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●● 第Ⅱ章 芸術文化振興プラン 
 

 

第Ⅱ章 芸術文化振興プラン 

１ 基本的な考え方 

 
（1）基本理念 
 

       荒川区が目指す芸術文化振興の目的は、第Ⅰ章で述べたとおり、区の基本

構想に定めた区の将来像「幸福実感都市あらかわ」の実現を目指すことであ

り、この将来像の実現のために、芸術文化振興施策が寄与するものは「区民

の幸福実感の向上」であり、また「区の魅力の向上」です。 

   これまで、第二次芸術文化振興プランでは、基本理念を「区民が主役の芸

術文化の振興により区民の幸福実感を高め、荒川区の魅力を内外に発信する

ことで、区民・生活・地域が芸術文化でつながるまちを創る。」と定めて、

芸術文化振興施策の推進に努めてきました。 

 

第二次プランで取り組んできた各種の施策については、第Ⅰ章で整理して

きたとおり、概ね良好な成果を上げてきたと言うことができます。また、計

画期間の後半である、平成 29年（2017年）度や平成 30年（2018年）度か

ら新たに開始した取組もあり、今後の更なる展開が求められています。 

 

   こうした事をふまえて、第二次プランで掲げた基本理念を引き継ぎ、第三

次プランの基本理念を次のとおり定めます。   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

＜基本理念の継承＞ 

区民が主役の芸術文化の振興により、区民の幸福実感を 

高めるとともに、荒川区の魅力を内外に発信し、区民・ 

生活・地域が芸術文化でつながるまちを創る 

〇 第二次プランの大きな成果 

〇 これまでの成果を踏まえた更なる事業展開 
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（2）３つのキーワード 
 

    第二次プランでは、基本理念の実現に向けたキーワードを「ひろげる」「た

かめる」「つなぐ」と定めて、芸術文化振興施策を推進してきました。 

    区民の芸術文化活動の振興において、主体的に活躍する区民を応援しすそ

野を「広げる」こと、芸術文化の水準や魅力を「高める」こと、芸術文化の

チカラで人と人、人・くらし・まちを「つなぐ」ことを目指すという視点は、

引き続き非常に重要です。第三次となる本プランにおいても、3つのキーワ

ードを継続し、芸術文化振興基金（平成 28年[2016]度創設）の活用を図る

などしながら、内容の充実に取り組みます。 

 

 

 

 

 

    日常生活の中で芸術文化に触れることで、芸術文化への関心を持つき

っかけが生まれます。すべての区民に芸術文化に対する親しみを持って

もらえるよう、芸術文化に触れる機会を身近な場所に増やすとともに、

学校や地域等における芸術文化の「学び」の機会の充実を図ります。 

 

 

 

 
 
 
 

    地域の伝統文化や伝統技術など、幅広い芸術文化における優れた技術を

継承し、伝える取組を通して、次世代の担い手の育成を図ります。また、

新しい分野と連携した取組等により、芸術文化の新たな価値を創造し、荒

川区における芸術文化の水準をさらに高め、古き良き伝統と新たな芸術文

化が溶け合う区の魅力を区内外に向け発信します。 

 

 

 

 

 

    芸術文化には、新たな文化や価値を創造する力に加え、人と人とを結

びつける力があります。多様性を認め合い、地域コミュニティの一層の

活性化を目指し、区内の芸術文化関連団体やＡＣＣとの連携強化を図り、

より多くの区民が芸術文化活動に主体的に参加するきっかけや仕組みづ

くりを推進します。芸術文化の持つ力を活用して地域全体の活力を高め、

区民・生活・地域をつなぎ、未来にむけたまちづくりに取り組みます。  

 [ ひろげる ] 芸術文化の裾野を広げる ～すべての区民が主役になる～ 

 [ たかめる ] 芸術文化の水準をより高める  

～次代の文化の創造と荒川区らしさを発信する～ 

 [ つなぐ ] 芸術文化でつなぐ ～区民・生活・地域を芸術文化でつなぐ～ 
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２ 目標と施策 

（1）基本目標 

第三次プランにおいて達成すべき基本目標は、これまでの第二次プラン

の成果や評価、社会状況の変化、関係法令の改正等を踏まえた上で、これ

を継続することとし、下記の 5つの目標を定めます。 
 
 

 

 

   区民や団体等との連携を推進し、身近な場所で芸術文化に触れる機会や

活動場所の充実を図ることで、より一層の区民の芸術文化活動の活性化を

図ります。多くの人が芸術文化に触れる機会を増やすため、芸術文化に関

するイベントや地域の芸術文化活動の情報を積極的に発信します。  
 

 

 

   未来を担う子どもたちの創造力を高めるため、優れた芸術に触れる機会

や子どもの自由な発想を促す取り組みを推進します。芸術文化と教育分野

との連携の一層の強化を図ります。  
 

   

 

   荒川区が、世界に誇る伝統工芸技術や区民が支える伝統芸能、江戸時代

から伝承された伝統文化やモノづくりに関する技術や魅力を積極的に発信

し、体験することを通して、荒川区の芸術文化を未来へと保存・継承して

いきます。  
 

 

 

   芸術文化が生み出す様々な価値を活用して、観光、まちづくり、国際交

流、福祉、教育、産業など、他分野との連携を図ります。芸術文化を暮ら

しに生かし、芸術文化によるまちづくりを推進します。  
 

 

 

   地域の歴史や文化など、荒川区がもつ魅力を区外へ積極的に発信してい

きます。観光と連携したＰＲを進めるとともに、芸術文化を通じた都市間

交流を推進していきます。  
 

基本目標１  区民の芸術文化活動を活性化する 

基本目標２  子どもの創造力を高める 

基本目標３  芸術文化を未来に継承する 

基本目標４  芸術文化で地域力を高める 

基本目標５  荒川区の魅力を発信する 
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【 芸術文化振興プランの全体像 】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
荒川区の芸術文化の木  

 
これまでの取組をさらに充実し、力強く根を張り、 

幹をより太くし、葉をいっそう茂らせる 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
＜基本理念＞ 

区民が主役の芸術文化の振興により、区民の幸福実感を高めるとともに、荒川区 

の魅力を内外に発信し、区民・生活・地域が芸術文化でつながるまちを創る 

「幸福実感都市あらかわ」の実現 

区民の幸福実感 

の向上  
区の魅力の向上  

区民の芸術文化 

活動を活性化する 

 

子どもの創造力 

を高める 

芸術文化を未来 

に継承する 

 

