
② 路線バス・コミュニティバスの共通の配慮事項 ※赤字で記載されているものは区民意見等に関連する配慮事項を示しています。

1 車両 継
車いすの方やベビーカーご利用のお客様を含めて、誰も
が利用しやすいバスを目指します。

2 継
ベンチや上屋が設置可能な停留所の中から、利用状況等
を勘案し、順次設置を進めています。

3 継
区や道路管理者等とも連携して、安全性と利便性
に配慮した停留所を設置するよう努めていきま
す。

4 継
区や道路管理者等とも連携して、案内表示の充実に向け
て取り組んでいきます。

5 継
接近表示装置が設置可能な停留所の中から、利用状況や
運行回数等を勘案し、順次設置を進めています。

6 継
道路状況等により正着が難しい場合もありますが、お客
様の安全確保を第一に、可能な限りバス停に正着するよ
う努めていきます。

7 継
乗務員への研修を定期的に行うとともに、必要な
場合は個別指導を行うなど、接遇の向上に努めて
います。

8 継
全車両に筆談具を設置しており、それを分かりや
すく示していきます。

9 継
車内ステッカー等により、バス利用マナーやルール等に
ついて、お客様への啓発に努めていきます。

③ 施設個別の区民意見等と検討依頼事項

10
赤羽駅

バス乗降場
バス停への正着やニーリング（車両を傾けて段差を緩和す
る）の徹底。

継
道路状況等により正着が難しい場合もありますが、お客
様の安全確保を第一に、可能な限りバス停に正着するよ
う努めていきます。

11
赤羽駅東口
バス乗降場

バス乗降場の番号や行先案内が大きくわかりやすい表示への
改善。（道路管理者等と連携）

継
区や道路管理者等とも連携して、より分かりやすい案内
サインを設置できるよう努めていきます。

12
赤羽駅東口
バス乗降場

同上 継
区や道路管理者等とも連携して、案内表示の充実に向け
て取り組んでいきます。

13
赤羽駅東口
バス乗降場

バス運行情報を表示・検索できる電光掲示板の設置。（道路
管理者等と連携）

継
区や道路管理者等とも連携して、案内表示の充実に向け
て取り組んでいきます。

⑤ 実施に際し配慮すべき事項等

対応方針番号 項目

バスの停車位置が停留所から離れている。（正着していない）

バス乗降場の乗り場について、行先がわかりにくいので、JRの
ように大きな数字や文字がほしい。

バスロータリー内のバス停への経路がわかりにくい。

浦和駅のようなバスの時刻表や行き先が検索できる情報ボード
がほしい。

施設個別の区民意見等 施設個別の検討依頼事項

バス乗降場・
停留所

案内設備・情報の
バリアフリー

人的対応・
こころと情報の
バリアフリー

バス利用のマナー・ルール等について、利用者への啓発を行う。

筆談用具を設け、わかりやすい位置に筆談用具の設置を示す案内を表示する。

多様な利用者への適切な対応について職員の教育を実施し、職員による案内やサポートなどの対応を充実する。

バス接近表示システムの導入（音声案内・電光表示）を促進する。

バス停への正着やニーリング（車両を傾けて段差を緩和する）を徹底する。

対応方法
（具体的な内容または対応困難な理由）

車両のノンステップ化や車いす使用者やベビーカー利用者が利用しやすい広めの乗降口の確保など、バリアフリー化された車
両への代替を促進する。

バス停にベンチや屋根を設置するなど、十分な待合スペースを確保する。（道路管理者との連携）

バス停を設置する歩道は、バスが正着（停留所に寄せてまっすぐ停車）しやすく、車両との段差が生じない構造に改良すると
ともに、乗降口の位置がわかるように視覚障害者誘導用ブロックを設置する。（道路管理者との連携）

バス乗降場や停留所における案内を充実する（わかりやすい路線図、ノンステップバス運行の表示、多言語表記など）。

対応方針
対応方法

（具体的な内容または対応困難な理由）

公共交通②-01 路線バス（都営バス）

番号 項目 路線バス・コミュニティバスの共通の配慮事項

対応方針凡例
短：短期的（H29年度～H32年度）な対応を検討
中：中期的（H33年度～H37年度）な対応を検討
長：長期的（H38年度以降）な対応を検討
継：継続的な実施を検討（ソフト対策など）
×：対応困難（構造面or費用面orその他）
－：対応済み、もしくはH28年度中に実施予定
＊：該当しない・不明

