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会議録（公開用） 

附属機関又は 

会議体の名称 
第 18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 3月 27日（木） 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）豊島区景観計画骨子案について 

 （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）・

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）・髙橋 敏弘（公益社団法人東京屋外

広告協会理事） 

【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・小

林 弘明 

【区   民】鈴木 立也・市橋 由美子・磯田 暉子 

【区 職 員】吉末 昌弘（文化商工部長）・齋藤 賢司（都市整備部長）・西澤 茂

樹（土木担当部長） 

幹事 地域まちづくり担当部長・建築住宅担当部長・教育委員会事務局教育総務部長 

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 荒井 歩（東京農業大学准教授） 

幹事 政策経営部長・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 18回豊島区アメニティ形成審議会を開催します。 

年度末の何かとお忙しい中、お集まりをいただき、ありがとうございます。 

前回は、景観計画の策定に向け、事務局のたたき台をお示しし、細かい議論については部会で検討

するということを確認をさせていただいたところです。その部会を１月３１日と２月２６日に行い、

景観計画骨子案の検討を行っております。本日、部会の検討結果について御報告をさせていただきま

して、審議会の委員の皆様から御意見を賜りまして、さらに再度部会に持ち帰って検討を深めてまい

りたいと考えています。 

（進士会長） 

皆さんお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。今、課長が言ったように、本日の議

題は、豊島区景観計画の骨子案についてです。 

その前に、事務局よりメンバーの出席状況、及び傍聴についてお願いします。 

（事務局） 

欠席は荒井委員より連絡をいただいています。 

村上宇一委員は少々遅れるとの連絡をいただいています。 

傍聴希望者はいません。 

（進士会長） 

大勢の委員の皆さんに参加いただき、ありがとうございます。 

豊島区の新庁舎は建築が進んでいるようですが、いつから新庁舎を利用するのですか。 

（委員） 

2015年 2月に竣工予定であり、5月の連休明けから新庁舎での業務を開始させていただきます。 

 

２．議事 

（１）豊島区景観計画骨子案について 

（進士会長） 

早速ですが、本日の議題に入りたいと思います。 

先ほど課長が言われたように、部会をつくって検討していただいています。初めに部会長の後藤先

生からお話をいただき、その後、事務局で説明していただきたいと思います。後藤先生よろしくお願

いします。 

（委員） 

冒頭に課長から御紹介ありましたように、１月３１日と２月２６日に部会を開催し、前回のアメニ

ティ形成審議会でいただいた意見をもとに、修正作業を進めてまいりました。後ほど事務局から説明

させていただきますが、骨格から作り直そうということで議論を進めました。構造的には大体整理で

きたと思いますが、文章中の修正等々は、今後進めていく必要があると思います。したがって、本日

お示しするのはたたき台なので、忌憚のない御意見をいただければと思います。 
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特に部会で議論したのは、アメニティーという非常に重要な、豊島区が大切にしてきた概念と、景

