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屋上緑化 

□9 ,□10 まちかどの表情づくり 

□11駐車場の景観的な配慮 

公共建築物 

水路 
□1 ,□7 ,□12道路空間と一体と
なったゆとりのある歩行者空間の
確保 

□4 歩行者ルートの確保と水路を活
かした水辺の景観形成 

公共建築物 

□1 街並みや緑のつながりの配慮 

□2 ,□7 隣接する公園と
の一体的な境界の処理 

公園 

□3 ,□4 道路空間と一体となった 

ゆとりのある歩行者空間の確保 

01 まちとのネットワークを考慮しましょう。 

□1 街並みやオープンスペースのつながりを意識する。 

□2 周辺の緑のつながりを意識した緑の拠点として位置づける。 

□3 歩行者空間のネットワークを図る。 

□4 歩行者ルートを敷地内に引き込む。→中庭・通り抜け通路の確保 
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02周辺環境とのかかわりや地域特性を考慮しましょう。 

□5 地域特性や利用形態、生態環境等に配慮したゾーニングを行う。 

□6 周辺の街並みとの調和やゆとりを生みだす建築物の配置を行う。 

□7 隣接する施設との一体化・協調化を図る。 

□8 周辺の緑や水辺を保全・活用する。 

□9 まちに開かれたオープンスペースを確保する。 

□10 まちとのつながりを意識したエントランスを確保する。 

□11駐車場を設置する場合は、街並みに配慮した場所に駐車場・駐輪場を設け
る。 

03人や生物にやさしい施設づくりを

しましょう。 

□12 バリアフリー化を図る。 

□13生き物の生息・生育空間のネットワーク
化を図る。 

□14人が憩える空間や賑わい・団らんとなる
場づくりを図る。 

□15分かりやすいサインや誘導等を設ける。 

▲建物の配置を考慮して、まちに開かれたオープンスペースを確

保している／越谷市【□6 ,□9 ,□10】 

▲境界部に休憩スペースを設けている／三郷市【□14】 ▲地域に開放された入り口周りや中庭等、オープンな敷地計画

としている／千葉市【□6 ,□9 ,□10 】 

▲ゆとりスペースを設け緑化している／世田谷区【□9 、□4 】 
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04 周辺の自然環境や地域文化等の景

観資源を考慮しましょう。 

□16水辺、シンボル樹、寺社・史跡等の見通
しを確保する。 

▲河川に面する境界を後退させることによって、ゆとりある歩

行空間をつくり出している／世田谷区【□17 ,□18】 

05道路、水辺、隣地間とのゆとりスペースを確

保しましょう。 

□17道路、水辺、隣地間のゆとりスペースを確保する。 

□18道路側の壁面線の後退と連続性を確保する。 

□16道路側から景観資源への
見通し等の配慮 

□17道路・隣地間とのゆとり空
間の確保 

□18 壁面後退による歩行者空
間及び緑化空間の確保 
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06 周辺環境を考慮し、敷

地周りの緑化を考慮し

ましょう。 

□19敷地外周部に生垣、又は
低・中・高木等の植栽を行

う。 

□20農地や隣地に日陰や落ち
葉、樹種等による悪影響

を与えないように考慮をす

る。 

07 周辺環境を考慮し、

潤いのある樹種の選

定をしましょう。 

08 周辺環境を考慮し、駐車

場等の周囲や舗装面の緑

化を考慮しましょう。 

□21花や紅葉等の彩りづくりを
行う。 

□22 まち並みの連続性に配慮
した植栽を行う。 

□23 駐車場・駐輪場の周囲は、露
出し過ぎないように樹木等による

植栽を行う。 

□24舗装面に緑化用ブロック等の利
用を図る。→芝生舗装 

□23 敷地外周部の

生垣等の植栽 

□24駐車場の緑化用ブロック
等の敷設 

□19敷地外周部に生垣、又は低・
中・高木等の植栽を行う 

□21□22道路沿いは花木等による彩りづくりや、ま
ち並みに連続した植栽を行う 

▲敷地外周部を低・中木で植栽している／横浜市【□19】 

農地や隣地側への日陰

や落ち葉による影響 

□20 樹木の位置に
配慮 
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09設備機器・照明・配管・ダクト類が過度に露出しないように考慮しましょう。 

