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　私は北千住駅周辺における環境整備を推進しています。今回、東口周辺を中心とした「区
域内居住者アンケート」、「区域外区内居住者アンケート」、「北千住駅来訪者アンケート」及
び「交通量調査」を行いました。結果の概要は以下の通りです。尚、ご不明点は足立区都市
建設部市街地整備室まちづくり課☎０３‒３８８０‒５４２４までお願いします。これからも足立区
民の皆さまに暮らしやすい街づくりを目指して全力で頑張って参ります。

北千住駅周辺の環境整備などについてのご報告

１．調査概要
　区域内居住者の現況・将来に対する１２８９名（約３２％の回答者）のご
意見
２．住むことになった理由と居住年数について
　この地で生まれ育った方が３割を占めるが、交通利便性の高さから移転して
きた方も多い。また居住年数は、２０年以上が５割強と長期間居住者が多い。

１．調査概要
　北千住駅来街者の現況・将来に対する９０６名のご意見
２．北千住駅へ来る方の住所と目的について
　北千住駅には関東以外では、高知県、京都府、大阪府、新潟県など、
広い範囲から訪れている。また北千住駅へ来た目的は、通勤・通学や仕事
と買い物・食事、娯楽とする方が多い。

３．お住まいの住環境の評価と居住継続意向について
　現在の住環境に関する満足度は、災害や交通の安全性に関してマイナス
評価となっている。今後の居住継続については、７割強の方が住み続けた
いと考えている。移転したい人の理由は、「住宅が古い・狭い」「家賃が高い」
「買い物に不便」が多い。

区域内居住者アンケート 北千住駅来街者アンケート

１．調査概要
　平成３０年１０月１４日（日）・１６日（火）７時～２２時に北千住駅東口周
辺の交通状況を行った。
２．全体的な歩行者交通量の推移
　歩行者交通量は、平成２４年調査時に比べると全体的に増加傾向にある。
電車などの交通の利便性が高いことや北千住の人気向上による来訪者の増
加、東京電機大学の増設等によるものだと想定される。

交通量調査（歩行者・自転車・自動車）

１．調査概要
　区域外居住者の区民の現況・将来に対する６０１名（約３０％の回答者）
のご意見
２．北千住駅へ行く目的と滞在時間について
　北千住駅へ行く目的は、交通機関の乗換・買い物・食事・娯楽が多い。

区域外区内居住者アンケート

現住所に住む理由は交通利便性の高さから 居住年数は長期間の方が多い 広い範囲から多くの人が訪れる北千住

その他の目的の内容

目的は通勤・通学や仕事、
買い物・食事・娯楽

目的は交通機関の乗換と買い物・食事・娯楽 その他の目的の内容

0 10 20 30（％）

0 20 40 60 80 100（％）

生まれてからずっと

就職・転職を機に

ご自身の結婚を機に

通勤しやすくするため

0 20 40 60 80

28.1

25.4

11.2

14.3

14.4

14.4
18.4

23.7

12.2

6.7

4年未満

10年未満

20年未満

40年未満

60年以上

無回答 2.6

60年
未満

単位：％
単位：％

単位：％

複数回答

住環境への不満は災害に対する不安や交通の安全性に集中

洪水などの自然災害
に対する安全性

交通機関の
乗換

買い物
食事
遊び

なんとなく
ブラブラするため
展覧会などの

催し物

その他

その他

火災の発生や延焼に
対する安全性

歩行者、自転車、自動車の
道路交通の安全性

△42

△37

6.7

わからない

区外に移りたい

区内の別の場所
に移りたい 3.6

北千住駅東口
周辺地区の別の
場所に移りたい 4.1

無回答 2.9

0 10 20 30 40 50

△29

39.6

78.0

不満

住み続きたい
69.3

足立区内
62.1

無回答 0.7
その他の道府県 3.2

その他区部

埼玉県 12.1
千葉県 7.2

神奈川県 1.1

その他都内 1.5

11.6
8.5

複数回答

0 20 40 60 80100（％）

複数回答

複数回答

80.8
54.6

16.6
14.1
6.0

12.1

通勤・通学
や仕事

買い物
食事
遊び

何となくブラブラするため
展覧会などの催し物

0 20 40 60 80（％）

複数回答

30.4

71.4
46.0

19.0

7.6
3.9

76.5

駅前交差点の歩行者交通量

今回

平成24年

今回

平成24年

［平日］

［休日］

約34,000

約30,000

約27,000

約19,000

北千住大踏切地点の自動車交通量

今回

平成24年

今回

平成24年

［平日］ ［休日］

駅前交差点の自転車交通量

今回

平成24年

今回

平成24年

［平日］

［休日］

約3,000

約3,300

約2,600

約3,200

約1,400

約1,900

約1,300

約1,400
約7％減

約26％減

約9％減

約19％減
約13％増

約42％増

居住意向は「住み続けたい」
とお考えの方が多い

単位：人/12時間 単位：台/12時間

単位：台/12時間



暮らしの相談
お気軽にお寄せください。

足立区議会議員 いいくら昭二
足立区議会公明党

●こちらもご覧ください いいくら昭二ホームページ 検索いいくら

皆様の声を行政に届け、実現しました！！

　地域の方々から、千住の地域に
バスケットゴールの新設の相談を
受け、時間がかかりましが、千住
桜木町公園に設置できました。若
者を含む地域の方々から大変に喜
ばれています。私はこれからも皆
様の健康づくりのために全力で頑
張ってまいります。

