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審議経過 

 

１．開会 

（進士会長） 

ただいまより、第 22回豊島区アメニティ形成審議会を開催します。最初に、新任の委

員のご紹介をお願いします。 

（都市計画課長） 

それでは、私の方からご紹介いたします。議員の改選により今回から新たに、星京子

様、芳賀竜朗様、小林弘明様がアメニティ形成審議会にご就任されました。 

任期につきましては、豊島区アメニティ形成条例第 12条第５項に基づきまして、前任

者の残任期間となります。 

また、区の職員でございますが、今年度より都市整備部長が変わりまして新たに齊藤

雅人都市整備部長が就任しました。 

出欠につきましては、荒井委員、髙橋委員から欠席、宮脇委員から遅刻のご連絡をい

ただいております。 

（進士会長） 

ありがとうございました。次に議事について事務局からご説明お願いします。 

（都市計画課長） 

本日は、今後のスケジュール、景観づくりの目標、前回からの変更点についてご検討

をお願いしたいと思います。 

（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。 

（都市計画課長） 

傍聴の希望者がございます。 

（進士会長） 

それでは、傍聴者に入っていただきます。 

（都市計画課長） 

傍聴の方はどうぞお入りください。 

また、本日は机上に３月に策定しました豊島区都市づくりビジョンをお配りしました

ので、ご覧いただければと思います。 

 

 

２．議事 

（進士会長） 

まとめてご意見をいただきたいと思いますので、まずは資料の説明をお願いします。 

（都市計画課長） 

 

資料２２－１、資料２２－２、資料２２－３について説明 

 

（進士会長） 

ありがとうございます。今後のスケジュール、まずは前回からの変更点についてご意

見、ご質問を頂く。 

スケジュールについてはご理解頂けているようだ。 

前回からの変更点については何か意見はないか。 

（委員） 

P137 の公共施設の景観づくりに関する考え方の表の中身について意見がある。公共施

設の考え方について書かれていることは大変ありがたいことと思う。しかし公園等の記
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述に関して、みどりについては語られているが、公園内のトイレや遊具などの施設につ

