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モニターの皆様へ 

                           

板橋区「屋外広告物」に関するアンケート調査のお願い 

 

 平素より、板橋区政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

屋外広告物は、まちを訪れるひとを適切に案内したり、商品の情報を提供したりと、皆様の

生活にかかせないものとなっておりますが、一方では、まちの景観に多大な影響を与えるため、

周囲の環境との調和が求められます。また、屋外広告物が適正に設置、管理されないと、落下

や倒壊により、みなさんに危険が及ぶだけでなく、まちの美観を損ね、不快感を与えることに

なりかねません。 

 そこで、屋外広告物については、屋外広告物法、東京都屋外広告物条例により、良好な景観

の形成と風致の維持及び公衆に対する危害の防止のため、設置や管理について規制をしていま

す。 

 また、板橋区では、良好な景観づくりのために「板橋区景観計画」を策定し、平成 23 年 8

月から運用しています。景観計画とは、景観法に基づいて地域の景観形成に必要な方針やルー

ルを定めるもので、屋外広告物についても、一定規模以上のものや景観形成上重要な地区に立

地するもの等については、区との協議などが必要となっています。 

 板橋区景観計画では、景観の重要な要素である「屋外広告物」についてもルールを定めてお

りますが、現在、区ではこうしたルールの内容をさらにわかりやすく解説するガイドラインの

策定を進めています。またこの機会に、区民の方がふさわしいと感じられる屋外広告物などに

ついても把握したいと考えています。 

 つきましては、できるだけ多くの方々にご意見をいただき、よりよい景観まちづくりを進め

ていくためにアンケート調査を実施いたします。お忙しいところ大変恐縮ですが、調査の目

的・趣旨をご理解のうえご協力いただきますようお願い申し上げます。なお、ご記入いただい

たアンケートは、同封の封筒により、１１月○日までにご返送くださいますようお願い申し上

げます。 

平成 27年○月 

都市整備部都市計画課 

 

板橋区景観計画の詳細は下記のページでご覧いただけます。 

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/025/025255.html 

  

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/025/025255.html
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（１）あなたご自身についてお尋ねします。                   

 

■問１ 

性別   １．男 ２．女  

 

■問２ 

年齢   １．20～29歳  ２． 30～39歳  ３．40～49歳  ４．50～59歳 

   ５．60～69歳  ６． 70歳以上 

■問３ 

居住地 （                               丁目） 

  （例：板橋 2丁目、大山東町など） 

 

■問４ 

居住年 １． 2年未満 ２．2～5年未満 ３．5～10年未満 ４．10～30年未満 

５．30年以上  

 

■問５ 

職業    １．農業・漁業 ２．農業・漁業と会社員との兼業 ３．会社員 ４．自営業      

   ５．会社役員・団体役員 ６．パートタイマー・アルバイト ７．主婦 

      ８．無職 ９．学生 １０．その他（             ） 

 

（２）屋外広告物についてお尋ねします。              

※ 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看

板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された

もの並びにこれらに類するものをいいます。 

※ 例えば、 ・広告板（屋上、地上、壁面、突出） ・広告塔 ・小型広告版 ・アーチ  

・装飾街路灯 ・店頭装飾 ・広告幕 ・立看板 ・広告旗 ・はり紙 ・はり札 

・アドバルーン・電柱・街路灯柱利用 ・標識利用 ・車体利用  などです。 

※ 屋外広告物は、屋外広告物法、東京都屋外広告物条例に基づき、板橋区がその掲出に関して審査

し、許可をしています。（内容や大きさによっては許可のいらない場合もあります） 

 

■問６ 

あなたは、屋外広告物は、美しい街並みづくりに影響を与えると思いますか。あなたのお考

えに近いものを１つ選んでください。 

 

１．思う  ２．少し思う ３．あまり思わない ４．思わない 
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■問７ 

あなたが、街の中で良いと感じる屋外広告物を選んで下さい。「１３」を選んだ方は具体的な

内容をお書きください。※３個まで選べます 

 

