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会議録（公開用） 

附属機関又は 

会議体の名称 
第 23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 27年 9月 9日（水） 午後 5時 30分～7時 15分 

開催場所 豊島区役所本庁舎 5階 会議室 509・510 

会議次第 

１．開会 

２．議事 

 （１）スケジュールについて 

 （２）景観形成の目標について 

 （３）前回からの変更箇所について 

 （４）景観条例案について 

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）・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）・小山 清弘（東

京都建築士事務所協会豊島支部会員）・濵 隆雄（公

益財団法人東京屋外広告協会委員会委員） 

（区議会議員）星 京子・芳賀 竜朗・西山 陽介・垣内 信行・村上 

典子・小林 弘明 

（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）・齋藤 雅人（都市整備部長）・

栗原 章（文化商工部長） 

幹事 政策経営部長・施設管理部長・地域まちづくり部長・建築住宅担当

部長・土木担当部長・教育部長 

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 安島 博幸（跡見学園女子大学教授）・宮脇 勝（千葉大学准教授）・

荒井 歩（東京農業大学准教授）・小松原 和夫（豊島区建設業協

会会長） 

幹事 環境清掃部長 

傍聴人数 １名 
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審議経過 

 

１．開会 

（事務局） 

議事に入る前に、アメニティ形成審議会委員の委嘱について説明します。本年 6 月 12

日をもって委員の任期が満了しましたが、引き続き委員の皆様には第 12期アメニティ形

成審議会委員として、豊島区の景観行政団体への移行や景観形成計画の策定にお力添え

頂くことを考えております。どうぞよろしくお願いいたします。なお、任期は平成 27年

6月 13日から 2年間です。この間は、平成 28年 4月に景観審議会への移行も予定してお

りますので、引き続き委員をお願いできればと思います。 

任期満了ということで、委員の皆様を代表して進士委員へ渡邉副区長から委嘱状をお

渡しします。 

（副区長） 

渡邉副区長から進士委員へ委嘱状の贈呈 

（事務局） 

今期から、アメニティ形成審議会委員に就任頂く新任委員の紹介を行います。公益財

団法人東京屋外広告協会委員会委員の濵隆雄様でございます。本日は遅れるとの連絡を

頂いております。 

続きまして、会長の選任に移ります。豊島区アメニティ形成条例第 12条第 7項に基づ

き委員の選任をへて定めることとなります。この規定に従い会長の選任を行います。委

員の皆様、ご意見がありましたらよろしくお願いいたします。 

（委員） 

引き続き進士委員に会長を担って頂くのが望ましいと考える。 

（事務局） 

委員から進士委員に対して会長への推薦がありましたが、皆さん異議はありませんか。

皆さんの同意が頂けたので、進士委員は会長席へご移動ください。会長就任の挨拶をお

願いします。 

（進士会長） 

会長にご推薦頂き、皆さんの了解が得られたので、引き続き会長を務めさせて頂きま

す。どうぞよろしくお願いします。 

（事務局） 

ありがとうございます。続きまして、豊島区アメニティ形成条例第 12条 9項に基づく

職務代理者の指名、第 13条に基づく部会長の指名を進士会長よりお願いします。 

（進士会長） 

職務代理者、部会長ともに後藤委員にお願いします。どうぞよろしくお願いします。 

（事務局） 

後藤委員は職務代理席へご移動ください。 

（委員） 

今日の審議会は、豊島区の景観計画をまとめあげ、これを基に、豊島区が景観行政団

体として、これまで東京都の下で行っていた景観行政を一番身近な自治体が担っていく、

非常に重要なものと思っている。また、次回以降は、豊島区が景観行政団体になること

で、この審議会の役割も変化するという意味では、節目の委員会でもあると思っている。

部会の方で取りまとめたものを今回提示し、みなさんに審議頂き、最終的にパブリック

コメントに提出する。 

（進士会長） 

副区長からご挨拶お願いします。 

（副区長） 
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この度は皆さまに第 12期豊島区アメニティ形成審議会の委員を引き受けて頂きまして、

