
 

区 分 景観形成基準 

駐車場など 

の付属物 

・建築物に附帯する構造物や設備等は、建築物本体との調和を図る。 
・点滅する光源や色の変化など、過度な照明は避けるように努める。 
・１階部分に店舗・事務所等を配置する場合は、夜間に暗くならないようライトアップするなど、夜間景観 
にも配慮した形態・意匠とする。 
・看板などの屋外広告物は、デザインの統一や共架・統合を図るなど、加賀の品格を高めるよう努めるほ
か、周辺の看板などの高さ、位置にも配慮したものとする。 

 石神井川沿い基準  

・駐車場や駐輪場、自動販売機などの建築物に付属する施設や設置物等については、石神井川沿い
の歩道などからの眺めに配慮した配置とする。やむを得ず河川側に面して配置する場合には、緑化に
よる遮蔽に努めるほか、色彩を工夫するなど、通りから目立たないように努める。 
・屋根・屋上に設備等がある場合には、建築物と一体的に計画するほか、植栽や自然素材を用いた囲い
で蔽うなど、歩行者からの見え方に配慮する。 

② 開発行為 

区 分 景観形成基準 

土地利用 ・周辺地域の土地利用に配慮した計画とする。 
・事業地内の空地と建築物の配置について、周辺地域との連続性に配慮する。 
・事業地内に歴史的な建造物や残すべき自然がある場合や、区画割りにより不整形な土地が生じる場合
には、それらの場所を緑地やオープンスペースとして活用するなど、地域の良好な景観の形成を図る。 
・電線類については、目立たない場所に設置するなどの工夫をする。 

造 成 等 ・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にする。 
・擁壁や法面では、壁面緑化等を行うことにより、圧迫感を軽減する。 
・石神井川沿いの造成では、桜並木や緑道といった景観や生態系に配慮する。 

緑 化 ・既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公園、道路などの公共空間から見えるような配置とする。 
・敷地内はできる限り緑化を図り、周辺との調和を図ることで、うるおいのある空間を創出する。 

③ 土地の造成（墓地や資材置き場、駐車場の造成） 

区 分 景観形成基準 

色 彩 ・塀や柵などの工作物を設ける場合には、周辺の景観から突出しないように明度や彩度を抑えた色彩を 
用いることとする。 

緑 化 ・敷地外縁部には、緑化を図るなどにより、直接外部から見通せないよう努める。 
・既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公園、道路等から見えるような配置とする。 
・敷地内はできる限り緑化を図り、周辺との調和を図ることで、うるおいのある空間を創出する。 

④ 堆積（屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積） 

景観形成基準 

・屋外における物件の集積又は貯蔵は、石神井川沿いの桜並木や緑道、周辺の道路に配慮して配置し、高さを抑えた、 
整然とした積み上げ方とし、周辺に圧迫感を与えないようにする。 
・堆積物が、石神井川や周辺の道路、公園などの公共空間から見えないよう、生垣等により、直接外部から見通せないよう
努め、周辺の景観と調和するよう配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H25年 H26年 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 
         

         

① ⑧ 

平成 25年７月  板橋区 都市整備部 都市計画課 都市景観担当 

板橋区からのお知らせ（平成 25年夏号）       区発行ニュース第４号 

景観形成重点地区の指定について 

【加賀一・二丁目地区】 
 

加賀一・二丁目地区 景観形成重点地区 区案 

景観形成重点地区指定に向けたスケジュール 

加賀まちづくり協議会報告 

注．本スケジュールは予定であり、作業の進捗状況によっては、前後する場合がありますので、ご了承ください。 

地区内ﾆｭｰｽ配付(今回) 

加賀まちづくり協議会報告 加賀まちづくり協議会報告 

区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載(景観形成重点地区指定における区案、その他) 

