
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

平成２平成２平成２平成２５５５５年年年年３３３３月発行月発行月発行月発行    

題字：西村鵲洞 氏 

まちづくり～生活環境の向上をめざす～ニュース No.５２ 

企画・編集・発行： 

平成 25 年 3 月発行「上池袋地区まちづくりニュース No.52」 

企画・編集・発行：上池袋地区まちづくり協議会・上池袋まちづくり協議会事務局（豊島区都市整備部地域まちづくり課）  

編集協力：防災都市計画研究所 TEL ３２６２－６３７６ 

〒170-8422 東京都豊島区東池袋 2－60－3 グレイスロータリービル 7 階   

豊島区都市整備部豊島区都市整備部豊島区都市整備部豊島区都市整備部    地域まちづくり課地域まちづくり課地域まちづくり課地域まちづくり課    上池袋地区グループ上池袋地区グループ上池袋地区グループ上池袋地区グループ TEL ３９８１－１４６４  

まちづくり協議会ではご参加いただける方を募集しています。詳しくは下記事務局までお問い合わせください。 

ご連絡お待ちしています！ 

第    地区 
４ 

（（（（上池袋３丁目上池袋３丁目上池袋３丁目上池袋３丁目 34343434～～～～47474747 番・４丁目の範囲）番・４丁目の範囲）番・４丁目の範囲）番・４丁目の範囲）    

