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は じ め に 

 

 

 北海道平取
びらとり

町は、平取町全域を景観計画区域に定め、平成 19（2007）年 7 月に全国で 3

番目に、北海道で初めて「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」とし

て重要文化的景観に選定され、文化的景観に関するパンフレットやマップ、解説シートの

作成・配布、町民参加の現地見学会の開催や都市住民への文化的景観の紹介などの普及啓

発活動とともに、伝統的家屋（チセ）等の復元などの保全・活用に取り組んでいます。 

さらに、平取町の文化的景観の維持・向上を図ることを目的として、平成 24（2012）年

度より、平取町全体の文化的景観の価値付けを再確認し、二次選定申出のための調査を行

いました。 

本計画書は、第一次選定時の保存計画書の内容をもとに、平取町文化的景観のより一層

の保存・継承・活用を目指して、二次選定申出区域「三井沙流
さ る

山林南区域」の追加と景観

構成要素の明示を行い、保存管理、整備活用、運営体制について、とりまとめたものです。  

本計画書の作成・編集にあたり、ご助言、ご指導、ご協力いただきました関係各位に深

く感謝申し上げます。 
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第 1 章 文化的景観保護の意義 

1 平取町における文化的景観保護の意義  

文化的景観は、「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成され

た景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」（文化財保護

法第 2 条第 1 項第 5 号）である。この「平取町文化的景観保存計画」は、平取町における

「アイヌの伝統と近代開拓による沙流
さ る

川
がわ

流域の文化的景観」に関してその保存のために必

要な措置を定めようとするものである。 

平取町は、文化的景観がアイヌの伝統と開拓の歩みを後世に継承していくための貴重な

資産であり、重要な基盤でもあると位置づけ、これを今後の地域振興に役立て、世界的な

価値を有する多文化圏を構成している生活空間のより一層の発展を目指すものである。  

平取町に広がる山野や河川には、アイヌの伝統と開拓による土地利用の歴史が刻み込ま

れており、多様な背景を有する人々と文化が、葛藤と融合を繰り返しながら形成してきた

特色ある文化的景観を成している。これから将来に向けて、平取町はこの文化的景観を町

民の参画と協働によって保護し、育み、誇りと愛着をもって次世代へと引き継いでいくこ

とを本町の地域づくりの主軸となる理念として位置づけるとともに、保存計画に示す基本

方針に基づき当該文化的景観の保存・活用を進め、以て国民の利用、文化振興に供しよう

とするものである。 

 

2 計画の目的 

平取町を中心とする沙流川流域は、古くからアイヌ民族の生活・生業の場であり、その

伝統がさまざまな形で受け継がれて今に至っている。また、アイヌ文化に関する資料・情

報の集積は、他の市町村ではほとんど類例がない。 

独自の文化が重厚に存在してきた地域ではあるが、近世以降の社会経済的変化とともに

新しく入ってきた国内外の諸文化が、旧来のアイヌ文化に基づく自然観や空間利用をその

基盤となる環境とともに大きく変えた。この変容は結果として、沙流川流域に多文化圏と

しての特色ある地域性をもたらした。景観面においてはアイヌ文化を基層とする多文化性

を包含していることから、平取町では『アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化

的景観』の選定申し出を行い、平成 19（2007）年 7 月に国の重要文化的景観に選定され

た。 

この文化的景観は、特に人びとの生活・生業と自然環境との関わりという観点から捉え

るならば、アイヌ文化による森林・河川利用のあり方を基層としつつ、これを社会の変化

に適応させながら継承することによって伝統的な持続型資源管理の精神を維持しようと努

めてきた営為を内包したものであるところにとりわけ意義がある。本重要文化的景観は、

アイヌ文化の諸要素を現在に至るまでとどめながら、開拓期以降の農林業に伴う土地利用

がその上に展開することによって、多文化の重層としての様相を示した極めて重要な文化

的景観である。しかし近年になると、社会経済的変化による大規模な商業的植林、農地開
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発、二風谷ダム開発などが、この地の自然環境を大きく変化させ、また、アイヌ文化の継

承や河川生態系の回復などの課題も多く、そのぜい弱な本質的価値は消滅の危機にある。 

そのため、改めて今ある文化的景観の価値を再確認し、評価・活用しようとするもので

ある。「アイヌ文化の伝統と近代の開拓による沙流川流域の文化的景観」が文化財に選定

されることにより、これまで見過ごされてきた景観の価値や、今まで以上にその価値を広

め知ってもらい、後世に保存・継承及び活用を図り、地域の活性化を目指すことを目的と

する。 

3 計画策定の経緯  

（1）「アイヌ文化振興法」の制定 

明治 32（1899）年の制定から 100 年あまり有効となっていた「旧土人保護法」に変わ

り、アイヌ民族に関する新しい法律の制定が必要であるとの世論の高まりを受けて、平成

9（1997）年 5 月に成立した「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普

及及び啓発に関する法律」（アイヌ文化振興法）は、その目的を「アイヌの人々の民族と

しての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与す

ること」とした。 

 

（2）アイヌ文化保存・継承に関する取組の実施 

平取町では同法施行に先立って、二風谷
に ぶ た に

区域を中心とし、住民の取り組みと連携しなが

ら「アイヌ文化の里づくり構想」など、地域の特色ある文化を保存・継承するための独自

施策や事業をいち早く実施してきた。平取町立二風谷アイヌ文化博物館や萱野
かやの

茂
しげる

二風谷

アイヌ資料館はその象徴的な存在であり、両館の有する資料の一部は「北海道二風谷及び

周辺地域のアイヌ生活用具コレクション」として国重要有形民俗文化財の指定を受けてい

る。また、「平取アイヌ文化保存会」（国重要無形民俗文化財「北海道アイヌ古式舞踊」

保持認定団体）、「平取町二風谷アイヌ語教室」などによる文化活動を推進し、その成果

を町民に普及、共有することを図るとともに、長年にわたって蓄積してきたところである。 

こうした文化財の保存・継承の活動が評価され、平成 25（2013）年、平取町二風谷の

工芸品「二風谷イタ」（盆）と「二風谷アットゥㇱ」（樹皮の反物）が、北海道で初めて

経済産業大臣から伝統的工芸品に指定された。 

 

（3）景観行政・文化的景観形成に関する取組の実施 

平取町における景観行政の取組は、平成 5（1993）年に「みどり豊かな環境保全条例」

を制定したことにより本格的に始まった。文化的景観形成に関しては、「アイヌ文化の里

づくり」、「沙流川流域における伝統的生活空間整備構想」（沙流川流域イオル構想）、

「アイヌ文化クラスター形成構想」などの行政施策・事業が展開される中で、現在の取り

組みにつながる基盤づくりが進んだ。また、平取アイヌ文化保存会、平取町二風谷アイヌ

語教室などの地域住民の文化活動を活性化することを通じて管理主体となる人材、組織の

育成が図られてきた。 

他方では、沙流川総合開発事業に伴うチャシ跡など遺跡の発掘調査を契機に埋蔵文化財
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の分野をはじめとする文化財保護体制が整えられ、「沙流川歴史館」の建設・運営と相ま

って拡充されてきた。 

これらの先行する文化振興・文化財保護諸策の成果をふまえながら、平成 17（2005）

年に新たに施行された景観法及び文化的景観保護制度を活用し、沙流川流域の景観を地域

の多様な文化諸相と関連づけて評価し、また失われた諸要素の復元を検討、実行に移そう

とするものである。重要文化的景観は、都道府県又は市町村の申出に基づき、当該都道府

県等が定める景観法第 8 条第 2 項第 1 号に規定する「景観計画区域」又は同法第 61 条第

1 項に定める基準に照らして当該都道府県等がその保全のため必要な措置を講じているも

のの中から選定される。平取町は文化的景観保存計画の策定に先立ち、平成 19（2007）

年 3 月に「景観づくり条例」を制定、あわせて「平取町景観計画」を策定した。景観計画

は、原案の段階で住民に対する説明や意見聴取を行い、町長による決定後は２週間の公告・

縦覧期を設け、周知を図った。 

文化的景観については、平成 17（2005）年度から文化庁による補助事業として「文化

的景観保護推進事業」が実施され、町内外の学識経験者等によって構成された「平取町文

化的景観検討委員会」による指導のもとに関連調査と計画立案作業が進められ、やはり広

聴の過程を経て定めた。重要文化的景観選定申出は、こうした経緯をふまえて行い平成

19（2007）年「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」として、平取

町内全域の中から 6 区域 A～F 区域が選定され（本計画書では以降、第一次選定区域と呼

称する）、今回追加選定として G 区域の申し出を行った（以降、第二次選定申出区域と呼

称する）。 

 

4 位置及び範囲と名称 

平取町は北海道日高地方の西端に位置し、総面積 743.09 km2で東西 52.8 ㎞、南北 41.1

㎞とやや三角形に似た形で、そのうち約 8 割が林野を占めている。町内を流れる沙流川や

その支流沿いに拓かれた緑豊かな町で、“平取”という町名はアイヌ語の「ピラウトゥㇽ

=崖の間（の地）」からきている。 

平取町の「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」に係わる区域は、

平成 19（2007）年に第一次選定区域である 6 区域と、今回の第二次選定区域として申し

出を行う、G 区域「三井
みつい

沙流
さ る

山林
さんりん

南
みなみ

区域」に広がる森林である。 

この 7 区域は、農地法・農振法・森林法・河川法・みどり豊かな環境保全条例（町自主

条例）等によって概ね保護されており、平取町全域を対象とした景観条例を制定している

ことによって、民有林も地域の重要な文化・景観資源として位置付けられ、景観行政団体

の長に対する届出又は通知の対象とした。 
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重要文化的景観 第一次選定区域及び第二次選定申出区域 位置図  

重要文化的景観 第一次選定区域及び第二次選定申出区域の名称一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区域名 文化的景観の名称 所在地 面積（ha） 区域の特性 

第
一
次 

A 
ピラウトゥルナイ区域

（ペンケ・パンケ） 

北海道日高地方における 

里山的景観 

字川向、 

字小平 
1928.8 

林間放牧(混牧林)、森林の動
植物資源の利用、山越え道  

B 
二風谷区域） 

（ニブタニ） 

アイヌの伝統を伝える 

山野と集落の景観 
字二風谷 1302.3 

森林の動植物資源の利用、山
越え道、文化交流、アイヌの

伝統的集落、チャシ跡  

C 芽生区域（メム） 
峡谷との対照が際だつ 

戦後開拓地の景観 
字芽生 10.2 

林間放牧(混牧林)、戦後開拓

移民の集落  

D 
宿主別区域 

（シュクシベツ） 

牧野・牧野林と 

スズラン群生地の景観 
字芽生 310.5 

林間放牧による牧野林、スズラ

ン群生地の形成、森林の動植
物資源の利用  

E 
額平川区域 

（ヌカピラ） 

自然景観とアイヌの伝統、 

開拓の営為が織りなす 

多文化な河川景観 

総主別川河口

～額平川・ｱﾌﾞｼ

川合流点付近

の河川敷地 

220.8 

河川・水辺の動植物資源の利
用、灌漑施設、アイヌの伝統

的集落立地、チャシ跡  

F 
沙流川区域 

（シシリムカ） 

自然景観とアイヌの伝統、 

開拓の営為が織りなす 

多文化な河川景観 

にぶたに湖上流

端から新平取大

橋 

608.5 

河川・水辺の動植物資源の利

用、灌漑施設、アイヌの伝統
的集落立地、チャシ跡  

第
二
次 

G 三井沙流山林南区域 

IWOR を基層とした、 

アイヌ文化伝承及び 

人々の営みを支えてきた 

里山的景観 

字小平、 

字二風谷、 

字荷負、 

字貫気別 

3097.3 

森林施業林、森林の動植物資

源の利用、アイヌの伝承地、
チャシ跡、山越え道等  
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第 2 章 基本方針 

 

1 平取町の文化的景観の特性 

（1）歴史的経緯から見た文化的景観特性 

 

平取町の文化的景観は、アイヌ文化の諸要素を現在に至るまでとどめながら、開拓期以

降の農林業に伴う土地利用がその上に展開することによって多文化の重層としての様相を

示したものと言える。そのことを歴史的経緯から、平取町の文化的景観特性は次のように

捉えることができる。 

① 歴史的経緯 

自然地形を基層に、重層的に積み重ねられてきた地域の歴史、すなわち無形の要素が

この地域の文化的景観の価値を特長づける重要なものであり、その土地の持つ歴史を丁

寧に追っていくことが重要となる。 

1）旧石器時代末期（紀元前約 1 万年前）以降からアイヌ文化期にかけて 

北海道内各地で言えることだが、平取町でも、旧石器時代の終わりからアイヌ文化期

までにかけて、いわゆる「アイヌ文化」と言われる文化形態に、長い時間をかけて緩や

かに変化し続けていった。開拓期を迎える直前までには、アイヌ文化は円熟期を迎える。  

1800 年代以降、平取町のアイヌ文化の成熟度は対外的にも知られていたと思われ、

国内だけでなく国外からも関心を持たれる地域だったことが推測される。ロシアやヨー

ロッパ諸国からの多くの研究者や旅行家が訪れてきたという記録が残されていることか

らも、その認知度の高さをうかがうことができる。 

2）アイヌ文化期から開拓期前後にかけて 

本州の歴史でいうと、近世以降、沙流
さ る

太
ふと

（現日高町富川）に沙流太場所などができ、

本州からの移住者も増え始めた。それに伴い、同地では本州との物産の流通と文化の交

流が盛んになり始めた。隣接する平取地域も、沙流太場所の影響を受け、多くの開拓民

の移住なども進んだことから、元来あるアイヌの生活文化に与える影響が激しさを増す。  

3）開拓期前後から昭和 40 年代にかけて 

明治以降、平取地域では地域の開拓がさらに進む。法的な援助もあり、多くの開拓民

は、北の新天地を夢見て移住し、そこで畑作、水耕、畜産、林業、鉱業などの産業を起

こした。特に林業は、一時期、全道一の産出量を誇ったことから、さらなる開拓民の移

住を推し進めた。このことは、逆に、法的にもアイヌ文化の生活や慣習を取り締まられ

てしまった平取町のアイヌの人々にとっては、多くの差別的境遇を作り出す結果となり、

結果としてアイヌ文化の知識などは、大部分が失われてしまった。  
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4）昭和 40 年代から現代にかけて 

