
番号： 国道・都道共通 地区： 全体

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
バス乗降
場・バス停
留所

必要 箇所 ✓

3
バス乗降
場・バス停
留所

必要 箇所 ✓

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓

6 維持管理 ― ― ✓

7 維持管理 ― ― ✓

8 指導・啓発 ― ― ✓

9 指導・啓発 ― ― ✓

視覚障害者誘導用ブロックを活用した
案内誘導の仕組みや表示方法等の検討

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

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

事業内容

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

バス停留所へのベンチや屋根の設置及び
待合スペースの確保（バス事業者との連携）

バスが正着しやすい構造への改良及び
視覚障害者誘導用ブロックの設置（バス事業者との
連携）

多様な利用者に配慮した公共サイン等の設置や改修
（北区都市計画課ほか）

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 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

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 ―

【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

１．施設名、路線名 すべて 国道・都道共通

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―



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： 赤－01 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
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

120 ｍ

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

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

視覚障害者誘導用ブロックの整備
（JIS規格適合・輝度比の確保）

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
歩道有効幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックが一部設置されていない路線である。今後は維持管理に留意しつ
つ「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。

３．事業区間 道路管理者 赤羽台3-2付近～赤羽台4-1付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 60 m

１．施設名、路線名 すべて 赤－01　都道445号

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

【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： 赤－02 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
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

220 ｍ

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

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

坂道における安全対策や滞留スペースへの配慮、
勾配に関する案内施設等（区と連携）

視覚障害者誘導用ブロックの整備
（JIS規格適合・輝度比の確保）

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
歩道有効幅員が狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない路線である。また、西方向へ長い登り坂となって
いる。今後は安全対策や維持管理に留意しつつ「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。

３．事業区間 道路管理者 赤羽台3-6-13付近～赤羽台3-9-22付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 110 m

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

【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

１．施設名、路線名 すべて 赤－02　都道445号



番号： 赤－09 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
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

260 ｍ

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

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

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）

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
基本的に歩道幅員が確保されており、イトーヨーカドー側には視覚障害者誘導ブロックが連続設置されている。今後は
維持管理に留意しつつ「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。

３．事業区間 道路管理者 赤羽西1-7付近～赤羽西1-35付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 130 m

１．施設名、路線名 すべて 赤－09　都道460号（赤羽駅周辺）

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

【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： 赤－10 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 1940 ｍ

2 歩道等 1940 ｍ

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

1940 ｍ 工事に合わせて配慮

4
歩道のない
道路

必要 箇所 工事に合わせて配慮

5 安全対策 ― ― 工事に合わせて配慮

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

交通安全対策（路肩の拡幅や平坦化、ガードレール
の設置、舗装のカラー化、一方通行化、駐停車抑制
策など）

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

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
（未買収地を除く）

自転車走行空間の整備

視覚障害者誘導用ブロックの整備
（JIS規格適合・輝度比の確保）

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
都市計画道路の整備工事が進行中である。各種工事を進めていく中で安全かつさまざまな利用者の利便性を損なうこと
ないよう努めている。

３．事業区間 道路管理者 路線区間：赤羽西1-7付近～中十条4-16付近　　事業区間：赤羽西1丁目～東十条6丁目

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 970 m

１．施設名、路線名 すべて 赤－10　都道460号（南北方向）

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

【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： 赤－11 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
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

220 ｍ

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

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

視覚障害者誘導用ブロックの整備
（JIS規格適合・輝度比の確保）

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
基本的に歩道有効幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない路線である。今後は維持管理
に留意しつつ「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。

３．事業区間 道路管理者 赤羽西1-22付近～赤羽南1-21-9付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 220 m

１．施設名、路線名 すべて 赤－11　都道460号（東西方向）

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

【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： 赤－15 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

無電柱化工事に合わせ波打
ち歩道解消

①
620
②
1,080

ｍ
①支障移設、電線共同溝本体構
築　　　②試掘、設計

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

①
620
②
1,080

ｍ

3 安全対策

無電柱化工事に伴い電柱撤
去、街路灯再配置

①
620
②
1,080

ｍ
試掘、設計、支障移設、電線共
同溝本体構築

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

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

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
基本的に歩道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（一部連続設置）。
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。

３．事業区間 道路管理者 ① 十条仲原3-1-5付近～上十条5-2付近　　② 神谷1-10-12付近～東十条4-11-6付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ① 310 ｍ　　　　　　　　　　　　　　　② 540 ｍ

１．施設名、路線名 すべて 赤－15　都道318号（環状七号線）

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

【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： 赤－16 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 ✓ 一部平成33年度施工予定

2 歩道等 1 箇所 ✓

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

680 ｍ

4 安全対策

街路整備に合わせ検討

1 箇所 ✓ 一部平成33年度施工予定

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

交差点の安全対策の検討
（埼京線沿いの道路との交差点）

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

横断歩道接続部の勾配改善（赤羽交差点付近）

道路との境界部にある溝の解消（施設設置管理者と
連携）（赤羽ふれあい館前）

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）
（赤羽岩淵駅バス停留所を含む）

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
歩道有効幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックが一部設置されていない路線である。今後は維持管理に留意しつ
つ「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。

