
後志景観広告第３回ワークショップ成果報告 

＜実施概要＞ 

1.日時 平成２１年１１月１１日  

           １３：３０～１６：００ 

2.場所 ニセコ町 ニセコ町民センター 

3.主催 北海道後志支庁・ニセコ町 

    羊蹄山麓広域景観づくり推進協議会 

4.参加者総数 ５３名（うち当日参加１名） 

 参加内訳 

  民間：地元宿泊・観光関係事業者・建設事業者・ＮＰＯ団体 

     デザイナー・屋外広告業者・建築設計事務所・飲食業・個人（地元）   ２５名 

  学術：大学研究職                              １名 

  行政：国・道・地元町村の景観・屋外広告物・企画・観光・道路関係担当者   ２７名 

 

＜成果概要＞ 

１ ワークショップ～「羊蹄山麓にふさわしいガイドラインづくり その２」 

 前回に引き続き、（株）ＣＩＳ計画研究所の濱

田暁生氏のファシリテートによる「羊蹄山麓にふ

さわしいガイドラインづくり その２」というテ

ーマでワークショップを行いました。 

参加者は羊蹄山麓地域のペンション・ホテルのオ

ーナーやＮＰＯ団体・観光・建設に携わる事業者、

デザイナー・屋外広告業者、建築設計事務所、道

路事業者、国・道・町村の行政関係機関の様々な

立場の方々に５班に分かれていただき、昨年１１月から８月までに行ったワークショップの

意見などガイドラインに盛り込む内容についておさらいした上で、ガイドラインに掲載する

案内サインのデザイン素案と屋外広告物の推奨する掲出基準、ガイドライン策定後の推進体

制についてそれぞれ議論をしていただきました。 

※各グループ毎の議論内容については５ページ以降にまとめてあります。 

   

案内サインデザインは、視認性が重要なため、実際にサイズを体験してもらうため、実物大のサンプルを見ても

らうこととしました。 

 

 



・まとめ 

テーマ１：案内サインデザインと屋外広告物の推奨掲出基準（その１） 

［全体］ 
・「羊蹄山麓らしさ」が、デザイン案に反映されていない。 
・集合看板は金額的にも出しやすいが、数が多すぎると、案内標識として意味がない。 
 

１．地図サイン 
・駅案内前など人が集まる場所にあった方がいい。設置場所の配慮が必要。 
・マップとカーナビとのリンクができるといい。将来的にはＱＲコードがあると、検索性が高まって便利。 
・カーナビとの連動について、なるべく早く働きかけをしてほしい。 
 

２．案内サイン 
２－１ 案内用広告物 
【表示内容】 
・事業者の案内サインは、はたして有効性があるか。目的エリア誘導が第一で、エリアから主な施設を案内するな

ど、観光客がたどり着きやすい流れのものにすべき。 
【ロゴ・ピクトグラム】 
・ロゴが小さい。ロゴよりピクトグラムの方がいい。 
･実験では独自のロゴは小さくて見えづらいので、必要ないのではないか。 
・実験ではロゴのスペースが見えないので、必要か。 
・ロゴは必要か。情報量をシンプルにした方がよい。 
【構造】 
・２．５ｍ以下の看板は、冬季の除雪に影響する。 
・支柱は真ん中にあった方が落ち着く。 
・設置場所は駐車場など車が止まって見えるところなど、検討すべき。 
・設置場所が舗道の建物側か車道側かによって、冬季除雪の邪魔になる。 
・車の速度によっては、看板が見える場合と見えない場合があるので、認証性を十分検討すべき。 
【配置】 
・プレート一枚ごとのすきまをあける。文字の端が寄りすぎ。 
・実際に必要な設置場所の検討が必要。      
・矢印の向き・距離については、順位付けするなど統一化する。 
・適当な数（5 枚くらい？）に納めないと、逆効果。 
・乱立する看板を統一する方向はいいが、施設等の数が多くなると見えづらい。 
【色】 
・エリア色とベース色のバランスが重要、地色によっては読みづらかったり、周辺の景観を損なうおそれあり。 
【管理体制・役割分担】 
・「道路標識」と「案内用屋外広告物」は、どこが管理するのか？      
・民間がお金を出すものなら、行政との役割分担を整理すべき。 
２－２ 道路標識 
【インフォメーション拠点への誘導ピクト】 
・i マークはあった方が便利。 
･i マークは、どれだけ認知度があるか。説明がなければわからない。 
【表示方法】   
・著名地点案内を肩に付けるのは情報量が多くて、やりすぎ。 
・白地に青地で書かれた「著名地点案内」は、統一感がある反面、サイズが大きくなるので圧迫感がある。 
・「経路案内標識」の標識は、夜間見えるように反射系シートなどを使う等の工夫が必要ではないか。 
・「経路案内標識」は 2 個並ぶと情報量が多くて見づらい。瞬間的に見るには、多すぎる。 
・「経路案内標識」は、目的地が多くなれば下にはみ出てしまうので、収まりきれないのではないか。 
・「経路案内標識」はデザイン的には良い。構造的には、たくさん欲張ると良くない。 
・現在地、起終点、目的地までの距離表示を入れてほしい。 

