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（１）良い・悪い（問題・課題）と感じる景観の意見集約表 

現状 
区分 

良いと感じている景観 悪いと感じている景観 その他 
（良い・悪いどちらでもない）

①自然・田園景
観 

→水辺・緑・農地等 

■水辺と緑 
・水辺との共存がみられる 
・水面に映ることを考えてつくら

れている橋 
・歩道がアスファルトでなく、土

（それっぽいコンクリート）や
レンガなのがよい 

・木材が使われている 
・人工建造物に自然の生物がなじ

んでいる 
・木の緑だけでなく花や実のなる

木なども植えられている 
・木の種類が区画ごとに異なる 
・水路に流れがある 
・個人の家の草花や樹林と共有空

間がある 
・二郷半用水路と緑道（整備され

ところ） 
・二郷半用水の緑の多い遊歩道、

ドウダンツツジの赤い色合い 
・下第二大場川（戸ヶ崎、親水性） 
・中央地区のにおどり公園を中心

とした第二大場川の水辺空間 
・三郷放水路（桜と水と緑の調和） 
・住宅地の中の水辺空間 
・中川の風景 
・江戸川河川敷の自然 

■樹林・生垣・シンボル樹 
・早稲田の団地の樹木のバランスがと

れている・ 
・みさと団地、早稲田団地の緑の多い

風景、みさと団地の樹林 
・さつき平の高層住宅と緑の空間 
・手入れがされている生垣・植栽 
・生垣による連続性のある道 
・建物と調和した生け垣（早稲田） 
・寺院などの地域のシンボル 
・安養院と大銀杏（良好に保全されて

いる） 
・家庭菜園として利用されている 
・さつき平の街路樹の紅葉と高層住宅

の街並みがマッチしている 
・空地（緑地）が広く確保されている 
・戸建て住宅は道路沿いに植栽をする

ことによって景観がよくなる 
 
■公園 
・みさと公園（水辺と緑、水元公園合

わせて）の広々とした空間 
・みさと団地内の公園 
・早稲田公園 
・におどり公園 
・江戸川堤防上のサイクリングロード 
・市役所周辺の緑 

■田園風景 
・水田風景が広々としてい

て、おだやかな気分にさせ
られる 

・田畑の広い空間 
・美しい水田地帯 
・前間・小谷堀の一団の水田 
・半田・小谷堀地区の水田風

景 
・大場川と屋敷林の風景 
・農家の屋敷林が美しい 
・屋敷林のある農家住宅 
・みさと団地の西側 

 
■道路の緑 
・常磐自動車道沿いの樹林 
・常磐自動車道の法面を利用

した立体的緑化 
・人工物を緑でカバーしてい

る 
・国道 298 号線沿いの公民

協働による植栽 
・早稲田中央通りの街路樹 
・街路樹のある街並み 
 

■水辺 
・水が汚れ臭いがある 
・水辺のプロムナード川の水が汚れている 
・大場川、中川の汚れた水 
・未整備の第二大場川 
・整備されていない用水路（雑草など） 
・市内各所の未整備の水路 
・水路沿いのフェンス 
・川に排水管が出ている 
・三面張りの水路 
・二郷半用水綠道の草が茂っている 
・遊水池の親水化 
・親水→危険性 
・栄地区の下第二大場川沿い 
・放水路南側の第二大場川沿い 
・殺風景な河川敷 
・大場川の橋のアート（アートに活用してはどうか） 

 
 

■緑 
・手入れがされていない藪や植栽、生垣 
・神社や墓地の切られた樹林 
・雑木林が少ない 
・緑の少ない地区がある（通り） 
・駐車場を確保するために減っているみさと

団地の緑 
・大通りに大きな並木道がない 
 
 
 

■田園（点在する農地） 
・放置された農地 
・点在する農地（広がりがない） 
・虫食い状態の戸建て 
・ジャンクション南側の農地 
・田んぼの中の残土の資材 
・調整区域に目立つ残土や資材置場 
・インターチェンジ付近は資材置場等が点在 
・半田地区は調整区域であるが、宅地化が進み田

園景観が阻害 
・田園の中の資材置場や処理施設 
・水田地に突然現れる資材置場やコンテナ、鉄板

で覆われた何か 
・半田地区の武操開発区域とミスマッチな田園風

景 
 
 

