
□第１０回東京都板橋区景観審議会部会 屋外広告物景観ガイドライン策定等屋外広告物への取り組みに対する委員のご意見及び区の考え方と対応 

Ｎｏ．１ 
No. 部会委員意見 区の考え方と対応について 

1 

田中専門委員 

○銀座や青山ではないので、なぜ（Why?）という点を解説する必要がある。その上で、ガイドライ

ンとしてのわかりやすさ（How?）につながる。 

下記 2面をわかりやすく編集することが大切である。 

 ・問題（景観阻害）を除去または縮小していく→科学的論拠、定量的な対策 

・質を高めていく（良好な広告物）→定性的な誘導、センス 

中小的なところはハードルが高い。クリーニング店など小規模な広告物も対象とするとあるが、

懸念事項といえる。 

・定量的な対策、定性的な誘導と 2 つの方針について分かりやすく構成する事は重要である。しかし、他の行政団

体のヒアリングの中では、定量的なものは設定しない方が運用していきやすいという話もあると聞いているので、

先生方のご意見や他団体の状況などをうかがいながら、検討していく。 

・ガイドラインの対象についても、建物規模や業務形態の別などの視点も、取り入れて構成出来るかという事も含め

て、検討していく。 

・現景観計画第六章では、屋外広告物の該当する例を記載している。そこには、広告旗、広告幕、はり札も広告物で

あるとしている。しかし、これら類は、区への相談もなく、設置されている事例が多いと思うので、具体的にどこ

まで、取り組めるかは別であるが、何らかの形で規制誘導していきたい。 

2 

天野委員 

○窓の中の広告など、屋外に当たらないものどうするか。どの時代も放置されてきたが、困ったこ

とではある。質を上げていくという考えになるが、アパレルのショーウィンドウなど上手くやれ

ばプラスになるが、薬店などマイナスの事例もある。 

屋外広告物ではないため、タイトルが屋外広告物景観ガイドラインでよいのか。屋外広告物では

ないので関係ないと言われないよう工夫が必要である。 

田中専門委員 

○公共に対して責任を持っているものとして屋外から見える広告を全て対象にすると定義すればよ

いのではないか。 

・「板橋区景観計画第 6 章」に景観計画としての屋外広告物の定義は掲載している。ショーウィンドウや窓の中に設

置してあるものについても、意見の通り広告物という事が言えるので、具体的な規制ルールにすることが不可能で

あるとしても、規制・誘導をしていくことは重要である。そのため、表現方法を工夫し、ショーウィンドウや窓の

中に設置してあるものについてもガイドラインに盛り込むことができるかという事を含め検討していく。 

・ご意見のように、区としての屋外広告物の定義を定めてしまうのも良いかもしれない。この場合、規制にまで発展

させることはできないと思うが。 

・他自治体の事例などを把握しながら進めていく。 

3 

天野委員 

○屋外広告物というと、屋外広告物法で定義が決まっている。広告業者と商店主の両方にガイドラ

インを活用してもらうためにネーミングの工夫が必要。 

廣瀬委員 

○屋外広告物の観点からいうと、景観計画の重点地区とは別に、駅前や商店街、幹線道路について

「重点」という意味を持っていくべきではないか。混乱しないために言葉は「重点」とかぶらな

い方がよい。重点地区以外は取り組まなくてもよいと捉えられないようにする必要がある。 

・屋外広告物への取り組みは、広告業者や商店主の協力は必要不可欠なので、双方に活用していただけるようなネー

ミングの工夫をし、誤解や配慮漏れのないようにしていく。 

・「景観形成重点地区」と屋外広告物への取り組みの重要な場所とを混同しないような表現方法となるようにガイド

ラインを策定していく。 

4 
土井委員 

○商店街というと産業振興など区の他部署が関わっているため、庁内の調整が大切である。 

・プロポーザル 2 次審査の時に産業振興課長には審査員として入っていただいた。今後も庁内関係部署と協力・調

整しながら策定を進めていく。 

5 

田中専門委員 

○屋外広告物と公的サインとはだいぶ性格が違う。公共サインについては、屋外広告物ガイドライ

ンの対象ではなく、別枠で考える必要がある。 

・「屋外広告物」と「公共サイン」とは切り離して検討していく事とし、屋外広告物ガイドラインでは公共サインは

対象外とする。 

6 

中井部会長 

○P.2 下部に、東京都の屋外広告物条例の記載として「地区計画等の特定区域において独自の許可

基準を設けることが可能」とあるが、どのような区域を指すか。地区計画等がないと独自の許可

基準を作ることができないのか。 

○景観計画の重点地区でないとだめなのか。 

○エリアの限り方については都との協議でよいか。 

・東京都屋外広告物条例第 9 条に基づき、地区計画の内容として定められた広告物等に関する事項が、良好な景観

を形成し、又は風致を維持し、かつ、公衆に対する危害を防止するものであると認める場合は、当該事項を、この

条例の規定による当該区域に係る広告物等の基準として東京都規則で定める事が出来る性格のものである。（地域

ルール） 

・屋外広告物条例の該当箇所には、「景観法に基づく景観計画区域」という記載はないが、現在、東京都屋外広告物

条例に位置付けられている事例は重点地区である。 

・地区計画のエリアや内容については都との協議を経て、区が決定する。 

 
 