いての記述がないことは問題である。今後整備が進んでいくものであるから、トイレ、

遊具などの施設に関しても景観を考えましょう、という一文を記載してほしい。 

（進士会長） 

重要なご意見です。事務局で検討してください。 

ところで、グリーン大通りの歩道の所管はどこなのか。 

（都市計画課長） 

豊島区です。 

（進士会長） 

グリーン大通りの樹木の根元が固められていた。以前はツリーサークルという鉄製の

保護盤が使用され、水を通す形で根元保護が行われていた。これはヨーロッパでも昔か

らある。それが池袋では歩行者数が多いためか、樹木の根元までアスファルト舗装され

てしまっていた。最近は樹木の根元まで舗装する場合がよく見られ、新宿の歌舞伎町辺

りでも見られる。 

これは、人に置き換えると生き埋めにしているのと同じことだ。樹木は呼吸をしてい

る。根には、水がしみこまなくてはならないし、空気が入らなければならない、つまり

本来であれば根元は土で覆われる必要があるということだ。しかし、人の都合でそれが

行われていない状態であり、それは問題である。 

樹木が根元までアスファルト舗装で埋められている姿は、外観上も良くない。グリー

ン大通りでは公園緑地課という看板も立っており、個人的にも公園緑地課がそのような

ことをしていると思われるのは嫌なことだ。 

これは、みどりとは何かという話につながる。まちの風景には、樹木や草があれば良

いのではなく、命あるものとして、植物が植物らしく生き生きとしている姿を味わうこ

とが必要である。人工的な都市の中で、自然や生き物がどうあるべきかというあり方を

示さなければならない。 

この樹木の根元の舗装は、グリーン大通りを賑わいの空間とするため、あるいは豊島

区本庁舎ができたためという理由があるのかもしれないが、景観に関する観点が欠けた

行為と感じた。 

先ほどの委員の意見は、ビジュアルに遊具やトイレの色彩の調和やデザインが重要だ

という話だったが、それ以前の話ができていない状態である。みどり、水という言葉を

使ってはいるが、本当に水やみどりを感じさせる空間が形成されているのかということ

を考えなくてはならない。景観計画の本文中に命あるものの命を感じさせるように配慮

しなさい、という一文を記載してもらわなくては困るという話になる。 

いきなりディティールの話で恐縮だが、重要な問題であると思う。議員の方々は現在

のグリーン大通りの樹木の状態をどう思うのか。 

（委員） 

進士会長のお話は当たり前のことだと思う。しかし、樹木の根元を固めず、柔らかい

土の状態にした場合、根が張って持ち上がってきてしまい、人が躓く危険性がある。躓

いた人が転んで怪我をした場合には行政責任を問われてしまうという問題があり、そこ

が難しい話だと感じる。樹木を大切にしようという観点からは、樹木の根元を固める行

為は問題だが、バリアフリーという面から見れば道が平らになることはいいことだと思

う。 

（進士会長） 

それは二者択一の話ではない。自然保護の観点とバリアフリーの観点の両方をクリア

しなければならなく、それを可能にするのが技術というものだ。 

（委員） 

そうですね。目白通りなどでは、相当な年数が経過し樹木が盛り上がっている場所が
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ある。自治体も放置しており、こういったものに対して行政がどう取り組んでいくのか

ということも課題である。 

（進士会長） 

沖縄の名護市には、「ひんぷんガジュマル」という有名な木がある。ひんぷんガジュ

マルは道路の真ん中に生えており、道路がその脇を通る形で木を避けるように整備され

ている。樹木を大事にしているのかどうかというのが一目で分かるという象徴的な例で

ある。逆に豊島区のグリーン大通りも樹木を大事にしていないというのが一目で分かる

状態である。 

技術的な話では、木は成長すると根張りといって、根が盛り上がってくるが、根張り

があるときにはツリーサークルを取り替えていく、また地面のグランドラインを歩道面

よりも下げてつくり、雨の時には水が溜まり湛水となるようにといった工夫がなされ、

街路樹が整備されてきたという歴史がある。 

本来、植栽はそのための空間を取らなければならないが、日本の場合は都市が過密で

あるために、植物の世界が押しやられている。そのように樹木をいじめるのであれば、

切ってしまったほうがいいとさえ言える。 

明治神宮の森では植物の植わる世界を確保し、人が通る道を参道として分けているよ

うに、本来は植物の空間を分けることが理想である。現在でも、道路際には植栽地が通

っているように、植物の世界が形成されている。しかし、グリーン大通りでは、植栽密

度が上げられていて、歩道の真ん中にもケヤキが生えており、そのような都市に樹木を

導入する場合には、ツリーサークルで根元保護をするというのが当然の話である。また

剪定も経費削減で年に２回しか行われていないために、根元から切られてしまう。江戸

時代の手入れではそれがしっかりと行われていた 

大事なのは、これから議論いただく豊島区の景観形成の目標について、事務局ではた

くさんの案を出してきてはいるが決め手がない。それは、それぞれ個別の景観要素につ

いては既に部会で詰めて、計画書に反映されている。今は命を大切にするということを

話したが、共通の目標についてはそういった都市像が必要である。 

景観とは、一目でそのまちの性格やステータスを感じるものである。豊島区はそれを

どういったテーマに設定するのか。その目標に向かって景観計画が存在する。目に映る

のと同時に、モノを感じている。目に見えるものは植物だったら緑色だが、そのみどり

は樹木の種類によっても違う。将来の豊島区のまちづくりはどうするのかが、大きな問

題である。 

また、私は池袋の在り様と豊島区全体の在り様はコントラストになり、それでバラン

スが取れるのではないかと考える。豊島区全体はみどりが豊か、歴史を感じさせる、雰

囲気のいいといったイメージに対し、その中にアクセントとして元気な、生き生きとし

た、あるいはアート、劇場性のある刺激的な都心がある。その両方で、豊島区はバラン

スのいい都市像が描かれると思う。そのため、景観形成の目標を考える上で豊島区と池

袋の両方を視野に入れて議論する必要があると考える。 

その一方で、私は都市づくりビジョンという全体を指し示すものが存在するなら、目

標は同一でもいいのではないかとも思う。都市づくりのために景観があるので、目標は

都市づくりビジョンと共有すべきである。 

せめて、都市づくりビジョンに係わった担当者がいるのであれば、そのときの都市像

についての議論内容を報告して頂いて、それを踏まえ景観形成の目標を議論したい。 

その議論の入り口として、景観の本質的な部分である先ほどの話しが係わってくる。

日本は豊かな水、みどりの国であり、歴史、文化ともにすごいものを持っていながら、

それが残念なことに表情に出ていない。近年は、2015 年のオリンピックで外国人がたく

さん来るから日本をアピールしようと言っているが、どこがアピールできるのか、日本

の一番のよさをアピールできる形にしているのかという課題がある。 



－５－ 

 