参考資料１



② 道路の共通の配慮事項 ※赤字で記載されているものは区民意見等に関連する配慮事項を示しています。

1 ＊ 不明

2 ＊ 不明

3 ＊ 該当しない。（北区の占用の際には協議）

4 継

排水状況を確認し冠水の影響ない歩行者の通行が
想定される場所の側溝の蓋（グレーチング）など
は、白杖や車いす使用者の移動の障害とならない
よう、目の細かいものなどにする。

5 ×
日陰は街路樹により対応、ベンチは道路法上設置
は困難

6 ＊ 可能性の検討が必要

7 ＊ 該当しない。（北区の占用の際には協議）

8 継
バス管理者の占用協議において、歩道の安全性や
地域に配慮し、バス停にベンチや屋根を設置し、
十分な待合スペースを確保するよう指導する。

9 継

バス管理者の占用協議において、バス停を設置す
る歩道は、バスが正着（停留所に寄せてまっすぐ
停車）しやすく、車両との段差が生じない構造に
改良するとともに、乗降口の位置がわかるように
視覚障害者誘導用ブロックを設置するよう指導す
る。

10 タクシー乗降場 ＊
該当しない。（タクシーセンター占用の際に協
議）

11 短

視覚障害者誘導用ブロックは、JIS規格に適合した
ものとし、舗装面との色の差による見やすさに配
慮するとともに、経年劣化しにくい方法で設置す
る。

12 ＊ 該当しない。

13 ＊ 該当しない。

14 ＊ 該当しない。

15 ＊ 該当しない。

16 ＊ 該当しない。

17 ＊ 該当しない。

18 ＊ 不明

道路-赤-01 都道445号

番号 項目 道路の共通の配慮事項 対応方針
対応方法

（具体的な内容または対応困難な理由）

歩道の傾きやがたつきを解消し、平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間を整備する。

バス乗降場・
停留所

バス停にベンチや屋根を設置し、十分な待合スペースを確保する。（バス事業者との連携）

バス停を設置する歩道は、バスが正着（停留所に寄せてまっすぐ停車）しやすく、車両との段差が生じない構造に改良すると
ともに、乗降口の位置がわかるように視覚障害者誘導用ブロックを設置する。（バス事業者との連携）

歩道等

視覚障害者誘導用
ブロック

視覚障害者誘導用ブロックは、JIS規格に適合したものとし、舗装面との色の差による見やすさに配慮するとともに、経年劣化
しにくい方法で設置する。

沿道の生活関連施設の利用状況やニーズを考慮し、必要に応じて施設入口へ誘導するブロックを設置する。（施設管理者と連
携）

タクシー乗降場を設置する歩道は、車いすでも座席の直近まで接近できるように、歩車道境界の段差を少なくする（２㎝を標
準）。

横断歩道接続部の勾配を解消し（5～8％以下）、車いす使用者が安全に滞留できるスペースを整備する。

地形などにより高低差が伴う場合には、垂直方向の移動などによる負担を少なくするよう、エレベーターなどの整備も含めて
検討する。

歩行者の通行が想定される場所の側溝の蓋（グレーチング）などは、白杖や車いす使用者の移動の障害とならないよう、目の
細かいものなどにする。

歩行者等の通行の支障とならない範囲で、日陰を確保したり、ベンチ等の休憩施設の設置に努める。

歩道の安全性を高めるため、自転車走行空間整備を推進する。

駅前広場では、駅出入口から各乗降場等への連続した屋根を設置し、わかりやすい位置に乗り場や行き先のわかる総合案内板
等を設置する。

歩道のない道路

コミュニティ道路整備を進めるなど、歩行者が安全かつ安心して利用できる道路環境を整備する。

路肩の拡幅や平坦化、ガードレールの設置、舗装のカラー化、一方通行化、駐停車抑制策など、経路の実情に合った交通安全
対策を検討する。（交通管理者と連携）

歩行者の通行が想定される場所の側溝の蓋（グレーチング）などは、白杖や車いす使用者の移動の障害とならないよう、目の
細かいものなどにする。

バス停留所を設置する道路は、安全な待合空間を確保する。（バス事業者と連携）

安全対策

長く続く坂道では、車いすなどが一時停止できる平坦部や手すり、ベンチの設置などに配慮する。

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に配慮する。



19 継
多様な利用者に配慮した公共サイン等の改修を進
める。（北区都市計画課ほか）

20 ＊ 該当しない。（北区の占用の際には協議）

21 ＊ 該当しない。（北区の占用の際には協議）

22 短
舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植
栽の枝などの適切な維持管理に配慮する。

23 継
工事中なども多様な利用者が困ることのないよ
う、安全に通行できる幅員の確保や凹凸の除去、
安全な通行位置への誘導などに配慮する。

24 継
視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看
板、商品陳列等の不法占用物への指導を行い、適
切な機能を確保する。

