
番号： 建築物①-01 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 建物内通路
平成２９年２月１３日以降、機
能交換（移転）によりバリアフ
リー化対応済みとなる。

2 トイレ
平成２９年２月１3日以降、機
能交換（移転）によりバリアフ
リー化対応済みとなる。

3 トイレ
平成２９年２月１3日以降、機
能交換（移転）によりバリアフ
リー化対応済みとなる。

4 トイレ
平成２９年２月１3日以降、機
能交換（移転）によりバリアフ
リー化対応済みとなる。

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

「わたしの便利帳」により
施設のバリアフリー関連情
報を提供する。

― ― ✓
今後は、区民の意見等を踏ま
え、順次改善に取り組む。

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 人的対応で案内する。

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 人的対応で案内する。

１．施設名、路線名 すべて 赤羽区民事務所・シルバー人材センター・赤羽しごとコーナー

【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　区民部　戸籍住民課

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 赤羽1-67-62

一般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
本施設は、平成29年2月13日に赤羽エコー広場館との機能交換により新規オープンする。同年４月１日以降は、指定管
理となる。基本的なバリアフリー化は図られており、今後は区民意見や配慮事項を踏まえて改善に取り組む。

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 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

主要な通路での十分な幅員の確保（１２０㎝以上）

多機能トイレの自動扉への改修

JIS規格に適合したボタン配置への変更

パンフレットやWEBによる施設のバリアフリー
関連情報の提供

音声案内や触知案内図の設置

筆談用具の設置及び案内の表示

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

東日本旅客鉄道株式会社から土地を借用しているため、その仕様は北区単独で変更できず、東日本旅客鉄道株式会社
の同意が必要である。



番号： 建築物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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

50 枚 施設の移設や将来計画

2 上下移動 4 個 施設の移設や将来計画

3 上下移動

既設鏡に加え、浮彫表示ボタ
ン・音声案内設置検討する。 1 基 施設の移設や将来計画

4 トイレ

既設可動手すりに加え、オスト
メイト・大型ベッド設置検討す
る。

1 台 施設の移設や将来計画

5 トイレ 1 台 施設の移設や将来計画

6 トイレ

手洗器自動水栓の設置を検討す
る。 12 個 施設の移設や将来計画

7 トイレ 6 個 施設の移設や将来計画

8 トイレ

既設多機能トイレに加え、一般
トイレにも非常呼び出しボタン
の設置を検討する。

15 個 施設の移設や将来計画

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

既設表示に加え、点字案内の設
置を検討する。 2 枚 施設の移設や将来計画

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

【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

１．施設名、路線名 すべて 浮間分室・浮間区民センター ・浮間地域振興室・浮間ふれあい館

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2-10-2

２．事業主体 すべて 北区　地域振興部　地域振興課

３．事業区間 道路管理者 ―

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

エレベーターや車いす使用者用トイレなど、基本的なバリアフリー化は行われているが、建築時の基準によるものであ
り、一部対応が不十分な箇所も見受けられる。改修の機会を捉えて、移動円滑化基準への適合、案内や人的対応の充実を
図る。

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

一般トイレへの乳幼児用設備の設置

自動水栓の設置

フラッシュライト等の設置

一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置

点字案内の設置（施設案内・エレベーター）

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

事業内容

歩道上から出入口、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）

階段手すりの改修（１段⇒２段）

エレベーターのボタン改修（浮彫表示）及び音声案
内設置

多機能トイレへのオストメイト対応設備、大型ベッ
ド設置



11
駐車場・駐
輪場

1 台 施設の移設や将来計画

12 その他設備

車いすに加え、ベビーカーの貸
出を検討する。 ― ― 施設の移設や将来計画

13 その他設備 ― ― 施設の移設や将来計画

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

朝礼などの機会をとらえて、情
報交換を行う。 ― ― ✓ 施設の移設や将来計画

15
人的対応・
こころのバ
リアフリー

利用者への啓発を行う。

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

車いす使用者用駐車施設へのマーク表示

ベビーカーの貸出及び案内の掲示

電光表示や呼出受信機の導入

職員によるこころのバリアフリーに関する情報交換

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



番号： 建築物①-03 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓
平成３０年１０月１日に統合に
より施設廃止予定

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓
平成３０年１０月1日に統合に
より施設廃止予定

【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

１．施設名、路線名 すべて 桐ケ丘分室

２．事業主体 すべて 北区　区民部　戸籍住民課

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 桐ヶ丘2-7-27

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
バリアフリーを考慮した建物ではないのが現状である。今後、施設は廃止の予定であるため、案内や人的対応の充実
などソフト事業を中心に推進を図る。

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

こころのバリアフリーに関する情報共有及び
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・ルール等の利用者への啓発

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

平成３０年１０月１日に統合により施設廃止予定

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法



番号： 建築物①-04 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 上下移動 5 個 施設の移設や将来計画

2 トイレ

既設ベビーベッドに加え、オス
トメイト設置・可動手すりへの
変更検討する。

必要 箇所 施設の移設や将来計画

3 トイレ

既設ベビーチェアに加え、オス
トメイトの設置を検討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

4 トイレ

既設手洗器自動水栓に加え、
JIS配置検討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

5 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

6 トイレ

既設多機能トイレに加え、一般
トイレにも非常呼び出しボタン
の設置を検討する。

必要 箇所 施設の移設や将来計画

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

既設表示に加え、点字案内の設
置を検討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

音声案内、点字案内の設置を検
討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

10 その他設備

車いすに加え、ベビーカーの貸
出を検討する。 ― ― 施設の移設や将来計画

11 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

【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

１．施設名、路線名 すべて 神谷分室・神谷区民センター(神谷ふれあい館)・神谷こどもセンター・神谷地域振興室・神谷図書館

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 神谷3-35-17

２．事業主体 すべて 北区　地域振興部　地域振興課

３．事業区間 道路管理者 ―

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
基本的には移動円滑化基準に適合しているが、配慮事項を踏まえ、案内や人的対応の充実などソフト事業を中心に推進を
図る。

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

フラッシュライト等の設置

一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置

点字案内・音声案内の設置

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

施設内への視覚障害者誘導用ブロックの設置

ベビーカーの貸出及び案内の掲示

事業内容

階段手すりの改修（１段⇒２段）

多機能トイレへのオストメイト対応設備設置、
可動式手すりへの変更

一般トイレへのオストメイト対応設備設置

JIS規格に適合したボタン配置への変更

授乳室やおむつ交換台の設置



12 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

朝礼などの機会をとらえて、情
報交換を行う。 ― ― ✓ 施設の移設や将来計画

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

利用者への啓発を行う。

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

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

電光表示や呼出受信機の導入

職員によるこころのバリアフリーに関する情報交換

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



番号： 建築物①-05 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

出入口から建物内の案内施
設までの視覚障害者誘導用
ブロック設置を検討する。 必要 箇所

施設の移設や将来計画に配慮。
道路と主要出入口の段差解消
済、歩道上から出入口までの視
覚障害者誘導用ブロック設置
済。

2
小ホール
出入口

踏み台を置いて段差解消
済。 1 箇所

施設の移設や将来計画に配慮。
平成２８年に実施済み。

3 上下移動 必要 箇所
施設の移設や将来計画に配慮。
段鼻の色の強調は対応済。手す
りについては、片側に設置済。

4 上下移動

エレベーターの交換を含め
て検討する。 1 基 施設の移設や将来計画

5 トイレ 必要 箇所

施設の移設や将来計画に配慮。
利用の現状からは必要性は薄い
が、施設の利用計画など将来の
変動要因を含めて検討する。

6 トイレ 必要 箇所
施設の移設や将来計画に配慮。
多機能トイレは設置済。

7 トイレ 必要 箇所

施設の移設や将来計画に配慮。
利用の現状からは必要性は薄い
が、施設の利用計画など将来の
変動要因を含めて検討する。

8 トイレ 必要 箇所
施設の移設や将来計画に配慮。
多機能トイレは設置済。

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

施設の移設や将来計画に配慮。
利用の現状からは必要性は薄い
が、施設の利用計画など将来の
変動要因を含めて検討する。

わかりやすい案内表示の設置

事業内容

歩道上から出入口、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）

小ホール出入口の段差対策

階段手すりの改修（両側設置、１段⇒２段）

エレベーターの交換によるバリアフリー対応

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

多機能トイレの機能分散

一般トイレの低い位置への荷物台の設置

フラッシュライト等の設置

一般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
基本的には移動円滑化基準に適合しているが、配慮事項を踏まえ、案内や人的対応の充実などソフト事業を中心に推
進を図る。

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 赤羽南1-13-1

２．事業主体 すべて 北区　赤羽会館管理事務所

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 赤羽会館・赤羽地域振興室・赤羽健康支援センター・赤羽図書館・赤羽高齢者あんしんセンター

【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



10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ＨＰにより利用についての
具体的情報を充実させ発信
していく。

― ― 施設の移設や将来計画

11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

施設の移設や将来計画に配慮。
利用の現状からは必要性は薄い
が、施設の利用計画など将来の
変動要因を含めて検討する。

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

施設の移設や将来計画に配慮。
利用の現状からは必要性は薄い
が、施設の利用計画など将来の
変動要因を含めて検討する。

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

朝礼などの機会をとらえ
て、情報交換を行う。 ― ― 施設の移設や将来計画

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

利用者への啓発を行う。

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

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、触知案内図の設置

筆談用具の設置及び耳マーク等の案内の表示

多様な利用者への適切な対応について職員研修の実
施

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

WEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供



番号： 建築物①-06 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

3 建物内通路

防音機能を生かしつつ、Bホー
ルドア段差解消を検討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

4 居室

防音機能を生かしつつ、段差解
消を検討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

5 上下移動 必要 箇所 施設の移設や将来計画

6 トイレ

既設ベビーベッドに加え、大型
ベッドの設置を検討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

7 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

8 トイレ

既設ベビーチェアに加え、オス
トメイトの設置を検討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

9 トイレ

既設手洗器自動水栓に加え、
JIS配置検討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

10 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

11 トイレ

既設多機能トイレに加え、一般
トイレにも非常呼び出しボタン
の設置を検討する。

必要 箇所 施設の移設や将来計画

【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

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 赤羽北区民センター(赤羽北ふれあい館)・赤羽北地域振興室・赤羽北高齢者あんしんセンター

２．事業主体 すべて 北区　地域振興部　地域振興課

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 赤羽北2-25-8-201

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
基本的には移動円滑化基準に適合しているが、配慮事項を踏まえて、案内や人的対応の充実を図る。

第1和室内の段差解消

階段手すりの改修（１段→２段）

多機能トイレへの大型ベッド設置

３階多機能トイレの配置検討

一般トイレへのオストメイト設置

JIS規格に適合したボタン配置への変更

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

北赤羽駅から正面出入口、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）

濡れても滑りにくい床材への改善

Bホールドアの段差解消

フラッシュライト等の設置

一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置



12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 施設の移設や将来計画

13
案内設備・
情報のバリ
アフリー

１階の触知案内図を車いす使用
者や視覚障害者が利用しやすい
高さへ移設する。

必要 箇所 施設の移設や将来計画

14
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 施設の移設や将来計画

15
案内設備・
情報のバリ
アフリー

バリアフリーなどに関する情報
を提供を検討する。 ― ― ✓ 施設の移設や将来計画

16
案内設備・
情報のバリ
アフリー

非常口の案内を内照式に変更検
討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

17
案内設備・
情報のバリ
アフリー

エスカレーターの出入口付近に
点字・音声案内の設置。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

18 その他設備

車いす使用者を高さが低い受付
カウンターで対応できるよう、
適切な運用を行っていく。

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

19 その他設備

車いすに加え、ベビーカーの貸
出を検討する。 ― ― 施設の移設や将来計画

20 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

21
人的対応・
こころのバ
リアフリー

朝礼などの機会をとらえて、情
報交換を行う。 ― ― ✓ 施設の移設や将来計画

22
人的対応・
こころのバ
リアフリー

利用者への啓発を行う。

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

非常口の案内の変更
（内照式、フラッシュライト等の設置）

エスカレーターの出入口付近への点字・音声案内の
設置

車いす使用者に配慮した受付の運用

ベビーカーの貸出及び案内の掲示

授乳室の設置

職員によるこころのバリアフリーに関する情報交換

大きくわかりやすい案内表示の設置（３階部屋名
等）

１階触知案内図の高さ改善

点字案内の設置
（一般トイレ内・施設案内図・エレベーター）

パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー
関連情報等の提供

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



番号： 建築物①-07 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

歩道上から出入口までの段
差を解消し、障害者誘導用
ブロックの設置（出入り口
から建物内までは設置済
み）

1 箇所

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

正面出入口に段差解消ス
ロープ（鉄板）を設置する 1 箇所

3
出入口・敷
地内通路
（屋外）

道路と敷地の境界部にある
溝を砂・コンクリート等で
埋設する。

1 箇所

4 建物内通路

主要な通路に物や設備が置
かれて狭くならないように
配慮する。

― ― ✓

5 集会室

3階集会室の扉を車いす使
用者でも開閉しやすい引き
戸に改修する。

1 箇所
車いすからも掴みやすい高さに
取っ手を設置する。

6 上下移動 1 箇所
手すりの端部は安全なものにす
る。また、段鼻の色を目立たせ
て段を識別しやすくする。

7 上下移動 8 箇所

8 上下移動 1 箇所

9 トイレ 1 箇所

１．施設名、路線名 すべて 赤羽ふれあい館・ネスト赤羽

【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　地域振興部　産業振興課
（指定管理者：ＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンター、赤羽ふれあい館自主管理運営委員会）

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 赤羽1-59-9

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

当施設は昭和53年に建設した建物を平成17年に改修して開設した施設で、現在のバリアフリー基準に適合していない
ところや劣化しているところがある。今後、建替えや大規模改修の具体的な計画はないため、指摘箇所の比較的容易
な改善については短期的に対応する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

歩道上から出入口、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）

正面出入口の段差解消

道路との境界部にある溝の解消

主要な通路の幅員確保

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

集会室入口の戸の改修

階段への２段手すりの連続設置

階段手前の点状ブロックの改修（段から30cm）

大型エレベーターの設置可能性検討

多機能トイレへのオストメイト対応設備等の設置



10 トイレ 6 箇所

11 トイレ

一般トイレ及び多目的トイ
レの低い位置へ荷物台を設
置する。

7 箇所

12 トイレ

一般トイレ及び多機能トイ
レにフラッシュライトを設
置する。

7 箇所

13 トイレ 6 箇所

14 トイレ

視覚障害者が男女トイレの
区別をつけられるように、
音声案内や視覚障害者誘導
用ブロックを設置する。

3 箇所

15
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ユニバーサルデザインに基
づく案内表示を設置する。 必要 箇所

16
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ホームページ等で施設のバ
リアフリー関連情報を提供
する。

― ― ✓

17
案内設備・
情報のバリ
アフリー

階段、トイレの入り口等に
音声案内の機器を設置す
る。

必要 箇所

18
駐車場・駐
輪場

施設の出入り口付近に十分
な広さ（幅350cm以上）の
車いす利用者用駐車施設を
設置する。

1 箇所
路面にペイントするなど、車い
す専用の案内を分かりやすく表
示する。

19
駐車場・駐
輪場

（対応済み）建物の外壁に
「駐輪禁止」の張り紙をする
とともに、アスファルトに白
線を引いて通路がさえぎられ
ないように配慮した。

1 箇所 ✓

20 その他設備

（対応済み）座位用、膝が
入る構造の記入台を設置し
た。

1 箇所 平成28年度に実施済み

21 その他設備 必要 箇所

22 その他設備 1 箇所
当面は商談室や会議室を開放し
て対応する。

一般トイレへの幼児用設備等の設置

授乳室の設置

低い位置への荷物台の設置

フラッシュライト等の設置

一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置

一般トイレへの視覚障害者誘導用ブロックの設置
（男女トイレの区別）

施設内のわかりやすい案内表示の設置

WEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供

音声案内等の設置

車いす使用者用駐車場の設置

駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックな
どを遮らないような配慮

車いす使用者が利用しやすい記入台等の設置

貸出用ベビーカーの設置及び案内の表示



23 その他設備

（対応済み）正面入口の自
動販売機を車いす使用者で
も利用しやすいモデルに変
更した。

1 箇所 平成29年度に実施済み

24
人的対応・
こころのバ
リアフリー

個々の障害に配慮した丁寧
な対応を心掛ける。 ― ― ✓

25
人的対応・
こころのバ
リアフリー

適宜、張り紙等で施設利用の
ルールや多機能トイレの優先
利用の周知啓発を行う。

― ― ✓

車いす使用者の利用に配慮した自動販売機の導入

こころのバリアフリーに関する情報共有及び
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、
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

複合施設のため、各施設設置管理者間の協議が必要であったり、歩道から視覚障害者誘導用ブロックを設置する場合
は道路管理者や下水道等のマンホール管理者との協議・連携が必要となる。





番号： 建築物①-08 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

1
出入口・敷
地内通路
（屋外）

平成30年3月～4月になでしこ小
学校1階部分に移転開設のため
実施しない。

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

平成30年3月～4月になでしこ小
学校1階部分に移転開設のため
実施しない。

3 上下移動
平成30年3月～4月になでしこ小
学校1階部分に移転開設のため
実施しない。

4 上下移動
平成30年3月～4月になでしこ小
学校1階部分に移転開設のため
実施しない。

5 トイレ
平成30年3月～4月になでしこ小
学校1階部分に移転開設のため
実施しない。

6 トイレ
平成30年3月～4月になでしこ小
学校1階部分に移転開設のため
実施しない。

7 トイレ
平成30年3月～4月になでしこ小
学校1階部分に移転開設のため
実施しない。

8 トイレ
平成30年3月～4月になでしこ小
学校1階部分に移転開設のため
実施しない。

9 トイレ
平成30年3月～4月になでしこ小
学校1階部分に移転開設のため
実施しない。

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

平成30年3月～4月になでしこ小
学校1階部分に移転開設のため
実施しない。

11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ―
平成30年3月～4月になでしこ小
学校1階部分に移転開設

