
【期間】令和元年12月23日（月） ～ 令和２年１月31日（金）

今回提出していただいたご意見は、個人情報保護法に基づき厳正な管理を行い、他の目的に利用することは
ありません。個人が特定できないよう編集した上で、意見の要旨及び本市の考え方について、後日、市ホーム
ページ上で公開させていただきます。
なお、個人等への直接の回答はいたしませんのでご了承ください。

ご意見の取り扱いについて
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景観計画重点地区
静岡市景観条例第11条第１項

広告景観整備地区
静岡市屋外広告物条例第７条第１項

「景観計画重点地区」と「広告景観整備地区」について

御幸通りと
東静岡の
目指すまちの姿
（景観）

実現のため

建物や工作物等のルール
を定めて地区指定を行う

看板のルールを定めて
地区指定を行う

閲覧資料は、下記の場所でご覧いただけます。

●建築総務課（静岡庁舎 新館５階） ●生涯学習交流館または生涯学習センター
●各区役所（葵区、駿河区、清水区の市政情報コーナー） ●建築総務課ホームページ
※建築総務課ホームページ以外での閲覧時間につきましては、平日の午前８時30分から午後５時15分までとなります。

閲覧資料・閲覧場所

●パブリックコメント用資料及び意見募集用紙（この資料です）
御幸通り周辺地区及び東静岡駅周辺地区における「景観計画重点地区」と「広告景観整備地区」の指定（案）について
●閲覧資料（詳細編）
『御幸通り周辺地区』『東静岡駅周辺地区』

詳細資料をお読みください 意見応募用紙にご意見を
ご記載ください

下記の方法によりご提出
ください

郵便 〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号 建築総務課あて

ファクシミリ 054－221-1135

直接持参 静岡庁舎：建築総務課（静岡庁舎新館５階）

電子申請 静岡市電子申請（下記アドレス参照）から専用フォームに入力してください。
建築総務課のホームページからも同様の手続きができます。
なお、個人情報保護のため、通常の電子メールではお受けできません。必ず専用
フォームをご利用ください。

【静岡市電子申請システムアドレス】
https://shinsei-pref.elg-front.asp.lgwan.jp/shizuoka2/uketsuke/dform.do?id=1575617330975&mode=1&version=1

ご意見の提出方法

手順３手順２手順１

電子申請も
できます

御幸通り周辺地区 及び 東静岡駅周辺地区における

「景観計画重点地区」と「広告景観整備地区」の
指定（案）について皆さんのご意見を募集します。

静岡市ホームページへ



このパブリックコメントについて＜ �―――

皆さんの意見をお待ちしております。 ☺

「景観計画重点地区」、「広告景観整備地区」ってなに？

御幸通りよりよい景観を形成するため、建物や看板のまちの特色に合った
ルールを、皆さんと一緒に決めることができる地区のことです。

本パブリックコメントは、「御幸通り周辺地区」と「東静岡駅周辺地区」の
景観に関するルールについて、市民の皆さんのご意見をいただくものです。
両地区のまちの景観を守り、より良くすることを目的に、まちの魅力を磨き
上げるためのルールです。ご意見をお待ちしております。
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ルールがつくられると、どうなるの？

御幸通り
地区の皆さんに、建物・看板の景観に関するルールを守っていた
だくことになります。
ルールを守っていくことで、地区の景観がよりよいものになります。

詳しくは次のページをご覧ください。⇒⇒

どうして、いまルールをつくるの？

御幸通り
放っておくと、建物や看板の色や大きさがバラバラで、乱雑な景観
になってしまうかもしれません。
そうならないようにするため、今からルールをつくっていきます。

御幸通り

ルール案は４ページからはじまります。
それぞれのルールの方針も載っていますので、ご確認ください。

静岡市の玄関口にふさわしい、
駿府の風格と都市の賑わいを感じる景観づくり

文化が薫るまち 交流のまち 賑わいのまち

御幸通り

東静岡 P.6 ∼ 7

P.4 ∼ 5

どうしてみんなの意見を聞くの？

御幸通りルールをつくるにあたり、市民の皆さんの意見を参考にさせてい
ただくためです。

僕も資料を読んでコメントしよっと



ええら！！！！

TAKECHIYO

＃パブリックコメント＃御幸通り＃東静岡＃景観計画重点地区＃広告景観整備地区＃建物＃看板

＃ルール考え中＃ご意見お待ちしております

御幸通りと東静岡の景観について考えてみたよ！

もしこのまま放っておくと、右側の写真のように派手な色の建物や看板が増えてしまう可能性が

あるなあ。

この景観を守るために、早い段階でまちの特色に合ったルールを決めたほうが良いことが分かっ

たよ！

御幸通り

東静岡

このまま
だと…

※現在の基準内です

そうだね！今のうちに建物や看板のルールをつくっておけば、今の景観が

守られるだけでなく、これからのまちづくりに合わせて、柔軟に対応でき

るね！

きれいで楽しいまちなら、観光客も増えそうだし、自慢のまちになるね！

みんながまちに出たくなるような、歩きやすくて楽しいまちにしてね！

景観のルールをつくるねらい

このまま
だと…

※現在の基準内です

次ページからは、御幸通り周辺地区及び東静岡駅周辺地区における
「景観計画重点地区」、「広告景観整備地区」指定（案）の概要を記載
しています。

※詳細な内容については、ホームページをご覧いただくか、静岡市建築総務課へお問い合わせください。
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＃まちづくり＃どんなまちになるのかな

