
 

常盤台一丁目・二丁目地区景観形成重点地区指定に向けた協議経過 

平成 20 年度 

・コンサルタント派遣（一次）決定 

－常盤台地区の景観まちづくりについて－ 派遣コンサルタントと共にしゃれ街協議会にて勉強会開催 

平成 21 年度 

・コンサルタント派遣（一次）決定 

－ときわ台しゃれ街協議会に協議会指定コンサルタントの派遣、景観まちづくり勉強会実施－ 

・区景観計画素案パブリックコメント実施（22.1.16～22.2.10）15人 25件（常盤台地区は一般地域として） 

平成 22 年度 

・コンサルタント派遣（二次）決定 

 ※ときわ台しゃれ街協議会を中心に協議会が作成したまちづくりニュースを地域の全戸に配布し、景観まち 

づくり案を作成するための検討会への地区内住民の参加を募集し、案づくりを始める。 

・ときわ台しゃれ街協議会を中心に地元素案作成作業（計 7回開催） 

・区職員地元検討会出席(8/1) 

平成 23 年度 

・「常盤台一・二丁目景観形成重点地区」における景観形成基準・住民案を板橋区が受領 

・区景観計画案パブリックコメント実施（23.4.2～23.4.20）17人 60 件（常盤台地区は一般地域として） 

・受領した住民案をもとに、区素案作成作業を行う。 

・ときわ台しゃれ街協議会理事者対象勉強会開催（2/28） 

－景観形成重点地区指定に向けた進捗状況報告、色彩基準勉強会、質疑、意見聴取－ 

・景観審議会協議（部会(第 2回 12/7,第 3回 1/26)、審議会(第 2回 3/12)）加賀・常盤台地区 

・景観まちづくりニュース配付（3月全戸配付(3,050部)） 

平成 24 年度 

・ときわ台しゃれ街協議会理事者報告（年度内数回） 

－景観形成重点地区指定に向けた進捗状況報告、質疑、意見聴取－ 

・景観審議会協議（部会(第 4回 8/30,第 5回 11/20,第 6回 3/6)、審議会(第 3回 9/19,第 4回 2/6) 

 －景観形成重点地区指定に向けた区素案及び区案について審議等－ 

・景観まちづくりニュース配付（8月 3,050部、1月 3,050部 地区外 110部） 

・商業地地権者対象意向調査の実施（高さに関する基準案について）（11～12月） 

・景観形成重点地区指定に向けた地元懇談会開催（9/5,1/18) 

－区素案について説明(色彩基準含む)質疑、意見交換－ 

平成 25 年度 

・景観審議会協議（部会(第 7回 6/21)） 

 －景観形成重点地区指定に向けた区案について審議等－ 

・景観まちづくりニュース配付（10月 3,050 部 地区外 110部） 

・景観形成重点地区指定に向けた地元懇談会開催（10/31) 

 －区案について説明、質疑、意見交換－ 

・景観審議会協議（第 5回 11/7)） 

 －景観形成重点地区指定に向けた進捗状況、課題等についての報告－ 

・景観審議会協議（部会(第 8回 3/19)） 

－景観形成重点地区指定に向けた進捗状況、今後のスケジュールについての報告－ 
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平成 26 年度 

・ときわ台しゃれ街協議会理事者報告（4/17） 

・景観まちづくりニュース配付（4月下旬 3,050 部 地区外 110部） 

・パブリックコメントによる意見募集（5/10～5/26） 

・板橋区都市計画審議会意見聴取（5/23） 

・意見のまとめ、区の考え方公表（6月 28 日 広報紙、ＨＰ、区政資料室、区立図書館） 

・板橋区景観審議会諮問（7/7）答申(予定) 



 

 

 

  

 

 

平成２５年 平成２６年 

１０月 １１・１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

           

           

景観形成重点地区指定に向けたスケジュール 

（常盤台一丁目・二丁目地区） 

地区内ﾆｭｰｽ配付済 
(懇談会開催お知らせ、素案意見募集） 

地元懇談会開催済 

ときわ台しゃれ街協議会報告 

区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載(景観形成重点地区指定における区案、その他) 