資料２－３ 



Ｎｏ．２ 
No. 部会委員意見 区の考え方と対応について 

7 

中井部会長 

○区の公共のサイン計画のガイドラインはあるか。 

・平成 25 年 3 月に策定した「板橋区公共施設整備景観ガイドライン」の P57,58 に公共サインとして配慮すべき

内容の一例を記載している。 

・土木部みどりと公園課は公園のサインに取り組んだものもある。 

8 

天野委員 

○首都高や電車の車窓から見える板橋の屋外広告物はどのような現状か。 

○静岡県の事例では、新幹線沿線の両側 1km の屋外広告物を禁止しており、新幹線沿線は静岡県内

だけは広告が見えない。静岡県外に出ると出てくる状況である。 

○首都高の通行者は、利用しないけれど広告物を強制的に見せられてしまう面があり、外から見た

人の板橋区に対する印象に影響するので頭に置いておく必要がある。電車の車窓から見えるもの

も同じ。 

・東京都屋外広告物条例により、高架道路の際からの距離と高さで、広告物の掲出の可否が決められている。 

・LED によるビールと車などの宣伝が切り替わる大型広告物が大山金井町にある。また、広告募集中の看板も数か

所見られる。 

・LED には規制が追い付いていないが、区内に少しずつ出始めている。新宿・千代田・港の 3 区は検討会を設けて

協議している。板橋区はメンバーに入っていないが、情報をもらいながら取り組み方を考えていきたい。 

・業界では、短時間での画像の切り替わりは走行車両運転手などの目にも良くない事から、自主的に表示時間のルー

ルを設けて取り組んでいるところもあるという話も聞いているので、そういった業界への働きかけも重要だと考え

る。 

・東京都屋外広告物条例との役割分担も含めて整理・検討していく。 

9 

中井部会長 

○重点地区は都条例を使わずに景観計画をさらに充実させることで取り組み、幹線道路沿道や駅前

など重点地区になっていないところを都条例で位置づける分け方の方が筋として良い。 

○東京都景観計画では、例えば庭園周りの屋外広告物について取り組んでいるので、板橋区の景観

計画本編を書き直したほうが良いのではないか。 

・これまでのイメージとしては、景観計画上の「景観形成重点地区」を都条例施行規則の一部改正を行い、条例に絡

めていき、その他は、誘導という緩やかな取り組みをしていくと捉えていた。 

・「景観計画上の重点地区」での取り組みと「屋外広告物ガイドラインでの重点地区（幹線道路沿道や駅前など）」で

の取り組みについて、地域ルールの利用も視野に入れ、メリハリをつけた運用ができるよう検討していく。また、

地域ルールの導入の際には、都と調整していきたいと思うが、これまでの都との話の中でのニュアンスだと「景観

形成重点地区」の方が都の理解を得やすい気がしている。 

10 

田中専門委員 

○重点地区で規制対象とするものの中で、クリーニング店などの中小スケールのものは明記されて

いるか。 

○使い手側の視点で重点地区だからこそ質を上げましょうということは必要だと思う。 

○また、駅前とか幹線道路は「広告物集中地区」といえるような地区は、隣接するビルと看板の高

さを揃えるなど、相互連携の配慮事項を示す必要がある。 

・板橋区景観計画第 6 章 P.6-1 に規制誘導の対象となる屋外広告物の例を掲載している。 

・第 9 回の部会でもご意見を頂いたが、「派手さで目立つ」より「高級感で目立つ」という方向での誘導を考えてい

く事は重要である。 

・屋外広告物条例の中では看板の取り付け範囲の基準はあるが、取り付け位置の指定まではしていないので、デザイ

ン以外の誘導をできるか検討していく。また、建物所有者同士の相互連携が得られるよう、周知をしていく。 

・委員のご意見のとおり、「景観形成重点地区」での「重点地区化」の方が地元の理解は得やすい気がしており、こ

れまでもそのように考えていた。 

・廣瀬委員からも指摘があったが、どの様な考え、整理していくべきか、事務局とコンサルタント、及び他自治体の

意見も聞きながら、方針を決めたいと思う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



□第１１回東京都板橋区景観審議会部会 屋外広告物景観ガイドライン策定等屋外広告物への取り組みに対する委員のご意見及び区の考え方と対応 

Ｎｏ．１ 
No. 部会委員意見 区の考え方と対応について 

1 

中井部会長  

○ガイドラインは屋外広告物を出すとすればこうしたほうがいいという視点となるため、

ガイドラインで屋外広告物を減らす誘導をするのは難しいといえる。ガイドラインとは

別の方向性としてそもそも屋外広告物の量を減らすというという取り組みも必要では

ないか。 

・ガイドラインの運用で掲出そのものを抑制することは難しいと思われる。しかし、調査結果にあるように成増スキップ村な

