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会議録（公開用） 

附属機関又は 

会議体の名称 
第 21回 豊島区アメニティ形成審議会 

事務局（担当課） 都市整備部 都市計画課 

開催日時 平成 27年 3月 25日（水曜日） 午後 1時 00分～2時 30分 

開催場所 議員協議会室（本庁舎 4階） 

会議次第 

１．開会 

２．議事 

 （１）池袋副都心周辺まちづくりの動向について 

 （２）景観計画（素案）及び豊島区景観法に基づく景観計画の策

定及び届出行為等に関する条例（案）のパブリックコメン

トの意見及び回答について 

 （３）その他 

公開の

可否 

会議 
 ■公開  □非公開  □一部非公開 

 非公開・一部非公開の場合は、その理由 

会議録 
 ■公開  □非公開  □一部非公開 

 非公開・一部非公開の場合は、その理由 

出席者 

委員 

（学識経験者）進士 五十八（東京農業大学名誉教授）・後藤 春彦

（早稲田大学教授）・宮脇 勝（千葉大学准教授）・

杉山 朗子（株式会社日本カラーデザイン研究所景

観事業部長）・小山 清弘（東京都建築士事務所協

会豊島支部会員） 

（区議会議員）村上 宇一・西山 陽介・垣内 信行・村上 典子・古

堺 稔人・中田 兵衛 

（区   民）鈴木 立也・市橋 由美子・磯田 暉子 

（区 職 員）渡邉 浩司（副区長）・齋藤 賢司（都市整備部長）・

栗原 章（文化商工部長） 

幹事 情報管理課長（政策経営部長代理）・施設管理部長・地域まちづく

り担当部長・建築住宅担当部長 

事務局 都市計画課長・都市計画課街並み景観グループ 

欠席者 

委員 安島 博幸（立教大学教授）・荒井 歩（東京農業大学准教授）・小

松原 和夫（豊島区建設業協会会長）・髙橋 敏弘（公益社団法人東

京屋外広告協会理事） 

幹事 土木担当部長・教育委員会事務局教育総務部長・清掃環境部長 

傍聴人数 0名 
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審議経過 

 

１．開会 

（進士会長） 

ただいまより、第 21回豊島区アメニティ形成審議会を開催します。事務局から出欠に

ついてのご報告をいただきます。 

（事務局） 

出欠については、安島委員、荒井委員、高橋委員、小松原委員から欠席のご連絡をい

ただいております。 

現在 17名の委員の方が出席をしており、定足数を満たしております。 

（進士会長） 

ありがとうございました。次に傍聴者の件はいかがでしょうか。 

（事務局） 

傍聴者はおりません。 

（進士会長） 

はい、ありがとうございました。それでは議事に入りたいと思います。 

 

２．議事 

（１）池袋副都心周辺まちづくりの動向について 

（進士会長） 

本日は、景観計画素案についてのパブリックコメントが集まっているので、それの対

応について審議して頂く。その前に、前回話題になった池袋副都心周辺の街づくりの動

向についてご紹介頂く。 

（都市計画課長） 

 

資料２１－１について説明 

 

（進士会長） 

何か質問、意見、提案はないか。 

池袋駅周辺では、やることがたくさんあって、区はこれから大変だろう。体制は充分

なのか。 

（都市計画課長） 

池袋駅周辺では、まちづくりの動きが活発化してきたので、1 月 16 日に新たに担当課

を新設した。やはり地元に即した形で事業が進められるようにするため、そういった組

織体制を作っていくことになる。 

（進士会長） 

再開発ではなく再生ということは、どういうことか。手法は地区計画や市街地再開発

事業など、地区ごとに違うのか。 

（都市計画課長） 

どういった手法がその地区にあっているのかについても、地権者の方々の意向も含め

て検討する。 

（都市整備部長） 

区が「再生」としているのは、一つのエリアだけで開発を進めるのではなく、地域で

開発が連鎖するような形で取り組みを進めたいということである。さらに、それに合わ

せて様々なプロジェクトを進めていくことも含めて、「再生」という言葉を利用してい

る。 

（進士会長） 
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大変だと思うが頑張ってください。銀座や渋谷といった他の街が様々な取り組みを進

