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会議録（公開用） 

附属機関又は 

会議体の名称 
第 19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 26年 7月 22日（火） 午後 3時 00分～5時 00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）豊島区景観計画素案について 

 （２）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）・安島 博幸（立教大学教授）・

宮脇 勝（千葉大学准教授）・荒井 歩（東京農業大

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）・小松原 和夫（豊島区

建設業協会会長）・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）栗原 章（文化商工部長）・齋

藤 賢司（都市整備部長） 

幹事 政策経営部長・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 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・施設管理部長・清

掃環境部長 

傍聴人数 0名 
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審議経過 

 

１．開会 

（事務局） 

ただいまより、第 19回豊島区アメニティ形成審議会を開催します。 

この４月より、都市計画課長にいたしました原島と申します。 

３月に第 18回豊島区アメニティ形成審議会を開催後、５月、６月と２回部会を開催し

ましたので、その検討結果を御報告させていただきます。また本日、委員の皆様方から

御意見を賜り、再度部会に持ち帰って検討を深めていきたいと考えておりますので、御

協力のほどよろしくお願いをいたします。 

（進士会長） 

本日は、暑い中お集まりいただいてありがとうございます。まず、区の方で異動があ

ったようですので、先にご紹介いただきたいと思います。 

（事務局） 

それではまず異動のありました委員の紹介をさせていただきます。まず、区議会の代

表でございますけれども、小林委員にかわりまして中田委員でございます。続きまして、

この４月より、副区長になりました渡邉副区長でございます。また、文化商工部長栗原

でございます。その他の審議会の委員の変更はございません。 

（進士会長） 

渡邊副区長のほうから簡単に御挨拶をいただければと思いますがよろしくお願いしま

す。 

（副区長） 

紹介頂きました副区長の渡邉でございます。本日はアメニティ審議会ということでお

集まりいただきありがとう御座います。最近、豊島区をめぐる状況はいろいろめまぐる

しい動きがありまして、ご存知かと思いますが、住みたい街ランキングでは第１３位か

ら第３位へと急上昇しました。その後、消滅可能性のある都市として２３区の中で唯一

指名を受けてしまいました。様々なご指摘はありますが、今後も住みやすい街を目指し

ていきたいと思います。また、新庁舎も来年の連休明け５月からオープンということで、

現在は４９階までサンシャインと並んで建っているのが見えます。新しい豊島区のラン

ドマークとして、発展のシンボルとして、また周辺のまちづくりを一体的に、例えば特

区を活用してオープンカフェやいろいろな歩行者優先のまちづくりをしていきたい。ま

た、現庁舎跡地も再開発をし、更新していく必要がある。こちらも現在公募をかけてい

まして、様々なところから手が上がってきている状況です。その他、様々なまちづくり

のプロジェクトが急速に動き始めています。そういった状況も踏まえながら、これから

の豊島区のまちづくりのあり方をしっかりと考えていきたいと思います。都市マスの方

も景観計画含め、様々な動きを反映しながら進めていきますので、どうぞよろしくお願

いします。 

（中田委員） 

中田と申します。急遽、委員に指名頂きました。景観はまちの雰囲気を醸し出す大事

な要素なので、是非有意義な議論ができればと思っています。よろしくお願いします。 

（進士会長） 

出欠についての報告を事務局からお願いします。 

（事務局） 

欠席の御連絡は高橋委員からいただいておりまして、現在１９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。 

また本日は、渡邉委員と齋藤委員が４時前ぐらいに途中で退席をさせていただきたい

と思います。 

また宮脇委員につきましては遅れて参加するとの連絡を受けております。 
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（進士会長） 

はい、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） 

傍聴希望者はいません。 

（進士会長） 

議事に入る前に、一つだけお話します。先ほど、信号待ちしていたら、商店街に「美

観商店街」と書いてあるので、感心しました。聞いたら、東京では、「美観」という名

前がついた商店街は二つか三つしかないそうです。美観地区というのは建築基準法に根

拠がありますが、商店街に「美観商店街」という名前がついているのは、その心意気を

非常に高く評価すべきだと思います。 

 

