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エリア別景観形成ガイドラインの⾒⽅
エリア別景観形成ガイドラインでは、新宿区を72のエリアに分け、各エリアの景観特性や景観形成の⽅向性に
ついて⽰しています。
72のエリアは区⺠⽣活に関わりの深い10の出張所の単位で現地調査を⾏った結果を基に、景観特性ごとに
地区から更に⼩さな領域に分けたものです。本ガイドラインでは、冒頭にエリア区分図を⽰した後、10の地区ご
とにそれぞれ、地区の紹介ページ、地区に属するエリアの紹介ページを設ける構成となっています。

エリア区分図
10の地区と72のエリアの分布を⼀覧で確認できるページ
となっています。

地区の概要
地区の紹介ページの左側には、地区の位置、地区の概要と、
地区に属するエリアの位置や景観形成の⽬標を整理してい
ます。

３つの視点から整理した地区の景観特性
地区の紹介ページの右側には、地形、記憶や⽂化、⽔とみどりの３つの視点から、地区の特性を⽰しています。

エリアの概要
エリアの紹介ページの左側には、エリアの概要、エリアの景観特性を地図上に書きこんだ「景観特性図」、写真
と⽂章により整理された「景観特性のポイント」が掲載されています。
これらを参照して、各エリアの現状の景観特性や課題を確認してください。

エリアの景観形成の⽬標や⽅針
エリアの紹介ページの右側には、それぞれのエリアで⽬指すべき景観形成の⽬標が掲げられており、その⽬標に
向けて実践すべき景観形成の⽅針や考え⽅、具体的な⽅策がまとめられています。具体的な⽅策についてはあ
くまで⼀例ですので、景観形成の⽬標や⽅針に基づいて、それぞれの場所でどんな⼯夫が出来るのか考えてみ
て下さい。
事業者（所有者、設計者など）は、景観に関する⾏為を⾏う場合は、この具体的な⽅策を参考に、景観形成の⽬
標・⽅針を踏まえた計画を考えて下さい。
また、まちづくりのルールを考えていく際などにも、参考にして活⽤して下さい。

▲エリア区分図のページ
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エリア境界について
本ガイドラインのエリアは、景観特性のまとまりごとに分けられた領域となっています。しかし、エリアの景観特性がエリア
境界をまたいで劇的に変化する場合は少なく、多くの場合、隣接するエリアの影響を受けながらグラデーションのように変
化しています。
そのため、ある場所の景観を考える際には、その場所が属するエリアだけでなく、隣接するエリアの特性や景観形成の⽅向
性についても踏まえることが必要です。特に、エリア境界に近い場所の景観を考える際には、その場所が属しているエリア
だけでなく、隣接するエリアの景観形成の⽬標・⽅針なども参考にしながら、その場所の景観について考えて下さい。
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▲地区の紹介ページ

▲エリアの紹介ページ
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地区の概要 地区の位置 地区の特性

地区内のエリア

エリアの概要 景観特性図 景観形成⽬標 景観形成の⽅針

景観特性のポイント 具体的な⽅策 景観形成の考え⽅
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１�四⾕地区
四⾕地区は新宿区の南東に位置し、江⼾時代には新宿の地名の起こりとなっ
た「内藤新宿」が置かれた地です。その地形は、淀橋台地に⾕地が⼊り組んだ、
複雑なものとなっています。業務・商業機能が集積している新宿通りを中⼼に、
住宅地が南北に広がっています。また、新宿御苑と神宮外苑、⾚坂離宮という
広⼤な緑地が地区の境界に広がっています。

１１ 四⾕外濠エリア 
�外濠の豊かなみどりを中⼼とした⾵格のあるまちなみへ
１２ 四⾕北エリア 
�地形をいかしたみどりで包まれる閑静なまちなみへ
１３ 荒⽊町エリア 
�窪地の地形と花街の歴史をいかした⾵情あるまちなみへ
１４ 四⾕新宿通りエリア 
�新宿通りを中⼼とした賑わいと⾵格のあるまちなみへ
１５ 若葉・須賀町エリア 
�

１６ 四⾕南・信濃町エリア 
�⾵格ある屋敷町と調和したみどり豊かなまちなみへ
１７ 神宮外苑・南元町エリア 
�
１８ 花園神社周辺エリア 
�みどりでつながる歴史をいかした⼼地よいまちなみへ
１９ 内藤新宿エリア 

１10 新宿御苑・内藤町エリア 
�新宿御苑を中⼼としたみどりに包まれたまちなみへ

1-1 四⾕外濠エリア

1-2 四⾕北エリア

1-3 荒⽊町エリア

1-4 四⾕新宿通りエリア

1-5 若葉・須賀町エリア

1-6 四⾕南・信濃町エリア

1-8 花園神社周辺エリア

1-9 内藤新宿エリア

1-10 新宿御苑・内藤町エリア

1-7 神宮外苑・南元町エリア

1-1 四⾕外濠エリア

1-2 四⾕北エリア

1-3 荒⽊町エリア

1-4 四⾕新宿通りエリア

1-5 若葉・須賀町エリア

1-6 四⾕南・信濃町エリア

1-8 花園神社周辺エリア

1-9 内藤新宿エリア

1-10 新宿御苑・内藤町エリア

1-7 神宮外苑・南元町エリア

代々⽊駅

千駄ヶ⾕駅

信濃町駅

四⾕駅
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新宿通りは、四ッ⾕駅から新宿駅をつなぐ新
宿区の⾻格となる尾根道です。現在は、業務・
商業機能の中⼼として、賑わいがあふれ⾵格
ある通りとなっています。

四⾕地区は、台地に細⻑い⾕地が⼊り組ん
だ複雑な地形が特徴です。南側に⼊り組む
⾕地によって削り取られた台地の際には江
⼾時代に移転してきた寺社が集積していま
す。新宿通りから靖国通りへ向かう斜⾯地上
には住宅地が広がり、坂道や階段など起伏
に富んだ景観を形成しています。

中央を貫く尾根道

台地に入り組む谷地

元禄12(1699)年に開設した内藤新宿は、
旅籠屋や茶屋などのある遊興の地として栄
えていました。新宿通り周辺の賑わいは、当
時から受け継がれてきたものです。太平洋戦
争で⼀⾯焼け野原となったものの、戦災復
興を経て現在も⽇本有数の繁華街として賑
わい続けています。

荒⽊町の⼀帯には、江⼾時代には松平摂津
守の屋敷があり、⽟川上⽔を引き込んだ池
が造られていました。明治時代以降は、その
周囲に茶屋や料亭が建ち並び、花街として賑
わいました。現在も往時の雰囲気を今に伝え
る料亭が残っています。

花街の面影

台地の南側には⾕地が⼊り組んでおり、若
葉・須賀町・南元町周辺では崖地が⾒られ
ます。この崖地沿いには緑地が連続し、⾕地
と台地をつなぐ貴重なみどりのストックとな
っています。

地形に沿ったみどり

緑被現況分布図

江⼾時代末期の土地利⽤

四⾕地区の地形

変化に富んだ地形

まちの記憶や⽂化

⽔とみどり

地区の概要

【凡例】

公儀※

武家地

寺社地

町人地

百姓地

緑地

水面

道

※幕府直轄の施設用地。火除地や河岸
などの他、同役の下級武士に一括し
て与えられた組屋敷地も含む。

　

【1-6�四⾕新宿通りエリア】
四⾕地区の中⼼を貫く尾根道

【1-2 四⾕北エリア】
斜⾯に沿って広がるまちなみ

【1-9�内藤新宿エリア】
現在でも商業でにぎわう

【1-3�荒⽊町エリア】
花街の⾵情を今に伝えるまちなみ

【1-5�若葉・須賀町エリア】
台地と⾕地が密接に結びついている

【1-10�新宿御苑・内藤町エリア】
御苑からみどりがあふれ出している

⼤京町・信濃町は江⼾時代に武家地だった
ことから、⼤きな敷地割が現在でも受け継が
れてます。また、花園神社の東側では武家屋
敷と組屋敷の基盤の統合化・細分化が進み、
住商業務が混在した市街地となっています。

屋敷町のなごり

地区内には、新宿御苑と神宮外苑、外濠のみ
どりが連続性をもって広がっています。また、
かつて新宿御苑の脇に流れていた⽟川上⽔
が今では分⽔として散策路を形成しています。
外堀の⽔は⼀部が保全され、貴重な旧⽔路
となっています。

エリア別景観形成ガイドライン １ 四⾕地区
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江⼾時代に⾕地形を利⽤し築造された外濠のみどりと、明治時代に築造されたネオ・バロック様式
の四⾕⾒附橋に⾒られる⻄洋的意匠が、このエリアの景観を特徴づけています。

１.
（史跡江⼾城外堀跡）

２.迎賓館への眺めと⻄洋的意匠

３.開放感のある景観

外堀は寛永13（1636）年に築造されました。
明治時代の甲武鉄道開通や、戦後の埋⽴て
などもありましたが、現在でも⼤部分は江⼾
時代のままの姿が残り、広⼤な緑地帯となっ
ており、⼀部は公園として⼈々の活動を⽣み
出す空間となっています。外濠に沿って通る、
外堀通りの街路樹とともに、四ッ⾕駅周辺の
景観に潤いを与えています。

四ツ⾕駅前から迎賓館にかけての外堀通り
沿いの並⽊と、左右対称の形態の若葉東公
園により、迎賓館への眺めは⾵格あるものと
なっています。また、迎賓館や四⾕⾒附橋の
ネオ・バロック様式が特徴的な意匠です。

外濠という広⼤なオープンスペースと、広幅
員の道路が広 と々した眺めを創出しています。

眺望点

眺望点（東京都指定）

視線⽅向・重要な軸線

公園

地域を象徴する建築物

アイストップ

保護樹⽊
（区�みどりの条例）

重要なみどり

連続するみどり

まとまったみどり

景観上重要な道路

幹線道路

坂道（下から上）

景観上重要な交差点

【凡例】

エリア境界

このあたりの街区は
外堀通りに⽐べて地
盤が⾼くなっています。

ちょうど千代⽥区との区
界に架かる現在の四⾕
⾒附橋は1913年築造
の旧四⾕⾒附橋の意匠
を継承しており、品格が
感じられます。

【景観資源】
（国指定重要⽂化財等）

歴

歴

歴史に関わる資源

外濠

外堀通り沿い
の⼤規模開発
により設けら
れた広場や建
築物低層部は
外濠からの地
形の連続性に
配慮したデザ
インとなってい
ます。

コモレ四⾕

東京都の「⼤規模建
築物等景観形成指
針」で指定された迎
賓館への眺望点の
位置です。

※写真は今後差し替え※

S�=�1�:�6000
0 50 100 200m

千代⽥区千代⽥区
四⾕新宿通りエリア四⾕新宿通りエリア四⾕新宿通りエリア四⾕新宿通りエリア四⾕新宿通りエリア四⾕新宿通りエリア四⾕新宿通りエリア

1-1 四⾕外濠エリア
エリア別景観形成ガイドライン １�四⾕地区
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外濠の豊かなみどりを中⼼とした⾵格のあるまちなみへ
外濠の豊かなみどりを守り育てながら、迎賓館や四⾕⾒附橋に⾒られる歴史的
なおもむきをエリア全体へと広げていく。

1.

2.迎賓館の眺めを保全する

3.外濠のみどりと調和した周辺の景観をつくる

都⼼において貴重な⽔⾯、緑地帯を有する外濠のおもむきを
周辺も⼀体となって保全する。

■外濠の樹⽊を保全する
■⽔⾯は埋め⽴てない
■公共空間の整備にあたっては、エリアのシンボルである四⾕⾒附橋の意匠
と調和を図る
■外濠のおもむきと調和した、落ち着いた形態意匠、⾊彩及び照明計画と
する

東京を代表する近代建築物である迎賓館（⾚坂離宮）を
中⼼とする眺めを、将来に渡って継承する。

■若葉東公園等の公共空間は、左右対称性や広がりのある眺めの確保など
に配慮する
■迎賓館周辺の建築物は迎賓館や若葉東公園からの⾒え⽅に配慮し、外壁
は落ち着いた⾊彩や素材とする
■屋上広告物は、設置しないようにするか、建築物と⼀体的に計画し、周囲
からの⾒え⽅に配慮する

外堀通りの周辺では、外濠と調和したみどり豊かなまちなみ
をつくる。

■外濠への眺めに配慮した配置とする
■⼤規模な計画では、外濠のみどりとのつながりを意識したまとまったみどり
をつくる
■中・⼩規模の計画では、道路沿いで積極的に緑化を⾏う
■建築物は外濠のみどりと調和した意匠や素材とする
■オープンスペースでは、みどりとともにベンチなどの滞留できるファニチャー
を設置するなど⼈々の活動やにぎわいを⽣み出すようにする

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

外濠や外堀通りのみ
どりと連続したみどり
をつくる

豊かな⽔⾯と樹⽊

四⾕⾒附橋、迎賓館周辺の意匠

迎賓館への眺望景観を守る

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

※写真は今後差し替え※

※写真は今後差し替え※
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新宿通りと靖国通りの2本の幹線道路に挟まれた住宅地です。全体的に北へ向かって下がっていく
斜⾯地となっています。南北⽅向の坂道や東⻄⽅向の道路沿いは、あふれるみどりや連なる擁壁に
より特徴的な景観となっています。特に、新宿歴史博物館周辺はみどりが多く、良好なまちなみとな
っています。

新宿通りから靖国通りへ向かって下がってい
く斜⾯地に、愛住町周辺では⾕地が⼊り組み、
⾮常に複雑な地形となっています。そのため、
エリア内の緑越しにエリア外の⾼層ビルを望
むことのできる⾒晴らしの良い坂上が点在し
ています。

等⾼線に沿って通る東⻄⽅向の道路沿いで
は、道路⾯より⽚⽅は低く、他⽅は⾼くなって
います。そのため、左右⾮対称の特徴的な景
観となっており、それらが階段で⽴体的につ
ながることで特徴的な景観を⽣み出していま
す。

江⼾時代から引き継がれている道路を斜めに
横切ることにより、鋭⾓の⾓地が外苑東通り
沿いに⽣じています。その⾓地は⾃然と⼈の
視線を集め、個性的な景観を創出しています。

１.坂上から眺める緑とビル群 ３.外苑東通り沿道の鋭⾓地

景観特性

靖国通りに並⾛する南側
の道路は、靖国通り沿い
の⾼層建築物と崖に挟ま
れてしまい、暗くなって
います。

⽐較的整然とした道路基盤と
なっています。寺院が集積し
ており、みどりの多い落ち着
いた景観となっています。

緩やかな坂道とそれに交差す
る路地が特徴的です。坂上か
らの眺めや、路地沿いのあふ
れ出すみどりが良好な景観を
創出しています。

この道路の周辺が、エリアの
東側では⼀番⾼低差が⼤きく、
変化のあるまちなみとなって
います。

この道路の周辺が、エリアの
東側では⼀番⾼低差が⼤きく、
変化のあるまちなみとなって
います。

靖国通りに並⾛する南側
の道路は、靖国通り沿い
の⾼層建築物と崖に挟ま
れてしまい、暗くなって
います。

⽐較的整然とした道路基盤と
なっています。寺院が集積し
ており、みどりの多い落ち着
いた景観となっています。

緩やかな坂道とそれに交差す
る路地が特徴的です。坂上か
らの眺めや、路地沿いのあふ
れ出すみどりが良好な景観を
創出しています。

新宿通り
三栄公園

愛住
公園

防衛省

【凡例】

アイストップ

重要なみどり

視線⽅向・重要な軸線

外苑東通り沿道の鋭⾓地

景観上重要な道路

崖線に沿った道路
路地

崖線

幹線道路

眺望点

神社
寺

公園

境内地

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

地域を象徴する建築物

エリア境界

坂道（下から上）
階段（下から上）

まとまったみどり
連続するみどり

※写真は今後差し替え※

0 50 100 200m

2-72-7
市⾕本村台地エリア市⾕本村台地エリア市⾕本村台地エリア市⾕本村台地エリア

防衛省防衛省

1-11-11-11-1
四⾕外濠エリア四⾕外濠エリア四⾕外濠エリア四⾕外濠エリア四⾕外濠エリア四⾕外濠エリア四⾕外濠エリア四⾕外濠エリア

四⾕新宿通りエリア四⾕新宿通りエリア四⾕新宿通りエリア四⾕新宿通りエリア

1-2 四⾕北エリア
エリア別景観形成ガイドライン １�四⾕地区

1-2
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新宿通りから靖国通りへの斜⾯地に⽴地する住宅地において、地形と道路の関
係をいかしてみどりのまちなみを創出する。

地形をいかしたみどりで包まれる閑静なまちなみへ

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

三栄公園の豊かなみどりをいかし、新宿歴史博物館前の通りや
坂道などを重点的に緑化し、みどり豊かな道路景観をひろげる。

■新宿歴史博物館前と三栄公園を含む⼀帯では積極的に緑化を⾏う
■擁壁の上部の塀・さくは⾼さを抑える
■坂道に⾯する場所では、坂上からの眺めに配慮し屋上緑化を推進する
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する（壁
⾯緑化を⾏う、⾃然素材を⽤いる、分節化を図る�など）

■道路沿いには空地をとり、植栽帯を設ける
■緑を取り込むような建築意匠とする（樹⽊を取り囲むような建築形態
とする、ガラスファサードを⽤いるなど）
■みどりをいかしたライトアップなど、魅⼒的な照明計画とする

2.道路と敷地との⾼低差をいかした景観をつくる

1.豊かなみどりを感じる景観をひろげる

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

道路と両側の敷地に⾼低差がある場所においては、圧迫感を
軽減し潤いを創出する。

■擁壁の上部の塀・さくは⾼さを抑える
■擁壁の上部は、閉鎖的でないものとするか、緑化を⾏う
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えない素材や意匠となるように⼯夫
する
■⾼低差が⽣み出す空地や階段、その周囲を緑化する

3.外苑東通り沿いの個性的なまちなみをつくる

外苑東通り沿いの鋭⾓の⾓地をいかして、個性的なまちなみ
をつくる。

■まちなみのシンボルとなることを考慮した、形態意匠とする
■コーナー部分以外は、落ち着いた形態意匠とする
■コーナー部に⾯した場所では緑化を⾏う
■スカイラインの連続性に配慮する
■道路沿いには空地を設けて緑化するとともに滞留できる空間をつくる

駐⾞スペースに
も緑化を試みる

建築物の前⾯に⼗分な空地をとり、緑化する

幹線道路の景観に地区の個性を反映させる

道路と敷地との⾼低差を活かした景観をつくる

四⾕保険センター

景観形成の⽅針

景観形成の⽬標 エリア別景観形成ガイドライン １ 四⾕地区

1-2
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1-3 荒⽊町エリア
エリア別景観形成ガイドライン １�四⾕地区

1-3

斜⾯地の路地は、⽯畳の階段
となっており、⾵情があります。
細かく折れ曲がっていることで、
変化のある景観を楽しむことが
できます。

津の守坂通りは道路幅員も広く、
沿道には企業の本社ビルやマン
ションなどが整然と建ち並んで
います。

【凡例】
眺望点
神社

景観上重要な道路

坂道（下から上）

階段（下から上）

崖線

幹線道路

公園

エリア境界
連続するみどり

料亭

1-2　四⾕北エリア1-2　四⾕北エリア1-2　四⾕北エリア1-2　四⾕北エリア1-2　四⾕北エリア1-2　四⾕北エリア

1-4　四⾕新宿通りエリア1-4　四⾕新宿通りエリア1-4　四⾕新宿通りエリア1-4　四⾕新宿通りエリア1-4　四⾕新宿通りエリア

江⼾時代には、松平摂津守の屋敷が⾕を囲んで設けられ、⽟川上⽔を引き込み⼤きな池が造
られていました。明治時代以降は、池の周辺には茶屋や料亭が建ち並び、花街として賑わいま
した。現在でもその⾯影は引き継がれ、特徴的な地形と⾵情ある飲⾷店の集積が、周囲の住
宅地とは異なる盛り場の景観を創出しています。

「弁財天」や「策の池」を窪地の底の中⼼として、
その周囲を取り囲むように斜⾯が広がってい
ます。そして更にその外周には飲⾷店が建ち
並んでいます。このすり鉢状の窪地が特徴的
な景観を創出しています。

すり鉢状の窪地の最も外周に広がる飲⾷店
街は、主に杉⼤⾨通り、柳新道通り、⾞⼒
⾨通りの 3つの併⾛する通りで構成されてい
ます。それぞれの通りの道路幅員や、店舗
形態は異なります。点在する料亭が花街の
⾵情を漂わせています。

飲⾷店街から窪地の中⼼である策の池や弁財
天へ向かう斜⾯地には、急勾配の階段があり
ます。その階段上からの眺めは、窪地の地形
を強く感じる特徴的な景観となっています。

1.すり鉢状の窪地 2. 花街の⾵情漂う飲⾷店街 3. 階段上からの眺め

★要確認

景観特性

0 50 100 200m
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エリア別景観形成ガイドライン １�四⾕地区

1-3

窪地の地形と花街の歴史をいかした⾵情あるまちなみへ
地形の特徴をいかしながら、建築物の形態意匠を⼯夫し、独特の⾵情を醸し
出す景観をつくる。

1. 昔ながらの⾵情と賑わいのあるまちなみをつくる

2. 窪地の眺めを保全する

3. 策の池周辺の歴史ある景観を再⽣させる

並⾛する３つの飲⾷店街（杉⼤⾨通り・柳新道通り・
⾞⼒⾨通り)において、それぞれの個性をいかした⾵情
あるまちなみをつくる。

窪地の地形を感じられる眺めを保全、創出する。

■崖上の建築物は、崖上の道路から窪地への⾒通しを確保するような
配慮をする

■階段や坂道に⾯する場所では、和の⾵情を感じさせる形態意匠とし
（⿊塀や敷⽯の設置など）、また、植栽は和⾵植栽とする
■崖下の建築物は積極的に屋上緑化をし、屋根の⾊彩はみどりと調和
した落ち着いた⾊彩とする

荒⽊町の中⼼である、策の池周辺の歴史ある賑わい景観
を再⽣させる。

■策の池周辺では、みどりと調和する落ち着いた⾊彩や素材とする
■策の池周辺では、低層部は賑わいが感じられる開放的な意匠とする

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

■⼈通りが多く広幅員の杉⼤⾨通りでは、低層部に賑わいを連続させ、
開放的な意匠とする

■昔の花街の雰囲気を残す路地の柳新道通りでは、適度に閉じた意匠
とし、照明も控えめとする
■⾦丸稲荷・荒⽊公園周辺を中⼼とする⾞⼒⾨通りでは、和の⾵情を
感じさせる意匠・照明とする

都市マス p.101 を基に「昔ながらの」を追加

夜間景観に関する記載を追加

和の⾵情を出す店の構え

みどりにあふれる窪地景観を守り育てる

策の池周辺の賑わい景観を再⽣させる

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針
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新宿通りは⽚側４⾞線の広幅員幹線道路で
す。その沿道には、⾼層建築物が壁⾯線を揃
えて建ち並んでいます。こうした広幅員幹線道
路と⾼層建築物が、スケールの⼤きな景観を
創出しています。また、他の幹線道路との交差
点は、視界の広がる開放的な空間となってい
ます。

新宿通り沿いのほとんどの建築物は、壁⾯を
後退させず道路境界線に揃えており、低層部
には店舗が連続しています。通りに対して開
放的で沿道の賑わい形成に資する設えの飲
⾷店があり、歩⾏者が通りを楽しむことがで
きます。こうした賑わいの連続が快適な歩⾏
者空間を創出しています。

新宿通りの北側には、しんみち通りや三栄通
りが並⾛しています。しんみち通りには、⼩規
模な飲⾷店が軒を連ね、昔ながらの賑わい景
観が⾒られます。三栄通りは歩道が整備され、
低層部には店舗が⾒られ、落ち着きながらも
賑わいを感じられるまちなみとなっています。

1.⾵格ある新宿通り ２.賑わいの連続 ３.並⾛する道路のまちなみ

眺望点
寺
公園

連続するみどり

景観上重要な道路
幹線道路

エリア境界

【凡例】

景観上重要な交差点

保護樹⽊（区みどりの条例）

重要なみどり

1階部分の店舗が新宿
通りに⾯している建築物
1階部分の店舗が新宿通り以
外の街路に⾯している建築物
1階部分の店舗が新宿通り及
びそれ以外の街路双⽅に⾯し
ている建築物

広幅員の幹線道路が交差
する四ツ⾕駅前、四⾕三丁
⽬、四⾕四丁⽬の交差点は、
視界の広がる開放的な空
間となっています。

三栄通りの津の守坂⽅
向のアイストップにはみ
どりがあります。

四⾕側
←下図へ

上図へ→
新宿側

★要確認

★要確認

★要確認

0 50 100 200m

1-11-1
四⾕外濠エリア四⾕外濠エリア四⾕外濠エリア四⾕外濠エリア

四⾕北エリア四⾕北エリア四⾕北エリア四⾕北エリア

1-10
新宿御苑•内藤町エリア新宿御苑•内藤町エリア新宿御苑•内藤町エリア新宿御苑•内藤町エリア新宿御苑•内藤町エリア

1-9
内藤新宿エリア内藤新宿エリア内藤新宿エリア内藤新宿エリア内藤新宿エリア

四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア

四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア

若葉•須賀町エリア若葉•須賀町エリア若葉•須賀町エリア若葉•須賀町エリア若葉•須賀町エリア

景観特性

四ツ⾕駅前と新宿駅東⼝を結ぶ新宿通りは、新宿区の⾻格となる⾵格ある通りです。四⾕⾒附橋
から、四⾕四丁⽬交差点までの区間では、低層部の賑わいが連続しています。

1-4 四⾕新宿通りエリア
エリア別景観形成ガイドライン １ 四⾕地区

1-4
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新宿通りを中⼼とした賑わいと⾵格のあるまちなみへ 
沿道建築物の形態意匠をコントロールしていくことで、新宿区を代表する道路
景観を創出する。

新宿通りの⾵格

にぎわいの景観を⽣み出す店舗のつくり

�無電柱化された三栄通り

1.⾵格を保ちながら、
変化をたのしめる新宿通りの沿道景観をつくる

3.しんみち通り・三栄通りの賑わいあふれる沿道景観をつくる

新宿の賑わい交流の⾻格である新宿通りと沿道建築物
とが調和した、賑わいと⾵格のある新宿通り沿道の景観
形成を図る。

■スカイラインや壁⾯線の連続性に配慮する
■⾵格を保ちながらもまちなみの変化をたのしめるファサードとなるよう⼯夫
する
■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する�
■屋上広告物は、設置しないようにするか、建築物と⼀体的に計画し、周
囲からの⾒え⽅に配慮する�

■交差点の⾓地に位置する建築物は、まちなみのシンボルとなることを考慮し、
落ち着いた意匠やデザインとする

新宿通りと並⾛する通り（しんみち通り・三栄通り）の個
性をいかした賑わいあふれる景観をつくる。

■新宿通りとしんみち通りの双⽅に接する場合は、しんみち通りに対しても
正⾯性を持たせる

■しんみち通り沿道では、まちなみの連続性に配慮した壁⾯の位置とする
■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■三栄通り沿いでは重点的に緑化を⾏い、潤いとやすらぎを感じさせる通り
をつくる

2.新宿通り沿道の低層部の賑わいを連続させる

新宿通り沿いでは低層部の形態意匠を⼯夫し、歩く⼈に快
適な賑わいと潤いをつくる。

■低層部には、⼈が溜まれる空間をつくる
■低層部の賑わいを感じられるよう、開放的な意匠とする
■夜間景観に配慮し、シャッターは透過性の⾼いものとする
■賑わいある夜間景観に配慮した照明計画とする

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン １ 四⾕地区

1-4
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⾸都⾼速

JR中央本線JR中央本線JR中央本線JR中央本線JR中央本線JR中央本線JR中央本線JR中央本線JR中央本線

須賀坂

須賀町

⾸都⾼速⾸都⾼速⾸都⾼速⾸都⾼速

若葉通り

須賀神社

突然、住宅地の中に崖線
が出てきます。そのため、路
地を⼊ったその先に思わ
ぬ眺望が開けています。

⾕に下りてまた上る2つ
の坂道は、⾕地形を強く
感じさせる景観を⽣み出
しています。

寺院が建ち並ぶ⾵情のあ
るまちなみとなっています。
直線道路で⾒通しが良い
ため、気持ち良く歩くこと
ができます。

眺望点
神社

【凡例】

寺

公園
地域を象徴する建築物
保護樹⽊（区みどりの条例）

連続するみどり
景観上重要な道路

路地
坂道（下から上）

幹線道路

重要なみどり

境内地

エリア境界
崖線
⾕地

1-4　四⾕新宿通りエリア1-4　四⾕新宿通りエリア1-4　四⾕新宿通りエリア1-4　四⾕新宿通りエリア1-4　四⾕新宿通りエリア1-4　四⾕新宿通りエリア1-4　四⾕新宿通りエリア

1-61-61-61-6
四⾕南・信濃町四⾕南・信濃町四⾕南・信濃町四⾕南・信濃町四⾕南・信濃町四⾕南・信濃町四⾕南・信濃町四⾕南・信濃町

エリアエリアエリアエリアエリア
1-1

四⾕外濠四⾕外濠四⾕外濠四⾕外濠四⾕外濠四⾕外濠
エリアエリアエリアエリア

台地とそれに⼊り組む⾕地、崖地からなる⾼低差の⼤きな地形が特徴となっています。⾕地を通り
緩やかに曲がる若葉通り沿いには、店舗や住宅が建ち並んでいます。東側の台地上は住宅地となっ
ており、⻄側の台地上には寺社が建ち並んでいます。

⾕地の中央を通る若葉通りは、⾕地に沿って
緩やかに曲がっています。また、若葉通りから
崖地へ向かう路地により、⾕地特有の閉塞感
は軽減されています。

台地上は江⼾時代の道路基盤を受け継いだ
整ったまちなみとなっていますが、若葉通りの
東⻄で異なった景観となっています。東側は
公園や学校、みどりが多い住宅からなる良好
なまちなみとなっています。⻄側は⾨や⽡塀を
有する寺社の落ち着いたまちなみが特徴とな
っています。

⾕地を取り囲むように台地上に寺社が⽴地し
ています。須賀神社などからの眺めは、このエ
リアの地形を感じる特徴的な景観となってい
ます。また⾕地からの眺めは、寺社の空地によ
り閉塞感が軽減されたり、寺社⾃⾝がアイスト
ップとなっている所もあります。

１.緩やかに曲がる若葉通り ２.台地上の整ったまちなみ

景観特性

0 50 100 200m

1-5 若葉・須賀町エリア
エリア別景観形成ガイドライン １�四⾕地区

1-5
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⾕地と台地をいかした寺社の雰囲気と調和したまちなみへ
⾕地と台地の間の結び付きに配慮しつつ、それぞれの土地利⽤の特性を活かし
てまちなみを整える。

1.明るく潤いのある若葉通りのまちなみをつくる

2.台地上からの眺めを保全する

3.寺社の雰囲気をいかしたまちなみをつくる

⾕地を通り崖に挟まれ暗くなりがちな若葉通りでは、
緩やかなカーブをいかし変化のある明るい景観をつくる。

■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■崖上では崖下からの眺めに配慮し、圧迫感を軽減するような形態意匠
とする
■視線が集中しやすい道路の折れ曲がり部分などでは、積極的に緑化を
⾏う

■道路沿いは安⼼をもたらす照明を⽤いる

寺社の境内や台地上からの眺めを保全する。

■ 須賀神社や坂道からの眺めに配慮した配置や形態意匠とする
■ 屋上広告物は設置しないようにするか、建築物と⼀体的に計画し、
周囲からの⾒え⽅に配慮する

寺社の集まる須賀町を中⼼に、今もなお残る寺社地らしい
歴史的・⽂化的な景観を保全する。

■ 外壁は寺社の雰囲気と調和した、⾊彩や素材とする
■ 寺社の雰囲気と調和した外構や植栽とする
■ 若葉通りから台地上の寺社への⾒通しにも配慮する
■ 寺社地らしい落ち着いた照明を⽤いる

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策
都市マス p.100 を基に「歴史的・⽂化的な」を追加

夜間景観に関する記載を追加

夜間景観に関する記載を追加

12m

0m

若葉⾕地須賀町台地

12m

0m

若葉⾕地須賀町台地

屈折部の緑化

眺めに配慮した建物の⾼さ

落ち着いた雰囲気の寺町のまちなみ

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン １ 四⾕地区

1-5
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新宿通りとJR線に挟まれた平坦な台地上に位置しており、江⼾時代には主に武家地でした。エリ
アの北側は、現在でもその道路基盤を受け継ぎ、細⻑い直線道路を中⼼に細かい敷地割りが並ん
でいます。また、エリアの南側では、⼤規模な⼤名屋敷が⽴地していたこともあり、⽣垣で囲われた
⼤規模な敷地割りが特徴となっています。

1.⼤規模敷地と敷際の設え 2.細い直線道路ごとのまとまり 3.対照的な⼆本の幹線道路

⼤規模敷地が⽬⽴つエリア南東部では、以前
は多様であった敷際が土地利⽤の変化によ
り緑豊かで開放的な設えに変わりつつありま
す。また、エリア南⻄部では、慶應義塾⼤学病
院を始めとして、さらに⼤規模な敷地となっ
ており、敷地を囲む豊富なみどりがまちなみ
の重要な要素となっています。

新宿通りから南へ⼊ると遠い先まで⾒通せる
直線道路が幹線道路と併⾛しています。その
直線道路同⼠を結ぶ道路はほとんどありま
せん。敷地奥へと伸びる路地は⾏き⽌まりと
なっており、積極的な緑化がされているもの
の、広がりや変化を⽋いたやや単調な景観と
なっています。

幅員の広い外苑東通りは、スッキリとした街
路樹と商店の連なりによって、開放的で賑や
かな景観となっています。また、外苑⻄通りは
みどり豊かな街路樹と、沿道の⼤規模建築物
によって、落ち着いた景観となっています。

眺望点

神社
寺

公園
地域を象徴する建築物

連続するみどり

アイストップ

視線⽅向・重要な軸線

景観上重要な道路

東⻄をつなぐ道路
路地
坂道（下から上）

幹線道路

コンクリート塀
モルタル塀
タイル張り塀
ネットフェンス
⽯垣・⽯塀
レンガ塀

⽣垣

⽊塀

エリア境界

【凡例】

エリア南東部

エリア南⻄部

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

境内地

敷地境界線

聖徳記念絵画館の
眺望の保全に関する
景観誘導区域

広場

⽵垣
おもむき深い塀

慶応義塾⼤学病院慶応義塾⼤学病院慶応義塾⼤学病院慶応義塾⼤学病院

新宿御苑

⼤京町を東⻄に貫通す
る唯⼀の道路です。⼆
箇所の直⾓の折れ曲が
りが景観の特徴となっ
ています。

幹線道路沿道の建築物と内
側の住宅との⼤きさの違い
が際⽴っています。

細⻑い坂道の向こう
に、JR中央線、神宮
外苑⽅向への眺めが
広がっています。

景観特性

神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア神宮外苑•南元町エリア

渋⾕区渋⾕区渋⾕区渋⾕区

1-101-10
新宿御苑•内藤町新宿御苑•内藤町新宿御苑•内藤町新宿御苑•内藤町

エリアエリアエリア

0 50 100 200m

1-6 四⾕信濃町エリア
エリア別景観形成ガイドライン １ 四⾕地区
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平坦な台地上に広がる住宅地では、良好な住宅地のまちなみを形成し、南側
の⼤規模な敷地では、まとまったみどりによる潤いを創出する。

⾵格ある屋敷町と調和したみどり豊かなまちなみへ

景観形成の考え⽅

1.⾵格ある屋敷町のまちなみを保全する

具体的な⽅策
塀・⽣垣や緑化等を⼯夫し、屋敷町の⾵格を創出する。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

2.直線道路を広がりと潤いのある景観とする

細い直線道路を中⼼とするやや単調なまちなみに、
路地沿道の緑地等で変化をつける。

エリア内の広域幹線道路（外苑東通り、外苑⻄通り）沿道
では、賑わいを創出し快適な歩⾏者空間をつくる。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

■既存の歴史的な煉⽡塀や樹⽊を保全する
■単調になりがちなコンクリート塀等は避ける（⽣垣・⽊塀・煉⽡塀など）
■擁壁の上部の塀・さくは⾼さを抑える
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する（壁⾯
緑化を⾏う、⾃然素材を⽤いる、分節化を図る�など）

■屋敷町の⾵格を創出するため、塀や⽣垣を設け無い場合は道路沿いに空
地を設け積極的に緑化する

■道路沿いは空地を設け、積極的に緑化を⾏う
■道路の⼊⼝や交差点に⾯する場所では、⾓地を意識した形態意匠とする
■奥⾏きのある空地を道路と直⾓⽅向にとり、緑化を⾏う
■直線道路と交わる路地沿い・路地の奥の⾏き⽌まり・敷地内の空地に対
して緑化を⾏う

■低層部の壁⾯の位置は後退させ、道沿いにゆとりをつくる
■低層部の賑わいを感じられるよう、開放的な意匠とする
■夜間景観に配慮し、シャッターは透過性の⾼いものとする
■賑わいを演出しつつ、歩⾏者の安全な歩⾏に寄与する照明計画とする
■外苑⻄通りの沿道建築物は落ち着いた意匠都市、豊富な緑を活かす

おもむきのある塀と庭から溢れるみどり

みどりでまちなみに変化をつける

歩道を広くとり、ゆとりある景観をつくる

壁面の後退

道路を明るく
する建築物の

デザイン

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン １�四⾕地区

1-6
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明治神宮外苑は台地上に位置し、周囲を広幅員道路が通っています。そのため、聖徳記念絵画館
を中⼼とする眺めは広がりがあり、東京を代表する⾵格のある景観となっています。⼀⽅、⾕地に位
置する南元町は、周囲の豊富なみどりに囲われた落ち着いたまちなみとなっています。

1.壮⼤な眺望景観 2.外濠からつながるみどり 3.変化のある景観

聖徳記念絵画館を焦点とする銀杏並⽊の眺
望景観は、壮⼤なものです。また、聖徳記念絵
画館前の芝⽣広場では、みどりに囲まれた広
⼤な⾒晴らしが得られます。

外濠と迎賓館からつながるみどりが、神宮外
苑にものびてきています。みなみもと町公園
から向かいの⾚坂御所ともつながり、都⼼と
は思えない重厚なみどりのストックとなって
います。

南元町の住宅は、⾕地を通る緩やかに曲がる
道路沿いに⽴ち並んでいます。まちなみの向
こうに、明治神宮外苑や⾚坂御所のみどりが
⾒え隠れする、地形の変化が感じられる奥⾏
きのある景観となっています。

眺望点

公園

地域を象徴する建築物

ランドマーク
保護樹⽊
(区�みどりの条例)
連続するみどり
まとまったみどり

アイストップ

視線⽅向・重要な軸線

景観上重要な道路
幹線道路

【凡例】

エリア境界

歴史的な景観の保全が
必要な建築物

【景観資源】
（国指定重要⽂化財等）

緑（樹⽊等）に
   関わる資源

（区指定⽂化財等）

⽂ ⽂化に関わる資源

明治記念館

みなみもと町
公園

聖徳記念
絵画館

⾚坂御所

神宮外苑

南元町

公園

絵画館⽂

⼤正15（1926）年竣⼯の聖徳記念絵画館を中⼼とした眺望
は、その周辺を含め当初のまま保全されています。左右対称の
銀杏並⽊で視線を絵画館に絞りこみ、印象的な景観となって
います。

聖徳記念絵画館の眺望の保全に関する景観誘導区域

まちなみの⼤幅な変化
が予想される場所

新国⽴競技場の隣接地では、
神宮球場などが建て替え予定
であり、今後⼤きく景観が変化
することが予想されます。

眺望点（東京都指定）

0 50 100 200m

景観特性

四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア四⾕南•信濃町エリア

渋⾕区

1-7 神宮外苑南元町エリア
エリア別景観形成ガイドライン １�四⾕地区
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聖徳記念絵画館の眺望景観や広⼤な⾒晴らしを継承するとともに、豊富なみど
りに囲まれた住宅地のまちなみを保全する。

景観形成の考え⽅

1.聖徳記念絵画館の広⼤な眺めを保全する

具体的な⽅策

聖徳記念絵画館を中⼼とする広場からの広⼤な眺めを、将
来に渡って継承する。

2.まとまったみどりと⾝近なみどりを感じられる景観をつくる

住宅地から、周辺を包み込む神宮外苑や⾚坂御所のみどりを
眺められるよう配慮する。また、住宅地内でも⾝近なみどりを
感じられるようにする。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策
■住宅地内部から周囲のみどりを眺められるような配置とする
■⾊彩はみどりと調和した落ち着いたものとし、特に、彩度の⾼いものは
避ける

■外壁の素材は、⾃然素材のものを使⽤する
■視線が集中しやすい道路の折れ曲がり部分などでは、積極的に緑化を
⾏う

■広場を取り囲む既存樹⽊を保全する
■広場からの眺めに配慮した形態意匠とする
■⾊彩はみどりと調和した落ち着いたものとし、特に、彩度の⾼いものは
避ける

■屋上広告物は、設置しないようにするか、建築物と⼀体的に計画し、
周囲からの⾒え⽅に配慮する

3.賑わいと潤いあるスタジアム通りの景観をつくる

国⽴競技場の建替えを契機に、今後も⼤規模スポーツ施設の
再編・更新により⼤きな変化が予想されるスタジアム通りで
は、賑わいにより活気が感じられつつ緑あふれる沿道景観を
創出する。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策
■⾊彩はみどりと調和した落ち着いたものとする
■施設内の活気を周囲にひろげていくように、連続性のあるみどりを創出
する
■歩いて楽しい通りとなるよう、ファサードの分節化などの⼯夫を施す
■夜間でも安⼼して通⾏できるよう、⾜元を照らす照明の設置をする

聖徳記念絵画館を中⼼とした広⼤な眺め

路地の奥に豊かなみどりが⾒える。この奥⾏き
のある眺めを保全・創出する

みどりと賑わいがあふれる空間を創出する

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン １�四⾕地区

1-7

※未差し替え※
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靖国通りの北側に広がる平坦な土地に位置しています。明治通りを挟んで⻄側には、緑豊かな「四
季の路」や「花園神社」、また個性的な店舗の並ぶ「ゴールデン街」などがあります。東側は、南北に
伸びる細⻑い道路に、⼩規模のマンションや業務ビル等が建ち並ぶまちなみとなっています。 

1.みどりのまとまり 2.⼩規模同規格店舗の集合 3.南北の細⻑い道路景観

花園神社の境内や四季の路のまとまったみど
りは、⾵情あるおもむきを創出しており、エリ
アの重要な景観資源となっています。特に花
園神社のまとまったみどりは、幹線道路越し
でも⽬に⼊ります。

四季の路と花園神社との間には戦後に開設
された⼩規模街路基盤のゴールデン街、花
園街があります。細い路地に⻑屋が並び、細
やかな間⼝を個性的に装飾した店舗が連な
る、特徴ある景観となっています。

靖国通りから北⽅向に伸びる直線道路沿い
に商業・業務・住宅の⽤途が混在した建築物
が建ち並んでいます。その直線道路同⼠を結
ぶ道路はほとんどありません。敷地奥へと伸
びる路地も少なく、広がりや変化を⽋いた単
調な景観となっています。

景観特性

旧都電の線路敷を転⽤した四季の
路では、緩やかなカーブと豊富な
みどりが重要な景観資源です。

花園神社への参道がビルの⾕間
に延びています。⿃居は靖国通り
のまちなみのアクセントとなってい
ます。

広幅員街路がエリアを⼤きく⼆分し
ています。しかし、花園神社のみどり
によって、東⻄がつながっています。

神社
境内地
地域を象徴する建築物
保護樹⽊
(区�みどりの条例)

連続するみどり

視線⽅向・重要な軸線

景観上重要な道路
幹線道路

【凡例】

エリア境界

重要なみどり

聖徳記念絵画館の眺望の保全に
関する景観誘導区域

新宿遊歩道公園（四季の路）

花園神社

新宿
ゴールデン街

坂 0 50 100 200m

5-75-7
歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア

10-110-110-110-110-1
歌舞伎町⼀丁⽬歌舞伎町⼀丁⽬歌舞伎町⼀丁⽬歌舞伎町⼀丁⽬歌舞伎町⼀丁⽬歌舞伎町⼀丁⽬歌舞伎町⼀丁⽬歌舞伎町⼀丁⽬

エリアエリアエリアエリアエリア

1-91-91-9
内藤新宿エリア内藤新宿エリア内藤新宿エリア内藤新宿エリア内藤新宿エリア内藤新宿エリア

4-54-5
曙橋曙橋

エリアエリアエリアエリアエリア

1-8 花園神社エリア
エリア別景観形成ガイドライン １ 四⾕地区
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みどりでつながる歴史をいかした⼼地よいまちなみへ
エリアの景観の核となる花園神社を中⼼として、みどりでつながる沿道景観を創
出し、商業、業務、住宅が調和したまちなみをつくる。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

花園神社境内からの眺めを保全するとともに、周辺の
まちなみをみどりある落ち着いたものとする。

■神社周辺では、神社の雰囲気と調和し落ち着いた形態意匠および⾊
彩とする

■特に、境内から⾒える場合は、境内からの眺めに配慮したものとする
■参道に⾯する場合は、神社への眺めを阻害しないようにする
■神社周辺のまとまったみどりを保全、創出する
■神社周辺では落ち着いた照明計画とする

みどりの豊かな四季の路沿いに、みどりと調和し⼼地
よい賑わいが感じられるまちなみをつくる。

■四季の路から⾒える場合は、みどりと調和する落ちいた⾊彩や素材と
する
■四季の路沿いでは、四季の路に対して正⾯性をもたせ、安⼼をもたら
す落ち着いた照明計画とする
■室外機等の設備機器は、四季の路から直接⾒えないようにする
■四季の路沿いでは屋外広告物の⾒え⽅に配慮する

３.直線道路を広がりと潤いのある景観とする

南北⽅向の直線道路を中⼼とするやや単調なまちなみ
に、路地の⼊り⼝や敷地前⾯の緑化等で変化をつける。

■道路沿いは空地を設け、積極的に緑化を⾏う
■路地の⼊り⼝や交差点に⾯する場所では、⾓地を意識した形態意匠
とする
■奥⾏きのある空地を道路と直⾓⽅向にとり、緑化を⾏う
■室外機等の設備機器の配置に配慮する

４.新宿ゴールデン街の個性ある景観をいかす
ゴールデン街・花園街の繁華性をいかしたまちなみをつくる。
具体的な⽅策
■店舗の間⼝や袖看板が⽣み出す個性的な景観をいかした⾊彩及び形
態意匠とする

■路地のまちなみや歩きやすさの向上のため、設備機器等や緑化の位
置に配慮する

境内から⾒える建築物

明るくなる四季の路の景観

みどりで単調さを解消していく

景観計画の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン １ 四⾕地区
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江⼾時代には、宿場町「内藤新宿」が⽴地していました。現在は新宿通りを中⼼に業務・商業・居住
機能が混在しています。戦後に、戦災復興区画整理事業が実施されたため、整った道路基盤となっ
ています。新宿駅に近い⻄側は商業施設が多く、賑わいあふれるまちなみに、また、四⾕⽅⾯の東側
は住宅が多く、落ち着いたまちなみとなっています。

新宿通り沿いの建築物は、⾼さは31ｍ程度
のものがほとんどで、壁⾯線が揃った整然と
したまちなみとなっています。⼈通りも多く、
新宿区の⾻格となる通りとなっています。

戦後の戦災復興区画整理事業で、交差点で
は⼤きくすみ切りをしました。建築物は、この
すみ切りをいかしてコーナーに意匠的配慮を
したものが多く、特徴的な景観を創出してい
ます。また、区画整理で⽣じた直線道路は⾒
通しがよく、整ったまちなみとなっています。

エリアは⻄側の繁華街と東側の住商混在地
区に分かれ、同⼀の道路基盤にも関わらず、
建築物の形態意匠が異なり、まちなみに変化
を与えています。また、建築物の正⾯が集中す
る道路と、裏側が集中する道路でもまちなみ
に違いがあります。エリアの⻄側では、飲⾷店
から道路へと賑わいがにじみ出ています。

１.壁⾯線のそろった新宿通り ２.すみ切り交差点 ３.建物⽤途の偏りと混在

⾓地に建つ昭和8（1933）年竣⼯の歴史的建造物で、エリア
のランドマークとなっています。アールデコ調の装飾をふんだ
んに使い、装飾性の豊かな低層部分の上に、外観の柱で垂直
線を強調した上層部分が続いています。

花園⼩学校や花園
公園を中⼼に、住環
境にも配慮した落ち
着いたまちなみが望
まれます。

モール化にあたってはみど
り豊かで楽しく歩ける景観
を創出します。

新宿通り沿道では⾼層化が進み、すぐ裏
側にある新宿御苑の気配をエリア内で感
じることは難しくなっています。しかし、新
宿御苑に突き当たる直線道路からは、御
苑のみどりがアイストップとなっています。

保護樹⽊（区みどりの条例）
連続するみどり

まとまったみどり

視線⽅向・重要な軸線

幹線道路

公園
境内地

【凡例】

景観上重要な交差点

まちなみの⼤幅な変化
が予想される場所
エリア境界

景観上重要な道路

歴史的な景観の保全が
必要な建築物

伊勢丹

名曲喫茶
ランブル

末広亭

歴

花園公園

花園⼩学校

新宿通り

花園通り

伊勢丹本館

新宿御苑景観上重要な交差点
（ヒューマンスケール）

31m以上の⾼層建築物

無電柱化事業が完了した花園
通りは快適な歩⾏空間が形成
され、歩きやすさや商業のやりや
すさを感じます。

花園通り

0 50 100 200m

景観特性

花園神社周辺エリア花園神社周辺エリア花園神社周辺エリア花園神社周辺エリア花園神社周辺エリア花園神社周辺エリア花園神社周辺エリア

4-54-54-5
曙橋エリア曙橋エリア曙橋エリア曙橋エリア曙橋エリア曙橋エリア曙橋エリア

1-101-101-10
新宿御苑•内藤町エリア新宿御苑•内藤町エリア新宿御苑•内藤町エリア

1-9 内藤新宿エリア
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新宿通り沿道の建築物の形態意匠の調和を図るとともに、区画整理された場所
における、賑わいと住み⼼地の調和した歩きやすいまちなみを創出する。

新宿の賑わい交流の⾻格である新宿通りと沿道建築物と
が調和した、賑わいと⾵格のある新宿通り沿道の景観形成
を図る。

区画整理による整った道路基盤をいかし、整然としたまちな
みをつくりながら、このエリアに訪れる様々な⼈にとって歩き
やすい空間を創出する

■スカイラインや壁⾯線の連続性に配慮する
■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■軒線の連続性に配慮する
■屋上広告物は、設置しないようにするか、建築物と⼀体的に計画し、
周囲からの⾒え⽅に配慮する

■賑わいを演出しながら歩きやすさにも配慮した照明計画とする

■壁⾯線の連続性に配慮する／後退する場合は、照明や植栽帯により既
存の壁⾯線を継承する

■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■沿道部分と斜⾯緑地側に積極的に緑化を図る
■開発に伴ってオープンスペースを計画する場合は、周囲の歩道と⼀体的
に整備を⾏い、歩きやすい空間を創出する

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

区画整理により⽣じた⽐較的⼤きなすみ切り部分をいかし、
建築物の形態意匠を⼯夫し魅⼒的なまちかどを創出する。

■コーナー部に⾯した場所には、エントランス等開⼝部を設ける
■コーナー部に⾯した建築物の各⾯は、調和した意匠とする

スカイラインや軒線などの⽔平⽅向の連続性
に配慮する

壁⾯や植樹帯、街灯の配置を整える

壁⾯線に沿って街
路樹を植える

4つのコーナーで⼀つのまちかどをつくる

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン １ 四⾕地区
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江⼾時代には⾼遠藩内藤家の下屋敷がありました。明治時代以降に、その⼤部分は宮内省の管理
となり、新宿御苑として整備されました。新宿御苑内からのみどりに囲まれた眺めや、周囲から新宿
御苑のみどりへの眺めなど、新宿御苑のみどりは貴重な景観資源となっています。また、屋敷地の⼀
部は内藤町となり、みどりの多い良好な住宅地となっています。

１.みどりで囲まれた景観 ２.あふれ出すみどり ３.みどりあふれる良好な住宅地

新宿御苑は広⼤な敷地の⼤部分が芝⽣で覆
われ、周囲は⾼⽊で囲まれています。樹⽊と
空に囲まれた、都⼼では貴重な⾒晴らし景観
が得られます。苑内には様々な種類の植物が
⽣育しており、多様な緑に囲まれながら、⼈々
が思い思いに過ごす様⼦が⾒られます。

