
番号： 板-13 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

必要 箇所

4 維持管理 ― ― ✓ 適切な維持管理に努める

5 維持管理 ― ― ✓ 工事を実施する際には配慮する

6 普及・啓発 ― ― ✓
関係機関と連携しながら継続的
に実施

7 普及・啓発 ― ― ✓
関係機関と連携しながら継続的
に実施

事業内容

自転車走行空間の整備

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（生活関連施設への誘導）

視覚障害者誘導用ブロックの改修（輝度比の確保）

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮

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

自転車通行ルールの啓発及び放置自転車対策

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
当該箇所は、首都高速中央環状王子線の整備に伴い、国道部も道路整備がなされており、基本的なバリアフリー化が
図られている。今後とも適切な維持管理に努めるとともに、更なる移動等円滑化に向けて、検討を継続していく。

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 ―

２．事業主体 すべて 国土交通省関東地方整備局　東京国道事務所　交通対策課

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－13 国道17号（中山道）

【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30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 国道・都道共通 地区： 全体

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

滝野川七交差点～西巣鴨交
差点までの区間 500 ｍ ✓

2
バス乗降
場・
バス停留所

バス事業者の取り組みに協
力する 3 箇所 ✓

3
バス乗降
場・
バス停留所

バス事業者の取り組みに協
力する 3 箇所 ✓

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

滝野川七交差点～西巣鴨交
差点までの区間で北区の取
り組みに協力する

500 ｍ ✓

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

滝野川七交差点～西巣鴨交
差点までの区間で北区との
連携を図る

500 ｍ ✓

6 維持管理

滝野川七交差点～西巣鴨交
差点までの区間 500 ｍ ✓

7 維持管理

滝野川七交差点～西巣鴨交
差点までの区間 500 ｍ ✓

8 普及・啓発

滝野川七交差点～西巣鴨交
差点までの区間で北区との
連携を図る

500 ｍ ✓

9 普及・啓発

北区の取り組みに協力する

500 ｍ ✓

視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕
組みや表示方法等の検討

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

工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮

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

自転車通行ルールの啓発及び放置自転車対策

事業内容

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

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

多様な利用者に配慮した公共サイン等の設置や改修
（北区都市計画課ほか）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて ―

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※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 ―

２．事業主体 すべて 東京都建設局　第四建設事務所/第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 国道（都管理）・都道共通

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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



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： 国道・都道共通 地区： 全体

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

　
随時対応 必要 箇所 ✓

2
バス乗降
場・
バス停留所

　
随時対応 必要 箇所 ✓

3
バス乗降
場・
バス停留所

　
随時対応 必要 箇所 ✓

4
案内設備・
情報のバリ
アフリー

　
随時対応 必要 箇所 ✓

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

　
随時対応 必要 箇所 ✓

6 維持管理

　
随時対応 必要 箇所 ✓

7 維持管理

　
随時対応 必要 箇所 ✓

8 普及・啓発

　
随時対応 必要 箇所 ✓

9 普及・啓発

　
随時対応 必要 箇所 ✓

視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕
組みや
表示方法等の検討

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

工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮

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

自転車通行ルールの啓発及び放置自転車対策

事業内容

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

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

多様な利用者に配慮した公共サイン等の設置や改修
（北区都市計画課ほか）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて ―

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※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 ―

２．事業主体 すべて 東京都建設局　第四建設事務所/第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 国道（都管理）・都道共通

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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



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： 板-02 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

電線共同溝を整備し、無電
柱化を図る 33 本

2 歩道等

歩道整備時に、がたつきや
勾配の解消を図る 500 ｍ

3 歩道等

事業範囲内に自転車走行空
間を設ける 500 ｍ

4
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

歩道整備時に設置・改修を
実施 500 ｍ

5 安全対策

歩道整備時に、付属物の設
置位置を配慮する 500 ｍ

事業内容

歩道上の電柱の撤去

歩道の傾きやがたつき、横断歩道接続部の勾配の解
消

自転車走行空間の整備

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

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※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

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

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道有効幅員が確保されており、交差点部等に視覚障害者誘導用ブロックが設置されている経路である。第四次事業
化計画における優先整備路線の範囲内であるため、整備にあたりバリアフリー化に配慮する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 ―

２．事業主体 すべて 東京都建設局　第四建設事務所

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板ー02 都道305号（明治通り）

【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30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-22 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次事業内容

