
番号： 公共交通①-02 地区： 浮間舟渡・北赤羽駅周辺

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

赤羽口へのエレベーター、
多機能トイレ等の整備 1 基

周辺施設を含む支障移転検討が
必要

2 ホーム

内方線付点状ブロックの設
置 400 m H30年度実施予定

3 ホーム 必要 箇所 更新工事等と併せて検討が必要

4 券売機等 必要 箇所 更新工事等と併せて検討が必要

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 設置箇所等について検討中

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 更新工事等と併せて検討が必要

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1 箇所 ✓

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

9
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

― ― ✓

10
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 ― ― ✓

【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29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 JR北赤羽駅

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 赤羽北2

２．事業主体 すべて 東日本旅客鉄道株式会社

３．事業区間 道路管理者 ―

事業内容

2ルート目のバリアフリールート確保の検討
（赤羽口へのエレベーターの設置等）

可動式ホーム柵または内方線付点状ブロックの設置

濡れても滑りにくい床材への改善
（ベンチの足元部）

車いす使用者に配慮した券売機等の設置

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（浮間口）や多機能トイレは設置済みであり、基本的なバリアフリー化は図られている。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整備を推進する。

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 赤羽地区】※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

わかりやすい案内表示の設置

（ホーム）情報を受け取りやすい位置や高さに留意
した表示装置への改善

筆談用具の設置及び案内の表示

（浮間口）遠隔化された改札口で聴覚障害者等が駅
係員とコミュニケーション可能となるような対応の
検討

職員による案内やサポート、声かけなどの対応の充
実

駅や車両利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

特定事業計画【赤羽地区】（案）抜粋版 参考資料２



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

・北赤羽駅　既存警告ブロックおよび既存赤羽口改札



番号： 赤－05 地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

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 歩道等

赤羽台エレベーター整備に合
わせて整備する。 必要 箇所

2 歩道等

UR都市機構による自費工事に
よりエレベーターを設置する
予定。（29年末～30年度）

1 基

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

赤羽台エレベーター整備に合
わせて整備する。 必要 箇所

4 安全対策

赤羽台エレベーター整備に合
わせて整備する。 必要 箇所

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

赤羽台エレベーター整備に合
わせて整備する。 必要 箇所

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

エレベーター整備後は北区　土木部が管理する予定。

スロープ及び手すりの設置
（赤羽台トンネルの赤羽駅側）

エレベーター等のわかりやすいピクトグラム表示の
設置

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

歩道の傾きやがたつき、横断歩道部の勾配の解消

エレベーターの設置（赤羽台トンネルの赤羽駅側）

視覚障害者誘導用ブロックの設置・改修
（JIS規格適合・輝度比の確保・生活関連施設への誘
導）

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 赤羽地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期

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

歩道幅員が確保され、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている経路であるが、赤羽台団地方面は階段による移動
が必要である。UR都市機構の「赤羽台団地建替え事業」で実施する赤羽台トンネルの赤羽側及びトンネル上部の整備に合
わせて対応を図る。

３．事業区間 道路管理者 桐ケ丘2-1付近～赤羽西1-35付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 500m

１．施設名、路線名 すべて 赤-05　北2006号

２．事業主体 すべて 北区　土木部

【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29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



番号： 建築物⑤-10 地区： 浮間舟渡・北赤羽駅周辺

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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

