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都市景観基本計画・景観計画の見直しについて

見直し検討スケジュール等

説明資料 １



見直見直見直見直しししし検討検討検討検討スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（平成平成平成平成26262626年度年度年度年度））））

H26年度

第第第第1111回回回回（（（（7/47/47/47/4））））

見直見直見直見直しのしのしのしの論点論点論点論点

・・・・見直見直見直見直しのしのしのしの必要性必要性必要性必要性

まとめ

・計画見直しの

議論に向けた

論点整理

第第第第２２２２回回回回（（（（10/1710/1710/1710/17））））

景観施策景観施策景観施策景観施策のののの

ありありありあり方方方方

具体的具体的具体的具体的なななな

施策検討施策検討施策検討施策検討

【【【【そのそのそのその１１１１】】】】

・施策①

届出

・施策④

景観重要

建造物等

7月 10月 12月 3月

札幌市内部の検討、調整

第第第第４４４４回回回回（（（（2/32/32/32/3））））

議論議論議論議論のののの整理整理整理整理

・具体的な施策

①届出

②普及啓発

③景観まちづくり

④景観重要建造物等

第第第第５５５５回回回回（（（（3/183/183/183/18））））

見直見直見直見直しのしのしのしの

方向性方向性方向性方向性

【【【【そのそのそのその1111】】】】

・具体的な施策

①届出

②普及啓発

③景観まちづくり

④景観重要建造物等

2月

第第第第３３３３回回回回（（（（12/1012/1012/1012/10））））

具体的具体的具体的具体的なななな

施策検討施策検討施策検討施策検討

【【【【そのそのそのその２２２２】】】】

・施策②

普及啓発

・施策③

景観まちづくり

市⺠・関係事業者意識調査等
・市⺠アンケート(1/16〜1/30)
・市⺠ワークショップ(2/22)
・子どもアンケート(2/17〜3/6)
・関係事業者アンケート(3/3〜3/17) 
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見直見直見直見直しししし検討検討検討検討スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（今年度以降今年度以降今年度以降今年度以降））））

H27年度 H28年度

第第第第１１１１回回回回（（（（5555/25/25/25/25））））

見直見直見直見直しのしのしのしの

方向性方向性方向性方向性

【【【【そのそのそのその2222】】】】

見直し後の

計画構成等

（案）

第第第第２２２２回回回回（（（（8/268/268/268/26））））

（（（（仮称仮称仮称仮称））））

札幌市札幌市札幌市札幌市

景観計画景観計画景観計画景観計画

（（（（骨子案骨子案骨子案骨子案））））

【【【【そのそのそのその1111】】】】

５月 ８月 3月頃

札幌市内部の検討、調整

第第第第４４４４回回回回

（（（（仮称仮称仮称仮称））））

札幌市札幌市札幌市札幌市

景観計画景観計画景観計画景観計画

（（（（素案素案素案素案）））） 計

画

周

知

計

画

周

知

計

画

周

知

計

画

周

知

・・・・

条

例

改

正

手

続

条

例

改

正

手

続

条

例

改

正

手

続

条

例

改

正

手

続

きききき

等等等等

計計計計

画画画画

・・・・

条条条条

例例例例

施施施施

行行行行

第第第第５５５５回回回回

（（（（仮称仮称仮称仮称））））

札幌市札幌市札幌市札幌市

景観計画景観計画景観計画景観計画

（（（（案案案案））））

12月頃
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市⺠意⾒
（パブリックｺﾒﾝﾄ等）

計計計計

画画画画

確確確確

定定定定

都市計画審議会
（意⾒聴取）

第第第第３３３３回回回回（（（（10/2010/2010/2010/20））））

（（（（仮称仮称仮称仮称））））

札幌市札幌市札幌市札幌市

景観計画景観計画景観計画景観計画

（（（（骨子案骨子案骨子案骨子案））））

【【【【そのそのそのその2222】】】】

10月

都市景観条例（改正案）の検討

市⺠意⾒等
・パネル展の開催
（区役所・区⺠センター 9/15〜10/4）
（札幌駅前通地下歩⾏空間 10/4）
・市⺠アンケートの実施（9/3〜9/18）



パネル展の開催結果
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これからのこれからのこれからのこれからの景観景観景観景観をををを考考考考えるパネルえるパネルえるパネルえるパネル展展展展（（（（開催概要開催概要開催概要開催概要））））

