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1.景観形成ガイドライン 屋外広告物編の位置づけと役割 

〇豊島区では、区の特性を活かしたきめ細やかな景観づくりを推進するため、これまで取り

組んで来たアメニティ形成条例の取組みを継承しつつ、景観法に基づく「豊島区景観計画」

を平成 28年 3月に策定しました。 

〇本ガイドラインは、都市の景観に影響を与える屋外広告物について、豊島区が進める良好

な景観づくりと調和するため、豊島区景観計画の「７章 屋外広告物の表示等」に基づき、

東京都屋外広告物条例や関係法令の規定による基準に加え、景観に配慮すべき事項を示

したものです。 

〇豊島区では、東京都屋外広告物条例の許可申請の対象となる屋外広告物について、豊島区

景観条例に基づき、景観計画区域内の行為における事前協議を行っています。 

〇また、東京都屋外広告物条例の許可申請の対象とならない屋外広告物等についても、本ガ

イドラインの中で、地域の景観特性や、周囲との調和に配慮すべき事項を定めます。 

■本ガイドラインと「豊島区景観計画」との関係 

Ⅰ はじめに 

豊島区景観計画 

景観まちづくりの目標 

景観まちづくり方針 ～豊島区全体～ 

景観まちづくり方針 ～１２地域別～ 

主な 

記載事項 

景観形成基準 

豊島区景観形成ガイドライン
（屋外広告物編） 

配慮の工夫についてポイント

やイメージで解説 

屋外広告物の表示等 解説・
補足

東京都屋外広告物条例 

踏まえる 
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２.対象となる屋外広告物 

〇屋外広告物法では、「屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示さ

れるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他

の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。」と定義

しています。 

屋上広告 

壁面広告 

広告幕 

フラッグ広告

地上設置広告（立看板） 

突出広告 

窓面利用広告 

広告旗 

大型ビジョン 

車両広告 

地上設置広告 
自動販売機広告 
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３.屋外広告物の掲出にかかる手続き 

〇区では、東京都屋外広告物条例の許可手続きとは別に、豊島区景観条例に基づく景観計画

区域内における屋外広告物の設置に当たっての事前協議を実施し、景観計画に基づく景

観形成への配慮や工夫などの相談・指導に取り組んでいます。広告物の表示・設置後は、

完了報告を実施します。 

〇建築等の事前協議の際、屋外広告物の計画がある場合には、できる限り同時に事前協議し

ます。事前協議の対象は、東京都屋外広告物条例に基づき、設置の許可を必要とする屋外

広告物としています。 

■屋外広告物の掲出までの流れ 

建築物等の

事前協議

屋外広告物の

企画・計画

事前相談

事前協議

行為の着手等

完了報告

できる限り

同時に協議

●高さが４mを超える場合
⇒工作物の確認申請が必要（建築基準法）

●道路に突き出している場合

⇒道路占用の許可（道路法）

⇒道路使用の許可（道路交通法）

●地区計画等の都市計画区域内の場合

⇒別途規制がある場合あり（都市計画法）

東京都屋外広告物

の許可申請

景観計画で示した基本的な

考え方、制限・配慮事項、

条例、本ガイドラインへの

適合状況を確認
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1.豊島区が目指す景観まちづくり 

豊島区景観計画において、以下のように景観まちづくりの目標、方針が示されています。 

（１）景観まちづくりの目標 

豊かなみどり、人々の温もり、新たな文化の創造など多様な界わいが共鳴し、 

心地良い交響曲となって広がる快適な都市空間を創出します。 

個性豊かな界わいが響きあう 

豊島の景観まちづくり

○多文化が共生してにぎわう池袋副都心の躍動、日常生活の中に歴史が息づき落ち着いた雰囲
気、人々が触れ合い生み出されるあたたかさなど、彩り豊かな地域の個性が調和して織りなす都
市の魅力を高めていきます。
○染井霊園や雑司ケ谷霊園、神田川など地域の資産となるみどりとともに、そこで育まれてきた文
化を守りながら、ゆとりと潤いが感じられる都市空間を形成します。 
○江戸の園芸文化、池袋モンパルナス、歴史的な建築物、マンガ・アニメをはじめとするサブカルチャ
ーなど、多彩な文化を育んできた魅力を生かして、誰もが主役になれる「国際アート・カルチャー
都市」にふさわしい景観まちづくりを進めます。 

