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はじめに

　平成 25 年 2月15日（金）あうるすぽっと（区立舞台芸術交流セ

ンター）において区制施行 80 周年記念「文化創造都市推進シン

ポジウム　これからの文化創造都市としまのデザイン」を開催いた

しました。

　豊島区は、2002 年（平成 14 年）の区制施行 70 周年をひとつ

の契機として、区民、民間企業、大学、NPOなどの皆様とともに、

文化によるまちづくりを進めてきました。

　シンポジウムでは、豊島区文化政策懇話会で専門部会長を務め

ていただきました埼玉大学経済学部・経済科学研究科の後藤和子

教授を全体コーディネーターにお迎えし、この10 年間の豊島区に

おける「文化によるまちづくり」を振り返るとともに、90周年、100

周年に向け、「豊島区がさらに魅力的なまちになるには」を大きな

テーマに掲げ、各分野の第一線で活躍されている方々にご登壇い

ただき、活発な議論が行われました。　　　

　このシンポジウムを契機に、「安全・安心な文化都市」の実現に

向け、皆様方と一丸となった取り組みをさらに加速させてまいりま

す。

　最後に、本シンポジウムの開催につきまして、全体コーディネー

ターを務めていただきました後藤和子教授をはじめ、関係者の皆

さまに心より御礼を申し上げます。

豊島区長　高野之夫
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■プログラム
時　間 内　容 場　所 参加者数（人）

15：00～16：30

【分科会１】 
「文化、産業、都市デザインの融合：クリエイティブ産業の
現状と課題」

3階：会議室B 70

【分科会2】 
「自治体文化政策と多様な主体との協働」

2階：ホワイエ 99

17：30～18：00
【基調講演】 
「日本の再生と都市の役割」 
近藤誠一（文化庁長官）

2階：劇場 227

18：00～18：15
【事例紹介】
「豊島区の文化によるまちづくり」 
高野之夫（豊島区長）

18：25～19：55

【パネルディスカッション】 
「これからの文化創造都市としまのデザイン」
◇コーディネーター：
後藤和子（埼玉大学経済学部・経済科学研究科教授）
◇パネリスト：（50音順）
工藤恭孝（（株）ジュンク堂書店代表取締役社長）
隈研吾（建築家）
蓮池奈緒子（NPO法人アートネットワーク・ジャパン代表）
福地茂雄（東京芸術劇場館長、アサヒグループホールディ
ングス（株）相談役）
吉岡知哉（立教大学総長）

20：00～ 21：00

【レセプション】
◇企画：としまアートステーション構想事務局
◇フードコーディネート：
EAT & ART TARO、中山晴奈、L PACK

2階：ホワイエ 98

開催概要・プログラム

■開催概要

【事業名】
文化創造都市推進シンポジウム　これからの文化創造都市としまのデザイン

【趣　旨】
区民、民間企業、大学、NPOなどの皆様とともに育んできた「豊島区の文化によるまちづくり」を振り
返るとともに、「文化、産業、都市デザインの融合」など文化政策の新たな展開に関する議論を行い、こ
れからの文化創造都市のあり方について考える。

【日　時】
平成25年2月15日（金）15:00～ 21:00

【主催・後援】
主催：豊島区、公益財団法人としま未来文化財団
協力：NPO法人アートネットワーク・ジャパン
後援：文化庁、東京文化発信プロジェクト室（公益財団法人東京都歴史文化財団）、NPO法人都市文化創

造機構

【会　場】
あうるすぽっと（豊島区立舞台芸術交流センター）

【参加費用】
無料（レセプションを除く）
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チラシ、パンフレット等

当日配布された
パンフレット（表紙）

パンフレットに掲載した参考資料１
「豊島区におけるクリエティブ産業の
集積（地域別事業所数）」

同　参考資料２
「豊島区10 年間（2002 年以降）
に創出された文化資源の分布状況」
※創出とは：資源の再発見、再活用、施設
の開設、イベント等の開始（予定を含む）

チラシ（表）
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分科会1

1

［コーディネーター］
後藤和子　埼玉大学経済学部・経済科学研究科教授

［パネリスト］
鈴木　淳　台東デザイナーズビレッジ村長　
高埜秀典　豊島区染井銀座商店街振興組合理事長
田中一雄　株式会社 GK デザイン機構相談役
松岡一久　株式会社エナジーラボ代表取締役

［オブザーバー］
小嶋昭弘　経済産業省商務情報政策局クリエイティブ産業課係長

文化、産業、都市デザインの融合：
クリエイティブ産業の現状と課題

　自治体文化政策において、アート（文化芸術）振興のみならず、文化を産業、

教育、福祉、まちづくり等と結びつける政策は、今後の課題となっています。

　そこで、この分科会では、クリエイティブ産業の現状と課題に焦点を当てて、

豊島区の課題を明らかにするとともに、文化と産業（経済）が循環する都市空

間のあり方について議論したいと思います。

後藤　2002 年、豊島区の文化振興ビジョン策定の際、私は専門部会長を努めさせてい
ただきました。当時、文化政策は都市政策全体から見ると範囲の狭いものだと思われて
いました。しかし、文化は都市デザインをはじめまちづくり、教育、福祉や医療、産業、
経済に関わるものであり、政策統合が必要だというビジョンをまとめました。ところが 10
年が経過し、文化芸術振興は進んだものの、産業振興というと昔ながらの中小企業のも
のづくり支援に留まっている感が否めません。
　この分科会では今後、文化と産業が相乗効果を発揮して、いかに魅力的なまちにする
ことができるのか議論していきたいと思います。
　まずは台東区のデザイナーズビレッジの“村長”、鈴木淳さんです。10 年近い活動を通
して、台東区にどんな変化がおこったのか、文化と産業がどのようにコラボレーションして
いるのかをお話ししていただきます。

クリエイターの創業支援からまちづくりへ

鈴木　村長の鈴木です。繊維や皮革等のファッション系を中心にモノづくり産地とクリエ
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分科会1

イター支援の仕事をさせていただいています。
　「台東デザイナーズビレッジ」は廃校を活用して、教室をクリエイターのアトリエとして貸
し出しながら、ビジネスの立ち上げを支援する施設です。開設から9 年が経ち、42 組が
卒業しました。約半数が台東区内に事務所を構え、そのうち半分ぐらいが店舗を併設し
ています。支援期間である3 年間で力を蓄え、卒業して地元にお店をオープンする、とい
う流れが増えています。また、JR 御徒町駅の高架下には、「2k540 AKI-OKA ARTISAN
（ニーケーゴーヨンマル アキオカ アルチザン）」というモノづくりのまちがありますが、そ
こにも多くの卒業生が参画しています。
　台東区南部はもともと下請け職人が多い目立たない地域でしたが、クリエイターの活動
がメディアにも取り上げられるようになり、イメージが変わってきています。
　「モノマチ」というイベントは、デザイナーズビレッジの施設公開からスタートして、次第
に卒業生のお店、さらに近所のモノづくり系企業の社長さんたちを巻き込んで、お客さん
と交流をし、モノづくりの価値を伝えていこうというまちおこしイベントに発展しています。
デザイナーズビレッジをはじめ、クリエイターのお店、地元の職人のお店、メーカー、問屋
さん、2キロ四方の界隈、約 120ヵ所で一斉にやっています。今年で4回目になります。
　下請けの職人さんたちは普段、お客さんと直接やり取りすることはありません。しかし、
この日だけは自分の事務所に招き入れて、交流を図るようになりました。2 回目は大雨に
もかかわらず、商店街で買い物をしてくれる人が増えて、年末のアメ横のような賑わいに
なったとみんな驚いていました。3 回目は近所の商店街で地元の高校生に和太鼓を叩い
てもらったり、この地域の東と西にある会場 3ヵ所で手作り市を開催しました。JAL が協
力してくれて、子ども用のフライトシミュレーターを公開したり、職人さんの家など、まちな
かでワークショップも多数実施しています。
　集客は 1回目ののべ 1万人から、のべ 6万人まで増えました。デザイナーズビレッジか
ら始まった創業支援が、卒業生、近所のメーカーも巻き込んでまちづくりに広がってきて
いるのです。

後藤　なぜ台東区でデザイナーズビレッジの活動が始まったのですか。

鈴木　第二次大戦前、台東区の人口は 45万人で、23 区で一番多かったんです。それが
戦後、1960（昭和 35）年の 30万人をピークに減少し、現在、17万人になっています。
企業の廃業率が 23 区で一番高く、地場産業である身の回り品の製造業は海外生産に押
され、産業として衰退してしまいました。やはり付加価値の高いものをつくるためにデザ
イナーを集めなくてはいけないということと、廃校がたくさん出ているということの両方の
問題を解決するためにデザイナーズビレッジが立ち上がりました。

後藤　クリエイターの人たちにとって、一番必要な支援は何でしょうか。

鈴木　情熱や成長意欲があっても、仕事スペースがない、商談スペースがない、商品を
飾れない、取引先や仕入先などが遠くて不便。仲間や相談相手がいなくて、いつも一人
孤独に仕事をしている、ネットワークが広がらない、知名度があがらない、などなど、そ
れぞれにいろいろな悩みがあります。デザイナーズビレッジに入居することで、一人で頑張
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るよりも、有利に対応できるようになります。起業のリスクを低減させ、才能が伸びるよ
うな環境をつくっていこうとしています。

後藤　経産省が支援している伝統的工芸品産業では、若い女性が参入しているものの、
伝統工芸士は高齢化していて、後継者がまだまだ不足しているという現状があります。ク
リエイターが入ってくることによって、職人さんたちの仕事がどう変わったか教えてください。

鈴木　台東区の場合は職人といっても身の回りの品をつくる職人さんたちが中心で、いわ
ゆる伝統工芸系とは違うところがあるんですが、下請は自分をアピールをしてはいけない
決まり事があります。なかなか自分でやっている価値を伝え切れておらず、安く値段を叩
かれる環境にいるんですが、クリエイターは逆に、自分でつくったものをアピールしてお客
さんを増やさないと商売にならない。クリエイターが地元の職人の仕事の価値を認め、ア
ピールすることで、うまい関係が出来ています。クリエイターは必ずしもつくるのが上手で
はなかったりするので、地元のモノづくりに関わる人のバックアップで製品の質をよくする。
そのかわりクリエイターがアピールする。こういう環境が出来ていると思います。

ソメイヨシノ発祥の地としてのブランドづくりと
ふれあいアートストリートの誕生

後藤　お二人目は、染井銀座商店街の高埜さんです。今、全国の商店街では空き店舗
が増えて困っているという現状があります。どのような取り組みをされているのか、お聞
かせください。

高埜　豊島区には、駒込、巣鴨、大塚、池袋、目白、という5つのJR 山手線の駅があ
ります。この中で、巣鴨、大塚、池袋は商業振興のまちと言われています。駒込と目白
は住宅街であり、商業振興はうたわれていませんが、商店街振興は住民にとって必要で
あり、成り立たせていかなくてはいけません。
　豊島区が「文化」を打ち出すようになり、私たちもよく耳にするようになりました。しか
しながらその実体は、見えにくいものだったと思います。商店街の私たちがしきりに言わ

【台東デザイナーズビレッジ】

台東区の地場産業であるファッション・雑貨関連ビジネス分野での起業を目指すデザイナーを支

援する施設として 2004 年 4月に旧小島小学校（台東区小島 2-9-10）の校舎を活用して設立さ

れた創業支援施設。

低廉な家賃でのオフィス利用や、作品制作スペース、展示スペースなど共有施設を使うことがで

き、インキュベーションマネージャー（通称村長）によるマーケティングアドバイスや、台東区産業

部経営支援課による支援、地元金融機関等による支援メニューを活用することができる。

入居しているデザイナー同士はもちろんのこと、地元産業界、マスコミ、流通等とのネットワーク

が構築され、その中から新たなビジネスチャンスが生まれている。現在審査を通過した 19 組の

デザイナーやクリエイターが入居している。
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れたのは、文化＝ブランドを作りなさいということでした。ブランドとは何だろう。もの＝
ブランドだろうか？そうではなくて、まちを魅力あるものにするのがブランドである、と思
いました。そのためにどうすればよいかと考えました。
　駒込はソメイヨシノの発祥の地です。15 年ほど前まで、全国的にはあまり知られていま
せんでした。どうアピールするか、というときに、NHKの気象予報士の方を知っていまし
たので、ソメイヨシノの開花日に駒込発祥だと言ってもらえないでしょうかという話をさせ
ていただいたんですが、反応はよくなかったんですね。
　ソメイヨシノだけを訴えても、インパクトは薄いのです。プラスαを考えなくてはならない。
そこでお酒を作ろうとなりました。江戸の小咄に、桜を見ながらお酒を飲むシーンがよく
出てきます。ソメイヨシノを表現するには、白くて淡いイメージのお酒がいいと思いました。
かなりの数の蔵元さんの杜氏さんとお話させていただいたのですが、秋田県の浅舞酒造
さんの杜氏さんが、白淡い、フルーティなお酒をつくりますと言ってくださって、今から12
年前に誕生しました。お酒ができると、NHK が取材に来ました。そして開花日の天気予
報で、一言、ソメイヨシノの発祥は駒込だと言ってくれたんですね。やがて他のメディアに
も取り上げられるようになり、駒込のまちが少しずつ変わってきました。やはり、豊島区
で文化という言葉が出てこなければ、こうしたお酒の話も出てこなかったんだと思うんです。
　春には名物が出来たものの、夏から冬はどうしたらいいか。そこで考えたのは、空き
店舗の活用法です。これもまたプラスαが大切であると、駒込の福祉作業所のみなさん
とコミュニティカフェ「ベーカリーカフェあうる」を開きました。そして、福祉作業所の提案
で、ハンデキャップのある方々の絵画を「あうる」と、商店街の店に展示してみようという
ことになりました。
　すると、買物に来たお客様がじっと、絵に引き込まれるようにご覧になっているんです
ね。これはいい、と思いました。それが 3 年前のことです。
　私たちだけではできないことも、他業種の方や、地元の福祉関係の方 と々一緒に歩ん
だからこそ、できたのだと思います。

トータルデザインがまちづくりには必要

後藤　豊島区が文化文化と言わなければそういう発想がなかったかもしれないというお
話は大変興味深いですね。次は豊島区にあるGKデザインという、おそらく日本では一番
大きなデザイン会社から、田中さんにお話しいただきます。

田中　GKデザイングループは、2012年に創立60周年を迎えた総合デザインオフィスです。
東京芸大出身のメンバーで創立され、現在、グループを統括する「GKデザイン機構」を
中心に、国内（東京、京都、広島）8 社、海外（青島、上海、アムステルダム、ロサンゼルス）
4 社で 230 名あまりが活動しています。これまで手掛けてきたものは、キッコーマンの卓
上醤油瓶、ある年代以上の方にはなつかしい電話ボックス、JR 東日本の電車や新幹線、
JAL のシートやヤマハのバイク、東京都のロゴマークなど、幅広い領域に及びます。
　私どもは単にデザインビジネスをやっているだけではありません。まずデザイン運動、
社会運動が土台にあり、デザインは社会と関わっているものだという考えのもと、デザイ
ンを現実の社会に送り出し、それを研究という形で客観視していく、それを循環させるこ
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とが活動方針になっています。
　今日は特に、富山のLRT（路面電車）の例をお話ししたいと思います。豊島区もLRT
の計画があったと聞いておりますが、日本における路面電車計画としては非常に成功して
いると思います。これは単純に電車のデザインをしたということではありません。総合的
な計画のもと、富山市と第三セクターである鉄道事業会社、そして市民が一体となった事
業でした。私たちは車両から電停のデザイン、シンボルマーク、サイン、制服、広告、広
報など、トータルデザインとして手掛けました。
　まちづくりはトータルデザインではないかと私は思っています。地域のグラフィックデザ
イナーと協働して、特性のある広告を展開したり、市民から寄付を募ったりと、地域に密
着した工夫をしています。自分たちのまちの電車として愛着を持ってもらう。地元の高校
生（富山県立富山北部高等学校情報デザイン科）とコラボレーションしてネコと電車をイ
メージした「とれねこ」というグッズを作ったりもしています。
　車両は 7 編成で、虹の色になっています。紫色だけ、予備の車両ということであまり走
らないので、それに好きな人と乗ると恋が叶うといった都市伝説まで生まれています。こ
のように、地域に入り込んでいく、トータルでの関わりが非常に重要ではないかと思って
います。
　開業以来、平日で 2.2 倍、休日で 5.3 倍の乗車率になっています。成功の要因は必ず
しもデザインだけということではありませんが、デザインのもたらした力は大きいと感じて
おります。

