
番号： 国道・都道共通 地区： 全体

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 維持管理 必要に応じて随時対応する 必要 箇所 ✓

2 維持管理 必要に応じて随時対応する 必要 箇所 ✓

3 普及・啓発 必要に応じて随時対応する ― ― ✓

4 普及・啓発 必要に応じて随時対応する ― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 国道（都管理）・都道共通

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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　第六建設事務所

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 ―

自転車通行ルールの啓発及び放置自転車対策

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて ―

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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

舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽
の枝などの適切な維持管理への配慮

工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮

視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看
板、商品陳列等の不法占用物への指導

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： 十-01 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等
上十条一丁目～上十条三丁
目の事業区間で対応を検討

1240 ｍ ✓

2 歩道等
上十条一丁目～上十条三丁
目の事業区間で対応を検討

1240 ｍ ✓

3 歩道等
上十条一丁目～上十条三丁
目の事業区間で対応を検討

1240 ｍ ✓

4 歩道等
上十条一丁目～上十条三丁
目の事業区間で対応を検討

1240 ｍ ✓

5
バス乗降
場・バス停
留所

上十条一丁目～上十条三丁
目の事業区間で対応を検討

1240 ｍ ✓

6
タクシー乗
降場

上十条一丁目～上十条三丁
目の事業区間で対応を検討

1240 ｍ ✓

7
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

上十条一丁目～上十条三丁
目の事業区間で対応を検討

1240 ｍ ✓

8 安全対策
上十条一丁目～上十条三丁
目の事業区間で対応を検討

1240 ｍ ✓

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

上十条一丁目～上十条三丁
目の事業区間で対応を検討

1240 ｍ ✓

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

上十条一丁目～上十条三丁
目の事業区間で対応を検討

1240 ｍ ✓
今後、JR埼京線（十条駅付近）
連続立体交差事業との調整が必
要

１．施設名、路線名 すべて 十-01　都道455号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 上十条一丁目～上十条三丁目

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 620m(拡幅整備)

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

自転車走行空間の整備

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩行者が多いうえ、歩道幅員が狭い状況である。今後は、都市計画道路補助第85号線（十条）の事業にあわせ、十条
駅周辺地区について、東京都福祉のまちづくり条例に基づき歩道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 王子地区】※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

平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整
備

横断歩道接続部の勾配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

歩車道境界の段差の改善

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

電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行
の妨げとならないよう配慮

多様な利用者に配慮した公共サイン等の設置や改修
（北区都市計画課ほか）

JR十条駅エレベーター乗り場への案内の設置



番号： 十-01 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

１．施設名、路線名 すべて 十-01　都道455号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 上十条一丁目～上十条三丁目

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 620m(拡幅整備)

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩行者が多いうえ、歩道幅員が狭い状況である。今後は、都市計画道路補助第85号線（十条）の事業にあわせ、十条
駅周辺地区について、東京都福祉のまちづくり条例に基づき歩道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 王子地区】※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

11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

上十条一丁目～上十条三丁
目の事業区間で対応を検討

1240 ｍ ✓
視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕
組みや表示方法等の検討

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

十条駅周辺再開発事業、埼京線連続立体交差事業、特定整備路線の整備などの事業との連携が必要。



番号： 十-15 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等
無電柱化事業に合わせ配慮
して整備する

320 m

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

無電柱化事業に合わせ配慮
して整備する

320 m

3 安全対策
無電柱化事業に合わせ配慮
して整備する

320 m

１．施設名、路線名 すべて 十-15　環状七号線

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 東十条４－１２－３から東十条４－１１－４

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 160ｍ

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
基本的に有効幅員が確保されており、交差点部に視覚障害者誘導用ブロックが設置されている。無電柱化事業の計画
路線となっており、整備にあたりバリアフリー化に配慮する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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

事業内容

平坦かつ十分な有効幅員を確保した歩行空間の整備

視覚障害者誘導用ブロックの改修
（ＪＩＳ規格適合・輝度比の確保）

電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行
の妨げとならないよう配慮

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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



