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板橋区景観計画変更（案）に寄せられたパブリックコメント 
の実施概要及びパブリックコメント（意見）と区の考え方 
（常盤台一丁目・二丁目地区景観形成重点地区指定） 

 

○実施概要 

（１）実施目的 

   板橋区景観計画変更（案）に対する意見の募集 

 

（２）意見募集期間 

 平成２６年５月１０日（土）～平成２６年５月２６日（月）〔１７日間〕 

 

（３）板橋区景観計画変更（案）の公表方法 

   ①広報いたばし（５月１０日号） 

   ②ホームページ  

 

（４）意見の提出方法 

   直接・郵送・FAX・電子メール 

 

（５）提出人数と意見数 

   提出人数：１０人 

   意 見 数：３０件 

 

（６）意見の提出方法 

・封書（0人） 

・ファックス（３人） 

・電子メール（７人） 

 

（７）意見等の閲覧場所 

①都市計画課窓口 

②区政資料室 

   ③各区立図書館 

④板橋区ホームページ 

 ⑤広報いたばし（６月２８日号）（意見の抜粋を掲載）

資料１－７ 
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○板橋区景観計画変更【案】に寄せられたパブリックコメント(意見)と区の考え方 

No. 項目 意見概要 区の考え方 

１ 

【区案に対する

意見表明につい

て】 

（８件） 

●景観法が施行され１０年が経過しました。板橋区が「景観法」による「景観行政団体」になり、板橋区独自

の「景観計画」を作成され景観行政に力を入れられている事に敬意を表します。また当然と自負しておりま

すが、常盤台一・二丁目地区を「景観形成重点地区」としての指定を目指されている事を評価いたします。 

 区では、地域からいただいた案を基に景観形成重点地区

指定に向けた区案をまとめ上げました。区としては、良

好な街並みの維持・保全に向けた地域の取り組みに敬意

を表するとともにこれを次代に残せるようにとの地元

の想いを引き継げるよう、本区案としています。 

 景観形成重点地区に指定されますと、基本的には、すべて

の建築物等が届出対象となり、区に事前協議と届出が必要

になります。 

 景観の取り組みは、方針の部分がとても大切です。どう

して、こうした基準が必要なのかについて、区民の皆様

や事業者に対し、担当職員が誠意を持って、説明し、納

得していただくことが、何より大切だと考えています。

今後も、策定済みの各種ガイドラインなども駆使し、区

民の皆様や事業者に対し、基準の主旨を理解してもらえ

るような運用に努めていきます。 

 地域のＮＰＯ法人が運用している「ときわ台景観ガイド

ライン」との連携も図りつつ、本地区を区景観計画の景

観形成重点地区として運用をしていきたいと考えてい

ます。 

 常盤台の良好な街並み景観を維持・保全していくための取

り組みは、地元、開発業者、区が役割分担し、また協力し合

いながら、進めていくことが肝要だと思います。従いまして、

決定してからが始まりですので、地域の皆様におかれまして

も、景観まちづくりへの持続的な取り組みをお願いするとと

もに、区は事業者を良好な都市景観の実現へと誘導してい

きます。 

●「板橋区からのお知らせ（平成 26年春号）区発行ニュース第 5号」（以下「区ニュース」）を読みました。

『常盤台一丁目・二丁目地区 景観形成重点地区 区案』についてパブリック・コメントを提出いたします。 

区案に賛成です。常盤台一丁目・二丁目地区の景観形成重点地区指定を、スケジュール通り、景観計画告示、

運用開始できるように速やかに進めていただくようお願いします。 

昨年（平成 25年）10 月 31日の常盤台集会所で開催した板橋区による住民懇談会では、住民の意見をよく聞

き、それを踏まえて現実的かつ建設的な対応をしていただきました。 

板橋区が一歩踏み込んで、常盤台一丁目・二丁目を景観形成重点地区に指定し、『地域住民と開発業者、そ

して区とが「景観」について、共に考え、「どうしたら良いものを保全し、さらにより良いものにしていく

ことができるか。」と考えることをルール付けする」（「板橋区からのお知らせ」p.3）と表明しているこ

とは、誠に心強く、感謝したいと思います。 

●貴案について、基本的に賛成させて戴きますし、決定・推進をお願いします。 

唯、常盤台一・二丁目の町民の方々からは、｢緑にあふれ、安全で、住みやすく、しゃれた街づくり」を希

望されております。 

常盤台一・二丁目が景観形成重点地区の指定を受けられるということで、常盤台の町民が望んでいる方向に

進んでいると思いますので、今後とも更なる「緑にあふれ、安全で、住みやすく、しゃれた街づくり」に向

け推進いただければと思います。 

●「区発行ニュース第５号、景観形成重点地区の指定を目指して、常盤台一丁目・二丁目地区」に関して、区

案の内容を理解し、賛成します。 

●景観形成重点地区の基準案に賛成します。ただし、以下のコメントを付記します。 

常盤台一・二丁目地区では都条例に基づく景観ガイドラインを運用して 6年以上となり、一定の成果を上げ

ているという自負があります。しかし、この基準は「①法的 強制力を持たない基準である」ことと、「②

民間確認機関による条例を見落とす等の安易な確認許可」などによる欠陥もあり、これらの欠陥を克服でき

る手立ての必要性を感じています。 

板橋区景観計画に基づく重点地区に指定されることで、全案件が板橋区との協議の対象になることで、先の

①および②の欠陥を補うことが可能と考えられます。その点が肝要で、ベストではないが「あることの重要

性」を評価して賛成します。 

●区案を支持いたします。難しいことはよくわかりませんので、「我が家にとってどうか」という視点で特に

景観形成基準をよく読ませていただきました。率直な感想といたしましては、「かなり細かくてきびしい」

と思いました。余裕のある敷地に豊富な緑のある家屋敷が連なる、ゆったりとした環境が理想である事はま

ちがいないと思いますが、昨今の住宅事情では、これはなかなか難しいのが現状だと思います。 

しかし、今この様にかなり踏み込んだ内容で決めておかなければいずれほとんど緑のない街並となってしま

うと思います。区案委では具体的な数値は色彩を除いては決められてはおりませんので、後は話し合いでで

きるだけ歩み寄るという余地があります。 

私どもでも常盤台に家を建てるにあたり、初めて、地域の人々による審査というものがあるのを知りました。

地域の先住の方達の方針というものがあるのならば、これからこの地域に長く住もうと考えている訳ですか

ら、我が家でできる範囲ではありますが、なるべくその希望に沿う様、努力はいたしました。この先、転入

される方々も同様にお考えになると思います。 

板橋区は都心にも近く、物価も安く福祉の面も良い住み易い区だと思っております。しかし、住みたい条件

というのは、人それぞれですので、様々な特徴を持つ地域を維持し、様々なニーズに答える事により、多く

の転入者が期待できると思っております。したがって、常盤台の様な地区も必要と考えます。 
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No. 項目 意見概要 区の考え方 

１ 

【区案に対する

意見表明につい

て】 

（８件） 

●常盤台景観重点地区への案に概ね賛成致します。 

 