芸術文化で地域力 

を高める 

荒川区の魅力 

を発信する 
ひろげる 

たかめる 

つなぐ 
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（2）施策の体系 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

 

 

 

 

 

区が目指す 

芸術文化振興 

区
の
魅
力
の
向
上 

区
民
の
幸
福
実
感
の
向
上 

基本理念 

具体化に向けた 

３つのキーワード 

区
民
が
主
役
の
芸
術
文
化
の
振
興
に
よ
り
区
民
の
幸
福
実
感
を
高
め
る
と
と
も
に
、
荒
川
区
の
魅
力
を
内
外
に 

発
信
し
、
区
民
・
生
活
・
地
域
が
芸
術
文
化
で
つ
な
が
る
ま
ち
を
創
る
。 

芸術文化の 

裾野を広げる 

 
 ～すべての 

 区民が主役 

 になる～ 

芸術文化の 

水準を 

より高める 

 
～次代の文化 

 の創造と荒川 

 区らしさを 

 発信する～ 

芸術文化で 

つなぐ 

 
～区民・生活・ 

地域を 

芸術文化で 

つなぐ～ 

 １ 区民の芸術文化 

   活動を活性化する 

 ２ 子どもの創造力を 

   高める 

 ３ 芸術文化を未来に 

   継承する 

 ４ 芸術文化で地域力 

   を高める 

 ５ 荒川区の魅力を 

   発信する 
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施 策 主な事業等 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１-１ 芸術文化に触れ楽しむ機会の

提供や環境の整備 

・彫刻の街づくり事業  ・ギャラリーの貸出 

・音楽や演劇等鑑賞事業 ・街なか図書館の整備 

1-３ 区民や区民団体、関係団体との

   連携・支援 

・荒川区文化祭  ・吹奏楽のつどい 

・荒川区文化総合講座 ・俳句関係団体連携事業 

・芸術文化広報誌の発行 ・映像による魅力発信 

・ホームページ等による情報提供 

・生涯学習ガイドブックの発行 
 

２-１ 優れた芸術に触れる機会の提供       
・小中学校における鑑賞事業 

・観劇の機会の提供 ・東京藝術大学連携事業 

２-２ 子どもたちの芸術文化活動の

推進 

・あらかわ子ども文化体験フェスタ  

・子ども俳句相撲大会 ・あらかわ学校職人教室 

・ゆいの森あらかわでの体験事業   

・学校パワーアップ事業  ・ワークショップ事業 

2-３ 創造性を育む基礎となる 

体験機会の充実  

・幼児期芸術教育プログラム ・読書活動の推進 

・小中学校における体験事業  

・夏休み子ども博物館 

3-２ 歴史や伝統文化を学び、 

体験する機会等の充実 

・あらかわの伝統技術展  

・あらかわ俳壇での投句 

・あらかわ伝統工芸ギャラリーでの体験事業 

・伝統工芸技術継承者育成支援事業 

・伝統工芸記録映像の制作・活用 

・荒川マイスター表彰事業 

３-１ 伝統的文化の保存・継承と発信

４-１ 芸術文化によるまちづくりの 

推進 

・音楽のまちづくり推進事業 

・彫刻のまちづくり推進事業 

・伝統野菜の復活と普及 ・あらかわ手づくり市 
 

4-２ 芸術文化を暮らしや産業活動に

いかす 

・商店街ルネッサンス推進事業 

・日暮里ファッションデザインコンテスト 

・障がい者の芸術文化活動  

４-３ 多文化共生の推進    
・外国人住民支援事業（日本語教室、日本語サロン） 

・料理教室や華道、茶道教室 

 

５-1 観光との連携による区のＰRの 

推進 

・観光ボランティアガイド活動の推進 

・モノづくり見学・体験スポット事業 

5-2 都市交流の推進 
・国内都市との交流   ・海外都市との交流 

・民間団体の交流支援 
 

５-3 荒川区らしさの発掘・発信 
・鉄道高架下壁画制作事業   

・俳句活用事業 

  

１-２ 情報内容・情報提供手段の充実
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（3）基本目標にもとづく施策と取組 

 

     

 

 

基本目標１「区民の芸術文化活動を活性化する」における施策と方向性は、

第二次プランにおける取組の成果や評価、社会状況の変化、法令改正等を踏ま

えた上で、次のとおり定めることとします。 

 

 

 
  

【 施策の方向性 】 

 

○ より多くの区民が身近な場所で芸術文化にふれることができるよう、 

引き続き、区施設への芸術作品の設置や鑑賞事業等の拡充を図ります。  
コンサート等の鑑賞事業については、区政世論調査の結果を踏まえ、 

これまで以上に無料もしくは手頃な金額で鑑賞できる機会の充実を図り

ます。  

 

○ 芸術文化に親しむ区民の裾野を更にひろげるため、芸術文化を体験す 

る機会を引き続き充実することに加え、親子参加型コンサートなど、様々

なかたちで芸術文化を楽しむ機会の充実を進めます。 

 

○ 芸術文化の取組については、豊かな人間性や創造性の涵養など、芸術文 

化の教育的側面の重要性を鑑み、芸術文化を通じた主体的な「学び」の観 

点を重視して一層の推進を図ります。 

 

○ 区民の多様な活動の活性化につながるよう、区施設による芸術文化活動

の場所の提供や発表の場の確保に努めるとともに、区内における活動の場

等の情報提供等を行います。 

 

○ 区民が仲間と一緒に芸術文化を楽しむことができるよう、文化施設をは 

じめとする区施設において、利便性の向上や機能充実に加え、特色ある施 

設づくりなど、芸術文化活動に関する環境整備の充実を図ります。 

  施設環境の充実にあたっては、ハード面での工夫に加えて、サービスの

向上や自主事業の取組など、ソフト面の資源を活かした取組を併せて進め

ていきます。 

基本目標１  区民の芸術文化活動を活性化する 

施策１－１ 芸術文化に触れ楽しむ機会の提供や環境の整備 
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主な事業等 所管課等 キーワード 

彫刻の街づくり事業 文化交流推進課  

音楽や演劇等の鑑賞事業 ＡＣＣ  

音楽に親しむ機会の充実 
観光振興課、文化交流推進課、
生涯学習課、区民施設課、児童
青少年課、教育委員会事務局 

 

