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 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。

 音声認識システムで認識できなかった発言等は「＊」で表示しています。
午後１時２８分開会

本エリアは、綾瀬ゾーンと北綾瀬ゾーン、二つ

○浅子けい子委員長 それでは、皆さん全員お揃い

に分けでご報告をさせていただいております。

なので、ただいまからエリアデザイン調査特別委

まず、１ページの綾瀬ゾーンでございます。

員会を開会いたします。

綾瀬駅前の開発予定地、こちらに関しまして、
要望書を３月２９日付け、地元の綾瀬駅東口周辺

◇

地区まちづくり協議会より受理をいたしました。
そちらの要望書につきましては、８ページに添付

○浅子けい子委員長 最初に、記録署名員２名を私

をさせていただいております。その地元の要望を

から指名いたします。

踏まえまして、区から駅前の住友不動産に、９ペ

はたの委員、銀川委員にお願いをいたします。

ージにあります要望書を４月１２日付けで提出を
しておりますので、ご参照いただければと思いま

◇

す。
また、（２）にあります綾瀬ゾーンのエリアデ

○浅子けい子委員長 審査に先立ちまして、委員の

ザイン計画策定業務につきましては、記載の事業

皆様に申し上げます。

者に決まりましたので、令和３年度の策定に向け

本特別委員会の調査項目及び設置理由は、お手

て作業を進めてまいります。

速報版

元に配付のとおりでありますので、ご了承お願い

詳細な綾瀬の工程表につきましては、参考まで

をいたします。

に別紙３で１０ページにお付けしておりますので

それでは、今回は陳情等がありませんので、早

ご参照いただければと思います。

速、報告事項を報告いたしたいと思います。

また、（３）です。綾瀬駅東口周辺地区におけ

１、綾瀬・北綾瀬エリアデザイン、２、花畑エ

るアンケート結果ということで、この後、北綾瀬

リアデザイン、３、江北エリアデザイン、４、六

も含めましてご報告させていただきますが、今回、

町エリアデザイン、５、千住エリアデザイン、６、

しょうぶまつり、世界の食広場とハト広場でやり

竹の塚エリアデザイン、７、西新井・梅島エリア

ましたアンケートにつきましては、総数で１，４

デザインの取り組み状況について、以上７件、政

９６件、例年の倍近くのご意見をいただきました。

策経営部長から報告をお願いいたします。

まちづくりの関心の高さがうかがえる結果と思っ

○政策経営部長 よろしくお願いいたします。

ております。

本日お配りしました資料の中にこの七つのエリ

２ページの年齢層におきましても、かなり広い

アデザインの位置図というのがございます。各エ

範囲の、広い世代の方々に今回アンケートに答え

リアにつきまして対象となる範囲を赤く枠取りを

ていただいたと思っております。

しているものが入っておりますので、これからの

また、各駅の利用状況につきましては、直通運

説明に対してご参照いただければと思います。

転の開通前と開通後で取っておりますが、やはり

それでは、エリアデザイン調査特別委員会報告

綾瀬駅から北綾瀬に若干人の流れがあるというこ

資料、政策経営部の資料の１ページをご覧くださ

とが想定できる状況でございます。

い。

アンケート結果につきましては、エ、オのほう

まず、綾瀬・北綾瀬エリアデザインの取り組み

で記載をさせていただいております。

状況についてでございます。

（４）のまちづくり協議会第２回の開催状況と、
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あと、次のページ（５）に第３回のまちづくり協

インの取組み状況についてでございます。

議会の開催内容を記載をさせていただいておりま

こちらにつきましても３月１０日に東京女子医

す。

科大学（仮称）東医療センターの祝賀会のほうを

３ページの２番の北綾瀬ゾーンについてでござ

やりまして、議連を中心に多くの委員の方にご出

います。

席いただきました。まことにありがとうございま

今回、補正予算のほうに計上させていただいて

す。

おります北綾瀬駅交通広場設置に向けた調査委託

２番につきましては、江北駅から新病院名への

というところで、今回、４ページの上のほうにあ

駅名改称の取り組みということで、江北エリアに

ります図、北綾瀬駅の北側のこの丸い調査カ所、

つきましては、病院を核としたまちづくりを進め

こちらに関しまして、現況測量や交通解析、その

ていく中で、（１）にあります駅名改称の目的、

他の調査をする予定でございます。

そういったものをやります。足立区のイメージア

また、（２）につきましては、第４回のまちづ

ップと認知度向上、あとは案内サインの充実とい

くり協議会、（３）につきましては第５回のまち

うことで、病院利用者の利便性の向上、これを目

づくり協議会の内容について記載をさせていただ

指して周辺環境の整備の一環として駅名改称に取

いております。

り組んでいる状況でございます。今、駅名表示案

５ページです。（４）番、北綾瀬駅周辺におけ

としましては、足立医療センター（東京女子医大

るアンケート結果ということで、しょうぶまつり

附属）ということで協議をさせていただいており

のときに合わせて、こちらのほうも北綾瀬のほう

ます。
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で取っております。総数については記載のとおり

費用につきましては、今、２億円余ということ

でございます。また、各駅の利用状況につきまし

で、もう少し削減できるように、今、東京都のほ

ても、やはり綾瀬と同様に若干の動きが出ている

うと協議を進めている状況でございます。

というふうに考えております。また、エにはまち

６月１４日に、江北地区の町会自治会連絡協議

に必要なもの、そういったものを、商業施設、駅

会のほうにご説明に行きまして、再度、また８月

前交通広場等のアンケート結果を記載させていた

１６日に説明を求められておりますので、その間

だいております。

も含めて丁寧に説明をしてまいりたいというふう

以降は、これまでの経緯を記載させていただい

に考えております。

ております。

（４）になります。次期手続でございますが、

続きまして、資料１１ページでございます。花

令和４年の春の改称に向けて、今年の、令和元年

畑エリアデザインの取り組み状況についてでござ

の秋頃に地元の合意をいただければ、地元からの

います。

ご意見をいただければというふうに考えておりま

１番の４月１９日、キャンパスの祝賀会のほう

す。

に多数の関係者、委員の方にもご出席いただきま

（３）でございます。旧江北桜中学校跡地を活

してありがとうございます。

用した（仮称）江北健康づくりセンターの整備と

２番のほうは、それを受けて、現在の工事の進

いうことで、こちらにつきましては、ア、イにあ

捗状況を記載しております。

りますようなコンセプトで、東京女子医科大学病

以降はこれまでの経緯を記載しております。

院の連携事業の強化、又はその医療と介護の連携

すみません、１３ページです。江北エリアデザ

体制の強化、こういったところをコンセプトに施
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設を整備していきたいというふうに考えておりま

２２ページの（３）にありますように、東京都

す。

のほうと調整等図りながら、今後の区有地の活用

予定地等は記載のとおりでございます。新設の

について検討してまいります。

機能につきましては、アにありますように、江北

すみません、２４ページでございます。千住エ

保健センター、あと、休日応急診療所、仮称の医

リアデザインの取り組み状況についてでございま

療・介護連携センター、子育てサロン上沼田、こ

す。

ういった施設の複合施設を考えております。

１番は、第６３回のまちづくり連絡会について

１５ページをご覧ください。この中で今現在想

記載させていただいております。

定しております仮想の床面積を記載をしておりま

また、２番につきましては、配付をしましたま

す。（４）にあります建設する上での制限、また

ちづくりだより等も資料として……こちらのまち

（５）の課題等踏まえまして、今後具体的な運用

づくりだよりのほうの配布状況をご説明させてい

内容も合わせて基本設計、実施設計の中で検討し

ただいております。

てまいります。検討結果につきましては適宜報告

また、３番の北綾瀬駅東口周辺地区のアンケー

をさせていただきます。

ト調査で浮き彫りになった問題点、要望につきま

１６ページの４番でございます。まちづくり連

しては（１）に区域内の居住者、（２）に区域外

絡会第６回の開催状況、また、東京女子医科大学

の居住者、別々に様々な課題を抽出して表示をさ

東医療センター整備運営協議会の第３回の内容を

せていただいております。
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記載をさせていただいております。

４番にありますのは、平成２０年に一度、まち

続きまして、１７ページでございます。こちら

づくり構想をつくった後の社会状況の変化と上位

には、現在の東医療センターの建設工事の進捗状

計画の改定状況について記載をさせていただいて

況のほうを記載させていただいております。以下

おります。

はこれまでの経過なっております。

２７ページの５番にありますように、北千住駅

２０ページにあります、こちらがサインの完成

東口周辺地区の今後の取り組み方針ということで、

イメージということで、駅名変更しますと、こう

こちらの今ご説明しました改正点にあったことを

いった形で駅本体、また、駅入り口、また、各駅

踏まえて新たな視点と追加すべき事項を（１）と

の表示板等に各駅名等を含めて表示される予定で

（２）に記載しておりますが、こちらを踏まえて

調整をさせていただいております。

新たな構想の策定を進めていくというスケジュー

続きまして、２１ページでございます。六町エ

ルでございます。

リアデザインの取り組み状況についてでございま

６番のほうにはスケジュールを記載させていた

す。

だいております。

六町駅前の区有地につきましては、東京都から

７番は、大川端地区の開発の推進連絡会の開催

通知されております土壌汚染の状況を表１のほう

状況でございます。

に記載をさせていただいております。

以降はこれまでの経緯が記載されております。

今後、土壌汚染の、汚れた土を除去した後に、

２９ページになります。竹の塚エリアデザイン

１年間で大体４回地下水の採取をして、地下水の

の取り組み状況ということで、竹の塚のエリアデ

汚染が生じない状況が２年間継続することによっ

ザイン計画の策定の業務委託の入札が記載の会社

て土地の引継ぎを受ける予定でございます。

で決まったということで、今後、来年のエリアデ
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ザイン策定に向けて作業を進めてまいります。

備に活用するためでございます。

また、２番にあります１４号線の進捗状況につ

以降はこれまでの経緯を記載させていただいて

きましては、用地、現在、土地の取得面積が約９

います。

割というところで、今後、西口駅前広場の整備時

私からの説明は以上になります。

期を踏まえながら、収用も視野に入れながら、令

○浅子けい子委員長 それでは、何か質疑ありませ

和２年度末の取得に向けて作業してまいります。

んか。

３番には、連絡協議会理事会の開催状況を記載

○かねだ正委員 私からは大きく二つ質問させてい

しております。

ただきたいと思っています。

以降はこれまでの経緯でございます。

一つ目は、江北のエリアデザインの取り組み状

３１ページに用地の取得状況のほう、記載させ

況についてなんですけれども、順調に開院に向け

ていただいております。

て工事は進んでいるのかなというふうには思って

３２ページです。西新井・梅島エリアデザイン

はいます。その中で今少し問題になっているのが、

の取り組み状況ということで、１番は東武鉄道と

ご存じのとおり、江北駅という駅名から、いわゆ

の検討状況で、（１）にありますようなメンバー

る足立医療センターという形で駅名を変更すると

で（３）にあるような検討状況について記載をし

いうことを今ご提示をして、地域にもご提案して

ております。現在、西口駅ビル東武ストア入居者

いると思うんだけれども、そのことについて、今

に関してです。こちらについて解体工事を、令和

地域から反対の意見が上がっているというふうに

元年７月、今月着手するというような報告を受け

聞いていますけれども、それについて具体的に教

ております。

えてください。
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また、２番にあります西原駅東口周辺地区まち