（２）景観まちづくり方針 

景観まちづくり目標の実現に向けて、景観特性を踏まえた景観まちづくり方針（景観法第

8条第 3項関係）は以下の通りです。それぞれの方針は、相互に重なり合いながら連携
し、都市の魅力を高める景観の創出を担っていきます。

Ⅱ 基本事項 

①ゆとりと潤いを創出する 

②歴史を受け継ぎ、新たな文化を創造する 

③人々の生活・営みを映す 

④地域の特性を惹き立てる 

⑤個性ある街並みを創出し、楽しめる仕組みを構築する 
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２.屋外広告物の表示等の基本的な考え方 

豊島区景観計画では、良好な景観形成を推進するために、適正な屋外広告物の表示・掲出

に向けた基本的な考え方を示しています。 

地域の特性を踏まえ、良好な景観と調和したデザイン 

○屋外広告物は、東京都屋外広告物条例により許可が必要なものとともに、自家用や公共の

ものを含め、位置や規模、色彩などのデザインが地域の特性を踏まえた良好な景観の形成

に貢献するようにします。 

○墓園や大規模な公園の周辺、神田川沿川では、歴史や文化、地形・みどり、建築物などの

景観要素と調和するように配慮します。 

○歴史的・文化的な建築物などの景観資源周辺では、歴史・文化の趣や雰囲気を残した街並

みの形成に配慮します。 

○みどりや歴史・文化など景観資源が集まる地区では、良好な景観を阻害する野立て看板な

どが掲出されないよう案内広告を集約化するとともに、色彩等のデザインは周辺環境と

の調和に配慮します。 

写真 

大規模なもの、目立つ場所のデザインは十分に配慮 

○大規模建築物や高層建築物での屋外広告物は、景観形成に対する影響が大きいことから、

表示の位置や規模について十分に配慮します。 

○幹線道路では、道路の再整備や周辺のまちづくりなどの機会にあわせて、屋外広告物の表

示に関する地域ルールなどを作成し、地域の特性を踏まえた風格ある景観を形成します。 

写真 



8 

街並みの個性と魅力を高めるデザイン 

○地域の魅力を高める屋外広告物は、大規模で過剰なものの掲出ではなく、地域の特性を踏

まえ、統一的な美しく落ち着いたものであるという視点に立ち、地域ルールを活用した景

観形成を推進します。 

写真 

広告物の適切な維持管理 

○屋外広告物の設置後は、適正な維持・管理を実施し、破損や老朽化、未使用の広告物につ

いては速やかに必要な対策を講じます。 

東京都屋外広告物条例の対象外でも目立つ広告物には配慮を求める 

○屋外広告物に類似した窓面内側からの広告の掲出についても、建築物全体の色彩や意匠、

周辺の街並みとの調和に配慮します。 

写真 
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１．屋外広告物の種類別の配慮事項  

（１）屋上広告物 

（２）壁面広告物 

必要最小限の数に抑える 

□１棟の建物に対して、２つ以上の屋上

広告物を設置しない。 

□中層部、高層部に設置する広告物は、屋

上広告物の代わりに壁面広告物の設置

を検討する。 

周辺の建物のスカイラインを崩さない 

□隣接する建物や連続するスカイライン

から突出しない高さ・規模とする。 

建物と一体感にデザインする 

□建物と一体的な形状・配置とする。 

□原則として横長とし、安定感のある形