めている中で、池袋をどういう位置づけにするか、特性をどこで出すかといった、まち

づくりのコンセプトが大切だ。それを戦略的に外へ発信することが、とても大事になっ

てくる。 

（都市計画課長） 

ハード面だけでなくソフト面については、３月に国際アートカルチャー都市構想とい

うものを策定したところだ。昔からトキワ荘などといった文化を継承しつつ、新たな文

化やどういった芸術を進めていくかがソフト面では重要である。そういった取り組みに

ついて、区が関わっていくといったことも含めて構想を出した。こういった取り組みを

通じて、池袋らしさ、豊島区らしさというものを、今後構築していきたい。 

（進士会長） 

他に意見はないか。 

 

それではご了承いただいた。 

 

 

（２）景観計画（素案）及び豊島区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関す

る条例（案）のパブリックコメントの意見及び回答について 

（進士会長） 

次の議題に入りたい。 

まず、事務局から資料説明をお願いしたい。 

（都市計画課長） 

 

資料２１－２について説明 

 

（進士会長） 

ありがとうございました。 

ただ今の説明に対して質問、意見はないか。 

（委員） 

パブリックコメントを実施するにあたって各地区で説明会があったと思うが、かなり

多くの区民の方に出席して頂いたため他に比べて多くパブコメが集まった。それだけ区

民の関心が高いという事に気付かされ、緊張感が高まった。地区別の説明会の出席者数

を報告して頂きたい。 

（事務局） 

説明会は４地区及び全体ということで５回開催させて頂いた。５回の総人数は５７名

である。ただ全体の説明会を１月３０日に行ったが、この日は雪であったため、４名の

参加者数に留まった。他の所は１０数名程度の参加であった。 

（進士会長） 

５７名という参加者数は多い方か。 

（委員） 

多い方である。パブコメに関してもかなり専門的な意見も頂いている。説明会にも出

たが、参加者の関心がかなり高く、それだけ豊島区の景観をどうにかしなければならな

いと思っている方が沢山いらっしゃるようだ。 

（進士会長） 

コメントの文章を拝見しても、他の区と比較した意見など、かなりプロに近い。こう

いう力をどう活かすかも課題だ。どこかでパブコメが他の案件より多く反応が良いとア

ピールしたら良いのではないか。 
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（委員） 

区民の関心が高いという事ですね。どうにかしなくてはという危機感の表れかと思う。 

（進士会長） 

他はよろしいか。 

（委員） 

本当に詳しいご意見を頂いて素晴らしいと思う。その中で私が失念していたと思うの

が、ＪＲの車窓と書いた方がいて、確かにＪＲの車窓風景は駒込の名物だ。ＪＲや都電

等の交通機関から見た車窓について、もう少し取り上げても良かったと思う。大塚の辺

りも綺麗になったが、もう少し整備すると都電も景観的にもっと良くなると改めて思っ

た。 

（進士会長） 

駒込は元々園芸の産地だったからああいう事をやっているのだろうが、あれはＪＲが

率先してやっているのであって、やらせている訳ではないのだろう。山手線沿いで豊島

区に入ったら急に花畑になると差別化はできる。全ての駅が誰でも考えるような面白い

事をやってみるという事も大事かもしれない。 

（委員） 

最初の議案の「池袋副都心周辺まちづくりの動向について」と色々合わせて考えてい

た。 

まず豊島の街づくりについては、たくさんプロジェクトがあるようなので、景観計画

の届出制度に基づき、しっかりこれらを個別指導できるように強化して欲しい。そのた

めにも、前回申し上げた景観地区を指定し、個々の指導をしっかり出来るようにして欲

しい。 

さらに、景観条例では一件一件の開発に対して指導するが、池袋駅周辺のように様々

なプロジェクトが動き始めると、全体の方針をしっかりさせ、全体を睨んだ調整をして

いくことを考えなくてはならない。全体方針を作っていかないと、出来栄えに関しては

バラバラになってしまう恐れがある。したがって、そういった全体方針を検討できるよ

うな組織作りを是非検討していただきたい。おそらく駅周辺の計画では交通機能や安全

性、防災性等が優先されて中心に位置づけられていると思うが、その時点で景観につい

ても配慮すべきである。機能面がある程度決まった後に景観指導をしようとしても上手

くできない場合が多々あるので、計画の時点で景観を忘れずに、専門的なアドバイスを

受けるような体制を入れてほしい。個別指導だけではなく全体指導をしっかり出来るよ

うな機関にしてほしい。 

その時には景観デザイン、土木構造物等、園芸的な緑化等を建物と総合的に調整する

アーバンデザインを行う絶好の機会となるので、この機会を逃してはいけない。豊島区

景観計画（素案）に「アーバンデザイン」という言葉が載っていないので、池袋駅周辺

に関しては街づくりの組織を作るときにアーバンデザインをやるとしてはどうか。他の

区を見ても、駅前のアーバンデザインは出来ていないので、そこは豊島区の特徴である

園芸技術を使いながら、単なる緑化ではなくて工夫のある、細やかなデザインができる

と、他の街には無い池袋ならではの事が出来ると思う。他の区で出来ないのは体制組織

が出来ていないからだ。組織がしっかりできれば結果はついてくるので、そこを後回し

にしないという事を皆様に知って頂きたい。 

最後に、議論した内容をいかに住民に公表するかという事も大事であり、今回のパブ

コメのように色々な意識を持っている人を巻き込む形で、こんなに良い街づくりをして

いるのだという事を情報公開していくような仕組みが大切である。具体的には渋谷区の

駅前だと、１０年くらいかかる駅前の開発を少しずつ社会の中で説明して、「工事で迷

惑をかけるけどこんなに良い事をしているのだ」という事を説明している。また、私が

関わっている柏の葉アーバンデザインセンターでは、住人を巻き込んでニュータウンを
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作るためのセンターを設置している。そういった情報の出し方が日本はあまり上手じゃ

