
番号： その他-01 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 車両
国庫補助（地域公共交通確保維持改
善事業費補助金）を活用した福祉タ
クシー等導入のための協議会の開催

1 回/年 ✓ 平成30年6月28日開催

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

高齢者や障害者の方とのコミュニ
ケーション、車いすの取扱いや乗降
時の介助方法などについての研修

1 回/年 ✓
平成29年10月30日及び12月5日
開催（平成30年度の開催時期は
未定）

事業内容

車いす使用者等も利用できるＵＤタクシーの導入の
促進

ユニバーサルドライバー研修の実施

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

現在、東京都内におけるユニバーサルデザイン（ＵＤ）タクシーは法人で約60 台登録されている。今後は、2020 年
の東京オリンピック・パラリンピック開催までに、都内のタクシー約５万台のうちの2 割にあたる１万台のＵＤタク
シー導入を目指している。

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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて タクシー

【進捗管理シート】その他事業計画
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： その他-02 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
人的対応・
こころのバ
リアフリー

講習テキスト参照 3 日/週 ✓

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

事業内容

タクシー運転者のバリアフリー対応・ユニバーサル
ドライバー研修の実施（筆談用具の設置の啓発を含
む）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

タクシー業務適正化特別措置法第34 条に基づき、タクシー運転者の指導、タクシー運転者の研修、タクシー利用者か
らの苦情処理、タクシー乗り場の設置・運営をしている。タクシー運転者の研修においては、平成14 年度より介助を
必要とする高齢者や障がい者等の接し方や車いすの取り扱い方法などタクシー運転者に向けたバリアフリー対応の旅
客接遇に関する教育を導入した。平成26 年度からは更に研修内容を充実させ、併せて新たにタクシー運転者になる方
全員にタクシー運転者に向けたバリアフリー対応ユニバーサルドライバー研修を義務付けている。今後も引き続きタ
クシー運転者に向けたバリアフリー対応ユニバーサルドライバー研修を行っていく。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 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 公益財団法人東京タクシーセンター

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて タクシー

【進捗管理シート】その他事業計画
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： その他-03 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 車両

各事業者に車両等への補助
や助成などについて情報提
供

― ― ✓

2
人的対応・
こころのバ
リアフリー

ユニバーサルドライバー研
修（UD研修）の開催 数 回/年 ✓

平成２７年度よりUD研修を３３
回開催している。継続して実施
していく。

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

事業内容

福祉タクシー・ユニバーサルデザインタクシーの導
入の促進に向けた情報提供

タクシー運転者のユニバーサルドライバー研修の実
施
（筆談用具の設置の啓発を含む）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

個人タクシーは、１人１車（一人の事業者が１台のタクシー車両を所有）の制度であることもあり、現状はほとんど
がセダン型である。ジャパンタクシー等のUD車両の情報も事業者に積極的に提供していきたい。平成27年度より、高
齢者や障がい者に対する基本的知識と接遇等について、タクシー運転者用のユニバーサルドライバー研修（UD研修）
を開始しており、引き続きソフト面でのバリアフリーを進めていきたい。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 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 一般社団法人 東京都個人タクシー協会

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて タクシー

【進捗管理シート】その他事業計画
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： その他-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

実施箇所は別紙図面参照

100 ｍ

2 歩道

実施箇所は別紙図面参照

36 台

3 歩道

実施箇所は別紙図面参照

3 箇所

4 歩道

実施箇所は別紙図面参照

11 基

5
タクシー乗
降場

実施箇所は別紙図面参照

1 箇所
車いすでのタクシーへの乗降の
しやすさと歩道勾配を勘案しな
がら２ｃｍ以上の段差を検討。

6
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

実施箇所は別紙図面参照

100 ｍ

7 トイレ

実施箇所は別紙図面参照

1 基

8 トイレ

実施箇所は別紙図面参照

1 基

9 トイレ

実施箇所は別紙図面参照

1 基

10 トイレ

実施箇所は別紙図面参照

1 基

洗浄ボタンやペーパー等の位置の改善

低い位置への荷物掛けの設置

詳細な事業内容
規模 実施時期

事業内容

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

タクシー乗降場の段差の改修（2cm 段差）

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）

だれでもトイレへの改修

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

パーゴラやベンチの設置

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

歩道の傾きやがたつき、横断歩道部の段差や勾配の
解消

駐輪ラックの撤去

側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへ
の交換

歩道幅員は確保されており、視覚障害者誘導用ブロックや総合案内板への点字は設置されていない。また、ロータ
リー中央に一般トイレが設置されている。駅前広場の改善については平成27年度より住民参加での意見交換等を行っ
ており、平成30年度までに再整備を実施し、駅舎と一体的なバリアフリー化を図る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

