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これまでの主な完了事業のご紹介 

（１） 公共交通特定事業 

事業種 施設及び事業内容 

公共交通 

特定事業 

 都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅 心 

案内設備 

・エスカレーターの設置状況のわかりやすい表示【写真】 

トイレ 

・トイレの洋式化、ベビーチェアの増設 

 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 西 

トイレ・車いす使用者に配慮した多機能トイレの改修 

案内設備・出入口への音声案内又は触知案内板の設置 

 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 心 

ホーム 

・ベンチの増設 

トイレ 

・多機能トイレへの荷物台や低い位置への荷物掛けの設置 

案内設備 

・わかりやすい案内表示への改善（出入口・エレベーター・幅広改札） 

・音声案内の設置 

 都営地下鉄三田線・大江戸線 春日駅 心 

トイレ（三田線） 

・出入口の段差解消（スロープ化） 

・トイレの洋式化、簡易型多機能便房の設置、 

ベビーチェアの増設など 

トイレ（大江戸線）・トイレの洋式化、ベビーチェアの増設【写真】 

 東京メトロ丸の内線・南北線 後楽園駅 心 

人的対応・無人改札口の問合せ対応強化（触知案内図整備等） 

案内設備 

・わかりやすい案内表示への改善 

（バリアフリー経路・設備・トイレ等） 

・乗換のバリアフリー経路に関する案内表示の設置【写真】 
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事業種 施設及び事業内容 

 

 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 中 

上下移動 

・エレベーターの増設 

・エスカレーターの設置（1番出入口～改札階） 

トイレ・JIS規格に適合したボタン配置への変更 

案内設備 

・多機能トイレの案内表示の改善 

・触知案内図の更新 

・１番出口外についているエレベーター出入口案内の内容の改善 

 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 中 

案内設備 

・案内表示の改修 

 都営地下鉄三田線 千石駅 東 

券売機等 

・点字運賃表の位置の改善の検討 

 東京メトロ千代田線 千駄木駅 下 

ホーム 

・ホームドアの設置 

 東京メトロ千代田線 根津駅 下 

ホーム 

・ホームドアの設置 

 都営地下鉄大江戸線 本郷三丁目駅 心 

トイレ 

・トイレの洋式化、ベビーチェアの増設 

 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 中 

ホーム 

・緊急停止ボタンの増設の検討 

トイレ 

・トイレの洋式化 

案内設備 

・エレベーターへのわかりやすい案内表示の設置 

・内容がよりわかりやすい電光掲示板への改修 

・自動旅客案内装置の増設 

上下移動 

・階段への通行区分サインの設置 

 東京メトロ千代田線 湯島駅 心 

ホーム 

・ホームドアの設置 
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（２） 道路特定事業 

事業種 施設及び事業内容 

道路 

特定事業 

都道８号 

整備 

・視覚障害者誘導用ブロックの設置 

・歩道の勾配の緩和 

・歩車道境界部における適切な段差への改善 

都道 437号 

整備 

・第三護国寺前歩道橋への両側手すりの設置の検討 

区道 870号 下 

案内設備 

・多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置 

区道 982号 下 

整備 

・道路整備事業等にあわせた歩道のバリアフリー化 

（段差や勾配の改善、幅員構成の見直し、 

視覚障害者誘導用ブロックの設置）の推進【写真】 

案内設備 

・多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置 

区道 808号 心 

整備 

・自転車走行空間の整備 

区道 900号 心 

整備 

・連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置 

区道 893号 中 

整備 

・連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置及び JIS 規格

に適合したブロックへの更新【写真】 

区道 844 号 中 

整備 

・道路整備事業等にあわせた歩道のバリアフリー化 

（段差や勾配の改善、幅員構成の見直し）の推進 

【写真】 

区道 901号 中 

整備 

・道路整備事業にあわせた歩道のバリアフリー化（段差や勾配の改善、幅員構成の見直

し、視覚障害者誘導用ブロックの設置）の推進 



4 

 

事業種 施設及び事業内容 

区道 892号 東 

案内設備 

・多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい 

案内表示の設置【写真】 

 

区道 894号 東 

整備 

・道路整備事業等にあわせたコミュニティ道路の整備（歩道の設置等） 
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（３） 建築物特定事業 

事業種 施設及び事業内容 

建築物 

特定事業 

 文京シビックセンター・シビックホール 心 

その他設備 

・（シビックホール）シビックチケットへの荷物置場等 

の設置【写真】 

 

 向丘地域活動センター・アカデミー向丘 東 

出入口・敷地内通路・敷地境界へのミラーの設置 

 千駄木交流館 下 

トイレ 

・一般トイレの洋式トイレへの改修【写真】 

 

 

