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第９回板橋区景観審議会及び第 13 回部会委員のご意見及び区の考え方 

１ 第９回審議会（平成 28年 12月 21日開催）委員のご意見及び区の考え方 

項目 第９回審議会委員意見 区の考え方 

アクセント色と
屋外広告物の関
係性 

井上委員 
・アクセント色を外壁で２０分の１と制限しても、屋外広告物がかなり強調されたような建物の場合、アク
セント色と両方とも許可してしまうと、屋外広告物がすごく色合いが鮮やかで、壁面にもすごく鮮やかな
ものがあるという可能性が出てきてしまうのではないか。 

・屋外広告物でそれなりの色合いを使う場合は、外壁にアクセント色を使用する際に何らかの規制を行うと
いうようなことが基準として明記されると、より美しい街並みになるのではないか。 

・屋外広告物についての定性基準を追加する。（建築物や周辺景観に
調和する色彩、デザインの統一、周辺の看板などの高さ、位置への
配慮） 

・屋外広告物については、事前相談の中で屋外広告物景観ガイドライ
ンを基に、建築物や周辺に調和する色彩とするよう求めていく。 
⇒『板橋区屋外広告物景観ガイドライン』P.26（色彩における配慮事項）参照 

アクセント

色導入の条
件 
 

総
論 

中島委員 

・「建物基調色」という言葉を使っているが、具体的に「建物基調色」の定義がない。恐らく「基本色」と
呼んでいるものだと思うので、整合性をとって欲しい。 

・強調色の考え方がそのまま使われているので、強調色とアクセント色は全く違う考え方から、分節とかと
考えると１２メートルとかという、大ざっぱに分節はあると思うんですけれども、アクセント色は歩行者
の視点や賑わいなどの話であるとすると、むしろ強調色と全然違っていて、本当はもっと低いところに使
うべきものではないか。従って、このルール全体が強調色のものを少し厳しくする形でアクセント色を入
れているが、根本的な考え方が違うので、その辺をしっかりと考えた方が良い。 

・そもそもこれはルールであり、万が一や原則ということで運用していくので、実際には良いものであれば、
基準を超えられるのだから、ルールとしては結構厳しく書いておいた方が趣旨が伝わるのではないか。そ
の上で、良いものを本当に提案してきたら、それはもちろん良いという、その辺りの加減がもう少しあっ
ても良いのかなと思う。今の表現だと、強調色とあまり面積以外は変わらない印象である。 

神谷委員 
・常盤台一丁目・二丁目地区は、住民組織があるので、地元の判断も聞いた上でということがある。加賀一・

二丁目地区も同様。両地区とも地元組織がしっかりしていて、そこの判断も含めて決めていくということ
で、石神井軸川地区などは同じ重点でも少し違うので、審議会レベルで決めていくという話もあると思う。 

・「建物基調色」という表現は、板橋区景観計画に規定する「外壁基

本色」に統一する。 
・「外壁基本色」、「強調色」、「アクセント色」の考え方について、改
めて整理する。 

・アクセント色については、建物のデザイン性を高め、魅力的なまち
の表情や賑わいを演出するためのものであり、まちのスケール感や
歩行者の目線に合った節度ある効果的な使い方をすることを求め
る。 

・アクセント色導入の条件として、「面積の上限」や「使用場所」に
ついては、東京都基準と比べて厳しめの設定とし趣旨を明確にする
とともに、デザイン性の高いもの等の判断が難しいものについて
は、景観アドバイザー協議で判断していく。 
⇒「面積の上限」、「使用場所」に関する具体的内容は後述する。 

面
積
の
上
限 

井上委員 
・アクセント色を使用する場合、景観形成重点地区が一般地域と同じ外壁の２０分の１以下で、強調色も合
わせて５分の１以下で良いのか。もう少し厳しくする必要があるのではないか。例えば、アクセント色と
強調色の両方合わせて２０分の１以下でも良いのではないか。 

天野会長 
・重点地区については、アクセント色の使用を高さで制限をしているということで、一定の配慮をしている
のだが、高い建物の場合、全面積の２０分の１以下となると、まとめて高さ１２メートル以下に使おうと
するケースが出てきてしまうという議論になる。そこを厳しくするのであれば、高さ１２メートル以下の
面積の２０分の１以下に制限するという決め方もあるが、デザインもあるので、上限ぎりぎりで使われた
場合（特に目立つ建物の場合）、板橋区景観アドバイザー制度があるので、アドバイザーに相談していた

