
北千住駅周辺地域 都市安全確保促進計画 

 

平成２５年１２月１８日  

足立区・北千住駅駅前滞留者対策推進協議会  

 

１．北千住駅周辺地域における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針  

1-1 都市安全確保促進計画の意義・目標  

1-1-1  意 義  

４鉄道事業者５路線が乗り入れ、１４５万人以上の乗降客が利用する等、国内

でも有数のターミナル駅である北千住駅では、鉄道事業者や、周辺の大型商業施

設、地元商店街、警察・消防等の防災関係機関、並びに足立区により、平成１９

年７月に「北千住駅前滞留者対策推進協議会」を設立し、帰宅困難者対策に関す

る検討と訓練に取り組んできた。   

しかし、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災の際には、駅周辺の状

況把握が困難だったことに加え、駅周辺に集まった人々や都心から国道４号線を

徒歩で帰宅する人々に対して、食料や水等を提供する支援場所や、一時滞在施設、

公共交通機関の運行状況等に関する情報を迅速、的確に提供することが困難だっ

た。 

また、駅周辺の商業施設が災害発生直後、直ぐに閉鎖したことや、一部の鉄道

が北千住や南千住等、足立区周辺まで運行していたこと等が重なり、駅周辺の滞

留者増大につながってしまった。 

その結果、約３万人の帰宅困難者等が駅周辺に滞留し、危険な状況になったた

め、本来は地域住民向けの避難所である駅周辺の小・中学校へ滞留者を誘導せざ

るを得なくなった。これにより、駅周辺の雑踏による危険な状況は回避された反

面、地域住民の避難にも支障をきたす事態等の課題が顕在化した。 

    本計画は、東日本大震災で明らかとなった前述の課題に対応し、北千住駅周辺

を中心に、帰宅困難者対策を強化することにより、千住エリア全体の災害対応力

を高めるものである。 

 

1-1-2  目 標  

 東日本大震災の教

訓を踏まえ、鉄道の運

行再開見込みや、休息

場所（以下「一時滞在

施設」という。）の案

内等帰宅困難者が必

要 と す る 情 報 を 即

時・的確に提供し、安

全に一時滞在施設等

北千住駅周辺地域（対象エリア） ※赤線で囲まれた部分 

千住エリア 



へ避難誘導すると同時に、駅周辺や、地域住民向け避難所への移動と集中を防ぐ。

さらに国道４号線等の主要道路の被害状況を迅速に把握し、対応することにより、

徒歩帰宅者等の安全な通行等を確保する。 

また、エリア内の公園等に下水管に直結した、災害時にも使用可能なマンホー

ルトイレ等を整備し、帰宅困難者等のトイレ等の支援を行う。 

あわせて、一時滞在施設近傍に、地域住民向け備蓄とは別に、帰宅困難者用の

水や食料、資機材等を備蓄し、滞留者や徒歩帰宅者の避難を支援する。 

これらの対策を講じることにより、帰宅困難者ばかりでなく、エリア内に居住

する地域住民の安全を担保し、もって北千住駅を中心とした千住エリア全体の災

害対応力の向上を図る。 

 

1-2 都市安全確保促進計画の作成および実施体制 

   都市安全確保促進計画の作成と実施については、足立区と北千住駅前滞留者対策

推進協議会等が連携して行う。 

 

 

1-3 想定する被害シナリオ 

1-3-1  想定する災害 

項 目 シナリオ シナリオ 

震 源 東京湾北部地震（直下型） 元禄型関東地震（海溝型） 

発生確率（30 年以内） ７０％ ほぼ０％ 

想定震度（足立区） 震度６強 震度６弱 

停電率 ２４．３％ ５．９％ 

ガス供給停止率 ９９．４％ １８．１％ 

通信不通率 １１．２％ １．０％ 

断水率 ５２．７％ ５３．３％ 

下水被害率 ２７．４％ ２１．７％ 

（平成 24 年 4 月 18 日東京都公表 首都直下地震等による東京の被害想定より） 

 

・ シナリオとして、東京都の想定により、３０年以内の発生確率が７０％と極めて

高い、首都直下型地震を対象とする。また、検討の前提として、オフィスや繁華街

周辺、駅に帰宅、飲食のために多数の人が滞留し、鉄道・道路もほぼラッシュ時に

 北千住駅前滞留者対策推進協議会 
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近い状況に地震が発生したと想定する。 

