
番号： 都市公園-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 園路

トイレの改築に合わせた園
路の改修。 必要 箇所 平成28年度実施済み。

2 園路 必要 箇所
駅前広場、歩道等の整備状況等
を見ながら検討中。

3 トイレ

福祉のまちづくり整備マ
ニュアルに適合させ、オス
トメイト対応、大型ベッド
等を設置。

1 箇所

平成28年度トイレの改築を実施
済み。

4 トイレ

トイレの洋式化、ベビー
チェアーの設置、明るさ改
善や出入口の不陸の改善。 1 箇所

平成28年度トイレの改築を実施
済み。

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

改修等に合わせ実施。

必要 箇所
音声案内等については必要性も
含め検討。

6 休憩施設

改修等に合わせ、必要に応
じ実施。 必要 箇所

7 維持管理

清掃作業、点検等の定期的
な実施。 ― ― ✓

日常的に清掃作業を実施。ま
た、毎日トイレの施設点検を実
施。

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

定期的な研修を実施

1 回/年 ✓

１．施設名、路線名 すべて 都立浮間公園

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容

２．事業主体 すべて 東京都建設局東部公園緑地事務所

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2-31、2-32（北区内）

一般トイレの改修（和式→洋式、ベビーチェアの設
置、明るさの改善、出入口の不陸改善など）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

基本的には福祉のまちづくりマニュアル等の規定は満たしているが、社会的な要請としてバリアフリーの推進が求め
られているため、ソフト事業を中心としながら、関係各所に働きかけ、ハード面についても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、変更点など事業内容

降雨時に不陸がある園路の改修

駅前広場、出入口から案内板への視覚障害者誘導用
ブロックの連続設置

多機能トイレの改修（出入口スロープの改善、十分
な広さ、オストメイト対応設備、大型ベッドの設
置、JIS規格に適合したボタン配置、低い位置への非
常呼び出しボタンなど）

わかりやすい案内表示への改善（大きなピクトグラ
ム、触知案内、音声案内の検討など）

日陰やベンチなどの休憩施設の確保

トイレ等の定期的な維持管理

管理事務所への誘導方法の検討及び管理事務所での
情報提供、案内やサポートなどの対応の充実



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

改修したトイレ ベビーチェア、オストメイト等を設置 入口部の段差を解消



番号： 都市公園-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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

案内板の設置位置や分岐点の
誘導表示物を設置する。 必要 箇所 ✓

点字表示や多言語化などについ
ても検討が必要である。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談が出来るメモ長などの設
置する。 1 箇所

公園内の案内施設への表示や施
設窓口での周知を図る。

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

事業内容

わかりやすい案内表示の設置

筆談用具の設置及び案内の表示（管理事務所）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
開園後に改修工事をしておらず、現在のバリアフリー基準に適合していないところが見られる。指摘箇所の軽微な改善に
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

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 赤羽西5-2-34

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成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 赤羽自然観察公園

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―



番号： 都市公園-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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

案内板の設置位置や分岐点の
誘導表示物を設置する。 必要 箇所 ✓

点字表示や多言語化などについ
ても検討が必要である。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談が出来るメモ長などの設
置する。 必要 箇所

公園内の案内施設への表示や施
設窓口での周知を図る。

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

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など事業内容

わかりやすい案内表示の設置

筆談用具の設置及び案内の表示（管理事務所）

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 十条仲原4-2-1

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
開園から22年が経過しており、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。
軽微な改善については、短期的に対応する。

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 清水坂公園

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



番号： 都市公園-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

案内板の設置位置や分岐点の
誘導表示物を設置する。 必要 箇所 ✓

点字表示や多言語化などについ
ても検討が必要である。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談が出来るメモ長などの設
置する。 必要 箇所

公園内の案内施設への表示や施
設窓口での周知を図る。

3 休憩施設

大規模の修繕等に合わせて、
水飲みも車いす対応に変更す
る。

1 箇所

現時点では、改修の予定がない
が、施設の老朽化が進んでおり
計画的な改修が必要となってい
る。

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

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など事業内容

わかりやすい案内表示の設置

筆談用具の設置及び案内の表示（管理事務所）

車いす使用者等が利用しやすい水飲み場の設置

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 赤羽南1-14-17

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
開園から56年（トイレ改修から23～27年）経過しており、現在のバリアフリー基準に対応していないところが見られる。
軽微な改善については、短期的に対応する。