２．議事 

（１）豊島区景観計画素案について 

（進士会長） 

景観計画の素案は、部会長のもとに、学識経験者の委員の皆さんで案を詰めていただ

いている。１章から３章までは詳細に部会で詰めて、ほぼ結論に近いところまで行って

いる内容だそうです。それから、４章以降については、部会で事務局案を説明はしてい

るが、それについてのディスカッションはまだできていない。それから５章以降はまだ

説明も何もしていないということなので、本日は幅広い御意見を頂戴できるタイミング

である。それぞれの段階に応じた、質問や意見、建設的な発想での意見をいただきたい。 

それでは最初に部会長から全体像をお話しいただき、その後、事務局から資料の説明

をいただきたい。 

（部会長） 

手元の資料でＡ４横使いの参考資料２をご覧いただきたい。これはスケジュール案で、

実際にこのような形で進行している。前回、３月２７日に開催したアメニティ形成審議

会を受けて、その後、景観計画策定検討部会は５月２１日と６月２０日に開催した。そ

こで、第１章から第３章までは、ほぼ議論を尽くしつつある。４章は、６月２０日に少

し話題になったというところで、５，６，７章は今後取り組んでいくものになっている。 

部会以外にも、準備会を同じ回数開催しており、毎回毎回、内容が異なるようにかわ

っていったが、よりよい良い方向に進化してきたと思っている。 

そういうことで、今日は１章から３章までがほぼ成案のものであり、４章以降はまだ、

これから検討を進めるものなので、その点を理解いただいて、ご審議願えればと思う。 

（進士会長） 

それでは、資料の説明を都市計画課長からお願いしたい。 

（都市計画課長） 

 

資料Ⅰ～Ⅲについて説明 

 

（進士会長） 

ここまでのところで、質問や意見はあるか。 

地域別の目標像の一覧表はないのか。「ゆとり」や「風格」、「緑」といった言葉が

繰り返されているようだ。どこの地域にもそれぞれ必要なのだが、豊島区を地域合衆国

のように捉えて、地域別の全体像がわかるような図があるとよいのではないか。地域を

重視するのは賛成だが、せめてその位置づけでも、全体をつかむような図を最初に置い

て、そしてその全体の中で、それぞれの個性を相対化する流れがよいのではないか。そ

れぞれの住区の居住者が、自分たちの地域の特徴や強みが認識できるようなものがある

とメリハリが出るのではないか。「ゆとり」もいいが、「経済的な活性化」のような話
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もいいのではないか。 

