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区内で進められている街づくり事業など

１．水元地域
① フィットネスパーク整備事業

② 南水元土地区画整理事業

２．金町・新宿地域
③ 新宿六丁目地区の街づくり

④ JR常磐線金町駅東側南北道路の拡幅

３．柴又・高砂地域
⑤ 京成本線（高砂駅～小岩駅間）の連続立体事業早期

事業化

⑥ 柴又帝釈天周辺の街並み保全､ユニバーサルデザイン

４．亀有・青戸地域
⑦ 青戸六・七丁目地区の街づくり(慈恵医大の建替え)

⑧ 亀有駅周辺の観光まちづくり

５．南綾瀬・お花茶屋・堀切地域
⑨ 水戸橋の架け替え

⑩ 京成本線荒川橋梁の架け替え

６．立石・四つ木地域
⑪ 京成押上線の連続立体交差事業

⑫ 四つ木地域の防災まちづくり

７．奥戸・新小岩地域
⑬ 新小岩東北交通広場の整備

⑭ 新小岩駅南北自由通路の整備

全体
⑮ 堤防の整備

⑯ 都市計画道路の整備

⑰ 公園の整備

⑱ 再開発 位置図
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①フットネスパーク整備事業（水元地域）

○老朽化している水元体育

館・温水プールの建替えを含

み、都立水元高校跡地の一部

と水元中央公園を、フィット

ネスパークとして整備します。

水元中央公園

＜フィットネスパーク整備事業＞

・安全で快適な区民スポーツ活動のための施設の確保及び施
設の安定的な運営

・区内スポーツ施設の不足に対する対応

・生涯スポーツの場として、体力づくり等を行う施設の整備

・地域のスポーツ活動を支援する施設の整備

・競技人口の拡大と競技力の向上のための「見るスポーツの
提供」の場の確保

水元中央公園

水元高校跡地
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②南水元土地区画整理事業（水元地域）

○土地区画整理事業による都

市基盤の整備改善を行い、

防災性の高い安全で快適な

街づくりを進めています

○面積：約5.4ha

○事業認可期間：

平成15～30年度

○昨年３月に換地設計を決定

し、事業区域を７期に分割し

て事業を進めています

○第１期施工地区では、今年

５月より道路等の工事に着手

し、第２期施工地区では、地

権者との移転補償交渉を行

なっています
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③新宿六丁目地区の街づくり（金町・新宿地域）

○大規模な工場跡地の土地利

用転換にあわせて、地域の活

性化に資する新たな生活拠点

の形成を目指す

○面積：約33.3ha

現地写真
研究所イメージ 特別養護老人ホーム

計画地内の建物・公園については想定（イメージ）図

○本年３月には、東京理科大

学と基本協定及び土地譲渡契

約の締結を行い、本年１２月

の東京都都市計画審議会への

付議を目指し、取り組んでい

ます
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④JR常磐線金町駅東側南北道路の拡幅（金町・新宿地域）

○JR常磐線金町駅東側南

北道路の拡幅は、常磐線

で分断された地域の利便

性や、地域の防災性の向

上、金町駅周辺地域の活

性化を目的として、進め

ているものです

○完成予定 平成23年春

の開通を予定しています

完成イメージ図

施行前
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⑤京成本線（高砂駅～江戸川駅間）の鉄道立体化の早期事業化

（柴又・高砂地域）

○高砂駅周辺の交通利便性や防

災性を向上させ、魅力と活力あ

る生活拠点を形成するため、

「高砂地区開発協議会」では、

鉄道立体化と一体となった街づ

くり計画を検討しています

現地写真

○昨年６月には、都内２０路線

ある「鉄道立体化の検討対象区

間」の中から、新たに国の事業

採択を目指す「事業候補区間」

の５箇所に選定される

○現在、平成22年度の成田新

高速鉄道開通に伴う当面の対策

として、金町線の高架化工事が

進められています
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⑥柴又帝釈天周辺の街並み保全､ユニバーサルデザイン（柴又･高砂地域）

○柴又まちなみ景観ガイドラ

イン指定（平成20年2月東 京

都承認、面積約9.0ha ）

現地写真

○ガイドラインの運用により

帝釈天境内の景観、江戸川

堤、柴又公園からの眺望、

参道から帝釈天への遠景な

ど、景観を配慮した建築物

等の制限を行い、歴史的な

景観の保全を図っています
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⑦青戸六・七丁目地区の街づくり（亀有・青戸地域）

○大規模工場跡地を活用した

住宅系複合市街地開発や、病

院の建替え等を適切に誘導し、

生活道路の整備改善により道

路ネットワークを確保しなが

ら、あわせて防災活動拠点と

しての機能を有する公園を整

備することで、交通利便性の

向上や防災上の安全を高める

とともに、適切な土地利用の

推進により、安全かつ快適な

市街地の形成を進めています

現地写真

慈恵大学青戸
病院の建替え
イメージ
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⑧亀有駅周辺の観光まちづくり

（観光プラン・リーディングプロジェクト）（亀有・青戸地域）

○亀有駅周辺への来訪者が、

「こちら葛飾区亀有公園前派

出所」の舞台として描かれた

まちに来たと実感しながら亀

有及びその周辺地域を楽しめ

るような取り組みが商店街を

中心に進められています

（ラッピングバス）

(両さん像)