本審議会では皆さん全員に景観形成の目標についてのご意見を発言頂き、その結論は

部会長に一任する。 

では、まず委員からお願いします。 

（委員） 

資料２２－２の区全体の目標案について、まず「きらめく」という言葉は池袋副都心

にかかる言葉ではないかと感じた。豊島区は、多様性があり、そしてとても生活に近い

まちなので、暮らしの景観というイメージを持っている。アメニティ形成審議会でこれ

まで何度も言ってはいるが、山手線の駅から歩いてすぐに住宅地があるというのが豊島

区の独特なところである。また、様々な私鉄沿線から人が集まる場所でもある。そうい

った意味では目標やその説明の文章自体にはもっともなことが書かれている。そこにも

う少し身近であるというイメージを含ませられると良いのではないか。 

区全体の目標の「界隈のきらめく個性が響きあう」というフレーズからは、景観の様

子が浮かびにくいと思う。 

現在策定中の景観計画自体が、それぞれの地域について、とても丁寧に記述された計

画だと思うので、それぞれの地区の良さ、個性、地域性が長く培ってきた生活像を大切

にしていくという部分を感じられるといいと思う。 

また、園芸文化ということで、豊島区で重要であり、他にはないすばらしい景観を保

ったグリーン大通りへの着目があると良い。品種改良なども含めて、日本の緑づくりの

技術が世界でも注目されているが、あまり知られていないので、そこも発信していける

と良い。 

外観が良くなるというものではなく、生活の良さを発信していくような景観計画の内

容が伝わる目標であると良い。 

（進士会長） 

景観づくりの目標の案は都市像に近い。 

考え方だけ述べるのではなく、具体的に意見を言ってもらいたい。 

例えば、私は「界隈」を最初に持ってくるのは良くないと思っていて、「豊島区は、

きらめく個性が響きあう界隈都市」というように、「界隈」を後ろに持ってくることで、

様々な種類の界隈を表現できるのではないかと思いついた。「豊島区は」と始めるのが

いいのかどうかという話もあると思う、「豊島」を後ろにつけるのもありだと思う。 

事務局もたくさんの案を考えている。委員としては、考えなさいと相手に投げるので

はなく、例えばここをこうしたらというオルタナティブを出して頂きたい。 

（委員） 

景観づくりの目標については、部会でも考えたが、なかなか良い案は浮かばなかった。

私は、資料２２－２の目標案２つがどういった過程でできたか分からないが、よくここ

までひねり出したなと思う。私はすばらしいと感じた。 

懸念点としては、副都心の目標案のどこに景観のイメージが入るのかということが挙

げられる。また、副都心の景観をどうするかという話には、グリーン大通りが貫く都心

軸が重要であるので、せめて説明文の中には都心軸という言葉がほしい。 

やはり、グリーン大通りは豊島区の中で一番風格を持った場所であり、駅から豊島区

本庁舎まで至る道に風格を感じさせてほしい。都心軸の話は、資料２２－４の P47、48

の景観づくりの基本方針の中に説明があり、風格、歴史という言葉も入っているが、池

袋副都心の目標の説明文の中にもぜひ入れてほしいと思う。 

また、説明文の２項目の「身近に生活が息づく特徴を生かしながら、人々の様々な表

情が生まれ、広がる景観づくりに取り組みます」というのは、副都心の話ではないと感

じる。池袋はもう少し都市的なイメージで書かれる方が良いと思う。区全体の目標の「界

隈」の説明にはぴったりだが、池袋副都心の説明では、風格があること、グリーン大通

りの都市軸が通っていて、みどりがあることが書かれた方がより明確であると思う。 
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（進士会長） 

