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会議録【公開用】 

附属機関又は 

会議体の名称 
第７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 27年 7月 23日（木） 午前 10時～午後 12時 

開催場所 豊島区役所本庁舎 8階 会議室 804 

会議次第 

１．開会 

２．議事 

 （１）今後のスケジュールについて 

 （２）前回のアメニティ形成審議会からの変更箇所について 

  ①項目の再構成 

  ②景観づくりの目標 

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（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） 

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 

 

 

 

 



2 

 

審議経過 

１．開会 

（事務局） 

第７回豊島区景観計画策定検討部会を開催する。 

 

２．議事 

（１）今後のスケジュールについて 

 

＜資料７－１ について事務局より説明＞ 

 

（後藤部会長） 

景観行政団体になるのは、来年度からか。 

（事務局） 

今年の 10月を予定している。 

（委員） 

景観行政団体になったら、景観行政団体にしかできない計画の策定などをするのか。 

（事務局） 

景観行政団体になっていないと、景観計画を策定することができない。景観計画を策定するにあた

っては、広く区民の意見を聴くこと、都市計画審議会の意見を聴くこととされているため、10月に景

観行政団体に移行した後、３月までにパブリックコメント及び都市計画審議会を経て、景観計画を策

定したい。 

（委員） 

景観計画を策定すると、今までできなかったことで、どんなことがやりやすくなるのか。 

（事務局） 

今までは、事業者はアメニティ条例に基づいた申請を区へ、東京都の景観計画に基づく申請を都へ

申請しなくてはならなかったが、今後は豊島区へ申請すればよくなる。 

（後藤部会長） 

特に、グリーン大通り沿いについては、豊島区独自の取り組みとして期待している。 

アメニティ形成審議会が景観審議会になるのは、景観条例の制定をもってなるのか。 

（事務局） 

現在の予定では、4 月 1日にアメニティ形成条例を廃止し、景観条例を制定する。それに伴い、ア

メニティ形成審議会は景観審議会となる。 

 

（２）前回のアメニティ形成審議会からの変更箇所について 

 

＜資料７－２、参考資料 について事務局より説明＞ 

 

（委員） 
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参考資料Ｐ34の都市構造図があり、３つのゾーンが示されている。このうち雑司が谷のあたりは都

市活力創出ゾーンに入っているが、雑司が谷のイメージとは違和感がある。都市環境保全ゾーンとし

て南長崎や千川のあたりが入っているのは違和感がある。 

（事務局） 

この都市構造図は、東京都が示す計画に基づいて作成しているものであり、環状６号線（山手通り）

の内側については、副都心や江戸の文化を伝える下町、雑司が谷、巣鴨など魅力があるゾーンとして

位置付けられている。また、環状６号線より外側の南長崎などの地域は、住宅を基本に、豊かな住環

境を保全するゾーンとして位置付けられている。これらの考え方を豊島区では継承しつつ、大まかな

骨格を示している。豊島区都市づくりビジョンの中でも区内を１２地域に分け、雑司が谷・巣鴨地域

が都市活力保全ゾーンに位置付けられていながらも、自然や歴史を活かしていくゾーンだということ

を示している。 

（後藤部会長） 

本当は解像度の違いなどもあるだろうから、環状６号線の内側と外側で色を塗り分けるというのと

も違うだろう。 

しかし、これは既に策定された豊島区都市づくりビジョンからの引用ということなので、ご了解い

ただきたい。 

（委員） 

Ｐ38にある「神葬墓地」とあるがどういう意味か。 

（事務局） 

東京都と協議する中で、不適切な用語だという指摘を受けているので、削除する方向で考えている。 

（後藤部会長） 

削除した方が良い。 

（事務局） 

文献などを見ると、染井霊園は神葬墓地として設置されたということである。 

（委員） 

唯一の特徴であれば、生かしても良いのではないか。 

（事務局） 

東京都からの指摘も踏まえ、削除することとしたい。 

 

＜資料７－３ について事務局より説明＞ 

 