○経営戦略推進担当課長 ６月の１４日、地元の町

づくり協議会の開催ということで、これまで勉強

会長会議の役員会のほうに出席しましてご説明し

会という形で開催してまいりましたが、７月をめ

たところ、２０人会長いるところ、三、四名ぐら

どにまちづくり協議会として設立をして進めてま

いの方から、やはり今現状の説明では納得できな

いりたいというふうに考えております。

いということでご意見はいただいております。

また、３３ページの西新井・梅島エリアデザイ

○かねだ正委員 もうちょっと具体的に言っていた

ン計画につきましては、今後、記載の日程でオー

だいていいと思いますよ。何の部分で地域が納得

プンハウス型の説明会、また、住民説明会を開催

してくださっていないのか。

しまして、今後の予定にありますように、令和２

○経営戦略推進担当課長 その会議の席上で一番言

年の３月に、策定に向けて作業を進めてまいりま

われていたことは、２億円という金額でございま

す。

した。

失礼しました。４ページが梅田八丁目アパート

○かねだ正委員 うちの地域からも、この２億円か

の創出用地ということで、今回、創出用地の取得

けて駅名を変更することが本当に意味があること

に向けて、３５ページにあります要望書を本委員

なんだろうかというご意見が出ていると思うんで

会にご説明した後に提出してまいりたいと考えて

すよ。これは、非常に、私自身はですよ、この２

おります。

億円かけることによって、この足立医療センター

本用地の取得目的につきましては、梅田図書館

という名前がきちっと駅名につくことによって、

等の老朽化した公共施設の再配置及び南北線の整

足立区は非常にイメージがアップしていくという

4
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ふうに思っているんですよ。その辺について、い

という情報を東武鉄道からお聞きしています。

や、本当に細かく、これだけのメリットがあるん

○かねだ正委員 これ解体をするということだと思

ですということをきちっと説明していくことが大

うんですけれども、では、解体して、その先、東

事だと思うんですけれども、どうですか。

武鉄道、どういうふうに考えていますか。

○経営戦略推進担当課長 我々も全く同様に考えて

○中部地区まちづくり担当課長 解体が終わりまし

おりまして、２億円かけてやるメリット、今後、

た後、東武鉄道との検討会の中で何回も、再三に

まちにとってプラスの面を、反対された方個別に、

わたりまして跡地の活用についてお聞きしており

まずはもう１回ご説明申し上げようというふうに

ますけれども、東武鉄道からは明確な回答はいた

考えております。

だいていないところでございます。

○かねだ正委員 ということは、この８月１６日に

○かねだ正委員 東武鉄道も、これどうなのかなと

もう１回、今度、再度説明会があるということな

思うことが非常に多いんですけれども、普通は、

んですけれども、この場で決定というかご理解を

先にこういうものをつくるから、こういう計画が

再度いただくと。そこで、何て言うんだろう、最

あるから、駅ビルを壊して、解体しますよという

終決定ということではないわけですね。

のが普通の流れだと思うんですよ。だけれども、

○経営戦略推進担当課長 この間、いろいろご意見

何の計画も決まっていないまま、あの駅ビルを壊

いただいた方には、個別に回って、よく説明しま

すということですよね。

速報版

して、我々としては８月の１６日の町会長会議で

○中部地区まちづくり担当課長 かねだ委員おっし

ご理解とご賛成をいただきたいということで進め

ゃるとおりでございます。

たいと考えております。

○かねだ正委員 それは本当に誰が考えても……。

○かねだ正委員 先々を考えたときには、今ここで、

ということは解体して、あそこは今のまま、しば

きちっと駅名変更しておく手続をしておくという

らく放置をされるということになるんですよ。今、

ことが非常に大事なことだと思います。これがま

聞いている限りでは、東武鉄道は、東武鉄道は東

た開院してからまた変えるとか、そういうことに

口も含めて一体的に新しくしていきたいみたいな

なってしまうと、非常にメリット的な効果も非常

お考えもお持ちだというふうに聞いているんです

に少なくなると思うんで、是非それは地域のご理

けれども、それについてはいかがですか。

解をいただけるよう頑張っていただければと思い

○中部地区まちづくり担当課長 駅周辺の施設につ

ます。

いて、東武鉄道の所有している建物につきまして、

そうして、もう一つは、西新井の西口、やっと

耐震上の課題があるということで、東武鉄道とい

解体の計画が少し前に出てきて、少し状況が変化

たしましては駅周辺全体で考えておりますという

してきたと思うんですけれども、現在の状況をも

お話ですけれども、具体的には話が区には来てい

う一度詳しく説明していただけますか。

ないという状況でございます。

○中部地区まちづくり担当課長 西新井駅西口の詳

○かねだ正委員 西新井の東口のビルは、あれは分

しくということですので、まず、先月６月２１日

譲マンションなんですよ。ね、分譲マンションを

に、現場の前に解体の標識のお知らせ看板を設置

一体的に西口と合わせてやっていくということに

いたしました。今、その看板に記載されておりま

なると、所有者の方のご理解もいただかなきゃい

すが、７月２２日、今月７月２２日に解体工事で、

けないということで、非常に長いスパンかかって、

来年、令和２年２月２９日までで解体工事終わる

今のまま、言い方いけないですけれども、地域の
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方は本当にゴーストタウンになっちゃうよという

も、私も今、かねだ委員の言ったとおり、東武ス

ふうに言っているんですよ。その状況が、これず

トアの解体の予定はあるけれども、その後、今、

っと続いていくということになると思うんですけ

閉鎖されている西口のトスカがどうなのか、それ

れども、区としてはどうですか、その辺の問題意

から、東口のトスカ、マンションも含めてどうな

識としては。

のか、全体計画はどうなのかということで東武鉄

○中部地区まちづくり担当課長 そのような長い時

道のほうに確認をいたしました。

間、今の駅前が有効に使えないという状態が続く

今現在で明確に言えることは、この、今、色塗

のは避けていきたいというふうには考えてござい

りをしておりますけれども、東武ストア、それか

ます。今、東武鉄道と協議の中で、全部を待つの

ら、西口トスカ、それから、東口のトスカ、東口

か、順次改築をしていくのか、その辺を探りなが

マンションにつきましては、耐震上問題があると

ら検討会のほうを進めていきたいと考えてござい

いうことで、特に店舗系については、速やかに解

ます。

体をしたいということでお話を聞いております。

○かねだ正委員 中部地区まちづくり担当課長、今

ただ、東口のマンションにつきましては、今、

の中部地区まちづくり課長のお話を聞いていく中

かねだ委員おっしゃったとおり、分譲マンション

で、私すぐできるような気がしない。時間がかか

ですので、そう簡単には進まないということで、

るようにしか聞こえないですよ。東武鉄道が言っ

それから、時間的なスケジュールですね、私も当

てくることをずっと待っていて、東武鉄道が計画

初、東武ストアを壊して、すぐその後の計画がな

を示していることをずっと待っていたら、これ待

くて壊すなんてことがあるのかというふうに思っ

ちの姿勢に充てたら、全然、全然、東武鉄道も、

ていたんですけれども、東武鉄道とすると、この

東武鉄道はもうしばらく置いておこうかなという

色塗りをしたところは全て耐震上課題があると。

ふうにお考えであれば、ずっとそういう状況です

ただ、もう一つは、駅舎については耐震上問題が

よ。

ないという、そういう中で、耐震上問題ある建物

速報版

だから、なるべく、やはり駅というのは、その

について順次除却はしていくけれども、今現在の

地域、そのまちの顔ですよ、顔。西新井駅という

段階で、速やかに建て替えるのか、それとも、全

のは、西新井という顔ですよ。他区からも、他都

体計画として考えていくのか、そこについては、

市からも、あの駅に来て、あの駅を見て、ああ、

まだ東武鉄道としても方針が明確には出ていない

足立区はこういうところなんだなというふうに、

と。ただ、今具体的に言えることは、東武ストア

そういうふうに思いますよ。

解体後につきましては、西口トスカのほうが今閉

そこで、やはり行政として、足立区の今イメー

鎖されておりますけれども、そちらについても一

ジアップと言っているんだから、そこを目指して

定程度除却に向けた手続を進めるというようなと

いくんであれば、全庁を挙げて、東武鉄道ときち

ころまでは聞いております。

っと交渉していくということ、その意気込みが大

○かねだ正委員 一部、私も西新井、地元なので、

事だと思うんですけれども、どうですか、長谷川

地元の方からなんかは、本当、冗談というような

副区長。

話だけれども、西新井駅がなくなっちゃうんじゃ

○長谷川副区長 私も、西新井につきましては、東

ないかとか、ちょっとどっかに移動するんじゃな

武鉄道と何度かお話を聞きました。ちょっとこの

いかとか、そういうふうな話が出るくらいですよ。

３２ページの図を見ていただきたいんですけれど

そのぐらい、今、本当にちょっと悪い状況が続い
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ているような形になっているんで、是非、私も地

ものを是非生かしていただきたいと思うんですけ

元の議員ですし、地域の方々も、地域挙げてバッ

れども、今後の方針について、いかがでしょうか。

クアップしていきますので、是非、東武鉄道と強

○千住地区まちづくり担当課長 今後の方針につい

い交渉をしていっていただきたいと思いますので、

ても工藤委員おっしゃるとおり、地元の方、特に

これは要望してきおきます。

居住者の意見というのは非常に強いものと思って

○工藤哲也委員 私のほうからは、北千住駅東口周

おります。その中で、このアンケートをより分析

辺地区のまちづくりについて伺いたいと思います。

し、あと、来街者の意見等もあるものをクロス集

今回アンケートの交通量の調査の結果が出まし

計して、より良い、より要望等の強いものに近い

たけれども、このアンケートで見えてきたもの、

まちづくり構想をしていきたいなと思っておりま

また、特筆的なことなども含めて、区としては総

す。

合的にどのような分析をされているのか、お聞か

○市街地整備室長 千住地区まちづくり担当課長が

せいただけますか。

申し上げたとおりでございますが、今回浮き彫り

○千住地区まちづくり担当課長 今回のアンケート

になったというか、取り組み方針ということで、

についての特筆すべきというところでいきますと、

追加すべき内容、それから、加筆すべき内容が見

ページ数で言うと、２４ページ以降に書かれてい

えてきましたので、この内容をしっかりまちづく

る内容になりますが、前回、平成１８年度に行わ

り構想に取り入れて、変更案を是非とも夏頃まで

れたアンケートのときは、あくまでも居住者対象

につくらせていただいて、その後、パブリックコ

でした。今回は区域外居住者はもとより区域外居

メントや地元の皆さんにお披露目させていただき、

に住んでいる方、あと、来街者のアンケートを行

意見を聞いて、まちづくり構想の変更をしていき

い、やはり北千住に対するポテンシャル、まちづ

たいと、このように考えております。

速報版

くり等の意気込み等が強く見られた。あと、災害

○工藤哲也委員 是非お願いしたいと思います。

についてなんですが、やはり前回は地震災害はう

それから、３月のまちづくり連絡会では耐震助

たわれてはいたんですが、洪水という、近々、昨

成についてのお話があったということで伺ってお

今の、いわゆる大規模水害等があって、あと、ハ

りますが、この助成制度の詳細について教えてい

ザードマップの発表もあってということで、非常

ただけますか。

に洪水に対する考え方も視野に入れた改正を行い

○市街地整備室長 ３月のまちづくり連絡会では建

たいなと思っております。

築安全課のほうが行っている耐震助成のご案内を

また、来街者のところの数字、２６ページに記

させていただいたということでございまして、広

載されておりますが、やはり前回のまちづくり構

く東口の地域の皆さんにその周知をするというこ

想は平成２０年に行いまして、その後、約１０年

とで出席させていただいて、ご報告をさせていた

の間に平日、休日というかなりの増加、来街者の

だいたところでございます。

増加等があるということで、やはりこの点も踏ま

○工藤哲也委員 また別の機会で教えていただけれ

えて、まちづくり構想の変更をしていきたい……

ばと思います。

アンケートの結果、あと、交通量調査の結果を生

それから、先週でしょうか、６月２７日の木曜

かしていきたいと考えております。

日にも、直近でまちづくり連絡会が開催されたか

○工藤哲也委員 住民の声が反映されているもので

と思うんですが、このときはどういったお話がな

もありますので、今後のまちづくりにこういった

されたのか、何か変化があれば教えていただきた
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いですけれども、いかがでしょうか。