【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

１．施設名、路線名 すべて 志茂東ふれあい館・志茂地域振興室

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 志茂4-44-1

２．事業主体 すべて 北区　地域振興部　地域振興課（指定管理者：志茂東ふれあい館自主管理運営委員会）

３．事業区間 道路管理者 ―

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
平成30年3月末で閉館。志茂地域振興室は、平成30年3月中旬になでしこ小学校1階へ移転。志茂東ふれあい館は志茂ふれ
あい館として、平成30年4月下旬になでしこ小学校1階に開設。

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

多機能トイレへのオストメイト対応設備、大型ベッ
ド設置

ベビーカーで入れる便房の確保

JIS規格に適合したボタン配置への変更

フラッシュライト等の設置

一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置

点字案内の設置（施設案内図・エレベーター）

事業内容

歩道上から出入口、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）

自動ドアの設置

階段手すりの改修（１段⇒２段）

エレベーターのボタンの改修（浮彫表示）

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等の提供



12
駐車場・駐
輪場

平成30年3月～4月になでしこ小
学校1階部分に移転開設のため
実施しない。

13 その他設備
平成30年3月～4月になでしこ小
学校1階部分に移転開設のため
実施しない。

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

朝礼などの機会をとらえて、情
報交換を行う。 ― ―

平成30年3月～4月になでしこ小
学校1階部分に移転開設

15
人的対応・
こころのバ
リアフリー

利用者への啓発を行う。

― ―
平成30年3月～4月になでしこ小
学校1階部分に移転開設

車いす使用者用駐車施設へのマークの表示

ベビーカーの貸出及び案内の掲示

職員によるこころのバリアフリーに関する情報交換

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



番号： 建築物①-09 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

3 上下移動 必要 箇所 施設の移設や将来計画

4 上下移動 必要 箇所 施設の移設や将来計画

5 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

6 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

7 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

8 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

9 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 施設の移設や将来計画

【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

１．施設名、路線名 すべて 桐ケ丘ふれあい館

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 桐ヶ丘2-7-43

２．事業主体 すべて 北区　地域振興部　地域振興課（指定管理者：桐ケ丘ふれあい館自主管理運営委員会）

３．事業区間 道路管理者 ―

事業内容

歩道上から出入口、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）

自動ドア設置

階段手すりの改修（１段→２段）

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

都市公園内の建築物である。施設全体としてバリアフリー対応にはなっていない。桐ヶ丘団地再生計画に伴い桐ヶ丘地区
に新たに区民センターを整備する予定である。当面は案内や人的対応の充実などのソフト事業を中心に推進を図る。

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

多機能トイレの設置

ベビーカーで入れる便房の確保

自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置

案内図の設置



11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 施設の移設や将来計画

13
駐車場・駐
輪場

必要 箇所 施設の移設や将来計画

14 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

15 その他設備 ― ― 施設の移設や将来計画

16 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

17
人的対応・
こころのバ
リアフリー

朝礼などの機会をとらえて、情
報交換を行う。 ― ― ✓ 施設の移設や将来計画

18
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

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等の提供

点字案内の設置

駐車場の設置

車いす使用者が利用しやすい記入台の設置

車いす・ベビーカーの貸出及び案内の掲示

授乳室やおむつ交換台の設置

職員によるこころのバリアフリーに関する情報交換

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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



番号： 建築物①-10 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

3 上下移動 必要 箇所 施設の移設や将来計画

4 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

5 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

6 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

7 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

8 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 施設の移設や将来計画

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 施設の移設や将来計画

【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

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 島下ふれあい館

２．事業主体 すべて 北区　地域振興部　地域振興課（指定管理者：島下ふれあい館自主管理委員会）

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 赤羽西6-10-12

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
建物が古くバリアフリー対応とはなっていない。大規模改修等で改善を図る必要があるが、当面は案内や人的対応の充実
などソフト事業を中心とした推進を図る。

多機能トイレの設置

ベビーカーで入れる便房の確保

自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置

案内図の設置

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

歩道上から出入口、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）

自動ドア設置

エレベーターの設置

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等の提供

点字案内の設置



12
駐車場・駐
輪場

必要 箇所 施設の移設や将来計画

13 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

14 その他設備 ― ― 施設の移設や将来計画

15 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

16
人的対応・
こころのバ
リアフリー

朝礼などの機会をとらえて、情
報交換を行う。 ― ― ✓ 施設の移設や将来計画

17
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

職員によるこころのバリアフリーに関する情報交換

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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

駐車場の設置

車いす使用者が利用しやすい記入台の設置

車いす・ベビーカーの貸出及び案内の掲示

授乳室やおむつ交換台の設置



番号： 建築物①-11 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

3 上下移動 必要 箇所 施設の移設や将来計画

4 上下移動 必要 箇所 施設の移設や将来計画

5 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

6 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

7 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

8 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

9 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 施設の移設や将来計画

11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

１．施設名、路線名 すべて 稲付ふれあい館

２．事業主体 すべて 北区　地域振興部　地域振興課（指定管理者：稲付ふれあい館自主管理運営会）

【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

５．所在地 建築物所有者・管理者等 赤羽西3-19-5

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
都市公園内の建築物であり、現在、公園の整備中である。建物が古くバリアフリー対応にはなっていない。大規模改修等
で改善を図る必要があるが、当面は案内や人的対応の充実などのソフト事業を中心に推進を図る。

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

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

歩道上から出入口、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）

自動ドア設置

階段手すりの改修（１段→２段）

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

案内図の設置

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等の提供

エレベーターの設置

多機能トイレの設置

ベビーカーで入れる便房の確保

自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置



12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 施設の移設や将来計画

13
駐車場・駐
輪場

必要 箇所 施設の移設や将来計画

14 その他設備 ― ― 施設の移設や将来計画

15 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

16
人的対応・
こころのバ
リアフリー

朝礼などの機会をとらえて、情
報交換を行う。 ― ― ✓ 施設の移設や将来計画

17
人的対応・
こころのバ
リアフリー

利用者への啓発を行う。

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

点字案内の設置

車いす使用者用駐車施設の設置及び案内の掲示、
利用者への啓発

車いす・ベビーカーの貸出及び案内の掲示

授乳室やおむつ交換台の設置

職員によるこころのバリアフリーに関する情報交換

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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



番号： 建築物①-12 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 トイレ

既設可動手すりに加え、オスト
メイト・大型ベッド設置検討す
る。

必要 箇所 施設の移設や将来計画

2 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

3 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

4 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

5 トイレ

既設多機能トイレに加え、一般
トイレにも非常呼び出しボタン
の設置を検討する。

必要 箇所 施設の移設や将来計画

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

7
駐車場・駐
輪場

必要 箇所 施設の移設や将来計画

8 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

9 その他設備

車いすに加え、ベビーカーの貸
出を検討する。 ― ― 施設の移設や将来計画

10 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

11
人的対応・
こころのバ
リアフリー

朝礼などの機会をとらえて、情
報交換を行う。 ― ― ✓ 施設の移設や将来計画

【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

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 西が丘ふれあい館

２．事業主体 すべて 北区　地域振興部　地域振興課（指定管理者：西が丘ふれあい館自主管理委員会）

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 西が丘1-47-15

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
基本的には移動等円滑化基準に適合しており、改修を伴う事業は長期的に検討する。今後、案内や人的対応の充実などソ
フト事業を中心に推進を図る。

フラッシュライト等の設置

一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置

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等の提供

車いす使用者用駐車施設の設置及び案内の掲示、
利用者への啓発

車いす使用者が利用しやすい記入台の設置

ベビーカーの貸出及び案内の掲示

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

多機能トイレへのオストメイト対応設備、大型ベッ
ド設置

ベビーカーで入れる便房の確保

自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更

授乳室やおむつ交換台の設置

職員によるこころのバリアフリーに関する情報交換



12
人的対応・
こころのバ
リアフリー

利用者への啓発を行う。

― ― ✓ 施設の移設や将来計画
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



番号： 建築物①-13 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 出入口 ― ― ✓ 施設の移設や将来計画

2 敷地内通路

道路から施設出入口までの視覚障害者
誘導用ブロックの設置位置を安全かつ
最短ルートの検討 必要 箇所 施設の移設や将来計画

3 敷地内通路 ― ― ✓ 施設の移設や将来計画

4 敷地内通路 1 箇所
H28公園側歩道の改修工事を実
施済み

5 建物内通路

視覚障害者誘導用ブロックと受
付近くの売店が近接しないよう
に設置位置検討。

― ― 施設の移設や将来計画

6 建物内通路

手すりの端部を壁面または下向
きに検討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

7 上下移動 必要 箇所 施設の移設や将来計画

8 上下移動 必要 箇所 施設の移設や将来計画

9 上下移動

看板が経路を遮らないよう注意
する。 ― ― ✓ 施設の移設や将来計画

10 上下移動

既設１段手すりを２段手すりへ
変更検討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

11 トイレ

既設可動手すりに加え、オスト
メイト・大型ベッド設置検討す
る。

必要 箇所 施設の移設や将来計画

【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

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 元気ぷらざ・元気ぷらざ温水プール

２．事業主体 すべて 北区　地域振興部　地域振興課（指定管理者：フクシエンタープライズ）

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 志茂1-2-22

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
基本的には移動等円滑化基準に適合しているが、配慮事項等を踏まえ必要な改善を図っていくとともに、案内や人的対応
を充実させていく。

マンホールによる路面のがたつきの解消

視覚障害者誘導用ブロック又は売店の配置改善

手すり端部の安全対策

階段下部の手すり増設（両側２段手すり）

階段部の点状ブロックの改修（段から30cm）

看板が通路や手すりを遮らないよう配慮

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

風除室足ふきマットが視覚障害者誘導用ブロックを
覆わないよう配慮

視覚障害者誘導用ブロックの配置改善

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

階段手すりの改修（１段⇒２段）

多機能トイレへのオストメイト対応設備、
大型ベッド設置



12 トイレ

既設ベビーチェアに加え、オス
トメイトの設置を検討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

13 トイレ

既設手洗器自動水栓に加え、
JIS配置検討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

14 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

15 トイレ

既設多機能トイレに加え、一般
トイレにも非常呼び出しボタン
の設置を検討する。

必要 箇所 施設の移設や将来計画

16 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

17
案内設備・
情報のバリ
アフリー

既設表示に加え、点字案内の設
置を検討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

18
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

19
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 施設の移設や将来計画

20
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 施設の移設や将来計画

21
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 施設の移設や将来計画

22 更衣室 必要 箇所 施設の移設や将来計画

23 更衣室 必要 箇所 施設の移設や将来計画

24 その他設備

車いすに加え、ベビーカーの貸
出を検討する。 ― ― 施設の移設や将来計画

25 その他設備

既設おむつ交換台に加え、授乳
室の設置を検討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

26
人的対応・
こころのバ
リアフリー

朝礼などの機会をとらえて、情
報交換を行う。 ― ― ✓ 施設の移設や将来計画

27
人的対応・
こころのバ
リアフリー

利用者への啓発を行う。

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

多機能トイレの低い位置への非常呼び出しボタンの
設置

点字案内の設置

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等の提供

ピクトグラムなどを活用した大きくわかりやすい
案内表示の設置

各部屋やトイレ出入口の手すりへの点字案内の設置

歩道等からわかりやすい位置への案内看板の設置

一般トイレへのオストメイト対応設備設置

JIS規格に適合したボタン配置への変更

フラッシュライト等の設置

一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置

障害者用更衣室の緊急用ブザー表示の改善

障害者用更衣室への視覚障害者誘導用ブロックの設
置

ベビーカーの貸出及び案内の掲示

授乳室の設置

職員によるこころのバリアフリーに関する情報交換
及び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、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



番号： 建築物①-14 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

敷地内スロープと前面道路縁石との段
差解消。前面道路からの施設入口まで
誘導ブロックの設置 1 箇所 施設の移設や将来計画

2 上下移動

２階会議室への室内階段への手
すり設置 1 箇所 施設の移設や将来計画

3 上下移動

２階会議室と１階との移動設備

1 箇所 施設の移設や将来計画

4 トイレ

１階トイレ３か所、２階トイレ
２か所(現状、全箇所がバリア
フリー化されていない)

5 箇所 施設の移設や将来計画

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 施設の移設や将来計画

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 施設の移設や将来計画

8 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

9 その他設備

利用の現状からは必要性は低
い。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

10
人的対応・
こころのバ
リアフリー

適切な対応法についての職場内
での検討や研修の実施 必要 回/年 ✓

【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

１．施設名、路線名 すべて 赤羽西地域振興室

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 西が丘1-5-2

２．事業主体 すべて 北区　地域振興部　地域振興課

３．事業区間 道路管理者 ―

事業内容

道路と敷地間の段差解消及び
連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置

階段への手すり設置

エレベーターの設置検討

トイレのバリアフリー対応

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

１階に地域振興室事務室と活動コーナーがあり、２階が会議室となっているが、エレベーター等によるバリアフリー化は
図られていない。大規模改修等で改善を図る必要があるが、当面は案内や人的対応の充実などのソフト事業を中心に推進
を図る。

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

WEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供

音声案内や触知案内図等の設置

筆談用具の設置及び案内の表示

車いす使用者が利用しやすい記入台の設置

授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置

多様な利用者への適切な対応について職員研修等の
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

施設自体も老朽化しており、施設の利用の現状からみても直近に大がかりな事業実施は困難と考える。今後の地域振興室
の配置のあり方なども含め、具体的な施設の内容・機能。あり方を検討する必要がある。



番号： 建築物①-15 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 検討中

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 検討中

3 上下移動 必要 箇所 検討中

4 トイレ 必要 箇所 検討中

5 トイレ 必要 箇所 検討中

6 トイレ 必要 箇所 検討中

7 トイレ 必要 箇所 検討中

8 トイレ 必要 箇所 検討中

9 トイレ 必要 箇所 検討中

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 検討中

【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

１．施設名、路線名 すべて 桐ケ丘地域振興室・桐ケ丘授産場

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 桐ヶ丘2-7-22

２．事業主体 すべて 北区　地域振興部　地域振興課（指定管理者：公益社団法人シルバー人材センター）

３．事業区間 道路管理者 ―

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

古い建物であり、バリアフリー対応とはなっていないため利用者に不便が生じている現状がある。今後、経営改革プラン
2015にある「授産所の在り方検討」に伴う制度の見直しや、東京都都市整備局が実施する都営桐ヶ丘団地（第６期）建替
計画（桐ヶ丘地域振興室は区民センターへ移行予定）の動向を踏まえて対応を進めていく。長期的な計画として、建替え
に際しては、移動等円滑化基準や配慮事項に適合した施設の整備を目指す。

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

ベビーカーで入れる便房の確保

自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更

低い位置への荷物台の設置

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置

案内の設置

事業内容

歩道上から出入口、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）

自動ドアの設置

エレベーターの設置

多機能トイレの設置



11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 検討中

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 検討中

13
駐車場・駐
輪場

駐車場の整備を検討する。

必要 箇所 検討中

14 その他設備 必要 箇所 検討中

15 その他設備 必要 箇所 検討中

16 その他設備 必要 箇所 検討中

17
人的対応・
こころのバ
リアフリー

朝礼などの機会をとらえて、情
報交換を行う。 ― ― ✓

声掛け等、係内ミーティングで
話し合いをもっている

18
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓
ゴミの持ち帰りなど声掛けして
いる

19
人的対応・
こころのバ
リアフリー

エレベーターまたは多機能トイレ
の設置に併せて表示等により継続
的に周知を行う。

― ― 該当機能なし

職員によるこころのバリアフリーに関する情報交換

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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

地域振興室：現時点で車いすの利用者はいないが、利用を阻害している面もあると考えられる。２階入口のため、手すり
を利用して、ゆっくり上がる方も多い。
授　産　所：トイレ、通路ともに、車いすの利用者が利用できない状況のため、利用申込があっても断っている状況であ
る。

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等の提供

点字案内の設置

車いす使用者用駐車施設の設置及び案内の掲示、
利用者への啓発

車いす使用者が利用しやすい記入台の設置

貸出用の車いすやベビーカー等の設置及び案内の表
示

授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置



番号： 建築物②-01 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

事務室にパンフレットを設
置 1 箇所 ✓

WEBサイトの更新を増加させる
ことによる情報提供の充実を検
討

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

事務室に筆談も可能である
ように筆談用具を設置して
いる。

1 箇所 ✓
よりわかりやすい案内の表示を
検討中

１．施設名、路線名 すべて 浮間さくら荘高齢者あんしんセンター・浮間さくら荘・高齢者在宅サービスセンター浮間さくら荘

【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 指定管理者：社会福祉法人　東京都福祉事業協会

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3-11-26

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

高齢者施設として基本的なバリアフリー化は図られている。浮間さくら荘が旧北園小学校跡地へ移転し、赤羽北さく
ら荘として新規開設することに伴い、本高齢者あんしんセンターについても存続を含めて検討中であるため、事業の
位置づけは行わない。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連
情報等の提供

筆談用具の設置及び案内の表示

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

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 事業実施の前年度に適切な予算調整のもと、資金を調達します。

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



番号： 建築物②-02 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

見学時の車いす貸与。

― ― ✓ 必要に応じ継続実施中。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ※特定事業ではない。

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

施設行事の際に実施。

1 回/年 ✓ ※特定事業ではない。

１．施設名、路線名 すべて
清水坂あじさい荘高齢者あんしんセンター・特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘・高齢者在宅サービスセンター清
水坂あじさい荘