□25設備機器類は、道路、河川、公園等より見えにくい配置、又は緑、ルーバー等で遮蔽を図る。 

□26壁面に付帯する配管・ダクト類はできるだけ集約、又は建築物本体と調和を図る。 

□27光量や光源の向きなどが周辺に悪影響を与えないように配慮します。 

▲配管の色を外壁の色彩に馴染むように配慮している／

横浜市【□26】 

▲見えにくい配置にし、かつルーバーによる遮蔽をしてい

る／川崎市【□25】 

□25設備機器類の緑化
等による遮蔽 

□25 ルーバー等の遮蔽や、
歩道空間から見えにくい配

置 

□26 配管等の集約
と色彩の調和 

露出した配管等 
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10付帯する広告物の位置や大きさ、色彩が突出しないようにしましょう。 

□28付帯する広告物は、建築物本体とデザインや大きさの調和を図る。 

□29建築物本体より過度の突き出しは避ける。 

▲建築物本体と一体化させ、サインの強調とともにアクセ

ントカラーの役割を果たしている。／千葉市【□29】 

□28建築物本体とデザイン
や大きさの統一 

□29建築物本体より過度の
突き出しは避ける 

▲建築物本体と形態、色彩を調和させている／千代田区

【□28】 
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11駐車場、ごみ置き場等は、露出が過度にならないようにしましょう。 

□30駐車場・駐輪場は、露出し過ぎないように緑化等で修景を行う。 

□31 ごみ置場等を設ける場合は、外部より直接目にふれにくいように緑化等で修景を行う。 

▲駐車場が露出し過ぎないように周囲を緑化している 

／成田市【□30】 

□30 駐車場が露出し過ぎ
ないよう緑化等で修景 

□31生垣等による修景 
ごみ置場の露出 

ごみ置場 
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01 まちとのネットワークを考慮しましょう。 

□1 周辺の公園緑地との機能・役割の連携を図る。 

□2 アクセスルートの安全性・快適性を確保する。 

□3 周辺の緑や水辺とのネットワーク化を図る。 

□4 バリアフリー化された歩行者空間のネットワーク化を図る。 

生産緑地 社寺林 

ちびっ子広場 

□3 緑のつながりの意識 

屋敷林 

河川 

□2 道路空間と一体となった 

ゆとりのある歩行者空間の確保 

□3 ,□6 河川を活かした 

水辺の景観形成 

公共建築物 

□4 バリアフリー化された 

歩行者ネットワークの確保 

□7 隣接する公共建築との 

一体的な境界の処理 

公園 

□5 まちに開かれたアプローチ・エントランスの確保 

□2 ゆとりのある歩行者空間の確保 

□10既存樹木の保全・活用 
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02周辺環境とのかかわりや地域特性を考慮しましょう。 

□5 まちとのつながりを意識したアプローチを確保する。 

□6 周りの緑や水辺を保全・活用する。 

□7 隣接する施設との一体化・協調化を図る。 

□8 駐車場を設置する場合は、街並みに配慮した場所に駐車
場・駐輪場の設置を図る。 

03人や生物にやさしい施設づくりをしましょう。 

□9 バリアフリー化を図る。 

□10敷地内の既存樹林の保全、活用を図る。 

□11地域特性や生態環境等に配慮したゾーニングを行う。 

□12生き物の生息・生育空間のネットワークをつくる。 

□13人の賑わえる場やほっとできる空間づくりを図る。 

▲生き物の生息場をつくり、水際を石でぼかしている／横浜

市【□11 ,□13】 

▲バリアフリー化を図る 

／「埼玉県福祉のまちづくり条例ガイドブック」より【□9 】 

●施設の案内を分かりやすく表示する 

●路面は、濡れても滑りにく

い仕上げ 

●段を設けない 

●有効幅員 120cm 以上 

●すりつけこう配は 5%以下 

150cm 以上の 

水平部分（高低差がある場合） 

車止め 

90cm 
90cm 

90cm 

▲彩りのある緑道のネットワーク化を図るとともに、生き物の生息空間

の連続性を図っている／三郷市【□3 ,□12 ,□13】 

▲公園と道路を一体的に整備し、たまり空間を生み出している

／杉並区【□7 ,□13】 
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04周りとのかかわりを考慮しましょう。 

□14道路（歩道）空間、水辺空間、公共建築物等との一体化・協調化を図る。 

□15周辺の道路からの見通しを確保する。 

□16柵・フェンスを設置しない境界部のあり方を検討する。 

□17柵・フェンスを設置する場合は、設置位置の後退、目立たない、落ち着きのある色彩にする等
の工夫を行う。→低彩度・中間色調色等 

▲柵・フェンスの代わりに緑帯を用いている 

／越谷市【□16】 

▲公園の境界を後退させることによって広幅員の歩道空

間を創出している／佐倉市【□14 ,□15 】 

 

