第 6 章 デザインガイドライン
１．デザインガイドラインの目的
（１）デザインガイドラインとは
デザインコンセプトを具現化していくために、関係する民間権利者や市が空間・景観的なデザ
インを実施する際に守るべき事項を「デザインガイドライン」として取りまとめました。
また、地区全体の空間・景観デザインは、全体性を保ちながらも、それぞれの建物については
個性あるデザインであることを目指しており、設計者・デザイナーの創意工夫を促すよう「デザイン
の手引き」を取りまとめました。
そして、各事業者等の各プロジェクトの最終的なデザイン調整は、「デザイン調整会議」が担うこ
ととしています。
なお、本デザインガイドラインは、状況の変化や運用していく中で、必要に応じて見直しながら
ブラッシュアップしていきます。

（２）デザインガイドラインの使い方
個別のプロジェクトを進めるにあたり、関係する民間権利者や市は、空間・景観的デザイン計画
を進める上で、計画の初期の段階から、本デザインガイドラインを参照し、目指すべき姿や空間・
景観デザインの考え方等を共有し、各プロジェクトに求められる景観上の役割を認識しつつ、本
デザインガイドラインに示す規制誘導内容を具体的に計画に反映させるものとします。
また、各プロジェクトは、基本構想から事業完了までの段階毎に、デザイン調整会議において、
本デザインガイドラインに基づき、協議及び調整を行うものとします。
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（３）対象範囲
・シンボルプロムナードに面する街区（図中赤枠で示す範囲）を本デザインガイドラインの対象区域と
します。
・この対象区域がフロントランナー的な役割として、本デザインガイドラインによる熊本らしい、質の高
いまちなみを形成していくのに対し、関連区域（例.図中オレンジ色で示す範囲など）は、規制誘導
を拡大することが望ましい区域として、熊本城への景観を大切にするまちづくりがゆるやかに波及し
ていくことを意図しています。

（規制誘導を拡大してい
くことが望ましい区域）

（具体的な規制誘導
の対象区域）
ＭＩＣＥ

図 6-1．デザインガイドラインの対象区域と関連区域
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２．目指すべき空間イメージと規制誘導項目
（１）目指すべき空間イメージ
基本構想：空間・景観デザインの考え方 ①

歴史・土地の記憶を継承した和の精神に基づく空間・場の形成
《目指すべき空間イメージ》
◆地域の資源を活かし、熊本や地区の歴史を再発見・認識で
きる空間
 「熊本城」と調和した景観のほか、地区の歴史を見守ってきた花
畑公園の大クスをシンボルとします。
 花畑公園が『熊本城と庭つづき』の花畑屋敷の庭園であった記憶
を受け継ぐとともに、現在のシンボルプロムナードとの高低差を、
変化のある起伏によりバリアと感じさせないよう工夫します。

◆和の素材や色彩を利用した、時の経過に応じた “侘び寂び”
の感じられる空間
 建物や舗装、あるいは草花には地域性や由来を感じることができ
る素材・色、または種類を採用します。
 地区のこれからの歴史（時間の経過）も感じていけるよう、素材に
は自然石等、時の経過に応じた“侘び寂び”が感じられ、経年劣
化で陳腐化しない（経年成長する）ものを用います。

◆和の精神に基づき、フレキシブルに場面転換できる空間
 シンボルプロムナード及び（仮称）花畑広場は、日常的には水や
緑にあふれ快適な場として、また、和の精神に基づき、容易に“場
面転換”ができる“フレキシブル（柔軟）”な空間とする。あわせて、
設備等も充実した使い勝手のいい空間とします。
 MICE 施設についても同様に、様々なニーズに対応できる“フレ
キシブル”で使い勝手のいい空間とします。
 公有地と民地の境界付近は“うち”と“そと”がぼやけた縁側空間
のように、移動空間あるいは憩いの場として利用でき、空間的に
一体性を感じられるデザインとします。

規制誘導項目
■ 壁面や地表面は多様で風合いのある素材・色彩を用いる
■ オープンスペースは、一体的に使い勝手のよいフレキシブルな空間として整備する
■ MICE 施設は、シンボルプロムナードや（仮称）花畑広場と連携し多様な活用に対応した
フレキシブルな空間として整備する
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基本構想：空間・景観デザインの考え方 ②

熊本城と一体となった
ハレの場としての秩序と多様性のある空間・景観の形成
《目指すべき空間イメージ》
◆熊本城（天守閣、櫓、城内の緑）との双方向での視覚的な
関係性への配慮により、熊本城との空間的なつながりを感
じることができる空間
 シンボルプロムナードや民間建物内に熊本城の多様な美しさを
望むことができる場所（視点場）をつくります。
 周囲の建物とシンボルプロムナードで構成する空間が、熊本城
への眺望を演出することができる背景を創出します。
 多くの来熊者が集う MICE 施設においては、熊本らしさを象徴す
る熊本城への眺望が得られるように工夫します。
 特にシンボルプロムナードからの天守閣への眺望景観を確保す
ることで、「熊本城への眺望景観を大切にするまちづくり」のフロ
ントランナーとなります。
 当面はデザインガイドラインの対象区域を基本に進めていきま
すが、将来的には熊本城までの空間的な統一感や一体性の拡
大を検討します。