25 継
 自転車通行環境整備と通行ルールの啓発を推進
し、歩行者の安全性を向上させる。（交通管理者
と連携）

26 継
駅周辺の放置自転車対策を積極的に行い、歩行環
境を向上させる。

③ 経路個別の区民意見等と検討依頼事項

④ 上記以外で今後実施する予定のバリアフリー関連事業

番号 項目 対応方針

⑤ 実施に際し配慮すべき事項等

案内設備・情報の
バリアフリー

生活関連経路上の主要な箇所（駅周辺、主要交差点、主要な生活関連施設付近の交差点など）に、多様な利用者に配慮した見
やすく近づきやすい案内表示の設置に努める（必要に応じて点字表示・音声案内など）。

エレベーターやスロープなどの案内は、ピクトグラムなどを活用した大きくわかりやすいものを設置する。

視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕組みや表示方法等を検討する。

維持管理

舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理に配慮する。

工事中なども多様な利用者が困ることのないよう、安全に通行できる幅員の確保や凹凸の除去、安全な通行位置への誘導など
に配慮する。

普及・啓発

視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導を行い、適切な機能を確保する。

自転車通行環境整備と通行ルールの啓発を推進し、歩行者の安全性を向上させる。（交通管理者と連携）

駅周辺の放置自転車対策を積極的に行い、歩行環境を向上させる。

なし

具体的な事業内容

なし

番号 項目 経路個別の区民意見等 経路個別の検討依頼事項 対応方針
対応方法

（具体的な内容または対応困難な理由）



② 建築物・路外駐車場の共通の配慮事項 ※赤字で記載されているものは区民意見等に関連する配慮事項を示しています。

1 長

道路と主要出入口の段差解消済、歩道上から出入
口までの視覚障害者誘導用ブロック設置済。出入
口から建物内の案内施設までの視覚障害者誘導用
ブロック設置については検討する。

2 済 主要出入口は自動ドア・幅の確保済

3 済 対応済

4 済 対応済

5 長
段鼻の色の強調は対応済。手すりについては、片
側に設置済。手すりの両側設置および２段手すり
について検討する。

6 済 設置済

7 長 エレベータの交換を含めて検討する。

8 済 各階に多機能トイレ設置済

9 長
利用の現状からは必要性は薄いが、施設の利用計
画など将来の変動要因を含めて検討する。

10 済 多機能トイレについては、自動水洗以外は対応済

11 長
多機能トイレは設置済。一般トイレについては検
討する。

12 長
利用の現状からは必要性は薄いが、施設の利用計
画など将来の変動要因を含めて検討する。

13 長
多機能トイレは設置済。一般トイレについては検
討する。

14 短 大きく分かりやすい案内表示の設置に取り組む。

15 短
ＨＰにより利用についての具体的情報を充実させ
発信していく。

16 長
利用の現状からは必要性は薄いが、施設の利用計
画など将来の変動要因を含めて検討する。

17 短
エレベーターや多機能トイレの優先利用の周知啓
発に取り組む。

18 済 障害者専用駐車場設置済

19 済 現状問題なし。

建築物①-05 赤羽会館・赤羽地域振興室・赤羽健康支援センター・赤羽図書館・赤羽高齢者あんしんセンター

番号 項目 建築物・路外駐車場の共通の配慮事項

車いす使用者が円滑に利用できる多機能トイレを設置する（十分な広さ、可動式手すり、オストメイト対応設備、大型ベッド
の設置など）。

対応方針
対応方法

（具体的な内容または対応困難な理由）

道路と建築物の連続性に配慮し、段差を解消するとともに、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
導用ブロックを設置する。（道路管理者と連携）

主要な出入口は自動ドアなど通行しやすい扉とし、車いす使用者やベビーカー利用者等に配慮した幅を確保する（８０㎝以
上）。

主要な通路は、物や設備などで狭くならないように配慮する（１２０㎝以上）。

主要な通路に段差がある場合はスロープを設置するなどして段差を解消する。

階段は、両側に２段手すりを連続的に設置するとともに、段鼻の色を強調し、段を識別しやすいようにする。

２階以上の施設には、エレベーターを設置する。

エレベーターは、車いすが複数乗れる十分な広さとし、足下まで見える鏡や浮き彫り表示のボタン、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、安心して障害者が利用できる構造とする。