３．事業区間 道路管理者 赤羽台3-2-18付近～赤羽1-58-12

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 340 m

１．施設名、路線名 すべて 赤－16　都道445号

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

【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： 赤－17 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

無電柱化工事に合わせ波打
ち歩道解消 1,060 ｍ 無電柱化事業H30年度着手予定

2 歩道等 1,060 ｍ 無電柱化事業H30年度着手予定

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

1,060 ｍ 無電柱化事業H30年度着手予定

4 安全対策

無電柱化工事に伴い電柱撤
去、街路灯再配置 1,060 ｍ 無電柱化事業H30年度着手予定

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

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

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

横断歩道接続部の勾配改善

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（JIS規格適合・輝度比の確保）

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
維持管理に留意しつつ「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。

３．事業区間 道路管理者 岩淵町36-3付近～岩淵町23,41先

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 530 m

１．施設名、路線名 すべて 赤－17　国道122号

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

【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： 赤－18（1）北側 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 860 ｍ

2
バス乗降
場・バス停
留所

必要 箇所 ✓ ベンチ・屋根等検討

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

860 ｍ

4 安全対策 ― ― 工事に合わせて配慮

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

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

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

正着しやすい構造及び視覚障害者誘導用ブロックの
設置、ベンチや屋根、待合スペースの確保
（バス事業者との連携）

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（JIS規格適合・輝度比の確保）
（赤羽交差点付近及び北本通りへの設置を含む）

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
都市計画道路の整備工事が進行中である。各種工事を進めていく中で安全かつさまざまな利用者の利便性を損なうこと
ないよう努めている。

３．事業区間 道路管理者 路線区間：岩淵町36-3付近～岩淵町3-2付近　　事業区間：赤羽2丁目～岩渕町

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 430 m

１．施設名、路線名 すべて 赤－18　国道122号

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

【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： 赤－18（2）南側 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

無電柱化工事に合わせ波打
ち歩道解消 2,400 ｍ

電線共同溝完了予定３６年度

2 歩道等

無電柱化工事に合わせ

必要 箇所

電線共同溝完了予定３６年度

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

無電柱化工事に合わせ
一部先行実施 2,400 ｍ

電線共同溝完了予定３６年度

4 安全対策

無電柱化工事に伴い電柱撤
去、街路灯再配置 2,400 ｍ

電線共同溝完了予定３６年度

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

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

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

横断歩道接続部の勾配改善

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（JIS規格適合・輝度比の確保）

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
維持管理に留意しつつ「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。

３．事業区間 道路管理者 志茂4-5-2付近～神谷3-4付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 1,200ｍ

１．施設名、路線名 すべて 赤－18　国道122号

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

【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： 浮－01 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 歩道等 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

3,300 ｍ ✓

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

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

横断歩道接続部の勾配改善
（都立浮間公園正面入口前）

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・
　浮間舟渡駅・北赤羽駅周辺との連続性の確保）

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
基本的に歩道有効幅員が確保されており、交差点部等に視覚障害者誘導用ブロックが設置されている（一部連続設
置）。今後は維持管理に留意しつつ「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。

３．事業区間 道路管理者 浮間4-32付近～赤羽台4-16-2付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 1,650 m

１．施設名、路線名 すべて 浮－01　都道447号

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

【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： 浮－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 バス停留所 必要 箇所 ✓ 適宜協議対応

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

1,560 ｍ

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

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

ベンチの設置や案内看板の改善（占用協議による連
携・調整）（北赤羽駅入口バス停留所）

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）

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
基本的に歩道有効幅員が確保されており、交差点部等に視覚障害者誘導用ブロックが設置されている（一部連続設
置）。今後は維持管理に留意しつつ「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。

３．事業区間 道路管理者 赤羽北2-21-9付近～赤羽北1-11-7付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 780 m

１．施設名、路線名 すべて 浮－10　都道311号

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

【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： 桐－03 地区： 桐ケ丘・西が丘周辺

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

無電柱化工事に合わせ波打
ち歩道解消 3,000 ｍ

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

3,000 ｍ

3 安全対策

無電柱化工事に伴い電柱撤
去、街路灯再配置 3,000 ｍ

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

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

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
基本的に歩道有効幅員が確保されており、一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。

３．事業区間 道路管理者 桐ケ丘1-10付近～西が丘2-8-3付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 1,500ｍ

１．施設名、路線名 すべて 桐－03　都道455号

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

【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： 桐－04 地区： 桐ケ丘・西が丘周辺

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 640 ｍ

2 歩道等 640 ｍ

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

640 ｍ 必要に応じて検討

4
歩道のない
道路

― ―

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

歩道整備（南側区間）及び交通安全対策
（交通管理者と連携）

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
（未買収地を除く）

自転車走行空間の整備

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）

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
当該区間は、一部未買収地が残るものの、道路の直線化整備の目途が立ったため、平成28年度から平成29年度にかけて
車道及び歩道の暫定整備を行う。

