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会議録（公開用） 

附属機関又は 

会議体の名称 
第 24 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 28 年 2 月 4 日（木） 午前 10時 00 分～12 時 00 分 

開催場所 第一委員会室（本庁舎 9階） 

会議次第 

１．開会 

２．議事 

 （１）スケジュールについて 

 （２）パブリックコメントについて 

 （３）都市計画審議会の意見について 

 （４）前回の審議会からの変更箇所について 

 （５）豊島区景観審議会について（案） 

３．答申 

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）・安島 博幸

（跡見学園女子大学教授）・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）・濱 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・・磯田 暉子 

（区 職 員）渡邉 浩司（副区長）・栗原 章（文化商工部長）・

齋藤 雅人（都市整備部長） 

幹事 施設管理部長・環境清掃部長・土木担当部長 

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 後藤 春彦（早稲田大学教授）・宮脇 勝（名古屋大学准教授）・荒

井 歩（東京農業大学准教授）・市橋 由美子 

幹事 政策経営部長・地域まちづくり担当部長・建築住宅担当部長・教育

部長 

傍聴人数 1 名 
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審議経過 

１．開会 

（進士会長）

ただいまより、第 24回豊島区アメニティ形成審議会を開催します。
本日は、景観計画の答申を行うにあたって、答申受取人である区長へと１１時半に受け

渡す予定となっているため、それまでに答申の決定を行えるようご協力お願いいたします。

まず、委員の出欠と傍聴希望者について事務局よりご報告お願いします。

（事務局）

本日は、後藤委員、宮脇委員、荒井委員、市橋委員より欠席の連絡を頂いています。ま

た、傍聴人の方が１名いらっしゃいます。

（進士会長）

傍聴人の方はどうぞお入りください。

それでは議題に入りたいと思います。事務局から資料の説明をお願いします。

２．議事 

（１）スケジュールについて 

（事務局） 

資料２４－１について説明 

（進士会長） 

スケジュールについての説明は以上ですが、何か質問や意見はありますか。

ないようなので、次の議題に移ります。事務局から資料の説明をお願いします。

（２）パブリックコメントについて 

（３）都市計画審議会の意見について 

（事務局） 

資料２４－２、２４－３について説明 

（進士会長）

ありがとうございます。

パブリックコメントと都市計画審議会での意見とそれぞれへの対応を説明頂いたが、全

体を通して、何か質問や意見はありますか。

パブリックコメントへの参加人数は少ないが、身近な地域の問題への苦情等に終始せず、

積極的に、こうしたら良いなど、建設的な意見がたくさん出ており感心した。また、パブ

リックコメントへの回答の姿勢も、区民と一緒に景観行政を行っていく姿勢が現れている

ようで、良いと思う。

例えば、「豊島みどりの会」の意見など、緑の保全に対する意見が多いように思える。

景観重要樹木の指定は景観計画の中に記載はなく、これからであるのか。

（事務局）

豊島区では保存樹木の指定を行っている。景観計画では、景観重要樹木の指定は行って

いない。

（進士会長）

保存樹木は別の制度であるが、景観計画でも景観重要樹木の指定が可能である。今回の

景観計画は土俵ができた段階であり、今後はそこに魂を入れていかなければならない。景
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観百選のようなものを行いながら、区民が大事に思っていることをきちんと汲み上げて、