1-3-2 災害時に発生する事象と対策の方向性 

1-3-2-1  一時退避スペース（敷地内の空地等）に係る検証 

     ・想定される帰宅困難者 

東京都では、平成２５年４月から「東京都帰宅困難者対策条例」を施行し、

事業者等に従業員の一斉帰宅の抑制等を義務として課しているため、滞留者

の中心は、行き場のない買物客や行楽客等であると想定される。 

なお、東日本大震災当日は大型商業施設が早々に店舗を閉鎖したり、一時

的に運行を再開した鉄道が、他社線への乗り入れを行わず、北千住駅止まり

とするなどの要因が重なり、最終的に約１０万人が北千住駅周辺に滞留した。 

 

・想定される滞留者数 

平成２４年度に改訂した足立区地域防災計画で、北千住駅周辺の帰宅困難

者について、滞留者と待機人口をあわせると約６万人にのぼるとしており、

そのうちの半数にあたる約３万人が滞留者となる可能性が高い。 

また、鉄道の的確な運行再開や、事業所等における一斉帰宅の抑制が行わ

れなかった場合、東日本大震災と同等以上の滞留者が発生する恐れがある。 

 

・一時退避スペースとしての広域避難場所 

一時退避スペースとして、広域避難場所にも指定されている北千住駅東口

の東京電機大学「東京千住キャンパス」等が考えられるが、付近の公営団地

内の敷地等を合わせても、避難計画人口は約１万９千人にすぎない。また、

地域住民の避難も考慮すると、駅周辺において、滞留者が避難できるスペー

スはさらに限られる。 

北千住駅周辺には、荒川河川敷を除いて、一時退避可能な大規模空地がな

い。しかし、北千住駅西口から約８００ｍの地点には、旧千寿第六小学校跡

地がある。この跡地は約７，５００㎡あり、北千住駅周辺の滞留者の一時退

避スペースを確保するには、この貴重な空地の有効活用が不可欠である。 

 

1-3-2-2  一時滞在のための屋内空間に係る検証 

北千住駅周辺には、学びぴあ（足立区生涯学習振興公社）をはじめ、東京

電機大学や、一般財団法人海外産業人材育成協会（ＨＩＤＡ）東京研修セン

ター、東京都足立都税事務所等の公的施設があり、災害時に一時滞在施設と

して活用することが期待される。しかし、これらの施設のみでは、収容スペ

ースは十分とは言えず、今後、一時滞在が可能なスペースを有する事業所と

の連携を一層進める必要がある。 

 

1-3-2-3  防災備蓄物資に係る検証 

想定する一時滞在施設には、３万人の滞留者の支援に必要な食料や水、携

帯電話充電器等、滞留者が滞在する際に必要な物資や資器材の十分な備蓄ス



番号 種類 所有者 実施主体 事業内容 実施期間 管理主体 管理の内容 実施期間

①～⑪ 災害用電子看板
デジタル・
サイネージ

情報発信
設備

足立区 足立区
災害情報・鉄道運行情
報等の情報発信設備の
整備

H25.11～
H27.3

足立区
定期点検の
実施

H26.4～

⑫～29 災害用定点カメラ
ネットワーク
カメラ

情報収集
設備

足立区 足立区
交通状況等の情報共有
と警備のための情報収
集設備

H25.11～
H27.3

足立区
定期点検の
実施

H26.4～

30～32 備蓄倉庫 足立区 足立区
千住新橋南詰陸橋下に
備蓄倉庫を設置

H25.11～
H26.3

足立区
建築物のメン
テナンス

H26.4～

33～37
非常用
トイレ

足立区 足立区
区立公園内に災害用ト
イレ等を設置

H25.11～
H27.3

足立区
定期点検の
実施

H26.4～

38
一時退避
場所

足立区 足立区

旧千寿第六小学校跡地
に帰宅困難者等が一時
退避できる防災機能を
兼ね備えた広場の整備

H26.4～
H28.3

足立区
清掃、設備の
メンテナンス

H28.4～

管理に係る事項

施設の名称

帰宅困難者等対策用備蓄倉庫

防災広場の整備

都市安全確保施設に係る事項 事業に係る事項

災害用トイレ等の整備(ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ・LED照明・
防災井戸・ﾄｲﾚ用ﾃﾝﾄ等資機材倉庫）

