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１．文化政策とは 
 
  

 文化政策とは、一方で、個人の生活の質やそれらを獲得するための潜在能力

や自由に関わるものであり、もう一方では、創造的な環境として、都市や産業

発展の中に位置づけることができる。言い換えれば、文化政策が対象とする文

化とは、芸術文化の振興や文化財の保護だけではなく、文化産業や都市デザイ

ン、まちづくりなどを含むより広い概念として捉えられるようになってきてい

るのである。 

 Ｄ.スロスビーは、『文化経済学入門』（中谷武雄・後藤和子監訳,日本評論社,

２００２年）の中で、文化の機能的な定義について、 

①関係する活動は、それらの生産において何らかの創造性を含んでいる 

②象徴的な意味の生産やコミュニケーションに関係する 

③それらの生産物は、少なくとも潜在的には、ある種の知的財産を盛り込んで

いるという３つの特徴を指摘する。 

文化は、何らかの創造性を含み、社会のコミュニケーションに関係し、ある

種の知的財産を盛り込んでいるという訳である。創造性は、個人の生活の質や

潜在力の形成に深く関わるだけでなく、１９９０年代以降、都市や産業発展の

原動力であるとみなされるようになってきた。社会におけるコミュニケーショ

ンに関わるというのは、文化が集団のアイデンティティやコミュニティの形成

と不可分の関係にあることを意味する。そして、知的財産は、著作権や知的所

有権として、今後の経済活動の基盤となるべき分野である。コンテンツ産業の

基礎を提供するといってもいいだろう。 

 文化政策に関する考え方も、時代と共に変化してきている。第二次世界大戦

以後の文化政策は、１９５０－６０年代に芸術家や芸術団体への公的支援や文

化財の保護を中心として開始された。７０年代には、文化へのアクセスを保障

するために、文化施設の地方分散化や地方自治体による文化予算の増額が見ら

れた。しかし、１９８０年代には、福祉国家の財政赤字を背景として、補助金

を受け取った芸術団体の財政責任が問われる中で、文化政策は、より享受者に

光を当てた支援へと転換すると同時に、都市や産業の発展にとっても重要な要

素として位置づけられるようになったのである。１９６０年代に始まったコミ

ュニティ・アート（生活の場で、アーティストと共に芸術創造活動を行う）の

試みが広がったのも８０年代以降であり、今日では、文化政策と医療・教育・

福祉・産業など他の政策分野との連携も広がってきている。文化とは、それだ

けで閉じた小さな問題ではなく、文化政策も、全ての政策に文化的視点を加え

ること、あるいは文化的なアプローチを取り入れることによってはじめて大き

な効果を発揮するのである。 

 豊島区の文化振興ビジョン策定にあたっても、文化の定義を芸術だけに限定

せず、より広い意味で捉えるとともに、文化は、生活や産業、都市空間などと

Ⅱ．文化特区としまの創造 
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乖離したものではなく、それらと一体になったものとして考えていくこととし

たい。 

 また、文化特区や文化クラスターに関する提言の中で、文化という用語を使

う時には、以下のことに留意して使うこととする。 

・過去、豊島区にゆかりのある人々が行った文化的活動が、文化資源としてス

トックされ 継承されて、新しい文化を創造する基盤となる地域の大学や市民

の文化活動など、ハードな場としての文化資源だけでなく、人やその活動、歴

史にも着目した文化資源の再評価を行うこと。そして、それらを新たな文化創

造に結びつける政策が求められる。つまり、文化資源を再評価して編集し、新

しい創造の基盤となるよう位置づけていくことが必要である。 

 

・芸術、文化、文化産業、非営利的文化活動などの用語の使い方 

文化とは芸術を含むより広い概念 

文化産業とは、クラフト的な生産や、非営利的な文化活動を含む概念であり、

商業的な文化産業のみを意味しない。 

 

