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Ⅰ．はじめに

１．景観形成ガイドライン公共空間編の位置づけと役割

○道路や河川、公園、学校などの公共施設は、景観を構成する重要な要素です。都市の骨格である

とともに、豊島区の景観形成の先導的役割をもつことから、地域の特性を惹き立てる景観形成

に生かしていくことが重要です。

○豊島区景観形成ガイドライン（公共空間編）は、豊島区景観計画の「景観まちづくり方針」、「景

観形成の基準」、「公共施設の景観形成の考え方」に基づき、歩道空間や広場、屋外のエントラン

ス空間などの公共施設が生み出す公共空間に特に着目し、公共施設の整備等に関する景観形成

の基本的な考え方や配慮すべき事項を示します。

○本ガイドラインが事業の計画・設計にあたって活用されることにより、豊島区らしい良好な景

観形成の促進を目指すものです。

■本ガイドラインと「豊島区景観計画」との関係

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 

（公共空間編） 
景観形成の考え方や 

配慮事項を記載・解説 
公共施設の景観形成の考え方 補足 

東京都公共事業景観形成指
針 

整合 

基づく 
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２．ガイドラインの対象となる公共施設・公共空間

〇本ガイドラインは、下記の豊島区自らが行う公共施設整備に関する景観形成の基本的な考え方

や配慮すべき事項を示します。このほか、国、東京都、及び公的機関（公的住宅供給機関等）が

行うものは、理解と協力を求めるものとします。

○また、本ガイドラインでは、人を中心とした公共空間づくりの考え方に重点を置き、豊島区自ら

が行う公共施設整備に付随する公共空間だけでなく、公開空地をはじめとした民間施設等の敷

地においても理解と協力を求めるものとします。

■ 公共空間のイメージ 

＜対象となる公共施設＞ 

・公共建築物（区役所、学校施設、文化・スポーツ施設、公営住宅など） 

・道路、橋りょう 

・公園・緑地、緑道 

＜公共空間（パブリックスペース）とは＞ 

・誰もが自由に利用できるまちに開かれた空間。本ガイドラインでは、公園や道路等の公

共施設に加え、ペデストリアンデッキや地上レベルの歩行者空間、広場などの屋外のオ

ープンスペース、オープンスペースに面する建物のピロティ、キャノピーといった共用

部を含んだ空間を公共施設として位置づけます。 

図の構成イメージ（今後ブラッシュアップしていきます）
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・歩行者空間、広場などの屋外のオープンスペース、オープンスペースに面する建物のピロ

ティ、キャノピーといった共用部などの隣合う空間が一体となって公共空間を形成します。
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３．ガイドラインの構成と使い方

（１）ガイドラインの構成

基本編

Ⅰ はじめに

１ 景観形成ガイドライン公共施設

編の位置づけと役割 

２ 対象となる公共施設 

３ ガイドラインの構成と使い方 

４ 豊島区が目指す景観まちづくり 

○ガイドラインは基本編、実践編、評

価編の３部構成となっています。

それぞれ、以下のようなときにご

活用ください。

Ⅱ 基本事項

公共施設等の景観形成に向けた基

本的な考え方をまとめています。 

１ 公共施設等の景観まちづくりに

おける役割 

２ 公共施設等の景観まちづくりの

基本的な考え方 

３ 公共施設等の景観まちづくり方

針 

基本編

○豊島区の景観形成の目標を知りた

い 

○公共施設や公共空間の景観まちづ

くりにおける役割や景観形成に向

けた基本的な考え方を知りたい 

応用編

○公共建築物や道路・橋りょう、公園・

緑地・緑道等の景観形成に向けた具

体的な手がかりを知りたい 

○何が問題で景観への配慮が必要な

のか、景観に配慮することでどんな

効果が期待されるのか知りたい 

評価編

○景観への配慮が適切に行われたのか

どうかを確認したい 

○各公共施設等の景観評価がどのよう

に活用されるのか知りたい 

本ガイドラインの役割や対象とな

る施設、構成をまとめています。 
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評価編

応用編

企
画
・
構
想
・
調
整
段
階

方針１ 地域の景観資源や特性を尊

重します 

方針２ まちづくりにおける施設の

役割を把握します 

方針３ 地域住民や企業、関連する

部署など様々な主体との調

整を図ります 

計
画
・
設
計
段
階

方針４ 景観の「地」と「図」の関係

を意識します 

方針５ 地域や周辺の公共施設との

かかわりに配慮します 

方針６ 施設の利用者や地域の目線

にたち、いきいきとした活

動を生み出します 

方針７ 安全性や機能性と景観を両

立します 

方針８ 夜間も安全に楽しめる景観

づくりに配慮します 

方針９ 時間の経過に配慮します 

維
持
・
管
理
段
階

方針 10 地域と施設のかかわりに配

慮し、維持管理の体制づく

りを進めます 

方針 11 設計意図を継承し、適切な

維持管理を進めます 

方針 12 地域に親しまれる景観を残

しながら、歴史や地域性を

継承します 

Ⅲ．方針の実現に向けた取組み Ⅳ．景観デザインの参考集

要
素
別

１ フェンス・塀類 

２ ポール類 

３ ネット類 

４ 擁壁 

５ 設備類 

６ 舗装類 

７ 駐車場・駐輪場 

８ ファニチャー

９ 植栽類 

10 照明類 

11 公共サイン・屋外広告物 

色
彩

１ 色彩の基準 

２ 街並みと調和しやすい色彩例 

Ⅴ．推進方策

ガイドラインの推進方策として、景

観デザイン評価の運用の仕組みや評価

シートをまとめています。 

１ 公共施設整備に係るデザイン評価 

２ 景観条例に基づく手続き 

個々の要素について、景観形成の考

え方を示すとともに、景観デザインの

参考となる事例を写真で紹介します。

「豊島区景観計画」で記載している

色彩基準を紹介し、景観に馴染む色彩

の考え方を解説します。 

景観まちづくり方針ごとに、方針の実現

に向けた各施設の取組みを解説します。 
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（２）ガイドラインの使い方

〇公共施設等の企画・構想、計画・設計、維持・管理の各段階において、本ガイドラインやその他

の関連計画などがどのように対応しているか、どのように使われるのかを解説します。

企
画
・
構
想
・
調
整
段
階

計
画
・
設
計
段
階

維
持
・
管
理
段
階

○豊島区景観計画

⇒豊島区の景観資源や地域の景観特性

を確認。 

○豊島区みどりの基本計画

⇒豊島区のみどりのネットワークのイ

メージや緑化の考え方を確認。 

○豊島区文化政策推進プラン

⇒豊島区や各地域の文化施策の方向性

を確認。 

Ⅱ．基本事項の確認

⇒公共施設の景観への役割や、求められ

る景観まちづくりの考え方を確認。

Ⅲ．配慮事項（１．企画・構想・

調整段階）の確認

⇒企画・構想段階における、良好な景観

形成に向けたアイデアや手がかりを

確認。 

Ⅴ．推進方策の確認

⇒事前相談・協議や届出の必要性、タイ

ミングを確認。 

Ⅲ．配慮事項（２．計画・設計段

階）の確認

⇒計画・設計段階における、良好な景観

形成に向けたアイデアや手がかりを

確認。 

Ⅳ．景観デザインの参考集の確認

⇒各施設の個々の要素等について、良好

な景観形成に向けたアイデアや手が

かりを確認。 

Ⅲ．配慮事項（３．維持・管理段

階）の

⇒維持・管理段階における、良好な景観

形成に向けたアイデアや手がかりを

確認。 

本ガイドライン 関連計画など

○景観形成ガイドライン建築物編

⇒地域区分に応じた建築物の景観への

配慮事項を確認。 

○景観形成ガイドライン屋外広告

物編

⇒良好な景観形成に向けた屋外広告物

の表示・掲出の考え方を確認。

○公共施設等総合管理計画

⇒地域区分に応じた建築物の景観への

配慮事項を確認。 
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４．豊島区が目指す景観まちづくり

（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。
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（２）池袋副都心の景観まちづくり目標

これまで築かれてきた価値観を大切に受け継ぎながら、国際性豊かな文化創造の舞台と 

して、誰もが主役となれる包容力を魅力とした景観まちづくりに取り組みます。 

新しい物語がはじまる「劇場都市」

○誰もが安全・安心に道路や公園・広場などの都市空間を舞台にして、一人ひとりが思い描くストーリーを
演じられ、ときめく「劇場都市」をめざします。
○グリーン大通りや造幣局東京支局跡地に整備される防災公園、西池袋公園など四季を彩る街路樹や建築物
の緑化などでつなぎ、みどりの回廊を創出します。
○多彩な文化を育んできた界隈がモザイク模様を織りなす魅力を国内外に発信し、東京、そして世界の中で
存在感を高めていきます。
○豊島区本庁舎の完成に続き、旧庁舎跡地の活用が具体化するなど都市の姿が大きく変わろうとする機会に
あわせて、公民が連携した個性ある美しい景観まちづくりを進めます。

＜池袋副都心の範囲＞

都市づくりビジョンで示された池袋副都心区域に池袋
副都心連携エリアを加えて、池袋副都心として一体
的に景観まちづくりに取り組みます。 

また、特定都市再生緊急整備地域は、池袋副都心
区域とあわせて重点的な景観形成を進めます。
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Ⅱ．基本事項

１．公共施設等の景観まちづくりにおける役割

（１）景観の規範となる

○公共施設は、大規模なものが多く、都市の景観の骨格を形成する要素となること、また、幅広い

人々に利用され、長期にわたって景観を形成するといった特徴を持ち、都市の景観に大きな影

響を与えます。

○自ら率先して景観形成に取組み、豊島区の景観まちづくりの先導的な役割を果たしていくこと

が期待されます。民間事業者や市民が景観形成に取り組む際の規範となるよう、積極的に景観

に配慮した整備や維持･管理を行うことが必要です。
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（２）景観の地模様となる

