
番号： 公共交通①-04 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況 進捗状況

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 通路
ホーム階～改札階
エスカレーター2基整備

2 基 H30.7整備済。 完了

2 通路 必要 箇所
駅改良工事にてガイドラインに
基づき対応。

完了

3 通路 必要 箇所
駅改良工事にてガイドラインに
基づき対応。

完了

4 通路 必要 箇所
駅改良工事にてガイドラインに
基づき対応。

完了

5 通路 必要 箇所
駅改良工事にてガイドラインに
基づき対応。

完了

6 上下移動 必要 箇所
駅改良工事にてガイドラインに
基づき対応。

完了

7 上下移動 エレベーター2基整備 2 基 H30.2整備済。 完了

8 ホーム 内方線付き点状ブロック 456 m
H29年度 358m整備済。
H30年度 98m整備予定。

完了

9 トイレ 多機能トイレ　1箇所 1 箇所
駅改良工事にてガイドラインに
基づき対応。

完了

10 トイレ 必要 箇所
駅改良工事にてガイドラインに
基づき対応。

完了

11 券売機等 必要 箇所

蹴込み整備は改良工事に併せて
整備。反射については機器更新
工事等と併せて検討が必要。
蹴込みについては解消済。

その他

トイレ出入口の段差解消

車いす使用者や弱視者に配慮した券売機等の設置

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

柱の視認性の向上

適切な照度の確保

階段の両側への２段手すりの設置及び段鼻の強調

エレベーターの設置

内方線付点状ブロックの設置

多様な利用者に配慮したトイレの設置
（車いす対応、機能分散、洋式便房、ボタン配置な
ど）

R1年度末
事業内容

上下方向へのエスカレーターの設置

視覚障害者誘導用ブロックの設置

通路の勾配の解消

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

駅のバリアフリー化に向けて、改良工事中である。移動等円滑化基準及びバリアフリーガイドライン等に沿って、整備を推進す
る。

４．道路延長（ｍ） 道路管理者

５．所在地 建築物所有者・管理者等 板橋1-15-1（板橋区）

―

２．事業主体 すべて

３．事業区間 道路管理者 ―

東日本旅客鉄道株式会社　東京支社総務部企画室

１．施設名、路線名 すべて

【進捗管理シート】公共交通特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30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

JR板橋駅

内容

参考資料２



12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所
駅改良工事にてガイドラインに
基づき対応。

完了

13
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所
駅改良工事にてガイドラインに
基づき対応。

完了

14
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所
駅改良工事にてガイドラインに
基づき対応。

完了

15
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所
駅改良工事にてガイドラインに
基づき対応。

完了

16
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所
駅改良工事にてガイドラインに
基づき対応。

完了

17
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所
駅改良工事にてガイドラインに
基づき対応。

完了

18
人的対応・
こころのバ
リアフリー

・「声かけ・サポート」運
動の実施
・サービス介助士の資格取
得の推進

－ － 継続

19
人的対応・
こころのバ
リアフリー

・駅構内、車内でのポス
ター等による告知を実施

－ － 継続

わかりやすい運賃表の設置

筆談用具の案内の大型化

電光掲示板の移設

職員による案内やサポート、声かけなどの対応の充
実

駅や車両利用のマナー・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

乗換案内地図の見易さ・位置の改善

＜エレベーター整備＞　　　　　　　　　＜視覚障害者誘導用ブロック整備＞　　　＜エスカレーター整備＞

＜券売機蹴込み整備＞　　　　　　　　　　＜多機能トイレ整備＞　　　　　　　　　＜内方線整備＞

案内図やわかりやすい案内表示の設置

音声案内や触知案内図の設置



番号： 桐－03 地区： 桐ケ丘・西が丘周辺

事業実施状況 進捗状況

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

1 歩道等
無電柱化工事に合わせ波打
ち歩道解消

3,000 ｍ 令和4年度までに実施予定 実施中

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

3,000 ｍ
令和4年度までに実施予定
（無電柱化事業の一環で対応）

実施中

3 安全対策
無電柱化工事に伴い電柱撤
去、街路灯再配置

3,000 ｍ 令和4年度までに実施予定 実施中

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

R1年度末
事業内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29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