景観審議会付議・答申 
都市計画審議会意見聴取 

景観審議会部会報告 

区景観計画変更・告示 

運用開始 

東京都説明・協議 

区景観担当作業・各協議対応 

パブリックコメント募集・報告 

地区内ﾆｭｰｽ配付 

 

板橋区は、良好な街並み景観の実現のために、街並みに関する基準を定める『景観計画』を平成

23 年 8 月 22 日に決定し、その運用を開始いたしました。 

この景観計画は、板橋区全域において適用されています。特に『景観形成重点地区（以下、重

点地区）』では、板橋区全域を対象とする景観形成の基本方針に加え、地区独自の景観形成の方針

や地域らしさをより具体化するために必要な景観に関わる基準を定めることができます。 

加賀地区では、この重点地区指定に向けて、本ニュースを作成いたしました。どうぞ、ご覧く

ださい。 

  

皆さんのご意見をお寄せください。 

加賀地区では、地域の住民の方が主体となり、その品格ある街並みや緑豊なうるおいのあ

る景観を守る取り組みが進められてきました。区では、これまでに開催した地区懇談会の開催や

まちづくり協議会におじゃまするなど、地域の皆様に懇談の場や説明を通じて、本案に関して大方

のご理解をいただいているものと考えています。本ニュース 1 ページの下段のスケジュールに基

づき、指定の手続きを進めてまいります。今後とも皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、ご丌明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先に連絡をください。 

 
 

※ 板橋区景観計画 は、以下のサイトに掲載しています。 

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/025/025255.html 

＜お問い合わせ先＞ 板橋区 都市整備部 都市計画課 都市景観担当 

〒173-0004 板橋区板橋二丁目 65番 8号（区役所仮庁舎ＭＳビル６階・⑤窓口） 

電話：03-3579-2549（直通） ファックス：03-3579-5436 Ｅメール：t-keikan@city.itabashi.tokyo.jp 

 

資料１－７ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 景観形成基準 

色 彩 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開空地・ 

外構・緑化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 共通基準  

・隣接するオープンスペースとの連続性に配慮し、安心・安全で快適な歩行者空間を確保するよう努める。 
・公開空地等のオープンスペースが、区民の憩いの場となるよう、植栽、ベンチ等の設置等による工夫を図
るように配慮する。 
・外構計画は、敷地内のデザインのみを捉えるのではなく、隣接する敷地や道路など、周辺の街並みと調
和を図った色調や素材とする。 
・通りに面する部分には、生け垣を設けたり、足元に植栽を施したりするなど、敷地の際を緑や花で彩るよ
うに努める。 
・敷地の通り側には、樹木を植えるように努め、既存の樹木とともに街並み景観の演出を図る。 
・敷地内のオープンスペースには、四季折々の花や樹木を植えるなど、まとまりある緑づくりを進める。 
・緑化に当たっては、樹種の選定や緑の連続性に配慮し、周辺の景観との調和を図るとともに、植物の良好
な生育が可能となるよう、植栽地盤を工夫する。特に石神井川の周辺では、桜並木との調和を意識した樹
種を選定する。 
・通りに面する部分には、ブロック塀や万年塀を設けないように努める。 
・塀や垣・柵を設ける場合は、見通しのよいものとし、道路境界線からこれらを後退させたり、地盤面から
の高さを低くしたりして敷地内外からの見通しを確保するなど、通りへの圧迫感を軽減し、通りに対して閉
鎖的にならないよう努める。 
・敷地内はできる限り緑化を図り、周辺の緑と連続させる。また、屋上や壁面の緑化を積極的に行う。 
・歴史的な建造物については、周囲の樹木や庭などとともにその保全に努め、魅力的な点景を増やす。 
・加賀の歴史を物語る碑やモニュメントなどが設置されている場所では、その周囲に、人々が立ち止まるこ
とのできるスペースの確保に努める。 
・商業施設で公開空地等のオープンスペースを設ける場合には、にぎわいある街並みの演出に配慮し、ベ
ンチ等のアメニティ施設を設置するなど、空地の活用方法を工夫する。 
・工場や倉庫の接道部は、開放的な柵などを利用した緑化や歩行者のためのオープンスペースを道路側
に設けるなど、沿道に圧迫感を与えないよう、街並みの形成に配慮する。 
・主要交差点に接する部分では、交差点の表情を豊かにするアクセントを設置するように努める。 
 石神井川沿い基準  
・石神井川沿いの樹木との連続性に配慮し、敷地内の緑化を図り、特に公共空間に向けた緑の配置に努
める。 
・石神井川沿いの樹木との連続性に配慮し、屋上や壁面の緑化を図る。 
・川沿いの敷地では、夜間に暗くならないよう、夜間景観に配慮する。 
《解説：緑化について》 
・小規模な敷地：石神井川沿いに生垣やプランター、シンボルツリーを設けるなど、可能な範囲での緑化を 

