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概要 （受理⽇ 平成1５年５⽉３０⽇）
並⾏して⾏われる連続⽴体交差整備事業、⼟地区画整理事業にあわせて、県の「バリアフリー・モニター会議」等による障害者団体等との意

基本構想の作成事例

高知駅周辺地区バリアフリー基本構想（高知市）

重点整備地区の位置及び区域重点整備地区の位置及び区域

並⾏して⾏われる連続⽴体交差整備事業、⼟地区画整理事業にあわせて、県の「バリアフリ モニタ 会議」等による障害者団体等との意
⾒交換を踏まえ、駅の南北にバスターミナルや路⾯電⾞停留場、タクシー乗り場、障害者⽤スペースを含む駐⾞場等を振り分けつつ配置、駅構
内からこれらの施設へは視覚障害者誘導ブロック、フラットな路⾯、屋根の設置等バリアフリー化された歩⾏者動線を確保を⾏った。
また、路⾯電⾞の低床化、停留所のノンステップ化や周辺道路の整備（視覚障害者誘導ブロックの整備、広告物の整頓等）により、市内中⼼

部における⼀体的・連続的なバリアフリー化を実現した。
特定事業特定事業重点整備地区の位置及び区域重点整備地区の位置及び区域

⾼知駅周辺地区 （⾯積 ２８０ｈａ）
特定事業特定事業

公共交通特定事業
駅…連続⽴体交差にあわせたエレベータ、多機能トイの設置、視覚障害者誘導⽤ブ

ロックの敷設、職員へのバリアフリーに対する教育訓練の実施
駅前広場…⼟地区画整理事業にあわせた各種乗降場の整備、主導線場への連続的な

上屋の設置、視覚障害者誘導⽤ブロック、駐輪場の整備、案内
誘導施設の整備

⾞両…バス⾞両の低床化、LRV、福祉タクシーの導⼊推進
停留場…軌道横断部上の段差の解消、上屋・ベンチの整備

道路特定事業
既存のマウントアップ型歩道をセミフラット型歩道に改良。横断歩道部のすり付け
勾配の緩和、視覚障害者誘導⽤ブロックの敷設・改良、側溝蓋の設置・改良。歩道
のない箇所への新設。

高知駅高知駅

⾼知警察署⾼知警察署
⾼知中央郵便局⾼知中央郵便局

社会保険センター社会保険センター
⾼知地⽅法務局⾼知地⽅法務局

のない箇所 の新設。
交通安全特定事業
⾳響信号の設置・改善、歩⾏者⽀援システム（PICS）の導⼊、違法駐⾞、放置⾃転
⾞の撤去・規制、時間延⻑押しボタンの設置等

その他事業
看板、⾃転⾞等の路上はみ出しへの指導・規制の強化、市⺠へのバリアフリー啓発活動

当事者の意⾒の反映⽅法
⾼知県婦⼈会館⾼知県婦⼈会館

県の「バリアフリー・モニター会議」等の場において、障害者団体等との意⾒
交換を17回にわたり実施し、現地体験による検証結果を踏まえて、施設の整
備計画に反映した。県庁県庁

市役所市役所
市⺠図書館市⺠図書館

⾼知⼤丸⾼知⼤丸
県⽴図書館県⽴図書館県⽴盲学校県⽴盲学校

当事者の意⾒の反映⽅法

基本構想の推進体制基本構想の推進体制
県庁⻄庁舎県庁⻄庁舎
地⽅検察庁地⽅検察庁

協議会の構成
⾼知市⽼⼈クラブ連合会、⾼知市⾝体障害者連合会、⾼知県肢体障害者協会、⾼知
県視覚障害者協会、⾼知県聴覚障害者協会、町内会連合会、⾼知駅周辺⼟地区画整
理審議会、⾼知TMO事業推進委員会、⾼知市草の根消費者グループ、おやこばと会、
NPO⾼知市⺠会議

