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《まちづくり協議会開催場所》
 信濃町シニア活動館

ワークショップを開催します！

　平成29年10月24日に「第5回信濃町駅周辺地区まちづくり協議会」を開
催します。この回では、『まちづくり構想』の策定に向けて、意見交換のワーク
ショップを行います。これまで参加できなかった方も、お気軽にご参加下さい。

ワークショップを開催します！

■日程
　平成29年

 10月 24日 （火） 19：00～
■場所
　信濃町シニア活動館３F
　※必要な方はスリッパ等をご用意ください。

■内容
　○まちづくりの手法や事例紹介
　○まちづくり構想（たたき台）について意見交換

■対象者
信濃町駅周辺地区内にお住まいの方、営業
されている方、土地または建物の権利をお
持ちの方

第５回　信濃町駅周辺地区まちづくり協議会

SHINANOMACHI
NEWSMACHIZUKURI

信濃町駅周辺地区 平成２９年１０月信濃町駅周辺地区

〔発行〕信濃町駅周辺地区まちづくり協議会

信濃町駅周辺地区まちづくり協議会 事務局
　新宿区 都市計画部 景観・まちづくり課（担当：高松・宮本・河森）
　電話：03-5273-3569 / ファックス：03-3209-9227

お問い合わせ先

★二次元バーコードを読み込んで、信濃町駅周辺地区のまちづくり情報をチェック！

これまでの経緯と今後の予定これまでの経緯と今後の予定
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ち
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世界でも数少ない音楽博物館
です。現在までに収集された音
楽資料は30万点を超えます。

日本基督教団信濃町教会

現在の会堂は、日本を代表する建
築家の一人、内井昭蔵氏による
設計で2004年に竣工しました。

文学座

1937年に創立されました。劇団の拠点であるア
トリエは1950年に竣工した建物で、イギリスの
建築様式、チューダー様式が採用されています。

信濃町の地域スポットをご紹介！

民音音楽博物館

コ

ラ

ム

第３回まちづくり協議会

平成28年
8月

第１回まちづくり協議会
協議会設立

12月 第２回まちづくり協議会

平成29年
3月

7月 第４回まちづくり協議会
（まちあるき）

6月 「まちづくり構想」骨子の
とりまとめ

平成27年
12月～ 懇談会

10月 第５回まちづくり協議会

平成30年
2月ごろ

「まちづくり構想」（案）について
説明会

平成30年度 「まちづくり構想」のとりまとめ

10月～11月 アンケート実施

地区の現況やまちづくりの必要性について共有し、
協議会を設立しました。

まちの現状や望ましいまちの将来像などに関するア
ンケートを実施しました。

アンケート結果を共有し、「まちの課題」や「どんなま
ちにしていきたいか」について意見交換を行いました。

「まちづくり構想」骨子案について意見交換を行いま
した。

骨子を踏まえて、現地を歩きながら確認する「まちあ
るき」を実施しました。

当地区のまちづくりについて検討していくため、協議
会の設立を目指し、話し合いました。

これまでの検討を踏まえて、「まちづくり構想」骨子を
とりまとめました。

次
回 信濃町駅周辺地区では、東京2020オリンピ

ック・パラリンピック開催時および開催後を見
据えながら、まちの賑わい創出や文化発信、
観光促進、住民が自慢できるまちづくり等、総
合的なまちづくりに取り組んでいくため、「ま
ちづくり構想」の策定を目指しています。

第４回まちづくり協議会〜まちあるき〜を開催しました！第４回まちづくり協議会〜まちあるき〜を開催しました！

　平成29年7月8日に「第４回信濃町駅周辺地区まちづくり協議会」を開
催し、17名の皆さまにご参加いただきました。
　グループに分かれてルートを回りながら、課題や取り組むと良いアイデ
アなどを出していきました。まちあるきのあとは意見交換と全体発表を行
いました。（結果は、２・３ページ参照） 全体発表の様子
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全体発表の様子
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駅周辺や公園にトイレがない