ないので、池袋副都心で今回やるべき協議の仕方と情報の開示の仕方について、今後の

体制を作る検討をして頂きたい。 

（進士会長） 

おっしゃるとおりだ。事務局の意見はいかがか。 

（都市計画課長） 

最初に説明した通り、これだけの動きがあるといったところなので、個々の建物だけ

ではなく都市全体のトータルデザインといった視点でまちづくりを進めていかなくては

ならないことは認識している。組織づくりの方は追々になるかもしれないが、交通や基

盤だけではなく、景観というのは重要な要素を持っていると認識しているので、そうい

った形で進めていきたいと思う。 

（進士会長） 

たしか、副都心の議論の中に、東武鉄道が最後に入りたいと言って来たと言っていた

が、池袋の議論をするのに東武鉄道が抜けている方がおかしい。入ってくるとか入って

ないとか先方の意思ではなくて、入ってくれと本来は区から営業しなくてはならない。

池袋副都心の大きな都市整備方針を持って、整備の基本原則のようなものをまず１０か

条くらい作って、事業者等と共有するなどをしていかないと、他都市と競争する時に損

をするだろう。 

今日このパブコメが審議会で了承されれば、後の交渉だけだろうから、このプランは

内定という認識でよい。関係者に対し、内定段階だが共有してはどうか。逆に言えば事

業者がこういう事を書き込んでほしいという話があれば、積極的に受け止め、事業者に

もチャンスを与え、一緒になってまちづくりをしていくことが大切である。まち全体の

付加価値が上がれば事業者は大喜びだし、国にとっても大事なことだ。 

都市計画課のブランチ的な組織でも良いとは思うが、そういう取り組みをする新しい

ポジションを造るのであれば、今が構想にとりかかるよいチャンスなのだろう。そのく

らいやらないと競争に負けるかもしれないから、区は大変だ。 

（委員） 

パブコメの結果を見て、池袋駅周辺に対する区民の関心が高いと思った。先ほどの池

袋駅周辺開発の報告を聞いていて気になったのが、サンクンガーデンについてである。

計画はまだ全然決まっていないと思うが、サンクンガーデンのメリットとは、地下から

地上への移動が便利ということである。しかし池袋駅周辺をイメージすると、地上での

移動や緑のつながりをどうするのか不明である。サンクンガーデンのデメリットは、雨

の日にほとんど駄目になってしまうことであり、グリーン大通りの広がりある景観や、

西口の立教通りまで繋がる区間では、意外と見通しの良く開けた景観というのが山手線

の中でも池袋の特徴であるが、そこにサンクンガーデンをつくるのはいかがなものか。

渋谷駅周辺でも、重層的な街で閉塞感が生じてしまっており、池袋ののんびりしたイメ

ージとはかけ離れてしまうのではないか。渋谷駅周辺は、もともと谷であり複層も仕方

が無いかとは思うが、池袋駅周辺は素朴な気持ちの良い印象をもっているため、今後検

討を進めて欲しい。 

（委員） 

サンクンガーデンは、駅前の交通がコントロールでき、緩やかに大きく穴を掘れるの

であれば良いのではないか。小さな穴だと閉塞感がある。現時点では西武百貨店が大き

な壁となっており、それであればサンクンガーデンもあり得るのではないか。「サンク

ンガーデン」というくらいだから、整備するのであればただの地下広場ではなく、ラン

ドスケープデザインされたガーデンをつくらないといけない。大きな目線でやれば可能

性はある。今の段階では、どのような計画になるかわからないため、なるべく多くの案

を考えたほうが良い。西武百貨店の壁をあのままにしておくのかということも合わせて、
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まずは議論した方がふさわしい事が出来るのではないか。 

