
「地域デザイン」、「まちづくり事業」、「まちの維持管理運営」等による一体的なエリアマネジメントの
一環として、平成 29 年度は主に以下の活動を行っています。

　　まちづくりに関わる調査・研究
　　大学等連携プロジェクト、デザインスクールの開催

　　空間デザインと公共空間の活用方策検討
　　プロムナードの再整備に向けた検討
　　（プロムナード研究部会）

　　地区別まちづくりの検討と事業化支援
　　公共用地の整備に向けた研究準備

　　魅力の発信、ＰＲ
　　ＳＮＳ（Facebook）を活用した情報発信、専用ホームペー
ジの立上げ（Ｈ29.10 末開設予定）、まちづくりニュースの
発行、その他町会、自治会等の掲示板を通じた情報発信等
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第１回

デザインスクール

第 1 回デザインスクールは、防犯をテーマに高島平警
察署と板橋区防犯協会が主催する「防犯活動推進員等
研修会」をUDCTak が共催する形で開催しました。「プ
ラス防犯」の考え方の講義の後、班に分かれて「高島
平版ジョグパト」の検討について話し合いました。

平成29年９月号

平成29年5月13日（土）　13：00～15：45

場所：高島平区民館ホール
テーマ：防犯「子ども、女性に対する
犯罪の未然防止、プラス防犯について」
講師：東京大学大学院　樋野公宏准教授
参加者：114 名

第２回

第 2 回デザインスクールは平日夕方、大学での開催と
なりました。学生の参加が多い中、ゲームや VRを使っ
た防災教育や簡単に取り組める防災対策、高島平地域
の災害リスク等について大東文化大学講師の飯塚先生
に講義いただきました。

平成29年7月12日（水）　17：00～18：30

場所：大東文化大学
テーマ：防災　「日常生活の中で身
に付ける災害対応力について」
講師：大東文化大学　飯塚裕介講師
参加者：62 名

様々なまちづくりの課題について、講師に建築やまちづくりの学識経験者などの専門家を迎え、まちづくりを実
践的に学ぶ講義形式やワークショップのデザインスクールを開催しています。
将来的には実際のまちづくりや空間デザインにつなげるとともに、まちづくりの担い手の育成をめざしています。
今年度は、UDCTak に関わりのある先生方を講師として、全 6回の開催を予定しています。

UDCTak の設立

UDCTak の主な活動内容

平成28 年 11 月 6 日、「民・学・公」が連携してまちの将来像を描き、実現するまちづくりのプラットフォー
ムとして、「アーバンデザインセンター高島平（以下「UDCTak」という）」が設立されました。
UDCTak は「東京で一番住みたくなるまち」の実現に向け、「学び考え提案する」「実践し事業化する」「持
続的に運営し定着させる」というサイクルで、高島平のまちづくりを推進しています。
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高島平ヘリテージ プロジェクト

買物支援プロジェクト

大学等連携プロジェクトの紹介

とくし丸に搭載して
いるGPS 機器

東京大学　住宅・都市解析研究室
中央大学　助教  関口達也
㈱よしや
㈱ブルーチップ

東京大学　都市デザイン研究室
高島平観光協会（仮）

高齢化に伴い日常の生活が困難な買物弱者の問題の解決への取組み
として、移動スーパー「とくし丸」が運行されています。UDCTakでは、
移動スーパーの利用状況の調査をはじめ、選得られた GPS の軌跡と
売上げデータを組み合わせて分析し、他地区の移動スーパーとの比
較も行っています。
今後、住民の方々の買物行動の実態等と組み合わせた分析を行うこ
とで、地域の買物環境に関する課題を抽出し、その解決のための対
策を検討していきます。そして、住民の方々が日常の買い物を行い
やすい便利なまちづくりをめざします。

・ＧＰＳとレジ端末による移動
スーパー「とくし丸」の利用
状況調査

（高島平地域のほか 3 地区で調
査を実施）

・利用状況調査結果の他地区との
比較による課題抽出

これまでの活動 今後の予定

高島平誕生以前の地域構造、高島平誕生時の先進的な構想や意図、
この半世紀の間の空間形成や場所創成のプロセス、それらが生み出
す記憶力豊かな都市空間が高島平には存在し、その都市性を支えて
います。本プロジェクトでは、高島平において今後も継承すべきこ
うした都市空間を「高島平ヘリテージ」と定義し、高島平の将来計
画に活かすため、行政や地元、ＵＲなどに散逸する高島平の成立ち
やまちづくりの経緯等の情報を収集・整理し、一元的な管理を進め
ています。
加えて、これらのまちの記憶を可視化、体験化する仕組みを開発し、
新たな楽しみ方への提案へとつなげていきます。

・高島平ヘリテージプロジェク
トの立上げ（ミーティングを
3回実施）
・古地図や計画図などの基礎情
報の収集。

・社会実験「高島平グリーンテラス」
パネル展示と古地図を囲んだヘ
リテージ談義、まちあるきの開催
・収集・整理した情報は年度末に
向け展示会、出版物、マップ等
により公表予定。

