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主要幹線道路における沿道景観の特性分析に基づく施策に関する一考察 
 

A study on the Characteristics of Roadside Landscapes

1. はじめに

　近年我が国では都市再生の一環として、景観法をはじめ

とする、良好な景観の形成に向けた施策が次 に々展開され

ている。人口減少や地方分権の進展する社会状況下におい

て、地域ごとの景観形成の取組みは、地域活性化･観光振

興の点から重視され、活動は全国で活発化している。

　一方で全国の国道等主要幹線道路　では、ロードサイド

店舗の立地による広大な駐車場整備や大型の屋外広告物

の掲出が連続する沿道景観が形成されている。このような

全国でみられる画一的沿道景観形成に対し、都市計画の介

入が遅れている点は整備上の一課題として考えられる。

　日本の代表的な観光地である北海道では、美しい景観を

広域で形成する方針を明言した平成21年3月策定の「北海

道景観形成ビジョン」を始めとする景観に関する施策が展

開されている。また、近年の個人旅行客の増加を受け　積

極的に自動車観光を推進しており、「シーニックバイウェイ

北海道」等の制度を全国に先駆け活用する事で、点在する

観光地を結ぶネットワークづくりを目指している。

　そこで本論では、北海道で最も交通量の多い主要幹線

道路の1つであり　、北海道の空の玄関口である新千歳空港

と札幌市都心部を結ぶ、国道36号線(以下、R36)の札幌・千

歳間（札幌市・北広島市・恵庭市・千歳市）約42Kmを研究対

象とし（図1）、調査及び考察を行った。R36は空港連絡道路

として整備され、歴史的にも交通上だけでなく経済発展上

重要な役割を担ってきた 。現在でも観光や産業道路、また

交通網の骨格という役割を兼ねており、良好な沿道景観を

形成する必要性は高いものと考えられる。

　既往研究で、主要幹線道路における沿道景観の研究は

未だ少ない。深谷等(2006) は主要幹線道路の一部に着目し、

土地利用変遷の観点から行政施策が景観に与える影響を

明らかにしている。しかし土地利用に着目し、長距離の主要

幹線道路を対象にしたものは見当たらない。一方岩田(2004) 

