
1 

 

会議録 

附属機関又は 

会議体の名称 
第５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 9月 29日（月） 午前１０時～午後０時 

開催場所 豊島区役所 地下 1階 会議室 

会議次第 

１．開会 

２．議事 

 （１）豊島区景観計画素案の検討について 

 （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）・安島 博幸（立教大学教授）・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 0名 
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審議経過 

１．開会 

（事務局） 

第５回豊島区景観計画策定検討部会を開催する。 

 

２．議事 

（１）豊島区景観計画素案の検討について 

 

＜資料 5 について事務局より説明＞ 

 

（後藤部会長） 

事務局からの説明について、何か意見がないか。 

（委員） 

色彩について、区役所前の交差点の歩道に一部補修が入っている。オレンジ色に補修してある。機

能がよくて安いということで、あまり検討されずに使っているようである。そうするとかなり東京の

歩道が赤々しくなってしまう。建物の色に影響があると思う。都道の脇の歩道は多く使われているよ

うである。もう少し土の色にしてもらいたいと思っている。今後の検討にという形で文言に入れても

らえないか。 

（後藤部会長） 

景観計画中で、歩道や道路、公園などの都市施設について、どこに記述しているのか。 

（事務局） 

基本的には、建築物・工作物関連の中で記述することになる。 

（後藤部会長） 

歩道は区道にもあると思うので、大きな方針があるといい。 

（委員） 

目立たない形にするほうがいいと思う。最近は交通シンボルやガードレールもそれぞれ景観を考え

て、こげ茶色、大地の色にしている。地面が目立つのはやはりおかしいと思う。基本的な哲学を書い

ておいたほうがいい。 

（委員） 

公共施設について、別冊にして作るつもりはあるのか。 

（後藤部会長） 

ガイドラインとして別冊を作る手はあると思う。屋外広告物、緑化のガイドラインなどと同様に、

建築系ガイドライン、土木系のガイドラインという形で示すこともあるのではないかと思う。 

（委員） 

景観計画の中で語っている自治体もなくはない。 

（後藤部会長） 

道路はあくまで地模様であるべきだという哲学があると思う。こうしたことを景観計画に書けるか。 

（委員） 
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カタログを見るとさきほどの色は、ブラウン系になってしまう。レッドブラウンとかオレンジブラ

ウンなど、色の名前を聞いたら悪いものではないように思える。 

（事務局） 

134ページの③、区の役割という見出しの２番目、先導的な役割というところに絡めることになる

かもしれない。 

（後藤部会長） 

132ページの道路、河川、都市公園の所に書けないか。 

（事務局） 

基本的な考え方として記述するということか。 

（委員） 

どこかに記述したほうがいい。 

（後藤部会長） 

少し工夫してもらえるとありがたい。 

（委員） 

133ページについて、神田川の写真は、緑化のいい事例として入れているのか。もう少し河川空間

が、市民がくつろげる親水拠点としてイメージできるものを入れたほうがよいのではないか。107ペ

ージに絵を入れているが、これも、工夫してもらいたい。護岸のところが、親水を拒否しているよう

に見える。そこが気になるところである。 

（後藤部会長） 

133 ページの写真は、もう少し魅力的なものに代えられないか。川そのものを写すと、このような

形になってしまうが、川沿いのアクティビティを表現してもらいたい。 

（委員） 

桜がきれいなときはきれいに見えるが、現実はこんなものか。 

（事務局） 

133ページは公共施設なので、歩道側だと管理者が違う。管理者が違うのでこのアングルになって

しまう。 

（後藤部会長） 

景観重要公共施設として神田川や鬼子母神の参道やグリーン大通りなどを位置付けようという事

でよいか。 

（事務局） 

神田川については、そのまま東京都を引き継ぐことになる。今回はグリーン大通りについて、グリ

ーン大通りを特別地区にする事も合わせて景観重要公共施設にする必要があるということで、次回以

降議論することになる。 

（後藤部会長） 

神田川は東京都で行っているので、この計画に載せないという事もあるのか。 

（事務局） 

これは景観計画特別地区の指定と景観重要公共施設は別々なので、ここに載せる必要がある。 

（後藤部会長） 
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六義園は区外だから載せないという事か。 