スパイラルアップの⽅法

市役所南別館市役所南別館税務署税務署 県⺠⽂化ホール県⺠⽂化ホール

例 スパイラルアップの⽅法
⾼知市⺠・事業者・⾏政が参画した協議組織をつくり、基本構想に基づく事業計画

の確認、事業の進捗状況の定期的な確認、事業者と市⺠との意⾒交換・協議、各事業
の事後評価実施を⾏い、市⺠参画の下、継続的なバリアフリー化を図っている。
また、駅とバス待合所に意⾒収集ボックスを設置し、継続的に⾼齢者、障害者、市

⺠等からの各施設に対しての意⾒を把握し、スパイラルアップを図るべく努めている。

⽣活関連経路⽣活関連施設重点整備地区

凡例



▼⾞いすスペースを⼗分に確保したエレベーターの設置

基本構想の作成事例

高知駅周辺地区バリアフリー基本構想（高知市）
公共交通特定事業公共交通特定事業

はりまや橋バス停留所
▼

▼構内の視覚障害者誘
導⽤ブロックの設置

▲▼▶
バス停留所上屋の設置、フラット化

▼幅広タイプの改札

▼低床バス、LRV（超低床電⾞）の導⼊

連続⽴体交差整備事業、⼟地区画整理事業にあわ
せて、駅周辺を⼀体的・連続的に整備した。
道路特定事業道路特定事業 交通安全特定事業交通安全特定事業

▼路⾯電⾞停留所の整備

歩⾏者の所持する携帯情報端末等を介して，信号の状態の
案内、歩⾏者信号の⻘時間の延⻑、⽬的地までの段差の少
なくかつ最短な歩⾏ルートを画像や⽂字で案内等、障害の
ある⼈等の安全な移動を⽀援するシステムを整備。

視覚障害者誘導⽤ブロック
の設置、横断歩道部分の段
差改良、すり付け勾配の改
善、電柱による歩⾏障害の
解消等を実施。

▲はりまや橋路⾯電⾞停留所

▲歩⾏者⽀援情報通信システム（PICS）の整備 エスコートゾーンの整備▲

▲視覚障害者誘導⽤ブロッ
クの連続的な設置と横断歩
道部分の段差改良



概要 （受理⽇ 平成1８年１２⽉２０⽇）
⼭間地の地形的困難性を有しながらも、地域内外の利⽤者の意⾒を踏まえつつ、ケーブルカー特有の階段状の乗降場のバリアフリー化、景観

基本構想の作成事例

高野山地区バリアフリー基本構想（高野町）

⼭間地の地形的困難性を有しながらも、地域内外の利⽤者の意⾒を踏まえつつ、ケ ブルカ 特有の階段状の乗降場のバリアフリ 化、景観
に配慮した新たなエレベーター塔や多機能トイレの設置、ノンステップバスの配備等、世界遺産を抱える観光地として、多くの、様々な利⽤者
を想定したバリアフリー化整備を⾏った。

⾼野⼭地区 （⾯積 １２０ｈａ） 公共交通特定事業
道路の状況や冬季の積雪 凍結の状況の考慮し導⼊向け 検討する

特定事業重点整備地区の位置及び区域
⾼野⼭地区 （⾯積 １２０ｈａ） 道路の状況や冬季の積雪・凍結の状況の考慮し導⼊向けて検討する。

運⾏情報提供設備等（⾞外⽤放送設備、⾏き先表⽰）についても検討を進める。
道路特定事業
波打ち歩道・段差の解消、破損個所の修復等、可能な部分から整備を進める。
町道で誘導ブロック未設置の箇所の整備を⾏う。また、景観に配慮した
誘導ブロックで周囲との対⽐が明瞭でない部分について再検討する。
歩道上にある電柱や看板等の障害物の移設・撤去を進める。

建築物特定事業
各建築物における誘導ブロックの設置、景観に配慮した公衆便所の設置と⾝体
障害者⽤便房の整備。公衆便所における案内標識・点字表⽰の整備。

交通安全特定事業
⾝体障害者対応型信号機の設置、迷惑駐⾞の取り締まり。

その他事業
極楽橋、⾼野⼭駅の移動円滑化のための事業、ケーブルカーの整備、移動等円

来訪者による現地調査
南海電鉄難波駅を出発点とし、南海電⾞、ケーブル、バスを利⽤し、⾼野町を

極楽橋、⾼野⼭駅の移動円滑化のための事業、ケ ブルカ の整備、移動等円
滑化に必要なサイン・案内板の整備等

当事者の意⾒の反映⽅法

当事者参加による現地調査

フィールドとした来訪者と⾼野町との住⺠の交流を兼ねた現地調査を実施した。
⾞いす利⽤者、視覚障害者、聴覚障害者の３名については、担当者が難波駅から
各ポイント地点の利⽤しやすい点、課題、提案などの意⾒を随時ヒアリングを
⾏った。