図る。 

・大規模な敷地：緑化条例にて求められる緑化を、できる限り石神井川に向けて配置する。 

駐車場など 

の付属物 

 共通基準  

・駐車場や駐輪場、自動販売機などの建築物に付属する施設や設置物等については、公共空間からの見

え方に配慮した配置とする。 

・建築物に付属する駐車場（立体駐車場を含む）や自動販売機、ごみ置き場などの設置物が、通りから 

直接見えにくい構造とする。やむを得ない場合には、植樹・植裁を施す、色彩を工夫するなど、通りから 

目立たないように努める。 

・屋根・屋上に設備等がある場合は、建築物と一体的に計画するなど周囲からの見え方に配慮する。 

② 

■区が地域から受領した景観形成基準案には、特に色彩基準については提案がありませんでした。そこで、

区の一般地域の基準と同じ基準にしようと考えました。しかし、「加賀一・二丁目が「景観形成重点地区」

として、ふさわしい都市景観を実現するためには、一般地域と同様の基準とするのではなく、景観形成重

点地区としてふさわしい基準とするべき」、との区景観審議会から意見が出されました。そこで、平成 23

年度の加賀地区の建物の色彩調査の結果も踏まえつつ、加賀地区の特性を守り、活かせるよう、色彩基準

案を作成し、参加の皆様に説明させていただきました。（本ニュース P6,7 参照） 

■Ｑ＆Ａ（色彩基準など） 

Ｑ．この案の色彩基準で決まった場合、現在建っている建物の色彩は使えなくなってしまうのか。また、

景観形成基準は、現存する建物にも適用されるのか。 

Ａ．使用できなくなる色彩があります。ただし、石神井川軸地区のような厳しい規制にはなっていません。また、外

壁改修などにより、色を塗り替える場合には、届出が必要になります。 

Ｑ．私は戸建住宅に住んでいるが、このルールが適用されると何かしなければならないのか。 

Ａ．外壁の塗り替えや建替え時などの建築に関する一定の行為をする場合には、区に届出が必要になります。

（本ニュース P4参照） 

Ｑ．この案には公共施設についての基準が載っていないが、公共施設は何も 

しないのか。 

Ａ．景観重要公共施設という制度があり、これを活用し、一路線について、良好な 

道路景観を目指す取り組みを進める予定です。（本ニュース P2下段参照） 

Ｑ．工場、事務所、コンビニエンスストアやドラッグストアなどの看板類

は規制できるのか。 

Ａ． 本計画において、厳しい規制を課すことはできませんが、本地区独自の一

定のルールは定める予定です。（本ニュース P8参照） 

加賀一・二丁目地区 景観形成重点地区 区案 

加賀一・二丁目地区 景観形成重点地区 区案 

前回懇談会（平成 25 年 1 月 25 日）のご報告 

加賀地区では、平成 23 年 3 月に住民案を区にご提案いただき、これをもとに区素案を作成し、前回

懇談会（平成 24 年 9 月 10 日）にてご提案させていただき、今回は色彩基準案について、ご説明をさ

せていただきましたので、以下に、当日の主な内容等をご紹介いたします。 

現在、石神井川軸地区を含めた「加賀一・二丁目地区」

は、より加賀らしい景観を守り、育てるため、重点地区

の指定を目指しています。 

 