（委員） 

カルタのように、目標を読み上げたら地域が連想できる目標像がよい。例えば４番目

の池袋本町上池袋地域の「なつかしさと新しさが共存する景観づくり」はそっけなさ過

ぎるし、池袋西の「文教のまちの風格のある多文化共生」は二つのことを一つにまとめ

ているので整理する必要がある。 

本編の１１ページから、まちの成り立ち、景観の三つの主要素、まちづくり活動とい

う、五つの枠組みでとられようとしているので、例えばこうしたもののどの部分をそれ

ぞれの地域がどう担っているのかという役割分担がもう少しはっきりしてくると、いい

のではないか。 

（進士会長） 

ここまではよくできていると思う。今後の検討として、１３ページまで時系列の中で、

昭和３２年までしか図がないので、直近の図が必要だ。またできれば、今委員が言われ

たように、それぞれの地域のメリハリも意識した目標像を考えて欲しい。例えば、寺で

あれば鬼子母神を強調し、賑わいが特徴的な空間、あるいは緑などが特徴的な地域を意

識してほしい。そして最後に、今の１３ページ並びに昭和３２年、平成２６年、未来を

並べたらどうか。 

また、各ページに歴史が必ず入っているが、歴史は歴史で完結してはいけない。例え

ば雑司が谷地域の明治 42年が P76にあり、P79に方針図があるが、これがほぼ対応して、

川の流れがどうなったか、川の流れがなくなっても地形的に低い地域には下町的な雰囲

気が残っているなど、景観では本来ここにある特徴的な地形や土地利用を活かすことが

大切である。戦後の都市計画とか都市開発事業では、それを薄めてきており、原型がボ

ケてしまったが、やはりその土地の顔というのは、原型を強調した方が自然である。極

端に言うと、これまで都市化を進めてきたが、昔、これが鎌倉道だったのだということ

を実感できるようにすると、道路事業で歩道をつくったり、街路樹を植えたりするとき

に街路樹の樹種の選定でも変わってくる。特に地形や自然の特色のある台地や低地、傾

斜地や河川沿い、坂など、強調できるものは強調し、立体的なメリハリの付いた景観形

成をすることにより、個性が際立ってくる。そういう際立ったそれぞれのまちが全部そ

ろうことで、豊島区は力強い都市になる。 

そのあたりを念頭に置き、ワーキングでも事務局でも検討するとよいのではないか。 

（委員）  

各地域の資源を生かしたまちづくりには賛成だが、それをどのように進めていくのか

が一番肝心な問題である。例えば P98 では、南長崎地域の目標として「漫画と庶民的な

生活をはぐくむ景観づくり」とあるが、実際にはトキワ荘そのものはもうない。お休み

どころつくったり、漫画文化を発信、あるいはそれらを活かした商店街づくりを進めて

いるが、商店街はシャッター通りである。具体的になにを目指して何をやるのかがわか

らない。 

一方で、地域にはいろんな課題が混在する。商店街は活気づけなければならないが、

住宅地は落ち着いたまちなみを作ろうとしている。また特定整備路線とあわせて、この

魅力あるまちづくりを目指している。究極的に何を目指した景観なのかなっていうのが、

はっきりしないのが率直な感想である。 

（進士会長） 

今の指摘は二つある。ひとつは、各方針を具体的にはどうやって進めていくか。付け

加えると、どのような事業や施策で進めていくのか。それともう一つは、例えばシャッ

ター通りなど、景観よりもっと深刻な現実について、どうするのか。 

全国的なことではあるが、シャッター通りのような問題は景観行政だけでは解決でき

ないだろう。しかし、景観を全然考えなかったからこそ、今のようにどこの商店街も同

じになっている。それでも地蔵通り商店街だけ今持って元気である。たまたまとげ抜き
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地蔵というありがたい資源があったが、それをあの商店街の人は、相当その線を押して、

