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iiiづくりの六つの基本方針とガイドライン

Ⅰ共同化 .協調化による-体的な街づ くり

トl敷地を細分化しないようにしましよう｡間口も広く使え.床の有効利用が可名臣になります｡

2-1建物の共同化を推進しt集客力のある規模を持つ施設立地を促進しましよう｡

2-2協王馴ヒした施設計画によって､街の魅力つくりを行いまLJ:う｡

tI脹わいの連続 した魅力ある街づ くり

3-1建物の通りに面したl階には､賑わい施設を設けましょう.特に歩行者系道路

(シンボル広場 都市軸 E]遊軸)に面した部分は脹わいを浬続させましょう｡

312夜間 休日や=事中も通りの脹わいを阻害しない工夫をしましよう｡

411住居の計由は住居配置可能地区で計面出来るものとします｡

4-2良好な商業･業務施設立地のため､住居は3階以上に設けるようにしてください｡

511タウンセンタ-の横言芭集積上好ましくない用途は立地させないようにしましよう｡

nl利便性の高い街づくり

5圭車i暑･王王溝鳩の設正

6-1釆街書の利便性を高めるため､十分な駐車場を整備しましよう｡

6-2小規模な施設の場合でも､自前のk車施設を用毒しましょう｡

613用途に応じて岳主輸甥を整備しましよう｡

駐車場のしっらえ方

7-1島主車1易の出入口は､わかりやすく､利用しやすくしましよう｡

712脹わいや通りの環境 景観を阻害しない=夫をしましよう｡

サービス用車両の処壬

8-1サ-ビスヤードは駐車場との併設を考慮し､その出入口は歩行者の安全性や､通りの脹わいに配慮しましよう｡

特に､賑わう時間等の出入りは外す等の=夫をしましよう.

階段､エスカレーター等の設書

9-1高低差を麿じさせない街つくりを行うため､昇降施設を公開で利用出来るJ:うにしましよう｡

9-2小さな段差をなくしましょう｡

都市利便施設の附t

10-1釆街書の利便性を高める都市利便施設はt設置位苛やデザインに注恵しましよう｡



Ⅳ奥行 き･発見のある街 づ く り

1111建物の前面を街に開放し､人々が施設になじみやすいようにしましよう｡

1112シンボル広場に面した建物は､2階の高さまでを4m以上壁面後退し､広場を囲む回廊を創りましょう｡

1ト3幹線道路沿いは2m以上壁面後退し､十分な歩行者空間を創りましょう｡

ll-4大規模樟投は壁面後退等により､歩行者空間の魅力つくりを行いましょう｡

1211タウンセンター内の多様な回遊性を形成するため､敷地内に通り抜け通路を創りましょう｡

12-2天候等に関わらず散策の楽しめるインナーモール (屋内の通り抜け通路)を創りましょう｡

12-3敷地の中に小さな通り抜けの路地空間を創り､多様な回遊性と素見密な空間を生み出す工夫をしましよう｡

広場､ポケットパーク､中庭

13-1多様な脹わいを生み出す街角広場を創りましょう｡

13-2中庭空間を創り､通りの脹わいを敷地内に引き込みましょう｡

14-1緑豊かなタウンセンターを創りましょう｡

14-2オ-プンスペースには水やモニュメントなどの脹わいやうるおいの仕掛けを設けましょう｡

Ⅴ建物の個性 と通 りの イ メー ジが共鳴する協調 的な街づ く り

15-1界隈毎に協調化したデザインにより､一体的な通りの個性を演出しましょう｡

15-2通りの突き当たりや延長穎上に位荘する建物は大変目立ちます｡

ランドマークやアイストップとして建物のデザインの工夫をしましよう｡

15-3交差点に面する建物のコーナーは目印となるので､建物のデザインの工夫をしましよう｡

16-1界隈毎に高さを揃える工夫をしましよう｡

街並みのスケール

17-1大規模な施主削ま壁面を分節化し,人のスケールでデザインしましよう｡

18-1建物の3階以上は ｢基調色｣を使用しましよう｡

18-2界隈毎の統一感を出すため ｢界隈色｣の導入を検討しましよう｡

19-1建築設備機器等は､目隠しやカバーで修果しましょう｡

Ⅵ小 さな魅 力の ち りばめ られた街づ く り

看頓､広告.日除けテント

20-1エリア別宅頓､広告物等設芦基準

20-2賃の高い魅力的な看板で､建物の個性､界隈の個性を演出しましょう｡

211捷設内のあかリを通りに出して､夜の脹わいを演出しましょう｡

2ト2建物の外構及び外聖のあかリによって夜の街並みを演出しましょう｡

◎

◎

◎



街づくり協定ガイドラインの日的･役割

タウンセンター地区の街づくりは､広大な地域におい

て､多様な機能と用途を持つ都心を長期にわたって開

発する事業であるため､地権者や事業者など街づくり

に関わる全ての人々が､魅力的な街づくりに向けて､峯

本的な街づくりの方向性や価値観を共有し守っていく

ことが重要となります｡そのために街づくりに参加す

る人 の々間で共有する基本的な街づくりの方向性とそ

れに基づいた街づくりの約束事をまとめた街づくり協

定がつくられていますが､具体的な施設の創り方等に

ついては細かく触れていません｡

この港北ニュータウン･タウンセンタ-地区街づくり

協定ガイドラインは､街づくり協定の内容を補完し､そ

の考え方や背景､街づくり協定に;-Jl]tつた具体的な施設

計画にあたっての細かな内容や方法について､事例や

ヒントなどをまとめ､実際に計画をされる方の参考と

なるようにしたものです｡

街づくり協定ガイドラインの使い方

街づくり協定ガイドラインは､街づくり協定の内容と

対応しており､街づくり協定に5Jf]tつた街づくり､施設計

画を行うための方法や蔓準などをまとめています｡

項目毎にタウンセンター全体に共通に関わる内容､敷

地の立地条件や規模､施設の内容によって関係する内

容など様々な項目がありますo内容を良く読んで施設

計画に取り入れてください｡





Ⅰ共 同化 ･協 調化 による一体 的 な街 づ く り

共同化
来街着のE)適性を朝出する集写力のある捷1亜立地を促進し､脹わいのある街づくりを行うため､
接地宅地との共同化 協gI化した濃的計i5を進めましょう｡
タウンセンターの接となる大規は席壬生の立地を促進するため､
共同化を前提とした共同化長持街区を牧足します｡
[8iづくり協定の基準2]