◆ハレの空間となる多様な舞台が、まとまりをもった全体空
間の中にちりばめられた、秩序と多様性が調和した空間
 辛島公園から花畑公園や熊本城方面への一体的な空間を形成
します。
 ボリューム感のある地区内の緑が熊本城内の緑とのつながりを
想起させる空間とします。
 建物のファサードは空間を演出する「襖絵」として、全体として
統一感がありつつ、個々のデザインには多様性のある空間とし
ます。

規制誘導項目
■ 熊本城が美しく見える眺望（点）を確保する
■ 壁面を後退させて眺望を確保し、歩行者空間を充実させる
■ シンボルプロムナードに面する建物の高さ（H）は D/H≧1 とする
■ 軸性とスケール感のある壁面デザインとする
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基本構想：空間・景観デザインの考え方 ③

市民の心の拠り所となる居心地の良いたまり空間の形成
《目指すべき空間イメージ》
◆豊富で良質な地下水に恵まれ、質の高い緑化や適度な“ひ
かり”と“かげ”に包まれた日常的な憩いの空間
＜みず＞
 豊かな地下水が湧き出ることをイメージさせる仕掛けを空間に
象徴的に取り入れます。
 人が触れ、体感でき、心に響く水景を導入します。
 シンボルプロムナードのうち、セットバックした空間には水と緑に
包まれた日常的な憩いの空間を創出し、夏の暑い時でも人々
が自然と集まる快適な環境とします。
 素材や建築設備等への配慮より、地区全体で水環境にやさし
い取り組みを行います。

＜みどり＞
 熊本城を眺められるカフェの設置や熊本城を背景としたイベン
トの実施など、熊本城の景色を「借景」し、まちに付加価値をつ
けます。
 地区内に、管理が行き届き質が高く居心地の良い緑を導入す
ることで、周辺にとっても当地区の存在が付加価値になるような
緑環境（貸景※）を実現します。

＜ひかり と かげ＞
 壁面や屋上の緑化、緑陰の配置により、夏の日差しや熱を和ら
げるなど、緑を環境負荷の低減にも役立てます。
 日常的な憩いの空間を創出するため、暑い夏でも人々が自然
と集まる快適な環境の形成を図ります。
 日本建築の美を織りなす“光と影”による効果に考慮し、季節や
時間の変化を感じられるようにします。
 樹木、パラソル、暖簾やすだれ等により、日照を季節に応じてコ
ントロールすることで、快適な日陰空間を創出し、催事等により
賑わいを演出し、人の居場所をつくります。
 建物壁面は賑わいを演出するため、建物外部からも内部の人
の気配を感じられるようにするとともに、夜間の灯りのにじみ出し
を演出できるよう工夫します。
 シンボルプロムナードのうち、セットバックした空間に演出照明
を集約し、連続する灯り溜まりのある風景をつくります。
※熊本城の景色を「借りて」まちの価値を高めることに対して、質の高い緑を導入することで景観や憩いの面で地域へ貢献するこ
とを「借景」に対して「貸景」と呼ぶ
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◆災害時には中心部の拠点となる
 シンボルプロムナードはかつて幅員のある「広小路」として防災
上の役割を果たしていたという歴史を継承し、オープンスペース
においても災害時の避難場所としての機能を備えます。

規制誘導項目
■ 貸景となる質の高い緑を導入する
■ たまり空間において憩いや賑わいを創出する
■ 水の要素を取り入れた空間をつくる
■ 快適な日陰空間を設ける
■ 広告物・サイン等は、優れたデザインで付加価値を生み出すものを設置する
■ 建物内のアクティビティが感じられる壁面とし、漏れ灯りを演出する
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基本構想：空間・景観デザインの考え方 ④

結節性を高め、まちをつなぎ回遊を促す“かすがい”の形成
《目指すべき空間イメージ》
◆回遊の拠点として多くの動線を惹きつける空間
 オープンスペースをはじめ施設内通路等においては、東側の市
電電停やアーケード街、西側の新町・古町地区、南側の白川方
面、北側の熊本城・坪井川方面のそれぞれを「結節」を強固にさ
せる役割を意識して空間を整備します。
 特にシンボルプロムナードは南北方向の結節性、（仮称）花畑広
場は、桜町地区とアーケード街の結節性を高めるよう工夫しま
す。
 “動線計画”においては、歩行者のみならず自転車利用者にも
安全かつ快適に移動が楽しめるような配慮します。
 特に、バスターミナルや MICE 施設といった目的をもった人の動
線は、天候や気候等の悪条件下でもなるべく快適に早く目的地
に移動できる主要な動線を確保します。
 周辺地域から本地区が望める箇所については、その見え方に
配慮し、視線を印象的に受け止め、趣のある空間とします。
 MICE 施設はシンボルプロムナードや（仮称）花畑広場と一体と
なって、屋内外の展示やイベントを誘発できる賑わい機能を発
揮します。
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◆回遊経路の充実やわかりやすさ
 交通センターや MICE 施設にアクセスする人が“賑わいを体感
できる場”とします。
 移動が楽しく感じられ、まち歩きが促進されるように、主要な動線
に面する場所には賑わい施設や休憩の場を設けます。
 移動空間は、移動はもとより予期せぬイベントとの出会いを楽し
めるなど“多様性のある動線（空間）”となるよう工夫します。
 シンボルプロムナードや（仮称）花畑広場などで繰り広げられる
多様なアクティビティを「観覧できる場所」を設けるなど、「オープ
ンスペースと建物の一体性」が高まるような空間とします。

