
■まちづくり支援実績

　　　　　　　　　　　　　グループ名 関係市区 活動の概要

1 デザイン・ワークショップ （旧）保谷市 再開発事業に伴う施設計画等の検討

2 多磨墓地前駅周辺地区まちづくり協議会 府中市 商店街の活性化等まちづくり手法の検討

3 日野駅中央改札口新設まちづくり協議会 日野市 再開発を中心とした駅周辺のまちづくり

4 まちづくりの会 八王子市 河川を中心としたまちづくり

5 分倍河原駅前地区まちづくり勉強会 府中市 商店街の活性化

6 府中駅南口第一地区再開発研究会 府中市 再開発事業の検討

7 平成11年度 三鷹台駅前周辺地区まちづくり協議会（仮称）準備会 三鷹市 道路を中心としたまちづくり手法の検討

8 まちだ路面電車の会 町田市 路面電車導入に向けた検討

9 大栗川を考える会 多摩市 河川を中心としたまちづくり

10 府中アゼリア台住宅管理組合 府中市 地区計画

11 西口ふれあい通りの会 羽村市 区画整理に伴う商店街の活性化

12 沼袋駅周辺まちづくり勉強会 中野区 鉄道立体化にあわせたまちづくり構想づくり

13 住み良い3750番地を作る会 稲城市 区画整理に伴うまちづくり

14 府中市住吉町五丁目地域まちづくり委員会 府中市 地区計画

15 つくし野四丁目街づくり委員会 町田市 地区計画

16  新井薬師前駅周辺のまちづくりの会 中野区 鉄道立体化にあわせたまちづくり構想づくり

17 武蔵境通り住民協議会 調布市 調布保谷線の整備に伴う環境施設帯の検討

18 久米川駅北口の会 東村山市 区画整理に伴う建物の共同化

19 平成17年度85街区の町づくりを考える会 日野市 建物の共同化

20 国分寺崖線景観基本軸（深大寺地区）検討委員会 調布市 調布保谷線の整備に伴う国分寺崖線の景観保全

21 青梅街道（東大和市南街）道路整備検討委員会 東大和市 道路整備に伴う商店街の活性化

22 市庁舎移転に伴う跡地利用まちづくり会議 町田市 市庁舎跡地を活用する地域のコンセプト作り

23 住みよい若松町を守る会 府中市  地区計画

24 平成19年度文学館通りを考える会 町田市 道路整備に伴う商店街の活性化

25 幸町２丁目地区計画を推進する会 府中市 地区計画

26 分倍河原まちづくり連絡会 府中市 地区計画を含めた整備手法の検討・商店街の活性化

27 府中アゼリア台住宅管理組合 府中市 地区計画

28 平成21年度 鶴川平和台自治会 町田市 地区計画

29 清川・太陽まちづくり準備会※7 八王子市 景観計画

30 三鷹駅北口地区まちづくり準備会 武蔵野市 地区計画

31 立川駅北口駅前地区まちづくり協議会 立川市 地域活性化のための手法の検討

32 新南口地区街つくりの会※1 小金井市 市街地再開発

33 入間町・緑につつまれた街づくりの会 調布市 国分寺崖線の景観保全

34 しあわせ野東地区を考える会※2 町田市 地区計画

35 千駄ヶ谷五丁目町会まちづくり勉強会 渋谷区 地区計画

36 連雀通り商店街活性化研究会※3 三鷹市 商店街活性化・まちづくりガイドライン

37 沼袋駅周辺地区まちづくり勉強会 中野区 まちづくり構想の検討

38 沼袋駅前バス通り商店街を考える会 中野区 まちづくりルールの検討

39 豊田商店街まちづくり委員会 日野市 区画整理に伴う商店街の活性化

40 西新小岩水害時避難場所高台等整備勉強会 葛飾区 水害に対応するためのまちづくり構想の検討

41 富士見町団地再生検討チーム 立川市 地区計画

42 すみだ両国青空防災車座※ 墨田区 防災まちづくりに関するイベント

43 国分寺駅北口駅前通り交通安全協議会 国分寺市 まちづくり計画案の作成

44 豊田駅南口周辺地区まちづくり協議会準備会※ 日野市 駅前まちづくり

45 東金町一丁目西地区再開発協議会※4 葛飾区 駅前再開発

46 青梅駅前地区市街地再開発準備組合※ 青梅市 再開発事業

47 十条地区商店街まちづくり連絡会 北区 まちづくり事業と駅前商店街通りのまちづくり