地区内ﾆｭｰｽ配付 

(運用開始お知らせ) 

景観審議会付議・答申 
都市計画審議会意見聴取 景観審議会報告済 

区景観計画変更・告示 

運用開始 

東京都説明・協議 

区景観担当作業・各協議対応 

パブリックコメント募集・報告 

5/23PM 11/7AM 

景観審議会部会報告 

 

地区内ﾆｭｰｽ配付 

(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ意見募集) 

10/31 夜間 

重点地区指定窓口等予告広報開始 

7/7AM 

運用開始広報 
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「常盤台一・二丁目景観形成重点地区」における景観形成基準・住民案 

 

【1 常盤台一・二丁目地区の対象区域】 

・常盤台一・二丁目の区域のうち、環丂沿道地区計画区域を除いた区域、約 39ha。（下図参照） 

・対象区域の過半は昭和 11 年に健康住宅地として計画的につくられた閑静でみどり多い住宅地です。 

・基本的なまちの構成は、ときわ台駅北側に広がる①駅前ロータリーを中心放射状に伸びる３本の道路と東西 

に伸びる幹線があり、それらを結ぶ同心円を利用した環状の②プロムナード、③公園、④クルドサック、 

⑤フットパス、⑥ロードベイ、住宅地と商店街の境の⑦サービスロードなどでできています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2 地区の特性と課題】 

・ときわ台駅と駅前ロータリーを中心に商業地と住宅地が近接し、一体感のある街並み景観を作っています。 

・①プロムナード、②クルドサック、③フットパス・サービス道路、④ロードベイなど特徴のある街路で設計

され、人を大切にする空間の工夫がなされています。 

・対象区域では平成 9 年に常盤台憲章が定められ、また平成 20 年からは東京のしゃれた街並みづくり推進 

条例に基づく「ときわ台景観ガイドライン」に基づき、住民参加による景観整備が進められています。 

・住民の街並みへの意識が高く、まちなかの掃除や庭木の手入れなど、良好な公共空間の創出に積極的です。 

・開発時の特色あるインフラとともに大谷石の石垣や生垣、趣のある門、塀と併せて緑豊かな街並みが存在 

し、多くの市民が常盤台らしさを感じる、貴重な景観資源があります。 

・近年は周辺地域の土地利用転換による住民の増加とともに、自転車利用が増え、駅周辺では放置自転車の増 

加とその扱いの問題があります。 

・相続等を起因に、戸建住宅から共同住宅への転換や、敷地分割、空地、業務用駐車場化といった変化があり、

近代の趣のある住宅や樹木の消滅等、景観資源が減尐しつつあります。 

・駅前景観の修景、向上の必要性もあります。 

ときわ台駅 

対象区域を示す 

環状 7 号 

資料１－５ 
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・みどり多い街路を明るく保ち、防犯に配慮する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【3 特に留意すべき景観特性】 

景観構造 ・道路・公園・学校・商店街などを計画的に配置し、住環境の保全に着目し 

て設計された緑豊かで閑静な住宅地である。 

・駅前に大きなヒマラヤ杉とケヤキが見え、駅前ロータリーから放射状に伸 

びる幹線道路と、住宅地をほぼ一周する環状道路とによる街路構成である。 

界隈や道の固有性、特徴 ・プロムナードと呼ばれる楕円形の散歩道がほぼ一周しており、道の中央に 

プラタナス、トチノキ、ツツジなどの植栽がある。 

・道路は基本的に曲線で構成され、景観の変化や車のスピードを落とす工夫 

など、車より歩行者に配慮された街路で、歩いて楽しい道路構造である。 

その他個別景観要素 ・クルドサック、ロードベイ、フットパス、サービス道路、公園などがある。 

・駅前からまちの緑を感じられる眺望点がある。 

まちなみに見られる作法 ・家のたたずまいや、通りの緑化などの日常的な手入れがなされている。 

・旧い建物に見られる細部のきめ細やかさやまちの歴史性を感じる。 

・庭木、生垣、大谷石の石垣などの豊かな街並みがある。 

 