昭和 40 年代から、一時的な北海道観光ブームが訪れ、平取町の一部地域を中心にア

イヌ文化に対する認識と人気が高まる。これにより、アイヌ文化を普及・振興する風潮

がたかまり、平取町内に、多文化的風土が確立し始めた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 重層的構造 

歴史的経緯をふまえ、平取町の文化的景観は、景観の複雑なレイヤー構造で捉えるこ

とができる。沙流川流域の地形を基に、河岸段丘地帯を生活の場として形成されたアイ

ヌ文化、近代開拓の歴史が積み重なって構成されている。ただし、そのレイヤー構造は

単純に過去の歴史が置き換わったものではない。現在の景観には、景観の形成に関連す

る時代の変遷の中で、その時々の景観を特長づける要素が現在までそのまま残っている

もの、形を変えて残っているもの、途中でなくなってしまったものもある。  

また、景観の形成にあたっては、アイヌ文化による森林・河川利用の在り方を基層と

しつつ、これを社会の変化に適応させながら継承することによって伝統的な持続型資源

管理の精神を維持しようと努めてきた営為を内包したものといえる。なお、近代開拓は

アイヌの人たちもこの営みに深く関与して、生活・生業を成り立たせてきたこともこの

地域の特色である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 平取町の文化的景観のレイヤー構造  

図 2-1 平取町の景観に関する歴史的経緯概念図  

＜多文化・多民族の交流＞ 

＜多文化・多民族の交流＞ 

＜多文化・多民族の交流＞ 
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（2）分野別にみた平取町の文化的景観特性 

 

平取町の文化的景観の特性は、自然、歴史文化、社会面から、以下のようにとらえる

ことができる。 

 

① 自然的特性 

沙流川上流部では、急峻な峰々を連ねた日高山系および輝
き

緑
りょく

凝 灰 岩
ぎょうかいがん

から成る渓谷

と清流から成る景観が連続し、河床は岩盤等で構成され、中・下流部では、上流部に比

べ流れは穏やかで、河岸段丘の発達が顕著である。 

近世までの沙流川流域の植生は針広混交林が支配的で、河川沿いにはハルニレを中心

とした河畔林・渓畔林が広がっていたと考えられる。アイヌの伝統が継承されてきた本

地域において、たとえば食料等の資源植物はハルニレ林の下層部、林床から採取される

ものが大きな位置を占めた。こうしたハルニレ林の意味は今日の生活・生業にも引き継

がれており、景観的な指標としても重要である。 

木材の大規模な伐採が行われず、丸木舟等の大径木（バッコヤナギ、カツラなど）の

利用も単木的な伐採に止まっていた近世期までのアイヌ文化においては、資源植物を多

く含むハルニレ林をはじめ森林・河川の生態系は世代を超えて維持されてきた。  

平取町を覆う地表は、硬い岩盤の上を一般に砂礫を混入した砂土壌や植生で覆われ、

川に面する急傾斜地では基岩の露出している箇所が多い。このことから、昔から大雨が

降ると崩れやすくなり、いったん崩れてしまったところは繰り返すといった特性がある。

このことから、「モシリ・エル・ウシ（山
やま

飢饉
ききん

）」というアイヌ語が伝わっているこ

とが示すように、ハルニレ林の林床は、数年から数十年の周期で起こる大雨と地滑り、

河川氾濫によって水没、埋土される。これは短期的には、森林内の植生に一定のダメー

ジを与え「飢饉」と呼ばれる現象を引き起こすが、より長期的には資源植物を減少させ

るササ類を埋めることによってその繁茂を阻止し、他の生活・生業上の有用植物を再生

させる作用を繰り返した。 

明治期以降に大規模な商業的伐採が行われ、森林の多くが耕作地や放牧地、トドマツ、

カラマツの針葉樹林植林地へと変わったものの、沙流川沿いでは過度の伐採が繰り返し

行われることがなかった。そのために自然林の構成樹種は基本的には変化しておらず、

現在も資源植物が多く残存し、生活・生業に利用されており、欠かせない素材である。 

ハルニレ林は、このような沙流川流域における植生の多様性と人々の暮らしとの関わ

りを象徴しており、今日における文化的景観の重要な構成要素である。 

「牧野
ぼくや

林
りん

」は、北海道で生まれた森林利用の様態であり、世界的な視野からも特異

な概念とされる（辻井
つじい

達
たつ

一
いち

2006）。これが比較的良好に残る日高地方では、ミズナラ

林、コナラ林が主体であり、多くは丘陵部から山地下部にかけて分布し、牧野林として

はもっとも典型的な形態を示す。「林間放牧」や「混牧林」とも呼ばれる。平取町では、

林間放牧が行われなくなったことにより自然の遷移作用が強まったピラウトゥㇽ区域の

森林を含め町内諸処に見られるが、沙流川の支流である額平川沿いの芽生
め む

、豊
とよ

糠
ぬか

にと
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りわけ広く分布する。日本一の広大さを誇る宿 主
しゅくしゅ

別
べつ

区域内の「スズラン群生地」は、

牧野林のもとでの過放牧が生み出した特徴的な林床の植生、景観である。 

概括すると、平取町が北海道の太平洋側で冬季が寒冷寡雪の気候帯に位置することや、

地殻の造山作用が続く日高山脈の広い山裾を町域内に擁する地質学的な特質に起因して

いる山野、河川の自然的特性は、人々の生活・生業のあり方に深い影響を与えており、

他の日本列島域と比較した際の景観面における地方的特色を顕著に示す基盤となってい

る。 

 

② 歴史・文化的特性 

景観に関わる歴史的特性の面において重要なのは、ほとんどが河川に沿って立地する

チャシ跡をはじめとする遺跡群の存在である。沙流川流域においては数多くの遺跡が確

認されており（町域内で 127 カ所）、旧石器時代から縄文時代を経て近世アイヌ文化

期、そして現代に至るまで、絶え間なく人間の営みのあったことをうかがい知ることが

できる。 

たとえば、発掘調査が行われた町内のイルエカシ遺跡では、中・近世のアイヌ文化期

に道内有数規模の集落が形成されていたことが確認されている。また、近世期末の記録

では、平取町の域内で十数カ所のコタン（集落）の存在が確認されている。これらのコ

タンの所在地とその共同体が利用する区域の境界は、現在の集落分布や字界と概ね一致

する場合が多く、開拓期における移住者の集落形成にも影響を与えており、アイヌの共

同体を中心とした地域の人々による土地、資源などの利用が、ある程度の連続性をもち

ながら近・現代へと移行してきたことを示唆している。 

近代以降のアイヌ民族史に関する記述において、明治政府のとった国策による生活基

盤の崩壊、強制的な同化の影響のみが強く印象づけられる傾向がある。沙流川流域にお

いても同化政策の影響を多く受けている。しかしながら、平取町は古くからアイヌのコ

タン（集落）が多くあり、アイヌの人々も他の地域に比べるとはるかに多かったことや、

特に現在のアイヌ文化継承の中心となっている二風谷地区は開墾する農地が少なかった

ことなどから、比較的和人の入植が進まず、アイヌ文化が他の地域よりも継承されやす

い状況にあったと考えられる。近現代においてアイヌ文化継承の動きが徐々に盛んにな

り、アイヌ語教室など全道全国に先がけて平取町二風谷から始まったことは現代までア

イヌ文化が脈々と受け継がれていることを現していると言えよう。それらの結果として、

沙流川流域に多文化圏としての特色ある地域性をもたらし、景観にも現れているものと

把握すべきとの認識を得ている。 

現在この地域に住むアイヌの人々の間には、伝統的生活用具や工芸品の製作技術、チ

ㇷ゚サンケ（舟おろし）の儀式、アイヌ古式舞踊やユカㇻ（英雄叙事詩）等、今もその伝

統文化が受け継がれている。また、平取町においてはアイヌ民族文化を継承するととも

に、いっそうの振興を図るため、この地域の文化と関わりが深い沙流川の流域全体を対

象とし、自然との共生、そして多文化共生を基調とした「伝統的生活空間（イオル）整

備構想」を計画している。これは、かつてアイヌの人たちが、個人や集落としての領有
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の意識を一定程度有しながら狩猟や採集などに利用した土地・空間を「IWOR（狩場）」

と位置づけていたという歴史性をふまえた提案である。また、実現に向けた事業化が進

展すれば、部分的にではあれ、流域の原風景の再生・保全につながるという点で、文化

的景観の保存と志向性を共通にするところのある構想だと言える。  

景観形成の歴史的な経緯を吟味することを通じて、沙流川の流域景観が、アイヌの伝

統を基層にしつつ、多様な文化的起源・系譜を背景にもった人々による開拓の営為など

が混成した多文化性を有するものと理解すべきとの見解が新たに提起された。これは、

今後さらに検討を深めるべき点であり、沙流川流域の文化的景観を保護・活用するにあ

たっての重要な留意事項でもある。 

 

③ 社会的特性 

地形と、その場所の景観とも深い関わりを有するアイヌ語地名は、平取町においては

その発音と語義等を継承し、保全を図ろうという努力が住民活動、行政的文化施策の両

面において様々に続けられてきた。たとえば、「ピラウトゥㇽ＝崖の間（の地）」は町

名「びらとり」の由来であり、この地域ではもっとも実生活で馴染んで使われているア

イヌ語地名であると言える。アイヌ語を元にした和風表記のものを含む地名は、さまざ

まな名勝地、伝承地と共に、この地域の人々が世代を超えて蓄積し、受け継いできた景

観に対する意識・情報（景観認知）を知るための貴重な手がかりであることが、調査、

検討を通じてあらためて確認された。 

平取町内の二風谷地区は、「アイヌ文化の里」としての整備が進められてきており、

博物館・資料館や屋外展示施設として復元伝統的家屋群が立ち並ぶなど特徴的な集落景

観を有する。アイヌ文化を理解するための学習を目的に内外からの来訪者が多数往来し、

交流する結節点でもある。ここは民・工芸品の製作、販売の拠点でもあり、その原型で

あり核となっている伝統的生活用具や民族技術は、近くの野・山・水辺から調達する自

然資源を素材とし、それらを加工して用いる生業から生まれたものである。今日におい

ても、そうした資源利用は続けられており、また伝統技術も継承されている。平成 25

（2013）年に北海道で初めて伝統的工芸品に指定された「二風谷イタ」「二風谷アッ

トゥㇱ」は、アイヌの伝統技術・技法が現代まで継承されている証として、アイヌの人々、

平取町が誇る一つに挙げられる。また、国指定重要有形民俗文化財である町立二風谷ア

イヌ文化博物館及び萱野茂二風谷アイヌ資料館所蔵の「北海道二風谷及び周辺地域のア

イヌ生活用具コレクション」（1,121 点）は、地域の自然、歴史、生活・生業の諸要素

とそれらの複合的関連性を凝縮して示す資料群として貴重である。 

食文化の面では、いまも多くの町民が近在の里山的自然から多種多様な食用植物等を

得ており、これを可能とする環境の維持、再生は住民の重要な関心事である。また、こ

のことは里山的景観として親しまれている風景が町内各所、それぞれの集落共同体ごと

にあることを示唆するものである。 

明治から大正にかけて、製紙業（王子製紙等）におけるパルプ原料の原木供給のため

に森林の伐採が活発となった。原木は沙流川へ投入され、散流で下流へと運んでいたが、
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大正 10（1921）年頃から筏流しを行うようになった。沙流川流域のナラ、カツラなど

の広葉樹、あるいは針葉樹のマツ類は家具材や楽器材として重用され、ヨーロッパにも

輸出されていた。 

馬の生産は、林間放牧によって牧野林を形づくることにつながり、さらにはスズラン

群生地などの独特な植生を生み出し、現在の軽種馬生産へと続いている。また平取町は

昭和中期から和牛生産を開始し、以後生産・流通体制の整備を続けることによって「び

らとり和牛」として市場に定着させてきた。この和牛生産は、沙流川の支流、額平川沿

いの広大な放牧・採草地を利用することによって推進されている。 

芽生地区における「戦後開拓」が端的に示しているように、「開拓」という営為は北

海道においては、現在進行形と言っても良い現代的な事象である。加えてアイヌの人た

ちもまた、この営みに深く関与して生活・生業を成り立たせてきたことが当地域の特色

でもある。 

沙流川流域の肥沃な地質を活用し開拓によって開墾された場所は、かつての稲作や畑

地が現在多くは、トマト栽培への転作が進み、今や平取町を支える基幹産業となってお

り、そのビニールハウス群は産業の歴史を知るうえで重要な景観構成要素の一つとなっ

ている。放棄された廃屋や農業施設も現に散見されるが、それらの中にも文化的景観の

構成要素の一つとして把握すべきものが存在する。なお、年々、農業経営者の高齢化や

後継者不足等により、一部の農地は、休耕・遊休化などが進みつつあり、景観形成に人々

の生活・生業との関わりが欠かせないことが顕著である状況も見ることができる。  

 

（3）平取町全域に関する文化的景観特性 

 

