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１．提言書策定までの経緯 
 

わが国において平成１３年１２月、「文化芸術振興基本法」が施行され、地域

の特性にあった、文化芸術の振興施策の実施は自治体の責務であるとされてい

る。また、平成１４年１２月、「文化芸術の振興に関する基本的な方針について」

の答申が閣議決定された。答申の中で、文化芸術は国民全体の社会的財産であ

る。自治体、個人、企業、国それぞれが、文化芸術の担い手であることを意識

して、相互連携の上、社会全体で文化芸術の振興を図っていくものであるとし

ている。 

東京都では「当面の東京都文化政策手法の転換と取組」や「東京都観光産業

振興プラン」によって、東京の文化、観光の魅力を世界にアピールするための

取り組みを行っている。 

一方、豊島区では社会経済環境の急激な変化、地方分権化の急速な進展に対

応するため、新たな基本構想を平成１５年３月に策定し、また新たな基本計画

は平成１６年秋に策定する予定である。基本構想の中で、文化分野は重点課題

であり、４つの基本方針の一つとして「伝統・文化と新たな息吹が融合する文

化の風薫るまち」を掲げている。 

こうした中、文化・芸術のいっそうの振興に寄与する、区の文化政策の指針

を示すため、平成１４年９月５日に文化芸術分野の専門家、学識経験者、区民

等からなる１２名の委員による第１回文化政策懇話会を開催して以来、今次の

提言に至るまでの２年間で懇話会８回、専門部会１０回にわたり審議を重ねた。  

そして、このたび「豊島区の文化政策に関する提言」の作成をみたものであ

る。 

また、この間、平成１４年１２月９日付けで、豊島区長あてに「新しい豊島

区基本構想における文化政策の位置づけについて」の提案書（巻末資料集に掲

載）を提出している。 

本提言には、豊島区独自の文化資源を活用し、豊かな地域文化を創造してい

く方向性について、また、従来の文化行政の発想の枠組みを越えた、具体的な

アイデア、さらには行政側の意識改革を盛り込んだものとなっている。 

２１世紀を迎えた区政運営の基本となる「文化政策推進プラン」には、この

提言書を中心に据えて策定を進めていくことが望まれる。 

 

２．豊島区の文化政策の現状と課題 

（１）豊島区を取り巻く環境の変化 
近年の国際化の進展、情報と人材の集積は東京を世界でもまれな一大文化都 

市へと成長させた。行政のみならず、民間においても、数多くの優れた芸術・

文化が提供され、多様な文化活動に参加できる機会が整備されている。 

Ⅰ．提言の趣旨 
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とりわけ豊島区においては、戦前から美術、文学、舞台芸術、映画等の分野 
で、活発に創作活動が行われてきた歴史がある。現在でも、「劇場都市」を標榜

