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豊島区の過去・現在・未来
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“破綻寸前の財政状況”、“消滅可能性都市”を乗り越えて

文化・芸術によるまちづくりで、新しい時代の持続発展する

“国際アート・カルチャー都市”を目指す豊島区



豊島区の概要
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東京23区の中で北西部に位置。鉄道は5社11路線16駅ある。
巨大ターミナル駅「池袋」は世界第三位の利用者数で、
（265万人／日 令和元年度 出典:東京都統計年鑑・各社ホームページより）
JR利用者は111.7万人／日（令和元年度 出典:JRホームページより）
で、新宿駅に次ぐ第二位。日本屈指の「人が集まる街」。

■基礎情報
・面積…13.01㎢（23区中18位）
・人口…287,015人（令和3年3月1日時点）
・人口密度…22,262人/ｋ㎡（超過密都市）
・75歳以上単身高齢者世帯割合…17.4％

（超高齢化都市・平成27年国勢調査）



豊島区の歩み 財政破綻の危機からの復活
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2002（平成14）年 区制施行70周年

2005（平成17）年 文化創造都市宣言

2012（平成24）年 区制施行80周年

2013（平成25）年 財政回復（貯金が借金を上回る）

2014（平成26）年 消滅可能性都市の指摘

2015（平成27）年 国際アート・カルチャー都市構想 発表

2020（令和2  ）年 としまSDGｓ都市宣言

2022（令和4  ）年 区制施行90周年

1999年に財政破綻の危機が発覚した豊島区。
借金は872億円、当時の豊島区の人口で考えると区民1人当たり約33万6000円の借金
があるという状況であったが、厳しい財政状況下でも夢を持ち続けたいと2002（平成14）
年の区政施行70周年を契機に、「文化創造都市宣言」を表明。2009（平成21）年、
文化庁⾧官表彰「文化芸術創造都市部門受賞」、2010（平成22）年には「文化政策
推進プラン」を策定するなど、文化によるまちづくりをぶれずに進めた結果、2013（平成
25）年には、貯金が借金を上回り、安定した財政を実現。



消滅可能性都市から持続発展都市への変貌
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■「オールとしま」で消滅可能性都市から持続発展都市へ。
都内初、「SDGs未来都市」「自治体SDGsモデル事業」にダブル選定

2014（平成26）年５月、23区で唯一「消滅可能性都市」と指摘され、こ
れを契機として、2015（平成27）年に「豊島区国際アート・カルチャー都市
構想」を発表した。この都市構想に基づき、区民、町会、商店街、区内企業、
大学、区等が一丸となって取り組む「オールとしま」の体制で推進してきたこれ
までのまちづくりが評価され、2020（令和2）年7月、SDGsの達成に向け
て優れた取組みを行う都市として、内閣府から「SDGs未来都市」と「自治体
SDGsモデル事業」にダブル選定。これは東京初の快挙である。

財政負担ゼロの新庁舎建設
豊島区庁舎は23区内で最も古く、老朽化が目立っていたため、
最初の庁舎建て替え計画は、1988（昭和63）年から1996
（平成8）年にかけて策定されたものの、バブル経済崩壊により
区の財政状況が一変。1997（平成9）年の着工予定が
2002（平成14）年まで先延ばしされた。しかし、2002（平
成14）年時点でも、区の借金は800億円近くあったため、この
時点で新庁舎建て替えを断念。しかし、設備・外壁の老朽化、
窓口の混雑、バリアフリー対策の遅れなど旧庁舎問題はますます
顕在化し、耐震性や使い勝手の悪さ等の点から新庁舎建設が
急務となり、2003年（平成15年）に「公共施設の再構築・区
有財産の活用案」を策定、区有地の資産活用や旧庁舎の跡
地活用など総合的な観点から新庁舎整備を検討することとなっ
た。こうして課題を一歩ずつ乗り越え、「財政負担ゼロで庁舎建
設」のスキームを生み出し、豊島区本庁舎「としまエコミューゼタウ
ン」は日本初の民間マンション一体型として2015（平成27）
年3月に完成。限られた財政状況の中、知恵と工夫により新た
な財政負担ゼロで新庁舎を整備した。また、旧庁舎跡地は定
期借地として民間活用し、新しい文化拠点「Hareza池袋」が
オープンした。新庁舎
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公園を核としたまちづくり

巨大ターミナル駅である池袋は、１日の乗降客数が約265万人（世界第３位）でありながら、まちに人が
訪れないことから「駅(えき)袋(ぶくろ)」と揶揄されていた。そのため、単なる公園のリニューアルではなく、公園
を核とした、魅力あるまちづくりを行うことで、豊島区を住みやすく、訪れやすいまちにしたことが特徴。
もともと区内にあった４つの公園を「個性にあふれる、賑わいを創出するコンテンツ」として改めて整備。さらにこ
れら4つの公園を核として駅周辺の回遊性を高めるために、2019（令和元）年11月に4つの公園をはじめ、
池袋の魅力的なスポットを巡る低速電気バス真っ赤な「IKEBUS（イケバス）」が運行を開始。
また、豊島区は同年に国土交通省が推奨している「まちなかウォーカブル推進プログラム」に賛同し、人流を
創出することで、多様な文化が育つまちづくりを推進している。
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■“ひと”が主役のウォーカブルな「SDGs未来都市としま」として、
池袋周辺の活力を区全体に波及させ、世界へ発信