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 赤羽公園

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



番号： 都市公園-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 建物内 1 箇所

2 トイレ 1 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

案内板の設置位置や分岐点の
誘導表示物を設置する。 必要 箇所 ✓

点字表示や多言語化などについ
ても検討が必要である。

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談が出来るメモ長などの設
置する。 必要 箇所

公園内の案内施設への表示や施
設窓口での周知を図る。

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

筆談用具の設置及び案内の表示（管理事務所）

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

グランド出入用スロープの傾斜改善、手すりの設置
（北区スポーツ推進課）

施設通路側出入口の段差解消

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 神谷2-47-6

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
再生整備から19年が経過しており、現在のバリアフリー基準に適合していないところが見られる。軽微な改善について
は、短期的に対応する。

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 北運動公園

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



番号： 都市公園-06 地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺/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

案内板の設置位置や分岐点の
誘導表示物を設置する。 必要 箇所 ✓

点字表示や多言語化などについ
ても検討が必要である。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談が出来るメモ長などの設
置する。 必要 箇所

公園内の案内施設への表示や施
設窓口での周知を図る。

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

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など事業内容

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（荒川知水資料館）

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3-29先、岩淵町ほか

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
河川管理者である国土交通省と検討しながら、軽微な改善については、短期的に対応する。

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 新荒川大橋緑地・荒川赤羽桜堤緑地・荒川赤羽緑地・荒川岩淵関緑地

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



番号： 都市公園-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 出入口

桐ヶ丘団地の建て替えに合わ
せて再整備を進める中で実施
する。

必要 箇所
整備内容や配置位置についても
東京都と協議する。

2 トイレ

桐ヶ丘団地の建て替えに合わ
せて再整備を進める中で実施
する。

必要 箇所
整備内容や配置位置についても
東京都と協議する。

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

表示内容及び多言語化などに
ついても検討が必要である。 必要 箇所

整備内容や配置位置についても
東京都と協議する。

4 休憩施設

桐ヶ丘団地の建て替えに合わ
せて再整備を進める中で実施
する。

必要 箇所
整備内容や配置位置についても
東京都と協議する。

5 維持管理 ― ― ✓

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

車いす使用者等が利用しやすい水飲み場の設置

利用者などの駐輪が、出入口やスロープ、視覚障害
者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮

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

階段部のバリアフリー対応

多機能トイレの設置（北側トイレ）

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 桐ヶ丘2-7-43

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
改修してから48年が経過しており、現在のバリアフリー基準に適合していないところが見られる。軽微な改善について
は、短期的に対応する。

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 桐ヶ丘中央公園

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



番号： 都市公園-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 上下移動

既存連絡橋へのアクセス道路
が確保がエレベータの設置条
件となる。

必要 箇所
既存橋の改造の検討および夜間
閉鎖公園へのアクセス路の管理
方法の検討が必要である。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

案内板の設置位置や分岐点の
誘導表示物を設置する。 必要 箇所 ✓

点字表示や多言語化などについ
ても検討が必要である。

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談が出来るメモ長などの設
置する。 必要 箇所

公園内の案内施設への表示や施
設窓口での周知を図る。

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

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など事業内容

歩道橋部へのエレベーター等の設置

わかりやすい案内表示の設置

筆談用具の設置及び案内の表示（管理事務所）

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4-27-1

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
平成26年度に拡張整備されており、移動等円滑化基準に沿ったバリアフリー化が図られている。軽微な改善については、
短期的に対応する。

