
平成28年3月
造幣局南地区まちづくり協議会

造幣局南地区
まちづくり構想（素案）



上位計画1
■都市再生緊急整備地域（平成２７年７月）／内閣府　【池袋駅周辺地域】
●駅周辺においては、老朽建築物や細分化した敷地の統合など、街区再編の推進と併せて、歩行者ネットワークや緑の創
出を図るとともに、造幣局跡地を活用して、防災公園の整備と併せた連鎖的な開発により、木造密集市街地の改善を図
るなど、駅周辺の防災性の向上と連動して、地域全体の防災対応力を強化。

●木造密集地域においては、従前の居住機能の確保及び周辺市街地の都市環境や街並みとの調和、建物の形態・色彩な
ど、良好な都市景観の形成等に十分配慮し、都市開発事業や既存ストックを活用したリノベーションを促進。

■首都直下地震対策計画（平成２６年４月）／国土交通省
●木造住宅密集地域の広域的解消へ向けて、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展開。

■木密地域不燃化10年プロジェクト（平成24年1月）／東京都
【木密地域不燃化10年プロジェクト不燃化特区制度先行実施地区整備プログラム（H25.4 豊島区）】
●未接道敷地や狭小宅地等が多く、当地区の課題を解決するために、集中的に住民主体のまちづくりを検討。

■豊島区都市づくりビジョン（平成27年3月） ／豊島区
●造幣局南地区は、まちづくり協議会による検討を進め、造幣局東京支局移転後跡地の防災機能を備えた公園の整備や
都市開発にあわせて木造住宅密集地域の解消による防災性と住環境の向上をめざす。 

●副都心連携エリアとして加え、池袋副都心として一体的な都市づくりに取り組む。

■造幣局地区街づくり計画（平成26年10月） ／豊島区
●造幣局東京支局の移転による大規模土地利用転換に併せ、池袋副都心と木造住宅密集地域の双方に隣接した立地特
性に配慮し、防災公園区域と市街地整備区域が一体となり災害に強く文化と賑わいを創出する市街地を形成。

■造幣局地区地区計画（平成28年1月） ／豊島区
●賑わい機能ゾーンでは、池袋副都心と木造住宅密集地域に隣接した立地という特徴を踏まえ、連鎖的な開発を見据え
た合理的かつ健全な土地の高度利用により、池袋副都心から連続した賑わい機能と木造住宅密集地域の解消にも資す
る質の高い良好な環境を備えた住宅機能、生活支援機能からなる複合的な市街地の形成を図る。

