
キッズコメント（子どもの意見）

第５章　５－１届出と話し合いによる景観誘導

意見概要 NO. 意見抜粋 札幌市の考え方

1111

　札幌市は大きな街なのに緑がたくさ

んあって、四季もはっきりしていてき

れいな街なので、緑を減らさないでほ

しい。

2222

　電柱を地下に埋めたところに、北海

道ならではの木など、緑を植えて、

「自然の中にある都市」に見えるよう

にしたら良いと思う。

3333

　住宅街にもっと緑を増やして、並木

にするなど、中心地以外にも魅力を感

じてもらえるようにすると良い。

4444

　緑を保護したり、増やしたりして、

「緑あふれる札幌」をアピールしたら

良いと思う。

5555

　桜並木など、春になるときれいでく

つろげる場所があると良いと思う。

6666

　緑を見ると落ち着くし、木陰も出来

て夏は涼しく通ることが出来るので、

街路樹だけでなく、ちょっとしたとこ

ろにも緑をつくるのがいいと思う。

7777

　夜景と四季がきれいなまちがいいと

思う。

8888

　建物を使った夜景づくりをするべき

だ。

9999

　昼間見える景色だけではなく、夜景

にも気を使った方が良い。

10101010

　イベントなどを通じて、雪などの特

徴とまちが一体化することができると

いいと思う。

　冬のイベントは、市民や観光客

にとって札幌の魅力の一つです。

市民にとっても、観光客にとって

も、魅力的な景観づくりを図りま

す。

11111111

　景観に関わる札幌市の一番の個性は

「雪」だと思うので、雪まつりだけで

はなく、他にも雪に関わることを有名

にしていけば、札幌市民だけでなく、

他の地域の人にも札幌市の景観の良さ

が伝わると思う。

12121212

　札幌市の個性を見いだし、伸ばすと

いうことを大切にして「冬」をテーマ

に景観を作っていくということを計画

してほしい。

みどりを育て、守ること

は良い景観を作るのに大

切である

　（類似意見：他9件）
　札幌市でも、みどりを育て、守

ることが良い景観を作るのに大切

であると思っています。届出と話

し合いによる景観誘導をする時に

このことを伝えていくなど、様々

な取組を行う際に、このことを考

えながら取り組んでいきます。

冬や雪の良さを生かした

景観をつくっていくと良

い

　（類似意見：他1件）

　景観計画にも、雪のある景観は

札幌の大切な個性の一つとして位

置付けています。今後も雪に配慮

した景観づくりを目指します。

夜景など夜の景観づくり

にもっと力を入れた方が

良い

　（類似意見：他6件）

みどりが特徴的な場所が

もっとあると良い

　（類似意見：他1件）

　札幌市でも、昼の景観だけでな

く、夜の景観づくりも大切である

と思っています。届出と話し合い

による景観誘導をする時に、この

ことを伝えていきたいと思いま

す。
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13131313

　建物の色を決めるときには、色々な

人の意見や話し合いをしなくてはいけ

ないと思った。

14141414

　札幌市で相談して建物を建てる事

や、建物に色を塗ることがすごく大切

だと思った。

15151515

　札幌は自然が豊かなので、自然の色

を使った建物が多いと良いと思う。

16161616

　今ある建物を建て替えるとなった時

に、建物の色に気をつけるようにする

べきだ。

17171717

　街並みを揃えるだけでなく、緑の量

や、周辺の建物などがバランスよくあ

ることが良いと思う。

18181818

　何か一つの建物が目立つのではな

く、建物の高さや色などもバランスよ

く考えて建てたらいいと思う。

19191919

　建物を建てるときなどは、それぞれ

の地域の街並みや個性を生かした建物

にすることが大切だと思う。

20202020

　時計台周辺は、周りの高いビルが邪

魔しているので、ビルの色を変えて、

時計台付近に合う感じの建物にしたら

良い。

21212121

　歴史的な建物や、自然を守るため

に、歴史のある建物は、緑で囲んで、

周りの建物はシンプルにすると良いと

思う。

景観上良くないものへの

取組が大事

22222222

　歴史的建造物や景観の良い建物に力

が入りすぎていると思うので、景観を

損ねている建物などにも力を入れると

良いと思う。

　景観上良くないものは作らない

ように、届出と話し合いの取組を

今後も続けていきます。

人が集まる場所をもっと

良い景観にした方が良い

23232323

　景観を良くするの取組を中心部に集

中するのは良いと思う。また、人がた

くさん集まり、外国人観光客なども集

まる所などを優先してやるべきだと

思った。

人が集まる場所以外も良

い景観にした方が良い

24242424

　観光客が良く来るような中心部だけ

でなく、それ以外のところも景観を良

くしたらいいと思う。

建物を作る際は、色々な

人の意見を聞いたり、周

りの街並みと合わせるこ

となどが大切である

　（類似意見：他4件）

　札幌市でも、大きな建物や景観

資源等のまわりで建物を作るとき

は、景観にくわしい人など、いろ

いろな人と話し合うことが必要だ

と考えています。話し合うとき

は、色やデザインがまわりの街並

みにあっているかお互いに確認し

たいと思っています。

景観資源等の周りの建物

は、特に気にして建物を

作った方が良い

　（類似意見：他3件）

　札幌市でも、札幌駅周辺や大通

など、たくさんの人が集まる場所

を良くする取組はもちろん、住宅

地などの地域の皆さんと協力し

て、身近な地域の景観を良くする

取組も大切だと思っています。こ

れらの取組は、今後も続けていき

たいと思っています。
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第５章　５－２景観資源の保全・活用