《高さ 12ｍ以上の部分に対する色彩基準》 

外壁基本色 強調色 ※１ 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

0.0R～10.0R 
4 以上 6未満 4 以下 

0.0R～10.0R 
４以上６未満 4 以下 

6 以上 9未満 3 以下 ４未満及び６以上 3 以下 

0.0YR～5.0Y 
4 以上７未満 5 以下 

0.0YR～5.0Y 
４以上７未満 5 以下 

7 以上 9未満 3 以下 ４未満及び７以上 3 以下 

その他 4 以上 7未満 1 以下 その他 － 1 以下 

（日本工業規格Ｚ8721に定めるマンセル表色系による） 

※１ 強調色：外壁各面の 1/5以下で使用可能とする。 

※注 自然素材：（木材や石材、土など）については、別途協議を行うものとする。 

・屋根を設ける場合は、周辺の景観から突出しないように明度や彩度を抑えた色彩を用いることとする。 

 

懇談会の様子 

加賀一・二丁目地区 景観形成重点地区 区案 

⑦ 

個性豊かで魅力溢れる良好な景観の形成のためには、建築行為等の誘導とともに、地域の歴史や文化を象徴し、

地域を印象づける資源等を積極的に保全し、これらを核とした景観形成に取り組んでいくことが必要です。 

そこで、まちの魅力を高める核となる道路、公園、河川などの公共施設の景観整備やその保全と活用に取り組み

ます。 

 加賀一・二丁目地区では、石神井川に架かる緑橋の通り（けやき通り）を「景観重要公共施設」に位置付ける予

定で作業を進めています。  

景観重要公共施設とは 

 

景観形成重点地区検討区域 

石神井川軸地区 

【凡 例】 

石神井川軸地区（既指定） 

加賀一・二丁目地区は、石神井川沿いがすでに「石神井川

軸地区」として重点地区に、またそれ以外は、一般地域に指定

されています。（３ページ「景観形成の方針」を参照ください） 

本案は、上記懇談会において説明させていただいた 

時の案と同一のものです。 
１ 対象区域 

景観重要公共施設（道路） 

 



 
 
３ 届出対象行為と届出規模 

加賀一・二丁目地区における届出対象行為とその規模は、以下に示す通りとします。 

種別 届出対象行為 対象規模 

建築物 
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更

することとなる修繕若しくは模様替、色彩の変更又は

景観計画の基準に適合していない物件の同色の塗替 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 
ただし、以下に該当するものを除く 
１）工事に必要な仮設の建築物の新築、増築、改

築、移転又は外観の模様替若しくは色彩の変更 

工作物 

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更
することとなる修繕若しくは模様替、色彩の変更又は
景観計画の基準に適合していない物件の同色の塗替 
【対象となる工作物】 
・煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔又は物見塔その他これ

らに類するもの※ 
・昇降機、ウォーターシュート又はコースターその他こ

れらに類するもの（回転運動をする遊戯施設を含む）
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設又は自動車車庫（建築
物である物を除く）その他これらに類するもの 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

開発行為 
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 

（主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に

供する目的で行う土地の区画形質の変更） 

開発区域面積 500 ㎡以上 

土地の 

造成 
墓地、資材置き場又は駐車場の造成 

【墓地や資材置き場】 
規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 
ただし以下に該当するものを除く 
１）建設工事等に伴う一時的な仮置き 
【駐車場】 
収容能力 20 台以上の自動車駐車場 
ただし以下に該当するものを除く 
１）建築物に付属する駐車場 

