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01 屋根や軒、階、最上部の高さは周辺

に配慮しましょう。 

□1 スカイラインの連続性と調和を図る。 

□2 1 及び 2 階の階高はできるだけそろえる。  

□3 背後の景観資源を考慮した高さとする。 

□4 外壁とスカイラインはリズムと調和のある表現
を確保する。 

02 一つの規模が大き過ぎないように配

慮しましょう。 

□5 平面を雁行や長方形、Ｌ字形等にし、規模

が大き過ぎないように配慮する。 

□6 低層部より上層部を小さくする工夫を図る。 

□7 ボリュームの分割・分節・分棟を図る。 

▲ボリュームを分割・分節し、低層部より上層部を小さくしている

／戸田市【□6 ,□7 】 

▲ボリュームを分割してスカイラインに配慮されている／鳩ヶ谷市 

  【□4 ,□7 】 

▲平面を雁行させてボリュームを分割・分節している／横浜市

【□5 ,□7 】 

□2 1 及び 2 階の階高はで

きるだけそろえる。 
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圧迫感のある大壁面 

□8 大壁面の分節及び

ガラス面の活用 

03 圧迫感や単調な壁面を避け、周辺の

景観との調和に配慮しましょう。 

□8 大壁面は分節を図る。 

□9 規模の大きなものは意匠の工夫に配慮する。 

□10道路・水辺・公園等に面する壁面は開口を十
分確保し、透明ガラス等を活用する。 

04 金属やガラス等の壁面は、周辺への反

射防止に配慮しましょう。 

□11鏡面の仕上げ・ガラスを避ける。 

□12外壁の化粧材には石材や木材等の自然素材
の活用を図る。 

▲壁面を変化させるとともに、特徴的なデザインを活用している／川

口市【□8 ,□9 】 

▲自然素材を活用している／横浜市【□12 】 

▲低層部より上層部を小さくするとともに、ガラス面を多くし圧迫

感の軽減を図っている／つくば【□6 ,□9 】 
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05突出した形態・意匠を避け、周辺との調和に配慮しましょう。 

□13屋根の形態・意匠は奇抜なデザインを避け、周辺と調和するようにする。 

▲周辺の地域特性に配慮した屋根の形態・意匠としている／成

田市【□13 】 

▲半円筒形の屋根で建築物を印象づけている／大田区【□13 】 ▲曲線的な屋根形状でやわらかい印象を与えている 

／香取市【□13 】 

奇抜なデザインの屋

根形状 

□13 周辺と調和の取
れた屋根形状 
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▲設備機器を見えにくい位置に配慮している（民間施設）／三

郷市【□15 】 

▲建築物本体とバルコニーの形状をそろえている 

／成田市【□14 】 
▲露出が過度にならないようにルーバー等で遮蔽している 

／さいたま市【□15 】 

06 手摺部は建築物等と調和した形態・

意匠に配慮しましょう。 

□14本体と形態・仕上げを合わせるか、格子等で
存在感を薄める。 

07 設備機器等が露出しないように配慮

しましょう。 

□15見えにくい配置や工夫を行う。 

□14 建築物本体と調和し
た形態・意匠 
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▲階段室が目立たないように建築物本体と調和させている／戸

田市【□16 】 

▲階段室の形態・意匠を建築物本体とそろえて調和させている／

鳩ヶ谷市【□16 】 

▲階段室の形態・意匠を建築物本体とそろえて調和させている

／多摩市【□16 】 

08建築物本体と調和した形態意匠に配慮しましょう。 

□16屋外階段は、建築物本体と調和や遮蔽を図る。 

□16 建築物と一体的な
形態・意匠 

過度な色彩で露出した

屋外階段 
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09屋上や壁面の緑化に配慮しましょう。 

□17屋上緑化や壁面緑化を図る。 

▲建物の屋上をけやき広場としてる／さいたま市【□17 】 

 地被類で屋上緑化をしている／柏市【□17 】 

▲つる性植物で壁面を緑化している／世田谷区【□17 】 ▲施設用途を壁面緑化のデザインに取り入れている 

／高崎市【□17 】 

□17 屋上緑化

や壁面緑化 
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▲透過性の高いシンプルなデザインとしている／港区【□3 ,□5 】 

