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届出対象行為（ 建築物）

〇建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更。 

届出規模

現 行 改正後

鬼子母神周辺・ 大門ケヤ

キ並木沿道エリア 

・ 住居系市街地 

・ 複合市街地 

高さ≧15ｍ又は 

延べ面積≧1,000 ㎡ 

高さ≧20ｍ又は 

延べ面積≧2,000 ㎡ 

すべて 

環状５の１・ 補助８１号

線沿道エリア 

・ 複合市街地 

高さ≧20ｍ又は 

延べ面積≧2,000 ㎡ 

高さ 15ｍ以上又は延べ

面積1,000 ㎡以上 

幹線道路・ 東通り沿道エ

リア 

・ 複合市街地 

・ 商業・ 業務系市街地 

高さ≧20ｍ又は 

延べ面積≧2,000 ㎡ 

高さ≧31ｍ又は 

延べ面積≧3,000 ㎡ 

高さ 15ｍ以上又は延べ

面積1,000 ㎡以上 

その他のエリア 

・ 住居系市街地 

・ 複合系市街地 

高さ≧15ｍ又は 

延べ面積≧1,000 ㎡ 

高さ≧20ｍ又は 

延べ面積≧2,000 ㎡ 

高さ 10ｍ以上又は延べ

面積300 ㎡以上 

雑司が谷景観形成特別地区の建築物の届出規模等（ 案）

平成 29 年 10 月 18 日

第 7 回豊島区景観審議会

デ ザイ ン 検討部会

議 事 資 料 ３ － ２
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景観形成基準

＜配置＞

鬼子母神堂周辺・ 大門ケヤキ並木沿道 環状５の１・ 補助81 号線沿道 幹線道路・ 東通り沿道 その他

住居・ 複合 複合 複合・ 商業 住居・ 複合

①  道路などの公共空間と連続したオープ

ンスペースの確保など、公共空間との

関係に配慮する。特に、大門ケヤキ並

木沿道では歩行者が滞留できる配置

に努める。  

①  環状５の１号線や補助81号線沿道に

面して歩道と一体となったオープン

スペースの確保に努める。  

①  道路などの公共空間と連続したオープ

ンスペースの確保など、公共空間との

関係に配慮する。特に東通り沿道で

は、ゆとりある歩行空間の確保に努め

る。  

①  道路などの公共空間と連続したオープ

ンスペースの確保など、公共空間との

関係に配慮する。特に商店街では、歩

行者が滞留できる配置に努める。 

②  敷地内に残すべき景観資源（ 遺構、樹木、池、湧水等） がある場合には、これを生かした計画とする。 

③  大門ケヤキ並木に面して住宅や駐車場

などの出入口を設置する場合は、ケヤ

キの保存に配慮した計画とする。  

③  重要な景観資源の周辺では、通りから

の景観資源の見え方に配慮した配置

とする。  

④  壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確保など、周辺の街並みに配慮する。  ④  商店街では、壁面の位置の工夫により、