これまでの活動 今後の予定

高島平地域の課題解決やまちづくりに向けた具体的な取組み、研究活動を、大学等の
協力・連携のもとで実施しています。

協力・連携

協力・連携
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高島平発！  防災ゲーム開発プロジェクト

花壇づくりプロジェクト
花壇活動を通じた「居場所」づくりとネットワーク形成をテーマと
して、花育てによる景観づくりと交流を通じた健康福祉（ウェルフェ
ア）の実現をめざしています。
今年度は、花壇活動団体の実態調査と発掘、交流イベント等を通し
た活動団体のネットワーキング、園芸指導や調整役となる専門家に
よる講座を実施し、継続的かつ自立的な花壇活動の担い手育成と地
域の「居場所」となるような活動の拡大支援を行っています。

・花壇活動団体の発掘及び実態
調査
・ＵＲ高島平団地における花壇
活動支援

・社会実験「高島平グリーンテラス」
パネル展示
・花壇ワークショップ（10 月、12
月実施予定）
・デザインスクール「花壇のお手
入れ講座」（11 月実施予定）

ジョグ＆ウォークパトロール高島平

筑波大学　藤井さやか研究室
東京大学　大学院生有志

東京大学　住宅・都市解析研究室
　　　　　及び、大学院生有志
東京都健康長寿医療センター

大東文化大学
　飯塚裕介ゼミナール

これまでの活動 今後の予定

高島平地域では、あらゆる世代にとっての安全・安心な生活環境づ
くりが大きなテーマとなっています。UDCTak では、ジョギングや
ウォーキングなどの日常生活の中で、揃いのデザインの見守りアイ
テム（ビブス、バンダナ等）を住民等が身に着け、地域で見守り合
う活動を広げていくためのプロジェクトを進め、犯罪の起こりにく
いまちづくりをめざすとともに、お困りの人に声を掛け合い、誰も
が住みやすいまちをめざします。

・デザインスクール「子供、女
性に対する犯罪の未然防止に
ついて」
・防犯アイテムのデザイン、制
作（ビブスとバンダナ）

・社会実験「高島平グリーンテラス」
パネル展示と防犯アイテムの配
布・防犯活動参加者を対象とし
たアンケートの実施

これまでの活動 今後の予定

高島平地域グランドデザインでは、災害時でも継続的に生活の安定
や都市機能が維持されたまちに転換することがテーマとなっていま
す。UDCTak では、災害対応・災害行動を学習・訓練することを目
的とした防災ゲームの体験を通じて、災害に対する知識や判断力を
養い、地域防災力の向上をめざすプロジェクトを進めています。

・デザインスクール「日常生活
の中で身に付ける災害対応力
について」
・高島平地域の課題を取り込ん
だ防災ゲーム「ＴＥＮＰＥＮ」
の開発。

・社会実験「高島平グリーンテラス」
パネル展示と防災ゲームの体験
会の実施
・防災ゲームの実証実験（Ｈ30 年
度を予定）

これまでの活動 今後の予定

協力・連携

協力・連携

協力・連携
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プロムナード研究部会

プロムナード研究部会

〒173-8501　東京都板橋区板橋二丁目 66 番 1号
都市整備部 高島平グランドデザイン担当課
電話番号：03-3579-2183　FAX 番号：03-3579-5437
E メール：takamachi@city.itabashi.tokyo.jp

問い合せ先

facebook facebook で最新情報を発信しています。
「UDCTak」で検索し、　　　　をクリック！いいね！

第 1 回：平成 29 年 6 月 5 日（月）13:30 ～ 15:30
　場所：板橋区役所北館５０４会議室
　議題：ゾーン別の整備の方向性・先行整備エリ

アの整備計画案について

第 2 回：平成 29 年 9 月 5 日（火）10:00 ～ 12:00
　場所：板橋区　高島平地域センター第一洋室
　議題：整備のストーリー・ゾーン別の整備の方向

性・基本構想取りまとめイメージについて

第 1 回：平成 29 年 7 月 8 日（土）10:00 ～ 12:00
　場所：高島平二丁目集会所
テーマ：再整備に向けたプロムナードの具体的な

使い方イメージ（高島平駅周辺以東）

第２回：平成 29 年 8 月 8 日（火）18:30 ～ 20:30
　場所：高島平区民館  3 階
テーマ：再整備に向けたプロムナードの具体的な

使い方イメージ
　　　　（東西軸高島平駅周辺以西＋南北軸）

プロムナードの再整備に向けた基本構想への提案・提言を目的とし、民・学・公のメンバーで構成されるプロムナー
ド研究部会を設置し、様々な視点から検討を重ねるとともに、研究部会が主催する形で、一般公開型のプロムナー
ド勉強会を開催し、広く区民ニーズの把握やシーズの掘り起こしを行っています。今年度は、勉強会で収集した意
見も踏まえて、プロムナードの具体的な使い方や整備等の内容について検討を進めています。
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プロムナード勉強会２

今後のプロムナードの再整備を想定し、居心地の良い空間の創出に向けて、賑わい機能や憩いの空間を設置し、
効果検証や課題把握等につなげる社会実験を実施

日時：9月28日（木）から 10 月 1日（日）まで
11：00 ～ 20：00
（初日は 16：00、最終日は 18：00 まで）

場所：高島平駅前交番裏の高島平緑地内付近
（高島平二丁目 34 番）

内容： ① 飲食店の営業
 ② 可動椅子やテーブル等による飲食及び休憩空間

の創出
 ③ 各種調査の実施（利用者数調査、アクティビティ

調査、利用者アンケート調査、店舗売上調査等
を予定）

高島平プロムナード活用社会実験３