豊島区は「ひとが主役」というコンセプトを重視している。
豊島区に住む人、訪れる人それぞれが「主役」になって楽しめる都市として、
この多様性豊かな社会に適したまちづくりを通じて、「SDGs未来都市としま」
として、世界基準の都市を目指す。

ウォーカブルなまちづくりを目指した取り組み事例 :グリーン大通りの再生

ウォーカブルなまちづくりの一環として、池袋駅東口を出て東口五差路交差点から豊島区役所本庁舎へと
向かうメインストリートであるグリーン大通りは、「ひと」「みどり」「まち」をキーワードに、池袋を訪れた人への「お
もてなし」の空間として、再生計画を実施。街頭の整備などハード面の改築に加えて区が主導し、オープンカ
フェやマルシェを社会実験的に開催し、人流を生み出す取り組みを行い、街のメインストリートとしてふさわしい
健全な賑わい創出を担っている。

＊IKEBUKURO LIVING LOOP

「まちなかリビングのある日常」をコンセプトに、豊島区や池袋を拠点とする地元企業や店が連携したプロジェクト。定期

的なスペシャルマーケットの開催や、ストリートファニチャーの実証実験、アートギャラリーの設置を予定している。

ウォーカブルなまちづくりの将来像 :池袋駅西口再開発事業

駅袋（エキブクロ）脱却のため、池袋駅西口の地下と地上に開放的な広場空間として、中央にサンクン
ガーデンを整備。サンクンガーデンから地上へ上がると、南側にはグローバルリング、北側には繁華街、中央は
アゼリア通り・立教通りから立教大学方面へと歩行者空間が広がる。立教通りは一方通行化することで歩
道を拡幅し、無電柱化や積極的な緑化により、環境や人にもやさしい環境モデル路線として整備。サンクン
ガーデンを起点に、駅からまちへと人々を誘導し、ウォーカブルな都市空間を形成する。

サンクンガーデン 立教通りの未来図



豊島区が目指す未来
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■国際アート・カルチャー都市×SDGs（サステナブル）なまちづくり

豊島区では、次の未来を見据え、新たなまちづくりのフェーズに入っている。2019（令和元）年には世界へ
大きく躍進した「東アジア文化都市2019豊島」の開催、23のまちづくり記念事業を実施。2030年に向け
た中⾧期テーマを4つ設定し、それぞれの分野でこれからの時代の新しい自治体ロールモデルを目指す。

2030年に向けた中⾧期的なテーマ

1. 文化を基軸としたまちづくり

2. 子どもと女性にやさしいまちづくり

3. 高齢者にやさしいまちづくり

4. さらに安全・安心なまちづくり

「消滅可能性都市」から「持続発展都市」へ。これからの未来を見据え、
「SDGs（サステナブル）」な「国際アート・カルチャー都市」を目指す。



Part.1 文化を基軸としたまちづくり
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国際アート・カルチャー都市構想
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■国際アート・カルチャー都市構想とは?

「国際アート・カルチャー都市構想」とは、安全・安心な都市空間の中で、誰もが多様な文化を享受し合い、
世界中の人々を魅了する賑わいあふれる都市の将来像である。ここでいう「アート・カルチャー」とは、「芸術
文化」という言葉で一般的にイメージされる枠組みを超え、伝統的な文化から先端的な文化まで、衣食住
に関わる生活文化からハードな都市づくりまでをも含み、アートの持つ想像力・創造力で、まちを耕すことを意
味している。

実現戦略 「３つの柱」

1. 文化戦略 ―多様な文化の融合・創造へ

2. 空間戦略 ―人間優先の都市空間へ

3. 国際戦略 ―世界に向け発信・受入整備

■としま文化の日の制定

2020（令和2）年度、豊島区は、国際アート・カルチャー都市のシンボル「Hareza池袋」の幕開けを記念
するため、毎年11月1日を「としま文化の日」、同月1日～7日を「としま文化推進期間」とする条例を制定
した。あらゆる主体の力を結集し、豊かな文化を創造し続ける地域社会と明るい未来を子どもたちに継承す
るため、としま文化推進期間の間、様々な文化事業を展開する。

【2021（令和3）年度実施イベント（※2021/8/10時点）】
・としま文化の日記念式典
・江戸川乱歩賞贈呈式
・IT’S 昭和 TIME! 昇太さんとブルースカイさん。SP
・Visca!! IKEBUKURO KAKULULU 7.5th Anniversary Live ほか
※コロナウイルスの感染拡大状況により、内容変更の可能性あり。
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公益財団法人としま未来文化財団

公益財団法人としま未来文化財団は、「協働と共創の文化都市を豊島区に実現するために、創造性のあ
る文化芸術活動の伸展を図りつつ、コミュニティの醸成とまちづくり活動の促進に関する事業を推進し、豊か
な区民生活と活力のある地域社会の形成に寄与する」ことを定款に定め、設置された。2020（令和2）
年には前身の財団法人豊島区コミュニティ振興公社が1985（昭和60）年に発足してから35周年を迎
えた。現在、豊島区が目指す「国際アート・カルチャー都市構想」の実現に向けて、地域の文化振興の役
割を担う5つの地域文化創造館、東京建物 Brillia HALLやあうるすぽっとなどの文化施設の管理運営や
文化事業に取り組んでいる。

