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暮らし豊かに こころ輝く都市

豊島区基本構想
Basic Planning Concepts for Toshima City

申自」マ
l二こ.
=.山コ

ごあいさつ

この基本構想は、新しい時代の変化に的確に対応しつつ、豊島
区が個性ある豊かな地域社会を創造していくための指針として策
定したものです。
策定にあたりましては、学識経験者、区議会および区民の代表
の方々のご参加を得た「豊島区基」嚇想審議会」を平成 6年5月に
設置し、諮間いたしました。審議会では、多くの区民の皆様から
のこ意見を踏まえ、幅広い視点に立った審議を重ねていただきま
した。
この構想は、約7か月間にわたる審議を経て、平成 6年12月に出

序 章 新たな基本構想の策定にあたって

された審議会の答申を尊重し、平成7年3月15日に区議会の議決を

2

経て策定したものです。
構想では、「人間性を尊重する」「地域の誇りを創造する」「地球
市民の自覚をもつ」を基本理念とし、将来像として「暮らし豊か

第1章 豊島区のなりたちと特性・・・・4

に こころ輝く都市」を掲げております。その実現をめざして、
区民の皆様と共に一層の努力をしてまいりたいと存じます。
この基オ嚇想の策定にあたり、審議会の委員の方々をはじめ、

平成7年3月
東京都豊島区長 加 藤 一敏

,

より感謝申し上げます。
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ご意見をお寄せいただいた区民の皆様のご協力に対しまして、心
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新たな基本構想の
策定にあたって
Preface : Regarding the Process of Drafting
New Basic Planning Concepts

-2l性格と役割

1 はじめに
現在、わが国の経済・社会は、戦後半世紀を経て、歴史的な転換期を迎えている。
国際社会においては、平和と繁栄、地球規模の環境問題などのテーマに関して、経済力

この基本構想は、昭和56年に策定した基本構想の理念を継承し、発展させることを基本
として策定するものである。
基本構想は、 21世紀における豊島区のあるべき将来像を描くとともに、区民、事業者、

にみあった貢献が求められている。
国内的には、これまでわが国を支えてきた、政治、経済、社会のシステムの大きな改革
とならんで、地方分権型の社会ノ、、の転換が迫られている。

行政が協働して実現に取り組む、地域社会づくりの基本的な方向を定めるものである。ま
、基本構想は、総合的かつ計画的な区政運営の指針となるものである。

これら内外の社会潮流のなかで、豊島区は、少子高齢化、情報化、国際化、そして、ゆ

●

とりとうるおいを求める時代の変化に的確に対応し、自立した自治体として、個性ある豊
かな地域社会をきずいていくことが求められている。

今日のような時代の転換期にあって、 21世紀の新しい豊島区を創造するためには、新た
な将来ビジョンを明らかにし、自治の理念にもとづき、地域社会全体が協力しあって行動
していくことが必要である。
豊島区は、区民のたゆみない努力により、昭和56年（旧引年）に策定した基本構想を具
現化し、着実に発展をとげてきた。そのいレずえの上に立ち、ー層の飛躍に向けた地域社
会づくりの指針とレて、新たな基本構想を策定する。

5司 いきいきと健康に暮らす
テ2 豊かな人間性を育てる

5-3 多様な活力を生みだす
5-4 ゆとりある生活空間をきずく
5-5 美しい環境と共生する

構想実現のために

こころ輝く都市

第6章

暮らし豊かに

地域社会づくりの方向

地球市民の自覚をもつ

第5章

2-3 地球市民としての自覚と行動

人間性を尊重する
地域の誇りを創造する

第4章 都市像

2そゆとりと安心の社会づくり

●

2-1 個性を育てる豊かな交流

基本理念

はぐくんできたまち

構想策定の視点

●

新たな基本構 想の策 定にあたって

の人々が住み集うまち
ト2 個性豊かな顔をもつ
高密度で複合的なまち
ト3 生活のなかで文化を
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第1章 豊島 区のな りたちと 特性
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豊島区の
なりたちと特性

豊島区の人口等の変化

平成 7 年（1開5年）
〔昼間人口は平成 2 年（旧90年】〕

昭和如年 O965年）

r

Section 1: Toshima City's History and Character

!

