
 

 

 

 

 

 

 

板橋区公共施設整備景観ガイドライン（骨子） 

構成等の検討 
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資料 2 

【検討事項】 

  １ 本ガイドラインの構成（案） 

  ２ 基本方針（案） 

【参考資料】 

  ■ 構成と記載内容の一覧表 

  ■ 基本方針の事例 
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１ ． 本ガ イ ド ラ イ ン の 構成（ 案）（ 全体構成）  ※記載内容等は「参考資料１」参照 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

序章 本書の目的と構成 

１ 目的と位置づけ 

●公共施設整備景観ガイドライン策定の背景等を踏まえ

て、その目的と位置づけをまとめる。また、本ガイド

ラインにおける該当公共施設とその管理者の対象範囲

を明らかにする。 

２ 取り組みの基本姿勢 

●公共施設の景観形成は、区の景観計画をリードし、民

間の景観形成に対するお手本としての役割を担ってい

ると言うことができる。そのため、行政としての取り

組みの基本姿勢をまとめる。 

３ 本書の構成と活用方法 
●景観形成の理解や発想の手掛り、伝達ツール、そして

自らのチェック書としての活用方法をまとめる。 

■基本事項 

第１章 本ガイドラインの基本方針 

１ 景観計画の「景観形成の基本方針」 

●本ガイドラインの前提となる板橋区景観計画の「景観形

成の基本方針」を整理する。 

２ 本ガイドラインの基本方針 ※次頁参照 

●板橋区景観計画の景観形成の基本方針のもと、公共施設

全般の指針となる基本方針を設定する。 

※下記は、基本方針（案）を示す。 

① 公共施設間や地域特性とのつながりや調和に配慮

する 

② 周囲の環境や施設とのかかわりに配慮する 

③ 全体と部分との調和に配慮する 

④ 地域特性を活かした魅力づくりを図る 

⑤ 安全性や機能性、経済性を両立させる 

⑥ 季節の変化や時間の経過に配慮する 

運用 

具
体
化 

具
体
化 

運用 

 

第３章 共通要素別のガ

イドライン 
●施設別に共通する要素につい

て、図解や写真を用いて方針及

び配慮事項をまとめる。 

第２章 施設別のガイドライン 
●施設別の景観形成について、図解や写

真を用いて方針及び配慮事項をまとめ

る。 

１ 公共建築物 
①全体景観   

②個別景観（配置／公開空地・外構・緑化／駐車

場などの付属物 

２ 道路 

①全体景観     

②個別景観（道路構造・横断／交差点・駅前広場 

／防護柵・車止め柵／信号機・標識・路上設備

周り） 

３ 公園 

①全体景観    

②個別景観（入口周り／境界部／公園施設） 

 

１ 建築物（高さ・規模、形態・意匠） 

２ 橋梁 

３ フェンス類 

４ ポール類 

５ 擁壁・護岸類 

６ 設備類 

７ 夜間照明 

８ 遊具・ストリートファニチ
ュア類 

９ 舗装類 

10 樹木類 

11 駐車場・駐輪場 

12 公共的サイン 

13 色彩 

 

■景観形成指針 

４ 河川 
①全体景観    

②個別景観（水際・河道／水辺の道・オープンス

ペース ／護岸周り） 

共通 
要素 

共通 
要素 

共通 
要素 

共通 
要素 

●景観形成の理

解 

○景観形成におけ

る公共施設の役

割や、方針及び配

慮事項、推進方法

等を理解して頂
くものです。 

■活用法 

●発想の手掛り 
○整備の計画や設

計等に際して、良

好な景観形成の

アイデア出しや

手掛かり書とし

て頂くものです。 

 

●伝達ツール 
○担当者どうし、又

は担当者と委託

業者との協議等

に活用して頂く

ものです。 

 