堆積 
屋外における土石、廃棄物又は再生資源その他の物件

の堆積 

堆積物と一体に利用する土地の区域面積500㎡
以上又は高さ5m以上 
ただし、以下に該当するものを除く 
１）堆積の期間が90日を超えないもの 

※架空電線路用並びに電気事業法第 2 条第 1 項第 10 号に規程する電気事業者及び同項第 12 号に規程する卸供給事業者の 

保安通信設備用のもの（擁壁を含む）並びに電気通信事業法第 2 条第 5 項に規程する電気通信事業者の電気通信用のものを 

除く。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ４ 景観形成基準 

① 建築物の建築等・工作物の建設等 

区 分 景観形成基準 

配 置  共通基準  

・主要道路の沿道や主要交差点の角地では、建築物は道路からセットバックして建て、道路への圧迫感の
軽減や、歩行環境の向上などゆとりある街並み景観の形成に努める。 
・道路、公園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した配置と
する。 
・公園・緑地周辺では、公園・緑地内外からの眺望や敷地内・敷地周辺の緑の連続性が保全されるようセット
バックなどの建築物の配置や緑の配置に配慮する。 
・敷地内に歴史的な建造物や残すべき自然などがある場合は、これを生かした建築物の配置とする。 
・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した配置とする。 
・商業施設は街並みの連続性に配慮しつつ、ベンチなどのアメニティ施設や、人が滞留できる機能を備えた
オープンスペースを設けるなど、建築物の1 階部分は、にぎわいある街並みの演出に寄与する建築物の
配置に努める。 
・工場や倉庫は、道路境界線から壁面をできる限り後退させ、通りへの圧迫感を軽減するように努める。 

 石神井川沿い基準  

・建築物はオープンスペースを設けるなど、川からセットバックして建て、石神井川と調和した街並みに 
配慮した配置とし、緑道への圧迫感の軽減や、ゆとりある河川景観の形成に努める。 
・河川景観の見せ場（道路、公園、橋上、川の湾曲部、川沿いの高台）からの眺めを魅力的にする配置 
に配慮する。 

高さ・規模  共通基準  

・道路、河川、公園などの公共空間からの見え方に配慮し、周辺の建築物の高さ・規模との調和を図る。 
・中高層建築物は、高層部を道路側や公園等の公共空間からセットバックしたり、建築物全体を道路側か
らセットバックしたりするなど配置の工夫により、周辺への圧迫感の軽減や、ゆとりある景観の形成 
に努める。 

 石神井川沿い基準  

・石神井川沿いの建築物は、石神井川沿いの歩道などからの眺めが保全されるよう、上層部のセットバックを
図るなど、川沿いからの眺めに配慮する。 
・河川景観の見せ場（道路、公園、橋上、川の湾曲部、川沿いの高台）からの眺めを魅力的にする高さ・ 
規模に配慮する。 

形態・意匠  共通基準  

・形態・意匠は、建築物全体のバランスだけでなく、周辺建築物等との調和を図る。 
・外壁は、長大で単調な壁面となることを避けるなど、街並みに圧迫感を与えないように配慮した形態・意
匠とする。 
・道路や河川・公園からの見え方に配慮した形態・意匠とする。 
・建築物の外壁には、反射光の生じる素材を壁面の大部分にわたって使用することを避けるとともに、歩行者の
目線に近い低層部の外壁仕上げには、石や木等の素材感のある材料を用いるように配慮する。 
・公園・緑地に隣接する建築物は、これら周辺の緑との調和に配慮した形態・意匠とする。 
・主要道路の沿道では、街並み景観が無表情なものとならないよう、建築物の通り側の壁面のデザインを
工夫する。 
・建築物の外観は、閉鎖的でない形態・意匠とするなどの工夫により、周囲の建築物と協調しながら、 
歩行者目線での街並み景観の魅力化に努める。 
・高さ45ｍを超える建築物は、地区のランドマークとして、既存のランドマーク建築物と調和した品格ある形
態・意匠・色彩とし、遠方からの見え方や美しいスカイライン形成に配慮したものとする。 
・歴史的な建造物の周囲で新築・改築などを行う場合は、形態・意匠・色彩が、歴史的な建造物と調和するよ
う努める。 

