「アニメ軸に関する提言書」を提出しました
懇談会で取りまとめた「アニメ軸に関する提言書（以下、「提言書」）」を提出しました。
提言書は、懇談会で話し合いを進めてきた「アニメを使ったまちづくり」を実現するための諸施策をまとめたものです。
提言書の概要

⼤泉学園駅北⼝地区

まちづくりニュース

2016

春号

平成２８年(2016 年)３⽉
発⾏ ⼤泉学園駅北⼝地区まちづくり懇談会/練⾺区

まちづくり懇談会について
平成 17 年に発足した大泉学園駅北口地区まちづくり懇談会（以下「まちづくり懇談会」という。）では、これまでまちづく
りに関する話し合いを進めてきました。この度、平成 27 年 3 月に大泉学園駅北口地区第一種市街地再開発事業の工
事が完了したことや、地域のまちづくりの目標・ルールを検討し、地区計画として都市計画決定されたことなど、まちづくり
懇談会は、駅周辺の環境改善に貢献出来たと言えます。よって、まちづくり懇談会の活動に一つの区切りをつけることに
なりました。
また、それに伴いまちづくり懇談会の活動についてお知らせをしてきたこの「まちづくりニュース」についても今回の発行
をもって終了することになりました。
次頁以降にて、これまでのまちづくり懇談会の活動の内容や成果について詳しくご紹介します。
まちづくり懇談会について
まちづくり懇談会は、
「アニメのふるさと」という大泉学
園の特色を活かした地域の活性化、子供からお年寄りまで
安心して住める住環境の実現に向けて、まちづくり計画を
検討することを目的として活動を続けてきました。

▲まちづくり懇談会での話し合いの様子

具体的には月に 1 回程度のペースで開催している話し合
いのほか、視察会や社会実験等を行い、まちづくりの検討
西部地域まちづくり課長 あいさつ

まちづくり懇談会 会長 あいさつ

懇談会会員および地元の皆様、今まで長期に渡
り大泉学園駅北口周辺のまちづくりにご協力頂きま
してありがとうございました。懇談会の活動が、横断
歩道の復活や大泉街道へのベンチ設置、大泉アニ
メゲートのオープンなどに繋がったのは、地元をより
良くしたいという皆様の強い思いがあったからこそだ
と感じます。
懇談会は一つの区切りを迎えますが、懇談会の
皆様から頂いた「アニメ軸に関する提言書」を、区と
して、これからの大泉学園駅北口地区のまちづくりに
活かしていきたいと考えています。今後とも皆様のま
ちづくりへのご協力をよろしくお願いします。

大泉学園駅北口地区まちづくり懇談会は、平成
17 年から約 10 年にわたり、地域の活性化、環境の
改善などのために、地元有志と練馬区が協働で取
組みを行ってまいりました。この間、商店街・町会の
皆様には多大なるご協力を頂き、本当にありがとう
ございました。
こうした取組みの中でもアニメ軸の検討は、大泉
学園の地域特性を活かした大事な取組みであり、そ
の集大成として「アニメ軸に関する提言書」をまちづ
くり懇談会から練馬区に提出をいたしました。
これまでの懇談会の活動を礎にし、大泉学園とい
うまちが将来にわたってより良くなっていくことを願っ
ております。
大泉学園駅北口地区 まちづくり懇談会
会長 加藤 昭治

練馬区 都市整備部 西部地域まちづくり課
課長 池上 幹朗

を進めてきました。
まちづくり懇談会の検討内容および成果については
P2.P3 をご覧ください。
▲視察会（祖師谷大蔵）にて

構成団体：東大泉商栄会、東大泉仲町銀座商店街、駅前通り親和会（以上 3 商店会）
東大泉和泉町会、東大泉仲町町会、みやの町会、東大泉中村町会（以上 4 町会）

まちづくりニュースについて
まちづくり懇談会では、懇談会での話し合いや活動の内容を
地域の皆様に広くお知らせするため、
「まちづくりニュース」を
発行してきました。
「まちづくりニュース」は平成 17 年 11 月に創刊号を発行し

◆お問い合わせ先

て以来、年に３回程度のペースでニュースをお届けしており、

《事務局》 練馬区 都市整備部 西部地域まちづくり課 藤本、大窪、尾上
TEL 03(5984)4753 [直通]
E-mail seibu02@city.nerima.tokyo.jp
4

これまで、本号を含め 27 回のニュースを発行しました。

1

まちづくり懇談会のこれまでの活動
まちづくり懇談会のこれまでの活動内容と、懇談会での話し合いにより実現したことについてご紹介します。
＊（ ）内数字は右記解説に連動

