
放射第35・36号線 歩道の整備等に関する検討会 

【第４回 C ブロック検討会】 

＜プ ロ グ ラ ム＞ 

日時 ： 平成 30年 2月 7日（水） 午後 7時～8時30分 

場所 ： 早宮地域集会所 集会室1・2 

内   容 

１．開会の挨拶 

２．ブロック検討会 

（１）第3回検討会での説明・意見交換内容 

（２）歩道等整備計画案の報告・意見交換 

（３）今後のスケジュール 

３．閉会挨拶 

◆本検討会の目的 

本検討会は、関係機関協議や歩道等の整備に向け、歩道等（環境施設帯） 

の構成や具体的なつくり方について、地元の方々と意見交換し、歩道等の 

整備計画案をとりまとめることを目的とします。 

【問い合わせ先】 

 東京都 第四建設事務所 工事第一課  （電話）０３－５９７８－１７３０ 



放射第35・36号線
歩道の整備等に関する検討会

第4回 Cブロック検討会

平成30年 2月 7日（水）

東京都第四建設事務所

本日のブロック検討会の説明内容

１. 第3回検討会での説明・意見交換内容

２. 歩道等整備計画案の報告・意見交換

３. 今後のスケジュール
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1. 第3回検討会での
説明・意見交換内容
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東京都 検討会委員の方々 沿道住民の方々

事業概要、歩道等の整備タイプの検討第１回検討会７月

10月 第２回検討会
アンケート結果を基に歩道等の整備
タイプの確認
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アンケート結果を基に、都が素案を作成
歩道等整備計画
（素案）策定

第1回アンケート調査 ・歩道等の整備タイプの確認
・ 車両出入口設置希望の確認

第2回アンケート調査
・ 街路樹の選定
・ 舗装の選定
・ 遮音壁タイプの選定

12月 第３回検討会 素案を基に、整備内容の検討

とりまとめ案のご報告
検討委員会活動終了第４回検討会

平成
30年
２月

歩道等整備計画
（とりまとめ案）策定 検討会の結果を基に都が最終案を作成

1.1 検討の流れ・スケジュール



東京都 沿道住民の方々
周辺住民の
方々
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・とりまとめ案を基にパンフレットを作成
・沿道、周辺住民の方々へ配布
・整備計画案に対する意見の確認

平成
30年
３月

歩道の整備計画案 配布

警視庁等
関係機関との調整

・歩道の整備等に関する基本的な設計
をとりまとめ、パンフレットを作成
・沿道、周辺住民の方々へ広く周知

放３５・３６だより 配布
平成
30年
度

目標

1.1 検討の流れ・スケジュール
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1．第3回検討会での説明・意見交換内容
1.2 整備計画（素案）

街 路 樹

Aブロック Bブロック Cブロック
高
木

常緑樹 クスノキ

落葉樹 モミジバフウ コブシ ・ モミジバフウ

低
木

植樹帯（広い） ツツジ類

植樹帯（狭い） キンシバイ ベニバナシャリンバイ キンシバイ

舗 装

歩行者 ブロック系舗装 ・ 暖色系（茶）

自転車 アスファルト系舗装 ・ モノトーン

遮 音 壁

タイプ 透明＋吸音組み合わせタイプ



1．第3回検討会での説明・意見交換内容
1.2 整備計画（素案） Cブロック整備イメージ

低木（ツツジ）
低木

（キンシバイ）

高木（クスノキ）

高木
（モミジバフウ）

自転車歩行者

遮音壁

高木
（コブシ）

季節：春
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1．第3回検討会での説明・意見交換内容
1.2 整備計画（素案） Cブロック整備イメージ

低木（ツツジ）
低木

（キンシバイ）

高木（クスノキ）

高木
（モミジバフウ）

自転車歩行者

遮音壁

高木
（コブシ）

季節：秋
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1. 第3回検討会での説明・意見交換内容
1.3 検討会での意見

歩道等に関するご意見

その他

・区道や私道などから乗り入れる際に、安全に乗り入れ出来るよう対
策してほしい。
・障害のある方でも利用しやすいような道路にしてほしい。

・・・など

・駅前については、自転車道や植樹帯を少し削って、歩道を広くしては
どうか。
・自転車道の進行方向を分かりやすくするために矢印などで方向を標示
してほしい。
・舗装については、バリアフリー対応で透水性のあるものにしてほしい。

・・・など

＜ Cブロック ＞

2. 歩道等整備計画案の
報告・意見交換
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2．歩道等整備計画案の報告・意見交換
2.1 整備案まとめ

街 路 樹

Aブロック Bブロック Cブロック
高
木

常緑樹 クスノキ・常緑ヤマボウシ クスノキ

落葉樹 モミジバフウ コブシ ・ モミジバフウ

低
木

植樹帯（広い） ツツジ類

植樹帯（狭い） キンシバイ ベニバナシャリンバイ キンシバイ

舗 装

歩行者 ブロック系舗装 ・ 暖色系（茶）

自転車 アスファルト系舗装 ・ モノトーン

遮 音 壁

タイプ 透明＋吸音組み合わせタイプ

3.今後のスケジュール
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3. 今後のスケジュール
3.1 今後のスケジュール

平成３０年 ２月 ： 第４回検討会

平成３０年 ３月 ： 歩道等整備計画案の配布

関係機関との協議・調整

平成３０年度（目標） ：
放射第35・36号線だよりの配布

お問い合わせ先
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●東京都第四建設事務所

工事第一課

電話：03-5978-1730

FAX：03-3947-1419

E-mail：S0200200@section.metro.tokyo.jp

本日のご説明内容などを含め、本道路事業について

ご不明な点がございましたら、下記まで問合せください。



放射第 35・36 号線 歩道の整備等に関する検討会（第４回） 

◆各ブロックの主なご意見 

①Ａブロック（環七～区界通り） 

・区界通り交差点は信号交差点として整備し、自動車も安全に通行出来るよう

にしてほしい。 

・区界通り交差点より手前に転回路を設けてほしい。 

②Ｂブロック（区界通り～石神井川） 

・通学路としても歩道橋は必要である。 

・自転車乗入れが可能なＥＶを設置しても、自転車は待ち時間の関係から利用

する人は少ないと思う。 

・開進四小が避難拠点になっているが、災害時の利用は考えているのか。 

・工事前に最終的にどの様な整備になるのか報告してほしい。 

・練馬区まちづくり協議会との連携はしているのか。 

③Ｃブロック（石神井川～補２３７） 

・道路の完成は何年後になるのか。 

・氷川台駅前にバスの停まれる場所を確保してほしい。 

・現況の歩道橋はどうなるのか。 

※その他、本路線に関するご質問やご要望を多数頂きました。 