児童・生徒数、いわゆる学校に影響が大きいと、

○千住地区まちづくり担当課長 先週の木曜日、ま

そういった課題につきましては地権者３者のほう

ちづくり連絡会等、北千住駅東口で行われました。

も十分認識しているところでございます。

まちの方からは、ある意味、再開発ということも

また、開発者３者から、いろいろとご提供でき

一つのまちづくり手法ということで、特にその意

るような土地というのも区のほうで考えてみては

見と一緒に北千住駅東口周辺、柳原とか日の出と

どうだろうかという提案を受けていまして、それ

か、その地域全体のまちづくりに対して、建設的

の検討を今まさにやっているところというのが状

な、かなりご意見があり、駅前だけじゃなくて地

況でございます。

域の活性化をまず考えてほしいという意見が強く

○長井まさのり委員 では、私のほうからも何点か

感じました。

質問させていただきます。

○工藤哲也委員 今後も丁寧な対応をお願いしたい

はじめに、綾瀬地域でございますけれども、ア

と思います。

ンケートを取ったということで、商業施設の店舗

それから、お話変わりますけれども、千住大川

の充実だとか、また、早く開発を望むご意見であ

端地区のＡ工区について伺いたいと思いますが、

ったりとか、また、歩行環境の整備などの大変多

開発推進連絡会を４月に開催されているようです

くのご意見が見られました。現在、開発計画が凍

けれども、今までに、これ何回開催されてきたの

結しておりますけれども、今後の見通しはどうな

か、また、この連絡会を通じて、出席者の方々と

のか。また、区としてどのように努力をしていく

の情報共有というのはきちんと図られているのか。

のか。また、地元の意見の集約ということについ

また、現在のところの敷地の利用方法、利用の活

てはどのように考えているのか教えていただきた

動方法について、わかれば教えていただきたいん

い。
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ですけれども、いかがでしょうか。

○経営戦略推進担当課長 まず、質問の１点目なん

○まちづくり課長 昨年度は全体の連絡会が工藤副

ですが、現在、開発が白紙に戻すという状態から

区長を会長として、これが２回ですね。それから、

現在まで動きは特にありません。

分科会、昨年度ですが、これが６回行いました。

質問の二つ目なんですが、区の努力としまして

今年度はまだ１回でございますが、今月に分科会、

は、議会で作年度答弁しましたとおり、秋頃には

これを予定しているところでございます。

開発事業者へ要望を伝えるということで調整して

それから、現在の土地利用の状況でございます

おります。また、要望するに当たっては、まちづ

けれども、やはりご案内のとおり、いろいろな、

くり協議会をはじめ今回のアンケートを含め、そ

そこのフットサルですとか、それから、タクシー

ういった区民の意見を取り入れて、要望等につい

の営業所ですとか、これは変わらず今まで営業し

ては考えていきたいというふうに考えております。

ているところでございます。

○まちづくり課長 ３点目のご質疑の地元の意見の

○工藤哲也委員 わかりました。

取りまとめというところでございますけれども、

最後に１点、今後の大川端再開発の見通しと、

７月２３日にワークショップのほうを協議会で予

現在の課題ですとか、問題点について教えていた

定してございます。こちらのほうでしっかりと地

だけますか。

元の意見をまとめて、このまちづくり構想案のほ

○まちづくり課長 やはり開発をあのまま進められ

うに反映できればなというふうに考えているとこ

ますと、これは議会のほうに報告しましたとおり、

ろでございます。
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○長井まさのり委員 わかりました。

も教えていただきたいと思います。

また、我が党の代表質問で、この駅前の土地の開

○経営戦略推進担当課長 その辺の専門家の意見と

口部に雨水がたまった状態で、蚊であったりとか、

いうところなんですが、今年度より綾瀬エリアデ

害虫の発生しないように、土地所有者に対策を申

ザイン計画、３年度にわたって計画を策定してま

入れていただきたいと。対応を協議中とのことで

いります。その策定するに当たって、そういった

したけれども、進捗についてはいかがでしょうか。

専門家を含め法律的な観点、若しくはそのまちづ

○経営戦略推進担当課長 この間の本会議答弁では、

くり的な観点、そういったいろいろな方のご意見

対応を協議中ということでご答弁させていただき

を伺いながら、まちづくり計画を進めていきたい

ましたが、先週の月曜日に住友不動産と、この件

と思っております。

について協議をいたしました。住友不動産としま

○まちづくり課長 地区計画制度の件でございます

しては、開口部に水がたまっているものについて

けれども、これは３月の議会答弁で、令和４年に

は水を抜く作業に着手するということで報告を、

制定したいというようなことでご案内を申し上げ

協議をしております。下水道局と今後、水を流す

ましたが、なるだけ早めに頑張っていきたいと、

調整に入るということで、入り次第、水を抜くと

今現在考えているところでございます。

いうことで聞いております。

○長井まさのり委員 わかりました。

また、虫の対策、これ、虫の対策については、

また、次に北綾瀬地域でございますけれども、

水を抜く作業を行いながら、防虫の対応について

駅前の交通広場が整備をされ、用途地域が変われ

は検討を進めていきますということで協議してお

ば、商業施設であったりとか、また、バス路線の

ります。

誘致なども可能性が見えてくるかと思います。今

速報版

○長井まさのり委員 わかりました。

回、調査委託を実施しますけれども、現状につい

また、水を抜く時期についてもはっきりしまし

てはいかがでしょうか。

たら教えていただきたいと思いますけれども、ま

○まちづくり課長 私どもも、地権者の方にご了解

た、地元や区から要望した暫定利用についてはい

をいただいて、私どもの見立てでもやはりここの

かがでしょうか。

地区に可能性の非常に高いというような認識を持

○経営戦略推進担当課長 暫定利用について、４月

っているのが現状の考え方でございます。

に区から要望書を出しまして、住友不動産として

○浅子けい子委員長 他に質疑ありませんか。

は検討いたしますということで返事をいただいて

○長井まさのり委員 はい、わかりました。

います。まだ、可能かどうかについて正式に回答

○浅子けい子委員長 続きですか。

はいただいていないところでございます。

○長井まさのり委員 はい、まだ終わっていない。

○長井まさのり委員 わかりました。

また、タクシー待ちの場所、現在、北綾瀬駅で

仮囲いの状態が綾瀬の地域のイメージダウンを

何台、スペース確保しているのか。現状では何か

招きかねないと、そうした強い懸念もございます

１台もとまっていないという、そういう声も聞か

ので、引き続きどうかよろしくお願いをいたしま

れて、案内看板の設置などの要望する声もありま

す。また、学識や専門家を交えてアドバイスを受

したけれども、これについてはいかがでしょうか。

けながら、魅力あるこの綾瀬地域のまちづくりを

○交通対策課長 今、長井委員ご指摘のとおり、タ

推進すべきと要望してきましたけれども、具体的

クシー乗り場ができたんですけれども、ご利用し

にはいかがでしょうか。また、地区計画について

ていただける、まだ環境になっていないというこ
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とで重く受け止めているところでございます。

いうふうに考えておるところでございます。

タクシーは３台とまれるスペースがございます。

それから、通学路は、これもまだこれから文教

その後ろに一般の車両も１台とめるところがござ

大学側とご相談をさせていただくんですけれども、

います。これから、タクシー乗り場という６０ｃ

文教大学側のほうは、やはり自分たちのほうでい

ｍ掛ける９０ｃｍ、少し大き目の看板も現地のほ

ろいろとルートのほうも考えているところがござ

うに７月中には設置したいというふうに考えてお

いますけれども、水神橋を渡って、都営住宅の前

ります。

辺りを左折して入ってきて、大学の南側のほうで

○長井まさのり委員 わかりました。

入ってくるようなルートが今のところ想定できる

では、７月中、設置で、よろしくお願いします。

ということは伺っていますが、今後またちょっと

また、地域からは、駅周辺に金融機関の要望が

詰めていきたいというふうに考えてございます。

あります。ＡＴＭはありますけれども、時間帯に

○長井まさのり委員 費用負担については、協定の

よって大変列ができて、混雑している状況があり

締結の際、明確になってくるかと思いますけれど

ます。まちづくりを進めていく上で、この地域の

も、また、通学路のルートについても交通の誘導

声をどのように受け止めて、そして対応している

員を配置するなど、しっかり工夫をしていただき

のか聞かせていただきたいと思います。

たいと思います。また、文教大学側は茨城県とか

○まちづくり課長 協議会のほうでも、今現在、環

埼玉県からの学生を呼び込みたいということで、

七を渡ったところに１台キャッシュディスペンサ

六町駅からの大学を結ぶバス路線も要望しており

ーがあって、非常に並んで、危ないと。これは協

ますけれども、それについてはいかがでしょうか。

速報版

議会としても意見が出ていますので、我々は今後、

○交通対策課長 今、長井委員ございましたように、

駅ビルの所有者ですとか、また、近隣で商業ビル

文教大学、やはりＴＸの六町駅からということで、

所有者の方々、これは商店街の中にもいらっしゃ

大学のほうで直接東武バスのほうにもご依頼をさ

いますので、なるたけ設置をお願いするような方

れておりまして、先日、東武バスとちょっと打合

向で、今後やらせていただければなというふうに

せする機会がございまして、いかがというかとい

考えております。

うことで確認しましたところ、東武バスの中で、

○長井まさのり委員 わかりました。そうした地域

今どこを通して、花畑のほうへ向けて走らせるか

の声をしっかり重く受け止めて、要望していただ

について検討しているというところでございます。

きたいと思います。

○長井まさのり委員 また、では、検討を重ねなが

花畑地域でありますけれども、人道橋の建設に

ら、そういった実現に向け、努力していただきた

向け、草加市との費用負担はどうか、また、協定

いと思います。

の締結についてはいかがでしょうか。また、谷塚

最後に六町地域でありますけれども、この土壌

駅からの通学路のルートについても、大変地域で

汚染対策法によって、汚染土壌の掘削除去後、汚

も心配されておりますけれども、その点について

染が生じていない状態が２年間継続することを確

も伺います。

認とあります。更に基準値の超過が認められた場

○まちづくり課長 まず、協定書の関係でございま

合は、改めてその後の２年間継続調査となります。

す。これは今まさに人道橋の費用負担について草

更に、例えばその基準値の超過が認められた場

加市と協議を行っているところでございます。年

合は、また再度２年間という形になるんでしょう

度末をめどに協定書のほうをまとめ上げればなと

か。
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○資産活用担当課長 そうですね、土壌汚染対策法

いかがでしょうか。

では、まず、土壌の汚染状況が指定基準値に適合

○資産活用担当課長 長井委員おっしゃるように、

しない土地については、要措置区域又は形質変更

サウンディング調査やるべきかというお話ですけ

時要届出区域として指定されます。今回の六町駅

れども、今回の土壌汚染で駅前空地の公募が延期

前区有地では形質変更時要届出区域として、まず

をされたことを受けて、公募を受けて、以前、サ

指定されています。今回、形質変更時要届出区域

ウンディング調査、実はしています。その関わっ

を解除するためには、水質汚染のない状態が２年

た民間企業から実は問合せが今ございまして、現

間継続している地下水モニタリング記録等の措置

時点においても当該地に対する活用の可能性につ

が適正に行われたことが確認できる記録の提出が

いて興味があるご意見を伺っております。

必要となります。そのため、今回の水質汚染のな

そのため、今回、ここでサウンディング調査を

い状態が２年間継続している地下水のモニタリン

実施するとまではこの場ではちょっとまず申し上

グ記録等が必要となるので、基準値、今、長井委

げられないんですが、まずは、民間企業に迷惑を

員おっしゃったような基準値が超過されたものが

かけない程度に、ちょっとヒアリングのほうを実

発見されると、再度２年間のモニタリング調査が

施したいと考えております。

初めからもう一度開始する必要があります。

○長井まさのり委員 わかりました。よろしくお願

○長井まさのり委員 地下水ですから、今後もそう

いします。

速報版

したことが継続して出てしまうことが予想されま

じゃ、最後に、安全安心ステーションの設置に

す。そうしたら、２年間、２年間ともうずっと継

向けたスケジュールについて伺います。

続、継続となりますけれども、今後こういう状態

○経営戦略推進担当課長 現時点では、２０２１年

をどのように対応していきますか。このままでい

の３月末を予定しております。

きますか。

○浅子けい子委員長 他の方。

○資産活用担当課長 長井委員おっしゃるように、

○くじらい実委員 竹ノ塚駅のエリアデザインにつ

土壌汚染、素直に２年間のモニタリングで改善さ

いて質問させていただきます。

れれば一番いいんですけれども、もし基準値が超

先週末、踏切のほうを通りまして、６月２８日

過されて、何度もモニタリングが必要という状況

の終電から上りの急行線が場所を移動されて踏切

になった場合、区としてそのまま駅前区有地の活

のほうも移動されたということで、着々と高架化

用ができないということは区の損失でもあります

のほうの工事は進んでいるかと思います。

ので、その場合はもう一度立ち止まって、その辺

そこでお伺いしたいんですが、東口のほうにあ

の検討をするべきかなとは考えております。

りますＵＲ、これが昨年ストック活用計画からス

○資産管理部長 基準値は若干超過をしているとい

トック再生計画に変わりまして、また、今後、竹

う状況でございますので、確実に白の結果が出る

ノ塚駅のＵＲ団地の建替えに伴って、また今後、

ような対策の方法はどういったようなことがとれ

竹ノ塚駅のまちが大きく変わるチャンスだと考え

るのかということで、東京都とも綿密に打合せ、

ておりますが、今回、竹の塚エリアデザイン計画

調整を続けていきたいと考えております。

策定業務委託の入札結果ということで出ておりま

○長井まさのり委員 また、モニタリング調査の状

す。今後２年間で、これがどのような計画策定に

況を踏まえて、再度のサウンディング調査なども

向けて進めていくのかをお伺いいたします。

検討していってもいいかなと思いますけれども、

また、合わせて、すみません、ＵＲと東武鉄道
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とまちづくりの検討しているとお聞きしておりま