は、長距離の複数自治体を跨ぐ主要幹線道路を対象として

いるが、その景観形成課題について主として屋外広告物に

着目して論じており、多様な景観構成要素を対象に主要幹

線道路の沿道景観を一体的に論じたものは見当たらない。

また北海道を対象とした研究では、広域での良好な沿道景

観形成の重要性を指摘したうえで、平下等(2006)　は「シー

ニックバイウェイ北海道」制度の課題と展望、石田等(2006)･

草間等(2010)　は景観評価手法に主眼を置いている。

　そこで本論では、沿道に跨る複数自治体による景観関連

施策の比較と沿道景観の実態調査に基づき、土地利用の観

点から沿道景観特性を明らかにし、主要幹線道路における

良好な沿道景観形成の方策を考察する事を目的とする。

　研究方法は、対象自治体における景観関連計画等の行

政資料･文献調査、現地調査、行政･住民へのヒアリング、ま

た住民団体及び地元企業との意見交換の結果 とする。

2. R36沿道景観に関する計画と取組みの4市比較

　R36札幌・千歳間では、札幌市の高度利用地、北広島市の

林地、恵庭市の農地、千歳市の工業団地といった多様な土

地利用により様 な々沿道景観が見られる。各市で策定される

景観の計画　には景観法に基づく法定計画と任意計画が

あり、法定計画では法に基づき景観政策が位置づけられる。

一方3市で策定される任意計画は、内容は充実しているが、

景観政策が位置づけられていないのが現状である。本章で

は、これら4市の計画の比較･分析を行った(表1)　。次節より

各市の計画の概要と、R36沿道景観に関わる項目をまとめる。

2-1. 札幌市

　札幌市は4市の内唯一の景観法に基づく景観行政団体で

あり、法に基づく「札幌市景観計画」を平成20年4月に策定し

た。市内全域を景観計画区域とし、一定規模以上　の開発

に届出を義務づけている。更に市内をエリア分けし、それぞ

れで景観の方針を示す事で良好な景観形成を目指してい

る。R36は「景観重点区域」「都心部」「高度利用住宅地」「景

観軸」に属しているが、重点区域外では法に基づく規制内容

がエリアに関わらず市内一律である。従って現状ではエリア

ごとの目標に応じた法規制を適応する段階には至っていな

い 。一方、特に良好な景観形成を図るべき地区と指定され

た「景観重点区域」は、開発規模に関わらず色彩や形態等

の基準が規定されている。更に区域内で細分化された地区

ごとに異なる基準を設け、良好な景観形成を目指している。

2-2. 北広島市

　北広島市は市政移行以前の広島町時代に、総合計画に

基づく様 な々事業を景観という視点から支える事を目的とし

て「広島町都市景観形成基本計画」を平成8年3月に策定し

た。同8月の市制移行に伴い「北広島市都市景観形成基本

計画」として、計画の運用を行っている。当市において景観

の視点で書かれた唯一の計画であり、「みちの景」としてR36

といった主要幹線道路における沿道景観形成の方針を示

している。しかしその後、計画の策定を行った都市景観室の

廃止等により現在この計画は運用されていない 。

　また計画内にも示されているが、北海道が昭和37年10月

に「北海道屋外広告物条例」において、北広島市内のR36沿

道に限り、広告物の掲出禁止地域に指定している。これは北

海道の空の玄関口としてのR36札幌･千歳間の自然景観維持

の観点から　、林地等「最も北海道らしい景観を有する」北

広島市での屋外広告物の掲出を禁止した為である　。

2-3. 恵庭市

　恵庭市は上位計画で掲げるまちづくりの基本理念を受け、

景観面で具体的に取りまとめる事を目的とし「恵庭市景観形

成基本計画」を平成20年3月に策定した。最上位計画にあた

る「第4期恵庭市総合計画」で位置付けている「水・緑・花 

人がふれあう生活都市えにわ」という理念を「都市計画マス

タープラン」や「緑の基本計画」等の様 な々計画で目標とし

ており、それぞれの視点から総合計画の理念達成を目指し

ている。この一貫した計画の展開により、景観形成基本計画

においても理念に基づき取組みが記載され、まちの出入口

での花修景といった事業は既に取組まれている。計画内で

R36全線が「景観軸」に位置づけられており、「都市景観ゾー

ン」と「農村景観ゾーン」の境界となっている　。

2-4. 千歳市

　千歳市は景観に関する全体方針をまとめた平成13年3月

策定の「ちとせ都市景観ガイドプラン」と、その誘導方針を

まとめた平成14年8月策定の「ちとせ都市景観ガイドライン」、

更に重点地区の景観形成方針を示した平成24年4月策定の

「新千歳空港アクセス沿道景観形成ガイドライン」により

「千歳市都市景観形成基本計画」を構成している。方針と

指針を分けて策定する事で、詳細まで規定された計画と

なっている。加えて重点地区ガイドラインを設ける事で、地

域の課題に合わせた施策の展開による積極的な景観形成

を行っている。R36の市内全線が「みちの景」と位置付けられ、

重点地区の範囲にもR36が含まれている  。

2-5. 4市の計画と取組みの比較

　以上の4市における景観に関する計画を基に、R36に関連

する項目で取りまとめ、比較を行った（表1）。

　各市で景観に関する総合的な計画を策定している点は

共通しているが、札幌市のみが景観法に基づいた計画であ

る点は特徴といえる。その為、計画区域･方針･制限内容と

いった項目の立て方は、景観法に基づき決定されている。一

方で任意計画では、恵庭市に見られる他計画との連携や、

千歳市の特徴的な枠組の様に、自由な構成で策定が行われ

る。しかし北広島市の計画の様に、継続性が担保されてい

ない点は問題として挙げられ、自治体の意向次第で計画が

運用されなくなる場合がある。今後は内容の充実を損なわ

ず、法定計画へと移行する事が望ましいと考える。

　次に内容について、類似の項目ごとに取りまとめて比較を

行った。まず各市でR36の位置づけに差があり、札幌市はR36

を区切り、特定区間ごとに「都心部」「高度利用住宅地」等と

捉えているが、他市ではR36の市内全線を「みちの景」や「景

観軸」としている。具体的な項目を見ると「幹線道路の植栽

方針」については、千歳市では植栽の選定を重視している

が、他市では連続性について重点的に書かれている。「幹線

道路の広告物方針」については、北広島市は広告物の指導

に重点を置いているが、他市では統一感や調和を重視して

いる。この方針の差は実際の広告物規制にも表れ、北広島

市のR36沿道では北海道との連携により掲出禁止地域に指

定されているが、他市の沿道では屋外広告物条例に基づく

一律の制限内容となっている。このように、4市で計画の枠組

みや内容、それに伴う法的規制には差が生じており、現状の

計画は自治体ごとに連携が取られていないと考えられる。

3. 沿道景観の実態調査

　計画の分析･比較に続いて、R36の沿道景観の特性を明ら

かにする事を目的に実態調査を行った。まず現地調査から

シークエンス変化に基づき沿道を分割し、特性ごとに分類

を行った。その際に顕著な例と思われる11地区を実態調査

の対象として選定し、活用されている地域地区制度・農業振

興地域・景観ガイドラインと、特性を決定付けると考えられ

る要因（植栽・建築物・広告物）の実態について明らかにし、

考察を行い図2にまとめた。

　これらの調査を通して明らかになった沿道景観の特性と

して、第一に行政境界での景観の変化を挙げる。前章で自

治体ごとの計画に連携が取られていない事を示したが、こ

の差が沿道景観の実態に影響していると考える。例えば北

広島･恵庭行政境界の事例に着目すると、北広島市では計画

に基づき、自然景観維持の観点から沿道を掲出禁止地域に

指定し広告物行政を行っているが、恵庭市では重点が置か

れず、部分的に不適格広告物の掲出も見られる 。これによ

り、広告物による景観では、行政境界で変化が生じている。

一方で恵庭市は花植えによる景観形成に重点を置いてい

る事から、恵庭市のR36沿道では積極的に花植え活動が行

われているが、北広島市では行われていない。このように計

画の差が実態に影響を及ぼしている。

　次に沿道に決定されている制度の調査により、計画範囲

がR36を区切り線としている事例が、豊平橋周辺や大曲柏葉、

黄金等でみられた。道路を区切りとして範囲を決定する事

で、羊ヶ丘のように道路を挟む対面で景観の調和が図られ

ず、異なる要素で景観が形成される事例が存在した。

　最後に11地区の事例により、長距離にわたるR36の沿道景

観は、先に挙げた植栽・建築物・広告物以外にも、多様な景

観要素により構成される事が明らかになった。千歳市街地の

事例では、広告物･建築物だけでなく、商店街の出店、花植

え、舗装された歩道、橋梁が景観構成要素となっている。

4. 沿道の土地利用規制による景観特性

　3章で行った調査を基に、R36札幌･千歳間の沿道における

土地利用規制の決定状況を表2にまとめた。例えば用途地

域は都市構造により各市の決定傾向が異なると考えられる。

人口規模が大きい札幌市は沿道全区間で決定され、その他

3市の内、中心市街地がR36に近接する恵庭市・千歳市では

比較的広範囲で決定されている。一方、中心市街地とR36が

離れている北広島市では、他市より狭い範囲で決定されて

いた。このように土地利用規制からは各市の決定状況に差

がみられる。次節よりこれらの項目ごとに着目し、沿道景観の

特性に関する考察を行う。

4-1. 風致地区

　風致地区制度は北海道において、札幌市のみで活用され

ている制度である。決定されたそれぞれの地区内に種別が

設けられており、R36沿道においては第1,4種が指定されてい

る。規制の厳しい第1種では「核となる風致資源が主体とな

る」、第4種は「都市的土地利用に配慮しつつ風致の保全･創

出を図る」という方針で指定されている 。例えば東月寒向ヶ

丘風致地区の第1種地区内では、良好な自然景観が保全さ

れている。一方でR36沿道に指定される第4種地区内では開

発が行われ、風致地区外と区別のない景観が形成されてい

る。その理由として、制度は建築物の高さ制限に一定の効果

を示しているが、用途混在や大型広告物の掲出、開発時緑

化規定の維持には効果を示していない事が挙げられる。つ

まり、制度が沿道景観を構成する多様な要素に対して、個

別対応に留まっていると考えられる(図3)。

　風致地区制度は自然景観の保全に効果を示す事から、制

度を有効に活用し、風致地区の特性が活かされた景観を形

成する事が望ましい。その際に主要幹線道路沿道に指定さ

れる第4種地区も、緑の保全に加えて広告物や建築物に対

しても一体的に効果を示す規制内容とし、風致地区周辺の

沿道も含めて決定する事が望ましいと考える。

4-2. 特別用途地区

　特別用途地区制度は平成10年に現行の制度に至った比

較的新しい地域地区制度である。法改正以降では、市町村

で規制内容や指定範囲を自由に決定できる事から、既存地

区の変更や新たな地区の決定が多くみられる。例えば上長

都の特別工業地区では、平成19年の変更により10,000㎡以

上の出店規制が行われ、羊ヶ丘では平成24年に大規模集客

施設制限地区が新たに決定されている。更に美しが丘

ニュータウンのように、特別用途地区からはR36を跨ぎ計画

範囲を決定する傾向が見られた。

　現行制度は景観形成に直結する制度ではないが、緩や

かに効果が表れるものと考えられる。既に道路を跨ぎ指定さ

れている制度を契機に沿道を一体的に捉え、景観の視点を

含んだ制度展開を行う事が望ましいと考える。

4-3. 地区計画

　地区計画はR36札幌･千歳間の沿道において17地区で決

定されている。豊平橋周辺や大曲柏葉、黄金といった事例

でみられる多くの地区計画範囲がR36を区切り線としている。

これにより道路を挟み対面での土地利用や開発手法、規制

に差がみられ、沿道景観形成に影響を与えている。一方で

札幌駅前通りは、上位計画で具体的に示された沿道景観形

成の方針を達成する為に地区計画が決定されている　。

R36を計画範囲の区切り線と捉えず、沿道の両側に対して建

物の高さや用途、意匠等の制限を設け、良好な沿道景観形

成に寄与する施策となっている。また、豊平橋周辺に決定さ

れている豊平橋南地区も、上位計画の存在する地区計画で

ある　。上位計画に基づき、方針には｢北国にふさわしい都

市景観の創出｣を掲げているが、実際の地区計画での制限内

容は1.5mのセットバックに留まっている。更に駐輪や自動販

売機の設置にセットバックが利用されており、景観創出とい

う方針の達成には至っていない（図4）。

　以上より、沿道に決定される地区計画では、景観形成の

方針を具体的に定める必要があると考える。例えば大曲柏

葉のように、開発時の方針に沿道の遮断林整備を位置づけ

る事や、あわせて対面の景観整備も行う事、画一的な景観

の形成を防ぐために建築物

のセットバック規定だけでは

なく、駐車場の設け方を含め

た配置規定や、工作物の設

置に関する規定を行う事が

望ましいと考える。

4-4. 農業振興地域

　農振地は農振法に基づく

地域計画であり、優良農

地の保全及び非農業的

土地利用との調整を図る

目的の制度である。農振

地内で、特に農地利用を

推進する農用地区域では、

利用計画と保全計画の策

定を義務付けており、農地以外での土地利用が厳しく制限

される。開発規制は農地景観保全に効果を示しているが、

制度に屋外広告物や農業用施設に対する景観配慮の視点

はない。これにより黄金等の事例では、沿道での広告物掲出

がみられた(図5)。

　農政の指定する制度であるが、現在は良好な景観の形成

について各省で横断的に推進する事が目指されている。農

業景観は北海道の典型的な景観資源であり、農地保全だ

けでなく景観の視点を含める事や、都市計画行政との連携

による複合的な制度の運用を行う事が望ましいと考える。

5. 沿道の現行景観施策

　3章で行った調査から、4章では土地利用制度に着目した

が、本章では現行の景観施策としてガイドラインに着目する。

行政が重点を置くエリアについて、ガイドラインを用いた積

極的な景観形成が行われている。ガイドラインは一般的に

景観形成の方針を示すものであり、法的規制力を持たない

計画である。しかし計画策定を契機とし、関係者間で景観

形成に関する意識統一を行う事を通じて、計画の有効性を

高めている。例えば新千歳空港周辺の「新千歳空港アクセ

ス沿道景観形成ガイドライン」は、ネオン看板や大型広告

物の乱立問題を背景に策定された計画であり、屋外広告物

業団体やネオン電気工業会といった団体を、計画策定を行

う新千歳空港周辺景観形成推進協議会に含めている（図6）。

良好な沿道景観形成に向けた関係者間の意識統一が、計画

策定後の円滑な景観形成を促している。更に屋外広告物法

や景観法との連携により｢北の空の玄関口としての広告景観｣

という目標の達成を行っている。一方札幌駅前通りの「緑を

感じる都心の街並み形成計画」では、地区計画や景観計画

などの法的規制力を持つ施策と連携する事により、景観形

成に大きく寄与する計画となっている(表3)。

　ガイドラインが良好な景観形成に大きく寄与している事

例がみられ、広域で行政区を跨ぐ場合や、駅前の様に重要

視される地区の場合に積極的な活用が望まれる。

6. まとめと考察

　以上の調査･考察により明らかになった事から、主要幹線

道路における沿道景観の特性と課題について考察し、今後

の取組みについて提案する。

(1) 自治体ごとの沿道景観の変化

　自治体ごとに策定している景観の計画には景観形成の方

針が示されており、方針に基づいた取組みがそれぞれの自

治体で進められている。一方でその計画の比較を行うと、計

画の枠組みや沿道景観に関わる各種項目の内容、重点地区

の取組みの有無といった、様 な々項目で差がみられた。従っ

て、自治体が計画に基づいて取組みを行う事で、自治体ごと

に形成される沿道景観に変化が生じている。

　交通量が多く、長距離にわたる主要幹線道路では、沿道

景観について自治体ごとではなく、道路に沿って議論を行

い、連携する事が望ましいと考える。また、沿道の制度決定

においても、都道府県など広域行政の立場から、沿道景観

の視点を含め誘導する事が望ましいと考える。

(2) 主要幹線道路を挟む沿道景観の不調和

　主要幹線道路沿道には、様 な々制度が決定されている。

中でも土地利用制度からは、主要幹線道路を計画範囲の区

切り線として決定する傾向がみられた。その結果、制度によ

る規制内容や計画の方針が道路を挟む対面で異なり、広告

物の掲出方法や建築物の建て方などにおいて、景観上の調

和がとれていない。

　沿道に決定される景観保全や開発規制を目的とした風致

地区や地区計画といった制度は、主要幹線道路を区切り線

と捉えず計画範囲を決定する事により、沿道景観の不調和

を防ぐ事が望ましい。また、特別用途地区の様な主要幹線

道路を挟む両側を計画範囲とする傾向にある制度について

は、今後景観の視点を含める事で、良好な景観形成に寄与

する方策とする事が望ましいと考える。

(3) 多様な景観構成要素に対する個別対応

　市街地の沿道景観は植栽･建築物･広告物といった、様々

な要素により構成されている。一方で沿道に決定されている

制度の多くは、多様な景観構成要素に対し個別対応である。

農地や林地に活用されている土地利用制度も、開発行為の

規制に対する限定的な効果である。

　多様な景観構成要素に対して一体的に効果を示す制度

の決定においては、関連法制度との連

携を推進し、良好な景観形成に効果を

示すガイドラインを活用する事が望ま

しいと考える。また、農政の定める土地

利用規制を目的とした制度も、都市計

画制度との連携による横断的な対応が

望ましいと考える。

　現在はR36に着目し論じたが、関係者

である道路管理者や広域行政、周辺自治体、住民らの連携

が重要と考え、積極的な協働が望まれる。今後は主要幹線

道路をはじめとする広域を対象に、良好な景観形成に資す

る連携や協働に主眼を置いた研究を進める予定である。
【補注】
(1)本稿では主要幹線道路を一般国道及び主要都道府県道とする。
(2)「北海道空港株式会社」提供資料より引用。
(3)「北海道開発局」提供資料平成22年度交通センサスよりR36札幌･千歳間の実測地
点交通量は全地点で25,000台/日を上回っており(札幌･新千歳空港間では32,000台/日
を上回る)、最多地点の札幌市中央区南4条西1丁目では51,348台/日となっている。
(4)現地調査は平成24年4月から9月の間に10回程度実施した。また団体との意見交換
は、平成24年10月29日実施「国道36号線をウェルカムロードにする会」との意見交換及
び、平成25年1月17日実施「北海道中小企業家同友会」との意見交換を指す。
(5)「札幌市景観計画」「北広島市都市景観形成基本計画」「恵庭市景観形成基本計
画」「千歳市都市景観形成基本計画」を指す。
(6)恵庭市が景観の計画を策定する際に行った住民アンケート(3つまで選択可能)の
結果では、景観形成の取組みを進める上で市に望む事項の第1位に「景観づくりの目
標や基本方針を示す」が挙げられている（約50％の人が必要と回答）。
(7)延べ床面積10,000㎡以上又は、高さ31mを超える建築物が基本的に対象となる。
(8)平成24年8月27日実施「札幌市都市計画部地域計画課」へのヒアリングより。
(9)平成24年8月30日実施「北広島市企画財政部都市計画課」へのヒアリングより。
(10)平成24年9月12日実施「国土交通省北海道開発局札幌開発建設部都市圏道路計
画課」へのヒアリング及び参考資料1)より、R36札幌･千歳間では道路開発当時から北
海道の空の玄関口としての景観配慮が行われている。
(11)平成24年8月20日実施「北海道建設部まちづくり局都市計画課」へのヒアリング及
び、北海道建設部提供内部資料より引用。
(12)平成24年8月29日実施「恵庭市企画振興部都市計画課」へのヒアリングより。
(13)平成24年8月30日実施「千歳市企画部まちづくり推進課」へのヒアリングより。
(14)「北海道屋外広告物条例」において屋外広告物の掲出は、用途地域等を除き国道
から除き基本的に国道から100m以内の展望できる地域では、自家用広告物30㎡以下高
さ10m以下、案内用広告物10㎡以下高さ6m以下。掲出禁止地域では自家用広告物10㎡
以下高さ5m以下、案内用広告物3.5㎡以下高さ5m以下と規定されている。
(15)参考文献7)を一部引用、筆者加筆。
(16)対象4市における都市計画図及び土地利用図を基に筆者が算定を行った。又、道
路を挟み同一の制度がそれぞれ決定されている場合も両側施策とし、具体的には上
長都の第2,3種特別工業地区が対面で決定されているような状況を指す。また、地区
計画・風致地区についてはこのような決定状況はみられない。
(17)対象4市における都市計画図･土地利用図を基に現況図の筆者加筆及び、筆者撮
影写真に筆者加筆、行政資料及びヒアリングにより筆者作成。尚、①～⑪は図1と対応。
(18)参考文献7)及び、「札幌市屋外広告物条例」を基に筆者作成。
(19)札幌駅前通北街区地区計画は、「札幌市都心まちづくり計画」において『賑わいの
軸として美しさの創出』が掲げられ、更に「緑を感じる都心の街並み形成計画」におい
て『地下地上の魅力があいまって賑わいを創出するメインストリート』と位置付けられ
た目標の達成を目的に決定され、大通交流拠点地区地区計画は、『都心内での中心性
を象徴的に表現する場の形成』を基本理念とする「大通交流拠点まちづくりガイドラ
イン」を具現化する目的で決定された地区計画である。
(20)「豊平川河畔地域右岸地区整備基本構想」に基づく地区計画。
(21)農業振興地域(以下、農振地)は農林水産省の指定する「農業振興地域の整備に
関する法律」に基づく制度であり、特に農地利用を推進する地域は農業振興地域内
農用地区域(以下、農振農用地)に指定される。
(22),(23)筆者撮影の写真に筆者加筆修正。
(24)平成24年4月に改訂された「新千歳空港アクセス沿道景観形成ガイドライン」より
抜粋、筆者加筆。協議会構成機関は改訂により見直されている。
(25)札幌市提供内部資料を基に筆者作成。協議会は札幌駅前通協議会を指す。
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図 1. 沿道概要図（道路図を基に R36 や実態調査対象 11 カ所等筆者加筆）
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　It has been pointed out that landscapes along a national road, that is heavily used by local people and 
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　This paper focused on roadside landscapes of a national road by studying characteristics of Route36 
from Sapporo to Chitose, the major entrance road from New Chitose Airport to the city.
　Through this study, there are three issues about roadside landscapes, which are differences in control 
systems by local authorities, gaps of sceneries between right and left sides of a national road, and a lack 
of comprehensive initiatives over various factors consisted roadside landscapes.
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1. はじめに

　近年我が国では都市再生の一環として、景観法をはじめ

とする、良好な景観の形成に向けた施策が次 に々展開され

ている。人口減少や地方分権の進展する社会状況下におい

て、地域ごとの景観形成の取組みは、地域活性化･観光振

興の点から重視され、活動は全国で活発化している。

　一方で全国の国道等主要幹線道路　では、ロードサイド

店舗の立地による広大な駐車場整備や大型の屋外広告物

の掲出が連続する沿道景観が形成されている。このような

全国でみられる画一的沿道景観形成に対し、都市計画の介

入が遅れている点は整備上の一課題として考えられる。

　日本の代表的な観光地である北海道では、美しい景観を

広域で形成する方針を明言した平成21年3月策定の「北海

道景観形成ビジョン」を始めとする景観に関する施策が展

開されている。また、近年の個人旅行客の増加を受け　積

極的に自動車観光を推進しており、「シーニックバイウェイ

北海道」等の制度を全国に先駆け活用する事で、点在する

観光地を結ぶネットワークづくりを目指している。

　そこで本論では、北海道で最も交通量の多い主要幹線

道路の1つであり　、北海道の空の玄関口である新千歳空港

と札幌市都心部を結ぶ、国道36号線(以下、R36)の札幌・千

歳間（札幌市・北広島市・恵庭市・千歳市）約42Kmを研究対

象とし（図1）、調査及び考察を行った。R36は空港連絡道路

として整備され、歴史的にも交通上だけでなく経済発展上

重要な役割を担ってきた 。現在でも観光や産業道路、また

交通網の骨格という役割を兼ねており、良好な沿道景観を

形成する必要性は高いものと考えられる。

　既往研究で、主要幹線道路における沿道景観の研究は

未だ少ない。深谷等(2006) は主要幹線道路の一部に着目し、

土地利用変遷の観点から行政施策が景観に与える影響を

明らかにしている。しかし土地利用に着目し、長距離の主要

幹線道路を対象にしたものは見当たらない。一方岩田(2004) 

