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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－３９８１－４２０１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
平成２６年度 未来戦略創出会議（第６回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 平成 26年 7月 10日（木） 14時 10分～15時 00分 

開催場所 第二委員会室（本庁舎４階） 

議題 

（１）新基本計画の策定について 

（２）造幣局地区街づくり計画（案）について 

（３）政策経営会議（第３・５回）結果報告 

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 

豊島区行政情報公開条例第７条第１項第５号による 

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 

区長・副区長（２名）・教育長・政策経営部長・特命政策担当部長・総務部長（代理：

総務課長）・施設管理部長（代理：施設計画課長）・新庁舎担当部長・区民部長・文

化商工部長・清掃環境部長・保健福祉部長・健康担当部長・池袋保健所長・子ども

家庭部長・都市整備部長・地域まちづくり担当部長・建築住宅担当部長・土木担当

部長・会計管理室長・教育総務部長・選挙管理委員会事務局長・監査委員事務局

長（欠席）・区議会事務局長 

幹事 
企画課長・財政課長・行政経営課長・区長室長・広報課長・シティプロモーション推

進室長・総務課長（総務部長代理として出席）・人事課長（欠席） 

説明者 都市計画課長 

事務局 企画課企画調整グループ係長・主査 
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審議経過 

（１） 新基本計画の策定について 

幹事： 資料に基づき、新基本計画の策定について説明。 

基本構想審議会の委員予定者が決定したので報告する。委員は 21名で、学識経験

者の方が 7名、区議会議員が 5名、区内に住所または勤務先を有する方が 6名、区の

特別職が 3名という構成である。21名のうち 7名が女性で、全体の３分の１の割合とな

っている。 

基本構想の点検及び新基本計画の策定にあたっては、現基本計画の策定時にも立

ち上げた庁内の検討組織である基本計画策定委員会のもと、全庁挙げての取り組み

とするとともに、現在策定が進められている各分野別計画との十分な連携、調整を図っ

ていくことになるが、今回は基本構想の中間点検を行うことから、委員会の所掌事項に

「基本構想の見直しに関すること」を加え、現在の組織に沿った委員構成等の見直しと

合わせた要綱改正を行う。なお、基本構想の点検及び新基本計画策定の検討体制で

あるが、基本計画策定委員会が必要に応じて設けることができる部会で計画の見直し

に関する諸問題を調査研究し、その報告を踏まえて基本計画策定委員会が検討した

結果を、基本構想審議会において審議していただく流れとなる。 

平成 26 年度は、現基本計画の進捗状況等の点検及び基本構想の見直しについて

審議していただき、平成 27 年１月に新基本計画の骨子ともなる一次答申を受ける。ま

た、この答申を踏まえ、平成 27 年度は新基本計画の具体的な中身について審議して

いただき、平成 28 年 1 月に最終答申を受ける予定である。現基本計画及び基本構想

の点検にあたっては、区民意識・意向調査や区民ワークショップ等の区民参加の手法

を取り入れるとともに、現在進められている様々な行政計画の改定の動きについても

基本構想審議会に情報提供し、その流れを踏まえながら、基本構想の点検及び新基

本計画の策定を行っていく。 

副区長： 学識経験者の委員の方々のご専門の分野や、これまで豊島区行政に携わっていた

だいた事例等について紹介してほしい。 

幹事： 委員のみなさまのご専門分野は環境・教育・行政学・福祉・社会学・都市計画・防災

等様々であり、現行の後期基本計画策定時に基本構想審議会の委員としてご参画い

ただいた方々や、環境・都市計画・保健福祉等各分野の審議会会長をお引き受けいた

だいている方々である。 

副区長： 基本構想の見直し及び新基本計画の策定を行っていく際には、現在区で進めている

消滅可能性都市緊急対策本部や国家戦略特区提案の取り組み内容を踏まえるととも

に、区政に関する様々なデータをしっかりと収集・分析し、区民にも分かりやすく公表す

る必要がある。また、若手職員によるワークショップや勉強会など、区の構想や計画づ

くりに興味を持って意欲的に取り組める場づくりをぜひ検討してもらいたい。 

幹事： 若手職員が参画できる場づくりについては積極的に検討していく。なお、今後基本構

想審議会や政策評価委員会等で、計画事業の進捗状況について各部局に説明をして

いただくことになる。ご対応についてよろしくお願いしたい。 

 ⇒提案の通り決定する。 
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（２）造幣局地区街づくり計画（案）について 