基本構想を住⺠全体の計画として位置付けるため、⾏政、寺院関係者、福祉関
係者 公共交通事業者 公安委 会 観光事業者 教育委 会 学校 地域住

協議会の構成
⾼野町⽼⼈クラブ ⾼野町⾝体障害者会 ⾼野町連合町内会 ⾼野町商⼯会 ⾼

係者、公共交通事業者、公安委員会、観光事業者、教育委員会、学校、地域住⺠
が町歩きを⾏い、様々な⽴場から⾒た課題や提案を⾏った。

基本構想の推進体制

スパイラルアップの⽅法

⾼野町⽼⼈クラブ、⾼野町⾝体障害者会、⾼野町連合町内会、⾼野町商⼯会、⾼
野町観光協会、宿坊組合、⾼野町等

住⺠だけでなく、⾼野⼭を訪れる観光客にも使いやすいものとするため、基本
構想作成後の事業実施に向けた取組み及び事業の進捗状況についての意⾒交換や
⾼野⼭を訪れる⼈との継続した交流を進めるための定期的な会合を開催した。

⽣活関連経路⽣活関連施設重点整備地区
凡例



その他事業その他事業
⾼野⼭駅・・・駅ホームにエレベー ▼ケーブルカー⾞内

基本構想の作成事例

高野山地区バリアフリー基本構想（高野町）

⾼野⼭駅 駅ホ ムにエレベ
ターと連絡通路を設置。⾼齢者、障害
者だけでなく、⼤きな荷物を持つ観光
客にも対応できる改札⼝までのバリア
フリー化ルートを確保。
極楽橋駅・・・階段昇降機を設置し極楽橋駅・・・階段昇降機を設置し、
乗降⽤渡し板を使⽤することにより⾞
いす使⽤者等のケーブルカーへの乗降
を容易にした。
■改修概要

▲階段昇降機の設置▼▲景観にも配慮したエレベーター等の設置

多機能ト○極楽橋駅
・階段昇降機 １基
・スロープ １ヶ所
・多⽬的トイレ １ヶ所
・誘導警告ブロック、⼿すり、点字案内
板、案内サイン
⾼野⼭駅

多機能トイレ▼
公共交通特定事業公共交通特定事業
⾼野⼭駅を起点に⾼野⼭地区を⾛る路線バス
のノンステップ化を推進

建築物特定事業建築物特定事業 周りの景観に配慮しつつ、すべての公

○⾼野⼭駅
・エレベーター １基
・多機能トイレ １ヶ所
・誘導警告ブロック、⼿すり ・点字案
内板、案内サイン

観光案内標識の充実 衆トイレのバリアフリー化改修を⾏った。観光案内標識の充実
観光案内標識にピクトグラムを⼊れ、多くの⼈
が認識できるようにした。

▲バリアフリー化された公衆トイレの外観

オストメイト対応便器▲



概要 （受理⽇ 平成17年4⽉５⽇）
桃⼭台駅は、丘陵地にある住宅地区内に位置し、吹⽥市⺠のみならず、駅が豊中市に隣接することから豊中市⺠も多く利⽤する。 駅構外か

基本構想の作成事例

桃山台駅周辺地区バリアフリー基本構想（吹田市・豊中市）

重点整備地区の位置及び区域重点整備地区の位置及び区域

桃⼭台駅は、丘陵地にある住宅地区内に位置し、吹⽥市⺠のみならず、駅が豊中市に隣接することから豊中市⺠も多く利⽤する。 駅構外か
らホームまでの経路に多くの段差があり、⾞いす利⽤者や⾼齢者の⽅にとって使いにくく、両市⺠から駅舎の早急な改善が望まれてきた。この
ため、吹⽥市と豊中市の市境においても連続した移動経路を確保し、切れ⽬のない⼀体的なエリアとしてバリアフリー化を進めるため両市が協
働で基本構想を策定した。基本構想に基づき、タウンウォッチングを実施する等住⺠の参加の下、旅客施設周辺の⼀体的整備、旅客施設周辺の
道路における段差や勾配の改善を⾏った。

