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雑司が谷地域景観形成特別地区 

＜区域＞ 

〇雑司が谷地域景観形成特別地区は、雑司が谷1丁目から３丁目、南池袋３、４丁目を区域とします。 

〇届出規模と景観形成基準は、下記の区分地区ごとに適用します。ただし、鬼子母神堂周辺・大門ケ

ヤキ並木道沿道の届出規模と景観形成基準は、鬼子母神堂境内及び特別区道42-380、42-500、

42-510、42-600の一部に面する敷地に適用します。 

■区域図 

鬼子母神堂周辺・大門ケヤキ並木道沿道 
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＜景観形成の目標＞ 

●地域に残る歴史や文化資源、行事などを大切に受け継ぎながら、歴史が感じられる空間の中で、親

しみのもてるみどり豊かな街並みを形成します。 

＜景観形成の方針（景観法第８条第３項関係）＞ 

1)みどりの潤いとやすらぎが広がり、歴史を感じられる静謐な景観の形成 

●多くの文化人や芸術家が眠る雑司ケ谷霊園や鬼子母神の大イチョウ、鬼子母神大門ケヤキ並木道な

どのみどりや歴史が感じられる景観を形成します。 

2)坂などの地形の表情を生かした景観の形成 

●御嶽坂などの坂や、かつて雑司谷村を流れていた弦巻川などの地形の変化を生かした景観の形成を

目指します。 

3)貴重な建築物の維持・保全による景観まちづくりへの活用 

●鬼子母神堂や雑司が谷旧宣教師館などの歴史ある建築物を維持・保全し景観まちづくりに活用しま

す。 

4)地域の歴史・文化の継承や緑化などの取り組みと連携した景観まちづくりの推進 

●鬼子母神の御会式や大鳥神社の酉の市など、地域の歴史・文化を受け継ぐ人々の姿を大切な風景と

して育んでいきます。 

●プロジェクト未来遺産に登録された地域活動や緑化の取り組みなどと連携し、江戸の文化とみどり

豊かな景観まちづくりに取り組みます。 

＜景観形成基準（景観法第８条第２項第２号関係）＞ 

１．街並みの趣 

【鬼子母神堂周辺・大門ケヤキ並木道沿道】 

〇子母神堂と鬼子母神大門ケヤキ並木道の荘厳な雰囲気に囲まれ、江戸時代から引き継いだ異次元的

な空間が漂う、地域の核となる街並み

【雑司が谷地域住宅地エリア】 

〇地域の歴史に思いを馳せ、人々の生活、営みを身近に感じる、親しみのある落ち着いた街並み

【環状５の１・補助８１号線沿道エリア】 

〇池袋副都心を望む開放的な眺望と都電を軸とする、地域の風情とみどりを繋げる潤いある街並み

【幹線道路・東通り沿道エリア】 

〇人々が心地よく歩行でき、商業的なにぎわいと背後の良好な住環境との連続性のある街並み
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２．建築物の基準

Ａ．鬼子母神堂周辺・大門ケヤキ並木道沿道 

基準 ポイントと取り組み例

１.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。 

【1-①】景観資源となる樹木などが通りから見える

ように、建築物を配置する。(既存ガイドラ

イン引用 P21.3-1) 

２.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。 

【2-①】壁面等は、ケヤキの成長に配慮した位置に計

画する。 

３.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。特に鬼子母神大門ケヤキ並木道沿道（以下

「大門ケヤキ並木道」という。）では、人が溜

まれる空間を設けるよう努める。 

【3-①】通りと店先をつなぐ空間に歩行者が滞留で

きるスペースを設置する。(既存ガイドライ

ン引用 P31.3-1) 

４.通りからの鬼子母神堂や大門ケヤキ並木道の

見え方に配慮した配置とする。 

【4-①】通りから景観資源への見通しを阻害しない

よう、壁面の位置等を計画する。(AB 同文)

５.大門ケヤキ並木道に面して住宅や駐車場など

の出入口を設置する場合は、ケヤキの保全に配

慮した計画とする。 

【5-①】出入口は、ケヤキの成長に配慮した位置に計

画する。 

６.鬼子母神堂や大門ケヤキ並木道などの道路に

面して建築物の顔が向くように計画する。 

配置 

【5-①】

【4-①】
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基準 ポイントと取り組み例

１.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。 

【1-①】

【1-②】

高層部の壁面後退により、低層部の軒高を周

囲と調和させる。(既存ガイドライン引用

P21.2-1) 

規模の大きい建築物は、長大な壁面が道路側

に生じないように壁面を分節する。(既存ガ

イドライン引用 P21.2-2) 