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道有効幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されている経路だが、視覚障害者誘導用ブ
ロックの破損箇所が目立つ。今後は各種工事に合わせ適時適切な維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バ
リアフリー推進計画に基づく整備を推進する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 ―

２．事業主体 すべて 東京都建設局　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－22 国道122号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-23 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

　
随時対応 必要 箇所 ✓

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

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）

歩道橋エレベーター乗り場への案内表示の設置
（北区都市計画課ほか）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道有効幅員が確保されており、交差点部等に視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている経路である。今後は
各種工事に合わせ適時適切な維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を
推進する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 ―

２．事業主体 すべて 東京都建設局　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－23 国道122号（明治通り）

【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30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-01 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

　
大規模改修時に検討 必要 箇所 ✓

2 安全対策

　
現地調査し検討 必要 箇所 ✓

事業内容

横断歩道接続部への車いす使用者等が安全に滞留で
きるスペースの整備

カーブミラーの設置

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

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

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 ―

２．事業主体 すべて 東京都建設局　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－01 都道455号（本郷通り）

【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30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-23 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

　
随時対応 必要 箇所 ✓

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

　
随時対応 必要 箇所 ✓

事業内容

平坦かつ十分な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設置
（ＪＩＳ規格適合・輝度比の確保）
（尾久駅～昭和町区民センター入口）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
基本的には歩道有効幅員が確保されており、交差点部等に視覚障害者誘導用ブロックが部分設置（一部連続設置）さ
れている経路である。また、沿道の駐輪や店舗の占用物が見られる箇所がある。今後は各種工事に合わせ適時適切な
維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 ―

２．事業主体 すべて 東京都建設局　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－23 都道306号（明治通り）

【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30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-01 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 通路

エレベーター等設置

1 基

2 歩道等

無電柱化事業の一環で対応

必要 箇所 ✓

3 歩道等

無電柱化事業の一環で対応

必要 箇所 ✓

4
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

無電柱化事業の一環で対応

必要 箇所 ✓

5 安全対策

無電柱化事業の一環で対応

必要 箇所 ✓

事業内容

エレベーターの設置（東台橋付近）

平坦で滑りにくく、十分な有効幅員が確保された
歩行空間の整備

横断歩道接続部の勾配の解消

視覚障害者誘導用ブロックの改修
（ＪＩＳ規格適合・輝度比の確保）

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※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

歩道上の電柱の撤去

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

十分な歩道有効幅員が確保されておらず、交差点部等に視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている経路であ
る。また、一部が田端駅前通り商店街となっている。今後は各種工事に合わせ適時適切な維持管理、整備をして行く
とともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。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。また、東台橋付近の高低差を解消するため、エレベーターの設置を推進する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 ―

２．事業主体 すべて 東京都建設局　第六建設事務所　／　北区（東台橋付近エレベーター設置）

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－01 都道458号（田端駅前通り）

【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30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-13 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

無電柱化事業の一環で対応

必要 箇所 ✓

2 歩道等

無電柱化事業の一環で対応

必要 箇所 ✓

3
視覚障害
ブロック

無電柱化事業の一環で対応

必要 箇所 ✓

4 安全対策

無電柱化事業の一環で対応

必要 箇所 ✓

事業内容

平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整
備

横断歩道接続部の勾配の解消

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

歩道上の電柱の撤去

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※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．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
歩道有効幅員が確保されており、交差点部等に視覚障害者誘導用ブロックが部分設置（一部連続設置）されている経
路である。今後は各種工事に合わせ適時適切な維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推進計
画に基づく整備を推進する。無電柱化事業の計画路線となっており、整備にあたりバリアフリー化に配慮する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 ―

２．事業主体 すべて 東京都建設局　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－13 都道458号（東田端２丁目～田端新町３丁目）

【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30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-14 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

無電柱化事業の一環で対応

必要 箇所 ✓

2 歩道等

無電柱化事業の一環で対応

必要 箇所 ✓

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

無電柱化事業の一環で対応

必要 箇所 ✓

4 安全対策

無電柱化事業の一環で対応

必要 箇所 ✓

事業内容

平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整
備

横断歩道接続部の勾配の解消

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）

歩道上の電柱の撤去

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※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．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
高架上以外は十分な歩道有効幅員は確保されておらず、交差点部等に視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されてい
る経路である。今後は各種工事に合わせ適時適切な維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推
進計画に基づく整備を推進する。無電柱化事業の計画路線となっており、整備にあたりバリアフリー化に配慮する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 ―