写真・絵画等の展覧会 ＡＣＣ  

アーティスト派遣事業 ＡＣＣ  

区民が参加しやすい事業の実施 ＡＣＣ  

ギャラリーの貸出 
文化交流推進課、生涯学習課  
ＡＣＣ 

 

生涯学習センターの利用促進、機能充実 生涯学習課  

大人対象のワークショップ 文化交流推進課  

水辺空間活用事業 観光振興課、荒川遊園課  

町屋文化センター１日文化体験フェア ＡＣＣ  

文化関連施設等の整備・充実 文化交流推進課、区民施設課  

東京藝術大学連携事業「音楽コンサート」 文化交流推進課  

日墺親善リサイタル  文化交流推進課 (国際交流協会)  

生涯学習センター「区民カレッジ」  生涯学習課   

町屋文化センターの利用促進、機能充実 生涯学習課  

特色ある地域図書館の運営 地域図書館課  

街なか図書館の整備 地域図書館課  

スポーツ施設の会議室等の活用  スポーツ振興課   

ゆいの森あらかわの機能充実 ゆいの森課  

新たな尾久図書館の整備 地域図書館課  

心身障がい者青年教室（さくら教室） 生涯学習課  

手話言語条例関連事業 障害者福祉課  

アクロスあらかわ  交流講座手芸教室 障害者福祉課  

 

 

 

 

主な取組とキーワードの関係性 

ひろげる たかめる つなぐ 
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【 施策の方向性 】 

 

○ 芸術文化の情報提供については、区民の芸術文化活動の活性化に寄与で 

きるよう、区報や区ホームページ、生涯学習・スポーツポータルサイトの 

他、荒川区芸術文化振興財団（ＡＣＣ）が作成する情報誌やホームページ 

等により、よりわかりやすく情報提供を行っていきます。 

 

○ 情報内容については、区政世論調査の結果を踏まえ、イベント関連情報 

や地域の芸術文化活動状況など、区民が求める情報内容の充実を図ります。 

 

○ 情報の提供にあたっては、印刷物の一層の工夫に加え、パソコンやスマ

ートフォン等の普及に対応した写真や映像等の活用など、より判りやすい

情報提供方法の工夫を図ります。 

 

主な事業等 所管課等 キーワード 

芸術文化に関する広報誌等の発行  観光振興課、ＡＣＣ   

区報、ホームページ、ＳＮＳによる  
情報提供・情報発信  

文化交流推進課、生涯学習
課、ゆいの森課、地域図書
館課、観光振興課、子育て
支援課、児童青少年課、広
報課、ＡＣＣ  

 

生涯学習・スポーツポータルサイト  
「あらかわまなびプラザ」による情報発信  

生涯学習課、スポーツ振興
課  

 

生涯学習ガイドブック  生涯学習課   

映像によるまちの魅力発信  文化交流推進課、観光振興
課、広報課  

 

文化活動等相談事業  文化交流推進課、生涯学習
課、ＡＣＣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１－２  情報内容・情報提供手段の充実  

46



●● 第Ⅱ章 芸術文化振興プラン 
 

 

 

 

 

【 施策の方向性 】 

 

 ○ 区民の芸術文化活動の一層の活性化を図るため、引き続き、芸術文化団

体、芸術家グループ、大学、関係機関等との連携・支援により、様々な芸

術文化事業を実施し充実していきます。  
   芸術文化事業の推進にあたっては、区民が主体的に参加できる事業の拡

充を図ります。  
 

主な事業等 所管課等 キーワード 

荒川区文化祭 生涯学習課  

荒川区文化総合講座への支援 生涯学習課  

俳句関連団体との連携 
文化交流推進課、ゆいの森

課 
 

荒川コミュニティカレッジ（学園祭等） 生涯学習課  

あらかわ子ども文化体験フェスタへの支援 生涯学習課  
伝統文化親子教室（文部科学省補助事業）  
への支援  生涯学習課   

吹奏楽のつどい 生涯学習課  

奥の細道矢立初めの地子ども俳句相撲大会 生涯学習課  
ディスカバーあらかわ  
  「区内の風景・風物展」  文化交流推進課   

太平洋美術展（荒川区長賞） 文化交流推進課  

あらかわキャラバン事業 文化交流推進課  

東京藝術大学連携事業（音楽分野）  文化交流推進課   

東京藝術大学連携事業（美術分野）  文化交流推進課   

日墺親善リサイタル [再掲 ] 文化交流推進課 (国際交流
協会 )  

東京荒川少年少女合唱隊への支援  文化交流推進課   

出演者として参画する取組  ＡＣＣ   

あらかわ伝統工芸ギャラリーの運営  生涯学習課   

芸術文化団体の活動支援 
文化交流推進課、生涯学習
課、ＡＣＣ 

 

社会教育関係団体の登録 生涯学習課  

文化イベント企画応援プロジェクト  ＡＣＣ   

ＮＰＯ団体等との協働 文化交流推進課、ＡＣＣ  

自然体験事業 
文化交流推進課、生涯学習
課 

 

施策１－３  区民や区民団体、関係団体との連携・支援
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●● 第Ⅱ章 芸術文化振興プラン 
 

 

 

 

 

 

基本目標２「子どもの創造力を高める」における施策と方向性は、第二次プ

ランにおける取組の成果や評価、社会状況の変化、法令改正等を踏まえた上で、

次のとおり定めることとします。 

 

 

 

 

【 施策の方向性 】 

 

○ 全ての子どもたちが豊かで自由な創造力を育み、高めることができる 

よう、優れた芸術を鑑賞する機会の提供をはじめ、学校における芸術文化 

に親しむ教育の推進を図ります。  
    また、区内文化施設でのコンサートなど、身近な場所で優れた芸術文

化に触れる機会の充実を図ります。  
 

主な事業等 所管課等 キーワード 

小中学校における芸術文化の鑑賞  学務課、ＡＣＣ   

東京藝術大学連携事業（音楽分野） [再掲] 文化交流推進課   

東京藝術大学連携事業（美術分野） [再掲] 文化交流推進課   

音楽鑑賞の機会の提供  ＡＣＣ   

観劇の機会の提供  児童青少年課、ＡＣＣ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２  子どもの創造力を高める 

施策２－１  優れた芸術に触れる機会の提供  

▲日本の伝統文化指導者派遣事業 
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●● 第Ⅱ章 芸術文化振興プラン 
 

 

 

 
 