＃暮らしに豊かさとうるおい＃誇りと愛着＃たくさんの人に来てほしい

＃歩きたくなるまち＃にぎわい＃いつも行っちゃう



静岡市の玄関口にふさわしい良好な景観形成を推進するため、

御幸通り周辺の将来像について地元の方々や有識者を交えて検討し、

下記の景観形成に関する「方針」を定めました。
※平成29年９月「御幸通り景観形成方針」策定

の景観形成方針（御幸通りが目指していく景観の目標や方針）

静岡市の玄関口にふさわしい、
駿府の風格と都市の賑わいを感じる景観づくり

市
役
所

ＪＲ静岡駅

ＪＲ静岡駅前から江川町交差点

● 駿府から静岡までの都市の変遷や歴史的背景を尊重

● 駿府の歴史文化の資産を活かす

● 来街者が行き交う賑わい景観の創出

江川町交差点

御幸通りは、駿府城を中心とした城下町とＪＲ静岡駅を結ぶために、昭和の初めに整備された道路だよ！

今も昔も、歴史と近代を結ぶ重要な役割を持った道路なんだね。

だから、御幸通りにふさわしい駿府の歴史と文化の風格と、まちの賑わいを感じることができる景観ま

ちづくりをみんなで目指していこう！

お城の跡と市の主要な駅がこんなに近いのは、静岡市の特徴だよ。

駿府城公園のみどりが御幸通りとつながることで、もっと２つの距離が近い印象になるね。

近代的なまち並みに江戸時代からある伝統色を活用することで、

駿府城公園の歴史性との調和を図りましょう！

きれいなまちとなるように、よい景観をつくるだけじゃなく、

みんながまちに出たくなるような、歩きやすくて楽しいまちづくりを目指そう！

景観形成には時間がかかるから、近い将来ではなくて、

遠い将来の理想像を考えていく必要があるよ！

出来上がるのはまだまだ先かもしれないけど、

駿府の風格と都市の賑わいを感じるまちにしていきたいね。

赤く塗られた部分が対象の地区で、御幸通りの道路境界線から１０ｍまでに

かかる敷地や建物、看板などにルールが適用されるよ。

御幸通りは、エリアによって景観の特性が異なっているから、

３つのエリアに分けて、建物や看板等のルールを作っているよ。

ルール（基準）の案については、右のページを見てね。

目

標

方

針

江川町交差点から中町交差点

地区図

：重点地区指定区域

※道路境界線から10ｍまで
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駿府城公園



目標や方針に基づいて、皆さんとまちづくりを進めるために、まちの特色

にあったルールをつくります。

下記のルール(案)について、ご意見をください。 基準の内容については「詳細編」をご確認ください。

広告景観整備基準（概要） 看板の色彩や大きさ、設置の可否等に関するルール

景観形成基準（概要） 建築物の色彩や意匠、敷地内の緑化等に関するルール

共通基準
建築物の屋根及び外壁等の色彩並びに工作物の外観の色彩は、別表の伝統色を使用するものとする。

１階部分の店舗等は、プランターなどによる自主的な緑化に努める。

御幸通りに面する低層部分は、ショーウィンドーや照明の活用により、昼夜ともに魅力ある景観の
演出に努める。

JR静岡駅前から江川町交差点

低層部の壁面は、外壁形状、素材もしくは色彩にて分節し、周辺とその高さを揃えることで、
まち並みとの調和及び一体性を図ると共に、江川町交差点への良好なビスタを形成するよう努める。

江川町交差点

建築物の形態、色彩、意匠は、隣接する駿府城跡の外堀の石垣や水、緑が醸し出す歴史文化や
風格を優先し、それらと調和し、活かすデザインとするよう努める。

江川町交差点から中町交差点

外堀や赤鳥居周辺の建築物及び工作物は、それらの景観資源が持つ印象や色彩を優先し、阻害しない
色彩を使用するよう努める。

茶系
（76色）

鼠系
（70色）

伝統色(抜粋)