建物の共同化を推進 し､

集客力のある規模を持つ施設立地を

促進 しましよう

oI共同化

義務街区マスタープランによって位置つけられた､敷地と建物

の共同化を前提として換地された街区で､タウンセンターの核

施設の-つとなりま

す｡■タウンセンターの顔としての施

設計画が望まし

いエリア駅前広場はタウンセンターの朗の一つです｡駅前広場

に面した建物は､音別こ′S､さわしい施設計画が望まれて

います｡そのためにも､共同化や協調化によって､駅前にふさ

わしい施害史書十両をしましよ

う.t共同化 ･協調化な

どにより集客力の高い施設の立地が望まし

いエリアタウンセンタ-内のより活発な人の往来と回遊を促

すため､タウンセンタ-区域の溝辺群のエリアは集客力の高

い施投の立地を促進すべ

きです｡特に外周道路の交差点に面する建物はタウンセンタ

ーの報となるので､それにふさわしい施設計画が大

切です｡共同化によってまとまった建物の言十面を行い一施設の

立地と回遊性の創出を促進しまし

よう｡対象/タウンセン
ター全域特に､上に挙げた3つのエリアはタウンセンターの街つくり

にとって正章な所ですので十分考慮しまし

よう●共同化の

メリット共同化して間口を広くすると､店舗が通りに面する

長さも増加して､通りの脹わいに責献出来ます｡さらに､施設言

十画にもゆとりが生まれ､公開空地や緑化によって良好な郡

市環境の創造に寄与することが出来､タウンセンタ-の魅力

アップになり



協調化 した施設計画によって ､

街の魅力づくりを行いましょう○

隣接する建物との協調したデザインや隣接する敷地の

共同利用によって.より魅力的な街づくりが可能です

｡【協調化の手

法例日敷地の共

同利用敷地境界部分に､共通の通路や中庭を喜郎ナるなど､敷地

建物の所有形態はそのままでも.共同で施設三十両を行い共

同で利用する方法があり

ます｡連続した壁面後退による歩行書通路の確保や､隣接す

る宅地と共同で使用出来る通り抜け通路や中庭を設けるこ

とで､ショップフロントを大きくすることや多様な歩行者空

間を生み出すことが可能になり

ます｡これらのことはすべて､タウンセンターの多様な魅力

づくりにつながりま

すo対象/中小規模
の敷地関連するカイドライン/ll-2 シンJliル広場周囲の壁

面後退12-1 通り抜
け遠指13-2 中LE空rnの

創造【協調化の手法例
2i隣接する建物との協調デ

ザイン隣接する建物とのデザインの統-(外壁仕上げ､暗示等

)により､1棟では得られない､ピルの大きさ､語義性の良さ､

イメージアップなどのメリットを引き出すことが可能

です｡又､通り全体の建物のデザインを揃えることで一通りに

個性を持たせることが出来ま

す｡対象/中小規模
の敷地関連するガイドライン/15-3 コーナーの特徴

づけ【協調化の手法例
3】通り全体での協調デ

ザイン隣同士の協調デザインを連続させ､通り全体で建物の

デザインを揃えることで､通りに一体の個性を持たせることが出来

ます｡通り苛に､それぞれの個性を持たせることで､多様な脹

わいを持ったタウンセンターを生み出すことが出来ま

す｡対象/申小規模
の鼓地nl連するガイドライン/15-1 界隈与Lこ協-J化したデ

ザイン16-1 界隈守にZtさを請え
る=夫18-2 界隈色の

i+入2012 界印毎のf頓の個性化 ,i.)､べ.＼ 』′

正77),# /野-/ ./-II､97 ∴十I
:∴～I11㌢ニ遠望琶5- I■ll引さi
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l捌l' 日 頃 一~ー
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官_God
Ê) コーナ一入E)

｢ か",ンか,ス .uF!"[｢F=いくつかの敷地で共同で通り抜け通路を設けた例です｡一体の



Il脹 わ いの 連 続 した 魅 力 あ る 街 づ く り

1階の用途
通りの張わいを形成するために､施設の11割二は賑わい構投を立地させましょう｡
特に､歩行者系iE路に面した施設の11旨舌6分には､
住宅 倉EnAi車甥などの碓較(脹わいを生み出さない施設)は立地させないようにしまLJ:う｡
tr定利用掩軌ま､通りの眼わいを阻7しないような工夫をしまLJ:う｡
Efiiつくり協定の主神3】

建物の通 りに面 した1階には､

脹わい施設を設けましょう○

特に歩行者系道路 (シンボル広場 ,都市軸 .回遊軸

)に面 した部分は脹わいを連続させ ましょ

う○建物の1階部分に賑わい施設を連続させることで､

通りに活動的tj:賑わいを生み出すことが出来ます｡通りを景

観としてとらえると､さらに2階部分にも賑わいを生み出す

施設があると､脹わいであ′S､れる通り景況が形成

出来ます｡人々が往来する通りに面して､住居 含庫 車庫な

ど集客力を持たない施書生や閉店してしまう業務施設､駐車場

やサービスヤー ドの出入口などが面すると､通りの脹わいを

割り出していくうえで好ましくありません｡賑わいを持たせる

ために､店舗の中を見せる工夫やtシヨ-ウインドウの設置､

街角広場の創出など､施青史計画の際には､十分な=夫をし

ましようOまた､大きtj:舌等の生じる施害則ま､逆に周りの横風

こ悪影響を及ぼすことがあるため､漏れtj:いように注意しま

しよう｡対魚/タウンt:

ンタ-全域特にシンボル広iJ帯市kb回遊kbIこ沿っては､賑わい施
政が連続するようにしま



夜間 .休 日や工事中 も通 りの脹わいを

阻害 しな い工夫 を しま しよう○

商業施設を通り沿いに張り付けることだけが通りの賑

わいづくりではありま

せん｡閉店している施設も､張わいに無関係な用途も､=事中

の敷地も通りの脹わいの演出に貢献することが出来

ます｡施設計面の段階で､ほんの少しの工夫をすることで､楽

しい街つくりが出来ま

す｡対象/用途上広わいを生み出さない
施工仝4夜間や休日の､通りの脹わう時局帯に閉店してしまうiEZ行等の兼桶

植松等+瓜車1烏､サービス
ヤード●工事中の仮

囲い関連するカイトライン/ 7-2 通りの脹わいに配慮したAi平
場整備13111ti

角広場1312 中

底空間1412 水やモニュメントの
記aE2l-1 あかリを通り

に出す21-2 ま壬物を蛸らす 夕方や日賦など通りの賑わう時間亭削こ閉店してしまうX耗施設等もショーウインドウの=夫などによって張わいにjt献出来ます｡この施設では､小さな街角ギャラリーを創っ

ています｡駐車場の1階部分に店舗を配1Eして通りの蛎わいを生み出す工夫をしています｡工事現i8の仮



[ 脹 わ いの連続 した魅 力あ る街 づ く り

住居
周辺の施設果手書へのI;Tを低減するために.
住居配3F可能地区を定めます｡
Iitiつくり協定の基準4)

住居の計画は住居辞書可能地区で

計商出来るものとします○

タウンセンターは港北ニュータウンのセンターである

と同時に､横浜市北部地域のセンターとしての役割も朋待されてい

ます｡そのためには､商業施設や業務掩扱を集積させることが

大切ですが､港北二ユ-タウンにおけるバランスの取れた街つ

くりも考慮し.タウンセンターには約 1万人の定住人口を計由

しています.供岩処理掩規等の基盤施設も､この人口計画を墨

に遣られてい

ます｡タウンセンターの中心部分は､街の核にIS､さわしい商業

業務系の施設集積をはかる必要があるため､住居の利用は

中心部以外の街区(住居配置可能地区)で行いましょ

う.対象/住居配t可能地区(右図

参牌)良好な商業 一業務施設立地の

ため､住居は 3借以上に設けるようにしてく

ださい｡通りに面した12階部分は､通りの賑わいづ

くり上重要であるので､賑わいを生み出さない住居は設けないようにし

ましよう｡対象/住居

配書可斤旨柁区 居は3階以



Ⅲ脹わいの連続 した魅力ある街づくり

用途
タウンセンターの魅力形成上好ましくない用途は規制します｡

特に下書己に上ける凡俗営業法によるFn連宮差等は制醸します｡

(街つくり協定の基準 5I

タウンセンターの機能集積上好ましくない用途は

立地させないようにしま しよう○

用途地域上制限を受けない用途のうち､好ましくな

い用途- 法的に埋てら

れない用途 E) □ 舶つくリtB定で制限する用逐+1 このうち風営法関連営巣は協定により

禁止されています｡■2 通りの脹わいつくリに配点 してください｡.3



Ⅲ利 便 性 の 高 い街 づ く り

駐車場 ･駐輪場の設置
来iii者の利便性_円滑なiB等利用をホめるために､Ei車上I一主塙上長の附alを回りましょう｡
瓜ZB甥を附さする場合.附7詩務台敷以上の聖鰍こ努めましょう｡
大規模な旋設計iZiを行う場合_用途に応じてLi輪甥を附tしましよう｡
小規模宅地では_Li壬甥の書十面に際して共同化等に努めまLA:う｡
(街つくり協定の基準19】