○景観の要素は、背景として認識される「地」と景観の中で目立って認識される「図」に分類され

ます。「地」は周辺の街並みになじませるもので、「図」は景観の主役として周辺の街並みから引

き立たせるものになります。

○公共施設は、規模が大きく、多くの人に利用されるという特徴から、一般的に景観の「地」とし

て認識されます。

○公共施設を整備する際には、シンプルですっきりとし、地域の自然環境や歴史、既存の街並みと

調和した景観づくりにより、地域の景観の地模様を整える役割が期待されます。

対象となる公共施設・公共空間のイメージ

○道路や橋りょうは、都市の基盤として基本

的に、行き交う人々の活動や沿道の街並み

を引き立てる「地」に位置づけられます。 

（立教通り） 

○利用者が限定される施設や、周辺が住宅地

など落ち着きのある街並みの施設は、それ

ほど視認性を要求されず、「地」に位置づけ

られます。（目白小学校） 

○公園は、基本的にそこで行われる人々の営み

や活動を引き立てる「地」に位置づけられま

す。（池袋本町） 
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（３）都市に開かれた空間となる

○幅広い年代・地域の人々に開放される公共施設は、不特定の多くの人々に利用される、公共空間

（パブリックスペース）となります。

○特に、道路、公園・緑地、公共建築物の広場等などの屋外の公共空間は、都市に開かれた空間と

して、人々の交流やアクティビティを創出することが期待されます。また、民有地であっても、

公開空地は同様の役割を担っています。

○公共施設を整備する際には、積極的に開かれた空間を創出するとともに、周辺の公共空間との

連携を意識し、地域全体の公共空間の質を高めていくことが重要となります。

対象となる公共施設・公共空間のイメージ（区内施設の写真）

○公園と建物の広場など、異なる施設であっ

ても、となり合う公共空間は繋がった空間

となります。（上池袋図書館・公園） 

○道路空間も、オープンカフェやマルシェな

どの活動の場となります。（池袋グリーン大

通り） 

○居心地が良い公園や広場は、日常的に人が

滞留する公共空間となります。（南池袋公

園） 

○民間開発により創出される公開空地など

は、密集市街地内で貴重なオープンスペー

スとなります。（東池袋） 
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（４）視点場となる

○公共施設は、それぞれが地域の景観要素でありながら、同時に、主要な視点場ともなります。

○公共施設を整備する際には、その場所からどのようなものが見えるのかを十分に把握し、地域

の特徴的な景観を持つ場所への見通しの確保や、良好な景観を眺められる居心地の良い空間の

形成などにより、良好な視点場としての役割を担うことが期待されます。また、多くの人々に開

かれた場である公共施設や公共空間が視点場として機能することは、景観の公共性を高めるこ

とにも繋がります。

対象となる公共施設・公共空間のイメージ（区内施設の写真）

○広幅員道路など、視界の開けた場所は、

沿道景観やスカイラインを眺望できる

視点場となります。（目白通り） 

○公園や広場は、パノラマ的な視野の広が

りのある街並みを施設内の風景と同時

に眺望できる視点場となります。（巣鴨） 

○高層建築物の上層階は、地域を俯瞰的に

一望できる視点場となります。（豊島区

庁舎からの眺め） 

○散策路等の街路空間は、歩きながら連続

的に変化する街並みを体験できる視点

場となります。（千川親水公園） 
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（５）みどりの拠点や軸となる

○公共施設の中でも、雑司ヶ谷霊園や染井霊園のまとまりのあるみどりや都市の骨格を形成する

幹線道路や河川は、都市の中でみどりの拠点や軸として位置づけられます。

○公共施設には、潤いある景観形成に向け、みどりの拠点や公園・広場などを幹線道路等の街路樹

でつなぐ、ネットワークの形成を先導する役割が期待されます。

○公共施設を整備する際には、周辺のみどりの拠点や公園・広場の植栽、道路の街路樹との連続性

に配慮し、沿道や敷地内の緑化を積極的に進めることが重要となります。

対象となる公共施設・公共空間のイメージ（区内施設の写真）

○幹線道路などの都市の骨格となる道路は

街路樹等のみどりにより、緑の軸を形成し

ます。（目白通り） 

○公園や広場は、地域にまとまりのあるみど

りを提供します。（小鳥がさえずる公園） 

○霊園等の大規模なみどりはみどりの拠点

として位置づけられています。（雑司が谷

霊園） 
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（６）地域のランドマークやシンボルとなる

○公共施設の中でも、区内外から多くの人々が利用する施設やまちづくりの拠点となる重要な位

置に立地する施設などは、地域のランドマークやシンボルとなります。

○公共施設を整備する際には、基本的には地域の既存の街並みに調和し、施設自体が主張しすぎ

ない景観づくりが求められますが、施設の用途・機能や立地から、地域のランドマークやシンボ

ルとしての役割を持つ施設においては、地域を印象づける質の高いデザインにより、地域の特

徴的な景観を際立たせる要素となることが期待されます。

対象となる公共施設・公共空間のイメージ（区内施設の写真）

○大規模な施設など、景観に大きな影響を与

えるものは、地域のランドマークとなりま

す。（豊島区庁舎） 

○区内外の多くの人の利用を目的とした公

園・緑地は、地域のランドマークとなりま

す。（南池袋公園） 

○駅前の広場と一体となった通りなどは、まち

の顔となるシンボルロードとなります。（グ

リーン大通り） 

○橋りょうなどの立体的かつ大規模な施設

は、景観において目立つ存在であり、視点に

よって地模様にも地域のランドマークにも

なります。（西巣鴨橋） 
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２．公共施設等の景観まちづくりの基本的な考え方

（１）企画・構想から維持・管理までの取組みをつなぐ

○区内に既に多くの公共施設が整備される中で、公共施設は、新たにつくるものから、既存の施設

を維持・活用していく方向へと転換が図られています。そのような社会環境の変化を踏まえ、良

好な景観形成に向けては、新設の施設の整備時の景観への配慮を考えるだけでなく、既存の施

設においても、地域の景観の向上に向け、適切な維持管理のあり方を考えることが重要となっ

ています。

○事業の企画・構想から維持・管理に至るまでのそれぞれの段階において検討された、景観への配

慮点等を次の段階に引き継ぐとともに、各事業における景観デザインの知見を取りまとめ、将

来の施設整備に適切に活用し、取組みをつないでいくことが求められています。

＜各段階における取組みのイメージ＞
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（２）公共施設等の整備により公共空間の質を高める

○良質な公共空間は人々に居心地の良い空間を提供し、暮らしを豊かにするとともに、にぎわい

を創出します。

○人を中心とした空間づくりに配慮することで、公共空間がイベントや多彩なアクティビティの

受け皿となり、都市の中で人々の交流や活動が生まれます。住民や来街者に歩いて楽しい、居心

地の良いと感じてもらえる、魅力あるまちづくりに向けて、個々の公共空間の整備によって、そ

のような質の高い公共空間づくりを行っていくとともに、１つ１つの公共空間が都市の中で他

の公共空間と一体となってにぎわいを連続させていくことが求められます。

―――――――――――― 「池袋駅周辺４公園」の整備 ――――――――――――

豊島区では、国際アート・カルチャー都市構想の実現に向け、「まち全体が舞台の、誰もが

主役になれる劇場都市」というメインコンセプトのもと、既に、公園や街路といった公共空

間に関して都市空間の開放、規制緩和が進められています。 

その取組の一環として、2016 年にリニューアルオープンした南池袋公園と 2020 年までの

整備が予定される池袋西口公園、中池袋公園（庁舎等跡地の前面）、造幣局跡地の公園の 4つ

の公園をつなぎ、街を「劇場化」することをコンセプトに池袋駅周辺の４つの公園の整備が

進められています。 

エリア特性を活かした４つの公園整備をきっかけとして、公園と周辺の公共空間や民間が

連携し、都市全体で連続したにぎわいを創出していくことが期待されています。 

既にオープンした南池袋公園では、カフェを併設し、芝生の緑豊かで居心地の良い空間が

デザインされ、憩いの場として多くの人でにぎわっています。またマルシェ等のイベント時

にはグリーン大通りと一体的に利用され、にぎわいの回遊性を生み出しています。その他、

結婚式や祭りの舞台など多様なアクティビティを生み出し、にぎわいの拠点となっていま

す。 

使用できるイメージがあれば挿入 



17 

（３）様々な主体との連携を進める

庁内の横断的な連携

○道路、公園・緑地、公共建築物の広場等などの屋外の公共空間は、公共施設間や公共施設と民間

施設をつなぐ中間的な領域となります。公共施設は事業ごとにそれぞれの担当部局によって整

備されますが、公共建築物や道路、公園等がそれぞれバラバラにデザインされるのではなく、周

辺の公共施設及び公共空間とのつながりを意識した景観づくりが重要です。

○特に公共施設が隣あう場合や複数の事業が同時期に行われる場合は、複数の事業を総合的に議

論する場を設けたり、適切な情報共有が行われるなど、庁内の横断的な連携を図ることが求め

られます。

多様な主体との協働

○公共空間の多くは、行政によって計画・管理されるものでしたが、近年は、多様な主体の協働に

よる公共空間のマネジメントの動きが活発になっています。

○都市再生特別措置法においても道路空間を活用してにぎわいのあるまちづくりを実現する制度

が新たに創設されるなど、官民連携による道路空間の維持管理や有効活用が進められています。

○また、公園の整備や維持管理においても、従来の行政主導の事業手法から転換し、区民・ＮＰ

Ｏ・企業と連携しながら整備、管理していくパークマネジメントの考え方に基づいた取組みが

進められています。

○公共空間が積極的に活用されるよう、柔軟な運用が可能となる仕組みを整える、実験的な取組

を重ね、公共空間のより良い使い方を利用者と一緒に考えるなど、地域住民や企業などの多様

な主体との協働による公共空間のマネジメントに向けた取組みの強化が求められます。

――――――――― エリアマネジメントによる道路空間の活用 ―――――――――

グリーン大通りでは、平成 27 年度に、国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域に

指定され、道路空間を活用した「国際劇場空間の創出（アートフェス）」、「コミュニケーショ

ンの創出（オープンカフェ）」「賑わい創出（マルシェ）」等の様々なイベントが展開されてい

ます。エリアマネジメント組織により、屋外広告物の掲出・管理や、その広告料収入を清掃

活動や防犯活動などのまちづくり活動に還元する取組み、オープンカフェやイベントの実施

などが行われ、安全で快適な道路空間の整備やにぎわいの創出など地域の景観の向上が図ら

れています。
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３．公共施設等の景観まちづくり方針

○公共施設等の景観まちづくりの基本的な考え方を踏まえ、企画・構想、計画・設計、維持･管理

の各段階に応じた、景観まちづくりを進めていく上での基本方針を示します。

方針１ 地域の景観資源や特性を尊重します

○地域に親しまれる施設づくりに向けて、自然環境や地域の伝統、文化、歴史への配慮、

さらには施設に対する地域の思いを継承し、積極的に活用していくことが大切です。

地形・自然、歴史・文化、まち・界隈の計画地周辺の景観特性を十分に読み解き、地

域の景観の文脈を継承していきます。

方針２ まちづくりにおける施設の役割を把握します

○公共施設が、地域、あるいは区全域で見た場合に、施設が景観やまちづくりにおいて

どのような役割を求められるのか把握し、施設の景観のあり方を明確にします。

方針３ 地域住民や企業、関連する部署など様々な主体との調整を図ります

○道路と公共建築物や公園と公共建築物など、異なる施設が隣接する場合や周辺にある

場合、施設間で一体的な景観を形成することが重要です。事業の早期段階で関連する

様々な主体との調整を図ります。

企
画
・
構
想
・
調
整
段
階
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方針４ 景観の「地」と「図」の関係を意識します