■電柱 
・電柱や高電線、架鉄塔 
 

■調和 
・自然とのふれあいと安全

性 
・法律と政治の問題 
・自然素材と人工材 
・アスファルト 
・大規模な公共施設用地

（未使用部分） 
・緑道・公園全体―ベンチ

が汚れていて座る気が
しない。抗菌ペーパー等
が備え付けてあるとよ
い 

②市街地・集落
景観 

→まち並みの連続

性（高さ・壁面・

緑）・広告物等 

③建築物等の
景観 

→規模・形態・意

匠・色彩等 

■街並み（統一性のある） 
・計画された住宅地（の街なみ）

―早稲田、エコライフタウンみ
さと公園、みさと団地、さつき
平、三郷中央 

・各戸でオープンスペースが確保
されており、統一された街並み
となっている（早稲田） 

・戸建て住宅は高さ、色彩は生垣
や樹木の緑と良好な景観 

・早稲田地区の街並み・中高層住
宅の集まり 

・建築協定による良好な街並み 
・緑地協定により外周道路沿いの

生垣、宅地内緑化 
・ピアラシティ 
・キャノンファインテックの外観

と外環 
・三郷中央駅周辺 
・彦成の低層住宅とボリュームの

ある屋敷林 
・古いコンクリート塀があり高さ

が統一されている（彦成） 
・地区計画によって壁面の後退が

あり 4ｍの道路沿いも圧迫感
を感じなかった（エコライフタ
ウンみさと公園） 

・大規模開発によりレンガ調で統
一された街並み（エコライフタ
ウンみさと公園） 

 
 

■建築物等 
・三郷中央の駅舎 
・高さの整っている住宅街 
・道から少し後退して建てられている

住宅街 
・建物の大きさに合わせて空間を取っ

てある敷地 
・全体にゆとりが感じられる土地 
 
■色彩（落ち着き性など） 
・ベージュ系の新しい住宅 
・一団で民間が開発した戸建て住宅は

形態が整っているので全体のバラ
ンスがよい 

・みさと団地は調和がとれており、色
調が暗くはない 

・早稲田の戸建て住宅地は色の調和が
とれている 

・中央地区の住宅地の色彩が淡い色で
整っている 

・エコライフタウンみさと公園の各戸
建ての色彩が調和 

・統一された色、屋根の形状 
 
 

■道路 
・早稲田中央通りの自転車専

用道 
・早稲田団地の道路（歩行者、

自転車道） 
・三郷中央駅前の歩道 
・電柱や電線などがない道路 
・さつき平の中央道路は電線

の地中化により、空間にゆ
とりを感じさせる 

 
■集落・歴史 
・古さにほっとする 
・板塀がきれい 
・石積みの蔵 
・彦成地区の民家敷地内の土

蔵（今でも使われているよ
うだ） 

・彦成地区の旧道沿いの街並
み 

・趣のあるたたずまい・街並
み（古い街、歴史の感じら
れる街） 

・建築物の低層の街並み（高
層住宅はなし＝低層） 

・寺院の（歴史ある）古い建
物 

・郷土資料館は歴史的建築物
として保存していきたい 

・市と地権者が協力して文化
財を守り、保存されている
（大銀杏、寺院等） 

 

■街並み（統一性のない） 

・統一感のない早稲田中央通りの建築物 
・連続性のない街並み 
・通りに面した駐車場、または壁の圧迫感 
・道と個人所有地のつながりが悪い 
・高さが揃っていない住宅 
・密集している住宅地 
・隣地にギリギリの住宅街 
・土地利用の混在化による不統一な景観 
・道路境界まで建築物や塀が迫っている。またはトタン

系の塀や外壁の準工業地域 
 
■建築物と色彩 
・所々にみられる原色、派手な商業施設や住宅 
・早稲田団地は、緑地が多くあるのはよいが、建物の色

合いが暗い 
・草加流山線沿いの調整区域は小規模な建物が原色に近

い色彩で看板も派手 
・さつき平に隣接した街区はグレー系の色彩で暗い感じ 
・みさと団地壁面のデザイン色に統一感がない 
・みさと団地、桜小の壁画 
・工業施設は道路側に近く、色合いが暗いため圧迫感が

