
1 

 

会議録 

附属機関又は 

会議体の名称 
第３回 豊島区景観計画策定検討部会 

事務局（担当課） 都市整備部 都市計画課 

開催日時 平成 26年 5月 21日（水） 午後６時～午後８時 

開催場所 豊島区役所 地下 1階 第 4会議室 

会議次第 

１．開会 

２．議事 

 （１）豊島区景観計画骨子案の検討について Ⅲ景観形成の方針（地域別方針）

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】後藤 春彦（早稲田大学教授）・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） 

【区   民】鈴木 立也 

事務局 都市計画課長・都市計画課街並み景観グループ 

傍聴人数 1名 
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審議経過 

１．開会 

（事務局） 

第３回豊島区景観計画策定検討部会を開催する。 

 

２．議事 

（１）豊島区景観計画骨子案の検討について Ⅲ景観形成の方針（地域別方針）について 

 

＜資料 3 について事務局より説明＞ 

 

（後藤部会長） 

事務局の資料に基づき、意見はあるか。今日のゴールは何が求められているのか。 

（事務局） 

もう一度Ⅲ章について議論する機会を設けているので、まずは意見を聞きたい。 

（委員） 

専門用語などもあるので、用語解説が必要になると思う。 

地域別方針の写真で、えびす通りの写真が掲載されているが、人が映っていないのであまりいい写

真とは言えない、豊島区は人がいっぱいいて楽しいところであるので、そうした写真を掲載いただき

たい。 

各地域においてまちの成り立ちの図面を載せているが、小さくてよく見えない。もう少し大きくし

てほしい。 

P6 の六義園については、インデックスを凡例の中に入れた方が分かりやすくなるのではないか。

これは、P10、P34も同様である。 

景観形成の目標、方針が必ずしもすべてが対応していないように見える。整合していないように見

える。 

P22を見ると、図が分かりにくい。もう少し工夫してほしい。 

提案だが、景観形成の方針の文章と図面の対応関係を明確にするために、方針のタイトルに番号を

付すとともに、図面にも同様の番号を付した方がよいのではないか。 

「まちなみづくりを目指します」というが、具体的な記述をしていくつもりがあるか。もう少し空

間ボキャブラリーがあってもよいのではないか。 

「スカイラインの統一」、「セットバックを誘導する」、「生け垣化を図る」などの記述があるといい

のではないか。ただ、この点については、景観計画の位置づけとどうかかわるかわからないところは

ある。 

（後藤部会長） 

頂いた意見は、ごもっともだと思う。最後のご指摘について、抽象的な表現をより具体的に誘導し

ていくために、いくつかの方針をどの時点で示すつもりか。 

（事務局） 

宮脇委員から「具体的にどのような形で指導可能かわからない」というご意見を頂いている。 
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事務局としては、今回お示しした地域別方針をさらに発展していく形として、ガイドラインを作成