○景観の要素は、景観の主役となる「図」と背景となる「地」に分類されます。「地」

となる要素が互いに調和し、地域全体としてまとまりのある景観をつくり、その中

で「地」となる要素が街並みのアクセントとなり、地域を印象づけるような景観を

つくることで、まとまりと魅力のある景観の形成を図ります。

○対象施設が景観の中で「図」となるか「地」となるかを見極め、「地」であれば周辺

の街並みになじませるデザイン、「図」であれば周辺の街並みから引き立たせるデザ

インにより、個々の施設が主張しあうのではなく、メリハリのある景観の形成を図

ります。

方針５ 地域や周辺の公共施設とのかかわりに配慮します

○計画にあたっては、対象施設単体だけでなく周辺地域を一体的に捉え、周辺の街並

みと連続性のある景観の形成を図ります。

○計画地周辺で、同時期に民間の開発や異なる公共施設の整備がある場合には、早い

段階で関係者間の調整を図り、景観の一体性や連続性を確保します。

方針６ 施設の利用者や地域の目線にたち、快適な公共空間づくりに配慮します

○人々の活動や暮らしの営みも景観を形づくる重要な要素です。魅力的な都市づくり

に向けては、交流やアクティビティなどの賑わいを創出し、地域の景観を印象づけ

る公共空間の形成が重要となります。人を中心とした空間づくりにより、にぎわい

や交流のある景観を創出します。

方針７ 安全性や機能性と景観を両立します

○公共施設の整備にあたっては、安全性や機能性の確保が優先されますが、そのため

に景観への配慮を怠ってもいいということにはなりません。安全性と機能性を十分

に確保した上で、優れた景観の形成を図ります。

方針８ 夜間も安全に楽しめる景観づくりに配慮します

○ライフスタイルの多様化による夜間の外出機会の増加や照明技術の進歩などを背景

とし、夜間景観の重要性が高まっています。周辺の地域環境や安全性に配慮しなが

ら、夜間の賑わいを創出し、地域の景観を印象づける、個性豊かで魅力的な夜間景

観の形成を図ります。

方針９ 時間の経過に配慮します

○公共施設は長期にわたって利用されることから、時間の経過による施設の景観の変

化を見据えたデザインが求められます。

○また、施設の劣化等による景観の悪化を防ぐため、持続的な維持管理に配慮したデ

ザインに取組みます。

計
画
・
設
計
段
階
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活
用
・
管
理
段
階

方針９ 地域と施設のかかわりに配慮し、積極的な活用を進めます

○公共施設は、長期にわたって人々に利用される中で、施設への愛着や誇りを育み、

地域の良好な景観形成につながるものと考え、施設の維持・管理、運営においても

地域との連携を検討し、地域住民の施設へのかかわり方をデザインします。

方針１０ 設計意図を継承し、適切な維持管理を進めます

○区内には既に多くの公共施設が整備されている中で、今後は維持・管理が果たす役

割が大きくなります。将来にわたって良好な景観が保たれるよう、景観に配慮した

維持・管理を進めます。

○民間や区民団体に施設の維持・管理、運営を委託する場合にも、計画・設計時の意

図を十分に伝え、適切に引き継ぎます。

方針１１ 地域に親しまれる景観を残しながら、歴史や地域性を継承します

○施設の改修や修繕にあたっては、計画・設計時の意図に十分に配慮するとともに、

地域の人々が愛着を感じているものなど、現状の景観の良い部分の継承を図ります。

○また、現状の施設に地域の景観を損ねている要素がないか検討し、改善を図ります。
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Ⅲ．方針の実現に向けた取組

１．企画・構想・調整段階

方針１ 地域の景観資源や特性を尊重します

取組１ 地域の景観資源や特性を事前に調査し、景観の文脈を継承する

・地域の特性を考えずに公共施設等を整備してしまうと、どの地域でも同じような画一的な景観

となり、地域の個性ある景観を損なってしまいます。

・地域の特性に配慮した景観づくりの手がかりを得るために、計画地や計画地周辺の見学や、地域

の文献資料、地域の関係者へのヒアリング等の事前調査により、地域の景観資源や特性を把握

し、景観の文脈が残せるよう企画・構想を行います。

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路

①計画地周辺の地域の歴史を伝える樹木や歴史的な建造物、文化財などを把

握し、計画地周辺からの見え方などを確認し、地域の歴史の文脈を踏まえ

た施設整備の方向性を検討する。 

― 

建築物 公園 道路
②地形や計画地周辺の街並みの特徴など、地域の景観を特徴づけている要素

を把握し、地域と調和する施設整備の方向性を検討する。 
― 

建築物 公園 道路
③地域に自生する植生や周辺の緑の分布などを把握し、地域の自然環境の保

全、継承の観点から施設整備の方向性を検討する。 
― 

建築物 公園 道路
④地域のお祭りやイベントなどの開催時期や場所などを整理し、地域住民の

暮らしの風景を把握し、求められる施設整備の方向性を検討する。 
― 

建築物 公園 道路
⑤周辺の様々な視点場からの計画地の見え方、計画地からの見え方を確認

し、見る見られるの関係を意識した施設整備の方向性を検討する。 
― 
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取組のポイント

○景観は、視点との距離によって、「近景」、「中景」、「遠景」に３つに分類されます。地域の景観

を考えるアプローチでも、３つの景観のスケールに対応して、「建物単体とその周辺レベル」、

「街区や地区のレベル」、「地域全体を対象とするレベル」から、対象敷地の環境を捉えることが

重要です。 

＜近景・中景・遠景から見た対象敷地の環境のイメージ＞

○ある地域の景観の特徴は、「自然」、「空間」、「活動」、「歴史」の４つの視点に分類されることが

一般的です。 

○４つの視点から分類された地域の景観的な特徴を地域、地区、単体の３つのレベルで捉える作

業が、地域の景観の特徴を読み解く上で有効です。 

（出典：東京都 周辺環境に配慮するための手引き、1997）
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方針２ 施設のまちづくりにおける役割を把握します

取組１ 施設の位置づけや地域の景観方針を整理します

・施設単体の景観の良し悪し考えるのではなく、施設の整備が、地域全体の景観の向上に寄与する

ためにどうあるべきかを考えることが重要です。

・区の上位計画や関連計画などから計画する施設の位置づけや、計画地周辺の地域の目指す姿を

整理し、企画・構想段階で施設の景観に対するコンセプトを明確にします。

・景観形成に関して、独自のルールやまちづくりの取組みを持つ地域においては、施設の景観に対

するコンセプトとそれらとの整合を図ります。

取組２ 地域住民等のニーズを捉えます

・実際に施設を利用する地域住民等のニーズをしっかりと捉え、企画・構想段階で施設のあり方を

検討することが重要です。事業の企画・構想段階において、地域の人々が、どのような景観に愛

着や誇りを感じているのか、どのような空間や機能を必要としているのかなど、地域住民の声

を聴く機会の創出を図ります。

・また、事業の企画・構想段階から、地域住民が加わることは、施設の維持・管理や運営における

地域住民との連携を検討する上でも効果的です。

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路 ①関連計画から施設の位置づけを把握し、。 ― 

建築物 公園 道路
②豊島区景観計画にある地域の景観まちづくり方針や、地区計画、建築協定

などの地域の景観に関する方針を整理し、それらと整合を図る。 
― 

建築物 公園 道路
③関連計画等から地域の課題を把握し、密集した市街地では、ゆとりある空

間を提供するなど、地域にどう貢献できるのかを検討する。 
― 

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①地域住民の活動の拠点となるような空間を設計する際には、ワークショッ

プなどの区民参加の場を設ける。 
― 

建築物 公園 道路
②アンケートやヒアリングなどにより、区民の意見を把握する。 

― 

建築物 公園 道路
③人の流れや休日のにぎわいなど計画地周辺の暮らしの様子を把握し、施設

の利用者や施設に必要な機能などを検討する。 
― 

建築物 公園 道路
④従前の施設や公共空間が地域でどのような役割を担ってきたのかを把握

する。 
― 
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景観のもう一声事例 

○公園の整備に向け、地域住民とのワークショップを行ったところ、「子どもがボール遊びをでき

る公園にして欲しい」という意見と、「ボール遊びへの安全の配慮が必要」という意見が出され

た。そこで、両者の意見を踏まえ、公園内にボール遊びのできる広場と広場を囲うフェンスを設

置した。 

より良い景観形成に向けたアドバイス 

・地域の人々の要望を直接聞き、計画に反映することはとても良い取組みですが、全ての要望

や提案をただ取り入れるだけでは、全体としてちぐはぐな空間ができあがってしまいます。

・例えば、「公園の安全性を高めるため、フェンスを設置する」など地域の要望に対する分か

りやすい解決策は、設置したフェンスによって、公園と隣り合う施設への見通しが悪くなっ

てしまうなど、結果として景観を損なうこともあります。 

・施設の役割やコンセプトを明確にし、地域と共有した上で、景観づくりの様々な選択肢を提

示しながら、地域の意見を積み上げていくことが重要です。 
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方針３ 関連する様々な主体との調整を図ります