ベンチや木陰で休める

歩道橋をバリアフ
リー対応にすべき

外苑側からわかりにくい
首都高の出口が唐突
にあり危険

無名橋と呼ばれ、
日常的に使われている

オランダ製のパイ
プオルガンがある

盆踊り開催場所
子どもたちがたくさん集まる

・植栽帯が汚い、ごみのポイ捨て
・歩行者と自転車の動線の分離
・沿道に統一感がない
・魅力的な店舗が少ない　など

当時の町会が設置
最近、花壇が整備された

通り抜けの車や
バイクが危険

大通りから一本入ると趣が異なる

個性的な飲食店がある

みどり豊か
鳥や虫など生物が多い

ランニングやサイクリングを
楽しむ人たちも見受けられる

アトリエ外壁には、シェイクスピア
の名台詞「この世は舞台」「人生は
劇場」のレリーフが施されている

世界で活躍する演奏家
が寄贈した珍しい楽器
などが展示されている

「歴史と文化の散歩道」
の案内板がある

駅周辺に人がたまれ
る場所がない

新国立競技場までの
動線がわかりにくい

駐車場の待機車両に
より混雑現状歩道幅２mから

拡幅される予定

庭や鉢植えなどの植栽、
生垣の雰囲気が良い

セットバックされ、広い
歩行者空間となっている

場の解説
課題
主要スポット

凡例

資源と課題マップ

駅前空間づくり

○多様な文化資源や、著名な人物が住んで
いた歴史があるが、あまり知られていない

オリンピック・パラリンピックに向けて

歴史・文化・芸術の発信

信濃町駅周辺地区

○にぎわいがない
○たまり場がない
○商業施設が少ない
○駅前のシンボルがない
○くつろげるスペースがない

○多言語対応
○駅と新国立競技場をつなぐ動線改善
○治安悪化への懸念
○交通等の混乱や事故への懸念
○騒音が心配
○オリンピック・パラリンピックを契機に、来
街者を増やす取り組みが必要

文学座のアトリエ 民音音楽博物館

通りのにぎわいづくり

○夜暗くにぎわいがない
○景観が単調で美しくない
○植え込みのポイ捨てが汚い
○商業施設が少ない
○歩行者と自転車の動線の分離

　まちあるきでは、「『まちづくり構想』骨子」について、
現地を歩きながら確認しました。
　これまでの協議会で出されたみなさんのご意見を踏
まえ、『まちづくり構想』の策定に向けて検討を進めてい
きます。

○狭い道の車通りが多い
○物販店や飲食店が少なく不便
○家賃が高い
○子ども・若者が少ない
○住民の高齢化
○住民の減少
○住民同士がコミュニケーションできる場がない

住環境・地域コミュニティづくり

○植え込みは撤去するか維持管理の改善
○散歩道として看板やわかりやすいルート表
示の整備
○ベンチの設置
○歩道のカラー舗装
○駐車場の増設が必要

○駅から新国立競技場への動線がわかりにくい
○首都高の出入口が危険
○明治神宮外苑周辺は、みどりが豊かで虫や
鳥などの生物も多い
○サイクリングやランニングを楽しむ人もいる

これまでの協議会でのご意見

まちあるきで出たご意見

これまでの協議会でのご意見

まちあるきで出たご意見

これまでの協議会でのご意見

○文学座のアトリエや民音音楽博物館、信
濃町協会などの施設は、貴重な地域資源
だが、どこにあるのかわからない
○案内看板の設置や施設のPRが必要

まちあるきで出たご意見

これまでの協議会でのご意見

○駅前広場やロータリーの整備
○交通動線の改善
○歩道橋のエレベーター設置や観光資源とし
ての活用
○わかりやすい案内看板の設置
○自転車置き場の設置
○気軽に立ち寄れる店の誘致
○まちのPRの仕掛けづくり

まちあるきで出たご意見

これまでの協議会でのご意見

○外苑東通りから一本入ると趣が異なる
○住宅の植栽や生垣の雰囲気がよい
○老朽化した建物が危険

まちあるきで出たご意見

まちあるきの様子

第４回まちづくり協議会
まちあるきで出たご意見
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