２．事業主体 すべて 東京都建設局　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－14 都道458号（東田端１丁目～田端新町１丁目）

【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30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-19 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

　
随時対応 必要 箇所 ✓

2 安全対策

　
大規模改修時に検討 必要 箇所 ✓

事業内容

平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整
備

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道有効幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されている経路である。今後は各種工事に合
わせ適時適切な維持管理、整備をして行くとともに、東京都道路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。無
電柱化事業の計画路線となっており、整備にあたりバリアフリー化に配慮する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 ―

２．事業主体 すべて 東京都建設局　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－19 都道58号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-22 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

　
随時対応 必要 箇所 ✓

2 安全対策

　
大規模改修時に検討 必要 箇所 ✓

事業内容

視覚障害者誘導用ブロックの設置
（ＪＩＳ規格適合・輝度比の確保）
（田端ふれあい大橋階段下～歩道部）

電柱や街灯、案内サイン等の付属物が
歩行者の通行の妨げとならないよう配慮

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※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．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
田端ふれあい橋と並行している経路で、歩道有効幅員は確保されており、交差点部等に視覚障害者誘導用ブロックが
部分設置されている経路である。今後は各種工事に合わせ適時適切な維持管理、整備をして行くとともに、東京都道
路バリアフリー推進計画に基づく整備を推進する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 ―

２．事業主体 すべて 東京都建設局　第六建設事務所

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－22 都道458号（田端大橋）

【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30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-25 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 普及・啓発 ― ― ✓ 区等に協力する

2 普及・啓発 ― ― ✓ 区等に協力する

事業内容

自転車走行空間と通行ルールの啓発の推進
（交通管理者と連携）

駅周辺の放置自転車対策の実施

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 鉄道用地内の地下通路であり、バリアフリー化はされていない。改修の検討にあたっては、区等に協力していく。

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 ―

２．事業主体 すべて 東日本旅客鉄道株式会社　東京支社総務部企画室

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 私道

【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30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-04 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

整備）該当箇所が判明次
第、対応する。 必要 個 ✓

排水能力を考慮し、必要個所の
み対応する。

2 歩道等

交通）北区および交通管理
者と連携して対応する。 必要 ｍ ✓

路線として検討する。

3 安全対策

整備）設置した方が望まし
い個所が判明次第、検討し
ていく。

必要 箇所 ✓

通行利用者とのバランス（バリ
ア化）を考慮し、対応する。

4 安全対策

該当箇所が判明次第、対応
する。 必要 箇所 ✓

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

設置した方が望ましい個所
が判明次第、検討してい
く。

必要 箇所 ✓

6 維持管理

監察）通常パトロール等で
維持管理する。 必要 回 ✓

7 維持管理

整備）工事内容に応じて対
策する。 必要 件 ✓

8 普及・啓発

監察・交通）通常パトロー
ル等で対応する。 必要 件 ✓

9 普及・啓発

交通）交通管理者と連携し
て啓発・対策する。 必要 箇所 ✓

生活関連経路上の主要な箇所への案内表示の設置

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

工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮

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

自転車通行ルールの啓発及び放置自転車対策

事業内容

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

自転車走行空間の整備（交通安全事業者と連携）

車いすなどが一時停止できる平坦部や手すり、
ベンチの設置等

電柱や街灯、案内サイン等の付属物が
歩行者の通行の妨げとならないよう配慮

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道有効幅員が確保され、交差点部等に視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている経路である。豊島区として
は歩道のある道路はバリアフリー化を進めていく方針であり、北区のバリアフリー基本構想に合わせて整備を推進す
る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 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 ―

２．事業主体 すべて 豊島区

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 豊北3号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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



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： 田-12 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