後藤　デザイン会社というと、港区にあるというイメージがありますが、豊島区でクリエイ
ティブ産業の調査を行ったところ、区内に141ヵ所のデザイン関係の事業所があることが
わかりました。また、広告は 226ヵ所、出版が 154ヵ所、ソフトウエアが 278ヵ所という
ように集積しているということが、初めてわかりました。行政は、ものづくり系の中小企
業だけでなく、今後はこうしたクリエイティブ産業も、視野に入れていけばよいのではな
いかと思います。ところでGKデザインはなぜ豊島区にあるんでしょうか。

田中　60 年前、池袋は六本木のようなまちだったのではないかと思います。池袋モンパ
ルナスがあり、画家がたくさん住んでいた。池袋・目白近辺には歴史あるデザイン事務所
が点 と々ありますし、大御所の建築家の先生も住んでいます。家賃が払えなくて、絵描き
のアトリエの２階に間借りしていたというような話から始まっているのです。今後、どうやっ
て集積を作っていくか、それを考えていかなくてはいけないのではないかと思います。

“実学アート”で大阪らしいまちづくりを

後藤　次にエナジーラボの松岡さんにお話ししていただきます。まず、どういったことをす
る会社なのか、教えてください。

松岡　「エナジーラボ」を設立して5 年目になります。独立前は北山創造研究所（旧浜野
商品研究所）でプロジェクトディレクターとして、20 年ほど商業施設やまちづくりに携わり
ました。私自身は大阪生まれで池袋とは縁がなかったのですが、今、区庁舎から中池袋
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公園を挟んで反対側にある、旧栄真パーキング跡地に建設される商業ビルの開発で、商
業企画などソフト面のプロデュースに携わっています。
　これからの商業というのは、単によい商品を並べただけでは売れません。この池袋の
プロジェクトでは、ファンを大切にしたコミュニティをつくっていこうと、オーナーと一緒に
コンセプトを練り上げています。同時に、施設単体だけでなく、ロサ会館さんとともに、
まちをどう盛り上げていくか、そういう視点で池袋のまちに関わらせていただきながら仕
事をしています。
　その他に大阪の阿波座というところでプロジェクトが進行しています。ここは、梅田と
難波のちょうど真ん中ぐらいにある場所で、今はかなり中心地から外れた場所なんですが、
かつて初代の大阪府庁舎がありました（1874 年～1926 年）。都心ながら大きな敷地で、
大阪府が公募した「江之子島地区まちづくり事業コンペ」で当選しまして、すでにオープ
ンしている江之子島文化芸術創造センターという府立のアートセンターに隣接して700戸ぐ
らいの住宅と、日本生命の関連病院のあるまちをつくろうという計画です。
　このときのコンペのテーマが、「アート＆ライフスタイル」でした。アートや文化でまちを
活性化したいという事です。しかしながら、横浜や神戸でもまだそれほど浸透していると
は言えないのに、ましてや大阪でアートを打ち出しても無理だろうという視点から提案い
たしました。大阪らしいアートというのは何か。それは“実学アート”、つまり、役に立つアー
トこそ大阪らしいのではないかと考えました。例えば、アーティストがギャラリーで展示会
をしても、一回限りで生計が成り立つわけではない。もっと社会に役に立つようなスキル
をつけられないか。アーティストにコミュニケーションスキルをつけることによって、たとえ
ば病院や学校、老人福祉施設でパフォーマンスができたり、教えたりできる。主にここで
は、ホスピタルクラウンの協会と連携し、コミュニケーションスキルを備えたアーティストを
養成して、その実践の場として、日本生命の病院を活用していけたらということで今進ん
でいるところです。
　大阪・ミナミのほうの児童公園に、冗談のようですが、「漫才禁止」という貼り紙があ
ります。近くに吉本興業の劇場があるので、若手の漫才師が練習するのですが、うるさ
いということで掲示されたのでしょう。
　アートが日常にあるという環境こそ、子どもにとって必要なことなのではないか。パフォー
マンスの練習をしている人に、日常的に触れていたら、そこで育った子どもたちは、大き
くなったとき、自分の人生の可能性や多様性を自然に感じるようになるはずです。そんな
文化が育まれる場所こそ、大阪らしい場所だと考えています。
　また、病院ではよくホスピタルアートといいますが、アートを飾る、ということに留まら
ず、アートが医療過誤を防ぐものだという一歩踏み込んだ認識で取り組んでいます。大阪
市立大学でそういう研究が進んでいるのですが、病院というのはコミュニケーションを図
り難い。病院の中での会話はどうしても病気、病人の話ばかりで、スタッフ同士、スタッ
フと患者さんも話さなくなってしまう。そういう環境だから医療過誤が起きてくるのではな
いか、と思うのです。そこで、アートを介したワークショップ、プログラム、病院の中での
話題づくりを考えています。
　これも大阪のほうですが、大阪府立大学の観光産業戦略研究所というところで、橋爪
紳也先生と一緒に高野山の魅力をアピールする企画を提案しています。橋爪先生は、橋
下市長の府市統合本部の特別顧問をされている方で、大阪の魅力を研究しています。高
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野山が 2015 年に1200 年を迎えるにあたって、ヨーロッパのアーティストのネットワークが
ありましたので、「高野山アートミュージアム」ということで、高野山全体をミュージアムと
見立てて、その中でアート作品を制作、展示してはどうか、と。世界遺産であり、精神
的なメッカ、密教文化といったファクターがアーティストを引き寄せるような魅力があるわ
けで、それを準備委員会に提案させていただいています。
　先ほどの染井銀座のお話がありましたように、単体の魅力だけでは来ていただけませ
ん。魅力を活かせる人たちというのが、クリエイター、アーティストなんじゃないか。そう
いう人たちにいかにコミットメントしてもらうのか、それがまちづくりのキーになってくるの
ではないかと思います。

経済産業省　クール・ジャパン戦略について

後藤　ここで、経済産業省の小嶋さんにお話をしていただきたいと思います。経済産業
省では、伝統的工芸品産業の振興を1974 年から開始し、2004 年にはコンテンツ産業
の振興をスタートしました。クール・ジャパンについては、国家の戦略として民主党政権
が推進し、安倍政権も、金融緩和と財政支出の拡大、経済成長戦略を掲げ、成長戦略
の中にクリエイティブ産業が位置づけられています。クリエイティブ産業課が出来たのが、
2011年 7月でした。クリエイティブ産業課が何をしようとしているのか、また、パネリスト
の話を聞いて、何かいろいろお感じになったことがあると思いますので、コメントをお願い
できればと思います。

小嶋　そもそも国がクール・ジャパン戦略を始めたきっかけからお話しします。これまで
日本の産業を支えてきた、家電や自動車産業が新興国との競争によって、競争力を保て
なくなっているというところで、私どもとしては日本の文化の力を産業に変えていくという
か、稼げるものに変えていきたいということからスタートさせました。
　これまで伝統産業なら伝統産業、デザインならデザインという担当部署がありました。
しかし、単体で進めていっても、新しい付加価値は生まれてこないという認識のもと、デ
ザイン、アート、日本の食、ものづくり、異業種の連携をさせることによって、新しい日本
としてのブランディングを行い、海外に展開をしていく。新しい日本のファンを現地でつくる
ことによって、最終的にはインバウンドの誘致までつなげていくということを目指して施策を
展開しています。掲げている目標値としては 2020 年までに、世界のクリエイティブ産業の
市場の中で、8～11兆円の市場を獲得していくことです。ちなみに現状は約 2.3 兆円です。
　具体的な施策としては、民間の取り組みに対する早期の段階の支援ということで、「クー
ル・ジャパン戦略推進事業」があります。異業種のコンソーシアムを組み、海外に出て、
現地でテストマーケティングや、プロモーションなどのプロジェクトを実施していただく。ビ
ジネスモデルの検証をしていくということになっています。
　平成 24 年度はアジアを中心に、公募で提案いただいたプロジェクトの中から15 案件
を採択いたしました。たとえばシンガポールでは、パルコさんと渋谷のファッションブラン
ドさんが組んで、現地で展示商談会やテストマーケティングを行っています。タイでは、ぐ
るなびさんとB-1グランプリさんが組んで、日本のB級グルメを継続的に海外で販売でき
るような仕組みづくりを実験的に行っています。また、京都のものづくり産業の方が一緒
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になって、中国のラグジュアリーホテルに対して、ホテルの中の内装材や、インテリアを売
り込んでいくようなプロジェクトが現在進行中です。
　また、こうした海外進出をする異業種連携のコンソーシアムをつくるきっかけづくりの場
として、クールジャパンのマッチング大会というものを昨年から実施しています。昨年10
月12、13日に 3 回目を行いました。日本の大手の流通企業、商業施設、ディベロッパーと、
クリエイターや中小の企業の方が出会うきっかけの場を提供しています。
　平成 25 年度には、新たに「クール・ジャパンの芽の発掘・連携促進事業」がスタートし
ます。また、クール・ジャパンを体現する日本企業の支援として、ファンドを新しく立ち上
げることを予定しております。「芽の発掘・連携促進事業」については、地域でものづくり、
伝統産業、地域発のアニメなど、芽がたくさん眠っていると考えておりまして、アーティスト、
クリエイター、デザイナーの方達の力を継続的に派遣して、それらを掘り起こして、海外に
もっていけるような新しいものづくりやブランディングをやっていきたいと考えております。
　ファンドのほうは、たとえば、先ほど申し上げたクール・ジャパンの海外展開の事業を
終了した企業で、今後本格的に海外に出て行きたいという方々に対して、継続的に現地
の商売を行っていただくということを予定しています。
　これまでのみなさんのお話を聞いていて、地域をどうブランディングしていくか、情報
発信をどうしていくかということで、どう継続的に変えていくか。地域で稼ぐ仕組みを構
築していくことが必要なんじゃないか。そのためにはお話であったように、単品だけで売
るという話ではなく、背景にある文化のストーリーをものに加えていくとか、外部の方々の
目であるとか、クリエイターの方たちの力を活用して、新しい付加価値を、その地域の産
品やまちのブランディングに活用していくことが必要ではないかと考えております。

後藤　お話が難しかったところがあるので、噛み砕くために質問します。まず、クール・ジャ
パンとはいったい何なのでしょうか。クール＝かっこいいですから、海外に売れるような
かっこいいもの、という意味でしょうか。

小嶋　実は、完全な定義はしておらず、海外で売れるようなものはすべて含めていきたい
と思っています。たとえば、これまで自動車だけで売っていたものを、トヨタさんが初音
ミクというキャラクターを使って北米でプロモーションしたりというような、新しい付加価
値をつくりだしていくような、仕掛けをもった製品はすべてクール・ジャパンに該当するん
じゃないかなと思っております。

後藤　それとマッチングという言葉が出ましたが、何と何をマッチングするんですか。

小嶋　たとえば 10月の場合は、コンテンツ×消費材企業、商業施設×テナント企業、
地域資源×デザイナーというテーマで行わせていただきまして、コンテンツ×消費材と
いうのは、トヨタさんと初音ミクの海外展開であるとか、商業施設×テナント企業さんで
ある場合はパルコさん×渋谷のファッションのブランドであるとか。地域資源×デザイナー
というものはたとえば鈴木さんがやっていらっしゃるような、地場の産業と若手のクリエイ
ターを結びつけるようなマッチングを行っております。
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文化と商業、産業が互いに発展するために

後藤　今後、文化と産業がWin-Win の関係で発展し、地域を魅力的にするにはどうす
ればいいのか、パネリストの皆さんにご意見をお聞きしたいと思います。鈴木さんからお
願いします。

鈴木　台東区の南部、御徒町と蔵前の間なので、「徒蔵（かちくら）」と名付けて、そこを
モノづくりのまちとしてブランド化することを進めています。東京の西側、新宿、原宿、青
山などは、モノを集めてきて売る、編集型のお店が多い。それに比べ、台東区、墨田区、
葛飾区といった東側は、モノづくりに根ざしたお店が多い。私ども卒業生も、お店というか、
工房の中にお店があるような形で、モノづくりしながら売っているんですね。
　単にお客さんにものを買ってもらうだけだったら、日本でもアジアでも、どこで作っても
一緒です。そうではなく、モノそのものの裏側にある、作り手の想いであるとか、背景、
歴史、プロセスを伝えることで、モノづくりの魅力を発信するまちにしていきたいと思って
おります。台東区は観光資源が豊富ですが、南部はお客さんが来なかった。観光客に足
を運んできてもらえば、台東区で作ったものを台東区で売れる仕組みができる。クリエイ
ターのエネルギーを注ぎ込んで、地域を刺激し、情報発信してお客さんにきてもらおうと
いう仕組みを作ろうと思っています。
　「モノマチ」は年に１回、2013年は5月24～26日に開催しますが、70、80代の社長さんと、
20代の若い子たちが一緒になって盛り上がっています。自分たちがやっていることをアピー
ルすることで、お客さんに喜んでもらえる。前向きなパワーが結集して、さらに他の人を誘
うんですね。やがて、何度もこの地域に来ている人が面白いから店を出そうというような、
いい循環が生まれています。

高埜　今後は、「人に優しい商店街づくり」を目指しています。これはボランティアの方々
と一緒に進めないとできないことだと思っています。ふれあいアートストリートを開催する
ようになってから、商店街は変わってきました。また、桜はずっと、本拠地ですから追い
かけていますが、シーズンには、開花予想クイズや、フォトコンテストも行っています。フォ
トコンテストは関口照生先生が審査委員長を務めています。

田中　お話を聞きながら、クリエイティブな世界にとって「つながり」がいかに大事であ
るかということを改めて感じました。人と人が出会うことによって効果が生まれますので、
いかにつながっていくか、その仕組みをつくっていくのも区の仕事であろうと思います。も
うひとつは場と場のつながりといいますか、面としての広がり。まちに人が広がる、面的
なつながりを作っていく場づくり、これもやはり行政の仕事ではないかと思います。

後藤　豊島区の文化政策としてはこの10 年、どちらかというと劇場などの拠点をつくる
ことに注力をしてきて、都市の中で面的に広げていくという視点が不足していたかと思い
ます。それは今後の重要な課題であり、まちの活性化、産業の活性化につながる大切な
ことだと思います。
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松岡　池袋に通うようになって知ったことがたくさんあります。新宿、銀座、渋谷に比べ、
池袋はわざわざ行くまちではないのに、新宿の次に、たくさんの人が訪れている。これは
資産だと思います。マーケットとして、新宿は 9000 億ぐらい、渋谷は 3000 億ぐらいです。
池袋は 5000 億を超えています。また、駅から近いところに、人が住むまちが残っている
のも大きな資産です。というのも、これからの商業、産業を考えるときに、キーワードは「好
きか嫌いか」なんです。もしかしたら、ブランディングはもはや古くて、今後はキャラクタ
リング、個人をもっと出していくようなものが必要なんじゃないかなと。その舞台として住
むまちがあるという意味で、池袋は可能性があると思います。
　台東区のお話のように、東京の東側にどんどんアーティストが移り住んでいるのは、家
賃や地代が安価で、個人でもまだまだいろんな表現ができるから。西のほうはどんどん資
本が大きくなってしまって、個人ではどうしようもなくなっているところがある。池袋も、才
能をサポートする可能性があると感じます。

【会場からの質問】

──　池袋の西口に半世紀以上住んでおりますが、西口、北口を中心として、中国系の
人が増えて、そこで商売をしたり、それに伴って多くの老若男女が住んだりしております。
そういった人たちをどう受け入れていけばいいのか、何かヒントがあればお聞かせ願いた
いと思います。

松岡　私は現在渋谷で、ピープルデザイン研究所という NPOで理事をしています。ダイ
バーシティの観点で渋谷を活性化することを目指した団体です。現在の渋谷は若い健常
者用のまちになっています。そういうところに障害者、高齢者、外国人、性的マイノリティ
の人たちが溶け込むようになると、渋谷が新たな側面から活性化するのではないかと考え
ています。そのときに一番大切なことは、勝手な思い込みで相手のことを決めつけないと
いうことです。それぞれの方を、集団としてではなく、1対 1の関係で対話してみなければ、
信用できる人も、信用できない人も分かりません。日本人だからといって、みんなが信用
できるわけでもないですし、基本的に個人で、お互いに信頼できれば解決していくと思っ
ています。もちろん、いろんな属性によって傾向が違うと思いますけれど、グルーピング
するのではなく、個人で対応していくほうが良いのではないかと思います。