どの様な乱雑に掲出された多くの広告物により、逆に広告が目立たなくしてしまっているような場合や一店舗の広告が複数

あるような場合は、1 つにまとめて整序することで、一看板に使用できる面積が多少大きく使えるなど、事業者にもメリッ

トがあり、街並みとしても、看板が減少することで良好な景観が実現できるという可能性はあるのではないかと考えられる。

こうしたことを本ガイドラインでわかりやすく解説（写真、イラスト活用）することは可能と考える。 

2 

田中専門委員  

○「板橋らしさを育む屋外広告物」とあるが、板橋らしさというのは定義できるのか。 

・板橋区は「住」、「商」、「工」、「農」などの多くの用途の土地利用がなされているという特徴がある。こうしたことから、こ

れらの要素を景観計画の景観要素としている。従って、ガイドラインではそのそれぞれの場所ごとの配慮事項を示していき

たいと考えていることから、「板橋らしさ」としてしまうと、らしさがぼやけてしまうため、「地域らしさ」と表現を改めた

い。併せて、「板橋らしさ」については、ガイドラインの冒頭部分で触れるとともに板橋の屋外広告物の現況について言及し

ていきたい。 

・他自治体のガイドラインでは「○○らしさ」という表現は、避けられているケースが多いとも聴いている。 

3 

天野委員  

○東京都屋外広告物条例の届出対象のものについては、東京都レベルの基準を守っていれ

ばなんとかなるものも多い。実は届出をしていないなど、違法な広告物もかなりあるの

ではないか。実際に成増（スキップ村）の屋外広告物はどのくらい届出を出しているの

か。 

また、（強制撤去できるようになるなど）道路上の違法な広告物をやめるだけでも効果

はかなりある。違法な置き看板は歩きづらさにも関係する。 

・届出対象となる 10 ㎡以上のものは 9 件と少ない。東京都屋外広告物条例の許可申請については土木部管理課が所管してい

るため、景観担当では、届出の状況は把握していない。予備調査・本調査の結果からは、道路の違法占有が非常に多く、中

でも道路上への置き看板は違法広告物の半数近くにのぼると思われる。 

・違反広告物の撤去に関しても土木部管理課が担当しており、今年度管理課が違反広告物の実態を把握する目的で調査を進め

ていると聴いている。しかし、その調査結果をどのように活用していくかについてまでは、まだはっきりしていないような

ので、今のところ、取り締まりまで行えるかどうかについては難しいと聴いている。 

・「東京都屋外広告物条例に基づく許可申請」と「板橋区景観計画第６章の屋外広告物の表示等の制限」とを混同しないように、

２課での運用の違いについてもガイドライン内に記載しようと考えている。 

4 

廣瀬委員 

○東京都の条例は、自家用広告物に関しては規制が緩い。板橋では自家用広告物も協議の

対象にすることはできないか。 

・景観担当では、自家用広告物か否かに関わらず、景観協議の対象とはしており、随時相談、協議を行っている。ただし、届

出対象規模に満たない物件は、景観計画第６章に基づき、景観への配慮をお願いしているレベルのため、強制力はない。 

 しかし、何らかの配慮をしてもらえるよう、窓口等において、粘り強く対応している。 

・景観計画の策定段階における東京都協議の時点では、「景観計画の第 6 章の屋外広告物の表示等の制限について、記載されて

いる内容が区として運用できるギリギリのラインであるため、これ以上の内容を景観計画のルールとして記載することはな

らぬ。」とくぎを刺されている。その上で、自家用広告物に対しても強制力を持たせた運用を推進していくためには、都条例

上の「地域ルール」を活用し、区が規制したい内容を都条例の運用の中に盛り込む必要がある、しかし、「地域ルール」を導

入するためには、都の屋外広告物審議会への付議や、広告物所有者への周知・同意等を得るなど、地域ルールを活用するた

めには、かなりハードルが高い。 

このため、現在のところは、ガイドラインの中で誘導できるところまでをしていくというイメージで考えている。 

5 

土井委員 

○突出した大型看板はどのようにコントロールするのか。 

・突出した大型看板は東京都屋外広告物条例の許可対象規模となっているので、そこで、一定のコントロールがされている。

しかし、具体的に色彩基準を設けているなど、その他きめ細かなルールがあるわけではないので、ある程度そこには限界が

ある。 

そこで、都市計画課では、景観まちづくりを総合的に取り組んでいる立場から、もう少し、景観的な視点から屋外広告物に

対し、何らかの取り組みができないかとの視点に立ち、景観計画第６章を設けており、 低でも配置、形態・意匠、素材の

どれか一つについて配慮をしてもらうなどの協力を得ているが、さらにより理解を深めてもらいたいと考えていることから、

本ガイドラインを策定している。 

ガイドラインの策定にあたり、土木部管理課とも話し合いをしながら進めているところであり、今後運用を開始してから 

 