し、そこに具体的な絵を載せられればと考えている。方法はいくつかあると考えている。 

今年度中に、ガイドラインの素案を示していく必要があると考えている。ある一定の時期には、ガ

イドラインについて部会で議論いただきたいと考えている。 

（後藤部会長） 

現在作成している計画が、アドバイザーの武器、コミュニケーションツールにならないと、絵に描

いた餅になってしまうので、アドバイザーが使える武器にしていく必要がある。 

細かい話はガイドラインとして後追いでやっていくという形も新宿区などではすでにやっている。

ガイドラインという形でこの地域別方針をチューンナップしていくというやり方もあると思う。 

（事務局） 

第Ⅳ章は、景観形成の誘導ということで、区全体を４地域にわけ、それぞれの最低限守るべきこと、

共通して守るべきことなど、景観形成基準を記載していくことになる。 

地域の個性を出すとなると不完全な形になるが、一般的な話については、第Ⅳ章で記述していくつ

もりである。 

（後藤部会長） 

Ⅳ章以降で空間のイメージがわくような記載があるということか。 

（委員） 

地域別方針に「この場所はここが大事だ」という書き方をしていただいた方がいい。 

（後藤部会長） 

池袋駅周辺だけを特だしするという話があったと思うが、それはどうなったのか。 

（事務局） 

「副都心の顔をつくる」という個所と地域別方針で記述することにしている。 

（後藤部会長） 

「副都心の顔をつくる」というところで、より具体的な記述がなされるといい。 

（委員） 

簡単な絵のようなものがあると、説明しやすい。 

（後藤部会長） 

抽象度を具体化する話は、「副都心の顔をつくる」という個所と一般論としてⅣ章で示すという理

解でよいか。 

地域別方針については、賑やかで生き生きとした写真に差し替えてほしい。また、ユニバーサルな

デザインが求められている時代なので、なるべく大きな文字で分かりやすく、図も拡大してほしい。 

まちの成り立ち図についてはもったいない。ぜひ大きく扱ってほしい。 

方針図についても、最低のフォント数は決めておいた方がいい。 

地域別方針の文章タイトルに番号を振ってもらい、図面で旗刺しされているものにも番号を振って

ほしい。また、旗の棒が作成者によって違うので修正してほしい。この線を細くした方がいい。図が

メインなので、その補足説明をする引き出し線はうるさくならないようにすべきである。 

（委員） 

景観要素の写真と方針で示されている写真の違いがもう少し出るといい。 
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（事務局） 