利用者が多い施設では、一般トイレへのオストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置、ベビーカーで入れる便房の確保などに
より、多機能トイレに利用が集中しないようにする。

自動水洗の導入やＪＩＳ規格にあわせた形状・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
置する。

多機能トイレや一般トイレの個室に設ける荷物台や荷物掛けは、車いす使用者や高齢者等の利用に配慮し、低い位置に設置す
る。

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。

多機能トイレと一般トイレの個室に、非常呼び出しボタンを設置する。

施設内の配置図やバリアフリー化された経路、非常口、施設内のバリアフリー設備等の情報がわかる案内図や、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設置する。

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する。

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

エレベーターや多機能トイレは、移動や施設の利用に制約がある人が優先して使えるように配慮し、利用者への周知などを行
う。

施設の出入口付近に十分な広さの車いす使用者用駐車施設（幅３５０㎝以上）を設置し、案内をわかりやすく表示するととも
に、適切な利用を促すように利用者への啓発を行う。

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に配慮する。

出入口・
敷地内通路
（屋外）

建物内通路

上下移動

トイレ

案内設備・情報の
バリアフリー

駐車場・駐輪場



20 済 設置済

21 済
貸出用車いすについては対応済（ベビーカー設置
は無し）。

22 済 会館２階に赤ちゃん休けい室を設置済。

23 ＊  

24 ＊  

25 長 ブロックの設置を検討する。

26 短 会館に内での適切な対応方について研修等を実施

27 短 赤羽会館として統一して取りくむ。

28 済 利用機会等を捉えた周知等を行っている。

③ 施設個別の区民意見等と検討依頼事項

29 出入口 喫茶店のわきの出入口の段差の解消。 済 踏み台を置いて段差解消済。

30 出入口
主要な出入口は自動ドアなど通行しやすい扉とし、車いす使
用者やベビーカー利用者等に配慮した幅の確保。（８０㎝以
上）

済 主要な出入口は自動ドア設置。

31
小ホール
出入口

小ホールの出入口の段差の解消。 短 段差対策に取り組む。

④ 上記以外で今後実施する予定のバリアフリー関連事業

番号 項目 対応方針

⑤ 実施に際し配慮すべき事項等

受付・窓口や記入台は、車いす使用者が利用しやすい構造のものを１つ以上設置する（座位用、膝が入る構造）。

対応方法
（具体的な内容または対応困難な理由）

貸出し用の車いすやベビーカー等を設置し、案内を表示する。

授乳室やおむつ交換台、ベンチを設置する。

商業施設では、車いすでも利用しやすい幅の広いレジレーンを設け、優先して利用できるように配慮する。

区民事務所や病院などの順番待ちが生じる施設では、電光表示や呼出受信機を導入し、音声と文字情報で案内するなど、聴覚
障害者や視覚障害者に対応した呼び出し方法に配慮する。

施設個別の区民意見等 施設個別の検討依頼事項

選挙の立会人として赤羽会館で期日前投票をした際、北東の角
の入口は投票時に閉鎖となり、もう一つ喫茶店のわきの出入口
には段差があるため、赤羽郵便局側から来ると北側までぐるっ
と回る必要がある。常時ではないが、そういったところで苦労
されている方がいることを知ってほしい。