整備）該当箇所が判明次
第、対応する。 必要 個 ✓

排水能力を考慮し、必要個所の
み対応する。

2 歩道等

交通）交通管理者と連携し
て対応する。 必要 ｍ ✓

3 歩道等

文化観光）駅前に改善した
総合案内板を設置する。 1 箇所

設置完了

4 歩道等

整備）沿道の利用形態に応
じた整備をする。 必要 ｍ ✓

5
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

整備）沿道の利用形態に応
じた整備をする。 必要 ｍ ✓

6
歩道のない
道路

各事業整備後の沿道の利用
形態に応じ、検討する。 ― ― ✓

7 安全対策

該当箇所が判明次第、対応
する。 必要 件 ✓

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

文化観光）駅前に設置する
案内板に表示する。 1 箇所

表示完了

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

文化観光）駅前に設置する
案内板に表示する。 1 箇所

表示完了

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

沿道の利用形態に応じ、検
討する。 必要 件 ✓

エレベーターへのわかりやすい案内表示の設置

視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内誘導の仕
組みや表示方法等の検討

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の改修
（ＪＩＳ規格適合・輝度比の確保・適切な設置）

歩行者専用道路化の検討

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

生活関連経路上の主要な箇所への案内表示の設置
（ＪＲ駒込駅東口付近）

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設置検討
（ＪＲ駒込駅東口ガード下）

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

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

自転車走行空間の整備（交通安全事業者と連携）

総合案内板の記載内容の改善

アザレア通り商店街や駒込銀座商店街、駒込駅東口を経由する経路であり、歩道が設置されていない。北区のバリア
フリー基本構想にあわせて、中期から長期的に案内表示の設置などを進める。

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 ―

２．事業主体 すべて 豊島区

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 豊北1号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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 維持管理

監察）通常パトロール等で
維持管理する。 必要 箇所 ✓

12 維持管理

整備）工事内容に応じて対
策する。 必要 件 ✓

13 普及・啓発

監察）パトロール等で対応
する。 必要 件 ✓

14 普及・啓発

交通）道路標示シール等で
対応する。 必要 箇所 ✓

15 普及・啓発

店舗内でのバリアフリー化
を啓発する。 必要 件 ✓

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

工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮

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

自転車通行ルールの啓発及び放置自転車対策
（駐輪場附置義務施設への指導及び駐輪場の設置検
討）

沿道店舗の出入口等のバリアフリー化の啓発

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



番号： 区道共通 地区： 全体

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

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

具体的な整備方法については、
路線ごとに交通管理者と協議し
決定していく。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

全体計画、方針を決定後に
細部について検討する。

― ― ✓

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

― ― ✓

4 維持管理

舗装や視覚障害者誘導用ブ
ロック、植栽の枝などの適
切な維持管理を行う。

― ― ✓
案内設備が何を指しているの
か。標識であれば適正管理を
行っていく。

5 維持管理

工事中においても利用者の
安全な通行に配慮する。 ― ― ✓

6 指導・啓発

道路不法占用防止のパトロー
ル・注意・指導、違反物件の
除去、放置自転車の移送

― ― ✓

7 指導・啓発

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

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

事業内容

北区自転車ネットワーク計画（策定予定）に基づく
自転車走行空間整備の推進

視覚障害者誘導用ブロックを活用した
案内誘導の仕組みや表示方法等の検討

多様な利用者に配慮した公共サイン等の設置や改修
（北区都市計画課ほか）

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮

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

自転車通行ルールの啓発及び
駅周辺（放置自転車整理区画）の放置自転車対策

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

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

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 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 区道共通

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-01 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

バリアフリー化工事施工中
（～H31） 必要 箇所 土木政策課施工

2 歩道等

バリアフリー化工事施工中
（～H31） 必要 箇所 土木政策課施工

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

バリアフリー化工事施工中
（～H31） 必要 箇所 土木政策課施工

4
歩道のない
道路

ガードパイプの設置検討。
カラー舗装による安全対
策。

必要 箇所 ✓
現況ポストコーンの個所をガー
ドパイプに替えるのか。

事業内容

歩道の傾きやがたつき、横断歩道接続部の勾配の解
消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

ガードレールの設置

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員はおおむね確保されているが、一部視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。平成29年度
から実施しているバリアフリー化工事の際に、配慮事項を踏まえた改善を図る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 800ｍ

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－01 北70号・北366号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-03 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次事業内容

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道がない経路だが、スクールゾーンでは外側線の外側が緑色に舗装されている。必要に応じて維持管理や指導・啓
発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 260m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－03 北359号・北33号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-04 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等
横断歩道接続部の勾配の解
消

必要 箇所 大規模修繕に合わせて施工。

事業内容

横断歩道接続部の勾配の解消

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
一部歩道がなく、歩道設置部分については幅員が確保されている経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を
実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 240m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 北357号・水路滝川5号板－04 北357号・水路滝川5号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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

