
糠平湖への眺望糠平湖への眺望

案内

誘導

案内

案内

誘導

誘導

誘導

誘導

誘導

誘導

誘導

誘導

国道２７３号沿い

ドライバーに対するひがし大雪自然館 ・駐車場への誘導

国道２７３号沿い

ドライバーに対するひがし大雪自然館 ・駐車場への誘導

小鳥の村への誘導小鳥の村への誘導 糠平川橋梁への誘導糠平川橋梁への誘導

糠平湖畔への誘導
鉄道資料館への誘導
糠平湖畔への誘導
鉄道資料館への誘導

鉄道資料館への誘導鉄道資料館への誘導

温泉街の中核的な滞留拠点として人が集まり、
木立の中でくつろげる ・温泉街の雰囲気を感じられる空間
温泉街の中核的な滞留拠点として人が集まり、
木立の中でくつろげる ・温泉街の雰囲気を感じられる空間

山 ・森への眺望と寺の沢川の水辺を活かした
静かで落ち着いた雰囲気を感じられる空間
山 ・森への眺望と寺の沢川の水辺を活かした
静かで落ち着いた雰囲気を感じられる空間

ひがし大雪自然館と温泉街中心部を繋ぐ主要動線ひがし大雪自然館と温泉街中心部を繋ぐ主要動線

●飲食しながら利用できる休憩施設
　　（木製テラス ・ パーゴラ ・ ベンチ等）
　　 ・ 将来的には、 カフェ等としての利用も想定
●お祭り等のイベント会場となる広場
●泉源を活かした足湯 ・ 手湯
●トイレ
●快適で安全な空間づくりに向けた植栽の整理

〈将来的に･･･〉
●駐車スペース
●商業施設 （カフェ等）

●大雪の山々 ・ 森への眺望を楽しむ休憩施設
　　（ベンチ ・ パーゴラ ・ 四阿等）
●寺の沢園地へ誘導する園路
　　（町道糠平北区６号線から寺の沢川沿いに）
●木橋 ・ 取付路改修
●寺の沢川の親水護岸の活用
●雑然とした印象を与える植栽の整理
●糠平川橋梁 ・ 北海道自然歩道への誘導

●舗装改修
●ちょっとした休憩スポット （ベンチ ・ 植栽）

住民生活優先の空間住民生活優先の空間

寺の沢園地再整備

中央園地再整備 ・旧大雪グランドホテル跡地整備

町道糠平北区７号線歩行空間整備

旧ひがし大雪博物館解体

計画的な植栽 ・維持管理に向けた緑地計画の検討

” ぬかびら源泉郷に行ってみよう！” と思わせる魅力の発信
景観整備と
連携して行う
地区全体での

取り組み
身近な景観を守る／つくるしくみや取り組みの検討

廃屋 ・空き家対策の検討

短期的な取り組み

中期的な取り組み

来訪者歩行動線

来訪者アクセス動線

案内サイン

誘導サイン ビューポイント

案内

誘導

凡　例

取り組みの優先順位　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 動線計画　　　　　　　　　　　　 サイン配置計画　　

●●●

●●●

２０１４.６.１８案

ぬかびら源泉郷地区景観整備構想

整　備　構　想　図 （案）
　　　　短期的 ・中期的な取り組み

配布資料－３（２）

温泉街中心部に人が滞留する拠点（魅力）をつくり、 温泉街の東西を人が行き交うようにする
　 ・ ひがし大雪自然館を訪れた人が温泉街に立ち寄る
　 ・ 温泉に入りに来た人がひがし大雪自然館を訪ねる
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案内

国道２７３号沿い

ドライバーに対するひがし大雪自然館 ・駐車場への誘導

国道２７３号沿い

ドライバーに対するひがし大雪自然館 ・駐車場への誘導

※既設の表示板を更新※既設の表示板を更新

小鳥の村への誘導小鳥の村への誘導 糠平川橋梁への誘導糠平川橋梁への誘導

糠平湖畔への誘導
鉄道資料館への誘導
糠平湖畔への誘導
鉄道資料館への誘導

鉄道資料館への誘導鉄道資料館への誘導

温泉街の中核的な滞留拠点として人が集まり、
木立の中でくつろげる ・温泉街の雰囲気を感じられる空間
温泉街の中核的な滞留拠点として人が集まり、
木立の中でくつろげる ・温泉街の雰囲気を感じられる空間