上池袋第一地区 

まちづくり協定の 

区提言を 

行いました！ 

まちづくり写真コンテストの結果発表！ 

上池袋第一地区まちづく上池袋第一地区まちづく上池袋第一地区まちづく上池袋第一地区まちづく

り協議会は、平成り協議会は、平成り協議会は、平成り協議会は、平成 24242424 年年年年 2222

月月月月 20202020 日、「上池袋第一地区日、「上池袋第一地区日、「上池袋第一地区日、「上池袋第一地区

まちづくり協定」まちづくり協定」まちづくり協定」まちづくり協定」を、区にを、区にを、区にを、区に

提言しました。提言しました。提言しました。提言しました。    

詳しい内容は、次ページ詳しい内容は、次ページ詳しい内容は、次ページ詳しい内容は、次ページ

をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。    

発表発表発表発表    

イベントイベントイベントイベント    

公園づくりが始まりました！公園づくりが始まりました！公園づくりが始まりました！公園づくりが始まりました！    

「みんなで公園検討会」「みんなで公園検討会」「みんなで公園検討会」「みんなで公園検討会」が開催されましたが開催されましたが開催されましたが開催されました    

上池袋まちづくり協議会 

豊島区地域まちづくり課 

ままままちづくりちづくりちづくりちづくり協議会では、災害協議会では、災害協議会では、災害協議会では、災害

時に使える紙食器づくりの体験時に使える紙食器づくりの体験時に使える紙食器づくりの体験時に使える紙食器づくりの体験

ココココーーーーナーを出展します。ナーを出展します。ナーを出展します。ナーを出展します。    

災害時には、食器が割れたり、災害時には、食器が割れたり、災害時には、食器が割れたり、災害時には、食器が割れたり、

水道が止まって食器が洗えなく水道が止まって食器が洗えなく水道が止まって食器が洗えなく水道が止まって食器が洗えなく

なることが予想されます。なることが予想されます。なることが予想されます。なることが予想されます。    

是非この機会に作り方を覚え是非この機会に作り方を覚え是非この機会に作り方を覚え是非この機会に作り方を覚え

ていただければと思います。ていただければと思います。ていただければと思います。ていただければと思います。    

協議会ブースでお待ちしてい協議会ブースでお待ちしてい協議会ブースでお待ちしてい協議会ブースでお待ちしてい

ます。ます。ます。ます。（荒天中止）（荒天中止）（荒天中止）（荒天中止）    

日時：平成日時：平成日時：平成日時：平成 25252525 年年年年 4444 月月月月 7777 日（日）日（日）日（日）日（日）    

            11:0011:0011:0011:00～～～～15:0015:0015:0015:00    

場所：上池袋場所：上池袋場所：上池袋場所：上池袋さくらさくらさくらさくら公園公園公園公園    

    最優秀賞作品最優秀賞作品最優秀賞作品最優秀賞作品    「桜「桜「桜「桜咲く古社咲く古社咲く古社咲く古社」」」」

～～～～３３３３ページをご覧ください～ページをご覧ください～ページをご覧ください～ページをご覧ください～    

検討会に先立ち実施されたア検討会に先立ち実施されたア検討会に先立ち実施されたア検討会に先立ち実施されたア

ンケートの結果や協議会から区ンケートの結果や協議会から区ンケートの結果や協議会から区ンケートの結果や協議会から区

長提言した要望、池一小児童の長提言した要望、池一小児童の長提言した要望、池一小児童の長提言した要望、池一小児童の

学習発表「こんな公園あったら学習発表「こんな公園あったら学習発表「こんな公園あったら学習発表「こんな公園あったら

良いな」良いな」良いな」良いな」が紹介され、区の公園が紹介され、区の公園が紹介され、区の公園が紹介され、区の公園

整備の考え方の説明後、グルー整備の考え方の説明後、グルー整備の考え方の説明後、グルー整備の考え方の説明後、グルー

プ検討が始まりました。プ検討が始まりました。プ検討が始まりました。プ検討が始まりました。    

第１回 

第 2222 回 

第 3333 回 

グループごとの発表では、防災グループごとの発表では、防災グループごとの発表では、防災グループごとの発表では、防災

機能が備えられ、こどもが安心し機能が備えられ、こどもが安心し機能が備えられ、こどもが安心し機能が備えられ、こどもが安心し

て遊べ、お年寄りや障害を持ったて遊べ、お年寄りや障害を持ったて遊べ、お年寄りや障害を持ったて遊べ、お年寄りや障害を持った

方にも優しい公園にしたい方にも優しい公園にしたい方にも優しい公園にしたい方にも優しい公園にしたいといといといとい

う意見が一致する一方で、みどりう意見が一致する一方で、みどりう意見が一致する一方で、みどりう意見が一致する一方で、みどり

やペットに関して様々な意見がやペットに関して様々な意見がやペットに関して様々な意見がやペットに関して様々な意見が

出されました。出されました。出されました。出されました。    

    

第第第第 1111 回目でのイメージを回目でのイメージを回目でのイメージを回目でのイメージをもともともともと

にににに、、、、必要な施設等の配置を図面必要な施設等の配置を図面必要な施設等の配置を図面必要な施設等の配置を図面

上にレイアウトしました。上にレイアウトしました。上にレイアウトしました。上にレイアウトしました。    

各グループで、トイレ、各グループで、トイレ、各グループで、トイレ、各グループで、トイレ、防災防災防災防災

施設、施設、施設、施設、遊具遊具遊具遊具ややややオープンスオープンスオープンスオープンスペースペースペースペース

 