Hareza池袋の幕開け、「としま文化の日」の設立となった2019（令和元）年に財団設立 35 周年を迎
えたことを契機に新生財団の PR 強化の一環として、財団ロゴタイプおよびシンボルマークをリニューアル、同
時に財団のPR動画を制作。財団の統一感や一体感を醸成していく。

・新シンボルマーク コンセプトイメージ
カラフルでリズミカルな線の並びと「T」の文字が横に拡張するエレメントは、文化活動の振興に取り組み、持
続発展する都市づくりを目指す「としま新時代」へ財団の姿勢を象徴。シンボルカラーは芸術、調和、サステ
ナブルな未来を表現。組織名は、柔らかく親しみやすい手書きのようなラインで、文化による地域づくり・人づ
くりを通して区民に寄り添う財団をイメージした書体。

・財団PR動画（ロングバージョン）
https://www.youtube.com/watch?v=0xEG4rS2HRE



文化戦略
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■マンガ・アニメの「聖地」豊島区ならではのまちづくり

多彩な文化が根付く豊島区内には、日本が世界に誇るポップカルチャー「マン
ガ」・「アニメ」の聖地が数多くある。これらを活用し、豊島区自体のイメージ向
上や、「マンガ」・「アニメ」ファン層がまちに訪れるきっかけづくりとなっている。

マンガの聖地 トキワ荘マンガミュージアム

トキワ荘マンガミュージアムは、2020（令和2）年7月にオープン。日本漫画界を代表する巨匠・手塚治虫
を始め、藤子不二雄(藤子・F・不二雄、藤子不二雄A)、石ノ森章太郎、赤塚不二夫ら著名な漫画家が
居住していたトキワ荘の再現施設として、南⾧崎花咲公園の敷地内に建設された。トキワ荘は、老朽化を
理由に1982（昭和57）年に解体されたが、区民からの署名活動や漫画ファンからの寄付金などで再建が
決定された。
（注）手塚治虫の「塚」は旧字体で表記します。藤子不二雄のAは○で囲みます。石ノ森章太郎のノは55%の縮小で表記し

ます。

豊島区内にあるアニメの聖地

・乙女ロード（池袋駅東口エリア）
日本だけでなく、世界からも注目されている「アニメ」の聖地。2000年頃から同エリアにあるアニメイトが女性
向けアニメ・漫画の品ぞろえを強化し、女性集客が増え、女性向けの漫画やアニメを楽しむ乙女、いわゆる
女性オタクの存在が社会に認知されはじめた2005年ごろから「乙女ロード」として話題になった。

・オータムカルチャーフェスティバル ※区主体事業として開催
「マンガ」「アニメ」の聖地である池袋で日本のポップカルチャーを体感できる豊島区主催のイベント。毎年2万
人以上のコスプレイヤーが参加する池袋駅東口エリアを舞台としたハロウィンイベントである「池袋ハロウィンコ
スプレフェス」など、大型イベントが開催される。国内外のコスプレイヤーをはじめ、コスプレ初心者など様々な
人が参加している。

・東京アニメアワードフェスティバル
TAAF実行委員会・一般社団法人日本動画協会主催による、 アニメーション作品の振興を目的とした国
際アニメーション映画祭。毎年豊島区内の会場で開催。

中野区、杉並区との連携した活動

アニメやマンガ、サブカルチャーの集積地である中野区・杉並区・豊島区は 東京商工会議所中野支部、杉
並支部、豊島支部とも連携し、 中野・杉並・豊島アニメ等地域ブランディング事業実行委員会を2018
（平成31）年より立ち上げた。３区連携し、アニメイベントの開催や、関連スポットを紹介するリーフレット
「いざ、聖地へ」の発行、PR動画の制作などを行っている。



空間戦略
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■まち全体が舞台!誰もが主役になれる劇場都市

池袋駅を中心に、令和の幕開けと同時に劇場都市・豊島区の新たなシンボル
的ランドマークが新設された。

Hareza池袋

旧庁舎、豊島区公会堂跡地に国際アート・カルチャー都市のコンセプト
である「まち全体が舞台の誰もが主役になれる劇場都市」開発を進め、
大小さまざま8つの劇場を含む複合商業施設3棟を新設。2019（令
和元）年11月にとしま区民センターと劇場棟がオープン、2020（令
和2）年７月オフィスと映画館が入ったハレザタワーが完成し、グランド
オープンとなった。同時に整備された中池袋公園を望むロケーションで劇
場都市・豊島区の新たなシンボル的存在になった。※Hareza池袋＝ハレザタ

ワー、東京建物 Brillia HALL、としま区民センター、中池袋公園の総称

東京建物 Brillia Hall（豊島区立芸術文化劇場）

Hareza池袋の中核となる芸術文化劇場は公共劇場としては珍しい⾧期利用制度を確立し、劇場都市として必須
であるロングランを可能にしたことで、日本を代表する大手興行主・ミュージカル団体の公演誘致に成功した。

池袋西口公園（通称:GLOBAL RING（グローバルリング））

戦後、闇市など池袋の負のイメージの象徴だった「池袋西口公園」が2019（平成31・令和元）年、本格的な
クラシック音楽が楽しめる野外劇場公園としてリニューアルされた。公園全体を円形にデザインし、大型モニターや
直径35ｍの巨大リング型モニュメント「GLOBAL RING」 を設置。隣接する東京芸術劇場などと連携したイベン
トの開催や、毎週水曜日には無料で本格的なクラシックコンサート「Tokyo Music Evening Yube」 を開催。
世界的指揮者で「炎のマエストロ」の異名を持つ小林研一郎氏をはじめ、西本智実氏やNHK交響楽団など世界
屈指の音楽家たちによる本格的なクラシック音楽を、街を訪れる誰もが堪能できる場所となっている。
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大塚駅周辺