全員に伺ってから、事務局の返答を伺います。 

（委員） 

会長が言われた通り、上位の都市計画との整合が図られていないと感じる。手を入れ

れば入れるほど盆栽のようになってしまうし、入れなければそれはそれで危ないという

ように、都市計画と絡んでいる問題である。その点を考えて頂きたいと思う。 

（委員） 

景観づくりの目標については、案の通りに行くならば未来は明るいという印象を持っ

ている。 

その中でも、特に大事なのが道づくりであり、道に対して、グリーンがどの程度配置

されるのかというところが重要である。また、駅を訪れる人のイメージもとても大きい。 

豊島区の駅のほとんどは新しくなっていて、本当に変わっていないのは池袋と北池袋、

この２つは変わる要素がまだあるといえる。 

（委員） 

景観づくりの目標について、説明文についてはもう少し精査する必要はあるが、分か

りやすいと思う。説明文は納得できる、しかしそれを目標として一言で表すのは難しい。

その中で、目標案はアピールする言葉が前に出ているような印象を持っている。 

区全体の目標は、最後が「都市」で締められているが、豊島区は都市なのかという点

で疑問に感じる。副都心の都市的な部分と郊外の住宅地やみどりの、都市と自然の両方

があるところが魅力だと思うので、一言で都市といってしまうことに違和感を覚える。 

一方で、都市づくりビジョンの P50 に景観として、「個性ある都市空間の形成」と書

かれており、説明文がつくのであれば、これでもいいのかもしれないとも思う。 

（進士会長） 

委員は都市プランナーですよね。 

（委員） 

アーバンデザイナーです。 

（進士会長） 

アーバンデザイナーであれば、もう少し意見を頂きたい。 

（委員） 

一度、目標案を出していて、不採用になっている。その時の案は「豊島の変化に富ん

だ地形、地域で育まれたみどり、多彩な文化を継承し、景観を進化させる」というもの

だった。 

（進士会長） 

なかなかいいですね。 

（委員） 

これは、豊島区の景観要素の特性を端的にまとめたものになる。 

（進士会長） 

委員の案はどういった理由から廃案になったのか。 

（都市計画課長） 

目標については、端的に短く表現した方がいいのではないかということで、今回提示

した目標案は短い文章で表現している。 

（委員） 

目標をつくるのであれば、大人だけの意見ではなく、子どもの意見も聞いた方がいい

のではないかと以前にも提案させて頂いた。例えば、区内の小学校、中学校の授業の一

環として意見を募集してみるといいのではないか。子どもの方がいろいろな意見が出る

のと、今後の景観を考えていくのは子どもたちであるから、大人だけではなく子どもの

意見を参考にしたほうが良いと思う。 
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（進士会長） 

昔の子どもとしての委員の意見はありますか。 

（委員） 

正直なところ、ここに書いてあることは意味が分からないと思う。 

（進士会長） 

みなさん、全部を網羅しようと考えるから難しくなっているのではないか。そうでは

なくて、目に浮かぶ豊島区の全体像とはどんな風景なのかを想像してみることが必要で

ある。 

先ほどの委員の案のように分析的にすべての要素を入れると、批判は起きないが、そ

の分長くなり、印象が薄くなってしまうので、豊島区民はものすごい数であることから

も、その誰もがすっと理解できるような共通目標を掲げるためには、もっと一言で表現

することが大切だと思う。 

（委員） 

区全体の目標案の「界隈のきらめく」という出だしをみて、豊島区をイメージするこ

とができず、違和感を覚えた。また「都市」という言葉にも、引っかかりを感じるので

「まち」としてもいいのではないかと思う。 

それと池袋副都心の目標案の「劇場」というのは何を指しているのか分からない。東

京芸術劇場ぐらいで劇場都市と言ってもいいものか疑問である。 

あと、前の議題に戻るが資料２２－４の P78 の雑司が谷地域の説明について、昨年 12

月にユネスコ協会の未来遺産に指定されていることについての説明を一言入れてほしい。 

（進士会長） 

委員が言われた、未来遺産については本当に大事だと思うので対応をお願いします。 

（都市計画課長） 

P1 の景観計画策定の背景の説明の中に雑司が谷の未来遺産指定の話に触れている。地

域別の説明でも整理し、内容を足していく。 

（委員） 

目標の説明文の中の「モザイク模様」や「モザイク都市」という言葉が気になる。結

局は、多様性、つまりモザイク柄にいろんなカラーがあるということを言いたいのだと

思うが、もう少し他に言い方はないのか。モザイクというと、色がないばらばらな印象

も持てるので、個性ある地域、多様な地域、歴史ある地域という風に、具体的に何が特

