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第１章 公共施設景観ガイドラインの構成と目的（案） 

１ 本書の構成 注）以下のページの「→」は例示を表す 

 

■技術的な基準づくり（ハードの運用指針） 

４ 施設別のガイドライン 

５ 共通要素別のガイドライン 

■推進方策の設定（ソフトの運用指針） 

６ 推進の手続きと組織体制 

７ 公共施設景観ガイドラインのチェックシート 

詳
細 

■基本的な考え方の設定 １ 公共施設景観ガイドラインの構成と目的 

２ 公共施設景観ガイドラインの基本方針 

３ 適用の範囲 

 
４ 施設別のガイドライン 
●各公共施設の全体、要素周りに係る景

観についての指針及び解説 

５ 共通要素別のガイドライン 
●各景観要素（各公共施設に共通するもの

が多い）についての指針及び解説 

 

（１）建築施設 

 

 

 

（２）フェンス類 

（３）ポール類 

（４）サイン 

（５）橋梁類 

（６）擁壁・護岸類 

（７）設備類 

（８）ストリートファニチャ・ 

パブリックアート・遊具類 

（９）舗装類 

（１０）樹木等 

（１１）駐車場・駐輪場 

（１２）色彩 

（１）公共建築物 
①全体計画    ④付帯設備類 

②配置      ⑤付帯広告物 

③外構と緑化   ⑥付帯施設 

（２）公園・緑道 
①全体計画    ③入口周り 

②境界部     ④公園施設 

（４）道路 
①全体計画 

②道路構造・横断構成 

③交差点・駅前広場 

④防護柵・車止め周り 

⑤信号機・標識、路上設備類周り 

（３）河川・用水・調整（節）池 
①全体計画    ④護岸周り 

②水際・河道   ③水辺の道・ 

オープンスペース 

 

景観 
要素 

景観 
要素 

景観 
要素 

景観 
要素 

①高さ・規模   ⑤屋外階段 

②外壁      ⑥建築物等緑化 

③屋根・屋上   ⑦夜間照明 

④バルコニー等    
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２ 公共施設景観ガイドラインの目的 

 

道路や公園、河川・用水、公共建築物等の公共施設は、多くの市民が利用する施

設であり、良好な景観形成を市民・事業者と市協働で進めていくことにおいて重要な役

割を担っております。特に、地域の景観形成において先導的な役割も担うため、市民・

事業者にも増して景観に配慮することが重要となります。 

 

本公共施設景観ガイドラインは、景観に配慮した公共施設を整備するための指針づ

くりを目的として、ガイドラインの基本方針と、施設別及び共通要素別の景観形成におけ

る配慮事項等をまとめています。 

また、公共施設の計画・設計、そして整備等の段階において、本公共施設景観ガイ

ドラインに基づいた事業が行われ、良好な景観形成が推進されることを目指しておりま

す。 
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第 2章 公共施設景観ガイドラインの基本方針（案） 

１ 基本的な考え方 

■景観とは 

景観の「景」は、視覚的に見える対象物（景観要素）を示し、「観」は、対象物を見て

感じることをいいます。従って、良好な景観形成とは、人が「良いなと感じる景観要素をつ

くること」であると考えます。 

 

■本公共施設景観ガイドラインのとらえ方 

良好な景観形成は、長期的な展望のなかで、一定期間ごとの段階を経て着実に向

上させていくことを目指します。そのため、本公共施設景観ガイドラインは始まりの段階と

して「緩やかな基準づくり」とします。なお、ガイドライン全体の方向づけを行う基本方針を

以下に記載します。 

 

２ ガイドラインの基本方針 

①周囲の景観要素との連続性に配慮 

まちなみの景観が調和するよう周囲の景観要素との調和・連続性に配慮した計画を

します。 

良好な景観形成を図る上で、影響力のある公共施設が周囲の良好な景観と不調和にならな

いようにするため、公共施設は周囲の景観特性を活かし、まちなみとの調和に配慮することが

必要です。また、統一感のあるまちなみを創出するため、公共施設は各施設を単体で考えるの

ではなく、他の施設や民間施設とのつながりなど連続性に配慮しましょう。 

→連続する緑、調和する形態・高さ・材料・色彩等 

 

②施設の全体と部分との調和に配慮 

施設の各要素との調和を意識し、全体としてまとまりのある計画をします。 

景観は、個々の要素が良好な景観を形成とともに、それぞれが全体として調和することが重要

となります。施設の全体と部分の景観が調和することに配慮しましょう。 

→施設内の建築物、工作物、設備機器類の形態・材料・色彩等 

→道路・緑道、公園施設等内の舗装材・色彩等 

 

③時間の経過による変化への配慮 

時間の経過による材料や製品等の劣化、維持管理等に配慮した計画をします。 

公共施設は、長期間にわたり使われ続けるものであるため、使用する材料や製品等の修繕時

期・耐用年数等、整備したときだけでなく、その後の劣化や維持管理等にも配慮しましょう。ま

た、樹木類も同様に成長や維持管理等に配慮しましょう。 

→外壁の材料・塗装、道路や公園外周の高木類 

 