・文化の社会的循環という考え方 

文化的活動を、生産→流通→消費といった一方向の流れとして捉えるのでは

なく、創造→伝達→享受→評価→蓄積→交流→学習→創造といった、一連の循

環プロセスとして捉える。創造の成果が享受され評価されることによって次の

創造へとつながっていくと捉えることにより、創造と享受の両方を視野に入れ

た文化特区や文化クラスターの構想を考えることができる。 

 そして、この循環には、市場的原理（私的財的文化生産と消費の側面）と文

化的原理（公共財的文化生産と消費の側面）の２つの側面があり、この２つが

うまくかみ合って循環がうまく形成される。 
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２．基本的な考え方 

 

 

文化政策は、幅広い分野を対象とし、様々な主体が関わっている。そこで、

具体的な施策を展開する際の拠りどころとなる文化政策の目的と方法について、

基本となる考え方を大きく５つ掲げる。 

 

 （１）あらゆる人々にとって魅力ある生活の場を提供する。 

 （２）一過性・消費に終わらない質の高い芸術文化創造活動への展開をめざ

す。 

 （３）幅広い分野と連携し区政全般を牽引するような総合性を持たせる。 

 （４）豊島区の固有性を生かしたまちづくりを進める。 

 （５）コンビビアルな（賑わいにあふれた）生活文化の空間を生み出す。 

 

（１）あらゆる人々にとって魅力ある生活の場を提供する 
 

 人が人として尊厳を持って暮らし、幸せに生きていくために、文化はとても

重要な役割を果たす。そのためには、区民一人ひとりが、文化を享受・創造し、

文化・芸術活動に参加していけるような機会を整えることが大切である。誰も

が日常生活の中で、自信を持ち、様々な人と交流していけるような、魅力ある

生活の場を提供する。 

① 区民が文化を享受するとともに、文化を創造し、文化・芸術活動に参加

することができるような機会を提供する。 

② 子ども、若者、成人、高齢者、ハンディキャップを持った人、外国人な

どあらゆる人々にとって、魅力ある生活の場となるようにする。 

③ 区民はもとより、豊島区を取り巻く地域や日本、そして世界の人々との

交流を促す。 

 

（２）一過性・消費に終わらない質の高い芸術文化創造活動への展

開をめざす 
  

豊島区では、質の高い芸術文化創造活動や、実験的な活動が盛んに行われて

いる。最先端の創造活動の場を継続的に支えていくことは、文化・芸術の発展

に寄与するとともに、新しい発見や驚き、刺激などに様々な形で触れられる魅

力的なまちとなることにつながる。 

① 文化・芸術ＮＰＯや若手アーティストの実験的な活動を支援するととも

に、それらが産業として育っていけるような仕組みを整える。 

② 映画や演劇、本などのまちとして、評論家・ジャーナリスト・俳優など、
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様々な人材の育成につながる事業を展開する。 
③ 区民などが、文化・芸術を「行う」「観る」だけでなく、様々な形で「支

える」仕組みを整える。 
 

（３）幅広い分野と連携し区政全般を牽引するように総合性を持た

せる 
  

文化は、様々な側面から人々の生活に関わっているため、幅広い分野や組織

と連携し、文化の視点から区政全般を牽引していくことが求められる。 

① 「産業」・「福祉」・「教育」・「まちづくり」・「環境」など幅広い分野と連

携し、都市政策全体の中で総合的に文化政策を展開する。 

② 文化施設や組織、人、商店、産業などを結びつけ、新たな活動や出合い

を促す。 

③ 専門家やＮＰＯ、大学、各種機関、業界団体と協働して文化政策を展開

する。 

 

