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板橋区景観計画 景観形成重点地区 加賀一・二丁目地区（素案） 

加賀一・二丁目地区の特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観形成重点地区における景観形成方針及び行為の制限に関する事項（素案） 

加賀一・二丁目地区（素案） 

１ 対象区域 

加賀一丁目、二丁目の範囲とします（ただし、ＪＲ埼京

線以東を除きます）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加賀一・二丁目地区の街並みづくりの経緯 
 
○平成 14 年 3 月 

加賀一・二丁目地区 地区計画（決定・告示） 

○平成 21 年 9 月～ 
景観法に基づく「景観形成重点地区」の指定に向け、住民主体よる検討スタート 

○平成 23 年 3 月 
景観形成重点地区指定に向けた「住民案」を区が受領 
（加賀まちづくり協議会を中心にニュースで検討メンバーを公募） 

○平成 24 年 3 月 
景観形成重点地区の指定に向けたお知らせを配付 

資料３－２ 

・ 江戸時代には前田藩下屋敷が置かれ、邸内には石神井川などの配水を利用した大池をはじめ、築山や立石、滝な

どが各所に配された池泉回遊式庭園が展開していた。 

・ 近代に入ると、陸軍火薬製造所となり、戦後も国等の研究機関や工場などが集積していたが、その後、研究所・

工場跡地へのマンション開発等が進み、現在では、住まい、働き、学ぶ人が共存するまちとなっている。 

・ 地区内は、石神井川と川沿いの桜並木を中心に、かつての面影を今に伝える歴史的な建築物や樹木群が残り、一

方で研究所・工場跡地へのマンション開発、大学や病院等の整備や建替えが行われ、品格と活力があり、四季折々

の自然の美しさが感じられる景観が形成されている。 

けやき通り 野口研究所 石神井川と桜並木 

レンガパーク 

けやき通り沿い 

学園通り沿い 

学園通り沿い 

石神井川沿い 

景観形成重点地区検討区域 

石神井川軸地区（既指定） 

一般地域 

板橋区全域（景観形成重点地区以外） 

現在 

板橋区景観計画 

景観形成重点地区 

石神井川軸地区 

板橋区景観計画 

一般地域 

加賀一・二丁目地区 

※イメージです 

今後 加賀一・二丁目地区 指定後 

※イメージです 

加賀一・二丁目地区 

石神井川軸地区 

石神井川軸地区 

加賀一・二丁目地区 
 

一般地域 
＋ 

加賀地区地元素案 

加賀一・二丁目地区内の 
石神井川沿い 

 
石神井川軸地区 

＋ 
加賀地区地元素案 

考え方 

• 方針は、加賀地区の方針に景観形成重点地区の石神井

川軸地区の方針を盛り込んで整理する。 

• A の基準を基本として、C の基準も基本的に共通事項

として整理する（一般地域の基準との整合を図る）。 

• 石神井川沿川では、石神井川軸地区の基準に、加賀地

区の B の基準で石神井川軸地区の基準にない基準を

加えて整理する。 

加賀地区地元素案 

Ａ（加賀地区全体） Ｂ（石神井川沿い）Ｃ（主要な通り沿い） 
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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。 

 