高埜　池袋に中華街をつくろうという話が出
ましたね。今、そのときの責任者の方は、「日
本のこと、東京のこと、池袋のこと、何も知
らないでそういう発言をしてしまった。ここに
来て10 年住んでみてわかったことは、やはり
まちというのは共存していかなくてはならな
い。」とおっしゃっています。西口はこれから
さらに変化していくと思います。今は様々なイ
ベントをやっていく時期。そこに外国の方々
が参加をしていくことによって、日本のよさが
わかってくるのではないでしょうか。
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［コーディネーター］
蓮池奈緒子　NPO 法人アートネットワーク・ジャパン（ANJ）代表

［パネリスト］
大沼映雄　公益財団法人としま未来文化財団常務理事・事務局長
是永幹夫　大分市複合文化交流施設「ホルトホール大分」統括責任者、
　　　　　株式会社わらび座相談役
曽田修司　跡見学園女子大学マネジメント学部教授、
　　　　　社団法人国際演劇協会（ITI/UNESCO）日本センター理事
　　　　　・事務局長
宮本　諭　NPO 法人コレクティブハウジング社共同代表理事、
　　　　　NPO 法人としま NPO 推進協議会理事
森　司　　東京アートポイント計画ディレクター

自治体文化政策と
多様な主体との協働

　豊島区は、区民、民間企業、大学、アートNPOなどと積極的に連携・協働し

て文化政策を推進し、それらが評価された結果、平成 20 年度文化庁長官表彰〈文

化芸術創造都市部門〉を受賞しました。

　この分科会では、豊島区における協働の事例を踏まえつつ、「基礎自治体×

広域自治体×文化財団×NPO」の連携、地方都市における事例等に基づき議

論を行い、それぞれの主体がよりよい関係を構築するための手がかりを探りた

いと思います。

蓮池　議論に入る前に、みなさんのお手元にある資料についてご説明いたします。まず、
豊島区文化デザイン課の編集による「としまの文化デザイン　これまでとこれから」です。
表紙には、1932、2002、2012、2032という数字が記されています。これは豊島区が誕
生した年から100 周年までを表していますが、金色になっている2002 年から2012 年、
この10 年間で、豊島区の文化政策の歩みは飛躍的に進んだと認識しています。今日は、
この10 年間の豊島区の文化政策の歩みを踏まえて、地方の視点、あるいはアカデミック
な視点などから、協働とはどういうことで、どういう課題があるのか、そしてどのような可
能性があるかについて、議論を進めていきたいと思います。
　それから「としまアートステーション構想」のコンセプトブックがあります。これは豊島区
と、東京アートポイント計画、私どもANJが協働で進めている事業です。新しい取り組み、
実験的な取り組みということで、後ほど詳しくお話いただきますので、ぜひご参照ください。

分科会 2
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　では、プレゼンテーションに入ります。パネリストの皆様がこれまで手掛けられてきた事
業や今後の取り組みについて、また、曽田さんにはアカデミックな視点から各事業や豊
島区の事業について、基礎的な勉強も含めてお話しいただきます。それではとしま未来文
化財団の大沼さん、トップバッターとして豊島区の文化政策の歩みについて、お話をお願
いいたします。

財政難の中、多様な主体との協働で文化政策を推進した豊島区

大沼　公益財団法人としま未来文化財団の事務局長をしております大沼です。としま未
来文化財団は、高野区長が推進する、住みたいまち、訪れたいまちを実現するという基
本的な考え方に則り、豊島区の具体的な文化事業を推進しています。この10 年間、様々
な事業を実施してきました。豊島区の外郭団体として区の文化政策に大きく貢献してまい
りました。そのひとつは、区民の方 と々一緒に文化をつくるというものです。「区民でつく
る音楽祭」や「としまアートステージ」などの事業。もうひとつは、次代を担う子どもたち
に文化芸術を継承してもらうため、一流のアーティストと子どもたちが身近に接し、より多
くの優れた文化芸術に触れること、それをひとつの目標として実施しています。また、伝
統文化の継承にも力を入れています。
　予算については、自主財源もありますが、基本的に区からの補助金でまかなっています。
財団独自の企画でスタートした事業もいくつかあります。
　たとえば、皆様のお手元にある80 周年記念誌「としまの文化デザイン」でも紹介され
ていますが、「ジュニア・アーツ・アカデミー」は、平成 25 年度で10 年目を迎えます。区
内の小学生を対象に音楽や演劇を通して文化芸術に親しんでもらう取り組みで、東京音
楽大学の坂本和彦先生のご指導を受けて続けてきました。
　私自身、公務員生活の最後の15 年ほどは主に文化政策を中心に取り組みをしてきまし
た。平成 11（1999）年、高野区長が豊島区長に就任して、文化を基軸としたまちづくり
がスタートした時、私は教育委員会に在籍しておりました。文化に関する事業のほとんど
を教育委員会が担っており、どのように文化政策を推進していくか考えました。当時から
豊島区は極端な財政難に陥っており、文化予算を確保することは大変に厳しい状況でし
た。そこで、アートNPOや公益法人、民間の方 と々手を組んで、文化事業を展開するこ
とを考えました。
　豊島区の文化政策について議論をお願いした「文化政策懇話会」の専門部会長をお願
いした後藤和子先生からは様々なサジェスションをいただきました。ヨーロッパにおける工
場跡地への文化芸術関係の拠点を設けることで都市再生を図るという話は、廃校になっ
た小中学校の跡地利用に関して大きなヒントになりました。
　本日のコーディネーターをお務めの蓮池さんのアートネットワーク・ジャパンと芸術家と
子どもたちのふたつのNPO法人が、豊島区が公募したNPOとの協働事業に手をあげ、
その提案がにしすがも創造舎の誕生につながりました。また、大明小学校跡地では、地
元の人たちがNPOをつくって、生涯学習施設として運営しています。両施設とも、文化
活動を行っている団体に稽古場などとしてかつての教室を提供するほか、テレビや映画
の撮影場所として貸すなど、多角的な運営を行っています。これは、行政がやろうとして
もなかなかできない事業です。NPOの人たちが独自の発想で行うことによって、文化に
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関わりのある人たちが豊島区に集まってくる、それが豊島区の魅力づくりに大きく貢献し
ているのではないかと思います。
　また、豊島区の文化の新たな拠点として、平成 19 年にオープンした「あうるすぽっと」
があります。このような劇場になるまでには、区の内部でもいろいろ議論がありました。
フラットな平土間のダンスホールのようなホールにすればよいといった意見が大勢を占め
るなか、区長の「固定席の劇場がいい」という判断で、計画が練り直しになった経緯が
あります。結果的に、劇場と中央図書館が一体となって施設運営をするという構想になり
ました。
　また、同時期に、私設美術館の「熊谷守一美術館」を運営されていた熊谷榧

かや

さんから、
お父様の作品の維持についてのご相談がありました。作品の寄贈を受けて区立美術館と
して衣替えし、榧さんの会社に指定管理者として運営を引き続きお願いしています。
　このように、様々な工夫を凝らしながらいくつかの拠点づくりを行い、文化政策を推進
してきました。最近では僅かながら区の財政が持ち直してきているとはいっても、まだま
だ厳しい状況にあります。ですから、様々な主体と協働しながら、文化政策を推進してい
くという基本的な姿勢は変わりません。この10 年間で豊島区のイメージがアップしたとい
うお話はよく聞きますので、それなりに成果は上がっているのかなと考えております。

蓮池　財政難、民間の知恵を借りる協働、中央図書館とあうるすぽっと、熊谷守一美
術館など、文化創造都市を語る上で、いくつかのキーワードをちりばめていただきました。
ここで曽田さんに体系的にご説明いただいて、豊島区がどのようなことに立脚してこの10
年を歩んできたかを解説いただければと思います。

アートと文化創造都市がもたらす未来

曽田　今日のテーマに関わる、3つのキーワードを考えました。「アート・マネジメント」「文
化政策」「創造都市」です。これらの用語の関係性はわかりにくいかもしれません。順を
追って説明したいと思います。
　まず、文化創造都市政策とは何であるのか。従来、文化政策とは、狭い意味での芸
術文化振興を指したのですが、最近の文化政策はそれだけではなくて、教育、医療、福
祉、環境、観光、産業などと文化との連携を掲げるようになっています。そのなかで、特に、
観光まちづくり、産業振興と文化を結びつけたものについて「創造都市」という言葉が生
まれました。
　都市の創造性についてのアメリカで一番有名な論客であるR.フロリダが、『クリエイ
ティブ資本論̶新たな経済階級の台頭』（ダイヤモンド社刊、2008）という本の中で
「都市の創造性指数」ということを説明しています。そこで彼は、3 つの T、すなわち、
Technology（技術）、Talent（人材）、Tolerance（寛容）という言葉を持ち出しています。
ここで、なぜ寛容という言葉が入っているのかは、今は説明せずにこのまま進みます。
　私はマネジメント学部で教えておりますので、次にドラッカーの名前を挙げさせていただ
きたいのですが、経営学の父と呼ばれ、マネジメントという概念をつくった、皆さんにも
おなじみのP.F.ドラッカー（1909-2005）は、1990 年に『非営利組織の経営』という本
を書いています。そこで彼は、「非営利組織とは、人と社会を変える存在である」「変化



18

分科会 2

は機会、チャンスである」「非営利組織は顧客にとって、価値あるものを提供する」「ミッショ
ンとは、非人格的たりえないものである」ということを言っています。
　アート・マネジメントという言葉があります。これも、説明を求められることが多い言葉
ですが、非常に広い事柄を対象として扱っています。例えば、アート・ビジネス（エンタテ
インメント・ビジネス）、アート・マーケット、エイブル・アート／アール・ブリュット、コミュ
ニティ・アート、アート・プロジェクト、アートNPOなどなど、これら全部がアート・マネジ
メントが扱う範囲です。これらの性質が違うたくさんのものを一緒にして考えようとすると
こんがらがるので、分けて考える必要があります。
　ドラッカーに戻りますが、『非営利組織の経営』の日本語版への序文で、彼は、NPO
の原点を日本のお寺であると書いています。日本の寺は、寺子屋（教育）、医療、芸能の
3つの機能を担っていた存在であると。90 年代にNPOに関する議論がさかんになったと
きに、日本NPOセンターの設立の中心人物であった山岡義典さんが、NPO 基礎講座と
いう解説書を書いていまして、その中でNPOというのは、「未来からやってきた異物であ
る」とおっしゃっています。
　ここで話題が変わりますが、今、私は大学で図書館長の任務についています。豊島
区の場合も区立中央図書館とこのあうるすぽっとという劇場が同じ建物に入っていますの
で、ちょうどいい事例ですが、今流行の議論として、MLA＝ミュージアム、ライブラリー、アー
カイブ、この 3 つが別のものではなくて連携すべきだという議論があります。この 3 つに
共通する特徴をあげてみますと、網羅性、体系性、コンテクストとなります。さて、それとアー
トは何か関わりがあるのでしょうか。これは、今は言わないでおいて次に行きます。
　一方、アートを文化政策の中に取り上げるときに、公共性が必要だという言われ方をす
ることがあります。齊藤純一さん（早稲田大学教授）が、『公共性』という本の中で、「パ
ブリック」を構成する3つの要素を挙げています。Official（公式の）、Common（共通の）、
Open（誰にでも開かれている）、の 3つです。
　ここからは私見が少し入りますが、「パブリック」というのは、客観的あるいは制度的
にそれらの 3 つが満たされている状態であるというだけでは足りなくて、パーソナル、誰
かがコミットすること、あるいは責任をもつ、レスポンシビリティ、ということが絡んで初
めて「パブリック」と言えるようになるのだと思います。齋藤氏のOpenであることの重要
性への言及は、もともとハンナ・アーレントの議論を踏まえているので、その概念の中に
既にそのことが含まれているとも言えるのですが、自分と世界を繋ぐものが、かけがえの
ないものであり、かけがえのないものを大事にすることに公共性がある。これがアートの
公共性ということだと私は思っています。実は、この「かけがえのなさ」ということが、こ
れまでの説明に出て来た、「寛容」ということと、「コンテクスト」ということに繋がるのだ
と思っているのです。
　とかくアートというものは客観的に存在している、外にあるものと思われていますが、
そこにとどまらないで、アートというものは個人の内側にあるもの、あるいは、自分との関
係性において捉えるものと思ったほうがいいと思います。アートプロデューサーの芹沢高志
さんが、アート・プロジェクトを語るときに、「アートを動詞としてとらえる」ということをおっ
しゃっていますけど、これと同じです。
　また、一昨年発行された『これからのアートマネジメント “ソーシャルシェアへの道”』と
いう本があります。そこでは、「アートは多様なコミュニケーションの媒体である」と定義し
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ています。このように、関係性としてのアートを考えることが重要ではないかと思います。
　さらに話は変わりますが、スウェーデンの社会経済学者 V・ペストフが提唱した「ペスト
フの福祉三角形」という概念があります。これは国家、市場、コミュニティを3つの頂点
とする正三角形を示すものですが、今日の社会では、社会の成り立ちや担い手を考える
議論の中でとかく忘れられてしまいがちなのが、コミュニティです。
　昨年、私立大学図書館協会の年次大会に参加した際、慶応大学名誉教授の鷲見洋一
先生が基調講演をされ、現代社会を特徴づけるキーワードとして、「かけがえのなさ」「巨
大量」「贈与」の 3 つを挙げられていました。「巨大量」に個人が圧倒されてしまう現代
社会だからこそ、これからの社会では、「かけがえのなさ」と「贈与」（及び報酬）が重要
になります。
　文化というものは文化的アイデンティティをつくるものです。そのことを考えると市場（商
品交換）や国家（再分配）だけではアイデンティティはできません。共同体、あるいは贈
与というものの存在があって初めて文化的アイデンティティがあるということになるのです。
実をいうと、この共同体の存在とそこへの個人の自発的能動的な関わりというアイデアと
実践が創造都市政策の核になっているのです。そのことを、ドラッカーの言葉をもじって、
このように表現してみたいと思います。「アートは人と社会を変えるものである」「変化は機
会である」「アートは、社会にとって価値あるものを提供する」「アートは非人格的たりえな
いものである」。
　大沼局長のお話の中に、基礎自治体は文化にお金をつぎ込むのはなかなか難しいとい
う言葉がありましたが、もともと国家は大きすぎ、市場は大きすぎるのです。適正な規模
で文化にしっかり投資をして育てて、その中で自分たちのアイデンティティを見つけないと、
現代生活、我々個人の生活というものは豊かにならないと思います。

地域協働・多機能連携の全国モデル施設として
「ホルトホール大分」の目指すもの

蓮池　次は大分市の複合文化交流施設として、2013 年 7月 20日にオープンする「ホルト
ホール大分」の統括責任者である、わらび座相談役の是永さんです。多機能連携を重点
においている施設です。これまでに様々なワードが出ています。また、この後も豊島区内や、
東京都の話が続きますので、つなげて、イメージしながらお聞きいただければと思います。