だき、控えてもらうというような運用でやっていくのかなと。今回アクセント色を導入しようという最大
の理由は、余り厳しくすると色は落ちついてくるが、つまらないものになってしまうということ。特に繁
華街、商店街では、建築デザインの自由度が落ちてしまう。真面目にきちんとデザインをして、色を使い
たいというデザイナーもいるので、そこを違反にしてしまうのはどうか。 

神谷委員 
・２０分の１という数字自体は、都の基準に準拠するという意味であるが、２０分の１以下であっても、基
調色との調和や周辺の街並みとの調和に配慮して、過剰にならないように配慮するということで、フリー
ハンドでオーケーということにはしないという書き方になっているので、ケース・バイ・ケースで判断で
きると思う。 

・アクセント色の面積の上限については、外壁各面に対する上限では
なく、使用できる範囲（規定の高さ以下）の２０分の１を上限とす
る。 

・ただし、面積に関する規定は、東京都基準との整合性を図るため、
アクセント色単独で２０分の１以下、強調色との合計で５分の１以
下とする。 

資料１－１ 
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項目 第９回審議会委員意見 区の考え方と対応 

アクセント
色導入の条

件 

使
用
場
所 

中島委員 
・常盤台一丁目・二丁目地区の商業地の基準が一般地域とほぼ一緒になっている。ときわ台駅を降りた時の雰
囲気は普通のまちとは違う、まさに品格のある商業地を目指すべきであるというふうに考えると、商業地で
高さ１２メートルまで使用できることになっているが、住宅地に合わせて、本当に低層だけに使用するよう
にするとか、１０メートル以下にするとか、もう少し配慮があっても良いのではないかと思う。 

・景観形成重点地区というのは、何らかの理由があって、例えば板橋崖線軸地区は崖線の緑があるので、１２
メートル以下と決まっているのと同様に、常盤台一丁目・二丁目地区は商業地であろうと住宅地であろうと、
イメージを決めているのは低層の街並みであるので、特別に足元のみにしておく。実際には、「万が一」な
どの表現で外すこともできるようにしておく。考え方として、ここは普通の地域ではないということを示す
ためにも、１２メートル以下ではなく、１０メートル以下にするとか、思い切ってそのくらいにした方が良
いのではないかと思う。 

杉山専門委員 
・石神井川などでも、１２メートル以下ではなく、１０メートル以下ぐらいでも良いのではないか。例えば、
東京都景観計画の屋外広告物の表示等の制限では、水辺景観形成特別地区では広告物の色彩について、１０
メートル以下という数字を出している。割と彩度が高い色を使っても良いが、１０メートル以下にしなさい
というようなことが書かれている。 

天野会長 
・使用場所の高さの上限をもう少し下げられないのかということについて、部会を含めて可能性について検討
していく。現状を見ながら、まずは一旦決めておいて、様子を見ながら、少しずつ整理が進んだ段階で少し
下げてみるという手もある。（例えば３分の２の８メートルするなど） 

・一般地域は、東京都と同じ１２メートル以下で良いと思うが、常盤台一丁目・二丁目地区の商業地も１２メ
ートル以下とするのか、住宅地が１０メートル以下だったら、１０メートルに合わせるのか。また、石神井
川や崖線については、東京都の水辺景観形成特別地区が１０メートル以下ということであれば、その基準に
合わせていくということについても、検討をお願いしたい。 

井上委員 
・商店街は活気がある方が良いが、既に意外とごちゃごちゃしているので、屋外広告物があるならば、外壁は
抑えないと美しくない。住宅街は少し門が明るくなっていても彩りがあって美しいと思う。まちの個性に合
わせた考え方が、もう少しあると良いと思う。 

・高層ビルなどでは、１２メートルのうち２０分の１以下など、上限を決めておいた方が良いと思う。高層ビ
ルの場合、２０分の１以下であれば１・２階は全て赤系を使えるという基準は良くないと思うので、１２メ
ートル以下で何分の１にするなど、本日の議論を踏まえて、前向きに進めて欲しい。 

・常盤台一丁目・二丁目地区は、地域の特性に鑑みて、住宅地と
商業地とで同じ基準を採用する。（アクセント色の使用場所は、
住宅地、商業地とも建物低層部（１０メートル以下）とする。 