【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 指定管理者：社会福祉法人　北区社会福祉事業団

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 中十条4-16-32

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
高齢者利用施設として基本的なバリアフリー化は図られている。主として特定利用者のための施設であるが、今後と
も誰にも利用しやすいようバリアフリー化に積極的に努める。

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、変更点など事業内容

職員による案内やサポートなどの対応の充実

玄関等への点字案内表示

車いす体験教室の開催

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

1・3：施設の保有する機器・専門技術を活用し実施しているものである。



番号： 建築物②-03 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 トイレ
来荘者が使用するトイレの
荷物台の設置を検討

必要 箇所 ✓
指定管理施設のため、区の所管
との相談が必要

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

施設パンフレット、ホーム
ページ上でのバリアフリー
の情報提供

― ― ✓

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

音声案内、触知案内図の設
置の検討

必要 箇所 ✓
指定管理施設のため、区の所管
との相談が必要

4
人的対応・
こころのバ
リアフリー

バリアフリーに関する職員
研修等の実施

― ― ✓

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

施設利用にあたり高齢者・
障害者への配慮を啓発する
表示を館内に設置

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて
桐ケ丘やまぶき荘高齢者あんしんセンター・特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘・高齢者在宅サービスセンター桐
ケ丘やまぶき荘

【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 指定管理者：社会福祉法人東京聖労院

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 桐ヶ丘1-6-26

職員研修の実施及び職員による案内やサポートなど
の対応の充実

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
現状では、高齢者対応の施設として、おおむねバリアフリー化された設計建築がなされている。今後、配慮事項を踏
まえた対応について、区の所管と相談しながら検討を進める。

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、変更点など事業内容

低い位置への荷物台の設置

パンフレットやWEBによる施設のバリアフリー
関連情報の提供

音声案内や触知案内図の設置

施設利用のマナー・ルール等について、利用者への
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

指定管理者として独自に工事等ができないため、改修を伴う事業は費用も含めて区の所管と相談しながら進めていく
必要がある。
ソフト面に関しては、指定管理者として区の方針に添った施設運営に留意する。



番号： 建築物②-04 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓
まだまだ検討段階で実施時期等
は未定である。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

エレベーターボタン横に点
字とドアの開閉や到着階の
音声案内 18 箇所 ✓

視覚障害者の為にエレベーター
ボタン横に点字や目的階到着や
ドアの開閉時に音声案内があ
る。

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

受付に貸出用車いすの案内
表示の設置

1 箇所

包括支援センターでは施設玄関
に貸し出し用車椅子を随時準備
してある。1月より事務所にも
案内表示をしていく。

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1 箇所 １月より開始

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

職員研修やマニュアルの検討の
中でバリアフリーの設備が障害
者への特別扱いではなく、全て
の人の施設利用を円滑にするこ
とが目的であることを理解して
もらうよう指導していく。

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

玄関ドアガラスに補助犬同
伴での施設利用可能の表示

1 箇所 ✓

補助犬を同伴されている視覚障
害を持つ方の施設利用を積極的
に受け入れていることを表示し
アピールしている。

１．施設名、路線名 すべて 西が丘園高齢者あんしんセンター・特別養護老人ホームウエルガーデン西が丘園

【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 社会福祉法人ウエルガーデン

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 西が丘3-16-27

筆談用具の設置を示す案内の表示（耳マークなど）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

高齢者福祉施設として、館内全域への手摺や車いす衝突除け、段差などのない平坦な廊下、トイレ内の緊急コールボ
タンの設置などバリアフリーを意識した作りになっているが、点字案内や視覚障害者誘導用ブロックはほとんどな
く、すべての障害に対応できていないのが現状である。今後は、要望や気づきに応じて、西が丘園を利用する全ての
方々に不自由なく安全に過ごしていただくための改善に向けて対応していく。

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、変更点など事業内容

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

触知案内図や音声案内の整備

貸出用の車いすの案内の表示

職員研修や対応マニュアルの検討

補助犬同伴での施設利用可能の表示

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



番号： 建築物②-05 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所

2 トイレ 必要 箇所
フックの仕様及び、設置壁面・
設置高さを検討中

3 トイレ 必要 箇所

4 トイレ 必要 箇所

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

2 箇所 ✓ 検討中

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1 箇所 検討中

9
駐車場・駐
輪場

― ― ✓

10
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて みずべの苑高齢者あんしんセンター

【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 社会福祉法人　うらら

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 志茂3-13-5　信濃ビル１階

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
基本的なバリアフリー化は図られており、配慮事項を踏まえたハード整備は大規模な改修等に合わせて実施する。当面
は人的対応等のソフト事業を中心に推進を図る。

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出入口、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

荷物掛けフックの設置

フラッシュライト等の設置

大きくわかりやすい案内表示の設置

パンフレットやWEBによる施設のバリアフリー
関連情報等の提供

音声案内や触知案内図の設置

筆談用具の設置及び案内の表示

利用者などの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な配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実



11
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓
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

当該施設は４階建のビルの１階にあり、当法人はこのビルの１階～３階を賃貸借契約にて借用しているため、事業の実
施にあたってはオーナーとの調整が必要になる場合がある。バリアフリー化するにあたり、現行利用可能な補助金や設
備等の最新情報を提供していただきたい。



番号： 建築物②-06 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 全体 必要 箇所 ✓

2 トイレ

多目的ﾄｲﾚを対象にオスト
メイト対応を検討する（1
Ｆに1ヵ所、2Ｆに2ヵ所あ
り）

1～3 箇所 ✓

福祉避難所として開放されるト
イレは1Fに1ヵ所、2Ｆに2ヵ所
が想定される。設置費用に応
じ、一部にするか全部にするか
は決定する。

3 トイレ

多目的トイレを対象に警報連
動型のフラッシュライトを設
置する。

3 箇所 ✓

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 検討中。

１．施設名、路線名 すべて 特別養護老人ホームうきま幸朋苑・キッズタウンうきま保育園・就労継続支援事業A型（ブレッド＆バター）

【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 社会福祉法人こうほうえん

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5-13-1

受付等への筆談用具の設置及び耳マーク等の案内表
示の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

歩道から施設敷地の出入り、建物内の構造は全てバリアフリー仕様になっている。現時点では特定の入所者の利用を
想定した整備となっているが、福祉避難所に指定されていることも踏まえ、多様な利用者を想定した改善に向け、必
要に応じて対応を検討する。

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、変更点など事業内容

視覚障害者対応のバリアフリー化検討（音声案内・
トイレのボタン位置の統一・視覚障害者誘導用ブ
ロック等）

オストメイトの設置

フラッシュライト等の設置

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



番号： 建築物②-07 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

6 回/年 ✓

１．施設名、路線名 すべて 介護老人保健施設太陽の都

【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 医療法人社団　博栄会

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2-1-13

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
高齢者向け施設として必要なバリアフリー化が図られており、引き続き人的対応等の充実に努める。

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、変更点など事業内容

職員による案内やサポートなどの対応の充実

バリアフリー施設内研修の実施

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



番号： 建築物②-08 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

1 トイレ 必要 箇所

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

パンフレットやホームペー
ジでのバリアフリー情報の
提供

― ― ✓ 検討中

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

必要 箇所 検討中

6
駐車場・駐
輪場

必要 箇所

7 その他設備 必要 箇所

8 その他設備 ― ―

9
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

10
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 特別養護老人ホームみずべの苑

【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 社会福祉法人　うらら

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 志茂3-6-13

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
平成13年事業開始の施設であり、基本的なバリアフリー化は図られている。今後、大規模修繕を検討・実施するなかで
配慮事項を踏まえた改善についてあわせて検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

事業内容

フラッシュライト等の設置

大きくわかりやすい案内表示の設置

WEBによる施設のバリアフリー関連情報の提供

音声案内や触知案内図の設置

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

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

授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置

聴覚障害者や視覚障害者に対応した呼び出し方法の
検討

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



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

バリアフリー化するにあたり、現行利用可能な補助金や設備等の最新情報を提供していただきたい。



番号： 建築物③-01 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

― ― ✓

視覚障害の方からは、駅から離れ
ており、横断歩道でも無いところ
があるので、建物前だけあっても
どうかとの意見があるため、当方
の建物に設置するかは要検討。

2 トイレ

地下1階の男性トイレ、女
性トイレに設置 2 個所

トイレの広さから考えると荷物掛
けを検討。

3 トイレ

地下1階、男性トイレ、女
性トイレに設置 2 個所

地下の電圧が低いため軽電量です
むものを検討。

4 トイレ

地下1階、男性トイレ、女
性トイレに設置 2 個所

地下の電圧が低いため軽電量です
むものを検討。

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

視覚障がいの方から、誘導
があれば必要は感じにくい
との意見あり。

― ― ✓ 障害当事者の方を含め要検討

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

来所前に、連絡を頂き待ち
合わせにて対応する ― ― ✓

安全誘導のため年1回は、職員研
修を行う。

１．施設名、路線名 すべて 就労支援センター北

【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 特定非営利活動法人わくわくかん

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 赤羽南2-6-6

非常呼び出しボタンの設置の検討

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
施設が地下１階にあり、バリアフリー化されていないが、賃貸物件であるため改善は困難である。視覚障害者、聴覚障
害者への対応等について改善に取り組む。

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 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、及び歩道上から出入口、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
の検討

荷物台や荷物掛けの設置の検討

フラッシュライト等の設置の検討

触知案内図の設置の検討

視覚障害者の連続的な誘導への配慮

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

施設の主な対象者が精神障害者であるため、今まで大きな問題は生じていない。検討予定の事業に関しては、事業の実
施の可否も含めて検討する。精神障害者で車いす使用者の方のご相談に対しては、赤羽会館内の障害相談係の場を借り
て対応する。

女子トイレ 地下への階段 道路から見た建物入り口



番号： 建築物③-02 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

施設利用者及び、関係者、近
隣住民、来訪者等、迅速かつ
丁寧に、対応している。

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 若葉福祉園

【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（指定管理者：社会福祉法人　東京都知的障害者育成会）

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 赤羽西6-9-2

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など基本的なバリアフリー化は実施されているが、経年劣化しているところも見受けら
れるため、区と相談しながら改善に向けて検討する。当面は人的支援などのソフト対策の充実を図る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

職員による案内やサポートなどの対応の充実

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

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



番号： 建築物③-03 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

正面門扉から自動ドアまで

50 ｍ ✓
接している緑道公園との連続性
に配慮して設置を検討

2 トイレ

順次行い最終的に全個室ト
イレに設置 9 箇所 ✓

介助不要の利用者が使うトイレ
から優先して行う必要がある

3 トイレ

聴覚障害のある利用者が使
うトイレに設置 1 箇所 ✓

平成29年度中に設置
福祉用具業者に相談中

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

玄関・聴覚障害のある利用
者の所属班に設置 2 箇所

平成29年度中に設置
福祉用具業者に相談中

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

外部研修に参加
所内研修の企画 ― 回/年 ✓

聴覚障害に関する内容から充実
を図る

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

外部研修に参加
所内研修の企画 ― 回/年 ✓

聴覚障害に関する内容から充実
を図る

１．施設名、路線名 すべて 赤羽西福祉工房

【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（指定管理者：社会福祉法人　北区社会福祉事業団）

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 赤羽西5-7-1

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
肢体不自由者が通所・活動する施設であり、エレベーターや多機能トイレなど基本的なバリアフリー化は図られてい
るが、今後視覚障害、聴覚障害等の重複障害の方が利用することを想定し、必要な対策を推進する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

職員研修及び職員による案内やサポート等の対応の
充実

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

事業内容

歩道上から出入口、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）

自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更

フラッシュライト等の設置

筆談用具の設置及び案内の表示

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

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



番号： 建築物④-01 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 トイレ 未定 1 箇所 未定

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

正面玄関を入った所に案内
表示、触知案内図を設置。

1 箇所 未定

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

未定 ― ― 実施方法について今後検討する

１．施設名、路線名 すべて 志茂子ども交流館

【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]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　子ども未来部　子ども未来課

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 志茂5-18-3

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

円滑な移動のためのバリアフリー化は施設建設時から対応は図られているが、視覚障害、聴覚障害者の利用のための
配慮が足りない面も見受けられる。また、多数の区民の利用はあるが、施設の性格上不特定の方の利用は想定してい
ないこともあり、今後はすべての区民が利用しやすい施設とするために、施設の改修時を捉えて一層のバリアフリー
化を進めていく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

改修に合わせたさらなるバリアフリー対応（JIS規格
に合わせたボタン配置、低い位置への荷物台の設
置、フラッシュライトの設置など）

施設の案内表示、触知案内図や音声案内の整備

パンフレットやWEB等による
バリアフリー関連情報等の提供

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

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ハード事業の実施については、施設改修にあわせて予算調整を行う。

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



番号： 建築物⑤-01 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 トイレ

非常事態を聴覚障害者等に知らせ
ることができるフラッシュライト
等を設ける。

必要 箇所 ✓
どのような方法で非常事態を知
らせるのか検討中

2 トイレ

洗浄ボタン・紙巻器・呼出しボタ
ン位置はJIS規格には対応していな
いが容易に認識できる位置に設置

3 箇所 ✓

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

学内各所に大きな案内表示を設
置　また1階の総合案内図は
W1320×H1050で設置

必要 箇所 ✓

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

案内表示のデータ等を掲載

― ― ✓

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

事務室に筆談用具及びiPadを設
置 3 セット ✓

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

雨天時、車椅子学生の合羽を預
かる等細かなサポートを実施 ― ― ✓

7
人的対応・
こころのバ
リアフリー

施設利用のマナー等について入
学時のガイダンス等にて周知を
実施

― ― ✓

筆談用具の設置及び案内の表示

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、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

事業内容

フラッシュライト等の設置

改修に合わせたバリアフリー対応（JIS規格に合わせ
たボタン配置、低い位置への荷物台の設置、非常呼
び出しボタンの設置など）

大きくわかりやすい案内表示の設置

WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
新築建物として、バリアフリー法、東京都建築物バリアフリー条例に基づき計画を行っている。配慮事項等を踏まえた未
対応事項は、今後実施に向けて検討を行い改善を図る。

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1-7-11

２．事業主体 すべて 学校法人　東洋大学

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 東洋大学赤羽台キャンパス（平成29 年4 月開設予定）

【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



番号： 建築物⑤-02 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 建物内通路 通路に荷物を置かない 必要 箇所
すでに通路幅120ｃｍ以上を確
保している(完了）

2 建物内通路

移動式の簡易的なスロープ
を設置する 必要 箇所 設置済み

3 建物内通路

車いす使用者が利用しやす
い受付の設置 1 箇所 当面は人的対応

4 上下移動

改修の際に目立つ色に変更
していく 必要 箇所

5 トイレ

車いす使用者用トイレの数
を増やす 必要 箇所 現在、検討中。

6 トイレ

低い位置への荷物台の設置

2 箇所 設置済み

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

正門受付に設置 1 箇所 現在、検討中。

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

学校案内パンフレットに掲
載

― ― ✓

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談用具の設置 6 箇所 設置済み

１．施設名、路線名 すべて 星美学園

【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 学校法人星美学園

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 赤羽台4-2-14

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
学園内は建築年が古い施設が多く、抜本的なバリアフリー化は困難であるため、当面は人的対応の充実を図るととも
に、改善に取り組む。建替えの際に基準等を踏まえた改善を図る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

筆談用具の設置（正門・学校受付）

事業内容

主要な通路の幅員確保
（物を移動し120cm以上を確保）

主要な通路への可動式スロープの設置

受付前の段差解消

階段の滑り止めの色の改善

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

車いす使用者用トイレの改修（多機能化）

改修に合わせたバリアフリー対応（JIS規格に合わせ
たボタン配置、低い位置への荷物台の設置、フラッ
シュライト、非常呼び出しボタンの設置など）

施設案内板の設置（正門）及び貸出用設備の案内の
掲示

パンフレットによる施設のバリアフリー関連情報等
の提供

触知案内図や音声案内の整備



11
駐車場・駐
輪場

車椅子専用駐車スペースの
表示

― ―
当面は人的対応。現在、検討
中。

12
駐車場・駐
輪場

― ― ✓ 当面は人的対応

13 その他設備 専用の場所を設置 必要 箇所
当面は行事実施時のみ。現在、
検討中。

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員の教育 ― ― ✓

15
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員の教育 ― ― ✓

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

車いす使用者用駐車施設の設置及び
案内表示、利用者への啓発

駐輪が出入口や通路などを遮らないような配慮

授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置

職員による案内やサポートの充実

施設利用のマナー・ルール等の啓発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法



番号： 建築物⑤-03 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 その他設備

設置は難しいため、必要に応
じ職員が記入台へ出向いて対
応する

1 箇所 ✓

受付スペースの関係で新たな記入台
設置は難しいため、必要に応じ職員
が記入台へ出向く等により対応する
こととする。職員に対しては、来校
者の状況やニーズに応じ臨機応変に
対応するよう指導する。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

受付に設置のお知らせを掲示
し、筆談用ホワイトボードを
備えた

1 箇所
平成29年度に設置済み。今後は
職員が情報共有し思いやりを
持って使えるよう配慮する。

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員への指導啓発

― ― ✓
教職員間での打合せや会議等を
通じ、マナーやバリアフリーに
ついての意識共有を図る。

１．施設名、路線名 すべて 桐ヶ丘高校

【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 東京都教育委員会

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 赤羽北3-5-22

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

本校施設は耐震化工事等を経てはいるが躯体は昭和47年度設立のままであり、老朽化している部分がある。校舎棟にはエ
レベーター、スロープ等があるがその他にはない。改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定
が困難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加等を検討するとともに、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

