
番号： 建築物①-01 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

既存の誘導用ブロックが劣
化や損傷した場合、速やか
にＪＩＳ規格品に改修

1 箇所 ✓
改修は新旧のブロックが混在し
ないよう区間やエリア単位で施
工する

2 建物内通路 ― ― ✓
常に、フロアーの整理整頓を行
い、来庁者の動線を確保してい
る

3 上下移動
色褪せや剥離がないよう管理
するとともに、改修時は段を
より識別しやすいものとする

9 箇所 ✓
改修時は識別しやすく滑りにく
い材質のものを採用する

4 トイレ
使いやすい十分なスペース
を確保する

2 箇所 ✓
トイレの改修に合わせて検討す
る

5 トイレ
誰でもトイレと一般トイレ
に荷物台を設置

6 箇所 ✓ 設置方法を検討中

6 トイレ
各ブースから視認できる位
置にフラッシュライトを設
置

6 箇所 ✓ 設置方法を検討中

7 トイレ
大きな鏡を採用し、鏡を適
切な位置に取り付ける

1 箇所

8 トイレ
使いやすい十分なスペース
を確保する

2 箇所 ✓
トイレの改修に合わせて検討す
る

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

バリアフリー設備等の情報が
わかりやすい案内表示とする

2 箇所 ✓
トイレの改修に合わせて検討す
る

１．施設名、路線名 すべて 北区役所 第一庁舎（王子高齢者あんしんセンター）・第二庁舎（王子区民事務所）・第三庁舎・第五庁舎・別館

【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]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　総務部　総務課　／　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 王子本町1-15-22

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

建築年数が経過した第一庁舎は平成２年に、第二庁舎は昭和61年に大規模改修工事を行い、主要出入口等をバリアフ
リー化したが、その後も段差の解消や玄関ドアを自動化するなどの改修を行い、その他の庁舎を含め基本的なバリア
フリー化は完了している。今後は、施設の劣化による機能低下のないよう維持管理するとともに、区民意見を踏まえ
た施設の充実を図る。

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、変更点など事業内容

ＪＩＳ規格に適合した視覚障害者誘導用ブロックへ
の改修

（王子区民事務所）主要な通路が狭くならないよう
配慮

階段の段鼻の強調

低い位置への荷物台等の設置

一般トイレへのフラッシュライトの設置

車いす使用者用トイレのオストメイト用の鏡の位置
の改善

一般トイレへの機能分散

わかりやすい案内の表示（トイレ位置、トイレ内設
備等）



10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

設置場所を検討 3 箇所 設置スペースを検討中

11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ―
窓口の上部に、取扱業務と窓口
番号を掲げ、来庁者が見易くな
るように工夫している

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ―
番号発券器システムの音声案内
を活用している

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

相手の気持ちに配慮したコ
ミュニケーションを習得

― ― ✓
案内や警備等の委託業者にも職
員が手本となって心のバリアフ
リーを啓発する

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

庁舎の建替計画もあり、対応は使用期間や費用対効果を見極めて慎重に検討する必要がある。

筆談用具の設置及び案内の表示

（王子区民事務所）案内図の設置

（王子区民事務所）音声案内や触知案内図の設置

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



番号： 建築物①-02 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

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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

補修工事に合わせ、タイル舗
装からアスファルト舗装への
変更（令和元年で終了）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

4 建物内通路 必要 箇所 施設の移設や将来計画

5 建物内通路 必要 箇所 施設の移設や将来計画

6 建物内通路 必要 箇所 施設の移設や将来計画

7 建物内通路 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 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

エレベーターの改修（浮彫表示ボタン、音声案内、
低い位置への操作パネル、足下まで見える鏡の設
置）

車いす使用者用トイレへの大型ベッドの設置

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

公衆電話コーナー出入口の段差の解消

会議室ドア前への平場の設置

適切な照度の確保

階段手すりの改修（１段→２段・連続設置）及び段
鼻の強調

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の改修（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

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・適切な配置）

経路に連続した上屋の設置

平坦な舗装への改修

車いす使用者用トイレやエレベーターの設置など基本的なバリアフリー化はなされているが、施設の老朽化及び利用
形態の変化に伴う改修の必要がある。今後は、北とぴあありかた検討組織を立ち上げて施設の改修に向けて検討をし
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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子1-11-1

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 ―

１．施設名、路線名 すべて 北とぴあ・消費生活センター

【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]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 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

12 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

13 トイレ 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 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 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

18 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

19 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

20 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

21 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

22 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

23 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

24 トイレ
適宜破損したタイルカー
ペットの張り替えを行う。

必要 箇所
完了しているが、破損されるこ
とが多いので都度対応が必要

25
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

低い位置及び高い位置への荷物掛け等の設置

出入口のカーペットの修繕

点字案内の設置

一般トイレへのＬ型手すりの設置

車いす使用者用トイレへのウォシュレットの設置

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

一般トイレへの機能分散

トイレの洋式化

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

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

車いす使用者用トイレの非常呼び出しボタンの改修

適切な照度の確保

床面とコントラストのある巾木の設置

一般トイレの出入口の段差解消及び荷物置きの設置



26
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

27
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

28
案内設備・
情報のバリ
アフリー

１階フロント、１０階管理
事務所を中心に行う。

必要 箇所

29
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

30
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

31
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

32
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

33
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

34
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

35 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

36 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

37 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

38 その他設備 机の取替を検討する。 必要 箇所 施設の移設や将来計画

39
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

40
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

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

ベビーカーの貸出及び案内表示

電光表示や呼出受信機の導入

受付・窓口へのローカウンターの設置

２階ロビーの机の角の面取り

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・ルールの利用者への周知・啓発

バリアフリー設備等の情報がわかる案内図の設置

パンフレットやＷＥＢ等による施設のバリアフリー
関連情報の提供

音声案内及び触知案内図の設置

耳マーク等の設置

車いす使用者用トイレの位置サインの改修及び誘導
サインの設置

わかりやすい案内サインへの改修
（フォントサイズやコントラストの確保）

点字のフロアマップのパンフレットの設置

エレベーターから各設備に向けた誘導サインの設置

エレベーターホールへのフロアマップの設置



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



番号： 建築物①-03 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
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
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

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 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

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

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

低い位置への荷物台等の設置

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置

施設のバリアフリー設備等の情報がわかる案内図の
設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

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

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

スロープの滑りにくい路面への改修

階段への２段手すりの設置及び段鼻の強調

施設の老朽化が進んでおり、エレベーターや車いす使用者用トイレは設置されていない。今後、十条駅西口再開発に
伴い移転予定のため、動向を見ながら対応を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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1-20-10

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 ―

１．施設名、路線名 すべて 十条地域振興室

【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]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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1階受付に設置する 必要 箇所 施設の移設や将来計画

12 その他設備 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

積極的に声かけやサポート
を行う

― ― ✓

15
人的対応・
こころのバ
リアフリー

掲示等により継続的に周
知・啓発を行う

― ― ✓

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

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

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・ルールについて利用者への周
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①-04 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
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 トイレ 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

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置

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

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

一般トイレへの機能分散

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の設置

低い位置への荷物台等の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

車いす使用者が円滑に利用できるトイレの設置

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

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

スロープの滑りにくい路面への改修

階段への２段手すりの設置及び段鼻の強調

施設は老朽化が進み、エレベーターや車いす使用者用トイレなどのバリアフリー設備は設置されていない。今後、事
業の実施については、施設の利用計画など将来の変動要因を含めて検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 堀船2-16-11

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 ―

１．施設名、路線名 すべて 堀船地域振興室

【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]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
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

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

13
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

14
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1階受付に設置する 必要 箇所 施設の移設や将来計画

15
駐車場・駐
輪場

必要 箇所 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 その他設備 必要 箇所 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

積極的に声かけやサポート
を行う

― ― ✓

19
人的対応・
こころのバ
リアフリー

掲示等により継続的に周
知・啓発を行う

― ― ✓

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

施設内のバリアフリー設備等の情報がわかる案内図
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場の設置

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

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・ルールについて利用者への周
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： 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

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
用ブロックの設置を検討する

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）

雨天時でも滑りにくい路面
改修を検討する

必要 箇所 施設の移設や将来計画

3
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

4 建物内通路 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 上下移動 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 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 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

一般トイレへの機能分散

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

階段手すりの改修（１段→２段・連続設置）及び段
鼻の強調

エレベーターへの浮彫表示ボタンや音声案内の設置

階段の手すりへの点字案内の表示

車いす使用者用トイレへの大型ベッドの設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

適切な照度の確保

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

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

スロープの滑りにくい路面への改修及び勾配の緩和

スロープの両側への２段手すりの連続設置及び点字
案内の表示

エレベーターや車いす使用者用トイレは設置されているが、現在の移動等円滑化基準には適合していない。施設の老
朽化が進んでいるが、今後、十条駅西口再開発に伴い移転する予定であるため、動向をみながら対応方法を検討す
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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 上十条3-3-9

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 ―

１．施設名、路線名 すべて 上十条区民センター・上十条ふれあい館・上十条図書館

【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]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 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

12 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

13 トイレ 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 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 トイレ 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

必要 箇所 施設の移設や将来計画

19
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 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

1階受付を中心に設置する 必要 箇所 施設の移設や将来計画

22
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

23
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1階受付を中心に設置する 必要 箇所 施設の移設や将来計画

24 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

25 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

避難経路の表示及び利用者への周知

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表示

図書館の案内図の更新

トイレの洋式化

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

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

車いす使用者用トイレへの姿鏡の設置

車いす使用者用トイレの開閉しやすい扉への改修

一般トイレの個室の拡張及び荷物置きの設置

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
関連情報の提供

触知案内図の設置

耳マーク等の設置



26 その他設備 必要 箇所 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

朝礼などの機会をとらえ
て、情報交換を行う

― ― ✓

28
人的対応・
こころのバ
リアフリー

利用者への啓発を行う ― ― ✓

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

図書館への車いす使用者でも使いやすい高さのテー
ブルの設置

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・ルールの利用者への周知・啓発



番号： 建築物①-07 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
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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

4
出入口・通
路全般

必要 箇所 施設の移設や将来計画

5 建物内通路 必要 箇所 ✓ 施設の移設や将来計画

6 上下移動 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 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 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

出入口から受付までの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・連続設置）及び段
鼻の強調

エレベーターへの浮彫表示ボタンや音声案内の設置

車いす使用者用トイレへの大型ベッドの設置

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

一般トイレへの機能分散

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

視覚障害者誘導用ブロックの上にマットを置かない
よう配慮

裏口の段差の解消

適切な照度の確保

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のバリアフリー設備は設置されている。今後は軽微な設備の改修によるバ
リアフリー化とともに、引き続き人的対応によるこころのバリアフリーによる推進を図る。

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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 東十条3-2-14

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 ―

１．施設名、路線名 すべて 東十条区民センター・東十条ふれあい館・東十条地域振興室・東十条保育園・東十条図書館

【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]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 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

12 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

13 トイレ 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
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

16
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

17
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1階受付を中心に設置する 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

必要 箇所 施設の移設や将来計画

19
案内設備・
情報のバリ
アフリー

点字シールの更新を行う。 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
駐車場・駐
輪場

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

23 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

24
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

― ― ✓

25
人的対応・
こころのバ
リアフリー

利用者への啓発を行う ― ― ✓

筆談用具の設置及び案内の表示

案内図・サインの改修（フォントやピクトグラムの
拡大）

触知案内板の点字シールの更新

電光表示の導入

ＪＲ東十条駅から経路への誘導サインの設置（道路
管理者と連携）

障害者用駐車場の駐車ますにカラーコーンなどを置
かないよう配慮

ベビーカーの貸出及び案内表示

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・ルールの利用者への周知・啓発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

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

トイレの洋式化

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

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



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①-08 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
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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

4
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

5 建物内通路 ― ― ✓ 施設の移設や将来計画

6 建物内通路 ― ― ✓ 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 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画多機能トイレへの大型ベッドの設置

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

視覚障害者誘導用ブロックを遮らないよう配慮

（中央図書館分室）物や設備などで狭くならないよ
う配慮

階段手すりの改修（１段→２段・連続設置）及び段
鼻の強調

エレベーターへの改修
（大型化・浮彫表示ボタンや音声案内の設置）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

花壇の角の面取り

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

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

スロープや階段、通路の拡幅

段鼻の色の強調

平成21 年に大規模改修を実施しており、エレベーターや車いす使用者用トイレなどのバリアフリー設備は設置されて
いる。今後は軽微な設備の改修によるバリアフリー化とともに、引き続き人的対応によるこころのバリアフリーによ
る推進を図る。

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 豊島1-14-12

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 ―

１．施設名、路線名 すべて
王子区民センター・王子ふれあい館・王子地域振興室・中央図書館分室王子区民センター・王子ふれあい館・王子地
域振興室・中央図書館分室

【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]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



10 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

11 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

12 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

13 トイレ 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 必要 箇所 施設の移設や将来計画

16
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

17
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓

18
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

19
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1階受付を中心に設置する 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 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

22 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

23
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

― ― ✓

24
人的対応・
こころのバ
リアフリー

利用者への啓発を行う ― ― ✓

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・ルールの利用者への周知・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記入台の設置

トイレの洋式化

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

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

車いす使用者用トイレの扉の自動化

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
関連情報の提供

トイレ前への音声案内や触知案内図の設置

耳マーク等の設置

案内表示の地の色と文字の色のコントラストがある
ものへの改修（中央図書館分室）

ベビーカーの貸出及び案内表示

一般トイレへの機能分散



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： 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
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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

4 建物内通路 必要 箇所 施設の移設や将来計画

5 建物内通路 必要 箇所 施設の移設や将来計画

6 建物内通路 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 トイレ 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

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（エレベーター～２階受付）

図書返却口までの経路の十分な幅員の確保

階段手すりの改修（１段→２段・連続設置）及び段
鼻の強調

エレベーターへの浮彫表示ボタンや音声案内の設置

車いす使用者用トイレへの大型ベッドの設置

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

事業内容

視覚障害者誘導用ブロックの改修（輝度比の確保・
ＪＩＳ規格への適合・滑りにくい材質への変更・安
全な経路への設置）

出入口へのインターホンの設置

敷地内通路の平坦な舗装への改修

毛足の短いカーペットやフラットな仕上げへの改修

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のバリアフリー設備は設置されている。今後は軽微な設備の改修によるバ
リアフリー化とともに、引き続き人的対応によるこころのバリアフリーによる推進を図る。

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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 豊島3-27-22

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 ―

１．施設名、路線名 すべて 豊島区民センター・豊島図書館・豊島ふれあい館・豊島地域振興室

【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]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 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

12 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

13 トイレ 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 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 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

18 トイレ 必要 箇所

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

― ― ✓ 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
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

23
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

24
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

25
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

車いす使用者用トイレの扉の自動扉化

車いす使用者用トイレの自動点灯化

既設表示への点字案内の表示

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

耳マーク等の設置

障害者用駐車ますからスロープへの道順がわかりや
すい案内の表示

建物出入口付近の触知案内図の更新

通路の手すりや窓口への点字案内の表示

２階のフロアマップの低い位置への移設

車いす使用者用トイレ内の介助スペースの確保

一般トイレや各階の車いす使用者用トイレへの機能
分散

トイレの洋式化

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

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



26
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

27
駐車場・駐
輪場

必要 箇所 施設の移設や将来計画

28 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

29 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

30 その他設備 ― ― 施設の移設や将来計画

31 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

32 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

33
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

― ― ✓

34
人的対応・
こころのバ
リアフリー

利用者への啓発を行う ― ― ✓

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

車いす使用者に配慮した高さへの公衆電話の設置

ローカウンターの整頓

十分な蹴込がある窓口カウンターへの改修

図書返却口までの経路の十分な幅員の確保

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・ルールの利用者への周知・啓発

ベビーカーの貸出及び案内表示

豊島五丁目団地方面から施設までの経路への誘導サ
インの設置（道路管理者と連携）

障害者用駐車ます後方への乗降スペースを示す安全
帯の設置



番号： 建築物①-10 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
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 上下移動 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 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