○開催場所
・札幌駅前通地下歩⾏空間（チ・カ・ホ）
・各区役所等（中央・北・豊平・清⽥・⻄・⼿稲区役所、東・⽩⽯・厚別・南区⺠センター）

計11カ所

○開催期間
・チ・カ・ホ ：平成27年10月４日
・各区役所等：平成27年９月17日〜平成27年10月５日

（期間中各会場３日間ずつ巡回展示）

○来場者数
・チ・カ・ホ：約200人
※各区役所等は、常時職員が⽴ち会っていないため、正確な来場者数は未確認
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これからのこれからのこれからのこれからの景観景観景観景観をををを考考考考えるパネルえるパネルえるパネルえるパネル展展展展（（（（パネルパネルパネルパネル①①①①、、、、②②②②））））
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これからのこれからのこれからのこれからの景観景観景観景観をををを考考考考えるパネルえるパネルえるパネルえるパネル展展展展（（（（パネルパネルパネルパネル③③③③、、、、④④④④））））
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これからのこれからのこれからのこれからの景観景観景観景観をををを考考考考えるパネルえるパネルえるパネルえるパネル展展展展（（（（パネルパネルパネルパネル⑤⑤⑤⑤、、、、⑥⑥⑥⑥））））
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27 14 2 2 1 2

札幌市の景観についての印象

魅⼒があると感じる どちらかというと魅⼒があると感じる
どちらかというと魅⼒がないと感じる 魅⼒がないと感じる
わからない 無回答

9

○アンケート回収数：48件

これからのこれからのこれからのこれからの景観景観景観景観をををを考考考考えるパネルえるパネルえるパネルえるパネル展展展展（（（（来場者来場者来場者来場者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 ①①①①））））

約85％が
札幌の景観に
魅⼒を感じている。

17 25 6

男⼥⽐

男 ⼥ 無回答

7 25 12 4

年齢構成

24歳以下 25〜64歳以下 65歳以上 無回答



11 21 3 2 7 4

計画が札幌市の景観を美しくするのに十分な内容か

十分な内容だと感じた まあまあ十分だと感じた
少し足りないと感じた 大分足りないと感じた
分からない 無回答

10

これからのこれからのこれからのこれからの景観景観景観景観をををを考考考考えるパネルえるパネルえるパネルえるパネル展展展展（（（（来場者来場者来場者来場者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 ②②②②））））

約88％が
計画内容に
理解を示している。

約67％が
景観計画が札幌の景観を
美しくするのに十分な内容
であると感じている。

14 28 3 3

パネルを⾒ての新景観計画の内容の理解度

よく理解できた まあまあ理解できた
あまり理解できなかった 無回答
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これからのこれからのこれからのこれからの景観景観景観景観をををを考考考考えるパネルえるパネルえるパネルえるパネル展展展展（（（（来場者来場者来場者来場者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））））

○寄せられたご意⾒（抜粋）

・都市景観を大事にする姿勢は都市の魅⼒アップにつながるので今後も大事にしてほしい。
男性（65歳以上）

・札幌市でこのような取り組みを⾏っているのをはじめて知りました。大都市で開発が
進んでいく中で、景観を守る活動が大切だと思います。景観色の名前に札幌市にちな
んだものをつけているのがすごいと思います。今後HP等気にかけてみようと思いま
す。

⼥性（24歳以下）

・せっかく札幌の景観色が作られているので、もっと広くアピールして⼾建て住宅にも
活⽤を図ってはどうか。しらない市⺠がいっぱいいると思い、もったいないと思うの
で。２か所でモデル地区として進んでいるのは嬉しい。もっとあっちこっちでも「景
観」を取り上げてほしい。

⼥性（25歳以上〜64歳以下）



平成27年10月4日（日）9：00〜17：00 
札幌駅前通地下歩⾏空間（チ・カ・ホ）
NORTH2の東側・⻄側広場にて開催

これからのこれからのこれからのこれからの景観景観景観景観をををを考考考考えるパネルえるパネルえるパネルえるパネル展展展展（（（（チ・カ・ホチ・カ・ホチ・カ・ホチ・カ・ホ開催日当日開催日当日開催日当日開催日当日のののの様子様子様子様子））））
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これからのこれからのこれからのこれからの景観景観景観景観をををを考考考考えるパネルえるパネルえるパネルえるパネル展展展展（（（（投票投票投票投票ポスターポスターポスターポスター））））

13

チ・カ・ホ NORTH2の東側・⻄側広場に各１枚ずつ投票ポスターを設置しました。



これからのこれからのこれからのこれからの景観景観景観景観をををを考考考考えるパネルえるパネルえるパネルえるパネル展展展展（（（（投票結果投票結果投票結果投票結果①①①① 自然自然自然自然をををを守守守守りりりり、、、、生生生生かすかすかすかす））））

1位 北海道大学のイチョウ並⽊
（中央区）
39票

２位 定山渓温泉の
⼆⾒吊橋（南区）
19票

３位 秋の定山渓（南区）
13票

ア 自然を守り、生かす
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1位 北海道庁旧本庁舎（中央区）

44票

２位 札幌時計台(中央区)

