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北区バリアフリー基本構想における重点整備地区 

「赤羽地区」の交通安全特定事業計画 

 

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」第３条（基本方針）及び第 36条（交通安

全特定事業の実施）に基づき、北区バリアフリー基本構想に即して、重点整備地区における交通安全特

定事業計画を下記のとおり定める。 

 

記 

 
１ 交通安全特定事業を実施する道路の区間（位置図参照）（注１） 

道路の区間 生活関連施設 

No. 路線 通称 区間 特定旅客施設 連絡する施設 

○1  一般国道 122号 北本通り 

岩淵町 36番先から 

岩淵町 3番先まで 

京浜東北線 

東北本線 

（宇都宮線） 

高崎線 

埼京線 

赤羽駅 

 

埼京線 

北赤羽駅 

浮間舟渡駅 

 

東京メトロ 

南北線 

赤羽岩淵駅 

志茂駅 

 

赤羽岩渕病院 

志茂 4丁目 5番先から 

神谷 3丁目 4番先まで 

株式会社ニトリ赤羽店駐

車場、ニトリ赤羽店、赤羽

警察署、みずべの苑高齢者

あんしんセンター、東京シ

ティ信用金庫赤羽支店 

○2  
一般国道 122号 

特別区道北 1617号 
北本通り 

岩淵町 36番先から 

岩淵町 23番先まで 

第四岩淵小学校、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 

○3  

特例都道赤羽西台線 

（第 447号） 

特別区道北 1922号 

 
桐ヶ丘 2丁目 1番先から 

浮間 2丁目 32番先まで 

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、ライフ北赤羽

店、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、赤

羽台さくら並木公園、東京

北医療センター 

○4  

主要地方道環状八号線

（第 311号） 

特別区道北 1599号 

環八通り 
赤羽北 2丁目 21番先から 

赤羽北 1丁目 11番先まで 

赤羽北一丁目児童遊園、浮

間中央病院 

○5  

特例都道本郷赤羽線 

（第 455号） 

私道 

 
西ヶ丘 3丁目 1番先から 

桐ヶ丘 1丁目 9番先まで 

国立西が丘サッカー場、国

立スポーツ科学センター、

赤羽スポーツの森公園、桐

ヶ丘郷小学校、若葉福祉園 
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道路の区間 生活関連施設 

No. 路線 通称 区間 特定旅客施設 連絡する施設 

○6  
特例都道常盤台赤羽線

（第 445号） 
 

赤羽台 3丁目 6番先から 

赤羽 1丁目 58番先まで 

京浜東北線 

東北本線 

（宇都宮線） 

高崎線 

埼京線 

赤羽駅 

 

埼京線 

北赤羽駅 

浮間舟渡駅 

 

東京メトロ 

南北線 

赤羽岩淵駅 

志茂駅 

 