○亀有駅北口、南口に続き、

亀有銀座商店街中央ポケット

パークに、漫画「こちら葛飾

区亀有公園前派出所」の「両

津勘吉」の少年時代のブロン

ズ像が平成20年11月に完成

しました
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⑨水戸橋の架け替え（南綾瀬・お花茶屋・堀切地域）

○小菅一、三丁目を結ぶ綾瀬
川に架かる水戸橋の箇所の堤
防は、橋梁により切り欠かれ
た状態となっており、これま
で、水防上注意を要する箇所
に指定し、陸閘の閉鎖と、積
み土嚢により、水防時の対応
を行なってきました

現地写真

イメージパース
○水戸橋の架け替えについて
は、長年の懸案事項でありま
したが、地元合意がなされ、
平成19年2月から架け替え工
事に着手しています
○今年度は、右岸側の橋台設
置工事に着手しており、24年
度末、新橋供用開始を予定し
ています。

12

⑩京成本線荒川橋梁の架け替えと堀切地区のまちづくり

（南綾瀬・お花茶屋・堀切地域）

○広域的な地盤沈下によって低く

なってしまった堤防は、必要な高さ

までかさ上げされましたが、橋梁部

は橋梁自体が支障となってかさ上げ

ができないため、京成本線荒川橋梁

付近の堤防は周辺の堤防に比べて低

い状態にあります

増水時には、堤防の低い部分から水

があふれて堤防が決壊する危険性が

生じるなど、治水対策上の課題があ

り、架け替えに向けた調査が進めら

れています

架替え後のイメージ

現状写真

○区では、この事業を契機として、

堀切地区のまちづくりを進めるため、

勉強会を立ち上げ、目指すべき街の

将来像を検討しています
京成押上線荒川橋梁架替え状況



13

⑪京成押上線の連続立体交差事業（立石・四つ木地域）

○京成押上線（四つ木駅～青砥駅

間）約2.2ｋｍ区間11箇所の踏

切を、鉄道の立体化により除去し、

交通渋滞の解消、道路交通の安全

の確保、地域分断の解消を図り、

これを契機として沿線まちづくり

を一体的に進めています

現地写真

イメージパース

○平成15年に事業認可を取得し、

平成21年3月末で、用地取得状

況は、約60％となっています
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⑫四つ木地域の防災まちづくり（立石・四つ木地域）

○延焼の防止や、避難路の確

保、歩車道の分離による歩行

者の安全性の確保などを目的

に、区画街路４号線（四つ木

バス通り）及び区画街路６号

線（交通広場を含む）の整備

を進め、交通機能や住環境の

改善を図ります

四ツ木駅周辺整備イメージ
現地写真

延長 280ｍ  事業認可区間 延長  590ｍ  

アクセス道路：延長 80ｍ  

交通広場：面積2,600㎡  

○密集市街地の改善を図るた

め、住宅市街地総合整備事業

（密集型）を活用したまちづ

くりを進めています

東四つ木地区
の現地写真
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⑬新小岩東北交通広場の整備（奥戸・新小岩地域）

○駅周辺の交通や歩行者動線

の円滑化を図り、利便性の

向上と交通の安全を確保す

るため、交通広場、北口連

絡通路、駐輪場などの整備

を進めています

○平成23年1月供用開始予定

現地写真

イメージ
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⑭新小岩駅南北自由通路の整備（奥戸・新小岩地域）

○新小岩駅の北口と南口の広

場を接続し、自由に通行でき

る通路の整備を進めるため、

JR東日本及びJR貨物と協議

を進めています

○今年度に基本協定を締結し、

概略設計に着手する予定です

現地写真

イメージパース
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中川テラス

⑮堤防の整備（中川テラス化・綾瀬川スーパー堤防）

○中川では、護岸の耐震補強

工事を進めるとともに、水辺

のテラス整備を進めています

綾瀬川スーパー堤防イメージ

現地写真（綾瀬川スーパー堤防工事）

○綾瀬川では、堤防の耐震性

の向上と潤いのある水辺の

再生を図るため、スーパー

堤防の整備を進めています
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⑯都市計画道路の整備

○都市計画道路は、都市の

骨格を形成し、安心で安全

な区民生活と機能的な都市

活動を確保する、都市交通

における最も基幹的な都市

施設です

○区内の都市計画道路は、

計画延長91.7ｋｍ、完成

延長58.2ｋｎで完成率が

63.5％となっています

○道路の役割に応じ、地域

格差のない体系的、段階的

な道路網の形成を目指し、

事業を進めています

（施工後）

（施行前）
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⑰公園の整備

○公園は、レクリエーショ

ン利用の場や災害時の避難

場所となり、またヒートア

イランド現象の緩和等、都

市の生活環境を改善する役

割を担い、区民の健康的で

豊かな生活を支えています

（施工後）

東立石緑地公園：平成21年3月開園

（施行前）

 

 

 

 

 

 

 

（施工前）

細田三丁目
せせらぎ公園

出典：国土地理院
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⑱再開発（金町六丁目地区市街地再開発事業）

○金町六丁目地区市街地再開

発組合により、平成21年

6月に本体工事を完成し、現

在、区画街路5号線の整備な

どを進めています

○本年10月17日には、中央

図書館の開設が予定されてい

ます

○面積：約1.2ha

○事業認可期間：

平成16～22年度

2006年7月 2009年6月