●常盤台地区に祖父の代から住む者です。常盤台の住民の多くは建物だけでなく植栽にも気を配り、住みよい

街を形成維持するように心がけてきたと思います。これは常盤台に限った話ではなく、どこの街でもみられ

る「住民の心意気」とでもいうものだと感じています。しかしながら時代の波で、常盤台でも小規模開発、

高層ビル建設なども散見されるようになってきました。これらの多くは地域に根付いていない営利中心の開

発によるものと思われます。 

この度の、板橋区が計画されている「常盤台一丁目・二丁目地区を景観形成重点地区に指定する計画」は大

変素晴らしいことで、地域住民のモラルだけでは守りきれなくなった景観を行政も後押ししてくださるもの

と期待しています。 

２ 

【重点地区指

定・都市計画・

地元ガイドライ

ンの両立につい

て】 

（２件） 

●良い景観形成とまちの活性化の両立：現行区案の常盤台地区の景観形成重点地区指定、都市計画、ガイドラ

インの 3つの重要性 

緑豊かな景観の優れた板橋区常盤台地区の形成が、板橋区の「東京でいちばんすみたいまち」構想、「未来

創造プラン」の一環として進められることを望みます。 

景観形成はあくまで、緑豊かで景観にすぐれた住みやすいまちづくりが目標ですが、これはまちの活性化、

活気あるまちづくりと両立することが重要です。 

 － 常盤台駅前－ 

区案の「景観形成基準」は、常盤台の顔たる駅前から低層住宅地域、中高層住宅地域へのまちなみの連続性

に配慮した、とても優れたものです。 

良い景観づくりの秘訣として地域の建物の高さを揃えること、色彩に統一感を持たせることがあります（「ま

ちづくりと景観」田村明著、岩波新書）。この点に留意した、「景観形成基準」の運用をお願いします。 

「区ニュース」にもありましたように、常盤台駅前の駅舎、ヒマラヤ杉をたたえた緑豊かなロータリーは板橋

区の、そして常盤台の財産です。 

―低層住宅地域― 

区案の「景観形成基準」は、まちなみの連続性、緑のつながり、プロムナードの重要性に配慮したとても優

れたものです。また、奇抜な色彩を用いた建物の建設や看板等が抑制されることになり、より良い常盤台の

景観形成がなされると思います。 

 ご意見のとおり、景観まちづくりだけで目標としている常盤

台地区のまちづくりは実現できません。地元におけるときわ

台景観ガイドラインの運用、景観計画における景観形成重

点地区指定の取り組み、更には都市計画による諸制度を活

用するなど、複合的な取り組みを進めていくことで、良好な

まちづくりが実現できるものと考えています。 

 また、運用においては、事業者に対し、計画の目標、方針、

基準をよく説明し、理解を得られるよう、取り組んでいきま

す。 

 建築物の高さ制限ついては、ときわ台しゃれ街協議会が

運用する、「ときわ台景観ガイドライン」と同一の基準

にしてもらいたいという要望をお持ちの方々が地区内

にいらっしゃることは承知していますが、一方で商業地

の土地・建物に権利をお持ちの方は、私権を大きく制限

するような規制は望んではいないという調査結果もあ

ります。 

従って、区としては、「景観地区」などのような地域の皆様の

私権を大きく制限するようなまちづくりの取り組みには、より

慎重にならざるを得えず、地域の十分な意見調整を進めて

いかなければならないことをご理解いただきたいと思いま

す。 

●常盤台地区の「高さ・面積・景観」に関しては、すでに運用されている都の“しゃれた街並み推進条例”に

よる「ときわ台景観ガイドライン」があり、これから決定されるであろう区の「最高高さ・最低敷地面積」

の導入、そして「ときわ台景観形成重点地区」の指定と３つの街を守る決め事が活用される訳です。 

しかし、どの規定も“帯に短しタスキに長し”で街を守り・育んでいくには完全なものではなく、これから

先、住民を悩ますものでも有る様に思えます。 

又、事業者も常盤台の街の有り様を良く理解し、キッチリ関わって頂けるのなら本当に意義のある事ですが、

どれかをないがしろにしたりしないのでしょうか？と危惧しています。３本の矢ではなく１本の強い矢で常

盤台の街を未来に繋げたいと願わずにはいられません。それには景観形成重点地区から、数値の入った景観

地区へと繋げて頂ければと思っています。まずは第一歩なのでしょうが、街が壊されない内に、強力な第二

歩へと早く進んで頂きたいです。 

３ 

【地元住民案と

区案】 

（２件） 

●「景観形成基準」に付きましては、平成２３年３月に提出いたしました「住民案」がベストと思いますが、 

今回の区案の「景観形成の方針」から全体を流れる精神は一応評価出来ます。 
 ご意見の主旨は、理解します。これまでに地域の皆様か

ら頂きました様々なご意見を踏まえ、本案としているこ

とをご理解いただきたいと思います。 
●重点地区の景観形成基準としては住民案より若干後退しており、ときわ台の将来の景観を考える時、もっと

厳しいものとして、今を耐える基準ではなく、未来に向けて住民の意識啓発を図る必要があると思います。 
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No. 項目 意見概要 区の考え方 