敷地内に店舗等のあふれ出し空間を

確保するように努める。 

④  壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔

の確保など、周辺の街並みに配慮す

る。  

⑤  歩行者に圧迫感や威圧感を与えないよ

うに努める。 

⑤  商店街では、歩行者に圧迫感や威圧感

を与えないように努めるとともに、隣

接する建築群との関係に配慮し、通り

としての連続性を損なわないように

する。 

⑥  商店街では、住宅や駐車場など店舗以

外の出入口の設置等について、隣接す

る建築群との関係に配慮し、にぎわい

を損なわないように計画する。  

⑦  環状５の１号線や補助81号線沿道に

面して、建築物の顔が向くように計画

する。 

⑦  日常の暮らしなどが感じられる街並み

と調和するよう、通りや路地に面して

建築物の顔が向くように計画する。  

⑧  坂道沿いなど、地形の変化がある場所

では、その変化が生み出す様々 な景観

を損なわないように既存の地形を活

かした配置に努める。  

⑨  後背地の住宅地や重要な景観資源との

回遊性を損なわないように計画する。
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＜高さ・ 規模＞

鬼子母神堂周辺・ 大門ケヤキ並木沿道 環状５の１・ 補助81 号線沿道 幹線道路・ 東通り沿道 その他

住居・ 複合 複合 複合・ 商業 住居・ 複合

①－１大門ケヤキ並木沿道では、通りからの

ケヤキ並木の見え方に配慮し、これを

損なわない高さ・ 規模とする。  

①－２鬼子母神堂外周部と隣接している敷地

では、鬼子母神堂からの見え方に配慮

し、鬼子母神堂境内の樹木の高さを著

しく 超えることのないように計画す

る。  

①－１千登世橋や環状5の1号線と補助81号

線の交差点など、主要な眺望点や道路

や公園、広場などの見通しのきく場所

からの見え方に配慮する。  

①－１周辺の重要な景観資源や道路や公園、

広場などの見通しのきく 場所からの

見え方に配慮する。 

①－１周辺からの見え方に配慮する。 

①－２重要な景観資源周辺では、通りからの

景観資源の見え方に配慮し、周辺建築

物と高さ・ 規模の調和を図る。  

②  建築物の分節化や高層部の後退などにより、圧迫感の軽減に配慮する。  

③  沿道建築物等によるスカイラインとの調和を図る。 

④  大門ケヤキ並木に面した建築物は、建

物の間口の長さを周辺の建物と揃え

るなど、周辺の街並みとの連続性に配

慮する。  
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＜形態・ 意匠・ 色彩＞

鬼子母神堂周辺・ 大門ケヤキ並木沿道 環状５の１・ 補助81 号線沿道 幹線道路・ 東通り沿道 その他

住居・ 複合 複合 複合・ 商業 住居・ 複合

① 外壁は、趣のある素材を用いるなど、周

辺の歴史や文化が感じられる街並みと

の調和に配慮する。特に大門ケヤキ並木

沿道では、反射材や彩度の高い素材の使

用は控え、ケヤキ並木との調和に配慮す

る。  

①  外壁は、周辺の景観との調和に配慮した素材を活用する。  ① 外壁は、趣のある素材を用いるなど、周

辺の歴史や文化が感じられる街並みと

の調和に配慮する。 

② 商店街では、ショーウィンドウの設置や

開口部の意匠などの工夫により、風情の

ある街並みと調和した空間を計画する。

③   建築物単体だけでなく 、周辺の建築

物や重要な景観資源等（ 鬼子母神堂・ 大

門ケヤキ並木・ 公園等） との調和に配慮

する。 

③  建築物単体だけでなく 、街路樹などのみどりや周辺の建築物、重要な景観資源等（ 公

園・ 緑地、並木、モニュメント等） との調和に配慮する。  

③  建築物単体だけでなく 、周辺のみどり

や建築物、重要な景観資源等（ 公園・

緑地、並木、モニュメント等） との調

和に配慮する。 

④   色彩は「 色彩基準」 に適合するとと

もに、周囲の建物から突出せず、鬼子母

神堂境内のみどりや大門ケヤキ並木と

の調和に配慮する。 

④  色彩は「 色彩基準」 に適合するとともに、周囲の建物から突出せず、周辺との調和に

配慮する。  

④ 色彩は「 色彩基準」に適合するとともに、

周囲の建物から突出せず、地域の歴史や

文化を尊重し、落ち着きのある地区にふ

さわしい色彩を基調とする。 

⑤－１坂道沿いなど、地形の変化がある場所

では、その変化を建築物等のデザイン

に生かす。 

⑤－１坂道沿いなど、地形の変化がある場所

では、その変化を建築物等のデザイン

に生かす。 

⑤－２道路の突き当り部分や折れ曲がる部分

では、視線が集まることを考慮したデ

ザインとする。 

⑥  付帯する建築設備等は、設置場所や目

隠しの工夫により周囲からの見え方

に配慮する。 

⑥  付帯する建築設備等は、建築物と一体的な意匠計画とするなど、道路や後背地に位置

する重要な景観資源からの見え方に配慮する。 

⑥  付帯する建築設備等は、設置場所や目

隠しの工夫により周囲からの見え方

に配慮する。 
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⑦  低層部は歩行者空間を意識して、ヒューマンスケールのデザインとなるように配慮す

る。  

⑧  開口部や建築設備の位置やデザインな

ど、都電の車窓からの見え方に配慮す

る。  

⑨  商店街では、店舗開口部の位置や形態など、隣接する建築群との関係に配慮し、にぎ

わいが連続するように計画する。 
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＜公開空地・ 外構・ 緑化等＞