トロ 25万入

蔓少者の割合 1 fl

外国人 3 千入

昭和 7 年（1932年）、急激な人口増加と市街地の外延
化を背景に、旧東京市の市域は、ほぼ現在の23区の区

1-1

一外国人
I 万 5 千人

高讐の割合’
ノ

一／/
一、ーー一一 一一

多様なライフスタイルの人々が住み集うまち
A city where people with diverse Lifestyles live and gather

域にまで拡大された。現在の豊島区は、その際、旧気
つつじ（区の花）
一
J・一・？

京市に隣接しでいた北豊島郡の巣鴨町、西巣鴨町、高

豊島区の人口は、昭和如年（1965年）の37万人をピ

昼間人口は、大規模な店舗や事務所が池袋を中心と

ークとし、今日まで減少がつづいている。平成 7 年（1995

した地域に立地レたことにより、 19即年代に大きく増

年）の人口は妬万人である。人口の減少は、閥歳前後

加した。平成 2 年〔19舶年）の昼問人口は娼万人であ

明治から大正期にかけて、各種鉄道の敷設などによっ

の層にみられる転入率の低下と、親と子からなるフア

り、このうちの S 割以上に当たる27万人は区外からの

て次第に都市としての基礎的な条件が整えられていっ

ミリー世帯の減少によるところが大きい。

流入人口である。

田町、長崎町の 4 町をあわせて誕生した。
この地域は、江戸時代には近郊農村地域であったが、

た。関東大震災後には、旧東京市内の人々の移住によ

豊島区は、以前から若年の単身者が多く住む地域で

外国人登録者数は、19即年代に著しく増加した。平

り市街化が加速され、第二次世界大戦後の復興の時代

あるが、近年、新たに移り住む若者の数は減少傾向に

成 7 年では 1 万 5 千人、恰人に 1 人は外国人であり、

を経て、現在では、池袋副都心をはじめとする活力あ

ある。その一方で、中高年齢の単身者や高齢の夫婦の

23区でも外国人が最も多い区のーつである。

る商業地と、地域ごとに特性を備えた利便性の高い住

みの世帯が増加している。

宅地を有する都市に成長してきた。

人ロが最も多かった頃の昭和如年と平成 7 年を比較

豊島区は、人口減少、少子化や高齢化という状況を
抱えながらも、フアミリー世帯、単身の若者、高齢者、

すると、この30年間で高齢者の割合は4％から巧％に増

外国人など、多様なライフスタイルをもつ人々がとも

加し、年少者の割合は旧％から10％に減少するなど、

に生活している都市である。また、池袋副都心は、従

高齢化と少子化が同時にかつ急速にすすんでいる。

業者、来街者など、多くの人々が集い、幅広い交流の
拠点として機能しでいるまちである。

6
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1-2

個性豊かな顔をもつ高密度で複合的なまち

1-3

A city which has a multi-faceted『 complex community

豊島区の都市構造の基本的な性格は、明治から大正

近年、池袋副都心では、商業・業務機能の集積が―

生活のなかで文化をはぐくんできたまち
A city that has been promoting culture in community Iivng