新宿御苑のみどりは隣接する道路にもあふ
れ出しています。そのため、北側の道路沿いか
らは、豊かなみどりを感じることができます。
また、新宿御苑の東側の内藤町では、新宿御
苑の豊富なみどりを背景に、古くからの樹⽊、
新しい⽣垣や植栽などがあり、深みのあるみ
どり豊かな景観となっています。

新宿御苑の東隣にある内藤町では、新宿御
苑の豊富なみどりを背景に、古くからの樹⽊、
新しい⽣垣や植栽などがあり、深みのあるみ
どり豊かな景観となっています。特に多武峯
神社周辺には、古くからの樹⽊が集中してい
ます。

【凡例】

歴史的な景観の保全が
必要な建築物

⾒え⽅を確認する眺望地点
眺望点

神社
寺
公園

重要なみどり
連続するみどり

御苑の借景

視線⽅向・重要な軸線

景観上重要な道路
幹線道路

⽟川上⽔・内藤新宿分⽔散歩道

旅館・ビジネスホテル
（新宿四丁⽬）

エリア境界

保護樹⽊（区みどりの条例）

まとまったみどり

【凡例】
（都指定⽂化財等）

歴 歴史に関わる
資源

歴史に関わる
資源

（国指定重要⽂化財等）

歴

歴 旧御涼亭（台湾閣）

新宿御苑
旧洋館御休所歴

寺院に隣接し、旅館やビ
ジネスホテルが建ち並
ぶ特徴的なまちなみと
なっています。

新宿御苑は中央に広⼤な眺め
の軸を持っています。⼀⽅は東
京タワー、⼀⽅は新宿副都⼼に
向かう、東京を代表する眺めが
得られます。

外苑⻄通り

新宿御苑

新宿御苑

り
通
⻄
苑
外

内藤町

旧御凉亭（台湾閣）

新宿御苑の北側には、かつての⽟川
上⽔を偲ぶ、⽟川上⽔・内藤新宿分
⽔散歩道が整備され、⽔とみどりに
⽊漏れ⽇が差し込む穏やかな空間と
なっています。

周辺の新たな開発による⾼
層建築物などは、新宿御苑か
らの眺望に配慮する必要が
あります。

★要確認

※写真は今後差し替え※

0 50 100 200m 0 50 100m

景観特性

渋⾕区渋⾕区渋⾕区

1-10 新宿御苑・内藤町エリア
エリア別景観形成ガイドライン １ 四⾕地区
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新宿御苑を中⼼としたみどりに包まれたまちなみへ
新宿御苑内からの眺望景観を保全するとともに、新宿御苑に隣接する道路や内
藤町ではみどり豊かな景観の形成を図る。

1.新宿御苑からの眺めを保全する
景観形成の考え⽅
新宿御苑周辺の建築物や⼯作物は新宿御苑からの眺めに
配慮したものとし、みどりで囲われた景観を保全する。
具体的な⽅策
■新宿御苑内の眺望点や各視点場からの眺めに配慮した形態意匠とする
■新宿御苑から⾒える建築物や⼯作物の⾊彩は、みどりや空と調和した
落ち着いたものとし、特に、彩度の⾼いものは避ける

■新宿御苑から⾒える範囲に、屋上広告物を設置しない

2.新宿御苑と調和した周辺の景観をつくる
景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

新宿御苑北側の通りを、新宿御苑と調和したまちなみと
する。

■素材や⾊彩はみどりと調和した落ち着いたものとする
■新宿御苑からの連続性に配慮した緑化を⾏う
■みどりの連続性に加え、多様性にも配慮した植栽計画を⾏う

3.内藤町のみどり豊かで良好な住環境を維持する
景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

新宿御苑と隣接した、みどり豊かで潤いのあるまちなみを
将来に渡って継承する。

■既存樹⽊を保全する
■新宿御苑への眺めに配慮した配置とする
■外苑⻄通り沿道では後背の住宅地側に空地をとり積極的に緑化する
■⾊彩や素材はみどりと調和した落ち着いたものとする
■内藤町では新宿御苑への視線の抜けを意識した空間配置とし、新宿
御苑のみどりへの眺めに配慮する

■新宿御苑の緑とのつながりを意識した樹種を⽤いる植栽計画を⾏う

苑
御
宿
新

α
β

新宿御苑のみどりへの眺めに配慮
する

α／βをなるべく⼩さく抑える

みどりで包まれた新宿御苑からの眺めを保全
する�������������������������

みどりとにぎわいが調和した通り

御苑に隣接した街区での建物配置の⼯夫例

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン １ 四⾕地区
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2�箪笥地区
箪笥地区は新宿区の東端に位置し、江戶時代の敷地割りが⾊濃く残っている場所
です。神⽥川沿いの低地は印刷製本業の集積地、神楽坂の⼀帯は歴史的情緒を漂
わせる商業地、そして台地上は良好な住宅地となっています。また、地区の東側には、
豊富なみどりを持つ外濠があります。

２１ 五軒町エリア 
�地場産業と住環境が調和したまちなみへ
２２ 飯⽥橋・⼤曲エリア 
�都⼼に相応しい快適で落ち着いたまちなみへ
2３ 神楽坂（神社・寺町）エリア 
�寺社の雰囲気と調和した落ち着いたまちなみへ
２４ 神楽坂（路地・横丁）エリア 
�商いが⽣み出す伝統的な和の⾵情を感じる粋なまちなみへ

２５ ⽜込台地エリア 
�⼾建住宅と低中層建築物が調和したみどり豊かで
�落ち着いたまちなみへ
２６ 外堀斜⾯地エリア 

２７ 市⾕本村台地エリア 
みどり豊かな歩⾏者空間でつながれたゆとりのあるまちなみへ

2-1 五軒町エリア

2-2 飯⽥橋・⼤曲エリア

2-3 神楽坂（神社・寺町）エリア

2-4 神楽坂（路地・横丁）エリア

2-5 ⽜込台地エリア

2-6 外堀斜⾯地エリア

2-7 市⾕本村台地エリア

2-1 五軒町エリア

2-2 飯⽥橋・⼤曲エリア

2-3 神楽坂（神社・寺町）エリア

2-4 神楽坂（路地・横丁）エリア

2-5 ⽜込台地エリア

2-6 外堀斜⾯地エリア

2-7 市⾕本村台地エリア

飯⽥橋駅

市ヶ⾕駅

エリア別景観形成ガイドライン ２�箪笥地区

２ 箪笥地区
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神⽥川沿いには低地が広がり、地場産業で
ある印刷製本業が集積しています。また、この
低地と台地の境界に⾚城神社や筑土⼋幡神
社が位置しています。

早稲⽥通り以南は、⽜込台地と本村台地の
２つの台地からなっています。両台地の東側
には外濠があり、斜⾯地となっています。また、
２つの台地の間に⻑延寺⾕が⼊り組んでい
ます。

神田川沿いの低地

２つの台地を隔てる谷地

現在の道路の⼤部分は、江⼾末期に既に存
在していました。また、若狭⼩浜藩酒井家の
下屋敷があった場所は開発され、現在の⽮
来町となりました。また、尾張徳川家の上屋
敷であった場所は、明治時代には陸軍⼠官
学校が置かれ、現在は防衛省となっています。

神楽坂の⻄側は、江⼾末期に寺院が集積し
た寺町でした。現在でも横寺町という地名と
ともに、寺院が残っています。⼀⽅、神楽坂の
東側は、明治時代以降に善国寺の毘沙⾨天
への参拝者たちで賑わった場所です。花街と
しても発展し、現在の路地や横丁の⾵情が
⽣み出されました。

神楽坂の寺町と花街

神⽥川と外濠が地区の北側と東側にありま
す。神⽥川は⽬⽩通りの外周を通り、また、コ
ンクリート三⾯張りの巨⼤なU字溝となって
います。外濠には江⼾の景観が残っています。

地区内には⼤規模な公園はありませんが、
⾚城神社や筑土⼋幡神社などの寺社のみど
りや⼿⼊れられた住宅街のみどりが残ってい
ます。また、外濠の豊かなみどりとともに、外
濠沿いの斜⾯地には緑地が多く存在します。
近年、⼤規模施設の公開空地によるみどりが
整備されました。

神田川と外濠の水辺空間

緑被現況分布図

江⼾時代末期の土地利⽤

箪笥地区の地形

変化に富んだ地形

まちの記憶や⽂化

⽔とみどり

地区の概要

【凡例】

公儀※

武家地

寺社地

町人地

百姓地

緑地

水面

道

※幕府直轄の施設用地。火除地や河岸
などの他、同役の下級武士に一括し
て与えられた組屋敷地も含む。

　

四谷台地

【2-7市⾕本村台地エリア】
台地に⼊り込む⻑延寺坂

【2-1�五軒町エリア】
低地に広がる整ったまちなみ

【2-5�⽜込台地エリア】
⼤名屋敷の宅地開発でできた住宅地

【2-4�神楽坂（路地・横丁）エリア】
和の設えが印象的な神楽坂の路地

【2-6�外濠斜⾯地エリア】
貴重な緑地・⽔辺空間としての外濠

【2-3�神楽坂（神社・寺町）エリア】
台地際の寺社のみどりは
⾊んな場所から⾒えます

エリア別景観形成ガイドライン ２�箪笥地区
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五軒町エリアは神⽥川沿いの平坦な低地に位置しています。江⼾時代からほぼ変わらない、直線
道路がつくり出す整然としたまちなみが特徴です。⼤正時代以降には、⼤規模印刷⼯場だけでなく、
中⼩の印刷⼯場の集積が進みました。また、近年ではマンション等の建設も⽬⽴つようになってき
ました。エリアの東側には⼤規模敷地が多くあり、江⼾時代の⾺場の跡地を挟み、⻄側には⽐較的
中⼩規模の敷地が多くなっています。

平坦な地形に、幅員の広い直線道路が通り、
⾮常に⾒通しが良いです。特に東⻄⽅向の道
路では、かなり遠い先まで⾒通すことができ
ます。また、南北⽅向の道路では、南側の⾚城
神社や斜⾯緑地がアイストップとなっていま
す。

印刷製本業を営む⼤⼩規模の⼯場が集積し
ており、⼈やフォークリフト等による動きのあ
る景観が特徴となっています。夜間や休⽇の
まちなみの寂しさの改善や、潤いの創出が望
まれます。

エリア内には⼤規模敷地に建つ超⾼層・中
⾼層のビルやマンションと、低層の⼾建て住
宅の混在が⾒られます。街路沿いにあふれる
植栽や屋上緑化などは、規模の異なる建築物
の緩衝の役割を果たしています。

１.直線道路の⾒通し ２.地場産業のある景観 ３.規模の異なる建築物の混在２.地場産業のある景観

この⼆つの道路はさら
に⻄⽅向（⽔道町、改
代町）へまっすぐ伸び
ていきます。

⽬⽩通り⽅向も⾒通し
が良いですが、神⽥川
の存在はほとんど感じ
られません。

⾚城神社のみどりがア
イストップとなってい
ます。

江⼾時代に⾺場として利⽤さ
れていた細⻑い街区が現在も
残っています。東⻄⽅向の道路
もこの部分だけ幅員が狭まって
おり、景観のアクセントとなって
います。

⼆つの道路に接する⼤規模な
敷地があります。公開空地や通
り抜けられる通路もあり、今ま
でとは違ったまちなみが⽣まれ
ています。

【凡例】

眺望点

視線⽅向・重要な軸線

公園

重要なみどり

連続するみどり

景観上重要な道路

⼤規模な敷地

印刷関連⼯場

崖線

エリア境界

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

パレットがあふれ出る様⼦やフ
ォークリフトが動き回る様⼦、
搬出⼊の様⼦など、地場産業
が⽣み出す景観が⾒られ、まち
なみのアクセントとなっていま
す。

0 50 100 200m

景観特性
⽂京区

2-22-22-2
飯⽥橋•⼤曲飯⽥橋•⼤曲飯⽥橋•⼤曲飯⽥橋•⼤曲飯⽥橋•⼤曲飯⽥橋•⼤曲

エリアエリアエリア

3-23-23-23-2
江⼾川橋通り江⼾川橋通り江⼾川橋通り
周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア

2-32-3
神楽坂 ( 神社•寺町 )神楽坂 ( 神社•寺町 )神楽坂 ( 神社•寺町 )神楽坂 ( 神社•寺町 )神楽坂 ( 神社•寺町 )

エリアエリアエリアエリア

2-1 五軒町エリア
エリア別景観形成ガイドライン ２�箪笥地区
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地場産業と住環境とが調和したまちなみへ
印刷製本業が発達したまちに共同住宅が増加してきていることを踏まえ、地
場産業と住環境とが調和したまちなみを創出する。

1.地場産業と住環境とを調和させる

2.みどりを積極的に増やす

3.⾒通しの良い道路景観をつくる

地場産業のまちなみ特有の夜間や休⽇の際の寂しさを
改善し、住機能との調和を図っていく。

■隣地境界線沿いや道路沿いでは積極的に緑化を⾏う
■夜間でも安⼼して通⾏できるよう、道路沿いには照明を設置する

寺社・公園などまとまったみどりの代わりに、まちなかに積
極的にみどりを増やし潤いのあるまちなみをつくる。

■⼤規模の計画では、まとまった緑化を⾏う
■道路沿いを積極的に緑化するなどし、規模の異なる建築物の緩衝
の役割を担うみどりを整備する

平坦な地形や直線道路などでつくられる⾒通しの良さ
をいかす。

■袖看板などは、⾒通しを妨げない⼯夫をする
■崖地や神社のみどりへの眺めを妨げないよう配慮する

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

⽣業とみどりがともにある

みどりをまとめることで効果を増す

建築物の配置や形態を⼯夫して⾒通しを守る

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ２�箪笥地区
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飯⽥橋駅前から神⽥川が⼤きく屈曲する⼤曲付近までの、業務・商業・⼯業・居住機能の混在した
エリアです。飯⽥橋駅前では、幹線道路の五叉路の上にデッキがかかっており、周囲の建築物には
屋外広告物が数多く設置されています。都⼼にふさわしい、すっきりとした景観が望まれます。また、
神⽥川は⽬⽩通りや⾸都⾼速によってまちと分断されています。

⼤曲は神⽥川が⼤きく屈折する
位置にあたります。⽩⿃橋⽅⾯か
ら⾒て、アイストップとなっていま
す。共同住宅や⼀⼾建ての住宅、

店舗、⼩規模オフィスビル、
印刷製本⼯場などが混在し
ており、特徴に乏しいまちな
みとなっています。

デッキの上からは、五⽅向に道路が
伸びていく広がりのある眺めが得ら
れます。

⼤久保通りや軽⼦坂は、⾼低差が
約10ｍの坂道となっています。

放射第25号線の整備に伴
い無電柱化が⾏われました。

エリア境界

【凡例】

連続するみどり

公園

まとまったみどり

景観上重要な道路

エリア内の道路
（⽅向別⾊分け）

幹線道路

多叉路の交差点

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

⾼層オフィスビル街区

眺望点

⽬⽩通りや外堀
通りは歩道橋か
ら眺めるとスカ
イラインの揃っ
た整然とした通
りとなっています。

⼤久保通りは街路
樹の⾼さが揃って
おり、中央の歩道
橋から眺めると整
然とした中に賑わ
いが感じられる通
りとなっています。

⽬⽩通り 外堀通り

0 50 100

幹線道路が集中する飯⽥橋駅前は、⼈通り、
⾞通りの多い五叉路の交差点となっています。
交差点の上にかかる歩⾏者専⽤のデッキか
らは、幹線道路を⾒通すことができ、開放的
な眺めを得ることができます。周囲の建築物
には、すっきりとした外観や全体としての統⼀
感が望まれます。

エリアの東側から北側を通る⽬⽩通りは、歩
道が狭く⾼層建築物の圧迫感を感じます。ま
た、歩道の反対側には⾼架の⾼速道路が通り、
閉塞感もあります。しかしながら⼀部の⼤規
模建築物では、低層部を開放的なつくりとし
ていたり、⾊彩が統⼀されていたりと、景観に
配慮された⾯も⾒られます。

都市計画道路放射第25号線は、エリアの中
⼼に整備され、開通しました。現道の無い区
間において整備されたため、沿道建築物の壁
⾯の位置や⾼さが揃っていません。

１.駅前の景観 ２.神⽥川沿いの幹線道路 ３.放射第25号線の開通

景観特性

千代⽥区千代⽥区千代⽥区千代⽥区

⽂京区⽂京区

2-12-12-1
五軒町五軒町五軒町五軒町五軒町

2-2 飯⽥橋・⼤曲エリア

2-2

エリア別景観形成ガイドライン ２�箪笥地区
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都⼼に相応しい快適で落ち着いたまちなみへ
地域の顔となる飯⽥橋駅前の整然としたまちなみを創出するとともに、開放感や
みどりの潤いがある快適な歩⾏者空間を創出する。

1.飯⽥橋駅前を都⼼に相応しい落ち着いた景観にする

2.幹線道路沿いでは快適な歩⾏者空間をつくる

3.アイストップをいかした景観をつくる

交通の要所であり、エリアの顔となる飯⽥橋駅前は、デッキか
らの眺めを落ち着いた景観とするとともに、地上部は賑わいの
ある景観とする。

■駅前の⾓地に位置する建築物は、まちなみのシンボルとなることを考慮
した意匠とする
■屋上広告物は、設置しないようにするか、建築物と⼀体的に計画し、周
囲からの⾒え⽅に配慮する

■スカイラインやファサードの連続性を意識した形態意匠とし、歩道橋か
ら⾒た時に落ち着いたまちなみとなるようにする
■低層部は開放的なつくりとし、賑わいを感じさせる沿道景観を形成する

⽬⽩通り、放射第25号線、⼤久保通り、外濠通りなどの幹
線道路沿いでは、賑わいやゆとりを感じさせる快適な歩⾏
者空間をつくる。また、⽬⽩通り沿いでは明るさを感じさせ
る⼯夫を⾏う。

■壁⾯の位置は後退させ、道沿いにゆとりをつくる
■低層部は透過性の⾼い素材を使⽤する
■道路沿いには空地をとり、植栽帯を設ける
■周囲と調和した壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■低層部やエントランス部分の照明により、夜間でも快適な歩⾏者空間を
創出する

アイストップとなる道路の折れ曲がり部分や突き当たり部
分などをいかした景観をつくる。

■道路の折れ曲がり部分や突き当たり部分では、視線の集まることを考慮
した意匠とする
■道路の折れ曲がり部分や突き当たり部分では積極的に緑化を⾏う

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

具体的な⽅策

道路基盤の特徴
をいかして、みど
りを配置する

壁⾯位置や⾼さを周囲と合わせつつ、⾓地をい
かしてアクセントをつける

快適な歩⾏者空間をつくる

景観形成の⽅針

景観形成の⽬標

2-2
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道路の屈曲が景観の焦点を
⽣み出します。

広 と々した気持ちのよい公園で
す。周囲のマンションも公園のみ
どりと連続した緑化を⾏ってい
ます。

江⼾時代の組屋敷�を継承した
整ったまちなみとなっています。
崖線に挟まれて、まとまりあるま
ちなみとなっています。

神楽坂通りの⼤久保通りよ
り⻄側の部分は拡幅が予定
されています。

※

⾚城神社

白銀公園

筑土神社

神楽坂通り

横寺町

歴

歴 歴 鈴⽊家住宅主屋

⼀⽔寮

⾼橋建築事務所
主屋

【景観資源】
（国指定重要⽂化財等）

歴 歴史に関わる資源

神社

寺

公園

地域を象徴する建築物

まとまったみどり

アイストップ

景観上重要な道路

幹線道路

崖線

【凡例】

エリア境界

境内地

横寺町街区

旧組屋敷街区

神社隣接地

※与⼒・同⼼などの組の者に
まとめて与えられた屋敷

2-1　五軒町エリア2-1 五軒町エリア2-1　五軒町エリア2-1 五軒町エリア2-1 五軒町エリア2-1 五軒町エリア2-1　五軒町エリア江⼾川橋通り周辺エリア江⼾川橋通り周辺エリア江⼾川橋通り周辺エリア江⼾川橋通り周辺エリア江⼾川橋通り周辺エリア江⼾川橋通り周辺エリア

2-4　神楽坂2-4 神楽坂2-4　神楽坂2-4 神楽坂2-4 神楽坂2-4　神楽坂2-4　神楽坂
（路地・横丁）エリア（路地・横丁）エリア（路地・横丁）エリア（路地・横丁）エリア（路地・横丁）エリア（路地・横丁）エリア（路地・横丁）エリア（路地・横丁）エリア（路地・横丁）エリア（路地・横丁）エリア

2-22-22-2
飯⽥橋・⼤曲飯⽥橋・⼤曲飯⽥橋・⼤曲飯⽥橋・⼤曲飯⽥橋・⼤曲飯⽥橋・⼤曲飯⽥橋・⼤曲飯⽥橋・⼤曲飯⽥橋・⼤曲

エリアエリアエリアエリアエリア

⽜込台地⽜込台地⽜込台地⽜込台地⽜込台地⽜込台地
エリアエリアエリアエリア

台地の上で豊かなみどりに包まれた２つの神
社は、地域における歴史やみどりの核としてこ
のエリアの景観を特徴付けています。境内はも
ちろん、まちなかに伸びている参道や広場空
間を通じて、神社の雰囲気が周囲に波及して
います。

江⼾時代に寺院が建ち並んでいた横寺町で
は、現在でも寺院が残っており、その参道はま
ちなみのアクセントとなっています。周辺の建
築物については、寺町の落ち着いた雰囲気を
創出するような⼯夫が望まれます。

神楽坂上の交差点より⻄側は、拡幅が予定
されています。そのため、沿道には店舗として
利⽤されていることが多い低層の建築物が
建ち並び、賑わいのあるまちなみとなっていま
す。また、緩やかなカーブと坂道が、神楽坂通
りのまちなみに変化を与えています。

１.景観の核となる２つの神社 ２.寺町のまちなみ ３.神楽坂通りの景観

⾚城神社や筑土⼋幡神社、横寺町の寺町などを景観の核としたエリアです。両神社とも、台地の上
に位置しており、豊かなみどりや参道などがまちなみに歴史のおもむきを与えています。また、神楽
坂通り南側の横寺町には、現在も奥まった場所に寺院が⽴地し、落ち着いた雰囲気となっています。

0 50 100 200m

景観特性

2-3 神楽坂（神社・寺町）エリア
エリア別景観形成ガイドライン ２�箪笥地区
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寺社の雰囲気と調和した落ち着いたまちなみへ
寺社を景観の核として周囲のまちなみを落ち着きあるものにしていくとともに、
拡幅後も神楽坂通りの賑わいを継承する。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観資源である⾚城神社、筑土⼋幡神社の落ち着いた雰囲気
を保全し、周辺地でも神社に配慮した落ち着いた景観をつくる。

■神社周辺では、神社の雰囲気と調和し落ち着いた形態意匠および⾊彩
とする
■特に、境内から⾒える場合は、境内からの眺めに配慮する
■参道に⾯する場合は、神社への眺めを妨げないよう配慮する
■神社周辺では、照明の明るさや⾊に配慮し、落ち着いた夜間景観を創
出する

2.寺町の雰囲気をいかしたまちなみをつくる

寺院⾃体の更新や、周辺地における建替え等で失われつつあ
る寺町らしい⾵情ある景観を、保全・再⽣させる。

■ 外構や植栽は寺社の雰囲気と調和させる
■ 寺院への⾒通しを妨げないようにする

3.神楽坂通り沿道の賑わいを保全する

神楽坂通り沿道では、道路拡幅後も従来の賑わい景観を継承
する。

■壁⾯の位置を揃え、周囲のまちなみとの調和を図る
■低層部の賑わいを感じられるよう、１階の軒線を強調した意匠とする
■間⼝は現在の規模を継承するか、もしくは、分節化を図る
■⼈を引き込む滞留空間を設ける場合には、歩⾏者路やみどりのつなが
りをもたせる
■照明は、賑わいを演出しつつ、後背の神社や寺町の落ち着きと調和し
たものとなるよう配慮する
■屋外広告物は神楽坂の⾵情ある景観と調和するよう配慮する

夜間景観に関する記載の追加

都市マス p.108 を基に「⾵情ある」を追加

夜間景観、屋外広告物に関する記載を追加

公共空間に関する記載を追加

エリアのシンボルとして⾚城神社の参道沿い
のまちなみをつくる

寺院の落ち着きある雰囲気をいかした景観を
つくる

拡幅後も⼩規模な店舗の連なる賑わい景観を
継承する

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ２�箪笥地区
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寺

公園

地域を特徴付ける建築物
（料亭など）
間⼝の揃った建築物群

連続するみどり

崖線

景観上重要な道路

横丁（景観上重要な道路）

路地

【凡例】

幹線道路

エリア境界

神楽坂通り

善国寺

飯⽥橋駅

毘沙⾨横丁

外濠に向かって緩やかに下っていく地形が、神
楽坂通りのまちなみに⼼地よい変化を与えて
います。路地や横丁においても、坂道や階段が
独特の⾵情を漂わせています。

【景観資源】
（国指定重要⽂化財等）

歴 歴史に関わる資源

旧常盤家本館
（⽯合家住宅主屋）歴

�0m

⼤久保通り

外堀通り

神楽坂通り

2-62-6
外濠斜⾯地エリア外濠斜⾯地エリア外濠斜⾯地エリア外濠斜⾯地エリア外濠斜⾯地エリア外濠斜⾯地エリア

2-3　神楽坂2-3　神楽坂2-3 神楽坂2-3　神楽坂2-3 神楽坂
（神社・寺町）エリア（神社・寺町）エリア（神社・寺町）エリア（神社・寺町）エリア（神社・寺町）エリア（神社・寺町）エリア（神社・寺町）エリア

2-2　飯⽥橋・⼤曲エリア2-2　飯⽥橋・⼤曲エリア2-2　飯⽥橋・⼤曲エリア2-2　飯⽥橋・⼤曲エリア2-2 飯⽥橋・⼤曲エリア2-2 飯⽥橋・⼤曲エリア2-2　飯⽥橋・⼤曲エリア2-2 飯⽥橋・⼤曲エリア2-2 飯⽥橋・⼤曲エリア

2-52-52-52-52-5
⽜込⽜込⽜込⽜込
台地台地台地台地
エリアエリアエリアエリアエリア

坂道に間⼝の狭い店舗が軒を連ねる神楽坂通り沿いでは、賑わいあふれるまちなみが広がってい
ます。通りから⼀歩⼊ると、⽯畳の路地や横丁が独特の⾵情を漂わせています。⿊塀や⾨構え、⽯
畳など和の意匠がこのエリアの景観を特徴づけています。

２.路地の和の⾵情 ３.横丁の親しみあるまちなみ

神楽坂通りは、幅員が狭く⾼低差が約１２ｍ
の坂道であり、その沿道には、⼩さな間⼝で中
⾼層の建築物が建ち並んでいます。低層部に
は⼩規模の店舗が数多く⼊っています。坂道
に沿って街路樹が並び、各店舗の袖看板が重
なり合う景観は、その特徴を強く感じさせます。

神楽坂の路地は、明治時代以降の武家地の
分割により徐々に形成されました。⽯畳の路
地や洒落た店構えが、花街の⾵情を感じさせ
ます。また、緩やかな斜⾯地のため坂道や階段
などがあり、変化のある路地景観となっていま
す。

神楽坂通りの北側には、神楽⼩路、仲通り、本
多横丁といった個性的な横丁があります。飲
⾷店等が建ち並び、親しみの持てる横丁景観
となっています。⼀⽅、南側には地蔵坂横丁、
毘沙⾨横丁、⼩栗横丁などがあり、傾斜が急
なため、坂道や曲がり⾓が多くなっています。

★要確認

0 50 100 200m

景観特性

2-4 神楽坂（路地・横丁）エリア
エリア別景観形成ガイドライン ２�箪笥地区
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商いが⽣み出す伝統的な和の⾵情を感じる粋なまちなみへ
花街の雰囲気をいまだに⾊濃く残す路地や横丁景観を軸として、神楽坂全体で
和の⾵情を感じさせる粋なまちなみを⽣み出す。

伝統的な和の⾵情を感じる、細やかな賑わいのまちなみを将
来にわたって継承していく。

1.神楽坂通りのきめ細やかなまちなみを継承する
景観形成の考え⽅

具体的な⽅策
■壁⾯の位置を揃え、周囲のまちなみとの調和を図る
■低層部の賑わいを感じられるよう、１階の軒線を強調した意匠とする
■間⼝は現在の規模を継承するか、もしくは、分節化を図る
■１階の店舗は開⼝部を⼤きくとり、ショウウィンドウ等を設置する
■夜間景観に配慮し、シャッターは透過性の⾼いものとする
■賑わいを演出しつつ和の⾵情を感じさせる落ち着いた照明を設ける
■袖看板の規模や位置は、周囲の建築物に調和したものとする
■神楽坂通りの⼊⼝（飯⽥橋駅側、⼤久保通り側）の⾓地では、神楽坂通
りを代表するに相応しい形態意匠および⾊彩とする

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

花柳界の歴史を持つ路地では、それぞれの特性に応じた設え
を⼯夫し、まちの持つ回遊性の魅⼒を向上させる。

■和の⾵情を感じさせる形態意匠および⾊彩とする
■植栽は、和⾵植栽とする（⽵や笹、桜、紅葉、椿など）
■⿊塀や⽯畳などが連なる場所では、その連続性に配慮した外構計画とする
■和の⾵情を感じられる落ち着いた夜間景観を創出する

3.まとまりのある横丁景観をつくる

店舗と住居が混在する横丁では、散在する店舗同⼠のつなが
りが感じられるような横丁景観をつくり、神楽坂通りや路地と
つなげ、回遊性の魅⼒を向上させる。

■看板類の規模や位置は、周囲と調和のとれたものとする
■照明は、店舗の賑わいを演出しつつ住居の落ち着きが感じられるよう配慮
する
■神楽坂通りからの⾒え⽅に配慮した形態意匠および⾊彩とする
■路地からの⾒え⽅に配慮した形態意匠および⾊彩とする

夜間景観に関する記載を追加

夜間景観に関する
記載を具体化

良くない例

土壁、⽊塀和の植栽

⼩規模な店舗が連なり賑やかさが
まちなみにあふれる

路地景観を保全・創出する

まとまりある横丁景観をつくる

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ２�箪笥地区
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⽜込台地の上ではいくつかのタイプの異なる住宅地が集合し、みどり豊かで良好な住宅地を形成
しています。江⼾時代の武家地の敷地割りを現在も残し、同規模の敷地が連続している南榎町や⼆
⼗騎町、北町、中町、南町などが特徴的なまちなみとなっています。

⽜込台地上には、江⼾時代に若狭⼩浜藩酒
井家の下屋敷であった⽮来町があります。ま
た、下級武⼠に与えられた組屋敷の敷地割り
を現在も継承している南榎町や北町、中町、
南町などがあり、江⼾時代から同じ武家地で
も異なる特徴を持つまちなみが、現在も残っ
ています。

エリアの中央を南北に貫く⽜込中央通りの納
⼾町や細⼯町周辺では、⼩規模な店舗の建ち
並ぶまちなみがみられます。また、外堀通りと
の交差点付近では、壁⾯線の揃ったまちなみ
が⾒られます。
エリアを東⻄に貫く⼤久保通りでは拡幅事業
が⾏われており、今後のまちなみの変化が予
想されます。

２.あふれ出す庭のみどり ３.エリアを貫く通りのまちなみ

このエリアには、庭のある⼀⼾建ての住宅が
多くあります。道路にあふれ出す庭⽊が、道路
景観に潤いを与えています。また、近年では共
同住宅も⽬⽴ってきましたが、敷地際の緑化
など地域に溶け込む⼯夫がされています。

1.特徴の異なる武家地の集まり

宮城道雄記念館宮城道雄記念館宮城道雄記念館宮城道雄記念館宮城道雄記念館宮城道雄記念館宮城道雄記念館
（検校の間）（検校の間）（検校の間）（検校の間）

歴

早稲⽥通り

⽜込中央通り

⼤久保通り

南榎町
旧⼤縄地の街路網と細街路・路地による街区
⽮来町
酒井家・柳沢家屋敷跡地街区

砂土原町周辺
短く線分化された街路網による街区

⼆⼗騎町・北町・中町・南町周辺
旧⼤縄地の街路と敷地割がそのまま残る
南榎町周辺
⼊り組んだ細い路地がそのまま残る
⽮来町周辺
T字路の道（幅員⼩）が多く残る
砂土町周辺
T字路の道（幅員⼤）が多く残る

※⼤縄地（おおなわち）：下級武⼠の住んでいた場所

※

【凡例】

公園

商店

眺望点

T字（L字）の
アイストップ

景観上重要な道路

保護樹⽊
（区�みどりの条例）

4層以上の集合住宅

⽂化的資源 寺 寺院的資源

歴史的資源

【景観資源】

⽂
（国指定重要⽂化財等）（区指定⽂化財等）

歴 歴史的資源

屋敷跡地が住宅地に開発され
たエリアでは狭幅員の道とT字
路が多く残っている。

旧⼤繩地のエリア
では、細い路地群が
⾒られる。

⽜込中央通りはエリア中央で
⾕地となっており、豊かな起伏
を感じることができる。

⽐較的敷地規模の
⼤きい屋敷の多か
った砂土原町では、
近年、中層のマンシ
ョンが並ぶまちなみ
へと変わりつつあり
ます。

⼤⽊に囲われており、貴
重なみどりストックとな
っています。⽮来町には
この他にも、景観のアク
セントとなる⾼⽊が多く
⾒られます。

これらのまちはかつて同じ間⼝の
下級武⼠の屋敷が並んでいた組
屋敷地を基盤に持っています。お
互いに⾏き来できない⼀本道が
真っ直ぐに延びています。

0 50 100 200m

景観特性

★要確認

★要確認

2-5 ⽜込台地エリア

2-5
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江⼾時代から続く台地上に広がる閑静な住宅地のまちなみや、連続するみど
りを保全していく。

南榎町や⼆⼗騎町、北町、中町および南町などは、江⼾時代から
の敷地割りが残っている貴重なまちなみとして積極的に保全して
いく。

■敷地統合の際は、外構や植栽等で既存の敷地割を基にして分節化を
図る

■敷地分割の際は、外構や植栽等で既存の敷地割を基にしたまとまりを
つくる
■塀の⾼さをそろえ、もともとの間⼝の統⼀感を維持する

細やかな商店の連なりや、スカイラインがそろったオフィスビルの
連なりをいかし、⽜込中央通りを落ち着きと賑わいの感じられる通
りとする。

■低層部は、賑わいを感じられるような開放的な意匠とする
■中層・⾼層部は、壁⾯線やスカイラインを周辺とそろえる
■現在の細やかな間⼝を継承し、低層部は分節化を図る
■低層部やエントランス部の照明により夜間でも快適な歩⾏者空間を創
出する

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

⼤久保通りでは、歩道からの眺めを意識し、賑わいを感じられる景
観を形成するとともに、周囲の住宅街の落ち着いた雰囲気に配慮
する。

■落ち着いた形態意匠及び⾊彩とし、積極的に緑化を⾏う
■スカイラインや壁⾯線、低層部のファサードの連続性に配慮する
■周囲に圧迫感や閉塞感を与えないような形態意匠・規模とする
■低層部やエントランス部の照明により夜間でも快適な歩⾏者空間を創
出する

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

■T字路のアイストップは積極的に緑化する
■中層マンションは既存のまちなみに調和するような⾊彩・素材とする
■敷地際は植栽を廻らせ、みどりの連続性に配慮した緑化を⾏う
■駐⾞場、駐輪場などは道路から⾒えないような配置とする
■塀の⾼さをそろえ、もともとの間⼝の統⼀感を維持する

⼀⼾建ての住宅中⼼の既存のまちなみに配慮し、増加しつつある
中層マンションは圧迫感、異質感を軽減させ周囲に調和させる。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

⼾建住宅地に溶け込むみどりに包まれた中層マ
ンション

もともとの間⼝の統⼀感を維持する

低層部は⼩規模な店舗の連なりを継承する

落ち着きと賑わいの感じられる通り

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

2-5
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対岸の外堀公園からの眺め

外堀通り

外濠公園

外濠

市ヶ⾕駅

⼤学の機能更新にあたっては、外
濠との調和や神楽坂の路地からの
⾒え⽅に配慮しながら、地域の防
災機能の向上に貢献する。

外濠には豊かな⽔⾯とみどりがあ
ります。広⼤なオープンスペースと
しても機能しており、開放感が満喫
できます。

靖国通りと外掘通りに挟まれ、沿
道の⾼層建築物に囲まれています。

江⼾時代の武家地の⽐較的⼤
きな敷地割りが残っており、
⾼層建築物が並んでいます。

江⼾時代の町⼈地の奥⾏きのない敷
地割りが残っており、低層の建築物が
並んでいます。そのため、背後の斜⾯緑
地を眺めることができます。

江⼾時代の奥⾏きのある町⼈地の敷
地割りが統合され、間⼝の狭い⾼層建
築物が並んでいます。

江⼾城外堀跡 / 外濠歴

眺望点

公園

景観上重要な道路

⾼層建築物

坂道（下から上へ）

【凡例】

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

エリア境界

⾒え⽅を確認する眺望地点歴史に関わる資源歴

【景観資源】
（国指定重要⽂化財等）

2-72-7
市⾕本村台地エリア市⾕本村台地エリア市⾕本村台地エリア市⾕本村台地エリア市⾕本村台地エリア市⾕本村台地エリア

千代⽥区千代⽥区千代⽥区千代⽥区

外濠の深いみどり、斜⾯地に広がる住宅地のみどりが⼀体となって、みどりで包まれたまちなみを
⽣み出しています。特に外濠公園（千代⽥区）からは、この豊かなみどりを⼀望にすることができます。
逆に斜⾯地の坂道からは、開放感のある眺めを得ることができます。

３.急勾配の斜⾯1.みどりで包まれた眺め ２.外堀通りと並⾛する道路

外濠公園からは外濠のみどりと斜⾯地に広が
る住宅地のみどりが⼀体となった景観を⼀望
にすることができます。しかし、外堀通り沿い
の⾼層建築物が、斜⾯地を覆い隠している箇
所もあります。

外堀通りと並⾛する幅員の狭い道路は通勤
通学路となっており、多くの⼈が歩いています。
しかし、裏側を⾒せている場合も多く、寂しい
通りとなっています。沿道の建築物は、快適な
歩⾏者空間を創出する⼯夫が望まれます。

外堀通りから⻄側へ向かう坂道は急勾配の
ため、曲がり⾓が多く、庭先のみどりがアイス
トップとなっています。また擁壁も、⾃然⽯が
積まれたものがかなり残っており、歴史を感
じさせます。

★要確認

0 50 100 200m

景観特性

2-6 外濠斜⾯地エリア
エリア別景観形成ガイドライン ２�箪笥地区
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都⼼の貴重な⽔辺空間であり、豊かなみどりで囲われた外濠を中⼼に、斜⾯地
の特性をいかしたみどりに包まれたまちなみをつくる。

1.外濠対岸から眺める⽔とみどりに包まれたまちなみをつくる
景観形成の考え⽅
外濠対岸の外濠公園やJR中央線の⾞窓から眺める⽔とみどりを中⼼とした
景観を、新宿区を代表する美しい都市景観として守り育てていく。
具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

■⾊彩は、⽔とみどりに調和したものとし、特に彩度の⾼いものは避ける
■外壁の素材は、⾃然素材のものとする
■外濠や外堀通りに⾯する場合は、壁⾯の分節化を図り⻑⼤な壁とならな
いよう配慮する
■屋上広告物は、設置しないようにするか、建築物と⼀体的に計画し、周
囲からの⾒え⽅に配慮する

■外濠対岸からの⾒え⽅に配慮した落ち着きのある照明を⽤いる
■外堀公園からの眺めを保全するため、⾼さのある樹⽊やまとまったみど
りを積極的に保全・創出する

外堀通りだけでなく、並⾛する通りに対しても裏側とならないよ
う⼯夫する。

並⾛する通りに対しては
■⼊り⼝や開⼝部を設ける
■設備機器置き場などを設ける場合は、植栽や外構などで⼯夫し修景を
⾏う

■道路沿いに照明等を設置する

3.斜⾯住宅地のみどりを保全、創出する

斜⾯地の特性をいかし、現在の良好な住宅地の景観をさらに向
上させる。

■視線が集中しやすい坂の折れ曲がり部分では、積極的に緑化を⾏う
■垣・さくなどは⽣垣や閉鎖的でないものとする
■擁壁の上部の垣・さくは⾼さを抑える
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する

夜間景観に関する記載を追加

並⾛する通り

外堀通り

市 ヶ ⾕ エ ス ワ ン ビ ル

屋外広告物等をすっきりとさせ、みどりと調和し
た⾊彩とする

みどりが折り重なるまちなみをつくる

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ２�箪笥地区

2-6
41



江⼾時代には、尾張徳川家の上屋敷があった場所です。現在は、防衛省を中⼼に、⼤規模な公共的
施設や⼯場等によるスケールの⼤きな景観が特徴となっています。台地の際で崖となっている部分
は緑化されていることも多く、硬い印象を和らげています。市ヶ⾕駅や市⾕⻲岡⼋幡宮などの⼈の
集まる場所からの落ち着いた眺めの創出が望まれます。

1.⼤規模施設群を中⼼としたまちなみ 3.市ヶ⾕駅前のまちなみ2.崖地の表情

エリア南側から中央にかけては防衛省や官
庁群など、⼤規模な施設が特徴のまちなみと
なっています。こうした⼤規模施設の周辺や、
⻑延寺⾕⼀帯には、緑化された快適な歩⾏
者空間が創出されています。
またエリアの北側や東側には中⼩規模の住
宅が建ち並び、⼤規模施設が建ち並ぶエリア
とは景観特性が⼤きく異なっています。

台地の周縁部は崖地となっています。防衛省
の敷地は、⻑⼤な崖地となっている靖国通り
沿いで壁⾯緑化を⾏っており、⼼地よいみど
りの壁が続いています。また、⻑延寺⾕の崖
地のも起伏の⼤きい地形を感じさせる景観と
なっています。

かつて市ヶ⾕橋（JR市ヶ⾕駅付近）からは市
⾕⻲岡⼋幡宮の豊かなみどりを望むことがで
きましたが、現在では外堀通り沿いの⾼層建
築物に視線を妨げられています。また、市⾕⻲
岡⼋幡宮からはこうした⾼層建築物群の裏
側が⾒えてしまっており、眺めに対する配慮
が望まれます。

⼯場の機能更新にあたっ
ては、森のようなみどり豊
かな景観が創出されました。

しっかりした直⾏の道路基盤を持つ、整ったまち
なみが広がっています。⻄側は敷地分割が進み、
⼩規模な建築物が建ち並んでいます。

靖国通りが折れ曲がるコーナー部分は、杉並⽊
となっています。市ヶ⾕駅⽅⾯からはちょうどア
イストップの位置に⾒えます。

防衛省の電波塔はエリア
内に限らず、広範囲のいろ
いろな場所から眺めるこ
とができるランドマークと
なっています。

⼀ノ瀬
住宅倉庫歴

⼀ノ瀬
住宅主屋歴

エリア境界

【凡例】

眺望点
⾒え⽅を確認
する眺望地点

神社

公園

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

連続するみどり

ランドマーク
⼤規模な敷地

視線⽅向・
重要な軸線 景観上重要な道路

幹線道路

崖線

【景観資源】
（国指定重要⽂化財等）

歴 歴史に関わる資源

まとまったみどり

今後整備予定の緑地

今後整備予定の公園
今後整備予定の広場

JR市⾕駅前からは、
外堀通り沿いの⾼
層建築群が⾒えま
す。江⼾を代表する
⾵景の⼀つだった
場所です。

0 50 100 200m

景観特性

外濠斜⾯地外濠斜⾯地外濠斜⾯地外濠斜⾯地
エリアエリアエリア

市⾕仲之町市⾕仲之町市⾕仲之町市⾕仲之町市⾕仲之町

2-7 市村本村台地エリア

2-7
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みどり豊かな歩⾏者空間でつながれたゆとりのあるまちなみへ
⼤規模な公共施設などによるスケールの⼤きな景観と、周辺の住宅地を、みどり豊
かな歩⾏者空間でつなぎ、調和させていく。

１.⼤規模施設群を周辺の住宅地に調和させる
景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策

⼤規模な施設等によるスケールの⼤きなまちなみと中⼩規模
の住宅が建ち並ぶ住宅地のまちなみを調和させる。

斜⾯地では積極的に緑化を⾏い、⼤規模施設群や中低層の住
宅が混在するまちなみをみどり豊かなものにする。

市ヶ⾕駅付近や市⾕⻲岡⼋幡神社からの雑然とした眺めを整
えることで、地域の核となる景観を創出する。

■形態意匠や⾊彩は周辺に配慮した落ち着いたものとする
■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■道路沿いに⼗分な広さの空地を設けたり、敷地内部を通り抜けられるよ
うな空地を配置したりして、樹⽊や草花などによる緑化を⾏い、歩⾏者に
とって明るく潤いのある景観をつくる
■屋上緑化や壁⾯緑化を積極的に⾏う
■規模の異なる建築物が隣接する際には植栽などにより緩衝帯を設けるな
ど、景観が調和するように⼯夫する

■外堀通り沿いでは、市ヶ⾕駅前からの眺めに配慮し、外濠と調和した落
ち着いた形態意匠および⾊彩とする
■市ヶ⾕駅や市⾕⻲岡⼋幡神社から⾒える場所では、屋上広告物は建築物
と⼀体的に計画し、周囲からの⾒え⽅に配慮する

■崖下からの眺めを考慮し、積極的に緑化を⾏う��（例えば、⽣垣の推進、
壁⾯緑化や屋上緑化など）

ゆとりと潤いを感じる快適な景観をつくる

豊かなみどりで包み込む

スカイラインが揃い整然としたまちなみ

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

2-7
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３�榎地区
榎地区は、新宿区の北東に位置し、江⼾時代には武家地と江⼾中⼼部より移転し
た寺社地が多くを占めており、神⽥川周辺の低地はまだ農村でした。現在では、武家
地や寺社地であった⽜込台地と北側の斜⾯地上に閑静な住宅地があり、農村であ
った低地には印刷製本業が集積しています。地区の中央には外苑東通りが⾕地に
沿って通っています。

３１ 早⼤通り区画整理エリア 
�ゆとりある道路をいかした多様な表情を持つ
�まちなみへ
３２ 江⼾川橋通り周辺エリア 
�空とみどりを感じるゆとりと潤いある
�まちなみへ
３３ ⽜込⻄斜⾯地エリア 
�地形・歴史を感じる眺めをいかしたみどり豊かな
�まちなみへ

３４ 弁天町⾕筋エリア 
�変化に富んだ地形による解放感ある眺めを
�いかしたまちなみへ
３５ 柳町外苑東通りエリア 

３６ 市⾕仲之町エリア 
�みどり豊かで閑静な住宅が連なるまちなみへ

3-1 早⼤通り区画整理エリア

3-2 江⼾川橋通り周辺エリア

3-3 ⽜込⻄斜⾯地エリア

3-4 弁天町⾕筋エリア

3-5 柳町外苑東通りエリア

3-6 市⾕中之町エリア

3-1 早⼤通り区画整理エリア

3-2 江⼾川橋通り周辺エリア

3-3 ⽜込⻄斜⾯地エリア

3-4 弁天町⾕筋エリア

3-5 柳町外苑東通りエリア

3-6 市⾕中之町エリア

若松河⽥駅

早稲⽥駅

神楽坂駅

⽜込柳町駅

⽜込神楽坂駅

曙橋駅
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神⽥川沿いには平坦な低地が広がり、地場
産業である印刷製本業が集積しています。こ
の低地は、区画整理事業により整った道路基
盤となった区域と、農村の基盤をそのまま継
承した住宅の密集した区域に⼤きく⼆分さ
れます。

地区の中央には、⽜込台地に切り込むかた
ちで、⾕地が細⻑く⼊り組んでいます。この⾕
地に沿って、地区を縦断する外苑東通りが
通っています。地区の南側の台地上にはゆと
りある住宅地のまちなみが広がっています。

神田川沿いの低地

台地に切り込む谷地

現在の道路の多くは、江⼾時代から受け継
がれてきたものです。地区の北側にあった⼤
規模な武家地は明治時代に敷地分割され、
現在の早稲⽥⼤学周辺のまちなみを⽣み出
しました。また、台地上や斜⾯地に⽴地して
いた寺社の多くは、現在もそのまま残ってい
ます。

地区の北側の早稲⽥鶴巻町、⼭吹町周辺で
は、戦災復興事業として⼤規模な区画整理
が⾏われました。その結果、現在の早⼤通り
に代表される整然としたゆとりのあるまちな
みとなりました。

区画整理

早⼤通りの中央に並ぶけやきは、重要な景
観資源となっています。また、地区の⻄端の
⾼台に位置する⽳⼋幡宮をはじめとする寺
社の境内の豊かなみどりがまちなみに潤い
を与えています。

台地上の住宅地では庭先に豊かなみどりが
あります。斜⾯地には、寺社の境内のみどり
があり、⾕地の住宅地からまちなみの背景に
奥⾏きあるみどりを眺めることができます。

早大通りの街路樹と寺社のみどり

変化に富んだ地形

まちの記憶や⽂化

⽔とみどり

地区の概要

【3-6�市⾕仲之町エリア】
台地上のゆとりあるまちなみ

【3-4�弁天町⾕筋エリア】
⾕地に下る階段状からの眺め

【3-1�早⼤通り区画整理エリア】
ゆとりある道路景観と豊かなみどり

【�3-5�柳町外苑東通りエリア】
⾕地を通る路地沿いに連なるみどり

【3-2�江⼾川橋通り周辺エリア】
⼤規模な⽥中寺と周囲の⽣垣

【3-3�⽜込⻄斜⾯地エリア】
⾼台に⽴地する⽳⼋幡神社

地区を縦断する外苑東通りは現在拡幅⼯事
が進められています。それに合わせて沿道の
建築物の更新も進んでいます。

外苑東通り

エリア別景観形成ガイドライン ３�榎地区
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【凡例】

明治時代の旧武家地の宅地化

鶴巻⼤⽕区画整理（⼤正9年）

戦災復興土地区画整理
(昭和25年認可昭和57年換地処分告⽰）

都市改造土地区画整理
(昭和39年認可昭和57年換地処分告⽰）

寺
公園

保護樹⽊
(区�みどりの条例)
連続するみどり
まとまったみどり

ランドマーク

視線⽅向・重要な軸線

景観上重要な道路

近世以前からの道路

アイストップ

景観上重要な交差点

すみ切りに沿った
壁⾯を持つ建築物

エリア境界幹線道路

歴史に関わる資源歴

【景観資源】
（区指定⽂化財等）

早⼤通り沿道の建物は４〜
５階建てが多いのですが、
東部を中⼼に、8〜10階建て
の建築物があります。

鶴巻南公園から放射線状に伸
びる直線街路から公園の樹⽊
が⾒えます。公園は⾊々な場所
からアイストップとして⾒えます。

エリアの南側は、緩やかな⾼低差があり、
うねりのある道路景観となっています。
また、全体として北側に向かうほど下が
る傾斜があります。

⽣⽥春⽉旧居跡

早稲⽥⼤学２号館
（旧図書館）

神⽥川

新⽬⽩通

鶴巻⼩学校

早稲⽥⼤学⼤隈講堂

早稲⽥通り

6-2　早稲⽥⼤学6-2　早稲⽥⼤学6-2　早稲⽥⼤学6-2 早稲⽥⼤学6-2　早稲⽥⼤学6-2 早稲⽥⼤学

2-1　五軒町エリア2-1 五軒町エリア2-1　五軒町エリア2-1 五軒町エリア2-1 五軒町エリア2-1　五軒町エリア2-1 五軒町エリア2-1　五軒町エリア2-1 五軒町エリア

⽂京区⽂京区⽂京区

実施時期は異なるものの、全体的に区画整理事業が実施されたエリアです。早⼤通りを中⼼として、
⽐較的幅員の⼤きい道路が直交しているため、整ったまちなみとなっています。⼀⽅で、昔から残る
道路や緩やかな⾼低差のある地形などによる道路の屈折、⼤きくすみ切りされたコーナーなどが
変化のある景観を創出しています。

中央にけやき並⽊を有する早⼤通りは、ゆと
りある道路景観を⽣み出しています。エリア内
の各道路は直線で⾒通しも良く、交差点は⼤
きくすみ切りされているため、ゆとりを感じま
す。また、公園や街路樹などのアイストップの
みどりも、まちなみにゆとりと潤いをもたらし
ています。

早⼤通りの北側では、４つの異なる時期に区
画整理が⾏われました。そのため、それぞれの
境⽬などで道路の⽅向や取り付けのずれが
⽣じています。また南側では、昔から残る道路
や緩やかな⾼低差のある地形による屈折など
によって、変化のある景観となっています。

戦災復興土地区画整理事業では、交差点で
⼤規模なすみ切りが⾏われました。このすみ
切りの線に沿って建築物が建ち、開⼝部や装
飾で魅⼒的なまちかどをつくっています。

