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隅田川沿川地区まちづくり
現地見学会及び第３回パネル展示のお知らせ
令和４年１月及び３月に、 隅田川沿川地区 （蔵前橋～駒形橋） のまちづ
くりに関するパネル展示とアンケート調査を行いました。 多くの方々にご
来場いただき、 貴重なご意見をいただくことができました。 ご協力どうも
ありがとうございました！
みなさまから教えていただいた地域の現状を確認するために、 隅田川沿
川 （蔵前橋～駒形橋） の堤防沿いをバスと徒歩でめぐる現地見学会を開
３月パネル展示の様子
催いたします。 普段は通行できない 「厩橋自転車保管所」 も歩く予定です。
あわせて、 これまでにいただいたご意見等をまとめたパネル展示等を行います。
地域のみなさまとこれからのまちづくりを考えていきたいと思いますので、 ぜひご参加ください！

現地見学会
【開催日時】

パネル展示について

５月２０日 （金）
第１回 １０ ： ００～１１ ： ３０
第２回 １２ ： ３０～１４ ： ００
５月２１日 （土）
第３回 １０ ： ００～１１ ： ３０
第４回 １２ ： ３０～１４ ： ００
＊各回とも同一内容です
【集合場所】

現地見学会と同日にパネル展示を
各日、
１１ ： ００～１５ ： ００まで、

本所地域プラザＢＩＧ ＳＨＩＰ
１階イベントスペースＡ
にて行っています。
上記時間内どなたでも入退場自由
です。
申込みは不要ですので、 お気軽に
お越しください！

本所地域プラザ ＢＩＧ ＳＨＩＰ
１階 イベントスペースＢ （本所１-13-4）
【定員】
各回先着１０組（１組２名まで）
【申込み等】
５月１６日 （月） までに、代表者の住所・氏名・電話番号 ・
参加人数を、 直接または電話、 E メールで墨田区都市
計画課 （連絡先は右上 「発行元」 参照） までお申し込み
ください。

【会場の感染症防止対策について】
・新型コロナウイルス等感染症防止対策のため、マスクの着用をお願い致します。
・発熱や体調不良等の症状がある場合は、参加をお控えください。
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地域マップ

地域ならではの情報を教えていただきました !
令和４年１月及び３月のパネル展示にて、 みなさまから寄せられた声を 「地域マップ」 に
まとめました。
いいところ、 おすすめのところ

隅田公園周辺
樹木がすっきりして、 雰囲気が明るくなった！
きれいになってよかった！
明るくなって子連れでもゆっくりすごせる ランチが
しやすいカフェ レストランも増えた
天気の良い日に川沿いを歩くのが気持ちいい。

ちょっと残念なところ
● ご紹介いただいた名所やお店など

河口までずっとテラスでつながるといい
台東区側のようにきれいになってほしい
駒形橋～厩橋

川がもっとキレイだといいな ・ ・ ・
内河川 （堅川や北十間川） と隅田川がつながってぐ
るっとまわれる舟運ができるといいな

吾妻橋周辺

隅田川全域

信号があぶない

吾妻橋周辺
テラスつながってほしい！

吾妻橋～駒形橋

隅田公園

お散歩コースにぴったりな水辺

河岸をお弁当が食べたくなるような場所にして下さい！
水辺をもっときれいにしてほしい
川へのアクセスをよくしてほしい
テラスに降りる坂路 定期的に清掃できてない？
ハトのフンが多い ・ ・ ・ どうにかしてほしい
全体的に高架下が暗くてさみしい
高速の下を通り抜けられない
人通りもほとんど少ない
高架下に商業施設を誘致して賑わいのある水辺環境を創出
してほしい

吾
妻
橋

墨田区役所

駒

厩橋周辺

高速下の公園が暗い
高速道路下の公園が楽しく
ない、 緑地化してほしい

夜のライトアップがきれい
きれいで散歩すると楽しいです
ここのお地蔵様に癒されています
厩橋周辺

駒形軒

隅田川花火大会
こまどり
第二会場
児童遊園

厩橋～蔵前橋

蔵前橋から歩道が階段

タバタ、 キヌガワ

ダイビング器材メーカーが
２件もある！

キヌガワ
隅田屋商店 玉林稲荷

厩橋

信号が渡れる時間が短い
お年寄りの人が渡りきれていないときがある

この辺りにスーパーマーケット
をつくってほしい

船江神社

堤防が高くて ・ ・ ・ 残念
堤防にヒビが入っていてこわい
テラスのデザインが暗い 子供とは歩けない
ベンチが古い 岩がごつごつしてて無機質
歩道の緑がうっそうとしてる
この地域ならではの名物や聖地がほしい
川へアクセスできるように

駒形橋周辺 交差点

本久寺
タバタ

高速道路の騒音を下げてほしい
隅田川におりるスロープが長い
ウォーターレジャー （カヤック、 カヌー
など） を行いやすい乗降場所がない

歩道が汚い

ショコラティエ
川路

恒

形

橋

隅田川テラスにおりる通路 （バリアフリー）
ができて、 散歩しやすくなっていて良いで
す！花もきれいです！

言問橋周辺
ランニングすると気持ちがいい

東京おりがみ
ミュージアム

おいしい食物屋さんあります
本所１～４

サンシャインステイト
エスプレッソ
本所初の
ゴードン コーヒー屋さん
ミラー
荒井湯
50 m

大きな交差点なのに店が少ない
ホテル計画は中止

本所地域プラザ
発表会など値段も手ごろで
使いやすい すてきな施設！

貴重な昔ながらの銭湯

お菓子の森
子どもが集まれる駄菓子屋さん
十一屋

Leaves Coffee 本所地域プラザ
Roasters

くら
人気のパン屋さん
外手小学校
げ
若宮公園
https://maps.gsi.go.jp/#18/35.703520/139.798499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0
人気のロースタリー
がい
Marked
る！
公園の遊具が
横綱バーガー
学校がせまい
広場に大きな木と
整備されてほしい
両国店
有名な彫刻がある
もっと知ってほしい
蔵前
徳ノ山稲荷神社
橋
片男波部屋
その他
小宮畳店
石原
江戸押絵羽子板
堀跡 べっ甲資料館 むさしや豊山

横網町公園
よく手入れされている歴史のある場所

YATO

街中に土のある草花のある
暮らしがしたい！
ホームセンターくるといいな！

ねこいます

横網町公園

旧安田庭園
四季が感じられるすてきな場所
江戸期の典型的な庭の造り
おだやかで心が安まる場所

カフェ ・ ボンフィーノ

トイレ怖い
ホテルどうなった？

Single O Ryogoku
Tasting Bar

旧安田庭園

高齢者の相談窓口！
同愛高齢者
支援総合センター

旧安田庭園に変化がほしい
JR 両国駅前 ・ 両国国技館
両国といえば相撲の町
駅前は整備されていてきれい
回遊性を高めてほしい

緑町公園

遊具がいっぱい！

両国国技館
都立江戸東京博物館

ガード下にゴミ

りょうごくえき たのしい

出典 ： 国土地理院地図

沢山のご紹介をありがとうございました。
ほかにも様々な名所やお店があるので、 みなさまも是非、 探してみてください !