状とする。 

□広告物の基礎部分が目立たないような

構造にする。 

屋上広告物の考え方 

屋上広告物は建物の壁面の延長として捉え、周辺の建物によるスカイラインの連続性に配

慮し、建物と一体的なデザインや見え方になるよう工夫しましょう。 

建物の表情を活かした外観を形成する 

□壁面を覆うような大きさ・形状のもの

を避ける。 

建物と一体感にデザインする 

□建物と一体的な形状・配置とする。 

□複数の広告を設置する場合は、大きさ

や形状を揃え、壁面のデザインに配慮

し規則的に配置する。 

Ⅲ 配慮事項 

壁面広告物の考え方 

壁面広告物は建物の外壁の一部として捉え、開口部などの建物の表情を邪魔しないよう、

建物の外壁と一体的なデザインや見え方になるよう工夫しましょう。 

イメージ

イメージ
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（３）地上設置広告物 

（４）突出広告物 

地上設置広告物の考え方 

地上設置広告物は、通りの見通しや人の通行の妨げとならないような配置や大きさ・高

さに十分に配慮しましょう。 

必要最小限の数とする 

□１つの敷地に複数の広告を設置する場

合は集約化する。 

通行や見通しを妨げない 

□歩行者に圧迫感を与えない大きさ・高

さとする。 

□歩行者や自転車の通行や見通しを妨げ

ない大きさ・高さ・配置とする。 

足元のデザインを工夫する 

□周辺のみどりとの連続性を考慮し、支

柱や支柱足元を緑化する。 

□支柱や支柱足のデザインは、周辺の街

並み景観と調和させる。 

突出広告物の考え方 

突出広告物は壁面の一部と捉えて、建物の表情や街並みの連続性を邪魔しないよう、建物

と一体的なデザインや見え方になるよう工夫しましょう。 

建物と一体感にデザインする 

□複数の広告を設置する場合は集約化す

る。 

□複数の広告を設置する場合は、大きさ

や形状・突出幅を揃え、壁面のデザイン

に配慮し規則的に配置する。 

周辺の街並みから突出させない

□周辺の街並みの連続性に配慮し、隣接

する建物の広告物の設置位置や突出幅

を揃える。 

□交通標識や信号を遮らない位置に設置

する。 

イメージ

イメージ
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（５）広告旗 

（６）フラッグ広告 

広告旗の考え方 

広告旗は、通りの見通しや人の通行の妨げとならないような配置や大きさ・高さに十分に

配慮しましょう。 

必要最小限の数とする 

□同一のものや同じ情報の複数設置を控

え、必要最小限の数とする。 

通行や見通しを妨げない

□歩行者や自転車の通行や見通しを妨げ

ない大きさ・高さ・配置とする。 

通りの賑わいを演出する 

□複数の広告を設置する場合は、街並み

の連続性に配慮し、色彩を揃え、規則的

に配置する。 

□支柱を含めた形状や素材を工夫し、周

辺の街並みを演出する。 

フラッグ広告の考え方 

フラッグ広告は、周辺の、街並みの連続性に配慮しながら効果的に利用し、街並みににぎ

わいを演出しましょう。 

通行や見通しを妨げない

□歩行者や自転車の通行や見通しを妨げ

ない大きさ・高さ・配置とする。 

□交通標識や信号を遮らない位置に設置

する。 

通りの賑わいを演出する 