年度末の用地取得を目指しているという形で書い

すが、現在どのような検討を行っているのか、合

ておりますが、今度は西口の駅前広場ですね、駅

わせてお聞きします。

前広場の整備も含めて今後の整備スケジュール、

○経営戦略推進担当課長 まず、ご質問の１点目、

どうなっているか教えていただきたいと思います。

竹の塚エリアデザイン計画、こちら２年間でどの

○竹の塚整備推進課長 今後の整備予定についてで

ようなものをつくるのかというご質問のほうにお

すけれども、残りの用地につきましては地権者の

答えしたいと思います。

方々に丁寧に説明をさせていただきながら、今後

この２年間をかけて、竹の塚の３０年後どんな

も継続的に交渉を進めてまいります。

まちにしていくのかというのを現状を分析して、

西側の駅前広場の広場整備につきましては、仮

区民の意見を聞いて、我々、どんなことをやって、

設の地下通路を埋めた後に、令和４年度末の完了

３０年後こうしたまちにしますというのを２年間

を予定しているところでございます。

かけて策定したいというふうに考えております。

○浅子けい子委員長 他にありますか。

○竹の塚整備推進課長 ＵＲ、東武鉄道とのまちづ

○はたの昭彦委員 すみません、報告に沿って何点

くりの検討というところのご質問でございますけ

か質問させていただきます。

れども、今年度は、竹の塚のまちづくりを進める

まず、綾瀬のエリアデザインについてなんです

上で、現在の前提条件の整理や課題の把握等を行

けれども、この間、綾瀬の駅前の住友不動産の用

っているところでございます。

地については、土地活用の在り方を見直すという

速報版

今後は区が主体となって広い視点から、ＵＲ、

ことで白紙撤回ということだったんですけれども、

東武鉄道、区の施設も活用した竹の塚の将来像の

この点について具体的にどういう見直しというこ

まちを描きまして、にぎわいのあるまちづくりを

となのかというのは、区はつかんでいるというか、

進めていきたいと考えております。

話、聞いていることあるんでしょうか。

○くじらい実委員 すみません、今のエリアデザイ

○経営戦略推進担当課長 土地の活用から、在り方

ンの計画策定の件なんですけれども、これは東口、

から見直すというところから、特段、それ以上の

西口も含めた計画と考えてよろしいでしょうか。

情報は今のところ、我々持っておりません。

○経営戦略推進担当課長 東口、西口含めてになり

○はたの昭彦委員 素直に土地活用の在り方を見直

ます。今回、委員の皆様方に資料として配付して

すとなると、今まで住友不動産がマンション事業

います、こちらの図がお手元にあるかと思うんで

用地として、あの土地を取得したけれども、今後

すが、基本、こちらの円の範囲と言いますか、こ

についてはマンションだけじゃない選択肢もあり

こを範囲として、まちづくりを絵を策定していき

得るというふうなことも考えられるのかなと思う

たいというふうに考えております。

んですが、それについていかがでしょうか。

○くじらい実委員 ありがとうございます。

○政策経営部長 その白紙のところについて、私た

そうしましたら、２点目なんですけれども、区

ちも興味のあるところなので、繰り返し確認をし

画街路の第１４号線の進捗状況なんですが、今回

ているんですが、全てについて今、白紙というと

こちらで取得面積は９０％ということで、残り５

ころで、具体的に何か考えがあるわけではないと

軒ということになっております。これを見ると大

いうことを繰り返しご回答いただいているところ

体どちらのところが残っているかなというのは大

です。

体想像つくんですけれども、これから先、令和２

○はたの昭彦委員 区として綾瀬の駅前の顔でもあ
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る非常に大きな土地で、今後の綾瀬のまちにとっ

ども、少なくともそういうことをやった後に暫定

て非常に大きな発展の可能性を持つ土地なわけで

利用どうしようかとか、そういうことも含めて考

すよ。住友不動産が事業の採算性だとか、今後の

えていただきたいんですけれども、いかがでしょ

２０２０年問題、今後、バブルみたいに崩壊する

うか。

ようなことを考えて、例えば土地を分割して売っ

○政策経営部長 前回、私たちも５月に現地を開発

ちゃったなんていう話になっちゃったら、それこ

業者のほうと立会いをしました。はたの委員おっ

そとんでもない話で、そういうことは是非ないよ

しゃるとおり、私たちもなるべく早く仮囲いを外

うにしていただきたいと思うんですね。そういっ

したいという思いは同じなんですが、ただ、かな

た意味では、今後のまちづくりを含めた住友不動

り開口部、場所が多いということと、水がたまっ

産と一緒になって、一緒にまちづくり考えていく

ている、あとは、かなり段差があったり、コンク

という方向性はつかんで離さないようにしていっ

リートが劣化してでこぼこしている、そういう情

ていただきたいんですけれども、いかがでしょう

報を確認しましたので、今の状況で少し開放する

か。

のはかなり危険なのかなというふうに認識をして

○経営戦略推進担当課長 はたの委員おっしゃると

おります。

おりだと私も思っておりまして、やはり我々も住

その中で安全策をとりながら、早期に開放でき

友に要望していかないといけない反面、住友も、

る策については、向こうの回答を待つだけではな

住友不動産もまちづくりをする仲間だということ

くて、こちらからも提案をしていきたいというふ

で交渉も必要だと思いますので、両面で進めてい

うに考えております。
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きたいというふうに考えております。

○はたの昭彦委員 その上で、先ほど、今、開口部

○はたの昭彦委員 そういう一緒に考えていくとい

が多くて、その段差もいろいろあるということで、

う仲間ということで、先ほど、長井委員のほうか

これ、暫定利用するに当たっては、構造物の撤去

ら質問があって、土地の暫定利用について要望を

ですとか、段差を平らにするとかということでは

出したけれども、検討するという報告があったと

かなりの費用がかかると思うんですけれども、そ

いうお話、回答があったということなんだけれど

の辺の負担については、区も暫定利用ということ

も、綾瀬の地域の方たちは、あの駅前の白い工場

でお願いをするわけですから、少しぐらいの負担

フェンスを早く撤去して欲しいということなんで

というか、やっぱり住友不動産だけに負わせてい

すよ。私も、よく綾瀬駅利用しますし、夜なんか

ると、なかなかそこでは判断が遅くなってしまう

も歩いていると非常に寂しいですし、駅前の顔と

のかなという気もするんですけれども、その辺に

も言えるところがずうっと工場のフェンスで、も

ついてはどのようにお考えでしょうか。

う長期間にわたって囲われているということでは、

○経営戦略推進担当課長 暫定利用については、区

本当に、先ほどまちのイメージダウンという話に

の負担も含めて協議させていただきたいというこ

なりましたけれども、今時点で、綾瀬を降りた瞬

とで向こうには申入れております。

間に綾瀬のまちのイメージダウンになっているわ

○はたの昭彦委員 是非一刻も早く綾瀬駅前を、あ

けですよ。そういう意味では検討するではなくて、

の寂しい状況を何とか前へ進めて、少しでもにぎ

一刻も早く撤去を、まず、仮囲いを撤去をして、

わいを取り戻せるように進めていただきたいと思

その後については、例えばあの辺に植木を植える

います。

とか、仮囲いじゃなく、安全上の問題はあるけれ

次に、江北エリアデザインのところで、先ほど、
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かねだ委員のほうから、駅名についても出たんで

値を超えていないという、そういう確認が必要と

すけれども、２億円の費用のことということで、

いうことなので、汚染があったまま活用するとい

私たちはそう思っていなかったんですけれども、

うこともできないことではありません。

この間、区が、やはり財政の厳しさをずっとずっ

○はたの昭彦委員 そうですよね。豊洲市場がそう

と強調する中で、地域の中では、足立区、お金が

だろうから、そうなんだろうなと思って、ちょっ

非常に大変だというのが一定広がっていて、そう

とそれ確認だけさせていただきました。

いう声が出ていると思うんですね。駅名の変更に

次に、北千住東口周辺まちづくり構想について

ついては、私たちは賛成でも反対でもなくて、や

お聞きをしたいと思いますけれども、この北千住

はり地域の声をまず第一に生かしていくというこ

東口周辺まちづくり構想の中に、千住旭町地区計

とで、地域の合意形成が非常に大切だと。この江

画というのがあるんですけれども、この二つの関

北という駅名についても、地域の皆さんから声を

係性について教えていただけますか。

いただいて決定をした経過があるわけですから、

○千住地区まちづくり担当課長 まちづくり構想が

そういう意味では地域の皆さんに合意と納得の上

仮に今年度策定したとすると、今後、駅前ないし

での駅名変更するなら変更していくということが

開発も含めて地区計画等を考えていくというとこ

大事と思いますけれども、いかがでしょうか。

ろのあくまでも手段として、今、計画を実施して

○経営戦略推進担当課長 その点についてははたの

まいりたいと考えております。

速報版

委員のおっしゃるとおりだと思っておりまして、

○市街地整備室長 地区計画は、まちづくり構想を

６月の町会長会議でも反対を声にしていた方、三、

実現する一つの手法ということで、我々は考えて

四名でした。全体からしたら決して多い数ではな

おります。

いんですが、ただ、数が少なくとも、そこは個別

○はたの昭彦委員 今回、北千住東口周辺まちづく

に説明して十分ご理解をいただけるように足を運

り構想の見直しがされていまして、今回いろいろ

んで努力したいとは考えております。

アンケートを取っていますけれども、まちづくり

○はたの昭彦委員 地域の声というのは、町会自治

構想の改定がイコール地区計画の改定にはならな

会長だけではありませんし、地域に住んでいる皆

いということだと私は思うんですけれども、それ

さんが、どう考えていくかが大事なわけですから、

でよろしいでしょうか。

そういう方の意見も踏まえて、慎重に決定してい

○市街地整備室長 地区計画をかけることを前提に、

っていただきたいと思います。

現在、まちづくり構想を見直しているわけではな

次に、六町のエリアデザインで、先ほどいろい

く、まちづくり構想の変更計画を実現するために

ろ質疑ありました。１点だけ確認したいんですけ

地区計画を策定するという手法を、今後、やるか、

れども、土壌汚染地、未受領地のうちの一部分な

やらないか考えていくと、そういうことになりま

んですけれども、汚染水が生じていない状態が２

す。

年以上継続をすることを確認しないと、この土地

○はたの昭彦委員 ですから、今回のアンケートと

の利用というのはできないということで、理解よ

か、パブコメとか、地域の皆さんの声を聞いて、

ろしいでしょうか。

前回の構想から１０年経過をして、加筆とか、新

○資産活用担当課長 先ほどもちょっとお話しさせ

たな視点で加えるべきとか、追加する内容はある

ていただいたように、形質変更時要届出区域を解

けれども、まちづくり構想の変更があったとして

除するために、２年間のモニタリング調査で基準

も、まちづくり、地区計画の変更が必要かどうか
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というのは構想が出ないとわからないということ