④見やすくすることと見えにくくすることへの配慮 

見せたいものを見やすくし、見せたくないものを見えにくくすることに配慮した計画をしま
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す。 

何を見せたいのか、どこから見せるのかを整理しましょう。また、何を見せたくないのか、どのように

見えにくくするのかを整理しましょう。 

→緑・ルーバー等による遮蔽、直接見えない位置への配置 

 

⑤賑わいの創出への配慮 

整備においては、人が集まる空間づくりに配慮した計画をします。 

賑わいや魅力を外部に伝えるには、文字による案内看板よりも、そこで楽しむ人の姿が見える

ほうが効果的です。快適な視点場でくつろぐ人が外からも垣間見えるとそこに行ってみたくなる、

このような「見る、見られる」の関係がある魅力的な空間・要素づくりに配慮しましょう。 

 

⑥人へのもてなしの配慮 

利用する人の立場に立って心地よく利用できるように配慮した計画をします。 

安全安心の施設・設備であるのは当然として、市民のための施設である公共施設は市民の利

用を歓迎していることを盛り込んだ空間・表現に配慮しましょう。 

→施設への導入・ほっとする場づくり 

 

⑦経済性への配慮 

整備費とともに維持管理、廃棄までのコスト低減に配慮した計画をします。 

計画する際には、コストがかかり過ぎないものや、維持管理しやすいもの、補修に長い時間を要

しないもの等を選定し、整備費及び維持管理コストの低減に配慮しましょう。 

 

第 3章 適用の範囲（案） 

１ 対象事業と適用の除外 

①対象事業 

この指針は、市が実施する公共事業について適用するものであり、地域の景観形成に与える影響

等を勘案し、適切な運用に努めるものとします。また、国・東京都・埼玉県が実施するものについても

理解と協力を求めていくものとします。 

 

②適用の除外 

法令等の定めによる場合及び災害復旧事業等緊急を要する事業、又は、周辺景観に与える

影響がないか極めて小さい事業及び部分的な維持補修などの小規模な事業は、本指針の

適用を除外することができるものとします。なお、このような場合においても、できる限り景観に配

慮した事業の実施に努めるものとします。 
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２ 協議対象行為 

次の表は、協議対象の規模を定めたものです。対象規模は、「施設別」と「共通要素別」に区分され、そ

れぞれを面積や高さで示しております。 

 
関連各課 

 

行為 協議の対象規模（案） 

●にぎわい拠

点準備室 

●財務課 

●教育総務課 

●道路治水課 

●営繕課 

●下水道課 

●施設課 

●交通課 

●産業振興課 

●みどり公園

課 

●まちづくり事

業課 

●開発指導課 

●都市計画課 

施
設
別 

（1）公共建築物 

新築、増築、

改築又は移

転 

イ）延べ面積が 250 ㎡以上のもの 

ロ）高さが 5ｍ以上のもの 

ハ）イ又はロ以外で開発事業の敷地

内のもの 

イ）舗装、樹木

等及び駐車

場・駐輪場の

変更面積が

250㎡以上の

もの 

外観を変更

することとなる

修繕若しくは

模様替え又

は色彩の変

更 

二）イ又はロに該当するもののうち、

各立面の外観の変更面積が

壁においては 1／4以上かつ 20

㎡以上、屋根においては 1／4

以上かつ 5㎡以上のもの 

ホ）ハによる届出で景観計画の適合

を受けたもののうち、各立面の

外観の変更面積が壁において

は 1／4 以上若しくは 20 ㎡以

上、屋根においては 1／4 以上

若しくは 5㎡以上のもの 

（2）公園・緑道  イ）面積が 1000 ㎡以上のもの 

（3）河川・用水・調整（節）池 

イ）河川・用水で幅員が天端内法

1.5m以上のもの 

ロ）調整（節）池で面積が 1000㎡以

上のもの 

（4）道路 
イ）幅員が 5.5m以上のもの 

ロ）駅前広場は、全てのものが対象 

 

 

共
通
要
素
別 

（1）建築施設 施設別の（1）公共建築物と同じ 

工
作
物 

（2）フェンス類 新設、増設、

改設、移転 

イ）長さが 10ｍ以上のもの 

（3）ポール類 イ）高さが 5m以上のもの 

（4）サイン類 イ）高さが 2m以上のもの 

（5）橋梁類 イ）全てのものが対象 

（6）擁壁・護岸類 イ）高さが 2m以上かつ長さが 10ｍ以上のもの 

（7）設備類 
イ）高さが 5m以上のもの 

ロ）排水機場は全てのものが対象 

（8）ストリートファニチャー・
パブリックアート・遊具類 

イ）高さが 2m以上のもの 

 

外観を変更

することとなる

修繕若しくは

模様替え又

は色彩の変

更 

イ）05 設備類、06 橋梁類、07 擁壁・護岸類のイ）に該

当するもののうち、各立面の外観の変更面積が壁に

おいては 1／4以上かつ 20㎡以上のもの 

（9）舗装類 

― （10）樹木等 

（11）駐車場・駐輪場 
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■舗装、樹木等及び駐車場・駐輪場の「協議の対象規模」の図解 
 