規制誘導項目
■ 快適に楽しく移動できる動線を確保する
■ 低層部に賑わい施設を導入する
■ 人々の視線を受け止める角部にはデザイン上の工夫を行う
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（２）規制誘導項目一覧
1）規制誘導項目一覧表
桜町・花畑周辺地区の現状や担うべき役割を踏まえ、デザインコンセプト「熊本城と庭つづき『まちの
大広間』」を、ゆるやかな全体性と様々な場面を創り出す多様性を両立させながら 4 つの目指すべき姿
として具現化していくために、それぞれの空間・景観デザインの考え方にそって導き出した規制誘導項
目を影響の範囲や重要度といった分類に応じて下図のように整理します。

デザインコンセプト「熊本城と庭つづき『まちの大広間』」
デザイン面の基本理念
熊本城につながる大広間としてのゆるやかな全体性と様々な場面を創り出す多様性の両立

目指すべき姿
◆花畑屋敷などの歴史・土地の記憶を
継承する空間

◆お城への眺望を活かしたハレの場・
おもてなしの空間

◆熊本最大の「駅前」という特性を活
かした空間

◆日常的に集える水や緑豊かな空間

空間・景観デザインの考え方
歴史・土地の記憶を継承した和の
精神に基づく空間・場の形成

オープンスペース
（市）

※分類については、P24 を参照

図 6-2． 規制誘導項目一覧表
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15-1 15-2

Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ施 設 は 、 シ ン ボ ル プ ロ ム ナ ー ドや
（ 仮 称 ） 花 畑 広 場と 連 携し 、多 様 な 活 用に 対
応した フレキシブルな空間として整備する

ＭＩＣＥ

14

オー プンスペースは、一体的に使い勝手の良
い フ レ キ シ ブ ル な空 間と し て整 備 す る

必須

13

建 物 内 の ア ク テ ィビ テ ィ が感じ ら れ る 壁面 と
し 、 漏 れ 灯 り を 演出す る

必考

12

交通センターを結節点としてまち
をつなぎ回遊を促す“かすがい”
の形成

快適な 日陰空間を設ける

必須
必須

必考

11

水の要 素を取り入れた空間をつくる

必須

10

た ま り 空 間 に お い て 憩 い や 賑わ い を 創 出 す る

必須

09

人 々 の 視 線 を受 け止 め る 角 部に は デ ザ イン上
の工夫を行う

街区

市民の心の拠り所となる居心地の
良いたまり空間の形成

軸性と スケール感のある壁面デザインとする

必須

08
広 告 物 ・ サ イ ン 等は 、 優 れ たデ ザ イ ン で付 加
価 値 を 生 み 出 す もの を 設 置 する

必須

07

壁 面 や 地 表 面は 多様 で 風 合 いの あ る素 材・ 色
彩を用いる

必須

06

低 層 部 に 賑 わ い 施設 を 導 入する

必須

05

シ ン ボ ル プ ロ ム ナー ドに 面 する 建 物 の 高さ は
Ｄ／ Ｈは、１以上とする

分類

都市

快 適 に 楽 し く移 動で き る 動 線を確 保 す る

04

壁 面 を 後 退 さ せ て 眺 望 を 確 保し 、 歩 行 者 空 間
を充実させる

03

貸景と なる質の高い緑を導入する

02

熊 本 城 が 美し く 見え る 眺 望 （点 ） を 確 保す る

01

熊本城と一体となったハレの場と
しての秩序と多様性のある空間・
景観の形成

参考
必考

必考

必考

必須

必須

2）規制誘導項目イメージ図

図 6-3-1

図 6-3-2

図 6-3-3
図 6-3． 規制誘導項目イメージ図
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（３）規制誘導内容
01

熊本城が美しく見える眺望（点）を確保する

【目的】
 熊本城（天守閣、櫓、場内の緑）との視覚的な関係性に
配慮することで、熊本城との空間的なつながりや一体性
を感じられるようにします。

【方針】
 シンボルプロムナード上および建物内に熊本城（天守閣・
櫓・城内の緑）への優れた眺望を得られる場所（眺望点）を
設定します。
 必ずしも天守閣が見えない眺望点でも城内の緑や櫓へ
の眺望を確保し、熊本城との一体感を演出します。
 熊本城の見え方（天守閣・櫓・場内の緑）など、その場所
の特徴に応じた多様な眺望点（視点場）を設定するとと
もに、周囲の眺望点（視点場）との関係性に配慮します。
 天守閣など周囲からみても大広間の印象を与えるよう、
熊本城から計画地側への眺望も配慮します。

