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■付属資料 - １：

「第５章　文化施策の展開」の各目標別事業一覧（22 年度現在）

（No. は「豊島区未来戦略推進プラン 2010」の事業番号に対応）

目標１. 質の高い文化芸術創造環境の整備

№ 事業名 内容 主管課

264 ○「池袋演劇祭」助成
地元演劇祭の開催にあたり、豊島区舞
台芸術振興会に対し助成する。

文化デザイン課

  ― ○赤い鳥児童文学賞実施助成
本区発祥の児童文学雑誌「赤い鳥」を
記念した文学賞の贈呈式実施運営事業
に対する補助を行う。

文化デザイン課

263
○ ｢ フェスティバル / トーキョー」開催助
成

国際的な舞台芸術フェスティバルＦ /
Ｔの開催を助成する。

文化デザイン課

  ― ○美術作品等展示・管理
美術作品の収集・管理、区施設への借
り上げ展示及び庁舎ロビー美術展を実
施する。

文化デザイン課

  ― ○池袋西口公園野外ステージ活用事業
商店街連合会との共催により、野外ス
テージでライブコンサートを実施す
る。

文化デザイン課

267 ○文化芸術創造支援事業

閉校施設を活用し、演劇等稽古場利用
貸出し、舞台芸術作品制作、子ども向
けワークショップ、地域交流事業等の
展開に供する。

文化デザイン課

254 ○エチカ池袋ギャラリー活用事業
東京メトロより無償貸与されたスペー
スをギャラリーとして活用する。

文化デザイン課

259 ○舞台芸術交流センター管理運営
演劇を中心に、公演、ワークショップ、
展示を行う区立舞台芸術交流センター

（あうるすぽっと）を運営する。

文化デザイン課
 (財)としま未来文化財団

272 ○区民参加によるアートステージ助成

東京音楽大学の協力により、幅広い層
の区民が参加する本格的なオペラ「ア
ートステージ」事業を財団法人としま
未来文化財団が実施することに対し助
成する。

文化デザイン課
（財）としま未来文化財団

274
○「としま区民芸術祭」開催助成

（区民参加による演奏会、管弦楽団・吹奏
楽団演奏会、総合美術展、区民文化祭）

区内在住の優れた芸術家や一般区民が
参加する「としま区民芸術祭」を、財
団法人としま未来文化財団が実施する
ことに対し助成する。

  文化デザイン課
（財）としま未来文化財団

  ―
○「心をつなぐ 夢 そして未来へ」コンサ
ート

財団法人としま未来文化財団が、財団
創立 25 周年を記念したコンサートを
実施する。

( 財 ) としま未来文化財団

  ― ○フレッシュ名曲コンサート

財団法人としま未来文化財団が、毎年、
クラシック音楽界の実力指揮者と若手
演奏家による「フレッシュ名曲コンサ
ート」を実施する。

( 財 ) としま未来文化財団
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目標２.　地域文化・伝統文化の継承と発展   

    

№ 事業名 内容 主管課

262 ○伝統工芸振興 伝統工芸品産業の育成発展を図る。 生活産業課

255
○（仮称）西部地域複合施設文化拠点準備
事業

（仮称）西部地域複合施設における
文化拠点の整備に向け、そのあり
方の検討及び調整を行う。

文化デザイン課

248 ○地域ブランド創出支援 [ 目白地区 ]