石神井川軸地区の方針 加賀一・二丁目地区（住民素案） 加賀一・二丁目地区（区素案） 

【石神井川軸地区の景観形成の方針】 

・ 四季の彩りを生かし、桜並木や緑道と調和・連続した緑の景観

の形成 

 石神井川沿いの桜並木・緑道や歩道に配慮した緑の配置に努

める 

 敷地の狭いところでは、家の周囲へのプランターの設置な

ど、身近なところから緑を育て、石神井川の緑との連続性を

創出する 

 樹種の選定や色彩に関しても、石神井川沿いの桜並木・緑道

などの自然環境と調和した景観づくりに努める 

・ 河川側に配慮した街並みの形成 

 石神井川に面した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 

 歩行者の視線の範囲では、自然素材を利用するなど、石神井

川の自然と調和した景観づくりを進める 

・ 水と緑のうるおいのある景観の形成 

 桜並木や緑道といった景観や生態系に配慮した沿川緑化を

進める 

 石神井川の景観の軸となる桜並木の維持・保全に努める 

 石神井川軸の重要な景観要素であり、景観を楽しむ場でもあ

る歩行者空間について、周辺の景観に配慮した整備を進める 

 【加賀一・二丁目地区の景観形成の方針】 

・ 加賀の品格にふさわしい街なみ景観の形成 

 建築物と公共空間（道路・公園など）が一体となり、なった品格のある

景観の魅力を高める。 

 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。 

 住環境や街な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。 

 学園通り、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 

 石神井川との関係に配慮し、河川側から見える建築物の魅力を高める 

 石神井川沿いの桜並木・緑道や歩道に配慮した緑の配置に努める。 

 敷地の狭いところでは、家の周囲へのプランターの設置など、身近なと

ころから緑を育て、石神井川の緑との連続性を創出する。 

 石神井川の景観の軸となる桜並木の維持・保全に努める。 

 樹種の選定や色彩に関して、石神井川沿いの桜並木・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。 

 歩行者の視線の範囲では、自然素材を利用するなど、石神井川の自然と

調和した景観づくりを進める。 

 石神井川軸の重要な景観要素であり、景観を楽しむ場でもある歩行者空

間について、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。 

 見せ場やたまり場などの石神井川沿いの魅力を楽しめる場所やオープン

スペースの設置に努め、緑道を軸と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 

 通りに面した部分の植栽や樹木、生け垣などは、見通しや夜間の暗がり

に配慮した剪定を行うともに、地域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。 

 区民・事業者・区の連携によって、良好な公共空間の維持に努める。 

 

Ａ 加賀地区全体の景観形成方針 

「建築物」は、加賀の品格に相応しいものにしましょう 

歩行者の目線にたって、「敷地の際」を緑で彩りましょう 

「屋外広告物」が、加賀の住環境や街なみ景観を乱さないようにしましょう 

「それぞれの敷地の緑化」で、まち全体をみどりでつなげていきましょう 

加賀の「歴史を物語る建物や場所」などを、景観づくりの中でも大切にしましょう 

安心で心地よい加賀をつくるため、「景観の維持管理」に取り組みましょう 

Ｂ 石神井川と遊歩道沿いの景観形成方針 

「石神井川」を、四季折々の変化が楽しめる空間にしましょう 

「川から見える建築物」は、河川景観の魅力を高めるものにしましょう 

「川沿いの敷地のオープンスペース」で、石神井川の魅力をひろげましょう 

見せ場、たまり場など、「石神井川の魅力を楽しめる場所」を増やしましょう 

Ｃ 加賀の品格を創る道路と沿道の景観形成方針 

「道路空間」を、品格のある設えにしましょう 

「沿道の建築物」は、シンボルロードの街なみ景観の魅力を高めるものにしましょう 

快適に歩けるように、「セットバック空間」を設けましょう 

楽しく歩けるように、「敷地の際の演出」をしましょう 

※ 「加賀の品格」について、協議会では数値化できない事項を表現しており、その時々

で変わっていく価値観などを包含するもので、加賀が目指すべき一定の方向性を示す

ものとして確認された。 

加賀地区地元素案 

Ａ（加賀地区全体） Ｂ（石神井川沿い）Ｃ（主要な通り沿い） 
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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 

備考 
一般地域 石神井川軸地区 

加賀一・二丁目地区

（住民素案） 
加賀一・二丁目地区（区素案） 

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 

高さが20ｍ以上、延床面積が2,000 ㎡以上又は

敷地面積が1,000 ㎡以上 

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 

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 

提案なし 

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※1 

・ 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 

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 

高さ20ｍ以上 

（建築物又は工作物と一体

となって設置される場合は、

当該工作物の高さが 4ｍを

超え、かつその合計の高さが

20ｍを超えるもの） 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 提案なし 規模に関係なく、対象地域内のすべての行為  