●チェックシー

ト 
○設計等の事前及

び 終確認とし

て、又は担当者と

景観担当者との

協議の資料とし

て活用して頂く
ものです。 

第 4 章 推進体制と協議の手

続き 

●今後の推進体制と手続きの方法に

ついてまとめる（建築物等は現状ど

おり）。 

１ 推進体制 

２ 協議の対象行為及び規模 

３ 協議の手続き 

第５章 本ガイドラインのチ

ェックシート 

●担当者自らがチェックシートを用

いて検討し、記入できるようにする

（建築物等は現状どおり）。 

１ 本ガイドライン実行度の種別 

２ ガイドラインのチェックシート 

■推進方策 
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２ ． 基本方針（ 案）  

❶
地
域
内
（
百
ｍ
四

方
・
複
数
施
設
間
） 

❷
周
囲 

❸
施
設
内 

A． 板橋区景観計画（ 基本目標、 方向性、 景観形成基本方針）  

B． 公共施設の 観点 

C． 基本方針の 事例 ※事例は「参考資料 2」参照 

●都内 

●都近郊 

●その他 

●各施設の連携・調和 
→地域内、周辺、施設内 

●先導性 
 →デザイン、色彩 

●（お）もてなし 
→板橋区らしさ 

公共施設整備景観ガイドラインの基本方針 

① 公共施設間や地域特性とのつながりや調和に

配慮する 
→例えば、公園と公園、公園と道路、又はこれらと景観的な地域特性

（左記の方向性 1 より方向性３）とのつながりや調和（右図の❶） 

② 周囲の環境や施設とのかかわりに配慮する 
→例えば、公園と周囲の戸建住宅・生垣等、又は公園と歩道、道路交

差点等のかかわり（右図の➋） 

③ 全体と部分との調和に配慮する 
→例えば、公園内の建築物、工作物、サイン、舗装等との調和（右図

の➌） 

④ 地域特性を活かした魅力づくりを図る 
→地域特性を活かし、景観的に優れたデザイン等の創出を意図 

⑤ 安全性や機能性、経済性を両立させる 

⑥ 季節の変化や時間の経過に配慮する 
→緑の彩りや間引き等への配慮、外壁素材の選定において、時間経過

により良くなるもの（自然素材）、又は悪化するものへの配慮 

●統一性 

●継続性 

●普遍性 

●象徴性 演出性 

●楽しさ、親しみやす
さ 

●わかりやすさ 

●環境性 

●安全性・経済性 

●維持管理の充実 等 
●住民等との協働性 

注） →印は例示 
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■本ガイドラインの 構成と記載内容の一覧表 注） →印は例示 

 記載内容    

章 節 
記載の主眼 記載に際しての注意点 

参考資料の例示 
（前提として、景観法及び関連す

る法令、区例規集や公共施設技
術基準等がある） 

備 考 

01 目的 
・策定の背景と公共施設の果たす役割を踏まえて設

定する。 

02 簡潔なまとめを行う。 03 独自に作成 ■序章 
本書の目的と構成 

１ 目的と位置づけ 

04 位置づけ 
・板橋区景観計画と届出の手引き、景観デザインガ

イドライン、景観色彩ガイドラインと本ガイドラ
インの関係図を図化する。また、本ガイドライン
の対象範囲を明らかにする。→誰に活用してもらいたい

のか？ 

05 左記について、景観法、景観条例との関係も模式
図として追記する。 

06 該当公共施設の管理者の対象は、区を中心とし、
国及び都においても協力を得るようにする。なお、
その他ＵＲや、鉄道事業者、区補助事業者等につ
いても検討が必要か？ 

07 景観デザインガイドラ
イン・Ｐ１ 

08 景観色彩ガイドライン・

Ｐ６ 

 ２ 取り組みの基本姿勢 09 公共施設の景観形成は「区の都市景観をリードし、
民間に対するお手本としての役割を担う」。そのた
め、より積極的な推進の必要性を謳う。 

10 各担当部署が、「良好な公共施設景観は自らが積極
的に創出するんだ」という意識がもてるような記
述を行う。 

11 独自に作成 

 ３ 本書の構成と活用方法 12 構成 
・本ガイドライン全体（序章から第 5 章）の関係性

が一目でわかるように図化する。 

13 この構成で、本ガイドラインの概要が説明できる
ような記述とする。 

 

  14 活用方法 
・景観形成の理解や発想の手掛り、伝達ツール、そ

して自らのチェック書として活用できることを謳
う。 

15 ここでも各担当部署が、企画、設計、整備等の段
階において、「活用することがプラスになるんだ」
という意識がもてるように記述する。 

 