 
３．現在地サイン 
・統一性が必要だが、インパクトが小さくなるので、工夫が必要。 
・エリア毎に色分けしているが、羊蹄山以外のエリアもガイドラインを実施した場合、混同するおそれはないか。 
・エリア毎に８つに分類し色分けしているが、色分けが良いという意見と、いらないという意見があった。 
・色分けするのであれば、各町村で色を決めるべき。ただし、高速の緑、道路標識の青は混同するので使用しない。 

 



･自家用広告物については次のような推奨する掲出基準を示しました。 

   
 高さは３ｍ以内（建物低層部） 立看板やのぼりの使用せず     統一広告フレームによる  
 に収める。          自己の建物入口等に掲出。     利便性向上と、街並みの 
                               一定の高さを創出する。

テーマ１：案内サインデザインと屋外広告物の推奨掲出基準（その２） 

４．自家用広告物の推奨する掲出基準について 
【自家用広告物に推奨掲出上限を３ｍにする】 
・高さ３ｍに統一するのはいい。 
・３ｍの中でフレームや支柱は統一し、デザインや配色を自由にすることによって、統一感のある街並みになる。 
・自家用広告物は、高さ・支柱・フレームは統一すべき。 
【統一広告フレーム】 
・掲出の考え方は良いが、同じ形だと個性がなくなるので民間の人が賛同してくれるか。 
・放置すると乱立になるのでルールは必要だが、看板は企業の顔なので、企業の個性やイメージなどを表現するに

は、規定の枠の中には収まらない。 
・施設・店舗の看板はそれぞれの建物のデザインと一体化したものなので、画一的に扱うのはいかがなものか。 
・1 ㎡のスペースは狭いのではないか。余白は必要か。フレームがないベタにしたときの処理はどうするか。 
・推奨デザインは、統一化という点で良い。 
【のぼり旗を使わない】 
・のぼりはやめてほしい。一定のマナーが必要。 
・のぼり旗が多すぎる。景観を損なわないように、色あせや営業していない場合等のコントロールも必要。  
【広告の地域チェック体制】 
・ルールに幅をもたせながら、ニセコらしい景観にあったもの、という視点から審査できる機関があればいい。客観的

にジャッジできるルール作り、システム作りが必要。数字によるルールだと、すり抜けることしか考えなくなる。 
【放置・遺棄看板】 
・古い看板は見た目が悪いので、撤去についての対応が必要。 
【規制の方向性】 
・ガイドラインの実効性を高めるために、罰則的なものも必要ではないか。 
・規制をかけるのであれば、「ライトアップをやめる」「のぼり旗をやめる」等の方が良いのではないか。（オーストラリ

アののぼり旗はセンスが良いので、一概にはいえない。）使う方のセンスを、どうやって規定化するのかが課題。    

・看板は本来目立つものなので、規制が難しい部分もある。 
・夜は照明が目立つが、看板と標識の色が映えるような色使いが必要。 
・自家用広告物については、ある程度幅をもたせてほしい。 
 

５．その他 
・町村民の意見をもっと聞いて決めてほしい。ＷＳの開催時間等を工夫するなど、住民が多数出席できるようにして

ほしい。 
・ひらふ坂に、スキー滑走禁止の固定式看板があるが、景観上良くないのではないか。 
・国定公園では、看板の面積の制限の規制等が厳しすぎるのでゆるやかにしてほしい。まわりの自然に配慮したフレ

ーム・支柱を設け、デザインや色は自由にしてはどうか。Ｔ字路などポイントには、わかりやすい看板が必要。 



・テーマ２の推進体制の検討では、長野県木曽町、札幌市、岩見沢駅の事例を参考に、エ
リアマネジメント手法を紹介しつつ，羊蹄山麓にふさわしい推進体制について議論提示し
ました。 

   