施設出入口から受付・窓口までの経路に視覚障害者誘導用ブロックを設置し、受付・窓口からは職員・従業員等が対応するな
ど、連続的な誘導に配慮する。

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
実する。

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する。

施設利用のマナー・ルール等について、利用者への啓発を行う。

具体的な事業内容

なし

４階の通路と小ホールへの出入口に段差があるが階段のみのた
め、スロープ等の段差解消をしてほしい。

対応方針番号 項目

入口はドアが重たい。

その他設備

人的対応・
こころと情報の
バリアフリー



② 都市公園の共通の配慮事項 ※赤字で記載されているものは区民意見等に関連する配慮事項を示しています。

1 済
福祉のまちづくりマニュアル等の規定はクリアし
ている。

2 ＊ 設置の予定なし

3 短
平板舗装部は対応済。土系舗装部は、随時補修工
事を実施。降雨時に不陸がある園路の改修を検
討。

4 済 段差は補修工事済。急な勾配はない。

5 済 120㎝以上確保している。

6 トイレ 短 トイレ改築に合わせて改修していく。

7
案内設備・情報の
バリアフリー

中 案内板の改修に合わせて検討していく。

8 短
日除けシートの設置等を実施済。追加設置を検討
中。

9 済 設置済

10 済 日常業務で実施中

11 済  

12 ＊

13 済 日常業務で実施中

14 短

③ 施設個別の区民意見等と検討依頼事項

15 出入口
二輪車進入禁止柵を設ける場合は、車いす使用者やベビー
カー利用者に配慮した構造。

＊
福祉のまちづくりマニュアル等の規定はクリアし
ているが、今後の改修等で検討していく。

16 出入口
駅前広場から出入口、園内の主要な施設まで連続した視覚障
害者誘導用ブロックの設置。

長
道路管理者と協議しながら、利用状況等を勘案し
検討していく。

都市公園-01 都立浮間公園

番号 項目 都市公園の共通の配慮事項

二輪車進入禁止柵を設ける場合は、車いす使用者やベビーカー利用者に配慮した構造とする。

主要な園路は平坦で固くしまっていて滑りにくい路面とする。

対応方法
（具体的な内容または対応困難な理由）

敷地境界の段差を解消し、十分な幅員を確保する（９０㎝以上）。

主要な園路には段差や急な勾配を設けない。

主要な園路は車いす使用者等が通るのに十分な幅員を確保する（１２０㎝以上）。

車いす使用者が円滑に利用できる多機能トイレを設置する（十分な広さ、可動式手すり、オストメイト対応設備、大型ベッド
の設置など）。

対応方針
対応方法

（具体的な内容または対応困難な理由）

東側の出入口の車止め部分は車いすでの通行は可能だが、やや
狭い。電動車いすでは通れない。

番号 項目 施設個別の区民意見等 施設個別の検討依頼事項 対応方針

視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていないので、バス停か
ら公園にかけてはとくに敷設してほしい。

出入口

園路

休憩施設

維持管理

人的対応・
こころと情報の
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の教育を実施し、職員による案内やサポートなどの対応を充実する。

筆談用具を設け、わかりやすい位置に筆談用具の設置を示す案内を表示する。

車いす使用者等が利用しやすい構造の水飲み場を設置する。

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などは適切な維持管理によりいつでも安心して使えるように配慮する。

多機能トイレの時間規制について、利用者のニーズを踏まえた運用方法を検討する。

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

バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報がわかる案内図や、ピクトグラムなどを活用した大きくわかりやすい
案内表示を設置する（必要に応じて点字・音声案内、パンフレットの設置など）。

日陰となる場所やベンチ等の休憩施設を設置する。



17 園路 同上 長 利用状況等を見ながら検討していく。

18 多機能トイレ
出入口前のスロープを改善し、車いすが転回できる広さの平
坦部の設置。

短 トイレ改築に合わせて改修していく。

19 多機能トイレ 同上 短 同上

20 多機能トイレ
車いす使用者が円滑に利用できる多機能トイレへの改善（十
分な広さ、可動式手すり、オストメイト対応設備、大型ベッ
ドの設置など）。

短 同上

21 多機能トイレ
ＪＩＳ規格にあわせた形状・配置などを考慮し、利用者が便
座から届く適切な位置へのペーパーやボタン等の配置。

短 同上

22 多機能トイレ 鏡は、車いす使用者が足下まで確認できる位置への改善。 短 同上

23 多機能トイレ
便座からだけでなく、床に転倒したときにも届く低い位置へ
の呼び出しボタンの設置。また、カバーの改善。

短 同上

24 多機能トイレ 十分な照度の確保。 短 同上

25 一般トイレ
女子トイレの破損箇所の措置。また、和式トイレの洋式トイ
レへの変更。

短 同上

26 一般トイレ 乳幼児用設備（ベビーチェアなど）の設置。 短 同上

27 一般トイレ 出入口の床面に水が溜まらない構造への改善。 短 同上

28
案内・情報の
バリアフリー

授乳室を示すわかりやすい案内の表示。 中 案内板の改修に合わせて検討していく。

29
案内・情報の
バリアフリー

バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報につ
いて、大きなピクトグラムを活用し、わかりやすくなるよう
案内板への改修。

中 同上

30
案内・情報の
バリアフリー

道路からもわかりやすい位置に案内板を移設し、道路から連
続した視覚障害者誘導用ブロックの設置。

中 同上

31
案内・情報の
バリアフリー

視覚障害者が触知案内図の位置を容易に認識できるような、
わかりやすい表示方法への改善。また、音声案内の設置。

中 同上

32
案内・情報の
バリアフリー

同上 中 同上

33 維持管理
園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理に
よるいつでも安心して使えるような配慮。