は、長距離の複数自治体を跨ぐ主要幹線道路を対象として

いるが、その景観形成課題について主として屋外広告物に

着目して論じており、多様な景観構成要素を対象に主要幹

線道路の沿道景観を一体的に論じたものは見当たらない。

また北海道を対象とした研究では、広域での良好な沿道景

観形成の重要性を指摘したうえで、平下等(2006)　は「シー

ニックバイウェイ北海道」制度の課題と展望、石田等(2006)･

草間等(2010)　は景観評価手法に主眼を置いている。

　そこで本論では、沿道に跨る複数自治体による景観関連

施策の比較と沿道景観の実態調査に基づき、土地利用の観

点から沿道景観特性を明らかにし、主要幹線道路における

良好な沿道景観形成の方策を考察する事を目的とする。

　研究方法は、対象自治体における景観関連計画等の行

政資料･文献調査、現地調査、行政･住民へのヒアリング、ま

た住民団体及び地元企業との意見交換の結果 とする。

2. R36沿道景観に関する計画と取組みの4市比較

　R36札幌・千歳間では、札幌市の高度利用地、北広島市の

林地、恵庭市の農地、千歳市の工業団地といった多様な土

地利用により様 な々沿道景観が見られる。各市で策定される

景観の計画　には景観法に基づく法定計画と任意計画が

あり、法定計画では法に基づき景観政策が位置づけられる。

一方3市で策定される任意計画は、内容は充実しているが、

景観政策が位置づけられていないのが現状である。本章で

は、これら4市の計画の比較･分析を行った(表1)　。次節より

各市の計画の概要と、R36沿道景観に関わる項目をまとめる。

2-1. 札幌市

　札幌市は4市の内唯一の景観法に基づく景観行政団体で

あり、法に基づく「札幌市景観計画」を平成20年4月に策定し

た。市内全域を景観計画区域とし、一定規模以上　の開発

に届出を義務づけている。更に市内をエリア分けし、それぞ

れで景観の方針を示す事で良好な景観形成を目指してい

る。R36は「景観重点区域」「都心部」「高度利用住宅地」「景

観軸」に属しているが、重点区域外では法に基づく規制内容

がエリアに関わらず市内一律である。従って現状ではエリア

ごとの目標に応じた法規制を適応する段階には至っていな

い 。一方、特に良好な景観形成を図るべき地区と指定され

た「景観重点区域」は、開発規模に関わらず色彩や形態等

の基準が規定されている。更に区域内で細分化された地区

ごとに異なる基準を設け、良好な景観形成を目指している。

2-2. 北広島市

　北広島市は市政移行以前の広島町時代に、総合計画に

基づく様 な々事業を景観という視点から支える事を目的とし

て「広島町都市景観形成基本計画」を平成8年3月に策定し

た。同8月の市制移行に伴い「北広島市都市景観形成基本

計画」として、計画の運用を行っている。当市において景観

の視点で書かれた唯一の計画であり、「みちの景」としてR36

といった主要幹線道路における沿道景観形成の方針を示

している。しかしその後、計画の策定を行った都市景観室の

廃止等により現在この計画は運用されていない 。

　また計画内にも示されているが、北海道が昭和37年10月

に「北海道屋外広告物条例」において、北広島市内のR36沿

道に限り、広告物の掲出禁止地域に指定している。これは北

海道の空の玄関口としてのR36札幌･千歳間の自然景観維持

の観点から　、林地等「最も北海道らしい景観を有する」北

広島市での屋外広告物の掲出を禁止した為である　。

2-3. 恵庭市

　恵庭市は上位計画で掲げるまちづくりの基本理念を受け、

景観面で具体的に取りまとめる事を目的とし「恵庭市景観形

成基本計画」を平成20年3月に策定した。最上位計画にあた

る「第4期恵庭市総合計画」で位置付けている「水・緑・花 

人がふれあう生活都市えにわ」という理念を「都市計画マス

タープラン」や「緑の基本計画」等の様 な々計画で目標とし

ており、それぞれの視点から総合計画の理念達成を目指し

ている。この一貫した計画の展開により、景観形成基本計画

においても理念に基づき取組みが記載され、まちの出入口

での花修景といった事業は既に取組まれている。計画内で

R36全線が「景観軸」に位置づけられており、「都市景観ゾー

ン」と「農村景観ゾーン」の境界となっている　。

2-4. 千歳市

　千歳市は景観に関する全体方針をまとめた平成13年3月

策定の「ちとせ都市景観ガイドプラン」と、その誘導方針を

まとめた平成14年8月策定の「ちとせ都市景観ガイドライン」、

更に重点地区の景観形成方針を示した平成24年4月策定の

「新千歳空港アクセス沿道景観形成ガイドライン」により

「千歳市都市景観形成基本計画」を構成している。方針と

指針を分けて策定する事で、詳細まで規定された計画と

なっている。加えて重点地区ガイドラインを設ける事で、地

域の課題に合わせた施策の展開による積極的な景観形成

を行っている。R36の市内全線が「みちの景」と位置付けられ、

重点地区の範囲にもR36が含まれている  。

2-5. 4市の計画と取組みの比較

　以上の4市における景観に関する計画を基に、R36に関連

する項目で取りまとめ、比較を行った（表1）。

　各市で景観に関する総合的な計画を策定している点は

共通しているが、札幌市のみが景観法に基づいた計画であ

る点は特徴といえる。その為、計画区域･方針･制限内容と

いった項目の立て方は、景観法に基づき決定されている。一

方で任意計画では、恵庭市に見られる他計画との連携や、

千歳市の特徴的な枠組の様に、自由な構成で策定が行われ

る。しかし北広島市の計画の様に、継続性が担保されてい

ない点は問題として挙げられ、自治体の意向次第で計画が

運用されなくなる場合がある。今後は内容の充実を損なわ

ず、法定計画へと移行する事が望ましいと考える。

　次に内容について、類似の項目ごとに取りまとめて比較を

行った。まず各市でR36の位置づけに差があり、札幌市はR36

を区切り、特定区間ごとに「都心部」「高度利用住宅地」等と

捉えているが、他市ではR36の市内全線を「みちの景」や「景

観軸」としている。具体的な項目を見ると「幹線道路の植栽

方針」については、千歳市では植栽の選定を重視している

が、他市では連続性について重点的に書かれている。「幹線

道路の広告物方針」については、北広島市は広告物の指導

に重点を置いているが、他市では統一感や調和を重視して

いる。この方針の差は実際の広告物規制にも表れ、北広島

市のR36沿道では北海道との連携により掲出禁止地域に指

定されているが、他市の沿道では屋外広告物条例に基づく

一律の制限内容となっている。このように、4市で計画の枠組

みや内容、それに伴う法的規制には差が生じており、現状の

計画は自治体ごとに連携が取られていないと考えられる。

3. 沿道景観の実態調査

　計画の分析･比較に続いて、R36の沿道景観の特性を明ら

かにする事を目的に実態調査を行った。まず現地調査から

シークエンス変化に基づき沿道を分割し、特性ごとに分類

を行った。その際に顕著な例と思われる11地区を実態調査

の対象として選定し、活用されている地域地区制度・農業振

興地域・景観ガイドラインと、特性を決定付けると考えられ

る要因（植栽・建築物・広告物）の実態について明らかにし、

考察を行い図2にまとめた。

　これらの調査を通して明らかになった沿道景観の特性と

して、第一に行政境界での景観の変化を挙げる。前章で自

治体ごとの計画に連携が取られていない事を示したが、こ

の差が沿道景観の実態に影響していると考える。例えば北

広島･恵庭行政境界の事例に着目すると、北広島市では計画

に基づき、自然景観維持の観点から沿道を掲出禁止地域に

指定し広告物行政を行っているが、恵庭市では重点が置か

れず、部分的に不適格広告物の掲出も見られる 。これによ

り、広告物による景観では、行政境界で変化が生じている。

一方で恵庭市は花植えによる景観形成に重点を置いてい

る事から、恵庭市のR36沿道では積極的に花植え活動が行

われているが、北広島市では行われていない。このように計

画の差が実態に影響を及ぼしている。

　次に沿道に決定されている制度の調査により、計画範囲

がR36を区切り線としている事例が、豊平橋周辺や大曲柏葉、

黄金等でみられた。道路を区切りとして範囲を決定する事

で、羊ヶ丘のように道路を挟む対面で景観の調和が図られ

ず、異なる要素で景観が形成される事例が存在した。

　最後に11地区の事例により、長距離にわたるR36の沿道景

観は、先に挙げた植栽・建築物・広告物以外にも、多様な景

観要素により構成される事が明らかになった。千歳市街地の

事例では、広告物･建築物だけでなく、商店街の出店、花植

え、舗装された歩道、橋梁が景観構成要素となっている。

4. 沿道の土地利用規制による景観特性

　3章で行った調査を基に、R36札幌･千歳間の沿道における

土地利用規制の決定状況を表2にまとめた。例えば用途地

域は都市構造により各市の決定傾向が異なると考えられる。

人口規模が大きい札幌市は沿道全区間で決定され、その他

3市の内、中心市街地がR36に近接する恵庭市・千歳市では

比較的広範囲で決定されている。一方、中心市街地とR36が

離れている北広島市では、他市より狭い範囲で決定されて

いた。このように土地利用規制からは各市の決定状況に差

がみられる。次節よりこれらの項目ごとに着目し、沿道景観の

特性に関する考察を行う。

4-1. 風致地区

　風致地区制度は北海道において、札幌市のみで活用され

ている制度である。決定されたそれぞれの地区内に種別が

設けられており、R36沿道においては第1,4種が指定されてい

る。規制の厳しい第1種では「核となる風致資源が主体とな

る」、第4種は「都市的土地利用に配慮しつつ風致の保全･創

出を図る」という方針で指定されている 。例えば東月寒向ヶ

丘風致地区の第1種地区内では、良好な自然景観が保全さ

れている。一方でR36沿道に指定される第4種地区内では開

発が行われ、風致地区外と区別のない景観が形成されてい

る。その理由として、制度は建築物の高さ制限に一定の効果

を示しているが、用途混在や大型広告物の掲出、開発時緑

化規定の維持には効果を示していない事が挙げられる。つ

まり、制度が沿道景観を構成する多様な要素に対して、個

別対応に留まっていると考えられる(図3)。

　風致地区制度は自然景観の保全に効果を示す事から、制

度を有効に活用し、風致地区の特性が活かされた景観を形

成する事が望ましい。その際に主要幹線道路沿道に指定さ

れる第4種地区も、緑の保全に加えて広告物や建築物に対

しても一体的に効果を示す規制内容とし、風致地区周辺の

沿道も含めて決定する事が望ましいと考える。

4-2. 特別用途地区

　特別用途地区制度は平成10年に現行の制度に至った比

較的新しい地域地区制度である。法改正以降では、市町村

で規制内容や指定範囲を自由に決定できる事から、既存地

区の変更や新たな地区の決定が多くみられる。例えば上長

都の特別工業地区では、平成19年の変更により10,000㎡以

上の出店規制が行われ、羊ヶ丘では平成24年に大規模集客

施設制限地区が新たに決定されている。更に美しが丘

ニュータウンのように、特別用途地区からはR36を跨ぎ計画

範囲を決定する傾向が見られた。

　現行制度は景観形成に直結する制度ではないが、緩や

かに効果が表れるものと考えられる。既に道路を跨ぎ指定さ

れている制度を契機に沿道を一体的に捉え、景観の視点を

含んだ制度展開を行う事が望ましいと考える。

4-3. 地区計画

　地区計画はR36札幌･千歳間の沿道において17地区で決

定されている。豊平橋周辺や大曲柏葉、黄金といった事例

でみられる多くの地区計画範囲がR36を区切り線としている。

これにより道路を挟み対面での土地利用や開発手法、規制

に差がみられ、沿道景観形成に影響を与えている。一方で

札幌駅前通りは、上位計画で具体的に示された沿道景観形

成の方針を達成する為に地区計画が決定されている　。

R36を計画範囲の区切り線と捉えず、沿道の両側に対して建

物の高さや用途、意匠等の制限を設け、良好な沿道景観形

成に寄与する施策となっている。また、豊平橋周辺に決定さ

れている豊平橋南地区も、上位計画の存在する地区計画で

ある　。上位計画に基づき、方針には｢北国にふさわしい都

市景観の創出｣を掲げているが、実際の地区計画での制限内

容は1.5mのセットバックに留まっている。更に駐輪や自動販

売機の設置にセットバックが利用されており、景観創出とい

う方針の達成には至っていない（図4）。

　以上より、沿道に決定される地区計画では、景観形成の

方針を具体的に定める必要があると考える。例えば大曲柏

葉のように、開発時の方針に沿道の遮断林整備を位置づけ

る事や、あわせて対面の景観整備も行う事、画一的な景観

の形成を防ぐために建築物

のセットバック規定だけでは

なく、駐車場の設け方を含め

た配置規定や、工作物の設

置に関する規定を行う事が

望ましいと考える。

4-4. 農業振興地域

　農振地は農振法に基づく

地域計画であり、優良農

地の保全及び非農業的

土地利用との調整を図る

目的の制度である。農振

地内で、特に農地利用を

推進する農用地区域では、

利用計画と保全計画の策

定を義務付けており、農地以外での土地利用が厳しく制限

される。開発規制は農地景観保全に効果を示しているが、

制度に屋外広告物や農業用施設に対する景観配慮の視点

はない。これにより黄金等の事例では、沿道での広告物掲出

がみられた(図5)。

　農政の指定する制度であるが、現在は良好な景観の形成

について各省で横断的に推進する事が目指されている。農

業景観は北海道の典型的な景観資源であり、農地保全だ

けでなく景観の視点を含める事や、都市計画行政との連携

による複合的な制度の運用を行う事が望ましいと考える。

5. 沿道の現行景観施策

　3章で行った調査から、4章では土地利用制度に着目した