誠にありがとうございます。また、進士委員には会長、後藤委員には職務代理と部会長

を引き受けて頂き誠にありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いします。

豊島区は新庁舎が建設され、今後、旧庁舎跡地の活用計画が具体化されていきます。ま

た、木密地域周辺についても特定整備路線などに合わせて計画が進められ、まちが大き

く変わっていこうとしています。これまで豊島区が積み重ねてきた、アメニティ形成の

取り組みの上に、豊島区らしい個性を発揮できるような景観づくりを進めていく大事な

時期を迎えています。 

そして、新宿区や渋谷区などの他都市と比べて遅まきながら、平成 27年 7月に豊島区

が特定都市再生緊急整備地域に指定され、同年８月には国家戦略特区の指定が東京都全

域に拡大され、豊島区も区域内に入りました。そのような背景からも、池袋駅周辺や造

幣局地区、木密地域等を含めた、豊島区全体のまちづくりは、今後、大きな転換期を向

かえます。その中で、豊島区が景観づくりをどう進めていくのか、その方向性を示す景

観計画になります。来年３月の景観計画の策定に向けて取り組んでいきますので、委員

の皆様方はひきつづきご協力をお願いいたします 

（事務局） 

それでは、今後の議事進行は進士会長からお願いします。 

（進士会長） 

委員の出欠と傍聴希望者の有無についての説明を事務局からお願いします。 

（事務局） 

安島委員、宮脇委員、荒井委員、小松原委員から欠席の連絡を頂いています。また、

本日の傍聴希望者は１名です。 

（進士会長） 

それでは、第 23回豊島区アメニティ形成審議会を開始します。 

 

 

２．議事 

（進士会長） 

事務局から資料の説明をお願いします。 

（事務局） 

 

資料２３－１について説明 

 

（進士会長） 

スケジュールについて、意見や質問はありますか。よろしいようなので、次の議題に

ついて資料の説明を事務局からお願いします。 

（事務局） 

 

  資料２３－２について説明 

 

（進士会長） 

景観づくりの目標について、意見や質問はありますか。部会長からの補足があればお

願いします。 

（委員） 

前回の審議会でも委員の皆さまから景観づくりの目標について多くの意見を頂き、そ

れを踏まえて部会で議論を行い、今回示した案となった。全区的な目標は、資料に示し

たキーワードを表現するものとして３行ほどのリード文と目標１行を提示している。同
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様に副都心の目標もリード文とキャッチコピーを合わせて目標を提示している。 