1.ゆとりある道路景観

0 50 100 200m

景観特性

3-1 早⼤通り区画整理エリア
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ゆとりある道路をいかした多様な表情を持つまちなみへ
整った道路基盤を持つこのエリアでは、早⼤通り沿道のまちなみや視線が集ま
るすみ切りされた交差点をいかし、個性的なまちなみを創出する。

1.早⼤通りのけやきが映えるまちなみをつくる

3.⼤規模な緑地である公園・寺社を中⼼にまとまったみどりを創出する

景観資源であるけやきの街路樹を中⼼とした早⼤通りならで
はのまちなみをつくる。

■素材や⾊彩は、けやきのみどりと調和する落ち着いたものとするか、�みど
りが映りこむガラスのカーテンウォールとする
■街路樹のケヤキの植樹間隔を考慮し、壁⾯の分節化を図る
■壁⾯線の連続性に配慮する
■屋上広告物は、設置しないようにするか、建築物と⼀体的に計画し周囲
からの⾒え⽅に配慮する
■⼤隈講堂への眺めや⼤隈庭園からの眺めに配慮した形態意匠および⾊彩
とする

⼤きなすみ切り線に合わせて建物の形態や意匠を⼯夫し、コ
ーナー部分をいかした魅⼒的なまちかどをつくる。

■すみ切りのある交差点では、建物はすみ切り線に合わせて壁⾯をつくり、
エントランスや開⼝部を設けるようにする
■Ｔ字路や叉路では、アイストップの位置にあたる⾓地を緑化するか、ま
たは外壁の素材や意匠を⼯夫する

景観資源である鶴巻南公園や済松寺の周囲では落ち着いた雰
囲気と調和するみどり豊かな景観をつくる。

■鶴巻南公園や済松寺の樹⽊のうち、エリア内の街路からの⾒通し上に位
置するものは極⼒保存する

■鶴巻南公園や済松寺の周囲の建物は積極的に緑化を⾏う
■鶴巻南公園や済松寺の周囲の建物はみどりと調和するような⾊彩や素材
とし、特に彩度の⾼いものは避ける

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

⼀つ⼀つのコーナーに表情をつける

けやきの間から顔を覗かせるまちなみ

公園や寺社のみどりと連続するみどりを創出する

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針
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早稲⽥⽅⾯から繋がる低地に位置する江⼾川橋通り周辺エリアは、エリア全体に点在する印刷製
本⼯場が動きのあるまちなみを⽣み出しています。江⼾時代から残る東⻄⽅向の道路の沿道が、特
徴的な景観となっていますが、江⼾時代に市街地だったところと農村だったところでは、現在でも⼤
きく異なる道路景観となっています。

このエリアは江⼾時代の市街地と農村との境
界にあたります。現在でも、互いに直交する道
路や、直線の主要道路と路地からなる整った
景観と、かつて河川の流路であった幅員の狭
い折れ曲がった道路を中⼼とした変化に富ん
だ景観とが隣り合わせにあります。

箪笥地区の五軒町エリアから連続して、エリ
ア全域にわたって、⼩規模な印刷製本⼯場が
点在しています。⾃動⾞の通れないような細
く折れ曲がった道路沿いにまで⼯場が⽴地
しています。動きのある⽣業の⾵景がこのエ
リアの特徴となっています。

江⼾時代から続く⽥中寺、傳久寺のおもむき
とみどりが、周囲の景観に落ち着きと潤いを
与えています。⼀⽅で、⼤⽇本印刷㈱榎町⼯
場はエリア内では数少ない⼤規模敷地で、⻑
⼤な壁が続いています。

１. ２.地場産業のある景観 ３.⼤規模な寺院・⼯場・学校

幹線街路に⾯していない⼤規
模⼯場。周りの建物とスケール
の違いがその存在を際⽴たせ
ています。

互いに直交する街路網が⽣み出す街区

旧川筋の不整形な街路が⽣み出す街区

直線状の狭幅員の主軸街路が⽣み出す街区

視線の先に⾚城神
社の豊かなみどりが
⾒えます。

広場のような六叉路の交差点
が視線が集る景観の焦点とな
っています。

江⼾時代の市街地基盤を受け継いだエリア

江⼾時代の農村基盤を受け継いだエリア

エリアの中⼼となる幹線道路ですが、歩道
が狭く沿道建築物も調和を⽋いているため、
歩⾏者にとっては快適な道路景観とはなっ
ていません。

稲荷神社

【凡例】

新宿⼭吹⾼校

早⼤通り

⽥中寺
江⼾川⼩学校

⾚城神社

傳久寺

⼤⽇本印刷
榎町⼯場

蟹川が暗渠化された旧河川道
であり、特徴的なシークエンス
景観を⽣んでいます。

済松寺

⾚城神社と済松寺を両端に持
つ江⼾時代からの道です。

⽥中寺への参道でもあ
り、寺の樹⽊がアイスト
ップとなっています。

★要確認

※写真は今後差し替え※

0 50 100 200m

景観特性

⽂京区⽂京区

五軒町五軒町五軒町五軒町
エリアエリアエリアエリア

3-43-43-43-43-43-43-4
早⼤通り区画整理早⼤通り区画整理早⼤通り区画整理早⼤通り区画整理早⼤通り区画整理早⼤通り区画整理早⼤通り区画整理早⼤通り区画整理早⼤通り区画整理早⼤通り区画整理早⼤通り区画整理

エリアエリアエリアエリアエリアエリアエリア

3-2 江⼾川橋通り周辺エリア
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空とみどりを感じるゆとりと潤いのあるまちなみへ
低層の建築物が密集し、印刷製本⼯場と住宅が混在したこのエリアでは、すっきりしたス
カイラインの形成と低めの位置への緑化により、ゆとりと潤いを創出する

2.地場産業

⾼い塀や⾼層の建物による圧迫感を軽減し、ゆとりと潤いを創
出する。

■垣・さくは⾼さを抑え、⽣垣や閉鎖的でないものとする
■アイストップに位置する場合は、路地に対して圧迫感を与えないよう路地
側の部分で中⾼⽊等による緑化を⾏う

印刷製本⼯場と住宅地とが、みどりでつながり、全体として調
和した景観をつくる。

■⼤規模な⼯場の敷地際は、積極的に緑化を⾏う
■⼩規模⼯場の隣地境界線や道路沿いには植栽帯を設け、積極的に緑化を
⾏う

■夜間景観に配慮し、道路沿いには照明等を設置する

旧川筋の変化に富んだ不整形な街路が⽣み出すまちなみを継
承する。

■敷地統合の際は、既存のまちなみに配慮し、分棟による配置や壁⾯の分
節化を⾏う

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

本エリアのみどり・歴史の中⼼である寺院の雰囲気と調和した
周囲の景観をつくる。

■寺院の参道沿いでは、寺院への眺めを妨げないよう配慮する�����������
■寺院の周囲では積極的に緑化を⾏う

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

寺院と調和したみどりが豊かな参道の景観を
まちのシンボルとして創出する

空の広がりと⾜元のみどり

緑化による周辺住宅地への配慮

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

3-2

エリア別景観形成ガイドライン ３�榎地区

49



夏⽬坂からは、東側の沿道の建物
の後ろに早稲⽥⼤学喜久井町キ
ャンパスの崖線の緑を望むことが
できます。⻄側には寺院の境内の
樹⽊が⽬に⼊ります。

まちの中⼼となる道からは両
側に道が伸びていますが、多
くはほぼ⼀定の奥⾏きで⾏き
⽌まりとなっています。

宗参寺（⼭⿅素⾏の墓）

夏⽬漱⽯誕⽣の地

幸国寺
（イチョウ）

夏⽬漱⽯終焉の地

【凡例】
眺望点
視線⽅向・重要な軸線
神社
寺
境内地
公園

地域を象徴する建築物
景観重要樹⽊

重要なみどり
連続するみどり
景観上重要な道路
上記街路から伸びる道路

幹線道路
⾒通しのきく道路
坂道（下から上）
学校敷地
エリア境界

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

寺院に関わる資源

歴史に関わる資源

寺 寺
歴

【景観資源】
（国指定重要⽂化財等） （区指定⽂化財等）

寺院に関わる資源

早稲⽥南町

⽳⼋幡神社

早稲⽥⼩学校

⼤久保通り

夏⽬坂

早稲⽥⼤学
喜久井町
キャンパス

夏⽬坂通り

漱⽯⼭房通り

喜久井町

⾺場下町

弁天町

早稲⽥町

原町

早稲⽥通り

り
通
東
苑
外

漱⽯⼭房記念館

0 50 100 200m

1.地形を感じる緑豊かな眺め ２.まちなみの中⼼となる道路 ３.歴史を感じる多様な景観資源

台地上を通りすぐ北側が斜⾯地となっている
⼤久保通りからは、交差点や建築物の間から
北側に向かう眺望が得られます。そのほかに
も様々な地点で地形の起伏を感じる眺めを得
られるとともに、住宅からあふれ出した緑が⻑
めに潤いを与えています。

早稲⽥南町や喜久井町を通るエリアを斜めに
横切る道路は、歩⾏者のメインルートとなって
います。低層の住宅や、⼩規模な店舗が密に
並んでいます。その他の道路はほぼ全て、この
道路から枝分かれして伸びています。また、夏
⽬坂や漱⽯⼭房通りは夏⽬漱⽯ゆかりの重要
な通りです。

台地の突端部に位置する⽳⼋幡神社、斜⾯地
中腹に⽴地する寺院、漱⽯⼭房記念館、歴史
ある⼩学校・中学校・⼤学など、エリア内には
歴史的な景観資源が数多く存在し、エリアの
景観に時間的奥⾏きを与えています。これらの
景観資源の周囲には、斜⾯地のみどりなどの
まとまったみどりが存在し、周囲に潤いを与え
ています。

エリア全体が、南側から徐々に北側へ向かって下る斜⾯地となっています。⻄端の⾼台には、みど
り豊かな⽳⼋幡神社があります。江⼾時代から残るエリアを斜めに横切る道路を中⼼として、まち
なみが形成されています。エリア内には寺社が数多くあり、落ち着いた雰囲気となっています。

景観特性

3-43-43-43-4
弁天町⾕筋弁天町⾕筋弁天町⾕筋弁天町⾕筋弁天町⾕筋弁天町⾕筋弁天町⾕筋

エリアエリアエリアエリアエリア

4-24-24-2
夏⽬坂エリア夏⽬坂エリア夏⽬坂エリア夏⽬坂エリア

4-14-1
⼾⼭公園箱根⼭エリア⼾⼭公園箱根⼭エリア⼾⼭公園箱根⼭エリア⼾⼭公園箱根⼭エリア

3-3 ⽜込斜⾯地エリア

3-3
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地形・歴史を感じる眺めをいかしたみどり豊かなまちなみへ
斜⾯地の地形をいかした眺めと、歴史を感じる資源を中⼼にみどり豊かでおも
むきのある景観を創出する。

1.地形を感じられる眺めを保全する

エリアを斜めに横切る道路沿いでは積極的な緑化を⾏い、
みどり豊かな景観をつくる。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

⼤久保通りから斜⾯下への眺めの他、エリア内に数多く
存在する地形を感じられる眺めを保全、創出する。

■⼤久保通りの北側、夏⽬坂の東側に建つ建物については、敷地 �
奥まで続く空地やピロティ等を設けるなど、視線が抜けて地形やみどり
への⾒通しが得られるように⼯夫する

■寺社のみどりへの⾒通しを妨げないよう⼯夫をする
■公園などのオープンスペースからの坂道の眺めを保全する

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策
■道路沿いは、積極的に緑化を⾏い、駐⾞スペースなどについても緑化
ブロックなどで⼯夫する
■路地の⼊り⼝や交差点は、特に積極的に緑化を⾏う

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

エリア内に多数存在する寺社仏閣、早稲⽥⼩学校、漱⽯⼭房
記念館などと調和した景観をつくる。

■寺社のまとまったみどりを保全する
■寺社周辺では、神社の雰囲気と調和し落ち着いた形態意匠および⾊彩
とする
■特に、境内から⾒える場合は、境内からの眺めに配慮した形態
意匠および⾊彩とする

■早稲⽥⼩学校の校舎を地域景観のシンボルとして保全する
■早稲⽥⼩学校周辺に⾒られる歴史を感じさせる⼤⾕⽯の基壇の雰囲気
や桜並⽊を保全する
■夏⽬坂、夏⽬坂通り及び漱⽯⼭房通り沿いでは落ち着いた形態意匠及
び⾊彩とする

視線が抜けるように開⼝部やピロティを設置
し、建築物を分節化する

⼩さなみどりが重なり合うまちなみ

早稲⽥⼩学校のまわりの季節感豊かな景観

漱⽯⼭房記念館の写真

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針
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外苑東通り沿いは狭い⾕地となっています。⼀番低い場所は外苑東通りの⻄側のむかしの川筋の
道路です。その⾕地に向かって東⻄から、坂道や階段が降りてきているのが特徴です。東側の台地
上からは、遠くまで⼀望することができます。また、寺社も多く、落ち着きのある景観となっています。

かつて河川の流路であったこの道路
が⼀番低い場所となっています。⾃
然の流れにそって蛇⾏を繰り返し、
変化のある景観となっています。

東側の台地上から⻄側を⾒ると、
エリアを遠く広く展望できます。

27

30

【凡例】
眺望点
寺
境内地
公園

景観上重要な道路
幹線道路
エリア境界

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

エリア内にある狭く急な坂道
や階段は、沿道の建築物の基
壇や植栽などと共に特徴的
な景観を⽣み出しています。

緩やかに続く坂道沿い
の建築物は、道の傾斜に
合わせて徐々に⾼さが
変化していき、穏やかな
景観を⽣み出しています。

拡幅⼯事が進む外苑東通りは、周
囲に⽐べ⼤きなスケールの道とな
るため、沿道の建物の意匠や、景観
形成に配慮する必要があります。

外苑東通り

道路拡幅予定

階段

急な坂道

緩やかな坂道

住宅から溢れる緑

台地上

斜⾯地

⾕

0 50 100 200m

⾕の中腹に伸びている外苑東通りでは、⻄側
が⾕地となっているため、通りの⻄側と東側
で⾼低差が⽣じており左右⾮対称の街路景
観となっています。また、外苑東通りでは拡幅
⼯事に伴って沿道建築物の更新が進んでい
ます。

外苑東通りとその1つ⻄側の通りに向かって、
台地上から階段や坂道が降りてきています。
Ｕ字型の地形のため⾒通しは良くありません
が、地形を強く感じる景観となっています。坂
の上からは、⾕地や⾕地を挟んで反対側の台
地の景観を眺めることが出来ます。

外苑東通りの東側には、寺院等によるみどり
や空地が多くあり、台地上から⾕地を眺める
視点場となっています。また、寺院のみどりは、
台地上の閑静な住宅街と幹線道路の喧騒と
の緩衝帯となるともに、周辺の住宅地に落ち
着きと潤いを与えています。

１.激しい⾼低差が⽣み出す景観 ２.⾕地と台地をつなぐ坂道と階段 ３.斜⾯地のオープンスペース

※写真は今後差し替え※

景観特性

3-33-33-3
⽜込⻄斜⾯地⽜込⻄斜⾯地⽜込⻄斜⾯地⽜込⻄斜⾯地⽜込⻄斜⾯地⽜込⻄斜⾯地⽜込⻄斜⾯地

エリアエリアエリアエリアエリア
2-5　⽜込台地エリア2-5　⽜込台地エリア2-5　⽜込台地エリア2-5 ⽜込台地エリア2-5　⽜込台地エリア

3-1　早⼤通り区画整理エリア3-1　早⼤通り区画整理エリア3-1 早⼤通り区画整理エリア3-1 早⼤通り区画整理エリア3-1 早⼤通り区画整理エリア3-1 早⼤通り区画整理エリア3-1 早⼤通り区画整理エリア3-1　早⼤通り区画整理エリア

3-4 弁天町⾕筋エリア
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変化に富んだ地形による開放感のある眺めをいかしたまちなみへ
⾕地沿いの特徴的な景観をいかし、寺社や坂道、階段による落ち着きあるまちな
みを創出する。

2.みどりで寺院や駐⾞場の空地の魅⼒を⾼める

3.坂道や階段をいかした景観をつくる

外苑東通り沿道の視界が開ける景観や台地の上からの眺
めを保全、創出する。

■崖上や台地上では、崖下や低地への眺めを確保するよう空地や
ピロティ等を設ける
■崖上や台地上、外苑東通り沿いでは、壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な
壁とならないように配慮する

■駐⾞場等の周囲の垣・さくは閉鎖的でないものとする
■崖上や台地上からの眺めに配慮した形態意匠、⾊彩及び照明計画とし、
積極的に屋上や壁⾯を緑化をする

■外苑東通り沿いではスカイラインやファサードの連続性を意識した形
態意匠とする

外苑東通りと台地上との間に残る空地を守り、積極的に
緑化を⾏う。

■既存の樹⽊を保全し、建築物等の配置は樹⽊への眺めを妨げないよ
う配慮する
■駐⾞場の周囲は連続する⽣垣等で囲む

エリアを特徴づける坂道や階段沿いでは、坂道や階段の雰
囲気をいかした魅⼒的な景観をつくる。

■擁壁上部の垣・さくは⾼さを抑える
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する（壁
⾯緑化を⾏う、⾃然素材を⽤いる、分節化を図る�など）

■道路沿いには、空地をとり、植栽帯を設ける
■安全性とともに夜の雰囲気を⾼める⾜元の照明灯を設置する

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

駐⾞場などの空地
に視線を遮らない
程度に緑を配置する

坂道の雰囲気

中腹の空地を守る

台地上から⾕地側を⾒通せるように開⼝
部やピロティを設置する

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

3-4
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東⻄の台地に挟まれた中央の⾕地沿いに、外苑東通りが通るエリアです。⽜込柳町の交差点付近
が、⼀番低い場所となっています。外苑東通り沿道では拡幅に伴う、まちなみの⼤きな変化が予想
されます。台地下の低地では住宅が密集し、⽣活感あふれるまちなみとなっています。⼀⽅、台地上
では寺社や学校などがゆとりをもって⽴地し、⽐較的⼤規模な建築物が整然と建ち並んでいます。

境内地

神社

公園

眺望点

寺

保護樹⽊

連続するみどり
まとまったみどり

景観上重要な道路

坂道（下から上）
階段（下から上）
学校敷地

エリア境界

【凡例】

台地上
台地下

幹線道路

重要なみどり
中守稲荷

経王寺

浄栄寺（梵鐘）

台地の尾根を⾛る直線道
路です。落ち着いた雰囲気
の住宅が建ち並び、⾒通し
も良好です。

江⼾時代から残る道路です。⼤久
保通リ沿いの建築物の裏側が⾒
えてしまう場合があります。

江⼾時代から残る道路
です。南側にはゆとりあ
る敷地の公共施設など
が並び、みどりが豊かで
す。特に屈折部の並⽊
が、良好な景観を創出
しています。

住宅からあふれる緑

拡幅予定地

主に台地下に
広がる住宅街
には個々の住
宅敷地からあ
ふれ出るみどり
が周辺に潤い
を与えています。

地形の特性を
いかした眺望の
良い地点が存
在しています。

外苑東通り

⼥⼦医⼤通り

原町⼆丁⽬

市⾕薬王寺町

成城学校
市⾕柳町

原町⼀丁⽬

0 50 100 200m

１.拡幅中の外苑東通り ２.台地上の整然としたまちなみ

エリアの中⼼を縦断する外苑東通りでは道路
拡幅⼯事中であり、過渡期の景観となってい
ます。拡幅⼯事後も、これまでの⼩規模な店
舗を中⼼としたまちなみを継承し、周辺の落
ち着いた雰囲気と調和の取れた沿道景観の
形成が望まれます。

市⾕薬王寺町の東側と⼤久保通り沿道には、
みどり豊かで敷地規模の⼤きい低中層建築
物が多くあり、全体として整った景観とな
っています。エリア北側では、学校や寺社
のみどりが良好な沿道景観を創出していま
す。また、台地上には台地下を眺望できる視
点場が複数あります。

低地には整った道路基盤はないものの、路地
沿いに⾝近なみどりがあふれ出し、⽣活感の
ある⼼地よいまちなみが広がっています。台地
上の学校や、寺社のみどりが路地景観に奥⾏
きを与えています。細街路整備と同時に、現在
の景観を保全していく、⼯夫が必要です。

景観特性

2-72-7
市⾕本村台地市⾕本村台地市⾕本村台地市⾕本村台地市⾕本村台地

エリアエリアエリアエリア

3-63-6
市⾕仲之町エリア市⾕仲之町エリア市⾕仲之町エリア市⾕仲之町エリア市⾕仲之町エリア

4-34-3
⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア

3-5　柳町外苑東通りエリア3-5 柳町外苑東通りエリア3-5　柳町外苑東通りエリア3-5 柳町外苑東通りエリア3-5 柳町外苑東通りエリア3-5 柳町外苑東通りエリア3-5 柳町外苑東通りエリア3-5 柳町外苑東通りエリア

2-52-5
⽜込台地エリア⽜込台地エリア⽜込台地エリア⽜込台地エリア⽜込台地エリア⽜込台地エリア⽜込台地エリア⽜込台地エリア⽜込台地エリア

※写真は今後差し替え※

3-5 柳町外苑東通りエリア
エリア別景観形成ガイドライン ３�榎地区
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拡幅中の外苑東通り沿いを賑わいとみどりあふれるまちなみとし、周辺の台地
上・台地下の個性豊かな道をいかした景観を保全・創出する。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

道路拡幅後も商店街の賑わいあふれる幹線道路沿道の
景観をつくる。

■低層部の壁⾯の位置は後退させ、道沿いにゆとりをつくる
■低層部は、賑わいを感じられるような開放的な意匠とする
■夜間景観に配慮し、シャッターは透過性の⾼いものとする
■道路沿いは積極的に緑化を⾏い、快適な歩⾏者空間をつくる
■外苑東通り沿いの建築物は沿道からだけでなく、周辺からの眺望にも
配慮した形態意匠とする

2.台地上のみどり豊かなまちなみを保全する
景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

みどりが豊かで、ゆとりと開放感のある台地上のまちなみを
保全する。

■擁壁上部の垣・さくは⾼さを抑える�
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する（壁⾯
緑化を⾏う、⾃然素材を⽤いる、分節化を図る�など）

■道路沿いには空地をとり、植栽帯を設ける
■台地上の寺院や墓地、学校等の樹⽊は保全する
■台地上の敷地に⽴つ建物は、台地下の圧迫感を軽減させるように空地
をとり、緑化を⾏う

3.台地下のみどり豊かな路地景観をつくる
景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

台地下の路地沿いでは緑化を⾏うとともに、まちの貴重な
広場空間である井⼾端の潤いあふれる景観をつくる。

■⾊彩や素材は、周囲の落ち着いた雰囲気に調和したものとする
■垣・さくなどは⽣垣や⾃然素材のものを使⽤する
■井⼾端周辺では樹⽊や草花などにより、明るく潤いのある景観をつくる

外苑東通り

・賑わいに貢献
・道沿いのゆとり
・緑化

現況幅員（12m） 拡幅部分（18m）

緑化する
（ただし⾼⽊等で陰を落とすものは避ける）

この関係に配慮する

台地上

台地下

台地下に配慮した台地上のまちなみ

⾝近なみどりを中⼼にみどり豊かな路地景観を
つくる

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ３�榎地区
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江⼾時代から残る直線道
路と沿道敷地の裏側の境
界(背割り線)が維持され
ているため、道路景観のま
とまりを強く感じさせます。

直線道路で⾒通しがよく、
⾼層建築物があまりないた
め、外苑東通り沿いの⾼層
建築物と防衛省の電波塔、
⻄側の超⾼層ビルが良く
⾒えます。

江⼾時代に尾張殿の⾺
場として利⽤されていた
場所です。

【凡例】

公園

景観上重要な道路

敷地奥へ伸びる道路

坂道（下から上）

階段（下から上）

学校敷地

⾼層建築物（７階以上）

超⾼層建築物

崖線

エリア境界 4-5　曙橋エリア4-5　曙橋エリア4-5　曙橋エリア4-5 曙橋エリア4-5　曙橋エリア

2-7 市⾕本村2-7 市⾕本村2-7　市⾕本村2-7 市⾕本村
台地エリア台地エリア台地エリア

4-34-34-3
⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア

3-5　柳町外苑東通り3-5　柳町外苑東通り3-5　柳町外苑東通り3-5 柳町外苑東通り3-5　柳町外苑東通り
エリアエリアエリア

江⼾時代から残る整った敷地割りを、現在も受け継いでいます。直線道路の両側に、⽐較的⼤規模
な敷地が並ぶまちなみは、広がりとゆとりを感じさせます。全体的に台地上に位置し、東側には外
苑東通り沿いの⾼層建築物、⻄側には超⾼層建築物があるため、エリアの景観のまとまりを強く感
じます。

東⻄⽅向に並ぶ3本の直線道路は、幅員も余
裕があり⾒通しが良好です。この直線道路沿
いに並ぶみどりの連続が、エリア最⼤の特徴
となっています。

特にエリアの北側では、敷地の分割が進んで
います。敷地の中央に道路を⼊れたパターン
が多く、駐⾞場などが直接敷地に⾯してきま
す。周辺との調和を図るための配慮が望まれ
ます。

外苑東通りに接している街区は、江⼾時代に
は尾張殿の⾺場として使⽤されていました。
この細⻑い街区に並ぶ⾼層建築物が幹線道
路の喧騒の遮断帯となっています。また、⻄側
にも超⾼層建築物があるため、エリアの景観
のまとまりを強く感じます。

２.分割された敷地 ３.幹線道路との緩衝帯

0 50 100 200m

景観特性

3-6 市⾕中之町エリア
エリア別景観形成ガイドライン ３�榎地区
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みどり豊かで閑静な住宅が連なるまちなみへ
江⼾時代以来継承されてきた敷地割りと、ゆとりあるみどり豊かなまちなみを保
全する。

2.分割された⼩規模敷地でみどりを増やす

⼤規模で奥⾏きがある敷地では、その余裕をいかして、
まとまったみどり、開放感のある空地を連続させる。

■壁⾯の位置は後退させ、道沿いにゆとりをつくる
■垣・さくは⾼さを抑え、⽣垣や閉鎖的でないフェンスとする
■駐⾞場、駐輪場などは道路から⾒えないような配置とする
■壁⾯緑化や屋上緑化を積極的に⾏う
■積極的にみどりのあるオープンスペースを設ける

⼩規模な敷地では、少ない⾯積でも効果的な植栽を配する。

■道路沿いでは低中⽊を中⼼に植栽する、または、緑化ブロック等に
よる路⾯緑化を⾏う
■垣・さくは⾼さを抑え、⽣垣や閉鎖的でないフェンスとする

外苑東通りと並⾛する通り沿いのまちなみを裏側とならない
よう配慮するとともに、公園と連続するみどりを増やす。

■外苑東通り沿いでは、並⾛する通りに対しても裏側とならないよう
配慮する

��（開⼝部・エントランスの設置、設備機器等の植栽による修景、照
明計画�など）

■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■仲之公園周辺では、積極的に緑化を⾏う

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

都市マス p.120 を基に追記

オープンスペースとまとまった植栽の連続

←⽬線以下に 隙間利⽤の植栽

仲之公園と連続する
みどりを増やす

⾼層建築の圧迫感低減

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ３�榎地区

3-6
57



４�若松地区
若松地区は新宿区のほぼ中央に位置し、江⼾時代の敷地割りが⾊濃く残っている
場所です。台地上には閑静な住宅地の良好な景観が広がっており、南側の⾕地沿い
では商店街の賑わいあふれる景観となっています。また、現在新たな都市計画道路
の整備などが進み、今後激しい景観の変化が⽣じることが予想されます。

４１ ⼾⼭公園箱根⼭エリア 
�外⼭公園と⼤規模施設群を中⼼とした
�みどり豊かなまちなみへ
４２ 夏⽬坂エリア 
�坂道や寺社の雰囲気をいかした
�落ち着いたまちなみへ
４３ ⼥⼦医⼤エリア 
�歴史ある建築物をいかした⼤規模施設群が
�周囲に溶け込むまちなみへ

４４ 余丁町周辺エリア 
�賑わいと⾝近なみどりを感じられるまちなみへ
４５ 曙橋エリア 

4-1 ⼾⼭公園箱根⼭エリア

4-2 夏⽬坂エリア

4-3 ⼥⼦医⼤エリア

4-4 余丁町周辺エリア

4-5 曙橋エリア

4-1 ⼾⼭公園箱根⼭エリア

4-2 夏⽬坂エリア

4-3 ⼥⼦医⼤エリア

4-4 余丁町周辺エリア

4-5 曙橋エリア

⼾⼭公園
（箱根⼭地区）

若松河⽥駅

曙橋駅

⼾⼭公園
（⼤久保地区）

エリア別景観形成ガイドライン ４�若松地区
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地区の⼤半は、⽜込台地の平坦な台地上に
位置しています。台地上には、⼤規模施設群
や良好な住宅地が広がっています。

⼾⼭公園の⻄側と靖国通り、あけぼのばし
通りを中⼼に２つの⾕地が台地に⼊り組む
複雑な地形となっています。そのため崖上か
らは広がりのある眺めが得られます。

広がる牛込台地

台地に切り込む二つの谷地

尾張藩徳川家屋敷であった⼾⼭公園など、
エリア内には⼤名屋敷を継承した⼤規模敷
地が多数あります。

旧⼩笠原伯爵邸や東京⼥⼦医科⼤学1号館、
学習院⼥⼦⼤学など、⾵格ある歴史的な建
造物が残っており、重要な景観資源となって
います。

風格ある歴史的な建造物

⼾⼭公園（箱根⼭地区）は、区内で⼀番標⾼
の⾼い「箱根⼭（44.6m）」や池を埋め⽴て
た窪地などがあり、変化に富んだ地形が特
徴となっています。その変化に富んだ地形と
豊富なみどりとが合わさって、奥深い緑地が
形成されています。

⼤規模施設や寺社には、まとまったみどりが
あり、地域に潤いを与えています。特に、成⼥
学園や善慶寺など斜⾯地に位置するみどり
は、⾕地からの眺めに潤いを与えています。ま
た、地区内の住宅の軒先でも積極的な緑化
がなされており、緑に富んだ景観が広がって
います。

戸山公園（箱根山地区）の豊富なみどり

変化に富んだ地形

まちの記憶や⽂化

⽔とみどり

地区の概要

【4-4 余丁町エリア】
整備された台地上のまちなみ

【4-2�夏⽬坂エリア】
広がりのある眺望を得られる坂道

【4-1�⼾⼭公園箱根⼭エリア】
尾張藩邸の庭園を継承した⼾⼭公園

【4-3�⼥⼦医⼤エリア】
歴史的な建築物が地域を象徴する

【4-1�⼾⼭公園箱根⼭エリア】
まとまった緑地を有する都市公園

【4-5�曙橋エリア】
⾕地の眺めに彩を与える斜⾯緑地

※写真は今後差し替え※
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諏訪通りの南側沿道
に、学習院⼥⼦⼤学
の煉⽡塀が連続してい
ます。街路樹やキャン
パス内のみどりととも
に良好な景観を創出し
ています。

C棟

4 号館

国際医療センターの建
物は台地上にあり、周
りからよく⾒えます。

学習院旧正⾨歴

【凡例】
眺望点
視線⽅向・重要な軸線
公園
都市計画公園
地域を象徴する建築物
アイストップ
ランドマーク
重要なみどり
連続するみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
幹線道路
坂道（下から上）
景観上重要な交差点
⼤規模な敷地
レンガ塀
崖線
エリア境界

⼾⼭公園
（箱根⼭地区）

箱根⼭

国際医療センター

⼾⼭⾼校

⼾⼭公園
（⼤久保地区）

総務省統計局

警視庁
第⼋機動隊

国⽴感染症研究所

学習院⼥⼦⼤学

東京メトロ
⻄早稲⽥駅

麿ヶ獄

御泉⽔
寺社地

御殿
表御⾨

学習院⼥⼦⼤

早⼤⽂学部

国際医療
センター

学習院⼥⼦⼤学習院⼥⼦⼤学習院⼥⼦⼤学習院⼥⼦⼤学習院⼥⼦⼤学習院⼥⼦⼤学習院⼥⼦⼤学習院⼥⼦⼤学習院⼥⼦⼤学習院⼥⼦⼤

早⼤⽂学部早⼤⽂学部早⼤⽂学部

国際医療
センターセンター
国際医療
センター
国際医療国際医療国際医療
センターセンターセンターセンターセンターセンター

早⼤⽂学部早⼤⽂学部

国際医療国際医療

▲江⼾期 現在▼

歴史に関わる
資源歴

【景観資源】
（国指定重要⽂化財等）

早稲⽥⼤学⼾⼭キャンパス

早稲⽥⼤学
⻄早稲⽥キャンパス

⻄早稲⽥中学校

広域的な景観形成ガイドライン
2-7聖徳記念絵画館の眺望の保
全に関する景観誘導の内容に従
う必要があります5-55-55-5

東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター
エリアエリアエリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア

⼾⼭公園は、尾張藩徳川家下屋敷で、かつては⼾⼭⼭荘と呼ばれていました。その中⼼には区
内で最も標⾼の⾼い「箱根⼭（４４．６ｍ）」があります。その周囲には、早稲⽥⼤学や学習院
⼥⼦⼤学、都営住宅、国⽴国際医療センターなどの⼤規模施設群があります。

尾張藩徳川家下屋敷の庭園であったこのエ
リアには、窪地をいかした、ため池がありま
した。庭園の⼀部であった「箱根⼭」は、
区内で最も標⾼が⾼く、その頂上は⾼く茂っ
た公園の⽊々に囲まれています。

周囲で⽣活する⼈々にとって⼾⼭公園は、憩
いの場であるとともに、⽣活動線としても使
われています。そのため、その周辺において
も公園と⼀体となった快適な歩⾏者空間の
創出が必要です。

エリア内には、⼤学や都営住宅、医療施設
等が多数存在しています。それぞれの持つま
とまったみどりを連続させ、快適で楽しめる
歩⾏者空間の創出が必要です。

1. 歴史あるみどり 3. ⼤規模敷地群2.みどりで覆われた歩⾏者空間

0 50 100 200m

景観特性

4-1 ⼾⼭公園箱根⼭エリア
エリア別景観形成ガイドライン ４�若松地区
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⼾⼭公園と⼤規模施設群を中⼼としたみどり豊かなまちなみへ
公共⽤地とまち、公園が⼀体となり、多様な都市機能を有するみどりあふれる
「都市の森」を形成する。

エリア内に多数存在する⼤規模施設（⼤学や医療・福祉機関、
等）の敷地境界を開放的なものにし、周囲を歩く⼈が楽しめ
るような景観をつくる。

エリアを南北に貫く箱根⼭通りでは魅⼒的な坂道景観をつく
り、また、⼾⼭公園周辺の道路では、歩く⼈に快適な魅⼒あ
る景観をつくる。

■⼾⼭公園箱根⼭周辺のみどりを保全する
■⼤規模敷地の計画では、まとまった緑化を⾏う
■中・⼩規模敷地の計画では、道路沿いで積極的に緑化を⾏う
■単なる緑化にとどまらず、⽣物が⽣息できる環境の充実を図る

■外壁の素材や⾊彩は、周囲の落ち着いた雰囲気に調和したものとする
■擁壁の上部の塀・さくは⾼さを抑える
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する（壁⾯
緑化を⾏う、⾃然素材を⽤いる、分節化を図る�など）

■道路沿いには空地をとり、植栽帯を設ける
■⼾⼭公園への動線となっている道路沿いでは、歩道と連続した歩⾏者
空間をつくり緑化を⾏う

■⾊彩や素材は、周囲と調和した落ち着いたものとする
■道路沿いには⼗分な広さの空地を設け、樹⽊や草花などにより、歩⾏者
にとって明るく潤いのある景観をつくる
■屋上緑化や壁⾯緑化を積極的に⾏う
■ベンチの設置やバリアフリー化など、誰もが快適に過ごせる公共空間の
充実を図る

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

省スペースのため「⼤規模施設群」の後の（カッコ内）は削除
（「景観形成の考え⽅」で記載があるため）

都市マス p.130-131 にも基づき公共空間に関する記載を追加

都市マス p.130 に基づき追加

明治通り
窪地（かつての池）

箱根⼭歩⾏者を楽し
ませるみどり

⾼低差をいかした
視覚的なみどりの連続性

北

南

眺望の保全・創出を図る

箱根⼭
（44.6m）

⼤隈講堂

 東京湾・
河⽥町周辺

富⼠⼭・
超⾼層ビル群

⾼⽥⾺場
 駅周辺

敷地境界を開放的なつくりとする

連続するまとまったみどりを創出する

⾃然素材を⽤いた擁壁

箱根⼭を中⼼とした周辺地域の景観資源

まちに溶け込む⼤規模敷地群

⼤規模敷地の周辺に⽣じる圧迫感の緩和

地形をいかした⼀体感のあるみどり

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ４�若松地区

4-1
61



【凡例】
眺望点
視線⽅向・重要な軸線
神社
寺
公園
地域を象徴する建築物
アイストップ
ランドマーク

重要なみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
幹線道路
坂道（下から上）
景観上重要な交差点
不整形な交差点
⼤規模な敷地
崖線
エリア境界

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

歴史的な景観の保全が
必要な建築物

下⼾塚坂からは北側に
向かって⾒晴らしの良い
眺めが得られます。

⼤久保通り沿いには間
⼝の狭い店舗が連なっ
ています。

交差点のみどりがアイスト
ップになっています。

団⼦坂からは⻄新宿周
辺の超⾼層ビル群が⾒
えます。

夏⽬坂からは、東側には早稲⽥
⼤学喜久井町キャンパスの斜⾯
地のみどり、⻄側には寺院の境内
の樹⽊が⽬に⼊ります。

不整形な道路基盤により、数多く
のアイストップが⽣まれています。

0 50 100 200m

夏⽬漱⽯の⽗親が、屋敷前の坂に⾃分の名前を付けたことが、坂道の名前の由来となっています。北側の
斜⾯地には寺社や住宅が建ち並ぶ落ち着いたまちなみがあり、エリアの中⼼を通る⼤久保通りや団⼦坂沿い
には、⼩規模な店舗の連続によりに賑わいあふれるまちなみとなっています。

⼤久保通りは北側の斜⾯地と南側の台地の
ちょうど狭間に位置しています。周辺居住者
の⽇常⽣活を⽀える店舗が建ち並び、賑わ
いあふれる快適な歩⾏者空間となっています。

エリアの北側と南側には住宅地があります。
南側の住宅地は台地上にあり、⽐較的ゆと
りのある良好な住宅地です。北側の住宅地
は斜⾯地上にあり、⽣活感のあるみどりあふ
れる路地などがあります。また、アイストップ
となる場所が多く存在しています。

エリアの東側の斜⾯地上を夏⽬漱⽯とゆか
りのある夏⽬坂が南北に⾛り、南側で⼤久
保通りと団⼦坂に突き当たります。夏⽬坂
沿いには寺社が多く、また、下⼾塚坂の上
からの眺めは、遠くまで⾒通すことができ、
地形を感じる⽴体的な景観となっています。

1. 歴史ある坂道の景観 2. 南北の良好な住宅地の景観 3. 幹線道路沿いの商店街の景観

景観特性

4-14-14-14-1
⼾⼭公園⼾⼭公園⼾⼭公園

箱根⼭エリア箱根⼭エリア箱根⼭エリア箱根⼭エリア箱根⼭エリア箱根⼭エリア箱根⼭エリア箱根⼭エリア箱根⼭エリア

4-34-34-34-34-34-34-34-34-3
⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア

4-2 夏⽬坂エリア
エリア別景観形成ガイドライン ４�若松地区
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坂道や寺社の雰囲気をいかした落ち着いたまちなみへ
坂道やまとまったみどりなどの景観資源をいかした、住宅地の落ち着いた景観
をつくる。

1. 由緒ある坂道をいかした景観をつくる

２. 落ち着いた住宅地と調和した景観をつくるる

3. 賑わいあふれる幹線道路沿道景観をつくる

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

夏⽬坂や団⼦坂、下⼾塚坂等の由緒ある坂道沿いでは、
坂道の歴史に配慮した落ち着きある景観をつくる。

■⾊彩や素材、意匠は、周囲と調和した落ち着いたものとする
■擁壁の上部の垣・さくは⾼さを抑える
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する（壁⾯
緑化を⾏う、⾃然素材を⽤いる、分節化を図る、など）

■道路沿いには空地をとり、植栽帯を設ける
■アイストップとなる場所では、積極的に緑化を⾏う
■坂上からの⾒晴らしのよい眺望を保全する

北側に広がる斜⾯住宅地や南側の台地上の住宅地の落ち
着いたまちなみと調和した景観をつくる。

⼤久保通り沿いでは、低層部の賑わいを創出し快適な歩⾏
者空間をつくる。また、周辺住宅地の住環境へも配慮する。

■⾊彩や素材は、周囲と調和した落ち着いたものとする
■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないように配慮する
■アイストップとなる場所では積極的に緑化する
■エントランス部などには暖かみのある照明を使⽤し落ち着きと安⼼感のあ
る夜間景観を創出する

■壁⾯の位置を揃え、周囲と調和を図る
■スカイラインや壁⾯線、低層部のファサードの連続性に配慮する
■間⼝は現在の規模を継承するか、もしくは、分節化を図る
■低層部の賑わいを感じられるよう、開放的な意匠とする
■低層部の賑わいを創出しつつ安⼼感を感じられる照明計画とする
■住宅地とのボリュームギャップを解消する（住宅地側は階数を減らし、
屋上緑化をするなど）

■住宅地側には空地をとり、積極的に緑化する

L 字型 くの字型

袋⼩路

北斜⾯の坂道景観

北側斜⾯住宅地への配慮

アイストップの活⽤

賑わいあふれる歩⾏者空間

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ４�若松地区
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【凡例】

眺望点
視線⽅向・重要な軸線
寺

公園
地域を象徴する建築物
アイストップ

重要なみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
幹線道路
都市計画道路
坂道（下から上）
⼤規模な敷地
⾼層建築物
崖線
エリア境界

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

歴史的な景観の保全が
必要な建築物

歴史に関わる資源歴

【景観資源】
（都指定⽂化財等）

旧⼩笠原邸歴

旧⼩笠原伯爵邸�

東京⼥⼦医科⼤学�

⽉桂寺�

昭和２（1927）年竣⼯のスパ
ニッシュ様式の邸宅建築物で
す。平成14（2002)年に改修
され、現在はレストランとして
営業しています。�

エリアの中央を通る⼥
⼦医⼤通りは、⾻格とな
る道路です。�

⻄新宿周辺の超⾼層ビ
ル群が⾒えます。�

河⽥町コンフォガーデン�

東京⼥⼦医科⼤学
彌⽣記念教育棟

都営地下鉄
若松河⽥駅

3-5　柳町外苑東通り3-5　柳町外苑東通り3-5　柳町外苑東通り3-5　柳町外苑東通り3-5　柳町外苑東通り3-5　柳町外苑東通り3-5　柳町外苑東通り3-5　柳町外苑東通り
エリアエリアエリアエリア

3-3　⽜込⻄傾斜地3-3　⽜込⻄傾斜地3-3　⽜込⻄傾斜地3-3　⽜込⻄傾斜地3-3　⽜込⻄傾斜地
エリアエリアエリアエリア

4-2　夏⽬坂エリア4-2　夏⽬坂エリア4-2　夏⽬坂エリア4-2　夏⽬坂エリア4-2　夏⽬坂エリア4-2　夏⽬坂エリア4-2　夏⽬坂エリア4-2　夏⽬坂エリア

曙橋エリア曙橋エリア曙橋エリア曙橋エリア曙橋エリア曙橋エリア曙橋エリア

3-63-63-6
市⾕中之町市⾕中之町市⾕中之町市⾕中之町市⾕中之町市⾕中之町

エリアエリア

エリアの⼤部分を占める東京⼥⼦医科⼤学は、明治３０（1900）年に創⽴した東京⼥醫學校を⺟
体として、昭和２７（1952）年に設⽴されました。ほぼ台地上に位置し、エリアの中央部には⼥⼦医
⼤通りが通っています。また、昭和２（1927）年竣⼯の歴史的建築物である旧⼩笠原伯爵邸や旧東
京⼥⼦医科⼤学1号館の意匠を継承した建築物などが地域を特徴付けています。

エリアには旧⼩笠原伯爵邸など歴史的にも景
観的にも重要な建築物があり、その保全や活
⽤が必要です。東京⼥⼦医科⼤学彌⽣記念教
育棟は、旧１号館の意匠を継承し建て替えら
れています。

このエリアは台地上に位置しているため、エリ
ア内の⾼層・超⾼層建築物群は周辺のさまざ
まな場所からよく⾒えます。

エリアの⼤部分を占める⼤規模施設等は、そ
の周囲を歩く⼈に対して、快適さや楽しさを提
供するような配慮が必要です。

1.歴史ある建築物 2.台地上の⾼層建築物 3.⼥⼦医⼤通り沿いの景観

⼥⼦医⼤１号館が建て替わったため、それに合わせて⽂⾔を変更

0 50 100 200m

景観特性

4-3 ⼥⼦医⼤エリア
エリア別景観形成ガイドライン ４�若松地区

4-3
64



台地上に東京⼥⼦医科⼤学など⼤規模敷地が広がるまちなみを、全体として調
和のとれた⾵格ある景観とする。�

1.歴史ある建築物をいかした景観をつくる
景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

旧⼩笠原伯爵邸やかつての東京⼥⼦医科⼤学１号館など
の歴史的に重要な建築物をいかした景観をつくる。�

2.まちに溶け込む⼤規模施設群の景観をつくる�

3.⼥⼦医⼤通りの歩⾏者空間を
歩きやすく快適なものにする�

■⾊彩や素材は、周囲と調和した落ち着いたものとする�
■道路沿いには⼗分な広さの空地を設け、樹⽊や草花などにより、歩
⾏者にとって明るく潤いのある景観をつくる

■屋上緑化や壁⾯緑化を積極的に⾏う
■ベンチの設置やバリアフリー化など、誰もが快適に過ごせる公共空間
の充実を図る

■幅員の狭い歩道沿いでは、歩道と連続した歩⾏者空間をつくる
■壁⾯の位置は後退させ、圧迫感を与えないよう配慮する
■垣・さくは⾼さを抑え、圧迫感を与えないよう配慮する
■通り沿いでは、歩⾏者の⾜元を照らすような夜間照明の充実などを積
極的に⾏う

⼥⼦医⼤通り沿いでは歩く⼈に快適な歩⾏者空間をつくる。�

エリア内に多数存在する⼤規模施設（⼤学や医療・福祉機関
等）の敷地境界を開放的なものにし、周囲を歩く⼈が楽しめ
るような景観をつくる。

■旧⼩笠原伯爵邸周辺では、都市計画道路の整備にあわせ、建築物の
おもむきと調和した景観をつくる（都市計画道路の喧噪から分断する
ための、旧⼩笠原伯爵邸を取り囲む植栽の設置など）
■旧⼩笠原伯爵邸周辺では、建築物のおもむきと調和した落ち着いた
形態意匠とする

■東京⼥⼦医科⼤学周辺では旧１号館から引き継いだ重厚感のある建
築物のおもむきと調和した垣・さくとする（⽣垣・煉⽡塀など）

⼥⼦医⼤１号館が建て替わったため、
それに合わせて⽂⾔を変更

都市マス p.130-131 にも基づき公共空間に関する記載を追加

夜間景観に関する記載の追加

外壁の素材は⾃然素材を⽤いる�

前⾯はポケットパークとしての整備を⾏う�

街路灯や植栽は旧⼩笠原伯爵邸
のおもむきに調和させる

ゆとりある道幅を確保する�

途中で休憩できるスペース
を確保する、⼜は⼯夫する�

旧⼩笠原伯爵邸に調和したまちなみをつくる

歩⾏者に開放的な公開空地�

快適な歩⾏空間をつくる�

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ４�若松地区
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茗荷坂�

東京⼥⼦医⼤�

抜弁天から東京医科⼤
学まで約３００ｍの直線
道路は、１５０年あまり
も道幅が変わっておらず、
その沿道には店舗が連
なっています。�

警視庁�
第⼋機動隊�

成⼥学園�

善慶寺�

⾃証院�

東京メトロ
曙橋駅

河⽥町コンフォガーデン�

坪内逍遙旧居跡

エリアの外縁部は崖線に
なっており、� 崖上からの眺
めが得られます。

【凡例】
眺望点
視線⽅向・
重要な軸線
神社
寺
公園
アイストップ

重要なみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
幹線道路
都市計画道路
整った街路基盤
坂道（下から上）
景観上重要な交差点
不整形な交差点
⾼層建築物
崖線
エリア境界

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

歴史に関わる資源歴

【景観資源】
（区指定⽂化財等）

0 50 100 200m

江⼾時代にはエリアの⼤部分は武家地であり、余丁町通りの北側では当時の敷地割りが残ってい
ます。明治時代には、余丁町通り南側に東京監獄ができました。現在では、余丁町通り沿いの整然
としたまちなみや、まねき通り沿いの賑わいあるまちなみがあり、都市計画道路の優先整備路線と
なっている場所もあります。�

余丁町通りは、低⽊の街路樹が並び歩道も
広く沿道の建築物も整然と建ち並んでいます。
無電柱化が完了し、すっきりとした空間とな
っています。また、まねき通りは江⼾時代から
幅員も変わっておらず、沿道に⼩規模な店舗
が連続し賑わいある景観となっています。

余丁町通りの南北に、みどりと⽣活感あふれ
る良好な住宅地が広がっています。また、エリ
アの外周部は急な斜⾯となっており、坂道や
階段のある変化のある景観となっています。
また、エリア内には、⾏き⽌まりや⼩さな交差
点が多く存在しています。

都市計画道路環状４号線は、現在の良好な
住宅地を縦断する形で計画されており、整備
が進められています。整備にあたっては、既存
住宅地への配慮と良好な沿道景観の創出が
必要です。

１．整った道路景観� ２．良好な住宅地� ３．過渡期の景観�

※写真全て今後差し替え※

景観特性�
4-34-3

⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア

4-54-54-5

4-4 余丁町周辺エリア
エリア別景観形成ガイドライン ４�若松地区
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賑わいと⾝近なみどりを感じられるまちなみへ�
都市計画道路環状４号線の新設による⼤幅なまちなみの変化にあたって、既存の
良好な住環境の保全とともに沿道の賑わいあふれる景観の創出を図る。�

 

エリアに多く存在する路地景観を、⾝近なみどりがあふれる
潤いのあるものとする。�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

古くから商店の連なるまねき通り商店街のまちなみや余丁町通り
の沿道を賑わいあふれる景観とする。�

■壁⾯の位置を揃え、周囲のまちなみとの調和を図る
■低層部の賑わいを感じられるよう、１階の軒線を強調した意匠や開放的な
意匠とする

■間⼝は現在の規模を継承するか、もしくは、分節化を図る
■⾊彩や素材は落ち着いたものとする
■夜間景観に配慮し、シャッターは透過性の⾼いものとする
■低層部の賑わいを創出しつつ安⼼感を感じられる照明計画とする

2.台地上の落ち着いた住宅地のみどりあふれる景観をつくる

■垣・さくなどは⽣垣とする
■交差点部や⾏き⽌まりの路地などのアイストップとなる場所では、積極的に
緑化を⾏う�

■斜⾯地上では、積極的に緑化を⾏う�

3.道路新設にあたっても落ち着いた
    住宅地の雰囲気をいかした景観をつくる�

■環状４号線沿いでは低層部は開放的な意匠とし、賑わい空間となるよう
⼯夫する

■環状４号線沿いではスカイラインや壁⾯線の連続性をつくる
■住宅地側には空地をとり、積極的に緑化する
■住宅地とのボリュームギャップを解消する（住宅地側は階数を減らし、屋
上緑化をするなど）

■住宅地側に設備機器置き場などを設ける場合は、植栽や外構などで⼯夫
し修景を⾏う
■交差点部における⾓地は積極的に緑化するなど空間を有効に活⽤する

Ｌ字路� くの字路�

袋⼩路�

意匠的な配慮

ゆとり

ゆとり

環状４号線（新設）�

後背の住宅地への配慮

歩⾏者を楽し
 ませるみどり

ゆとりある
空間をつくる

低層部は開放的な意匠とする�

賑わいあふれるまねき通り商店街

アイストップの活⽤

落ち着きのある後背の住宅地への配慮

低層部に連続性
 を持たせる

景観形成の⽬標�

景観形成の⽅針�

エリア別景観形成ガイドライン ４�若松地区
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あけぼのばし通り商店街
からは台地上の東京⼥⼦
医⼤が正⾯に⾒えます。

靖国通りからは、防衛
省の電波塔が正⾯に⾒
えます。

⾕筋を⾛る道と坂道が複
雑に交差し、視線が交わ
るため景観上重要な交差
点になっています。

茗荷坂、暗坂、念仏坂
など由緒ある坂がたくさ
んあります。

台地に深く⼊り組んだ⾕
地形が、このエリアの特
徴です。

⼩泉⼋雲旧居跡

【凡例】
眺望点

視線⽅向・重要な軸線

神社

寺

公園

アイストップ

重要なみどり

まとまったみどり

景観上重要な道路

幹線道路

都市計画道路

坂道（下から上）

階段（下から上）

景観上重要な交差点

⾼層建築物

⼤規模な敷地

崖線

エリア境界

歴史に関わる資源歴

【景観資源】
（区指定⽂化財等）

0 50 100 200m

昭和３５（１９５７）年に開通した曙橋は、⾕地で隔たれていた⽜込地区と四⾕地区をつなぎ、
区内の道路事情を改善しました。靖国通りとあけぼのばし通りは、四⾕から続く⾕地を通ってい
ます。靖国通り沿いは、寺社のみどりや坂道、階段により変化のあるまちなみとなっています。また、
あけぼのばし通り沿いには⼩規模な店舗が建ち並び、賑わいあふれるまちなみとなっています。

⾕地沿いに広がるあけぼのばし通り商店街
は、周辺の居住者などの⽇常⽣活を⽀える
店舗が連続し、⾃然の⾕地形に沿い、両側
に東⻄向きの階段が多く⾒え、周辺住宅地
と接続しています。

⾕地を通る靖国通り沿いには、⾼層建築物
が建ち並んでいます。しかしながら、善慶寺
などの寺社や成⼥学園などの学校が斜⾯地
上にあり、その豊富なみどりを⾕地から⾒る
ことができます。無電柱化された靖国通り及
び⻄富久エリアの道路幅が広がりすっきりと
した視野の沿道景観となっています。

エリアの⼤部分が⾕地となっているため、外
周部の台地上を⾒上げる景観が特徴的です。
靖国通りから伸びる暗坂や、あけぼのばし
通りから伸びる念仏坂などの坂道は、魅⼒
的な景観となっています。曙橋駅付近の交
差点では、⾃然の地形の⾼低差が感じられ
る⽴体的な道路景観が形成されています。

1. ⾕地沿いの曙橋商店街 2. 靖国通り沿いの景観 3. ⾕地から⾒上げる景観

景観特性 4-34-34-3
⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア⼥⼦医⼤エリア

4-5 曙橋エリア
エリア別景観形成ガイドライン ４�若松地区
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曙橋駅を起点に広がるあけぼのばし商店街の賑わい景観と起伏の⼤きい地形
をいかした景観の形成を図る。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

■壁⾯の位置を揃え、周囲のまちなみとの調和を図る
■低層部の賑わいを感じられるよう、1階の軒先を強調した意匠とする
■間⼝は現在の規模を継承するか、もしくは分節化を図る
■⾊彩や素材は落ち着いたものとする
■⾓地に位置する場所では、⽬⽴つことに配慮し、コーナーの意匠を⼯夫する
■夜間景観に配慮し、シャッターは透過性の⾼いものとする
■低層部の賑わいを創出しつつ安⼼感を感じられる照明計画とする

■既存樹⽊を保全する
■⾊彩や素材は寺社の雰囲気と調和した落ち着いたものとする
■靖国通り沿道では、積極的に緑化を図り、みどりをつなげる

■擁壁の上部の堀・さくは⾼さを抑える
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する
（擁壁緑化を⾏う、⾃然素材を⽤いる、分節化を図るなど）
■坂道・階段沿いおよび⾕地側には空地をとり、植栽帯を設ける
■念仏坂などの途中で折れ曲がる坂道では、折れ曲がり部分などで積極的
に緑化を⾏う
■壁⾯の⾊彩や素材を落ち着いた⾃然になじむものとする
■屋上や壁⾯の緑化を積極的に⾏う

1.

