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「六町エリアデザイン計画案」に関するパブリックコメントの実施結果及び

意見に対する区の考え方について 
 

1 パブリックコメントの実施結果 

(1)実施期間 

平成28年9月1日(木曜日)から平成28年10月17日(月曜日)まで 

 

(2)意見提出者数 

意見提出者数   14名 

・提出者属性、年齢 

年齢 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 合計 

男性 1 0 2 1 1 1 0 6 

女性 0 2 1 3 0 2 0 8 

合計 1 2 3 4 1 3 0 14 

※10～30歳代 6名(約43％)、60歳代以上 3名(約21％) 

・提出方法 

HP入力ﾌｫｰﾑ 11名、FAX 2名、持参 1名 

 

(3)意見の件数 

意見の件数    44件 

 

 

2 意見の内容及び区の考え方 

№ 意見の概要 件数 区の考え方 

【ｴﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ計画に関すること】   

1 

六町ｴﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ計画には是非とも区の

ｼﾝﾎﾞﾙでもある桜を取り入れた構想で

計画をして欲しい。具体的には桜並木

通りを何本も造成したり、桜の木が茂

る公園、六町ならではの桜もちや桜に

因んだﾊﾟﾌｪなどのｽｲｰﾂの開発で町お

こしを図りたい。春になると桜色で六

町がﾋﾟﾝｸ色に染まるような町にして

欲しい。 

1 

桜並木は、ｴﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ計画にも六町の

今あるまちの強みとして示していま

す。桜並木の保存はもとより、桜もち

や桜に因んだﾊﾟﾌｪなどのｽｲｰﾂの開発

桜に係る町おこしなどのご提案が実

現できるかを研究してまいります。 
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№ 意見の概要 件数 区の考え方 