是永　豊島区と私は学生時代からご縁があって、3 年間、椎名町にあった作曲家の河村
光陽先生の家に下宿していました。河村先生は 1千曲以上の童謡を作曲された方で、「か
もめの水兵さん」「うれしいひなまつり」などで知られた方です。
　さて、私からは、この夏開館する「ホルトホール大分」について、お話をさせていただ
きます。
　ホルトホールの名称は、大分市の木である「ホルトノキ」から付けられました。美しい
緑と青空にたくましく伸びる姿が象徴するように、全国に発信することのできる施設になっ
てほしいとの願いが込められています。「ホルト」とは、ポルトガルのことを意味する説が
あります。16 世紀後半の約 50 年間、豊後・大分は大友宗麟がフランシスコ・ザビエルと
の出会いからキリスト教を保護し、海外貿易に積極的に乗り出したので、他に見られない、
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南蛮文化を色濃く反映した都市として繁栄しました。
　ホルトホール大分の特徴はなんといっても、多機能連携の複合文化交流施設であると
いうことです。文化、教育、福祉、健康、産業、情報、交流の 7つの分野にわたり、対
応する市役所の担当課は 12 課あります。考えてみれば、人間にとって多機能であること
は当たり前のことです。これがひとつの施設に集約されるわけです。
　2ヘクタール、3万 8000 平米の空間があって、施設としては 1200 席と200 席の文化ホー
ルをはじめ、市民図書館、福祉センター、人権センター、まちづくり情報プラザ、サテラ
イトキャンパス、健康プラザ、産業活性化プラザ、カフェ・レストラン、市立保育園、キッ
ズステーション、屋上公園などがあり、目の前に新設される市民公園には、長さ440メー
トル、幅 100メートルの「シンボルロード」があり、四季に彩りを添える樹木、花、芝生
が植えられ、一体的な運用が行われます。
　私がこれまで関わってきた施設は、わらび座が経営する「たざわこ芸術村」（秋田県仙
北市）と、わらび座が共同経営している「坊ちゃん劇場」（愛媛県東温市）があります。「た
ざわこ芸術村」は、リーマンショック、東日本大震がありましたが、年間 35万人の集客
に成功しています。
　わらび座の創立から62 年、たざわこ芸術村を開設して17年。私は 37年間わらび座
で仕事をしてきました。その原点は、地域協働、地域共生という地域密着であること、また、
地域資源を経営資源とすること、そして、複合的文化事業体を目指したということです。
文化で採算を取るというのは難しいことかもしれません。しかし、足元を掘ると、そこに
泉が湧くのです。東京ではありえない、東京ではできないことを、人の魅力も含めて、経
営資源にしてきました。
　創造都市という考え方が日本に導入されてから何年になるでしょうか。ヨーロッパの成
功事例が紹介され、話題もにぎやかですが、日本の風土と地域性を踏まえた創造都市の
取り組みが大切だと思います。
　私は 1980 年代後半に 5 年間をかけてイタリア・ボローニャをはじめとするヨーロッパの
創造都市を調査し、また 90 年代前半にアメリカの劇場・劇団を調査し、交流してきました。
たざわこ芸術村のモデルは、アメリカ・オレゴン州アッシュランド市の「オレゴン・シェイク
スピア・フェスティバル」です。人口 2万人の自然豊かな場所で、毎年 3月から10月まで、
3 つの劇場を会場に、シェイクスピアほか、様々な演劇が上演されます。チケットの売上
枚数や上演数は、ブロードウェイ以外ではアメリカ最大を誇っており、観光客はひとり平
均 3 泊 4日で、8 演目ほどを鑑賞するのです。
　私は劇場とは、「人生の友」であり、「社会の動脈」だと思います。日本の中ではまだ
浸透していないかもしれませんが、人生の友、生まれて死ぬまで、劇場が自分たちの友と
してあるという考え方が欧米にはあります。
　ホルトホール大分を、私は市民にとっての宝島にしたいと思っています。特に何かイベ
ントをやっていなくても、来て、ワクワクするような機能を盛り込みたい。そのためには、
重層的な多機能連携構造が必要です。たとえば、指定管理者内の連携。それから、市
直営部分・市の社会福祉協議会、また、SPCとの連携、さらには、新大分駅ビルや大
分市美術館、大分県立芸文短大など、近隣ゾーン内の連携。豊島区のように、グランド
デザインの中での位置付け、連携を考えていきたい。大分県立や市立の行政枠を超え、
あるいは文化会館・美術館の分野を超えるなど、既成概念や既得権益を越えて、多機能
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連携の全国モデルとなることを目指しています。
　多様な主体との協働ということでは、豊島区の取り組みは大分にとって、参考になるこ
とばかりです。大事にしているのは、地域資源を経営資源にするミッションと、文化を産
業にする挑戦力、領域横断・越境への勇気と知恵、全方位チャンネルづくりの寛容性です。

地域とつながりをもちながら暮らしたい人のための居住支援事業
～豊島区タウンコレクティブへの挑戦

蓮池　宮本さんは、立教大学大学院在学中に「コレクティブハウジング社」に出会い、
ご自身もコレクティブハウスに住む豊島区民です。豊島区住宅課などと、豊島区タウンコ
レクティブの構築に向けて活動中です。宮本さんには「場作り」という観点でお話いただ
きたいと思います。

宮本　多様な主体との協働という意味でいうと、先ほど、「国家は大きすぎる」というお
話がありましたが、逆に私がこれから説明する話は、ほんの小さな11世帯の話をもとに、
仕組みをまちに広げていこうという試みです。
　私の場合、「地域の人とつながりをもちながら暮らせないか」という意識から、そういっ
た仕組みを探したところ、7年前、「コレクティブハウジング社」と出会いました。ただ集まっ
て住むだけではなく、住んでいる人たちがフラットな形でつながる仕組みが埋め込まれて
いる空間が、コレクティブハウスであり、6 年前から実際に住んでいます。仲間がいると可
能性が広がるということを実感して、この関係性をもっとまちに広げられたら、と考えるよ
うになりました。やがて「豊島区まちづくりバンク」に応募したことがきっかけで、様々な
NPO団体に出会い、としまNPO 推進協議会ともつながりました。地域の人たちとつな
がりを持ちながら暮らしたい、と思っていたことが、次第に実現していったというわけです。
3 年前からは、NPOコレクティブハウジング社の一員として活動しています。
　これまでに、都内の 5ヵ所にコレクティブハウスが作られています。2013 年 6月には、
群馬県前橋市に、住宅供給公社と連携した公的なコレクティブハウスができます。その後
も2014 年春までに 2 棟の建設が予定されています。
　コレクティブハウスとは何か。シェアハウスと違うのは、個々の独立した専用の住居があ
るということです。その中で生活は十分できるわけですが、そこから先に「コモンスペース」
と呼ばれる広いスペースがあって、共用のリビングやキッチン、テラスなどがあります。ち
なみにコモンスペースの家賃はそれぞれの家賃に含まれています（スガモフラットの例）。
　「スガモフラット」では、賃貸住宅ではありますが、11世帯で「居住者組合スガモンズ」
をつくっています。会則や憲章など、組合のルールは、誰かから与えられるものではなく、
メンバーが自分たちでつくり、人が入れ替われば、その人が快適に暮らせるようなルール
として、変更することが可能です。一般のマンションにあるような、典型的な規約に則っ
た居住者組合ではない。自分たちで心地よく暮らすための組合というわけです。
　この組織で、コモンスペースの運営を含めて、日常の生活に必要なものごとをマネジメン
トするグループを作り、自主運営をしています。グループには、ガーデニング管理や、インター
ネット担当、図書グループ、お掃除メンテナンスグループ、ご近所交流活性化・遊びグルー
プ、写真アルバムグループ、食事担当のコモンミールグループなどがあります。
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　とはいえ11世帯ですから、何をやるにしても限界があり、この試みをもう少しまちに開
いて、様々な人に関わってもらうことによって可能性を広げようと、　「タウンコレクティブ」
という言葉を使って活動を始めました。たとえば、畑を一緒に耕す人を募集する。フリー
マーケットを企画する。音楽会を開く。子どもを預かる。一緒にみそ作りをする……。た
とえばコミュニティカフェを拠点とした取り組みなど、このようなことはすでにどこでもやっ
ているではないかと思われるかもしれません。ただし、コミュニティカフェを運営する人や
団体は、多くの場合、単体でお金を回していくので、採算を取るのが難しくなります。こ
れがコレクティブハウジングという考え方からすると、拠点であるコモンハウス自体は、住
んでいる人が家賃を分担しているわけですから、持続可能となるわけです。
　さらに一歩押し進めて、2012 年、コレクティブハウジング社は豊島区居住支援協議会
が募集する「空き家・空き室等の活用を図った居住支援モデル事業」に、「タウンコレクティ
ブ」の計画を提案して、採択されました。同協議会、豊島区の住宅課、他の採択団体と
協働で、「豊島区タウンコレクティブ」の構築に向けて、動き出しています。
　豊島区は空き家が多くなってきまして、今後、さらに問題になってきます。そういった問
題を解決するということと、我々が提案する地域とつながりを持って暮らしたいという人を
マッチングすることが事業の狙いです。具体的には、コレクティブハウジング社がコモンハ
ウスとなる物件を借り上げて、入居希望者に住まいを提供します。また、コモンハウス周
辺の住居への入居支援を実施します。コモンハウスと近隣へ入居したメンバーによる居住
者組織の結成と、運営の支援を実施します。これによって、多様な世代や境遇をもった人々
が、誰でも望めば、地域とつながりをもって暮らせるようになります。一世帯や一人では
できないことも、アイデアを持ち寄ってあれこれやってみることで、少しずつ顔の見える関
係性ができてくる、というわけです。
　なぜ豊島区でこのような取り組みをしているかというと、実際私が豊島区在住というこ
ともありますが、活動を通して、豊島区の様々な人たちの顔が見えたからです。先に述べ
た通り、としまNPO 推進協議会という、NPOの中間支援機関との関わりが、モデル事
業への応募へとつながっていったからです。

蓮池　豊島区は提案を受け入れるような土壌があり、様々な主体と協働していく試みを
積極的にされている。そして２年前から東京都、東京アートポイント計画（東京都歴史文
化財団）、豊島区とANJが実験的な試みをしています。なぜ豊島区と東京都、そして民
間のアートNPOのANJが組んで実験的なことができるようになったのか。この10 年間、
豊島区が文化政策の種を蒔いてきたことが、今ひとつの結実を迎えているという実感が
うっすらとあります。この先にどこに行くべきか、どういう協働がかなっていくのか、その
実験として、このとしまアートステーション構想があるというふうに私どもは認識しています。
そのあたりのことを森さんにお話しいただきたいと思います。

新しい公共活動とは──としまアートステーション構想

森　豊島区内で私たちが取り組んでいるプロジェクトと、東京都がすすめている政策につ
いて、お話しさせていただきます。
　地域文化の担い手は誰か。地域文化は誰が、どこで、どんなふうに享受するのか。と
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しまアートステーション構想をスタートさせる時点で、この問いについて検討メンバーで考え
ました。働き方研究家の西村佳哲さん、インターネット・ディレクターのトム・ヴィンセントさん。
このお二人は、アートによる先進的なまちづくりを行っている徳島県神山町の取り組みに
関わっています。それからとしまアートステーション構想のディレクターである建築家・日本
大学准教授の佐藤慎也さん、彼はアーツ千代田 3331の中学校の改修工事の設計をした
先生です。この 3 方にメンバーとして入っていただいて、どうしていくのかを考えることか
ら始めたプロジェクトです。
　としまアートステーション構想とは、豊島区文化政策推進プランシンボルプロジェクトで
ある「新たな創造の場づくり」のプログラムとして、かつ、東京文化発信プロジェクト事
業である「東京アートポイント計画」の一環として、豊島区と東京都、東京文化発信プロ
ジェクト室、アートネットワーク・ジャパン（ANJ）の 4 者で、2010 年後半から準備が始まり、
2011年から展開をしています。
　都の文化政策としては、文化振興のための施策を総合的かつ効果的に推進することを
目的に、専門的な見地から調査審議する「東京芸術文化評議会」が、知事の附属機関
として、東京都文化振興条例 17条に基づいて設置されました。評議会の提案で、私が
所属している東京文化発信プロジェクトが 2008 年から始まっています。事業のひとつで
ある「東京アートポイント計画」は、アーティストと市民が協働するプログラムをまちなか
で展開するもので、行政側のサポートをするプログラムオフィサーと事業の実施団体であ
るNPOとがパートナーとして共にビジョンを考え、事業を組み立てていきます。新しいス
キームの事業ということです。ちなみに東京文化発信プロジェクト室は、公益財団法人
東京都歴史文化財団の中にあります。
　現在、私たちは、地域社会の担い手となるNPOの育成のために、「アートプラグラム」
と「リサーチプログラム（Tokyo Art Research Lab）」という二つのアプローチで進めてい
ます。「アートプログラム」では、地域社会との多様な関係性を重視したアートプロジェク
トを実施しています。本事業では創造型 NPOと共催で展開し、持続可能な事務局体制
の構築を目指しています。そしてもうひとつの「リサーチプログラム」では、アートプロジェ
クトを持続可能にするシステムの分析、開発を行っています。先ほどマネジメントの話があ
りましたが、プロジェクトの実施に忙しく、ややもすると、企画し実施することのみに陥
りがちです。そうではなく、評価、あるいは記録を出発点に企画を考えていくことが重要
となると考えています。今、取り組んでいるひとつの事例としては、複合リサーチプロジェ
クトと呼んでいますが、評価とアーカイブと記録調査の専門家チームが、方法論を探りな
がら事業を行っています。
　Tokyo Art Research Lab は、様々な現場の実践を検証し、言語化し、テキストにする
活動です。ぜひサイトからダウンロードして閲覧いただければと思います。
　さて次に、としまアートステーション構想についてお話をさせていただきます。お手元の
「としまアートステーション構想」とありますコンセプトブックをご覧下さい。黄色でマーク
してある部分を拾い読みすれば、どんなことをしているのか、骨子がわかるように編集し
てあります。
　「東京／ローカル」とも呼べるまちである豊島区は、様々な可能性をもつ地域資源にあ
ふれています。その中で、豊島区だからこそできる未来へ向けた実験を行うことが必要で
はないでしょうか。その先に見えるのは、関わる人が主体的に文化活動をおこなう、新し
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い公共活動のあり方であり、自分ごとの文化事業、持続的な文化事業です。そのために
は、個 人々の自発的な活動を支援するシステムをつくることが大切であり、活動を展開で
きる環境システムの構築と、コミュニティ形成の促進を目指しています。そのために、「アー
トプロジェクト」と「アートサポート」の二つの取り組みを行っています。
　「アートプロジェクト」とは、まちなかに出て、社会と関わり地域住民を巻き込みながら
展開していくアート活動で、1990 年代から国内各地で盛んに行われてきました。これらは
日常では気付くことのなかった新たな価値観や、自分でもやってみたいという意欲を生み
ます。それがやがて、自らまちの課題を考え、解決に向かって動くという創造的なまちへ
の関わり方が生まれることを期待させてくれます。「アートサポート」は、アートプロジェク
トをきっかけに始まる、豊島区民の自発的な活動を支援する役割を担います。アート活動
を通じて、人と人、人とまちの間に、強くて暖かい絆が生まれる。豊島区をそのようなま
ちにしていくためのアートを用いた試みです。
　以上が、「としまアートステーション構想」であり、今後、さらにこの新しい文化政策を
デザインしていきたいと思っております。
　このような取り組みが可能なのも、豊島区の文化に対する長年の取り組み、この実績
があるからこそだと思っています。

なぜ豊島区では多岐にわたる文化政策が可能となっているのか

蓮池　ここでちょっとプレゼンターの方に質問をふりつつ、皆さんのご意見をお聞きしま
す。なにゆえ豊島区でこのような多岐にわたる政策が10 年間展開できたのか、その根底
には何があったのか曽田さんにご説明いただいて、次に大沼局長に、実感としてどういう
10 年だったのか伺いたいと思います。

曽田　福原義春さんが座長を務められた文化政策懇話会があって、そこでの議論をもとに
「文化創造都市宣言」をしたこと、それからいろんな地域において、多元的な活動が行わ
れているということがひとつ。それと、他の機関団体と協働しているのが大きい。フェスティ
バル/トーキョー（F/T）のように、東京都と具体的な取り組みをしているのもすばらしい
と思いますし、NPOと一緒にやっているところも広がりを持っている理由だと思います。

大沼　区と財団の場合はほとんど一体というのが宿命ですので、豊島区にとっての毎年
の重点事業を担っていくのが財団の役割だと思っております。今、一番力を入れているの
は、指定管理者として区から受託されて管理している、地域文化創造館と勤労福祉会館
と区民センターなど７つの施設の運営についてです。それぞれの施設が、単に貸館だけ
でなく、地域文化事業と地域協働事業に特に重点を置いてやることにしています。地域
文化事業は地域にある文化資源を発掘して、それらを活用して文化事業を展開するもの
であり、また、地域協働事業とは地域の団体と一緒になって地域を盛り上げるための事
業で、それぞれの施設で様々な試みを行っています。これらが豊島区にとっての地域づく
り、人づくりにつながっていくのではないかと思います。区の示す政策イニシアチブのもと
区とともに、としま未来文化財団がきめ細かく事業を展開することが重要であると考えて
います。
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蓮池　政策と施策、この実現に向けて両輪で財団と文化商工部が取り組んできた結果と
いう感触が、私も実感としてあります。ここで宮本さんにお伺いしたいのですが、区民の
お立場として、また、豊島区住宅課などと協働する中で、区に対していろいろな思いがあ
るかと思いますが、お聞かせ願えますでしょうか。