事業内容

車いす使用者が利用しやすい受付や記入台の設置

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 なし。ホワイトボードは学校の在庫品を使用。

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



番号： 建築物⑤-04 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

窓口への手持ちサイズのホワ
イトボード等の準備 1 式 検討中

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

教育庁オリパラ教育事業の一環と
して、ボランティアマインドの育
成のための講演会を実施予定

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 赤羽商業高校

【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 東京都教育委員会

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 西が丘3-14-20

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

本校施設は平成3年に改築され、エレベーター、スロープ等が設置されている。改修の予定・方針が定まっていないた
め、現時点での事業設定が困難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加等を検討するとともに、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

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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



番号： 建築物⑤-05 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

受付横の掲示板等に「ここ
ろのバリアフリー」につい
てのポスターを掲示し啓発

✓ 継続して、啓発を行う

１．施設名、路線名 すべて 成立学園

【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 学校法人成立学園

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 東十条6-9-13

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など基本的なバリアフリー化は図られている。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

事業内容

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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

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

受付カウンター横の掲示板にポスターを掲示し、生徒だけでなく来校者への周知。



番号： 建築物⑤-06 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

敷地と道路との高低差を解
消するため、スロープを設
置。また、移動円滑化経路
である地域開放用の入口か
らは視覚障害者誘導用ブ
ロックを設置。

3 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、ゆとりのあ
る幅を確保。 全 箇所

柱や扉が廊下へ飛び出ないよう
に配慮した造り。

3 建物内通路

段差が生じるプールへの動
線にはスロープを設置。 1 箇所 防滑性の素材を採用。

4 上下移動

エレベーターを１基設置。

1 基

5 トイレ

車いす対応のトイレを５箇
所設置。 5 箇所

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

正面玄関に筆談用具及び耳
マークを設置。 1 箇所

7
駐車場・駐
輪場

敷地の西側に車いす使用者
用駐車場を１台分整備し、
あわせて案内表示を設置。

1 箇所
駐車場は利用しやすい位置に配
慮。

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

正面出入口や校内掲示板等
への施設利用のマナー・
ルールを啓発する案内表示
の設置。

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 稲付中学校

【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　稲付中学校・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 ―

現在新校舎の建設工事を行っており、平成31年4月の新校舎開設を予定している。新校舎では、移動等円滑化基準に基
づき、エレベーターやトイレなどのバリアフリー化を図る。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

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 赤羽西6-1-4

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

利用者などの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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

エレベーターの設置

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

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の設置

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

現在、仮校舎として旧第三岩淵小学校を使用している（改築工事期間中）。



番号： 建築物⑤-07 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

受付に筆談用紙と筆記用語
を置き、耳マークの表示を
置いたりポスターを掲示す
るとともに受付業務担当に
周知。

3 箇所

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

本校の施設がバリアフリー
であることを表示して周
知。

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 赤羽岩淵中学校

【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　赤羽岩淵中学校

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 赤羽2-6-18

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
平成26年に新校舎となり、エレベーターや多機能トイレなど基本的なバリアフリー化が図られている。今後は配慮事
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

事業内容

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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

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



番号： 建築物⑤-08 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

受付に筆談用具設置及び案
内表示 2 箇所

平成29年度より受付に筆談用の
コーナーを設置している。

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

正面出入口や校内掲示板等へ
の施設利用のマナー・ルール
を啓発する案内表示の設置

― ― ✓

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

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

事業内容

筆談用具の設置及び案内の表示

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 桐ケ丘2-6-11

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
平成22年4月に新校舎となり、エレベーターや多機能トイレなど基本的なバリアフリー化が図られている。今後は配慮
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。

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 桐ケ丘中学校

２．事業主体 すべて 北区　桐ケ丘中学校

【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



番号： 建築物⑤-09 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

来賓・職員玄関に設置。

1 箇所 液晶ディスプレイの有効活用

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

イベント実施の際に啓発、
推進。 ― ― ✓

平成２９年６月に神谷地区サブファミ
リー合同総合防災訓練実施の際に啓発を
実施。周知の徹底を図るための方策を検
討中。

１．施設名、路線名 すべて 神谷中学校

【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　神谷中学校

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 神谷2-46-13

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
施設一体型小中一貫校として整備を検討していくなかで、今後の状況を踏まえて事業の追加等を検討する。現時点で
は、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

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 液晶ディスプレイは、平成２９年度学校予算で購入する。

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



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： 建築物⑤-11 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

平成29年4月中央昇降口付
近に筆談用具の設置 1 箇所

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

平成29年4月、多様な来校
者への適切な対応について
の職員への啓発

― ― ✓

【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

１．施設名、路線名 すべて 王子第三小学校

２．事業主体 すべて 北区　王子第三小学校

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 上十条5-2-3

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

校舎はバリアフリー対応となっていないが、体育館はエレベーターや多機能トイレ等が設置されている。改築・改修
の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加等を
検討するとともに、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

事業内容

筆談用具の設置及び案内の表示

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

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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

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

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法



番号： 建築物⑤-12 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

受付への設置、表示を検討 1 箇所 設置箇所について検討中

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

施設利用者の説明会におい
て啓発。

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 西が丘小学校

【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　西が丘小学校

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 十条仲原4-5-17

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

校舎はバリアフリー対応とはなっていない。改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が
困難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加等を検討するとともに、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

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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



番号： 建築物⑤-13 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

本棟の受付と職員室、別棟の入り口
にホワイトボードを活用した筆談用
具の設置及び案内を表示 3 箇所

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

弱者に手を差し伸べることを利用者
に啓発。また、福祉教育の推進（と
に年間を通して） ― ― ✓

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

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

事業内容

筆談用具の設置及び案内の表示

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 赤羽1-24-6

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

エレベーターやトイレなどの部分的なバリアフリー化は図られている。その他の設備については、改築・改修の予
定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困難である。今後の検討状況を踏まえて事業追加等を検討す
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。

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 赤羽小学校

２．事業主体 すべて 北区　赤羽小学校

【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



番号： 建築物⑤-14 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

玄関の案内表示を一部書き
直し、わかりやすいように
した。筆談用具を設置。

1 箇所
年度替わりに案内を変更するよ
う、教員の校務分掌に役割を加
えた。

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

児童への指導と保護者への
啓発 ― ― ✓

児童へは、道徳、総合的な学習の時間で
バリアフリーについて学習する機会を設
定した。保護者へは、学校だよりで呼び
かけた。

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

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

事業内容

筆談用具の設置及び案内の表示

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 岩淵町6-6

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

校舎はバリアフリー対応となっていない。改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困
難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加を検討するとともに、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。

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 岩淵小学校

２．事業主体 すべて 北区　岩淵小学校

【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



番号： 建築物⑤-15 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

出入口前は広くスペースを確
保。また、地域振興室側には
視覚障害者誘導用ブロックを
設置。

3 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、ゆとりのある
幅を確保。

全 箇所
車いす使用者が容易に通行可能
な構造とし、段差がないように
配慮。

3 建物内通路

プールには入水しやすいよう
スロープを設置。 1 箇所 防滑性の素材を採用。

4 上下移動

エレベーターを校舎中央に設
置。 1 基

校舎とふれあい館の両方から使
用できる位置に設置。

5 トイレ

車いす対応トイレを６箇所設
置。 6 箇所

ふれあい館に１個所設置すると
ともに、各階に１台ずつ設置。

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談用具を入り口に設置し表
示。 2 箇所

校舎とふれあい館の両方に設
置。

7
駐車場・駐
輪場

敷地東側駐車場に車いす使用
者用駐車場を2台（学校、地
域、各1）整備予定。

2 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１箇所整備。

1 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

施設利用のマナー・ルールに
ついて表示をする 2 箇所 ✓

施設ごとに啓発する掲示を検討
中。
平成３０年４月より実施予定。

１．施設名、路線名 すべて なでしこ小学校

【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　なでしこ小学校・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 志茂1-34-17

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
現在新校舎を建築中であり、平成30年4月の開設を予定している。新校舎では、移動等円滑化基準に基づき、エレベー
ターやトイレなどのバリアフリー化を図る。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

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

現在、仮校舎として旧赤羽中学校を使用している（改築工事期間中）。



番号： 建築物⑤-16 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

玄関に筆談用具の設置と説
明の掲示 1 箇所 ✓

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

施設利用や移動の手助け、
マナー・ルールの啓発など
平成29年７月職員への周
知・指導

― ― ✓
並行して、こころのバリアフ
リーの取組を実施

3 トイレ

１階正面玄関向かい側に設
置
（オストメイト対応設備、
ベビーチェアあり）

1 箇所
※特定事業外
平成28年度実施

4 上下移動

低学年児童、高齢者の
方々、障害のある方のた
め、全ての階段に１段手す
りの設置

全 箇所
※特定事業外
平成28年度実施

5 建物内通路

廊下での衝突などの事故防
止のため、校舎内の廊下に
設置

全 箇所
※特定事業外
平成28年度実施

6
駐車場・駐
輪場

学校周辺の迷惑駐輪を減ら
すため、校庭内の一部（体
育館入口）を駐輪場所に指
定

1 箇所 ※特定事業外

7 その他設備

一階いちょうルームの使用
を提示（校舎1F東側） 1 箇所 ✓ ※特定事業外

8 その他設備

高齢者休憩用のテント・椅
子・水分の設置（校庭） 1 箇所 ✓ ※特定事業外

１．施設名、路線名 すべて 第四岩淵小学校

【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　第四岩淵小学校

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 赤羽3-24-23

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
基本的にバリアフリー対応となっていないが、現在実施しているリフレッシュ工事の中で、多機能トイレの設置等、
一部バリアフリー化が図られる。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

廊下の中央ライン設置

体育館前駐輪場所設置

運動会、音楽会、地域行事などの際に乳幼児休憩
室・授乳室の設置

運動会、地域行事など屋外行事の際に高齢者休憩場
所の設置

事業内容

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

多機能トイレ設置

階段手すりの設置

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



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

トイレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　階段手すり　　　　　廊下中央線



番号： 建築物⑤-17 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

第一昇降口に分かりやすい
案内の表示をしている。 1 箇所 特になし

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

校舎、校庭、体育館等の施
設利用のマナー・ルール等
を表示啓発している。

4 箇所 ✓ 特になし

１．施設名、路線名 すべて 梅木小学校

【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　梅木小学校

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 西が丘2-21-15

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

校舎はバリアフリー対応とはなっていない。改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が
困難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加を検討するとともに、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

耳マークや筆談用具の設置を示すわかりやすい案内
の表示

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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



番号： 建築物⑤-18 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

第一昇降口に、筆記具と案内板
を設置 1 箇所

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

身体の不自由な人には手をさし
の出るよう、利用者に啓発す
る。福祉教育を推進する。

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 神谷小学校

【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　神谷小学校

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 神谷2-30-5

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
施設一体型小中一貫校として整備を検討していくなかで、今後の状況を踏まえて事業の追加等を検討する。現時点では、
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

事業内容

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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

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



番号： 建築物⑤-19 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

1
案内設備・
情報のバリ
アフリー

玄関の受付の机に筆談用具
の設置と筆談用具があるこ
との案内の表示をしている

1 箇所

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

正面出入口への施設利用の
ルールを啓発する案内表示の
設置

1 箇所 ✓

１．施設名、路線名 すべて 稲田小学校

【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　稲田小学校

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 赤羽南2-23-24

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

多機能トイレの設置など、一部バリアフリー化が図られている。施設一体型小中一貫校として整備を検討していくな
かで、今後の状況を踏まえて事業の追加等を検討する。現時点では、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

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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



番号： 建築物⑤-20 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

職員玄関に受付用として兼
用 1 箇所

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

心の掲示板で啓発継続中

1 箇所 ✓

１．施設名、路線名 すべて 桐ケ丘郷小学校

【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　桐ケ丘郷小学校

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 桐ヶ丘1-10-23

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などの部分的なバリアフリー化が図られている。その他の施設については、改築・改修
の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加等を
検討するとともに、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

事業内容

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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

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



番号： 建築物⑤-21 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

受付に筆談用具設置及び案内表
示 1 箇所

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

児童への人権教育の実施。学校生
活を.のきまりについて朝会、学級
で指導。外部開放団体へ施設利用
の約束の徹底を促す。

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 袋小学校

【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　袋小学校

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 赤羽北2-15-3

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

正門から校舎出入口へのスロープや多機能トイレなど部分的なバリアフリー化が図られている。その他の施設について
は、改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困難である。今後の検討状況を踏まえて事業
の追加等を検討するとともに、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

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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



番号： 建築物⑤-22 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

玄関の受付の机に筆談用具
の設置と筆談用具があるこ
との案内の表示をしている

1 箇所 ✓ 平成28年に実施済み。

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

正面出入口への施設利用の
ルールを啓発する案内表示の
設置

1 箇所 ✓

１．施設名、路線名 すべて 八幡小学校

【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　八幡小学校

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 赤羽台3-18-5

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

校舎はバリアフリー対応となっていない。改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が困
難である。今後の検討状況を踏まえて事業の追加等を検討するとともに、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

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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



番号： 建築物⑤-23 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 建物内通路

展示物などにより廊下が狭
くならないよう、掲示ス
ペース等を確保する。

１～3 階 ✓
平成３０年度からのリフレッ
シュ改修により改善を図るため
設計検討中

2 建物内通路

昇降口などの段差部にはス
ロープ等の設置により段差
解消。

3 箇所 ✓ 同上

3 トイレ

だれでもトイレを改修する
予定。 1 箇所 ✓ 同上

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

随時、WEBによる情報提供
を実施。 ― ― ✓

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

受付及び耳の不自由な保護
者のいる教室に筆談ボード
を設置。

2 箇所
受付：平成29年度に設置予定。
耳の不自由な保護者のいる教室
にも設置予定。

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

正面出入口や校内掲示板等へ
の施設利用のマナー・ルール
を啓発する案内表示の設置。

― ― ✓

7 上下移動

移動円滑化経路上にエレ
ベーターを設置予定。 1 基 ✓

同上
※特定事業ではない

１．施設名、路線名 すべて 浮間小学校

【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　浮間小学校・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3-4-27

パンフレットやWEBなどによる
施設のバリアフリー情報等の提供

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
校舎はバリアフリー対応となっていない。今後改修が予定されているため、具体的な計画策定に伴って事業の追加等
を検討するとともに、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

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の設置

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

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

エレベーターの設置

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



番号： 建築物⑤-24 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

玄関受付場所に設置

1 箇所 ✓

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

掲示板で掲示

1 箇所 ✓

１．施設名、路線名 すべて 西浮間小学校

【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　西浮間小学校

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2-7-1

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

段差解消、見やすい案内、多機能トイレの設置などバリアフリー整備の進んだ施設である。バリアフリー化整備の進
んだ施設であることを、児童、保護者への周知を推進するとともに、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

事業内容

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発及び
バリアフリー化整備の進んだ施設であることの児
童、保護者への周知

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

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

車いす使用児童に対する介助員の活用、水泳学習の補助。



番号： 建築物⑤-25 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所
複数の玄関に、どのように設
置・案内をすると使いやすいか
検討中。

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

弱者に手を差し伸べること
を利用者に啓発。年間を通
した福祉教育の推進。

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 赤羽台西小学校

【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　赤羽台西小学校

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 赤羽台2-1-34

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
校舎はバリアフリー対応とはなっていない。改築・改修の予定・方針が定まっていないため、現時点での事業設定が
困難である。今後の検討状況を踏まえて、配慮事項を踏まえて、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

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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



番号： 建築物⑥-01 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 建物内通路

既存の絨毯をフローリングや
塩ビ床材に張り替え工事。 540 ㎡

床材の選定、工事時期や期間の
検討。

2 建物内通路

扉および扉枠の取り換え工事
（観音開きから引き戸の扉に
交換）。

18 箇所
建物構造と、遮音性を踏まえて
検討。

3 建物内通路

第4学習室前の幅員拡張工事。

1 箇所
隣接する事務室、トイレ、給湯
室なども踏まえた改修工事を計
画する必要あり。

4 建物内通路

扉および扉枠の取り換え工
事。 25 箇所

建物構造と、遮音性を踏まえて
検討。

5 トイレ

多機能トイレ内設備等新設工
事。 1 箇所

隣接する事務室、トイレ、給湯
室なども踏まえた改修工事を計
画する必要あり。

6 トイレ

一般トイレ改修工事。

2 箇所
隣接する事務室、トイレ、給湯
室なども踏まえた改修工事を計
画する必要あり。

7 トイレ

衛生陶器更新工事。

5 箇所
隣接する事務室、トイレ、給湯
室なども踏まえた改修工事を計
画する必要あり。

8 トイレ

フラッシュライト設置工事。

3 箇所
隣接する事務室、トイレ、給湯
室なども踏まえた改修工事を計
画する必要あり。

9 トイレ

非常用呼び出しボタン設置工
事。 5 箇所

隣接する事務室、トイレ、給湯
室なども踏まえた改修工事を計
画する必要あり。

10 トイレ

トイレ入口スロープ設置工
事。 2 箇所

隣接する事務室、トイレ、給湯
室なども踏まえた改修工事を計
画する必要あり。

１．施設名、路線名 すべて 赤羽文化センター

【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　教育振興部　生涯学習・学校地域連携課（指定管理者：（株）旺栄）

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 赤羽西1-6-1-301

各部屋出入口の段差解消

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

複合施設（パルロード２）の３階部分にあり、エレベーター、エスカレーター、多機能トイレ等のバリアフリー化が図ら
れている。赤羽文化センター独自での改善に取り組むとともに、建物本体の改修・改善などはパルロード２管理組合で協
議・検討し、取り組んでいく。

