
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区では、街並みに関するルールを定めた『景観計画』の策定、『景観条例』の制

定を行い、良好な景観の実現に向けた取組みを進めてまいりましたが、この度、平成

２３年８月２２日（木）に板橋区景観計画を策定し、その運用を開始いたします。 

区では、景観まちづくり意識の醸成、区内の魅力的な景観資源の掘り起こしのため、

区民の皆様が親しまれている身近な生活風景、皆様だけが知っている美しい街並みな

どの景観写真を、下記に示す 3 つのテーマ別に平成２２年度募集しました。 

本紙は、皆さんから応募いただいた写真の中から、その一部をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 つのテーマの中から、応募をいただきました。 

○自然のある景観 

・板橋区らしさの表れた自然（水、緑地）など憩いのある風景と一体となった

街の景観、眺望 

○歴史・文化のある景観 

・歴史・文化的（街道、史跡、神社、仏閣等）と調和した街並み、歴史・文化の

面影を残した風景 

○暮らしや産業のある景観 

・日常の暮らし（住宅街等の風景）や、産業（商店街、工場等の風景）の営みを

感じさせる景観 

 

あなただけが知っている、「お気に入りの風景」、 

「美しい街並み」はありませんか？ 

～区民の皆さんのとっておきの景観のご紹介～ 

平成 23 年 8 月 板橋区 都市整備部 都市計画課 都市景観担当 

号号外外  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□□題題名名  石石神神井井川川絶絶景景ポポイインントト  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区加加賀賀  

□□撮撮影影者者  柴柴田田  幸幸作作  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

石石神神井井川川ののささくくららははどどここももすすばばららししいいががここのの

ポポイインントトがが一一番番とと思思いいまますす。。  

□□題題名名  浮浮間間公公園園秋秋彩彩  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区舟舟渡渡 22 丁丁目目 1144 番番（（浮浮間間公公園園））  

□□撮撮影影者者  則則廣廣  康康夫夫  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

北北区区ととのの区区境境（（埼埼京京線線浮浮間間舟舟渡渡駅駅前前））ににああるる浮浮

間間公公園園はは、、春春はは桜桜のの花花がが見見事事にに咲咲きき、、初初夏夏はは新新

緑緑、、秋秋はは桜桜のの葉葉がが、、イイチチョョウウがが色色づづきき、、冬冬はは沢沢

山山のの水水鳥鳥がが飛飛来来すするるななどど四四季季おおりりおおりり変変化化をを

しし、、訪訪れれるる区区民民のの目目をを楽楽ししまませせててくくれれまますす。。私私

ののおお気気にに入入りりのの場場所所でですす。。  

 板橋区長賞 

景観計画策定審議会 部会賞 

□□題題名名  国国指指定定  志志村村一一里里塚塚  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区志志村村 22 丁丁目目  

□□撮撮影影者者  坂坂上上  保保太太郎郎  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい    

江江戸戸時時代代かからら 440077 年年のの歴歴史史ががあありり、、都都内内でではは北北

区区西西ヶヶ原原とと並並びび 22 基基だだけけがが現現存存すするる全全国国的的ににもも

大大変変少少なないい史史跡跡でですす。。  

景観計画策定審議会 会長賞 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□□題題名名  石石神神井井川川ののささくくらら  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区加加賀賀 11 丁丁目目 44 番番  

□□撮撮影影者者  木木内内  賀賀津津子子  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

我我がが家家ののすすぐぐ裏裏はは石石神神井井川川ででささくくららのの季季節節にに

ななるるとと大大勢勢のの人人がが花花見見にに集集ままっってて来来まますす。。私私

ももそそのの時時期期ににななるるととカカメメララをを持持っってて写写ししにに行行

っっててししままいいまますす。。  

□□題題名名  桜桜とと川川  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区加加賀賀 22 丁丁目目 66 番番  

（（加加賀賀ささくくらら橋橋よよりり））  

□□撮撮影影者者  柄柄沢沢  美美也也子子  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

四四月月のの風風がが強強いい日日にに加加賀賀にに転転居居ししてて来来ままししたた。。  

桜桜のの花花弁弁がが高高くく舞舞いい上上ががりり、、花花吹吹雪雪でで迎迎ええててくくれれ

たた嬉嬉ししいい思思いい出出ががあありりまますす。。  

板板橋橋区区ににここんんななにに素素晴晴ららししいい桜桜のの名名所所ががああるるここ

ととはは知知りりまませせんんででししたた。。  

●●  自自然然ののああるる景景観観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

□□題題名名  紅紅葉葉前前のの石石神神井井川川（（加加賀賀第第二二公公園園下下））  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区加加賀賀 11 丁丁目目 1122 番番  