2 

多世代が安心して落ち着いて住める

街になるには、緑と文化が欠かせませ

ん。花壇や植え込みなどのｽﾍﾟｰｽをぜ

ひ作って欲しい。緑は年数が経つごと

に深みを増し財産となります。 

1 

ｴﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ計画にも、緑の重要性を示

しています。今後、いろいろな工夫を

重ね、みどりを実感できるまちの実現

を目指してまいります。 

3 
緑や草花が多く、便利で住みやすい街

になるよう期待している。 
1  

4 

子どもが楽しく遊べるような可愛く

て魅力的な遊具がある公園が出来る

と嬉しい。 

1 

ｴﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ計画にも、新たな公園に対

する期待を示しています。新公園整備

の際に参考にさせて頂きます。 

5 

ｴﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ計画による民間施設誘致

は、駅付近の活性化、教育、学習施設

などの誘致による教育水準の向上に

もつながると思う。 

1 

ｴﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ計画にも、駅付近の活性化

や教育水準の向上が重要な視点とし

て提案しています。今後、実現方策な

どを検討してまいります。 

6 

六町駅界隈の最大の魅力はﾊﾟﾁﾝｺなど

ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ施設・風俗関連施設がないこ

とです。今後もｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ施設の建設は

可能な限り避けられるよう、指定され

た子育て世帯が多く住む住宅街など

においてﾊﾟﾁﾝｺ建設を禁止する区の条

例制定なども視野に入れて対応いた

だきたい。 

1 

ｴﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ計画にも、今ある六町のま

ちの強みとして、風俗関連施設が少な

いと示しています。今後、地域の皆さ

まからのお声をいただきながら、駅前

でのﾊﾟﾁﾝｺ施設の可否について検討し

てまいります。 

7 

環状 7号線、加平ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ、六町駅

と交通に関してはとても強みのある

土地柄なので、魅力あるまちづくりは

可能だと思います。しかし、駅前の一

等地で区画整理をしていたり、ｱﾊﾟｰﾄ

や駐輪場が乱立していたりしている

現状のままでは、駅前の発展は絶望的

だと思う。 

そこで提案です、東京大学や筑波大学

などの都市計画を学べるような大学

との産学連携で、若くて能力のある

方々のｱｲﾃﾞｱなども取り入れられるの

ではないでしょうか。ぜひとも良い街

づくりをお願いします。 

1 

都市計画を学んでいる大学との産学

連携により若くて能力のある方々のｱ

ｲﾃﾞｱなども取り入れていく方策につ

きましては、今後のまちづくりを進め

るうえでの重要な視点として捉えさ

せていただき、今後実現方策を検討し

てまいります。 

8 
あまりｺﾞﾐｺﾞﾐした感じにならないよ

う、程々にして欲しい。 
1 

六町に相応しいまちづくりを進めて

まいります。 
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№ 意見の概要 件数 区の考え方 

【住民周知、意見聴取に関すること】   

9 

六町ｴﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを拝見した

ところ、『300数十名の方からご意見い

ただきました。』とありましたが、そ

の内訳のほとんどが60,70代と高齢者

ばかりとなっていました。また、六町

駅の改札横でｱﾝｹｰﾄをとっていたとこ

ろも見かけましたが、たった1日しか

行われず、多くの人が家に帰ってくる

午後7時頃にはもう行われていません

でした。これで、本当に住民の意見が

反映されるのでしょうか。 

1 

多くの皆さまのお声をいただくため、

5回の説明会とｱﾝｹｰﾄ調査を実施して

います。60,70代の割合は49.4％でし

たが、年齢層の違いによるご意見の相

違はほとんどありませんでした。また

駅ｱﾝｹｰﾄは2日間行い、5/27金曜日は

15時から 20時まで、5/28土曜日は

11時から16時まで実施しています。 

区は、あだち広報、案内ﾁﾗｼ、ﾎﾟｽﾀｰ、

区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、SNSなどを活用して周知

を進めていますが、今後も、地域の皆

さんのお声を広く頂けるよう工夫し

改善を加えてまいります。 

【防犯、美化に関すること】   

10 六町駅前交番の誘致をお願いします。 1 

交番の誘致は、駅開業前から交番用地

を公衆ﾄｲﾚ脇に用意し警視庁に強く要

望しておりますが、いまだに実現の可

能性が見えてまいりません。なお、警

察からは公衆ﾄｲﾚは不特定多数の人々

が出入りできる施設であるため、交番

の設置場所としては公衆ﾄｲﾚの脇は適

切でないとの意見を頂いております。 

今後、地域の皆さまにご相談しながら

防犯意識の高い六町ｴﾘｱに防犯活動拠

点が整備できるよう努めてまいりま

す。 

また、一ツ家交番は、警察から地域に

おける中核となる重要な交番である

と伺っております。六町駅前へ移設の

可能性も確認しましたが、現時点で

は、移転は想定していないとの説明を

頂いております。 

11 
防犯の面で駅前に交番があれば安心

です。 
1 

12 

六町駅が、文教駅を目指すなら、公衆

ﾄｲﾚの場所を何とかして交番の整備が

必要です。 

1 

13 

駅前交番の要望が非常に多いです。 

警視庁が交番の統廃合を進めていて

新規に交番設置することが難しいの

であれば、既存の交番の移転というの

は検討できないでしょうか？ 

一案ですが、一ツ家交番を六町駅前に

移転するのは難しいのでしょうか。も

ちろん近隣の皆さまは不快かもしれ

ませんが。環七沿いには大谷田交番、