鬼子母神堂周辺・ 大門ケヤキ並木沿道 環状５の１・ 補助81 号線沿道 幹線道路・ 東通り沿道 その他

住居・ 複合 複合 複合・ 商業 住居・ 複合

①－１外構計画は、舗装に石材等の自然素材

を用いるなど、周囲の街並みとの調和

に配慮する。 

① －２大門ケヤキ並木沿道では、通りに面

して植栽やベンチ等を配置するなど、人

が溜まれる空間をつくる。  

①－１外構計画は、隣接する敷地や周囲の街

並みとの調和に配慮する。  

①－１外構計画は、隣接する敷地や周囲の街

並みとの調和に配慮する。  

①－１外構計画は、植栽や自然素材を用いる

など、地域の歴史や文化が感じられる

街並みとの調和に配慮する。 

①－２商店街では、にぎわいを連続させるた

め、通りに面して植栽やベンチ等を配

置するなど、人が溜まれる空間をつく

る。  

②   緑化の際、樹種の選定や樹木の配置にあたっては継続的な維持管理が可能な計画とする。  

③   駐車場・ 駐輪場を設置する場合は、緑化の工夫により、道路や隣地からの見え方に配慮する。  

④－１大門ケヤキ並木ならびに鬼子母神堂

のみどりとの連続性を考慮し、敷地や

建築物を緑化する。 

④－２道路の突き当り部分では、視線が集ま

ることを考慮し、緑化スペースを設け

る。  

④―１雑司が谷霊園や街路樹等の周辺のみ

どりとの連続性を考慮し、敷地や建築

物を緑化する。 

④－１幹線道路の街路樹など周辺のみどり

との連続性を考慮し、敷地や建築物を

緑化する。  

④－１道路に面して緑化スペースを確保す

るなど、地域のみどりの特徴を踏ま

え、周辺のみどりとの連続性に配慮す

る。  

④－２重要な景観資源に面しては、景観資源

のみどりとの連続性を考慮し、敷地や

建築物をできる限り緑化する。  

④－３道路の突き当り部分では、視線が集ま

ることを考慮し、緑化スペースを設け

る。  

⑤  大門ケヤキ並木に面して垣・ 柵を設け

る場合は、生垣とするなど、閉鎖的に

ならないように配慮する。  

⑤  道路や広場などに面して垣・ 柵を設け

る場合は、生垣とするなど、閉鎖的に

ならないように配慮する。  

⑥  照明は、夜間の景観や周囲の環境に配

慮するとともに、閉店時や夜間におい

ても閉鎖的な印象を与えないように

配慮する。  



届出対象行為（ 工作物）

〇工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 

届出規模

現 行 改正後

鬼子母神周辺・ 大門ケヤ

キ並木沿道エリア 

・ 住居系市街地 

・ 複合市街地 

○煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの。 高さ≧15ｍ 

高さ≧20ｍ 

 建築基準法 88 条に該

当する工作物等 

○昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの。（ 回転運動をする

遊戯施設を含む。）  

高さ≧15ｍ又は 

築造面積≧1,000 ㎡ 

高さ≧20ｍ又は 

築造面積≧2,000 ㎡ 

○製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫（ 建築物であるものを除く 。） その他これら

に類するもの。 

○橋梁、高架（ 鉄道・ 道路） その他これに類する工作物で河川、鉄道などを横断するもの。 すべて 

環状５の１、補助８１号

線沿道エリア 

・ 複合市街地 

○煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの。 高さ≧20ｍ  高さ15ｍ以上又は築造

面積1,000 ㎡以上 ○昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの。（ 回転運動をする

遊戯施設を含む。）  

高さ≧20ｍ又は 

築造面積≧2,000 ㎡ 

○製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫（ 建築物であるものを除く 。） その他これら

に類するもの。 

○橋梁、高架（ 鉄道・ 道路） その他これに類する工作物で河川、鉄道などを横断するもの。 すべて 

幹線道路・ 東通り沿道エ

リア 

・ 複合市街地 

・ 商業・ 業務系市街地 

○煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの。 高さ≧20ｍ 

高さ≧31ｍ 

 高さ15ｍ以上又は築造

面積1,000 ㎡以上 

○昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの。（ 回転運動をする

遊戯施設を含む。）  

高さ≧20ｍ又は 

