
豊島区景観計画 

素 案 

平成 27年 7月 

豊島区 

豊島区景観計画策定検討部会（第 7回）
資料７－４

平成 27月 7月 23日

変更後



目 次

第１章 豊島区景観計画の策定.......................................... 1

第１ 策定の背景・目的 ............................................. 1

第２ 豊島区で育まれてきたアメニティ ................................ 2 

第３ 景観計画の位置づけと役割 ...................................... 3 

第４ 景観計画の対象区域 ........................................... 5 

第５ 見直しの考え方  .．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 

第６ 景観計画の構成 ............................................... 6

第２章 豊島区の景観特性 ............................................. 8

第１ 豊島区の形成 ................................................. 9

第２ 地形・自然、歴史・文化、まち・界隈 ........................... 12 

第３ 人々が織りなす魅力 .......................................... 21 

第３章 景観づくりの目標及び基本方針 ................................. 23

第１ 景観づくりの目標 ............................................ 23 

第２ 景観づくりの基本的方針 ....................................... 26 

第４章 池袋副都心における景観づくり方針 ............................. 34 

第１ 池袋副都心の都市づくり ....................................... 34 

第２ 景観づくり方針の構成......................................... 34 

第３ 池袋副都心の範囲 ............................................ 34 

第４ 池袋副都心の景観づくり目標 ................................... 35 

第５ 池袋副都心の景観づくり方針 ................................... 35 

第５章 地域別景観まちづくり方針 .......................................  

第１ 地域別方針のねらい ............................................  

第２ 地域の区分について ............................................  

第３ 地域別景観まちづくり方針 .......................................  

１．駒込地域 ......................................................  

２．巣鴨・西巣鴨地域 ..............................................  

３．大塚地域 ......................................................  

４．池袋本町・上池袋地域...........................................  

５．池袋東地域 ....................................................  

６．池袋西地域 ....................................................  

７．雑司が谷地域 ..................................................  

８．高田地域 ......................................................  

９．目白地域 ......................................................  

10．高松町・千川地域 ..............................................  

11．長崎・千早地域 ................................................  

12．南長崎地域 ....................................................  

方
針
編



第６章 景観形成の基準 ................................................ 

第１ 景観形成の考え方 .............................................. 

第２ 景観計画区域の区分 ............................................ 

第３ 届出制度等の運用 .............................................. 

第４ 景観形成基準 ..................................................  

第７章 屋外広告物の表示等の制限 ....................................... 

第１ 事前協議 ...................................................... 

第２ 屋外広告物の表示等にあたっての基本的な考え方 .................... 

第３ 制限に関する事項 .............................................. 

第８章 景観的に重要な建造物、樹木、公共施設等 ......................... 

第１ 景観資源の保全・活用に向けた基本的な考え方...................... 

第２ 公共施設の景観づくりに関する考え方 .............................  

第３ 景観法に基づく制度の活用 .......................................  

第９章 景観形成の推進方策 ............................................ 

第１ 景観形成の取り組み体制 ......................................... 

第２ 区民等と共に進める景観形成 ..................................... 

基
準
編

推
進
編



豊島区景観計画 1 

第１章 豊島区景観計画の策定 

第１ 策定の背景・目的 

豊島区（以下、「区」という。）では、平成５（1993）年３月に全国の自治体に先

駆けて「豊島区アメニティ形成条例」を制定し、人々の生活に密着した環境と空間の

質を高めるため、美しい街並み、都市の自然や生態系、文化や歴史など地域の中で育

まれてきた個性を重視した都市空間づくりに取り組んできました。 

その後、国においても平成 16（2004）年に景観法を制定し、地域特性に応じた良好

な景観形成を促進する体制を整備しました。また、上位計画については、東京都が平

成 19年（2007）年３月に景観法に基づく「東京都景観計画」、区では平成 27（2015）

年３月に都市計画に関する基本的な方針である「豊島区都市づくりビジョン」（以下、

「都市づくりビジョン」という。）を策定し、都市の価値を高める魅力ある景観を創

出するための方針を示しました。 

また、区内の各地域で新たな都市づくりが動き始めています。池袋副都心では、豊

島区役所本庁舎（以下「豊島区本庁舎」という）が完成し、庁舎跡地の活用が具体化

するとともに、池袋駅を中心とした新たな都市づくりが進んでいます。さらに、区内

面積の約４割にも及ぶ木造住宅密集地域では、東京都の「木密地域不燃化10年プロジ

ェクト」により特定整備路線に指定された都市計画道路の整備と密に連携した沿道ま

ちづくりなど、都市の姿が大きく変わろうとしています。 

そして、国内外に魅力を発信できる数多くの地域資源を抱えています。江戸時代の

園芸文化、池袋モンパルナス、そしてマンガ・アニメをはじめとするサブカルチャー

などとともに、日本ユネスコ協会連盟の「プロジェクト未来遺産」に登録された雑司

が谷での地域活動が示すように、歴史を大切に受け継ぎ、発展させながら新しい文化

を生み出してきた土壌があります。 

これまでのアメニティ形成の取り組みを受け継ぎながら、景観づくりを取り巻く環

境の変化や地域の特性を最大限に生かし、心地良い都市空間を創出するため「豊島区

景観計画」（以下、「景観計画」という。）を策定し、次世代が誇れる文化と魅力を備

えた都市を創造していきます。 
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第２ 豊島区で育まれてきたアメニティ 

１ アメニティ形成のはじまり 

区では、平成2（1990）年に「豊島区地区別整備方針」を策定し、その中でアメニ

ティを『人々の生活に密着した環境と空間の質の面を重視した、潤い、住み心地、に

ぎわいなどの言葉に象徴される概念』としています。 

  特に、歩行者・生活者の視点から戸外空間の快適性を確保するためには、潤いある

みどりや街並みなどの物質的な要素だけではなく、寺社の祭、野外彫刻展、コミュニ

ティ活動など住み心地の良さやにぎわいなどの要素も必要となります。 

２ アメニティ施策の展開 

  このアメニティの考え方に基づき、区は「季節や歴史が感じられる街」、「誰もが安

心して過ごせる街」、「にぎわいと魅力あふれる街」をめざして、日常的に利用される

公共施設を開放的・個性的なものにする「施設アメニティ」、人々が出会い集まる場

所を魅力的な空間とする「街角アメニティ」、アメニティの資源を道路でつなぎ、沿

道も含めて安全なものとする「道筋アメニティ」、高齢者や障害者、子ども、妊娠し

ている人など誰もが安心して快適に過ごせる「福祉アメニティ」を施策の柱に位置づ

けました。 

また、歴史的建造物や特徴ある街並みを保全する地区、道路整備に伴い新たな街並

みが形成される地区を「特別推進地区」として位置づけ、地区ごとにガイドランを作

成し、重点的にアメニティ形成に取り組んできました。これまでに、池袋地区、染井

地区、雑司が谷地区、補助172号線沿道地区でガイドランを作成しました。 

３ 景観計画に受け継いでいくアメニティ 

 こうした取り組みを踏まえつつ、快適性や心地良さなどとともに、一人ひとりがアメ

ニティを感じるためには、その人を取り巻く環境である「地形・自然」、「歴史・文化」、

「まち・界隈」の質が大きく影響すると考えます。 

 この環境の質を高めていくことは、「快適」はもとより、「愛着」、「誇り」など人々の

心の豊かさを育みます。そして、豊かな心のもとで人々は様々に活動し、都市の活力が

維持・創出されていきます。 

 景観計画では、豊島区の考えるアメニティを受け継ぎながら、人と文化が彩る個性あ

る景観づくりを進めていきます。 

■豊島区が考える「アメニティ」の概念図 
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第３ 景観計画の位置づけと役割 