継 利用状況を見ながら清掃回数を見直していく。

34 維持管理 同上 短 トイレ改築に合わせて改修していく。

35
人的対応・

こころと情報の
バリアフリー

出入口にインターホンやパンフレットへの設置など、職員に
よる案内や情報提供、サポートなどの対応の充実。

インターホン等の設置は困難であるが、管理所に
来訪しやすい方法を検討していく。

出入口がスロープになっていて平坦部がないので、車いす使用
者がスロープ上で止まってドアを開けるのは困難である。

出入口付近にくぼみがあり水がたまっている。

電動車いすでは少し狭い。

ペーパーの位置が元はもっと高く、低くされた形跡があるが約
100ｍｍと高い。

人による案内があると助かるので、インターホン等があると良
い。

多機能トイレはあまり清潔でない。

女子トイレは１つが壊れていて、１つは和式トイレしか無い。

一般トイレは古くて暗いので、明るくきれいにしてほしい。

出入口には水がたまっている。

管理事務所に授乳室があるので、案内板などに表示があると良
い。

案内板はボタンを押すと音声で説明してくれるような機能がほ
しい。

ベビーチェアが無い。

鏡が設置されているが、下枠が118ｍｍと高い位置にある。

呼び出しボタンが１つしかない。また、壊れかけているのか、
カバーがなさそうである。

周囲の明るさに応じて電気がつくタイプであり、雨の日などは
電気がつかず暗い。

案内板の前にだけ視覚障害者誘導用ブロックがあるが、出入口
から連続して敷設されていると良い。

案内板のだれでもトイレの表示が後付で分かりにくい。大きな
地図上に表示するべき。

触知案内板があったが、大きな看板の一部なのですぐにわから
ない。

案内板が入口から離れているので場所がわかりにくい。



② 信号機等の共通の配慮事項 ※赤字で記載されているものは区民意見等に関連する配慮事項を示しています。 赤羽警察署 警視庁

1 中
必要な場所については、設置するように警
視庁本部交通管制課とともに検討してい
く。

（補足）全ての交差点に信号機を設置する
わけではないため、修文案を作成しまし
た。

2 継

押しボタンのボックスの設置場所について
はある程度決まっているが、利用者の声も
ききながら、わかりやすく安全な位置への
設置に努める。

短
常に配慮して整備しています。整備できて
いない場所があれば外的要因によると考え
られます。

3 中

必要な場所については、歩行者用信号の延
長等を推進する。なお、信号機は個別の交
差点で判断せず、隣接信号機とのサイクル
と交通流を考えながら秒数を設定しなけれ
ばならないので、警視庁本部交通管制課と
ともに個別の箇所について検討していく。

短
高齢者、障害者が安全に横断できるよう、
適切な青時間を確保するための信号調整を
検討します。

4 長

信号機はすべてをLED化する予定である。
標識の高輝度化については、必要な場所は
実施を検討する。（なお、標示については
高輝度の溶着がない）

済
（補足）現在のところ今年度完了予定です
が、来年度にずれ込む可能性もあります。

5 中

必要な場所については設置するように警視
庁本部交通管制課とともに検討していく。
なお、隣接横断歩道との距離が近い場合
や、交通の安全円滑等から困難なことがあ
り、個別に検討していく。

短
主要な生活関連経路上に横断歩道の設置を
進めます。

6 中
必要な場所については設置するように警視
庁本部交通管制課とともに検討していく。

短
（補足）署からの上申等に基づいて対応し
ます。

7 安全対策 継
道路管理者と連携して効果的な交通安全対
策を検討・実施していく。

8 普及・啓発 済
道路管理者と連携した広報啓発活動を推進
しており、今後も継続して推進する。

③ 施設個別の区民意見等と検討依頼事項

9 信号機等
生活関連経路上の交差点には、音響式や経過時間表示機能式
などのバリアフリー化された信号機の設置。

継
必要な場所については、できる限り多く設
置する。

短 計画的に実施中。

10 信号機等 同上 継
必要な場所については、できる限り多く設
置する。

短 計画的に実施中。

11 信号機等
標識、標示の高輝度化や信号機のＬＥＤ化による見やすさの
向上。

長

信号機はすべてをLED化する予定である。
標識の高輝度化については、必要な場所は
実施を検討する。（なお、標示については
高輝度の溶着がない）

済
ＬＥＤ化は対応する方針で整備中です。背
面板等は信号機の障害発生の要因となるた
め、現在以上の逆光対策は困難です。

12 信号機等 交差点へのシグナルエイドに対応した送受信機の設置。 継

必要な場所については、できる限り多く設
置するよう検討する。なお、現在当署にお
いては146基の信号機が設置されている
が、シグナルエイドに対応した信号機は10
基と少ないため、今後、本部交通管制課と
増設を検討する。

