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４ 
景観づくりの実現方策 
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４ 景観づくりの実現方策   

 

景観づくりの実現方策については、景観づくりの方向性を踏まえ、良好な景観づくりに向

けて景観の重要な構成要素となる景観資源を保全・活用します。その上で、景観資源を取り

囲む周辺環境や面的な広がりを持った良好な市街地の景観づくりを進め、それらの推進を支

える取組みの充実を図ります。 
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１）実現に向けた取組み 

(1)景観重要資源の保全と魅力の向上 

国立らしい景観を構成する景観資源を、将来にわたって市民や関係者が協力しながら継承

するため、特に重要な景観資源の価値や位置付けを明確にし、保全・活用するための仕組みを

充実します。 

 

① 重要景観資源の考え方 

個性豊かで魅力的な景観を形成するためには、国立の成り立ちや文化を象徴し、地域を印

象付ける景観の形成上重要な価値があると認められる資源等を積極的に保全し、これらを核

とした景観づくりに取り組むことが必要となります。 

これらを「景観重要資源」として位置付け、保全及び活用を図るものとします。 

 

【景観重要資源の対象】 

・景観形成上、重要な建築物や工作物（以下、建築物という） 

・景観形成上、重要な木竹・樹林地 

 

●景観重要資源の候補 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

旧国立駅舎 

 

旧本田家住宅 

桐朋学園のみや林  

 

郵政大学校の樹林地 

仮 
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② 条例に基づく重要景観資源の指定 

景観形成上、重要な建築物や木竹・樹林地については、所有者の同意を得たうえで、景観条

例に基づき、「重要景観資源」として指定します。 

 

 

③ 重要景観資源の指定の方針 

建造物については、国立を象徴するものであり、道路その他の公共の場所から望見するこ

とができ、次に示す項目に該当する建築物等を指定します。 

木竹・樹林地については、道路その他の公共の場所から望見することができ、次に示す項目

に該当する木竹を指定します。 

 

【指定の方針】 

・地域に親しまれ、建築物等の外観が景観上の特徴を有するなど、地域のシンボル的な存在

として良好な景観を形成しているもの 

・地域に親しまれ、木竹の樹形や列・群として、地域のシンボル的な存在として良好な景観

を形成しているもの 

・街かどやアイストップに位置する等、地域の景観形成に取り組むうえで、重要な位置にあ

るもの 

・地域の歴史、文化を感じさせる、または創出することが期待できるもの 

 

 

 

④ 重要景観資源の保全と活用 

指定した重要景観資源は、文化財に関する所管部署と連携し、適切な保全・活用を図りま

す。 

さらに、重要景観資源は地域の良好な景観を形成する核となるものであることから、それ

らが持つ魅力を周辺に波及させ、重要景観資源と周辺市街地が一体となった、相互に魅力を

高めあう景観づくりを推進します。 
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(2)視点場の保全と活用 

① 視点場の考え方 

市内には、近代都市計画により意図してつくられた富士見通りの素晴らしい眺望や市街地

を見通すことのできる国立駅前などがあります。このような優れた眺望景観は、国立の景観

を構成する大きな要素となります。 

優れた眺望景観を有する場所を「視点場」とし、その形状（点・線）に合わせて眺望の対象

と一体的にとらえることで、国立らしい眺望景観を保全します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 視点場の指定の方針 

市民に親しまれており、国立特有の崖
がい

線
せん

のある段状の地形等を活かした優れた眺望を有す

る場所のうち、次に示す項目に該当する場所を視点場として指定します。 

 

【指定の方針】 

・富士山をはじめとする古くから親しまれる眺望を有すること 

・道路や公園、公共施設など、不特定多数がアクセスできる場所であること 

 