豊島区は大塚駅周辺を人々が集まる交流拠点として、歩行者空間の拡大やバリアフリー化による、人にや
さしいまちづくりを進めている。2009年（平成21年）10月、大塚駅南北自由通路の完成を皮切りに、
2017年（平成29年）3月には南口自転車駐車場の完成、同年5月南口駅前広場再整備の完成と連
続的に整備を行ってきた。
また、2017（平成29）年から観劇後の余韻を楽しめ、夜でも安全・安心に訪れることができる”アフター・
ザ・シアター”を実現できるまちとして、様々な取り組みが行われている。2017（平成29）年から3期にわた
り、懇談会6回、分科会2回、うち1回は特別企画「豊島区アフター・ザ・シアター・シンポジウム」として計８
回開催。各界から招集された専門委員（※）、豊島区観光協会、区内の商店街や事業者、警察、消
防関係者など地域ぐるみで意見交換や交流を行った。この懇談会がきっかけとなり、2018（平成30）年
に観光庁最先端観光コンテンツインキュベーター事業として「大塚アフター・ダーク」を実施。また同年、リゾー
トホテルを手掛けている星野リゾートが、「星野リゾート OMO5東京大塚」を北口にオープンし、地域と連携
しながら、旅行者に大塚での体験を楽しんでいただける仕組みを展開している。
2021（令和3）年には、大塚駅北口駅前広場を「光のファンタジー」と銘打ち、大きなリングと３つのリング
モニュメントを設置、ライトアップにより今まで以上に夜でも安心してまち歩きや食事を楽しめる活気あるまちに
なっている。新しくなった北口駅前広場が、地元の方々から愛着を持って利用していただけけるよう、ネーミン
グライツパートナーによる愛称を「ironowa hiro ba」(呼び方:いろのわひろば)に定めている。

※アフター・ザ・シアター懇談会
参加委員

梅澤 高明（座⾧）
伏谷 博之（副座⾧）

太下 義之
菊池 昌枝
楠本 正幸
齊木 勝好
齋藤 貴弘
篠原 ともえ
島原 万丈
千葉 学

中川 悠介
羽藤 英二
前田 三郎
牧野 友衛

モーリー・ロバートソン
山脇 絵里子
横澤 大輔
中井 美穂

永谷 亜矢子
★オブザーバー 観光庁

観光地域振興部 観光資源課

大塚駅前広場(TRAMパル大塚)

大塚駅北口 ironowa hiro ba



国際戦略
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■アート・カルチャーで世界とつながり、世界を魅了する都市へ

豊島区ではアート・カルチャーを核としたまちづくりを通じて世界の各都市とも
文化交流事業を積極的に行っている。

国際アート・カルチャー都市構想実現に向けた３本の矢

1. 国際アート・カルチャー都市プロデューサー （2014年10月任命）12名
文化芸術の最前線で活躍する方々のアドバイスで「国際アート・カルチャー都市構想」を策定した。

2. 国際アート・カルチャー都市懇話会(2015年11月発足) 30名
元文化庁⾧官の近藤誠一を会⾧とし文化芸術のトップリーダーをはじめとする委員で構成された条例設置
の附属機関。

3. 国際アート・カルチャー特命大使/SDGｓ特命大使（2016年1月活動開始）
1389名（2021年3月現在）
都市構想に賛同し国際アート・カルチャーの裾野を広げるため豊島区の魅力発信と自ら企画した事業による
参画で構想実現に向けて取り組む活動をしている。2021（令和3）年４月より事務局を財団に移行、よ
り実効性の強い活動を目指す。 2020（令和2）年度特別顧問に田村淳、三木章雄が就任。

※国際アート・カルチャー都市プロデューサー
前田 三郎（チーフプロデューサー/都市懇話会委員を兼任）

相澤 崇裕
猪子 寿之

笠井 信輔（2018年9月より）
清嶋 一哉（2018年4月より）

鈴木 美潮（都市懇話会委員を兼任）
高井 喜和
高橋 豊
中村 園

宮田 慶子
湯川 れい子

横澤 大輔（都市懇話会委員を兼任）
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都市型総合芸術祭「東京芸術祭」の開催

豊島区では戦後直後から演劇文化が活性化してきた。1952（昭和27）年に豊島公会堂が誕生し、演
劇文化が芽吹き始め「池袋アートシアター（後のシアターグリーン）」が1968（昭和43）年に開場して以
降、池袋駅周辺は小劇場や群小劇団の拠点となった。1988（昭和63）年に地域振興を企図して各劇
場、豊島区、地元企業、地元商店街等の協働で、「東京国際演劇祭ʻ88池袋」が開催。その後2009
（平成21）年から「フェスティバル/トーキョー」として発展していく。国内外から集結した先鋭的なラインナップ
とフェスティバルならではの参加型プログラムで大きな話題を集め、東京、日本、そしてアジアを代表する国際
舞台芸術祭として毎年開催されている。また、この国際演劇祭をきっかけに、“池袋”と“演劇”のイメージの結
びつきを強め、演劇のまち池袋を定着させるため、1989（平成元）年第1回「池袋演劇祭」が始まり、若
手劇団の登竜門的演劇祭として現在まで毎年開催されている。池袋エリアは東京における舞台芸術の拠
点として位置づけられ、2016（平成28）年秋からは「フェスティバル/トーキョー」、「池袋演劇祭」を巻き込
んだ都市型総合芸術祭「東京芸術祭」が展開されている。

