
番号： 公共交通①-05 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 通路 エレベーター増設 必要 箇所 駅利用状況を踏まえ検討

2 通路 駅改装工事 10 m 駅改装時に検討

3 上下移動 駅改装工事 6 箇所 駅改装時に検討

4 上下移動
ホーム階～改札階、改札階
～地上階のＥＶ改修

2 箇所 ✓ 関係各部と調整の上検討

5 上下移動 必要 箇所 対応済

6 ホーム 駅改装工事 6 m 駅改装時に検討

7 トイレ トイレ改装工事 1 箇所 トイレ改装時に検討

8 トイレ トイレ改装工事 1 箇所 トイレ改装時に検討

9 トイレ トイレ改装工事 2 箇所 トイレ改装時に検討

10 トイレ トイレ改装工事 6 箇所 トイレ改装時に検討

階段の通行位置の表示

視覚障害者誘導用ブロックの誘導位置の改善

多機能トイレへの大型ベッドの設置

オストメイト対応設備（専用汚物流し）の設置

一般トイレへの機能分散

ＪＩＳ規格に適合したボタン配置への変更

事業内容

別出入口へのエレベーターの増設
（複数ルート目の確保）

視覚障害者誘導用ブロックの設置（駅事務室への誘
導）

階段への２段手すりの設置

エレベーターの改修

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１ルート整備及び多機能トイレについてはすでに整備が完了している。今後はソフト事業を中心に推進
し、ハード整備については駅改修時の実施を検討している。

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 滝野川地区】※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

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 西ケ原2-3-8

２．事業主体 すべて 東京地下鉄株式会社　鉄道本部鉄道統括部移動円滑化設備整備促進担当課

３．事業区間 道路管理者 ―

【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]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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

１．施設名、路線名 すべて 東京メトロ西ケ原駅

参考資料１ 特定事業計画【滝野川地区】（案）抜粋版 



11 トイレ トイレ改装工事 6 箇所 トイレ改装時に検討

12 トイレ トイレ改装工事 1 箇所 ✓ 関係各部と調整の上検討

13 トイレ トイレ改装工事 2 箇所 ✓ 他駅とあわせて検討

14 トイレ トイレ改装工事 2 箇所 トイレ改装時に検討

15 トイレ トイレ改装工事 1 箇所 トイレ改装時に検討

16 トイレ 1 箇所 対応済

17 トイレ 1 箇所 ✓
お客様からのご意見・ご要望を踏ま
え、駅で適宜調整しています。

18 券売機等 更新工事 1 箇所 ✓ 機器更新時に検討

19
案内設備・
情報のバリ
アフリー

冊子配布 - - ✓

東京メトロ全駅のバリアフリー案内
について記載している「バリアフ
リー便利帳」という冊子を青ラック
にて配布しています。

20
人的対応・
こころのバ
リアフリー

駅社員への教育及び研修 - - ✓

サービスマインドやバリアフリーに
関する全駅社員への研修を毎年度実
施し、お客様へのご案内向上を図っ
ています。

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

音声案内の適切な音量設定

車いす使用者や弱視者に配慮した券売機等の設置

多様な利用者を想定した情報提供の充実

職員研修の実施及び案内や情報提供、サポート等の
対応の充実

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

多様な利用者に配慮した荷物掛けの設置

フラッシュライト等の設置

トイレ出入口への各個室の手すりの有無を示す案内
表示の設置

一般トイレ出入口の段差解消

多機能トイレの扉の改修

わかりやすい触知案内板への改善



番号： 板-13 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

必要 箇所

4 維持管理 ― ― ✓ 適切な維持管理に努める

5 維持管理 ― ― ✓ 工事を実施する際には配慮する

6 普及・啓発 ― ― ✓
関係機関と連携しながら継続的
に実施

7 普及・啓発 ― ― ✓
関係機関と連携しながら継続的
に実施

工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮

視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看
板、
商品陳列等の不法占用物への指導

自転車通行ルールの啓発及び放置自転車対策

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

事業内容

自転車走行空間の整備

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（生活関連施設への誘導）

視覚障害者誘導用ブロックの改修（輝度比の確保）

舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽
の枝などの適切な維持管理への配慮

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
当該箇所は、首都高速中央環状王子線の整備に伴い、国道部も道路整備がなされており、基本的なバリアフリー化が
図られている。今後とも適切な維持管理に努めるとともに、更なる移動等円滑化に向けて、検討を継続していく。

