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 「高齢者、障害者等」は、バリアフリー法の解説では「高齢者、障害者、妊産婦、けが人等」とされて

いるが、乳幼児同伴者など、子育てをしている人も移動や施設の利用に制約があることから、交通政策

基本法の趣旨も踏まえ、対象者として含めて検討を進めている。
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第１章 地区別構想の策定にあたって

１．地区別構想策定の趣旨

本格的な超高齢社会を迎える中、「ノーマライゼーション」の理念に基づき、高齢者、障害者等

の物理的、社会的、制度的、心理的、情報面などのさまざまな社会生活上の障壁（バリア）を除去

（フリー）し、障害のない人と同じように自立した日常生活や活動ができる社会を実現することの

重要性はますます高まっている。 

北区では、平成14年に「北区交通バリアフリー基本構想」を策定し、おおむね平成22年度ま

でを整備目標にバリアフリー整備に取り組んできたが、平成18年に施行された通称「バリアフリ

ー法」やその後の社会情勢の変化を踏まえ、より重点的かつ一体的なバリアフリー化を進めるため、

平成27年度に「北区バリアフリー基本構想【全体構想】（以下「全体構想」）」を策定した。 

この全体構想に基づき、引き続き「北区バリアフリー基本構想【地区別構想】（以下「地区別構

想」）」を策定し、個別の重点整備地区における具体的なバリアフリー化施策を定めて事業を推進

していくものである。 

２．全体構想の概要

バリアフリー法の改正や、交通政策基本法における妊産婦や乳幼児同伴者のための施策の位置づ

け、障害者権利条約並びに障害者差別解消法における障害を理由とする差別の禁止及び合理的な配

慮の義務化、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた最先端のユニバーサルデザイン

化推進などの社会情勢を踏まえ、平成27年度に北区全域を対象とした指針となる全体構想を策定

した。 

全体構想では、北区バリアフリー基本構想（以下「基本構想」）策定の基本方針を設定し、おお

むね10年後（平成37年度）を目標年次としている。また、地区別構想に関する基本的な事項と

して重点整備地区設定の考え方を示し、各駅周辺の現況調査結果を踏まえておおむねの重点整備地

区範囲を設定するととともに、特定事業等の設定に向けた留意事項を整理した。 

さらに、こころと情報のバリアフリーを推進するため、各主体による活動の推進に向けた取組に

ついて示し、最後に、特定事業計画の作成や協議会の継続、進捗状況の確認、中間評価の実施など

による基本構想のスパイラルアップについて定めている。 
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３．地区別構想策定の進め方 

（１）基本構想の推進に向けて 

全体構想で整理した各駅周辺の現況調査結果を踏まえ、地区別構想の策定及び特定事業計画の作

成は、下記のスケジュールで進める。 

表 1-1 基本構想推進スケジュール 

年 度 作 成 内 容 

平成27年度 全 体 構 想 

平成 28年度 地区別構想①【赤羽地区】  
並行して 

こころの 

バリアフリー

の取組などを

実施 

平成 29年度 地区別構想②【滝野川地区】 特定事業計画①【赤羽地区】 

平成 30年度 地区別構想③【王子地区】 特定事業計画②【滝野川地区】 

平成 31年度  特定事業計画③【王子地区】 

平成 32年度 中 間 評 価 

図 1-1 各駅周辺の現況調査結果及び全体構想で定めたおおむねの重点整備地区範囲（水色） 
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大規模店舗

路外駐車場
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町丁目界

施設一覧

各駅周辺の現況調査結果
合計点数

20.1 以上

15.1～20.0

15.0以下
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（２）推進体制 

全体構想策定時に設置された北区バリアフリー基本構想策定協議会、同区民部会に加え、特定事

業の検討にあたり事業者部会を設けて地区別構想の検討を行っている。 

図 1-2 地区別構想策定における推進体制 

（３）検討組織や区民参加による活動等の目的と構成 

地区別構想を検討するにあたり、各組織や区民参加による活動の目的と構成は以下の通りである。 

図 1-３ 地区別構想策定における検討組織の目的と構成 

区民部会 

協議会 

事業者部会 意見交換会

事業者説明会

まちあるき 

地区範囲、生活関連施設・ 

生活関連経路の設定 

特定事業（案）の検討 

地区別構想の策定・公表 

①バリアフリー化の課題の整理 

②特定事業等の検討 

地区別構想の作成 

協議会 

北区バリアフリー基本構想 

【地区別構想】を検討し、内容に

ついて承認を行う。 

学識経験者・障害者・高齢者・ 

その他区民・施設管理者・ 

行政関係者等 

事業者部会 

・説明会 

特定事業の設定に関する説明を 

行い、具体的な事業の設定に 

向けて検討する。 

生活関連施設及び生活関連経路の

管理者等の事業者 

こころのバリアフリーに関する 

意見交換やバリアフリー化の 

課題の整理を行う。 

学識経験者・障害者・高齢者・ 

その他区民 区民部会 

まちあるき 

点検 

生活関連施設・経路を視察し、 

バリアフリー上の具体的な課題

を把握する。 

高齢者・障害者等 

視察施設の管理者（現地協力） 
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（４）地区別構想【赤羽地区】策定フロー 

 赤羽地区の地区別構想は、下記のフローに従って検討を行った。 

4 月 

5 月 

6 月 

7 月 

8 月 

9 月 

10 月

11 月

12 月

1月 

2 月 

3 月 地区別構想【赤羽地区】の策定 

図1-４ 地区別構想【赤羽地区】策定フロー（平成28年度）

第１回区民部会 第１回協議会 

事業者説明会 

まちあるき（２回）

第２回区民部会 

第１回事業者部会

第２回協議会 

第３回区民部会・第２回事業者部会 

第３回協議会 

第４回協議会 

パブリックコメント 

・検討の進め方 

・重点整備地区、生活関連施設、

生活関連経路の抽出 

・検討の進め方 

・こころのバリアフリーに

関する意見交換など 

・生活関連施設に設定され

る施設へ、検討への協力

依頼 
・赤羽駅周辺、北赤羽・ 

浮間舟渡周辺の鉄道駅 

・道路・公園・建築物 

等を確認 

・まちあるき結果のまとめ

・事業者部会へ提示する 

課題のまとめ 
・区民部会からの提示課題

の確認 

・対応方針（特定事業案）

の作成依頼 

・区民部会からの報告 

・地区別構想（素案）の検討

（特定事業以外について） 

・地区別構想（案）の検討 

・事業者部会から区民部会への対応方針の説明 

・対応方針に関する意見交換 

・パブリックコメント結果報告 

・地区別構想の承認 

・次年度以降の進め方 

5 月 18日

6月 2日

7月 6日・13日

8月 24日 

9 月 16日

11月 1日 

10 月 12日

11月 30日 

2 月 24日 

5 月 18日
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第２章 地区別構想の基本方針

１．地区別構想で定める事項

本地区別構想はバリアフリー法に基づく法定の基本構想であり、下記の事項を定めることとする。 

（１）重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針 

（２）重点整備地区の位置及び区域 

（３）生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項

（４）実施すべき特定事業その他の事業に関する事項 

（５）その他の必要な事項 

２．基本構想の基本理念と基本方針

全体構想では、基本構想の基本理念を以下の通り定めている。 

各施設設置管理者にとっては利用者に対する安全や安心への思い、移動に制約のある当事者に

とっては自由に移動できることへの思い、行政にとっては多様な利害を調整しながらよりよい地

域社会を作っていくことへの思い、それぞれの立場は異なっても、バリアフリー法の趣旨をとも

に実現しようという、大きな思いは共通である。 

これらの「思い」に互いに「気づき」、基本構想策定の場で共有し、互いに理解・尊重しなが

ら、それぞれの経験や知識、技術を活かし、利用者のだれにとっても公平なバリアフリーのまち

づくりを実現（カタチに）することで、基本構想の目的を達成することを目指す。 

「気づき」を共有し、カタチにするまち 北区

～だれもが健やかに安心して生活・移動できるユニバーサル社会を目指して～
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これを踏まえ、基本構想の基本方針として、以下の7項目を設定している。 

（１）だれもが利用しやすい生活環境づくりを目指した基本構想づくりを目指します 

（２）おおむね10年後（平成37年度）を目標とします 

（３）区全域におけるバリアフリー推進の考え方を示します 

（４）まちづくりを進めるうえで効果の高い地区を重点整備地区に定めます 

（５）重点整備地区（地区別構想）では実現性の高い具体的な特定事業を定めます 

（６）こころと情報のバリアフリーの推進に向けた具体的な事業や協働による取組の方

向性を示します 

（７）段階的かつ継続的な発展（スパイラルアップ）に向け利用者の参加による推進方

法を示します 

（５）の重点整備地区（地区別構想）に関する方針では、地区の課題を抽出し、実現性の高い具

体的な特定事業を設定すること、施設設置管理者などが主体的かつ連携して事業を設定できるよう

な検討の枠組みを設けることを定めており、これに基づいて地区別構想を策定する。 
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３．地区別構想の位置づけ