 なお、推進体制の検討については、前段のテーマの議論で予定より多くの時間を占めたため、今回

は参加者の皆さんの意見集約にとどめ、次回のワークショップでさらに議論を深めることとしました。

テーマ２：羊蹄山麓にふさわしいガイドライン推進体制 

【方向性】 
・やってみるという行動が必要。 
・誰が見てもわかりやすい、シンプルな美しい看板の設置を目指そう。 
・推進体制は、ガイドラインを地域に周知する中で、検討していくべき。 
・モデル実証実験をやってみてはどういか。 
・自家用サインには、各エリアの個性を生かした町おこし的アイディア（イベント性をもったもの）があってもいいので

はないか。 
 
【組織体系】 
・マネージメントする委員会が必要。 
・広告の善し悪しを評価する組織（民間・事業所・行政が参加）が必要。 
・推進体制については、地元に組合等を作り進めることになると思うが、ガイドライン策定と平行して進めなければな

らない。 
・地域の企業と市民及び他の地域の専門家の意見を取り入れる。 
・ローカルルールを検討する地域ごとの体制が必要。 
・「長野」や「岩見沢」方式はとても良い。 
・幅広い方々が関わるのが望ましいが、立場によって利害対立も予想されるため、コーディネーターの存在が不可

欠。 
・案内サインは、民間を含めたシステム体制づくりが必要。 
 
【エリアマネジメント】 
・エリアマネジメント管理体制の確立と同時に、その働きをモニターできる第三者の委員会（住民参加型）の確立を願

う。 
・エリアマネジメントの方向性は賛成だが、センスの問題もある。しっかりとしたアドバイザーシステムの上で、自治の

取組みを創るべき。地元への愛着が増すエリア間の調整も必要。 
 
【財源確保手法】 
・ひらふ坂の舗道照明の支柱に広告を付け、建設資金を集めてはどうか？どういう団体が資金を集めるべきか、また

関連条例の情報がほしい。 
 
【手法】 
・規制も大事だが、看板を出す側の「出し易さ」も大切な要素。 
・ガイドラインの必要性をもう少し整理してほしい。景観を高めるのであれば、規制強化で対応可能では？ニーズは、

観光客からか、外国人からなのか。 
・看板の設置を許可する場を持ち、「ニセコらしい」という基準で審査するやり方もある。 
・先進地の組織づくりに関する情報提供をしてほしい。 
・このエリアへの訪問者などからアンケートをとってはどうか。 



 

濱田先生からの意見 

・皆さんから、たいへん深いご意見をいただいた。 
・事務局として受け止めることとして、団体を背負わず、個人の立場でＷＳに参加できるように

するには、時間帯を検討すべきとのご意見があった。そういったお声をどう拾い上げていくか事

務局とも相談したい。 
・デザインのあり方、サインの根本にかかるご意見が多かった。すべてに答えがだせるわけでは

ないが、ご意見を参考にして、次のステップで提示できるよう、事務局と（株）ＫＩＴＡＢＡさ

んとで詰めて検討したい。 
・「羊蹄山麓らしさ」がないのではないか、というご意見に対しては、このサインそのものが新し

い「羊蹄山麓らしさ」を創っていくことであり、どこかに正解があってそれに近づけるのもので

はないと思う。 
・きっちり固まったものではなく、模索しながら徐々に固まっていくこともあるので、厳しく議

論していくことが必要。 
・ルールとして、客観的な数字が良いのか、抽象的な基準が良いのかは、根本的な課題である。 

 

 参加された皆様、大変お疲れ様でした。 

 今回のワークショップでの議論は、１２月頃に予定するパブリックコメントを経て、次回

２月５日に倶知安町（後志支庁２階講堂）で開催する予定の景観広告サインの最終のワーク

ショップの議論に盛り込み、来年３月までにこの地域の景観広告サインガイドラインを策定

する取組を皆様と進めていきます。 

 

 

○各グループの議論 

Ａ班 

 

推進体制について 
・マネージメントする委員会が必要。 
・看板の設置を許可する場を持ち、「ニセコらしい」と
いう基準で審査するやり方もある。 
・実際に推進体制を動かすのは大変なこと。 

サインデザインへの意見 

○案内サイン 
（案内用広告物） 
・企業としては金額も安く出しやすいので膨大な企業名が連なる

ことになり、はたして有効性があるか。ゾーンに行ってもらうこ

とが第一で、それぞれのゾーンに行ってから主な施設を案内する

など、観光客がたどり着きやすいものにすべき。 
・ロゴが小さい。ロゴよりピクトの方がいいのではないか。 
・プレート一枚ごとのすきまをあける。文字の端が寄りすぎ。 
・実際に必要な設置場所の検討が必要。 
（道路標識） 
・「経路案内」は 2 個並ぶと情報量が多くて見づらい。瞬間的に