種別 図 解 

公
共
建
築
物
・
河
川
（
公
園
も
類
似
解
釈
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【定義】 

 【駐車場・駐輪場】：駐車又は駐輪の用に供する区域（緑化されている部分

を含む。） 

 樹木等（樹木等を植栽する区域で）緑被率 50％以上、ただし草花等を目

的とした花壇は除く。 

 舗装部：駐車場・駐輪場、樹木等以外の区域 

 
①協議の対象となる変
更面積の該当部分
は、次の一団の部分で
各面積 250 ㎡以上を
いう。 

 
●舗装部 
●樹木等 
●駐車場・駐輪場 

 
 

■樹木等の面積の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②樹木等の場合は、緑
被率が 50％以上とな
る一団の部分で、外側
の接線で囲まれた面積
を示す。 

 

協議の対象 
舗装の整備

250㎡以上 

協議の非対象 
舗装の整備
250㎡未満 

協議の対象 
植栽地の整備
250㎡以上 

協議の対象 

舗装の整備
250㎡以上 

協議の対象 
駐車場・駐輪場の
整備 250㎡以上 

協議の非対象 
草花等を目的と
した花壇 

緑被率 50%以上 

同一水平面に投影し
て得られる範囲面積

（斜線部）の変更に
係る面積に占める割
合 50% 

250㎡ 
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第４章 施設別のガイドライン 

１ 施設別の方針及び配慮事項の一覧表 

施設別の方針及び配慮事項の一覧表は、公共建築物、公園・緑道、河川・用水・

調整（節）池、及び道路について方針及び配慮事項をまとめたもので、施設全体にかか

わる事項を本一覧表で把握することができます。 

 

また、方針及び配慮事項には景観形成に直接かかわらないと考えられる事項も記載

しております。例えば、安全安心にかかわる事項などですが、景観形成に先立って確保

すべき重要な事項と考えております。 

なお、本一覧表の項目別の解説は後のページに記載しております。 

 

（１）公共建築物 

項目 方針 配慮事項 

①全体計画 
※周辺 

※対象地周り 

※人と生物 

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 歩行者等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） 

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、生態環境など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 

②配置 
※景観計画の景観形

成基準より（以下⑥

まで同じ） 

04周辺の自然環境や地域文化など

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。 

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。 

③外構と緑化 

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な考慮をする。 

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。 

□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。 

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。 

□23駐車場・駐輪場の周囲は、露出しす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 

④付帯設備類 
09 設備危機・配管・ダクト類が露出

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して配置する。 

⑤付帯広告物 
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。 

□27付帯する広告物は、建築物本体とデザインや大きさの統一を図る。 

□28建築物本体より過度の突き出しは避ける。 

⑥付帯施設 
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。 

□29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。 

□30 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。 

注）「→」印は例示（以下同じ）
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（２）公園・緑道 
項目 方針 配慮事項 

①全体計画 
※周辺 

※対象地周り 

※人と生物 

 

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 

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・駐輪場を設置する。 

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など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人が賑わえる場やほっとできる空間づくりを図る。 

②境界部 
※周りとのかかわり 

※魅力づくり 

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、公共建築物などとの一体化・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・中間色調色など 

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、落ち葉や害鳥等に配慮した樹種等を選定する。 

□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、素材などを工夫する。 

□23植栽によって季節感を演出する。 

□24歩行者の休憩スペースを設ける。 

③入口周り 
※もてなし 

※入りやすさ 

07 快適かつ円滑に入れるような工

夫をしましょう。 

□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高齢者・障害者等に配慮したバリアフリー化を行う。 

□29周辺の道路からの見通しを確保する。 

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）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・ゲートなどに地域特性を活かしたデザインの取り入れを図る。 

④公園施設 
※形態、意匠等 

※魅力づくり 

※人と生物 

09 形態、意匠、色彩は周辺の施設

や環境（地形、緑など）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。 

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用ブロック等に配慮する。 

□45環境の保全と育成のため緩衝緑地に配慮する。 

※「エージング」とは、時間の及ぼす変化を予め考慮し、時間の積み重ねを活かす考え方をいう。 
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（３）河川・用水・調整（節）池 

項目 方針 配慮事項 

①全体計画 
※周辺 

※対象地周り 

※人と生物 

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。 

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などに配慮したゾ

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、遠景への眺望など 

□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設定する。→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周辺の雑木林など、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。 

②水際・河道 
※流れの表情 

※生物 

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砂れきや自然石など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、緩勾配の水際など） 

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。 

③水辺の道・
オープンスペ
ース 

※ゆとりと潤い 

※人と生物 

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と水辺に親しめる場づくりを図る。 

□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。 

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 →ハンプ等による車両の通行の抑制など 

□26水辺に親しめる場づくりを図る。 

□27橋詰めのゆとり空間の確保を図る。 

□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。 

④護岸周り 
※周辺との調和 

※人 

08 周辺との調和や生物環境を

考慮しましょう。 

□31上流・中流・下流など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をつくる。 

□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
ん篭など 

09 人にやさしい護岸の際づくりを

しましょう。 

□35水辺への開放感のある眺め場の確保を図る。 

□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に
配慮する。 
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（４）道路 