（後藤部会長） 

審議会でも様々な意見があり、事務局で再考した案を示してくれている。意見はないか。 

（委員） 

景観づくりの目標として「きらめく個性が響きあう都市」と言われても、絵が思い浮かばない。リ

ード文に「心地よい交響曲となって」とあるが、やはり絵が思い浮かばない。それであれば、普通に

「きらめく個性が緑に包まれる」といった文章の方が良いのではないか。「心地よい交響曲となって

広がり」というのも、文章としては成り立っているが空間づくりの目標らしくない。シンフォニーは



4 

 

いつも指揮者がいないとなりたたない、といったつまらないことに想いが行ったりするので、「心地

よい空間が広がり」「心地よい音楽のように広がり」といった文章の方が良いのではないか。 

また池袋副都心の景観づくりの目標で、「新しい物語がはじまる」というと埋立地をつくる印象が

ある。「新しい」と「はじまる」の両方があると、何もないところに始まるような、全くガラッと変

わる印象である。「物語」といった言葉を使いたいのであれば、「一人ひとりの物語を育む劇場都市」

といった感じが良いのではないか。「育む」「大切にする」といったキーワードが良いと思う。ガラッ

と変わる副都心という印象は、これまでを否定しているようにも受け取れる。 

（委員） 

アメニティの考え方を継承していて、景観という意味を広く捉え、環境やまちづくりを含めて考え

ているという意味では、必ずしもビジュアルにこだわる必要はないかと思う。本日の事務局の資料は、

観念的なコピーをよく論理的に説明できていると評価したい。ここで代案を出しても、また議論をし

なくてはならないので、事務局案で良いのではないかと思う。再度、コピーを説明できるようにして

おけば良いのではないか。 

（委員） 

ただ、「響きあう」のは何が響きあうのかと思う。空間だと響きあうものではないし、音楽のこと

を表現したいのか、と分かりづらい。あまり感情的、文学的に表現しても、実務者、建築家が見た時

に、個性があるだけの建物を造られても困る。個性が響き合えばいいんでしょ、とデザインを主張さ

れても、景観アドバイザーとしては何もできない。 

（委員） 

ここでは、地域性が豊かな場所、空間を指して個性といっているのだろう。 

（後藤部会長） 

これまでは、界隈の個性というつもりで書いていたと思うが、界隈性が消えてしまうと建物単体の

個性を主張するのではないかと心配する意見もあるだろう。一方で、ここで示したいのは池袋だけで

も界隈性があって、それらが複雑に絡み合って高い価値を生み出しているということを「響きあう」

という言葉で示したいんだろう。 

（委員） 

これまでも、たくさん議論をしてきたし、事務局が言いたいことは良く分かるのだが、このキャッ

チコピーが単体で力を持つと大変なことになる。割とダサい言葉でも良いのではないか。 

（委員） 

委員の代案の「個性が緑に包まれる都市」の「個性」も建物単体と捉えられるのではないか。 

（委員） 

緑を目標に入れておくと、個性ある建物になったとしても、空間に緑を植えればよいのかといった

代案を具体的に示すことができる。緑は大事にしたい。 

（委員） 

ここでは、建築物単体の個性ではなく、地域の個性を言っているため、「界隈」が入っていた方が

良いと思うが、なぜ「界隈」をとってしまったのか。 

（事務局） 

界隈性は豊島区の大きな魅力の一つではあるが、「界隈」というと狭い範囲を指す印象があるとい
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う意見があった。 

