
具体的な施策の現状、課題、方向性について

【その2】

施策② 普及啓発

議事１

具体的な施策の現状、課題、方向性について
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普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの現状現状現状現状

基本計画、条例の位置付け基本計画、条例の位置付け基本計画、条例の位置付け基本計画、条例の位置付け

施策② 普及啓発

札幌市都市景観基本計画（平成9年策定）

・顕彰制度の充実・・・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

○意識の高揚・啓発

・情報交換の充実・・・講演会、シンポジウム等の開催

・市民参加と啓発活動の推進・・・タウンウォッチング、景観マップの作成、都市景観懇親会の開催

・景観学習の推進・・・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

札幌市都市景観条例（平成10年制定 平成19年改正）

○表彰

第43条 市長は、都市景観の形成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、施工者等を表彰することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、都市景観の形成に著しく寄与すると認められる

行為を行ったものを表彰することができる。

○知識の普及等

第10条 市長は、市民及び事業者の都市景観の形成に関する知識の普及及び意識の高揚を

図るため、必要な措置を講ずるものとする。
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普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの現状現状現状現状

普及啓発の取組事例普及啓発の取組事例普及啓発の取組事例普及啓発の取組事例

施策② 普及啓発

□講演会、タウンウォッチング等

・事業者向け事例紹介セミナーや勉強会を開催

・子ども向けタウンウォッチング、景観マップ作成

□都市計画制度等普及事業

・まち本（平成17年～）、ミニまち（平成19年～）等の

普及啓発冊子の作成、配布

・小学生を対象としたミニまち講座・

まちなみ案内の開催

写真は全て

平成23年度の取組
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https://www.facebook.com/#!/kojintekini

普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの現状現状現状現状

普及啓発の取組事例普及啓発の取組事例普及啓発の取組事例普及啓発の取組事例

施策② 普及啓発

□景観重要建築物の普及啓発

・冊子「れきけん×ぽろたび」発刊(平成23年）、

電子書籍化（平成25年～）

□都市景観賞（昭和58年～平成21年）

・昭和58年の第１回から隔年で全14回開催

・景観賞ガイド冊子の作成、配布

・景観賞連携パネル展等開催

六書堂

珈房 サッポロ珈琲館 月寒店
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普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの現状現状現状現状

普及啓発施策普及啓発施策普及啓発施策普及啓発施策のののの見直見直見直見直しししし議論議論議論議論（（（（景観賞景観賞景観賞景観賞のありのありのありのあり方検討方検討方検討方検討からからからから））））

施策② 普及啓発

○市民主体の景観資源選出事業「好きです。さっぽろ（個人的に。）」

市民ひとり一人の個人的に好きな場所や風景を集めて共有することで、市民意識を醸成していくと共に、新たな景

観資源（価値）を生み出しまちづくりの中で活かしていく取組として実施する。

平成23年度（2011年）

平成24年度（2012年）～

（取組の方向性）

市民ひとり一人が、景観を手掛かりとしながら、都市

環境と自分自身を関連付けて捉えていくことで、都市

に対する興味や愛着を深め、その魅力に対する気づき

を通して、景観まちづくりに主体的に関わっていく

きっかけをつくる取組へ。

○審議会議論（主に都市景観賞のあり方について）

「表彰」から地域・市民主体の「選出事業」へ

（市民主体の取組への移行イメージ）（市民主体の取組への移行イメージ）（市民主体の取組への移行イメージ）（市民主体の取組への移行イメージ）

景観賞等

「好きです。」の取組

（試行・実践）

市民主体

の取組へ

取

組

主

体

取

組

主

体

取

組

主

体

取

組

主

体

～Ｈ23 Ｈ24、25、26 Ｈ27～

応募応募応募応募

支援支援支援支援

取

組

取

組

取

組

取

組

協働協働協働協働

行政行政行政行政

市民・事業者市民・事業者市民・事業者市民・事業者
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市民市民市民市民のののの都市景観都市景観都市景観都市景観やまちづくりにやまちづくりにやまちづくりにやまちづくりに対対対対するするするする認識認識認識認識