「目白バ・ロック音楽祭」など文化
産業による地域ブランド創出を目
指すプロデューサーの育成講座を
実施する。

文化デザイン課

249 ○小熊秀雄作品の収集 ･ 調査
｢ 池袋モンパルナス ｣ の名付け親で
ある詩人小熊秀雄の絵画作品等を
収集・調査・展示する。

文化デザイン課

266 ○熊谷守一美術館管理運営
千早に長く住んだ画家熊谷守一の
作品を中心に展示する区立美術館
を運営する。

文化デザイン課

252 ○アトリエ村資料室
アトリエ村資料室（西部区民事務
所 3 階）でアトリエ村・モンパル
ナスの調査研究と展示等を行う。

文化デザイン課

253 ○にしすがも創造舎舞台芸術アーカイブ

にしすがも創造舎舞台芸術アーカ
イブ（旧朝日中学校 2 階）で舞台
芸術に関する図書や資料の保管・
公開を行う。

文化デザイン課

274
○「としま区民芸術祭」開催助成

（としま能の会 ､ 民俗芸能 in としま）

「としま区民芸術祭」として「とし
ま能の会」「民俗芸能 in としま」を、
財団法人としま未来文化財団が実
施することに対し助成する。

     文化デザイン課
　  （財）としま未来文化財団

265 ○舞踊鑑賞講座助成（目白三人の会）

目白に拠点を置く国際的舞踊家三
人が開催する「目白三人の会」を、
財団法人としま未来文化財団が実
施することに対し助成する。

文化デザイン課
      （財）としま未来文化財団

248 ○地域ブランド創出支援 [ 駒込地区 ]
地域ブランド創出プロジェクトを
展開する同地区の団体に対し助成
する。

文化観光課

256
○トキワ荘・並木ハウス関連事業 [ 第２ス
テージ ]

区が「並木ハウスアネックス」の
一部を借上げ、情報提供機能など
を備えた情報ステーションを設置・
運営する。また、「トキワ荘」にゆ
かりのある施設・跡地を表記した
案内板を設置するとともに、マン
ガマップ等の作成を支援して、街
の魅力をアピールする。

文化観光課

260 ○郷土資料館事業運営
豊島区に関する郷土資料の収集 ･
保存 ･ 管理 ･ 展示事業及び歴史 ･
地域講座等を開催する。

学習・ｽﾎﾟｰﾂ課

  ― ○郷土資料館区民利用の情報基盤整備
収蔵資料のデータベース化を図り、
検索システムを構築する。

学習・ｽﾎﾟｰﾂ課

  ― ○企画事業関係（地域研究ゼミナール）
地域文化の専門家による区民向け
ゼミナールを実施する。 図書館課

  ―
○連合行事・音楽鑑賞教室等（小学校邦楽
鑑賞教室）

区内文化団体の協力による区立小
学校対象の邦楽鑑賞教室を開催す
る。

           教育指導課
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  ― ○としま寄席
財団法人としま未来文化財団が、

「としま寄席」を実施する。
(財)としま未来文化財団

  ― ○南大塚ホール落語会
財団法人としま未来文化財団が、
南大塚ホールにおいて落語会を実
施する。

(財)としま未来文化財団

  ― ○雑司が谷楽

財団法人としま未来文化財団が、
地域講師を招き、雑司が谷の歴史
や文化・名所等を学ぶ「雑司が谷楽」
を実施する。

(財)としま未来文化財団

  ― ○普段着能＆狂言セミナー開催
財団法人としま未来文化財団が、
豊島区民芸術祭の「としま能の会」
を開催することに伴い実施する。

 (財)としま未来文化財団
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目標３.　文化を支え、発展させる人材の育成