「東アジア文化都市２０１９豊島」

「東アジア文化都市」とは、文化庁が東アジア圏の相互理解・連帯感促進することを目的とし、日本・中
国・韓国の３か国において文化芸術発展を目指す都市を選定し、その年で文化芸術イベントを実施してい
る。2018年日中韓文化大臣会合にて中国・西安市、韓国・仁川広域市とともに豊島区が2019年の東
アジア文化都市に正式決定され、「舞台芸術」、「マンガ・アニメ」、「祭事・芸能」の3つを柱とし、スペシャル
事業、パートナーシップ事業、フレンドシップ事業を展開した。

池袋演劇祭

東京芸術祭2021



Part.2 子どもと女性にやさしいまちづくり
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子育てしやすさを重視したまちづくり

18

■子育て世代・女性の視線で考えた豊島区の子どもと女性にやさしいまちづくり

日経DUALと日本経済新聞社による「共働き子育てしやすい街ランキング
2020」にて、豊島区は総合第2位、都内では葛飾区と同位で首位にランクイ
ン。豊島区では2014年に消滅可能性都市として指摘されたのち、子どもと女
性にやさしいまちづくりをめざし、様々な政策を実施した結果、2018（平成
30）年には40年ぶりに区人口が29万人を突破。2014年以降の年齢区分
別人口（各年1月1日）の伸び率をみると、特に０～14歳の人口増加が著
しく、0～6歳の就学前人口は2014～18年にかけて1.1倍に増えるなど、若
い子育て世代の増加が目立っている。

1. 待機児童ゼロへの取り組み

2. 誰もが安心して遊べる公園づくり

3. パブリックトイレプロジェクト

4. アートによるまちの再生活動

5. すずらんスマイルプロジェクト



待機児童ゼロへの取り組み
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■待機児童ゼロ実現から維持のフェーズへ

豊島区は2013（平成25）年度に270人いた待機児童の減少を目指し、
子どもと女性にやさしいまちづくりに注力。
その結果、2017（平成29）年度、2018（平成30）年度に続き2020
（令和2）年度も待機児童ゼロを実現し、今後は待機児童ゼロを維持する
段階に入った。

＜注力事項①保育所への対策＞
豊島区は区が自ら保育所を誘致し、６年間で約５倍に増加した。（14園→69園／約4,300人に
対応可能）ここには、区独自の調査として、入園申込状況の分析や妊娠期間届出時や乳児健診時
でのアンケート調査を行い、豊島区の保育ニーズを詳細に把握し、地域ごとの招致誘致を進めている。ま
た、待機児童が発生しやすい1歳児を受け入れしやすいよう、欠員が発生しやすい4～5歳児の部屋を
有効活用し、緊急受け入れ対応安納可能な事業者へは運営費を補助するなど、保育サービス拡大に
努めました。

＜注力事項②育児支援ヘルパー、ベビーシッター活用の推進＞
産前産後に親や家族からの支援が受けられず、母親1人で新生児をみる「ワンオペ育児」が問題になっ
ている中、豊島区では、育児支援ヘルパー制度を拡充。妊娠中から2歳まで利用可能で専門ヘルパー
が対応する。（１時間900円）また、コロナ禍において、親族の援助が手薄な家庭や、一時的に保育
を必要とする家庭への支援として、2021（令和3）年７月1日から2022（令和4）年3月31日まで、
ベビーシッター利用支援事業（一時預かり事業）を実施する。未就学のお子さんを対象に、児童1人
あたり年間144時間まで、多胎児は児童1人あたり288時間まで、1時間あたり2,500円、夜間22時
～7時までは1時間あたり3,500円を上限に、ベビーシッターの保育サービス利用料を補助する。



誰もが安心して遊べる公園づくり
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■小さな子供専用の公園も登場!誰もが安心して遊べる公園づくり

としまキッズパーク

「公園を核にしたまちづくり」を進めている豊島区では、子育て世代を意識し、小学校低学年までの子どもや
障害のある子も一緒に楽しめるインクルーシブ公園として「としまキッズパーク」を「イケ・サンパーク（としまみどり
の防災公園）」に隣接する敷地内に、2020（令和2）年9月6日付にオープンさせた。豊島区は日本一
の高密度都市のため、園庭のない公立・私立の認可保育所や幼稚園が8割近くある。「としまキッズパーク」
の開園により、小さな子どもたちが安心して遊び、学んで、そして誰もがお互いを理解し合える公園を目指す。

中小規模公園活用プロジェクト

区民一人当たりの公園面積が23区中最低という豊島区。一方で、小規模な公園や児童遊園は多数あり、
あまり利用されていないところも多い。大規模な都市型公園でなくとも、暮らしの中にある小さな公園を、魅
力的な地域コミュニティの場として活用するプロジェクトを展開している。地域の人と考え「ともに育つ公園」を
目指す本プロジェクトは、公園の実態調査や、地域とのヒアリングを踏まえ、モデル公園の選定を行い、公園
の活用方法の検討と実践を進めている。