来街着の利便性を高めるため､十分な左主事鳩を

整備 しましよう○(ガイドライン6-1

)タウンセンターは､その立地特性から自動車による来往i

書の割合が高いと予想されています.駐車場が少ないと､馬主華

待ち行列によって周辺道路にまで渋滞が発生しますし､街中

の路上駐車も増えてしまい環境も悪くなりま

す｡タウンセンタ-は島主宰場整備地区に指定されており､建

物の用途や床面積によって整備しなければならないi主車台敷

(附置義務台数)が定められていま

す｡しかし､附Zl義邦台数は都心における駐車場整備の最低

限度を条例で定めたものであり､来街着にとってより利便性

の高いタウンセンターの街つくりを行うためには､附と義務

台数以上の駐車場整備が必要です｡

施設の計画にあたっては､来街毒やサービス用の車両の

路上駐車などが生じないよう､施設の用途や規模をよく考慮

して十分な丑の駐車台数を確保しましよ

う｡十分な駐幸甥が用意出来ない場合でも.商業 業務系施設

(非住居系用途分)については､横浜市島主季場条例にJ:る附春

先務台数の少なくとも2割増し程度は設けるようにしましよ

う｡また､住居系用途の場合には､戸数の7割程度の良筆甥(車

庫)は真如するようにしましよう

o対象/横浜市駐車場条例に該当する用途の

建物小規模な施設の場合でも､自前の駐車施

設を用蕎 しま しようo(ガイドライン

6-2)駐車場の附直義稗の生じない施設でも､テナント

用や来店客用の駐車場が必要とfj:リます｡自分で使用する駐専権

音別まt自前で遣ることが

大切です｡このような場合には､共同ビル方式や敷地を共同

化した小さな施設が集まって共同で駐車甥を整備する方法もあ

ります｡対象/弘幸甥の肘r汲掛こ満たない小規
I具の施設関連する力イドライン/211王事

物の共同化2-2 協Eq化し

た施娘計画用途に応 じて駐持場を整備 し

ま しよう.大規模商業施書生等来店客の多い施設は､自

転車での来店に十分対応しなければ､施設周辺に自転車等の放置が生じる恐

れがあります｡このような施害削ま､このような問題が起きな

いように､十分に駐転場を整

備しましよう｡対象/百貨店.ス-/i-､マンション.銀行等利用者､来店害等の多

い施設8 prいつ

16れても､あまり持たな
いで1主要iIに入

れる安心度があると､
気軽に何度も来てもらえるように

なるでしょう｡+商店
街で共同で‡負けたA王手鳩

です｡LI畢鳩間規
は商店街全体の同視として取り

組んでいます｡商店
会で借地し､商店会の経営で行うilI合

が一般的です｡一百
才店等の大型店舗などでは,

iI8i的にJ主構11斐dfを行

ってください｡この
例では敷地のホ偲葦や
デッキとのホ催事を利用し

てl主構甥をBE佃し
ています｡使い勝手の



Ⅲ利便性の高い街づくり

駐車場のしっらえ方
Aijt鳩の出入口は､歩行者の安全性.円さ書な退昌交通を親なわない位(とし､
わかりやすく､利用しやすい施投にしまLJ:う｡
1王王JJHiAi車重丙が丸見えにIj:らないJ:う伴弁しましよう.
特に歩行毛糸並等に面する場合には､通りの脹わいを讃なわない!十iEとしましよう｡
[街つくり協定の基準201

駐車場の出入口は､わか りやすく､

利用 しやすく しましよう○(ガイドライン7-1

)II出入口の

位置一般宅地内の駐車場へは歩道を横断しなければ入ること

が出来ませ

ん｡歩行者中心の道路(シンボルう童指､歩車融合道路)では､極

力出入口を設けないようにして､歩行者の安全性を高め､脹わ

いを連続させるJ:うにしましよ

う｡また､岳主宰甥の計画にあたっては周辺道路での滞留など

の交通混雑が生じないように出入口の位軌 こほ十分注落して

ください

｡対生/I主jF鳩を設けるすへての穂蚊

■わかりやすいサ

イン駁撃甥の整備は､台数の確保と同時に利用しやすさも大

切な項目で

す｡駐車場の入口は､車での釆街着にとって､その施設の玄関

となります｡わかりやすく､ゆったりとした入口は､それだけ

で集客力の一つとなりま

す｡また､わかりやすいサインの書生Zlも大切です｡しかし､目

立てば良いという考え方では､街並みの混乱を招きます

｡対鼓/Li壬ltを三郎1るすへての施t受

0歳能的でシンプルな洗頴されたテサインのJi車甥サインの例です｡
牡のホいテサインの駐車主よサインもBjの脹わいつくりになりま

す｡◎タウンセンター内のように車がゆっくり進む達也ではこれほど大き
い葛頓は必要ありません｡デザインを工夫するなど街並み十tRに対する配L
8も注暮しましょう｡ ▼I, JJoITiTL､｢~~~~｣___l 叫-｢這~一面∃出入口は歩

行者系連詩には設けないようにしま 鞍頴する建物と共同で一体的に宅dI
することも倹しよう｡(1相の用途の頂き親)

討しまLJ:う｡,# p Ⅶ 酵 .i-兼 S L15'盛 一丁前 . 服∴… ､菖十 ㌦ 竹 〆 壱 .,'l;,/

.;;.LS q.'p;窯 登 Tt. / IIIll- ンノ

ポ順 路- - 歩車融A､首路'ー′ ､'1-:.:.t7:9...'if-/ DI皇芸 .--:-%-/.-- -.多.htl雛 S Ti.
攣 LJ.I..,.iri,.鵬 1 J.:'LI-雫 一 .I■(..LT

Ir､ー醍 三ヨ ー凹 .IL丈､ ,.i1-.5､i≡m.芦m II】I-関 門-一一一一一 一

一〔∪ , .-Td ,- ,//-.i,-#- -=J-≡; ∫ ダ フ.,～J_ 堤---

E!-''J ■L i .3,..* ^ ,



脹わいや通 りの環境 .景観を

阻害 しない工夫を しましよう◇

駐車場は施設の規模に応じて様々な規模､方法になりま

すが､どの場合も街並みを構成する大切な要素の一つ

です｡大切なことは､通りの脹わいを阻害せずt逆に賑わいづ

くりに貢献するように工夫した駐車場整備を行うことで

す｡対象/集王室甥を喜郎ナるすべての

施言貴■

自走式自走式駐車場は規模が大きく､通りに対してかなり長

い長さで接するため､通りの賑わいに対する影響が大きくなり

ます｡そのため､1階部分に店舗を配したり､緑化する在と脹

わいやうるおいの演出が大切

です｡■

機械式機械式馬主車場は､塔状のものが多く､通りへの影響は点

的ですが､入口周りや外壁は殺風景なものがほとんどのよう

です｡外壁パネルのほんの少しの工夫や周囲の緑化で楽しい

､通りの賑わいづくりに貢献出来

ます｡■

屋外式屋外式の場合は､駐車車両が丸見えになってしまう問題

や､逆に車両が止まっていない場合の風景など､注意しなけ

ればならない問題が数多くあり

ます.i.