説明者： 資料に基づき、造幣局地区街づくり計画（案）について説明。 

造幣局東京支局は、平成28年度にさいたま市に移転することが決定し、その跡地利

用について、これまで様々な検討を行ってきたところである。本日はこの地区の街づく

り計画と防災公園整備計画について説明する。 

まず、計画の検討体制であるが、学識経験者や地元代表者等を構成委員とする「造

幣局街づくり計画検討委員会」や、その下部組織である専門部会において検討を重

ね、『造幣局地区街づくり計画（案）』を策定したところである。この計画の位置づけは、

区の都市計画に関する基本的な方針である『豊島区都市計画マスタープラン』の池袋

東地区において、造幣局地区の街づくりの理念や目標、ルールを示すものであるととも

に、国の『首都直下地震対策計画』において示された、密集市街地の広域的解消を図

るために公的不動産等を種地として活用した連鎖型の再開発事業等を推進・展開する

という内容も盛り込んだ計画となっている。 

地域の特性であるが、地区の南側や東側の木造住宅密集地域では、都市計画道路

補助 81 号線沿道の不燃化、共同化が進んでおり、池袋、大塚、雑司が谷の三方面か

らほぼ同距離で徒歩圏にある立地となっている。また、池袋副都心と東池袋四・五丁目

地区と隣接しており、池袋駅及び駅周辺整備事業や、現庁舎周辺まちづくり、新庁舎を

含む市街地再開発事業などの街区再編街づくり推進事業、木造住宅密集地域の改善

に向けた取り組みが始まるなど、様々なまちづくりの動きが進展している地域である。

また、東京都地域防災計画、豊島区地域防災計画では、造形局地区を含む区立総合

体育場一帯が避難場所に、また、地区北側の朋有小学校が救援センターに指定され

ており、防災対策機能上、重要性の高い地域となっている。 

次に地域資源であるが、昭和 40年代後半より造幣局地区の公園化について様々な

検討が始まり、昭和 58 年には、豊島区町会連合会、豊島区商店街連合会、東京商工

会議所豊島支部や区議会を挙げて、都や国に対する要請活動を繰り返すなど、大震

災などの災害時に備えた防災緑地公園確保に向けた運動が展開された。また昭和 59

年には、豊島区町会連合会より大蔵大臣に対し、豊島区民10万2,830名の署名を添え

た「造幣局東京支局移転促進に関する要望書」の提出、平成 2 年には、豊島区議会、

豊島区長より大蔵大臣に対し「大蔵省造幣局東京支局を移転し、その跡地に防災公園

設置を求める要望書」を提出するなど、地道で継続した活動の歴史がある。 

地域の課題と対策であるが、この地域が池袋副都心及び東池袋四・五丁目地区の

木造住宅密集地域に隣接したまとまった規模を持つ敷地であることから、副都心エリア

に滞留する帰宅困難者受け入れ機能の確保や、救援物資集配拠点機能の確保、ま

た、道路閉塞時の災害活動機能の確保としてヘリポートの整備等、当地区の特性を活

かし、池袋副都心や豊島区全体の防災機能の強化を進める。 

街づくりの理念及び目標であるが、「安全・安心」という視点では、防災公園整備、池

袋駅周辺の帰宅困難者受け入れ等の地域との防災連携、隣接する木造住宅密集地

域の解消を図ることを目標とし、「文化・交流、賑わい、環境」という視点では、文化の

創造と地域交流・地域活性化の促進、低炭素型のまちづくりの推進、ヒートアイランド

現象の緩和等、環境に配慮したまちづくりを目標とする。 
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土地利用の基本方針であるが、全体で 3.2haの土地のうち、1.7haを防災公園、1.5ha