１ 位置づけ 

景観計画は、景観法第８条に基づき、景観計画区域、良好な景観のための行為の 

制限に関する事項、良好な形成に関する方針等を定める計画です。区は、平成 27

（2015）年 10月に景観行政団体となりました。 

 また、「東京都景観計画」を引き継ぐとともに、上位計画である都市づくりビジ

ョンの中で示した「都市づくりビジョンの8つの都市づくり方針を具体化する基本

計画」として、「個性ある美しい都市空間の形成」の都市づくり方針を実現してい

きます。 

【景観計画の位置づけ図】 

２ 役割  

○個性ある景観づくりに向けて、地域特性を生かしたきめ細やかな景観施策を展開

する体制を強化します。 

○産業、文化、観光、みどり、住環境など景観づくりと密接に関わる行政分野と

の連携を推進します。 

○多様な主体と景観づくりの目標を共有し、協働による快適な都市空間づくりを進

めます。 

景観法 豊島区基本構想 

東京都景観計画 豊島区景観計画 

分野別計画 

都市づくりビジョン

で示した 

都市づくり方針 

を具体化する計画 
東京都 

連携 

連携 

適合

適合

適合 

適合

適合

都市計画区域の

整備開発及び 

保全の方針 

豊島区都市づくりビジョン

《都市計画に関する基本的な方針》
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【参考】豊島区の将来像「豊島区都市づくりビジョン」（平成 27年 3月策定）より 

 ◆基本理念 

 ◆３つの目標 

 ◆8つの柱 

 （都市づくり方針）

 ◆都市づくり方針５「個性ある美しい都市空間の形成」 

１ 骨格となる景観の形成 

２ 地域特性を生かした魅力ある景観の形成 

３ 個性ある景観形成に向けた仕組みづくりの推進
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第４ 景観計画の対象区域（景観法第８条第２項第１号関係） 

  景観計画の対象範囲は区全域とし、景観法第８条第２項第１号に規定する景観計画

区域とします。 

第５ 見直しの考え方 

関係法令の改正や上位計画の改定、都市づくりの進捗状況、地域での意識の高まり

など景観づくりを取り巻く環境の変化に的確に対応するため、景観計画の内容を充実

させるとともに、概ね5年ごとに見直します。 
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第６ 景観計画の構成 

景観計画は、方針編、基準編、推進編の 3編構成とします。 

第１ 策定の背景・目的 

第２ 豊島区で育まれてきたアメニティ 

第３ 景観計画の位置づけと役割 

第４ 景観計画の対象区域 

第5 見直しの考え方 

第６ 景観計画の構成 

第１章 豊島区景観計画の策定 

第１ 豊島区の形成 

○市街地のの変遷 

○江戸時代⇒明治時代⇒大正・戦前⇒戦後・高度成長期⇒現在 

第２ 地形・自然、歴史・文化、まち・界隈 

○地形・自然／歴史・文化／まち・界隈 の３つの観点からみた特性 

第３ 人々が織りなす魅力 

○地域の魅力づくり／観光・交流／祭り・イベント 

第２章 豊島区の景観特性 

第１ 景観づくりの目標 
きらめく個性が響きあう都市 

第２ 景観づくり基本方針 

○景観づくりの視点／景観づくりの基本方針 の２つの観点から記述 

１ 骨格となる景観を形成する 

２ ゆとりと潤いを創出する 

３ 歴史を受け継ぎ、新たな文化を創造する 
４ 人々の生活を支えるまちづくりを推進する 

５ 個性ある街並みを創出し、楽しめる仕組みを構築する 

第３章 景観づくりの目標及び基本方針 

方針編 

○区内1２地域における景観まちづくり方針 

○まちの特徴／景観まちづくりの視点／景観まちづくり方針 の３つの観点から

記述 

第５章 地域別景観まちづくり方針 

第１ 池袋副都心の都市づくり 

第２ 景観づくりの目標方針の構成 

第３ 池袋副都心の範囲 

第4 池袋副都心の景観づくり目標 【新しい物語がはじまる劇場都市】 

第5 池袋副都心の景観づくり方針 

第４章 池袋副都心における景観づくり方針 
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１．事前協議 

２．屋外広告物の表示等にあたっての基本的な考え方 

３．制限に関する事項 

１．景観形成の考え方 

２．景観計画区域の区分 

３．届出制度等の運用 

４．景観形成基準（色彩基準含む） 

 ○景観形成特別地区   ○一般地域 

第６章 景観形成の基準 

＜届出対象行為と記載する基準の項目＞ 
①建築物：配置／高さ・規模／形態・意匠・色彩／公開空地・外構・緑化等 
②工作物：配置／高さ・規模／形態・意匠・色彩／外構・緑化等 
③開発行為：土地利用／造成 