（進士会長） 

新宿駅西口みたいなものをイメージしているのか？ 

（事務局） 

まず東口で検討しているサンクンガーデンですが、平成３１年の完成を予定している

新庁舎前の環状５の１号線が整備されれば、現在池袋駅前を通過する通過交通が環状５

の１号線を通るようになるため、池袋駅前の車両を一定量、交通規制をかけられる。そ

れによって、サンクンガーデンと書いてあるところは車両の通行を規制できる。それが

できれば、グリーン大通りからタクシープールがある所まで、大きな穴が開けられる。

現在の地下中央通路の突き当たりに大きな穴を開けられ、地上につなぐようにできる。

現在の池袋駅を通る線路が地上面にあるため、どうしても人の流れは地下になってしま

う。地下にいる人たちを安全に早く地上に出すといった意味でのサンクンガーデンとい

うのは非常に有効なのではないか、という事で構想している。 

西口ですが、西口も現在の形でサンクンガーデンができると思っている。西口地区の

街づくりが実現したときには、これとセットで考えていくことになる。そういった意味

でも中央地下通路の突き当たりにそれなりの大きさのサンクンガーデンができて、地下

の人が西口に自然と出られるような形ができれば、今の階段とは違った形での安全性の

向上とか、景観にも有効なのではないかと考えている。 

（進士会長） 

色々な意見があって良いのだが、穴を掘ってという言葉を使わないほうが良い。本当

に小さな穴のように聞こえる、もっとオープンだろう。普通の人はサンクンガーデンと

言っても分からない。要するに、人と車を分離して、人の流れを調え、歩きやすい街に

しようという事だろう。良いのではないか。頑張ってください。 

（副区長） 

今ご指摘頂いたように、単にサンクンガーデンを整備するだけでなく、池袋駅周辺全

体の構想をしっかり考えていかなければならないと認識している。交通基盤について検

討しなくてはならないが、ご指摘の通り、景観、環境、防災など総合的にまちづくりを

検討していけるようにしたい。我々区役所の中では国際アートカルチャー都市を目指し

ており、横断的なタスクフォースとなるが、これは実務上のチームを作って取り組んで

いきたい。その中で文化的な資源を活かした取り組みや、国際アートカルチャー都市の

取り組み、また国際アートカルチャー都市にふさわしいような景観計画をどうしていく

のかという事についても内部でしっかりと検討しなくてはいけない。 

（進士会長） 

景観計画の検討は、概ね決まってきたようだ。今日発言が無ければ、これで大体計画

の内容は決まることになる。 

発言していない委員はいかがか。 

（委員） 

私は池袋駅を利用している。専門的な大きな事は分からないが一生懸命理解しようと

している。地下通路には JRの出店が沢山並んでいるが、出店が無い時間に地下通路を通

ったら結構良い空間でかなりスペースが広かったので、区のほうで何か対策ができない

か。 

また西口にエチカができて、東京芸術劇場やマルイの方に抜ける通路があるが、区が

どのように開発に関連しているのか。新しい通路の割にはあまりにも狭い、せっかく地

下通路ができたのに狭い通路でお店がいっぱい並んでいる。区がどこまで民間開発とリ

ンクしながら街づくりを進めているのかが見えない。例えば三越が撤退してヤマダ電機

ができたり、池袋の街に色々なお店が出店してきて、その結果池袋の街が出来上がって

きたという印象を受ける。今度はリブロも撤退すると言っている。池袋は本の街という
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印象があったのに残念だ。景観も含めて、区はどこまで街の開発に関与しているのか。