短 計画的に実施中。

対応
方針

対応方法
（具体的な内容または対応困難な理由）

対応方針
対応方法

（具体的な内容または対応困難な理由）
対応方法

（具体的な内容または対応困難な理由）

全体的に音響式信号機を増やしてほしい。

信号機はＬＥＤになって見やすくなった。引き続き全部更新し
てほしい。眩しさを抑えるため、逆光を遮る工夫があるとよ
い。

交差点でシグナルエイドを使えるようにしてほしい。

信号機について、音響式信号機や時間表示式信号機を設置して
ほしい。

番号 項目 施設個別の区民意見等 施設個別の検討依頼事項

対応
方針

対応方針

横断歩道

生活関連経路上の交差点には、横断歩道の設置を進める。

駅前などの混雑する交差点や複雑な形状の交差点には、歩道の視覚障害者誘導用ブロックと連続したエスコートゾーンを設置
する。

歩道のない道路では、路肩の拡幅や平坦化、ガードレールの設置、舗装のカラー化、一方通行化、駐停車抑制策など、経路の
実情に合った交通安全対策を検討する。（道路管理者と連携）

自転車利用者へのルール・マナーの啓発を推進する。（道路管理者と連携）

対応方法
（具体的な内容または対応困難な理由）

信号機等

生活関連経路上の信号機は、音響式や経過時間表示式などのバリアフリー対応型信号機を設置する。

音響式信号機の設置に際しては、視覚障害者の利用を想定し、わかりやすく安全な位置への押ボタンの設置に配慮する。

高齢者、障害者が安全に横断できるよう、適切な青時間を確保する（歩行者用青信号の延長など）。

標識、標示の高輝度化や信号機のＬＥＤ化により見やすさを向上する。

交通安全-01 信号機等

番号 項目 信号機等の共通の配慮事項



13 横断歩道
駅前などの混雑する交差点や複雑な形状の交差点には、歩道
の視覚障害者誘導用ブロックと連続したエスコートゾーンの
設置。

継

必要な場所については、できる限り多く設
置する。なお、エスコートゾーンを設置す
るには、横断歩道前に点状ブロックの設置
や音響式信号機の設置が必要になるため、
警視庁本部交通管制課及び道路管理者とと
もに検討する必要がある。

（補足）署からの上申等に基づいて対応し
ます。

14 横断歩道 同上 長

必要な場所については、できる限り多く設
置する。なお、エスコートゾーンを設置す
るには、横断歩道前に点状ブロックの設置
や音響式信号機の設置が必要になるため、
警視庁本部交通管制課及び道路管理者とと
もに検討する必要がある。