№ 事業名 内容 主管課

273 ○としま文化フォーラム助成
文化の担い手育成を目的とした講演会
の開催に対し助成する。

文化デザイン課

251 ○アートキャンパス事業
舞台芸術学院等、区内の専門学校と連
携し、講座やワークショップ等を実施
する。

文化デザイン課

269 ○子どものための文化体験プログラム
保育園へのアーティスト派遣型ワーク
ショップを実施する。また、子ども向
けの演劇の制作・上演等を行う。

文化デザイン課

270 ○文化ボランティアの育成事業
読み聞かせボランティア等の人材
育成を目的とした講座を実施する。

文化デザイン課

229
○新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美
術館事業

池袋モンパルナスの精神を踏まえ、
街を回遊しながら文化を体験する
事業を実施する。ＮＰＯ法人、大学、
百貨店、区の主催による。

文化デザイン課

255
○（仮称）西部地域複合施設文化拠点準備
事業（再掲）

（仮称）西部地域複合施設における
文化拠点の整備に向け、そのあり
方の検討及び調整を行う。

文化デザイン課

271 ○ジュニア・アーツ・アカデミー助成

東京音楽大学協力により、区内小
学生が音楽や演劇等を学ぶ「ジュ
ニア・アーツ・アカデミー」を財
団法人としま未来文化財団が実施
することに対し助成する。

文化デザイン課
  (財)としま未来文化財団

278
○旧大明小学校跡地・生涯学習センター等
整備事業

区民の主体的な学習活動を支援・
コーディネートする拠点として

「（仮称）生涯学習センター」を整
備する。

学習・ｽﾎﾟｰﾂ課

277
○大学との協働による「としまコミュニテ
ィ大学」

区内大学との協働により、地域の課題
を考える講座を実施し、地域の潜在的
な人材を「まちづくりリーダー」とし
て育成する。

学習・ｽﾎﾟｰﾂ課

279 ○地域文化創造館管理運営

区民の文化活動・学習活動の身近
な拠点として、区内 5 か所に設置
し、各種講座の開催、グループ活
動への支援を行う。

学習・ｽﾎﾟｰﾂ課
   (財)としま未来文化財団

260 ○郷土資料館事業運営（再掲）
豊島区に関する郷土資料の収集 ･
保存 ･ 管理 ･ 展示事業及び歴史 ･
地域講座等を開催する。

学習・ｽﾎﾟｰﾂ課

114 ○部活動維持
区立中学校吹奏楽部員がプロの楽
団の演奏者から指導を受ける。

教育総務課

113 ○「次世代文化の担い手」育成事業
ＮＰＯ法人が区立小中学校、幼稚
園に芸術家を派遣し、ワークショ
ップ型の授業を行う。

教育指導課

  ―
○連合行事・音楽鑑賞教室等（小学校邦楽
鑑賞教室）（再掲）

区内文化団体の協力による区立小
学生対象の邦楽鑑賞教室を開催す
る。

教育指導課

  ― ○キッズ・シアター・アカデミー

財団法人としま未来文化財団が、
区内小・中学生を対象に演劇プロ
デューサー指導によるワークショ
ップを実施する。

    (財)としま未来文化財団

  ― ○華麗なる彩り～こどもワークショップ～

財団法人としま未来文化財団が、
区内文化団体の協力により、子ど
もたちに日本舞踊を伝承するワー
クショップを実施する。

    (財)としま未来文化財団

  ― ○駒込少年少女合唱団

財団法人としま未来文化財団が、
地域講師の指導により子どもたち
の合唱団設立に向けた教室を開催
する。

(財)としま未来文化財団
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目標４.　まちづくり等との連携による文化政策の推進