【【【【公園予定地公園予定地公園予定地公園予定地】】】】    

JR 至池袋 

川越街道 

池一小 

明治通り 

各グループから出された施設各グループから出された施設各グループから出された施設各グループから出された施設

やスペースの配置について検討やスペースの配置について検討やスペースの配置について検討やスペースの配置について検討

し、レイアウト案を一つにまとし、レイアウト案を一つにまとし、レイアウト案を一つにまとし、レイアウト案を一つにまと

める作業を行いました。める作業を行いました。める作業を行いました。める作業を行いました。    

時間が少なく、全ての意見を時間が少なく、全ての意見を時間が少なく、全ての意見を時間が少なく、全ての意見を

まとめることは出来ませんでしまとめることは出来ませんでしまとめることは出来ませんでしまとめることは出来ませんでし

たが、オープンスペースを中央たが、オープンスペースを中央たが、オープンスペースを中央たが、オープンスペースを中央

に配置する等に配置する等に配置する等に配置する等、、、、基本的な方向性基本的な方向性基本的な方向性基本的な方向性

ははははまとまとまとまとまりまりまりまりました。ました。ました。ました。    

来年度は、更に具体的な計画来年度は、更に具体的な計画来年度は、更に具体的な計画来年度は、更に具体的な計画

や、公園の維持管理、運営のルや、公園の維持管理、運営のルや、公園の維持管理、運営のルや、公園の維持管理、運営のル

ール等を考えるワークショップール等を考えるワークショップール等を考えるワークショップール等を考えるワークショップ

を行うとのを行うとのを行うとのを行うとのことですことですことですことです。。。。    

地域で自慢の公園とするため地域で自慢の公園とするため地域で自慢の公園とするため地域で自慢の公園とするため

にもにもにもにも、、、、是非、是非、是非、是非、皆さんで参加しま皆さんで参加しま皆さんで参加しま皆さんで参加しま

しょう。しょう。しょう。しょう。    

    

上池袋四丁目国立印刷局宿舎跡地の公園づくり検討会が上池袋四丁目国立印刷局宿舎跡地の公園づくり検討会が上池袋四丁目国立印刷局宿舎跡地の公園づくり検討会が上池袋四丁目国立印刷局宿舎跡地の公園づくり検討会が

開催され、公園の基本的なレイアウト開催され、公園の基本的なレイアウト開催され、公園の基本的なレイアウト開催され、公園の基本的なレイアウトががががまとまりまとまりまとまりまとまりました。ました。ました。ました。    

の配置の配置の配置の配置等等等等をををを検討検討検討検討しました。しました。しました。しました。    

発表され発表され発表され発表されたレたレたレたレイアウト案は、イアウト案は、イアウト案は、イアウト案は、

災害時や平常時の利用の他に、災害時や平常時の利用の他に、災害時や平常時の利用の他に、災害時や平常時の利用の他に、

隣接する住民の皆さんのことも隣接する住民の皆さんのことも隣接する住民の皆さんのことも隣接する住民の皆さんのことも

考えられた内容でした。考えられた内容でした。考えられた内容でした。考えられた内容でした。    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（上池袋２丁目・３丁目１～（上池袋２丁目・３丁目１～（上池袋２丁目・３丁目１～（上池袋２丁目・３丁目１～33333333 番の範囲）番の範囲）番の範囲）番の範囲）    
第    地区 
１ 

（上池袋１丁目の範囲）（上池袋１丁目の範囲）（上池袋１丁目の範囲）（上池袋１丁目の範囲）    

第      地区 2・3 

 