番号： 神-01 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等
歩道の凹凸等があった場合
は随時対応

1000 m ✓

2 歩道等 検討中 1000 m 検討中

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

必要に応じて随時対応する 1000 m ✓

１．施設名、路線名 すべて 神-01　都道307号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 豊島５－１から豊島４－１８

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 500ｍ

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、豊島五丁目団地前のバスロータリー部分とあわせて工事中だが、視覚障害者誘導用ブロックが設置されておら
ず、歩道幅員も十分に確保されていない状況である。今後も、各種工事にあわせ適時適切な維持管理、整備をして行
くとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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

平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整
備

自転車走行空間の整備

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（ＪＩＳ規格適合、輝度比の確保）

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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



番号： 神-05 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等
豊島二丁目交差点～豊島五
丁目交差点の区間

1560 ｍ

2 歩道等
豊島二丁目交差点～豊島五
丁目交差点の区間

1560 ｍ

3 歩道等
豊島二丁目交差点～豊島五
丁目交差点の区間

1560 ｍ

4 歩道等
豊島二丁目交差点～豊島五
丁目交差点の区間

1560 ｍ 植樹帯のみ

5 歩道等
豊島二丁目交差点～豊島五
丁目交差点の区間

1560 ｍ

6
バス乗降
場・バス停
留所

具体的な上屋の設置箇所に
ついてはバス事業者と調整

― ― 今後、東京都交通局と調整

7
バス乗降
場・バス停
留所

豊島二丁目交差点～豊島五
丁目交差点の区間

1560 ｍ

8
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

豊島二丁目交差点～豊島五
丁目交差点の区間

1560 ｍ

9 安全対策
豊島二丁目交差点～豊島五
丁目交差点の区間

1560 ｍ

１．施設名、路線名 すべて 神-05　都道307号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 豊島二丁目交差点～豊島五丁目交差点

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 780ｍ（拡幅整備）

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

日陰の確保及び休憩施設の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
北区豊島二丁目地内～豊島六丁目地内の780ｍの区間については、幅員20ｍに拡幅する都市計画道路補助第88号線の整
備事業を実施中である。今後も引続き、工事を進める。

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 王子地区】※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

平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整
備

横断歩道接続部の安全な滞留スペースの整備

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

自転車走行空間の整備

バス停留所へのベンチや上屋の設置及び待合スペー
スの確保（バス事業者との連携）

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

視覚障害者誘導用ブロックの設置・改修
（ＪＩＳ規格適合・輝度比の確保）

歩道上の電柱の撤去



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： 神-14 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等
無電柱化事業に合わせ配慮
して整備する

2400 m ✓

2 歩道等
無電柱化事業に合わせ配慮
して整備する

2400 m

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

無電柱化事業に合わせ配慮
して整備する

2400 m ✓

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

無電柱化事業に合わせ配慮
して整備する

2400 m

１．施設名、路線名 すべて 神-14　国道122号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 王子３－２２－２４から神谷１－９－１１

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 1200ｍ

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
視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されており、十分な有効幅員が確保されている。各種工事にあわせ適時適切な
維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消

自転車走行空間の整備

視覚障害者誘導用ブロックの設置・改修

東京メトロ王子神谷駅のエレベーター乗降口のわか
りやすい案内の設置（鉄道事業者との連携）

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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



番号： 王-03 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等
溝田橋交差点～区立堀船公
園付近の該当箇所において
施工済み

700 ｍ
施工済
（今年度、舗装の本復旧実施）

2 歩道等
溝田橋交差点～区立堀船公
園付近（350m区間）に植樹
帯のみ設置

700 ｍ

3 歩道等 ― ― 撤去予定なし

4
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

溝田橋交差点～区立堀船公
園付近（350m区間）の該当
箇所において施工済み

700 ｍ
施工済
（今年度、舗装の本復旧実施）

5 安全対策
溝田橋交差点～区立堀船公
園付近の該当箇所において
施工済み

700 ｍ

１．施設名、路線名 すべて 王-03　都道306号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 溝田橋交差点～区立堀船公園付近