平取町は、その語源「ピラウトゥㇽ＝崖の間（の地）」の名の通り、日高山脈を源流

とした沙流川・額
ぬか

平
びら

川の二つの河川が、海に注ぐ直前、急峻な山々の中につくり出す

地形上に位置する。これら河川や町面積の約 85％を占める森林は、ヒグマやエゾシカ、

サケなどをはじめとする動物の生息域であり、山菜等の資源植物も豊富で、そうした自

然資源を頼りに、小高い丘陵地や河岸段丘上に古くから人が暮らしていたことが、数多

く発掘された縄文期（約 6 千年前〜3 千年前）の遺跡等から分かっている。 

その縄文文化の隆盛を証拠づけるのが、額平川上流域の地層から産出される「アオト

ラ石」であり、石斧の材料として北海道及び東北全体に流通していた。積雪も少なく居

住に適した場所であったため、アイヌ文化期には、アイヌ民族の狩猟採集、居住エリア

として発展した。その後、江戸後期からの和人の入植および明治期以降の本格的な開拓

という変革を経て現在に至る。こうした居住適地としての地形・気候・自然資源を背景

にしたアイヌと開拓という異文化の接触と交流の歴史が平取町の文化的景観の基層をな

している。 

アイヌ文化期、人々は河岸段丘上にチセ（伝統家屋）を造りコタン（集落）を形成し、

原生林を IWOR（狩場）として暮らす中で、自然を読み解き、もたらされる恵みを持

続利用する知恵を育んだ。それらは、地形や動植物の生息域を表したアイヌ語の地名に
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刻まれている。また、「チャシ」跡や信仰の場として継承される「チノミシㇼ」、独特

の地形（山の尾根や山肌、池など）に物語を宿す伝承地も数多く分布する。こうした今

に伝わるアイヌ固有の自然観が見出し維持されてきた原生的自然景観は重要である。  

しかしこれらの原生的自然景観は、明治期の本州からの移住者の流入と開拓の推進に

より変容を迫られる。河川沿いの平坦地に広がっていたハルニレ、イタヤ、シナノキ、

ヤナギなどの天然林が伐採され農地となり、移住者もこの低地に居住するようになる。

山々に広がっていたミズナラ、トドマツ、エゾマツを主とした針広混交の天然林は、明

治末期からは製紙用、昭和に入ると製炭用として伐り出され、そのあとにはカラマツや

トドマツなどの造林地が展開した。加えて、六価クロムなどの鉱脈も発見され、上流域

では鉱業も新たな景観をつくり出した。このように、移住・開拓によってもたらされた

新たな産業が、天然林の減少と農地の開墾という景観上の大きな変化をもたらした。ア

イヌの人々は、一部、農耕も行いながら狩猟を主体とした生業から農林業中心への生業

へと急激な生活様式の変化を余儀なくされながらも、固有の自然観や伝統文化を継承し、

複数の生活文化が同居する、いわゆる多文化的様相をあらわす景観が展開された。  

現在の平取町の景観は、こうした異文化の重層と文化間の対応により形成されたもの

である。言い換えれば、アイヌの環境や文化が、あるものはそのまま継承され、またあ

るものは形を変えて継承されつつも、明治期以降の移住や開拓によって持ち込まれた環

境や文化と共存してきた事実を示す貴重な景観である。 

具体的には、景観構成要素として、沙流川流域に広がる豊かな天然生林が挙げられる。

山菜等の資源植物が多く採取できるこれら林は、今も人の暮らしと関わる大切な要素で

ある。加えて、現在も河畔や牧野等にみられるハルニレも、当時の原生的な自然環境の

証拠となる要素である。また、オプㇱヌプリ（穴あき岩）やウカエロㇱキ（熊の姿岩）、

平成 26（2014）年 3 月に名勝ピㇼカノカに指定されたオキクㇽミチャシおよびムイノ

カ、ペンケトコㇺやパンケトコㇺ等のアイヌ語名のついた特異な形状の山々、ハヨピラ

などの伝承地はアイヌ伝承とともに継承されており、チャシやチノミシㇼも多く残存し、

いずれも重要な要素である。 

一方、形を変えて継承されている景観構成要素として二風谷を中心とした動産や無形

の要素を含むものが挙げられる。大正 4（1915）年に和人人口が逆転し、以降少数派とな

ったアイヌ民族が移住し形成した中流域のコタンは、萱野茂氏をはじめとした研究者や

収集家の尽力により、アイヌ文化やその生活圏に関する情報・資料が結集する北海道随

一の地域となっている。木彫りや刺繍などの伝統的な生活用具や工芸品の製作技術、チ

ㇷ゚サンケ（舟おろしの儀式）などの伝統的な儀式、アイヌ古式舞踊やユカㇻ（英雄叙事

詩）等の伝統芸能が受け継がれ、復元されたチセや整備された博物館なども平取町の歴

史を実証する重要な景観構成要素となっている。 

さらには今日に伝わる開拓による土地利用も、平取町の歴史を理解するうえで欠かせ

ない景観構成要素である。明治期より開拓された畑は、水田やトマト畑として発展し、

中流域の丘陵地や河岸段丘上の台地では畜産業による牧草地が広がっている。トマトや

牛肉はブランド化され、全町民の暮らしを支える重要な産業となっている。林間放牧の
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ための牧野林や、その結果生み出されたスズラン 

群生地、かつての鉱山開発を支えた鉄道跡や、カラマツの人工林などの要素も、人間

が自然に手を入れながら生活を営み続けてきた証としての重要な景観を構成している。 

このように平取町の「文化的景観の特性」は、多様な歴史的・文化的背景を持つ景観

構成要素の有機的配置により、アイヌの伝統と近代開拓という異文化の接触と交流の歴

史を「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」として今に伝えている

ところに重要文化的景観としての価値を見出すことができる。 

 

2 基本的な考え方 

「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」について、保存管理・整

備活用・運営体制に関して全般的な基本方針を記す。 

沙流川の流域景観は、とくに上流から中流域にかけて川沿いの切り立った崖に際立っ

た存在感があり、その背後に連なる山塊はヒグマの生息域でもあることからわかるよう

に、豊かな自然資源を有する。これらの河川、山野の空間は、アイヌ民族の生活・生業

のために欠かせない動植物素材を供給してきた。また、古来チノミシㇼ等と呼ばれて信

仰の対象とされてきた聖域や伝説が語り継がれてきた場所もその内の多くが川に沿って

分布しており、景観が物語のモチーフとなる場合も希ではない。近代以降の開拓に伴う

土地利用の急激な変化の過程やその後においても、山菜の宝庫として里山の役割を担っ

た。 

保存計画策定に向けた調査では、これらの河川、そして河畔林及び牧野林をはじめと

する森林が、「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」の最も重要な

骨格を形成することを明らかにしている。同時に、こうした土地利用を行ってきた地域

共同体の生活・生業が大きく変容し、環境・景観の管理主体としては脆弱な状態にある

ことも示されている。また、今後想定される大きな変化として、平取ダム建設に伴う河

川施設の設置が自然環境の一部改変を惹起する可能性もある。これに関しては、文化的

景観の観点から保全案を示すことによって、ミティゲーションの一環として河川整備に

組み込まれることが望ましい。 

平取町の文化的景観の基層を成すアイヌ文化は、近年、その伝承が極めて困難になり

つつあり、新たな文化伝承手法の検討が急がれるが、まだその方法論と場が十分整って

いないという課題がある。この点についても、文化的景観保全策の中で検討が必要であ

る。 

こうした状況のもとで諸課題を考慮し、アイヌ文化と開拓によって育まれた沙流川流

域景観の保存管理・整備活用・運営体制に関わる基本方針を以下のようにまとめる。  
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3 保存管理・整備活用・運営体制に関する基本方針 

（1）自然 

1）沙流川河畔をはじめとする流域森林の保全を図り、必要に応じて自然再生（とくに山

地においては針広混交林、河畔林においては広葉樹林）を実施する。森林資源につい

ては、新たな資源利用を考慮した管理手法を検討する。 

 

2）地域の生活に豊かな恵を与えたハルニレ林を重要な指標として森林を保護・再生する

とともに、オヒョウやカツラなど生活・生業と関わりの深い樹種の植樹・育成が不可

欠である。これらは、伝統的なアイヌ文化の知見に基づく薬用植物や生活用具の利用

と密接に関連するため、復元作業を住民参画により実施し、資源植物を活用した伝統

技術の継承を連動して事業化を図る。 

 

3）沙流川は本来、シロザケ、サクラマス、ウグイ等が産卵のために遡上するなど多種多

様の魚種が豊富に捕れる河川であり、この地域におけるアイヌの伝統において、また

開拓の過程においても、生活・生業の重要な舞台であった。よって、河川整備は、そ

うした「原風景」の回復を志向しつつ、文化・観光資産としての景観に配慮した河川

空間の保全と管理を検討する必要がある。河畔林を中心とする植生の保全・回復や、

各種ダムに対する魚道設置等を含め循環性を高める整備をし、外来種駆除についても

考慮する必要がある。 

 

4）開拓期に大規模な土地利用転換の要因となった林間放牧は、今日にいたっては、平取

町を特徴づける代表的な文化的景観の一つであると言える牧野・牧野林、そしてスズ

ラン群生地という景観構成要素を形成することにつながった。林間放牧の試験的再開

も含めて持続可能性の高い保全策を検討し、早急に具体化を図ることとする。  

 

（2）歴史・文化 

1）平取町内には現在のところ 127 箇所の埋蔵文化財包蔵地が存在する。チャシ跡等の遺

跡はその立地が重要な意味を有するので、周囲の自然環境と一体的な保全が図られる

べきである。また、地下遺構を損なわない範囲で、エコ・ツーリズムや遺産ツーリズ

ムの面で適切な活用が図られるべきである。 

 

2）北海道大学文学部二風谷研究室（旧マンロー邸）などの歴史的に重要な建造物の保護・

活用手法について検討する。博物館及び資料館の屋外展示施設であるチセ等の復元建

造物についても、同様に今後の活用手法を検討する。 

 

3）文化的景観保護の対象として設定した区域をはじめ、沙流川流域はアイヌ民族が古く

から語り伝えてきた口承文芸のモチーフとなり舞台となった。これらの物語や伝承と
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結びついた景観スポットは、高い象徴的・認知的価値を有するので、とくに重点的な

保全が図られるべきである。関連する無形文化遺産のデータ収集・管理も進め、エコ・

ツーリズムや文化・遺産観光等と連動させながら適切な保全措置を講じるものとする。  

 

（3）社会・産業 

1）「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」を構成する諸要素をエコ・

ツーリズムや文化・遺産観光と連動させることにより有効活用を図る。とくに、平取

地域イオル再生事業や平取ダム地域文化調査業務等との連動を重視する。 

 

2）すでに特産ブランドとして確立している「びらとり和牛」や「びらとりトマト」につ

いて、重要文化的景観選定を原産地イメージの向上に結びつけ高付加価値化を図ると

ともに、さらなるブランド力アップにつなげる。 

 

3）平取町二風谷の工芸品「二風谷イタ」（盆）と「二風谷アットゥㇱ」（樹皮の反物）

が、北海道で初めて経済産業大臣により伝統的工芸品に指定された。二風谷イタは木

製の平たい形状の盆であり、沙流川地方に古くから伝わるアイヌ文様が施され、「二

風谷アットゥㇱ」は沙流川流域の森林が育むオヒョウ等の樹皮の内皮から作った糸を

用いて機織りされた反物である。どちらも高い工芸技術・芸術性をもち、かつ沙流川

流域の自然植生が生活に反映されている証でもあることから、後継する人材の育成、

データ収集・管理を進め、保存・継承やエコ・ツーリズムや文化・遺産観光等と連動

させた周知と、新たなデザイン開発などによる高付加価値化を図り、アイヌ文化の保

全とともに生活・生業としても成り立つものとすることを目指す。 
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4 既存計画に基づく基本方針 

（1）平取町景観計画 

平取町景観計画の「良好な景観づくりに関する方針」及び「平取町アイヌ文化振興基

本計画」をふまえた整備活用）共通事項として確認されている基本方針を遵守する。 

① 基本方針 

1）自然、文化、歴史の特色をいかす。  

2）多様性をたいせつにしながら調和を育む。  

3）できること、必要なことを付け加えていく。  

4）計画の再確認と見直しを定期的に行っていく。  

 

② 類型別に示されている指針 

1）山地・山間域：山々に囲まれた地区が多いことから、この自然景観を保全しつつ

周辺と調和のとれた景観づくりを図りましょう。 

2）田園・牧野域：暮らしを支える産業にかかわる景観を整えていきましょう。豊か

な実りをもたらす沙流川とその支流にそって開かれた地区であることから、川の

景観との調和をたいせつにしていきましょう。 

3）市街域：一定の街並みを有するところについては、建築物周辺や道路にそった緑

化等に配慮し、住民意識のつながりを感じる整った景観づくりをめざしましょう。  

4）河川・水辺域：川の水はそれ自体が重要な景観要素です。水資源を豊かに美しく

保ちましょう。河畔林、渓畔林をたいせつにし、水辺が憩いと安らぎの場となるよ

うな景観づくりをめざしましょう。 

 

（2）既存の森林計画、河川整備計画等を尊重しながらの整備活用 

1）全国森林計画、森林整備保全事業計画、北海道日高地域森林計画、平取町森林整備

計画を尊重、遵守する。 

2）「沙流川水系河川整備基本方針」及び「沙流川水系整備計画」を尊重する。  

 

（3）文化的景観としての特性に留意し、さらに活かす整備活用 

「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」の自然的特性、歴史的

特性、社会的特性をふまえ、それらがさらに醸成、増強されるよう整備活用を進める。  
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5 法令等による保護措置 

