
番号： 公共交通①－01 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 通路
南口にエレベーターの設置
を検討

必要 箇所
単独設置ではなく、区事業（こ
線橋架け替え）と併せて検討を
行う

2 ホーム
京浜東北線ホームドア整備
２列整備

2 列 ✓
整備時期検討中
副本線の整備については未定

3 トイレ
適切に清掃を行う
周知・啓発を継続して努め
る

― ― ✓

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓ 表示方法・場所検討中

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓ 表示方法・場所検討中

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓ 表示方法・場所検討中

7
人的対応・
こころのバ
リアフリー

「声かけ・サポート」運動
の実施
サービス介助士の資格取得
の推進

― ― ✓

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

駅構内、車内でのポスター
等による告知を実施

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて

【進捗管理シート】公共交通特定事業計画
特定事業等の実施時期

　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業

　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容

JR東十条駅

４．道路延長（ｍ） 道路管理者

５．所在地 建築物所有者・管理者等

―

東十条3-18

２．事業主体 すべて

３．事業区間 道路管理者

東日本旅客鉄道株式会社　東京支社総務部企画室

―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

詳細な事業内容
規模

事業内容

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

駅や車両利用のマナー・ルールについて利用者への
周知・啓発

一般トイレの案内サインの改善

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可

南口へのエレベーターの設置（２ルート目の確保）
（区事業とあわせて検討）

実施時期

可動式ホーム柵の設置

バリアフリー設備に関する案内の表示

筆談用具の案内の改善

職員による案内やサポート、声かけなどの対応の充
実

トイレの適切な維持管理

すべて

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

現在、北口にはエレベーター及び多機能トイレを設置済みである。可動式ホーム柵については整備時期を検討中であ
る。今後も移動等円滑化基準及びバリアフリーガイドライン等に沿って、自治体と協議のうえ、整備を推進してい
く。

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

参考資料１特定事業計画【王子地区】（案）抜粋版



９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

ホーム上の案内表示



番号： 十-15 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等
無電柱化事業に合わせ配慮
して整備する

320 m

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

無電柱化事業に合わせ配慮
して整備する

320 m

3 安全対策
無電柱化事業に合わせ配慮
して整備する

320 m

１．施設名、路線名 すべて 十-15　環状七号線

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期

　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業

　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容

２．事業主体 すべて 東京都建設局　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 東十条４－１２－３から東十条４－１１－４

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 160ｍ

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
基本的に有効幅員が確保されており、交差点部に視覚障害者誘導用ブロックが設置されている。無電柱化事業の計画
路線となっており、整備にあたりバリアフリー化に配慮する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など事業内容

平坦かつ十分な有効幅員を確保した歩行空間の整備

視覚障害者誘導用ブロックの改修
（ＪＩＳ規格適合・輝度比の確保）

電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行
の妨げとならないよう配慮

８．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



番号： 交通安全-01 地区： 全体

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 信号機等
信号機の改良
（音響機能の整備）

必要 箇所 ✓

2 信号機等 エスコートゾーンの整備 必要 箇所 ✓ 必要に応じ実施

3 信号機等
道路標識の超高輝度化によ
る視認性向上

必要 箇所 ✓

4
違法駐車防
止のための
事業

・横断歩道及びバス停留所付
近の違法駐車車両の指導取締
りの実施
・歩道及び視覚障害者誘導用
ブロック上の自動二輪車等の
違法駐車の指導取締りの実施
・違法駐車行為の防止につい
ての広報活動及び啓発活動の
実施

― ― ✓

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

歩道がない生活関連経路を設定した場合、横断歩道や信号機等の整備が行えない場合がある。

エスコートゾーンの整備

標識、標示の高輝度化や信号機のＬＥＤ化

違法駐車車両の指導取締り等

道路管理者

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可

事業内容

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

７．事業計画及び事業実施状況

―

１．施設名、路線名 すべて 信号機等

バリアフリー対応型信号機（音響式や経過時間表示
式等）の整備

詳細な事業内容
規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、

検討状況、変更点など

音響式や経過時間表示式信号機、エスコートゾーンの設置等のバリアフリー化を順次進めている。今後も主要な生活
関連経路における交差点を中心に対策を行うとともに、必要な交通安全対策を実施する。