観法における景観計画の連続性についてです。また、大きく方針編、誘導編、推進編と分けているが、

どこにどの内容を入れていくかについても議論をしました。さらに方針編の内容として、景観特性や

景観形成の目標、基本方針をどのように組み立てていくか、というあたりに時間をかけて議論いただ

くとともに、部会と部会の間にはメールで様々な修正や指示をいただいき、本日の資料をまとめまし

た。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

（進士会長） 

先ほど課長からお話があったように、計画の骨子をしっかりするということが目的の一つですので、

事務局よりお示しいただく景観計画骨子案について話し合ってもらいたいと思います。その後、地域

別にご意見をいただきたいと思います。 

それでは、事務局より資料の説明をいただきたいと思います。 

（事務局） 

≪資料 18-1、18-2、参考資料 1、参考資料 2の説明≫ 

（進士会長） 

ありがとうございました。 

今日は、何かを決めるということではないので、各委員からたくさんの意見を出していただきたい

と思います。それを事務局の方で受け止め、次に部会で詰めていただくことになりますので、どうぞ

お気軽に発言いただきたいと思います。 

資料の順にご意見を頂いた方がわかりやすいと思いますが、いかがでしょうか。 

（委員） 

アメニティーの概念図でハートのモチーフを使っているが、とても特徴的な印象を受けました。初

めに進士会長から、アメニティはアモーレというところが語源だとお話いただきましたので、豊島区

の特徴を表しているものだと思います。 

景観特性の中で、３つの主要素の一つに「地形・自然」とあるが、その中で「みどり」と「みず」

はなぜひらがなを使っているのですか。現在の環境基本計画では漢字を使っています。あえてひらが

なを使っているような印象を受けますが、理由を教えてもらいたいです。「水辺」という単語では漢字

を使っており、実際に水が流れている川を指す時は漢字を使い、暗渠河川のようなものを指す時にひ

らがなをつかっているのでしょうか。豊島区内には暗渠河川が多く、特に千川上水は、地域の人たち

から暗渠の復元が希望されています。暗渠河川についての方向性をお聞かせ願えればと思います。 

また、池袋北地域では地域の意見をどのように計画に反映させていくのでしょうか。 

（事務局） 

「みどり」と「みず」でひらがなを使用しているのは、言葉の柔らかさを表現したかったからです。

確かに、水辺が見える所は神田川しかありませんが、暗渠となっている河川・用水路でも、千川親水

公園のように地域に親しまれている緑道や公園として整備されているところもあります。また、水が

流れていた部分は道路の地形にも影響が残っているということもあり、景観特性として捉えました。 

東京都の景観計画では神田川沿川が、景観形成特別地区になっており、整合性を図る部分が主にな

っています。具体的な議論は、まだ部会では細かくできていませんので、言葉の表現等については今

後整理していきます。 
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（委員） 

言葉の柔らかさを意識してひらがなを使っているだけであれば、神田川に限らず、区内のあちこち

にある暗渠河川を活用して、水辺を感じられる景観づくりをしていくべきではないでしょうか。環境

基本計画でも、そのように書かれています。 

（進士会長） 

同感です。 

今日の審議会の進め方としては、ひとまず各委員のご意見を伺い、事務局はまとめて回答してくだ

さい。また、各委員は質問形式ではなく、提案形式で発言してください。 

（委員） 

資料に誤植がありましたので、訂正願います。資料 18-1 Ｐ2で、景観特性にあります「観光案内」

は「観光交流」としてください。 

（進士会長） 

資料内の言葉づかいは、事務局で工夫しているようです。 

（委員） 

豊島区は大学だけでなく、専門学校や各種学校などが多く立地しており、学生などの若い人が多い

街です。歴史的資産や文化資産などの古き良き伝統を守っていく部分と、若い人たちの声を反映した

部分の両方が調和していくことが良いのではないでしょうか。 

例えば、地蔵通り商店街を若い人はどうしたいのか、地域に住んでいる高校生や中学生にも開かれ

た街にするにはどうしたら良いのか、といった考え方を組み込むと、未来につながる街づくりができ

ると思います。 

（進士会長） 

景観形成の目標に「未来」というキーワードが入っているので、計画書の内容にも未来につながる

方針を書いた方が良いというご意見です。 

先ほど、委員がアモーレについて覚えていてくれましたが、政府で一番初めに「アメニティ」とい

う言葉を使ったのは、当時環境庁長官だった石原慎太郎氏でした。保全型の街づくりは魅力を創出し、

未来志向の街づくりは活力を創出します。環境を保全するだけでは良い街にはならなく、骨子案の中

には創出や形成といった言葉が使用されており、事務局はその辺りを理解しているのだと感じていま

す。 

エコロジーとエコノミーのバランスが大切です。駅前などの歴史資源等の魅力が不足している場所

では、活力が大事になる。委員の発言にあった、学生の話は大阪についても同様だと理解できますが、

元気でないといけない。実は歴史や文化を大事にするということは、それだけをじっと保全していて

もだめなんです。保全と活力のバランスが大事なんです。 

これまでは、どちらかというとインフラ整備だけに注力してきたが、ソフトな取り組みも大事です。

観光は間違いなく交流であり、アクティビティーが非常に強く出るから、ぜひ積極的に取り組んでも

らいたい。都市型産業という言い方もありますが、ただ消費させるのではなく、何かを生みださなく

てはなりません。豊島区には伝統工芸では何かあるのでしょうか。 

（委員） 

伝統文化という点では、豊島区でも伝統工芸展などを開催していますが、彫金や手描き友禅などが
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あります。 