【4 土地利用の方向性】 

・低層低密で緑豊かな落ち着いた雰囲気を持つ戸建住宅を基調とし、それらと共存するゆとりある共同住宅や 

住環境と調和した店舗等のある魅力的な地区として保全を図る。また、商業地と住宅地の一体感を大事にし、 

街全体が調和した土地利用を誘導する。 

 

【5 地区の景観形成方針】 

・駅前ロータリー、公園、プロムナード、クルドサック、ロードベイ、フットパス・サービス道路などのとき 

わ台の歴史・文化的資源をいかした、趣のある景観の形成 

 ⇒ときわ台の長所は開発時のインフラ整備に負うところが大きいため、インフラを補完する公共の緑の管理、

大谷石積みの石垣などの歴史的景観物の保全、景観樹木の保全等、市民参加による公共空間の景観づくり

を進める。 

・変化のある街路構成に連動して、品位と落ち着きのあるたたずまいが構成する街並み景観の形成 

 ⇒公共空間や周辺家屋との空間の連続性に配慮して、建物高さの調整や壁面の後退、色彩の調和等に配慮し

た景観づくりを進める。 

・接道部の緑の連続性や四季それぞれの彩を活かし、街路樹や公園の緑と調和・連続した量感のある緑の街並

みの形成 

 ⇒季節感のある樹木や常緑の庭木に生垣等、住民の努力で接道部の緑を増やし、公と私の緑が繋がる緑のネ

プロムナード クルドサック 開発当初からの住宅 （旧）ロードベイ 
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ットワークを形成する。 

・建築物や工作物など固定的な街並み景観のみならず、自転車、のぼり、吸い殻やゴミ等、生活に伴い一時的

に生じる景観についても配慮した美しい心の景観の形成 

 ⇒「美しい心の景観形成」をめざし、行政と一体となって粘り強い市民活動を推進する。 

 

【6 届出対象行為と届出規模】 

・常盤台一・二丁目地区における届出対象行為とその規模は、以下に示す通りとします。 

表  常盤台一・二丁目地区における届出対象行為とその規模 

種別 届出対象行為 届出規模 

建築物 建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外

観を変更することとなる修繕もしくは模様

替えまたは色彩の変更及び既存丌適格物件

の同色の塗り替え 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行

為。ただし、以下に該当するものを除く 

1）工事に必要な仮設建築物の新築、増築、

改築、移転または外観の模様替えもしくは

色彩の変更 

工作物 工作物の新築、増築、改築もしくは移転、外

観を変更することとなる修繕もしくは模様

替えまたは色彩の変更及び既存丌適格物件

の同色の塗り替え 

【対象となる工作物】 

・煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔、広 

告塔、広告看板その他これらに類するもの 

・昇降機その他これらに類するもの 

・製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車 

庫、その他これらに類するもの 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

開発行為 都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発

行為（主として建築物の建築または特定工作

物の建設の用に供する目的で行う土地の区

画形質の変更） 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

 

土地の造成 資材置き場や駐車場の造成 【資材置き場】規模に関係なく、対象地域内

のすべての行為 

【駐車場】収容能力 5 台以上の自動車駐車 

 場 

木竹の伐採 木竹の伐採 保存樹木や地域住民のシンボル的な樹木、ま

たは行為に係る面積 33 ㎡以上 

堆積 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他

の物件の堆積 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

 

 

【7 景観形成基準】 

（1）常盤台一・二丁目地区における景観形成の考え方 

 ・常盤台一・二丁目地区には戦前に開発された健康住宅地の基盤をいかした優れた街並み景観があります。  

そこで、ときわ台という歴史・文化的景観と緑あふれる景観の形成をめざし、建築物の建築や工作物の建 
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設あるいは土地の開発等の行為に当たっては、公共空間や周辺家並みとの調和や連続性を求めるものとし 