【 施策の方向性 】 
 

○ 子どもたちを対象とした芸術文化活動については、引き続き、芸術文 

化団体と連携・協力しながら、伝統文化を学ぶ取組の充実等を図ります。

また、学校と連携しながら、芸術文化活動に必要な物品の充実などを進め

ます。  
 
○ 子どもたちの芸術文化事業の推進にあたっては、感受性豊かな子どもた 

ちによる主体的な「学び」の観点を重視するととともに、卓越した能力を

より伸ばす取組を一層推進します。  
    

主な事業等 所管課等 キーワード 

幼児期における芸術教育プログラム  指導室   

小中学校における体験事業  指導室、学務課   

伝統文化教育の環境整備  文化交流推進課、学務課   

造形遊び等のワークショップ  文化交流推進課、児童青少年
課   

ゆいの森あらかわにおける体験事業  ゆいの森課   

あらかわ学校職人教室  生涯学習課   

夏休み子ども文化探検隊 !! ＡＣＣ   

子ども囲碁大会  ＡＣＣ   

日本の伝統文化指導者派遣事業  ＡＣＣ   

子ども対象のワークショップ  文化交流推進課、区民施設
課、児童青少年課、保育課   

夏休み子ども博物館  生涯学習課   
あらかわ子ども文化体験フェスタへの支
援 [再掲 ] 生涯学習課   

奥の細道矢立初めの地子ども俳句相撲大
会 [再掲 ] 生涯学習課   

少年少女体験教室（ロボットコンテストほ
か）  生涯学習課   

伝統文化親子教室への支援 [再掲 ] 生涯学習課   

ふれあい館における体験活動  区民施設課   

中学生による読み聞かせ体験  ゆいの森課、地域図書館課   

あらかわリサイクルセンターの工房・教室  清掃リサイクル課   
荒川区環境区民大賞・エコポスター部門の
募集  環境課   

放置自転車ゼロをめざしてポスターコン
クールの募集  施設管理課   

明るい選挙ポスターコンクールの募集  選挙管理委員会事務局   

施策２－２  子どもたちの芸術文化活動の推進  
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●● 第Ⅱ章 芸術文化振興プラン 
 

 

 

 

 

【 施策の方向性 】 

 

○ 自分の手でモノを作ったり、伝統文化等を体験する活動は、子どもたち  
の創造力を豊かに育む基礎となります。  

    こうした体験活動について、今後も、地域の芸術文化団体や芸術家グル

ープ等と連携・協力しながら、引き続き拡充を図ります。  
 

主な事業等 所管課等 キーワード 

幼児期における芸術教育プログラム [再掲] 指導室   

小中学校における体験事業 [再掲 ] 指導室、学務課   

造形遊び等のワークショップ[再掲 ] 文化交流推進課、区民施設
課、児童青少年課   

ゆいの森あらかわにおける体験事業 [再掲] ゆいの森課   

夏休み子ども文化探検隊 !![再掲] ＡＣＣ   

子ども囲碁大会 [再掲] ＡＣＣ   

子ども対象のワークショップ[再掲 ] 文化交流推進課、区民施設
課、児童青少年課、保育課   

東京藝術大学連携事業[再掲 ] 文化交流推進課   

夏休み子ども博物館 [再掲 ] 生涯学習課   
少年少女体験教室 [再掲 ] 
 （ロボットコンテストほか）  生涯学習課   

ふれあい館における体験活動[再掲 ] 区民施設課   

中高生による読み聞かせ体験[再掲 ] ゆいの森課、地域図書館課   

自然体験事業 [再掲] 文化交流推進課、生涯学習課   

  

施策２－３  創造性を育む基礎となる体験機会の充実  
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●● 第Ⅱ章 芸術文化振興プラン 
 

 

 

 

 

 

基本目標３「芸術文化を未来に継承する」における施策と方向性は、第二次

プランにおける取組の成果や評価、社会状況の変化、法令改正等を踏まえた上

で、次のとおり定めることとします。 

 

 

 

 

【 施策の方向性 】 

   

○ 伝統文化の保存・継承については、区政世論調査の結果を踏まえ、ま  

た、郷土への誇りと愛着を育むため、区民団体との協働により、引き続き

充実を図ります。  
    また、伝統工芸技術や日本の伝統文化の歴史や魅力、その素晴らしさ

について、荒川区が誇る価値ある財産として、映像の活用など、広報の

仕方や事業周知方法に工夫を重ねながら、内外に広く発信します。  

 

○ 高い技術を有する伝統工芸技能者の継承者育成支援について、引き続 

き取組を進めます。  
 

主な事業等 所管課等 キーワード 

文化財の保護  生涯学習課   

伝統工芸技術の記録・保存  生涯学習課   

伝統工芸技術継承者の育成  生涯学習課   

文化財保護推進員の活動  生涯学習課   

あらかわ伝統工芸ギャラリーの運営 [再掲] 生涯学習課   

荒川マイスター表彰事業  経営支援課   

 

 

 

 

 
 

 

基本目標３  芸術文化を未来に継承する 

施策３－１  伝統的文化の保存・継承と発信  
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●● 第Ⅱ章 芸術文化振興プラン 
 

 

 

 

 

 

【 施策の方向性 】 

 

○ 地域の歴史や伝統文化を学び、体験する機会の提供については、学校職

人教室や、地域の歴史を学ぶ展示、講座の実施に加えて、伝統工芸ギャラ

リーでの体験事業「あらわ座」の実施などにより、一層の充実を図ります。 

 

○ 華道、茶道や将棋、囲碁、俳句などを始めとする、日本の伝統文化につ 

いて、その魅力や素晴らしさを体験する機会の充実を図ります。 

 

主な事業等 所管課等 キーワード 

俳句文化振興事業  文化交流推進課   

荒川区文化総合講座への支援[再掲 ] 生涯学習課   
奥の細道矢立初めの地子ども俳句相撲  
大会 [再掲 ] 生涯学習課   

荒川コミュニティカレッジ  
 （地域の歴史を知る講座）  生涯学習課   

モノづくり見学・体験スポット事業  観光振興課   

あらかわの伝統技術展  生涯学習課   

荒川ふるさと文化館 企画展等  生涯学習課   

伝統工芸技術を体験する取組  生涯学習課、観光振興課   

伝統文化を体験する取組  生涯学習課、ＡＣＣ   

地域の歴史を学ぶ講座  生涯学習課   

あらかわ伝統工芸ギャラリーの運営 [再掲] 生涯学習課   
あらかわ子ども文化体験フェスタの支援
[再掲] 生涯学習課   

 

 

 

 

 

 

 

