
上板橋駅南口駅前広場等の

公共施設説明会
（令和2年度）

板橋区都市整備部拠点整備課
上板橋駅南口まちづくりグループ

令和２年１０月２日（金曜日）
令和２年１０月３日（土曜日）



①本日開催の目的

はじめに

2

本日の説明会は、平成16年に都市計画決定され

た道路などの公共施設計画に関して、周辺にお住

いの方々等へ改めて計画内容を説明するものです。



◆説明内容

はじめに
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１．上板橋駅南口のまちづくり

２．公共施設整備の必要性

３．公共施設計画の説明

４．信号交差点の取扱について

５．整備手法とスケジュール

６．周辺にお住いの方々との意見交換



◆説明内容
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１．上板橋駅南口のまちづくり



上板橋駅

城北中央公園

１．上板橋駅南口のまちづくり

上板橋駅と城北中央公園や
周辺の文教施設を結ぶアクセス

道路を整備し、にぎわいの軸
の形成を図る。

「板橋区都市づくりビジョン(板
橋区都市計画マスタープラン)」
では、上板橋駅は板橋駅、高
島平駅、大山駅、成増駅と同

じく、都市拠点に位置づけ。

（都市拠点）
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◆板橋区都市づくりビジョン（平成30年3月策定）
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１．上板橋駅南口のまちづくり

◆板橋区都市づくりビジョン（平成30年3月策定）

上板橋駅付近における都市づくりの展開方針※

１）安全で利便性が高く魅力あるまちの実現

２）住環境の改善や防災性の向上

３）道路整備による公共交通利便性の向上

上板橋駅の南口駅前においては、市街地再開発

事業を契機にこれら目標を実現していく方針。

※板橋区都市づくりビジョンP.128を要約



◆都市計画決定の概要
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※都市計画決定（平成16年11月15日区決定）の内容

１．上板橋駅南口のまちづくり

※H16当時のイメージ図です。



◆都市計画決定の概要（東地区と西地区の範囲）
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１．上板橋駅南口のまちづくり

東地区
西地区（検討継続区域）

西地区（検討継続区域）

西地区
(検討継続区域)

※H16当時のイメージ図です。
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１．上板橋駅南口のまちづくり

〇平成16年都市計画決定から一定の時間が経過

〇東地区組合設立認可に先立ち、周辺にお住いの

方々等へ公共施設計画を改めて説明する必要性

◆上板橋駅南口のまちづくりの経緯
昭和５０年代 まちづくりの機運が高まる
平成 ７年 再開発準備組合設立

１６年 第一種市街地再開発事業を都市計画決定（約2.2ha）
１８年 組合設立へ向けた同意取得活動
２２年～２４年 板橋区による見直し３箇年
２８年 再開発事業区域を先行区域と検討継続区域に分かれて

まちづくりを検討
東地区再開発準備組合へ再設定（約1.7haに区域縮小）
西地区協議会設立（約0.5ha）

令和 元年～現在 東地区再開発準備組合が事業計画等を見直し、
組合設立認可（事業認可）を目指す
西地区協議会は事業手法を決定し、事業計画案を検討



◆説明内容
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２．公共施設整備の必要性
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２．公共施設整備の必要性

１）安全で利便性が高く魅力あるまちの実現

南口の道路状況

・狭い道が多く自動車が走行しづらい

・狭い道に車・自転車・人が混在

・商店街に人と自転車が集中

＜写真（道路状況）＞

道路状況（現在）
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２．公共施設整備の必要性

１）安全で利便性が高く魅力あるまちの実現

南口の道路状況

・狭い道が多く自動車が走行しづらい

・狭い道に車・自転車・人が混在

・商店街に人と自転車が集中

交通環境の改善

○国道と駅を結ぶ広幅員道路の新設

○歩道新設に伴う安全な歩行環境創出

○商店街を歩行者中心の空間へ

公共施設整備の必要性

道路状況（整備後）
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２．公共施設整備の必要性

２）住環境の改善や防災性の向上

南口の建物状況

・木造家屋等が密集している

・狭い道路は消防車等の走行が困難

注：図示の範囲は概略イメージです。

木造家屋範囲（現在）

＜写真（建物状況）＞
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２．公共施設整備の必要性

２）住環境の改善や防災性の向上

南口の建物状況

・木造家屋等が密集している

・狭い道路は消防車等の走行が困難

広幅員道路による防災性向上

○道路整備による燃え広がり抑制

○消防車の走行や活動空間の確保

公共施設整備の必要性

木造家屋範囲（整備後）

注：図示の範囲は概略イメージです。
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２．公共施設整備の必要性