基本的に歩道有効幅員が確保されており、一部に視覚障害者誘導用ブロックが設置されている。無電柱化事業の計画路線となってお
り、整備にあたりバリアフリー化に配慮する。

―

1,500ｍ

桐ケ丘1-10付近～西が丘2-8-3付近

東京都建設局第六建設事務所

桐－03　都道455号

２．事業主体 すべて

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

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

平坦かつ十分な有効幅員を確保した歩行空間の整備

視覚障害者誘導用ブロックの改修
（JIS規格適合・輝度比の確保）

電柱や街灯、案内サイン等の付属物が
歩行者の通行の妨げとならないよう配慮



番号： 建築物⑤-01 地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

事業実施状況 進捗状況

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

必要 箇所  

どのような方法で非常事態を知らせ
るのか検討中
⇒非常事態時は職員及び警備員が確
認をし、避難誘導等を行う

その他

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

3 箇所
キャンパス開設時（平成29年4
月）に設置済

完了

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

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

必要 箇所
キャンパス開設時（平成29年4
月）に設置済

完了

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

案内表示のデータ等を掲載 ― ―
キャンパス開設時（平成29年4
月）より提供開始

完了

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

事務室に筆談用具及びiPadを設
置

3 セット
キャンパス開設時（平成29年4
月）に設置済

完了

6
人的対応・
こころのバ
リアフリー

雨天時、車椅子学生の合羽を預
かる等細かなサポートを実施

― ―  継続

7
人的対応・
こころのバ
リアフリー

施設利用のマナー等について入
学時のガイダンス等にて周知を
実施

― ―  継続

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

【進捗管理シート】建築物特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29年度～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　東洋大学

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 赤羽台1-7-11

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

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

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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

＜バリアフリー対応済の多機能トイレ＞　　＜iPadでの筆談対応＞　　　　　　　＜雨天時の合羽預かりサービス＞

R1年度末
事業内容

フラッシュライト等の設置

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

大きくわかりやすい案内表示の設置

WEBによる施設のバリアフリー関連情報等の提供

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

筆談用具の設置及び案内の表示

職員による案内やサポートなどの対応の充実

施設利用のマナー・ルール、エレベーターや
多機能トイレの優先利用の周知啓発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法



番号： 都市公園-01 地区： 浮間舟渡・北赤羽駅周辺

事業実施状況 進捗状況

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 園路 不陸の改修等 必要 箇所
平成28年度にトイレ周辺実施
済。令和2～3年度に主要園路を
改修予定

実施中

2 園路 必要 箇所
駅前広場、歩道等の整備状況等
を見ながら検討中

未着手

3 トイレ

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

2 箇所
平成28年度までに5棟中2棟の改
築を実施済。令和2～3年度で2棟
改築予定

実施中

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

2 箇所
平成28年度までに2棟の改築を実
施済み。令和2～3年度で2棟改築
予定

実施中

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

改修等に合わせ実施。 必要 箇所
音声案内等については必要性も
含め検討

未着手

6 休憩施設
改修等に合わせ、必要に応
じ実施。

必要 箇所 実施中

7 維持管理
清掃作業、点検等の定期的
な実施。

― ―  
日常的に清掃作業を実施
毎日トイレの施設点検を実施

継続

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

定期的な研修を実施 1 回/年  継続

１．施設名、路線名 すべて 都立浮間公園

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容

２．事業主体 すべて 東京都建設局東部公園緑地事務所

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 浮間2-31、2-32（北区内）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
基本的には福祉のまちづくりマニュアル等の規定は満たしているが、社会的な要請としてバリアフリーの推進が求められているた
め、ソフト事業を中心としながら、関係各所に働きかけ、ハード面についてもバリアフリー化に取り組む。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