【要点】
≪眺望点の場所≫
 眺望点（視点場）は図の赤着色部（シンボルプロムナー
ド上やそれに面する敷地、あるいは建物内（中高層階ま
たは低層部屋上等））を中心に設けることとします。

≪眺望点・眺望点周辺の設え≫
 シンボルプロムナード上は、眺望点（視点場）から熊本
城への眺望をできるだけ遮らないよう、樹木や施設の設
置場所に十分配慮することとします。
 建物内の眺望点（視点場）はできるだけ一般の市民や観
光客が気軽に入れる設えとすることとします。
（共用部（例.通路、階段・EV、ロビー、屋上庭園等）や眺望用
の専用スペースに設けることを推奨するが、テナント区画内
（例.レストラン・カフェ等）も可とする。シンボルプロムナードから
容易にアクセスできるエレベーターなどの縦動線の設置も推奨
する。）

「４.デザインの手引き」で参照すべき項目：眺望点 69～70 頁
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都市波及
項目

必須

公共用地
民地

02

都市波及
項目

貸景※となる質の高い緑を導入する

【目的】
 質が高く居心地の良い緑を導入することで、まちに付加
価値をつけるとともに、周辺にとっても本地区の存在が
付加価値になるような緑環境を実現します。

【方針】
 「貸景」となる緑空間を形成します。
 緑を環境負荷の低減にも役立てます。
 来街者をおもてなしするため、建物や店舗単位でも植栽
を配置するなど、身近なところから緑にあふれた空間の
創出に配慮します。

【要点】
 熊本城を眺められる屋上庭園の設置や枝張りが大きい
樹種を選定し日陰をつくるなどして、憩いの空間をしつ
らえることとします。
 白川沿い～辛島公園～花畑公園～坪井川沿い～熊本
城へと緑のつながりを意識させる一定のボリューム感の
ある緑を導入し、緑のネットワークを形成することとしま
す。
 屋上緑化、壁面緑化、地表面の芝生化等により、ヒート
アイランドを抑制することとします。
 樹種・花卉は周辺の植生や地域性に配慮して選定する
こととします。
 歩行空間にはできるだけ季節を感じる緑を導入すること
とします。
 緑は眺望点からの眺望やイベント対応に支障のないよう
に配置することとします。

※貸景・・・・・・・・熊本城の景色を「借りて」まちの価値を高めることに
対して、質の高い緑を導入することで景観や憩いの
面で地域へ貢献することを「借景」に対して「貸景」
と呼ぶ

「４.デザインの手引き」で参照すべき項目：みどり 71～74 頁
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必須

公共用地
民地

03

壁面を後退させて眺望を確保し、歩行者空間を
充実させる

都市波及
項目

【目的】
 シンボルプロムナードに面する建物の セットバックによ
り、熊本城への眺望を確保し、官民一体で歩きやすく、よ
り開放的な空間を形成します。

【方針】
 公共空間と民地の壁面後退部分を一体としてシンボル
プロムナードをつくります。
 まち歩きを促すため、道路に面する部分は壁面後退を行
います。

【要点】
 シンボルプロムナードの南端の中央部（図のＡ点）から天
守閣への眺望確保と、官民一体で歩きやすく、より開放
的な空間となるよう、シンボルプロムナードに面しては両
地区ともに壁面後退 2m 以上を基準とします。
 上記の壁面後退区域において、歩行者の快適性や安全
性又は建物の環境性能を高めるために庇その他これら
に類するものを設置する場合は、熊本城への眺望の確
保に配慮することとします。
 また、歩行者の快適性や安全性又は賑わいの創出に資
する場合を除き、工作物（垣、柵、塀、擁壁、自動販売機
その他これらに類するもの）は設置しないこととします。
 NTT の建物東側（

）はまちづくりの観点から熊本城へ

の優良な眺望空間として、またシンボルプロムナードと一
体となった憩いの場・賑わいの場として貴重な空間であ
るため、壁面後退に配慮することとします。
 道路に面する部分（

）は歩道と一体となって歩行者

空間の充実に配慮することとします。

「４.デザインの手引き」で参照すべき項目：壁面のデザイン 80～82 頁
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必須

公共用地
民地

04

快適に楽しく移動できる動線を確保する

【目的】
 歩行者動線や空間を充実させ、安全かつ快適に移動が楽
しめる空間とすることで、地区内外の結節性や回遊性を高
めます。

【方針】
 熊本城とアーケード街や城下町として風情が残る新町・古町
との“かすがい”となり、まち歩きが促進されるように配慮しま
す。
 交通センターや MICE 施設の利用者が建物内を含めた区域
内を快適かつ円滑に移動できるように配慮します。
 回遊性をより高めるため、建物のオープンスペース側には動
線を配置するなど、建物とオープンスペースを快適かつ円
滑に移動できるよう配慮します。
 オープンスペース内の歩行や自転車など様々な手段による
移動を安全かつ快適に楽しめるようにします。