（４）豊島区の固有性を生かしたまちづくりを進める（文化資源の

再発見、編集、創造） 
  

豊島区には歴史に裏付けられた文化資源が数多く存在する。また、豊島区な

らではの文化・芸術活動や産業もある。そうした豊島区の固有性を生かしなが

ら、まちづくりを進めていく。 

① 様々な文化資源の価値やあり方を、現代に生きる私たちの視点から見つ

め直し（再発見）、まちづくりや暮らしの中に位置付けていく（編集）。 

② 産業集積の特性ともリンクさせながら、文化・芸術活動への豊島区なら

ではの取り組みを展開し、新たな文化資源を創造していく。 

③ 芸術作品や文化財、文化・芸術活動、街の賑わいなど、様々な文化資源

の魅力をわかりやすく伝える工夫を行い、全国・全世界にも発信してい

く。 

 

（５）コンビビアルな（賑わいにあふれた）生活文化の空間を生み

出す（面白みのある生活文化の空間づくり） 
  

ごちゃごちゃ・ガヤガヤ・雑然といった庶民的な都会のイメージを持ち、若

者から高齢者までたくさんの人が集うのは豊島区の大きな特徴である。自然や

街並みの中で人々が互いに顔をあわせ、楽しく語らえるような、賑わいにあふ

れた面白みのある生活文化の空間づくりをめざす。 

① 様々な世代や文化、情報、モノ、コトが集まり、活気にあふれた賑わい

のある雰囲気を生かしたまちづくりを進める。 
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② 街並みやストリート（通り）に配慮し、界隈性を生かした、歩いて楽し

めるまちをめざす。 

③ 多様な文化が尊重され、交流が生まれるよう、性別や年齢、国籍、交通

アクセスなどに配慮した仕組みを整える 

（コンビビアル：”convivial”「賑わいにあふれた」。哲学者Ｉ.イリイチは、

人間相互、あるいは人間と環境との自律的・創造的で生き生きとした関係を指

すために、この語を使っている） 
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３．主体と役割 

 

（１）様々な主体と役割                         

 

「創造的なシステム」としての都市文化政策を発展させるためには、多種多様

な担い手が必要である。具体的には、以下のような主体と役割があると言える。 

 

Ａ.行政（地方自治体） 

 文化「政策」である以上、行政は主要な担い手であることは疑い得ない。行

政は、一般的に政策遂行のための財政基盤を持っていること、数多くの人的資

源を持っていること、また、施設等の主有や管理を行っていること、分厚い情

報の蓄積があること、さらには各種の権限を行使する立場にあること等々から、

政策遂行の根幹部分を担うことになる。 

 ただし、その一方では人的資源の面では、優れた事務処理能力はあるものの

企画・立案・実行に関わる専門職が足りないという困難を抱えている。また、

組織としての前提である官僚制は、文化に関わる領域では前例主義、硬直性な

どのマイナスの側面を持っていることも否めない。 

 こうした点からすれば、行政は以下のような役割を担うことが期待される。 

 

・地域全体の文化政策を展開するための総合調整 

・文化資源の発掘・組織化 

・様々な権限の行使（施設使用許可など）における文化活動展開のサポートな

ど 

なお、こうした役割を遂行するための専門的スタッフ（例えば専門職として

の学芸員や司書、アートディレクターなど）を置くことが強く望まれる。 

 

Ｂ.市民 

 行政と並んで、政策遂行の担い手として位置づけられるのが市民である。た

だし、この中には多種多様な人々がおり、それに応じた役割が期待される。 

 

１）地域住民 

 地域に居住し、生活を営んでいる人々は、地域に根ざした多様な活動を実践

している。また、地域に関わる知識・情報も豊富である。 

 一方、外国人市民に代表されるような新しい住民は、新しい地域に根ざした

文化を生み出す萌芽を持っている。こうした人々もまた地域住民として積極的

に位置づけることが強く求められる。しかし、その一方では、地域住民の活動

には財政的基盤の弱さ、総合的視野がともすれば欠落しがちなこと、あるいは

活動の継続性の保証が必ずしも十分ではないことなどの困難もある。 



 - 15 - 

以上の点から、地域住民には、以下のような役割を期待できる。 

 