 本地区別構想はバリアフリー法に基づく法定の基本構想として、バリアフリー法及び移動等円

滑化の促進に関する基本方針に基づくとともに、北区が定める「北区基本構想」・「北区基本計画

2015」、「北区人口ビジョン」・「北区まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「北区都市計画マ

スタープラン2010」、「北区地域保健福祉計画」などの各関連計画と整合を図りながら、「全体

構想」で定めたバリアフリー推進に関する考え方を受けて策定する。 

図 2-1 地区別構想の位置づけ

特定事業などの実施 

移動等円滑化の促進に関する 

基本方針（主務大臣） 

（平成 23年改正） 

バリアフリー法 

（平成 18 年） 

公共交通特定事業 

交通安全特定事業 

道路特定事業 

建築物特定事業 

路外駐車場特定事業 都市公園特定事業 

その他の事業 

国が定める法律 

北区バリアフリー基本構想 

○全体構想 

・基本理念・方針、区全域及び 

重点整備地区における基本的事項、

こころと情報のバリアフリー、 

スパイラルアップに関する事項など

○地区別構想（法定基本構想）

・移動等円滑化に関する基本的な方針

・重点整備地区の範囲 

・生活関連施設及び生活関連経路 

・特定事業・その他事業 など 

「北区地域保健福祉計画」 

■基本理念 

健やかに安心してくらせるまちづくり 

■関連計画 

・高齢者保健福祉計画 
・障害者計画・障害福祉計画 

「北区基本構想」・「北区基本計画 2015」 

■基本理念 

平和と人権の尊重・区民自治の実現・ 
環境共生都市の実現 

「北区人口ビジョン」・「北区まち･ひと･しごと創生総合戦略」

■目指すべき将来の方向 

生まれ・育ち・住んで良かったと思える「ふるさと
北区」を実現し、首都東京の自治体として「30 万
都市・北区」を未来につなぐ。 

「北区都市計画マスタープラン 2010」 

■まちづくりの基本理念 

次世代に継承する 快適で魅力あるまち北区 

区の上位関連計画
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第３章 重点整備地区及び生活関連施設、

生活関連経路の設定

１．重点整備地区の区域の設定

全体構想において、重点整備地区設定の考え方として、下記の考え方を示している。 

（１）浮間舟渡駅、北赤羽駅、赤羽駅、赤羽岩淵駅、志茂駅の５つの鉄道駅を含む範囲を

赤羽地区とする（すべての駅周辺を重点整備地区の対象とする）。 

（２）重点整備地区は、駅からの徒歩圏内（駅を中心としておおむね500ｍから１㎞以

内の範囲）を基本とし、400ha未満の区域とする。 

（３）重点整備地区の範囲が隣接区に接する場合は、隣接区と協力し、事業を一体的に推

進していく。 

（４）重点整備地区の境界は、できる限り北区の区域内の町丁目境、道路、河川、鉄道な

どの施設、都市計画道路などによって、明確に表示して定める。 

（５）重点整備地区は、各駅周辺の現況調査結果を踏まえ、効果的なまちづくりを推進す

る観点にも留意し総合的な観点から設定する。 

（６）生活関連施設・経路は、地区別構想において利用状況などを踏まえて設定する。 

 これを受け、区民が日常的に利用する施設が地区全域に分布していることを考慮し、北区内の環

状七号線以北全域を重点整備地区【赤羽地区】とすることとした。さらに、地区の特性を踏まえて

さらに３つの地区に分割し、生活関連施設及び生活関連経路を設定した。 

重点整備地区の位置及び区域を図3-１に示す。 
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図3-1 赤羽地区における重点整備地区（円は駅500m圏を示す） 

２．生活関連施設及び生活関連経路の設定の考え方

（１）生活関連施設の考え方 

生活関連施設は、「高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公

庁施設、福祉施設その他の施設」とバリアフリー法で定義されている。 

法の趣旨及び協議会や区民等の意見、地区の特性を踏まえ、鉄道駅をはじめ、日常生活または社

会生活において利用する公共施設（高齢者、障害者、子育て支援施設等を含む）、医療施設、金融

機関等、商業施設、宿泊施設、路外駐車場、都市公園等を生活関連施設に設定した。 

なお、指定した生活関連施設のうち、広域かつ不特定多数の利用が見込まれる施設を【主要な生

活関連施設】とし、各施設設置管理者による特定事業の実施にあたっては、今後具体的な内容を協

議し、実施可能な項目について特定事業に位置づけ、バリアフリー化を推進していく。 

生活関連施設の考え方及び赤羽地区における施設数を表3-1に示す。 

重点整備地区① 

赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

重点整備地区② 

浮間舟渡・北赤羽駅周辺

重点整備地区③ 

桐ヶ丘・西が丘周辺 
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表3-1 生活関連施設設定の考え方  ※（ ）内は主要な生活関連施設数

分 類 生活関連施設 
赤羽地区

施設数 主要な生活関連施設 

考え方 
高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活にお
いて利用する施設

生活関連施設のうち、 
広域かつ不特定多数の 
利用が見込まれる施設 

559 
（133）

鉄道駅 鉄道駅 同左 5（5） 

区役所・ 
区民センター

区役所、区民事務所、分室、地域振興室、区民
センター、会館、ふれあい館 

同左 15（15）

高齢者施設 
高齢者あんしんセンター、高齢者在宅サービスセン
ター、老人いこいの家、養護老人ホーム、特別養護
老人ホーム、デイホーム、シルバー人材センター 

高齢者あんしんセンター 
福祉避難所指定施設 

16（8）

障害者施設 
障害者福祉センター、療育医療センター、就労支
援センター、授産場、グループホーム、福祉園、
福祉作業所、デイサービス 

障害者福祉センター、 
療育医療センター、 
就労支援センター 
福祉避難所指定施設 

21（3）

子育て支援 
施設 

子ども発達支援センター、子ども家庭支援センター、
子ども交流館、幼稚園、保育園、児童館、児童室、
子どもセンター、学童クラブ、育成室、児童養護施設

子ども発達支援センター、
子ども家庭支援センター、
子ども交流館 

48（1）

教育施設等 
特別支援学校、大学・短期大学、小学校、 
中学校、高等学校 

同左 25（25）

文化・スポーツ
・社会教育施設

図書館、文化センター、スポーツセンター、 
博物館、資料館、展示室 

図書館、文化センター、
スポーツセンター、博物館

14（6）

その他 
公共施設 

警察署、税務署、健康増進センター、福祉保健
センター、年金事務所、児童・教育相談所、
エコー広場館、ハローワーク、職業能力開発セ
ンター、防災センター、避難所（教育施設以外）、
セレモニーホール、交番・地域安全センター、
駐輪場、公衆トイレ 

警察署、税務署、 
健康増進センター、 
福祉保健センター、 
避難所（教育施設以外）

35（6）

医療施設 病院、診療所、歯科診療所、調剤薬局 病院 229（8）

金融機関等 
郵便局、銀行、 
コンビニエンスストア 

郵便局（ゆうゆう窓口）、
銀行（支店） 

84（12）

商業施設 店舗面積が500㎡以上の小売店舗 
店舗面積が1,000㎡ 
以上の大規模小売店舗 

20（14）

宿泊施設 客室数50以上のホテル・旅館 同左 5（５） 

路外駐車場 
駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上で、 
かつ駐車料金を徴収する路外駐車場 

同左 4（4） 

都市公園等 都市公園・緑地、いっとき集合場所 
1ha以上の都市公園・緑
地、いっとき集合場所 

39（21）

推進方法 

法や条例に基づき基準への適合に努める（全生
活関連施設が努力義務の対象）とともに、各自
が可能な取り組みを講じていただけるように多
様な機会を通じて働きかけ 

基本構想制度を活用し、
バリアフリー化に関する
特定事業等を設定する 

※オレンジ色の字で記載した施設は赤羽地区には立地がない施設

民間の生活関連施設のうち診療所、歯科診療所、調剤薬局、小規模な金融機関、コンビニエンス

ストアについては特定事業を検討する対象施設としては含めていないが、高齢者、障害者等の生活

に密着した施設であることから、出入口等のバリアフリー化など可能な取組を講じていただけるよ

う働きかけるとともに、こころと情報のバリアフリーの推進について啓発に努める。 
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（２）生活関連経路の考え方 

生活関連経路は、「生活関連施設相互間の経路」とバリアフリー法で定義されている。鉄道駅か

ら生活関連施設までの経路ならびに生活関連施設相互を結ぶ経路を生活関連経路として設定する。

また、地区の連続性や隣接区からの移動を考慮し、歩行者ネットワークを形成する主要な動線も必

要に応じ生活関連経路に設定し、バリアフリー化を推進していく。 

特に、主要な生活関連施設相互間を結ぶ経路は【主要な生活関連経路】として、積極的に実施可

能な項目について特定事業に位置づけ、鉄道駅等を中心とした連続的な歩行空間のバリアフリー化

を推進する。 

表 3-2 生活関連経路設定の考え方 

分 類 生活関連経路 
主要な生活関連経路

考え方 
生活関連施設相互間を結ぶ経路、又は歩行者ネ
ットワークを形成する主要な動線や商店街

生活関連経路のうち、主要な生活関
連施設相互間を結ぶ経路 

赤羽地区の生活関連施設・生活関連経路及び主要な生活関連施設の一覧を次に示す。 
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図3-2 赤羽地区における重点整備地区及び生活関連経路 
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【赤羽地区】生活関連施設・生活関連経路（重点整備地区別）