（委員） 

豊島区では伝統工芸士を指定しており、正会員 19 名、準会員 3 名、計 22 名います。彫金や手描き

友禅など 9 種類の伝統工芸があり、豊島区では伝統工芸保存会に補助金をだしたり、夏休みに子ども

の伝統工芸体験教室を開催しています。秋には工芸展等を開催していますが、後継者問題などもあり、

生業として成り立つのがなかなか難しい状況にあるようです。豊島区としてもなんとかしなくてはな

らないと考えています。 

（進士会長） 

新庁舎の一部には伝統工芸を押し出すコーナーを設けてもよいのではないでしょうか。東京オリン

ピックは良い機会であり、外国人にもアピールできるチャンスだと思います。好事家だけがアクセス

するようなものではなく、情報の見える化を通じて、豊島区の歴史や文化、伝統という形で見えない

ものを見えるようにすることが大事です。情報の見える化については、広報や冊子、写真集などによ

って、豊島区にはこんなものがある、というのをアピールできます。 

どうしても自治体の予算は災害対策などに費やされ、伝統工芸を維持するためには、一般市民が潤

ってから最後になってしまいます。フランスでは、公共事業として芸術家に仕事のチャンスをつくり、

技術の維持をしてきました。補助金などでちょっとずつお金を出すのではなく、仕事のチャンスを作

る方が大事かもしれません。 

（委員） 

後継者問題は深刻です。ものづくりメッセなどを開催しても、参加者が工芸に興味を持っても長続

きしません。日本の文化や伝統を守るにはどうしたらよいのでしょうか。やはり、後継者を育てるこ

とが大切でしょう。 

（委員） 

基本方針で（１）副都心の顔をつくる、とありますが、後段で出てくる地域別構想では、池袋西地

域でも副都心景観づくりとなっています。池袋西地域には商業地域もあれば住宅地も広がっている中

で、副都心の顔をつくる副都心ならではの部分と、住宅地が広がるような部分のちがいをどう書き分

けていくのかが課題だと感じました。 

もう一点、骨子案の本文の方に、「あうるスポット」の表現が何カ所かでてきます。西口の東京芸術

劇場は池袋駅前で印象的な建物ですが、あうるスポットは文化、芸術の創造発信する拠点であること

は間違いないですが、複合ビルの中に入っている拠点なので、ここまで顔となるような、目に見える

ような姿ではないのではと思います。 

また、池袋駅周辺は西と東というふうな二つに分けられますけども、西口の北側エリアや、東口の

南側エリアといった方面についても、書き分けが必要ではないでしょうか。 

（進士会長） 

そのあたりは部会で議論しましたか。 

（委員） 

議論はしました。引き続きの議論となっています。 

（委員） 

東口の南側について、検討はしました。ジュンク堂が立地する辺りは、今若者が集まるオシャレな
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飲食街となっています。池袋東地区の中で、細かく記述する中で整理する部分だと思います。 