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、変更点など事業内容

フロア床材の変更

学習室出入口の拡張

幅員の狭い通路の拡幅

多機能トイレの改修
（オストメイト対応、大型ベッド、扉の改修等）

一般トイレへの機能分散

自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更

フラッシュライト等の設置

一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置

一般トイレ前の段差解消



11 トイレ

トイレ改修工事。

2 箇所
隣接する事務室、トイレ、給湯
室なども踏まえた改修工事を計
画する必要あり。

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

事務室前に点字付きの平面図
を設置。各部屋には館内図を
掲示。

1 箇所
平成19年度以前（指定管理者移
行前）に設置済。設置時期は不
明。

13
案内設備・
情報のバリ
アフリー

北区立文化センターホーム
ページの施設図にエレベー
ターや多機能トイレを表示。

― ― ✓
音声読み上げソフトの導入を検
討。

14
案内設備・
情報のバリ
アフリー

音声スピーカー、点字表示お
よび視覚障害者誘導用ブロッ
ク等の設置工事。

必要 箇所
設置するための場所をどのよう
に確保するか検討。

15
駐車場・駐
輪場

指定された駐輪場（パルロー
ド3）の利用促進、路上駐輪禁
止の喚起。

― ― ✓ 実施中。

16
駐車場・駐
輪場

指定された駐輪場（パルロー
ド3）の利用促進、路上駐輪禁
止の喚起。

― ― ✓ 実施中。

17 その他設備

記入台の購入。

必要 箇所
既存の備品の活用の検討も含
め、対応を準備中。

18 その他設備

授乳室（赤ちゃん休憩室）の
新設。 必要 箇所

設置するための場所をどのよう
に確保するか検討。

19
人的対応・
こころのバ
リアフリー

外部研修の参加。

1 回/年 ✓

20
人的対応・
こころのバ
リアフリー

ポスターやパンフレットの設
置。講演会の開催。 ― ― ✓

駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックな
どを遮らないような配慮

一般トイレ内の通路幅の拡大

わかりやすい案内表示の設置
（各室の案内図は短期的に検討）

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等の提供

音声案内及び触知案内図の設置

駐車・駐輪利用のマナー・ルール等の利用者への啓
発

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

車いす使用者が利用しやすい記入台の設置

授乳室やおむつ交換台、ベンチを設置

職員研修の実施及び案内やサポート等の対応の充実

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法



番号： 建築物⑥-02 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

97.4 ｍ H28度中に措置済

１．施設名、路線名 すべて 国立スポーツ科学センター

【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 独立行政法人日本スポーツ振興センター

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 西が丘3-15-1

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など基本的なバリアフリー化は図られている。2020年東京オリンピック・パラリンピッ
ク大会を控え、日本パラリンピック協会との協議を行いつつパラアスリートの利用を踏まえた施設とする。なお、国
立スポーツ科学センターはトップアスリートの練習施設であり、研究施設であることから、関係者のみの利用となっ
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 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

西門から建物内まで連続した視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置（正門から建物内は既設）

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

図面等については別紙参照のこと。



番号： 建築物⑥-03 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 全体 ― ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

事業内容

移動等円滑化基準に適合し、
区民意見を踏まえた新施設の開設

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

都営住宅の１階にあり、昭和56年に開設した図書館である。老朽化も進んでおり、平成32年4月には、JR浮間舟渡駅前に開
設される新浮間中学校複合施設に移転を予定している。新施設では基準に適合したバリアフリー化が図られるが、必要に
応じて区民意見を反映した配慮を検討していく。

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

【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

１．施設名、路線名 すべて 浮間図書館

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1-8-2-102（平成32年4月移転予定）

２．事業主体 すべて 北区

３．事業区間 道路管理者 ―



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



番号： 建築物⑥-04 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

実施時期平成33年度を計画して
いるので、歩道上のどの場所か
ら誘導用ブロックを設置するか
検討を行っていく

必要 箇所

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

施設内の事務室、作業室（第
一、第二）、食堂、医務室の入
口に利用者のわかりやすい案内
を表示する

5 箇所
平成29年度実施済み。今後も利
用者のニーズの変化に合わせ、
柔軟に対応していく。

3 その他設備

実施時期平成33年度を計画して
いるので、それまでに貸出用の
車いす、ベビーカーを揃える 必要 箇所

現在貸出用の車いす、ベビー
カーがないため実施年度までに
準備できるようにする

4 その他設備

実施時期平成38年度以降を計
画。施設内でどの箇所が適切な
設置場所かを検討していく 1 箇所

施設内でどの箇所が適切な場所
かを検討していく

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

適宜、職員が研修を受講できる
機会をつくり、レベルアップを
図る

― 回/年 ✓
バリアフリーに関する研修の情
報収集等を行う

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

現在、多機能トイレを利用する
機会がないので周知啓発等につ
いて検討していく

― 回/年 ✓
利用者に対しての「施設利用、
マナー・ルールの周知啓発等」
とは何かを具体的に考えていく

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

昭和54年に開設した建物でエレベーターがなく、老朽化も進んでいる。１階の赤羽西福祉作業所は、平成6年度までは肢体
不自由の車いすの利用者も多数利用していたため、段差などのバリアはほぼ問題ない。今後も配慮事項を踏まえて対応の
充実を図る。３階の赤羽西図書館は、スタッフの人的支援を中心に利用しやすさの向上を図る。

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 赤羽西5-7-5

１．施設名、路線名 すべて 赤羽西図書館・赤羽西福祉作業所

２．事業主体 すべて 北区（指定管理者：社会福祉法人　北区社会福祉事業団）

３．事業区間 道路管理者 ―

項目 該当事業者 内容

【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

事業内容

歩道上から出入口、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）

利用者のニーズに合わせた案内表示

車いす、ベビーカーの貸出及び案内の掲示

授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置

職員研修等の実施及び案内やサポートの対応の充実

施設利用のマナー・ルール、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 ハード事業の実施については、事業実施の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



番号： 建築物⑥-05 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

多様な利用者に配慮するよう職
員研修の実施 ― ― ✓

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

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

職員による案内やサポートなどの対応の充実

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 赤羽北1-18-1-111

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
民間マンションの１階にあり、出入口や通路、トイレなどの基本的なバリアフリー化はされているが、視覚障害者等の利
用のための配慮が足りない面も見受けられる。当面は人的支援を中心に利用しやすさの向上を図る。

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 赤羽北図書館

２．事業主体 すべて 北区

【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



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

民間マンションの１階にあり、施設を改修する場合は騒音等のこともあり、管理組合との協議が必要である。



番号： 建築物⑥-06 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

区ホームページ、並びに指定管理
者が運営する専用ホームページ上
に掲載を検討。 ― ― ✓

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談用具は平成29年度中の設置を
検討。

1 個

3 その他設備

貸出用車いすは平成29年度中に2
台設置予定。ベビーカーは平成30
年度中の設置を検討。 必要 台 ✓

4
人的対応・
こころのバ
リアフリー

障がい者が利用する主な設備の点
字表示。段差の解消と障害物がな
い通路の確保を毎日点検する。

― ― ✓

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員がホスピタリティの精神で満
足した対応ができるよう講習会を
通してノウハウを習得しサポート
する。

― ― ✓

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

障がい者が安心して施設が利用で
きるように掲示し周知する。例え
ば障がい者マークを展示、施設へ
の介護犬の同伴可を掲示周知す
る。

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 赤羽体育館（平成29年開設）

【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　地域振興部　スポーツ推進課（指定管理者：KiTAマネジメントグループ）

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 志茂3-46、神谷3-10

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

障害のある方もない方もスポーツが楽しめる場所となるよう、バリアフリーについて計画段階から十分に考慮して整備を進
めている。施設へ至る経路についても、志茂東公園の遊歩道に視覚障害者誘導用ブロックを設置（平成28年度）し、東京メ
トロ志茂駅からの国道部分についても東京都に対し設置を要望している。引き続き利用者、指定管理者のご意見を伺いなが
らバリアフリーの充実を目指す。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供

筆談用具の設置及び案内の表示

貸出用車いす、ベビーカーの設置及び案内の掲示

施設運用上のバリアフリー対応、安全確保への配慮
（指定管理者との連携）

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

職員による案内やサポート等の対応の充実
（指定管理者との連携）

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（指定管理者との連
携）



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



番号： 建築物⑥-07 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 トイレ 必要 箇所 検討中

【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

１．施設名、路線名 すべて 国立西が丘サッカー場（味の素フィールド西が丘）

２．事業主体 すべて 独立行政法人日本スポーツ振興センター

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 西が丘3-15-1

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
園路の段差解消、多機能トイレなどの基本的なバリアフリー化は図られている。今後も催事利用に際して、大会主催
者であるサッカー協会等の意向も加味した上でバリアフリーに対応する。

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

多機能トイレへのオストメイト対応設備の設置

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 実施にあたり、社内の予算調整を行っている。（平成29年度現在）

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



番号： 建築物⑦-01 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所

障害者の来署頻度がほとんどないため、対費用

効果を考えると予算化は難しく、経年劣化によ

る修理が優先される。

2 上下移動 必要 箇所

同上

3 上下移動 必要 箇所

同上

4 トイレ 必要 箇所

同上

5 トイレ 必要 箇所

同上

6 トイレ 必要 箇所

同上

7 トイレ 必要 箇所

同上

8 トイレ 必要 箇所

同上

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

同上

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

同上

１．施設名、路線名 すべて 赤羽警察署

【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 赤羽警察署

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 神谷3-10-1

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
築後22年経過し、現在のバリアフリー基準に適合していないところがみられる。ハード面の改善は予算措置が必要で
あり、大規模改修に合わせて実施する。当面は人的対応などソフト事業を中心とした推進を図る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

筆談用具の設置及び案内の表示

事業内容

歩道上から出入口、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））

階段への２段手すりの設置及び段鼻の強調

エレベーターの改修によるバリアフリー対応

多機能トイレへの大型ベッド設置

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

自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更

低い位置への荷物台の設置

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置

施設案内図等の設置



11
駐車場・駐
輪場

必要 箇所

同上

12
駐車場・駐
輪場

― ― ✓

同上

13 その他設備 ― ―

同上

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

職員によるサポートを実施して
いる。

15
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

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な
どを遮らないように配慮

車いす使用者が利用しやすい窓口や記入台の設置

職員による案内やサポート等の対応の充実

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法



番号： 建築物⑦-02 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

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

・平成30年度末まで稲付中の仮校舎として利用するため、当面バリアフリー対応工事を実施する予定はない。

事業内容

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
現在、稲村中学校の仮校舎として使用している。新校舎開設後は西が丘小学校として改修を進めていくが、どこまで
のバリアフリー対応が実施できるかは未定である。

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

５．所在地 建築物所有者・管理者等 西が丘1-12-14

２．事業主体 すべて 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 ―

【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

１．施設名、路線名 すべて 避難所（旧第三岩淵小学校）

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―



番号： 建築物⑦-03 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

正門から昇降口までの段差
部をスロープ処理 1 箇所

段差部分をスロープ状に擦り付
け段差を解消する
※特定事業ではない。

2 建物内通路

1階の特別支援学級と廊下
の段差部分にスロープ等を
設置

1 箇所
スロープは防滑性の仕様とす
る。
※特定事業ではない。

3 上下移動

1階の特別支援学級と廊下
との段差部分に手すりを設
置

1 箇所
手すりの端部は安全なものにす
る。
※特定事業ではない。

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

現状は閉校管理を行っており、来年度の浮間中学校仮移転に向けて改修工事を予定している。仮校舎としての使用期
間終了後の利活用は決まっていないため、積極的なバリアフリー化に対応した工事は考えていない。

事業内容

段差の解消

段差部分へのスロープの設置

廊下の段差部への手すり設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
校舎は老朽化しており、バリアフリー対応とはなっていない。平成２９年度８月から平成３２年３月まで浮間中学校
の仮校舎として利用する予定である。

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 浮間4-29-30

２．事業主体 すべて 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 ―

項目 該当事業者 内容

１．施設名、路線名 すべて 避難所（旧西浮間小学校）

【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



番号： 建築物⑦-04 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

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

現在、私立保育園に校舎の一部を貸し出し中であり（平成30年10月末まで）、その後の利活用は未定のため、バリア
フリー対応工事は考えていない。

事業内容

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
校舎は老朽化しており、バリアフリー対応とはなっていない。

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1-1-13

２．事業主体 すべて 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 ―

項目 該当事業者 内容

１．施設名、路線名 すべて 避難所（旧赤羽台東小学校）

【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



番号： 建築物⑦-05 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

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

学校施設跡地利活用計画が策定され、売却または貸付を検討しているため、バリアフリー対応工事は実施しない。

事業内容

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
現在、なでしこ小学校の仮校舎として使用している。通称B棟・C棟はバリアフリー化されている。本校舎に当たる通
称A棟は旧校舎のままであり、バリアフリー化が図られていない。

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 志茂1-19-14

２．事業主体 すべて 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 ―

項目 該当事業者 内容

１．施設名、路線名 すべて 避難所（旧赤羽中学校）

【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



番号： 建築物⑦-06 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

さくら荘、保育園、各事務
室にパンフレットを設置 2 箇所 ✓

WEBサイトの更新を増加させる
ことによる情報提供の充実を検
討中

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

窓口である各事務室に筆談
も可能であるように筆談用
具を設置している。

2 箇所
よりわかりやすい案内の表示を
検討中

１．施設名、路線名 すべて 特別養護老人ホーム赤羽北さくら壮・赤羽北のぞみ保育園（旧北園小学校）

【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 指定管理者：社会福祉法人　東京都福祉事業協会

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 赤羽北3-6-10

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

既存施設である特別養護老人ホーム浮間さくら荘の移転・増床に、新設の保育園を加えた複合施設であり、現在整備
を進めている。平成29年4月開所予定であり、東京都建築物バリアフリー条例に適合する建築物として計画されてい
る。今後は配慮事項を踏まえたソフト事業を中心に推進する。

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

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等の提供

筆談用具の設置及び案内の表示

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 事業実施の前年度に適切な予算調整のもと、資金を調達します。

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



番号： 建築物⑧-01 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

受付窓口に筆談ボードを設
置し、案内を表示してい
る。

1 箇所

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

診察待ちや会計待ちの患者
様への声掛け、案内等の実
施を継続して行う。

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 赤羽中央総合病院

【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 医療法人社団博栄会

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 赤羽南2-5-12

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

エレベーターや車いす使用者用トイレなど、基本的なバリアフリー化は行われているが、建築時の基準によるもので
あり、一部対応が不十分な箇所も見受けられる。配慮事項を踏まえ、案内や人的対応の充実などソフト事業を中心に
推進を図る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

大きく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

職員による案内やサポートなどの対応の充実

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

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



番号： 建築物⑧-02 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

患者様・面会者等への積極
的な声掛け、案内等の実施
を継続して行う。

― ― ✓

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

掲示物等で啓発活動を実
施。

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 東京北医療センター

【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 公益社団法人　地域医療振興協会

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 赤羽台4-17-56

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
基本的に移動等円滑化基準に適合した施設であり、引き続き人的支援などのソフト対策の充実を図る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

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・ルール等の利用者への啓発

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

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　←掲示物の一例



番号： 建築物⑧-03 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 大規模改修工事の際設置を検討

2 建物内通路 出入口にスロープを設置 1 箇所
建物内部への段差にスロープを
設置済

3 上下移動 必要 箇所 大規模改修工事の設置検討

4 上下移動 必要 箇所 大規模改修工事の際実施検討

5 トイレ 必要 箇所 将来設置を検討

6 トイレ 必要 箇所 将来設置を検討

7 トイレ 必要 箇所 将来設置を検討

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 準備中

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― 準備中

10 その他設備 必要 箇所 準備中

１．施設名、路線名 すべて 赤羽東口病院

【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 医療法人社団　景星会赤羽

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 赤羽1-38-5

バリアフリー化されたエレベーターへの改修

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

基本的な移動等円滑化が図られているが、改善すべき点は見受けられる。エレベーター等、施設の老朽化に伴う改修
工事の際にバリアフリーに配慮した設備の設置を実施すると共に、職員による案内サポートなどソフト面を継続的に
充実させる。

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

歩道上から出入口、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）

安全なスロープへの改修

階段への２段手すりの連続設置及び段鼻の強調

多機能トイレの設置

自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更

フラッシュライトの設置

わかりやすい案内表示の設置

WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供

車いす使用者が利用しやすい窓口や記入台の設置



11 その他設備
各階（１階、３～６階）に
複数台の車いすを設置

30 台 院内移動用設置済

12 その他設備 必要 台 将来的に実施を検討

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ―
将来的に施設出入口から受付・
窓口までの経路への視覚障害者
誘導用ブロックの設置を検討

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓ 継続して実施

15
人的対応・
こころのバ
リアフリー

必要 箇所 設置を検討

16
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― 継続して実施施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

貸出用の車いすの設置

電光掲示や呼出受信機の導入

施設出入口からの連続的な誘導への配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実

筆談用具の設置及び案内の表示

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

2：出入口のスロープ



番号： 建築物⑧-04 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

北本通り拡張工事と同時に
実施予定 1 箇所

歩道との段差解消については、
北本通りの整備時に協議する必
要がある。

2 トイレ

平成29年10月20日より院内
トイレ工事着工 1 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ―

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

7 その他設備 必要 台

１．施設名、路線名 すべて 赤羽岩渕病院

【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 医療法人社団　福寿会

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 赤羽2-64-13

パンフレットやWEBによる施設のバリアフリー
関連情報の提供

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などの基本的なバリアフリー化は図られている。施設の老朽化に伴う改修工事を機に、
配慮事項等を踏まえた整備を行う。