（補足）署からの上申等に基づいて対応し
ます。

15
＜赤羽＞

西口駅前広場
歩道の視覚障害者誘導用ブロックと連続したエスコートゾー
ンの設置。（赤羽駅西口駅前広場）

中 設置に向け検討する。
（補足）署からの上申等に基づいて対応し
ます。

16
＜赤羽＞

東口駅前広場
音響式信号機の設置。 短 設置に向け、本部交通管制課に上申する。

（補足）署からの上申等に基づいて対応し
ます。

17
＜赤羽＞

イトーヨーカドー
前

音響式信号機の設置。 短 設置に向け、本部交通管制課に上申する。
（補足）署からの上申等に基づいて対応し
ます。

18
＜赤羽＞

赤羽区民事務所前
交差点

音響式信号機の設置。 短 設置に向け、本部交通管制課に上申する。
（補足）署からの上申等に基づいて対応し
ます。

19
＜赤羽＞

池田医院前
歩行者等への横断禁止に関する啓発の推進。または、横断歩
道の設置の検討。

短
現在、道路改良に伴い、横断歩道、信号機
を設置予定ある。

済 道路整備に合わせて整備予定です。

20
＜赤羽＞

赤羽交差点
青時間の延長の検討。または、歩行者が安全に横断できるよ
う音響や経過時間表示機能の設置。

短 設置に向け、本部交通管制課に上申する。
（補足）署からの上申等に基づいて対応し
ます。

21
＜赤羽＞

赤羽交差点
同上 短 設置に向け、本部交通管制課に上申する。 短

高齢者、障害者が安全に横断できるよう、
適切な青時間を確保するための信号調整を
検討します。

22
＜赤羽＞

赤羽交差点
同上 短

設置に向け、本部交通管制課に上申する。
②については、交差点直近は住宅街になっ
ているため、苦情の恐れもあるため困難で
ある。

短

①設置条件に問題がなければ対応します。
②署からの上申等に基づいて対応します。
（補足）ピヨピヨ、カッコウについては、
警察庁から指針として定められたもので全
国的な統一を図っていくべきものです。そ
の上で、メロディの仕様は個別に対応する
こととなります。また、残り時間で横断の
可否を判断すべきではありません。

23
＜浮間＞

浮間舟渡駅
駅前広場

音響式信号機の設置。 短 設置に向け、本部交通管制課に上申する。
（補足）署からの上申等に基づいて対応し
ます。

24
＜浮間＞

浮間公園前
音響式信号機の設置。 短 設置に向け、本部交通管制課に上申する。

（補足）署からの上申等に基づいて対応し
ます。

25
＜浮間＞

北赤羽駅周辺
音響式信号機の夜間利用が可能となるような調整。 ＊

付近住民の苦情防止の措置であると思われ
る。

（補足）署からの上申等に基づいて対応し
ます。なお、騒音問題があるため原則とし
て24時間運用はしていません。

④ 上記以外で今後実施する予定のバリアフリー関連事業

番号 項目
対応
方針

対応
方針

26
道路標識及び道路
標示の設置に関す
る事業

継

27
違法駐車の防止の
ための事業

継

⑤ 実施に際し配慮すべき事項等

○　信号機等の整備に当たっては、支障物の移設が必要となる場合が有り、道路管理者及び占用企業者の協力が必要となります。基本構想作成部署におかれましては、道路管理者への積極的な協力要請をお願いし
ます。
○　歩道がない場所が生活関連経路として設定されても、横断歩道や信号機等の整備が行えない場合があります。

交差点では音響式信号機が設置されていない。また、押しボタ
ンもないため、夜間には使用できない。

浮間公園前の横断歩道は、音響式信号機を設置してほしい。

環八をわたる横断歩道の信号機が、夜間に音声案内が止まって
しまう。

具体的な事業内容

○道路標識の超高輝度化による視認性向上
○道路標示の適切な補修
上記事業を交通安全特定事業計画に記載予定

○横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車車両の指導取締りの実施
○歩道及び視覚障害者誘導用ブロック上の自動二輪車等の違法駐車の指導取締りの実施
○違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動の実施
上記事業を交通安全特定事業計画に記載予定

イトーヨーカドー前の横断歩道に音響式信号機を設置してほし
い。

赤羽区民事務所前の交差点に音響式信号機を設置してほしい。

池田医院とイトーヨーカドー、アピレの交差点は、信号がない
にもかかわらず横断者が多く、危険を感じる。横断をより強く
禁止するか、信号・横断歩道の設置が望ましい。

交差点のつくりが複雑（６車路？）であるため、視覚障害者等
は自分のいる位置の把握が難しく横断が困難である。

青時間が短く、車いす使用者や高齢者等は渡りきることができ
ない。

青時間を延長してほしいが、交通量が多いためなかなか難しい
と考えられるため、以下の２点を早急に対応してほしい。
①残り時間表示機能を付けて、青時間が視覚的にわかるように
する。
②音響式信号機を設置して、視覚障害者の方が横断できるよう
にする。「カッコウ」「ピヨピヨ」ではなく、多少短くてもメ
ロディがある音の方が感覚的に残り時間がわかりやすいので良
い。

エスコートゾーンがあると良い。特に、車線の多い幹線道路や
不整形な交差点、立体交差等音響の複雑な交差点の横断には設
置してほしい。

北赤羽駅前の環八との交差点や赤羽岩淵駅そばの赤羽交差点、
姥が橋の交差点は交通量が多く、交差点の形もやや不整形なの
でエスコートゾーンが必要である。また、赤羽駅東口のLala
ガーテン前のスクランブル交差点も人の流れが複雑なため、エ
スコートゾーンがあると良い。また、環七・環八を渡る、また
は下を通る横断歩道はいずれも横断距離が長いので、エスコー
トゾーンを設置してほしい。高架下は音響も複雑なこともその
理由である。

横断歩道にエスコートゾーンを設置してほしい。

音響式信号機がない。