公園利用者や地域住民との話し合いによって、公園のあちこちに掲
示されている「禁止看板」を「お約束ごと」として1カ所にまとめるととも
に、「〇〇禁止」ではなく、「〇〇できる」を伝えるデザイン看板も設
置した。

ともに育つ公園 事例 ～「○○できる」を伝えるデザイン看板の掲示～



パブリックトイレプロジェクト
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■既存の公衆トイレのイメージを打ち破る、パブリックトイレプロジェクト

2017（平成29）年からスタートした「としまパブリックトイレプロジェクト」は、
身近で安全安心に使えるトイレを目指し、公衆トイレだけでなく豊島区内の公
共施設のトイレも改修。新しく作り変えるだけではなく、トイレの内外装にアー
トを施す「アートトイレ」や、日本最大級の女性専用パブリックトイレを設置。
アートの力をもって、一般的な公衆トイレの負のイメージを一新する取り組み
を実施。

アートトイレ

豊島区内133か所の公衆トイレのうち、24箇所の公園
トイレの内外装に壁画をほどこし「アートトイレ」として生ま
れ変わっている。地域の子どもたちが手掛けたもの、区内
で活動する若手アーティストによるものなど、個性豊かな
アートトイレが誕生し、パブリックアートとして豊島区の「文
化によるまちづくり」の一端を担っている。

区民センター
（日本最大規模の女性用パブリックトイレ）

Hareza池袋内の「としま区民センター」2階、3階には、39室のトイレと38室のパウダーブース・フィッティング
ブースを設置。“日本一きれいなトイレ”を目標に各所にこだわった設計となっている。区⾧自らがショールーム
に足を運び、ユニバーサルデザインを採用。多目的トイレやおやこトイレ、また男女兼用トイレも完備するととも
に、出入口を別に設けることで集中利用時の混雑緩和策も講じている。また、「手すり」が便器の左右どちら
に設置されているかなどを1階のタッチパネル式の案内板で表示することで、体のどちら側に障害があるかによっ
て、選べるようにしている。衛生面では、㈱花王とパートナー協定を結び、定期的な清掃チェックを受けるなど、
これまでの公衆トイレの「暗い・汚い・怖い」という負のイメージを「キレイ、明るい、安全・安心」に刷新し、それ
を維持している。



アートによるまちの再生活動
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■アートにより、公共地下道「ウイロード」を一新。
女性目線を取り入れた再生プロジェクト

池袋駅の東側と西側を結ぶ地下道である「ウイロード」は、平日は３万人、休
日は４万人、年間約1000万人が利用している77メートルの公共地下道。
1925（大正14）年に建設され、1985（昭和60）年に改修されたが、そ
れから約30年以上がたち、老朽化が著しいだけでなく、地下道特有の「暗い・
汚い・怖い」というイメージを持たれていた。そこで、ウイロード改修にあたり、女
性や子どもだけでも安全・安心に通行できるよう、「アート」を用いた再生プロ
ジェクトが2018（平成30）年より開始。改装にあたっては美術作家の植田
志保氏が担当し、公開制作で天井や壁面に直接描画した。

改修前のウイロード 改修中

完成後のウイロード



すずらんスマイルプロジェクト
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豊島区では、2021（令和3）年1月より、新型コロナウイルス感染拡大によ
り顕在化した10～20代の若年女性の貧困、虐待、自殺といった社会問題に
対して、迅速に対応するべく、全庁横断型のプロジェクトチーム「すずらんスマイ
ルプロジェクト」を発足。２月には関連団体５団体との意見交換会を行った。

生理用品配布

本プロジェクトはコロナ禍という今までに例のない事態のなか、浮き
彫りになる若い女性が抱える課題にスピーディーに対応できるよう設
立された。例えば、豊島区が2021（令和3）年3月に行った「生
理用品の無料配布」も、事前に本プロジェクト意見交換会で課題
が共有されていたため、配布における中心的役割を担うことができた。
このように見えにくい貧困や社会課題についても関連団体の定期的
な意見交換会や実態調査をもってスピーディーに対応し、どんな人
でも住みやすいまちづくりをめざす。

OiTrの設置

OiTrは、商業施設・オフィス・公共施設などの個室トイレに生理用
ナプキンを常備し無料で提供するサービス。2021（令和3）年8
月より、区役所本庁舎、男女平等推進センター、としま区民セン
ターの3か所、計14の個室トイレにディスペンサー（OiTr）の設置
開始を予定している。生理に伴うさまざまな負担の軽減やジェンダー
ギャップの是正に着目し、SDGs未来都市として、子どもと女性が安
心して暮らせるまちづくりを推進していく。



Part.3 高齢者にやさしいまちづくり

24



日本一“高齢者にやさしいまち”の実現を目指して
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■誰も孤立させない、みんながいきいきと、健康で安心に暮らせるまち

人口密度日本一の豊島区は、一人暮らし高齢者も日本一の割合を記録して
いる。一人暮らしは「社会的孤立」を生みやすく、社会的孤立は不健康や消費
者被害、生活の質の低下などにつながる恐れがある一方で、一人暮らし高齢
者の割合が高いのは、生活利便度が高く、一人でも暮らしやすいまちであるこ
とを示している。一人暮らしの高齢者が住みやすいまちの実現は、「すべての人
にとってやさしいまち」につながると考え、高齢者向けの対策や施策を強化して
いる。