４ 

【しゃれ街協議

会・ガイドライン

との連携につい

て】 

（３件） 

●一番お願いたしたい事は、我々の６年数か月の東京都条例に依る「ときわ台景観ガイドライン」の運用での

１９０回以上の協議の過程を踏まえて、建築等の行為者との協議が如何に大事かを痛感しています。「景観

形成重点地区」になりますと、区の担当者が全ての案件での協議を行う事となります。今回の区案の精神を

担当者が充分に理解し協議に臨んで頂けるかが一番重要となります。 

 本地区は、平成 20年から地元で運用されています、東京都

の「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」に加え、区景観計画における、

景観形成重点地区に指定することで、すべての建築物等に

ついて、区の協議、届出が必要になります。 

 また、これまで同様、区は事業者に対し、同ガイドライン

の運用団体である「ときわ台しゃれ街協議会」との協議

を促していきます。 

 さらに、同ガイドラインも区の取り組みも「景観まちづく

り」という目的は同じであることから、できる限り連携

を図っていけるよう、努めていきます。 

●「ときわ台しゃれ街協議会」との連携のお願い 

当景観形成重点地区のエリアは、「ときわ台景観ガイドライン」（以下「ガイドライン」）適用エリアと一

致しています。同ガイドラインを運営する「ときわ台しゃれ街協議会」（以下「協議会」）との連携ができ

るよう、具体的には、協議会と事前に話合い協議をするよう誘導してください。 

「ガイドライン」には、一部数値基準がありますが、これは、しゃれ街協議会から開発業者へのあくまでお

願いです。これにより区と開発業者、住民との話合い、相互理解が促進されることにより良い景観の形成が

成されていくと思います。 

●板橋区常盤台の景観に優れ、活気あるまちづくりには、景観形成重点地区指定と現在検討が進められている

板橋区の新たな都市計画とが極めて重要な意味を持ちます。これらと、地域住民のお願いとしての「ガイド

ライン」が重層的に運用されることにより、よりよい板橋区常盤台のまちづくりが推進されると思います。 

５ 
【基準について】 

（２件） 

●基準案の中で課題となっていた定量的表現ではなく定性的表現が、具体的にどこなのか、よくわかりません。

これでどの程度常盤台の景観が美しくなるのか、何年か先に検証しなければならないと思います。今の時点

ではベストを求めるのは無理と思うので、一応賛成しておきますが、これがベターに過ぎないということを

忘れずに、よりよい街になるよう、より一層の努力を重ねていただきたいと思います。 

 区が主催した地元懇談会やまちづくりニュースでもご案内を

してきましたが、地元素案では、景観形成基準の「高さ・規

模」について、定量的表現（階数制限）としていたものを区案

では、定性的表現（階数制限をやめ、「周辺との調和」という

表現）に変更させていただきました。これは、駅前商業地等

の土地、建物権利者に対する意向調査や地元懇談会でご

意向を踏まえた上で決定したものですので、ご理解くださ

い。 

●色彩面で定量的な概念を導入されたのと同様、高さなどでも定量的な概念を導入していただければ、もっと

良いものであったと思いますが、今後の運用を期待しています。 
 色彩基準は、東京都景観計画から、区景観計画を策定する

段階で基準を定量化することが必須条件でした。また、建築

物の形態・意匠・色彩に関する基準は景観規制の大きな柱

の部分となります。 

６ 

【計画の運用に

ついて】 

（２件） 

●協議の内容についてお願いです。区案の ②「景観形成の方針」 ④「景観形成基準」の随所に「緑」「調

和」が出て来ます。このキーワードに込められた住民の街に対する思いを充分に理解され建築行為者との協

議に臨んで頂きたいと思います。 

 区景観計画は、事前協議と届出の二段階の手続きを定め、

運用しています。景観形成基準は、地域特性などを加味し

ながら、運用する必要がありますので、事業者との話し合い

や基準の主旨を良く説明し、理解を求めることが大変重要

です。従いまして、今後も丁寧な説明を心がけ、事業者等の

皆様に理解が得られるような運用に努めています。 

●景観というものは、人々の心に映り、生活する中で感じられるまちなみであり、また、社会的、経済的状況、

時代とともにそのあり方も変化するものであるとも思います。区、住民、開発業者の建設的な話し合い、相

互理解を通じた、板橋区常盤台の景観形成、まちづくりが重要であると考えます。 よろしくお願いします。 