が、本章では現行の景観施策としてガイドラインに着目する。

行政が重点を置くエリアについて、ガイドラインを用いた積

極的な景観形成が行われている。ガイドラインは一般的に

景観形成の方針を示すものであり、法的規制力を持たない

計画である。しかし計画策定を契機とし、関係者間で景観

形成に関する意識統一を行う事を通じて、計画の有効性を

高めている。例えば新千歳空港周辺の「新千歳空港アクセ

ス沿道景観形成ガイドライン」は、ネオン看板や大型広告

物の乱立問題を背景に策定された計画であり、屋外広告物

業団体やネオン電気工業会といった団体を、計画策定を行

う新千歳空港周辺景観形成推進協議会に含めている（図6）。

良好な沿道景観形成に向けた関係者間の意識統一が、計画

策定後の円滑な景観形成を促している。更に屋外広告物法

や景観法との連携により｢北の空の玄関口としての広告景観｣

という目標の達成を行っている。一方札幌駅前通りの「緑を

感じる都心の街並み形成計画」では、地区計画や景観計画

などの法的規制力を持つ施策と連携する事により、景観形

成に大きく寄与する計画となっている(表3)。

　ガイドラインが良好な景観形成に大きく寄与している事

例がみられ、広域で行政区を跨ぐ場合や、駅前の様に重要

視される地区の場合に積極的な活用が望まれる。

6. まとめと考察

　以上の調査･考察により明らかになった事から、主要幹線

道路における沿道景観の特性と課題について考察し、今後

の取組みについて提案する。

(1) 自治体ごとの沿道景観の変化

　自治体ごとに策定している景観の計画には景観形成の方

針が示されており、方針に基づいた取組みがそれぞれの自

治体で進められている。一方でその計画の比較を行うと、計

画の枠組みや沿道景観に関わる各種項目の内容、重点地区

の取組みの有無といった、様 な々項目で差がみられた。従っ

て、自治体が計画に基づいて取組みを行う事で、自治体ごと

に形成される沿道景観に変化が生じている。

　交通量が多く、長距離にわたる主要幹線道路では、沿道

景観について自治体ごとではなく、道路に沿って議論を行

い、連携する事が望ましいと考える。また、沿道の制度決定

においても、都道府県など広域行政の立場から、沿道景観

の視点を含め誘導する事が望ましいと考える。

(2) 主要幹線道路を挟む沿道景観の不調和

　主要幹線道路沿道には、様 な々制度が決定されている。

中でも土地利用制度からは、主要幹線道路を計画範囲の区

切り線として決定する傾向がみられた。その結果、制度によ

る規制内容や計画の方針が道路を挟む対面で異なり、広告

物の掲出方法や建築物の建て方などにおいて、景観上の調

和がとれていない。

　沿道に決定される景観保全や開発規制を目的とした風致

地区や地区計画といった制度は、主要幹線道路を区切り線

と捉えず計画範囲を決定する事により、沿道景観の不調和

を防ぐ事が望ましい。また、特別用途地区の様な主要幹線

道路を挟む両側を計画範囲とする傾向にある制度について

は、今後景観の視点を含める事で、良好な景観形成に寄与

する方策とする事が望ましいと考える。

(3) 多様な景観構成要素に対する個別対応

　市街地の沿道景観は植栽･建築物･広告物といった、様々

な要素により構成されている。一方で沿道に決定されている

制度の多くは、多様な景観構成要素に対し個別対応である。

農地や林地に活用されている土地利用制度も、開発行為の

規制に対する限定的な効果である。

　多様な景観構成要素に対して一体的に効果を示す制度

の決定においては、関連法制度との連

携を推進し、良好な景観形成に効果を

示すガイドラインを活用する事が望ま

しいと考える。また、農政の定める土地

利用規制を目的とした制度も、都市計

画制度との連携による横断的な対応が

望ましいと考える。

　現在はR36に着目し論じたが、関係者

である道路管理者や広域行政、周辺自治体、住民らの連携

が重要と考え、積極的な協働が望まれる。今後は主要幹線

道路をはじめとする広域を対象に、良好な景観形成に資す

る連携や協働に主眼を置いた研究を進める予定である。
【補注】
(1)本稿では主要幹線道路を一般国道及び主要都道府県道とする。
(2)「北海道空港株式会社」提供資料より引用。
(3)「北海道開発局」提供資料平成22年度交通センサスよりR36札幌･千歳間の実測地
点交通量は全地点で25,000台/日を上回っており(札幌･新千歳空港間では32,000台/日
を上回る)、最多地点の札幌市中央区南4条西1丁目では51,348台/日となっている。
(4)現地調査は平成24年4月から9月の間に10回程度実施した。また団体との意見交換
は、平成24年10月29日実施「国道36号線をウェルカムロードにする会」との意見交換及
び、平成25年1月17日実施「北海道中小企業家同友会」との意見交換を指す。
(5)「札幌市景観計画」「北広島市都市景観形成基本計画」「恵庭市景観形成基本計
画」「千歳市都市景観形成基本計画」を指す。
(6)恵庭市が景観の計画を策定する際に行った住民アンケート(3つまで選択可能)の
結果では、景観形成の取組みを進める上で市に望む事項の第1位に「景観づくりの目
標や基本方針を示す」が挙げられている（約50％の人が必要と回答）。
(7)延べ床面積10,000㎡以上又は、高さ31mを超える建築物が基本的に対象となる。
(8)平成24年8月27日実施「札幌市都市計画部地域計画課」へのヒアリングより。
(9)平成24年8月30日実施「北広島市企画財政部都市計画課」へのヒアリングより。
(10)平成24年9月12日実施「国土交通省北海道開発局札幌開発建設部都市圏道路計
画課」へのヒアリング及び参考資料1)より、R36札幌･千歳間では道路開発当時から北
海道の空の玄関口としての景観配慮が行われている。
(11)平成24年8月20日実施「北海道建設部まちづくり局都市計画課」へのヒアリング及
び、北海道建設部提供内部資料より引用。
(12)平成24年8月29日実施「恵庭市企画振興部都市計画課」へのヒアリングより。
(13)平成24年8月30日実施「千歳市企画部まちづくり推進課」へのヒアリングより。
(14)「北海道屋外広告物条例」において屋外広告物の掲出は、用途地域等を除き国道
から除き基本的に国道から100m以内の展望できる地域では、自家用広告物30㎡以下高
さ10m以下、案内用広告物10㎡以下高さ6m以下。掲出禁止地域では自家用広告物10㎡
以下高さ5m以下、案内用広告物3.5㎡以下高さ5m以下と規定されている。
(15)参考文献7)を一部引用、筆者加筆。
(16)対象4市における都市計画図及び土地利用図を基に筆者が算定を行った。又、道
路を挟み同一の制度がそれぞれ決定されている場合も両側施策とし、具体的には上
長都の第2,3種特別工業地区が対面で決定されているような状況を指す。また、地区
計画・風致地区についてはこのような決定状況はみられない。
(17)対象4市における都市計画図･土地利用図を基に現況図の筆者加筆及び、筆者撮
影写真に筆者加筆、行政資料及びヒアリングにより筆者作成。尚、①～⑪は図1と対応。
(18)参考文献7)及び、「札幌市屋外広告物条例」を基に筆者作成。
(19)札幌駅前通北街区地区計画は、「札幌市都心まちづくり計画」において『賑わいの
軸として美しさの創出』が掲げられ、更に「緑を感じる都心の街並み形成計画」におい
て『地下地上の魅力があいまって賑わいを創出するメインストリート』と位置付けられ
た目標の達成を目的に決定され、大通交流拠点地区地区計画は、『都心内での中心性
を象徴的に表現する場の形成』を基本理念とする「大通交流拠点まちづくりガイドラ
イン」を具現化する目的で決定された地区計画である。
(20)「豊平川河畔地域右岸地区整備基本構想」に基づく地区計画。
(21)農業振興地域(以下、農振地)は農林水産省の指定する「農業振興地域の整備に
関する法律」に基づく制度であり、特に農地利用を推進する地域は農業振興地域内
農用地区域(以下、農振農用地)に指定される。
(22),(23)筆者撮影の写真に筆者加筆修正。
(24)平成24年4月に改訂された「新千歳空港アクセス沿道景観形成ガイドライン」より
抜粋、筆者加筆。協議会構成機関は改訂により見直されている。
(25)札幌市提供内部資料を基に筆者作成。協議会は札幌駅前通協議会を指す。
【参考文献】
1)国土交通省北海道開発局・道路情報館内札幌・千歳間道路物語編集委員会：札幌・
千歳間道路物語, 北海道道路史調査会, 2003.12
2)深谷正則・宮脇勝(2006), 「土地利用変化から見た日光街道沿いの歴史的景観の変
遷に関する研究 –旧日光市から旧今市市における地籍図、土地台帳、公図の比較研究
-」, 第41回日本都市計画学会学術研究論文集, No41-3, pp.397-402
3)岩田俊二(2004),「国道260号線の沿道景観形成の課題」, 地研年報10号, pp93-100
4)平下貴博・小林英嗣・青木潤(2006),　「地域発意の身近な生活景の形成支援と都
市・農村の連携から見たシーニックバイウェイ北海道」, 2006年日本建築学会学術講
演梗概集, pp75-78
5)石田眞二・亀山修一(2006), 「北海道における道路のシークエンス景観の定量的評
価に関する研究 –シーニックバイウェイルートにおける試行-」, 第41回日本都市計画
学会学術研究論文集, No41-3, pp.463-468
6)草間祥吾・松田泰明・三好達夫(2010), 「北海道における道路景観の印象評価に影
響を与える要因について」, 2010年12月寒地土木研究所月報, No691, pp13-20
7)越澤明：札幌の緑づくり, 札幌市環境局緑化推進部緑の保全課, 2001.1

項目 札幌市景観計画 北広島市都市景観形成基本計画 恵庭市景観形成基本計画 千歳市都市景観形成基本計画

札幌市景観形成基本計画

景観法施行 (H16)

札幌市は景観行政団体となる

札幌市景観計画 (H20)

(H9)
広島町都市景観
形成基本計画

(H8)

策定経緯
・

計画枠組

連続する道路緑化 緑を印象付ける軸上景観
統一された並木づくり

並木道や花修景の維持
まちの出入口の花修景

路線ごとに植栽・花などの選定幹線道路の
植栽方針

調和が図られる沿道景観の誘導 違反広告物の指導（道条例と連携）
大型広告物･立看板の指導

老朽・違反広告物の撤去
看板のデザインレベルの向上
統一感による賑やかさの演出

市制移行

北広島市都市景観形成基本計画

運用主体の廃止

各種施策を上位計画に

恵庭市景観形成基本計画

都市計画 
ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ
(H12)

緑の
基本計画
(H09)

環境
基本計画
(H14)

(H20)

千歳市都市景観形成基本計画
ちとせ

都市景観
形成

ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾗﾝ
(H13)

ちとせ
都市景観

形成
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
(H14)

新千歳空港
アクセス沿
道景観形成
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
(H24)

幹線道路の
広告物方針

共同設置による乱立の回避
デザインの向上
大きさ・色彩・設置位置の統一

重点地区に
おける取組

景観重点区域に指定し、地域特性
を踏まえた法に基づく規制適用
例 )札幌駅前通り北街区地区

ガイドラインを設け、より質の高
い景観形成への方向性を打ち出す
例 )新千歳空港アクセス沿道地区
　

景観行政団体 H16 より景観行政団体

都心部・高度利用住宅地・景観軸みちの景 景観軸 みちの景R36 の区分

表 1. 四市における景観に関する計画の比較
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(6)

(7)

(8)

(9)
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1. はじめに

　近年我が国では都市再生の一環として、景観法をはじめ

とする、良好な景観の形成に向けた施策が次 に々展開され

ている。人口減少や地方分権の進展する社会状況下におい

て、地域ごとの景観形成の取組みは、地域活性化･観光振

興の点から重視され、活動は全国で活発化している。

　一方で全国の国道等主要幹線道路　では、ロードサイド

店舗の立地による広大な駐車場整備や大型の屋外広告物

の掲出が連続する沿道景観が形成されている。このような

全国でみられる画一的沿道景観形成に対し、都市計画の介

入が遅れている点は整備上の一課題として考えられる。

　日本の代表的な観光地である北海道では、美しい景観を

広域で形成する方針を明言した平成21年3月策定の「北海

道景観形成ビジョン」を始めとする景観に関する施策が展

開されている。また、近年の個人旅行客の増加を受け　積

極的に自動車観光を推進しており、「シーニックバイウェイ

北海道」等の制度を全国に先駆け活用する事で、点在する

観光地を結ぶネットワークづくりを目指している。

　そこで本論では、北海道で最も交通量の多い主要幹線

道路の1つであり　、北海道の空の玄関口である新千歳空港

と札幌市都心部を結ぶ、国道36号線(以下、R36)の札幌・千

歳間（札幌市・北広島市・恵庭市・千歳市）約42Kmを研究対

象とし（図1）、調査及び考察を行った。R36は空港連絡道路

として整備され、歴史的にも交通上だけでなく経済発展上

重要な役割を担ってきた 。現在でも観光や産業道路、また

交通網の骨格という役割を兼ねており、良好な沿道景観を

形成する必要性は高いものと考えられる。

　既往研究で、主要幹線道路における沿道景観の研究は

未だ少ない。深谷等(2006) は主要幹線道路の一部に着目し、

土地利用変遷の観点から行政施策が景観に与える影響を

明らかにしている。しかし土地利用に着目し、長距離の主要

幹線道路を対象にしたものは見当たらない。一方岩田(2004) 