－－－－     再発見！上池袋のまちの魅力－再発見！上池袋のまちの魅力－再発見！上池袋のまちの魅力－再発見！上池袋のまちの魅力－

第一地区まちづくり協定の第一地区まちづくり協定の第一地区まちづくり協定の第一地区まちづくり協定の    

区提言を行いました！区提言を行いました！区提言を行いました！区提言を行いました！ 

まちづくり写真コンテストまちづくり写真コンテストまちづくり写真コンテストまちづくり写真コンテスト 

まちの紹介コーナー 

工事によって拡がる道路空間 → 

第１地区第１地区第１地区第１地区協議会協議会協議会協議会では、では、では、では、平平平平

成成成成 21212121 年度から年度から年度から年度からルールの検ルールの検ルールの検ルールの検

討や討や討や討や住民の皆様への周知、住民の皆様への周知、住民の皆様への周知、住民の皆様への周知、

意見交換、アンケート等を意見交換、アンケート等を意見交換、アンケート等を意見交換、アンケート等を

行行行行いいいい、、、、昨年昨年昨年昨年「まちづくり協「まちづくり協「まちづくり協「まちづくり協

定」を策定し定」を策定し定」を策定し定」を策定しまままましたしたしたした。。。。    

ここここのたびのたびのたびのたび、豊島区に対し、豊島区に対し、豊島区に対し、豊島区に対し

て、て、て、て、本協定の内容を十分に本協定の内容を十分に本協定の内容を十分に本協定の内容を十分に

考慮して考慮して考慮して考慮して上池袋第上池袋第上池袋第上池袋第 1111 地区の地区の地区の地区の

まちづくりに取り組まちづくりに取り組まちづくりに取り組まちづくりに取り組んで頂んで頂んで頂んで頂

くくくくようようようよう、、、、提言提言提言提言を行いを行いを行いを行いましたましたましたました。。。。    

当日、当日、当日、当日、都市整備部鮎川部都市整備部鮎川部都市整備部鮎川部都市整備部鮎川部

長長長長と土木部西と土木部西と土木部西と土木部西澤澤澤澤部長部長部長部長にににに、、、、協協協協

定書定書定書定書をををを提出提出提出提出ししししました。ました。ました。ました。    

意見交換では、意見交換では、意見交換では、意見交換では、木造密集木造密集木造密集木造密集

市街地のまちづくりの難し市街地のまちづくりの難し市街地のまちづくりの難し市街地のまちづくりの難し

ささささや、まちづくりの担い手や、まちづくりの担い手や、まちづくりの担い手や、まちづくりの担い手

のののの不足不足不足不足など、多岐に渡ってなど、多岐に渡ってなど、多岐に渡ってなど、多岐に渡って 

第２・３地区まちづくり協議会では、第２・３地区まちづくり協議会では、第２・３地区まちづくり協議会では、第２・３地区まちづくり協議会では、

上池袋のまちの魅力を再発見、再確認上池袋のまちの魅力を再発見、再確認上池袋のまちの魅力を再発見、再確認上池袋のまちの魅力を再発見、再確認

していただけるように、地域の写真をしていただけるように、地域の写真をしていただけるように、地域の写真をしていただけるように、地域の写真を

募集し募集し募集し募集しました。ました。ました。ました。ご応募いただご応募いただご応募いただご応募いただいた皆様いた皆様いた皆様いた皆様

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。    

協議会委員による協議会委員による協議会委員による協議会委員による審査の結果、審査の結果、審査の結果、審査の結果、右右右右のののの

作品が入賞いたしました。作品が入賞いたしました。作品が入賞いたしました。作品が入賞いたしました。作品は、作品は、作品は、作品は、「第「第「第「第

２・２・２・２・３地区まちづくり構想」に掲載す３地区まちづくり構想」に掲載す３地区まちづくり構想」に掲載す３地区まちづくり構想」に掲載す

るほか、るほか、るほか、るほか、区民ひろばに区民ひろばに区民ひろばに区民ひろばにもももも展示しますの展示しますの展示しますの展示しますの

で、是非ご覧で、是非ご覧で、是非ご覧で、是非ご覧ください。ください。ください。ください。    

二等賞「緑のさんぽ道」 

葛西 真弓 様 

上池袋一丁目の巣鴨学園では、校舎の上池袋一丁目の巣鴨学園では、校舎の上池袋一丁目の巣鴨学園では、校舎の上池袋一丁目の巣鴨学園では、校舎の改改改改