（委員） 

岸壁を写して、綺麗に見せられないか。 

（委員） 

橋はないか。綺麗な橋があれば良いが。 

（委員） 

とりあえず桜が綺麗な時の歩道側から取った写真を載せておいて、将来的に橋を架ける、階段を作

って降りられるようにするなどのような整備をやる可能性があるという希望が持てる写真があるとい

い。 

（後藤部会長） 

椿山荘のあたりでいい写真がないか。 

（事務局） 

それは文京区になってしまう。 

（委員） 

整備のアイディアとしては護岸を狭めるのは厳しいと思うので、ビューポイントのように、そこに

立つと川の景色が良く見えるというものがあるといい。 

（事務局） 

東京都の整備計画に基づいて、整備をするということになる。 

（委員） 

133 ページにグリーン大通りが位置づけられているが、35 ページには、グリーン大通りとアゼリア

通りが副都心の顔となる緑豊かな池袋の都市づくりと記述している。35 ページはアゼリア通りが入っ

ているが、133 ページではグリーン大通りだけになっている。都市軸なのに景観重要公共施設に位置

づけなくてよいのか。 

（事務局） 

まずはグリーン大通りだけを位置づけることにしたい。今後、段階的なまちづくりの中で、アゼリ

アも入れていくことも可能性としてある。 

（委員） 

西口も再開発が進むという中で、しっかり記述しないと後手後手に回る可能性がある。アゼリア通

りも区の重要なものとして位置づけるほうがよいのではないかと思っている。 

（後藤部会長） 

景観重要については、神田川とグリーン大通りと鬼子母神の 3つだけか。 

（事務局） 

鬼子母神についてはまだ候補の段階である。 

（委員） 

132、133ページの書き方について、指定の方針、整備に関する事項というタイトルも良くない。整

備に関する事項とはどういう意味で使われているのか。 

（事務局） 

重要公共施設に位置付けるということと、公共施設の整備に関する事項を定めることができる、と
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いう二通りの書き方がされている。まず公共施設に指定して、なおかつ整備に関する事項を記述する

必要があるのではないかと思う。 

（後藤部会長） 

今の先生の意見を尊重すると、都市軸と位置づけられているグリーン大通りとアゼリア通りを指定

するという事を踏み込んで書けるかどうかということになる。都市マスで都市軸に位置づけされてい

るのであれば、景観重要施設に上げて良いのではないかと思う。 

（委員） 

西口はこれから再開発も進むような話を聞いている。後になってから位置づけなければならないよ

り、今しっかり指針を示しておくほうがよいのではないか。 

（委員） 

36ページの図には、アゼリア通りの名称が入っていない。その前 34ページには、アゼリア通りの

名称が入っている。36ページにも入れておいたほうがいいのではないかと思う。 

（事務局） 

原図がずれているため、西口があまり入っていない状況である。 

（委員） 

修正するという理解でよいか。 

（事務局） 

名称を追記する。 

（後藤部会長） 

132ページの赤字は書き方を変えないといけない。 

（委員） 

グリーン大通りのスケッチを見ると、絵を描く方は舗装面を目立たせたくなるのだろうと思うが、

設計をする人がそれを踏まえて舗装を赤く作ることになる。 

（後藤部会長） 

パースや写真は全部外すということも考えられる。 

次回、グリーン大通りについて議論する際、グリーン大通りを歩くのもよいのではないか。 

（事務局） 

グリーン大通りをビデオで撮影してある。次回、それをお見せしたいと思う。 

（委員） 

11ページ左上の図について、豊島郡のどこが今の豊島区か知りたい。 

（後藤部会長） 

11 ページの図について、23 区で赤く塗られているのは、何をもって赤く塗られているのか。豊島

群が含まれる区なのか。 

（事務局） 

次回までに確認したいと思う。 

（委員） 

アゼリア通りについて、都市軸として緑の整備をしっかりしていこうとしている。緑を後回しにせ

ずしっかりここで進めて頂きたい。舗装だけではなく、緑の軸の話もしっかり入れておいてもらいた
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い。樹木関係は関係部署でクレームが、という事になりがちなので、景観として重要だということを

