
事業主体：品川区

完了 

整備対象 
関ヶ原シルバーセンター

所在地 建築年 管理者 延床面積 

東大井６－１１－１１ 昭和５３年 品川区
約 417.08 ㎡

（１階部分）

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着手 完了 

だれでもトイレの高機能化 － 平成 29年度 平成 29年度

・オストメイト対応 1 箇所 平成 29年度 平成 29年度

実施に必要な資金の額及びその調達方法 

事業実施に際し配慮すべき事項 

実施箇所図 

所管部署
○ 福祉部 高齢者地域支援課 シルバーセンター係

  企画部 施設整備課 技術管理担当
TEL 03-5742-6946 
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事業主体：品川区

完了 

整備対象 

大井第二地域センター・

区民集会所、大井保健センター

所在地 建築年 管理者 延床面積 

大井２－２７－２０ 昭和５９年 品川区 約 1,166.53 ㎡

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着手 完了 

案内設備までの点字ブロックの整備 － 平成 27年度 平成 27年度

・既設点字ブロックから案内板までの点字ブロック設置 約 0.5 ㎡ 平成 27年度 平成 27年度

・案内板の点字追加 3枚 平成 27年度 平成 27年度

実施に必要な資金の額及びその調達方法 

・区予算による。

事業実施に際し配慮すべき事項 

・１階および２階エレベーター脇の案内板についても、点字を追加する。

実施箇所図 

１階                      ２階

所管部署  地域振興部 地域活動課 地域支援係 TEL 03-5742-6690 
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事業主体：品川区

完了 

整備対象 
区立中小企業センター

所在地 建築年 管理者 延床面積 

西品川１－２８－３ 昭和５５年 品川区 約 7,625 ㎡

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着手 完了 

案内設備までの点字ブロックの整備 － 平成 29 年度 平成 29 年度

・案内設備の整備 １か所 平成 29 年度 平成 29 年度

・点字ブロックの整備 約 10m 平成 29 年度 平成 29 年度

実施に必要な資金の額及びその調達方法  

事業実施に際し配慮すべき事項 

実施箇所図 

所管部署
○ 地域振興部 商業・ものづくり課 管理係

企画部 施設整備課 技術管理担当
TEL 03-5742-6335 

整備予定箇所
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事業主体：品川区

完了 

整備対象 
しながわ中央公園 都市計画公園名･愛称名等 

近隣公園品川第 3･3･100 号

（品川中央公園）

所在地 管理者 面積 

西品川１－２８地内 品川区 約 7,600 ㎡

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着手 完了 

バリアフリーの視点に立った拡張部分（JT アパート跡地）の

整備
－ 平成 27年度 平成 28年度

・だれでもトイレの設置 1 基 平成 27年度 平成 28年度

・出入口の整備 2 箇所 平成 27年度 平成 28年度

・バリアフリー仕様の水飲み台設置 2 箇所 平成 27年度 平成 28年度

事業実施に際し配慮すべき事項 

実施箇所図 

所管部署  防災まちづくり部 公園課 公園建設担当 TEL 03-5742-6801 

：だれでもトイレ 

：出入口 

：水飲み台 
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事業主体：品川区

完了 

整備対象 
重点整備地区区域内

事業区間・延長 

自 至 延長 

－ －
－

（－） （－）

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着手 完了 

タクシー乗り場への点字ブロックの整備 － 平成 27年度 平成 27年度

・タクシー乗り場への点字ブロックの整備 2 箇所 平成 27年度 平成 27年度

事業実施に際し配慮すべき事項 

実施箇所図  縮尺：NOscale 

N                  平成 27 年度点字ブロック整備箇所

所管部署  防災まちづくり部 道路課 道路維持担当 TEL 03-5742-6790 

大井町駅西口タクシー乗り場

大井町駅東口タクシー乗り場
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事業主体：品川区

完了 

整備対象 
生活関連経路 区道⑬･⑭ 路線番号･都市計画道路名･愛称名等 

Ｖ－122・ 

幹線二級－21

事業区間・延長 

自 至 延長 

東大井５－１７先 東大井５－１４先
約 130ｍ

（大井町駅東口ロータリー交差部） （池上通り交差部）

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着手 完了 

歩道の拡幅整備及び横断勾配の改善・点字ブロックの整備 － 平成 29年度 平成 29年度

・歩道の整備 約 130m 平成 29年度 平成 29年度

・横断勾配の改善 8 箇所 平成 29年度 平成 29年度

・点字ブロックの整備 約 130m 平成 29年度 平成 29年度

事業実施に際し配慮すべき事項 

・歩道拡幅のための一方通行化の検討（地元の同意及び関係機関との協議が必要）、歩道の連続化、起

終点のすりつけ範囲の検討

実施箇所図 縮尺：NOscale 

平成 29 年度完了路線

                       路線延長 L=約 130m、

                       点字ブロック整備 L＝130ｍ

所管部署
○ 防災まちづくり部 道路課 道路建設担当

文化スポーツ振興部 文化観光課 文化振興係
TEL 03-5742-6791 
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事業主体：品川区

完了 

整備対象 
生活関連経路 区道⑩ 路線番号･都市計画道路名･愛称名等 Ｖ－108

事業区間・延長 

自 至 延長 

大井１－５０先 大井１－５０先
約 100ｍ

（大井町駅西口ロータリー交差部） （三ツ又通り交差部）

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着手 完了 

点字ブロックの整備 － 平成 27 年度 平成 27 年度

・点字ブロックの整備 約 100m 平成 27 年度 平成 27 年度

事業実施に際し配慮すべき事項 

実施箇所図 縮尺：NOscale 

点字ブロックの整備

延長 L=約 100m 

所管部署  防災まちづくり部 道路課 道路維持担当 TEL 03-5742-6790 
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一部完了 

整備対象 
生活関連経路 区道⑨ 路線番号･都市計画道路名･愛称名等 

準幹線－32

光学通り

事業区間・延長 

自 至 延長 

大井１－３７先 大井１－４９先
約 290ｍ

（通称一本橋通り交差部） （通称どんたく通り交差部）

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着手 完了 

歩道のセミフラット化・点字ブロックの整備
－

①平成 28 年度

②平成 32 年度

①平成 28年度

②平成 32年度

・歩道のセミフラット化（一期工事） 約 170m 平成 28 年度 平成 28 年度

・点字ブロックの整備 （一期工事） 約 340m 平成 28 年度 平成 28 年度

・歩道のセミフラット化（二期工事） 約 120ｍ 平成 32 年度 平成 32 年度

・点字ブロックの整備 （二期工事） 約 240ｍ 平成 32 年度 平成 32 年度

事業実施に際し配慮すべき事項 

・大井一丁目南第一地区第一種市街地再開発事業との調整

実施箇所図 縮尺：NOscale 

平成 28 年度完了路線
                   路線延長 L＝約 170m 

点字ブロック整備 L＝340ｍ（一期）

                      平成 32 年度予定路線

路線延長 L＝約 120m 
              点字ブロック整備 L＝240ｍ（二期）

所管部署
○ 防災まちづくり部 道路課 道路建設担当

都市環境部 都市開発課 都市開発担当
TEL 03-5742-6791 
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