１．情報が詰まった屋外広告物 ２．シンプルな屋外広告物  

３．派手な色使いの屋外広告物 ４．街の雰囲気に合った屋外広告物 

５．とにかく目立つ屋外広告物 ６．店や商品のイメージが伝わる屋外広告物 

７．大きい屋外広告物 ８．小さい屋外広告物 

９．木や布などの材質感が豊かな屋外広告物  

１０．ＬＥＤビジョンなど、大画面の動画を使った看板 

１１．印象に残る屋外広告物は見たことがない 

１２．屋外広告物はない方が良い 

１３．その他（                                   ） 

 

（３）あなたのお住まいの地域についてお尋ねします。            

 

■問８ 

あなたがお住まいの地域にあてはまるものを１つ選んでください。「８」を選んだ方は具体的

な内容をお書きください。 

１．戸建て住宅や中小規模のマンション等が多い住宅地 

２．大規模な集合住宅などが集まった住宅地 

３．商業・業務施設とマンション等の住宅が混在した商業地 

４．住宅や工場などが混在している市街地 

５．公園、川や斜面林など緑豊かな地域 

６．中山道、川越街道、環状七号線、八号線などや高速道路など幹線道路沿道の地域 

７．買い回りができるような商店が建ち並んだ地域（商店街） 

８．その他（                                  ） 

 

■問９ 

あなたのお住まい周辺の屋外広告物と街並みの景観との関係について、あなたの印象に近い

ものを１つ選んでください。 

 

１．良い ２．まあ良い ３．あまり良くない ４．良くない 

（⇒３,４を選んだ方は問１１へお進み下さい。） 
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■問１０ 

問９で１、２を選んだ方に伺います。 

その理由として、あなたが屋外広告物から受けている印象に近いものを選んでください。「５」

を選んだ方は具体的な内容をお書きください。※３個まで選べます 

 

１．屋外広告物がほとんど掲出されていない。 

２．屋外広告物のデザインや色彩に統一感があり街並みにまとまりを感じる。 

３．様々な屋外広告物のデザインにより街並みに個性を感じる。 

４．屋外広告物が多数掲出されており活気を感じる。 

５．その他（                                  ）  

 

■問１１ 

問９で３、４を選んだ方に伺います。 

その理由として、あなたが屋外広告物から受けている印象に近いものを選んでください。「８」

を選んだ方は具体的な内容をお書きください。※３個まで選べます 

１．街並みに対して屋外広告物の大きさが大きすぎる又は量が多すぎる。 

２．屋外広告物のデザインや色彩がバラバラで、雑然としているため、何を伝えたいのかわ

からなくなっている。 

３．屋外広告物のデザインや色彩に個性やこだわり、地域性などが感じられない。 

４．屋外広告物が少なく街に活気が感じられない。 

５．屋外広告物の管理状態が悪く、汚い又は危険を感じる。 

６．通行の邪魔にもなり、危険である。 

７．建物の外壁やガラス面を覆うような、シールやフィルム、幕などが多すぎる。 

８．その他（                                  ） 

 

（４）板橋区全体の屋外広告物の大まかな印象についてお尋ねします。          

 

■問１２ 

板橋区内の屋外広告物について、あなたの印象に近いものを１つ選んでください。 

 

１． 良い ２．おおむね良い ３．あまり良くない ４．良くない 

（⇒１,２を選んだ方は問１４へお進み下さい。） 

 

■問１３ 

問１２で３、４を選んだ方に伺います。 

その理由として、何が良くないと思いますか。あなたの印象に近いものを選んで下さい。「７」
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を選んだ方は具体的な内容をお書きください。※３個まで選べます 

１．街並みに対して屋外広告物の大きさが大きすぎる又は量が多すぎる。 

２．屋外広告物の位置、デザインや色彩がバラバラで、雑然としている。 

３．屋外広告物のデザインや色彩に個性やこだわり、地域性などが感じられない。 

４．屋外広告物が少なく街に活気が感じられない。 

５．屋外広告物の管理状態が悪く、汚い又は危険を感じる。 

６．建物の外壁やガラス面を覆うような、シールやフィルム、幕などが多すぎる。 

７．その他（                                  ） 

 

（４）屋外広告物がある街並みを良くするための方法についてお尋ねします。      

 

■問１４ 

板橋区景観計画第６章では、屋外広告物に関するルールを定めていますが、あなたはこのこ

とをご存じですか。あなたのお考えに近いものを１つ選んでください。 

 