・文化活動の実践を草の根レベルで担う 

・地域情報の収集・発信 

・新しい文化の萌芽の育成 

など 

 

なお、地域住民すべてが同じように文化政策に関わる必要は必ずしもない。

市民個々人のライフスタイルや地域へのコミットの度合いに応じて、ある人は

積極的な文化の発信者として、また、他の人はイベントへの参加者として、と

いうように、様々な文化政策への参加のあり方が用意される必要があるだろう。 

 

２）ゆかり人口 

 「ゆかり人口」とは、例えば区内にかつて住んでいた、あるいは通勤・通学

した（している）、区を遊びの拠点にしているなど、豊島区に居住してないが、

縁（ゆかり）を持つ人を指している。こうした人々は地域住民に比べると数も

多く、また多様である。 

 ゆかり人口は、地域への関心はあまり高くない。しかし、その一方で、地域

外から文化を持ち込むこと、また、地域住民や行政とは異なる視点から地域に

おける文化の再発見ができるという利点を持つ。とくに、池袋や巣鴨など、ゆ

かり人口を多く集める魅力を持つ豊島区では、これらの人々も積極的に文化の

担い手と位置づけていきたい。 

 期待される役割は、次のような点である。 

 

・地域に部分的に関わることによる、様々な文化活動の活性化への寄与 

・地域外からの新しい文化や情報、ライフスタイルなどを積極的に持ち込むこ

と 

 

３）ＮＰＯ・各種住民団体 

 近年、民間非営利団体（ＮＰＯ）や住民団体の活動が活発化している。文化

の領域では演劇や音楽など、文化活動を目的とするものはもちろん、福祉団体

など直接には文化活動を目的としていない団体も文化領域に多種多様な関わり

を持っている。 

これらの組織は市民活動を組織化し、継続的で幅広い活動を展開している。

また、活動に対する専門性や熱意、さらには発想や組織の柔軟性を持っている。

こうした特性は文化の領域においては、きわめて大きな役割を担いうるし、実

際に数多くの成果を上げてきた。 

 その一方で、多くの団体は資金や活動場所・組織運営などに困難を抱えてい

る。こうした困難を解消しつつ、団体を積極的に政策の担い手として位置づけ

ることはきわめて重要である。 
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 ＮＰＯ・各種住民団体に期待される役割は次のようなものである。 

 

・行政と連携した文化活動の総合調整 

・大規模・継続的文化活動の担い手 

・新しい文化活動の提起・展開 

など 

 

Ｃ．企業・学校 

 

 企業や学校もまた、地域を構成するメンバーであり、文化政策にも大きく寄

与できる。豊島区においても、こうした資源を積極的に活用していくことが望

ましい。 

 

１）文化産業 

 出版・印刷、伝統工芸、映画館、書店などの企業活動や、演劇、音楽などの

領域で継続的に文化活動を行っている人・団体をここでは総称して文化産業と

呼ぶことにしたい。文化産業は、地域における文化の重要な発信源である。し

かし、こうした活動は市場原理に基づくか、少なくとも事業として維持できる

だけの収益を上げる必要があり、活動内容には一定程度の制約がある。こうし

た限界を踏まえつつも、公共性を持つものとしての文化の主要な発信源として、

文化政策の中に位置づけていることが必要である。 

 文化産業に求められるのは下記のような役割である。 

 

・文化の発信 

・文化に関わる活動で収益をあげつつ、公共性としての文化を生み出すこと（市

場性と公共性の橋渡し） 

など 

 

２）企業市民 

 必ずしも文化に関係しない各種の企業もまた、文化政策の重要な担い手とな

りうる。文化産業以外の企業は、それ自身が文化の発信者となることは難しい。

しかし、地域の中で多くの施設・人・財を保有していることから、こうした資

源を有効利用して文化活動を支えることが可能である。ここでは企業が、単に

地域の中で経済活動を担うのみではなく、「企業市民」として、文化をはじめと

する地域の様々な領域に関わることが期待されるのである。 

 文化領域において、企業に期待されるのは下記のような点である。 

 