.o 神戸三ノ宮大丸パーキング/駐車場ヒルの

1階部分にブティック等の店舗を配置して通りの賑わいづくりにj5戯しています｡デザインも優れてい

ます｡つくばセンター駐車甥/壁面全体をステンレス線の網で覆って､柔らかく車両を隠しています｡
車の 丸見えにならないように=夫しています｡シヨ-ケースのように見えま



皿利便性 の高 い街 づ く り

サービス用車両の処置
サーヒスヤードは歩行者の安全性､円滑tl道路利用を掻なわないように言飢ナましよう｡
特に､大規模施設のサ ビスヤードは､馬主車甥との併設を考慮し､歩行者系通路に面しては言削ナないようにしましよう｡
来往i者で脹わう時間帯はサービス車両の出入りを行わないようにしましょう｡
(緬つくり協定の塁準 21]

サービスヤー ドは駐車場との併設を考慮 し､

その出入口は歩行者の安全性や､通 りの賑わいに

配慮 しましよう○特に､賑わう時間帯の出入 り

は外す等の工夫をしましよ

う○大型の施設では商品搬出入のためのサービスヤードが通

りに 仔｣面して設けられる場合が多く､通りの賑わいを損な

うので､工夫が大切ですo以下のような点に注意して計画し

ましょうo+歩行者系道路には設けないようにし

ましようO●大型駐車場がある場合には併設を検討し

ましよう｡+歩行者の安全のためサービス車両の出入りは､

街の賑わう時間帯を外すようにし

ましようO●店舗等の営業に必要なサービスヤー ド以外は設

けないようにしま

しよう｡対象/サービスヤードを必要とするす

べての施斡 このように通りに面してサ ビスヤードが連続すると､賑わいも生まれず､歩行者にも危



Ⅲ利便性の高い街づくり

階段､エスカレーター等の設置
タウンセンターは坂のBiです｡高低差が苦にならない87つくりを行うため､施設内の昇降様許を

公隈で利用できるように工夫しまLJ:う｡特に､階段､歩行者チッキ､歩行者専用連籍捕などに醸接する榛王女においては､

出来るだけこれらに接続して来街者の利便性を高めるようにしましよう｡

Ifi7つくり協定の基準10)

高低差を感じさせない街づくりを

行うため､昇降施設を公開で

利用出来るようにしましよう

.タウンセンター内には大小様々な高低差があ

りますC誰もが自由に来られるやさしい種iつくりを行うと同

時に､施設への誘客や来街者のE]適性を生み出すために､高

低差のある敷地では､エレベータ一･エスカレーターを公開で

利用出来るようにしたり.スロープを設けるなどの配慮をしま

しよう｡エレベーター エスカレーターを公開することで､施

設の中に人を弓lき込むことが出来

ます｡対象/敷地用iZ)にホ低蔓があ

る床王女関連する制貰/横浜市補祉の都市iI鳩づくり

推進指針神戸 岡土手ダ



公開エスカレーター､階段の例

京王堀之内脈前､丘外自由通路
駅前商業慮蛤の取稚内に公Fnの好投と
エスカレーターを設けています｡デザイ
ンも名性的で地域の特敢つけになって
います.

(=- で =驚a _.迅 こ墓 芸 聖 〕

(図版｢日鐘アーキテクチュア｣1990年7月7日号

より転載) (国儀 (揺)BIWAYLS商集ZIl*計i5事

期所より提供)小さな段差をなくしましょう○大き

な高低差に限らず､小さな高低差や段差もt障害者や高齢者にとっては辛いものですLtつま

ずいて怪我をする恐れもあります｡前面運指と施設の床レヘル

の違いは出来る限り解消

するように計画しましょう｡術に来る人みんなにやさしい街つくりをめざしましょう｡

■レベル差が大きい場

合前面道路と建物の入口にレヘル差がある場合にはスロープの設置

をお願いします｡Iレベル善が小さい場合仕上げのすり付けをお願いします｡(わずかの段差

でも高齢者や視覚障害者には大怪我のもととなります｡注意して計画しまし

ょう｡)対象/タウンセンター全域 道路と

入口にレベル差がある場合にはスロ-
フのはtを横附しましょう｡ 歩道から建物入口部分は小さな段差が生じやすい所



nl利便性 の高 い街 づ く り

都市利便施設の附置
来臨寺の利便性を高める都市利便施設
(キャッシュ コ-ナ _キオスク等蔀市生活を補完する掩設)
をI暮凍的に附■するよう書写めましよう.
[8iつくり協定の基準6】

乗街着の利便性を高める都市利便施設は､

設置位置やデザインに注意 しましよう○

A都市利

便施設街

の碁盤●駐車場､生主

手島場●公衆電話(電話､ファクシ

ミリ)●

へンチ●自動販売機(設置位Pに注意してくだ

さい)●キ

オスク等らし

の基盤●CD(キャッシュディスペンサー)コ

ーナー情報

の碁盤●コンピューター タウン

ガイド訪れる人々

の基盤●住居表示(建物番地､通

り名)●各種案内表

示■都市利便施設の設置にあたっての注意

点丘主事鳩､

駁篤堵(ガイドライン6-1-7-2)を参梢してください

｡自動

販売機ぎ受

書位声自動販売機は自己敷地内に設置しまし

よう｡シンポJL'広場沿いなど隣壬妾する施吉負と協調して設ける

壁面後退部分は､通行の文別プになるので壁面位置よりも下げて

書則ナるようにしましよう｡

意匠メーカーカラーの自動販売機は通りの美観を損ねるの

で､通りに面して設置する場合にはモノトーンにしましよう.

(右写真参照)(街つくりの先進的な地区ではメーカーに協力

をあおいで自販機の色等の統一を行っています｡)

