
○2022（令和４）年６月17日に、協議会の第11回定時総会を開催しました。

○協議会の礎となった創立会員・創立支援者等と、現在の定例理事会名簿は次のとおりです。

○今後も「安全・安心で、歩きたくなるまち」の実現に向けて、様々な取組みを進めていきます。
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新宿 EAST 推進協議会 まちづくりニュース
～EAST地域の“まちづくりのいま”をお知らせします～

○協議会創立10周年を記念して、2022（令和
４）年10月18日に、『新宿EAST推進協議会
創立10周年「感謝の会」』を開催しました。

１．新宿 EAST 推進協議会創立１０周年「感謝の会」が開催されました。

新宿EAST推進協議会（以下「協議会」）は、2011（平成23）年2月の創立以来、これまで附置義務
駐車台数・地区計画による建物の斜線制限や容積率(延べ床面積)制限・附置義務駐輪台数の緩和、まちを
育てる活動を柱として、「安全・安心で、歩きたくなるまち」の実現に向けて、検討を進めています。

本号では、2022（令和４）年度の協議会活動を、まとめて報告いたします。

４．今後も様々な取組みを進めていきます。

４ 1

新宿区公式ホームページで、これまでのニュースを閲覧することができます。
ページ名「新宿駅東口地区のまちづくり」

URL：http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/keikan01_001031.html
新宿駅東口 まちづくり で検索または、二次元コードの読み込みによりご覧ください。

～区ホームページにまちづくりニュースを掲載しています～

２．新宿 EAST 推進協議会創立１０周年の記念誌を作成中です。

○協議会創立10周年の「記念誌」を作成中です。
○「記念誌」では、協議会創立前からの新宿三丁目エリアのまちづくりの経緯や、協議会創立後の活動

記録や成果などを、写真や図を用いて、わかりやすくまとめる予定です。

■新宿EAST推進協議会とは…
「新宿EAST推進協議会」は、2011（平成23）年2月に新宿駅東口

の街への愛着心と誇りを共有する22名の“創立者（ファウンダーズ）”
が、組織した街づくり団体です。

この時『新宿をより良くしよう』と共感された中山弘子前区長を“創立
支援者”に迎えました。現在、吉住健一区長を“創立兼運営支援者”に迎
え、創立以来10年余ですが、主な成果を地元団体として区長と共に次の
ように達成しました。
⑴ 都の条例による建物内駐車場の附置義務台数の大幅な低減
⑵ 国の建築基準法による建物の斜線制限や延べ床面積制限の緩和
これからも100年・150年の愛着心と誇りを共にするビルオーナー達

が、区などをオブザーバーに迎え、集う月例理事会等を続けます。
今後は、東口の街の特徴である、個人オーナービル群が備える魅力を大

切にした街づくりを推進します。さらには、上場企業ビル等とも役割分担
し共存・共栄出来る、新宿の街らしい地域経営を目指します。 （EAST地域の範囲）
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○「感謝の会」の当日は、竹之内会長の挨拶、
吉住健一新宿区長や伊藤滋東京大学名誉教授
などの祝辞、中山弘子前新宿区長の乾杯で始
まりました。