保存等の手当てをしていくことが必要である。

様々な場所で景観重要樹木の指定に関わっているが、樹林を指定せず、樹木を１本ずつ

保存するのが一般的である。豊島区では、まとまった樹林やまち全体での指定を行えるよ

う柔軟に考えられると良い。例えば、雑司が谷のような場所は、まとまった樹林として扱

うか、墓地のような施設として扱うかは議論が必要であるが、エリア全体として指定でき

ると良いと思う。都市樹木保存法では、法律に捉われる面があるが、景観条例は区の独自

の条例であるので、自由度をあげ、区民の声が反映できるようになると良い。

（委員）

パブリックコメントを拝見し、緑に関する内容ついての意見が多いと感じた。例えば、

緑の助成金がなくなった、白山通りの樹木が切られて、緑が減少している等の、具体的な

指摘があり、一方で緑があるとやさしさが増えるなど積極的な意見も見受けられた。以前、

審議会や部会でも、グリーン大通りの樹木や各地域の住宅地の街路樹を大事にしていこう

との意見があった。今回、パブリックコメントで緑に関する意見が多かったことをＨＰへ

掲載して頂けると良いと思う。

都市計画審議会で、多文化共生は池袋駅西口界隈だけでなく、池袋全体の一つの特長で

はないかとの意見は、共感するところであり、住むところとしての豊島区が共生地区であ

ることを強調する必要があると思う。一方で景観計画では、地区ごとの特徴に強弱つけて

アピールすることも必要である。先ほどの意見を踏まえて修正するとあるが、多文化共生

が豊島区全体であることにも触れつつ、その中でも、池袋西口界隈がより特徴的であると

の書き方をしても良いのではないか。

（事務局）

池袋西口界隈の限定的な書き方については、池袋西口が数年前からチャイナタウン、あ

るいは中華街のようなエリアができ初めている。地元はそれを歓迎していない面があり、

西口に限定することに違和感があるようである。そこで、東口も含めた池袋が多文化共生

であると本文を修正しようと考えている。

（委員）

私は、観光が専門のため、先ほどの委員の発言に賛成である。池袋を売り出すための観

光的特徴として、中華街やエスニックな食といった要素は重要であり、実際にそれらを軸

に観光の計画等をつくっている。池袋西口界隈は、食という意味でとても特徴的なまちで

あり、街並みも料理店等の影響を受けていると感じる。

今回の景観計画は、池袋西口の多国籍な文化や雑司が谷の七福神巡り、フットパスなど

観光の分野で行っていることと重なる部分が多いと思う。東西の横断デッキをどう使うか

など、色々な部署にまたがるプロジェクトが盛り込まれているので、事業を推進するにあ

たっては、それぞれの課と連携を取りながら進めてほしいと思う。

（進士会長）

後でまとめて時間を取れそうなので、前回からの変更箇所も含めて、まとめて意見を伺

いたいと思う。事務局から資料の説明をお願いします。 

（４）前回の審議会からの変更箇所について 

（事務局） 

資料２４－４、２４－５について説明 

（進士会長）

前回の審議会の発言を踏まえた改良案が示された訳だが、発言された方はそれぞれ意見

が反映されていることを確認して下さい。事務局から提示するものは以上となる。最後の
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時間ですので、全員にご発言頂きたいと思う。