取組１ 関連する事業との調整を図ります

・同一の地域や隣接する敷地において、異なる事業者により複数の事業が、それぞれの方針で実施

されると、統一感のない景観が生まれてしまいます。景観形成について共通の認識を持って事

業を進めるために、構想段階から計画地周辺の事業を把握し、必要に応じて企業、東京都、関連

する部署などと調整を図ります。

取組２ 専門家と連携します

・質の高い景観形成に向け、事業の早期段階で、景観の専門家から助言や指導を受けるなど、専門

家との連携を図ります。

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路

①計画地周辺に同時期に構想中の公共施設や民間施設がある場合、それらの

施設との一体的な景観づくりが図れないか、庁内の所管課や民間事業者へ

の働きかけを行う。 

― 

建築物 公園 道路

②計画地周辺や隣接して立地する公共施設がある場合、それらの施設との一

体的な公共空間の形成・活用が図れないか、庁内の所管課や民間事業者へ

の働きかけを行う。 

― 

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①必要に応じて景観アドバイザーや豊島区景観審議会デザイン検討部会の

委員等の専門家のアドバイスを受ける。 

要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②事業の規模に応じて、専門家を交えた委員会を設置する。 

― 
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取組のポイント

○事業を担当する部署が中心となって、国や東京都等の関係機関、庁内の関連部署との調整を行

います。 

○その過程においては、景観担当部署と十分に協議し、必要に応じて景観アドバイザー等の専門

家の助言を受けましょう。 

事業担当部署 

景観担当部署 

景観アドバイザー 

国・東京都等 
関係機関

豊島区庁内関連部署 
○道路整備課 
○公園緑地課 
○施設整備課 
○学校施設課 

調整 

調整 

相談 

要請 

助言 

民間事業者 

連携・情報共有
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２．計画・設計段階

方針４ 景観の「地」と「図」の関係を意識します

取組１ 「地」となる施設は周辺の街並みになじませる

・周辺の街並みとの調和に配慮されていない規模や意匠、色彩の施設は、街並みに対して違和感や

煩雑な印象を与え、周囲から浮き立った存在となってしまいます。まとまりある良好な景観づ

くりに向けて、周辺の建築物等と調和したデザインや突出感を軽減する工夫により、周辺の街

並みになじんだ施設づくりを行います。

取組２ 「図」となる施設は地域の景観の魅力を高める質の高いデザインとする

・地域のランドマークとなる施設は、多くの人に利用され地域の景観を印象付ける重要な要素と

なります。周辺の街並みのアクセントとして、地域の歴史や文化を表現する工夫や地域の新た

な魅力を引き出す工夫により、シンボル的で質の高いデザインを取り入れます。

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①建築物や付帯する設備等には、彩度の高い色や派手な色は使用せず、周辺

の街並みと調和する色彩を用いる。 

要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②外壁や舗装等の素材や植栽には、地域特有のものがあればできる限り取り

入れる。 

要素別

P 

建築物 公園 道路 ③外壁等には光沢のある素材や反射性の高い素材は使用しない。 ― 

建築物 公園 道路
④街並みのスカイラインや周辺への眺望の確保を意識した形態や意匠とす

る。 

― 

建築物 公園 道路
⑤大規模な施設では、周辺への圧迫感の軽減に配慮し、歩道からのセットバ

ックや壁面の分節化や色彩の工夫、植栽の設置などに努める。 
― 

建築物 公園 道路

⑥下から見上げられることが多い高架橋などは、周辺への圧迫感の軽減に配

慮し、桁の形状や橋脚と桁の一体化、植栽等による緩衝、色彩の工夫など

に努める。 

― 

建築物 公園 道路
⑦すっきりとした印象となるよう付帯する設備等はできる限りまとめたり、

建築物と一体的にデザインする。 

要素別

P 

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路 ①地域の歴史･文化を象徴する素材・意匠等をデザインに取り入れる。 ― 

建築物 公園 道路 ②計画地の土地の記憶や地域の愛着のある風景をデザインに取り入れる。 ― 

建築物 公園 道路
③施設のテーマや地域のイメージを踏まえて、ふさわしいアートなどを設置

する。 
― 

建築物 公園 道路
④ライトアップやプロジェクションマッピングなどにより、夜間景観を演出

する。 

要素別

P

建築物 公園 道路
⑤駅前など地域の顔となる通りなどでは、並木によるビスタ景観の形成や曲

線的な通りでのシークエンス景観の形成など、印象的な景観を演出する。
― 

建築物 公園 道路 ⑥「図」となる施設においても、過剰なデザインは避ける。 ― 



29 

参考事例

景観のもう一声事例

○施設の外観を景観計画の色彩基準の適用範囲内の色で検討し、白と黒を基調とした、都会的で

シャープな印象にデザインを行った。 

より良い景観形成に向けたアドバイス 

・景観は、施設単体のみのデザインの良し悪しではなく、周辺との関係を考えることが大事です。

大きな規模の施設で黒色の外壁を用いると、ヒューマンスケールで見た際には、周辺に大きな

黒い壁をつくっていることになります。 

・景観計画の基準内の色彩なら問題ないと考えず、周辺の街並みの特徴をしっかりと捉え、その

地域に馴染むデザインを考えることが重要です。 

▲（取組 1-①、1-④ 長崎市・長崎港松が枝国際

観光船埠頭） 

隣接する公園から連続する緩やかな緑の地形と

することで周囲の景観に溶け込むデザインとな

っている。高さを抑えることで、港への眺望を確

保するとともに、屋上庭園を開放し、新たな視点

場を創出している。 

▲（取組 2-①、2-⑤ 札幌市・北三条広場） 

広場には地域に親しまれる赤れんが庁舎の外

構と同じレンガが用いられ、イチョウ並木と赤

れんが庁舎への象徴的なビスタ景観によりデ

ザイン性の高い空間が形成されている。 

▲（取組 1-①、1-② 豊島区・目白小学校） 

外壁は、落ち着いた色彩で周辺との調和を図り、

目白通りの銀杏並木に溶け込むデザインとなっ

ている。また、通りに面したバルコニーを壁面緑

化することで、目の前の学習院大学のみどりとの

連続性を形成している。 

▲（取組 2-①、2-③ 品川区・戸越銀座駅） 

地域住民の愛着が深い木造の駅舎を継承し、切

妻屋根をシンボルに、多摩産の木材をふんだん

に使った温かみのある空間を形成している。 
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方針５ 地域や周辺の公共施設等とのかかわりに配慮します

取組１ 周辺の公共施設等と一体的な景観づくりに配慮する

・個々の公共施設において良好な景観形成を進めることはもとより、周辺の公共施設等と一体と

なった景観づくりにより、連続的な街並みや回遊性のある空間の形成、多様な活動の展開など、

公共施設とそれらをつなぐ公共空間が一体となった地域の魅力づくりを進めていきます。

取組２ 周辺の公共施設等との視覚的なつながりに配慮する

・周辺の公共施設等への視覚的なつながりに配慮し、互いに「見る」、「見られる」の関係をつくる

ことで、地域との関係性がより豊かになります。

・また、景観の「見られる」対象として、周辺の公共施設等からの様々な見え方を意識し、良く見

える場所では印象的な景観を演出し、景観上好ましくないものは見えないよう修景します。

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①周辺の公共施設のオープンスペースや民間開発による公開空地などと一

体的に機能する公共空間を確保する。 

要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②周辺の公共施設等との関係を考慮し、通り抜けできる動線を確保する。

建築物 公園 道路
③隣接する公共施設等との境界部分を一体的な舗装にするなどデザインの

繋がりを考慮する。 

建築物 公園 道路
④植栽、公共サインなどの要素に共通のテーマ性を設け、周辺の公共施設等

と景観の統一感を持たせる。 

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①地域資源や他の公共施設など、周辺の眺望対象への視線の抜けを確保する。要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②アイストップとなる部分や街角、エントランス周り、橋詰空間など視線の

集まる場所では、デザインの工夫や植栽などを積極的に行う。 

建築物 公園 道路

③駐車場や設備等は通りから見えないよう配置するとともに、隣接する住宅

への影響にも配慮する。やむを得ず、通りに面する場合は植栽などで目隠

しを行う。 

建築物 公園 道路
④敷地周辺の条件を考慮し、一方向だけでなく、複数の通りに対しても正面

性のあるデザインとなるよう工夫する。 

建築物 公園 道路

⑤建築物に複数のテナントを入れる場合には、個々のテナントが自由に広告

物を掲出し、景観を阻害することがないよう、積極的にデザインの誘導を

図る。 
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取組３ 緑のネットワークづくりに配慮する

・連続した街並みづくりにおいて、周辺の緑との関係性も重要となります。周辺の緑と連続性を確

保し、ネットワークを形成していきます。

参考事例

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①周辺の緑と連続させるよう、道路に面する部分など、敷地の外側から見え

る部分を積極的に緑化する。 

要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②周辺の街路樹や地域の重要な緑との連続性に配慮し、樹種の選定や樹木の

配置を行う。 

▲（取組 1-①、1-③  千代田区・丸の内仲通り） 

歩行者空間だけでなく、車道にも自然石の舗装を施

され、街路と両側の建物ファサードを合わせた通り

全体が一体的に整備され、ソフト的な取組も合わせ

て、賑わいを創出している。 

▲（取組 1-①、3-② 茨木市・岩倉公園） 

公園と隣接する立命館大学キャンパスのオープン

スペースが一体的な空間として整備されている。植

栽などを揃えることで、景観に一体感を持たせ、敷

地の境界を感じさせない空間を形成している。 

▲（取組 1-②、2-④  日向市・日向駅） 

駅施設ではまちに対してファサードをすべてガラ

スとし、広場に向けて人と駅を繋ぐ大キャノピーを

設けている。広場は、どこからでもアクセス可能な

全方位的構成、駅舎と野外ステージに正面性をもっ

たデザインとなっている。 

▲（取組 2-①  横浜市・汽車道） 

「ナビオス横浜」のホテルビルト部に開口部を設け

ることで、汽車道から赤レンガ倉庫への見通し景観

を確保している。 
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方針６ 施設の利用者や地域の目線にたち、快適な公共空間づくりに配慮します