2.みどり豊かで落ち着いた靖国通りの景観をつくる

3.⾕地から⾒上げる眺めに配慮した景観をつくる

⾕地沿いに広がるあけぼのばし通り商店街は、周辺移住者や
近接するビジネス街の⽇常⽣活を⽀える商店街として、歩く⼈
に快適な賑わい空間をつくる

⾕地を徹靖国通り沿いの街路樹や点在する寺社や坂道、成⼥
学園等の雰囲気をいかし、落ち着きあるみどり豊かな景観を
つくる。

エリアの外周を取り囲む斜⾯地と台地を⾒上げる景観に配慮
し、地形をいかしつつ、空への眺望を意識した開放的で魅⼒的
な景観をつくる。

⾕地の地形をいかした⼀体感のあるみどり

賑わいあふれるあけぼのばし通り商店街

みどり豊かで落ち着きのある靖国通り

⾕地から⾒上げる景観に配慮する

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ４�若松地区
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５�⼤久保地区
新宿区のほぼ中央に位置し、⼾塚台地の北側から低地が⼊り込んだ地形となってい
ます。明治通りを境に、東側には変化に富んだ地形とともに閑静な住宅地が広がって
います。⼀⽅⻄側は、北から南へと住宅地中⼼のまちなみが、商業地の賑わいあふれる
まちなみへと変化していきます。特に、新⼤久保駅周辺の多国籍の雰囲気が地区の景
観を特徴づけており、⼤久保地区の新たな魅⼒として観光客などで賑わっています。

5-4 ⼾⼭公園⼤久保エリア

5-5 ⼤久保通り北エリア

5-6 ⼤久保通り南エリア

5-7 歌舞伎町⼆丁⽬エリア

5-3
東新宿・⽂化センターエリア

5-2
⼤窪エリア

5-1
⻄向天神社エリア

5-8
⼩滝橋通り沿道エリア

5-4 ⼾⼭公園⼤久保エリア

5-5 ⼤久保通り北エリア

5-6 ⼤久保通り南エリア

5-7 歌舞伎町⼆丁⽬エリア

5-3
東新宿・⽂化センターエリア

5-2
⼤窪エリア

5-1
⻄向天神社エリア

5-8
⼩滝橋通り沿道エリア

⼾⼭公園
（箱根⼭地区）

新⼤久保駅
⼤久保駅

⻄早稲⽥駅

東新宿駅

⻄武新宿駅

新宿駅

⼾⼭公園
（⼤久保地区）

エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区

５ ⼤久保地区

５１ ⻄向天神社エリア 
�寺社の雰囲気と調和した落ち着きと
�商店街の賑わいのまちなみへ
５２ ⼤窪エリア 
�窪地の地形をいかした落ち着きある�住宅地のまちなみへ
５３ 東新宿・⽂化センターエリア 
�新しい賑わいの拠点と整然とした幹線路沿道のまちなみへ
５４ ⼾⼭公園⼤久保エリア 
�⼾⼭公園と⼤規模施設群を中⼼とした
�みどり豊かなまちなみへ

５５ ⼤久保通り北エリア 
�⼾建住宅と低中層建築物が調和したみどり豊かで
�落ち着いたまちなみへ
５６ ⼤久保通り南エリア 
�多国籍な雰囲気と落ち着いた住宅地が共存する
５７ 歌舞伎町⼆丁⽬エリア 
�歌舞伎町らしさを保ちつつ、誰もが歩いて楽しめるまちなみへ
５８ ⼩滝橋通り沿道エリア 
⼩滝橋通り沿いに広がる賑わいあふれるまちなみへ
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神⽥川沿いの低地が新宿六・七丁⽬、歌舞伎
町まで伸びてきて、⼤きな窪地となっていま
す。以前は⼩川が流れ、江⼾と郊外を分節す
る境界となっていました。⼤久保の地名の由
来とも⾔われる、特徴的な地形です。

明治通りの⻄側には、平坦な⼾塚台地が広
がっています。そのため、やや単調なまちなみ
となっていますが、幹線道路を境⽬としてそ
れぞれのエリアにまとまりあるまちなみが広
がっています。

台地に挟まれた大きな窪地

広がる戸塚台地

江⼾時代には、新宿⼀帯の防備のため鉄砲
百⼈組同⼼が配備されました。しかし、戦が
なかったので⼿柄を⽴てる機会もなく、⽣活
を⽀えるためにつつじの栽培を始めました。
明治時代には、いくつものつつじ園が開かれ、
広く知られるようになりました。また、現在で
は新宿区の花となっています。

明治時代には、陸軍⼾⼭ヶ原射撃場が置か
れた場所は、現在⼾⼭公園となっています。
また、歌舞伎町⼆丁⽬では、戦災復興でエリ
ア全体の区画整理事業が⾏われました。

軍用施設と区画整理

⼾⼭公園は、まとまった緑地を地域に提供
する⼤規模公園です。また、公園は、周辺の
居住者や通勤・通学者の通り道として⽇常
⽣活で使われています。

寺社や斜⾯地にはまとまったみどりがあり、
地域に潤いを与えています。特に、⻄向天神
社の⼀帯は豊かなみどりがあり、地域の憩い
の場となっています。

戸山公園（大久保地区）の緑地

変化に富んだ地形

まちの記憶や⽂化

⽔とみどり

地区の概要

【5-2�⼤窪エリア】
⼤きな窪地に広がる住宅地

【5-5�⼤久保通り北エリア】
台地上に広がる独特のまちなみ

【5-6�⼤久保通り南エリア】
アジア系店舗が連なる路地空間

【5-7�歌舞伎町⼆丁⽬エリア】
整った街区に広ある華やかな繁華街

【5-4�⼾⼭公園⼤久保エリア�
まとまった緑と周辺の⼤規模施設群

【5-1�⻄向天神社エリア】
周辺地域に彩を与える斜⾯緑地

新⼤久保駅周辺では多国籍の雰囲気が漂う
景観が広がっています。

新大久保駅周辺の新たな賑わい

※写真は今後差し替え※

※写真は今後差し替え※

※写真は今後差し替え※

※写真は今後差し替え※

※写真は今後差し替え※

エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区
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5-1

⻄向天神社�

抜弁天�

法善寺�

花園神社�

⻄光庵�

東京医科⼤学�

⻄新宿周辺の超⾼層
ビル群が⾒えます。

⻄新宿周辺の超⾼層
ビル群が⾒えます。

⻄新宿周辺の超⾼層
ビル群が⾒えます。

抜弁天から東京医科⼤
学まで約３００ｍの直線
道路は、１５０年あまり
も道幅が変わっておらず、
その沿道には店舗が連
なっています。�

医⼤通りは坂道沿いに
店舗の並ぶ景観が特徴
です。花園神社のみどり
がアイストップとなって
います。�

【凡例】�
眺望点
視線⽅向・重要な軸線
神社
寺
公園
地域を象徴する建築物
アイストップ

重要なみどり
連続するみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
幹線道路
坂道（下から上）
階段（下から上）
⾼層建築物
崖線
エリア境界

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

0 50 100 200m

エリアの⻄側には⼤きな窪地があり、そこから東側へ向かって斜⾯地、台地となっています。斜⾯地
から台地にかけては、⻄向天神社が位置しており、歴史を感じさせるみどりが広がっています。また、
台地上には、閑静な住宅地が広がっています。また、⼩規模な店舗の建ち並ぶまねき通り商店会、
緩やかな坂道となっており、超⾼層ビル群を眺めることができる東京医⼤通り商店会があります。

エリアの東端を通るまねき通り商店会は、道
幅が１５０年以上も変わらず昔ながらの⼩規
模な店舗が連なる商店街となっています。ま
た、医⼤通り商店会は、起伏のある地形に店
舗が連なっているのが特徴となっています。

医⼤通商店会の坂上からは、超⾼層ビル群
を眺めることができます。また、エリアの北側
の台地上からは、窪地の住宅地や明治通り沿
いの⾼層建築物などが折り重なる様⼦を⼀
望にできます。�

古くから⼤久保の東地域の守り神として信仰
を集めてきた神社です。江⼾時代には、さくら
の名所としても知られていました。現在も、神
社の歴史あるおもむきと斜⾯地に位置する
豊かなみどりは、まちなみに⾵格を与えてい
ます。

2.台地上からの眺め1.おもむきある⻄向天神社

景観特性�
4-14-14-1

東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター東新宿•⽂化センター
エリアエリア

5-1 ⻄向天神社エリア
エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区
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台地上からの眺めや寺社などの歴史的資源をいかして、落ち着いた住環境を保
全していく。�

寺社の雰囲気と調和した落ち着きと商店街の賑わいのまちなみへ�

する

1.寺社の雰囲気と調和した
  台地上の落ち着いた住宅地の景観をつくる�

3.商店街の賑わいあふれる景観をつくる

2.斜⾯上からと斜⾯下からの眺めに配慮

■医⼤通り商店会沿いでは、坂上からの超⾼層ビル群の眺めを妨げ
ない⼯夫をする

■⻄向天神社などの周辺では、⾊彩や素材はみどりと調和した落ち着
いたものとし、特に彩度の⾼いものは避ける

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

■壁⾯の位置やファサードを揃え、周囲と調和を図る
■間⼝は現在の規模を継承するか、もしくは、分節化を図る
■低層部は、賑わいを感じられるような開放的な意匠とする
■夜間の賑わいを演出する照明計画とする
■まねき通り沿道では、低層部の賑わいを感じられるよう、１階の軒線を強
調した意匠とする

医⼤通り商店会やまねき通り商店会は、周辺居住者の⽇
常は、周辺居住者の⽇常⽣活を⽀える商店街として、歩く
⼈に快適な賑わい空間をつくる。

⻄向天神社などの台地上からの眺めや、医⼤通り商店街
等の坂道からの眺めに配慮した景観形成を図る。

景観資源である⻄向天神社や法善寺などの雰囲気と調
和した落ち着きある住宅地の景観をつくる。

■⻄向天神社のまとまったみどりを保全する
■神社の雰囲気と調和した落ち着いた形態意匠および⾊彩とする
■外構や植栽は寺社の雰囲気と調和させる
■敷地内を積極的に緑化し、みどりをつなげる
■安⼼をもたらす落ち着いた照明計画とする

⻄向きの崖地から望む超⾼層ビル群の眺望

明治通り 窪地線路  ⻄向天
神社周辺�

超⾼層�
ビル群�

眺望の保全

統⼀感と賑わいのある商店街の景観
低層部の賑わいを連続させる

まちなみと調和した分節化を図る

１階の軒線を強調

⾒上げ・⾒下げの眺めに配慮する�

⾃然素材を⽤いた擁壁
の緑化による修景

台地上からの眺望を確保�

⻄向天神社と調和した住宅地の景観�

効果的な緑の配置�

神社の雰囲気と調和した意匠とする�

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区
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⻄向天神社のみどりが
アイストップになってい
ます。

⻄向天神社

⼾⼭公園
（箱根⼭地区）

【凡例】

視線⽅向・重要な軸線
神社
寺
公園
アイストップ
重要なみどり
景観上重要な道路
幹線道路
⽔路の⾯影の残る路地
坂道（下から上）
階段（下から上）
崖線
エリア境界

広域的な景観形成ガイドライン
2-7聖徳記念絵画館の眺望の保
全に関する景観誘導の内容に従
う必要があります

4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア4-1　⼾⼭公園箱根⼭エリア

エリアエリアエリアエリア

5-35-35-3
東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター東新宿・⽂化センター

エリアエリア

エリアの⼤部分は、神⽥川沿いの低地から伸びてきている窪地となっています。そのため、東⻄
両側に斜⾯地があり、⾒上げる眺めが特徴となっています。また、江⼾時代の⽤⽔路跡を通る
道路などが、特徴的な道路基盤となっています。

エリアの⼤部分は窪地であるため、周囲の喧
騒から切り離され、まとまりある落ち着いた
住宅地となっています。しかしながら低地で
あるため、台地上の⾼層建築物などの影響
を受けやすくなっています。

江⼾時代は百姓地で⽔⽥が多くあり、⽤⽔
路が通っていました。その⼀部は今でも道路
として残っており、沿道の建築物が折り重な
る奥⾏きのある景観となっています。

エリア全体が窪地となっているため、エリア
の外周部に対して常に⾒上げる景観となっ
ています。特にエリア北側の⼤久保通り沿い
では、⾼低差が⼤きくなっています。�

1.窪地の住宅地 2.緩やかに曲がる⽤⽔路跡

0 50 100 200m

景観特性

5-2 ⼤窪エリア
エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区
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窪地の地形をいかした落ち着きある住宅地のまちなみへ
窪地形に位置するまとまりあるまちなみの路地や坂道、階段をいかしながら、
落ち着いた住宅地の景観をつくる。

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

1.

3.坂道や階段をいかした景観をつくる

■エリアに多く存在する路地景観を、⾝近なみどりがあふれる潤い
のあるものとする
■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■⾊彩や素材は、周囲の落ち着いた雰囲気に調和したものとする
■垣・さくなどは⽣垣や⾃然素材のものとする
■住宅のエントランスや植栽部分に暖かみのある照明を⽤い、安⼼
感をもたらす落ち着いた夜間景観を創出する

⽔路跡の蛇⾏する道路など特徴のある道路をいかし、歩い
て楽しい景観をつくる。

■道路沿いには空地をとり、植栽帯を設ける
■視線が集中しやすい道路の折れ曲がり部分や突き当たり部分など
では、積極的に緑化を⾏う
■「⼤久保つつじ」を活かしたみどりの景観を創出する

エリアの外周を取り囲む斜⾯地にある坂道や階段をいかし、
みどりあふれる景観をつくる。

■擁壁上部の垣・さくは⾼さを抑える
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する
（壁⾯緑化を⾏う、⾃然素材を⽤いる、分節化を図る�など）
■坂道や階段沿いでは空地をとり、植栽帯を設ける
■⼾⼭公園や⻄向天神社とつながりのあるみどりの充実を図る

夜間景観に関する記載を追加

都市マス p.140 に基づき緑に関する記載を追加

都市マス p.140 に基づき緑に関する記載を追加

▲広域断⾯ 路地⽴⾯▼路地平⾯▼

明治通り 台地上の
 寺社地

広⼤な窪地（本エリア）

眺望の保全

ダイナミックな地形をいかした⼀体感のあるみどり

周囲と調和した⾃然素材

壁⾯・屋上の
積極的な緑化

ゆとり

⼀体感の創出

斜⾯地をいかしたみどりあふれる景観

坂道や階段沿いの植栽帯

蛇⾏する路地をいかした景観

アイストップとなる場所では緑化を⾏う

道路沿いでは緑化を⾏う

落ち着きある窪地の住宅地

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区
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新宿⽂化センター

⼾⼭公園�
（箱根⼭地区）�

都営地下鉄・東京メトロ
東新宿駅

眺望点

視線⽅向・重要な軸線

公園

アイストップ

重要なみどり

連続するみどり

景観上重要な道路

幹線道路

坂道（下から上）

景観上重要な交差点

⾼層建築物

崖線

エリア境界

【凡例】

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

0 50 100 200m

江⼾時代には、松平摂津守の屋敷が⾕を囲んで設けられ、⽟川上⽔を引き込み⼤きな池が造ら
れていました。明治時代以降は、池の周辺には茶屋や料亭が建ち並び、花街として賑わいました。
現在でもその⾯影は引き継がれ、特徴的な地形と⾵情ある飲⾷店の集積が、周囲の住宅地とは
異なる盛り場の景観を創出しています。

このエリアには南北に明治通り、東⻄に職安
通りが⼤きく貫いています。南北に通る明治
通り沿いには、⾼層建築物が建ち並びほぼ揃
ったスカイラインとなっています。しかし、その形
態意匠には統⼀感がなく、幹線道路の沿道に
ふさわしい統⼀感のあるまちなみの形成が望
まれます。

エリア内には⾼低差や曲道のある落ち着い
た通りが多く存在します。⽂化センター通り
は、江⼾時代には⽤⽔路として使われ、その後
都電が通っていました。現在では、街路樹が
整然と並び落ち着いた沿道景観となってい
ます。賑わい拠点の創出にあたっては、既存
の落ち着いた雰囲気の調和が望まれます。

明治通り沿道には⾼層建築物が建ち並んで
いますが、⼀歩⼊ると低中層の建築物が並ぶ
住宅地もあり、混在した景観となっています。
また、新宿六丁⽬⻄北地区では、⼤規模な再
開発が⾏われ、まとまったみどりのある空間
が整備されています。

3.様々な規模が混在する景観2.⾼層建築物の連なり

景観特性

4-14-1
⼾⼭公園箱根⼭⼾⼭公園箱根⼭⼾⼭公園箱根⼭⼾⼭公園箱根⼭⼾⼭公園箱根⼭⼾⼭公園箱根⼭⼾⼭公園箱根⼭⼾⼭公園箱根⼭⼾⼭公園箱根⼭⼾⼭公園箱根⼭⼾⼭公園箱根⼭⼾⼭公園箱根⼭⼾⼭公園箱根⼭⼾⼭公園箱根⼭⼾⼭公園箱根⼭

エリアエリアエリアエリアエリアエリアエリアエリアエリアエリア

5-75-75-7
歌舞伎町⼆丁⽬歌舞伎町⼆丁⽬歌舞伎町⼆丁⽬歌舞伎町⼆丁⽬歌舞伎町⼆丁⽬

エリアエリアエリアエリア

5-3 東新宿・⽂化センターエリア
エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区
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新しい賑わいの拠点と整然とした幹線道路沿道のまちなみへ�
景観資源である新宿⽂化センターや斜⾯緑地など、新しく創出される賑わいの
拠点が調和した景観をつくる。

2.地形をいかした豊かなみどりとゆとりが感じられる景観をつくる

1.明治通りに賑わいと統⼀感のある景観をつくる

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

■壁⾯線の連続性に配慮する
■周囲と調和した壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■交差点の⾓地に位置する建築物は、まちなみのシンボルとなることを考慮
した形態意匠とする
■⾊彩や素材は、後背地の落ち着いた雰囲気に調和したものとする
■住宅地側には空地をとり、積極的に緑化する
■低層部では透過性の⾼い素材を⽤いるなど歩⾏者⽬線を意識した賑わい
の演出をする

■低層部の光をつなげ、連続性のある夜間景観を創出する

■既存樹⽊を保全する
■壁⾯の位置は後退させ、道沿いにゆとりをつくる
■垣・さくなどは⽣垣とする
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する（壁⾯緑
化を⾏う、⾃然素材を⽤いる、分節化を図る

■斜⾯地上では積極的に緑化を⾏う
■落ち着いた雰囲気に調和する⾊彩や素材を⽤いる
■夜間でも安⼼してつうこうできる落ち着いた照明計画とする

ビジネスや交通の軸となる明治通り沿道においては、賑わいを
創出するとともに統⼀感のある景観をつくる。

ゆるやかな⾼低差や奥⾏きをいかして、⾃然豊かな落ち着いた
景観をつくる。

3.⼤通りから人をひきこむつながりある景観をつくる

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

■⼤通りから⾒えるアイストップには開⼝部を設け、内部の様⼦や雰囲気を
感じられるようにする

■再開発によりできたまとまったみどりを保全しつつ、エリア内部の道路への
⼊り⼝や後背地にもそのみどりを連続させる

明治通りや職安通りなどの⼤通りと、それらをつなぐエリア内部
の道路をみどりでつなぐ。

⽂化センター周辺の景観�
⾃然素材を⽤いる�

道路沿いでは緑化を⾏う�

後背地への配慮と景観資源の活⽤

明治通り⽴⾯▼

眺望の保全・創出

歩⾏者を楽しませるみどり

統⼀感のあるスカイライン

路地へつながるみどり

斜⾯緑地の保全�

斜⾯緑地など後背地の景観資源を�
いかした配置�

みどりとゆとりが感じられる景観�

沿道には空地をとり緑化を⾏う

景観形成の⽅針�

景観形成の⽬標� エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区
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プラザハイジア�

皆中稲荷神社�

⻤王神社�

⾦⻯禅寺�

51 号館�

⼾⼭公園と⻄⼾⼭公園をつ
なぐまとまったみどりの創出
と、絵画館の眺望景観に配
慮した、賑わい・交流、業務、
都⼼居住等の拠点の形成を
図ります。�

不燃化促進のまちづくりが
進められています。まちなみ
の中に、ポケットパークが整
備されている場所もあります。�

エリアの南側が南北⽅
向の路地のアイストップ
となっています。�

⻄新宿周辺の超⾼層ビ
ル群が⾒えます。�

線路下を横断する道路

区⽴図書館の移転を契機と
した周辺のまちづくりにあた
っては快適な歩⾏者空間の
創出や⼾⼭公園とつながる
まとまったみどりの創出を
図ります。�

⻄⼾⼭公園�
⼾⼭公園�

（⼤久保地区）�

早稲⽥⼤学理⼯学部�

学習院⼥⼦⼤学�

社会保険�
中央総合病院�

百⼈町ふれあい公園�

【凡例】
眺望点

視線⽅向・重要な軸線

公園

地域を象徴する建築物

アイストップ

重要なみどり

連続するみどり

まとまったみどり

景観上重要な道路

幹線道路
聖徳記念絵画館を焦点
とする眺望の軸線

路地（南北⽅向）

坂道（下から上）

景観上重要な交差点

⾼層建築物

街並みの⼤幅な
変化が予想される場所

エリア境界

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

桜美林⼤学新宿キャンパス

0 50 100 200m

エリア東側の⼾⼭公園は、明治時代には陸軍⼾⼭ヶ原射撃場でした。現在その周辺には、学校
や都営住宅、区営住宅などの⼤規模施設群によるまちなみが広がっています。また、線路を挟ん
で⻄側には、⻄⼾⼭公園や百⼈町ふれあい広場などの⼤規模な公園のほか、敷地規模の整った
住宅地が広がっています。�

エリア内には学校や都営住宅、区営住宅、オ
フィスビルなどの⼤規模施設群によるまちな
みが広がっています。⼾⼭公園のみどりとつな
げ、その周囲を歩く⼈に対して、快適さや楽し
さを提供するような配慮が望まれます。�

⼾⼭公園は周辺で⽣活する⼈にとって、憩い
の場となっているだけでなく、歩⾏者動線とし
ても使われています。みどり豊かな公園内の通
路は、気持ちよく歩くことができます。また公
園の周辺においても、快適な歩⾏者空間の創
出が必要です。

エリアの中央を貫く線路によって、エリアの東
⻄は分断されていますが、線路沿いのフェン
スの緑化などにより統⼀感が⽣まれています。
今後は、東⻄のつながりを強くするため、動線
である線路下などでもみどりを連続させる配
慮が必要です。

２．みどりで包まれた歩⾏者空間�１．⼤規模施設群�

※写真は今後差し替え※

景観特性

5-4 ⼾⼭公園⼤久保エリア
エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区

5-4
78



抜弁天�

⼾⼭公園と⼤規模施設群を中⼼としたみどり豊かなまちなみへ�
⼤規模施設群や⼾⼭公園と周辺のまちなみが⼀体となって、豊かなみどりが広
がるまちなみをつくる。�

エリアを南北に縦断する線路沿いや、線路下を横断する道
路を連続するみどりでつなげる。�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■⾊彩や素材は、周囲と調和した落ち着いたものとする
■道路沿いには⼗分な広さの空地を設け、樹⽊や草花などにより、歩⾏者に
とって明るく潤いのある景観をつくる
■屋上緑化や壁⾯緑化を積極的に⾏う
■⼤規模施設は⼾⼭公園からの空への眺めに対し圧迫感を軽減する

■⾊彩や素材はみどりと調和した落ち着いたものとし、特に彩度の⾼い
ものは避ける
■⼾⼭公園周辺の道路沿いでは、歩道と連続した歩⾏者空間をつくり緑
化を⾏う�

■植栽の⾼さや密度に配慮し、適度な⾒通しや開放感を確保する
■みどりのライトアップなど地域資源をいかした夜間景観を創出する

■線路沿いには空地をとり、並⽊や⽣垣等で連続する緑化を⾏う�
■線路下の道路の出⼊り⼝を草花等で緑化し、明るく潤いのある景観を
つくる
■線路下の道路は、暗くならないよう⼗分な照明を設置する
■みどりは線路沿い⼀帯で統⼀感を持たせ、植栽の⾼さ、密度などに配
慮し、歩きやすい歩⾏者空間をつくる

1.まちに溶け込む⼤規模施設群の景観をつくる�

3.線路の東⻄がみどりでつながる景観をつくる

2.散策したくなる魅⼒的な歩⾏者空間をつくる

⼾⼭公園周辺の道路沿いにおいては、歩く⼈に快適な魅⼒
的な景観をつくる。�

学校・住宅・公園・オフィスビル等による⼤規模施設群のまち
なみを、歩く⼈の視点で潤いある快適なものにしていく。

補助72号線沿いでは積極的に緑化を⾏う

線路の反対側と視覚的に�
連続するような植栽�

ゆとりある歩⾏者空間の創出�

線路の東⻄をつなぐ連続するみどり
◀⼾⼭公園

補助 72 号線�
（新設）�

⻄⼾⼭公園▶�

公園と連続する
みどり

線路の反対側への
視線を受けるみどり

みどりと調和した魅⼒的な歩⾏者空間

地域に開かれた⼤規模施設群の景観�

塀やさくは開放的なものとし、
周囲のまちなみとの調和を図る

景観形成の⽬標�

景観形成の⽅針�

エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区
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⼾⼭公園�
（⼤久保地区）�

⼤久保北公園�

プラザハイジア�

花園神社�

JR ⼤久保駅

JR新⼤久保駅

神社
公園
⾼層の建築物
重要なみどり（樹⽊）
連続するみどり

【凡例】�
【凡例】

視線⽅向・重要な軸線
神社
公園
アイストップ
眺望点

重要なみどり
連続するみどり
景観上重要な道路
幹線道路
⾼層建築物

路地（南北⽅向）
路地（東⻄⽅向）
景観上重要な交差点

街並みの⼤幅な
変化が予想される場所

エリア境界

南北⽅向の路地は⼤久保通り
で互い違いになっており、多数
のアイストップが⽣まれています。�

南北⽅向の路地がエ
リア北端で切れており、
多数のアイストップが
⽣まれています。�

北側の⼾⼭公園から南へ
向かうに従い、次第に⼤久
保通り沿いの多国籍な雰
囲気が濃くなります。�

早稲⽥⼤学
⻄早稲⽥キャンパス

保善⾼校

海城中・⾼

⼾⼭⼩学校桜美林⼤学
新宿キャンパス

補助72号線の開通によ
り、歌舞伎町⽅⾯や⾼⽥
⾺場駅⽅⾯へのつながり
が強化され、往来が増加
することが予想されます。

⼤久保通りと補助72号線の交
差点からは⻄新宿の⾼層ビル群
が⾒えます。�

広域的な景観形成ガイドライン 2-7聖徳記
念絵画館の眺望の保全に関する景観誘導の
内容に従う必要があります

5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア

5-35-35-3

箱根⼭エリア箱根⼭エリア箱根⼭エリア箱根⼭エリア箱根⼭エリア箱根⼭エリア

5-85-85-85-85-85-8
⼩滝橋通り⼩滝橋通り⼩滝橋通り⼩滝橋通り⼩滝橋通り⼩滝橋通り⼩滝橋通り⼩滝橋通り⼩滝橋通り

北側では、落ち着いた住宅地の雰囲気となっており、徐々に南側へ⾏くと⼤久保通り周辺の多国
籍の雰囲気が濃くなってきます。また、エリアの東側はもともと⻄⼤久保村であり、⽥畑が広がる百
姓地でした。⻄側は、鉄砲百⼈組同⼼の住む⼤縄地であり、つつじの名所として知られていました。�

江⼾時代からほぼ変わらない、短冊状の道路
基盤が特徴となっています。そのため、まとま
りはあるもののやや単調な景観となっていま
す。エリア全体に低中層の住宅地が広がって
おり落ち着きある景観となっています。�

南北⽅向の幅員の狭い道路沿いは、落ち着き
ある住宅地となっています。その道路をつなぐ
東⻄⽅向の短い路地には、アイストップとなる
場所が多く存在しています。こうした場所では、
緑化などによる景観への配慮が必要です。

⼤久保通り沿いでは、多国籍の雰囲気が漂う
⼩規模な店舗が集まっています。その雰囲気
は、⼤久保通り沿いのみでなく、周辺の住宅地
にも広がっており、⽣活に根差した国際⾊豊
かな景観が感じられるエリアとなっています。

１．短冊状の道路基盤� ２．落ち着きある路地景観�

国際⾊豊かな景観に関する記載の追加

0 50 100 200m

景観特性

5-5 ⼤久保通り北エリア
エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区
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江⼾時代から受け継がれてきた南北に細⻑い道路基盤をいかし、路地沿いにつ
つじをいかしたみどり豊かなまちなみをつくる。�

1.落ち着いた住宅地の景観をつくる

3.エリアを特徴づける幹線道路の景観をつくる

短冊状に規則正しく並ぶ特徴的な道路基盤をいかし、落ち
着いた住宅地の景観をつくる。�

つつじ園の広がっていた歴史をいかし、エリアに多く存在する
路地景観を⾝近なみどりがあふれる潤いのあるものとする

2.⾝近なみどりがあふれる路地景観をつくる

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

■壁⾯の位置は後退させ、道沿いにゆとりをつくる
■垣・さくなどは⽣垣とする
■暖かみがあり落ち着いた照明を⽤い住宅地の夜間景観を創出する

■道路沿いではつつじなどによる連続的な緑化を⾏う
■アイストップとなる部分では、建築物の意匠的な配慮を⾏うか、ま
たは中低⽊の植栽を⾏う

■⼤久保通り沿いでは、低層部の賑わいを感じられるような開放的
な意匠とする

■⼤久保通り沿いでは、多国籍な雰囲気や賑わいといった特性を活
かす
■補助 72 号線沿いでは道路沿いに空地を設けて積極的に緑化を⾏
ったり、沿道沿いの敷地と⼀体となった歩きやすい歩⾏空間を創
出したりするなど、歩いて楽しく快適な空間とする

■幹線道路の賑わいが住宅街の落ち着きを損なわないような照明計
画や屋外広告物となるよう配慮する

補助72号の開通を⾒据えた追記

国際⾊豊かな景観、夜間景観、屋外広告物に関する記載の追加

夜間景観に関する記載の追加 短冊状街区の特性をいかした効果的な緑化

アイストップ
の活⽤

補助72号線沿道の景観づくり

街路樹に合わせて壁⾯の位置を下げる�
 ゆとりある歩⾏者空間を創出する�

⾝近なみどりがあふれる景観�

道路沿いには空地をとり緑化を⾏う�

低層部の賑わいあふれる店舗の連なり�

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区
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南北⽅向の路地は⼤久
保通りで互い違いになっ
ており、多数のアイストッ
プが⽣まれています。�

⼤久保通りから南へ向か
うと、次第に多国籍の雰
囲気と歌舞伎町の賑わい
が混ざり合ってきます。�

⼩泉⼋雲終焉の地

皆中稲荷神社�

全⿓禅寺�

⼩泉⼋雲記念公園�

ニュースカイビル

⻄⼤久保公園�

JR 新⼤久保駅

都営地下鉄
東京メトロ
東新宿駅

【凡例】
神社
寺
公園
地域を象徴する建築物
アイストップ
眺望点

重要なみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路幹線
道路
視線⽅向・重要な軸線

⼤久保路地（南北⽅向）
⼤久保路地（東⻄⽅向）
景観上重要な交差点
エリア境界

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

歴史に関わる資源歴

【景観資源】
（区指定⽂化財等）

補助72号線の開通によ
り、歌舞伎町⽅⾯や⾼⽥
⾺場駅⽅⾯へのつながり
が強化され、往来が増加
することが予想されます。

広域的な景観形成ガイドライン 2-7聖徳記
念絵画館の眺望の保全に関する景観誘導の
内容に従う必要があります

5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア

⼩滝橋通り⼩滝橋通り⼩滝橋通り⼩滝橋通り
沿道エリア沿道エリア沿道エリア沿道エリア沿道エリア沿道エリア沿道エリア沿道エリア

5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア5-7　歌舞伎町⼆丁⽬エリア

5-35-35-3
東新宿・東新宿・東新宿・東新宿・
⽂化⽂化⽂化

センターセンターセンターセンターセンター
エリアエリアエリアエリア

⼤久保通りと補助72号線の交
差点からは⻄新宿の⾼層ビル
群が⾒えます。�

周囲を幹線道路とJR線に囲まれ、また、エリアの⻄部を線路が貫いています。多国籍の雰囲気がエ
リア全体の特徴となっており、特に、南側へ⾏くほど繁華街の要素が⾊濃くなり、賑やかな景観とな
っています。また、エリア内には⼩泉⼋雲記念公園や皆中稲荷神社、全⿓禅寺などの寺社もあり、
様々な要素が混在する景観となっています。

１

⼤久保通り沿いには、多国籍の雰囲気が漂う
⼩規模な店舗が集まっています。また、職安通
り沿いには、⾼層建築物の間に⼤規模な店舗
が点在し、その雰囲気は幹線道路沿いのみで
なく、その間の住宅地にも広がっています。

幹線道路沿いの賑わいは、住宅地の中にも⼊
り込んできています。そこでは、住宅と並んで
飲⾷店やホテル等が建ちならんでいます。

南北⽅向の道路は、幅員も狭く落ち着きある
住宅地景観となっています。その道路をつな
ぐ東⻄⽅向の短い路地には、アイストップとな
る場所が多く存在しています。こうした場所で
は、緑化などによる景観への配慮が必要です。

0 50 100 200m

景観特性

5-6 ⼤久保通り南エリア
エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区

5-6
※写真は全て今後差し替え※
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多国籍な雰囲気と落ち着いた住宅地が共存するまちなみへ�
⼤久保通りから広がる多国籍な雰囲気と、住環境とが調和したまちなみをつくる。�

1.多国籍な雰囲気をいかした景観をつくる

3.⾝近なみどりがあふれる路地景観をつくる

アジアを中⼼とする多国籍な店舗が集積した独特の雰囲気
をいかした景観をつくる。�

短冊状に規則正しく並ぶ特徴的な道路基盤をいかし、住宅
地の中に⼩規模の商業施設が混在しながらも、全体として
調和した景観をつくる。�

つつじ園の広がっていた歴史をいかし、エリアに多く存在する
路地景観を⾝近なみどりがあふれる潤いのあるものとする

2.住宅地とその中に混在する賑わい施設が調和した景観をつくる

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

■壁⾯の位置を揃え、周囲のまちなみとの調和を図る
■低層部は賑わいを感じられるような開放的な意匠とする
■低層部の外壁や袖看板等の⾊彩は、周囲と調和したものとする

■⾊彩や素材は、周囲の落ち着いた雰囲気に調和したものとする
■道路沿いは樹⽊や草⽊などにより、歩⾏者にとって明るく潤いのある景
観をつくる

■⼤久保通り沿いでは、多国籍な雰囲気や賑わいといった特性を活かす
■幹線道路の賑わいが住宅街の落ち着きを損なわないような照明計画や
屋外広告物となるよう配慮する

■道路沿いでは、つつじなどによる連続的な緑化を⾏う
■アイストップとなる部分では、建築物の意匠的な配慮や緑化を⾏う

国際⾊豊かな景観、夜間景観、屋外広告物に関する記載の追加

看板等は歩⾏者の妨げとならないような�
配置とし、周囲と調和した意匠とする�

⾊彩は周囲の落ち着きと調和したものとする�

道路沿いには空地をとり緑化を⾏う�

⼤久保の多国籍な景観

住商が混在しながらも調和した景観�

⾝近なみどりがあふれる景観�

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区
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眺望点
視線⽅向・重要な軸線
神社
公園
アイストップ

重要なみどり
連続するみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
幹線道路

T字 (L 字 ) の
アイストップ
景観上重要な交差点
すみ切りされた交差点
⾼層建築物
エリア境界

【凡例】 保護樹⽊
(区�みどりの条例)

戦災復興の区画整理で
も残された古くから残る
道です。特徴的な街区
形状を⽣み出しています。

戦災復興の区画整理で
⼤きくすみ切りされまし
た。このエリアの特徴的
な景観です。

⻤王神社

⼤久保公園

花道通り沿いでは歌舞
伎町特有の光を⽤いた
屋外広告物が多く⾒られ
ます。

0 50 100 200m

世界的にも有数の、娯楽・歓楽街となっているエリアです。江⼾時代は、百姓地であり⽥畑が広
がっていました。第⼆次世界⼤戦では⼀⾯焼け野原となったものの、戦災復興でエリア全体の区
画整理事業が⾏われ、整った道路基盤が特徴となっています。南側は窪地形となっているため、
エリア全体が南側に向かって下がる緩やかな斜⾯地となっています。

昭和５３（１９７８）年の町名改正までは、
⻄⼤久保⼀丁⽬でした。歌舞伎町⼀丁⽬と
同じく娯楽・繁華街であるものの、その景
観は若⼲異なっています。特に花道通り沿
いやエリアの東側では、様々な趣向を凝らし
た夜間照明やデジタルサイネージが特徴的
な、賑わいのある景観が形成されています。

エリア全体において、戦後区画整理事業が
⾏われたこともあり、整った道路基盤が特徴
となっています。そして、江⼾時代から残る
斜めに横切っている道路が、変化のある景
観を創出しています。

エリアの周囲には幹線道路が通っています。
北側を通る職安通りは多国籍の雰囲気が漂
う景観、東側を通る明治通りは⾼層建築物
が建ち並ぶ景観、エリア中央を通る区役所
通りは街路樹が並ぶ潤いある景観となって
います。また、エリア内は、業務・住宅系
が多い外側の街区と、商業系が多い内側の
街区に分けられます。

１．歩いて楽しめるまち 特徴的な都市構造

景観特性
5-6　⼤久保通り南エリア5-6　⼤久保通り南エリア5-6　⼤久保通り南エリア5-6　⼤久保通り南エリア

10-1
歌舞伎町⼀丁⽬エリア歌舞伎町⼀丁⽬エリア歌舞伎町⼀丁⽬エリア歌舞伎町⼀丁⽬エリア歌舞伎町⼀丁⽬エリア

1-81-8
花園神社周辺エリア花園神社周辺エリア花園神社周辺エリア花園神社周辺エリア

5-85-85-85-8
⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道

エリアエリアエリアエリア

5-7 歌舞伎町⼆丁⽬エリア
エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区
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戦後の戦災復興区画整理事業を経て、繁華街として⼀時代を画した歌舞伎町
を新しい時代の繁華街として再⽣させる。

歌舞伎町らしさを保ちつつ、誰もが歩いて楽しめるまちなみへ

「歌舞伎町」の雰囲気を楽しめるような⼯夫と、快適な歩⾏
者空間をつくる。

江⼾時代から残るエリアを斜めに横切る道路と、区画整
理により整った道路基盤をいかした景観をつくる。

エリアの外周に位置する職安通りや明治通り、中央を
南北に貫く区役所通りでは、みどり豊かで快適な歩⾏
者空間をつくる。

1.楽しく歩ける「歌舞伎町」の景観をつくる

2.整った道路基盤をいかした景観をつくる

3.幹線道路沿道では賑わいあふれる
 まちなみと快適な歩⾏者空間をつくる

■広告物や建築物の形態意匠は、周囲との調和を図る
■花道通り沿いなどのエリア内側の街区の夜の照明は、華やかな賑わいを連
続させ、歌舞伎町らしさを演出する

■住宅や事務所が多いエリア外側の街区では、周囲の賑わいを損なわない
照明計画とする

■鋭⾓の⾓地などのアイストップとなる場所では、積極的にまちに対して楽し
さを提供する
■壁⾯線の連続性に配慮する
■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■コーナー部に⾯した場所には、エントランス等開⼝部を設ける
■コーナー部に⾯した建築物の各⾯は、調和した意匠とする

■職安通りでは、多国籍な雰囲気をいかし、低層部は賑わいを感じられる
ような開放的な意匠とする
■区役所通り沿いでは、落ち着いた形態意匠および⾊彩とし、積極的に緑
化を⾏い快適な歩⾏者空間をつくる

■神社の周囲では、落ち着いた形態意匠および⾊彩とする
■明治通り沿いでは、オフィス街にふさわしい落ち着いた形態意匠および⾊
彩とする

■低層部やエントランス部分の照明により夜間でも快適な歩⾏者空間を創出
する

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

周辺の建築物と⼀体となったみどりを創出する

歩いて楽しめるまち

⻤王神社周辺の景観

すみ切りのある交差点 鋭⾓・鈍⾓の⾓地

調和した意匠
 のまちかど

まちなみ
 の起点
斜⾏する街路の活⽤

街区形状をいかし街に楽しさを提供する

緑化により快適な
歩⾏者空間を創出

低層部は積極的に
街に明るさをもたらす

夜間でも快適な
歩⾏者空間

景観形成の⽅針

景観形成の⽬標 エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区
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このあたりは専⾨学校
が多く、学⽣街の賑わ
いがあります。

駅から伸びる路地には
店舗が連なっており、
賑わいがあります。

⼩滝橋通りの南⽅向
の視線の先には、
NTTドコモ代々⽊ビ
ルが⾒えます。

短冊状の路地の北
側は線路の擁壁が
アイストップとなっ
ています。

⼩滝橋通りと短冊状路
地の接点は、鋭⾓の⾓
地が⽣じています。

【凡例】
眺望点
視線⽅向・重要な軸線
アイストップ
景観上重要な道路
幹線道路
路地（南北⽅向）
エリア境界

5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア5-5　⼤久保通り北エリア

9-39-39-3
蜀江⼭周辺エリア蜀江⼭周辺エリア蜀江⼭周辺エリア蜀江⼭周辺エリア蜀江⼭周辺エリア蜀江⼭周辺エリア蜀江⼭周辺エリア

新宿駅北区画整理新宿駅北区画整理新宿駅北区画整理新宿駅北区画整理新宿駅北区画整理新宿駅北区画整理新宿駅北区画整理
エリアエリアエリアエリアエリア

9-69-6
成⼦町エリア成⼦町エリア成⼦町エリア成⼦町エリア成⼦町エリア

10-110-110-1
歌舞伎町歌舞伎町歌舞伎町歌舞伎町
⼀丁⽬⼀丁⽬⼀丁⽬⼀丁⽬
エリアエリアエリアエリアエリアエリア

5-75-75-75-7
歌舞伎町⼆丁⽬歌舞伎町⼆丁⽬歌舞伎町⼆丁⽬歌舞伎町⼆丁⽬歌舞伎町⼆丁⽬歌舞伎町⼆丁⽬

エリアエリア

⼤久保通り南エリア⼤久保通り南エリア⼤久保通り南エリア⼤久保通り南エリア⼤久保通り南エリア⼤久保通り南エリア

JR 線と⼩滝橋通りに挟まれたエリアです。エリアの北側は、江⼾時代には鉄砲百⼈組同⼼の住
む⼤縄地であり、その特徴的な街路形状は現在も残っています。またエリアの南側には、周辺で
働く⼈の⽣活を⽀える飲⾷店が建ち並び賑わいあふれる景観となっています。

１.⼤久保駅周辺の景観 ２.⼩滝橋通り沿いの景観 ３.路地からの眺め

新⼤久保駅から⼤久保駅へ⾏くにしたがい、
独特の多国籍の雰囲気は薄れていきます。
⼤久保駅周辺の賑わいを創出していくことが
必要です。

百⼈町の短冊状の道路が⼩滝橋通りで斜め
に交差しており、鋭⾓の⾓地が通り沿いに
⽣じています。通り沿いには⾼層建築物が
建ち並んでいますが、道路基盤に従い適度
に分節されたものとなっています。

東⻄に並ぶ短冊状の路地から南側を眺める
と、超⾼層ビル群が望めます。また、北側
には線路の擁壁があり、その眺めは殺⾵景
なものとなっています。緑化等による、圧迫
感の軽減が必要です。

0 50 100 200m

景観特性

5-8 ⼩滝橋通り沿道エリア
エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区

5-8
※写真は全て今後差し替え※
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⼩滝橋通り沿いに広がる賑わいあふれるまちなみへ
JR ⼤久保駅や線路と⼩滝橋通りをつなぐ細⻑い路地が並んだ特徴的な道路基
盤をいかし、個性的で賑わいあふれる景観をつくる。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

1.