第７章 屋外広告物の表示等の制限 

１．景観資源の保全・活用に向けた基本的な考え方 
○「（仮称）としま景観100選」や「（仮称）豊島区景観資源への指定」等を通じ

た、景観資源の掘り起こしと、区民への周知、区民共通の財産としての認識を高

めるための取り組みについて記述 

○特に景観形成上、重要な資源（景観重要建造物、景観重要樹木、景観重要公共施

設）の活用について記述 

２．公共施設の景観づくりに関する考え方 

３．景観法に基づく制度の活用 

〇景観重要建造物、景観重要樹木、景観重要公共施設の指定にあたっての方針

や、指定が想定される景観資源の例示など 
〇景観重要公共施設の整備に関する事項について 

第８章 景観的に重要な建造物、樹木、公共施設等 

第９章 景観づくりの実現に向けて 

１．景観形成の取り組み体制 

〇区民・事業者及び区の役割、景観審議会、景観アドバイザーの設置、庁内体制の

整備、関連施策・事業との連携など、区の推進体制について 

２．区民等と共に進める景観形成 

〇「（仮称）豊島景観 100 選」の実施、「（仮称）豊島区景観資源」の指定と情報
発信、景観教育の推進など、景観まちづくり普及について 

〇まちづくり組織、景観協定・「（仮称）景観まちづくり協定」など、景観まちづく

り活動の支援・促進について 

〇景観地区等の活用、景観形成特別地区の拡充など、景観形成手法の活用について

②一般地域 

①景観形成特別地区 
〇景観計画区域 ⇒ 豊島区全域 

推進編 

基準編 
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第２章 豊島区の景観特性 

現在の街並みが形成される基礎となっている「まちの成り立ち」や景観の主要素で

ある「地形・自然」、「歴史・文化」、「まち・界隈」に「人々が織りなす魅力」の

視点を加えた豊島区の景観特性を示します。

景観の３つの主要素 

まちの成り立ち 

○江戸時代 

○明治時代 

○大正時代～戦前 

○戦後～高度成長期 

○現在 

人々が織りなす魅力

○地域の魅力づくり 

○観光、交流 

○祭、イベント 

○池袋副都心 

○商店街 

○鉄軌道沿道 

○幹線道路沿道 

○住宅地 

まち・界隈

○地形 

○みどり 

○水辺 

地形・自然 歴史・文化 

○園芸文化 

○史跡、文化財 

○文化、芸術 
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第１ 豊島区の形成 

（１）豊島区の誕生 

江戸時代、現在の豊島区付近一帯は武蔵国豊島郡に位置し、上駒込村、巣鴨村、

雑司ヶ谷村、下高田村、長崎村、新田堀ノ内村、池袋村の七カ村で構成されていま

した。 

 明治時代以降、豊島郡の北部が東京府北豊島郡とされ、巣鴨町、西巣鴨町、高田

町、長崎町となりました。その後、昭和７（1932）年10 月1日にこの４町が合併し、

現在の豊島区が形成されます。 

出典：豊島郡の村絵図（豊島区・平成 22年10月） 

■江戸時代の村域と近代以降の町域 
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（２）市街地の変遷 

江戸時代 ①
江
戸
時
代

○区域の多くは農村地帯であったが、

街道沿いや寺社の門前には町場が

形成されていった。 

○「ソメイヨシノ」発祥の地である染

井には多くの植木屋が集まり、雑司

が谷鬼子母神は門前町として多く

の参詣人でにぎわった。 

○路面電車開通や私鉄開業

など鉄道網の発達、幹線

道路網の整備により、急

激に市街化が進行した。 

○池袋駅を中心に人口の過

密化が進行し、区域西部

では耕地整理事業による

碁盤目状の道路網のもと

で宅地化が進んでいっ

た。 

○若き芸術家たちが集う池

袋モンパルナス（アトリ

エ村）がつくられ、立教

大学の移転、自由学園が

創設された。 

明治時代 
○まちの発展の基礎とな

った現山手線の鉄道駅

が開業した。 

○鉄道駅を中心に市街地

が形成されていった。 

昭和12年 

②
明
治
時
代

③
大
正
時
代

戦
前

出典：豊島郡の村絵図（豊島区・平成 22年10月）

浮世絵などに差し替えます 
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第二次世界大戦（城北大空襲）

○焼け野原から、戦災復興、高度成長を経て、現在の街並みの基礎がつくられた。 

○池袋駅、大塚駅、巣鴨駅、駒込駅周辺では、戦災復興土地区画整理事業等により都

市基盤が整備され、商業地としての利用が進んできた。 

○戦災復興事業が行なわれなかった地域では、戦前の都市基盤のもとで建て替えが進

み、木造住宅が密集した市街地が形成されてきた。 

○戦火を免れた長崎、千早、要町、高松では、耕地整理事業で整備された基盤のもと

で、住宅地としての街並みがつくられてきた。 

昭和32年 

現在 

④
戦
後
～
高
度
成
長
期

⑤
現
在

出典：豊島区の街づくり 統計図説 2013（豊島区・平成 25年 3月）

○高度成長期以降、昭和 53 年のサンシャインシティの開業や平成２年の東京芸術劇場

の開館など、池袋副都心は急速に発展、その他の鉄道駅周辺では事務所や店舗、マン

ション等の立地が進み、幹線道路沿道でも中高層ビルやマンションが増加した。 

○平成20年の東京メトロ副都心線の開通、平成25年の東急東横線・みなとみらい線と

の相互運転開始により池袋副都心へのアクセスが向上し、豊島区役所本庁舎の完成、

庁舎跡地活用の具体化など新たな都市づくりが動き始めている。 
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第２ 地形・自然、歴史・文化、まち・界隈 

１ 地形・自然 

（１）地形 

○豊島区は、北を荒川、南を多摩川に挟まれた武蔵野台地の東端に位置し、神田川、

谷戸川（谷田川）、弦巻川、谷端川などの流れによって削られた台地と複雑な谷

が織りなす変化のある地形です。 

○特に、神田川周辺や現在では暗渠となっている谷戸川周辺は、坂道が多く、地形

の豊かな表情を感じることができます。 

（２）みどり 

○区内では大規模なみどりは少なく、染井霊園、雑司ヶ谷霊園、学習院、立教大学は

貴重なまとまりのあるみどりです。 

○池袋駅、大塚駅及び巣鴨駅周辺では緑被分布が少なく、住宅地では小規模な緑被が

分布しています。こうした中でも、池袋駅東口のグリーン大通りや西口の劇場通り

は風格ある並木道が形成されています。 

○駒込や巣鴨、雑司が谷地域では、江戸時代から続く寺社のみどりが残され、現在で

も人々に親しまれています。 

○門と蔵のある広場や池袋本町電車の見える公園、長崎スポーツ公園など、地域の特

性を生かした個性ある公園が整備されています。 

○サクラ、バラ、ウメ、アジサイ、フジ、ツバキなど季節の花々がまちに彩りを添え、

■標高等高線図 

出典：豊島区の街づくり 統計図説 2013（豊島区・平成 25年 3月） 
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染井霊園や神田川の面影橋、法明寺などは桜の名所となっています。 