その他自動販売機を設置する甥合にはごみ箱を設置し､十分

に管理を行いましょう

｡住

居表示●建物の番地等を表示する住居表示は､特定の施設を

めざす人にとってはなくてほならないもの

です｡●との建物を見ても住居表示サインの位置がわかるよ

うに､取り付ける位置や高さを揃えまし

ょう｡●また､住居表示サインの大きさ､色彩､ロゴ(文字)の

デザインを行い､タウンセンタ-の特徴や個性を高めまし

ょうo(皆さんで協力して統一したデザインの住居表示を創

ることも可能です



Ⅳ奥行き･発見のある街づくり

壁面後退
建物の前面は出に同放し､人々が精粗になじみやすいようにしまLJ:う｡

シンボル広場に面した柁蛤は 12賭部分を4nl以上壁面後退させ､

広場を囲む回廊を創りまLJ:う｡またや抜道追沿いは､逆襲物､工作物とも2m以上後退させ､

十分な歩行者空間を確保するようにしましょう｡

[転つくり協定の基準71

建物の前面を街に開放し､人々が施設に

なじみやすいようにしましよう○

■壁面後退

の目的歩行者空間の拡大

･充足歩行者が快適に歩ける空間の質と量を高めること､大

きな建物の圧迫感を軽減することなどt魅力つくりのための

大切な役割を担っています

｡脹わいや活動の空間

の確保ウコンセールやカフェテラスなどの魅力的な活動や､

多くの人が集まる甥が割り出せます

｡緑化による環

境演出緑豊かなタウンセンターの演出､建物の表情を豊かに

する植栽など､緑をいかした環境づくりのための空間が必要です

C魅力ある場所､空間

づくり工夫された外部空間は建物や企業のイメージを高める

だけでなく､通りやタウンセンターの魅力を高めます

｡L計画上の

注憲点せっかく壁面後退した部分が無駄な空間にならないよ

うにするには以下の点が大切

です｡●壁面線･レベル 仕上け等を隣と連続さ

せる｡●通り 界隈全体で協調

する｡4管理を

行う｡大きな梅松の場合.壁面後退によって壁面を和らげる=夫も大切です｡

壁面後退部分は､Ii我やペン



シンボル広場に面 した建物は､2階の高さまでを

4m以上壁面後退 し､広場を囲む

回廊を創 リましよう

.回廊空間の必要

性と役割ヒューマンス

ケール化シンボル広場周辺は大型の宅地が中心であり､必然

的に大きな施設が立地することが予想されます｡大きなスケ

-ルの壁面は人に圧迫葱を与え疎外感を持たせるため､タ

ウンセンターのめざす親密な空間つくりにはなじみ

ません｡シンボル広場に面した境界部分には回廊を整備して

､広場空間と施設の憩合を図りま

しょう｡雨天時の回遊

性の確保雨天時も傘なしでシンボル広場周りを回遊出来るようにし

ます.広場への脹わ

いの演出バザーやワゴンセールなどの商業活動に自由に使用

出来､シンボル広場の脹わいを施設に引き込むことが可能で

あり､シンボル広場に対しても脹わいを生み出すことが出来

ます｡対象/シンボル広場周りの

敷地●壁面後退部分の

しっらえ床

のレヘル前面のシンボル広場の高さに合わせま

しょう｡天

井の高さ隣接する建物の壁面後退部分と合わせましょう

｡舗装シンボル広場の舗装材との素材や色調の調和を考えましょう｡

使い方通行の妨げになる､看板や自動販売機等は置かない

ようにしましよう｡(ウコンなど臨時に設ZFするものは除きま

す｡)対象/シンJitル広iII周りの敷

地16 回息の上背は床利用します. 建物の壁面全

体も壁面後退し､Jl頑だけ



幹線道路沿いは2m以上壁面後退し､

十分な歩行者空間を創りましょう○

幸手繰遠路は車両の円滑な処理を主とした通りであり.

車利用を主体に考えられ

ます｡幹繰道路沿いの街並み景観を考えると､敷地いっぱい

に建物が建ち並IS:と圧迫感が尊くなり､タウンセンターの印

象も重苦しいものになります｡ゆとりのある敷地計画はタウ

ンセンターの印象を良くし

ます｡また､幹線道路沿いは白華云車利用者も多く予想されるた

め､よりゆとりのある歩道が必要で

す｡対象/手早操遁籍沿いの敷

地■壁面後退部分のし

っらえ床の

レベル●壁面後退部分2mのうち少なくとも1mは歩道と同じレ

ヘルで整備し､歩行者のための空間づくりをしまし

よう｡+残りの部分は建物へのアブD-チ(階段やスロ-プな

ど)として使用したり､レベルを遇えることも可能です｡

舗装●歩道と同じレヘルで整備した部分は､前面道路の舗装

材との素材や色彩の調和を考えまし

ょう｡壁面後退部

の管理●歩道と同じレヘルで整備した部分には､通行の妨げに

なるような看板や自販機等は置かないようにしまLJ

:う｡●歩行用以外の壁面後退部分は､緑化や街角広場整備な

ど街の脹わいやうるおいつくりになるような工夫をしまし

よう｡大規模施設は壁面後退等に

より､歩行者空間の魅力づくりを行いま

しょう○豊かLj:歩行者空間を割り出し､大聖面の圧迫

感を軽減するために､歩行者系道路に面した大規模施設は､壁

面後退等にJ:リ､主菜や水施設などのうるおいを生み出す尭毒力芸芦を設け

ましょう｡対ゑ/大規模維担 聖面後退した部分は歩漣と同じ高さで舗装し､摘戒にJ:リ卓見しみやすいiWirを提供して

います.折角の空面



Ⅳ奥行 き ･発 見の ある街 づ く り

通り抜け通路
鞍地の申､建物の中に歩行者空間を引き込み､
果伝書にとって多様な空冊休Jiや発見､直適性のある臨わいを創り出しましょう｡
タウンセンター内の回遊性を形成するため､大枚項敷地内には宅地内5由緒を確保し蓋しよう.
tBiつくり協定の基準8】

タウンセンタ-内の多様な回遊性を

形成するため､敷地内に

通 り抜け通路を創 りましょう

o奥行きのある街は､街に来る人々に様々なおとろき

ゃ発見を与えます｡来るたびに何か違う面を見せる楽しい街

を創る=夫をしま

しよう｡また､通り抜け通路を設けると歩行者空間に面する

ショップフロントが長くなり､J:リ多くの店舗が設けられるな

ど､施設の有効利用も可能にな

ります｡来街毒を飽きさせない多様な賑わいつくりも大切で

す｡●宅

地内通路街つくり協定では､大規模な街区には､タウンセンタ

ー内の歩行者ネットワークを補完するために宅地内の通路をId定して

いますC宅地内通路の設置により､大規模街区の表桑の推i区

の結び付きが強まり､多様な人の流れを生み出すことにつながり

ます｡吉十両上

の注意点通り抜け通路には店舗等の賑わい植娘を配置してく

ださい｡単なる通路では三郎ナる意味があり

ません｡通り抜けられることが視覚的に理解出来るようデザ

イン上の工夫をしてくだ

さい｡対&/街つくり協定で定める通り
抜け適格fiiつくり協定で定めていないがあった方が好ましい通り

抜け通路(石図参

照)■小さな

通り抜けタウンセンターは区画整理事業によって比較的大き

な空間で構成されており､道路計画も回遊性を持たせるよう

につくられて

いますOこれはタウンセンターの大きな魅力の一つですが､

昔ながらの横丁や路地のような小さな空間も､街の魅力づく

りを補完する要素として大

切です｡横丁や路地はt街に多様さや奥行きを与え一乗街着に

とっておとろきゃ発見のある街にすることが出来

ます｡計画上

の注意点密度の高い 親密な空間として演出するようにしま

しよう｡敷地規模が小さい場合でも.隣地と共同で設けることも出来

ます｡宅地内通路同様､通り抜けられることが分かるように

､入口部分をデザインしまし

よう｡対象/2つの街路に面
する敷地協調化して利用出来



天候 等 に関わ らず散 策 の楽 しめ る

イ ンナ ーモ ール (屋 内の 通 り抜 け通路 )を

創 りま しょ う

Oタウンセンター内の多様なE]適性を創出するため､

大規模街区での施設計画では通 り抜けの通路を設けてく

ださい｡街区の袋側になる区域に対する配慮がタウンセンタ

ー全体の活性化につながり

ます.対象/宅地内通路を害削ナ
る施言受二つ以上の道路に面する敷地(敷地の共同化や建物の協

調計画によって二つの迫削こ面する場合も含み

ます)関連するカイトライン/2-2協調化した施



敷地の中に小さな通 り抜けの島地空間を創 り､

多様な回遊性 と親密な空間を生み出す

工夫を しま しよう○(ガイドラインー2-

3)ガレリアのJ:うな大きな空間の賑わいづくりとともに

､下町にある路地のようなスケールの小さな賑わいや､伸晃

世や縁日のような密度の高い賑わいを街のそこここに創ること

で､賑わいの多様性が増し飽きのこない街づくり力可 能になりま

す｡対象/二つ以上のil鶏に面す
る敷地(一つの宅地に隈らす複数の宅地で共同で刈る方法もありま

す)En連するガイドライン/2-2 協yI化したl亮LB

t†面 大空間の通り抜け通路も空間的な迫力が魅力ですが､小さな通り



Ⅳ奥行き･発見のある街づくり

広場､ポケットパーク､中庭
人が集まり､抜 な々活動の出来るセミJtフリック スペース(半公共的空間)として
広場や中庭､アトリウムを1J棲的に放けましよう｡
公Rl空地の清掃 菅矧こついても十分に心1糾すましよう｡
(8iつくり協定の基準91

多様 な賑わいを生み出す街角広場 を創 りま しょう.