赤羽駅周辺（拡大）

重点整備地区① 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺 
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【赤羽地区】生活関連施設・生活関連経路（重点整備地区別）

重点整備地区③ 桐ヶ丘・西が丘周辺 
重点整備地区② 浮間舟渡・北赤羽駅周辺 
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【赤羽地区】主要な生活関連施設 一覧 
区役所・区民センター 

1 赤 赤羽区民事務所 

2 浮
浮間分室・浮間区民センター・ 
浮間地域振興室・浮間ふれあい館 

3 桐 桐ケ丘分室 

4 赤
神谷分室・神谷区民センター(神谷ふれあい館)・
神谷南児童館・神谷地域振興室・神谷図書館 

5 赤
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 

6 浮
赤羽北区民センター(赤羽北ふれあい館)・ 
赤羽北地域振興室・ 
赤羽北高齢者あんしんセンター 

7 赤 赤羽ふれあい館・ネスト赤羽 

8 赤 志茂東ふれあい館・志茂地域振興室 

9 桐 桐ケ丘ふれあい館 

10 桐 島下ふれあい館 

11 赤 稲付ふれあい館 

12 桐 西が丘ふれあい館 

13 赤 元気ぷらざ・元気ぷらざ温水プール 

14 桐 赤羽西地域振興室 

15 桐 桐ケ丘地域振興室・桐ケ丘授産場 

高齢者施設

1 浮
浮間さくら荘高齢者あんしんセンター・ 
特別養護老人ホーム浮間さくら荘・ 
高齢者在宅サービスセンター浮間さくら荘 

2 赤
清水坂あじさい荘高齢者あんしんセンター・ 
特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘・ 
高齢者在宅サービスセンター清水坂あじさい荘

3 桐
桐ケ丘やまぶき荘高齢者あんしんセンター・ 
特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘・ 
高齢者在宅サービスセンター桐ケ丘やまぶき荘

4 桐
西が丘園高齢者あんしんセンター・ 
特別養護老人ホーム西が丘園 

5 赤 みずべの苑高齢者あんしんセンター 

6 浮
特別養護老人ホームうきま幸朋苑 
・キッズタウンうきま保育園 

7 浮 介護老人保健施設太陽の都 

8 赤 特別養護老人ホームみずべの苑 

障害者施設 

1 赤 就労支援センター北 

2 桐 若葉福祉園 

3 桐 赤羽西福祉工房 

子育て支援施設 

1 赤 志茂子ども交流館 

教育施設

1 赤 東洋大学赤羽台キャンパス（平成29年4月開設予定）

2 赤 星美学園 

3 浮 桐ケ丘高校 

4 桐 赤羽商業高校 

5 赤 成立学園 

6 桐 稲付中学校 

7 赤 赤羽岩淵中学校 

8 桐 桐ケ丘中学校 

9 赤 神谷中学校 

10 浮 浮間中学校 

11 赤 王子第三小学校 

12 赤 西が丘小学校 

13 赤 赤羽小学校・赤羽こどもクラブ 

14 赤 岩淵小学校 

15 赤 なでしこ小学校（改築中）

16 赤 第四岩淵小学校 

17 桐 梅木小学校・うめのき幼稚園 

18 赤 神谷小学校 

19 赤 稲田小学校・稲田こどもクラブ 

20 桐 桐ケ丘郷小学校 

21 浮 袋小学校 

22 赤 八幡小学校・八幡こどもクラブ 

23 赤 浮間小学校 

24 浮 西浮間小学校 

25 赤 赤羽台西小学校 

文化・スポーツ・社会教育施設

1 赤 赤羽文化センター 

2 桐 国立スポーツ科学センター 

3 浮 浮間図書館 

4 桐 赤羽西図書館・赤羽西福祉作業所 

5 浮 赤羽北図書館 

6 赤 赤羽体育館（平成 29 年開設予定）

その他公共施設

1 赤 赤羽警察署 

2 桐 避難所（旧第三岩淵小学校） 

3 浮 避難所（旧西浮間小学校） 

4 赤 避難所（旧赤羽台東小学校） 

5 赤 避難所（旧赤羽中学校） 

6 浮 旧北園小学校（平成29 年高齢者・保育複合施設開設予定）

病院

1 赤 赤羽中央総合病院 

2 浮 東京北医療センター 

3 赤 北部セントラル病院 

4 赤 赤羽岩渕病院 

5 赤 赤羽病院 

6 桐 赤羽リハビリテーション病院 

7 浮 浮間中央病院 

8 桐 大橋病院 

金融機関（銀行・郵便局）

1 赤 赤羽郵便局 

2 赤 三菱東京 UFJ 銀行赤羽駅前支店 

3 赤 みずほ銀行赤羽支店 

4 赤 三井住友銀行赤羽支店 

5 赤 東京シティ信用金庫赤羽支店 

6 赤 城北信用金庫赤羽支店 

7 赤 城北信用金庫十条支店 

8 浮 城北信用金庫浮間支店 

9 赤 城北信用金庫赤羽西口支店 

10 赤 瀧野川信用金庫東十条支店 

11 赤 瀧野川信用金庫赤羽支店 

12 浮 瀧野川信用金庫浮間支店 

商業施設

1 浮 島忠ホームズ北赤羽店 

2 浮 オーケー北赤羽店 

3 赤 ビーンズ赤羽 

4 赤 赤羽パルロードⅠアピレ 

5 赤 ダイエー赤羽店 

6 赤 ニトリ赤羽店 

7 赤 スーパーバリュー志茂店 

8 浮 ライフ北赤羽店 

9 赤 西友赤羽店 

10 赤 イオン赤羽北本通り店 

11 赤 パルロードⅢ（イトーヨーカドー赤羽店） 

12 浮 マルエツ浮間舟渡店 

13 赤 パルロードⅡビビオ 

14 浮 ライフアクトピア北赤羽店 

宿泊施設

1 赤 ホテルメッツ赤羽 

2 赤 東横イン赤羽駅東口一番街 

3 赤 ホテルミッドイン・赤羽駅前 

4 赤 赤羽プラザホテル 

5 赤 ダイワロイネットホテル 東京赤羽 

路外駐車場

1 赤 アルカード赤羽駐車場 

2 赤 株式会社ニトリ赤羽店 

3 赤 タイムズダイエー赤羽店駐車場 

4 赤 赤羽駅西口駐車場 

都市公園等

1 浮 都立浮間公園 

2 桐 赤羽自然観察公園 

3 赤 清水坂公園 

4 赤 赤羽公園 

5 赤 北運動公園 

6
赤

浮

新荒川大橋緑地・荒川赤羽桜堤緑地・ 
荒川赤羽緑地・荒川岩淵関緑地 

7 桐 桐ヶ丘中央公園 

8 浮 新河岸東公園 

9 桐 赤羽スポーツの森公園 

10 浮 赤羽台さくら並木公園 

11 赤 赤羽台公園・赤羽緑道公園 

12 桐 国立西が丘サッカー場 

13 赤 熊野児童遊園 

14 浮 赤羽北一丁目児童遊園 

15 浮 赤羽北二丁目児童遊園 

16 赤 鶴ヶ丘児童遊園 

17 赤 志茂四わかば児童遊園 

18 浮 都営住宅前広場 

19 赤 柏木神社 

20 赤 八雲神社 

21 赤 静勝寺境内 

22 赤 赤羽台のもり公園（開設予定）

※平成 29年 3月現在（予定を含む） 
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第４章 移動等円滑化に関する事項