今までの池袋駅周辺の開発というのはほとんど、区があまり口を出さないでいたから、

ゴチャゴチャにできあがってきたのではないかという印象を受ける。 

（進士会長） 

委員はどうか。 

（委員） 

本日の資料で、池袋駅周辺のまちづくり動向を見て、池袋駅周辺の開発計画を街全体

としては初めて見た気がする。これは先ほどのご意見にもあったように、まちづくりの

コンセプトとあわせて、是非区民に広く知っていただくべきだと思う。また、まさに景

観計画を策定しているわけですから、グリーン大通りと駅前広場は景観の重点地区にな

っているという事も合わせて区民に出して頂くとよい。 

（委員） 

豊島区では池袋を中心に、色々な道路整備や区役所の新庁舎完成など、どんどん街が

変わっていくのだが、今、色々なことを変えないと、街はなかなか変わらないと思う。

さきほどご説明いただいた、資料２１－１の図面で、線が濃いものと薄いものがあるの

は、何か意味があるのか。実現性の高低を示しているともとれる。東西デッキの部分も

二種類の線があって、あきらめてしまう可能性もあるのか。池袋駅の東西は地下でしか

繋がっていないため、東西デッキで是非、駅の東西が繋がると良いと思っている。 

（進士会長） 

大体出揃ったようなので、区でお答え頂けるものがあればどうぞ。 

（都市整備部長） 

委員からのご指摘だが、区の役割としては、池袋駅を中心にしたエリアではあるべき

都市の姿をお示しして、できる限り個別の建替え等ではお願いをしてきた。やはり民間

企業の収益等、様々な事情を勘案して、行動範囲内で可能で協力いただいており、その

建替え行為が積み重なって街ができている。駅についても何か長期的な展望があって、

あるいは駅事業者各者の枠を越えて、総合調整の上で駅が出来上がってきたということ

ではなく、各企業が後付けで整備してきた側面が強い。それが今の結果ではないかと思

う。やはり不景気など色々な事情があるが、事業者もそういった壁を乗り越えて、駅全

体を利用者にとって利便性の高い駅にしていこうというような大きな方向に向かいつつ

あり、一つは区でお示ししている東西デッキの構造、あれは東西デッキだけではなく地

下通路の改善や、周辺の施設の整備にも波及するため、動きが出つつある。こうしたよ

り良い理想的な姿を皆さんで作り上げるという方向にしていきたい。更には周辺の方々

も駅と一体でないと、なかなか開発整備も進まないというような経緯もあるため、地域

の方々にもできる範囲で協力・支援をお願いしたいと考えている。また、駅周辺のまち

づくりについては、積極的に区民の方々に情報提供する人というご指摘もあったかと思

う。我々も今後このエリアをどのようにするべきか、という事について、街頭プランの

ようなものを作成し、広く区民の方にご意見頂く形でお示ししたい。 

先ほど委員から資料２１－１の図面の色の違いについて指摘があったが、実は南のデ

ッキのついては濃く描いている。これは西武鉄道が今年の７月に着工して、ビルの中に

デッキを整備している。ビルのデッキから地上に降りられる機能もあるので防災面等は

かなり期待できる。また、西武鉄道の駅とデッキを接着させることについて、区でも予

算とり、調査費等の計上をしている。すでにある程度スケジュールを組んで進めるとい

う段階である。実は北側は両側の開発が無かったため、図面上では色が少ないが、さき

ほど都市計画課長からご説明した通り、西口では東武さんが百貨店を建替えたいという

話が出ましたのでこの機会を逃さず、北のデッキの実現化を図って行きたい。こうした

ところもすでに話し合いをはじめている。 

（進士会長） 
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資料のタイトルは「動向」と書いてあり、これは新聞記者みたいなもので他所からチ