文として入れておいてもらいたい。 

（事務局） 

40ページで記述はしている。 

（委員） 

記述があるが、この記述ではニュアンスが伝わらない。 

（委員） 

40 ページの表現は大げさなのではないかと思う。シンボリックなものだけは大事にしようという感

じがする。40 ページの最後に、他の一般地域でも生垣や、街路樹の整備を考えてやっていくような記

述があったほうがいい。もっと身近な生活圏の中で緑を増やしていこう、といった内容を記述した方

が良いのではないかと思う。今の記述では、立派な所だけはしっかりしよう、というように見える。 

（後藤部会長） 

112ページから一般地域ということで、緑についての記述は散見する。今後、緑についてのガイドラ

インを作ることになるのではないかと思う。 

（事務局） 

緑の基本計画もあるので、ガイドラインを作るとそちらとの整合性を検討していかなければならな

い。 

（委員） 

他のところで、アドバイザーをした時に、ダブルスタンダードだと言われた事がある。景観からの

緑だと、樹木の配置を歩行者目線から通り側にするとなるが、緑の基本計画の場合、裏側に配置する

だけでも良いということになる。 

112 ページでは、「継続的な維持管理が可能とする計画」となっているが、「景観に配慮し近隣に調

和」とか、「樹種や配置に配慮」といったことも書いてもよいのではないかと思う。 

（委員） 

実際、景観計画で景観アドバイザーから意見が上がってくる事も多いので、景観のペースで書ける

ものは書いておいたほうがいいと思う。景観としてはこう考えたいのだというところを記述しておい

たほうがいい 

（事務局） 

  緑の条例は緑化の面積、沿道、樹種について、などの資料が書いてあることはある。 

（委員） 

そこに記述するということか。 

（委員） 

  無電柱化については、ここではどのようにするのか。景観形成特別地区は無電柱化だと思うが、立

教通りは無電化しているのか。 

（事務局） 

無電柱化をやって欲しいというのはあると思うが、現実には難しい。 

（委員） 

どこにも記載がないが、どこにどう記載するのか気になった。少なくとも方向性としては無電柱化
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を推したい。 

（事務局） 

都市計画道路はこれから埋めていくことになるが、今ある所で、無電柱化となると、なかなか現実

面で難しいところである。 

（後藤部会長） 

どこかに書いておいてもらいたい。47ページの写真について、電柱をとったほうがいい。 

（委員） 

  45 ページの写真にも、電柱がある。132 ページは微妙に電柱は写らず電線がある。工夫が必要であ

る。 

（後藤部会長） 

  地域別で地図を 2 枚並べたのは良いが、例えば 54 ページや 55 ページで凡例の文字の大きさは揃え

てほしい。 

（事務局） 

現在揃えているところである。 

（後藤部会長） 

ちょっとズレているのを直して左右で見比べられると面白い。レイアウトは工夫してもらいたい。

写真のキャプションがフォントより目立ってしまっているので、工夫してもらいたい。老眼の人にも

読めるように、レイアウトをスッキリさせてほしい。 

（委員） 

屋外広告物については、どのような扱いになっているか 

（事務局） 

東京都が屋外広告物を扱っている。豊島区で扱えないかと思っているが東京都が譲ってくれない状

況である。広告物は今行っている。届出はできないが、事前協議という形にして届出と同様の手続き

を行う予定である。 

（委員） 

  東京都に対して、屋外広告物について何とか解決してほしいという事を言わなければならない。駅

前の屋外広告物の状況がよいとは思わない。適切に条例等を運用し、実行性があるようにするにはど

うしたらよいか考えてもいいのではないか。 

（後藤部会長） 

  地域別ルールは東京都でも認めようとしている。その受け皿は考えておいてもいいのではないか。

それがグリーン大通り地区なのかは分からないが。 

（事務局） 

  一応、地区計画で定めれば見てくれるという事になっている。 

（後藤部会長） 

TMOを作って、まちづくりの維持費を出すというようなことをしていかねばならないのではないか。

また、窓面広告を屋外広告と同様に事前協議の対象にする事を言ってもいいのではないか。グレーゾ

ーンではあるが上手く使えばにぎわいにつながる窓面広告もあるので、協議の対象にしてはどうか。 

（委員） 
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  港区の窓面広告は禁止に近いような姿勢でいる。台東区は、全て協議する形になっている。 