１．赤羽地区のバリアフリー化に係る現状と課題

 赤羽地区の特定事業等を検討するにあたり、主要な生活関連施設・生活関連経路を対象にまちあ

るき点検を実施し、課題の把握を行った。まちあるき点検の実施概要と主な意見を以下に示す。 

（１）まちあるき点検の実施概要 

 まちあるき点検は区民部会委員及びその紹介者、公募区民を中心に、下記の通り2回実施した。 

表４-1 まちあるき点検実施概要

地区 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺 赤羽・浮間舟渡・北赤羽駅周辺 

日程 7月 6日（水）13:15～17:30 7 月 13日（水）13:15～17:30 

会場 赤羽文化センター 第 1視聴覚室 赤羽文化センター 第 1視聴覚室

出席者 47名（事務局含む） 39名（事務局含む） 

点検施設 

ＪＲ赤羽駅（駅前広場含む） 

東京メトロ赤羽岩淵駅 

東京メトロ志茂駅 

赤羽区民事務所 

赤羽ふれあい館 

元気ぷらざ 

赤羽文化センター 

赤羽郵便局 

赤羽中央総合病院 

イオン北本通り店 

イトーヨーカドー赤羽店 

赤羽交差点 

赤羽緑道公園、赤羽台公園 

三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店 

ＪＲ浮間舟渡駅（駅前広場含む） 

ＪＲ北赤羽駅（駅前広場含む） 

赤羽北区民センター 

浮間図書館 

ライフ北赤羽店 

ライフ・アクトピア北赤羽店 

マルエツ浮間舟渡店 

都立浮間公園 

（２）まちあるき点検の実施状況 

 現地点検及び会議室での意見交換を通じて、課題の抽出、整理を行った。 

図４-1 まちあるき点検実施状況
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（３）主な意見 

 まちあるき点検における主な意見を以下に示す。 

表４-２ まちあるき点検における主な意見 （◎：良かった点 △：気づいた点） 

対象施設 意見内容 

鉄道駅 

◎エレベーターのボタンが大きくて良い。（JR赤羽駅） 

◎案内がわかりやすい。（東京メトロの鉄道駅） 

△券売機のタッチパネルが見えづらく車いすでは操作が難しい。（JR赤羽駅、北赤羽駅、

浮間舟渡駅、東京メトロ赤羽岩淵駅） 

△ホームドアがほしい。（JRの鉄道駅） 

△古い規格と新しい規格の視覚障害者誘導用ブロックが混ざっている。（東京メトロ志茂駅）

公共施設 

◎視覚障害者誘導用ブロックが受付とエレベーターまで連続して設置されている。（赤羽

ふれあい館、赤羽北区民センター） 

◎一般トイレ内に親子トイレやおむつ交換台があった。（赤羽文化センター、元気ぷらざ）

△出入口の視覚障害者誘導用ブロック上に駐輪があり危険である。（赤羽文化センター）

△多機能トイレのドアは自動式かストッパー付きとしてほしい。（赤羽文化センター、赤

羽区民事務所） 

△出入口などに音声案内があるとよい。（赤羽ふれあい館） 

商業施設 

病院 

銀行など 

◎店舗の出入口や通路が広い。（イトーヨーカドー赤羽店、イオン北本通り店、マルエツ

浮間舟渡店） 

◎商品案内がわかりやすい。（ライフ・アクトピア北赤羽店、マルエツ浮間舟渡店） 

◎係員がいるので、何かあれば手伝ってもらえそうである。（赤羽郵便局） 

△商品やワゴンを通路に出さないでほしい。（イオン北本通り店） 

△ガラスや鏡のところでは弱視の人などがぶつかる危険がある。（赤羽中央総合病院） 

△筆談用具が用意されていない。（赤羽中央総合病院、赤羽郵便局、ライフ北赤羽店） 

駅前広場 

◎バスの運転手が「どちらへ行かれますか？」と声掛けしてくれる。（JR赤羽駅西口駅前広場）

◎バス停に屋根が設置されている。（JR赤羽駅西口駅前広場） 

△バス停の乗り場について、行先がわかりにくいので、大きな数字や文字、情報ボード

がほしい。（JR赤羽駅東口駅前広場） 

△タクシー乗降場は段差が高いのですりつけた方が良い。（JR浮間舟渡駅前広場） 

△障害者用乗降場や駐車スペースがあるとよい。（JR浮間舟渡駅前広場） 

道路 

△視覚障害者誘導用ブロックが古い規格で認識しづらかったり、インターロッキングの

色との識別が難しいところがある。 

△舗装がガタガタしているところがある。 

△歩道の勾配（車道や横断歩道に向けて）が大きいところが多い。 

△放置自転車が多い。 

△植栽帯の木や看板、商品などが歩道を狭めている箇所がある。 

△音響式信号機や残り時間表示式信号機を設置してほしい。 

△横断歩道にエスコートゾーンを設置してほしい。 

公園 

△トイレが暗く、維持管理の状態が悪い。（赤羽台公園、浮間公園） 

△アーチ状の車いすゲートはバイク等の侵入を防いでいるが、車いす使用者や介助者、

ベビーカー利用者にとっては通りにくい。（赤羽台公園、赤羽緑道公園） 

△ベンチなどが少ない。（赤羽台公園） 

その他 
△施設整備をする際には障害当事者の意見を聞く場を設けてほしい。 

△施設で働く人に障害に対する理解を持ってもらうことが当事者の快適な施設利用につながる。
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（４）赤羽地区の課題のまとめ 

赤羽地区は、旧交通バリアフリー基本構想を策定しておらず、駅周辺における重点的、一体的なバ

リアの解消の視点ではこれまで十分な取組がされていない地区である。 

とくに赤羽駅周辺は、駅利用者数が王子駅に次いで多く、駅500ｍ圏の施設数は区内の全ての駅周

辺で最も多いなど、区内外から高齢者・障害者を含む不特定多数の利用が最も多く見込まれるエリア

であり、赤羽地区の3つの重点整備地区の中でも特に重点的な取り組みが求められる。 

赤羽地区における特定事業別の主な課題を下記に示す。 

①公共交通特定事業 

鉄道駅について、特に、出入口が複数あり乗換利用も多いJR赤羽駅では、バリアフリールー

トの増設や案内のわかりやすさの向上が重要となる。JR北赤羽駅周辺は、駅が川をまたいでお

り、バリアフリールートの迂回距離が長いことから２ルート目の必要性が高い。JR駅に共通し

て、ホームドア整備による安全性の確保が求められる。東京メトロ各駅はホームドアの整備や

案内サインの更新が進んでおり、基本的なバリアフリー化が完了していることから、区民意見

を踏まえた利便性の向上が望まれる。 

バスについては、特に駅前広場など主要なバス停留所において、案内の充実や、道路管理者と

の連携による連続的な上屋の設置等による移動しやすさの向上が求められる。 

まちあるき点検では停留所での乗務員から利用者への声かけに感謝する意見が多く、引き続き

多様な障害等への理解や適切な対応について研修等をすすめるなど、こころのバリアフリーの

推進が重要となる。 

②道路特定事業 

 赤羽・北赤羽駅周辺では主要な生活関連経路を中心に歩道が設置された道路が多いものの、

視覚障害者誘導用ブロックの敷設は駅周辺の一部に限られている。また、敷設されていても古

い規格であったり輝度比が確保されていないなど、利用しにくい部分も多い。主要な生活関連

施設間においては JIS規格に適合した連続的でわかりやすい視覚障害者誘導用ブロックの設置

が求められる。 

 歩道が狭い道路では、車両乗り入れ部や横断歩道接続部での勾配が大きい箇所があり、可能

な限り平坦部を確保するよう努める必要がある。 

 赤羽駅から北赤羽駅にかけては高低差が大きく、車いす使用者等では坂道の移動が困難と考

えられる区間が生じている。特に利用者が多い区間では、エレベーターの設置などによる高低

差の解消を検討することが望ましい。 

 交通量の多い箇所では、歩行者や車いす使用者と自転車が行きかうことによる衝突の危険性

が高く、自転車走行空間の整備等による安全性の向上が課題となる。 
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③公園特定事業 

 出入口において古い規格の車両侵入防止柵を採用している公園が多く、車いすやベビーカー

使用者の出入りに支障が生じている。多機能トイレについては、維持管理や扉の開閉のしやす

さに課題がある施設が見受けられ、改善が求められる。 

大規模な公園では、総合的な案内やバリアフリー情報の提供、人的支援の充実が必要である。

④建築物・路外駐車場特定事業 

 赤羽地区の主要な生活関連施設は、病院、銀行、商業施設、宿泊施設など民間の施設が多い

ことが特徴であり、それぞれの施設設置管理者が現在の施設の状況や利用者の特性にあわせて

可能な対応を推進することが望まれる。 

大きな施設では、エレベーターや車いす使用者用トイレなどの基本的なバリアフリー化は行

われていることが多いが、建設当時の基準による整備であり、使い勝手が悪くなっている部分

については改修等の時期をとらえて改善する必要がある。また、商品や看板等により通路が狭

まっており移動に支障が出ているなど、運営面での配慮が求められる。 

公共施設では、これまで特定の利用者を想定していた学校についても、広く区民に利用され

る機会が増えていること、避難所となっていることからも基本的なバリアフリー化を推進する

必要性が高いとの意見が多い。公共施設統廃合等の状況を踏まえつつ、段差の解消、エレベー

ターやトイレの設置などを順次進めていくことが求められる。 

こころのバリアフリーについて、親切、丁寧な対応を受けられる施設が多いとの区民意見が

あるが、さらに多様な障害等への理解や適切な対応について研修等をすすめ、人的対応の質の

向上を図ることが求められる。 

⑤交通安全特定事業 

主要な交差点におけるバリアフリー対応信号機及びエスコートゾーンの設置が十分に進んで

おらず、整備の推進が求められる。 

特に、駅前などの混雑する交差点や複雑な形状の交差点には、道路管理者と連携し、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ことが重要である。 