赤羽ふれあい館・ネスト赤

羽、東横イン赤羽駅東口一

番街 

○7  
特例都道常磐台赤羽線 

（第 445号） 
 

桐ヶ丘 1丁目 23番先から 

赤羽西 6丁目 15番先まで 
大橋病院 

○8  

特例都道常盤台赤羽線 

（第 445号） 

特別区道北 1984号 

特別区道北 1288号 

 
赤羽西１丁目 6番先から 

赤羽台 4丁目 2番先まで 

星美学園、ビーンズ赤羽、

ビーンズ赤羽駐車場 

○9  

特例都道常盤台赤羽線 

（都道 445号） 

特別区道北 1562号 

 
赤羽台 3丁目 10番先から 

赤羽台 3丁目 6番先まで 
赤羽台公園・赤羽緑道公園 

○10  
特例都道中十条赤羽線

（460号線） 
 

赤羽西 1丁目 7番先から 

赤羽西 1丁目 37番先まで 

赤羽西口駐車場、パルロー

ドⅢ（イトーヨーカドー赤

羽店）、赤羽文化センター、

パルロードⅡビビオ 

○11  
特例都道中十条赤羽線

（460号線） 

特別区道北 1523号 

 
中十条 4丁目 16番先から 

赤羽西 1丁目 6番先まで 

赤羽パルロードⅠアピレ、

静勝寺境内 

○12  
特例都道中十条赤羽線

（460号線） 
 

赤羽西 1丁目 2番先から 

赤羽南 1丁目 2番先まで 

赤羽区民事務所・シルバー

人材センター・赤羽しごと

コーナー 

○13  
主要地方道環状七号線 

（第 318号） 
環七通り 

上十条 5丁目 2番先から 

十条仲原 2丁目 6 番先まで 

王子第三小学校、城北信用

金庫十条支店 

東十条 5丁目 5番先から 

神谷 1丁目 10番先まで 

瀧野川信用金庫東十条支

店 

○14  特別区道北 1555号  
赤羽台 3丁目 1番先から 

赤羽台 1丁目 1番先まで 

避難所（旧赤羽台東小学

校） 

○15  特別区道北 1278号  
赤羽西 1丁目 6番先から 

赤羽西 1丁目 35番先まで 

城北信用金庫赤羽支西口

支店、赤羽文化センター、

パルロードⅡビビオ 

○16  特別区道北 2006号  
桐ヶ丘 2丁目 1番先から 

赤羽西 1丁目 35番先まで 

東洋大学赤羽台キャンパ

ス、八幡小学校 

○17  特別区道北 1970号  
赤羽台 1丁目 4番先から 

赤羽台 2丁目 1番先まで 
赤羽台西小学校 

○18  特別区道北 1278号  
赤羽西 1丁目 35番先から 

西が丘 1丁目 21番先まで 
瀧野川信用金庫赤羽支店 
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道路の区間 生活関連施設 

No. 路線 通称 区間 特定旅客施設 連絡する施設 

○19  特別区道北 1518号  
赤羽西 4丁目 23番先から 

赤羽西 4丁目 6番先まで 

京浜東北線 

東北本線 

（宇都宮線） 

高崎線 

埼京線 

赤羽駅 

 

埼京線 

北赤羽駅 

浮間舟渡駅 

 