48 青梅織物地区まちづくり検討会 青梅市 景観整備手法の検討・地区計画の検討

49 旭通り商業空間魅力化検討委員会※ 国立市 駅前商店街通りのまちづくり

50 北斎通りまちづくりの会 墨田区 まちづくり条例に基づく提案 ※平成29年度シンポジウム開催

51 砂川中央北側地区まちづくり勉強会※5 立川市 都市計画道路整備と合わせた周辺まちづくり手法の検討

52 葛飾区東四つ木防災ワークショップ※ 葛飾区 水害対策・道路拡幅・不燃化促進

53 新井薬師前駅周辺地区まちづくり検討会 中野区 連続立体交差事業と合わせた駅周辺まちづくりの検討

54 渋谷桜丘周辺地区まちづくり協議会 渋谷区 地区計画

55 田町リノベーションプロジェクト※ 八王子市 地域特性を活かしたまちづくりの検討

56 横山町地区グループ 八王子市 地域特性を活かしたまちづくりの検討

57 上板南口銀座商店街活性化研究会※6 板橋区 まちづくりガイドラインの検討

58 西水元地区の街づくり勉強会 葛飾区 まちづくり基本構想、事業手法の検討

59 中町地区グループ 八王子市 まちづくり方針、景観ルールの検討

60 明神町地区グループ 八王子市 まちづくり方針の検討

61 国分寺高校東通り周辺地区交通安全まちづくり協議会 国分寺市 地区まちづくり計画の検討

62 東池袋五丁目10番街区まちづくりの会 豊島区 木造住宅密集地域におけるまちづくりの検討

63 日暮里中央通りまちづくり協議会 荒川区 商店街通りのまちづくり

64 平成29年度 富士見通りまちづくり協議会 福生市 安心して歩けるまちづくりを進めるための方策の検討

65 北野台自治会 八王子市 空き家予防・管理、空き家を使った身近なサードプレイスづくり

66 三井台自治会（日野市三沢五丁目） 日野市 道路景観向上、住宅維持管理、空き家・空き地の活用検討

67 高幡芙蓉ハイツ管理組合（日野市三沢四丁目） 日野市 将来設計、施設管理、施設マネジメントの検討

68 めじろ台地区まちづくり協議会 八王子市 まちづくりビジョン憲章の策定と行動計画の立案

69 下高井戸北口周辺地区まちづくり勉強会 杉並区 商店街の活性化と共同化等に関する検討

70 新小岩一丁目51番街区勉強会 葛飾区 51番街区の開発の可能性を研究する勉強会

71 本多一丁目まちづくり協議会 国分寺市 良好な住環境の維持・改善と商業活性化の検討

72 秋留台東地区　世話人会 あきる野市 立地条件を活かした土地利用の転換についての勉強会

73 三の輪銀座商店街振興組合 荒川区 商店街のまちづくりルールの制定に向けた勉強会

74 シンポジウム「五日市のまちづくりを考える」※ あきる野市 五日市まちなかの再生に向けた有識者による講演、勉強会

75 イベント：ムービンピック※ 武蔵野市 吉祥寺の魅力を発信していく映画イベント

76 イベント：軒先から、こんにちは、ナリタヒガシ※ 杉並区 住宅や店舗の軒先を利用して、マルシェやワークショップ

77 調布市北部地区まちづくり推進協議会 調布市 公共施設の誘致や交通環境の改善等、快適なまちづくりの検討

78 京王平山まちづくり協議会 日野市 空家・防災・インフラ等課題検討

79 三井台まちづくりプロジェクトチーム 日野市 地域の安全と住みやすいまちづくりの検討

80 狛江駅南口駅前地区再開発協議会 狛江市 再開発検討

81 イベント：ササハタハツ商店街一体化促進イベント※ 渋谷区 幡ヶ谷地域商店街の一体化、周辺商店街との協働

82 狛江・和泉多摩川リバーサイド賑わいのある街づくり推進会 狛江市 和泉多摩川地区のまちづくり事業の調査研究

83 中台２丁目北地区まちづくり協議会 板橋区 地区計画の見直し、空地空家の管理体制の検討

84 イベント：ぶんさんウォーク2021※ 国分寺市 まち歩きを通して、まちづくりについて考えるきっかけをつくる

凡例(支援内容)　【無印】活動費・相談費　【※１～7】調査費　【※】シンポジウム・イベント開催
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