3.特徴的な細⻑い路地をいかした景観をつくる

各種学校や店舗、オフィスなど多様な⽤途が混在していなが
らも、全体として調和した賑わいあふれる景観をつくる。また、
JR⼤久保駅周辺では、特に賑わいあふれる景観を創出して
いく。

■壁⾯の位置を揃え、周囲のまちなみとの調和を図る
■周囲と調和した壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■低層部は賑わいを感じられるような開放的な意匠とする
■低層部の外壁の⾊彩や袖看板等の⾊彩は周囲と調和したものとする
■低層部の賑わいを創出しつつ安⼼感を感じられる照明計画とする

⼩滝橋通り沿いの鋭⾓の⾓地をいかして、個性的なまちな
みをつくる。

■鋭⾓の⾓地はまちなみのシンボルとなることを考慮した形態意匠とする
■⾓地に位置する場所では⽬⽴つことに配慮し、コーナーの意匠を⼯夫
する

線路と⼩滝橋通りに挟まれた南北⽅向に細⻑い路地の特徴を
いかした景観をつくる。

■袖看板等は、⻄新宿の超⾼層ビル群への眺めを阻害しないような⼯
夫をする

■アイストップとなる線路沿いの擁壁は、緑化や素材の⼯夫で圧迫感を
軽減する

■道路沿いを積極的に緑化する

2.⼩滝橋通り沿いに賑わいあふれる景観をつくる
夜間景観に関する記載の追加

コーナー部は
統⼀感のある
意匠とする

低層部の賑わいを連続させる

まちなみと調和した分節化を図る
壁⾯線・スカイラインを整える

コーナー部は
統⼀感のある
意匠とする

コーナー部分の緑化により
彩りを与える

⻑⼤な擁壁を修景する

周辺の学校や商店街と連携し、ギャラリー
や広告スペースとして活⽤する

緑化を⾏う

⾓地をいかした個性的なまちなみをつくる

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ５�⼤久保地区
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新宿区の中央北部に位置し、南側の台地に北側から神⽥川沿いの低地が⼊り組ん
だ、⾼低差のある複雑な地形です。江⼾時代には武家地も散在していましたが、主
に農村でした。明治時代になると、東京専⾨学校（現：早稲⽥⼤学）が開校し、学⽣
の利⽤する⼩規模な店舗が軒を連ね、学⽣や⽂化⼈の集まる、活気あふれるまちな
みとなりました。⾼⽥⾺場駅周辺にはオフィスや住宅なども多く、多様な⼈々が集ま
るまちとなっています。また、地区の北側を通っている区内唯⼀の路⾯電⾞と神⽥
川の桜並⽊は、貴重な景観資源となっています。

6-2 早稲⽥⼤学周辺エリア

6-1 ⾯影橋エリア

6-3 ⻄早稲⽥エリア6-4 諏訪エリア

6-5 ⾼⽥⾺場駅周辺エリア

6-6 ⽥島橋エリア

6-7 ⾼⽥⾺場⻄エリア

6-8 ⻄⼾⼭公園エリア 6-2 早稲⽥⼤学周辺エリア

6-1 ⾯影橋エリア

6-3 ⻄早稲⽥エリア6-4 諏訪エリア

6-5 ⾼⽥⾺場駅周辺エリア

6-6 ⽥島橋エリア

6-7 ⾼⽥⾺場⻄エリア

6-8 ⻄⼾⼭公園エリア

⾼⽥⾺場駅

おとめ⼭公園

都電早稲⽥駅

⼾⼭公園
（⼤久保地区）

⼾⼭公園
（箱根⼭地区）

早稲⽥⼤学

⻄早稲⽥駅

⽢泉園

⻄⼾⼭公園

６�⼾塚地区
エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区

６ ⼾塚地区

６１ ⾯影橋エリア 
�都電と神⽥川をいかした潤いと動きあるまちなみへ
６２ 早稲⽥⼤学周辺エリア 
�早稲⽥⼤学と周辺商店会とでつくる活気あふれる
�まちなみへ
６３ ⻄早稲⽥エリア 
�古くからの学⽣街と良好な住宅地が共存するまちなみへ
６４ 諏訪エリア 
�⾼⽥⾺場駅から続く賑わいと良好な住宅地が
�調和したまちなみへ

６５ ⾼⽥⾺場駅周辺エリア 
�活気と賑わいあふれ、誰もが過ごしやすい学⽣街のまちなみへ
６６ ⽥島橋エリア 

６７ ⾼⽥⾺場⻄エリア 
�落ち着いた住宅地のみどり豊かなまちなみへ
６８ ⻄⼾⼭公園エリア 
諏訪通りでつながる低層住宅地と⼤規模建築物が
�調和したまちなみへ
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神⽥川沿いに広がる低地の⼀帯には、中⼩
規模の⼯場と低層の住宅地が混在していま
す。また、地区の北東部には、都電荒川線の
路⾯電⾞も通っています。

台地に複雑に低地が⼊り組んでおり、⾼低
差も⼤きくなっています。そのため、地区内に
は数多くの坂道や階段があります。また、諏
訪通りは⾼低差の⼤きい場所を通っている
ため、地形の変化を強く感じます。

神田川沿いの低地

台地に入り組む谷地

明治時代に開校した早稲⽥⼤学の周辺に、
古書店や飲⾷店の連なる学⽣街が形成され
ています。また、⾼⽥⾺場駅周辺にも各種学
校や⼤学などが多く、地区全体が活気にあ
ふれています。

JR線以⻄では、⼤正時代以降に市街化が進
⾏しました。江⼾時代から主要道路であった
早稲⽥通り沿道では、古くから周辺の⽣活を
⽀える商店街が発達し、今でも看板建築な
どが⾒られます。

早稲田通り沿道のまちなみ

春になると、⾯影橋付近は桜の名所として
⼤勢の⼈々で賑わいます。神⽥川はコンクリ
ート三⾯張りの巨⼤なU字溝ではあります
が、川沿いの遊歩道のみどりや桜並⽊、路⾯
電⾞などとおもに潤いあふれる景観資源と
なっています。

⽢泉園公園や⼤隈庭園といった⼤規模な庭
園があり、豊かなみどりで周辺に潤いを与え
ています。また、⽔稲荷神社や諏訪神社など、
歴史あるおもむきとともに豊かなみどりを持
つ寺社が点在しています。

神田川沿いの桜並木

変化に富んだ地形

まちの記憶や⽂化

⽔とみどり

地区の概要
エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区

６ ⼾塚地区

【6-6�⽥島橋エリア】
下町の雰囲気をもつ低地のまちなみ

【6-4�諏訪エリア】
神社の斜⾯緑地と起伏ある⼤通り

【6-2�早稲⽥⼤学周辺エリア】
地域のシンボルである⼤学の建築物

【6-7�⾼⽥⾺場⻄エリア】
看板建築が残り暖かみのある商店街

【6-1�⾯影橋エリア】
川と都電が織りなす印象的な景観

【6-3�⻄早稲⽥エリア】
地域に彩を提供する⽇本庭園

※写真は今後差し替え※

※写真は今後差し替え※

※写真は今後差し替え※

89



都電の⾛る奥にサンシャイ
ン 60 が重なって⾒えます。

 都電⾯影橋駅

⾼⽥橋

⾼⼾橋

曙橋 ⾯影橋

仲之橋

三島橋

豊橋

駒塚橋

新江⼾川公園 椿⼭荘

⼤隈庭園早稲⽥⼤学⽢泉園公園

眺望点
視線⽅向・重要な軸線
公園
連続するみどり

まとまったみどり
景観上重要な道路
幹線道路

景観上重要な交差点

エリア境界

【凡例】

豊島区豊島区豊島区

6-2　早稲⽥⼤学周辺エリア6-2　早稲⽥⼤学周辺エリア6-2　早稲⽥⼤学周辺エリア6-2 早稲⽥⼤学周辺エリア6-2 早稲⽥⼤学周辺エリア6-2　早稲⽥⼤学周辺エリア6-2　早稲⽥⼤学周辺エリア6-2 早稲⽥⼤学周辺エリア6-2 早稲⽥⼤学周辺エリア6-2 早稲⽥⼤学周辺エリア6-2　早稲⽥⼤学周辺エリア6-2 早稲⽥⼤学周辺エリア

神⽥川沿いの低地に位置するエリアです。江⼾時代には⾯影橋周辺は、歌川広重の「名所江⼾
百景」にも描かれるほど、⾵光明媚な⽥園⾵景が広がっていました。現在は、神⽥川沿いの桜並
⽊と区内唯⼀の都電が通る場所であり、潤いと動きのある景観が特徴となっています。

⾯影橋からは、神⽥川の流れと桜並⽊を眺
めつつ、都電の⾛る様⼦を⾒ることができま
す。また、⾼⼾橋交差点付近からは、奥にサン
シャイン６０、⼿前に⾛る都電を眺めること
ができます。

神⽥川はコンクリート三⾯張りの巨⼤なＵ
字溝ではありますが、川⾯にあふれ出す桜並
⽊が⾒事な景観を形成しています。また、遊
歩道にはみどりが連続しており、⼼地よい歩
⾏者空間となっています。

神⽥川は緩やかに曲がりながら流れている
⼀⽅、⽬⽩通りは直線的に通っています。そ
のため、両者が接しているのは⾯影橋付近の
みであり、その他の場所では新⽬⽩通り沿道
の⾼層建築物で隔てられています。� �

２．神⽥川の桜並⽊ ３．神⽥川と並⾛する新⽬⽩通り

※余⽩に写真を追加する（予定）

0 50 100 200m

景観特性

6-1 ⾯影橋エリア
エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区

6-1
※写真は全て今後差し替え※
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都電と神⽥川をいかした潤いと動きのあるまちなみへ
歌川広重の「名所江⼾百景」にも描かれた神⽥川と区内唯⼀の都電の⾛る景
観の、潤いと動きを感じられるまちなみをつくる。

1.⾛る都電、流れる神⽥川を感じられる動きのある景観をつくる

3.神⽥川のみどりと調和した景観をつくる

新宿区内では唯⼀の、都電が⾛る⾵景をエリアの景観資源
としていかす。また、神⽥川の流れる様⼦も容易に眺められる
ようにする。

■都電の眺めを阻害するような⼯作物等は設置しないようにする
■遊歩道の垣・さくは、⾼さを抑えるか、開放的なものとする
■遊歩道や橋の整備にあたっては、神⽥川を眺めるたまり空間の設置等を
検討する

遊歩道が整備されているこのエリアでは、遊歩道と周辺の
景観形成の考え⽅

■河川沿いの建築物は河川に対して正⾯性を持たせる
■橋や対岸からの⾒え⽅に配慮し、特に桜並⽊の上から⾒える部分の⾊彩
は低彩度のものとする

■⾊彩や素材は、⽔やみどりと調和したものとし、特に彩度の⾼いものは
避ける

■直接遊歩道に接する場所では、設備機器等は⾒えないよう植栽等で修景
する
■遊歩道側は可能な限り空地をとり、積極的に緑化を⾏う
■遊歩道の垣・さくは神⽥川への眺めに配慮した⾊彩や素材とする（素材は、
⾃然素材を⽤いるなど）
■河川周辺の照明は落ち着いた⾊・光量とし、河川沿いの光が連続性を持
つように配慮する

新⽬⽩通り沿いにおいて、神⽥川のみどりと調和し、また、
神⽥川を感じられる景観をつくる。

景観形成の考え⽅

■新⽬⽩通りから神⽥川を眺めることができるような建物配置とする
■⾊彩や素材は神⽥川のみどりと調和した落ち着いたものとし、特に、彩
度の⾼いものは避ける

■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■特に⾯影橋周辺では、神⽥川のみどりと連続した緑化を積極的に⾏う

2.ゆとりと潤いのある河川景観をつくる

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

具体的な⽅策

景観計画「⽔とみどりの神⽥川・妙正寺川地区」の景観形成⽅針を基に追記

夜間景観に関する記載の追加

⽴⾯▼

新⽬⽩通り （⾯影橋付近）

統⼀感のある
スカイライン 遊歩道へつながるみどり桜並⽊の可視化

橋へと連続するみどり

新⽬⽩
 通り

▲平⾯ ▲断⾯

→北

神⽥川

ゆとり

通りからの視線 ゆとりと
明るさの確保

対岸から
 の視線遊歩道へ

つながるみどり

都電や神⽥川への眺めを妨げない

周辺と⼀体となってつくられる河川景観

橋からの⾒え⽅に配慮した
素材・⾊彩・形態・意匠

神⽥川と調和した建築物とみどり

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区

6-1
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景観特性��

6-2

明治時代には⼤隈重信
の邸宅がありました。広
い芝⽣と池のある和洋
折衷の庭園です。

⽢泉園公園�
⼤隈庭園�

⼤隈講堂�

新江⼾川公園� 椿⼭荘�

⽳⼋幡�

早稲⽥⼤学
⼾⼭キャンパス

学習院⼥⼦⼤学 ⼾⼭公園
（箱根⼭地区）

早稲⽥⼤学�
早稲⽥キャンパス�

演劇博物館

⼤隈講堂

富塚跡

早稲⽥⼤学 2号館
（旧図書館）

歴

歴

歴史に関わる資源歴

歴

【景観資源】
（国指定重要⽂化財等）

（都指定⽂化財等）

（区指定⽂化財等）

歴

歴史に関わる資源

歴史に関わる資源

【凡例】
眺望点
視線⽅向・重要な軸線
神社
寺
地域を象徴する建築物
アイストップ
公園

重要なみどり
連続するみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
幹線道路
坂道（下から上）
景観上重要な交差点

江⼾時代の⾺場
崖線
エリア境界
歴史的な景観の保全が
必要な建築物

保護樹⽊（区みどりの条例）

明治時代には⼤隈重信
の邸宅がありました。広
い芝⽣と池のある和洋
折衷の庭園です。

新３号館は、主に政治経
済学部の校舎として使わ
れ早稲⽥キャンパスの象
徴となってきた旧３号館の
外観を再現しながら⾼層
棟を組み合わせる形で平
成26（2014）年に建替え
られました。

6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア

豊島区豊島区

⽜込⻄斜⾯地⽜込⻄斜⾯地⽜込⻄斜⾯地⽜込⻄斜⾯地⽜込⻄斜⾯地
エリアエリアエリアエリアエリアエリアエリア

明治１５（１８８２）年に東京専⾨学校として創設された早稲⽥⼤学とともに、その周辺も発展して
きました。⼤正５年発⾜の早稲⽥商店会をはじめ周囲には7商店会があり、活気にあふれています。
また、昭和２（１９２７）年落成した「早稲⽥⼤学⼤隈記念講堂」は、⼤学だけでなく周辺地域のシン
ボルとなっています。

２．早稲⽥⼤学の景観�

⼤学の周辺には７つの商店会があり、⼤学の
発展とともに商店会も発展してきました。学⽣
街の賑わいを、今後もより⼀層強化していくこ
とが必要です。

その広⼤な敷地により、⼤学⾃体が周囲の商
店会とともに⼀つのまちとなっています。周辺
地域との調和を図るために、その敷地際での
地域に対する配慮が必要です。

⼤隈講堂は、⼤学だけでなく地域のシンボル
となっています。温かみのある茶系を基調とし
た⾊彩や、建物⾼さと周囲との緑地の関係等
により、圧迫感を与えることなく⾵格ある建築
物となっています。国の重要⽂化財です。

0 50 100 200m

景観特性

6-2 早稲⽥⼤学周辺エリア
エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区

6-2

※写真は今後差し替え※
※写真は今後差し替え※

※写真は今後差し替え※

※写真は今後差し替え※
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早稲⽥⼤学と周辺商店会でつくる活気あふれるまちなみへ
早稲⽥⼤学と周辺商店会がともに発展しつくられた活気あふれるまちなみをさら
に発展させるとともに、⼤隈講堂や⼤隈庭園からの眺めを保全する。

早稲⽥⼤学の拡⼤とともに発展してきた周辺商店
が⼀体となった賑わいあふれる景観をつくる。

⼤学と地域とを隔てる塀を開放的なものにし、⼤学の持つ
活気あふれる景観を地域に溶け込ませていく。�

エリアのシンボルとなる⼤隈講堂の眺めを保全するとともに、
周囲も⼀体となった落ち着きのある景観をつくる。�

1.早稲⽥⼤学と周辺商店会が⼀体となった学⽣街の景観をつくる

2.早稲⽥⼤学がまちに溶け込んだ景観をつくる

3.⼤隈講堂を中⼼とした落ち着きのある景観をつくる

景観形成の考え⽅�

景観形成の考え⽅�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策

具体的な⽅策

具体的な⽅策

■壁⾯の位置を揃え、周囲と調和を図る
■早稲⽥通り沿いや⼤隈通り沿いでは、間⼝は現在の規模を継承するか、
もしくは、分節化を図る
■低層部は賑わいを感じられるような開放的な意匠とする
■歩道からつながりを持った滞留空間を創出する
■低層部の窓⾯からの漏れ光や街灯によって連続した賑わいある夜間景
観を創出する

■敷地境界の垣・さくは、⾼さを抑え、開放的なものとする
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する
■敷地境界部においては、⽣垣などにより積極的に緑化を⾏う
■敷地内はゆとりのある歩⾏空間や滞留空間を創出する配置計画とし、
ベンチ等のファニチャーの設置を⾏う

■早稲⽥⼤学のまとまったみどりの保全・活⽤を図る

■⼤隈講堂への眺めや⼤隈庭園からの眺めに配慮した、落ち着いた形態
意匠及び⾊彩とする

■⼤隈庭園のみどりを保全する
■⼤隈庭園周辺では、積極的に緑化する
■⼤隈講堂への眺めを阻害する場所については、屋上広告物は設置しな
いようにするか、建築物と⼀体的に計画し、周囲からの⾒え⽅に配慮
する

シンボルとなる⼤隈講堂を中⼼とした落ち着き
のある景観

早稲⽥⼤学がまちに溶け込んだ景観

早稲⽥⼤学と周辺商店会が⼀体となった景観

低層部は開放的な意匠とする�

キャンパスへの眺めを妨げない

たまり空間をつくる

都市マス p.148 に基づき追記

公共空間に関する記載を追加

公共空間に関する記載
を追加

夜間景観に関する記載を追加

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区
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学習院女子大学

戸山公園
（箱根山地区）

早稲田大学
戸山キャンパス

眺望点

視線⽅向・重要な軸線

神社

寺

地域を象徴する建築物

アイストップ

公園

重要なみどり

連続するみどり

まとまったみどり

景観上重要な道路

幹線道路

坂道（下から上）

不整形な交差点

景観上重要な交差点

江⼾時代の⾺場

レンガ塀

崖線

エリア境界

【凡例】

歴史的な景観の保全が
必要な建築物

保護樹⽊
（区みどりの条例）

⽂化に関わる資源

【景観資源】
（都指定⽂化財等）

⽂ 早稲⽥奉仕園
（スコットホール）

⽂

宏明館 歴

諏訪通りの南側沿道に、学習院
⼥⼦⼤学の煉⽡塀が連続して
います。街路樹やキャンパス内
のみどりとともに良好な景観を
創出しています。

江⼾時代には⾺場があ
りました。細⻑い街区形
状が特徴です。

西早稲田中学校

6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア6-1　⾯影橋エリア

6-26-26-26-26-2
早稲⽥⼤学周辺エリア早稲⽥⼤学周辺エリア早稲⽥⼤学周辺エリア早稲⽥⼤学周辺エリア早稲⽥⼤学周辺エリア早稲⽥⼤学周辺エリア

4-14-1
⼾⼭公園箱根⼭エリア⼾⼭公園箱根⼭エリア⼾⼭公園箱根⼭エリア⼾⼭公園箱根⼭エリア⼾⼭公園箱根⼭エリア⼾⼭公園箱根⼭エリア⼾⼭公園箱根⼭エリア⼾⼭公園箱根⼭エリア⼾⼭公園箱根⼭エリア

6-46-46-4

⾼⽥⾺場駅と早稲⽥⼤学をつなぐ早稲⽥通り沿いには、古書店が並び学⽣街の雰囲気を漂わせて
います。また、江⼾時代には徳川御三卿のひとつ清⽔家の⼤名庭園であった、回遊式⽇本庭園「⽢泉
園」があり、その由緒あるみどりで周囲に潤いと落ち着きを与えています。また、エリアの⻄側には古く
から残る道路が斜めに通っているため、鋭⾓の特徴的な敷地割りが⽣じています。

早稲⽥通り沿いには、古書店や飲⾷店などの
⼩規模な店舗が建ち並び、学⽣街を感じさせ
るまちなみとなっています。

エリア内には、寺社の参道であった道など古
くから残る道路が多数存在します。その多くは、
エリアを斜めに横切っているため、鋭⾓の⾓
地が⽣じています。また、北側に向かって下る
斜⾯地のため、坂や階段も多く変化のある景
観となっています。

道路からはなかなか⾒えないものの、まとま
ったみどりが点在しています。⽔稲荷神社や
印度⼤使官邸などが挙げられます。中でも、特
に広⼤な敷地となっているのが⽢泉園公園
です。斜⾯地の地形を上⼿く利⽤した、回遊
式⽇本庭園となっています。

1.学⽣街を感じるまちなみ 3.点在するまとまったみどり

0 50 100 200m

景観特性

6-3 ⻄早稲⽥エリア
エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区
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古くからの学⽣街と良好な住宅地が共存するまちなみへ
古くからの学⽣街であった雰囲気をいかすとともに、まとまったみどりや起伏の
⼤きい地形をいかした景観をつくる。

エリアを貫く幹線道路沿いでは、それぞれの特徴をいかした
景観形成を図る。

エリア内に多く存在する鋭⾓の交差点や階段、坂道、路地など
を、歩く⼈に快適なみどり豊かな景観とする。

エリア内に点在する⽢泉園や寺社、公園等のまとまったみど
りを保全する。また、周囲もみどりの連続性に配慮し、みどり豊
かな景観をつくる。

■早稲⽥通り沿いでは、古くから続く活気ある学⽣街の景観をいかし、
間⼝は現状の規模を継承するか、もしくは分節化を図る

■早稲⽥通り沿いでは、低層部を賑わいを感じられるような開放的な意
匠とする

■諏訪通り沿いでは、学習院⼥⼦⼤学の煉⽡塀の雰囲気と調和した、
落ち着いた形態意匠および⾊彩とする

■新⽬⽩通り沿いでは、神⽥川のみどりと調和した落ち着いた⾊彩とし、
特に、彩度の⾼いものは避ける

■鋭⾓の交差点に⾯する⾓地では、まちなみのシンボルとなることを考慮
した形態意匠とする
■鋭⾓の交差点に⾯する場所では積極的に緑化を⾏う
■垣・さくなどは⽣垣や⾃然素材のものとする
■擁壁の上部の垣・さくは⾼さを抑える
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する（壁
⾯緑化を⾏う、⾃然素材を⽤いる、分節化を図る�など）

■道路沿いには空地をとり、植栽帯を設ける

■既存樹⽊を保全する
■⽢泉園からの眺めに配慮した、落ち着いた形態意匠および⾊彩とする
■⾊彩や素材、照明などは、みどりと調和した落ち着いたものとする
■神⽥川とのつながりを感じさせるような連続するみどりを設ける
■⼤規模な計画では、まとまったみどりを創出する
■中・⼩規模の計画では、道路沿いの緑化を積極的に⾏う
■⽢泉園からの眺めを阻害する場所については、屋上広告物は、設置し
ないようにするか、建築物と⼀体的に計画し、周囲からの⾒え⽅に配
慮する

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策
夜間景観に関する記載追加

都市マス p.150 を基に追記

早稲⽥⼤学周辺の古書店（早稲⽥通り）

学習院⼥⼦⼤学のレンガ塀（諏訪通り）

鋭⾓の交差点の⾓地をいかした店舗

背後地への配慮と資源の活⽤

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区
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東京メトロ
⻄早稲⽥駅

⼾⽥平橋�

⾼⽥橋�

⾼⼾橋�

諏訪公園�

⽞国寺�
諏訪神社�

亮朝院�

天祖神社�

滝⽔川橋�

⽥島橋�

東京富⼠⼤学�

諏訪通りの沿道景観�

�

6-4

諏訪通りは、江⼾時代か
ら残る起伏の⼤きい道路
です。沿道には早稲⽥⼤
学や学習院⼥⼦⼤学など
の⼤学があり、賑わいの
ある通りとなっています。�

【凡例】

眺望点
神社
寺
公園
保護樹⽊（区�みどりの条例）
重要なみどり
連続するみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
幹線道路
坂道（下から上）
階段（下から上）
景観上重要な交差点
崖線
エリア境界

諏訪通りの沿道景観�

諏訪通りは、江⼾時代か
ら残る起伏の⼤きい道路
です。沿道には早稲⽥⼤
学や学習院⼥⼦⼤学など
の⼤学があり、賑わいの
ある通りとなっています。�

学習院⼥⼦⼤学の煉⽡壁�

起伏の激しい諏訪通り

広域的な景観形成ガイドライン 2-7聖徳記
念絵画館の眺望の保全に関する景観誘導の
内容に従う必要があります

豊島区豊島区

6-56-56-56-5
⾼⽥⾺場駅⾼⽥⾺場駅⾼⽥⾺場駅⾼⽥⾺場駅⾼⽥⾺場駅⾼⽥⾺場駅⾼⽥⾺場駅⾼⽥⾺場駅⾼⽥⾺場駅⾼⽥⾺場駅⾼⽥⾺場駅⾼⽥⾺場駅⾼⽥⾺場駅⾼⽥⾺場駅⾼⽥⾺場駅⾼⽥⾺場駅
周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア

5-45-45-45-45-4
⼾⼭公園⼤久保エリア⼾⼭公園⼤久保エリア⼾⼭公園⼤久保エリア⼾⼭公園⼤久保エリア⼾⼭公園⼤久保エリア⼾⼭公園⼤久保エリア⼾⼭公園⼤久保エリア⼾⼭公園⼤久保エリア⼾⼭公園⼤久保エリア⼾⼭公園⼤久保エリア⼾⼭公園⼤久保エリア⼾⼭公園⼤久保エリア⼾⼭公園⼤久保エリア⼾⼭公園⼤久保エリア⼾⼭公園⼤久保エリア

エリアの⼤部分は住宅地ですが、その中に周辺の会社員や学⽣を対象とした⼩規模な店舗が点
在しています。周囲には、早稲⽥通り、明治通り、諏訪通りが通っています。諏訪通り沿いでは、諏
訪神社の雰囲気が周囲にも落ち着きを与えています。また、明治通りには副都⼼線⻄早稲⽥駅
が開業し、今後のまちなみの変化が予想されます。

１．住宅地に点在する店舗� ２．諏訪神社と諏訪通り ３．不整形な道路基盤

エリアの⼤部分は住宅地なのですが、その中
に専⾨学校や中⼩のオフィスが点在していま
す。幹線道路から⼊った路地沿いには、⼩規
模の飲⾷店があり賑わいのある景観となっ
ています。�

鎮守の森である「諏訪の森」の中に、九世紀
初めに創建の諏訪神社があります。神社のお
もむきと森のみどりが、周囲に落ち着きと潤
いを与えています。また、諏訪通りは街路樹
のみどりが⼼地よい歩⾏者空間を創出して
います。�

エリア内には、早稲⽥通りや諏訪通りをはじ
め、江⼾時代から残る道路が多数あります。
そのため道路は地形に沿って緩やかなカー
ブを

0 50 100 200m

景観特性

6-4 諏訪エリア
エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区
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⾼⽥⾺場駅から続く賑わいと良好な住宅地が調和したまちなみへ�
諏訪神社と諏訪通りを景観の核とし、落ち着いた景観をつくる。また、住宅と店
舗が混在するまちなみを、全体として調和の取れた居⼼地の良い空間とする。�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

2.寺社の周辺では落ち着いた景観をつくる

住宅地とその中に点在する賑わい施設が調和した景観を
つくる。

居住者だけでなく学⽣、会社員など多様な⼈々が利⽤して
いる階段、坂道、路地などを、歩く⼈に快適なみどり豊かな
景観とする。�

■⾊彩や素材は、周囲と調和した落ち着いたものとする
■道路沿いは樹⽊や草花などにより、歩⾏者にとって明るく潤いのある景
観をつくる

■点字図書館通りは建築物の壁⾯を揃えて統⼀感のあるまちなみとする
ほか、壁⾯後退区域を活⽤した賑わいづくりや、誰もが快適に歩ける
空間づくりに努める

■神社周辺の建築物は、神社の雰囲気と調和し、落ち着いた形態意匠、
⾊彩計画および照明計画とする

■特に、境内から⾒える建築物等は、境内からの眺めに配慮した形態意匠、
⾊彩計画および照明計画とする

■諏訪通り沿いでは、学習院⼥⼦⼤学の煉⽡塀の雰囲気と調和した、落
ち着いた形態意匠、⾊彩計画および照明計画とする

■垣・さくなどは⽣垣や⾃然素材のものとする
■擁壁の上部の垣・さくは⾼さを抑える
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する（壁
⾯緑化を⾏う、⾃然素材を⽤いる、分節化を図るなど）

■道路沿いには空地をとり、植栽帯を設ける
■住宅のエントランス部分に照明を設けるなど、安⼼感のある住宅地夜
間景観を創出する

⾼⽥⾺場駅周辺地区まちづくり構想案より

夜間景観に関する記載追加

夜間景観に関する記載追加

住宅地の中に点在する賑わい施設�

低層部に賑わいを創出する�

諏訪神社に調和した落ち着いた景観�

落ち着いた素材や意匠とする�

窪地の地形や寺社の緑地の活⽤
窪地� 諏訪神社周辺�

地形をいかした
⼀体感のあるみどり

眺望の保全

擁壁の緑化

寺社のみどりの保全

起伏の⼤きい住宅地の景観�

擁壁は素材への配慮�
などで圧迫感を軽減�

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区
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⾼⽥橋�

⼾⽥平橋�⾼塚橋�

BIG�BOX�

神⾼橋�

諏訪神社�

⽥島橋�

東京富⼠⼤学�

⾼⼾橋�

駅
場
⾺
⽥
⾼
 
線
宿
新
武
⻄

【凡例】

眺望点
視線⽅向・重要な軸線
公園
地域を象徴する建築物
アイストップ
景観上重要な道路
幹線道路
坂道（下から上）
崖線
景観上重要な都市空間
エリア境界

清⽔川稲荷

0 50 100 200m

学⽣街⾼⽥⾺場の顔となるエリアです。駅を⼀歩出ると、商業地らしい屋外広告物が⼀⾯に張り
巡らされています。また、駅の東側では⼤学や専⾨学校等に流れていく⼤勢の⼈波があり、⻄側
では、早稲⽥通りやさかえ通り沿いに店舗が軒を連ね、賑わいある景観となっています。

１．駅の⻄側と東側の対⽐� ２．駅前広場と人の流れ ３．賑わいあふれる道路景観�

⾼⽥⾺場駅の⻄側と東側では、異なる特徴を
持つ賑わい景観となっています。⻄側では、⼩
規模な飲⾷店などが建ち並び、また、屋外広
告物も⼀⾯に張り巡らされています。⼀⽅東
側では、⽐較的規模の⼤きい店舗が多くなっ
ています。�

⾼⽥⾺場駅前の広場では、昼夜を問わず多く
の学⽣や会社員が⾏き交う賑やかな景観とな
っています。今後は、多くの⼈波を受け⽌める
のに⼗分なゆとりある歩⾏者空間や、滞留空
間を確保することが必要です。

駅周辺の道路沿いは、変化があり歩⾏者が楽
しく歩けるような⼯夫をした賑わい空間とな
っています。特に、駅の北⻄側のさかえ通り沿
いには、⼩規模な飲⾷店が建ち並び、周辺の
⽣活者と密着した賑わい景観が形成されて
います。また、駅の東側には神⽥川が流れてお
り、駅前とは違った落ち着いた景観が形成さ
れています。��

※写真は今後差し替え※

景観特性�

6-4 諏訪エリア6-4 諏訪エリア6-4 諏訪エリア6-4 諏訪エリア6-4 諏訪エリア

6-86-86-86-8
⻄⼾⼭公園エリア⻄⼾⼭公園エリア⻄⼾⼭公園エリア⻄⼾⼭公園エリア

6-66-66-66-6
⽥島橋エリア⽥島橋エリア⽥島橋エリア⽥島橋エリア⽥島橋エリア⽥島橋エリア

豊島区豊島区豊島区

6-76-76-7

6-5 ⾼⽥⾺場駅周辺エリア
エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区
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活気と賑わいあふれ、誰もが過ごしやすい学⽣街のまちなみへ�
多くの学⽣や会社員、周辺居住者で賑わう駅前空間を、活気と賑わいあふれる地
域の顔とする。�

⾼⽥⾺場駅を中⼼に、⾯的に広がる賑わいあふれる景観を
つくる。�

■壁⾯の位置を揃え、周囲のまちなみとの調和を図る
■低層部は開放的な意匠とし、賑わい空間となるよう⼯夫する
■さかえ通り沿いでは、間⼝は現在の規模を継承するか、もしくは、分節化
を図る
■１階店舗は開⼝部を⼤きくとり、ショウウィンドウ等を設置する
■夜間景観に配慮し、シャッターは透過性の⾼いものとする
■夜間景観に配慮した照明計画とする

■駅前広場に対して正⾯性を持った意匠とする�
■低層部には、⼈が溜まれる空間をつくる�
■広場に⾯する場合は、連続する賑わいを創出する�

早稲⽥通り沿道やさかえ通り沿道を学⽣街にふさわしい
個性的で活気と賑わいあふれる景観とする。

■早稲⽥通り沿道では、低層部に⼈が溜まれる空間をつくり活気ある賑わい
空間を創出する

■さかえ通り沿道では、周辺の間⼝の幅に合わせるか、分節化を図り、�����
細やかな賑わい空間を創出する

■神⽥川沿道では川に対して正⾯性のある意匠とし、オープンテラスなどに
よって開放的な空間を創出する
■周囲の建築物と⼀体となり、活気あふれる居⼼地のよい駅前広場を整備
する
■ゆとりある滞留空間と歩⾏者動線を確保する
■景観にも配慮したユニバーサルデザインを推進する

1.賑わいの広がる⾼⽥⾺場駅周辺の景観をつくる�

2.活気あふれ居⼼地の良い駅前景観をつくる�

3. �

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

⽳⼋幡�

駅
場
⾺
⽥
⾼

⾼架上の駅
ホームから
の視線への
配慮

滞留する
 空間 まちなみの

起点となる
コーナー部
の活⽤

（早⼤へ）�
早稲⽥通り�

（早⼤へ）�

補助 72号線（諏訪通りへ）�

補助 72号線（神⽥川へ）�

箱庭的な空間性

早稲⽥通り�
（栄通りへ）�

低層部は開放的な�
意匠とする�

⼈が溜まれる空間をつくる�

低層部の賑わいを連続させる

まちなみと調和した分節化を図る
壁⾯線・スカイラインを整える

コーナー部は
統⼀感のある
意匠とする

駅前広場から広がる性格の異なる⼤通り

たまり空間×早稲⽥通り

統⼀感と賑わいのある⼤通りの景観

景観形成の⽅針

景観形成の⽅針 エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区
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⼾⽥平橋

諏訪公園

⽞国寺

【凡例】

寺

公園

準⼯業地帯

連続するみどり

崖線

景観上重要な道路

坂道（下から上）

幹線道路

重要なみどり

景観上重要な交差点
不整形な交差点

エリア境界

かつて⽔路だった道

眺望点

視線⽅向・重要な軸線

保護樹⽊（区�みどりの条例）

滝⽔川橋

⽥島橋
東京富⼠⼤学

落合橋
宮⽥橋

宮⽥橋公園

新堀橋

せせらぎ橋

久保前橋

茶道会館

⼩滝橋

7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア7-4　新⽬⽩通り沿道エリア

6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア

7-77-7
神⽥川・妙正寺川神⽥川・妙正寺川神⽥川・妙正寺川神⽥川・妙正寺川神⽥川・妙正寺川神⽥川・妙正寺川神⽥川・妙正寺川

エリアエリアエリアエリアエリア

神⽥川沿いの低地に広がるエリアです。エリア内にはもともと神⽥川の⽔路であった道路が数箇
所あり、緩やかなカーブを描きながら変化のある景観となっています。また、エリアの⼀部の⽤途
地域は準⼯業地域であり、古くから⼯場が⽴地していました。近年は住宅も多くなり、混在した
景観となっています。

神⽥川沿いには遊歩道がありますが、⼀部
途切れてしまっている部分があります。神⽥
川⾃体は、コンクリート三⾯張りとなっており、
その修景のためにも、川沿いでの遊歩道の
整備、みどりの創出が必要です。

エリアの⼤部分は準⼯業地域となっています。
そのため、エリア内には⼯場や倉庫等が多数
あります。近年エリア内に増えてきた、住宅
等に対する配慮が必要です。

神⽥川の旧⽔路などであった道路が、エリ
ア内に数箇所あります。それらは、いずれも
緩やかなカーブを描いています。また、それ
らの道路に沿って急な勾配が⽣じているため、
南側に坂道や階段等が現れ、地形を感じる
景観となっています。

１.景観資源である神⽥川 ２.神⽥川沿いの⽤途の混在 ３.旧⽔路沿いの景観

0 50 100 200m

景観特性

6-6 ⽥島橋エリア
エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区
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⽔とみどりをいかした潤いあふれるまちなみへ
神⽥川沿いの眺めをいかし、住宅地と⼯場が調和したみどり豊かで潤いあふれ
る景観をつくる。

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

1.潤いあふれる河川景観をつくる

2.住宅地と⼯場とが調和したまちなみへ

3.みどりあふれるまちなみをつくる

本エリアの景観形成の軸となる神⽥川沿いにおいて、⽔と
みどりと調和した潤いあふれる河川景観をつくる。

エリア内に混在する住宅地と⼯場とを調和させた景観形成
を図る。

■河川沿いの建築物は河川に対して正⾯性をもたせる
■⾊彩や素材は⽔やみどりと調和したものとし、特に彩度の⾼いものは避
ける
■橋や対岸からの眺めに配慮し、壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁となら
ないようにする

■直接河川に接する場所では、設備機器等は⾒えないよう植栽等で修景
する
■橋や遊歩道の整備に際しては、⾊彩や素材、植栽などに⼗分配慮し、
可能な限り親⽔空間をつくるなど良好な河川景観を積極的に創出する

■みどりのライトアップにより魅⼒的な⽔辺の夜間景観を創出する

■⾊彩や素材は、周囲と調和した落ち着いたものとする
■道路沿いには⼗分な広さの空地を設け、樹⽊や草花などにより、歩⾏
者にとって明るく潤いのある景観をつくる

■道路沿いは積極的に緑化する
■道路沿いに照明等を設置するなど、安⼼感のある夜間景観を創出する

⼀部の河川沿いには遊歩道等でみどり豊かな景観がある
ものの、まちなみ全体としてはやや緑量が少ない。河川周辺
では積極的にまとまったみどりを創出する。

■⼤規模な計画では、まとまったみどりを創出する
■中・⼩規模の計画では、道路沿いや屋上・壁⾯で積極的に緑化を⾏う

景観計画「⽔とみどりの神⽥川・妙正寺川地区」
の景観形成⽅針を基に追記

景観計画「⽔とみどりの神⽥川・妙正寺川地区」
の景観形成⽅針・基準を基に追記

夜間景観に関する記載を追加

夜間景観に関する記載を修正

台地上
低地上（本エリア）神⽥川

ゆとりのある遊歩道 眺望の保全
地形をいかした⼀体感のあるみどり

河川の両岸を
つなぐみどり

落ち着いた⾊彩・素材を⽤いる

道路沿いは積極的に緑化

道路沿いの⾝近なみどり

神⽥川に対して開放的な意匠とする

ゆとりと潤いのある遊歩道とする

神⽥川や周辺の資源との調和

潤いあふれる河川景観

住宅地と調和する⼯場施設

みどりあふれるまちなみ

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区
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⾼塚橋神⾼橋

BIG�BOX

滝⽔川橋

⽥島橋

茶道会館

⼾塚公園

落合中央
公園

⼩滝橋

早稲⽥通り沿いには⾼
⽥⾺場駅から⼩滝橋交
差点まで店舗が建ち並
んでいます。

【凡例】

寺
公園

エリア境界

崖線

景観上重要な道路

坂道（下から上）
幹線道路

保護樹⽊
(区�みどりの条例)
重要なみどり

景観上重要な交差点

神社

まとまったみどり

不整形な交差点

眺望点7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7　神⽥川・妙正寺川エリア

6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア6-8　⻄⼾⼭公園エリア

6-56-56-5

周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア

早稲⽥通りがエリアの中央を東⻄に通っています。沿道は、⾼⽥⾺場駅周辺の繁華街の賑わい
が落ち着き、周辺居住者の⽣活に密着した賑わいへと変化してきます。また、幹線道路から⼀歩
中に⼊ると、台地上の落ち着いた住宅地が広がり、⾝近なみどりのあふれる路地景観となってい
ます。また、茶道会館や⼾塚公園付近は周囲より⼩⾼くなっており、開放感ある眺めを得ること
ができます。

早稲⽥通りの南側には路地が広がっています。
そのいずれも、庭先からみどりがあふれ出し、
良好な路地景観となっています。塀の安全性
確保や細街路整備と同時に、現在の景観を
保全していく、⼯夫が必要です。

⾼⽥⾺場駅周辺の喧騒から遠ざかり、同じ
早稲⽥通りでも落ち着きのある景観となって
います。⼩規模な店舗が建ち並び、周辺居
住者の⽣活と密着した賑わい景観となってい
ます。

エリア全体が、北⻄側へと向かって下がる
斜⾯地となっています。茶道会館や⼾塚公
園付近は、周囲より⼩⾼くなっており、北⻄
側へと空の広がりを感じる眺めを得ることが
できます。�

１．台地上の路地景観 ２．⽣活感あふれる早稲⽥通り ３．緩やかな⾼低差のある地形

0 50 100 200m

景観特性

6-7 ⾼⽥⾺場⻄エリア
エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区
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落ち着いた住宅地のみどり豊かなまちなみへ
起伏に富んだ地形をいかし、みどりあふれる路地景観と落ち着きある住宅地の
まちなみを創出する。

落ち着いたみどり豊かな住宅地景観を保全していく。

早稲⽥通りを周辺住⺠の⽣活道路として、賑わいある
快適な歩⾏者空間をつくる。

■景観上重要な既存樹⽊を保全する
■⾊彩や素材は、周囲と調和した落ち着いたものとする
■垣・さくなどは⾼さを抑え、⽣垣や閉鎖的でないものとする
■道路沿いは積極的に緑化を⾏う
■エントランス部分や植栽部分に暖かみのある照明を設置するなど落ち着
いた住宅地の夜間景観を創出する

■壁⾯の位置を揃え、周囲と調和を図る
■間⼝は現在の規模を継承するか、もしくは、分節化を図る
■低層部は賑わいを感じられるような開放的な意匠とする
■賑わいを演出しつつ、夜間でも快適に歩⾏できる照明を計画する

台地上に位置する⼾塚公園や茶道会館周辺のみどり豊
かで空の広がりを感じる景観を保全する。

■⼾塚公園や茶道会館周辺のみどりを保全・創出する
■北⻄側に向かって広がる台地上からの眺望を保全する
■斜⾯地上では積極的に緑化を⾏う
■神⽥川へのつながりを感じさせるような連続性のあるみどりを創出する

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

1. 落ち着いた住宅地のみどり豊かな景観をつくる

2. 早稲⽥通り沿道を活気ある賑わい空間とする
夜間景観に関する記載を追加

夜間景観に関する記載を修正（元の記載：「夜間景観に
配慮した照明計画とする」）

都市マス p.148、150 を基にみどりの連続性について追記

（⼾塚公園周辺）
崖地神⽥川

断⾯▼▲平⾯

（⼾塚公園周辺）

眺望の保全・創出

視線の抜け

斜⾯地の緑化

崖地の
 緑化

活気ある早稲⽥通り沿道

低層部は開放的な意匠とする

⾃然素材を⽤いた垣・さく

落ち着いたみどり豊かな住宅地

⾼低差と⽴地の特性がもたらす眺望

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区
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6-8

⼾⽥平橋⾼塚橋神⾼橋�

BIG�BOX�

諏訪公園�

⽞国寺�

滝⽔川橋�

⽥島橋�

東京富⼠⼤学�

落合橋�

新堀橋�

⼩滝橋

⾼⽥⾺場公園�

⻄⼾⼭公園�
⻄⼾⼭⼩学校�

新宿⻄⼾⼭中学校

⻄⼾⼭公園�都営百⼈町四丁⽬アパート�

眺望点
【凡例】

公園

エリア境界

連続するみどり

崖線

景観上重要な道路

坂道（下から上）

幹線道路

保護樹⽊
(区�みどりの条例)

アイストップ

整った街路

景観上重要な交差点

0 50 100 200m

エリアの中央を東⻄に諏訪通りが通っています。諏訪通りは緩やかなカーブを描いているため、そ
の街路樹が常にアイストップにあり、⼼地よい幹線道路の沿道景観となっています。また、北側は台
地上にみどりあふれる良好な住宅地が並び、南側には都営住宅や⼩中学校などの⼤規模な建築物
群が建ち並んでいます。�

１.南北をつなぐ諏訪通り ２.⼤規模建築物群の連なり ３.⾼さを揃えて落ち着いた住宅地

北側の台地上住宅地と南側の⼤規模な建築
物群の間に、諏訪通りは通っています。南北で
全く別の景観となっていますが、両者を諏訪
通りの街路樹がつないでいます。�

エリアの南側では、⽼朽化した中層住宅が⾼
層住宅へと建て替わり、景観の更新が⾏われ
ました。諏訪通りからセットバックし既存樹
⽊を残したことで、歩⾏者への圧迫感が軽減
され、良好な歩⾏者空間が維持されています。

エリアの北側には、⽐較的規模の⼤きい低層
の住宅が建ち並んでおり、道路沿いの豊かな
植栽により落ち着いた雰囲気となっています。
また、これらの住宅は、⾼低差の⼤きい地形
のため坂道に⾯していることが多く、変化のあ
る景観となっています。���

景観特性� 6-56-56-5

5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア5-4　⼾⼭公園⼤久保エリア北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理

6-8 ⻄⼾⼭公園エリア
エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区
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�6-8�

北側の台地上に広がる落ち着いた住宅地と南側の⼤規模建築物群を諏訪通り
の街路樹でつなげ、みどり豊かな落ち着いたまちなみとする。

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

具体的な⽅策�

景観形成の考え⽅�

■壁⾯の位置は後退させ、道沿いにゆとりをつくる
■壁⾯は連続しないように、適切な分節化を図る
■街路樹と調和した緑化を推進する
■⻄⼾⼭公園周辺、諏訪通り及び接続道路沿道では、積極的に緑化を⾏う

■⾊彩や素材は、周囲と調和した落ち着いたものとする
■道路沿いには⼗分な広さの空地を設け、樹⽊や草花などにより、歩⾏者
にとって明るく潤いのある景観をつくる
■屋上緑化や壁⾯緑化を積極的に⾏う
■垣・さくなどは⾼さを抑え、⽣垣など⾃然素材を⽤いる

■緩やかな変化のある地形の魅⼒を損なわないよう、⼤規模な地形の改変は
避ける

■⾊彩はみどりと調和した落ち着いたものとし、特に彩度の⾼いものは避ける
■外壁の素材は、⾃然素材のものとする
■垣・さくなどは⾼さを抑え、⽣け垣など⾃然素材を⽤いる
■Ｔ字路などアイストップとなる場所では、建築物の意匠的な配慮や緑化を
⾏う

■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する（壁⾯緑
化を⾏う、⾃然素材を⽤いる、分節化を図る

諏訪通りを介したまちなみの調和
諏訪通り� 斜⾯地�⻄⼾⼭公園�

後背地への配慮
ゆとりと⼀体感のある
   街路景観の創出歩⾏者を

楽しませる
みどり

変化のある地形をいかした景観�
⾼さを抑えた塀・垣�

アイストップへの配慮�

周囲と調和した擁壁�

⼤規模施設と沿道の⼀体化�

敷地境界は開放的なものとする�

景観形成の⽅針

景観形成の⽅針 エリア別景観形成ガイドライン ６�⼾塚地区
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落合第⼀地区は新宿区の北⻄に位置し、斜⾯緑地や神⽥川、妙正寺川などのある
地区です。豊かなみどりに恵まれ、明治時代以降に邸宅地となった下落合、⼤正時
代に開発された⽬⽩⽂化村など良好な住宅地が広がっています。河川沿いには⼯
場や学校などの⼤規模敷地が多くあり、また上落合は路地沿いの静かな住宅地と
なっています。

7-1 ⽬⽩通り沿道エリア

7-2 下落合台地エリア

7-3 下落合斜⾯地エリア

7-4 新⽬⽩通り沿道エリア
7-7 神⽥川・妙正寺川エリア

7-6 上落合エリア

7-5 ⽬⽩⽂化村周辺エリア

7-1 ⽬⽩通り沿道エリア

7-2 下落合台地エリア

7-3 下落合斜⾯地エリア

7-4 新⽬⽩通り沿道エリア
7-7 神⽥川・妙正寺川エリア

7-6 上落合エリア

7-5 ⽬⽩⽂化村周辺エリア

信濃町駅

⽬⽩駅

市ヶ⾕駅

⾼⽥⾺場駅

おとめ⼭公園

７�落合第⼀地区
エリア別景観形成ガイドライン ７�落合第⼀地区

７ 落合第⼀地区

７１ ⽬⽩通り沿道エリア 
�銀杏並⽊と賑わいをいかした幹線道路沿道のまちなみへ
７２ 下落合台地エリア 
�豊かなみどりとゆとりが感じられるまちなみへ
７３ 下落合斜⾯地エリア 
�坂道と斜⾯緑地をいかしたみどり豊かなまちなみへ

７４ 新⽬⽩通り沿道エリア 
�斜⾯緑地と調和した幹線道路沿道のまちなみへ
７５ ⽬⽩⽂化村周辺エリア 

７６ 上落合エリア 
�⾝近なみどりを感じられるまちなみへ
７７ 神⽥川明正寺川エリア 
⽔とみどりをいかした潤いあふれるまちなみへ
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神⽥川、妙正寺川の北側は急峻な斜⾯地と
なっており、その北側には下落合台地が広が
っています。斜⾯地には所々に⾕地が⼊り込
み、複雑な地形となっています。また、江⼾時
代から農道として使われていた坂道も多く残
っています。

落合の地名は、神⽥川と妙正寺川、２つの川
が落ち合うことに由来しています。川の南側
には、河川の流れにおり緩やかな河岸段丘
が形成され、緩やかな坂道や階段からその
地形を感じることができます。

急峻な斜面地

２つの河川と緩やかな段丘

明治時代以降、下落合のみどり豊かな台地
上に邸宅が⽴地するようになり、⼤正時代
には先進的な郊外住宅地として「⽬⽩⽂化
村」が開発されました。その影響もあり、今も
台地上にはゆとりある良好な住宅地がひろ
がっています。また、下落合にゆかりのある
中村彝のアトリエを復元整備されています。

江⼾時代には台地周辺の⼀帯は徳川家の
狩猟場であり、明治時代には北側を近衛家
が、南側を相⾺家が所有しました。相⾺家は、
⼀部を回遊式庭園「林泉園」として⼀般開放
していました。のちの売却された斜⾯地の⼀
部分は、地元の⼈たちの運動を受け「おとめ
⼭公園」として昭和44年に開園し、平成26
年拡張されました。現在も地域の⼈が活動
できる憩いの場になっています。

将軍家の狩猟場

斜⾯地には、おとめ⼭公園や下落合野⿃の
森公園、薬王院など豊かなみどりを有する
公共的施設が集中しています。台地上のゆ
とりある住宅地の緑とともに、うるおいある
景観を創出しています。

河川沿いのみどりや⼀部整備された遊歩道
の並⽊など、場所によっては潤いのある河川
景観となっています。

斜面緑地と屋敷林

変化に富んだ地形

まちの記憶や⽂化

地区の概要

斜⾯地には、おとめ⼭公園や下落合野⿃の
森公園、薬王院など豊かなみどりを有する
公共的施設が集中しています。台地上のゆ
とりある住宅地の緑とともに、うるおいある
景観を創出しています。

河川沿いのみどりや⼀部整備された遊歩道
の並⽊など、場所によっては潤いのある河川
景観となっています。

斜面緑地と屋敷林

【7-3 下落合斜⾯地エリア】
斜⾯緑地を右に左に曲がる坂道

【7-6 上落合エリア】
河川沿いの緩やかな坂道

【7-2 下落合台地エリア】
新設されたアトリエ記念館

【7-3 下落合斜⾯地エリア】
かつて狩猟地だったおとめ⼭公園

【7-3 下落合斜⾯地エリア】
みどりと野⿃が共存する野⿃の森公園

【7-7 神⽥川・妙正寺川エリア】
神⽥川沿いのみどり

⽔とみどり

エリア別景観形成ガイドライン ７�落合第⼀地区

７ 落合第⼀地区
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⽬⽩聖公会

銀杏並⽊

エリア⻄側では、近年敷地が統合され、ス
ケールギャップの⼤きなまちなみ景観と
なっている場所もあります。

等間隔で並ぶ銀杏並⽊が、まちなみのシ
ンボルとして調和のあるまちなみ景観を
創出しています。

古くからの街道筋であり、昔ながらの間⼝
の⼩さな敷地割りが現在でも継承されて
います。

昭和4（1929）年竣⼯。
⽬⽩通り沿いのシンボル
です。

【凡例】

地域を象徴する建築物

連続するみどり（イチョウ並⽊）

幹線道路

下落合台地エリアへとつながる街路

⼤正15年当時の⼤規模敷地

⼤正時代からの間⼝を継承しているもの

⼤正時代以降敷地を統合しているもの

通りの裏の中層の集合住宅

エリア境界

福
室
醤
油

⽬⽩聖公会豊島区豊島区

江⼾時代から続く⽬⽩通りを中⼼に、古くから市街化されたエリアです。⽬⽩駅の開通した明治時
代以降からその集積は更に進み、戦後には商店街が形成されました。現在でも、⼩規模な店舗が建
ち並び、歩⾏者の往来も多く、賑わいのあふれる景観となっています。

１.⼩規模な店舗の連なり ２.銀杏並⽊との調和 ３.