部会の中でも、賑わいはもっと出したいという話は出ています。どのように組み込んでいくかが課

題だと思います。 

地域の目標では、緑や歴史に偏っているというご指摘はおっしゃる通りだと思います。例えば、大

塚の辺りでは、昔からみんなが集う場所として、三業地という言い方も昔はありましたが、今でも飲

食街として有名です。 

できれば、今日の審議会ではたくさんのご意見を賜り、各地域の楽しさや頑張っていることなどを

教えていただけると良いのかなと思います。 

（進士会長） 

その通りですね。 

三業地や花町といったものは、伏せる発想ではなく、地域の魅力として捉えるべきです。 

（委員） 

駒込に限らずですが、かつての商店街は活気がありましたが、今では商店街はどんどん寂れていま

す。コンビニエンスストアが増え、個店が減っています。土曜日や日曜日は、人通りがなく、大変寂

しい印象です。こうした寂れていく所でのまちづくりは、どうしたらよいのだろうか。 

豊島区は公園面積が少なく、都内でも最低レベルです。一人当たりの公園面積は座布団 1 枚程度で

す。豊島区でも頑張っていて、児童遊園をつくってはいますが、課題といえます。 

また、計画の中では触れられていませんが、銭湯は景観的な資源としてあげられるのではないでし

ょうか。現在、区内で 30カ所程度ありますが、実は全くない地域もあります。 

（進士会長） 

景観行政で全てが解決できるわけではなく、関係課との連携が必要となるでしょう。商店街振興と

同様に、銭湯を公衆衛生で捉えてしまえばそれまでだが、時代の流れで自宅に浴室があって銭湯は無

駄というのではなく、ライフスタイルやコミュニティが出会う場所として、成熟社会ならではの投資

を考えても良いのではないでしょうか。銭湯は一種の民間コミュニティセンターとも言え、暮らしに

ぬくもりを象徴的に示していると思います。街は銭湯を中心に作る、なんて発想も面白いのではない

でしょうか。 

これまでは欧米を目指してきましたが、そればかりではなく、日本人が昔から大事にしてきたもの

を大事にすることでやっとバランスが取れるのです。 

（委員） 

今日お示しした資料は、いわゆる仕切りをつくった器を示しているところであり、ここへ何を盛り

込んでいくかについては、今議論していただいている内容が大切だと思います。今後、コンテンツと

して詰め込んでいくという作業をしていきます。 

商店街振興など、一昔前なら景観の範疇ではないと言われた内容についても、実は大切なんだとい

うことにみんな気付き始めたのではないでしょうか。つまり、目に見えないものでも、見えるものに

対して影響を及ぼすもの、また、無形文化財のように形そのものでははく、人々の暮らしの営みや伝

統的な技法、お祭りの踊りなども重要な景観資源であり、まさに豊島区のアメニティ資源です。狭義

の景観、すなわち見えて形あるものを成り立たせている、見えない部分をあわせて考えないと、結果

は育たなく、「景観まちづくり」という言い方もしているように、日々のまちづくり活動が下支えをし
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て初めて磨かれていくことに気付いたことでしょう。 

また、先ほど「若い人の活力」や「賑わい」といったキーワードが出ましたが、最近、池袋ではア

ニメをテーマに若い人の集客があります。これは、新宿や渋谷とは違う魅力であり、フランスでは日

本文化の入り口がアニメになっています。こうしたものが池袋に育ちつつあるというのも、計画に盛

り込んでいく必要があると思います。 

（委員） 

今の意見を聞いていて、「ぬくもり」という言葉が魅力的に聞こえました。豊島区は大きい街で人口

も多いですが、あったかいまちが魅力です。その辺りが景観形成に現れると良いのではないでしょう

か。 

（委員） 

先ほど、三業地のお話も出ていましたが、池袋西口のあたりは戦後、闇市が立った所であり、サン

シャインシティは巣鴨プリズンの跡地です。その他、鉄道の成り立ちや都電の歴史、都電大塚駅付近

のバラや、アゼリア通りの地下に有楽町線が整備され、沿道のまちづくりが進んだことなど、戦後の

近い歴史も取り上げていただきたいと思います。 

（委員） 

先ほど委員が銭湯について発言してましたが、私の親戚は現在も銭湯を営んでいます。漫談や落語

の若いお弟子さんが練習場のように使い、非常に盛り上がっていると聞いています。先ほども伝統工

芸の話が出ましたが、豊島区の歴史文化を伝えるものとして再認識してもらえるよう、豊島景観 100

選などに選んでいただき、支援などが受けられると良いのではないでしょうか。 

また、豊島景観 100 選は、区内の漫画家に依頼し、マンガを通じた豊島景観 100 選をつくると、小

さい子供から外国人まで広く伝わるのではないでしょうか。 

（委員） 

豊島景観 100 選を打ち出していくというお話がありましたが、これは各地域の目標とリンクするの

でしょうか。 

また、豊島景観 100選はどうやって巡ってもらうのでしょうか。台東区ではめぐりんバスを運行し、

谷中を回遊する観光客の足として利用されています。豊島区内でも簡単に乗れるバスがあると、巡り

やすくなるのではないでしょうか。 

（進士会長） 

豊島区にコミュニティバスはありますか。 

（委員） 

これまで検討した経緯がありますが、区内は道路幅員が狭く、実現していません。 

現状では、国際興業の路線バスが廃止になるのを契機に、それを保存しようということで、江古田

方面から池袋東口まで、ワンコインではないですが区が助成して運行する予定です。 

ご指摘のあった、区内をぐるぐる回るようなバスについては、警視庁の基準から難しい状況であり、

人力車なら大丈夫です。 

（委員） 

先ほど若い方の話が出ましたが、雑司が谷の鬼子母神では、月に一度、手創り市が開催されます。

その時はがらりと街の状況が変わり、若者が多く集まります。そういったものも研究してはいかがで
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すか。 

