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ビジョン名 プロジェクト名 
  

1 人に優しい にぎわいあふれる 
池袋・副都心 

1 新庁舎整備による副都心の再生 

2 快適・道路ネットワークの整備 

3 歩いて楽しい歩行者中心の街づくり 

4 風格ある商業・オフィス街の形成 

5 快適・自転車ライフの推進 
  

2 個性ある 住宅地がひろがる 
まち・としま 

6 魅力ある駅周辺の整備 

7 地域ブランド創出プロジェクト 

8 こころ和む価値ある住宅市街地づくり 
  
3 商工のバランスが 活力を生む 
まち・としま 

９ 創業起業の環境づくりプロジェクト 

10 豊島メッセ構想 

 

都市再生 
文化と品格を誇れる価値あるまちへ

文化 

政策 

健康 

政策 

環境 

政策 
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都市再生 ビジョン 

１ 人に優しい にぎわいあふれる 池袋・副都心 

（10 年後の目指す姿） 

 ○ 新庁舎整備と現庁舎地の有効活用が副都心再生の起爆剤となり、サンシャインシティ、東京

芸術劇場、東池袋四丁目市街地再開発地区とならぶ、新たなにぎわいの拠点が形成されている。 

 ○ 東口では環状 5の 1 号線と補助 81 号線、補助 175 号線、176 号線、西口では補助 172 号線、

173 号線、環状 6号線・中央環状新宿線など、副都心を取り囲む都市計画道路が完成し、交通

アクセス機能が飛躍的に高まるとともに、地区計画に基づく快適な街並みが形成されている。 

 ○ 東口、西口ともに歩行者優先の駅前広場が整備されるとともに、グリーン大通りのトランジ

ットモール化が進み、東西をつなぐ自由通路も整備され、人に優しく、回遊性が高い、駅と駅

周辺の整備が進んでいる。また、公共交通として、バス､タクシーの乗り場や駐輪場が再整備

され、ＬＲＴやコミュニティバスなど新交通システムが導入されている。 

 ○ 東池袋四丁目の再開発や南池袋二丁目街区再編まちづくり、地区計画に基づく東西駅周辺の

低未利用地や老朽ビルなどの再開発により、風格ある商業・オフィス街が形成されている。 

 ○ こうした都市再生の進展により、池袋副都心の旧来のイメージが刷新されるとともに、都市

間競争力が高まり、池袋の商業・業務機能が強化され、魅力ある店舗が次々に進出している。 

 

都市再生 ビジョン 

２ 個性ある 住宅地がひろがる まち・としま 

（10 年後の目指す姿） 

 ○ 大塚、巣鴨、駒込、目白、そして東長崎、椎名町などの駅周辺が、駅舎、駅前広場、道路、

駐輪場等が一体的に整備された、魅力と活力ある地域拠点として生まれ変わっている。 

 ○ 地域が持つ特徴ある文化資源を活かした祭りやイベント、魅力ある道路や広場づくりなど、

総合的なまちづくりにより、住宅地としての価値とイメージが高まり、住みたいまちとしての

評価を得ている。 

 ○ 老朽密集市街地が災害に強い住宅市街地に再生され、地区計画等により、個性ある街並み景

観や活気ある商店街のある住宅市街地が形成されている。また、ファミリー型の良質な集

合住宅が供給され、定住人口が増大している。 
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都市再生 ビジョン 