綾瀬警察署、大師前交番があります。

一ツ家交番の立地には必然性がある

のでしょうか。 

1 

14 
喫煙所を設置し、歩きﾀﾊﾞｺの禁止を徹

底して欲しい。 
1 

禁煙特定地域指定の検討を行うなど、

歩きﾀﾊﾞｺの禁止やﾀﾊﾞｺなどｺﾞﾐが少な

い、きれいで安全なまちを目指してま

いります。 
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№ 意見の概要 件数 区の考え方 

【交通関連：ﾊﾞｽ網、鉄道に関すること】   

15 

文教大学が花畑に開学するまでに大

学行きの路線を六町駅発着で設置し

てほしい。 

1 
六町地域のﾊﾞｽ路線網の充実について

は、今後足立区総合交通計画の見直し

にあわせ、ﾊﾞｽ事業者に働きかけを行

うなど交通利便性が高められるよう

努めてまいります。 16 
「はるかぜ」等ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽを巡回して

欲しい(区役所行など)。 
1 

17 

六町駅に停車する朝夕のﾗｯｼｭ時の通

勤快速の本数を増やすように、TXにご

依頼いただきたい。 

1 

頂いたご意見を鉄道事業者である首

都圏新都市鉄道株式会社へ伝えるな

ど、通勤快速の増便実現に向けた働き

かけを行ないます。 

18 

安全な環境を目指すならﾄﾗｯｸなどの

大型車を住宅街に走らせない事が必

要だと思う。 

子供やお年寄りや自転車がﾄﾗｯｸの横

をｽﾚｽﾚに通っていて危ないです。また

排気ガス、騒音、振動が酷いと住みた

くなくなります。 

1 

歩道の狭い道路や住宅地には、大型ﾄ

ﾗｯｸが走行しないような工夫を行な

い、安全で安心なまちを目指してまい

ります。 

【公共施設に関すること】   

19 

若い世代や大学を誘致するなら、区の

出張所、図書館、整備された公園が必

要だと思う。 

1 

庁内で六町駅前における公共施設整

備の必要の有無を検討し、六町駅前区

有地に相応しい施設づくりを進めて

まいります。 

20 

六町駅前区有地に関するｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ型

市場調査にある活用ｱｲﾃﾞｱ 3の中層建

物＋地下駐車場自走式 1200台という

のがいくつかの要望・問題点を一番ｸﾘ

ｱするのではと思う。 

1 

 

公共駐輪場の必要性は充分認識して

おります。今後、必要台数を決定し、

駅前区有地などを活用して整備に努

めてまいります 

21 

2016年7月における六町駅の一日平均

乗車数は 14,000人ですが、今後の開

発を考えれば 20,000人を超えても不

思議ではありません。将来にわたって

六町駅を利用される方が、全員気軽に

自転車駐車場が利用できる台数を確

保して頂きたいと思う。また、駅に直

結していることが望ましい。 

1  
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№ 意見の概要 件数 区の考え方 

【子育て施設に関すること】   

22 保育所が必要だと思う。 1 

ｴﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ計画にも、保育施設の充実

の必要性を示させていただいており

ます。 

六町駅前の区有地には、民間事業者に

よる認証保育園など駅前子育て施設

の整備を誘導してまいります。 

23 

六町周辺には多数の子育て世帯があ

りますので、保育園需要は急速に高ま

っていると思います。駅で子供を預け

て仕事に向かえればこれほど便利な

ことはありません。全員が利用するこ

とは不可能でしょうが、できる限り多

くの方が利用できる保育園があれば

大変子育てし易くなるかと思う。ま

た、雨の日に子供を連れて遊べるよう

なｽﾍﾟｰｽがあれば、さらに魅力的な町

になると思う。 

1 

【生活利便施設、商業施設に関すること】   

24 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙお願いします。 1 

今後は、頂いたご意見を参考に足立区

が必要とする施設を検討し、事業者公

募の際には、誘致すべき施設等をでき

るだけ明記し施設整備の実現に向け

て取組んでまいります。 

25 
ｵﾌｨｽや店舗が入れる建物は駅前には

必要だと思う。 
1 

26 
数店舗（ﾏｯｸとｽﾀﾊﾞ等）のｶﾌｪを誘致で

きると良いかもしれません。 
1 

27 ｶﾌｪが全くないのが唯一の不満です。 1 

28 
子どもと利用できるようなおしゃれ

なｶﾌｪやﾚｽﾄﾗﾝが出来ると嬉しいです。 
1 

29 

若い世代や大学を誘致するなら、書店

か図書館、ｽﾀﾊﾞの様なｶﾌｪが必要だと

思う。 

1 

 

30 
子育てをしていく上で書店ができて

くれたら大変ありがたい。 
1 

31 

ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ、雑貨・日用品が買えるｼｮｯ

ﾌﾟ、子供と気軽に入れるﾌｧﾐﾚｽ・ｶﾌｪが

あれば、六町駅前で全て事足りるた

め、六町界隈の発展につながると思

う。 

1  
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№ 意見の概要 件数 区の考え方 

32 
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ、100円ｼｮｯﾌﾟなどあればも

っと生活しやすくなります。 
1 

今後は、頂いたご意見を参考に足立区

が必要とする施設を検討し、事業者公

募の際には、誘致すべき施設等をでき

るだけ明記し施設整備の実現に向け

て取組んでまいります。 

33 
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱなども近くに出来ると非常

に助かります。 
1 

34 
子どもと一緒にﾌﾟｰﾙに通いたいのでｽ

ﾎﾟｰﾂｼﾞﾑもできたらいいなと思う。 
1 

35 ﾋﾟﾗﾃｨｽｽﾀｼﾞｵを作って欲しい。 1 

36 

安っぽいどこにでもある商業施設だ

けのﾋﾞﾙはわざわざ新たに六町に作る

必要はないと思う。 

1 

 