紅消鼠
べにけしねずみ

柳煤竹
やなぎすすたけ

蝋色
ろいろ

白橡
しろつるばみ

薄梅鼠
うすうめねず

砂色
すないろ

油色
あぶらいろ

黒茶
くろちゃ

霞色
かすみいろ

素鼠
すねずみ

江戸鼠
えどねず

象牙色
ぞうげいろ

黄海松茶
きみるちゃ

路考茶
ろこうちゃ

Before

After

Before

After

【壁面看板】
■歩行者は、歩道上で10mを超える部分にはあまり目が行かないので、

中高層部では、看板はできるだけシンプルに、量も少なくして、
まち並みや建物自体の魅力が引き立つように配慮し、低層部（10m
以下）では屋外広告物を積極的に活用し賑やかにする。

■色彩については、けばけばしい色を使用できる面積を小さくし、
伝統色を使うなどの工夫で、風格のあるデザインとする。

【野立看板】
■歩行者に圧迫感を与えないように、

高さの基準を設ける。

■色彩については、けばけばしい色は
面積を小さくし、伝統色を使うなどの
工夫で、風格のあるデザインとする。

【置看板・のぼり旗】
■ 歩行空間の景観形成や快適性、

安全性向上のため、大きさや設置場
所などの基準を設ける

10ｍ
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集合看板には

伝統色に限らずテナントごと
のコーポレートカラーも使用

できます

静岡市の玄関口としての風格と商業エリアの賑わいが調和するための、まち並みの一体性などのルールです。

隣接する駿府城跡の外堀を強調するための、緑による演出や落ち着いた色彩を使用するなどのルールです。

通りに面している駿府城跡の外堀を活用するための、外堀との調和する意匠や色彩の使用などのルールです。
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歩行者目線の広告景観
整備を目指します

建築 色彩

沿道

沿道 設備

建築 色彩

建築 色彩

色彩



重点地区指定範囲

東静岡土地区画整理事業の地

区を基に、独自のルールを

持っている住居地区を除いた

範囲としています。

景観中軸路線

けやきが立ち並ぶ道路や、駅か

ら南北に延びる道路を、特に重

点的に維持し育てていく路線に

しています。

広告整備路線

● 文化・スポーツエリア地区として、風格のある美しいまち並みの形成

の景観形成方針

文化が薫るまち 交流のまち 賑わいのまち
目
指
す
ま
ち
の
姿

景
観
整
備
の
目
標

有識者を交えて検討した「東静岡地区景観形成基本方針※」を基に、東静岡

地区の目指すまちの姿や景観整備の目標を下記のように定めました。

※平成28 年10月「東静岡地区景観形成基本方針」策定

● 豊かな緑を感じる公共空間形成

● 産・官・学・民の集合による景観形成と維持保全

● 富士山眺望の確保

「東静岡地区景観形成基本方針」をもとに、「目指すまちの姿」を掲げて、その目標を達成す

るための、取り組みを示したんだ。

グランシップをはじめとした文化・スポーツの公共施設が集まる地区になってるよ。
だから、地区全体が風格ある美しいまち並みになれば、多くの人に誇れる場所になるね。

まちの自慢や印象となるケヤキ並木や芝生広場といった緑豊かな空間は、時間をかけて、役所
と住民が協働しながら育てていく必要があるから、景観整備の目標にしているのね。
素敵な空間では、にぎやかなイベントが開催されて様々な年代の人との交流が生まれそう！

民間の人や行政、学生やこの土地に住む住人、みんなでこの地区の景観やまちづくりに関
わっていこう。

世界遺産である富士山が「綺麗に見えるね」と言われることは、この地区の財産なんだ。
だから、その富士山の眺望を守っていこうよ。

景観中軸路線と同様。ただし、

国道１号と南幹線に面する部

分は除きます。

N

0 100 400m

国道１号

ＪＲ東静岡駅

一般県道 静岡草薙清水線（南幹線）

東静岡中央線

東静岡南口駅前線

東静岡北口駅前線

文化力の拠点 グランシップ

スポーツ
の
殿堂

商業施設

：景観計画重点地区
指定範囲

：景観中軸路線
（３路線）

指定
地区図
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〇インフラ ･･･ 快適な居場所や賑わい・交流をもたらす公共施設にしよう

〇土地利用 ･･･ 商業地域としての土地利用や、沿道をまちとひとの接点にしよう

〇景観誘導地区 ･･･ 全体が調和したまちなみをつくり、東静岡らしい景観ポイントを整備しよう

取
組
み



目標や方針に基づいて、皆さんとまちづくりを進めるために、まちの特色

に合ったルールをつくります。

下記のルール(案)について、ご意見をください。 基準の内容については「詳細編」をご確認ください。

富士山眺望

色彩基準
（抜粋）

公共空間の修繕は、
現在と同等の素材

維持保全

●周辺建築に

調和させる。

立体駐車場

緑はいいね！

僕
は
彩
度
が
高
か
っ
た
ん
だ

景観形成基準（概要） 建築物の色彩や意匠、敷地内の緑化等に関するルール

NG

◎既存並木を意識した緑化計画に努める。
◎建物の入口やベンチ等の位置を植栽で示したり、木
陰を創出するなど、意図のある緑化とするよう努める。
◎樹木の足元も含めて立体的な緑化に努める。
◎植樹場所は、植樹桝よりも植樹帯を用いた、並木の
連続性に配慮した計画とするよう努める。

