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屋外広告物調査の概要

■屋外広告物調査における調査地（赤字：本調査実施地点）

調査項目 内容
建物規模 階高

掲出位置 方角

広告の種類
広告板（屋上・地上・壁面・突出）、
広告塔、アーチ、広告幕、立看板、広告旗、
窓面（内側・外側）、その他

管理 自家用、非自家用、公共

広告内容 文字情報等

面数 ─

箱文字 である、でない、判断不可

設置高さ 上端、下端

構造サイズ 突出広告の出幅

表示面サイズ 高さ、幅

表示面積 ㎡

色彩（マンセル値） 地色、文字・図・マーク、その他

材質
プラスチック、塗装、金属、印刷、テント、
その他

地区区分 調査地 調査規模
調査件数 ※ 1

棟数 ※ 2 台数 面数

一般地域 住商混在市街地

川越街道沿道 概ね表示面積 2㎡以上 88 235 313

環状八号線沿道 概ね表示面積 2㎡以上 44 144 165

成増駅前商店街
（成増スキップ村） 全ての規模 49 442 602

景観形成
重点地区

常盤台一丁目・
二丁目地区

ロータリー沿い 全ての規模 19 142 199

プロムナード沿い 全ての規模 51 170 195

板橋崖線軸地区 主要道路沿いの
商業集積地

概ね表示面積 2㎡以上 18 80 97

合計 269 1213 1571

（1）　調査対象
・板橋区景観計画（平成 23年 8月）に基づき、景観形成基準が

運用されている景観形成重点地区および一般地域（景観形成

地区を除く区全域）を対象とした屋外広告物調査を行った。

・個々の屋外広告物の規模や色彩等の実測を伴う本調査実施に

先立って、予備調査により区全域および各地域の色彩景観の

概要を把握し、本調査の対象地区の絞り込みを行った。

・本調査地の選定にあたっては、区内でも特に屋外広告物が集

中して掲出されている地域を対象とすることとした。

・一般地域からは、駅前および幹線道路沿道の典型的な景観

を有する 3地区（成増駅前商店街スキップ村、川越街道沿道、

環状八号線沿道）を選出した。

・重点地区からは、駅ロータリー周辺に広告物が集中している

常盤台地区と、主要道路沿いにロードサイド型店舗が立地す

る板橋崖線軸地区の 2地区を調査対象とした。

（2）　調査時期
①予備調査　平成 27 年 6 月 23 日～平成 27 年 7月 7 日

②本調査　　平成 27 年 8 月 7 日～平成 27 年 9月 4 日

（4）　本調査における調査項目

（5）　本調査の実施件数（概算）　　　　　　　　　　※ 1　速報値のためデータ入力整理後に変動の可能性有。　※ 2　駐車場や野立て広告も数に含む。

（3）　調査方法
予備調査

・デジタル写真によって屋外広告物の掲出状況などを写真撮影

し、地域特性を整理する。

本調査

・個々の屋外広告物について、種類、内容、設置高さ、面積規模、

色彩、材質等の詳細な調査を行う（調査項目参照）。

・大きさや高さの測定にあたっては、近接して実測可能な範囲

はコンベックス（巻尺）や測定棒を使用し、屋上広告物等の

実測不能な場合はレーザー距離計を用いて測定する。

・色彩の測定にあたっては、調査用色票（JIS 標準色票）を現場

で対象物に近接させ、比較類推によってに色彩を計測する視

感測色法を採用する。

・デジタル写真によって対象物を写真撮影し、色彩の使われ方

など掲出状況を記録する。

②重点地区
　板橋崖線軸地区

板橋崖線軸地区
主要道路沿道

⑧住工混在市街地
　戸田橋から上流500m
　

⑩高台（過去資料よりまとめ）　

⑪坂道（過去資料、板橋崖線）　

⑨駅前
　成増駅

③重点地区
　常盤台一・二丁目地区

⑤商店街（駅前も見ておく）
　ハッピーロード大山

①重点地区
　加賀一丁目・二丁目地区
　＋石神井川軸地区

④商店街
　旧中山道
 （仲宿通りと不動通り）

⑥幹線道路景観軸
　川越街道（下赤塚～成増）

⑦幹線道路景観軸
　環状八号線（中山道～首都高5号）

成増駅前商店街
（成増スキップ村）

参考資料 2現地予備調査及び本調査結果について
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区景観計画
の地域区分 土地利用 建物用途など 現況 課題（なぜ？） 方向性の考察 景観の目標 景観計画による規制・誘導