３）公共交通利便性の向上

南口の駅前状況

・駅前に歩行者の滞留空間がない

・バスやタクシー等に乗換できない

・駐輪場が駅前に少ない

＜写真（駅前状況）＞

駅前状況（現在）

広場がない
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２．公共施設整備の必要性

３）公共交通利便性の向上

南口の駅前状況

・駅前に歩行者の滞留空間がない

・バスやタクシー等に乗換できない

・駐輪場が駅前に少ない

駅前広場の創出

○歩行者滞留空間の確保

○鉄道との乗換利便性向上

○駅や商店街に近い駐輪場整備

公共施設整備の必要性

駅前状況（整備後）

駅前広場



◆説明内容
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3．公共施設計画の説明



◆各路線の標準横断面①
断面Ａ：区画街路８号線

16.0m

3.5m 3.5m9.0m

歩道 歩道車道

３．公共施設計画の説明 計画内容-道路-
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断面Ｂ：区画道路第２号

9.0m2.0m

壁面
後退

歩車共存道路

A

B

※区画道路第１号は西地区事業化に合わせて整備（予定）

2.0m

壁面
後退



◆各路線の標準横断面②
断面Ｃ：区画道路第３号

３．公共施設計画の説明
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断面Ｄ：歩行者専用道路第１号
9.0～13m2.0m

壁面
後退

歩行者専用

C

D

6.0m2.0m

壁面
後退

歩車共存道路

※区画道路第１号は西地区事業化に合わせて整備（予定）

計画内容-道路-



景観の阻害要因となる電柱・
電線をなくし、良好な景観を
形成します。

無電柱化により歩道の有効
幅員を広げることで、通行空間の
安全性・快適性を確保します。

大規模災害(地震、台風等)が
起きた際に、電柱等が倒壊する
ことによる道路の寸断を防止します。

「景観・観光」

「安全・快適」

「防災」

出典：国土交通省ホームページ

＜無電柱化の一般的な効果＞

無電柱化対象路線
区画街路第８号線
（駅前広場含む）
区画道路第２号
区画道路第３号
歩行者専用道路第１号
区道第2114号線

◆無電柱化の実施

（ ）
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３．公共施設計画の説明 計画内容-道路-
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名称：東京都都市計画道路

板橋区画街路第8号線

延長：約210m

構造：地表式

車線：２車線

幅員：１６ｍ

その他：交通広場 約3900㎡

＜位置図＞

都市計画道路
（駅前広場含む）

※都市計画決定（平成16年11月15日区決定）の内容

◇都市計画道路（駅前広場）

３．公共施設計画の説明 計画内容-駅前広場-
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※交通施設の配置などは、関係機関との協議により変更となる可能性があります。

◆駅前広場計画
上板橋駅

連絡通路（上空通路）

バス

バス身障者用

タ
ク
シ
ー
プ
ー
ル

自動車動線

歩行者動線

自転車出入口

３．公共施設計画の説明 計画内容-駅前広場-
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計画内容-自転車駐車場（地下）-

名称：東京都市計画駐車場板橋第6号

上板橋駅南口自転車駐車場

位置：駅前広場地下

面積：約2,600㎡

構造：地下１層（自走式）

駐車台数：約1,500台

歩行者の出入口：１箇所

自転車の出入口：２箇所

＜位置図＞

自転車
駐車場
（地下）

３．公共施設計画の説明

（ ）

※都市計画決定（平成16年11月15日区決定）の内容

◇都市計画駐車場（自転車駐車場）



３．公共施設計画の説明
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◆自転車等と歩行者の出入口
上板橋駅へ至る