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

歩道と病院入口の間の段差解消

一般トイレの改修（機能分散、自動水栓、JIS規格に
適合したボタン配置、フラッシュライト、非常呼び
出しボタン等）

わかりやすい案内表示の設置

音声案内や触知案内図の設置

筆談用具の設置及び案内の表示

電光掲示や呼出受信機の導入

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



番号： 建築物⑧-05 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

出入口のスロープに手すり
を設置及び幅の改善 1 箇所

大幅な改修工事や道路幅の問題
があるため、実施は要検討

2 上下移動

手すりは設置済み。段鼻の
協調については、要検討。 2 箇所

手すりは従前から設置済み。段
鼻については、大幅改修が必要
なため要検討

3 上下移動

車いす使用者のためのボタ
ンがないため、設置が必要 1 箇所

エレベーター改修が必要なため
要検討

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

施設内の案内設備表示を各
階に掲示板で設置する 2 箇所

掲示内容を今後精査し手作りの
ポスターの設置を検討する

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

トイレの位置などをパンフ
レットやHPに盛り込む ― ―

パンフレット、HPの更新の際に
盛り込む予定

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

視覚障害者のための音声案
内機の設置 1 箇所

現在視覚障害者の病院利用がな
いため設置未定

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

聴覚障害者のための筆談機
器の設置と案内の表示 1 箇所 上記同様

8
駐車場・駐
輪場

車いす利用者の方への案
内、声掛けの実施

3 箇所

家族付き添いで来れられる車い
す使用の方がほとんどのため未
実施。また、タクシー利用の方
については、外来看護で誘導や
移動の対応は行う。（無資格者
は行わないよう配慮する）

9
駐車場・駐
輪場

駐輪場の整備

2 箇所
病院利用者以外の駐輪が多いた
めその駐輪方法の検討

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

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

パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連
情報等の提供

音声案内や触知案内図の設置

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表示、
利用者への啓発

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

大きくわかりやすい案内表示の設置

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

出入口のスロープ改善

階段の手すり設置及び段鼻の強調

エレベーターのバリアフリー対応

エレベーターの設置はされているが、設備が古く、十分なバリアフリー対応が図られていない箇所も見受けられる。抜
本的な改善は建替え時になるが、当面は改修を通じてバリアフリー化に取り組み、安全性、利便性の向上に努めるとと
もに、案内や人的支援等のソフト事業の充実を図る。

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 赤羽2-2-1

２．事業主体 すべて 医療法人社団　埴原会

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 赤羽病院

【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



10 その他設備

段差のあるカウンターの設
置もしくはそれようのカウ
ンターの配置

1 箇所 ８同様

11 その他設備

外来患者様への電光掲示板
での案内の推進 1 箇所

電光掲示は施行したものの混乱
が生じたため現在は休止中

12
人的対応・
こころのバ
リアフリー

段差の解消と建物内の各施
設の場所の明示 1 箇所

大幅改修が必要になるため要検
討

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

接遇研修の実施

4 回/年
院内接遇委員会を発足させ今後
充実を図る

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

該当患者様への個別の声か
け ― ― 個別患者様へ随時声掛け済み

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

電光掲示や呼出受信機の導入

施設出入口からの連続的な誘導への配慮

職員研修の実施及び案内やサポートなどの対応の充
実

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

車いす使用者が利用しやすい受付や記入台の設置



番号： 建築物⑧-06 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

1 箇所

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

病院内へのパンフレット設
置による案内。病院HPへの
掲載。

2 箇所
パンフレット刷新検討中
1,4,5調整次第

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

正面玄関の風除室内に設置

1 箇所

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

受付に設置

1 箇所

5 その他設備

受付に設置

1 箇所

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 赤羽リハビリテーション病院

【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 一般社団法人 巨樹の会

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 赤羽西6-37-12

筆談用具の設置及び案内の表示

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
基本的に移動等円滑化基準に適合した整備がされている。今後は案内や人的対応などのソフト事業を中心に推進を図
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

歩道上から出入口、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（正面玄関右手）

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等の提供

音声案内や触知案内図の設置

車いす使用者に配慮した受付・窓口や記入台の設置

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

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



番号： 建築物⑧-07 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 トイレ 必要 箇所 ✓

2 その他設備 必要 箇所 ✓

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

委員会にて講習日程を作成
し、講習会を開催し全ての
職員が行動できるよう対
応。

1 回/年 ✓

１．施設名、路線名 すべて 浮間中央病院

【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 医療法人社団　博栄会

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 赤羽北2-21-19

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
基本的に移動等円滑化基準に適合したバリアフリー化が図られている。今後大きな改修などは想定していないが、配
慮事項を踏まえた対応について検討する。

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、変更点など事業内容

フラッシュライト等の設置

電光表示や呼出受信機の導入

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

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



番号： 建築物⑧-08 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 全体 必要 箇所 検討中

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

病院の受付と記載台に筆談
用府があることの案内表示
をしている。

2 箇所

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

患者様、面会者等への積極
的な声掛け、案内等の実施
を継続して行う。

― ― ✓

4
人的対応・
こころのバ
リアフリー

フロア毎に掲示物等で施設
利用についての啓発活動を
実施。

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 大橋病院

【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 医療社団法人　逸生会

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 桐ヶ丘1-22-1

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
耐震化に伴う建替えを検討しており、移動等円滑化基準への適合や配慮事項に留意して整備する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

建替えによるバリアフリー化された施設の整備

筆談用具の設置及び案内の表示

職員研修の実施及び
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・ルール等の利用者への啓発

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

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



番号： 建築物⑧-09 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 建物内通路 ― ― ✓
物品等の置き場所を新たに確保
し、移動等をした。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓ 現在も引き続き検討中

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓ 現在も引き続き検討中

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓ 現在も引き続き検討中

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1 箇所
筆談用の文具用品を購入し、設
置済み

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

随時、「こころのバリアフ
リー」関連の資料を職員に開
示、各部署内で研修を実施

― ― ✓

7
人的対応・
こころのバ
リアフリー

禁煙等のルールを貼り紙で
掲示 ― ― ✓ 実施済み

１．施設名、路線名 すべて 岩江クリニック

【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 医療法人社団　岩江クリニック

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 西が丘1-5-9

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

エレベーターは設置されているが、建物は非常に老朽化している。設備面での改善は困難だが、患者様及びご家族の
視点に立った移動等円滑化に向けて、人的資源をでき得る限り活用し、職員一同に「こころのバリアフリー」の認識
を教育することにより、日々の現場での具体的対応に反映させていく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

主要な通路は、物や設備などで狭くならないよう配
慮

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等の提供

音声案内や触知案内図の設置

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

筆談用具の設置及び案内の表示

職員研修の実施及び案内やサポート等の対応の充実

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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



番号： 建築物⑨-01 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

破損した点字ブロックの補
修。 3 枚

2 建物内通路

通路に物品を設置していな
い。 ― ― ✓

3 トイレ

トイレの全面リニューアル。
（センサーライト化） 1 箇所

障がい者用トイレの出入り口が、男子トイレの中

から入る構造になっていた。通路から直接出入り

できるようにドアの場所変更を本社に申請したが

却下となった。

4 トイレ

未定。

必要 箇所

5 トイレ

障がい者用トイレのリ
ニューアル時に設置。 1 箇所

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

未検討。

必要 箇所 ✓

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

本社ＨＰに郵便局のバリア
フリー関連情報を掲載。 ― ― ✓

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

窓口カウンターに配備。

1 箇所

9 その他設備

未定。

必要 箇所

10
人的対応・
こころのバ
リアフリー

認知症サポーターの養成、
設置。（2017年3月末現
在、全国で約4万人）

― ― ✓

非常呼び出しボタンの設置

大きく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等の提供

筆談用具の設置及び案内の表示

車いす使用者が利用しやすい窓口や記入台の設置

社員教育の実施及び案内やサポートなどの対応の充
実

事業内容

歩道上から出入口、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）

主な通路は、物や設備などで狭くならないように配
慮
（120cm以上）

多機能トイレのバリアフリー対応（オストメイト対
応設備、大型ベッド、ボタン位置のJIS規格適合、低
い位置への荷物台など）

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
建物が老朽化しているので、改修工事を順次行っている。改修に合わせて移動等円滑化基準や配慮事項を満たすよう
留意するとともに、人的対応等のソフト事業についても推進していく。

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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 赤羽南1-12-10

２．事業主体 すべて 日本郵便株式会社

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 赤羽郵便局

【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



11
人的対応・
こころのバ
リアフリー

多様化するお客さまニーズへ
の対応、社員の力を活かす取
り組み（ダイバーシティの推
進）

― ― ✓施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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



番号： 建築物⑨-02 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 建物内通路 必要 箇所
平成29年度にお客様用EV及び階
段へ点状ブロック設置済み

2 上下移動 必要 箇所
踏み面ベージュ、段鼻はブラウ
ンとして対応済み

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所
ロビースタッフによるサポート
対応実施中

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所
ロビースタッフによるサポート
対応実施中

5 その他設備 1 箇所
ロビースタッフによるサポート
対応実施中

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

平成29年度4月に職員研修
を実施。 ― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 三菱東京UFJ銀行　赤羽駅前支店

【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 株式会社三菱東京UFJ銀行

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 赤羽1-9-6

音声案内や触知案内図の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

当ビルは竣工から51年が経過している。そのため施設内のスペースにも限りがあり、現状では利用客用のトイレは未
設置である。建物の構造上、対応が困難な事業については建替等の際に検討を図る。当面は、ソフト面を中心に改善
に取り組む。

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 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（２階・３階）

階段の段鼻の色の強調

わかりやすい案内表示の設置

車いす使用者が利用しやすい記入台の設置（２階受
付）

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

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

視覚障害者誘導用ブロックの設置状況



番号： 建築物⑨-03 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 トイレ

緊急通報装置は外部にラン
プおよびブザー対応済み。 1 箇所 平成20年に実施済。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

配置図等のフロア案内図設
置。 1 箇所 ✓ 実施に向け検討中。

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

HPに下記を記載済み。
「段差解消」「車いす対応
駐車場」「視覚障がい者対
応ATM」「ｵｽﾄﾒｲﾄ対応設
備」「車いす対応ﾄｲﾚ」
「AED」

― ― ✓

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

触知案内図設置

1 箇所 ✓
実施に向け検討中。視覚障害者
誘導用ブロック経路の安全性を
考慮。

5 その他設備

カラーコーンおよびポス
ターで注意喚起 ― ― ✓

6 その他設備

窓口（カウンター）＝ひざ
のせテーブルで対応。
記入台＝座式設置済み。

1 箇所 ✓
平成16年度に記入台設置済。ご
案内時、車いす利用者の導線確
保に配慮。

7 その他設備

車いす、ベビーカーの設置

1 箇所 ✓ 実施に向け検討中。

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

平成17年11月より「ハート
フルプロジェクト」にて対
応

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて みずほ銀行赤羽支店

【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 株式会社みずほ銀行

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 赤羽1-7-8

音声案内や触知案内図の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

当店舗ビルは築47年、老朽化が進んでおり建替・大規模改修の検討を要するものの、現状具体化していない。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」を目指して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20年に高齢者用多機能トイレを設置した。また、車いすの動線確保
等の配慮を心掛けている。
今後も、「ハートフルプロジェクト」の取組方針に基づき、各事業の実施に向けて実施の可否を含め検討し、順次改
善に取り組む。

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 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

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
バリアフリー関連情報等の提供

利用者などの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な配慮

車いす使用者が利用しやすい窓口や記入台の設置

貸出用の車いすやベビーカー等の設置、及び案内の
設置

多様な利用者への職員・従業員等による案内や
サポートなどの対応の充実



9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1 箇所
平成18年筆談ボード設置。
平成20年コミュニケーション
ボード設置。

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

その他の取組として聴覚障害者に
対しては筆談ボード、コミュニ
ケーションボードを用意

筆談ボード及びコミュニケーションボードの設置

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

筆談ボード コミュニケーションボード① コミュニケーションボード②



番号： 建築物⑨-04 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
駐車場・駐
輪場

定期的に巡回点検を実施
（違法駐輪等） ― ― ✓

特に出入口付近に通行の妨げに
なっていないかを確認

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

体の不自由な人に対してロ
ビー担当者が目配、気配を
実施

― ― ✓ ご要件等の声掛けの実施

１．施設名、路線名 すべて 三井住友銀行赤羽支店

【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 株式会社三井住友銀行

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 赤羽2-1-15

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
出入口や通路、案内設備などについて基本的なバリアフリー化は実施されている。今後もロビー担当者や受付担当者
による人的支援を継続的に実施していく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

利用者などの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な配慮

多様な利用者への従業員等による案内や
サポートなどの対応の充実

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

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



番号： 建築物⑨-05 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 全体 ― ―
各設備等のバリアフリー化に向
けて検討中。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 設置箇所について検討中。

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓ 実施に向け検討中。

4
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 東京シティ信用金庫赤羽支店

【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 東京シティ信用金庫

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 志茂2-33-14

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
本建物は築40年以上経過しており、バリアフリー上多くの課題がある。今後店舗建替えも視野に入れており、その際
に対応を図っていく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

店舗建替えによる各設備等のバリアフリー化

受付等への筆談用具の設置及び耳マーク等の案内表
示の設置

多様な利用者への従業員等による案内や
サポートなどの対応の充実

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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

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



番号： 建築物⑨-06 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 全体 ― ―

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所

3 上下移動 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

ＨＰに掲載予定

― ― ✓

6
駐車場・駐
輪場

車いす使用者用駐車場の案
内表示あり ― ―

7 その他設備

座位用の記帳台の設置あり

1 箇所 平成２９年度に設置。

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

社内研修の実施（ユニバー
サルサービス研修） 1 回/年 ✓

9
人的対応・
こころのバ
リアフリー

社内研修の実施（ユニバー
サルサービス研修） 1 回/年 ✓

10 建物内通路

ＡＴＭコーナーに視覚障が
い者用マットを敷設予定 1 箇所

【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

１．施設名、路線名 すべて 城北信用金庫赤羽支店

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2-1-9

２．事業主体 すべて 城北信用金庫

３．事業区間 道路管理者 ―

事業内容

建替え等によるバリアフリー化された施設の整備
（トイレ、案内設備など）

歩道上から出入口、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）

バリアフリー化されたエレベーターへの改修

わかりやすい案内図の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
旧耐震基準の建物であり、今後は建替えも検討している。リニューアル実施時には移動等円滑化基準に適応させたい。

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

WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供

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

座位用の記帳台の設置

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・ルール等の利用者への啓発

ＡＴＭコーナー前への視覚障害者用マットの敷設

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



番号： 建築物⑨-07 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 全体 ― ―

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所

3 上下移動 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

ＨＰに掲載予定

― ― ✓

6
駐車場・駐
輪場

― ―

7 その他設備

座位用の記帳台の設置あり

1 箇所 平成２５年度に設置。

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

社内研修の実施（ユニバー
サルサービス研修） 1 回/年 ✓

9
人的対応・
こころのバ
リアフリー

社内研修の実施（ユニバー
サルサービス研修） 1 回/年 ✓

10 建物内通路

ＡＴＭコーナーに視覚障が
い者用マットを敷設予定 1 箇所

【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

１．施設名、路線名 すべて 城北信用金庫十条支店

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 十条仲原3-13-1

２．事業主体 すべて 城北信用金庫

３．事業区間 道路管理者 ―

事業内容

建替え等によるバリアフリー化された施設の整備
（トイレ、案内設備など）

歩道上から出入口、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）

バリアフリー化されたエレベーターへの改修

わかりやすい案内図の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
バリアフリー対応していない建物であり、今後の建替えにより移動等の円滑化を図る。

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

WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供

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

座位用の記帳台の設置

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・ルール等の利用者への啓発

ＡＴＭコーナー前への視覚障害者用マットの敷設

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



番号： 建築物⑨-08 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 全体 ― ―

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ＨＰに掲載予定

― ― ✓

5
駐車場・駐
輪場

― ―

6 その他設備

座位用の記帳台の設置あり

1 箇所 平成２８年度に設置。

7
人的対応・
こころのバ
リアフリー

社内研修の実施（ユニバー
サルサービス研修） 1 回/年 ✓

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

社内研修の実施（ユニバー
サルサービス研修） 1 回/年 ✓

9 建物内通路

ＡＴＭコーナーに視覚障が
い者用マットを敷設予定 1 箇所

【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

１．施設名、路線名 すべて 城北信用金庫浮間支店

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3-18-6

２．事業主体 すべて 城北信用金庫

３．事業区間 道路管理者 ―

事業内容

大規模改修等によるバリアフリー化された施設の整
備

歩道上から出入口、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）

わかりやすい案内図の設置

WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
バリアフリー対応していない店舗であり、建物のリニューアル時にエレベーターの設置等の移動等円滑化を検討する。

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

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

座位用の記帳台の設置

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・ルール等の利用者への啓発

ＡＴＭコーナー前への視覚障害者用マットの敷設

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



番号： 建築物⑨-09 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所

2 トイレ 必要 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ＨＰに掲載予定

― ― ✓

5 その他設備

ローカウンターにご案内

必要 箇所 ✓
座位用の記帳台は、店内が狭く
設置が難しい

6 その他設備 必要 箇所

7
人的対応・
こころのバ
リアフリー

社内研修の実施（ユニバー
サルサービス研修） 1 回/年 ✓

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

社内研修の実施（ユニバー
サルサービス研修） 1 回/年 ✓

9 建物内通路

ＡＴＭコーナーに視覚障が
い者用マットを敷設予定 1 箇所

【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

１．施設名、路線名 すべて 城北信用金庫赤羽西口支店

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 赤羽西1-40-5

２．事業主体 すべて 城北信用金庫

３．事業区間 道路管理者 ―

事業内容

歩道上から出入口、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）

フラッシュライト等の設置

わかりやすい案内図の設置

WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
貸借店舗のため躯体に係る改修は難しいが、職員によるサポート体制の充実を図る。