３ 商工のバランスが 活力を生む まち・としま 

（10 年後の目指す姿） 

 ○ ものづくりの作業を外部から見られるようにするなど、地域に開かれた「ものづくり産業」

が都市の生活環境に溶け込み、子どもたちの就業体験の場になる。また、ものづくり産業の振

興が地元産業で働く者を増やし、地域全体に活力が生まれる。 

 ○ 電線の地中化を終えた街は、看板や庇が統一され、安全安心な場所としてだけではなく、み

んなで集い談笑するゆとりある生活を支えている。また、商店街と地域の伝統・文化財が一体

となり、観光スポットとしての新たな顔が商店街に生まれる。 

○ 商業施設と住宅とが街に溶け合うような色調で佇む建物の地階に工場を集約した都市型産

業施設が運営されている。また、異業種間の交流による新たなビジネスがインキュベーショ

ン施設を利用して次々に誕生している。 

◆目指す効果、目標数値 

効果 

○ 副都心の再生が“訪れたいまちとしての評価”を高める 

○ 副都心の再生が“来街者や昼間人口”を増加させ、“経済力”を高める 

○ 人にやさしい副都心づくりが“副都心のイメージ”を変える 

○ 地域ブランドの向上が“住みたいまちとしての評価”を高める 

○ 定住人口の増加が“地域力”を高め、“持続可能な財政構造の構築“につながる 

数値 

○ 池袋駅の一日乗降客数→4年後、10 年後も 260 万人を維持する 

○ 都市計画道路の整備率→4年後 71.4％に高め、10 年後 76.2％を目指す 

○ 地区計画の決定面積 →4 年後 11％に高め、10 年後 20％以上に高める 

○ 放置自転車の台数  →4 年後 50％以下に削減し、10 年後 30％以下に削減する 

○ 住宅ストックのバランス→4 年後 50 ㎡以上の割合を 45％、10 年後 55％以上に向上させ

る 

○ 事業所数  →4 年後、10 年後 2万件を維持する 
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都市再生 

プロジェクト 1 新庁舎整備による副都心の再生 
【取組み方針】 【目標・鍵となる指標】 

○池袋駅乗降客 
 
【計画期間中に実施を図る主な事業】 
○新庁舎整備基本計画の策定 
○現庁舎地活用による価値あるまちづくりの推進 

○新庁舎の整備を契機に、現庁舎地区の一部

または全部の活用により、街の活性化をも

たらし、池袋副都心の再生につなげる。 

○現庁舎地区は、副都心エリアの中心に位置

し、利便性も高く利用価値の高い土地であ

ることから、商業業務施設がつくられるこ

とで、地区のイメージが一新され、周辺の

商業業務地にも波及効果を及ぼす。 

○サンシャインシティ地区、東池袋四丁目再

開発地区と並ぶ副都心の大きな核が形成さ

れ、駅から３地区に向けた歩行動線と、3

地区を相互に結ぶ歩行動線により、東池袋

地区全体を回遊する大きな歩行動線が形成

される。 

 

 

 

［歩行者通行量現況］ 
【現 状】 

 

 
 
【現本庁舎地のみ民間活用】       【現庁舎地区全体(3か所)の民間活用】 
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都市再生 

プロジェクト ２ 快適・道路ネットワークの整備 
【取組み方針】 【目標・鍵となる指標】 

○都市計画道路整備率 

【計画期間中に実施を図る主な事業】 

○池袋東地区は、平成 22 年度までに補助 175 号

線、平成 23 年度までに補助 81 号線、176 号線、

その後、環状５の 1号線（地上部・地下）を整

備する。 

○池袋西地区は、平成 22 年度までに環状 6号線、

補助 172 号線、平成 25 年度までに 173 号を整

備し、劇場通りを含めたネットワークを完成さ

せる。 

○都市計画道路ネットワークの整備により、環状

４号線、環状５の 1号線、環状 6号線、新目白

通り、川越街道の放射・環状線は、通過交通を

処理する広域的な自動車動線とする。補助 172

号線、補助 173 号線、劇場通り、明治通り、グ

リーン大通りは、副都心地区へのアプローチ・

物流動線とする。 

○新たに整備される路線では、自転車通行帯を整

備し、歩行者・自転車双方の安全快適な環境を

整備する。 

○環状 5の 1 号線【東京都】 

○環状 6号線【東京都・首都高速道路】 

○補助 81 号線（南池袋地区）【東京都】 

○補助 81 号線（東池袋地区）【東京都】 

○補助 172 号線【東京都】 

○補助 173 号線【豊島区】 

○補助 175 号線、176 号線【再開発組合・都市

再生機構・豊島区】 

○自転車歩行者道【豊島区】 

４ ※【 】内は事業主体 

道路ネットワーク図

● 
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都市再生 

プロジェクト ３ 歩いて楽しい歩行者中心の街づくり 
【取組み方針】 【目標・鍵となる指標】 

○池袋駅乗降者数 
【計画期間中に実施を図る主な事業】 
○学園通りづくり（帝京平成大学） 
○池袋駅西口駅前広場の改修 
○池袋北口歩道拡幅 
○バリアフリー化の促進（池袋駅周辺あんしん歩行エリア）
○池袋副都心交通ビジョン策定 
○池袋駅及び駅周辺整備調査 

○道路ネットワークの整備と連動して、来

街者が快適、安全に回遊できる街づくり

を進める。 

○東西自由通路の整備、地下通路から地上

部へのスムーズでバリアフリーなアプ

ローチの整備、主要な街路の歩道拡幅に

より、駅から街への連続性ある歩行者ネ

ットワークを構築し、回遊行動を促進す

る。 

○東西駅前広場を再整備し、鉄道・バス・

タクシーの乗換え利便性の向上、休憩・

たまり空間の確保、副都心の玄関にふさ

わしい景観を形成する。 

○民間事業者や地元企業の協力のもと、

LRT や副都心循環バスが運行し、地区内

移動の円滑化、回遊性の向上を図る。 

 

