高
2015 年に官民連携で建てられた、
豊島区庁舎「としまエコミューゼタウ
ン」内部の吹き抜けの前で。

野

巻頭
インタビュー

之
豊島区長

夫

株式会社豊島区で、
稼げる自治体に

聞き手 ● 柏木正博 本誌編集・発行人

渡邊直樹 本誌編集長

構成・文● 丸山貴未子

撮影● 藤牧徹也

6年前、
東京都23区の中で唯一、
「消滅可能性都市」
と
宣告された豊島区は「ピンチをチャンスに」
と、
高野区長の強力なリーダーシップのもと、2020年を目標に
次々とプロジェクトを達成してきた。
その躍進の背景には何があるのか？

Yukio Takano
1937年東京都豊島区生まれ。
60年立教大学経済学部卒業。
83年5月～89年6月豊島区議会議員。
89年7月～99年3月東京都議会議員。
99年4月豊島区長に就任。2019年に6選を果たす。
公益財団法人としま未来文化財団理事長。

※インタビューは11月6日に実施しました。
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4

援にしても、就任以来大切にしている

最高の税収入となりました。子育て支

よ。おかげさまで、２０１９年は過去

者は約２万１０００人も増えたんです

合商業施設「Ｈａｒｅｚａ 池袋」の開

「東アジア文化都市」選定を機に、複

これが非常に効きましたね。

マンガの原点であるトキワ荘がある。

メの原点はマンガであり、豊島区には

こがクラシックの劇場になるなんて考

かつての西口公園をご存じの方はあそ

数々のコンサートが行われています。

揮者の西本智実さんをお迎えするなど

どが演奏されました。その後も女性指

５年間で約２万人の増加
税収が過去最高を記録
ってから５年が経ちます。今日はその
文化戦略にしても、財政の基盤がなけ
えられないとおっしゃいますが（笑）
。

—

前回の豊島区特集でお話をうかが

後の豊島区についていろいろうかがえ
設や公園の整備など のまちづくりプ

数年前、東京オリンピックをきっかけ
れましたね。

公園はＳＤＧｓ のモデル事業にも選ば

西口公園を含む池袋周辺の４つの

に東京のまちが大変貌したように、今
高野

ロジェクトもスタートしました。五十

は「東アジア文化都市」に選定されま
回のオリンピックというチャンスを活

―

れば思い切った予算編成ができません
から。

ればと思います。
高野 前回はちょうど、新庁舎ができ

走りながら考え続けていることに変わ
した。これは中国、韓国、日本からそ
かして豊島区を大きく変えよう、そこ

文化戦略という意味では、 年に

りはありませんが、あの頃からまちは
れぞれ一自治体が参加し、文化交流を

日に内閣府から

目に見えて変わっていきました。
「消
行うという催しですね。

くぐり抜けて、運良く豊島区で開催す
ましたが、目標はほとんど達成してい

残念ながらオリンピックは延期になり

う目標を持って取り組んできました。

までにプロジェクトを仕上げようとい

は初めてのことです。

た。ダブルの選定は東京都の自治体で

モデル事業」にダブルで選定されまし

「ＳＤＧｓ 未来都市」「自治体ＳＤＧｓ

年の開催は厳しい選考過程を

ることができました。これまでの開催
ます。

んだ成果だと思っています。
待機児童をゼロにするため、保育園
地は、最初が横浜市、次に新潟市、そ

周知されたためか、この 年ほどで人
口が約１万８０００人増え、納税義務

「ＳＤＧｓ未来都市」
指定都市や古都ばかりで、どうなるこ
「自治体ＳＤＧｓモデル事業」に

とかと思いましたけれど。

を実現するのがＳＤＧｓ の目標で、豊
島区は「公園を核にしたまちづくり」
を切り口に申請しました。経済、社会、
環境の３側面をつなぎ、循環させて相

人口１２００万人、韓国の仁川広域市

はずいぶん印象が変わりました。

立派な野外劇場ができて、池袋の西口

ていますが、グローバルリングという

の公園を循環する、真っ赤な「イケバ

園」「としまみどりの防災公園」の４つ

袋西口公園 」「 南池袋公園 」「 中池袋公

念でもありますから、今、話に出た「池

乗効果を生み出すことがＳＤＧｓ の理

は３００万人に対して、豊島区は人口

高野 最高の音響と最高の照明がそろ
ス」も作りました。

まちづくりプロジェクトにも入っ

く、文化に国境はないし、大きさも関
った、超一流の野外劇場ができあがり

―