■豊島区の花の名所 

■緑被分布図 

学習院のまとまったみどり 

※「みどり」とは、樹木や緑地のほか、公園・広場等のオープンスペース、季節の

花などを指します。

出典：花めぐりＭＡＰ（豊島区・平成 17 年 5 月） 

出典年次が古いので、新しい

ものに差し替える 
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（３）水辺 

○区内で水面を見られるのは新宿区との境を流れる神田川のみであり、谷端川、弦巻川、

谷戸川（谷田川）、千川上水などの河川や用水路は暗渠となっています。 

○暗渠となった河川・用水路においても、「谷端川緑道」や「千川親水公園」など緑道 

や公園として一部が整備されています。 

○「霜降橋」のように、かつての橋の名称が交差点名に付けられるなど、現在もその名 

 残が息づいています。 

■豊島区を流れる河川・水路 

出典：豊島区の街づくり 統計図説 2013（豊島区・平成 25年 3月） 

をもとに作成

※「みず」とは、水が流れる河川のほか、暗渠となっている河川や用水路を指しま

す。
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２ 歴史・文化 

（１）江戸の園芸文化 

○江戸時代、駒込地域はソメイヨシノやツツジを生み出した園芸文化が花開き、世界

でも屈指の規模を誇る園芸都市でした。 

○万延元年（1860 年）に来日したイギリスの植物学者ロバート・フォーチュンは、駒込

村染井之植木屋の様子を「著書「江戸と北京」の中で、村全体が多くの果樹園で網

羅され、それらを結ぶ一直線の道が１マイル（約1.6ｋｍ）以上も続く。私は世界の

どこへ行ってもこれほど大規模な売物の植物を栽培しているのを見たことがない。」

と記しています。 

（２）史跡・文化財 

○染井霊園と雑司ケ谷霊園は、故人を偲ぶ静謐で品格ある空間としての機能を保ち 

ながら、自然資源を生かした安らぎと潤い、さらに霊園の歴史的資源に触れるこ

とができる場所となっています。 

  ○高岩寺（とげぬき地蔵）や鬼子母神など、それぞれの地域の歴史や伝統を現在に 

伝える寺社や史跡があります。 

○江戸時代から市街地は大きく変化していますが、旧街道の中山道や鎌倉街道などは

現在でも生活道路や幹線道路として残っています。 

○区内には大学や専門学校が数多く立地していますが、特に立教大学は東京都選定歴

史的建造物である本館（モリス館）や立教学院諸聖徒礼拝堂など、学習院には国登

■染井之植木屋（絵本江戸桜） 

■駒込・巣鴨の園芸地図（江戸～明治期） 

出典：豊島区の街づくり 統計図説 2013 

（豊島区・平成 25年3月） 
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録有形文化財に指定されている正門や北別館、東別館などがあります。 

○アメリカ人建築家フランク・ロイド・ライトが設計した自由学園明日館（国重要文

化財）や、宣教師マッケーレブが建てた雑司が谷旧宣教師館などの貴重な西洋建築

物が保存されています。 

（３）文化、芸術 

○昭和初期、西池袋地域から長崎地域にかけてアトリエのある借家が立ち並んでいた

ことから、詩人の小熊秀雄はパリのモンパルナスにちなんで「池袋モンパルナス」

と名付けました。 

○昭和30年代、若き日の手塚治虫、石ノ森章太郎、赤塚不二乎雄などが創作活動に勤

しみ、日本のマンガ文化の出発点となった「トキワ荘」がかつて存在し、現在でも

「紫雲荘」が残っています。 

○明治 40（1907）年に創立された東京音楽大学をはじめとして、区内には６つの大学

のキャンパスがあります。 

○池袋駅と大塚駅周辺を中心として、劇場や演劇スタジオが数多く点在するとともに、

多くの俳優を輩出した舞台芸術学院や著名な劇団もあり、演劇のまちとなっていま

す。 

■豊島区の史跡・文化財の分布 

出典：新版 豊島区史跡めぐり 

（豊島区・平成 22 年 3月）

歴史的建造物（自由学園明日館）
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○様々な文化的資源が戦災や急激な都市化などによって失われていく中で、その記憶

はモニュメントやギャラリーなどとして残されています。 

■文化資源の分布状況 

※豊島区 10年間（2002年以降）に創出された文化資源の分布状況 

※創出とは、資源の再発見、再活用、施設の開設、イベント等の開始

（予定含む） 
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３ まち・界隈 

（１）にぎわい 

  ①池袋副都心 

○東京芸術劇場、（仮称）豊島区新ホール、豊島区立舞台芸術交流センター（以下、「あ

うるすぽっと」という。）、豊島区本庁舎をはじめとする文化芸術施設が集積してい

ます。 

○グリーン大通りでは、オープンカフェの社会実験が実施されて、みどりの木陰で憩

い、マルシェで新鮮な野菜などを買い求める人などによりにぎわいある風景が生ま

れています 

○商業施設や文化芸術施設などを結ぶ主要な通りは、ショッピングや遊びなどで訪れ

る人々でにぎわっています。 

○サンシャイン６０通りやアニメショップが並ぶ乙女ロードなど、新たな文化を発信

するエネルギーにあふれた人々が集い、楽しむ姿が池袋副都心の表情となっていま

す。 

②商店街 

○区内には 94の商店街があり、地域コミュニテイに密着した商業やサービスを提供し

ています。 

○鉄道駅周辺の商店街は、区内外から人々が訪れ、地域の人々が活発に交流する拠点

となっています。 

○巣鴨地蔵通り商店街では、全国から多くの人々がとげぬき地蔵（高岩寺）や江戸六

地蔵（眞性寺）などを訪れ、にぎわう風景が文化庁による「採掘・製造、流通・往

来及び居住に関連する文化的景観」の重要地域に指定されました。 

池袋駅東口 
劇場通りのみどり

■池袋副都心 
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（２）鉄軌道及び幹線道路沿道 

  ①鉄軌道沿道 

○地上部を走る鉄道は、ＪＲ線、東武東上線、西武池袋線があり、池袋大橋から複数

の電車が行き交う眺めは特徴的です。 

○次々と都電が廃止となる中、都内で唯一「三ノ輪～早稲田」間を走る都電荒川線が

残り、現在では貴重な風景となっています。 

②幹線道路沿道 

○都市の骨格を形成する幹線道路沿道は、商業・業務機能とマンションなどが立地し

た複合的なにぎわいを生み出しています。 

○幅員が広い山手通りや要町通りなどでは、豊かな街路樹とゆとりある歩行者空間が

形成されています。 

■商店街を中心とする界隈 

にぎわいと活気ある 

巣鴨地蔵通り商店街の景観 

快適な歩行者空間を有する

要町通りの景観 

■商店街の分布状況 

■道路の整備方針 都市づくりビジョンの方針図に変

更します。 

出典：豊島区商店街分布図・平成26 年 1 月現在 
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（３）住宅地 

○池袋副都心周辺は、都市生活を楽しめる多様な都市機能が集積し、利便性が高い都

心居住を支える居住機能が充実しています。 

○駒込や巣鴨、雑司が谷地域では、江戸時代からの歴史や文化が感じられる趣と親し

みのある街並みとなっています。 

○目白や長崎、千早地域を中心に広がる低層住宅地は、みどりの潤いと落ち着きある

街並みが広がっています。 

○区の西部地域を中心にして、大正時代から昭和初期にかけて耕地整理が実施されま

したが、急速な都市化に伴い長崎、南長崎地域などでは密集市街地が形成されてい

きます。 

○区内面積の約４割にも及ぶ木造住宅密集地域では、東京都の「木密地域不燃化 10年

プロジェクト」による特定整備路線の整備と密に連携した沿道まちづくり、不燃化

特区制度を活用した防災まちづくりが進められています。 

■住宅地の街並み 

中低層の住宅からなる街並み 

■新たなまちづくりの動き 

まちづくりの図を時点修正します。 
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第３ 人々が織りなす魅力 