□16□17 フェンスの位置
を後退させる 

□14道路（歩道）空間と
の一体化を図る 
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05 周辺環境を考慮し、潤いのある緑化に配慮し

ましょう。 

□18 まち並みの連続性に配慮した植栽を行う。 

□19外周部の緑化を考慮するとともに、周りに悪影響を与
えない樹種等を選定する。 

 →落ち葉に害鳥等 

□20花や紅葉等の彩りづくりを行う。 

□21環境を守るために緩衝緑地を設置する。 

06安全・安心で魅力ある境界部づくりをしましょう。 

□22法面・擁壁を設置する場合は、勾配や形態、緑化、素材等を
工夫する。 

□23植栽によって季節感を演出する。 

→音や香りで楽しめる工夫 

□24歩行者の休憩スペースを設ける。 

▲街並みに連続した高木を植栽している／横浜市 

【□18】 

 □18 まち並みとの連続性
に配慮した植栽 

□20花木等の彩りづくり 

▲まちなみの連続性に配慮した植栽をし、歩行者の休

憩スペースを設けている／高崎市【□18 ,□24】 

□19 落葉や害鳥等に配
慮した樹種選定 

□23 植栽によって潤いや
季節感を与える 

□24 歩行者のための休憩ス
ペースの設置に配慮 

□22 擁壁の勾配や緑

化、素材に配慮 
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07快適かつ円滑に入れるような工夫を考慮しましょう。 

□25周辺とのつながりに配慮した位置にエントランスを確保する。 

□26舗装等の工夫によって入り口らしさを明確にする。 

□27 わかりやすいサインの工夫を行う。 

□28 バリアフリー化を図る。 

□29周辺の道路からの見通しを確保する。 

□27 公園及び周辺地域を
案内するサインの設置 

□28公園内の段差の解消 

▲開放的な入り口周りとなっており、わかりやすいサイ

ンを設置している／三郷市【□27 ,□28】 

▲舗装を工夫して入り口部を分かりやすくしている 

／世田谷区【□25 ,□26】 

□32 シンボルツリーによる入り口らしさの演出 

□25周辺とのつながりに配慮した位
置に入り口を配置 

□26入り口らしい舗装整備に配慮 
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08地域らしさと魅力ある空間づくりをしましょう。 

□30 エントランスに広場空間の確保を図る。 

□31道路（歩道等）空間との一体的な整備を行う。 

□32 シンボルツリーや草花、パブリックアート等によって入り口周りの演出を図る。 

□33地域らしさを活かした入り口周りを創出する。 

□34門・ゲート等に地域特性を活かしたデザインの取り入れを図る。 

▲入り口周りに地域らしさを取り入れたゲートがある 

／江東区【□33 ,□34】 

▲エントランスにオープンスペースとシンボルツリーを設けている／さ

いたま市【□30 ,□32】 

▲エントランスに広場空間を確保し、モニュメントを設けている／江

東区【□30 ,□32】 

□25□30□31広がりのある空間を確保
し、道路との一体化を図る 

□32 シンボルツリーによる入り
口周りの演出 
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09形態、意匠、色彩は周辺の施設や環境（地形、緑等）との調和を考慮しましょう。 

□35地域特性を活かしたデザインを取り入れる。 

□36自然素材の活用、又は自然と調和する素材の利用を図る。 

□37植栽によって周囲を修景する。 

□38緑を引き立てる落ち着きのある色彩・素材を選択する。→黄緑系の近似色の利用を避ける 

▲勾配屋根に屋上緑化を行っている／横浜市【□36 ,□37】 

▲木材等を使用している／成田市【□36】 

▲落ち着きのある色彩を使用し、建物の周囲を植栽で修景して

いる／越谷市【□37 ,□38】 

▲自然素材を利用した施設で。周辺の水性植物と調和してい

る／千葉市【□36】 
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10親しみや魅力のある施設づくりをしましょう。 