（委員） 

  追跡が難しい。テナントとして入った人が、勝手にとは言わないがやってしまう事もある。 

（委員） 

  区の姿勢として、そういうものを排除したまちづくりをしていると宣言しておくべきだと思う。個

別の店に行っても、断られてしまう。チェーンの本部に行くべきである。「豊島区ではこういう扱いで

ある」と宣言するべきだと思う。どこかで書いておいたほうがいいと思う。 

（後藤部会長） 

他区の状況も確認しておいたほうがいい。 

（委員） 

新宿区のように、規制を緩やかにしているところもある。 

（委員） 

印刷時の紙の色は、どうするのか。もう少し白くするのか。 

（事務局） 

まだそこまでは検討していない。 

（委員） 

紙によって色の出が綺麗になるのかと思う。 

例えば西池袋が何ページか迷ったときに、50 ページなどに目次を入れておいたほうがいい。目次の

番号は見やすいが各中身を見ると、ランダムに見える。（）や）、◎・などルールを作って記述した方

がいい。 

（事務局） 

目標のところについて、議論いただけるとありがたい。今回の修正案に関しても固有名詞を入れる

などの工夫を行ってきた。 

（後藤部会長） 

①案か②案のどちらにするか決めるという理解でよいか。 

（事務局） 

事務局で、2つほど案を練ってきたので、議論いただけるとありがたい。 

（後藤部会長） 

駒込についてはいかがか。駒込の 2 つ目の江戸は園芸に変えたほうが良いのではないか。未来に残

すというよりは、未来に伝える、つなげるという表現のほうがいいのではないか。商店街は要らない

かもしれない。コピーライターに頼まないと難しいのではないか。 

（事務局） 

事務局としては、部会としての方向性を 11月 12日までに固めたいと考えている。 

（後藤部会長） 

各委員にはお持ち帰りいただき、案が出たら事務局に連絡頂きたい。 

（委員） 

今の段階でどちらがいいか決めてもらい、決めたほうについて修正を加えてはどうか。 

（後藤部会長） 
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駒込は②とし、江戸をやめる。巣鴨は②。大塚はどっちもどっちだが、上に緑を持ってくると①が

優勢。池袋本町は②、出来れば短い方が良い。池袋東は②、池袋西も②、池袋西には立教大学を入れ

たほうがいい。雑司が谷も②、高田も②、目白も②、高松、長崎、民俗芸能ではなく、獅子舞など具

体化した上で、①にしてはどうか。南長崎は①ということにしたい。 

（委員） 

51ページの池袋は、旧西巣鴨なのか。 

（事務局） 

旧西巣鴨である。 

（委員） 

50ページに 11ページ参照と書いたほうがいい。 

（後藤部会長） 

11 ページについて、4 つの町だけがわかるようにすればよいのではないか。混乱するから村の名前

は要らないのではないか。 

（事務局） 

歴史的な経緯を文章で記述している。 

（後藤部会長） 

ではそのままでよい。 

（事務局） 

グリーン大通りについて、次回議論したいと考えている。 

（委員） 

グリーン大通りを華やかにしたい場合、5YR から 5Y の所で強調色の場合は 6 以下になっているの

は良いが。外壁基本色も 6以下となっているが、4でよいのではないか。通りに立派なオフィスビルが

多いので、6の彩度はいらないと思う。 

（事務局） 

58年に作られた地区計画で 8以下と指定がある。指定を変更しないといけない。 

（委員） 

地区計画でこの数字は珍しい。よくアウトレットモールで使われている色で 6 くらいである。そう

なると様子が一変してしまう。一般的に大通りにこれはどうかと思う。歩道の色なども含め、全体的

に考えるということを一文入れてもらえるといい。 

（事務局） 

公共施設の整備に関する事項に具体的に入れていくことになると思う。ここでは沿道との調和との

記述はある。このあたりに具体的に書く事になるかと思う。 

（委員） 

オープンカフェやイベントの時でも、テントの色、提供スペースの色やデザインについて、区で一

言言えるような状況にしておいたほうがいい。フラッグもしかりである。賑わいのデザインへも一言

区が言える状況にしておいたほうがいい。 

（事務局） 

グリーン大通りは区道なので、庁内同士の調整がしやすいが、都道など管理者が全然違う所になる
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と、都との同意が必要になり調整がしにくい。現状はこの範囲をお示しした形になる。 

 

 

 

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 5 豊島区景観計画素案（平成 26年 9月 29日事務局案） 

 

 