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 350ｍ

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

北区王子一丁目地内～堀船二丁目地内の350ｍの区間については、首都高速道路㈱が高速道路の関連街路として街路築
造工事を実施したが、引き続き、整備された歩道部に都が電線共同溝を整備している。今後は、電線共同溝の整備を
進め、歩道の本復旧にあわせて歩道全体のバリアフリー整備を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

歩道上の電柱の撤去

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

平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整
備

日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置

歩道橋の撤去

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

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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



番号： 王-09 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等
無電柱化事業に合わせ配慮
して整備する

1420 ｍ

2 歩道等
無電柱化事業に合わせ配慮
して整備する

1420 ｍ

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

無電柱化事業に合わせ配慮
して整備する

1420 ｍ

4 安全対策
無電柱化事業に合わせ配慮
して整備する

1420 ｍ

１．施設名、路線名 すべて 王-09　都道307号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 王子１－５－１から豊島２－９－８

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 710ｍ

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

視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されており、十分な有効幅員が確保されている。各種工事にあわせ適時適切な
維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。また、無電柱化事
業の計画路線となっており、整備にあたりバリアフリー化に配慮する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消

横断歩道接続部の勾配の解消

視覚障害者誘導用ブロックの改修（ＪＩＳ規格適
合）

歩道上の電柱の撤去

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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



番号： 王-14 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等
歩道の凹凸等があった場合
は随時対応

1220 ｍ ✓

2 歩道等 検討中 1220 ｍ

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

必要に応じて随時対応する 1220 ｍ ✓

１．施設名、路線名 すべて 王-14　国道122号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 王子１－９－１から王子２－２０－６

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 610ｍ

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
各種工事にあわせ適時適切な維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を
推進する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消

自転車走行空間の整備

視覚障害者誘導用ブロックの改修（ＪＩＳ規格適
合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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



番号： 王-24 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等
歩道の凹凸等があった場合
は随時対応

460 ｍ ✓

2 歩道等 検討中 460 ｍ

3 歩道等 検討中 460 ｍ ✓

4
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

必要に応じて随時対応する 460 ｍ ✓

5 安全対策 検討中 1 箇所 ✓

１．施設名、路線名 すべて 王-24　国道122号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 王子１－４－１２から滝野川２－４－１７

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 230ｍ

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
視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されており、長い坂道となっている。今後は各種工事にあわせ適時適切な維持
管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

車止めの撤去

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消

自転車走行空間の整備

平坦部や手すり、ベンチの設置

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、生活関連施設への誘導）

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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



番号： 王-29 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 検討中 1700 ｍ

2 歩道等 検討中 1700 ｍ

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

必要に応じて随時対応を検
討する

1700 ｍ

１．施設名、路線名 すべて 王-29　都道455号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 王子本町１－１－８から中十条１－４－７

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 850ｍ

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
視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されており、十分な有効幅員が確保されている。今後は、各種工事にあわせ適
時適切な維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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

日陰の確保や休憩施設の設置

自転車走行空間の整備

視覚障害者誘導用ブロックの改修（ＪＩＳ規格適
合、輝度比の確保）

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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



番号： 十-08 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等
道路整備において順次施工
していく