徴なのかはっきりと言った方が良いと思う。 

目標案については、皆さんの意見を聞いた限りでは、「都市」よりも「まち」が良い

と思うが、積極的に何かを変えた方が良いという意見はない。 

（進士会長） 

外に発信していくときに、あまり平凡なものではいけない。何か強く感じるものがほ

しいと思う。議員の皆さんは、普段演説に慣れていらっしゃるので、いい言葉を発信さ

れているだろう。その力を発揮してほしい。 

それでは委員からお願いします。 

（委員） 

豊島区の多様性のあるそれぞれの地域のよさを、総合的に表現するのは難しいと感じ

ている。 

まず、私が目標案で気になった点は、進行形に見えてこないことである。やはり、今

回の景観が次の、豊島区はどうなっていくのかというビジョンにつながっていることが

イメージできると良いと思う。成長するという言葉の中でも、「まちが息づいている、

その中で人も響きあっている」というように、まちと人が共存するようなイメージを進

行形で次につなげていかなければならないと感じている。 

今の豊島区、今の副都心の姿ではなく、それをつなげるようなキーワードづくりをし
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てほしい。例えば、まちと人の共存のイメージや息遣いを感じるようなキーワードがあ

ると良い。 

（進士会長） 

ありがとうございます。「息づく」や「人とまちの共生」などいろいろなポイントが

出てきた。 

（委員） 

私は、住まいが池袋の一丁目と、まさに猥雑としたまちの中に住んでいる。そのため

目標案について、学識の委員の方たちと同意見で、「都市」というイメージはなく「ま

ち」の方がしっくりとくる。 

豊島区は非常に多様性のあるまちなので、これといったコピーライトが難しいが、逆

を返せば、多様性、ダイバーシティというところが特徴であり、「多彩」というところ

をもっと強く打ち出していくと良いと思う。あるいは「懐が深い」といったきれいな日

本語を使ったキャッチコピーができると良いと思う。 

また池袋に住んでいるのは下町のお父さんやお母さんが多いので、江戸のようなイメ

ージを入れて頂けると、私としては馴染みを感じる。 

副都心の目標については、現状は西側と東側では大きくイメージが違うが、今後東西

デッキや池袋駅の改修によって東西のバランスがとれたまちづくりが進んでいくと思う

ので、その延長線上のイメージがあると良い。 

（進士会長） 

ありがとうございます。西と東のまちの役割分担が明確に２つあるので、西側と東側

の両面があって、さらに池袋全体が盛り上がるようなイメージがあると良いですね。江

戸というキーワードが出てきましたが、江戸もあるし、未来もあるというようなものが

考えられる。 

（委員） 

先ほど会長から、樹木に命が息づいているというお話を頂き、人と命というものが景

観の中ににじみ出てくるような景観づくりが行えるとよいと感じた。 

私も先ほどの委員の住まわれる池袋一丁目に近接した猥雑とした地区の生まれで、生

まれと育ち共に豊島区で生活してきた中で、池袋、あるいは豊島区を知らない人に対し

ても、池袋、豊島区がこういうまちだと一言で伝わる言葉は何か、また豊島区を知らな

い人たちが見たときにイメージするものは何かという視点でも考えることで今後のより

よい豊島区、池袋をつくっていけると思う。 

「界隈」という言葉に対して様々な議論があったが、資料２２―４の地域別景観まち

づくり方針を見ると、「界隈」をひとつのキーワードとしていることが伺える。「界隈」

という言葉を押していくことは、現在策定中の景観計画の特徴になるのではないかと感

じるし、そういう意味ではいい表現だと思う。 

人と出会う時に、最初に目に入るのは顔であり、豊島区において顔となるのはやはり

池袋であるので、池袋副都心の目標については明瞭明確に劇場都市で良いと思う。 

資料２２－４の P77 で、前回指摘した池袋の森の記載があり大変ありがたい。また、

同ページには池袋大橋（鉄道の眺望）という記載もあり、鉄道好きとして大変嬉しい。

池袋大橋はリアルな鉄道ジオラマ模型の体験が出来るスポットとして、池袋の特徴的な

部分と感じている人も多数おり、景観的にも重要な場所だと思う。 

（委員） 

目標案の最後が「都市」で締められることで、都市像のように捉えられてしまうので

はないかという懸念がある。池袋を中心とした景観、あるいは都市というイメージにな

っているのではないか。そもそも景観づくりの目標であり、私はお年寄りから子どもま

での居住者、来街者にとって居心地が良い、落ち着ける、ほっとできるというのが視点

として大事だと考える。よって目標は、こんな「都市」というのではなく「居心地の良
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い景観」といったものの方が良いと考える。 