  

施策３－２  歴史や伝統文化を学び、体験する機会等の充実  

▲「荒川区俳句のまち宣言」を発表 

52



●● 第Ⅱ章 芸術文化振興プラン 
 

 

 

 

 

基本目標４「芸術文化で地域力を高める」における施策と方向性は、第二

次プランにおける取組の成果や評価、社会状況の変化、法令改正等を踏まえ

た上で、次のとおり定めることとします。 

 

 
 

 

【 施策の方向性 】 

 

○ 様々な分野において芸術文化活動を活発化することで、芸術文化の持つ

新たな文化や価値を創造する力や人と人とを結びつける力をまちづくり

にいかしていきます。 

 
○ 荒川区の歴史や文化財、立地など、地域の特色をいかした取組を進める

とともに、芸術文化がもつ創造力を、区民の暮らしや地域活動、産業活動

等にいかします。取組の実施にあたっては、日常生活に芸術文化を取り入

れるなど、地域力を高める「まちづくり」の観点から一層の充実を図りま

す。  
 

主な事業等 所管課等 キーワード 

彫刻のあるまちづくり[再掲 ] 文化交流推進課   

音楽のまちづくり推進事業  文化交流推進課   

日暮里駅前ひろば文化・交流事業  文化交流推進課   

ゆいアート展の開催  文化交流推進課   

吉村昭記念文学館の運営  ゆいの森課   

あらかわ手づくり市  ＡＣＣ   

伝統野菜の復活と普及  観光振興課、指導室、職員課
(職員互助会 )  

俳句活用事業  観光振興課   

俳句文化振興事業 [再掲 ] 文化交流推進課   

 

 

 

 

基本目標４ 芸術文化で地域力を高める 

施策４－１  芸術文化によるまちづくりの推進  
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●● 第Ⅱ章 芸術文化振興プラン 
 

 

 

 

 

 

【 施策の方向性 】 

 

○ 芸術文化の持つ創造力は、個人に留まることなく、広く暮らしや産業活

動にいかすことができます。今後も、芸術文化団体や事業者と連携しなが

ら、こうした芸術文化がもつ創造力を、暮らしや産業の活性化などにいか

す取組の拡充を図ります。  

 

主な事業等 所管課等 キーワード 

芸術文化を通したモノづくりの推進  経営支援課   

高齢者の社会参加・介護予防の推進  福祉推進課、高齢者福祉課   
障がい者の芸術文化活動・心身の活力を  
高める取組の推進  

文化交流推進課、障害者福祉
課、生涯学習課   

景観・防犯に配慮した街並づくり  文化交流推進課   

あらかわ伝統工芸ギャラリーの運営 [再掲] 生涯学習課   

日暮里ファッションデザインコンテスト  産業振興課   

商店街ルネッサンス推進事業  産業振興課   

あらかわ手づくり市 [再掲 ] ＡＣＣ   

荒川もったいない大作戦・フードドライブ  清掃リサイクル課   
荒川もったいない大作戦・あら！もったい
ない協力店  清掃リサイクル課   

荒川区環境区民大賞・エコポスター部門の
募集 [再掲 ] 環境課   

あらかわリサイクルセンターの工房・教室
[再掲] 清掃リサイクル課   

放置自転車ゼロをめざしてポスターコンク
ールの募集 [再掲 ] 施設管理課   

明るい選挙ポスターコンクールの募集 [再
掲 ] 選挙管理委員会事務局   

あらかわ緑・花大賞  道路公園課   

都電沿線バラ植栽事業  道路公園課   

 

 

 

 

  

 

 

施策４－２  芸術文化を暮らしや産業活動にいかす  
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●● 第Ⅱ章 芸術文化振興プラン 
 

 

 

 

 

 

【 施策の方向性 】 

 

○ 区に住み、働き、学び、訪れるなどあらかわの街に集うすべての人々の

芸術文化を通じた交流を促進し、多様性を知り、互いに多様性を認め合え

る価値観の醸成を図ります。 

 

○ 外国人を対象とした多文化共生事業については、日本の伝統文化を活用

した事業に加えて、国籍や民族等の異なる人々の相互理解を進める取組の

充実を図ります。  
 

 

主な事業等 所管課等 キーワード 

海外都市交流事業  文化交流推進課 (国際交流協会)  
外国人住民支援事業  
 （日本語教室、日本語サロンなど）  文化交流推進課 (国際交流協会)  

外国人日本語スピーチ大会  文化交流推進課 (国際交流協会)  

料理教室や華道・茶道教室  文化交流推進課 (国際交流協会)  

国際交流バスハイク支援  文化交流推進課 (国際交流協会)  

ゆいアート展の開催 [再掲 ] 文化交流推進課   

小学校ワールドスクール  指導室   

中学校ワールドスクール  指導室   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策４－３  多文化共生の推進  

▲外国人日本語スピーチ大会 ▲ゆいアート展 
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●● 第Ⅱ章 芸術文化振興プラン 
 

 

 

 

 

 

基本目標５「荒川区の魅力を発信する」における施策と方向性は、第二次プ

ランにおける取組の成果や評価、社会状況の変化、法令改正等を踏まえた上で、

次のとおり定めることとします。 

 

 

 

 

 

【 施策の方向性 】 

 

○ 観光との連携による区のＰＲについては、区民ボランティアによるガ 

イド活動の推進や、まちあるきマップの作成など、観光文化の観点から区

の魅力の発信を更に進めます。  
 

主な事業等 所管課等 キーワード 

観光ボランティアガイド活動の推進  観光振興課   

ＰＲパンフレット等の配布  観光振興課   

モノづくり見学・体験スポット事業 [再掲] 観光振興課   

俳句活用事業 [再掲] 観光振興課   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標５  荒川区の魅力を発信する 

施策５－１  観光との連携による区のＰＲの推進  

▲ボランティアガイドのまちあるき 

56



●● 第Ⅱ章 芸術文化振興プラン 
 

 

 

 

 

 

【 施策の方向性 】 

 

○ 芸術文化団体や伝統工芸技術者の交流都市への派遣、全国連携による交

流など、引き続き、市民レベルでの相互交流や芸術文化を通じた都市交流

の推進を図ります。  
    取組の推進にあたっては、お互いの都市がその魅力を発信し合える機

会となるよう実施内容や広報について工夫を図ります。  
 

 