東京メトロ 

南北線 

赤羽岩淵駅 

志茂駅 

鶴ヶ丘児童遊園 

○20  特別区道北 1023号  
赤羽西 3丁目 4番先から 

赤羽西 3丁目 18番先まで 
稲付ふれあい館 

○21  
特別区道北 1512号・特

別区道北 1513号 
 

赤羽西 3丁目 4番先から 

赤羽西 3丁目 6番先まで 
西が丘小学校 

○22  
特別区道北 1467号・特

別区道北 2010号 
 

十条仲原 3丁目 1 番先から 

十条仲原 4丁目 16番先まで 

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、清水坂公園 

○23  特別区道北 1064号  
岩淵町 14番先から 

岩淵町 25番先まで 
八雲神社 

○24  
認定外岩淵 2号 

特別区道北 1627号 
 

岩淵町 10番先から 

岩淵町 8番先まで 
岩淵小学校 

○25  

特別区道北 1236号  
赤羽 1丁目 14番先から 

赤羽 1丁目 62番先まで 

赤羽東口病院、赤羽小学校 特別区道北 1238号  
赤羽 1丁目 22番先から 

赤羽 1丁目 23番先まで 

特別区道北 1240号  
赤羽 1丁目 21番先から 

赤羽 1丁目 24番先まで 

○26  特別区道北 1283号  
赤羽 2丁目 70番先から 

赤羽南 1丁目 20番先まで 

城北信用金庫赤羽支店、三

井住友銀行赤羽支店、ダイ

ワロイネットホテル東京

赤羽、赤羽プラザホテル 

○27  
特別区道北 1284号 

特別区道北 2024号 
 

赤羽 2丁目 6番先から 

赤羽西 1丁目 40番先まで 

ホテルメッツ赤羽、三菱東

京 UFJ銀行赤羽駅前支店、

みずほ銀行赤羽支店、三井

住友銀行赤羽支店、赤羽岩

淵中学校 

○28  
特別区道北 1048号 

特別区道北 1053号 

特別区道北 1307号 

 
赤羽南 2丁目 9番先から 

赤羽南 1丁目 4番先まで 

就労支援センター北、赤羽

中央総合病院 

○29  特別区道北 1272号  
東十条 6丁目 9番先から 

赤羽南 1丁目 9番先まで 

ホテルミッドイン・赤羽駅

前、成立学園、稲田小学校 

○30  特別区道北 1225号  
赤羽南 1丁目 12番先から 

赤羽 2丁目 1番先まで 

赤羽郵便局、西友赤羽店、

赤羽公園 
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道路の区間 生活関連施設 

No. 路線 通称 区間 特定旅客施設 連絡する施設 

○31  特別区道北 1954号  
赤羽 2丁目 4番先から 

赤羽 2丁目 2番先まで 

京浜東北線 

東北本線 

（宇都宮線） 

高崎線 

埼京線 

赤羽駅 

 

埼京線 

北赤羽駅 

浮間舟渡駅 

 

東京メトロ 

南北線 

赤羽岩淵駅 

志茂駅 

ダイエー赤羽店、タイムズ

ダイエー赤羽店駐車場 

○32  特別区道北 1224号  
赤羽南 1丁目 14番先から 

赤羽 2町目 1番先まで 

赤羽病院、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、赤羽公園 

○33  特別区道北 1227号  
赤羽南 1丁目 13番先から 

赤羽南 1丁目 10番先まで 
赤羽郵便局 

○34  特別区道北 1053号  
赤羽南 1丁目 11番先から 

志茂 1丁目 36番先まで 

赤羽公園、なでしこ小学

校、避難所（旧赤羽中学校） 

○35  特別区道北 1219号  
赤羽南 1丁目 9番先から 

赤羽 1丁目 2番先まで 
 

○36  特別区道北 1282号  
神谷 3丁目 16番先から 

赤羽南 2丁目 21番先まで 

神谷中学校、イオン赤羽北

本通り店、北運動公園 

○37  

特別区道北 1058号  
志茂 4丁目 43番先から 

志茂 4丁目 44番先まで 

志茂子ども交流館、志茂四

わかば児童遊園、志茂東ふ

れあい館・志茂地域振興室 

特別区道北 1059号  
志茂 3丁目 23番先から 

志茂 5丁目 18番先まで 

特別区道北 1660号  
志茂 3丁目 22番先から 

志茂 3丁目 23番先まで 

特別区道北 1634号  
志茂 4丁目 30番先から 

志茂 4丁目 31番先まで 

○38  特別区道北 1555号  
赤羽台 1丁目 3番先から 

赤羽台 1丁目 6番先まで 
赤羽台のもり公園 

○39  特別区道北 1056号  
志茂 1丁目 35番先から 

志茂 1丁目 3番先まで 
スーパーバリュー志茂店 

○40  
特別区道北 2017号 

特別区道北 1056号 
 

志茂 1丁目 4番先から 

志茂 1丁目 3番先まで 

元気プラザ・元気プラザ温

水プール 

○41  特別区道北 2018号  
神谷 3丁目 11番先から 

志茂 1丁目 8番先まで 

北運動公園、イオン赤羽北

本通り店 

○42  特別区道北 1722号  
神谷 3丁目 12番先から 

神谷 3丁目 12番先まで 
 

○43  
特別区道北 1056号 

特別区道北 1661号 
 

志茂 3丁目 1番先から 

志茂 3丁目 3番先まで 
赤羽体育館 
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道路の区間 生活関連施設 

No. 路線 通称 区間 特定旅客施設 連絡する施設 

○44  特別区道北 1052号  
神谷 2丁目 20番先から 

神谷 3丁目 32番先まで 

京浜東北線 

東北本線 

（宇都宮線） 

高崎線 

埼京線 

赤羽駅 

 

埼京線 

北赤羽駅 

浮間舟渡駅 

 