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） 
高さ20ｍ以上 

又は 

築造面積 2,000 ㎡以上 
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 

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 開発区域面積 500 ㎡以上 提案なし 開発区域面積 500 ㎡以上  

土地の 

造成 
墓地造成等 規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

【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 

提案なし 

【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 

提案なし 

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 
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４ 景観形成基準 

① 建築物の建築等・工作物の建設等 

区分 一般地域 石神井川軸地区 加賀一・二丁目地区（住民素案） 加賀一・二丁目地区（区素案） 備考 

配置 ○公共空間への配慮 

・ 道路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、農地周辺では、公園・緑地、農

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。 

・ 河川、公園などの公共空間に隣接する建築物

は、公共空間側へオープンスペースを設ける

など、公共空間と一体となった街並みの形成

を意識した配置とする。 

・ 景観重要公共施設に位置づけられている坂

道、もしくは区民に親しまれている坂道周辺

では、坂道からの眺めに配慮して、建築物の

配置を工夫する。 

○歴史・文化的資源、自然等への配慮 

・ 敷地内や周辺に歴史的な遺構や残すべき自然

などがある場合は、これを生かした建築物の

配置とする。 

○壁面の位置の配慮 

・ 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。 

・ 工場や倉庫の接道部は、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。 

○にぎわいづくりへの貢献 

・ 商店街、商業施設では、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。 

・ 石神井川に面してオープンスペースを設けるな

ど、石神井川と調和した街並みに配慮した配置

とする。 

 

 

・ 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。 

 

 

 

・ 敷地内に歴史的な遺構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。 

・ 商店街、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

みの演出に寄不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。 

Ｃ2-1 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、ゆと

りある街なみ景観の形成に努める。 

Ｃ3-1 歩道や歩道状空地（地区施設）に接す

る部分では、建築物や工作物をセット

バックし、歩行環境の向上に寄与する

空間とするように努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ2-1 建築物は川からセットバックして建

て、遊歩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。 

Ｂ4-2 遊歩道から川沿いの歴史的建造物へ

の見通しを確保するように努める。 

共通 

Ｃ2-1 主要道路の沿道では、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なみ景観の形成に努め

る。（C3-1） 

・ 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。 

・ 敷地内に歴史的な遺構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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民素案では

「遊歩道」で

あったが、石

神井川軸地区

との整合で

「緑道」とし

た。 

 

石神井川沿い 

Ｂ2-1 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。 

Ｂ4-1 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。 

 

 

 

 

加賀地区地元素案 

Ａ（加賀地区全体） 

Ｂ（石神井川沿い） 

Ｃ（主要な通り沿い） 
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区分 一般地域 石神井川軸地区 加賀一・二丁目地区（住民素案） 加賀一・二丁目地区（区素案） 備考 

高さ・規模 ○公共空間からの眺めへの配慮 

・ 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。 

○周辺景観との調和 

・ 住宅地の建築物及び住宅は、周辺の街並みと

の連続性に配慮するとともに、圧迫感の軽減

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 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。 

 

 

Ａ1-3 高さ 30ｍを超える建築物は、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、（外壁の色彩を空

に溶け込むよう高明度・低彩度にした

りするなど、形態・意匠・色彩の工夫

や、）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。 

 

共通 

・ 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。 

Ａ1-3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。 

 

 

 

 