ます。なかでも道路・公共空間からの景観を重視した景観形成への配慮を求めることにします。 

（2）景観形成基準 

１）建築物の建築等・工作物の建設等 

■A 住居系用途地域の景観形成基準 

☆ときわ台の環境を保全し、住宅地における緑や周囲の家並みとの連続性・調和を図るための景観形成の規 

制・誘導 

⇒配置に当たっては、ときわ台の地域性、立地する場所の景観特性や景観資源を調べ、これらを充分に生 

 かした計画とする。なかでも住宅地の緑がつくる景観効果を重視し、その効果を踏まえた計画とする。 

⇒高さ・規模や形態・意匠については、ときわ台が低層、戸建てを基調とする住宅地であることを踏まえ、 

隣接地や周辺のスケールを著しく超えないように配慮する。 

⇒外構等にあっては、自然素材や地域の伝統的意匠と調和した外観や表情を尊重する。 

 景観形成基準 

配置 ・道路・公園などの公共空間に隣接する建築物は、公共空間側にオープンスペースを設け 

るなど、公共空間と一体となった街並み景観の形成を意識した配置とする。 

・敷地周辺の緑の連続性が保全されるよう、建築物の配置や緑の配置に配慮する。 

・壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確保など、周辺の街並みに配慮した配置とする。

壁面位置は道路境界より 1ｍ以上後退、隣地境界より 50cm 以上後退を目安とする。 

・プロムナード沿道の建築物は、自動車の出入り等により街路樹や道路中央の植込みを切 

断することのないよう、植栽の保全に配慮した配置とする。 

高さ・規模 ・道路・公園などの公共空間に隣接する建築物は、公共空間からのながめが保全されるよ 

う、周辺と調和した建物の高さ、規模とする。 

・第一種低層住居専用地域にあっては 

2 階建て程度を目安とし、3 階とな 

る場合は当該部分の壁面を後退する 

等、周辺に圧迫感を不えないよう配 

慮する。 

・第一種中高層住居専用地域にあって 

は 3 階建て程度を目安とし、4 階と 

なる場合は当該部分の壁面を後退す 

る等、周辺に圧迫感を不えないよう 

配慮する。 

形態・意匠 ・形態・意匠は当該建築物のバランスだけでなく、周辺建築物等との調和を図る。 

・大きな壁面となる場合には窓の設置、凹凸や庇等による陰影を設ける等、長大で平滑な 

壁面を避け、単調で退屈な景観にならないよう配慮する。 

・屋根は可能な限り勾配屋根とする。 

色彩 ・豊かで文化的な景観の形成を図るため、外壁基本色は樹木の緑と調和する色彩で、かつ 

視覚にやさしく落ち着きのある色彩とする。また部分的な使用を前提に、強調色を許容 

するものとする。外壁基本色及び強調色は別表の色彩基準に適合するものとする。 

※1 外壁基本色：外壁各面の 4/5 以上はこの範囲から選択する 

※2 強調色：外壁各面の 1/5 以下の範囲で使用可能とする 

住居系用途地域における高さの考え方 
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※3 自然素材（木材、石材、土など）については別途協議を行うものとする 