重要文化的景観選定申出対象区域内の土地利用は、次頁の表のとおり、既存の河川

法、森林法、農地法、農振法、そして町独自の「みどり豊かな環境保全条例」及び「景

観づくり条例」・「景観計画」によって、概ね保護されている。 

 

                

景観構成要素  法令・例規  規制の概要 

農地 

農業振興地

域の整備に関

する法律  

景観計画区域内の田園及びその周辺集落の大半が、農振農用区域内にある。

農振計画に基づく土地利用の勧告、農地等の転用制限、開発行為（宅地造

成、土石採取、土区域画整理事業による土地の形質変更、建築物・工作物

の新築・改築・増築）に対する制限があり、農地転用は道知事の許可が必

要である。  

山林 森林法 

平取町の重要文化的景観区域内にある、森林法に基づく地域森林計画の対

象となる民有林においては、立木を伐採するには、所有者および町長に森

林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間

及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造

林の届け出書を提出しなければならない。また、届け出の内容が平取町森

林整備計画に適合しない場合は、町長は変更命令等を行うことができる。 

水系 河川法 

沙流川は一級河川であり，河川区域に指定されている。河川区域において、

以下の行為は許可が必要である。  

①河川の流水の占用の許可、②河川区域内の土地の占用の許可、③河川区

域内の土地における土石等の採取についての許可、④河川区域内の土地に

おける工作物の新築、改築又は除去についての許可、⑤河川区域内の土地

における土地の堀削、盛土又は切土についての許可等。  

町全域 
みどり豊かな

環境保全条例 

平取町が平成 5（1993）年に制定した「みどり豊かな環境保全条例」は「町

民共通のテーマとして無秩序な開発を防止しつつ、豊かなみどりにつつま

れた美しく明るい生活環境をつくり、文化的で安らぎと潤いのあるまちづ

くりを進める」（条例前文より）ことを趣旨としたもの。この条例制定を

受け、平成 6（1994）年「平取町みどり豊かな環境整備基本構想」、平成

7（1995）年「平取町みどり豊かな環境づくりマスタープラン」、平成 9

（1996）年「平取町自然環境保全地区指定にかかる保全計画（森林編）」

が策定された。これらを基とし「自然環境保全基本方針」が定められ自然

環境保全地区や保存樹指定等が行われている。  

町全域 

（景観計画区域）  

景観法及び平

取町景観づく

り条例*1 

平成 19（2007）年 3 月に制定。平取町の全域を景観計画区域とした。面積

1 万㎡以上の「木竹の植栽及び伐採」「水面の埋立又は干拓」が町長に対す

る届出・通知の対象となり、規制対象となる。さらに、「指定景観計画区域」

については、建築物、工作物の新築（新設）や増築、改築に関する行為の制

限も可能としている。 

あわせて策定される「景観計画」は＜基幹計画＞とされ、平取町の景観づく

りに関する基本的・原則的事項を確認しており、このもとで＜付加計画＞が

個別詳細なあり方を示す構成となっている。当文化的景観保存計画は景観計

画＜付加計画＞の位置づけとなる。 

  

表 2-1 各種法令による保護措置  
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景観構成要素  法令・例規  規制の概要 

建造物・家屋 

（指定文化財） 
文化財保護法 

文化的景観保存調査の結果、平取町における文化的景観の構成要素であり、

また、文化財保護法により重要文化的景観の形成に重要な家屋として文部科

学大臣が定める家屋（総務省令で定めるものを除く）及び当該家屋の敷地の

用に供される土地（以下、「重要景観構成要素」という）は、歴史的特性及

び社会的特性の観点から 2 物件*2 とした。これらの外観及び躯体の現状変更

は、文化庁長官に対する届出を必要と定める。なお、これらの家屋及び土地

は、税制優遇措置（固定資産税 2 分の 1）の対象となり、また修理、修景、

復旧、防災等の事業について文化庁による経費補助が可能となる。 

埋蔵文化財 

包蔵地 

文化財保護法 

土地に埋蔵されている文化財（以下「埋蔵文化財」という。）について、そ

の調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記

載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長

官に届け出なければならない。 

土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文

化財を包蔵する土地として周知されている土地（以下「周知の埋蔵文化財包

蔵地」という）を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。

この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替

えるものとする。 

ピリカﾉカの 

指定 

（オキクルミの 

チャシおよび 

ムイノカ） 

今アイヌの物語や伝承の場、祈りの場、言語に彩られた良好な自然の風致景

観を持つ優秀な景勝地が名勝「ピリカノカ」として指定されている。平取町

では、アイヌのユカラに謡われた物語・伝承の舞台をはじめ、カムイ（神）

に対する祈りの場であるチノミシㇼの伝承地、アイヌ語により命名された独

特の地形から成る土地は、いずれも良好な自然の風致景観を成し、アイヌ語

で「ピリカノカ」（美しい・形）と総称するに相応しい景勝地として評価さ

れている。 

 

*1：A～F 区域全てについて、第一次選定区域は国有地・町有地等となるため「平取町

景観づくり条例」第 13 条、第 16 条の規定により届出の必要はない。（適用除外） 

*2：重要文化的景観の形成に重要な家屋は以下の 2 物件とする。 

 

 

 

表 2-2 重要文化的景観構成要素の家屋 

区域名 名 称 地 番 

建物 

面積

（㎡） 

土地 

面積 

（㎡） 

所有者 代表者 

B 二風
に ぶ

谷
たに

 

平取町立 

二風谷アイヌ文化博物館 

二風谷 

55-1,-7,-14, 

-15,-16,-17 

61-2,-15 

1,268 11,023 平取町 
館長 

平村 浩昭 

北海道大学文学部 

二風谷研究室（旧マンロー邸） 

二風谷 

51-2,  

54-1,-2,-3 

156 

260 15,086.25 北海道大学 
総長 

 山口 佳三 
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【物件について】 

〇平取町立二風谷アイヌ文化博物館 

平成 3（1991）年に建物が完成し、翌年公式開館。前身

は昭和 47（1972）年開館の二風谷アイヌ文化資料館。萱野

茂二風谷アイヌ資料館と共に国指定有形民俗文化財「北海

道二風谷及び周辺地域のアイヌ生活用具コレクション」を

所蔵、展示。「アイヌ伝統文化の今日的継承」を運営理念

に、地域の文化継承・振興活動と

の連携を重視。1 年間の来館者数

は約 2万人。附属の平取町アイヌ

文化情報センターでは、各種体験

学習プログラムも実施。 

 

 

 

 

〇北海道大学文学部二風谷研究室（旧マンロー邸） 

昭和 7（1932）年、スコットランド出身の英国人医師で

あり、日本における考古学・人類学の先駆的研究者でもあ

った N.G.マンロー博士によって建設された私宅。 

マンローの没後、幾人かの手を経て、現在は北海道大学

文学部が「二風谷研究室」として所管。マンロー関係の写

真などの資料も所蔵。マンローは困窮者が多かった当時の

二風谷コタン(集落)で医療奉仕を行うなどしたため、地域に

は今でも慕う人が多い。敷地内にはマンローの記念碑も設

置されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 2-1 平取町立

二風谷アイヌ文化

博物館の館内展示 

写真 2-2 平取町立二風谷アイヌ文化博物館 

写真 2-3 北海道大学文学部二風谷研究室 

（旧マンロー邸） 

図 2-3 土地利用規制図 
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6 運営体制に関する基本方針 

（1）協働によるワイズユースの推進 

住民・企業・団体、行政、専門家等の協働による協議、実行を基本としながら、文化的景

観のワイズユース（賢明な利用）を促進する。 

 

（2）行政の役割 

広範な人たちによる協働を着実に進めるために、平取町が景観行政団体としての責務をふ

まえ、企画・推進者としての役割をしっかり果たす。 

 

（3）民間の役割 

平取町ではすでに、協働を目的とした平取町アイヌ文化振興推進協議会が組織化されてい

ることから、町民・町外住民・企業・団体等と連動し、保全活動と利活用のアクションを進

めることで広範な人たちによるワイズユースを推進する。 
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第 3 章 保存管理 
         
 

1 保存管理についての基本的な考え方  

 

「保存管理」とは、長い歴史の積み重ねによりつくられ、醸成の結果、平取町の現

況の景観が文化的景観として高い質を持っていることを伝え、今後もその価値を保存

していくことを目的に管理していくことである。 

評価されるべき本質的価値がオリジナルとして存在している点が重要であり、その

価値を損失しないよう管理していくことが重要である。 

アイヌ文化の時代から変化しながらもその本質が伝承されてきた景観の保存をふま

え、その価値を失うことなく、持続可能な利活用方法として「保存活用」は、現状の

価値を活用していく受動的な形態で維持、さらには質を高めて次世代へ繋いでいくた

めの重要な活動である。ここで重要なポイントは、過去の“価値ある状態”を整備に

より復元し、活用していくのではなく、場の変化を捉えながらも“継承されてきた本

質的な要素”を保存、活用していく点にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

図3-1 景観保存管理のイメージ図 

先史時代 

現在の平取町の景観 

近代開拓の歴史 

アイヌの歴史 

保存管理による将来の景観 

・要素の質、価値の向上 

「保存管理」による時間経過 

自 然 
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（1）土地利用などの考え方 

平取町における文化的景観の特長は「アイヌ文化の諸要素を現在に至るまでとど

めながら、開拓期以降の農林業に伴う土地利用がその上に展開することによって多

文化の重層としての様相を示す」（文化庁発表資料より）という点にある。 

アイヌ文化では景観の基盤となる自然環境（森林や川、地形など）と密接につな

がりながら暮らしている。動植物は重要な食糧であり、暮らしを支える様々な道具

となる資源であり、さらに神聖なる存在となるものもあった。よって長い歴史の中、

アイヌ民族の暮らしの基盤を崩さないことが生きていくうえでも重要なことであっ

た。 

一方で、近代開拓における農林業では、国策としての北海道開拓のため効率的、

効果的な生産、流通が重要な要素・目標となり、その風景は変化していった。 

北海道開拓による近代化は、北海道内の数多くの地域が短期間で急激・強大な変

化となり、それまでに存在した、生活文化や精神文化などを含むいわば「場の記憶」

が失われた。 

その中で平取町における近代開拓による変化はアイヌの人々の居住が多かったこ

とや、地形の特性も手伝い、重層的・モザイク的に「場の記憶」が見られることが

重要である。平取町の景観は、ともすると「一見普通に見える風景」のなかに、多

文化の生活文化・精神文化の歴史が重層的に重なり形成されているのかを、いわば

「見えない景観」の部分をいかに解釈し、伝えていくことが課題となる。 

保存という視点では、文化的景観としての価値付けとして、「見えない景観」が

多い平取町の「文化的景観」の歴史の時代性の価値の中心をどこにおき、どのよう

に保存していくのか、何を残し、どのように再生し、かつ経済活動に支障のない整

備活用の検討をなしていくことが、とりわけ重要となる。 

 

① 保存管理における視点 

1）見えている景観の解釈と価値の確認  

2）変化、変遷を続ける景観の中で、見えない景観や、文化的景観として保存管理す

べき歴史的な時代設定の検討 

3）様々な景観構成要素が有機的に関連し、成立している景観を確認 

4）生物多様性や、生活文化・精神文化に基づいた持続可能な採集により、持続され

てきた自然・生活風景の確認 

 

② 保存管理の考え方 

1）伝統的な文化的景観との調和、急激な景観変化の回避  

2）持続的な景観保全による次世代への継承 
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3）生物多様性の視点から潜在植生などの保存管理  

4）「場の記憶」の保存と伝承 

 

（2）選定地区全体の土地利用等の考え方 

 

平取町域における空間構成の基礎は、沙流川およびその支流による河川環境と、

河川により形成された地形、そして太古より続く豊かな森林環境であることから、

文化的景観選定区域（申出区域）において、河川と森林の保全と、失われた植生等

のあるべき姿への復元・更新等による再生が重要となる。 

① 河川環境の保存管理 

〇古くからの景観共に、近代開拓による痕跡を残しながら、地域の暮らし、景観を

守る共存的整備による保存 

〇河川とともに、河川によりつくられた沢、河畔林・渓畔林の保存管理 

〇近代化に伴い整備された河川施設において、機能を果たしているものに関しては

基本的に保存管理を行う。また、機能していない施設については、景観的・歴史

的価値と住民の意向や経済的視点を検討しながらできる保存を行っていく。 

② 森林環境（町有林、国有林、民有林等）の保存管理 

〇豊かな森林環境の保存管理  

〇生業として活用されている森については計画的な管理と生物多様性、環境負荷を

考慮した土地利用 

③ 農地の保存管理 

〇開拓の歴史風景としての農地（田畑、放牧地など）の保存管理  

〇農業により形成されてきた関連景観(牧野林、スズラン群生地など)の保存管理 

〇開拓により整備された農業施設等の保存管理  

④ アイヌ語地名が表す地形などの保存管理 

〇アイヌ語地名が表現する、地形や自然環境の保存・保全、整備  

〇生業としての土地活用、また生活の安全を担保するために必要な土木工事などの

施業を行う必要がある土地・森林・山地については、生物多様性・景観の保全・

環境不可を考慮した利用や保存管理の検討。 

 

  



 

23 

 

（3）第二次選定申出区域における保存管理 

「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」の特性・特質をふま

えた第二次選定申出区域における保存活用のあり方について、現況景観における主

要構成要素ごとに整理を行い、地区ごとの保存管理をまとめる。 

① 地形、森林、河川の保存管理および活用 

アイヌ民族のコタン（集落）には、集落の暮らしを支える IWOR（狩場と）が沢

（河川）を軸とした両岸の森林空間として存在していた。森林では狩猟、採取が行

われ、持続可能な活用が行われてきた。豊かな森林、河川空間は今後も保全が重要

であり、採取活用を通し空間とともに活用風景の伝承も重要である。アイヌの人々

の暮らしの中で活用されてきた樹木、草本類は本来の地形、地質条件に合った空間

で良好に生育することから、緩やかに潜在植生に戻して行く活動も重要であり、住

民による体験イベントの実施などの取組とも組み合わせながら、持続的に活用し続

けられる豊かな森林、河川空間の保存管理を進め、活用や普及啓発活動を推進する。 

 