係ない。文化は未来を作り、平和を作
ました。それにふさわしいプログラム

バスで、それを見ると１日ラッキーと

今回にしても中国の代表が西安市で

り出すんだということを両市に申し上
をということで、幕開けはコバケンの
言われているとか。

万人ですから。ですが、強がりでな

げて対等に渡り合ってきました。
愛称で知られる小林研一郎さんの指揮

高野 「幸せの黄色いバス」と私は呼

りなければやってい

園すべてを歩いて周るのはなかなか大

観てもらう観光が目的です。４つの公

出ないんですよ。一つは池袋のまちを

「東アジア文化都市」

が多い下地があり、

に次いで外国人の方

島区は 区内で新宿

し上げているように、

全部で 台あるうち１台は黄色い

その中心はアニメなんです。アニメ
で歌劇「アイーダ」より凱旋行進曲な

んでいます。このバスは未来形で、電
けない。その点、豊

変ですから、バスで周っていただく。
に選ばれたことで弾

「 国 際 文 化 都 市 」を

社会面で高い評価を得たようです。も
文化は心を豊かにし、

新宿を上回る感染者が出て、マスコミ

―

は今世界中で愛されていますが、アニ

気自動車で冷暖房なし。時速 ㎞しか

今はまだ赤字の赤バス（笑）ですが、
みをつけ、さらに外

今回は公園という枠組みを中心とし
つくり上げていこう

国の方が訪れやすい

たシンプルな提案でしたが、回遊性の
と考えました。

うになればうれしいですね。

あるまち全体が、持続可能な開発とい

ともと「消滅可能性都市」から「持続
まちににぎわいを創

また、私が常に申

発展都市」へというのが我々の目標で
出し、平和と未来を

うＳＤＧｓ の目標にも合致した。特に

あり、ピンチをチャンスと捉え、まち

つくり出します。ＳＤＧｓ を通して、

ている中、これは徹底して対処しなけ

豊島区のクラスターへの対応を注目し
対策を実施していますか。

ればと考え、感染者がいるいないに関

コロナ禍に対しては、どのような

高野 豊島区方式で独自の対策をとり、

わらずホストクラブの全店でＰＣＲ検

の実現を目指すというのが、区の基本

特別な財政出動もしました。国と東京

査を実施。ホストクラブが約２４０軒

戦略です。

うもＳＤＧｓ の理念に逆行するような

都もかなり手厚いコロナ対策を実施し

ある新宿に比べ、池袋には９軒しかな

昨今の国際情勢を見ていると、ど

ところがあります。国連が旗を振るよ

ていますが、豊島区はその網の目から

いので、可能なことでもありました。

があるように思います。

―

り、むしろ豊島区のように行政の基礎

漏れるような細かい部分に集中してお

そこからさらに「国際アート・カ

ルチャー都市」を目指されている。

自治体が「我がまちではこういうこと

方です。日本の人口が減っていく中、

高野 ありがとうございます。

―

高野 豊島区は多様性のあるまちで、

これからはやはり外国人の方の力を借

ホストクラブにクラスターが発生し、

一度いわゆる夜の街感染で、池袋の

中 心 にＰ Ｃ Ｒ 検 査 を す れ ば よ い の で

から、
「感染者が出てから周辺の人を

保健所としては、疫学調査の考え方

金を注ぎ込んでいます。

―

にも大きく取り上げられました。皆が

年に
「国際アート・カルチャー都市」

を大きく変えてきたことが、世界で今
まさに求められていることでもあった

年に「誰一人取り残さない社会」

をできる限り造ったことや「女性にや

17

れから奈良市、京都市、金沢市と政令

20

さしいまちづくり」をしていることが

年 の７ 月

滅可能性都市」に指摘されて政策転換
高野

―

23

をし、
「持続発展都市」への移行が進

て間もなくのことでしたね。その後も
19

独自のコロナ対策で
夜の街感染に勝利宣言

23

をします」と発信する方がよほど効果

わけです。

30

人口 万人のうち約３万人が外国人の

「国際アート・カルチャー都市」を
目指して

30

19

皆さんに乗って楽しんでいただけるよ

19

10

29

5

ピンチをチャンスに
まちを大きく
変えてきた
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29

高野区長が襟につけるバッジの17 色は、同
じ数だけあるSDGsのゴールを表し、それはそ
のまま区の目標でもある。