これから意見を頂くが、答申の受け渡しが本日の１１時半のため、発言頂いたことが、

必ずしも答申として文字にはならない部分がある。しかし、発言内容については、会長と

部会長に一任頂き、後日修正を行い、中身については皆さんの意見を反映させた形とする。

そのため本日は、こちらのレポートで答申するが、皆さんご了承頂けるか。

（委員）

入院中で、審議会に出席することが難しいが、今後も体調が許せば出席したいと思う。

どうぞよろしくお願いします。本日は、体調がすぐれないため、途中退席とさせて頂く。

（進士会長）

委員、どうぞお大事にしてください。

（委員）

景観形成特別地区の指定について、資料２４－５のＰ１５１では、景観審議会で指定さ

れるとある。それは、景観条例が通った後、これから指定されるとの認識で良いのか。し

かし、都市計画審議会の意見に対する回答では、「池袋東口駅前広場・グリーン大通り沿

道地区は景観形成特別地区に指定した」とあり、文章の矛盾を感じる。

（事務局）

今回の景観計画案の中では、既に東京都が指定している神田川沿川、六義園周辺と豊島

区独自の池袋駅東口駅前広場・グリーン大通り沿道を景観形成特別地区に指定する旨の記

載がある。それらの３地区は景観計画の策定と同時に景観形成特別地区に指定されること

となる。つなぎ条例で定めることができるようになっている。

（進士会長）

これまでの景観行政団体は東京都であり、すでに東京都の景観計画で決められている部

分については、豊島区に権限を委譲した後も同様の対応が求められている。そのため、景

観計画の原案では、東京都が指定している神田川沿川等が案として記載されている。また、

グリーン大通り等、区としても間違いなく景観上大事な地区も指定する旨をすでに案に記

載している。しかし、手続き上は、豊島区が景観行政団体になった後で、区で決定される

ものである。豊島区は１２月に景観行政団体になっている。

（委員）

特別地域の指定となると、指定されることのメリットや指定されなかった場所について

議論が起こると思う。適切な審議があって指定されたという経緯が必要であり、初めから

指定されているような誤解を与える書き方は修正するべきである。

（事務局）

景観条例の制定は４月１日を想定しており、景観計画についてもそれと同時に運用開始

となる。景観計画の中では、これまでのアメニティ審議会で議論が行われたものとして、

神田川沿川、六義園周辺、池袋駅東口駅前広場・グリーン大通り沿道を景観形成特別地区

として提案する形をとっている。また、景観形成特別地区はつなぎ条例で定めることがで

きる。

（進士会長）

私は、景観計画案の中で、「景観づくり」との文言を「景観まちづくり」で統一するよ

う意見した。これが重要だと思っているのは、景観行政に２つの型があることが起因する。

１つ目はいわゆる規制型と呼ばれる、戦前の関東大震災後の震災復興計画で「東京を美し

い帝都に」をスローガンに、様々な規制によって美しい景観をつくろうとした景観行政の

形である。それは、警察が計画するものであったが、警視庁そのものが景観論争の対象に

なるような事態もあった。豊島区では、そのような、届出をチェックして、これでなくて

はいけないと規制するのではない、もう１つの景観行政のあり方を目指すべきである。そ

れには、豊島区民が自らの住むまちをすばらしくしようと、事業者も元気なまちにしよう

と、それぞれが知恵を出し合って、まちをつくっていくことが必要である。元気さや愛着、
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ふるさと感を十分に持つまちは、それがビジュアルに現れると思う。行政の方々は「見え