は、長距離の複数自治体を跨ぐ主要幹線道路を対象として

いるが、その景観形成課題について主として屋外広告物に

着目して論じており、多様な景観構成要素を対象に主要幹

線道路の沿道景観を一体的に論じたものは見当たらない。

また北海道を対象とした研究では、広域での良好な沿道景

観形成の重要性を指摘したうえで、平下等(2006)　は「シー

ニックバイウェイ北海道」制度の課題と展望、石田等(2006)･

草間等(2010)　は景観評価手法に主眼を置いている。

　そこで本論では、沿道に跨る複数自治体による景観関連

施策の比較と沿道景観の実態調査に基づき、土地利用の観

点から沿道景観特性を明らかにし、主要幹線道路における

良好な沿道景観形成の方策を考察する事を目的とする。

　研究方法は、対象自治体における景観関連計画等の行

政資料･文献調査、現地調査、行政･住民へのヒアリング、ま

た住民団体及び地元企業との意見交換の結果 とする。

2. R36沿道景観に関する計画と取組みの4市比較

　R36札幌・千歳間では、札幌市の高度利用地、北広島市の

林地、恵庭市の農地、千歳市の工業団地といった多様な土

地利用により様 な々沿道景観が見られる。各市で策定される

景観の計画　には景観法に基づく法定計画と任意計画が

あり、法定計画では法に基づき景観政策が位置づけられる。

一方3市で策定される任意計画は、内容は充実しているが、

景観政策が位置づけられていないのが現状である。本章で

は、これら4市の計画の比較･分析を行った(表1)　。次節より

各市の計画の概要と、R36沿道景観に関わる項目をまとめる。

2-1. 札幌市

　札幌市は4市の内唯一の景観法に基づく景観行政団体で

あり、法に基づく「札幌市景観計画」を平成20年4月に策定し

た。市内全域を景観計画区域とし、一定規模以上　の開発

に届出を義務づけている。更に市内をエリア分けし、それぞ

れで景観の方針を示す事で良好な景観形成を目指してい

る。R36は「景観重点区域」「都心部」「高度利用住宅地」「景

観軸」に属しているが、重点区域外では法に基づく規制内容

がエリアに関わらず市内一律である。従って現状ではエリア

ごとの目標に応じた法規制を適応する段階には至っていな

い 。一方、特に良好な景観形成を図るべき地区と指定され

た「景観重点区域」は、開発規模に関わらず色彩や形態等

の基準が規定されている。更に区域内で細分化された地区

ごとに異なる基準を設け、良好な景観形成を目指している。

2-2. 北広島市

　北広島市は市政移行以前の広島町時代に、総合計画に

基づく様 な々事業を景観という視点から支える事を目的とし

て「広島町都市景観形成基本計画」を平成8年3月に策定し

た。同8月の市制移行に伴い「北広島市都市景観形成基本

計画」として、計画の運用を行っている。当市において景観

の視点で書かれた唯一の計画であり、「みちの景」としてR36

といった主要幹線道路における沿道景観形成の方針を示

している。しかしその後、計画の策定を行った都市景観室の

廃止等により現在この計画は運用されていない 。

　また計画内にも示されているが、北海道が昭和37年10月

に「北海道屋外広告物条例」において、北広島市内のR36沿

道に限り、広告物の掲出禁止地域に指定している。これは北

海道の空の玄関口としてのR36札幌･千歳間の自然景観維持

の観点から　、林地等「最も北海道らしい景観を有する」北

広島市での屋外広告物の掲出を禁止した為である　。

2-3. 恵庭市

　恵庭市は上位計画で掲げるまちづくりの基本理念を受け、

景観面で具体的に取りまとめる事を目的とし「恵庭市景観形

成基本計画」を平成20年3月に策定した。最上位計画にあた

る「第4期恵庭市総合計画」で位置付けている「水・緑・花 

人がふれあう生活都市えにわ」という理念を「都市計画マス

タープラン」や「緑の基本計画」等の様 な々計画で目標とし

ており、それぞれの視点から総合計画の理念達成を目指し

ている。この一貫した計画の展開により、景観形成基本計画

においても理念に基づき取組みが記載され、まちの出入口

での花修景といった事業は既に取組まれている。計画内で

R36全線が「景観軸」に位置づけられており、「都市景観ゾー

ン」と「農村景観ゾーン」の境界となっている　。

2-4. 千歳市

　千歳市は景観に関する全体方針をまとめた平成13年3月

策定の「ちとせ都市景観ガイドプラン」と、その誘導方針を

まとめた平成14年8月策定の「ちとせ都市景観ガイドライン」、

更に重点地区の景観形成方針を示した平成24年4月策定の

「新千歳空港アクセス沿道景観形成ガイドライン」により

「千歳市都市景観形成基本計画」を構成している。方針と

指針を分けて策定する事で、詳細まで規定された計画と

なっている。加えて重点地区ガイドラインを設ける事で、地

域の課題に合わせた施策の展開による積極的な景観形成

を行っている。R36の市内全線が「みちの景」と位置付けられ、

重点地区の範囲にもR36が含まれている  。

2-5. 4市の計画と取組みの比較

　以上の4市における景観に関する計画を基に、R36に関連

する項目で取りまとめ、比較を行った（表1）。

　各市で景観に関する総合的な計画を策定している点は

共通しているが、札幌市のみが景観法に基づいた計画であ

る点は特徴といえる。その為、計画区域･方針･制限内容と

いった項目の立て方は、景観法に基づき決定されている。一

方で任意計画では、恵庭市に見られる他計画との連携や、

千歳市の特徴的な枠組の様に、自由な構成で策定が行われ

る。しかし北広島市の計画の様に、継続性が担保されてい

ない点は問題として挙げられ、自治体の意向次第で計画が

運用されなくなる場合がある。今後は内容の充実を損なわ

ず、法定計画へと移行する事が望ましいと考える。

　次に内容について、類似の項目ごとに取りまとめて比較を

行った。まず各市でR36の位置づけに差があり、札幌市はR36

を区切り、特定区間ごとに「都心部」「高度利用住宅地」等と

捉えているが、他市ではR36の市内全線を「みちの景」や「景

観軸」としている。具体的な項目を見ると「幹線道路の植栽

方針」については、千歳市では植栽の選定を重視している

が、他市では連続性について重点的に書かれている。「幹線

道路の広告物方針」については、北広島市は広告物の指導

に重点を置いているが、他市では統一感や調和を重視して

いる。この方針の差は実際の広告物規制にも表れ、北広島

市のR36沿道では北海道との連携により掲出禁止地域に指

定されているが、他市の沿道では屋外広告物条例に基づく

一律の制限内容となっている。このように、4市で計画の枠組

みや内容、それに伴う法的規制には差が生じており、現状の

計画は自治体ごとに連携が取られていないと考えられる。

3. 沿道景観の実態調査

　計画の分析･比較に続いて、R36の沿道景観の特性を明ら

かにする事を目的に実態調査を行った。まず現地調査から

シークエンス変化に基づき沿道を分割し、特性ごとに分類

を行った。その際に顕著な例と思われる11地区を実態調査

の対象として選定し、活用されている地域地区制度・農業振

興地域・景観ガイドラインと、特性を決定付けると考えられ

る要因（植栽・建築物・広告物）の実態について明らかにし、

考察を行い図2にまとめた。

　これらの調査を通して明らかになった沿道景観の特性と

して、第一に行政境界での景観の変化を挙げる。前章で自

治体ごとの計画に連携が取られていない事を示したが、こ

の差が沿道景観の実態に影響していると考える。例えば北

広島･恵庭行政境界の事例に着目すると、北広島市では計画

に基づき、自然景観維持の観点から沿道を掲出禁止地域に

指定し広告物行政を行っているが、恵庭市では重点が置か

れず、部分的に不適格広告物の掲出も見られる 。これによ

り、広告物による景観では、行政境界で変化が生じている。

一方で恵庭市は花植えによる景観形成に重点を置いてい

る事から、恵庭市のR36沿道では積極的に花植え活動が行

われているが、北広島市では行われていない。このように計

画の差が実態に影響を及ぼしている。

　次に沿道に決定されている制度の調査により、計画範囲

がR36を区切り線としている事例が、豊平橋周辺や大曲柏葉、

黄金等でみられた。道路を区切りとして範囲を決定する事

で、羊ヶ丘のように道路を挟む対面で景観の調和が図られ

ず、異なる要素で景観が形成される事例が存在した。

　最後に11地区の事例により、長距離にわたるR36の沿道景

観は、先に挙げた植栽・建築物・広告物以外にも、多様な景

観要素により構成される事が明らかになった。千歳市街地の

事例では、広告物･建築物だけでなく、商店街の出店、花植

え、舗装された歩道、橋梁が景観構成要素となっている。

4. 沿道の土地利用規制による景観特性

　3章で行った調査を基に、R36札幌･千歳間の沿道における

土地利用規制の決定状況を表2にまとめた。例えば用途地

域は都市構造により各市の決定傾向が異なると考えられる。

人口規模が大きい札幌市は沿道全区間で決定され、その他

3市の内、中心市街地がR36に近接する恵庭市・千歳市では

比較的広範囲で決定されている。一方、中心市街地とR36が

離れている北広島市では、他市より狭い範囲で決定されて

いた。このように土地利用規制からは各市の決定状況に差

がみられる。次節よりこれらの項目ごとに着目し、沿道景観の

特性に関する考察を行う。

4-1. 風致地区

　風致地区制度は北海道において、札幌市のみで活用され

ている制度である。決定されたそれぞれの地区内に種別が

設けられており、R36沿道においては第1,4種が指定されてい

る。規制の厳しい第1種では「核となる風致資源が主体とな

る」、第4種は「都市的土地利用に配慮しつつ風致の保全･創

出を図る」という方針で指定されている 。例えば東月寒向ヶ

丘風致地区の第1種地区内では、良好な自然景観が保全さ

れている。一方でR36沿道に指定される第4種地区内では開

発が行われ、風致地区外と区別のない景観が形成されてい

る。その理由として、制度は建築物の高さ制限に一定の効果

を示しているが、用途混在や大型広告物の掲出、開発時緑

化規定の維持には効果を示していない事が挙げられる。つ

まり、制度が沿道景観を構成する多様な要素に対して、個

別対応に留まっていると考えられる(図3)。

　風致地区制度は自然景観の保全に効果を示す事から、制

度を有効に活用し、風致地区の特性が活かされた景観を形

成する事が望ましい。その際に主要幹線道路沿道に指定さ

れる第4種地区も、緑の保全に加えて広告物や建築物に対

しても一体的に効果を示す規制内容とし、風致地区周辺の

沿道も含めて決定する事が望ましいと考える。

4-2. 特別用途地区

　特別用途地区制度は平成10年に現行の制度に至った比

較的新しい地域地区制度である。法改正以降では、市町村

で規制内容や指定範囲を自由に決定できる事から、既存地

区の変更や新たな地区の決定が多くみられる。例えば上長

都の特別工業地区では、平成19年の変更により10,000㎡以

上の出店規制が行われ、羊ヶ丘では平成24年に大規模集客

施設制限地区が新たに決定されている。更に美しが丘

ニュータウンのように、特別用途地区からはR36を跨ぎ計画

範囲を決定する傾向が見られた。

　現行制度は景観形成に直結する制度ではないが、緩や

かに効果が表れるものと考えられる。既に道路を跨ぎ指定さ

れている制度を契機に沿道を一体的に捉え、景観の視点を

含んだ制度展開を行う事が望ましいと考える。

4-3. 地区計画

　地区計画はR36札幌･千歳間の沿道において17地区で決

定されている。豊平橋周辺や大曲柏葉、黄金といった事例

でみられる多くの地区計画範囲がR36を区切り線としている。

これにより道路を挟み対面での土地利用や開発手法、規制

に差がみられ、沿道景観形成に影響を与えている。一方で

札幌駅前通りは、上位計画で具体的に示された沿道景観形

成の方針を達成する為に地区計画が決定されている　。

R36を計画範囲の区切り線と捉えず、沿道の両側に対して建

物の高さや用途、意匠等の制限を設け、良好な沿道景観形

成に寄与する施策となっている。また、豊平橋周辺に決定さ

れている豊平橋南地区も、上位計画の存在する地区計画で

ある　。上位計画に基づき、方針には｢北国にふさわしい都

市景観の創出｣を掲げているが、実際の地区計画での制限内

容は1.5mのセットバックに留まっている。更に駐輪や自動販

売機の設置にセットバックが利用されており、景観創出とい

う方針の達成には至っていない（図4）。

　以上より、沿道に決定される地区計画では、景観形成の

方針を具体的に定める必要があると考える。例えば大曲柏

葉のように、開発時の方針に沿道の遮断林整備を位置づけ

る事や、あわせて対面の景観整備も行う事、画一的な景観

の形成を防ぐために建築物

のセットバック規定だけでは

なく、駐車場の設け方を含め

た配置規定や、工作物の設

置に関する規定を行う事が

望ましいと考える。

4-4. 農業振興地域

　農振地は農振法に基づく

地域計画であり、優良農

地の保全及び非農業的

土地利用との調整を図る

目的の制度である。農振

地内で、特に農地利用を

推進する農用地区域では、

利用計画と保全計画の策

定を義務付けており、農地以外での土地利用が厳しく制限

される。開発規制は農地景観保全に効果を示しているが、

制度に屋外広告物や農業用施設に対する景観配慮の視点

はない。これにより黄金等の事例では、沿道での広告物掲出

がみられた(図5)。

　農政の指定する制度であるが、現在は良好な景観の形成

について各省で横断的に推進する事が目指されている。農

業景観は北海道の典型的な景観資源であり、農地保全だ

けでなく景観の視点を含める事や、都市計画行政との連携

による複合的な制度の運用を行う事が望ましいと考える。

5. 沿道の現行景観施策

　3章で行った調査から、4章では土地利用制度に着目した

が、本章では現行の景観施策としてガイドラインに着目する。

行政が重点を置くエリアについて、ガイドラインを用いた積

極的な景観形成が行われている。ガイドラインは一般的に

景観形成の方針を示すものであり、法的規制力を持たない

計画である。しかし計画策定を契機とし、関係者間で景観

形成に関する意識統一を行う事を通じて、計画の有効性を

高めている。例えば新千歳空港周辺の「新千歳空港アクセ

ス沿道景観形成ガイドライン」は、ネオン看板や大型広告

物の乱立問題を背景に策定された計画であり、屋外広告物

業団体やネオン電気工業会といった団体を、計画策定を行

う新千歳空港周辺景観形成推進協議会に含めている（図6）。

良好な沿道景観形成に向けた関係者間の意識統一が、計画

策定後の円滑な景観形成を促している。更に屋外広告物法

や景観法との連携により｢北の空の玄関口としての広告景観｣

という目標の達成を行っている。一方札幌駅前通りの「緑を

感じる都心の街並み形成計画」では、地区計画や景観計画

などの法的規制力を持つ施策と連携する事により、景観形

成に大きく寄与する計画となっている(表3)。

　ガイドラインが良好な景観形成に大きく寄与している事

例がみられ、広域で行政区を跨ぐ場合や、駅前の様に重要

視される地区の場合に積極的な活用が望まれる。

6. まとめと考察

　以上の調査･考察により明らかになった事から、主要幹線

道路における沿道景観の特性と課題について考察し、今後

の取組みについて提案する。

(1) 自治体ごとの沿道景観の変化

　自治体ごとに策定している景観の計画には景観形成の方

針が示されており、方針に基づいた取組みがそれぞれの自

治体で進められている。一方でその計画の比較を行うと、計

画の枠組みや沿道景観に関わる各種項目の内容、重点地区

の取組みの有無といった、様 な々項目で差がみられた。従っ

て、自治体が計画に基づいて取組みを行う事で、自治体ごと

に形成される沿道景観に変化が生じている。

　交通量が多く、長距離にわたる主要幹線道路では、沿道

景観について自治体ごとではなく、道路に沿って議論を行

い、連携する事が望ましいと考える。また、沿道の制度決定

においても、都道府県など広域行政の立場から、沿道景観

の視点を含め誘導する事が望ましいと考える。

(2) 主要幹線道路を挟む沿道景観の不調和

　主要幹線道路沿道には、様 な々制度が決定されている。

中でも土地利用制度からは、主要幹線道路を計画範囲の区

切り線として決定する傾向がみられた。その結果、制度によ

る規制内容や計画の方針が道路を挟む対面で異なり、広告

物の掲出方法や建築物の建て方などにおいて、景観上の調

和がとれていない。

　沿道に決定される景観保全や開発規制を目的とした風致

地区や地区計画といった制度は、主要幹線道路を区切り線

と捉えず計画範囲を決定する事により、沿道景観の不調和

を防ぐ事が望ましい。また、特別用途地区の様な主要幹線

道路を挟む両側を計画範囲とする傾向にある制度について

は、今後景観の視点を含める事で、良好な景観形成に寄与

する方策とする事が望ましいと考える。

(3) 多様な景観構成要素に対する個別対応

　市街地の沿道景観は植栽･建築物･広告物といった、様々

な要素により構成されている。一方で沿道に決定されている

制度の多くは、多様な景観構成要素に対し個別対応である。

農地や林地に活用されている土地利用制度も、開発行為の

規制に対する限定的な効果である。

　多様な景観構成要素に対して一体的に効果を示す制度

の決定においては、関連法制度との連

携を推進し、良好な景観形成に効果を

示すガイドラインを活用する事が望ま

しいと考える。また、農政の定める土地

利用規制を目的とした制度も、都市計

画制度との連携による横断的な対応が

望ましいと考える。

　現在はR36に着目し論じたが、関係者

である道路管理者や広域行政、周辺自治体、住民らの連携

が重要と考え、積極的な協働が望まれる。今後は主要幹線

道路をはじめとする広域を対象に、良好な景観形成に資す

る連携や協働に主眼を置いた研究を進める予定である。
【補注】
(1)本稿では主要幹線道路を一般国道及び主要都道府県道とする。
(2)「北海道空港株式会社」提供資料より引用。
(3)「北海道開発局」提供資料平成22年度交通センサスよりR36札幌･千歳間の実測地
点交通量は全地点で25,000台/日を上回っており(札幌･新千歳空港間では32,000台/日
を上回る)、最多地点の札幌市中央区南4条西1丁目では51,348台/日となっている。
(4)現地調査は平成24年4月から9月の間に10回程度実施した。また団体との意見交換
は、平成24年10月29日実施「国道36号線をウェルカムロードにする会」との意見交換及
び、平成25年1月17日実施「北海道中小企業家同友会」との意見交換を指す。
(5)「札幌市景観計画」「北広島市都市景観形成基本計画」「恵庭市景観形成基本計
画」「千歳市都市景観形成基本計画」を指す。
(6)恵庭市が景観の計画を策定する際に行った住民アンケート(3つまで選択可能)の
結果では、景観形成の取組みを進める上で市に望む事項の第1位に「景観づくりの目
標や基本方針を示す」が挙げられている（約50％の人が必要と回答）。
(7)延べ床面積10,000㎡以上又は、高さ31mを超える建築物が基本的に対象となる。
(8)平成24年8月27日実施「札幌市都市計画部地域計画課」へのヒアリングより。
(9)平成24年8月30日実施「北広島市企画財政部都市計画課」へのヒアリングより。
(10)平成24年9月12日実施「国土交通省北海道開発局札幌開発建設部都市圏道路計
画課」へのヒアリング及び参考資料1)より、R36札幌･千歳間では道路開発当時から北
海道の空の玄関口としての景観配慮が行われている。
(11)平成24年8月20日実施「北海道建設部まちづくり局都市計画課」へのヒアリング及
び、北海道建設部提供内部資料より引用。
(12)平成24年8月29日実施「恵庭市企画振興部都市計画課」へのヒアリングより。
(13)平成24年8月30日実施「千歳市企画部まちづくり推進課」へのヒアリングより。
(14)「北海道屋外広告物条例」において屋外広告物の掲出は、用途地域等を除き国道
から除き基本的に国道から100m以内の展望できる地域では、自家用広告物30㎡以下高
さ10m以下、案内用広告物10㎡以下高さ6m以下。掲出禁止地域では自家用広告物10㎡
以下高さ5m以下、案内用広告物3.5㎡以下高さ5m以下と規定されている。
(15)参考文献7)を一部引用、筆者加筆。
(16)対象4市における都市計画図及び土地利用図を基に筆者が算定を行った。又、道
路を挟み同一の制度がそれぞれ決定されている場合も両側施策とし、具体的には上
長都の第2,3種特別工業地区が対面で決定されているような状況を指す。また、地区
計画・風致地区についてはこのような決定状況はみられない。
(17)対象4市における都市計画図･土地利用図を基に現況図の筆者加筆及び、筆者撮
影写真に筆者加筆、行政資料及びヒアリングにより筆者作成。尚、①～⑪は図1と対応。
(18)参考文献7)及び、「札幌市屋外広告物条例」を基に筆者作成。
(19)札幌駅前通北街区地区計画は、「札幌市都心まちづくり計画」において『賑わいの
軸として美しさの創出』が掲げられ、更に「緑を感じる都心の街並み形成計画」におい
て『地下地上の魅力があいまって賑わいを創出するメインストリート』と位置付けられ
た目標の達成を目的に決定され、大通交流拠点地区地区計画は、『都心内での中心性
を象徴的に表現する場の形成』を基本理念とする「大通交流拠点まちづくりガイドラ
イン」を具現化する目的で決定された地区計画である。
(20)「豊平川河畔地域右岸地区整備基本構想」に基づく地区計画。
(21)農業振興地域(以下、農振地)は農林水産省の指定する「農業振興地域の整備に
関する法律」に基づく制度であり、特に農地利用を推進する地域は農業振興地域内
農用地区域(以下、農振農用地)に指定される。
(22),(23)筆者撮影の写真に筆者加筆修正。
(24)平成24年4月に改訂された「新千歳空港アクセス沿道景観形成ガイドライン」より
抜粋、筆者加筆。協議会構成機関は改訂により見直されている。
(25)札幌市提供内部資料を基に筆者作成。協議会は札幌駅前通協議会を指す。
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表 2.R36 札幌・千歳間の土地利用規制
(16)

(15)

(14)

※数字は地区数、片側施策は道路の片側のみを計画範囲とした施策の割合を示し、
道路を挟み同一制度がそれぞれ決定されている場合は両側施策となる。

制度 風致地区用途地域 特別用途地区 地区計画 農振地 農振農用地

札幌市 5(2.7Km) 6(7.6Km) 10(3.0Km) 0Km 0Km
北広島市 0 4(2.3Km) 2(0.7Km) 5.4Km 0.3Km
恵庭市 0 1(0.9Km) 4(2.1Km) 6.0Km 1.8Km
千歳市 0 3(1.6Km) 1(0.4Km) 0.7Km 0Km
合計 5(2.7Km) 14(12.7Km) 17(6.2Km) 12.1Km 2.1Km
片側施策 89% 28% 84% 55% 86%
両側施策 11% 72% 16%

14.1Km
4.4Km
7.2Km
8.9Km
34.6Km
32%
68% 45% 14%
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1. はじめに

　近年我が国では都市再生の一環として、景観法をはじめ

とする、良好な景観の形成に向けた施策が次 に々展開され

ている。人口減少や地方分権の進展する社会状況下におい

て、地域ごとの景観形成の取組みは、地域活性化･観光振

興の点から重視され、活動は全国で活発化している。

　一方で全国の国道等主要幹線道路　では、ロードサイド

店舗の立地による広大な駐車場整備や大型の屋外広告物

の掲出が連続する沿道景観が形成されている。このような

全国でみられる画一的沿道景観形成に対し、都市計画の介

入が遅れている点は整備上の一課題として考えられる。

　日本の代表的な観光地である北海道では、美しい景観を

広域で形成する方針を明言した平成21年3月策定の「北海

道景観形成ビジョン」を始めとする景観に関する施策が展

開されている。また、近年の個人旅行客の増加を受け　積

極的に自動車観光を推進しており、「シーニックバイウェイ

北海道」等の制度を全国に先駆け活用する事で、点在する

観光地を結ぶネットワークづくりを目指している。

　そこで本論では、北海道で最も交通量の多い主要幹線

道路の1つであり　、北海道の空の玄関口である新千歳空港

と札幌市都心部を結ぶ、国道36号線(以下、R36)の札幌・千

歳間（札幌市・北広島市・恵庭市・千歳市）約42Kmを研究対

象とし（図1）、調査及び考察を行った。R36は空港連絡道路

として整備され、歴史的にも交通上だけでなく経済発展上

重要な役割を担ってきた 。現在でも観光や産業道路、また

交通網の骨格という役割を兼ねており、良好な沿道景観を

形成する必要性は高いものと考えられる。

　既往研究で、主要幹線道路における沿道景観の研究は

未だ少ない。深谷等(2006) は主要幹線道路の一部に着目し、

土地利用変遷の観点から行政施策が景観に与える影響を

明らかにしている。しかし土地利用に着目し、長距離の主要

幹線道路を対象にしたものは見当たらない。一方岩田(2004) 