２.鬼子母神堂からの見え方に配慮し、これを損な

わない高さ・規模とする。 

【2-①】建築物の高さは、雑司が谷鬼子母神の大イチ

ョウの高さ以下とする。 

３.大門ケヤキ並木道沿道では、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。 

【3-①】建築物の高さは、東京都指定天然記念物「鬼

子母神大門ケヤキ並木」の高さ以下とする。

４.大門ケヤキ並木道に面した建築物は、間口の長

さを周辺と揃えるなど、街並みの連続性に配慮

する。 

【4-①】大門ケヤキ並木道に面して壁面が長大とな

る場合は、周辺の間口と合わせて分節する。

高さ・規模 

【1-①】

【1-②、4-①】 

既存ガイドライン図引用 P21 

鬼子母神大門ケヤキ並木

東京都指定天然記念物  

【3-①】

A.鬼子母神堂周辺・大門ケヤキ並木道沿道



5 

基準 ポイントと取り組み例

１.商店では、ショーウィンドウなどの工夫によ

り、風情のある街並みと調和した空間を計画す

る。 

【1-①】

【1-②】

雑司が谷地域の風情を演出するため、ショー

ウィンドウに木組みの格子を用いたり庇の

デザインを工夫したりする。(AB 同文) 

店先では、暖簾（のれん）や看板の工夫によ

り、和の風情を演出する。 

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。 

【2-①】交差点部などの視線が集まる場所には、アイ

ストップとなる形態・意匠を採り入れる。(既

存ガイドライン引用 P22.1-2) 

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（鬼子母神堂・大門ケヤ

キ並木道・公園等）との調和に配慮する。 

【3-①】

【3-②】

周辺の住宅地の雰囲気・イメージと調和する

ように、屋根の形状を同系統のものにする。

(既存ガイドライン引用 P22.1-1) 

大門ケヤキ並木道に面して、開口部を設ける

など、壁面が無表情にならないようにする。

４.外壁は、地域の歴史や文化が感じられる街並み

との調和に配慮した素材を活用し、反射材や彩

度の高い素材の使用は控える。 

【4-①】景観資源や周辺の住宅地の雰囲気・イメージ

と調和するように、外壁の素材を同系統のも

のにする。(既存ガイドライン引用 P22.4-1+

景観資源) 

５.色彩は「色彩基準（雑司が谷地域景観形成特別

地区）」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、鬼子母

神堂や大門ケヤキ並木道との調和に配慮する。

【5-①】

【5-②】

景観資源や周辺の住宅の屋根・外壁と同系統

の色相やトーン（明度、彩度）で落ち着いた

色彩を使用する。黒色の使用面積を抑える。

(既存ガイドライン引用 P22.3-1) 

外壁は、樹木のみどりが映えるように、落ち

着いた色合いにする。(既存ガイドライン引

用 P22.3-2) 

６.附帯する建築設備等は、設置場所や目隠しなど

の工夫により周囲からの見え方に配慮する。 

【6-①】

【6-②】

室外機は床に置き、給湯器は周囲から見えな

い位置に設置するか、目立たない工夫をす

る。(既存ガイドライン引用 P22.6-1) 

バルコニーの手すりは格子の間隔を狭くす

るか、乳白色のガラス等不透明な素材を使用

し、周囲から中が見えにくくする。(既存ガ

イドライン引用 P22.6-2) 

形態・意匠・色彩 

【3-①、4-①】 

【1-②】

【6-②】 

【1-①】

A.鬼子母神堂周辺・大門ケヤキ並木道沿道
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基準 ポイントと取り組み例

１.緑化にあたり、樹種の選定や樹木の配置等は継

続的な維持管理が可能な計画とする。 

【1-①】

【1-②】

視界の妨げにならないよう、枝の張り方に注

意して樹種を選択する。(既存ガイドライン

引用 P23.3-1) 

防犯上、暗くなりすぎないように、樹木を配

置する。(既存ガイドライン引用 P23.3-2) 

２.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。

【2-①】駐車場・駐輪場を植栽などで緑化する。(既

存ガイドライン引用 P23.4-1) 

３.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。 

【3-①】道路沿いに生け垣や花壇を設ける。(既存ガ

イドライン引用 P23.2-1) 

４.道路の突き当り部分では、緑化スペースを設け

るなど、視線が集まることを考慮した外構とす

る。 

【4-①】カーブや突き当りなどの視線が集まる場所

には、シンボルツリーとなる樹木を配置す

る。(AB 同文) 

５.外構計画は、舗装に石材等の自然素材を用いる

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。 

【5-①】

【5-②】

道路の舗装に調和した、素材、色調にする。

(既存ガイドライン引用 P28.1-1) 

夜間の安全性に配慮した照明を配置する。

(既存ガイドライン引用 P23.1-2) 

６.大門ケヤキ並木道沿道では、道路に面して植栽

やベンチ等を配置するなど、人が溜まれる空間

を設けるよう努める。 

【6-①】大門ケヤキ並木道や商店街では、店先空間と

通りを一体的に使えるよう、段差の解消やベ

ンチ空間を確保する。(AB 同文) 

７.鬼子母神堂や大門ケヤキ並木道のみどりとの

連続性を考慮し、敷地や建築物を緑化する。 

【7-①】

【7-②】

【7-③】

通りから庭の花壇や樹木が眺められるよう

にする。(既存ガイドライン引用 P23.2-2) 

建物外周にみどりを配置する。(既存ガイド

ライン引用 P23.2-3) 