ころでございます。しかしながら、駅前のにぎわ

でよろしいですよね。

い地区、今回Ａ街区、南街区、北街区というとこ

○千住地区まちづくり担当課長 はたの委員のおっ

ろですけれども、こちらは、やはり公共負担、駅

しゃるとおりでございます。

前の道路ですとか、公共負担がかなり伴うと。そ

○はたの昭彦委員 それで、今回、北千住東口の市

うするとやはり街路事業だけでは、なかなか進ん

街地再開発準備組合が二つできて、今、話が進ん

でいかない、公共事業は進んでいかないというと

でいるんだけれども、本来ならば、民間企業が開

ころもございますので、また、地権者の方々も何

発するに当たっては、今ある地区計画に基づいて

かしら違う方法で一緒になって共同建替えなんか

計画を、まずつくっていくべきものなんだと私は

やっていきたいなんていうのが自発的にそういう

思うんですけれども、その辺についてはどうでし

声が出ていますので、我々はまちづくり構想を見

ょうか。

直すというところでございます。

○千住地区まちづくり担当課長 今の地区計画もや

○市街地整備室長 地域の皆さんがご理解いただい

はり１０年とか時間がたっているのと、あと、今

て、こういうふうに進めていきたいということで

の地区計画は東京電機大学が開学したときという

あれば、地区計画を前提としたまちづくりという

ところも含めると、修正もある意味考えていかな

ものは変更する必要があればそれは変更していく

いといけないかなと思っています。

というふうになると思いますし、変更すべきでな

速報版

○市街地整備室長 今後しっかり考えていくという

いという形になれば、それは、地域の方たち、お

ことでございます。

住まいの中の皆さんがそういうことを言えば変更

○はたの昭彦委員 いや、何でそういうことを言う

はできないと思いますが、現在、我々の見立ての

かと言うと、建設委員会で今回、条例が出されま

中では、地域住民発意で二つの準備、再開発の準

したよね、足立区宅地開発事業調整条例。これ、

備組合ができているということは、１０年前に比

まちの開発やるに当たって、要綱はあるんだけれ

べて、地域の皆さんのお考えが少し変わってきて

ども、なかなか守っていただけないということで、

いるところがあるかなというふうに認識している

やっぱり法的な規制というか、やるために条例に

ところでございます。

するんだということで、守ってもらうための変更

○はたの昭彦委員 いや、それは住民発意というの

なわけですよね。

は、私は違うと思いますよ、この間、北側ちょっ

そういう意味では、北千住の東口についても、

と私あんまりつかんでないのでわかりませんけれ

今ある地区計画、その条例の東口旭町の地区計画

ども、南側については住友不動産が地元に入って

は、今あるんだから守っていかなきゃいけないわ

繰り返し勉強会を行ってきたと。そういう中で、

けで、それに基づいてやるんであれば別に問題な

地域の人たちに、個人負担がなくてマンションの

いんだけれども、それを変更することを前提に市

部屋をもらえますよみたいな話でどんどん進めて

街地再開発が計画されるのはおかしいし、そうい

いって、準備組合ができてきた。それで、準備組

うことがあってはいけないと思いますけれども、

合ができたら、すぐ理事だか何かに住友不動産が

いかがですか。

おさまって、説明会についても住友不動産が主導

○まちづくり課長 当時のご要望でも、駅前にふさ

でやっているわけだから、これはやはり住民主導

わしい、千住駅前にふさわしいというところがや

ではなくて、南側については住友不動産主導でや

はり１０年前のアンケートでも、今回も大きいと

っているとしか私は見えないし、地域からもそう
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いう声がやはり上がっているということでは、住

○はたの昭彦委員 そうですね、是非、素案を早く

民主導では絶対、絶対とは言わないけれども、一

出していただきたい。ただ、繰り返しになります

面ではないと思います。

けれども、市街地の、大規模開発のためのまちづ

それで、必要があるか、ないかということであ

くり構想ではあってはいけないし、その地区計画

れば、区域内の居住者アンケートというのを今回

の変更ではあってはいけないということは指摘し

取って、私も見ましたけれども、確かに１０年前

ておきたいと思います。

に比べると、１０年、日にちは経過をしていて、

最後に、西新井の駅の話なんですが、先ほども

東京電機大学がなかったのができたと。それはま

かねだ委員のほうからもいろいろ出ていましたけ

ちづくり構想の中で取り組んできて進んできたこ

れども、私も、解体する時点で計画が全くないと

となんだけれども、例えば災害とか、確かに洪水

いうのはあり得ないと思うんですね。これは、特

などの水害という面はなかったかもしれないけれ

に、この駅舎の改築が絡んでくることなんですよ、

ども、災害に強いとかというまちづくりというコ

どう見ても。西口の解体すれば、駅の昇降の階段

ンセプトはこれまでも入っていたし、高齢者が生

も撤去するとかと、そういう話も出てくるわけで

活しやすいとかという話も入っているわけですし、

すから。

そういった意味では、そんなに今回のアンケート

今、ＪＲの御茶ノ水駅が駅舎改築しておりまし

をもとに構想の見直しと言ってもそんなに大きな

て、私は３カ月に１回ぐらい御茶ノ水に行く用が

変更が生じるようなアンケート結果で、私はない

あるんですが、１０年ぐらいずっと見ていて、も

と思うんですけれども、それについてはどうでし

う１０年ぐらい駅舎の改築工事やっているんです

ょうか。

ね。それぐらい駅舎の改築というのは電車を運行

速報版

○まちづくり課長 ご要望の中では、やはり駅前の

しながらって大変なわけなんですよ。そういう意

にぎわいづくりですとかが、やはり１０年前から

味では、東武ストアの改築をして、この駅舎も含

もまだ我々も十分では思っていないというところ

めた構想をやるとすると、本当に１０年、１５年

がございます。何もその１０年前の全てが我々変

という計画のスパンで、長いスパンの計画で、少

えるというところではございませんので、当然そ

なくとも、どの辺に仮設の、例えば、階段を撤去

のときに、そういう問題というのがあって、まち

するときに、仮設の昇降口にするのか、本設は改

づくり進めたいというのがありました。そして、

めて移動してつくっていくのかというぐらいは、

１０年たって、やはりいろいろ、準備組合が出て

計画ぐらいはやっぱり持っているんじゃないかと

きていますので、これは引き続き一生懸命まちづ

思うんですけれども、それについては全くわから

くりを進めていこうというところのあらわれでも

ないということなんでしょうか。

あろうかと我々は認識してございます。

○中部地区まちづくり担当課長 まことにすみませ

○市街地整備室長 現在、我々のほうで取り組みさ

ん、その部分については東武鉄道からのご報告は

せていただいているまちづくり構想の変更案の作

ないという状況でございます。

成、こちらのほう、できるだけ早急につくりまし

○はたの昭彦委員 この間、鉄道立体化についても

て、変更案でございますので、その案を、議会、

足立区の税金を、かなりお金を入れていて、東武

地域の皆様にお示しさせていただいて、ご吟味を

鉄道に対しては、非常に足立区貢献しているわけ

いただきたいと。それから、その次の段階に移っ

ですよ。今回の西新井のこの駅舎を含めた駅周辺

ていきたいと考えております。

のまちづくりについては、工事期間中も区民に対
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して、今もそうですよ、東武ストアを閉鎖して、

辺でどういうプランをつくっていくのかというと

西口のトスカも閉鎖して、買物するの困っている

ころがこれからのポイントになってくるかと思い

という声がいっぱい出てる中で、地域の住民に凄

ます。

い、もう迷惑をかけているわけですよ。今後工事

いつまでかというお話ですけれども、東口のマ

が始まれば、それでもまた迷惑かけるわけだから、

ンションの地権者の組合ですか、管理組合のほう

そういう意味では、区民の協力をなくしたら、こ

が、一応建替えを前提に今後、協議をしていくと

の駅舎も含めた、東武ストアの建替えも含めて、

いうようなことで合意形成が図られたようですの

順調にいくことはできないという意味では、もっ

で、おおむね１年ぐらいをめどにその辺の意向を

と強く東武鉄道に情報を開示して、地域の住民に、

決めたいということですので、その辺にならない

しっかりと協力を求めながら進めていくべきだと

と、実際の具体的な協議というのは進んでこない

思いますけれども、その辺についてどうでしょう

のかな。そこまではもう少しお待ちいただきたい

か。

なと思っています。

○市街地整備室長 はたの委員おっしゃるとおり、

○浅子けい子委員長 他に。

東武鉄道には私どもも強く要請をしております。

○大竹さよこ委員 私からは江北エリアデザインに

東武鉄道は、現在、検討していないんではなく、

ついてお聞きさせていただきます。

どういう方法で次に何を進めていけばということ

３番にございます旧江北桜中学校跡地を活用し

を社内でしっかり検討しているというふうに聞い

た（仮）江北健康づくりセンターの整備について、

ております。検討中ですので、まだ我々のほうに

こちらは、江北エリアデザインは本当にたくさん

どういう状況かというのはお知らせいただけない

の特に病院を中心とした様々なまちづくりが行わ

状況ですが、社内の中でも、しっかりそういう検

れようとしている中で、江北桜中の跡地につきま

討を進め、これから、我々に情報をいただけると

しては、なかなか地元の方がまだ存じていないと

いうふうに聞いておりますので、情報がいただけ

いう状況があるかと思うんですが、この江北桜中

るまで、もうしばらく、申しわけございませんが、

の跡地活用につきましては、いつ地元のほうに詳

お待ちいただければというふうに思います。

しい説明があったのか、お聞かせいただけますで

速報版

○はたの昭彦委員 だから、それは、やはり区とし

しょうか。

て、例えば期間決めて、３カ月後とか、半年後に

○経営戦略推進担当課長 江北健康づくりセンター

はある程度の方向性出してくれとか、やはりそう

を整備していくという具体的なスケジュールにつ

いうことで交渉していっていただきたいと思いま

いては、この議会で今回ご報告させていただいて、

すが、いかがですか。

予算も審議いただいて成立いただいたので、この

○工藤副区長 皆さんにご心配をおかけして本当に

議会の後に、地元のほうには説明していきたいと

申しわけございません。先ほど長谷川副区長のほ

いうふうに考えております。

うからも答弁ありましたけれども、協議を精力的

○大竹さよこ委員 そうしますと、ここに書かれて

に今進めているところです。

おります１５ページにスケジュールの予定とござ

まだ本音はわかりませんけれども、多分、東武

います。今年の９月、今が７月ですから、あと２

鉄道としては将来のことを考えると、大体の駅は

カ月後には基本設計が大体でき上がってくるのか

改修していきたいのではないかな。ただ、それに

なと。ここから１４カ月かけて基本設計等がされ

は区の協力がどうしても、必ず伴ってくる。その

るのかなと思いますが、この基本設計でき上がっ
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たときには、これ議会のほうにもしっかりと報告

ますが、これに関しては区のほうにはこういった

があるのでしょうか。

声は届いておりますでしょうか。

○経営戦略推進担当課長 当然、議会のほうにも報

○経営戦略推進担当課長 地元のほうからも、何か

告をしながら進めていきます。

しら、地元のほうで使える多目的な広場、部屋を、

○大竹さよこ委員 というのは、戻ります、１４ペ

整備して欲しいという声は聞いております。

ージにございますが、新施設の機能というところ

○大竹さよこ委員 是非、区民の方々の健康・福祉

で、例えば江北保健センターがこちらにできます

向上、そういったものを兼ね備えた建物にしてい

よと。また、休日応急診療所や、そして医療・介

ただきたいなというふうに要望させていただきま

護連携センター、また、子育てサロン上沼田、こ

す。

ちらが移転をして、この江北桜中の跡の江北健康

また、東京女子医大の隣に、隣というか近くに

づくりセンターにできるということでございます

できるということでございますので、今後も当然

ので、これはやはり移転を伴うことになります。

病院との連携における様々なイベントだったり、

現在使用されている方、江北保健センターが今あ

また、健康、ここにもありますけれども、健康教

る場所で使われている方ですとか、また、子育て

室を開催するとか、そういったこともございます。

サロン上沼田に使われている方にもしっかり丁寧

是非、以前より、我が党から要望しております、

にご説明申し上げて、ご理解をいただいた上での

ここに女性の健康相談センター、こういった機能

この新江北健康づくりセンターの整備になるのか

を持たせた、機能を持たせたというか、女性健康

なと思いますが、この辺りはいかがお考えでしょ

相談センターの設置ということに関しては、区は

うか。

どのようにお考えでしょうか。

速報版

○経営戦略推進担当課長 大竹委員のおっしゃると

○衛生管理課長 現在、東医療センターでは、女性

おり、今ある施設を移転するものについては、今

の専門外来やってございます。聞くところにより

ある施設の付近に住まわれている方は一定のちょ

ますと、移転しますと、その機能も女子医大のほ

っと不便と言いますか、遠くなるというようなこ

うは持ってくるということは聞いてございます。

ともございますので、その辺り、丁寧に対応して

合わせて、今現在、保健センターのほうでも女性

いきたいというふうに考えております。

に関する健康相談等をしておりますので、その機

○大竹さよこ委員 また、新しくできます健康づく

能はいろんなところあるということで区は認識し

りセンターでございますが、地元のほうからも、

ているところでございます。

様々な期待の声が出てくることかと思いますけれ

○大竹さよこ委員 こういった保健センターができ

ども、特にこの江北エリアの、確か調査をしたと

たときに、ここに女性の健康相談センターができ

きに、ここは健康というテーマでまちづくりをす

ましたよと、そういった看板があるだけでも女性

ると。そして、弱みというところで歩行環境が余

の皆さん相談しやすいかなというふうにも思いま

りよくないですねとか、また、高齢化率が非常に

すので、是非、要望しております女性健康相談セ

高いといったところもございました。是非この江

ンターの設置につきましても前向きに検討してい

北健康づくりセンターの中に、地元の方々が、特

ただきたいと思います。

に介護予防という意味でも、健康体操などができ

あと、もう一つ、今、東京女子医科大学（仮

るような、そういった多目的ホール、そういった

称）東医療センターとなっておりますが、仮に足

ものをつくっていただきたいというお声がござい

立医療センターという名前に、これなるのはいつ
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頃になるんでしょうか。