（委員） 

地域では、最近、早稲田、目白、雑司が谷界隈のことを「谷根千」ならぬ「わめぞ」として、回遊

を打ち出したいようです。 

（進士会長） 

今度の都知事は、都市の再開発に力を入れたいようなので、都内では都市間競争が必要になるでし

ょう。一方で、高層の業務ビルばかり建っても、東京はつまらない街になってしまうため、逆に古い

ものに価値が出るはずなので、豊島区では、古いものを活かす計画を持っておいた方がよいでしょう。 

（委員） 

豊島区で生まれ育ったわけではないので、失礼な発言になるかもしれませんが、豊島区はあまりお

しゃれな街ではないと思います。区内には、世間でも有名な私立幼稚園、小学校がありますが、送り

迎えのお母様が駅前でランチできるようなおしゃれな商店街ではないです。また、アニメの話も先ほ

ど出ていましたが、うちの息子は池袋より秋葉原の方に行くようです。おしゃれ感、若者が来たくな

るような街にできると良いと思います。 

また、息子の学校の友達の中には、都電に乗ったことがない子もたくさんいるので、若者が乗りた

くなるような取り組みも必要ではないでしょうか。 

（委員） 

三つをお話しさせてください。 

一つ目は池袋副都心についてです。地域別構想の中では、池袋東地区、池袋西地区に分かれていま

すが、池袋駅周辺は一体の街として考えるべきではないでしょうか。どうしても地理的に鉄道で東西

に分かれていますが、街に来る人は一体の街だと思って来るはずです。地域別の中で、池袋地域を追

加し、その中で西口と東口がどのように関連しているかを書いてはどうですか。 

二つ目は、豊島景観 100 選は目玉事業の一つだと思いますが、どのように作っていくかも大事だと

思います。選定委員には、学生や漫画家、海外のデザイナーなどに加わってもらうと良いのではない

でしょうか。 

三つめは、景観重要建造物についてですが、実際指定される建築物は、高度利用が出来ない可能性

もあるし、老朽化していて改修や維持管理にお金が必要なものもあります。それらをフォローするた

めの経済的な支援策を考えておく必要があると思います。 

（進士会長） 

豊島区では、「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」を活用した例はありますか。 

（事務局） 

新庁舎周辺の南池袋二丁目地区で活用しています。 

（進士会長） 

鉄道施設は、駅周辺の空間形成には大切な要素です。長期戦略をむしろ区から提案するなどを考え

ていった方が良いかもしれません。 

また、豊島景観 100 選を選定する際は、外部の人の目を入れることについては、事務局の方で検討

してください。 

（委員） 
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地域別方針に書かれている目標は、今後、地域の人に意見を聞くのですか。 

（事務局） 

パブリックコメントを素案と案の段階で２回行います。 

また、一度策定した計画についても、豊島景観 100 選を通じて、地域別方針もブラッシュアップし

ていく考えです。 

（委員） 

各地域の目標は、それぞれのエッジがもっと立つと良いと思います。 

若い人や、広告ライターの意見をいただきながら作り上げると、もっと面白いものが出来るのでは

ないでしょうか。 

（委員） 

池袋駅周辺は 30年以上前から東西の分断を解消するために東西デッキを設けるという話が出ている

が、東西デッキが出来ると随分景色が変わるでしょう。ただし、東西デッキができるまでには時間が

かかるだろうから、少なくともアメニティとして各所に池袋の案内板が必要です。 

また、シャッター通り対策が必要です。昔はどこの商店街も本当に賑わっていましたが、どんどん

賑わいがなくなってしまいました。できれば商店街に特化した方策も必要ではないでしょうか。 

（委員） 

空き店舗対策は、区としても課題として認識しています。なかなか商店街を元気にするというのは

難しく、国の補助金がストップするということも考えられますので、今後状況が分かり次第、解決す

る必要があります。 

（進士会長） 

先ほどから若い人の力の話が出ていますが、空き店に若い人を優遇して入居させ、活動してもらう

ことも考えられます。ただ、国の補助金のメニューが自由に使えないのが課題でしょうか。 

（委員） 

景観は、地域の個性を大事にしなくてはいけないと思います。 

ブラジリアでは、個性的なデザインの街づくりをしていて、人造湖にヨットまで浮かべていますが、

暑くて住めたものではありません。 

また黒いオルフェという古い映画では、高層マンションの高層階には貧乏人が住み、低層階には金

持ちが住むといった状況が描写されています。 

つまり、景観計画は、その場所、場所の個性が大事だということです。 

（委員） 

一つ目に、ソメイヨシノという名前の由来が豊島区の染井地区から発祥していることが、区内です

ら知られていない状況です。品種改良を繰り返し、すばらしいバイオ技術が持てたということさえも、

あまり伝わっていません。皆さんに再認識してもらいたいと思います。 

二つ目に、目白通りの桜は大変きれいであり、通り沿いにはスイーツのお店も立地するなど、おし

ゃれ感のある通りだと思います。学習院大学や日本女子大などもあって、若い人も多い通りなので、

目白通り沿いをチョコレート特区にするようなアイディアはいかがでしょうか。また、豊島中央図書

館は、他区の図書館よりもマンガの蔵書数が多く、空間の使い方も広く自由に使うなど、素晴らしい

です。図書館の周辺にもう少し飲食店が立地すると、おしゃれな場所になるのではないでしょうか。 
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三つ目に、池袋は私鉄、地下鉄、バスなどが非常に多く、交通が結節する場所です。乗り換えや都