育ててきたと思う。商品構成にしても、年寄り向きに特化するとか、喫茶店も年寄りを

意識するなど、努力したのだろう。したがって景観行政で全部解決できないが、景観は

そういう努力のあらわれでもあるし、そこから逆に位置づけるのであれば、ターゲット

に絞り込んでもあるはずなので、景観計画等で特色を出していくことができる。 

（委員） 

きれいな言葉には何の力も持たないじゃないかという指摘だと思うが、この後また事

務局から説明があるが、例えば本編 P102～103では景観誘導の手続きが書いてある。P103

に示した区域区分の中に建築する場合、例えば、低層住居系市街地で 1,000 ㎡以上の延

べ床面積の建物を建てようとした場合、P102 のフロー図に従って、事前協議をしなけれ

ばならない。そのときに、豊島区全体の基本方針のみならずそれぞれの地域別の景観形

成の基本方針に適合しているかをチェックする。 

まず、協議をするときに、その地域に合った建築なのかをチェックし、適合しない場

合には誘導していくようなことができる。 

（進士会長） 

南長崎地域、長崎千早地域、高松・要町・千川地域の三つの地域に「長崎」がつくよ

うだ。都市マスと同じ区域で地域区分するのは、行政としては都合がよいのだろうが、

地域が細くなって、それぞれに目標像を建てなければいけない。実際の生活圏や地域イ

メージで、もう少し大きく分けられないか。 

（委員） 

池袋西地域を俯瞰して見ると、商業施設が集積する地域は池袋駅西口の前だけで、そ

の他の地域は住居系の土地利用である。立教大学の周辺も含めて住宅地である。一方で、

池袋東地域では、一部に住宅もあるが、ほとんどの地域で商業施設が集積している。 

そのような点から、池袋西地域を一つの地域として一まとめにするのは難しいのでは

ないか。例えば、池袋西地域の駅前部分と池袋東地域を一つのまとまりとして捉え、西

側の駅前以外の地域とは分けた方が整理しやすいのではないか。 

（委員） 

豊島区を代表する商業集積エリアである池袋駅周辺に関しては、全体構想の基本方針

中で「副都心の顔をつくる」という項目を立てて、記述をしている。 

（進士会長） 

どのような計画でもゾーニングは難しく、地形や歴史性など、見る角度によっては妥

当であったり違っていたりする。 

今回の場合は、豊島区の中心である池袋駅周辺は全体構想の中で柱を立てて述べてお

り、地域別に分けるのは便宜的に分けているのであるが、問題はそのスローガンである。 

（委員） 

「10.高松・要町・千川地域」「11.長崎・千早地域」「12.南長崎地域」は、長崎神社

から派生した一つのまちであり、同じ文化圏である。ただし、南長崎地域は、西武鉄道

で分断されているが、基本的には同じ文化圏と捉えられるのではないか。 

P89 の中に「銀婚通り商店街やえびす通り商店街といった地域の生活に密着した商店

街」という表記があり、確かにえびす通り商店街は商店街の中ではがんばっていると思

うが、銀婚通り商店街はもうない。 

（委員） 

4.池袋本町・上池袋地域は、山手通り、川越街道、明治通り、中山道という大きな幹

線道路に挟まれ、なおかつ東上線、埼京線で遮断された一つのまちとして、地域コミュ

ニティの盛んなまちである。祭りなどの地域行事では、まとまって力を発揮する地域で

ある。ただし、豊島区の中でも、少し疎外感を感じており、補助７３号線が８２号線の

道路計画が早急にされることによって、池袋駅周辺地域とのつながりを強化していきた

い。その中で、高さ制限を始め、様々な景観についての話し合いをしっかりと進めてい
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かないといけないと感じている。 

（委員） 

委員の意見のとおり、「10.高松・要町・千川地域」「11.長崎・千早地域」は、同じ

長崎村から発祥した地域である。要町は要町通りができたことにより、南北に分断され

た。今の計画では、要町は「10.高松・要町・千川地域」にゾーニングされているが、自

分が住んでいる要町は「11.長崎・千早地域」のエリア内である。つまり、それぐらいこ

の地域の文化は同じであり、都市マスに合わせなくてよいのであれば、一緒にまとめて

もよいかと思う。 

また、今後特定整備路線が整備されることによって、ゾーニングがこれまでと違うよ

うにされてしまうと、もともとの文化も変わってしまうのかなと心配する。 

街路樹の整備も景観政策に入ってくると思うが、豊島区の街路樹はまちまちであり、

町会がちがうと、同じ路線でも違う樹種が植えられていることもある。通りやゾーニン

グで樹種を指定するような政策が出るとよいと思う。 

（委員） 

今のような議論になったときに、どうしても区主導型で進められてしまうが、もう少

し住民の意向を活かして景観づくりをするとなれば、いろいろな考えが出てくる。実際

にどんな樹種にするかなど、話し合ったらよい。 

（進士会長） 

今の意見は、計画をつくる際の違いで、「ボトムアップ型」「トップダウン型」とい

う。行政が計画をつくる時は、上位計画から中位計画へとならべて検討する。 

世田谷区の例では、行政が緑をキャッチコピーにしたところ、住民からは超高層ビル

が欲しい、どんどんマンション立地が進むと、緑よりも便利な街が良い、下北沢のよう

に賑わっている街をつくろうといった議論が出る。住民の意見ばかりを尊重すると、ど

こも同じになってしまい、気づいた時にはだれも来なくなってしまったということにな

る。そこが景観行政の存在価値であり、全体を見ながら流行に流されず、そして住民の

意見を聞きながら検討しなくてはならない。 

これまで公共事業では、道路整備や護岸整備、学校や緑地の整備を進めてきた。財政

難の時期にも少しずつ時間をかけてインフラを整備してきた。便利さや快適さを求め、

特徴のない街になってしまったため、地形や自然、歴史や文化、あるいは賑わいなどを

もとに個性化することの必要性を認識してきたところである。 

国土交通省のホームページには「景観まちづくり教育」というものがあり、子ども向

けのテキストなどもあるので見て欲しい。2004 年に景観法ができた際、自分たちの街の

個性は何か、そういった理解を深めるような対策を打つ、という決議で出ており、今後

の景観行政にはそのようなことを期待している。 

行政の計画である以上は、他の計画と整合をとる必要があるだろう。都市マスと地域

割り重ねられたほうがよいのだろうが、景観計画では、せめてスローガンは 2 つの地域

共通にするということがあってもよいのではないか。 

また固有名をもっと使った方が良い。「ゆとり」「緑」「閑静」を並べても地域らし

さが出ない。 

（委員） 

P51に 12の地域区分図が載っている。これまでに、「10.高松・要町・千川地域」「11.