取組１ にぎわいが連続する公共空間づくりに配慮する

・人々の交流や活動、憩いを生み出す装置として、道路の歩行者空間や公園、公共建築物の敷地内

の広場空間等の都市に開かれた公共空間を積極的に提供します。

・地域全体で人々の多彩なアクティビティが生まれ、にぎわいが連続する空間づくりに向け、周辺

の公共施設や民間の施設との公共空間をゆるやかにつなげます。

取組２ 歩行者を中心とした空間づくりに配慮する

・楽しく歩ける街並みの形成に向け、道路やその他の公共施設が一体となって歩行者ネットワー

クを形成するとともに、歩行者の視点からヒューマンスケールに配慮し、にぎわいや変化が感

じられる空間づくりを行います。

取組３ 具体的な利用シーンを想定した設えに配慮する

・利用者の目線が考慮されていない公共施設では、公共空間を確保しても、それが十分に活かされ

ない空間となってしまいます。地域の特性に応じた利用者像から、子どもの遊び場や働く人に

向けた休憩スペース、来街者の待ち合わせなど、具体的な利用シーンを想定し、機能のつながり

を意識した配置やソフト的な仕掛け、景観のしつらえを考えます。

・公共空間において、新たに暮らしや活動がどのように展開されるのか提案することも、にぎわい

の創出に効果的です。

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①隣接する公共施設のオープンスペースや民間開発による公開空地などと、

空間的・視覚的に一体となった公共空間を確保する。 

要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②連続する公共空間において、移動空間と滞留空間を植栽やファニチャー等

によりゆるやかに形成する。 

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①周辺の道路と一体となってゆとりある歩行者空間を確保する。 要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②建物の低層部には、交流や活動を創出する機能を配置し、内部のにぎわい

が感じられる開放的なデザインとする。 

建築物 公園 道路
③周辺の公共施設等との歩行者空間や広場空間の回遊性に配慮し、自由に通

り抜けできる動線を確保する。 

建築物 公園 道路
④植栽やファニチャー、曲線状の空間構成などにより、景観に奥行きや変化

をもたせる。 
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参考事例

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①植栽の位置にも配慮し木陰や陽だまり空間にベンチ等のファニチャーを

配置する。 

要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②周辺の景観資源などが眺められる位置にベンチ等のファニチャーを配置

する。 

建築物 公園 道路
③公共空間に面して、カフェを配置するなど、食事やお茶をしながら通りや

人々の活動の眺めを楽しめる場所をつくる。 

▲（取組 1-②、3-③  目黒区・自由が丘地区） 

都心の商業空間でありながら、随所に緑とベンチが

配置され、集い・憩いの場として多くの人に利用さ

れている。沿道の商店も通りに開く店構えが増える

など、周辺にも効果が波及し、歩いて楽しい空間が

生まれている。 

▲（取組 1-①、2-③ 横浜市・グランモール公園） 

美術館や商業施設と隣接する敷地の中で、中央に通

り抜け空間を設けるとともに、隣接施設と公園との

中間領域となる様々な滞留空間を各所に設けるこ

とで、憩いと賑わいを創出している。 

▲（取組 1-②、2-④  日向市・日向駅） 

境界部をつくらないで、起伏と木立の組み合わせ

により周囲を眺めながら腰をおろせるような、人

の溜まる場所を形成している。駅前の整備によ

り、歩行者数が増加したり、広場では市民が企画

するイベントが多数開催されるなど、賑わいを創

出している。 

▲（取組 2-①、3-① 千代田区・丸の内仲通り） 

建物のセットバックによって生み出された民有地

と区道が一体となってゆとりある歩行者空間を形

成している。街路樹の間にはベンチやファニチャー

が設置され、憩いの場として多くの人に利用されて

いる。 
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方針７ 安全性や機能性と景観を両立します

取組１ ユニバーサルデザインと景観デザインの両立に配慮する

・公共施設や公共空間は、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインに配慮することが求められ

ます。ユニバーサルデザインの観点から整備されたものが、周辺から過度に目立つなど、景観を

阻害する要素とならないよう、ユニバーサルデザインを満たしつつ、景観としても優れたデザ

インを検討します。

取組２ 安全で快適な歩行者空間づくりに配慮する

・歩行者空間の安全性や快適性を高める工夫は、まちににぎわいを生み出す上で重要ですが、その

際にも、景観を損ねないよう周辺の街並みと調和したデザインに配慮します。

取組３ 施設の防犯性と景観デザインの両立に配慮します

・利用者の限定された公共施設等は、防犯やプライバシーの観点から、敷地境界に柵や塀が設けら

れ、閉鎖的で単調な景観となっている施設も多くあります。防犯性に配慮しながらも、できる限

り地域に対して開放的な空間となるよう工夫します。

・また、施設の整備により、地域の防犯性の向上にどのように寄与できるのかを考えることも必要

です。敷地内や外部からの見通しをよくし、死角となる場所をなくしたり、夜間照明の工夫によ

り、施設や地域の防犯性を高めます。

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①案内サインは誰もが見やすいよう、表現や色彩を工夫するとともに、周辺

の街並みとの調和にも配慮する。 

要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②誘導ブロックなど、視認性を高める必要のあるものを設置する場合も、過

度に目立つ色彩や素材の使用は控える。 

建築物 公園 道路
③通路から入口へのアプローチ等の段差の解消や車椅子等の出入りが可能

な通路幅などに配慮する。 

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①駐車場は、歩行者の動線と車の動線が交差しないよう配慮する。 要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②交通安全に配慮し、車道部分と歩行者空間の舗装材を変える場合も、過度

に目立つ色彩等の使用は控える。 

建築物 公園 道路
③交差点部では、見通しに配慮する。 
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参考事例

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①境界部の塀やフェンス等を設置する場合は可能な限り低くする、または生

垣や樹木とする。 

要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②敷地内や建物内及び外部からの見通しが確保され、死角となる場所がなく

なるよう施設内の植栽や施設の配置計画を工夫する。 
― 

建築物 公園 道路
③周辺地域の特性を踏まえ、外構の照明や建築物内部からこぼれる明かりに

より、夜間でも暗がりにならないようにする。 

要素別

P 

▲（取組 3-②  福岡市・警固公園） 

築山の撤去・中央園路と中央広場の設置により、

公園内外の見通しと動線を確保し防犯効果を向

上させている。公園の再整備後、隣接する商業ビ

ルが外壁のガラス化するなど、周辺への波及効果

も見られた。 

▲（取組 2-②  出雲市・神門通り） 

道路舗装を石畳とし、趣のある参道のデザインを

形成するとともに、機能面でも歩道と車道をフラ

ットにし、そのボーダーを曖昧にさせることで、

そぞろ歩きのできる歩行者中心の空間を形成し

ている。 

▲（取組 2-②  豊島区・172 号線） 

歩道と自転車レーンの舗装をまとまりのある色

彩で区分しており、通りとして一体感を損なわな

いデザインとしている。 
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方針８ 夜間も安全に楽しめる景観づくりに配慮します

取組１ 地域の個性を引きたてる夜間景観の形成に配慮する

・夜の賑わいや回遊性を向上させ、地域の魅力を引きたてるため、その空間での人々の活動や営み

を念頭においた、夜間景観を形成します。

・また、照明の明るさや強さ、光の質等によって光のヒエラルキーをつくり夜間景観の地となり、

賑わいづくりや公共的空間の夜間での利用促進につながる施設を際立たせることが必要です。

取組２ 安全かつ快適な夜間照明に配慮する

・区民や来街者が夜間に安心してまちを楽しめるように、夜間照明を確保します。また、地域の特

性に応じた照度・輝度など、周辺環境との調和に配慮した照明により、光の質を向上させ、快適

に過ごせるまちをつくる。

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路

①地域のランドマークとなっている施設など、夜間景観の「図」となる施

設では、ライトアップやイルミネーション等により、賑わいを演出す

る。 

要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②「地」となる施設では、周辺の光の演出を踏まえ、光の色相を合わせた

り、明るさを抑えるなどの調整を図る。 

要素別

P 

建築物 公園 道路

③周辺の公共施設や公共空間の夜間景観と連続するように、それらをつ

なぐ通りをライトアップするなど、歩いて楽しむ面的な夜間景観の形

成に配慮する。 

要素別

P 

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①まぶしく不快な光（グレア）を抑制するため、上方に無駄な光を拡散させ

ないような照明器具の配置や器具配光に配慮する。 

要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②地域の特性や照明の目的に応じて、適切な色温度の設定や演色性に配慮す

る。 

要素別

P 

建築物 公園 道路
③十分な明るさを確保する場所と憩いの空間など落ちついた暗さを求める

場所など、空間の機能と照明の役割を考慮した照明計画を行う。 

要素別

P 
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参考事例

――――――――― アフター・ザ・シアターの取組み ―――――――――

区では、感激後（アフター・ザ・シアター）の余韻を安全安心に楽しめる場の創出を目指

した取組みを進めています。 

舞台や音楽などを楽しんだ人々がすぐに帰宅するのではなく、食事や博物館などを満喫し、

街を巡り楽しんで頂くのにはどうすれば良いのか。2017 年末から「豊島区アフター・ザ・シア

ター懇談会」が開催され、区がターゲットにすべき客層や、必要なコンテンツなどについて、

幅広い有識者が議論を重ねてきた。 

公共空間をデザインするにあたり、そこでの人々のアクティビティや、区が目指している

夜の街のあり方を念頭におき、互いに連携する必要があります。 

▲（取組 1-①、1-②  千代田区・中央合同庁舎） 

夜間でも楽しめるよう歴史的・文化的な施設をラ

イトアップし、周辺の明るさを抑えることで施設

を中心とした夜景を際立たせている。 

▲（取組 1-①、1-③  千代田区・御幸通り） 

東京駅丸の内駅舎と駅前広場で一体的にライト

アップやイルミネーションをイベント的に行い、

夜間の賑わいを演出している。 

▲（取組 2-①、2-③  豊島区・南池袋公園） 

中央の芝生広場には照明を設けず、隣接するカフ

ェから漏れ出した灯り、樹木やステップフロアを

活用した間接的な照明が街灯の役割を担い、落ち

着いた明るさを生み出している。 
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方針９ 時間の経過に配慮します