② 畑地・草地・牧野・林地の状況を継承した開拓地の特長的な景観の保存管理及び活用 

河川の蛇行により肥沃な平坦地形が形成され、開拓期には大造成工事が伴わない

地形での開墾が進められていった。護岸工事による水没しない土地の確保と灌漑施

設などの整備により、アベツ川沿い、額平川沿いには広大な農用地（水田、畑地）

が広がっていった。 

また貫
ぬ

気
き

別
べつ

地区では河岸段丘上にフㇱココタンと呼ばれる集落が形成され、現在

もその周辺ではアイヌの人々が住み続け畑地とともに集落が構成されている。これ

らの景観は農業の営みにより維持されており、その営みが止まると開拓地としての

農地、集落の風景も損失していくことが考えられることから、特長的な景観校正要

素を中心として、現在の農林業活動・経済活動に寄与する保存管理・活用を検討す

る必要がある。 

③ 伝承地、遺跡、遺産等の保存管理および活用 

額平川沿いには、アイヌ民族に関する伝承地や遺跡等が多く残されている。これ

らの多くは自然資源としても特長的な景観を構成しているが、アイヌの人々が暮ら

しの中で意味を持ち、大切に守られてきた景観であり、今後も周辺環境と共に保存

していくことが重要である。 

こうした、「見える景観に込められた見えない想い」は当時の景観認知について

再確認するとともに、景観自体に込められた生活・精神文化あるいは信仰の場とし

て捉えられてきた思いを、想いを馳せる方向や眺めなどから再体験できる「視点場」

等の設置が重要になる。 
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また、そうした思いを伝えるために、アイヌ語地名が残され、現在も景観と地名

が一致する場所においては特に、保存を中心的に検討するとともに、その意味や思

いを説明できるサインや情報伝達ツールの適切な活用により、過去からの歴史・文

化と現代の景観が融合した伝承が可能となる。 

 

（4）規制される行為 

平取町域における空間構成の基礎は、沙流川およびその支流による水環境、また

河川により形成された地形、太古より続く豊かな森林環境である。広域景観として、

選定地区全体の土地利用の考え方では河川、森林の保存が前提となる。 

重要文化的景観に選定された地域については、景観法に基づく景観形成の基準が

適用され、また文化財保護法、自然公園法、森林法、農地法、農業振興地域の整備

に関する法律が適用される。景観法では「良好な景観は、地域の自然、歴史、文化

等と人々の生活、経済活動等との調和により形成される」とあり、平取町において

はアイヌ文化の生活に欠かせなかった IWORが形成され、まさに保存と活用により、

維持されてきた森林環境であった。 

近代開拓によりこれまで、アイヌ民族を中心として、生活文化・精神文化に基づ

いた自然との共生による集落ごとのエリアや持続可能な採取の仕組みが、近代の法

令などによる規制が一気呵成に行われることとなった。もちろん法規制や規制行為

の明文化・遵守は重要なことであるが、一方で本地域の歴史性を鑑みるに、古くに

成り立っていた生活文化・精神文化に基づいた、いわば「暗黙知」による保存・規

制の仕組みについて考え、理解し育てる場とすることも本地域の価値となると考え

る。 

 

〇既存保護措置として、森林法、農地法、河川法・環境保全条例等が適用される。 

〇平成 19 (2007)年、町域全域において本町が定める景観法に基づく「景観計画区域」に

指定されており、規制、禁止行為が適用される。景観計画により一定規模（1 万㎡以上）

の陸上部での木竹の植栽または伐採、水面での埋立または干拓等の行為が町長への届

出が必要となる。 

〇ただし、第一次選定区域（国有地、町有地など）は「平取町景観づくり条例」により届

出の必要はない。本景観計画においては「景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方

針」、「屋外広告物の設置に関する方針」、「景観農業先行地域整備計画の策定に関

する基本的事項」が明記されており、規制・禁止行為が適用される。 

〇鳥獣保護区の指定されている地区ではその規制、禁止行為が適用される。 

〇アイヌ文化等に関しては、指定されている範囲では文化財保護法が適用される。 
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2 文化的景観の主要な構成要素と構造の変化 

 

平取町における文化的景観の主要構成要素である森林植生、河川空間等について、

これまでにその構造の変化を分析すると、以下のようにまとめることができる。 

（1）山地林：地域の主要な森林 

〇近代開拓が行われる以前まで針広混交林と針葉樹林が山地の大部分を占めていたが、民

有地では林業施業のため、針葉樹植林地と広葉樹林(民有林)と針広混交林(国有林)に姿

を変えている。 

〇また全体的に規模が縮小し、上層木の量的変化があったため、景観的に大きな変化が見

られた一方で、森林の構成要素に大きな変化は見られなかった。 

 

（2）河川沿いの平地林：河川沿いに限られた湿潤地に成立する森林 

〇ハルニレ林などの長期安定型河畔林については、河川沿いの主要な森林であったが、戦

後には農地へと変遷した。 

〇河畔林については牧草地等に活用され、面積的には僅少となり規模も縮小された。 

〇柳低木林については、河川沿いに存在する短期更新型森林であるため、これまでに農地

利用、治水工事などが施され、面積的には小さくなっても、成長・繁殖力が強いこと

や、近年の休耕地などの増加により規模・要素が修復しつつある。 

 

（3）平原林と河岸段丘面あるいは山地間の河岸段丘 

〇河岸段丘面の主要な森林は、広葉樹林（カシワ林）であったが農地化により規模が縮小

し、残存面積は縮小したが、構成要素は以前と変わらない。 

〇河岸段丘面に分布する広葉樹林と針広混交林は、農地化、針葉樹植林地、牧野林という

新たな景観が出現した。残存値は僅少ではあるが、農業不適地に残り、規模は縮小し

ているが、構成要素に変わりはない。 

 

（4）河川をはじめとする水面及び水辺空間 

〇沙流川は、平取町全域を貫く景観軸となっており、地域（空間）を歴史（アイヌの伝

統と開拓）と結びつけるものになっている。 

〇水辺空間は伝統的な生活素材の収集地等としても重要である。 

〇ダムにより新しい水面及び水辺空間が出現したが、地域の文化的景観の価値を決定的

に損なってはいない。  
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（5）その他の重要な景観構成要素 

① 伝説地 

〇河岸段丘が多く見られるなどの地質構造の特質から、奇岩や形象のある崖地（ピラ）な

どが多く、「ピラウトゥㇽ」=「崖の間」を意味するアイヌ語地名が町名「平取（びら

とり）」の語源となった。 

〇こうした景観から、アイヌの伝説・伝承が生まれ、あるいは口承文芸・物語の舞台とな

り語り継がれ、また生業としての狩猟漁労活動、交易・往来のランドマークとなり、

祈りの対象ともなってきた。 

 

② チャシ、チャシ跡 

〇沙流川流域では、29 のチャシ跡群があり、第二次選定申出区域内にも 2 カ所が存在す

る。 

〇チャシは、河川に沿った眺望がしやすい舌状台地などに立地し、それ自体が景観上重要

なスポットとなっている。チャシは祈りの対象であるとともに、生業としての狩猟漁

労活動の場、交易・往来のランドマークとなってきた。 

 

 

 

3 各区域の景観特性と保全管理・規制行為の考え方 

 

初めに第一次選定区域の 6 区域（A～F）における景観単位での特性を整理し、続

いて、第二次選定申出区域（G）について景観特性を以下に概説する。 
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Ａ ピラウトゥㇽナイ（ペンケ・パンケ）区域  

「北海道日高地方における里山的景観」  

 

 

 

    

本区域は、ペンケピラウトゥㇽナイ、パ

ンケピラウトゥㇽナイ、ユーラップ川等を

中心とする町有林を核としている区域で、

主にコナラ、ハルニレ、エゾイタヤ等によ

る広葉樹林が分布しており、一部に植栽に

よるトドマツ、カラマツ等の針葉樹が生育

する。町有林と河川によって構成される区

域である。 

ピラウトゥㇽ（「崖の間」の意）は、町

名「平取」の語源でもある。また、パンケ

ピラトゥㇽナイは門別への交易路として重

要であったとされる。 

本区域はクリの天然分布の東北限界域で

もあり、これをはじめ動植物の狩猟・採集

の地としてアイヌの人々によって利用され

てきた。また、近代以降は木材、炭材の生

産地であり、林間放牧にも利用された。基

層にあるアイヌ民族の伝統的な IWOR とし

ての利用も含めて、地域住民にとって景観

的にもなじみ深く一貫して里山的な意味を

有してきた区域である。信仰対象となる聖

的な領域も区域内に包含しており、いまも

伝承されている。「北海道日高地方におけ

る里山的景観」と区域を特質づけた所以で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 3-1 A区域全景 

写真 3-2 ペンケ、パンケのピラウトゥルナイ遠景 

写真3-3 アベツ河口付近のチノミシリを対岸から望む 
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Ａ ピラウトゥㇽナイ（ペンケ・パンケ）区域 

「北海道日高地方における里山的景観」景観構成要素位置図 

 

 

 

 

No 名称 構成要素概要 

1 ペンケピラウトゥㇽナイ 

 

沙流川右岸側に位置し、河道に沿って連続す
る平坦な山並みが折り重なるよう陥入する沢

筋。かつてこの場所に住んでいた人々が対岸
側へ移住し、住んでいた沢名からピラウトゥ
ㇽコタン（現在の平取町本町）とし、平取の
語源となったと言われる場所。 

2 パンケペラウトゥㇽナイ 

 

ペンケピラウトゥㇽナイの上流部に位置す
る沢筋、同様に平坦な山並みが折り重なる

よう陥入する地形となっており、ペンケピ
ラウトゥㇽナイの人々とともに対岸側へ移
住し、住んでいた沢名からピラウトゥㇽコ
タン（現在の平取町本町）とし、平取の語
源となったと言われる場所。 

1 

2 

3 

4 

図 3-2 A 区域 景観構成要素 位置図 

表 3-1 A 区域 景観構成要素 一覧表 
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1）Ａ区域における保存管理の考え方 

森林の状態を保全し、里山的な利用を継承する。 

〇町有林の保存管理 

〇国有林の保存管理 

〇特に河畔林・溪畔林の保存管理  

〇川（沢）の保存管理（とくにペンケ、パンケの両ピラウトゥルナイ） 

 

2）Ａ区域において規制される行為等 

当区域では既存保護措置として森林法・河川法・環境保全条例等が適用され、新規

保護措置としては、景観計画が適用される。景観計画では、陸上での木竹の植栽また

は伐採、水面での埋立または干拓等の行為が町長への届出が必要となる。 

 

  

3 山の神を祀る鳥居 開拓期以降、この山林に入る人々の無事を祈
るために作られた鳥居。毎年 12 月 12 日と 1
月 12 日は「山の神」の日として、山の神を
祀る儀礼が行われており、林業を行う上で、
地域の人々の信仰を支えた場所として今も残

る。 

4 隣の川筋への古道 パンケピラウトゥㇽナイから川筋を通る古道
は、古くから門別への重要な交易路であっ
た。現在は林道として整備はされているが、
林間の歩行景観、遠景に広がる山並みなどア

イヌ時代の風景を伝える空間である。 
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B 二風谷（ニブタニ）区域 アイヌの伝統を伝える山野と集落の景観 
 

 

 

 

本区域は、「みどり豊かな環境保全条

例」に基づく保全地区の指定を受けた

「イオルの森」（町有林）と国有林に重

なる部分であり、大部分が広葉樹を主体

とした自然林によって構成されている。 

アイヌ民族の伝説、伝承およびこれら

にかかわる景勝地が多く含まれるととも

に、山菜・キノコ狩りの場として住民に

利用されている区域である。 

Ａ：ピラウトゥㇽナイ（ペンケ・パン

ケ）区域と同様に里山的な利用が続いて

きた森林であるが、二風谷集落がアイヌ

の人たちの集住度が高く、文化継承・振

興のための諸活動が活発に行われてきた

地区であることから、生活・生業面や伝

説などアイヌ文化との関わりがより濃厚

である。沙流川左岸側の集落内には「平

取町立二風谷アイヌ文化博物館」、「北

海道大学文学部二風谷研究室（旧マンロ

ー邸）」の施設がある。 

第一次選定では、町有林と併せて国有

林の同意を得たうえで選定区域とした。 

また、博物館等の施設を重要文化的景

観の形成に重要な家屋として文部科学大

臣が定める家屋」として位置づける。 

 

  

写真 3-6 沙流川左岸から「イオルの森」を望む 

写真 3-7 チセ（伝統的家屋）の中でアイ
ヌ古式舞踊を舞う 

写真 3-5 オプㇱヌプリ（穴あき岩） 
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B 二風谷（ニブタニ）区域 

「アイヌの伝統を伝える山野と集落の景観」景観構成要素位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 名称 構成要素概要 

1 にぶたに湖右岸の国有林 にぶたに湖右岸の国有林は、林業による伐採、
植林をあまり受けていない針広混交林が残る貴
重な森林景観を有する。水平に連続する山並み

において、隣接する民有林では森林施業による
広葉樹林へ変更されており、自然と産業による
森林の対比も重要な景観構成要素となってい
る。 

2 オプㇱヌプリ 

 