長崎・千早地域」「12 南長崎地域」の文化圏が一つだという意見が出ているが、その他

に「1.駒込地域」「2.巣鴨・西巣鴨地域」「3.大塚地域」はまとめられるか。また「4.

池袋本町・上池袋地域」「5.池袋東地域」「6.池袋西地域」はどうか。「7.雑司が谷地

域」「8.高田地域」「9.目白地域」はどうか。それぞれ違和感はないか。 

（進士会長） 

委員の皆さん、いかがか。 

地域をまとめることでマイナスな点があると困るが、今は景観の検討であり、地域の
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雰囲気が捉えやすくなるのであればよいのではないか。 

文教の雰囲気のある地域、歴史を感じさせる地域をはじめ、特に池袋駅周辺では、副

都心としてオール東京で勝負しなくてはならない。経済活動から見ると、それなりのま

とまりのある雰囲気をもっており、渋谷や銀座とはどこで差別化するかを考えていかな

いといけない。委員の言うように、住民が一丸となって取り組むことは大切である。 

（委員） 

地域別の景観形成基本方針は、都市計画マスタープランの地域別まちづくり方針と同

じ１２地区に分けており、分け方自体が行政の考え方である。この地域割りが本当に正

しいかどうかは一概に言えないのではないか。 

（進士会長） 

そこまでの遡られるとつらいので、ここでは、せっかく細分化して検討した地域別構

想について、ここは３つを１つにしてもいいとか、ここは小さいがまとめない方が個性

が出るとか、そういう議論であればよいと思う。 

景観計画では、行政計画としての整合を図る意味から、本日の地域別構想をベースに、

２つ一緒にするか３つ一緒にするか、一つだけで置いとくかという提案である。 

（委員） 

感覚から言うと、やっぱりそれぞれの地域は違うのかなと思う。ただ、例えば、巣鴨・

西巣鴨地域と大塚地域は近いし、あるいは雑司が谷地域と高田地域は似ているなとも思

う。ただ私の感じでは目白駅周辺は山手線の東西で雰囲気が違うし、また学習院の周辺

は別格である。だから一つにするのも難しいかという部分もあるため、１回もっと細分

化してその中でパズルを組み合わせたほうが実際には即しているかなという感覚はある。 

また、町会の区分、政治団体の区分、民生委員・児童委員の区分が違っていたり、さ

まざまな行政の各関連の区割りが違うというところがあるため、そこまで話を広げた上

で、どういうふうにくっつけるのがいいのか検討するのも面白いのではないか。 

最初は都市マスがあるならそれと一緒でと思ったが、ただいまの発言の中に東西一緒

や、南北一緒などということを聞くと、それは本当に正しいので、景観というのはそう

いうものなのだなと思った。 

また、池袋本町・上池袋地域の記述の中に、「旧鎌倉街道の歴史や安らぎを感じるま

ちなみづくり」とあるが、地元にずっと住んでいて、袋本町中央通りが旧鎌倉街道だと

いう認識を持ったことはない。池袋の本村という意識はあって、氷川神社があり、重林

寺があるという認識はあるが、鎌倉街道がここを通っていたという意識はない。そうい

う意識がない中で、歴史や安らぎを感じるまちなみづくりと記述をされても、果たして

何を目指したらよいのかイメージがわかない。ただ、地元住民はここが本村だったとい

う意識は、少なからず持っていると思う。将来像を「懐かしさと新しさが共存するとい

う景観づくり」とすることで、今後、都市計画道路が開発されて、沿道のまちづくりが

進む中で、まちなみがそういった方向に進むかもしれない。 

（進士会長） 

鎌倉道は広い範囲で無数にある。御家人じゃない限り、関係ないかもしれない。ただ、

今、古道を地域の景観資源として発掘して、今まで地元の人が知らなかった道でもこう

いった計画で浮上させる動きがある。なんの特徴もない道でも、それを地域の特徴にし

ようというまちづくりの試みは結構ある。 

（委員） 