豊島区は、時代とともに歩んできた豊かな歴史、人々

エ村」とも呼ばれた一画を生んだ長崎・千早付近、新

層高まるとともに、広域的な文化・交流等の新たな機

が暮らしのなかではぐくんできた文化や伝統を今に伝

劇で活躍レた演出家や俳優が住んだ雑司が谷・目白、

明治期には、目白、板橋、池袋をはじめとする各駅

能の立地がすすんでいる。また、住宅地では建物の中

えるまちである0

映画製作が行われた西巣鴨など、演劇、絵画、文学等

が開業した。大正期には、池袋を起点とした埼玉方面

高層化がすすむとともに、商業地等の周辺では、事務

昔の街道沿いの面影を残す街並み、地域に根づいて

への鉄道が開通する一方で、都心部とも市電で結ばれ

所、商業施設、マンションが混在する地域が拡大し、

いる歴史の深い寺社、つつじや菊など園芸が盛んな地

るようになる。 こうした鉄道網の発達は、埼玉方面と

市街地の複合性と高密性をより強めている。

域としての記憶を残す巣鴨・駒込、文化人が眠る雑司

池袋を中心とする地域には、大小の劇場をはじめ、

が谷や染井の霊園、長崎獅子舞等の祭事や行事、江戸

美術館や映画館等が多く、芸術や文化にふれる場とし

以来の伝統的技法を受け継いできた伝統工芸産業など、

て発展している。そごでは、演劇、舞踊、祭りなど幅

有形無形の歴史的・文化的な地域資源を数多く伝えて

広い活動が行われており、新たな芸術や文化の芽を成

いる。

長させる機能をもっている。

期にかけての鉄道の整備と深いつながりがある。

都心を結ぶターミナルとして池袋の将来を方向づける

大塚、巣鴨、駒込などの駅周辺にも、商業・業務機

とともに、交通利便性の向上は、豊島区を農村から住

能の集積がみられ、都市構造の多極化が進展している。

宅地へと、急速に変貌させることにつながった。

豊島区は、住宅地と商業地の二面性を基本として、

大正から昭和にかけて、区の西側地域で耕地整理が

高密度で複合的な性格をもつとともに、市街地形成の

広範囲に行われ、戦後は、池袋、大塚などの駅周辺で、

歴史、交通網の発展等の違いにより、地域ことに個性

商業・業務機能の集積に対応した士地区画整理による

豊かな顔をもったまちである。

明治後期には、大学など各種の教育機関が移転ない

を志す若者たちの暮らレを見つめてきたという歴史を
もっている。

学ぶため、仕事をするため、夢を実現するためなど、

し創設され、大正期には、児童文化運動と自由教育運

従来からさまざまな目的で若い世代が移り住み、暮ら

都市基盤整備が実施された。しかし、これ以外の住宅

動の中心地となるなど、昔から、若者の才能を育て、

してきた豊島区は、豊かな文化と伝統を守り育てると

地では、計画的な基盤整備がないままに市街化が進展

開花させるためのさまざまな役割をはたしてきた。

ともに、新しいライフスタイルのなかで多様な文化を

し、高密な市街地が形成されることになった。

芸術の側面では、若き画家や詩人が活動し rアトリ

生みだレつづけているまちである。

第2章
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構想策定の視点
Section 2: Perspective for Basic Planning Concepts