□複数の広告を設置する場合は、街並み

の連続性に配慮し、色彩を揃え、規則的

に配置する。 

□支柱を含めた形状や素材を工夫し、周

辺の街並みを演出する。 

イメージ

イメージ
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（７）広告幕 

（８）はり紙・はり札 

はり紙・はり札の考え方 

はり紙・はり札は壁や塀等に手軽に設置でき、耐久性に劣るため、街並み景観が損なわれ

やすい広告であり、掲出しないことを基本とします。 

掲出期間を限定し必要最小限の数とする 

□掲出する場合は、期間を限定するなど

必要最小限とする。 

□同一のものや同じ情報の複数掲出を控

える。 

規則的に配置する 

□掲出する場合は、フレームや掲示板を

用い集約化する。 

広告幕の考え方 

広告幕は、壁面広告物と同様に開口部などの建物の表情を邪魔しないよう、建物の外壁と

一体的なデザインや見え方になるよう工夫しましょう。 

必要最小限の数とする 

□建物や周辺の街並みとのバランスに配

慮し、最小限の大きさと本数とする。 

建物の表情を活かした外観を形成する 

□壁面を覆うような大きさ・形状のもの

を避ける。 

イメージ

イメージ
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２．色彩計画の配慮事項 

色彩計画の考え方 

広告物に掲載された情報が伝わりやすいよう、使用する色彩は周辺の環境や街並みを損な

う色使いを避け、すっきりと情報を際立たせるような表現とします。 

広告物の基調色は彩度をさげる 

□広告面の背景となる部分には、鮮やかすぎる彩度の

使用を控える。 

□背景と文字の色を反転するなど、高彩度の色を使用

する面積をできるだけ抑える。

使用する色数を最小限に抑える 

□広告物を設置する建物の外壁や周辺環境に応じて、

広告物の１面に使用する色数を最小限に抑える。 

□グラデーション等の特殊な効果の使用を控える。 

街並みにあった色彩とする 

□地色と表示色を反転させるなど、周辺の街並みと調

和する落ち着いた色彩とする。 

□建物と一体的に見えるよう、建物の外壁に使用され

ている色と調和する色彩とする。 

□支柱や地色は、建物や周辺の街並みと調和する落ち

着いた色彩とする。 

□周辺の景観に対して圧迫感を与えないよう、低明度

の黒に近い色を使用する面積をできるだけ抑える。 

□空を背景とした広告物は低明度の色の使用を避ける

や、緑を背景とした広告物は高明度の白に近い色の

使用を避けるなど、広告物を設置する背景と調和す

る色彩とする。 

素材を活かした色彩を用いる 

□素材の持ち味を活かす。 

□木材の防腐のための保護塗装を行う際は、自然の色

合いを大切にする。 

標識と紛らわしくない色彩を用いる 

□道路標識で用いられている彩度の高い赤や青、黄色

等の使用は避ける 

イメージ 

六義園周辺 

□P１７．「５．地域別の配慮事項 （３）

六義園周辺景観形成特別地区」参照 

豊島区景観条例に基づく事前協議にお

ける区の内部規定 

□彩度１２を超える色の使用は、一広告

物の表示面積の1/2を超えない。 
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３．照明を用いた屋外広告物の配慮事項 