Ｎｏ．２ 
No. 部会委員意見 区の考え方と対応について 

5 

 もお互いに連携し合うことで、効果的に景観に配慮された屋外広告物の掲出誘導に努めていきたい。しかし、「地域ルール」

を活用した取り組みを行わない限り、ルールに強制力を持たすことはできない。かと言って、「地域ルール」を導入には、様々

なハードルもあることから、広告主や看板事業者などとよく協議をした上で、景観配慮に対し、理解を求めるなど、粘り強

い対応が必要だと考えている。また、出来るだけ理解を得られるよう、ガイドラインでは見る距離と視認できる文字の大き

さなど、科学的な根拠も示しながら、運用していきたい。 

6 

田中専門委員 

○既存不適格のものがあるなど、不公平感があると進まない。後から設置する人だけが損

をするのではなく、既存不適格のものをなくす取り組みも並行して行わないといけない

ではないか。行政として合わせ技で勧告できるような、効果的に改善する体制を作って

いかないといけない。 

天野委員 

○屋外広告物業者は、公平性を重視する。優良業者の不利益とならないように、業者が違

法行為を行った際にはきちんと摘発することを求めてくる。 

・屋外広告物に関しては、運用と取り締まりのバランスが大切であるという事は承知している。例えば、品川区の品川宿では、

地域ルールを導入する際に、都からの指導に即して、新基準に不適格となる広告物の設置事業者に事前説明を行い、同意を

取っている。一方、それらの広告物の撤去、改修には、多額の費用が想定されるため、一回に限り許可の更新を行えるよう

な配慮をしたと聴いている。また、千代田区では、屋外広告物条例を所管している課（違反広告物の取り締まりを管轄）が

景観担当の隣に配置されているなどの、お互いに連携しやすいように体制を整えていると聴いている。 

・公平性を確保するという事は、新たに設置される広告物に配慮を求めていくだけでなく、すでに設置してある看板について

も同様の配慮を求めていく必要があるが、現在のところ景観担当が違反広告物について、取り締まることはできないので、

屋外広告物許可申請の担当部署である土木部管理課と連携しながら、違法な屋外広告物をやめるようにお願いしていく運用

方法や体制を整えることが検討課題と言える。 
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土井委員 

○広い範囲を対象にして多くの決まりを一度に作っても、効果を出すのは難しいのではな

いか。 

天野委員 

○住商混在市街地と一括りにして良いのか。商店街ごとに色分けをした方がいいのではな

いか。 

・住商混在市街地という広範囲を対象とした範囲を設定するのではなく、「住」、「商」、「工」と分けたり、さらに屋外広告物が

掲出されやすい重点的な区分として、「幹線道路」、「商店街」、「駅周辺」、「河川沿い」、「住宅地」など各地区の特性を加味し

た内容に区分し、ガイドライン中に解説していこうと考えている。また、景観計画に記載されている「区内の８つの景観要

素」に基づき「住」、「商」、「工」だけでなく「道」、「緑」という視点での区分も必要かもしれない。住宅地などでは、広告

物の設置によって、どんな悪影響を及ぼすかというようなことも示していきたい。 