・資金・人材・場所などの提供を通して、各種の文化活動を支えること（企業

メセナ）など 
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３）学校（とくに大学・専門学校） 

 豊島区内には４つの４年制大学をはじめとして、数多くの学校が立地してい

る。それぞれの学校は教育や研究において、ユニークな特徴を持っている。し

かし、ともすれば地域との関係は薄く、また、組織活動の機動性も弱い傾向に

ある。こうした弱点はあるが、文化政策の展開のための貴重な資源として、積

極的に位置づけていくことが有効である。 

 学校に求められる役割は以下のような点である。 

 

・文化活動の担い手の供給（専門家としての教員や、活動の足腰を担う学生な

ど。ちなみに、その多くは「ゆかり人口」である） 

・様々な文化活動に対する方向づけや活動の支援 

・新しい文化の発信 

・場所や機材などの提供 

など 

 

（２）各主体間の連携 

 以上のように、文化政策遂行は多種多様な主体が担うことが必要である。そ

してその際に重要なのは、各主体がどのように連携するのかという点であろう。

各主体はそれぞれ長所と弱点を抱えているのであり、この点からすれば各主体

は互いに弱点を補いつつ、それぞれの特徴を発揮するという、相補的・水平的

なパートナーシップを形成することがとくに重要である。 

 そして多様な文化活動を展開するためには、それぞれの活動に対応した柔軟

な主体間の関係を形成する必要がある。こうした関係形成を行うための総合調

整の役割が期待されるのが行政とＮＰＯであり、これらの主体の活動が政策展

開における重要な鍵を握ることになるだろう。 
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４．提言～豊島区における文化政策の方向 
 

 
 本文化政策懇話会では、豊島区におけるこれからの文化政策のあり方につい

て前述のとおり議論を重ねてきた。今後、区が策定する「文化政策推進プラン」

ならびにそれに基づく具体的な施策の展開に反映されるよう、その基本となる

方針と施策の方向について以下のとおり提言する。 
 

＜基本方針＞ 

■文化が牽引する都市の再生 

～ユニバーサルデザインを基調とする文化都市 

○ 文化的活動は、挑戦する精神と豊かな判断力を育み、人々の生活と環境

に革新＝イノヴェーションをもたらすものである。 

○ 文化とは、人間がより良く生きようとする行為の過程とその結果である。

それが活性化した時、地域とそこに暮らす人々はその成果を享受すると

ともに、都市を創造的に再生する総合力を有することになる。 

○ 文化・芸術活動をはじめとする一つひとつの事業や施策の存在意義を高

め、より活発化させながら、人々の希求する活き活きと快適に暮らし続

けることのできるまちづくりに、いかにしてつなげていくかという意識

改革とその取り組みこそが文化政策である。 

○ 文化政策は、文化・芸術はもとより、区民生活・福祉・環境・教育・産

業・まちづくり等、幅広い生活全般に関わるものであり、個別分野の施

策として捉えるだけでなく、都市政策あるいは都市デザイン全体に関わ

る総合的な政策として位置づけることが必要である。 

○ 様々な文化資源の再発見、再評価に努めるとともに、豊島区固有の産業

集積と文化を結びつけ、新たな文化創造や産業の活性化につなげていく

ことが重要である。 

○ 豊島区らしさ＝豊島区独自の文化とは、区民、行政、ＮＰＯ、大学、企

業等、多様な主体が取り組む文化政策の集積とその結果にほかならない。

区は、これからの文化政策の方向づけを明らかにするとともに、それぞ

れの主体が自律的に行う文化的活動への支援やネットワークの構築等、

創造的な環境の整備を積極的に図る必要がある。 
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■文化特区～文化クラスターによる創造的なまちづくりへ

