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景観まちづくりのヒ

ントが盛り込まれた

「景観まちづくりの

手引き」 が都市計

画課窓口にありま

すので是非お立ち

寄りください。

「発見･新あらかわ風景散歩」 区民委員が独自の感性でまちを切り取ります。

「景観まちづくり推進委員会」 とは？「景観まちづくり推進委員会」 とは？

私たちは、なぜ景観まちづくりに取り組むのでしょう私たちは、なぜ景観まちづくりに取り組むのでしょう。
景観法と景観まちづくり・・・私たちの暮らしへの効果は？
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「景観まちづくり」 とは

荒川区景観計画の基本理念及び目標

１． 下町らしい景観、 個性的な景観を生かす

２． 川や台地など地形や自然、 街道などの

　　 歴史的資源を生かす

３． 区民等との協働･連携による活動を生かす

  景観アドバイザー協議の結果

　こんなに変わる !? まちの印象

　●ＪＲ貨物正庭北信号付近の
　　　景観に配慮した高架の塗替え

景観アドバイザー制度とは

　 事前相談や事前協議の建築物の審議の他、 公共

建築物 ・ 公共施設のアドバイス、 景観まちづくり

にかかわるアドバイスなどを行います。

　例えば、 ビルの外壁、 看板のデザインや色彩を、

周囲の街並みに調和したものに変えるなど、 区民や

事業者が積極的に景観に配慮した事例を区内のあ

ちらこちらで見かけることができます。

　 自分たちの町の景観の魅力を楽しみ、 貴

重な資産として次世代に残せるように、 わがま

ちの景観を維持 ・ 継承 ・ 改善するための様々

な取組みのことです。

　「景観やまちを大切にしたい」 という思いを持

つ仲間が広がっていくことで、 地域や区全体

の景観が魅力的になります。

区民･事業者の皆様ご協力ありがとうございました。

　　　　　　　　　南千住のコツ通りは電線地中化の工事が進んでいる。空

が広くなるのは楽しみだが、電柱に貼り付けてある町の記憶まで消えるの

はいささか寂しい。

　電柱の少し上を眺めると、東電とNTTの電柱番号の白い札が各々あり、

その場所を示している。特にNTTの札がいい。その札には、明治から昭

和の古い土地の名前が使われているものがある。

　南千住五丁目の三ノ輪寄りは、今でも天王祭の睦の名称そのまま「河

原崎支」とある。南千住三丁目界隈には「真崎支」とある。江戸時代末期、

穴あき銭の天保通宝を鋳造していた真先の銭座があった場所である。

　表示は古い地名だけではない。

　南千住六丁目の工業高校周辺には、戦後に大和毛織の工場があった。

故に「大和支」とあり、近くの施設を用いている。

　行政上もなくなり、住民も使わなくなった地名が、地上３mで今も使われ

ている。
　二丁目のどのあたりだったか「北玄蕃沼支」とある。「ここは沼だったのか？」

「景観」や「街づくり」の解釈は人それぞれ。「あ

～でもない、こ～でもない」とやっている区民委

員７名＋３名の職員のココロには、熱い思いが

あります。そして、探しています！残しておきた

い風景を知っている人、昔の街を知っている人、

今後育てる必要のある景観を知っている人、私

たちと一緒に、街の再発見をしませんか！

（池田委員）

「地上３ｍにある町」

「景観まちづくり」 ってなぁに？

今後のＪＲ貨物の高架は、

協議後のこの色に統一さ

れます。 （１０Ｇ２／４）

　 区の将来像を見据え、区全域の景観形成に

関わる目標や方針を明らかにし、区民・事業者・区

との協働により良好で個性あふれる荒川区らし

い景観の形成を実現することを目的としています。

●理念

●計画の目標

　　新しい息吹のなかにも
　　下町らしい雰囲気のつたわる風景をつくる

古くなった鉄橋部分が、スッキリ

と街並みに馴染む落ち着いた色

調で塗り替えられました。

と思いを巡らすと、わずかな湿り気を感じる。近くには音無川とその支流の思川が暗渠になった今も往

事と変らず流れている。

　電柱と一緒に、残したい町の記憶も消えていく。

「てくてくと」の記事と編集は区民委員が中心

となって、毎回奮闘しています。まだまだ不

慣れですが、そんな私達に助言・提言をお寄

せください。写真やスケッチ、俳句川柳やエッ

セイなど、荒川区の景観に関する寄稿なら何

でも結構です。

事務局宛、投稿をお待ちしております！

●荒川区の景観計画、景観条例について詳しくはホームページで　　http://www.city.arakawa.tokyo.jp/

●お問い合せ（景観まちづくり推進委員会事務局）　メール：toshikeikaku@city.arakawa.tokyo.jp

　平成２４年３月にまとめられた「荒川区景観計画」の目標「新しい息吹のなかにも下町らしい

雰囲気のつたわる風景づくり」を実現するために、荒川区らしい魅力的な景観を次世代につなぐ

維持、保全活動や、新たな美しい景観創造活動が広く求められてきています。

　景観まちづくり推進委員会は、公募区民委員による組織で区民や区内事業者によるこれらの活

動を手助けするため、２４年６月のスタートしました。

これまで月１～２回の会議のほか、風景づくり活動が活発な江戸川区、世田谷区の関係者との交流、

「てくてくと」の編集・発行を手掛けてきました。

　なお「てくてくと」は購読者募集中！景観づくりに興味があり、購読を希望する方は事務局までご

連絡下さい。

皆さんの投稿をお寄せください。

荒川区景観まちづくりニュース　TEQ TEQ to 区民と進める景観まちづくり ARAKAWA区民と進める景観まちづくり ARAKAWA2013年4月　　　第2号（４） 第２号（1）