・商店街については、区内すべての商店街を個別に色分けすることは難しいが、「沿道型」「駅前型」など地区の特性に適合し

た区分をできるよう工夫していく。 
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土井委員 

○無秩序に付けられている看板や突出大型看板など、問題となる看板が掲出される場所や

事例を集めて、広告物が設置される前に指導を行うことになると思う。商店街について

はあらゆる商店街と話し合うのではなく、まずは成増など問題になっている箇所をいく

つか挙げ、そこと話し合った方がいいのではないか。効果が出れば、他の地域にも参考

になる。 

○突出看板については建物を持っている人とのやり取りが必要であり、「誰が」「誰に」「ど

ういう風にするか」という事が重要である。また、重点地区には景観をテーマとした協

議会が存在しているため、それらの組織との連携も重要になる。 

田中専門委員 

○ガイドラインとは別に意識啓発が重要である。商店街に対して勉強会を開くなど、地域

リーダーを巻き込んだ啓発で人も育てて、地域の中に意識づくりをしていかないと効果

は出ないのではないか。 

・産業経済部産業振興課からは屋外広告物の取り組みは規制が主体となることが多いが、昨今の経済状況もあって商店街も厳

しい環境に晒されている。厳しさの中でも商店街に希望を与えるようなガイドラインにして欲しい、という意見も出ている。

人の視点から見たアングルで、屋外広告物が多数設置されている場合と景観に配慮し設置した場合との比較や、広告物の効

果的な使い方などを写真やイラストなどで解説する事で、看板を増やしたり、鮮やかな色彩を使用するということだけが手

段ではなく、人の興味を引くような設えやヒントに繋がるような情報を掲載していきたい。 

・地元の方々との話し合いの場も想定しており、例えば、板橋区の生涯学習出前講座の制度を利用し、地元の要望を受けて、

担当者が地域に出向き、屋外広告物等について、区での取り組みや策定するガイドラインの内容などについて説明し、懇談

することが可能である。行政だけでなく、区民の皆様にも屋外広告物が良好な景観にどのように寄与するのかなど、関心を

持っていただけるような物にしていきたい。 

・各方面に周知しておくことが大切なため、地元の商店街の会合などに参加させていただくなどし、機会を捉えて、理解を深

めるような活動が必要と考えている。 
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土井委員 

○屋外広告物審議会などを通し、屋外広告物業者や自動販売機業者に景観についてもっと

知ってもらうのがいいのではないか。 

・屋外広告物審議会は東京都の付属機関である。都の屋外広告物担当では、定期的に屋外広告物関係者に声をかけ、会議を開

催していると聴いている。区では、今後、屋外広告物の関係団体などを先進自治体に紹介してもらうなどし、屋外広告物に

関するデザイン・設計・施行などについて、話をする機会を設ける予定である。こうした方々の理解が得られないと良好な

景観の実現は難しいと考えている。また、今年度は屋外広告物を主テーマとしたシンポジウムの開催を予定しており、看板

業界や広告業界にも周知を図り、参加していただく事で、どうすれば共存していけるかなど、考える機会を設けていきたい。



 