住民素案では

「高さ 30ｍ

を超える建築

物」であった

が、協議会で

特に根拠はな

いということ

を確認し、「中

高層建築物」

とした。 

石神井川沿い 

・ 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。 

Ｂ4-1 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・色彩 

○周辺の建築物等との調和 

・ 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。 

・ 周辺に、歴史的な遺構や残すべき自然がある

場合は、これらの地域資源と調和した形態・

意匠、色彩とする。 

・ 景観重要公共施設に位置づけられている坂

道、もしくは区民に親しまれている坂道周辺

では、坂道からの眺めに配慮した形態・意匠、

色彩とする。 

○街並みへの圧迫感の軽減 

・ 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。 

○周辺景観、公共空間との調和 

・ 幹線道路沿道や河川沿い及び周辺の建築物

は、幹線道路や河川からの見え方に配慮した

形態・意匠、色彩とする。 

・ 公園・緑地や農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、

色彩とする。 

○周辺の景観との調和に配慮した材料の活用 

・ 住宅地の建築物及び住宅の外壁には、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

・ 建築物等の低層部では、壁面などが無表情、単

調にならないよう、歩行者からの見え方に配慮

した形態・意匠とする。 

・ 主要な眺望点（公園、道路、橋など）の眺めに

配慮し、周辺の景観と調和した形態・意匠とす

る。 

・ 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・緑地や農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。 

・ 商店街では、街並みやにぎわいが連続するよう

店舗の連続性に配慮するとともに、広い開口部

やショウウィンドウを設置するなど、にぎわい

づくりに配慮した形態・意匠とする。 

 

 

 

Ｃ2-2 街なみ景観が無表情なものとならな

いよう、建築物の通り側のファサード

デザインを工夫する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ1-2 建築物の低層部（１，２階）は、閉鎖

的でない形態・意匠としたり、温かみ

のある色彩・素材を用いたりするなど

の工夫により、周囲の建築物と協調し

ながら、歩行者目線での街なみ景観の

魅力化に努める。 

Ａ1-4 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

共通 

・ 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。 

Ｃ2-2 主要道路の沿道では、街な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 

Ａ1-2 建築物の外観は、閉鎖的でない形態・意匠とした

りするなどの工夫により、周囲の建築物と協調し

ながら、歩行者目線での街なみ景観の魅力化に努

める。 

Ａ1-4 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 ｍ の 根 拠

は地区計画の

高さの最高限

度で、それを

超える総合設

計制度を活用

した建築物等

に適用する規

定 で あ る た

め、住民素案

を記載した。 
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区分 一般地域 石神井川軸地区 加賀一・二丁目地区（住民素案） 加賀一・二丁目地区（区素案） 備考 

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努める。 

○にぎわいづくりへの貢献 

・ 商店街では、街並みやにぎわいが連続するよ

う店舗の連続性に配慮するとともに、店舗・

事務所にあっては広い開口部やショーウィン

ドを設置するなど、にぎわいづくりに配慮し

た形態・意匠とする。 

 

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。 

Ａ5-2 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。 

 

Ｂ2-2 桜並木との調和に配慮した建築物の

ファサードデザインとする。 

Ｂ2-3 河川景観が無表情なものとならない

よう、建築物の河川側のファサードデ

ザインを工夫する。 

Ｂ4-1 河川景観の見せ場（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。 

 

る。 

Ａ5-2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。 

 

 

 

 

 

「歴史的建造

物」は、住民

素案では大谷

石の石積み・

階段、碑、建

築物等が意識

されている。

協議会では野

口研究所の建

築物が重要と

いう意見が出

された。 

石神井川沿い 

Ｂ2-2 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。 

Ｂ2-3 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。 

Ｂ4-1 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。 

色彩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○周辺の建築物等との調和 

・ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ1-1 建築物の外壁の色彩・素材は原色や蛍

光色を避け、周辺景観と調和したもの

とする。 

共通 

Ａ1-2 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、過度な圧迫感を与えない

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。 
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区分 一般地域 石神井川軸地区 加賀一・二丁目地区（住民素案） 加賀一・二丁目地区（区素案） 備考 

 

 

 

 

 

・ 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、外壁基調色

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

石神井川沿い 

・ 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、外壁基調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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

・ 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。 
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区分 一般地域 石神井川軸地区 加賀一・二丁目地区（住民素案） 加賀一・二丁目地区（区素案） 備考 

公開空地・ 

外構・緑化 

○公開空地・外構デザインの工夫 

・ 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。 

・ 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。 

 