項目 方針 配慮事項 

①全体計画 
※周辺 

※対象地周り 

※人と生物 

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、施設等の整備に配慮す

る。 

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、舗装素材や色彩の選定に配慮する。 

□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。 

②道路構造・
横断構成 

※魅力づくり 

※連続性 

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。 

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。 

③交差点・駅
前広場 

※秩序 

※魅力と個性創出 

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。 

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
和に配慮するとともに、景観のポイントとなるような良質なデザインを図る。 

□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考慮する。 

④防護柵・車
止め周り 

※周辺との調和 

※安全・安心 

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。 

□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植栽との組合せを考慮する。→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） 

⑤信号機・標
識、路上設
備類周り 

※わかりやすさとすっきり 

※地域特性 

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 

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わけ 

□34周辺環境や施設等との調和を図る。 
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２ 施設別の方針及び配慮事項、解説図の構成 

 
  「1 施設別の方針及び配慮事項の一覧表」を基に、項目ごとの方針・配慮事項の具体的

な解説を示しています。 

施設別の項目については、公共建築物、公園・緑道、河川・用水・調整（節）池、道路の

合計 4 項目となっており、項目ごとの各構成の見方については、（1）公共建築物の①全体計

画を例に挙げて、以下の構成となります。

【施設の項目】 
 
→公共施設に関する施設別

の名称を示しています。 

【項目】 
 
→施設別の項目の名称を

示しています 

【方針】 
 
→各項目に関する方針を示

しています。 
 

【配慮事項】 
 
→各方針に基づいた具体

的な配慮事項を示して

います。 

なお、各方針の配慮事

項の縦の並びは優先度

順となっています。 

【図解・解説図】 
 
→上記配慮事項の番号に

対応した図解を挿入して

います。 

【事例写真】 
 
→上記配慮事項の番号に

対応した事例写真を挿入

しています。 
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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、生態環境など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【□13 ,□14】 ▲地域に開放されたギャラリーや中庭など、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【□3 ,□4 ,□13】 
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04 周辺の自然環境や地域文化などの

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道路側からの景観資源の
見通し等への配慮 

□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

を与えないような考慮をす

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。 

□24敷地外周部の
生垣等の植栽 

□23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道路沿道は花木等による彩りづくりを行い、また
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・配管・ダクト類が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して配置する。 

▲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 ルーバー等で遮蔽し、歩
道空間から見えにくい配置 

□26配管等の集約 

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。 

□27付帯する広告物は、建築物本体とデザインや大きさの統一を図る。 

□28建築物本体より過度の突き出しは避ける。 

▲サインを目立たせるとともに、施設のアクセントカラーとな

っている／千葉市【□28】 

□27建築物本体とデザイン
や大きさの統一 

□28建築物本体より過度
の突き出しは避ける 

▲建築物本体と同様、落ち着いたシンプルなデザインとして

いる／千代田区【□27】 
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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。 

□29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。 

□30 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【□29】 

□29 駐車場が露出し過ぎな
いよう緑化等で修景 

□30生垣等による修景 
ごみ置場の露出 

ごみ置場 
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ページ送り
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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・駐輪場を設置する。 

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など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】 

▲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」より出展【□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り、生き物の生息空間の

連続性を図っている／三郷市【□3 ,□12】 

▲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【□5 】 
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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、公共建築物などとの一体化・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・中間色調色など 

▲柵・フェンスの代わりに生垣を植栽している 

／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、落ち葉や害鳥等
に配慮した樹種等を選定する。 

□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、素材など
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高齢者・障害者等に配慮したバリアフリー化を行う。 

□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 

□25周辺とのつながりに配慮した
位置に入口を配置 

▲開放的な入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】 

▲舗装を工夫して入口部を分かりやすくしている 

／世田谷区【□25 ,□26】 

シンボルツリーによる入り口らしさの演出 

□26入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・ゲートなどに地域特性を活かしたデザインの取り入れを図る。 

▲入口周りに地域らしさを取り入れたゲートとしている／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【□32】 

▲エントランスに広場空間を確保し、入口らしさを強調したモニュメン

トを設けている／千葉市【□30 ,□32】 

□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。 

▲周辺の環境との共生に配慮し、屋上緑化を図っている 

／所沢市【□36 ,□37】 

▲木材等の自然素材を使用した遊具としている／成田市

【□36】 

▲緑を引き立てる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用ブロ
ック等に配慮する。 

□45環境の保全と育成のため緩衝緑地に配慮する。 

▲シンプルなデザインの意匠のトイレ／三郷市【□39 ,□40】 

▲草花により季節感を演出している／三郷市【□41】 

▲駐車スペースに緑化用ブロックを使用している／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。 

調整池 

□3 水路の歩行者ネットワ
ークとしての活用 

□2 調整池の周囲の 
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水辺のプロムナードづくり,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な
ど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、遠景への眺望など 

□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設定す
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周辺の雑木林など、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、段差のない

一体的な空間となっている／千代田区【□7 ,□11 】 
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▲多自然型／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砂れきや自然石など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、緩勾配の水際など） 