北357号・水路滝川5号 該当事業者 内容



番号： 板-05 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次事業内容

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のない経路だが、外側線があり交差点部はカラー舗装済みである。一部縦断勾配14％の坂道がある。また、滝野
川市場通り商店街であり、店舗前に駐輪が多く見られる。今後は維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 250m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－05 北34号・北360号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-06 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

横断歩道接続部の勾配の解
消 必要 箇所 大規模修繕に合わせて施工。

事業内容

横断歩道接続部の勾配の解消

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員が狭く視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。大規模な改善については路面補修などの
機会を捉えて対応していく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 200m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板—06 北356号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-07 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

バリアフリー化工事施工中
（～H31） 必要 箇所 土木政策課施工

2 歩道等

バリアフリー化工事施工中
（～H31） 必要 箇所 土木政策課施工

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

バリアフリー化工事施工中
（～H31） 必要 箇所 土木政策課施工

事業内容

歩道の傾きやがたつき、横断歩道接続部の勾配の解
消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※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．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
歩道幅員は確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている経路である。平成29年度から実施する
バリアフリー化工事の際に、配慮事項を踏まえた改善を図る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 100m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－07 北353号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-08 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置 必要 箇所 大規模修繕に合わせて施工

事業内容

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員が確保されているが、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない経路である。配慮事項を踏まえ、路面
補修などの機会を捉えて対応していく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 200m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－08 北2026号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-09 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

カラー舗装の検討 必要 箇所 ✓

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 歩道のない経路である。滝野川銀座商店街がある。必要に応じて経路の実情に合った交通安全対策等を検討する。

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 620m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－09 北69号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-10 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく。

必要 箇所 ✓

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道はないが、両側の路側帯はカラー舗装されている経路である。きつね塚通り商店街がある。必要に応じて経路の
実情に合った交通安全対策を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 220m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－10 北30号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-11 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく。

必要 箇所 ✓

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

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

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 230m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－11 北32号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-12 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

大規模修繕に合わせて施
工。

必要 箇所 ✓

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

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

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 240m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－12 北704号・北541号・私道

【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30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-14 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次事業内容

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 一部歩道のない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 450m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－14 北30号・北313号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-15 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次事業内容

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 歩道のない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 220m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板—15 北27号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-16 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等
横断歩道接続部の勾配の解
消

必要 箇所 大規模修繕に合わせて施工。

事業内容

横断歩道接続部の勾配の解消

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
北側は歩道幅員が確保されており、南側は歩道幅員が狭く視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路であ
る。配慮事項を踏まえ、路面補修などの機会を捉えて対応していく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 360m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－16 北25号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-17 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

縦横断勾配を基準内に整備
する。 必要 箇所 大規模修繕に合わせて施工。

2
バス乗降
場・
バス停留所

歩道幅員が確保できる、支障物がない等
の条件を満たしている場所に、バス事業
者からの申請に基づき設置を許可 必要 箇所 ✓ 占用可否を判断

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

適正な視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置を行う。 必要 箇所 大規模修繕に合わせて施工。

事業内容

歩道の傾きやがたつき、横断歩道接続部の勾配の解
消

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

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

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※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．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
歩道幅員は確保されているが、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない経路である。配慮事項を踏まえ、路面
補修などの機会を捉えて対応していく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 250m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－17 北26号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-18 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
バス乗降
場・
バス停留所

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

必要 箇所 ✓ 占用可否を判断

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置する。 必要 箇所 大規模修繕に合わせて施工。

事業内容

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

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

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※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．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
歩道幅員は確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。大規模な改善については路面補修な
どの機会を捉えて対応していく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 610m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－18 北68号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-19 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者からの要請あれば
協力していく。

― ― ✓

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道がない経路である。一部の歩道は歩道幅員が確保され、視覚障害者誘導用ブロックが設置されている。滝野川分
庁舎への経路としての利用があるが、案内サインがわかりにくい。配慮事項を踏まえ、経路の実情に合った交通安全
対策を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 390m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－19 北285号・北281号・認定外滝川16号・北179号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-20 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次事業内容

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員がやや狭い片側歩道となっており、歩道のない側は外側線が整備されていない。私道であるため、区道共通
の事業の実施を働きかけていく。

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 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－20 私道

【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30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 板-21 地区： 板橋駅・石神井川南周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次事業内容