R1年度末
事業内容

降雨時に不陸がある園路の改修

駅前広場、出入口から案内板への視覚障害者誘導用
ブロックの連続設置

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

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

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

日陰やベンチなどの休憩施設の確保

トイレ等の定期的な維持管理

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



＜入口部の段差を解消＞　　　　　　　 　＜改修後のトイレ＞　　　　　　 　＜ベビーチェア、オストメイト等を設置＞

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



番号： 交通安全-01 地区： 全体

事業実施状況 進捗状況

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 信号機等
別途、東京都公安委員会が
作成する交通安全特定事業
計画を参照

必要 箇所  
平成30年3月「北区バリアフ
リー交通安全特定事業計画」を
策定

実施中

2 信号機等
別途、東京都公安委員会が
作成する交通安全特定事業
計画を参照

必要 箇所  
平成30年3月「北区バリアフ
リー交通安全特定事業計画」を
策定

実施中

3 信号機等
別途、東京都公安委員会が
作成する交通安全特定事業
計画を参照

必要 箇所  
平成30年3月「北区バリアフ
リー交通安全特定事業計画」を
策定

実施中

4
違法駐車防
止のための
事業

放置駐車等の指導取締りと
違法駐車防止広報啓発活動
等の推進

― ―  継続

１．施設名、路線名 すべて 信号機等

【進捗管理シート】交通安全特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成29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 警視庁

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 ―

違法駐車車両の指導取締り等

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
音響式や経過時間表示式信号機、エスコートゾーンの設置等のバリアフリー化を順次進めている。今後も主要な生活関連経路に
おける交差点を中心に対策を行うとともに、必要な交通安全対策を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

R1年度末
事業内容

バリアフリー対応型信号機（音響式や経過時間表示
式等）の整備

エスコートゾーンの整備

標識、標示の高輝度化や信号機のＬＥＤ化

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

歩道がない生活関連経路を設定した場合、横断歩道や信号機等の整備が行えない場合がある。



番号： その他-06 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況 進捗状況

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

1 歩道等 随時対応 必要 箇所  継続

2 歩道等 エレベーター等設置 1 基 未着手

3 歩道等
ポール部分の蛍光色テープ
チェーン部への注意喚起で
対応済

必要 箇所  
ポール部分の蛍光色テープ
チェーン部への注意喚起で対応
済

継続

4
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

随時対応 必要 箇所  継続

5 公衆トイレ
福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所 完了

6 公衆トイレ
福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所 完了

7 公衆トイレ
福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所 完了

8 公衆トイレ
福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所 完了

9 公衆トイレ
福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所 完了

10 公衆トイレ
福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所 完了トイレの案内表示の改修

R1年度末
事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消

エレベーターの設置（東台橋付近）

車いす使用者用トイレの改修

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

ＪＩＳ規格に適合した洗浄ボタン等の配置

低い位置への荷物台や荷物掛けの設置

車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設
置

公衆トイレ付近のチェーンの改善

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

７．事業計画及び事業実施状況

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

事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期

視覚障害者誘導用ブロックは設置されているが、不要なブロックが撤去されていないなど混乱を招く設置状況である。トイレは
車いす使用者用トイレが設置されているが、移動等円滑化基準に適合していない。平成31年から令和3年に予定しているバリアフ
リー化工事にて改善を図る。

―

―

特定事業等の実施時期
　[短期]平成30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

２．事業主体 すべて

３．事業区間 道路管理者

【進捗管理シート】その他事業計画

JR田端駅北口駅前広場

―

東京都建設局　第六建設事務所　/　北区　土木部

項目 該当事業者

１．施設名、路線名 すべて

内容



11 公衆トイレ
福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所 完了

12 公衆トイレ
福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所 完了

13 公衆トイレ
福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所  完了

トイレの洋式化

自動水栓への改修

一般トイレのボタンの改修

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