主に、部会では全区的な目標について議論をしたが、一方で、副都心の目標について

は区として戦略的に池袋を打ち出す狙いもあり、「劇場都市」と「新しい」という表現

を使いたいとの意向があったため、それに基づいて取りまとめている。 

また、全区的な目標については進士会長から第２案の提案がある。資料２３－２で示

した目標案の「多様な界わいの個性が響きあう都市」について、リード文中にある「多

様な界わい性が共鳴し」と同じような文言が繰り返されている点や「多様な」も手垢の

付いた表現である点を考慮し、さらにもっと豊島らしさを前面に打ち出した目標の第２

案として、「個性豊かな界わいが響きあう豊島」を提案頂いた。全区的な目標はこの２

案を基に審議頂きたい。 

内容には大きな違いはないが、「豊かな島」を意味する区の名前「豊島」を前面に出

す方が、目標としてより訴求力があると感じた。 

池袋副都心の案は、豊島区として池袋副都心をこの方向性で打ち出していきたいとい

う強い思いがあることから、資料にある「新しい物語がはじまる劇場都市」の１案で提

示させて頂く。 

（進士会長） 

資料を拝見して、リード文、解説ともに良くできていると感じた。後は、キャッチコ

ピーの問題だが、私は「豊島」という言葉はぜひ入れるべきだと思う。どこのまちでも

使える表現にしてしまうのは問題であるし、また、「豊かな島」という文字のイメージ

も悪くない。島はある一定の範囲を表す言葉なので、その点も自治体、あるいはまちづ

くりににふさわしいと思う。「都市」や「まち」は使い古されている表現なので、「豊

島」とはっきり示すのが良いのではないか。 

「豊島」の表記を平仮名と漢字のどちらにするかという問題もあるが、特別難しい文

字ではないので、表意文字である漢字で表現するのが良いと思う。 

また、目標の最後を「豊島」でしめずに、「豊島ライフの創造」や「豊島の景観まち

づくり」と続けるかどうかも問題である。豊島区には、都市計画マスタープランなど、

基本計画がいくつも存在するので、それらと区別するために何のスローガンなのか、分

かりやすく示すべきかどうかも皆さんの意見を頂きたい。 

まず個人的に、渡邉副区長に劇場都市へのこだわりについて聞きたい。 

（副区長） 

国際アート・カルチャー都市構想の中で、劇場都市との表現を使っており、池袋副都

心のこれからの変化を表すときのキーワードになると思っている。 

（進士会長） 

劇場型政治などに代表されるように、「劇場」という表現にあまり良いイメージがな

いことから、表層的なイメージを持つ人がいるのではないか懸念している。しかし、区

でこれまで使用してきた表現でもあるので、しっかりと議論をし、戦略的に、劇場都市

で一貫した方が池袋のこれからのビジョンを共有できると考えているのなら良いと思う。 

委員から意見をお願いします。 

（委員） 

区全体の目標については、会長の意見と同様で、「都市」とするよりも「豊島」の方

がより全体と分かって良いと思う。 

副都心の目標については、「劇場」に単語としてのイメージが既にあるため、池袋西

口全体を劇場と見立てるというイメージは湧きにくいと感じる。西口に東京芸術劇場が

あるため、「劇場」がまずそれと関連付けられてしまうのではないかとも懸念している。 

「劇場都市」が以前より豊島区で使われてきたということだが、どのような場面で使

われているのか。 

（事務局） 
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先ほどの副区長の発言にもあったように、国際アート・カルチャー都市構想の中で使