・ 敷地接道部分に塀や垣・柵を設ける場合は、

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する

よう努める。 

○周辺景観に調和した緑化 

・ 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。 

 

 

・ 緑化に当たっては、樹種の選定に配慮し、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。 

・ 河川沿いでは、河川側に設けたオープンスペ

ース等に緑化を図り、緑の連続した水辺景観

の形成に努める。また、河川沿いの周辺にお

いても、緑の連続性に配慮した緑化に努める。 

・ 幹線道路沿道では、後背地の住宅地に配慮し

た緑化を図るなど、後背地に不える圧迫感の

軽減を図る。 

○接道部の緑化 

・ 敷地内の道路に面する部分の緑化を図り、う

るおいある街並みの形成に努める。 

・ 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

スを設けるなど、沿道に圧迫感を不えないよ

・ 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。 

・ 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。 

・ 幹線道路沿道では、後背地の住宅地に配慮した

緑化を図るなど、後背地に与える圧迫感の軽減

を図る。 

・ 住宅地及び住宅では接道部の緑化を図り、うる

おいある街並みの形成に努める。 

・ 敷地接道部分に塀や垣・柵を設ける場合は、道

路境界線からこれらを後退させ、また地盤面か

らの高さを低くし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するよう努め

る。 

・ 商店街、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ5-1 歴史的な建造物（建築物、橋、石積み

など）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。 

Ａ5-3 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。 

Ａ2-1 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。ま

た、既存のブロック塀や万年塀、錆び

たり壊れかけたりしたフェンスなど

の改善に努める。 

Ａ2-2 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。（※Ａ4-1） 

Ａ2-3 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なみ景

観の演出を図る。（※Ａ4-2） 

Ａ2-4 生け垣やフェンスを設ける場合は見

通しのよいものとし、通りに対して閉

鎖的にならないように配慮するよう

に努める。 

Ａ4-3 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

りあるみどりづくりを進める。 

Ａ4-4 景観的に目立つ生け垣や樹木、並木に

ついては、地域の景観資源として大切

に維持管理し、保全に努める。 

 

Ｃ4-1 主要道路の沿道では、既存の樹木群

や大谷石の石積みなどの歴史的要

素の保全に努める。 

Ｃ4-2 主要な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。 

 

 

 

共通 

・ 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。 

Ａ2-2 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。 

Ａ2-3 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なみ景観の演出を図る。 

Ａ4-3 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、まとまりあるみどりづくりを

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。 

Ａ2-1 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。また、既存のブロック塀や

万年塀、錆びたり壊れかけたりしたフェンスなど

の改善に努める。 

Ａ2-4 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。 

Ａ5-1 歴史的な建造物（建築物、橋、石積みなど）につ

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。 

Ａ5-3 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
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区分 一般地域 石神井川軸地区 加賀一・二丁目地区（住民素案） 加賀一・二丁目地区（区素案） 備考 

う、街並みの形成に配慮する。 

○にぎわいづくりへの貢献 

・ 商店街、商業施設において、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《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 

 

Ｂ3-1 川沿いの敷地では、遊歩道に面する場

所への公開空地や、川へ通り抜けるた

めの貫通通路の確保に努める。 

 

 

 

Ｂ3-2 川沿いの敷地では、遊歩道の夜間の見

通し・明るさの確保に努める。 

 

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。 

Ｃ4-2 主要な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。 

Ｂ3-2 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。 

 

 

 

石神井川沿い 

・ 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。 

・ 桜並木との調和を意識した樹種を選定する。 

 

《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 
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区分 一般地域 石神井川軸地区 加賀一・二丁目地区（住民素案） 加賀一・二丁目地区（区素案） 備考 