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 JR板橋駅東口駅前広場

【進捗管理シート】その他事業計画
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 トイレ

実施箇所は別紙図面参照

1 基

12 安全対策

実施箇所は別紙図面参照

― ―

13
案内設備・
情報のバリ
アフリー

実施箇所は別紙図面参照

1 基

14
案内設備・
情報のバリ
アフリー

公衆トイレに大型ピクトグ
ラムを設置 1 基

15 普及・啓発 ― ― ✓

非常呼び出しボタン及び非常用回転灯の設置

道路付属物が歩行者の通行の妨げにならないよう配
慮

案内板の設置

わかりやすい案内表示の設置
（タクシー乗り場・公衆トイレ等）

駅周辺の路上駐車の取り締まり

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： その他-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 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

2 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

1 箇所

3 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

4 公衆トイレ

清掃作業、点検等を定期的
に実施する ― ― ✓

5 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

事業内容

低い位置への荷物台や荷物掛けの設置

多機能トイレの扉の改修

トイレの洋式化

トイレの適切な維持管理

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

ＪＩＳ規格に適合したボタンの配置

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

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が設置されており、バリアフリー化された公衆トイレが設置されている。今後は適切な維
持管理に留意するとともに、配慮事項を踏まえた改善を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

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 JR上中里駅前広場

【進捗管理シート】その他事業計画
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： その他-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

　
随時対応 必要 箇所 ✓

2 歩道等 エレベーター等設置 1 基

3 歩道等

ポール部分の蛍光色テープ
チェーン部への注意喚起で
対応済

必要 箇所 ✓
ポール部分の蛍光色テープ
チェーン部への注意喚起で対応
済

4
視覚障害者
誘導用ブ
ロック

　
随時対応 必要 箇所 ✓

5 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

6 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

7 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

8 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

9 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

10 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

車いす使用者用トイレの改修

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

ＪＩＳ規格に適合した洗浄ボタン等の配置

低い位置への荷物台や荷物掛けの設置

車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設
置

トイレの案内表示の改修

事業内容

歩道の傾きやがたつきの解消

エレベーターの設置（東台橋付近）

公衆トイレ付近のチェーンの改善

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

視覚障害者誘導用ブロックは設置されているが、不要なブロックが撤去されていないなど混乱を招く設置状況であ
る。トイレは車いす使用者用トイレが設置されているが、移動等円滑化基準に適合していない。平成31 年から平成33
年に予定しているバリアフリー化工事にて改善を図る。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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　第六建設事務所/
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 JR田端駅北口駅前広場

【進捗管理シート】その他事業計画
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 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

12 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

13 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所 ✓

トイレの洋式化

自動水栓への改修

一般トイレのボタンの改修

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



番号： その他-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．施設名、路線名 すべて いっとき集合場所（滝野川八幡神社）

【進捗管理シート】その他事業計画
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 滝野川八幡神社

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 滝野川5-26-15

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
当社は宗教施設のため、大規模な改修や費用のかかる修繕等は困難である。トイレの整備など、行政による費用負担
及び維持管理を行う場合は、場所の提供を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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

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

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など



番号： その他-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

1
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

2 維持管理

定期的に実施

― ― ✓

事業内容

わかりやすい案内表示の設置

植栽等の適切な維持管理

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

区のいっとき集合場所に指定されている。東京東信用金庫滝野川支店の出入口から接道までのスペースに設けられた
駐車場であるため、トイレやベンチは設置されていない。支店のバリアフリー化を中心に進めるが、いっとき集合場
所に指定されていることを踏まえ、対応に取り組む。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 滝野川1-48-1

２．事業主体 すべて 東京東信用金庫

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて いっとき集合場所（東京東信用金庫滝野川支店前広場）

【進捗管理シート】その他事業計画
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： その他-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