（運用中）

一般地域 住商複合
市街地

幹線道路沿道の
商業集積地域
（川越街道）

• 駅周辺の市街地を通過するため、車両向け
だけでなく、歩行者向けの広告物も多い。

• 広告物の掲出量が多く派手なものが多いの
で、規範意識が低くなり、大規模なものも派
手な方向に誘引されていることが考えられ
る。

• 周辺から突出する屋上広告等に、対比が強
く派手な色彩を用いたものがあり、非常に
目立ち、景観のまとまりを阻害している。

• 交差点付近に派手な看板が集積し、景観阻
害だけでなく安全面でも危惧される。

• 屋上広告物など、周辺から突出する
大規模なものは、事前協議制度を活
用し、確実に誘導していく。

• 質を高める誘導：適切な情報（文字
量）、色彩、デザインの考え方など

おもてなしが感
じられる洗練さ
れた景観の創出

商業地としての
にぎわいを持ち
ながらも品格や
秩序が感じられ
る景観の創出

一般地域

幹線道路沿道の
商業集積地域
（環状八号線）

• 歩行者向けよりも、車両向けの広告物が多
く、内容（文字数など）が限定されており、
混乱した印象は少ない。

• 自動車ディーラーの多くが白地や箱文字など
洗練されたデザインを基本とし、これが他業
種にも波及して通りの印象を良くしている。

• 現況のすっきりとした通りの印象を伸長す
るため、一部の無秩序なものや小規模・近
景対応のものを誘導しベースアップを図る
必要がある。

• 交差点付近に派手な看板が集積し、景観阻
害だけでなく安全面でも危惧される。

• 屋上広告物など、周辺から突出する
大規模なものは、事前協議制度を活
用し、確実に誘導していく。

• 質を高める誘導：適切な情報（文字
量）、色彩、デザインの考え方など

主要駅前の商業
集積地
（成増スキップ村）

• 全般に広告物が多い（1建物あたり 12～
13面）。

• 歩行者向けの中小規模の広告物が大量に掲
出されており、乱雑な印象が強くなっている。

• あまりにも無秩序で、情報の価値がなくなっ
ている。

• 歩道を占有するなど、違法に掲出されたも
のが非常に多い。

• 量を減らす誘導

• 質を高める誘導：適切な情報（文字
量）、色彩、デザインの考え方など

• 道路法や東京都屋外広告物条例等で
禁止されていることをわかりやすく
解説する。

区分 表示等の制限に関する配慮事項

配置・規模

• 道路や河川、公園などの公共空間からの見え方に配慮する。

• できる限りの集約化と小規模化を図り、圧迫感、威圧感を
極力不えないよう、また周辺の景観を阻害しないように配
慮する。

形態・意匠

• 建築物と調和した形態・意匠となるように配慮する。

• 広告物に光源を利用する場合は、過度に点滅する光源（光
源の動き、色の変化のあるものを含む）や派手な照明は避
けるように配慮する。

素材・色彩
• 高彩度色や蛍光色の使用を避けるなど、周辺景観との調和
に配慮する。
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本調査から考察した屋外広告物の課題と方向性

（2）地域類型別の屋外広告物の現況と課題

（1）区全体の屋外広告物の現況と課題
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対象 現況 課題

区全域

• 全体を通して、景観を混乱させる大規模なものは少ない。
• 大規模なものについては、表示内容や色彩等について景観的に問題となるような事例
も少数である。

• 新たな大規模広告物の抑制、どうしても設置される場合の表示内容の調整が必要である。
• あわせて、既存広告物の整序や景観向上の仕組みづくりも検討が必要である。

• 許可申請や事前相談の対象とならない小規模のものが非常に多く、歩行者空間を混乱
させる要因となっている。 • 小規模なものは調整の仕組みづくりが難しいが、長い視点での啓発が必要である。 → 新宿や渋谷とは違う生活都市としての板橋らしい取り組みになる。
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区景観計画
の地域区分 土地利用 建物用途など 現況 課題（なぜ？） 方向性の考察 景観の目標 景観計画による規制・誘導