築造面積≧2,000 ㎡ 

高さ≧31ｍ又は 

築造面積≧3,000 ㎡ 

○製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫（ 建築物であるものを除く 。） その他これら

に類するもの。 

○橋梁、高架（ 鉄道・ 道路） その他これに類する工作物で河川、鉄道などを横断するもの。 すべて 

その他のエリア 

・ 住居系市街地 

・ 複合系市街地 

○煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの。 高さ≧15ｍ 

高さ≧20ｍ 

 高さ10ｍ以上又は築造

面積300 ㎡以上 

○昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの。（ 回転運動をする

遊戯施設を含む。）  

高さ≧15ｍ又は 

築造面積≧1,000 ㎡ 

高さ≧20ｍ又は 

築造面積≧2,000 ㎡ 

○製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫（ 建築物であるものを除く 。） その他これら

に類するもの。 

○橋梁、高架（ 鉄道・ 道路） その他これに類する工作物で河川、鉄道などを横断するもの。 すべて 

７



景観形成基準

鬼子母神堂周辺・ 大門ケヤキ並木沿道 環状５の１・ 補助81 号線沿道 幹線道路・ 東通り沿道 その他

住居・ 複合 複合 複合・ 商業 住居・ 複合

（ 配置）

① 大門ケヤキ並木の保全に配慮した配置と

する。  

① 周辺環境に配慮した配置とする。 ① 周辺環境に配慮した配置とする。 ① 周辺環境に配慮した配置とする。 

② 歩行者に圧迫感や威圧感を与えないよ

うに努める。 

（ 高さ・ 規模）

① －１大門ケヤキ並木沿道では、通りか

らのケヤキ並木の見え方に配慮し、こ

れを損なわない高さ・ 規模とする。 

① －２鬼子母神堂外周部と隣接している

敷地では、鬼子母神堂からの見え方に

配慮し、鬼子母神堂境内の樹木の高さ

を著しく超えることのないよう計画す

る。  

① 周辺からの見え方に配慮する。  

② 道路や隣地への圧迫感の軽減に配慮する。 ② 住居系の建築物と隣接する場合は、圧

迫感の軽減に配慮する。 

② 道路や隣地への圧迫感の軽減に配慮す

る。  

（ 形態・ 意匠・ 色彩）

① 大門ケヤキ並木沿道では、反射材や彩

度の高い素材の使用は控え、ケヤキ並

木との調和に配慮する。 

② 色彩は、「 ２ 色彩基準」 に適合する（ ただし、コースターなどの遊戯施設で、壁面と認識できる部分を持たない工作物及び橋梁、高架等を除くが、周辺との調和に配慮する。） と

ともに、周囲との調和に配慮する。 

③ 坂道や緑道等となっている河川沿いなど、地形の変化がある場所では、その変化を生かすよう工夫する。 

（ 外構・ 緑化等）

① 外構計画は、隣接する敷地や道路など周辺との調和に配慮する。 

②大門ケヤキ並木ならびに鬼子母神堂のみど

りとの連続性を考慮し、敷地や工作物を緑

化する。  

②雑司が谷霊園や街路樹等の周辺のみどりと

の連続性を考慮し、敷地や工作物を緑化す

る。  

② 幹線道路の街路樹など周辺のみどりとの

連続性を考慮し、敷地や工作物を緑化す

る。  

②重要な景観資源に面しては、景観資源のみ

どりとの連続性を考慮し、敷地や工作物を

緑化する。  

８



８

届出対象行為（ 開発行為）

〇都市計画法第４条第12 項に規定する開発行為。（ 主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更。）  

届出規模

現 行 改正後

鬼子母神周辺・ 大門ケヤ

キ並木沿道エリア 

・ 住居系市街地 

・ 複合市街地 

開発区域≧500 ㎡ 開発区域≧500 ㎡ 

環状５の１、補助８１号

線沿道エリア 

・ 複合市街地 

幹線道路・ 東通り沿道エ

リア 

・ 複合市街地 

・ 商業・ 業務系市街地 

その他のエリア ・ 住居系市街地 

・ 複合系市街地 

景観形成基準

鬼子母神堂周辺・ 大門ケヤキ並木沿道
環状５の１、

補助81 号線沿道
幹線道路・ 東通り沿道 その他

住居・ 複合 複合 複合・ 商業 住居・ 複合

（ 土地利用）

○周辺地域の土地利用との関係に配慮し、調和した計画とする。 

○事業地域内のオープンスペースと周辺区域のオープンスペースとの連続性に配慮する。  

○事業地内に景観資源がある場合には、これを生かした計画とする。 

（ 造成）

○大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないよう工夫する。 

○擁壁や法面は、緑化などにより圧迫感を軽減する。  

９


