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東京2020大会に
向けて、更に
安全・安心なまちを
めざします！

CHICHICHI
明けましておめでとうございます！
｢平成｣最後の年が幕を開けました。
今号ではこの30年の道程を振り返ります。

広報係　☎3880-5815問い合わせ先

東京2020大会開催2020年

文教大学 東京あだちキャンパス・
東京女子医科大学東医療センター※開設

2021年

竹ノ塚駅付近の鉄道全線
高架化（営業線）・踏切解消

2022年

　景気低迷の影響で、平成10年度の特
別区債(借金)残高は平成3年度と比較し
て２倍以上に膨らむ一方、基金(貯金)残
高は3分の1以下にまで落ち込み、企業
でいう「倒産」に陥る恐れもありました。
そのため、平成12年に「対策本部」を設
置。新規の公共事業を中止したほか、鉛
筆１本でも購入を見直す「チリヤマ作戦」
を実施し、なんとか危機をしのぎました。

　平成9年に5％、平成
26年に8％となりました。

バブル崩壊！区財政も崩壊!?

　阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件など、日本が
「震」えた年でした。
　ちなみに、これまでに「金」は3回。2020年も「金」に
なるよう、東京2020大会を盛り上げましょう！

｢今年の漢字｣の発表開始。初年は｢震｣

　日本は10個のメダル
(金メダル5個)を獲得。

「長野オリンピック
（冬季）」開催

　「W杯」が新語・流行語大賞の年間大賞に。

「日韓ワールドカップ」開催

　平成21年の第2回でも優
勝し、連覇を達成しました。

「第1回ワールド・ベース
 ボール・クラシック」で優勝

残菜量はスタートから7割減
　｢区内で転校したら子どもが
給食を残すようになった｣という
声がきっかけで始まりました。

｢おいしい給食事業｣開始

電球数は当初の約２倍の70万球
　国内でも珍しい20mを超える8本
のイルミネーションツリー（自然木）
が毎年人々を魅了しています。

足立が誇る名所復活へ
　明治時代、｢五色の雲がたなびくがごとし｣とまで形容
された荒川堤の五色桜。現在までに植樹された458本の
桜が連なる並木道は「あだち五色桜の散歩みち」という愛
称で親しまれています（平成28年度に公募により決定）。

｢ふるさと桜オーナー｣を募集

　夏の全国平均気温が観測史上最高を
記録し、熱中症患者が続出。

「今年の漢字」は「暑」

　区も都立舎人公園などへの誘致
活動に取り組んでいました。

「東京スカイツリー」竣工

「富士山」が世界文化遺産に

「あだち ベジタベライフ～そうだ、
野菜を食べよう～」を旗印に、5年
間 で 区 民 の健康寿命 が1歳
以上延伸

「足立区流 糖尿病対策」開始

長年の悲願！
竹ノ塚駅付近の
2つの踏切解消へ
　平成24年にスタート
した鉄道高架化工事。
全４線のうち、１線の高
架化が実現しました。

GAME CHANGER
パラスポーツで社会を変える
　年に2回ほど、パラリンピ
アンなどが来日し、スポーツ
を通じた障がい者の社会参
画の促進や東京2020大会
の機運醸成を図っています。

「オランダ連携プロジェクト」開始

新元号でも足立区は変わり続けます！
　東日本大震災などの災害により、「絆」の大切
さを改めて知った1年。震災時は区内でも東京
武道館で被災地からの避難者を受け入れまし
た。また、女子サッカーワールドカップで「なでし
こジャパン」が初優勝。チームの｢絆｣が感動を
与え、国民栄誉賞や新語・流行語大賞の年間大
賞も受賞しました。

「今年の漢字」は「絆」
きずな

ゲーム チェンジャー

し ゅ ん   こ  う

日暮里・舎人ライナーの開業を記念し、｢千本桜まつり｣開始　コンピューターの誤作動による、交通機
能の停止などの懸念から、人々を不安の
渦に巻き込んだ「2000年問題」。区でも、
システム対応に追われました。

「西暦2000年問題」が話題に

低迷期を経て人気施設へ急成長
　「観て楽しむ・学ぶ」施設としてオープンし、平成6年度の利用者は約33万人を
記録しましたが、年々減少し、平成22年度には約13万人に。予算も削減され、設備
投資もままならない状況でした。その失敗を踏まえ、平成25年に「体験型」施設に
リニューアル。5年間で利用者累計800万人超えの人気施設に様変わりしました。

｢ギャラクシティ｣開館
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ピーク時から1万件・6割以上減！
安全・安心なまちへ一直線！