豊島区の最大の強みは、「文化によるまちづくり」や「セーフコミュニティ」で培っ
た、区民、民間企業、関係団体等が一体となった「オールとしま」でのサポート
で、本ネットワークの力を最大限に活用し、一人暮らしでも健康で安心して暮
らせるまちの実現を目指して、「社会的孤立ゼロ」、「100歳健康」、「一人暮ら
しでも安心」の3本柱で対策を推進している。

対策の3本柱

1. 社会的孤立ゼロ

2. 100歳健康

3. 一人暮らしでも安心



社会的孤立ゼロ
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■高齢者同士の交流と健康・栄養面をサポートし、社会的孤立を防ぐ取り組み

高齢者の社会的孤立は、健康面の問題だけでなく高齢者を狙った詐欺被害
や高齢者自身のQOLにもかかわる重要な問題である。75歳以上の一人暮ら
し高齢者世帯の割合が日本一多い豊島区では、高齢者を孤立させない取り
組みをまち全体で行っている。

おとな食堂

2019（令和元）年より、区内の東池袋フレイル対策センターにて定期的に高齢者の交流と健康維持のた
めの「おとな食堂」を開催。児童支援のために行っている「こども食堂」からヒントを得た本取り組みは、NPO
法人が中心となり毎週水曜日、夕方の時間帯に区内在住の高齢者向けに夕ご飯を提供。栄養面でのサ
ポートだけでなく、孤食を防ぎ高齢者同士の交流の場の創出も兼ねている。
新型コロナウイルス感染症の流行により会食を中止している期間には、演劇や漫談、楽器演奏などを楽しむ
コーナーと、パンのお土産を用意。集いの場をきらすことなく、おとな食堂イベントを実施している。コロナ禍の
中でも一人暮らしの高齢者の不健康や社会的孤立を防止するため、感染予防対策を講じながら取組みを
継続している。

ウィズコロナ時代の高齢者サポート

区内8か所に高齢者総合相談センターを設置し、高齢者が地域で安心して過ごせるよう、様々な取組を
行っている。
●新型コロナウイルスの影響により外出が困難な中、往復はがきによる困りごとの聞き取り、支援を実施
●自宅での熱中症予防の啓発や孤立感の解消を目的として、民生・児童委員を中心に戸別訪問
●戸別訪問に合わせ、CSW（コミュニティソーシャルワーカー）とも連携協力し、
新型コロナウイルスワクチン接種希望者への支援を実施

●ワクチンの接種会場に、かかりつけ医による個別接種・公共施設での集団接種・親しみのある
区民ひろばでの巡回接種という3層方式で接種環境を提供
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■全国初の取り組み!健康寿命を延ばす「フレイル」に注目した取り組み

フレイル対策とは、日本老年医学会が2014（平成26）年に提唱した概念
で健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低
下が見られる状態のこと。豊島区では、「100歳まで健康」を掲げ、健康寿命
の延伸を目的とし、2017（平成29）年4月に高田介護予防センター、
2019（令和元）年5月に東池袋フレイル対策センターを開設した。

高田介護予防センター・東池袋フレイル対策センター

2019（令和元）年度より、両介護予防センター、地域区民
ひろば等でフレイルチェックを実施しフレイル予防の機会創出に
取り組んでいる。コロナ禍で外出等の機会が減少した2020
（令和2）年度は、区内高齢者のフレイル率は前年比1.4
倍に急増した。コロナフレイルが進行する中、両センターでは毎
日午前・午後に、豊島区オリジナルの「としまる体操」を開催し
ており、高齢者の通いの場及び体力づくりに大きく貢献している。
また、豊島区独自の体操である「としまる体操」のDVDの作成、
YouTubeでの動画配信も行っている。両介護予防センターに
加え、来館者が気軽に筋力や血管年齢、脳年齢等を測定で
きる各種フレイル機器を22か所の区民ひろばに常設した。また、
令和元年度に開始した「まちの相談室」は、2020（令和2）
年度からは区内22か所の区民ひろばにも相談場所を拡大し、
保健師・管理栄養士・歯科衛生士・理学療法士・作業療法
士などの専門職が健康相談を開催している。その他、2021
（令和3）年度より、高齢者の耳の聴こえ（難聴）が認知
機能やQOLに及ぼす影響に着目し、聴力の低下が疑われる
高齢者を対象に聴脳力アプリを活用し簡易スクリーニングし、
医師会の耳鼻咽喉科に繋ぐなどの取組みも開始した。

100歳健康



一人暮らしでも安心
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「シニア×としまぐらし」

一人暮らし高齢者の割合が高いのは、生活利便度が高く、一人暮らしでも暮
らしやすいまちであることを示している一方、一人暮らしが抱える課題も多い。
高齢者の総合相談に関する「夜間緊急受付」及び「休日相談窓口」を開設し、
24時間365日の相談体制の構築や、福祉・暮らしなど高齢者に必要な情報
を満載した冊子「シニア×としまぐらし」を発行、70歳以上の方に全戸配布して
いる。

高齢者の福祉サービスを掲載し、毎年発行していた「高齢者のてびき」を全面リニューアルし、フレイル、認
知症、医療サポートから社会参加、防犯・防災まで幅広い情報を掲載した冊子 「シニア×としまぐらし」を
発行している。高齢者がいつまでも元気で楽しく、自立した生活を送ることを目指し、「シニア×としまぐらし」
では特に「フレイル」にフォーカスし、予防のためのプログラムや社会参加のサポートに関する紹介等を盛り込
んでいる。他に相談窓口や施設一覧、主要施設の地図、「こんなときどうする?」など、高齢者ではない方
にもお使いいただける内容も掲載している。
70歳以上の区民のご自宅に配送し、コロナ禍で人との接触が減って情報が不足しがちな高齢者の皆さん
に、積極的に情報をお届けしている。