意見概要 NO. 意見抜粋 札幌市の考え方

25252525

　歴史ある建物など、札幌の街並みを

良くしている建物を守るべきだ。

26262626

　新しく出来た建物もきれいで良いけ

れど、歴史のある建物も良いので、ど

ちらの建物もずっと残ってて欲しい。

27272727

　昔の建物や素敵な建物を保存して、

札幌に残していくという取組はとても

良い活動だと思う。

28282828

歴史ある古い建物を、もっとたくさん

の人たちに知ってもらうためにアピー

ル活動をしたり、グッズを作ったりし

て、そのお金で建物を直す費用に使っ

た方がいいと思う。

29292929

景観資産のツアーやそこへの交通機関

を整えたら、新しい観光産業になると

思う。

　歴史ある建物などの景観資源を

守っていくために、屋根や壁を修

理する工事費用を補助するといっ

た手助けにより、これらの景観資

源をより長持ちさせるための取組

を行っていきます。

　ご意見を参考に、景観資源を広

くみんなに知ってもらう取組を行

うなど、景観資源の保全・活用の

取組を進めていきます。

歴史のある建物などを残

してほしい

　（類似意見：他5件）

たくさんの人々に景観資

源を周知してほしい

　（類似意見：他3件）
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第５章　５－３地域ごとの景観まちづくりの推進

意見概要 NO. 意見抜粋 札幌市の考え方

30303030

良い景観をつくるためには、みんなで

課題を考え、協力して取り組むことが

良いことだと思う。

31313131

住んでいる人も気持ちよく過ごせるよ

うに、みんなで話し合いを続け、意見

を聞きながら取り組みを行っていった

方がいいと思う。

32323232

景色を楽しめる場所に、ベンチをつけ

たらいいと思う。

33333333

ボランティア活動などで、広い道路

に、花や木などの植物を植えると良

い。

　ご意見のアイディアを参考にし

ながら、景観を良くするルールづ

くりの取組をしていきます。

景観まちづくりでこんな

ことに取り組んでほしい

　（類似意見：他3件）

　ご意見については重要だと考え

ています。地域ごとの景観まちづ

くりについて、地域のみなさんと

一緒に考え、意見を聞きながら景

観を良くするルールづくりを進め

ていきます。

地域の意見を取り入れた

景観まちづくりを進めて

ほしい

　（類似意見：他1件）
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第５章　５－４　景観形成に関する普及啓発

意見概要 NO. 意見抜粋 札幌市の考え方

34343434

景観計画のことを、新聞やテレビ、パ

ンフレットを使って、もっとたくさん

の人によく知ってもらうと良い。

35353535

重要な建物の色を塗り替えたりすると

きなどは、テレビなどで宣伝し、色々

な人の意見を聞けたりすると良いと思

う。

36363636

良い活動をしている人たちや素敵な建

物などを、イベントやわかりやすいポ

スターなどで紹介すれば、たくさんの

人に知ってもらえると思う。

37373737

　「景観重要建造物」や「札幌景観資

産」にどういうものが指定されている

のか、もっと知ってもらえるように頑

張った方がいいと思う。

38383838

景観を良くするためには、みんなが意

見を出し合って札幌市の魅力を全国に

伝えていくといいと思う。その魅力が

全国に伝われば、建物の修理などに協

力してくれたり、世界へ広がっていく

と思う。

39393939

季節に関わらず、外に出たいと思うイ

ベントなどをやれば、人が織りなす輝

きを作れると思う。

40404040

札幌の景観をもっと市民が知るため

に、写真を撮るイベントとその写真を

展示するイベントの両方をやればよい

と思う。

41414141

キャラクターを使った周知・広報が良

いと思う。

42424242

景カードの取組を広げるためには、外

国人観光客や小さな子どもなどにも難

しいルールを伝える工夫をする必要が

あると思う。

43434343

「景カード」や景観イベントなどの取

組みで、札幌の事をもっと知ってもら

う事が大切だと思う。

　計画に書かれている様々な取組

についてより多くの人達に知って

もらうことは、これから良い景観

をつくるためにはとても大切なこ

とであると考えています。これま

で行ってきたパンフレットやポス

ターを用いたアピールに加え、

ホームページ等インターネットを

使った方法など、新しい周知の方

法について充実・検討していく予

定です。

　これまで様々な普及啓発の取組

をしてきましたが、今後も大人か

ら子どもまで楽しみながら景観に

ついて考えられる取組を継続して

いきます。また、小中学生の皆さ

んが遊びながら景観について学び

親しんでもらえる景カードは、今

後も普及啓発の大切な取組の一つ

として広めていきます。景カード

についての様々なアイディアにつ

いても、今後の取組を考える上で

参考とさせていただきます。

■景観計画へ反映したこと

普及啓発に関わる主な取組の一つ

として掲げている「市民等との協

働による普及啓発の取組」という

項目に、景カードを使った子ども

への普及の取組について追記しま

す。

様々なイベントやゲーム

を通してもっとたくさん

の子どもや大人に札幌の

景観を知ってほしい

　（類似意見：他7件）

取組をもっとたくさんの

人に知ってもらえるよう

工夫して周知を行ってほ

しい

　（類似意見：他6件）

【景観計画キッズコメント】