銀杏並⽊は⽬⽩通りの重要な景観資源とな
っています。幹線道路の沿道景観に潤いを与
えるとともに、周囲の建築物を適度に覆い隠
す役割を果たしています。

近年では敷地の統合などにより、⽬⽩通り沿
いに⾼さや規模の異なる建築物が混在して
います。⾼層かつ⼤規模な建築物が周囲に与
える影響は⼤きいため、圧迫感の軽減を図る
ことが必要です。

⽬⽩通り沿いは間⼝の狭い敷地が継承され、
⼩規模な店舗の連なる賑わいあふれる景観
となっています。中には、看板建築注）などもわ
ずかながら残っており、古くからの街道の記
憶を感じさせます。
注）看板建築：看板状に正⾯を⼤きく⾒せる商店建築

★要確認
★要確認

★要確認

0 50 100 200m

景観特性

7-1 ⽬⽩通り沿道エリア
エリア別景観形成ガイドライン ７�落合第⼀地区

7-1
※写真は全て今後差し替え※
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銀杏並⽊と賑わいをいかした幹線道路沿道のまちなみへ
古くからある通りであり、周辺居住者の⽣活の場でもある⽬⽩通りを中⼼に、銀
杏並⽊の潤いと低層部の賑わいをいかした沿道景観をつくる。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

周辺居住者の⽣活の場でもある⽬⽩通りにおいて、景観資
源である銀杏並⽊と、低層部に連なる商店をいかし、歩く⼈
に快適な潤いと賑わいをつくる。

■銀杏並⽊の⾼さと調和した形態意匠とする
■壁⾯の位置を揃え、周囲と調和を図る
■間⼝は現在の規模を継承するか、もしくは、分節化を図る
■低層部は、賑わいを感じられるような開放的な意匠とする
■夜間景観にも配慮し、シャッターは透過性の⾼いものとする
■賑わいを演出しつつ、落合地区らしい落ち着いた夜間景観となる
ような照明計画とする

2.後背の住宅地との調和を図る

周辺は第⼀種低層住居専⽤地域であり、⼤規模な沿道の
建築物は周辺住宅地の住環境への影響も⼤きい。そのた
め、住宅地への影響に配慮した計画とする。

■⾊彩や素材は、周囲の落ち着いた雰囲気に調和したものとする
■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないように配慮する
■住宅地とのボリュームギャップを解消する（住宅地側は階数を減
らす、屋上緑化をするなど）
■住宅地側には空地をとり、積極的に緑化する

夜間景観に関する記載を修正（元の記載：「夜間景観に
配慮した照明計画とする」）

建物の分節化

イチョウ並⽊の⾼さとの調和

イチョウ並⽊
との調和並⽊の⾼さとの調和

開放的な低層部

緑化等による配慮

住宅地との
ボリューム
ギャップの解消

低層住宅地

空地の確保

屋上緑化 ⽬⽩通り

銀杏並⽊との調和

後背地（低層住宅地）との調和

にぎわいある商業空間の形成

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針
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明治時代に相⾺邸と分割された近衛邸の敷地では、
⼤正時代に近衛邸の軸線を受け継ぐ計画的敷地割
りの宅地分譲が⾏われました。現在でも、近衛邸
内のけやきの⽊が残され、その軸線上のアイスト
ップの位置に⽇⽴⽬⽩クラブがあります。

⾕地となっているこの場所は、明治時代に相⾺
家が回遊式⽇本庭園「林泉園」として⼀部を⼀
般に開放していました。周囲からやや下がった
地形のため、まとまりのある景観となっており、
かつての桜並⽊を偲ばせる桜も残っています。

（旧）林泉園

（旧）近衛町

聖⺟

⽇⽴⽬⽩クラブ ⽬⽩ヶ丘教会

このエリアでは、かつ
ての⼤きなお屋敷やア
トリエ跡地を公園とし
て利⽤している場所が
いくつか⾒られます。

�7-2

佐伯公園とアトリエ跡

かつての農道である南北に
貫く道路は何度も左右に
曲がり、道路景観を変化と
奥⾏きのあるものにしてい
ます。

佐伯祐三
アトリエの地

路傍樹
（ケヤキ）

【凡例】
寺
公園

地域を象徴する建築物
ランドマーク

地域⽂化財
⾻格となる曲がった道
つなぎの道

旧近衛町
林泉園跡地
エリア境界歴史的な景観の保全が

必要な建築物
坂道（下から上）

保護樹⽊
（区みどりの条例）

緑（樹⽊等）に関わる資源

歴史に関わる資源

緑
歴

【景観資源】
（国指定重要⽂化財）

（区指定⽂化財等）

歴史に関わる資源

⽬⽩通り

下落合野⿃の森
公園

薬王院
おとめ⼭公園⻄坂公園

下落合公園

下落合
東公園

⼤学

落合第⼀
�⼩学校

⽬⽩第三
⽂化村跡地 ⽬⽩第三

⽂化村跡地
ケヤキの⽊

林泉園跡地

旧近衛町

⽬⽩ヶ丘
 教会

⽇⽴⽬⽩クラブ

⽇本バプテストキリスト教
⽬⽩ヶ丘教会礼拝堂 歴

歴

佐伯公園

レンガ調舗装路⻄新宿への眺望点

0 50 100 200m

斜⾯緑地の北側に広がる台地上に位置する、閑静な低層住宅地のエリアです。かつては農地や、⼤
邸宅地であったところが多く、特に近衛邸や相⾺邸などのあった場所は、豊かなみどりとゆとりある
敷地規模により、良好な低層住宅地のまちなみとなっています。古くからの農道が主要な道路とし
て残っており、奥⾏きと変化のある景観となっています。

１. ３.お屋敷町の歴史

明治後期までは農村であり、また、戦災の影
響も少なかったため、古くからの農道がその
まま残っています。低地と台地をつなぐこれら
の道路は、ゆらゆらと左右に何度も曲がり、沿
道の建築物とみどりが折り重なる景観を⽣み
出しています。

昭和初期からのモダンな邸宅と豊かな⽊々
による良好な住宅地のまちなみは、今も変わ
らず受け継がれています。景観資源となる古
くからの樹⽊や⽣垣が⾄るところに⾒られ、
連続的なみどりがあふれています。

旧近衛邸である計画的住宅地（旧近衛町、⽇
⽴⽬⽩クラブ）、旧相⾺邸の庭園（林泉園、お
とめ⼭公園）等、お屋敷や⼤規模敷地を基に
した場所が多く、現在でもゆとりある景観が
受け継がれています。また、かつてこの地で活
動した画家（中村彝、佐伯祐三）のアトリエ記
念館や⽬⽩ヶ丘教会などもあります。

景観特性

豊島区豊島区豊島区豊島区

景観特性図上の写真：未差し替え

7-2 下落合台地エリア
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豊かなみどりとゆとりが感じられるまちなみへ
落ち着きとゆとりのある低層住宅地が広がる景観を保全するとともに、景観資源
をいかした魅⼒ある景観を創出する。

1. 豊かなみどりとゆとりのあるまちなみを保全する
景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

■ゆとりある敷地規模を保全する
■景観上重要な既存樹⽊を保全する
■道路沿いには空地をとり、植栽帯を設ける
■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないように配慮する
■斜⾯地の湧⽔保全のために台地⾯上においても⾬⽔を浸透させる様々な
⼿法を検討する

■外壁の素材や⾊彩は、周囲の落ち着いた雰囲気に調和したものを使⽤す
る
■垣・さくは⾼さを抑え、⽣垣や閉鎖的でないものとする
■視線が集中しやすい坂の折れ曲がり部分など道路沿いを中⼼に、積極的
に緑化を⾏う

■⽊陰となるような道路沿いの⼤⽊は⾬や⽇差しから歩⾏者を守る役割が期
待されるため極⼒保存する

■集合住宅の道路沿いには空地を設けることで建築物の圧迫感を軽減する

かつてからの農道を基にした曲がりの多い道路を中⼼に、
みどり豊かで歩きやすい道路景観を創出する。

旧近衛町周辺の施設（⽇⽴⽬⽩クラブ、⽬⽩ヶ丘教会、おとめ⼭
公園）や、アトリエ記念館（中村彝、佐伯祐三）などを起点とし、
周辺地域と⼀体となった景観づくりを⾏っていく。

■道路の無電柱化を推進する
■周囲の⾊彩や雰囲気に配慮しつつ、視認性のある案内標識をつくる
■施設周辺の道路はまちとの⼀体感に配慮しつつ、誘導性向上の観点から
特徴を持たせた舗装とする

■⽬⽩⽇⽴クラブへ向かう道路沿いでは、⽬⽩クラブへの眺望を保全する
■外壁の素材や⾊彩は施設の雰囲気と調和したものを使⽤し、道路沿いは
積極的に緑化を⾏う

■落ち着いた雰囲気に調和した照明計画とする

昭和初期からのお屋敷を中⼼とした、敷地規模も⼤きくみ
どり豊かなまちなみを将来にわたって継承する。

⽣垣等
の修景

植栽の通りへ
のにじみだし

道路沿いに庭空間の確保

既存樹⽊の保全

植栽帯の設置

ゆとりある
敷地規模の保全

ゆとりへの修景集

⽣垣や植栽
などによる
敷地境界

折れ曲がり部
を緑化

⾼さを抑えた塀

みどり豊かで歩きやすい道路景観

無電柱化

周囲の雰囲気に合った舗装

歴史ある施設周辺の景観づくり

周囲の雰囲気に
配慮した
案内標識

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針
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聖⺟病院 薬王院

七曲坂  幽霊坂 久七坂 ⻄坂六天坂

おとめ⼭公園

⽇⽴⽬⽩
�クラブ

薬王院

聖⺟病院

下落合野⿃の森公園

市郎兵衛坂
霞坂

⻄坂

六天坂

⾒晴坂

楓坂幽霊坂久七坂 七曲坂 相⾺坂

⽬⽩第三
⽂化村跡地

聖⺟坂

落合中学校

⽇⽴⽬⽩クラブ

聖⺟病院 歴

歴

【凡例】
寺
境内地
公園

地域を象徴する建築物
ランドマーク

⾕地の中⼼軸線
坂道（下から上）
⾕⼾（やと）
エリア境界

保護樹⽊
（区みどりの条例）

歴史的な景観の
保全が必要な建築物 ⻄新宿への眺望点

歴史に関わる資源歴

【景観資源】
（都指定⽂化財等）

斜⾯地上に東⻄に連続して、低地と台地を結ぶ坂道が並んでいます。
これらはいずれも傾斜を和らげるために、右へ左へと連続して曲がって
います。

地形がひだのように⼊り組んでいます。⾕
⼾（やと）と呼ばれるすり鉢状の⾕地が⾒
られ、景観的なまとまりとなっています。

エリア内には薬王院や聖⺟病院、⽇⽴⽬⽩クラブな
どの景観資源が多数存在しています。 0 50 100 200m

東⻄に連続する斜⾯緑地がこのエリアの特徴です。周辺の中でも特に⾊濃く連続するみどりの帯は、
幹線道路の喧騒と台地上の良好な住宅地を区切る役割を果たしています。エリア内には、おとめ⼭
公園や野⿃の森公園、薬王院など豊かなみどりを有する公共的施設が集中しているだけでなく、斜
⾯にある宅地内にもみどりが⾊濃く受け継がれています。また、斜⾯地に連続して並ぶ坂道は右へ
左へと曲がり奥⾏きのある景観となっています。

おとめ⼭公園や野⿃の森公園、薬王院などの
まとまった斜⾯緑地が保存、創出されていま
す。豊かなみどりは、地域のコミュニティによる
地域への想いの強さと関連していると考えら
れます。斜⾯地には⼤邸宅がならんでおり、現
在でも宅地内部におけるみどりが景観上重要
な役割を果たしています。昔の新宿の⾯影を
残すエリアでもあります。

１.まとまった斜⾯緑地 ２.東⻄の坂道景観の違い ３.⾼低差の⼤きい地形

エリアの東⻄で坂道景観の違いが⾒られます。
聖⺟坂よりも東側の坂道からは斜⾯緑地を形
作る規模の⼤きなみどりが⾒られ、⻄側の坂
道では広い空と各住⼾からの⽣活感のあるみ
どりが感じられます。いずれの坂道も斜⾯地に
あるため、右へ左へゆらゆらと曲がっています。

⾼低差が１５〜２０ｍもあるこのエリアでは、
近くのみどりから遠くのみどりまで⼀望にでき、
奥の要素が⼿前の要素と重なり合う奥⾏きの
ある景観を⽣み出しています。また、この地形
特性により、エリア内には⻄新宿の⾼層ビル
群を望める眺望点も多く存在しています。

幽霊坂六天坂 見晴坂 幽霊坂

※景観特性図中の写真差し替え未対応景観特性

7-3 下落合斜⾯地エリア
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台地と低地の緩衝帯である斜⾯地エリアでは、周囲にも寄与する連続的な
緑地を資源としながら、周辺環境にも配慮した景観形成を⾏う。

坂道と斜⾯緑地をいかしたみどり豊かなまちなみへ

1. 斜⾯緑地の景観を保全、創出する
景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

具体的な⽅策

植⽣に合わせた緑化や⼤幅な地形の改変を避けることに
よって、貴重な景観資源である斜⾯緑地を保全し、将来に
わたって地域コミュニティとともに継承していく。

■既存樹⽊を保全する
■路地沿いやアイストップとなる場所では積極的に緑化を⾏う
■⾬⽔涵養のための透⽔⾯の確保と密度の⾼い緑化を⾏う
■土地の現存植⽣に合わせた樹種（コナラ、クヌギ等）を選定する
■⼤幅な地形の改変は避ける
■規模の⼤きな建物については、斜⾯上部分を⽔平⽅向に分節化すること
で周辺のまちなみの規模感との調和を図り、斜⾯よりも下部分は垂直⽅
向の分節化によって圧迫感を軽減するとともに屋上緑化を⾏う

2.左右に「ゆらぐ」坂道をいかし、
みどり豊かな歩いて楽しい景観をつくる

景観形成の考え⽅
⾼低差があり、曲がりくねっている「ゆらぐ」坂道と⼀体となった、
奥⾏き感のある豊かなみどりが感じられる景観をつくる。

■南側に⾼さのあるみどりを配置し、建築物が可能な限り⾒えないように
する
■⾊彩はみどりと調和した落ち着いたものとし、特に彩度の⾼いものは避
ける
■垣・さくなどは⽣垣や閉鎖的でないフェンスとする
■擁壁の上部の垣・さくは⾼さを抑える
■擁壁は周囲と調和し圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する（壁⾯緑
化を⾏う、⾃然素材を⽤いる、分節化を図るなど）

■視線が集中しやすい坂の折れ曲がり部分などでは、視線の⼿前と奥をつ
なぐような緑化を⾏う

■快適な歩⾏者空間となるよう壁⾯や擁壁の位置を後退させ、ゆとりをつ
くる
■中⾼⽊を中⼼に植栽を⾏うことで壁⾯の圧迫感を軽減し、緑陰をつくる
■⾕道の坂道沿いでは中⾼⽊を中⼼に、尾根道の坂道沿いでは住宅地な
らではの規模の⼩さい⽣垣や低中⽊を中⼼にみどりの保全・創出をする
■エントランス部の照明などをいかした光が連続し安⼼感のある照明計画
とする

※ここでは、⾼低差があり、左右に曲がりくねっている様⼦を「ゆらぐ」と表現しています

※

▲尾根道の道路断面
(西側に多い)

▲谷道の道路断面
(東側に多い)

※写真差し替え未対応

おとめ⼭公園  �薬王院

下落合野⿃の森公園  �⻄坂公園

■地域の核となる保全すべき斜⾯緑地

■連続的な斜⾯緑地を形成する宅地等のみどり

斜⾯緑地のみどり

水平方向に分節化し
周辺環境との調和を図る

垂直方向に分節化し
圧迫感の軽減を図る

屋上緑化をする

分節化のダイアグラム

建築物前面を隠し、
視線を繋ぐような植栽

圧迫感を与えない擁壁
壁面を後退させた
ゆとりに植栽を施す

手前のみどり

奥のみどり

坂道の景観づくりのイメージ

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針
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【凡例】

眺望点

視線⽅向・重要な軸線

神社

公園

地域を象徴する建築物

アイストップ

保護樹⽊
( 区�みどりの条例 )

まとまったみどり

景観上重要な道路

幹線道路

坂道（下から上）

⾼層住宅（6階以上）

⼯場・オフィス等

第⼀種住居地域

エリア境界

エリア⻄側では、幹線道路沿いであるにもかかわ
らず、昔ながらの規模の⼩さな敷地が多く存在し
てます。

氷川神社

エリア東側には、かつては⼯場が⽴地していたこ
ともあり、規模の⼤きな敷地が多く、⼯場等も⽴
地しています。

新⽬⽩通りから北側へ向かう道
路の⼊⼝から、奥の斜⾯緑地を垣
間⾒ることができます。

第⼀種住居地域に指定
されている斜⾯緑地に接
する部分では、北側の斜
⾯緑地に対する配慮が必
要となります。

下落合野⿃の森公園

おとめ⼭公園 ⽇⽴⽬⽩クラブ薬王院

氷川神社

新⽬⽩通り

新井薬師道

妙正寺川

⻄武新宿線 7-7　神⽥川・妙正寺川エリア7-7 神⽥川・妙正寺川エリア7-7 神⽥川・妙正寺川エリア7-7 神⽥川・妙正寺川エリア7-7 神⽥川・妙正寺川エリア

戦後に新たに開通した新⽬⽩通りを中⼼としたエリアです。北側には斜⾯緑地があり、沿道建築物
の隙間や斜⾯緑地へと向かう道路との交差点から、豊富なみどりを⾒ることができます。また、新⽬
⽩通りと並⾛している新井薬師道は、幹線道路沿いの⾼層建築物と斜⾯緑地のちょうど狭間に位
置しています。

戦後に開通した⽐較的新しい幹線道路です。
南側には鉄道が⾯しており、北側には、沿道
の⾼層建築物の背後に斜⾯緑地が広がって
います。沿道のまちなみはやや雑然としており、
調和のとれた沿道景観の創出が必要です。

新⽬⽩通り北側の斜⾯緑地は、沿道建築物
の隙間や斜⾯緑地へと向かう道路との交差
点などから眺めることができ、まちなみの中に
眺望点が点在しています。周辺の建築物等は、
奥にある斜⾯緑地への眺めを妨げないよう
配慮することが必要です。

江⼾時代から残る新井薬師道の沿道は、幹
線道路から⼀歩⼊っていることもあり落ち着
きある景観となっています。しかしながら、新
⽬⽩通りにも⾯する建築物の裏側となってい
る場合もあり、整った沿道景観となるような
配慮が必要です。

１.新しい幹線道路景観 ２.斜⾯緑地に抜ける眺め

★要確認
★要確認

0 50 100 200m

景観特性

7-4 新⽬⽩通り沿道エリア
エリア別景観形成ガイドライン ７�落合第⼀地区

7-４
※写真は全て今後差し替え※
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斜⾯緑地と調和した幹線道路沿道のまちなみへ
南側は鉄道に接し、北側に建築物の建ち並ぶ幹線道路である新⽬⽩通りでは、
北側の奥にある斜⾯緑地と調和した新たな沿道景観を創出する。

新井薬師道沿道の落ち着きあるまちなみ

斜⾯緑地への眺め

斜⾯緑地と調和したまちなみ

1.後背の斜⾯緑地と調和したまちなみをつくる

新⽬⽩通りや⻄武新宿線の⾞窓から、貴重な斜⾯緑地
が感じられる景観をつくる。

薬王院や氷川神社に⾯し、斜⾯緑地や台地上住宅地へ
の⼊り⼝に位置する新井薬師道沿道を、静かで落ち着
きのあるまちなみとする。

■後背の斜⾯緑地を眺めることができるような建物配置とする
■⾊彩は、後背の斜⾯緑地と調和した落ち着いたものとし、特に彩度の
⾼いものは避ける

■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■斜⾯地を⾒通せる道路沿いでは、⾒通しを妨げないよう配慮しながら、
道路沿いで積極的に緑化を⾏う

■新⽬⽩通り沿いでは安全性を保ちながらも後背の斜⾯緑地と調和する
照明を⽤い落ち着いた夜間景観を創出する

■斜⾯緑地や寺社地の雰囲気と調和した落ち着いた⾊彩とする
■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■沿道部分と斜⾯緑地側に積極的に緑化を図る

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

夜間景観に関する記載を追加

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ７�落合第⼀地区
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眺望点
整った街路

江⼾以来の街路

⽬⽩⽂化村創設時から
のまとまりある街路

坂道（下から上）

T字（L 字）の
アイストップ

⽬⽩⽂化村の範囲
（第⼀・第⼆）

⽂化村創設当初からの
⽂化住宅

⽂化住宅の意匠特徴を
継承した住宅

⽂化村らしい公私境界

エリア境界

【凡例】

⾕地に位置するため、周
囲より少し低くなってい
ます。また、⽬⽩⽂化村
創設時に計画的につく
られた鍵型の道路基盤
により、まとまりのある
景観となっています。

わずかながら、⽂化
村の形態意匠を受け
継ぐ住宅が残存して
います。

建て替えられていても、塀や柵、
その下部の⽯積み部分、庭のと
り⽅や形態意匠などの空間構
造は、従来の⽂化村の雰囲気
が継承されています。

7-3　下落合斜⾯地エリア7-3　下落合斜⾯地エリア7-3　下落合斜⾯地エリア7-3 下落合斜⾯地エリア7-3 下落合斜⾯地エリア7-3 下落合斜⾯地エリア7-3　下落合斜⾯地エリア

7-17-17-17-1

「⽬⽩⽂化村」は、⼤正時代に箱根土地株式会社によって開発された、和洋折衷の住宅や、インフ
ラ・⽂化施設の充実した画期的な住宅地でした。その後建替えも進み、当時を偲ばせる住宅はわず
かしか残っていませんが、「整った道路基盤」や「ゆとりある敷地規模」、「下部が⼤⾕⽯積みででき
た塀や⾨」、「みどり豊かなまちなみ」などに今も、⽬⽩⽂化村の⾯影が受け継がれています。

既存の道路基盤に合わせて整備された道路
はやや幅員が狭く、⾏き⽌まりが多くなってい
ます。そのため、周辺地域とは違った独特の印
象を受けます。また、それぞれの敷地の道路境
界部分は開放的になっており、⽬⽩⽂化村と
してのまとまりが強く感じられます。

⽬⽩⽂化村の分譲当初の敷地規模は１００
〜２００坪であり、広 と々した敷地に開放的な
前庭をそれぞれが持っていました。現在では
細分化も進んでいますが、おおむね５０〜
100坪程度の敷地規模を維持しており、今な
お、ゆとりあるまちなみとなっています。

分譲当初に建てられた⽂化住宅は、三⾓屋根
を特徴とする和洋折衷様式です。現在でも数
箇所に存在し、また、建替えられた後も、外構
を含め（⼤⾕⽯積みの基壇や⾨、⽊柵や⽣垣
など）、良質な意匠を踏襲したものや、⽬⽩⽂
化村らしさを継承した部分が多く⾒られます。

１.⽬⽩⽂化村のまとまり ２.ゆとりあるまちなみ ３.⽬⽩⽂化村らしさの継承

★要確認

★要確認

★要確認

0 50 100 200m

景観特性

7-5 ⽬⽩⽂化村周辺エリア
エリア別景観形成ガイドライン ７�落合第⼀地区

7-5
※写真は全て今後差し替え※
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⽬⽩⽂化村らしい落ち着きと⾵格のあるまちなみへ
⼤正時代に計画的に作られた住宅地である⽬⽩⽂化村の空気を受け継ぎなが
ら、落ち着きと⾵格のある、魅⼒あふれる住宅地の景観を創出する。

1.⽬⽩⽂化村らしい⾵格あるまちなみを受け継ぐ

先駆的な計画的分譲地である⽬⽩⽂化村創設当時から残る
住宅地の、特徴的な雰囲気(街路・敷地規模・前庭・公私境
界・和洋折衷の建築物など）を継承したまちなみをつくる。

■ゆとりある敷地規模を保全する
■敷地の南側が道路に⾯する場合は、建築物前⾯に庭を確保する
■⽬⽩⽂化村の意匠を持つものは積極的に保全したり、意匠を継承
する
■垣・さくの基壇は、⼤⾕⽯等の⽯積みとする
■垣・さくは、なるべく⽊さくもしくは⽣垣とする

⽬⽩⽂化村に隣接したエリアでは、みどりの豊かさを感じる
落ち着きのある住宅地景観をつくる。

■⾊彩や素材は、周囲の落ち着いた雰囲気に調和したものとする
■敷地際は植栽を廻らせ、みどりの連続性に配慮する
■垣・さくなどは⽣垣や閉鎖的でないものとする
■エントランスや植栽部分に暖かみのある照明を設置するなど落ち着い
た住宅地の夜間景観を創出する

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

夜間景観に関する記載を追加

開放的な公私境界
（⾼さ1m程度）

三⾓屋根など、和洋
折衷な住宅意匠

⼤⾕⽯積みの基壇

特徴的な
⾨構え、⽞関 アイストップの

緑化⽣垣もしくは⽊さく

ゆとりある敷地規模

道路沿いに庭の確保 ⽬⽩⽂化村の特徴を継承した
まちなみの創出

みどりがつながる住宅地景観

⽂化村らしい景観の継承

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ７�落合第⼀地区
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【凡例】

神社

寺

重要なみどり

公共施設の緑

突き当たるみどり

⾒通しの良い道路
（⼆⾞線道路）

古い道筋

路地

坂道（下から上）

T字（L字）のアイストップ

⾏き⽌まりの路地

公共施設

エリア境界

妙正寺川

新井薬師道

早稲⽥通り落合駅

⼋幡通り

上落合公園

落合第⼆⼩学校

落合中央公園あびる幼稚園

落合⽔再⽣センター

光徳寺

⽉⾒岡⼋幡神社

上落中通り

⼋幡公園

0 50 100 200m

神⽥川の緩い河岸段丘上に位置しています。関東⼤震災や太平洋戦争後に、急激な宅地化と敷
地の細分化が進み、住宅が密集しています。そのため、⽣活感のあふれるみどり豊かな路地空間が
多数存在します。また、エリア内の寺社や公園、学校などにはまとまったみどりがあります。

神⽥川・妙正寺川の河岸段丘の上に広がるこ
のエリアには、南側にむけて上る坂道がいくつ
も存在します。坂道沿いの擁壁や階段などが
緩やかな変化のある地形を感じさせます。

エリアの周囲を囲む古い道は折れ曲がりが多
く、また、路地にも⾏き⽌まりや曲がり⾓など、
アイストップとなる場所が多く存在します。こ
うした場所では、緑化などによる景観への配
慮が必要です。

エリア内に多く存在する路地空間は、⽣活感
あふれるみどり豊かな景観となっています。ま
たエリアの南側では、⽐較的ゆとりのある宅
地の庭⽊が道路にあふれ出し、公共的施設の
まとまったみどりとともに、周囲の景観に潤い
を与えています。

１.ゆるやかな斜⾯地 ２.アイストップをいかした景観 ３.みどりあふれる住宅地景観

景観特性�

神⽥川•妙正寺川エリア神⽥川•妙正寺川エリア神⽥川•妙正寺川エリア神⽥川•妙正寺川エリア神⽥川•妙正寺川エリア神⽥川•妙正寺川エリア神⽥川•妙正寺川エリア神⽥川•妙正寺川エリア神⽥川•妙正寺川エリア神⽥川•妙正寺川エリア

中野区中野区

7-6 上落合エリア

7-17-6

エリア別景観形成ガイドライン ７�落合第⼀地区
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⾝近なみどりを感じられるまちなみへ
細い路地や道路の多い上落合エリアでは、⾝近なみどりを⼤切にしながら、う
るおいのある路地景観や住宅地景観を創出する。

1.⾝近なみどりがあふれる路地景観をつくる

2.多種多様なまとまったみどりを保全、創出する

エリアに多く存在する路地景観を、⾝近なみどりがあふ
れる潤いのあるものとする。

■垣・さくなどは⽣垣とする
■路地沿いやアイストップとなる場所では、積極的に緑化を⾏う
■景観への影響を考慮したプランターや中低⽊の樹⽊を⽤いて積極
的に緑化を⾏う

■空地が少ない場所では壁⾯緑化など垂直⾯での緑化を⾏う

まとまったみどりが貴重なエリアなので、まとまったみどり
を保全しつつ、それぞれの場所で季節を感じられるみどりを
積極的にみどりを増やす。

■⼤規模な計画では、まとまったみどりを創出する
■⼤規模な公共施設や寺社地では、まとまったみどりを創出するなど積
極的に緑化を⾏う

■既存樹⽊や季節感のある樹種を⽤いる

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

3.上落中通り・⼋幡通りをみどりあふれる
景観の軸とする

無電柱化が⾏われている上落中通りや⼋幡通りを軸に、み
どりあふれる景観をつくる。

■中低⽊の樹⽊を⽤いて積極的に緑化を⾏うことで上落中通りや⼋幡
通りを⾝近なみどりがあふれるとおりとする

■通り沿いの建築物は壁⾯緑化や屋上緑化を積極的に⾏う

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

見上げた時の視線の
先にもみどりを加える

既存のイチョウの木

高い建築は
積極的に緑化する

無電柱化した後の上落中通りのイメージ

既存樹⽊を活かす

⾝近なみどりがあふれるイメージ

景観形成の⽅針

景観形成の⽅針

7-6
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遊歩道のない河川
沿いでは、橋が重
要な視点場の⼀つ
となります。

河川沿い
の並⽊道

景観上のポイントとな
る⽥島橋

落合中央公園

落合⽔
再⽣センター

せせらぎの⾥
中井駅

⽥島橋宮⽥橋落合橋

久保前橋

新堀橋

せせらぎ橋

東京富⼠⼤学

⾠⺒橋
千代久保橋

⻄ノ橋落合橋昭和橋
新落合橋

⼤正橋寺⻫橋
瀧澤橋

氷川橋

【凡例】

公園

保護樹⽊

連続するみどり

景観上重要な道路

⾒通しの良い道路

川沿い遊歩道

歴史的・旧街路

橋

エリア境界

（区�みどりの条例）

地域特性を感じられる視点場

⻄新宿への眺望点

落合中央公園脇の歩道
橋からの眺め

0 50 100 200m

神⽥川・妙正寺川沿いの低地⼀帯を含んでいるエリアです。妙正寺川沿いは「江⼾染め物の⾥」と
呼ばれ、いまでも江⼾⼩紋や友禅の染屋をはじめ、蒸し屋、湯のし、家紋屋など約４０軒が営業して
います。エリアの東側には、⼤規模な敷地（⼯場や学校など）が多く、⻄側は住宅が密集する地域と
なっています。また、妙正寺川と⼀部交差しながら⻄武新宿線が通っています。

河川を境に建築物の規模感が変わっており、
それぞれの規模や場所に応じたみどりの創出
が必要です。神⽥川沿いはみどりが多く快適
な歩⾏空間が形成されています。妙正寺川沿
いではみどりが少ないことが課題です。

２.河川沿いの多様な景観 ３.広がりのある商業空間

中井駅周辺には、商店街が広がっています。
駅に⾯した通りだけでなく、その通りから横に
伸びた路地や遊歩道にまで商店が広がって
います。今後も賑わいある景観を保全してい
くことが重要です。

１.河川を軸線とした景観

神⽥川、妙正寺川を軸線として建築物が並
んでいます。橋の上や河川沿いの遊歩道では
視線の抜けを感じられます。圧迫感を与えな
いよう、河川沿いの建築物の壁⾯を⼯夫す
る必要があります。

宮⽥橋からの景観 新落合橋からの景観

景観特性

7-7 神⽥川・妙正寺川エリア

7-17-7
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⽔とみどりをいかした潤いあふれるまちなみへ
神⽥川と妙正寺川の⼆つの河川軸を中⼼として、⽔とみどりが連続した潤いあふ
れるまちなみをつくる。

本エリアの景観形成の軸となる神⽥川・妙正寺川沿いについて、
⽔とみどりと調和した潤いあふれる歩きやすい河川景観をつくる。

■⾊彩は⽔やみどりと調和したものとし、特に、彩度の⾼いものは避ける
■河川側の壁⾯を分節化し、⻑⼤な壁とならないようにする
■河川沿いの遊歩道がある場合、遊歩道側に空地を設け、歩道に緑陰をつく
るなど、歩きやすさを意識した植樹を⾏う
■直接河川に接する場所では、対岸からの眺めに配慮し、設備機器等は⾒え
ないよう植栽等で修景する

■橋から⾒た建築物の圧迫感が和らぐよう、橋詰周辺では樹種や樹⾼を考慮
して植樹をする

駅前の通りに⾯した場所だけでなく、その周囲へと広がりを持っ
た中井駅周辺の商店街の特⻑をいかし、賑わいが連続した景観
をつくる。

■壁⾯の位置を揃え、周囲のまちなみとの調和を図る
■低層部の賑わいを感じられるよう、１階の軒線を強調した意匠とする
■１階の店舗は開⼝部を⼤きくとり、ショーウィンドウ等を設置する
■夜間景観にも配慮し、シャッターは透過性の⾼いものとする
■橋や対岸からの眺めに配慮した、形態意匠および⾊彩とする

それぞれのまちなみに合わせて緑化を⾏い、河川周辺の⼤規模
敷地での建て替えの際は積極的にまとまったみどりを創出する。

■⼤規模な計画では、まとまったみどりを創出する
■中・⼩規模の計画では、道路沿いの緑化を積極的に⾏う
■既存樹⽊を保全する

1.潤いあふれる河川景観をつくる

3.みどりあふれるまちなみを保全、創出する

2.賑わいの広がる中井駅周辺の景観をつくる

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

賑わい広がる中井駅周辺の景観形成

みどりあふれるまちなみ

河川沿いにまとまった緑を集める

うるおいあふれる河川景観

設備機器
の修景

河川沿い空地
の確保と緑化

壁⾯の分節化

壁⾯の分節化

対岸からの
眺めに配慮

植栽の検討

⼤きな開⼝部

軒線の強調壁⾯位置の連続性

橋からの
 眺め

⼤規模敷地の
まとまったみどり

道路沿い
の緑化

遊歩道の空間づくり

景観形成の⽅針

景観形成の⽬標

7-7
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新宿区の北⻄端に位置し、妙正寺川に沿った低地から北へ進むに従い、斜⾯地、台
地となっています。⼤正時代から昭和初期にかけ、⻄落合の耕地整理や中落合の⽬
⽩⽂化村の開発、中井周辺の斜⾯地の開発が⾏われ、良好な住宅地となりました。
川沿いには治⽔対策の公園が整備され、上落合には旧道に沿った商店街がありま
したが、現在は住宅が⽴ち並んでいます。

8-1 ⻄落合北エリア

8-2 ⻄落合南エリア

8-4 ⽬⽩⼤学周辺エリア

8-3 ⽬⽩⽂化村周辺エリア

8-5 中井斜⾯地エリア

8-7 妙正寺川エリア

8-6 上落合エリア

8-7 妙正寺川エリア

8-1 ⻄落合北エリア

8-2 ⻄落合南エリア

8-4 ⽬⽩⼤学周辺エリア

8-3 ⽬⽩⽂化村周辺エリア

8-5 中井斜⾯地エリア

8-7 妙正寺川エリア

8-6 上落合エリア

8-7 妙正寺川エリア

中井駅

落合⻑崎駅

⻄落合公園

哲学堂公園

落合公園

８�落合第⼆地区
エリア別景観形成ガイドライン ８�落合第⼆地区

８ 落合第⼆地区

８１ ⻄落合北エリア 
�格⼦状の直線道路をいかした豊かなみどりと
�ゆとりの感じられるまちなみへ
８２ ⻄落合南エリア 
�緩やかな変化のある地形をいかした住・商・⼯が
�調和したまちなみへ
８３ ⽬⽩⽂化村周辺エリア 
�⽬⽩⽂化村らしい落ち着きと⾵格のあるまちなみへ

８４ ⽬⽩⼤学周辺エリア 
�⼤規模敷地を中⼼としたみどりで包まれるまちなみへ
８５ 中井斜⾯地エリア 

８６ 上落合エリア 
�⾝近なみどりを感じられるまちなみへ
８７ 妙正寺川エリア 
⽔とみどりをいかした潤いと広がりのあるまちなみへ
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エリアの南側は妙正寺川沿いの低地となっ
ており、北側へ向かって、下落合へと続く斜
⾯地、⽬⽩⼤学の位置する台地、そして、⻄落
合の北側の⼀帯は⼩⾼い台地となっていま
す。

地区の南側と⻄側を縁取るように妙正寺川
が流れ、川沿いは低地となっています。また、
上落合周辺は妙正寺川に削り取られた河岸
段丘であり、⻄落合の南側は、昔の妙正寺川
の流路であったことによる河岸段丘となって
います。

起伏に富んだ地形

低地と河岸段丘

変化に富んだ地形

⽔とみどり

地区の概要

まちの記憶や⽂化

【8-5 中井斜⾯地エリア】
斜⾯地を上る四の坂

【8-2 ⻄落合南エリア】
緩やかな斜⾯に沿って並ぶ住宅

【8-1 ⻄落合北エリア】
耕地整理を経て形成された住宅街

【8-7 妙正寺川エリア】
憩いの場となっている哲学堂公園

【8-4 ⽬⽩⼤学周辺エリア】
⽬⽩⼤学の豊かな樹⽊のまとまり

【8-7 妙正寺川エリア】
河川沿いに整備された落合公園

⼤正時代までは⼈家もまばらな農村でした。
その後、⼤正時代から昭和初期にかけて⻄
落合の耕地整理や⽬⽩⽂化村の開発、⻄武
線の開発があり、徐々に郊外住宅地へと変
貌を遂げました。現在でも、台地上や中井の
斜⾯地等は良好な住宅地となっています。

⼤正時代以降、妙正寺川付近には、哲学や
社会教育の場として整備された哲学堂公園
やオリエンタル写真⼯業などが⽴地していま
した。⼀時期、⾵致地区に指定されるなど、
⾵光明媚な⾏楽地となりました。

行楽地の面影

下落合から続く斜⾯緑地や⽬⽩⼤学のまと
まったみどり、邸宅の屋敷林などが地区全
体を覆っています。また、哲学堂公園周辺に
も、豊かな樹林がまとまって残されています。

妙正寺川沿いには哲学堂公園のほか、遊⽔
池としての機能を併せ持つ公園が数箇所で
整備されています。⽔とみどりの潤いを感じ
るオープンスペースとなっています。

斜面緑地と住宅地のみどり

※写真は今後差し替え※

※写真は今後差し替え※

※写真は今後差し替え※

エリア別景観形成ガイドライン ８�落合第⼆地区
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⻄落合
北公園

落合第六
�⼩学校

り
通
前
宮

り
通
⾒
雪

り
通
⾒
⼠
富

り
通
栄

り
通
錦

り
通
磐
常

り
通
葉
若

野⽅給⽔塔
 への眺望

野⽅給⽔塔
 への眺望

野⽅給⽔塔

野⽅給⽔塔

野⽅給⽔塔
 への眺望

道路景観は、庭や植栽の配
置によって、東⻄⽅向と南
北⽅向で異なっています。ま
た、幅員によっても景観が
異なっており、多様な道路
景観となっています。

敷地が⼤きくゆとりの
ある低層住宅地の景
観が広がっています。
広い庭の豊かなみどり
と⼤⾕⽯を⽤いた塀な
どが特徴的です。

エリアの東側は、緩や
かな斜⾯地となってお
り、道路も屈曲している
ため、幹線道路の喧騒
と閑静な住宅地との緩
衝帯となっています。

▲南北街路 東⻄街路▼

【凡例】
眺望点
公園
重要なみどり
連続するみどり
まとまったみどり
⽣垣
台地と斜⾯地の境
道の屈曲
東⻄⽅向の軸線
南北⽅向の軸線
エリア境界

豊島区豊島区

中野区中野区

⼤正時代の耕地整理による整った格⼦状の道路基盤を持つ、落ち着いた住宅地です。⼤きな街区
割の上に、敷地⾯積の⼤きなゆとりのある低層住宅地が広がっています。⼀⾒単調に⾒えるまちな
みには、庭先からみどりがあふれ出し⽣垣が連続するなど、豊かなみどりが潤いを与えているだけで
なく、道路の⽅向や幅員、⾼低差などによって多様な景観が⽣まれています。

２.ゆとりある住宅地の庭 ３.緩やかな変化のある地形

耕地整理により形成された格⼦状の道路基
盤により、整然とした住宅地景観が受け継が
れています。東⻄（南側の植栽が連続する）と
南北（植栽と建築物が交互に並ぶ）といった
道路の⽅向、もしくは幅員によって沿道景観
は多様なものとなっています。

エリアの⼤部分は第⼀種低層住居専⽤地域
に指定されており、良好な住宅地が広がって
います。敷地⾯積の⼤きな低層住宅が連続
し、⽣垣や庭の豊かなみどりが道路にもあふ
れ出しています。また、塀の素材も⼤⾕⽯など
を⽤いており、落ち着いたしつらえとなってい
ます。

エリアの東側と南側は、緩やかな斜⾯地とな
っています。この⾼低差と屈曲の多い道路に
よって、斜⾯地は幹線道路の喧騒と台地上の
良好な住宅地との緩衝帯となっています。

0 50 100 200m

景観特性

8-1 ⻄落合北エリア
エリア別景観形成ガイドライン 8�落合第⼆地区
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※写真は全て今後差し替え※
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整った道路基盤とゆとりある低層住宅地の落ち着きを受け継ぎながら、道路ごとの特
性と豊かなみどりをさらにいかした魅⼒ある住宅地の⾵景をつくる。

耕地整理により整った道路基盤をいかし、道路ごとの
景観特性に応じたみどり豊かな景観をつくる。

現在の敷地規模が⼤きく、みどりも豊かなまちなみを
将来にわたって継承する。

耕地整理によってつくられた、整えられた住宅地の落ち
着いた住宅地景観を保全する。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

■敷地東側または⻄側が道路に接する場合は道路から⾒えるような位置
に⾼⽊を植え、まちなみのアクセントとなるようにする
■敷地南側が道路に接する場合は南側に庭を確保し、連続するみどりを
創出する

■敷地北側が道路に接する場合は、駐⾞場や設備機器の修景を緑化によ
り⾏う

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策
■ゆとりある敷地規模を保全する
■景観上重要な既存樹⽊を保全する
■樹⽊の⽣育環境に配慮し、透⽔⾯を確保する
■ゆとりのあるまちなみに配慮し、壁⾯の分節化など、圧迫感の軽減を
図る

3.整然とした落ち着きある住宅地景観を保全する
景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

■⾊彩は、周囲の雰囲気にふさわしい落ち着いた⾊彩とする
■外壁の素材は、⾃然素材のものを使⽤する
■垣・さくなどは⽣垣や⾃然素材のものとする
■エントランス部分や植栽部分に暖かみのある照明を設置するなど落ち着
いた住宅地の夜間景観を創出する 夜間景観に関する記載を追加

■道路の東⻄にある敷地は、樹⽊がアクセント
 となるように配置する

まちなみのアクセント
となる樹⽊

■南⾯宅地は、道路沿いに庭を確保する

駐⾞場や設備機器
部分の修景 連続するみどり・⽣垣

庭の確保

⽣垣や⾃然素材の
塀など敷地境界部
分の修景

既存樹⽊の保全

外壁素材への
⾃然素材の利⽤

ゆとりある敷地規模の保全

道路

落ち着きある住宅地景観

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ８�落合第⼆地区
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⻄落合
東公園

あかね公園⻄落合公園

⽬⽩学園の樹林

落合第⼆中学校

落合第三⼩学校

⾃性院

哲学堂公園

葛ヶ⾕御霊神社

⻄落合公園

⻄落合旭通り商店街

敷地内の植栽

⽉⾒通り

天神通り

旭通り

霞通り

曙通り

⽩銀通り

恵⽐寿通り

A．良好な住宅地の領域（緩斜⾯住宅地）

A．良好な住宅地の領域
（⾃性院東側住宅地）

C．住⼯商混在領域

B．緩衝領域

B．緩衝領域

葛ヶ⾕公園

⻄落合旭通り商店街

敷地内の植栽

⾃性院

寺 ⾃性院神 葛⾕御霊神社
（⼒⽯）

寺院に関わる資源

【景観資源】（区指定⽂化財等）

寺 神社に関わる資源神

神社
寺
公園・寺社敷地
ランドマーク
重要なみどり（樹⽊）
連続するみどり
まとまったみどり
保護樹⽊
（区�みどりの条例）

【凡例】
アイストップ
視線⽅向・重要な軸線
耕地整理街路
坂道
４層以上の集合住宅（マンション等）
業務ビル/事業所・⼯場
軸線の「振れ」
軸線の「⽌め」
エリア境界

⼤正時代の耕地整理による、整った道路基盤を持つエリアです。妙正寺川によって削り取
られた緩い河岸段丘上に位置するため、緩やかな斜⾯地となっています。耕地整理も地形
に沿って⾏われたため、緩やかなカーブがあります。また、早くから⼯場等が⽴地して、
市街化され、規模や⽤途も様々で混在した景観となっています。

中野区

⽬⽩⽂化村周辺⽬⽩⽂化村周辺⽬⽩⽂化村周辺⽬⽩⽂化村周辺⽬⽩⽂化村周辺⽬⽩⽂化村周辺⽬⽩⽂化村周辺⽬⽩⽂化村周辺⽬⽩⽂化村周辺

⻄落合北エリアと⼀体的な耕地整理によっ
て敷地割りがされたものの、⾼低差のある
地形のため、道路の形状は少し変形してい
ます。そのため、単調とならず変化のある
住宅地景観となっています。

エリア内のT字路の先にある公園や学校の
みどり、⾃性院の⼭⾨などが特徴的なア
イストップとなっています。

早くから⼯場等が⽴地し、市街化されま
した。旭通り商店街や、閑静な住宅地な
どもあり、業務・商業・住宅の混在した
エリアとなっています。また、⼤きかっ
た街区が宅地化の進⾏に伴い細分化され、
建築物の規模も多様なものが混在してい
ます。

１. ２.アイストップをいかした景観 ３.業務・商業・住宅の混在

★要確認

★要確認

景観特性

8-2 ⻄落合南エリア
エリア別景観形成ガイドライン 8�落合第⼆地区
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※写真は全て今後差し替え※
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緩やかな変化のある地形をいかした住・商・⼯が調和したまちなみへ
整形の道路基盤をベースとしながら、緩やかな⾼低差や、住・商・⼯など
の機能に配慮して、個性と統⼀感が調和したまちなみとする。

1.緩やかな変化のある地形をいかした景観をつくる

2.住・商・⼯が調和した景観をつくる

3.整った道路基盤をいかした多様な住宅地景観をつくる

河岸段丘上に位置することによる緩やかな変化のある
地形をいかしながら景観形成を図る。

景観形成の考え⽅

��具体的な⽅策
■擁壁の上部の塀・柵は⾼さを抑える
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する
（壁⾯緑化を⾏う、⾃然素材を⽤いる、分節化を図る�など）
■道路沿いには空地をとり、植栽帯を設ける
■視線が集中しやすい坂の折れ曲がり部分などでは、積極的に緑化
を⾏う�

エリア内に混在する住・商業・⼯業を調和させた景観
形成を図る。

景観形成の考え⽅

 具体的な⽅策
■⾊彩や素材は、周囲と調和した落ち着いたものとする
■⼤規模な計画では、道路沿いに⼗分な広さの空地を設け、樹⽊や
草花などにより歩⾏者にとって明るくうるおいのある景観をつくる

■隣地境界線沿いや道路沿いでは積極的に緑化を⾏う
■道路沿いに照明等を設置するなど、安⼼感のある夜間景観を創出
する

耕地整理による整った道路基盤やT字路をいかした落ち
着いた住宅地景観をつくる。

景観形成の考え⽅

 具体的な⽅策
■アイストップとなる場所では、意匠的な配慮や緑化を⾏う
■寺社などがアイストップとなる道路の沿道では、連続する⽣垣をつ
くる

夜間景観に関する記載を修正（元の記載：「夜間景観
に配慮して、道路沿いに照明等を設置する」）

地形の⾼低差に配慮した景観

住・商・⼯が調和した景観

アイストップをいかした景観

擁壁の圧迫感緩和

塀・さくの⾼さ抑制

空地と植栽帯の設置

連続する⽣垣
による緑化

アイストップ
（寺社）

⾊彩は周囲と調和させる

道路沿いの緑化

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ８�落合第⼆地区
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⾕地に位置するため、
周囲より少し低くなっ
ています。また、⽬⽩
⽂化村創設時に計画的
につくられた鍵型の道
路基盤により、まとま
りのある景観となって
います。

わずかながら、⽂化
村の形態意匠を受
け継ぐ住宅が残存
しています。

建て替えられていても、塀や
さく、その下部の⽯積み部分、
庭の空間や形態意匠などの空
間構造に、従来の⽂化村の雰
囲気が継承されています。

 ⽬⽩⽂化村
�（第⼆）

 ⽬⽩⽂化村
�（第四）

 ⽬⽩⽂化村
�（第三）

延寿東流庭園

眺望点
神社
公園
重要なみどり（樹⽊）

【凡例】

エリアの範囲

⽂化村創設当初から
の⽂化住宅
⽂化住宅の意匠特徴を
継承した住宅

江⼾以来の街路
⽬⽩⽂化村創設時からの
まとまりある街路
⽬⽩通りに交わる街路

地区を貫く重要な街路
坂道

T字（L 字）の
アイストップ

⽂化村らしい公私境界

⽬⽩⽂化村の範囲
（第⼀・第⼆）

⽬⽩⽂化村周辺エリア⽬⽩⽂化村周辺エリア⽬⽩⽂化村周辺エリア⽬⽩⽂化村周辺エリア⽬⽩⽂化村周辺エリア⽬⽩⽂化村周辺エリア⽬⽩⽂化村周辺エリア⽬⽩⽂化村周辺エリア⽬⽩⽂化村周辺エリア⽬⽩⽂化村周辺エリア⽬⽩⽂化村周辺エリア⽬⽩⽂化村周辺エリア⽬⽩⽂化村周辺エリア⽬⽩⽂化村周辺エリア⽬⽩⽂化村周辺エリア⽬⽩⽂化村周辺エリア

下落合台地エリア下落合台地エリア下落合台地エリア下落合台地エリア下落合台地エリア

「⽬⽩⽂化村」は、⼤正時代に箱根土地株式会社によって開発された、和洋折衷の住宅や、
インフラ・⽂化施設の充実した画期的な住宅地でした。その後建替えも進み、当時を偲ば
せる住宅はわずかしか残っていませんが、「整った道路基盤」や「ゆとりある敷地規模」、「下
部が⼤⾕⽯積みでできた塀や⾨」、「みどり豊かなまちなみ」などに、今も⽬⽩⽂化村の⾯
影が受け継がれています。

4ｍ

⾏き⽌まり路

豊かな
みどり

前庭の設置

ゆとりある
敷地規模と
建築物

道路

既存の道路基盤に合わせて整備された道
路はやや幅員が狭く、⾏き⽌まりが多く
なっています。そのため、周辺地域とは
違った独特の印象を受けます。また、そ
れぞれの敷地の道路境界部分は開放的に
なっており、⽬⽩⽂化村としてのまとま
りが強く感じられます。

⽬⽩⽂化村の分譲当初の敷地規模は１０
０〜２００坪であり、広々とした敷地に
開放的な前庭をそれぞれが持っていまし
た。現在では細分化も進んでいますが、
おおむね５０〜100坪程度の敷地規模を
維持しており、今なお、ゆとりあるまち
なみとなっています。

分譲当初に建てられた⽂化住宅は、三⾓
屋根を特徴とする和洋折衷様式です。現
在でも数箇所に存在し、また、建替えら
れた後も、外構を含め（⼤⾕⽯積みの基
壇や⾨、⽊柵や⽣垣など）、良質な意匠
を踏襲したものや、⽬⽩⽂化村らしさを
継承した部分が多く⾒られます。

２.ゆとりあるまちなみ ３.⽬⽩⽂化村らしさの継承１.⽬⽩⽂化村のまとまり

★要確認

★要確認
★要確認

0 200m50 100

景観特性

8-3 ⽬⽩⽂化村周辺エリア
エリア別景観形成ガイドライン 8�落合第⼆地区
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※写真は全て今後差し替え※
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⽬⽩⽂化村らしい落ち着きと⾵格のあるまちなみへ
⼤正時代に計画的に作られた住宅地である⽬⽩⽂化村の空気を受け継ぎなが
ら、落ち着きと⾵格のある、魅⼒あふれる住宅地の景観を創出する。

1.⽬⽩⽂化村らしい⾵格あるまちなみを受け継ぐ

先駆的な計画的分譲地である⽬⽩⽂化村創設当時から残る
住宅地の、特徴的な雰囲気(街路・敷地規模・前庭・公私境
界・和洋折衷の建築物など）を継承したまちなみをつくる。

⽬⽩⽂化村に隣接したエリアでは、みどりの豊かさを感じる
落ち着きのある住宅地景観をつくる。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

■ゆとりある敷地規模を保全する
■敷地の南側が道路に⾯する場合は、建築物前⾯に庭を確保する
■⽬⽩⽂化村の意匠を持つものは積極的に保全したり、意匠を継承
する
■垣・さくの基壇は、⼤⾕⽯等の⽯積みとする
■垣・さくは、なるべく⽊さくもしくは⽣垣とする

■⾊彩や素材は、周囲の落ち着いた雰囲気に調和したものとする
■敷地際は植栽を廻らせ、みどりの連続性に配慮する
■垣・さくなどは⽣垣や閉鎖的でないものとする
■エントランスや植栽部分に暖かみのある照明を設置するなど落ち着い
た住宅地の夜間景観を創出する 夜間景観に関する記載を追加

開放的な公私境界
（⾼さ1m程度）

三⾓屋根など、和洋
折衷な住宅意匠

⼤⾕⽯積みの基壇

特徴的な
⾨構え、⽞関 アイストップの

緑化⽣垣もしくは⽊さく

ゆとりある敷地規模

道路沿いに庭の確保 ⽬⽩⽂化村の特徴を継承した
まちなみの創出

みどりがつながる住宅地景観

⽂化村らしい景観の継承

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ８�落合第⼆地区
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⽬⽩⼤学周辺の豊かなみど
りは遠くからも望めます

昔ながらのみちが
地区の縁に沿って
続いています。

⽬⽩⼤学 ⾄⼆の坂

⾄三の坂

⾄四の坂

霞通り

り
通
鶯

⾄五の坂⾄六の坂

妙
正
寺
川

地域を象徴する建築物
アイストップ
保護樹⽊
（区�みどりの条例）
重要なみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
安政3年には
存在していた道
安政3年〜⼤正7年
に出来た道
⼤正7年〜昭和16年
に出来た道
昭和16年〜現在まで
に出来た道
Ｔ字（L字）の
アイストップ
1967年に
邸宅地であった所
現在の邸宅
⽬⽩⼤学敷地
エリア境界

【凡例】

8-2　⻄落合南エリア8-2　⻄落合南エリア8-2　⻄落合南エリア8-2　⻄落合南エリア8-2　⻄落合南エリア8-2　⻄落合南エリア8-2　⻄落合南エリア

8-5　中井斜⾯地エリア8-5　中井斜⾯地エリア8-5　中井斜⾯地エリア8-5　中井斜⾯地エリア8-5　中井斜⾯地エリア8-5　中井斜⾯地エリア8-5　中井斜⾯地エリア8-5　中井斜⾯地エリア8-5　中井斜⾯地エリア8-5　中井斜⾯地エリア8-5　中井斜⾯地エリア

地区の中で最も⾼い台地に位置しており、かつては公共施設や企業の社宅・邸宅が⾒られる場所
でした。今では⼤規模な邸宅の跡地はその名残を残しながらも、次第に分割されてきています。そ
れぞれの敷地は個別に開発されたため、多くの交差点が鍵型に交わっています。エリアの3分の１を
占める⽬⽩⼤学の豊かなみどりや邸宅地の⾯影を残す古⽊が景観を特徴付けています。

１.⽬⽩⼤学のまとまったみどり ２.古くからある⼤⽊の景観

⼤正12（1923）年創設の⽬⽩⼤学の広⼤な
敷地は、斜⾯緑地の中でもまとまったみどり
を持ち、700種を超える樹⽊や斜⾯地の⾃然
林など貴重なみどりのストックとなっています。
また、台地がせり出した部分に位置している
ため、そのみどりは周辺からの眺望対象とな
っています。

⼤邸宅や農地の広がっていたこのエリアには、
古くから存在している⼤⽊が多く残されてお
り、新旧の混在した景観をつなぐ重要な景観
資源となっています。こうした景観資源でもあ
る樹⽊の保全が必要です。