われている言葉である。もともと、池袋西口の東京芸術劇場やあうるすぽっと、にしす

がも創造舎など豊島区内のいろいろな場所に劇場があり、今後は旧庁舎跡地に新ホール、

その他にも７つの劇場として、芸術文化を発信する施設を整備していく計画もある。ま

た、池袋グリーン大通りのオープンカフェの社会実験の取り組みから、今後発展してい

く中で路上パフォーマンス活動等の可能性も存在する。まち全体を劇場にというスロー

ガンでまちづくりを進めて行きたいという思いから「劇場都市」との表現がされている。 

（委員） 

これから劇場ができてくるということか。 

（副区長） 

区の広報が不十分であり、まだ区民の皆さまが「劇場都市」という言葉にふれる機会

が少ないのだと思う。豊島区では、国際アート・カルチャー都市構想で使われる以前に

も「劇場都市」という言葉が使われていた。また、国際アート・カルチャー都市構想の

中では、単に箱物の劇場があることを指すのではなく、まちの中の車に占領されている

道路や規制の多い公園などの公共的な空間を、人が主役の場に変えていくことを指して

「劇場都市」と表現している。例えば、池袋駅の東口の駅前広場は、広場といいつつ明

治通りの車の通過交通が多く、人が活動する場ではなかったが、現在、豊島区で、環状

第５の１号線の整備に合わせて、駅前広場を歩行者空間に変えていくという取り組みを

進めている。また、池袋駅についても、上空デッキをつくり人が自由に通行・活動でき

るような空間をつくっていこうと考えている。 

「劇場都市」とは、箱の中で行われる演劇等を指すだけではなく、まち自体の空間の

主役を人にしていくことを指している。 

（委員） 

まち全体を劇場に見立てて、「劇場都市」と表現していることは分かるが、初めて「劇

場都市」と聞いた人が持つイメージは、それとは異なるのではないかと懸念している。 

（進士会長） 

副区長の説明は納得いただいたようだ。委員の懸念している問題は、そのまちのイメ

ージが「劇場都市」に現れているのかということである。全員の意見を聞いた上で、参

考にしたい。 

（委員） 

「劇場都市」は言葉のイメージは良くないと思う。しかし、今後、豊島区がこの言葉

を使っていく中で、イメージを変化させていけば良いのではないかと考える。 

（委員） 

区全体の目標案について、「都市」ではなく「豊島」とするのが良いと思う。「豊島」

が入ることで、景観計画の目標だけが独立して人の目に止まったときに、どこを指して

いるのかが分かりやすくなる。また、「個性豊かな界わい」から景観やアメニティが連

想され、豊島区の目指す方向性が感じられて良いと思う。 

「新しい物語が始まる劇場都市」は生き生きとしたアクティビティを感じる表現で良

いと思うが、他都市でも同様のことを行っているので、「池袋」が入った方がどこを指

した目標なのかが分かり良いと思う。 

（委員） 

「劇場都市」が議論になっていたが、新任の委員として、初見の立場で発言すると、

「劇場都市」から、区の意図する意味を読み取るのは難しいと感じた。しかし、今後、

露出を増やして浸透させていくのであれば問題ないと思う。 

（委員） 

区全体と副都心の目標案のリード文のどちらも優れていると感じた。 

先ほどの意見にもあったように、「池袋」、「豊島」の都市名が入ったほうが良いと
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思う。副都心の目標案の「劇場都市」については、豊島区や池袋の現状を見ると、劇場

都市とはまだ言えない状態だが、今後の計画を表す意味では良い言葉だと思う。 

（委員） 

景観づくりの目標と豊島区の目指す都市像が少し想像できない。 

区全体の目標案について、進士会長の提案のように「豊島」が入るのは良いと思う。

また、キャッチコピー全体についてもリード文の「豊かなみどり、人々のぬくもり」と

セットに示されるのであれば良いと思う。提示の案は、リード文がないとキャッチコピ

ーの意図がわからないものになっている。 

副都心の目標案「新しい物語が始まる劇場都市」からは、都市像が想像しにくいと感

じた。私はイメージコンサルタントなどの商売をしていることもあり、言葉からイメー

ジを想起するのが得意な方であると自負しているので、この目標案では都市のイメージ

が想像しにくいと思う 

区全体の目標の説明文で「色彩豊かなモザイク都市」とあるが、これは削除してほし

い。「色彩豊かなモザイク都市」が豊島区全体に適用されるとすると、住宅地等に奇抜

な建造物が建ってしまうのを抑制できなくなるのではないか危惧している。その際に、

建築家の方などに景観計画に書いてあると追及された場合に責任が持てない。多様性を

大事にしようという姿勢は非常に良いことだと思うが、具体的な建築像をイメージする

と懸念が残る。 

（進士会長） 

色の専門家からの意見なので、反映させるべきである。本来は、「彩豊かな」という

それぞれの地域性が豊かなことを表現しているのだと思うが、「色彩豊かな」としたこ

とで、カラーを意味した表現になってしまったのだと思う。委員の意見はとても大事な

意見だったと思うので、よく検討頂きたい。 

（委員） 

言葉は持っている意味が人に伝わらなくては、ただの独り言であり、意味を成さない

と考える。先ほどから、委員の方の意見が集中している、副都心の目標の「劇場都市」

については、まだ現段階で意味を伝え切れていない面があり、委員の皆さんの意見を踏

襲していく必要があると思っている。 

「新しい物語」と「劇場都市」で、副都心を新たな未来に進めて行きたいという豊島

区の意志を示しているのだと思うが、まだまだ区民や外部の方には、旧庁舎跡地の計画

の絵などが公表されていないため、劇場のイメージが浸透していないのだと思う。今後、

「劇場都市」を区が意図する形で伝えられるようなイメージを考えていく必要がある。 

区全体の目標案については、「個性豊かな」と「豊島」で豊かが２つある、また、「豊

島」が強調され、まちが意識される表現になっている、第２案の方が良いと思う。 

副都心の目標案については、もう少し区民の皆さまがきちんと理解できる言葉にして

いく必要がある。 

（委員） 

区全体の目標案については、第２案に賛成である。 

副都心の目標案については、先ほどからの意見を聞いていると、皆さん「劇場都市」

がしっくりこないのが本音であると思う。私自身も実際に池袋に住んでいて、「劇場都

市」をイメージすることはできない。外から来られる方ならなおさら「劇場都市」のイ

メージはないのではないかと思う。しかし、なかなか池袋には良いイメージが少ないの

で、今後の旧庁舎跡地の計画等を踏まえて、この景観計画において、「劇場都市」とい

う言葉を使い、新しい池袋のイメージを作っていくことが必要ではないかと思う。 

（進士会長） 

副都心の目標案にある「物語」とは、ラブストーリー等を意味するのか、それとも、

もう少しクリエイティブなアートシーン等を意味するのか。「劇場」とは芝居やドラマ
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だけではなく、もっと様々な活動を指しているのと考えて良いのか。 