敷地境界線いっぱいに建物が建ち並ぶ街は､単調で面白さ

に欠けま

す｡建物の壁面の出っ張 りや引っ込みが､視線の変化や視界

の拓がリの変化を生み､それが多様な振わいを生み出すもと

となりま

す｡歩行者系道路の入口には､通リヘ人を引き込みやすくし､

通りのEj印となる街角広場を創りましょ

う｡歩行者系道路の交差点に面する角地には､人を溜まりや

すくし､脹わいの場となる街角広場を創りましょ

う｡角地に限らず通りのあちこちに小さfj:広場を設け､多様な

空間つくりをしましよう

｡対象/特に歩行者系退路の交差点に面する

敷地慮祖のエントランスを街角広場として

います.≡ 三 交差点に面する施設それぞれ

が



中 庭 空 間 を 創 リ､通 りの 賑 わ い を敷 地 内 に

引 き込 み ま し ょ う○(ガイ ドライン13-2

)中庭の

役割敷地の中に通 りを引 き込み ､通 りとは違った雰囲気の場

所 を創ることで.街の多様な表情 を割 り出すことが出来 ます

｡対象/タウンセンター

全域 六本木アクシスビ

ル1中庭に面して通路やテラスが的けちれてい

ます｡開放番のホい施放つくりが

なされています.+

3面を退路に接している敷地で､中底か

らそれぞれの過払へと持続しています｡自由が丘

メイプルファーム

1低JPの建物で納成

された中底です｡シンボ

ルツリーやへンチなどが書かれ､いこいのitとなっています｡

+この施投は2面のi

E鎧に面しており.それぞれI=遠リ抜けられる様になって



Ⅳ奥行き･発見のある禰づくり

緑､水､彫刻
取地内に扱けられたオープンスペースには､

繰､水､モニュメント等､臨わい､うるおいをtIリ出す芸Zを扱けまLJ:う｡

lfiiつくり協定のZE準llI

掠豊かなタウンセンタ-を郎リましよう○

技には視覚的なうるおいの他､緑陰効果や防風防菖効果､

空気5言浄効果など､エコロジカルな機能があります｡緑化とい

うと建物の壁面を後退することだけを考えがちですが､建物

本体にも様々Tj緑化の方法がありま

す｡小さな=夫の集積が､大きな街の魅力に在ります

｡対象/丁へての施設

目的●緑豊かな街並みを創

る｡●街の魅力を増進す

る｡●目隠しとして街並みを修景す

る｡オープンスペース

には水やモニュメン トなどの脹

わいやうるおいの仕掛けを設けま

しょう○街の賑わいは､街のそれぞれの施設が少しず

つ工夫して演出すること

で生まれます｡大きな施書則ま大きな工夫を,小さな施設は小さ

な工夫をして､楽しい魅力的な街を創

りましょう｡対象/オープンスペースを設ける施=h 85角広LIのシンボルツリー

ILJTLell.qlは紺 萱FdTb! 壁面捷退部のは化(小さな控ですが通り全

体で行うと持いっぱいの胎が生まれます｡)広甥にAaけられた水を碩き出すモニュメント 壁面

の坤化(小さなフラ



V建物 の 個 性 と通 りの イ メー ジ が共 鳴 す る協 調 的 な 街 づ く り

意匠
建物の悪匠は,界隈毎に統-怨を持った街並みを割り出すように=夫しましよう｡
(街づくり協定の基準12)

界隈毎に協調化 したデザインによ り､

一体的な通 りの個性を演出 しましょう○

協調化デザインの

考え方ガイドライン2-2の敷地の共同利用と同じですが､それ

ぞれの敷地で別々に施設建設を行う場合でも､隣り合った建物

と協調して計画することで-体的な計画とすることが出来

ます｡との方法も､地権者の皆さんが話し合いを行い､協力す

ることから始まり

ます｡隣同士､通り毎､フロック巧にまとまって話し合いを

進めましょ

う｡対象/通り､界隈に面するすへて
の施設開運するカイドライン/ 212 鳩的化した権l

生計由11-2 シンボル広場の聖
面後退16-1 界隈毎にれさを掩え
る=夫18-2 界隈色

の導入20-2 界隈毎の書億の個

性化 名古屋大官噴OZモールは､切り幸足根でデサインの銃-を行っている例です｡漣投業者の用iL化も行い横
棒的に取りiElんでいます｡

lE]E]E]E]rF也

二二F .-2jl｣



通 りの突き当たリや延長線上に

位すする建物は大変目立ちます｡

ラン ドマークやアイス トップとして建物のデザイ

ンの工夫をしましよう.(ガイドライン15

-2)■アイ

ス トップ通りの突き当たりに1立昔する建物の堅面は､その通

りの視線が集まり､空間の要とな

ります｡形態の特徴づけや､前面の広甥確保など､十分工夫し

てデザインしてくだ

さい｡対象/通り(書tI.也)の突き当たりに

建つ施設■ランドマーク地区の中心とtj:る施…則ま､遠景からのタウンセンターの目

印としての役割を考慮して建物のデザインを横討してくださ

い｡対象/地区の中心となる

植松交差点に面する建物のコーナーは日印となるので､建物のデザインの工夫をしましよう

○通りの入口となる交差点に面する施設

の角となる部分は､通りの目印､サインとなります｡また一通りの両側

の建物のデザインを揃えることで､ゲート性を演出することも

可能です｡対象(個別項目)/交差点角地に但書する敷
地(特にタウンセン



Ⅴ建物の個性と通りのイメージが共鳴する協調的な街づくり

高さ
スカイラインや5由りの千校を与えるため､建物の通りに面する壁面の■壬をiiiえるなど､
通り毎､歩行者空間毎の工夫を行いまLJ:ラ.
1街つくり協定の基準131

界隈毎に高 さを掬 える工夫を しま しよう○タウンセンターでは通路両側での容積率の違いや北側斜線制限によって､通路両側の建物の高さが異なるところがあ

ります｡このままの建築計画では道路を挟んで高さのアンバランスな街並みになったリ､圧迫感の弓凱 噸 並みになってしまいます｡ 大阪御宝崩/肋のホさが掩っているので風格の 祐岡シーサイドももち/土書状の姓物ですが

スカイラ道路毎に通りに面した壁面の高さを櫛え､それを超える高さ ある街並みになっています｡ インをSEえることで印象の則 噸並みになります｡にする場合にはセッ トバッ

クするなどの工夫をしましよう｡対&/各通り与の建物Fqitする力イドライン/2-3 界FR巧の協g

l化したデザイン 大阪御堂筋/市さを捕えている縮並みと捕えていない街並みをシミュレ-シヨンしたものですら退
指の幅員が大きいのですが､76さを掃える効果ははっきり分かります｡(写J