（海老江委員）



第２回目は、 片岡鶴太郎さんです。

に

荒川区は、私が生まれ育ったふるさと

です。小学生のころは、よく友達と狭

い路地や裏通りで遊びに明け暮れまし

たね。日暮里かいわいは、家が密集し

ていて遊び場があまりなかったので、

諏方神社まででかけていきよく遊びま

した。諏方神社では毎年お祭りがあり

ますよね。夏になると屋台が出て多く

の人で賑わっていたのをよく覚えてい

ます。

◀日暮里繊維街
所在地：東日暮里
 　　3-6 丁目付近

　日暮里南公園▶
所在地：東日暮里
　　　　5-19-1

花と緑が連続し、

空がきれいに見える

にぎわいのある景観

水辺の開放感と歴史

に配慮した都市文化

と調和した景観

崖線の緑との調和や

眺望に配慮した

寺町としての落ち着い

た街並み景観

荒川観光大使の

おすすめスポット

俳優・画家　片岡　鶴太郎さん

かたおか　　つるたろう

あなたも「あらかわ景観百景」づくりに参加しませんか？

2013年4月　　第2号（２） 2013年4月　　第２号（３）荒川区景観まちづくりニュース　TEQ TEQ to
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区民一人ひとりが誇りを感じることのできる

　　　　　　　「荒川区らしい景観づくり」を推進するため

　　　　～あらかわ景観百景の選定に向けて～

【３つの景観軸】

すべてが華やかで瑞々しい春、やがては白くまぶしい夏が訪れます。

季節ごとに色彩を感じるように、各々の街にも印象深い色調があるようです。

荒川区は、隅田川の水や日暮里台地の緑、活気ある商店や工場などのまちなみの色、

都電のボデイカラーなど、下町人情がにじみ出す、独特な色合いを感じずにはいられません。

いっぽうで、街の調和に馴染まない色彩に出くわすこともあります。

前回に引き続いて、区内中学生の皆さんに協力していただいた景観に関するアンケート結果の一部を

ご紹介します。さて、あなたの住む街はいかがですか、何色が似合うでしょうか。

●アンケートの集計結果（抜粋）※詳しくは荒川区ホームページでご覧になれます。

わが街の愛着や誇り、景観という切り口でお聞きしたアンケートです。
あなたも一緒に考えてみてください。

（諏訪台中学生回答）（第三中学生回答）

Ｑ：荒川区のイメージは何色ですか？（複数回答） Ｑ：あなたは、現在の荒川区の景色や風景・街並み
　  などに愛着や誇りを感じていますか？

　区民の皆さんの中で、「荒川区にはこんなに素晴らしい風景があるよ」といった

発見はありませんか？もしあれば、下記宛てまで、どしどしご連絡ください。（景

観百景にかかわらず、広く景観まちづくりに関するアイディアでも構いません）

　また、「景観百景を募集するんだったら、私たち、こんな形でお手伝いする

ことができるかもしれないわ」といった個人・団体の方がいらっしゃいましたら、

同様に下記まで、ぜひご連絡ください。

サポーターとなって一緒に、荒川区の景観まちづくりを推進していきましょう！！

連絡先：荒川区都市計画課　「てくてくと」宛
　　　　　　　　　　　　　　　　　 メール：toshikeikaku@city.arakawa.tokyo.jp

前号で「あらかわ景観百景」選定の

プランを発表しました。区民が推薦す

る風景を、写真で応募していただき、

相当数を百景として選ぶという方法の

提案でした。「あらかわ景観百景」選

定の目的は、まず区としての景観資産

を整理することです。また、これを一

つの機会にして、その景観を守り・育

てる区民の活動を活発にすること、そ

してゴールは「荒川を景観が活かされ

ているまちにすること」なのです。

その後、当委員会は、区の代表的な

景観がすでに色々な方法で紹介されて

いることも考えに入れて、この実現ス

テップについて協議を重ねました。

結果としては、写真応募による選定

にだけ注力するよりも、区民に景観問

題を身近に感じていただき、活動に結

びつくような啓発・PR活動の実施に

重点を移す方向にしています。目下、

その具体策を協議していますが、「あ

らかわ景観百景」という縦糸を、「ま

ちづくり」という横糸で紡ぐ、この考

え方は不変です。

都電景観軸

隅田川景観軸

日暮里台地景観軸

街にも色がある。あなたの住む街は何色ですか。

こころのパレットを開いて、感じてみましょう。

私の大好き

なまち

協力団体

募集

サポーター

募集

区民の声

少し感じている・時々感じる
26.9%

少し感じている・時々感じる
36.8%

どちらでもない
46.2%

どちらでもない
34.4%

あまり感じない
8.7%

まったく感じない
7.7%

とても感じている
10.5%

あまり感じない
7.2%

まったく感じない
7.2%

とても感じている
14.4%

月 第2号（２）

区民一人ひとり

　　　　　　　

　　　　～あらか

前号で

プ