（副区長） 

「物語」は必ずしも演劇のストーリーを意味するのではない。まちは人々が出会う場

所でもあり、特に池袋は、人々が住む場所と集まってくる場所が近く、そこで、色々な

ものが混ざり合い、新しいものが生まれる場所である。そこで生まれるものを「物語」

といっており、それは表現であったり、活動であったり、絆であったり様々なものを意

味する。 

（進士会長） 

みんなが主役になれるまちという意味がもう少し表現されると良いが、「劇場都市」

のインパクトが強いのが問題になっているのではないかと思う。 

（副区長） 

国際アート・カルチャー都市構想では、誰もが主役になれる劇場都市と言っている。 

（進士会長） 

そちらの方がより意味が伝わりやすい。 

（委員） 

区全体の目標案について、「豊島」が入る方が良いと思う。「多様な」や「多様性」

が多く使用されており、豊島区らしさ、池袋らしさを表現する、ひとつのキーワードに

なっていると感じた。言葉としては、耳慣れたものだが、先ほど副区長が言われた職住

近在・近接も池袋、豊島区らしさのひとつの特徴だと思う。界わいが個性として響きあ

うことが、景観づくりの目標になるのはすばらしいと思う。 

新庁舎が稼動してから、私が伺った限りの区内外の方の新庁舎についての評価で、ネ

ガティブな意見はひとつもなかった。一部では、区役所に用事がない方でも、デートス

ポットのように使用しているとの意見も聞いた。新庁舎は豊島区の未来に向けた、大き

な一歩であり、ひとつの景観要素であると思っている。それを踏まえると、副都心の目

標案はやや池袋の東側をイメージする要素が強いのではないかと思う。豊島区が特定都

市再生緊急整備地区に指定され、今後、官民での発展が期待される中で、東側だけでな

く、西側も踏まえて、池袋駅を中心とした広がりで、景観づくりの目標を考えてほしい。 

（委員） 

景観づくりの目標なので、主役となる、子どもからお年寄りまでの区民の方々が、目

標に基づいた景観づくりとは何かがイメージできるものが良い。子どもに説明したとき

に、理解してもらえない目標では、キャッチコピーの意味がないと思う。 

例えば、区全体の目標の第２案について、「個性豊かな界わい」は、豊島区の各地域

の個性豊かなまちづくりがあり、それらが響きあいながら、景観をつくっていくという、

連続性があり、子どもにも、町の成り立ちを含めて、今後のまちづくりを説明すること

ができると思う。 

副都心の目標案については、誰もが理解できるキャッチコピーであることが重要はな

いかと思う。例えば、美食のまちや芸術のまちなど、誰にでも分かるような言葉が良い

のではないか。 

（進士会長） 

子どもにも分かる表現というのは大事なポイントかもしれない。 

（委員） 

区全体の目標案は、第２案の「個性豊かな界わい」が豊島区を表す表現として良いと

思う。界隈のイメージが浮かび、それが景観につながることが分かる目標であると思う。 

副都心の目標案は、「劇場都市」について、私たち議員は説明をよく受けているため、

箱物ではないイメージは浮かぶが、まだ現実に目に見えていないものなので、他の委員

の皆さんの意見を受けて、区民の方にとっては、箱物の劇場のイメージになってしまう

懸念があると感じた。しかし。「新しい物語がはじまる」は躍動感があり、とても良い
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と感じた。これから変わっていく池袋を表していると思う。 