文化を創造する

貿警
、、、

個性を育てり

多彩発想活てくジ

も
人と人との交流
個人

開かれた交流の場

いきいきとした自己実現の場
公正・公平な社会

個人ど社会の交流
、、、

生活文化を創造する舞台としての地域社会

2-1

個性を育てる豊かな交流
Active [ nteraction to encourage individuaity

熱ミこ三為

1 いきいきとレた自己実現の場
そめいよしの（区の木）

括力を、ともに支えあう地域社会づくりに活かしてい

の場」であるとともに、「開かれた交流の場」とレての

くことが必要である◇

役割を担うことが求められる。

そのための基礎的な条件として、年齢、性別、国籍、

子ども時代から高齢期まで、生涯をつうじて、多様

人間関係の広がりや社会との主体的なつながりは、

な生き方を選択できることが、これからの豊かさを実

障害の有無、生まれ育ち等による制約のない公正・公

こころの豊かさを実現するうえで重要な意味をもつも

感するうえで重要となっている。

平な社会を実現し、だれもが平等な立場で社会参加で

のである。「人と人」、そレて社会参加による「個人と

きるようにしでいくことが重要である。

社会」との交流は、個人の主体的な自己実現に厚みと

多様な選択肢のなかで、だれもが個性を発揮レて自

~

奥行きをもたせるとともに、自立した人間形成や新た

己実現をはかることができる社会、個性的なライフス
タイルを、人々が互いに尊重しあうなかで、豊かな文

(2開かれた交流の場

な文化の創造にとっても必要である。
近年、福祉や環境、国際協カ、さらにはまちづくり

化を創造しでいく社会、そんな「いきいきとした自己
豊島区は、多様なライフスタイルをもつ人々が暮ら

などの分野で、区民主体のボランティア活動等が盛ん

し、集うまちである。ともに支えあう地域社会づくり

になり、非営利的な民間組織等が広がりをみせはじめ

これからの少子高齢社会のなかで、地域の活力を維

をすすめていくためには，世代や国籍をこえた幅広い

ている。「人と人」、「個人と社会」の交流を深める新た

持していくためには、意欲的に自己実現をはかろうと

交流により、相互理解を深め、異なる価値観や文化と

な社会活動の場として、こうした活動のさらなる発展

する人々が、地域社会においてのびのびと活動できる

の共存をはかることが望まれる。

が期待される。

実現の場」としての地域社会を、ともにきすいていく
ことが求められる。

ようなシステムづくりをすすめ、個人の多彩な発想や

1

これからの地域社会には、「いきいきとした自己実現

「

生活文化を創造する舞台とレての地域社会
いきいきとした自己実現の場
開かれた交流の場

2-2

ゆとりある
生活空間の創造

ゆとりと安心の社会づくり

少子高齢社会に対応した
社会的サービスの充実

Creating a comfortable and secure society
Ir生活文化を創造する舞台としての地域社会
豊島区はこれまで、暮らしを支えるサービスや生活

生涯学習のサービスなど、自立した個人生活を社会的

個人としての尊厳を保ちつつ、住み慣れた場所で自

安全性に加え、アメニティ、人間性、健康づくりとい

に支える生活基盤の質的充実を、区民、事業者、行政

立した生活をつづけられるようなシステムや、だれも

う視点に立った、ゆとりの創造が求められる。まちづ

のパートナーシップのもとにすすめていく必要がある。

が安心して子どもを生み育て、また、子どもがのびの

くりの視点を、高齢者、障害者、子どもなど、すべての

びとすこせる環境を、地域社会が協力しあってきずい

人にやさしいものハ、と転換していくことが重要である。

基盤を充実レ、地域ことに特性を備えた利便性の高い
都市として成長してきた。しかし、社会が「成長」か

（己少子高齢社会に対応した社会的サービスの充実

ら「成熟」へと大きく転換しつつある現在、「もの」の
充足だけではなく、「こころ」のゆとりを加えた豊かさ
への期待が高まっている。
地域社会は、さまざまな人々が集い、出会い、働き、
学び、交流を広げる生活の舞台である。
「いきいきとした自己実現の場」「開かれた交流の場」