主な事業等 所管課等 キーワード 

あらかわキャラバン事業 [再掲 ] 文化交流推進課   

日暮里駅前ひろば文化・交流事業[再掲 ] 文化交流推進課   

国内都市との交流  文化交流推進課、健康推進課、観
光振興課、防災課、全国連携担当  

 

海外都市との交流  文化交流推進課 (国際交流協会)  

民間団体の交流支援  
文化交流推進課 (国際交流協会)、  
総務企画課、スポーツ振興課、  
高齢者福祉課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策５－２  都市交流の推進  

▲日暮里駅前に設置した「山吹の花一枝」像 
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【 施策の方向性 】 

 

○ 荒川区からの芸術文化の発信については、今後も、奥の細道矢立初めの 

地、ひぐらしの里など、地域の歴史や伝統工芸、産業などを活かした事業

を実施し、芸術文化の振興を図ります。  
 
○ 都内唯一の公営遊園地である荒川遊園など、荒川区がもつ地域の魅力を

内外に発信します。  
 

主な事業等 所管課等 キーワード 

荒川遊園のリニューアル  荒川遊園課   
鉄道高架下壁画による景観・防犯に配慮し
た街並づくり  

文化交流推進課   

芸術文化活動団体への活動支援 [再掲 ] 文化交流推進課、生涯学習課  
ＡＣＣ  

 

俳句活用事業 [再掲] 観光振興課   

文化イベント企画応援プロジェクト [再掲] ＡＣＣ   

太田道灌魅力発信事業  観光振興課   

映像によるまちの魅力発信 [再掲 ] 文化交流推進課、観光振興課  
広報課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策５－３  荒川区らしさの発掘・発信  

▲荒川遊園 

（2018年 12月から休園、2021年夏頃リニューアルオープン予定） 
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３ 重点プロジェクト 

    

 本プランでは、区が目指す芸術文化振興の目的である「区民の幸福実感

の向上」と「区の魅力の向上」の実現に効果的に寄与するため、荒川区な

らではの特徴的な取組として「重点プロジェクト」を定めます。 

 重点プロジェクトは、本プランの基本理念である「区民・生活・地域が

芸術文化でつながるまちを創る」に向け、5つの基本目標を横断的に捉え、

区のあらゆる分野が連携し、重点的かつ優先的に推進します。 

 

 

プロジェクト１ 「主役は区民」プロジェクト 
 

   本プランがめざすものは「区民の幸福実感の向上」であり、常に主役は

区民です。区民のみなさん一人ひとりが、より自発的に芸術文化に触れ、

楽しみ、そしてその輪が広がり、新たな地域の魅力やつながりが生まれて

いく好循環を作り出します。地域の芸術文化活動が力強く根を張るように、

重点的に推進します。 

 

 

  プロジェクト２ 「地域文化の発信」プロジェクト 
 

   区には、長きにわたり受け継がれ、人々の生活に、そして地域に息づく

日本の伝統的な文化や芸能など、様々な芸術文化に関する地域資源があり

ます。また、区内には今もなお職人たちが、多様な伝統工芸技術やモノづ

くりの技術を伝えています。こうした荒川区ならではの地域文化は、地域

の宝であり、魅力そのものです。このような素晴らしい地域文化を、区内

はもとより、国内外に発信する取組を重点的に推進します。 

 

 

  プロジェクト３ 「読書のまちづくり」プロジェクト 
 

     区では、地域社会全体で子どもの読書活動を支え推進するため、「子ど

も読書活動推進計画（第三次）」を策定し、学校図書館の充実、ゆいの森

あらかわの整備等を行うとともに、赤ちゃんから高齢者まで、あらゆる世

代が身近な場所で読書に親しみ、心豊かな暮らしの礎となるよう、平成

30年（2018年）5月に「読書を愛するまち・あらかわ宣言」を行いまし

た。今後は、芸術文化振興の観点からも重点的に推進します。 
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   区は、重点プロジェクトの推進を通じて、区民が主役となる芸術文化活 

  動を「ひろげる」とともに、芸術文化に対する意識や技術を「たかめる」 

  ことを目指します。更に、芸術文化のチカラで「人と人をつなぎ」、「人 

  と生活、そして地域をつなぐ」ことを通じて、芸術文化によるまちづくり 

  を推進します。 

   また、重点プロジェクトに掲げた取組は、東京 2020オリンピック・パラ 

リンピック競技大会の開催後も引き継がれていくレガシーとして、荒川区に

おいて「成熟した都市の姿」と、そこに暮らす「人々の心の豊かさ」を醸成

することに寄与します。 
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   荒川区では、荒川区芸術文化振興財団（ＡＣＣ）と連携した事業展開に 

  加えて、荒川区文化団体連盟や一般社団法人太平洋美術会、東京荒川少年 

  少女合唱隊など、区内の芸術文化団体との連携・協力、さらには東京藝術 

  大学等との連携により、地域における芸術文化活動の振興を図っています。 

 また、伝統工芸技術保存会等の区民団体と連携・協力しながら、伝統工 

芸技術や文化財の保存・継承を図るとともに、その歴史や魅力、素晴らし 

さを広く周知する取組を進めています。 

こうした、関係団体等がより活発に活動することが、地域で新たな広が 

りやつながりを生み出し、より多くの区民が自発的に芸術文化に触れ、活

動することにつながります。まさに、区民自身の手による芸術文化の推進

の取組であり、今後も更に積極的に推進していく必要があります。 

   主役である区民のニーズを一層きめ細やかに把握しながら、地域の芸術

文化団体や大学、関係機関等との連携や協力がより活発に行われるよう、

様々な支援等を通じてこの循環をさらに大きく広げ、区民の芸術文化活動

の一層の振興を図ります。 

 
 
  ■具体的な事業 

 

主な事業等 所管課等 

荒川区文化祭 生涯学習課 

荒川区文化総合講座への支援 生涯学習課 

俳句関連団体との連携 
文化交流推進課  
ゆいの森課 

日本の伝統文化指導者派遣事業  ＡＣＣ  

あらかわ子ども文化体験フェスタへの支援   生涯学習課  

あらかわ子ミュニティフェスタへの支援  生涯学習課  

伝統文化親子教室（文部科学省補助事業）への支援  生涯学習課 

吹奏楽のつどい 生涯学習課 

荒川コミュニティカレッジ（学園祭等） 生涯学習課 

荒川コミュニティカレッジ受講生・修了生等の活動支援  生涯学習課  

プロジェクト１ 

  「主役は区民」プロジェクト 
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町屋文化センターの機能充実  生涯学習課 