取組１ 維持管理を想定した整備やルールづくりに配慮する

・公共施設の整備を事業の完了と考えず、その先を見据え、公共施設を有効に活用していく視点

や、長期に渡って良好な景観を保つ視点を持ち、計画・設計段階においても、維持管理を想定し

たルールづくりを進めます。

・また、時間の経過による施設の劣化の軽減や施設の維持管理のコスト低減に配慮し、劣化がしに

くい、維持管理がしやすいといった視点を持って整備を行います。

取組２ 時間の経過による素材の変化、植栽の成長など時間の流れに配慮する

・時代を超えて評価される景観の形成に向けて、飽きのこないデザインや使用する素材や植栽が

時間の経過とともに変化することを見据えたデザインに配慮します。

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①景観の保全の観点を加味した維持管理の計画を作成する。 要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②素材は、汚れが目立ち難いものや耐久性のあるもの、補修しやすいものを

使用する。 

要素別

P 

建築物 公園 道路
③落葉樹や果実のなる樹を植える際は、植栽場所に留意し、害を及ぼす鳥な

どに配慮する。 

要素別

P 

建築物 公園 道路
④手入れのしやすい樹種を選定するなど、維持管理の体制を想定し、樹種や

植栽の場所を検討する。 

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①樹木や花などは四季が感じられるよう、樹種を選定する。 要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②大きくなる樹種を植える際は、広い空間が確保できる場所を選ぶなど、樹

木が生長した後を想定し、周辺環境と樹木のバランスを考える。 

要素別

P 

建築物 公園 道路
③自然素材など、時間の経過により深みの出る素材を使用する。 要素別

P 
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参考事例

景観のもう一声事例

○広場の植栽において、地域に多く自生しており、地域住民からも親しまれている樹種があった

ため、広場に配置する樹木を全てその樹種に統一した。 

より良い景観形成に向けたアドバイス 

・地域の代表的な樹種をシンボルツリーとして、景観形成に生かすことは良いことですが、地

域の代表的な樹種のみが増えてしまい、単調な景観ができてしまう懸念もあります。 

・単一樹種にこだわらず、できるだけ多くの樹種を用いることで、季節による変化を演出する

こともできます。春の花や初夏の新緑、夏の木陰や秋の紅葉、そして冬の落葉等、季節ごと

の変化を意識し、それぞれの季節で、みどりの「図」と「地」の関係を整理した植栽の選定

を行うことが重要です。 

▲（取組 1-①、1-④  横浜市） 

せん定頻度を高め樹木へのダメージ減らすと共

に、周辺の状況や樹種に応じて、樹形や選定方法

を定め、計画的な維持管理が行われ、美しい並木

と街並みが形成されている。 

▲（取組 1-②  日向市・日向駅） 

「木を使ったまちづくり」というコンセプトの

下、地元団体による樹種選定、防水や防腐処理等

の実験を実施し、道路付属物に木材を活用してい

る。 

▲（取組 1-①、1-④  横浜市） 

ケヤキ、シナノキ、アメリカフウ、カツラ、シマ

トネリコなど多様な樹種で、線状の空間を強調す

る街路樹ではなく、庭的な空間を作り出し、四季

の変化を演出している。 
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３．管理・活用段階

方針１０ 地域と施設のかかわりに配慮し、積極的な活用を進めます

取組１ 地域活動の場として公共空間を活用する

・地域住民が施設や地域の景観に愛着、誇りを感じてもらえるよう、地域の活性化やコミュニティ

の形成につながる地域活動の拠点として、公共空間の柔軟な活用に取組みます。

取組２ 地域と連携したマネジメントの仕組みづくりに取組む

・将来にわたって持続可能な体制づくりに向けて、公共空間の活用や維持管理を一体的に進め、地

域の多様な主体との連携した公共施設や公共空間のマネジメントの仕組みづくりに取組みます。

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①公共空間を中心に、オープンカフェやマルシェ等のイベントを実施するな

ど、様々な交流やアクティビティの充実を図る。 

要素別

P○ 

建築物 公園 道路
②地域の課題やニーズに対応した公共空間の利用のルールづくりなど、公共

空間を柔軟に活用するための仕組みづくりを検討する。 

要素別

P 

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①住民参加による花壇の整備や落葉、ゴミ拾いなど、施設の維持管理の仕

組みづくりを検討する。 

― 

建築物 公園 道路
②公共空間の維持管理・運営を行うマネジメント組織の立ち上げを支援

する。 

― 

建築物 公園 道路
③屋外広告物の広告料収入をまちづくり活動に還元する取組みなど、持

続的な維持管理の仕組みづくりを検討する。 

― 
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参考事例

▲（取組 2-①、2-②  豊島区・大門ケヤキ並木） 

地元住民の有志により「鬼子母神大門欅並木保存

会」を立上げ、ケヤキ並木の保存に関するさまざ

まな活動に尽力し、ケヤキ並木を後世に伝える活

動を行っている。 

▲（取組 1-①、2-② 豊島区・池袋グリーン大通

り） 

道路空間を活用し、エリアマネジメント組織によ

り、屋外広告物の掲出・管理や、その広告料収入を

清掃活動や防犯活動などのまちづくり活動に還元

する取組み、オープンカフェやイベントの実施な
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方針１１ 設計意図を継承し、適切な維持管理を進めます

取組１ 景観に配慮した維持管理を行う

・計画･設計時に景観に対してどのような意図を持って施設が整備されたのかを理解し、維持管理

においても景観への配慮の視点を持った取組みを行います。

・公共施設や公共空間がいかに素晴らしいデザインでも、整備後に付け加えられた設備等が、施設

等の設計意図を踏まえず加えられると、ちぐはぐな景観が生まれてしまいます。新たに設備等

を取り入れる場合にも、今ある景観と調和するよう配慮します。

取組２ 管理・運営を外部に委託する際にも設計時の意図を継承する

・施設の整備や維持管理、運営における民間活力の活用が進められており、公民連携の施設づくり

が進められる中で、民間の施設部分や民間が施設の維持管理、運営を行ケースも増えています。

管理・運営を外部に委託する際にも、公共施設としてふさわしい景観への配慮が求められるこ

とから、設計時の意図が継承されるよう、仕組みづくりに取組みます。

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①施設の景観に配慮した点について、維持管理計画基づき定期的にメン

テナンスを行う。 

― 

建築物 公園 道路 ②樹木等の剪定にあたっては樹形を美しく保つよう配慮する。 ― 

建築物 公園 道路

③周辺環境への配慮等の観点から、新たな設備（防砂ネットなど）を取り

入れる場合、既存の施設や周辺の街並みから目立たないよう色彩や形

状を工夫する。 

― 

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①指定管理者等の施設の管理・運営を受託に出す際に、施設の景観の維持

保全に関する事項を仕様書に記載する。 

― 
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参考事例

▲（取組 2-①  武蔵野市・武蔵野プレイス） 

武蔵野プレイスと隣接する公園が一体的に整備さ

れている。計画段階において、両施設の空間の利用

やマネジメントの連携が位置づけられており、完成

後の指定管理者による管理運営においても意識的

に取り組まれている。 

▲（取組 1-②  横浜市）再掲 

せん定頻度を高め樹木へのダメージ減らすと共に、

周辺の状況や樹種に応じて、樹形や選定方法を定

め、計画的な維持管理が行われ、美しい並木と街並

みが形成されている。 
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方針１２ 地域に親しまれる景観を残しながら、歴史や地域性を継承します

取組１ 計画時の意図を尊重する

・公共施設の修繕・改修にあたっては、計画･設計時に景観に対してどのような意図を持って施設

が整備されたのかを理解し、現状の施設の良い部分を継承していきます。

取組２ 地域らしい景観を継承する

・地域とかかわりの深い公共施設は、地域の想いや愛着が育まれていることが期待されます。地域

の人々の想いや愛着を汲み取り、地域の歴史や個性を継承していきます。

取組３ 工事中も景観に配慮する

・工事などに用いる仮囲いは一時的なものとはいえ、地域の景観の一部として捉え、周辺の街並み

との調和に配慮します。

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①修繕・改修にあたっては、計画時の意図を尊重し、形態・意匠・色彩等

が著しく異なるものの使用は控える。 

― 

建築物 公園 道路 ②改築前の建物の歴史的な成り立ちや意匠等を設計の手掛りとする。 ― 

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路

①改修にあたっては、住民が愛着を感じている施設の外観のデザインや

素材、樹木などを保存する。やむを得ず撤去する場合でも、移植するな

ど地域の歴史を残すような工夫を行う。 

― 

対象施設 取組み例 参考

建築物 公園 道路
①工事中の仮囲いもデザインや植栽の工夫により、見る人が楽しめる工

夫をする。 

― 
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参考事例

▲（取組 2-① 軽井沢町・ハルニエテラス） 

清流沿いに設けられた歩行空間は、自生するハル

ニエの大木を保存するための穴を穿たれたり、地

形に応じて高さを買えるなど、できるだけ自然地

形や植生を痛めない工夫等が行われている。 

▲（取組 1-① 品川区・戸越銀座駅）再掲 

地域住民の愛着が深い木造の駅舎を継承し、切妻屋

根をシンボルに、多摩産の木材をふんだんに使った

温かみのある空間を形成している。 
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Ⅳ．景観デザインの参考集