東京メトロ 

南北線 

赤羽岩淵駅 

志茂駅 

神谷小学校、神谷分室・神

谷区民センター（神谷ふれ

あい館）・神谷子どもセン

ター・神谷地域振興室・神

谷図書館 

○45  特別区道北 1050号  
神谷 2丁目 2番先から 

神谷 3丁目 35番先まで 
柏木神社 

○46  
特別区道北 1056号 

特別区道北 1285号 
 

志茂 3丁目 6番先から 

志茂 3丁目 14番先まで 

特別養護老人ホームみず

べの苑 

○47  
特別区道北 1099号 

特別区道北 1293号 
 

浮間 2丁目 25番先から 

浮間 2丁目 17番先まで 
都立浮間公園 

○48  

特別区道北 1071号  
浮間 2丁目 27番先から 

浮間 2丁目 1番先まで 

西浮間小学校、介護老人保

健施設太陽の都 
特別区道北 1094号  

浮間 2丁目 1番先から 

浮間 2丁目 7番先まで 

特別区道北 1095号  
浮間 2丁目 6番先から 

浮間 2丁目 5番先まで 

○49  特別区道北 1109号  
浮間 4丁目 28番先から 

浮間 4丁目 27番先まで 

避難所（旧西浮間小学校）、

浮間中学校、新河岸東公園 

○50  
特別区道北 1101号 

特別区道北 1113号 
 

浮間 4丁目 28番先から 

浮間 5丁目 14番先まで 

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・就労継続支援

事業Ａ型（ブレッド&バタ

ー） 

○51  特別区道北 1292号  
浮間 4丁目 14番先から 

浮間 4丁目 10番先まで 
瀧野川信用金庫浮間支店 

○52  
特別区道北 1082号 

特別区道北 1290号 
 

浮間 3丁目 9番先から 

浮間 3丁目 15番先まで 

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、城北信用

金庫浮間支店 

○53  
特別区道北 1066号 

特別区道北 1290号 
 

浮間 3丁目 3番先から 

浮間 5丁目 3番先まで 

浮間小学校、オーケー北赤

羽店、島忠ホームズ北赤羽

店 

○54  
特別区道北 1073号 

特別区道北 1077号 

 

 

 

 

浮間 1丁目 8番先から 

浮間 1丁目 9番先まで 
浮間図書館 
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道路の区間 生活関連施設 

No. 路線 通称 区間 特定旅客施設 連絡する施設 

○55  特別区道北 1592号  
赤羽北 2丁目 14番先から 

赤羽北 2丁目 14番先まで 

京浜東北線 

東北本線 

（宇都宮線） 

高崎線 

埼京線 

赤羽駅 

 

埼京線 

北赤羽駅 

浮間舟渡駅 

 