このエリアは宅地化がやや遅く、戦後も農地
や⼤邸宅が並ぶゆとりあるまちなみでした。
その後1960年代以降に個別の開発が⾏わ
れ、敷地の細分化が進みました。そのため、エ
リア内の道路の多くは⾒通しの良くない鍵型
の形状となっており、囲まれた景観が形成さ
れています。

３.開発された⼤邸宅地

0 50 100 200m

景観特性

8-4 ⽬⽩⼤学周辺エリア
エリア別景観形成ガイドライン 8�落合第⼆地区
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古くから残る⼤⽊やゆとりなどをいかして、みどり豊かな景観の形成を図る。

⼤規模敷地を中⼼としたみどりで包まれるまちなみへ

1.⼤規模敷地のまとまったみどりの保全を図る

2.斜⾯下から眺めるみどり豊かな景観をつくる

景観形成の考え⽅景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

■既存樹⽊を保全する
■新植の場合には、既存樹⽊と調和した樹種を選定する
■樹⽊の⽣育環境に配慮し、透⽔⾯を確保する
■垣・さくなどは⽣垣や⾃然素材のものを使⽤する
■アイストップとなる場所では、積極的に緑化を⾏う

エリア内に存在する⽬⽩⼤学や敷地規模の⼤きい宅地等のまと
まった緑を保全し、その周辺でもみどりの保全・創出を図る

斜⾯緑地の上に位置するこの台地の景観は、みどり豊かな眺め
となっている。この眺めを意識した景観形成を図る。

■斜⾯下からの眺めに配慮した緑化を⾏い、建築物を可能な限り⾒え
ないようにする

■⾊彩はみどりと調和した落ち着いたものとし、特に、彩度の⾼いもの
は避ける

■外壁の素材は⾃然素材のものを使⽤する
■屋上緑化や壁⾯緑化を積極的に⾏う

⼤きな⽊とまとまったみどりの景観

シンボルとなる
既存の⼤⽊の保全

連続する⽣垣

アイストップ
の緑化

斜⾯下から眺めるみどり豊かな景観

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ８�落合第⼆地区
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林芙美⼦記念館

林芙美⼦終焉の地

⽂

旧島津家住宅アトリエ歴

⼋の坂通り
七の坂通り

六の坂通り

五の坂通り

四の坂通り
三の坂通り

⼀の坂通り

⼤⾕⽯や⿊
塀、⽣垣が
まっすぐと
続く坂道

林芙美⼦記念
館の脇を通り、
⼤⾕⽯や⽵林、
階段で構成さ
れる坂道

⽵林に囲ま
れ右へ左へ
と曲がる変
化のある景
観

⼤⾕⽯と豊かなみ
どりの帯がカーブ
を描きながら連続
する斜⾯下の道路

御霊神社

⼤⽇本獅⼦吼会
本堂

蘭塔坂通り
（⼆の坂）

⼆の坂四の坂五の坂

（副都⼼を望む 
 眺望点）

⽬⽩⼤学

【凡例】
眺望点
（副都⼼を望む
    眺望点）
神社
寺
公園
境内地

地域を象徴する建築物

重要なみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
坂と坂をつなぐ横道
街路をつなぐみち
坂道（下から上）
不整形な交差点
斜⾯地
平坦地
エリア境界

歴史的な景観の保全が
必要な建築物

保護樹⽊
（区みどりの条例）

⽂化に関わる資源

歴史に関わる資源

⽂

歴

【景観資源】
（国指定重要⽂化財）

（都指定⽂化財等）

歴史に関わる資源

（区指定⽂化財等）

歴

8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア

⽬⽩⼤学⽬⽩⼤学⽬⽩⼤学⽬⽩⼤学
周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア

下落合斜⾯地エリアから続いて東⻄に広がる斜⾯緑地が、このエリアの特徴です。四の坂に⾯した
「林芙美⼦記念館」を中⼼として邸宅地の中にも豊かなみどりがあり、連続するみどりの帯を形成し
ています。また、東⻄に⼀の坂から⼋の坂が並んでおり、それぞれの坂道ごとに多様な景観となって
います。また、坂上からは超⾼層ビル群への眺めも得られるとともに、この斜⾯緑地⾃体も遠くから
望むことができます。

１.東⻄に連なる斜⾯緑地 ２.並⾛する坂道の多様な景観 ３.坂道をつなぐ東⻄の道

南側が斜⾯地となったこのエリアには、「林芙
美⼦記念館」の豊かなみどりの他に、各邸宅
地内にもみどりがあり、東⻄に連なって、斜⾯
緑地を形成しています。また、等⾼線に沿って
曲がる道路は、変化のある景観を創出してい
ます。

中井の斜⾯地は昭和初期から徐々に宅地化
されました。斜⾯地の坂道は、宅地化に伴い
通されたものであり、直線的で開放的な眺望
を得ることができることが特徴です。階段と⽵
垣が特徴の四の坂や、⼤⾕⽯積みの擁壁が特
徴の五の坂など個性豊かな景観となっていま
す。

宅地化の進んだ斜⾯地であるため、坂と坂と
を結ぶ道路が東⻄に通っています。斜⾯地で
は台地側に擁壁が並び、低地側には勝⼿⼝
が並んでいます。⼀⽅台地上では、東⻄の道
に対して敷地が正⾯を向いており、整った路
地景観となっています。

★要確認

0 50 100 200m

景観特性

8-5 中井斜⾯地エリア
エリア別景観形成ガイドライン 8�落合第⼆地区
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※写真は全て今後差し替え※
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多様な坂道と斜⾯緑地をいかしたみどり豊かなまちなみへ
斜⾯緑地に開発された良好な住宅地であるこのエリアでは、豊富な斜⾯緑地の
みどりと多様な坂道景観によるまちなみ形成を図る。

1.坂ごとに異なる多様な坂道景観をつくる

2.斜⾯緑地をいかした住宅地景観をつくる

3.斜⾯上からと斜⾯下からの眺めに配慮する

斜⾯緑地を横切る⼀の坂から⼋の坂では、坂道ごとに異なる多様
な坂道景観を形成しており、この特徴を今後も継承し、多様な坂道
景観を形成する。

貴重な景観資源である斜⾯緑地を保全し、将来にわたり継承してゆく。

斜⾯緑地上からは⻄新宿の超⾼層ビル群が眺められ、また、⽬⽩
通りや⻄武新宿線の⾞窓からは斜⾯緑地を⾒ることができる。こ
の斜⾯上からと斜⾯下からの眺めを意識した景観の形成を図る。

■坂道沿いでは、斜⾯上からの眺めを妨げないような配置とする
■⾊彩はみどりと調和した落ち着いたものとし、特に彩度の⾼いものは
避ける

■斜⾯下からの斜⾯緑地への眺めに配慮し、斜⾯下側の緑化を⾏う
■屋上緑化を⾏い、斜⾯上から⾒えるみどりを増やす

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

■擁壁の上部の塀・さくは⾼さを抑える
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する（壁
⾯緑化を⾏う、⾃然素材を⽤いる、分節化を図る�など）

■道路沿いには空地をとり、植栽帯を設ける
■各坂道の特徴に応じた意匠、素材、植栽を検討する（⽵の植栽（⼆
の坂・四の坂）、⼤⾕⽯の擁壁（四の坂・五の坂））
■エントランス部の照明などにより安⼼して歩ける夜間景観を創出する

■既存樹⽊を保全する
■南側に⾼さのあるみどりを配置し、建築物を⾒えないようにする
■⾊彩はみどりと調和した落ち着いたものとし、特に、彩度の⾼いもの
は避ける
■素材は、⾃然素材のものとする
■新植の場合には、既存樹⽊と調和した樹種を選定する
■樹⽊の⽣育環境に配慮し、透⽔⾯を確保する
■⼤規模な地形の改変は避ける
■規模の⼤きな建築物については、⽔平⽅向・垂直⽅向に分節するこ
とで周辺のまちなみの規模感との調和を図る

7-3 下落合斜⾯地エリアのデザインシートに合わせて追加

7-3 下落合斜⾯地エリアのデザ
インシートに合わせて追加

夜間景観に関する記載を追記

眺

境

空 緑

緑

南側の庭にみどりを配置
し、斜⾯緑地への眺めに
配慮する

既存樹⽊の保全

坂道ごとの多様な景観形成

⼤⾕⽯などを⽤
いた特徴的な擁
壁意匠

圧迫感を与えない擁壁
⾼さを抑えた塀・さく

道路沿いの空地
植栽帯の設置

坂道に応じた植栽

眺望の確保

斜⾯緑地をいかした住宅地景観

斜⾯上下からの眺めに配慮した景観形成

■斜⾯上からの眺望を
確保する

■斜⾯下から斜⾯緑地
への眺望を確保する

⾼さを抑える
みどりと調和した
⾊彩・素材を⽤いる

水平方向に分節化し
周辺環境との調和を図る

垂直方向に分節化し
圧迫感の軽減を図る

屋上緑化をする

圧迫感を軽減する
分節化

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針
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落合第五
�⼩学校

中井駅

最勝寺

上落合
⻄公園

落合
斎場 

【凡例】

寺
境内地
公園
保護樹⽊
（区�みどりの条例）
地区を貫く旧道
（新井薬師道）
地区を貫く旧道
（明治時代以降）
路地
⾏き⽌まりの路地
商店
旧商店（旧道沿い）
５層以上の⾼層建築
エリア境界

0 50 100 200m

妙正寺川沿いの低地に広がる、住宅が密集するエリアです。そのため、⽣活感のあふれるみどり豊
かな路地空間が多数存在します。また、新井薬師道沿いは⼩規模な店舗が建ち並ぶ、商店街となっ
ています。エリアの東側、南側には幹線道路が通っており、沿道の⾼層建築物が路地景観に影響を
与えています。

１.⽣活感あふれる路地景観 ２.新井薬師道沿道の賑わい ３.住宅地からの眺め

敷地規模の⼩さい住宅が密集して並ぶこのエ
リアには、多数の路地空間が存在します。いず
れの路地も、建築物や庭が道路にとても近く、
⽣活感あふれる路地景観となっています。近
年、建築物の建替えによってみどりが減少して
います。

エリアの中央を東⻄に貫く新井薬師道は、か
つて⼩規模な店舗が建ち並ぶ賑わいあふれ
る通りでした。ほぼ均⼀の間⼝と、揃った壁⾯
線が特徴となっていました。現在では、沿道建
築物の建替えや⽤途の変更も進んできていま
す。

エリアの東側には⼭⼿通り、南側には早稲⽥
通りが通っています。沿道には⾼層建築物が
建ち並んでおり、住宅地からはその裏側が⾒
えてしまっています。そのため、低層住宅地に
対する圧迫感の解消が必要です。

景観特性

8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア8-7　妙正寺川エリア

7-67-6
上落合エリア上落合エリア上落合エリア上落合エリア

中野区中野区

8-6 上落合エリア

7-18-6
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低層住宅の密集したこのエリアでは、幹線道路沿いとのスケールの調和を図り
ながら、みどり豊かな路地景観の形成を図る。

⾝近なみどりを感じられるまちなみへ

1.⾝近なみどりがあふれる路地景観をつくる

2.エリアを貫く新井薬師道をいかした
景観形成を⾏う

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

エリアに多く存在する路地景観を、⾝近なみどりがあふれる
潤いのあるものとする。

■植栽は沿道に寄せる
■住宅からあふれるみどりを保全する
■道路沿いでは中低⽊や⽣垣の植栽、壁⾯緑化、さくの緑化を⾏い
路地景観を保全する

■路地沿いは積極的に緑化を⾏う

■間⼝は現在の規模を継承するか、もしくは、分節化を図る
■通りに対して正⾯性をもたせる
■みどりのない建築物側⾯を緑化し、路地からのみどりをつなげるよ
うに植栽を⾏う
■低層部の賑わいを感じられるよう、開放的な意匠とする
■夜間景観にも配慮し、シャッターは透過性の⾼いものとする

江⼾時代から続く新井薬師道沿道の、商店の連なるまちなみを
いかしエリアを特徴付けるまちなみを創出する。

エリアを取り囲む広域幹線道路（⼭⼿通り・早稲⽥通り）沿いでは、
内側の住宅地からの眺めに配慮した計画とする。

■幹線道路側に⾯する部分は緑陰空間となるような植栽を⾏う
■住宅地に⾯する部分には住宅地の路地に合わせた緑化を⾏う
■住宅地に⾯する部分に対して、壁⾯、屋上緑化を⾏う
■住宅地に⾯する部分に設備機器置き場などを設ける場合は、植栽や外構な
どで⼯夫し修景を⾏う
■⾼層建築物を⽴てる際には、住宅地側には空地をとり、積極的に緑化する
■裏通りに対しては、道路沿いに照明等を設置する

 路地
（住宅地側）

幹線道路

商店の連なるまちなみ景観

住宅地に配慮した幹線道路沿道

みどりのあふれる路地景観

壁⾯の位置をそろえて、
まちなみとの調和を図る

低層部の開放的な意匠

分節化を図り
圧迫感をおさえる

住宅地側への
空地の確保

屋上緑化

植栽等
による修景

アイストップの緑化

路地沿いの緑化

⽣垣の植栽

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

8-6

エリア別景観形成ガイドライン ８�落合第⼆地区

135



妙正寺川と哲学堂公園

⻄落合公園

⻄落合公園野球場

⽬⽩⼤学

三井墓地

⻄落合公園
 野球場

哲学堂公園

⻄落合公園
テニスコート

⻄落合公園

妙正寺川公園

区⽴第五
中学校

落合第五⼩学校

上⾼⽥公園
野球場

上⾼⽥公園

落合公園

四村橋

北原橋

御霊橋

葛橋

⽔⾞上橋

⽔⾞橋 新杢橋
美仲橋

栄橋

寺⻫橋

五の坂通り

四の坂通り

六の坂通り
七の坂通り

⼋の坂通り

三の坂通り

【凡例】

眺望点
崖線への視線
公園
保護樹⽊
(区�みどりの条例)
重要なみどり
連続するみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
橋を貫くみち
川沿い遊歩道
坂道（下から上）
５層以上の⾼層建築
公園・学校と住宅地の境界
崖線
橋
エリア境界

⻄新宿超⾼層への眺望

0 50 100 200m

妙正寺川沿いの低地を中⼼としたエリアです。妙正寺川はたびたび氾濫する河川であったため、そ
の流路は⼤きく形を変えてきました。河川沿いの公園は、地下に調整池の機能を持つものとして整
備され、河川と⼀体となった広がりのあるオープンスペースとなっています。また、⼤正時代までは農
地であったため、⽤⽔路等が多くありました。その⼀部は、現在でも道路となり残っています。

３.河川沿いの細やかなまちなみ

このエリアでは河川に隣接して規模の⼤きい
公園や⼩学校などの公共施設が多く、河川か
ら遊歩道を介してオープンスペースが連続す
ることで⽔平的な空間の広がりが感じられま
す。

河川沿いからは、景観資源である⽬⽩⼤学の
豊かなみどりや三井墓地（中野区）のみどり
を眺めることができます。また、⼿前の河川沿
いの樹⽊からそうした奥の豊かな斜⾯緑地
に向けて視線が抜ける場所では、近景〜中
景〜遠景によるみどりの奥⾏きを感じること
ができます。

妙正寺川の北側には遊歩道があり、⼩規模
な建築物が連続しており、河川沿いの景観に
適度なリズム感を⽣み出しています。⼀⽅で
個別の建替えの際に河川に対する建築物や
空地の設えが揃っていない状況です。また、
妙正寺川の南側は直接住宅地が⾯している
場所があり、住宅の裏側が遊歩道から川の向
こうに⾒えてしまうため、橋や対岸からの眺め
に対する配慮が必要です。

景観特性

中野区中野区

8-7 妙正寺川エリア

7-18-7

エリア別景観形成ガイドライン ８�落合第⼆地区

※写真は今後差し替え※

136



⽔とみどりをいかした潤いと広がりのあるまちなみへ
オープンスペースである河川と、隣接する公園や遊歩道、沿道建築物とが⼀体と
なって、魅⼒的な河川景観の形成を図る。

1.潤いと広がりのある河川景観をつくる

3.みどりあふれる歩きやすいまちなみをつくる

■⾊彩や素材は⽔やみどりと調和したものとし、特に彩度の⾼いものは避
ける
■橋や対岸からの眺めに配慮し、壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならな
いようにする
■直接河川に接する場所では、設備等は⾒えないよう植栽等で修景する
■河川側は可能な限り空地をとり、積極的に緑化を⾏う
■公園・公共施設の河川沿いのフェンス等は視線を妨げぬよう配慮する
■公園・遊歩道・河川などの公共施設が⼀体となって、魅⼒的な河川景
観をつくる（垣・さくは、⽣垣や⾃然素材のものや河川景観と調和した
⾊彩のものとする）／（植栽を積極的に⾏い、まとまったみどりを創出
する）
■橋や遊歩道の整備に際しては、⾊彩や素材、植栽などに⼗分配慮し可
能な限り親⽔空間をつくるなど良好な河川景観の積極的創出に努める 

■壁⾯の位置を揃え、周囲のまちなみとの調和を図る
■低層部の賑わいを感じられるよう、１階の軒線を強調した意匠とする
■１階の店舗は開⼝部を⼤きくとり、ショーウィンドウ等を設置する
■夜間景観にも配慮し、シャッターは透過性の⾼いものとする
■夜間景観に配慮した照明計画とする
■河川沿いの建築物では河川に対して開⼝部を設ける
■店舗と遊歩道の間にオープンスペースを設け、テラスなどの滞留空間として
利⽤することで商店街と河川のつながりをつくる

■遊歩道に⾯した部分では連続性に配慮した舗装を⾏い、歩きやすい歩⾏環
境をつくる

■遊歩道に⾯した部分では、中⾼⽊を中⼼として緑化を⾏うことで、みどり
が連続する歩きやすい歩⾏空間を創出する

⼩規模な建築物が形成する河川沿いのまちなみでは、河川と建築物
の間の間の空地に連続性を持たせ、歩⾏環境の向上に寄与するよう
な緑化を積極的に⾏う

中井駅前商店街は妙正寺川と橋で交差する点が特徴的であり、寺⻫
橋から商店の賑わいが感じられるように、河川に開いた商店のファサ
ードをつくる

本エリアの景観形成の軸となる妙正寺川沿いには、遊⽔地の機能を
あわせ持った公園や公共施設が隣接している。このオープンスペース
をいかし、うるおいと広がりのある河川景観をつくる。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

公園と⼀体的な河川の景観

みどり豊かな河川景観

賑わいある中井駅周辺の景観

河川周辺での緑化の推進

まとまった緑化 道路・遊歩道
沿いの緑化

道路・遊歩道
沿いの緑化

壁⾯位置の連続性

川沿いの
緑化・修景

公園との⼀体感をつくる
境界（フェンスなど）

⼤きな開⼝部

軒線の強調

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

8-7
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新宿区の⻄中央に位置し、⻄側に流れる神⽥川の河岸段丘上に位置する地区です。
中央部の⼩⾼い丘『蜀江⼭』をはじめとした緩やかな斜⾯地に、住宅地が広がって
います。中央線北側や新宿駅周辺では、戦災復興区画整理事業が⾏われ、副都⼼に
隣接する⻘梅街道の沿道では、複数の再開発事業が進められました。

9-1 北柏⽊区画整理エリア

9-2 円照寺周辺エリア

9-3 蜀江⼭周辺エリア

9-6 成⼦町エリア

9-5 新宿駅北区画整理エリア

9-7 柏⽊南再開発エリア

9-7 柏⽊南再開発エリア

9-4 神⽥川エリア

9-1 北柏⽊区画整理エリア

9-2 円照寺周辺エリア

9-3 蜀江⼭周辺エリア

9-6 成⼦町エリア

9-5 新宿駅北区画整理エリア

9-7 柏⽊南再開発エリア

9-7 柏⽊南再開発エリア

9-4 神⽥川エリア ⼤久保駅

東中野駅

新宿駅

９�柏⽊地区
エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区

９ 柏⽊地区

９１ 北柏⽊区画整理エリア 
�整った道路基盤をいかしたみどり豊かで
�整然としたまちなみへ
９２ 円照寺周辺エリア 
�寺社や邸宅跡地の雰囲気と調和した落ち着いた
�ゆとりあるまちなみへ
９３ 蜀江⼭周辺エリア 
�蜀江⼭を中⼼としたゆとりと地形をいかしたまちなみへ

９４ 神⽥川エリア 
�神⽥川沿いのゆとりと潤いあふれるまちなみへ
９５ 新宿駅北区画整理エリア 

９６ 成⼦町エリア 
�直線道路でつながるみどり豊かなまちなみへ
９７ 柏⽊南再開発エリア 
歩⾏者に配慮した植栽と空地の利活⽤により
各街区がつながる調和のとれたまちなみへ
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地区の⻄側を縁取るように神⽥川が流れて
います。そこから東へ向けて緩やかな河岸段
丘が広がっています。そのため、坂道や階段
が点在しており、変化のある景観となってい
ます。

地区の中央部には、かつて『蜀江⼭』と呼ば
れた⼩⾼い丘があります。その付近には、蜀
江坂が緩やかなカーブを描きながら通って
おり、地形による景観のまとまりを感じます。

河岸段丘の起伏

『蜀江山』と呼ばれた小高い丘

かつてはほとんどが農村であったこの地区
には、鎧神社や円照寺といった由緒ある寺
社が点在しています。また、江⼾時代には蜀
江⼭周辺は紅葉の名所として親しまれてき
ました。現在でも、寺社のおもむきや古くか
ら残る⼤⽊にその⾯影を感じます。

中央線の北側や新宿駅の周辺では、戦災復
興による区画整理が⾏われ、整然としたまち
なみが⽣まれました。また、⻘梅街道の沿道
では、再開発事業による超⾼層ビルが建ち
並び、地区の南側ではまちなみが⼤きく異な
ります。

区画整理と再開発

変化に富んだ地形

まちの記憶や⽂化

⽔とみどり

地区の概要

地区内の神⽥川沿いには、全て桜並⽊の遊
歩道が整備されています。また、遊歩道沿い
の⼩さな残地を有効活⽤して、緑地が作ら
れており、川沿いは⽔とみどりを感じる潤い
あふれる景観となっています。

⼤規模なみどりのまとまりはありませんが、
エリア内に点在する寺社と公園に⾝近なみ
どりが点在しています。また、かつて邸宅地で
あった場所では古くからの⼤⽊が残されてお
り、歴史を感じさせます。

神田川沿いの遊歩道

【9-2 円照寺周辺エリア】
緩やかな斜⾯地上の坂道

【9-2 円照寺周辺エリア】
柏⽊の地とゆかりの深い円照寺

【9-3 蜀江⼭周辺エリア】
⼩⾼い丘へと上る蜀江⼭

【9-5 新宿駅北区画整理エリア】
⼤きなすみ切り部分に正⾯を向ける店舗

【9-4 神⽥川エリア】
並⽊のある遊歩道が整備された神⽥川

【9-1 北柏⽊区画整理エリア】
区画整理事業により整備された公園

エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区
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北柏⽊公園

⼤東橋公園

中央卸売市場
淀橋市場

中央の商店街

JR沿いのみどりの帯

北柏⽊公園

神⽥上⽔公園

【凡例】
眺望点

みどりへの視線

公園

アイストップ

連続するみどり

まとまったみどり

「折れ」「曲がり」道

「抜け」道

商業の⾻格街路

すみ切りされた交差点

エリア境界

中野区中野区

9-2 円照寺周辺エリア9-2 円照寺周辺エリア9-2 円照寺周辺エリア9-2 円照寺周辺エリア9-2 円照寺周辺エリア9-2 円照寺周辺エリア9-2 円照寺周辺エリア9-2　円照寺周辺エリア9-2　円照寺周辺エリア9-2 円照寺周辺エリア9-2　円照寺周辺エリア9-2　円照寺周辺エリア9-2 円照寺周辺エリア

9-4　神⽥川エリア9-4　神⽥川エリア9-4　神⽥川エリア9-4 神⽥川エリア9-4 神⽥川エリア9-4　神⽥川エリア9-4 神⽥川エリア9-4　神⽥川エリア

5-4　⼾⼭公園5-4　⼾⼭公園5-4 ⼾⼭公園5-4　⼾⼭公園5-4　⼾⼭公園
⼤久保エリア⼤久保エリア⼤久保エリア⼤久保エリア⼤久保エリア

5-55-55-5
⼤久保通り⼤久保通り⼤久保通り
北エリア北エリア北エリア

6-86-86-86-8
⻄⼾⼭公園⻄⼾⼭公園⻄⼾⼭公園⻄⼾⼭公園⻄⼾⼭公園⻄⼾⼭公園⻄⼾⼭公園

エリアエリアエリアエリア

戦災復興でエリア全体の区画整理が⾏われ、道路のたくさん通る整った住宅地のまちなみが形
成されています。区画整理されてはいるものの、エリアの東⻄を貫く⼤正時代からの道路は残され
たため、扇型の街区形状が特徴となっています。⾓地の建築物や植栽がアイストップとなっている
叉路や、⼤きなすみ切りのある交差点がエリアの景観を特徴づけています。

１.⾒通しとアイストップの景観 ２.包むみどりと核となるみどり

エリアを包み込むように、周囲には神⽥上⽔
公園の並⽊、ＪＲ中央線沿いの緑地、⼩滝橋
通りの街路樹があります。またエリアの内側に
は、北柏⽊公園や⼤東橋公園の核となるみど
りがあり、アイストップとなっています。

エリア内のほぼ全ての交差点には、戦災復興
区画整理事業が⾏われた際に施された⼤き
なすみ切りがあります。四隅を切られた交差
点には、まとまりある「まちかど」が形成され、
エリアの景観を特徴づけています。

古くから残る中央の道路を中⼼として、放射状
に伸びる東⻄⽅向の道路と扇型に折れ曲が
った環状の道路が通っています。東⻄⽅向の
道路沿いはエリアの周縁部に向かって⾒通し
の良い景観となっており、⼀⽅、環状の道路沿
いでは折れ曲がりによりまとまりのある景観と
なっています。

0 50 100 200m

景観特性

9-1 北柏⽊区画整理エリア
エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区
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整った道路基盤をいかしたみどり豊かで整然としたまちなみへ
区画整理によって整えられた景観の基盤を踏まえながら、まちかどやみどり、道
路の曲り具合などをいかして魅⼒あふれるまちなみを創出する。

1.整った道路基盤をいかした景観をつくる

2.まとまったみどりをいかした景観をつくる

3.

区画整理エリア特有の整った道路基盤や⼤きなすみ切
りによるコーナー部、中央を貫く⾻格となる道路の賑
わいをいかした多様な景観形成を図る。

ＪＲ中央線⾼架沿いのみどりや、北柏⽊公園、⼤東橋公
園などのまとまったみどりをいかした景観形成を図る。

景観資源である神⽥川と神⽥上⽔公園からつながる、
みどり豊かな景観を創出する。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

■壁⾯線の連続性に配慮する
■周囲と調和した壁⾯の分節化を図り⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■中央を貫く⾻格となる通りでは、低層部は賑わいを感じられるような開
放的な意匠とする

■アイストップとなる部分では、建築物の意匠的な配慮を⾏うか、または
中低⽊の植栽等を配置する

■すみ切りのコーナー部に⾯した建築物の各⾯は、調和した意匠とする

■JR中央線⾼架沿いでは、並⽊や⽣垣等の連続した緑化を⾏う
■公園などの周辺では、積極的に緑化を⾏う

■河川沿いの建築物は河川に対して正⾯性をもたせる
■橋や対岸からの⾒え⽅に配慮し、特に桜並⽊の上から⾒える部分の⾊
彩は低彩度のものにする

■外壁の⾊彩は⽔やみどりと調和したものとし、特に、彩度の⾼いものは
避ける

■直接遊歩道に接する場所では、設備機器等は⾒えないよう植栽等で修
景する

■河川周辺の照明は落ち着いた⾊・光量とし、河川沿いの光が連続性を
持つように配慮する 夜間景観に関する記載を追加

景観計画「⽔とみどりの神⽥川・妙正
寺川地区」の景観形成⽅針を基に追記

コーナー部にエントランス
や開⼝部を設ける

アイストップに中⾼⽊
の植栽を⾏う

各⾯は調和した
意匠とする

アイストップの修景

コーナー部のまちかど

コーナー部の意匠・緑化による配慮事例

神⽥川のみどりへのつながり
空地と緑化

設備機器等を
植栽で修景

神⽥川 神⽥上⽔公園

桜並⽊と調和した⾊彩

壁⾯線の連続性 

アイストップに植栽をする

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区
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鎧神社

淀橋第四⼩学校

円照寺

北新宿公園

⼤久保通り

北新宿図書館

北三
もみじ公園

⼩滝橋通り

円照寺

鎧神社

道路沿いに保全された
集合住宅内の古⽊

神社
寺
境内地
公園
地域を象徴する建築物
保護樹⽊
（区�みどりの条例）
重要なみどり
連続するみどり
⾒通しの良い道路
（幹線道路）
古い道筋（ゆらぎ道）
路地
坂道（下から上）
T字（L字）の
アイストップ
アイストップとなる
叉路
⾏き⽌まり路
エリア境界

【凡例】

0 50 100 200m

平安時代から続く円照寺、江⼾時代から続く鎧神社など由緒ある寺社があるエリアです。エリアの
⼤部分では住宅が密集していますが、明治時代の⼤邸宅や農地の名残りを留め、現在でも古くから
残る⼤⽊やゆとりある敷地規模の場所があります。また、道路は江⼾時代から残っているものが多く、
左右に緩やかに曲がりながら、まとまりのある景観となっています。

１.寺社のおもむき

エリア内にある円照寺と鎧神社は、重要な景
観資源であり、このエリアの景観の核となっ
ています。これらの寺社のまとまったみどりや、
住宅からあふれ出すみどりにより、エリア全
体が落ち着いた雰囲気となっています。

２.古くから残る道路の景観 ３.邸宅の⾯影と古⽊の景観

エリア内の道路の⼤部分は、江⼾時代から残
っているものです。そのため、緩やかなカーブ
が多くあり、まとまりのある落ち着いた景観と
なっています。また、交差点は様々な⽅向から
の道路が交わる叉路となっており、アイストッ
プとなっています。

エリア内には、かつて⼤邸宅であった場所が
多くあり、そのため、学校や福祉施設などの⼤
規模敷地が多数存在しています。古くから残
る⼤⽊や並⽊が残されている場所もあり、歴
史を感じさせます。

景観特性 9-1　北柏⽊区画整理エリア9-1　北柏⽊区画整理エリア9-1 北柏⽊区画整理エリア9-1 北柏⽊区画整理エリア9-1　北柏⽊区画整理エリア9-1 北柏⽊区画整理エリア9-1 北柏⽊区画整理エリア

神⽥川エリア神⽥川エリア神⽥川エリア神⽥川エリア神⽥川エリア神⽥川エリア

9-39-39-3
蜀江⼭周辺エリア蜀江⼭周辺エリア蜀江⼭周辺エリア

5-85-8
⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道

エリアエリアエリア

9-2 円照寺周辺エリア
エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区
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寺社や邸宅跡地の雰囲気と調和した落ち着いたゆとりあるまちなみへ
旧邸宅や寺社・公園といった⼤規模敷地のもつみどりとゆとりを核として、その
周囲にも落ち着きとゆとりのあるまちなみを創出する。

3.アイストップをいかした景観をつくる

1.円照寺や鎧神社周辺では寺社の雰囲気と調和し
 ⼩さなみどりをいかした落ち着いた景観をつくる

2.⼤規模敷地のゆとりをいかした
みどり豊かな景観をつくる

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

■寺社の雰囲気と調和した落ち着いた形態意匠および⾊彩とする
■特に、境内から⾒える場合は、境内からの眺めに配慮した形態意匠およ
び⾊彩とする
■外構や植栽は寺社の雰囲気と調和させる
■道路に⾯する部分は、⽣垣や植栽帯で緑化する

■既存の樹⽊（特に連続する樹⽊群等）を保全する
■壁⾯の位置は後退させ、道沿いにゆとりをつくる
■道路沿いには空地をとり、植栽帯を設ける
■垣・さくなどは⽣垣とする

■アイストップの位置にあたる場所を緑化する、または外壁の素材や意匠を
⼯夫する

景観資源である円照寺や鎧神社周辺では、寺社の落ち着いた
雰囲気と調和した景観の形成を図る。

旧邸宅地が集まっていたこのエリアでは、その跡地が現在で
も⽐較的⼤規模な敷地として利⽤されている。この⼤規模敷
地のゆとりをいかした景観をつくる。

江⼾時代から残る道の曲がりやT字路、曲がり⾓などのアイス
トップをいかした景観をつくる。

寺社の雰囲気と調和した景観

寺社の雰囲気と合わせた
落ち着きある形態意匠
外構・植栽を寺社の
雰囲気と調和させる

アイストップの外構・植栽をいかす

垣・さくなどは
⽣け垣にする

道路沿いに植栽帯を設け
みどりの連続性を保つ

既存樹⽊ 既存樹⽊

外壁・⼯作物の素材に
配慮する

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区
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32m 【凡例】
眺望点
公園
保護樹⽊
（区�みどりの条例）
重要なみどり
連続するみどり
景観上重要な道路
（古い道筋）
景観上重要な道路
（蜀江⼭を囲む道）
上記街路から伸びる道路
坂道（下から上）
T字（L字）の
アイストップ
アイストップとなる
叉路
⾏き⽌まりの路地
駐⾞場
擁壁
エリア範囲

0 50 100 200m

このエリアは、かつては蜀江のように美しいと称賛された紅葉の名所であり、神⽥川の河岸段丘上
に広がっています。⼩⾼い丘である蜀江⼭は現在でも⼤規模敷地を中⼼としており、ゆとりと開放
感のある場所です。また、緩やかな⾼低差があるため、その周囲は連続する植栽と坂道が景観の特
徴となっています。

このエリアは河岸段丘上に位置しているため、
顕著な⾼低差がある場所があり、何度もカー
ブする坂道が特徴となっています。そのため、
擁壁や塀などが重要な景観要素となっており、
良好な沿道景観を創出するための配慮が必
要です。

⼩⾼い丘のようになっている蜀江⼭は、現在
でもゆとりと開放感のある場所となっており、
エリア全体の良好な景観形成のための核と
なっています。また、その周辺でも⽣垣や庭に
よる連続した植栽が並び、良好な住宅地景観
が形成されています。

かつては紅葉の名所であった蜀江坂は、緩や
かにカーブを描く坂道であり、近景の植栽や
遠景の超⾼層ビル群が折り重なって⾒えます。
また、沿道に店舗はあるものの連続しておら
ず、賑わいあふれる沿道景観の創出が望まれ
ます。

１.微細な⾼低差のある地形 ２.蜀江⼭周辺のゆとりある景観 ３.蜀江坂の奥⾏きある景観

景観特性

9-4　神⽥川エリア9-4　神⽥川エリア9-4　神⽥川エリア9-4　神⽥川エリア9-4　神⽥川エリア

9-6　成⼦町エリア9-6　成⼦町エリア9-6　成⼦町エリア9-6　成⼦町エリア

5-85-85-8
⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道⼩滝橋通り沿道

エリアエリアエリアエリアエリアエリア

★要確認

9-3 蜀江⼭周辺エリア
エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区
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蜀江⼭を中⼼としたゆとりと地形をいかしたまちなみへ
⼩⾼い丘となっている蜀江⼭を中⼼として広がる、ゆとりと地形が⽣む景観の多
様性をいかした住宅地景観をつくる。

緩やかに曲がりながら上っていく蜀江坂などの坂道沿いで
は、地形をいかした景観をつくる。

■擁壁の上部の塀・さくは⾼さを抑える。
■擁壁は周囲と調和し、圧迫感を与えないものとなるよう⼯夫する（壁
⾯緑化を⾏う、⾃然素材（⼤⾕⽯などの⾃然⽯）を⽤いる、分節化
を図る）
■道路沿いには空地をとり、植栽帯を設ける
■視線が集中しやすい坂の折れ曲がり部分などでは、積極的に緑化を
⾏う

■蜀江坂沿いでは、紅葉等による緑化を⾏う
■蜀江坂から⻄新宿⽅⾯への眺望を保全する

かつて蜀江⼭と呼ばれた台地上の住宅地を中⼼に、ゆとり
が感じられる景観を保全する。

■現在のゆとりある敷地規模を保全する
■ゆとりのあるまちなみに配慮し、圧迫感の軽減を図る ( 壁⾯の分節
化など）

■道路沿いには空地をとり、中・⾼⽊による緑化を⾏う
■垣・さくなどは⽣垣とする
■アイストップでは積極的に緑化を⾏う

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

ゆとりあるみどりの住宅地景観

道路沿いに空地をとり
中⾼⽊を含めた緑化⽣
垣等の配慮

緩やかな⾼低差のある地形をいかした坂道景観

蜀江坂の景観形成

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区
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眺望点
河川沿いの潤いを感じる視線
背後の⾼層建築物への視線
公園
重要なみどり
連続するみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
上記街路から延びる道路
旧⽤⽔路・旧流路であった道
路地（親密な雰囲気を持つ道）
坂道（下から上）
T字（L 字）のアイストップ
アイストップとなる叉路
公共施設
エリア境界

【凡例】

中野区中野区

9-19-19-19-1
北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理北柏⽊区画整理

エリアエリアエリア

9-29-29-29-2
円照寺周辺円照寺周辺円照寺周辺円照寺周辺円照寺周辺円照寺周辺
エリアエリアエリアエリアエリア

9-39-39-39-39-3
蜀江⼭周辺蜀江⼭周辺蜀江⼭周辺蜀江⼭周辺蜀江⼭周辺蜀江⼭周辺

エリアエリアエリアエリアエリア

9-79-79-7
柏⽊南再開発エリア柏⽊南再開発エリア柏⽊南再開発エリア柏⽊南再開発エリア柏⽊南再開発エリア柏⽊南再開発エリア柏⽊南再開発エリア

神⽥川沿いの低地に広がるエリアです。江⼾時代から残る道路や路地等が多く、住宅が密集して
います。古くからの道路沿いには商店街が形成され、また、⼩学校や区⺠センター、北新宿公園など
の公共施設が沿道に⽴地し、エリアの中⼼となる道路を形づくっています。

神⽥川沿いには桜並⽊の遊歩道が整備され
ています。そのため、エリア内の橋からは開放
的でみどりのあふれる景観を眺めることがで
きます。また、遊歩道の整備をした際に⽣じた
残地も、緑化されています。

このエリアの道路は、Ｔ字路や折れ曲がった
部分が多く、囲まれた印象を受けます。そのた
めアイストップとなる場所が多く、こうした場
所では建築物の意匠や緑化等による配慮が
必要です。

神⽥川沿いは、周辺に⽐べ低くなっているた
め、⼿前の路地景観（近景）の奥に幹線道路沿
いの⾼層建築物（遠景）がよく⾒え、路地景観
の⼤きな要素となっています。

１.河川沿いのあふれるみどり

２.囲まれた道路景観

３.近景と遠景の折り重なる景観

0 50 100 200m

景観特性

9-4 神⽥川エリア
エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区
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神⽥川沿いのゆとりと潤いのあふれるまちなみへ
神⽥川沿いの低地に広がる低層の住宅密集地に、ゆとりと潤いのあふれる景観
を創出する。

1.ゆとりと潤いのある河川景観をつくる

2.神⽥川のみどりと調和した景観をつくる

遊歩道が整備されているこのエリアでは、遊歩道と周辺の建築
物が⼀体となってゆとりと潤いのある河川景観をつくる。

■建築物の外壁の⾊彩は⽔やみどりと調和したものとし、特に彩度の⾼
いものは避ける
■橋や対岸からの眺めに配慮し、壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁となら
ないようにする

■直接遊歩道に接する場所では、設備機器等は⾒えないよう植栽等で修
景する

■遊歩道側は可能な限り空地をとり、積極的に緑化を⾏う
■遊歩道の垣・さくは神⽥川への眺めに配慮した⾊彩や素材とする（素
材は、⾃然素材を⽤いる）／（⾊彩は、⽔やみどりと調和した⾊彩とし、
特に彩度の⾼いものは避ける）

神⽥川と平⾏する道路や路地において、神⽥川のみどりと調
和し、また、神⽥川を感じられる景観をつくる。

■河川沿いの建築物は河川に対して正⾯性を持たせる
■通りから神⽥川を眺めることができるような配置とする
■⾊彩は神⽥川のみどりと調和した落ち着いたものとし、特に彩度の⾼い
ものは避ける
■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■道路沿いは積極的に緑化を⾏う
■河川周辺の照明は落ち着いた⾊・光量とし、河川沿いの光が連続性を
持つように配慮するとし、河川沿いの光が連続性を持つように配慮する

アイストップとなる北新宿公園や柏⽊⼩学校などを中⼼と
したみどり豊かな景観をつくる。

■公園や⼩学校の視線が集中する部分では、意匠的な配慮を⾏うか、ま
たは、積極的に緑化を⾏う
■公園や⼩学校へとつながる道路沿いでは、積極的に緑化を⾏う

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

夜間景観に関する記載を追加

景観計画「⽔とみどりの神⽥川・妙正寺川
地区」の景観形成⽅針を基に追記

ゆとりと潤いのある河川景観
神⽥川のみどりと調和した景観

アイストップをいかしたみどり豊かな景観

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区
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柏⽊公園

常圓寺

すみ切りのまちかど

JR
中央線・
⼭⼿線

寺
境内地
公園
地域を象徴する建築物
重要なみどり
連続するみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路（⾒通しが良い）
景観上重要な道路（⾒通しが悪い）
幹線道路
T字（L 字）の
アイストップ
すみ切り（店舗）
すみ切り（その他）
すみ切りの２⾯以上が店舗の賑
わいのあるまちかど
エリア境界

みどり

ビル

【凡例】

9-69-69-6
成⼦町エリア成⼦町エリア成⼦町エリア成⼦町エリア

5-85-8
⼩滝橋通り⼩滝橋通り
沿道エリア沿道エリア沿道エリア

10-410-410-4
超⾼層エリア超⾼層エリア超⾼層エリア

10-310-310-3
新宿駅⻄⼝エリア新宿駅⻄⼝エリア新宿駅⻄⼝エリア新宿駅⻄⼝エリア

戦災復興でエリア全体の区画整理が⾏われ、整ったまちなみが形成されました。新宿駅や⻄新宿
のオフィス街に近いこともあり、店舗を中⼼とした賑わいある景観が⾯的に広がっています。また、
⻄側に⾏くほど住宅地となり、落ち着いた雰囲気となっています。そして、南⻄側に隣接する超⾼
層ビル群への眺めが、特徴的な景観となっています。   

戦災復興区画整理事業により整えられた道
路は、幅員が広く直線です。沿道のまちなみも
壁⾯線を揃えて連続しているため、⾒通しが良
くなっています。近景の看板や植栽と遠景の超
⾼層ビル群が折り重なる景観となっています。

エリア内は区画整理はなされているものの、
所々にＴ字路があります。こうした場所では、
建築物の意匠や緑化による配慮が望まれま
す。また、柏⽊公園や常圓寺のみどり、⻘梅街
道の街路樹が良好なアイストップとなってい
ます。

エリア内のほぼ全ての交差点では、区画整理
が⾏われた際に⼤きなすみ切りがなされてい
ます。そのため交差点には、まとまりある「まち
かど」景観が⽣み出されています。特に、店舗
等の集まるまちかどは、建築物の意匠や看板
等で賑わいを感じさせるものとなっています。

１.整えられた⾒通しの景観 ２.アイストップの景観

0 50 100 200m

景観特性

9-5 新宿駅北区画整理エリア
エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区
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整った道路基盤をいかした賑わいあふれるまちなみへ
整えられた道路基盤、アイストップによる奥⾏き、コーナー部分の賑わいあるま
ちかどなどの景観要素によって魅⼒あふれる都市景観を創出する。

1.アイストップをいかした景観をつくる

柏⽊公園や常圓寺のみどり、⻘梅街道の並⽊等の中景のア
イストップ、超⾼層ビル群などの遠景のアイストップをいか
した景観をつくる。

■遠景・中景・近景のつながりを考え、奥⾏きのある景観をつくる
■中景となるアイストップでは、積極的に緑化を⾏う
■袖看板等は視線を妨げないよう⼯夫する
■壁⾯や屋上の緑化、道路沿いの植栽の整備など⽬に⾒える⾝近な緑を増
やす

区画整理により⽣じたすみ切り部分で、賑わいあふれるまち
かどを創出する。

■コーナー部に⾯した場所には、エントランス等の開⼝部や看板等を設置
する
■コーナー部に⾯した建築物の各⾯は、調和した意匠とする

区画整理による整った道路基盤をいかし、賑わいの連続
する景観をつくる。

■壁⾯線の連続性に配慮する
■周囲と調和した壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■低層部の賑わいを感じられるような開放的な意匠や照明計画とする
■袖看板等の⼯作物は周囲との調和を図る

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

夜間景観に関する記載の追加

都市マス p.179 を基に⽬に⾒える⾝近な緑を増やす記載を追加

LUNCH

LUNCH

整った道路基盤やアイストップをいかした景観

すみ切り部分によるまちかど

魅⼒あるまちかどの景観

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区
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成⼦天神社

統⼀感ある沿道景観と快適な歩⾏者空間を創出する。

成⼦天神社

⻄新宿中学校

成⼦坂

神社
境内地
地域を象徴する建築物
保護樹⽊
(区�みどりの条例)
連続するみどり
まとまったみどり
幹線道路
南北⽅向の街路
（幅員4m以上）
南北⽅向の街路
（幅員4m未満）
東⻄⽅向の街路
参道
路地（視線の遊び）
9階以上の⾼層建築物
エリア東側
（中層・⾼層建築が連続）
エリア⻄側
（低層住宅と路地・
 庭が並ぶ）

眺望点
エリア境界

【凡例】

★要確認

0 50 100 200m

⻘梅街道に⾯するこのエリアは、江⼾時代には問屋が軒を連ね、その奥に柏⽊村の⽔⽥が広がっ
ていました。道路は、⻘梅街道から垂直に伸び、所々にそれらをつなぐ道路があります。⽤途地域は
商業地域であるものの、どの道路の幅員も狭く、⻘梅街道沿い以外では低層のまちなみとなってい
ます。隣接する南側の超⾼層ビル群や東側の飲⾷店街と対称的な雰囲気を持っています。

このエリアには、⻘梅街道に直交する南北⽅
向の道路が並んでいますが、これらを結ぶ東
⻄⽅向の道路は少なく、どれも南北に⻑く伸
びています。また、路地も多く、囲まれた景観
となっているため、周辺の⾼層建築物の圧迫
感を軽減しています。

エリアの東側は飲⾷店の建ち並ぶ商業地で
あることから、東側へ⾏くほど業務商業系の
建築物が連続して建ち並び、⻄側へ⾏くほど
低層住宅が多く、庭と建築物とが交互に現れ
るリズム感のある景観となっています。

⻘梅街道から⾼層建築物の間を通っていくと、
少し奥まったところに成⼦天神社があります。
⾒晴らしは良くありませんが、その境内から
の眺めは、古くから残る⼤⽊に囲まれて歴史
とおもむきを感じさせます。神社周辺では、建
築物や舗装の⾊味が抑えられており、神社の
雰囲気と調和した落ち着いた景観となってい
ます。

１.東⻄に並ぶ直線道路 ２.東⻄の景観の移り変わり ３.景観の核となる成⼦天神社

景観特性

9-7　柏⽊南再開発エリア9-7　柏⽊南再開発エリア9-7　柏⽊南再開発エリア 9-59-5
新宿駅北区画整理新宿駅北区画整理新宿駅北区画整理新宿駅北区画整理新宿駅北区画整理

エリアエリアエリア

9-6 成⼦町エリア
エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区
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直線道路でつながるみどり豊かなまちなみへ
南北⽅向の直線道路の単調さを解消し、リズムのある景観を創出する。

周囲は落ち着いた
⾊彩とする

開放的な意匠で低
層部は賑わいをも
たせる

スカイラインの
連続性

参道沿いでは植栽をする

街路に直交するような
オープンスペースの設置

道路沿いの空地
確保および緑化

道路沿いの空地
確保および緑化

街路に直交するような
オープンスペースの設置

壁⾯の
分節化

直線道路の潤いある景観

神社と調和した景観

道路の特性をいかしたリズムある景観

1.直線道路を広がりと潤いのある景観とする

2.成⼦天神社周辺では神社の雰囲気と調和した
�������������� �落ち着いた景観をつくる

2.成⼦天神社周辺では神社の雰囲気と調和した
�������������� �落ち着いた景観をつくる

3.道路の特性をいかした統⼀感と
      リズムのある景観をつくる

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

■道路沿いは空地を設け、積極的に緑化を⾏う
■路地の⼊り⼝や交差点に⾯する場所では、⾓地を意識した形態、意匠と
する
■空地を道路と直⾓⽅向にとり、緑化を⾏う

■神社周辺では、神社の雰囲気と調和した落ち着いた形態意匠及び⾊彩と
する
■特に、境内から⾒える場合は、境内からの眺めに配慮した形態意匠及び
⾊彩とする

■神社への眺めに配慮した形態意匠及び⾊彩とする

■商業・業務系の⽤途が多く⽴地する東側の道路沿いでは、階⾼やスカイ
イラインの連続性に配慮する
■低層住宅地が多く⽴地する⻄側の道路沿いでは、建築物と庭が交互に現
れるリズムに配慮した配置とする

南北⽅向の直線道路を中⼼とするやや単調なまちなみ
に、路地の⼊り⼝や敷地前⾯の緑化等で変化をつける。

景観資源である成⼦天神社の周辺では、神社の雰囲気と
調和した落ち着いた景観をつくる。

連続した細⻑い道路に続く連続する景観を、統⼀感とリ
ズムのあるものとする。

具体的な⽅策
■低層部の設えは歩⾏者空間と⼀体感が⽣まれるように⼯夫する
■⾓地では⻘梅街道以外の道路に⾯する部分の低層部の設えにも配慮する

4.⻘梅街道では良好な歩⾏者空間と店舗が⼀体と
       なった賑わいのある景観をつくる景観形成の考え⽅

周辺との連続性に配慮した統⼀感のあるまちなみを形成
し、歩⾏者空間と沿道店舗の⼀体感を創出する。

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区
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［ペイブメント塗り分け］
暖⾊系：公共によるペイブメント
寒⾊系：⺠間によるペイブメント

新宿オークシティ
（住友不動産）
ヒルトンなど
東京医科⼤学

神社
境内地
公園
パブリックアート
連続するみどり（ケヤキ）
連続するみどり（その他：街路樹）
連続するみどり（その他：⺠地の植栽）
景観上重要な道路（ケヤキ並⽊の道）
幹線道路
坂道（下から上）
エリア境界

【凡例】

0 50 100 200m

新宿副都⼼計画の定められた区域内に位置するエリアです。東京を代表するまちなみとして魅⼒
的な景観の創出を図りながら、都市基盤整備を進めていくことが望まれています。そして、エリア全
体には３つの地区計画がかかり、既に市街地再開発事業等により超⾼層ビルが建てられています。

このエリアは、遠景として超⾼層ビル群を⾒
た時の北端です。特定街区制度を活⽤した都
庁周辺とは異なり敷地が不整形であり、超⾼
層ビル群全体として調和のとれたスカイライ
ンや形態意匠となるような配慮が望まれます。
⻘梅街道の北側では、周辺市街地への配慮
が望まれます。

個別の再開発事業で⽣まれた空地には、建
築物と調和したベンチ等のストリートファニ
チャーや舗装、街路樹と連続した植栽を設け
られており、全体で調和のとれた快適な空間
が形成されています。

⻄新宿六丁⽬東部地区の周囲と放射第６号
線には⾼⽊のけやきが、再開発事業の空地に
は中低⽊が植えられており、これらの植栽は、
それぞれの街区をつなぐ重要な景観要素とな
っています。

１.超⾼層ビル群としての連続性 ２.個別の開発のつながり ３.景観をつなぐけやき並⽊

景観特性

9-6　成⼦町エリア9-6　成⼦町エリア9-6　成⼦町エリア9-6　成⼦町エリア9-6　成⼦町エリア9-6　成⼦町エリア

10-510-510-5
⾓筈北再開発エリア⾓筈北再開発エリア⾓筈北再開発エリア⾓筈北再開発エリア⾓筈北再開発エリア⾓筈北再開発エリア⾓筈北再開発エリア⾓筈北再開発エリア⾓筈北再開発エリア⾓筈北再開発エリア⾓筈北再開発エリア⾓筈北再開発エリア⾓筈北再開発エリア

10-710-710-710-710-710-710-7
淀橋•⼗⼆社エリア淀橋•⼗⼆社エリア淀橋•⼗⼆社エリア淀橋•⼗⼆社エリア淀橋•⼗⼆社エリア淀橋•⼗⼆社エリア淀橋•⼗⼆社エリア淀橋•⼗⼆社エリア淀橋•⼗⼆社エリア淀橋•⼗⼆社エリア淀橋•⼗⼆社エリア淀橋•⼗⼆社エリア淀橋•⼗⼆社エリア淀橋•⼗⼆社エリア