⑥その他の事業 

 赤羽地区の駅前広場は、整備後期間が経過しているものが多く、特に赤羽駅の東西駅前広場で

は、歩行動線上の勾配が大きい、視覚障害者誘導用ブロックの規格が不適切である、総合的な案

内が不足しているなど、多くの問題が発生している。大規模改修にあわせて区民意見を取り入れ、

基準に適合させるだけでなく、交通結節点としての利便性を向上させるバリアフリー整備が求め

られる。 

その他の駅前広場においても、駅出入口からバス停留所や道路、主要な生活関連施設に向けた

連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置や平坦な歩行空間の確保などが求められる。 
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２．移動等円滑化に関する主な基準等

バリアフリー法では、各施設設置管理者はバリアフリー法に基づく各移動等円滑化基準やガイド

ライン、東京都福祉のまちづくり条例の記載事項の内容に基づき、バリアフリー化のために必要な

措置を講ずるよう努めることとされており、特定事業等の実施にあたっても、これらの基準等を踏

まえ、実現可能な取り組みを進めていくことが基本となる。 

表４-３ 移動等円滑化に関する主な基準等 

種別 項目 名称 所管など/作成年月 

移
動
等
円
滑
化
基
準

公共交通
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び
設備に関する基準（公共交通移動等円滑化基準） 

国土交通省【省令】 

平成 18年12月 

道  路

移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準（道
路移動等円滑化基準）

国土交通省【省令】 

平成 18年12月 

移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準 
国土交通省【省令】 

平成 18年12月 

公  園
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関す
る基準（都市公園移動等円滑化基準） 

国土交通省【省令】 

平成 18年12月 

建 築 物

移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び
配置に関する基準（建築物移動等円滑化基準）

国土交通省【政令】 

平成 18年12月 

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘
導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準 
（建築物移動等円滑化誘導基準） 

国土交通省【省令】 

平成 18年12月 

交通安全
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等
に関する基準

国家公安委員会【規則】 

平成 18年12月 

駐 車 場
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備
に関する基準（路外駐車場移動等円滑化基準） 

国土交通省【省令】 

平成 18年12月 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等

公共交通

公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイド

ライン バリアフリー整備ガイドライン〔旅客施設編〕 
国土交通省 平成 25年6月 

公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイド

ライン バリアフリー整備ガイドライン〔車両等編〕 
国土交通省 平成 25年6月 

道  路 増補 改定版 道路の移動等円滑化整備ガイドライン 
(財)国土技術研究センター 

平成 23年8月

公  園 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン 国土交通省 平成 24年3月 

建 築 物 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 
国土交通省 平成 24年7月 

（平成27年7月追補） 

条
例
等

公共交通・道路
・公園・建築物等

東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル 東京都 平成 26年9月 

道  路 都道における移動等円滑化の基準に関する条例 東京都 平成 24年12月 

公  園 東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例 東京都 平成 24年12月 

建 築 物
高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条
例（建築物バリアフリー条例） 

東京都 平成 18年12月 

交通安全
東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信
号機等の基準に関する条例 

東京都 平成 24年12月 

駐 車 場
駐車場ユニバーサルデザインガイドライン 

(財)東京都道路整備保全公社

平成19年2月 

障害者等用駐車区画の適正利用に向けたガイドライン 東京都 平成 25年8月 

ト イ レ
生活者の視点に立ったトイレ整備の指針 
―とうきょうトイレ、その方向性―

東京都福祉のまちづくり 

推進協議会 平成 18年7月 
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３．特定事業別の移動等円滑化に向けた配慮事項

全体構想に定めた“特定事業設定に関する留意事項”や、まちあるき点検等での意見、各移動等

円滑化基準、ガイドライン、東京都福祉のまちづくり条例の記載事項の内容をもとに、区全域で共

通する課題や特有の課題を踏まえ、高齢者、障害者等が移動・利用しやすい施設整備に向けて、特

定事業の種類ごとに共通に配慮すべき事項を示す。 

（１）公共交通の共通の配慮事項 

 ① 旅客施設（鉄道駅） 

項目 共通の配慮事項

通路 

エレベーター利用により大きな迂回が生じる駅では、２ルート目のバリアフリール
ート確保や上下方向へのエスカレーター設置に努める。 

主要な動線や設備（トイレ、券売機、精算機、インターホンなど）には、視覚障害
者を安全に誘導するための視覚障害者誘導用ブロックを適切に設置する。

上下移動 

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。

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。

ホーム 

転落を防止するためのホームドアや可動式ホーム柵、または内方線付点状ブロック

を設置する。

ホームと車両の隙間や段差は、できる限り小さくする。

乗降や移動を妨げない位置に配慮し、ベンチを設置する。

排水等のため横断勾配を設ける必要がある場合は１％を標準とする。

トイレ 

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）。

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。

券売機等 
車いすでも近づきやすい蹴込みや見やすい（反射しない）タッチパネルなど、車い
す使用者が１人でも利用しやすい券売機等を設置する。

案内設備・ 

情報の 

バリアフリー 

バリアフリー経路や乗継経路、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。

駅出入口や改札付近、ホームなどで音声による案内や、モニター等を活用した視覚
情報により、遅延情報や緊急時等の情報をタイムリーに伝達できるようにする。

可変式情報表示装置は、情報を受け取りやすい位置や高さに留意して設置する。
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項目 共通の配慮事項

案内設備・ 

情報の 

バリアフリー 

（つづき） 

改札口やトイレ、エスカレーター等に音声案内を設置する。また、駅構内やトイレ
の配置を示す音声付触知案内図を視覚障害者が容易に認識できる位置に設置する。

駅構内や周辺のバリアフリーに関する案内を紙で配布するなど、多様な利用者を想
定した情報提供の充実を図る。

改札周辺やホーム等にインターホンを設置する場合は、モニターを設けるなど聴覚
障害者等への適切な対応方法を検討する。

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、声かけ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。

駅や車両利用のマナー・ルール等について、利用者への啓発を行う。

＜参 考＞

■ホームドア ■可動式ホーム柵

■内方線付点状ブロック             ■電光掲示やモニターによる情報提供

■バリアフリールートなどがわかりやすい案内板
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② 路線バス・コミュニティバス 

項目 共通の配慮事項

車両 
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。

バス乗降場・ 

停留所 

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）

案内設備・ 

情報の 

バリアフリー 

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）。

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。

人的対応・ 

こころと情報の

バリアフリー 

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。

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。

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。

＜参 考＞

■ノンステップバス ■バリアフリー化されたバス停留所

 ③ タクシー 

項目 共通の配慮事項

車両 車いす使用者等も利用できる福祉タクシーの導入を促進する。

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。

出典：公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイド 

ライン バリアフリー整備ガイドライン 車両等編（平成25年6月） 
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（２）道路の共通の配慮事項 

項目 共通の配慮事項

歩道等 

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。

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。

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）

タクシー乗降場
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）。

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を考慮し、必要に応じて施設入口へ連続的に誘導す
るブロックを設置する。（施設管理者と連携）

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。

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。
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項目 共通の配慮事項

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。

＜参 考＞

■道路のバリアフリー化のイメージ

■バリアフリー化された歩道 ■舗装のカラー化

■長く続く坂道への手すりの設置

出典：国土交通省資料
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（３）建築物・路外駐車場の共通の配慮事項 

項目 共通の配慮事項

出入口・ 

敷地内通路 

（屋外） 

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）。

建物内通路 
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。

上下移動 

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。

トイレ 

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）。

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。

案内設備・ 

情報の 

バリアフリー 

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。

駐車場・駐輪場

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。

その他設備 
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）。



27

項目 共通の配慮事項

その他設備 

（つづき） 

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。

人的対応・ 

こころと情報の

バリアフリー 

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。

＜参 考＞

■建築物のバリアフリー化

（東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル、

高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準より抜粋・作成ほか）

出入口・敷地内通路（屋外） 

赤枠で囲んだものは、『共通の配慮事項』に設定した基準です。

80 ※東京都福祉のまちづくり条例では 85cm 以上 

※東京都福祉のまちづくり条例では 140cm 以上 
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※荷物などを置かず、可能な限り

通路の幅を広くする 

建物内通路 

上下移動 

※東京都福祉のまちづくり
条例では 140cm 以上 

※階数ボタンは

浮彫階数表示
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トイレ（多機能トイレ） 
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トイレ（一般トイレの改善例） 

案内（案内板）                       案内（トイレ触知案内図）

駐車場 

マナーアップポスター 

（出典：東京都） 

点字等による案内板（図面は、晴眼者にも

使えるように、彩色され、墨字の表記もさ

れている。風除室内に設置され、視覚障害

者誘導用ブロックにより誘導している。）

音声案内機能付きの点字等による案内板

（晴眼者も使えるように大きめの墨字を

併記するとともに、音声による案内、イン

ターホンも設置している） 

機能をわかりやすく示し、点字表示 

・色使いにも配慮された案内表示 
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その他設備（受付・窓口） 