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
公園敷地内の園路はカラー舗装化されている。自転車利用者が多いため、歩行者優先及び徐行の啓発看板を設置して
いる。公園横の工場跡敷地内の経路については歩車分離はされていないが、石神井川付近は路側帯がブロック舗装に
なっている。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 190m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 板－21 醸造試験所跡地公園園路

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-02 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等
歩道の縦横断勾配を基準値
内に整備する。

大規模修繕に合わせて施工。

2 歩道等 細目グレーチングへ交換

3
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者から要請があれば
協力していく。

✓

１．施設名、路線名 すべて 上－02 北21号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 260m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

事業内容

歩道の傾きやがたつき、横断歩道接続部の勾配の解
消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
都電荒川線以西は歩道幅員がやや狭いが、一部が公開空地になっている。また坂道であり、視覚障害者誘導用ブロッ
クが設置されていない。都電荒川線以東は歩道がない経路で片側に外側線がある。大規模な改善については路面補修
などの機会を捉えて対応していく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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

規模 実施時期



番号： 上-03 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等
歩道の縦横断勾配を基準値
内に整備する。

必要 箇所 大規模修繕に合わせて施工。

事業内容

横断歩道接続部の勾配の解消

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員が非常に狭いが、一部公開空地がある。視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。また、横断歩道接
続部の勾配が急である。大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 440m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－03 北豊7号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-04 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所 ✓

事業内容

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
都電荒川線付近から西ケ原南保育園にかけては歩道幅員が狭いが、部分的に視覚障害者誘導用ブロックが設置されて
いる、また、西ケ原南保育園から西ヶ原みんなの公園にかけては歩道幅員が確保されているが視覚障害者誘導用ブ
ロックが設置されていない。

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 730m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－04 北20号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-05 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所 ✓

事業内容

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員が確保されているが、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。また、沿道に西ヶ原三丁目南ポケッ
トパークが整備されている。視覚障害者誘導用ブロックの設置による沿道の生活関連施設への誘導を検討する。

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 570m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－05 北67号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-06 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次事業内容

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
一部急な坂道であり、歩道幅員は確保されているが、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない区間がある。車
道を屈折または湾曲させたコミュニティ道路として整備している。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 470m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－06 北18号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-07 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

大規模改修工事により解決
を図る。時期未定。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所 歩道幅員狭いため連続設置困難

3 安全対策

大規模改修工事により解決
を図るが時期未定。 必要 箇所

事業内容

歩道の傾きやがたつき、横断歩道接続部の勾配の解
消

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

道路付属物が歩行者の通行の妨げとならないような
配慮

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員は狭く、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。また、西ヶ原三丁目交差点から一里塚交差点にか
けてゲーテの小径と称しており、連続的にガード柵が設置されている。配慮事項を踏まえた大規模な改善については
路面補修などの機会を捉えて対応していく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 730m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－07 北16号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-08 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次事業内容

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 歩道のない経路である。必要に応じて維持管理や指導。啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 150m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－08 北230号・北237号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-09 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次事業内容

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 歩道のない経路である。必要に応じて維持管理や指導。啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 150m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－09 北17号・北215号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-10 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者から要請があれば
協力していく。

― ― ✓

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 歩道がなく、非常に急勾配の経路である。配慮事項を踏まえ、経路の実情に合った交通安全対策を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 380m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－10 北79号・飛鳥山公園園路

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-11 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者から要請があれば
協力していく。

― ― ✓

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

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

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 100m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－11 北191号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-12 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者から要請があれば
協力していく。

― ― ✓

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 歩道のない経路である。経路の実情に合った交通安全対策を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 190m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－12 北21号・北15号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-13 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

大規模改修工事により解決
を図る。時期未定。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部のグレーチング
を細目に変更する。 必要 箇所

3 維持管理

定期的は剪定、道路清掃を
実施 ― ― ✓

事業内容

歩道の傾きやがたつき、横断歩道接続部の勾配の解
消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

季節に応じた舗装の維持管理（落ち葉清掃など）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが設置されている経路である。急な勾配の坂道が連続してい
る。配慮事項を踏まえた大規模な改善については路面補修などの機会を捉えて対応していく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 280m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－13 北66号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-14 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

横断歩道部のグレーチング
を細目に変更する。 必要 箇所

事業内容

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックが部分設置されている。また、緩やかな坂道が連続している。滝野
川女子学園以南については、歩道のない幅員の狭い経路である。配慮事項を踏まえた軽微な改善については短期的に
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