７ 

【指定の手続き

について】 

（２件） 

●「景観形成重点地区」の指定が一日も早くなされます事を希望します。  今後、所定の手続きを進め、８月には現景観計画を変更、

告示し、本地区を景観形成重点地区として、運用を開始

する予定です。 
●本区案で、重点地区指定に向けた作業、手続きを、出来るだけ早く、進めて戴きたいと存じます。 

８ 

【職員に対する

要望について】 

（２件） 

●今回の指定に至るまでの経緯を充分にご存知のご担当者が異動等で代わられた後が心配です。  担当職員に左右されない、統一的な指導に努めます。 

●景観計画ご担当者の努力には敬意を払いつつ、今後担当者が変わった後も「これまでの計画案作成にかかる

精神を継承する努力」をお願いし、都市計画畑職員全員が高い目標を維持できるような人材教育をお願いし

ます。 
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 項目 意見概要 区の考え方 

９ 

【パブリックコ

メントの実施に

ついて】 

（１件） 

●５月１０日の広報から２週間目の２６日までのパブコメ締め切りは早すぎではないでしょうか。最低１ヶ

月はとるべきです。 

 パブリックコメントの実施期間につきましては、区で定めたル

ールに基づき、実施しています。なお、常盤台地区の景観

形成重点地区指定に向けた取り組みは、地元協議会を中

心として約３年間、勉強会の開催や地域の方々への意向調

査、ニュース発行を経ながら、地元案を作成し、区に提案い

ただきました。さらに区がその地元案を受領後、約３年間、

区主催による地元懇談会の開催、駅前商業地等の土地、

建物権利者を対象とした意向調査の実施、そして、まちづく

りニュースの発行（計4回）を実施し、その都度、地域の皆様

のご意見をお寄せいただく機会を設けるなど、地域も区もか

なりの時間をかけ、検討してまいりましたので、地域の皆様

のご意見を伺う機会は多く作ってきたと考えています。 

10 

【住民懇談会の

進め方について】 

（１件） 

●昨年、一応住民素案の形で提案が出されましたが、その際、景観法について全国の先進的な事例を研究し

ている京都龍谷大学法学部の学生達が、毎回出席して、貴重な意見を述べてくれました。もっと柔軟に謙

虚に彼らの助言を取り入れて、その時点での最高の素案が提案できれば良かったと残念でした。区の対応

は、むしろ学生達の意見をありがた迷惑に扱い、時間に制限があるからといって、排除してしまったと思

います。せっかくの機会が活かせず、その結果、どちらかというとありきたりの提案になってしまってい

るのは惜しかったと思っています。 

とはいえ、無いよりマシという表現は、努力なさった方に失礼かもしれませんが、一応の形になったこと

を、今の時点では良しとしなければならないでしょう。 

 地元懇談会に出席された学生さんは、ご自身たちの研究の

一環として参加されていたと認識しています。限られた時間

の中で懇談会に参加された地域の方々に 1 人でも多くのご

意見を伺うことが目的でしたので、地域に住まう方や、土

地、建物に権利をお持ちの方を優先して、ご発言をいただき

たい主旨から懇談会の開催前にご案内をしたものです。 

また、これまで３回にわたる地元懇談会でいただきましたす

べてのご意見は、区に持ち帰り、その都度検討し、区案に反

映してきました。 

11 

【常盤台のまち

について】 

（３件） 

●戦争により荒廃した国土は、その後の日本経済の発展により大きく復興し、２１世紀初頭までは世界第２

位の経済大国として成長してまいりました。しかし残念ながら経済的な発展の陰で損なわれたものも多く

ありました。昔ながらの街並みが乱開発にあいその姿を変貌されたのも、折角近代的な建築物が建設され

たにも関わらず結果として無秩序な街並みが出現したのも、昔から連綿と続く緑の街並みの減尐も、経済

成長一辺倒主義であった我が国の姿にあったと思います。 

我が街、常盤台一・二丁目を見ましてもその変貌はすさまじいものがありました。私が昭和３２年に常盤

台に引っ越して来た頃は、昭和１０年代の分譲当時と殆ど変らない街並みでした。この街の特徴は、分譲

地を設計した当時の内務省の小宮技官のインフラの素晴らしさにあると思います。「区発行ニュース第５

号」の中の「景観形成の方針」にもありますが、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、並木道、サービス道路等、都市建設史的にも注目されている街です。インフラ