ツタなどのツル系植物で、壁面を緑化する。

(既存ガイドライン引用 P23.2-4) 

８.鬼子母神堂や大門ケヤキ並木道などの道路に

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。 

公開空地・外構・緑化等 

A.鬼子母神堂周辺・大門ケヤキ並木道沿道

【2-①、3-①】

【7-②】 既存ガイドライン図引用 P23 

【7-③】



7 

Ｂ．雑司が谷地域住宅地エリア 

基準 ポイントと取り組み例

１.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。 

【1-①】景観資源としての樹木などが通りから見え

るように、建築物を配置する。(既存ガイド

ライン引用 P21.3-1) 

２.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。 

３.坂道沿いなど、地形の変化がある場所では、既

存の地形を生かした配置に努める。 

【3-①】圧迫感を軽減するとともに変化のある眺め

を活かすよう、坂道に面して大きな壁面や擁

壁が直立しないよう配慮する。(BCD 同文) 

４.幹線道路沿いや商店街では、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計画する。 

【4-①】

【4-②】

通りに面しては、高層棟や長大な壁面を設け

ず、ヒューマンスケールを意識する。(既存

ガイドライン引用 P25.2-1) 

駐車場・駐輪場や、変電設備などの附帯設備

は、通りから見えない位置に配置する。(既

存ガイドライン引用 P25.2-2) 

５.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、人が溜まれる空間を設け

るよう努める。 

【5-①】通りと店先をつなぐ空間に歩行者が滞留で

きるスペースを設置する。(既存ガイドライ

ン引用 P31.3-1) 

６.重要な景観資源（雑司が谷旧宣教師館（以下「旧

宣教師館」という。）、雑司ケ谷霊園（以下「霊

園」という。）等）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。 

【6-①】通りから景観資源への見通しを阻害しない

よう、壁面の位置等を計画する。(AB 同文)

配置 

【1-①】

既存ガイドライン図引用 P21 

【5-①】
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基準 ポイントと取り組み例

１.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。 

【1-①】

【1-②】

高層部の壁面後退により、低層部の軒高を周

囲と調和させる。(既存ガイドライン引用

P21.2-1) 

規模の大きい建築物に対しては、長大な壁面

が道路側に生じないように壁面を分節する。

(既存ガイドライン引用 P21.2-2) 

２.重要な景観資源（旧宣教師館、霊園等）周辺で

は、通りからの景観資源の見え方に配慮し、こ

れを損なわない高さ・規模とする。 

【2-①】景観資源や隣接する建築物と高さや規模が

調和するように分節する。建築物の高さを周

囲と調和させる。((既存ガイドライン引用

P21.1-1+景観資源) 

高さ・規模 

【1-①】

【1-②】 

既存ガイドライン図引用 P21＋戸建て 

B.雑司が谷地域住宅地エリア
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基準 ポイントと取り組み例

１.商店では、ショーウィンドウなどの工夫によ

り、風情のある街並みと調和した空間を計画す

る。 

【1-①】雑司が谷地域の風情を演出するため、ショー

ウィンドウに木組みの格子を用いたり庇の

デザインを工夫したりする。(AB 同文) 

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。 

【2-①】交差点部などの視線が集まる場所には、アイ

ストップとなる形態・意匠を採り入れる。(既

存ガイドライン引用 P22.1-2) 

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、景観資源等（公園、並木、モニ

ュメント等）との調和に配慮する。 

【3-①】周辺の住宅地の雰囲気・イメージと調和する

ように、屋根形状を同系統のものにする。(既

存ガイドライン引用 P22.1-1) 

４.外壁は、地域の歴史や文化が感じられる街並み

との調和に配慮した素材を活用する。 

【4-①】景観資源や周辺の住宅地の雰囲気・イメージ

と調和するように、外壁の素材を同系統のも

のにする。(既存ガイドライン引用 P22.4-1)

５.色彩は「⑤色彩基準（雑司が谷地域景観形成特

別地区）」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】

【5-②】

景観資源や周辺の住宅の屋根・外壁と同系統

の色相やトーン（明度、彩度）で落ち着いた

色彩を使用する。黒色の使用面積を抑える。

(既存ガイドライン引用 P22.3-2) 

外壁は、樹木のみどりが映えるように、落ち

着いた色合いにする。(既存ガイドライン引

用 P22.3-2) 

６.附帯する建築設備等は、設置場所や目隠しなど

の工夫により周囲からの見え方に配慮する。 

【6-①】

【6-②】

室外機は床に置き、給湯器は周囲から見えな

い位置に設置するか、目立たない工夫をす

る。(既存ガイドライン引用 P22.6-1) 

バルコニーの手すりは格子の間隔を狭くす

るか、乳白色のガラス等不透明な素材を使用

し、周囲から中が見えにくくする。(既存ガ

イドライン引用 P22.6-2) 

７.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ように

工夫する。 

【7-①】

【7-②】

道路の線形になじむように壁面を分割する。

(既存ガイドライン引用 P22.5-1) 

道路の傾斜に沿って壁面を分割する。(既存

ガイドライン引用 P22.5-3) 

