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第 33 号 令和２年（2020年） 3 月

新小岩まちづくりニュース
編集・発行　新小岩北地域まちづくり協議会
　　　　　　葛飾区都市整備部街づくり推進課

最新の工事状況や街づくりの状況は、葛飾区公式サイト内に掲載しています！
インターネット上で『新小岩駅南北自由通路』『駅周辺の街づくり』と検索してください。

まちづくり協議会の活動

まちづくり先進地区への見学会

完成した自由通路北口接続部の様子

生まれ変わった南口公衆便所

【長屋門見学の様子】 【館林市担当者による説明の様子】

　新小岩駅南北自由通路は、地域の皆さまをはじめ JRや施工会社の協力のもと、令和元年６月25日に
南口仮通路が直線化し、12月23日には北口接続部が完成しました。引続き南口通路部の整備に向けて取
り組むとともに、現在は、南北駅前広場の改修工事を進めており11月13日には南口公衆便所が新築しま
した。
　街づくりでは、新小岩駅南口地区において、平成31年４月25日に再開発準備組合が設立され市街地再
開発事業の検討が始まっています。また、東南地区の大規模敷地において、令和４年の完成を目指し民間
事業者のマンション開発が着工し、その提供公園内に区営の地下機械式自転車駐車場を整備する予定で
す。北口地区においては、平成28年度から街づくり勉強会を開催し、街づくりの機運醸成に取り組んで
います。
　この他、区の公共施設を複合化する（仮称）葛飾区新小岩地域活動センターでは、令和４年の開設を
目指した工事が始まります。また、新小岩公園では、高台化を含めた再整備基本構想の検討が進められ
ています。

　JR総武本線北側の14自治町会と２商店会の団体長等で構成し、主に JR総武本線北側のまちづくりの
課題などに積極的に取り組んでいます。

○５月14日　第33回定期総会
・・・平成30年度の事業・決算・監査の報告、令和元年度の事業計画案・収支予算案を審議し、承認さ
 れました

○４月26日、６月27日、12月９日　常任理事会・理事会
・・・新小岩駅北口地区のまちづくり（街づくり勉強会、北口広場の整備内容）、新小岩駅南北自由通路
 整備事業についての報告を受け、意見交換等を行いました。

○７月24日、９月13日、10月16日、11月29日　新小岩駅東北ひろばまつり2019実行委員会
・・・実行委員会が中心となり、新小岩駅東北ひろばまつり２０１９の準備を進めました。
 また、イベント実施後、今後の課題等についても話し合いました。

○10月26日　新小岩駅東北ひろばまつり2019開催
・・・平成26年度より記念すべき６回目の開催となりました。

○令和２年２月７日　南北合同見学会
・・・今後の新小岩のまちづくりの参考とするため、新小岩北・南地域まちづくり協議会合同によるま
 ちづくり先進事例の見学会を実施しました。

新小岩駅周辺の街づくりが進んでいます！

新小岩駅周辺の主な基盤整備や街づくりの進捗状況

《このニュースに関するお問合せ先》
●新小岩北地域まちづくり協議会
　会長　三矢　慶三

●葛飾区都市整備部街づくり推進課
　新小岩街づくり担当係　☎ 03（5654）8331

　２月７日（金）に、新小岩北・南地域まちづくり協議会合同のバス見学会を実施しました（計37名が参
加）。今回見学した館林駅周辺地区では、地域資源を活用しながら若い人たちの新しいアイデアや工夫
を取り入れる取組として「リノベーションスクール＠たてばやし」について、担当者から説明を受けま
した。

この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。
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（仮称）葛飾区新小岩地域活動センター
・多目的ホール、集会室、保育所、保健センター等
・令和４年開設予定

地下機械式自転車駐車場
・約 400 台、令和 4年完成予定

東南地区民間開発計画
・分譲・賃貸マンション：約 370 戸
・子育て支援施設（予定）
・令和 4年完成予定

北口地区街づくり勉強会
・平成 28 年度～

北口駅前広場
・令和 2年夏完成予定

南口駅前広場（島地内）
・令和 2年冬完成予定

新小岩公園再整備に向けた検討
・令和元年度～

南口地区再開発準備組合
・平成 31 年 4 月 25 日設立

南北自由通路

東京都緩傾斜型
堤防事業

新小
岩駅
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きらめきの街・新小岩イルミネーションが始まりました！

　10月26日（土）、新小岩駅東北広場・スカイデッキたつみにて、新小岩北地域まちづくり協議会主催
の「新小岩駅東北ひろばまつり2019」が行われました。６回目の開催となった今回は天候にも恵まれ、
多くの方が来場しました。
　当日は、フリーマーケット（35店舗）、新小岩生まれのモンチッチくん・モンチッチちゃんとモンチ
ッチ公認レーシングドライバー吉岡一成さんとの記念撮影会、新小岩中学校の吹奏楽やJR新小岩駅職員
によるお楽しみショーなどが行われました。また、今年は新しくアントニオ・バンドが出演し、新小岩
駅周辺での盛り上がりを演出しました。

新小岩公園の再整備に向けた検討を進めています

新小岩駅東北ひろばまつり2019

　「新小岩駅北側地区街づくり計画（平成26年２月）」を実現するため、
権利者（土地・建物所有者）を対象とした街づくり勉強会を平成28年度
から開催しております。
　今年度は前年度に実施した個別訪問及び意向調査の結果を踏まえて、
今後のまちづくりの進め方について考えるために２回勉強会を開催し、
報告・意見交換を行いました。

新小岩駅北口地区街づくり勉強会

【フリーマーケットの様子】

【北地域のイルミネーションの様子】

【南地域のイルミネーションの様子】

【公園歩き（現地視察）の様子】

【会場周辺グルメの様子】

【アロハの様子】 【新小岩中学校吹奏楽演奏の様子】

【お問合せ先】
都市整備部調整課街づくり計画担当係　☎03-5654-8382

【お問合せ先】
 産業観光部観光課観光担当係 ☎03-3838-5558

　令和元年度、新小岩駅の南北地域において、区内最大の商業圏であり国内外から観光客が訪れる葛
飾区の玄関口として、地元自治町会・商店会等と区が協働で観光振興事業を行うことで、観光客の誘
客とともに地域住民の交流を活性化させ、街全体の賑わいを創出することを目的に、「きらめきの街・
新小岩」と題したイルミネーション事業が始まりました。

　北地域では、スカイデッキたつみ、新小岩駅東
北広場、新小岩東北自転車駐車場、区道898号に、
約 25万球の光が魅せる圧巻のイルミネーションで
街を彩りました。
（点灯期間：令和元年12月～令和２年２月）

　南地域では、南口ロータリー、平和橋通り、新
小岩一番通り、新小岩仲通り、新小岩栄通り、東
栄信金通り、新小岩小松通りの84本の街路灯に華
やかなイルミネーションで街を彩りました。
（点灯期間：令和元年12月～令和２年２月）

　２月８日と９日には、「2020 HAPPY VALENTINE’S EVENT」として、期間限定のフォトスポッ
トも登場し、点灯イベントでイルミネーションを盛り上げました。

　新小岩公園は、開園から30年以上経過しており、
近年の大規模水害に備えた防災機能の強化や、日
常的なレクリエーション機能を両立させた公園へ
の再整備に向けて、令和元年度より地域の方々と
意見交換を重ねながら、「新小岩公園再整備基本
構想」の検討を進めております。
　令和２年度は、引き続き、基本構想を踏まえた
「新小岩公園再整備基本計画」の策定に向けた検
討を進める予定です。
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