は変わりませんがそれを取り巻く街は大きく変貌しました。 

そもそも、この街は鉄道の新しい駅を造り、立派な駅前ロータリーから始まるこの街で生活が完結出来る

街として設計されておりました。駅前と富士街道沿いには商店街があり、分譲地の中には医院も誘致され

ていました。昭和４０年初めまでは駅前や富士街道沿いの商店の方が「御用聞き」に毎日来られ家庭の主

婦は毎日の賄いはそれと地元商店街のお買いもので完結していました。 

昭和４０年の駅前ロータリーの写真がありますが、今は溢れている「放置自転車」は一台も見当たりませ

ん。高度成長の時期でしたので経済が発展しており、事業に失敗して土地を手放す人も尐なく、代替わり

も進んでおらず相続に依る土地の細分化も、土地価格の高騰による固定資産税や相続税の負担増も殆ど見

られませんでした。車社会も進んでおりませんでしたので車庫に依る接道面の緑化の減退もあまりありま

せんでした。そもそもその年代には朝、出勤や通学でときわ台駅に向かう人よりも、富士街道の北側の軽

工業地帯の工場に通勤する方が多く列をなしておりました。 

しかし、日本の経済成長によって流通革命と言われておりますが、スーパーやコンビニが出現し、一般商 

 ご要望の主旨を十分に理解し、常盤台一丁目・二丁目地区

を景観形成重点地区に指定し、地域の皆様のご理解とご協

力をいただきながら、良好な街並み景観を維持・保全すると

ともに、さらに発展させてまいりたいと考えています。 
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No. 項目 意見概要 区の考え方 