る化」という言葉を良く使うが、形で見えることは意外と大事なことであり、住み続けた

いと思えるまちは目に見える形でうつる。それは、必ずしも整然とした美しさだけではな

く、にぎやかな裏町のような雰囲気や人間的な飲み屋街など、様々な要素が渾然一体とな

り、総合的な魅力につながるものである。「まちづくり」とはそのようなことを意味する。

都市計画は法律に基づく手続きであるが、「まちづくり」は行政や市民、事業者がみんな

でまちをつくっていく意味をもつ言葉である。その中で、景観行政は、建築基準法による

建築確認のように、図面のチェックを主体とするものではなく、民間のやりたいことを丁

寧に聞いていく必要がある。景観計画の例外規定はそのためにある。色彩はマンセル値で

規制されているが、それでなくてはいけない訳ではなく、目安として表示してあるのであ

り、それを超えることに意味がある場合には、柔軟に対応することが必要である。私は、

そういった意味で「景観まちづくり」としたことは重要であると思う。

パブリックコメントへの回答に「お伝えします。」と書いてあるものがいくつかあるが、

伝えるだけで良いのか。管轄が東京都の場合や国の場合、伝えるだけでいいのかという問

題意識がある。要望・交渉型、あるいは提案プロポーザル型など、伝え方にも色々な形が

あると思う。伝えるだけではなく、「こうしてください」、「私たちもこれだけ努力でき

ます」とより良いまちをつくるための努力が必要である。

これまでの都市計画では、用途地域や容積率、建ぺい率等の基準をつくってきたが、そ

れではまちはときめかなかった。アーバンデザインとは、ときめくまちを絵に描いて、目

標像を共有しようとする試みである。都市計画と都市デザインは似たような言葉だが、本

質的な意味合いは全く違うものである。都市計画では、「ここは商業地域である」などの

枠組みしかつくらないが、アーバンデザインでは「こんな商業地域にしよう」と絵を描き、

もっとリアリティのあるまちをつくろうとしている。より、アクティブに景観行政を前進

させていくことが必要であり、例えば、従来の規制型の屋外広告物の表示では面白くなく、

さらに誘導型でもなく、関係者と一緒に協議する協働型が景観行政の新しい流れである。

そして、より良いものにしていくためには体制が必要である。ダイナミックな豊島区の実

現のために、手続き型と同時によりクリエイティブな景観行政を目指し、また、ムーブメ

ントをつくることも重要だと思う。必ずしも地権者や事業者だけが主体になるのではなく、

一般の区民の参加を促すためにも、景観百選や百景、重要景観に指定するものの投票など、

みんなに面白いと思わせるムーブメントづくりは必要であると思う。

（委員）

今回の景観計画では、豊島区のそれぞれの地域の特性やらしさを踏まえ、それを活かし

た街並みの形成を目標としていると認識している。しかし、それぞれの地域の特性やらし

さは、景観計画の中で丁寧に書かれているが、統一された豊島区の景観らしさや方針があ

るといいのではないかと思っている。豊島区らしさを一つの同じカラーとして表現するこ

ともできるのではないかと思う。旧庁舎跡地の開発についても統一性を持たせていること

から、豊島区全体のイメージカラーを設けることができると良いと思う。

（進士会長）

豊島区に緑の基本計画はあるのか。

（事務局）

あります。

（進士会長）

今度、議員の方にお渡しください。

（委員）

旧庁舎、造幣局跡地等、大きく開発が進む中、池袋西口の再開発にあたって、まちとし

て統一性をもったデザインの中でまちづくりを進めていきたいと思う。

規制をかけてまちを美しくするのではなく、区民の主体的なまちづくりを促していくこ
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とが必要との意見は参考になった。今回のパブリックコメントを読み込みながら、取組を

進めていきたい。

（委員）

パブリックコメントの意見の中に「豊島区の景観を良くすることは区内の緑を保全し増

やすこと」とある。豊島区という土地柄、実現していくことは大変困難ではあるが、豊島

みどりの会の方々等の地道な取組によって、現在の豊島区の緑がある。今後も可能なかぎ

り緑増やしていくことが必要であり、それには、行政の方々のバックアップが必要である。

池袋平和通り商店街について、池袋の森を資源として商店街を活性化したいという商店

街の方々の意気込みもあり、景観計画の中に池袋の森の写真を掲載頂けたことが良かった

と思う。写真によって池袋の森のイメージが伝わると良い。

豊島区庁舎のビルの名前は、「としまエコミューゼタウン」という。

（進士会長）

エコミュージアムをアレンジした言葉だろう。しかしエコミュージアムは一般的にもっ

と広いエリアを指す言葉である。

（委員）

ご存知の通り隈研吾先生の設計したビルであり、緑を重視した考え方でデザインされて

いる。豊島区のシンボルとなるビルであり、「エコ」と名前が付く限りは、外観的な部分

のエコと実質的な実のある部分のエコにどのような意味があるのか、区の内外に発信して

ほしい。

委員の専門が観光ということですが、豊島区でも池袋大橋はロケ地に良く使われる場所

である。また、鉄道の景観として今後もＰＲしていきたい。

（委員）

景観行政そのものについて勉強させて頂いた。景観行政は、固定されたまちづくりで議

論されてきたように思える。これからの副都心や都心づくりでは、広告をつけたバスなど、

動くものに対して、景観的にどうであるのか捉えていく必要があるのではないかと思う。

これは、行政でどうにもできない問題であるのか。

（委員）

景観計画をつくり始めてから、３年をかけ、いいものができたと思う。豊島区は 23区の
中でも景観条例への取組が遅れていたが、審議会の最初の頃に、「だからこそ、今までに

ない景観条例をつくりたい」との話もあり、それが先ほどの進士会長の話につながってい

るのだと改めて思った。

パブリックコメントで緑に関する意見が多かったことに驚いている。私は、豊島区に緑

のイメージはなく、委員が以前お話された、山手線から見える緑の話など、新たに知るこ

ともあった。

資料２４－５のＰ１０３に、タイトルのない写真があるが、ここには何が入る予定であ

るのか。

（事務局）

現在、検討中である。

（進士会長）

ぜひ、委員から提案頂くと良いのではないか。

（委員）

お休み処がいいのではないか。

（進士会長）

せっかく景観審議会の委員として参加して頂いているので、今まで見過ごしていたもの

にも目を向けて、新しく名所になるようなところを発見して、事務局に提案して頂けると

良い。

（委員）
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景観づくりによって、豊島区への来街者をいかに増やし、賑わいを創出するかに意識が

