
番号： その他-01 地区： ―

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 車両
国庫補助（地域公共交通確保維持改
善事業費補助金）を活用した福祉タ
クシー等導入のための協議会の開催

1 回/年 ✓ 平成29年5月12日開催

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

高齢者や障害者の方とのコミュニ
ケーション、車いすの取扱いや乗降
時の介助方法などについての研修

1 回/年 ✓
平成28年12月5日開催（平成29
年度の開催時期は未定）

１．施設名、路線名 すべて タクシー（東京ハイヤー・タクシー協会）

【進捗管理シート】その他事業計画
特定事業等の実施時期

　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業

　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容

２．事業主体 すべて 一般社団法人　東京ハイヤー・タクシー協会

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 ―

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

現在、東京都内におけるユニバーサルデザイン（ＵＤ）タクシーは約60台登録されている。今後は、2020年の東京オ
リンピック・パラリンピック開催までに、都内のタクシー約５万台のうちの2割にあたる1万台のＵＤタクシー導入を
目指している。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 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

車いす使用者等も利用できる福祉タクシーの導入の
促進

ユニバーサルドライバー研修の実施

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： その他-02 地区： ―

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

講習テキスト参照。 3 日/週 ✓

１．施設名、路線名 すべて タクシー（東京タクシーセンター）

【進捗管理シート】その他事業計画
特定事業等の実施時期

　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業

　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容

２．事業主体 すべて 公益財団法人　東京タクシーセンター

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 ―

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

タクシー業務適正化特別措置法第34条に基づき、タクシー運転者の指導、タクシー運転者の研修、タクシー利用者か
らの苦情処理、タクシー乗り場の設置・運営をしている。タクシー運転者の研修については、平成14年度より、介助
を必要とする高齢者や障害者等の接し方や車いすの取扱い方法などバリアフリー対応の旅客接遇に関する教育を導入
した。平成26年度からは、さらに研修内容を充実させ、丸一日を使ったバリアフリー対応・ユニバーサルドライバー
研修を行っている。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

事業内容

タクシー運転者のバリアフリー対応・ユニバーサル
ドライバー研修の実施（筆談用具の設置の啓発を含
む）

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．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： その他-03 地区： ―

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

UD研修の開催

数 回/年 ✓
平成27年度よりUD研修を26回開
催している。継続して実施して
いく。

１．施設名、路線名 すべて タクシー（東京都個人タクシー協会）

【進捗管理シート】その他事業計画
特定事業等の実施時期

　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業

　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容

２．事業主体 すべて 一般社団法人 東京都個人タクシー協会

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 ―

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

個人タクシーは、１人１車（一人の事業者が１台のタクシー車両を所有）の制度であることもあり、現状はほとんど
がセダン車である。平成27年度より、高齢者や障害者に対する基本的知識と接遇等について、タクシー運転者用のユ
ニバーサルドライバー研修（ＵＤ研修）を開始しており、引き続きソフト面でのバリアフリーを進めていきたい。

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、変更点など事業内容

タクシー運転者のユニバーサルドライバー研修の実
施
（筆談用具の設置の啓発を含む）

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： その他-04 地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

事業実施状況

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

1 歩道等 必要 箇所 ✓

2 歩道等 必要 箇所 ✓

3
バス乗降場・
バス停留所タ
クシー乗降場

必要 箇所 ✓ 適宜協議対応

4
バス乗降場・
バス停留所タ
クシー乗降場

必要 箇所 ✓ 適宜協議対応

5
視覚障害者
誘導用ブロッ
ク

必要 箇所 ✓

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

項目 該当事業者 内容

１．施設名、路線名 すべて 駅前広場　JR赤羽駅西口駅前広場

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 ―

事業内容

横断歩道接続部等の段差や勾配の解消

インターロッキング舗装のがたつきの解消

駅からバス乗降場等への連続した屋根の設置
（占用協議における連携・調整）

タクシー乗降場付近の手すりの延長
（占用協議における連携・調整）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

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

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

視覚障害者誘導用ブロックの改修
（JIS規格適合・輝度比の確保・適切な設置方法）

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



番号： その他-05 地区： 浮間舟渡・北赤羽駅周辺

事業実施状況

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

1 歩道等 必要 箇所 ✓

2
バス乗降場・
バス停留所タ
クシー乗降場

必要 箇所 ✓

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

必要 箇所 ✓

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

項目 該当事業者 内容

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 駅前広場　JR北赤羽駅駅前広場

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

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 ―

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いる。今後は適切な維持管理に留意するとともに、配慮事項等を踏まえた改善を
検討する。