バスケットゴールを新設しました！
　地域の方々から、千住５丁目の
道路がガタついているとの相談が
あり、区と協議し整備してもらい
ました。地域の方々から大変に喜
ばれています。私はこれからも安
心・安全の街づくりのために全力
で頑張ってまいります。

道路の補修をしました！

2 足立区議会第2回定例会が始まりました！

1 足立区議会選挙が行われました！

　６月２０日から始まった第２回定例会において、わが党からは災害対策、まちづくり、子育て支援、教育など多岐にわたる
質問をし、行政から前向きな答弁を頂きました。そこで今回の区長選・区議会選挙に関する要旨について掲載致します。

　選挙管理委員会事務局の報告によると、５月２６日に投票が行われた区議選（定数４５）に５７人が
立候補し、翌日開票され、新しい議員が決まりました。投票率は42.89％（前回は46.07％）でした。

　この度の足立区長選挙及び区議会議員選挙は、28年ぶりの翌
日開票となった。今回、高齢化により投票所に行けない方も増え
るなど、投票率は42.89％で前回に比べて3.18ポイント下がった。
⒈ 当区は選挙期間中に３台のラッピングをした小型電気自動車
による投票の周知・啓発などを行っていたが、今回の投票率の減
少をどのように受け止めているのか。また今後の区長・区議選は、
コミュニティバスはるかぜ等へのラッピングをするなどして投票率
アップのための対策を進めて行くべきと思うが併せて伺う。
⒉ 区は翌日開票に際して、よりスムーズな開票作業等を目指し日
常の行政サービスにも支障がないように人員の配置をしたと聞い
ている。そこで開票作業は想定通りに行われたのか。また区民へ

の日常の行政サービスに支障がなかったのか併せて伺う。
⒊ 今回の選挙は、期日前投票者が増加し、前回より１万人増加
の約65,000人と聞いている。わが党の提案で２箇所の期日前投
票所を増設したが、全ての期日前投票所における待ち時間等の
状況はどうだったのか。また今後、更なる利用者の利便性の向上
や地域偏在の解消のためにも期日前投票所を増やしていくべきと
思うが併せて伺う。
⒋ 今回、投票した方からは、投票所となった体育館が暑く改善
の声や段差の解消を望む声があった。区は、このような状況を把
握しているのか。また来月の参議院選挙にむけて早急な改善に取
り組むべきと思うが併せて伺う。

 1 立 銀川ゆい子 8,018 当選
 2 無 へんみ圭二 7,194 当選
 3 自 長澤こうすけ 5,905 当選
 4 自 古性重則 5,786 当選
 5 自 くじらい実 5,691 当選
 6 立 おぐら修平 5,612 当選
 7 自 かねだ正 5,607 当選
 8 自 せぬま剛 5,514 当選
 9 公 水野あゆみ 5,441 当選
 10 共 ぬかが和子 5,395 当選
 11 自 ただ太郎 5,184 当選
 12 公 小泉ひろし 5,124 当選
 13 自 しかはま昭 4,969.53 当選
 14 共 浅子けい子 4,862 当選
 15 自 白石正輝 4,640 当選

 16 公 いいくら昭二 4,521 当選
 17 公 大竹さよこ 4,504 当選
 18 共 山中ちえ子 4,451 当選
 19 公 岡安たかし 4,426.008 当選
 20 無 長谷川たかこ 4,417 当選
 21 立 鈴木あきら 4,406.469 当選
 22 自 渡辺ひであき 4,360 当選
 23 公 ふちがみ隆 4,350.991 当選
 24 無 市川おさと 4,320 当選
 25 自 杉本ゆう 4,307 当選
 26 自 伊藤のぶゆき 4,266.166 当選
 27 公 くぼた美幸 4,184 当選
 28 公 佐々木まさひこ 4,152 当選
 29 公 吉田こうじ 4,090 当選
 30 共 きたがわ秀和 4,031 当選

 31 公 たがた直昭 3,971 当選
 32 公 さの智恵子 3,965 当選
 33 公 長井まさのり 3,877 当選
 34 自 吉岡しげる 3,848 当選
 35 公 石毛かずあき 3,847 当選
 36 共 はたの昭彦 3,833 当選
 37 自 新井ひでお 3,807 当選
 38 共 横田ゆう 3,670 当選
 39 共 西の原えみ子 3,649 当選
 40 無 しぶや竜一 3,646 当選
 41 自 工藤哲也 3,359 当選
 42 無 土屋のりこ 3,356 当選
 43 自 にたない和 3,179 当選
 44 自 高山のぶゆき 3,045.833 当選
 45 都 中島こういちろう 2,955 当選

 46 維 くちいし竜三 2,905
 47 自 名取てつろう 2,838
 48 無 佐藤ありさ 2,755
 49 共 こだま紀子 2,730
 50 国 米山やすし 2,482 
 51 自 まちがわ尚則 1,917 
 52 無 片野かずえ 1,470 
 53 立 松丸まこと 1,460 
 54 緑 やこうえみ 1,168 
 55 無 松原かずのり 806 
 56 無 横尾忠司 445 
 57 N 加陽まりの★ 0 
  ★必要な住所要件（足立区内に引き続き３カ月以
上住所を有すること）を満たさないことが判明した
ため、公職選挙法の規定に基づき無効（得票数０）
とすることを決定
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