バスへのアクセスが複雑で、来街者にはわかりづらいものとなっています。仙台では、素敵なサイン

をつくり、乗り換えがわかりやすくなる工夫をしました。 

交通が結節する池袋駅周辺では、結節していることを活かし、案内板から交通の情報が見れるよう

にし、交通博物館のように見れる仕組みづくりをしてはいかがですか。 

池袋という街は、猥雑な中にもどこか温かい街づくりをしていけたら良いと思います。 

（委員） 

本日はたくさんの要望が出ていますが、景観計画でどこまで対応できるかだと思います。 

部会の中では、アメニティの考え方を引き継いでいこうということで話し合いを進めてきており、

アメニティの考え方では皆さんの要望にも対応するのではないかと思います。本日の資料は暫定案で

すので、引き続き検討していきたいと思います。 

進士会長から冒頭に、アメニティの中でも「地域の魅力」ととらえるものと「活力」と捉えるもの

の二つがあるだろうというお話がありました。地域の魅力については、計画書の中の景観資源や、豊

島景観 100 選などをうまく反映させることになるだろうが、地域資源がアメニティに直接関係するん

だということを書きこんでもらいたいと思います。また、活力については、部会の方で私が言ってい

る景観地区の導入を検討してはいかがでしょうか。景観法では、景観地区といって、もっと本気で指

導する地区を設定できるようになっています。事務局は景観地区の指定に対して積極的ではないよう

ですが、池袋駅周辺などの本気で景観デザインをしたほが良い場所については、地区計画だけでは不

十分だと思うので、景観地区の指定を検討してはいかがでしょうか。 

景観地区を指定する効果が現れるのは、大きな開発がある時や大規模な店舗が建て替える時などに、

デザインの誘導をしようとしても、事業者はなかなか指導を聞かないという場合が多いと聞いていま

す。大規模な開発や建替え時の指導ができれば、緑の潤いとともに軸の形成が出来るのではないでし

ょうか。 

実際には、商店街の活性化も同時にしなくてはならないし、そこには人材、資金が必要であり、特

に人材等については景観法では書かれていないため、自治体が活力を生み出すための支援をどこまで

していくか、若い人の力を活用できるのか、といった辺りは、ご希望にそえるかどうかは課題だと思

います。 

（委員） 

一点目は資料 18-1の P1 アメニティの概念図についてです。この図は部会で議論を繰り返しました

が、アメニティは概念が難しく、この概念図のどこの部分がアメニティを指しているのか、図全体が

アメニティなのか、もう少し説明が必要だと思います。 

例えば、P1上段の説明文の二つ目で、「…街並みの美しさだけでなく、自然や生態系、歴史や文化を

含む総合的な環境の質に係る「心地よさ」、「うるおい」、「にぎわい」…」とありますが、図の中に心

地よさやうるおい、にぎわいといった言葉が出てきません。さらに「…多様な施策を通じて…」の文

章は重複している感じがしますので、文章の整理が必要だと思います。 

二点目は資料 18-1の P7 区民・事業者及び区の役割で、事業者の役割が「地域貢献としての率先し

たまち磨き」とありますが、もっと積極的に書いた方が良いのではないでしょうか。サービス業を営

んでいる方にとっては、街の景観そのものがインフラだと思います。景観が良くなるから街が活性化
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して商売も繁盛するという意味で、もう少し社会貢献で参加するのではない言い方で書いた方が良い