築築築築に合わせてに合わせてに合わせてに合わせて、、、、学園北側学園北側学園北側学園北側・西側・西側・西側・西側のののの擁壁擁壁擁壁擁壁やややや塀塀塀塀

の移設と道路を後退するの移設と道路を後退するの移設と道路を後退するの移設と道路を後退する工事を行ってい工事を行ってい工事を行ってい工事を行ってい

ます。ます。ます。ます。    

学園に学園に学園に学園に接する道路接する道路接する道路接する道路ががががセットバックセットバックセットバックセットバックされされされされ、、、、

安心して安心して安心して安心して通りやすくなりま通りやすくなりま通りやすくなりま通りやすくなりますすすす。。。。    

今後、学園の協力により、今後、学園の協力により、今後、学園の協力により、今後、学園の協力により、南側の南側の南側の南側の道路道路道路道路もももも

拡幅整備拡幅整備拡幅整備拡幅整備されされされされる予定でる予定でる予定でる予定です。す。す。す。まちの変化が楽まちの変化が楽まちの変化が楽まちの変化が楽

しみですね。しみですね。しみですね。しみですね。    

協議会出席者（左から、菅沼会長、醍醐委員、割田委員） 

区出席者  （右から、都市整備部 鮎川部長、土木部  

西澤部長、地域まちづくり課 島貫課長） 

最優秀賞「桜咲く古社」 

葛西 真弓 様 

特別賞「祭り」 

高橋 陽桜芽 様 

三等賞「桜の木の下で」 

山本 庸 様 

■■■■まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり協定協定協定協定とはとはとはとは 

木造密集市街地である上池袋１丁目の内木造密集市街地である上池袋１丁目の内木造密集市街地である上池袋１丁目の内木造密集市街地である上池袋１丁目の内

側（特に南西側）で、「住み続けたいまち側（特に南西側）で、「住み続けたいまち側（特に南西側）で、「住み続けたいまち側（特に南西側）で、「住み続けたいまち

づくり」のためのづくり」のためのづくり」のためのづくり」のための自主的な自主的な自主的な自主的なルールです。ルールです。ルールです。ルールです。    

第１･２･３地区協議会第１･２･３地区協議会第１･２･３地区協議会第１･２･３地区協議会「「「「合同合同合同合同まちづくり勉強会まちづくり勉強会まちづくり勉強会まちづくり勉強会」を開催しました」を開催しました」を開催しました」を開催しました    

協議会が主催する協議会が主催する協議会が主催する協議会が主催する「まちづくり「まちづくり「まちづくり「まちづくり

勉強会」を、平成勉強会」を、平成勉強会」を、平成勉強会」を、平成 24242424 年年年年 10101010 月月月月

14141414 日、日、日、日、11111111 月月月月 22222222 日と２回にわ日と２回にわ日と２回にわ日と２回にわ

たたたたりりりり行いました。行いました。行いました。行いました。    

第１回目では、防災まちづくり第１回目では、防災まちづくり第１回目では、防災まちづくり第１回目では、防災まちづくり

のののの活動や訓練などの先進活動や訓練などの先進活動や訓練などの先進活動や訓練などの先進事例を事例を事例を事例を

学びながら、上池袋地区でもやっ学びながら、上池袋地区でもやっ学びながら、上池袋地区でもやっ学びながら、上池袋地区でもやっ

ててててみたいみたいみたいみたいと思う活動と思う活動と思う活動と思う活動について話について話について話について話

し合いました。し合いました。し合いました。し合いました。    

第２回目では、第２回目では、第２回目では、第２回目では、都市計画課の出都市計画課の出都市計画課の出都市計画課の出

前講座も活用し、木造密集市街地前講座も活用し、木造密集市街地前講座も活用し、木造密集市街地前講座も活用し、木造密集市街地

におにおにおにおいて、どのよういて、どのよういて、どのよういて、どのようななななまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり

の制度事例があの制度事例があの制度事例があの制度事例があるかるかるかるか学びました。学びました。学びました。学びました。    

                