あったが、地域に住む人たちが、豊島区を誇りに思えるような、緑を感じられるような景

観づくりであることが、一番重要な考えとして基礎にあり、その延長線上に豊島区の来街

者に対するＰＲがあるのだと感じた。区民の方々に伝わるような、見えるような形を意識

して、今後も参加していきたい。

（進士会長）

観光立国では「住んでよし、訪れてよし」を謳っている。たくさんの人が来てくれるこ

とで、まちに対する愛情が育つ側面があり、両方のバランスが重要である。そういった意

味で、豊島区は象徴的な場所でもある。

（委員）

パブリックコメントにある雑司が谷の七福神めぐりについての記載をぜひお願いしたい。

雑司が谷の七福神もできて５年経つが、もともと地元の有志や神社仏閣の協力によってで

きたものである。また、雑司が谷霊園の緑や大門ケヤキ並木を守っているのも、地元の有

志のボランティア団体である。雑司が谷の緑や歴史を守ってきたのは、任意団体であり、

区からは、予算がほとんどもらえていない状況がある。これから、行政にも考えてほしい。

細かい指摘だが、鬼子母神堂の「鬼」の字は角（チョン）がない漢字を使うので、正式

な印刷物にする際には、作字をするかその旨を説明するコメントを入れる等の対応が必要

である。資料２４－５のＰ１４６の写真のタイトルに「雑司が谷鬼子母神本堂」とあるが、

鬼子母神堂の本堂は法明寺になるので、「鬼子母神堂」で良い。

資料２４－５のＰ１４６の雑司が谷鬼子母神参道の写真について、写真を載せるのであ

れば、参道の入り口側からの写真が良いのではないか。

（委員）

全体のデザインが非常にきれいになったと思う。後は、表紙がどうなるのかが問題であ

る。

資料２４－５のＰ５０にアーバンデザインとの記載があり、パブリックコメントに豊島

区のアーバンデザインの意味を尋ねる質問がある、現在の回答は「ひとつのまとまったデ

ザイン対象として都市空間を計画・設計すること」とあるが、それに対する回答は、先ほ

ど進士会長が説明された内容の方が良いと思う。アーバンデザインにはもう少しソフト的

な意味合いも存在している。

（委員）

パブリックコメントを見ると、池袋に対する意見が多いと思う。その中には、「怖い」

や「ごちゃごちゃしている」などのネガティブな意見も多くある。回答にあるような条例

等を適切に運用していくことが重要である。

私は広告が専門である。広告は通常、人が多く訪れるところに需要が高いのだが、池袋

は人が多いわりに広告の需要が低い場所である。パブリックコメントの意見にも池袋の広

告がひどいとあったが、町全体のイメージによって、いい広告が入りづらい状況があるよ

うに思う。広告の視点からも、まちづくりによってまちのイメージが良くなることが重要

である。

（進士会長）

広告業界としても、関係者を含めた研究会等をつくるなど、サポート頂きたい。

（委員）

今の池袋らしさは、ドラッグや客引き等の治安の悪いイメージである。景観計画を実施

するにあたって、こういった治安の悪さを直さないと前に進めないと思う。豊島区のドラ

ック条約や客引き条例を取り上げている番組等もあるが、人数が少なく効果が出ていない

ように思う。

（委員）

資料２４－５の第７章以降の表の体裁について、もう少し文字を大きくし、見やすくな



－８－

るようにしてほしい。また、Ｐ145の公共施設の景観形成の考え方は、景観行政の大きい部
分を占める考え方と思う。例えば、公園では緑についてしか書かれていないが、公園の施