18票

３位 豊平館（中央区）
15票

イ 歴史を踏まえ、受け継ぐ

これからのこれからのこれからのこれからの景観景観景観景観をををを考考考考えるパネルえるパネルえるパネルえるパネル展展展展（（（（投票結果投票結果投票結果投票結果②②②② 歴史歴史歴史歴史をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、受受受受けけけけ継継継継ぐぐぐぐ））））



これからのこれからのこれからのこれからの景観景観景観景観をををを考考考考えるパネルえるパネルえるパネルえるパネル展展展展（（（（投票結果投票結果投票結果投票結果③③③③ 札幌札幌札幌札幌のののの「「「「顔顔顔顔」」」」をををを創創創創りりりり、、、、磨磨磨磨くくくく））））

1位 大通公園（中央区）

36票

２位 札幌テレビ塔からみた
大通公園の眺め（中央区）

11票

３位 石山緑地（南区）

10票

ウ 札幌の「顔」を創り、磨く

16



17

1位 市電のある風景（中央区）

28票

２位 すすきの（中央区）
23票

３位 鯉のぼりがたなびく定山渓温泉（南区）
8票

これからのこれからのこれからのこれからの景観景観景観景観をををを考考考考えるパネルえるパネルえるパネルえるパネル展展展展（（（（投票結果投票結果投票結果投票結果④④④④ 地域地域地域地域のののの個性個性個性個性をををを見見見見いだしいだしいだしいだし、、、、伸伸伸伸ばすばすばすばす））））

エ 地域の個性を⾒いだし、伸ばす



これからのこれからのこれからのこれからの景観景観景観景観をををを考考考考えるパネルえるパネルえるパネルえるパネル展展展展（（（（投票結果投票結果投票結果投票結果⑤⑤⑤⑤ みんながみんながみんながみんなが取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、支支支支えるえるえるえる））））

18

1位 さっぽろ雪まつり市⺠雪像の
制作風景（中央区）
41票

２位 大通公園ベンチ塗装
（中央区）
17票

３位 市⽴札幌病院ガーデニング活動
（中央区）

5票

オ みんなが取り組み、支える



市民アンケートの実施
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市民市民市民市民アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの実施実施実施実施

○実施概要

札幌市では、各種施策や事業についての市⺠への周知度や要望を把握し、今後の施策
推進の参考とすることを目的に、市⻑政策室広報部が市⺠アンケートを⾏っています。

平成27年度は1回あたり5,000⼈を対象とした調査を計３回実施し、最終的に年間1万
5千⼈の市⺠の皆さんにご協⼒頂く予定です。

９月に実施した第2回市⺠アンケートでは、札幌の「景観」に関する意識についての
設問を盛り込みました。

・実施期間 平成27年9月3日〜平成27年9月18日
・調査対象者 18歳以上の市⺠男⼥5,000⼈
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問１
札幌市全体の「景観」についてお聞きします。あなたは札幌市全体の

「景観」についてどのような印象をお持ちですか。（択一式）

21

１ 魅⼒があると感じる
２ どちらかというと魅⼒があると感じる
３ どちらかというと魅⼒がないと感じる
４ 魅⼒がないと感じる
５ 分からない
無回答

約８割の市⺠が札幌の景観を
「魅⼒があると感じる」、「どちらかというと魅⼒があると感じる」

と回答している。

市民市民市民市民アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの実施実施実施実施 ～～～～結果概要結果概要結果概要結果概要①①①① ～～～～



問１-１
問１のように感じた理由について：あなたは、札幌で暮らしている中での実感として、
各項目についてどの程度魅⼒的だと感じますか。（下記の項目についての魅⼒度を５段階で評価）

22

自然や四季に関する項目が魅⼒的だと感じる意⾒が多かった。

市民市民市民市民アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの実施実施実施実施 ～～～～結果概要結果概要結果概要結果概要②②②② ～～～～

美しい景観のための市⺠活動が活発に⾏われている

まちの歴史を伝える史跡や遺産などが保存されている

新しい魅⼒やにぎわいを創出する都⼼のまちづくりが…

札幌らしい印象的な建物が活⽤・整備されている

札幌のシンボルとなるような空間や景観がある

気持ちよく歩ける・散策を楽しめる道が整備されている

美しい街並みや景観が形成・保全されている

雪国ならではの暮らしや文化を楽しむことができる

まちが清潔できれいに維持されている

四季折々の札幌の風物詩を楽しめるイベントなどが多い

市街地に公園、緑地、樹⽊、水辺などが多い

身近に豊かな自然がある

四季の変化がはっきりしている
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都⼼
拠点
複合型⾼度利⽤市街地
一般住宅地
郊外住宅地
無回答