山 ・森への眺望と寺の沢川の水辺を活かした
静かで落ち着いた雰囲気を感じられる空間
山 ・森への眺望と寺の沢川の水辺を活かした
静かで落ち着いた雰囲気を感じられる空間

森への玄関口、 開放的な雰囲気の中でくつろげる ・遊べる空間森への玄関口、 開放的な雰囲気の中でくつろげる ・遊べる空間

※旧ひがし大雪博物館の解体は中期的な取り組み※旧ひがし大雪博物館の解体は中期的な取り組み

ひがし大雪自然館と温泉街中心部を繋ぐ主要動線ひがし大雪自然館と温泉街中心部を繋ぐ主要動線

寺の沢川の水辺を活かした歩行者動線寺の沢川の水辺を活かした歩行者動線 山 ・森への眺望を活かしたビューポイント山 ・森への眺望を活かしたビューポイント

●大雪の山々 ・ 森への眺望を楽しむデッキ
●眺望の妨げとなる周辺の電線電柱類地中化

●飲食しながら利用できる休憩施設
　　（木製テラス ・ パーゴラ ・ ベンチ等）
　　 ・ 将来的には、 カフェ等としての利用も想定
●お祭り等のイベント会場となる広場
●泉源を活かした足湯 ・ 手湯
●トイレ
●快適で安全な空間づくりに向けた植栽の整理

〈将来的に･･･〉
●駐車スペース
●商業施設 （カフェ等）

●安心して子どもを遊ばせることのできる空間
●熱気球の係留等のイベントにも活用できる広場
●既設駐車場は活用

〈将来的に･･･〉
●商業施設 （レストラン等）

●大雪の山々 ・ 森への眺望を楽しむ休憩施設
　　（ベンチ ・ パーゴラ ・ 四阿等）
●寺の沢園地へ誘導する園路
　　（町道糠平北区６号線から寺の沢川沿いに）
●木橋 ・ 取付路改修
●寺の沢川の親水護岸の活用
●雑然とした印象を与える植栽の整理
●糠平川橋梁 ・ 北海道自然歩道への誘導

●舗装改修
●ちょっとした休憩スポット （ベンチ ・ 植栽）

●わかりやすい入口
●歩きやすい路面
●ちょっとした休憩スポット （ベンチ等）
●倒木 ・ 落枝の処理
●水辺に近づけるしかけ

●自然素材での舗装
●ちょっとした休憩スポット （ベンチ ・ 植栽）
●寺の沢川の親水護岸の活用

川の流れを感じながら
森の中を気軽に楽しむ歩行者動線
川の流れを感じながら
森の中を気軽に楽しむ歩行者動線

住民生活優先の空間住民生活優先の空間

寺の沢園地再整備

中央園地再整備 ・旧大雪グランドホテル跡地整備

町道糠平北区７号線歩行空間整備

ひがし大雪自然館周辺ビューポイント整備

ネイチャートレイル整備

寺の沢川沿い歩行空間整備

旧ひがし大雪博物館跡地周辺整備

計画的な植栽 ・維持管理に向けた緑地計画の検討

” ぬかびら源泉郷に行ってみよう！” と思わせる魅力の発信
景観整備と
連携して行う
地区全体での

取り組み
身近な景観を守る／つくるしくみや取り組みの検討

廃屋 ・空き家対策の検討

短期的な取り組み

中期的な取り組み

長期的な取り組み

来訪者歩行動線

来訪者アクセス動線

案内サイン

誘導サイン ビューポイント

案内

誘導

凡　例

取り組みの優先順位　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 動線計画　　　　　　　　　　　　 サイン配置計画　　
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２０１４.６.１８案

ぬかびら源泉郷地区景観整備構想

整　備　構　想　図 （案）

配布資料－３（１）

寺の沢園地寺の沢園地

寺の沢川寺の沢川

糠平温泉文化ホール糠平温泉文化ホール

小鳥の村小鳥の村

ネイチャートレイルネイチャートレイル

ネイチャートレイルネイチャートレイル

ひがし大雪自然館ひがし大雪自然館

国設糠平野営場国設糠平野営場北海道自然歩道 (東大雪の道 )北海道自然歩道 (東大雪の道 )

国道 273 号
国道 273 号

国道 273 号国道 273 号

糠平川橋梁糠平川橋梁

旧ひがし大雪博物館
・ パークゴルフ場

旧ひがし大雪博物館
・ パークゴルフ場

旧大雪グランドホテル旧大雪グランドホテル

中央園地中央園地
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