両両両両日日日日ともともともとも活発な質疑の後、今活発な質疑の後、今活発な質疑の後、今活発な質疑の後、今

後の活動を考えるミニ・ワーク後の活動を考えるミニ・ワーク後の活動を考えるミニ・ワーク後の活動を考えるミニ・ワーク

ショップをショップをショップをショップを班別に班別に班別に班別に行いました。行いました。行いました。行いました。    

各各各各班班班班の発表ではの発表ではの発表ではの発表では、、、、狭あい道路狭あい道路狭あい道路狭あい道路

拡幅拡幅拡幅拡幅ののののために意識啓発活動や区ために意識啓発活動や区ために意識啓発活動や区ために意識啓発活動や区

の事業を周知したい、の事業を周知したい、の事業を周知したい、の事業を周知したい、若い住民若い住民若い住民若い住民

にも防災まちづくりの大切さをにも防災まちづくりの大切さをにも防災まちづくりの大切さをにも防災まちづくりの大切さを

伝えて活動に伝えて活動に伝えて活動に伝えて活動に参加して貰えるよ参加して貰えるよ参加して貰えるよ参加して貰えるよ

うううう、、、、子どもと子どもと子どもと子どもとそのそのそのその家族が家族が家族が家族が楽しめ楽しめ楽しめ楽しめ

るイベントを開催したい、などるイベントを開催したい、などるイベントを開催したい、などるイベントを開催したい、など

の意見の意見の意見の意見がありがありがありがありました。ました。ました。ました。    

これらをもとに、今後、まちこれらをもとに、今後、まちこれらをもとに、今後、まちこれらをもとに、今後、まち

づくりを進めていきますづくりを進めていきますづくりを進めていきますづくりを進めていきます。。。。    

ミニ・ワークショップの様子 

（平成 24 年 11 月 22 日 

区民ひろば上池袋） 

協定書提出の様子 

意見交換の様子 

話し合いました。話し合いました。話し合いました。話し合いました。    

上池袋１丁目では、上池袋１丁目では、上池袋１丁目では、上池袋１丁目では、近年近年近年近年、、、、

自営業者が減少し、町会な自営業者が減少し、町会な自営業者が減少し、町会な自営業者が減少し、町会な

ど地域の担い手が高齢化しど地域の担い手が高齢化しど地域の担い手が高齢化しど地域の担い手が高齢化し

ています。ています。ています。ています。    

そこで、退職した団塊世そこで、退職した団塊世そこで、退職した団塊世そこで、退職した団塊世

代の方やマ代の方やマ代の方やマ代の方やマンションンションンションンションにににに住住住住むむむむ

方方方方など、従来の担い手と異など、従来の担い手と異など、従来の担い手と異など、従来の担い手と異

なる層にも参加して貰えるなる層にも参加して貰えるなる層にも参加して貰えるなる層にも参加して貰える

ようようようよう、協議会、区ともに、協議会、区ともに、協議会、区ともに、協議会、区ともに啓啓啓啓

発発発発を進めを進めを進めを進めるるるることを確認しまことを確認しまことを確認しまことを確認しま

した。した。した。した。    

今後、今後、今後、今後、より多くの方と、より多くの方と、より多くの方と、より多くの方と、

まちづくりを進めたいと考まちづくりを進めたいと考まちづくりを進めたいと考まちづくりを進めたいと考

えています。えています。えています。えています。    

専門知識は要りませんの専門知識は要りませんの専門知識は要りませんの専門知識は要りませんの

でででで、、、、ご興味のある方、是非ご興味のある方、是非ご興味のある方、是非ご興味のある方、是非

ご参加ご参加ご参加ご参加くだくだくだください。さい。さい。さい。 

新設する壁 既存の壁があった位置 

－講評－ 

最優秀賞の作品は、地域の鎮守神

社として是非とも残したい風景を、

また、二等賞の作品は、まちの中に

残された貴重な自然を、どちらもう

まく捉えていると感じました。 

三等賞の作品は、春のうららかな

日に、ほのぼのとした家族の絆が伝

わってきます。 

特別賞の作品は、伝統行事を担う

子供たちの元気な姿に、心が動かさ

れました。 

入賞お入賞お入賞お入賞おめでとうございますめでとうございますめでとうございますめでとうございます 