その他設備（授乳室）  様々な機能がある授乳室の例（3.5m×5m）

人的対応・こころと情報のバリアフリー（筆談用具） 

耳マーク 筆談ボード：書いて消せる白板 

ベビーカーで授乳室内

に入れる方が望ましい

共用スペースに 

椅子を設置する 

おむつ替え台をニーズ

に合わせて設置する

男性が入れない授乳（母乳）の

ためのスペースを設置する 

入口はスライドドアにすると

ともに、内部の様子がわかるよ

うにする 

自販機等があると

便利

長いすや肘掛のついた椅子が

望ましい 
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（４）都市公園の共通の配慮事項 

項目 共通の配慮事項

出入口 

敷地境界の段差を解消し、十分な幅員を確保する（９０㎝以上）。

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。

園路 

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。

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）。

トイレ 
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）。

案内設備・ 

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）。

休憩施設 
日陰となる場所やベンチ等の休憩施設を設置する。

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。

維持管理 

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。

人的対応・ 

こころと情報の

バリアフリー 

[管理事務所がある場合]

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。

＜参 考＞

■都市公園のバリアフリー化のイメージ

出典：国土交通省資料
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（５）信号機等の共通の配慮事項 

項目 共通の配慮事項

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式などのバリアフリー化され
た信号機を設置する。

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。

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。

安全対策 

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）

普及・啓発 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）

＜参 考＞

■視覚障害者用付加装置付信号（音響式信号機） ■経過時間表示式信号機

■エスコートゾーン

出典：警視庁資料 出典：警視庁資料
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第５章 赤羽地区における特定事業等

１．公共交通特定事業

２．道路特定事業

３．建築物・路外駐車場特定事業

４．都市公園特定事業

５．交通安全特定事業

６．その他の事業
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第６章 基本構想の推進とスパイラルアップ

１．特定事業計画の作成及び進捗状況の管理

 地区別構想で定めた特定事業について、バリアフリー法では、事業を位置づけた施設設置管理者

などが特定事業計画を作成し事業を推進することとされている。特定事業計画の作成にあたっては、

施設設置管理者等の計画を区が共通のフォーマットで取りまとめる。 

また、目標年次に向けては施設管理の担当者等が変更することが想定されるため、まちあるき点

検での区民意見等を踏まえた特定事業等設定の経緯が適切に引き継がれるよう配慮する。 

地区別構想、特定事業計画の策定以降も、協議会組織を継続し、施設設置管理者などが定める特

定事業計画の内容やその進捗状況を年1回程度確認し、必要に応じて利用者の意見などに応じたさ

らなる改善検討を進める。 

２．基本構想のスパイラルアップ

全体構想に定めたとおり、引き続き、P（計画 plan）D（実施 do）C（評価 check）A（改善action）

の PDCAサイクルに基づき、進捗状況の把握や新たな課題に対して検討を加え、構想の実現化とス

パイラルアップに努める。 

図 6-1 基本構想のスパイラルアップのイメージ 

協議会 

（地区別構想、特定事業計画、進捗管理など）

まちあるき勉強会や 

こころのバリアフリーの取組 協議会 

（全体構想）

北区 

バリアフリー

基本構想 

【全体構想】

地区別構想 

進行管理 

中間評価

基本構想

の 

評価・改定

H27 H28～ H32 ～H36 H37

必要に応じ

見直し 

事業計画･実施 事業の評価 改善検討 

Plan Do Check  

区民

等
利用者

参加

Action  

Plan

Do Check Action
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３．事業実施時における区民参加の推進

 各施設設置管理者が定めた特定事業を実施する際は、さらに具体的な区民意見を取り入れ、より

望ましい形で取組が行われることが期待される。本地区別構想で設定した特定事業のうち、特に高

齢者、障害者等の移動や施設の利用に影響の大きい事業については、区民意見を取り入れる機会を

設けるよう、協議会を通じて働きかけを行う。 

また、各施設設置管理者から区民意見を取り入れたいという希望が提示された場合は、協議会や

区民部会を活用した点検や意見交換の場を設けるよう努める。 

４．施設設置管理者等への働きかけ

重点整備地区における特定事業等の検討にあたっては、主要な生活関連施設及び主要な生活関連

経路を対象に課題の抽出、事業検討依頼を行った。その他の生活関連施設や商店街についても、建

築物等の種類別に関係者が集まる会議などの場を通じて、基本構想の概要や特定事業別の移動等円

滑化に向けた配慮事項について周知し、必要な対応や配慮を検討いただけるように依頼を行ってい

る。バリアフリー法や都条例によりバリアフリー化の努力義務が課せられていることを踏まえ、今

後も継続的に働きかけを行うことで基本構想の理念を広く伝え、取組の輪を区全体に広めていく。 

５．利用者への情報提供

協議会で検討する内容やまちあるき結果、利用者から寄せられた意見や要望などをまとめ、北区

ニュースや北区ホームページなどを通じて利用者に情報提供し、広く基本構想の取組を周知する。 
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第７章 こころと情報のバリアフリーの推進

全体構想では、スパイラルアップの一環として継続される協議会の場を活用してこころのバリア

フリーに関する意見交換や勉強会、ワークショップなどを実施し、成果を広く発信することにより、

こころのバリアフリーの推進を図ることとしている。 

平成 28年度は、区民部会委員によるこころのバリアフリーに関する意見交換を行い、これまで

に経験したことや実践していること等、こころのバリアフリーについて感じていることを共有した。 

さらに、今後区民部会を通じて考えてみたいこと、発信したいことを意見交換し、取組のアイデ

アを検討した。平成29年度も引き続き意見交換を重ね、どのようなことから取り組むか、また北

区ならではの取組の方法について検討を行う。 

１．経験したこころのバリアフリー：理解や配慮があって嬉しかったこと

知的障害 ・地域のイベントへの参加を積極的に打診された。 

視覚障害 

（弱視） 

・街中や店舗等で障害を察して「お困りですか？」「何かお探しですか？」など、困難さへ

の気付き、共感、援助を申し出てくれた。 

・障害を知って何かできることはないかと尋ねてくれたことや、何々しましょうか、と確

認してくれたこと、やれることを一緒に考えてくれた。 

・その時々に応じて「目」から得られる情報を伝えてもらうこと、補ってもらえること全

般がありがたい。 

視覚障害 

・ホームから電車に乗り込んだ際に、たまたま車内に倒れ込んでしまったが、見知らぬ人

が素早く手を差し伸べて起こしてくれた。 

・路線バスの運転手の車内放送がはっきりして、的確な情報を伝えてくれた。 

肢体障害 

・空港では航空会社の介助等の窓口があり、あらゆる問い合わせに対応している。搭乗に

際しては高齢者・障害者・妊産婦・幼児連れが常に最優先である。 

・過去に宿泊した旅館で、フロント棟から浴場前まで移動カーで案内されたり、別の風呂

の無い宿に宿泊した際に夜中遅くに入浴させていただいたりした。 

・雨の日に車いすの方がバスに乗る際に、運転手がさっと降りてきて手順よく操作して車

いすを定位置に固定させ、安全を確認し発車した。業務とはいえ、雨の中淡々と作業さ

れるその姿に感心し、またその行動をじっと見守る乗客がいた。 

・宿泊したホテルのレストランで、障害のある息子の料理を食べやすい大きさにカットし

てきれいに盛り付けてくれた。 

・車いす使用者３人、介助者３人でカラオケに行った際、こちらからお願いしていないの

に、広い部屋に案内し、テーブルとイスも動かして、快適な空間を作ってくれた。 

・満員電車から降りる時、周りの方たちが協力してくれた。 

子育て 

・ベビーカーで狭い道を通っている時に対向者が道を譲ってくれた。 

・飲食店にてベビーカーが置きやすいように広めの席に案内していただいた。 

・階段（2、3段）を下りるときにベビーカーを持つのを手伝っていただいた。 

・スーパーのレジで会計済みのカゴを台の上まで運んでいただいた。 
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２．経験したこころのバリア：理解や配慮が不足していると感じたこと