ディスカバーあらかわ「区内の風景・風物展」  文化交流推進課 

太平洋美術展（荒川区長賞） 文化交流推進課 

日墺親善リサイタル  文化交流推進課  

あらかわキャラバン事業  文化交流推進課  

東京荒川少年少女合唱隊への支援  文化交流推進課  

芸術文化団体の活動支援 
文化交流推進課、生涯
学習課、ＡＣＣ 

区民参加型事業の取組 ＡＣＣ 

文化イベント企画応援プロジェクト ＡＣＣ 

ＮＰＯ団体等との協働 文化交流推進課、ＡＣＣ 

あらかわの伝統技術展  生涯学習課  

奥の細道矢立初めの地子ども俳句相撲大会  生涯学習課  

あらかわ学校職人教室  生涯学習課  

文化財保護推進員の活動  生涯学習課  

あらかわ伝統工芸ギャラリーでの体験事業  生涯学習課  

モノづくり見学・体験スポット事業  観光振興課  

荒川マイスター  経営支援課  
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   人情あふれる下町情緒は、荒川の地域文化を形づくる重要な要素です。

人々の生活の中で受け継がれる祭礼や年中行事、助け合いの精神や隣人を

思いやる心のあたたかさは、ここ荒川の地で様々な文化を育んできました。 

いま、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を機に、

茶道、華道、将棋、囲碁、和太鼓、邦楽、そして俳句や短歌など、日本の伝

統文化にあらためて世界中から注目が集まっています。区内では、こうした

様々な伝統文化が今も受け継がれており、伝統工芸やモノづくりの技術も

脈々と息づき、地域にしっかりと根付いています。 

こうした荒川区の地域文化のもつ特色や強みを活かし、区内はもとより国

内外に向けて力強く発信することで、地域への誇りを醸成し、まちのにぎわ

いの創出を図ります。 

 
 
  ■具体的な事業 

 

１ 地域の特色をいかした取組の発信 

 

彫刻のあるまちづくり  文化交流推進課  
音楽のまちづくり（東京荒川少年少女合唱隊の支援）  文化交流推進課  
日暮里駅前ひろば文化・交流事業  文化交流推進課  
吉村昭記念文学館の運営  ゆいの森課  
あらかわ手づくり市  ＡＣＣ  

伝統野菜の復活と普及  観光振興課、指導室、職員課
（職員互助会）  

荒川区文化祭  生涯学習課  
あらかわ子ども文化体験フェスタへの支援  生涯学習課  
ディスカバーあらかわ「区内の風景・風物展」  文化交流推進課  

２ 地域の歴史や文化財、職人の技の保存継承と発信 

 

文化財の保護 生涯学習課 

伝統工芸技術の記録・保存  生涯学習課  
伝統工芸技術継承者の育成  生涯学習課  
文化財保護推進員の活動 生涯学習課 

伝統工芸ギャラリーの運営  生涯学習課  

プロジェクト２ 

  「地域文化の発信」プロジェクト 
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荒川マイスター  経営支援課  
モノづくり見学・体験スポット事業 観光振興課 

あらかわの伝統技術展  生涯学習課  
荒川ふるさと文化館 企画展等  生涯学習課  
伝統工芸技術を体験する取組  生涯学習課、観光振興課  
伝統文化を体験する取組  生涯学習課、ＡＣＣ  
地域の歴史を学ぶ講座  生涯学習課  

３ 「俳句のまち あらかわ」の発信と気運醸成 

 

俳句手帳の小中学校配布 文化交流推進課 

俳句ハイク 文化交流推進課 

中高生俳句バトル 文化交流推進課 

俳句投句事業 文化交流推進課 

俳句関係団体連携事業（あらかわ俳句吟行会） 文化交流推進課 

俳句関係団体連携事業（子育て世代に向けた かぞ句会） 文化交流推進課 

夏休み子ども博物館における「俳句を作ろう！」 生涯学習課 

奥の細道矢立初めの地 子ども俳句相撲大会 生涯学習課 

大垣市東西俳句相撲大会への出場者派遣 生涯学習課 

南千住図書館の松尾芭蕉、奥の細道関連コーナーの設置 地域図書館課 

日暮里図書館の正岡子規コーナーの設置 地域図書館課 

現代俳句センターの設置 ゆいの森課 

「俳句のまち あらかわ」ＰＲ映像の放映 文化交流推進課 

俳句のまちあらかわ賞の授与 文化交流推進課 

俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会への参加 文化交流推進課 

あらかわの伝統技術展における「芭蕉庵」 生涯学習課 

史跡めぐり(俳句関連) 生涯学習課 

奥の細道に関連した展示の実施 生涯学習課 

荒川区文化祭における俳句展示会・俳句教室 生涯学習課 

ラッピング都電の運行 観光振興課 

俳句のまちあらかわフォト俳句コンテスト 観光振興課 

都電ＤＥ俳句 観光振興課、文化交流推進課 

千住まちあるきツアー 観光振興課 

芭蕉の大橋渡り 観光振興課 

俳句のまちあらかわＰＲ商品開発補助 観光振興課 
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    文字・活字文化は、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識や知恵の

継承及び向上、さらには、豊かな人間性の涵養や健全な民主主義の発達

に欠くことのできないものです。 

    読書は、本を読むことを通じて、言葉を学び、考える力を身につけ、

感性を磨き、想像力を豊かにし、さらに人生を自ら切り拓いていく力を

育みます。 

    区は、地域社会全体で子どもの読書活動を支え推進するとともに、大

人の読書活動を推進するため、「子ども読書活動推進計画（第三次）」を

策定し、「読書を愛するまち・あらかわ宣言」を踏まえて様々な施策を展

開しているところであり、これは、芸術文化振興の観点からも重要な取

組となっています。 

    子ども読書活動推進計画に基づき、地域をあげて区民の読書活動を積

極的に進めるとともに、誰もがいつでも身近で気軽に読書ができるまち

づくりを進めます。また、多世代が読書に親しみ、学びながら交流でき

る図書館づくりを力強く推進します。 
 
 