稜線に馬蹄形の穴が開いている特長的な景
観が形成、夏至前後には対岸の視点場か
ら、この穴に夕日が沈む、期間限定での特
別な風景が眺望される。アイヌ伝説では
人々に生活文化を教えたオキクㇽミカムイ
がヨモギの矢で打ち抜いた穴と伝えられて
おり、1898（明治 31）年の大水害の時まで
は、馬蹄形の上の部分が繋がっており、穴
の状態だったと言われている。 

●  

●  

図 3-3  B 区域 景観構成要素  位置図 

 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

1 

4 

表 3-2 B 区域 景観構成要素  一覧表 
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No 名称 構成要素概要 

3 スルクウンコツ 

 

 

 

 

 

 

 

三角山の麓の高く尖った岩山の北側にある
窪地。その特徴的な景観は二風谷地域で
は、この地とスルㇰ（suruk：毒）にまつわ
る伝承が伝わっている。 

4 ルオマナイ 古くから二風谷地域から穂別地域へ抜ける
生活用道路として活用されてきた山道。現
在では、わずかな踏み跡が残る程度となっ

ているが、昭和中期までは頻繁に使われて
いた古道であるという。 

5 イオルの森 二風谷ダム対岸に広がる広葉樹林は、近年
まで町有林として活用されてきたため、
元々あるべき針広混交林の景観を構成して
いない。今日、イオル再生事業としてアイ
ヌの生活文化に欠かせない有用植物を栽培
採集できるエリアとして復元、再生させよ
うとしている試みが行われており、今後、
「イオルの森」の取り組みから特徴的な森
林形態へと変化が期待されている。 

6 ウカエロㇱキ 
 

にぶたに湖左岸に大きく張り出す 3 段の頂

きを持つ特徴的な岩塊。下流側から眺望す
ると大きな熊が山を駆け上がる姿のような
形状。アイヌの伝説ではオキクㇽミカムイ
により親子連れの熊が岩石にされた岩で、
地域の人々からの「熊岩」と呼ばれてい
る。 

7  平取町立二風谷アイヌ文化博物
館とチセ群 
 
 

現代建築の町立二風谷アイヌ文化博物館と伝
統的な工法により復元整備されたチセ（家）
群は、再生されたコタン（集落）景観として
今日へ伝えられており、様々なタイプのチセ
や簡易的な小屋など実物を見ることができる
貴重な空間である。 
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1）Ｂ区域における保存管理の考え方 

森林の状態を保全し、里山的な利用を継承する。 

〇町有林の保存管理 

〇国有林の保存管理 

〇とくに河畔林・溪畔林の保存管理 

〇川（沢）の保存管理 

〇平取町立二風谷アイヌ文化博物館、北海道大学文学部二風谷研究室（旧マンロー

邸）の保存管理 

 

2）Ｂ区域において規制される行為等 

当区域では既存保護措置として森林法・河川法・文化財保護法・環境保全条例等が

適用され、新規保護措置としては、景観計画が適用される。景観計画では、陸上での

木竹の植栽または伐採、水面での埋立または干拓などの行為が町長への届出が必要と

なる。また公共的性格を有する建造物である平取町立二風谷アイヌ文化博物館・北海

道大学文学部二風谷研究室（旧マンロー邸）も対象とする。 

  

8 旧マンロー邸 昭和 8（1933）年築、当時の平取では他に
無い木造 3 階建て、下見板張でマンサード
屋根の洋館。大きな屋根窓や妻面の屋根裏
部屋の出窓など意匠的に優れている。スコ
ットランド出身の医師で人類学者の故 N.マ

ンロー氏の自邸兼診療所であり、自らの設
計とされている。ドイツトウヒの並木道と
ともに地域の人と外国人の交流の歴史が感
じ取れる場所。 

①オプシヌプリ

 

② スルクウンコツ 
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C 芽生（メム）区域  峡谷との対照が際だつ戦後開拓地の景観 
 

 

 

 

本区域は、額
ぬか

平川
びらがわ

の急流が削り取っ

てできた強く蛇行した峡谷を望む視点

場となる地点であり、旧芽生小学校の

グランド跡地が公園として整備され、

校舎跡を利用した集会施設があるなど

地区住民活動の中心となっている一画

の町有地を対象としている。 

区域内の高低差が大きく、峡谷上か

らは谷底部を流れる額平川を望むこと

ができ、逆に河川側からは切り立った

崖を一望することができる。 

当地の河岸段丘は、広大な平坦部を

形成しており、農業用地として利用さ

れている。歴史的には、この地もまた

アイヌの人たちの IWOR がありコタン

（集落）があったところであるが、農

業のための本格的な開墾は、昭和 20

（1945）年、昭和 22（1947）年に戦

後の緊急開拓事業として開拓団が入っ

てきて以降であり、河岸段丘上に広が

る整った農地は入植者による労苦の賜

である。 

この区域は、峡谷に代表される自然

地形と人によって造成された地形の対

象が際だった個性的な景観を造り出し

ている。 
 

 

 

 

写真 3-9 耕作地 

写真 3-8 C 区域全景 

写真 3-11 開拓の記憶 

写真 3-10 「夏山冬里」方式で肥育される肉牛と
酪農施設 

①オプシヌプリ

 

② スルクウンコツ 
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C 芽生（メム）区域 

「峡谷との対照が際だつ戦後開拓地の景観」景観構成要素位置図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 名称 構成要素概要 

1 馬頭観世音碑（開拓の記憶） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念碑の存在は、芽生の開拓の歴史を伝える
重要な施設である。本馬頭観音碑は農耕馬を
供養するため、戦後の農地開拓事業最盛期に
建てられ、表記内容は過去と現在を事象的、
空間的にも結び付けている。また石材もこの
地域の特徴的な岩石である緑色岩、いわゆる
アオトラ石を使用している。 

2 河岸段丘上の河畔林 河岸段丘上に連続的に残る河畔林は、平坦に
広がる戦後の開拓地と大きく蛇行する額平川
の河川景観の景域を分離、同時に主体となる
構成樹種より、開拓以前には、そこはハルニ
レの林が広がっていたことを思わせる。また

農地側から河畔林越しに連続する対岸側の切
り立った山並みも雄大な景観を構成する。 

1 2 

表 3-3 C 区域 景観構成要素  一覧表 

図 3-4 C 区域 景観構成要素 位置図 
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1）Ｃ区域における保存管理の考え方 

畑地、草地、林地の状況を継承し、戦後開拓地の景観を保全する。 

〇 町有地（主に学校跡地）の保存管理 

〇 とくに河畔林・溪畔林の保存管理 

〇 川（沢）の保存管理 

〇 農地の保存管理 

〇 林間放牧の試験的再生と牧野林の保存管理 

2）Ｃ区域において規制される行為等 

当区域では既存保護措置として農地法・農振法・森林法・河川法・環境保全条例等

が適用される。 

新規保護措置としては、景観計画が適用される。景観計画では、陸上の木竹の植栽

または伐採、水面での埋立または干拓などが町長への届出が必要となる。 
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D 宿主別（シュクシュベツ）区域 

牧野・牧野林とスズラン群生地の景観 
 

 

 

 

 

本区域は、平取町が保有する牧野・

牧野林とスズラン群生地によって構成

される区域である。本区域はかつて馬

を主とした共同放牧地として供用され

てきた。 

現在では、黒毛和牛の導入の本格化

にともない、牧野林の活用は肉牛放牧

が中心となっている。また、スズラン

群生地（町指定天然記念物）は牧野・

牧野林に隣接し、すずらん観賞会が毎

年開催されている。スズランは有毒で

あり、家畜の不食植物であるため、軍

馬生産時に選択的に残されて群生地化

したものである。現在は、継続的に人

工的な管理を行っている。 

ここもやはり、アイヌの人たちに IWOR

として利用されたところであって、額

平川、その支流の宿主別の最上流部ま

でアイヌ語地名が伝えられており、信

仰の対象となっていた地形、事物も多

い。 

また近代においては、アイヌの人た

ちが、本地区の測量や造材、軍馬管理

などに関わることによって、開拓がす

すめられた経緯のある地域である。 

  

写真 3-12 D区域全景 

写真 3-13 スズラン群生地 

写真 3-14 開花期のスズラン 
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D 宿主別（シュクシュベツ）区域 

「牧野・牧野林とスズラン群生地の景観」景観構成要素位置図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 名称 構成要素概要 

1 スズラン群生地 かつて馬を中心とした共同放牧地として利用さ
れ、有毒であるスズランが食べずに残され、林
床に群生化し、国内最大（約 15ha）の群生地
となった。畜産業により結果的に創造された景
観であり、6 月の開花期には観賞会が開催され
多くの観光客を集めている。 

2 牧野と「びらとり和牛」 額平川上流では明治以降、軍馬、乳牛、肉牛の
畜産業が盛んに行われ、多くの放牧地が設けら
れてきた。河岸段丘面平坦部に形成された牧野

は、広大とは言えないが遠景の切り立った山並
み、牧野内には黒毛和種の「びらとり和牛」と
主にハルニレの日陰

ひ い ん

林
り ん

からなる中景など整った
近代農業景観を創出している。 

1 

2 

4 

図 3-5 D 区域 景観構成要素 位置図 

 表 3-4 D 区域 景観構成要素 一覧表 

3 
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1）Ｄ区域における保存管理の考え方 

牧野・牧野林、スズラン群生地を継承し、その景観を保全する。 

〇町有牧野の保存管理 

〇とくに河畔林・溪畔林の保存管理 

〇川（沢）の保存管理 

〇スズラン群生地の保存管理 

 

2）Ｄ区域において規制される行為等 

当区域では既存保護措置として農地法・農振法・森林法・河川法・文化財保護法・

同条例・環境保全条例等が適用され、新規保護措置としては、景観計画が適用される。

景観計画では、陸上で木竹の植栽または伐採、水面で埋立または干拓などの行為が町

長への届出が必要となる 

 

 

 

 

 

 

  

No 名称 構成要素概要 

3 牧野林 

 

 

 

 

 

 

 

河岸段丘上の牧野では開拓時、家畜が日よけ

のために樹林の一部が残され、日陰
ひ い ん

林
り ん

（独立

木も含む）が特長的な景観構成要素として存

在している。樹種はハルニレが多い。 

4 ハルニレ林 

 

 

 

 

 

 

 

ハルニレ林は、現在、牧野の日陰林として活

用されている様子が良くみられるが、沙流川

流域の特徴としては、河畔林としてのハルニ

レ林も多くみられる。これは広大で荒々しい

流れであった沙流川が、その河畔を良く壊し、

河畔林の更新を頻繁に行っていたからである。

河畔林としてのハルニレ林も重要な景観の要

素となっている。 
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E 額平川（ヌカピラ）区域 

自然とアイヌの伝統、開拓の営為が織りなす多文化な河川景観 
 

 

 

 

 

額
ぬか

平川
びらがわ

の源流にはアイヌの人たちが

崇めてきた幌
ほろ

尻
しり

岳がある。選定対象と

しているのは、総
そう

主
しゅ

別
べつ

川との合流点か

ら下流、アブシ沢との合流点付近まで

の延長約 7.8 ㎞の区域である。Ｃ：芽生
め む

区域と一体的に捉えることで、「峡谷

との対照が際だつ戦後開拓地の景観」

の特徴がより顕著となる。また、Ｄ：宿主
しゅくしゅ

別
べつ

区域とＦ：沙流
さ る

川
がわ

区域をつなぎ、流

域景観の連続性を高めることとなる。 

芽生地区は顕著な河岸段丘域で、広

い段丘平面において酪農や畑作中心の

農業が行われている区域である。本区

域を流れる額平川は大きく蛇行し、深

い峡谷を成している。貫
ぬ

気
き

別
べつ

地区から

荷負
に お い

地区にかけては川に沿って数多く

の遺跡や伝説地が群在している。 

 

 

 

 

 

写真-14 Ｅ区域鳥瞰（上流側） 

写真-15 Ｅ区域鳥瞰（下流側） 

写真-17 額平川沿いの水田・畑作地帯 写真-16 荷負（ニオイ）本村付近から上流・ 

ニオイチャシ跡 
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E 額平川（ヌカピラ）区域 

「自然とアイヌの伝統、開拓の営為が織りなす多文化な河川景観」

景観構成要素位置図 
  

1 2 
3 

2 

1 

3 

額平川の峡谷 

額平川の蛇行 

額平川の河畔

林 

図 3-6 E 区域 景観構成要素  位置図 

 

図-3 E 区域 景観構成要素 所在地現況航空写真 
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1）Ｅ区域における保存管理の考え方 

河畔林について、可能な部分では原風景を意識した保全、復元を図る。河川沿いの

名勝地、伝説地、遺跡（チャシを含む）、開拓遺産等の保存活用を重視する。 

 

2）Ｅ区域において規制される行為等 

当区域では既存保護措置として河川法が適用され、新規保護措置としては景観計画

が適用される。景観計画では木竹の植栽または伐採、水面の埋立または干拓が町長へ

の届出が必要となる。また、河川域内のサケ・マス類に関する規制も含まれるが、こ

れは逆に緩和措置が検討されるべきである。 

 

No 名称 構成要素概要 

1 額平川の峡谷 

 

 

 

 

 

 

大きく蛇行する額平川により、河岸段丘と接
する部分では、切り立った渓谷が形成されて
いる。露出する岩壁と樹林のコントラストが
美しい自然景観を創出、アイヌの伝説なども
生まれている。 

2 額平川の河畔林 

 

 

 

 

 

 

 

連続的に残る河畔林により、河岸段丘上の開
拓された風景は遮断され、大きく蛇行する額
平川の迫力ある河川景観の景域を成立させて
いる。 

 

3 額平川の蛇行 

 

 

 

 

 

 

 

 