▲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 ,□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と水辺に親しめる
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。 

→ハンプ等による車両通行の抑制など 

□26橋詰めのゆとり空間の確保を図る。 

□27隣接地と協調して緑化を図る。 

□28季節の花木・草花等によって季節感を演出する。 

□29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。 

□25 ハンプ等による車
両通行の抑制する 

□22休憩スペースや視点場をつくる □29透水性舗装の使用 

□23□27隣接地との一体的整備 

□28季節の花木等の
植栽による演出 

□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【□28 】 

□24植栽スペースの確保 
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□30地域性を考慮した表情づくりを図る。 

□31層状の変化を持った護岸の表情づくりを図る。 

□32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。 

□33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、ふとん篭など 

▲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【□33 ,□36 】 

▲層状の変化を持った護岸の表情づくり／三郷市 

【□30 ,□31 ,□35 ,□36 】 

▲水辺へ近づける視点場を設けている／横浜市【□34 ,□36 】 

08周辺との調和や生物環境を考慮しましょう。 

□34 水辺への開放感のある眺めの場の確保を
図る。 

□35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。 

□36 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

和に配慮する。 

09 人にやさしい護岸の際づくりをしまし

ょう。 

 

高木植栽 

法面の緑化 

□36防護柵の形態・色
彩等は自然環境との

調和に配慮 

□32水辺に不調和な
デザインは避ける 
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ページ送り
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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、施設等の整備に配慮する。 

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 

□5 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、舗装素材や
色彩の選定に配慮する。 

□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・民地舗装の素材・色彩を連携させている／横浜市 

【□7 ,□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る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

調和に配慮するとともに、景観のポイントとな

るような良質なデザインを考慮する。 

□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
デザインを考慮する。 

▲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植栽との組合せを考慮する。→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【□27 ,□29 】 

▲地域特性を考慮した柵を設置している／千代田区【□28 】 ▲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【□29 】 

□26 取り付けボル
トの納まりに配慮
する 

□27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【□31 ,□33 】 

 

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。 

□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 

 □30□31 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【□30 ,□31 】 

□32  
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第５章 共通要素別のガイドライン 

１  共通要素別の方針及び配慮事項の一覧表 

共通要素別の方針及び配慮事項の一覧表は、建築施設、フェンス類、ポール類、サ

イン、橋梁類、擁壁・護岸類、設備類、ストリートファニチャー・パブリックアート・遊具類、

舗装類、樹木等、駐車場・駐輪場及び色彩について方針及び配慮事項をまとめたもの

で、共通要素全体にかかわる事項を本一覧表で把握することができます。 

 

また、方針及び配慮事項には景観形成に直接かかわらないと考えられる事項も記載

しております。例えば、安全安心にかかわる事項などですが、景観形成に先立って確保

すべき重要な事項と考えております。 

なお、本一覧表の項目別の解説は後のページに記載しております。 

 
注）「→」印は例示（以下同じ） 

項目 方針 配慮事項 

建
築
施
設 

①高さ・規模 01 屋根や軒、階、最上部の高さは周辺

に配慮しましょう。 

□1 高さの連続性を確保する。 

□2 特に 1及び 2階の階高の連続性を確保する。 

□3 全体としてスカイラインに配慮する。 

□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する。 

□7 ボリュームの分割・分節・分棟を行う。 

②外壁 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 大壁面は分節する。 

□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、透明ガラスを活用する。 

04 金属やガラスなどの壁面は、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を活用する。 

③屋根・屋上 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配慮しましょう。 

④バルコニー等 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、ガラス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見えにくい配置にする。 

⑤屋外階段 08 建築物等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、建築物本体と形態・仕上げの調和を図る。 

⑥建築物等緑化 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に努める。 

⑦夜間照明 10 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しょう。 

□18夜間照明における外向けの照明は、過度の設置を避ける。 

□19農地側に対する夜間照明は避ける。 

□20夜間照明は、ライトアップ等を活用する。 

（2）フェンス類 
※安全・安心 

※周辺との調和、形態意匠 

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 統一性に配慮しましょう。 

（3）ポール類 
※周辺との調和、形態意匠等 

※安全・安心 

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 周辺との統一性に配慮する。 

（1） 
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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。 

（4）サイン 
※分かりやすさ 

※周辺との調和、形態意匠 

※統一性 

01 見やすさとわかりやすさに配慮しましょ

う。 

□1 周辺のサインなど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 障害者等も近づきやすい工夫をする。 

□4 サイン本体の視認性・誘目性を高める。 

□5 夜間の見やすさに配慮する。 

02 周辺に調和した形態意匠や素材に

配慮しましょう。 

□6 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。 

□7 エージングを考慮した素材の選定をする。 

□8 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。 □9 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。 