と思います。 

三つ目は、先ほどから銭湯の話が出ていて、ぜひ残していきたいと思います。ぬくもりやノスタル

ジーを感じるまち並みは良いと思います。 

千代田区では、皇居マラソンをする人が多く、その人たちが銭湯で汗を流すという使い方をしてい

ます。銭湯が街なかにある意味を考えて、外国人を含めた観光客の立ち寄りなど、活用していく方法

を考えたらよいと思います。 

（進士会長） 

銭湯を回遊路に組み入れて、東京オリンピックも視野に、ビジネスとして成り立たせることも考え

てみてはどうでしょうか。 

銭湯に限らず、和菓子にしても、身近なところに美しくておいしいものがあるのに、それをうまく

活用することができていないと言えます。 

観光部門の方に頑張ってもらいたい内容です。 

（委員） 

池袋駅西口では、もともとホテルメトロポリタンがありましたが、サクラホテルやビジネスホテル

が増え、そこに宿泊する外国人の観光客が増えました。池袋西口は国際観光の入り口として、「多文化

共生」の取り組みが必要だと思います。また、池袋西口を拠点に、池袋全体を巡ってもらうためにも、

ホテルと提携した観光マップが必要ではないかと思います。 

（進士会長） 

今後は、積極的に外国人を受け入れるのでしょう。多文化共生の考え方は重要だと思います。ぜひ、

計画に取り入れてください。 

（委員） 

一つ目は、池袋北地区で、4月 1日から学校が統合し、本町小学校と中学校が併設されることになり

ます。これは豊島区では唯一の取り組みであり、広くアピールできるのではないでしょうか。 

二つ目は、池袋北地区に北池袋駅、下板橋駅、板橋駅の３駅がありますが、いずれもバリアフリー

整備がされていません。今後取り組みが必要だと思います。 

三つ目は、池袋北地域は池袋駅に近いですが、意外と家賃が安い地域です。したがって、地方から

出てきた方や外国人の方が、多く住む地域です。 

（進士会長） 

東京に初めて住む方が住みやすい地域ということですね。東京といえば、超高層の都市といったイ

メージが強いため、そういった、地域がもつ包容力は大切であり、計画の中でその辺りを表現できる

と、懐かしさにつながると思います。 

（委員） 

地域別方針の（10）高松・要町・千川地域、（11）長崎・千早地域の辺りについてです。 

（11）長崎・千早地域の目標に歴史という言葉が使われていますが、豊島区でも西側の地域ですの

で、東側地域がもつ歴史よりは全然浅い歴史です。駒込地域が江戸時代からの歴史であれば、西側地

域は戦中ぐらいからの歴史です。表現として、歴史というよりは、芸術の方がふさわしいと思います。 

どちらの地区も住宅が多いことから、ゆとり・うるおいといった言葉を使っていると思います。有
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楽町線沿線では、新しい住宅開発がされているので、ゆとりのある街並みが広がっていますが、西武

池袋線沿いでは古くから住宅地となっており、それほどゆとりのある住宅地ではないと思います。 

（委員） 

地域別方針の（12）南長崎地域についてです。この地域にはトキワ荘があるといっても、実はトキ

ワ荘の建物があるわけではなく、跡地があるだけです。一度来た方がリピーターになってくれるかと

いうと、厳しい状況だと思います。街のリピーターを増やすには、魅力ある街にすることが一番だし、

景観計画はそのための計画だと考えています。 

（委員） 

先ほどの意見にあったように、池袋副都心と言った場合に東と西を一体の地域として捉えることに

は賛成ですが、池袋の東と西を同じ土俵で書いてしまうと、それぞれの特色が違うのだろうなという

印象です。 

また、池袋は道路がわかりづらいという意見もありましたが、他の都市に住んでいる人から見ると

やはりわかりづらいようです。昔は、怖い、汚い、臭いということを言われましたが、池袋の住人と

してはそんなことを言われたくないし、どうにかしたいと思っています。当審議会でも、そういった

ところにつながっていけばよいと思います。 

その一つとして、池袋の特徴として、西側に東武百貨店、東側に西武百貨店が立地していることも

あります。特徴なのでわざわざ変えなくても良いと思いますが、その歴史をひも解くと、池袋は東上

鉄道と武蔵野鉄道の発祥の地というところにあります。 

池袋駅は、新幹線以外の特急電車が通過、または発着する本数が日本一です。また、池袋西地区の

文教薫る資源としては、立教大学や芸術劇場だけでなく、江戸川乱歩邸があって通りの名称にもつい

て地域の人に親しまれています。 

（進士会長） 

豊島景観 100 選にしても、住民が通りの名前を付けるような取り組みは、景観行政の基本だと思い

ます。 

（委員） 

池袋本町は、池袋北地域の中でも明治通り、山手通り、川越街道、中山道といった幹線道路に囲ま

れ、さらには東武東上線、埼京線といった鉄道に囲まれ、周辺から孤立した地域です。地域で開催す

るふれあい祭りなどのイベント時は大勢が集まり、コミュニティの絆は強い状況です。ただ、地域の

高齢化は進んでいて、コミュニティが先に続かないのが弱点です。 

また、商店街がシャッター通りとなってしまっている件についても、空き店舗になってすぐに商店

街で借りに行くことがありますが、所有者の意向で住宅か駐車場になってしまうことが多いです。人

に貸すよりは、自分で利用したい意向が強く、空き店舗対策は簡単ではないといった印象です。 

（進士会長） 

いまのご意見も、大変難しい問題だと思います。 

本日は、各委員から意見を聞いておき、事務局の方で持ち帰り、検討していただきたいですが、今

の段階で言っておいた方が良いことがあればお願いします。 

（事務局） 

景観計画については、実際には部会で議論していただくことになりますが、本日いただいた意見を
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聞いていて、景観計画の中でどこまでやれるのかと強く感じました。区長からは常に、計画だけつく