※板橋区の特徴、らしさをどうつく
るかが課題。 

→中身の充実、構成そのものか？ 

→「おもてなし」もそのキーワードとなり

得る。 

→青梅市は、協議の手続きが特徴となって

いる。 

第１章 

本ガイドラインの
基本方針 

１ 景観計画の「景観形成
の基本方針」「 

16 景観計画の「景観形成の基本方針」 
・本ガイドラインの基本方針設定の前提として、景

観計画の景観形成の基本方針を整理する。 

17 景観要素と特徴、景観計画の目標と方向性及び景
観形成の基本方針をコンパクトにまとめる。 

18 景観計画・Ｐ3-1～3-3  

 ２ 本ガイドラインの基本
方針 

19 本ガイドラインの基本方針 
・景観計画の景観形成の基本方針のもと、公共施設

全般の指針となる基本方針を設定する。 

20 景観計画の目標である「“ひと、もの、まち”がバ
ランスよく調和」、を公共施設としてどのように組
み立てるかが重要となる。 

21 地と図のメリハリ等をどう付けるかの検討も重要
となる。 
→フレッシュ感のあるデザインの盛込み 

22 国交省の各施設ガイド
ライン（都市整備、建築、道

路、河川、公園（都市整備内））

※参考資料は省略 

※時間の経過→１日における変化もある

（昼・夜） 

第２章 

施設別のガイドラ
イン 

１ 施設別の方針及び配慮
事項一覧表 

23 施設別の方針と配慮事項の一覧表 
・公共建築物、道路、公園、河川までの方針と配慮

事項を一覧表にして設定する。 

 ２ 施設別の方針及び配慮
事項の解説 

29 方針と配慮事項の解説 
・公共建築物、道路、公園、河川までの方針と配慮

事項の解説をイラスト、事例写真を用いて行う。 

28 国交省の各施設ガイド
ライン（都市整備、建築、道

路、河川、公園（都市整備内））

※参考資料は省略 

第３章 

共通要素別のガイ
ドライン 

１ 共通要素別の方針及び
配慮事項一覧表 

30 共通要素別の方針と配慮事項の一覧表 
・建築物に始まり色彩まで（前のＰ1）の方針と配慮

事項を一覧表にして設定する。 

 ２ 共通要素別の方針及び
配慮事項の解説 

32 方針と配慮事項の解説 
・建築物から色彩までの方針と配慮事項の解説をイ

ラスト、事例写真を用いて行う。 

24 方針設定においては、例えば「○○を考慮する」
とする場合、なぜ配慮する必要があるのかを明ら
かにする必要がある。 

25 指針として、直接目にふれやすい施設の外部空間
の景観形成を重視したい。 

26 個別の検討項目と次のものがあげられる。 
→期間の長い工事囲い、改修時の耐震ブレスやスロープ・手摺、

歩道橋の塗り替え 

27 解説は、事例写真よりイラスト解説を多くするが
有効か？又は、事例写真の多いほうが有効か？ 

31 国交省の各施設ガイド
ライン（都市整備、建築、道

路、河川、公園（都市整備内））

※参考資料は省略 

※事例写真のほうが具体的でわか
りやすいとの評価がある（他都市）。 

※色彩はすべてに、橋梁は道路、河
川に共通するため共通要素別と
する。 

※ポール類に標識は含めていない
が、必要か。 

※自販機に対する記載が必要。→原
色を避けるなど。 

※良い事例のほか、悪い事例の写真
使用も検討する。 

参考資料１  
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第４章 

推進体制と協議の
手続き 

１ 推進体制 33 推進体制 
・現在、推進している建築物等のほか、他の公共施

設に対する体制を図化する。 

37 現在の体制の資料  

 ２ 協議の対象行為及び規
模 

38 協議の対象行為及び規模 
・現在、推進している建築物等のほか、他の公共施

設に対する対象行為及び規模を図化する。 

39 現在の対象行為及び規
模の資料 

 

 ３ 協議の手続き 40 協議の手続き 
・現在、推進している建築物等のほか、他の公共施

設に対す協議の手続きを図化する。 

34 現在の見直し点、課題等はないかを確認する。 

35 新築、改築（改修）などの行為によってフローが
変るため、その記載を行う。 

36 事業完了後のフローも検討する。→写真の提出（重

要な施設は景観担当係も写真撮影が必要か？） 
41 現在の手続きの資料  

第５章 

本ガイドラインの
チェックシート 

１ 本ガイドラインの実行
度の種別 

42 実行度の種別（濃淡） 
・本ガイドラインに示されている事項をどの程度ま

で実行すべきかの濃淡付けを行う（建築物等は現状ど

おり）。 

43 実行度の種別を、必須、推進、推奨の区分の検討
を行う。→チェックシートで濃淡付け 

 ２ ガイドライン・チェッ
クシート 

44 ガイドライン・チェックシート 
・担当者自らが、企画や設計等の段階で記入できる

ようなチェックシートの作成を行う（建築物等は現状

どおり）。 

45 協議の際の資料としても活用することを念頭に記
述する。 

 