見るには、多すぎる。 
○自家用広告物 
・放置すると乱立になるのでルールは必要だが、看板は企業の顔

なので、企業の個性やイメージなどを表現するには、規定の枠の

中には収まらない。 
・規制をかけるのであれば、「ライトアップをやめる」「のぼり旗

をやめる」等の方が良いのではないか。（オーストラリアののぼ

り旗はセンスが良いので、一概にはいえない。）使う方のセンス

を、どうやって規定の中に落とし込んでいくかが課題。    

・ルールに幅をもたせながら、ニセコらしい景観にあったもの、

という視点から審査できる機関があればいい。客観的にジャッジ

できるルール作り、システム作りが必要。数字によるルールだと、

すり抜けることしか考えなくなる。 



Ｂ班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進体制について 
・やってみるという行動が必要。 
・規制も大事だが、看板を出す側の「出し易さ」も

大切な要素。 
・モデル実証実験をやってみてはどういか。 
・「長野」や「岩見沢」方式はとても良い。 
・ガイドラインの必要性をもう少し整理してほしい。

景観を高めるのであれば、規制強化で対応可能で

は？ニーズは、観光客からか、外国人からなのか。 
・推進体制については、地元に組合等を作り進める

ことになると思うが、ガイドライン策定と平行して

進めなければならない。 

 

サインデザインへの意見 
○全体 
・（全ての看板にいえるが）集合看板は金額的にも出しやすいが、

数が多すぎると、案内標識として意味がない。エリアのシンボル

的な建物とか、目印になる施設に絞ってはどうか。 
○地図サイン  
・マップとカーナビとのリンクができるといい。将来的にはＱＲ

コードがあると、検索性が高まって便利。 
○案内サイン   
（案内用広告物） 
・（実験では）独自のロゴは小さくて見えづらいので、必要ない

のではないか。   
・エリア毎の色と、ベースの色である黒（数が多くなると面積が

多くなる）とのバランスによっては、景観を損なうこともあるの

で注意すべき。 
（道路標識） 
・「経路案内標識」は、目的地が多くなれば下にはみ出てしまう

ので、収まりきれないのではないか。 
○現在地サイン  
・エリア毎に色分けしているが、羊蹄山麓以外のエリアもガイド

ラインを作った場合、同じ色が重なることも考えられるので、混

乱を生じるのではないか。北海道全体の調整が必要になる。 
○自家用広告物 
・のぼり旗が多すぎる。景観を損なわないように、色あせや営業

していない場合等のコントロールも必要。  
○その他 
・ひらふ坂に、スキー滑走禁止の固定式看板があるが、景観上良

くないのではないか。 
・ガイドラインの実効性を高めるために、罰則的なものも必要で

はないか。 

Ｃ班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

サインデザインへの意見 
○地図サイン 
・カーナビとの連動について、なるべく早く働きかけをしてほしい。 
○案内サイン 
（案内用広告物） 
・矢印の向き・距離については、順位付けするなど統一した方がわか

りやすい。 
・支柱は真ん中にあった方が落ち着く。 
・「道路標識」と「案内用屋外広告物」は、それぞれ誰が管理するの

か。道路管理者なのか、民間なのか、仕分けして考えた方が良い。 
（道路標識） 
・「経路案内標識」はデザイン的は良い。構造的には、たくさん欲張

ると良くない。 
・現在地、起終点、目的地までの距離表示を入れてほしい。 
○地図サイン 
・カーナビとの連動について、なるべく早く働きかけをしてほしい。 
○現在地サイン 
・エリア毎に８つに分類し色分けしているが、色分けが良いという意

見と、いらないという意見があった。色分けする場合は、どの色にす

るかは、各町村で決めるべき。（色が決まっている町村もある。）高速

の緑、道路標識の青は使わない方がいい。 
○自家用広告物 
・のぼりはやめてほしい。一定のマナーが必要。 
・掲出の考え方は良いが、同じ形だと個性がなくなるので民間の人が

賛同してくれるか。 
○その他 
・町村民の意見をもっと聞いて決めてほしい。ＷＳの開催時間等を工

夫するなど、町民が多数出席できるようにしてほしい。 
・古い看板は見た目が悪いので、撤去についての対応が必要。 

推進体制について 
・エリアマネージメントの仕組みは望ましいが、

組織を実際につくれるかは疑問。 
・先進地の組織づくりに関する情報提供をしてほ

しい。 
・ひらふ坂の舗道照明の支柱に広告を付け、建設

資金を集めてはどうか。どういう団体が資金を集

めるべきか、また関連条例の情報がほしい。 
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推進体制について 
・推進体制は、ガイドラインを地域に周知する中で、検討し