□39魅力あるアクセントを与える要素として効果的な配
置やデザインを工夫する。 

□40均質性による一体感、多様な表情、躍動感、眺望
性、投影像、隔離感等を活かしたデザインを工夫す

る。 

□41植栽によって季節感を演出する。 

□42 エージングの特性に配慮した表情をつくる。 

11人や生物にやさしい施設づくりをしましょう。 

□43駐車場・駐輪場を設置する場合は、人や車の安全な通行に配
慮した位置に設ける。 

□44周辺環境を考慮し、駐車場の周囲や舗装面は緑化を図る。 

□45環境の保全と育成のため緩衝緑地を確保する。 

▲シンプルなデザインのトイレ／三郷市【□39 ,□40】 

▲草花により彩りと季節感を演出している／三郷市【□41】 

▲駐車スペースを緑化している／葛飾区【□44】 

▲身近な素材を用いることで親しみやすさを演出している 

／古河市【□42】 
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01 まちとのネットワークを考慮しましょう。 

□1 周辺の水辺や公園緑地との機能・役割の連携を図る。 

□2 アクセスルートの安全性・快適性を確保する。 

□3 周辺の水辺や緑とのネットワーク化を図る。 

□4 バリアフリー化された歩行者等空間のネットワーク化を図る。 

□5 生き物の生息・生育空間となる拠点・コリドーとそれらを結ぶネットワーク化を図る。 

調整（節）池 

□3 水路の歩行者ネットワークとしての活用 

□2 調整（節）池の周囲の
散策路としての活用 

屋敷林 

河川 

□1 道路空間と一体となった 
ゆとりのある歩行者空間の確保 

□7 多目的なオープンスペースの確保 

□1 隣接する公園との 

一体的な境界の処理 

公園 

□4 ,□7 まちかどの表情づくり 

ゆとりのある歩行者空間の確

保やバリアフリー化 

□9 ,□14 水辺のプ
ロム等づくり ,視点

場づくり 

□5 生き物が生息できる
緑のネットワークを図る 
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02周辺環境とのかかわりや地域特性を考慮しましょう。 

□6 地域特性や水辺の見え方、水辺からの見え方、生態環境のネットワーク等
に配慮したゾーニングを行う。 

□7 まちとのつながりの深い場所では、人々のふれあいの舞台となるオープンスペ
ースを創出する。 

□8 隣接する他の施設との一体化・協調化を図る。 

□9 視点場を設ける →流れ、対岸、遠景への眺望等 

□10単調にならないよう、河道の線形を活かしながら節目となる空間を確保す
る。→合流部・分流部、公園・広場、橋梁、落差工等 

03 人や生物にやさしい施設づくりをしましょ

う。 

□11 バリアフリー化を図る。 

□12周辺の雑木林等、生物の生息空間の拠点となる
自然的要素を水辺につなげる、中継地点となる水

辺をつくる。 

□13水質の浄化を考慮した整備を図る。 

□14水辺に親しめ、ほっとできる場づくりを図る。 

▲河川沿いにオープンスペースを設け視点場としている 

／越谷市【□7 ,□8 ,□9 】 

▲水質の浄化を図り、かつての姿を取り戻すための整備がされて

いる／千葉市【□13 】 

▲調節池の中にオープンスペースを設けている／三郷市 

【□7  ,□14 】 

▲歩道とオープンスペースを一体的に整備することで、段差をなく

し 、 憩 い の 広 場 づ く り を 図 っ て い る ／ 千 代 田 区

【□7 ,□8 ,□11 ,□14 】 
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▲多自然型の水辺づくりを図っている／横浜市【□18 ,□19 ,□21 】 

04 自然の流れの表情を持つ水際線を

考慮しましょう。 

□15自然の地形を活かした流れをつくる。 

□16河道地形の多様化を図り、水量の変化に応
じた不整形な水際線づくりを図る。 

□17砂れきや自然石等自然の素材による河床づ
くりを図る。 

□18 水際線をぼかす。→水生植物や自然石の活
用、緩勾配の水際等 

▲水際線をヨシ等の植物によりをぼかしてやわらかい印象として

いる／三郷市【□18 ,□21 】 
▲自然の地形を活かした流れをつくっている／川崎市 

 【□15 ,□16 ,□19 ,□21 】 

▲生き物に配慮した淀みや瀬・渕づくりを図っている 

／江東区【□15 ,□18 ,□19 ,□20 ,□21 】 

05 生物にやさしい水際・河道づくりをしまし

ょう。 

□19生き物に配慮した淀みや瀬・渕づくりを図る。 

□20魚道の確保を図る。 

□21水際に多様な水生植物や自然石の取り入れを図
る。 
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06ゆとりと潤づくりをしましょう。 