第 22 回アメニティ審議会の中でも、界隈と界隈、人と界隈が響きあうのが豊島区の特徴だという

意見をいただいており、界隈性が響きあうという前提があった上で、きらめく個性が響きあうという

目標とした。 

（後藤部会長） 

「界隈」が小さい範囲を指す言葉だというが、たくさんの小さい個性ある地域が集まっているのが

豊島区の特徴である。「いくつもの界隈性が」「多様な界隈性が」という使い方をしてはどうか。ふつ

ふつと界隈から個性が湧き上がってくる感じを表現できたら良いと思う。緑で包むのは、迷彩色で隠

しているだけだと言える。 

（委員） 

緑は都市のイメージを作るのに、すばらしいものである。 

（委員） 

それは分かるが、最後の仕上げに緑を活用したほうが良い。 

（委員） 

それでは「多様な界隈性を緑でつなぐ」というのはどうか。 

（事務局） 

目標にいろいろ入れると長くなるため、説明文やリード文の中で、本日いただいた意見を取り込み

たい。目標とリード文、説明文は一体のものとしたい。 

（委員） 

事務局の考え方には反対である。リード文とキャッチコピーが一体とは誰も思わないし、キャッチ

コピーだけが必ず一人歩きしてしまう。100 歩譲っても「個性」は使わないで欲しい。「多様な界隈

性が響きあう都市」であれば良いと思う。 

社会全体が個性を重んじていることもあり、迷惑な個性もたくさんある。界隈性や多様性であれば、

文化も含む印象があり、よいのではないか。また「個性が響きあう都市」の「響きあう」とはどんな

都市をイメージしているのか。この目標を見てデザイン化、具現化しようとした時にイメージができ

ないのではないか。 

（事務局） 

委員会の中でも、都市の姿がイメージできないといった意見はあった。「心地よい」や「快適な景

観形成」の方がわかりやすいのではないかという意見もあったが、事務局では、景観形成をした後の

都市の姿をイメージしている。目白や巣鴨、池袋などそれぞれの地域の良いところを伸ばして、区全

体で楽しめる魅力ある都市となるところをイメージしてもらいたい。 

（後藤部会長） 

以前に「モザイク」と言っていたことを「響きあう」という言葉で表現しているのではないかと思

う。界隈の魅力が協調しあうことで、一つ上のランクの都市にしたいということだろう。 

（委員） 

近代的な副都心と雑司が谷のような地域が隣り合うことで、まちの性格がはっきりとして、より風

景を深く体験することで都市の魅力を高めるといった内容は、解釈することもできるが、それを短い

文章で表現することは難しいのだろう。 
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（委員） 

地域のもつ魅力をそのままにしたいのか。 

（事務局） 

地域の良いところを伸ばしたいというイメージである。 

「響きあう」という言葉には、協調しあうという意味もあるが、響きあうためには自分だけでなく

相手がいて響き合えるので、個性だけでなく周りと調和して、豊島区全体が良いまちになるようにし

たいという意味をこめている。 

（委員） 

それなら、「多様な地域の魅力が調和する都市」といったキャッチフレーズが良いのではないか。 

（委員） 

それもまた少し違う気がする。事務局が「響きあう」という言葉を使っているのは、単に「調和」

ではなく、「共振」して増幅するような意味を込めていると捉えられる。 

（後藤部会長） 

確かに共振は、調和よりもダイナミズムがあって、外に向かって発信していく力をもった言葉であ

る。 

（委員） 

さっき 100 歩譲ると言ったが、「多様な界隈性が響きあう都市」にしておいて、説明文のところで

は、「交響曲」というよりは、「多様な魅力が共振しあって、それぞれに都市の魅力を高めます」とし

てはどうか。「響きあう」というのは「共振してさらに良くなる」ということが伝わる。「きらめく個

性が響きあう」だと大変なことになる恐れがあるので、人々の生活や歴史文化も含む言葉として「多

様な界隈」が良いのではないか。 

（委員） 

「界隈性」という言葉からは、エリア的な狭さのほかに、人くささというか人口密度の高い印象を

もつ。豊島区内にはそうでもないところもある。界隈というのは地域のエリアだけを指すのか。 

（委員） 

ある一定の年代以上だと、「うちらへん」といった意味で使う言葉でもある。 

（委員） 

説明の部分を見てみると「緑豊かなぬくもりある」となっており、世田谷区のようなイメージであ

る。これでは界隈とは合わない。 

（後藤部会長） 

確かに「界隈性」という言葉からは密度の高い印象を受ける。都内でもこの言葉を使えるのは、下