１ 地域の魅力づくり 

○池袋駅西口では、地域の団体や大学生などが協働して緑化活動が実施され、都市の

イメージを高める取組が進められています。 

○都電沿いのバラによる緑化活動や南長崎はらっぱ公園の運営など、各地域において

魅力を高める活動が展開されています。 

○日本ユネスコ協会連盟の「プロジェクト未来遺産」に登録された雑司が谷での地域

活動が示すように、歴史や文化を大切に受け継ぎ、発展させてきた土壌があります。 

○豊島区は平成 24 年 11 月に「セーフコミュニティ(※)」の国際認証を取得し、国際

的な都市としての価値を高め、地域のコミュニティや人のつながりを広げながら、

生活の安全と健康の質を高めていくまちづくりを推進しています。 

■地域の魅力づくりの活動状況 

※「豊島・美しい街並みづくり大賞」は、美しい街並みの維持や形成に貢献している建築
物・工作物または緑化等の所有者、事業者及びまちづくりの活動団体を対象とした奨励
賞です。ここでは、平成 19年度から24年度まで計 6回実施した成果を、街並みづくり
に係る活動例として示します。 
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２ 観光・交流 

○区内の観光案内や情報発信の中心である観光情報センターをはじめとして、「雑司

が谷案内処」や「トキワ荘通りお休み処」が設けられています。 

○観光マップや散策マップなどが作成され、地域の魅力を発信し、楽しめる仕掛けづ

くりに取り組んでいます。 

○明治時代以降、神田川付近は友禅のまちとして知られ、現在も友禅の伝統工芸士は

長崎や高田界隈に多く、その他銀器、兆金、籘工芸の伝統工芸士が匠の技を今に伝

えるとともに、豊島区伝統工芸展や伝統工芸教室が開催されています。 

３ 祭・イベント 

○現在でも、地域の中で長崎獅子舞や冨士元囃子をはじめとする民俗芸能が息づき、

人々に親しまれています。 

○巣鴨高岩寺の節分会や鬼子母神の御会式のように、地域の伝統を大切に受け継ぎな

がら今に伝えられる行事があります。 

○国際的な演劇祭であるフェスティバル/トーキョー、ふくろ祭や東京よさこい、東京

大塚阿波おどりなど、人々の熱気があふれる祭やイベントが開催されています。 

■祭り・イベントの実施状況 

「としま政策データブック 2013-区内のお祭り・イベント一覧」より作成

■観光パンフレット 

長崎獅子舞 

東京大塚阿波おどり 
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第３章 景観づくりの目標及び基本方針 

第２章で示した豊島区の景観特性を踏まえながら、都市づくりビジョンで掲げた都

市づくりの基本理念である「次世代が誇れる文化と魅力を備えた都市の創造」を実現

する景観づくりの目標及び基本方針を示します。 

第１ 景観づくりの目標 

○多文化が共生し、にぎわう池袋副都心と日常生活の中に歴史が息づき、落ち着いた

街並みが残る地域など、それぞれの個性を大切にしながら、全体として調和する色

彩豊かなモザイク都市の魅力を高めていきます。 

○染井霊園や雑司ケ谷霊園、神田川など地域の資産となるみどりとともに、そこで育

まれてきた文化を守りながら、ゆとりと潤いが感じられる都市空間を形成します。

○江戸の園芸文化、池袋モンパルナス、歴史的な建築物、マンガ・アニメをはじめと

するサブカルチャーなど、多彩な文化を育んできた魅力を生かして、「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。 

きらめく個性が響きあう都市 

みどり豊かな温もりある界わい性が響き合い、心地良い交響曲となって

広がり、豊島区の魅力を高める快適な景観を創出します。 
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豊
島
区
の
景
観
特
性
を
生
か
し
た
、
目
標
の
実
現
に
向
け
て
の
取
り
組
み
方
針

＜景観特性、景観づくりの目標、景観づくり基本方針との関係＞ 

まちの 

成り立ち 

まち 

・界隈

地形 

・自然 

歴史 

・文化 

人々が 

織りなす 

魅力 

３

つ

の

主

要

素 

景観特性

○鉄道網の発展に伴う市街地の拡大 ○明治時代 

○街道沿いや寺社の門前での町場の形成 ○江戸時代 

○池袋駅周辺などでの戦災復興、密集市街地の形成、耕地整理事
業地での住宅地の形成 ○戦後～高度成長期 

○池袋駅を中心とした人口の過密化、区域西部での耕地整理事業○大正時代～戦前 

○「アメニティ形成条例」を踏まえた快適な都市空間づくり 
○池袋副都心を中心とした新しい区の顔となるまちづくり ○現在 

○台地の緩やかな地形 
○河川により刻まれた谷状の地形 

○地形 

○神田川の流れ 
○暗渠河川の川筋の流れ 

○水辺 

○まとまった緑地 
○区民に親しまれている寺社のみどり 

○みどり 

○旧街道、雑司ケ谷霊園・染井霊園、大学、自由学園明日館 ○史跡、文化財 

○ソメイヨシノ発祥の地としての歴史 ○園芸文化 

○文化、芸術 ○「池袋モンパルナス」、トキワ荘、区内６大学 

○鉄軌道沿道 ○ＪＲ線、東武東上線、西武池袋線、都電荒川線 

○住宅地 
○みどりの潤いが広がる低層住宅地 
○利便性の高い都心居住 

○商店街 

○景観まちづくりの模範となるような地域活動 ○地域の魅力づくり 

○「雑司が谷案内処」、「トキワ荘通りお休み処」などの 
観光案内・情報発信の拠点 

○観光、交流 

○四季を通した祭や行事、イベントによるにぎわい ○祭、イベント 

○日常生活の中心となる商店街 

○池袋副都心 ○東京の魅力を担う池袋副都心 

○幹線道路沿道 ○幹線道路沿いのみどり豊かな街並み 
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き
ら
め
く
個
性
が
響
き
あ
う
都
市