・板橋崖線軸地区及び石神井川軸地区は、崖線や桜並木の緑（高
さ１２メートル）の連続性を阻害しないよう、現行の基準が定
められていることから、アクセント色の使用場所についても１
２メートル以下とする。 

彩
度
の
上
限 

杉山専門委員 
・質感、明度、彩度などを含めて、施主と一緒に景観を考えていこうといった呼びかけになっていると良いと
思うし、アクセント色を制限するというよりは、賑わいであるとか、まちのちょっとした、ほっと息がつけ
るようなところになるとか、そういうところを目指しましょうという目的としてのアクセント色という書き
方を工夫していただきたい。 

・アクセント色導入の取り扱いの記載を追加する。 

そ
の
他 

杉山専門委員 
・アクセント色については、石神井川軸地区と板橋崖線軸地区は、同じ基準で良いのか、別にした方が良いの
かなど、もう少し詰めていき、継続検討して欲しい。 

・アクセント色導入の条件として、「面積の上限」や「使用場所」
については、東京都基準と比べて厳しめの設定とし趣旨を明確
にするとともに、デザイン性の高いもの等の判断が難しいもの
については、景観アドバイザー協議で判断していく。 

・その結果、「地域性」以外は地区に依らず全て一律の基準とする。 

屋
外
広
告
物
景
観 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
関
係 

映
像
装
置
付
き
広
告 

中島委員 
・ＬＥＤの映像装置付き広告物があるが、東京都屋外広告物条例の対象外ということで、付け加わっているが、
これは対象外なのか。広告板の定義を見ると、広告表示面が板状で、１面又は２面に表示されたものとある
が、映像装置であろうと、何か付いていようがなかろうが、むしろこれは入ったのではないか。東京都との
協議の状況というか、広告物として協議の対象とした方が良かったのではないか。ガイドラインには別物（屋
外広告物に類する表示物等）として扱われているが、どのような協議があったのか。 

・ガイドラインを運用する際は、これをかなり気にして、ＬＥＤ付きなど、見つけたら指導するなど、一緒に
考えていくようなことをやっていただけたら良いと思う。 

天野会長 
・東京都屋外広告物条例における映像装置付き広告の取り扱いについて、東京都に確認して欲しい。 

・東京都に確認したところ、東京都屋外広告物条例では映像装置
付き広告物という定義がないため、設置位置や形態にもよるが
一般的には広告板として取り扱っているとのことであった。 
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２ 第 13回部会（平成 29年 7月 19日開催）委員のご意見及び区の考え方 

項目 第 13 回部会委員意見 区の考え方 

強調色・アクセン
ト色・屋外広告物
との調和 

杉山委員 
・強調色・アクセント色・屋外広告物との調和について、屋外広告物はガイドラインでは渋い色を推奨してい
て、アクセント色では派手な色が使用可能になる。そうするとすべてが調和するのは現実的に難しいので、
アドバイザーが大変だなと感じる。協議のやり方が重要であり、色については全体像が分からないと判断が
できないため、その方法論も考えていってもらいたい。 

・屋外広告物についての定性基準として、「建築物や周辺景観に配
慮した屋外広告物」の記載を行う。 

・また運用にあたっては、運用方法について内規等で整理してい
く。 

アクセント色の使
用状況事例調査 

中島委員 
・既存のものがどれだけ適合しているかをチェック・確認してみるということが重要だと思う。実際に今建っ
ている建物で最終的に良い・悪いを判断したい。高さの基準は上乗せの基準でかなり厳しいので、既存建物
のバックデータをしっかりやっていった方がよい。 

・アクセント色は「どこから、どう見せたいか」ということで使う色なので、立面図だけで判断するのは難し
いと思う。事前審査やアドバイザー協議のやり方として、単に面積 1/20 以下だからいいだろうということ
ではなく、「どういう意図でこういう色を使って、ここの視点から、こういう風に見せたいのだ」という資
料を出してもらうなど決まりを作ってしまってもいいと思う。例えば、図面のアングルなどを決めてしまえ
ば、審査・協議もやり易くなっていくのではないか。 

池邊委員 
・建物や周囲との調和を損なうことのないようにとしているので、そういったことを理解してもらえるよう、
既存のものがどれだけ適合しているかや、今後出てくるものを事例としてストックしていき、アドバイザー
がそれを引き継いでいける仕組みにしていく必要がある。何が良いのかということを客観的に見られる資料
になるような仕組みを作った方がよい。 