11 

【常盤台のまち

について】 

（３件） 

店の御用聞きも姿を消し、商店街はナショナル・チェーン店が進出して来ました。近隣は自分の足で歩くと

言う当たり前の事も自転車が中国で安価に出来るようになり使い捨て感覚での放置自転車も増えて来まし

た。背後の軽工業地域は産業の空洞化により空き地となり、跡地には大型マンションが林立しました。失わ

れた２０年に依る日本経済の停滞が無ければ大手都市銀行の再編も起きなかったかも知れず、住友銀行と三

井銀行の合併が無ければ、駅前高層マンションの建設問題も生じ無かった可能性があります。事ほど左様に

社会現象の変化は日本経済の発展状況に影響されるものです。 

２０年近いデフレ経済を経験し、人口減の日本の現代を経済成長主義のみで良いのかと警鐘を鳴らした法律

が「景観法」であると思います。 

私はこの街を昭和１１年の開発当時の街並みに戻そうと言う者ではありません。街のインフラを活かした

「緑豊かで街並みに調和がとれた」そんな街の姿を描き、次代に残そうと切に思っている者の一人です。 

板橋区の景観行政が他の自治体の模範となり、区の「東京で一番住みたくなる板橋」「いきいき暮らす 緑

と文化のまち板橋」のキャッチフレーズが名実ともに実現されます事を希望いたします。 

 景観計画を運用していくことで、常盤台が抱える問題点

について、その一助となる項目もありますが、個々のモ

ラルの問題などもあり、すべてが解決できるわけではあ

りません。 

ときわ台景観ガイドラインや区の届出制度の運用だけで

は、常盤台の良好な街並み景観を維持・保全や推進してい

くことには限界がありますので、地域の皆様が景観ルール

などを守り、守らせ、どうすることがもっとよい街にすること

ができるかについて、ともに考え続けていただくことが大切

です。 

今後とも区民の皆様、事業者、区の三者が役割分担や協働

し、良好な街並みの維持、保全、発展に取り組んでいきたい

と思いますので、ご理解とご協力をお願いします。 

●敢えて、この機会に常盤台が抱える問題点としては、 

１） 路上に出されている看板類、しかも派手な物が多い 

２） 昼間路上に溢れているごみ（なぜ早い時間・或いは夜間に収集しないのか） 

３） 環状７号線から常盤台の細い道を通り抜け前野町方面に抜ける車の多さ、しかも、並木道の狭い道 

 を走り抜けていく 

４） 時間貸し駐車場の派手な呼び込み看板 

５） 早いスピードで歩道を走り抜けていく自転車 

６） 許可なく張り巡らされていく電話線や送電線 

７） 常盤台駅前の高層住宅の周りに起きているビル風（自転車が倒される） 

８） ビル・マンションの高さ制限 

等々  （管轄外のものもありますが、敢えて記させて戴きました。） 

●住民の立場から板橋区都市計画部都市計画課に対して強く望みたいことは以下の通り。 

・ときわ台を景観形成重点地区に指定すること。 

・みどりを残しヒマラヤ杉、ケヤキのロータリーをマンション群で囲わないこと。 

・地区外権利者や業者の利益よりここに住み続けている住民の利益を第一に考え、美しいときわ台駅前の景

観をマンション等でこれ以上壊さないで欲しい。緑を守ることは日本の国土を守ることだ！ 

12 

【その他の意見に

ついて】 

（２件） 

●駅前商業地域については、別途、板橋区により新たな都市計画の導入（最高高さ制限 35 メートル）が計画

されています。この数値にも賛同します。 

※左記ご意見は、常盤台一丁目・二丁目地区景観形成重点地

区指定に係る、景観計画変更案に関する意見ではないことか

ら、コメントは控えさせていただきます。 

●別途、板橋区が新たに導入予定の板橋区の都市計画において、常盤台地区については、最低敷地面積として、

第一種低層住居地域 100 ㎡、第一種中高層住居地域 80 ㎡が板橋区案として示されております。これについ

ても併せて早期の導入をお願いしたいと思います。 

これは、東京都武蔵野市の第一種低層住居専用地域と同等の制限値（建ぺい率 50%の場合 100㎡）であり、

地区計画を除けば、東京都下において最も進んだ制限値です。ここまで、板橋区が踏み込んでいただいたこ

とに感謝いたします。これ以上の法的拘束力のある規制は、地区計画を除けば非現実的ですし、地域の活性

化が阻害されるでしょう。現行区案の都市計画の導入も併せて進めていただきたいと思います。 

 

 



 

 

景観計画変更案に関する都市計画審議会意見聴取概要と区の考え方 

 

 

 

No. 項 目 意見概要 区の考え方 

１ 

地元懇談

会と地区

内世帯数 

①平成 24 年度に 2 回、平成 25

年度に 1 回、地元懇談会を開催

しているが、それぞれの参加者

は何人か。 

地域の世帯数はどのくらいか。 

⇒H24.9.5  28 名 H25.1.18  26 名 

 H25.10.31  19 名 

⇒常盤台一丁目 2,488 世帯 ※全域ではない 

  常盤台二丁目  1,035 世帯 

 （地区内に配付しているニュースは 3,050 部程度） 

住民周知 
②地域住民への周知はどのよう

にされているのか。 

⇒地元検討時－平成 22 年度地元素案作成のための

メンバー募集、検討会実施(7 回)、ニュース配付(5

回)、意向調査実施(1 回) 

区検討時－平成 23 年 4 月に地元案を受領した後、

まちづくりニュース発行計５回、地元懇談会 3 回、

商業地系土地建物地区外権利者意向調査実施 1 回 

(その他、ときわ台しゃれ街協議会理事会出席 4 回) 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺ

ﾒﾝﾄによ

り寄せら

れた意見 

③パブコメが現時点（5/23）で 6

件きていると話があったが、そ

の中身について区としてどう考

えているのか。 

⇒基本的には、すべて区案に賛成する意見です。 

 しかし、今後運用を進めていく中で、運用の方法

やもう少し踏み込んだ基準づくりなどが求められ

ています。 

区案作成

の工夫点 

④住民案を取り入れた計画を作

成する上で工夫した点は何か。 

⇒住民案の基準について、運用中の景観計画との整

合野関係から、基準化できない内容については、方

針として、位置付けることやイラストや地区内写真

を計画書に記載するなどし、できるだけ地元の想い

を形にしています。 

担当職員

の人材育

成 

⑤定量的でなく、イメージしに

くい高さ等の制限内容につい

て、窓口で説明できるようにす

るための人材育成などはどうな

っているか。 

⇒景観計画は、全般的に定性的（非数値化）基準が

多いことから、高さも含め、事業者に対し、景観計

画の方針や基準の意義を丁寧に説明することで、理

解と協力を得るようにしています。今後も職場内研

修等を通じて、しっかり人材育成を図っていきたい

と考えています。 

駅前地権

者への対

応 

⑥駅周辺の人達にも説明会は開

催しているのか。 

⇒駅前などの商業地に対し、住宅地側の住民から建

築物の高さ制限を望む声があることから、地区外の

権利者を含めた商業地側の権利者も含め、ニュース

発行、意向調査、懇談会参加の呼びかけを行ってき

ました。 

資料１－８ 



 

 

No. 項 目 意見概要 区の考え方 

２ 

公共施設

の名称に

ついて 

景観形成の方針などに記載がある

『プロムナード』、『クルドサッ

ク』、『ロードベイ』、『フットパス』

のような都市計画用語は、一般の

人達には分かりにくいのではない

か。 

⇒常盤台地区に限っては、多くの人が承知されて

いると思います。（方針で使われている文言は地元

提案による）しかし、指摘を受けて、これらの用

語の横に和名を添えるよう、修正します。 

ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ⇒環状道路、ｸﾙﾄﾞｻｯｸ⇒袋小路、ﾛｰﾄﾞﾍﾞｲ

⇒道路沿い空き緑地、ﾌｯﾄﾊﾟｽ⇒歩行者系避難通路 

３ 
第五章の

記載事項 

景観計画変更案について 

①5-30-15 行目「地区特性」とは 

2-7-18 行目にある「欧米の住宅計

画」を指しているのか。 

 