ペースがなく、備蓄倉庫等の整備が必要である。 

1-3-2-4  帰宅困難者への情報提供に係る検証 

東日本大震災が発生した当日、一部の鉄道が一時的に運行を再開したため、

帰宅困難者の鉄道運行に対する期待感を高めてしまい、駅への流入を拡大し

てしまった。この時、鉄道の運行情報等を正確かつ迅速に提供し、一時退避

スペース等への誘導を行うことができていれば、駅周辺への集中を防ぐこと

ができた可能性がある。 

また、周辺の道路についても、徒歩帰宅者や、帰宅車両により大渋滞が発

生し、極めて危険な状況にあったため、道路の被害状況等を提供できれば、

徒歩や車両による帰宅を断念させることができるものと思われる。 

 

1-3-2-5  周辺道路や徒歩帰宅者等の情報収集に係る検証 

一斉帰宅を抑制するには、駅周辺や道路等の状況、並びに鉄道等の公共交

通機関の運行状況等を、迅速かつ正確に把握する必要がある。 

しかし、災害発生直後、自治体は十分な職員が確保できない中で、救出救

護や要援護者の安否確認、災害対策本部や避難所の設置等を行わなければな

らず、職員を現地に派遣し、情報の収集等にあたらせることは難しいと考え

られ、災害時の情報収集手段の検討が必要である。 

 

２．北千住駅周辺地域における滞在者等の安全の確保のために実施する事業および事務  

2-1 都市安全確保促進施設の整備及び管理 

2-2 滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務 

2-2-1 事務の実施体制 

・北千住駅前滞留者対策推進協議会が核となって、災害発生から、滞在者の安全な

帰宅が完了するまでの応急対応活動を地域で担う体制の構築を目指す。 

 

2-2-2 災害時に実施する事務の内容 

・エリア内の被災状況や交通情報等を収集・集約し、北千住駅西口交番北側に現地本

部を設置し、情報の共有を図る。 

・協議会は、幹線道路沿いの主要交差点で避難誘導に当たる。 

・国道４号線等の幹線道路沿線の情報を滞留者及び帰宅困難者等に提供し、徒歩に



よる帰宅を支援する。 

・都心からの徒歩帰宅者が、北千住駅等へ流入しないよう、国道４号線の北千住駅

入口等の交差点に要員を配置し、誘導を行う。 

・高齢者・障がい者・妊産婦・乳幼児・外国人等の災害時要援護者や、出張や旅行

等による遠隔地からの来訪者を優先して、エリア内の一時滞在施設等へ誘導する。 

 

2-3 滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項 

・一時退避スペースや、災害用デジタル・サイネージ、災害用定点カメラ（ネット

ワークカメラ）、非常用トイレ・備蓄倉庫等を適切に管理する。 

・帰宅困難来訪者に対する対策として、民間事業者等との協定締結をすすめ、一時

滞在施設等の確保に努める。 

・関係機関による情報の共有や、滞留者・帰宅困難者等の避難誘導、一時滞在施設

等の運用マニュアルを整備する。 

・従業員用とともに帰宅困難者用の備蓄に努める。 

・現地本部の設置、情報の収集と共有及び提供、避難誘導、備蓄品の配布等につい

ての訓練を、少なくとも年１回は行う。 

・一斉帰宅の抑制や、事業所備蓄の推進、家族との連絡方法の確認等、帰宅困難者

対策に関する啓発を行う。 

 

３．その他防災性の向上のために必要な事項 

・千住エリアは、東京都が平成２５年９月に公表した「地震に関する地域危険度測

定調査（第７回）」で、危険度が高い地域が非常に多いとされ、これまで以上に地

域の防災力を高めていく必要がある。 

・国内有数のターミナル駅である北千住駅や、古くからの宿場町である千住エリア

のもつポテンシャルは極めて高い。防災力を向上させ、エリアのもつ潜在的なポテ

ンシャルを引き出し、更なる街の賑わい創出につながるよう検討を進めていく。 