形態・意匠・色彩 

【7-②】 

【6-①】 

既存ガイドライン図引用 P22 

【2-①】 

B.雑司が谷地域住宅地エリア
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基準 ポイントと取り組み例

１.緑化にあたり、樹種の選定や樹木の配置等は継

続的な維持管理が可能な計画とする。 

【1-①】

【1-②】

視界の妨げにならないよう、枝の張り方に注

意して樹種を選択する。(既存ガイドライン

引用 P23.3-1) 

防犯上、暗くなりすぎないように、樹木を配

置する。(既存ガイドライン引用 P23.3-2) 

２.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。

【2-①】駐車場・駐輪場を植栽などで緑化する。(既

存ガイドライン引用 P23.4-1) 

３.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。 

【3-①】道路沿いに生け垣や花壇を設ける。(既存ガ

イドライン引用 P23.2-1) 

４.道路の突き当り部分では、緑化スペースを設け

るなど、視線が集まることを考慮した外構とす

る。 

【4-①】カーブや突き当りなどの視線が集まる場所

では、シンボルツリーとなる樹木を配置す

る。(AB 同文) 

５.外構計画は、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。 

【5-①】

【5-②】

周辺の景観資源の特徴を、外構に採り入れ

る。（塀・門扉の素材、地表面の仕上げなど）

(既存ガイドライン引用 P23.1-1) 

夜間の安全性に配慮した照明を配置する。

(既存ガイドライン引用 P23.1-2) 

６.商店街では、にぎわいを連続させるため、道路

に面して植栽やベンチ等を配置するなど、人が

溜まれる空間を設けるよう努める。 

【6-①】商店街では、店先空間と通りを一体的に使え

るよう、段差の解消やベンチ空間を確保す

る。(AB 同文) 

７.重要な景観資源（旧宣教師館、霊園等）のみど

りとの連続性を考慮し、敷地や建築物を緑化す

る。 

【7-①】

【7-②】

【7-③】

通りから庭の花壇や樹木が眺められるよう

にする。(既存ガイドライン引用 P23.2-2) 

建築物外周部にみどりを配置する。(既存ガ

イドライン引用 P23.2- 3) 

ツタなどのツル系植物で、壁面を緑化する。

(既存ガイドライン引用 P23.2-4) 

８.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。 

公開空地・外構・緑化等 

【２-①】 

【7-②】 

既存ガイドライン図引用 P23 
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Ｃ．環状５の１・補助８１号線沿道エリア 

基準 ポイントと取り組み例

１.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。 

【1-①】景観資源としての樹木などが通りから見え

るように、建築物を配置する。(既存ガイド

ライン引用 P25.4-1) 

２.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。 

【2-①】低層部、中層部それぞれの壁面位置や軒高を

周辺と調和させる。(既存ガイドライン引用

P25.3-1) 

３.坂道沿いなど、地形の変化がある場所では、既

存の地形を生かした配置に努める。 

【3-①】圧迫感を軽減し変化のある眺めを活かすよ

う、坂道に面して大きな壁面や擁壁が直立し

ないよう配置する。(BCD 同文) 

４.幹線道路沿いや商店街では、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計画する。 

【4-①】

【4-②】

通りに面しては、高層棟や長大な壁面を設け

ず、ヒューマンスケールを意識する。(既存

ガイドライン引用 P25.2-1) 

駐車場・駐輪場や、変電設備などの附帯設備

は、通りから見えない位置に配置する。(既

存ガイドライン引用 P25.2-2) 

５.環状５の１号線や補助８１号線と連続したオ

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。 

【5-①】

【5-②】

道路に面した壁面を後退させ、歩道と一体と

なった空地を確保する。(既存ガイドライン

引用 P25.1-1) 

壁面後退部分にみどりを配置する。(既存ガ

イドライン引用 P25.1-2) 

６.環状５の１号線や補助８１号線に面して、建築

物の顔が向くように計画する。 

配置 

【5-①】

【1-①】 【5-②】
既存ガイドライン図引用 P25 
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基準 ポイントと取り組み例

１.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。 

【1-①】高層部の壁面後退により、低層部の軒高を周

囲と調和させる。(既存ガイドライン引用

P26.3-1) 

２.幹線道路沿道では、沿道建築物等によるスカイ

ラインとの調和を図る。 

３.千登世橋や環状 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、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。 

【3-①】隣接する建築物と高さや規模が調和するよ

うに分節する。(既存ガイドライン引用

P26.1-1) 

高さ・規模 

【１-①】 

【3-①】 

【基準 2】 

【１-①】 

既存ガイドライン図引用 P26 

C.環状５の１・補助８１号線沿道エリア
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基準 ポイントと取り組み例

１.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、景観資源等（公園、並木、モニ

ュメント等）との調和に配慮する。 

【1-①】

【1-②】

低層部のデザインを隣接する建築物に調和

させる。(既存ガイドライン引用 P27.1-1) 

交差点部などの視点が集まる場所には、アイ

ストップとなる形態・意匠を採り入れる。(既

存ガイドライン引用 P27.1-2) 