＜目標＞

景観づくり基本方針 

（全体方針）

○地形の表情を大切に

する 

○みどりの回廊を創出

する 

○水辺を感じる 

２ ゆとりと潤い 

を創出する 

地域別 

方針

１２

地 

域

副都心の

方針

新
し
い
物
語
が
は
じ
ま
る
劇
場
都
市

＜目標＞

○歴史と伝統を受け継

ぐ 

○花と祭で四季を感じ

る 

○新たな文化とにぎわ

いを創造する 

○日常生活を映し出す 

３ 歴史を受け継 

ぎ、新たな文化 

を創造する 

５ 個性ある街並 

みを創出し、 

楽しめる仕組み 

を構築する 

○景観まちづくりを促

進する制度をつくる 

○魅力的な都市空間づ

くりを促進する 

○人々の回遊性を高め

る 

○鉄軌道と道路を生か

す 

○ゆとりある住宅地を

受け継ぐ 

○まちづくりと連携し

た景観を形成する 

４ 人々の生活を

支えるまちづ

くりを推進す

る 

○鉄道駅周辺を中心と

した拠点 

○みどりの拠点 

○都市骨格軸 

○神田川 

○ゾーン（土地利用） 

１ 骨格となる 

   景観を形成 

   する 
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第２ 景観づくりの基本方針（景観法第８条第３項関係） 

１ 骨格となる景観を形成する 

（１）景観づくりの視点 

 ○都市づくりビジョンで示した都市構造に基づき、「拠点」、「軸」、「面・ゾーン」での

骨格となる景観づくりが必要です。 

（２）景観づくりの基本方針 

①鉄道駅周辺を中心とした拠点 

○池袋駅及び東池袋駅周辺は、相互に連携しながら池袋副都心を形成する核として、 

首都機能の一翼を担う多様な都市機能が集積により、国内外の人々から選ばれる 

風格を備えた空間づくりを進めます。 

  ○駒込駅、巣鴨駅、大塚駅、目白駅周辺は、多様な都市機能が集積し、区内外から人々 

が訪れる交流拠点として、個性ある景観づくりに取り組みます。 

  ○私鉄及び地下鉄駅周辺は、日常生活を支える都市機能が集積し、地域の人々でにぎ 

わう街並みを形成します。 

②みどりの拠点 

  ○みどりの拠点である雑司ケ谷霊園、染井霊園、学習院大学、立教大学は、自然や歴

史的資源を生かした景観形成とともに、良好な地域コミュニティを醸成する空間づ

くりを進めます。 

③都市骨格軸 

  ○都市の骨格を形成する幹線道路は、道路ネットワークの形成にとどまらず、みどり、

環境、にぎわいなど様々な機能を担う都市骨格軸に相応しい景観づくりに取り組み

ます。 

④神田川 

  ○景観構造の主要な骨格となる神田川では、東京都景観計画で示された神田川景観基

本軸を引き継ぎ、魅力ある景観づくりに取り組みます。 

⑤ゾーン 

  ○都市活力創出ゾーンでは、多様な都市機能が集積し、利便性が高く、職住が近接す

る魅力と歴史・文化を生かした個性ある景観づくり進めます。 

  ○このうち、池袋副都心再生ゾーンでは、首都機能の一翼を担うエリアに相応しい景

観を創出します。 

  ○都市環境保全ゾーンでは、みどりの潤いが広がる低層住宅地などを生かした街並み

を形成します。 
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■豊島区都市づくりビジョンで示された都市構造図 

２ ゆとりと潤いを創出する 

（１）景観づくりの視点 

○起伏に富んだ地形や区内で唯一残る河川である神田川など、地形や自然を生かした

景観づくりが必要です。 

○染井霊園、雑司ヶ谷霊園、学習院、立教大学などのまとまったみどりを生かしなが

ら、ゆとりと潤いを創出する景観づくりが必要です。 

（２）景観づくりの基本方針 

①地形の表情を大切にする 

○斜面や坂をはじめとする地形をできる限り残しながら、建築物等のデザインに生か

した景観づくりを促進します。 

○河川・水路の暗渠部では、かつての緩やかな川の流れを感じられる道路や緑道、散

策路等の整備とともに、こうした空間に建築物が顔を向けた街並みの誘導などを進

めます。 

○古くから生活とともにあった坂や現在も交差点に残るかつての橋名など、地域で親

しまれてきた名称とその由来を記憶に刻み、歴史の趣を感じられる街並みを形成し

ます。 
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②みどりの回廊を創出する 

○国の特別名勝である六義園は、江戸時代に作庭された大名庭園として優れた庭園風

景を提供していることから、庭園内部とその背景を含めた眺望を保全し、歴史的・

文化的な景観を継承していきます。 

○みどりの拠点である染井霊園、雑司ヶ谷霊園、学習院、立教大学は、関係機関など

と連携して維持・保全を図りながら、みどりの潤いや歴史的資源を生かした景観を

形成します。 

○みどりの拠点の外周部は、垣や柵などによる開放的な街並みを形成するとともに、

周辺地区では道路や公園・広場、民有地においてアイストップとなる緑化を進めま

す。 

○みどりの骨格軸である放射 26号線、補助 77号線（グリーン大通り）、アゼリア通り、

補助 78 号線及び放射 36 号線では、街路樹や沿道のみどりが連続した風格と潤いの

広がる景観を形成します。 

○みどりの拠点や地域の公園・広場などを都市計画道路等の街路樹でつなぎ、ネット

ワークを形成するとともに、沿道敷地内の緑化を促進し、みどりの回廊が広がる街

並みを形成します。 

○都市計画道路をはじめとする道路整備にあたっては、四季の彩りを感じさせる積極

的な緑化に取り組み、地域の価値を高める景観を創出します。 

○歴史や文化を伝える寺社、特徴ある公園・広場などのみどりを維持・保全するとと

もに、その周辺においても建築物や敷地の緑化を促進し、地域の個性を生かした景

観を形成します。 

○公園や施設などを整備する際には、豊島区発祥の歴史を有するソメイヨシノの特性

を踏まえて効果的に植栽し、歴史を偲び、四季を楽しむ景観づくりを進めます。 

○地域の個性ある景観づくりにとって重要となる樹木は、所有者の意向を踏まえつつ、

景観法を活用した維持・保全を検討します。 

※「みどりの骨格軸」は、豊島区都市づくりビジョンで示すものであり、都心の豊かなみ
どりから護国寺を経て、雑司ヶ谷霊園や池袋副都心、立教大学を結ぶみどりの連続を指
します。 
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③水辺を感じる 