都市再生 

プロジェクト ４ 風格ある商業・オフィス街の形成 
【取組み方針】 
○東池袋四丁目では、市街地再開発事業

により新中央図書館、交流施設を含む

第 1地区が平成 19 年１月、第 2地区が

平成 22 年度に完成する。 

○南池袋二丁目では、街区再編街づくり

制度の活用により、1ブロックは市街地

再開発事業に着手し、他の 2 ブロック

は、地区計画策定の上、一部事業化す

る。 

○駅周辺の商業業務地は、街並み誘導型

地区計画制度を活用し、美しく品格あ

る街並み景観の維持、形成を図り、老

朽建築物建替えを促進し、新たなオフ

ィス街の形成を図る。 

【目標・鍵となる指標】 
○地区計画決定面積 
【計画期間中に実施を図る主な事業】 
○東池袋四丁目市街地再開発事業 

○南池袋二丁目街区再編街づくり推進事業 

○副都心商業業務エリア地区計画推進事業

 

 
 
  
 
 
 

 
 

整備イメージ 

【南池袋二丁目街区再編まちづくりの整備 
イメージ】 

【東池袋四丁目市街地再開発事業】 
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都市再生 

プロジェクト 5 快適・自転車ライフの推進 
【取組み方針】 
○「自転車等の利用と駐輪に関する総合計画」

に基づき、池袋など鉄道駅周辺で新たな駐輪

場の整備を行う。 

○駐輪場への利用誘導策、さらに効果的な放置

自転車の撤去活動により、快適な自転車利用

環境を備えたまちづくりを推進する。 

【目標・鍵となる指標】 
○放置自転車台数 
○駐輪場収容台数 
○駐輪場利用率 
【計画期間中に実施を図る主な事業】 
○自転車駐車場の整備 
○自転車駐車場等管理運営 
○放置自転車対策 
○駐輪場案内サインの整備 

 

都市再生 

プロジェクト ６ 魅力ある駅周辺の整備 
【取組み方針】 
○各鉄道事業者と共同で駅のバリアフリー化にあわせ

た自由通路や駅前広場の整備を進める。 

○大塚駅南北自由通路は、平成 21 年 6 月に完成する。

引き続き駅前広場や自転車駐輪場を整備するととも

に、にぎわいの創出に向け広場や通路の活用を図る。 

○東長崎駅は、豊島区が自由通路と広場を整備し、東

長崎駅整備株式会社（区と西武鉄道が共同出資して

設立した第三セクター）が駅舎改善(駅のバリアフリ

ー化を含む)を行い、平成 20 年 9 月に完成する。 

○椎名町駅周辺では、中央環状新宿線（環状 6 号線）

の整備にあわせ、橋下空間と横断施設、駅舎の改善

を一体的に整備する事業の可能性を探り、駅利用者

をはじめ自転車や歩行者の利便性と回遊性の向上を

図る。 

【目標・鍵となる指標】 
○駅乗降者数 
【計画期間中に実施を図る主な事業】 
○大塚駅南北自由通路整備事業 
○東長崎駅整備事業  
○椎名町駅周辺整備事業 

 

【東長崎駅整備事業完成予想図（南口）】 
 

【大塚駅南北自由通路完成予想図（南口）】  
 

 

利便性の高い駐輪場の充実 

駐輪場の整備 
サイン
整備 

放置自転車対策

既存駐輪場の利用

 

自転車

走行空

間の確

保 

快適な自転車まちづくり 

【プロジェクトのイメージ】 
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都市再生 

プロジェクト ７ 地域ブランド創出プロジェクト 
【取組み方針】 
○誰もが「住みたいまち」と思う「価

値あるまちづくり」の実現に向け、

ソフト・ハード両面から組織横断的

にプロジェクトを展開する。 
○区内でも住宅地として高いブラン 
ド力を有する目白･駒込をモデル地

域とし、地域区民との協働によりプ

ロジェクトを推進する。 

○「地域固有の価値と魅力」を「地域 

ブランド」と位置づけ、地域資源を

活用した効果的・戦略的なアピール

を図っていく。 

   
【目標・鍵となる指標】 
○目白･駒込地域の人口動態 
○土地の公示価格 
 
【計画期間中に実施を図る主な事業】

○地域ブランド創出事業 

○目白地区「ホタルの里」事業 

○目白庭園イベント事業 

○「学習院椿の坂」景観整備 

○「F・L・ライトの小路」整備 

○豊島・美しい街並みづくり大賞事業 

○旧丹羽邸の活用 

 

 

 

 

 

 