１．屋外広告物に関するルールの内容や対象など、詳しく知っている。 

２．屋外広告物に関するルールがあることを知っている、または聞いたことがある。 

３．屋外広告物に関するルールがあることは知らない。 

４．景観計画が定められていること自体を知らない。 

５．東京都屋外広告物条例における制度、運用は知っている。 

 

■問１５ 

街並みと屋外広告物の関係を良くするために、景観計画のルールを周知することや、わかり

やすく解説することは、良好な街並みづくりに効果があると思いますか。あなたのお考えに

近いものを１つ選んでください。 

 

１．おおいに効果がある   ２．多少の効果はある ３．あまり効果はない 

４．効果がない            （⇒１,２を選んだ方は問１７へお進みください。） 

 

■問１６ 

問１５で３、４を選んだ方に伺います。なぜ、そのように思われますか。１つ選んでくださ

い。「４」を選んだ方は具体的な内容をお書きください。 

 

１．地域と区が連携して取り組まないと効果がないと思うから。 

２．強制力のあるルールでないと効果がないと思うから。 

３．違反広告物等の取り締まりを強化しなければ効果がないと思うから。 
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４．その他（                                  ） 

 

■問１７ 

問１５のルール解説を行う場合に、その内容としてあなたが適切と思うものを選んでくださ

い。「６」を選んだ方は具体的な内容をお書きください。※３個まで選べます 

 

１．使ってはいけない色や大きさの上限などをはっきりと示す。  

２．住宅地や商業地など場所ごとにメリハリを付けて屋外広告物のあり方を示す。 

３．地域ごとに屋外広告物の大きさや設置する位置の高さ、デザインなどを定めて統一する。 

４．屋外広告物の色やデザイン、設置場所や設置方法の工夫など、計画や設計のヒントを示す。 

５．屋外広告物が良好な街並み景観の良否を左右するものであることを示す。 

６．その他（                                    ） 

 

 

● その他、ご意見・ご要望がございましたら、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○この度は、アンケートにご協力をいただき、ありがとうございました。 

 

【問合せ先】 

都市整備部都市計画課都市景観担当 

本庁舎北館５階１５番窓口 

Tel :（０３）3579-2549 

Fax:（０３）3579-5436 

e-mail:t-keikan@city.itabashi.tokyo.jp 

tel:3579-2549
















 

第４回いたばし景観写真展 

フォトコンテスト

  

テーマ 1 

街並みを素敵に魅せる看板・オブジェ 

テーマ 2 

私のとっておきの場所 

応募 

期間 

応募条件 結果発表・表彰 

11 月 30 日 
月 

平
成 

年 

27 
必
着 

■写真サイズ  

 
四つ切（約 25㎝×約 30㎝）又はＡ４（約 21㎝×約 29）

  

 

■応募作品数   

 
各テーマ１人３点以内（両テーマにご応募いただくことも可能です） 

■撮影場所  

・板橋区内の写真に限ります。 

・道路等の公共空間から見える場所を撮影してください。 

・板橋区景観写真展で展示をするため、肖像権やプライバシー等に配慮し、 

お店の承諾を得て、撮影してください。         ※詳細は裏面参照 

■第４回いたばし景観写真展会場にて、 

■応募条件を満たした写真は、 

 

 区長賞・景観審議会賞・ふれあい賞などを決定します。 

写真展にて原則すべて展示する予定となっています。 

 ■応募いただいた写真は、写真展が終わった後も、 

板橋区ホームページにて、紹介させていただきます。 

＜応募・お問い合わせ先＞ 

〒173-8501 板橋区板橋 2-66-1 都市整備部 都市計画課 都市景観担当 

Tel.03-3579-2549（直通） Mail.t-keikan@city.itabashi.tokyo.jp 

作品募集   

看板 

子どもの部(中学生以下) 

大人の部 

ご応募をお待ちしています！ 

参考資料 11 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区では、都市景観向上を図るため、板橋区景観