っても駄目で、計画を生かして成果を出すようにと言われています。この景観計画も策定した後、運

用していく中で完成させていきたいと思っています。今日の意見の中に商店街の話もありましたが、

運用しながら生かしていきたいと思います。 

委員の意見にあった景観地区についてですが、景観地区は地域地区の一つである美観地区を廃止し、

その目的、手法を発展・拡充させたものです。景観計画の策定と同時に進めるかどうかは検討してい

きたいと思います。 

地域別方針については、部会でもまだ深く議論していません。池袋東地域、池袋西地域で副都心と

いう言葉を使っていますが、現在策定中の都市計画マスタープランでは、全体構想の中で池袋副都心

について色濃く記述し、地域別方針との役割分担をしています。本景観計画では、当初、池袋副都心

を重点地区に位置付けようとしていましたが、部会での検討で、計画策定後に位置付けていこうとい

う方向になりました。そのあたりについて、再度部会の中で示していきたいと思います。 

（事務局） 

事務局としては、豊島景観 100 選に期待しており、推進施策といかに連動させていくかが大切だと

考えています。区長も常々言っていますが、四季ごとの景観の良いところを区民と一緒に拾い上げる

形で選んでいきたいと思います。そのため、１年間かけてじっくりと拾い上げ、それを区民ワークシ

ョップや提案を通じて選定していきたいと思います。委員が言うように、見識のある方と一緒にでき

ればよいと思います。 

（進士会長） 

景観行政は、自治体ごとに自由に行っています。地域地区指定で景観地区を決め、規制を行うのは

過去のやり方であり、今後はそういった取り組みだけでは駄目でしょう。 

本日、たくさんの意見にあったように、各地域に課題がある一方で持ち味もありながら、潜在的な

魅力を顕在化できていないのが一番残念なことです。地域の方には、魅力を顕在化できるように頑張

ってもらいたいし、あるいは行政には地域の取り組みを支援してもらいたいです。 

行政には景観 100 選を選ぶことが大事なのではなく、どうやって選んだか、区民が参加して選んだ

か、そういったことが大事だと思います。 

これまで豊島区ではアメニティ形成を主に取り組んできて、景観計画でも引き継ぐ方向で進んでい

ますが、豊島区ならではの景観行政を行ってもらいたいと思います。 

最後に、部会長を務めている委員からの意見をお願いします。 

（委員） 

本日は、大変貴重な意見をありがとうございました。 

本日の意見については、どのように反映するかを部会で議論し、次回の審議会でお示ししたいと思

います。 

また、委員の意見にあった経済支援については、事務局の方で考えていただきたいと思います。や

はり、資金なくして景観づくりはなかなか難しいです。例えば、屋外広告物をうまく活用し、広告収

入がうまく景観形成につながるような仕組みなども考えられますので、事務局に検討していただきた

いと思います。 

部会でもんだものを、次回の審議会でお示ししたいと思います。本日はどうもありがとうございま
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した。 

 

（２）その他 

（進士会長） 

次回の日程はいつがよろしいでしょうか。 

（事務局） 

次回の日程についてですが、議会の都合があり、7月 17日あるいは 22日の午後３時からを予定して

いますがいかがでしょうか。 

（委員） 

7月 17日は都合が悪いです。 

（進士会長） 

7月 22日はいかがですか。 

 

≪異議なし≫ 

 

（進士会長） 

それでは、次回は 7月 22日 午後 3時からとします。 

（事務局） 

ありがとうございました。次回の開催場所は追って連絡します。 

 

以 上 

 

会議の結果 
・景観計画については継続審議とする。詳細な検討は部会にて行うこととする。 

・次回日程は 7月 22日午後 3時からとし、事務局より改めて通知する。 

 

提出された資料

等 

【配布資料】 

資料 18－1 豊島区景観計画骨子案の概要 

資料 18－2 豊島区景観計画骨子案【第Ⅰ章から第Ⅲ章まで】（平成 26 年 3 月 27 

日時点） 

参考資料 1 第 17回 豊島区アメニティ形成審議会 会議録 

参考資料 2 豊島区景観計画策定スケジュール（案） 

 

 

 