№ 事業名 内容 主管課

257 ○地域ビジョンの推進
地域それぞれの歴史や文化を活か
しつつ、総合的なまちづくりを展
開する。

区長室

238 ○商店街施設整備事業支援
アーチや装飾街路灯設置等、安全で魅
力ある商店街づくりを目的に、商店街
が行う施設整備事業を支援する。

生活産業課

268
○（仮称）池袋アートステーション構想策
定事業

文化芸術を担う区民をはじめ、さまざ
まな人々が集い、文化イベントを企画
開催する「（仮称）池袋アートステー
ション」の具体化を検討する。

文化デザイン課

  ― ○庁舎ロビーコンサート実施
東京音楽大学の学生の協力により、気
軽に音楽を楽しめる機会を提供する。

文化デザイン課

255
○（仮称）西部地域複合施設文化拠点準備
事業（再掲）

（仮称）西部地域複合施設における文
化拠点の整備に向け、そのあり方の検
討及び調整を行う。

文化デザイン課

248
○地域ブランド創出支援 [ 目白地区 ]
 （再掲）

「目白バ・ロック音楽祭」など文化産業
による地域ブランド創出を目指すプロ
デューサーの育成講座を実施する。

文化デザイン課

  ―
○池袋西口公園野外ステージ活用事業

（再掲）

商店街連合会との共催により、野
外ステージでライブコンサートを
実施する。

文化デザイン課

267 ○文化芸術創造支援事業（再掲）

閉校施設を活用し、演劇等稽古場
利用貸出し、舞台芸術作品制作、
子ども向けワークショップ、地域
交流事業等の展開に供する。

文化デザイン課

249 ○小熊秀雄作品の収集 ･ 調査（再掲）
｢ 池袋モンパルナス ｣ の名付け親で
ある詩人小熊秀雄の絵画作品等を
収集・調査・展示する。

文化デザイン課

229
○新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美
術館事業（再掲）

池袋モンパルナスの精神を踏まえ、
街を回遊しながら文化を体験する
事業を実施する。ＮＰＯ法人、大学、
百貨店、区の主催による。

文化デザイン課

254 ○エチカ池袋ギャラリー活用事業（再掲）
東京メトロより無償貸与されたス
ペースをギャラリーとして活用す
る。

文化デザイン課

252 ○アトリエ村資料室（再掲）
アトリエ村資料室（西部区民事務
所 3 階）でアトリエ村・モンパル
ナスの調査研究と展示等を行う。

文化デザイン課

253
○にしすがも創造舎舞台芸術アーカイブ  

（再掲） 

にしすがも創造舎舞台芸術アーカイブ
（旧朝日中学校2階）で舞台芸術に関
する図書や資料の保管・公開を行う。

文化デザイン課

266 ○熊谷守一美術館管理運営（再掲）
千早に長く住んだ画家熊谷守一の
作品を中心に展示する区立美術館
を運営する。

文化デザイン課

259
○舞台芸術交流センター管理運営  

（再掲）

演劇を中心に、公演、ワークショ
ップ、展示を行う区立舞台芸術交
流センター（あうるすぽっと）を
運営する。

文化デザイン課 

( 財 ) としま未来文化財団

  ― ○姉妹都市との文化交流
姉妹都市協定を結んでいる秩父市
と、隔年で相互の文化祭に参加す
る。

文化観光課

248
○地域ブランド創出支援 [ 駒込地区 ]

（再掲）

地域ブランド創出プロジェクトを
展開する同地区の団体に対し助成
する。

文化観光課
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256
○トキワ荘・並木ハウス関連事業 [ 第２ス
テージ ] （再掲）

区が「並木ハウスアネックス」の
一部を借上げ、情報提供機能など
を備えた情報ステーションを設置・
運営する。また、「トキワ荘」にゆ
かりのある施設・跡地を表記した
案内板を設置するとともに、マン
ガマップ等の作成を支援して、街
の魅力をアピールする。

文化観光課

  ―
○企画事業関係（地域研究ゼミナール）

（再掲）
地域文化の専門家による区民向け
ゼミナールを実施する。

図書館課

154 ○身近な環境配慮行動支援
ヒートアイランド対策として緑の
カーテン及び打ち水の普及事業を
実施する。

環境政策課

  ― ○アメニティ推進

アメニティ条例に基づき、一定規
模以上の建築物に区への届出を義
務付け、周辺環境との調和等の観
点から助言 ･ 指導を行う。

都市計画課

172 ○池袋副都心整備ガイドプラン推進

「池袋副都心グランドビジョン」実現の
戦略となるガイドプランを策定し、ビ
ジョンを具体化するための取り組みを
推進する。

都市計画課

  ― ○豊島・美しい街並みづくり大賞
美しい街並みの維持 ･ 形成、緑化
に貢献する建築物等の所有者等を
表彰する等。

都市計画課

  ― ○街づくり活動支援補助

地域らしさを考慮した文化芸術都
市にふさわしい「まちおこしシン
ポジウム」等まちの魅力育て事業
を財団法人としま未来文化財団が
実施することに対し助成する。

都市計画課
( 財）としま未来文化財団

  ― ○まちづくりバンク事業補助

地域コミュニティづくりや文化芸
術などの区民の自主的なまちづく
り活動を支援する「まちづくりバ
ンク」事業を財団法人としま未来
文化財団が実施することに対し助
成する。