37 

安易な民間企業誘致（例えばﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ

や、ｲﾄｰﾖｰｶ堂、ﾆﾄﾘ、ﾕﾆｸﾛ、など周辺

にあるような民間企業）は避けるべき

だと考える。 

1 

38 

ｽｰﾊﾟｰは近くに色々あるからいらない

です。似たような施設より違う施設が

欲しい。 

1  

【ｲﾍﾞﾝﾄ、集客施設に関すること】   

39 

ｱﾝｹｰﾄ回答にあるｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙの案も賛成

です。 

ﾎｰﾙは立派な目玉、ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸとなる文化

的には素晴らしい案だと思う。 

1 

今後は、頂いたご意見を参考に足立区

が必要とする施設を検討し、事業者公

募の際には、誘致すべき施設等をでき

るだけ明記し施設整備の実現に向け

て取組んでまいります。 
40 

六町には多くの方が集まれる場所が

なく、小さなｺﾝｻｰﾄや演劇が上演でき

る場所もありません。 

六町駅前にそのようなｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽを

作り、六町の方々や六町以外の方が集

まるようになれば、さらに町が活性化

すると思う。 

1 

41 

一般区民の方たちが見やすい場所に、

色んな人がちらしなどを持ち寄って

自由に貼れる掲示板が欲しいです。具

体的には、兵庫のみんなの掲示板のよ

うなのがあったらとてもうれしい。 

1  
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№ 意見の概要 件数 区の考え方 

【駅前複合商業施設などに関すること】   

42 

説明会に参加し駅前の3,600㎡の土地

の有効活用について思いついた施設

は、蔦屋書店が東急田園都市線二子玉

川で展開する蔦屋家電や代官山

T-SITEです。蔦屋書店は書店としての

ﾉｳﾊｳがあり、武雄市の公共図書館運営

を受託したことでも有名です。二子玉

川の蔦屋家電は「ﾗｲﾌｽﾀｲﾙを買う家電

店」として BOOK &Cafeの空間で様々

なﾗｲﾌｽﾀｲﾙを提案、代官山T-SITEは生

活提案型商業施設とあります。 

このような蔦屋を誘致し、書店を中心

に家電や食などの生活ｽﾀｲﾙ全般を提

案する蔦屋家電または T-SITEの第 2

号店ができればと思う。 

勿論、公共性も重視し区営駐輪場や区

役所出張所機関も同居する複合施設

とすべきである。 

六町駅近隣に保塚住区ｾﾝﾀｰ、保塚区民

事務所、保塚図書館、保塚地域学習ｾﾝ

ﾀｰがあるが、それをそのままそっくり

移転させればよいと思う。 

その際の図書館運営を蔦屋書店に委

託する。販売目的の蔦屋書店と公共性

のある蔦屋書店運営の図書館が共存

しても住民は使い分けるであろうか

ら問題はないと考える。 

つくばｴｸｽﾌﾟﾚｽ沿線と考えれば、地域

学習ｾﾝﾀｰは沿線の筑波大学や筑波学

院大学、江戸川大学、文教大学などの

出先機関となれば学生の出入りもあ

り、また市民公開講座なども増えてよ

り充実したものになるかもしれない。 

このようなｽﾀｲﾙを更に大型商業施設

および公共施設に発展させた蔦屋が

誘致できればと思う。 

 

 

1 

今後は、六町駅前に足立区が必要とす

る施設を検討し、事業者公募の際に

は、誘致すべき施設等をできるだけ明

記し施設整備の実現に向けて取組ん

でまいります。 



8 

№ 意見の概要 件数 区の考え方 

43 

個人的には、以下のような施設になる

と大変便利に感じる。 

地下2階～1階：駐輪所(2,000台) 

1階：ｽｰﾊﾟｰ 

2～3階：ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 

雑貨・日用品ｼｮｯﾌﾟ 

4階：ﾌｧﾐﾚｽ・ｶﾌｪ 

5階：保育園（子育てｽﾍﾟｰｽ） 

6階：ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ 

7階：区施設、図書館など 

1 

今後は、頂いたご意見を参考に足立区

が必要とする施設を検討し、事業者公

募の際には、誘致すべき施設等をでき

るだけ明記し施設整備の実現に向け

て取組んでまいります。 

44 

個人的な意見として、以下の施設を提

案する。 

・1階は区の施設、 

・2階はｶﾌｪ（高い方が目立つ）、 

・3階は託児所関係 

・屋上は喫煙も出来る公園、 

・地下に駐輪場 

・六町公園はそのまま残す。 

・ﾄｲﾚには交番を誘致する。 

・雨に濡れずにﾋﾞﾙとかﾊﾞｽ停に行ける

ｽｹﾙﾄﾝな屋根が欲しい。 

1  

 