ベーターもなくて、こんな急な階段をこの年にな

○経営戦略推進担当課長 まだ正式に、いつ、この

って上がるのはつらいというようなお話もたくさ

名前で決まって、いつから使うという話は聞いて

んの方々から伺いましたし、そのことについては

ございません。もしそういう情報が入りましたら、

もちろん区の皆さんもよくよくご存じだと思いま

速やかにご報告はさせていただきたいと思います。

すので、まず、その部分について、駅を利用しや

○大竹さよこ委員 そうしますと、駅名は先ほどか

すいようにということで全力を挙げていくべきだ

ら話ありましたけれども、駅名は足立医療センタ

というふうに思いますが、先ほどの駅ビルの解体

ーと。そして、新病院の名前はまだその時点では

のことについて、先日、とある方から解体後の計

決まっていないという、そういう状況になり得る

画が何も決まっていないというような状況を、こ

可能性はあるのでしょうか。

のままだと綾瀬駅の東口みたいになっちゃうんじ

○経営戦略推進担当課長 これ、東京女子医大側と

ゃないかというふうに言われました。綾瀬で生ま

相談して駅名変更で議会説明、地元説明で話を進

れ育った人間としては、その悪い例として綾瀬が

めるに当たっては、足立医療センターという名称

取上げられてしまっているというのは非常に悲し

を使っていいということでご了解いただいて、今

い思いがしますが、その解体した後の状況がどの

こういった形で、議会、地元には説明しておりま

ようになるのか、例えば綾瀬の東口のように、白

す。

い仮囲いをずっとされる状態になるのか、それと

速報版

○大竹さよこ委員 すみません、もう少しはっきり

も、暫定的にでも活用できるような状況まで東武

聞きたいのですが、この病院の名前が決まるのと、

鉄道のほうでは考えているのかという部分につい

この駅の名前が決まるというこの時間列というん

てはいかがなんですか。

ですかね、それはどのような予定でいらっしゃる

○中部地区まちづくり担当課長 解体後、ちょっと

んでしょうか。

色はわかりませんけれども、やはり仮囲いで囲う

○経営戦略推進担当課長 すみません、そこについ

というお話を伺っております。

てはっきりと確認しておりませんので、ちょっと

あと、それと、東武鉄道としては暫定利用は検

確認させていただきたいと思います。しばしお時

討していないということをお聞きしてございます。

間のほういただければと思います。

○市街地整備室長 東武鉄道は、暫定活用について

○大竹さよこ委員 すみません、最後に、駅名が先

はなかなか難しいという見解を示しておりますが、

に決まって病院の名前が後というのもこれも変な

そこの敷地を使って、例えば仮設の階段、出入り

話かなとも思いますので、その辺はしっかりとや

口等を設置するのがいいのか、本設のものをどこ

っていただきたいと思いますし、先ほど様々な委

かに設置するのがいいのかというところを、今、

員からございました、この駅の名前を変えること

検討しておりますので、そのままの状態にしてお

に関しましては、しっかりと地元の皆様にご理解

くというよりは、何かしらの工事は入るかなとい

をいただいた上で、そして、当然、足立区の、区

うふうに思っております。

の皆様のご意見もしっかりといただきながら、丁

また、今使われている階段とエレベーターござ

寧に進めていただきたいと思います。これは要望

いますが、これはトスカの建物の一部になってお

で、よろしくお願いいたします。

りますので、トスカの解体をする際には、そちら

○へんみ圭二委員 まず、西新井の件について、西

のほうをやはり撤去する必要が出てくるとなると、

口ご利用の方々から、もうエスカレーターもエレ

先に仮設の階段なのか、本設のものになるのかと
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いうところを今検討しているというふうに聞いて

○資産管理部長 申しわけございません。今回お示

おりますので、我々のほうも、そういうような、

しさせていただきました２１ページのスケジュー

できるだけ動きをして欲しい、動きを見せて欲し

ルの表も合わせまして、今後速やかに地元のほう

いというふうにしっかり要望しているところでご

にもご説明をさせていただきたいと思っておりま

ざいます。

す。

○へんみ圭二委員 エレベーターはありましたね。

○へんみ圭二委員 六町周辺の方々から、エリアデ

ただ、エスカレーターみたいなものがやっぱり欲

ザイン決めるときには、いろいろと住民のアンケ

しいというような話も多かったですし、白い仮囲

ートを取ったりということで住民の意向は聞いて

いにするということ、白かどうかわからないです

くれたけれども、ただ、その後どうなっているん

けれども、仮囲いをするという状況が、どれぐら

ですかという質問が来ますので、３年遅れる土壌

い状況が続いてしまうのかというのは、先ほどか

汚染が見つかりましたというお話をするとほとん

らのお話のとおり、いつまで検討するのかわから

どの方がそんな話は何も聞いてないということに

ないという部分になってくるということなんです

なっています。

かね。

ですので、その辺りについてはしっかりと住民

○市街地整備室長 できるだけ東武鉄道には、期間

説明をまずしていただいて、そして、これからこ

を切って、これまでに何とか回答して欲しいとい

のエリアデザイン計画、六町のエリアデザイン計

うように要請をして、交渉のほう進めさせていた

画について、どのようにより良いものにしていく

だきたいと思います。

かということは、改めて住民の皆さんの意向をお

速報版

○へんみ圭二委員 こんな言い方するのは自分でも

聞きするべきじゃないですか。

悲しいんですが、綾瀬の東口のように、２年以上

○政策経営部長 エリアデザイン策定してから、か

もあの囲いの状態がずっと続いてしまうというよ

なり日数がたっておりますので、当時かなり子育

うなことがないように、取り組みを必ず進めてい

て世代の方からご意見いただいていたと思います。

くべきだというふうに思います。

そういった方々も生活環境が変わっていると思い

次に、六町のことについて、土壌汚染が見つか

ますので、また具体的に土地の活用の時機が見え

ったというのは、今年の３月議会にも突然報告が

たときに、丁寧に地域の声は聞いていきたいとい

あったという状況でありますけれども、この土壌

うふうに考えております。

汚染が見つかって３年を超えてしまうということ

○へんみ圭二委員 わかりました。

は、区民の皆さんにはどのように周知されている

江北の東京女子医大の件なんですが、先日、女

んでしょうか。

子医大のある関係者の方から凄く気になる話を聞

○資産活用担当課長 まだ区民の方には、この議会

きました。というのも、足立区のほうに東京女子

がありますので、議会後に何らかの形で報告する

医大が移動した場合に、今働いている医療従事者、

しかないかなと思っています。

かなりの人数が辞めてしまうんではないかという

○へんみ圭二委員 ただ、３月の議会のときには、

ような話でありました。実際に、今、区としては

もう土壌汚染が見つかったということは議会のほ

この東京女子医大について駅名も変えて、区の内

うには報告がありましたから、その３月の議会の

外にも足立区に大学病院がやってきたということ

後に早急に地元の皆さんにお知らせをすべきこと

をＰＲしていこうという状況の中で、実際に大学

なんではないでしょうか。

病院が来てみたら医療従事者が足りなくなってい
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た、人手不足になっていたということでは、これ

して協議をしたいという申入れをしているという

は、これほどがっかりしてしまうような残念な話

段階であって、既にその公費投入について、区の

はありませんから、その点について区としてはど

ほうから先方に対して申入れてはいないというこ

のような認識をされていますか。

とですか。

○政策経営部長 今のところ、東京女子医大のほう

○経営戦略推進担当課長 まず、暫定利用が可能か

から具体的にそういったところを危惧するところ

どうかの返事がもらえていません。それに先立っ

は聞いておりませんが、今回、病院と合わせて、

て、区としては暫定利用に当たっては、区として

寮をつくったりだとか、そういった部分で、就職

の公費負担も検討しますので、それを含めて、暫

しやすいような環境は整備してあると思いますの

定利用できる、できないというご回答くださいと

で、今後、何か情報がありましたら、議会のほう

いうところまで協議が進んでおります。

にもご報告させていただきたいと思っております。

○へんみ圭二委員 選挙にも絡んでの話だと思うん

○へんみ圭二委員 情報源の秘匿がありますから、

ですが、いろいろと、区のほうでもう土地を購入

具体的に誰から聞いたとは言えないんですが、た

するという話になっているというようなことを言

だ、やはり東京女子医大の中で、足立区に移った

う方々もおりますし、その点について、実際、現

らどうなるかという話をした場合に、うーん、ち

状ではどうなのかという部分と、それから、その

ょっと、足立区のあの場所に行くんだったら、辞

土地の活用ができるかどうかということの検討も、

めることを考えなくちゃいけないということを言

いつまで検討するのかということは住友不動産の

っている方も多いということですので、その部分

ほうに確認はとっていますか。

速報版

については是非、東京女子医大のほうでも、今働

○経営戦略推進担当課長 ご質問二つありましたの

いている方々の意向を調査していただいて、そし

で、まず一つ目、お答えします。土地の購入につ

て、医療従事者が足りないということがないよう

いてです。これについては、区としては土地の購

な体制づくりというのを区も一緒になってやって

入も含め、あらゆる方法を検討しますということ

いくべきではないかと思うんですが、東京女子医

をこのエリアデザイン調査特別委員会で答弁して

大のほうに、今の働いている方々の意向調査とい

いますので、その可能性としては否定しません。

うのは、お願いをすることはできないんですか。

ただし、購入する金額については、あくまでも財

○政策経営部長 調査は可能かどうか聞いてみます

価審のつける金額の範囲内ということになります

けれども、今回、議会で、こういった委員会でこ

ので、路線価の金額になります。恐らく住友不動

ういった指摘を受けたということで改めて東京女

産から買うとなりますと、開発利益まで載せるこ

子医大のほうには、協議をして、ちょっと改善策

とになりますので、そういった金額で買うことは

を検討してみたいと思います。

難しいと考えています。

○へんみ圭二委員 是非、万全の体制で大学病院が

それと、二つ目、活用についてなんですが、現

開設されるという状況になるように取り組みをし

時点で住友不動産から、今後、いつの時期に何を

ていくべきだと思います。

建てる、どんなことをするというのは、先ほどの

そして、綾瀬駅のことについてなんですが、綾

答弁のとおり、新しい情報のほうはございません。

瀬の東口の駅前のことについて、先ほどもいろい

○へんみ圭二委員 すみません、二つ目のところは

ろと質問がありました。それで、まず暫定活用に

ちょっと僕の聞き方が悪かったのかもしれないん

ついて協議をする中で、公費投入についても区と

ですが、暫定活用をするかどうかということにつ
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いて、いつまで検討するのかというところです。