の挑戦 

◆文化と都市再生をキーワードとして築く「としま文化特区」構想 
○ 区内のそれぞれの地域において、多様な主体による創造的な文化的活動

が活発に行われ、それが区民に享受されるとともに、まちづくりや産業、

福祉、教育、環境、青少年育成など諸分野の施策とも結びついて、豊島

区全体が活力をもって発展していくことをめざす。 
○ そのため、豊島区の地域全体を「文化特区」として位置づけ、上記の考

え方により、様々な文化・芸術活動が円滑かつ活発に実践できるような

仕組みと環境づくりを図ることが必要である。 
 
◆文化クラスターの形成 

○ 本懇話会は、「文化特区」を具現化するための核をなす考え方として、

「文化クラスター」の形成を提案する。 
○ 文化クラスターは、区内に点在する文化資源を再発見、再評価し、文化

芸術を中心にこれらを結びながら、まちづくりや暮らしの中に位置づけ

ていく考え方であり、各文化クラスターそれぞれが関連をもち、相互に

影響しあいながら新しいものが創出される仕掛けである。 
○ 文化クラスターは、区民も含め、次々と新しく発想していける構造をも

ち、他分野との交流・連携によって相乗効果を図るものである。 
○ したがって、本提言書に例示したクラスターにとどまらず、区民や様々

な文化の担い手が発想を次々に加えていき、文化的活動の活発化を図り

ながら、多元的かつ重層的な文化特区を構成することが望まれる。 
 

① 文化クラスターについては、第Ⅲ章に詳述した。 
② 「クラスター」とは、「果物・花などの房」を意味し、ブドウのよ

うに房状にいくつかの果実が配置されるもの。 
③ 文化クラスターは、区内の様々な文化・芸術活動や文化資源、産業

集積等（＝ブドウの粒）を有機的に結び、本書の基本的考え方や以

下に示す取り組みをもとに、人的ネットワークや協働態勢を房状に

形成しながら、新たな創造活動や産業の活性化を連鎖的に起こす仕

組みである。 
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＜施策の方向＞ 

■『としま文化特区構想』実現のための３つの取り組み 

文化政策のあり方を議論する過程で各委員から出されたアイデアやプランを

もとに検討を加え、今後区が取り組むべき具体的な施策の方向づけを行った。 

 

 

１ 芸術文化創造環境づくり 

◆質の高い芸術文化創造環境の整備 

○ 学校施設等を活用した文化芸術創造の拠点づくり 

・ 閉校となった学校跡施設等を「文化芸術創造センター」「子ども芸術

村」として、整備する。 

・ 文化関連のＮＰＯやアーティスト等に稽古場やアトリエとして施設

を開放し、相互の交流や議論の中から新たな取り組みが生まれ、創造

的な連鎖が活発化するような環境整備を図り、文化芸術のインキュベ

ーター（孵卵器）としての機能を果たすものとして活用する。 

        作品の展示場、アトリエ、演劇・ダンスパフォーマンス・音

楽等の練習場、作業場、カフェ、アーティスト・イン・レジ

デンス等の機能を集積 

○ 舞台芸術プログラムの活発化 

・ 豊島区の特徴的な劇場都市のイメージづくりの取り組みの一つである

「池袋演劇祭」がさらに活発化するようプログラム充実のための支援

を行う。 

・ 芸術見本市を核とする「東京フェスティバル（仮称）」や、「東京国際

芸術祭」など、国内外の先端的な舞台芸術を対象とした催しを支援、

積極的に連携・交流しながら、区内の文化・芸術活動の活性化を図る。 

 