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 新河岸東公園

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



番号： 都市公園-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 競技場 必要 箇所

2 競技場 必要 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

案内板の設置位置や分岐点の
誘導表示物を設置する。 必要 箇所 ✓

点字表示や多言語化などについ
ても検討が必要である。

4 維持管理 ― ― ✓

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

駐輪が出入口やスロープ、
視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮

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

施設内への手すりの設置（北区スポーツ推進課）

施設内への視覚障害者誘導用ブロックの設置
（北区スポーツ推進課）

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 赤羽西5-2-32

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
比較的新しい施設であり、トイレ、水飲み場などの設備は整っているが、案内設備等は不十分であるため今後の設置の検
討が必要である。

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 赤羽スポーツの森公園

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



番号： 都市公園-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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

案内板の設置位置や分岐点の
誘導表示物を設置する。 必要 箇所 ✓

点字表示や多言語化などについ
ても検討が必要である。

2 維持管理 ― ― ✓

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

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など事業内容

わかりやすい案内表示の設置

駐輪が出入口やスロープ、
視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮

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 赤羽台4-17-5

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
比較的新しい施設であり、トイレ、水飲み場などの設備は整っているが、案内設備等は不十分であるため今後の設置の検
討が必要である。

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 赤羽台さくら並木公園

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



番号： 都市公園-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
（共通）

車いす対応の進入防止柵に合
わせて出入り口に車止めを整
備している。

必要 箇所
車どもの再配置が必要か検討が
必要である。

2
出入口
（赤羽台公
園）

支障となるゴミ箱などの移設
を実施する。

必要 箇所
修繕等に合わせて実施を進めて
いく。

3
園路
（赤羽台公
園）

トイレ、園路など修繕が必要
な個所が多数あるため全面改
修に合わせて実施する。

必要 箇所
公園の再整備など改修の計画へ
位置づることが必要

4
トイレ
（赤羽台公
園）

トイレ、園路など修繕が必要
な個所が多数あるため全面改
修に合わせて実施する。

必要 箇所
公園の再整備など改修の計画へ
位置づることが必要

5
トイレ
（赤羽台公
園）

トイレ、園路など修繕が必要
な個所が多数あるため全面改
修に合わせて実施する。

必要 箇所
公園の再整備など改修の計画へ
位置づることが必要

6
トイレ
（赤羽台公
園）

トイレ、園路など修繕が必要
な個所が多数あるため全面改
修に合わせて実施する。

必要 箇所
公園の再整備など改修の計画へ
位置づることが必要

7

案内設備・
情報のバリ
アフリー
（共通）

案内板の設置位置や分岐点の
誘導表示物を設置する。

必要 箇所
点字表示や多言語化などについ
ても検討が必要である。

8
休憩施設
（共通）

通行に支障がない位置での設
置を検討する。
赤羽台公園では全面改修に合
わせて実施する。

必要 箇所
修繕等に合わせて実施を進めて
いく。

9
休憩施設
（共通）

トイレに隣接しているため、
周辺施設と一体的なバリアフ
リー化の検討が必要である。

必要 箇所
道路との高低差があるため、ス
ロープの整備など周辺の施設の
改修も含める。

10
維持管理
（共通）

― ― ✓
駐輪が、出入口やスロープ、
視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮

多機能トイレの設置

バリアフリーに配慮した一般トイレへの改修

トイレの照度の確保

わかりやすい案内表示の設置
（視覚障害者に配慮した案内を含む）

ベンチの増設

車いす使用者等が利用しやすい水飲み場の設置

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

二輪車進入禁止柵の改良

通行の妨げになる障害物の移動又は撤去

主要な園路の段差・勾配の解消

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期

５．所在地 建築物所有者・管理者等 赤羽台3-16-1、赤羽台3-18-33

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
開園後に改修工事をしておらず、現在のバリアフリー基準に適合していないところが見られる。指摘箇所の軽微な改善に
ついては短期的に対応する。

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 赤羽台公園・赤羽緑道公園

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



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



番号： 都市公園-12 地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

事業実施状況

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

1 全体
平成２９年度は、委託により
詳細設計を行っている。

15,000 ㎡

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

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

事業内容

バリアフリー化された公園の整備

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

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

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 赤羽台1-6

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

項目 該当事業者 内容

１．施設名、路線名 すべて 赤羽台のもり公園

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業