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

インターロッキング舗装のがたつきの解消

タクシー乗降場の段差の解消・案内表示の改善
（占用協議における連携・調整）

視覚障害者誘導用ブロックの改修
（適切な設置方法・駅及び乗降場、周辺経路との連
続性の確保）

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： その他-06 地区： 浮間舟渡・北赤羽駅周辺

事業実施状況

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

1 歩道等 必要 箇所

2 歩道等 必要 箇所 ✓

3 歩道等 必要 箇所

4
バス乗降場・
バス停留所タ
クシー乗降場

必要 箇所 ✓

5
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

必要 箇所 ✓

１．施設名、路線名 すべて 駅前広場　JR浮間舟渡駅駅前広場

２．事業主体 すべて 東京都建設局第六建設事務所

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

項目 該当事業者 内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

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

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

車止めの設置位置の改善または安全対策

横断歩道接続部等の段差や勾配の解消

インターロッキング舗装のがたつきの解消

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期

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

タクシー乗降場の段差の解消
（占用協議における連携・調整）

視覚障害者誘導用ブロックの改修
（JIS規格適合・輝度比の確保・適切な設置方法・駅
及び周辺経路等との連続性の確保）



番号： その他-07 地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

事業実施状況

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

1 歩道等 必要 箇所 ✓

2 歩道等 必要 箇所 ✓

3
バス乗降場・
バス停留所タ
クシー乗降場

大規模な改善にあわせて、
バス事業者との連携により
検討

必要 箇所
検討の前提として、関係機関
（ＪＲ東日本）との調整が必要

4
バス乗降場・
バス停留所タ
クシー乗降場

大規模な改善にあわせて、
バス事業者との連携により
検討

必要 箇所 ✓
検討の前提として、関係機関
（ＪＲ東日本）との調整が必要

5
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

必要 箇所

6 公衆トイレ

駅前公衆トイレ等リフレッ
シュ事業に合わせて周辺照明
についても関係機関と協議す
る。

必要 箇所
駅前公衆トイレ等リフレッシュ
事業で平成30年度にトイレ内の
改修を実施する予定です。

１．施設名、路線名 すべて 駅前広場　JR赤羽駅東口駅前広場

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

項目 該当事業者 内容

２．事業主体 すべて 北区　土木部

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 ―

バスロータリー内のわかりやすい誘導方法の検討
（バス事業者との連携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

整備後時間が経過しており、歩道上の勾配や視覚障害者誘導用ブロックなどについて移動等円滑化基準に適合してい
ない。今後は適切な維持管理に留意するとともに、指摘箇所の軽微な改善については短期的に対応し、大規模な改善
については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

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

歩道の傾きやがたつき、横断歩道部の段差や勾配の
解消
（指摘箇所は短期的に対応）

歩行者等の通行の支障となる植栽帯や車止めの
撤去・移設の検討

駅からバス乗降場等への連続した屋根の設置
（バス事業者との連携）

視覚障害者誘導用ブロックの改修
（JIS規格適合・輝度比の確保・適切な設置方法）

公衆トイレおよび周辺の照度確保

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

大規模な改善は、赤羽駅東口地区のまちづくりに合わせて対応を検討していく。

JR赤羽駅東口駅前広場の様子



番号： その他-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 トイレ

公園面積等を基に建築でき
るトイレの規模とブースの
配置の検討が必要である。

必要 箇所

公園トイレのバリアフリー化を進
めているため、周辺公園でのバリ
アフリー化の進捗状況との調整が
必要である。
トイレの配置検討やバリアフリー
ルートの確保が必要となる。

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。
設置については、トイレ等
の施設のバリアフリー化に
合わせ一体的に行う。

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 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

事業内容

多機能トイレの設置

わかりやすい案内表示の設置

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
再整備から26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。

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 赤羽北1-10-8

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

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

項目 該当事業者 内容

１．施設名、路線名 すべて いっとき集合場所　赤羽北一丁目児童遊園

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―



番号： その他-09 地区： 浮間舟渡・北赤羽駅周辺

事業実施状況

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

1 トイレ

公園面積等を基に建築でき
るトイレの規模とブースの
配置の検討が必要である。

必要 箇所

公園トイレのバリアフリー化を進
めているため、周辺公園でのバリ
アフリー化の進捗状況との調整が
必要である。
トイレの配置検討やバリアフリー
ルートの確保が必要となる。