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 滝野川地区】※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

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 ―

２．事業主体 すべて 国土交通省関東地方整備局　東京国道事務所　交通対策課

３．事業区間 道路管理者

【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]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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

１．施設名、路線名 すべて 板－13 国道17号（中山道）



番号： 建築物⑨-01 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 トイレ

３階多機能WCに設置。

1 箇所 ✓
検討中であるものの、実施時期
については未確定。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

正面玄関付近への案内表示
の設置済み。 1 箇所 平成２９年度以前に設置済み。

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

みずほ銀行尾久支店HPの設
備情報に掲載。 1 箇所 ✓

4
駐車場・駐
輪場

駐車場および駐輪場は、お客さま動
線に交錯しない位置に配置。身障者
用駐車場は、専用通路で入店できる
よう設置済み。

1 箇所 ✓
カラーコーンの設置により出入
口付近の駐輪を防止。

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

定期的なハートフル研修実
施、職員の意識・知識向上を
促進、サポート体制を構築。

1 回/年 ✓

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

３Ｆ多機能トイレは施設利用
に制約がある人を優先的に案
内徹底。

― ― ✓

職員による案内やサポートなどの対応の充実

施設利用のマナー・ルールの周知・啓発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 事業実施前年度に予算調整のもと調達を行います。

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

3.掲載HP　https://shop.www.mizuhobank.co.jp/b/mizuho/info/BA339173/
4.写真　（写真左側に駐輪場、その右に身障者用駐車場、その奥に専用出入り口あり）

事業内容

フラッシュライト等の設置

わかりやすい案内表示の設置

パンフレットやＷＥＢ等による
施設のバリアフリー関連情報の提供

駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックな
どを遮らないよう配慮

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

当店舗ビルは平成15年（築14年）、建設当時「東京都福祉のまちづくり条例」に則って建設された建物である。みず
ほ銀行では、「年齢、性別、障害の有無などにかかわらず、誰にでも利用しやすい銀行」をめざして10年前より
「ハートフルプロジェクト」を推進している。当店も平成19年に多機能トイレを設置し、車いすの動線確保等の配慮
を心がけている。

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 滝野川地区】※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

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 田端新町2-26-1

２．事業主体 すべて 株式会社みずほ銀行

３．事業区間 道路管理者 ―

【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]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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

１．施設名、路線名 すべて みずほ銀行尾久支店



番号： 都市公園-02 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 園路 必要 箇所
点字表示や多言語化等について
も検討が必要

2 トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

3 トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

4 トイレ 必要 箇所 照度測定のうえ検討する

5 トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

6 トイレ 必要 箇所

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

園内施設の位置表示
分岐点の誘導表示 必要 箇所

点字表示や多言語化等について
も検討が必要

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談ができるメモ帳等の設
置 1 箇所

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

10 休憩施設

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

トイレの洋式化

一般トイレ出入口への目隠し壁の設置

わかりやすい案内表示の設置

筆談用具の設置及び案内の表示（管理事務所）

トイレの案内表示の改修

車いす使用者等が利用しやすい水飲み場の設置

事業内容

バリアフリールートの案内表示

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

低い位置への荷物台や荷物掛けの設置

照明の増設

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

車いす使用者用トイレは設置されているが、オストメイト対応設備や乳幼児用設備は設置されていない。また、隣接
する滝野川体育館に向けて公園敷地内に視覚障害者誘導用ブロックが連続的に設置されているが、施設利用者の視覚
障害者誘導用ブロック上への駐輪が目立つ。施設の改修等にあわせて整備を検討する。

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 滝野川地区】※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

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 西ヶ原2-1-8

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 ―

【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]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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

１．施設名、路線名 すべて 滝野川公園



11 維持管理 ― ― ✓

12 維持管理 ― ― ✓

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

定期的に研修を実施する

必要 回/年 ✓

公園施設等の適切な維持管理

利用者などの駐輪が、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な配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実

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