町の雰囲気をもつ都市に限られるのではないか。 

事務局はいかがか。「きらめく」を「多様な界隈」と変更する案は受入れがたいのか。 

（委員） 

「界隈」が使いづらいなら「多様な地域の個性」でも良いかもしれない。 

（後藤部会長） 

豊島区では地域という言葉はたくさん使っているのか。 

（事務局） 
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使っている。 

（委員） 

どういう広さか。 

（事務局） 

いろいろある。区内を１２の地域に分けることもあれば、４つの地域に分けることもある。また、

町会といったレベルで使うこともある。 

界隈が狭いエリアを指すと感じている方にとっては、地域の方が受入れやすいかもしれない。 

（委員） 

「地域」だと普通すぎるだろうか。やはり少しは豊島区らしい特徴が出せるとよい。 

（委員） 

実際、下町では「界隈」という言葉は使わない。豊島区で「界隈」という言葉を使うと特徴的で良

いのではないか。 

（後藤部会長） 

窓口で「あなたはどのように、この界隈を解釈して設計デザインしましたか」と指導できるだろう

か。 

（委員） 

良さそうである。 

（後藤部会長） 

事務局いかがか。「多様な界わいの個性が響きあう都市」とすることは可能か。 

そうすると、まちの姿がイメージできるか。 

（委員） 

「多様な界わい」は窓口での指導に使える。ちゃんと歴史や文化に配慮しているのか、といった協

議ができる。 

（後藤部会長） 

では、ひとまず「多様な界わいの個性が響きあう都市」と仮置きしたい。 

（委員） 

リード文もあわせて修正して欲しい。目標に書かれていることが、広がりをもってイメージできる

ようにする。 

（事務局） 

「交響曲」という言葉で広がりを表現していたつもりであるが、使わないほうが良いということか。 

（委員） 

入っていてもよいが、よりよい文章となるように工夫して欲しい。 

（後藤部会長） 

「響きあう」のところに「共鳴、共振しあう」といった言葉を入れ、その結果として「心地よい交

響曲」といった構成がよいのではないか。 

（後藤部会長） 

「緑豊かなぬくもりある」については、緑豊かではない界隈性を持っている地域もあるだろうから、

「多様」という言葉を頭に補ってはどうか。 
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（委員） 

でもどこかには緑を入れておいて欲しい。 

（後藤部会長） 

次に、劇場都市について議論したい。 

（委員） 

事務局案では新しすぎる印象がある。 

（事務局） 

都市づくりビジョンの中にも、「池袋副都心の再生」という言葉があるため、新しく生まれ変わる

というニュアンスは込めても良いと思っている。緊急整備地域にも指定される予定であり、今後、ま

ちづくりが進むと考えられる。駅前のサンクンガーデンや東西デッキ、造幣局跡地などが予定されて

いる。旧庁舎跡地では公園も含めて、７つの劇場を計画している。 

もちろん人にもやさしい都市を目指し、案内表示も充実させる予定である。 

（委員） 

「新しい物語が始まる」が意味するところは、新庁舎整備につきるのではないか。 

（事務局） 

新庁舎というよりは、2020 年のオリンピック・パラリンピックで文化的な参加を目指しているた

め、国際アートカルチャー都市として、池袋のまち全体が劇場というものを計画している。 

（委員） 

もちろん、いろいろな新しい計画はあるだろうが、その起点は新庁舎だろう。説明文に入っていた

ほうが良い。 

（事務局） 

一番下に書いてある。 

（委員） 

もっと目立つように、一番上に書いた方が良いのではないか。 

（後藤部会長） 

池袋副都心の中で、残らず変化しないものは何があるのか。 

（事務局） 

東口ではグリーン大通りは変わらない。通過車両も規制して公共交通と歩行者が優先の通りにする

予定である。 

（委員） 

何年経つと変わらないもの、保存するものになるのか。雑司が谷が 300年経って保存すべきという

のはよいが、普通の建物は何年なのか。 

サンシャインが担ってきた賑わいの中心が新庁舎に移り、ビルが建築から 35 年たち、今後の開発

によりどう位置付けていくのか。 

（後藤部会長） 

都市計画の教科書的な古典では、ジェイコブスが「都市には古いものが無ければならない」と唱え

ている。 

（委員） 
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建築が文化財になるのは５０年である。 

（事務局） 