宮本　豊島区に移り住む前は、江東区や神奈川県などに住んでいました。夫婦二人暮ら
しで、それぞれが会社との往復の毎日。たとえばエレベーターに乗るときも、ちょっとし
た緊張感があるというか、人と乗り合わせて、この人は住民なのだろうか、挨拶すべきか、
などと思いを巡らせていました。そういう状況では、区の政策の善し悪しや、誰が区長に
なるべきかといった発想もありません。ただ、6 年間豊島区に暮らしていて、ひとつの仕
組みとして区政に関わらせていただき、地域に根を張って暮らしたことで、その点が明確
になりました。私たちが豊島区住宅課に提案させていただいたのも、住宅と福祉とがき
ちんと連携していることがわかったからです。顔が見えたからこそ、一緒にやれると。や
はり顔の見える関係をつくることが、協働にとって大切だと思います。豊島区の場合、お
話ししたように、まちづくりバンクや、としまNPO 推進協議会、豊島区居住支援協議会
といった中間支援組織、つまり、区と住民をつないでくれているところがあることが大き
いと思います。

蓮池　地方都市から見て、豊島区のこの取り組みが注目されているということをよく聞く
のですが、私自身、中で仕事をさせていただいているということで、客観的な視点からず
れているところがあるので、豊島区がどう見えているのか、是永さんからお話いただけた
らと思います。

是永　最近、渋谷ヒカリエの関係者と情報交換しました。渋谷駅の開発と合わせて、今
後、同規模のビルが 6 棟もできるそうですね。地方から見るとただただすごいな、としか
言えません。ただ、豊島区の場合は、劇場都市として、渋谷区とはまったく違うポテンシャ
ルがある。区民が生まれてそこで育ち、生きて行く上で、区との関係性がもう少し近いの
ではないでしょうか。
　また、ホルトホール大分は多機能をひとつのハードに盛り込んでいるんですが、これは
大分だからこそ通用するところがあると思います。都市では、ひとつの施設で機能を集約
させなくとも、新しい形のモデルが成り立つのかもしれない。それを豊島区は作っていこ
うとしているのかと。

蓮池　次に森さんにもお聞きしたいと思います。豊島区以外の基礎自治体や、復興支援
も含めて、様々な自治体とお仕事をされているというお立場から、豊島区の今後の可能性、
課題について、どのようにお考えですか。

森　豊島区にとっての課題というのは、実はすごく贅沢な悩みだと思います。70 周年の
ときにすでにトップランナーとなっていて、それから10 年、文化を推進してきた。現在で
は、我々が知る文化政策の方法論はもう使ってしまっているんですね。今直面しているの
は、新しいことをつくる、まさにデザインしなくてはいけない、ということです。
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　難しいことにチャレンジされているのですが、豊島区の場合、ご担当が変わられても、
大きな影響がない。そこが強みだと思います。

蓮池　私どもも豊島区と足掛け10 年やってきて、まさにそれを感じるんですね。自治体
の方が 2、3 年で異動されることは当たり前のことです。「としまの文化デザイン」の中に、
組織の変遷が掲載されていますが、様々な試行錯誤があったようです。区長がリーダーシッ
プを取って文化を推進されたのが大きなことですが、職員の皆さんも、異動があってもす
べてが継承され、信頼関係が続いていく、発展していく……こういったことは簡単なよう
で非常に珍しいと思います。
　この本には、「これまでとこれから」というサブタイトルがついていますが、文化政策を
さらに押し進めたい、そういったことの意志の表れではないかと思います。それこそがトッ
プランナーの所以であり、様々な主体と協働できる土壌なのではないでしょうか。

【会場からの質問】

──　大沼さんに、次世代育成についてお聞きします。具体的な事業等で、これという
のがありましたらご紹介下さい。

大沼　3 つあります。ジュニア・アーツ・アカデミーは音楽を中心にして、子どもたちが芸
術に触れる事業で、東京音大とコラボレーションしている事業です。それから、豊茶華
文化連盟やとしま区日本舞踊家集団とともに、「こども達のためのワークショップ」を、区
内の 5歳児から小学校 6 年生までを対象として実施しています。もうひとつは野村萬さん
をはじめ、野村家のご協力による「子ども狂言教室」を始めました。子どもたちに伝統芸
能に親しんでもらうもので、平成 24 年度は規模を拡大し、野村万蔵、扇丞、太一郎各
氏にご指導いただきました。

──　豊島区に住んでいるものです。豊島区としては、まちに来てほしいということです
が、どういった層、誰に向けているのか。

森　豊島区の場合は、徳島県神山町のように、目標とする適正な居住人口があって、ク
リエティブな人に住んでほしいという強いメッセージを出しているわけではなくて、多様性
をアナウンスすることによって、このまちを楽しむ、その楽しみ方の選択肢の多いまちであ
るということが十分、浸透しているのではないでしょうか。としまアートステーション構想
に関しては、僕のほうから具体的に誰かを特定することはありません。住みたいと思う人
が住む、そのまちを愛するということはすごく重要です。豊島区に限らず、まちのコミュニ
ティに入っていくことはなかなか難しいものです。そのときに文化政策、すなわちさまざま
な入口があると入りやすくなるのではないでしょうか。それが最終的には防災とか防犯と
いう方向性につながっていくと思うのです。コレクティブハウジングのお話を聞いていて、
「一緒に住みましょう」というコンセプトがすごく素敵だと思うのは、アートプロジェクトを
実施するより大変だから。それを積極的にしていこうという選択肢がすでにあるというの
が、豊島区のポテンシャルなのだろうと思います。
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──　池袋本町に住んでいるものです。大学で地域づくりを学んでいます。
　まず、曽田先生にお伺いしたいのですが、クリエイティブシティ論でいうと、豊島区は
ひとつの文化政策として、演劇都市を目指していると私は捉えています。東京近郊で、演
劇都市で有名なのは下北沢です。夢を持ったアーティストや劇団員が集まってくる空気が
あります。池袋でも、東口の再開発ゾーンやあうるすぽっと、西口の東京芸術劇場周辺に、
クリエイターが集まってくれればいいなと思っていますが、交流人口を定住人口へと変え
ることを目指すにあたって、下北沢のような空気が感じられないというか、池袋の可能性
についてお伺いしたいのですが、今後、そういう要素があるんでしょうか。昔、池袋モン
パルナスというアトリエ村があったということですが、宮本さんがおっしゃる集合住宅的な
もの、職住近接が望ましいと思うのですが。

曽田　アーティストにそのまちに住んでもらいたいと思えば、政策誘導的に住宅を安く供
給すればよいわけです。そもそも、豊島区が下北沢のような雰囲気を目指すべきなのか、
結局はここに住む人の思いに関係してくると思いますが、演劇が盛んなまちというよりは、
多様性のある文化政策に基づいた特色が出ればいいと思います。豊島区の文化政策の魅
力は、幅があるということです。たとえば、伝統芸能のお話がありましたが、一方でフェ
スティバル/トーキョー（F/T）のような、世界に発信する舞台芸術の祭典もあるわけです。
その幅の広さが魅力になっているのではないでしょうか。

宮本　すごく私的な話なんですが、私の住んでいる11世帯の中に、地域の劇団に所属し
ている小学校 5 年生と2 年生の女の子がいます。4 年ぐらい活動しているのですが、公
演に行くと楽しい。時には辛いときもある、泣いて帰ってくるときもあって、そういう姿を
見ていると、自分の娘たちのような目線で観ているんですね。これまでそんなに演劇に
興味はなかったけれども、知っている人、知っている子どもたちが身近にいて活動してい
ることで、関心を持つこともあるわけです。ですから、豊島区で活動している団体への支
援を増やすことが必要なのではないかと思います。

蓮池　本日提示されました多くのキーワードの中から、皆様の今後の活動にご参考になる
部分があるのではないかと思います。ご清聴ありがとうございました。
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日本の再生と都市の役割
近藤誠一　文化庁長官

　文化庁長官の近藤誠一でございます。文化を使って、また、都市が牽引役となって日
本を再生していく時代が到来しつつあると考えている私といたしましては、行政単位で
言えば区という比較的小さな単位でありながら、早くから文化のもつ力を認識され、実
績をあげておられる豊島区のこうした集まりに参加できて大変嬉しく思います。志を同
じくする区長さんをはじめ、皆様方と、今後さらに魅力ある豊島区にするためにどうす
るか、そういったことをお話する場にぜひ加えていただきたいと思い、本日も参上した
次第です。
　文化芸術の力とは何か。政治家や財界人の中にも、文化や芸術は好きだという方は大
勢いらっしゃいます。しかし文化を使って何かをやっていこう、社会を変えていこう、元
気にしていこうと、実際に行動に移す方はそれほど多くないというのが現状だと思います。
　先日もある勉強会で、エコノミストの方が人口問題を取り上げました。今後日本は大
変深刻な人口減少が起こり、労働力が減少する。解決策として、女性や外国人、ある
いは 60 歳以上の人の労働力市場への参入を促すと同時に、ひとりひとりの労働の質
を上げること、生産性を上げることが必要というお話をされました。私は、労働の質を
あげるには文化芸術のもつ力が有効ではないか、元気、やる気を起こし、ひらめきを
与え、イノベーションにつながる発想の転換ができると発言したのですが、エコノミスト
の方は、確かに文化芸術は大事だし、好きな音楽を聴けば元気になり、リフレッシュして、
それが翌週の仕事に役立つかもしれないが、経済、ビジネスの中にはカウントできない
んですよ、という反応でした。このように経済の論理や数値で測れるもの、因果関係
がはっきりしたものでないと、経済学として取り扱えないという発想の方が少なくないと
思います。それは科学で説明できないことはそもそも存在しないものとして扱うという
のと同じで、人間のおごりかなという気がしないでもありません。

文化芸術のもつ様々な「力」

　前置きが長くなりました。文化芸術がもっている力について、私なりに 7点ほどある
のではないかと思い、まとめてみました。
　第一はひとりひとりがもっている感動や悩み、祈り、感謝の念を表現する力や手段
を与えてくれるということです。
　南フランス・ラスコーの洞窟に、1万数千年前のクロマニヨン人たちが描いたすばらし
い壁画があります。それを見たとき、私はとても驚き、感動いたしました。氷河期、野
獣のうなり声におびえ、寒さに震えていた彼らが、なぜこんなにすばらしい芸術を生み
出したのか。そこで考えたのは、やはり人間には自分の思いや悩み、感謝の気持ちを
外に訴えたい、それを仲間と分かち合いたいという衝動のようなものがあるのではない
か、ということでした。ある文化人類学の先生によれば、現生人類より前に出現して
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いたネアンデルタール人が滅んだ理由は、互いに十分なコミュニケーションが取れず、一
緒に危機に立ち向かうことができなかったからだということです。
　二つ目は、個人に生きる力と幸福を与えるということです。紀貫之は『古今和歌集』
の仮名序において、「力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神もあはれと思はせ、
男女のなかをもやはらげ、猛き武士の心をもなぐさむるは、歌なり」と記していますが、
うたを文化芸術に置き換えていいと思います。
　三つ目は、文化芸術を通してコミュニケーション能力や連帯が育まれるという、社会
的役割があること。社会的包摂という言葉で語られることが多くなりましたが、たとえ
ば社会に溶け込めない立場の人が、歌がうまいとか、演劇の才能があるといった場合、
それを活かすことで、社会の中枢に入れる。それによって本人は社会の中に溶け込め
るし、社会の力も増す、ということです。
　これは 90 年代、当時のイギリス首相であったブレア首相が、非常に活用したと言わ
れています。私もかつて、ロンドンでシェイクスピアのリア王を観たとき、アフリカ系の
体格のいい俳優さんが主人公を演じていて驚いたことがあります。リア王のイメージと
はかけ離れていたのですが、やがて演技の素晴らしさに引き込まれて、違和感はなくな
りました。
　後で知ったのですが、それがまさにブレア首相の政策で、政治的義務として、旧植民
地であるアフリカや中東から移民を受け入れなくてはいけないが、なかなか彼らは社会
に溶け込めない。しかし実は歌や演技がうまいというところに注目して、芸術分野に登
用することで、本人たちはやる気を出し、家族も幸せになり、犯罪に追い込まれることな
く社会に溶け込めたと同時に、イギリスの芸術力、文化力も向上した、というわけです。
　四つ目は経済効果です。産業や地域振興、観光資源にもなるということで、これは
説明するまでもないと思います。
　五つ目は国際的な役割。これは現在、クール・ジャパンとかソフトパワーと言われて
いるように日本のイメージアップに大変な貢献をしてくれます。それが目的でアーティス
トはアートをつくるわけではないですが、結果として素晴らしい力が出るということです。
　六つ目は、私が最近強調しているもので、芸術に触れると、固定観念や既成概念、
決まりきった習慣や考え方から飛び出すことができるということです。それはひらめきと
かイノベーションにつながる。常識とされていることにこだわっていては、現在の日本の
危機を克服することはできない。ノーベル賞を受賞した野依良治先生は、算数も理科
等の学科も大事だが、芸術に触れてひらめきを覚えなくてはダメだ、教えられた枠の中
で考えているだけではノーベル賞がとれるような発明・発見は出てこないとおっしゃっ
ていました。
　七つ目は、長期にわたって育まれた日本人の思想や価値観、知恵、そういったもの
が伝統芸能や文化財には埋め込まれているということです。

3.11で文化芸術のもつ力が明らかに

　文化芸術に様々な力があることは、一昨年の東日本大震災で明らかになりました。
　3.11の 2 週間後、ようやく始まったコンサートに行って心から感動しました。演奏する
オーケストラメンバーと観客が文字通り心をひとつにして東北の方に思いを馳せながら、
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音楽を聴き、演奏しているのを肌で感じた。そして心がひとつになり、帰りがけには演
奏者が持って出口に立っているチャリティーボックスにたくさんの列が出来ていました。
　また、多くのアーティスト、実演家がボランティアとして避難所を訪ね、文化芸術の力
で子どもからお年寄りまで、多くの人に癒しと希望を与えたことは、多くのメディアで紹
介されました。
　あるいは、地域に伝わる伝統芸能を再興することによって、村の人たちが結束感を
取り戻し、より一層、絆を強めた例もあります。また、松島などの観光地では、観光
資源としての地域文化の役割を再認識しました。景観は祖先が大事に守ってきたもの。
安全のための高台移転に当たっても、景観への誇りとそれが持つ観光経済上のメリット
をしっかり認識しておられました。
　被災地の方々の思いやりのある、秩序だった行動が世界中のメディアを感動させまし
たが、それはもちろん意図してやったわけではありません。あの極限状態の中で思わず
出た日本人の行動が世界に大変な感動を与えた。日本人ってやっぱり素晴らしいんだと
いう感動を与えることになったわけです。
　それから復興については、単にもとに戻すというだけではなく、魅力ある、若い人が
また戻ってくるようなまちにしようという動きがあちこちで起こっています。建築家やアー
ティストの方々が現地に入って支援をしている様子を聞いております。
　そして先人の知恵を学べるという点で言えば、津波石、あるいは様々な文献で、過
去の貞観の地震のような記録が明らかになっています。中には、ここより低いところに
家を建てるなと危険を訴えるようなメッセージもありました。我々が科学技術の力に頼
り切って、無視してきた昔の人のメッセージのありがたさを改めて感じるものでした。