３．事業区間 道路管理者 路線区間：赤羽西6-17-13付近～赤羽西6-15付近　　事業区間：桐ヶ丘1丁目地内～赤羽西6丁目地内

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 320 m

１．施設名、路線名 すべて 桐－04　都道445号

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

【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： 区道共通 地区： 全体

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 ― ―

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓

4 維持管理 ― ― ✓

5 維持管理 ― ― ✓

6 指導・啓発

道路不法占用防止のパトロー
ル・注意・指導、違反物件の
除去、放置自転車の移送

― ― ✓

7 指導・啓発

交通管理者との連携による自
転車利用者マナー向上に向け
た啓発活動、駅周辺の放置自
転車移送及び自転車駐車場の
整備

― ― ✓
自転車駐車場は、関係機関との
協議や民間助成制度の活用等に
より、整備する。

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駅周辺（放置自転車整
理区域）の放置自転車対策

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

北区自転車ネットワーク計画（策定予定）に基づく
自転車走行空間整備の推進

視覚障害者誘導用ブロックを活用した
案内誘導の仕組みや表示方法等の検討

多様な利用者に配慮した公共サイン等の設置や改修
（北区都市計画課ほか）

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 ―

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 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

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 区道共通



番号： 赤－01 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

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次交
換していく。 必要 箇所

3
バス乗降
場・バス停
留所

歩道の幅員が確保できる、支
障物がない等の条件を満たし
ている場所に、バス事業者か
らの申請に基づき設置を許可

必要 箇所 占用可否を判断

4
バス乗降
場・バス停
留所

大規模補修工事に合わせて検
討する。 必要 箇所

構造改良についてはバス事業者
の協力が必要

5
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

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・バス停留所への誘
導）

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

歩道の傾きやがたつき、横断歩道部の勾配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの
目の細かいものへの交換

バス停留所へのベンチや屋根の設置及び
待合スペースの確保（バス事業者との連携）

バスが正着しやすい構造への改良及び視覚障害者誘
導用ブロックの設置（バス事業者との連携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員はおおむね確保されているが、一部視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏ま
えた軽微な改善については短期的に対応し、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

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 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 670m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者 赤羽西1-40-1付近・赤羽台3-7付近～赤羽台3-1付近・赤羽台4-2付近

【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

１．施設名、路線名 すべて 赤-01　北1984号・北1288号



番号： 赤－02 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 安全対策

交通管理者と協議のうえ、随
時実施する。 ― ―

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

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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
歩道がない経路である。配慮事項を踏まえ、必要に応じて経路の実情に合った交通安全対策を検討する。

３．事業区間 道路管理者 赤羽台3-8-1付近～赤羽台3-10-4付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 100m

１．施設名、路線名 すべて 赤-02　北1562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： 赤－03 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

赤羽台団地建て替え事業に合
わせ整備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次交
換していく。 必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
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

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
歩道幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえ路面補修などの機会
を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽台3-1付近～赤羽台1-1付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 220m

１．施設名、路線名 すべて 赤-03　北1555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： 赤－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
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

企業者工事完了後に設置を検
討。 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

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

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
歩道幅員がやや狭く、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。配慮事項を踏まえ路面補修などの機
会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽西1-6付近～赤羽西1-35付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 140m

１．施設名、路線名 すべて 赤-04　北1278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： 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： 赤－06 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

赤羽台団地建て替え事業に合
わせ整備する。 必要 箇所 団地内通路は管理外

2 歩道等

横断歩道部においては順次交
換していく。 必要 箇所 団地内通路は管理外

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

赤羽台団地建て替え事業に合
わせ整備する。 必要 箇所 団地内通路は管理外

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

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
団地内の経路であり、西側の一部区間を除き歩道幅員が非常に狭く、視覚障害者誘導ブロックが設置されていない。UR都
市機構の「赤羽台団地建替え事業」に合わせて歩道部の整備も進めていく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽台1-4付近～赤羽台2-1-38付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 740m

１．施設名、路線名 すべて 赤-06　北1970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： 赤－07 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

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次交
換していく。 必要 箇所

3
バス乗降
場・バス停
留所

歩道の幅員が確保できる、支
障物がない等の条件を満たし
ている場所に、バス事業者か
らの申請に基づき設置を許可

必要 箇所 占用可否を判断

4
バス乗降
場・バス停
留所

大規模補修工事に合わせて検
討する。 必要 箇所

5
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

6
歩道のない
道路

歩道形式は、都市計画道路につき、セ
ミフラット形式（バリアフリー仕様）
に整備する予定である。 3,600 ㎡

7 安全対策

大規模補修工事に合わせて検
討する。 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

都市計画道路（区画街路３号線、補助８６号線、補助２４３号線）の事業区間。

バスが正着しやすい構造への改良及び視覚障害者誘
導用ブロックの設置（バス事業者との連携）

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）

コミュニティ道路整備等の検討
（都市計画道路補助２４３号線の部分）

車いすなどが一時停止できる平坦部や手すり、
ベンチの設置等

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

バス停留所へのベンチや屋根の設置及び
待合スペースの確保（バス事業者との連携）

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

駅付近の歩道幅員はおおむね確保されているが、一部視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事
項を踏まえた軽微な改善については短期的に対応し、大規模な改善については都市計画道路整備に合わせて対応してい
く。