（運用中）

景観形成
重点地区

住商複合
市街地

重点地区内の駅
前商業集積地
（常盤台駅）

• 歩行者向けの中小規模の広告物が大量に掲
出されており、乱雑な印象が強くなっている。

• テナントビルに掲出された窓面広告物が駅
前の印象を雑然としたものにしている。

• 地元事業者の中には、もてなしが感じられ
る雰囲気の良い広告物を掲出しているとこ
ろもあるが、埋没してしまっている。

• あまりにも無秩序で、情報の価値がなくなっ
ている。

• 歩道を占有するなど、違法に掲出されたも
のが非常に多い。

• 重点地区にもなっている緑豊かな常盤台ら
しさが感じられない。

• 量を減らす誘導

• 質を高める誘導：適切な情報（文字
量）、色彩、デザインの考え方など

• 道路法や東京都屋外広告物条例等で
禁止されていることをわかりやすく
解説する。

• 景観形成重点地区として、景観計画
に定められている配慮事項を、写真
や図を用いてわかりやすく解説する。

景観形成重点地
区の玄関口とし
て、他の駅前と
は一線を画した
品格が漂う景観
の創出

常盤台一丁目・二丁目地区

板橋崖線軸地区

住宅地

戸建住宅やマン
ション等による
住宅地
（常盤台一・二
丁目地区）

• 時間貸・月極駐車場、不動産管理広告など
特定の不動産業者による広告物が問題と
なっている。（電柱への貼り紙など悪質なも
のも見られる）

• 地元の医院など、素材色を活かした温もり
や風格が感じられるサイン看板もある。

• 管理広告などは小さいながらも落ち着いた
住宅街の中では目立ちやすく突出感がある。

• 派手な広告物が地域の資産価値や印象を悪
くしている。

• 質を高める誘導：適切な情報（文字
量）、色彩、デザインの考え方など

• 不動産業者への働きかけ（自社営業
地域の資産価値を高める視点で広告
物を設置することが事業的にも有効
であることを理解してもらう）

景観形成重点地
区として、大き
く育った街路樹
や庭の豊かな緑
が映える景観の
創出

板橋崖線
軸地区

主要道路沿道の
商業集積地

• 事前協議制度による広告物の調整事例が蓄
積してきている。

• 沿道型店舗の大規模な広告物が周辺から突
出し、緑や農地と対比的な要素となっている。

• 交差点付近（農地わき）の野立て広告に派手
な色彩が多用され、景観を阻害している。

• 質を高める誘導：適切な情報（文字
量）、色彩、デザインの考え方など

• 景観形成重点地区として、景観計画
に定められている配慮事項を、写真
や図を用いてわかりやすく解説する。

景観形成重点地
区として、板橋
のふるさとを想
起させる豊かな
自然が残る地域
ならではの景観
の創出

区分 表示等の制限に関する配慮事項

配置
• 道路や公園などの公共空間からの見え方に配慮する。

• 建物の屋上に広告物を表示または設置する場合には、崖線
の眺望・見晴らしを阻害しないように配慮する。

規模

• 崖線稜線部の樹林地（想定 12ｍ程度）を超える高さには、
広告物を表示または設置しないように努める。

• また、広告物の設置により、広告物を含む建築物・工作物
の高さが、崖線稜線部の樹林地（想定 12ｍ程度）を超え
ないように努める。

• できる限りの集約化と小規模化を図り、圧迫感、威圧感を
極力不えないよう、また周辺の景観を阻害しないように配
慮する。

形態・意匠

• 建築物と調和した形態・意匠となるように配慮する。

• 広告物に光源を利用する場合は、過度に点滅する光源（光
源の動き、色の変化のあるものを含む）や派手な照明は避
けるように配慮する。

素材・色彩
• 高彩度色や蛍光色の使用を避けるなど、崖線や周辺景観と
の調和に配慮した色彩とする。

緑化
• 独立広告塔など、地面に設置される広告物については、基
礎部分をできる限り緑化し、崖線との緑の連続性に配慮す
る。

区分 表示等の制限に関する配慮事項

配置 • 道路や公園などの公共空間からの見え方に配慮する。

規模

• 周辺の街並みから突出する大きさとならないように努め
る。

• できる限りの集約化と小規模化を図り、圧迫感、威圧感を
極力不えないよう、また周辺住宅地の景観を阻害しないよ
うに配慮する。

形態・意匠

• 建築物と調和した形態・意匠となるように配慮する。

• 広告物に光源を利用する場合は、過度に点滅する光源（光
源の動き、

• 色の変化のあるものを含む）や派手な照明は避けるように
配慮する。

素材・色彩
• 高彩度色や蛍光色の使用を避けるなど、地区内の緑との調
和した色彩とする。




