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三鷹駅北口街づくりラボ

ニュースレター

日時：2019年３月５日（火）18：30 ～ 20
20：30
：30

第５回三鷹ラボ 実施概要

場所：武蔵野芸能劇場
内容：
内容
：
① 三鷹ラボの成果について
④
② 社会実験企画案と2019年度の体制
③ 三鷹ラボを振り返って（参加者から一言） ⑤

社会実験の企画の具体化に向けた検討

小ホール
社会実験の実施方針や体制の説明（下段）を踏まえ、「道あそび」「マルシェ」「飲食イベント」の３つにテーマに沿って、企画を実
施するための準備や役割分担、課題などについてワークショップ形式で話し合いました。

社会実験（2019年）の企画の具体化に向けて
＜ワークショップ形式＞
アンケートのお願い

マルシェ

道あそび

企画内容

三鷹ラボの成果について

三鷹駅北⼝街づくりラボ
成

全５回の三鷹ラボの活動をまとめた「三鷹駅北口街づくりラボ成果報告（案）」
について共有しました。
成果報告（案）目次構成

果

報

告

（案）
平成31年3⽉

公共空間活用の基本的な考え方

１．三鷹駅北口の現状と課題

地元のクリエイターや美大生等に、その
場限りの大きな絵を描いてもらう
子どもたちが塗り絵やちぎり絵などで参
加できるアートづくり

キッチンカーや地元飲食店からの出店
を募る

実 施 後 は 水 遊 び がてら掃 除をして絵を

ラグビーロシアチーム（ワールドカップ

消す

キャンプ地）
と合同イベント

３．三鷹ラボの検討の流れ
４．公共空間の利活用の事例・視察の紹介

チョーク・水・段ボール

地域資源や企業・団体の強みを生かし、連携して

５．三鷹駅北口の印象やかかわり方・過ごし方

社会実験企画案と2019年の体制

等

等

駐輪場確保
企業での広報
（職場からの参加で新たな集客） 等

企業協賛＆宣伝
（ブース設置などメリット提供）
武蔵野らしい出店者確保
天候への対応 等

2019年度三鷹ラボの役割と目的
既存の公開空地や道路空間などのパブリックスペースの活用について、実践者か
らの情報提供等を通して地域の商業者・住民・企業の方々とともに学ぶ。

2019年度は、パブリックスペース活用の社会実験とあわせ、引き続き三鷹ラボを開催します。
第5回三鷹ラボでは、これまでとこれからの三鷹ラボの目的や役割を再確認するとともに、
社会実験の実施方針や体制等について市で検討中の内容を報告しました。

2019年度は
2回の開催を
予定しています！

2018年度三鷹ラボで得られた人脈や関係性を継続し、地域の企業・団体の連携に
よる地域貢献のあり方などについてさらに意見交換を重ねる。

2019年度の実施体制
協議対象

電気・水・排水・
飲食スペース・日よけ

実施に向けた課題

平日の集客
協賛等による費用の確保
（クリエイターへの謝礼） 等

取組みにつなげていく

８．来年度の実施方針と三鷹ラボの役割

体験ブース
（パン・ピザ・武蔵野うどんなど）

必要な準備・備品

電気自動車活用・臨時のシンク設置

実施に向けた課題

実験的イベントから始め、継続的に地域に根付く

７．三鷹駅北口の公共空間の活用イメージ

等

駅前広場を中心に回遊できる会場の設
定、飲食スペースとして道路を活用

実施に向けた課題

「三鷹駅北口ならでは」の取組みを行う

６．各団体・企業の活動内容

道路を活用したタワーズマルシェの展
開・拡大

必要な準備・備品

必要な準備・備品

楽しめ、憩える居心地の良い場をつくる

企画内容

企画内容

地域に暮らす人や働く人を中心に、誰もが一緒に

２．三鷹駅北口街づくりラボとは

飲食イベント

社会実験実施主体

2018年度三鷹ラボでの企画案の具現化を目指し、それぞれ可能な範囲で社会実
験への協力・参加を検討するとともに、取組みの情報を共有する。

イベント実施主体

武蔵野警察署
武蔵野消防署

協議

連携
・
支援

武蔵野市

武蔵野市（道路管理）

三鷹駅北口商店会

三鷹ラボ
社会実験の事前・事後に
は、情報共有、意見交換等を
目的としたラボを開催する。
実行委員会以外の三鷹ラ
ボ 関 係 団 体・企 業 等も、イ
ベントへの出店・企画協力・
広報等、それぞれで可能な
範囲で協力・参加する。

協力・参加

三鷹駅北口街づくりラボ関係団体・企業等
まち“が”ほいくえん

中央地区商店連合会

モンテローザ

武蔵野スポーツクラブ

武蔵野法人会

タツノコプロ
・
・
・

※アンケートより「積極的に関わりたい」
と回答があった団体・企業を掲載

することを前提に検討を進めます。

むさしのマルシェ実行委員会

多摩府中保健所
情報共有

空間活用の実現性が高いかたらいの道、桜通りを通行止めにして社会実験を実施

社会実験の実施概要案

実行委員会
道路占用にかかる
調整・協議などの主体
となる組織としては、
市とこれまで の 実 績
のある2団体を中心に
実行委員会を設置し
て進めることを基本と
する。