ゆとりある生活空間は、地域の文化的・歴史的資源

また、ー人ひとりのいきいきとした自己実現が重視

を活かした「うるおい」や「美しさ」を、一つひとつ

人生舶年時代を迎え、ライフステージのあらゆる段

される社会では、年齢等にかかわらす個性や能力を伸

積み重ねることによって形成されでいく。個性ある街

階で、いきいきと自立した暮らしを送ることは、すべ

ばし、だれもが主体的に社会参加できることが重要で

並みや景観、みどりや水辺などの自然環境を大切に守

ての人々に共通の願いである。

ある。健康づくりや生涯学習、スポーツや芸術文化活

り育て、つくり出していくとともに、快適な歩行者空

動など、区民の自主的な活動や交流を地域の活力や文

間やみどり・広場のネットワークを形成していくこと

化の創造に結びつけていくことが必要である。

が必要である。

だれもが人生を有意義に生きるためには、いつでも、
必要とする社会的サービスを、望むかたちで受けられ

としての役割が期待されるこれからの地域社会には、

るような仕組みづくりが求められる。そのためには、

個人が多様な生活文化を創造する舞台にふさわしい社

区民が地域に永く住みつづけられるよう、これまでの

会システムが必要である。

サーピスや施設のあり方を、少子高齢社会に対応した

美レく快適な生活空間、多様な選択肢をもつ福祉や

ていくことが必要である。

ものへと大きく転換していくことが重要である。

住宅の質的な向上は、ゆとりある生活を実現するう
⑧ゆとりある生活空間の創造

えで基本的なものである。多様な家族形態やライフス
タイルに対応レた住宅や、みどり豊かな住環境を創造

人々が生活する舞台としての生活空問には、機能性、

していくことが必要である。

2
13

次の世代へ引き継いでいく
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環境と人間の共生

生

、

1

国際化の推進

将来の世作にわた
る時間的な広がり
地球環境という ／
空間的な広がりノ

生活文化を創造する舞台としての地域社会

ー／一

2-3

地球市民としての自覚と行動
Awareness and action as global citizens

1 環境と人間の共生
地球の温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨など、今日
の環境問題は、将来の世代にわたる時間的な広がりと、
地球環境という空間的な広がりをもつものであり、都

みをすすめ、環境と人間が共生し、環境への負荷の少

れからの社会では、異なる価値観を広く受け入れてい

ない持続的発展が可能な社会をきすいていくことが必

くことのメリットが大きくなっている。

要である。
一人ひとりが地球市民としての自覚をもち、身近な
ところから行動していくことか求められている。

市や人間の活動のあり方そのものを問い直している。
地球の有限な環境は、将来の世代も含めて人類が共

のテーマであるo
地域の環境を守り育てていくことは、豊かさとゆと
りを実感できる社会をきずくための基本的な条件でも

あいをつうじて相互理解を深め、日本人と外国人が共
生できる開かれた地域社会を形成していくことが求め
られている。

己国際化の推進

有すべきものである。人間の生存の基盤である環境を
守り、次の世代へと引き継いでいくことは、人類共通

外国入との交流機会の拡充をはかり、人格的なふれ

相互依存関係が深まるなかで、国レベルだけではな
く、地域社会や個人生活のレベルでも、国際社会への

国際化や情報化の進展とともに、東京は世界との結
びつきを急速に強めできている。豊島区においても、

'日0年代に外国人の著しい増加があり、現在では多く
の外国人が働き、学び、生活している。

ある。地域社会が協力しあって、水資源・エネルギー

異なる文化との接触は、新しい文化をはぐくむ可能

の有効利用、緑化、省資源・リサイクル等への取り組

性をもっている。多様な発想や創造性が重視されるこ

貢献や協力という視点に立った行動が求められるよう
になっている。
多様な主体による文化・芸術等の国際交流を活性化
するとともに、平和、人権といった地球市民としての
基礎的な命題について、非核都市宣言の趣旨をもふま
えた、積極的な取り組みが期待されている。
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基本理志

人間性を尊重する
We respect the basic rights of humanity.

Section 3: Basic Ideals and Guiding Philosophy

あい、だれもが自立した市民として、自由に個性を発

基本的人権の尊重にもとづき、多様な価値観を認め

揮できる社会を確立する。
地域の誇りを創造する
We are building commun卿 pride.
自治と参加を推し進め、身近な暮らしのなかで、歴
史、文化、自然を大切にし、安心、ゆとり、親しみの
もてる社会を実現する。

~

地球市民の自覚をもつ
We recognize the importance of gIobaI citizenship.
地球的な視点にもとづき、世界の人々と交流を深め、
次の世代に引き継ぐ環境と共生し、地域から行動する
社会を創造するo

~
人間性を尊重する

すすきみみずく

地域の誇りを創造する

・
、J
地球市民の自覚をもつ

~7

第4章

都市像

ゆとりと安心に支えられ、環境と共生する豊かな暮
らしのなかで、世代や地域をこえたこころのふれあい
をとおして、だれもがいきいきと輝く、創意と活力に

Section 4: Our Vision for Toshima

みちた都市をきすく。
ここに、 2 ］世紀における豊島区のめざすべき都市像
を、次のとおり掲げる。

暮らし豊かに こころ輝く都市
A pleasant city that enloys an enriched 肝e

この都市像を実現していくために、地域社会づくり
の基本的な方向を以下のとおり定める。

いきいきと健康に暮らす
Active, healthy living

豊かな人間性を育てる
Nurturance of a nch humanity

多様な活力を生みだす
Encouragement of diversity and vitality

豊かな人間性を育てる
いきいきと健康に暮らす

ゆとりある生活空間をきすく
Creation of a comfortable living environment

美しい環境と共生する
Coexistence with our beautiful environment

暮らし豊
美しい環境と共生する
多様な活力を生みだす

ゆとりある生活空間をきずく

ず響
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地域社会づくりの方向

5-1

いきいきと健康に暮らす
Active, healthy living

Section 5: Community Development Guidelines
だれもが、ひとりの人間として尊重され、助けあい、住み慣れた地域のなかで、
自立した生活を営むことのできる社会をきずく。