2,100 ｍ ✓

2 歩道等
道路整備において順次施工
していく

必要 箇所 ✓

3 歩道等
道路整備において順次施工
していく

2,100 ｍ ✓

4
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

道路整備において順次施工
していく

2,100 ｍ ✓

5 安全対策 道路整備において配慮する ― ― ✓

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓

8 維持管理 ― ― ✓

9 維持管理 ― ― ✓

10 普及・啓発 ― ― ✓

道路付属物が歩行者の通行の妨げにならないよう配
慮

多様な利用者に配慮した公共サイン等の設置や改修
（北区都市計画課ほか）

視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕
組みや表示方法等の検討

舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽
の枝などの適切な維持管理への配慮

工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮

視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看
板、商品陳列等の不法占用物への指導

事業内容

バリアフリー化された歩道の整備

側溝の蓋（グレーチング）など目の細かいものへの
交換

自転車走行空間の整備

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
路側帯のみで歩道のない経路である。都市計画道路であるため、今後は補助第83号線整備事業により道路全体のバリ
アフリー化を図る。なお、事業完了後、維持管理については東京都第六建設事務所に引継ぐ予定である。

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 王子地区】※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 1,050m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 東京都都市整備局　第二市街地整備事務所

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-08　都道460号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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 普及・啓発 ― ― ✓通行ルールの啓発及び放置自転車対策

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



番号： 区道共通 地区： 全体

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等
北区自転車ネットワーク計画に位置付け
られた自転車ネットワーク路線において
ナビマーク等の整備を行う

― ―
具体的な整備方法については、
路線ごとに交通管理者と協議し
決定していく

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓

4 維持管理
施設管理課と協力しパト
ロール等を実施する

― ― ✓
地元からの要望による対応が大
半である

5 維持管理
ガードマンによる案内誘導
や段差等の軽減を行う

― ― ✓
工事現場内の通行は不便を伴う
ので、う回路への誘導案内も積
極的に行う

6 指導・啓発 ― ― ✓

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

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

１．施設名、路線名 すべて 区道共通

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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 ―

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて ―

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看
板、商品陳列等の不法占用物への指導

自転車通行ルールの啓発及び駅周辺（放置自転車整
理区域）の放置自転車対策

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

事業内容

北区自転車ネットワーク計画に基づく自転車走行空
間整備の推進

視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕
組みや表示方法等の検討

多様な利用者に配慮した公共サイン等の設置や改修
（北区都市計画課ほか）

舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽
の枝などの適切な維持管理への配慮

工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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



番号： 十-02 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

交通管理者からの要請あれ
ば協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のない経路だが、車道上に都立王子特別支援学校等の施設に向けて視覚障害者誘導用ブロックが設置されてい
る。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

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 王子地区】※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 140m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-02　北1006号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-03 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所 大規模修繕に合わせて施工

2 歩道等 細目グレーチング蓋へ交換 必要 箇所

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある経路であり、特別支援学校方面及び十条富士見中学校前まで視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されて
いる。交差点部において縦断勾配が急な箇所もあるため、大規模改修工事にあわせてバリアフリー化を検討する。

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 王子地区】※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 310m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-03　北1007号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-04 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

警察と横断歩道の位置につ
いて移設の協議を行う

必要 箇所
撤去することで視覚障害者がより利
用が困難となるような道路とならな
いか考慮する必要がある

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

視覚障害者誘導用ブロックの改修（設置位置の改
善）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
一部、歩道のない経路だが、視覚障害者誘導用ブロックが路側帯部分に連続設置されている。視覚障害者誘導用ブ
ロックが車道上を横断するように設置されている箇所があるため、短期的に改善する。

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 王子地区】※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 540m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-04　北1256号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-05 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所

2
バス乗降
場・バス停
留所

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

必要 箇所 ✓ 占用可否を判断

3
バス乗降
場・バス停
留所

大規模補修工事に合わせて
検討する

必要 箇所 ✓

4
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

5 安全対策
車いすなどが一時停止でき
る平坦部や手すりの設置検
討する

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

車いすなどが一時停止できる平坦部や手すり、ベン
チの設置

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

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

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
十分な有効幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されているが、一部歩車道境界部に設置さ
れていない箇所があるため、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 」

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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 840m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-05　北1964号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-06 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
バス乗降
場・バス停
留所

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

必要 箇所 ✓ 占用可否を判断

3
バス乗降
場・バス停
留所

大規模補修工事に合わせて
検討する

必要 箇所 ✓

4
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

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

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

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある経路で視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。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 王子地区】※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 150m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-06　北26号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-07 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
バス乗降
場・バス停
留所