○協議会活動にご協力頂いている皆様へ感謝
を表する大切な会となりました。

○今後とも協議会のまちづくりへの活動に、
ご理解とご協力をお願い致します。左より、竹之内勉会長、伊藤滋先生、髙野吉太郎副会長

会場のハイアットリージェンシー東京に約150名を
ご招待しました

■創立会員・創立支援者等名簿 ■現在の定例理事会名簿

ｖｖ

二次元コード
（新宿EAST推進協議会）

（2011年2月創立） （2023年3月現在）

竹之内 勉 新宿大通商店街振興組合 会長 竹之内 勉 Ｔ＆Ｔビル㈱ 代表取締役社長

蛭川 和勇 新宿駅前商店街振興組合 蛭川 和勇 ㈱オカダヤ 代表取締役会長

安田 眞一 新宿東口商店街振興組合 髙野 吉太郎 ㈱新宿高野 代表取締役社長

宮内 長吉 新宿東地区まちづくり研究会 志村 久弥 ㈱綱八 代表取締役社長

髙野 吉太郎 新宿大通商店街振興組合 藤井 俊明 ㈱追分だんご本舗 代表取締役会長

一色 誠孝 新宿大通商店街振興組合 松井 敦 ㈱松井ビル 専務取締役

川島 平次 新宿駅前商店街振興組合 青柳 潔 ㈱越後屋豆店 代表取締役社長

和田 総一郎 新宿駅前商店街振興組合 一色 誠孝 (資)しんじゅく一色 代表社員

内野 一 新宿東口商店街振興組合 内野 一 (有)こまどり 代表取締役

藏本 一郎 新宿東口商店街振興組合 川瀬 真人 ㈱いさみや 代表取締役社長

古川 哲也 新宿東地区まちづくり研究会 喜多 俊行 ㈱大阪屋商店 専務取締役

生方 伊左雄 新宿東地区まちづくり研究会 杉山 元茂 ㈱すずや 代表取締役

藤井 俊明 新宿大通商店街振興組合 中山 德次 (有)藤商事 代表取締役

志村 久弥 新宿東口商店街振興組合 丸山 進 丸山商事㈱ 専務取締役

濱中 治男 新宿駅前商店街振興組合 宮﨑 進司 ㈱文明堂東京 代表取締役社長

新井 丈一 新宿東地区まちづくり研究会 矢向 剛 (有)明石 代表取締役

片桐 基次 歌舞伎町商店街振興組合 安田 眞一 大安商事㈱ 代表取締役

松井 脩 新宿三丁目明治通り商店会 和田 総一郎 ㈱らんざん 代表取締役社長

泉 耿介 新宿研究会(代表幹事) 青野 真博 ㈱丸井 代表取締役社長

西澤 俊一 新宿大通商店街振興組合 人見 孝俊 ㈱丸井 新宿マルイ渉外担当副店長

小俣 文二 新宿東口商店街振興組合 藏本 一郎 市嶋商事㈱ 代表取締役社長

戸沼 幸市 新宿研究会（会長） 渡邊 朗 市嶋商事㈱ 専務取締役

創立支援者 中山 弘子 新宿区長（創立時） 小林 莞侍 ㈱小林平三商店 代表取締役社長

（2015年4月 ～ 2023年3月現在） 杉崎 一郎 ㈱三平 常務取締役

創立兼運営支援者 吉住 健一 新宿区長 都村 智史 京王電鉄㈱ 代表取締役社長 社長執行役員

中川 太郎 京王電鉄㈱ 新宿再開発推進室課長

細谷 敏幸 ㈱三越伊勢丹ホールディングス 取締役 代表執行役社長CEO

宗内 義明 ㈱三越伊勢丹 不動産開発部まちづくり推進部企画統括

監事 片桐 基次 ㈱丸石 代表取締役社長

事務局長 泉 耿介 NPO日本都市計画家協会 元常任理事

山本 豊 新宿大通商店街振興組合 事務局長

濱中 治男 新宿駅前商店街振興組合 事務局長

野﨑 清次 新宿駅前商店街振興組合 事務局長代理

山本 正隆 新宿東口商店街振興組合 事務局長

島田 治 新宿三丁目明治通り商店会 副会長
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３． 新宿三丁目駅周辺まちづくり誘導方針について

■誘導方針の目的と対象範囲

■誘導方針

■まちの将来像

■「新宿三丁目駅周辺まちづくり誘導方針」の位置づけ

【対象範囲】
新宿三丁目駅周辺及び関連する範囲

２ ３

新宿区からのお知らせ

誘導方針は、新宿三丁目駅周辺に必要な都市機能や都市基盤等について、 「新宿駅東口地区まちづくりビ
ジョン」の深度化を図り、区と地域が連携し、今後のまちづくりを誘導していくことを目的としています。

○新宿EAST推進協議会の「まちづくりビジョン案」を受け、2019（平成31）年3月に新宿区が策定した「新宿駅東口地区まちづくりビジョン」で「商業や観光による賑わいの拠点」に位置付けている新宿三丁目駅周辺について、
2021（令和3）年2月から、新宿区は学識経験者・新宿EAST推進協議会※・行政からなる新宿三丁目駅周辺まちづくり検討委員会を設置し、必要な都市機能及び都市基盤等の誘導方針について検討を行いました。