する池袋副都心を中心に、東京芸術劇場をはじめ、多くの劇場、映画館などが

立地し、区民や来街者が芸術・文化に身近にふれ、親しんでいる。 
また、区内には、文化財などの歴史資料・建造物をはじめ、伝統工芸、地域 

の祭り・行事等が数多く伝承されており、それらは地域の個性を際立たせると

ともに、活力や賑わいのシンボルとして区民に親しまれている。 
その一方、転出入等による人口流動の激しさや、三世代世帯等の減少により、

日常生活の中で、長く地域に根づいてきたものや地域の歴史を伝える機会が少

なくなっていくことが懸念される。 
また、長引く景気の低迷を背景として、民間美術館等の閉鎖が相次いだこと 

に見られるとおり、文化を取り巻く社会経済環境は厳しい状況である。 
区政においても、歳入の逓減に伴う予算規模の縮減傾向の続く中、少子高齢社

会の進展をはじめとする新たな行政課題への対応等、厳しい財政運営を余儀な

くされている。 
こうした中、現有の文化水準を保持しつつ、さらなる地域文化の発展を図る

ためには、区、区民、民間等が役割を分担し、協働しながら、豊島区の独自性

を活かした文化を創造していくための新たな仕組みづくりに取り組むことが必

要である。 
 

（２）文化関係予算と組織 
現「豊島区基本計画」の分野別計画における課題で区分けした、文化関連分 

野の財政規模は「表１」のとおりである。 
平成１４年度一般会計決算額（人件費除く）に対する文化関連決算額（文化、 

生涯学習、図書館、コミュニティ、国際交流、アメニティを含む）の割合は３．

１％であった。また、これを特に文化分野に限った場合の割合は０．８％であ

った。  
 さらに、文化予算（実績）額に占める各施策の内訳を「表２」で見ると、「芸 
術・文化活動機会の充実」は７．９％であった。その主な事業は、「文化活動振

興助成金」、「としま区民芸術祭実施助成」、「区民鑑賞補助」、「美術作品展示・

管理運営」、「池袋演劇祭助成」などで、優れた芸術・文化活動に区民が直接触

れる機会の提供を行うための助成金事業が大半となっている。 
最も文化予算に占める割合の高いのが「芸術・文化活動の場の充実」で７４． 

９％である。その主な内容は、豊島公会堂や豊島区民センター、南大塚ホール

等、施設の管理運営のための経費である。しかしながら、いずれの施設も老朽

化しており、区民ニーズに十分対応しきれていない状況がある。 
このほか、「文化資源の保全と活用」の割合は１７．１％で、雑司が谷旧宣教 

師館、郷土資料館の運営経費、さらには区内の貴重な文化財の保護、埋蔵文化

財の発掘調査経費などがその主な内容となっている。 
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以上の文化予算に基づく施策を所管する担当部局は、主として区民部（文化

デザイン課）と教育委員会（生涯学習課）である。 
これを文化関連施策全体で見た場合、所管部局は、教育委員会（中央図書館） 

をはじめ、商工担当部、都市整備部にまで広がり、さらに区の事業委託を受け、

自主事業等の展開も含めて、本区の文化振興を担う（財）コミュニティ振興公

社を加えると、その組織横断的な連携の確保は今後の大きな課題である。 
とりわけ、これからの文化政策においては、産業、福祉、教育、まちづくり、 

環境等、幅広い分野との連携が必要不可欠であり、総合的な視点からこれらを

調整し、計画作りを担う組織の充実は極めて重要である。 
 

（３）伝統文化の継承・文化資源の発見と活用 
豊島区独自の伝統文化は、区のアイデンティティの象徴であり、その保存と

継承を積極的に図る必要がある。 
さらに、区内に点在する文化資源の再発見と活用に努め、集積する産業や様々

な分野との結びつきを強めながら、文化を機軸とした活力あるまちづくりを図

ることが必要である。 
そのためにも、区民の視点に立ち、子ども、成人、高齢者をはじめ、ハンデ

ィキャップを持った人々、外国人等、あらゆる人々が主体となって、文化を享

受、参加、交流しながら、新たな文化を創造することができる環境の整備が何

よりも重要となっている。 
 

（４）ＮＰＯ・芸術文化団体等との連携 
 区内で活動する芸術・文化団体数は４００を超えており、芸術・文化、スポ

ーツ分野のＮＰＯ法人は１８を数える。 

団体の活動や運営の実態を把握するための調査結果をまとめた『区民地域活

動白書』（区民活動推進担当課／平成１４年６月）によると、行政による支援・

協力が必要なものとして、「資金助成や場所の提供」、「活動に関する機材・資

材・教材の提供」、「情報面での支援」を求める声が高いことがわかる。 

また、区との連携・協力に関しては、５割近くの団体が、区のイベントや情

報交換を通じて区との連携・協力を深めていきたいと考えている。 

 このような結果から、全般的な活動内容や意識は把握できるが、さらに踏み

込んだ芸術・文化関連団体への実態調査などは行われていない。このため、ニ

ーズ把握が不十分なままであり、関係団体との情報交換やネットワークづくり

がうまく進んでいない状況が見受けられる。 

 文化政策を推進する上で、区民、ＮＰＯ、芸術文化団体等との連携、協働は

不可欠であり、相互の結び付きを強め、これらが持つ潜在的な力をさらに向上

させるための取り組みを充実させることが必要である。 
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（５）「文化の風薫るまちづくり」のために 
現在、豊島区では、東池袋四丁目地区再開発ビルの中に東池袋交流施設（仮