古い道沿いに、昔からの商家さんの蔵のような、印象的な街並みが残っていればよい

とは思うが、現在はそれらの資源が埋もれてしまっている。氷川神社や富士塚はあって

も建物自体の新しいものだし、歴史を紐解くことにより資源を発掘していくなど、地元

に住んでいる住民の方が実感できるような工夫が必要だ。 

（進士会長） 

計画書への書きぶりは、チェックして欲しい。本村だったというプライドがあると逆
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に強調してもいいかもしれない。 

（委員） 

副都心線の雑司が谷のところの工事のときに、鎌倉街道の遺構が出てきたっていうの

があり、郷土資料館のほうで写真を撮ったようだ。鎌倉街道は人がすれ違えれば良いだ

けの道なので、実際にはほとんど道として残っているものはない。 

弦巻通りは、弦巻川が流れた地形を生かした通りになっている。 

この景観計画は地球の歩き方のガイドブックを見ているようで、地域にいろいろな特

色があることがわかり、歩いてみたいという気持ちになった。 

今年の大雪で、鬼子母神と雑司が谷霊園の木がずいぶん折れてしまった。東京の木は

弱いということで、雑司が谷霊園では、地元の任意団体、二つのグループが、緑を守る

ための活動をしている。また、落ち葉などの掃除は一体誰がするのかということで、結

構意見が分かれている。緑を増やすことには賛成だが、そのあとのフォローも、どのよ

うに考えるのかが大切である。並木などの掃除はほとんど地元の人がやっている。 

また、高田小学校が、防災公園になるという計画もあるらしい。 

区の外郭団体もいろいろあるようだが、よくわからないので説明して欲しい。 

（文化商工部長） 

区の外郭団体に未来文化財団という団体があり、基本的に商工部からの事業を委託し

ている。その他にも文化施設を指定管理で運営をしていただきたいとか、また財団とし

ても独自事業実施事業もやっている。基本的に区と一緒になって、同じベクトルで、行

政と民間のよさを生かしながら動いている。 

（進士会長） 

外郭団体について、さらに詳しく知りたい場合は、当審議会が終わった後に説明を聞

いて欲しい。 

景観計画では、地元の方が他地域との違いやわがまちの特色を意識するために目標を

掲げるのである。目標は事業者にとっても、暮らしている方にとっても、子どもたちに

とってもわかりやすいものが必要であり、共有して、その地域らしい特色を出していく

取り組みこそが景観行政としての目指すところだ。そこで、計画のベースとなる地域の

範囲をどうするかは大きな問題となるが、部会ではすでに３章までは完熟した案である

はずなので、再度部会で議論していただき、できるだけ工夫して欲しい。 

（委員） 

最終的には条例を作るということで、区議会で審査をすることになるが、せっかく景

観条例、景観計画をつくるのだから、豊島区民にとって一番ふさわしいものがよい。都

市計画マスタープランに基づく区域というのもあるだろうが、きょうの議論を踏まえて、

本日の案をベースに、街の成り立ちや、地域の課題などを踏まえて、横断的な形でベス

トなエリアで計画をつくったほうが良い。都市計画セクション以外のセクションの考え

方もあるだろう。 

（進士会長） 

事務局の方で、本日の議論を踏まえて検討して欲しい。 

では、Ⅳ～Ⅶ章に進みたい。事務局から説明をお願いしたい。 

（都市計画課長） 

 

資料Ⅳ～Ⅶについて説明 

 

（進士会長） 

はい、ありがとうございました。 

ただいま説明いただいたところは、実現へ向かうための施策の全体像である。先ほど

地域別の方針だけが確認されたわけだが、これをどのように進めていくのかというとこ

ろである。 
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提案では、地域指定をして届け出をいただき、事前協議、あるいは助言をしていく。