１．要素別

公共空間と各要素の関係

① フェンス・塀類 P47 

② ポール類 P48 

③ ネット類 P49 

④ 擁壁 P50 

⑤ 設備類 P51 

⑥ 舗装類 P52 

⑦ ファニチャー P54 

⑧ 植栽類 P55 

⑨ 照明類 P56 

⑩ 公共サイン・屋外広告物 P57 

①

②

⑤

⑧

⑥

⑦

⑩

④

③

⑧
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（１）フェンス・塀類

基本的な考え方

通りに面する敷地の境界部は、街並みを形成する大きな要素です。しかし、周辺からの見通

しを妨げるブロック塀や背の高いフェンスは、街並みに対して閉鎖的で無機質な印象を与え、

良好な景観を阻害する恐れがあります。敷地の境界部に塀や柵、フェンスを設ける場合は、防

犯性や安全性に配慮しながらも、シンプルで目立たない形態・色彩、透過性に配慮し、できる

限り開放的なものとすることが大切です。

また、塀や柵、フェンスの代わりに植え込みや生垣により空間を区切ったり、植栽で修景す

ることで、柔らかな印象を与えるとともに、潤いある景観の形成に貢献することもできます。

道路に設置される防護柵は、長距離に渡って設置され、沿道の街並みの表情をつくる大きな

要素となります。煩雑な印象を与える、支柱間隔がバラバラなものや、必要以上に目立つイラ

スト等のデザインが施されたものなどは、景観上好ましくありません。シンプルで目立たない

形態・色彩に配慮することが大切です。

また、植栽や縁石、ボラード等によって安全性が十分に確保される場合は、より周辺の街並

みに調和した手段を用いることが必要です。

景観デザイン方針

○控えめで開放性のあるデザイン・色彩に配慮する

景観に配慮した事例

■公共建築物や公園の事例 

■道路の事例

▲フェンス等に植栽の工夫を

行った事例 

▲工作物を設けず植栽により

仕切りを行った事例 

▲縁石により車道と歩道を

分離した事例

▲色彩に配慮した事例 
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（２）ポール類

基本的な考え方

照明柱や標識柱、信号機などは、特に道路空間に多く設置され、安全・快適な交通環境の確

保のため欠かせない構造物となっています。しかし、それらが必要以上に多かったり、大きか

ったり、また過度に目立つものだと、街並みに煩雑な印象を与えてしまいます。個々の形態や

色彩をシンプルで洗練されたものにするとともに、乱立を避けできるだけ集約化するなど、全

体として統一感のあるものとすることが大切です。

また、経年によるポール類自体の汚れや破損、劣化は、良好な景観を阻害する要因となるた

め、適切な維持管理を行うことが必要です。

景観デザイン方針

○全体として統一感のあるデザイン・色彩に配慮する

景観に配慮した事例

■道路の事例

▲標識をまとめた事例 ▲照明と信号機を統合した事

例 

▲材質や色彩に配慮した事例 



49 

（３）ネット類

基本的な考え方

周辺の住環境への配慮のため、学校のグラウンドや公園などの周りに防砂ネットや防球ネッ

トなどを取り付ける事例が増えてきています。しかし、通常用いられる青色や緑色のネットは、

網目が細かいものになると、街並みから過度に目立ち、良好な景観を阻害する要因となるため、

周辺に馴染む、落ち着いた色彩のものを用いることが大切です。

また、高さのあるものは視認性が高く、地域の景観の印象に大きな影響を与えることから、

開閉可能な構造としたり、施設との一体化を図ることにより、周囲の景観への影響を軽減する

よう配慮が必要です。

景観デザイン方針

○周辺と調和したデザイン・色彩に配慮する

景観に配慮した事例

■公共建築物や公園の事例

▲構造物と一体的 ▲開閉式の事例 ▲色彩に配慮した事例 
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（４）擁壁

基本的な考え方

長大な擁壁は周辺に圧迫感を与えることから、現状の地形を生かすことで、大幅な地形の改

編を避け、できる限り擁壁などが生じないように配慮することが必要です。

また、擁壁などが生じる場合でも、ツル植物などで擁壁を緑化したり、前面に植栽帯を確保

することで、柔らかな印象を与えるとともに、潤いある景観の形成に貢献することが大切です。

景観デザイン方針

○緑化等により圧迫感の軽減に配慮する

景観に配慮した事例

■公共建築物や公園の事例

▲擁壁面を緑化した事例 ▲前面に植栽帯を設けた事例 ▲段差と植栽を設けた事例 
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（５）設備類