３．事業区間 道路管理者 赤羽西1-35付近～西が丘1-21-1付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 950m

１．施設名、路線名 すべて 赤-07　北1278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： 赤－08 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

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

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

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
歩道のない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

３．事業区間 道路管理者 赤羽西4-4-2付近～赤羽西4-8-4付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 190m

１．施設名、路線名 すべて 赤-08　北1518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： 赤－10 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

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

都市計画道路（補助８３号線、補助７３号線）の事業区間。

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

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
歩道のない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

３．事業区間 道路管理者 赤羽西1-22-16付近～赤羽西1-22-14付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 100m

１．施設名、路線名 すべて 赤-10　北1523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： 赤－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 安全対策

交通管理者と協議のうえ、随
時実施する。 ― ― ✓

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

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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
歩道がない経路である。配慮事項を踏まえ、必要に応じて経路の実情に合った交通安全対策を検討する。

３．事業区間 道路管理者 赤羽西3-4付近～赤羽西3-18-10付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 420m

１．施設名、路線名 すべて 赤-12　北1023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： 赤－13 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 安全対策

交通管理者と協議のうえ、随
時実施する。 ― ― ✓

2
歩道のない
道路

横断歩道部においては順次交
換していく。 必要 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

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

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

経路の実情に合った交通安全対策
（交通管理者との連携）

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

清水坂公園へ誘導する案内表示の設置

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
歩道がない経路である。配慮事項を踏まえ、必要に応じて経路の実情に合った交通安全対策や案内表示の設置等を検討す
る。

３．事業区間 道路管理者 赤羽西3-4-2付近・赤羽西3-3-1付近～赤羽西3-4-6付近・赤羽西3-6-2付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 140m

１．施設名、路線名 すべて 赤-13　北1512号・北1513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： 赤－14 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

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
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

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

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・バス停留所への誘
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

ガード下には両側歩道、清水坂公園付近は片側歩道、公園から環状七号線へは歩道のない経路となっている。歩道部には
階段があるが、ガード下からアクセスする清水坂公園内のスロープで坂の上に登ることが可能である。配慮事項を踏まえ
路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 十条仲原3-1-5付近・十条仲原4-2付近～十条仲原3-3-7付近・中十条4-16-32付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 480m

１．施設名、路線名 すべて 赤-14　北1467号・北2010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： 赤－17 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

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

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

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
歩道がない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

３．事業区間 道路管理者 岩淵町39-36付近～岩淵町39-3付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 40m

１．施設名、路線名 すべて 赤-17　北1617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： 赤－19 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

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

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

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
歩道がない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

３．事業区間 道路管理者 岩淵町14-6付近～岩淵町25-22付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 320m

１．施設名、路線名 すべて 赤-19　北1064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： 赤－20 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

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

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

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
歩道のない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

３．事業区間 道路管理者 岩淵町10-1付近・岩淵町4-3付近～岩淵町3-7付近・岩淵町8-15付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 170m

１．施設名、路線名 すべて 赤-20　認定外岩淵2号・北1627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： 赤－21 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

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

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

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
歩道のない経路であり、商店街はインターロッキングブロック舗装がされている。必要に応じて維持管理や指導・啓発を
実施する。

３．事業区間 道路管理者 赤羽1-14-1付近・赤羽1-22-4・赤羽1-21-5～赤羽1-62-10付近・赤羽1-23-6・赤羽1-24-6

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 450m

１．施設名、路線名 すべて 赤-21　北1236号・北1238号・北1240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： 赤－22 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

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所 自転車置き場整備工事有

2 歩道等

横断歩道部においては順次交
換していく。 必要 箇所

3
バス乗降
場・バス停
留所

大規模補修工事に合わせて検
討する。 必要 箇所 自転車置き場整備工事有

4
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所 自転車置き場整備工事有

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

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・適切な設置・バス停
留所及び生活関連施設への誘導）

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

バスが正着しやすい構造への改良及び視覚障害者誘
導用ブロックの設置（バス事業者との連携）

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。配慮事項を踏まえ路面補修などの機
会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽2-70付近～赤羽南1-20-1付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 750m

１．施設名、路線名 すべて 赤-22　北1283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： 赤－23 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

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

2 歩道等

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
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

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
（路面補修整備予定箇所）

高架下や西口駅前広場付近の勾配や段差の改善

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・適切な設置）
（連続設置については長期的に検討）

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連続設置または部分設置されている経路である。東側はLaLaガーデン
として天蓋アーケードや駐輪場が整備されており、12時～20時は歩行者天国となっている。指摘箇所の軽微な改善につい
ては短期的に対応し、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽2-6-18付近・赤羽1-67付近～赤羽1-1-76付近・赤羽西1-40-1付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 600m

１．施設名、路線名 すべて 赤-23　北1284号・北2024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： 赤－24 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

大規模補修工事に合わせて整
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

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の解消

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
歩道幅員がおおむね確保され、JIS規格に適合した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。配慮事
項を踏まえ路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽南2-7-4・赤羽南2-9・赤羽南1-4-12～赤羽南2-9・赤羽南1-1-10・赤羽南1-4-7