○神田川沿いは、四季の彩りを感じられる緑化や歩行者空間の整備などによって、魅

力ある空間づくりを進めます。 

○川沿いの建築物等では、神田川に顔を向けた配置や川と調和した外壁材の使用など、

河川と周辺地区が一体となった景観をめざします。 

３ 歴史を受け継ぎ、新たな文化を創造する 

（１）景観づくりの視点 

○江戸の園芸文化、地域で受け継がれる寺社や伝統芸能、歴史的な建築物などを守り、

地域の個性を育む街並みづくりが必要です 

○国際アート・カルチャー都市の実現に向けて、新たな文化を創造する舞台づくりを

進めるとともに、都市全体で文化を感じられ、人々が楽しめる景観づくりが必要で

す。 

（２）景観づくりの基本方針 

①歴史と伝統を受け継ぐ 

○江戸時代の歴史や文化が息づく駒込や巣鴨、雑司が谷地域、歴史的な建築物が残る

立教大学や自由学園の周辺などでは、地域の景観資源を大切に受け継ぎ、個性ある

街並みづくりに生かしていきます。 

○景観資源の周辺では、公園や道路など公共施設の修景とともに、景観資源と調和し

た建築物等の誘導により、歴史の趣や風情が感じられる景観をめざします。 

○地域の個性ある景観づくりにとって重要となる建造物は、所有者の意向を踏まえつ

つ、景観法を活用した維持・保全を検討します。 

②花と祭で四季を感じる 

○江戸の園芸文化が生み出したソメイヨシノやツツジをはじめ、バラ、ウメ、アジサ

イ、フジ、ツバキなど花々の彩りが広がる景観づくりに取り組みます。 

○地域による季節の花の植栽、オフィスやショップなどでの最新技術を活用した緑化、

一人ひとりが庭先やベランダを彩り豊かに飾るガーデニングなど、身近で四季を感

じられる街並みづくりを進めます。 

○染井よしの桜祭り、東京フラフェスタ in池袋、すがも菊まつり、鬼子母神の節分会

などの祭によって、季節の移ろいを人々が楽しむ風景を大切な景観資源として引き

継いでいきます。 

③新たな文化とにぎわいを創出する 

○池袋モンパルナスやアトリエ村、トキワ荘、紫雲荘など若き芸術家やマンガ家たち  

 が活躍した文化を景観資源として活用するとともに、新しい文化を創出し、楽しむ
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人々の表情が映える街並みを形成します。 

④日常生活を映し出す 

○日常生活を支え、地域の交流の場所となっている商店街は、にぎわいのある街並み

の維持を図ります。 

○巣鴨地蔵通り商店街は、周辺の商店街などと連携し、国内外から訪れる人々が日常

生活に密着した文化に触れることができる魅力を生かした街並みづくりを進めま

す。 

○駅前広場や公園、商店街などは、人々が交流する場として活用するとともに、様々

な地域の活動やイベントを開催し、にぎわいを高めていきます。 

４ 人々の生活を支えるまちづくりを推進する 

（１）景観づくりの視点 

○日常生活を支える鉄道や道路などを地域の大切な資産として、個性ある景観づくり

に生かしたまちづくりが必要です。 

○低層住宅地は、安全性を高めながら 

（２）景観づくりの基本方針 

①鉄軌道と道路を生かす 

○ＪＲ山手線や都電荒川線などの鉄道敷地やその沿線では、街中と車窓からの眺めや

電車の走る姿に配慮した景観づくりを進めます。 

○道路整備にあたっては、街路樹の整備や街路灯の整備、無縁柱化、地域特性を踏ま

えた色や質感のある舗装材を選択するなど、景観に配慮した整備を検討します。 

○道路の沿道では、街路樹と連続した敷地の緑化やオープンスペースの確保、周辺と

調和した建築物等の形態・色彩を誘導するなど、地域の特性を生かした街並み形成

します。 

②ゆとりある住宅地を受け継ぐ 

○低層住宅地では、周囲に配慮した建築物等の形態や色彩、建築物や敷地、垣・柵な

どの緑化、適切な敷地規模での建築物の建築などみどりの潤いとゆとりある街並み

を維持、保全します。 

○戸建てや低中層のマンションが立地する住宅地では、建築物の形態・色彩などの誘

導や敷地内の緑化などにより、個々の住宅が周辺の街並みと調和した景観づくりを

めざします。 

③まちづくりと連携した景観を形成する 

○高齢者、障害者、子ども、妊娠している人、外国人などを含む誰もが安全で快適に

歩行できるユニバーサルデザインの都市づくりを推進し、景観を楽しめる都市をめ
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ざします。 