□10他の要素との共架・統合を図る。 

□11一連のサインに関連をもたせる。 

□12情報の更新の仕方について計画をたてる。 

□13表示面等の処理をすっきりさせる。 

（5）橋梁類 
※安全・安心 

※周辺と調和した形態意匠 

※圧迫感の軽減 

※まとまりのある空間 

01 安全・安心に配慮しましょう。 □1 転落防止柵等の設置に努める。 

□2 歩行者等の通行に配慮した幅員、勾配設定とする。 

02 周辺に調和した形態意匠や素材に

配慮しましょう。 

□3 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。 

03圧迫感など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、配水管など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、舗装などを含めた全体のまとまりに留意する。 

□11桁の下の空間をオープンスペースなどとして有効に活用する。 

（6）擁壁・護岸類 
※安全・安心 

※周辺との調和・形態意匠 

※圧迫感の軽減 

※人や生物 

01 安全・安心に配慮しましょう。 □1 転落防止柵等の設置に努める。 

□2 人に配慮した勾配設定とする。 

02 周辺に調和した形態意匠や素材に

配慮しましょう。 

□3 擁壁・護岸面のグラフィック化など過度な表現は控える。 

□4 自然石などを活用し、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施す。 

03圧迫感など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 形態を分節・分割する。 

□9 擁壁面や擁壁上部などを緑で修景する。 

□10護岸は縁を取り入れる（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。 

04 人や生物に配慮しましょう。 □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
篭など）。 

（7）設備類 
※形態意匠等 

※安全・安心 

01 形態意匠や素材に配慮しましょう。 □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に本体の色彩や素材に配慮する。 

02 安全・安心に配慮しましょう。 □3 通行上邪魔にならない位置に配置する。 

□4 安全・安心のために緑等で囲う。 

（8）ストリートファニチ
ャ・パブリックアート・
遊具類 

※周辺との調和 

※デザイン 

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ュアに関連性・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に配慮する。 

□5 自然の素材を活用した素材感を表現する。 

□6 照明や緑と組み合わせる。 

03 人にやさしい配慮をしましょう。 □7 障害者等が近づきやすい工夫をする。 

□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。 

（9）舗装類 
※人にやさしい 

※周辺との調和や環境共生 

※魅力 

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採用する。 

□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。 
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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に配慮する。 

□10舗装材で被覆しない部分を計画的につくる。 

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複数の材料の組み合せにより路面の表情をつくる。 

□13透水性を考慮した舗装材、工法を選択する。 

□14 リサイクル材、再生可能材を活用する。 

□15汎用性の高い材料を選択する。 

（10）樹木等 
※周辺との調和 

※緑の特性の活用 

※保全 

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（水辺など）・空間のイメージ・規模との整合を図る。 

02 緑の特性を活用しましょう。 □5 地域性、植生を考慮した植栽をする。 

□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・違和感を与えるものは緑でやわらげ、隠したいものや景観疎外要素は緑で遮蔽

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。 

03 既存のものは保全・活用に配慮しまし

ょう。 

□10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）。 

□11既存の樹林地・樹木などの緑を保全・活用する。→既存樹木の移植など 

⑪駐車場・駐輪場 
※周辺との調和 

※緑化 

※人に配慮 

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・分割する。 

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する。 

□5 芝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する。 

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。 

⑫色彩 
※落ち着きのある色彩、周辺との

調和 

※基調色と強調色の配色 

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。  

・建築物及び工作物の色彩基準案 

・舗装面、駐車場・駐輪場の色彩基準 

02 基調色と強調色の配色による調和に

配慮しましょう。 
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２  共通要素別の方針及び配慮事項、解説図の構成 

 
  「1 共通要素別の方針及び配慮事項の一覧表」を基に、項目ごとの方針・配慮事項の具

体的な解説を示しています。 

共通要素別の項目については、建築施設、フェンス類、ポール類、サイン、橋梁類、擁壁・

護岸類、設備類、ストリートファニチャ・パブリックアート・遊具類、舗装類、樹木等、駐車場・

駐輪場、色彩の合計 12項目となっており、項目ごとの各構成の見方については、（1）建築施

設の①高さ・規模と②外壁を例に挙げて、以下の構成となります。

【共通要素別の項目】 
 
→共通要素別の名称を示

しています。 

【項目】 
 
→共通要素別の（1）建築施設

のみにおける個別の項目を示

しています。 

【方針】 
 
→各項目に関する方針を示し

ています。 

【配慮事項】 
 
→各方針に基づいた具体

的な配慮事項を示してい

ます。 

【図解・解説図】 
 
→上記配慮事項の番号に対

応した図解を挿入していま

す。 

【事例写真】 
 
→上記配慮事項の番号に対

応した事例写真を挿入して

います。 
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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 高さの連続性を確保する。 

□2 特に 1 及び 2 階の階高の連続性を確保す

る。 

□3 全体としてスカイラインに配慮する。 

□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する。 

□7 ボリュームの分割・分節・分棟を行う。 

▲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 

  【□1 ,□3 ,□4 】 

▲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 階の階高の
連続性の確保 
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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 大壁面は分節する。 

□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、透明ガラスを活用する。 

04 金属やガラスなどの壁面は、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
を活用する。 

▲壁面を分節し、特徴的な意匠としている／川口市【□8 ,□9 】 

事例写真の挿入 

▲石材等の自然素材に配慮している／横浜市【□11 ,□12 】 

事例写真の挿入 

▲低層部より上層部を小さくし、規模の分節を図っている／つく

ば市【□9 】 

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 
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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配慮しましょう。 