 目白台総合センター（目白台交流館・目白台第二児童館） 西 

トイレ・（目白台第二児童館）トイレの洋式化 

 根津総合センター（根津交流館・根津児童館） 下 

トイレ・（根津交流館）一般トイレの洋式トイレへの改修 

 湯島総合センター（湯島図書館・湯島児童館・文京福祉センター湯島 

・湯島第二会館） 心 

トイレ・多機能トイレ・一般トイレ設備のバリアフリー化 

 駕籠町会館 東 

全体・大規模改修工事におけるバリアフリー化 

 男女平等センター 東 

トイレ・一般トイレの洋式化 

 区民センター 東 

建物内通路・段差解消のためのスロープ設置（保育園側出入口付近） 

人的対応・心のバリアフリー・筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置 

 小石川郵便局 中 

案内設備 

・各窓口の対応業務などがわかる案内板の設置 

・駐輪場へ誘導する案内表示の設置 

建物内通路・チラシ置き場の転倒防止及び移設等による通路の安全性の確保 

人的対応・心のバリアフリー・筆談用具及び耳マークの設置 

 文京総合福祉センター（障害者支援施設・障害者基幹相談支援センター・ 

文京福祉センター江戸川橋・子育てひろば江戸川橋など） 中 

出入口・敷地内通路・視覚障害者誘導用ブロックを避けた位置への足ふきマットの設置 

案内設備・案内表示の設置 
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事業種 施設及び事業内容 

  文京白山高齢者在宅サービスセンター・高齢者あんしん相談センター富坂・ 

文京白山の郷 東 

人的対応・心のバリアフリー 

・コミュニケーション支援ボードや筆談用具を設け、設置を示す案内を表示 

 文京本郷高齢者在宅サービスセンター 東 

人的対応・心のバリアフリー 

・コミュニケーション支援ボードや筆談用具を設け、設置を示す案内を表示 

 小日向台町児童館 中 

トイレ・トイレの洋式化 

 子育てひろば西片 東 

出入口・敷地内通路 

・施設玄関の電子錠化による施設利用時間内の門扉の解放（門扉開閉の負担軽減） 

 東京健生病院 中 

建物内通路・高齢者、障害者等に配慮した適切な照度の確保（照明の LED化） 

 日本医科大学付属病院 下 

出入口・敷地内通路 

・歩道上から案内施設までのスロープの設置、及び視覚障害者誘導用ブロックの設置 

建物内通路・段差へのスロープの設置 

上下移動 

・車いす使用者に配慮したエレベーターの設置 

・階段の両側への手すりの設置、及び段鼻の色の強調 

トイレ 

・多様な利用者に配慮した多機能トイレの設置 

・一般トイレの広めの個室ブースの設置 

案内設備・建物入口にバリアフリー施設の位置がわかる視覚障害者用案内板の設置 

その他設備・ベンチの設置 

 順天堂大学医学部付属順天堂医院 心 

出入口・敷地内通路・歩道上空地（一部は公開空地）による敷地周辺歩道の拡幅 

上下移動 

・1号館エスカレーターに注意喚起のためのベルトサイン（英語表記含む）の取付け 

上下移動・利用者の安全確保のための監視カメラと緊急呼出設備の設置（屋上庭園） 

 文京区教育センター 下 

案内設備 

・色や形に配慮した施設名表示の工夫【写真】 
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事業種 施設及び事業内容 

  拓殖大学（文京キャンパス） 中 

建物内通路 

・視覚障害者誘導用ブロックを避けた位置への 

足ふきマットの設置位置の改善【写真】 

 

 

 

 

 東洋学園大学（本郷キャンパス） 心 

上下移動 

・エレベーターの車いす対応への改修（４号館） 

・エレベーターに障害者が優先的に利用できるよう案内を表示（４号館） 

トイレ・一般トイレの改修（和式→洋式）（４号館） 

出入口・敷地内通路・出入口のスロープの改修（４号館） 

 日本女子大学（目白キャンパス） 西 

上下移動・エレベーターの設置（香雪館） 

トイレ・車いす対応トイレの増設（百年館） 

 文京学院大学（本郷キャンパス） 東 

案内設備 

・利用者にわかりやすい案内表示の総合的な検討 

・バリアフリールートのわかりやすい案内表示の設置 

・キャンパスガイドへのバリアフリー情報の表記 

上下移動・階段への連続した手すりの設置・更新 

 貞静学園短期大学 中 

トイレ・車いすトイレの非常ボタンへの点字表示 

 アカデミー千石・千石図書館 東 

出入口・敷地内通路 

・視覚障害者誘導用ブロックの連続設置（歩道から門まで） 

・敷地内通路の舗装の改善 

上下移動・階段の上下端への視覚障害者誘導用ブロックの設置 

人的対応・心のバリアフリー・筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置 

 真砂中央図書館 東 

人的対応・心のバリアフリー・筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置 

 小石川図書館 中 

トイレ・トイレの洋式化 

案内設備・全体案内図の改修 

 水道端図書館 西 

トイレ・トイレの洋式化 

人的対応・心のバリアフリー・筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置 
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事業種 施設及び事業内容 