地域社会のあらゆる場において、広く「福祉の心」

すべての子どもが心身ともに健やかに成長できるよ

を醸成していくとともに、すべての区民が福祉の受け

う、地域社会が協力しあって子育てを支援していく。

手であると同時に担い手であるという視点から、自主

男女がともに自立し、尊重しあい、女性のあらゆる

的な福祉活動を支援し、区民相互が支えあうしくみづ

分野への社会参画をすすめ、個性と能力が十分発揮で

くりをすすめる。

きる社会をきすいていく。

高齢者、障害者、子どもなど、すべての人が、地域

区民一人ひとりが心身ともに健康な生活が営めるよ

「七おいていきいきと自立した生活が営めるよう、社会

う、自主的な健康づくりを支援するとともに、疾病の

参加の場を広げるとともに、福祉、保健、医療をはじ

予防からリハビリテーションに至る包括的な保健医療

めとする関連施策の充実と連携により、いつでも、必

体制の整備につとめる。

要とするサービスが受けられる体制を整備していく。

いきいきと健康に暮らす

維司が谷旧宣教師館

福祉の心
区民相互の支えあい

生活文化を創造する舞台としての地域社会

-
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5-2

5-3

豊かな人間性を育てる

多様な活力を生みだす
Encouragement of diversity and vitality

Nurturance of a rich humanity

自主的な文化活動を支えあい、自由に学び、さまざまなふれあいをとおして、

社会変化に対応し、地域経済の活性化と主体的な消費生活の確立をはかり、
地域ごとの個性に彩られた活力を生みだす。

個性や能力をはぐくみ、豊かな人間性を育てていく。

歴史や伝統などの継承と保全をはかるとともに、地

学校は、区民の身近な施設として、子どもから高齢

地域経済の中心である中小企業の経営基盤を強め、

多様なライフスタイルに対応し、また、コミユニテ

域のなかではぐくまれた芸術、文化活動を支援し、地

者まで、あらゆる人々が利用できる場とレての機能を

情報化や国際化など経済環境に即した事業展開を支援

ィ形成の場ともなる商店街を育成するため、立地特性

域の誇りを高めていく。

高めていく。

する。

や個性を活かした周辺環境の整備をはかり、個々の店

生涯をつうじて学習ができるシステムを確立すると

地域に密着した活動や趣味をとおしての仲間づくり、

福利厚生の充実など、勤労者福祉の向上をはかると

の魅力を高め、地域の活力へと結びつけていく。

ともに、スポーツやレクリエーションなどさまざまな

ボランティア活動など、幅広く多彩なコミユニティ活

ともに、女性、高齢者、障害者の就業機会の拡大につ

さまざまな情報があふれるなかで、一人ひとりの主

活動を促進し、区民が自らの可能性を最大限に伸ばす

動を促進していく。

とめる。区内で働く人々も、地域活動に参画レ、交流

体的な判断を支援するとともに、安全で合理的な消費

’七広げることができる環境づくりをすすめる。

生活をきすいていく。

ことのできる社会づくりを推進する。
青少年の個性と創造力を伸ばし、ゆとりと思いやり
を大切にする教育を推進レ、生涯にわたる人間形成の

外国入との身近なふれあいにより、相互理解と助ビ
あうことのできる関係をきずくとともに、区民レペル
の多様な国際貢献、国際交流をすすめていく。

基礎を培っていく0

豊かな人間性を育てる
多様な活力を生みだす

国際化

主体的湾費生活の支援ト
///
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生活文化を創造する舞台とレての地域社会