札幌市札幌市札幌市札幌市

一般的一般的一般的一般的なななな認識認識認識認識

市民目線市民目線市民目線市民目線のののの取組取組取組取組

市民市民市民市民・・・・事業者事業者事業者事業者

・景観協議会

・景観整備機構・・・・等

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ開発開発開発開発

高高高高いいいい関心関心関心関心・・・・愛着愛着愛着愛着

■■■■市民主体市民主体市民主体市民主体のののの景観資源選出事業景観資源選出事業景観資源選出事業景観資源選出事業 好きです。さっぽろ（個人的に。）

取組仕掛人取組仕掛人取組仕掛人取組仕掛人（（（（専門家専門家専門家専門家））））

・市民参加による企画運営

・都市景観アドバイザー

支 援委嘱・協働

協働・支援

関心関心関心関心・・・・興味興味興味興味 意識醸成意識醸成

実施実施実施実施・・・・検証検証検証検証

①①①①身近身近身近身近なななな景観景観景観景観にににに気気気気づくづくづくづく機会機会機会機会 ②②②②景観景観景観景観にににに触触触触れれれれ、、、、共有共有共有共有するするするする機会機会機会機会 ③③③③景観景観景観景観についてについてについてについて考考考考えるえるえるえる機会機会機会機会

成果発信成果発信成果発信成果発信

成果成果成果成果 成果成果成果成果

地域連鎖地域連鎖地域連鎖地域連鎖

普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの現状現状現状現状
施策② 普及啓発

～～～～取組概念図取組概念図取組概念図取組概念図～～～～
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支 援

委嘱・協働

協働・支援

●景観フェスでの連携（ワークショッ

プブースの出店）

●景観ドリームプランの応募、景観

フェスにおいて企画提案、議論

●好きですさっぽろ個人的に運営委員会他様々

な協力者と取組体制を構築

※専門知識、経験を有する市民との協働により

企画・運営

※景観アドバイザー制度も活用

（Ｈ26年度運営委員会メンバー）

・服部 彰治（さっぽろ大通まちづくり株式会社）

・金山 敏憲（さっぽろ大通ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽドリノキ店長）

・堀直人（NPO法人北海道冒険芸術出版代表理事／編集者）

・若菜 彩人（kageraux.cc代表／ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）

・和田 哲（株式会社あるた出版／まちあるき研究家）

（Ｈ26年度運営協力者）

・加賀城匡貴（ﾊﾟﾌｫｰﾏｰ／「ｽｹﾙﾂｫ」ｱｲﾃﾞｱ）

・平川敦子（ヒャッカム--- HIRAKAWA Atsukoﾗﾝﾆﾝｸﾞ作戦室）

・西嶋 裕二 他数名（株式会社 インプル）

取組仕掛人取組仕掛人取組仕掛人取組仕掛人

（市民組織）

・任意団体ＳＩＣＳ 伊藤 雅彦 他数名

・任意団体crage 大阪 匡史 他数名

・さっぽろ軟石を語る会 小原 恵 他数名

（事業者）

・和信化学工業株式会社（塗料メーカー）

・軟石や（軟石グッズ制作・販売

・札幌昭和会（塗装事業者の任意団体）

普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの現状現状現状現状
施策② 普及啓発

市民市民市民市民・・・・事業者事業者事業者事業者

札幌市札幌市札幌市札幌市

～～～～平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度のののの取組体制取組体制取組体制取組体制～～～～
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ねらい

Ｈ26年度

Ｈ25年度

Ｈ24～

市民市民市民市民のののの都市景観都市景観都市景観都市景観やまちづくりにやまちづくりにやまちづくりにやまちづくりに対対対対するするするする認識認識認識認識

一般的認識一般的認識一般的認識一般的認識 高高高高いいいい関心関心関心関心・・・・愛着愛着愛着愛着関心関心関心関心・・・・興味興味興味興味

身近身近身近身近なななな景観景観景観景観にににに気気気気づくづくづくづく機会機会機会機会 景観景観景観景観にににに触触触触れれれれ、、、、共有共有共有共有するするするする機会機会機会機会 景観景観景観景観についてについてについてについて考考考考えるえるえるえる機会機会機会機会