２.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配慮する。 

【2-①】規模の大きい建築物は、壁面デザインの分割

や植栽により単調にならないよう工夫する。

(CD 同文) 

３.色彩は「色彩基準（雑司が谷地域景観形成特別

地区）」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。 

【3-①】

【3-②】

街路樹のみどりが映える色合いにする。(既

存ガイドライン引用 P27.2-1) 

周辺の住宅地と外壁色の色相やトーン（明

度、彩度）を同系統のものにする。黒色の使

用面積を抑える。(既存ガイドライン引用

P27.2-2) 

４.外壁は、周辺の景観との調和に配慮した素材を

活用する。 

５.附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、重要な景観資源（鬼子母神堂、

大門ケヤキ並木道等）からの見え方に配慮す

る。 

【5-①】

【5-②】

【5-③】

【5-④】

屋上の設備や屋外の避難階段を、通りから見

えないようにルーバーで覆う。(既存ガイド

ライン引用 P27.5-1) 

ごみ置場や駐輪施設を建築物内に設置する。

(既存ガイドライン引用 P27.5-2) 

室外機は床に置き、給湯器は周囲から見えな

い位置に設置するか、目立たない工夫をす

る。(既存ガイドライン引用 P27.5-3) 

バルコニーの手すりは格子の間隔を狭くす

るか、乳白色のガラス等不透明な素材を使用

し、周囲から中が見えにくくする。(既存ガ

イドライン引用 P27.5-4) 

６.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ように

工夫する。 

【6-①】

【6-②】

道路の曲線部などの視線が集まる場所には、

アイストップとなる形態や意匠を採り入れ

る。(既存ガイドライン引用 P27.4-1) 

道路の傾斜に沿って壁面を分割する。(既存

ガイドライン引用 P27.5-4) 

７.都電沿いでは、開口部や建築設備等の位置、デ

ザインなど、車窓からの見え方に配慮する。 

【7-①】

【7-②】

建築設備は、都電沿線から見えないように配

置するか、ルーバーで覆う。(既存ガイドラ

イン引用 P27.6-1) 

開口部は都電に向けて設置する。(既存ガイ

ドライン引用 P27.6-2) 

形態・意匠・色彩 

C.環状５の１・補助８１号線沿道エリア
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【1-①】 

【5-①】

既存ガイドライン図引用 P27 

製本の際は、前ページの下部へ
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基準 ポイントと取り組み例

１.緑化にあたり、樹種の選定や樹木の配置等は継

続的な維持管理が可能な計画とする。 

【1-①】

【1-②】

視界の妨げにならないよう、枝の張り方に注

意して樹種を選択する。(既存ガイドライン

引用 P28.3-1) 

防犯上、暗くなりすぎないように、樹木を配

置する。(既存ガイドライン引用 P28.3-2) 

２.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。

【2-①】駐車場・駐輪場を道路に面して計画する場合

は、生け垣などを用いて道路から見えないよ

うにする。(既存ガイドライン引用 P28.4-1)

３.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。 

【3-①】

【3-②】

歩道の舗装に調和した、素材、色調にする。

(既存ガイドライン引用 P28.1-1) 

歩道との段差をなくす。(既存ガイドライン

引用 P28.1-2) 

４.照明は、夜間の景観や周囲の環境に配慮する。【4-①】

【4-②】

照明の光は、過度に明るすぎず、上空へ光が

拡散しないようにする。(既存ガイドライン

引用 P28.5-1) 

エントランス周りや植栽帯などの陰になる

部分に照明を配置する。(既存ガイドライン

引用 P28.5-2) 

５.霊園や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。

【5-①】

【5-②】

植栽は、高木・中木・低木を取り混ぜ、視覚

的なリズムをつくる。(既存ガイドライン引

用 P28.2-1) 

バルコニーなどを利用して、幹線道路の見通

しに配慮した緑化を行う。(既存ガイドライ

ン引用 P28.2-2) 

公開空地・外構・緑化等 

C.環状５の１・補助８１号線沿道エリア

製本の際は、次ページの図が入る
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【5-①】 【5-②】 

【4-①】 

【4-②】 

【2-①】 

既存ガイドライン図引用 P28 

製本の際は、前ページの下部へ
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Ｄ．幹線道路・東通り沿道エリア 

基準 ポイントと取り組み例

１.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。 

【1-①】景観資源としての樹木などに通りからアク

セスできる広場を敷地内に確保する。(既存

ガイドライン引用 P31.4-1) 

２.坂道沿いなど、地形の変化がある場所では、既

存の地形を生かした配置に努める。 

【2-①】圧迫感を軽減し変化のある眺めを活かすよ

う、坂道に面して大きな壁面や擁壁が直立し

ないよう配慮する。(BCD 同文) 

３.幹線道路沿いや商店街では、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計画する。 

【3-①】

【3-②】

通りに面しては、高層棟や長大な壁面を設け

ず、ヒューマンスケールを意識する。(既存

ガイドライン引用 P25.2-1) 

駐車場・駐輪場や、変電設備などの附帯設備

は、通りから見えない位置に配置する。(既

存ガイドライン引用 P25.2-2) 