都市計画課
( 財 ) としま未来文化財団

178 ○池袋西口駅前広場改修
池袋駅西口駅前において、歩行空
間の拡大、公共交通機関等の再編
及び景観の整備を進める。

道路整備課

197 ○目白駅周辺の区道整備
目白地域のブランドイメージの向
上を図るため、「F.L. ライトの小路」

「学習院椿の坂」の整備を行う。
道路整備課

  ― ○みみずく資料館の運営
南池袋小学校において“みみずく”
に関する資料を展示、公開する資
料館を運営する。

教育総務課

  ― ○姉妹・友好都市との文化交流事業
財団法人としま未来文化財団が、
多種多様な形で各友好都市等との
文化交流事業を実施する。

( 財 ) としま未来文化財団
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目標５.　福祉と教育における文化活動の展開

№ 事業名 内容 主管課

 42 ○障害者文化活動推進
区内在住の障害者の制作する美術作品
の作品展を開催する。作品の積極的な
活用を進める。

障害者福祉課

  2 ○「ふくし健康まつり」等
区民と障害者等との相互交流を促
進し、福祉や健康についての理解
を深める。

障害者福祉課

  ― ○芸劇みらいシート
東京芸術劇場の教育プログラム事
業により、区立中学生が音楽を鑑
賞し、鑑賞マナーを学ぶ。

教育総務課

114 ○部活動維持（再掲）
区立中学校吹奏楽部員がプロの楽
団の演奏者から指導を受ける。

教育総務課

113 ○「次世代文化の担い手」育成事業（再掲）
ＮＰＯ法人が区立小中学校、幼稚
園に芸術家を派遣し、ワークショ
ップ型の授業を行う。

教育指導課

  ―
○連合行事・音楽鑑賞教室等（小学校邦楽
　鑑賞教室）（再掲）

区内文化団体の協力による区立小
学生対象の邦楽鑑賞教室を開催す
る。

教育指導課

目標６　文化資源を活かした地域産業の活性化

№ 事業名 内容 主管課

232
235

○経営環境整備事業
（創業起業推進事業・中小企業支援事業）

区内事業者へ専門家の派遣や産業
見本市への出展経費を補助すると
ともに、創業起業のための講座を
開催する。

生活産業課

237 ○空き店舗対策事業支援

子育て支援や地域コミュニティ支
援事業等、商店街の空き店舗を活
用して商店街等が行う、空き店舗
対策事業を支援する。

生活産業課

262 ○伝統工芸振興（再掲） 伝統工芸品産業の育成発展を図る。 生活産業課

230 ○観光イベント支援
観光事業を行う団体及び地域の振
興を図る区内イベントを支援し、
観光文化活動を推進する。

文化観光課

  ― ○友好都市観光物産展

友好都市を招聘し、観光物産展を
区内イベントと同時開催し、友好
都市の PR と地域経済の活性化に
寄与する。

文化観光課

  ― ○まちづくりバンク事業補助 ( 再掲 )

地域コミュニティづくりや文化芸術な
どの区民の自主的なまちづくり活動を
支援する「まちづくりバンク」事業を
財団法人としま未来文化財団が実施す
ることに対し助成する。

都市計画課
(財)としま未来文化財団

  ―
○池袋なつかしの駄菓子市＆わいわい
フェスタ

財団法人としま未来文化財団が、区の
友好都市山形県遊佐町の物産販売、地
域の子どもたち向けイベントなどジョ
イント企画を開催する。

(財)としま未来文化財団
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■付属資料 - ２：

１.　豊島区文化政策推進プラン策定委員会

（１）設置要綱

豊島区文化政策推進プラン策定委員会設置要綱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成 20 年 6 月 10 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文化商工部長決定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 改正　平成 21 年 4 月 1 日