写真は借り置きである。 

（委員） 

方針にぴったりと合う写真を掲載するのは難しいと思うが、もう少し意識的に景観要素で示してい

る写真と差がつけられるといい。 

（事務局） 

季節を通じて写真を収集している最中である。 

（委員） 

写真のイメージをどう景観に生かすのか、それが見えてくる計画書になってほしい。写真について

は、他都市の事例が入ってもよいのではないかと思う。 

（後藤部会長） 

景観要素を示している写真と景観づくりを示している写真を分けてみた方がいい。 

まちの成り立ちの図を大きく扱ってもらい、景観要素を示す写真は小さくてもよい。 

方針の写真は、今の大きさぐらいでよいのではないかと思う。 

（委員） 

住宅地についての記述は、みどりだけで終わっている。ケヤキなどの文言を入れ込んでもいいので

はないか。 

住宅地の豊かなみどり、点在するみどりなどの表現は、アドバイザーが使いやすくするには、具体

例が出てくるとよいのではないか。より具体的なことを書いておいたほうが、アドバイザーが使いや

すいのではないか。 

（委員） 

生垣なども住宅地の箇所で入れ込んでいくとよいのではないかと思う。樹木への関心があってもい

いのではないか。 

（委員） 

まちの成り立ちの図は、専門家から見ると読めるが、これが本当にいいのかは疑問が残る。とはい

え、代替案として何がいいのかは思いつかない。 

（後藤部会長） 

全体で見せれば、地域ごとに見せる必要はないかもしれない。 

（事務局） 

図については、見直したいと思う。まちの成り立ちのところで、耕地整理と区画整理の話が出てく

ることもあり、入れている経緯がある。 

（委員） 

航空写真という手もあるのではないか。 

（後藤部会長） 

ipadで見る時代になってくると、もっと違う絵になるのかもしれない。 

（委員） 

今後はストリートビューを見ながらという時代になるのかもしれない。 

（後藤部会長） 
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地形の図は、前半に出てくるのか。 

（事務局） 

前半に出てくる。振り返りという視点で入れてもいいと思う。 

（後藤部会長） 

地域の番号の振り方は、区として何か基準があるのか。 

（事務局） 

都市マスと同じである。 

（委員） 

市民目線で言うと、この順番になっているのはなぜなのかと思ってしまう。 

（事務局） 

都市マスがこの地区割りをしている。また、区の様々な資料では、大概駒込から始まっている。 

（後藤部会長） 

その点は尊重したい。 

（委員） 

みどりを増やすなど、住宅地については、すべてのエリアでほぼ同じような内容になるのか。それ

とも、住宅地はそれぞれの場所で違いがあるのか。景観形成方針として地域ごとに違う方向性を考え

ていくべきなのか。 

（事務局） 

豊島区の中には、木造密集地のような住宅地もあれば、目白のような住宅地もある。そのあたりの

書き方を変えていくというやり方はあるかもしれない。 

（委員） 

荒川区の景観計画は、建て替え時、何でもいいから緑を残してもらうというような視点で書かれて

いる。書きぶりについて、密集地域とお屋敷のある地域で書き方を変えてもいいのではないかと思う。 

（後藤部会長） 

副都心の顔づくりは何章に出てくるのか。 

（事務局） 

Ⅲ章の１番最初に出てくる。構成としては、Ⅲ章の２で豊島区全体の景観形成で記述をしている。 

（委員） 

目白まちづくり倶楽部、徳川黎明会などの記述があるが、江戸時代に大きなお寺があり、それでこ

のあたりのまちが形成された歴史がある。そういった記載はあるか。 

（事務局） 

  まちの成り立ちの部分で書いている。 

（後藤部会長） 

景観形成の要素については、地元のまちづくり組織などの固有名詞を入れることは可能か。人々が

織りなすまちづくりのところで、固有名詞が出てくると、内容に厚みが出てくるのではないかと思う。 

（委員） 

ぜひ載せてほしいと思う。今後、景観形成に向けて、そういった方々を巻き込んでいかなければな

らないのではないかと思う。 
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（後藤部会長） 

課題が何か示されていないまま、方針が書かれているので、それぞれの地域で抱えている課題があ

った方がよい。課題を克服するために、誰が何をしなければならないのかという形が本来ある姿なの

ではないかと思う。 

（委員） 

例えば、地域で高齢化が進んでいるので、小さな緑を置いて、コミュニケーションをしていこうと

いう形にしないといけないのではないか。 

定義があって、展開があると、進んでやっていこうかなという気持ちになるのではないかと思う。 

（後藤部会長） 

リハビリしないといけないということが先に示されており、だからこうしたことをやるという組み

立てになっているとよいのではないかと思う。 

全部を区がやる必要がなく、区民といっしょにやっていくという視点があってもよいのではないか。 

（委員） 

個別の意見については、また次回までにしっかり目を通しておくという理解でよいか。 

（委員） 

オープンカフェができるよう、規制緩和するなど、活性化するための工夫を区として何かやってい

るか。 

（事務局） 

グリーン大通りでは、オープンカフェを実施しようとしている。芸術劇場の方は、公園なので、オ

ープンカフェ実施には問題ない。 

３月でグリーン大通りの駐輪場がなくなったので、そのスペースにオープンカフェができないかと

いうことで、地元を巻き込んで進めようとしている。 

（後藤部会長） 

誰がオープンカフェの実施者になるのか。 

（事務局） 

地元を巻き込んで進めようとしている。 

（後藤部会長） 

池袋にはＴＭＯがない。ＴＭＯに近い形で、まちのマネジメントを一括してやれるような組織を作

っていかないといけないのではないかと思う。 

（事務局） 

まちづくりビジョンを作って、その中にオープンカフェについて記述している。実現するためには、

地元と連絡会なるものを立ち上げていくことを掲げている。今年度実現しようとしている。 

（後藤部会長） 

景観計画は、エリアマネジメントにも寄与するものでなければならない。まちづくり費用を生み出

すようなものでなくてはならない。 

屋外広告物の収益を TMOに上納するような仕組みができるとよい。新宿では、オープンカフェの

パラソルに広告物を出している。本来出せないようなところに広告を出せるので、事業者も魅力に感

じているようである。こうしてあげた収益をまちの維持費としている。 
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この景観計画もまちのマネジメント費用を稼ぐという視点も盛り込まないといけないのではない