池袋は戦争で焼け、戦災復興で昭和 37 年ごろにできた街である。当時のままのものもあるが、そ

ろそろ建て替え時期を迎え、建て変わってきたものも多い。 

（委員） 

豊島公会堂は、ファサードぐらいは引き継いだほうが良い。大丸所有のビルでは、昔の建物の一部

を取り込んで新しい建物を造っている。 

（委員） 

リード文、説明文はいいと思うが、キャッチコピーがどうしても埋立地の印象である。「受け継ぎ」

といった言葉を入れてはどうか。 

（後藤部会長） 

「新しい」と「はじまる」の両方が入っているから、埋立地の印象なんだろう。 

区民は踊らされているだけの印象がある。 

（委員） 

区がわくわくしているのは伝わるが、箱物をつくる印象が強い。もっと気張らない言葉のほうが良

いのではないか。 

（後藤部会長） 

１０年たっても池袋の目標が「はじまる」でよいのか。 

（事務局） 

一人ひとりの物語であれば、「はじまる」は 10年後でも合うのではないか。 

（委員） 

新しい物語を「育む」としてはどうか。 

（委員） 

自分としては、別に「新しい物語が始まる」が 10年後経っても問題ないと思う。「一人ひとり」の

部分で人を意味しているのであれば、さらにハードの意味を込めれば「新しい」で問題ない。 

（委員） 

リード文では、グリーン大通りの緑をもっと主張したほうが良い。西口にも緑を増やして欲しいし、

緑との共生について言ったほうが良い。 

都心でありながらこれだけの緑があふれている都市の魅力を前面に出し、「人と自然の新しい関係

がはじまる劇場都市」としてはどうか。」 

（後藤部会長） 

劇場都市というと、ギリシャなどの都市を思い浮かべ、あまり緑がないイメージである。「みどり

につつまれた劇場都市」であればイメージできる。 

（委員） 

今の案であれば、都心の街の他都市への影響も良いのではないか。 

（委員） 

説明文の中で「みんなが主役になれる」といったニュアンスを入れてはどうか。劇場都市という言

葉は空間に偏った印象である。 
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事務局では「劇場都市」の言葉の使い方を確認した方がよい。「劇場都市論」を見ると、空間的な

ものとは関係ないはずだ。それを、ここで目標に使うのであれば、本当の意味を踏まえた上で、あえ

て使っていると説明できたほうが良い。 

「都市空間の劇場性」というと、また違った意味をもつ。結婚式場、サンクンガーデンのような、

空間の作り方の中で、役を演じているような作り方となる。 

（委員） 

池袋ではコスプレをして披露する催しがあると思うが、どこでやっているのか。 

（事務局） 

去年は駅前で開催した。またサンシャイン６０通りで開催したこともある。 

現在、グリーン大通りも含めて公共空間の使い方も検討している 

（委員） 

新しい使い方ができるまちづくりという視点も面白い。 

（委員） 

パリのカフェにいると、前をお洒落な人が歩いている。カフェからみんな人を眺めているらしい。

また、パリの鉄道では、向かいのホームに立つ人は、ポスターを背景に気取って立っている。役者に

見えるしかけがあり、劇場的空間と言える。 

（後藤部会長） 

今の意見をリード文、説明文に入れるということでよいか。 

まちを歩いている人も景観の重要な要素であるという考え方がある。ファッションや性別、年代、

服装など、まちにいる人によって、一気に景観は作られる。 

それらを眺める視点場がたくさんあると良い。どうやって人の流れを見せるか。 

（委員） 

「人が活き活き見える劇場都市」というキャッチにし、説明文に今、委員が言った内容を書いては

どうか。 

（後藤部会長） 

「劇場」という言葉に悪い捉え方をする人もいるが、豊島区では大丈夫か。 

（委員） 

多少、物議を醸し出すものの方が話題性があって良いのではないか。 

（後藤部会長） 

豊島区ならではのものとなって良いかもしれない。 

本日の結果をまとめ、第２３回アメニティ審議会で示して欲しい。 

 

以上 
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会議の結果 ・意見を踏まえて修正し、第 23回アメニティ審議会で示す。 

 

提出された資料

等 

【配布資料】 

資料７－１ 今後のスケジュールについて 
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資料７－３ 景観づくりの目標 
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