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Kita City Guide区の木　さくら
City Tree: Cherry Blossom Tree
「バラ科サクラ属」Prunus

区の花　つつじ
City Flower: Azalea
「ツツジ科ツツジ属」
Ericaceae Rhododendron
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北区風景
人
水
みどり

北区グラフィティ
飛鳥山公園、渋沢栄一と飛鳥山、音無親水公園
中央図書館、旧古河庭園、旧醸造試験所第一工場
赤水門、東京さくらトラム（都電荒川線）

マイタウン
王子
赤羽
滝野川

北区の歳時記
北区の魅力
イメージ戦略
北区名誉区民

北区のものづくり
北区の伝統工芸
浮世絵に残された北区の風景

時の道標　北区歴史年表
区民とともに  ふるさと北区
北区基本計画 2020
３つの優先課題
　「地震・風水害に強い安全・安心なまちづくりに全力」で取り組むこと
　「長生きするなら北区が一番」を実現すること
　「子育てするなら北区が一番」をより確かなものにすること
北区の新たな魅力や価値を創出する施策の展開
　本格化するまちづくりの一層の推進
　水・みどり・公園　新たな魅力とうるおいの創出
　文化・芸術・産業・観光　北区らしさの創造
　多様性の尊重　だれもがいきいきと生活できる基盤の確立
基本姿勢「区民とともに」

友好都市、友好交流協力都市

1

あいさつ

北区長

花川  與惣太

　北区は、江戸時代から飛鳥山の桜、石神井川の滝
や紅葉といった四季の変化を楽しむことができる
行楽地として知られていました。現在も、これらの
自然をはじめ、荒川や石神井川などの４つの河川に
恵まれた緑あふれるうるおいのまちです。加えて、
JR や地下鉄、都電が区内を走り、商店街がにぎわ
う便利で活気のあるまちでもあります。北区では、
人と自然、そして交通利便性の高さ、これらの恵ま
れた資産を活かし、多くの方が住みたいまち、選ば
れる自治体となることを目指して、より個性的で、
魅力的なまちづくりを進めています。
　また、令和６年には、近代日本経済の礎を築いた
渋沢栄一翁が新一万円札の顔となります。渋沢翁
は、61歳から亡くなる91歳までの30年間、飛鳥山
の一角を本邸として過ごされました。渋沢翁とゆか
りが深い北区にとって、これほど誇らしいことはあ
りません。新紙幣発行による機運の高まりを受け止
めて、これからの北区をより一層盛り上げ、区民の
皆様が、北区に愛着を持ち、誇らしく語れるまちに
していきたいと考えております。
　そして、北区基本構想が掲げる将来像、「ともに
つくり未来につなぐ　ときめきのまち ― 人と水と
みどりの美しいふるさと北区」の実現に向け、引き
続き区政に邁進してまいります。
　この要覧を通じ、多くの方々に、私たちのまち北
区の魅力を知っていただき、区政についての理解を
深めていただければ幸いです。

令和２年３月

Message from Yosota Hanakawa, Mayor of the City of Kita
Kita City has been known since the Edo period as a resort where 
people enjoy seasonal changes such as cherry blossoms of 
Asukayama, cascades and autumn leaves of the Shakujii River. 
Even now, other than that, Kita City is the city close to nature, rich in 
greenery and blessed with the four rivers such as the Arakawa River 
and the Shakujii River. In addition, Kita City is also a convenient 
and lively city, where JR (Japan Railways), subway, and Toden 
Arakawa Line are running and shopping streets are prospering. By 
taking advantage of these plentiful assets, including people, nature, 
and transportation convenience, Kita City is advancing to be more 
distinctive and attractive so that the City will be a municipality many 
people want to live in and select. 
Furthermore, in 2024, the portrait of the reverend Eiichi Shibusawa, 
who laid the foundation of modern Japanese economy, is scheduled to 
be printed on the new 10,000-yen bills. Nothing is a greater honor to 
Kita City than this, because the City has deep ties with him. He spent 
his last 30 years from 61 to 91 on a site of Asukayama as his main 
residence.  In response to the growing momentum by issuing new bills, 
I hope to inspire Kita City further from now on, to develop into the city 
that residents have attachment to and speak about proudly.
And I will go on to do my best in municipal politics, toward the 
realization of the future image raised in Kita City Basic Concept: 
“Our beautiful hometown Kita City, a community of water and greenery 
created by all of us for our future”.
It gives me a great pleasure to be able to accustom many people to the 
attractiveness of Kita City through this guidebook and to help them to 
deepen the understanding of municipal politics.

March 2020 (Reiwa-2nd)