（設置）

第１条　「豊島区の文化政策に関する提言」( 平成 16 年 1 月 )、「文化創造都市宣言」( 平成 17 年 9 月 ) 及

び「文化芸術振興条例」( 平成 18 年 4 月 ) を踏まえ、文化芸術による区政運営を総合的かつ計画

的に推進することを目的とする「文化政策推進プラン」( 以下「プラン」という。) を策定するため、

文化政策推進プラン策定委員会 ( 以下「委員会」という。) を設置する。

（所掌事項）

第２条　委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

　　(1)　プランの策定に関すること。

　　(2)　その他、文化政策の推進に関すること。

（構成）

第３条　委員会は、顧問、委員長、委員、幹事をもって構成する。

　　２　顧問、委員は、区長が委嘱する。

　　３　委員長の選任は、委員の互選による。

　　４　幹事は、区の職員の中から区長が命ずる。

　　５　構成員の任期は、プラン検討報告の日までとする。

（委員長）

第４条　委員長は、委員会を代表し、会議を主宰する。

　　２　委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

（招集）

第５条　委員会は、区長が招集する。

（会議）

第６条　委員長が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

　　２　会議は原則として公開とし、議事要録を作成する。

（専門部会）

第７条　委員会に、細部にわたる検討を行うための専門部会 ( 以下「部会」という。) を置く。

　　２　部会員は、構成員の中から、区長が指名する。

　　３　部会は、部会長を互選し、所掌の検討作業を行い、委員会へ報告する。

（事務局）

第８条　委員会の庶務は、文化商工部文化デザイン課において処理する。
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（その他）

第９条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は文化商工部長が決定する。

附則　この要綱は、平成 20 年 6 月 10 日から施行する。

附則　この要綱は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。

（２）委員名簿

区　分 現　職 氏　名
摘　要

( 専門部会 )

顧問 ( 株 ) 資生堂名誉会長、( 社 ) 企業メセナ協議会会長 福原義春

委員長 女子美術大学美術学部教授、アートディレクター 北川フラム 部会員

委員 特定非営利活動法人アートネットワーク・ジャパン会長 市村作知雄

委員
三菱 UFJ リサーチ・コンサルティング㈱文化政策

センター長
太下義之 部会員

委員 ( 株 ) アネトス地域計画代表取締役 上門周二 部会員

委員 ジュンク堂書店代表取締役 工藤恭孝

委員 東京音楽大学大学院教授、東京音大付属図書館長 坂崎則子

委員 跡見学園女子大学マネジメント学部教授 曽田修司 部会員

委員 東京芸術劇場副館長 高萩　宏 部会員

委員 ( 株 )UG 都市建築執行役員部長 竹内光博 部会長

委員 音楽スタジオ経営 西島由紀子

委員 狂言師 ( 和泉流 ) 野村万蔵

委員 尚美学園大学芸術情報学部准教授 林　容子 部会員

委員 梟の樹を創る会　プランプロデューサー・実行委員長 星川葭夫

委員 ( 財 ) としま未来文化財団常務理事 望月治男

委員 立教大学文学部教授 渡辺信二

委員 東京商工会議所豊島支部青年部 渡邊裕之

幹事
文化商工部長           (20 年度 )

        (21 年度 )

河原勝広

東澤　昭
部会員

幹事
図書館担当部長　     (20 年度 )

　　　　　　　        (21 年度 )

桐生建樹

加藤芳成

幹事 特命参事 ( 文化政策担当調整 )(20 年度 ) 大沼映雄

幹事
企画課長                 (20 年度 )

               (21 年度 )

齊藤雅人

小澤弘一

幹事 生活産業課長 高橋葉夏

幹事 文化デザイン課長 上野仁志 部会員

幹事 文化観光課長 栗原　章 部会員

幹事
学習・スポーツ課長  (20 年度 )

                             (21 年度 )

石井雄三

矢作豊子
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2．豊島区文化政策推進委員会

　