Ⅴ建物 の個性 と通 りの イ メー ジが共鳴する協調 的 な街 づ く り

街並みのスケ-ル
施設の通りに面した部分は､人のスケールにあわせてデザインしましようo
E街つくり協定の基準141

大規模な施設は壁面を分野化 し､

人のスケールでデザインしましよう○

親しみの持てる街づくりをめざすために､ヒューマン

スケールを大切にした施設計画を行いましょ

う｡対象/中層以上の施

設■高さ方向の

分節化外壁の素材 色彩 大きさ等の違い､窓割りなど壁面の

構成の違いによって2階までの低層部と中層部以上を分節化し

､面の大きさ 外観を工夫し､高さの印象を軽減しまし

よう｡また､道路に面した中層部と壁面後退した高層部の分

節化によって､道路の幅員に応じた壁面後退部分の高さの設

定なども､圧迫感の少ない街並みづくりに効果的で

す｡対象/中層以上の施書

受■水平方向の

分節化建物のデザイン､外壁の凹凸､外壁の素材 大きさ等の

違い､窓割りなど構成の違いによって連続する長大な壁面の

分節化を行い､歩行者にとってなじみやすい街並み ファサー

ドを創りまし

ょう｡なじみやすいファサードは､街並みの単純化を防ぎ､個

性的な街並みを創り出しま

す｡対象/大規模施設等長い壁面を有す

る施設■1階部分のしっらえ建物低層部分の壁面後退などは､後退



Ⅴ建物 の個性 と通 りの イ メー ジが共鳴する協調 的 な街 づ く り

色彩
タウンセンターの色彩の銃一恵のEI出と､各施設 通りの個性の宗出に心手引ナましよう｡
速*からの統一感のある8i並みをEIリ出すため､建物の壁面の3鮮以上の野分はr基EFI色｣を使用しまLJ:う｡
また.通り句に､まとまりを持たせる｢界魚色｣の叫人も検討しましよう.
日石つくりJJ'L,.,定の萎準15)

建物の3階以上は｢基調色｣を使用 しましよう.

色彩の計画は街の脹わいに大きく関係していま

す｡そこで､タウンセンタ-全体の個性 まとまりを演出可能

な3階以上の色彩(基調色)と､通りの脹わいを演出可能なlI2

階の色彩(界隈色)とL=分けて､それぞれの役割を持たせるの

がタウンセンターにおける色采;計画の考え方です

｡対象/タウンセンタ-内のすべての施紋

日的タウンセンター全体の色彩的まとまりの創

出｡28 基調

色の考え方●基調色は3階以上の高さに使用する色で､遠景からの街の色を特徴づけるも

のです｡●タウンセンターの基調色は､明るく楽しい街をイメージさせる､白に近

い色(明度(注1)の高い色やパステル調の色)を使用するもの

とします｡●基調色とならない部分､つまり2鰐以下の部分は脹わいを生み出す部

分なので厳しい制限は設けませんが､基調色を使用する部分は通りの脹わいには多

くは関与しないので､色彩の混乱を避けるため通り毎に統一鮭を出す工夫をしまLJ

:う｡基

調色の基準●基調色の基準(マンセル値による)については以下のとおりです｡

明度9以上明度8以上､かつ､彩度(注2)が最高彩度の1/3以下(ただし､素材表面の

仕上げの栂いもの(光を乱反射し､白っぽく見える素材)は､彩度はそのままで明度7

以上まで緩和出来るものと

します｡)●色相(注3)については､地区毎､通り 街区毎(界隈毎)にそれぞれの特

徴を出すために､独自の約束事を言受けて

ください｡●また､3階以上でも建物のデザイン上必要な､点的 鰻的な使用に限り

､協議のうえ上記の基準外の色彩の使用を考慮し

ます｡(注I)明度.色の明るさを表し､白を10として大きく10段階で表示

されます｡(注2)彩度 色の群やかさを表わします｡色相や明度によって最高彩度は異

なります｡(注3)色相 色の色あいを表し､大きく赤､黄､技､青､紫の5つの色相に

分割され､さらにia分化して表示

されます｡標準色宗の

見方(例)下は異色の甥合を例にし
ています.色相(色あい)によって鼻ホ彩度が異なるため注書してく

ださい｡低 彩度

高N 1 2 3 4 6 8 10

12[コ[コ[=][コ[コ[コ⊂コ[コ⊂コ=1JP-[コ[コ[コ[コ[コ]■l■l■---(-rl---l}■l■l■l-l■--■l-『l■l)■IT}
□ 使開 脚--I ド-1 条鮒 きで朗



界隈毎の統一感を出すため｢界隈色｣の

斗人を検討しましよう○

界隈色は､通り･街区毎(界隈毎)に基調色や､建物の2

倍以下の壁面の部分の色彩についてtそれぞれに個性を演出

するために､色相の範囲や明るさなどを取り決めるもので

す｡対象/すへての滝l生



Ⅴ建物の個性と通りのイメージが共鳴する協調的な街づくり

設備の隠蔽
牧瀬債無等ほ通りや他のiI物から見えにくいように倖書しましよう｡
[街つくり協定の基準16)

建 築設 備 機 器等 は ､目隠 しや

カバ ー で修 景 しま しよう○

屋上や地上に設置された設備機器は､街並みを乱矧 こ見せ

ます｡Ej隠しカバーや植栽によって見えないようにしまし

よう｡タウンセンター地区の一部には熱供給システムが導入

されています｡供給エリア内の施設では､かなりの設備機器が

節約出来､床の有効利用や省エネルギーが期待出来ま

す｡対象/タウンセンター全域

30 デザインされた屋上の目醸し力Jト の例です｡オ カJて-を建物と一体的に作った例です｡パ

ンチンフジ工のようにJIられています｡ クメタルで1tEZの形に狂って



Ⅵ小さな魅力のちりばめられた街づくり

看板､広告､日除けテント
デザインの耳のホい暑頓､広告物LEl除けテント等によって.街の個性L店の個性を割り出しましょう｡
界横の街並みの銃-恵を5X出するため､宅板 広告物は位7 大きさ 色彩などを
街並みに明和するよう心IllLナましよう｡
lfiiつくり協定の基gE17)

エ リア別書板 ､広告物等設丑基準

■共通

項目●屋上広告 署面広告 野立広告板は禁止しま

す｡●自家用看板に限りま

す｡●蛍光塗料､点滅サイン(ネオン等)は票止しま

すB●赤 黄色の面的使用は禁止します｡(交通信号､緊急時の

表示に優先使用します｡

)●3階以上の高さに付く看板 広告物の色彩は彩度を低く

抑えます｡(マンセル色度表示による最高彩度の1/3までの彩

度とします

｡)+看板の設軌 こあたっては､表現 取り付け方法について

､街つくり協定運営委員会と協議してください｡

■エリア別

項自エリア1. シンボル広場 ･駅前広場

周辺●3階以上の高さには､着順 広告物等は設置しないよう

にしてくださいC(ただし.建物の名称を示す合計20nf以内

の看板､および-時設置の広告宅削ま設置出来るものとします｡

)+壁面利用広告物は､建築堅1面につき壁面積のVIO以下

､かつ総許容面相を60rrT以下としま

す｡●袖看板､独立広告塔は禁止しま

す｡エリア2. シンボル道路

沿道●抽看板は､高さ25n以上かつ3陪床の高さ以下で､建物

壁面からの出塙を1m以内としたもので､l壁面1箇所としま

す.●壁面利用広告物は､建築壁 1面につき壁面積のylO以下

､かつ捨許容面積を60rTf以下としま

す｡●独立広告塔は禁止しま

す｡エリア3 そ

の他●袖看板は､高さ25m以上で建物の高さを超え7=､建物壁

面からの出幅をIm以内としたもので､1壁面1箇所としま

す｡●壁面利用広告物は､建築壁1面につき壁面積の3/10以下

､かつ総許容面糊を咲)nf以下としま

す｡●独立広告塔は高さを10rn以下とします｡

;

i)聖面利用広告物 聖面に張り付けられた毛竜､壁面に組み込まれた
書頓(コンビニエンスストアのt頓等)などを指しま
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質の高い魅力的な看板で､建物の個性､