◆文化の担い手、推進者等の人材育成 

・ 文化特区の土壌づくりの一つとして、多様な分野で文化を担う人材の

育成を区内４大学や各種専門学校等との連携をはじめ、様々な手法に

より行う。 
・ 一流のアーティストに制作、創造環境を提供するほか、区民との交流

や社会参加を促進しながら、新たな文化の担い手を育成する。 
・ 子どもたちが一流の芸術にふれ、興味を持ち、次代の文化を担う人材

として育つようなプログラムの充実・強化を図る。 
・ 文化ボランティアの育成、文化施設等のサポート組織の立ち上げ等、

文化を支える仕組みづくりを行う。 
 



 - 21 - 

◆区政全般を牽引する文化政策の推進 

○ 文化政策を統括する組織の設置 

・ より効果的に文化政策を推進するため、文化芸術振興をはじめ、産業

振興、観光部門、生涯学習、街づくりを併せて専任する新たな統括組

織の設置が求められる。 
○ 文化政策を推進する専門家の登用～文化クラスター形成の推進 

・ 文化政策を担う多種多様な主体が、相補的・水平的なパートナーシッ

プを形成し、それぞれの特徴を発揮できるような総合調整の機能を高

めることが必要である。 
・ 文化政策を推進し、文化特区構想を実効性あるものとするため、総合

プロデューサー、アートディレクター等、アートマネジメントの専門

スタッフをそれぞれの部門に配置する。 
 
 

２ パブリックライフを楽しめる環境づくり 

◆“広場・公園・通り”を文化活動の場として活用する 
○ パブリックライフ（屋外活動）が楽しめる環境づくり 

・ 池袋周辺に集積する池袋西口公園、南池袋公園等は、「都市広場」と

して豊島区固有の特徴を有している。これらを音楽やアートパフォー

マンスの場、交流の場としてさらに活用しながら、賑わいのある豊か

な生活空間を創っていく。 
・ 区内の特徴的な「通り」を都市活動の場として見直し、活用していく。 

 
◆文化施設（公・民）の機能の活性化と連携 

・ それぞれの施設を文化芸術創造の拠点として、より有効に活用するた

め、ワークショップの開催やアウトリーチ活動の展開等、芸術家（作

品）と観客・区民をつなぐための取り組みを積極的に図る。 
・ 公の施設にとどまらず、民間の劇場、映画館、書店等との連絡協議会

の設置等、文化関連施設が相互に情報交換や連携を図るとともに、共

通プログラムを同時期に開催するなど、活動を活発化させるための具

体的施策の実施が必要である。 
・ 以上の取り組みを東池袋交流施設（仮称）の開設ならびにその後の事

業展開につながるものとして継続させ、施設相互を有機的に結びつけ

ながら、文化の発信力を高めていく。 
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３ 豊島区らしい風景づくり 

◆コンビビアルな（賑わいにあふれた）生活文化空間の創出 

○ ＬＲＴ（低床式路面電車）構想とまちづくり 

・ 現在、計画づくりが進められているＬＲＴ（低床式路面電車）構想は、

人と環境に配慮した魅力あるまちづくりを目指し、都市再生に大きな

インパクトを与える文化政策である。 

・ 今後さらに１０年先、２０年先を見据えた都市計画、ユニバーサルデ

ザインの中で、ＬＲＴを核とした、賑わいにあふれた面白みのある生

活文化空間づくりを図っていくことが望まれる。 

 

◆文化資源の再発見、編集、創造 

○ 豊島区からの文化発信 

・ 文化クラスターの形成は、区内に固有の文化資源を再発見、編集し、

新たに創造する取り組みである。こうした取り組みをはじめ、文化資

源の魅力を、マップやホームページの作成、民間との協力による情報

発信等により、区内外にわかりやすく伝えていく。 

 

◆新たな文化産業の創造 

・ 文化関連のベンチャー企業等、文化産業ならびに関連産業に活動の場

の提供を図るなど、文化と産業がリンクし、新たな文化資源を地域の

中で創造する環境を整備していく。 
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