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

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

一般トイレへの機能分散

トイレの洋式化

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

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

多機能トイレへの大型ベッドの設置

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

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

階段手すりの改修（１段→２段・連続設置）及び段
鼻の強調

エレベーターへの浮彫表示ボタンや音声案内の設置

平成19年の大規模改修により、エレベーターや多機能トイレなどのバリアフリー設備は設置されている。今後は引き
続き、人的対応によるこころのバリアフリーによる推進を図る。

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 岸町1-6-17

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 ―

１．施設名、路線名 すべて 岸町ふれあい館・社会福祉協議会

【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]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
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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1階受付を中心に設置する 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
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

― ― ✓

16
人的対応・
こころのバ
リアフリー

利用者への啓発を行う ― ― ✓

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

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

触知案内図の設置

耳マーク等の設置

ベビーカーの貸出及び案内表示

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・ルールの利用者への周知・啓発



番号： 建築物①-11 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
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 上下移動 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 トイレ 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

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

一般トイレへの機能分散

トイレの洋式化

ＪＩＳ規格に適合したボタンの配置

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

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

階段手すりの改修（１段→２段・連続設置）及び段
鼻の強調

エレベーターへの浮彫表示ボタンや音声案内の設置

車いす使用者用トイレへの大型ベッドの設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
エレベーターや車いす使用者用トイレなどのバリアフリー設備は設置済みである。今後は引き続き、人的対応による
こころのバリアフリーによる推進を図る。

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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 堀船3-7-12

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 ―

１．施設名、路線名 すべて 堀船ふれあい館

【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]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
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

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 施設の移設や将来計画

13
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

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 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

― ― ✓

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 ― ― ✓施設利用のマナー・ルールの利用者への周知・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

職員による案内やサポートなどの対応の充実

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
関連情報の提供

触知案内図の設置

耳マーク等の設置

ベビーカーの貸出及び案内表示



番号： 建築物①-06 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

大規模改修時に検討 必要 箇所 ✓

2 建物内通路
すでに設置しているが、老
朽化しており、リニューア
ルしていきたい

必要 箇所

3 上下移動 大規模改修時に検討 必要 箇所 ✓

4 上下移動
令和２年に入れ替え
点字板などのリニューアル
を実施

2 基 令和元年に設計済み

5 トイレ 必要 箇所 ✓

6 トイレ 必要 箇所 ✓

7 トイレ 大規模改修時に検討 必要 箇所 ✓

8 トイレ 大規模改修時に検討 必要 箇所 ✓

9 トイレ 大規模改修時に検討 必要 箇所 ✓

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

大規模改修時に検討 必要 箇所 ✓

１．施設名、路線名 すべて
十条台区民センター・十条台ふれあい館・十条台地域振興室・十条台子どもセンター・障害者福祉センター・十条台
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]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　障害者福祉センター

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 中十条1-2-18

エレベーターの改修

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は設置されているが、移動等円滑化基準には適合していない。施設が老朽化し
ているため、大規模改修を検討中だが、それに合わせてバリアフリー工事を行うための具体的なプランを検討してい
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 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

十分な幅員の確保

スロープの設置

階段の段鼻の強調

オストメイト対応設備の設置

トイレの機能分散

トイレの洋式化

低い位置への荷物台等の設置

フラッシュライト等の設置

案内図やピクトグラムを活用した案内の設置



11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

13
案内設備・
情報のバリ
アフリー

館内すべてに配備するよう
努力する

必要 箇所 筆談用具は購入済み

14
駐車場・駐
輪場

必要 箇所

15
駐車場・駐
輪場

館内点検を十分に行い、遮
らない配慮を徹底したい

― ― ✓

16 その他設備 必要 箇所

17
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員研修を定期的に行い、
意識の向上を図る

― ― ✓

18
人的対応・
こころのバ
リアフリー

施設利用者向けにわかりや
すい文章やイラストで掲示
を行い、周知を図る

― ― ✓

貸出用車いすやベビーカーの設置及び案内の表示

ＷＥＢによる施設のバリアフリー関連情報の提供

音声案内の設置

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

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

施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
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

施設が老朽化し、電気、給排水、冷暖房、外壁等の大規模改修を検討している。通年営業施設なので、工事を行うと
きは休館日を設定し、集中して行わなければならない。大規模改修工事に合わせてバリアフリー工事を行っていきた
い。



番号： 建築物②-01 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 上下移動 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

― ― ✓

4
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 王子光照苑高齢者あんしんセンター・特別養護老人ホーム王子光照苑

【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]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 社会福祉法人光照園

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 王子3-3-1

施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
知・啓発

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
エレベーターは設置されているが、車いす使用者用トイレなどのバリアフリー設備は設置されていない。令和２年以
降に大規模修繕工事を計画しているため、施設のバリアフリー化もあわせて検討したい。

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 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

エレベーターの更新

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

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

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②-02 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 建物内通路 必要 箇所 ✓

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓

3
駐車場・駐
輪場

― ― ✓

4
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 豊島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]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 社会福祉法人光照園

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 王子6-2-33-101

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
王子サンハイツ内の施設であり、上下移動はなく、車いす使用者用トイレは設置されている。令和元年度秋に豊島区
民センターに移転予定であるため、情報のバリアフリーやこころのバリアフリーの充実を図る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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

物や設備などで狭くならないよう配慮

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

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

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 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

施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
知・啓発



番号： 建築物②-03 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 トイレ 必要 箇所 ✓
おむつ交換台（ベビーベッド）
は多目的トイレに設置済み

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 必要 箇所

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

必要 箇所 ✓

8 その他設備 必要 箇所 ✓
おむつ交換台（ベビーベッド）
は多目的トイレに設置済み

9
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

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
関連情報の提供

音声案内や触知案内図の設置

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

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

事業内容

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

一般トイレへの機能分散

ＪＩＳ規格に適合したボタンの配置

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
平成26年に施設を開設した際に、施設のバリアフリー化を行った。今後は、案内の充実や設備の更新等を通じて利便
性向上に努める。

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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 上十条3-1-25 帝京大学4号館1階

２．事業主体 すべて 北区　健康福祉部　高齢福祉課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 十条高齢者あんしんセンター・旧富士見中学校

【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]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



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

照明は

人感セ

ンサー、

非常ブ

ザーを

配置



番号： 建築物②-04 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 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 必要 箇所 ✓

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

必要 箇所 ✓

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

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
関連情報の提供

音声案内や触知案内図の設置

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

事業内容

道路境界部の段差の解消（道路管理者と連携）

オストメイト対応設備の設置

一般トイレへの機能分散

ＪＩＳ規格に適合したボタンの配置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
平成28年に施設を開設した際に、和式便房の洋式化を完了している。今後は、案内の充実や設備の更新等を通じて利
便性向上に努める。

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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 東十条3-2-3-101 東十条グリーンハイツ1階

２．事業主体 すべて 北区　健康福祉部　高齢福祉課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 東十条・神谷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]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



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

下水工事に伴いL
型側溝が改良され

たが、敷地側との

傾斜状の段差が新

たに発生している。

多目的トイレの

フラッシュライト

は経年劣化によ

り故障し、無反

応状態となって



番号： 建築物②-05 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 トイレ 設備改修時に検討 必要 箇所 ✓

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1階受付窓口に設置 1 箇所 平成30年度から実施

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員間で情報の共有、接遇
の徹底を図る

― ― ✓

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

事業内容

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

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
平成24年の大規模改修でバリアフリー化された。今後は、利用者の声を聞き問題があれば適切に対応していく。

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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 岸町1-15-25

２．事業主体 すべて 北区　健康福祉部　高齢福祉課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 名主の滝老人いこいの家

【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]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： 建築物③-01 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 上下移動 必要 箇所 ✓

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

わかりやすい文章とイラス
トによる案内図を設置する

必要 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓

4
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員研修を定期的に行い、
意識の向上を図る

― ― ✓

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

利用者に対し、マナー・
ルールがわかるように丁寧
な説明を行っていく

― ― ✓
施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
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

階段への２段手すりの設置及び段鼻の強調

施設の避難経路やバリアフリー設備等がわかる案内
図の設置

パンフレットやＷＥＢなどによる施設のバリアフ
リー関連情報の提供

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
車いす使用者用トイレやエレベーターなどのバリアフリー設備は設置されている。エレベーターについては、平成30
年１月～３月に工事を行い、音声案内や見やすいパネルの設置などによりバリアフリー化が進んだ。今後は軽微な改
修とあわせて情報のバリアフリーやこころのバリアフリーの推進を図る。

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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子6-4-6

２．事業主体 すべて 北区　障害者福祉センター

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて あすなろ福祉園

【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]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： 建築物③-02 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．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

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
施設利用者が限定されており、不特定多数の方が来所する施設ではないため、現状維持とする。

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 王子2-19-20

２．事業主体 すべて 北区　障害者福祉センター

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 王子福祉作業所・王子授産場

【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]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： 建築物③-03 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

平成31年1月に歩道への設
置工事、令和元年5月にエ
スコートゾーンの設置工事
を実施（下記の写真を参
照）

1 箇所

視覚障害のある職員の意見を踏
まえて、隣接施設の駐車場入口
前を通らずに当センターまで来
られるよう設置場所に配慮。エ
スコートゾーンについては、都
オリパラ局の協力により設置。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所
施設の大規模改修に合わせて実
施を検討（大規模改修の実施時
期は未定）

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所
施設の大規模改修に合わせて実
施を検討（大規模改修の実施時
期は未定）

4
人的対応・
こころのバ
リアフリー

平成30年度に職員向けの研
修を実施

― ― ✓
引き続き、職員に向けた普及啓
発の実施を検討

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

駐車場やトイレの利用に関
する掲示を実施

― ― ✓
患者・利用者の多くが車いす使
用であるため、周知内容につい
ては検討が必要

１．施設名、路線名 すべて 都立北療育医療センター

【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]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　福祉保健局　北療育医療センター　事務室

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 十条台1-2-3

施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
知・啓発

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
建築後30年以上が経過しているが、移動等円滑化経路の確保や車いす使用者用トイレの設置など、基本的なバリアフ
リー化はできている。施設・設備の老朽化が進んでおり、安全面を確保するための維持管理上の補修等を優先しなけ
ればならない状況ではあるが、その中でバリアフリーに関する改修についても可能な限り検討していく。

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 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

歩道上から出入口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）

トイレの案内サインの改修（車いすマークの追加）

案内図の改修

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④-01 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

検討の結果実施しない ― ―

視覚障害児（者）の利用を想定
して設計になっていない。親族
で該当者が居た際は適切に誘導
することは考えているが事例は
ない

2 上下移動 検討の結果実施しない ― ―
身体障害児の利用は現状難しく
設置なし

3 トイレ 検討の結果実施しない ― ―
発達に課題の児が多いため危険
性が高く設置が適切でない

4 トイレ 検討の結果実施しない ― ―
利用者の特性上、設置の必要性
がない。刺激が気になる児も多
く設置は適切でない

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

検討の結果実施しない ― ―
施設の老朽化が著しくバリアフ
リーの周知をする状況でない

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

危険な場面、状況では利用
者の特性にも配慮し声掛け
注意喚起をしている

― ― ✓
利用者が日常利用の出入口には
スロープを設置し危険は少ない

１．施設名、路線名 すべて 子ども発達支援センターさくらんぼ園

【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]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　子ども未来部　子ども家庭支援センター　

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 豊島4-16-38

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

児童発達支援通所施設として運営しており、エレベーターや車いす使用者用トイレは設置されていない。施設の老朽
化による劣化が多数箇所みられ、修繕等を重ねながら使用している状況にあり、現利用者の安全な利用が最優先と考
え、上下水道設備の大きな改修やバリアフリー化のための改修は難しい。今後は引き続き、人的対応によるこころの
バリアフリーの推進を図る。

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 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

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

低い位置への荷物台等の設置

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

職員による案内やサポートの対応の充実

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④-02 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

1
出入口・敷
地内通路
（屋外）

スロープの折り返し地点に
ついて、広く確保した

1 箇所

2 建物内通路
可能な限り隙間を狭くする
よう配慮を継続していく

必要 箇所 ✓

3 上下移動 必要 箇所 ✓
２段手すりは未設置。必要に応
じ、職員が補助している

4 トイレ 必要 箇所 ✓
多機能トイレには設置済。一般
のトイレには未設置

5 トイレ 職員による注意喚起 必要 箇所 ✓
利用者のつまずきや怪我の防止
のため、注意喚起を継続してい
く

6 トイレ 必要 箇所
扉の上部に荷物掛けは設置でき
ているが、低い位置への設置は
できていない

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 未実施

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

手作りの案内表示等、デザ
インに統一感を出して設置

必要 箇所 ✓

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

道路上に施設の方向を示す
案内表示および近隣建物に
誘導の案内表示板を設置。
ホームページ上にも写真入
りで王子駅からの経路を掲
載している

6 箇所
道路上の道標については、育ち
愛ほっと館移転に伴い、表示を
剝がす予定

１．施設名、路線名 すべて 子ども家庭支援センター育ち愛ほっと館

【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]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　子ども未来部　子ども家庭支援センター　

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 王子2-7-34

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

施設の経年劣化が見られるため、修繕を行いながら利用しているが大規模改修が必要な状況である。エレベーターは
設置されておらず、車いす使用者用トイレや乳幼児用設備などのバリアフリー設備は設置されている。今後は引き続
き、人的対応によるこころのバリアフリーの推進を図る。

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 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

スロープの折り返し地点の改修

マットレスの隙間を狭くするよう配慮

階段への２段手すりの設置

トイレ前の段差の注意喚起

低い位置への荷物台等の設置

ＷＥＢによる施設のバリアフリー関連情報の提供

統一したデザインの案内表示の設置

北本通りから施設までの経路上へのわかりやすい誘
導サインの設置（道路管理者と連携）



10
人的対応・
こころのバ
リアフリー

随時、職員による対応を
行っている

― ― ✓

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

令和２年３月２０日に育ち愛ほっと館は子ども家庭支援センターへ移転し閉館となり、同建物は、子ども
家庭支援センターでの使用はなくなります。

職員による案内やサポートの対応の充実



番号： 建築物⑤-01 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 上下移動 必要 箇所
施設の造改修要望により、対応
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

現況を鑑み、その都度用具
等を用意し、教職員が案内
する

必要 箇所

4
駐車場・駐
輪場

施設の構造上、出入口付近
に専用駐車場の設置が困難
なため、利用者へ配慮した
案内をする

必要 箇所

5 その他設備
施設の現況を鑑み、その都
度記入台等を用意すること
で対応する

必要 箇所

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

車いす使用者が利用しやすい記入台の設置

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 予算調整及び施設の造改修要望を行っていく。

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

階段の段鼻の強調

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場のわかりやすい案内の表示

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
本校は肢体不自由児（生）の教育を目的として設置されている学校であるため、肢体不自由者の移動に関しては配慮
された施設となっている。今後は、軽微なハード整備や人的対応の充実によりバリアフリー化の推進を図る。

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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 十条台1-1-1

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 ―

１．施設名、路線名 すべて 都立北特別支援学校

【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]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： 建築物⑤-02 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 トイレ 必要 箇所

増築棟は一部を除き洋式（教育
上、和式も必要）。
既存棟は令和元年度中に９基実
施。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

だれでもトイレの位置・点
字表記を含む校内配置図の
掲示（６カ所）

必要 箇所

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

特別支援教育を理解してい
る教職員の配置・案内

― ― ✓

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

トイレの洋式化

バリアフリー設備等に関する案内図やわかりやすい
案内の設置

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 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

令和１年度より都立王子第二特別支援学校と改編し、小学部・中学部が主に使用するため増築した校舎棟を実際に運
用して、新たな王子特別支援学校として始動している。令和２年度よりグラウンド及び外構工事を実施予定である。
グラウンド等まで含めた完成に向けて改修等を進めているが、すでに改修内容は決定されており、対応が難しい部分
もある。改修で対応できない部分については、人的対応におけるバリアフリーの更なる充実を図る。