【要点】
 区域内はもとより建物内においても、交通センターや MICE
施設など目的別に円滑にアクセスできるようにすることとし
ます。
 オープンスペースの様々な利用時においても移動手段（歩
行、自転車等）の競合を避け、安全で快適な動線を確保す
ることとします。
 円滑な移動を行うため、適切に案内標識を設置することとし
ます。
 オープンスペースに面する上下動線は空間を分節しリズム
とアクセントを与える要素としても効果的であるため、デザイ
ンを工夫することとします。
 オープンスペースに面する建物側には、地上部を眺められ
るような場を設け、見る見られる関係性のある桟敷的な空間
とすることとします。
 外部通路を設置する場合はシンボルプロムナードから直接
利用できるようにすることとします。
 花畑屋敷の西側、南側に、熊本城からつづく広小路があっ
たように、熊本城と新市街とを結び快適に歩くことが楽しめる
動線を整備することとします。

「４.デザインの手引き」で参照すべき項目：外部通路 75～76 頁
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都市波及
項目

必須

公共用地
民地

05

シンボルプロムナードに面する建物の高さ（H）
は、D/H≧1 とする

【目的】
 熊本城への眺望の背景となる空を大きく確保し、居心地のよ
い空間を形成します。

【方針】
 「適度なスケール感」、「居心地のよい、快適な幅員と高さの
関係性」を持った空間を形成します。
 熊本城への眺望の背景となる空を大きく確保し、城への眺
望に広がりをもたせられるよう、高層部の壁面の位置の後退
を図ります。

【要点】
 建物の高さは熊本市景観計画における熊本城周辺地域の
景観形成基準に基づく高さ約 42m を超えないこととします。
※当地区は景観形成基準により海抜 55m（＝「緑のライン」）を超
えないことと定められており、現地の地盤高さ海抜約 13.4ｍを考
慮すると約 42m に相当
※ただし、市長が熊本市景観審議会の意見を聴き良好な景観形
成に支障がないと認めた範囲内において、景観形成基準に定
められた高さを超えることができる。

 さらに、幅員と高さの関係性（（シンボルプロムナードの幅員：
D）／（建物の高さ：H）＝D／H）が 1 以上となるよう、高層部
の壁面を後退させることとします。
 よって、建築物のシンボルプロムナードに面する部分の高さ
は（シンボルプロムナード側の）壁面から 10m 程度の範囲に
おいて 31m 以内とします。（壁面後退 2m からさらに 10m
程度以上後退した部分は除く）
 眺望に著しい影響を与えるような建築物の部分や工作物等
は設置しない、もしくは設置場所を工夫します。
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街区レベル
項目

必須

公共用地
民地

06

街区レベル
項目

低層部に賑わい施設を導入する

【目的】
 低層部（特に歩行者動線に面するところ）には賑わい施
設を導入することで、楽しく歩ける街並みを形成します。

【方針】
 シンボルプロムナードや（仮称）花畑広場、主要な動線
に面して場所に応じた賑わい施設を導入します。

【要点】
 シンボルプロムナードや広場と一体となって活用され、
賑わいある場を創出するため、シンボルプロムナード及
び（仮称）花畑広場に面する低層部（2 階以上の部分の
連続した外部通路（後述）に面する部分を含む）に賑わ
い施設を導入することとします。
 周辺のまちの賑わいを連続させ、回遊を促すため、周辺
からの主要な動線上（電車通り側も含む）の低層部に賑
わい施設を誘導することとします。
 シンボルプロムナードに面する 1 階部分は、シンボルプ
ロムナードからも直接出入りできるようにすることとしま
す。
 賑わい施設はシンボルプロムナードなど外部から賑わい
が分かるよう、透過性の高いしつらえとすることとします。

「４.デザインの手引き」で参照すべき項目：低層部用途 77 頁
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必須

公共用地
民地

07

壁面や地表面は多様で風合いのある素材・色
彩を用いる

【目的】
 素材や色彩により歴史性や地域性を感じられる空間とし
ます。

【方針】
 本格的な和の空間となるよう、建物の外装や舗装には地
域性や由来を感じることが出来る素材や色彩を使用しま
す。

【要点】
≪素材≫
 石や木、煉瓦やタイルなど、時の経過に応じた「侘び寂
び」が感じられ、経年劣化で陳腐化を生じない素材を使
用することとします。
 将来的な環境への負荷軽減を考慮し、リサイクル可能な
素材の使用に配慮することとします。
 素材の質感にも配慮し、訪れた人が見たり触れたりした
際に楽しめるようにすることとします。

≪色彩≫
 色彩は素材色を活かしつつ、高彩度色を用いる場合は
できるだけ面積を小さくすることとします。
 和色（例：山吹色、群青色等）を取り入れ和の空間となる
ように工夫することとします。

「４.デザインの手引き」で参照すべき項目：素材 77 頁
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色彩 79 頁