多様な参加による協議の場 

イベントに連動した

まち･商店の企画 

「
道
づ
く
り
」
を
核
と
す
る
景
観
保
全･
向
上

目白ブランド・環（リンク）

目標の共有

文
化
・
地
域
資
源
を
活
用
し
た 

都
市
型
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
構
築

目白の将来像 
住みたいまち・住み続けたいまち 

訪れたいまち 

全員参加型広報による

地域情報の発信 

安全で美しい道づくり 
（学習院椿の坂、 

F.L.ライトの小路） 

核となるイベント

（バ･ロック音楽祭）

目白ブランド・ 
サポーターの活用 

地域資産をつなぐ

回遊路づくり 

パチンコ・サラ金の

ない街並み保全 
（地区計画の検討）

環境にやさしいまち 
（ホタルの里、 

目白庭園の活用） 

産 民

官 学 

【駒込ブランド展開イメージ】 

【目白ブランド展開イメージ】

 

癒されるまち・駒込 

地域外への発信 
 

お散歩まち・駒込～回遊性を高めるルートづくり 

既存イベントをつなぐ四季を通じた交流の場づくり 

住
み
続
け
た
い
ま
ち 

住
み
た
い
ま
ち 

女子栄養大学との連携 

地域内での共有

さくらと子供とエコプロジェクト 地域のシンボル･染井吉野

六義園･旧古河庭園･染井霊園を結ぶ

さくら周遊ルート・マップづくり 

桜の樹木カウント・観察 
子供達に伝える地域の歴史 

新たな地域資源の活用 
（丹羽家の蔵・棟門） 

旧丹羽邸の蔵・棟門 

目白庭園 
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都市再生 

プロジェクト ８ こころ和む価値ある住宅市街地づくり 
【取組み方針】 
○都市計画道路補助 81 号線整備と併せた、

沿道建築物の共同化、地区計画によるル

ールづくりを一体的に進め、低層・老朽・

密集した市街地を、災害に強く、緑が連

続した街並みの住宅市街地に再生する。 

○広場、公園の確保、耐火建築物への建替

え促進や、民間住宅耐震改修助成により、

災害に強い街づくりを進める。 

○土地利用の共同化や建築物の建替えを支

援し､良質な市街地住宅の再生と防災性

が向上した市街地環境整備を促進する。 

○地区計画制度により、地域特性を活かし

た、整った街並みのゆとりと潤いのある

住宅街の形成を進める。 

【目標・鍵となる指標】 
○住宅ストックバランスの割合 
【計画期間中に実施を図る主な事業】 
○東池袋地区補助81号線及び補助176号線

沿道まちづくり 
○居住環境総合整備事業 
○民間住宅耐震改修助成事業 
○狭小住戸集合住宅税の活用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【整った街並みの例】 

 
 
 

【補助 81 号線と沿道まちづくりの整備イメージ】 
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プロジェクト ９ 創業起業の環境づくりプロジェクト 
【取組み方針】 
○創業起業講座の充実に加え、豊島区での

起業者のためのインキュベーション施設

を設置し、区内での起業の機運を高める。 

○インキュベーション施設には、中小企業

診断士会が設立した NPO 法人やスコア制

度による相談体制を充実させ、起業後の

フォロー体制を整える。 

【目標・鍵となる指標】 
○起業者数 
○インキュベーション施設利用者数 
【計画期間中に実施を図る主な事業】 
○起業創業支援講座の充実 
○インキュベーション施設の設置 
○新産業立地支援 

【インキュベーション施設の開設例】 
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プロジェクト 10 豊島メッセ構想 
【取組み方針】 
○来街者が、常に、工場、作業所、商店等

の実演の見学ができ、また快適に回遊で

きるようトイレ、休息所等を完備した、

区内全域を対象としたメッセ(見本市)の

実現を目指す。 

○工場見学など外から作業風景や製作した

作品を見られるように、事業所をオープ

ンにした店舗改修等を図る。 

○区内産業の新たなコラボレーションによ

る新産業の創出を図るため、産業見本市

を実施し、産業界の活性化を図る。 

【目標・鍵となる指標】 
○メッセ参加事業所数 
○事業所数 
○事業所販売額 
【計画期間中に実施を図る主な事業】 

○「としま ものづくりメッセ」事業 
○メッセ事業所改修 
○商店街活性化事業 
○巣鴨・大塚地区ＴＭＯ構想の推進 

 
 

 
 
 

              フォローオフィス 

診断士等のスペシャ
リストによる相談 
 
支援講座実施 

 

起業を開始した最初の
オフィスとして活用、
起動に乗った段階で、
区内にオフィスを開設 

スタートアップオフィス 

【ザ・ニシがもメッセ】 