（進士会長） 

最後に「都市」とつけるかという話は確かに難しい。昔、世田谷で活動したときに、

生活風景論というものを書いたことがある。それまで、風景とは観光風景、あるいは観

賞的風景と言い外から人が来て見るものという意味合いで非日常的なものだった。学問

的な話でも風景は地理学の分野で、家の並び方や山との関係など目に映る姿だったが、

景観は生活の在り様が出るもので、暮らしている人の生き方が表に出てきている。それ

は今の居心地のよさという話につながるところで、生活感覚が大事ということはその通

りである。 

また、「界隈」という言葉もみんな違う界隈ということを意味している。最近モザイ

クという言葉をよく使うのは、昔の都市計画は商業地域、住宅地域と一色で刷ったもの

を、今は商店もあれば住宅もあるというように、いろいろなものがまさにモザイクのよ

うに入っており、いわゆるランドスケープダイバーシティとなっている。そして近代都

市計画はそれを認めており、多様性を大事にしている。植栽にしても、同じ樹を真直ぐ

に並べて並木にするのではなく、いろんな樹が入っている状態、東京の下町や豊島区の

染井のように民間の住宅の庭やお寺の杜、公園のみどりなどの違うものが渾然一体とな

っている状態が良いという話になりつつある。そして、その方が環境の安定や持続性に

つながるということが言われている。 

（委員） 

目標案のキャッチコピー自体はすんなりと入ってくる。区全体、池袋副都心の目標案

それぞれ、地域として見れば適していると思うが、景観づくりという視点で考えると、

これでどういう景観ができるのかはっきりしないと思う。 

今、委員が言われた「居心地の良いまち」という言葉にはとても共感する。一回目に

も発言しているが、私は豊島区、池袋は「ぬくもりのあるまち」だと感じている。一方

で目標を「ぬくもりのあるまち」とした場合に、それも景観の目標とは違うと思う。そ

こで先ほど意見にあった「居心地の良い」であれば、景観とつながるのではないかとい

う印象を持っている。 

「界隈」という言葉は豊島区を表すのに適していると思うので、私は良いと思う。し

かし、「きらめく」となると少し違うのではないか。また、歴史的な背景を持ち、時間

的な流れや歴史的な流れがあることは新宿や渋谷にはない豊島区の個性だから、目標に

も時間軸が表現されると良い。 

私は「みどり豊か」、「歴史ある」、「ぬくもりのある」まちというのが豊島区の景

観的な将来像として理想であると考える。 

池袋副都心の目標に、「ひとや文化、芸術がきらめく」というように「きらめく」が

入ると良いのではないか。 

（委員） 

豊島区は地域ごとに個性があり、「きらめく個性が響きあう都市」という表現はまさ

にその通りである。先ほど、他の委員の方々からは豊島区は「都市」ではなく「まち」

だという意見が出たが、私は「まち」と表現されることで、都市からまちにランクが下

がるようなイメージを持つため反対である。豊島区は住むのには最高のまちであるが、

外から見たときには、憧れの都市としてたくさんの人に来てもらえるようなアピールを

していきたい。やはり対外的に PRする際には豊島区は都市でなければいけないと思う。 

あと、池袋は豊島区の顔でありながら一番イメージが悪いということもあり、景観づ

くりの目標というキャッチコピーが一番重要な地域と言える。その中で池袋副都心の目

標案の「あふれる」という表現は、何があふれるのか分かりづらい。「あふれる」では

なく「芸術に開かれたまち」など、受け入れる表現が使われると良いのではないかと思

う。特に、グリーン大通りのオープンカフェのように、まち自体が道も使い、区の施設
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も使い、芸術や文化、人が賑わった状態、つまりただ道に絵が飾ってあるというような