▲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 】 

事例写真の挿入 

▲やわらかい印象の曲線的な屋根形状としている 

／大田区【□13 】 

事例写真の挿入 

▲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 】 

事例写真の挿入 

□13 周辺と調和の取
れた屋根形状 

奇抜なデザインの

屋根形状 
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▲設備機器の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 】 
▲露出しないようにスリット壁で遮蔽をしている 

／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、ガラス等で
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見えにくい配置にする。 

□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 】 

▲ルーバーで囲い、外部に露出しないように配慮している（民間

施設）／新宿区【□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、建築物本体と形態・仕上げの調和を図る。 

□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に努める。 

▲建物の屋上広場をけやきで緑化している／さいたま市【□17 】 

▲つた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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▲建築物のライトアップを図り魅力づくりを行っている／横浜市 

▲河川沿いの夜間照明による演出／越谷市【□21 】 

事例写真の挿入 

10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しょう。 

□18夜間照明における外向けの照明は、過度の設置を避ける。 

□19農地側に対する夜間照明は避ける。 

□20夜間照明は、ライトアップ等を活用する。 

□18 照明灯の内向けの照
射や、必要最小限の設置 

 

□19 農地側への照
明は避ける 
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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

【□1 ,□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 】 

▲場所にふさわしい木製素材としている／つくば市【□1 ,□4 ,□6 ,□8 】 

事例写真の挿入 

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 統一性に配慮する。 

▲転落防止柵と植栽を組み合わせている／○○市 

 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 】 

図解又は 

事例写真の挿入 

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 周囲との統一性に配慮する。 

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 ,□5 ,□6 】 

▲すっきりとしたシンプルなデザインとなっている。 

／鳩ヶ谷市【□1 ,□6 】 
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■「三郷市公共施設案内設置要領」及び「三郷市の公共施設案内看板標準モデル」 を別紙参照 

図解又は 

事例写真の挿入 

▲音声案内等付きの障害者に配慮された案内板で、周辺のサ

インとデザインを統一させている。／さいたま市 

【□1 ,□2 ,□3 ,□4 ,□9 ,□10 ,□11 】 

01 見やすさとわかりやすさに配慮

しましょう。 

□1 周辺のサインなどの視覚情報を把
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 障害者等も近づきやすい工夫をす
る。 

□4 サイン本体の視認性・誘目性※を
高める。 

□5 夜間の見やすさに配慮する。 

02 周辺に調和した形態

意匠や素材に配慮

しましょう。 

□6 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。 

□7 エージングを考慮した素材
の選定をする。 

□8 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。 

□9 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。 

□10他の要素との共架・統合を図る。 

□11一連のサインに関連をもたせる。 

□12情報の更新の仕方について計画をた
てる。 

□13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 ,□8 】 

▲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障害

者に配慮されている／横浜市 

【□1 ,□2 ,□3 ,□4 ,□9 ,□10 】 

※視認性：正確に視覚伝達する性能     誘目性： 目の引きつけやすさ 

  

□1 □2 □9 サインの機能・役割
に応じた配置計画 
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▲橋台部分に緑を配し、周辺と馴染ませている／多摩市【□3 】 ▲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 】 

事例写真の挿入 

▲特徴的でリズムのある防護柵で歩行者の通行に配慮した勾

配となっている／多摩市【□1 ,□2 】 

図解又は 

事例写真の挿入 

図解又は 

事例写真の挿入 

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に努める。 

□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構造・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 】 
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▲橋梁の上に一部緑化をして空間をやわらげている 

／さいたま市【□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 

  【□9 】 

図解又は 

事例写真の挿入 

▲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、曲線的な形状で圧迫感を軽減させ

ている／横浜市（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圧迫感など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、配水管など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、舗装などを含めた全体のまとまり
に留意する。 

□11桁の下の空間をオープンスペースなどとして有効に活用
する。 
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事例写真の挿入 

▲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に努める。 

□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など過度な表現は控える。 

□4 自然石などを活用し、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
表面処理を施す。 

▲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（右上）／中央区 

【□3 ,□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、自然石など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
ィック化などは控える 
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▲緑化ブロックにより護岸に彩を与えている／調布市【□11 】 

▲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【□14 】 

03圧迫感など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 形態を分節・分割する。 

□9 擁壁面や擁壁上部などを緑で修景する。 

□10護岸は縁を取り入れる（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。 

04人や生物に配慮しましょう。 

□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、ふとん篭など） 

▲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【□10 】 

▲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【□13 ,□16 】 
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▲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 】 

図解又は 

事例写真の挿入 

▲安全を考慮して周囲に柵を設置している／川崎市 

目立たせないように緑で修景している／横浜（右上）

【□1 ,□4 】 

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に本体の色彩や素材に配
慮する。 

□3 通行上邪魔にならない位置に配置する。 

□4 安全・安心のために緑等で囲う。 

▲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 】 

▲周囲に調和するよう、消火栓の意匠に配慮している 

／越谷市【□1 ,□2 ,□3 】 
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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