特定事業特定事業重点整備地区の位置及び区域重点整備地区の位置及び区域
桃⼭台駅周辺地区 （⾯積 ９４ｈａ）

特定事業特定事業
公共交通特定事業
駅…エレベーター、エスカレーターの設置。駅と公共⽤通路の連続性を保つことに留意し、

駅舎出⼊⼝のバリアフリー化に努める。視覚障害者誘導⽤ブロックの設置。⾞いす利⽤
者、視覚障害者、⾼齢者等が利⽤しやすい券売機の設置。緊急時や事故時の際も対応で
きる案内情報施設の整備。

⾞両 ⽂字案内装置等を設置したバリ リ 化⾞両を導⼊を検討二ノ切池公園二ノ切池公園 ⾞両…⽂字案内装置等を設置したバリアフリー化⾞両を導⼊を検討。
ソフト…職員訓練の実施。

道路特定事業
歩道・道路…歩道の有効幅員の確保、段差・勾配の解消、バリアフリーに対応した路⾯舗装。

照明施設・案内標識の整備、視覚障害者誘導⽤ブロックの整備・改良、違法駐
⾞・放置⾃転⾞、看板等の不法占⽤物対策

バス停等 バリアフリ 化に配慮したバス停の改良 低床型バスの導⼊

二ノ切池公園二ノ切池公園

つばき公園つばき公園

竹見公園竹見公園

基本構想の推進体制基本構想の推進体制

バス停等…バリアフリー化に配慮したバス停の改良、低床型バスの導⼊
交通安全特定事業
⾳響式信号機、感応式信号の設置、⽣活関連経路上は歩⾏者⽤信号灯器の設置。横断歩道の設置

ソフト事業
バリアフリーの教育の実施、バリアフリーマップの作成、広報・啓発の推進等。

桃
山
台

桃
山
台

協議会の構成
学識経験者
⼤阪⼤学⼤学院教授・准教授、⼤阪市⽴⼤学⼤学院教授

市⺠・当事者団体
⾃治会連合協議会、⾼齢クラブ連合会、商⼯会議所、社会福祉協議会、男⼥共同参画推進員、
吹⽥市⺠会議 ⼦育て中⼜は経験のある公募市⺠ 介護⼜はボランティア経験のある公募市⺠

駅駅

桃山公園桃山公園

アザール桃山台
千里桃山台駅前
専門店会

スパイラルアップの⽅法

吹⽥市⺠会議、⼦育て中⼜は経験のある公募市⺠、介護⼜はボランティア経験のある公募市⺠
事業者
北⼤阪急⾏電鉄㈱、阪急電鉄㈱、JR⻄⽇本、阪急バス㈱、⼤阪⾼速鉄道㈱

⾏政
⼤阪市交通局、⼤阪府、吹⽥市、豊中市、国⼟交通省

桃山公園桃山公園

千里会館

基本構想作成後の事業進捗状況の管理、事業を円滑に進めるとともに、継続的に改善点
を事業に盛り込むため、策定に関係した⾼齢者、障害者、住⺠、事業者等で「バリアフ
リー推進協議会」を組織し、スパイラルアップを図っている。また、事業者が設計・⼯事
段階で障害者の意⾒を聴くことができる「バリアフリーチェックシステム」を導⼊し、基
本構想作成時のタウンウォッチングやワークショップでは発⾒することができない細かな
点についてもフォローアップを⾏っている。

⽣活関連経路⽣活関連施設重点整備地区

凡例



基本構想の作成事例

桃山台駅周辺地区バリアフリー基本構想（吹田市・豊中市）

駅舎を新設し 構内にエレベ タ とエスカレ タ
公共交通特定事業公共交通特定事業
駅舎を新設し、構内にエレベーターとエスカレーター
を設置、構外の連絡通路に接続する形とした。 吹田市側吹田市側 桃⼭台駅既存駅舎桃⼭台駅既存駅舎