③ 視点場の活用と整備 

指定した視点場については、周囲の状況や眺望対象を踏まえ、その保全を図るとともに、必

要に応じて、案内板の設置等を検討します。 

視点場を含む公共施設の整備・改修にあたっては、眺望景観に配慮するものとします。 

大学通り歩道橋から旧国立駅舎への眺望 富士見通りからの富士山への眺望 
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●視点場の候補 

視点場 眺望対象 

点 駅 国立駅 大学通り、富士見通り、旭通り 
矢川駅 矢川通り 
谷保駅 大学通り 

線 鉄道 JR 中央線 富士山、周辺市街地のまちなみ 
JR 南武線   富士山、周辺のまちなみ 

道路 大学通り 旧国立駅舎 
富士見通り 富士山 

河川 多摩川 富士山 
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コラム５ ～市民意識にみる国立の景観～ 

国立市民を対象とした景観に関するアンケート調査では、「あなたの身近にある景観で他の

人に教えたい素敵な景観を 1 つ教えてください。その理由もあわせて教えてください。」とお

尋ねしました。 

市民の方々から様々な身近な景観を教えていただきました。その中でも「富士山」への眺望

についての回答をとても多くいただきましたので、ご紹介します。 

 

富士見通りという国立を代表する場所だけでなく、駅舎や多摩川の土手など様々な場所か

ら富士山が見えることがわかり、国立市民の皆さまの富士山への愛着を感じる結果となりま

した。 

 

 

  

身近にある素敵な景観（富士山のみ抜粋）について 
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(3)景観づくりガイドラインによる誘導 

令和２年度以降、本計画に基づく景観づくりの指針として「景観づくりガイドライン」（以

下、「景観ガイドライン」という。）の作成を検討し、国立の景観特性に基づいた良好な景観の

保全や景観づくりを誘導するための手引きとします。 

景観ガイドラインでは大規模行為景観形成基準の見直についても検討し、景観条例に基づ

く大規模行為、東京都屋外広告物条例に基づく屋外広告物を対象とした届出等の手続き、景

観形成基準等を示し良好な景観づくりを誘導します。 

大規模行為の対象となる行為以外についても、景観ガイドラインで国立らしいあるべき景

観づくりの指針を示し、景観の質の向上を目指します。 

 

(4)景観形成重点地区の指定による良好な景観の保全 

特に良好な景観を形成する地区については、「景観形成重点地区」として指定を行い、景観

の保全や良好な景観づくりを推進します。 

指定状況や方針、手続き等については「第２部 景観形成重点地区」で定めます。 

 

(5)地域のまちづくりを支援する制度の活用 

行政が先導的な役割を果たしながら、市民、地域コミュニティ、まちづくり活動団体、NPO、

事業者との協働を推進するために、景観に関する啓発を進め、活動を支援する仕組みづくり

を整えます。 

市民や事業者等による景観づくりへの主体的な取組みを尊重するとともに、本計画の主旨

に沿って景観づくりを図ることができるよう、次の支援方策を推進します。 

 

【例】 

○市民や事業者による景観形成活動への支援 

○地域の合意に基づく地区指定の推進 

（重点地区、地区まちづくり計画、建築協定、地区計画 等）  など 

 

本市では、重点地区の指定だけでなく、法律に基づく地区計画や建築協定、景観条例に基づ

く景観協定、まちづくり条例に基づく地区まちづくり計画等、地域特性や課題に応じた適切

な地区指定を支援します。 
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制度 地区計画 建築協定 地区まちづくり計画 都市景観形成重点地区 

根拠法令等 都市計画法 建築基準法 国立市まちづくり条例 国立市都市景観形成条例 

計画の性格 法に基づく「都市計画」 法で承継効が認められた

私的契約 

条例に基づく国立市の範

囲で有効な市独自の規定 

条例に基づく国立市の範

囲で有効な市独自の規定 

地区の設定 一定規模の地区単位で設

定 

土地所有者等の敷地単位

で協定が締結された一定

区 

協議会の提案に基づくル

ールに適した区域 

協議会の提案に基づくル

ールに適した区域 

決定主体 市（土地所有者等の意見

を反映させて市が決定。

土地所有者等の原案の申

出可） 

土地所有者等（協定内容

に合意した土地所有者

等） 

 