街区レベル
項目

必須

公共用地
民地

08

広告物・サイン等は、優れたデザインで付加価
値を生み出すものを設置する

街区レベル
項目

必須

公共用地
民地

【目的】
 広告物・サイン等は単なる宣伝媒体としての役割に止まら
ず、優れたデザインにより魅力ある空間の創出に貢献し
ます。

【方針】
 熊本城と調和した、熊本の顔となる品格ある街並みと足元
の賑わいを両立させます。

【要点】
 シンボルプロムナードにおける眺望・歩行空間に設置する
広告物等は高いデザイン性を備え、賑わいの創出や回遊
性の向上に貢献できるものとすることとします。
 中～高層部には常設の広告物を設置しないこととします。
 低層部には賑わい演出に寄与するデザイン性の高い広
告物やサイン、暖簾などを一定のルールのもと設けること
とします。
 広告物、バナー、暖簾等で和の空間を演出することとしま
す。
 サイン等の設置場所は、敷地等の管理者によらず、動線
に配慮した場所を選定することとします。
 サイン等は、来街者や利用者に分かりやすいものとするた
め、地区内におけるデザインの統一を図り、且つ地区とし
ての特徴を演出したものを設置することとします。
 壁面後退区域においては、歩行者の快適性や安全性又
は賑わいの創出に資する場合を除き、工作物（垣、柵、
塀、擁壁、自動販売機その他これらに類するもの）は設置
しないこととします。

（参考）屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限
大規模屋外広告物の景観形成基準（重点地域）
＜熊本城周辺地域：一般地区＞
・煙突状の屋上広告は、掲出しないこと。
・建築物本体と一体的なデザインとし、建築物のデザインや規模との調和に配慮すること。
・屋上広告の高さは、海抜 55m を超えないこと。
・シンボルロードからの熊本城天守閣への良好な眺望を守るために、突出広告の掲出はしないように努めること。

「４.デザインの手引き」で参照すべき項目：サイン・広告物 88～90 頁

59

09

都市波及
項目

軸性とスケール感のある壁面デザインとする

必考

公共用地
民地

【目的】
 シンボルプロムナード沿いの建物が熊本城への眺望を
演出するよう、多様でありながら調和のとれた熊本の「顔」
にふさわしい空間とします。

【方針】
 建物中高層部の外壁は熊本城へのビスタを意識した壁
面デザインとし、城を望む景観を演出します。
 建物低層部はヒューマンスケールに配慮して、壁面を適
切に分節します。
 （仮称）花畑広場や新市街からの見え方に配慮し、軸性
との両立を図ります。

【要点】
≪軸性の演出（主に中高層部）≫

デザイン的分節

 2 階または 3 階レベルの外部通路もしくは庇等を設けるこ
とにより、連続した軸性を確保することとします。
 一定の高さ以上の高層部をセットバックさせる（D/H≧1）

1）可視化
2）構成、素材、色彩
3）広告、メディア

あるいは
組み合わせ

ことで、軒の高さをできるだけ揃えることとします。

≪壁面の分節（主に低層部）≫

D/H≧１

 単調な印象や圧迫感を与える長大な壁面を生まないよ
う、壁面（特に低層部）を適切に分節させることとします。
 低層部には賑わいの連続性を遮る開口のない壁面や階
段室、大きなエントランス等を出来るだけ配置しないことと
します。

襖絵

「４.デザインの手引き」で参照すべき項目：壁面のデザイン 80～82 頁
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素材 78 頁

色彩 79 頁

10

人々の視線を受け止める角部にはデザイン上の工
夫を行う

【目的】
 通りや周辺地区からの見え方に配慮した趣きのある空間
とするとともに、場所の特徴（ランドマーク）をつくります。

【方針】
 地区のシンボル性や存在感を高められるように、視線や動
線が集まるまち角部分にはデザイン上の工夫を行います。

【要点】
 熊本城・電車通り・銀座通り・西銀座通り・新市街・白川・
新町方面からの視線と動線の受けとなる部分（図の青囲
み部分）は、角部の建築デザインに配慮するとともに、足
元には広場空間等を設置することとします。
 特にシンボルプロムナード南端の角部については、辛島
電停や新市街あるいは白川方面からシンボルプロムナー
ドへの顔となることから辛島公園、（仮称）花畑広場とあわ
せたデザイン上の工夫を行うこととします。

「４.デザインの手引き」で参照すべき項目：壁面のデザイン 80～82 頁

61

都市波及
項目

必考

公共用地
民地

11

たまり空間において憩いや賑わいを創出する

【目的】
 ケの空間として自然と人が集い、憩い、日常を過ごす快適
な空間であると同時に、ハレの空間として多様な舞台にも
なるフレキシブル性を持った空間とします。

【方針】
 まちなかの回遊性を向上させるため、交通センターや下
通、新市街などからのアクセスを受け止め、回遊につなげ
ていく様々な規模のたまり空間を創出します。
 各建物や各店舗前など敷地内におけるたまり空間の創出
にも配慮します。
 たまり空間は場所に応じて緩やかな性格づけ（熊本城と
の連続性を感じさせる緑豊かな「憩いの場」、交通センタ
ーの人の往来・アクティビティと呼応する「賑わいの場」な
ど）を行います。