■木造住宅密集地域の解消による防災性と住環境の向上
●集中的な防災都市づくりに取り組み、造幣局跡地を活用した連鎖型の再開発事業等を検討

■池袋副都心連携エリアとして、副都心の奥行を支える賑わいの創出
●造幣局跡地の市街地整備と連携して、副都心からの連続した賑わいの創出

地区の面積・権利者数2

※「面積・区画数・権利者数」等については、登記等にもとづく概数です。
※「権利者数」のうち共有者については、一人とカウントしています。

1街区

2街区

3街区

4街区

5街区

6街区

7街区

計

約3,660m2

約4,451m2

約2,358m2

約2,319m2

約2,947m2

約1,753m2

約3,410m2

約20,898m2

公簿面積
権利者数

34区画

31区画

10区画

18区画

40区画

19区画

34区画

区画数

25人

23人

11人

19人

29人

20人

31人

土地
所有者

23人

16人

10人

16人

37人

15人

24人

建物
所有者

（8人）

（7人）

（4人）

（3人）

（24人）

（3人）

（2人）

186区画 158人 141人 （51人）

うち
（借地人）

造幣局南地区に求められる都市像



地区の特性3
造幣局南地区（以下「本地区」）の特性は以下の通りです。
●南側に東京メトロ有楽町線東池袋駅や都電荒川線東

池袋四丁目駅が位置し、利便性が高い。
●本地区の外周は、補助第175号線、補助第176号線及

び補助第８１号線の広幅員道路に囲まれている。地区

内部は、木造建物が密集している。
●本地区周辺では、西側にアウルタワーなどの高層の再

開発ビルがあり、南側では再開発事業が進められてい

る。また、北側の造幣局東京支局跡地では防災公園整

備や市街地整備が進められている。 

地区の課題4
【土地・建物状況】
●地区計画で定められた敷地面積の最低限度である65㎡未満となる小規

模敷地や、建築に必要な接道条件を満たさない宅地が多く存在する。 
●旧耐震基準（昭和56年5月以前に建築確認申請）により建てられた建物

が約４割強を占めており、それらの多くの建物は、狭小な宅地や接道が確

保されていない宅地に建てられている。 
●地区内の約９割の建物が住宅系用途（店舗・事務所等との併用住宅を含

む）であり、老朽住宅を中心に空き家も存在している。 
●接道条件や敷地規模など敷地条件の良い宅地での機能更新が進む中で、

敷地条件が整わない事から、建物の更新が進まない宅地もあるなど、建

物更新の差が生じている。
●特に、２街区及び５街区は、接道条件を満たさない宅地や小規模宅地が

多く、また旧耐震基準の建物が密集しており、他の街区よりも課題が多く

みられる。

【都市基盤】
●本地区外周部では都市計画道路の広幅員道路に接する一方、地区内では

幅員が狭い道路及び通路などが多い。

【防災・防犯】
●道路が狭い事による緊急車両の通行や災害時避難路の確保などが懸念

されている。
●広場を有する街区がある一方、建物が密集し、緑や広場が確保されていな

い街区もあり、木造住宅が密集している事と併せて火災発生時の被害拡

大等、防災安全性の確保が望まれている。 
●防災備蓄品や防災用水利が不足している。

■位置図
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造幣局南地区に求められる都市像

■木造住宅密集地域の解消による防災性と
住環境の向上
集中的な防災都市づくりに取り組み、造幣

局跡地を活用した連鎖型の再開発事業等を

検討

■池袋副都心連携エリアとして、副都心の
奥行を支える賑わいの創出
造幣局跡地の市街地整備と連携して、副都

心からの連続した賑わいの創出

地区内部は、木造密集市街地を形成

小規模敷地や、建築に必要な接道条件を満たさな

い敷地が多く存在

地区内では幅員が狭い道路及び通路などが多い

緊急車両の通行や災害時避難路の確保などが懸念

【まとめ】まちづくり構想（素案）

１．上位計画 ５．まちづくりの方針

３．地区の特性
４．地区の課題

２．地区の面積・権利者数

 

連 携

■造幣局南地区周辺のまちづくり動向■

■造幣局南地区　まちづくり構想（素案）■

（１）まちづくりの目標
安全・安心で住み続けられる、魅力あるまち

（２）まちの目指す姿
①防災性の高いまち

②利便性の高いまち

③緑の多いまち

④静かな住環境

⑤きれいな街並み

⑥コミュニティの息づくまち

（３）まちづくり手法の考え方
●「将来の街並み」を考慮したまちづくり

①現状街並み維持型

②混合型及び街区再編型

③このままの街並みで良い

●造幣局の一部と連携した連鎖的なまちづくり

●まちづくり協議会等における皆様のご意向

①防災性の向上のため、地区内の主要な生活道路

を６ｍ以上に拡幅又は新設。

②防災性の向上のためのまちづくりにより、自宅

等が影響を受ける方も、地区内に住み続けられ

るようにする。

③まちづくりを考えるにあたり、造幣局跡地の一

部を活用したまちづくりを検討する。

アンケートでの様々なご意見

借家人対応・高齢者対応・歴史の継承等

６．これまでの活動経緯等

平成２４年度　懇談会４回・アンケート①実施

平成２５年度　懇談会６回

平成２６年度　協議会６回・世話人会８回

平成２７年度　協議会５回・役員会１１回

　　　　　　　アンケート②実施

スケジュール

造幣局南地区

防災公園整備（予定）

平成27年度

まちづくり構想（素案）

都市計画決定

平成28年度

         まちづくり構想

造幣局移転

           建物解体工事

平成29年度 平成30年度

まちづくりの実現へ

平成31年度～

公園工事完了



まちづくり方針5

防災性の向上のため、地区内の主
要な生活道路を６ｍ以上に拡幅又
は新設する。

防災性の向上のためのまちづくりに
より、自宅等が影響を受ける方も、地
区内に住み続けられるようにする。

まちづくりを考えるにあたり、造幣
局跡地の一部を活用したまちづく
りを検討する。

（１）まちづくりの目標

安全・安心で住み続けられる、魅力あるまち

（２）まちの目指す姿

（３）まちづくり手法の考え方

①防災性の高いまち
　・拡幅された道路

　・建物の不燃化耐震化

　・災害時の備え

②利便性の高いまち
　 ・商業施設や公益施設の

　　充実

　　・交通利便性がよいまち

③緑の多いまち
　・公園や緑地の充実

④静かな住環境
　・落ち着きのあるまち

　・部外者が入って来ない

⑤きれいな街並み
　・建物の統一感ある

　　まちなみ

　・ゴミのないまち

⑥コミュニティの息づくまち
　・昔からの近所づきあい

　・さまざまな世代が交流する

　　まち

●「将来の街並み」を考慮したまちづくり手法●

●まちづくり協議会等における皆様のご意向●

●造幣局の一部と連携した連鎖的なまちづくり手法●
①現状街並み維持型

徐々に街並みが変化します。
現状の街並みを維持しながら
道路を６メートルに拡幅又は
新設します。道路沿道権利者
の希望者と区で街づくり検討
することも可能です。

（イメージ図）

②混合型及び街区再編型

全く新しい街並みです。
地区全体で共同化することを前
提として計画的に道路や公園・
広場を整備します。移転先とし
て、造幣局跡地の一部を活用し
て検討することも可能です。