かと思う。 

景観地区も考えた方がいいと思う。デフォルトで厳しめにしていかないと、お金が生まれてこない

のが現状である。厳しめにしておいて、少しずつ緩和していくという形がよいのではないか。タイミ

ングとしては、今の時期がいいのではないか。 

（事務局） 

東長崎駅などでは、区で自由通路を作ったが、管理は西武鉄道にさせている。区の財産だが、維持

メンテナンスに、区は 1円も払っていない。 

区の財産だが広告掲載を許可している。既存の道路・公園の維持にも広げていかないといけないと

考えている。 

（後藤部会長） 

グリーン大通りもうまく維持管理できるといい。一定の収入が持てるといい。 

ほかに意見はないか。 

（委員） 

グリーン大通りについて、副都心の庁舎のみどり、文化・創造、風格のあるプロムナードを担って

いるが、もう少し、自然との共生的な副都心という、もう少し書きぶりをグリーン大通りに振っても

いいのではないかと思う。 

広告による収益という視点でいえば、東京都にある広告審議委員会のような組織があってもいいの

ではないかと思う。 

グリーン大通りには、小さな看板は出さない方がいいが、それ以外のところではもっと広告を出し

ていいなど、メリハリのある視点が必要ではないか。その視点でいえば、景観計画の中で、店舗デザ

インなどについての言及がないように思う。 

賑わいについては、積極的な施策をしていくということが記述されてもいいのではないかと思う。 

（事務局） 

池袋駅周辺では地区計画をかけている。１階の店舗の設えについて地区計画の中で記載されている。

地区計画を活用しながらといった記述にしていきたいと考えている。 

（委員） 

地区計画一覧のようなものがあるといいのではないか。 

（後藤部会長） 

新宿や渋谷に比べ、みどりの帯という資源があるのが池袋の特徴である。景観形成に取り組むとい

う強いメッセージ性があってもよいのではないか。池袋駅からグリーン大通りまでのつながりがない。 

（事務局） 

地下から地上に上がるには、サンクンガーデンのような仕掛けがないとなかなか上がってこないの

ではないかとは思っている。 

環状５の１号線ができると、通過交通は排除する予定である。平成 32年に地下化の予定である。 

（後藤部会長） 

環状５の１号線について、景観計画で書いておくべきことはないか。グリーン大通りの始点に緑の

マークを入れておいたほうがいいのではないか。本当は駅前広場の中洲のところをサンクンにして、
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駅のコンコースとつなぎたい。 

（事務局） 

平成 20年に出した計画では、サンクンガーデンのイメージ図をつけている。 

（委員） 

デッキ計画の予定はあるか。上野駅はデッキにしたが、周辺の活性化という意味ではうまくいって

いないという話がある。 

（後藤部会長） 

確かに後付けだとうまくいかないケースがある。 

（委員） 

１階が暗い感じになってしまう。 

（後藤部会長） 

フランスの駅では、サンクンになっていて地下広場になっている。 

（委員） 

駅前の建物は老朽化していて、一体化していない。インセンティブを与えながらも高度利用を図る

という視点もあるのではないか。 

（事務局） 

駅周辺の９割が昭和３５年前後の建物であり、建て替えもできていない状況である。 

（委員） 

道路部分を一部広場にするのであれば、道路上に建物を建てるぐらいにしないといけないのではな

いか。 

（後藤部会長） 

多角的な意見をいただいた。この景観計画が将来の豊島区の顔づくりに寄与するものであるという

ことを戦略的に記述していく必要があると思うので、いい議論ができたのではないかと思う。 

 

 

 

以上 

 

 

会議の結果 
・景観計画については継続審議とする。 

・次回日程は、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 3 豊島区景観計画骨子案（平成 26年 5月 21日事務局案） 

 

 