・屋根は周辺の景観から突出しないように明度や彩度を抑えた色彩を用いることとする 

公開空地・外

構・緑化 

・外構は当該敷地内のみならず隣接する敷地や道路など、周辺の街並みと調和を図った素 

材や色調とする。 

・接道部に塀・柵等を設ける場合は高さ 1.8ｍ以下を目安に、視線の透過可能な構造また 

は生垣とするなどの工夫をする。腰積みは１ｍ以下とし自然石等を使用する 

・敷地内にある既存の樹木の保全に努める他、道路に面する部分の緑化を図り、沿道に潤 

いのある街並み景観形成に努める。 

・緑化にあたっては植物の良好な生育が可能となるよう植栽地盤を工夫する。また樹種の 

選定にあたっては四季の変化、通年の緑、生き物との共存等を総合的に考慮することと 

する。 

・敷地内の緑が景観的に美しく、また周辺の社伒生活の阻害にならないよう樹木の管理に 

配慮する。 

駐車場などの

付属物 

・駐車場や駐輪場などの建築物に付属する施設や設置物等については、公共空間からの見  

え方に配慮した配置とする。特に道路側にシャッター等を設ける場合には、視線の透過 

可能な形状にするなど、可能な限り道路面の景観に配慮する。 

・自動販売機、空調室外機、ごみ置き場などの設置物は道路からの見え方に配慮し、可能 

な限り前面に植樹・植栽の実施、覆い等の設置、色彩による調整等を施す。 

・外部設置の照明は、点滅する光源や色の変化などの過度な照明は避けるよう努める。 

・屋根や屋上に設備等がある場合には、建築物と一体的に計画するほか、植栽や自然素材 

を用いた囲いで蔽うなど、歩行者からの見え方に配慮する。 

 

■B 商業系用途地域の景観形成基準 

☆良好な住宅地に連なる商業地区として、商店街のたたずまいを整え、住宅地の緑や家並みとの連続性・調

和を図るための景観形成の規制・誘導 

⇒良好な住宅地を控える商業地として、住宅地との一体感を踏まえた気品のある商店街の景観形成をめざ

し、華美やけばけばしくならないよう努める。 

⇒高さ・規模や形態・意匠については、背後にある低層、戸建てを基調とする住宅地とのバランスを図り、 

住宅地からの眺望を阻害しない高さ・スケール・形態意匠に配慮する。 

 景観形成基準 

配置 ・道路・駅前ロータリーなどの公共空間に面する建築物は、公共空間と一体となった街並 

み景観の形成を意識した配置とする。 

・住宅地との緑の連続性が保全されるよう、建築物の配置や緑の配置に配慮する。 

・街並みの連続性に配慮しつつ、ベンチなどの人が休息できる機能を備えたオープンスペ 

ースを設けるなど、1 階部分は賑わいと潤いのある街並み形成に努める。 

・自転車が歩行者の障害にならないよう、買い物客用の自転車置き場設置に努める。 

高さ・規模 ・駅前や道路向かい側、あるいは後背の住宅地から調和のとれた眺望が保全されるよう、 

周辺と調和した建物の高さ、規模とする。 

・近隣商業地域にあっては 5 階建て（道路向い側から仰角 45 度程度）を目安とし、それ

を超える場合は、当該部分の壁面を後退する等、周辺に圧迫感を不えないよう配慮する。 

・商業地域にあってはときわ台駅から住宅地に連なる一体の街並みの連続感を大切にし、 
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高さは駅前ロータリーのヒマラヤ杉の高さを基準に 6 階建てを目安とし、それを超える 