・区内の既存建物でアクセント色を使用している（と思われる）
事例を調査する。 

・また、事例研究を継続し、ただし書きを適用する場合（使用場
所、彩度の制限を超える場合）への対応について、運用方法に
ついて内規等で整理していく。 

アクセント色導入
に係るただし書き
の記載 

天野委員 
・基本色も強調色についても、景観形成基準に書いてあるため、ただし書きはアクセント色のみに係るように
明確に書いておかないといけない。つまり、景観形成基準全部に係ると読めるような表現にしてはいけない。
ただ、今の書き方だとアドバイザー協議でもっと厳しく制限するとは読めるが、アクセント色だけに係ると
読むことができない。 

・全体としては厳しい基準にしておいて、例えばあるデザイナーが面積や彩度は数値を超えているが、良いデ
ザインをしてきていれば、アドバイザー協議で認める場合があることはいいと思うが、それはアクセント色
に限ると明確に書いておく必要がある。 

・基本色・強調色は景観形成基準なので、破ってはいけない。基準として守らなければいけない部分と、ただ
し書きを適用させ例外を認める部分と明確に分けた上で、基準を超えてもう少し良くするためにアドバイザ
ー協議を活用する場合は、景観法に基づく景観形成基準ではなく、色彩ガイドラインや運用の中で相談する
内容や作成する資料などを示していければいいのではないか。 

・景観計画の景観形成基準の形式に合わせた構成とすると共に、
ただし書きを適用する場合（使用場所、彩度の制限を超える場
合）を明確にする。 

・なお、アクセント色に係る基準であることを明確にするため、
外壁基本色及び強調色と区別して記載する。 

アクセント色と強
調色の合計面積の
上限 

天野委員 
・景観形成基準の中では強調色は外壁各面の 1/5 以下となっていて、これは守らなければいけない。ただ、『ア
クセント色と強調色との面積の合計は、外壁各面の 1/5 以下』（以下 1/5 規定）について、ここにただし書
きを適用してしまうと、アドバイザーが認めればアクセント色を 1/5 以上使ってもいいと読めるので、そこ
は表現を工夫する必要がある。強調色は景観形成基準で 1/5 以下と決まっているのに、それと関係なくアド
バイザーが認めれば、アクセント色はその範囲を超えることも不可能ではないと読めるので、強調色の範囲
を超えないような表現にする必要がある。 

・高さ 12ｍ以下、面積 1/20 以下、彩度については緩和してもいいと思うが、少なくとも 1/5 規定は裁量の
外だと思う。 

中島委員 
・どこまでが裁量性のあるものとするのかという中で、1/5 規定は、アドバイザーの裁量に含めるものではな
いと思う。おそらく、高さ 12ｍ以下の部分の面積の 1/20 以下という部分を、デザイン上の理由で緩和す
るという相談・協議がメインになってくるのではないか。 

・1/5 規定は、基本色と強調色の景観形成基準からきている内容なはずなので、この部分は裁量ではできない
と思う。この部分にただし書きが掛かっているように見えると、悪用がありえる。 

・『アクセント色と強調色との面積の合計は、外壁各面の 1/5 以下』
という規定については、ただし書きの適用対象外であることを
明確にする。 
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項目 第 13 回部会委員意見 区の考え方 

アクセント色とデ
ザイン 

杉山委員 
・アクセント色の取り扱いとして、『良いデザインを一緒につくっていく』というニュアンスの文言を入れて
おいてほしい。デザインにもなっていないデザインなのに、設計者が聴く耳を持たないケースがあるので、
協議する内容は色の良し悪しや面積だけでなく、全体のデザインが景観に寄与しているかが基本という主旨
が分かるような表現を考えてもらいたい。 

廣瀬委員 
・幼稚園の設計など比較的色を多く使うケースで問題になるかもしれない。通常の建築物であれば、問題ない
と思うが、幼稚園としては使える色の幅が少ないので、もう少し自由度が欲しいと思う。ガチャガチャする
のがよいとは言わないが、1/20 だと幼稚園はきついかなという印象がある。 

・景観形成基準に、アクセント色は建物のデザイン性を高めるた
めに使用するものであることを記載する。 

・アクセント色の色彩基準の中で、使用場所、彩度の制限を超え
ていても、デザイン性が高く、景観形成に寄与する計画と判断
されれば、ただし書きを適用して認める場合がある。なお、た
だし書きの適用については、景観アドバイザー協議で判断する。 