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

必要 箇所 ✓ 占用可否を判断

3
バス乗降
場・バス停
留所

バス停への視覚障害者誘導
用ブロックの設置

必要 箇所 ✓
大規模補修工事に合わせて検討
する

4
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

5
歩道のない
道路

道路拡幅整備（両側歩道設
置）

必要 箇所コミュニティ道路の整備

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

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

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

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のない箇所や歩道状空地のみの箇所がある経路であり、中央図書館以北には視覚障害者誘導用ブロックが連続設
置されている。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 王子地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 670m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-07　北1259号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-09 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

交通管理者からの要請あれ
ば協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のない経路であり、踏み切り部分については縦断勾配が急である。十条中央商店街があるため、時間帯により車
両通行止めとなっている。必要に応じて、沿道店舗や利用者に対して普及・啓発を行う。

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 王子地区】※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 420m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-09　北1010号・北1374号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-10 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2 歩道等 十条跨線橋西側付近に設置 必要 箇所
十条跨線橋架替事業に合わせて
整備を検討する

3 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所

4
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

エレベーター及び階段の設置

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

歩道のある経路で視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、縦断・横断勾配が非常に急である。JR 東十条駅南
口に接しており、駅前交差点は押しボタン式信号機が設置されている。十条跨線橋架替整備事業にあわせたエレベー
ターの設置などによりバリアフリー化を図る。

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 180m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-10　北1010号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-11 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2 歩道等 十条跨線橋東側付近に設置 必要 箇所
十条跨線橋架替事業に合わせて
整備を検討する

3 歩道等 設置の可能性を検討する 必要 箇所
十条跨線橋架け替え工事に合わ
せ検討する

4 歩道等
大規模補修工事に合わせて
検討する

必要 箇所

5
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ピクトグラムを活用した案
内の設置を検討していく

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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、生活関連施設への誘導）

ピクトグラムを活用したエレベーターやスロープの
案内の設置

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

エレベーター及び階段の設置

日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置

駅出入口から各乗降場等への連続した屋根の設置及
び総合案内板等の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

歩道のある経路であり、視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されている。長いスロープが設置されているが、途中
に平場は設けられていない。今後は、十条跨線橋架替整備事業にあわせた新たなバリアフリー経路の確保や駅との接
続部に安全な歩行者空間の創出を検討する。また、エレベーターの設置などにあわせて案内の充実を図る。

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 王子地区】※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 220m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-11　北1010号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-12 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

視覚障害者誘導用ブロックの改修（ＪＩＳ規格適
合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

歩道のある経路だが、十分な有効幅員が確保されていない。視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されており、東十
条区民センター前や東十条交番前の交差点では音響式信号機が設置されている。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

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 840m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-12　北1272号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-13 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある経路であり、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。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 王子地区】※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 500m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-13　北1049号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-14 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ピクトグラムを活用したエ
レベーターの案内の設置を
行う

必要 箇所

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

事業内容

ピクトグラムを活用したエレベーターの案内の設置

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

JR 東十条北口連絡通路部分は視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されている。JR 東十条北口の東西両側にエレ
ベーターが設置されている。東側にはエスカレーターや大型ベッドのある東十条駅北口公衆トイレが設置されてい
る。また、東十条商店街のある経路で路側帯への駐輪や看板等の占用が目立つ。今後は、案内の設置や必要に応じた
維持管理に努める。

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 480m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-14　北1048号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-16 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2 歩道等
休憩スペースの設置の可否
の検討

必要 箇所
小田急マンションの建て替え等
に合わせて検討。時期不明

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
交通バリアフリー基本構想の特定経路である。十分な幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックは設置され
ていない。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 王子地区】※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 70m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-16　北1294号・協定道路

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-17 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