ラっと見たものを提示している状態である。しかし、これからはビジョンとか戦略とい

った形で、ある程度区が主導で進め、そして区民にも情報が行って、池袋は渋谷を越え

るぞというような事を発信して気分が上がると、企業も乗りやすいだろう。資料２１－

１の図面は細かく描くから色の薄さまで気になるのであり、模式図でも良いから、池袋

が動いているという印象を全国発信する必要があるだろう。是非頑張ってください。こ

のくらいでよろしいか。もし何かありましたら事務局に意見を寄せて欲しい。基本的に

区民からのパブコメも頂き、議会でも検討してこの改訂版ができたので、これでご了承

いただき、近いうちに意見出して頂いたら判断して加えるということで、これをもって

原案をまとめてもらえるか。 

（委員） 

景観計画素案の１２４ページで、桜の花びらのマンセル値は、明度９、彩度７はあり

えない数字であり、おそらく彩度は１～２あたりだろう。桜の花びらはとても薄い色で

ある。 

それと再度確認なのですが、１２６、１２７ページの神田川沿川景観形成特別地区と

六義園周辺景観形成特別地区の色彩基準は、東京都の基準と同じという事か。数字上は

これで全く構わないが、屋根色で明度が６以下となっており、真っ黒の瓦が流行してい

るため使用する人が出てきた。太陽光発電でも黒いパネルを使うところが多い。旧来、

真っ黒な瓦は東京ではあまり使われてなく、銀ねず色、銀灰色なんて言い方をする、中

くらいの屋根瓦の色が多いため、もし可能であれば「旧来の銀ねず色の瓦屋根などを用

いたい」、という事を文章に入れられる可能性は無いか、東京都の方と相談して頂きた

い。あまり真っ黒になると皆さんが思う以上に異質な感じになるので、灰色が好ましい、

使いたい、というような表現を文章で入れて頂けたらという希望である。 

（都市計画課長） 

検討させていただきたい。基本的に神田川沿川と六義園については、東京都の基準を

そのまま引き継いでいるが、東京都と調整させていただきたい。 

（進士会長） 

東京都の基準だけれども、区の意向を出したらどうかという事だろう。東京都と協議

をしたほう良い。 

（委員） 

さきほどパブコメの説明の中で池袋の森について説明いただいたが、これは池袋西地

域にある公園であるが、計画素案の 75ページの図には表現されていない。先ほどの説明

では景観 100 選についても検討していきたいとあったにも関わらず、池袋の森が計画書

のどこにも無いというのはまずいのではないか。パブコメでも、ご意見をだした区民の

方は「知る人ぞ知る」とまで書いている。区の公園であるので、是非表記を追加して欲

しい。 

もう一点、パブコメの意見を頂いて、景観の資源として地域の商店街を何とか活性化

していきたいという、地域の努力というものをさらに果たして行きたいという、区民の

方の並々ならぬ熱意が感じられる。区の景観行政はこの地域にまた発展していって、商

店街や地域の活性化に繋がっていって、他も素晴らしいことに繋がっていくと思います

ので、推進していきたい。 

（進士会長） 

では池袋の森だけではなくて商店街など、色々計画に出てくる資源はできるだけ表記

して欲しい。 

（事務局） 

その他パブコメで記載されている名称についても点検して、記載させていただく。 

（進士会長） 
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前回の審議会資料では、地区将来像が書かれており、池袋西地域は「立教大学・・・・」