は、長距離の複数自治体を跨ぐ主要幹線道路を対象として

いるが、その景観形成課題について主として屋外広告物に

着目して論じており、多様な景観構成要素を対象に主要幹

線道路の沿道景観を一体的に論じたものは見当たらない。

また北海道を対象とした研究では、広域での良好な沿道景

観形成の重要性を指摘したうえで、平下等(2006)　は「シー

ニックバイウェイ北海道」制度の課題と展望、石田等(2006)･

草間等(2010)　は景観評価手法に主眼を置いている。

　そこで本論では、沿道に跨る複数自治体による景観関連

施策の比較と沿道景観の実態調査に基づき、土地利用の観

点から沿道景観特性を明らかにし、主要幹線道路における

良好な沿道景観形成の方策を考察する事を目的とする。

　研究方法は、対象自治体における景観関連計画等の行

政資料･文献調査、現地調査、行政･住民へのヒアリング、ま

た住民団体及び地元企業との意見交換の結果 とする。

2. R36沿道景観に関する計画と取組みの4市比較

　R36札幌・千歳間では、札幌市の高度利用地、北広島市の

林地、恵庭市の農地、千歳市の工業団地といった多様な土

地利用により様 な々沿道景観が見られる。各市で策定される

景観の計画　には景観法に基づく法定計画と任意計画が

あり、法定計画では法に基づき景観政策が位置づけられる。

一方3市で策定される任意計画は、内容は充実しているが、

景観政策が位置づけられていないのが現状である。本章で

は、これら4市の計画の比較･分析を行った(表1)　。次節より

各市の計画の概要と、R36沿道景観に関わる項目をまとめる。

2-1. 札幌市

　札幌市は4市の内唯一の景観法に基づく景観行政団体で

あり、法に基づく「札幌市景観計画」を平成20年4月に策定し

た。市内全域を景観計画区域とし、一定規模以上　の開発

に届出を義務づけている。更に市内をエリア分けし、それぞ

れで景観の方針を示す事で良好な景観形成を目指してい

る。R36は「景観重点区域」「都心部」「高度利用住宅地」「景

観軸」に属しているが、重点区域外では法に基づく規制内容

がエリアに関わらず市内一律である。従って現状ではエリア

ごとの目標に応じた法規制を適応する段階には至っていな

い 。一方、特に良好な景観形成を図るべき地区と指定され

た「景観重点区域」は、開発規模に関わらず色彩や形態等

の基準が規定されている。更に区域内で細分化された地区

ごとに異なる基準を設け、良好な景観形成を目指している。

2-2. 北広島市

　北広島市は市政移行以前の広島町時代に、総合計画に

基づく様 な々事業を景観という視点から支える事を目的とし

て「広島町都市景観形成基本計画」を平成8年3月に策定し

た。同8月の市制移行に伴い「北広島市都市景観形成基本

計画」として、計画の運用を行っている。当市において景観

の視点で書かれた唯一の計画であり、「みちの景」としてR36

といった主要幹線道路における沿道景観形成の方針を示

している。しかしその後、計画の策定を行った都市景観室の

廃止等により現在この計画は運用されていない 。

　また計画内にも示されているが、北海道が昭和37年10月

に「北海道屋外広告物条例」において、北広島市内のR36沿

道に限り、広告物の掲出禁止地域に指定している。これは北

海道の空の玄関口としてのR36札幌･千歳間の自然景観維持

の観点から　、林地等「最も北海道らしい景観を有する」北

広島市での屋外広告物の掲出を禁止した為である　。

2-3. 恵庭市

　恵庭市は上位計画で掲げるまちづくりの基本理念を受け、

景観面で具体的に取りまとめる事を目的とし「恵庭市景観形

成基本計画」を平成20年3月に策定した。最上位計画にあた

る「第4期恵庭市総合計画」で位置付けている「水・緑・花 

人がふれあう生活都市えにわ」という理念を「都市計画マス

タープラン」や「緑の基本計画」等の様 な々計画で目標とし

ており、それぞれの視点から総合計画の理念達成を目指し

ている。この一貫した計画の展開により、景観形成基本計画

においても理念に基づき取組みが記載され、まちの出入口

での花修景といった事業は既に取組まれている。計画内で

R36全線が「景観軸」に位置づけられており、「都市景観ゾー

ン」と「農村景観ゾーン」の境界となっている　。

2-4. 千歳市

　千歳市は景観に関する全体方針をまとめた平成13年3月

策定の「ちとせ都市景観ガイドプラン」と、その誘導方針を

まとめた平成14年8月策定の「ちとせ都市景観ガイドライン」、

更に重点地区の景観形成方針を示した平成24年4月策定の

「新千歳空港アクセス沿道景観形成ガイドライン」により

「千歳市都市景観形成基本計画」を構成している。方針と

指針を分けて策定する事で、詳細まで規定された計画と

なっている。加えて重点地区ガイドラインを設ける事で、地

域の課題に合わせた施策の展開による積極的な景観形成

を行っている。R36の市内全線が「みちの景」と位置付けられ、

重点地区の範囲にもR36が含まれている  。

2-5. 4市の計画と取組みの比較

　以上の4市における景観に関する計画を基に、R36に関連

する項目で取りまとめ、比較を行った（表1）。

　各市で景観に関する総合的な計画を策定している点は

共通しているが、札幌市のみが景観法に基づいた計画であ

る点は特徴といえる。その為、計画区域･方針･制限内容と

いった項目の立て方は、景観法に基づき決定されている。一

方で任意計画では、恵庭市に見られる他計画との連携や、

千歳市の特徴的な枠組の様に、自由な構成で策定が行われ

る。しかし北広島市の計画の様に、継続性が担保されてい

ない点は問題として挙げられ、自治体の意向次第で計画が

運用されなくなる場合がある。今後は内容の充実を損なわ

ず、法定計画へと移行する事が望ましいと考える。

　次に内容について、類似の項目ごとに取りまとめて比較を

行った。まず各市でR36の位置づけに差があり、札幌市はR36

を区切り、特定区間ごとに「都心部」「高度利用住宅地」等と

捉えているが、他市ではR36の市内全線を「みちの景」や「景

観軸」としている。具体的な項目を見ると「幹線道路の植栽

方針」については、千歳市では植栽の選定を重視している

が、他市では連続性について重点的に書かれている。「幹線

道路の広告物方針」については、北広島市は広告物の指導

に重点を置いているが、他市では統一感や調和を重視して

いる。この方針の差は実際の広告物規制にも表れ、北広島

市のR36沿道では北海道との連携により掲出禁止地域に指

定されているが、他市の沿道では屋外広告物条例に基づく

一律の制限内容となっている。このように、4市で計画の枠組

みや内容、それに伴う法的規制には差が生じており、現状の

計画は自治体ごとに連携が取られていないと考えられる。

3. 沿道景観の実態調査

　計画の分析･比較に続いて、R36の沿道景観の特性を明ら

かにする事を目的に実態調査を行った。まず現地調査から

シークエンス変化に基づき沿道を分割し、特性ごとに分類

を行った。その際に顕著な例と思われる11地区を実態調査

の対象として選定し、活用されている地域地区制度・農業振

興地域・景観ガイドラインと、特性を決定付けると考えられ

る要因（植栽・建築物・広告物）の実態について明らかにし、

考察を行い図2にまとめた。

　これらの調査を通して明らかになった沿道景観の特性と

して、第一に行政境界での景観の変化を挙げる。前章で自

治体ごとの計画に連携が取られていない事を示したが、こ

の差が沿道景観の実態に影響していると考える。例えば北

広島･恵庭行政境界の事例に着目すると、北広島市では計画

に基づき、自然景観維持の観点から沿道を掲出禁止地域に

指定し広告物行政を行っているが、恵庭市では重点が置か

れず、部分的に不適格広告物の掲出も見られる 。これによ

り、広告物による景観では、行政境界で変化が生じている。

一方で恵庭市は花植えによる景観形成に重点を置いてい

る事から、恵庭市のR36沿道では積極的に花植え活動が行

われているが、北広島市では行われていない。このように計

画の差が実態に影響を及ぼしている。

　次に沿道に決定されている制度の調査により、計画範囲

がR36を区切り線としている事例が、豊平橋周辺や大曲柏葉、

黄金等でみられた。道路を区切りとして範囲を決定する事

で、羊ヶ丘のように道路を挟む対面で景観の調和が図られ

ず、異なる要素で景観が形成される事例が存在した。

　最後に11地区の事例により、長距離にわたるR36の沿道景

観は、先に挙げた植栽・建築物・広告物以外にも、多様な景

観要素により構成される事が明らかになった。千歳市街地の

事例では、広告物･建築物だけでなく、商店街の出店、花植

え、舗装された歩道、橋梁が景観構成要素となっている。

4. 沿道の土地利用規制による景観特性

　3章で行った調査を基に、R36札幌･千歳間の沿道における

土地利用規制の決定状況を表2にまとめた。例えば用途地

域は都市構造により各市の決定傾向が異なると考えられる。

人口規模が大きい札幌市は沿道全区間で決定され、その他

3市の内、中心市街地がR36に近接する恵庭市・千歳市では

比較的広範囲で決定されている。一方、中心市街地とR36が

離れている北広島市では、他市より狭い範囲で決定されて

いた。このように土地利用規制からは各市の決定状況に差

がみられる。次節よりこれらの項目ごとに着目し、沿道景観の

特性に関する考察を行う。

4-1. 風致地区

　風致地区制度は北海道において、札幌市のみで活用され

ている制度である。決定されたそれぞれの地区内に種別が

設けられており、R36沿道においては第1,4種が指定されてい

る。規制の厳しい第1種では「核となる風致資源が主体とな

る」、第4種は「都市的土地利用に配慮しつつ風致の保全･創

出を図る」という方針で指定されている 。例えば東月寒向ヶ

丘風致地区の第1種地区内では、良好な自然景観が保全さ

れている。一方でR36沿道に指定される第4種地区内では開

発が行われ、風致地区外と区別のない景観が形成されてい

る。その理由として、制度は建築物の高さ制限に一定の効果

を示しているが、用途混在や大型広告物の掲出、開発時緑

化規定の維持には効果を示していない事が挙げられる。つ

まり、制度が沿道景観を構成する多様な要素に対して、個

別対応に留まっていると考えられる(図3)。

　風致地区制度は自然景観の保全に効果を示す事から、制

度を有効に活用し、風致地区の特性が活かされた景観を形

成する事が望ましい。その際に主要幹線道路沿道に指定さ

れる第4種地区も、緑の保全に加えて広告物や建築物に対

しても一体的に効果を示す規制内容とし、風致地区周辺の

沿道も含めて決定する事が望ましいと考える。

4-2. 特別用途地区

　特別用途地区制度は平成10年に現行の制度に至った比

較的新しい地域地区制度である。法改正以降では、市町村

で規制内容や指定範囲を自由に決定できる事から、既存地

区の変更や新たな地区の決定が多くみられる。例えば上長

都の特別工業地区では、平成19年の変更により10,000㎡以

上の出店規制が行われ、羊ヶ丘では平成24年に大規模集客

施設制限地区が新たに決定されている。更に美しが丘

ニュータウンのように、特別用途地区からはR36を跨ぎ計画

範囲を決定する傾向が見られた。

　現行制度は景観形成に直結する制度ではないが、緩や

かに効果が表れるものと考えられる。既に道路を跨ぎ指定さ

れている制度を契機に沿道を一体的に捉え、景観の視点を

含んだ制度展開を行う事が望ましいと考える。

4-3. 地区計画

　地区計画はR36札幌･千歳間の沿道において17地区で決

定されている。豊平橋周辺や大曲柏葉、黄金といった事例

でみられる多くの地区計画範囲がR36を区切り線としている。

これにより道路を挟み対面での土地利用や開発手法、規制

に差がみられ、沿道景観形成に影響を与えている。一方で

札幌駅前通りは、上位計画で具体的に示された沿道景観形

成の方針を達成する為に地区計画が決定されている　。

R36を計画範囲の区切り線と捉えず、沿道の両側に対して建

物の高さや用途、意匠等の制限を設け、良好な沿道景観形

成に寄与する施策となっている。また、豊平橋周辺に決定さ

れている豊平橋南地区も、上位計画の存在する地区計画で

ある　。上位計画に基づき、方針には｢北国にふさわしい都

市景観の創出｣を掲げているが、実際の地区計画での制限内

容は1.5mのセットバックに留まっている。更に駐輪や自動販

売機の設置にセットバックが利用されており、景観創出とい

う方針の達成には至っていない（図4）。

　以上より、沿道に決定される地区計画では、景観形成の

方針を具体的に定める必要があると考える。例えば大曲柏

葉のように、開発時の方針に沿道の遮断林整備を位置づけ

る事や、あわせて対面の景観整備も行う事、画一的な景観

の形成を防ぐために建築物

のセットバック規定だけでは

なく、駐車場の設け方を含め

た配置規定や、工作物の設

置に関する規定を行う事が

望ましいと考える。

4-4. 農業振興地域

　農振地は農振法に基づく

地域計画であり、優良農

地の保全及び非農業的

土地利用との調整を図る

目的の制度である。農振

地内で、特に農地利用を

推進する農用地区域では、

利用計画と保全計画の策

定を義務付けており、農地以外での土地利用が厳しく制限

される。開発規制は農地景観保全に効果を示しているが、

制度に屋外広告物や農業用施設に対する景観配慮の視点

はない。これにより黄金等の事例では、沿道での広告物掲出

がみられた(図5)。

　農政の指定する制度であるが、現在は良好な景観の形成

について各省で横断的に推進する事が目指されている。農

業景観は北海道の典型的な景観資源であり、農地保全だ

けでなく景観の視点を含める事や、都市計画行政との連携

による複合的な制度の運用を行う事が望ましいと考える。

5. 沿道の現行景観施策

　3章で行った調査から、4章では土地利用制度に着目した

が、本章では現行の景観施策としてガイドラインに着目する。

行政が重点を置くエリアについて、ガイドラインを用いた積

極的な景観形成が行われている。ガイドラインは一般的に

景観形成の方針を示すものであり、法的規制力を持たない

計画である。しかし計画策定を契機とし、関係者間で景観

形成に関する意識統一を行う事を通じて、計画の有効性を

高めている。例えば新千歳空港周辺の「新千歳空港アクセ

ス沿道景観形成ガイドライン」は、ネオン看板や大型広告

物の乱立問題を背景に策定された計画であり、屋外広告物

業団体やネオン電気工業会といった団体を、計画策定を行

う新千歳空港周辺景観形成推進協議会に含めている（図6）。

良好な沿道景観形成に向けた関係者間の意識統一が、計画

策定後の円滑な景観形成を促している。更に屋外広告物法

や景観法との連携により｢北の空の玄関口としての広告景観｣

という目標の達成を行っている。一方札幌駅前通りの「緑を

感じる都心の街並み形成計画」では、地区計画や景観計画

などの法的規制力を持つ施策と連携する事により、景観形

成に大きく寄与する計画となっている(表3)。

　ガイドラインが良好な景観形成に大きく寄与している事

例がみられ、広域で行政区を跨ぐ場合や、駅前の様に重要

視される地区の場合に積極的な活用が望まれる。

6. まとめと考察

　以上の調査･考察により明らかになった事から、主要幹線

道路における沿道景観の特性と課題について考察し、今後

の取組みについて提案する。

(1) 自治体ごとの沿道景観の変化

　自治体ごとに策定している景観の計画には景観形成の方

針が示されており、方針に基づいた取組みがそれぞれの自

治体で進められている。一方でその計画の比較を行うと、計

画の枠組みや沿道景観に関わる各種項目の内容、重点地区

の取組みの有無といった、様 な々項目で差がみられた。従っ

て、自治体が計画に基づいて取組みを行う事で、自治体ごと

に形成される沿道景観に変化が生じている。

　交通量が多く、長距離にわたる主要幹線道路では、沿道

景観について自治体ごとではなく、道路に沿って議論を行

い、連携する事が望ましいと考える。また、沿道の制度決定

においても、都道府県など広域行政の立場から、沿道景観

の視点を含め誘導する事が望ましいと考える。

(2) 主要幹線道路を挟む沿道景観の不調和

　主要幹線道路沿道には、様 な々制度が決定されている。

中でも土地利用制度からは、主要幹線道路を計画範囲の区

切り線として決定する傾向がみられた。その結果、制度によ

る規制内容や計画の方針が道路を挟む対面で異なり、広告

物の掲出方法や建築物の建て方などにおいて、景観上の調

和がとれていない。

　沿道に決定される景観保全や開発規制を目的とした風致

地区や地区計画といった制度は、主要幹線道路を区切り線

と捉えず計画範囲を決定する事により、沿道景観の不調和

を防ぐ事が望ましい。また、特別用途地区の様な主要幹線

道路を挟む両側を計画範囲とする傾向にある制度について

は、今後景観の視点を含める事で、良好な景観形成に寄与

する方策とする事が望ましいと考える。

(3) 多様な景観構成要素に対する個別対応

　市街地の沿道景観は植栽･建築物･広告物といった、様々

な要素により構成されている。一方で沿道に決定されている

制度の多くは、多様な景観構成要素に対し個別対応である。

農地や林地に活用されている土地利用制度も、開発行為の

規制に対する限定的な効果である。

　多様な景観構成要素に対して一体的に効果を示す制度

の決定においては、関連法制度との連

携を推進し、良好な景観形成に効果を

示すガイドラインを活用する事が望ま

しいと考える。また、農政の定める土地

利用規制を目的とした制度も、都市計

画制度との連携による横断的な対応が

望ましいと考える。

　現在はR36に着目し論じたが、関係者

である道路管理者や広域行政、周辺自治体、住民らの連携

が重要と考え、積極的な協働が望まれる。今後は主要幹線

道路をはじめとする広域を対象に、良好な景観形成に資す

る連携や協働に主眼を置いた研究を進める予定である。
【補注】
(1)本稿では主要幹線道路を一般国道及び主要都道府県道とする。
(2)「北海道空港株式会社」提供資料より引用。
(3)「北海道開発局」提供資料平成22年度交通センサスよりR36札幌･千歳間の実測地
点交通量は全地点で25,000台/日を上回っており(札幌･新千歳空港間では32,000台/日
を上回る)、最多地点の札幌市中央区南4条西1丁目では51,348台/日となっている。
(4)現地調査は平成24年4月から9月の間に10回程度実施した。また団体との意見交換
は、平成24年10月29日実施「国道36号線をウェルカムロードにする会」との意見交換及
び、平成25年1月17日実施「北海道中小企業家同友会」との意見交換を指す。
(5)「札幌市景観計画」「北広島市都市景観形成基本計画」「恵庭市景観形成基本計
画」「千歳市都市景観形成基本計画」を指す。
(6)恵庭市が景観の計画を策定する際に行った住民アンケート(3つまで選択可能)の
結果では、景観形成の取組みを進める上で市に望む事項の第1位に「景観づくりの目
標や基本方針を示す」が挙げられている（約50％の人が必要と回答）。
(7)延べ床面積10,000㎡以上又は、高さ31mを超える建築物が基本的に対象となる。
(8)平成24年8月27日実施「札幌市都市計画部地域計画課」へのヒアリングより。
(9)平成24年8月30日実施「北広島市企画財政部都市計画課」へのヒアリングより。
(10)平成24年9月12日実施「国土交通省北海道開発局札幌開発建設部都市圏道路計
画課」へのヒアリング及び参考資料1)より、R36札幌･千歳間では道路開発当時から北
海道の空の玄関口としての景観配慮が行われている。
(11)平成24年8月20日実施「北海道建設部まちづくり局都市計画課」へのヒアリング及
び、北海道建設部提供内部資料より引用。
(12)平成24年8月29日実施「恵庭市企画振興部都市計画課」へのヒアリングより。
(13)平成24年8月30日実施「千歳市企画部まちづくり推進課」へのヒアリングより。
(14)「北海道屋外広告物条例」において屋外広告物の掲出は、用途地域等を除き国道
から除き基本的に国道から100m以内の展望できる地域では、自家用広告物30㎡以下高
さ10m以下、案内用広告物10㎡以下高さ6m以下。掲出禁止地域では自家用広告物10㎡
以下高さ5m以下、案内用広告物3.5㎡以下高さ5m以下と規定されている。
(15)参考文献7)を一部引用、筆者加筆。
(16)対象4市における都市計画図及び土地利用図を基に筆者が算定を行った。又、道
路を挟み同一の制度がそれぞれ決定されている場合も両側施策とし、具体的には上
長都の第2,3種特別工業地区が対面で決定されているような状況を指す。また、地区
計画・風致地区についてはこのような決定状況はみられない。
(17)対象4市における都市計画図･土地利用図を基に現況図の筆者加筆及び、筆者撮
影写真に筆者加筆、行政資料及びヒアリングにより筆者作成。尚、①～⑪は図1と対応。
(18)参考文献7)及び、「札幌市屋外広告物条例」を基に筆者作成。
(19)札幌駅前通北街区地区計画は、「札幌市都心まちづくり計画」において『賑わいの
軸として美しさの創出』が掲げられ、更に「緑を感じる都心の街並み形成計画」におい
て『地下地上の魅力があいまって賑わいを創出するメインストリート』と位置付けられ
た目標の達成を目的に決定され、大通交流拠点地区地区計画は、『都心内での中心性
を象徴的に表現する場の形成』を基本理念とする「大通交流拠点まちづくりガイドラ
イン」を具現化する目的で決定された地区計画である。
(20)「豊平川河畔地域右岸地区整備基本構想」に基づく地区計画。
(21)農業振興地域(以下、農振地)は農林水産省の指定する「農業振興地域の整備に
関する法律」に基づく制度であり、特に農地利用を推進する地域は農業振興地域内
農用地区域(以下、農振農用地)に指定される。
(22),(23)筆者撮影の写真に筆者加筆修正。
(24)平成24年4月に改訂された「新千歳空港アクセス沿道景観形成ガイドライン」より
抜粋、筆者加筆。協議会構成機関は改訂により見直されている。
(25)札幌市提供内部資料を基に筆者作成。協議会は札幌駅前通協議会を指す。
【参考文献】
1)国土交通省北海道開発局・道路情報館内札幌・千歳間道路物語編集委員会：札幌・
千歳間道路物語, 北海道道路史調査会, 2003.12
2)深谷正則・宮脇勝(2006), 「土地利用変化から見た日光街道沿いの歴史的景観の変
遷に関する研究 –旧日光市から旧今市市における地籍図、土地台帳、公図の比較研究
-」, 第41回日本都市計画学会学術研究論文集, No41-3, pp.397-402
3)岩田俊二(2004),「国道260号線の沿道景観形成の課題」, 地研年報10号, pp93-100
4)平下貴博・小林英嗣・青木潤(2006),　「地域発意の身近な生活景の形成支援と都
市・農村の連携から見たシーニックバイウェイ北海道」, 2006年日本建築学会学術講
演梗概集, pp75-78
5)石田眞二・亀山修一(2006), 「北海道における道路のシークエンス景観の定量的評
価に関する研究 –シーニックバイウェイルートにおける試行-」, 第41回日本都市計画
学会学術研究論文集, No41-3, pp.463-468
6)草間祥吾・松田泰明・三好達夫(2010), 「北海道における道路景観の印象評価に影
響を与える要因について」, 2010年12月寒地土木研究所月報, No691, pp13-20
7)越澤明：札幌の緑づくり, 札幌市環境局緑化推進部緑の保全課, 2001.1
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⑤美しが丘ニュータウン ⑥大曲柏葉 ⑦北広島･恵庭行政境界④羊ヶ丘

⑨上長都 ⑩千歳市街地 ⑪新千歳空港周辺⑧黄金

緑を感じる都心の
街並み形成計画

　無電柱化事業･街灯統一化
　景観保全型広告整備地区
　緑陰道路プロジェクト

　無電柱化事業･街灯統一化
　すすきの屋外広告物活用地区
　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ( 花植え )

　無電柱化事業
　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ( 花植え )

その他の施策

　遮断緑地帯整備　山地･丘陵周辺高度制限地区
　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ( 花植え )

　遮断緑地帯整備 　無電柱化事業･街灯統一化
　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ( 花植え )
　ｳｪﾙｶﾑﾛｰﾄﾞIN ちとせﾌﾗﾜｰR36

　千歳ｳｪﾙｶﾑ花ﾛｰﾄﾞ
　ｳｪﾙｶﾑﾛｰﾄﾞIN ちとせﾌﾗﾜｰR36
　ｼｰﾆｯｸﾊﾞｲｳｪｲ北海道（広域）

　　市の事業　開発局の事業
　　北海道住宅供給公社の事業
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1. はじめに

　近年我が国では都市再生の一環として、景観法をはじめ

とする、良好な景観の形成に向けた施策が次 に々展開され

ている。人口減少や地方分権の進展する社会状況下におい

て、地域ごとの景観形成の取組みは、地域活性化･観光振

興の点から重視され、活動は全国で活発化している。

　一方で全国の国道等主要幹線道路　では、ロードサイド

店舗の立地による広大な駐車場整備や大型の屋外広告物

の掲出が連続する沿道景観が形成されている。このような

全国でみられる画一的沿道景観形成に対し、都市計画の介

入が遅れている点は整備上の一課題として考えられる。

　日本の代表的な観光地である北海道では、美しい景観を

広域で形成する方針を明言した平成21年3月策定の「北海

道景観形成ビジョン」を始めとする景観に関する施策が展

開されている。また、近年の個人旅行客の増加を受け　積

極的に自動車観光を推進しており、「シーニックバイウェイ

北海道」等の制度を全国に先駆け活用する事で、点在する

観光地を結ぶネットワークづくりを目指している。

　そこで本論では、北海道で最も交通量の多い主要幹線

道路の1つであり　、北海道の空の玄関口である新千歳空港

と札幌市都心部を結ぶ、国道36号線(以下、R36)の札幌・千

歳間（札幌市・北広島市・恵庭市・千歳市）約42Kmを研究対

象とし（図1）、調査及び考察を行った。R36は空港連絡道路

として整備され、歴史的にも交通上だけでなく経済発展上

重要な役割を担ってきた 。現在でも観光や産業道路、また

交通網の骨格という役割を兼ねており、良好な沿道景観を

形成する必要性は高いものと考えられる。

　既往研究で、主要幹線道路における沿道景観の研究は

未だ少ない。深谷等(2006) は主要幹線道路の一部に着目し、

土地利用変遷の観点から行政施策が景観に与える影響を

明らかにしている。しかし土地利用に着目し、長距離の主要

幹線道路を対象にしたものは見当たらない。一方岩田(2004) 