４．広告物の文字（見やすさ、読みやすさ ） 

情報量を整理して簡潔に要点のみを表示 

□広告物には、営業時間の詳細やメニューなどの文字

数の多いもの表示しない。 

□文字の大きさを変えてメリハリをつける。 

□文字自体の視認性を高めるため、行間、文字間等に

十分な余白を確保する。 

□歩行者等の視点を意識して、街並みにふさわしい必

要最小限の文字の大きさとする。 

デザインされた情報で伝える 

□情報量の多い写真やイラスト等を用いる場合は、広

告面全体がすっきりした印象となるような工夫を

する。 

□切り文字、箱文字を活用し、表示をシンプルにすっ

きりさせる工夫をする。 

□屋上広告物、壁面広告物ではなく、切り文字、箱文

字を活用し、背面の素材を生かしたシンプルな表示

とするよう検討する。 

イメージ 

照明を用いた屋外広告物の考え方 

過度に明るく照らすことを控え、夜間の賑わい、空間演出に貢献するよう、周辺の環境、

街並みと調和した表現とします。 

過度な照明を控える 

□ネオン管や光源が点滅するものの使用は控える。 

□装飾を繰り返す装飾用の電球の使用は控える。 

□強い光の点滅で人目を引くものとしない。 

□深夜は照度、輝度を落としたり、消灯に配慮する。 

□低層部では、街路灯や建築物の照明と併せて歩行空

間の雰囲気づくりに配慮する。 

住宅地に調和した照明とする 

□住居系の地域では、夜間の照度、輝度を控える。 

□住居系の地域では、発光面を小さくし、必要以上に

明るい光源としない。 

□住居系の地域では、電球色の光源を使用し温かみの

ある照明とする。 

□住居系の地域では、可変式屋外広告板の設置は控え

る。 

イメージ 

見やすい広告物の文字の考え方 

広告物の文字は、掲示する内容が簡潔に伝えられるよう、文字量を最小限に整理し、見

やすく、メリハリをつけたデザインに心がけるものとします。 
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５．地域別の配慮事項  

（１）住居系の地域 

駒込、巣鴨、雑司が谷地域等の歴史や文化が感じられる趣と親しみのある街並みが広が

る地域や目白や長崎、千早地域のみどりの潤いと落ち着きある街並みが広がる地域などの

住居系の地域があります。 

住居系の地域の考え方 

○できる限り屋外広告物を設置せず、店舗等の必要部分のみに必要最小限で設置するも

のとします。 

○屋外広告物を設置する場合は、住宅地の落ち着きある街並みを損なわないものとしま

す。 

表示等の制限事項

□建物の屋上に広告物を表示、または設置できません。 

□壁面から突出した広告物を表示、または設置できません。 

□光源を使用する場合は、ネオン管や光源が点滅するものの使用はできません。 

屋外広告物の配慮イメージ（街並みのパースイメージに広告物の配慮事項を記載する） 

（イメージに記載する配慮事項案） 

・大きさや色数を抑えて、住宅地に調和するデザインとする。 

・地色と文字色を反転するなど、落ち着いた色彩を用いる。 

・箱文字を使用するなど、建物の素材や色彩と一体的にデザインする。 

・高彩度の色の使用は控え、住宅地のみどりと調和する色彩を用いる。 

・光源を使用する場合は、夜間の照度、輝度を控え住宅地に調和する照明とする。 

（イメージに入れる建物等）

・店舗（看板・のれん） 

・集合住宅（住宅名） 

・駐車場（看板） 

・戸建て（看板なし） 

（パースイメージ例：豊中市屋外広告物ガイドライン） 
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（２）その他の地域 