緑化

◎歩道に面する駐車場部分の舗装は、歩道の舗装材と
調和する材料を使用するように努める。

◎舗装材を歩道と調和させ、道路空間との調和や来訪
者を意識した、十分開放された空間計画とするように
努める。

オープンスペース

外構
◎駐車場の機械設備は、安全性に配慮しつつも、景観
に配慮した色彩とする。

不特定多数の人が利用する建物の新築、増築等の
建築行為の際には、富士山眺望を守るよ。やむを
得ず、富士山眺望を確保できない場合は、敷地近
辺や計画建築物内部など、代わりの眺望場所の検
討を行い市民の眺望財産の保守に努める。

富士山眺望に関する基準

みえない･･･

見える！代わりの眺望場所

敷
地公共建築物

彩度を抑えた色を使用して、色のア
クセントも同範囲の色彩で表現する。

建築物と一体的な
デザインで道路か
ら直接見えない位
置に配置する。や
むを得ない場合は、
格子等による調和
を図る。

建築設備
屋外階段等

◎ゴミが直接目視できない
ようなボックスタイプ等で
整備するよう努める

ゴミ置き場

色彩（外壁･屋根･工作物）

※◎項目：「景観中軸路線」沿道のみに適用
●項目：国道１号・南幹線沿道は適用除外
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看板によって、今の景
観が悪くならない為の
基準を定めます。

【突出看板】
中高層部の突き出し看板を
抑制し、洗練された通りの
景観を守ります。

【壁面看板】
現状、自家で箱文字等を使用した看板しかなく、
目立った看板はないが、今後目立った看板が掲出
しないようにします。低層部は賑わいを目的とし、
デザイン性の優れた看板を創出し、中高層部は掲
出量等の制限を強め、すっきりとした沿道景観を
演出します。

コインパーキングなど道
路面に面した部分の看板
の掲出量は最小限に留め、
周辺のまち並みとの調和
に努めるようにします。

【屋上看板】
現状屋上看板は設置されていないが、無
秩序な屋上看板を抑制するため掲出する
建築物と一体となるようにデザインし、
地の色は外壁と統一します。

【野立看板】
洗練された都市空間を守るため、高
さ・デザイン等の基準を設け、通り
の解放感・抜け感を演出します。

柱脚を見せない一体となったデザイン

中高層部の外
壁等は必要最
小限の看板と
します。

10ｍ以上
の位置で
突出看板
は設置不
可

低層部は賑わ
いを高め、デ
ザイン性の高
い優れた看板
等を創出しま
す。

広告景観整備基準（概要） 看板の色彩や大きさ、設置の可否等に関するルール

△10ｍライン

Shizuoka

みんなで取り組めば、素敵
なまちに磨きがかかるね。



お問い合わせ先
静岡市 都市局 建築部 建築総務課
〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号
【 TEL 】054-221-1049（直通）【 FAX 】054-221-1135  【MAIL】kenchikusoumu@city.shizuoka.lg.jp

・令和２年４月１日からの予定です。

指定日
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・指定日から３年以内に、広告景観整備基準（ルール）に合わせなければなりません。

「広告景観整備地区」に指定されると

看板を付け替えるよ
整備基準を確認しよう

高さ、色の基準
に合ったものを
つくったよSHIZUOKA

SHIZUOKA

①景観形成基準（ルール）に適合するように努めなければなりません。

敷地内の延べ面積の合計
が1,000㎡を超えるもの

商業系・工業系用途地域

15ｍを
超えるもの

左記以外の区域

10ｍを
超えるもの

高さ 面積

建て替えするよ
景観形成基準を
確認しよう

「景観計画重点地区」に指定されると

②届出に必要な規模が変更されます。

高さ 面積

指定後

すべてが対象

壁の色は基準内
緑化もしたよ

新築、増築、改築、移転、外観の変更（修繕、模様替、色彩の変更）が対象です。

（例）建築物の新築の場合

すべてが対象

※上記２地区の基準（ルール）に適合しない場合、それぞれの法令により、罰則が適用される場合があります。

皆さんのご意見をお待ちしております。
景観計画は、ＳＤＧｓの17の目標のうち

⑧ 働きがいも経済成長も
⑨ 産業と技術革新の基盤をつくろう
⑪ 住み続けられるまちづくりを
⑰ パートナーシップで目標を達成しよう

と深く関連する計画です