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 540m

１．施設名、路線名 すべて 赤-24　北1048号・北1053号・北1307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： 赤－25 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

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

2
バス乗降
場・バス停
留所

歩道の幅員が確保できる、支
障物がない等の条件を満たし
ている場所に、バス事業者か
らの申請に基づき設置を許可

必要 箇所 占用可否を判断

3
バス乗降
場・バス停
留所

大規模補修工事に合わせて検
討する。 必要 箇所

4
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
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

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・バス停留所及び生活関連施設へ
の誘導）

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

バス停留所へのベンチや屋根の設置及び
待合スペースの確保（バス事業者との連携）

バスが正着しやすい構造への改良及び視覚障害者誘
導用ブロックの設置（バス事業者との連携）

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
経路北側は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。南側は歩道幅員が狭く、視覚障害者
誘導用ブロックが設置されていない。配慮事項を踏まえ路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 東十条6-9付近～赤羽南1-7-2付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 820m

１．施設名、路線名 すべて 赤-25　北1272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： 赤－26 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

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次交
換していく。 必要 箇所

3 歩道等

公園の再整備に合わせ検討す
る。 必要 箇所

4
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
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

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・バス停留所及び生活関連施設へ
の誘導）

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

側溝の蓋（グレーチング）などの
目の細かいものへの交換

赤羽公園西側への歩道設置

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

歩道幅員が狭く、一部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。配慮事項を踏まえた軽微な改善につ
いては短期的に対応し、大規模な改善については路面補修や沿道施設の再整備などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽南1-12-10付近～赤羽2-1-21付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 260m

１．施設名、路線名 すべて 赤-26　北1225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： 赤－27 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 安全対策

交通管理者と協議し外側線等
の設置検討を行う。 ― ―

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

路線の大部分で、ダイエーの歩道状空地が歩行空間となっている。

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

外側線の設置など、経路の実情に合った交通安全対
策（交通管理者との連携）

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
歩道がない経路である。配慮事項を踏まえ、外側線の設置等の交通安全対策を検討する。

３．事業区間 道路管理者 赤羽2-4-14付近～赤羽2-2-1付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 130m

１．施設名、路線名 すべて 赤-27　北1954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： 赤－28 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

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
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

一部区間は沿道施設の歩道状空地により歩行空間としての幅員が確保されている。

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

横断歩道部の勾配の解消

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）
（破損箇所は短期的に改修する）

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

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

歩道幅員が非常に狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である（赤羽会館前を除く）。配慮事項を踏
まえた軽微な改善については短期的に対応し、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽南1-14付近～赤羽2-1-7付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 190m

１．施設名、路線名 すべて 赤-28　北1224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： 赤－29 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

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次交
換していく。 必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
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

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
（破損箇所は短期的に改修する）

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
歩道幅員が狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえた軽微な改善については
短期的に対応し、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽南1-13-1付近～赤羽南1-10-3付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 90m

１．施設名、路線名 すべて 赤-29　北1227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： 赤－30 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

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次交
換していく。 必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
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

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
（破損箇所は短期的に改修する）

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
歩道幅員が非常に狭く（一部片側のみ）、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえ
た軽微な改善については短期的に対応し、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽南1-11-1付近～志茂1-36-13付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 870m

１．施設名、路線名 すべて 赤-30　北1053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： 赤－31 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

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次交
換していく。 必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
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

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
（破損箇所は短期的に改修する）

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（JIS規格適合・輝度比の確保）

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
歩道幅員が非常に狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえた軽微な改善につ
いては短期的に対応し、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽南1-9-11付近～赤羽1-2-1付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 100m

１．施設名、路線名 すべて 赤-31　北1219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： 赤－32 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

横断歩道部においては順次交
換していく。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
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

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
歩道幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえた軽微な改善につい
ては短期的に対応し、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 神谷3-16付近～赤羽南2-21-1付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 780m

１．施設名、路線名 すべて 赤-32　北1282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： 赤－33 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 安全対策

交通管理者と協議のうえ、随
時実施する。 ― ― ✓

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

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

経路の実情に合った交通安全対策
（交通管理者との連携）

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
歩道がない経路である。配慮事項を踏まえ、必要に応じて経路の実情に合った交通安全対策等を検討する。

３．事業区間 道路管理者 志茂4-43-2・志茂3-23-1・志茂3-22-5・志茂4-30-11～志茂4-44-1・志茂5-18-3・志茂3-23-1・志茂4-31-2

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 610m

１．施設名、路線名 すべて 赤-33　北1058号・北1059号・北1660号・北1634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： 赤－34 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

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
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

経路に隣接して、（仮称）赤羽台のもり公園の整備が予定されている。

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

横断歩道部の勾配の解消

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
歩道幅員が非常に狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえ、路面補修などの
機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽台1-3付近～赤羽台1-6付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 210m

１．施設名、路線名 すべて 赤-34　北1555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： 赤－35 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