となっていたが、地区別の将来像は方針に入れた。その点はわざわざ説明してないが全

体がそろっているのでご心配なく。部会長、最後になにかあるか。 

（部会長） 

皆様のご協力でなんとか素案がまとまり、嬉しく思う。まだまだ不十分な点もあると

思うが、やはり今回の素案の目玉は、池袋東口駅前広場グリーン大通り沿道景観形成特

別地区というものを作ったということである。これがひとつのスキームになって、今後

区内の色々な所で景観形成特別地区が広がっていくとよいなと思う。それの先鞭をグリ

ーン大通りでつけたということが大きな特徴だと思っている。その点から言うと先ほど

委員が言ったように、駅周辺の動向の鍵になるのがグリーン大通り沿道景観形成特別地

区になるので、資料２１－１の図に入れて頂くと、この図がぐっと良くなる。それから

アーバンデザインの話もあったが、これだけ色々なものが個別に動き始めようとしてい

るので、デザイン協議をきちんとしていうような場面を作る必要があると同時に、それ

と両輪で色々な主体が関わって街をつくっていくので、そのガバナンス組織のようなも

のを一方で作る必要があるのではないかと思う。資料２１－１のような図は昨日も新宿

で見たし今日の午前も渋谷で見た。各地区が一生懸命作っているところなのだが、その

意味で言うとまだ主体が誰なのかという事が池袋駅周辺では出てきていない。新宿では

様々な主体が、いわゆる旦那衆がテーブルを囲んで協議をする場面も出来始めている。

そういう目に見えない景観、景観を下支えする人々の振る舞いのようなところから育て

ていくのが重要ではないかと思う。そういう意味では早めに TMO なりエリアマネージメ

ント組織を立ち上げて、そこに色々な主体の方が参加できるような仕組みを是非整えて

頂ければと思う。 

（進士会長） 

今、部会長から言われたのは大事な事なので是非研究してください。せっかく庁舎も

立派になったようだから、そこへ関係者全員集めてパーティーくらいやって、協議会く

らい立ち上げるなど、発信していくことが大切だ。豊島区はまず池袋を動かそうとして

いるメッセージをなるべく早く発信しておいた方が良い。都市整備部長がおっしゃった

ように手堅く進めるのも良いが、図の表現は軽くしておいて、どんどん発信した方が良

い。こういう計画があるという事を区民にも事業者にもそれぞれの業界にもアピールす

れば、区に元気が出るかもしれない。サンクンガーデンについての議論も盛り上がった

ら、それが元気になるという事だ。話題を共有して、そういう話題があちこちで囁かれ

るという事そのものに街づくりの意味がある。是非そういう観点で研究して頂きたい。

それでは一応これで素案について、審議会で了承頂いたという事にさせていただく。 

 

 

（３）豊島区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条例（案）について 

（進士会長） 

続いて、つなぎ条例に関して事務局から説明していただきたい。 

 

（都市計画課長） 

資料２０－３について説明 

 

（意見なし） 

 

（４）その他 

（進士会長） 

最後に日程調整に関しての連絡を事務局にお願いしたい。 
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（事務局） 

次回は６月１１日木曜日午後５時３０分からです。場所については後日またご連絡い

たします。 

 

（進士会長） 

それでは、大変長い時間お疲れ様でした。本日の審議会はこれで終了としたいと思う。 

 

以上 