を市街地として整備する。市街地整備区域に文化交流機能として整備する教育・研究

機関は、地区北側にある総合体育場、朋有小学校の教育・健康増進機能との親和性

が高いことから、市街地整備区域内の北側に配置する。また、木造住宅密集地域の解

消にも資する居住機能を有する賑わい機能は、地区南側の木造住宅密集地域との連

携を考慮し、市街地整備区域内の南側に配置する。なお、市街地整備区域内の機能

別の敷地規模については、文化交流機能を区域内の約三分の二、賑わい機能を約三

分の一とする。 

基盤整備の方針としては、敷地の外周に 2ｍ以上の歩道状空地を設け、建物との間

に樹木を配置する。また、防災公園区域と市街地整備区域との間に園路及び交流広

場を設置する。 

防災機能の強化方針として、防災公園の災害時の時系列による利用状況である

が、まず平常時は、防災公園を花と緑や自然を楽しむ場や子どもたちの遊び場、防災

に関する活動の場などとして運用し、市街地部分を文化交流・賑わい機能や木造住宅

密集地域解消のための住宅、生活支援機能を持つ場などとして運用する。発災から半

日程度の発災直後には、防災公園及び市街地部分のオープンスペースを含めた区立

総合体育場一帯の避難場所に、地域住民が周辺の木造住宅密集地域から一時避難

してくることを想定している。発災後半日から 3 日程度の緊急段階には、防災公園に避

難し自宅に戻ることが困難な地域住民を救援センターへ誘導し、周辺道路閉塞時には

ヘリポート機能として運用することによって、傷病者搬送や物資搬入を行う。また、市街

地部分では帰宅困難者の受け入れを行う。発災後 3 日から 4 か月程度の応急段階に

は、防災公園を道路閉塞復旧後の救援物資搬入集配拠点として運用し、周辺の救援

センター等への物資搬送を行う。なお、市街地部分は救援物資の一時保管場所とす

る。発災から概ね 4 か月以降の復旧・復興段階においては、防災公園をがれきや復旧

資材置き場や仮設住宅・商店等の建設地として運用する。 

環境都市づくりの方針であるが、非常災害時と平常時の両面の活用を踏まえ、地域

冷暖房施設等と連携したコジェネレイションシステム導入の検討や、太陽光パネル・風

力発電等の自然エネルギー利用、高機能設備機器の導入等による省エネルギーを推

進する。 

建物整備・景観形成方針としては、南池袋公園などのみどりのネットワークの一端を

担い、四季の彩りを楽しめる質の高いみどりの空間を形成することとする。また、防災

公園区域と市街地整備区域の間に設ける園路及び交流広場や、地区外周部の歩道

状空地等によって、隔たりのない賑わいの連続性と回遊性を確保し、平常時・災害時と

もに歩行者等が安全に通行でき、災害時の円滑な避難路にもなる、緑豊かで快適な歩

行者空間を形成することとする。建物の高さについては、隣接する東池袋五丁目地区

から池袋副都心エリアに向けて、なだらかなスカイラインを形成することによって、防災

公園側からの景観・展望に配慮する。 

街づくりの推進にあたっては、区及び各事業関係者、地域住民、各種団体等の参画

により各協議体を設置し、計画の実現に向けて連携・協働しながら進めていく。整備ス

ケジュールであるが、今後、防災公園の基本設計に入り、平成 27 年度には都市計画
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の決定、また平成 28年度からは市街地整備区域の設計・整備及び防災公園の実施設