【要点】
 たまり空間に面する建物の低層部は街角に広場空間を設
け、低層部にはできるだけ「憩いの場」や「賑わいの場」と
いう性格づけに沿った用途を導入することとします。
 シンボルプロムナード及び（仮称）花畑広場に面する低層
部の施設には、シンボルプロムナード及び（仮称）花畑広
場からも直接出入りできるようにすることとします。

≪憩いの場のしつらえ≫
 熊本城への優れた眺望を楽しみながら過ごすことができる
よう、セットバックした空間における雨よけや日陰空間等の
憩いの場を提供する等、しつらえに配慮することとします。

≪賑わいの場のしつらえ≫
 地上はイベント対応を考慮し、原則常設のものを置かない
ようにすることとします。
 建物側は地上を眺められる桟敷的空間（後述）の実現に
配慮することとします。

「４.デザインの手引き」で参照すべき項目：たまり空間 83 頁

62

街区レベル
項目

必考

公共用地
民地

12

街区レベル
項目

水の要素を取り入れた空間をつくる

【目的】
 夏の暑い時でも自然と人が集まる居心地の良い空間とす
るとともに、豊富で良質な地下水に恵まれた土地であるこ
とを感じられる空間とします。

【方針】
 地下水都市・熊本を象徴する水をテーマに、豊かな地下
水をイメージさせる仕掛けを取り入れます。
 セットバックした空間には水と緑に包まれた日常的な憩い
の空間を創出します。
 省エネルギー化やヒートアイランド抑制に水の活用を工夫
します。

【要点】
 水は人が触れ、体感できるようにすることとします。
 以下の事項を検討することとします。
（地下水や周辺河川を水源とすること、使用した水は浸透さ
せ地下水の涵養を促すこと、建物内で雨水貯留や灌水利
用をすること、歩行区間に面してミスト散布を行うことなど）

「４.デザインの手引き」で参照すべき項目：水 84～85 頁

63

必考

公共用地
民地

13

街区レベル
項目

快適な日陰空間を設ける

必考

公共用地
民地

【目的】
 季節や時間の変化を感じられるとともに、夏の日差しを和
らげ人が集える日陰空間をつくります。

【方針】
 地区全体として新市街から熊本城まで連続した日陰空間
を創出します。
 建築物に表情を与えるとともに、夏の暑さを和らげるデザ
イン上の工夫を行います。
 日常的に人が過ごせる日陰空間の創出を図ります。
 仮設物により、季節に応じた日照のコントロールや祭事に
応じた賑わいの演出を図ります。
 （仮称）花畑広場は、利活用面での検討を踏まえ、緑陰が
中心の花畑公園と比較・対照しながら、必要に応じて屋根
の設置についても検討を行います。

【要点】
 オープンスペースにおいては、樹木やパラソル等により快
適な日陰空間を設けることとします。
 建物側においては、庇やルーバー、暖簾等をデザインに
取り込むこととします。
 夏の暑さを和らげるすだれ等を公民で連携して設け、また
そのために必要な設備を建物側に設置しておくこととしま
す。
 （仮称）花畑広場は、様々な気象条件下でも利活用できる
空間となるよう工夫することとします。

（庇や暖簾などによる日陰のイメージ）

「４.デザインの手引き」で参照すべき項目：ひかげ 86～87 頁

64

14

建物内のアクティビティが感じられる壁面とし、漏
れ灯りを演出する

公共用地

都市波及
項目

参考

素材 78 頁

色彩 79 頁

【目的】
 建物外部からも内部の人の気配を感じられるようにすると
ともに、夜間でも漏れ灯りを演出し、時間を問わず賑わい
のある空間とします。

【方針】
 テナントの商業活動、人の往来など日々変化する日常が
いつも感じられるように、壁面のしつらえに配慮します。

【要点】
 壁面のしつらえは透過性のある素材や工法の採用、中
高層部への外気に触れられる場所の設置など、建物内
のアクティビティが外部ににじみ出すように配慮することと
します。

「４.デザインの手引き」で参照すべき項目：壁面のデザイン 80～82 頁
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民地

15‐1

オープンスペースは、一体的に使い勝手の良いフレキシ
ブルな空間として整備する

【目的】
 熊本城と庭つづき『まちの大広間』となる空間を実現すると
ともに、花畑・辛島公園は歴史や成り立ちを踏まえた再整
備を行います。

【方針】
 ハレの日、ケの日に関わらず、様々なアクティビティに対応
（場面転換）できるシンプルで使いやすい空間とします。
 市固有の自然やまちに刻まれた歴史性を活かした空間を
つくります。
 花畑公園、辛島公園は、シンボルプロムナードと一体とな
った集い・交流の場として、段差をできるだけ解消し、周辺
からの見えやすさと近づきやすさを向上させます。
 広がりのある空間は災害時の避難拠点としての利用も想定
します。