は、長距離の複数自治体を跨ぐ主要幹線道路を対象として

いるが、その景観形成課題について主として屋外広告物に

着目して論じており、多様な景観構成要素を対象に主要幹

線道路の沿道景観を一体的に論じたものは見当たらない。

また北海道を対象とした研究では、広域での良好な沿道景

観形成の重要性を指摘したうえで、平下等(2006)　は「シー

ニックバイウェイ北海道」制度の課題と展望、石田等(2006)･

草間等(2010)　は景観評価手法に主眼を置いている。

　そこで本論では、沿道に跨る複数自治体による景観関連

施策の比較と沿道景観の実態調査に基づき、土地利用の観

点から沿道景観特性を明らかにし、主要幹線道路における

良好な沿道景観形成の方策を考察する事を目的とする。

　研究方法は、対象自治体における景観関連計画等の行

政資料･文献調査、現地調査、行政･住民へのヒアリング、ま

た住民団体及び地元企業との意見交換の結果 とする。

2. R36沿道景観に関する計画と取組みの4市比較

　R36札幌・千歳間では、札幌市の高度利用地、北広島市の

林地、恵庭市の農地、千歳市の工業団地といった多様な土

地利用により様 な々沿道景観が見られる。各市で策定される

景観の計画　には景観法に基づく法定計画と任意計画が

あり、法定計画では法に基づき景観政策が位置づけられる。

一方3市で策定される任意計画は、内容は充実しているが、

景観政策が位置づけられていないのが現状である。本章で

は、これら4市の計画の比較･分析を行った(表1)　。次節より

各市の計画の概要と、R36沿道景観に関わる項目をまとめる。

2-1. 札幌市

　札幌市は4市の内唯一の景観法に基づく景観行政団体で

あり、法に基づく「札幌市景観計画」を平成20年4月に策定し

た。市内全域を景観計画区域とし、一定規模以上　の開発

に届出を義務づけている。更に市内をエリア分けし、それぞ

れで景観の方針を示す事で良好な景観形成を目指してい

る。R36は「景観重点区域」「都心部」「高度利用住宅地」「景

観軸」に属しているが、重点区域外では法に基づく規制内容

がエリアに関わらず市内一律である。従って現状ではエリア

ごとの目標に応じた法規制を適応する段階には至っていな

い 。一方、特に良好な景観形成を図るべき地区と指定され

た「景観重点区域」は、開発規模に関わらず色彩や形態等

の基準が規定されている。更に区域内で細分化された地区

ごとに異なる基準を設け、良好な景観形成を目指している。

2-2. 北広島市

　北広島市は市政移行以前の広島町時代に、総合計画に

基づく様 な々事業を景観という視点から支える事を目的とし

て「広島町都市景観形成基本計画」を平成8年3月に策定し

た。同8月の市制移行に伴い「北広島市都市景観形成基本

計画」として、計画の運用を行っている。当市において景観

の視点で書かれた唯一の計画であり、「みちの景」としてR36

といった主要幹線道路における沿道景観形成の方針を示

している。しかしその後、計画の策定を行った都市景観室の

廃止等により現在この計画は運用されていない 。

　また計画内にも示されているが、北海道が昭和37年10月

に「北海道屋外広告物条例」において、北広島市内のR36沿

道に限り、広告物の掲出禁止地域に指定している。これは北

海道の空の玄関口としてのR36札幌･千歳間の自然景観維持

の観点から　、林地等「最も北海道らしい景観を有する」北

広島市での屋外広告物の掲出を禁止した為である　。

2-3. 恵庭市

　恵庭市は上位計画で掲げるまちづくりの基本理念を受け、

景観面で具体的に取りまとめる事を目的とし「恵庭市景観形

成基本計画」を平成20年3月に策定した。最上位計画にあた

る「第4期恵庭市総合計画」で位置付けている「水・緑・花 

人がふれあう生活都市えにわ」という理念を「都市計画マス

タープラン」や「緑の基本計画」等の様 な々計画で目標とし

ており、それぞれの視点から総合計画の理念達成を目指し

ている。この一貫した計画の展開により、景観形成基本計画

においても理念に基づき取組みが記載され、まちの出入口

での花修景といった事業は既に取組まれている。計画内で

R36全線が「景観軸」に位置づけられており、「都市景観ゾー

ン」と「農村景観ゾーン」の境界となっている　。

2-4. 千歳市

　千歳市は景観に関する全体方針をまとめた平成13年3月

策定の「ちとせ都市景観ガイドプラン」と、その誘導方針を

まとめた平成14年8月策定の「ちとせ都市景観ガイドライン」、

更に重点地区の景観形成方針を示した平成24年4月策定の

「新千歳空港アクセス沿道景観形成ガイドライン」により

「千歳市都市景観形成基本計画」を構成している。方針と

指針を分けて策定する事で、詳細まで規定された計画と

なっている。加えて重点地区ガイドラインを設ける事で、地

域の課題に合わせた施策の展開による積極的な景観形成

を行っている。R36の市内全線が「みちの景」と位置付けられ、

重点地区の範囲にもR36が含まれている  。

2-5. 4市の計画と取組みの比較

　以上の4市における景観に関する計画を基に、R36に関連

する項目で取りまとめ、比較を行った（表1）。

　各市で景観に関する総合的な計画を策定している点は

共通しているが、札幌市のみが景観法に基づいた計画であ

る点は特徴といえる。その為、計画区域･方針･制限内容と

いった項目の立て方は、景観法に基づき決定されている。一

方で任意計画では、恵庭市に見られる他計画との連携や、

千歳市の特徴的な枠組の様に、自由な構成で策定が行われ

る。しかし北広島市の計画の様に、継続性が担保されてい

ない点は問題として挙げられ、自治体の意向次第で計画が

運用されなくなる場合がある。今後は内容の充実を損なわ

ず、法定計画へと移行する事が望ましいと考える。

　次に内容について、類似の項目ごとに取りまとめて比較を

行った。まず各市でR36の位置づけに差があり、札幌市はR36

を区切り、特定区間ごとに「都心部」「高度利用住宅地」等と

捉えているが、他市ではR36の市内全線を「みちの景」や「景

観軸」としている。具体的な項目を見ると「幹線道路の植栽

方針」については、千歳市では植栽の選定を重視している

が、他市では連続性について重点的に書かれている。「幹線

道路の広告物方針」については、北広島市は広告物の指導

に重点を置いているが、他市では統一感や調和を重視して

いる。この方針の差は実際の広告物規制にも表れ、北広島

市のR36沿道では北海道との連携により掲出禁止地域に指

定されているが、他市の沿道では屋外広告物条例に基づく

一律の制限内容となっている。このように、4市で計画の枠組

みや内容、それに伴う法的規制には差が生じており、現状の

計画は自治体ごとに連携が取られていないと考えられる。

3. 沿道景観の実態調査

　計画の分析･比較に続いて、R36の沿道景観の特性を明ら

かにする事を目的に実態調査を行った。まず現地調査から

シークエンス変化に基づき沿道を分割し、特性ごとに分類

を行った。その際に顕著な例と思われる11地区を実態調査

の対象として選定し、活用されている地域地区制度・農業振

興地域・景観ガイドラインと、特性を決定付けると考えられ

る要因（植栽・建築物・広告物）の実態について明らかにし、

考察を行い図2にまとめた。

　これらの調査を通して明らかになった沿道景観の特性と

して、第一に行政境界での景観の変化を挙げる。前章で自

治体ごとの計画に連携が取られていない事を示したが、こ

の差が沿道景観の実態に影響していると考える。例えば北

広島･恵庭行政境界の事例に着目すると、北広島市では計画

に基づき、自然景観維持の観点から沿道を掲出禁止地域に

指定し広告物行政を行っているが、恵庭市では重点が置か

れず、部分的に不適格広告物の掲出も見られる 。これによ

り、広告物による景観では、行政境界で変化が生じている。

一方で恵庭市は花植えによる景観形成に重点を置いてい

る事から、恵庭市のR36沿道では積極的に花植え活動が行

われているが、北広島市では行われていない。このように計

画の差が実態に影響を及ぼしている。

　次に沿道に決定されている制度の調査により、計画範囲

がR36を区切り線としている事例が、豊平橋周辺や大曲柏葉、

黄金等でみられた。道路を区切りとして範囲を決定する事

で、羊ヶ丘のように道路を挟む対面で景観の調和が図られ

ず、異なる要素で景観が形成される事例が存在した。

　最後に11地区の事例により、長距離にわたるR36の沿道景

観は、先に挙げた植栽・建築物・広告物以外にも、多様な景

観要素により構成される事が明らかになった。千歳市街地の

事例では、広告物･建築物だけでなく、商店街の出店、花植

え、舗装された歩道、橋梁が景観構成要素となっている。

4. 沿道の土地利用規制による景観特性

　3章で行った調査を基に、R36札幌･千歳間の沿道における

土地利用規制の決定状況を表2にまとめた。例えば用途地

域は都市構造により各市の決定傾向が異なると考えられる。

人口規模が大きい札幌市は沿道全区間で決定され、その他

3市の内、中心市街地がR36に近接する恵庭市・千歳市では

比較的広範囲で決定されている。一方、中心市街地とR36が

離れている北広島市では、他市より狭い範囲で決定されて

いた。このように土地利用規制からは各市の決定状況に差

がみられる。次節よりこれらの項目ごとに着目し、沿道景観の

特性に関する考察を行う。

4-1. 風致地区

　風致地区制度は北海道において、札幌市のみで活用され

ている制度である。決定されたそれぞれの地区内に種別が

設けられており、R36沿道においては第1,4種が指定されてい

る。規制の厳しい第1種では「核となる風致資源が主体とな

る」、第4種は「都市的土地利用に配慮しつつ風致の保全･創

出を図る」という方針で指定されている 。例えば東月寒向ヶ

丘風致地区の第1種地区内では、良好な自然景観が保全さ

れている。一方でR36沿道に指定される第4種地区内では開

発が行われ、風致地区外と区別のない景観が形成されてい

る。その理由として、制度は建築物の高さ制限に一定の効果

を示しているが、用途混在や大型広告物の掲出、開発時緑

化規定の維持には効果を示していない事が挙げられる。つ

まり、制度が沿道景観を構成する多様な要素に対して、個

別対応に留まっていると考えられる(図3)。

　風致地区制度は自然景観の保全に効果を示す事から、制

度を有効に活用し、風致地区の特性が活かされた景観を形

成する事が望ましい。その際に主要幹線道路沿道に指定さ

れる第4種地区も、緑の保全に加えて広告物や建築物に対

しても一体的に効果を示す規制内容とし、風致地区周辺の

沿道も含めて決定する事が望ましいと考える。

4-2. 特別用途地区

　特別用途地区制度は平成10年に現行の制度に至った比

較的新しい地域地区制度である。法改正以降では、市町村

で規制内容や指定範囲を自由に決定できる事から、既存地

区の変更や新たな地区の決定が多くみられる。例えば上長

都の特別工業地区では、平成19年の変更により10,000㎡以

上の出店規制が行われ、羊ヶ丘では平成24年に大規模集客

施設制限地区が新たに決定されている。更に美しが丘

ニュータウンのように、特別用途地区からはR36を跨ぎ計画

範囲を決定する傾向が見られた。

　現行制度は景観形成に直結する制度ではないが、緩や

かに効果が表れるものと考えられる。既に道路を跨ぎ指定さ

れている制度を契機に沿道を一体的に捉え、景観の視点を

含んだ制度展開を行う事が望ましいと考える。

4-3. 地区計画

　地区計画はR36札幌･千歳間の沿道において17地区で決

定されている。豊平橋周辺や大曲柏葉、黄金といった事例

でみられる多くの地区計画範囲がR36を区切り線としている。

これにより道路を挟み対面での土地利用や開発手法、規制

に差がみられ、沿道景観形成に影響を与えている。一方で

札幌駅前通りは、上位計画で具体的に示された沿道景観形

成の方針を達成する為に地区計画が決定されている　。

R36を計画範囲の区切り線と捉えず、沿道の両側に対して建

物の高さや用途、意匠等の制限を設け、良好な沿道景観形

成に寄与する施策となっている。また、豊平橋周辺に決定さ

れている豊平橋南地区も、上位計画の存在する地区計画で

ある　。上位計画に基づき、方針には｢北国にふさわしい都

市景観の創出｣を掲げているが、実際の地区計画での制限内

容は1.5mのセットバックに留まっている。更に駐輪や自動販

売機の設置にセットバックが利用されており、景観創出とい

う方針の達成には至っていない（図4）。

　以上より、沿道に決定される地区計画では、景観形成の

方針を具体的に定める必要があると考える。例えば大曲柏

葉のように、開発時の方針に沿道の遮断林整備を位置づけ

る事や、あわせて対面の景観整備も行う事、画一的な景観

の形成を防ぐために建築物

のセットバック規定だけでは

なく、駐車場の設け方を含め

た配置規定や、工作物の設

置に関する規定を行う事が

望ましいと考える。

4-4. 農業振興地域

　農振地は農振法に基づく

地域計画であり、優良農

地の保全及び非農業的

土地利用との調整を図る

目的の制度である。農振

地内で、特に農地利用を

推進する農用地区域では、

利用計画と保全計画の策

定を義務付けており、農地以外での土地利用が厳しく制限

される。開発規制は農地景観保全に効果を示しているが、

制度に屋外広告物や農業用施設に対する景観配慮の視点

はない。これにより黄金等の事例では、沿道での広告物掲出

がみられた(図5)。

　農政の指定する制度であるが、現在は良好な景観の形成

について各省で横断的に推進する事が目指されている。農

業景観は北海道の典型的な景観資源であり、農地保全だ

けでなく景観の視点を含める事や、都市計画行政との連携

による複合的な制度の運用を行う事が望ましいと考える。

5. 沿道の現行景観施策

　3章で行った調査から、4章では土地利用制度に着目した

が、本章では現行の景観施策としてガイドラインに着目する。

行政が重点を置くエリアについて、ガイドラインを用いた積

極的な景観形成が行われている。ガイドラインは一般的に

景観形成の方針を示すものであり、法的規制力を持たない

計画である。しかし計画策定を契機とし、関係者間で景観

形成に関する意識統一を行う事を通じて、計画の有効性を

高めている。例えば新千歳空港周辺の「新千歳空港アクセ

ス沿道景観形成ガイドライン」は、ネオン看板や大型広告

物の乱立問題を背景に策定された計画であり、屋外広告物

業団体やネオン電気工業会といった団体を、計画策定を行

う新千歳空港周辺景観形成推進協議会に含めている（図6）。

良好な沿道景観形成に向けた関係者間の意識統一が、計画

策定後の円滑な景観形成を促している。更に屋外広告物法

や景観法との連携により｢北の空の玄関口としての広告景観｣

という目標の達成を行っている。一方札幌駅前通りの「緑を

感じる都心の街並み形成計画」では、地区計画や景観計画

などの法的規制力を持つ施策と連携する事により、景観形

成に大きく寄与する計画となっている(表3)。

　ガイドラインが良好な景観形成に大きく寄与している事

例がみられ、広域で行政区を跨ぐ場合や、駅前の様に重要

視される地区の場合に積極的な活用が望まれる。

6. まとめと考察

　以上の調査･考察により明らかになった事から、主要幹線

道路における沿道景観の特性と課題について考察し、今後

の取組みについて提案する。

(1) 自治体ごとの沿道景観の変化

　自治体ごとに策定している景観の計画には景観形成の方

針が示されており、方針に基づいた取組みがそれぞれの自

治体で進められている。一方でその計画の比較を行うと、計

画の枠組みや沿道景観に関わる各種項目の内容、重点地区

の取組みの有無といった、様 な々項目で差がみられた。従っ

て、自治体が計画に基づいて取組みを行う事で、自治体ごと

に形成される沿道景観に変化が生じている。

　交通量が多く、長距離にわたる主要幹線道路では、沿道

景観について自治体ごとではなく、道路に沿って議論を行

い、連携する事が望ましいと考える。また、沿道の制度決定

においても、都道府県など広域行政の立場から、沿道景観

の視点を含め誘導する事が望ましいと考える。

(2) 主要幹線道路を挟む沿道景観の不調和

　主要幹線道路沿道には、様 な々制度が決定されている。

中でも土地利用制度からは、主要幹線道路を計画範囲の区

切り線として決定する傾向がみられた。その結果、制度によ

る規制内容や計画の方針が道路を挟む対面で異なり、広告

物の掲出方法や建築物の建て方などにおいて、景観上の調

和がとれていない。

　沿道に決定される景観保全や開発規制を目的とした風致

地区や地区計画といった制度は、主要幹線道路を区切り線

と捉えず計画範囲を決定する事により、沿道景観の不調和

を防ぐ事が望ましい。また、特別用途地区の様な主要幹線

道路を挟む両側を計画範囲とする傾向にある制度について

は、今後景観の視点を含める事で、良好な景観形成に寄与

する方策とする事が望ましいと考える。

(3) 多様な景観構成要素に対する個別対応

　市街地の沿道景観は植栽･建築物･広告物といった、様々

な要素により構成されている。一方で沿道に決定されている

制度の多くは、多様な景観構成要素に対し個別対応である。

農地や林地に活用されている土地利用制度も、開発行為の

規制に対する限定的な効果である。

　多様な景観構成要素に対して一体的に効果を示す制度

の決定においては、関連法制度との連

携を推進し、良好な景観形成に効果を

示すガイドラインを活用する事が望ま

しいと考える。また、農政の定める土地

利用規制を目的とした制度も、都市計

画制度との連携による横断的な対応が

望ましいと考える。

　現在はR36に着目し論じたが、関係者

である道路管理者や広域行政、周辺自治体、住民らの連携

が重要と考え、積極的な協働が望まれる。今後は主要幹線

道路をはじめとする広域を対象に、良好な景観形成に資す

る連携や協働に主眼を置いた研究を進める予定である。
【補注】
(1)本稿では主要幹線道路を一般国道及び主要都道府県道とする。
(2)「北海道空港株式会社」提供資料より引用。
(3)「北海道開発局」提供資料平成22年度交通センサスよりR36札幌･千歳間の実測地
点交通量は全地点で25,000台/日を上回っており(札幌･新千歳空港間では32,000台/日
を上回る)、最多地点の札幌市中央区南4条西1丁目では51,348台/日となっている。
(4)現地調査は平成24年4月から9月の間に10回程度実施した。また団体との意見交換
は、平成24年10月29日実施「国道36号線をウェルカムロードにする会」との意見交換及
び、平成25年1月17日実施「北海道中小企業家同友会」との意見交換を指す。
(5)「札幌市景観計画」「北広島市都市景観形成基本計画」「恵庭市景観形成基本計
画」「千歳市都市景観形成基本計画」を指す。
(6)恵庭市が景観の計画を策定する際に行った住民アンケート(3つまで選択可能)の
結果では、景観形成の取組みを進める上で市に望む事項の第1位に「景観づくりの目
標や基本方針を示す」が挙げられている（約50％の人が必要と回答）。
(7)延べ床面積10,000㎡以上又は、高さ31mを超える建築物が基本的に対象となる。
(8)平成24年8月27日実施「札幌市都市計画部地域計画課」へのヒアリングより。
(9)平成24年8月30日実施「北広島市企画財政部都市計画課」へのヒアリングより。
(10)平成24年9月12日実施「国土交通省北海道開発局札幌開発建設部都市圏道路計
画課」へのヒアリング及び参考資料1)より、R36札幌･千歳間では道路開発当時から北
海道の空の玄関口としての景観配慮が行われている。
(11)平成24年8月20日実施「北海道建設部まちづくり局都市計画課」へのヒアリング及
び、北海道建設部提供内部資料より引用。
(12)平成24年8月29日実施「恵庭市企画振興部都市計画課」へのヒアリングより。
(13)平成24年8月30日実施「千歳市企画部まちづくり推進課」へのヒアリングより。
(14)「北海道屋外広告物条例」において屋外広告物の掲出は、用途地域等を除き国道
から除き基本的に国道から100m以内の展望できる地域では、自家用広告物30㎡以下高
さ10m以下、案内用広告物10㎡以下高さ6m以下。掲出禁止地域では自家用広告物10㎡
以下高さ5m以下、案内用広告物3.5㎡以下高さ5m以下と規定されている。
(15)参考文献7)を一部引用、筆者加筆。
(16)対象4市における都市計画図及び土地利用図を基に筆者が算定を行った。又、道
路を挟み同一の制度がそれぞれ決定されている場合も両側施策とし、具体的には上
長都の第2,3種特別工業地区が対面で決定されているような状況を指す。また、地区
計画・風致地区についてはこのような決定状況はみられない。
(17)対象4市における都市計画図･土地利用図を基に現況図の筆者加筆及び、筆者撮
影写真に筆者加筆、行政資料及びヒアリングにより筆者作成。尚、①～⑪は図1と対応。
(18)参考文献7)及び、「札幌市屋外広告物条例」を基に筆者作成。
(19)札幌駅前通北街区地区計画は、「札幌市都心まちづくり計画」において『賑わいの
軸として美しさの創出』が掲げられ、更に「緑を感じる都心の街並み形成計画」におい
て『地下地上の魅力があいまって賑わいを創出するメインストリート』と位置付けられ
た目標の達成を目的に決定され、大通交流拠点地区地区計画は、『都心内での中心性
を象徴的に表現する場の形成』を基本理念とする「大通交流拠点まちづくりガイドラ
イン」を具現化する目的で決定された地区計画である。
(20)「豊平川河畔地域右岸地区整備基本構想」に基づく地区計画。
(21)農業振興地域(以下、農振地)は農林水産省の指定する「農業振興地域の整備に
関する法律」に基づく制度であり、特に農地利用を推進する地域は農業振興地域内
農用地区域(以下、農振農用地)に指定される。
(22),(23)筆者撮影の写真に筆者加筆修正。
(24)平成24年4月に改訂された「新千歳空港アクセス沿道景観形成ガイドライン」より
抜粋、筆者加筆。協議会構成機関は改訂により見直されている。
(25)札幌市提供内部資料を基に筆者作成。協議会は札幌駅前通協議会を指す。
【参考文献】
1)国土交通省北海道開発局・道路情報館内札幌・千歳間道路物語編集委員会：札幌・
千歳間道路物語, 北海道道路史調査会, 2003.12
2)深谷正則・宮脇勝(2006), 「土地利用変化から見た日光街道沿いの歴史的景観の変
遷に関する研究 –旧日光市から旧今市市における地籍図、土地台帳、公図の比較研究
-」, 第41回日本都市計画学会学術研究論文集, No41-3, pp.397-402
3)岩田俊二(2004),「国道260号線の沿道景観形成の課題」, 地研年報10号, pp93-100
4)平下貴博・小林英嗣・青木潤(2006),　「地域発意の身近な生活景の形成支援と都
市・農村の連携から見たシーニックバイウェイ北海道」, 2006年日本建築学会学術講
演梗概集, pp75-78
5)石田眞二・亀山修一(2006), 「北海道における道路のシークエンス景観の定量的評
価に関する研究 –シーニックバイウェイルートにおける試行-」, 第41回日本都市計画
学会学術研究論文集, No41-3, pp.463-468
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響を与える要因について」, 2010年12月寒地土木研究所月報, No691, pp13-20
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地区種別 高さ 建蔽率 道路後退距離 隣地後退距離 緑化率 平均地盤面高低差 

第4種  15ｍ以下 40％以下 2m以上  1ｍ以上 30％以上 6ｍ以下 

 ※網掛けの項目は規制の緩和対象項目

■風致地区制度の規制内容

■屋外広告物条例の規制内容

条件 1. 屋外広告物の表示面の    
縦の長さは横の長さを超えない
条件 2. 周囲の風致に配慮して　
けばけばしい色を使用しない

建築物の高さ制限 (15m)
道路後退距離 (2.0m)
広告物の縦横比

■規制の効果

■規制の課題

広告物の表示面積の基準
(札幌市に一律の規制適応 )
建築物の壁面の色彩基準
(黄色等の色彩 )
建築物の用途に関する基準
(商業･病院･住宅等用途混在 )
開発時緑化率の維持基準
(緑化維持の基準が無い )

広告物の表示
面積規定なし

建築物の
高さ制限黄色い

壁面

風致地区内は広告物の掲出が
禁止されているが、当風致地
区内では条件付きで掲出を認
めている。以下に条件を示す。

図 3. 東月寒向ヶ丘風致地区の制限内容と実態
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1. はじめに

　近年我が国では都市再生の一環として、景観法をはじめ

とする、良好な景観の形成に向けた施策が次 に々展開され

ている。人口減少や地方分権の進展する社会状況下におい

て、地域ごとの景観形成の取組みは、地域活性化･観光振

興の点から重視され、活動は全国で活発化している。

　一方で全国の国道等主要幹線道路　では、ロードサイド

店舗の立地による広大な駐車場整備や大型の屋外広告物

の掲出が連続する沿道景観が形成されている。このような

全国でみられる画一的沿道景観形成に対し、都市計画の介

入が遅れている点は整備上の一課題として考えられる。

　日本の代表的な観光地である北海道では、美しい景観を

広域で形成する方針を明言した平成21年3月策定の「北海

道景観形成ビジョン」を始めとする景観に関する施策が展

開されている。また、近年の個人旅行客の増加を受け　積

極的に自動車観光を推進しており、「シーニックバイウェイ

北海道」等の制度を全国に先駆け活用する事で、点在する

観光地を結ぶネットワークづくりを目指している。

　そこで本論では、北海道で最も交通量の多い主要幹線

道路の1つであり　、北海道の空の玄関口である新千歳空港

と札幌市都心部を結ぶ、国道36号線(以下、R36)の札幌・千

歳間（札幌市・北広島市・恵庭市・千歳市）約42Kmを研究対

象とし（図1）、調査及び考察を行った。R36は空港連絡道路

として整備され、歴史的にも交通上だけでなく経済発展上

重要な役割を担ってきた 。現在でも観光や産業道路、また

交通網の骨格という役割を兼ねており、良好な沿道景観を

形成する必要性は高いものと考えられる。

　既往研究で、主要幹線道路における沿道景観の研究は

未だ少ない。深谷等(2006) は主要幹線道路の一部に着目し、

土地利用変遷の観点から行政施策が景観に与える影響を

明らかにしている。しかし土地利用に着目し、長距離の主要

幹線道路を対象にしたものは見当たらない。一方岩田(2004) 