⇒地域特性とは、本地区が分譲開発された時代か

ら大切にされてきた、公共施設と併せ、まちのス

ケールにあった宅地規模や閑静で緑が多い良好な

低層住宅地であり、このことは本計画の景観形成

の方針やその考え方から理解できると考えていま

す。 

②5-30-21 行目「住民の努力によ 

って」とあるが住民以外にもかか

わっている人がいるのではない

か。 

⇒常盤台地区は、まちづくり活動が活発な地区で

あり、こうした活動も含め、地域に住まう方々す

べてを指すと考えています。 

③5-31-35 行目「建築物に付属する

駐車場」については適用除外とあ

るが、青空駐車場であって、かつ

５台を超えていても、除外すると

いうことか。 

⇒建築物に付属する駐車場は、建築物そのものが

すべて届出対象行為であり、建築物の景観形成基

準の中に「駐車場などの付属物」として、基準が

設けられているため、「土地の造成」としての行為

の届出からは適用除外としてます。 

④5-32-5 行目「商業地の景観との 

調和、～緑が連続した景観の形成」

とはどういうことか。 

⇒景観計画に記載予定のイメージ図等により、区

民、事業者に伝えていきたいと考えています。 

 

⑤5-33-24 行目「周辺の建築物の 

高さ・規模との調和を図る。」の周 

辺とはどのくらいの範囲を示して

いるのか。 

⇒中景程度を指しています。5-32 ページ上段の

「景観形成のイメージ」イラストにあるような眺

望を想定しています。 

⑥5-34-4 行目「歴史的な遺構や残 

すべき自然」は常盤台ではどこを

指すのか。 

⇒歴史的な遺構は、常盤台地区の近代建築物を指

し、教育委員会が所有する書物に記載があります。

また、残すべき自然は、基本的にはないものの、

地区内の保存樹木や保存生垣を指しています。 



 

 

No. 項 目 意見概要 区の考え方 

３ 

第五章の

記載事項 

 

⑦・5-35-20 行目「敷地接道部分 

に塀や垣・柵、または駐車場など 

にシャッターを設ける場合は、～ 

工夫をする。」について、住宅地な 

どでは、道の両側にシャッターが 

設置されている住宅があったりな

ど、せっかく緑化していても見え

なかったり、また敷地の中が見え

ないことで住民の安全性からも問

題があるため、基準の主旨を明確

に表現すべきではないか。 

⇒常盤台の現況の街並みでは、住宅に付属する車

庫のゲートがリングシャッターのように中が見通

せるお宅が多くあります。これは、プライバシー

よりも街並みへの圧迫感の軽減や敷地内の緑が通

りから見えるような工夫がなされています。この

ことは、5-30 ページの景観形成方針に明記してい

ます。 

４ 
他事業と

の連携 

景観計画と連動した事業や計画等 

は何があるのか。 

⇒直接連動した事業や計画とは言えませんが、生

垣助成は行っています。また、今後の整備におい

て、無電柱化などの街路事業が行われる可能性は

あるかと思います。 

５ 

保存した

い建築物

等 

①地元が保存を希望する建物があ

る場合はどう対応するのか。 

⇒重要文化財や景観重要建造物などに指定し、保

存していく方法などがありますが、その建築物等

の所有権や維持・管理の問題もあり、現実的には

簡単ではないと考えています。 

景観計画

による制

限 

②重点地区に指定された場合に、

敷地の分割、大規模駐車場の設置、

高さの高い建物の計画などは抑制

することができるのか。 

⇒景観計画は行為を禁止する規制ではありませ

ん。建築行為をする場合に景観上の配慮を求める

ものです。従って、敷地分割や駐車場設置、建築

物の高さ、そのものを排除するものではありませ

ん。 
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平成 2
3 年度 

 

板橋区景観計画、各種ガイドライン等の策定・変更スケジュール 

第１～5 回景観計画策定審議会 

第１～7 回景観部会 

・景観検討会 
・区役所内 WG の開催 

第１～３回庁内景観検討会 

平
成
20
～
22
年
度 

景観形成重点地区説明会 

崖線軸(１箇所、３回) 

石神井川軸（２箇所、各２回） 
景観計画の策定方針 

景観計画【素案】【案】 

景観計画策定・変更 
景観計画策定審議会・ 

景観審議会・部会・委員会 

板橋区都市景観マスター

プラン（平成 20年 5月） 

議会上程（景観条例）（2/17） 

景観条例（案） 

都市建設委員会報告 (3 回) 

 

景観条例（案）骨子 

景観ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ（4/2～20） 景観計画（案） 
取りまとめ 

経営戦略会議・庁議 

景観検討会・その他 景観重要公共施設 
景観重要建造物・樹木 

各種ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等 

の検討 

 