ても、もう一生懸命、区と一緒になってやるんだ

○経営戦略推進担当課長 暫定活用、いつまで検討

という強い意志をお持ちですから、是非その部分

するのかということなんですが、それについて、

について、区のほうでもスムーズに、早く制限条

うちのほうもいつまでにくださいという期間は区

例を制定できるようにということで、地域の皆さ

切っておりません。再三、６月に入ってからも、

んと一緒に汗をかいてやっていただきたいという

我々催促していて、なかなか株主総会等で忙しい

ふうに思います。

というご返事いただいております。それについて

あと、仮設校舎で、交通広場の辺りのこと、部

は期限設けずに、早くご返事いただきたいという

分は使われますけれども、仮設校舎の後の土地の

ことで、きょうこの委員会終わった後でも、電話

利用については、まちづくり協議会の中で話とい

でご連絡のほうは差し上げたいというふうには考

うのは出ているんでしょう。

えます。

○まちづくり課長 前々回の２回目のときに、若干

○へんみ圭二委員 その暫定活用、まずできるよう

ご提案その件もあるんだ、どうでしょうかという

にすべきだということが、こうして地域住民の

ことで、例えば池袋のジャンプ広場を見て欲しい

方々からも声が上がっているわけですし、できる

ですとか、それから、立川のまんがぱーくですか。

だけ早くできるようにということで、区のほうか

こちらは参考になるよということで私ども現場の

らも強く言っていくべきだなというふうに思いま

調査を行ってまいりました。それを前回の協議会

す。

のときにご案内をして、こういうのもありますよ

速報版

あと、建築制限条例の制定について、２０２２

と。ただ、そういう施設を、では、旧こども家庭

年よりも早く、できるだけ早くするということ、

支援センターのところに入れる、入れないという

先ほどお話もありました。できるだけ早くという

のはちょっと置いておいて、いろいろ地元の皆様

のが最大限急いだ場合にどれぐらい早くなるのか

がたから意見が出たものについては、我々一生懸

ということを教えていただきたいと思います。

命勉強して情報の共有というの図ってまいりたい

○まちづくり課長 これは、今、ご指摘いただいて

と、今後も考えております。

います住友不動産の計画ですとか、その他のいろ

○へんみ圭二委員 その仮設の後の活用についても、

いろ、まちの中の他の跡地利用者の方もございま

これから地域の皆さんと一緒に、今のような姿勢

す。ただ、手続的にいっただけでも半年から１年

でやっていただきたいと思いますし、特に私は、

かかりますので、令和４年にやるといったのが１

あの部分については、図書館を核にして綾瀬のま

年ぐらいは早めることが可能ではないかと。ただ、

ちづくりというのを進めていくべきじゃないかと

それも今年度中ぐらいに、いろいろなまちづくり

いうのは以前から本会議などの質問でも申し上げ

の構想ですとか計画ができないと、やはりちょっ

ておりますし、地域の方々からも、やはり綾瀬の

とそこのところが進まない。令和４年が、頑張っ

駅の近くに図書館があるといいよねというのは非

てそこを１年程度早めにできるかなというところ

常に多く声がありますから、そうした声も取り入

が私ども今の見立ててございます。

れながら、まちづくりのことについて検討を進め

○へんみ圭二委員 東口周辺地区まちづくり協議会

ていくべきではないかなと思うんですが、例えば

に実際に参加されている方にもお話を伺ったとこ

図書館のことについては、今つくろうとしている

ろ、やはりこの建築制限条例について、もうでき

３計画のほうでも考えていきますというお話が以

るだけ早くできるようにということで、地域とし

前からありました。その部分について、今どうな
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っていますか。

然いないじゃないかという話でした。実際に僕自

○政策経営部長 具体的な文化、読書の３計画の中

身も、見てみても、タクシーがとまっているとい

には、特に施設計画については、具体的な施設計

うのは見たことがないものですから、その点につ

画についてはうたわれていません。ただ、今後そ

いてタクシーの運転手をしている友人に話を聞い

の３計画の中でうたった理念をどう実現していく

たら、そういうものができていること自体知らな

かという中で、これからまた、建物施設計画等が

いということでしたので、是非、それはタクシー

議論されていくのかなというふうに考えておりま

協会になるのか、組合になるのか、その辺りに、

す。

北綾瀬の駅の近くにそういうものができ上がって

○へんみ圭二委員 まちづくり協議会第３回の住民

いるよというお知らせをしっかりとまずすべきで

の主な意見として、東口駅前だけではなく綾瀬地

はないかなと思います。どうでしょうか。

区全体のまちづくりを考えて欲しいという声があ

○交通対策課長 へんみ委員ご指摘のとおりでござ

ったということです。実際に西口のほうのまちづ

います。私も４月以降、ハイヤー・タクシー協会

くりも考えていくべきだというのは、私も町会の

の足立区支部というのがございまして、そちらの

方々からも話があるんですが、このときの意見で、

ほうに行かせていただきました。そこでは、北綾

具体的にどのような意見だったんでしょうか。

瀬駅にこういう形でできているのでということで

○まちづくり課長 へんみ委員ご指摘のご発言のと

ご案内させていただきました。また、タクシー、

おり、西口の、いわゆるところも、まちづくり進

ハイヤーの方がどういうふうな案内表示ですとか

めて欲しいですとか、それから、やはり他の委員

がつければ使いやすいかということもその際に伺

会でもご指摘いただいています綾瀬川の護岸、こ

いまして、それを参考にさせていただきながら、

ちらがやはり昔みたいにスーパー堤防というのは

周りのそういう看板ですとかの整理もちょっと考

ないんですけれども、護岸を眺められるようなま

えていきたいというふうに考えております。
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ちづくりを進めてほしいなというご意見はいただ

○浅子けい子委員長 他に質疑ありますか。

いております。

○石毛かずあき委員 初めて質問させていただきま

○市街地整備室長 委員の方たちには少しお話しさ

すので、確認の意味を持っていろいろとお聞かせ

せていただいておりますが、まずは建築条例を先

いただきたいと思いますが、まず、大学病院の利

行してこの会で進めたい。その後に、気運も見な

便性についてご質問させていただきます。

がら、地域の、エリアの拡大というのも、この協

今現在、病院までのアクセスというのは日暮

議会の中で考えていきたいということもご提案い

里・舎人ライナー１線と、あと、はるかぜが１線

ただいておりますので、前向きに考えていきたい

というふうなお話も伺っております。今後、新田、

と考えております。

宮城、小台みたいな、その病院までのアクセス困

○へんみ圭二委員 今後、東口周辺地区まちづくり

難な地域を含めて、新たなバス路線も整備される

協議会ですから、西口周辺地区のまちづくり協議

というふうに伺っておりますが、そういった増え

会というのも、これからつくられてもいいのかな

たバス路線を受入れると言いましょうか、全て当

と思いますし、是非そうした地域の声というのは

然、おしべ通りにとめてやるということも考えら

取り入れていただきたいと思います。

れないでしょうから、そういった意味では、病院

最後に、先ほども北綾瀬駅のタクシーの３台、

の周辺で検討されている周辺整備についてお聞か

とまれるようになっているところにタクシーが全

せいただけますでしょうか。
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○経営戦略推進担当課長 こちらについては、現在

ってございます。今、具体的に設計に入っている

はおしべ通りにコミュニティバスが１路線だけな

のが、病院の周辺、周辺については、今年度、地

んですが、石毛委員おっしゃるとおり、たくさん

下の調査をして、詳細設計をしてということで、

の病院にバス路線を呼び込むためにはそれだけで

できる限り、開院には形がなるような形を今考え

は足りないと考えております。このため、上沼田

てございます。

第６公園、病院の南側になりますが、こちらにバ

おしべ通りについては、統合小学校、あるいは

スを展開する機能を整備したいと考えております。

江北の保健センターと、また、公共施設がずっと

これによりまして、区内ですと、北千住、西新井

北に向かって進みますので、この時期に合わせて、

ですとか、あとは区外ですと、田端、日暮里、赤

できるだけ合わせて間に合うような形で今計画を

羽、王子など７路線程度、バス路線を引込んでい

つくり始めています。おしべ通り全体に関しては、

きたいというような考えで、今バス事業者と調整

今年度予備設計ということで、ちょっと行ってい

しているところです。

ただいていまして、全体の無電柱化含めて、ある

○石毛かずあき委員 そのバスの停留所を含めて、

いはバリアフリー化含めたものを設計、予備設計

その整備含めて、あそこのおしべ通り、また、環

に入っていくというようなことで、ちょっとその

七というのは緊急避難道路にもなっていますね。

辺の整備時期まではまだ決めてないんですけれど

そこからアクセスするおしべ通りというのも、今

も、今、準備をしているというような状況でござ

後、無電柱化をするというようなお話を承ってお

います。
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りますけれども、もうそういった計画があったら

○経営戦略推進担当課長 あと、電柱に共架してい

また教えていただきたいと思いますし、また、あ

る街路灯の件ですけれども、こちら無電柱化いた

そこの電柱というのは、街路灯が一体化になって

しましたら、別途街路灯は整備していきます。

いる電柱ですね。無電柱化にすれば、当然、後々

また、バス停と複数回、工事が競合するので、

街路灯も設置しなければなりませんし、また、あ

複数回掘り返すことのないようにという点ですけ

る一定の明るさを確保するには街路灯だけではな

れども、その辺も、確かにこちらはたくさんの工

くてバス停の設置とかいろいろ工夫があると思う

事が錯綜いたしますので、工事間の調整をとって、

んです。

そういったことないように対応していきたいと思

なぜこういう質問するかと言いますと、アスフ

っております。

ァルトを整備した後に、また、じゃあ、こういっ

○浅子けい子委員長 石毛委員、質問は結構なんで

たところに明るさを保つために新たなバス停をつ

すが、他の委員会と重なる部分がありまして、そ

けようとか、アスファルトを重ねて、毎回毎回同

こをちょっと精査してお願いします。

じような工事をするにも費用がかかりますから、

○石毛かずあき委員 そうしましたら、最後に一つ

そんなようなことにならないように、こういった

要望させていただきたいんですが、千住のエリア

意味では無電柱化、また、街路灯の確保が、たく

デザインについて、この中で北千住東口周辺地区

さんの確保についてちょっとお聞かせいただけま

まちづくり構想の中で、区上位計画の改定につい

すか。

てありますけれども、その中にも水害に対する意

○企画調整課長 東医療センターは、三次救急病院

識の向上というようなことは書かれております。

ということで、災害時のアクセスとして、やはり

当然、自然災害というのはいつ発生するかわかり

無電柱化は急がなきゃいけないなというふうに思

ませんし、昨年は大変多くの災害が起こりました。
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また、昨日も大変、２４万人以上の方々に避難勧

っていました。昨年の１２月に、ここのマンショ

告が出たりと、いつ災害が起こるかわかりません

ン計画については白紙に戻すということで、区の

から、この辺の千住地域、駅前だけでもなくても、

ほうにご報告ありまして、現時点、そこから動き

千住エリアについて、そういった洪水に対する災

がない状況でございます。

害対策の意識の向上を進めるような、是非とも進

○まちづくり課長 制限でございますが、建築条例

めていただきたいというふうに思いますので、こ

関係ので。これは地区計画を導入すると建築物の

れは要望で終わらせていただきます。どうぞよろ

用途の制限が可能になります。したがいまして、

しくお願いいたします。失礼いたしました。

駅前でございますから、やはり店舗ですとかそう

○浅子けい子委員長 他に。

いう附置義務をつけて欲しいという条例は可能で

○銀川ゆい子委員 私からも何点か質問させていた

ございますので、我々はそんなような、ちょっと

だきます。

射程に入れているところでございます。

まず、綾瀬・北綾瀬デザインの取り組みについ

○政策経営部長 今、まちづくり課長が答弁しまし

てなんですけけれども、綾瀬ゾーンのところで、

た、これからの計画ということですので、現状で

区としても、先ほど区民の意見をくみ取って要望

何か申請が出てくれば、それが今の法令に適して

を住友不動産のほうにお伝えしたいとあったんで

いれば、特に区のほうでそれを制限する手段はご

すけれども、まず、あそこの土地が住友不動産が

ざいません。
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持っているということで、区はどこまで住友不動