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 十条台1-8-41

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 ―

１．施設名、路線名 すべて 都立王子特別支援学校

【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]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： 建築物⑤-03 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

受付前に筆談用紙及び案内
表示を設置

1 箇所
６月末、筆談用紙及び案内表示
を地域開放入口受付前に設置

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

教職員への指導・啓発 ― ― ✓ 常時、活動を行っていく

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

生徒・保護者・地域への周
知活動

― ― ✓ 常時、活動を行っていく

１．施設名、路線名 すべて 王子小学校・王子桜中学校

【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]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　教育振興部　学校改築施設管理課　／　王子小学校・王子桜中学校

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 王子2-7-1

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
築10年目であり、全体的に施設上問題なく、基本的にバリアフリーの観点で整備されている。今後は必要に応じて改
修を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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

筆談用具の設置及び案内の表示

職員等による案内やサポートなどの充実

施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
知・啓発

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： 建築物⑤-04 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

・段差の解消
・視覚障害者誘導用ブロッ
クを設置

必要 箇所

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

スロープの設置なし
（高低差がないため）

― ― 対応なし

3 上下移動
・手すりと補助手すりを設置
・踏面とその周囲のコントラ
ストを確保

全 箇所
手すり：140cm
補助手すり：70cm

4 上下移動
エレベーターを設置
（点字、音声案内、車いす
対応あり）

1 基

5 トイレ 車いす対応のトイレを設置 5 箇所

6 トイレ
1階にオストメイト対応設
備、ベビーチェア、ベビー
ベッドを設置

1 箇所

7 トイレ すべてのトイレを洋式化 全 箇所

8 トイレ
多目的トイレはJIS規格対
応

5 箇所

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

新校舎改築工事にて対応 必要 箇所

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

新校舎開設時に対応 ― ―

１．施設名、路線名 すべて 王子第一小学校

【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]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　教育振興部　学校改築施設管理課　／　王子第一小学校

３．事業区間 道路管理者 ―

校舎は老朽化しており、バリアフリー化されていない。令和3年9月開設に向けて改築中であり、新校舎においては、
移動等円滑化基準に基づき、エレベーターやトイレ等のバリアフリー化が図られる。

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 王子5-14-18 （仮校舎：旧桜田小学校 王子5-2-8）

車いす使用者が円滑に利用できるトイレの設置

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

トイレの洋式化

ＪＩＳ規格に適合したボタンの配置

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

段差の解消・歩道上から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）

屋外のスロープへの上屋の設置

階段の両側への２段手すりの設置及び段鼻の強調

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

バリアフリー情報に関する案内図の設置

パンフレットやＷＥＢ等による施設のバリアフリー
関連情報の提供



11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

新校舎改築工事にて対応 必要 箇所

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

校舎第一昇降口受付付近に
筆談用具を設置

必要 箇所

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員への啓発活動を定期的
に継続して行う

― ― ✓

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

学校だより等を通じて保護
者への啓発を行う

― ― ✓

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

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

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・ルールについて利用者への周
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⑤-05 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

第1,2,4昇降口に設置 3 箇所
区や各校で統一した案内図や
フォーマットがあれば利用した
い

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

パンフレットを第２昇降口
内の受付に設置予定

1 箇所
区や各校で統一したパンフレッ
トやＷＥＢのフォーマットがあ
れば利用したい

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

音声案内や触知案内図を第
２昇降口内の受付に設置予
定

1 箇所
区や各校で統一した音声案内や
触知案内図のフォーマットがあ
れば利用したい

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談用具を第２昇降口内の
受付に設置予定

1 箇所

5
駐車場・駐
輪場

プール前に車いす使用者用
駐車場の設置予定

1 箇所

6
駐車場・駐
輪場

現状の利用者駐輪場付近に
設置予定

1 箇所 ✓
隣接した倉庫の物品出し入れに
配慮して設置する

7 その他設備
貸出用ベビーカーを第２昇
降口内の受付に設置予定

1 箇所

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員研修を実施予定 ― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 王子第二小学校

【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]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　教育振興部　学校改築施設管理課　／　王子第二小学校

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 王子本町2-2-5

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

エレベーターや車いす使用者用トイレは設置されていないが、出入口やトイレの洋式化など一部はバリアフリー化さ
れている。今後の大規模改修の実施は区の適正配置計画によるため、当面は情報のバリアフリーやこころのバリアフ
リーの推進を図る。

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 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

施設内のバリアフリールートや非常口、バリアフ
リー設備の情報がわかる案内図の設置

パンフレットやＷＥＢ等による施設のバリアフリー
関連情報の提供

音声案内や触知案内図の設置

車いす使用者用駐車場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などを遮らないよ
う配慮

貸出用ベビーカー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



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⑤-06 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

来客が主に出入りする第３昇
降口の受付に筆談用具を設置
案内表示は、オリパラのピク
トグラムをイメージして改良
する

必要 箇所

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

配置板が老朽化しているた
め、文字を大きく見やすよ
う改良する

必要 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ホームページや学校便りに
て、バリアフリーの情報を
発信する

― ―

4
人的対応・
こころのバ
リアフリー

来校された際の対応の共通
理解を行う

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 王子第五小学校

【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]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　教育振興部　学校改築施設管理課　／　王子第五小学校

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2-18-17

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
校舎は老朽化し、バリアフリー対応となっていない。現在、学校配置及び統合時期等協議が行われており、協議の結
果を踏まえて対応を検討するため、当面は情報のバリアフリーやこころのバリアフリーの推進に努める。

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 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

筆談用具の設置及び案内の表示

施設内の配置図の設置

パンフレットやＷＥＢ等による施設のバリアフリー
関連情報の提供

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⑤-07 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

学校要覧の作成
学校HPの随時更新

― ―

施設のバリアフリー対応につい
ては、統合に関する協議と合わ
せて検討中。学校要覧、ホーム
ページなどで情報を発信してい
く

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

主事室における案内
職員室における案内

2 箇所

日常的な筆談用具の設置や案内
の表示は特段していない
主事室及び職員室において、教
職員が対応していく

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

会議での人権意識の向上
研修会の内容の周知・徹底

― ― ✓

様々なケースに対応することが
できるよう、職員会議等の機会
に、教職員の人権に対する意識
や合理的配慮等について研修を
行う

１．施設名、路線名 すべて 荒川小学校

【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]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　教育振興部　学校改築施設管理課　／　荒川小学校

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 中十条3-1-6

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、エレベーターなどは設置されておらず、バリアフリー対応となっていない。現在、学校配置及び統
合時期等の協議が行われているため、ハード整備については協議の結果を踏まえて、対応を検討する。ソフト事業に
ついては情報やこころのバリアフリーの推進を図る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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

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

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 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

左写真：正面玄関 主事室

右写真：校舎１階 職員室

筆談用具の設置や案内の表示は特段

していないが、主事室および職員室

において、教職員が対応していく。



番号： 建築物⑤-08 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

昇降口に設置（作成中） 2 箇所
誰が見てもわかりやすく、読み
やすい文字で教室名を記入する

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

施設案内図や筆談用具の設
置やＡＥＤの位置に関し
て、学校だより・ホーム
ページで周知

― ― ２学期に配信できるよう進める

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談用具、筆談に関する案
内は設置済み

1 箇所
わかりやすくするため、イラス
トを含める

4
人的対応・
こころのバ
リアフリー

誰に対しても、誠意をもっ
て対応することを教職員間
で共通理解を図る

― ― ✓
教職員の言葉づかい等について
は、定期的に研修を行う

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

学校施設利用に関するルー
ルを作成。来校時のマナー
についても校舎内に掲示

― ― ✓
一目で見てわかるような物を作
成・掲示している
（各団体には直接配付済み）

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

簡易な施設案内図の設置

学校だよりやＷＥＢ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

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 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

施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
知・啓発

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、エレベーターや車いす使用者用トイレは設置されておらず、バリアフリー化されていない。ハード
面については、今後の改修や改築等にあわせて対応していく。ソフト事業については情報やこころのバリアフリーの
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 豊島3-10-23

２．事業主体 すべて 北区　教育振興部　学校改築施設管理課　／　豊川小学校

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 豊川小学校

【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]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： 建築物⑤-09 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 トイレ
１階東側トイレに「だれで
もトイレ」を設置

1 箇所
平成３０年度リフレッシュ改修
Ⅰ期工事で設置完了

2 トイレ
１階東側トイレに「だれで
もトイレ」を設置

1 箇所
平成３０年度リフレッシュ改修
Ⅰ期工事で設置完了

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

職員が来校者を常時意識し
声掛けする等、人的対応を
行う

必要 箇所

4
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員が来校者を常時意識し
声掛けする等、人的対応を
行う

― ― ✓

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

車いす使用者用トイレの設置

オストメイト対応設備の設置

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 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
エレベーターや車いす使用者用トイレなどのバリアフリー設備は設置されていない。平成30年度から2か年にわたっ
て、トイレのリフレッシュ工事を実施する。その他の部分については、バリアフリー基本構想に則り、今後の改修や
改築等にあわせて対応していく。

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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 堀船2-11-9

２．事業主体 すべて 北区　教育振興部　学校改築施設管理課　／　堀船小学校

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 堀船小学校

【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]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： 建築物⑤-10 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

学校ホームページに関連情
報を掲載 1 箇所 ✓

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

玄関への設置を進める

1 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

玄関への設置を進める

1 箇所

4
駐車場・駐
輪場

業者用裏門入口付近の大規
模改築が必要 1 箇所

業者の出入りが駐車を妨げるた
め、入口の振り分けが必要

5
駐車場・駐
輪場

正門右の駐輪場の門、柱等
の大規模改修が必要 1 箇所

正門右の駐輪場は職員用で埋
まっているため、左側大規模改
修が必要

6 その他設備

玄関への表示、設置を進め
る 1 箇所

7
人的対応・
こころのバ
リアフリー

用務主事が対応を継続して
いく ― ― ✓

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

掲示及び啓発を継続してい
く ― ― ✓

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

駐輪場の設置

貸出用の車いすやベビーカー等の設置及び案内の表
示

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・ルールについて利用者への周
知・啓発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

事業内容

ＷＥＢによる施設のバリアフリー関連情報の提供

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

車いす使用者用駐車施設の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
築年数がかさみ、老朽化が激しい。バリアフリーの概念が希薄な時代の構造であり、エレベーター設置や段差解消な
ど課題が多い。現状と課題を区に報告するとともに、区の改修計画に沿って改善を進めていく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 豊島2-11-20

２．事業主体 すべて 北区　教育振興部　学校改築施設管理課　／　柳田小学校

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 柳田小学校

【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]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： 建築物⑤-11 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

2
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

事業内容

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

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、バリアフリー対応となっていない。バリアフリー基本構想に則り、今後の改修や改築等にあわせて
対応していくため、当面は情報のバリアフリーやこころのバリアフリーの推進を図る。

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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 東十条3-14-23

２．事業主体 すべて 北区　教育振興部　学校改築施設管理課　／　東十条小学校

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 東十条小学校

【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]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： 建築物⑤-12 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

2 上下移動
荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

3 上下移動
荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

4 トイレ
荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

5 トイレ
荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

6 トイレ
荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

7 トイレ
荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

8 トイレ
荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

9 トイレ
トイレ個室の荷物台又は
フックを低い位置に移設

4 箇所
荷物台やフックが高い位置のため、
多様な利用者に配慮し、低い位置で
設置可能な場所を検討

オストメイト対応設備の設置

一般トイレへの機能分散

トイレの洋式化

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

低い位置への荷物台等の設置

事業内容

スロープの滑りにくい舗装への改修

階段への２段手すりの設置及び段鼻の強調

多様な利用者に配慮したエレベーターへの改修

車いす使用者用トイレの設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

プール建築後約25年が経過し、設備の老朽化が目立つようになってきた。バリアフリー化対策は、平成28年度に施設
内外の視覚障害者誘導用ブロックの設置や施設内段差解消、手すりの設置などを実施した。今後、ハード面について
は、施設の老朽化に伴う改修計画の中でバリアフリー化対策を引き続き検討する。ソフト面については、指定管理者
と協議のうえ、実施可能な対策を検討し進めていく。

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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 中十条1-5-6

２．事業主体 すべて 北区　教育振興部　学校改築施設管理課　／　十条小学校　／　北区　スポーツ推進課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 十条台小学校・パノラマプール十条台

【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]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



10 トイレ
荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

11 トイレ
荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

13
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
ページ上等に掲載を検討

― ― ✓

14
案内設備・
情報のバリ
アフリー

　 荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

15
駐車場・駐
輪場

荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

16
駐車場・駐
輪場

日常巡視の中で整理整頓に
努める

― ― ✓

17 その他設備
荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

18 その他設備
荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

19 その他設備
荒川小学校と十条台小学校の統
合新校の改築状況を踏まえ、対
応を検討

20
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

― ― ✓

21
人的対応・
こころのバ
リアフリー

障害者が安心して施設を利用
できるよう利用のマナー・
ルールを掲示し、周知する

― ― ✓

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。

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

現況写真（全景）　　　　　　　　　　　　　　　　　　現況写真（プール）

車いす使用者が利用しやすい記入台等の設置

貸出用車いすや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の設置

職員による案内やサポートなど対応の充実

施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
知・啓発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

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

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置

施設内の配置図等の設置

パンフレットやＷＥＢ等による施設のバリアフリー
関連情報の提供

音声案内や触知案内図の設置

車いす使用者用駐車場の設置



番号： 建築物⑤-13 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

1 箇所 検討中

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― 検討中

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

1 箇所 手配中

5
駐車場・駐
輪場

駐車スペースへ随時誘導を
行っている。

必要 箇所

6
駐車場・駐
輪場

案内誘導係をおいてサポー
トしている。

必要 箇所 行事等で配慮している

7 その他設備 必要 台

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

表示を複数箇所に掲示してい
る。受付から誘導係へと対応
できるようにしている。

― ― ✓ 行事等で配慮している

9
人的対応・
こころのバ
リアフリー

表示を掲示したり、案内誘
導係をおいてサポートして
いる。

― ― ✓ 行事等で配慮している

10
人的対応・
こころのバ
リアフリー

施設の利用についての掲示
をしている。 ― ― ✓ 行事等で配慮している

１．施設名、路線名 すべて としま若葉小学校

【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]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　教育振興部　学校改築施設管理課　／　としま若葉小学校

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 豊島5-3-30

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

校舎は老朽化し、エレベーターや車いす使用者用トイレは設置されておらず、バリアフリー化されていない。ハード
面については、今後の改修や改築等にあわせて対応していく。ソフト事業については情報やこころのバリアフリーの
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 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

施設案内図の設置

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

車いす使用者用駐車場の設置

駐輪が利用者の動線を遮らないような配慮

貸出用車いすやベビーカーの設置

職員による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

施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
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⑤-14 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

受付にメモ用紙・筆記用具
の設置

必要 箇所

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

受付にて案内やサポートを
行う

― ― ✓

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

受付や案内により周知・啓
発

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 十条富士見中学校

【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]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　教育振興部　学校改築施設管理課　／　十条富士見中学校

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 十条台1-9-33

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
平成24年に改築工事が完了し、エレベーターやだれでもトイレの整備など基本的なバリアフリー化は図られている。
今後は引き続き、人的対応の充実などこころのバリアフリーを推進する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

８．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

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・ルールについて利用者への周
知・啓発

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： 建築物⑤-15 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

案内表示の更新
筆談具設置

必要 箇所

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員への指導啓発 ― ― ✓
定期的にマナー・ルールを見直
す

１．施設名、路線名 すべて 明桜中学校

【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]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　教育振興部　学校改築施設管理課　／　明桜中学校

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 王子6-3-23

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
平成23年に改築が完了しており、基本的には移動等円滑化基準に適合している。今後も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

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

筆談用具の設置及び案内の表示

施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
知・啓発

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： 建築物⑤-16 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 見やすい大きな文字で作成する