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

事業内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

ＪＲ十条駅西口駅前広場に接する箇所以外、歩道はなく、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。経路上の
十条銀座商店街にはアーケードが設置されている。ＪＲ十条駅付近については、十条駅西口市街地再開発事業が計画
されているため、再開発事業の中でバリアフリー化を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 540m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-17　北1011号・北1317号・北1354号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-18 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道はなく、一部公開空地がある経路である。経路の実情に合った交通安全対策を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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 120m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-18　北1378号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-19 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

3
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
旧富士見中学校の前面のみ十分な幅員が確保された歩道が整備されており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されて
いない。大規模改修時にあわせたバリアフリー化を図るとともに、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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 180m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-19　北1274号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-20 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

交通管理者からの要請あれ
ば協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のない経路で、東京家政大学の通学路となっている。経路の実情に合った交通安全対策を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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 230m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-20　北1340号・北1007号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-21 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

交通管理者からの要請あれ
ば協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のない経路で東十条商店街の一部である。路側帯には駐輪や商品、看板などによる不法占用が見られる。経路の
実情に合った交通安全対策を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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 160m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-21　北1704号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 十-22 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

交通管理者からの要請あれ
ば協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のない経路である。経路の実情に合った交通安全対策を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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 120m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 十-22　北1762号・北1704号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-04 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

3
歩道のない
道路

交通管理者からの要請あれ
ば協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のない経路だが、ビバホーム豊島店の沿道は開発にあわせて歩道の整備を進めている。また、歩道のない部分に
ついてもガード柵を設置して歩車分離が図られている。引き続き歩道の整備を進めるとともに、経路の実情に合った
交通安全対策に努める。

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 900m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-04　北1865号・北1035号・北1036号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-06 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配、段差の解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

3
バス乗降
場・バス停
留所

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

4
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

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、生活関連施設への誘導）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある経路で十分な有効幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。都市計画道
路であり、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 王子地区】※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 1180m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-06　北1265号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-07 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
バス乗降
場・バス停
留所

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

必要 箇所 ✓ 占用可否を判断

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

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

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、生活関連施設への誘導）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある経路で十分な有効幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。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 王子地区】※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 240m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-07　北2025号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-08 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

歩道のある経路だが、十分な幅員が確保されていない。視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、豊川小学校
の通学路であるため、平日の朝の時間帯は歩行者専用道路となっている。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 王子地区】※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 250m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-08　北1826号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-09 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

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、生活関連施設への誘導）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある経路で十分な幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。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 王子地区】※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 390m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-09　北1264号・北1474号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-10 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

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、生活関連施設への誘導）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある経路で十分な幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。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 王子地区】※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 520m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-10　北1924号・北182号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-11 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある経路で十分な幅員は確保されておらず、王子郵便局前のみ視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されてい
る。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 王子地区】※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 310m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-11　北8号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-12 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

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、生活関連施設への誘導）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある経路で十分な幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。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 王子地区】※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 500m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-12　北180号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-13 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

3
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

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、生活関連施設への誘導）

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある経路で十分な幅員を確保しており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。一部の歩道のない区
間については、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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 440m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-13　北1314号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-15 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある経路で十分な幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。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 王子地区】※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 330m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-15　北1931号・北1269号・北1045号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-16 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

3
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

一部歩道のない経路であり、歩道のある部分については十分な幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが
豊島馬場遺跡公園出入口前のみ部分設置されている。歩道のない区間では経路の実情に合った交通安全対策を検討す
る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 530m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-16　北1931号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-17 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

4
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある経路で十分な幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。一部の歩道のな
い部分については、経路の実情に応じた交通安全対策を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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 520m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-17　北1272号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-18 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

3
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある部分については、十分な幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。歩道の
ない部分については、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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 500m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-18　北1270号・北1271号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-19 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2 歩道等
視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある経路で十分な幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。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 王子地区】※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 330m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-19　北1046号・北1044号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-20 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある区間については、十分な幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。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 王子地区】※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 540m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-20　北1953号・北1761号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-21 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