□□撮撮影影者者  森森田田  茂茂男男  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

蛇蛇行行すするる川川面面にに映映るる四四季季のの変変化化をを見見らられれるる景景観観のの

良良いい場場所所でであありりまますす。。  

都都会会をを流流れれるる川川ととはは思思ええぬぬほほどどにに感感じじらられれるる時時がが

あありりまますす。。  

□□題題名名  朝朝のの彩彩りり（（荒荒川川とと空空））  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区荒荒川川河河川川敷敷花花火火打打上上げげ場場所所  

□□撮撮影影者者  落落合合  弘弘  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

人人工工物物のの少少なないい場場所所ととししてて楽楽ししんんででいいまますす。。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□□題題名名  憩憩いいのの広広場場  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区高高島島平平 33 丁丁目目 11 番番（（赤赤塚塚公公園園））  

□□撮撮影影者者  有有輪輪  芳芳明明  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

行行けけばば誰誰かかいいるる、、誰誰ももいいななくくててもも緑緑がが暖暖かかくく包包んんでで

くくれれるる、、そそんんなな高高島島平平ののシシンンボボルル、、多多目目的的広広場場のの赤赤

塚塚公公園園。。  

□□題題名名  ここここはは何何処処  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区赤赤塚塚 55丁丁目目 3355番番（（赤赤塚塚溜溜池池公公園園））  

□□撮撮影影者者  桜桜井井  義義一一  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

霧霧ががかかかかっっててややっっとと太太陽陽ががささしし始始めめたた時時をを、、切切りり

ととっってて見見ままししたた。。  

毎毎日日ののよよううにに散散歩歩にに来来てていいまますすがが、、ななかかななかかここのの

風風景景ににははななりりまませせんん。。  

たたままたたまま、、撮撮影影ででききたたとといいうう感感じじでですす。。  

赤赤塚塚ののたためめ池池公公園園ととはは、、見見ええなないいとと想想いい、、題題名名をを

「「ここここはは何何処処」」ににししままししたた。。切切りり取取っっててみみれればば赤赤

塚塚もも京京都都にに負負けけなないいんんででははなないいででししょょううかか。。  

□□題題名名  朝朝焼焼  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区富富士士見見町町 2200 番番 1155 号号  

□□撮撮影影者者  高高野野  久久子子  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

朝朝トトイイレレにに起起ききたた時時窓窓をを見見たたらら空空ががううすす赤赤くく

ななっってていいたたののでで急急いいででカカメメララをを持持っってて屋屋上上でで

撮撮影影ししたた写写真真でですす。。見見るる見見るる内内にに赤赤くくななりり今今まま

ででにに見見たた事事はは有有りりまませせんんででししたた。。素素晴晴ららししいい朝朝

焼焼けけででししたた。。  

□□題題名名  新新河河岸岸川川のの暮暮色色  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区高高島島平平 33 丁丁目目  （（蓮蓮根根橋橋上上よよりり））  

□□撮撮影影者者  北北爪爪  林林平平  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

西西のの空空のの彼彼方方にに今今太太陽陽がが隠隠れれよよううととししてていいるる茜茜色色

にに雲雲をを染染めめてて家家並並みみはは影影絵絵ののよよううににシシルルエエッットトとと

ななりり川川面面にに映映しし出出さされれ一一日日のの終終わわりりをを告告げげるる侘侘しし

ささとと感感謝謝がが交交錯錯すするる一一瞬瞬ででああるる。。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□□題題名名  平平和和なな板板橋橋  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区常常盤盤台台 44 丁丁目目 33 番番（（平平和和公公園園））  

□□撮撮影影者者  吉吉良良  義義一一  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

板板橋橋区区のの平平和和をを象象徴徴すするる（（極極めめ付付けけのの））地地点点  

板板橋橋区区のの平平和和をを象象徴徴すするる（（極極めめ付付けけのの））季季節節  

□□題題名名  赤赤塚塚公公園園、、喧喧騒騒なな季季節節かからら静静かかなな季季節節のの

噴噴水水塔塔  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区高高島島平平 33 丁丁目目 11 番番（（赤赤塚塚公公園園））  