□22 要所に休憩スペースや視点場づくり
を図る。 

□23隣接地との一体的整備によってオー
プンスペース、通路を確保する。 

□24植栽スペースをできる限り広く確保す
る。 

▲河川沿いに視点場となる休憩スペースを設置している／三郷

市【□22 】 

07 人と生物にやさしい道・オープンスペース

づくりをしましょう。 

□25歩行者の安全性に配慮する。 

→イメージハンプ等による車両通行の抑制等 

□26橋詰めのゆとり空間の確保を図る。 

□27水辺に親しめる場づくりを図る。 
□28隣接地と協調して緑化を図る。 

□29季節の花木・草花等によって季節感を演出する。 

□30歩行者の歩行や憩い等に配慮した舗装素材の利用
や色彩の選定を行う。 

□22休憩スペースや視点場をつくる □30透水性舗装の使用 

□23□30隣接地との一体的整備 

□29 季節の花木等
による演出 

□26橋詰めのゆとり空間の確保 

▲河川沿いに曲線状のやわらかな印象の休憩スペースを設けてい

る／江東区【□22 】 

□24植栽スペースの確保 

□25 イメージハンプ等により車
両通行の抑制を図る 
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□31地域性を考慮した表情づくりを図る。 

□32層状の変化を持った護岸の表情づくりを図る。 

□33護岸の模様・表現において、水辺に不調和な絵や文字
等の彩色を避ける。 

□34多様な生物の空間を生み出す工法・素材を活用する。
→空石積み、柳枝工、蛇篭、ふとん篭等 

▲自然石を活かした護岸によって質感を表現している 

／越谷市【□34 ,□37 】 

▲層状の変化を持った護岸の表情づくり／三郷市 

【□31 ,□32 ,□36 ,□37 】 

▲水辺へ近づける視点場を設けている／横浜市【□35 ,□37 】 

08周辺との調和や生物環境を考慮しましょう。 

□35 水辺への開放感のある眺めの場を確保す
る。 

□36安全性の確保を前提として、水辺に近づけ
る護岸の際づくりを図る。 

□37 防護柵の構造、形態、意匠、色彩等は、
安全性を確保するとともに自然環境との調

和を図る。 

09 人にやさしい護岸の際づくりをしまし

ょう。 

 

高木植栽 

斜面の緑化 

□37防護柵の形態・色彩
等は自然環境との調和

に配慮 

□33水辺に不調和なデ
ザインは避ける 
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01 まちとのネットワークを考慮しましょう。 

□1 周辺の道路との機能・役割の連携を図る。 

□2 アクセスルートの安全性・快適性を確保する。 

□3 周辺の歩行ルート等とのネットワーク化を図る。 

□4 バリアフリー化された歩行者等空間のネットワーク化を図る 

□5 駅前広場は道路軸のアイストップやシンボルとなるシンボルツリー、施設等の整備を図る。 

駅 

駅前広場 

□7 良好な緑が連続した景観形成 

□9 拠点としてまとまりのある 
景観形成 

河川 

□8 公共建築物と一体となった 

ゆとりのある歩行者空間の確保 

□6 ,□9 河川を活かした水辺と
調和する橋梁の整備 

公共建築物 

□5 アイストップとなるシン
ボルツリーや花壇の整備 

公園 

橋詰め空間の確保 

□4 バリアフリー化された 

歩行者ネットワークの確保 
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02周辺環境とのかかわりや地域特性を考慮しましょう。 

□6 道路付帯施設は周辺環境や地域特性との関わりを活かした施設
づくりを図る。 

□7 周りの緑や水辺と連続した舗装素材や色彩、緑化を図る。 

□8 隣接する施設との一体化・協調化（歩行空間等）を図る。 

□9 周辺環境に配慮した形態、意匠、色彩等の計画を行う。 

03人や生物にやさしい施設づくりをしましょう。 

□10 バリアフリー化を図る。 

□11歩行者等の快適な歩行等を促進するための舗装材や色
彩の選定を行う。 

□12歩行者や車等の安全性の確保を前提とし、緑化の促進
を図る。 

□13生き物の生息・生育空間のネットワーク化を図る。 

□14人が休憩できる場や休憩施設の設置を図る。 

▲駅前にシンボル樹とパブリックアートを設けている 

／東久留米市【□5 】 

▲橋詰めを特徴的なデザインで強調している／世田谷区【□9 】 

▲歩道・車道舗装の素材・色彩の連携と草花による彩りの演出

を行っている／横浜市【□11 ,□12 】 

▲並木を配し、生物の生育空間のネットワーク化を図っている 

／佐倉市【□13 】 
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04 安全・安心で魅力ある歩行者等の