【要点】
≪シンボルプロムナード≫
 まちをつなぎ回遊を促す「かすがい」の形成を図ります。
 熊本城と一体となった大広間の中心とします。
 和の精神に基づく場面転換が可能な空間とします。
 ハレの場として様々なアクティビティに対応し、賑わいを創
出し、ケの日においては居心地の良いたまり空間とします。
 公有地と民地を一体的に利活用します。

≪（仮称）花畑広場≫
 桜町再開発地区と新市街・下通地区との結節空間とします。
 ハレの日には、まちの賑わいを生み出すような様々なイベ
ントの中心地として継続した期間実施できる空間とし、ケの
日においては市民が気軽に憩うことができる空間とします。
 防災のための特殊な設備を備えることも想定します。

≪花畑公園≫
 旧花畑屋敷としての歴史・土地の記憶を継承する空間とし
ます。
 市指定天然記念物のオオクスを中心とした緑豊かな空間
とします。

≪辛島公園≫
 アイストップとなる顔づくりを行います。
 駐輪場などの機能性を持たせるとともに、壁泉などの親水
施設を設けます。
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必須

公共用地
民地

15‐2

MICE 施設は、シンボルプロムナードや（仮称）花畑広場と連携
し多様な活用に対応したフレキシブルな空間として整備する

必須

公共用地
民地

【目的】
 熊本城と庭つづき『まちの大広間』のコンセプトに調和し、コンベンション、会議、音楽コンサート、屋内型
イベント、展示会など、多様な利活用により賑わいを生み出す MICE 施設とします。

【方針】
・ 昼夜を通じて様々な賑わいを創出する交流施設を目指します。
・ 立地性を生かし、熊本城との一体感が感じられるよう眺望（点）の確保に努めます。
・ シンボルプロムナードや（仮称）花畑広場と連携を図るため、商業施設内を通るコンコースに面して
MICE 施設のメインエントランスを配置し、一体的なデザインなど庭つづきの空間になるよう配慮します。

【要点】
・ 3,000 人規模の学会・大会に単独で対応するだけでなく、様々なイベント・展示会・ツアーコンサートな
どに対応可能な施設として MICE 施設を整備します。
・ 2,300 席の固定席を有し、音楽ツアーコンサートにも対応可能なメインホールを整備します。また、仮設
座席 700 席を配置することで、3,000 名までの総会・大会等にも対応可能とします。
・ 各種屋内型イベントや展示会等に利用しやすい 1,800 ㎡程度のフラットなイベント・展示ホールを整備
します。
・ 国際会議に対応可能な機能を有し、市民活動や様々な催事にも対応可能な 1,000 ㎡程度の国際会
議ホール兼多目的ホールを整備します。
・ その他様々なニーズに対応可能な大小会議室を整備します。
・ メインホールのホワイエは、来訪者が熊本らしさを感じていただけるよう熊本城への眺望を確保します。
また、隣接する屋上庭園と一体的に整備し、熊本を象徴する空間を創ります。

※コンコース・・・桜町再開発建物 2 階に位置し、上下動線を介してシンボルプロムナード側と MICE
施設を結ぶ建物中央の大通路を指す
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３．運用の仕組み
（１）デザイン調整会議について
・デザインガイドラインを運用するために「デザイン調整会議」を設置し、事業者とデザインに関する協議・
調整を行います。
・デザイン調整会議は、各プロジェクトで必要に応じて複数回開催します。
・協議・調整は、事業者及び設計者の創意工夫を引き出しながら、公共空間と民地、民地同士のデザイン
の全体性に配慮しながらも、創意工夫にあふれる個性的なデザインの実現を目指すものとします。
・協議・調整内容については、「桜町・花畑周辺地区まちづくりマネジメント検討委員会」に報告するものと
します。（ただし、事業者の企業情報等は除外）
・デザイン調整会議が本デザインガイドラインを運用する中で、本デザインガイドラインの内容についてブラ
ッシュアップすべき点があった場合には、「桜町・花畑周辺地区まちづくりマネジメント検討委員会」に対し、
その旨を発議するものとします。

（２）デザインガイドラインの運用イメージ
≪設置イメージ≫
桜町・花畑周辺地区
まちづくりマネジメント検討委員会
報告

部 会

デザイン調整会議
■デザインガイドラインの運用

・基本コンセプト等に関する協議

基本設計

・基本設計に関する協議

実施設計

・実施設計に関する協議

施工中

・必要に応じて適宜協議

検討指示

・会長の指示する事項を検討

メンバー

協議・
調整のイメージ

・協議・調整内容を報告
・ブラッシュアップの発議

基本構想

検討委員会会長が指名する者
・学識経験者
・関係行政機関
・その他検討委員会会長が必
要と認める者

協議・調整

事業者

（参考事例）

参考：地域との協議によりデザインを変更した事例（銀座地区）
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参考：複数の設計者がデザインを調整する会議のイメージ
（東京ミッドタウン）

