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１ 地域特性を踏まえた住まい 
 
 豊島区は池袋副都心を中心として、業務や商業機能、公共交通が集まる、都内でも利便性の高い

地域です。平成 20 年 6 月副都心線の開通も併せ、今後ますます人が集まる場所として期待されま

す。都市機能が充実する一方で、区内には大学が 6 校あること、池袋モンパルナスなど文化や歴史

的な側面も忘れてはなりません。高い利便性という都市の活力を活かし、落ち着いた住環境を整え

維持することが課題です。 

住環境の課題を考えるにあたっては、各地域の特性を踏まえて検討することが必要です。例えば

副都心として発展した地域では都市型住宅の高層マンションが建ち並び、高密居住になっています。

平成 20 年 1 月１日現在の豊島区の人口密度は 198.7 人／ha で、中野区と並んで全国で最も高い水

準です。高密居住でありながらも、緑やオープンスペースを確保した良好な住環境を形成し、住宅

によるまちなみ景観づくりを推進する必要があります。 

一方、古くからある住宅地では低層の戸建て住宅が建ち並び、地区によっては密集地域となって

います。大規模マンションなどの開発が進む中で、木造密集地域では、道路の幅員が狭あいである

ため建物の建替えが進まず、周囲から取り残されているのが実状です。 

 様々な市街地が形成されているため、区内の地域ごとに住環境の課題は異なっています。 

そこで、地域の現状に適した様々な手法によって、住宅・住環境の整備を引き続き行う必要があ

ります。区民の一人ひとりが、地域ごとの特性や文化、歴史に触れ、そして愛着を持つことで、特

徴ある住環境が形成されていくと考えます。 
 

右上：雑司が谷旧宣教師館（東京都指定有形文化財） 
右下：東武百貨店の屋上から見た風景の今昔（上/昭和 37 年 8 月 2 日 下/現在） 
左上：池袋モンパルナスの模型 
左下：椎名町の今昔（上/現在 下/昭和 30 年前後にあったトキワ荘の模型） 
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２ 多様なライフスタイルを大切にした住まい 
 
（１）単身世帯 

 今日の少子高齢化の傾向に加え、夫婦のみ世帯の増加、単身世帯の増加など、家族の形態は多様

化しています。住まいについては、それぞれの家族構成やライフスタイルによって、広さだけでは

なく様々な性能や機能が求められています。 

 特に、単身世帯の数は増加傾向にあり、今後の住まいのあり方にも大きな影響を及ぼすものと考

えます。国立社会保障・人口問題研究所の調査（2003 年 10 月）によると、1980 年に 711 万世帯だ

った単身世帯は、2000 年に 1,291 万世帯に増加し、2,010 年には 1,517 万世帯になると推計されて

います。 

豊島区は、単身世帯が全世帯の約半数を占めています。その多くが若年層だけではなく、40、50

歳代が多いことも特徴です。他方、利便性が高く、単身世帯を主な対象とした狭小住戸集合住宅（住

戸面積 29 ㎡未満）、いわゆるワンルームマンションが多く供給されてきました。そのため、住宅ス

トックのバランスが懸念され、狭小住戸集合住宅への課税による供給抑制等の対策をとっています。 

ごみ出しのマナー違反や、深夜の騒音問題など、住まい方の面においても近隣トラブルを発生す

ることがあります。また、短期間の居住が多い単身世帯にとって、地域に深く関わるという意識は

薄く、地域の新たな担い手が不足してしまう傾向にあります。これらの問題は単身世帯が地域とい

うものを意識せず、コミュニケーションが不足していることも要因の一つだと考えられます。 

その問題を解決する一つとして、住宅が閉鎖的になりすぎないことが望まれます。特に豊島区は

高密居住のため、地域に開かれた集合住宅が普及すること、集合住宅と地域の関係性を作り出し、

単身者や若者のコミュニティへの参加を促すような工夫が大切です。 

また、単身者やその他の世帯が集まって、居住者同士で暮らしを支えあえるようなコレクティブ

ハウスも、広い共用部を持った新しいタイプの住まい方として今後期待されます。また、単身者同

士のルームシェアは、ファミリー向け住戸を活用することができるので、単身者向け狭小住宅の増

加の抑制にも結びつくと考えられます。住宅の多種多様な活用を推進することで、地域における住

宅ストックのバランスを維持しながら家族構成の変化に対応していくことができると考えます。 

 