計画による取組みを推進しています。 

景観まちづくりや、魅力的な景観資源を育て守るこ

とに興味をもっていただくきっかけとして、皆さまに

景観写真を募集し、展示会、表彰を行います。 

今年度から、部門を「大人の部」と「子どもの部 

（中学生以下）」としました。大人の方、お子様のみな

らず、ご家族でのご応募もお待ちしています！ 

○ハッと目を引いて、思わず立ち止まってしまう素敵

な看板 

○お店の雰囲気とピッタリなオブジェ・植栽  など 

・板橋区内の写真に限ります。 

・通り等の公共空間から見える場所より撮影してくだ

さい。 

・板橋区景観写真展で展示をするため、肖像権やプラ

イバシー等に配慮し、お店の承諾を得て、撮影してく

ださい。 

○各テーマ１人３点以内 

 （両テーマともそれぞれ応募いただけます） 

○写真（必須） 

・サイズ・用紙：四つ切（約２５ｃｍ×約３０ｃｍ）

又はＡ４（約２１ｃｍ×約２９ｃｍ）の写真用紙 

・写真の裏に、「写真の題名」「応募者の氏名・住所」

をご記入ください。 

※写真展の展示作品として使用しますので折らな

いでください。 

○応募用紙（必須） 

※ホームページ、都市計画課窓口で配布していま

す。 

※複数枚応募される場合は、写真 1 枚につき、応

募用紙１枚を作成してください。 

○写真のデジタルデータをお持ちの方は併せてお送

りください。 

 ※デジタルデータのみメールでも受理できますが、

１回の容量を５MB までとしてください。 

○郵送、または持参にて受け付けます。 

・画像修正したもの、組写真・合成写真は対象としま

せん。 

・個人の敶地内や一般の人が立ち入れない場所からし

か撮影することができない写真は対象としません。 

・特定の個人又は施設等を誹謗中傷するような写真は

対象としません。 

・公道上に設置されたもの（立看板などの広告物）の

写っている写真は対象としません。 

・その他、区長が丌適切と認めたものは対象としませ

ん。 

平成 2７年９月１４日（月）～平成 2７年１１月 30 日（月） 

郵 送：平成 2７年１１月 30 日（月） 必着 

持 参：午前９:０0～17:00（土日、祝祭日を除く） 

東京都 板橋区 都市整備部 都市計画課 都市景観担当 

住 所：〒173-８５０１ 

東京都板橋区板橋２－６６－１ 

板橋区本庁舎北館５階⑮番窓口 

電 話：０３－３５７９－２５４９ 

メール：t-keikan@city.itabashi.tokyo.jp 

いたばし景観写真展の開催に合わせ、同会場にて応

募作品を展示いたします。なお、どなたでもご参加い

ただけます。 

日 程：平成 2８年 2 月頃（予定） 

会 場：板橋区立グリーンホール（予定） 

板橋区栄町 36－1 

○当日写真展にご参加いただいた方に、会場でお気に

入りの写真に投票していただき、ふれあい賞を決定

します。 

○その他、区長賞はじめ景観の有識者等による賞も決

定します。 

○素敵な作品は、景観イベントにて表彰いたします。 

予定している賞：区長賞、景観審議会会長賞、景観

アドバイザー賞、ふれあい賞１～３等 

○応募条件を満たした作品は、原則全て展示します。

ただし、応募多数の場合は、会場の都合上、一人一

点若しくは二点まで、更に多い場合は、テーマごと

の先着順の展示になることがありますので、ご了承

ください。 

応募いただいた作品は、写真展の後に、板橋区ホー

ムページで紹介します。 

過去に募集した作品も、板橋区ホームページで紹介

していますので、お楽しみください。 

・応募写真はお返ししません。 

・上記写真展の他、景観行政、景観に関する取組み等

に使用させていただくことがあります。また区の景

観を PR する事に使用することがあります。 

（必要に応じて、内容を編集する場合があります。） 

・応募にかかる個人情報は、当事業以外の目的で使用

することはありません。 

・使用は無償とし、利用に際しての連絡は行いません。 

・応募写真の版権・使用権など一切の権利は板橋区に

帰属します。 

・使用期間に期日は設けません。 

・著作権譲渡に関する契約は行いません。 

・他人の著作権、肖像権を侵害するような行為等のト

ラブルの責任は一切負いかねます。 

・使用の有無は、板橋区都市計画課で判断しますので、

ご了承ください。 

○お気に入りの散歩道 

○ホッとする場所 

○キレイな街角や街並み  など 
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