2019年9月
木曜～日曜の
4日間程度で
実施予定！

平日イメージ

道あそび

オープンカフェ
夜の飲⾷空間

むチュー
de
まちあそび
マルシェ

（仮）

休日イメージ

フリー空間
企画展⽰
道あそび 等

マルシェ

道あそび・
スポーツ体験
飲⾷イベント

企画展⽰
⽔あそび等

飲食
飲⾷テント等

三鷹ラボを振り返って
三鷹ラボへの参加がきっかけで、
5月のタワーズマルシェと合同で
企画を実施することになった。
社会実験前にまずは実践してみたい。

三鷹ラボに参加した感想や今後への期待について、各参加者からコメントをいただきました（敬称略）。

改めて地元に多数の企業や
実績のある取り組みがあることを実感した。
具体的な取り組みになるよう、
今後も一緒に考えていきたい。
当社はアニメを作る会社であり、
多くの方に知られているキャラクターもいるため、
にぎわいづくりに利用してほしい。

地域の方と接することが
あまりなかったので
楽しい会だった。
色々なことを話す中で、
仕事に生かせることも多く
有意義だった。

タツノコプロ

タワーズマルシェを開催してきたが、
むさしのマルシェ
企業の人に関心を持ってもらえる日が
実行委員会
来るとは思わなかった。
これからも楽しいことをやっていきたい。

行政とのやり取りは多くあるが、
三鷹ラボは特殊な場であった。
事業者と市がフラットな関係で
意見を出し合っていた。
三鷹市との連携もできるとよい。

NTTクラルティ

アイデアが多く出てきて楽しかった。
今後はアイデアを形にできるように
取り組んでいきたい。
モンテローザ

アイデアを出しながら
楽しく話せる新鮮な機会だった。
今後も、広報などで協力できると思う。

武蔵野市中央地区商店連合会
中央通り西祥会

普段は街づくりについて考えることはないが、
今ある空間を活用するにはどうするのか、
色々な業種の方から意見を聞けて良かった。
来年も参加したい。

まちづくりと関わる
業種ではないが、
街を歩きながら
「この空間使えないかな？」
と考えるようになった。

JR東日本

三鷹ラボに参加して、
三鷹駅北口のことがよくわかり勉強になった。
地域の金融機関であり、
色々なお客様と繋がりがあるため、
取組みを広めるお手伝いができると思う。

東京電力パワーグリッド

JR東日本
東京電力パワーグリッド

熱意のある様々な意見が聞けて感謝している。
施設貸出の実績もあり、今後の地域の取組みにも
協力できると思うのでお声掛けいただきたい。

日本たばこ産業

第1回目で講演いただいた
山下さんの話は非常に参考になり、
仕事にもヒントになることが多かった。
空間を最大限活用できるように、
市と協力して進めていきたい。

色々な方と交流できることが楽しみだった。
仕事帰りで疲れた時間にも関わらず、
参加者は活発な意見交換をしていて
すごいと思っていた。

武蔵野法人会
横河電機

参加者の多様性や、
地域のポテンシャルの高さを感じた。
三鷹ラボをきっかけに、
マルシェの取組みについて
勉強会で紹介してもらうなど、
ご縁が広がっている。

参加することが非常に楽しかった。
「街づくり」は箱モノを作るイメージだったが、
にぎわいから作っていくという
考え方が新鮮だった。

企業が地域の担い手に
なれることがわかってきた。
社会実験を通じて
道路を活用する
チャンスができる。

・NTTクラルティ(株)
・多摩信用金庫
・東京電力パワーグリッド(株)

障害者雇用をしている企業であり、
三鷹駅を利用する社員も多くいるので、
今後もできることがあれば協力したい。
日本たばこ産業

初めて参加したが、報告を聞いて、
活気あるワークをされたことが
伝わってきた。
今後も何かお役に立ちたい。

多摩信用金庫

出席団体・企業等
中央通り西祥会
・八丁商和会

八丁商和会

東京電力パワーグリッド

地域の街づくりに参加できて感謝する。
今後も他の地域でのかかわり方の情報共有など、
何らかの形で関わっていきたい。

・武蔵野市中央地区商店連合会

面白いのは良いことである。
飲食、
トリックアート、水遊びなど、
話し合ったことが実現出来たら
面白い街になり、人も呼べるようになる。

多摩信用金庫

多摩信用金庫
武蔵野タワーズ
団地管理組合

多摩信用金庫

・東日本旅客鉄道(株)八王子支社
・横河電機(株)
・(株)モンテローザ
・日本たばこ産業(株)
・株式会社タツノコプロ
・サイフォン合同会社
・むさしのマルシェ実行委員会

・武蔵野タワーズ団地管理組合

・公益社団法人武蔵野法人会

気楽に発言したことが、
アイデアとして報告書に
残ったのは嬉しかった。
気楽な発言が遊びの
余地を生むので、
今後も楽しんで参加したい。

NTTクラルティ

回を重ねるたびに、いろいろな発想で
やったらいいなと思うアイデアが出てきて
面白いと感じた。会社に持ち帰って
協力できることがないか話してみたい。

2019年度三鷹ラボの予定

サイフォン

ラボメンバー
の皆様へ

2019年度の三鷹ラボは夏頃に開催し、社会実験の検討状況をお知らせする予定です。
開催日時や場所については、改めてご案内を差し上げます。

《事務局》
・武蔵野市役所
・武蔵野市開発公社
・八千代エンジニヤリング(株)

問合せ先

武蔵野市 都市整備部 まちづくり推進課
所 在 地：〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28 4階東棟
Ｔ Ｅ Ｌ：0422-60-1872
ＭＡＩＬ：SEC-MACHIDUKURI@city.musashino.lg.jp

2019年３月 発行