ものではなく、大道芸人がいたりするように、様々な人が道を使い演出する、開かれた

池袋を表現したい。それは、国際アート・カルチャー都市の考え方にもつながることだ。 

（文化商工部長） 

豊島区で景観と言われてイメージするものはあまりなく、人々の生活という問いであ

れば、多様性、自由という表現が浮かぶ。豊島区の垣根が低く、誰でも受け入れてきた、

そしてそのために活力があったという背景が多様性を形成してきた。 

区全体の目標に関して、「界隈」が最初に来ることに対して、これまで賛否両論があ

ったが、私は難しい漢字を最初におくのは良くないと感じる。景観を次世代に残してい

くことを考えると、例えば「きらめく個性を未来へつなぐまち」というのはどうだろう

か。「きらめく個性」というのは多様性が表現されていて良いと思う。 

また「都市」と「まち」のどちらを使うべきかという話だが、私は豊島区全体を現す

なら「まち」、池袋のみを指すなら「都市」だと思う。池袋の「劇場都市」という表現

も、劇場があるからそう言っている訳ではなく、池袋という空間全体を劇場に見立てて

誰もが主役になり、舞台に立って活躍する場所という意味を込めて使用しているので、

ぜひ目標に残してほしい。 

（都市整備部長） 

私は景観の目標ということにこだわるのではなく、その先にある都市像を示して「都

市」という言葉で締められるのは良いのではないかと思う。 

区全体の目標について、「界隈」で始まることについては、「きらめく個性」を最初

に持ってくると良いのではないかと思う。また池袋の「劇場都市」と対応させて、区全

体は「界隈都市」とするのも良いのではと考える。「響きあう」については、先ほどの

意見にもあったように、毎日の生活の場であることを考えると「響きあう」でもいいが

「息づく」という表現でもいいのではないかと思う。 

池袋副都心の目標については、先ほど文化商工部長の発言にもあったが、池袋に来る

ことが、非日常性を感じに来るという意味で「劇場都市」という表現は適している。し

かし、「人があふれる」という表現はいい意味を感じない。人と文化、芸術が何か新た

な物語をつくるという表現があって、劇場都市がくるのが良いのではないか。 

（副区長） 

私は豊島区に来てまだ１年と分からないところからいろいろな地域を回ってみて、皆

さんの意見にもあるように、池袋という大都市、それに密接して生活空間があるという

のが豊島区の特徴であると感じている。そこは、皆さん同じイメージを共有していると

思うが、それを同表現するのかという話になると難しい。 

区全体の目標については、「界隈」というと少し池袋のイメージがあり、普通の住宅

地は含まれないように感じる。もし「界隈」を使うのであれば、「界隈の個性と、人々

の営みが響きあう」のように、界隈と何かが響きあうという表現がいいのではと感じた。 

（進士会長） 

ありがとうございました。何か言い残したことがある人はいませんか。 

時間もきましたので、最初にお約束したとおり、結論については部会長に一任します。 

皆さんで豊島区のイメージを共有して頂けたと思う。このような議論を審議会の最初

に行う必要があったと反省している。都市像やまちのイメージを共有するということは

大事だ。 

ただ、豊島区を話す際には、少なくとも東京の 23区を考えなくてはいけない。東京の

中で、豊島区がどのような位置づけになるかという外からの視点も必要となるので、そ

こは配慮しなければならない点だ。また、同様に池袋も渋谷や六本木、銀座など、いわ

ゆる盛り場の中での位置づけを考えなければならない。例えば、銀座は少し排他的であ

るのに対して、池袋は誰でも温かく向い入れる性質を持っているといったそれぞれの特
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徴がある。今後それぞれの都市が変化しようとしている中、池袋は池袋の良さを伸ばし