計・整備工事を行う予定である。 

引き続き、（仮称）造幣局地区防災公園基本計画（案）について説明する。 

先述のとおり、この計画は、移転する造幣局東京支局の跡地に、約 1.7ha の面積の

防災公園を整備するものである。この計画は各上位計画と整合を図りつつ、造幣局地

区街づくり計画(案)において位置付けられた公園の役割や機能をもとに、公園整備の

基本的な考え方等を示したものである。今後は区民ワークショップにより様々なご意見

を伺いながら、基本設計・実施設計・公園整備へと進めていく。 

公園整備の基本的な考え方として「多くの人々が憩い、地域が賑わう公園づくり」を

掲げ、公園のゾーニングを設定した。ゾーニングの内容は、多目的に活用できる活動

の広場ゾーン、市街地整備区域と接し、賑わいの空間を一体となって形成する園路沿

いの空間であるにぎわいの軸、高低差を活用した遊びの広場ゾーン、隣接する木造住

宅密集地域からの延焼遮断機能を発揮するとともに、緑豊かな空間を形成するための

防火帯ゾーン、備蓄倉庫を兼ねた管理棟を配置する管理棟ゾーンの 5つである。 

公園整備のイメージであるが、合計 6 か所のエントランス及び交流広場を整備し、木

造密集地域と隣接する南・東側道路沿いには、樹木の配置により延焼遮断機能を持た

せるイメージである。公園内の具体的な整備内容については、今後実施する区民ワー

クショップにより検討を進めていく。 

造幣局地区街づくり計画（案）については、議会に報告後、7月 23日に区民説明会を

行い、7月 25日から 8月 21日にかけてパブリックコメントを実施したうえで 9月に策定

する予定である。平成 27 年度当初には都市計画決定を行い、平成 27 年度中ごろに

区・造幣局・防災公園街区整備事業を実施する UR との間で基本協定を締結後、土地

の売買契約、造幣局東京支局解体後の土壌改良等を行い、平成 29 年度中ごろより防

災公園等の整備に着手する予定である。なお、整備期間であるが、防災公園について

は概ね 1年強、市街地整備についてはその整備内容にもよるが 2年から 3年かかるも

のと想定している。 

なお、平成 26 年 6 月 24 日に閣議決定された『経済財政運営と改革の基本方針

2014』の抜粋を本日配布したが、その中においても「木造密集市街地の改善整備等の

ため、公的不動産等を活用した連鎖的な市街地整備を進めること」とされており、今回

提案する造幣局地区街づくり計画（案）は、隣接する木造住宅密集地域の改善に資す

るものとして、策定を進めるものである。 

副区長： 整備手法の財政的な部分について、情報共有を図るため説明をしてほしい。 

説明者： 防災公園街区整備事業については、事業を実施する URが土地を取得し、整備後に

区に引き渡すこととなっている。土地の取得費等は、UR が国から直接補助金の交付を

受けるとともに、区も一定の金額を負担することとなるが、その負担分については、都

市計画交付金や特別区財政調整交付金を区の一般財源と組み合わせながら、財政負

担が一時期に集中しないような形で整備を進めていく。なお、一般財源の総額は 12 億

円程度と想定しており、10 年間の割賦による経費負担とすることにより、年間でかかる

経費は最大でも 3億円程度となる見込みである。 

委員：  市街地整備事業であるが、約 1.5haある敷地のうち三分の一である約 0.5haについて
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は、UR が防災公園街区整備事業の市街地部分として土地を取得し整備を行う。三分

の二にあたる約 1haについては、文化交流機能として教育・研究機関を誘導することに

なるが、国が首都直下地震対策計画等において示している「公的不動産等を種地とし

て活用した連鎖型の再開発事業等の展開」を視野に入れて、造幣局・ＵＲが土地の処

分・取得を行い、造幣局地区街づくり計画及び都市計画に沿った市街地整備を事業者

が行うこととなる。 

副区長： 敷地面積が約 3.2ha という大規模な再開発事業であるが、UR が行う防災公園街区

整備事業などの整備手法を利用することによって、なるべく財政負担の少ない方法で

進めていくことは重要である。なお、池袋駅周辺や新庁舎地区の再開発事業とも連携

した一体的な街づくりを進めてほしい。 

委員： 市街地整備区域の文化交流機能の誘導部分について、具体的な検討は今後どのよ

うに行われる予定であるのか。また、この土地にコンベンション施設を整備するべきで

はないかという意見もあったと聞いているが、どのような状況であるのか。 

委員： 文化交流機能の誘導部分については、先述したとおり、造幣局地区街づくり計画及

び都市計画の内容に沿って、今後、造幣局が土地の処分を行い、造幣局が選定する

事業者によって整備されることになる。なお、大規模なコンベンション施設を整備するべ

きとの意見も一部の団体からあったが、計画を策定するにあたって実施した需要調査

等によると、多かった要望は住宅と教育研究機関の整備であり、地元住民等との調整

やこの土地の評価、これまでの歴史・経過等を踏まえたうえで、最終的なこの土地の利

用者を見定めた計画を策定する必要があると判断し、今回の計画案を策定したもので

ある。 

副区長： 一般論として、他の国際都市と比較すると、東京には大規模なコンベンション施設が

不足していると言われている。事業採算性等を理由に、民間事業者が大規模なコンベ

ンション施設を手掛けることはあまりないので、国や自治体等の公的な団体が設置す

る必要性もあるのかもしれないが、今回の土地については、これまでの検討結果等を

踏まえると、コンベンション施設の整備には適さないと考えられる。 

 ⇒提案のとおり決定する。 

（３）政策経営会議（第３・５回）結果報告について 

各委員： 資料に基づき、政策経営会議（第３・５回）について説明。 

 ⇒報告の通り了承する。 
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会議の結果 

（１）新基本計画の策定について 

（２）造幣局地区街づくり計画（案）について 

（３）政策経営会議(第３・５回)結果報告 

→（１）・（２）について決定、（３）について了承 

提出された資料等 

・新たな基本計画の策定について 

・造幣局地区街づくり計画（案） 

・造幣局地区街づくり計画の検討と今後の進め方 

・（仮称）造幣局地区防災公園基本計画（案） 

・経済財政運営の改革の基本方針 2014～デフレから好循環拡大へ～（抜粋） 

・平成 26年度第 3・5回政策経営会議結果報告書 