○銀川ゆい子委員 この要望のところなんですけれ

産に要望を伝えられるのか、どこまで住友不動産

ども、多分、別紙２のところで、これ以前お伺い

がこちら側の要望をのんでくれるのかということ

したときに、こちらの要望についてまだ返事がな

をちょっとお聞きしたいということと、また、向

いということだったんですけれども、今の段階で

こうが、こちら側の意図しない建築というか、も

も返事は来てないんでしょうか。

のを何か建てたいといった場合に、こちら側とし

○経営戦略推進担当課長 現時点でも返事のほうは

て制限することはできるのかどうか教えてくださ

ございません。これについては先ほどご答弁した

い。

とおり、再度、催促のほうはしたいと考えており

○経営戦略推進担当課長 ご質問のまず１点目、ど

ます。

こまで我々の意向をくんでくれるのかということ

○銀川ゆい子委員 再度催促ということなんですけ

については、現時点、交渉している中でどこまで

れども、先ほど秋頃にまた要望を伝えるというふ

くんでいただけるのかは何とも言えないところだ

うにおっしゃっていたんですが、それがまたこち

と思います。我々としては、少なくとも区の考え

ら、ほぼほぼ同じものになりますでしょうか。

なり、地元の意見を、まず伝えることが第一です

○経営戦略推進担当課長 昨年度の本会議答弁で、

し、今後はやっぱりまちづくりの仲間として交渉

今年度の秋頃までに、区としてはここの開発につ

していくことが大事だと思っていますので、極力、

いて、開発事業者へ要望を伝えるというふうに方

反映していただけるように最善の努力は尽くした

針を持って答弁しております。ですので、あそこ

いというふうに考えております。

の開発、どういうふうにして欲しい、例えば商業

２点目の意図のほうなんですが、開発事業者の

のにぎわいだとか、歩道を少しつくって欲しいだ

開発の意図なんですが、当初伺っていましたのは、

とか、そういった方針を決めました秋頃には要望

マンション計画をするということで、我々話を伺

を伝えたいというのが今のところの考えでござい
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ます。

次になんですけれども、江北エリアデザインの

○銀川ゆい子委員 ありがとうございます。

取り組み状況について、先ほどかねだ委員からも

次なんですけれども、同じく綾瀬のところでア

幾つか質問ありまして、駅名についてなんですけ

ンケートを、区民の皆様からのアンケートのとこ

れども、反対する声がちょこっとあると。これか

ろで要望で買物をしたいお店がない、商業施設、

ら丁寧に説明をして、説得をしていくということ

店舗の充実とか、あと、歩行環境とかということ

だったんですけれども、その丁寧な説明をした上

が書いてあるんですけれども、確かに今あそこは

でもやっぱりその江北という名前に愛着を持って

空き地になっていて、凄くもったいないなあと思

いたりとか、あと、その費用のことで反対という

うので、せっかくですので、その人を誘致できる

方は、もしかして出てきてしまうかもしれない。

ような商業施設もつくっていただきたいですし、

そういったときに、たとえ少数のそういう反対の

あと、私が思うのが、朝とか夕方とか綾瀬へ行く

意見があったとしても、そこはある意味無視して、

ときがあるんですけれども、私が行くときとか結

この駅名変更してしまうのか、それとも、最後の

構、いつ行ってもタクシーが渋滞してクラクショ

１人までちゃんと説得するようにして、駅名変更

ン鳴らされたり、歩行者の方がちょっと危ない目

に取り組んでいくのか、どのようにお考えでしょ

に遭ったりするんですけれども、区としてあそこ

うか。

を開発できるということであるならば、何を優先

○経営戦略推進担当課長 我々としては、皆さんに

して、一番取り組んでいきたいと考えていらっし

ご理解と賛成をいただきたいということを目標に

ゃいますでしょうか。

頑張りたいと思っています。ただ、これについて
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○経営戦略推進担当課長 そこの駅前の、東口の駅

は、進捗状況について、どの程度の反対なのか、

前の目指すべき方向性ということについては、昨

どの程度の声なのかについては、また議会のほう

年の１２月のエリアデザイン調査特別委員会のほ

に報告させていただいて、また議会の皆様のご意

うで報告したんですが、今、方針としては四つ持

見はそのとき伺いたいと考えております。

っております。

○銀川ゆい子委員 ありがとうございます。

一つが、駅前の顔づくりとにぎわいの創出が一

次に、千住エリアデザインの取り組み状況につ

つ目でございます。二つ目に歩行空間の安全性と

いてなんですけれども、２４ページ、区民の区域

回遊性の向上、三つ目に区有地、こども家庭支援

内居住者のアンケート調査結果というところで、

センター、そちらの区有地を活用したにぎわい拠

ほとんどの方が何らかの方法でまちづくりに参加

点の形成、四つ目に高架下の利便性改善というふ

したいというふうに答えていらっしゃるんですけ

うに四つの方針を持って今取り組む方向で考えて

れども、このような熱意を持った人たちを動かし

おります。

ていくには、今後、区としてどんな呼び掛けを行

○銀川ゆい子委員 ありがとうございます。

っていくのか。また、こういう人たちにどのよう

要望がまだ返事がないということなので、是非

なまちづくりに、どのようにまちづくりに参加し

とも区の職員の方も、私たちもそうですけれども、

ているのか、そのような計画があれば教えてくだ

一緒に頑張らせていただいて、区民の皆様の意見

さい。

をくみ取った施設とか、交通の便が良い場所にな

○千住地区まちづくり担当課長 確かにアンケート

っていけるよう私も要望させていただきたいと思

調査結果を見ますと、何らかの方法でまちづくり

います。

に積極的に参加したいとか、協力を求められれば
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参加したいという、かなりのパーセンテージにな

うご意見がちょっと出ているようなところでござ

っているところで、今後、区としましては、一番

います。

はこういうまちづくりだよりじゃないんですが、

○銀川ゆい子委員 ありがとうございます。

区からの情報発信につきましては、逐次行ってい

最後に要望なんですけれども、商業施設、再開

きたいと思っておりますし、今、まちづくり協議

発とかによってそのまちが発展していくことは私

会、連絡会でございますが、町会の代表者とか、

も凄くうれしいことだと思っております。ですけ

商店会の代表者で、まず骨子をつくりまして、検

れども、やはり昔からある商店街、もちろんその

討いたしまして、それを今後、地区住民の方々に

地元の方の、その商売の繁栄ということもあるん

説明会等を行って意見交換をして作成してまいり

ですけれども、商店街だと、やはり１階にあると

たいと思っております。

いうことで、ちょっと足の悪い高齢者の方とか障

○浅子けい子委員長 よろしいですか。

がい者の方もすぐに入って買物をすることができ

○銀川ゆい子委員 ありがとうございます。

る、大きな商業施設だと、もうお店に入ってもそ

次になんですけれども、２７ページ、今後の取

こから歩いて行かなければいけない、エスカレー

り組み方針のところで、２の加筆すべき内容のと

ターとかに乗ならないといけない、そういうこと

ころで、飲食店テナントだけでなく、日常買物が

でちょっと不便が出てしまうということもあるよ

できる商業施設の誘導というふうにあるんですけ

うなので、できる限り、商店街、この足立区の本

れども、商業施設というものは具体的にどのよう

当に一つの大きな財産だと思いますので、商店街

なものをイメージしていらっしゃるんでしょうか。

を大事にしながら、高齢者の人たちとか障がい者

その地元の商店街の皆様に配慮したものをつくっ

の人たちにもやさしいまちづくりを進めていって

ていただけるのでしょうか。

いただければなと思います。要望でございます。

速報版

○千住地区まちづくり担当課長 ここのアンケート

ありがとうございます。

結果で出ております日常買物しやすいまちという

○浅子けい子委員長 要望ですね。

中では、いろいろと分析している中で、マルイと

他に報告事項について。

かああいう大きな百貨店というか、お店というイ

○にたない和委員 エリアデザイン全般の情報分野

メージじゃなくて、日常的なもの、日常のものが

について質問させていただきます。

ある意味、１カ所で揃うとか、そういうところの

まず、アンケートであるとか、様々な街頭での

商業施設を要望しているということで、これを今

アンケート収集であるとか、そういった部分で広

後、整備を考えていきたいなと思っております。

く皆様からご意見いただいていると思うんですけ

○銀川ゆい子委員 ありがとうございます。

れども、例えば町会、自治会などを限定しないで、

それは大きな商業施設、アリオとか、マルイと

一般の方から情報を収集している、そういった機

かもそうですけれども、あれぐらいの大きいもの

会という部分に、情報収集に限った部分で言えば、

ではないということですね、中規模というか、何

どういった機会があるのか、いま一度ちょっと整

と言ったらいいかわからないんですけれども。

理して教えていただけますでしょうか。

○まちづくり課長 まだ、その具体的な商業施設、

○経営戦略推進担当課長 例えばエリアデザイン計

どういうものかというところまでははっきりして

画、昨年度、江北と北綾瀬で策定しました。それ

ございません。ただ、地元の皆様方の要望として

については、街頭で、駅だとかイベントのときに

は、日常品がもうちょっと手軽に買えればなとい

出店しまして、不特定多数の方からご意見聞いて
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おります。

で、何て言うんですかね、こういった情報の場で

あと、もう一つ事例で申し上げますと、鉄道立

情報をいただいているので、要はホウレンソウが

体推進室のほうが、高架下の利用について区民か

ないと無駄に時間だけ長くなると、疑問を持って

らアンケートを取っていろんなご意見を伺いまし

から無駄に何時間が長くなると、やはり不用意な

た。各個別に沿って、そういった区民のニーズは

不満だったりというものが発生してきてしまうと

引上げていまして、それについてはそのつど、こ

思うんですけれども、そういった点、エリアデザ

ちらの委員会で報告させていただいております。

インについての情報の展開の仕方、教えてくださ

○にたない和委員 ありがとうございます。

い。

この情報の展開の仕方についてなんですけれど

○政策経営部長 委員会等で周知した内容につきま

も、あだち広報であるとか、ポスティングである

しては、先ほど言ったオープンハウス型説明会も

とかそういったものをやられていると思うんです

あるんですが、各イベントのときにブースを出し

けれども、他にも何かやられている活動であると

て、一般区民の方にご説明をしたり、あとは地域

か、情報の展開の仕方というのはありますでしょ

によってはこういった形でまちづくりニュース等

うか。

で広くお伝えしたり、また、こういったものを町

○経営戦略推進担当課長 情報の展開というのは、

会、自治会の回覧版、また掲示板に載せていただ

ＰＲということでよろしいでしょうか。ＰＲにつ

いたりとか、あらゆる手法について取り組んでい

いては、基本、我々でしたら、まずこちらの委員

るところですが、これについては１００点という

会で出した後、町会で説明して、ホームページで

ことはありませんので、今後とも何か新しい手法

出すと。記事によってはあだち広報で出す、あと、

があれば、それは様々な手法を活用して、広く一

ＳＮＳ等で区民への周知を図ると。基本、周知す

般区民の方に周知を図りたいというふうに考えて

べきものについては区で使える媒体を全て使って

おります。
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やっております。

○にたない和委員 エリアデザインとして、例えば

○にたない和委員 ありがとうございます。

綾瀬であるとか、西新井であるとか、江北である

この資料とか見ても、１日１，０００件以上で、

とか、花畑であるとか、そういったところ白い壁

この前のしょうぶ沼のやつに関しても、かなりの

がいっぱいあると思うんですね、白い防護壁です

皆様のご協力いただいていたりとか、あと、広報

かね、そういった場面において、このエリアデザ

紙を見ても、凄くわかりやすく書いているんです

インの取り組みを説明するようなパネル、そうい

よね。そういった部分で、本当に情報の展開の方

ったものというのは、例えば、事業者と協働で情

法についても大変工夫されているんだろうなと思

報展開をする、そういったことをお願いするには

うんですけれども、一方で、今の方法というのが、

どういった障壁があるのか、検討されているのか、

普段、例えば区政に余り関心持っていない方であ

そういったところを、要はエリアデザインに配属

るとか、子育て世代であるとか、今働き盛りで、

になったと地元の方に説明しても、エリアデザイ

例えばもう朝、通勤ラッシュのときにパーッと行

ンって何なのというところからスタートになっち

って、現役の世代とかそういった部分で様々な取

ゃうんですね。白い壁に囲われているけれども、

り組みをしているのにも関わらず、皆様にとって

実際問題、どういったものがなるのかわからない

は白い壁で囲われて、何も情報がない。私たちと

と、そういったところでかなりお声をいただくん

いうのはこういった場で情報をいただいているの

ですけれども、そういった、例えば西新井ひとつ
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にとってみても、東武鉄道のほうにお願いして、
このエリアデザインでどういった段階でいるのか、
まだ決まってないことでも、今取り組んで、皆様
から声をいただこうとしているわけじゃないです
か、そういったものを説明する、そういった展開
の方法というのはご検討可能なんでしょうか。
○経営戦略推進担当課長 一つの例としては、工事
の壁を使って、そこでＰＲしたらどうかというご
提案があったかと思います。まとまった情報があ
って、まちづくり、こうしますということができ
るエリアもあれば、まだちょっとその段階にない
というエリアもございます。エリアによって、そ
の辺の進捗具合というのが様々でございます。
ただ、にたない委員のほうがおっしゃった、い
ろいろなところでエリアデザインを知ってもらう
べきだという今ご意見もありましたので、それに

速報版

ついては、我々、区民の方にどうしたら更によく
知ってもらえるのか、また、そこに住んでる人た
ちにどうしたら理解していただけるのかというの

は検討させていただきたいというふうに思います。
○浅子けい子委員長 他に質疑ありませんか。
それでは、報告事項は終わります。

◇

○浅子けい子委員長 その他に関して質問はないで
しょうか。
［「なし」と呼ぶ者あり］
○浅子けい子委員長 ないようでしたら、本日のエ
リアデザイン調査特別委員会を終わらせていただ
きます。ご苦労様でした。
午後３時２４分閉会
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