1 トイレ 必要 箇所 ✓

2 トイレ 必要 箇所 ✓
具体的な事業内容については、
検討中。

3 トイレ 必要 箇所 ✓
具体的な事業内容については、
検討中。

4 トイレ 必要 箇所 ✓
具体的な事業内容については、
検討中。

5 トイレ 必要 箇所 ✓
具体的な事業内容については、
検討中。

6 トイレ 必要 箇所 ✓
具体的な事業内容については、
検討中。

7 トイレ 必要 箇所 ✓
具体的な事業内容については、
検討中。

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓
具体的な事業内容については、
検討中。

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

10 休憩施設 必要 箇所 ✓
具体的な事業内容については、
検討中。

低い位置への荷物台等の設置

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置

わかりやすい案内表示の設置

筆談用具の設置及び案内の表示

車いす使用者等が利用しやすい水飲み場の設置

事業内容

車いす使用者等が円滑に利用できるトイレの設置

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

多機能トイレの機能分散

ＪＩＳ規格に適合したボタン配置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
神社出入口に段差は無く、社務所内には車いす使用者用トイレが設置されている。今後は、いっとき集合場所に指定
されていることを踏まえ、対応に取り組む。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

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 西ケ原2-11-1

２．事業主体 すべて 七社神社

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて いっとき集合場所（七社神社）

【進捗管理シート】その他事業計画
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 ― ― ✓

12
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

トイレの運用方法の検討

施設利用のマナー・ルール等の利用者への啓発

職員による案内やサポートの充実

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： その他-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 区のいっとき集合場所に指定されている。現在、実施する予定の事業はなく、基本的には現状を維持していく。

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 西ケ原1-40-10

２．事業主体 すべて 西ヶ原東部自治会

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて いっとき集合場所（第2古河マンション前広場）

【進捗管理シート】その他事業計画
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： その他-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 区のいっとき集合場所に指定されている。現在、実施する予定の事業はない。

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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 中里3-4-15

２．事業主体 すべて 中里町自治会

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて いっとき集合場所（中里自治会館前広場）

【進捗管理シート】その他事業計画
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： その他-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 出入口

最適な施工法について、検
討を続けていく。 2 箇所 ✓

最適な施工法について、検討を
続けていく。

2
案内設備・
情報のバリ
アフリー

最適な内容の表示板につい
て検討を続けていく。 1 箇所 ✓

最適な内容の表示板について検
討を続けていく。

3 維持管理

毀損箇所の撤去や補修を継
続していく。 1 箇所 ✓

引き続き、設備の適切な営繕に
努めていく。

4 維持管理

住民に適切な駐輪に努める
よう、自治会等を通じて周
知している。

1 箇所 ✓
動線を遮らないようなスペース
の確保。

事業内容

段差の解消及び十分な幅員の確保

案内図や案内表示の設置

設備の適切な維持管理

駐輪等が歩行者の動線を遮らないよう配慮

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 バリアフリー基本構想の趣旨を理解しつつ、実現可能性が高いものから配慮に努めていきたい。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 中里3-20-4

２．事業主体 すべて 日本貨物鉄道株式会社　関東支社

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて いっとき集合場所（JR 中里アパート4 号棟前）

【進捗管理シート】その他事業計画
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： その他-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

区のいっとき集合場所に指定されている。現在、実施する予定の事業はなく、基本的には現状を維持していく。

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 田端3-20-2

２．事業主体 すべて 田端八幡神社

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて いっとき集合場所（日枝神社前広場）

【進捗管理シート】その他事業計画
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： その他-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

区のいっとき集合場所に指定されている。現在、実施する事業はなく、基本的には現状を維持していく。

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 田端2-7-3

２．事業主体 すべて 東覚寺

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて いっとき集合場所（東覚寺前広場）

【進捗管理シート】その他事業計画
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： その他-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 トイレ

未定

必要 箇所

2 トイレ

未定

必要 箇所

3 トイレ

未定

必要 箇所

4 トイレ

未定

必要 箇所

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

未定

必要 箇所

6
案内設備・
情報のバリ
アフリー

未定

必要 箇所

7 休憩施設

未定

必要 箇所

事業内容

ＪＩＳ規格に適合したボタン配置への変更

低い位置への荷物台の設置

フラッシュライト等の設置

非常呼び出しボタンの設置

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

案内図やわかりやすい案内表示の設置

筆談用具の設置及び案内の表示

ベンチ等の休憩施設の設置

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

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて 区のいっとき集合場所に指定されている。トイレのバリアフリー化についてはトイレの改修時に実施を検討する。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 田端1-25-1

２．事業主体 すべて 与楽寺

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて いっとき集合場所（与楽寺前広場）

【進捗管理シート】その他事業計画
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： その他-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 広場 必要 箇所 更新工事等と併せて検討が必要