ていくべき。 
・広告の善し悪しを評価する組織（民間・事業所・行政が参

加）が必要。 
・エリアマネジメント管理体制の確立と同時に、その働きを

モニターできる第三者の委員会（住民参加型）の確立を願う。 
・新たに団体を立ち上げるのではなく、観光協会が担うとよ

い。 
・誰が見てもわかりやすい、シンプルな美しい看板の設置を

目指そう。 
・案内サインは、民間を含めたシステム体制づくりが必要。 
・ローカルルールを検討する地域ごとの体制が必要。 
・エリアマネージメントの方向性は賛成だが、センスの問題

もある。しっかりとしたアドバイザーシステムの上で、自治

の取組みを創るべき。地元への愛着が増すエリア間の調整も

必要。 
・自家用サインには、各エリアの個性を生かした町おこし的

アイディア（イベント性をもったもの）があってもいいので

はないか。 
・地域の企業と市民及び他の地域の専門家の意見を取り入れ

る。 

 

サインデザインへの意見 

○地図サイン 
・駅案内前など人が集まる場所にあった方がいい。設置場

所の配慮が必要。 
○案内サイン 
（案内用屋外広告物） 
・配色を検討すべき。地色によっては、字が死んでしまう

ので、検討が必要 
・車の速度によっては、看板が見える場合と見えない場合

があるので、認証性を十分検討すべき。 
・（実験では）ロゴのスペースが見えないので、必要か。 
・設置場所は検討すべき。駐車帯など車が止まって見える

ところにおいた方が良い。 
・設置場所が舗道の建物側か車道側かによって、冬場除雪

の邪魔になる。 
・２．５ｍ以下の看板は、冬季の除雪に影響する。 
・「地点案内標識」も統一性が必要。 
（道路標識） 
・白地に青字で書かれた「著名地点案内」は、統一感があ

る反面、サイズが大きくなるので圧迫感がある。 
・「経路案内」の標識は、夜間見えるように反射系シートな

どを使う等の工夫が必要ではないか。 
○現在地サイン 
・統一性が必要だが、インパクトが小さくなるので、工夫

が必要。 
○自家用広告物 
・看板は本来目立つものなので、規制が難しい部分もある。 
・３ｍの中でフレームや支柱は統一し、デザインや配色を

自由にすることによって、統一感のある街並みになる。 
○その他 
・国定公園では、看板の面積の制限の規制等が厳しすぎる

のでゆるやかにしてほしい。まわりの自然に配慮したフレ

ーム・支柱を設け、デザインや色は自由にしてはどうか。

Ｔ字路などポイントには、わかりやすい看板が必要。 

 

推進体制について 
・エリアマネージメント支援は良い考えだが、実施者の維持管

理の具体性が大変。 
・このエリアへの訪問者などからアンケートをとってはどうか。 
・自家用広告物については、ある程度幅をもたせてほしい。 
・自家用広告物は、高さ・支柱・フレームは統一すべき。 

・幅広い方々が関わるのが望ましいが、立場によって利害対立

も予想されるため、コーディネーターの存在が不可欠。 

サインデザインへの意見 
○全体 
・「羊蹄山麓らしさ」が、デザイン案に反映されていないので

はないか。 
○案内サイン 
（案内用広告物） 
・乱立する看板を統一する方向はいいが、施設等の数が多く

なった場合、走行車からは見づらいのではないか。 
・ロゴは必要か。情報量をシンプルにした方がよい。 
・民間がお金を出すものなら、行政との役割分担を整理す 
べき。 
・適当な数（5 枚くらい？）に納めないと、逆効果。 
（道路標識） 
・「著名地点案内」を肩に付けるのは情報量が多くて、やりす

ぎ。 
・ｉマークは、どれだけ認知度があるか。説明がなければわ

からない。 
・ｉマークはあった方が便利。  
○現在地サイン 
・「ここは○○エリア」の記述は、見る人は当然わかっている

ことなので必要ないのでは。整理の仕方を煮詰めるべき。 
○自家用広告物  
・施設・店舗の看板はそれぞれの建物のデザインと一体化し

たものなので、画一的に扱うのはいかがなものか。 
・1 ㎡のスペースは狭いのではないか。余白は必要か。フレ

ームがないベタにしたときの処理はどうするか。 
・推奨デザインは、統一化という点で良い。 
・高さ３ｍに統一するのはいい。 
・夜は照明が目立つが、看板と標識の色が映えるような色使

いが必要。 