 石神井川沿い基準  

・桜並木との調和に配慮した建築物の壁面のデザインとする。 
・河川景観が無表情、単調なものとならないよう、歩行者からの見え方に配慮した建築物の河川側の壁面の
デザインを工夫する。 
・河川景観の見せ場（道路、公園、橋上、川の湾曲部、川沿いの高台）からの眺めを魅力的にし、周辺の景
観と調和した形態・意匠に配慮する。 

⑤ ④ 

加賀一・二丁目地区 景観形成重点地区 区案 

加賀一・二丁目地区 景観形成重点地区 区素案 

太字･･･加賀一・二丁目地区独自の基準 

細字･･･一般地域または石神井川軸地区の基準としてすでに運用しているもの 

加賀一・二丁目地区 景観形成重点地区 区案 

けやき通り沿い けやき通り沿い 学園通り沿い 

石神井川沿い 石神井川と桜並木 石神井川沿い 



 

 

区 分 景観形成基準 

色 彩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 共通基準  

・建築物の外観は、温かみのある色彩・素材を用いたりするなどの工夫に努める。 

・建築物の中高層部の外壁は、圧迫感を与えないよう色彩に配慮する。 

・色彩は、下表の色彩基準に適合するとともに、周辺景観との調和を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・屋根を設ける場合は、周辺の景観から突出しないように明度や彩度を抑えた色彩を用いることとする。 

 石神井川沿い基準  

・高さ12m未満の中低層部では、桜並木の緑や石神井川の水の色彩と調和した落ち着きとうるおいのある

景観の形成を図るため、外壁基本色は樹木の緑に馴染む色彩とし、部分的な強調色は、落ち着きが感じ

られる中彩度までの色彩とすることとし、それぞれ下表の色彩基準に適合するものとする。 

・高さ12m以上の高層部では、桜並木の緑と馴染みつつも、周囲に圧迫感を与えない色彩とすることとし、

高さ12m以上の部分に対する色彩基準（下表参照）に適合するものとする。 

・なお、高さ12m以上の高層部では、強調色は極力用いないこととするが、万が一使用する場合には、落ち

着きが感じられる中彩度までの色彩（高さ12m以上の部分に対する色彩基準に適合するもの）を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 景観形成の方針 

① 加賀一・二丁目地区における景観形成の考え方 

加賀一・二丁目地区においては、石神井川と緑道を軸として、石神井川沿いの河川景観の見せ場、主要

道路（学園通り、けやき通り、王子新道、補助 73号線、補助 87号線）、主要交差点を重要な場所として配

慮した景観の形成を進めます。 

なお、加賀一・二丁目地区の石神井川沿いの区域（石神井川の河川区域又は河川区域に隣接する道路も

しくは公園・緑地から 20ｍの範囲）は、既指定の石神井川軸地区と重複しますが、本区域では加賀一・二

丁目地区としての景観形成の方針を適用するとともに、景観形成基準は石神井川沿いを対象とした基準を

設定し、地区全体を対象とした共通基準とあわせて適用するものとします。 

 

② 景観形成の方針 

加賀一・二丁目地区の特性を生かした良好な景観の形成を図るため、板橋区全体の景観形成の基本方針

に加えて遵守すべき、地区独自の景観形成の方針を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ⑥ 

加賀一・二丁目地区 景観形成重点地区 区案 

●加賀の品格にふさわしい街並み景観の形成 
教育施設、研究施設、住居施設などそれぞれの用途において、建築物と公共空間（道路・公園など）が一体
となった加賀の品格にふさわしい街並み景観の形成を図る。 
歴史を物語る建物や場所、樹木などを大切にし、まち全体に四季の彩りを生かした緑がつながる景観づくり
を進める。 
住環境や街並み景観を乱さない品格のある屋外広告物の設置に努める。 