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ―
施設のバリアフリー化の進捗に
合わせ、情報提供する

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

2 箇所 設置するブースを検討中

4
駐車場・駐
輪場

1 箇所
車椅子用駐車スペースを確保す
る

5
駐車場・駐
輪場

1 箇所 駐輪場を設置する

6 その他設備 必要 箇所 設置するブースを検討中

7
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓
親切丁寧をモットーに対応して
いく

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓
親切丁寧をモットーに対応して
いく

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

駐輪場の設置

車いす使用者が利用しやすい受付の設置

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・ルールについて利用者への周
知・啓発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

事業内容

わかりやすい案内図の設置

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

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等のバリアフリー設備は設置されていない。体育館も老朽化しており、雨漏り
箇所がある。現在、改築の予定はないため、古い箇所を修繕しながら使用していく。

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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 堀船2-23-20

２．事業主体 すべて 北区　教育振興部　学校改築施設管理課　／　堀船中学校

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 堀船中学校

【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]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： 建築物⑤-17 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
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

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 順天中学校・順天高等学校

【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]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 学校法人順天学園

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 王子本町1-17-13

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
エレベーターや車いす使用者用トイレ・駐車施設の整備など基本的なバリアフリー化は図られている。今後は引き続
きこころのバリアフリーを推進する。

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

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・ルールについて利用者への周
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⑤-18 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

校舎１号館玄関段差個所へ
のスロープ設置を検討

2 箇所 ✓
生徒の使用状況により、生徒用
昇降口への設置も検討。

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

出入口へのスロープ設置状
況により検討

1 箇所 ✓

3 上下移動
生徒の使用状況により順次
検討

必要 箇所 ✓

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

１．施設名、路線名 すべて 駿台学園中学校・駿台学園高等学校

【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]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 学校法人駿台学園

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 王子6-1-10

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
校舎1号館はエレベーターや多機能トイレ等を設置済みだが、その他の建築物は構造上エレベーターや車いす使用者用
トイレの設置が困難なものが多い。今後は、利用者（主に生徒）の状況を踏まえて、可能な範囲で対策を施していき
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 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

出入口へのスロープの設置

屋外のスロープへの上屋の設置

階段への２段手すりの設置及び段鼻の強調

バリアフリールート及び非常口に関する案内の設置

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 状況により早急でないものは次年度以降の予算組みの際に検討していく

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： 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

北側歩道から正門経由校舎
内までの誘導ブロックの設
置

5 ｍ
道路管理者による北側歩道への
誘導ブロックの設置

2 上下移動
校舎内階段の手すりを１段
から２段に改修

3 箇所
１階から６階まで
校舎の大規模改修時に実施

3 トイレ
１階障がい者用トイレへの
設置

1 箇所 校舎の大規模改修時に実施

4 トイレ
１階障がい者用トイレへの
設置

1 箇所 校舎の大規模改修時に実施

5 トイレ
１階障がい者用トイレへの
設置

1 箇所 校舎の大規模改修時に実施

6 トイレ
１階障がい者用トイレへの
設置

1 箇所 校舎の大規模改修時に実施

7
人的対応・
こころのバ
リアフリー

明るく積極的な声掛けと親
切な対応

― ― ✓

１．施設名、路線名 すべて 東京成徳大学中学・高等学校（中高一貫部）

【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]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 学校法人東京成徳学園

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 豊島8-26-9

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
エレベーターや車いす使用者用トイレは設置済みである。また、前面道路から正門を通り校舎内の各教室までバリア
フリールートが確保されている。今後は、こころのバリアフリーの推進とともに、大規模改修や設備更新時に更なる
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 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

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）

階段手すりの改修（片側１段→両側２段）

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

低い位置への荷物台等の設置

非常呼び出しボタンの設置

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⑤-21 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

正門から校舎玄関までの誘
導ブロックの設置

70 ｍ
道路管理者による紀州通り歩道
への誘導ブロックの設置

2 建物内通路
スロープの設置等２号館と
３号館の段差の解消

3 箇所
校舎の大規模改修または新築時
に実施

3 上下移動
校舎内階段の手すりを１段
から２段に改修

4 箇所
校舎の大規模改修または新築時
に実施

4 上下移動 エレベーターの改修 1 箇所
校舎の大規模改修または新築時
に実施

5 トイレ １階トイレの改修 1 箇所
校舎の大規模改修または新築時
に実施

6 トイレ 35 箇所 令和元年度実施済み

7 トイレ １階トイレの改修 1 箇所
校舎の大規模改修または新築時
に実施

8 トイレ １階トイレの改修 1 箇所
校舎の大規模改修または新築時
に実施

9 トイレ １階トイレの改修 1 箇所
校舎の大規模改修または新築時
に実施

10 トイレ １階トイレの改修 1 箇所
校舎の大規模改修または新築時
に実施

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置

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

車いす使用者が円滑に利用できるトイレの設置

トイレの洋式化

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

低い位置への荷物台等の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

多様な利用者が利用できる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 王子地区】※変更不可

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）

段差の解消

階段の両側への２段手すりの設置

エレベーターは設置されているが、車いす使用者用トイレは設置されていない。また、前面道路から正門を通り１号
館及び２号館の各教室までバリアフリールートが確保されている。ただし、３号館の２～４階への移動には段差があ
る。今後は、こころのバリアフリーの推進とともに、大規模改修や設備更新時に更な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

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 王子6-7-14

２．事業主体 すべて 学校法人東京成徳学園

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 東京成徳大学高等学校

【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]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 その他設備 １階受付のレイアウト変更 2 箇所
校舎の大規模改修または新築時
に実施

12
人的対応・
こころのバ
リアフリー

明るく積極的な声掛けと親
切な対応

― ― ✓

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受付の設置

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



番号： 建築物⑤-20 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 トイレ
簡易工事により、学校内ト
イレの便器の洋式化を推進

12 基
教育活動等になるべく影響が出
ないよう、施工時期を調整した
上で実施する

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

教職員への指導・啓発 ― ― ✓
教職員間での打合せや会議等を
通じ、バリアフリー等について
の意識共有を図る

１．施設名、路線名 すべて 都立飛鳥高等学校

【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]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　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 王子6-8-8

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
車いす使用者用トイレやエレベーターなど基本的なバリアフリー設備は整備済みである。今後は、軽微なハード整備
や人的対応の充実によりバリアフリー化の推進を図る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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

トイレの洋式化

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 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： 建築物⑤-22 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 上下移動 6 棟 建物竣工時に実施済み

2 トイレ
取付金具の交換により不具
合を解消

1 箇所 実施済み

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

利用者の声を参考にしなが
ら設置

3 箇所 実施済み

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

デジタルサイネージ・WEB
掲載は令和２年度中に実施
予定。

1 箇所
パンフレットの掲載は令和３年
度中を予定

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

音声案内（3箇所）と点字案
内図（1箇所）の設置

4 箇所
点字案内図（1箇所）の設置は
令和元年10月設置完了

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談専用のタブレット端末
を事務局窓口に２台設置

1 箇所 実施済み

7 その他設備 実施済み 1 箇所
既存の車椅子について定期メン
テナンスを実施する

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

外部セミナー等への参加を
検討する

1 回/年 ✓
職員の意識向策の一環として推
進する

音声案内や触知案内図の設置

筆談用具の案内の表示

貸出用車いすの案内の表示

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

事業内容

階段の段鼻の強調

多目的トイレへの可動式手すりの設置

バリアフリールート等の情報がわかる案内の表示

パンフレットやＷＥＢ、デジタルサイネージ等によ
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

主要道路の歩道上から正門（出入口）までのバリアフリールートの確保や多機能トイレ（一部オストメイト対応設備
あり）などの基本的なバリアフリー化は完了している。今後は設備更新時の利便性向上を図るとともに、案内設備・
情報の充実に努める。

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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 十条台1-7-13

２．事業主体 すべて 学校法人東京成徳学園

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 東京成徳大学・東京成徳短期大学

【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]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



来校者や学生の要望に沿えるよう事業の推進に努める。

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

バリアフリールート等の情
報

筆談用具・貸出用車いすの案内
表示



番号： 建築物⑤-23 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

車いす来客者に対して、円
滑に建物内へ案内 ― ― ✓

1,2号館共に1階に職員事務室が
あり、随時車いすの対応が可能

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

学生に対して、職員がマ
ナー指導

― ― ✓

休憩時間に学生に対して、職員
によるマナー指導を実施中
（広がり歩行をしないように
等）

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 該当しない

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

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・ルールについて利用者への周
知・啓発

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
１号館及び２号館は、基本的なバリアフリー化が進んでおり、一部の設備については、隣接する施設間で相互に補完
している状況である。また、２号館についてはバリアフリー学校として、障害のある学生の受入について検討中のた
め、今後可能な限り対応していく。

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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 堀船2-1-11

２．事業主体 すべて 学校法人茶屋四郎次郎記念学園

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 東京福祉大学（王子キャンパス）

【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]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： 建築物⑥-01 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

公園から敷地内へ至る4つの経路か
ら建物入口までをつなぐ動線上に
視覚障害者誘導用ブロックを設置

4 箇所 ✓
道路公園課と協議のうえ敷地区分・
対応範囲を明確にし、公園から建物
への動線を作る

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

建物後方の出入口に設置してある
スロープの改修を検討する（勾配
の緩和・手すりの再設置）

1 箇所 ✓

現時点で車椅子が自力走行できる勾配で
ある。手すりも二段あり車椅子の高さに
設置済であるため、当面、改修は必要な
いと思われる

3
出入口・敷
地内通路
（屋外）

敷地内（建物入口）から入口
に至る階段の改修を検討

1 箇所 ✓

正面玄関の階段改修は大規模な工事とな
り、建物所有者への相談、改修工事の修
繕費用確保が必要。公園内から敷地内へ
続く通路の段差は、道路公園課の管轄。
番号5参照

4
出入口・敷
地内通路
（屋外）

現在、一段の手すりは設置済。
車いす使用者や幼児向けに低い位
置の手すりを設置

2 箇所 ✓

階段昇降のための１段手すりは設置済。
現在、車いす用スロープがないため、そ
の設置と合わせて検討するのが現実的で
ある

5
出入口・敷
地内通路
（屋外）

道路公園課に改善を依頼（建物出
入口・敷地内通路の段差はない。
公園内から敷地内へ続く通路は道
路公園課の管轄である）

― 箇所 ✓
公園内から敷地内へ続く通路の段差
は、高さがまちまちで転倒事故が多
い

6
出入口・敷
地内通路
（屋外）

建物の正面出入口にスロープ
を設置

1 箇所 ✓
車いすが安全に自走できる勾配のた
めの十分な長さを敷地内で確保する
のは不可能（現調済）

7
出入口・敷
地内通路
（屋外）

3箇所の建物出入口から１階事
務室までの経路に視覚障害者
誘導用ブロックを設置

3 箇所 ✓
番号1と連動させ、建物外の出入口
まで設置したブロックの動線とつな
げる形で設置することが望ましい

8 建物内通路

建物裏手の入口から館内へ続くス
ロープの両脇の手すり・壁の角が
鋭利なため、防護クッションを設
置しカバーする

6 箇所 即実施する

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

段差の解消

正面出入口へのスロープの設置

出入口から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

手すりが設置されている壁への防護クッションの設
置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

正面出入口への２段手すりの設置

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

視覚障害者誘導用ブロックの設置

スロープの改修（勾配の緩和・手すりの再設置）

正面階段の改修（公園管理者と協議）

平成25年に施設全体の大規模改修工事を実施しており、基本的なバリアフリー化は完了し、平成26年のリニューアル
オープンより利用されている。立地上、障害者の利用が多く、車いす使用者の定期利用がある。交通の便が悪い、公
園内で場所が分かりにくいといった意見が課題として挙がっている。今後は、サインや案内板の追加設置を検討・依
頼するとともに、施設の認知度を高めるため、主催事業を活用して積極的にＰＲを行う。また、施設内の備品移動や
案内表示の更新等で改善できる部分は短期的に実施する。設備の更新や追加、改修工事などの構造的な改善は、中・
長期的に検討する必要がある。

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 十条台1-2-1（中央公園内）

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

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 中央公園文化センター

【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]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



9 建物内通路
手すりの下部にある備品を撤
去する（１階事務室周辺）

3 箇所 移動可能なものから順次実施

10 上下移動

階段の段差の視認性を向上させ、
事故防止のために段鼻へ色をつけ
コントラストを強調する施工を行
う

1 箇所 ✓

令和元年度に建物正面玄関出入口の
施工完了予定。館内の階段4箇所に
ついては引き続き検討（現在、色
差・滑り止め有）

11 トイレ

多機能トイレの機能分散として、
一般の男女トイレにベビーキープ
を設置、館内に赤ちゃん休憩室を
設けおむつ替えや授乳に利用でき
るよう整備済

6 箇所
番号20と連動し、利用を促進す
るためのわかりやすい案内表示
を作成

12 トイレ
車椅子使用者用に低い荷物台
を購入・設置

1 箇所
令和元年度に荷物台を選定し、
令和２年度に購入・設置

13 トイレ

当面は職員巡回で対応し、将来的
に耳の不自由な方への緊急時の情
報提供の手段として、火災報知器
や非常放送と連動したフラッシュ
ライトの設置を検討

7 箇所 ✓
7＝館内のトイレの数。設置工
事費用の予算確保が必要

14 トイレ
当面は職員巡回で対応し、将来的
に一般トイレへに非常呼び出しボ
タンの設置を検討

32 箇所 ✓
32＝各階の一般トイレの個室と男性
小便器の台数。修繕工事費用の予算
確保が必要

15 トイレ
移設不要
二箇所に設置済

― 箇所

非常呼び出しボタンの位置が低くて
遠いため移設が必要とのことだった
が、転倒した際に押せるよう低い位
置にも設置されている

16 トイレ

車いすの通行を妨げないよう、掲
示案内の方法を検討し、掲示板
（パネル）の大きさ、設置位置の
変更（移設）を行う

1 箇所

出入口に掲示板の脚部がかかってい
て車いす通行時に引っ掛かるとのこ
と。令和元年度に具体的方法を検
討、令和２年度に実施

17
案内設備・
情報のバリ
アフリー

既に対応済み
必要に応じて情報の更新・追
加を行う

― ― ✓

18
案内設備・
情報のバリ
アフリー

設置を検討 必要 箇所 設置工事費用の予算確保が必要

19
案内設備・
情報のバリ
アフリー

入口付近のわかりやすい位置に耳
マークと筆談用具設置の案内を表
示（筆談用具は事務室に常備）

必要 箇所

20
案内設備・
情報のバリ
アフリー

利用者・来館者の目線に立ち、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を館内に設
置

必要 箇所
ピクトグラムで受付やエレベー
ター、トイレ等の場所を表示。情報
を整理しわかりやすく表示

21
案内設備・
情報のバリ
アフリー

公園入口から文化センター正面入
口への経路上に、バリアフリー化
された入口（裏口）への案内表示
を設置してもらえるよう道路公園
課に依頼

必要 箇所 ✓

建物正面にスロープがなく車いす使
用者等は建物裏手に回らないと入館
が困難であるため公園入口で案内が
できるのが望ましい

手すりの下部にある備品の撤去

一般トイレへの機能分散

車いす使用者用トイレの低い位置への荷物台等の設
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

非常呼び出しボタンの移設

出入口の掲示板の移設

パンフレットやＷＥＢなどによる施設のバリアフ
リー関連情報の提供

音声案内及び触知案内図の設置

耳マーク等の案内の表示

ピクトグラム等を活用した案内の表示

バリアフリールートがわかる案内の表示

段鼻の色の強調



22
駐車場・駐
輪場

使用ルールに関する案内表示
をよりわかりやすい内容に更
新

必要 箇所 ✓

厳密には駐車場ではないが、一時駐
車スペースとして限られたスペース
を譲り合って活用していただいてい
る

23
駐車場・駐
輪場

駐輪位置を明確に表示し、誘
導用ブロックを遮らないよう
利用者に協力を呼び掛ける

必要 箇所 ✓

24
駐車場・駐
輪場

建物裏手のスロープに上屋の
設置を検討

1 箇所 ✓
大規模な工事になるため建物所有者
への相談、工事費用の予算確保が必
要

25 その他設備
現在、既存の長机で問題なく対応
している。車いす使用者向けの記
入台の追加購入を検討

1 台
令和元年度に記入台を選定し、
令和２年度に購入・設置

26
人的対応・
こころのバ
リアフリー

障害者だけでなく高齢者や乳
幼児も含め、全利用者に向け
て今後も取り組む

― ― ✓

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

障害者用駐車場から建物出入口にかけて上屋の設置

車いす使用者が利用しやすい記入台の設置

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 所管課である生涯学習・学校地域連携課に予算確保・資金調達について相談する。