ていくことが東京の未来にとっても大事で、それは東京の盛り場を一色刷りにするので

はなく多色刷りにしていくことにつながる。東京がどんな人でもそれぞれに受け入れて

もらえる場所がある都市になっていくためには、それぞれの盛り場の性格が大切である。 

豊島区と池袋の在り方は今後の重要な課題であり、それを区民の代表である議員さん

と専門家で議論できたことは非常に良いことだったと思う。 

（部会長） 

様々な意見を伺った中で、なるべく共通項をまとめる形で景観づくりの目標をつくり

たいと思う。 

「界隈」という言葉に関しては、豊島区を表現するものとして使えそうだという感触

を持たれていると感じた。景観というものは目に見える風景だけではなく、それを下支

えするエリアで出来ている。これは委員から伺った話で、ヨーロッパのランドスケープ

はエリアだという考え方である。そのため、界隈という景観のひとつの単位になるもの

があると分かりやすくなるので、目標に入れてもらうのが良いと考える。 

ただ、いきなり「界隈」から始まるのではなく、その前に何か言葉を足した方が良い。 

「身近な」、「庶民的な」、「親しみのある」、「居心地の良い」、「ぬくもりある」

などの言葉を足して、例えば「ぬくもりある界隈」と表現した方が良い。 

もうひとつ「響きあう」に関して、私は良い表現だと感じている。いくつもの界隈が

それぞれ個性を出し合うことによってシンフォニーが生まれるような、いろいろな音が

出てきてそれらが混ざり合って、非常に大きな交響曲が広がっていくような意味で「響

きあう」を理解すると良いと思う。 

また「界隈と人々の営みが響きあう」といった表現が良いのではないかという意見も

出たが、私はいくつもの界隈が響きあうのだと思うので「界隈が響きあう」で良いと考

える。そして、そのときに響きあうのは、果たして「界隈」なのか、それは「界隈性」

なのではないかとも思っている。「界隈性が響きあう」ではどうだろうか。 

最後に締める言葉は、「まち」なのか「都市」なのかという意見があったが、そうで

はなく「豊島」で良いのではないかと考える。 

ざっくりとまとめると「ぬくもりのある界隈性が響きあう豊島」くらいが、全体の目

標としていかがかと思う。 

池袋副都心の目標案に関しては、「ひとがあふれる」というのは雑踏やラッシュのよ

うなイメージになるので変えたほうが良いということと、区の職員方は池袋を劇場都市

として前面に打ち出したいという思いを持っておられるので、「劇場都市」はこのまま

最後に締める言葉として使うのが良いという意見がある。 

「文化と芸術、ひとがあふれる」というところは「ひと」を「賑わい」に変えること

もできると思う。そして、「あふれる」は「きらめく」、「物語る」という選択肢があ

る。例えば、「文化と芸術、にぎわいが物語る劇場都市」という表現だと、劇場都市に

うまくつながるのではないか。本日の議論では、この辺りが最大公約数となるのではな

いかと思う。 

（進士会長） 

ありがとうございました。大変良いまとめになったと思います。やはり「あふれる」

という表現は良くないので、「ふれあう」、「つくる」、「クリエイトする」という部

分はあると思う。また、「芸術」というのは芸術劇場のイメージが残っているために入

れているのだろうか。「文化」と「芸術」はセットにする場合もあるが、全然違うもの

である。この「芸術」という言葉は「アート」ではだめなのか。目標にはカタカナを使

わないという原則があるのか。しかし、アートなら大半の方に伝わるだろう。池袋にア

ートのイメージはないか。 

（都市計画課長） 



－１２－ 

 

カタカナがだめということはありません。今、豊島区は国際アート・カルチャー都市

構想を掲げており、そういった意味で劇場都市と言っている。 

（委員） 

山の手線内で駅の玄関口にみどりがあるまちというのは豊島区が唯一なので、区全体

か池袋副都心の目標のどちらかに「みどりに包まれて」、「みどりに憩う」、「都市の

みどりの創造の歴史を伝える」という文章をぜひ入れて頂きたい。私は両方にいれてほ

しいとさえ思う。みどりという冠は、渋谷や新宿では使えない言葉で、都心部でみどり

を語れるのはもしかすると豊島区だけかもしれないので、それは使ったほうが良いと思

う。みどりがあるのは世田谷など都心部から外れた郊外で、その他には上野には公園が

あるが、街路樹などのまちのみどりがある地区として豊島区は群を抜いている。これは

自慢していい点だと思うので、ぜひ両方の目標に入れてほしい。 

（進士会長） 

注文がひとつ追加されましたが、部会長よろしくお願いします。確かに、江戸の園芸

文化というのは、豊島区が語らなければならないですね。おそらくこの先、オリンピッ

ク、そしてその先となると一本的なものの商品価値が跳ね上がる。港区のようなただの

高層ビルの都心ではなく、江戸由来の引き継いできた都心というのが豊島区の魅力につ

ながるのではないか。 

（委員） 

質問だが、ひとやみどりなど平仮名で標記されているのには意味があるのか。 

（進士会長） 

みどりの場合は、漢字ではほとんどの場合緑化率などの植物の緑を表し、平仮名の場

合は生き物や風が通っている、陽があたるといった環境としてのみどりを表す。植栽だ

けだったら漢字で、農地や川などいろんなものを全部入れて「みどり」としている。 

（部会長） 

それでいうと、「界隈」も読めない人がいるので平仮名の方がいいですね。 

（進士会長） 

それでは、大変長い時間お疲れ様でした。今日はとても良い会合でした。本日の審議

会はこれで終了としたいと思う。 

（都市計画課長） 

本日は大変長い時間ありがとうございました。 

９月９日水曜日 17時 00分からです。詳細については後日ご連絡します。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 