は、長距離の複数自治体を跨ぐ主要幹線道路を対象として

いるが、その景観形成課題について主として屋外広告物に

着目して論じており、多様な景観構成要素を対象に主要幹

線道路の沿道景観を一体的に論じたものは見当たらない。

また北海道を対象とした研究では、広域での良好な沿道景

観形成の重要性を指摘したうえで、平下等(2006)　は「シー

ニックバイウェイ北海道」制度の課題と展望、石田等(2006)･

草間等(2010)　は景観評価手法に主眼を置いている。

　そこで本論では、沿道に跨る複数自治体による景観関連

施策の比較と沿道景観の実態調査に基づき、土地利用の観

点から沿道景観特性を明らかにし、主要幹線道路における

良好な沿道景観形成の方策を考察する事を目的とする。

　研究方法は、対象自治体における景観関連計画等の行

政資料･文献調査、現地調査、行政･住民へのヒアリング、ま

た住民団体及び地元企業との意見交換の結果 とする。

2. R36沿道景観に関する計画と取組みの4市比較

　R36札幌・千歳間では、札幌市の高度利用地、北広島市の

林地、恵庭市の農地、千歳市の工業団地といった多様な土

地利用により様 な々沿道景観が見られる。各市で策定される

景観の計画　には景観法に基づく法定計画と任意計画が

あり、法定計画では法に基づき景観政策が位置づけられる。

一方3市で策定される任意計画は、内容は充実しているが、

景観政策が位置づけられていないのが現状である。本章で

は、これら4市の計画の比較･分析を行った(表1)　。次節より

各市の計画の概要と、R36沿道景観に関わる項目をまとめる。

2-1. 札幌市

　札幌市は4市の内唯一の景観法に基づく景観行政団体で

あり、法に基づく「札幌市景観計画」を平成20年4月に策定し

た。市内全域を景観計画区域とし、一定規模以上　の開発

に届出を義務づけている。更に市内をエリア分けし、それぞ

れで景観の方針を示す事で良好な景観形成を目指してい

る。R36は「景観重点区域」「都心部」「高度利用住宅地」「景

観軸」に属しているが、重点区域外では法に基づく規制内容

がエリアに関わらず市内一律である。従って現状ではエリア

ごとの目標に応じた法規制を適応する段階には至っていな

い 。一方、特に良好な景観形成を図るべき地区と指定され

た「景観重点区域」は、開発規模に関わらず色彩や形態等

の基準が規定されている。更に区域内で細分化された地区

ごとに異なる基準を設け、良好な景観形成を目指している。

2-2. 北広島市

　北広島市は市政移行以前の広島町時代に、総合計画に

基づく様 な々事業を景観という視点から支える事を目的とし

て「広島町都市景観形成基本計画」を平成8年3月に策定し

た。同8月の市制移行に伴い「北広島市都市景観形成基本

計画」として、計画の運用を行っている。当市において景観

の視点で書かれた唯一の計画であり、「みちの景」としてR36

といった主要幹線道路における沿道景観形成の方針を示

している。しかしその後、計画の策定を行った都市景観室の

廃止等により現在この計画は運用されていない 。

　また計画内にも示されているが、北海道が昭和37年10月

に「北海道屋外広告物条例」において、北広島市内のR36沿

道に限り、広告物の掲出禁止地域に指定している。これは北

海道の空の玄関口としてのR36札幌･千歳間の自然景観維持

の観点から　、林地等「最も北海道らしい景観を有する」北

広島市での屋外広告物の掲出を禁止した為である　。

2-3. 恵庭市

　恵庭市は上位計画で掲げるまちづくりの基本理念を受け、

景観面で具体的に取りまとめる事を目的とし「恵庭市景観形

成基本計画」を平成20年3月に策定した。最上位計画にあた

る「第4期恵庭市総合計画」で位置付けている「水・緑・花 

人がふれあう生活都市えにわ」という理念を「都市計画マス

タープラン」や「緑の基本計画」等の様 な々計画で目標とし

ており、それぞれの視点から総合計画の理念達成を目指し

ている。この一貫した計画の展開により、景観形成基本計画

においても理念に基づき取組みが記載され、まちの出入口

での花修景といった事業は既に取組まれている。計画内で

R36全線が「景観軸」に位置づけられており、「都市景観ゾー

ン」と「農村景観ゾーン」の境界となっている　。

2-4. 千歳市

　千歳市は景観に関する全体方針をまとめた平成13年3月

策定の「ちとせ都市景観ガイドプラン」と、その誘導方針を

まとめた平成14年8月策定の「ちとせ都市景観ガイドライン」、

更に重点地区の景観形成方針を示した平成24年4月策定の

「新千歳空港アクセス沿道景観形成ガイドライン」により

「千歳市都市景観形成基本計画」を構成している。方針と

指針を分けて策定する事で、詳細まで規定された計画と

なっている。加えて重点地区ガイドラインを設ける事で、地

域の課題に合わせた施策の展開による積極的な景観形成

を行っている。R36の市内全線が「みちの景」と位置付けられ、

重点地区の範囲にもR36が含まれている  。

2-5. 4市の計画と取組みの比較

　以上の4市における景観に関する計画を基に、R36に関連

する項目で取りまとめ、比較を行った（表1）。

　各市で景観に関する総合的な計画を策定している点は

共通しているが、札幌市のみが景観法に基づいた計画であ

る点は特徴といえる。その為、計画区域･方針･制限内容と

いった項目の立て方は、景観法に基づき決定されている。一

方で任意計画では、恵庭市に見られる他計画との連携や、

千歳市の特徴的な枠組の様に、自由な構成で策定が行われ

る。しかし北広島市の計画の様に、継続性が担保されてい

ない点は問題として挙げられ、自治体の意向次第で計画が

運用されなくなる場合がある。今後は内容の充実を損なわ

ず、法定計画へと移行する事が望ましいと考える。

　次に内容について、類似の項目ごとに取りまとめて比較を

行った。まず各市でR36の位置づけに差があり、札幌市はR36

を区切り、特定区間ごとに「都心部」「高度利用住宅地」等と

捉えているが、他市ではR36の市内全線を「みちの景」や「景

観軸」としている。具体的な項目を見ると「幹線道路の植栽

方針」については、千歳市では植栽の選定を重視している

が、他市では連続性について重点的に書かれている。「幹線

道路の広告物方針」については、北広島市は広告物の指導

に重点を置いているが、他市では統一感や調和を重視して

いる。この方針の差は実際の広告物規制にも表れ、北広島

市のR36沿道では北海道との連携により掲出禁止地域に指

定されているが、他市の沿道では屋外広告物条例に基づく

一律の制限内容となっている。このように、4市で計画の枠組

みや内容、それに伴う法的規制には差が生じており、現状の

計画は自治体ごとに連携が取られていないと考えられる。

3. 沿道景観の実態調査

　計画の分析･比較に続いて、R36の沿道景観の特性を明ら

かにする事を目的に実態調査を行った。まず現地調査から

シークエンス変化に基づき沿道を分割し、特性ごとに分類

を行った。その際に顕著な例と思われる11地区を実態調査

の対象として選定し、活用されている地域地区制度・農業振

興地域・景観ガイドラインと、特性を決定付けると考えられ

る要因（植栽・建築物・広告物）の実態について明らかにし、

考察を行い図2にまとめた。

　これらの調査を通して明らかになった沿道景観の特性と

して、第一に行政境界での景観の変化を挙げる。前章で自

治体ごとの計画に連携が取られていない事を示したが、こ

の差が沿道景観の実態に影響していると考える。例えば北

広島･恵庭行政境界の事例に着目すると、北広島市では計画

に基づき、自然景観維持の観点から沿道を掲出禁止地域に

指定し広告物行政を行っているが、恵庭市では重点が置か

れず、部分的に不適格広告物の掲出も見られる 。これによ

り、広告物による景観では、行政境界で変化が生じている。

一方で恵庭市は花植えによる景観形成に重点を置いてい

る事から、恵庭市のR36沿道では積極的に花植え活動が行

われているが、北広島市では行われていない。このように計

画の差が実態に影響を及ぼしている。

　次に沿道に決定されている制度の調査により、計画範囲

がR36を区切り線としている事例が、豊平橋周辺や大曲柏葉、

黄金等でみられた。道路を区切りとして範囲を決定する事

で、羊ヶ丘のように道路を挟む対面で景観の調和が図られ

ず、異なる要素で景観が形成される事例が存在した。

　最後に11地区の事例により、長距離にわたるR36の沿道景

観は、先に挙げた植栽・建築物・広告物以外にも、多様な景

観要素により構成される事が明らかになった。千歳市街地の

事例では、広告物･建築物だけでなく、商店街の出店、花植

え、舗装された歩道、橋梁が景観構成要素となっている。

4. 沿道の土地利用規制による景観特性

　3章で行った調査を基に、R36札幌･千歳間の沿道における

土地利用規制の決定状況を表2にまとめた。例えば用途地

域は都市構造により各市の決定傾向が異なると考えられる。

人口規模が大きい札幌市は沿道全区間で決定され、その他

3市の内、中心市街地がR36に近接する恵庭市・千歳市では

比較的広範囲で決定されている。一方、中心市街地とR36が

離れている北広島市では、他市より狭い範囲で決定されて

いた。このように土地利用規制からは各市の決定状況に差

がみられる。次節よりこれらの項目ごとに着目し、沿道景観の

特性に関する考察を行う。

4-1. 風致地区

　風致地区制度は北海道において、札幌市のみで活用され

ている制度である。決定されたそれぞれの地区内に種別が

設けられており、R36沿道においては第1,4種が指定されてい

る。規制の厳しい第1種では「核となる風致資源が主体とな

る」、第4種は「都市的土地利用に配慮しつつ風致の保全･創

出を図る」という方針で指定されている 。例えば東月寒向ヶ

丘風致地区の第1種地区内では、良好な自然景観が保全さ

れている。一方でR36沿道に指定される第4種地区内では開

発が行われ、風致地区外と区別のない景観が形成されてい

る。その理由として、制度は建築物の高さ制限に一定の効果

を示しているが、用途混在や大型広告物の掲出、開発時緑

化規定の維持には効果を示していない事が挙げられる。つ

まり、制度が沿道景観を構成する多様な要素に対して、個

別対応に留まっていると考えられる(図3)。

　風致地区制度は自然景観の保全に効果を示す事から、制

度を有効に活用し、風致地区の特性が活かされた景観を形

成する事が望ましい。その際に主要幹線道路沿道に指定さ

れる第4種地区も、緑の保全に加えて広告物や建築物に対

しても一体的に効果を示す規制内容とし、風致地区周辺の

沿道も含めて決定する事が望ましいと考える。

4-2. 特別用途地区

　特別用途地区制度は平成10年に現行の制度に至った比

較的新しい地域地区制度である。法改正以降では、市町村

で規制内容や指定範囲を自由に決定できる事から、既存地

区の変更や新たな地区の決定が多くみられる。例えば上長

都の特別工業地区では、平成19年の変更により10,000㎡以

上の出店規制が行われ、羊ヶ丘では平成24年に大規模集客

施設制限地区が新たに決定されている。更に美しが丘

ニュータウンのように、特別用途地区からはR36を跨ぎ計画

範囲を決定する傾向が見られた。

　現行制度は景観形成に直結する制度ではないが、緩や

かに効果が表れるものと考えられる。既に道路を跨ぎ指定さ

れている制度を契機に沿道を一体的に捉え、景観の視点を

含んだ制度展開を行う事が望ましいと考える。

4-3. 地区計画

　地区計画はR36札幌･千歳間の沿道において17地区で決

定されている。豊平橋周辺や大曲柏葉、黄金といった事例

でみられる多くの地区計画範囲がR36を区切り線としている。

これにより道路を挟み対面での土地利用や開発手法、規制

に差がみられ、沿道景観形成に影響を与えている。一方で

札幌駅前通りは、上位計画で具体的に示された沿道景観形

成の方針を達成する為に地区計画が決定されている　。

R36を計画範囲の区切り線と捉えず、沿道の両側に対して建

物の高さや用途、意匠等の制限を設け、良好な沿道景観形

成に寄与する施策となっている。また、豊平橋周辺に決定さ

れている豊平橋南地区も、上位計画の存在する地区計画で

ある　。上位計画に基づき、方針には｢北国にふさわしい都

市景観の創出｣を掲げているが、実際の地区計画での制限内

容は1.5mのセットバックに留まっている。更に駐輪や自動販

売機の設置にセットバックが利用されており、景観創出とい

う方針の達成には至っていない（図4）。

　以上より、沿道に決定される地区計画では、景観形成の

方針を具体的に定める必要があると考える。例えば大曲柏

葉のように、開発時の方針に沿道の遮断林整備を位置づけ

る事や、あわせて対面の景観整備も行う事、画一的な景観

の形成を防ぐために建築物

のセットバック規定だけでは

なく、駐車場の設け方を含め

た配置規定や、工作物の設

置に関する規定を行う事が

望ましいと考える。

4-4. 農業振興地域

　農振地は農振法に基づく

地域計画であり、優良農

地の保全及び非農業的

土地利用との調整を図る

目的の制度である。農振

地内で、特に農地利用を

推進する農用地区域では、

利用計画と保全計画の策

定を義務付けており、農地以外での土地利用が厳しく制限

される。開発規制は農地景観保全に効果を示しているが、

制度に屋外広告物や農業用施設に対する景観配慮の視点

はない。これにより黄金等の事例では、沿道での広告物掲出

がみられた(図5)。

　農政の指定する制度であるが、現在は良好な景観の形成

について各省で横断的に推進する事が目指されている。農

業景観は北海道の典型的な景観資源であり、農地保全だ

けでなく景観の視点を含める事や、都市計画行政との連携

による複合的な制度の運用を行う事が望ましいと考える。

5. 沿道の現行景観施策

　3章で行った調査から、4章では土地利用制度に着目した

が、本章では現行の景観施策としてガイドラインに着目する。

行政が重点を置くエリアについて、ガイドラインを用いた積

極的な景観形成が行われている。ガイドラインは一般的に

景観形成の方針を示すものであり、法的規制力を持たない

計画である。しかし計画策定を契機とし、関係者間で景観

形成に関する意識統一を行う事を通じて、計画の有効性を

高めている。例えば新千歳空港周辺の「新千歳空港アクセ

ス沿道景観形成ガイドライン」は、ネオン看板や大型広告

物の乱立問題を背景に策定された計画であり、屋外広告物

業団体やネオン電気工業会といった団体を、計画策定を行

う新千歳空港周辺景観形成推進協議会に含めている（図6）。

良好な沿道景観形成に向けた関係者間の意識統一が、計画

策定後の円滑な景観形成を促している。更に屋外広告物法

や景観法との連携により｢北の空の玄関口としての広告景観｣

という目標の達成を行っている。一方札幌駅前通りの「緑を

感じる都心の街並み形成計画」では、地区計画や景観計画

などの法的規制力を持つ施策と連携する事により、景観形

成に大きく寄与する計画となっている(表3)。

　ガイドラインが良好な景観形成に大きく寄与している事

例がみられ、広域で行政区を跨ぐ場合や、駅前の様に重要

視される地区の場合に積極的な活用が望まれる。

6. まとめと考察

　以上の調査･考察により明らかになった事から、主要幹線

道路における沿道景観の特性と課題について考察し、今後

の取組みについて提案する。

(1) 自治体ごとの沿道景観の変化

　自治体ごとに策定している景観の計画には景観形成の方

針が示されており、方針に基づいた取組みがそれぞれの自

治体で進められている。一方でその計画の比較を行うと、計

画の枠組みや沿道景観に関わる各種項目の内容、重点地区

の取組みの有無といった、様 な々項目で差がみられた。従っ

て、自治体が計画に基づいて取組みを行う事で、自治体ごと

に形成される沿道景観に変化が生じている。

　交通量が多く、長距離にわたる主要幹線道路では、沿道

景観について自治体ごとではなく、道路に沿って議論を行

い、連携する事が望ましいと考える。また、沿道の制度決定

においても、都道府県など広域行政の立場から、沿道景観

の視点を含め誘導する事が望ましいと考える。

(2) 主要幹線道路を挟む沿道景観の不調和

　主要幹線道路沿道には、様 な々制度が決定されている。

中でも土地利用制度からは、主要幹線道路を計画範囲の区

切り線として決定する傾向がみられた。その結果、制度によ

る規制内容や計画の方針が道路を挟む対面で異なり、広告

物の掲出方法や建築物の建て方などにおいて、景観上の調

和がとれていない。

　沿道に決定される景観保全や開発規制を目的とした風致

地区や地区計画といった制度は、主要幹線道路を区切り線

と捉えず計画範囲を決定する事により、沿道景観の不調和

を防ぐ事が望ましい。また、特別用途地区の様な主要幹線

道路を挟む両側を計画範囲とする傾向にある制度について

は、今後景観の視点を含める事で、良好な景観形成に寄与

する方策とする事が望ましいと考える。

(3) 多様な景観構成要素に対する個別対応

　市街地の沿道景観は植栽･建築物･広告物といった、様々

な要素により構成されている。一方で沿道に決定されている

制度の多くは、多様な景観構成要素に対し個別対応である。

農地や林地に活用されている土地利用制度も、開発行為の

規制に対する限定的な効果である。

　多様な景観構成要素に対して一体的に効果を示す制度

の決定においては、関連法制度との連

携を推進し、良好な景観形成に効果を

示すガイドラインを活用する事が望ま

しいと考える。また、農政の定める土地

利用規制を目的とした制度も、都市計

画制度との連携による横断的な対応が

望ましいと考える。

　現在はR36に着目し論じたが、関係者

である道路管理者や広域行政、周辺自治体、住民らの連携

が重要と考え、積極的な協働が望まれる。今後は主要幹線

道路をはじめとする広域を対象に、良好な景観形成に資す

る連携や協働に主眼を置いた研究を進める予定である。
【補注】
(1)本稿では主要幹線道路を一般国道及び主要都道府県道とする。
(2)「北海道空港株式会社」提供資料より引用。
(3)「北海道開発局」提供資料平成22年度交通センサスよりR36札幌･千歳間の実測地
点交通量は全地点で25,000台/日を上回っており(札幌･新千歳空港間では32,000台/日
を上回る)、最多地点の札幌市中央区南4条西1丁目では51,348台/日となっている。
(4)現地調査は平成24年4月から9月の間に10回程度実施した。また団体との意見交換
は、平成24年10月29日実施「国道36号線をウェルカムロードにする会」との意見交換及
び、平成25年1月17日実施「北海道中小企業家同友会」との意見交換を指す。
(5)「札幌市景観計画」「北広島市都市景観形成基本計画」「恵庭市景観形成基本計
画」「千歳市都市景観形成基本計画」を指す。
(6)恵庭市が景観の計画を策定する際に行った住民アンケート(3つまで選択可能)の
結果では、景観形成の取組みを進める上で市に望む事項の第1位に「景観づくりの目
標や基本方針を示す」が挙げられている（約50％の人が必要と回答）。
(7)延べ床面積10,000㎡以上又は、高さ31mを超える建築物が基本的に対象となる。
(8)平成24年8月27日実施「札幌市都市計画部地域計画課」へのヒアリングより。
(9)平成24年8月30日実施「北広島市企画財政部都市計画課」へのヒアリングより。
(10)平成24年9月12日実施「国土交通省北海道開発局札幌開発建設部都市圏道路計
画課」へのヒアリング及び参考資料1)より、R36札幌･千歳間では道路開発当時から北
海道の空の玄関口としての景観配慮が行われている。
(11)平成24年8月20日実施「北海道建設部まちづくり局都市計画課」へのヒアリング及
び、北海道建設部提供内部資料より引用。
(12)平成24年8月29日実施「恵庭市企画振興部都市計画課」へのヒアリングより。
(13)平成24年8月30日実施「千歳市企画部まちづくり推進課」へのヒアリングより。
(14)「北海道屋外広告物条例」において屋外広告物の掲出は、用途地域等を除き国道
から除き基本的に国道から100m以内の展望できる地域では、自家用広告物30㎡以下高
さ10m以下、案内用広告物10㎡以下高さ6m以下。掲出禁止地域では自家用広告物10㎡
以下高さ5m以下、案内用広告物3.5㎡以下高さ5m以下と規定されている。
(15)参考文献7)を一部引用、筆者加筆。
(16)対象4市における都市計画図及び土地利用図を基に筆者が算定を行った。又、道
路を挟み同一の制度がそれぞれ決定されている場合も両側施策とし、具体的には上
長都の第2,3種特別工業地区が対面で決定されているような状況を指す。また、地区
計画・風致地区についてはこのような決定状況はみられない。
(17)対象4市における都市計画図･土地利用図を基に現況図の筆者加筆及び、筆者撮
影写真に筆者加筆、行政資料及びヒアリングにより筆者作成。尚、①～⑪は図1と対応。
(18)参考文献7)及び、「札幌市屋外広告物条例」を基に筆者作成。
(19)札幌駅前通北街区地区計画は、「札幌市都心まちづくり計画」において『賑わいの
軸として美しさの創出』が掲げられ、更に「緑を感じる都心の街並み形成計画」におい
て『地下地上の魅力があいまって賑わいを創出するメインストリート』と位置付けられ
た目標の達成を目的に決定され、大通交流拠点地区地区計画は、『都心内での中心性
を象徴的に表現する場の形成』を基本理念とする「大通交流拠点まちづくりガイドラ
イン」を具現化する目的で決定された地区計画である。
(20)「豊平川河畔地域右岸地区整備基本構想」に基づく地区計画。
(21)農業振興地域(以下、農振地)は農林水産省の指定する「農業振興地域の整備に
関する法律」に基づく制度であり、特に農地利用を推進する地域は農業振興地域内
農用地区域(以下、農振農用地)に指定される。
(22),(23)筆者撮影の写真に筆者加筆修正。
(24)平成24年4月に改訂された「新千歳空港アクセス沿道景観形成ガイドライン」より
抜粋、筆者加筆。協議会構成機関は改訂により見直されている。
(25)札幌市提供内部資料を基に筆者作成。協議会は札幌駅前通協議会を指す。
【参考文献】
1)国土交通省北海道開発局・道路情報館内札幌・千歳間道路物語編集委員会：札幌・
千歳間道路物語, 北海道道路史調査会, 2003.12
2)深谷正則・宮脇勝(2006), 「土地利用変化から見た日光街道沿いの歴史的景観の変
遷に関する研究 –旧日光市から旧今市市における地籍図、土地台帳、公図の比較研究
-」, 第41回日本都市計画学会学術研究論文集, No41-3, pp.397-402
3)岩田俊二(2004),「国道260号線の沿道景観形成の課題」, 地研年報10号, pp93-100
4)平下貴博・小林英嗣・青木潤(2006),　「地域発意の身近な生活景の形成支援と都
市・農村の連携から見たシーニックバイウェイ北海道」, 2006年日本建築学会学術講
演梗概集, pp75-78
5)石田眞二・亀山修一(2006), 「北海道における道路のシークエンス景観の定量的評
価に関する研究 –シーニックバイウェイルートにおける試行-」, 第41回日本都市計画
学会学術研究論文集, No41-3, pp.463-468
6)草間祥吾・松田泰明・三好達夫(2010), 「北海道における道路景観の印象評価に影
響を与える要因について」, 2010年12月寒地土木研究所月報, No691, pp13-20
7)越澤明：札幌の緑づくり, 札幌市環境局緑化推進部緑の保全課, 2001.1

協議会のまちづくりの目標 地区計画による誘導 景観計画による協議誘導

駅前通りの街並みに統一性、
連続性を持たせ軸性を高める

通りと建物高さの適度な比率による
囲まれ感、中高層部の壁面の連続

道庁、時計台など永続するもの
に配慮する

 

辻毎の街並みの特徴付け、歴史的な
建物を意識した意匠・色彩の配慮

歩行者にとって連続的に賑わ
いを感じられる街並みにする

低層部への賑わい機能の導入 低層部の連続した設え・開放性の
演出、賑わい阻害要因の制限

多様な活動を可能にする機能
を集積する

低層部への賑わい機能の導入・
ふさわしくない用途の制限

魅力的な歩行空間となる中間
領域を確保する

中間領域となるOS の確保、地上
・地下一体となった空間づくり

賑わいを生む OS の活用

表 3. 札幌駅前通りにおけるまちづくりの目標と誘導方法(25)
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