市（協議会からの提案を

受けて市が決定） 

 

市（協議会からの提案を

受けて市が決定） 

 

決定の要件 土地所有者等の多数の合

意 

全員の合意による協定締

結 

地区住民の多数の賛同 市長 

変更・廃止

の要件 

都市計画の変更手続き 

 

変更：全員の合意 

廃止：協定者の過半数合

意 

決定時と同様の手続き 

 

決定時と同様の手続き 

有効期間 特になし 任意に設定できる 特になし 特になし 

計画の 

運営主体 

・市が主体となって運

営。 

・地区計画区域内での建

築行為等については、

行為に着手する３０日

前までに市へ届出が必

要。 

・建築基準法の建築制限

条例が定められた場合

には建築基準法の建築

確認の審査事項とな

る。 

・協定を締結した土地所

有者等が「建築協定運

営委員会」（任意団

体）を組織し、自主的

に運営する。 

・建築協定運営委員会

は、建築行為等の事前

協議・審査、協定違反

に対しての措置など、

協定に定められた権限

を有する。 

・地区住民、事業者、市

は、計画の実現に努め

る。 

・条例に基づき、建築行

為等のうち、当該計画

に定められた建築行為

等については、行為に

着手する３０日前まで

に市長に届出が必要。 

・地区住民、事業者が協

議会として運用。 

・条例に基づき、建築行

為等のうち、当該行為

のため必要とされる法

令に基づく手続きを行

う前に市長に届出が必

要。 

ルールに従

わなかった

場合の措置 

・市が指導、勧告を行

う。 

・建築制限条例のルール

に従わない場合は、建

築基準法に基づく違反

是正措置をとることが

できる。 

・建築協定運営委員会が

工事の停止や是正を請

求。 

・請求に従わない場合

は、裁判所に提訴する

などの措置をとること

になる。 

・市による助言、指導。 

 

・市による助言、指導。 

 

(6)大規模建築物等の景観形成の配慮 

ア 大規模行為の景観に配慮した整備等の考え方 

本市で一定規模以上の開発事業等を行う場合には、まちづくり条例及び景観条例に基づき、

法令に基づく手続きの前に市長に届出を行い、大規模行為景観形成基準に適合することで、

良好な景観の形成を誘導しています。 

大規模な建築等は景観に与える影響が大きいため従来以上に立地する周辺との関係やまち

なみにどのように調和しているか留意する必要があります。 

民間の大規模な建築行為等と共に、先導役としての役割を果たすため公共施設の整備につ

いても、同様に配慮するものとします。 
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イ 条例に基づく大規模行為の対象 

景観条例に基づき、大規模行為の対象となる届出規模を、「建築物」「工作物」「屋外広告物」

「その他」について、それぞれ次のように設定しています。 

今後、景観ガイドラインの検討に伴い、大規模行為の対象及び対象となる届出規模の基準

と大規模行為景観形成基準の見直も検討します。 
 

●大規模行為の届出規模 

対象物 大規模行為の届出規模(数値以上のものは届出る) 

建
築
物 

新築、増築、改築、移転 延べ面積 1,000 平方メートル、 
又は集合住宅・戸建住宅 10 戸、又は高さ 10 メートル 

外観の変更 壁面積 500 平方メートル 

工
作
物 

煙突、コンクリート柱等、装飾塔

等、高架水槽等 
高さ 10 メートル 

擁壁、垣、さく、塀 高さ 2 メートル、且つ長さ 30 メートル 
コンクリートプラント等 高さ 10 メートル、又は築造面積 500 平方メートル 
自動車車庫 築造面積 500 平方メートル 
貯蔵施設、処理施設 高さ 10 メートル、又は築造面積 500 平方メートル 
電気供給施設等 高さ 20 メートル 