知的障害
・知的障害者へのイメージが大きな声を上げる、暴れる等だったらしく、イベントへの参

加を断られた。 

視覚障害

（弱視）

・外見から分かりにくく、挙動が自然でないことや姿勢も悪くなりがちなため、いぶかし

むかのような視線を受けると、居心地の悪さを覚える。 

・「見える」か「見えないか」だけではなく「見えにくい」という人もいることが理解され

ていないこともまだ多くある。 

肢体障害

・障害者用の駐車スペースに該当しない人が停めているのを見るととても不愉快である。 

・電車内の優先座席を占領してスマホをいじっている若者の姿もどうかと思う。 

・駅員さんの配置の関係で、乗りたい時刻の電車に乗れないことがある。 

・「混んでいる時間帯に乗らないでください」「帰りは何時ですか」「またこの駅を使うので

すか」と言われた。 

・バスに乗った時、乗客から「車いすの人が乗ると時間が掛かって迷惑」と言われた。 

・「駅員さん呼んできます」と頼んでもいないのに呼びに行かれた。 

・改札へ向かう通路を歩いていたら、「車いすの人が通っているから道を空けてください」

と知らない人が叫んだ。 

子育て 

・ベビーカーを押していて歩くスピードが遅かったため、駅の改札を通る際に後ろの人に

舌打ちされた。 

・エレベーターにたくさんの人が並んでいてすごく待たなければならなかった（階段やエ

スカレーターも利用できる方がエレベーターを利用しているように見えた）。 

・喫煙エリアに近付くと歩きたばこをしている人が多い。 

３．こころのバリアフリーについて、日頃から心がけていること

視覚障害者に

対して 
・視覚障害者の方が歩行している時に迷っているように見えたら声を掛け誘導する。 

高齢者に 

対して 
・電車内で高齢者が立っていたら声を掛け自分が座っている席を譲る。 

言語障害者に

対して 
・ゆっくり聞き取るよう努力している。 

ベビーカー・

車いす使用者

に対して 

・ベビーカー使用時以外はエレベーターを使用しない。 

・電車でベビーカーや車いすを優先的に置くスペースは避けて乗車する。 

・電車・バスの乗り降りや段差など手伝いが必要な場合は声をかけるようにする。 

・多機能トイレは出来るだけ使用しない。どうしても使用しなければならない場合は、

車いすやベビーカー使用者が待っていないことを確認してから使用する。 

全体に対して

・人の上にも人の下にも立たず、誰にも敬意をもって接する。 

・笑顔で声掛けする。（「こんにちは」「お先にどうぞ」「ありがとうございます」など）

・焦らず心に余裕を持ち、他人の行動が終了するまで焦らずに待つ。 

・外出する際は、自分自身の体調を整えておく。 

・他人に迷惑がかからないように心がけている。 

・支え合いが大切だと思うので、何事も相手の身になって考えている。 

・話すときに身振り手振りをできるだけ交えるよう心がけている。案内説明は実物や

掲示・サイン等を出来るだけ引用する。 



39

４．今後区民部会を通じて考えてみたいこと、発信したいこと

全体の方向性

・区民部会委員が当事者としての気付きを活かして、意見を出すだけではなく、具体

的な施策に関与して提案できることに取り組む。 

・何かしたい気持ちはあるが「やり方が分からない」「何をしていいのか分からない」

という人が多いので、障害当事者の立場から、こんなことをしてほしいとコミュニ

ケーションを図っていく。 

・先進的な事例を視察して学ぶ。 

障害当事者の

活動促進 

・障害当事者のまち理解推進、積極的な外出・まち歩きの支援をする。 

⇒教養講座、援助依頼講座、まちなかガイダンス（切符の買い方、電車・バスの

乗り方など） 

普及啓発活動

・「こころのバリアフリー」ガイドブックなどを参考にして、私立小中学校や都立中高

一貫校、福祉を指導している学校の生徒たちに知らせる。 

・福祉関係の各種講演会の際に、こころのバリアフリーについても話をする。 

・区で作成したヘルプカードを続けて普及啓発する。 

・体験学習の支援をする（学校教育、大人を対象とした障害体験）。 

・障害理解の推進の支援をする。 

⇒学生や社会人を対象に事業所、駅頭での介助体験、交流、研修、出前講座等 

・歩きタバコや放置自転車など明らかに問題であると分かっているようなことが改善

されていないため、マナー違反をしてしまう人達にどのように働きかけていくべき

か考える。 

人材育成 
・人的支援を推進できるアドバイザーの育成、人材ライブラリーの整備を支援する。 

・事業者・職員向けの取組として、接客や看板づくりの体験、介助体験を支援する。 

施設・設備 

・区民部会を活用してまちあるきでの定時点検をする。 

・施設等計画段階から当事者意見を反映できる仕組みをつくり、区民部会で関わって

いく。 

・施設・設備利用にあたって配慮が必要なことを伝えていく。啓発冊子を作成する。 

⇒誰でもトイレの必要性について 

⇒エスカレーター、エレベーターの利用について 

⇒車いす用駐車場について 

・駅前での乗り換え案内リーフレット作成や指差しガイドボードの設置を支援する。 

・知的障害者に対するケアを考える。 

・交通誘導員の駅版（ボランティアなど）の配置を働きかける。 
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５．意見交換を踏まえた取組のアイデア

①まちを利用する人や区民への働きかけ 

プログラム 取組案 

パンフレット 

作成 

・まちで困っていること、配慮してほしいことなどをまとめたパンフレットを作成

し、実際にまちで配布する。 

啓発ツール 

作成 

・町会・商店街掲示板へのポスターの掲示を通じて、ヘルプカードや認知症サポー

ター（オレンジリング）等のPRや、マナー啓発を行う。 

交流イベント ・福祉まつり等のイベントで、障害者と一般の人の交流の機会を設ける。 

当事者による 

セミナー 

・障害者による講話（どんな時に困っているか、まちなかのバリアフリーの工夫など）

・体験学習（介助方法のレクチャー、車いす体験など） 

・障害者との意見交換会 

要援護者の 

防災訓練 

・地域防災訓練に高齢者、障害者等が参加し、支援の方法や日常からの関わりの必

要性について意見交換を行う。 

②子どもへの働きかけ 

プログラム 取組案 

学校への 

出前講座 

・障害者による講話（どんな時に困っているか、まちなかのバリアフリーの工夫、

こころのバリアフリーの重要性についてなど） 

・体験学習（介助方法のレクチャー、車いす体験など） 

・まちのバリアとバリアフリーを探すワークショップ 

パンフレット 

配布 

・まちで困っていること、配慮してほしいことなどをまとめたパンフレットを作成

し、生徒などに配布する。 

③事業者への働きかけ 

プログラム 取組案 

パンフレット 

作成 

・診療所、薬局、金融機関などで、少しの工夫でできる合理的配慮について検討し

てほしいことをまとめたパンフレットを作成し、配布。 

福祉の 

まちづくり 

サポーター 

・バリアフリー整備や取組を行おうとしている施設からの申し出に対応し、当事者

参加によるバリア点検を行い、改良のアイデア出しを行う。 

→対応の内容に応じて「やさしいお店認定証（仮）」を発行するなども考えられる。

接遇研修 

・商店街の定例会等の場を活用し、当事者との意見交換。 

・擬似的な窓口を用意し、当事者への接遇の練習を行う。 

・商店街関係者と当事者合同のワークショップを行い、実際に商店街を利用しなが

ら問題点を把握する。 

コミュニケーション

支援ボード開発

・指さしで買い物や窓口の手続きができるようなツールを開発し、商店街などで導

入する。 

④障害のある当事者への働きかけ 

プログラム 取組案 

外出促進 

プログラム 

・ふだんあまり外出をしない高齢者、障害者等を対象に、外出時の工夫や支援の頼

み方などをレクチャーし、積極的な外出を促す講座を開催する。 

ヘルプカード 

普及促進 

・「持っててよかったヘルプカード！」事例集など、ヘルプカードの活用イメージが

わかるパンフレットを作成し、高齢者・障害者関係施設などで配布する。 

コミュニケーション

支援ボード開発

・聴覚障害者や知的障害者などが、指さしで買い物や窓口の手続きができるような

ツールを開発し、使い方の練習や、持ち歩きを促すことで外出を支援する。 
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参考資料

１．北区バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱、委員名簿

（１）北区バリアフリー基本構想策定協議会 設置要綱 

北区バリアフリー基本構想策定協議会 設置要綱 

27北ま都第1593号 

平成 27年 8月 17日区長決裁 

27北ま都第1593号-2 

平成 28年 3月 30日区長決裁 

 （設置）  

第１条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号。

以下「法」という。）第２６条第１項の規定に基づき、北区バリアフリー基本構想策定協

議会（以下「協議会」という。）を設置する。  

（所掌事務）  

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）北区バリアフリー基本構想（以下「基本構想」という。）の策定に関すること。 

（２）その他バリアフリーの推進に必要な事項に関すること。 

 （組織）  

第３条 協議会は、委員４５名以内で組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する。  

（１）学識経験者  

（２）高齢者、障害者団体等  

（３）関係行政機関 

（４）施設管理者 

（５）交通管理者 

（６）公共交通事業者  

（７）その他区長が必要と認める者  

３ 委員の任期は、委嘱又は任命の日から基本構想の策定が完了する日までとする。 
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（会長及び副会長）  

第４条 協議会に会長及び副会長２名を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する順序によ

り副会長がその職務を代理する。  

（会議） 

第５条 会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選され

る前に招集する会議は、区長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。  

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（関係者の出席）  

第６条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、説明又

は意見を聴くことができる。  

（部会）  

第７条 協議会に、基本構想の策定及び実施に関する事項を検討するため、部会を置くこと

ができる。 

２ 部会長及び部会員は、会長が指名する者をもって充てる。 

（協議結果の報告）  

第８条 会長は、第２条に掲げる事項の協議等を完了したときは、その結果を区長に報告す

るものとする。  

（庶務）  

第９条 協議会の庶務は、都市計画課において処理する。 

（その他）  

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。  

附  則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成27年 8月 17日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、基本構想の策定が完了する日限り、その効力を失う。 

附  則 

この要綱は、平成28年3月30日から施行する。 
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（２）北区バリアフリー基本構想策定協議会 委員名簿 