2 広場 必要 箇所
更新工事等と併せて検討が必要
関係者と連携して検討が必要

3 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所 中期計画等への位置づけが必要

4 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所 〃

5 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所 〃

6 公衆トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所 〃

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

8 維持管理

清掃作業、点検等を定期的
に実施する ― ― ✓

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設
置

駅前広場への尾久駅構内架道橋出入口への案内表示
の設置
（区と連携）

トイレの適切な維持管理

事業内容

視覚障害者誘導用ブロックの設置

駅前広場内の歩車分離方法の検討（道路管理者と連
携）

オストメイト対応設備や乳幼児用設備の設置

低い位置への荷物台や荷物掛けの設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
東日本旅客鉄道株式会社の単独広場として整備し、活用している。今後も移動等円滑化基準及びバリアフリーガイド
ライン等に沿って、整備を推進する。また、区が管理している車いす使用者用トイレが設置されているが、移動等円
滑化基準に適合していないため、施設の改修工事にあわせて対応を行う。

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 田端1-25-1

２．事業主体 すべて
東日本旅客鉄道株式会社/
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 いっとき集合場所（JR 尾久駅前広場）

【進捗管理シート】その他事業計画
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

・駅前広場写真



番号： その他-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 トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

2 トイレ

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

3
案内設備・
情報のバリ
アフリー

園内施設の位置表示
分岐点の誘導表示 必要 箇所

点字表示や多言語化等について
も検討が必要

4 休憩施設

福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに適合した設備
に改修する

必要 箇所

5 維持管理 ― ― ✓

事業内容

（一般トイレ）ＪＩＳ規格に適合したボタンの配置

（一般トイレ）低い位置への荷物台や荷物掛けの設
置

わかりやすい案内表示の設置

車いす使用者等が利用しやすい水飲み場の設置

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

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適切な維
持管理

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

視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、園路に段差がある。バリアフリー対応のトイレはない。当面の整備
予定はないが、いっとき集合場所として指定されていることを受け、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 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 田端新町1-17-8

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて いっとき集合場所（田端新町一丁目児童遊園）

【進捗管理シート】その他事業計画
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： その他-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 通路

エレベーター1基

1 基 ✓ バリアフリー工事計画中

2 通路 必要 箇所 ✓
エレベーター整備・多機能トイ
レ整備に合わせて整備予定

3 トイレ

多機能トイレ 1箇所

1 箇所 ✓
バリアフリー工事に併せて整備
計画中

4 トイレ

多機能トイレ 1箇所

1 箇所 ✓
バリアフリー工事に併せて整備
計画中

5 トイレ

多機能トイレ 1箇所

1 箇所 ✓
バリアフリー工事に併せて整備
計画中

6 トイレ

多機能トイレ 1箇所

1 箇所 ✓
バリアフリー工事に併せて整備
計画中

7 券売機等 必要 箇所 更新工事等と併せて検討が必要

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓
バリアフリー工事に併せて整備
計画中

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

・定期的に清掃を行い、維
持管理につとめる － － ✓

ＪＩＳ規格に適合したボタン配置への改善（東口）

低い位置への荷物台の設置（東口）

車いす使用者や弱視者に配慮した券売機等の設置

バリアフリー情報に関するサイン等の設置（東口）

点字表示箇所の適切な維持管理

事業内容

エレベーターの設置（東口）

視覚障害者誘導用ブロックの改修（適切な配置）

車いす使用者が円滑に利用できるトイレの設置（東
口）

オストメイト対応設備や乳幼児設備の設置（東口）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
北口にてエレベーターや多機能トイレなどは設置済みであり、基本的なバリアフリー化が図られている。東口のバリ
アフリー化について計画中であり、今後も移動等円滑化基準及びバリアフリーガイドライン等に沿って、整備を推進
する。

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 豊島区駒込2

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 JR 駒込駅

【進捗管理シート】その他事業計画
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



10
人的対応・
こころのバ
リアフリー

・「声かけ・サポート」運
動の実施
・サービス介助士の資格取
得の推進

－ － ✓

11
人的対応・
こころのバ
リアフリー

・駅構内、車内でのポス
ター等による告知を実施 － － ✓

駅や車両利用のマナー・ルールの利用者への周知・
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

・東口改札状況

職員による案内やサポート、声かけなどの対応の充
実