事業計画の内容

【進捗管理シート】交通安全特定事業計画
特定事業等の実施時期

　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業

　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容

２．事業主体 すべて 警視庁

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等



番号： 建築物⑥-02 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 上下移動 2 箇所 ✓
R1完工予定の設備工事に盛り込
めず、検討事項

2 上下移動 各階踊り場の段鼻強調 4 箇所 ✓ R1完工予定の設備工事予定

3 上下移動
車椅子から足元が確認でき
る大きさに変更

1 箇所
R4～R5にエレベーター取り換え
工事を予定

4 上下移動 1 箇所
エレベーター取り換え工事を予
定

5 トイレ 1 箇所 ✓
R1完工予定の設備工事に盛り込
めず、検討事項

6 トイレ
１階一般男女トイレの個室
に各１箇所設置予定

2 箇所 R2実施に向け予算計上

7 トイレ 各個室に荷物台設置 9 箇所 完了

8 トイレ 1 箇所 ✓
R1完工予定の設備工事に盛り込
めず、検討事項

9 トイレ 1 箇所 ✓
R1完行予定の設備工事に盛り込
めず、検討事項

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

R1～R2のリニューアルオー
プンに向け、サイン内容を
変更・追加

1 箇所
R2から実施する館内リニューア
ルに伴い、内容を変更

非常呼び出しボタンの設置

バリアフリー関連情報を表示した案内板の設置

事業内容

階段手すりの改修（1段→2段）

階段の段鼻の強調

エレベーターの鏡の移設

エレベーターへの浮彫表示ボタンの設置

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

オストメイト対応設備の設置

ベビーチェアの設置

低い位置への荷物台等の設置

フラッシュライト等の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

エレベーターや多機能トイレ、視覚障害者誘導用ブロック等を設置している。館内誘導サイン等を逐次改善している
（最低限の移動等円滑化基準には対応)。令和元年にリニューアル工事を実施し、ソフト対策とあわせてバリアフリー
化を進める。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子1-1-3（飛鳥山公園内）

２．事業主体 すべて 北区　教育振興部　飛鳥山博物館　／　公益財団法人紙の博物館　／　公益財団法人渋沢栄一記念財団

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 北区飛鳥山博物館・紙の博物館・渋沢史料館

【進捗管理シート】建築物特定事業計画
特定事業等の実施時期

　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業

　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

R1～R2のリニューアルオー
プン時に内容変更～実施

― ―
R2から実施する館内リニューア
ルに伴い、内容を変更

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓
R2完工予定の設備工事に盛り込
めず、検討事項

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓ 継続案件

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓ 継続案件

９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

ＷＥＢによる施設のバリアフリー関連情報の提供

出入口への音声案内及びトイレへの触知案内図の設
置

職員による案内やサポートの充実

施設のマナー・ルールについて利用者への周知・啓
発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 エレベーター更新工事に関しては令和3年事業計画予算に計上予定



番号： 都市公園-04 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 出入口 必要 箇所

2 園路 必要 箇所

3 トイレ 必要 箇所 H30年度までに３箇所実施済

4 トイレ 必要 箇所 H30年度までに３箇所実施済

5 トイレ 必要 箇所 H30年度までに３箇所実施済

6 トイレ 必要 箇所

7 トイレ 必要 箇所

8 トイレ 必要 箇所 H30年度までに３箇所実施済

9 駐車場 必要 箇所

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

十分な広さの車いす使用者用駐車施設の設置（幅
350cm以上、車両後方部の乗降スペースの確保）とわ
かりやすい案内の表示

大型ピクトサインの設置

詳細な事業内容
規模 実施時期

事業内容

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

トイレの洋式化

低い位置への荷物かけの設置

フラッシュライト等の設置

車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設
置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

オストメイト対応設備の設置

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可

南側出入口の横断勾配の緩和（８％以下）

じゃぶじゃぶ池出入口へのスロープの設置

だれでもトイレの改修

昭和51年に開園し、平成17～20年で拡張部整備工事を実施し、現在に至る。拡張部を含め園内にはトイレが５基あ
り、うち３基は車いす対応となっている。また、平成30年度に２基のトイレを改修し、車いす対応、オストメイト設
置、ベビーシート・ベビーチェアの設置を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 十条台1-2-1 外

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 中央公園・中央公園運動場

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期

　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業

　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業

　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

12 維持管理 ― ― ✓

13 維持管理 ― ― ✓

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

筆談用具の設置及び案内の表示

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維
持管理

駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロッ
クなどを遮らないよう配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法