場合は、当該部分の壁面を後退する等、周辺に圧迫感を不えないよう配慮する。 

形態・意匠 ・街並みの連続性、店舗としての連続性に配慮する。 

・当該建築物のバランスだけでなく、住宅地を含む周辺建築物等との調和を図る。 

・大きな壁面となる場合には窓の設置、凹凸や庇等による陰影を設ける等、長大で平滑な 

壁面を避け、単調で退屈な景観にならないよう配慮する。 

色彩 ・豊かで文化的な景観の形成を図るため、外壁基本色は樹木の緑と調和する色彩で、かつ 

 視覚にやさしく落ち着きのある色彩とする。また部分的な使用を前提に、強調色を許容 

するものとする。外壁基本色及び強調色は別表（住居系に同じ）の色彩基準に適合する 

ものとする。 

※1 外壁基本色：外壁各面の 4/5 以上はこの範囲から選択する 

※2 強調色：外壁各面の 1/5 以下の範囲で使用可能とする 

※3 自然素材（木材、石材、土など）については別途協議を行うものとする 

・屋根は周辺の景観から突出しないように明度や彩度を抑えた色彩を用いることとする 

公開空地・外

構・緑化 

・外構は当該敷地内のみならず隣接する敷地や道路など、周辺の街並みと調和を図った素 

材や色調とする。 

・敷地内にある既存の樹木の保全に努める他、道路沿いの植栽あるいは緑地の確保など、

沿道に潤いのある街並み景観形成に努める。 

・緑化に当たっては周辺の景観との調和を図るとともに、植物の良好な生育が可能となる 

よう植栽地盤を工夫する。 

駐車場などの

付属物 

・駐車場や駐輪場などの建築物に付属する施設や設置物等については、公共空間からの見 

 え方に配慮した配置とする。 

・自動販売機、空調室外機、ごみ置き場などの設置物は道路からの見え方に配慮し、可能 

な限り前面に植樹・植栽の実施、覆い等の設置、色彩調整等を施す。 

・外部設置の照明は、点滅する光源や色の変化などの過度な照明は避けるよう努める。 

・屋根や屋上に設備等がある場合には、建築物と一体的に計画するほか、植栽や自然素材 

を用いた囲いで蔽うなど、歩行者からの見え方に配慮する。 

・看板などの屋外広告物は、デザインの統一を図るなど、まとまりのある街並みの形成に 

努めるほか、周辺看板の高さ、位置にも配慮したものとする。 

・1 階部分を事務所系店舗等とする場合には、夜間の賑わいを保つ照明の設置等、商店街 

の連続性に配慮する。 

  

2）開発行為 

区分 景観形成基準 

土地利用 ・周辺地域の土地利用と調和した土地利用計画とする。 

・当該地内の空地と建物の配置について、周辺地域との連続性に配慮する。 

・当該地内に歴史的遺構や残すべき自然等がある場合は、それらの場所をオープンスペー 

スとして活用するなど、地域の良好な景観の形成を図る。 

造成等 ・擁壁は可能な限り小さくするとともに、止むを得ず生じる場合は自然素材を用いる等、 

圧迫感を軽減する。 

緑化 ・既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公園、道路等から見えるような配置とする。 
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・敷地内はできる限り緑化を図り、周辺との調和を図ることで、うるおいのある空間形成 

をめざす。 

・敷地外縁部には緑化をおこなう。 

 

3）土地の造成（資材置き場、駐車場の造成） 

区分 景観形成基準 

色彩 ・塀や柵などの工作物を設ける場合には、周辺の景観から突出しないように明度や彩度を 

抑えた色彩を用いる。 

緑化 ・敷地外縁部には緑化をおこなう。 

・既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公園、道路等から見えるような配置とする。 

・敷地内はできる限り緑化を図り、周辺との調和を図ることで、うるおいのある空間形成 

をめざす。 

 

4）木竹の伐採 

景観形成基準 

・木竹の伐採はできる限り避け、やむを得ず伐採する場合にも必要最小限の部分に限定し、また代替樹木 

による補植を行う等、緑の減尐を最尐に留めるよう配慮する。 

 

5）堆積（屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積） 

景観形成基準 

・屋外における物件の集積または貯蔵は、高さをおさえた整然とした積み上げ方とし、周辺に圧迫感を不 

えないようにする。 

・堆積物が周辺の道路、公園などの公共空間から見えないよう、生垣等による遮蔽に努め、周辺の景観と 

調和するよう配慮する。 

 

 

 

【別表 色彩基準】 

外壁基本色（※1、※2） 強調色（※1、※3） 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

OR～4.9YR 4 以上 8.5 未満の場合 4 以下 OR～4.9YR 3 以上 4 以下 

8.5 以上の場合 1.5 以下 

5.0YR～5.0 Y 4 以上 8.5 未満の場合 6 以下 5.0YR～5.0 Y 3 以上 6 以下 

8.5 以上の場合 2 以下 

その他 4 以上 8.5 未満の場合 2 以下 その他 3 以上 2 以下 

（日本工業規格Ｚ8721 に定めるマンセル表色系による） 

※1：外壁基本色、強調色ともに住居系用途地域、商業系用途地域に共通とする。 

※2：外壁基本色は板橋区景観計画における一般地域の外壁基本色（利用可能な色彩範囲）に同じとする。 

※3：強調色は板橋区景観計画における一般地域の強調色（利用可能な色彩範囲）のうち、明度 3 以上の範 

囲とする。 
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