※ガイドラインの直接の利用は原
課であり、同シートも原課担当者
で記載して頂く。但し、受託事業
者も間接的に利用して頂く。 

※同シートは担当者の負担が多い、
との声もある（他都市）。  

■付録 

参考資料 

※必要な資料を掲載する     
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■基本方針の事例 

《 公共事業に お け る 景観形成の 基本的な考え 方》  

①区民が愛着をもち、地域の誇りとするような公共施設

等とします。 

②地域の景観形成を推進するとともに、新たな景観の魅

力をつくり出す地域の資源となるように設計や管理を

行います。 

③地域性や周辺とのつながりに考慮し、まちなみをつな

ぎ、快適性を創出するよう工夫をします。 

■練馬区公共施設等景観指針 （71 万人） 

《 公共事業に お け る 景観形成の 基本的な考え 方》  

①現存する良好な景観を残す 

②周囲の既存の環境に敬意を払う 

③地域の個性を引き立たせる 

④景観形成の一貫性に努める 

⑤機能性、経済性に配慮する 

■町田市公共事業景観形成指針（骨子） （71 万人） 

《 公共施設景観形成の 基本方針》  

①周囲の景観要素との連続性の確保 

②施設の全体と部分との調和 

③時間の経過による変化への対応 

④見やすくすること 

⑤賑わいの創出 

⑥もてなしが感じられる場・施設づくり 

⑦経済性への配慮 

■三郷市公共施設景観ガイドライン （13 万人） 

《 公共施設等デ ザ イ ン の 基本的な考え 方》  

①環境と共生する施設としてデザインする 

②ユニバーサルデザインの理念に基づいてデザインする 

③開放性と安全性を確保する 

④地域景観の骨格を形成する 

⑤ガーデンシティ形式を先導する 

⑥一体的で連続的にデザインする 

⑦市民・事業者・市との協働により計画づくり維持管理

までを行う 

■戸田市パブリックデザインガイドライン （1２万人） 

①景観特性をとらえ、まちとのつながりを考える 

②市民が主役となる施設づくりを検討する 

③地域の環境との共生に配慮する 

④時間の移り変わりを意識する 

⑤周辺を含めた総合的・一体的な整備を検討する 

■千葉市公共施設景観デザインガイドライン （96 万人） 

《 公共施設等の 景観デ ザ イ ン を 考え る 10 の 基本姿勢》 

①統合性…全体と部分が調和していること 

②連続性…時間、営みが景観要素とつながっていること 

③公共性…公共も民間も共に考えること 

④地域性…その土地らしい個性があらわれていること 

⑤普遍性…時間の経過と共に美しくなること 

⑥環境性…土地の環境に過大な負荷をかけないこと 

⑦安全性…安全とともに安心感を与えること 

⑧経済性…建設費と維持管理費などが経済的であること 

⑨機能性…必要な機能を十分に満たしていること 

⑩デザイン性…デザインの原理に即していること 

《 景観づ く り の 基本方針》  

①美しい白山・手取川・日本海などの魅力的な地形資産

を守る景観づくり 

②景観の礎として歴史・伝統・文化を継承し、保全して

いく景観づくり 

③四季・時間を感じることができる景観づくり 

④地域の産業を活かした彩りのある景観づくり 

⑤地域の人々が積極的に参画できる景観づくり 

⑥個性ある魅力的な景観づくり 

⑦地域をつなぐ連続性のある良好な道路沿道や鉄道沿線

の景観づくり 

■札幌市公共施設等景観デザインガイドライ ■白山市公共事業景観形成ガイドライン （11 万人） （192 万人） 

《 景観づ く り 指針》  

 ①大地の構造を重視する 

 ②緑をつなげる 

 ③川を景観の軸にする 

 ④海につながる景観をつくる 

 ⑤歴史や文化を継承する 

 ⑥個性豊かなまち並みを育てる 

《 公共事業の 景観形成に おけ る 基本的な考え 方》  

 ①自然環境に配慮する 

 ②地域性、場所制、歴史性に配慮する 

 ③機能面、安全面と景観を一体的に考慮する 