▲通行の阻害にならないよう縁石の上に設置し、メッシュフェンスと

防護柵を併用して安全性を高めている 

／横浜市【□1 ,□2 】 

▲地域性を踏まえ木材の活用を図っている／つくば市

【□1 ,□4 ,□6 ,□8 】 

01安全・安心に配慮しましょう。 

□1 歩行者の通行に配慮した位置に設置する。 

□2 構造上安全なものにする。 

02 周辺に調和した形態意匠や素材に配慮しまし

ょう。 

□3 すっきりとしたシンプルなデザインとする。 

□4 エージングを考慮した素材の選定をする。 

□5 透過性の高いデザインを採用する。 

□6 地域性・場所性を踏まえたデザインを取り入れる。 

□7 転落防止柵と植栽を組み合わせる。 

□8 場所にふさわしい素材・色彩を選択する。 

□9 周辺との統一性を図る。 

▲転落防止柵と植栽を組み合わせている／世田谷区 

 フェンスと植栽を組み合わせている／越谷市（右上）【□1 ,□7 】 
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▲周辺の地域性に配慮し、和風のデザインとしている 

／成田市【□3 ,□4 ,□5 ,□6 】 

01 周辺に調和した形態意匠や素材に配慮

しましょう。 

□1 すっきりとしたシンプルなデザインとする。 

□2 エージングを考慮した素材の選定をする。 

□3 地域性・場所性を踏まえたデザインを取り入れる。 

□4 場所にふさわしい素材・色彩を選択する。 

□5 周囲との統一性を図る。 

02安全・安心に配慮しましょう。 

□6 歩行者の通行に配慮した位置に設置する。 

▲ポールの色彩を場所にふさわしい色としている／三鷹市【□4 】 

▲ポールの色を周辺と調和する色としており、通行の阻害にならない

場所に設置している／横浜市【□1 ,□4 ,□6 】 

▲シンプルですっきりとしたデザインとなっている。 

／横浜市【□1 ,□6 】 
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01 見やすさとわかりやすさに配慮

しましょう。 

□1 周辺のサイン等の視覚情報を把握
し連携を図る。 

□2 周辺の案内を兼ねた施設サインを

設置する。 

□3 サイン本体の視認性・誘目性※を

高める。 

□4 夜間の見やすさを図る。 

02 周辺に調和した形態

意匠や素材に配慮

しましょう。 

□5 長時間利用されることを

考慮したシンプルな形態と

する。 

□6 エージングを考慮した素材
の選定をする。 

□7 地域にふさわしい色彩・素
材を選択する。 

03 統一性や統合性に配慮しま

しょう。 

□8 サインの機能・役割に応じた情報の
整理、体系化、配置計画をたてる。 

□9 他の要素との共架・統合を図る。 

□10一連のサインに関連をもたせる。 

□11情報の更新の仕方について計画をた
てる。 

□12表示面等の処理をすっきりさせる。 

▲自然素材を用いることで、エージングや周囲との調和に配慮し

ている／大田区【□6 ,□7 】 

▲施設サインの方角の分かりやすさや、周辺案内の位置を低くし誰でも

見やすいように配慮されている／横浜市 

【□1 ,□2 ,□3 ,□8 ,□9 】 

ピクトグラムを活用し分かりやすい視覚情報としている 

／さいたま市（右上）【□1 ,□3 】 
 

□1 □2 □8 サインの機能・役

割に応じた配置計画 

※視認性：正確に視覚伝達する性能   誘目性：目のひきつけやすさ 

▲音声案内等付きの誰もが近づきやすい案内板で、周辺のサイ

ンとデザインを統一させている／大田区【□6 ,□7 】 

注）公共施設の案内看板を設置する場合は、別途「三郷市公共施設案内看板設置要領」及び「三郷市の公共施設案内看板標準モデル」を参照 
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▲トラス状の特徴的な形態で落ち着いた色彩となっている／三郷

市【□1 ,□4 】 

01安全・安心に配慮しましょう。 02 周辺環境に調和した形態意匠や素材に配慮しまし

ょう。 

□3 周辺との調和に配慮し、すっきりとしたシンプルな形態・構造
とする。 

□4 まちの顔となるべき所では、周辺地域の特性に配慮したシン
ボルとなる形態構造・色彩とする。 

□5 橋の構造を活かした照明を検討する。 

□1 転落防止柵等の設置を図る。 

□2 歩行者等の通行に配慮した幅員、勾配設
定とする。 

▲周辺地域の特性を踏まえた形態・色彩とし、橋の構造を活かして

照明灯を設置している／千代田区【□1 ,□4 ,□5 】 

 橋の構造を活かして照明を防護柵と一体的なデザインとしている／

成田市（右上）【□5 】 

 