（※第２回委員会（2021(令和3)年5月）から協議会会長に委員として参画いただいています。）

新宿三丁目駅周辺まちづくり誘導方針(素案)

【目的】 新宿三丁目駅周辺の将来像を「新たな出会いと体験の場となる歩いて楽しい交流拠点『新宿追分』」と
しています。そして、将来像を実現するため、３つのまちづくりの方向性を定めています。

３つのまちづくりの方向性をもとに、７つの方針を定めています。誘導方針は、新宿駅東口地区のこれまでのまちの将来像等を踏まえて作成しています。

新宿駅東口まちづくり構想（平成23年2月 新宿区）

新宿駅東口地区まちづくりビジョン（平成31年3月 新宿区）

新宿三丁目駅周辺まちづくり検討委員会（令和３年２月～）

新宿三丁目駅周辺まちづくり誘導方針（令和４年度(予定) 新宿区）

地域と行政の連携によるまちの将来像の実現に向けた具体的な検討や取組の推進

【基本戦略】
・歩行者主体の回遊性のあるまちづくり ・老朽化建物の更新による活気あるまちづくり ・風格と活力が調和した魅力あるまちづくり

【まちの将来像】
日本を代表する賑わいと歩きたくなるまち～駅を中心とした２つの拠点と新宿通りを中心とした賑わい交流軸の形成～

・地区計画等で地区特性に応じた建替えの誘導 ・大規模開発等で新宿三丁目駅周辺の拠点づくりの誘導
・道路断面構成見直し等の都市基盤の検討の深度化 ・まちの維持発展のためのエリアマネジメント体制の検討

安全・安心で誰でも受け入れる
多様性のあるまち
（Diversity）

憩いや安全・安心、環境への配慮等の、
新たな取組や技術を取り入れる挑戦のまち。

年齢、性別、国籍等に関わらず、
誰でも受け入れる多様性のあるまちへ。

新宿三丁目駅周辺の
新たな出会いと体験の場となる
歩いて楽しい交流拠点

「新宿追分」

新たな出会いと体験の場となる歩いて楽しい交流拠点「新宿追分」

新宿駅と新宿三丁目駅をつなぎ
先進性・大衆性が融合した新宿通りや、

多様な賑わいのあるモア街、双葉通り、中央通り、
武蔵野通り、新宿ランブリングロード、

末広通り、要通り等からなる
回遊性の高い歩いて楽しいまちへ。

回遊性の高い歩いて楽しいまち
（Walkable）

新たな賑わいや文化を創出するまち
（Activity）

商業を中心とした文化・情報発信や、
娯楽・芸能・芸術で賑わうまち。
伝統と革新が共存し、時代のニーズに

柔軟に対応しながら
新たな賑わいや文化を創出するまちへ。

歩行者優先のまちをつくる

新たな賑わいや
文化を創出するまち

回遊性の高い
歩いて楽しいまち

安全・安心で
誰でも受け入れる
多様性のあるまち

まちを楽しむ新たなみちをつくる

安全・安心で人に優しいまちをつくる

環境に優しいまちをつくる

まちと駅がつながる賑わいと交流の拠点をつくる

界隈性と新たな体験のあるまちをつくる

新宿全体の魅力を高める最先端なまちをつくる

方針１

方針２

方針３

方針４

方針５

方針６

方針７

○新宿区は、新宿EAST推進協議会との意見交換や検討委員会の検討を踏まえて「新宿三丁目駅周辺まちづくり誘導方針（素案）」を作成し、2022（令和4）年12月8日から2023（令和5）年1月6日まで意見募集を行いました。
現在、誘導方針の策定に向けた手続きを行っています。

○誘導方針の策定後も、地区計画や交通基盤など、まちの将来像の実現に向けた具体的な検討や取組を、地権者・事業者、地元まちづくり組織（新宿EAST推進協議会）、行政が連携し、進めていきます。

西新宿地区

歌舞伎町地区

新宿グランドターミナル

新宿駅東口地区
（新宿駅東口地区まちづくりビジョンの範囲）

新宿三丁目駅周辺

東口
駅前広場

新宿駅

新宿三丁目駅

ｖ