額平川は大きく左右に褶曲を繰り返し、雄大
で力強い流域の景観を創造している。蛇行河

川の景観はその河道を見通せる視点場が重要
であり、河岸段丘上からは切り立った段丘
崖、氾濫原が眺望できる優れたビューポイン
トが存在している。 

表-3 A 区域 景観構成要素 一覧表 
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Ｆ沙流川（シシㇼムカ）区域 

自然とアイヌの伝統、開拓の営為が織りなす多文化な河川景観 
 

 

 

 

 

河川の水面と河畔林・渓畔林、中州、

河原によって構成される区域。 

上流は、長知内
お さ ち な い

地区に至り、にぶた

に湖の貯水域上流端で画される。右岸

はＢ：二風谷区域の森林となる。水際

にはツルヨシ、ヨシ、ヤナギ類等が群

生し、山地のミズナラ、エゾイタヤ、

シナノキを主体とした広葉樹林に続く。

左岸は集落地であるが、湖岸（河畔）

に沿った平坦部際と崖面には人造湖形

成以前からの樹林帯が細長く続く部分

も多い。二風谷ダム下流域の河岸や中

州では河岸にヤナギ高木や低木群落が

優先する。 

沙流川は、シロザケ、サクラマス、

ウグイなどが産卵のために遡上し豊富

に捕れる河川でもあった。これらの魚

類は、かつてアイヌの人々にとっての

貴重な食料源であり、特にサケは、食

料としてだけではなく、生活用具の素

材としても活用され、信仰対象ともな

っており、森に生息するヒグマ、キタ

キツネなどにとっても貴重な食物とな

っている。マガモ、アオサギなどの水

鳥、ハヤブサ、クマタカ等の猛禽類、

オオハクチョウやガン・カモ類等の鳥

類が飛び交ったり、水面を泳ぐ光景も

見られる。 

この区域の河原、河畔林域はこうし

た海－川、川－山あるいは水－空の物

質循環のインターフェイス（境界面）

として重要なところであると位置づけ

られる。 

 

  

写真-19 二風谷ダム下流とにぶたに湖 

写真-18 Ｆ区域鳥瞰 二風谷ダムを望む 

写真-20 鮭の産卵床が続く川沿いの一画 

写真-21 アイヌ伝承地の山と軽種馬牧場 
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Ｆ沙流川(シシㇼムカ)区域 「自然とアイヌの伝統、開拓の営為が織

りなす多文化な河川景観」景観構成要素位置図 
 

 
 
 

  

No 名称 構成要素概要 

1 
沙流
さ る

頭首工
とうしゅこう

 

 

大正 4（1915）年整備され、本町の近代開拓
において灌漑施設として、水田造成で重要
な役割を果たしてきた。現在残されている

頭首工は朱色の金属部が力強さとともに、
景観的アクセントとなり、特有の風景を形
成している。 

2 にぶたに湖 

 

平成 9（1997）年の二風谷ダム竣工により沙
流川が堰き止められ造られ平成 10（1998）
年に完成したダム湖。蛇行を繰り返し広大
な氾濫原、その後農地としても活用されて

きた沙流川の河川景観を一新させ、対岸側
に水平に連続する森林と穏やかに広がる水
面という景観構成に変化していった。 

1 

2 

3 

4 

 

図 3-7 A 区域 景観構成要素  位置図 
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1）Ｆ区域における保存管理の考え方 

河畔林について、可能な部分では原風景を意識した保全、復元を図る。河川沿いの

名勝地、伝説地、遺跡（チャシを含む）、開拓遺産等の保存活用を重視する。 

2）Ｆ区域において規制される行為等 

当区域では既存保護措置として河川法が適用され、新規保護措置としては景観計画

が適用される。景観計画では木竹の植栽または伐採、水面の埋立または干拓が町長へ

の届出が必要となる。また、河川域内のサケ・マス類に関する規制も含まれるが、こ

れは逆に緩和措置が検討されるべきである。 

 

  

No 名称 構成要素概要 

3 ペテウコピ 沙流川と支流額平川の合流点。沙流川にかかる
管理橋からは、透明度の高い本流沙流川に濁水
の支流額平川は水温の違い等により合流後もし
ばらくの間は混合せず、分離し二色のまま流れ

ていく特長的な風景が眺望できる。アイヌ文化
では精神文化上、大切な場所とされている。 
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Ｇ三井
み つ い

沙流
さ る

山林
さんりん

南
みなみ

 区域「IWOR を基層とした、アイヌ文化伝承及び  

人々の営みを支えてきた里山的景観」  

 

 

 

 

 

 

本区域は、アベツ地区から二風
に ぶ

谷
たに

、

カンカン、荷負
に お い

、貫
ぬ

気
き

別
べつ

と広範囲に跨

り、広大な森林環境が広がる。現在は

一法人が所有者となっているが、古く

は 8 つのアイヌコタン（集落）の IWOR

（狩場）であったという歴史を持ち、

動植物をはじめ、生活の糧、衣食住材

料を得るに欠かせない土地であった。 

本区域形成には沙流川の支流である

額
ぬか

平
びら

川、および額平川に注ぐ貫気別川

の存在が重要である。二つの河川に囲

まれるようなに豊かな森林が広がり、

さらにその支流「荷負沢」「パンケセ

タナイ川」など、また沙流川へ注ぐ「ア

ベツ川」「カンカン川」といった多く

の小河川、枝沢が豊かな森林環境を育

み、この区域周辺の人々の生活を古く

から支えてきた。また区域内を含める

周辺地域には、アイヌ文化の信仰に欠

かせない場所や、基層にあるアイヌ民

族の伝統的な IWOR（狩場）としての利

用も含めて、地域住民にとって景観的

にもなじみ深く一貫して里山的な意味

を有してきた区域である。信仰対象と

なる聖的な領域も区域内に包含してお

り、いまも伝承されている。 

第二次選定申出では、民有林（社有

林）約 3,097.3haを選定対象地とする。 

 

  

写真 3-15 アイヌ伝承信仰対象地 

写真 3-16 アベツの森林景観 

写真 3-17 小河川風景 
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・ 

 

2 

3 

5 
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・ 

・ 

・ 

 

・ 

 

Ｇ 三井沙流山林南区域「IWOR を基層とした、アイヌ文化伝承及び 

人々の営みを支えてきた里山的景観」景観構造図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 名称 構成要素概要 

１ 沙流山林南区域の森林 

 

 

 

豊かな森林はアイヌの暮らしを支える重要な
場であった。明治以降、アベツ地区やカンカ
ン地区、貫気別地区では大規模な林業により
造材、炭焼きが行われ、管理された施業林と
して森の風景は一変していく。一方、荷負地
区ではアイヌ文化の伝承地、急峻な崖地の森
林は残され針広混交林による森林景観が保存
されている。 

 
 

2 パンケトコㇺ 下流側のペンケトコㇺと同じような大きさ・
形を呈しているこの二つの三角山は、近所の
人々のランドマーク的存在であるとともに、

妖しいアイヌ伝承が残る場所として、アイヌ
だけでなく、地域住民にとってなくてはなら
ない場所として認められている。小平地区の
山林景観に欠かせない景観要素。 

図 3-8G 区域 景観構成要素 位置図 

 
表 3-5 G 区域 景観構成要素  一覧表 
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No 名称 構成要素概要 

3 ペンケトコㇺ 上流側のパンケトコㇺと同じような大きさ・
形を呈しているこの二つの三角山は、近所の

人々のランドマーク的存在であるとともに、
妖しいアイヌ伝承が残る場所として、アイヌ
だけでなく、地域住民にとってなくてはなら
ない場所として認められている。小平地区の
山林景観に欠かせない景観要素。 

4 ムイノカ 

  

 

 

 

 

 

額平川沿いの切り立った山並みが重なり合う
荒々しい景観の中、半月形に露出した岩肌で、
特徴的な景観を構成している。アイヌの伝承
では、オキクㇽミカムイの妻がカムイの世界
へ戻るとき、名残惜しみ、忘れていった半月
形の「箕（み）の形象」とされている。 

名勝ピㇼカノカに指定 

5 オキクルミのチャシ 

 

 

 

 

 

 

額平川沿いの切り立った山並みが重なり合う
荒々しい景観の中、一際切り立った岩肌が目

立つ標高約 180ｍの崖山。アイヌの伝承では
アイヌに生活文化を教えたとされるオキクㇽ
ミカムイの好んだ荷負での拠点（住処）とさ
れている。 
名勝ピリカノカに指定 

6 ウンチャシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域住民のアイヌ文化伝承の中で、最も重要
な景観の一つといえる。ここに残る伝承は、
近くにあるニオイチャシとともに語られるも
ので、双方がかけてはならない区域である。

また、この場所は古くから「雨乞いの儀礼」
が行われる場所も含まれており、地域の生活
をも支えた景観である。ただし、ウンチャシ
の正確な位置については伝承者によって異な
る傾向がみられる。 

7 イペペシナイ この川の周囲に広く展開されていたと伝わる

「フㇱココタン（husko-kotan：ふるい集落）」
があった時代から、この川の流域は、豊富に
繁茂する山野草と、食料となる獲物の宝庫で
あった。川の流れが古くから豊かであったた
め、多くのアイヌの人々が、この川を生活の
拠り所として活用してきた。現在も残るアイ
ヌの集落を形成した要因として挙げられる、
重要な景観構成要素である。 
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1）Ｇ区域における保存管理の考え方 

 

ア）Ｇ-１：小平
こ び ら

地区（アベツ川流域） 

民有地（民有林）、町有林、国有林に囲まれている、現在のアベツ川は河川改修に

より、場所によっては直線的な線形となり、農業用地（当初は水田）の確保など開拓

風景の痕跡が見られる。周囲に広がる森林環境の保存管理とともに、河川沿いに連な

る農業用地の空間的保存、また農業風景を維持していくための活用が重要となる。 

 

〇町有林、国有林の保存管理 

〇民有林（三井物産の森）では施業計画と調整、経済林としての機能も考慮しなが

ら豊かな森への育成管理 

〇川（沢）の保存管理 

〇農地の保存管理 

〇伝承地、遺跡、アイヌ語地名が表す地形等の保存活用 

 

イ）Ｇ-２：カンカン地区 

複雑に蛇行するカンカン川流域は、豊かな動植物の存在により二風谷地区を流れる

河川の中でも古くから河口には大きな集落が形成されており、その痕跡が残されてい

る。近代開拓により原生林は失われているが、その特徴的な地形と、清涼な水辺空間

が形成されており、美しい自然景観を楽しむために訪れる人も多い。 

 

〇複雑に蛇行する河川・地形の保存 

〇民有林（三井物産の森）の保存、育成管理 

〇樹林地は施業計画と調整、経済林としての機能も考慮しながら豊かな森への育成

管理 

〇河畔林、河口風景の保存管理 

〇伝承地、遺跡、アイヌ語地名が表す地形等の保存活用 

〇集落存在の痕跡の保存 

 

ウ）Ｇ-３：荷負
に お い

地区 

額
ぬか

平
びら

川と沙流川の合流点として古くから交通の要所として発展し、アイヌ民族の集

落も形成、また急峻な山並みにはアイヌ文化の数々の伝承地も存在しており、周辺環

境も含めた森林、開拓の歴史等の保存が重要である。 

 

〇伝承地、遺跡、アイヌ語地名が表す地形等の保存活用 

〇河岸段丘による地形の保存 

〇民有林（三井物産の森）の保存、育成管理 

〇樹林地は施業計画と調整、経済林としての機能も考慮しながら豊かな森への育成

管理 
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〇川、河畔林の保存管理 

〇農地、頭首工の保存管理 

〇伝承地、遺跡、アイヌ語地名が表す地形等の保存活用 

 

エ）Ｇ-４：貫
ぬ

気
き

別
べつ

地区 

額平川沿いでは最上流の集落、フㇱココタンは河岸段丘上部に形成、背後には豊か

な狩場の森が存在、その周辺では現在もアイヌの人々が居住し続けている。 

一方、開拓期の入植では水の確保や稲作しやすい段丘下部に集落が形成し、今日の

地域の風景を構成している。 

〇河岸段丘による地形の保存 

〇民有林（三井物産の森）の保存、育成管理 

〇樹林地は施業計画と調整、経済林としての機能も考慮しながら豊かな森への育成

管理 

〇川、河畔林の保存管理 

〇農地、頭首工の保存管理 

〇伝承地、遺跡、アイヌ語地名が表す地形等の保存活用 

 

2）Ｇ地域において規制される行為等 

ア）Ｇ-１：小平地区（アベツ川流域） 

既存保護措置として、森林法、農地法、河川法・環境保全条例等が適用され、平成

19（2007）年、町域全域において定められている景観法に基づく規制、禁止行為が適

用される。 

アベツ川流域は平取本町の IWOR（狩場）と予想されており、豊かな森林環境と河

川環境がアイヌの人々の暮らしを支え、その文化を育んでいった。本地区の特性を伝

承していくためには、国有林、町有林とともに民有林も重要な存在であり、現在の生

業となっている民間企業による林業との調整が重要である。また区域外ではあるが、

アベツ川沿いには水田から採草地、放牧地となった農用地がつづいており、背後に広

がる山林とともに上流部へ続く道路からの景観では開拓の歴史を感じられるシークエ

ンス景観が形成されており、これらの農地としての保存も重要である。 

 

イ）Ｇ-２：カンカン地区 

既存保護措置として、森林法、農地法、河川法・環境保全条例等が適用され、平成

19（2007）年、町域全域において定められている景観法に基づく規制、禁止行為が適

用される。 

カンカン川が沙流川へ注ぐ河口部にはアイヌ文化期遺跡（カンカン２遺跡）が存在

しており、文化財保護法による規制、禁止行為が適用される。 
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写真 3-20 フㇱココタン方面の眺望 

 