区分 所属など 氏名 

1 
学識 

経験者

会長 東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科 高橋 儀平 

2 
副会長

東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科 菅原麻衣子 

3 聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科 野口 祐子 

4 

高齢者、 

障害者団体など 

北区障害者団体連合会 井上 良子 

5 北区肢体不自由児者父母の会 田中 淳子 

6 自立生活センター・北 小田 政利 

7 北区視覚障害者福祉協会 熊澤真砂子 

8 北区聴覚障害者協会 印南美和子 

9 NPO法人 北区精神障害者を守る家族会 飛鳥会 吉田 耕一 

10 NPO法人 尚道手をつなぐ会 たいよう事業所 丹野 克哉 

11 区民 誉田加奈子 

12 区民 花山 明弘 

13 区民 高岡 和宏 

14 北区シニアクラブ連合会 望月 康男 

15 北区民生委員児童委員協議会 河奈 正道 

16 北区町会自治会連合会 齋藤 邦彦 

17 北区商店街連合会 尾花 秀雄 

18

関係行政機関 

国土交通省関東運輸局交通政策部消費者行政・情報課 笠間 雅弘 

19 東京都都市整備局都市基盤部交通企画課 谷崎 馨一 

20 北区政策経営部企画課 筒井 久子 

21 北区健康福祉部健康福祉課 菊池 誠樹 

22 北区健康福祉部障害福祉課 田中 英行 

23 東京都立王子第二特別支援学校 鎌田 英美 

24 東京都立王子特別支援学校 高橋 聡司 

25 東京都立北特別支援学校 渡邉  涼 

26

施設管理者 

国土交通省関東地方整備局東京国道事務所交通対策課 三條 憲一 

27 東京都建設局第六建設事務所補修課 金澤 大介 

28 東京都建設局東部公園緑地事務所管理課 田中  功 

29 北区土木部土木政策課 佐藤 信夫 

30 北区土木部施設管理課 佐藤 秀雄 

31 北区土木部道路公園課 石本 昇平 

32

交通管理者 

警視庁赤羽警察署交通課 林  秀樹 

33 警視庁王子警察署交通課 江口 裕行 

34 警視庁滝野川警察署交通課 土田 信夫 

35

公共交通 

事業者 

東日本旅客鉄道㈱東京支社総務部企画室 塩ノ谷浩司 

36 東京地下鉄㈱鉄道本部鉄道統括部移動円滑化設備整備促進担当課 木津 和久 

37 東京都交通局総務部総合技術調整担当課 生越 啓史 

38 東京都交通局自動車部計画課 島崎 健一 

39 国際興業㈱運輸事業部業務課 髙島 俊和 

40 日立自動車交通株式会社バス事業部 西窪 裕光 

平成 27年 9月 30日現在 敬称略 
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（３）北区バリアフリー基本構想策定協議会 区民部会 委員名簿 

区分 所属など 氏名 

1 
学識経験者 

東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科 菅原麻衣子 

2 聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科 野口 祐子 

3 部会長 北区障害者団体連合会 井上 良子 

4 

高齢者、 

障害者団体など 

北区肢体不自由児者父母の会 田中 淳子 

5 自立生活センター・北 小田 政利 

6 北区視覚障害者福祉協会 熊澤真砂子 

7 北区聴覚障害者協会 印南美和子 

8 NPO法人 北区精神障害者を守る家族会 飛鳥会 吉田 耕一 

9 NPO法人 尚道手をつなぐ会 たいよう事業所 丹野 克哉 

10 区民 花山 明弘 

11 区民 高岡 和宏 

12 区民 誉田加奈子 

13 区民 清水 孝彰 

14 区民 太田 雅一 

15 北区シニアクラブ連合会 望月 康男 

16 北区民生委員児童委員協議会 河奈 正道 

17 北区町会自治会連合会 齋藤 邦彦 

18 北区商店街連合会 尾花 秀雄 

19

関係行政機関 

東京都立王子第二特別支援学校 鎌田 英美 

20 東京都立王子特別支援学校 高橋 聡司 

21 東京都立北特別支援学校 渡邉  涼 

平成 28年 7月 6日現在 敬称略 
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２．検討経緯（平成 28年度）
回 会議名及び開催日 主な検討内容 

１ 

第１回 北区バリアフリー

基本構想策定協議会 

平成 28年 5月 18日 

（１）バリアフリー基本構想【赤羽地区】策定の進め方 

（２）重点整備地区・生活関連施設・生活関連経路（案）について 

２ 
第１回 区民部会 

平成 28年 5月 18日 

（１）まちあるきの実施について 

（２）こころのバリアフリーに関する意見交換 

３ 
事業者説明会 

平成 28年 6月 2日 

（１）バリアフリー基本構想策定の進め方 

（２）重点整備地区・生活関連施設・生活関連経路（案）について 

（３）特定事業の検討について

４ 
まちあるき点検 

平成 28年 7月 6日 
赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺のまちあるき点検及び意見交換 

５ 
まちあるき点検 

平成 28年 7月 13日 
赤羽・北赤羽・浮間舟渡駅周辺のまちあるき点検及び意見交換 

６ 
第２回 区民部会 

平成 28年 8月 24日 

（１）生活関連経路・施設（修正版）の確認 

（２）まちあるき点検結果のまとめ 

（３）事業者部会へ提示する課題・検討依頼事項の確認 

（４）こころと情報のバリアフリーに関する取組のアイデアについて

7 
第 1回 事業者部会 

平成 28年 9月 16日 

（１）北区バリアフリー基本構想について 

（２）区民部会からの提示課題の確認 

（３）対応方針（特定事業案）の作成依頼 

8 

第２回 北区バリアフリー

基本構想策定協議会 

平成 28年 10月 12日 

（１）区民部会からの報告 

（２）赤羽地区の地区別構想（素案）の検討 

9 

第３回 区民部会 

第２回 事業者部会 

平成 28年 11月 1日 

（１）事業者部会から区民部会への対応方針の説明 

（２）対応方針に関する意見交換 

10

第３回 北区バリアフリー

基本構想策定協議会 

平成 28年 11月 30日 

（１）赤羽地区の地区別構想（案）の検討 

11

パブリックコメント 

平成 28年 12月 26日 

～平成29年 1月 30日 

パブリックコメントの実施 

12

第４回 北区バリアフリー

基本構想策定協議会 

平成 29年２月24日 

（１）パブリックコメントの結果について 

（２）赤羽地区の地区別構想（案）について 

（３）平成29年度以降の進め方について 
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３．バリアフリー法の概要

（出典：国土交通省「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（概要図）」） 
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４．移動等円滑化の促進に関する基本方針の概要

（国土交通省「移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部改正について」をもとに作成） 

（１）移動等円滑化の意義及び目標 

移動等円滑化の意義 

移動等円滑化の目標 

本格的高齢社会の到来や自立と共生の理念の浸透など、高齢者、障害者等を取

り巻く社会情勢の変化等に対応 

旅客施設や車両、道路、公園、建築物等について、平成32年度末を期限とし

て、より高い水準の新たなバリアフリー化の目標を設定 ⇒下表参照 

（２）施設設置管理者が講ずべき措置 

適切な情報提供 

職員等の教育訓練 

視覚障害や発達障害など、情報に係る障害をもつ人への対応を含めた多様な障

害者等への対応をより具体的に推奨 

施設設置管理者による職員等への教育訓練に関し、ＰＤＣＡサイクルの中でマ

ニュアル整備や研修実施への高齢者、障害者等の意見反映や参画を推奨 

（３）基本構想の指針 

重点整備地区における

移動等円滑化の意義 

・区市町村が重点整備地区について作成する基本構想の必要性を強調 

・作成した基本構想について、地域の高齢者、障害者等が参加しつつ、関係事

業の実施状況等を把握しながら成果の評価を行い、内容の段階的かつ継続的

発展を図る「スパイラルアップ」をより強く推奨 

（４）移動等円滑化施策に関する基本的事項その他 

国民の責務 国民が、高齢者、障害者等の自立した生活の確保の重要性等について理解を深

める「心のバリアフリー」において、外見上わかりづらい聴覚、精神、発達障

害など障害に多様な特性があることに留意する必要性を明示 

表 各施設などの整備目標 

H32年度末までの目標（全国値） 

鉄軌道 

鉄軌道駅 
・3,000人以上を原則100% 

・利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化

ホームドア・ 

可動式ホーム柵 

・優先的に整備すべき駅を検討し、地域の支援の

下、可能な限り設置を促進 

鉄軌道車両 ・約 70% 

バス 

バスターミナル 
・3,000人以上を原則100% 

・利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化

乗合バス 
ノンステップバス ・約70%（リフト付きバス等を除く） 

リフト付きバス等 ・約 25% 

タクシー 福祉タクシー車両 ・約 28,000 台 

道路 
重点整備地区内の主要な生活関連経路を

構成する道路 
・原則100% 

都市公園 

移動等円滑化園路 ・約 60% 

駐車場 ・約 60% 

便所 ・約 45% 

路外駐車場 特定路外駐車場 ・約 70% 

建築物 不特定多数の者等が利用する建築物 ・約 60% 

信号機等 
主要な生活関連経路を構成する道路

に設置されている信号機等 
・原則100% 