①①①① 好好好好きですきですきですきです。。。。募集募集募集募集、、、、facebookfacebookfacebookfacebookページページページページ運営運営運営運営

②②②② 市民参加市民参加市民参加市民参加ワークショップワークショップワークショップワークショップ（井戸端会議会議会議会議ONONONON市電市電市電市電））））

③③③③ まちあるきイベント（まちめぐりロゲインまちめぐりロゲインまちめぐりロゲインまちめぐりロゲイン））））

④④④④ 景観景観景観景観まちづくりカードゲームまちづくりカードゲームまちづくりカードゲームまちづくりカードゲーム☆☆☆☆景景景景カードカードカードカード

⑤⑤⑤⑤ トークイベントトークイベントトークイベントトークイベント（（（（景観大喜利景観大喜利景観大喜利景観大喜利））））

⑥⑥⑥⑥ 景観資源選出景観資源選出景観資源選出景観資源選出イベントイベントイベントイベント（（（（さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろ景観総選挙景観総選挙景観総選挙景観総選挙））））

⑦⑦⑦⑦ トークフォーラムトークフォーラムトークフォーラムトークフォーラム（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ24242424～Ｈ～Ｈ～Ｈ～Ｈ26262626））））

⑧⑧⑧⑧企画企画企画企画イベントイベントイベントイベント（（（（景観景観景観景観ドリームプランドリームプランドリームプランドリームプラン募集募集募集募集））））

⑨⑨⑨⑨様々様々様々様々なコンテンツをなコンテンツをなコンテンツをなコンテンツを用用用用いたイベントいたイベントいたイベントいたイベント（（（（景観景観景観景観フェスフェスフェスフェス））））

普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの現状現状現状現状
施策② 普及啓発

～それぞれの認識度に応じた取組とそのねらい～～それぞれの認識度に応じた取組とそのねらい～～それぞれの認識度に応じた取組とそのねらい～～それぞれの認識度に応じた取組とそのねらい～

景観景観景観景観をををを通通通通してしてしてして地域地域地域地域のののの魅力魅力魅力魅力

価値価値価値価値をををを知知知知るるるる

景観的景観的景観的景観的なななな課題課題課題課題にににに対対対対するするするする認識認識認識認識

をををを高高高高めるめるめるめる

課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けたけたけたけた具体的行動具体的行動具体的行動具体的行動

をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす
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①①①① 好好好好きですきですきですきです。。。。募集募集募集募集、、、、facebookfacebookfacebookfacebookページのページのページのページの運営運営運営運営 Ｈ24～継続中

普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの現状現状現状現状
施策② 普及啓発

平成平成平成平成24年度年度年度年度 約約約約380 いいね！いいね！いいね！いいね！

平成平成平成平成25年度年度年度年度 約約約約900 いいね！いいね！いいね！いいね！

平成平成平成平成平成平成平成平成26年度年度年度年度 1256 いいね！いいね！いいね！いいね！

（（（（12/1現在）現在）現在）現在）

いいね！は「良い！」、「共感した！」という意思表示。

ページへの「いいね！」は一人一回のみ。

「いいね！」するとユーザーは最新の情報を自動的に受け取ることができる。

ページへのいいね！数
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⑨⑨⑨⑨景観景観景観景観フェスフェスフェスフェス

8% 9% 11% 21% 27% 11% 5%2%
1%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