 目白台図書館 西 

建物内通路 

・JIS規格に適合した視覚障害者誘導用ブロックの設置 

上下移動 

・視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法の改善 

案内設備 

・書架サインの改修 

人的対応・心のバリアフリー 

・筆談用具、拡大鏡、杖ホルダーの設置 

その他設備 

・カウンターの改修 

 史跡湯島聖堂 心 

出入口 

・西門から大成殿前の段差解消（文化財のため改修は行わず、仮設スロープの設置で対応） 

敷地内通路 

・会館内通路上の物品の除去による十分な幅員の確保（120cm） 

案内設備 

・コミュニケーションボードや筆談具の設置 

 東京ドーム（野球殿堂博物館含む） 心 

上下移動 

・階段の段鼻の強調（屋外部）【写真】 

案内設備 

・屋外案内サインの整備（外国語対応・ピクトグラム） 

その他設備 

・車いす用観客席からの観覧しやすさの向上【写真】 

・車いす用観客席の増設 

 スポーツセンター 中 

全体 

・大規模改修工事におけるバリアフリー化 

 江戸川橋体育館 中 

案内設備 

・オストメイト対応の案内表示の設置 

 文京グリーンコート 東 

敷地内通路 

・舗装の補修 

 ラクーア 心 

案内設備 

・案内サインの整備（外国語対応、ピクトグラム等） 
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事業種 施設及び事業内容 

  東京グリーンホテル後楽園 心 

その他設備 

・貸出用車いす等の設置及び案内の表示 

 ホテル機山館 東 

上下移動 

・エレベーターのバリアフリー化（点字表示、音声案内、操作パネル、鏡の設置） 
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（４） 都市公園特定事業 

事業種 施設及び事業内容 

都市公園 

特定事業 

 六義園 東 

案内設備・案内パンフレットの表示方法の見直し 

・悪路対応車いすの貸出に関する案内表示の設置 

人的対応・心のバリアフリー 

・コミュニケーション支援ボードや筆談用具の設置及び耳マークの表示 

 肥後細川庭園 西 

園路・主要な園路の傾きや段差の解消 

 目白台運動公園 西 

管理棟・階段の手すりの取替【写真】 

・筆談用具及び耳マークの設置 

・階段蹴上げ部分の安全対策（つまずき防止）の実施 

・案内板の改修（凡例の明記、点字シールの貼付） 

トイレ・多機能トイレの扉の改修 

・ごみ入れの移動 

 江戸川公園 西 

出入口・車止めの再配置（西側出入口） 

園路 

・主要な園路の傾きや段差の解消（東側出入口付近、西側出入口～トイレは短期的に対応） 

トイレ・だれでもトイレの設置 

 小石川後楽園 心 

案内設備・トイレへの音声案内設置 

・耳マークの表示 

人的対応・心のバリアフリー 

・高齢者・障害者等に配慮した案内（ソフト対策）の充実 

（パンフレットやWEBページ等） 

トイレ・涵徳亭内トイレの改修 

その他設備・涵徳亭入口スロープへの柵の設置（建物内部） 

 教育の森公園・占春園 中 

園路・（教育の森公園）主要な園路のバリアフリー化 

トイレ・（教育の森公園）だれでもトイレの設置 

 六義公園・六義公園運動場 東 

出入口/園路・（六義公園）視覚障害者誘導用ブロックの設置 

トイレ・（六義公園）トイレの建替にあわせただれでもトイレの整備 

案内設備・（六義公園）よりわかりやすい案内表示の設置 
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（５） その他の事業 

事業種 施設及び事業内容 

その他の 

事業 

後楽公園 心 

園路・小石川後楽園方面への車いす使用者に配慮した園路の舗装や案内表示 

トイレ・多機能トイレへの子ども用便座の設置 

室内設備・出入口付近に小石川後楽園への案内の設置 

礫川公園 心 

上下移動・階段の始終端部への視覚障害者誘導用ブロックの設置 

園路・トイレ前の勾配の改善 

須藤公園 心 

出入口 

・出入口の改修（段差や勾配の解消、幅員の確保、視覚障害者誘導用ブロックの設置） 

園路・十分な幅員の確保 

トイレ・トイレの洋式化及びだれでもトイレの設置 

休憩施設・ベンチ等の設置 

案内設備・大きくわかりやすい案内表示の設置 

御茶の水橋際公衆便所 心 

トイレ・開閉しやすい扉への改善 

船河原橋際公衆便所 心 

トイレ・トイレの洋式化及びだれでもトイレの設置 

後楽橋際公衆便所 心 

トイレ・トイレの洋式化及びだれでもトイレの設置 

 