４.商店街では、壁面の位置を後退し、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。 

【4-①】通りと店先をつなぐ空間に歩行者が滞留で

きるスペースやオープンカフェなどを設置

する。(既存ガイドライン引用 P31.3-1) 

５.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。 

【5-①】東通り等の沿道では、道路に面した壁面を後

退させ、歩道と一体となった歩行空間を確保

する。 

６.後背地の住宅地や重要な景観資源（鬼子母神

堂、大門ケヤキ並木道等）との回遊性を損なわ

ないように計画する。 

【6-①】景観資源へ通じる道路との交差点周辺では、

歩行者の回遊同線に配慮した計画とする。 

配置 

【4-①】 

既存ガイドライン図引用 P31＋ 
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基準 ポイントと取り組み例

１.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。 

【1-①】高層部の壁面後退により、低層部の軒線を周

囲と調和させる。(既存ガイドライン引用

P26.3-1) 

２ 幹線道路沿道では、沿道建築物等によるスカイ

ラインとの調和を図る。 

３.周辺の重要な景観資源（鬼子母神堂、大門ケヤ

キ並木道等）や道路、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。 

【3-①】景観資源や周囲からの眺望に配慮し、他の建

築物との高さや規模と調和させる。(既存ガ

イドライン引用 P31.1-1+景観資源) 

４.住居系の建築物と隣接する場合は、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。 

高さ・規模 

【3-①】 

既存ガイドライン図引用 P31 

D.幹線道路・東通り沿道エリア
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基準 ポイントと取り組み例

１.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、景観資源等（公園、並木、モニ

ュメント等）との調和に配慮する。 

【1-①】

【1-②】

同一の通り・界隈として認識されるように、

低層部のデザインを近隣の建築物と調和さ

せる。(既存ガイドライン引用 P32.1-1) 

交差点部などの視点が集まる場所には、アイ

ストップとなるような形態・意匠を採り入れ

る。(既存ガイドライン引用 P32.1-2) 

２.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配慮する。 

【2-①】規模の大きい建築物は、壁面デザインの分割

や植栽により単調にならないよう工夫する。

(CD 同文) 

３.色彩は「色彩基準（雑司が谷地域景観形成特別

地区）」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。 

【3-①】

【3-②】

【3-③】

【3-④】

商店街で特徴的な色彩を外壁のアクセント

などに採り入れる。(既存ガイドライン引用

P32.3-1) 

単調な印象にならないように色彩に変化を

つける。(既存ガイドライン引用 P32.3-2) 

街路空間との色彩のバランスを図る。(既存

ガイドライン引用 P32.3-3) 

隣接する建築物と低層部の色彩を同系統に

する。(既存ガイドライン引用 P32.3-4) 

４.外壁は、周辺の景観との調和に配慮した素材を

活用する。 

【4-①】

【4-②】

近隣の建築物とのバランスを考慮し、街並み

のイメージにあった素材を採り入れる。(既

存ガイドライン引用 P32.4-1) 

壁面のガラスは、反射しないものや彩度の低

いものにする。(既存ガイドライン引用

P32.4-2) 

５.附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、重要な景観資源（鬼子母神堂、

大門ケヤキ並木道等）からの見え方に配慮す

る。 

【5-①】

【5-②】

【5-③】

屋上の設備や屋外避難階段を、通りから見え

ないように配置するか、ルーバーで覆う。(既

存ガイドライン引用 P32.5-1) 

室外機は床に置き、給湯器は周囲から見えな

い位置に設置するか、目立たない工夫をす

る。(既存ガイドライン引用 P32.5-2) 

バルコニーの手すりは、格子の間隔を狭くす

るか、乳白色のガラス等不透明な素材を使用

し、周囲から中が見えにくくする。(既存ガ

イドライン引用 P32.5-3) 

６.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ように

工夫する。 

【6-①】

【6-②】

道路の曲線部などの視線が集まる場所には、

アイストップとなる形態や意匠を採り入れ

る。(既存ガイドライン引用 P27.4-1) 

道路の傾斜に沿って壁面を分割する。(既存

ガイドライン引用 P27.4-1) 

形態・意匠・色彩 

D.幹線道路・東通り沿道エリア
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基準 ポイントと取り組み例

７.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

続するよう計画する。特に東通り沿道では、個

性的な店舗が並ぶ雰囲気を生かすよう配慮す

る。 

【7-①】

【7-②】

通りに面してオープンスペースを確保する。

(既存ガイドライン引用 P32.2-1) 

ショーウィンドウを配置する。(既存ガイド

ライン引用 P32.2-2) 

【1-②】 

【5-①】 

【3-④】 

【3-①】 

既存ガイドライン図引用 P32 

D.幹線道路・東通り沿道エリア
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基準 ポイントと取り組み例

１.緑化にあたり、樹種の選定や樹木の配置等は継

続的な維持管理が可能な計画とする。 

【1-①】

【1-②】

見通しが確保できる樹種を配置する。(既存

ガイドライン引用 P32.3-1) 