日本の伝統文化・思想がもつ人類へのメッセージ

　次に、日本が大事にしてきた文化や思想にはどのようなものがあり、どんな特徴があ
るかということについて触れてみたいと思います。
　様々な切り口があると思いますが、私は日本文化には 3 つの大きな特徴があると思
います。
　ひとつは、人間は自然の一部だとする自然観。もうひとつは白黒分けないで、グレー
のまま、あいまいなまま飲み込むという力というか能力というか、習慣があること。そ
れから目に見えないものについて価値を認めることができるということだと思います。
　例えば、一昨年に世界遺産になった平泉にある毛越寺の浄土庭園は、自然の地形
を活かして作ってあります。11世紀に書かれた『作庭記』という庭づくりの本が残って
いますが、“庭をつくるには自然の言うことを聞きなさい。ある石をどこに置こうかと思っ
たら、どこが座りがいいのかは石に聞きなさい”とある。要するに、人間が理性の力によっ
てつくり出す人工的な美を自然に押し付けるのではなく、自然のなすがままにすること
が一番美しい、心が和むような庭になるのだという発想で、日本人が自然というものを
いかに大事にしているかがわかります。
　自然観には、動物も植物も仲間だという意識があるわけですが、その例として、鶴
の恩返しという物語があり、オペラ作品の『夕鶴』にもなっています。欧米でも人間と
動物の変身にまつわる物語がありますが、悪魔によって人間が白鳥に変えられてしまう



31

といったパターンが多い。動物が人間と同じ心をもっていて、それに基づいて人間に変
身して恩を返すという物語は聞いたことがありません。それはいわば人間は位が高くて
動物は低いという考えの表れだと思います。
　そして、動物のみならず物へのまなざしも同じです。
　お伽草紙に『付喪神』という物語があります。これは年末に庭の隅に捨てられてし
まった古道具たちが怒って、みんなで人間を懲らしめてやろうと、妖怪に姿を変えて
行進をしていく話です。科学的に見ればありえない話ですが、日本人は何となくわか
る。物にも命がある、魂がある、感情があるのではないかというのはわりと自然に受
け入れることができるのが我々日本人だろうと思います。こうした考え方は、環境問題
が重要になってくる21 世紀において、人類が自分のものとしなくてはいけない発想で
はないかと思います。
　次に、曖昧さの受容、黒か白かという二元論的なことを日本人は嫌うという点につい
てです。能の『屋島』は、源義経の亡霊が僧侶の前に現れ、屋島の戦いでの活躍ぶ
りを踊ってみせますが、やがて修羅の時を迎え、もだえ苦しみながら消えていくという
話です。義経のようなヒーローでも、戦場で人を殺したがために、修羅の苦しい状況に
追い込まれなくてはならないということを、600 年間、日本人は伝えてきたわけです。
　一方、芥川龍之介の『蜘蛛の糸』では逆に、地獄の血の海でもがいているカンダタ
という極悪人をお釈迦様が見て、助けるために蜘蛛の糸をたらすという話です。カンダ
タはかつて、目の前を横切る蜘蛛を踏みつぶそうとして踏みとどまったことがあった。
どんな極悪人でもよいところはあるし、どんなすばらしいヒーローにも悪いところがある。
だから善か悪かと二つに分けるのはおかしいというのが日本人の発想だろうと思います。
　ハリウッド映画やディズニーのアニメでは、いい人はいい人、悪い人は悪い人で、最
後にはいい人が、つまり正義が勝つ、という思想があります。敵か味方かに分け、敵は
徹底的に叩きつぶす。しかし、敵にもそれなりの理由があって、当然反撃をする。する
と現代のテロのように、エンドレスの負の連鎖が始まってしまう。それよりも日本のよう
に、とにかく対話を続けようというアプローチのほうが、平和には役立つと思います。
ただ、外からみると態度がはっきりしない、日本はいったいどっちなんだといういらだち
を抱かせることは事実で、そこは難しいところですが……。
　目に見えぬものに価値を見出すのも、日本人の特徴です。水墨画の余白、音楽にお
ける間。それは描き忘れでもなく、単なるナッシングでもなくて、そこに深い意味を我々
は与えます。文化財は重要なメッセージを伝えてくれるという点では、京都にある禅寺
の東福寺に、三門という大きな門（山門ではない）があります。これは「空門、無相門、
無作門」という三つの門を指し、悟りを開くためにくぐらねばならない三つの門のこと
です。「空門」というのは、物事には実体がない、あらゆるものには実体がないという
こと。「無相門」は変化するものに惑わされてはいけない。「無作門」というのは人間
の欲望の対象になるものには実体がない、ということを表しています。
　禅問答のようで分かり難いですが、我々の毎日の生活を考えてみると明らかです。朝
起きて、テレビをつけ、新聞を開くと、円が 95 円になったとか、総理の支持率が上がっ
たとか下がったとか、お金とか権力の昨日と今日の変化にばかり目を奪われて、本質
をじっくり考える暇もないままに過ぎています。しかし、それではいけないというのが
800 年前に建立された、東福寺三門のメッセージではないでしょうか。
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文化芸術の力を使いこなすためにすべきこと

　日本人は実は幸福度が非常に低いとよく言われています。そして自殺率が高い。心
の豊かさを求める人が増えているけれども、決して日本人は幸せと思っていないんです
ね。文化芸術の力を使いこなしていないことになります。それはなぜなのか。文化資
源が不足しているわけではありません。文化芸術を国民ひとりひとりがじっくりと味わ
い、力を自分のものにしていくというシステムが十分にないからなのではないか。おそ
らく、成長、成長であらゆる資源を経済成長に費やしてきたことの一種のツケが来てい
るのだろうと思います。
　文化芸術のもつ力というのが十分に認識されないからこそ、3.11 直後の過剰な自粛
ムードがあったといえるでしょう。私はそれを懸念してメッセージを出しましたけれども、
本当に文化芸術に有益な力があると思っていたら、自粛、自粛にならなかったはずです。
　では何をしたらいいのか。文化の供給側と受ける側を繋ぐシステムがまだ不十分であ
り、その役割を担うアートマネジメントの重要性が上げられます。国レベルの取り組みも
必要ですが、ここで地方の役割が出て来るわけです。国というのは、テロや環境問題等
のいわゆる地球規模問題を扱うには小さすぎ、他方、ひとりひとりの毎日の問題、健康
や医療、福祉などにきめ細かく答えるには大きすぎます。そしてまた、時代がどんどん変
化している中、それに呼応して適切な行動を取るにも大きすぎる。敏感に動けません。
　グローバル化が進んでくると、人々は自分のアイデンティティを求めますが、それは国
よりも、おそらく自分の生まれた、育った都市であり地域に対してでしょう。
　そして地域にこそ、伝統、伝説、歴史に根ざした固有の文化があるのです。ヨーロッ
パでは 80 年代後半ぐらいから、文化芸術創造都市、呼び方はいろいろありますが、
都市を中心として文化を使って活性化していこうという動きがあります。様々な取り組み
がなされ、日本でも数年前から動きが始まり、文化庁としてもそれを応援しております。
豊島区も平成20年度に長官表彰を受けておられます。世界中には文化を使って活性化、
再生した都市や、国全体の魅力を引っ張っているといった例が多数あります。
　どういう要件が満たされれば、都市の単位で、文化を使って活性化できるか、5つほ
ど私なりに整理しました。ひとつはリーダーの先進性です。豊島区長さんは先進性がお
ありになったから、豊島区は実績を上げているのだろうと思います。もちろん住民であ
る市民の理解と協力は不可欠です。それから才能ある推進者が必要です。芸術の世界
は客観的に判断しにくいので、思い切った措置がとれる芸術監督のような人が必要で
あり、そういった人をリーダーが広い心で包み込んでいくことが重要だと思います。そ
れからもちろん、地域の特性を活かしていかなくてはならない。それぞれの土地にはそ
れぞれの魅力があります。それを自ら探し出して、発展させていくことが必要だろうと
思います。5つ目の寛容性ですが、芸術は常識ではなかなかとらえきれないものゆえに、
受け入れるのは容易ではありません。だからこそ常識を打ち破って社会を変えていく力
があるわけですが、場合によっては今の価値観にそぐわないものも受け入れていくといっ
た思い切った心の広さが必要になります。
　すでによいスタートを切られた豊島区で、区民のみなさんが、今後とも文化芸術の力
を最大限に使うことによって輝きを増し、他の区のモデルとなり、日本中の他の地域の
モデルになることをおおいに期待しまして、私の講演とさせていただきます。
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豊島区の文化によるまちづくり
高野之夫　豊島区長

　私からは「豊島区の文化によるまちづくり」と題しまして、豊島区がこの10 年間、ど

のような文化政策を推進してきたか、また将来目指すものは何か、“としまのこれまでと

これから”についてご紹介させていただきたいと思います。

　10 年前の平成 14 年の区制施行 70 周年、文化によるまちづくりは、区の文化行政

の指針を検討するところからスタートいたしました。文化政策懇話会を設置し、提言を

いただくことになりましたが、その時私は大それたことに、企業メセナ協議会会長であ

り、資生堂の名誉会長である福原義春先生に座長をお願いいたしました。

　最初は見事に断られました。けれど粘り強く、文化によってまちを変えていきたいと

いう強い思いを何度もお伝えしたところ、「君たちがやることというのは、私たちに報告

書を作らせておいて、出来上がったらそれでおしまいで机の上に積んでおくだけだ、区

長、時間とお金の無駄だからやめなさい」と

言われたんですね。「いや、いただいた提言を

生かして、そこからどのように豊島区が変わっ

ていくか、ぜひ見届けてください」と申しました。

専門部会には、本日このシンポジウムのコーディ

ネーターをお願いしております埼玉大学の後藤

和子先生がいらっしゃって、「本当に豊島区に

文化が育つのかしら」と思われていたかと思い

ますが、結果、8 回にわたり懇話会を開催し

まして、福原先生には一回も休まずに来ていた

だいて、すばらしい提言書をいただきました。

　これがそもそもの豊島区の文化のスタートで

はないかと思っております。福原先生は「文化

とは人間が、よりよく生きようとする行為の過

程とその結果である」と定義をしておられます。

提言を踏まえて区では、「文化の力」によって

あらゆる政策の融合を図り、「文化によるまち

づくり」の挑戦がこれ以降、始まりました。

　平成 17 年 9月に、「文化創造都市宣言」を

行い、平成 18 年には、「文化芸術振興条例」

を制定いたしました。そして、区政の重要政
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策と位置づけて、「文化の風薫るまちとしま」の実現を目指し、「文化によるまちづくり」

の推進をしてきたわけであります。

　その取り組みが評価されまして、平成 21年１月には文化庁長官表彰「文化芸術創造

都市部門」を受賞したわけですが、「え、なぜ豊島区が？」というような声が各方面か

ら聞こえてきました。やはり、地味に、コツコツとこの文化政策を実行してきたことが

評価されたのではないかと思っております。

　さらに平成 22 年 3月には、「文化政策推進プラン」を策定し、文化政策の体系やあ

るいは推進体制の整備をしたわけです。これからパネルディスカッションの中でご出席

を賜ります、東京芸術劇場の館長であり、新国立劇場運営財団理事長の福地茂雄先

生は、「文化は人間が生きていくための必需品ではない。しかし、人間が人間らしく生

きていくための必需品である」とおっしゃっています。

　それではこの豊島区の文化を推進する組織体制についてご説明します。

　私が区長に就任した時は、区長部局には文化政策を担当する部署がありませんでし

た。担当の職員としては、文化担当、国際文化担当の企画課長と係長の2人だけでした。

しかし、現在、文化を担当する職員は 68人となっています。また、区とともに豊島区

の文化行政の一翼を担っている、公益財団法人としま未来文化財団には 26人、両方

合わせると100人近くに上っております。このほか非常勤やアルバイトがおり、実に大

勢の担当者が文化行政に携わっています。当初の区の職員は約3,000人で、現在は1,970

人となっているので、いかに区の体質を大きく変えた選択であったかが、わかるかと思

います。

　としま未来文化財団は、区が全額出損している財団で、平成 17 年度に、コミュニティ

振興公社とまちづくり公社が一緒になって、誕生しました。

　財団の設立当初から特に力を入れているのが、次代を担う子どもたちを中心に、広く

区民が参加する事業です。音楽、演劇、狂言、日本舞踊、お花・お茶というように多

岐にわたって、まさに日本の大切な歴史文化を、子どもたちが担っていくということを大

きな特色にしています。また、区内 5 か所に財団が指定管理者として運営している地

域文化創造館があり、文化活動の拠点となっています。ちなみに、このとしま未来文

化財団の理事長は私が務めております。

　価値ある地域資源を紹介します。駒込は、ソメイヨシノの発祥の地として知られてい

ます。そしておばあちゃんの原宿をはじめ、日本一の商店街ともいえる巣鴨地蔵通り商

店街、また大塚では、音楽祭等、若い人を中心として、いろいろなイベントを繰り広げ

ております。また、池袋にはかつて、「池袋モンパルナス」（長崎アトリエ村）という、

若手の画家や詩人を育てたまちがありました。それからマンガの聖地、トキワ荘。トキ

ワ荘のすぐそばの公園に記念碑があります。また、手　治虫さんが住んだ並木ハウス

は現存しています。その近くに「雑司が谷案内処」を設置しました。また、このトキワ

荘の地域にも平成 25 年度の予算で案内施設を設置します。

塚
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　平成 25 年 2月 1、2 日には、「東京・マン

ガ・アニメフェスティバル inとしま」というイベ

ントを開催いたしました。マンガによってまち

おこしをしている全国 15 の自治体が一堂に会

したわけですが、その時に言われましたのは、

やはりトキワ荘というのはマンガの聖地であり、

総本山、また奥の院である、ということです。

このようにすばらしいエールをいただきながら、

マンガとアニメをいかにつなげていくかがポイ

ントだと思います。

　さらに地域資源として、立教大学、学習院大学、大正大学、東京音楽大学、女子

栄養大学、帝京平成大学という個性ある大学があります。また、全部で 130 の教育機

関があり、10万人の方々がこの豊島区で学んでおられる。この教育機能を十分に生かし、

文化につなげていかなくてはいけないと思っています。

　財政難の中、豊島区がどのような取り組みをしてきたかということのひとつに、廃校

になった施設を利用し、文化の発信につなげた例があります。

　旧朝日中学校を活用した「にしすがも創造舎」は、平成 16 年 8月 20 日に開設をい

たしました。

　アート系 NPO 法人「アートネットワーク・ジャパン」と「芸術家と子どもたち」と協働

して、演劇・ダンスなどの創造の場を提供する稽古場運営をはじめ、アートを通しての

地域交流事業や文化交流事業を活発に行っております。まさに、にしすがも創造舎は

廃校施設利用の先駆けでありまして、全国から多数の視察を迎えています。

　また一方、池袋西口にある旧大明小学校では、これを活用した「みらい館大明」が

あります。地域のみなさんが「NPO 法人いけぶくろ大明」を立ち上げ、自主運営を行っ

ています。

　豊島区の文化を語るに欠かせないのが、本日の会場である「あうるすぽっと」と、「中

央図書館」です。中央図書館は年間 100 万人を越える来館者で賑わっています。

　豊島区の「文化発信」は、区内・国内に留まりません。秋の祭典であるフェスティバ

ル/トーキョー（F/T）は、ここ「あうるすぽっと」や「東京芸術劇場」など、池袋界

隈の文化拠点を中心にまちを挙げて開催する日本最大級の舞台芸術のフェスティバル

ではないかと思っています。

　東京芸術劇場は都の施設ですが、区の施設のような顔をしながら（笑）、東京芸術

劇場から広がる文化都市としまを、大宣伝しているわけであります。ちなみに前の館長

さんはあうるすぽっとの立ち上げにもご尽力いただきました小田島雄志先生、今は福地

茂雄館長さんです。
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　これから豊島区は更に飛躍します。豊島区