適切な利用を促す利用者への啓発

番号1・2・3・6 正面玄関入口（左）（中央）（右）：赤線より上が建物敷地、下は公園課敷地（道路公園課管轄）

建
物
裏
手
の
出
入
口

ス
ロ
ー
プ
、
２
段
手
す
り



番号： 建築物⑥-02 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

1 上下移動 2 箇所 ✓
令和元年完工予定の設備工事に
盛り込めず、検討事項

2 上下移動 各階踊り場の段鼻強調 4 箇所
令和元年完工予定の設備工事予
定

3 上下移動
車椅子から足元が確認でき
る大きさに変更

1 箇所
令和４年～令和５年にエレベー
ター取り換え工事を予定

4 上下移動 1 箇所
令和４年～令和５年にエレベー
ター取り換え工事を予定

5 トイレ 1 箇所 ✓
令和元年完工予定の設備工事に
盛り込めず、検討事項

6 トイレ
１階一般男女トイレの個室
に各１箇所設置予定

2 箇所 令和２年実施に向け予算計上

7 トイレ 各個室に荷物台設置 9 箇所 完了

8 トイレ 1 箇所 ✓
令和元年完工予定の設備工事に
盛り込めず、検討事項

9 トイレ 1 箇所 ✓
令和元年完行予定の設備工事に
盛り込めず、検討事項

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

令和元年～令和２年のリ
ニューアルオープンに向け、
サイン内容を変更・追加

1 箇所
令和２年から実施する館内リ
ニューアルに伴い、内容を変更

非常呼び出しボタンの設置

バリアフリー関連情報を表示した案内板の設置

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

オストメイト対応設備の設置

ベビーチェアの設置

低い位置への荷物台等の設置

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

エレベーターへの浮彫表示ボタンの設置

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

階段手すりの改修（1段→2段）

階段の段鼻の強調

エレベーターの鏡の移設

エレベーターや多機能トイレ、視覚障害者誘導用ブロック等を設置している。館内誘導サイン等を逐次改善している
（最低限の移動等円滑化基準には対応)。令和元年にリニューアル工事を実施し、ソフト対策とあわせてバリアフリー
化を進める。

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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子1-1-3（飛鳥山公園内）

２．事業主体 すべて 北区　教育振興部　飛鳥山博物館　／　公益財団法人紙の博物館　／　公益財団法人渋沢栄一記念財団

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 北区飛鳥山博物館・紙の博物館・渋沢史料館

【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]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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

令和元年～令和２年のリ
ニューアルオープン時に内
容変更～実施

― ―
令和２年から実施する館内リ
ニューアルに伴い、内容を変更

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓
令和２年完工予定の設備工事に
盛り込めず、検討事項

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓ 継続案件

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓ 継続案件

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の提供

出入口への音声案内及びトイレへの触知案内図の設
置

職員による案内やサポートの充実

施設のマナー・ルールについて利用者への周知・啓
発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 エレベーター更新工事に関しては令和3年事業計画予算に計上予定



番号： 建築物⑥-02 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

1 上下移動 必要 箇所 ✓

2 上下移動 必要 箇所 ✓

3 トイレ

2019年9月から行う展示室
改修工事に合わせて身体障
害者用トイレの改修を実施

1 箇所

4 トイレ 必要 箇所 ✓

5 トイレ 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

筆談ボード及び耳マークの
設置 2 箇所 2018年10月に設置

8 その他設備 必要 箇所 ✓

9
人的対応・
こころのバ
リアフリー

必要 箇所 ✓

10
人的対応・
こころのバ
リアフリー

定期的に職員研修を行う

― ― ✓

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 予算調整を行い調達する

一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置

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

貸出用ベビーカーの設置

施設出入口から受付まで視覚障害者誘導用ブロック
の設置

職員による案内やサポートなどの対応の充実

事業内容

階段への２段手すりの設置

エレベーターへの足下まで見える鏡の設置

オストメイト対応設備の設置

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
エレベーターや車いす使用者用トイレは設置されており、平成28年にトイレの改修等バリアフリーに関する対策を実
施した。今後は、更なるバリアフリー対応に向けて、短・中期的に検討する。また、ソフト面においても人的対応な
どこころのバリアフリーの推進を図る。

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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 西ケ原2-16-1（飛鳥山公園内）

２．事業主体 すべて 北区　教育振興部　飛鳥山博物館　／　公益財団法人紙の博物館　／　公益財団法人渋沢栄一記念財団

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 北区飛鳥山博物館・紙の博物館・渋沢史料館

【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]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



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

実施状況：

その他：　改修工事後は車いすの移動がしやすいように展示室の通路幅を現在より広く設計した



番号： 建築物⑥-02 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

1
出入口・敷
地内通路
（屋外）

（三施設共通）JIS規格に
適合した視覚障害者誘導用
ブロックに改修

1 箇所 ✓
施設改修が伴うため、リニュー
アルの時期に検討

2 上下移動

エレベーターは、施設の用
途や規模に応じて車いすが
複数台乗れる十分な広さと
し、足下まで見える鏡や浮
き出しボタン、音声案内、
緊急時等に情報提供を行う
表示装置の設置など、安心
して多様な利用者が利用で
きる構造とする

6 箇所 ✓
施設の構造変更を伴うのでリ
ニューアルの時期に検討

3 上下移動
（飛鳥山博物館）エレベー
ター内の視覚障害者誘導用
ブロックが不要なため撤去

1 箇所 ✓
エレベーターの改修の時期に合
わせて検討

4 トイレ

オストメイト対応設備や乳
幼児用設備を設置する
（利用状況やニーズに応
じ、多機能トイレ及び一般
トイレ内の両方またはいず
れかに設ける）

3 箇所 ✓

乳幼児用の設備は設置済
広さの関係でオストメイト対応
設備の設置は困難であるため、
リニューアルの時期に検討

5 トイレ 和式便房を洋式化 8 箇所 ✓
予算措置が必要なため、可能な
範囲から対応したい

6 トイレ

JIS規格に合わせた形状・
配置など、視覚障害者が容
易に認識できる位置に洗浄
ボタンやペーパー等を配置

9 箇所 ✓
施設の構造変更を伴う工事はリ
ニューアルの時期に検討

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は設置されており、基本的なバリアフリー化は図られている。今後は、施
設の改修等にあわせてオストメイト対応設備の設置などに取り組んでいく。また、ソフト面においては、人的対応な
どこころのバリアフリーの推進を図る。

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 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

道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子1-1-3（飛鳥山公園内）

視覚障害者誘導用ブロックの改修（ＪＩＳ規格の適
合）

エレベーターへの浮彫表示ボタンや音声案内等の設
置

エレベーター内の視覚障害者誘導用ブロックの撤去

オストメイト対応設備の設置

トイレの洋式化

ＪＩＳ規格に適合したボタンの配置

１．施設名、路線名 すべて 北区飛鳥山博物館・紙の博物館・渋沢史料館

【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]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　教育振興部　飛鳥山博物館　／　公益財団法人紙の博物館　／　公益財団法人渋沢栄一記念財団

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ）



7 トイレ

車いす使用者用トイレや一
般トイレの個室に設ける荷
物台やフックは、多様な利
用者に配慮し、低い位置に
設置

3 箇所 ✓
車いすでの利用が可能な個室に
は低い位置の荷物台を検討

8 トイレ
非常事態を聴覚障害者等に
知らせるためのフラッシュ
ライト等を設置

9 箇所 ✓
配線の引き回し等の工事が必要
と思われるので、リニューアル
の時期に検討

9 トイレ
一般トイレの個室に、非常
呼び出しボタンを設置

15 箇所 ✓
車いす用の個室には非常呼び出
しボタンは設置済。一般用の個
室への設置は今後検討

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ピクトグラムなどを活用し
た大きくわかりやすい案内
表示を見やすい位置に設置

3 箇所 ✓
予算措置が必要なため、可能な
範囲から対応したい

11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

パンフレットやWEBなどを
使った案内など多様な方法
で、施設の利用やバリアフ
リーなどに関する情報を提
供

1 件 ✓
飛鳥山博物館HPにバリアフリー
情報を掲載

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

施設出入口やトイレ、エレ
ベーター等に音声案内を設
置
トイレの配置がわかる触知
案内図を設置

3 箇所 ✓

施設案内板中にトイレ位置を点
字で示している。音声案内につ
いては、リニューアル時期とあ
わせて検討

13
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談用具を設け、わかりや
すい位置に耳マークや筆談
用具の設置を示す案内を表
示

3 箇所
筆談用具は備えてあるが、表示
が無かったため、受付に設置を
示す案内を表示

14
案内設備・
情報のバリ
アフリー

（飛鳥山博物館）点字等の
凹凸がわかりやすい触知案
内図に改修

3 箇所 ✓
予算措置が必要なため、可能な
範囲から対応したい

15 その他設備
受付前の視覚障害者誘導用
ブロックを適切な位置に移
設

1 箇所 ✓
施設改修が伴うため、リニュー
アルの時期とあわせて検討

16
人的対応・
こころのバ
リアフリー

多様な利用者への適切な対
応について、職員・従業員
等の教育を実施し、職員・
従業員等による案内やサ
ポートなどの対応を充実

― ― ✓
多様な利用者への適切な対応に
ついて、委託職員も含め職員へ
の周知・啓発を図っていく

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

ピクトグラムなどを活用した大きくわかりやすい案
内の表示

ＷＥＢによる施設のバリアフリー関連情報の提供

音声案内の設置

受付前の視覚障害者誘導用ブロックの改修

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

触知案内図の改修

車いす使用者用トイレの低い位置への荷物台の設置



17
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
（施設利用に制約がある人
のエレベーター・多機能ト
イレの優先やエスカレー
ターの2列での利用など）
について、利用者への周
知・啓発を行う

― ― ✓
施設利用のマナーは保たれてい
るが、今後も必要に応じて利用
者への周知・啓発を図っていく

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

施設利用のマナー・ルールの利用者への周知・啓発



番号： 建築物⑥-03 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

敷地内と歩道上の視覚障害
者誘導用ブロックの間を整
備

1 箇所 ✓
道路事業者との調整に向けて検
討中

2 建物内通路

コントラストを強くして、
視覚障害がある方にも誘導
ブロックがわかりやすくす
る

2 箇所 大規模改修時に行う

3 上下移動

２～３階・１～２階(１･２
番区～こども)コントラス
トを強くして、視覚障害が
ある方にも段鼻がわかりや
すくする

2 箇所 大規模改修時に行う

4 トイレ
車いす使用者用トイレに着
替え台を設置

4 箇所

設置した場合に着替え台の衛生
状態の確保及びその経費の確保
が困難。一般の利用が増えるた
め設置位置の検討も必要

5 トイレ
車いす使用者用トイレの低
い位置への荷物台等の設置

4 箇所
現状、効率的に機器が配置され
ているため、追加設置場所の検
討が必要

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ホームページ等により情報
提供する

― ― ✓
写真等を多用し、使い勝手を判
断できるように配慮する

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

トイレ出入口の音声案内設
置
触知案内図は１・２階出入
口付近に設置済み

必要 箇所
図書館内での音声案内は、音が
周りに広がらないようにする必
要がある

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

２階一般トイレの出入口に
案内表示を設置

1 箇所

車いす使用者用トイレの低い位置への荷物台等の設
置

パンフレットやＷＥＢ等による施設のバリアフリー
関連情報の提供

音声案内や触知案内図の設置

一般トイレ出入口の壁面への男女がわかる案内の表
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）

視覚障害者誘導用ブロックの改修（輝度比の確保）

階段の段鼻の強調

車いす使用者用トイレへの着替え台の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
平成20年度に開館したため、基本的に移動等円滑化基準に適合している。今後も区民意見を踏まえて、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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 十条台1-2-5

２．事業主体 すべて 北区　教育振興部　中央図書館

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 中央図書館

【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]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



9 その他設備
１階総合カウンター前の記
載台に車いす使用者用のカ
ウンターを設置

1 箇所

10 その他設備
こども図書館の磁気ゲート
の外周部にクッションを貼
付

1 箇所

11 その他設備
記載台上にリクエストカー
ドの記載見本を設置

1 箇所

12
人的対応・
こころのバ
リアフリー

毎年の転入者研修時に実施 ― ― ✓
適切なサポートを心がけ、過剰
にならないように配慮をするこ
と

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

全利用者へのルール・マ
ナー周知し、協力依頼を継
続して実施

― ― ✓
障害者の方も含めて、互いに相
手の立場を理解できるように配
慮をすること

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

ローカウンターの設置

こども図書館の磁気ゲートへのクッションの設置

申請書の記載見本の設置

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・ルールについて利用者への周
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⑥-04 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

新任職員・受付パートへの
手話研修の実施

随時 ― ✓
手話話者に対するコミュニケーショ
ンの向上。より伝わりやすいコミュ
ニケーションを心掛ける

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

バス内アナウンス及び館内放送での情報提供を行う。視覚障害者に対する情報提供の充実のため、内容・音量・文章
量など、随時伝わりやすさを検討する。

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 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

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
障害者施設のため、移動等円滑化基準には適合している。今後はこころのバリアフリーの推進を図る。

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 十条台1-2-2

２．事業主体 すべて 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 東京都障害者総合スポーツセンター

【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]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： 建築物⑥-05 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
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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

4
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 施設の移設や将来計画

5 建物内通路 必要 箇所 ✓ 施設の移設や将来計画

6 上下移動 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 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 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

１．施設名、路線名 すべて 豊島北コミュニティアリーナ・豊島北スポーツ多目的広場・ココキタ・たいよう事業所・旧豊島北中学校

【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]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　地域振興部　地域振興課

３．事業区間 道路管理者 ―

平成24年に旧豊島北中学校を大規模改修した複合施設である。施設により出入口が異なるが、エレベーターや車いす
使用者用トイレなどのバリアフリー設備は設置されている。今後は軽微な設備の改修によるバリアフリー化ととも
に、引き続き人的対応によるこころのバリアフリーによる推進を図る。

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 豊島5-3-13（旧豊島北中学校体育館）

（たいよう事業所）
主要な通路が物や設備などで狭くならないよう配慮

階段手すりの改修（１段→２段・連続設置）及び段
鼻の強調

エレベーターへの浮彫表示ボタンや音声案内の設置

多機能トイレへの大型ベッドの設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

歩道上から各施設出入口、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）

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

スロープの手すりへの点字案内の表示

校庭へのスロープの勾配緩和

ココキタ側の敷地出入口の勾配の緩和

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

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

一般トイレへの機能分散



11 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

12 トイレ 必要 箇所 施設の移設や将来計画

13 トイレ 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 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 トイレ 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

必要 箇所 施設の移設や将来計画

19
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 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
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

23
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

24 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

25 その他設備 必要 箇所 施設の移設や将来計画

（たいよう事業所）低い位置への案内板の移設

トイレの洋式化

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

低い位置への荷物台等の設置

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

（たいよう事業所）車いす使用者用トイレの設置

（たいよう事業所）男性トイレ前への間仕切りの設
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
関連情報の提供

触知案内図の設置

耳マーク等の設置

各施設の出入口の案内の表示（道路管理者と連携）

ベビーカーの貸出及び案内表示

（たいよう事業所）
車いす使用者が利用しやすい手洗い場の設置



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

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

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・ルールの利用者への周知・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⑥-06 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