（２）子育て世帯 

 「単身世帯が多いこと」は反対に「ファミリー世帯、子育て世帯が少ないこと」を意味していま

す。近年の少子高齢化はますます深刻化し、夫婦共働きをする家族も一般的になっています。子ど

もはもちろん、子どもを持つ家族が安心して住める環境の確保が望まれます。子育て世帯にも十分

な広さの住宅の供給や、定期借地権の普及等による住宅価格の低廉化や家賃助成などの入居の支援

が求められています。 
共同住宅内に子育てを支援できるような施設も、子どもと家族の安心に繋がります。子どもが安

全に遊ぶことができるキッズルームなどを、取り入れている事例がいくつか見られます。より多く

の人々が利用できるよう、マンションの集会室を子育て支援施設としても多目的に使用できるなど、

臨機応変な対応を進めていくことで、子育てをしやすい環境をつくることができると考えます。 
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（３）高齢世帯 

 豊島区においても高齢化は進み、平成 20 年 1 月 1 日現在の住民基本台帳では全体の 20.3％を 65

歳以上が占めています。2000 年 4 月介護保険制度導入以降、施設介護から在宅介護へと福祉施策の

重点が移り、高齢期の住まいの問題が注目されています。しかし、高齢者が増える現実に反して、

バリアフリー化された住宅の不足や、民間賃貸住宅において高齢者の入居を拒む実態があるなど、

まだまだ高齢者が安心できる住環境は十分に整備されていません。安心入居の支援として、不動産

業関連団体や福祉施策との連携により、高齢者の住生活を支える仕組みづくりをさらに進めていく

必要があります。住環境のバリアフリー化や住み慣れた土地に住み続けるということも安心につな

がります。グループリビングや高齢者向けコレクティブハウスなど多様な高齢者向け住宅、高齢者

専用住宅の供給誘導を促し、高齢者に配慮された住宅ストックの形成の充実も図る必要があります。

「終の住まい」の選択肢が広がることは、ライフスタイルを大切にした住まいづくりをする上で欠

くことができないことと言えます。 
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             コラム 《非営利組織による住まいづくり 
「かんかん森コレクティブハウス」》

 
ＮＰＯ法人コレクティブハウジング社がコーディネ

ートする日本で初めての多世代・賃貸コレクティブハウ

ス。東京都荒川区で様々な生き方の希望をもった人びと

が、自由な生き方やプライバシーをベースに、できるこ

とは自分で、ともにできることは助けあっていく住まい

です。 
世帯ごとの寝室を持った部屋とリビングやキッチン、

テラスなどのコモンスペースという共有部分がありま

す。住む人がワークショップに参加して、住戸の計画案

を作り、検討しました。 
特にコモンスペースは、共同の空間というだけではな

く、それぞれの生活を営む場です。そのために、住む人

が管理していて、みんなが気持ちよくつかえる家具やカ

ーテン、植栽、食器や調理器具にいたるまで

共同の暮らしに必要なものを話し合って、ど

こにおいて、どれだけお金を使うのか、どう

やって管理運営を行うのか、全て住む人によ

って決められています。 
手作りの緑多い環境、共有スペースのコモ

ンを持った賃貸住宅なので、ゆとりのある生

活空間、コミュニティを居住者で共に創り上

げています。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑カフェコーナー 
 
↓平面図、色がついているところ

はコモンスペース 

↑共有のルーフテラスにつくった 

手づくりの菜園

（図版出典、参考：コレクティブハウジングで暮らそう             
－成熟社会のライフスタイルと住まいの選択 小谷部育子著 平成 16 年 6 月 30 日 丸善㈱）
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３ 環境への配慮 
  