の新しい庁舎を建設中です。

　新庁舎はまさに文化庁舎、環境庁舎、防災

庁舎というべきもので、11 階から 49 階までが

分譲住宅で、低層部が区の庁舎になります。

また、千早地域では、文化拠点として「（仮称）

芸術文化資料館」が誕生します。

　豊島区は区制施行 80 周年の今年度、コミュ

ニティ協働を推進してきた 80 周年の大きな目

玉になりました、「セーフコミュニティ」の国際

認証を取得することができました。また、11月

には日本では初の「アジア地域セーフコミュニ

ティ会議」も開催をいたしました。

　すべての施策は安全・安心の上に立っている

といっても過言ではないかと思っております。

　区制施行 80 周年とセーフコミュニティの認

証取得を同時に迎え、「安全・安心な文化都市

としま」の実現にはずみをつけて、次の 90 周

年へ向けて、さらに大きな一歩を踏み出してい

こうと思っております。

　この記念すべき節目を、ただ単に祝福する

だけではなくて、これまで先人が培ってきた歴史、そして文化を豊島区のまちづくりを

総括するとともに、究極の都市像である「安全・安心な文化都市」の実現に向けた取

り組みをより一層加速させていきたいと思います。以上、私からの事例紹介を終らせ

ていただきます。ご清聴ありがとうございました。
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テーマ

「これからの文化創造都市
　　　　　　　としまのデザイン」

複数の政策分野が総合的に循環する
魅力的な都市空間の実現に向けて

後藤　今日は足元がお悪いなか、遠くからお越し下さいましてありがとうございます。

　私は 2002 年、豊島区が文化振興ビジョンを策定したとき、専門部会長として報告書を

作成させていただきました。行政の方が書くと、色々な部署を回覧していくうちに、最終

的には角が取れてありきたりのものになってしまうので、私たちが書きますといって、日曜

日に区役所に詰めて皆で書きました。ですから、それを議会で説明するのが大変だった

と後でお聞きしました。そうしたことも含めて自由にやらせてくれる高野区長ですが、10

年でこんなに大きく変わった自治体もないと思っています。

　今日は、今後、豊島区がより魅力的な都市になるために何が求められているのかを、

すばらしいパネリストの皆様をお迎えして議論していきたいと思います。

　お手元の資料に、豊島区のクリエイティブ産業の集積状況の調査をまとめたものがあ

ます。東京都のクリエイティブ産業の集積調査は、2009年度に私も参加して行いましたが、

区のレベルでは初めてではないかと思います。これを見ると豊島区に、出版、広告、デザ

イン、ソフトウェア、建築などの事業所が集積していることがわかります。それから今回の

シンポジウムのパンフレットに掲載した文化資源マップは、2002 年に全国で初めて作った

文化資源マップに、この10 年間で集積した新しい文化資源を加えてあります。これを見

ると、点だったものがだんだん面に広がってきているのがわかります。今後10 年を見据え、

さらに何が必要なのか、パネリストの方からご意見を伺っていきたいと思います。

　最初はジュンク堂の工藤さんにお話を伺います。ジュンク堂は、書店員の方がご自身の

［コーディネーター］
後藤和子　埼玉大学経済学部・経済科学研究科教授

［パネリスト］
工藤恭孝　株式会社ジュンク堂書店代表取締役社長
隈　研吾　建築家
蓮池奈緒子　NPO 法人アートネットワーク・ジャパン（ANJ）代表
福地茂雄　東京芸術劇場館長、アサヒグループホールディングス株式会社
　　　　　相談役
吉岡知哉　立教大学総長
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専門の棚をもつなど興味深い経営をされていると注目しています。若い人が本を読まなく

なったといわれますが、どのように書店の魅力を作り経営しておられるのか、あるいは豊

島区との関わりをどう捉えていらっしゃいますか。

工藤　出版業界の衰退は、これはもう抗うことのできないものになっています。1995 年か

ら延 と々出版物の売り上げの数字は下がり続けています。1995 年には 2兆 5千億円だった

ものが、昨年度は1兆 8千億ぐらいまでに縮小してきております。毎年約 5％ずつの減少で、

一度も浮上したことはありません。1995 年と比べると現在、70％を割ってしまっています。

　しかし、だからといって、若い人が活字から離れているかというと、必ずしもそうではな

いのかな、という気がいたします。時間のシェアという点で、スマホやタブレット端末に時

間を取られているんですね。インターネットを繋いでいるとすぐ時間が足りなくなって、本を

読む時間がなくなります。また、当然費用も取られています。ただ、メールをやり取りしたり、

ネット上の媒体、電子出版など、様々な形での活字は目にしているのですから、活字離れ

というイメージはないのです。

　去年の秋口からは底を打ったといいましょうか、関東地区に限っては、大型書店の売り

上げ数字が少しずつ上向いています。池袋店は、お客様の平均年齢は 30 歳と若い。です

から、決して若者の活字離れが進んでいるというふうには思えないというか、思いたくない

という感じがします。池袋店が若い人の集まりやすいような店づくりなのかどうか、分かり

ませんが、丸の内にある丸善の来店者の平均年齢が 60 歳近いといいますので、地域の特

性といいますか、この池袋に若い層を惹き付ける、何か魅力があるのかなとは感じておりま

す。

後藤　ジュンク堂が東京に進出する際、なぜ池袋から展開していかれたんですか。

工藤　出版というのは 99%というくらい東京の地域産業です。東京の方はピンとこない

かもしれませんが、出版社も、作家も編集者もデザイナーも、全部東京に集まっています。

ですから東京進出は当然のことでした。池袋は 270万人もの人々が行き交うターミナルで

す。我々は専門書を中心にした大型書店を展開しています。つまり、人口のうちの 1～2％

の需要層のために作っている店という側面が大きいので、ターミナルであることは絶対の

条件になります。また、池袋にはもともと大型書店をはじめ、書店がひしめいていた本の

まちというところもあり、本を求める方が集まるまちだという認識がありました。

ごちゃごちゃ感＝混在が池袋の魅力
ポスト3.11の建築は「小さな建築」

後藤　次に隈先生にお話しいただきたいと思います。隈先生は『小さな建築』（岩波新書）

という本を書かれています。震災後、建築に対する考え方が変わったということを書いて

おられ、興味深く読ませていただきました。また、豊島区の新庁舎の設計にも参画され、
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都市デザインも担当しておられますので、どんな構想をお持ちなのかお聞かせいただけれ

ばと思います。

隈　『小さな建築』の話をしていただいたので、それと絡めてお話ししますと、建築や都

市が何を境目にして変わったかというと、大災害なんです。新しい素材や技術の開発を境

に変わったという、進化論的な説明もあるのですが、多くは大災害、大地震とか津波な

どの危機に遭ったときに変わっています。歴史上一番有名なのは1755 年11月1日のリス

ボンの大地震で、5、6万人が亡くなっています。当時の世界人口は 7億ですので、現代

に換算すると50、60万人に相当することになります。ヨーロッパ中が大ショックを受け、

フランス革命もそれがきっかけで 34 年後に始まったと言われていますし、啓蒙主義や科

学思想が生まれた要因とも言われますが、実は一番大きく変わったのはまちなんですね。

　そのよい例がパリです。パリのまちというのは 19 世紀の半ばぐらいにナポレオン三世

が大改造をするんですけれども、道幅は広く、大きな広場があって、建物はなるべく同じ

大きさで揃えています。それが 20 世紀に入ると、今度はアメリカで超高層の動きが起き

ます。そのきっかけはシカゴの大火でした。

　リスボン大地震、シカゴ大火、1923 年の関東大震災。その間、建築は「大きさ」を

追求してきたわけですが、3.11を経て、意識が変わったと思います。大きさだけが安心・

安全をもたらすのではなく、何が一番大事かというと、自然に対して尊敬の念をもち、柔

軟に対応できているかということ。近代科学的な大きなものを合理的につくるという考え

に対するアンチテーゼが今回の 3.11 から出て来た、というふうに建築の世界では多くの人

が言い始めています。

　豊島区はどうかというと、この池袋周辺はごちゃごちゃしていて、これは僕がすごく魅

力を感じるところです。とはいえ、今建設している豊島区庁舎は残念ながら全体のボリュー

ムが大きい。当然、相応の機能が必要ですし、高野区長のアイデアは、区庁舎と集合住

宅をうまく組み合わせることで、区は税金を投入せずに区庁舎を建て替えるという画期的

なものなので、全体はどうしても大きくなってしまうんですね。

　ある程度の大きさは経済を回していくのに必要ですが、その大きなものがどうやって小

さく感じられるか、というのがとても大切です。豊島区庁舎は、小さく感じさせるために、

エコヴェールという小さな緑化パネルや、木のパネルを組み合わせたものを外壁に使って

います。特に人間の目に近いところは緑と木が多く、パネルが小さい。昔の木造建築がもっ

ていたようなスケールでそういうものを組み立てていくイメージです。まるで木の葉が大き

な木を覆い尽くしているような建築にしようということで、大きな高層ビルを小さな単位に

分割するという発想に基づいています。

　よく、コンパクトシティといいますが、定義はまち全体のサイズが小さい、歩ける距離に

全部ある、ということです。しかし実はそれだけじゃないと僕は思っていて、小さな単位

でできているまち、それもコンパクトシティの重要な条件ではないかと思います。豊島区

はそれをうまく満たしているので、コンパクトさを活かしていくと、もっと魅力的なまちに

なるのではないかと感じます。
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多様な主体との協働を進めるために必要なこととは

後藤　次は、にしすがも創造舎で活動しているNPO法人アートネットワーク・ジャパンの

蓮池さんです。廃校をアートスペースとして使うのは、用途制限などもあり、10 年前はな

かなかできませんでした。本当に大変なことを豊島区と一緒にやってこられたと思います。

にしすがも創造舎が出来たことで、豊島区の文化政策も変わったのではないでしょうか。

分科会 2で、どんなことが話されたのか、聞かせていただければと思います。

蓮池　豊島区さんとは出会ってからちょうど10 年になります。2002 年に実験的に、区内

の別の廃校で活動を始め、2004 年、にしすがも創造舎をオープンしました。何も知らな

いというのは強い力を出すといいますか、私どもが豊島区に来たときは廃校活用の「は」

の字も知りませんでした。豊島区との協働事業の提案募集に私どもが企画書を出し、そ

れが契機となって今の活動がありますが、実のところ、協働っていったいなんだろう。極

端にいうとそのぐらいの感じでした。ただ、廃校を使って何かをできるきっかけを豊島区

が下さるのならばやってみようという、そういうよちよち歩きから始まって足掛け10 年、

協働というのが自分の中に落ち始めたなというのが実感です。

　分科会 2をコーディネートさせていただきましたが、多くの自治体で協働が求められて

いることを感じました。ただそれが実際にどういう形態で、どうすれば成功というか着地

していくのか。そういうふうにお考えの方がおそらく多かったのではないかと思います。

　はっきり言えるのは正解はない、ということです。豊島区が何を目指しているのか。私

たちは東京都さんとも仕事をしていますが、東京都が何を目指しているのか。私どもは小

さなアートNPOですが、私たちが何を目指しているのか。これは全部違います。すべて

が重なるわけはありません。ただその中で一致する所が必ずあって、そこを見出していく、

実現したいことについて議論していく、提案していく、この繰り返し以外何ものでもない

と思います。その中でにしすがも創造舎が叶い、フェスティバル/トーキョー（F/T）が叶

い、そして今、としまアートステーション構想があります。失敗を重ねながらの毎日ですが、

そこで何を自分の中の基軸とするか、NPOとして何を遂行しようとしているのか、それを

スタッフがどういうふうに共有できるか。協働というのは、言葉が先走っていますが、人

間関係をつくる上でも暮らしを続けていく上でも当然のことなんですね。

　豊島区には懐の深さがあり、提案を受け入れてくださって、私どものような民間の一

NPOにいろんなことを託してくださったというか、話を聞いてくださったということが一番

大きかったろうと思います。そうした土壌は、区長がリーダーシップを強く取っているとい

うことに大きく起因している、という話が分科会 2では出ました。

劇場離れを食い止めるには
価値あるものの提供と、常識を疑う目を持つこと

後藤　シンポジウムに先立ちまして、パネリストの方々にいくつかの質問をお送りしました。

福地さんには、ちょっと意地悪な質問をお送りしたかもしれません。それは何かというと、
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90 年代に文化ホールが数多く建設されましたが、劇場に行く人が増えたのかというと、

減っているのです。芸団協の調査によると、東京で舞台鑑賞をする人の割合は 24.1％か

ら21.5％に、全国平均では 17.2％から14.2% に低下しています。オーケストラに行く人は

10％あるかないかというくらい減っています。その理由が問題で、ひとつは「時間がない」、

そして、次に多い理由が、「関心がない」です。これは決定的で、劇場は関心ももっても

らえない施設になってしまったのか。特に若い人たちは蓮池さんたちがやっておられるよう

なオルタナティブなスペースのほうに魅力を感じて、劇場は自分たちとは関係ない場所だ

と思っているらしいのです。それに比べて現代美術は 10 年の間に、瀬戸内国際芸術祭、

越後妻有の大地の芸術祭など、たくさんの人が足を運ぶようになった。若い人たちがな

ぜ劇場に対して興味を持てなくなったのか、それに対して、東京芸術劇場は、どのよう

な戦略をお持ちですかという質問をお送りしました。福地さん、答えていただけますでしょ

うか。

福地　困ったことに、私が行くところは若者が逃げていく。ビール会社の社長時代は、

若者の酒離れ、ビール離れ、NHKに行ったら若者の映像離れ、テレビ離れだと。劇場

に来たら若者の劇場離れ。果たしてそうかなと思って、消費指数をつぶさに見てみました。

確かに10 年前と今を比べたら、消費支出自体が減っているんですね。その中で一番増

えているのは、みなさんご存知の携帯の通信費です。必然的にそれ以外の支出が影響を

受けています。消費指数が増えてくれば他のものが増える可能性はありますので、アベノ

ミクスではありませんが、可処分所得が増えてくれば、金額その他は増えて来る可能性は

ある。ただ、ジュンク堂の工藤社長がおっしゃったように、時間だけはどうしても増やせ

ない。人、物、金が経営資源といいますが、私は経営者にとって一番大切なのは時間だ

と思います。時間だけは借りることも、増やすこともできない。誰にだって24 時間しかな

い。そういう中でどういうふうに時間配分するか。それはきわめて厳しいわけですよ。

　二極分化の時代で勝ち組と負け組に分かれ、平均的な存在というのは今やありません。

平均点は今までは合格点だったのに、今は落第点です。要するに1位か、限りなく1位

に近い 2 位しか生き残れないという時代です。要するに今の若者を中心とする消費世代

というのは携帯を中心とした支出、携帯を中心とした時間の限界に圧迫をされています。

　NHKで私は、優れた番組を作れば映像文化は絶えることはないと言い続けてきました

し、同じことが劇場経営でも言えるのではないかと思います。5日ほど前、ロンドンのフィ

ルハーモニア管弦楽団の演奏会が東京芸術劇場でありました。満席でした。2 時間ほど

で 2万 2000 円。いかにも高いですが、館長、聴いてもらえばわかります、と職員に言わ

れました。いいものを作ればお客様はついてくる。高くても価値があればお客様はついて

くるというふうに思います。

　ビールの場合で一番痛感したのは、私たちが常識で思っていることが常識ではなくなっ

ているということです。スーパードライのエクストラコールドというのですが、当時営業本

部長に電話して、君よく反対をしなかったな。50 年間ビールの最適な飲み頃の温度は、

6度前後だと思っていた。マイナス1度や 2度のビールなんて冗談じゃないと。しかし出し
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てみると若者、女性を中心に飛びついてきた。人間の舌が変わってきている。だから私

たちが今まで常識と思っていることをもういっぺん考え直してみるということが必要じゃな

いかなと。

　それからいいものをつくることと同時に、雰囲気をよくしなくてはいけない。東京芸術

劇場のリニューアルでは、豊島区が池袋西口公園をきれいにしてくれました。地域との一

体改革が必要であり、それから居住性も重要です。エスカレーターが変だと思っていまし

たので、それを変え、大ホールの椅子を座りやすくしました。また、コンサートに行かな

くても人が集まるような場所になるよう、パブリックスペースに椅子をたくさん配置しまし

た。郵便局も入れて、劇場に用事がなくても人が集まる雰囲気づくりに力を入れました。

全体には劇場離れがあるかもしれませんが、おかげさまで今のところ、地元の協力もあり

まして、東京芸術劇場は順調に推移していることをご報告しておきたいと思います。

都市を魅力的にするために大切な大学の役割

後藤　次に、立教大学総長の吉岡先生。都市を魅力的にするには大学の役割が非常に

大事だと思います。立教大学としては、地域に対する知的な貢献ということについて、ど

のようにお考えですか。最近、立教大学と東京芸術劇場が連携協定を締結されたと伺い

ました。今後どのようなことをしようとお考えですか。

吉岡　立教大学の創立は1874 年、築地の小さな学校でした。池袋に移転したのは1918

年で、今年で 95 年目になります。もともとまちの中にある大学ですし、池袋から見れば大

学のあるまちということになると思います。4月になると、大学、小中高のキャンパスのとこ

ろまで、商店街の方が「入学おめでとう」の旗を掲げてくださいます。様々な行事やイベン

トも含めて地域の人 と々一緒に成長してきた、地元との親密性が高い大学だと思います。

　そのことを強く意識したのは一昨年の 3.11で、あの時は池袋駅から大学が近いもので

すから、多くの方が帰宅困難で大学に来られて、夜を明かしました。教室数で換算する

と4,500人、お水を飲んだり、おにぎりを食べたりという方を含めると、1万とか 2万人

の方が構内に寄っていかれたと思います。最初は大変なことになったと思いましたが、大

学にそういうふうに人が集まってくださるのはちょっと嬉しい気もしていました。大学が空

間としてまちのなかにあるというのが重要なことだと思っています。

　もうひとつ、芸術劇場との協定を結んだのですけれども、もともと入学式をさせていた

だいたり、あるいは立教大学は毎年暮れにメサイヤ演奏会を行っていますが、その会場

として使わせていただいておりました。その中でやはりこう、駅から立教大学、さらに言

えば池袋モンパルナスの要町のほうまで、文化的なベルト地帯になり得るところだし、現

にそういう要素があると思うんですね。芸術劇場ができたおかげで、学生の流れが変化

して、駅前から大学へと一種の空間が広がったというふうに思っています。西口が大変き

れいになってきて、学生が滞留することができるようになってきた。文化創造都市と豊島

区がおっしゃっているように、我々から見れば西口の一帯というのが重要なところになっ
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てきていると思います。内容的には劇場をいろいろな形で使わせていただいていますが、