  ■具体的な事業 
 

１ 本に親しむ子を育む ～就学前を中心に、家庭や地域における読書活動を推進 

 
出産を迎える方に向けた読書活動の啓発 

戸籍住民課、ゆいの森課、

地域図書館課、健康推進課 

出産を迎える方に向けた読み聞かせ講習会の開催 ゆいの森課 

０歳から３歳の子どもたちのためのおはなし会の開催 ゆいの森課、地域図書館課 

育児講座「カンガルー講座」の実施 子ども家庭支援センター 

乳児健診等におけるブックスタートの支援 ゆいの森課、地域図書館課 

ブックリスト「あかちゃんといっしょ」の作成配布 ゆいの森課、地域図書館課 

新生児・３歳児絵本贈呈事業の実施 子育て支援課 

地域子育て見守り事業 子育て支援課 

おはなし会の開催 
区民施設課、地域図書館課、

児童青少年課 

ブックリスト「えほんのじかん」の作成配布 ゆいの森課、地域図書館課 

未就学児の保護者等に対する読み聞かせ手法の 

習得支援 

ゆいの森課、地域図書館課、

保育課 

保護者に対する情報提供 保育課、指導室 

プロジェクト３ 

  「読書のまちづくり」プロジェクト 
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 絵本の貸出 保育課 

「子ども読書の日」啓発キャンペーンの実施 ゆいの森課、地域図書館課 

区報ホームページ等を活用した啓発活動 
広報課、ゆいの森課、 

地域図書館課 

保育園・幼稚園の蔵書の整備 保育課、学務課 

保育園・幼稚園での読み聞かせの実施 保育課、指導室 

ふれあい館・ひろば館の読書コーナーの整備 区民施設課、児童青少年課 

「絵本カーニバル」の開催 児童青少年課 

団体貸出サービスの提供 ゆいの森課、地域図書館課 

保育園、幼稚園と図書館との連携の推進 
ゆいの森課、地域図書館課、

保育課、指導室 

２ 子どもの世界を広げる ～学校図書館を中心とした小中学校における取組を推進 

 学校図書館における蔵書・管理検索システムの活用 学務課、指導室 

学校図書館図書標準による図書の整備 学務課、指導室 

学校図書館を活用した授業の推進 指導室 

特色のある学校図書館行事の定着と促進 指導室 

学校図書館の運営体制の強化 指導室 

ボランティアとの協働による学校図書館の活性化 指導室 

学校図書館便り、推薦図書リストの作成・配布 指導室 

小論文コンテストの実施 指導室 

「荒川区図書館を使った調べる学習コンクール」の実

施 
指導室 

学校図書館と区立図書館との相互連絡会の開催 
ゆいの森課、地域図書館課、

指導室 

親子で調べる学習チャレンジ講座 
ゆいの森課、地域図書館課、

指導室 

特別支援学級と区立図書館との連携 
ゆいの森課、地域図書館課、

指導室 

図書館職員による児童向け図書館利用案内の実施 ゆいの森課、地域図書館課 

図書館職員による「ブックトーク」事業の実施 ゆいの森課、地域図書館課 

３ 生涯を通じて本に親しむ環境を充実する  

～より多くの人が区立図書館を利用し、たくさんの本や情報と出会うための取組を推進 

 
乳幼児受入環境の整備 

地域図書館課、子育て支援

課 

子ども向けの図書資料の整備 地域図書館課 

中学生・高校生向けの蔵書の整備 地域図書館課 

中学生・高校生向けのコーナーの整備 地域図書館課 

おすすめ本紹介パンフレットの作成・配布 ゆいの森課、地域図書館課 

中学生・高校生向けの調べ方の手引きの作成・配布 ゆいの森課、地域図書館課 

ＤＡＩＳＹ子ども用録音図書の整備 ゆいの森課、地域図書館課 

子ども向け外国語図書の整備 ゆいの森課、地域図書館課 

図書館における学習支援 地域図書館課 

体験型おはなし会の開催 ゆいの森課、地域図書館課 
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ぬいぐるみのおとまり会の開催 地域図書館課 

読書キャンペーンの実施 ゆいの森課、地域図書館課 

１０代向けイベントの実施 ゆいの森課、地域図書館課 

「夏休み親子くらしの講座」の実施 
ゆいの森課、地域図書館課、

産業振興課 

柳田邦男絵本大賞の実施 ゆいの森課、地域図書館課 

中学生の読み聞かせ体験の実施 ゆいの森課、地域図書館課 

小・中学生の図書館における仕事体験の実施 
ゆいの森課、地域図書館課、

指導室 

高校生の奉仕活動の受入 地域図書館課 

子ども図書館員体験の実施 ゆいの森課、地域図書館課 

大人のためのおはなし会等の開催 ゆいの森課、地域図書館課 

利用者によるおすすめ本の紹介 地域図書館課 

ビジネス支援サービスの実施 ゆいの森課、地域図書館課 

医療・健康コーナーの設置 ゆいの森課、地域図書館課 

高齢者向けサービスの実施 ゆいの森課、地域図書館課 

障がい者サービスの実施 ゆいの森課、地域図書館課 

多文化サービスの実施 ゆいの森課、地域図書館課 

ビジネス支援セミナーにおける図書の紹介 
ゆいの森課、地域図書館課、

経営支援課 

人権啓発紙芝居の実施 総務企画課 

「ゆいの森あらかわ」の運営 ゆいの森課 

特色ある地域図書館の運営 地域図書館課 

図書館体験ツアーの実施 ゆいの森課、地域図書館課 

新図書館システムによる新しいサービスの提供 ゆいの森課、地域図書館課 

４ 読書のまちづくりを推進する  

～地域における読書環境の充実とボランティア等による活動の推進 

 
文字・活字文化の日と読書週間ＰＲ企画の開催 

文化交流推進課、ゆいの森

課、地域図書館課 

俳句文化の裾野拡大 

文化交流推進課、生涯学習

課、ゆいの森課、地域図書

館課 

吉村昭記念文学館や吉村昭コーナーにおける取組 ゆいの森課、地域図書館課 

街なか図書館の整備 ゆいの森課、地域図書館課 

児童書等を題材にしたイベントの実施 ＡＣＣ 

おはなしボランティア養成講座の開催 ゆいの森課、地域図書館課 

布絵本作成ボランティア養成講座の開催 ゆいの森課、地域図書館課 

読み聞かせボランティア養成講座の開催 ゆいの森課、地域図書館課 

音訳ボランティア養成講座の開催 ゆいの森課、地域図書館課 

ボランティアへの活動の支援 ゆいの森課、地域図書館課 

荒川コミュニティカレッジ受講生･修了生の活動支援 生涯学習課 

社会教育サポーターによる読み聞かせ活動 生涯学習課 

子育て中の親等による読み聞かせ学習会等への支援 生涯学習課 
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