□□撮撮影影者者  片片桐桐  武武  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

夏夏はは家家族族連連れれのの水水遊遊びびでで賑賑わわいい、、四四季季をを通通ししてて楽楽

ししめめるる。。冬冬のの寒寒いい日日はは閑閑静静なな場場所所ととななるる。。  

□□題題名名  薬薬師師のの泉泉庭庭園園のの花花とと門門  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区小小豆豆沢沢 33 丁丁目目 77 番番（（薬薬師師のの泉泉庭庭園園））  

□□撮撮影影者者  田田口口  正正典典  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

中中山山道道とと清清水水坂坂がが交交差差すするる所所にに、、薬薬師師のの泉泉庭庭園園ががああるるここととをを

人人にに聞聞いいてて散散歩歩ががててらら行行っっててみみままししたた。。色色々々なな草草花花やや竹竹、、スス

ススキキななどど多多くくのの植植物物ががあありりままししたた。。今今のの季季節節にに咲咲くく花花ややスススス

キキががききれれいいででししたた。。樹樹木木はは紅紅葉葉しし、、竹竹はは空空にに真真直直ぐぐ伸伸びび、、滝滝

やや池池、、湧湧きき水水ななどどあありり、、癒癒さされれるる庭庭園園でですす。。ここれれかかららはは、、四四

季季のの移移りり変変わわりりをを見見たたいいとと思思っってておおりりまますす。。  

□□題題名名  冬冬のの公公園園  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区常常盤盤台台 11 丁丁目目 1133 番番  

（（常常盤盤台台公公園園））  

□□撮撮影影者者  野野口口  孝孝子子  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

中中央央図図書書館館にに隣隣接接ししたた公公園園。。  

冬冬空空のの下下、、葉葉っっぱぱをを落落ししたた落落葉葉樹樹のの寒寒々々ししいい公公

園園ににもも人人はは集集ままっってていいるる。。季季節節にに限限ららずず公公園園はは

皆皆のの憩憩いいのの場場ななののかかももししれれなないい。。  

春春ににななっったたららピピンンククのの花花びびららでで私私たたちちのの目目をを楽楽

ししまませせててくくれれるる。。  

早早くく春春よよ来来いい。。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 歴史・文化のある景観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

□□題題名名  文文化化遺遺産産  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区徳徳丸丸 77 丁丁目目 1111 番番  

（（旧旧粕粕谷谷家家））  

□□撮撮影影者者  羽羽田田野野  雅雅子子  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

我我がが家家にに近近いい文文化化遺遺産産  

□□題題名名  ななつつかかししいい風風景景  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区四四葉葉 11 丁丁目目 1166 番番（（水水車車公公園園））  

□□撮撮影影者者  森森下下  昌昌江江  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

孫孫がが小小ささいい時時ににははじじめめてて行行ききままししたた。。  

静静かかでで滝滝ががあありり、、茶茶室室ががあありり池池のの鯉鯉ににええささををああげげまま

ししたた。。  

□□題題名名  赤赤塚塚諏諏訪訪神神社社ののここぶぶ欅欅  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区赤赤塚塚 88 丁丁目目 55 番番  

□□撮撮影影者者  市市川川  ききくく江江  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

昔昔はは、、ここぶぶ欅欅ののああるる辺辺りりままでで諏諏訪訪神神社社のの参参道道だだっったた

ととののこことと。。遠遠いい昔昔にに想想いいををははせせななががらら眺眺めめてていいるるとと

畏畏敬敬のの念念をを抱抱きき、、元元気気ををいいたただだけけるる感感じじががししまますす。。  

□□題題名名  街街道道のの大大木木  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区桜桜川川 11 丁丁目目 33 番番 2211 番番地地先先  

（（川川越越街街道道内内））  

□□撮撮影影者者  宝宝田田  典典子子  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい    

五五本本けけややききはは川川越越街街道道のの目目印印  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□□題題名名  文文化化財財をを守守るる  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区南南常常盤盤台台 22 丁丁目目 11 番番  

（（天天祖祖神神社社））  

□□撮撮影影者者  塩塩谷谷  輝輝雄雄  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい    

文文化化財財（（鎮鎮守守））をを守守るる消消防防団団のの放放水水がが社社をを清清

めめるる。。  

□□題題名名  ガガススタタンンククののああるる風風景景  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区高高島島平平 88 丁丁目目（（徳徳丸丸橋橋よよりり））  