広
告
物 

表示、移転、表示内容の変更、掲

出物件の設置、掲出物件の改造、

掲出物件の移転、掲出物件の修

繕、掲出物件の色彩変更 

表示は面積 25 平方メートル、 
掲出物件は高さ 10 メートル、 
又は表示面積 25 平方メートル 

そ
の
他 

土地の形質の変更 面積 3,000 平方メートル 
土石類の採取等 面積 500 平方メートル、又は切土盛土 1.0 メートル 
木竹の態様 面積 200 平方メートル 
屋外の物品の集積又は貯蔵 高さ 3 メートル又は面積 500 平方メートル 

 

 

ウ 大規模行為への整備等に関する方針 

大規模行為景観形成基準を基に、景観ガイドラインにおいて整備方針を示し、民間事業及

び公共施設整備を対象に、その周辺の地域特性と調和した良好な景観づくりに向けてきめ細

かに規制・誘導を図ります。 
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２）推進体制 

(1)多様な主体による景観づくりの推進 

良好な景観づくりにあたっては、行政だけでなく、市民、地域コミュニティ、事業者、まち

づくり関係団体・NPO 等の多様な立場でそれぞれが景観を意識し、取組みを積み重ねること

が重要となります。 

さらに、全員が景観づくりの主体として、関係者の相互理解を深め、互いに連携し協働で進

めることが期待されます。 
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(2)市民・事業者への景観づくりの普及と協働 

国立らしい良好な景観づくりを進めるためには、行政による取組

みだけではなく、市民や市内の事業者等が積極的に景観づくりに参

加・協力し、それぞれの役割を果たすとともに、相互に協力するこ

とが大切です。 

景観に対する興味・関心や意識の向上を図るため、広く市民や事

業者を対象とした啓発活動を行い、景観に対する理解を高めること

が重要となります。 

景観が市民共有の財産であることを認識し、市民が普段の生活の中で景観を考え、景観の

質の向上への取組みへとつながるよう、効果の高い取組みから優先的に啓発、PR 活動を進め

ます。次に、取組みの例を示します。 

 

 

【例】 

○市のホームページ等の広報媒体を活用した景観づくりへの取組み等の紹介 

○景観資源マップの作成・配布 

○景観シンポジウムや講演会、勉強会の開催 

○景観絵画・写真コンクールの開催 

○景観づくりに貢献した個人や団体（まちづくり活動団体、NPO、事業者）の表彰 

○景観づくりに寄与する建物やまちなみの表彰              など 

 
 

 

  

都市景観大賞 
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(3)行政の推進体制の充実 

景観への取り組みは景観担当部署の取組みのみで進められるものではありません。庁内の

関係部署や国、東京都、その他の関係機関との連携が重要となります。良好な景観づくりの実

現に向け、推進施策を次のように定めます。 

 

 

①庁内体制の充実 

ア 行政職員の景観に関する資質の向上 

景観づくりを円滑に進め、かつ実りあるものとするために、景観担当部署だけではなく、関

連部署も対象に景観についての勉強会、視察等を実施し、日ごろから景観に関する情報共有

を図るなど、職員全体の景観についての理解や資質の向上を図ります。 

 

 

イ 景観担当部署による公共施設等の景観デザイン協議 

良好な景観づくりを推進するためには、行政が先導的な役割を果たすことが重要となりま

す。公共施設の整備・維持管理にあたっては、事業担当部署が景観担当部署と本計画及び景観

ガイドラインや次に示す基本的な考え方に基づき事前に協議する仕組みを整え、各種施策や

まちづくりに合わせた、良好な景観づくりを推進するよう働きかけを行います。 

特に都市施設の整備にあたっては、地域のまちづくりと一体となって事業を推進すること

が求められており、その中で景観についても検討するものとします。 
 

 

 
  

くにたち市民芸術小ホール くにたち市民総合体育館 
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●公共施設整備の基本的な考え方 

