
CHIYODA CITY

　「景観」とは、日常みんなが見ているまちの景色のこと
です。「景観」は建物、みどりや水辺がつくるものもあれ
ば、お祭りやまちをにぎやかにするイベントなど、人がつ
くるものもあります。

　「景観まちづくり」とは、新しく建物を建てたり、広告をはったりする時に、まちにあわ
せた色や大きさ、形などについて区役所と事前に話し合いをしてもらうことで、千代田区の
大切な「景観」を守り、良くし、育てていくことです。

　それぞれの人が好き勝手に取り組んでいては、良い景観はできません。千代田区が決めた
景観のルールを守って、みんなでまちの景色をつくっています。

オープンカフェのある街並み千鳥ヶ淵の春 イベントで楽しんでいる様子

けい　 かん

けい　 かん

　  ちどりがふち　　　  はる　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まちな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たの　　　　　　　　　　　    ようす

　うつく　　　　　しぜん

ひと　　　　　　　　　　　　　 まつ　　　　 おと

けいかん

　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　まも

　　　　　　   けいかん　　 よ

　　  ぐたいてき　　　　　　　　　 はなし

　　　　　 けいかん　　　　　　　　　　にちじょう　　 　　　 　　　　  み　　　　　　　　　　　　　　　 　けしき

　　　　　　　　　 けいかん　　　　　  たてもの　　　　　　　　　　　　　  みずべ

　　　　　　　まつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひと

　　　　　 けいかん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あた　　　　　 たてもの　　　  た　　　　　　　　　　　こうこく　　　　　　　　　　　　　　　　　  とき　　　　　　

　　　　　いろ　　 おお　　　　　　 かたち　　　　　　　　　　　　　　  　くやくしょ　　　　 じぜん　　　 はな　　　  あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ち　  よ      だ      く　

たいせつ　　　　　  けいかん　　　　 まも　　　　　 よ　　　　　　　 そだ

　　　　　　　　　　　　　　 ひと　　　  す　　　    かって　　　　 と　　　    く　　　　　　　　　　　　　　　　よ　　　  けいかん　　　　　　　　　　　　　　　　　   ち　  よ      だ      く　　　　き

けい  かん　　　　　　　　　　　　まも　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けしき

▶
　　　　　　　　   み

けい　　　　　　かんかんかん

ち
よ だ く



ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ ＣＨＩＹＯＤＡ nomaru

ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ uchi

nomaru

ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ

uchi nomaru

ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ uchinomaru

ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ uchi

ＣＣＣＣＣＣＨＣＣＣＣＣＣＨＣＣＣＣＨＨＣＣＣＣＣＣＨＨＨＣＣＣＣＣＣＨＨＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＨ

nonnonoooooonoonnnnoooooonnnnnoooooonnnnoooooonooooooooooooonnnooonnooooo uc

チヨダ

チ
ヨ
ダ

チ
ヨ
ダ

チ
ヨ
ダ

チヨダ

ＫＡＮＤＡ ＫＡＮＤＡ
神田 神田

ＫＡＮＤＡ ＫＡＮＤＡ
神田 神田

チヨダ

ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ

ＣＨＩＹＯＤＡ

Ｃ
ＨＩＹ

Ｏ
Ｄ
Ａ

Ｃ
ＨＩＹ

Ｏ
Ｄ
Ａ

Ｃ
ＨＩＹ

Ｏ
Ｄ
Ａ

Ｃ
ＨＩＹ

Ｏ
Ｄ
Ａ

Ｃ
ＨＩＹ

Ｏ
Ｄ
Ａ

ＫＡＮＤＡチヨダ神田 ＣＨＩＹＯＤＡ

左側の図は、建物が広告におおわれて、
ごちゃごちゃして見えます。右側の図
のように、広告をできるだけへらして
出入口付近にまとめたり、小さくした
り、色を建物にあわせればすっきりし
ます！

たとえば、茶系の落ち着いた
まちなみに派手な色を使った
建物が建つと目立ってしまい
ます。周辺の街並みにあった
色を使えば整って見えます！

CHIYODA CITY

　大きな建物をたてたり、開発を
行うときは千代田区に届出をして
もらい、工事をはじめる前に、区
の方針やルールに沿っているか、
まわりの景観にあっているかなど
話し合いをしています。
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ビルや住宅などが連続している地域では、建物の高さをそろえると整って見えます！