3 安全対策 ✓

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

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

電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行の
妨げとならないよう配慮

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある経路で十分な幅員は確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。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 王子地区】※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 160m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-21　北1953号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-22 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

3 安全対策 ✓

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

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

電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行の
妨げとならないよう配慮

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

歩道のある区間は十分な幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。歩道のない区間
については、東十条銀座商店街があり、駐輪が目立つ。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

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 250m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 神-22　北1758号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-01 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

視覚障害者誘導用ブロックの改修（ＪＩＳ規格適
合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。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 王子地区】※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 310m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-01　北65号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-02 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

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

事業内容

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員は確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。必要に応じて維持管理や指導・啓発
を実施する。

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 王子地区】※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 490m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-02　北2027号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-04 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所

2 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所

4
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員は確保されており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。一部歩道のない区間については、経路
の実情に合った交通安全対策を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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 1240m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-04　北1262号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-05 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所

2 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所

4
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員は確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。歩道のない区間については、経路の
実情に合った交通安全対策を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※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 420m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-05　北1295号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-06 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所

2 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。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 王子地区】※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 210m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-06　北1034号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-07 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

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

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 王子地区】※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 80m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-07　北50号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-08 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員は確保されており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。一部歩道のない区間については、配慮
事項を踏まえ経路の実情に合った交通安全対策を検討する。

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 王子地区】※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 400m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-08　北1858号・北1860号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-10 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員は確保されており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。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 王子地区】※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 1460m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-10　北1263号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-11 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所

2 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

視覚障害者誘導用ブロックの改修（ＪＩＳ規格適
合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
十分な歩道幅員は確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。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 王子地区】※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 330m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 北1170号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-12 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2 歩道等 必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

4 安全対策
道路構成の再検討により問
題点の解消を行う

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

5 安全対策
0.8ｍ以上の高さのボラー
ドを採用する

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

視覚障害者等が車止めに衝突しにくいよう配慮

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

マンホール部分の段差解消

視覚障害者誘導用ブロックの連続設置（ＪＩＳ規格
適合、輝度比の確保、生活関連施設への誘導）

電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行
の妨げとならないよう配慮

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
コミュニティ道路であり、十分な歩道幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。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 王子地区】※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 380m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-12　北1174号・北1166号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-13 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等
大規模補修工事に合わせて
検討する

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

3
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

横断歩道接続部の勾配解消

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
ほぼ歩道のない経路である。配慮事項を踏まえ、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。一部の歩道部分につ
いては、道路全体の幅員が狭いため、大規模な改修の際に歩道の撤去も含めて検討する。

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 王子地区】※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 100m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-13　北1189号・北1190号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-15 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

3 安全対策
配慮された設置がされている
が、歩道有効幅員が狭いため
歩行者が通行しづらい

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行
の妨げとならないよう配慮

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
コミュニティ道路であり、十分な歩道幅員は確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。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 王子地区】※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 140m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-15　北1167号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-16 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
コミュニティ道路であり、十分な幅員は確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。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 王子地区】※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 110m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-16　北1165号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-17 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
コミュニティ道路であり、十分な幅員は確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。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 王子地区】※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 170m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-17　北1163号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-18 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

3 安全対策
電柱建て替えの際には歩車
道境に移設するよう東電へ
依頼する。

必要 箇所 ✓
または、大規模改修工事に合わ
せて移設の依頼を行う

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

事業内容

横断歩道接続部の勾配解消

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

電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行
の妨げとならないよう配慮

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

十分な歩道空間が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。道路全体の幅員が狭いため大
規模な改修の際に歩道の撤去も含め検討する。なお、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 王子地区】※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 110m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-18　北1156号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-19 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

横断歩道接続部の勾配解消

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
十分な歩道幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。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 王子地区】※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 150m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-19　北1043号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-20 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
コミュニティ道路であり、十分な歩行幅員は確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。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 王子地区】※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 170m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-20　北1164号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-21 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