基本的な考え方

建築物付随する給水タンクや室外機等の設備類は、過度に露出することで景観を損なわない

よう、植栽等で目隠したり、通りから見えない位置に配置することが望ましいです。

路上に設置される設備機器は、路上のその他の構造物との調和に配慮するとともに、シンプ

ルで目立たない形態・色彩とすることが大切です。

また、建築物や公園内の施設では、ボイラーや室外機等の設備を施設の裏側などの目立たな

い場所に配置した際に、周辺の住宅地に騒音等の悪影響を及ぼす恐れがあります。設備の配置

を検討する際には、計画地周辺の現況をしっかりと把握し、住宅地への影響を考慮した上で、

景観への配慮を工夫することが必要です。

景観デザイン方針

○周辺から見えない、目立たせないよう配置や修景に配慮する

景観に配慮した事例

■公共建築物の事例 

■道路の事例 

▲屋上に配置した事例 ▲植栽等で修景した事例 

▲設備の集約・色彩等を統一し

た事例（道路） 
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（６）舗装類

景観の基本的な考え方

道路の車道部や歩道部、建築物や公園の外構部など、舗装は景観において占める割合が大き

く、地域の景観の印象に大きな影響を与えるものです。舗装自体の色彩や模様ではなく、人々

の活動、あるいは沿道の施設を景観の主役として引き立たせることを基本とし、地域の雰囲気

と調和した色彩や素材とすることが大切です。

また、道路等の用途から、安全性や維持管理に十分に配慮し、快適に歩行、走行できる素材

を用いることが必要です。

景観デザイン方針

○人々の活動や周辺の施設を引き立たせる色彩・素材に配慮する

景観に配慮した事例

■公共建築物の事例       ■公園の事例 

■道路の事例 

▲歴史的な街並みに配慮した

事例 

 （明日館前） 

▲公園と歩道が同じ舗装材の

事例 

▲商店街の親しみやすさや賑

わいに配慮し、歩道を舗装し

た事例 

▲公園と歩道が同じ舗装材の事例
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（７）駐車場・駐輪場

景観の基本的な考え方

通りに対して前面に配置された駐車場や駐輪場は、周辺の街並みの連続性を損ない、良好な

景観を阻害する恐れがあります。歩行者の安全性に十分に配慮した上で、駐車場・駐輪場が通

りから直接見えないように、配置や生垣、植栽などによる目隠しなどに配慮することが大切で

す。特に、周辺に圧迫感を与える機械式を含む立体駐車場は、施設と一体的にデザインしたり、

前面や側面を緑化することで、周辺の景観と馴染ませる工夫が必要です。

また、荷捌き駐車場など車が駐車する時間が短い場所では、舗装面を緑化するなど、周辺の

外構の舗装との調和に配慮することで、施設の景観のイメージを高めることができます。

景観デザイン方針

○周辺から見えない、目立たせないよう配置や修景に配慮する

景観に配慮した事例

■公共建築物の事例

▲擁壁面を緑化した事例 ▲前面に植栽帯を設けた事例 ▲段差と植栽を設けた事例 



54 

（８）ファニチャー（ベンチ等）

景観の基本的な考え方

公共空間に設置される、ベンチやプランター、彫刻等のファニチャーは、街並みを形成する要素

であるとともに、様々なアクティビティを誘発します。利用者の居心地のよさや機能性また、地域

の特性に応じて、利用者に期待するアクティビティを想定し、それに適したファニチャーを配置

することが大切です。

景観デザイン方針

○利用者や目的に応じて、適切なファニチャーを配置する。

景観に配慮した事例

■公共建築物の事例                       ■公園の事例 

■道路の事例 

▲敷地境界部を緑化した事例 ▲複数の樹木を用いた事例 ▲シンボルツリーを配置した

事例 

▲中央分離帯に高木を配置し

た事例 

▲歩行者空間の緑化の事例 
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（９）植栽類

景観の基本的な考え方

古くから続く寺社の樹木など、地域の歴史や文化を伝えるみどりは可能な限り残し、それらの

既存のみどりとのかかわりを意識した植栽により、その土地の記憶を受け継いでいくことが大切

です。

また、地域の人々が誇りや愛着を感じるみどりは、地域の個性ある景観形成のための重要な資

源となります。そのようなみどりを積極的に植栽に活用し、地域で面的にみどりをつなげること

を意識することも大切です。

しかし、地域のシンボルとなるような樹木等がある場合でも、樹種の選定にあたっては、単一の

樹種にこだわらず、四季を通して様々な変化を楽しめるよう計画的に花木を植栽するなど、複数

の樹種を用いることで、景観をより表情豊かなものにすることができます。

公共建築物や公園などでは、敷地境界部に植栽を設けることで、地域の潤いある景観形成に大

きく貢献することができます。一方で、敷地境界部に樹木等を配置する場合は、落ち葉や日陰等が

近隣住民の生活に影響を及ぼすことがあり、樹種や将来的な樹形への配慮も必要です。

景観デザイン方針

○地域の特徴あるみどりを継承し、みどりの連続性や広がりに配慮する

景観に配慮した事例

■公共建築物の事例                       ■公園の事例 

■道路の事例 

▲敷地境界部を緑化した事例 ▲複数の樹木を用いた事例 ▲シンボルツリーを配置した

事例 

▲中央分離帯に高木を配置した事

例 

▲歩行者空間の緑化の事例 
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（10）照明類

景観の基本的な考え方

公共施設や公共空間における照明は、夜間における人々の安心・安全を確保することに加え

て、光の演出による個性と魅力ある夜間景観を創出することを目的として設置されます。

安心・安全の視点からは、夜間においても歩行者が安心して通行できるよう、建築物の内側

からこぼれる光も効果的に活用しながら、照明計画を行うことが必要です。

しかし、必要以上に明るい照明や必要のない範囲への光の拡散は、人の活動や生物等へ悪影

響を及ぼす光害を引き起こすことがあります。快適な光環境を形成するためには、上方に無駄

な光を拡散させないような照明の配置や地域にあった適切な輝度や色温度などに十分に配慮

するとともに、地域特性に応じて、十分な明るさを確保する場所や落ち着いた暗さを求める場

所などそれぞれの場所に相応しい夜間景観に配慮することも大切です。

光の演出の視点からは、地域のランドマークとなっている施設などで、イルミネーションや

プロジェクトマッピングなどの様々な手法を活用し、ライトアップを行うことが効果的です。

ライトアップを行う施設の夜景を際立たせるためには、周辺の公共施設において、光のトーン

を合わせたり、明るさを抑えたりするなどの調整を行うことも大切です。また、都市の骨格を

形成する幹線道路などでは、夜間景観の中で軸としての光を演出することが求められます。

景観デザイン方針

○夜間の安全性の確保や効果的な光の演出に向け、地域の特性に応じた照明計画に配慮する

景観に配慮した事例

■公共建築物の事例       ■公園の事例 

■道路の事例 

▲施設のライトアップの事例 ▲樹木のライトアップの事例 
▲フットライトなど、低い位置の

照明により落ち着いた雰囲気と

明るさを確保した事例 

▲通りのイルミネーションの事例 ▲漏れ光を抑えて、路面の明るさ

を確保している事例 
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（11）公共サイン・屋外広告物

景観の基本的な考え方

地図等によりエリア全体の案内をするサインや、矢印などで施設までを誘導するサイン、施設

等の説明のためのサインなど、区や都などの公的機関が公共空間に設置するサインは、事業ごと

に設置者が異なり、周辺の公共サインとの情報の一貫性やデザインの統一が図られないことで、

利用者にとって分かり難いものとなったり、煩雑な景観を生み出すことにもつながります。

様々な利用者を想定した表現やデザイン、見易さを意識した適切な大きさの文字や色彩など、

区民や来街者にとって分かりやすいサインに配慮するとともに、地域の景観への影響を考慮し、

周辺の街並みと調和するシンプルなデザインとすることが必要です。

一定のエリア内でサインの情報やデザインの統一を図ることで、統一感のある街並みの形成や

歩行者の回遊性の向上にもつながります。

近年、公共施設の維持管理等を行う代わりに公共空間への屋外広告物の掲出を許可する動きも

増えており、地域の良好な景観形成に向けて、屋外広告物を積極的に活用した取組みも進んでい

ます。

景観デザイン方針

○利用者の目線にたった分かりやすくシンプルなデザインと施設間のサインの統一に配慮する。

景観に配慮した事例

■公共建築物の事例      ■公園の事例

■道路の事例

▲多言語に対応した施設紹介

サインの事例 

▲施設パンフレットと連動した番

号により位置把握をしやすくし

た誘導サインの事例 

▲地域の歴史的な雰囲気を意識し

た統一感のあるサインの事例 

▲ピクトグラムを活用した分かり

やすいサインの事例 
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２．色彩

（１）色彩の基準

・建築物または工作物に係る景観形成基準の中で、色彩は、JIS規格に採用されている「マンセ
ル表色系」による基準を設けています。

・景観形成特別地区は地区ごとに独自の基準、一般地域では一律の基準を設けます。

マンセル表色系と色彩基準の考え方

①マンセル表色系

・「マンセル表色系」では、ひとつの色相を「色相（い

ろあい）」、「明度（あかるさ）」、「彩度（あざやか

さ）」という３つの尺度の組み合わせによって表

現します。

○色相（いろあい）

・ 10の基本色（赤・黄赤・黄・黄緑・緑・青緑・青・
青紫・紫・赤紫）の頭文字（R・YR・Y・GY・G・
BG・B・PB・P・RP）をとったアルファベットと
その度合いを示す０から 10 までの数字を組「み
合わせ、「10R」や「５Y」などのように表記しま
す。また、「10RP」は「０R」、「10R」は「０YR」
と同意です。

○明度（あかるさ）

・０から 10までの数値で表します。暗い色ほど数値
が小さく、明るい色ほど数値が大きくなり、10に
近くなります。実際には、最も明るい白で明度 9.5
程度、最も暗い黒で明度 1.0程度です。

○彩度（あざやかさ）

・０から 14程度までの数値で表します。色味のない
鈍い色ほど数値が小さく、白、黒、グレーなどの

無彩色の彩度は０になります。逆に鮮やかな色彩

ほど数値が大きく、赤の原色の彩度は 14 程度で
す。最も鮮やかな色彩の彩度値は色相によって異

なり、赤や橙などは 14 程度、青緑や青などは８
程度です。

○マンセル値

・色相、明度、彩度の３つの属性を組み合わせて表記

す記号です。例えば、赤いチューリップの色彩は

５R４/14と表記します。

■マンセル表色系の仕組み 

■色相（マンセル色相環） 

■明度（あかるさ）と彩度（あざやかさ） 

■マンセル値の表記方法 

５Ｒ ４ / １４

色 明 彩
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②色彩基準における面積費の考え方

・建築物等の色彩について、届出対象に応じて適切な面積配分を設け、マンセル値による色彩基

準を設定するとともに、周辺との調和を図ることとしています。

○基本色

・外壁各面の４/５は、基本色の基準に適合した色彩とし
ます。

○強調色

・外壁に表情をつける場合などは、外壁各面の１/５につ
いて、強調色の基準に適合した色彩を用いることがで

きます。

○アクセント色

・強調色のほかに外観にアクセントをつける場合は、外

壁各面の１/20 に限って、アクセント色を用いること
ができます。ただし、強調色とアクセント色の総量は、

外壁各面の１/５以内とします。

○屋根色

・勾配屋根の色彩は、屋根色の基準に適合した色彩を用

います（陸屋根の屋根面には適用されません）。

③色彩基準の適用除外

・以下のような場合については、景観審議会等の意見を聴取した上で、色彩基準によらないこと

ができます。

（良好な景観形成への貢献）

○地区計画や面的開発の区域などを対象に、一定の広がりの中で地域特性を踏まえた色彩基

準が定められ、良好な景観形成が図られる場合

○自然石や木材などの自然素材、質感の豊かなタイルやレンガなどをしようする場合。

○橋梁等で区民のなじみが深く、地域のイメージの核となっており、地域のランドマークの

役割を果たしているもの。

○その他、良好な景観の形成に貢献するなど、豊島区景観計画の実現に資する色彩計画であ

るもの。

・工作物の色彩については、他の法令等で使用する色彩が定められているものは、色彩基準によ

らないことができます。

・高彩度色として認識されるような着色をしていないガラスについては、周辺の景観や色の色彩

などを反映し、その色彩が一定でないことから、この色彩基準によらないことができます。

ただし、色彩基準の考え方や周辺環境への影響を十分踏まえた計画とする必要があります。

■色彩基準の面積比 
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（２）街並みと調和しやすい色彩例

○作業中
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Ⅴ．推進方策

１．公共施設整備に係るデザイン評価

（１）公共施設の景観デザイン評価の実施

事業の各段階における景観カルテの作成

・より良い景観形成に向けて、事業の企画・構想から維持・管理に至るまでのそれぞれの段階にお

いて、「景観形成ガイドライン公共空間編」の方針を踏まえた整備を行うとともに、検討された、

景観への配慮点等を次の段階に引き継ぐため、各段階で景観カルテの作成に取り組みます。

各施設の知見の蓄積と景観の事後評価

・公共事業において景観整備を行う目的は、事業の結果生み出された施設や空間、景観が、住民の

愛着や誇りの対象となり、事業を契機として地域の環境等が向上することにあります。

・事業の各段階において「景観形成ガイドライン公共空間編」の方針を踏まえた施設・空間として

景観の形成が行われたのかを確認するだけでなく、各施設の景観整備によって、どのような地

域の景観向上効果が得られたかという観点に着目した景観の事後評価が必要です。

・一定の期間ごとに、各事業の各段階における景観カルテによる知見の蓄積の取りまとめや各施

設の景観の事後評価を行い、ガイドラインの見直しの基礎資料や今後の公共施設の整備等の際

の参考資料として活用します。

■景観デザイン評価の運用フロー

各公共施設の整備・維持管理における取組み ④景観事後評価
（景観担当部署）

企画・構想・調整
段階 

計画・設計段階 維持・管理段階 

①景観カルテ作成 
（事業担当部署）

②景観カルテ作成 
（事業担当部署）

③景観カルテ作成 
（事業担当部署）
※外観の変更を伴う

改修・修繕が対象 

必要に応じて景観デザイン評価（仮称）を実施し、その内容を反映 

公共施設整備後の

アウトカム評価 

(周辺への波及効果)

計画時の景観整
備方針に対する
景観の実現度

（区職員） 
○新規事業実施時の参考
資料として蓄積 

○区民の意見、視点の把
握 

〇ガイドラインの見直し知見の蓄積 

○景観アドバイザーによるアド
バイス 
○景観審議会デザイン検討部会
によるアドバイス 

○都市計画課（景観担当）職員
との調整 

フィード 
バック 

自己啓発 

景観百選等による

区民意見の収集
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景観デザイン評価（仮称）の実施

・各公共施設の整備において、事業担当者が自己評価として景観カルテを作成するとともに、下記

の対象となる行為については、景観カルテをもとに、「景観デザイン評価（仮称）」を行い、「景

観形成ガイドライン公共空間編」に適合した内容であるか、景観審議会デザイン検討部会にお

いて確認します。

■景観デザイン評価（仮称）の基本的な流れ

＜対象となる行為＞ 

・建築物の建築・改築 ※延べ面積 10,000 ㎡以上もしくは高さ 45 以上 

・公園の新設、全面改修 

・橋梁の新設、架け替え 

・景観重要公共施設の位置づけのある施設の全面改修 

事業プロセス 

企画・構想 

基本設計 

実施設計 

施工 

景観デザイン評価（仮称） 

（景観審議会デザイン検討部会

による助言） 
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（２）景観カルテ

・事業の企画・構想・調整、計画・設計、維持・管理の各段階で、適切な景観デザインが図られた

かどうか、景観カルテを用いて評価します。

・本ガイドラインで示す、景観カルテのフォーマットは標準的な項目となっています。施設や地域

の特徴に応じて適宜、必要な項目を追加してください。
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２．景観条例に基づく手続き