アクセント色の定
義 

中島委員 
・なぜ強調色と合計するのか。強調色とアクセント色の定義が分かり辛いという事はまだあるが、基本色と強
調色は建物の「地」をデザインするもので、アクセント色は色で「図」を作るものだと思う。そもそも強調
色とアクセント色は同列ではないと考えられるので、足し算をする意味がないのではないか。基本色と強調
色が守られていれば、調和したものは出来上がると考えられる。 

・アクセント色に、周辺との調和をあまり言いすぎるのも、アクセント色の重要な部分を伝えきれなくなるの
ではないかと思う。最低限の調和は必要だが、それを目指して使ってしまうとアクセント色の意味がなくな
ってしまうと思う。基本色と強調色との流れでアクセント色を書いているので、調和ということをポイント
としているとは思うが、アクセント色はある程度、地の色と差を付けたり、新しい価値を導入するという側
面があると思うので、根本的に基本色と強調色とは違うジャンルのものということをはっきりさせた方がい
いと思う。 

・技術的なものとは別に、アクセント色の狙いをはっきりさせておけばいいのだと思う。調和については言わ
なければならないとは思うが、狙いとしては強調色では使えない色で、明るくしたりだとか、楽しくしたり
だとかということだと思う。 

神谷部会長 
・資料 1-2 の《アクセント色の取り扱い》の 2 つ目の（・）の部分の、後段について、この文言を変える必
要はないけれど、アクセント色の目的をはっきりさせておいた方がよい。 

天野委員 
・2 つ目の（・）の部分は、同じような内容を前段と後段で、言い方を変え繰り返している。この書き方だと
あくまで考え方なので、基準にはなっていない。例えば、前段部分を『アクセント色を使用する場合にあっ
ては、建物のデザイン性を高め、魅力的なまちの表情や賑わいを演出するために地域の良好な景観形成に寄
与する色彩デザインとする』とし、その次に、『アクセント色導入の条件』の表があり、後段部分を（注）
として表の下に足しておくという構成にする。そうすると、使用する場所や面積、デザインについても定性
基準ではあるが、縛っているということになるのではないか。考え方ではなく、基準として文言は記入して
いった方がよい。 

・景観計画の景観形成基準の形式に合わせた構成とすることで、
アクセント色（用語）の定義、導入条件、注釈などを分かりや
すく整理する。 

今後の検討方針 神谷部会長 
・提案の基本的な枠組みについては、大きく変えなければならないわけではなかったので、これをベースに、
今回出た課題を検討し、具体的な内容にしていけばよい。事例などの補足資料を作成し、何かあった時に提
示できるようにしておく。区が認める場合という書き方も含めて、具体的にどういう場合なのかという想定
を細かくやってみる。個人的な裁量ではなく、内規のようなもので、突破できる場合を示した資料を用意し
ておく。などを進めていってほしい。 

杉山委員 
・事例研究として、どういう案が提出され、なぜ認めたかを、場所やビジュアルなどで残せるように、記録の
フォーマットを作っておいてもらいたい。また、見直しの時期を決めて、1 回決めたらそれまでとならない
ようにしてもらいたい。 

・区内の既存建物でアクセント色を使用している（と思われる）
事例を調査する。 

・また、ただし書きを適用するケースに関する事例研究を継続し
て行い、運用方法について内規等で整理していく。 
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■第９回審議会（平成 28年 12月 21日開催） 委員名簿 

委員区分 氏 名 備 考 

学識経験者 

天野 光一 

景観、都市計画、建築関係の工学博士、 

大学教授、有識者など 

池邊 このみ 

神谷 博 

中島 直人 

廣瀬 光夫 

区議会議員 

石井 勉 所属会派（自由民主党） 

安井 一郎 所属会派（自由民主党） 

はぎわら 洋一 所属会派（公明党） 

井上 温子 所属会派（無所属） 

区民 

鈴木 孝雄 

地域団体（町会、商店会)等の代表者、 
公募区民など 

緒方 慎一 

小原 貢久 

中尾 美佐男 

浦谷 洋一郎 

黒瀬 聖子 

専門委員 杉山 朗子 色彩学の有識者 

 

■第 13回部会（平成 29年 7月 19日開催） 委員名簿 

氏 名 備 考 

天野 光一 

景観、都市計画、建築関係の工学博士、 

大学教授、有識者など 

池邊 このみ 

神谷 博 

中島 直人 

廣瀬 光夫 

杉山 朗子 色彩学の有識者 

 