空間づくりをしましょう。 

□15安全でゆとりのある歩行者等空間の確保
を図る。 

□16 歩行者等の休息等に配慮したスペース・
施設の確保を図る。 

□17 まち並みの魅力向上のため、パブリックデザ
インに配慮した修景づくりを図る。 

▲パブリックデザインに配慮した休憩スペースを設けている／横浜

市【□16 ,□17 】 

 

▲沿道敷地との歩行者空間の協調によりゆとりスペースを確保し

ている／品川区【□19 】 

05 自然環境やまち並みの連続性を考

慮しましょう。 

□18沿道敷地との緑化の協調による拡充を図る。→
高木（街路）＋中低木・草花（沿道敷地） 

□19沿道敷地との歩行者等空間の協調によりゆとり
スペースの確保を図る。 

□20沿道敷地との舗装素材や色彩の協調による連
続性の確保を図る。 

□18緑のつながりの確保 

□15 ゆとりのある歩行者
空間を確保する 

□19沿道の施設との協調に
よるゆとりスペースの確保 

□18 中央分離帯の
高木植栽 
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06秩序のある空間を確保しましょう。 

□21角地の敷地との協調、一体的な整備によ
って、オープンスペースの確保を図る。 

□22見通しや見通し線（ビスタライン）を確保す
る。 

□23交通島を設置する場合は、ランドマーク性
を意識したデザインを考慮する。 

▲角地の施設との協力によって、歩道とつながる小広場が創出さ

れている／世田谷区【□21 】 

▲交通島に地域特性を活かした標識を配置している 

／世田谷区【□23 】 

07 場としてのまとまりや魅力ある個性を創

出しましょう。 

□24交番、公衆トイレ、駅前駐輪場等は、交差
点・駅前広場や周辺及び駅舎デザインとの

調和を図るとともに、景観のポイントとなるよう

な良質なデザインを行う。 

□25潤いと緑陰等の確保のため、高木等の緑化
を図る。 

□26駅前広場の夜間照明は、魅力向上の照明
デザインを図る。 

▲交番を周辺のデザインに調和させている／横浜市【□24 】 

 
□21 角地の敷地との協
調によるオープンスペース

の確保 

交差点部の舗

装の統一 

□25 高木等による緑化 
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08安全・安心な施設づくりをしましょう。 

□27歩行者や車等の安全・安心を確保する施
設の選定を行う。→取り付けボルトの納まり 

□28過剰な防護や人止めにならないような防護
柵、又は車止めの選定を行う。 

09 周辺の特性を活かした工夫をしまし

ょう。 

□29周辺特性を活かした形態、意匠、色彩を
選定する。→商業地等はガードパイプで意匠、

色彩の選定 

□30植栽との組合せを図る。→防護フェンス＋低
木（ゆとり有りの場合）、又はつる性植物（ゆとり

無しの場合） 

 

▲車止めの間にプランターを設置し、彩を加えている 

／横浜市【□28 ,□30 】 

▲地域特性を考慮した柵を設置している／千代田区【□29 】 ▲手摺にリズム感を持たせ、緑化を配したフェンス 

／さいたま市【□30 】 

□27 取り付けボルト
の納まりに配慮する 

□28 過剰な設置にならないように、他の要素との位置
の調整を図り、リズム感をつくり出す 
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落ち着きのある
色彩に配慮 

10 わかりやすくすっきりした設置を考慮

しましょう。 

□31信号機、標識、照明灯等の共架・統合化
を考慮し、施設・数量等の合理化を図る。

→スマートなデザインへ 

□32信号機、標識のポールや路上設備等は目
立たない、落ち着きのある色彩とする。 →

低彩度・中間色調色等 

▲周辺と調和するよう景観に配慮された色彩の分電盤／三

鷹市【□33 ,□34 】 

 

11 地域特性を考慮した設置をしましょ

う。 

□33地域特性を考慮した形態、意匠、色彩の
選定を行う。→商業地等と住居地との使い分

け 

□34周辺環境や施設等との調和を図る。 

直線を活かしたデザイン 曲線を活かしたデザイン 

□31 ,□32路上の要素の数量を抑える 

▲信号と照明器具を統合して、すっきりとした形態及び

色彩に配慮されている／成田市【□31 ,□32 】 