広い歩道を確保するととも
に、車歩道を明確に分離。ま
た、複合施設側出入口につい
ては、視覚障害者誘導用ブ
ロックを設置。

2 箇所
視覚障害者誘導用ブロックは、
駐輪等で遮られないような位置
に設置。

2 建物内通路

主要な通路は、ゆとりある幅
を確保。

全 箇所
段差やスロープ部分は手摺を設
置し、水平部を整備するととも
に、滑りにくい素材を採用。

3 建物内通路

駐輪場に加え、ベビーカー置
き場の整備し、駐輪等が出入
口や通路、視覚障害者誘導用
ブロックを遮らないよう配
慮。

1 箇所
事務室を出入口が見える位置に
配置し、利用者に案内等もでき
るように配慮。

4 上下移動

施設の中心に、障害者および
ストレッチャー対応型のエレ
ベーターを１基設置。

1 基
全ての施設の利用者が使用でき
る位置に設置。

5 トイレ

車いす対応のトイレを６箇所
設置。 6 箇所

校庭に加え、各階に１台以上設
置。

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

玄関及び室内に準備し、案内
表示を出す。 2 箇所 分かりやすい標示

7
駐車場・駐
輪場

敷地の３箇所に車いす使用者
用駐車場を整備し、あわせて
案内表示を設置。

3 箇所
施設ごとに駐車スペースを確
保。

8
駐車場・駐
輪場

施設の出入口や視覚障害者誘
導用ブロックを遮らない位置
に駐輪場を２箇所整備。

2 箇所
十分な駐輪スペースを確保でき
るよう検討中。

9
人的対応・
こころのバ
リアフリー

要所要所に図と養護で標示す
る。

必要 箇所 分かりやすい標示

１．施設名、路線名 すべて 浮間中学校

【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29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

２．事業主体 すべて 北区　浮間中学校・北区　教育振興部　学校改築施設管理課

３．事業区間 道路管理者 ―

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 浮間4-29-32

エレベーターの設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

本校は、新校舎への改築計画が決まっており、平成32年4月開校（予定）の新校舎は、全館バリアフリーの設計になっ
ている。現校舎や仮校舎は既存の施設で移動等の円滑化を図るとともに、配慮事項を踏まえ、こころと情報のバリア
フリー化を推進する。

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 赤羽地区】※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

段差の解消、及び歩道上から建物内の案内施設まで
連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置（道路管
理者と連携）

主要な通路は物や設備などで狭くならないよう配慮
（120cm以上）段差部分へのスロープ設置

駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックを
遮らないよう配慮

車いす使用者が円滑に利用できるトイレの設置

筆談用具の設置及び案内の表示

車いす使用者用駐車施設の設置及び案内の表示、
利用者への啓発

駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックを
遮らないよう配慮

施設利用のマナー・ルール、
エレベーターや多機能トイレの優先利用の周知啓発



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

現校舎は平成29年7月まで使用し、その後、平成32年3月まで旧西浮間小学校を仮校舎として使用する。



番号： 都市公園-12 地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

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 全体
平成２９年度は、委託により
詳細設計を行っている。

15,000 ㎡

公園用地は15,000㎡。現在、浸水対策工事により東京都下水道局が2,500㎡を占用している。
平成28年度：公園整備の基本設計を実施しており、地元住民の要望を把握するためのワークショップを実施している。
ワークショップ全４回
平成29年度：前年度の基本設計の成果を基に詳細設計を実施。
平成30年～31年度：２ヶ年かけて公園整備。（12,500㎡）
平成32年度：31年度に公園整備が完了した12,500㎡を開放。
平成33年度：東京都下水道局の浸水対策工事による占用区域2,500㎡の公園整備
平成34年度：33年度に公園整備が完了した2,500㎡を開放し、公園の全面開放となる。

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

バリアフリー化された公園の整備

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
現在、公園整備の基本設計を実施しており、ワークショップを実施し区民意見を取り入れながら検討を行っている。配慮
事項を踏まえ、十分にバリアフリー化された公園となるよう整備を進める。

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 赤羽地区】※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 赤羽台1-6

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 ―

項目 該当事業者 内容

１．施設名、路線名 すべて 赤羽台のもり公園

【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29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



番号： その他-04 地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

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 歩道等 必要 箇所 ✓

2 歩道等 必要 箇所 ✓

3
バス乗降場・
バス停留所タ
クシー乗降場

必要 箇所 ✓ 適宜協議対応

4
バス乗降場・
バス停留所タ
クシー乗降場

必要 箇所 ✓ 適宜協議対応

5
視覚障害者
誘導用ブロッ
ク

必要 箇所 ✓

【進捗管理シート】その他事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29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 駅前広場　JR赤羽駅西口駅前広場

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 東京都建設局第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 ―

事業内容

横断歩道接続部等の段差や勾配の解消

インターロッキング舗装のがたつきの解消

駅からバス乗降場等への連続した屋根の設置
（占用協議における連携・調整）

タクシー乗降場付近の手すりの延長
（占用協議における連携・調整）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
整備後時間が経過しており、歩道上の勾配や視覚障害者誘導用ブロックなどについて移動等円滑化基準に適合してい
ない。今後は適切な維持管理に留意するとともに、配慮事項等を踏まえた改善を検討する。

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 赤羽地区】※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

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・適切な設置方法）

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