！

豊中市側豊中市側

交通量が多く、交通量が多く、
平面横断が危険平面横断が危険

新駅舎予定地

エレベーター、
エスカレーターの新設 ！

連絡通路新改札⼝

豊中市側豊中市側

駅舎を新設して構内にエレベー
タ とエスカレ タ を設置

道路特定事業道路特定事業

エレベーター エスカレーター

ターとエスカレーターを設置、
構外においては橋上の新駅舎に
接続する連絡通路から地上の歩
道へ通じるエレベーターを設置
した。さらに、鉄道事業者と吹
⽥市・豊中市が連携しながら、

エスカレーター

既存の歩道橋を延伸し連絡通路
に接続した。国道の平⾯横断を
避け、周辺住宅地から新駅舎ま
での安全なルートを確保すると
ともに、利便性の向上につなが
る⽴体的なバリアフリー化を実エスカレーター

▼⾞道と歩道の段差、路⾯舗装の⽼朽化の解消、⼗分な幅員の確保等を⾏った。
▲住宅地につながる歩道橋

る⽴体的なバリアフリ 化を実
現。



基本構想の作成事例

三軒茶屋駅周辺地区バリアフリー基本構想（世田谷区）
概要 （受理⽇ 平成１８年４⽉１３⽇）
三軒茶屋駅周辺は⾼齢者・⾝体障害者等の利⽤が多い主要な施設が徒歩圏内に位置しているが バリアフリー化が進んでおらず 区⺠からの

重点整備地区重点整備地区

三軒茶屋駅周辺は⾼齢者・⾝体障害者等の利⽤が多い主要な施設が徒歩圏内に位置しているが、バリアフリー化が進んでおらず、区⺠からの
バリアフリー化の要望が多かった。また、幹線道路が地区を分断する等様々なケースの移動・交通環境の地域課題を抱えていた。作成した基本
構想に基づき、駅の上下移動の負担軽減、分断されていた地区の統合が実現され、障害者、⾼齢者、⼦育て世代等が安⼼して歩けるような街と
なるよう整備を⾏っているところである。

特定事業特定事業
三軒茶屋駅周辺地区 （⾯積 ９９ｈａ） 公共交通特定事業

駅…ホーム階から改札階までのＥＶ設置。階段段⿐の認識性向上、案内サインや⾳
声案内についての検討、ホーム端部の視覚障害者誘導⽤ブロックの敷設⽅法の
検討、触知式案内板の位置変更の検討、多機能トイレの整備、ホーム上のベン
チ増設、幅広の改札の設置、職員の接客教育の継続。

バス･･･ノンステップバスの導⼊ 段差解消のための停留所改良 職員の接客教育バス ノンステップバスの導⼊、段差解消のための停留所改良、職員の接客教育
の継続。

道路特定事業
歩道橋の改良、連続した視覚障害者誘導ブロック整備、滑りにくい舗装の整備、看
板・はみ出し陳列物の指導。

交通安全特定事業
三軒茶屋交差点の横断問題の解決、⾳響式信号機への改良、違法駐⾞の取締まり及三軒茶屋区⺠集会所三軒茶屋区⺠集会所 軒茶 点 横断問題 解決 ⾳響式信号機 改良 法駐⾞ 取締 り及
び広報・啓発活動の実施。

その他事業
公開空地となっているキャロットタワー１階部分の整備（勾配の緩和、視覚障害者
誘導⽤ブロックの設置）、路肩のカラー舗装、電柱の移設についての検討、急傾斜
の箇所の改善、道路放置物（カラーコーン等）の改善⽅策の検討、放置⾃転⾞対策
の継続。