「劇場都市」を「国際アート・カルチャー都市」にした方が、具体的にイメージしや

すく良いのではないかと思う。可能であれば、「国際アート・カルチャー都市」の前に

「市民が主役の」、「誰もが主役になる」とつけるとより良いと思う。劇場都市と国際

アート・カルチャー都市は同じ意味であるので、より景観的にイメージしやすい言葉の

ほうが良いのではないか。 

また、区全体の目標の説明文の３つめの「～国際アート・カルチャー都市にふさわし

い景観づくりを進めます」と副都心の目標の説明文の５つめの「～モザイク模様を織り

なして魅力を発揮する、多様性を大切にする都市をめざします」は、そこだけ入れ替え

たほうが良いと思う。 

（委員） 

区全体の目標案も副都心の目標案の２つともすばらしいと思う。しかし、区全体の目

標案は、区民を対象とした目線になってしまっていると感じた。 

副都心の目標案は、「新しい物語がはじまる」には期待感があり、これから世界に発

信していく副都心の表現として良いと思う。また、池袋に立ち寄りたい、行きたいと思

わせる意味では、「劇場都市」はそこに行けば何かがあると期待があるパフォーマンス

シティをイメージでき良いと思う。理解しづらい点は多くとも、まちとして期待感があ

ふれているキャッチコピーで良いと思う。 

（文化商工部長） 

区全体の目標案については、「豊島」より、「まち・豊島」とした方が良いと思う。 

副都心の目標案については、「劇場都市」には、ハード的に、道路、公園等の公共空

間を人が主役の場にしていくこと、そして、池袋が誰もが主役になれる舞台があるまち

であるという思いを込めている。誰もが主役になれる舞台を言い換えると、活躍できる

場・フィールドがあることである。それは、池袋の排他的でない、垣根がない、懐が暖

かいといった性質によるもので、若い人たちの活動を温かい目で育ててきた、土着の文

化であると思う。 

（都市整備部長） 

おそらく 20年以上前から「劇場都市」という言葉を使ってきた。しかし、使い続けて

は来なかったこともあり、最近になってまた良く使われるようになったが、聞きなれな

い人も多いのだと思う。委員の皆さんからの、説明しないと分からない言葉だという意

見ももっともだと思うが、もっと平たく捉えて、劇場をわくわくする場所とイメージし

てもらえればと思う。意味の解釈論になってしまうと、それぞれの解釈の違いが出てき

てしまうと思う。私は、「劇場都市」は池袋の非日常的な空間を表している言葉として

的確ではないかと思う。 

（進士会長） 

委員の方に一通りご意見を頂けたと思う。本来ならば、本審議会で景観づくりの目標、

池袋副都心の目標を決定することになっている。今回、区全体の目標については第２案

が支持して頂けたように思う。また、副都心の目標についても、「パフォーマンス」、

「みんなが主役」、「舞台」など色々な解説のキーワードがあったので、事務局で大事

なポイントを目標のリード文や説明文に反映させ、審議会の意思が今後の執行に参考に

なるように、文字として残してもらいたい。様々な人の思いが文字になって残っていく

ことは、計画をつくる際の行政の大事な役割である。 

私としては、委員の賛成が頂けるのであれば、今回委員から出た意見をしっかり受け

止めて頂き、最終的な目標の決定については副区長に一任したいと思う。審議会として

は、本日中に目標を決定するか、一任するかを決めなければいけない。 

（委員） 

副区長は執行部に在籍しているので、執行部に一任することとなり、審議会の意味が
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なくなる。会長、部会長に一任というなら納得できるが、副区長に一任という意見には

反対である。 

（進士会長） 

事務局にもう一度、原案を練って頂き、会長、職務代理、部会長に一任とする。 

次の議題について、事務局から説明をお願いします。 

（事務局） 

 

資料２３－３についての説明 

 