横断歩道接続部の勾配解消

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。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 王子地区】※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 130m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-21　北1161号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-22 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

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

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 王子地区】※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 120m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-22　北1853号・北1852号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-23 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

2
歩道のない
道路

細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

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

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

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

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 王子地区】※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 150m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-23　北1901号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-25 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

2
歩道のない
道路

細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

3
音無橋エレ
ベーター

現在の形状が改良を行った
ものであるが、必要に応じ
改善を検討する

必要 箇所 ✓
エレベーターの大規模改修に合
わせて検討する

4
音無橋エレ
ベーター

「反対側のドアがひらきま
す」への変更

必要 箇所 ✓ エレベーター管理会社と調整

5
音無橋エレ
ベーター

利用時間延長の予定はない
が、要望が多いのであれば
検討する

必要 箇所
現在、朝4:30～翌1:30で運転し
ている

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓
設置場所、設置方法について検
討する

利用可能時間の延長

音無橋エレベーターの案内サインの増設

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

障害者にも押しやすいボタンへの改修

音声案内の出口方向がわかりやすい内容への改善

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
音無親水公園脇の歩道のない経路である。配慮事項を踏まえ、経路の実情に合った交通安全対策や音無橋エレベー
ターの改善を検討する。

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 王子地区】※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 180m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-25　北1311号・北1260号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-26 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 歩道の急勾配解消 必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

2 歩道等 細目グレーチングへ交換 必要 箇所 随時実施する

3
バス乗降
場・バス停
留所

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

必要 箇所 ✓ 占用可否を判断

4
バス乗降
場・バス停
留所

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所 ✓
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されている。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 王子地区】※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 660m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-26　北1260号・北1154号・北1964号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-27 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

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

事業内容

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
十分な歩道幅員が確保されておらず、北区役所の各庁舎に向けて視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されている。
今後は必要に応じて指導・啓発を行っていく。

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 王子地区】※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 500m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-27　北1121号・北1001号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-28 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

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

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 王子地区】※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 760m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-28　北1329号・北1003号・北1260号・北1313号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-30 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置

必要 箇所
大規模補修工事に合わせて検討
する

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

事業内容

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
十分な歩道幅員が確保されておらず、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。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 王子地区】※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 70m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-30　北1130号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-31 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

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

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 王子地区】※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 130m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-31　北1122号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-32 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく

必要 箇所 ✓ 現状特に事業予定なし

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

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

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 王子地区】※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 160m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-32　北1145号・北1148号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 王-33 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 歩道等 石張り舗装のがたつき解消 必要 箇所 ✓ 随時実施する

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

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消、横断歩道接続部の勾
配の解消

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
河川管理者通路であり、歩行者の利用が中心である。必要に応じて歩道の傾きやがたつきの解消を行う。

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 王子地区】※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 100m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 王-33　音無親水公園園路・北1313号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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： 神-02 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 維持管理 ― ― ✓

2 維持管理 ― ― ✓

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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-02　私道（豊島五丁目団地敷地内）

２．事業主体 すべて ＵＲ都市機構

３．事業区間 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

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
有効幅員の確保されたアスファルト舗装の歩道のある経路で、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。
今後も引き続き、適切な維持管理を行う。

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 王子地区】※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

事業内容

団地内の舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設
備、植栽の枝などの適切な維持管理への配慮

団地内の工事におけるバリアフリー対策・安全確保
への配慮



番号： 神-03 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 維持管理 ― ― ✓

2 維持管理 ― ― ✓

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8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-03　私道（豊島五丁目団地敷地内）

２．事業主体 すべて ＵＲ都市機構

３．事業区間 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

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
片側に有効幅員の確保されたアスファルト舗装の歩道のある経路で、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていな
い。今後も引き続き、適切な維持管理を行う。

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 王子地区】※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

事業内容

団地内の舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設
備、植栽の枝などの適切な維持管理への配慮

団地内の工事におけるバリアフリー対策・安全確保
への配慮
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