生活文化を創造する舞台としての地域社会
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5-4

5-5

ゆとりある生活空間をきずく

美しし環境と共生する
Coexistence with our beautiful environment

Creation of an enriched living environment

地域のなかのみどりや自然等を大切に守り育て、つくり出し

生活空間の安全性、快適性を高めることにより、だれもがいきいきと

次の世代へと引き継いでいく。

暮らLつづけられる都市づくりをすすめる。

区民の生命と財産を守るため、防災、防犯・交通安

池袋副都心は、広域的な商業・業務、交流、文化活

日常生活のなかで、みどりや自然に親しみ、ふれあ

大気汚染、ヒートアイランド現象などの都市・生活

全対策など、地域社会が一体となって日々の暮らしの

動等の拠点にふさわしい、魅力ある都市空間づくりを

うことができる空間として、魅力ある公園や緑地、水

型公害の対策をはじめ、水・工ネルギー資源等の有効

安全を確保していく。市街地の不燃化を推進するとと

すすめる0 区内の鉄道の駅周辺は、個性ある地域の拠

辺等を整備していく。道路や住宅など、公共、民間施

利用、資源リサイクル、こみ処理など、環境に対する

もに、防災行動力の向上をはかり、災害に強いまちづ

点としての整備をはかる。

設の緑化をはかり、みどりのネットワークづくりをす

取り組みを総合的に展開し、環境ハ、の負荷の少ない持

すめる。

続的発展が可能な資源循環型社会をめざす0

くりをすすめる。

防災、緑化、景観の創出など、道路空間がもつ多様

地域の特性をふまえ、望ましい土地利用の姿を描き、

地域のなかの自然環境を保全するとともに、環境に

な機能に着目し、快適な道路網を体系的に形成すると

土地の有効かつ適正な活用をうながす。地域の文化、

ともに、広範な都市活動を支える地下鉄等の交通基r、

関する教育および学習の推進をはかり、地球的な視点

歴史、自然等の資源を大切に活かし、アメニティの高

の充実をはかる。

のもとに、区民、事業者、行政が一体となって、身近
な地域から責任ある取り組みをすすめていく。

い空間づくりをすすめる。
」ー

木造住宅密集地域の総合的な改善や、道路整備とも
連動したまちづくり等をすすめ、うるおいのある住環
境を創造する。また、子育て期のフアミリー層や高齢
者世帯など、多様な家族形態やライフステージに対応
した、ゆとりある住宅の供給をはかる。

ゆとりある生活空間をきずく
資源循環型社会をめざす
自然・環境を守り育てる

資源リサイクル
こみ処理

、

みどりのネットワーク
づくり

女ニテイ

警害寿御

、
安全性
快適性

防ミ、

魅力ある公園・緑地
水辺等の整備

うるおいある住環境

快適性

~~~~~~

防犯交通安全驚讐り
~ーー’ 生活文化を創造する舞台とレての地域社会
道路・交通基盤
土地利用
ー
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生活文化を創造する舞台としての地域社会
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構想実現のために
Section 6: Realizing the Goals of the Basic
Planning Concepts

暮らし豊かにこころ輝く都市
、冨昇

自治の創造的発展

、
1零

区民の主体的な参加と幅広い交流にもとづき、豊島区の自治を創造的に発展させ、
豊かな暮らしを地域のなかからきずいていく。

区民、事業者、行政をはじめ、豊島区にかかわる人々

区民に基礎をおく自治体として、区は、計画的かつ

が、それぞれの役割分担のもとで、自覚と責任をもっ

効率的な行財政運営につとめ、行政サービスと負担の

て協働し、この構想に掲げられた豊島区の都市像の実

公平をはかり、区民とともに歩む開かれた区政を推進

現をめざす。また、近隣自治体、都、国および民間組

する。

織などと広く連携をはかり、相互協力体制の強化に二）
とめる。
地方分権の高まりのなか、区民に最も身近な基礎的
自治体として、区民福祉の一層の向上をめざし、自治
権の拡充につとめる。

基本構想が定める内容を具体化し、区政が責任をも
って推進する施策を体系的に明らかにするため、おお
むね'U年を期間とした基本計画を策定する。
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