年代

10歳未満 10代 20代 30代 40代

50代 60代 70代 80代 回答なし

56% 44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

性別

男性 女性

22% 5% 5% 11% 10% 10% 4% 11% 3%
2%

10% 5%2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

居住地

中央区 北区 南区 東区

西区 厚別区 清田区 豊平区

白石区 手稲区 市外 市内※未記入

回答なし

23% 65% 4%

0%0%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

景観フェスを通じて、景観への関心が高まりましたか？

非常に高まった やや高まった 変わらない

やや無くなった 無くなった 回答なし

イベント概要イベント概要イベント概要イベント概要

・回収数133件（詳細内容については配布資料にて）

普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの現状現状現状現状
施策② 普及啓発

⑧⑧⑧⑧景観景観景観景観ドリームプランドリームプランドリームプランドリームプラン募集募集募集募集 アンケートアンケートアンケートアンケート結果抜粋結果抜粋結果抜粋結果抜粋

開催日時： 11月3日（月・祝）11：00～18：00

会場： ノルベサ 3階 イベントスペース

来場者数： 約200名

イベントプログラム：

○景観えんにち

・どサンこパスdeまちめぐりロゲイン

・軟石や

・和信化学工業

・札幌イメージコーディネート研究会

・まちバッチリ

・米飯十貨店

・株式会社インプル

・札幌市

○「景観まちづくりカードゲーム☆景カード」体験会

○景観ドリームプランＭＴＧ（ミーティング）

○トークセッション「はじめまして、景観」

○「第1回さっぽろ景観ウノレトラクイズ」決勝大会

（予選大会は10月26日 市電で開催）
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普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの現状現状現状現状
施策② 普及啓発

アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））

⑨⑨⑨⑨景観景観景観景観フェスフェスフェスフェス

Q 札幌の景観をより良くしていくためには、どのようなことが重要だと思いますか？

みんな一人一人の意識が高くなると良い 20

魅力を大事に、活用しよう（自然、四季、れきけん） 20

ルールが大事 13

イベントがもっとあるとよい 7

ゴミ、タバコを捨てないようにしよう 7

みんなで協力しよう 6

普及・啓蒙活動 6

ハード整備を良いものに 5

ＰＲを充実させる 4

情報を知りたい 2

連携しよう 2

観光客目線 2

景観70色関連 2

住民目線で 1
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・ＳＮＳツールを活用した双方向性のある情報発信の実現→1256いいね！

（参考）

サッポロスマイルfacebookページ

（市長政策室シティプロモート事業）→約7000いいね！

・路面電車や専門講師の誘導によるアイスブレイクにより活発な意見やその今後につながる取組

アイデアが生まれた

・ゲーム形式の仕掛けにより、市民が路面電車沿線の景観資源に楽しみながら触れる機会となった

→着地型観光の１形態として展開の可能性

・児童会館１７館においてお試し会を開催、５００人以上の児童にルールを説明

・各児童会館において継続的に使用 ・まちづくりツールとして期待

普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの課題課題課題課題・・・・方向性方向性方向性方向性
施策② 普及啓発

① 好きです。facebookページ

② 井戸端会議ON市電

③ まちめぐりロゲイン

④ 景カード

「「「「好好好好きですきですきですきです。」。」。」。」のののの取組結果取組結果取組結果取組結果
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・楽しみながら景観について考える機会として道行く市民の注目を集めた

・市民から飛び入り参加もあり、地域のイベント等でも開催が可能

・市民にとって分かりやすい仕掛けであり、各種報道機関にて取り上げられた

・様々なテーマで講師を招き、幅広い市民の興味関心を引き出し、景観について学ぶ機会

となった。

・市民の様々なアイディアを募集し、情報共有や意見交換等をすることで、参加した市民の

まちづくりに対する関心を高める機会となった。

・様々なコンテンツを一堂に集め、連動的に開催することで幅広い市民が参加し、意識向上を図る

機会となった。

普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの課題課題課題課題・・・・方向性方向性方向性方向性
施策② 普及啓発