設や設備についても協議をして進めることなど、関係省庁にも協力がもらえるように、も

う少し詳しく書いた方が良い。

（進士会長）

景観審議会についての議題が残っていたので、事務局は説明をお願いします。 

（４）前回の審議会からの変更箇所について 

（事務局） 

資料２４－６について説明 

（進士会長）

新しい審議会の枠組みについて説明があったが、何か意見や質問等があるか。

まずは、性格として、景観まちづくり審議会であることを忘れないでほしい。大規模建

築物や景観形成特別地区だけではなく、区民運動を推進するような協議ができると良い。

参加型の仕掛けができるような仕組みを考えてほしい。スタート時点は重要だと思うので、

研究して頂きたい。

（委員）

景観賞や景観にまつわる活動の表彰も協議の項目に入れてはどうか。

（進士会長）

普通の審議会は事務局からの提案で議論が進むが、審議会が独自に発案し議論が行える

ような、やわらかい景観行政を目指してほしい。

区長がお見えになったので、答申とさせて頂く。

３．答申 

（事務局）

答申が終わりましたので、区長より一言ご挨拶をお願いします。

（区長）

本日は第２４回豊島区アメニティ形成審議会ということで、進士会長より答申を頂きま

した。豊島区の景観計画は平成２５年より、アメニティ形成審議会で諮問頂き、２年以上

の月日をかけ、熱心に検討頂いたことを改めて感謝します。昨年は、豊島区のまちづくり

にとって大きな節目を迎えました。新庁舎のオープンとそれに伴った、旧庁舎、造幣局跡

地の活用などの具体的な取組が進んでいます。また、昨年７月には、特定都市再生緊急整

備地域に指定され、規制緩和等により、都市づくりがますます進むこととなりますが、そ

れに際しては、アメニティ形成審議会での議論を活かした都市づくりを進めていく必要が

あります。さらに、国家戦略特区への追加指定や特定整備路線の沿道地区の地区計画も進

んでいます。そこでも、地域の特性を活かして、個性あるまちづくりを進めていくことが、

景観形成に重要なことと考えています。昨年１２月に豊島区が景観行政団体になり、景観

行政の主体として景観計画を策定し、新たな景観づくりの一歩を踏み出しました。本当に

長い時間をかけて議論頂いた景観計画をご報告するとともに、この議論を活かしたまちづ

くりの推進に取り組んでいきます。委員の皆さまには、今後も豊島区の景観形成にぜひお

力添えをお願いいたします。

（事務局）

豊島区アメニティ形成審議会は本会が最後となる。委員の皆さまには、長期間にわたっ
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て、景観計画を検討頂きありがとうございました。平成２８年度からは、アメニティ形成

審議会に替わって、豊島区景観審議会の設置を予定している。景観審議会の委員をお願い

させて頂く方には事務局から連絡させて頂く。引き続き豊島区の景観形成にお力添えをお

願いしたい。最後に進士会長よりご挨拶をお願いします。

（進士会長）

景観の本質やまちづくりとはどういうものかについて話させて頂いた。ぜひ、議会でも

そのような議論をして頂きたい。

世界的にはシンガポールのように緑で勝負している都市も存在する。日本でも、垂直な

庭園都市をテーマとする六本木ヒルズは４３％の緑被率であるように、高層化と緑化を共

存させることが重要である。また、２１世紀の大都市はビル単位の箱ではなく、もっと広

い範囲で勝負しないといけないと思う。働く場所と遊ぶ場所、あるいは静かな場所とにぎ

やかな場所の両方のコントラストが必要であり、豊島区の魅力はそこにあると思う。さら

に、豊島区のイメージは薄くても、それぞれの地区は、駒込、巣鴨など名前だけでイメー

ジが湧くまちである強みもある。豊島区には、池袋のにぎやかさとそれ以外の静かで歴史

あるまちとのコントラストと、個々の都市的なパワーの強さがあり、水平と垂直のバラン

スがとれると最高のまちになると思う。景観行政についても、他都市の失敗を勉強してト

ップランナーになれば良いと思う。景観行政が広い意味でまちづくり行政として機能する

ことを願う。

皆さまお疲れ様でした。これにて第２４回豊島区アメニティ形成審議会を閉会とします。

以上 