 ④要素どうしの関係を考慮する 

 ⑤様々な視点からチェックする 

 ⑥時間の経過を考慮する 

■東京都 公共事業の景観づくり指針 

■大阪府公共事業景観形成指針 

■兵庫県公共施設景観指針 

《 共通指針》  

 ①地形改変の抑制 

 ②動植物等の保全 

 ③自然植生との調和（緑化、植栽） 

 ④周辺環境との調和 

 ⑤水辺空間の利用 

 ⑥歴史的文化的資産の保全 

 ⑦資源の有効活用（石材、間伐材等） 

 ⑧施設デザインの工夫 

 ⑨維持管理の配慮 

 ⑩住民参加 

 ⑪景観形成の検証 

《 共通指針》  

 ①地域特性に配慮した、公共事業の実施に努める 

 ②自然環境に配慮した、公共事業の実施に努める 

 ③連続性、一体性に配慮した、公共事業の実施に努める 

 ④機能性と使われ方に配慮した、公共事業の実施に努める 

 ⑤視点場、視対象となることに配慮した、公共事業の実施に努める 

⑥経年変化に配慮した、公共事業の実施に努める 

■鹿児島県公共事業景観形成基準 

《 基本的事項》  

公共事業等の実施に当たっては、安全性及び機能性

の確保を基本としつつ、地域の特性を生かした優れ

た景観を形成するため、次の事項に留意するものと

する。 

①自然景観、生態系及び植生との調和に配慮する 

②地域の歴史的及び文化的特性に配慮する  等 

■茨城県公共事業等景観形成指針 

■奈良県公共事業景観形成指針 

《 整備指針＿基本的事項》  

 ①地域特性への配慮 

 ②自然環境への配慮 

 ③多様な視点への配慮 

 ④連続性への配慮 

 ⑤時間軸への配慮 

 ⑥工事中の配慮 

■佐賀県公共事業景観形成指針 

《 景観形成の 基本的な考え 方》  

①景観資源を把握し生かす 

②先導的役割を果たす 

③公共空間の連続性、一体性を図る 

④住民意見を把握する 

⑤視点場からの見え方に配慮する。 

⑥使いやすさを考慮する 

⑦時間の経過を考慮する 

▼都内 

▼都近郊 

▼その他（市） 

▼その他（都県、学会） 

※青梅市は、下記の項目についてまとめています。 

①公共施設のデザイン 

 →デザインの考え方／背景を活かす同化調和／地域特性の留意点 

②デザインの基本方針 
 →形態／色彩／素材 

③公共施設整備の基本方針 
 →形態／構造／素材／表示／基本色彩 

④公共施設整備の基本的留意点 

 →道路上に設置する施設の数量を減らします／配置を整えます 

  ／良好な状態を維持します 

※杉並区は、景観づくりの視点についてまとめています。 

＜景観づ く り の 視点＞ 

①周辺を歩く 

②広い視野をもつ 

③景観の保全に努める 

④みどりを充実する 

■杉並区公共施設景観形成指針 

■青梅市景観形成ガイドライン公共施設の標準デザイン指針 

（14 万人） 

（54 万人） 

参考資料 2 

◆事例のキーワード 

01 景観資源（緑・水・歴史・文化）の視点 

・調和 

・守る、創る、継承する 

02 地域、周囲の視点 

・つながり、連続性、共生 

・総合的、一体的 

03 形態意匠の視点 

・デザイン性 

・個性、魅力 

04 安全性、機能性、経済性の視点 

・ユニバーサルデザイン 

・建設費と維持管理費 

05 その他の視点 

・要素どうしの関係性 

・四季、時間の経過 

 

《 景観政策に 関す る 提言》  

提言１ よいもの・よい空間をつくるために（事業の進め方） 

 （１）技術力とデザイン力の評価による計画・設計者の選定 

 （２）立案とその具体化に関する一貫性の確保 

提言２ 地域戦略としての景観行政推進（行政内の連携） 

 （１）地域戦略に関する基本政策としての景観行政の位置づけ 

 （２）行政内での景観形成のスぺシャリストの育成 

提言３ 景観形成を実現するための仕組みづくり 

 （１）複数事業間の計画・デザイン調整の体制整備 

（２） 終評価者としての市民の位置づけ 

■景観政策に関する提言（土木学会） 
～戦略的地域づくり推進のために～ 


