大泉学園駅北口地区市街地再開発事業について
大泉学園駅市街地再開発事業について 開発ビルが最上階まで出来上がりました
再開発ビルが最上階(27 階)まで出来上がりました。
今後は仕上げ工事(外装・内装工事)を行います。
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全景

ペデストリアンデッキの桁架設が完了しました
ペデストリアンデッキの桁架設が７月１日(火)に完了しました。
今後は、仕上げ工事(エレベーター・エスカレーターなどの整備)を行います。

まちづくり懇談会では、平成 26 年 5 月 18 日に行われた「アニメプロジ
ェクト in 大泉」にあわせて、社会実験を実施しました。社会実験は、安全で
快適に回遊できる歩行空間を実現するための施策検討の一環として行い
ました。
本号では、社会実験の概要および当日実施したアンケート結果をご紹
介します。まちづくり懇談会では「アニメを使ったまちづくり」について話し合
いをしています。アンケートでいただいた貴重なご意見を参考に引き続き検
討を進めてまいります。
社会実験

実施概要

○実施期間：平成 26 年 5 月 12 日（月）～5 月 29 日（木）
容：「アニメプロジェクト in 大泉」にあわせ、子どもたちがデザインし
たイラストを使った会場案内サインを設置する。

○内

○イラストテーマ：大泉らしいキャラクター
○目

再開発ビル５階から撮影

既存の南北連絡デッキから撮影

的：まちなかの道案内などに運用する際の参考とするため
アニメプロジェクトを参加型・発表の場として盛り上げるため
参加者だけではなく来街者にもまちへの関心を高めてもらう
ため

アニメモニュメントのキャラクターが決定しました
ペデストリアンデッキ上にアニメデザイン空間が整備されます。
この度、ペデストリアンデッキに設置するキャラクターモニュメント５体が決定しました。
・『鉄腕アトム』（手塚治虫）より「アトム」
・『銀河鉄道９９９』（松本零士）より「メーテル」「星野鉄郎」
・『あしたのジョー』（高森朝雄、ちばてつや）より「矢吹丈」
・『うる星やつら』（高橋留美子）より「ラム」
いずれも原作者が練馬区内で創作活動を行っており、
まさに区ゆかりのキャラクターが勢揃いします。

◆お問い合わせ先
《事務局》 練馬区 環境まちづくり事業本部
都市整備部 西部地域まちづくり課 藤本、大窪、町田
TEL 03(5984)4753 [直通]
E-mail seibu02@city.nerima.tokyo.jp

○展 示 物 ：イラスト付会場案内サイン（イラストは、区立大泉小学校のま
んが･工作クラブの児童と５年生、区立大泉東小学校の４
～５年生の作品[全 217 作品] ※学年は平成 25 年度
○展示方法：大泉学園駅北口～妙延寺会場～大泉小学校会場間の街
路灯などにシールとして貼りつける。
作品設置作業について
・作品の設置は、商店会のご協力の下、懇談会のメンバーで 5 月 12 日に行いました。
この角度で貼ったほうが
目立つかな・・・

風が吹いて
はがれないように

大泉らしくて良い作品だね

しっかり貼らないと。

〇社会実験 アンケート結果（一部）〇

「アニメプロジェクト in 大泉 2014」 妙延寺会場にお越しいただいた 174 名の方からご回答いただきました。
〇回答いただいた方について
・回答いただいた方については、
30～40 代の方が多く、例年の
結果とほぼ同じ年齢構成となっ
ています。
・回答いただいた方のうち、約
75％の方が練馬区内にお住ま
いでした。

〇会場案内サインについて
・会場案内サインについては、半数
以上が「よい」と回答しています
が、約６割の方が「サインに気がつ
かなかった」と回答していました。
・サインを目立たせるための工夫につ
いては今後まちなかの道案内などを
検討する上での課題といえます。

お住まい
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未満
15%
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30%

東京
都内
13%

20代
13%

30代
35%

会場案内サインの感想
悪い
1%

よい
54%
いいえ
65%

悪い
10%

よい
48%

・自分の作品が展示されることについては「よい」との回答が約半
数を占めており、「まちの人に見てもらえるのでよかった」との記
述回答も見られました。

〇大泉の好きなところ（抜粋）
・大泉の好きなところとして、以下のような意
見がありました。





アニメがいっぱいあるところ
自然や緑があるところ
お店や施設がたくさんあるところ
みんなが優しいところ 等

普通
42%

〇大泉にあるといいなと思うもの（抜粋）
・大泉にあるといいなと思うものを尋ねたとこ
ろ、以下のような意見がありました。





このままでよい
アニメや映画の美術館・博物館
アニメの看板
ショッピングセンター、商店 等

大泉のイメージについて（複数回答可）

〇大泉のイメージについて
・大泉のイメージについては、「東映」や
「銀河鉄道 999」といった、アニメに関
する回答が上位を占めていますが、
「緑・自然」や「住みやすい」「子供・子
育て」との回答も多い結果となっていま
した。

区内
（大泉学園駅
周辺）
53%

はい
35%

普通
31%

自分の作品がまちに展示されること

・作品作りについては、「難しかったけれど楽しかった」との回答が
多く見られました。

会場案内サインに気がついたか

その他
14%

作品を描いてくれた小学生に、作品を描いた感想などに関するアンケートを行いました。
〇作品作りと展示について

東京
都外
12%

区内
（その他）
22%

〇作品を描いた感想（小学生アンケート）
（結果の一部）〇

項目

回答数

項目

回答数

東映

89

畑

17

アニメ

69

松本零士先生

17

銀河鉄道 999

34

スタジオ、制作会社

15

緑・自然

30

にぎやか・楽しい

9

住みやすい

30

その他

6

子供・子育て

18

きれい

4

（小学生がデザインしたイラストの一例）

社会実験で使用した「小学生の作品一覧」が
三井住友銀行

大泉支店内に飾られました！

6/11(水)から、社会実験で使用した小学生の作品一覧が、
三井住友銀行大泉支店内に展示されています。
地域貢献の一環として、大泉を「アニメのまち」として一緒に盛
り上げています。
展示期間は 1 年間程度の予定となっておりますので、みなさ
んもお近くにお越しの際には是非ご覧ください。
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