  2005 年に発効された京都議定書により、日本は 2008 年から 2012 年までの期間中に、温室効果ガ

ス排出量の基準年（1990 年）比 6％削減が求められています。環境共生住宅やマンション環境性能

表示、CASBEE などの認定制度も制定され、環境に配慮した住まいづくりが進められています。住宅

においては 200 年住宅に向けた取り組みや、そのための試みの一つであるスケルトン・インフィル

などが着目されています。 

 豊島区では二酸化炭素の排出量は「民生業務」に次いで「民生家庭」が多く、全体の 28.3％を占

めています。省エネルギータイプの住宅は全体の約 3 割で、省エネルギー機器の普及や行動の必要

性が認識され、環境問題への関心は高まっています。 

 今後ますます深刻になる環境問題のために、まず、環境にやさしい住生活を普及する必要があり

ます。省エネルギー、省資源の考え方を推進していく必要があるとともに、住宅や設備の環境性能

を高めていかなくてはなりません。また、一人ひとりが日常生活において、環境にやさしい暮らし

方や、それぞれの住まいに適した緑化を推進していくことも大切です。 

 住宅を解体するときに出る廃材は莫大で、資源の無駄遣いになりかねません。住宅を再生したり、

マンションの大規模修繕を行ったり、住宅を長く使うことで、環境への負荷を少なくすることにつ

ながります。住宅ストックの維持保全に向けた取り組みや、住宅を長く使える仕組み作りが大切で

す。また、スケルトン・インフィルを導入することで、住宅の長期使用を望むことができます。 

 

参考【スケルトン・インフィル】  

 

長期間の耐久性を重視したスケルトン（柱・梁・床等の構造、躯体）と住まい手の多様な

ニーズに応えて自由に変えられる可変性を重視したインフィル（住戸内の内装・設備等）を、

構造的に分離して設計した住宅のことをいいます。1960年代にオランダで始まった建築運動

を日本の実状に合わせた概念で、ＳＩ住宅と呼ばれています。改修が容易なので将来のリフ

ォームや用途変更にも対応しやすく、近年では建物の寿命を長くする技術として注目されて

います。 

バルコニー

駆体
（スケルトン：柱、梁、床等）

可変部分
（インフィル：住戸内の内装、設備等）

リビング
ダイニング

キッチン 浴室 寝室

パイプスペース

ト
イ
レ

外
廊
下
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４ 安心・安全の確保 
  
  世帯、世代によって住環境に望むことは多様です。しかし、安心な住まいの確保という面は誰に

でも共通しています。経済的要因による家賃の支払い困難、年齢を重ねるごとに変化する家族構成

や健康状態に適した住宅があるか、といった不安要因が挙げられます。また、高齢者だけでなく、

これからますます進む国際化にむけて、豊島区内で 6%を占める外国人への居住支援も考えるべき点

です。 

誰もが必要に応じて容易に住み替えができるよう、住み慣れた地域で適切な住宅の情報が得られ

る、また個人の事情で入居が拒否されない、このような住宅の市場を作りあげるために、不動産業

界や福祉施策と連携して、環境を整えていく必要があります。さらに、引き続き区営住宅の活用や

家賃助成を組み合わせた対応の充実、入居の適正化など公平な利用ができるよう努めなくてはいけ

ません。 

相次ぐ地震によって、私たちの耐震、防災への関心はますます高まっています。豊島区は接道不

良住宅率が高く、防災の面で問題となる地区が多く見られます。災害時の救急車両の通行面でも不

安が残ります。建物全体の不燃化率が 6 割、持ち家の耐震化率は約 3 割で、23 区で 6 番目に高い割

合ですが、耐震性に問題のある建物は多く見られます。 

高まる不安の中で、今後は建物の耐震化、不燃化など災害に強い住まい、まちづくりを推進しな

くてはなりません。 

また、現代の生活における不安は自然災害だけではありません。住宅においては防犯を強化すべ

く、2001 年より国土交通省は警察庁と連携して「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」を策定

し、設計基準や審査基準に活かしています。各住宅での防犯設備を整えることも重要ですが、地域

コミュニティと連携した防犯体制を作り、地域で防犯への意識を高めることが大切です。 

 高齢者や障害者のためのバリアフリー化にとどまらず、年齢や身体の状況に係らず、誰もが安全

に日常生活を送ることができる「ユニバーサルデザイン」が普及した住環境が形成されなくてはな

りません。 

 

参考【ユニバーサルデザイン】  

 

