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方針

(1) 大通地区の
大通地区の成り立ちと景観誘導施策
ちと景観誘導施策の
景観誘導施策の変遷
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明治2年（1869）

島義勇開拓判官が本府建設の構想を立案

明治4年（1871）

広路的空間（現大通）を設置、翌年後志通と命名

明治9年（1876）

札幌市街名称改正で後志通から大通に改称、西洋花卉を西3・4丁目に植栽

明治34年（1901）

大通逍遥地の整備（大通西1～8丁目）

明治40年（1907）

小川二郎が本格的な花壇を整備

明治41年（1908）

大通西9～10丁目を逍遥地の区域に追加

明治42年（1909）

東京市技師 長岡安平による公園整備計画の立案

明治44年（1911）

長岡の設計に基づく公園化整備の完了（大通西3～7丁目）

大正5年（1916）

大通西3・4丁目に戸部佶による花壇を整備

大正12年（1923）

練兵場だった大通西10～12丁目の植栽整備完了

大正15年（1926）

大通西13丁目に札幌控訴院（現札幌市資料館）が完成

昭和25年（1950）

大通西7丁目で第1回札幌雪まつりを開催

昭和29年（1954）

大通花壇コンクール開始

昭和32年（1957）

豊平館解体・移築（大通西1丁目）、テレビ塔完成

昭和34年（1959）

第1回ライラックまつり開催

昭和37年（1962）

札幌郵便局解体（大通西２丁目）

昭和43年（1968）

札幌市創建百年記念事業として西１・2丁目の公園化、西4・7・11丁目に噴水の整備

昭和46年（1971）

地下街、地下鉄南北線が完成

昭和55年（1980）

都市公園法を適用し、大通公園として告示

昭和63年（1988）

第3次札幌市長期総合計画策定 都市景観要綱制定、大通都市景観形成地区を指定

平成元年（1989）

大通シンボルロード整備事業、大通公園リフレッシュ事業に着手

平成5年（1993）

大通西8、9丁目を連続化し、「ブラック・スライド・マントラ」を設置

平成9年（1997）

札幌市都市景観基本計画策定

平成10年（1998）

札幌市都市景観条例施行

平成16年（2004）

景観法施行、札幌の景観色70色策定（現 色彩景観基準）

平成20年（2008）

札幌市景観計画策定、札幌市都市景観条例改正

(2) さっぽろテレビ塔
さっぽろテレビ塔の成り立ちと位置付
ちと位置付け
位置付け
・さっぽろテレビ塔 外観の変遷
昭和32年（1957）
昭和35年（1960）
昭和36年（1961）
昭和38年（1963）

昭和44年（1969）

平成14年（2002）
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テレビ塔完成
外観の色彩：シルバー
航空法改正 高さ６０ｍ以上の塔や建物に対して航空障害灯設置、赤白塗装の義務化
電光時計の取付
大規模な塗替え
外観の色彩：コッパーローズ※現在色より薄い朱色
大規模な塗替え
外観の色彩 鉄 塔：クラウディレッド※現在色
展望階：薄みどり
大規模な塗替え
外観の色彩 鉄 塔：クラウディレッド
展望階上部：薄みどり 下部：緑色

建設当初（昭和32年頃）

昭和38年以降

平成4年塗替え時

平成14年塗替え時
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(2) さっぽろテレビ塔
さっぽろテレビ塔の成り立ちと位置付
ちと位置付け
位置付け
・類似施設の事例
名

称

名古屋テレビ塔

通天閣

さっぽろテレビ塔

東京タワー

建 設 年 昭和29年（1954）

昭和31年（1956）

昭和32年（1957）

昭和33年（1958）

高

103ｍ

147.2ｍ

333ｍ

さ 180ｍ

設 計 者

内藤多仲（建築構造学者） 内藤多仲（建築構造学者） 内藤多仲（建築構造学者） 内藤多仲（建築構造学者）
ほか
ほか
ほか
ほか

所 在 地 久屋大通公園

繁華街（新世界）の公道上

大通公園

港区芝公園隣接地

用

展望タワー

展望タワー、電波塔

展望タワー、電波塔

北海道観光事業㈱、ＮＨＫ
ほか

日本電波塔㈱

途 展望タワー、電波塔

所 有 者

名古屋テレビ塔㈱、中部日
本放送、ＮＨＫほか

通天閣観光㈱

公的評価

国登録有形文化財
（平成17年（2005））

国登録有形文化財
（平成19年（2007））

名

称

横浜マリンタワー

神戸ポートタワー

京都タワー

第1回BCS賞（建設業協会）
（昭和35年（1960））
東京スカイツリー

エッフェル塔

建 設 年 昭和36年（1961） 昭和38年（1963）

昭和39年（1964）

平成24年（2012）

明治22年（1889）

高

108ｍ

131ｍ

634ｍ

324ｍ

日建設計

山田守（建築家）

日建設計

さ 106ｍ

設 計 者

（当初）清水建設
（改修）日建設計

所 在 地 山下公園隣接地
用

途

所 有 者

公的 評 価

展望タワー
（旧用途：灯台）

京都タワービル屋上
（京都駅近隣）

ギュスターヴ・エッ
フェル
貨物ヤード・工場跡地 シャン・ド・マルス公
（墨田区）
園の北西

展望タワー

展望タワー、電波塔

展望タワー、電波塔

京都タワー㈱

東武タワースカイツ
リー㈱

フランス・パリ市

神戸港中突堤（波止場）
展望タワー

横浜市
神戸市
(運営事業者に貸与）
第15回日本建築学会
賞（昭和49年（1963））
第6回ＢＣＳ賞（建設業協
会）（昭和40年（1965））

世界遺産「パリのセー
ヌ河岸」（1991）

説明資料１ P5/5

(3) 塗替えに
塗替えに向
えに向けた協議
けた協議の
協議の方針
○テレビ塔に対する札幌市の考え方

○景観計画における行為の制限

テレビ塔は、札幌を代表する中心的な都市軸である大通の
東端に位置し、大通のどこからでも見られるランドマーク
として、大通公園と一体となり、長年親しまれてきた。
従って、テレビ
テレビ塔
テレビ塔はシンボル性
はシンボル性の高い景観資源として
景観資源として公共
として公共
的価値がある
的価値があると考えられる。
がある

●シンボル性の高い景観資源にふさわしい色彩とする。

大通地区景観計画重点区域は、大通公園
大通公園に
大通公園に調和した
調和した景観誘
した景観誘
導を図るため、主として沿道の建築物等に対し、行為の制
限を定めている。

●沿道建築物等と同様に、大通公園に調和した色彩とする。

沿道建築物等
沿道建築物等

沿道建築物等

- 色彩検討における配慮事項 ○大通の豊かなみどりと競合せず、季節により変化する
背景に映える色彩とする。
○長年親しまれてきた、景観資源としての公共的価値を
踏まえた色彩とする。
○ランドマークとして、都市の品格を損なうことなく、
塔の形状を美しく見せる色彩とする。

- 行為の制限 ○公園や周辺の建築物との調和を図る。
○あたたかみのあるものとし、派手な色彩を大面積で
使用しない。
○色彩は、「色彩景観基準」に準じて行う。