その他の地域の考え方 

○比較的自由に広告物を設置できる地域ですが、屋外広告物を設置する場合は、無秩序な

設置を控え、街並みや賑わいの連続性を損なわないものとします。 

○特に駅周辺の地域では、まちの顔となる魅力的な景観づくりが、幹線道路沿道では、街

並みの連続性が感じられる景観づくりが必要となります。 

屋外広告物の配慮のイメージ 

駅周辺では 

幹線道路沿道では

池袋副都心をはじめ、鉄道駅を中心とした商業・業務を主とする地域や豊かな街路樹

とゆとりある歩行者空間が形成される山手通りや要町通りをはじめとした幹線道路沿

道、地上部を走る鉄道や都電の沿道、日常生活に密着した商店街、工場などが残る地域

があります。 

（イメージに記載する配慮事項案） 

・地上に設置する広告は、透明感のある素材や歩行者の親しみやすい大きさとすること

で、圧迫感を軽減する。 

・周辺の建物の広告物と大きさや位置を揃え、心地よい賑わいを演出する。 

・色彩が統一され、季節に応じた内容やバナー広告等を街並みのアクセントとして活用

し、賑わいを演出する。 

・高層部の広告物は、箱文字を使用するなど、建物の素材や色彩と一体的にデザインす

る。 

・建物の開口部を覆うような広告物の設置は控え、建物の表情や施設内の賑わいが感じ

られるようにする。 

（イメージに記載する配慮事項案） 

・スカイラインを乱す、突出感のある形状は控え、建物と一体的な形状とする。 

・高層部の広告物は、箱文字を使用するなど、建物の素材や色彩と一体的にデザインす

る。 

・地上に設置する広告物は街路樹とバランスよく配置し、ゆとりある歩行空間を確保す

る。 
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（３）六義園周辺景観形成特別地区 

六義園周辺景観形成特別地区の考え方 

○庭園周辺において、庭園の内部から見

える箇所に屋外広告物を表示するこ

とを規制します。 

屋外広告物の配慮のイメージ 

表示等の制限事項

□地盤面から 20ｍ以上の部分では、建物の屋上に広告物を表示し、または設置できませ

ん。 

□地盤面から20ｍ以上の部分では、広告物に光源を使用できません。 

□建物の壁面のうち、高さ 20ｍ以上の部分を利用する自家用広告物の色彩は、六義園の

景観と調和した低彩度色を基本とし、一つの広告物の中で、その表示面積の 1/3 を超

えて使用できる色彩の彩度を次のとおり定めます。 

 ＜色相＞      ＜彩度＞ 

 0 . 1R～ 10R  →5以下 

 0 . 1YR～ 5Y  →6以下 

 5 .1Y～ 10G  →4以下 

 0.1BG～10B  →3以下 

0.1PB～10RP  →4以下 

□建物の背後にある広告物など、庭園内から見えない広告物は、本表に定める表示等の制

限に関わらず、表示ができます。 

六義園周辺景観形成特別地区は、六義園の外周線から概ね 100ｍから 300ｍまでの区

域。 ■区域図 

（イメージに記載する配慮事項案） 

・眺望点からの見え方に配慮し、高層部の広告物は、箱文字を使用するなど、建物の素

材や色彩と一体的にデザインする。 

・建物の窓面の内側から広告を表示するのは控える。 
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（４）池袋駅東口駅前広場・グリーン大通り沿道景観形成特別地区 

池袋駅東口駅前広場・グリーン大通り沿道

景観形成特別地区の考え方 

○屋外広告物を設置する場合は、沿道の風

紀や美観を損なわないものとします。 

○建築物の壁面を利用する屋外の広告板は

集約化の工夫を図ります。 

○屋外広告物に類似した窓面の内側からの

掲出についても、建築物全体の色彩・意

匠及び周囲の街並みとの調和に配慮しま

す。 

屋外広告物の配慮のイメージ 

表示等の制限事項

（駅前広場） □建築物の屋上部分を利用する広告塔・広告板は、建築物との一体性を確

保し、周辺の建築物群のスカイラインと調和を図る。 

（中央エリア）□建築物の屋上部分を利用する広告塔・広告板は、建築物との一体性を確

保し、周辺の建築物群のスカイラインと調和を図る。 

□並木の高さを超える部分への突出し広告、壁面広告の掲出を控える。 

（東エリア） □屋上部分を利用する広告塔・広告板、突出し広告の掲出を控える。 

□並木の高さを超える部分への壁面広告の掲出を控える。 

池袋東口駅前・グリーン大通り沿道景観形成特別地区は、池袋駅東口駅前広場の周囲

及びグリーン大通りの沿道を区域とします。 

ただし、景観形成特別地区の届出規模と景観形成基準は、明治通り、駅前広場及びグ

リーン大通りに面する敷地に適用します。 

明治通り、駅前広場及びグリーン大通りに面する敷地以外は、一般地域の景観形成基

準を適用します。
■区域図 

（イメージに記載する配慮事項案） 

・建物の壁面を利用したテナント広告などは、大きさや位置を揃えて配置し、建物と一

体的にデザインする 

・並木の高さを超える部分への設置は控え、屋上広告物などは、箱文字を使用するなど、

建物の素材や色彩と一体的にデザインする。 

・建物の窓面の内側から広告を表示する場合には、窓面から一定の距離を取ったり、同

じ建物内で掲出位置を揃えるなど、無秩序に表示しない。 