防犯上、暗くなりすぎないように、樹木を配

置する。(既存ガイドライン引用 P32.3-2) 

２.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。

【2-①】駐車場・駐輪場を道路に面して計画する場合

は、生け垣などを用いて道路から見えないよ

うにする。(既存ガイドライン引用 P28.4-1)

３.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。 

【3-①】

【3-②】

【3-③】

【3-④】

歩道の舗装と一体性のあるデザインにする。

(既存ガイドライン引用 P33.1-1) 

歩道との段差をなくす。(既存ガイドライン

引用 P33.1-2) 

前面道路から連続して自由に出入りでき、に

ぎわいを感じる街並みとなるように植栽や

ストリートファニチャーを配置する。(既存

ガイドライン引用 P33.1-3) 

植栽や上質な舗装材で仕上げる。(既存ガイ

ドライン引用 P33.1-4) 

４.照明は、夜間の景観や周囲の環境に配慮する。【4-①】

【4-②】

【4-③】

閉店後の店内やショーウィンドウを明かり

で照らして夜間の雰囲気を演出する。(既存

ガイドライン引用 P33.4-1) 

夜間の歩行を考慮して外構に照明を配置す

る。(既存ガイドライン引用 P33.4-2) 

過度な点滅や信号機と同色の光源は避け、夜

間の安全性に配慮する。(既存ガイドライン

引用 P33.4-3) 

５.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。特に東

通り沿道では、道路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設けるよう

努める。 

【5-①】

【5-②】

【5-③】

【5-④】

高木・中木を取り混ぜ、木陰をつくる。(既

存ガイドライン引用 P33.2-1) 

快適な歩行空間づくりに効果的な植栽とな

るように、花木、落葉樹。紅葉する樹木など

を取り混ぜて季節感を表現する。(既存ガイ

ドライン引用 P33.2-2) 

屋上や壁面に緑化をする。(既存ガイドライ

ン引用 P33.2-3) 

東通り沿道では、店先空間と通りを一体的に

使えるよう、段差の解消やベンチ空間を確保

する。 

公開空地・外構・緑化等 

D.幹線道路・東通り沿道エリア
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【4-①】 

【1-①、1-②、5-①】

【3-③】 

【4-②】 

既存ガイドライン図引用 P33 

D.幹線道路・東通り沿道エリア
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３．工作物の基準

基準 該当エリア ポイントと取り組み例

１.大門ケヤキ並木道の保全に

配慮した配置とする。 

① 工作物は通りから見えない場所に配

置する。(既存ガイドライン引用P50）

２.周辺環境に配慮した配置と

する。 

３.歩行者に圧迫感や威圧感を

与えないように努める。 

配置 

A.鬼子母神堂周辺・ 
 大門ケヤキ並木道沿道

D.幹線道路・ 
東通り沿道エリア

B.雑司が谷地域住宅地エ
リア

C.環状５の１・ 
補助８１号線沿道エリア

D.幹線道路・ 
東通り沿道エリア

①

既存ガイドライン図引用 P50 
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基準 該当エリア ポイントと取り組み例

１.道路や隣地への圧迫感の軽

減に配慮する。 

①

②

規模を小さくし、植栽などとともに

分散配置する。(既存ガイドライン引

用 P51） 

周辺の建築物を超えない高さにす

る。(既存ガイドライン引用 P51） 

２.周辺からの見え方に配慮す

る。 

３.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。

４.鬼子母神堂からの見え方に

配慮し、これを損なわない高

さ・規模とする。

５.大門ケヤキ並木道沿道では、

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。 

高さ・規模 

B.雑司が谷地域住宅地エ
リア

C.環状５の１・ 
補助８１号線沿道エリア

D.幹線道路・ 
東通り沿道エリア

A.鬼子母神堂周辺・ 
 大門ケヤキ並木道沿道

B.雑司が谷地域住宅地エ
リア

C.環状５の１・ 
補助８１号線沿道エリア

D.幹線道路・ 
東通り沿道エリア

A.鬼子母神堂周辺・ 
 大門ケヤキ並木道沿道

A.鬼子母神堂周辺・ 
 大門ケヤキ並木道沿道

①②

既存ガイドライン図引用 P51 
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基準 該当エリア ポイントと取り組み例

１.色彩は、「色彩基準（雑司が谷

地域景観形成特別地区）」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。 

【１-①】隣接する建築物と調和する色

彩や仕上げ材などを採り入れ

る。(既存ガイドライン引用

P52） 

２.坂道沿いなど、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。 

【２-①】

【２-②】

長大な壁面が生じる場合、圧迫

感や威圧感を軽減するため壁

面を分節する。(既存ガイドラ

イン引用 P52） 

道路の線形にあわせて雁行さ

せる。(既存ガイドライン引用

P52） 

３.反射材や彩度の高い素材の

使用は控え、鬼子母神堂や大

門ケヤキ並木道との調和に

配慮する。

【３-①】鬼子母神堂や大門ケヤキ並木

の景観を阻害しないように、周

囲との緩衝空間を確保し、植栽

を設置する。(既存ガイドライ

ン引用 P52+鬼子母神） 

形態・意匠・色彩 

B.雑司が谷地域住宅地エ
リア

C.環状５の１・ 
補助８１号線沿道エリア

D.幹線道路・ 
東通り沿道エリア

A.鬼子母神堂周辺・ 
 大門ケヤキ並木道沿道

B.雑司が谷地域住宅地エ
リア

C.環状５の１・ 
補助８１号線沿道エリア

A.鬼子母神堂周辺・ 
 大門ケヤキ並木道沿道

D.幹線道路・ 
東通り沿道エリア

【３-①】

既存ガイドライン図引用 P52 
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基準 該当エリア ポイントと取り組み例