・デザインガイドライン検討 

ﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案) 
の取りまとめ 

○指定に向けた協議 
 ・景観重要公共施設 
 ・景観重要建造物 
 ・景観重要樹木 

景観重要公共施設(案) 
管理者同意 

経営戦略会議（2 回） 

庁議報告（5月 31日） 

景観条例の検討 

各種検討事項 景観形成重点地区 

景観軸地区の検討 

○住民提案型重点地区支援 

・常盤台一・二丁目地区 

・加賀一・二丁目地区 

→地元より（案）を区へ提出 

崖線軸地区(案) 
石神井川軸地区(案) 

取りまとめ 

加賀一・二丁目地区(案) 

意見聴取・取りまとめ 

公共施設ガイドライン 

検討・協議 

素案・案の作成 

第 2 回景観審議会（3/9） 

第 2～3 回景観部会（12/7,1/26） 

平
成
24
年
度 

 

庁議報告（2 回） 

 

 (都同意協議) 

    景観行政団体の成立・板橋区景観条例施行（平成 23年 3月 23日）→「東京都景観計画」の区による運用開始 

都市計画審議会報告（6/29） 

第 1 回景観審議会（7/14） 

第１回景観審議会部会（5/12） 

色彩ガイドライン 
取りまとめ 

景観ｲﾍﾞﾝﾄ（3月 23日中止） 

2014/7/7 現在 

条例審議会（1/24） 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ公表 
（広報 6/18号、HP6/17） 

景観アドバイザー選定 

景観重要建造物・樹木 
標識設置 

ﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ・ 
届出の手引き・運用指針 

の取りまとめ 

板橋区景観計画の策定（平成 23年 8月 22日(月)） →「板橋区景観計画」の運用開始 

 

都市建設委員会報告（6/15） 

速報作成・配付 

平
成
23
年
度 

景観重要建造物(案) 
景観重要樹木(案) 

管理者協議 

景観計画製本 
デザインガイドライン製本 
色彩ガイドライン製本 

ニュース配布・意見交換 
加賀一・二丁目地区(2/28) 

常盤台一・二丁目地区（2/22） 

色彩セミナー(区職員）（2/1） 

景観条例改正 

景観条例改正 

色彩ガイドライン検討 

ニュース配布・懇談会(1 回目) 

加賀一・二丁目地区(9/10) 

常盤台一・二丁目地区（9/5） 

 

景観ｲﾍﾞﾝﾄ（3/22） 

公共施設ガイドライン 
取りまとめ 

平
成
25
年
度 

 

屋外広告物ガイドライン 
策定等調査委託発注準備 

第 7 回景観部会(6/21) 

 

景観ｲﾍﾞﾝﾄ（12月 5日予定） 

屋外広告物 

取組み方針検討 

都条例、組織検討 

第 8 回景観部会(3/19) 

景観形成重点地区指定に伴う 

景観条例施行規則改正 

住民素案⇒区素案検討 

庁内景観検討会(11/2) 

 

備  考 

板橋宿不動通り、赤塚公園及び周辺地区 

景観形成重点地区指定に向けた勉強会の 

開催など(平成 26 年度以降～) 

景観ｲﾍﾞﾝﾄ（3/15） 

公共施設セミナー(区職員） 
（3/28） 

資料２ 

都市建設委員会報告(6/14) 

 
第 4 回景観部会(8/30) 

 
第 3 回景観審議会(9/19) 

第 5 回景観部会(11/20) 

 
都市建設委員会(12/5) 

 

第 6 回景観部会(3/6) 

 

第 4 回景観審議会(2/6) 

ニュース配布・懇談会(2 回目) 

加賀一・二丁目地区(1/25) 

常盤台一・二丁目地区（1/18） 

 

常盤台一・二丁目地区意向調査 

（11～12月） 

 

景観重要公共施設検討 

（加賀けやき通り） 

 

景観重要公共施設 管理者協議 

（加賀けやき通り） 

 

庁内ワーキング(12/21) 

ニュース配布・懇談会(3 回目) 

常盤台一・二丁目地区(10/31) 

 

都市計画審議会(8/30) 

 

第 5 回景観審議会(11/7) 

 

庁内ワーキング(10/1) 

景観写真募集 

景観写真募集 

平
成
26
年
度 

 

(景観計画変更都協議) 

公共施設セミナー(区職員） 
（10/1） 

常盤台一・二丁目地区(案) 
意見聴取・取りまとめ 

板橋区景観計画の変更 (加賀地区 重点地区指定) 

板橋区景観計画の変更 (常盤台地区 重点地区指定) 

板

橋

区

景

観

計

画

の

運

用 

景観ｲﾍﾞﾝﾄ（秋～冬頃予定） 

・景観ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾍﾟ公開２次審査 

・景観写真展 

景観写真募集 第 6 回景観審議会(7/7) 

 

第 9 回景観部会(8 月頃予定) 

第 10 回景観部会(10 月頃予定) 

第 11 回景観部会(3 月頃予定) 

みどりのヒント集作成 
取りまとめ 

都市計画審議会(5/23) 

 

第 7 回景観審議会(12 月頃予定) 
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