　委員名簿

区分 現職 氏名

委員長 副区長 水島　正彦

委員 政策経営部長 横田　勇

委員 総務部長 小野　温代

委員 施設管理部長 上村　彰雄

委員 区民部長 齋藤　賢司

委員 文化商工部長 東澤　昭

委員 図書館担当部長 加藤　芳成

委員 清掃環境部長 永田　謙介

委員 保健福祉部長 大門　一幸

委員 健康担当部長 若林　弘司

委員 子ども家庭部長 吉川　彰宏

委員 都市整備部長 増田　良勝

委員 土木部長 亀山　勝敏

委員 教育総務部長 佐藤　正俊

委員 政策経営部企画課長 小澤　弘一

委員 政策経営部財政課長 吉末　昌弘

委員 政策経営部広報課長 金子　智雄

委員 政策経営部副参事（政策調整担当） 齊藤　雅人

委員 施設管理部財産運用課長 坪内　榮一

委員 区民部区民活動推進課長 齊藤　忠晴

委員 区民部地域区民ひろば課長 藤田　力

委員 文化商工部生活産業課長 高橋　葉夏

委員 文化商工部文化デザイン課長 上野　仁志

委員 文化商工部文化観光課長 栗原　章

委員 文化商工部学習・スポーツ課長 矢作　豊子

委員 保健福祉部管理調整課長 岡安　喜久夫

委員 保健福祉部高齢者福祉課長 佐野　功

委員 保健福祉部障害者福祉課長 溝口　和彦

委員 子ども家庭部子ども課長 川地　雅文

委員 都市整備部都市計画課長 鮎川　傑

委員 土木部道路管理課長 石井　雄三

委員 土木部公園緑地課長 石井　昇

委員 教育委員会事務局・教育総務部教育総務課長 山根　斎

委員
財団法人としま未来文化財団　部長（局務担当）

みらい文化課長事務取扱
荻原　美智子
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３．審議経過

開催日 主な検討事項

第１回委員会 平成 20 年   7 月   7 日

１．委嘱状伝達、委員長の指名

２．委員会の運営について

３．区の文化政策の現状について

第１回専門部会 平成 20 年   7 月 28 日
１．部会長の選出、専門部会の進め方について

２．プランの構成について

第２回専門部会 平成 20 年   8 月 19 日
１．文化関連プロジェクトについて

２．文化政策の方向性について

第３回専門部会 平成 20 年   9 月 19 日
１．プラン ( 案 ) について

２．第２回委員会への報告について

第２回委員会 平成 20 年   9 月 29 日
１．現状と課題及び都市像について

２．取組むべき施策について

第４回専門部会 平成 20 年 10 月 20 日
１．施策の展開、シンボル的なプロジェクトに

　　ついて①

第５回専門部会 平成 20 年 11 月 10 日
１．施策の展開、シンボル的なプロジェクトに

　　ついて②

第６回専門部会 平成 20 年 12 月   1 日

１．施策の展開、シンボル的なプロジェクトに

　　ついて③

２．第３回委員会への報告について

第３回委員会 平成 20 年 12 月 15 日 １．プラン ( 案 ) の検討について

第７回専門部会 平成 21 年   1 月 19 日 １．シンボル的なプロジェクトの整理について

第４回委員会 平成 21 年   2 月 16 日
１．プラン ( 案 ) 全体の整理について ( 区長との意 

      見交換 )

文化団体懇談会 平成 21 年   3 月 25 日 １．文化全体についての意見交換

第１回文化政策

推進委員会
平成 21 年   5 月 14 日 １．プラン検討報告 ( 案 ) について

第８回専門部会 平成 21 年   7 月 22 日
１．プラン ( 案 ) について

２．プラン構成について

第２回文化政策

推進委員会
平成 21 年   8 月 20 日 １．プラン検討報告 ( 案 ) について

第９回専門部会 平成 21 年   8 月 25 日
１．プラン ( 案 ) について

２．プラン構成について

第 10 回専門部会 平成 21 年 10 月   5 日 １．プラン ( 案 ) について

第３回文化政策

推進委員会
平成 21 年 10 月 20 日 １．プラン検討報告 ( 案 ) について

第５回委員会 平成 21 年 10 月 26 日 １．プラン検討報告 ( 案 ) について

第４回文化政策

推進委員会
平成 22 年   2 月   4 日 １．プラン ( 案 ) について
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