 障害のある人の便利さ使いやすさという視点ではなく、障害の有無にかかわらず、すべての

人にとって使いやすいように始めからつくられた製品・情報・環境のデザインのことをいいま

す。共用品・共用サービスと呼ばれたり、「UD」と表記したりすることもあります。 

米国ノースカロライナ州立大学の「センター・フォー・ユニバーサル・デザイン」所長ロン・

メイス氏は、ユニバーサルデザインの 7 原則を、次のように提唱しています。「誰でも公平に

利用できる」「使用において自由度が高い」「使用方法が簡単にわかる」「必要な情報がすぐに

理解できる」「ミスや危険につながらないようなデザイン」「無理のない姿勢で少ない力で楽に

使用できる」「使いやすい大きさ」。 
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５ 参加と協働 
 
 住環境の整備は地域ごとの課題を把握することが大切です。住宅は行政や第三者によって整備さ

れた建物というだけではありません。住まい手一人ひとりが自らの住まいの創造に参加することで、

より豊かな住生活が可能になると考えます。 
豊島区では、平成 18 年 3 月に策定された豊島区基本計画「未来へ ひびきあう 人 まち・と

しま」において、「参加と協動によるまちづくり」を方針にあげています。また、地域の問題を自

ら解決する取り組みが少しずつ成熟しつつあり、ＮＰＯなどの市民活動団体による、住まいづくり、

まちづくりがあちこちで見られるようになっています。平成 20 年 7 月 1 日現在、豊島区に主たる

事務所のあるＮＰＯ法人数は 244 団体、そのうち、まちづくり分野では 68 団体あります。 
これからの住環境の整備には、行政、民間、区民をはじめとした市民活動団体の、相互の協力が

必要です。地域における課題を、地域が解決していく仕組みを育成していくことが、求められてい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表４‐１ 豊島区内 NPO 法人数の認証年別推移（各年 12 月） 

参考【ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）】 

・ ｢ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進

し､もって公益の増進に寄与すること｣を目的とする「特定非営利活動促進法」（平成 10

年 12 月１日施行）に基づく法人をいいます。特定の 17 分野が定められています。資金

等の面から法人化が難しかった市民団体等が、法人格をもつことができるようになりま

した。 

・ 全国では、平成 20 年 5 月 31 日現在、34,719 件の法人が認証を受けています。 
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コラム 《区内の参加と協働》 

 

「落書きなくし隊」 

2005 年 6 月に結成された「落書きなくし隊」の活

動は街の落書きを消すことです。落書きが増える一

方だった時期に、区民から相談が持ちかけられたと

き、区の「区と一緒に、人を集められませんか」と

いう何気ない一言から始まった協働の活動です。住

民やボランティアをはじめ、塗装業界、行政などが

連携して行なっていて、区内の色々な場所、または

区外の方にも参加いただき、商店会や町会の方も、

他の区域にも出かけてくださっています。 

 

「南長崎第一児童館 スチューデンツ」 

児童館では、中学生を中心に入学のお祝い会が行

われ､次第に定期的に集まるようになり発足しまし

た。お菓子作りやキャンプなどの活動から開始しま

した。公園の壁に絵を描いたり、イベントをしたり、

公園の計画案のワークショップにも進んで参加する

ようになりました。平成 19 年 6 月には「豊島区のま

ちづくりバンク活動助成 トライアル部門」で、助

成金の交付が決定しました。メンバーは成長して､

社会人、フリーター、学生へのそれぞれの道に進み

ましたが、児童館の行事があれば、区外からも参加

し活躍しています。 

「花咲か七軒町植木の里」 

駒込駅から徒歩 5分。商店街の一角にある通称「わ

たしの庭みんなの庭」。水やり、草取りなどを自分

たちで行い、その代わりに収穫物を少しもらえる仕

組みができています。「お庭クラブ運営委員会」や

近隣住民が管理しています。もともとは、平成 5 年

に「あったらいいな、こんな公園」として、駅に近

い場所にある区民農園のアイディアを公園緑地課

に提案したのが始まりです。後に、近所の方から水

道をお借りして、畑として活用、そして平成 7 年に、

ついに広場として整備された実例です。 

 

（図版出典/参考：探す わがまちの魅力 若手職員によるとしま区のススメ（株）ぎょうせい 

2008 年 2 月 23 日発行） 

↑「落書きなくし隊」の活動（上）

と、活動後の外壁（下） 

↑畑と田んぼは区民の手作り 
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