界隈の個性を演出 しましょうo

1界隈の個性

づくり通りのまとまりのある個性化のために看板の設置に際

して以下のような方法があり

ます｡●取り付け位置を揃

える｡●大きさを捕

える｡●色彩を揃

える｡●素材を編

える｡●同じマークを使用す

る等対象/すへての施

設■個別の個性

づくりそれぞれの店の特徴 個性を演出する看板は､通りの賑

わいも演出する装置となり

ます｡魅力的､個性的な看板つくりの工夫と同時に､通りの個

性を生み出す､協調した看板つくりの工夫もお願いしま

す｡対象/すべて

の施設18台寺坂｡ビルのテナントが多数のJJ合の斉内専楓ま



Ⅵ小 さな 魅 力 の ち りばめ られ た 街 づ く り

夜間の賑わい
夜隈も尾わいがあり､安全に莱しく歩けるよう,照明Tiと夜間の街並みの演出に心Z糾すましよう｡
[街づくり協定の毒2718I

施設内のあか リを通 りに出 して､

夜の脹わいを演出 しましょう○

夜間店舗のあかリを表に出すことは一通りの脹わいを

割り出すと同時に､通りの安全性を高めることにも員献し

ます｡タウンセンターでは､それぞれがお互いに補い合い､通

りと施言的 lL 体となるような照明計画をめざしてい

ます｡例えば､石の写真のようにショーウインドウを設けたリ

ー店内の様子を表に見せるようにしたり､閉店後もパイプ

シャッターによって店のあかリを表に出すなど､夜間の脹わ

いを生み出す工夫をしましよ

う｡対&/タウンセンター内のすべての鹿娘 ●楽しいショー

ウインドウのディスプ
レイを見せてい

ます｡夜もウインドウ
シヨツピンクを渠しめ
るよう考えられてい

ます｡+店内から通り
へあふれる光が連続し
ているので夜佃も安全
で快適(額に､シンボル広1烏､シンボル退路等のシンボル空間では､沿道捷設 な通りとするこ
とが出と道路空間が一休となるような牌明計缶をめざしています) 来

ます｡技術

指事†ショップファサー ド(店の前面)の光のl買境は夜の通り

の寮観を印象づけます｡0-4mの高さの鉛直面(壁面等)の明

るさの確保は､通りに対して連抗した脹わいを形成し

ます｡統一したショップファサー ドを形成するために､以下

の考え方に注意しましよう｡(設計の際に専門家と相談してくださ

い｡

)1.クレアの防止(まぶしさの

防止)建物の窓からはなるへく光が漏れるようにしましよう

Oただし､水平方向に漏れる光はまぶしさの原図となるので

下向きに(かソトオフ30●以上で)光が出るようにしましよう｡

(光源もしくは照明器具発光面の輝度が低い(ま′iiL,くない)

ものは除外しま

す｡)2壁面 床の明るさ

の確保ウインドウの面積は広くとり､鈷直面(壁面等)の明る

さを確保しまし

よう｡また､閉店後､シャッターなどを降ろす場合には､

パイプシャッター等光の透過性の高いものにしましよう｡

それ以外のシャッタ-の場合には軒や庇などにシャッタ-面

､床面を明るくするような神明器具を取り付けまし

ょう｡3ランプ

の選定ショーウインドウ,庇部に使用される光源は､暖かい色

の光を莞するランプ(色温度が25∝)～31∝)ケルビンの範囲のも

の)を使用しまし

よう｡(色温度に適合する電球について不明の場合はメーカ

ーカタロクの参照､又は専門家のア ドバイス等を受けましょう｡) 一閉店後もシー

スルーシャッターにし
て店内が見えるように
することで夜間の通り
の脹わいの連続性が確保出来



建物の外構及び外壁のあかリによって夜の街並みを

演出しましょうo(ガイドライン21-2

)夜間の街の賑わいを創り出すため､施設内のあかリを通

りに出すことと同時に､建物の外壁もライトアップして夜間

の街の表情を創るようにしましよう

｡対象/ヰ引こランドマ クとなる建物は､建物のデザインと合わせて夜
間の見せ方に)主恩しましよう

■前面空地の光のあ

り方街づくり協定で定めた壁面後退などの建物の前面空地に貝

那月を設ける場合､以下の項目に注意しましよう｡

1クレアの

防止照日月器具の配光性能は深いクレアを防止する配光制御の

施されたものとしましよ

う｡自発光型の照明灯部を有するものは､その部分の輝

度が5〔)∞cd/rTll以下が望ましいとされていま

す｡2照明器具の

高さシンボル道路における照明は､その貝即日計画に合わせ､統

一した光環境を創るために､光源高さを1m以下とし､足元に

多くの光のある空間を創りましょ

う｡3ランプの

選定使用する照明器具の光′原は次の条件を基準に考えるとよ

いでしょ

うO色温度 暖かみのある光を出すラ

ンプ(巨安､2500-3100ケルビンの範

囲)演色性 人の絹や物の色が黄色や看白くなったリしない

ランプを使いましょ

う｡輝度の高い(ま′SiL,い)ランプは使わないようにしましよ

う｡4点灯

時間夜間も楽しく街を散策してもらうために､貝那月は夜10時

までは点灯しておくよう配属しましょう

｡■外壁のライ トア

ップ建物外壁のライトアップは､道路毎に以下のように工夫

しましようO

シンボル

広場シンボル広場沿いの建物は､タウンセンターの中心空間

として周辺建物と一体となった空間つくりを行うため､積極

的にライトアップを行いましょ

う｡シンボル

道路シンボル遠路に面した建物はt12階部分を積極的に､3

階以上は控えめに外壁のライトアップを行いましょ

う｡ただし､道路の突き当たりや交差点の角部分の外壁につ

いては､3階以上の部分も効果的にライトアップを行いましょ

うOその他

道路その他の通路でも､角地に建つ建物や､アイストップやラ

ンドマークとなる建物は､街並みの演出を考えて月那月計画を

行いましょうD シンJTLJL'通路に面した空地等の光

の



[タウンセンター街づくり協定区域内における建築手続きの流れ]

関係機関 調整の内容

街づくり協定にもと
づく届出書の提出

土地区画整理法
第76条許可申請

(街づくり行為届出書を涛付)

建築確認申請
(76条許可書を添付)

街づ くり協定運営

委員会事務局

港北

都市開発セ ンターTel045-943-2470､2459 街づく

り協定に関する事前協議と調整

住宅 ･都市整備公団 港北開発局Tel045-943

-7407横浜市港北

ニュータウン建設事務所Te1045-942-2481 土地区画整理

事業に関する許可申請汰)●日照､開発許可､高さ控和(市街地環境設計制
度)､大規模店舗法の届出等を要する柁設設計は､確捻申請の前にそれぞれ所

定の手続きが必要になります.●土地区画整理事業に関する許可中富削ま､土地区画整理事業期間中

(換地処分まで)のみ必要な手続きです｡

問い合わせ賃料凍供及び出典/屋上BZl究マニュアル垂jL会 zEJB出版会 大東京火災海上保持(秩)

丸書(株) (株)ヨツクモツク

港北ニュータウン.タウンセンター開発推進協

議会約づくり協定運営委員会(手持局)港北都市開発セン

ター(225)Ht浜市は区荏田東1丁目22帝045-943-

2470.943-2459発 行/港北ニュータウン タウンセンターBEI発稚ItiltI会

協 力/tt浜市#市書
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