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 600m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－14 北66号・北11 号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-15 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
バス乗降
場・
バス停留所

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

必要 箇所 ✓ 占用可否を判断

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の設置を行う。 必要 箇所

H29までは路面補修予定路線で
あったが、現在は計画から外れ
たため整備時期未定。

事業内容

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

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されている経路である。また、放置自転車が多く
見られる。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 620m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－15 63号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-16 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

大規模改修工事により解決
を図る。時期未定。 必要 箇所

2 歩道等

横断歩道部のグレーチング
を細目に変更する。 必要 箇所

事業内容

歩道の傾きやがたつき、横断歩道接続部の勾配の解
消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
一部歩道のない経路である。歩道のある部分は歩道幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックは設置されて
いない。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 290m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－16 北67号・北198号・北199号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-17 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所 歩道幅員狭いため連続設置困難

事業内容

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 歩道幅員が狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実

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 110m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－17 北豊6号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-18 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

大規模改修工事により解決
を図る。時期未定。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所 歩道幅員狭いため連続設置困難

事業内容

歩道の傾きやがたつき、横断歩道接続部の勾配の解
消

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない経路である。一部歩道がない区間があるが、
ガード柵が設置されている。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 1730m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－18 北65号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-19 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者から要請があれば
協力していく。

― ― ✓

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のない経路である。また、商店街を通る経路であり、一部植木や商品の張り出しが見られる。必要に応じて維持
管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 490m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－19 北50号・北48号・北49号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-20 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

コーナンの整備による周辺
事業により傾き、ガタツキ
はなし。

必要 箇所

2
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者から要請があれば
協力していく。

― ― ✓

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※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．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 歩道のない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 500m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－20 北52号・北372号・北51号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-21 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

大規模改修工事により解決
を図る。時期未定。 必要 箇所

2
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者から要請があれば
協力していく。

― ― ✓

3
歩道のない
道路

歩行者横断部のグレーチン
グを細目に変更する。 必要 箇所

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員が非常に狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。また、都電側の植栽の張り出し
がある。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 290m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－21 北51号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-22 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
案内設備・
情報のバリ
アフリー

エレベーター案内表示を設
置する。 必要 箇所

事業内容

エレベーターやスロープの案内表示の設置

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
上中里駅の高架通路であり、ＪＩＳ規格の視覚障害者誘導用ブロックが連続設置されている。また、自転車対応エレ
ベーター２基設置されている。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 80m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上ー22 北66号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-23 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

大規模改修工事により設置
検討を行う。時期未定。 必要 箇所

2 歩道等

児童遊園復旧工事にあわせ
て歩行空間の整備を検討す
る。

必要 箇所

事業内容

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）

昭和町児童遊園の復旧工事にあわせた歩行空間の整
備

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックが一部の区間は部分設置されている経路である。必要に応じて維持
管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－23 北荒2号・北44号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-24 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

大規模改修工事により解決
を図る。時期未定。 必要 箇所

2 歩道等

歩行者横断部のグレーチン
グを細目に変更する。 必要 箇所

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所

事業内容

歩道の傾きやがたつき、横断歩道接続部の勾配の解
消

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓
発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 130m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－24　北46号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-26 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者から要請があれば
協力していく。

― ― ✓

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 歩道のない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 210m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－26 北48号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 上-27 地区： 上中里・尾久・西ケ原駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

大規模改修工事により解決
を図る。時期未定。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所

事業内容

歩道の傾きやがたつき、横断歩道接続部の勾配の解
消

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓
発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 320m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 上－27 北豊4号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-02 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

歩行者横断部のグレーチン
グを細目に変更する。 必要 箇所

2
バス乗降
場・
バス停留所

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

必要 箇所 ✓ 占用可否を判断

3
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所

事業内容

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

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

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※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．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
歩道幅員が確保されている箇所とやや狭い箇所が混在しており、視覚障害者誘導用ブロックが部分的に設置されてい
る。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 710m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－02 北63号・北166号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-03 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

大規模改修工事により解決
を図る。時期未定。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所

3
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者から要請があれば
協力していく。

― ― ✓

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※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．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
歩道のない経路で、一部ガード柵により分離されているが、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。必要に
応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 670m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－03 北4号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-04 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者から要請があれば
協力していく。

― ― ✓

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 歩道のない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 210m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－04 北89号・北3006号・北3号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-05 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所

事業内容

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

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※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．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