9-3　蜀江⼭周辺エリア9-3 蜀江⼭周辺エリア9-3　蜀江⼭周辺エリア9-3 蜀江⼭周辺エリア9-3 蜀江⼭周辺エリア9-3 蜀江⼭周辺エリア9-3　蜀江⼭周辺エリア

9-7 柏⽊南再開発エリア
エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区

9-7

※写真は今後差し替え※
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歩⾏者に配慮した植栽と空地の利活⽤により各街区がつながる調和のとれたまちなみへ
連続する豊かなみどりと⼀体的な空地の利活⽤によって各街区がつながり、エリア全
体で調和のとれた賑わいあふれるまちなみを創出する。

3.植栽によって快適で調和のとれた
居⼼地の良い景観をつくる

超⾼層エリアや周辺街区との関係性に配慮し、全体として調和した景
観の形成を図る。

■周辺と調和したスカイラインの形成を図る
■周辺と調和した形態意匠とする
■⾼層部の壁⾯の後退や空地への植栽によって周辺環境への圧迫感を軽減
する

広幅員の街路と空地が⼀体となって、歩⾏者に配慮した空間を形成し、
歩きたくなるウォーカブルな街路景観の形成を図る。

■歩⾏者に対して開放的な低層部となるよう配慮する
■建築物と調和した滞留を促すベンチなどのストリートファニチャーを配置し、
⼈の賑わいを感じられる景観を創出する

■街路と空地の⼀体的な利活⽤を⾏い、歩きたくなる景観を創出する
■街路と敷地内の舗装は調和するように配慮する
■公開空地における植栽は、歩道と分断する植え込みにならないように配慮
する

貴重な緑を保全して、エリア全体で連続性のある、歩⾏者にとって快適
で調和のとれた景観の形成を図る。

■ケヤキ並⽊の連続性に配慮する
■なるべく敷地境界部には空地をとり緩衝帯として植栽を設置するなど、周
囲に対する圧迫感を軽減する

■成⼦天神社周辺では、神社からの⾒え⽅に配慮し、落ち着いた形態意匠
及び⾊彩とする

■空地には、街路樹から連続し、滞留を促す緑陰となるような中低⽊を配
置する

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

⼀般市街地とも調和した景観

沿道の快適な歩⾏者空間

居心地の良い緑陰

街路と空地の
一体的な利活用

滞留を促す
ベンチなどの設置

景観形成の⽅針

景観形成の⽬標 エリア別景観形成ガイドライン ９�柏⽊地区

9-7
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JR新宿駅という⼀⼤ターミナル駅を有する新宿の中⼼となる地区であり、都庁移
転後は東京の⾃治の中⼼となっています。新宿駅東⼝は、歌舞伎町や新宿通の百貨
店を中⼼とする繁華街として商業機能が集積しています。また、新宿駅⻄⼝は淀橋
浄⽔場の廃⽌に伴い、都庁をはじめとする超⾼層ビルが林⽴し業務商業機能が集
積しています。さらにその⻄側には、⼤規模な再開発によりまちの更新が進みつつあ
り、神⽥川沿いには住宅密集地が広がっています。

10-7 淀橋・⼗⼆社エリア

10-5 ⾓筈北再開発エリア

10-4 超⾼層エリア

10-6 甲州街道沿道エリア

10-3 新宿駅⻄⼝エリア

10-2 新宿駅東⼝エリア

10-1 歌舞伎町⼀丁⽬エリア

10-7 淀橋・⼗⼆社エリア

10-5 ⾓筈北再開発エリア

10-4 超⾼層エリア

10-6 甲州街道沿道エリア

10-3 新宿駅⻄⼝エリア

10-2 新宿駅東⼝エリア

10-1 歌舞伎町⼀丁⽬エリア

新宿駅

⻄武新宿駅

新宿中央公園

代々⽊駅

10�新宿駅周辺地区
エリア別景観形成ガイドライン 10�新宿駅周辺地区

10 新宿駅周辺地区

１０１ 歌舞伎町⼀丁⽬エリア 
�誰にとっても居⼼地が良く様 な々界隈が共存する“歌舞伎町”へ
１０２ 新宿駅東⼝エリア 
�豊かな歩⾏者空間を創出し、歴史ある賑わいを感じさせる
�まちなみへ
１０３ 新宿駅⻄⼝エリア 
�国際的な創造交流拠点にふさわしい質の⾼いまちなみへ
１０４ 超⾼層エリア 
�東京のシンボルとなる⾵格ある超⾼層ビル群と
�豊かな歩⾏者空間があるまちなみへ

１０５ ⾓筈北再開発エリア 
�歩きやすく居⼼地の良い空間が連続し、周辺エリアと調和した
�スケール感を持つまちなみへ
１０６ 甲州街道沿道エリア 

１０７ 淀橋・⼗⼆社エリア 
�⽔に関連する歴史や地形をいかしたみどり
�あふれるまちなみへ
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新宿駅⻄⼝の超⾼層ビル群⼀帯は⼈⼯地盤
により、地下と地上が⼆層（場所によっては
三層）構造となっています。そのため元々の地
形を感じることはできませんが、⽴体交差し
ている道路の景観や地上と地下がつながり
お互いの賑わいを感じられる魅⼒的な場所
などもあります。

地区の⻄側⼀帯は、台地と低地が複雑に⼊
り組んでいる地形となっており、台地と低地
をつなぐ坂道は、歩⾏者にその⾼低差を強く
感じさせます。また、遠景となっている超⾼層
ビル群と住宅密集地の折り重なる景観は特
徴的です。

人工地盤

地区西側の台地と坂道

歌舞伎町の戦災復興区画整理事業や超⾼
層エリアの新宿副都⼼計画など、先駆的な
街路や広場の計画、⼤規模開発が実施され
ました。また、新宿駅⻄⼝では、副都⼼建設
事業などにより、先進的な⽴体的駅前広場
の整備が⾏われ、新宿駅⻄⼝のシンボルと
なっています。⼀⽅で、戦後形成されたヤミ
市は、思い出横丁としてその歴史を継承して
いきます。

宿場町や行楽地としての賑わい

先駆的な都市計画

現在では、地区の⻄端に位置する神⽥川の
みですが、江⼾時代までさかのぼると、淀
橋・⼗⼆社周辺には「熊野の滝」や⽟川上⽔
を引き込むための「助⽔堀」がありました。、
現在では埋め⽴てられたり、暗渠となってい
ますが、歌舞伎町の花街通り⻄新宿のはご
ろも児童遊園など、その名残のある空間が
残っています。

淀橋浄⽔場の跡地の⼀部には豊かなみどり
を有する新宿中央公園があり、都⼼部におけ
る貴重な憩いの空間となっています。近年で
はPark-PFIの活⽤により公園内に新たな交
流拠点が誕⽣し、地域にみどりと調和した活
気ある⾵景を⽣んでいます。また、超⾼層エ
リアでは公開空地や歩道状空地における豊
かなみどりがあり、新宿駅東⼝ではモア街に
おけるケヤキの中央列植など特徴的なみど
りがあります。

水の跡

変化に富んだ地形

まちの記憶や⽂化

⽔とみどり

地区の概要

【10-7淀橋・⼗⼆社エリア】
起伏のある地形を感じさせる坂道

【10-2 新宿駅東⼝エリア】
賑わいのあるまちなみが
継承される新宿駅東⼝周辺

【10-3 新宿駅⻄⼝エリア】
ヤミ市の歴史を残す思い出横丁

【10-7 淀橋・⼗⼆社エリア】
地域住⺠の⼿によって植樹された

助⽔堀跡の柳の⽊

【10-4 超⾼層エリア】
新たな交流拠点を備えた

新宿中央公園

【10-3 新宿駅⻄⼝エリア】
⽴体的な景観の魅⼒をもつ⽴体交差

エリア別景観形成ガイドライン 10�新宿駅周辺地区

10 新宿駅周辺地区
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歌舞伎町に隣接する⻄武新宿駅
は、駅舎の煉⽡⾊のタイルや街路
灯により落ち着いた景観をつくっ
ています。

靖国通りからエリア内の⼊り⼝に
ゲートが設けられている場所もあ
り、通りの個性を演出しています。

新宿区役所の外構や区役所通りで
は、居⼼地のよい景観づくりが必要
です。

中層で間⼝もさほど⼤きくない建築
物の規模が、⼈付き合いを基本とす
る歌舞伎町らしい商売を⽀え、賑わ
いを⽣み出しています。また、⼩規模
な袖看板の集まりが、賑やかな歌舞
伎町独特の景観を創出しています。

⼤衆⽂化の発信地である歌舞
伎町のシンボルとなるような空
間の創出を図る。

歌舞伎町建設記念碑

【凡例】
地域を象徴する
建築物
アイストップ
ランドマーク
連続するみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
景観上重要な都市空間
視線⽅向・重要な軸線
エリア境界歴史に関わる資源歴

【景観資源】
（区指定⽂化財等）

シネシティ広場を囲む街区は繁
華街の中でも中⼼的な⾼層建
築物のまとまりとなっています。
周辺に賑わいが伝わるような景
観づくりが必要です。

街路樹や中層建築物が建
ち並ぶセントラルロードと、
アイストップとなる新宿東
宝ビルにより個性的な景
観が形成されています。

写真

0 50 100 200m

歌舞伎町エリアは、明治時代には旧⼤村藩主の別邸があり、⼤正時代には府⽴第五⾼等⼥学校が
建てられました。太平洋戦争では⼀⾯焼け野原となったものの、戦災復興でエリア全体の区画理整
が⾏われ、｢市⺠交歓の場｣としての広場（現シネシティ広場）やT字型街路など、先駆的な都市計画
がなされました。また、世界的にも有数の娯楽・繁華街となっています。

みどり豊かで⼼
地良い四季の

賑わいと落ち着きの
境⽬にある区役所

歌舞伎町の賑わい

意図的な都市計画によりつくられたＴ字路に
よって、⼀体感の感じられる道路基盤があり
ます。そのためまちの賑わいが周囲に散逸し
ないことが最⼤の特徴となっています。しかし
ながら、各通りごとの特徴は現在薄くなり、エ
リア全体として同質化が進んでいます。

世界的な繁華街の中に、区役所や都電線路
跡である四季の路（新宿遊歩道公園）があり
ます。繁華街の中の貴重な公共的空間となっ
ています。また、シネシティ広場を囲むような
中⼼街区には⾼層建築物のまとまりが⽣ま
れています。エリアごとの景観特性を崩さない
⼯夫が必要です。

⽇本における広場は、駅前広場や交通広場
が⼤多数を占めており、シネシティ広場のよ
うな、市⺠の交歓を⽬的として設計された広
場は希少です。隣接建築物の整備と相まって
エリア内でも象徴的な空間となっています。
今後も周辺建築物の整備によって広場が
様々な⼈の交換の場となるような⼯夫が必
要です。

2.市⺠交歓のための広場１.特徴ある街路空間
⾼層建築物のまとまり

景観特性

5-75-75-7
歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア歌舞伎町⼆丁⽬エリア

10-210-210-210-210-2
新宿駅東⼝エリア新宿駅東⼝エリア新宿駅東⼝エリア新宿駅東⼝エリア新宿駅東⼝エリア新宿駅東⼝エリア新宿駅東⼝エリア

10-1 歌舞伎町⼀丁⽬エリア
エリア別景観形成ガイドライン １０�新宿駅周辺地区

10-1
※写真は全て今後差し替え※
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空間の多様性や景観の雑多さを保ちつつ、様々な来街者が滞在を楽しむことができる繁華街を創出する。

誰にとっても居⼼地が良く様々な界隈が共存する“歌舞伎町”へ

1.エンターテイメントシティ「歌舞伎町」を演出する

現在のまちの賑わいや景観の多様性を損なわない演出を⾏う。

2.T字路いかした迷宮的楽しさを演出する

3.魅⼒あるシネシティ広場を演出する

4.四季の路と区役所通り沿いでは
 みどり豊かで賑わいのある景観をつくる

景観形成の考え⽅

��具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

■形態意匠および⾊彩は周囲の賑わいを損なわないものとする
■夜の照明は、華やかな賑わいを連続させるものとする
■⻄武新宿駅前の広場は、滞留空間と歩⾏者動線を確保する
■広場周辺では積極的にまちに対して楽しく豊かな滞留空間をつくる

■アイストップとなる場所では、積極的にまちに対して楽しさを提供する
■靖国通り沿いの⾓地に位置する場所では、エリアの⼊⼝にふさわしい形態
意匠および⾊彩とする

■各通りの⾓地に位置する場所では、通りのイメージを特徴づける⼯夫をす
る
■壁⾯線の連続性に配慮する
■壁⾯の分割化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する

■市⺠交歓の場としての歴史性や象徴性を⼤切にする
■シネシティ広場周辺では、低層部は広場とのつながりを感じられるような開
放的な意匠とし、広場に対して正⾯性を持たせる

■セントラルロードでは、街路樹の整備などを⾏い、快適な歩⾏者空間の形
成を図る

■四季の路から⾒える建築物や屋外広告物は、みどりと調和する落ち着いた
⾊彩や素材とする

■四季の路沿いでは、四季の路の緩やかなカーブが感じられるよう間⼝を分
節する

■室外機等の設備機器は、四季の路から直接⾒えないようにする
■区役所通りや四季の路沿いでは、四季の移ろいを感じさせる⼯夫をする
■区役所通り沿いでは積極的に緑化を⾏い、快適な歩⾏者空間をつくる

T字路をいかして路地の⾵景が移り変わるようなシークエンス
をつくる。

シネシティ広場を囲む中⼼街区は、広場の賑わいが引き⽴つ・
まちに広がるような景観形成を⾏う。

みどりの豊かな四季の路と区役所通り沿いに、みどりと調和し
⼼地よい賑わいが感じられるまちなみをつくる。

⻄武新宿駅前の広場

T字路をいかす

靖国通りから歌舞伎町への⼊り⼝

景観形成の⽅針

景観形成の⽬標 エリア別景観形成ガイドライン １０�新宿駅周辺地区
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伊勢丹本館

ルミネエスト
新宿店

スタジオ
アルタ

新宿
ライオン会館

新宿⾼野
本店ビル

武蔵野ビル

紀伊国屋
ビルディング

の中央に位置する新
宿中央通りは、⽚側
に街路樹の整備され
た通りとなっていま
す。

新宿通りと甲州街道

MOA2番街は中央に、MOA4番街は両端にケヤキ並⽊
を列植している個性的な通りです。通り沿いでは、ケヤキ
のみどりを引き⽴てるような形態意匠および⾊彩である
ことが必要です。

各商店会ごとにそれぞれ、街
路灯や道路舗装など⼯夫を
凝らしています。各商店会ご
との個性を出しながらも、エ
リア全体として統⼀感が必
要です。

JR新宿駅

【凡例】
地域を象徴する
建築物
アイストップ
ランドマーク
重要なみどり
連続するみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
東⻄⾃由通路
景観上重要な
都市空間
新宿駅東⼝地区
地区計画の範囲
エリア境界

STREET� SEATS設置の社
会実験が⾏われるなど、歩⾏
者空間の充実が進められて
います。

0 50 100 200m

東⼝エリアは、江⼾五街道の1つである甲州街道の宿場町「内藤新宿」として始まりました。太平洋
戦争で⼀⾯焼け野原となったものの、戦災復興を経て現在も⽇本有数の繁華街として賑わい続け
る歴史あるエリアです。特に、新宿通りは建築物の軒線も揃っており、歴史的建造物も点在する⾵
格ある通りとなっています。 10-1 歌舞伎町⼀丁⽬エリア10-1 歌舞伎町⼀丁⽬エリア10-1 歌舞伎町⼀丁⽬エリア10-1 歌舞伎町⼀丁⽬エリア10-1 歌舞伎町⼀丁⽬エリア10-1 歌舞伎町⼀丁⽬エリア10-1 歌舞伎町⼀丁⽬エリア10-1　歌舞伎町⼀丁⽬エリア10-1　歌舞伎町⼀丁⽬エリア10-1 歌舞伎町⼀丁⽬エリア10-1　歌舞伎町⼀丁⽬エリア

1-91-91-91-9
内藤新宿エリア内藤新宿エリア内藤新宿エリア内藤新宿エリア内藤新宿エリア内藤新宿エリア

渋⾕区渋⾕区

３.歴史を感じる多様な景観資源 ２.⾵格と賑わいのある新宿通り

新宿通りに⾯した建築物のスカイラインや軒
線が揃っていることを、歩⾏者が強く感じられ
る景観となっています。また、低層部は開放的
な意匠となっており、賑わい景観が通り沿い
に連続しています。基本的に壁⾯線も揃って
いますが、低層部のみを後退させ魅⼒的な滞
留空間も点在しています。

歴史的建造物やMOA街などの特徴ある道
路景観、⽇本で3つしかない国⺠公園である
新宿御苑など、エリア内や周辺には多数の景
観資源が存在しています。これら景観資源の
魅⼒を⼗分に引き出す⼯夫が必要です。

１.回遊拠点としての駅前広場

1-101-101-10⽇本⼀の乗降客数を誇る新宿駅の東
⼝は、昼夜を問わず多くの⼈が⾏き
交う賑やかな景観となっており、多く
の⼈を受け⽌める駅前整備が進めら
れています。広場だけでなく、周辺の
建築物も建て替えが進められ、新宿
駅東⼝の顔としての⼯夫を凝らした
景観がつくられています。

4.⼼地良い賑わいのモア街

モア街では、商業施設とケヤキ並⽊が調和し、
⼼地良い賑わいが創出されています。特に、モ
ア４番街では、午後になると道路上にオープ
ンカフェが出店し、⼈々で賑わっています。

※写真は今後差し替え※

景観特性

10-2 新宿駅東⼝エリア
エリア別景観形成ガイドライン １０�新宿駅周辺地区
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「新宿通り」を賑わいと⾵格のシンボルロードとして、新宿の顔として多くの⼈を
集め魅了する景観をつくる。

※写真は今後差し替え※

沿道建築物について

■⾵格ある街路樹の整備を推進する
■舗装は落ち着いた⾊彩のものを⽤い、沿道建築物を引き⽴たせる
■エリアの歴史に配慮した、街路灯やサイン等の整備を推進する
■歩⾏者が滞在できるようなベンチなどのストリートファニチャーを設置する

■低層部は、⼈の活動が道路で感じられる開いたつくりとし、賑わいを連続
させる
■形態意匠および⾊彩は、賑わいと⾵格を感じさせるものとする
■スカイラインの連続性に配慮する
■壁⾯線の連続性に配慮する
■壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■軒線の連続性に配慮する
■屋上広告物は、設置しないようにするか、建築物と⼀体的に計画し、周
囲からの⾒え⽅に配慮する

■⽣態系に配慮した屋上緑化を推進する（例：植栽の多様性への配慮、ビ
オトープ、郷土種の採⽤など）

■⼯事中の仮囲いは、無機質なものとせず、周辺のまちなみに配慮したもの
とする
■エリアの景観を特徴付ける歴史的な建造物を保存する
■⼤規模建築物は裏をつくらないよう表と裏のつながりをつくる

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

新宿の賑わい交流の⾻格である新宿通りと沿道建築物とが調
和した、賑わいと⾵格のある新宿通り沿道の景観形成を図る。ま
た、新宿御苑と新宿中央公園をつなぐ「⾵の道（みどりの回廊）」
として、街路樹の整備や沿道建築物における屋上緑化を推進す
る。

賑わいと⾵格のある新宿通り

⼀般的な広告例 壁⾯の分節化

 通りのアクセントとなる滞留空間

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン １０�新宿駅周辺地区
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2.新宿の東の⽞関⼝にふさわしい楽しく賑わいあふれる駅前景観をつくる

3.⼼地良い賑わいのモア街沿道空間をつくる

■駅前広場に対して正⾯性を持った意匠とする
■低層部には、滞留空間を設ける
■広場は、滞留空間と歩⾏動線を適切に分離する
■駅前広場に集う⼈々を楽しませるようなまちなみの⼯夫を⾏う

■低層部は街路とのつながりを意識した開放的な意匠とし、⼼地良い賑わ
い空間を創造する
■コーナー部に⾯した場所には、エントランス等開⼝部を設ける
■コーナー部に⾯した建築物の各⾯は調和した意匠とする
■街路樹（けやき）を主役にした⼼地よい沿道景観を創出する
■舗装は落ち着いた⾊彩のものを⽤い、沿道建築物を引き⽴たせる

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

⽇本最⼤の乗降客数を誇る新宿駅からの⼈波を受け⽌める
駅前空間について、多くの⼈が楽しく賑やかに過ごせる景観
の形成を図る。

モア街では、Mixture� of� Ages（⽼若男⼥が集える新しい
街）という理念のもと、街路整備を実施してきた。このような景
観資源やまちづくりの歴史をいかし、賑わいあふれる景観形成
を図る。

 新宿区の顔としての駅前広場の再整備

 居⼼地良く賑わいあふれる駅前空間

モア街のオープンカフェ

エリア別景観形成ガイドライン １０�新宿駅周辺地区
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４号街路

駅前広場周辺�駅から新宿中央公園�

新宿⻄⼝思い出横丁

甲州街道�

⻄新宿⼀丁⽬商店街地区

都庁を望む

【凡例】
眺望点
視線⽅向・重要な軸線
地域を象徴する建築物
アイストップ
ランドマーク
連続するみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
東⻄⾃由通路
景観上重要な
都市空間
新宿駅直近地区
地区計画の範囲
エリア境界

新宿駅から新宿中央公園を結ぶ
中央通りは、豊かなみどりを感じる
街路樹が連なっています。

新宿駅直近地区土地区画整理事
業が事業決定され、新しい新宿駅
⻄⼝の顔が形成されていきます。

⼩⽥急ハルク側に設置されたデ
ッキは、充分な歩⾏空間があり、
快適に歩けます。また⽴体的な駅
前景観を楽しめます。

地下通路は変化に乏しく、また、
暗い景観になっていますが、歩⾏
者動線として重要な役割をはた
しています。

0 50 100 200m

⻄⼝エリアは、関東⼤震災からの復興を契機に交通の要所として繁栄してきたエリアです。太平洋
戦争では⼀⾯焼け野原となりましたが、副都⼼建設事業などにより世界的にも例を⾒ない⻄⼝の
⽴体的駅前広場の整備などが⾏われました。現在は、オフィス街への⽞関⼝として、落ち着いた景
観となっています。

１．特徴的な駅前広場 ２．業務・商業の混在する景観 ３．みどりなどによる都市空間の彩り

⽇本有数のターミナル駅である新宿駅の乗
降客の拠点となる⻄⼝広場は、ペデストリア
ンデッキ－地上－地下の３層からなり、⽴体
的な空間による回遊や滞留を促す景観は新
宿駅⻄⼝の特徴になっています。

エリア内には広場を取り囲み、オフィスビル、
思い出横丁・焼き⿃横丁、家電店、飲⾷店、百
貨店など、多様な⽤途の建築物が混在してい
ます。また、建築物の規模についても⼤規模な
オフィスや商業ビル、その周辺の⼩・中規模の
建築物群が混在しています。⽤途や規模の異
なる空間をいかした景観形成が必要です。

４号街路やその沿道をはじめ、街路樹や公開
空地などのみどりが育ち、地上部に⼼地よい
光や⾵をもたらしています。みどりなどによっ
て形成される⼼地良い歩⾏・滞留空間のある
都市景観が形成されています。

景観特性

10-410-410-4
超⾼層エリア超⾼層エリア超⾼層エリア

9-59-59-5
新宿駅北区画整理エリア新宿駅北区画整理エリア新宿駅北区画整理エリア新宿駅北区画整理エリア

渋⾕区渋⾕区

10-3 新宿駅⻄⼝エリア
エリア別景観形成ガイドライン １０�新宿駅周辺地区
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国際的な創造交流拠点にふさわしい質の⾼いまちなみへ
新宿駅周辺地区の回遊の拠点であり、⻄新宿の超⾼層ビル群の⽞関⼝としてふ
さわしい、賑わいと潤いのあふれる質の⾼い駅前景観をつくる。

■⻄⼝全体として調和した、落ち着いた形態意匠および⾊彩とする
■デッキに接続した部分は開放的な意匠とし、賑わい空間を創出する
■中⾼層部はデッキからの眺めを意識した形態意匠および⾊彩とする
■素材は経年劣化の少ないものを⽤いる
■屋上広告物は、設置しないようにするか、建築物と⼀体的に計画し、周
囲からの⾒え⽅に配慮する

■⽣態系に配慮した屋上緑化を推進する
(例：植栽の多様性への配慮、ビオトープ、郷土種の採⽤など）

■デッキを架ける場合には、地上部への採光や圧迫感の軽減に配慮する
■歩⾏者空間のシークエンスを意識した形態意匠とする
■縦動線における景観の移り変わり・まとまりに配慮する
■滞留空間に伴う視点場を⽴体的に配置する
■まちなみ・眺望を意識した形態意匠・⾊彩とする
■駅前広場のボイドや意匠などの歴史性を継承する

1.新宿駅の⻄の⽞関⼝にふさわしい質の⾼い駅前景観をつくる

新宿駅⻄⼝のデッキからの眺めを中⼼に、⻄新宿の超⾼層ビル
群の⽞関⼝としてふさわしい、質の⾼い景観の形成を図る。また、
新宿御苑から中央公園につながる「⾵の道（みどりの回廊）」の
⼀部である中央通り周辺では、街路樹の整備や沿道建築物にお
ける屋上緑化等を推進する。

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

�新宿御苑と新宿中央公園をつなぐみどりの回廊

新宿駅⻄⼝のデッキ部分のつくりこみ

⾵の道（みどりの回廊）

建物物の低層部分をセッ
トバックし、賑わいを
り出す⼯夫をする

新宿中央公園

新宿御苑

景観形成の⽬標

景観形成の⽅針

エリア別景観形成ガイドライン １０�新宿駅周辺地区
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2.歩く人に快適な賑わいと潤いでつなぐ景観ネットワーク*をつくる

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

*景観ネットワークとは「景観の魅⼒によって歩きたくなる空間のつながり」を指す

⻄新宿の超⾼層ビル群などへと向かう多くの来訪者を迎える
本エリアにおいては、歩く⼈の視点で快適な賑わいと潤いのあ
る景観の形成を図る。

■街路樹と調和した緑化を推進する
■地下通路に⾯した場所では、歩く⼈を楽しませる⼯夫をする（店舗出⼊
⼝の⼯夫、ショーウィンドウの設置など）

■地上部と地下部のそれぞれの賑わいや⼈の流れが、お互いに感じ取れる
よう配慮する
■歩⾏者がもう少し歩きたいと思えるよう、歩きながら視界に⾶び込んでく
る次の⽬標物を配置する（店舗利⽤や広場、樹⽊の配置など）
■暫定利⽤や街路空間の利活⽤により賑わいのある景観をつくる
■建築物外周には多様なみどりと⼼地良い滞留空間を配置する
■既存のみどりと連続し、⽴体的なみどりのまとまりとなるよう配慮する

3.新宿駅⻄⼝の歴史をいかした賑わいあふれる景観をつくる

新宿駅開駅を契機に交通の要所として繁栄し、今なお戦後から
続く思い出横丁や焼き⿃横丁などの飲⾷街がある。現在でも、
多くの来訪者を迎える本エリアでは、賑わいあふれる景観の形
成とともに、快適な歩⾏者空間の確保を図る。

■低層部は開放的な意匠とし、連続する賑わい空間となるよう⼯夫する
■低層部には、⼈が溜まれる空間をつくる
■間⼝はあまり⻑⼤なものとならないよう配慮する
■⾓地に位置する場合は、まちなみのシンボルとなることを考慮した意匠と
する
■界隈の個性を継承し、通りやまちかどをいかす形態意匠とする

低層部の賑わい

地上部と地下部のつながり

10-3
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淀橋浄⽔場の跡地であることを偲
ばせる「⽔の広場」や「じゃぶじゃぶ
池」等があります。

歩道だけでなく⾞道も⽴体的な構
成になっており、当該エリアの特徴
的な景観となっています。�

熊野神社

新宿中央公園�

甲州街道

新宿住友ビル�

新宿NSビル�

新宿三井ビル�

新宿第⼀⽣
命ビル�

都庁第⼀
本庁舎�

都庁第⼆
本庁舎�

東京議会堂�

京王プラザ
ホテル�

新宿モノ
リス�

KDDビル�

新宿野村
ビル�

損保ジャパン
本社ビル�

新宿センター
ビル�

⼯学院⼤学�

新宿�
ファースト
ウェスト�

眺望点
視線⽅向・重要な軸線
神社
公園
地域を象徴する建築物
アイストップ
ランドマーク
保護樹⽊
( 区�みどりの条例 )
重要なみどり
連続するみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
地下街路
坂道（下から上）
景観上重要な都市空間
エリア境界

【凡例】�

新 宿 中 央 公 園 の 再 整 備 と
SHUKUNOVAの開業により、公
園で憩う⼈の姿が増えました。

0 50 100 200m

超⾼層エリアは、明治時代につくられ昭和４０(1965)年に閉鎖された淀橋浄⽔場があった場所で
す。昭和30(1960)年には新宿副都⼼計画が都市計画決定され、特定街区制度の導⼊などによる
⼤規模な街区単位の開発が⾏われました。京王プラザホテルの建設を⽪切りに、東京都庁の移転
を経て今⽇の発展に⾄ります。現在は、⻄新宿の超⾼層ビル群は⽇本を代表する都市景観となって
います。

2．特定街区による独特な景観1．超⾼層ビル群のスカイライン

およそ１００ｍ⾓の街区群は、平⾯的には単
純で、断⾯的には複雑な構成となっています。
歩⾏者空間はゆとりがありますが、単調な景
観になってしまっているところもあります。し
かし、⾜元に⼤規模な空地を持つ超⾼層ビル
の集積のあり⽅としては、世界に例を⾒ない
特徴的な景観となっています。

多数の超⾼層ビルが集積している遠景は、新
宿のみならず東京の代表的な景観となって
います。ランドマークとして⼈々に位置や⽅向
を知らせる⽬印となっています。

各街区ごとに公開空地とゆとりある歩⾏者空
間があります。街区内には地上と地下をつな
ぐサンクンガーデンがあり、通路としてだけで
なく、休憩や⾷事をとることのできる憩いの場
として活⽤されています。特に新宿三井ビル
の「５５ひろば」は、気持ちの良い⽊陰と座席
があります。街区内の道路には、⾼さが異なる
植物が植えられ、⽴体的なみどりの景観を形
成しています。

景観特性

9-7
柏⽊南再開発エリア柏⽊南再開発エリア柏⽊南再開発エリア柏⽊南再開発エリア柏⽊南再開発エリア

10-510-510-5
⾓筈北再開発⾓筈北再開発⾓筈北再開発

エリアエリアエリアエリア

甲州街道沿道甲州街道沿道甲州街道沿道甲州街道沿道甲州街道沿道
エリアエリアエリアエリア

新宿駅⻄⼝新宿駅⻄⼝新宿駅⻄⼝新宿駅⻄⼝
エリアエリアエリア

10-4 超⾼層エリア
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東京のシンボルとなる超⾼層ビル群のまとまりを継承するとともに、みどりあふ
れる快適な歩⾏者空間を創出する。�

3.多くの人が集い憩う場所をつくる

■適度な囲われ感や歩道や植栽との関係性に配慮し、居⼼地の良い場所を
つくる
■ビオトープなどによる潤いのある景観を創出する
■⼊り⼝の段差等をなくし、歩⾏者が⼊りやすい⼯夫をする
■新宿中央公園の豊富なみどりと連続する緑化を推進する（極⼒、⾼⽊として、
その樹冠の下に⼊り込めるようにする）
■サンクンガーデンは、地上と地下をつなぎつつ、⼈々が集い憩う快適な場
所となるよう⼯夫する

建築物単体としての個性を出しながらも、超⾼層ビル群として
まとまりのあるスカイライン、形態意匠および⾊彩とする。��

多くの来訪者を迎える本エリアにおいては、歩く⼈の視点で快
適な潤いのある景観の形成を図る。������

■街路樹と調和した緑化を推進する
■歩⾏者に対して開放的な植栽となるよう配慮する（極⼒、⾼⽊として、そ
の樹冠の下に⼊り込めるようにする）

■歩⾏者空間と超⾼層ビルが隣接しないよう、緩衝帯をつくる（低層部の張
り出しや⾼⽊の配置など）
■地下通路に⾯した場所では、歩く⼈を楽しませる⼯夫をする（店舗出⼊⼝
の⼯夫、ショーウィンドウの設置など）

■地上部と地下部のそれぞれの賑わいや⼈の流れが、お互いに感じ取れるよ
うな⼯夫をする
■歩道に隣接した適切な場所を選び、まとまった緑とストリートファニチャー
を⼯夫して配置する

各街区ごとに存在する公開空地を、多くの⼈が集い、憩うことの
できる場所となるよう景観形成を図る。

■単体としての個性を持ちながらも超⾼層ビル群全体として統⼀感を持たせる
■素材は経年劣化の少ないものを⽤いる
■ヒートアイランドや⾵害対策など環境⾯に配慮した建材をしようする

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

�公開空地のみどりと⼀体となった街路樹

適度な囲われ感による居⼼地の良い場所

都庁第⼀庁舎を中⼼とした超⾼層ビル群

景観形成の⽅針

景観形成の⽬標 エリア別景観形成ガイドライン １０�新宿駅周辺地区
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眺望点
寺
アイストップ
連続するみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
坂道（下から上）
超⾼層建築物
景観上重要な広場
エリア境界

【凡例】
⻘梅街道

NYTアトラス
タワー⻄新宿

新宿
スクエアタワー

浄⾵寺

新宿グリーン
タワービル

セントラル
パークタワー

ベルサール新宿

⻄新宿
三井ビル

アイタウン

Dタワー

ラ・トゥール新宿

⽅南通り

公園通り

0 50 100 200m

超⾼層エリアに隣接し⽊造住宅が密集していたこのエリアでは、平成３（１９９１）年に街区単位の
整備・開発を進め、安全で快適な歩⾏者空間の確保を図ることを⽬的として地区計画が策定され
ました。その後、いくつかの街区で再開発事業が進み、現在では、公開空地と超⾼層ビルを組み合
わせる再開発事業後のまちなみと、住宅密集地のまちなみが混在する景観となっています。

緩やかに⻄に向かって低くなり、中⼼部が中
低層建築物で構成される当該エリアでは、
超⾼層ビル群を背景にして、⼿前に⾼層ビ
ルが折り重なる独特の景観を⾒ることが出
来ます。

⼤規模開発に伴い多くの歩道上空地が整備
されたことで、幅員が広く整然と舗装された歩
きやすい歩⾏者空間が形成されています。

⼤規模開発により⽣じたみどり豊かな公開空地
がそんざいしており、それらが連続しエリアを⼀
体的につないでいます。また、場所や時間帯によ
り⼈が滞留する⾵景が⾒られます。

１.⾼さの異なるビル群の重なり ２.ゆとりある歩⾏空間
３.⼤規模開発の連続により

創出された公開空地

景観特性

10-710-7
淀橋•⼗⼆社淀橋•⼗⼆社淀橋•⼗⼆社淀橋•⼗⼆社淀橋•⼗⼆社淀橋•⼗⼆社淀橋•⼗⼆社淀橋•⼗⼆社

エリアエリア

9-79-7
柏⽊南再開発エリア柏⽊南再開発エリア柏⽊南再開発エリア

10-410-4
超⾼層エリア超⾼層エリア

10-5 ⾓筈北再開発エリア
エリア別景観形成ガイドライン １０�新宿駅周辺地区
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再開発事業の実施にあたっては、快適な歩⾏者空間や居⼼地の良い公開空地
などの連続性を確保しながら、周囲のスカイラインに配慮した景観形成を⾏う。

再開発事業の実施にあたっても、緩やかな変化のある地形をい
かすよう配慮する。また、新宿中央公園へと連続するまとまったみ
どりを創出する。

■緩やかな変化のある地形の魅⼒を損なわないよう、⼤規模な地形の改変は
避ける

■⼤規模敷地の計画では、まとまった緑化を⾏う
■中・⼩規模の計画では、道路沿いの緑化を積極的に⾏う �

幹線道路や区画街路の広幅員の歩道を、歩く⼈にとって快適で、
エリア全体として調和のとれたものとする。����������

■公開空地では、適度な囲われ感や⼈の動きが感じられるよう、低層部の
つくりこみ⽅や⾼層棟の配置に配慮する
■公開空地における植栽は、歩道と分断する植え込みはなく、滞留を促す
配慮をする（樹冠の下に⼊り込める⾼⽊の配置など）

■エリア全体として調和した舗装とする
■植栽ますは歩⾏者に圧迫感を与えないよう、⽴ち上がりの⾼さを抑える
■⼯事中の仮囲いは、無機質なものとせず、歩⾏者空間に貢献するよう努
める
■⾼層部の壁⾯の後退や低層部の透過性向上などにより、圧迫感の軽減を
図る

■低層部の⾼さや歩道上空地に連続性を持たせる

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策
緩やかな変化のある地形を強調する街路樹

⼤規模な地形の改変を避ける

快適な歩⾏空間

公開空地における植栽

⾊んな場所から⼊れる
ような⼯夫

統⼀感のある連続的なまちなみ

景観形成の⽅針

景観形成の⽬標 エリア別景観形成ガイドライン １０�新宿駅周辺地区
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■周辺と調和したスカイラインの形成を図る
■周辺と調和した形態意匠および⾊彩とする
■⾼層や超⾼層の建築物の場合には、道路や周辺環境に圧迫感を与えない
ようにする

超⾼層エリアに隣接し、個別の再開発事業が進む本エリアでは、
全体としての統⼀感に⽋けてしまいがちである。今後は、再開発
の各事業地区間や超⾼層エリアとの関係性にも配慮し、全体とし
て調和した景観の形成を図る。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

■⾼⽊やストリートファニチャー、構造物などで、適度な囲われ感や⽇陰を
つくる
■植栽や商業施設の配置を⼯夫する
■⼤規模敷地の計画では、まとまった緑化を⾏う
■中・⼩規模の計画では、道路沿いの緑化を積極的に⾏う

公開空地の設えを⼯夫することで快適な滞留空間の形成や新宿
中央公園との連続性向上を図る。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

調和したスカイライン
⾓筈北再開発エリア

適度な囲われ感のある公開空地

10-5
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アイストップ
連続するみどり
まとまったみどり
景観上重要な道路
超⾼層建築物
まちなみの⼤幅な変化
が予測される場所
エリア境界

【凡例】

0 50 100 200m

エリアの北側は超⾼層エリアと淀橋・⼗⼆社エリアに隣接し、南側は甲州街道と⾸都⾼速４号線に
接しています。初期の超⾼層ビル群ではなく、１９９０年代半ばの新宿パークタワーやオペラシティ
などの超⾼層ビルがある⼀⽅、⽊造住宅が密集し、現在再開発事業の予定地区となっている場所
もあります。

甲州街道沿いには圧迫感を感じる⾸都⾼速
四号線があるため、沿道の⾼層建築物に挟ま
れた歩⾏者空間は、狭く薄暗いものになって
います。

遠景として、超⾼層ビル群を⾒たとき、当該エ
リアは縁に位置する重要なエリアです。再開
発事業などで超⾼層ビルが建つことにより、
スカイラインが⼤きく変化します。

⽔道道路は、北側の低層住宅地と南側の業
務商業地の境界に位置しています。沿道には、
学校、住宅、店舗、公園、⾼層ビルなど、さまざ
まな建築物が建ち並ぶ⽣活感あふれる通り
です。

景観特性

超⾼層エリア超⾼層エリア超⾼層エリア超⾼層エリア超⾼層エリア

渋⾕区渋⾕区

10-6 甲州街道沿道エリア
エリア別景観形成ガイドライン １０�新宿駅周辺地区

10-6

※景観特性図上の写真は
今後差し替え※
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南側の⾸都⾼速４号線による圧迫感を沿道建築物の低層部の⼯夫や緑化により軽減する。また、
再開発事業にあたっては、超⾼層エリアや周辺市街地との連続性に配慮する。

2.甲州街道沿道では快適な歩⾏者空間をつくる

再開発事業が予定されている地区では、超⾼層エリアや周辺の
超⾼層ビル、周辺市街地と調和した景観の形成を図る。

■周辺の建築物群から突出しない、統⼀感のあるスカイラインとなるよう
配慮する

■周辺と調和した形態意匠とする
■⽔道道路沿道では、影と圧迫感の軽減に配慮し、周辺の⽣活環境
と調和した落ち着きと賑わいのある景観とする
■低層部は隣接するオープンスペースとの連続性を確保し、地域の賑わい
や交流を促進する

⾼架の⾼速道路と⾼層ビルに挟まれ、「圧迫感」「閉塞感」を感
じる甲州街道沿道では、歩道に対してのゆとり、明るさを提供
するよう配慮し、快適な歩⾏者空間をつくる。�������

■壁⾯の位置は後退させ、道沿いにゆとりをつくる
■壁⾯の分節化を図り⻑⼤な壁とならないよう配慮する
■低層部に透過性の⾼い素材を使⽤する
■夜間景観に配慮し、シャッターは透過性の⾼いものとし、夜間でも歩き
やすいよう、⾜元の明るさに配慮した照明計画とする
■⾼架道路の圧迫感を軽減するように、樹⽊を配置する

新宿中央公園の周辺では、積極的にまとまったみどりや新宿中
央公園とつながるみどりを創出する。

■⼤規模敷地の計画では、まとまった緑化を⾏う
■中・⼩規模の計画では、道路沿いの緑化を積極的に⾏う

まちなみの⼤幅な変化が予想される場所では、新しい⽂化と
賑わいの拠点を創出する。

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

景観形成の考え⽅

具体的な⽅策

■超⾼層ビル群や周辺市街地との調和を図る
■新宿中央公園からつながるまとまったみどりを創出する
■甲州街道沿いの快適な歩⾏者空間を創出する

甲州街道沿いの圧迫感を軽減する⼯夫１

甲州街道沿いの圧迫感を軽減する⼯夫２

調和したスカイライン

街路樹と⼤規模敷地内のみどりのつながり

景観形成の⽅針

景観形成の⽬標 エリア別景観形成ガイドライン １０�新宿駅周辺地区
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水道道路

⼗⼆社池の跡：⻄新宿４丁
⽬には、かつての⼗⼆社池
の跡である窪地があります。
窪地では、緩やかな変化の
ある地形を眺められる場所
があり、低層と⾼層の建築
物が折り重なって⾒えます。

まちなみの⼤幅な変化が予想される場所では、
超⾼層ビル群などと調和を図り、まとまったみど
りを創出する。
・ 超⾼層ビル群や周辺市街地との調和を図る
・ 新宿中央公園と神⽥川をつなぐまとまった
みどりを創出する

南北に連なるみどりの道：公園などの公共施設や
住宅地のみどりの連なる南北の道があります。

よどばし児童遊園

⽔道道路

⼗⼆社通り

⽅南通り

神⽥川

助⽔堀跡

助⽔掘跡

眺望点
公園
地域を象徴する建築物
保護樹⽊
（区�みどりの条例）
連続するみどり
まとまったみどり
重要なみどり
景観上重要な道路
坂道（下から上）
超⾼層建築物
河川
かつて⽔路だった道
まちなみの⼤幅な変化
が予想される場所
エリア境界

【凡例】

暗渠の連続するみどり
暗渠沿いには低⽊から⾼
⽊まで様々な植栽があり、
連続したみどりが創出され
ています。

柳橋跡
柳橋は暗渠化されるまで
地元に親しまれてきました。
昔の⾵情を復活させるため、
地元有志により2016年に
柳が植樹されました。

0 50 100 200m

江⼾時代には現在の⼗⼆社通りと並んで⼤⼩⼆つの池があり、周辺には多数の茶屋が並ぶ景勝
地でした。また、⽟川上⽔と神⽥上⽔を結ぶ助⽔堀や⾼低差が９ｍあったと⾔われる熊野の滝もあ
りました。明治時代以降は淀橋浄⽔場の建設に伴い、
池や助⽔堀は次第に埋め⽴てられてしまいましたが、
その⽔路跡は現在は遊歩道として存在しています。

神⽥川は、コンクリート三⾯張りとなっては
いるものの、河川沿いにはみどりが連続して
おり、都市において⼀息つける貴重な安らぎ
空間です。

住宅地も商店街もあまり規模が⼤きくなく、
⾝近なみどりが存在し、新宿中央公園までみ
どりが連続しています。かつて、神⽥上⽔と⽟
川上⽔をつないだ助⽔掘の跡は暗渠となり、
よどばし児童遊園として残っています。

⼗⼆社の住宅街には、⾼低差のある道や⼗
⼆社の池の跡など、緩やかな地形の変化を
眺められる場所が存在します。

３.地形の変化を感じられる道

景観特性
10-5

⾓筈北再開発⾓筈北再開発⾓筈北再開発⾓筈北再開発
エリアエリアエリアエリア

中野区中野区中野区

渋⾕区渋⾕区渋⾕区渋⾕区

甲州街道沿道甲州街道沿道甲州街道沿道甲州街道沿道

10-7 淀橋・⼗⼆社エリア
エリア別景観形成ガイドライン １０�新宿駅周辺地区

10-7
174



⽔に関連する歴史や地形をいかしたみどりあふれるまちなみへ
神⽥川だけでなく、かつてあった⼗⼆社池や助⽔掘など⽔や地形をいかし、みど
りあふれるまちなみをつくる。

2.みどりあふれるまちなみをつくる

本エリアの景観形成の軸となる神⽥川において、⽔とみどりに
調和した潤いあふれる河川景観をつくる。

景観形成の考え⽅

��具体的な⽅策
■⾊彩は⽔やみどりと調和したものとし、特に、彩度の⾼いものは避け
る
■橋や対岸からの眺めに配慮し、壁⾯の分節化を図り、⻑⼤な壁とな
らないようにする
■直接河川に接する場所では、設備機器等は⾒えないよう植栽等で修
景する

■河川側は、空の広さが感じられるよう⼗分な空地をとり、積極的に
緑化を⾏う

■橋や遊歩道の整備に際しては、⾊彩や素材、植栽の種類、ベンチの
置き⽅などに⼗分配慮し、可能な限り親⽔空間をつくるなど良好な
居⼼地の良い河川景観を積極的に創出するよう努める

住宅の敷地ごとの⼩さなみどりを⼤事にし、神⽥川沿いのみどり
豊かな景観を、新宿中央公園のまとまったみどりまでつなげる。�����������

景観形成の考え⽅

 具体的な⽅策
■⼤規模敷地の計画では、壁⾯の後退により緑化のための空間を⽣み
出し、壁⾯緑化・屋上緑化とあわせてまとまったみどりを創出する

■中・⼩規模の計画では、道路沿いにプランターなど、建築規模に合
わせた緑化を積極的に⾏う
■植栽をライトアップするなど、みどりをいかした照明計画とする
■みどりは公園や街路と連続性を持たせる

憩いの空間づくり

神⽥川沿いの遊歩道

あふれ出すみどり

気持ちの良い⽊陰

居⼼地の良い河川沿い

景観形成の⽅針

景観形成の⽬標 エリア別景観形成ガイドライン １０�新宿駅周辺地区
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広域幹線道路（⼭⼿通り・⻘梅街道）や地区幹線道路（⼗⼆社通
り・⽔道道路・⽅南通り）の沿道は、賑わいと街路樹が続く快適な
歩⾏者空間をつくる。

景観形成の考え⽅

 具体的な⽅策
■壁⾯の位置を揃え、周囲と調和を図る
■低層部の賑わいを感じられるよう、開放的な意匠とする
■シャッターは透過性の⾼いものとする
■夜間の賑わいを演出する照明計画とする
■交通量の多い幹線道路の悪影響を緩衝するため、街路樹を整える
■⽔道道路沿道では、⽇影と圧迫感の軽減に配慮し、周辺の⽣活環境と調
和した落ち着きと賑わいのある景観とする

⼗⼆社の住宅街の坂道や⼗⼆社池跡の窪地を継承し、地形の変
化を感じられる魅⼒ある坂道沿道の景観づくりを⾏う。

景観形成の考え⽅

 具体的な⽅策
■緩やかな変化のある地形の魅⼒を損なわないよう、⼤規模な地形の改変
は避ける

■坂道に接する部分は緑化を⾏い、植栽の⾼さは坂道の勾配に合うように
配慮する

■擁壁や塀などを設置する場合は坂道景観に配慮した素材や意匠とする

街路樹と⼤規模敷地内のみどりのつながり

地形の変化を感じる坂道の景観

10-7
176



177


	00_0_エリア別景観形成ガイドライン（表紙）
	00_1_ガイドライン解説v2
	00_2_エリア区分図
	01_四谷地区
	1-1_四谷外濠エリア_更新版
	1-2_四谷北エリア（BM更新）_更新版
	1-3_四谷荒木町エリア_更新版_211118
	1-4_四谷新宿通りエリア（BM更新）_更新版
	1-5_若葉須賀町エリア_更新版_211201
	1-6_四谷南信濃町エリア（BM更新）_更新版
	1-7_神宮外苑南元町エリア（BM更新）_更新版
	1-8_花園神社周辺エリア（BM更新）_更新版
	1-9_内藤新宿エリア（BM更新）_更新版
	1-10_新宿御苑内藤町エリア（BM更新）_更新版
	02_箪笥地区
	2-1_五軒町エリア（BM更新）_更新版
	2-2_飯田橋・大曲エリア（BM更新）_更新版
	2-3_神楽坂（神社・寺町）エリア_更新版_211205
	2-4_神楽坂（路地・横丁）エリア_更新版_211201
	2-5_牛込台地エリア（BM更新）_更新版
	2-6_外濠斜面地エリア_更新版_211201
	2-7_市谷本村台地エリア（BM更新）_更新版
	03_榎地区
	3-1_早大通り区画整理エリア_更新版_211118
	3-2_江戸川橋通り周辺エリア（BM更新）_更新版
	3-3_牛込西斜面地エリア（BM更新）_更新版
	3-4_弁天町谷筋エリア（BM更新）_更新版
	3-5_柳町外苑東通りエリア（BM更新）_更新版
	3-6_市谷中之町エリア_更新版_211118
	04_若松地区
	4-1_戸山公園箱根山エリア_更新版_211118
	4-2_夏目坂エリア（BM更新）_更新版
	4-3_女子医大エリア_更新版_211118
	4-4_余丁町周辺エリア（BM更新）_更新版
	4-5_曙橋エリア（BM更新）_更新版
	05_大久保地区
	5-1_西向天神社エリア（BM更新）_更新版
	5-2_大窪エリア_更新版_211119
	5-3_東新宿・文化Sエリア（BM更新）_更新版
	5-4_戸山公園大久保エリア（BM更新）_更新版
	5-5_大久保通り北エリア_更新版_211201
	5-6_大久保通り南エリア_更新版_211201
	5-7_歌舞伎町二丁目エリア（BM更新）_更新版
	5-8_小滝橋通り沿道エリア_更新版_211201
	06_戸塚地区
	6-1_面影橋エリア_更新版_211119
	6-2_早稲田大学周辺エリア_更新版_211201
	6-3_西早稲田エリア_更新版_211119
	6-4_諏訪エリア_更新版_211119
	6-5_高田馬場駅周辺エリア（BM更新）_更新版
	6-6_田島橋エリア_更新版_211118
	6-7_高田馬場西エリア_更新版_211118
	6-8_西戸山公園エリア（BM更新）_更新版
	07_落合第一地区
	7-1_目白通り沿道エリア_更新版_211201
	7-2_下落合台地エリア（BM更新）v2_更新版
	7-3_下落合斜面エリア（BM更新）_更新版
	7-4_新目白通り沿道エリア_更新版_211119
	7-5_目白文化村周辺エリア_更新版_211119
	7-6_上落合エリア（BM更新）_更新版
	7-7_神田川妙正寺川エリア（BM更新）_更新版
	08_落合第二地区
	8-1西落合北エリア_更新版_211119
	8-2西落合南エリア_更新版_211119
	8-3目白文化村周辺エリア_更新版_211119
	8-4目白大学周辺エリア_更新版_211119
	8-5中井斜面地エリア_更新版_211119
	8-6上落合エリア（BM更新）_更新版
	8-7妙正寺川エリア（BM更新）_更新版
	09_柏木地区
	9-1北柏木区画整理エリア_更新版_211118
	9-2円照寺周辺エリア（BM更新）_更新版
	9-3蜀江山周辺エリア（BM更新）_更新版
	9-4神田川エリア_更新版_211118
	9-5新宿駅前区画整理エリア_更新版_211118
	9-6成子町エリア（BM更新）_更新版
	9-7北新宿再開発エリア（BM更新）_更新版
	10_新宿駅周辺地区
	10-1歌舞伎町1丁目エリア（BM更新）_更新版
	10-2新宿駅東口エリア（BM更新）_更新版
	10-3新宿駅西口エリア（BM更新）_更新版
	10-4超高層エリアエリア（BM更新）_更新版
	10-5角筈北再開発エリアエリア（BM更新）_更新版
	10-6甲州街道沿道エリア（BM更新）_更新版 
	10-7淀橋・十二社エリアエリア（BM更新）_更新版
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