3 建物内通路 ― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

4 上下移動 ― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

5 トイレ ― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

6 トイレ ― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

7 トイレ ― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

8 トイレ ― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

9 トイレ ― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

10 トイレ ― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

１．施設名、路線名 すべて お札と切手の博物館

【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]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 独立行政法人国立印刷局

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 王子1-6-1

多様な利用者に配慮した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
車いす使用者用トイレは設置されているが、エレベーターは設置されていない。今後、来館者の意見などを参考に利
便性の向上に努める。

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 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

段差の解消及び歩道上から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

屋外のスロープへの上屋の設置

主要な通路の段差解消

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

一般トイレへの機能分散

トイレの洋式化

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

低い位置への荷物台等の設置

フラッシュライト等の設置



11 トイレ ― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

13
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

14
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

15
案内設備・
情報のバリ
アフリー

１階、２階に筆談用具を設
置

2 箇所 ✓ 平成30年度に対応済み

16
駐車場・駐
輪場

― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

17
駐車場・駐
輪場

― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

18 その他設備 ― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

19 その他設備 ― ― ✓ 将来の建て替えに合わせて検討

20
人的対応・
こころのバ
リアフリー

必要に応じて展示物の解説
や車いすの誘導等を実施

― ― ✓

21
人的対応・
こころのバ
リアフリー

利用上の注意事項の提示や
口頭によりエレベーター未
設置の声掛けを実施

― ― ✓

車いす使用者用駐車施設の設置及び案内の表示

非常呼び出しボタンの設置

建物内のバリアフリー設備等の情報がわかる案内図
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

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

駐輪が出入口や通路などを遮らないよう配慮

貸出用車いすや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

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・ルールについて利用者への周
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⑦-01 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
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

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 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
新築であり、基本的なバリアフリー化が進んでいる施設である。今後改修の必要が生じた場合は、適宜対応する。

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 王子3-22-22

２．事業主体 すべて 警視庁

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 王子警察署

【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]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： 建築物⑦-02 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 トイレ

1階多目的トイレをオスト
メイト機能付き便器に改修 1 箇所

2 トイレ

全フロア和式便器を洋式便
器に改修 8 箇所

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

4
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

事業内容

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

トイレの洋式化

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・ルールについて利用者への周
知・啓発

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
国の施設であるため、基本的には移動等円滑化基準に適合していると認識している。今後は和式大便器の洋式化工事
を計画しているため、あわせてトイレ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

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 王子3-22-15

２．事業主体 すべて 国税庁

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 王子税務署

【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]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： 建築物⑦-03 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要 箇所 ✓

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 上下移動
エレベーターを改修し、設
備構造上可能な範囲で対応
する

1 箇所
令和２年度の改修工事で実施予
定

5 トイレ おむつ替え設備を設置 1 箇所
令和2年度改修工事でおむつ替え設
備を設置予定。オストメイトについ
ては大規模改修時等に検討

6 トイレ 1 箇所
令和２年度の改修工事で実施予
定

7 トイレ 必要 箇所 ✓

8 トイレ 必要 箇所 ✓

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

― ― ✓

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

トイレの洋式化

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

施設内のバリアフリー設備等の情報がわかる案内図
やわかりやすい案内表示の設置

ＷＥＢなど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）

別館出入口のドアの改修

階段の両側への２段手すりの設置

多様な利用者に配慮した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

エレベーターや車いす使用者用トイレ等のバリアフリー設備は整備されているが、オストメイト対応設備などは整備
されていない。令和2年度に空調設備を中心とした改修工事を実施するため、可能な範囲でバリアフリー対応を進めて
いく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子5-2-5-101

２．事業主体 すべて 北区　健康福祉部　高齢福祉課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 健康増進センター（令和2年3月31日で事業終了）、令和3年1月から「いきがい活動センター」として運営

【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]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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

12
駐車場・駐
輪場

車いす使用者用駐車場所の
確保

1 箇所
令和２年度の改修工事で実施予
定

13 その他設備 受付のローカウンター化 1 箇所
令和２年度の改修工事で実施予
定

14 その他設備
貸出用の車いす・ベビー
カーの設置及び案内表示を
行う

1 箇所 購入後に対応予定

15 その他設備 1 箇所
令和２年度の改修工事で実施予
定

16
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員間で情報の共有、接遇
の徹底を図る

― ― ✓

17
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員間で情報の共有、接遇
の徹底を図る

― ― ✓
施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
知・啓発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 必要な資金は前年度に予算調整のうえ実施。

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

健康増進センターとしての事業は令和2年3月31日で終了。
令和2年4月～11月まで、空調設備を中心とした改修工事を実施。
12月から約1ヶ月間の引継期間を経て、令和3年1月より新たな施設「いきがい活動センター」として、指定管理者によ
る運営を行う。
バリアフリーに関しては、令和2年度の改修工事の中で、可能な範囲で対応していく。

職員による案内やサポートなどの対応の充実

音声案内及び触知案内図の設置

車いす使用者用駐車施設の設置

受付へのローカウンターの設置

貸出用の車いすやベビーカー等の設置及び案内の表
示

授乳室の設置



番号： 建築物⑦-04 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

歩道上から建物の出入口の
間に視聴覚障害者誘導用ブ
ロックを整備

1 箇所
道路事業者と設置時期について
調整が必要

2 上下移動

１階から２階への階段の手す
りを両側に設置し、段鼻の色
を識別しやすいように整備

1 箇所
令和2～5年度、中長期改修計画
の対象施設となるため、その間
及びもしくは維持補修後に検討

3 トイレ

多機能トイレの中にオスト
メイト対応設備を検討 1 箇所

現在の施設の中で可能な設置ス
ペースを検討

4 トイレ

１階、２階のトイレにフ
ラッシュライトの設置を検
討

2 箇所
令和2～5年度、中長期改修計画
の対象施設となるため、維持補
修後に検討

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

１階に音声案内、触知案内
図を整備 1 箇所

令和2～5年度、中長期改修計画
の対象施設となるため、維持補
修後に検討

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

１階、２階に耳マーク・筆
談用具の設置及び案内を表
示

2 箇所 設置スペースについて検討

7
人的対応・
こころのバ
リアフリー

接遇向上委員会お活動を通
じて全職員に教育、対応を
充実させる

― ― ✓
職員及び所内の委託業者へも相
手に寄り添う対応、案内などサ
ポートを啓発する

8
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
ついて周知・啓発を行う（来
所予定の方への通知に同封）

― ― ✓ 施設内の整理整頓を心がける

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

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

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・ルールについて利用者への周
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。

事業内容

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）

階段の両側への２段手すりの設置及び段鼻の強調

オストメイト対応設備の設置

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

竣工から35年が経つため、建物及び設備の老朽化が顕著であり、修繕等は枚挙にいとまがないが、可能な限り移動等
円滑化を進めている。今後も利用者の意見等を踏まえて、関係法令及び基準に基づきハード面及びソフト面の充実を
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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 東十条2-7-3

２．事業主体 すべて 北区　北区保健所　生活衛生課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 王子健康支援センター・北区保健所

【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]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： 建築物⑦-05 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

【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]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 旧桜田小学校

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 ―

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 王子5-2-8

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
平成30年9月から王子第一小学校の改築に伴い、仮校舎として使用しており、バリアフリー化は図られていない。今後
も改築ステーションとして、学校改築の際に仮校舎として使用していく予定である。

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、変更点など事業内容

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⑦-06 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．施設名、路線名 すべて 旧清至中学校

【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]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　教育振興部　企画課

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 王子6-7-3

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
現在、閉鎖管理中である。今後、東校舎は子ども家庭支援センターとして平成31年4月から使用する予定である。本校
舎の活用については、検討中である。

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、変更点など事業内容

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⑧-01 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

2 上下移動

3 トイレ

4 トイレ ✓
院内改修工事の中で順次行って
いく

5 トイレ ✓
院内改修工事の中で順次行って
いく

6 トイレ

7 トイレ

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

低い位置への荷物台等の設置

フラッシュライト等の設置

施設内のバリアフリー設備等の情報がわかる案内図
の設置

パンフレットやＷＥＢ等による施設のバリアフリー
関連情報の提供

音声案内や触知案内図の設置

事業内容

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）

階段の両側への２段手すりの設置及び段鼻の強調

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

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
老朽化に伴い、２年前より４年計画で大規模な修繕工事を行っている。修繕工事中にバリアフリー関連で改善できる
箇所には対応していくが、構造面や費用面において厳しい箇所は長期的に検討する。

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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子2-14-13

２．事業主体 すべて 医療法人社団中央白報会

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 白報会王子病院

【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]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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

12
駐車場・駐
輪場

13 その他設備

14 その他設備

15 その他設備

16 その他設備

17
人的対応・
こころのバ
リアフリー

✓

18
人的対応・
こころのバ
リアフリー

✓

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・ルールについて利用者への周
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

呼び出し受信機の導入

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

車いす使用者が利用しやすい受付の設置

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の設置



番号： 建築物⑧-02 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 上下移動
階段部分への２段手すりの
設置

1 箇所
手すりは既に設置されている
が、２段の必要性について検討

2 トイレ
現状の荷物台のほかにさら
に低い台の設置

必要 箇所 ✓
荷物台はすべてのトイレにある
が、さらに低い台の必要性につ
いて検討

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓
ホームページの見直しの中で検
討

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ノート等の簡易なものの検討

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓ 接遇研修の中での検討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

事業内容

階段への２段手すりの設置

低い位置への荷物台等の設置

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
ハートビル法（現バリアフリー法）に則り、建築設計された建物で、障害者や虚弱者への配慮という点で、ハード面
では基本的にクリアしている。今後は、点検のうえ、不備な点の改善に努める。

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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 豊島3-4-15

２．事業主体 すべて 東京ほくと医療生活協同組合

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 王子生協病院

【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]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： 建築物⑧-03 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

正面出入口・裏口から歩道
上に視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置

2 箇所 ✓ 道路管理者との調整が必要

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

正面出入口・裏口のタイル
張り替え

2 箇所 ✓
タイル張り替えのタイミングに
合わせて実施を検討

3
出入口・敷
地内通路
（屋外）

裏口駐車スペースを削り、
スロープの長さを確保し、
勾配を緩和

1 箇所 ✓
駐車スペースが高頻度で利用さ
れていることから、削減が現状
困難

4 建物内通路
Ｂ２階駐車場から院内に通
じるスロープ板に虎柄テー
プの貼り付け

4 箇所 実施済み

5 上下移動
Ｂ２階から８階までの階段
に２段手すりの設置
段鼻の色を変更して強調

1 箇所 ✓
大規模な工事となる
段鼻は張り替えのタイミングに
合わせて検討

6 トイレ
障害者トイレへのＪＩＳ規
格に適合したボタン等の配
置

1 箇所 ✓
工事が必要になるため、金額的
な問題がある

7 トイレ
１階トイレ（個室：男1女
4）に荷物台の設置

5 箇所 設置済み

8 トイレ
全館の障害者トイレにフ
ラッシュライト等の設置

13 箇所 ✓
防災盤と連携が必要であるた
め、防災業者へ確認

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

トイレ・公衆電話・エレベー
ター・階段等に大きくわかり
やすい案内表示の設置

197 箇所 ✓
数が多いため、サイン工事を実
施する際は、１階などの重要な
部分から行いたい

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

パンフレットやWEBにバリ
アフリー関連情報を掲載

― ― ✓
パンフレットやＷＥＢのリ
ニューアルに盛り込めるか検討

階段への２段手すりの設置及び段鼻の強調

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

低い位置への荷物台の設置

フラッシュライト等の設置

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

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）

屋外のスロープの滑りにくい路面への改修

裏口のスロープの勾配緩和

スロープ板の境界部の強調

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、オストメイト対応設備の整備など基本的なバリアフリー化は図られている。
施設の構造上の問題で実施困難な点以外については、すぐに取り組める事業から順次進めていく。

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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 東十条3-2-11

２．事業主体 すべて 医療法人財団明理会

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 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]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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

音声案内の設置 4 基 ✓
エレベーターまたはシステムの
交換が必要となる

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

総合受付に筆談用具の設置
及び案内の表示

1 箇所
筆談用具が用意でき次第、順次
対応する

13 その他設備
受付及び各外来に電光表示
や呼び出し受信機の導入

1 フロア ✓ 医事コンピュータと連携が必要

14 その他設備
各ＡＥＤの低い位置への移
設

1 箇所 ✓
子どものいたずら防止として、
届かない高さに設置したが、低
くすることで懸念が生まれる

15 その他設備
受付にローカウンターを設
置

1 箇所 ✓ 要工事

16 その他設備
再来受付機への映り込み防
止シートの設置

3 台
映り込み防止シートを貼った
が、タッチパネルが反応しな
かったため、再度購入する

17
人的対応・
こころのバ
リアフリー

院内研修の実施 ― ― ✓
今後、さらに研修を追加する可
能性あり

18
人的対応・
こころのバ
リアフリー

ホームページ及び院内掲示
を通じて呼びかけ

― ― ✓

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・ルールについて利用者への周
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

診察券発行機への映りこみ防止シートの設置

エレベーターへの音声案内の設置

筆談用具の設置及び案内の表示

電光表示や呼び出し受信機の導入

ＡＥＤの低い位置への移設

車いす使用者が利用しやすい受付の設置



番号： 建築物⑧-04 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

人的で対応するため、視覚
障害者誘導用ブロックは設
置しない

― ―

検討していたが、車椅子・杖・
高齢者に不便がかかることが判
明し中止。職員による誘導に変
更

2 トイレ
外来棟１階の多目的トイレ
に設置を検討

1 箇所 ✓
令和４年～令和５年にかけて検
討

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

病床棟正面玄関に設置済み 2 箇所 2019年4月設置

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

院内設備(多目的トイレ・
ヒストグラムの案内表示
等)を撮影しグーグルマッ
プに掲載済み

― ― 2019年4月から掲載

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

対応なし ― ―
検討していたが、職員による誘
導に変更

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

人的対応とするため、設置
しない

― ―
筆談用具は受付の内側に用意
し、受付の職員が個別に対応す
る

7
駐車場・駐
輪場

対応なし ― ―
駐車場が1台のため、障害者専
用とはしない

8 その他設備
人的対応とするため、設置
しない

― ―
検討していたが、職員による対
応に変更

9 その他設備 病床棟の通用口に設置 1 箇所 2019年4月設置済

１．施設名、路線名 すべて 八木病院

【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]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 医療法人慈光会八木病院

３．事業区間 道路管理者 ―

外来棟、病床棟ともに新築及び改築したばかりであり、主要な移動等円滑化には設計士を交えて配慮したが、細かな
所で課題がある。今後、建物本体の手直しは資金面で限界があるが、ソフト面では早急に取り組んでいく方針であ
る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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4-14-8

触知案内図の設置

筆談用具の設置及び案内の表示

駐車スペースに車いすマークの設置

車いす使用者が利用しやすい記入台の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

ＷＥＢによる施設のバリアフリー関連情報の提供

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

歩道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）

フラッシュライト等の設置

ピクトグラムによる案内の表示

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

貸出用車いすの案内の表示



10 その他設備
スペースの都合上、設置し
ない

― ―
検討していたが、スペースが厳
しく、中止。おむつ交換は待合
用ソファーに職員が誘導

11 その他設備
人的対応とするため、設置
しない

― ―
検討していたが、職員による対
応に変更

12
人的対応・
こころのバ
リアフリー

毎年6月に研修を実施 1 回/年 ✓ 2019年6月に研修を実施

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

毎年6月に研修を実施 1 回/年 ✓ 2019年6月に研修を実施

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

毎年6月に研修を実施 1 回/年 ✓ 2019年6月に研修を実施

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

電光表示や呼び出し受信機の導入

受付・窓口から職員の対応による連続的な誘導への
配慮

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・ルールについて利用者への周
知・啓発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置

⑨貸出用車いすの案内表示③ピクトグラムの案内表示



番号： 建築物⑧-05 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 トイレ
令和5年度までに導入できるよ
う検討中