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。
設置については、トイレ等
の施設のバリアフリー化に
合わせ一体的に行う。

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 休憩施設

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。

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

事業内容

多機能トイレの設置

わかりやすい案内表示の設置

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
開園から47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。

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 赤羽北2-34-6

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 いっとき集合場所　赤羽北二丁目児童遊園

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



番号： その他-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 トイレ

公園面積等を基に建築でき
るトイレの規模とブースの
配置の検討が必要である。

必要 箇所

公園トイレのバリアフリー化を進
めているため、周辺公園でのバリ
アフリー化の進捗状況との調整が
必要である。
トイレの配置検討やバリアフリー
ルートの確保が必要となる。

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。
設置については、トイレ等
の施設のバリアフリー化に
合わせ一体的に行う。

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 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

多機能トイレの設置

わかりやすい案内表示の設置

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

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4-6-5

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
再整備から25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 いっとき集合場所　鶴ヶ丘児童遊園

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】その他事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



番号： その他-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

案内板の設置位置や分岐点
の誘導表示物を設置する。
設置については、トイレ等
の施設のバリアフリー化に
合わせ一体的に行う。

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 志茂4-31-1

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
平成27年度に開園した公園であり、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。今後は維持管理等のソ
フト対策を基本に対応していく。

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 いっとき集合場所　志茂四わかば児童遊園

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】その他事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



番号： その他-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

【進捗管理シート】その他事業計画
特定事業等の実施時期

　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業

　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容

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 いっとき集合場所　都営住宅前広場

２．事業主体 すべて 東京都都市整備局　都営住宅経営部

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期

５．所在地 建築物所有者・管理者等 赤羽北2-36-2、赤羽北2-36-3

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
区のいっとき集合場所に指定されている。現在、実施する予定の事業はない。

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

・現在（平成29年７月）、実施する予定の事業はない。

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



番号： その他-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．施設名、路線名 すべて いっとき集合場所　柏木神社

【進捗管理シート】その他事業計画
特定事業等の実施時期

　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業

　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容

２．事業主体 すべて 柏木神社

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3-55-5

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
神谷地域のいっとき集合場所であり、出入口等は段差なく十分な幅員が確保されている。

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

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： その他-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

ボールペン等の筆談用具の
設置及び簡単なポスターの
掲示

1 箇所

１．施設名、路線名 すべて いっとき集合場所　八雲神社

【進捗管理シート】その他事業計画
特定事業等の実施時期

　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業

　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容

２．事業主体 すべて 宗教法人　八雲神社

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 岩淵町22-21

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

境内にスロープを設置しており、車いすで本殿にアクセス可能になっている。夜間に管理人がいないため、ベンチ・
トイレの設置予定はない。
いっとき集合場所に指定されていることを踏まえ、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

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

・常に午後からは管理人がいなくなるため、午前中のみの対応です。
・社務所の対応ですので、境内には筆談用具の設置は致しません。
・簡単なポスターを来年度より社務所に貼る予定です。

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： その他-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 必要 箇所

2 出入口 必要 箇所

3 トイレ 1 箇所 業者に設計を頼んでいる。

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
設置箇所等について現在検討
中。

6 休憩施設 必要 箇所

7 休憩施設 必要 箇所 業者に設計を頼んでいる。

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

1 回/年 ✓

１．施設名、路線名 すべて いっとき集合場所　静勝寺境内

【進捗管理シート】その他事業計画
特定事業等の実施時期

　[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業

　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容

２．事業主体 すべて 宗教法人　静勝寺

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1-21-17

わかりやすい案内表示の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
区のいっとき集合場所に指定されており、境内をより車いす等で使いやすいように改良を図る。

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

東側出入口の段差解消及び幅員の確保

二輪車進入禁止柵のバリアフリー対応

屋外トイレの改修（十分な広さ、可動式手すり、
オストメイト対応設備、大型ベッドの設置など）

筆談用具の設置及び案内の表示

ベンチの改修

車いす使用者等が利用しやすい水屋への改良

多様な利用者への適切な対応等に関する勉強会の実
施

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


