

○個性ある住宅地景観の形成 ......................  .. 資源を活かした住宅地景観の形成 

○緑を生かした景観づくり ........................  .. 水辺と緑の景観ネットワークの形成 

 

（４）丘陵市街景観ゾーン 

○自然を身近に感じる景観づくり ..................  .. 丘陵地の地形を生かした景観の形成 

○自然を身近に感じる景観づ くり ..................  .. 水辺と緑の景観ネットワークの形成 

○結節点の印象を高める魅力的な街並みづくり ......  .. 結節点における魅力的な街並みの形成 

○結節点の印象を高める魅力的な街並みづくり  ......  .. 幹線道路、地域商店街等における魅力的な景観の創出 

○個性ある住宅地景観の形成 ......................  .. 地形を生かした個性的な住宅地景観の形成 

○歴史的資源を活かした景観づくり ................  .. 地域の歴史的資源の保全活用 

 

（５）山麓市街景観ゾーン  

○緑と河川の景観ネットワークづくり ..............  .. 崖線の緑の帯の形成 

○緑と河川の景観ネットワークづ くり ..............  .. 水辺と緑の景観ネットワークの形成 

○変化に富んだ魅力的な道路景観づくり ............  .. 地形の起伏に合わせた魅力的な道路景観の形成 

○眺望と緑を生かした魅力的な住宅地景観の形成 ....  .. 質の高い住宅地の形成 

○眺望と緑を生かした魅力的な住宅地景観 の形成 .....  .. 良好な住宅地の保全、整備 

 

（６）平地郊外景観ゾーン 

○緑を生かし眺望を演出した景観づくり ............  .. 固有の自然的資源を生かした景観の形成 

○緑を生かし眺望を演出した景 観づくり ............  .. 自然的資源と歴史的資源のネットワーク形成 

○印象的で魅力ある拠点づくり ....................  .. 拠点にふさわしい魅力的な街並みの形成 

○新しい景観モデルになるような住宅地景観の形成 ..  .. 地域の自然的資源を活用した質の高い住宅地の形成 

○水辺の景観づくり ..............................  .. 広がり感を生かした運河の水辺の整備 

○水辺の景観づ  くり .............................  .. 蛇行する河川や三日月湖を生かした水郷の水辺の整備 

8 景観ゾーン 
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（７）丘陵郊外景観ゾーン  

○豊かな自然と眺望を生かした景観づくり ...........  .. 河川と一体になった自然緑地の保全活用 

○豊かな自然と眺望を生かした景観づ くり ...........  .. 丘陵からの眺望（市街地、山並み）の確保 

○活力ある拠点づくり ............................  .. にぎわいのある新しい街並みの形成 

○活力ある拠点づ くり ............................  .. 自然と調和した文教施設周辺の景観形成 

○地域の特性を生かした魅力的な住宅地景観の形成 ...  .. 地形や自然的資源を生かした景観形成 

○地域の特性を生かした魅力的な住宅地景観の 形成 ..  .. 地域の歴史的資源の保全活用 

○丘陵の水辺づくり ..............................  .. 水辺を生かした潤い空間の演出 

 

（８）山麓郊外景観ゾーン 

○豊かな自然環境の保全と身近な自然を生かした環境づくり ..  .. 生態系に配慮した自然緑地景観の保全、育成 

○豊かな自然環境の保全と身近な自然を生かした環境 ...  .. 自然と共存する文化・レクリエーション環境の形成 

○自然を背景とした美しい街並みづくり.............  .. 緑豊かな質の高い市街地の形成 

○自然を背景とした美しい街並みづく り.............  .. 自然と共存する文教施設周辺の景観形成 

○渓谷の水辺づくり ..............................  .. 自然あふれる水辺空間の保全、育成 

○印象的なアプローチ道路づくり ..................  .. 自然に配慮した道路景観の形成 

 

第４章．景観形成の取り組み方～みんなで進める景観づくり 

（１）市民の役割 

    庭先の手入れや地域まちづくり活動への参加等、できることから実践していくことが必要。 

（２）企業の役割 

    建設や広告物の設置、再開発等、企業の行う様々な行為は、地域に与える景観的な影響に配

慮することが大切である。住民と連携しながら地域の個性を大切にした景観形成を進める等、

積極的なまちづくりへの取り組みが望まれる。 

（３）行政の役割 

    市民や企業の先導的役割を果たすことができるような質の高い公共空間の創出に努めるとと

もに、市民や企業の自主的な取り組みに対する支援等の検討を行い、優れた景観形成に向け

た総合的な取り組みの推進に努める。 

 
 □景観形成の推進方策 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市景観条例の制定 

  

 

 

関連制度の横断的活用 

連絡調整体制の推進 

整備の推進体制 

情報交換の充実 

  

市民参加と啓発活動の推進 

 

景観学習の推進 

 

顕彰制度の充実 

１ 制     度  

２ 体     制 

３ 意識の高揚・啓発 

景 

観 

形 

成 

の 

推 

進 

方 

策 

●都市景観形成地区指定制度 

●大規模建築物等の景観誘導 

●都市景観協定制度 

●歴史的建造物の保存・活用支援制度 

●都市景観推進に係る補助・助成制度 

●公共事業の連携体制の推進 

●公共空間デザインマニュアルの作成 

●国、道の景観モデル事業の活用 

●景観形成活動への助言 

●講演会、シンポジウム等の開催 

●タウンウォッチング、景観マップの作成 

●都市景観懇談会の開催 

●景観研修会等の開催 

●学校教育における副教材、副読本の作成 

●都市景観賞の実施 

●景観写真コンテストの開催 

●まちづくりアイディアの募集 