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。 

【１-①】

【１-②】

【１-③】

【１-④】

外構の植栽を隣地と連続させ

る。(既存ガイドライン引用

P53） 

道路に面した空地は、歩道状空

地として開放する。(既存ガイ

ドライン引用 P53） 

歩道の舗装と調和した素材、色

調にする。(既存ガイドライン

引用 P53） 

段差をなくし、歩道と連続させ

る。(既存ガイドライン引用

P53） 

２.鬼子母神堂や大門ケヤキ並

木道のみどりとの連続性を

考慮し、敷地や工作物を緑化

する。 

【２-①】

【２-②】

【２-③】

道路沿いに生け垣や花壇を設

ける。(既存ガイドライン引用

P53) 

花の咲く樹種や草花を取り混

ぜ、季節感や色彩の変化を表現

する。(既存ガイドライン引用

P53) 

植栽に、高木・中木・低木を取

り混ぜ、視覚的なリズムをつく

る。 

３.重要な景観資源（旧宣教師

館、霊園等）のみどりとの連

続性を考慮し、敷地や工作物

を緑化する 

４.霊園や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。 

５.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。 

４．開発行為の基準（４エリア共通）

外構・緑化等 

A.鬼子母神堂周辺・ 
 大門ケヤキ並木道沿道

B.雑司が谷地域住宅地エ
リア

C.環状５の１・ 
補助８１号線沿道エリア

D.幹線道路・ 
東通り沿道エリア

B.雑司が谷地域住宅地エ
リア

C.環状５の１・ 
補助８１号線沿道エリア

D.幹線道路・ 
東通り沿道エリア

A.鬼子母神堂周辺・ 
 大門ケヤキ並木道沿道

【１-①】 【１-④】 【２-①、２-③】

既存ガイドライン図引用 P53 
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基準 ポイントと取り組み例

１.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。 

２.事業地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。 

３ 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。 

【3-①】土地の区画形質の変更によって同じ場所に

景観資源を残すことができない場合は、移植

等によって修景する。(既存ガイドライン引

用 P54) 

基準 ポイントと取り組み例

１.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。 

２.擁壁や法面は、緑化などにより圧迫感を軽減す

る。 

【2-①】

【2-①】

【2-①】

法面の勾配を緩やかにする、または段差をつ

ける。(既存ガイドライン引用 P55) 

擁壁に石材や緑化ブロックを使用し、周辺の

街並みに調和させる。(既存ガイドライン引

用 P55) 

擁壁のコンクリート面をツル植物で覆い、緑

化する。(既存ガイドライン引用 P55) 

土地利用 

造成 

【2-①】

既存ガイドライン図引用 P55 
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５．色彩の基準（全地域共通） 

（４）特別景観形成地区の色彩基準 

雑司が谷地域景観形成特別地区 

〈色彩景観形成の考え方〉 

〇歴史や文化が感じられる街並みに調和し、地域の豊かなみどりを生かした景観の形成を図るため、

落ち着きのある色を基本とします。 

〇強調色は、低層部に用いることを基本とし、風情やにぎわいを引き立てる色遣いを許容することと

します。 

〇勾配屋根の色彩は、周辺の街並みや豊かなみどりから突出しないよう明度や彩度を抑えた色彩とし

ます。屋根色を黒色とする場合は、黒すぎないよう「いぶし瓦」程度とします。 

〈色彩基準〉 

基準の適用
部位・面積 

色彩の分類 色相 明度 彩度 

外壁基本色 

無彩色 N 4 以上 8.5 以下 
- 

有彩色 

0R～4.9YR 

4 以上 8.5 未満 4 以下 

8.5 以上 1.5 以下 

5.0YR～5.0Y 

4 以上 8.5 未満 6 以下 

8.5 以上 2 以下 

その他 

4 以上 8.5 未満 2 以下 

8.5 以上 1 以下 

強調色 

無彩色 N 9.25 以下 － 

有彩色 

0R～4.9YR 

－ 

4 以下 

5.0YR～5.0Y 6 以下 

その他 2 以下 

屋根色 
(勾配屋根) 

無彩色 N 6 以下 - 

有彩色 

5.0YR～5.0Y 

6 以下 

4 以下 

その他 2 以下 
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外壁基本色の 

使用可能範囲 

屋根色の 

使用可能範囲 

強調色の 

使用可能範囲 

■使用可能範囲の色彩イメージ（雑司が谷地域） 