⑤ 景観大喜利

⑥ さっぽろ景観総選挙

⑦ トークフォーラム

⑧景観ドリームプラン募集

⑨景観フェス

「「「「好好好好きですきですきですきです。」。」。」。」のののの取組結果取組結果取組結果取組結果
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大通公園ベンチ塗替えプロジェクト

「ＳＷＲ

（Ｓａｐｐｏｒｏ ｗｏｏｄ ｒｅｐａｉｎｔｅｒｓ）」

普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの課題課題課題課題・・・・方向性方向性方向性方向性
施策② 普及啓発

企業

取組

市民

主体的取組提案

「大通公園のベンチ

を塗り替えたい！」

支援・

アドバイス

発信・募集

参加

運営

参考事例参考事例参考事例参考事例 そのそのそのその1111

ベンチ塗り替え

を実施

開催日： 平成26年10月19日（日）

会場： 大通公園4丁目

参加人数： 65名（約20脚程度）

塗料メーカーより社会貢献事業（ＣＳＲ）とし

て自社で開発した景観70色対応の塗料を利用

し、ボランティアで大通公園のベンチを塗装し

たいという申し出がありこの取組をスタート。

今後6年で大通公園全域のベンチ塗り替えを予

定。

ボランティアとして実施しているが、継続的な取組

のためには資金確保や情報発信の工夫も必要

課題
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目標額達成目標額達成目標額達成目標額達成
円山

Ｚoo

不成立不成立不成立不成立

店舗Ｃ

店舗Ｄ

店舗Ｅ

プロジェ

クトＡ

プロジェ

クトＢ

実施

Ａ

Ａ
Ａ

Ｂ

Ｂ
Ｂ

普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの課題課題課題課題・・・・方向性方向性方向性方向性
施策② 普及啓発

参考事例参考事例参考事例参考事例 そのそのそのその2222

まち型クラウドファウンディング「crage（クラゲ）」

cragecragecragecrageは、市民と事業者が協力して色々なプロ

ジェクトをまちに送り出すためのしくみ。

cragecragecragecrage商品を購入すると、購入金額のうち一定

額が取組支援金に充てられる。

1. crage商品の取扱店舗へ
事前登録は不要。

2. crage商品を注文
店頭端末か個人の携帯端末から

支援したいプロジェクトを選択、

認証メールを受信

3.普段どおりお支払い。
商品金額の一定額が取組支援金に充てられます。

期間内に目標額に達したプロジェクトが実施へ

crage

継続的取組のために・・・ヒト・コト・モノ + カネ（資金）を

生み出す取組（市民主体）
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大通公園ベンチ塗替えプロジェクト

「ＳＷＲ（Ｓａｐｐｏｒｏ ｗｏｏｄ ｒｅｐａｉｎｔｅｒｓ）」

普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの課題課題課題課題・・・・方向性方向性方向性方向性
施策② 普及啓発

企業

取組

市民

crage

継続的支援

（カネ）

主体的

取組提案

「大通公園のベンチ

を塗り替えたい！」

支援・

アドバイス

発信・募集

情報提供

参加

運営

コーディネートコーディネートコーディネートコーディネート事例事例事例事例

継続的取組にした

い！

+  crage
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普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの課題課題課題課題・・・・方向性方向性方向性方向性
施策② 普及啓発

方向性方向性方向性方向性

（（（（仮説仮説仮説仮説））））

都市景観を構成する要素（ヒト/コト/モノ）を幅広くとらえ、これらのコーディネートや

マネジメントを通じ、能動的・創造的に、都市の魅力・活力の向上を目指す。

・一般の市民への浸透がまだ少ない（とくに若

者）

・事業者への広がりも限定的な範囲で留まってい

る

・活動の持続性や発展性が必ずしも確保されてい

ない。

・多くの市民や事業者に興味関心を持ってもらえる

事業の実施、コンテンツの開発

・効果的に連鎖、拡散を生むような情報発信（ＳＮ

Ｓ、口コミ等）

・市民、事業者、専門家、行政等各主体の役割の整

理とコーディネートの仕組みづくり

課題 方向性
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