その他、100選についても提案していただいたが、これは区民で投票するのか。公募する

のか。 

（事務局） 

それも含めて議論したい。 

（進士会長） 

100選は区民参加で大事なものを見つけていこうという、ソフト的な取り組みだろうが、

もっと具体的な景観行政そのものの事業はないのか。 

（事務局） 

景観面での規制として基準を設定する。 

（進士会長） 

それだけが景観行政としての事業なのか。 

（事務局） 

はい。 

（進士会長） 

そのあたりが、少し足りないかと思う。先ほどの各委員からいただいた問題意識、及

び今後の課題などを受け止めきれないという不安がある。財政上のサポートが欲しいと

ころである。ソフト的な取り組みで 100 選をやり、あとは指導や助言するだけでは、旧

体制的と言える。新時代の景観行政を豊島区から発信するためには、もうちょっと踏み

込んだほうがいいと思う。 

（委員） 

豊島区の景観づくり、まちづくりは時間もかかることだと思うが、少なからず結果が

欲しいところである。そこで、12 地区の景観について、全体的に議論するのは無理があ

ると思う。例えば 4 つぐらいに分けて、小委員会やグループワーキングのような形で検

討してはどうか。「1、2、3」「4、5、6」「7、8、9」「10、11、12」の 4つの分け方で

うまくいっていると思う。12 地域をこの 4 つの小委員会でまとめて、最終的には豊島区

の景観まちづくりを進めてはどうか。 

（進士会長） 

今のお話は、景観計画ができた後、それを運営する時の提案か。 

（委員） 

審議会での話し合いには温度差がある。本当にわかっている人と行政の人で、グルー

プを一つずつ分けていかないと、全部の議論が机上だけで終わって実がなくなってしま

うような気がする。 

この審議会の開催回数が少ないことから、四つぐらいにわけた小規模な小委員会を開

催してはどうか、という意見である。 

（進士会長） 

計画の策定後、もっと具体的に各地域の景観まちづくりを進める際、けん引者となっ

てリードするような、そういう組織がいるということか。 

（委員） 

そういう意味もある。 

（委員） 

計画のゾーニングについては、議論を踏まえ、ベストに近づけるように検討する必要

があるが、そもそも、景観はゾーニングでおさまらないことがあるということを認識し

ておく必要がある。 

例えばグリーン大通りなど、都市づくりの議論も出てきているように、ゾーニングで

はおさまり切らないものもある。その場合は、別の方法で対応することを検討しなくて

はならない。 

また、各地域の資源の拾い出しについては、詳細についてまで大変よくまとまってお
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り、今後の検討に大いに参考になると思うが、やはり誘導、規制、指導、助言みたこと