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

都市計画道路整備の状況を踏まえた検討が必要。

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

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
都市計画道路（補助86号線）の事業区間。歩道幅員が確保され、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路であ
る。配慮事項を踏まえ、路面補修や都市計画道路の整備などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 志茂1-35-24付近～志茂1-3-7付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 260m

１．施設名、路線名 すべて 赤-35　北1056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： 赤－36 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

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

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

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
準歩道として外側線内がインターロッキング舗装されている。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

３．事業区間 道路管理者 志茂1-4-20付近・志茂1-2-22付近～志茂1-2-22付近・志茂1-3-9付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 130m

１．施設名、路線名 すべて 赤-36　北2017号・北1056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： 赤－37 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

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
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

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

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
歩道幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえ、路面補修などの機
会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 神谷3-11付近～志茂1-8-2付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 200m

１．施設名、路線名 すべて 赤-37　北2018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： 赤－38 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

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
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

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

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
片側歩道で幅員が狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえ、路面補修などの
機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 神谷3-12-1付近～神谷3-12-1付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 100m

１．施設名、路線名 すべて 赤-38　北1722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： 赤－39 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
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

赤羽体育館開設に伴い設置検
討 必要 箇所

南側道路区域外、公園または体
育館管理者で検討が望ましい。

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

経路に隣接して、赤羽体育館の整備が実施されている。

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

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
歩道幅員はおおむね確保されているが、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえた
軽微な改善については短期的に対応し、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 志茂3-3-3付近・志茂3-1-19付近～志茂3-3-11付近・志茂3-1-7付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 180m

１．施設名、路線名 すべて 赤-39　北1056号・北1661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： 赤－40 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
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
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

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

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
一部を除き歩道のない経路であり、一部区間で外側線やガードレール設置などの交通安全対策が実施されている。配慮事
項を踏まえ、路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 神谷2-20-9付近～神谷3-32-17付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 360m

１．施設名、路線名 すべて 赤-40　北1052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： 赤－41 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

大規模補修工事に合わせて整
備する。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて整
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

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

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
歩道幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえ、路面補修などの機
会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 神谷2-2-1付近～神谷3-35-10付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 350m

１．施設名、路線名 すべて 赤-41　北1050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： 赤－42 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

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

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

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
歩道のない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

３．事業区間 道路管理者 志茂3-6-13付近・志茂3-6-13付近～志茂3-6-13付近・志茂3-14-1付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 300m

１．施設名、路線名 すべて 赤-42　北1056号・北1285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： 浮－01 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 歩道等

路面補修工事にて全面補修

必要 箇所

2 歩道等

路面補修にて交換を行う

必要 箇所

3
バス乗降
場・バス停
留所

歩道の幅員が確保できる、
支障物がない等の条件を満
たしている場所に、バス事
業者からの申請に基づき設
置を許可

必要 箇所 占用可否を判断

4
バス乗降
場・バス停
留所

路面補修工事にて検討（バ
ス事業者バス停移設計画あ
り）

必要 箇所 バス事業者との役割分担

5
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

路面補修工事にて設置して
いく 必要 箇所

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・バス停留所及び生活
関連施設への誘導）

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

歩道の傾きやがたつき、横断歩道部の勾配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

バス停留所へのベンチや屋根の設置及び
待合スペースの確保（バス事業者との連携）

バスが正着しやすい構造への改良及び視覚障害者誘
導用ブロックの設置（バス事業者との連携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員は確保されているが、一部視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。また、勾配が急な区
間があり、一部手すりの設置がされている。配慮事項を踏まえ、路面補修などの機会を捉えて対応していく。

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 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

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者 桐ケ丘2-1付近～赤羽北2-13-13付近

【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

１．施設名、路線名 すべて 浮-01　北1922号

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 510m



番号： 浮－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 歩道等

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

準歩道への点字ブロック設置は
困難

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

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

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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

歩道幅員がやや狭い箇所があり（一部ガードレールによる準歩道）、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない
経路である。配慮事項を踏まえた軽微な改善については短期的に対応し、大規模な改善については路面補修などの機
会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 浮間2-25-4付近・浮間2-17-2付近～浮間2-16-17付近・浮間2-17-16付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 650ｍ

１．施設名、路線名 すべて 浮-02　北1099号・北1293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： 浮－03 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 歩道等

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次
交換していく。 必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
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

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

歩道幅員がやや狭く（西浮間小学校付近は除く）、視覚障害者誘導用ブロックが一部設置されていない経路である。
都立浮間公園付近の区間はコミュニティ道路化されている。配慮事項を踏まえた軽微な改善については短期的に対応
し、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 浮間2-26付近・浮間2-1-6付近・浮間2-6付近～浮間2-10-13付近・浮間2-7-1付近・浮間2-5-23付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 770ｍ

１．施設名、路線名 すべて 浮-03　北1071号・北1094号・北1095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： 浮－04 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
歩道のない
道路

横断歩道部においては順次
交換していく。 必要 箇所

2 安全対策

交通管理者と協議のうえ、
実施する。 ― ― ✓

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

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

経路の実情に合った交通安全対策
（交通管理者との連携）

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
歩道がない経路である。配慮事項を踏まえ、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。