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

実施可能かを含めて検討中

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

令和2年度に導入できるように
検討中

4 その他設備
現状の患者数では費用対効果が
乏しく、導入は困難

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

✓ 継続中

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

電光掲示板でお知らせなど
を表示

✓ 継続中
施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
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

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
新しい施設であり移動等円滑化基準に適合している。今後は軽微な整備とともに、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 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

フラッシュライト等の設置

トイレへの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設置

電光表示や呼び出し受信機の導入

道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 神谷1-27-14

１．施設名、路線名 すべて 神谷病院

【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]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 医療法人社団田島厚生会　神谷病院

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ）



番号： 建築物⑧-06 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

問題点の整理も踏まえ検討
中 必要 箇所 検討中

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

掲示を検討

必要 箇所
ケースに応じ受付等で筆談はし
ているが、掲示などを検討中

3
駐車場・駐
輪場

駐輪場に利用者以外が駐輪
するケースや道路にはみ出
した駐輪等の対策

必要 箇所 ✓
「ここから先 駐輪禁止」等の
案内を掲示することを検討中

4
人的対応・
こころのバ
リアフリー

接遇研修や外来ボランティ
ア研修を検討 ― ― ✓ 研修体制を検討中

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

禁煙や駐車・駐輪禁止の掲
示を検討 ― ― ✓

駐輪等で近隣や送迎等、車いす
等に迷惑となる場所を確認中

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 事業所の予算内で検討中

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

視覚障害者誘導用ブロックの移設

筆談用具の設置及び案内の表示

駐輪が利用者の動線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

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

施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
知・啓発

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
構造面においては、可能な範囲でバリアフリー対応を実施している。今後は、構造面、費用面で難しい部分はある
が、可能な範囲で対応をしていきたい。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 堀船3-29-9

２．事業主体 すべて 東京ふれあい医療生活協同組合

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 梶原診療所

【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]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： 建築物⑨-01 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

3
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

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

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・ルールについて利用者への周
知・啓発

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
出入口のスロープ設置など車いすで利用できるようになっている。今後、ハード面の整備の予定はなく、人的な対応
を中心にこころと情報のバリアフリーを推進していく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 王子本町1-2-11

２．事業主体 すべて 日本郵便株式会社　王子本町郵便局

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 王子本町郵便局

【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]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： 建築物⑨-02 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

1
出入口・敷
地内通路
（屋外）

段差解消済 1 箇所 対応済み

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

入口に設置済 2 箇所 対応済み

3 建物内通路 配慮継続中 ― ― ✓ 継続中

4 上下移動 店舗内に設置済 1 箇所 対応済み

5 トイレ 手すり設置済 2 箇所 対応済み

6 トイレ ベビーベッド設置済 1 箇所 対応済み

7 トイレ 実施可否未定 ― ―

8 トイレ 実施可否未定 ― ―

9 トイレ 実施可否未定 ― ―

10 トイレ 実施可否未定 ― ―

１．施設名、路線名 すべて 三菱ＵＦＪ銀行王子支店

【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]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 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　総務部

３．事業区間 道路管理者 ―

建物の構造上、対応が困難なものを除きおおむねバリアフリー化が進んでいる。今後、当面はスタッフによる人的対
応を中心に取り組む。

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 王子1-10-18

車いす使用者が円滑に利用できるトイレの設置

乳幼児用設備の設置

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等の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

エレベーターの改修

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

屋外のスロープの路面の改修

ＪＩＳ規格に適合した視覚障害者誘導用ブロックへ
の改修

主要な通路は物や設備などで狭くならないよう配慮
（120 ㎝以上）

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

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置



11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

実施可否未定 ― ―

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

HPにて情報提供継続 ― ― ✓

13
案内設備・
情報のバリ
アフリー

音声案内付きATM設置済 12 箇所 対応済み

14
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談器設置済 1 箇所 対応済み

15
人的対応・
こころのバ
リアフリー

継続中 ― ― ✓

16
人的対応・
こころのバ
リアフリー

継続中 ― ― ✓

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

バリアフリー設備等の情報がわかる案内図の設置

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

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・ルールについて利用者への周
知・啓発



番号： 建築物⑨-03 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 全体 ― ―

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

支店内勉強会等を通じた啓
蒙活動の継続的な実施

― ― ✓

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
現在、店舗建替のため、仮店舗（ＴＩＣ王子ビル）にて営業中である。新店舗は、令和２年１月完成予定で移動等円
滑化基準に適合したテナントビルとして建物建設中である。本店舗は完成後にテナントとして入居する予定である。

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 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

建替工事による施設のバリアフリー化

職員による案内やサポートなどの対応の充実

道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子1-10-17

１．施設名、路線名 すべて みずほ銀行王子支店

【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]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 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）



番号： 建築物⑨-05 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 上下移動 必要 箇所

2
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

事業内容

階段への２段手すりの設置

行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 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
段差の解消など最低限のバリアフリー化は対応済みである。他店舗とあわせた対応をしているが、お客様のご意見、
ご要望への対応については随時検討する。

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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子1-16-2

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 ―

１．施設名、路線名 すべて 三井住友銀行王子支店

【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]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： 建築物⑨-06 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 トイレ
災害が発生した場合、トイ
レ使用者には職員による避
難誘導を実施

― ―
フラッシュライト設置について
は見送りたい

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ホームページの店舗案内に
て情報提供済み

― ― ✓ 継続提供中

3 その他設備
車いす・ベビーカーの設置
を検討

― ― ✓ 検討中

4
人的対応・
こころのバ
リアフリー

定期的にコンプライアンス
研修を実施

― ― ✓ 継続実施中

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

車いす使用者等へ個別に案
内を実施

― ― ✓ 継続実施中

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

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
関連情報の提供

貸出用車いすやベビーカー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 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

施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
知・啓発

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
移動等円滑化基準に適合した施設であり、当面は現状を維持していく。また、人的対応の充実など引き続きこころの
バリアフリーの推進を図る。

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 王子1-16-1

２．事業主体 すべて 株式会社りそな銀行

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて りそな銀行王子支店

【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]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： 建築物⑨-07 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

未定 必要 箇所 ✓
建物出入口スペースは、現状は
駐車場のため、今後対応を検討

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

正面出入口にスロープ有
（改修済み）

1 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

未定 必要 箇所 ✓
建物改修等がある場合は検討す
る

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談への対応を実施
案内は人的対応で実施

必要 箇所 ✓
現状、明確な案内表示ないが人
的対応を実施

5
駐車場・駐
輪場

未定 必要 箇所 ✓

6 その他設備 未定 必要 箇所 ✓
今後、建物建替計画となった場
合に検討予定

7
人的対応・
こころのバ
リアフリー

必要に応じて人的対応を実
施

― ― ✓ 現状、人的対応を実施

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

必要に応じて人的対応を実
施

― ― ✓ 現状、人的対応を実施

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

国際シンボルマークの設置

授乳室やおむつ交換台の設置

視覚障害者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

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

事業内容

歩道上から連続した視覚障害者誘導用ブロックの設
置

屋外のスロープの路面の改修

音声案内の設置

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
過去において建物内改修工事を行っているものの、老朽化が進んでいる。お客様が利用可能な１階部分については、
特段支障はない。将来的には改築または大規模改修を検討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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 東十条4-8-12

２．事業主体 すべて 株式会社東日本銀行

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 東日本銀行東十条支店

【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]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： 建築物⑨-08 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

建物オーナーの外構工事と
合わせて依頼予定

全 箇所 土地・建物の所有者が決定

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

銀行全体のプロジェクト立
ち上げに従う

1 箇所 実施予定は未定

3 その他設備
銀行全体のプロジェクト立
ち上げに従う

1 箇所 実施予定は未定

4 その他設備
和式便房の洋式化に合わせ
て対応可能性の検討中

1 箇所
設置スペースが限られており、
設計段階から実施が必要

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

全行レベルで実施中 全 箇所 ✓ 今後も内容を向上させて継続

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

滑りにくい舗装への改修

筆談用具の設置及び案内の表示

貸出用車いすやベビーカーの設置

授乳室やおむつ交換台の設置

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

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
店舗利用は１階部分のみであり、利用者用トイレは設置されていない。ただし、申し出があった場合は内部トイレを
ご案内している。今後、直近に大規模改修の予定はないため、軽微な改修や人的対応の推進を図る。

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 王子2-13-5

２．事業主体 すべて 株式会社きらぼし銀行

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて きらぼし銀行王子支店

【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]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： 建築物⑨-09 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

窓口対応

― ― ✓

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

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 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
建物は賃借であるため、施設のバリアフリー化については当行では対応不可能である。今後は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

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 王子2-30-3 ニッセイ王子ビル2階

２．事業主体 すべて 株式会社阿波銀行

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 阿波銀行東京城北支店

【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]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： 建築物⑨-10 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

敷地内の整備が必要 1 箇所 ✓
継続案件
（令和3年度以降整備予定）

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

敷地内の整備が必要 1 箇所 ✓
継続案件
（令和3年度以降整備予定）

3 トイレ トイレの改装が必要となる 1 箇所 ✓
中長期的計画として検討中
（令和3年度以降整備予定）

4 トイレ トイレの改装が必要となる 1 箇所 ✓
中長期的計画として検討中
（令和3年度以降整備予定）

5 トイレ トイレの改装が必要となる 1 箇所 ✓
中長期的計画として検討中
（令和3年度以降整備予定）

6 トイレ トイレの改装が必要となる 1 箇所 ✓
中長期的計画として検討中
（令和3年度以降整備予定）

7 トイレ トイレの改装が必要となる 1 箇所 ✓
中長期的計画として検討中
（令和3年度以降整備予定）

8 トイレ トイレの改装が必要となる 1 箇所 ✓
中長期的計画として検討中
（令和3年度以降整備予定）

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

営業店内リニューアルの時
期に整備予定

1 箇所 ✓
継続案件
（令和3年度以降整備予定）

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

営業店内リニューアルの時
期に整備予定

1 箇所 ✓
継続案件
（令和3年度以降整備予定）

ＪＩＳ規格に適合したボタン配置

低い位置への荷物台等の設置

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置

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

事業内容

歩道上から出入口まで連続した視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置

屋外のスロープの舗装の改善

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

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
店舗出入口にはスロープを設置している。今後は、建物の構造上、バリアフリー化が難しい面もあるが、人的対応等
職員によるサポート面の推進を図っていく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 豊島3-19-4

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 ―

１．施設名、路線名 すべて 東京シティ信用金庫東王子支店

【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]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
駐車場・駐
輪場

敷地内でのスペース確保は
難しいため設置を検討

1 箇所 ✓
継続案件
（令和3年度以降整備予定）

12
駐車場・駐
輪場

駐輪スペースを設けること
も検討

1 箇所 ✓
継続案件
（令和3年度以降整備予定）

13 その他設備
ローカウンターへの誘導を
行っていく

1 箇所 ✓
継続案件
（令和3年度以降整備予定）

14 その他設備
営業店内リニューアルの時
期に整備予定

1 箇所 ✓
継続案件
（令和3年度以降整備予定）

15 その他設備
営業店内リニューアルの時
期に整備予定

1 箇所 ✓
継続案件
（令和3年度以降整備予定）

16 その他設備
営業店内リニューアルの時
期に整備予定

1 箇所 ✓
継続案件
（令和3年度以降整備予定）

17
人的対応・
こころのバ
リアフリー

来店客に対し、職員が声掛
け、案内等のサポートを充
実していく

✓
継続案件
（令和3年度以降整備予定）

18
人的対応・
こころのバ
リアフリー

来店客に対し、職員が声掛
け、案内等のサポートを充
実していく

✓
継続案件
（令和3年度以降整備予定）

職員による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

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

電光表示や呼び出し受信機の導入

車いす使用者用駐車施設の設置

駐輪が利用者の動線を遮らないような配慮

車いす使用者に対応した記入台等の設置

貸出用の車いすやベビーカーの設置

授乳室やおむつ交換台、ベンチの設置



番号： 建築物⑨-11 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

ガラス窓への追突防止用の
ラインテープ貼付けを検討

1 箇所 ✓ ガラスラインテープ検討

2 建物内通路
十分な幅員の確保ができる
よう通路の片付け等を継続
（人的対応）

― ― ✓
店内通路は比較的に広く障害物等は
ない。ロビー側と事務室側の出入り
については職員にて対応

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

案内図は設置しない
店内の案内は人的対応への
変更を検討

― ―
金融機関という特殊性から、店内の
案内図はセキュリティ的に問題あ
り。職員による案内としたい

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

WEBにバリアフリー情報の
掲載を検討

― ― ✓ 関連部署と協議

5
駐車場・駐
輪場

駐輪場の整理整頓。正規な
場所に駐輪するよう励行

― ― ✓ 人的対応

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員による声掛けによる誘
導

― ― ✓
視覚障害者、車椅子のお客様に
ついては積極的に声掛け対応と
したい

7
人的対応・
こころのバ
リアフリー

高齢者対応・ユニバーサル
サービス研修により人的対
応の向上を行う

― ― ✓
職員がフロア内を常時意識し声
掛けする等、人的対応としたい

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員による声掛けによる誘
導

― ― ✓
職員がフロア内を常時意識し声
掛けする等、人的対応としたい

１．施設名、路線名 すべて 城北信用金庫梶原支店

【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]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 城北信用金庫

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 堀船3-31-9

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

昭和50年建築の古い建物であり、ハード面においては構造上・費用面から困難な項目が多い。当店舗敷地は都市計画
道路の用地買収対象地区となることが判明し、将来移転計画の可能性が発生したため、今後、大掛かりな費用を伴う
ハード面の改修は難しい。それまでの間は極力、人的対応としていく。

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、変更点など事業内容

衝突防止のためのラインテープの設置

主要な通路での十分な幅員の確保（120 ㎝以上）

店舗内案内図の設置

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

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

職員による連続的な誘導

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・ルールについて利用者への周
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⑨-12 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

自動ドアの開口幅員が80ｃ
ｍ以下のため、次回更新時
に検討

1 箇所 更新時に検討

2 建物内通路
十分な幅員の確保ができる
よう通路の片付け等を継続
（人的対応）

― ― ✓
ロビー側と事務室側の出入りに
ついては職員にて対応

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

店内案内については人的対
応に変更を検討

― ― ✓
金融機関という特殊性から、店内の
案内図はセキュリティ的に問題あ
り。職員により案内としたい

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

WEBにバリアフリー情報の
掲載を検討

― ― ✓ 関連部署と協議

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

筆談用具設置済み 1 箇所 設置済み

6
駐車場・駐
輪場

駐輪場の整理整頓。正規な
場所に駐輪するよう励行

― ― ✓ 人的対応

7
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員による声掛けによる誘
導

― ― ✓
視覚障害者、車椅子のお客様に
ついては積極的に声掛け対応と
したい

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

高齢者対応・ユニバーサル
サービス研修により人的対
応の向上を行う

― ― ✓
職員がフロア内を常時意識し声
掛けする等、人的対応としたい

9
人的対応・
こころのバ
リアフリー

職員による声掛けによる誘
導

― ― ✓
職員がフロア内を常時意識し声
掛けする等、人的対応としたい

１．施設名、路線名 すべて 城北信用金庫東十条支店

【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]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 城北信用金庫

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 東十条3-15-13

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
昭和53年建築の古い建物であり、ハード面においては構造上・費用面から困難な項目が多い。店舗内はフラットなス
ペースが多いため、丁寧な対応や案内など、ソフト面での充実を図る。

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、変更点など事業内容

自動ドアの更新

主要な通路の十分な幅員の確保（120㎝以上）

店舗内案内図の設置

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

筆談用具の設置及び案内の表示

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

職員による連続的な誘導

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・ルールについて利用者への周
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⑨-13 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 トイレ 必要 箇所 ✓

2 トイレ 必要 箇所 ✓

3 トイレ 必要 箇所 ✓

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓

6
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

必要 箇所

8
駐車場・駐
輪場

必要 箇所 ✓

9 その他設備 必要 箇所 ✓

10
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
施設の老朽化が進んでいるが、大規模改修の目途は立っていないため、今後はこころのバリアフリーや情報のバリア
フリーを中心にバリアフリー化の推進を図る。