ある 
・落ち着いた色と暗い色の違い 
・個人の趣味との調和 
・公共施設の色（特色がなさすぎるのでは、みんな白っ

ぽい、デザインが必要では） 
 
■工場 
・新和の工業施設 
・工場と住宅が混在しているところは、壁や塀で囲って

いないので敷地内が丸見え（目隠しがほしい） 
・外壁（銅板）が暗い 
・工場倉庫の少ない緑 
・工場と道のつながりがない（壁面緑化など緑がほしい） 

■公共施設の色彩 
・公共施設の古くなった壁面 
・新三郷駐輪場の青い蛍光灯 
・郷土資料館の色づかい（水色）が周辺から

浮いている 
・学校の青系の壁面色彩 
・公共サインの統一を（平成 15 年に公共施

設のデザインガイドがつくられたがやられ
ていない） 

 
■サイン・広告物等 
・早稲田通りの看板に原色系の色が目立つ 
・建築物の色づかいで後進のものほど原色を

使い、乱雑に感じる 
・突出し原色を使用した看板 
・商業地の統一感のない看板 
・商店街の派手なネオン照明 
・のぼり旗 
・必要以上に大きい看板や広告塔 
・商業施設の大きな看板 
・原色を使い、歩道にはみ出している看板（商

業地域ではやむを得ない面もある） 
・早稲田中央通りの電柱広告（文字統一感な

し）、屋上看板（黄色）、のぼり。建物と看
板等の色彩が氾濫状態 

・センスのない看板 
・統一感のない公共サイン 
・原色の自販機 
・彦成地区の中の携帯アンテナ（高い工作物） 
 
■道路（歩道） 
・虫食いの都市計画道路 
・不必要な場所のガードレール 
・歩道上の車止めポール 
・歩道が少ない 
・割れた側溝のふた 

・道路の雑草 
・道路沿いの植栽がワンパターン 
・ブロック塀 
・縁石コンクリートが必要か 
・街灯がまちまちである 
・金網フェンスの錆や破損 

 
■電柱・電線 
・早稲田地区の電柱、照明、信号柱の色彩 
・早稲田中央通りの電柱の一本一本が汚い 
・三郷駅前通りの電柱 
・駅前通りの電柱や電線 
・電線の道路横断 
・戸建て住宅地街の電柱や電線 
・電柱が道路敷に立ち、U 字溝が切り回されてい

る 
 

■ゴミ・維持管理 
・ゴミが落ちており、ゴミ集積場が道路端になる 
・道路上ゴミ置場 
・彦成通りの天王橋あたり、確たるゴミ置場がな

く路上に集積 
・歩道の街路樹緑地帯に散乱しているゴミや空き

缶 
・住宅地内のゴミ置場 
・早稲田通り駅前の舗装 
・みさと団地北側の鉄塔 
・錆びた公園のフェンス 
・土砂のストック場 
・さつき平 采女線からラパークまでの駐車場？

のネットフェンスが汚い 
 
■集落・歴史的な景観 
・古い集落不調和な軽量ブロック、塀 
・彦成地区旧来の石塀、ブロック塀が多い（圧迫

感がある）、彦成の旧道沿いの高いブロック塀 

■その他 
・外環道路の高速部の形状

デザインはどうなのか 
・分譲戸建ての敷地が狭い 
・交差点直近の建物（安全

上の視界を阻害） 
・石垣、ブロック塀、生け

垣、その時々の流行があ
る 

 

④その他の景
観 

→上記以外の景観 

■見晴らしなど 
・高層建物がないので空が広い 
・新三郷駅の橋の上からの見晴ら

しがよい 
・三郷中央駅周辺はこれからの可

能性を感じる 

・さつき平に設置されている案内サイ
ン 

・ゴミ置場が隔離されており、扉もあ
った（みさと団地） 

 ■モラル 
・店舗前（公道）に放置されている自転車 
・みさと団地ベランダの洗濯物干し 

  ■整備 
・光―七福神巡り、サイク

リングコース等の整備 
・渋滞する渡河する道路

（橋の前後の交通渋滞） 
・機能性 

 

２ 職員景観ワークショップの意見集約 