ウ）Ｇ-３：荷負地区 

既存保護措置として、森林法、農地法、

河川法・環境保全条例等が適用され、平

成 19（2007）年、町域全域において定

められている景観法に基づく規制、禁止

行為が適用される。 

特異な景観を創出している額平川と沙

流川の合流点周辺の山並みは、アイヌ民

族の伝承地や遺跡などが存在している。

現在は民有地として民間企業による林業

が営まれていくが、文化的保護林として

保存されており、天然更新以外では大き

な景観変化はないと考えられるが、周辺

の森林において伐採などで景観が一変す

る場合、全体的な景観としての価値が失

われる可能性があり、十分な調整が必要

である。また対岸側の荷負
に お い

本村
ほんそん

跡と言わ

れている場所は本景観の重要な視点場で

あり、その景観保全は重要である。 

 

エ）Ｇ-４：貫気別地区 

既存保護措置として、森林法、農地法、

河川法・環境保全条例等が適用され、平成

19（2007）年、町域全域において定められ

ている景観法に基づく規制、禁止行為が適

用される。貫気別川により形成された河

岸段丘上は水害の少ない安定した集落形

成が可能だったことから古くからアイヌ

民族の集落（フㇱココタン）が形成され

ており、その特徴的な地形（段丘面など）は遠景より認識できる景観構成要素であり、

その地形の保全などは重要である。 

  

写真 3-18 荷負本村跡からの眺望（4 月） 

写真 3-19 荷負本村跡からの眺望（6 月） 
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整備活用のイメージ  

     

第 4 章 整備活用 
         

１ 整備活用についての基本的な考え方 

「第 2 章 2 保存管理・整備活用・運営体制の基本方針」をふまえ、整備活用を進めてい

く。前章における「保存管理」では、過去からオリジナル、あるいは変化しながらも伝承さ

れてきた文化的景観の構成要素について保存を目的に活用しながら維持していくものであり、

一方、「整備活用」では対象となる文化的景観の損失された部分、あるいは大部分の復元、

再整備により、文化的景観を構築、また周辺の景観構成要素を調和する状態へ改修すること

により景観の向上を行い、さらに活用により維持、伝承していくことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

先史時代 

現在の平取町の景観 

近代開拓の歴史 

アイヌの歴史 

自 然 

◆保存管理による将来の景観 
・要素の保存、質、価値の向上 

◆整備活用による修復、復元 
・再生と活用による伝承 

「保存管理」による時間経過 

 

「整備活用」による復元 
「整備活用」による 

修復、部分復元 

図 4-1 整備活用のイメージ図  
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2 整備活用のポイント 

前章では区域別に保存管理のあり方を提示したが、ここでは景観を構成する上で重要で

あり、さらに整備による活用が可能な要素として、（1）森林・植生、（2）河川、（3）

地形、（4）建築等の構造物 について検討、改善すべき課題を以下に記載する。 

（1）森林・植生 

可能な限り、潜在植生による豊かな森林の整備を行うことにより、植生と共に豊かな動

物層を導き出すことも期待される。生物多様性に優れた森林環境と共生した暮らしこそが

アイヌ文化を支えた伝えるべき文化的景観のひとつである。 

1）林業と文化的景観の保全とそれらに係る調和ならびにバランスの取れた木本類の

保護・再生 

種の保存としての、地域に自生する樹木より種を取り、育成していくことにより遺

伝子的攪乱も防げる。地域の住民や小学校、町内会組織などの協力により種子から幼

木まで育てて頂き植生へ利用する「木の里親」など体験型の活動も検討される。 

2）食用植物（食用とする草本類）の保護・再生 

3）薬用植物（薬用とする草本類）の保護・再生 

4）民・工芸品や生活用具の素材として利用する植物の保護・再生 

5）文化的景観に配慮した治山施設の整備 

小規模なダムや崩落防止の施設などの施設 

6）文化的景観の保全・啓発活動を促進することを目的としつつ山林地や農林道管理

等を妨げない、施設整備。 

作業用道路であり、かつ保全・啓発活動、体験活動に利用できる遠路、くつろぎの場

ともなる多目的に活用できる広場などを整備 

 

（2）河川 

1）多自然型河川整備の促進  

本来、その川が持つ生物に良好な自然環境の一層の再生を目指して、生物多様性を

守り、持続可能な自然環境を保全できる川づくりを行う。 

一方で、森林や農地の保護から必要に応じ、開拓により培われた整備技術も導入し、

自然度と強靭性を併せ持つ整備を行っていく。 

2）文化的景観に配慮した治水施設の整備  

ダムや護岸などの整備では場所にあった規模、素材による景観的な配慮を行う。 
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3）河畔林、渓畔林の保護・再生  

現況の保護、育成とともに外来種のコントロールなども重要である。 

4）魚道、生き物の道などの整備、メンテナンス  

河川を軸に生物が移動できる連続性の維持、再生。 

5）外来魚類、生物の駆除  

6）湿地の保護・再生 

7）親水空間の保護・再生と文化的利用（祈り・祭り等）の促進  

 

（3）地形 

1）河川により創造されてきた本町景観の骨格をなしている河岸段丘地形の保護・

再生 

2）人工的な法面、構造物による土止めなどから、自然素材による整備、自然購買

への再生 

3）文化的景観を考慮し、伝承されてきた対象物への視点場やビスタ（見通し、展

望）の保護・再生 

4）時代により大きく変化した地形、景観については情報提供による記憶の継承  

 

（4）建築等の構造物 

1）まち並みの整備・再生  

2）伝承地、遺跡、遺構などの保全整備  

3）伝承地、遺跡、遺構などを古くから眺められていた方向から眺望できる視点場の

整備 

4）文化的景観に関する標識、説明板など情報提供施設の整備  

5）必要に応じて、ユニバーサルデザインをいかした便益施設の整備 
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3 整備活用における課題と留意点 

各選定地区、あるいは森林、河川空間や集落（建築物）など整備を進めるにあたり、

重要な共通課題および実行過程（プロセス）における留意点について整理を行う。 

各区域におけるより詳細な整備活用プランは、それぞれの区域内の土地所有者・管理

者等との綿密な協議を行い、必要に応じて調査・研究も行ったうえで策定し、条件が整っ

たところから漸次実施に移していくこととする。第二次選定区域については単一の土地所

有者ではあるが、景観特性としてそのアプローチ、また視点場によっては周辺景観も重要

な意味、機能を有することから総合的な調整も重要となる。 

（1）整備活用を行うにあたっての共通課題 

1）残し、伝えるべき文化的景観の時間軸（場所、事象により異なる）の検討、整理。  

2）アイヌの伝統、文化を継承する場としてのあるべき整備デザインの確立、整備ポ

イントの整理。 

3）郷土の歴史について、生活・生業の観点から継承する場、体験学習の場の整備と

共に、人材育成、伝承方法の取組み。 

4）住民の参画、行政（国、道、町）、各機関との協働により文化的景観のワイズユ

ース（賢明な利用）促進につながる効果的なインフラ整備の検討。 

5）文化的景観としての質を高め、地域活性化へ繋げていくための官民協働でのシス

テムの構築。 

（2）整備活用の推進にあたり実行過程での留意点 

1）地域の自然や歴史、文化、特にアイヌの伝統文化が保存、継承されている地域

特性を重視し景観形成に取り組む。 

2）時代により様々な影響を受けながらも地域らしい変化の中、積み重ねられてき

た「生活」「産業」に結び付いた景観、景観形成のプロセスを重視する。 

3）町民、事業者、行政の連携、協働による景観づくりを推進していく。  

4）幾世代にもわたり形成していく事業として、長期的な視点での取組を行っていく。  

具体的なスケジュール検討により短期的な対応、緊急性のある要素については早

急な対応を行っていくとともに、時間をかけながら成熟させるべき要素については、

その方向性の確認、修正を行いながら継承していく。 
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第 5 章 今後の保存・活用と運営体制 

 

1 普及啓発活動の現況 

・平取町立二風谷アイヌ文化博物館、沙流川歴史館、萱野茂二風谷アイヌ資料館の取組 

・平取地域イオル再生事業 

・バス見学会、地元ガイドによる案内 

・文化的景観解説シート等普及啓発資料の作成・配布 

・個人の取組 等 

 

 

2 今後の保存・活用イメージ 

「アイヌの伝統と開拓による沙流川流域の文化的景観」の特性・特質をふまえた保存

管理のイメージを示す。整備活用のあり方につなげる観点で説明を付す。 

（1）水辺、森林の景観を保全し、親水・里山の空間としての利用を継承 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かつて漁労・狩猟・採集の場として重要な役割を果たし、いまも生活・生業との結び

つきが深い水辺や森林の状況を保全し、地域文化の今日的な継承・振興を図る場とする。

既存の河川整備計画や森林計画を尊重、遵守し、産業・経済活動を継続しながらも、親水・

里山空間の景観として、住民の参画を重視した包括的な保存・活用をめざす。伝統的な生

活・生業を追体験する講座やイベント等も効果的に組み合わせながら整備を進める。 

図 5-1 水辺、森林の景観の保全、親水・里山の空間としての利用の継承イメージ 
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（2）畑地・草地・牧野・林地の状況を継承し、開拓地の特徴的な景観を保全 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開拓の労苦によって広大な土地の開墾が進み、とりわけ額平川沿いの芽生地区にあっ

ては、畑地・草地・牧野・林地そして家屋・農業施設等から成る河岸段丘上と、蛇行し深

い峡谷を成す河川域とのコントラストが特徴的な景観が形成された。中でも放牧という人

間の営為があってこそ形作られた牧野・牧野林やスズラン群生地の景観保全のためには、

今後もこれまでと同様に生業が維持され、人びとの介在が継続されなければならない。 

 

（3）伝説地、遺跡、遺産等の保存活用により多文化圏としての特色を醸成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 畑地・草地・牧野・林地の状況を継承・開拓地の特徴的な景観の保全イメージ  

図 5-3 伝説地・遺跡・遺産等の保存活用により多文化圏としての特色を醸成するイメージ  
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町内を流れる沙流川沿いには、先住のアイヌの人々に関する伝説地や名勝地、遺跡が

多く残されている。古くから伝わる物語、地名も残されてきた由緒ある場所と、牧野、採

草地、田畑、近代化遺産でもある潅漑施設等という構図は、いわば多民族・多文化な情景

であり、地域の独特な風土を示すものである。前出の親水・里山的な景観や開拓地の景観

をはじめ、さまざまな歴史的・民族的背景をもつ諸要素が混成した多文化景観という本質

的価値にかかわる認識は、今後の保存活用を考える上でキーコンセプト（概念）の一つと

なる。 

 

（4）伝統工芸や食文化の自然素材の持続的供給地の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝統工芸や食文化の伝承、暮らしから生まれる文化的景観の保存に大切であり、森づ

くり、森林管理による樹木の保存・育成とともに、新たな供給地の創出も重要である。 

森林管理や植樹活動は、地権者とともに町民の協力体制が重要となる。 

有用植物の植栽活動では、森の散策や工芸などアイヌ文化の体験プログラムの一環と

して、多くの町民や町外からの参加も募り、取り組んでいくことやプログラムなども重要

となってくる。 

 

  

図 5-4 有用植物の植樹活動などを町民が協力し合って行うイメージ  
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図 5-5 案内やビューポイント（視点場）の活用のイメージ  

（5）重要景観構成要素の視点場の設定、整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化的景観では対象となる景観構成要素の保存・整備とともに、スムーズな案内やビ

ューポイント（視点場）の設定が重要となる。特に、アイヌ文化に関する自然要素（山並

みや崖、岩、河川の合流点など）では、伝承される視点場からの景観が意味を持ち、重要

な景観構成となる場合も多く、その配置、眺望方向を考慮した整備が必要である。 

 

 

 

3 運営体制 

 

重要文化的景観区域の保全・活用に関する運営体制としては、行政・住民・企業・団

体等の協働による協議・実行を基本とする。 

基本方針や戦略的事項、保存管理、整備活用方策にかかわる問題については、国・道・

町・住民・企業・活動団体等による協議体を組織して、協議・実行していくこととする。

平取町ではすでに、平取町アイヌ文化振興推進協議会が組織化されていることから、連動

性を図りながら、協議・運営していくことが適当と考えられる。 

また、各区域における保存管理・整備活用の日常的な活動は、町や関係する町民・企

業・活動団体等を中心に実働性が高い機動力のある活動体を組織し、対処していくことに

より、この保存計画を実効性のあるものにする。 
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平取町重要文化的景観に係る保存・整備・活用の運営体制  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

文化庁 

平取町教育委員会  

文化財課  

北海道教育庁(生涯学習推進局) 
指導助言  

平取町文化的景観  

保全委員会  報告  

【重要文化的景観区域】  

協議・回答  

国庫補助(調査・  

普及啓発・修景 ) 

町長部局  
（平取町役場）  

平取アイヌ協会  

継続調査・普及啓発・  

保全活用の取り組み  

文化的景観の「場」  

相談・届出  

助言・指導  

北海道森林管理局  

社有林等所有企業  

町民・自治会  

平取町経済団体  

文化活動団体  

連携・協力  

観光関係団体・企業   

 

町民・学識者・有識者・専門家・活動団体等 

都市住民  

地域還元  

北海道開発局  

景観維持・修景  

現地見学会開催  

解説シート作成  

サイン設置・視点場整備  

アイヌ有用植物育成・採取  

生態系保全・創造  

自然・歴史体験プログラム 

ガイド養成・テキスト作成  

シャトルバス運行  

雇用創出  など  

協議・回答  指導助言  

産業課 まちづくり課 

景観計画等 
地域森林計画・ 
農地管理等 

平取町アイヌ文化  

振興推進協議会  

提言  提言  

交流  

アイヌ施策推進課  

保全協力  
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