３．事業区間 道路管理者 浮間4-28付近～浮間4-27付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 330ｍ

１．施設名、路線名 すべて 浮-04　北1109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： 浮－05 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 歩道等

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次
交換していく。 必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

4 安全対策

交通管理者と協議のうえ、
随時実施する。 ― ― ✓

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

一部宅地内の歩道状空地。

経路の実情に合った交通安全対策
（交通管理者との連携）

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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

北側区間は歩道幅員が確保されている。南側区間は幅員がやや狭く、片側歩道となっており、一部ガードレールや路
肩のカラー化などの交通安全対策を実施している。配慮事項を踏まえた軽微な改善については短期的に対応し、大規
模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 浮間4-28付近・浮間5-12付近～浮間5-4-23付近・浮間5-14-6付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 900ｍ

１．施設名、路線名 すべて 浮-05　北1101号・北1113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： 浮－06 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 歩道等

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
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

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

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
歩道幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえ、路面補修など
の機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 浮間4-14-24付近～浮間4-10-24付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 350ｍ

１．施設名、路線名 すべて 浮-06　北1292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： 浮－07 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 歩道等

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次
交換していく。 必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
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

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
歩道幅員が狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえた軽微な改善につい
ては短期的に対応し、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 浮間3-13-11付近・浮間4-9付近～浮間3-11-25付近・浮間3-15付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 470ｍ

１．施設名、路線名 すべて 浮-07　北1082号・北1290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： 浮－08 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 歩道等

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次
交換していく。 必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
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

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
歩道幅員はおおむね確保されているが、ガード下などの一部で非常に狭い箇所がある。配慮事項を踏まえた軽微な改
善については短期的に対応し、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 浮間3-1-18付近・浮間3-3-2付近～浮間5-3付近・浮間3-1-22付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 730ｍ

１．施設名、路線名 すべて 浮-08　北1066号・北1290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： 浮－09 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 歩道等

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
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

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

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
歩道幅員はおおむね確保されており（植栽ます部でやや狭い）、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路
である。配慮事項を踏まえ、路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 浮間1-8-2付近・浮間1-9付近～浮間1-9付近・浮間1-8付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 120ｍ

１．施設名、路線名 すべて 浮-09　北1073号・北1077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： 浮－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 安全対策

交通管理者と協議のうえ、
随時実施する。 ― ― ✓

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

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

経路の実情に合った交通安全対策
（交通管理者との連携）

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
歩道がない経路である。配慮事項を踏まえ、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。

３．事業区間 道路管理者 赤羽北1-11-7付近～赤羽北2-33付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 100ｍ

１．施設名、路線名 すべて 浮-10　北1599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： 浮－11 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 歩道等

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次
交換していく。 必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
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

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
非常に狭い片側歩道となっており、歩道のない側は外側線が整備されている。配慮事項を踏まえた軽微な改善につい
ては短期的に対応し、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽北2-14付近～赤羽北2-14-3付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 70ｍ

１．施設名、路線名 すべて 浮-11　北1592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： 浮－12 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 歩道等

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
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

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

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
歩道幅員はやや狭く（一部ガードレールによる準歩道）、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路であ
る。配慮事項を踏まえ、路面補修などの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽北2-30付近・赤羽北2-31-18付近～赤羽北2-33付近・赤羽北2-26-11付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 350ｍ

１．施設名、路線名 すべて 浮-12　北1598号・北1604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： 浮－13 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 歩道等

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
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

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

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
歩道幅員は非常に狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえ、路面補修な
どの機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽北1-13付近～赤羽北2-33-3付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 260ｍ

１．施設名、路線名 すべて 浮-13　北1603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： 浮－14 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 歩道等

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
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

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

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（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
歩道幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえ、路面補修など
の機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 赤羽北3-3-20付近・赤羽北3-2-7付近～赤羽北3-6付近・赤羽北3-6-1付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 270ｍ

１．施設名、路線名 すべて 浮-14　北1288号・北1587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： 桐－01 地区： 桐ケ丘・西が丘周辺

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

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次
交換していく。 必要 箇所

3
バス乗降
場・バス停
留所

歩道の幅員が確保できる、
支障物がない等の条件を満
たしている場所に、バス事
業者からの申請に基づき設
置を許可

必要 箇所 占用可否を判断

4
バス乗降
場・バス停
留所

大規模補修工事に合わせて
検討する。 必要 箇所

構造改良についてはバス事業者
の協力が必要

5
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

【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

１．施設名、路線名 すべて 桐-01　北1070号

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 450ｍ

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者 桐ケ丘2-5付近～桐ケ丘1-8付近

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえた軽微な改善に
ついては短期的に対応し、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

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 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設置（JIS規格適合・輝
度比の確保・バス停留所及び生活関連施設への誘
導）

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

歩道の傾きやがたつき、横断歩道部の勾配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

バス停留所へのベンチや屋根の設置及び
待合スペースの確保（バス事業者との連携）

バスが正着しやすい構造への改良及び視覚障害者誘
導用ブロックの設置（バス事業者との連携）



番号： 桐－02 地区： 桐ケ丘・西が丘周辺

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．施設名、路線名 すべて 桐-02　私道

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

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
歩道のない私道であり、必要に応じて維持管理や指導・啓発の実施を要請する。