それだけではなく、学生が演劇や音楽に触れる機会を増やすということも考えています。

まちを変え、人の生き方を変えた大災害と
地域の吸引力

後藤　では、二巡目に入りたいと思います。話し足りなかったことや、他のパネリストの

話をお聞きになって、発言したいこともおありかと思います。

工藤　先ほど隈先生がおっしゃられていた、大災害がまちを大きく変えるというのを聞い

て、自分のことを振り返ってみたんですが、私どもも確かに大震災で、会社の体質が変わっ

たと思います。神戸の 95 年の1.17、あのときに我々がいち早く開けた三宮の店にお客様

が殺到して、すごく感謝されたという経験から、書店という仕事への使命感が社内に浸

透したんです。東日本の 3.11もそうで、仙台の店もいち早くオープンさせました。行列が

できて、文化は生活必需品ではないというけれどそうだろうか、人間が生きるために必要

なもの、必需品であると実感しました。

　大災害がまちを大きく変えるということで思ったんですが、大災害は生き方も変える。

災害後は、高いコーヒー茶碗が割れてしまって、茶碗なんて、飲めれば何でもいいと思っ

たわけですが、落ち着いてくるとやはりいいお茶碗でコーヒーも飲みたい、おいしいパン

も食べたい、本も読みたい。余計に豊かな生活を望まれるのではないか、と思います。

それともうひとつ隈先生が言われた、池袋のごちゃごちゃですが、トキワ荘のように全国

から漫画家が集まってくるのもひとつのごちゃごちゃでしょうし、大学だけでなく、専門学

校とか、それから予備校、いろんな学校が池袋にはすごく集まってきてますよね。そうい

う意味でもごちゃごちゃというまちの吸引力が文化を育て、人を集め、それがまた文化を

作るのかなと。地域の吸引力というのが文化を作っているのかなと思いました。

後藤　確かにごちゃごちゃしているというのは吸引力があり、そこから何か新しいものが

生まれてくるという面があります。懐の深さのようなものが池袋とか豊島区にあるのかもし

れないと思いました。隈先生には、それをもう少し掘り下げていただければと思います。

隈　ごちゃごちゃというのは、物理的なことで言いますと、機能が混在しているというこ

となんですね。それは頭で考えると難しいんです。建築設計、都市設計というのは養老

孟司先生に言わせると、脳の世界が投影されたのが都市だというのですが、頭で考える

ごちゃごちゃは限界があるんですよ。

　20 世紀の都市計画の根本原理は、ゾーニングという考え方です。日本語では用途地

域と訳しますが、商業地域、住居地域、工業地域といった用途に都市を分割しなくては

いけない。それ以前、19 世紀まではそういう考え方がなかったんですね。なくても何とな

く住み分けがあったんですが、20 世紀になってこれは大変だということになって、ゾーニ
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ング、用途地域が出て来て、それぞれの容積率が決められ、頭で都市を色分けするよう

になった。それが 20 世紀の終わりぐらいになると、今度は用途を混在させなくてはいけ

なくなってきた。しかしどうしても頭が考える用途混在で、自然にできるごちゃごちゃには

なかなか勝てない。池袋、このあたりは頭を超えたごちゃごちゃがあります。でもそれは、

頭を超えたものも、ひょっとするとコンピュータを使うと追いつけるかもしれないという気

もするので、そういうことが都市計画に反映できたら面白いなと僕は考えています。

地域と個々の文化事業をどうつないでいくか

後藤　蓮池さん、今のお話の流れを受けて何かありますか。

蓮池　そうですね。NPOを続けて12 年もたちますと、やはり求められているものがもし

かしたらあるのかなという感覚があります。豊島区と一緒に歩んでいた中で、一緒に何が

できるのか池袋を中心に考えていくという発想が芽生えています。地域全体を個々の文

化事業をどういうふうに連携させて活性化していくか。都市のデザインというお話からずれ

てしまうかもしれないんですが、実践者としての私の立場では、点を面にしていくにはどう

したらいいのか、一NPOだけでは考えられないことを、地域の方たちと考えていくという

ことを少しずつですが始めています。

　都市という観点から言うと、どういうふうにひとつの文化事業を広げていく可能性が豊

島区にあるのかを考えざるを得ない。ここに自分たちの拠点を置いてやっている以上、問

題提起して突きつけられます。

　もうひとつは私の中で考えていることで、まったく整理がついていないですが、先ほど

近藤長官の話、国民が文化芸術資源に接し、その力を感じる機会、システムがないとおっ

しゃっていたんですね。システムとは都市の中でいったいどういうものかを少しずつ考え

ながら、今手掛けている事業を進展させていけばいいかなということを、今日みなさんの

お話をお聞きしたり、自分たちが手がけている事業を振り返って感じたことです。何かに

つなげていければと思います。

後藤　NPOという拠点を持ち、点から始まって、今は地域全体に広げていこうという意

識をお持ちということですね。それはNPOだけではできない。地域の人たちと一緒に、

文化を感じるような仕組みをつくっていきたいということですね。

　福地さん、今後芸術劇場と、池袋の西口界隈をどうやって面白くしていこうとお考えで

すか。

コアコンピタンスから見るまちづくり

福地　かつてある本で読んだことがありますが、ニューヨークの五番街にある高級店・ブ

ルックスブラザーズが、ウォルマートになることはできても、その逆は至難の技だと。つま
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りイメージを高く上げていくことがいかに難しいか。私は池袋のイメージがそれほど悪い

とは思っていないんですが、イメージを上げるために芸術文化に力を入れるという政策は、

きわめて大切ですし、高野区政は間違っていないと思います。これは企業がメセナ活動

を推進していくのも同じで、例えば、企業が文化活動をすることで、プロダクトブランド、

商品の商標力が上がるということには直接には結びつきません。

　しかし企業メセナ活動を続けることで、コーポレートブランドを上げることには役立ちま

す。同じように豊島区が芸術文化に力を入れることによって、商店街の売り上げがすぐ増

えましたという短絡的な見方は成り立たないと思いますが、池袋っていいまちだな、と思

う人が増えて、豊島区のまちのイメージというのもずいぶん上がってくる。

　物事を変えるときには、コアコンピタンス（競合他社に負けない核となる能力）といい

ますか、そのまちなり、企業がもっている競争優位からはじめようという格言があります。

豊島区の競争優位の点が何かといったら、大学が多い、若者が多いこと、そしてすでに

芸術文化の集積が多いことであり、それを生かしていくことが大切です。総長がおっしゃっ

たように、池袋、東武デパートを出て、西口公園があって、芸術劇場があって、メトロポ

リタンホテルがあって、立教大学があり、その向こうにモンパルナスと言われる集落がある。

今、それぞれが点ですが、線とか面とかに広げていく。私は隣の文京区に住んでいますが、

モンパルナスといっても言葉だけが上滑りしていて、ではモンパルナスに行ってみようかと

いう感じは残念ながらありません。まだ、抽象的な集落をモンパルナスと呼んでいるわけ

ですが、例えば絵を描いてみようとか、そういう具体的な何かが見えるようにする必要が

あります。

後藤　コアコンピタンスから始めるのがいいというのは、興味深いご指摘です。モンパ

ルナスについては、今後の文化政策の課題をいただいたような気がします。吉岡総長も、

今後、大学と地域の関係はこうあるべきだ、という構想をお持ちだと思います。もう少し

お聞かせください。

建物に宿る魅力をまちの空間にアピールし
学生と地域を活性化する

吉岡　構想というほどのものがあるかどうか、自信がないのですが、もちろん大学は教育

研究の機関ですから、教育研究でしっかりしたものをやっていくことが一番ですが、大

学というのは地域と直に接している学生という非常に大きな数の集団を抱えているわけで

す。

　立教大学にとって、重要なのがキャンパスの魅力だと思っています。売りが建物だとい

うのは若干気が引ける気がしていたのですが、最近は違います。キャンパスの美しさを売

り物にしてもいいと思っています。門から入ると、右側にチャペル、左側に旧図書館があ

り、真ん中にいわゆる本館があります。その下を抜けると、両側に建物がある。これは旧

寄宿舎です。寄宿舎を抜けると一番奥に食堂があって、食欲は理性に従うべしというラテ
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ン語の言葉が掲げてあります。門を入ると、信仰と理性。学び舎があって、その向こう側に、

身体、人間の身体を育てるところがある。つまり、全体がコスモロジー、宇宙を形成して

いる。ミクロコスモスになっているわけです。それが立教大学に入ると何となくほっとする

という秩序をつくり出している。そのことと、ごちゃごちゃということを言いますと、立教

大学は狭い池袋キャンパスに7つの学部があり、1万 5000人の学生がいます。狭いとこ

ろにいろいろな学部生や教員がいて、一方で池袋というまちのごちゃごちゃがある。秩序

のあるコスモスと、ごちゃごちゃが混ざり合っている。それは非常に重要なことです。他

者性といいますが、多様なものが接触している空間。多くの大学は学部によってキャンパ

スが分かれていますが、立教大学は狭いおかげで、サークルも全部の学部を越えて学生

たちが接触している。そのことの魅力は、まちの中の大学ということと関連しているので

はないかと思います。

　昔から受け継いでいる建物の魅力をもう少しアピールしていくべきだと思います。そうは

いってもまちの方が大学の中に門をくぐって入るのは意外と敷居が高いのかもしれません

が、実際には多くの方が散策されたりしている。狭いキャンパスですが、そのこと自体が

まちの中にある大学の存在意義をつくっていて、学生にとってみれば知的な活性化に繋

がっている。それが重要なことだと思います。

【会場からの質問】

──　今日のテーマはこれからの文化創造都市としまのデザインとして、豊島区民に向け

た区のまちづくりという視点で語られていたかと思うんですが、その一方で、近藤長官が

話されたテーマ。日本の再生と都市の役割。文化創造都市としまとして、日本国内にお

いて日本の再生に向けた豊島区の役割、世界に対して豊島区が発信していける価値が何

であるのか教えてください。

蓮池　私たちが手がけている事業は、都市の再生のためにアートを使うという観点とは

ちょっと違っていて、アートそのものをクリエイションしているわけですが、それが結果的

にフェスティバル/トーキョー（F/T）であれば世界に向けて発信するものであり、世界の

水準にかなったフェスティバルを、東京豊島区から発信していくということになっています。

──　隈先生に質問なんですが、江戸のまちは真ん中にお城があり、周辺に庶民が住ん

でいてごちゃごちゃしていました。魅力あるまちとはそういったようなまちをイメージしてい

るのかということと、また、江戸は火事が多かったわけですが、まちと防災との関係をお

聞きしたい。

隈　江戸はまさにスケールの小さい、高密度の、ごちゃごちゃしたまちだったわけですね。

魅力があったけど大火があった。防災については、それは今の技術、たとえば道幅を広く

しなくても防火性能を高める、燃えない木材があって、10 階建てぐらいのアパートを全部
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木造でつくる技術が本格化している。それから消防の消す技術も向上している。ですか

らある程度ごちゃごちゃ感があっても防災性の高い都市ができるようになってきたので、こ

れからたぶんこの100 年ぐらいで、防災や防火に対する概念が大きく変わるでしょう。

　豊島区から世界へ、という話でいうと、僕は、近代的でありながらどこか古く懐かしくに

ぎわいがあるというのは、世界で一番トレンディだと思っているんです。アメリカでいうとポー

トランドが、アメリカでも世界でもコンパクトシティの例として注目されています。もうひとつ

おもしろいのは、ポートランドにはパウエルという面白い本屋さんがあることです。ストリー

トのにぎやかさとパウエルに、ものすごく関係性がある。ですからジュンク堂の工藤さんの

お話を伺っていて、本とか文化というのが、路上の文化を活性化するということ、そこにも

共通点を感じました。

福地　文化の面からのまちの活性化、劇場とか、美術館、そういった施設の充実という

静的な面と、そこで何かをやるという動的な面、両方あるんですよね。私は文京区民で

すが、雑司が谷のお祭りに行きました。昨年大塚の阿波踊りにも行きました。西口公園

でのよさこいの祭りも行きました。神輿まつりも行きました。こうしたイベントの手数が多

いのはいいことだと思います。まちの活性化、文化の面からは手数をいかに多くするか。

そして、恵まれているのは池袋は若者が多いということ。そういう意味ではやりやすいま

ちだと思います。

吉岡　大学というのは二十歳前後の若い人の集団ですので、その学生たちがまちとつな

がり活性化していく。あるいはまた、グローバル化の中で、学生たちが海外にいって、地

域に戻ってくる。そういった移動が繰り返される。それが国の活性化と不可分かと思いま

す。

　都市と大学というのは起源からいっても11世紀から12 世紀にかけて同時に出来てい

ます。構成原理も似ています。結びつきは非常に強かったと思いますし、歴史的にいろ

んな変化があったと思いますが、その関係性を再度考えていく必要があるだろうと思いま

す。大学と国家、大学と国、ということになると、大企業と研究室の結びつき、公務員

とか官僚を輩出するとか、近代の大学はそういう要素をもっていますが、大学というのは

もともと都市や地域との結びつきが

強かったと思います。むしろいきな

り国の再生というより、大学はまず

地域とか都市を媒介にすることが必

要です。そういう媒介があって国や

他の文明との結びつきがあるのでは

ないかと思います。
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レセプション

企画：としまアートステーション構想事務局

　パネルディスカッション終了後、20 時から 21 時まで、あうるすぽっとホワイエにてレセプショ
ンが開催された。としまアートステーション構想に参加しているアーティスト 3組によるコーディ
ネートで、同プロジェクトで展開している「ポットラックパーティーとしま」を元に、食を通して
まちを知るというコンセプトで料理を準備。テーマを『お稲荷さんとお団子』とし、豊島区内 14
店舗から購入したいなりずしや和菓子がテーブルを飾った。また、区内商店街の地域ブランドの日
本酒も振る舞われ、参加者はそれらを味わいながら交流を図った。
　会場にはとしまアートステーション構想のこれまでの活動内容を紹介するパネルや、活動のひと
つである「虫をつくるワークショップ」（ひびのこづえ・コスチュームアーティスト）の参加者によっ
て制作されたさまざまな虫をつなぎ合わせた「虫のカーテン」などが展示され、豊島区の文化政策
における「シンボルプロジェクト」のひとつである、としまアートステーション構想の活動内容を
参加者に伝える場ともなった。

※としまアートステーション構想については P22 ～ 24 をご参照ください。

会場風景

カフェユニット L PACKにより厳選されたドリンクと、
地域ブランドの日本酒のブース

「ポットラックパーティーとしま」を再現
テーマ：お稲荷さんとお団子

「虫のカーテン」

「ポットラックパーティーとしま」

参加者が食べ物を持ち寄って開く気軽な集まり、ポットラック
パーティーのとしま版。
購入先の店や地域を紹介し合い、楽しみながら「食」を通じ
て地域について理解を深める試み。

［フードコーディネート］

EAT&ART TARO（アーティスト）

中川晴奈（フードデザイナー）

L PACK（カフェユニット）

中山
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