駐 車 場 な

ど の 付 属

物 

○公共空間への配慮 

・ 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。 

○建築物本体との調和・一体化 

・ 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。 

・ 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。 

○周辺の土地利用に配慮した照明 

・ 住宅地内及びその周辺では、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。 

○夜間照明の配慮 

・ 商店街において、一階部分に店舗・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。 

○周辺景観に配慮した屋外広告物 

・ 看板などの屋外広告物は、デザインの統一を

・ 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。 

・ 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。 

・ 住宅地内及びその周辺では、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。 

・ 一階部分に店舗・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、デザインの統一を図

るなど、まとまりのある街並みの形成に努める

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。 

Ａ1-5 屋根や屋上の建築設備は、ルーバー等

で修景・目隠しをするか、建築物と一

体的な意匠で構成するように努める。 

Ａ1-6 設備、屋外階段、駐車場、駐輪場など

は、構造物などが露出しないよう植栽

などで修景するか、道路から見えない

位置に配置するように努める。（※Ｃ

2-3 Ｂ2-4） 

 

Ａ3-1 屋外広告物は、自家用以外のものは設

置しない。 

Ａ3-2 屋外広告物を設置する場合は、加賀の

品格を高めるデザインとするように

努める。 

Ａ3-3 屋外広告物を設置する場合は、道路を

通行する人々の安全性を阻害しない

ような配置・形態とし、錆びにくく壊

れにくい素材を用いる。 

Ａ3-4 下記の広告物については、加賀の品格

を損ねないように努める。 

●「壁面広告物」「屋上広告物」で、

道路に面する側以外に設置するも

の。 

●「突出広告物」で、３階以上に設

置するもの。道路境界線からの出幅

があるもの。 

Ｃ2-3 設備、屋外階段、駐車場、駐輪場など

は、構造物などが露出しないよう植栽

などで修景するか、通りから見えない

位置に配置するように努める。 

Ｃ3-2 自動車の出入口付近の見通しを確保

し、歩行環境の安全性の向上を図る。 

共通 

Ａ1-6 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。 

Ａ1-6 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。 

Ａ1-5 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。 

・ 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。 

・ 住宅地内及びその周辺では、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。 

・ 看板などの屋外広告物は、デザインの統一を図るなど、

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。 
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区分 一般地域 石神井川軸地区 加賀一・二丁目地区（住民素案） 加賀一・二丁目地区（区素案） 備考 

図るなど、まとまりのある街並みの形成に努

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。 

 

Ｂ2-4 設備、屋外階段、駐車場、駐輪場など

は、構造物などが露出しないよう植栽

などで修景するか、遊歩道から見えな

い位置に配置するように努める。 

石神井川沿い 

・ 石神井川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。 

・ 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。 

 

② 開発行為 

区分 一般地域 石神井川軸地区 加賀一・二丁目地区（住民素案） 加賀一・二丁目地区（区素案） 備考 

土地利用 ○周辺と調和した良好な景観の誘導 

・ 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。 

○歴史・文化的資源、自然等への配慮 

・ 事業地内に歴史的な遺構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。 

○周辺景観に配慮した電線類の設置 

・ 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。 

・ 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遺構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。 

提案なし 

・ 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遺構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 ○周辺景観と調和した擁壁 

・ 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。 

・ 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。 

提案なし 

・ 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 ○周辺景観に調和した緑化 

・ 既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公

園、道路、河川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。 

・ 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。 

・ 敷地外縁部には、緑化等により、直接外部から見

通せないよう努める。 

提案なし 

・ 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。 
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③ 土地の造成（墓地や資材置き場、駐車場の造成） 

区分 一般地域 石神井川軸地区 加賀一・二丁目地区（住民素案） 加賀一・二丁目地区（区素案） 備考 

色彩 ○周辺景観の色彩との調和 

・ 納骨堂などの建築物や、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。 

・ 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。 提案なし 

・ 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 ○周辺景観に配慮した緑化 

・ 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。 

・ 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。 

提案なし 

・ 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

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。 

 

 

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） 

 一般地域 石神井川軸地区 加賀一・二丁目地区（住民素案） 加賀一・二丁目地区（区素案） 備考 

 

なし 

・ 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

感を不えないようにする。 

・ 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。 

提案なし 

・ 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。 

 

 