３．事業区間 道路管理者 桐ケ丘2-7-27付近～桐ケ丘2-7付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 100m

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

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

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： 桐－05 地区： 桐ケ丘・西が丘周辺

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

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次
交換していく。 必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

【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

３．事業区間 道路管理者 赤羽西5-2-35付近・赤羽西5-4付近～赤羽西5-2付近・赤羽西5-12-3付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 330m

１．施設名、路線名 すべて 桐-05　北1530号・北1966号

２．事業主体 すべて 北区　土木部

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設置されていない経路である。配慮事項を踏まえた軽微な改善に
ついては短期的に対応し、大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

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： 桐－06 地区： 桐ケ丘・西が丘周辺

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 安全対策

交通管理者と協議のうえ、
随時実施する。 ― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 桐-06　北1119号・北1536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

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
歩道がない（一部設置区間も区道区域外）経路である。配慮事項を踏まえ、必要に応じて経路の実情に合った交通安
全対策を検討する。

３．事業区間 道路管理者 赤羽西6-10-9付近・赤羽西6-9付近～赤羽西6-9付近・赤羽西6-9-1付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 170m

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

経路の実情に合った交通安全対策
（交通管理者との連携）

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

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： 桐－07 地区： 桐ケ丘・西が丘周辺

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

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次
交換していく。 必要 箇所

3
バス乗降
場・バス停
留所

歩道の幅員が確保できる、
支障物がない等の条件を満
たしている場所に、バス事
業者からの申請に基づき設
置を許可

必要 箇所 占用可否を判断

4
バス乗降
場・バス停
留所

大規模補修工事に合わせて
検討する。 必要 箇所

構造改良についてはバス事業者
の協力が必要

5
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

【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

３．事業区間 道路管理者 西が丘3-17-15付近・赤羽西4-45-4付近～西が丘1-20-12付近・赤羽西4-44-1付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 770m

１．施設名、路線名 すべて 桐-07　北1278号・北1280号

２．事業主体 すべて 北区　土木部

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

一部区間で歩道幅員が狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえた軽微な
改善については短期的に対応し、大規模な改善については路面補修や都市計画道路整備事業などの機会を捉えて対応
していく。

バスが正着しやすい構造への改良及び視覚障害者誘
導用ブロックの設置（バス事業者との連携）

視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合・輝
度比の確保・バス停留所及び生活関連施設への誘
導）

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

バス停留所へのベンチや屋根の設置及び
待合スペースの確保（バス事業者との連携）

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： 桐－08 地区： 桐ケ丘・西が丘周辺

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

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次
交換していく。 必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

１．施設名、路線名 すべて 桐-08　北1531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

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設置されていない経路である。配慮事項を踏まえ路面補修などの
機会を捉えて対応していく。

３．事業区間 道路管理者 西が丘3-16-15付近～西が丘3-17-15付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 250m

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

視覚障害者誘導用ブロックの設置（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

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： 桐－09 地区： 桐ケ丘・西が丘周辺

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

横断歩道部においては順次
交換していく。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

【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

３．事業区間 道路管理者 西が丘1-45-12付近～西が丘1-47-14付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 200m

１．施設名、路線名 すべて 桐-09　北1276号

２．事業主体 すべて 北区　土木部

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
歩道幅員が狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。配慮事項を踏まえた軽微な改善につい
ては短期的に対応し、大規模な改善については路面補修や都市計画道路整備事業などの機会を捉えて対応していく。

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

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： 桐－10 地区： 桐ケ丘・西が丘周辺

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

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

１．施設名、路線名 すべて 桐-10　北1019号・北1503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

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

一部歩道が設置されているが、幅員が狭く波打ち歩道となっており、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていな
い。歩道のない区間は、路肩のカラー化を実施している。配慮事項を踏まえ路面補修などの機会を捉えて対応してい
く。

３．事業区間 道路管理者 西が丘1-5-7付近・西が丘1-6-7付近～西が丘1-12付近・西が丘1-5-2付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 100m

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

視覚障害者誘導用ブロックの設置（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

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： 桐－11 地区： 桐ケ丘・西が丘周辺

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

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部においては順次
交換していく。 必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模補修工事に合わせて
整備する。 必要 箇所

【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

３．事業区間 道路管理者
西が丘2-22-9付近・西が丘1-48-16付近・西が丘1-29-1付近・西が丘3-12付近
～西が丘1-28-4付近・西が丘1-48-3付近・西が丘1-41-3付近・西が丘3-12付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 350m

１．施設名、路線名 すべて 桐-11　北1484号・北1496号・北1920号・北1021号

２．事業主体 すべて 北区　土木部

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

西側区間は歩道幅員が確保されているが視覚障害者誘導用ブロックが設置されておらず、東側は歩道のない経路（外
側線表示）である。配慮事項を踏まえた軽微な改善については短期的に対応し、大規模な改善については路面補修な
どの機会を捉えて対応していく。

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

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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