▲周辺との調和に配慮し、落ち着きのある色彩としている／川口

市【□3 】 

▲特徴的でリズムのある防護柵と歩行者の通行に配慮した勾配

となっている／多摩市【□1 ,□2 】 
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▲桁の形状を工夫し、圧迫感を軽減している／横浜市 

 橋脚と桁を一体的な構造とし、デザイン性を持たせることで圧迫

感を軽減させている／多摩市（右上）【□6 ,□7 】 

▲桁の下の空間を駐輪場として活用している／横浜市【□11 】 

03圧迫感等をやわらげる工夫をしましょう。 

□6 桁の形状、桁の下部の仕上げ・色彩を工夫する。 

□7 橋脚と桁の接合部の処理、配管等の納まりをすっきりさせ

る。 

□8 周辺の緑化によって存在感をやわらげる。 

04まとまりのある空間づくりに配慮しましょう。 

□9 道路空間と連続する橋詰め広場や橋上の視点場を確
保する。 

□10親柱、欄干、照明灯、舗装等を含めた全体のまとまり
を図る。 

□11桁の下の空間をオープンスペース等として有効に活用す
る。 

▲つる性植物で橋梁の存在感をやわらげている／横浜市 

橋梁の上に樹木を植栽し、空間に潤いを与えている 

／川口市（右下）【□8 】 

▲橋詰めの広場空間に休憩スペースを設けている／江東区 

  橋上にアルコーブを設けて視点場としている／川口市（右上）

【□9 】 
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▲擁壁・護岸周りに転落防止柵を設置している／越谷市 

【□1 ,□2 】 

▲蛇篭を使用し、周辺の自然環境と調和させている 

／綾瀬市【□4 ,□5 】 

01安全・安心に配慮しましょう。 

□1 転落防止柵等の設置を図る。 

□2 人に配慮した勾配設定とする。 

02 周辺環境に調和した形態意匠・素材に配慮し

ましょう。 

□3 擁壁・護岸面のグラフィック化等過度な表現は控える。 

□4 自然石等を活用し、素材感を表現する。 

□5 表面処理を工夫し、自然な質感・エージングの特性の
ある仕上げにする。 

□6 地域の特性にあった自然な質感・エージング特性のある
表面処理を図る。 

▲擁壁の表面処理をレンガ等の自然素材とし、単調にならない

よう特徴的に装飾をしている／中央区（右上） 

【□4 ,□5 ,□6 】 

□1 転落防止柵の

設置に努める 

□2 □4 □5 人に配慮された勾配設定

とし、自然石等の素材感が感じられる

よう表面処理に配慮する 

× 

□3 擁壁・護岸の過度な

グラフィック化等は控える 
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▲水辺に近づく工夫をしている護岸と桜並木の水路／川崎市【□13】 

03圧迫感等をやわらげる工夫をしましょう。 

□7 法面や擁壁面はできる限り勾配を緩くしたり、高さを低く抑え
る。 

□8 形態の分節・分割を図る。 

□9 擁壁面や擁壁上部等を緑で修景する。 

□10護岸・擁壁は縁を取り入れる 

→つる性植物、緑化ブロック等 

□11層状の変化を持った護岸の表情をつくる。 

□12生き物が生息する・生育できる多孔質の空間を確保する。 

□13親水広場や水辺へ近づくことができる階段・スロープを設置する。 

□14通行に必要な情報以外のサインの設置を控える。 

□15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 

▲擁壁の圧迫感軽減のため、つる性植物で緑化している 

／茅ヶ崎市【□9 】 

▲多孔質な構造を持つ素材の活用によって、生物が生息しやすい空

間と散策路を創出している／三島市【□12 ,□15 】 
▲緑化ブロックにより護岸に彩を与えている／調布市【□10】 

04 人や生物に配慮しましょう。 



 60 

▲通行の邪魔とならぬよう植栽枡に設置し、周辺の緑と調和す

るような色彩としている／千代田区【□2 ,□3 】 

▲目立たせないように緑で修景している／横浜市（右上）【□1 】 

 