○特定整備路線の整備とあわせた沿道まちづくりでは、地域の特性を踏まえながら、

道路と街並みが一体となった景観を形成します。 

○木造住宅密集地域では、景観法を活用して歴史ある寺社や趣ある街並みなどをでき

る限り残しながら、災害に強いまちづくりを推進し、地域の魅力を高めていきます。 

○区の大規模な土地利用転換や施設整備などにあたっては、周辺地区の景観まちづく

りとの連携を考慮しながら計画を策定します。 

５ 個性ある街並みを創出し、楽しめる仕組みを構築する 

○専門家の派遣や景観イベントの開催、子どもたちへの環境教育など地域による景観

まちづくりを促進する制度づくりを進めます。 

○新たなまちづくりにあわせて、エリアマネジメント組織による施設管理やイベント

の開催、屋外広告物の適正な表示、地域のプロモーション活動など魅力的な都市空

間づくりを促進します。 

○祭やイベント、文化財、商店街、公園・広場など様々な景観資源を人々が楽しく回

遊できるよう、歩行者空間の拡大や案内サインの整備、最新の情報技術を活用した

情報提供、フットパスマップの作成などに公民連携して取り組みます。 



豊島区景観計画 32 

■基本方針の景観づくりマップ 

校正中 
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校正中 



34 豊島区景観計画 

第４章 池袋副都心における景観づくり方針 

第１ 池袋副都心の都市づくり 

 池袋副都心は、首都機能の一翼を担う拠点であるとともに、豊島区にとっては地域全体

の経済や文化を牽引する存在でもあります。 

 平成３２（２０２０）年の東京オリンピック・パラリンピック開催の決定、豊島区本庁

舎の完成、庁舎跡地の活用、造幣局地区まちづくりの進展など、新たな都市づくりが動き

始めました。さらに、平成２７（２０１５）年○月、池袋駅周辺地域が都市再生特別措置

法に基づく特定都市再生緊急整備地域に指定されました。 

今後、都市計画道路の整備や駅施設及び周辺市街地の再編を契機として、回遊性と利便

性の高い歩行者中心の都市へと転換するとともに、造幣局跡地を活用した防災公園の整備

とあわせた連鎖的な開発により、木造住宅密集地域の改善を図り、地域全体の防災対応力

を強化する都市づくりを展開し池袋副都心の再生を推進していきます。 

 大きく都市の姿が変わろうとする都市再生の始動期に、これまで池袋副都心で培われて

きた魅力を生かし、都心や他の副都心などにはない個性ある景観づくりを推進することに

より、東京、そして世界を彩る都市を築いていきます。 

第２ 景観づくり方針の構成 

 第４章は、第３章で示した景観特性及び景観づくりの基本方針を「池袋副都心の再生」

の視点から、再構成します。また、第５章の地域別景観まちづくり方針では、池袋副都心

を池袋東と池袋西の二つの地域に分け、地域の視点に立った景観づくりの方針を示します。 

第３ 池袋副都心の範囲 

 都市づくりビジョンで示された池袋副都心区域に池袋副都心連携エリアを加えて、池袋

副都心として一体的に景観づくりに取り組みます。 

都市づくりビジョンの 

図「副都心の区域と副都心連携エリア」を

入れます。 
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第４ 池袋副都心の景観づくり目標 

第５ 池袋副都心の景観づくり方針 

１ 景観づくりの視点 

○駅施設の機能更新や駅周辺でのまちづくり、大規模な市街地再開発などにあわせて、 

都市の魅力を高める景観形成が必要です。 

○池袋副都心を構成する界隈の魅力を惹き立て、多様性を楽しめる個性ある街並みづ 

くりが必要です。 

○都市計画道路の整備により、歩行者を中心とした回遊性と利便性が高い都市への転

換にあわせて、人々の様々な表情が映える景観づくりが必要です。 

２ 景観づくりの基本方針 

（１）骨格となる景観を形成する 

これまで培われてきた価値観を大切に受け継ぎ、誰もが池袋副都心を舞台

に新たな文化を創造し、楽しめる都市空間の創出により、東京、そして世界

を彩る存在感のある都市をめざします。 

新しい物語がはじまる劇場都市 

○歩行者を中心とした都市への転換にあわせて、国内外から訪れる人々が交流し、にぎわ

いを感じられるヒューマンスケールの都市空間づくりを進めます。 

○池袋副都心の顔であるグリーン大通りや造幣局東京支局跡地に整備される防災公園を、

歩行者を優先した道路空間と四季を彩る街路樹、建築物の緑化などでつなぎ、みどりの

回廊を創出します。 

○商業、業務、文化、芸術、情報発信など多彩な都市機能が高度に集積する特性を生かし、

一人ひとりが思い描く都市活動を演じられる舞台づくりに取り組みます。 

○多彩な文化が共生し、個性ある界隈がモザイク模様を織りなして魅力を発揮する、懐の

深い都市をめざします。 

○豊島区本庁舎が完成し、庁舎跡地の活用が具体化するとともに、池袋駅周辺での民間に

よる都市開発の動きなど、都市の姿が大きく変わる機会にあわせて、公民連携により個

性ある美しい景観づくりを推進します。
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○池袋駅及び東池袋駅周辺は、相互に連携し池袋副都心を形成する核として、首都機

能の一翼を担う多様な都市機能が高度に集積し、国内外の人々を迎え入れる風格を

備えた景観を創出します。 

○池袋副都心軸であるグリーン大通りとアゼリア通り・補助 78号線は、にぎわいと交

流の舞台となり、四季を彩るみどり豊かな街並みを形成します。 

○特にグリーン大通りは、池袋駅東口から豊島区本庁舎を結び、池袋副都心の骨格と

なる景観づくりを重点的に推進します。 

（２）ゆとりと潤いを創出する 

○池袋副都心軸を中心に、雑司ヶ谷霊園や立教大学、豊島区本庁舎や庁舎跡地などの

都市開発によって創出されたみどりをつなぎ、四季の彩りが感じられる回廊を形成

し、潤いの広がる景観をめざします。 

○既存の公園は、人々の回遊性を高めるオープンスペースとして再整備などに取り組

み、みどりの修景や休憩、交流の場としての機能を充実していきます。 

○造幣局東京支局移転後の跡地は、その過半を災害時に避難場所や応急活動の空間と

なる防災機能を備えた公園として確保し、平常時には池袋副都心を訪れる人々にゆ

とりと潤い、安らぎをもたらす空間として整備します。 

○池袋副都心軸に面する建築物などは、歩行者からの視線を考慮した形態や色彩、フ

ァサードの工夫、みどりの潤いを享受できる緑化を促進します。 

○歩行者ネットワークを形成する道路の沿道では、建築物や工作物、屋外広告物の色

彩・デザインの配慮、などを通じて、歩行者空間の魅力を高めていきます。 

（３）歴史を受け継ぎ、新たな文化とにぎわいを創造する 

○若き芸術家たちが切磋琢磨し、創作活動に勤しんだ池袋モンパルナスを今に再現す 

るため、新たな文化を生み出す人々の活力にあふれた姿を貴重な景観資源として活 

用します。 

○グリーン大通りや公園、広場などのオープンスペースは、パフォーマンスやアート

展示など文化芸術の舞台として活用するとともに、映画やドラマ、ＣＭの撮影を積

極的に受け入れ、都市全体で魅力を発信する景観づくりを進めます。 

○庁舎跡地では、池袋副都心の再生を牽引し、新たなにぎわいを創出する文化芸術拠

点となる「（仮称）豊島区新ホール」を整備にあわせて、周辺の商業店舗などと連携

した文化の魅力を感じられる景観を形成します。 

○池袋駅東口界隈は、ショッピングや仕事のために集まる人々の活気や新たな文化の

発信し、体感できる景観づくりを進めます。 

○サンシャイン６０通りは、若い世代を中心に活発なにぎわいや交流を生かした景観

づくりを進めます。 

○南池袋公園周辺では、多くの寺院が立地する落ち着いた雰囲気や個性ある店舗を楽

しめる街並みを形成します。 
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○池袋駅西口界隈は、エスニックをはじめ諸外国の料理が楽しめる飲食店や国外から

訪れる人が宿泊する施設などが集積し、多文化共生により、にぎわう街並みをめざ

します。 

○サンシャイン６０通りは、若い世代を中心に活発なにぎわいや交流を生かした景観

づくりを進めます。 

○夜間のライトアップやプロジェクションマッピングなど、都市の魅力を高める演出

に取り組みます。 

（４）人々の生活を支えるまちづくりを推進する 

○池袋駅東西連絡通路（東西デッキ）や地下空間と地上部との接続を強化するサンク

ンガーデンなどの整備、大規模建築物等の建築などにあたっては、アーバンデザイ

ンによる統一感のある美しい都市空間を創出します。 

○公園とカフェやショップが隣接する地区では、公園と店舗が連続した街並みの形成

や借景などにより、人々が集い、交流できる都市空間を形成します。 

○造幣局東京支局移転後に整備される防災と文化、交流機能を備えた拠点を中心に、

池袋副都心と大塚、雑司が谷を結ぶ新たな人の流れを生み出します。 

○東京オリンピック・パラリンピックの開催とその先を見据え、高齢者、障害者、子

ども、妊娠している人、外国人など様々な人が集い、楽しめる、安全・安心で分か

りやすいユニバーサルデザインのまちづくりを進めます。 

（５）個性ある街並みを創出し、楽しめる仕組みを構築する 

○エリアマネジメント組織による施設管理やイベントの開催、屋外広告物の適正な表

示、地域のプロモーション活動などによる魅力的な都市空間づくりを促進します。 