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 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

車いす使用者用駐車施設の設置

貸出用車いすやベビーカー等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

道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子1-22-15

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

車いす使用者が円滑に利用できるトイレの設置

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

一般トイレへの機能分散

施設内のバリアフリー設備等の情報がわかる案内図
の設置

パンフレットやＷＥＢ等による施設のバリアフリー
関連情報の提供

１．施設名、路線名 すべて 巣鴨信用金庫王子支店

【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]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 巣鴨信用金庫

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ）



11
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

施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
知・啓発



番号： 建築物⑩-01 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

正面出入口から歩道上の視
覚障害者誘導用ブロックの
間を整備

必要 箇所
リース店舗の為、設置について
オーナー様との協議が必要

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

店内入口付近に設置 1 箇所
レイアウト変更等に対応できる
よう配慮した配置図の作成

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

店内入口付近に設置 1 箇所
地域の条例等を確認し最新の情
報を提出

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

お客さま用出入口へ触知案
内図の設置

1 箇所
弊社の新店等の情報を参考に設
置

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

レジ付近に設置 1 箇所

6
駐車場・駐
輪場

駐輪用の簡易ガード設置 5 箇所 ✓

7 その他設備
導入予定なし
高所部分の棚等は、その都
度、従業員が対応する

― ― ✓ 従業員教育の徹底

8 その他設備
導入予定なし
レジ会計時に、従業員にて
袋詰め対応する

― ― ✓ 従業員教育の徹底

9
人的対応・
こころのバ
リアフリー

各MTを通じて定期的に従業
員教育を実施

― ― ✓

10
人的対応・
こころのバ
リアフリー

定期的に店内放送を実施中 ― ― ✓

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

筆談用具の設置及び案内の表示

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

車いす使用者に配慮した商品棚の導入

車いす使用者に配慮した袋詰めカウンターの設置

従業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・ルールについて利用者への周
知・啓発

事業内容

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）

わかりやすい施設内の配置図等の設置

バンフレットや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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

豊島五丁目団地内にある平屋の商業施設であり、車いす使用者用トイレは店内にはなく、団地商店街共用で設置され
ている。今後、対応可能な部分については軽微な改修等を検討し、あわせてこころと情報のバリアフリーの推進を図
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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 豊島5-4-1-108

２．事業主体 すべて 株式会社ダイエー

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて ダイエー豊島団地店

【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]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



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

ｻｰﾋﾞｽカウンターを

中心にお客さま対応

の実施



番号： 建築物⑩-02 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

1
出入口・敷
地内通路
（屋外）

敷地前一般道路より建物内
へと誘導するための誘導ブ
ロックの設置

1～4 本
敷地内レイアウト変更の可能性
があるため、具体的な設置等に
ついての検討は未定

2
出入口・敷
地内通路
（屋外）

段差解消のための構造変更
を検討

1 箇所
自動ドア開閉の障害にならない
ような配慮が必要

3 出入口

4 建物内通路

5 建物内通路 ✓

6 建物内通路

7 建物内通路

8 上下移動 1 箇所
建物内メイン階段には2段手す
り設置済み、段鼻の強調につい
ても実施済み

9 上下移動
エレベーター内に後方確認
用の鏡の設定

2 箇所
鏡を設置するエレベーターの選
択、鏡の材質・設置場所の検討

１．施設名、路線名 すべて サンスクエア（東武ストア王子店）

【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]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 （共用部）日本製紙総合開発株式会社　／　（東武ストア王子店）株式会社東武ストア

３．事業区間 道路管理者 ―

（共用部）可能な範囲でバリアフリーに対応するべく改修を行っている。建物の老朽化対応が最優先課題となってい
るため、バリアフリーへの対応は優先度・重要度を検討して対応したい。
（東武ストア王子店）通路の幅員は120cm以上を確保している。売場とレジ後方との段差はスロープを３箇所設置し
ている。施設のバリアフリー化については、社内にて検討を進める。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 王子1-4-1

（東武ストア）主要な通路が物や設備などで狭くな
らないような配慮

（東武ストア）段差の解消

（東武ストア）スロープの増設

階段への２段手すりの設置及び段鼻の強調

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

（東武ストア）スロープの勾配の緩和

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

段差の解消及び歩道上から連続した視覚障害者誘導
用ブロックの設置

地下１階出入口の段差の解消

（東武ストア・薬局出入口）車いす使用者やベビー
カー使用者等に配慮した幅員の確保

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

エレベーターへの鏡の設置



10 トイレ
２階又は３階に規格に適合
したボタン等の設置を検討

必要 箇所
建物内のバリアフリー対応状況
にあわせて設置時期、設置個所
の検討

11 トイレ
２階又は３階のトイレに荷
物台の設置を検討

必要 箇所
建物内のバリアフリー対応状況
にあわせて設置時期、設置個所
の検討

12 トイレ
２階又は３階のトイレにフ
ラッシュライトの設置を検
討

必要 箇所
建物内のバリアフリー対応状況に合わせ
て設置時期、設置個所の検討。火報や非
常放送設備等との接続等についても検討

13 トイレ
２階又は３階のトイレに呼
び出しボタンの設置を検討

必要 箇所
建物内のバリアフリー対応状況
にあわせて設置時期、設置個所
の検討

14 トイレ
２階又は３階のトイレに段
差解消及び手すりの設置を
検討

必要 箇所
建物内のバリアフリー対応状況
にあわせて設置時期、設置個所
の検討

15 トイレ

16 トイレ

17
案内設備・
情報のバリ
アフリー

設置場所を検討し設備案内
図の設置を検討

必要 箇所 レイアウトや設置場所の検討

18
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ウェブサイト上でのバリア
フリー関連情報の提供を検
討

― ―

19
案内設備・
情報のバリ
アフリー

設備案内図の設置に合わせ
て触知案内図の設置を検討

必要 箇所 レイアウトや設置場所の検討

20
案内設備・
情報のバリ
アフリー

設備案内図の設置に合わせ
てエレベーターへの案内を
検討

必要 箇所 レイアウトや設置場所の検討

21
案内設備・
情報のバリ
アフリー

22
案内設備・
情報のバリ
アフリー

23 その他設備

24
人的対応・
こころのバ
リアフリー

バリアフリー対応状況にあ
わせて従業員へ説明資料配
布を検討

― ―
バリアフリー対応状況に合わせ
て対応を充実させる

（東武ストア）店舗名の案内の設置

低い位置への荷物台等の設置

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置

一般トイレの出入口の段差の解消及びＬ型手すりの
設置

（東武ストア）オストメイト対応設備や乳幼児用設
備の設置

（東武ストア）多機能トイレの機能分散

施設内のバリアフリー設備等の情報がわかる案内図
の設置

パンフレットやＷＥＢ等による施設のバリアフリー
関連情報の提供

音声案内及び触知案内図の設置

駐車場エレベーターへの案内の充実

（東武ストア）筆談用具の設置及び案内の表示

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

（東武ストア）授乳室やおむつ交換台、ベンチの設
置

可能な範囲での職員による案内やサポートなどの対
応の充実



25
人的対応・
こころのバ
リアフリー

バリアフリー対応状況にあ
わせて利用案内ポスター等
の掲示を検討

― ―
バリアフリー対応状況に合わせ
て対応を充実させる

26
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

可能な範囲での施設利用のマナー・ルールについて
利用者や周辺店舗への周知・啓発

（東武ストア）車いす使用者や弱視者に配慮した商
品陳列や値段表示

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法



番号： 建築物⑩-03 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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

正面出入口から視覚障害者
誘導用ブロックを整備

1 箇所 公団との調整を検討中

2 建物内通路 主な通路の幅員を確保 1 箇所 改装の実施予定を公団と調整中

3 その他設備 幅広になるよう調整 1 箇所 改装の実施予定を公団と調整中

4
人的対応・
こころのバ
リアフリー

毎年４月に研修実施 ― ― ✓ 継続実施

5
人的対応・
こころのバ
リアフリー

毎年４月に研修実施 ― ― ✓ 継続実施

１．施設名、路線名 すべて タジマ王子店

【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]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 株式会社タジマ

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 王子5-2

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
エレベーターや車いす使用者用トイレは未設置であり、施設全体としてバリアフリー化されていない。構造上、全面
改修を行わなければ対応は極めて困難である。当面は、軽微なハード面での改修や人的対応の推進を図る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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、予算調整のもと調達する。

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

事業内容

出入口から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

十分な幅員の確保（120cm以上）

幅広レジレーンの設置

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 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

施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
知・啓発



番号： 建築物⑩-04 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

案内係を設置している ― ― ✓ 人的対応の充実を図る

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

案内係とは、売場の案内やお買物のお手伝い等、お客様に寄り添った接客を専任で実施する役割。

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

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
エレベーターは整備されているが、車いす使用者用トイレが整備されていないなどバリアフリー対応が図られていな
い箇所がみられる。バリアフリー整備が実施困難な状況であるため、引き続き、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

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 王子6-9-10

２．事業主体 すべて サミット株式会社

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて サミットストア王子店

【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]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： 建築物⑩-05 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓ 人的対応の充実を図る

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

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

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
エレベーターや車いす使用者用トイレなどは整備されており、基本的なバリアフリー化は図られている。今後は引き
続き、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

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 滝野川4-1-18

２．事業主体 すべて サミット株式会社

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて サミット滝野川紅葉橋店

【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]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： 建築物⑩-06 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

案内係を設置している ― ― ✓ 人的対応の充実を図る

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

案内係とは、売場の案内やお買物のお手伝い等、お客様に寄り添った接客を専任で実施する役割。

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

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
エレベーターや車いす使用者用トイレなどが整備されており、移動等円滑化基準に適合している。今後は引き続き、
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

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 王子5-1-40

２．事業主体 すべて サミット株式会社

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて サミットストア王子桜田通り店

【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]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： 建築物⑩-07 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
駐車場・駐
輪場

1 箇所 ３階駐車場にて実施済み

2 その他設備 ― ―
車いす２台、ベビーカー10台を
貸出（出入口にて案内も表示済
み）

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

4
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

　①障害者等用駐車ますの利用案内

事業内容

障害者等用駐車ますの利用案内の表示

貸出用車いすやベビーカーの設置及び案内の表示

従業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・ルールについて利用者への周
知・啓発

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
新設された施設であり、移動等円滑化基準に適合している。今後は引き続き、こころと情報のバリアフリーの推進を
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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 堀船1-23-13

２．事業主体 すべて コーナン商事株式会社

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて ホームセンターコーナン王子堀船店

【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]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： 建築物⑩-08 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
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓ 検討中

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓ 検討中

3
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓ 継続実施

１．施設名、路線名 すべて ビバホーム豊島５丁目店

【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]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 株式会社ＬＩＸＩＬビバ

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 豊島4-18

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
現在、移動等円滑化基準に適合した施設を施工中である。今後、音声案内や触知案内図の設置については、長期的に
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

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

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

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 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： 建築物⑪-01 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 上下移動 必要 箇所 ✓ 対応を検討中

2 トイレ 必要 箇所 ✓ 対応を検討中

3 トイレ 必要 箇所 ✓ 対応を検討中

4 トイレ 必要 箇所 ✓ 対応を検討中

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓ 対応を検討中

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓ 対応を検討中

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓ 対応を検討中

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓ 対応を検討中

9 その他設備 必要 箇所 ✓ 対応を検討中

10
人的対応・
こころのバ
リアフリー

研修など出来る範囲で実施 ― ― ✓

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
現在、施設のバリアフリー化は行われておらず、エレベーターは設置されているが、車いす使用者用トイレは設置さ
れていない。今後は案内の充実や可能な範囲での設備更新など対策を検討していく。

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 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

筆談用具の設置及び案内の表示

貸出用車いすやベビーカーの設置

職員・従業員等による案内やサポートなどの対応の
充実

道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 中十条2-10-2

バンフレットや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

階段の段鼻の強調

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置

施設内のバリアフリー設備等の情報がわかる案内図
の設置

１．施設名、路線名 すべて フレックステイイン東十条

【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]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 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ）



11
人的対応・
こころのバ
リアフリー

研修など出来る範囲で実施 ― ― ✓

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 対応を検討中のため、現時点未定。

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

施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
知・啓発



番号： 建築物⑪-02 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

1
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓
常に高齢者や障害をお持ちのお
客様には、アテンドを行ってい
る

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

従業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・ルールについて利用者への周
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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
新設された施設であるため、移動等円滑化基準に適合している。今後は引き続き、人的対応の充実を中心にこころの
バリアフリーの推進を図る。

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 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

道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子2-1-1

１．施設名、路線名 すべて 東横イン京浜東北線王子駅北口

【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]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 株式会社東横イン

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ）



番号： 路外駐車場-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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

敷地前一般道路より建物内
へと誘導するための誘導ブ
ロックの設置

― ―
敷地内レイアウト変更の可能性
があるため、具体的な設置等に
ついての検討は未定

2 上下移動 1 箇所

建物内メイン階段には2段てす
り設置済み、段鼻の強調につい
ても実施済み

3 トイレ

２階又は３階に規格に適合
したボタン等の設置を検討 必要 箇所

建物内のバリアフリー対応状況
に合わせて設置時期、設置個所
の検討

4 トイレ

２階又は３階のトイレに荷
物台の設置を検討 必要 箇所

建物内のバリアフリー対応状況
に合わせて設置時期、設置個所
の検討

5 トイレ

２階又は３階のトイレにフ
ラッシュライトの設置を検
討

必要 箇所
建物内のバリアフリー対応状況に合わせ
て設置時期、設置個所の検討。火報や非
常放送設備等との接続等についても検討

6 トイレ

２階又は３階のトイレに呼
び出しボタンの設置を検討 必要 箇所

建物内のバリアフリー対応状況
に合わせて設置時期、設置個所
の検討

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

設置場所を検討し、設備案
内図の設置を検討 必要 箇所 レイアウトや設置場所の検討

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

ウェブサイト上でのバリア
フリー関連情報の提供を検
討

― ―

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

設備案内図の設置に合わせ
て触知案内図の設置を検討 必要 箇所 レイアウトや設置場所の検討

10
人的対応・
こころのバ
リアフリー

バリアフリー対応状況に合
わせて従業員へ説明資料配
布を検討

― ―
バリアフリー対応状況に合わせ
て対応を充実させる

音声案内や触知案内図の設置

職員による案内やサポートなどの対応の充実

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
等の設置

階段への２段手すりの設置及び段鼻の強調

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

低い位置への荷物台等の設置

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

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

施設内のバリアフリー設備等の情報がわかる案内図
の設置

パンフレットやＷＥＢ等による施設のバリアフリー
関連情報の提供

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

立体駐車場であり、エレベーターや車いす使用者用トイレの整備など、可能な範囲でバリアフリーに対応するべく改
修を行っている。今後は、建物の老朽化対応が最優先課題となっているため、バリアフリーへの対応は優先度・重要
度を検討して対応したい。

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 王子1-4-1

２．事業主体 すべて 日本製紙総合開発株式会社

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて サンスクエア有料駐車場

【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]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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

バリアフリー対応状況に合
わせて利用案内ポスター等
の掲示を検討

― ―
バリアフリー対応状況に合わせ
て対応を充実させる

施設利用のマナー・ルールについて利用者への周
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： 路外駐車場-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

現状維持

１．施設名、路線名 すべて タイムズセントラルウェルネスクラブ東十条

【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]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 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 東十条1-24-5

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
車いす使用者用駐車施設は整備済みであり、基本的なバリアフリー化対応は図られている。今後は、法令改正等で設
備の整備が必要となった際には適宜対応を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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

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： 路外駐車場-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
出入口・敷
地内通路
（屋外）

必要に応じて適宜対応を検
討する

必要 箇所 現状維持

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

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
車いす使用者用駐車施設は整備済みであり、基本的なバリアフリー化対応は図られている。今後は、法令改正等で設
備の整備が必要となった際には適宜対応を検討する。

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 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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 豊島6-10-12

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 ―

１．施設名、路線名 すべて タイムズ豊島６丁目

【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]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
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