が中心になっていて、街が育つのを待っているというような感じある。特に、グリーン

大通りなどの特定の場所については、もう少し攻めの姿勢が必要であり、これから議論

をしていく大きなテーマだと感じた。 

（進士会長） 

豊島区の組織の中には、アーバンデザインチームというのはないのか。例えばグリー

ン大通りの整備をするときなどは、どうしているのか。つまり地元に協議会をつくって

関係者の意見聞いたり、意見を反映したプランを提示したりというやり取りは、どこの

部門がするのか。 

（都市計画課長） 

基本的には、都市整備部のどこかの課が行う。 

（進士会長） 

道路整備に限らず、雰囲気や街並みも一緒につくるのが景観であり、そういう視点で

取り組む体制をつくらなくてはいけない。プロジェクトごとに、体制をつくるという手

もある。 

大抵の自治体では、事前協議をして、基準に合っているかどうかを協議しているが、

はっきり言って効果がないことをしている。今後の景観行政では、その先を行くやり方

で進めるべきである。景観をどのように創造し、作り上げていくのかというところを取

り組まないといけない。他部門が取り組んでいる事業について、景観的配慮するという

ことでもよいし、組織だってアドバイザーをもっと投入するでも良い。 

ここまでの説明を聞くと、古典的な都市計画といわざるを得ない。 

（委員） 

部会でも P34～38 の部分で副都心をどのように景観形成していくのかということにつ

いて、実は丁寧に作業をしていただいている。豊島区にとっても重要なテーマだという

ことを部会でも各委員が毎回おっしゃる。 

もしできるのであれば、副都心の部分はしっかり書いて、できれば事業化していただ

きたい。今やらないと、後手に回ってしまい、いろいろなものが先に進んでコントロー

ルできなくなると感じる。 

（進士会長） 

この計画書中には、重点事業やリーディングプロジェクトについてはまだ書いていな

いのか。今の提案のように、副都心の景観向上について、はっきりリーディングプロジ

ェクトとして取り入れるべきではないか。 

（事務局） 

副都心については P34以降に記述しているのと、P36～37で整備イメージを示している。

他の 12地区とは別に考え方を書いている。 

（進士会長） 

では副都心については方針を書いてあるので、重点事業のような位置づけについても

推進方策の中で記述はできるのか。検討して欲しい。 

（委員） 

池袋は、山手線の中でも駅を降りてすぐに緑が見えるということで、珍しい駅前だと

部会では共通認識を持っている。アナログ的な歩ける街みたいな、そういう域内づくり

だとか、つながりづくりといったことが、意外に新しく、豊島区の顔にならないだろう

か。 

また、繁華街としての池袋だけでなく、細かい通りの歴史や祭りにクローズアップす

ることで、地域みんなで参加できる取り組みにつながるのではないか。景観アドバイザ

ーが協議する際も、指導がしやすくなると感じている。 

（委員） 

副都心について、部会では緑の話がかなり出ていた。特に駅前と周辺をつなぐために
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は、都市軸としてきちんと緑を主軸として通した方がよいのではないかという意見が出

ていた。 

P40あたりに緑について記述しているが、街の環境を維持するために、緑の維持管理費

を事業として立上げると、他区とは違ったアドバイスができると感じている。 

（委員） 

専門部会での議論は、本日の皆さんの意見とほぼ一致しており、グリーン大通りと駅

前空間はしっかり景観を創っていかなければならない重要な部分である。それを進める

組織についても景観計画でしっかり書いて欲しいと事務局にオーダーしているところで

はあるが、まだはっきり書いていないということは、副都心構想をどういった体制で進

めていくかが、豊島区の中で十分に検討できていないからだと思うが、行政内で道路、

建築、緑の各セクションが協力しあうことが必要だ。 

他区ではできないようなレベルを目指すために、踏み込む必要があるということを繰

り返し言っている。今日の審議会でも、各委員の認識が確認されたが、そこのあたりを

さらに多くの方に支援していただかないと実現は難しいと感じている。非常に難しいア

ーバンデザインではあるけれども、非常に重要なところであると思う。 

（進士会長） 

委員が言うように、住民自身が自分たちの地域を評価し、それを伸ばそうという気持

ちになるような仕掛けを行政がお手伝いしなくてはならない。行政のさまざまな事業を

進めていく中に、景観的な配慮が入ることにより、「景観条例や景観計画ができてから

随分変わったね」と言われるってことが大切だ。 

これまでは、部門ごと分かれて事業を進めてきたと思うが、プロジェクトを進める際

には、総合力で取り組むことが大切である。組織なり応援団なりをつくらないといけな

いので、審議会のもとにプロジェクト毎の応援団をつくって進めるとともに、庁内では

部や課を越えて協力する体制をつくるとよいのではないか。そういう体制づくりが必要

な事業であるということだけは書けると思いますので、ぜひ報告書の最後の実現に向け

てのところは、そういう観点で記述して欲しい。 

（委員） 

地域別の区域割りは、江戸の歴史などをみて勉強していくことで、もう少しすっきり

するのではないかと思う。 

（委員） 

豊島区全体を外から見たときに、どういったところが特徴となりそうかを考え、外に

発信していくという視点で地域別のゾーニングをしたらよいのではないか。今はまだ、

豊島区と池袋はリンクしていない。 

（進士会長） 

景観を考える上では、多方面からの視点が必要であるが、従来の行政の組織論では取

り組みづらいことだと思う。ただ、それがこれからのまちづくりには必要だろう。 

本日の議論は、これで終わりたいと思う。 

（都市計画課長） 

次回の審議会は、参考資料２にある通り、12 月を予定している。詳細は追って連絡さ

せていただく。 

 

以上 