□□撮撮影影者者  黒黒木木  滿滿生生  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

板板橋橋花花火火大大会会にに行行くく途途中中ででふふとと見見たた夕夕日日ととガガススタタンン

ククをを撮撮っっててみみままししたた。。  

□□題題名名  晩晩秋秋のの行行楽楽（（一一家家団団欒欒））  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区高高島島平平 33 丁丁目目 11 番番（（赤赤塚塚公公園園））  

□□撮撮影影者者  匿匿名名  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

イイチチョョウウのの葉葉ががみみごごととにに色色付付ききつついいカカメメララののシシ

ャャッッタターーををききりりままししたた。。日日曜曜日日ととああっってて家家族族毎毎

にに三三々々五五々々ババーーベベキキュューーをを楽楽ししみみななががらら心心のの安安

ららぎぎををももととめめ楽楽ししんんででいいたた。。  

● 暮らしや産業のある景観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

□□題題名名  寺寺のの秋秋  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区東東新新町町 22 丁丁目目 3300 番番  

（（安安養養院院））  

□□撮撮影影者者  宝宝田田  修修  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

安安養養院院のの建建物物とと自自然然のの調調和和  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区では、板橋区景観計画・景観条例に基づき、区全域を景観計画区域としました。
板橋区景観計画では、景観形成の方針に基づき、「一般地域」と「景観形成重点地区（板
橋崖線軸地区、石神井川軸地区）」別に、景観形成のルール（景観形成基準）を定めてい

ます。 
景観形成基準に則った景観づくりに取り組んでいただくため、「一般地域」と「景観形

成重点地区」では、それぞれ「届出対象行為と規模」を定め、区役所に届出をしていた
だき、実際に景観形成基準に適合しているかどうかを審査しています。 

「景観計画」の内容や「届出対象行為と規模」の詳細については、板橋区ホームペ
ージでご覧いただけます。または景観計画担当窓口にお問合せください。（連絡先は下

記をご参照ください。） 
 

 
「何から始めたら良いのか分からない」「景観計画ってどんな内容なの？」「私の住

む場所ではどのような景観のルールがあるのか？」など、景観づくりに関する不明な
点がございましたら、都市整備部都市計画課までご連絡ください！ 

（連絡先は下記をご参照ください。） 

 

良好な景観形成を推進するため、景

観計画に基づく指針として、景観形成

のためのガイドラインを、今後用意し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○板橋区デザインガイドライン 

○板橋区色彩ガイドライン 

○板橋区公共事業（施設）ガイドライン 

○板橋区屋外広告物ガイドライン 

ご質問やお問合せは、下記までご連絡ください。 

板橋区 都市整備部 都市計画課 都市景観担当 （区役所仮庁舎 MS ﾋﾞﾙ 6 階・⑤窓口） 

〒173-8501 板橋区板橋二丁目 65 番 8 号 

            電話：03－3579－2549（直通） ファックス：03－3579－5436 

E メール：t-keikan@city.itabashi.tokyo.jp 

 

古紙を配合している 
用紙を使用しています。 

皆皆ささんんでで景景観観づづくくりり・・景景観観ままちちづづくくりりををははじじめめまませせんんかか？？  

本ニュースは、板橋区ホームページでご覧になれるととも

に、都市計画課窓口、全区立図書館、地域センターでもご

覧になれます。また、景観計画及び関連資料は板橋区ホー

ムページからご覧いただけ、ダウンロードも可能です。 

□□題題名名  川川ののああるる風風景景  

□□撮撮影影場場所所  板板橋橋区区舟舟渡渡 11 丁丁目目  

□□撮撮影影者者  吉吉岡岡  良良一一  

□□撮撮影影場場所所へへのの思思いい  

大大ききなな工工場場がが沢沢山山あありり、、そそれれららのの大大型型のの機機械械、、

資資材材のの運運搬搬にに現現在在もも舟舟がが行行きき交交っってていいるる。。  

川川のの岸岸ににはは桜桜のの木木がが植植ええらられれてておおりり人人々々をを春春にに

楽楽ししまませせてていいるる。。  

景観計画・景観条例に基づき、景観に配慮していただく必要があるものがあります 

分からないことは区役所にご相談ください！ 

皆さんの景観づくりの参考資料として、ガイドラインを用意していきます！ 

～板橋区は被災地復興を応援しています～ 