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

座位用の記帳台の設置

授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置

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・ルール等の利用者への啓発

ＡＴＭコーナー前への視覚障害者用マットの敷設

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



番号： 建築物⑨-10 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

環状七号線道路側歩道より
店舗出入口まで視覚障害者
用ブロックの整備を検討。

必要 箇所

歩道に視覚障害者誘導用ブロッ
クがない。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

店舗出入口付近に案内図を
設置予定。 1 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

当金庫のホームページにバ
リアフリー情報を掲載す
る。

― ― ✓

全店舗のバリアフリーの実施状
況の調査を検討中。

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談用具を設け、わかりや
すい位置に筆談用具の設置
を示す案内を表示する。

1 個

平成29年度中に実施予定。

5
駐車場・駐
輪場

東十条支店駐車場入口に設
置予定。

1 箇所

駐車場については、アスファルトの
傷みが激しく、車いす使用者用駐車
施設の設置するにあたり、駐車場の
アスファルトの整備が必要となる。
業者に見積もりを依頼。

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

ワイヤレスチャイムを設置
し、職員による案内やサ
ポートなどを行う。

― ― ✓

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

職員による案内やサポートなどの対応の充実
（出入口扉の開閉を含む）

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

事業内容

歩道上から出入口、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

わかりやすい案内図の設置

WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供

筆談用具の設置及び案内の表示

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
店舗の出入口については、段差解消対応している。出入口の扉が手動式で重く自動ドア化したいが、建物の構造上難
しいため、呼び鈴を設置し職員が対応している。配慮事項を踏まえバリアフリー化に取り組む。

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 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 東十条5-5-10

２．事業主体 すべて 瀧野川信用金庫

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 瀧野川信用金庫東十条支店

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―



番号： 建築物⑨-11 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

歩道より店舗入口まで視覚
障害者用ブロックを整備。 必要 箇所

歩道に視覚障害者誘導用ブロッ
クブロックがない。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

店舗入口付近に案内図を設
置予定。 1 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

当金庫のホームページにバ
リアフリー情報を掲載す
る。

― ― ✓

全店舗のバリアフリーの実施状
況の調査を検討中。

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談用具を設け、わかりや
すい位置に筆談用具の設置
を示す案内を表示する。

1 個

平成29年度中に実施予定。

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

店舗入口付近にワイヤレス
チャイムを設置し、職員によ
る案内やサポートなどの更な
る充実を図る。

― ― ✓

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

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

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

歩道上から出入口、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

わかりやすい案内図の設置

WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供

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 赤羽西1-35-9

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
店舗が狭く、構造上難しい面も多いが、配慮事項を踏まえバリアフリー化に取り組む。

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 瀧野川信用金庫赤羽支店

２．事業主体 すべて 瀧野川信用金庫

【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



番号： 建築物⑨-12 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

歩道より店舗入口まで視覚
障害者用ブロックを整備。 必要 箇所

歩道に視覚障害者誘導用ブロッ
クブロックがない。

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

1 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

店舗入口付近に案内図を設
置予定。 1 箇所

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

当金庫のホームページにバ
リアフリー情報を掲載す
る。

― ― ✓

全店舗のバリアフリーの実施状
況の調査を検討中。

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談用具を設け、わかりや
すい位置に筆談用具の設置
を示す案内を表示する。

1 個

平成29年度中に実施予定。

6
駐車場・駐
輪場

必要 箇所

7
駐車場・駐
輪場

― ―

8 その他設備

車いす対応記帳台の導入を
検討。 1 台

平成29年度中に実施予定。

9
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

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

WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供

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な
どを遮らないように配慮

車いす使用者が利用しやすい窓口や記入台の設置

職員による案内やサポートなどの対応の充実

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

歩道上から出入口、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

幅員を確保した自動ドアの設置

わかりやすい案内表示の設置

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 浮間4-13-1

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
道路と店舗の間にスロープを設置している。構造上難しい面もあるが、配慮事項を踏まえ視覚障害者誘導用ブロック
や案内表示を設置するよう検討する。

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 瀧野川信用金庫浮間支店

２．事業主体 すべて 瀧野川信用金庫

【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



番号： 建築物⑩-01 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

ミーティング等での従業員
への教育 ― ― ✓

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

店内放送等による施設利用
者への案内の実施 ― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 島忠ホームズ北赤羽店

【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 株式会社　島忠

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5-3-24

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
平成27年9月に新店オープンした比較的新しい店舗であり、バリアフリーについてもおおむね対応済みとなっている。
今後も、新たな基準等の変更への対応に取り組み、すべてのお客様に利用しやすい店舗にしていく方針である。

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

多様な利用者への従業員等による案内や
サポートなどの対応の充実

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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



番号： 建築物⑩-02 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

車いすの方への専用カート
の導入計画 ― ― ✓

車いすの方への車いす専用の買
い物カートの導入を検討した。

１．施設名、路線名 すべて オーケー北赤羽店

【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 オーケー株式会社

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5-3-27

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
平成27年9月に新店オープンした比較的新しい店舗であり、バリアフリーについてもおおむね対応済みとなっている。
今後も、新たな基準等の変更への対応に取り組み、すべてのお客様に利用しやすい店舗にしていく方針である。

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

多様な利用者への従業員等による案内や
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

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



番号： 建築物⑩-03 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

1 箇所

2 トイレ 必要 箇所

3 トイレ 必要 箇所

4 トイレ 必要 箇所

5
トイレ
（ビーンズ
テラス）

必要 箇所

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ―

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

9 その他設備 必要 台
車いすは、エキュート警備室に
配置

10 その他設備 必要 箇所

１．施設名、路線名 すべて ビーンズ赤羽（ビーンズ・ビーンズテラス）

【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 株式会社ジェイアール東日本都市開発　赤羽ショッピングセンター

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 （ビーンズ赤羽）赤羽1-1-1　（ビーンズテラス）赤羽1-67-58

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
駅商業施設として、高齢者や障害者に配慮した施設づくりに取り組むとともに、駅との連携による一体的な利便性の
向上を目指している。今後も配慮事項や区民意見を踏まえた改修や情報提供などを進めていく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

ベンチ及び授乳室の設置

事業内容

駅や歩道上から出入口、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

多機能トイレへの大型ベッド設置

フラッシュライト等の設置

一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置

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

車いす使用者が利用できる一般トイレへの改修

案内図等へのバリアフリー関連情報の表示

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

音声案内や触知案内図の設置

貸出用車いすやベビーカーの設置及び案内の設置

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



番号： 建築物⑩-04 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

パンフレット及びWEBのフロアガイドに、
スロープ、多目的トイレ、エレベーター
等の場所の情報を記載 ― ― ✓

次回更新時には、さらに分かり
やすいよう質の向上を目指す。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

各店舗にて紙とペン等にて
適宜対応している。 ― ― ✓

3 その他設備

一部応募台については、今
後の更新時に対応を検討 必要 箇所 ✓

4 その他設備

従業員がお声掛け等により
配慮 ― ― ✓

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

新人店員研修で啓蒙を実施

1 回/月 ✓

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

新人店員研修で啓蒙を実施

1 回/月 ✓

１．施設名、路線名 すべて 赤羽パルロードⅠ アピレ

【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 株式会社新都市ライフホールディングス

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 赤羽西1-5-1

車いす使用者が幅の広いレジレーンを
優先利用できるよう配慮

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

施設が完成してから30年程経過しており、最新の移動等円滑化基準を満たすには建築構造の大規模な改良工事を要す
る。ハード面においては、階段への手すりの増設や段差のマーキングによる視認性の向上など、軽易な改良によるバ
リアフリー化を実施しつつ、あわせてソフト面においてもサービスカウンターを設置し対応できる体制を整えてい
る。今後も、配慮事項を踏まえた対策に取り組む。

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 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

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

筆談用具の設置及び案内の表示

車いす使用者が利用しやすい窓口等の設置

従業員研修の実施及び案内やサポートの対応の充実

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 ハード事業の実施については、事前に予算調整等のもと調達を行う。

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

昨年度、①階段手すりの増設、②入退館口の各段差の視認性向上の塗装等、③館内に設置しているフロアマップのバ
リアフリー情報の充実を行った。

上記②現況写真上記①現況写真



番号： 建築物⑩-05 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 上下移動 両面２段での設置を検討 1 箇所
検討中。設置費用と設置時期を
関係部署との調整必要

2 上下移動
正面玄関前にエレベーター
の　場所をお知らせする音
声案内

1 箇所
検討中。設置費用と設置時期を
関係部署との調整必要

3 トイレ
ＪＩＳ規格適合のボタン設
置への変更

3 箇所
検討中。設置費用と設置時期を
関係部署との調整必要

4 トイレ 多目的トイレへの設置 3 箇所
検討中。１階のトイレはスペー
スの確保が課題

5 トイレ フラッシュライトの設置 3 箇所
検討中。設置費用と設置時期を
関係部署との調整必要

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

正面出入口での案内版の設
置検討

1 箇所
設置費用と設置時期を関係部署
との調整必要

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ＨＰにて詳細を掲示 ― ― 提供する情報の精査が必要

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

正面出入口での案内版の設
置検討

1 箇所
検討中。設置費用と設置時期を
関係部署との調整必要

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談ボードの購入と店内で
の案内表示を実施

1 個 ＨＰ等での案内も検討する

10 その他設備
幅広レーン導入と同時にい
設置を実施

1 箇所
検討中。高さの詳細等は利用の
お客様の声を聞き判断、決定す
る

１．施設名、路線名 すべて ダイエー赤羽店

【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 ダイエー赤羽店

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 赤羽2-5-7

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などの基本的なバリアフリー化は図られている。また、商店街側の出入口にサービスカ
ウンターを2F事務所へ移報する呼び出しボタンを設置している。配慮事項を踏まえ、改修を伴う事業は中期的に検討
する。当面は、案内や人的対応の充実などソフト事業を中心に推進を図る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

車いす使用者が利用しやすい作業台などの設置

事業内容

階段手すりの改修（両側設置、１段→２段）

エレベーターへの音声案内の設置

自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更

低い位置への荷物台の設置

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

フラッシュライト等の設置

売場案内表示の更新

WEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供

触知案内図の設置

筆談用具の設置及び案内表示



11 その他設備 現在導入済 ― ―

12 その他設備
現状のレジ内でのスペース
確保

― ―
検討中。現状のレジ台数を減ら
さず導入出きるかが課題

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

売場案内サポート対応の教
育を随時実施

― ― ✓ 適時実施中

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

案内板の設置や入社時従業
員教育の実施継続

― ― ✓ 入社時教育で実施

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

建物内の設備的な改修が必要なものは、主管関連部署と調整し、今後の方向性を決める。

貸出用ベビーカーの設置及び案内表示

レジレイアウトの改善（幅広レーンの確保）

従業員教育の実施及び案内やサポートの対応の充実

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



番号： 建築物⑩-06 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 上下移動 必要 箇所
詳細な事業内容は今後検討予
定。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

車いす対応であることや授
乳室がある旨をホームペー
ジに掲載。

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて ニトリ赤羽店

【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 株式会社ニトリホールディングス

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 神谷3-6-20

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
新しい施設であり、基本的に基準に適合した建物である。配慮事項を踏まえた対策に中期的に取り組む。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

階段の両側への２段手すりの設置や段鼻の色の強調

パンフレットやWEBによる施設のバリアフリー
関連情報等の提供

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

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



番号： 建築物⑩-07 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 建物内通路
日々、確認の実施を継続し
ている。

― ― ✓

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

朝礼などで、案内やサポー
ト等の対応について、指
示、伝達している。

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて スーパーバリュー志茂店

【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 スーパーバリュー志茂店

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 志茂1-6-11

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など、基本的なバリアフリー化は図られている。人的対応等のソフト面を中心として対
応を推進する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

主要な通路は、物や設備で狭くならないよう配慮

従業員による案内やサポート等の対応の充実

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

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



番号： 建築物⑩-08 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

本社と継続協議（所有者等
への申入れ含め） 必要 箇所 継続検討中

2 トイレ

本社と継続協議（車いす使
用者用稼働手すり、ベッド
の設置）

必要 箇所 継続検討中

3 トイレ

オスメイト対応設備の検討

必要 箇所 継続検討中

4 トイレ

本社と継続協議（視覚障害
者が容易に認識できる位置
に押しボタンの設置等）

必要 箇所 継続検討中

5 トイレ

聴覚障害者向けフラッシュ
ライト等本社協議の上、検
討

必要 箇所 継続検討中

6 トイレ

一般トイレへの設置関し、
本社協議 必要 箇所 継続検討中

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

本社と対応協議（継続）

必要 箇所 継続検討中

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

本社と対応協議（継続）

― ― 継続検討中

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

本社と対応協議（継続）

必要 箇所 継続検討中

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

本社と対応協議（継続）

― ― 継続検討中

【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

１．施設名、路線名 すべて ライフ北赤羽店

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3-2-9

２．事業主体 すべて 株式会社ライフコーポレーション

３．事業区間 道路管理者 ―

事業内容

歩道上から出入口、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）

多機能トイレの改善

一般トイレへの機能分散

自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
平成26年4月の店舗改装で必要な最低限度の広さを確保しつつ、トイレ等の設備の充実・拡充を実施した。今後は人的
支援などのソフト対策の充実を図るとともに、配慮事項を踏まえた改修については、本社と協議して進めていく。

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

フラッシュライト等の設置

一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置

大きく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等の提供

音声案内や触知案内図の設置

エレベーターや多機能トイレの優先利用の啓発



11
駐車場・駐
輪場

適宜、駐輪場状況を確認の
上、対応 ― ― 継続対応中

12 その他設備

本社と対応協議（継続）

必要 箇所 継続検討中

13 その他設備

本社と対応協議（継続）

必要 箇所 継続検討中

14 その他設備

本社と対応協議（継続）

必要 箇所 継続検討中

15
人的対応・
こころのバ
リアフリー

本社と対応協議（継続）

― ― ✓ 継続検討中

16
人的対応・
こころのバ
リアフリー

筆記具は設置済み

1 箇所

17
人的対応・
こころのバ
リアフリー

啓発を行なっている

― ― ✓ 継続対応中

利用者などの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

車いす使用者が利用しやすい作業台等の設置

貸出用ベビーカーの設置及び案内の表示

授乳室やベンチの設置

従業員研修の実施及び案内やサポートなどの対応の
充実

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルールの利用者への啓発

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

チェーンストアのため、個店の判断の範囲外の事項については本社との検討が必要となる。



番号： 建築物⑩-09 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所

現在、進行中工事のターゲット
が耐震補強がメインとなった
為、実施時期を短期から長期に
変更。

2 上下移動 必要 箇所

現在、進行中工事のターゲット
が耐震補強がメインとなった
為、実施時期を短期から長期に
変更。

3 トイレ 1 箇所

4 トイレ 必要 箇所

5 トイレ 必要 箇所

6 トイレ 必要 箇所

7 トイレ 必要 箇所

8 トイレ 必要 箇所

１．施設名、路線名 すべて 西友赤羽店

【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 合同会社西友

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 赤羽2-1-1

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
エレベーターの設置や通路幅員の確保などはされているが、多機能トイレはなく、バリアフリー上の課題が見られ
る。配慮事項を踏まえ、長期的な対応に取り組む。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

歩道上から出入口、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及びインターホンの設置

階段への２段手すりの設置及び段鼻の強調

多機能トイレの設置

一般トイレへの機能分散
（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 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

自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更

低い位置への荷物台の設置

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置



9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

現在、進行中工事のターゲット
が耐震補強がメインとなった
為、実施時期を短期から長期に
変更。

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ―

11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1 箇所

現在、進行中工事のターゲット
が耐震補強がメインとなった
為、実施時期を短期から長期に
変更。

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1 箇所

現在、進行中工事のターゲット
が耐震補強がメインとなった
為、実施時期を短期から長期に
変更。

13 その他設備 必要 箇所

現在、進行中工事のターゲット
が耐震補強がメインとなった
為、実施時期を短期から長期に
変更。

14 その他設備 必要 箇所

現在、進行中工事のターゲット
が耐震補強がメインとなった
為、実施時期を短期から長期に
変更。

15
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

16
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

17
人的対応・
こころのバ
リアフリー

2 箇所

現在、進行中工事のターゲット
が耐震補強がメインとなった
為、実施時期を短期から長期に
変更。

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等の提供

わかりやすい案内表示の設置

音声案内及び触知案内図の設置

筆談用具の設置及び案内の表示

車いす・ベビーカーの貸出及び案内の掲示

授乳室やおむつ交換台の設置

従業員研修の実施及び案内やサポート等の対応の充
実

施設利用のマナー・ルールの利用者への啓発

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



番号： 建築物⑩-10 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所
オーナー様と実施年度及び事業
活動において調整中

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 同上

3 建物内通路 必要 箇所 ✓ 同上

4 上下移動 必要 箇所 ✓ 同上

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓ 同上

6 その他設備 必要 箇所 ✓ 同上

１．施設名、路線名 すべて イオン赤羽北本通り店

【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 イオンリテール株式会社

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 神谷3-12-1

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の設置などの基本的なバリアフリー化は図られているが、現在の移動等円滑化基準等か
らは対応が不十分な点も見受けられる。配慮事項を踏まえ、改善に取り組む。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