Part.4 さらに安全・安心なまちづくり
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暮らしの安全・安心を守り、災害に強いまちづくり
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■さらに安全・安心して住める街まちを目指してー治安・災害対策などへの取り組み

豊島区では、どんな時でも区民が安全・安心に暮らせるよう災害への対策に
注力している。また、大規模な繫華街を抱えているため、そこへのパトロールに
も力を入れている。

実現戦略

1. セーフコミュニティ活動の推進

2. 繁華街安全・安心パトロール

3. 自然災害対策



セーフコミュニティ活動の推進
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■まち全体で「安全・安心」への取り組み。国際認証を都内自治体で初取得

セーフコミュニティとは、世界保健機関（WHO）が推奨する安全・安心まちづく
りの国際認証制度で、2021（令和3）年6月現在、日本全国で14の自治
体が認証、豊島区は都内で唯一認証を取得している。事故やけがを未然に防
ぐためのまちづくりをオールとしまで目指した結果、区内での緊急搬送数は、
2018（平成30）年から2019（令和元）年にかけて3.9％減少した。

対策委員会と区民ひろばの連携

豊島区のセーフコミュニティ活動は９つの重点課題に対応する「対策委員会」と、区内拠点として小学校区
単位に設置する「区民ひろば」との連携が重要になっている。「対策委員会」では、区民、行政、専門家が
集まり、データ分析に基づく現状と課題の整理、分かりやすい情報提供を行うとともに、予防に関する改善策
や学習プログラムを考案。そして「区民ひろば」では、「対策委員会」と連携し、各重点課題に関する情報、
学習プログラムや相談の機会を提供している。

インターナショナルセーフスクールの認証

インターナショナルセーフスクールとは、体のけが、心のけが及びその原因となる事故、いじめ、暴力を予防する
ことによって、安全で健やかな学校づくりを進める国際認証制度。安全・安心な学校を目指して、子ども、教
職員、保護者、地域が一体となり、インターナショナルセーフスクール活動に取り組む。2019（令和元）年
度までに区立小・中学校8校が国際認証を取得しており、2021（令和3）年度は小学校１校・中学校1
校が新規認証取得を目指している。



繁華街安全・安心パトロール
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大規模な繫華街を抱えている豊島区では、繁華街へのパトロールを強化する
ことで、犯罪予備軍になりそうな行為を未然に防ぐことに注力している。そのよ
うな活動の結果、2013（平成25）年以降、区内の犯罪発生件数は減少
傾向にある。

犯罪発生件数の減少に資する区の施策

1. 青色防犯灯付パトロール車による犯罪発生状況を把握・分析した巡回パトロールの実施

2. 繁華街警備員による客引き対策とあわせた各種街頭犯罪の防止の注意喚起。

3. 環境浄化パトロールによる、行政と区民が一体となった各種街頭犯罪防止の機運醸成。

4. 町会、商店会が主体となった街頭防犯カメラの設置促進。

繁華街における悪質客引き・スカウト行為者対策の実施

客引き取締りの様子 繁華街安全・安心パトロール



豊島区では、2020（令和2）年11月より23区内で初の取り組みであるMAP型混雑探知システム
「VACAN（バカン）」をスタートさせた。これは、災害発生時における避難所の混雑情報を配信するサービ
スで、区内の救援センター（避難所）は計35か所（池袋第一小学校が建て替えのため現在34か所）の
リアルタイムでの空き情報が配信プラットフォーム「VACAN」を通じて、インターネット上で確認できる。コロナ禍
で、ソーシャルディスタンスを保つために分散避難が求められる今、リアルタイムで空き情報を発信することで、
避難者に対して安全な避難を呼びかけることができる。

自然災害対策
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■台風、ゲリラ豪雨、震災など自然災害への取り組み

近年、地球環境の変化から都市部でも台風・ゲリラ豪雨などの被害に直面して
いる。豊島区内には、巨大な繁華街があり、人口密度や駅利用率についても日
本屈指の高さを誇り、様々な人々が日々豊島区を訪れている。そのため、年齢・
国籍を問わず対応可能なインフラの整備が急務となり、公園の活用や避難所混
雑情報の配信などで、災害に強いまちづくりのインフラを整備している。

としまみどりの防災公園の活用

としまみどりの防災公園（IKE・SUNPARK）は、区内最大の17,000㎡の面積を持ち、「防災公園」とし
ての機能も持ち合わせている。災害時に備えた備蓄倉庫には、各種資器材を備えた防災倉庫、災害時で
も使用可能な非常用トイレ15基を整備。また、消火用水確保のための深井戸、断水時に備えて応急給
水栓などが整備されている。そして園内には区内の公共施設としてはここにしかないヘリポートも設置され、発
災直後は豊島区全体の防災活動を行うヘリポート・物資集積拠点として機能する。

避難所混雑情報配信VACAN（バカン）

深井戸

応急給水槽

としまみどりの防災公園 （IKE・SUNPARK)

ヘリポート

防災倉庫

災害時トイレ