年

月
2

懇談会の活動

実現したこと

まちづくりに関するアンケート調査を実施

11

まちづくりニュース創刊

6

視察会の実施「桜新町」「元住吉」「横浜元町」
（まちづくり、地区計画）

10

地区計画に関するアンケート調査を実施

11

地区計画決定に向けた話し合い

8

2

11

自転車利用に関する提案書を提出（⑧）

1
H22

2

視察会の実施「自由が丘」「吉祥寺」
（ベンチ設置、放置自転車対策）

10

ベンチ設置の社会実験を実施

4
H23

H24

12

大泉街道の整備に関する要望書を提出（⑩）

3

アニメプロジェクト in 大泉 2012 で
まちづくりに関するアンケートを実施

3
H25

5
12
5

H26

2
H27

アニメプロジェクト in 大泉 2013 で
会場案内板設置社会実験・アンケートを実施（④）
小学生の描いたキャラクターを
大泉学園駅北口再開発工事仮囲いに提示
アニメプロジェクト in 大泉 2014 で
会場案内サイン設置 社会実験・アンケートを実施 （⑤）
視察会の実施「桜新町」「祖師谷大蔵」
（アニメまちづくり）（⑥）
駐輪禁止バリケードに小学生の描いた
キャラクターを掲載（⑨）

3
4

H28

2

②

ミスタードーナツ前道路の段差解消

▲大泉アニメゲート

アニメ軸に関する提言書を提出（P4）

区道 22-152 号線歩道の
インターロッキングブロック張り替え

アニメを使ったまちづくり

▲ペデストリアンデッキ

●社会実験の実施
会場案内板設置社会実験実施

⑤アニメプロジェクト in 大泉 2014 で

⑥ アニメを使ったまちづくりに

会場案内サイン設置社会実験実施

関する視察会の実施
祖師谷大蔵▼

大泉学園駅北口地区地区計画
都市計画決定（①）
大泉学園駅北口東地区地区計画
都市計画決定（②）
大泉街道の歩道部分整備（⑩）

▲桜新町

まちの環境
・懇談会では日頃から、まちで課題となっていることについて話し合いを行ってきました。その結果、いくつかの課題を解決
し、まちの環境の改善につながりました。
・特に、放置自転車対策やベンチ設置については重点的に話し合いを行い、以下のような成果を得ることができました。
●放置自転車対策

●ベンチ設置

⑦ 駐 輪 場 実 態 ⑧「自転車利用に関する ⑨駐輪禁止バリケードに小学生

⑩「大泉街道の整備に関する要望書」に

提案書」により整備さ
れた自転車ラック

の描いたキャラクターを掲載

より整備された大泉街道の歩道部分

再開発事業の工事完了（③）
再開発事業 デッキ、ビルオープン（③）
▲実態調査の様子

2

●視察会の実施

④アニメプロジェクト in 大泉 2013 で
大泉街道横断危険看板設置

アニメプロジェクトでは、「大泉小学校」「大泉東小学校」の皆さんに素敵な
イラストをたくさん描いていただき、本当にありがとうございました！

・地区計画の目標にも「アニメのふるさと」とあるように、アニメは大泉学園の特色の１つです。
・懇談会では、アニメを使ったまちづくりについて社会実験や視察会を行い、検討を進めてきました。
・平成 27 年度末には、アニメを使ったまちづくりについて提言書を提出しました。（詳細はＰ４）

調査

検討内容の具体化

11

①

再開発区域のあり方についての要望書を提出（③）
まちづくりの目標実現のための実態調査・検討

5

大泉学園駅入口第二交差点への
横断歩道・信号機設置

大泉街道案内板設置

12
H21

・地区全体の活性化や集客力の強化に結びつくような
商業施設の導入
・賑わい創出のため区道 22-135 号線側にも店舗を配置
・公共施設（区民事務所等）の導入
・大泉アニメゲートにモニュメントの設置
・完成後のビルの名称の公募
・デッキ上の歩行者が通行する部分に屋根を設置 等

駐輪場実態調査を実施（⑦）

10
H20

①大泉学園駅北口地区地区計画（Ｈ23.4）
②大泉学園駅北口東地区地区計画（Ｈ24.3）
◇位置図

H17

H19

・大泉学園駅北口地区第一種市街地再開発事業について
は、懇談会でもあり方について検討し、要望書を提出しまし
た。（③）
・その結果、以下の点を盛り込んだ形で整備を行っていただき
ました。

・平成 17 年からの懇談会での話し合い内容を盛り込
んだ、２つの地区計画が決定しました。

まちづくり懇談会発足

7

H18

再開発事業

地区計画の決定

▲建物の下がった部分に設置されたラック

▲駐輪禁止バリケード

3

▲整備前

▲整備後