ザインに配慮する。 

□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 障害者等が近づきや

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。 

図解又は 

事例写真の挿入 

図解又は 

事例写真の挿入 

▲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 ,□6 】 

▲魅力が感じられる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 ,□2 ,□3 ,□6 ,□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 ,□9 】 
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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 】 

図解又は 

事例写真の挿入 

図解又は 

事例写真の挿入 

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採用す
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に配慮する。 

□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 】 

▲交差点部をシンプルな舗装デザインとし、やわらかい印象の縁

石で境界部の段差を解消している／千代田区 

【□1 ,□2 ,□3 ,□6 】 

図解又は 

事例写真の挿入 

 

□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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事例写真の挿入 

事例写真の挿入 

▲舗装により歩道と自転車道の機能区分をしている 

／新座市 【□11 ,□13 】 

図解又は 

事例写真の挿入 

▲下水汚泥の焼却灰 100%のレンガを活用した舗装／横浜市 

  【□13 ,□15 】 

図解又は 

事例写真の挿入 

▲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 ,□16 】 

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 ,□13 】 
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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 】 ▲水辺との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（水辺など）・空間のイメージ・
規模との整合を図る。 

02緑の特性を活用しましょう。 

□5 地域性、植生を考慮した植栽をする。 

□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 

□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 

□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 季節の彩を
与える樹種の選定
や、シンボル樹の植

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 】 

▲シンボル樹を植栽して場を印象づけている／越谷市【□8 】 

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・樹木などの緑を保全・活用する。→既存樹木の移植など 

□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

／○○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・
分割する。 

02緑化に配慮しましょう。 

□4 緑や自然石を活用して周囲
を修景する。 

□5 芝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
場として整備する。 

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 
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色彩基準等の挿入 

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。 

・建築物及び工作物の色彩基準 

・舗装面、駐車場・駐輪場の色彩基準 
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■適用の範囲 

１ 対象事業と適用の除外 

①対象事業 

この指針は、市が実施する公共事業について適用するものであり、地域の景観形成に与える影響

等を勘案し、適切な運用に努めるものとします。また、国・東京都・埼玉県が実施するものについても

理解と協力を求めていくものとします。 

 

②適用の除外 

法令等の定めによる場合及び災害復旧事業等緊急を要する事業、又は、周辺景観に与える影

響がないか極めて小さい事業及び部分的な維持補修などの小規模な事業は、本指針の適用を除

外することができるものとします。なお、このような場合においても、できる限り景観に配慮した事業の実

施に努めるものとします。 

 

２ 適用対象行為 

①対象とする景観施設の整理と設定 

a）施設別の区分 

施設 内容 

（1）公共建築物 建築物、等 

（2）公園・緑道 都市公園、運動公園、児童遊園、ちびっ子広場、わんぱく運動場、緑道、等 

（3）河川・用水・調
整（節）池 

江戸川、中川、大場川、第二大場川、三郷放水路、等 

調整池、等 

（4）道路 高規格道路、国道、県道、市道、等 

 

b）共通要素別の区分 

共通要素 内容 

（1）建築施設 
庁舎、福祉施設、教育施設（小・中・高校含む）、生涯学習・文化施設、保育所・児童館、治水施

設、上水道施設、下水道施設、等 

（2）フェンス類 門扉、防球ネット、フェンス、転落防止柵、ガードレール・パイプ、防護柵、等 

（3）ポール類 照明灯、車止め、カーブミラー、サインポール・ボード（自立型）、標識ポール、等 

（4）サイン 案内板、説明板、掲示板、等 

（5）橋梁類 橋梁、人道橋、跨道橋、架道橋、線路橋、横断歩道橋、水道橋、電気管橋、ガス跨線橋、等 

（6）擁壁・護岸類 擁壁、袖壁、護岸、等 

（7）設備類 受水槽、変圧器、配電盤、分電盤、等 

（8）ストリートファニチャ・パ
ブリックアート・遊具類 

ベンチ、木製遊具、ブランコ、滑り台、花壇、彫刻、等 

（9）舗装類 舗装面（駐車場・駐輪場と無彩色の車道、歩行者道、自転車道等を除く） 

（10）樹木等 地被類、低・中・高木類、等 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%A8%E9%81%93%E6%A9%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%A8%E7%B7%9A%E6%A9%8B
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共通要素 内容 

（11）駐車場・駐輪
場 

舗装類、付帯工作物、等 

（12）色彩 上記共通要素等の色彩 

 

②対象とする景観施設の設定 

対象とする景観施設は、上記二つをもとに次のように区分して基準等を設定します。 

 

③協議の象規模案）について 

●施設別 

（1）公共建築物 （2）公園・緑道 （3）河川・用水・調整（節）池 （4）道路   

●共通要素別 

（1）建築施設 （2）フェンス類 （3）ポール類 （4）サイン （5）橋梁類  

（6）擁壁・護岸類 （7）設備類 （8）ストリートファニチャ・パブリックアート・遊具類 （9）舗装類 

（10）樹木等 （11）駐車場・駐輪場 （12）色彩 


