昨年度の流れの振り返り
昨年度は、計３回のまちづくり協議会を開催しました。第９回では、新たなまちづくりの
手法として、まちづくり構想の紹介と意見交換を行いました。
第 10 回及び第 11 回では、まちづくり構想の内容について意見交換を行い、それらを踏
まえた「まちづくり構想（素案）」をとりまとめました。
12 月には「まちづくり構想（素案）」に関するアンケートを実施し、概ね８割の方に「良
い」「まあまあ良い」との回答をいただきました。
第９回協議会
（2019 年７月31 日）

まちづくり構想、まちづくり手法の紹介

第 10 回協議会
（2019 年10 月23 日）

まちづくり構想（検討案）について意見交換

第 11 回協議会
（2019 年11 月15 日）

まちづくり構想（素案）について意見交換

12 月には、素案について地域の皆さんにアンケートを実施しました！

第 11 回まちづくり協議会の様子
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「第 12 回まちづくり協議会」を開催します！
昨年度は、これまでの協議会で検討を続けてきたまちづくり構
想を素案という形で皆さんにお示しし、アンケートを実施しまし
た。
２月にはまちづくり協議会を開催し、アンケート結果を踏まえ
た「西新宿五丁目南エリア まちづくり構想」をとりまとめる予定
でしたが、新型コロナウイルス感染拡大により延期となりました。
この度、延期していた協議会を開催するにあたり、新型コロナウ
イルスの感染防止の観点から、動画を視聴していただく方式とし
ました。
今回は、アンケートの結果について詳細にご報告するとともに、
「まちづくり構想（案）」についてご意見を伺い、それらを踏まえ
てとりまとめていきます。是非ご覧ください！

西新宿五丁目
協議会の対象区域

第 12 回まちづくり協議会の開催方法について
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、第 12 回まちづくり協議会を以下の方
法にて開催します。

① 動画配信によるご説明
「西新宿五丁目地区における防災まちづくり（不燃化特
区）」のページ内のリンクから、第 12 回まちづくり協議会の
動画をご視聴ください。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/seibi01_001046.html

第 12 回まちづくり協議会では、アンケート結果についての詳細をご報告するとともに、
「まちづくり構想（案）」についてご意見を伺い、それらを踏まえて、とりまとめていきま
す。また、構想の周知方法を皆さんと共に検討します。さらに、構想を着実に推進していく
ための仕組み（運用方法）を検討します。
第 13 回まちづくり協議会では構想を推進する仕組み（運用方法）について意見交換を行
い、決定します。

で

② 意見書の受付
メール・FAX・郵送で、まちづくりへのご意見・ご質問をお寄せください。

期間

令和２年 11 月９日（月）17 時まで

③ 動画をご覧になれない方へ

●お問い合わせ（事務局）●

新宿区 都市計画部 防災都市づくり課（杉山・山本・舘）
〒160-8484 新宿区歌舞伎町 1-4-1 本庁舎８階
TEL 03-5273-3842（直） FAX 03-3209-9227 E-mail bosaitoshi@city.shinjuku.lg.jp
※区のホームページでも公開しています！

動画再生には大量のデータ通信が発生します。スマートフォンや
タブレットでご視聴される場合は、Wi-Fi 環境での動画再生を推奨します。

西新宿五丁目防災まちづくり

検索

※事前予約制です。

動画をご視聴できる会場をご用意します。
ご来場の際は感染対策の徹底をお願いいたします。
会場：BIZ 新宿 ３階 研修室 A

詳しくは裏面を
ご覧ください！

動画配信の視聴について
新型コロナウイルスの感染拡大により延期していた第 12 回まちづくり協議会を以下の
方法にて開催します。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

① 動画配信によるご説明
【配信内容】
●
●
●
●

まちづくりアンケートの結果報告
まちづくり構想（案）について
まちづくり構想の周知方法の検討
今後の構想の運用方法の検討

③ 動画をご覧になれない方へ
BIZ 新宿（新宿区立産業会館）にて、下記の日時に動画を見ることができます。

【日時】
令和２年 10 月 28 日（水）
第１回
第２回
第３回

10 : 00〜12 : 00
13 : 00〜15 : 00
17 : 30〜19 : 00

【視聴方法】
スマートフォンで右側の二次元バーコードを読み取るか、下記の URL から「西新宿五丁目地
区における防災まちづくり（不燃化特区）」のページにアクセスしてください。
新宿区ホーム＞その他区政情報＞まちづくり・都市計画＞都市計画・地区計画
＞西新宿五丁目地区における防災まちづくり（不燃化特区）

https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/seibi01_001046.html
ページ内のリンクから、「第 12 回まちづくり協議会」の動画にアクセスし、ご視聴ください。
動画再生には大量のデータ通信が発生します。スマートフォンやタブレットでご視聴される場合
は、Wi-Fi 環境での動画再生を推奨します。

動画の公開期間

【会場】
BIZ 新宿 ３階 研修室 A
【予約方法】
来場者の方々の密集を避けるため、事前予約制とさせていただきます。
ご住所・お名前・ご連絡先・ご希望の時間帯を記載の上、電話・メール・FAX 等でお申
し込みください（ご予約のなかった時間帯は開催を取りやめます）。

令和年 10 月 19 日（月）９時から令和２年 11 月９日（月）17 時まで

② 意見書の受付

【受付締切り】

令和２年 10 月 27 日（火）17 時 00 分まで
第 12 回まちづくり協議会（配信動画によるご説明）の内容について、ご意見・ご質問を
お寄せください。
頂いたご意見等を西新宿五丁目南エリアのまちづくりの参考とさせていただきます。

【ご意見等の提出方法】
ご住所・お名前・ご連絡先を記載の上、メール・FAX・郵送で、下記の送付先までお送り

ください。
※ 件名・タイトル等に「西新宿五丁目 第 12 回まちづくり協議会 意見書」とご記入く
ださい。
※ 郵送の場合は、封筒及び郵送費はご自身のご負担となります。

【ご意見等の受付期間】
令和２年 11 月９日（月）17 時まで
【送付先】
〒 160-8484 新宿区歌舞伎町 1-4-1 本庁舎８階
新宿区 都市計画部 防災都市づくり課 担当：杉山・山本・舘
E-mail bosaitoshi@city.shinjuku.lg.jp FAX 03-3209-9227

【予約受付先】
〒 160-8484 新宿区歌舞伎町 1-4-1 本庁舎８階
新宿区 都市計画部 防災都市づくり課 担当：杉山・山本・舘
TEL 03-5273-3842（直通） FAX 03-3209-9227
E-mail bosaitoshi@city.shinjuku.lg.jp
※ 件名・タイトル等に「西新宿五丁目 第 12 回まちづくり協議会 予約」とご記入ください。

【注意点】
・新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、会場は感染防止対策を実施します。
お越しいただく際は、マスクの着用や手洗いなどにご協力をお願いいたします。
・当日はご自宅で体温を計測の上、発熱等の症状がないことをご確認ください。また、発熱
や体調不良の場合には、大変申し訳ございませんが、ご来場をお控えいただきますようお
願いいたします。
・新型コロナウイルス感染症の感染状況の推移等により、急遽開催を中止とさせていただく
ことがございます。中止の場合は、事前予約の際に頂いたご連絡先にお知らせいたします。