自転車出入口
（スロープ）

歩行者のみ出入口
（地上から地下）

自転車等動線

車両手押し区間

歩行者動線

自転車駐車場
（地下）

正面図
（次ページ）

計画内容-自転車駐車場（地下）-
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３．公共施設計画の説明

◆上板橋駅と地下自転車駐車場の関係図（正面図概略イメージ）

ＥＶ
上板橋駅

自転車駐車場（地下）

自由通路

駅前広場（地上）

■階段上部イメージ■階段イメージ ■地下駐輪場イメージ

連絡通路
東街区
接続

計画内容-自転車駐車場（地下）-

▼

▼

▼



◆説明内容
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４．信号交差点の取扱について
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①国道交差点の現状

・自動車交通量が多い（約4.5万台/日）

・自動車速度が速い

・車道中央に「５本けやき」

位置図

４．信号交差点の取扱について

写真①

写真②

①
②

国道交差点の改良
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①国道交差点の現状

・区画街路８号線計画位置は「丁字型」交差点

・信号機の設置間隔が約35mと短い。（現状、交通安全上の課題がある）

４．信号交差点の取扱について

＜信号機の設置間隔が短いことによる主な問題点＞

①信号無視や誤認が発生する可能性が高まる

②自動車が赤信号で止まり切れない可能性が高まる

③右折車線が短いと直進車線に自動車がはみ出し、自動車の通行に支障が生じる

約35m

国道交差点の改良
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【参考】自動車速度と停止距離

・自動車速度に応じて停止までに一定の距離が必要

・距離が短いと、横断歩道手前で自動車が停止できず

自動車が交差点に進入してしまう。（危険な交差点）

４．信号交差点の取扱について

制動停止視距 ７5m

設計速度60km/h（例：一般国道など）

制動停止視距 40m

設計速度40km/h（例：2車線道路など）

制動停止視距 30m

設計速度30km/h（例：生活道路など）

〇速度と制動停止視距の関係式

引用：道路構造令の解説と運用

国道交差点の改良
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②横断歩道の配置検討

４．信号交差点の取扱について

・両側に横断歩道を整備する配置案（下表）も検討。関係機関※と協議。

・停止距離や信号離隔を確保した最も重傷事故が抑制される案を計画

・信号機や横断歩道を集約すると一部商店街側の動線が変更

▲ 信号機間隔約40m ▲ 信号機間隔約40m 〇 信号機間隔150m以上

約40m 約40m

※関係機関：東京国道事務所、警視庁

現計画案

国道交差点の改良
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③国道交差点の計画

４．信号交差点の取扱について

・区画街路８号線新設により「十字型」交差点へ改良

・交差点の改良に合わせて信号機・横断歩道を集約（現況の課題を改善）

適切な交差点離隔を確保した安全な交差点として計画

国道交差点の改良
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④旧川越街道の信号機の取扱

・商店街は、歩行者が約1.2万人/日と多く、自転車も約4千台/日と多い。

・旧川越街道は、自動車が約2千台/日と国道の迂回路になっている。

４．信号交差点の取扱について 旧川越街道の信号機

特徴①
・歩行者が多い

特徴②
・自動車の迂回利用

信号機
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④旧川越街道の信号機の取扱

４．信号交差点の取扱について 旧川越街道の信号機

・現状の信号交差点は、次のような状況が見られます。

１）歩行者が信号待ち（自動車いない） ３）速度を落とさず走行する自動車

２）赤信号でも待ちきれず横断する人

２と３が同時に発生したら

重傷事故になりかねません。

（信号機があることで危険な場合もある）

赤赤

赤赤

青青

青

赤赤
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④旧川越街道の信号機の取扱

４．信号交差点の取扱について 旧川越街道の信号機

・信号機が無くなると次のような交通の変化が考えられます。

・区画街路第８号線整備は、信号機のあり方を見直す機会

・旧川越街道の信号機を撤去することについて関係機関と相談

１）信号待ちが無くなる（歩行者優先）

２）信号待ちが無くなる（歩行者優先）

３）横断歩道の手前で自動車が一時停止

１）歩行者が信号待ち（自動車いない）

２）赤信号でも待ちきれず横断する人

３）速度を落とさず走行する自動車

信号撤去
の場合



◆説明内容
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５．整備手法とスケジュール
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・公共施設は再開発事業※により整備