整備済みの区間では歩道幅員が確保されており、部分的に視覚障害者誘導用ブロックが設置されている経路である。
一部の区間で歩道上に自転車通行位置の明示がされており、長い坂道となっている。また、未整備区間は都市計画道
路の優先整備路線となっており、自転車移送場所及び中里台遊び場として暫定利用されている。必要に応じて維持管
理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 960m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－05 北580号・北3015号・北3024号・私道・都市計画道路補助92号線

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-06 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

歩行者横断部のグレーチン
グを細目に変更する。 必要 箇所

2
バス乗降
場・
バス停留所

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

必要 箇所 ✓ 占用可否を判断

事業内容

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員が狭く、視覚障害者誘導用ブロックが部分的に設置されている経路である。バス停留所から田端区民セン
ター敷地間のみ視覚障害者誘導ブロックが連続設置されている。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 1160m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－06 北豊6号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-07 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者から要請があれば
協力していく。

― ― ✓

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 歩道のない経路だが、一部ガード柵により分離されている。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 240m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－07 北6号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-08 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

大規模改修工事により解決
を図る。時期未定。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員がやや狭く、一部歩道のない経路である。また視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。必要に応じ
て維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 740m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－08 北123号・北587号・北62号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-09 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

歩行者横断部のグレーチン
グを細目に変更する。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所

3
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者から要請があれば
協力していく。

― ― ✓

事業内容

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※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．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
歩道のある区間については幅員が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない。歩道のない区間
は長く続く坂道である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 510m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－09 北105号・北10号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-10 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所

事業内容

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 歩道幅員が狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実

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 100m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－10 北107号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-11 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

大規模改修工事により解決
を図る。時期未定。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所

事業内容

歩道の傾きやがたつき、横断歩道接続部の勾配の解
消

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員が狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を
実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 120m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－11 北62号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-14 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

歩行者横断部のグレーチン
グを細目に変更する。 必要 箇所

事業内容

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓
発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 80m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－14 北499号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-15 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

大規模改修工事により解決
を図る。時期未定。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所

事業内容

歩道の傾きやがたつき、横断歩道接続部の勾配の解
消

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 歩道幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発

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 470m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－15 北65号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-16 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者から要請があれば
協力していく。

― ― ✓

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 歩道がなく、商店街を通る経路であるため、店舗前の道路上に駐輪が見られる。必要に応じて維持管理や指導・啓発を

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 200m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－16 北96号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-17 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所

事業内容

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道のある部分については幅員が狭く、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていない。歩道のない部分は路側帯に
カラー舗装があり、一部商店街を通っている。必要に応じて維持管理や指導・啓発を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 400m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－17 北8号・北86号・北442号・北40号・北475号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-18 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所

事業内容

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
商店街を通っており、歩道幅員がやや狭く、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。必要に応じ
て維持管理や指導・啓発を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 200m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－18 北85号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-20 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者から要請があれば
協力していく。

― ― ✓

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 歩道のない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 90m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－20 北483号・北701号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-21 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
歩道のない
道路

現状特に事業予定なし。交
通管理者から要請があれば
協力していく。

― ― ✓

事業内容

経路の実情に合った交通安全対策（交通管理者と連
携）

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 歩道のない経路である。必要に応じて維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 350m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－21 北52号・北35号・北490号・北491号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-22 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1 歩道等

歩行者横断部のグレーチン
グを細目に変更する。 必要 箇所

2
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

エレベーター案内表示を設
置する。 必要 箇所

事業内容

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

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

エレベーターへのわかりやすい案内表示の設置

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
新田端大橋と並行している経路で、歩道幅員は確保されており、視覚障害者誘導用ブロックが連続的に設置されてい
る経路である。また、東端にエレベーターや案内板が設置されている。

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 140m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－22 北2004号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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： 田-23 地区： 田端・駒込駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38- 継続 検討中 順次

1
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

視覚障害者誘導用ブロック
の適正な設置を行う。 必要 箇所

事業内容

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

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 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
歩道幅員は確保されているが、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない経路である。アスカタワー側は、歩道
状空地となっている。また、勾配が長く続く坂道（江戸坂）であり、ガードパイプが設置されている。必要に応じて
維持管理や指導・啓発を実施する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 160m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 北区　土木部

３．事業区間 道路管理者

１．施設名、路線名 すべて 田－23 北63号

【進捗管理シート】道路特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業　[中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業
　[長期]平成38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