歩道上から出入口、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

幅員を確保した自動ドアなどへの変更

３階トイレ前通路の幅員確保

エレベーターのバリアフリー対応への改修

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

幅広のレジレーンの設置及び優先利用の配慮

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



番号： 建築物⑩-11 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

風除室、エントランス、歩
道への点字ブロックの設置 50 m

東京都、家主との共同事業とし
て同時に進める必要が有る

2 建物内通路

階段、自動ドア等の撤去を
し、スロープの新設 1 箇所

家主資産の為、家主にて予算化
し実施していただく

3 トイレ

旧基準の為、現在の基準に
合わせての見直し 2 箇所 改装工事に合わせ実施

4 トイレ

地下1階、3～5階に多機能
トイレ設置 4 箇所 改装工事に合わせ実施

5 トイレ

自動水栓の導入

71 箇所 節水工事として実施

6 トイレ

各階男女便所に荷物台の設
置 14 箇所

改装工事に合わせ実施
造り付け、什器等にて検討

7 トイレ

多機能便所に非常時の際の
表示を設置 2 箇所 改装工事に合わせ実施

8 トイレ

多機能便所に非常呼び出し
ボタン等の設置 2 箇所 改装工事に合わせ実施

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

施設及び売場案内の文字サ
イズ変更 25 箇所 改装工事に合わせ実施

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

WEBによる情報提供

― ― 改装工事後に見直し

１．施設名、路線名 すべて パルロードⅢ（イトーヨーカドー赤羽店）

【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 株式会社イトーヨーカ堂　赤羽店

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 赤羽西1-7-1

一般トイレへの機能分散

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などの基本的なバリアフリー化は図られているが、建築当時の設備のまま現在に至って
いる箇所が多い。配慮事項を踏まえた改修などについて中・長期的に推進をしていくとともに、当面は案内や人的支
援等のソフト対策による利便性の向上を図る。

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

歩道上から出入口、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・JIS規格への改善
（道路管理者と連携）

１階南口出入口の段差解消

多機能トイレの改善及び増設

自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更

低い位置への荷物台の設置

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置

大きく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等の提供



11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ふれあい灯等の増設

9 箇所 改装工事に合わせ実施

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

サービスカウンターにて対
応 1 箇所

13 その他設備

サービスカウンターにて対
応 1 箇所

14 その他設備

案内表示、点字ブロック等
の設置 ― ― 改装工事に合わせ実施

15
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

16
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓
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

音声案内や触知案内図の設置

筆談用具の設置及び案内の表示

貸出用の車いすやベビーカーへの案内の表示、
利用方法の周知

「ふれあい灯」の設置場所や周知方法を工夫し、
サポートが必要な方などが利用しやすいような配慮

従業員研修の実施及び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

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

商業施設での多機能トイレ利用は、外見での判断が困難であり、健常者に見えても安易に注意できない。「お客様と
店員」の立場からは、掲示等による対応が基本となる。



番号： 建築物⑩-12 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 建物内通路

毎朝、管理職の主通路の売
場チェックとまた、稼動可
能な什器の利用等を実施。

― ― ✓

2 トイレ 必要 箇所

3 トイレ 必要 箇所

4 トイレ 必要 箇所

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ―

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓
現時点では、筆談の専用のご案
内はないが、個別に店舗サービ
ス介助士、従業員が対応。

7 その他設備 必要 箇所
現時点では、個別に店舗サービ
ス介助士、従業員が案内。

8 その他設備 必要 箇所
現時点では、個別に店舗サービ
ス介助士、従業員がサポート。

9
人的対応・
こころのバ
リアフリー

社内でのサービス介助士資
格の取得促進や店舗での朝
礼、ＭＴにおいて実施。

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて マルエツ浮間舟渡店

【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 株式会社マルエツ

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 板橋区舟渡1-11-1

一般トイレへの機能分散に向けたスペース確保

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
ワンフロアーのスーパーマーケットであり、出入口や通路、多機能トイレなどの基本的なバリアフリー化は図られて
いる。配慮事項や区民意見を踏まえ、改善に取り組む。

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 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

主要な通路の幅員の確保（120cm以上）
（商品の陳列等への配慮）

多機能トイレへの大型ベッド設置

一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置

パンフレットやWEBなどによる
施設のバリアフリー関連情報等の提供

筆談用具の設置及び案内表示

音声案内や触知案内図の設置

車いす使用者が利用しやすい記入台等の設置

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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



番号： 建築物⑩-13 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

正面口（建物北側）に自動
ドアを設置 1 箇所 平成28年度に実施済み。

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所

3 通路内敷地 1 箇所

4 上下移動 1 基

5 トイレ 必要 箇所

6 トイレ 必要 箇所

7 トイレ 必要 箇所

8 トイレ 必要 箇所

9 トイレ 必要 箇所

10 トイレ 必要 箇所

（共用部）フラッシュライト等の設置

（共用部）非常呼び出しボタンの設置

事業内容

（共用部）主要な出入口への自動ドアの設置

（物販・飲食店舗）出入口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

（共用部）段差の解消（１階西側店舗への導線）

（共用部）バリアフリー化されたエレベーターへの
改修

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

（共用部）多機能トイレの改修（オストメイトの設
置）

（共用部）一般トイレへの機能分散

（共用部）自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配
置への変更

（共用部）低い位置への荷物台の設置

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などの基本的なバリアフリー化は図られている。配慮事項を踏まえ、改善に取り組む。

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 赤羽西1-6-1

２．事業主体 すべて 共用部：パルロード２管理組合　　物販・飲食店舗：ショッピングセンター

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて パルロードⅡ ビビオ

【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



11 トイレ 必要 箇所

12 トイレ 必要 箇所

13
案内設備・
情報のバリ
アフリー

正面口（建物北側）等に施
設サイン設置 1 箇所 平成28年度に実施済み。

14
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

15
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

16
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ―

17
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

18
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

19
駐車場・駐
輪場

必要 箇所

20
駐車場・駐
輪場

― ― ✓

21 その他設備 必要 箇所

22 その他設備 必要 箇所 実施に向けて検討中

23 その他設備 必要 箇所

24 その他設備 必要 箇所

25 その他設備 必要 箇所

（物販・飲食店舗）
車いす使用者が利用しやすい受付や記入台の設置

（物販・飲食店舗）
車いす・ベビーカーの貸出及び案内の設置

（物販・飲食店舗）
授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

（共用部）ベンチの設置

（物販・飲食店舗）フラッシュライト等の設置

（物販・飲食店舗）非常呼び出しボタンの設置

（共用部）わかりやすい案内表示の設置

（共用部）音声案内や触知案内図の設置

（物販・飲食店舗）わかりやすい案内表示の設置

（物販・飲食店舗）パンフレットやWEBなどによる
施設のバリアフリー関連情報等の提供

（物販・飲食店舗）音声案内や触知案内図の設置

（物販・飲食店舗）筆談用具の設置及び案内の表示

（物販・飲食店舗）車いす使用者用駐車施設の設置
及び案内表示、利用者への啓発

（物販・飲食店舗）駐車・駐輪利用のマナー・ルー
ル等の利用者への啓発

（共用部）授乳室やおむつ交換台の設置



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

赤羽駅西口側正面入口は自動ドアが設置されているが、他の入口は開き戸であり、平成28年中に防災センター側入口
については自動ドアに改修工事を行う。平成27年にトイレの改修工事を行ったが多機能トイレについてはオストメイ
トなどの対応はできておらず、今後の検討課題としたい。



番号： 建築物⑩-14 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

本社と継続協議（所有者等
への申入れ含め） 必要 箇所 継続検討中

2 トイレ

本社と継続協議（車いす使
用者用稼働手すり、ベッド
の設置）

必要 箇所 継続検討中

3 トイレ

オスメイト対応設備の検討

必要 箇所 継続検討中

4 トイレ

本社と継続協議（視覚障害
者が容易に認識できる位置
に押しボタンの設置等）

必要 箇所 継続検討中

5 トイレ

聴覚障害者向けフラッシュ
ライト等本社協議の上、検
討

必要 箇所 継続検討中

6 トイレ

一般トイレへの設置関し、
本社協議 必要 箇所 継続検討中

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

本社と対応協議（継続）

必要 箇所 継続検討中

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

本社と対応協議（継続）

― ― 継続検討中

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

本社と対応協議（継続）

必要 箇所 継続検討中

10
駐車場・駐
輪場

適宜、駐輪場状況を確認の
上、対応 ― ― 継続対応中

【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

１．施設名、路線名 すべて ライフアクトピア北赤羽店

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2-31-22

２．事業主体 すべて 株式会社ライフコーポレーション

３．事業区間 道路管理者 ―

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
平成26年4月の店舗改装で必要な最低限度の広さを確保しつつ、トイレ等の設備の充実・拡充を実施した。今後は人的
支援などのソフト対策の充実を図るとともに、配慮事項を踏まえた改修については、本社と協議して進めていく。

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

フラッシュライト等の設置

一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置

大きく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等の提供

音声案内や触知案内図の設置

利用者などの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

事業内容

歩道上から出入口、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）

多機能トイレの改善

一般トイレへの機能分散

自動水栓及びJIS規格に適合したボタン配置への変更



11 その他設備

本社と対応協議（継続）

必要 箇所 継続検討中

12 その他設備

本社と対応協議（継続）

必要 箇所 継続検討中

13 その他設備

本社と対応協議（継続）

必要 箇所 継続検討中

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

本社と対応協議（継続）

― ― ✓ 継続検討中

15
人的対応・
こころのバ
リアフリー

筆記具は設置済み

1 箇所

16
人的対応・
こころのバ
リアフリー

啓発を行なっている

― ― ✓ 継続対応中

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

車いす使用者が利用しやすい作業台等の設置

貸出用ベビーカーの設置及び案内の表示

授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置

従業員研修の実施及び案内やサポートなどの対応の
充実

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルールの利用者への啓発



番号： 建築物⑪-01 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

定期的に多様な利用者への
配慮について従業員研修を
実施。

必要 回/年 ✓

１．施設名、路線名 すべて ホテルメッツ赤羽

【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 日本ホテル株式会社

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 赤羽1-1-76

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
通路やエレベーター等のバリアフリー化が図られており、ユニバーサルトイレやユニバーサルツインルーム（３室）
を設けている。引き続き、人的支援の充実を図る。

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

従業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

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



番号： 建築物⑪-02 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

2 その他設備 必要 箇所

3 その他設備 必要 箇所

１．施設名、路線名 すべて 東横イン赤羽駅東口一番街

【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 東横イン赤羽駅東口一番街

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 赤羽3-2-2

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など基本的なバリアフリー化は図られている。配慮事項を踏まえたさらなる改善につい
て、本社と相談し実施に向けて検討していく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

音声案内や触知案内図の設置

貸出用の車いすやベビーカー等の設置及び案内表示

授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置

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

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

上記3点について、本社と話し合いは続けているが、全店で同じルールの基、運営しているため、赤羽店のみ1～3を備
えることができない。現状がベストと考えているが、もし上記3点について改善できることがあれば連絡する。



番号： 建築物⑪-03 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 トイレ 1 箇所 ✓

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ホームページにてバリアフ
リールームがある旨記載 ― ― ✓

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

障害者、高齢者等への適切
な対応に関する職員研修の
実施

― ― ✓

4
人的対応・
こころのバ
リアフリー

受付時に職員による施設利用の
マナー・ルールに関する啓発の
実施

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて ホテルミッドイン・赤羽駅前

【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 パンテオン地所株式会社

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 赤羽南1-5-4

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

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などの基本的なバリアフリー化が図られており、バリアフリールームを１室設置してい
る。ロビーはフロントより見通せるため、スムーズな人的対応を図れるようになっている。今後も継続して職員への教
育を実施していく。

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、変更点など事業内容

フラッシュライト等の設置

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等の提供

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

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



番号： 建築物⑪-04 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 検討中

2 トイレ 必要 箇所 検討中

3 トイレ 必要 箇所 検討中

4 トイレ 必要 箇所 検討中

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 検討中

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― 検討中

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 検討中

8 その他設備 必要 箇所 検討中

9 その他設備 必要 箇所 検討中

10
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓ 可能な範囲で対応中

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等の提供

音声案内や触知案内図の設置

車いす使用者が利用しやすい記入台の設置

車いすやベビーカーの貸出及び案内の掲示

職員による案内やサポートなどの対応の充実

事業内容

歩道上から出入口、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

低い位置への荷物台等の設置

フラッシュライトの設置

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
エレベーターは設置されているが、施設が古く一部を除き全館にわたってバリアフリーには対応していない。配慮事
項を踏まえ、今後は予算に応じて改善を検討していく。

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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 赤羽南1-9-12

２．事業主体 すべて 株式会社　北一企画

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 赤羽プラザホテル

【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



11
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓ 可能な範囲で対応中
施設利用のマナー・ルール、
エレベーター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



番号： 建築物⑪-05 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1 箇所 ✓
設置費用の問題もあり引続き検
討中。

2 その他設備 1 箇所 ✓
現時点では家族連れのお客様が
少ない為、引続き検討中。

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓
常に高齢者や身体の不自由なお
客様にはアテンドを行ってい
る。

１．施設名、路線名 すべて ダイワロイネットホテル東京赤羽

【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 ダイワロイヤル株式会社

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 赤羽南1-9-13

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

施設設計時に車いす利用の方もご利用頂ける施設として建築しており、基本的な施設は整備されている。開業6年目を
迎え、施設等の故障や劣化がないか等の点検を徹底していく。
イーバックチェア（階段避難車）を導入したため、円滑に活用できるよう訓練等を重ねる。

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

施設出入口やトイレ等への音声案内や触知案内図の
設置

貸出用ベビーカーの設置及び案内表示

従業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

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



番号： 路外駐車場-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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 JR東日本と協議の必要がある。

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

事業内容

安全な歩行者動線上への視覚障害者誘導用ブロック
の設置（鉄道事業者と連携）

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
JR高架下に整備された駐車場である。車いす使用者用駐車施設を設けており、基本的なバリアフリー対応は図られて
いる。今後は視覚障害者の動線の確保などを検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 赤羽1-67-58

１．施設名、路線名 すべて ビーンズ赤羽駐車場

【進捗管理シート】路外駐車場特定事業計画
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 株式会社ジェイアール東日本都市開発　赤羽ショッピングセンター

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ）



番号： 路外駐車場-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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所
詳細な事業内容は今後検討予
定。

１．施設名、路線名 すべて 株式会社ニトリ赤羽店駐車場

【進捗管理シート】路外駐車場特定事業計画
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 株式会社ニトリホールディングス

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 神谷3-5-1、神谷3-6-20

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
ニトリ赤羽店の上階の立体駐車場及び隣接する平面駐車場を有し、立体駐車場内に車いす使用者用駐車施設を設けて
いる。基本的なバリアフリー化されており、今後は配慮事項を踏まえ、案内の向上などの対策を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

車いす使用者用駐車施設の設置状況について、
駐車場進入口等への案内表示

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

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



番号： 路外駐車場-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．施設名、路線名 すべて タイムズダイエー赤羽店駐車場

【進捗管理シート】路外駐車場特定事業計画
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 タイムズ２４株式会社

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 赤羽2-3-4、赤羽2-3-21

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
施設内に身障者用の車室はないため、今回の構想の対象外と認識している。機械式タワー駐車場である事と敷地機内
身障者車室を設ける余裕もなかったため、警視庁との路外駐車場設置届出の協議の際に店舗搬入口に身障者用車室を
代替え地として設けることとなった。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

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

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

本物件の敷地内での身障者車室の整備は検討していない。



番号： 路外駐車場-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 上下移動

現在のバリアフリー基準に適
した車いす対応のかご室の設
置（手すり、鏡、車いす用ボ
タン含む）と点字表示、音声
アナウンスなど視覚障害者対
応設備を設置する。

2 基 ✓
区有施設の改修計画が作成中で
あり、この改修計画に基づいて
実施する。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

隣接する商業施設との渡り廊
下に視覚障害者誘導用ブロッ
クを設置する。

必要 箇所
実施に向けて指定管理者と協議
が必要である。

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ピクトグラム（絵文字）によ
るわかりやすい案内表示を設
置する。

必要 箇所
実施に向けて指定管理者と協議
が必要である。

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

スマートフォンでも表示出来
るバリアフリー関連情報を提
供する。

― ― ✓
実施に向けて指定管理者と協議
が必要である。

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

出入口、トイレなどの要所へ
の音声案内を設置する。 必要 箇所

実施に向けて指定管理者と協議
が必要である。

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

巡回警備員による障害者への
サポート活動、駐車場利用者
への啓発を行う。

― ― ✓
実施に向けて指定管理者と協議
が必要である。

音声案内の設置

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。

事業内容

エレベーターの改修（浮彫ボタン、音声案内など）

安全な歩行者通路を確保し、視覚障害者誘導用ブ
ロックを設置

わかりやすい案内表示の設置

WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

歩行者出入口閉鎖時間（深夜AM1:00～AM4:00）以外においては段差等のバリアは存在せず、基本的なバリアフリー化が
図られている。
今後、施設の大規模改修等に合わせて設備を更新改善し、利便性の向上を目指す。

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 赤羽西1-7

２．事業主体 すべて 北区　土木部（指定管理者：タイムズ２４株式会社）

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 赤羽駅西口駐車場

【進捗管理シート】路外駐車場特定事業計画
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



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

駐車場内では、通路の仕切りや視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、駐車場出入口～エレベーター～商業施
設出入口間等については、誘導用ブロックの設置を検討する。多機能トイレなどは設置されていないが、隣接する商業
施設内にトイレがあり、かつ駐車場からトイレまでの距離も短い（再開発事業の中で、一体的に計画・整備された施設
のため）。エレベーターについては、設備の老朽化に伴う故障等も発生していることから、できるだけ早く更新するこ
とが望ましい。

エレベーターの様子