01形態意匠や素材に配慮しましょう。 02安全・安心で人に配慮しましょう。 

□1 目立たせないように周囲を緑や障壁等で遮蔽
する。 

□2 周囲に調和するような本体の色彩や素材の選
定を行う。 

□3 通行上邪魔にならない位置に配置する。 

□4 安全・安心のために緑等の遮蔽を図る。 

▲通行上邪魔にならない位置に設置し、周辺の緑と調和させるよう

色彩に配慮している／横浜市【□2 ,□3 】 

▲目立たせないように自然素材の障壁で目隠しをしている 

／相模原市【□1 ,□2 】 
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01周辺環境や施設への調和に配慮しまし

ょう。 

□1 建築物やオープンスペースと一体的に計画す

る。 

□2 地域らしさを考慮したデザインを取り入れる。 

□3 一連のストリートファニチャに関連性・共通性

をもたせる。 

02 親しみや魅力を感じさ

せるデザインに配慮し

ましょう。 

□4 親しみ感や魅力あるデザイ

ンを工夫する。 

□5 自然の素材を活用した素

材感を表現する。 

□6 照明や緑、広告物と組み

合わせる。 

03 人にやさしい配慮をし

ましょう。 

□7 誰もが利用しやすい工

夫をする。 

□8 もてなしとして可能な限

り休憩施設を設置す

る。 

□9 歩行者空間とのかかわ
りに配慮し、歩行者の
通行を妨げない設置位
置とする。 

▲シェルターをつる性植物で緑化している／さいたま市 

  バスシェルターの維持管理コストを企業広告でまかなっている／

港区（右上）【□4 ,□5 】 

▲特徴的なプランターを設置している／戸田市【□4 】 

▲地域らしさを考慮したレンガ風のベンチで、どの方向からもアプ

ローチできるよう障害者に配慮されている／横浜市

【□1 ,□3 ,□7 】 

▲ベンチを多く設置し、もてなしに配慮されている 

／千代田区【□8 】 
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類 

▲路面排水をスリット側溝とし、すっきりとした乗入れ部としている／

鳩ヶ谷市【□2 ,□9 】 

01人にやさしい路面構造にしましょう。 

□1 歩行者の安全に配慮した舗装材を選択する。 

→照り返しの防止、誘導ブロックや階段の段鼻の視認性 

□2 段差を解消する。→切り下げ部の車道との段差、路面の平
坦性 

□3 やわらかい印象を与える歩車道境界縁石を図る。 

□4 歩行者空間における歩行の連続性を確保する。 

□5 交差する道路にハンプ、イメージハンプ※を設置し、運転
者に注意を喚起する。 

02周辺との調和に配慮しましょう。 

□6 必要以上に路面が目立つ強い色彩・舗装パターン
は控える。 

□7 周辺と調和する落ち着きのある素材・色彩を選択

する。 

□8 隣接する舗装材との調和を図る。 

□9 路面排水や排水溝等の配置を考慮する。 

□10舗装材で被覆しない部分を計画的につくる。 

※イメージハンプ：《(和)image＋hump》道路で、舗装の色や材料を一部分だけ変え、凹凸があるように見せかけたもの。ドライバーに注意をうながし、自動車の速度を落とさせる

ために設ける。  

▲交差点にイメージハンプ※を設置し、車の通行の徐行を喚起

している／多摩市 【□5 ,□7 ,□8 】 

▲やわらかい印象の縁石で境界部の段差を解消するとともに誘導ブロ

ックを設けている／千代田区 

【□1 ,□2 ,□3 】 

 

□4 歩行者空間におけ

る連続性の確保 

http://kotobank.jp/word/%E9%81%93%E8%B7%AF
http://kotobank.jp/word/%E8%88%97%E8%A3%85
http://kotobank.jp/word/%E6%9D%90%E6%96%99
http://kotobank.jp/word/%E5%87%B9%E5%87%B8
http://kotobank.jp/word/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC
http://kotobank.jp/word/%E6%B3%A8%E6%84%8F
http://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A
http://kotobank.jp/word/%E9%80%9F%E5%BA%A6
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▲舗装により歩道と自転車道の機能区分をしている 