地域の景観づくりの骨格や拠点を形成する道路や公園、河川、学校などの公共施設は、機能

性や安全性を確保した上で、景観づくりに寄与することが求められます。そのため、道路や公

園等の公共施設の整備に際しては、地域の景観資源となるような整備に努めます。 

公共施設は、施設の整備状況に応じ、次に示す基本的な考え方に基づき、整備することとし

ます。 

 

【基本的な考え方】 

□建築物 

・周辺の景観と調和するように建築物等の配置や規模を工夫し、景観ガイドラインに沿

ったものとする。 

□道路 

・機能性や安全性を確保した上で、道路付属物や舗装等は道路周辺の景観と調和するよ

うなデザインの工夫を行う。 

□公園 

・樹木や植栽の配置、フェンス等の公園施設は、公園周辺の景観に配慮したデザインの

工夫を行う。 

□河川 

・水辺を含む周辺環境と一体となった景観形成を進めるため、護岸の修景や植栽の適切

な維持管理を行います。 

 

 

●景観担当部署による景観デザイン協議の流れ 

景観担当部署の助言が適切に事業に反映できるように、公共施設の整備等の早い段階から

良好な景観の形成に関する協議・確認を景観担当部署と事業担当部署で行います。 
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●景観アドバイザーによる助言 

本計画で定められた目標や方針に沿った景観づくりや、景観条例で定められた各種制度の

運用、個別の事業等への景観デザイン協議等を、市民や事業者と行政の協働のもと円滑かつ

効果的に進めるには、景観に関する専門的見地からの助言が重要となります。 

まちづくり審議会の委員等の中から、建築や都市計画、ランドスケープ、色彩などの景観に

関する専門性を有する委員を景観アドバイザーとして位置付けることを検討します。本計画

及び景観ガイドライン、大規模行為景観形成基準等に基づき、景観アドバイザーより適切な

個別の景観づくりに関する具体的な助言を得ながら、良好な景観づくりを目指します。 

 

 

●景観づくりの質を高めるための評価システムの確立 

点検・評価として、５年を目処に本計画に定められた施策の推進状況等の把握やまちづく

り審議会の事前協議、景観アドバイザーによる助言といった国立における景観づくりの取組

みの成果を蓄積し、本計画や景観ガイドラインへ反映します。 

継続的に見直し進化することで、より国立らしい景観づくりに相応しい基準・方針を目指

します。 
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●景観条例とまちづくり条例の位置付けの検討 

本市では景観条例及びまちづくり条例に基づき、景観に関する規制・誘導に取組んでいま

す。しかし、景観に関する事前協議において、基準は景観条例に位置付けられていますが、協

議を行う場となるまちづくり審議会はまちづくり条例に位置付けられています。 

このような複数の条例を横断する制度等については、より分かりやすい景観誘導を推進す

るための検討を行います。 

 

 

 

②関係自治体との連携 

●隣接市との連携 

道路等の公共施設整備や連続してまとまりのある市街地などにおいては、市境を越えても

連続性のある良好なまちなみづくり、景観づくりを目指し、隣接市（立川市、国分寺市、府中

市、日野市）と連携しながら景観づくりに取り組みます。 

 
●東京都との連携 

景観法に基づく法定計画である東京都景観計画を活用しながら、東京都の一部としてこれ

からもまちなみづくり、景観づくりを進めていきます。 

 
●国や東京都の施設における景観協議の要請 

市内の国や東京都の施設も、国立の景観の一部として重要な役割を担っています。良好な

相互に調和のとれた公共施設の整備等にあたっては、関係者間における調整が重要となりま

す。 

国立市による公共施設整備と同様に、本計画及びガイドラインに基づき、国立市の景観担

当部署が国や東京都の担当部署と事前の相談・協議をするなど、より質の高い施設整備を目

指し、国立らしい景観に配慮するよう働きかけを行います。 

  