通り、けやき通り、王子新道などの主要道路と沿道における、地域の歴史や緑を活かした品格とゆとり
のある景観の形成を図る。 

●石神井川の魅力を高める景観の形成 
 

並木・緑道などの自然環境と調和した景観づくりに努めると
ともに、生態系に配慮した沿川緑化を進める。 

の連続性を創出する。 

いて、周辺の景観に配慮した整備を進める。 

●道路、公園や石神井川と一体となった楽しく快適に歩ける道の景観の形成 
道路・公園や石神井川からのオープンスペースの設置など、配置の工夫により、歩行者に憩いの場を提供する。 

した歩行者の回遊ルートの形成を図る。 
 

●安心で心地よい加賀をつくる景観の維持 

の景観資源として大切に維持管理を行う。 
開発に伴い整備した歩道状空地や広場などは、日常的な清掃や維持管理を行うとともに、定期的な修繕を 
通じて、加賀の景観の魅力を高める。 

 
 

加賀一・二丁目地区 重点地区計画案 

景観形成のイメージ 

《高さ 12ｍ未満の部分に対する色彩基準》 

外壁基本色 強調色 ※１ 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

O.0R～10.0R 

4 以上 6未満 4 以下 

O.0R～10.0R 

4 未満 6 以下 

6以上 8.5未満 3 以下 4 以上 6未満 4 以下 

8.5以上 9未満 1.5以下 6 以上 3 以下 

0.0YR～5.0Y 
4以上 8.5未満 6 以下 

0.0YR～5.0Y 
4 以上 7未満 6 以下 

8.5以上 9未満 1.5以下 4未満及び 7以上 3 以下 

5.0Y～5.0G 4 以上 7未満 1 以下 5.0Y～5.0G － 1 以下 

その他 4 以上 6未満 1 以下 その他 － 1 以下 
 

《高さ 12ｍ以上の部分に対する色彩基準》 

外壁基本色 強調色 ※１ 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

O.0R～10.0R 

4 以上 6未満 4 以下 

O.0R～10.0R 

4 未満 6 以下 

6 以上 9未満 1.5以下 
4 以上 6未満 4 以下 

6 以上 3 以下 

0.0YR～5.0Y 
4以上 8.5未満 4 以下 

0.0YR～5.0Y 
4 以上 7未満 6 以下 

8.5以上 9未満 1.5以下 4未満及び 7以上 3 以下 

その他 4 以上 7未満 1 以下 その他 － 1 以下 

（日本工業規格Ｚ8721 に定めるマンセル表色系による） 

※１ 強調色：外壁各面の 1/5 以下で使用可能とする。 

※注 自然素材：（木材や石材、土など）については、別途協議を行うものとする。 

加賀の品格にふさわしい街並み景観の形成 

石神井川と緑道 

川からのセットバック 

桜並木と調和する

壁面のデザイン 

主要道路 

主要交差点 

《高さ 12ｍ未満の部分に対する色彩基準》 

外壁基本色 強調色 ※１ 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

0.0R～10.0R 
4 以上 6未満 4 以下 

0.0R～10.0R 
４以上６未満 4 以下 

6 以上 7未満 3 以下 ４未満及び６以上 3 以下 

0.0YR～5.0Y 4 以上７未満 5 以下 0.0YR～5.0Y 
４以上７未満 5 以下 

４未満及び７以上 3 以下 

５.0Y～５.0G 4 以上 7未満 1 以下 5.0Y～5.0G － 1 以下 

その他 4 以上６未満 1 以下 その他 － 1 以下 

 

加賀一・二丁目地区 景観形成重点地区 区案 

 

 