東京メトロ 

南北線 

赤羽岩淵駅 

志茂駅 

袋小学校 

○56  

特別区道北 1598号  
赤羽北 2丁目 26番先から 

赤羽北 2丁目 31番先まで ライフアクトピア北赤羽

店、都営住宅前広場 
特別区道北 1604号  

赤羽北 2丁目 30番先から 

赤羽北 2丁目 33番先まで 

○57  特別区道北 1603号  
赤羽北 1丁目 13番先から 

赤羽北 2丁目 33番先まで 

赤羽北二丁目児童遊園、赤

羽北図書館 

○58  
特別区道北 1288号 

特別区道北 1587号 
 

赤羽北 3丁目 3番先から 

赤羽北 3丁目 6番先まで 
旧北園小学校、桐ヶ丘高校 

○59  特別区道北 1070号  
桐ヶ丘 2丁目 5番先から 

桐ヶ丘 1丁目 8番先まで 

桐ヶ丘分室、桐ヶ丘中学

校、桐ヶ丘中央公園、桐ヶ

丘やまぶき荘高齢者あん

しんセンター・特別養護老

人ホーム桐ヶ丘やまぶき

荘・高齢者在宅サービスセ

ンター桐ヶ丘やまぶき荘 

○60  私道  
桐ヶ丘 2丁目 7番先から 

桐ヶ丘 2丁目 7番先まで 

桐ヶ丘ふれあい館、桐ヶ丘

地域振興室・桐ヶ丘授産

場、 

○61  
特別区道北 1530号 

特別区道北 1966号 
 

赤羽西 5丁目 2番先から 

赤羽西 5丁目 12番先まで 

赤羽自然観察公園、赤羽西

福祉工房、赤羽西図書館・

赤羽西福祉作業所 

○62  
特別区道北 1119号 

特別区道北 1536号 
 

赤羽西 6丁目 10番先から 

赤羽西 6丁目 9番先まで 
島下ふれあい館 

○63  
特別区道北 1278号 

特別区道北 1280号 
 

西が丘 3丁目 17番先から 

赤羽西 4丁目 44番先まで 

稲付中学校、赤羽リハビリ

テーション病院、国立西が

丘サッカー場、赤羽商業高

校、避難所（旧第三岩淵小

学校）、岩江クリニック 

○64  特別区道北 1531号  
西が丘 3丁目 16番先から 

西が丘 3丁目 17番先まで 

西が丘園高齢者あんしん

センター・特別養護老人ホ

ームウエルガーデン西が

丘園 

○65  特別区道北 1276号  
西が丘 1丁目 45番先から 

西が丘 1丁目 47番先まで 
西が丘ふれあい館 

○66  
特別区道北 1019号 

特別区道北 1503号 
 

西が丘 1丁目 5番先から 

西が丘 1丁目 12番先まで 
赤羽西地域振興室 
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道路の区間 生活関連施設 

No. 路線 通称 区間 特定旅客施設 連絡する施設 

○67  

特別区道北 1484号 

特別区道北 1496号 

特別区道北 1920号 

特別区道北 1021号 

 
西が丘 2丁目 22番先から 

西が丘 3丁目 12番先まで 

京浜東北線 

東北本線 

（宇都宮線） 

高崎線 

埼京線 

赤羽駅 

 

埼京線 

北赤羽駅 

浮間舟渡駅 

 

東京メトロ 

南北線 

赤羽岩淵駅 

志茂駅 

梅木小学校 

（注１） 本計画においては、交通安全特定事業を実施する道路の区間は、北区バリアフリー基本構想で主

要な生活関連経路として設定された経路を対象としている。 

 

２  道路の区間ごとの交通安全特定事業の内容及び実施予定期間 

⑴ 路線別 

No. 路線 事業内容 実施予定期間 

① 一般国道 122号 
信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
平成 30～37 年度 

② 
一般国道 122号 

特別区道北 1617号 
信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

○3  

特例都道赤羽西台線 

（第 447号） 

特別区道北 1922号 

信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
同上 

○4  
主要地方道環状八号線（第 311号） 

特別区道北 1599号 
信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

○5  

特例都道本郷赤羽線 

（第 455号） 

私道 

信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
同上 

○6  特例都道常盤台赤羽線（第 445号） 
信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
同上 
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No. 路線 事業内容 実施予定期間 

○8  

特例都道常盤台赤羽線 

（第 445号） 

特別区道北 1984号 

特別区道北 1288号 

信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
平成 30～37 年度 

○10  特例都道中十条赤羽線（460号線） 信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

○11  
特例都道中十条赤羽線（460号線） 

特別区道北 1523号 
信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

○12  特例都道中十条赤羽線（460号線） 信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

○13  主要地方道環状七号線（第 318号） 横断歩道の設置 同上 

○15  特別区道北 1278号 信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

○16  特別区道北 2006号 
信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
同上 

○18  特別区道北 1278号 信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

○25  

特別区道北 1236号 

特別区道北 1238号 

特別区道北 1240号 

信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

○26  特別区道北 1283号 
信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
同上 

○27  
特別区道北 1284号 

特別区道北 2024号 
信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

○28  
特別区道北 1048号 

特別区道北 1053号 

特別区道北 1307号 

信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
同上 

○29  特別区道北 1272号 
信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
同上 

○34  特別区道北 1053号 
信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
同上 

○36  特別区道北 1282号 
信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
同上 

○41  特別区道北 2018号 信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

○44  特別区道北 1052号 信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

○45  特別区道北 1050号 横断歩道の設置 同上 
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No. 路線 事業内容 実施予定期間 