称）と新中央図書館の整備計画を進めているが、これらは、今後の区における

芸術・文化の振興に大きな役割を担うものである。 
これを所謂「箱物」の建設に終わらせることなく、ここを拠点として区内の

様々な文化資源と双方向的に連携しながら、地域コミュニティの活性化や創造

性の向上に取り組み得る運営のあり方が構想されなければならない。 
そのためにも、芸術と観客＝区民を結び、文化ニーズの掘り起こしを行うた

めのアウトリーチ的な事業展開や、より総合的な視点から芸術と社会をつなぎ、

地域社会における文化の革新、向上をめざすアート・マネジメントの考え方に

基づいた取り組みを積極的に図る必要がある。 
本文化政策懇話会の提言をもとに、豊島区は、依然厳しい財政状況下ではあ

るが、従来の文化行政から区民生活・福祉・環境・教育・産業・まちづくりな

どの幅広い都市政策に関わる総合的な視点に立ち、文化を都市の魅力と活力の

源泉として捉え、豊島区の持てる文化資源を効果的に創造活動に結び付ける仕

組みによる「文化特区」を構築し、「文化の風薫るまち としま」にしていくこ

とを強く期待する。 
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分野別計画における課題、文化分野の財政規模 
 

※基本計画(分野別計画)の分類による文化関連予算 
  

      

     （単位：千円）

分野別計画に 

おける課題 

平成１１年度 

事業決算額 

平成１２年度

事業決算額

平成１３年度

事業決算額

平成１４年度 

事業決算額 

平成１５年度

事業予算額

文化 449,630 409,204 373,007 532,387 425,638

生涯学習(除図書館） 365,749 360,428 253,690 246,274 283,956

コミュニティ 764,550 751,864 682,788 674,568 738,922

国際交流 15,535 14,469 12,809 11,077 13,714

図書館 453,464 423,506 459,023 460,494 891,362

小計 2,048,928 1,959,471 1,781,317 1,924,800 2,353,592

アメニティ形成 120,551 101,747 116,730 116,238 123,123

合計 2,169,479 2,061,218 1,898,047 2,041,038 2,476,715

一 般 会 計 決 算 額

（人件費を除く） 
74,459,916 66,266,545 76,950,244 64,831,866 64,074,665

決 算 額 （ 除 ： 人 件

費）に対する文化

分野の割合 

2.9% 3.1% 2.5% 3.1% 3.9%

      

＊平成１５年度事務事業評価表、豊島区各会計決算参考書より

 
 
 
 
 
 

表 1 
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１１年度 １２年度 １３年度 １4 年度 １5 年度 
文化 

（実績） （実績） （実績） （実績） （計画） 

事 業 費（千円） 449,630 409,204 373,007 532,387 425,638

           

           

１１年度 １２年度 １３年度 １4 年度 １5 年度 
芸術・文化活動機会の充実 

（実績） （実績） （実績） （実績） （計画） 

事 業 費（千円） 80,787 67,331 40,172 42,267 44,572
           

１１年度 １２年度 １３年度 １4 年度 １5 年度 
文化資源の保全と活用 

（実績） （実績） （実績） （実績） （計画） 

事 業 費（千円） 62,019 52,615 56,882 91,189 87,196
           

１１年度 １２年度 １３年度 １4 年度 １5 年度 
芸術・文化活動の場の充実 

（実績） （実績） （実績） （実績） （計画） 

事 業 費（千円） 306,824 289,258 275,953 398,931 293,870

 

３．提言書の構成説明 
 

本提言書は次の４章から構成されている。 

第Ⅰ章.「提言の趣旨」では、提言書策定までの経緯、豊島区の文化政策の現

状と課題について、内容を簡潔にあらわしている。 

第Ⅱ章.「文化特区としまの創造」では、文化政策に対する定義、また、これ

からの文化政策に関わる基本的な考え方を示した上で、文化活動を行う様々な

主体と役割を述べ、近い将来「文化特区としま」を創造するための提言～施策

の方向性について示している。 

第Ⅲ章.「文化の風薫るまち としま の実現に向けて」では、特に「文化クラ

スター」という新しい発想の概念や、人・文化資源と各種産業とをつなぐこと

で生まれる創造活動の可能性や具体的な例示を述べている。 

第Ⅳ章.「委員からの個別の提言」では、文化政策懇話会各委員からの自由な

発想における文化政策に対する理想、意見を示したものである。 

 また、巻末に資料集として、懇話会設置要綱、委員名簿、検討の経緯、文化

資源マップ、調査員レポート、用語集などを掲載してある。 

 

表 ２ 

文   化   予   算