（進士会長） 

ご説明ありがとうございます。何か意見や質問はありますか。 

（委員） 

前回に比べて、掲載されている写真はとても良くなっていると思う。ただ、景観形成

基準のスケッチについては描き直してから、パブリックコメントに出してほしい。 

（委員） 

前回、雑司が谷地域が日本ユネスコ連盟協会の「プロジェクト未来遺産」に登録され

た旨を本文中に記述してほしいと発言したが、反映されていない。 

（事務局） 

原案のＰ１に雑司が谷地域の「プロジェクト未来遺産」について記述している。また、

地域別景観まちづくりの雑司が谷地域にも内容を追加する。 

（進士会長） 

原案のＰ６の構成をみると、景観づくりと景観まちづくりの２種類の言葉があるが、

この２つに違いがあるのか。揃えるのであれば、景観まちづくりに統一するのが良いと

思う。そもそも景観づくりという言葉は、美しい景観、良い景観と形容詞をつけなけれ

ば意味が通らないものであるが、景観まちづくりとすると、いいまちづくりを行うこと

が連想される言葉になると思う。 

また、第７章について、屋外広告物の表示等の制限とあるが、屋外広告物は全て規制

する方向だけではなく、屋外広告物を活かして町の活性化を行うなど、まちづくりに積

極的に活かしていく方向性は考えていないのか。少なくとも、章のタイトルで制限と言

い切ってしてしまうのは良くないと思う。 

Ｐ８について、時代が江戸、明治、大正の後に昭和、平成がなく現代になってしまっ

ているので、きちんと明記された方が良いと思う。 

全体を通して写真は前回までと比べて良くなったが、サイズの統一感がないので、調

整するべきである。また、Ｐ２８の胸突き坂の写真は、例えば汐見坂など、もっと地形

を活かした良い坂の風景と変えた方がいい。 

（委員） 

原案のＰ７１に池袋の森の写真を入れることはできないか。 

（事務局） 

対応する。 

（進士会長） 

他に意見がないようなので、事務局は次の議題について資料の説明をお願いします。 

（都市計画課課長） 

 

資料２３－５についての説明 

 

（進士会長） 

ただ今の説明に質問や意見はありますか。 
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条例の名称は景観条例と景観まちづくり条例のどちらなのか。 

（事務局） 

景観条例です。２３区では、景観条例としているところが多いです。 

（進士会長） 

許認可や申請を受ける体系に市民が参加するような仕組みを少し研究した方が良いか

もしれない。 

また、本文にあるデザイン検討会とは、審議会でいう部会のことを指すのか。 

（事務局） 

部会とは別に、都市再生緊急整備地域内において、一定の都市計画手続きを行う必要

がある開発等について、その部分だけをコントロールするために設置される検討会であ

り、景観条例に基づくものではない。 

（進士会長） 

先ほどの景観づくりの目標については、豊島区全体で考え、その中で池袋を位置づけ

ていくかという話であったと思う。同様に、全体を見ながら、副都心をどうしていくの

かを議論した方が良いと思う。 

検討会は、デザインのコントロールができるような組織であるのか。行政指導でも、

デザインの変更等を要請できるが、条例を背景にした指導組織にしなければ、実効性を

担保することは難しいと思う。 

（事務局） 

まず、豊島区全体の大規模建築物のコントロールは景観審議会等で議論頂くことを考

えており、都市再生緊急整備地区については、別に組織されている委員会との連携を図

りながらデザイン折衝を行っていくことを考えている。 

（進士会長） 

デザイン委員会を別につくるのはいいと思うが、それは景観審議会とも連携が図られ

るべきと思う。 

（委員） 

今後、デザインの相互調整を進めていくことは重要になる。池袋副都心のハード整備

が増加することを予測して、デザイン検討部会のような組織をつくろうという姿勢はと

ても良いと思う。しかし、組織の発言力が担保されていなければ、単なる調整組織とな

ってしまうため、会長が言われたように、デザイン調整会議を条例に位置づけることは

大切だと思う。非常に重要なことなので、検討頂きたい。 

（事務局） 

ご指摘を踏まえ、条例本文について検討を行う。 

（進士会長） 

先ほど発言を忘れていたが、原案のＰ４１の副都心の目標の「新しい物語が始まる」

はとても良いと思う。目標の説明文がハードの内容に偏っているように思うので、もっ

と、わくわく感がにじみ出た文章になると良い。豊島区の姿勢が現れる部分なので、し

っかりと伝える言葉を選ぶべきである。 

（委員） 

原案中のカラーチャートについて、全ての色相に 9.5 という明度が含まれており、そ

れが彩度２まであるのだが、9.5は白しか普通はないのではないかと思うのだが、これは

何のカラーチャートを使用しているのか。色が存在しないレベルと思うが、フィルム等

で発色ができる新しいカラーチャートになっているのか。 

（事務局） 

再度確認します。 

（進士会長） 

それでは、大変長い時間お疲れ様でした。本日の審議会はこれで終了としたいと思う。 
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（事務局） 

次回はパブリックコメントへの答申を頂く予定である。 

また、開催の日程は１月下旬を予定し、詳細は後日お知らせする。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 