○47  
特別区道北 1099号 

特別区道北 1293号 
横断歩道の設置 平成 30～37 年度 

○48  
特別区道北 1071号 

特別区道北 1094号 

特別区道北 1095号 

信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

○50  
特別区道北 1101号 

特別区道北 1113号 

信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
同上 

○51  特別区道北 1292号 信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

○52  
特別区道北 1082号 

特別区道北 1290号 

信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
同上 

○53  
特別区道北 1066号 

特別区道北 1290号 
信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

○54  
特別区道北 1073号 

特別区道北 1077号 
信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

○59  特別区道北 1070号 
信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
同上 

○63  
特別区道北 1278号 

特別区道北 1280号 

信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
同上 

○64  特別区道北 1531号 
信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
同上 

○65  特別区道北 1276号 
信号機の改良（音響機能の整備） 

横断歩道の設置 
同上 

○67  

特別区道北 1484号 

特別区道北 1496号 

特別区道北 1920号 

特別区道北 1021号 

信号機の改良（音響機能の整備） 同上 
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⑵ 全路線共通 

事業内容 実施予定期間 

１ 道路標識及び道路標示の設置に関する事業 

 ⑴ 道路標識の超高輝度化による視認性向上 

必要に応じて実施（道路標識の高輝度化は既に実施済） 

 ⑵ 道路標示の適切な補修 

必要に応じて実施（道路標識の高輝度化は既に実施済） 

 ⑶ エスコートゾーンの整備（注２） 

必要に応じて実施 

２ 違法駐車の防止のための事業 

 ⑴ 横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車車両の指導取締りの実施 

 ⑵ 歩道及び視覚障害者誘導用ブロック上の自動二輪車等の違法駐車の指導取締り

の実施 

 ⑶ 違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動の実施 

平成 30～37 年度 

（継続的に実施） 

（注２） 横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行うための線状又は点状の

突起を設けるもの。 

 

３  その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

⑴ 関係機関との連携の強化 

  交通安全特定事業の実施に当たっては、相互の事業の進捗状況を確認するための関係機関との意

見交換を行うとともに、定期的に事業の検討及び点検を行う。 

⑵ 周辺の交通規制等との整合性の確保 

  信号機の整備に当たっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の位置を把握し、隣接信号機との系

統制御を確保するとともに、歩行者の動線によっては信号機、横断歩道の移設等を検討する。 

  また、交通規制の実施に当たっては、周辺道路へ与える影響を常に調査し、交通流の整序化等が

図られるよう、周辺の交通規制等について、必要な見直しを実施する。 

⑶ 違法駐車行為の防止のための事業における配慮事項 

   違法駐車車両の指導取締りに加え、違法駐車行為の防止に資する事業について、関係機関と連携

して重点的かつ計画的に実施する。 
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位置図 

 

 

区市町村名 北区 

 

赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

浮間舟渡・北赤羽駅周辺

桐ヶ丘・西が丘周辺

 

                             地図調製 （株）昭文社 

 

    

＜凡例＞ 

 

 

 

：重点整備地区 
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位置図 

 

区市町村名 北区 

重点整備地区名 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺 
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                             地図調製 （株）昭文社 

 

    ＜凡例＞ 

          ：重点整備地区 

          ：道路の区間（生活関連経路） 
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位置図 

 

区市町村名 北区 

重点整備地区名 浮間舟渡・北赤羽駅周辺 
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                             地図調製 （株）昭文社 

 

    

 

 

＜凡例＞ 

 

 

：重点整備地区 

：道路の区間（生活関連経路） 
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位置図 

 

区市町村名 北区 

重点整備地区名 桐ヶ丘・西が丘周辺 

 

 

                             地図調製 （株）昭文社 

 

    

 

 

＜凡例＞ 

 

 

：重点整備地区 

：道路の区間（生活関連経路） 

 