１ 魅⼒があると感じる
２ どちらかというと魅⼒があると感じる
３ どちらかというと魅⼒がないと感じる
４ 魅⼒がないと感じる
５ 分からない
無回答

問２
あなたがお住まいの地域は、

どのような場所ですか。
（択一式）

問２－１
あなたはお住まいの地域の「景観」につ
いて、どのような印象をお持ちですか。

（択一式）

約6割の市⺠が、⾝の回りの地域の景観を
「魅⼒があると感じる」、「どちらかという
と魅⼒があると感じる」と回答している。

市民市民市民市民アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの実施実施実施実施 ～～～～結果概要結果概要結果概要結果概要③③③③ ～～～～



24

問３
都⼼の「景観」についてお聞きします。あなたは都⼼の「景観」につ

いて、どのような印象をお持ちですか。（択一式）

ＪＲ札幌駅

中島公園

豊平川

ｻｯﾎﾟﾛﾌｧｸﾄ

ﾘｰ

植 物

園

大 通 公

園

北海道大学

約７割の市⺠が、都⼼の景観を
「魅⼒があると感じる」、「どちらかというと魅⼒があると感じる」

と回答している。

「都⼼」の
おおよその範囲

１ 魅⼒があると感じる

２ どちらかというと魅⼒があると感じる

３ どちらかというと魅⼒がないと感じる

４ 魅⼒がないと感じる

５ 分からない

無回答

市民市民市民市民アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの実施実施実施実施 ～～～～結果概要結果概要結果概要結果概要④④④④ ～～～～



知っている
知らない
無回答
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問３－１
（景観計画重点区域を紹介し
た上で）あなたは、都⼼の４
つの区域が景観計画重点区域
に指定されていることを知っ
ていますか。（択一式）

１ 魅力があると感じる

２ どちらかというと魅力があると感じる

３ どちらかというと魅力がないと感じる

４ 魅力がないと感じる

５ 分からない

無回答

問３－１
あなたは、４つの重点区域についてどのような印象をお持
ちですか（択一式）

約７割の市⺠が、
景観計画重点区域の
指定を知らない。

札幌駅北⼝地区以外は概ね好評価であった。

市民市民市民市民アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの実施実施実施実施 ～～～～結果概要結果概要結果概要結果概要⑤⑤⑤⑤ ～～～～

札幌駅北⼝地区
H16施⾏

札幌駅南⼝地区
H15施⾏H23変更

札幌駅前通地区
H4施⾏H23改定

大通地区
S63施⾏

8割 ６割

６割 ３割



問４－１
札幌市が取り組んできた景観施策の中で、あなたが今後さらに充実させていく必要があると
思う取組は何ですか。（複数回答３つまで）

26

問４
（景観計画と主な施策の取組を紹介した上で）
あなたは、札幌市がこのような景観施策に取り
組んできたことを知っていますか。（択一式）

歴史的建造物など景観上重要な建築物等の保存・活用
都⼼の魅⼒を向上させる取り組み
札幌市全域における建築物等のデザインなどの規制・誘導
景観上良好な公共建築物等の整備

地域住⺠と一緒に景観のルールを定める取り組み

ホームページ、冊子等を通じた景観に関する取り組みの情報発信

景観を良くする市⺠活動への助成等の⽀援

市⺠が景観について学ぶ機会の創出

無回答

景観上優れた建築物等の表彰

約８割の市⺠が、札幌市の景観施策の取組を知らない。

知っている
知らない
無回答

歴史的建造物等の保存・活用や都⼼の魅
⼒向上、建築物等のデザインなどの規
制・誘導についての必要性を感じる人が
全体の半数を占めた。

市民市民市民市民アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの実施実施実施実施 ～～～～結果概要結果概要結果概要結果概要⑥⑥⑥⑥～～～～
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問５ あなたが今まで「景観」に関
する情報を得たのはどのようなものか
らですか。（複数回答可）

問６ あなたが「札幌らしい景観」と聞いて思い
浮かべるキーワード、イメージを教えてくださ
い。（複数回答可）

広報さっぽろ
テレビ
新聞
情報を得ていない
町内会の回覧板
市発⾏のパンフレット
雑誌
市発⾏のチラシ・ポスター
家族・知⼈から
市役所ホームページ
講演会・イベント

都市と自然
碁盤の目のように整った街なみ
雪のある冬の風景
豊かな自然・みどり
明瞭な四季の変化
街から⾒える山なみ
豊平川、創成川などの水辺空間
広くて⾒通しがよい道路空間
さわやかな夏の風景
山や⾼台などからの眺望
都⼼の洗練された近代的な街なみ
広がりのある空
歴史や文化を感じる建物等
郊外部に広がる閑静な街なみ
透明感
輝き

市民市民市民市民アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの実施実施実施実施 ～～～～結果概要結果概要結果概要結果概要⑦⑦⑦⑦～～～～