／調布市 【□11 ,□13 】 

▲複数の舗装材を用いて、歩車道の路面の表情をつくっている

／高崎市【□13 】 

▲鉄道廃線跡のレールを遊歩道のデザインに活用している 

／横浜市 【□12 】 

03魅力づくりに配慮しましょう。 

□11舗装によって機能区分やまとまり、あるいは一体性・連続性を表現する。 

□12地域性の要素を舗装に取り入れる。 

□13複数の材料の組み合せにより路面の表情をつくる。 

□14透水性を考慮した舗装材、工法を選択する。 

□15 リサイクル材、再生可能材を活用する。 

□16汎用性の高い材料を選択する。 

▲地域の歴史を感じさせるイラストタイルやレンガを舗装に組み

込んでいる／横浜市【□12 】 
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▲周辺の緑との連続性に配慮されている／横浜市【□3 ,□9 】 ▲水辺と一体的な空間を形成している／越谷市【□2 ,□4 】 

01 地域特性や周辺との調和に配慮し

ましょう。 

□1 屋敷林とのつながりを確保する。 

□2 水辺の環境との結びつきを保全し・創出

する。 

□3 周辺の緑とのつながり・連続性を確保す

る。 

□4 植栽場所（水辺等）・空間のイメージ・規
模との整合を図る。 

02緑を増やし、特性を活用しましょう。 

□5 地域性、植生を考慮した植栽を行う。 

□6 季節の彩りを与える演出を行う。 

□7 シンボル的な植栽によって場を印象づける。 

□8 圧迫感を与えるものは緑でやわらげ、隠したいものや景観阻害要素は
緑で遮蔽する。 

□9 生き物の生息・生育に配慮した多様性を富む緑を創出する。 

□1 屋敷林とのつなが

りの確保 
□3 周辺の緑との連続性の確保 

□9 多様性を富む緑の創出 

□6 □7 季節の彩りを与え

る樹種の選定や、シンボル

樹の植栽に配慮 

□5 地域性を配慮し、市の

樹木であるシイノキやツツジ

の植栽に配慮 
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▲舗装に木材チップを活用している／立川市【□11 】 

▲シンボル樹が施設の印象を高めている／越谷市【□7 】 

03既存のものは保全・活用に配慮しましょう。 

□10既存の樹林地・樹木等の緑を保全・活用する。→既存樹木の移植等 

□11緑をリサイクルした資源を活用する。→剪定枝・落ち葉のチップ化、堆肥化 

▲河川沿いに桜を植栽し彩りを与えている、また擁壁は緑化し

圧迫感をやわらげている／江東区【□6 ,□8 】 

▲既存の樹木（マツ）を保全・活用し、公園としている 

／成田市【□10 】 
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▲駐車場の舗装面を緑化ブロックとし、透水性に配慮している

／さいたま市【□4 ,□5 】 

01 周辺との調和に配慮しましょ

う。 

□1 既存の地形や緑を活用する。 

□2 周辺と調和するデザインを施した目

隠し壁等によって遮蔽する。 

□3 大規模にならないように適切に分節・
分割を図る。 

02緑化に配慮しましょう。 

□4 緑や自然石を活用して周囲

を修景を図る。 

□5 緑や透水性の舗装材を活用
する。 

□6 他の用途にも活用できる広

場として整備を図る。 

03人にやさしい配慮をし

ましょう。 

□7 駐車場から施設までの

段差を解消する。 

 

□5 透水性に配慮する 

□4 駐車スペースの境界部等では、

中・高木の植栽に配慮する 

□2 緑等で遮蔽する 

□7 段差の解消 

▲駐車場周りを緑により遮蔽及び修景している／鳩ヶ谷市 

【□2 ,□4 】 

 
□1 既存の緑を保全する 

□3 駐車場が大規模になる場
合は、適切に分節する 

周辺からの見え方
に配慮する 

建築物 
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01落ち着きのある色彩を基調とし、周辺との調和に配慮しましょう。 

02基調色と強調色の配色による調和に配慮しましょう。 

□1  景観計画区域・公共建築物等の色彩基準による配色を行う。 

□2 重点地区・公共建築物等の色彩基準による配色を行う。 

□3 公共施設舗装部の色彩基準による配色を行う。 

 
■建築物等の色彩基準 
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■重点地区の色彩基準 

 
■公共施設舗装部の色彩基準 