区内大学の学生数

壁の連続。オール千住で乗り越えて、今の千住がある
「割れ窓」ではなく「美しい窓」へ

「大学」は「未来のあだち」をつくる活力

定野教育長

ビューティフル・ウィンドウズ運動
イメージキャラクター｢ビュー坊｣

（平成22年生まれ）

平成20年「ビュー
ティフル・ウィンド
ウズ運動」開始！

ピーク

　駅前再開発事業として２４年もの歳月をかけて平成１６年に完
成した「千住ミルディス」。山積した難題を地権者や地元住民、行
政が一つになって乗り越え、竣工を迎えたときは感慨無量。普
段何気なく利用している「北千住マルイ地下１階改札口」です
が、ＪＲと私鉄の共通改札口を作るのは本当に大変でした。
　駅前広場のイルカのモニュメント「乾杯」は、文化庁長官・
宮田亮平さん（東京藝術大学前学長）の作品。当時副学長だっ
た宮田さんが「私の作品を観るなら北千住に行くのが一番」と
学生さんに話していたほどの大作です。

工藤副区長
都市整備部副参事
(公共事業調整)

　竹ノ塚駅や西新井駅、千住大橋駅周辺などが、工場跡
地などの土地利用転換で発展。中でも北千住駅周辺は
千住ミルディスや大学ができ、大きな変貌を遂げました。

多くの地区が駅を中心に発展！

個性の異なる6つの大学が足立区に！

区内7カ所でエリアデザインによるまちづくりに
取り組み、更なるイメージアップを図っています！

更なる利便性向上のため、｢メトロセブンの整備｣や
｢地下鉄8号線の延伸｣の実現に取り組んでいます！

平成 5 年  放送大学
平成18年  東京藝術大学
平成19年  東京未来大学
平成22年  帝京科学大学
平成24年  東京電機大学

2021年には
「文教大学」の
新キャンパスが

「花畑」に開設予定！

区役所の本庁舎が千住から中央本町に移転

生涯学習の拠点｢学びピア21｣開設

公共交通空白地域※

交通

治安 まち

大学

平成13年 平成23年 平成29年

▶ ▶約31% 約5.8%約6.8%

▶ ▶
平成元年

1万4,322件
平成19年
1万2,736件

平成13年
1万6,843件 ▶

平成29年
6,633件

平成元年
0人
▼

平成30年

1万5,131人

新線開通により、交通の利便性が大きく改善！
※…道路距離がバス停から300ｍ以上かつ駅から1㎞以上離れた区域

はるかぜはるかぜ つくばエクスプレス
つくばエクスプレス

日暮里・舎人ライナー
日暮里・舎人ライナー

区のシンボルマーク　制定

「竹ノ塚駅付近の鉄道高架化事業」下り急行線が高架化

み

START
スタート

　「大学で学んでみたいな」。
　普段の教室より大きな大学の教室で、大学
教授から映像を交えた講義を受ける「体験１
日大学生」（大学連携事業）に参加した中学生
の声です。区内大学と区の連携事業には、年
間４万人を超える方 （々平成29年度）に参加
いただき、子どもたちの体験、区内事業者と
のものづくり、アートイベントなどを展開中。

　2021年春には、区内６つ目の大学が花畑に開設予定。区内大
学の力が、ますます足立区を活力あふれるまちに進化させてい
くことを確信しています。

長谷川副区長
広報室長

｢光の祭典｣開始（区制70周年記念事業）

前 後電大

千住ミルディス

〈北千住駅前〉
文教大学完成予想図

第2回足立区街フォトコンテスト投稿作品　

写真提供：時事

区制60周年

区制90周年

区制70周年

人口68万人突破

区制80周年

634m

当
時

当時

総務部長当時

平成12年～21年にかけて、
12路線が運行開始

平成17年開業 平成20年開業

明けましておめでとうございます！
｢平成｣最後の年が幕を開けました。
今号ではこの30年の道程を振り返ります。

問い合わせ先

あだち、
       の歩み。
あだち、
       の歩み。      
ああああだだだだちちちち
      ののののののの平成

　「犯罪はなるべく小さいうちに摘み取るべき」という「割れ窓
理論」。でも、どうせやるなら「きれいな窓を並べよう」というプ
ラス思考から出発したのが足立区のビューティフル・ウィンド
ウズ運動です。
　警視庁生活安全部と覚書を結ぶとともに、地域の皆様の幅広
いご協力のもと、大きな成果を上げてきました。運動のイメー
ジキャラクター「ビュー坊」の「ビュー」には、街を見守る（view）
の意味も込めています。ポイ捨てしない、登下校の子どもにひ
と声かけるなど、誰でもできる「ちょっとした心遣い」で、あなた
も今日からビューティフル・パートナー（運動の協力者）に。

ビュー

平成30年は前年比
22.2％減！

（平成30年10月末現在）

新庁舎ができる前は、
体育館などがあり、文化会館では

成人式が行われていました。

昭和42年に
開設した「千住庁舎」。

跡地は「東京芸術センター」に
なっています。

※2021年度開設予定

モニュメント「乾杯」

イルカは15頭

刑法犯認知件数

桜にはオーナーの
想いがつまっています。
おも
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