※都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業

・公共施設の多くが東地区に位置

＜位置図＞

東地区

◇整備手法

５．整備手法とスケジュール

赤枠 ：東地区市街地再開発組合（予定）

青枠 ：西地区市街地再開発組合（予定）

西地区

※西地区は検討継続区域のため、再開発事業を実施した場合を想定したものです。



37

・公共施設整備は、東地区の事業進捗によります。

・現時点の公共施設整備は、東地区の建物等除却工事の後に

行うため、令和5年度以降に工事着手していく予定です。

◇整備スケジュール

５．整備手法とスケジュール

年 度
2020年度

（令和2年度）
2021年度

（令和3年度）
2022年度

（令和4年度）
2023～2024年度
（令和5～6年度）

2025～2028年度
（令和７～10年度）

事業段階

組合設立

準備
権利変換計画

土地の

明渡し
建物等除却工事 新築工事

自転車駐車場（地下）

無電柱化工事

道路工事

埋設管の移設

暫定道路工事

◇東地区事業スケジュール（予定）

※合意形成や関係機関協議など、様々な要因でスケジュールが変更となる可能性があります。目安としてご参照ください。



◆説明内容
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６．周辺にお住いの方々との意見交換

（仮題：かみいた南未来会議）



６．周辺にお住いの方々との意見交換
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上板橋駅南口周辺にお住まいの方々と、駅前広場整備に関

する意見交換会を令和元年度に2回行いました。

◆上板橋駅南口の駅前広場整備に関する意見交換会

＜意見交換会（第2回）の様子＞

＜意見交換会（第1回）の様子＞

＜意見交換会（第２回）配布資料＞

※注意：下記図面は意見交換用のイメージ図です。



６．周辺にお住いの方々との意見交換
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意見交換会（第２回）参加者からの主なご意見

◆上板橋駅南口の駅前広場整備に関する意見交換会

①「大事にしていきたいこと・コンセプト」などについて
○こども・子育て世帯・高齢者にやさしく、支えあい、交流できる空間

○行きたくなるような場所にしたい（キーワード：緑豊か・安全・あかるい）

○はじめての人にも分かりやすいまちづくり・回遊性があるまち

②「日常の使い方・設え」などについて
○駅前広場・商店街・都市計画道路も含めたにぎわい形成が望ましい

○連絡通路の上下空間は、待ち合わせや雨天時の活動スペースとして活用できないか

○友達と一緒に広場でランチ・こども達が外出したくなるスペースとして使いたい

③「イベント活用のイメージ」などについて
○いつでも（日常的に）・簡単な手続きで・気軽にイベントできる空間があるとよい

○多世代（・新旧住民）が交流するキッカケとしてのイベントが大事（盆踊りなど）
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意見交換 基本方針 整備計画

令和元年度 令和2年度 令和3年度

※東地区市街地再開発事業の進捗により、今後のスケジュールが変更となる可能性があります。

駅前広場等の公共空間は、周辺にお住いの方々と一緒に

デザイン（上板橋の未来）を考えていきます。

そのため令和2年度は、デザイン基本方針に関するワー

クショップを2回開催予定です。

６．周辺にお住いの方々との意見交換

◆今後の意見交換会（仮題：かみいた南未来会議）

②①
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６．周辺にお住いの方々との意見交換

◆今後の意見交換会（仮題：かみいた南未来会議）

・現時点のワークショップの開催案内の紹介です。

・正式には、区役所HP等で開催をご案内します。
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おわりに

◆今後の説明会開催予定

上板橋駅南口駅前地区の公共施設整備に関する

説明会は、今後も継続して開催する予定です。

説明会は、各地区の事業進捗によってご説明す

る内容が決まりますので、その都度ご案内します。