（イメージ図）

③このままの街並みで良い

街並みに変化はありません。
建替えに併せて、セットバック
を行い、道路は徐々に４メート
ルに拡幅します。

（イメージ図）

+

「まちづくりアンケート」等でいただいた様々なご意見
借家人対応・高齢者対応・歴史の継承等

① ③②



これまでの活動経緯等6

■造幣局南地区まちづくり懇談会　平成２４年度～平成２５年度

平成24年4月

平成24年7月

平成24年9月

平成24年12月

第1回懇談会

第2回懇談会

第3回懇談会

第4回懇談会

・周辺のまちづくりの状況と造幣局南地区の課題説明、災害対策

・ワークショップ（残したいまちの魅力と住み続けるための問題点）

・不燃化特区・造幣局の説明、ワークショップ（まちの目指す姿、課題の解決方法）

・ワークショップ（課題の解決方法、街並みのイメージ）

平成25年1～3月
まちづくり

アンケート①

■対象：土地・建物 所有者・借家人  754件　■回答数：113件（回答率：15.0％）

・計画的にまちづくりを進めた方がよい（約６割）

・計画的に建物配置し、緑やオープンスペースを広くとった街並みが良い（約５割）

■造幣局南地区まちづくり協議会（初動期）　平成２６年度

平成26年6月

平成26年7月

平成26年9月　

平成26年11月

平成27年1月

平成27年4月

第1回協議会

第2回協議会

第3回協議会

第4回協議会

第5回協議会

第6回協議会

・周辺のまちづくりの動向

・協議会の設立・協議会の今後の進め方

・２年間のまちづくり検討の経緯の振り返り

・まちづくりの区域・方向性について

・イメージ図を基にしたまちづくりの区域・方向性について

・道路配置イメージ図に基づくまちづくりの手法等について

・将来の街並みイメージ図に基づくまちづくりの手法等について

・まちづくり協議会の展開期への移行について

・まちづくり協議会（展開期）の設立について

平成25年4月

平成25年6月

平成25年8月

平成25年9月

平成25年11月

平成26年2月

第5回懇談会

第6回懇談会

第7回懇談会

第8回懇談会

第9回懇談会

第10回懇談会

・アンケート結果の報告、意見交換

・まちづくり見学会（世田谷区太子堂三丁目地区）

・まちの課題と首都直下地震の危険性についてＤＶＤ上映

・まちづくり見学会（豊島区南池袋二丁目Ａ地区モデルルーム見学）

・地権者の方の作成した構想案の検討、意見交換

・まちづくりの事例紹介、協議会の設立について

平成27年11～12月
まちづくり

アンケート②

■対象：土地・建物 所有者  220件　■回答数：52件（回答率：23.6％）

・防災性向上のため主要な生活道路を６ｍ以上に拡幅又は新設する（約８割）

・自宅等が影響を受ける方も地区内に住み続けられるようにする（約７割)

・造幣局跡地の一部を活用したまちづくりを検討することが必要（約７割）

協議会（初動期）へ移行

■造幣局南地区まちづくり協議会（展開期）　平成２７年度～

平成27年6月

平成27年10月

第1回協議会

第2回協議会

・まちづくり協議会（展開期）の設立総会、役員選任、まちづくりイメージ案

・各街区の課題等の整理、まちづくりアンケートについて

平成27年12月

平成28年2月

平成28年3月

第3回協議会

第4回協議会

第5回協議会

・まちづくり構想（素案）のたたき台について

・まちづくり構想（素案）について

・まちづくり構想（素案）の策定

協議会（展開期）へ移行

世
話
人
会

役
員
会



今後の活動・検討事項

まちづくり構想（素案）

まちづくり構想

（１）今後の検討事項

●権利者の意向を踏まえた「まちづくりの方向性」
の更なる検討
①地区内の主要道路を６ｍ以上に拡幅・新設

②地区内に住み続けられるための方策

③造幣局の一部を活用したまちづくりの手法

●「まちづくり手法」（将来の街並み）の更なる検討
①現状街並み維持型

②混合型及び街区再編型

③このままの街並み

④その他（上記①②③を合わせた街並み）

（２）今後の活動

●協議会・役員会の開催

●協議会の加入促進

●まちづくりの普及・啓発活動

●行政機関・地元町会等との協議調整

（３）地権者意向の確認

●個別意向確認の実施

●相談体制の確立

●事業エリア・連鎖的なまちづくりの検討

●公的保有地（区・ＵＲ等）を活用した
　「まちづくり手法」の検討

●借家人・高齢者対応方策の検討

●子育て世帯も住み続けられる仕組の検討

●税務・法務面での基礎的事項の整理

7

『まちづくり構想（素案）』で定めるまちづくりの検討エリアとスケジュールを基にして、平成２８年度の協議会活動に

よる検討を重ね、まちづくりの実現に向けた『まちづくり構想』を策定していきます。

発行：造幣局南地区　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）

電話：03-3981-0489　FAX：03-3980-5135

《ホームページ》豊島区ホームページ≫トップページのキーワードで探す≫

●事業区域

●連鎖的なまちづくり

●事業手法

●事業化に向けた組織の検討

平
　
成
　
２８
　
年
　
度

検索造幣局南