⻄太⼦堂駅⻄太⼦堂駅 ⼈⾒記念講堂⼈⾒記念講堂⻄友⻄友

世⽥⾕線世⽥⾕線三軒茶屋駅三軒茶屋駅
⻘葉病院⻘葉病院

三軒茶屋区⺠集会所三軒茶屋区⺠集会所
区役所三軒茶屋分庁舎区役所三軒茶屋分庁舎

世⽥⾕世⽥⾕太⼦堂区⺠センタ太⼦堂区⺠センタ
キャロットタワーキャロットタワー ⽥園都市線⽥園都市線三軒茶屋駅三軒茶屋駅

世⽥⾕区内の各団体を通じ、約900部のアンケートを実施し、三軒茶屋駅周辺地区
の施設や道路についての意⾒を収集した。収集した意⾒を基に重点的に整備すべき箇
所の洗い出しを⾏った。同様にまち歩き点検調査で課題の洗い出しを⾏った。
また、協議会や部会、アンケート調査などにおいて寄せられた意⾒に対して、より

詳細な情報を得るため 追加でヒアリングを⾏い 対応⽅針をまとめて基本構想に結

当事者の意⾒の反映⽅法当事者の意⾒の反映⽅法

世⽥⾕警察署世⽥⾕警察署

世⽥⾕郵便局世⽥⾕郵便局
三軒茶屋病院三軒茶屋病院

世⽥⾕区ボランティアセンター世⽥⾕区ボランティアセンター

⼘⾺図書館⼘⾺図書館

福祉作業所福祉作業所太⼦堂区⺠センター太⼦堂区⺠センター

協議会の構成
学識経験者 国⼠舘⼤学准教授

基本構想の推進体制基本構想の推進体制

詳細な情報を得るため、追加でヒアリングを⾏い、対応⽅針をまとめて基本構想に結
び付けるなど、当事者に積極的に参画してもらえるような、体制作りを⾏った。

世⽥⾕郵便局世⽥⾕郵便局

学識経験者･･･国⼠舘⼤学准教授
市⺠・当事者団体･･･⾝体障害者福祉協会、視⼒障害者福祉協会、聴覚障害者協会、

世⽥⾕区ミニキャブ区⺠の会、⾼齢者クラブ連合会、各町内会⻑
事業者･･･東急電鉄㈱、東急バス㈱、⼩⽥急バス㈱、三軒茶屋商店街連合会、キャ

ロットタワー管理組合
⾏政･･･東京都、警視庁、国⼟交通省

⽣活関連経路⽣活関連施設重点整備地区
凡例



基本構想の作成事例

三軒茶屋駅周辺地区バリアフリー基本構想（世田谷区）

ホ ム階から改札階までのエレベ タ 国道246（⽟川通り） 都道3（世⽥⾕通り）の視覚障害者誘導⽤ブロックをJIS規格に更新し 地下歩
公共交通特定事業 道路特定事業・交通安全特定事業
ホーム階から改札階までのエレベーター
の設置、⾞いす⽤の蹴り込みを設けた券
売機の設置、多機能トイレの設置（点字
案内及び⾳声案内も設置）、改札⼝の増
設、駅員の研修等を⾏った。

国道246（⽟川通り）・都道3（世⽥⾕通り）の視覚障害者誘導⽤ブロックをJIS規格に更新し、地下歩
⾏者専⽤道路の床⾯を滑り⽌め材質に加⼯した。横断歩道にはエスコートゾーンを設置し、⾳響式信号
機、残り時間のわかる信号機の設置等を⾏った。

▲三軒茶屋交差点 エスコートゾーンを整備した横断歩道を新設。▼列⾞接近表⽰の電光掲⽰板の設置
▲多機能トイレの設置及び案内板の整備

世⽥⾕ボランティアセンター〜下⾺図書館〜
世⽥⾕福祉作業所▼

◀残り時間のわかる信号機の設置

三茶パティオ地下歩⾏者専⽤道路▼
地下道の滑り⽌め加⼯を実施

歩道の拡張とカラー舗装の実施

▼三軒茶屋交差点の通る路線バスは、ほ
ぼ全⾞両ノンステップバスを導⼊。



概要 （受理⽇ 平成１４年１０⽉１５⽇）
異なるモードの交通機関相互間の乗り継ぎ経路のバリアフリー化を⽬的とし、⽣活関連経路及び⽣活関連経路へ接続する通路における有効幅

基本構想の作成事例

静岡駅・新静岡駅周辺地区バリアフリー基本構想（静岡市）

異なるモ ドの交通機関相互間の乗り継ぎ経路のバリアフリ 化を⽬的とし、⽣活関連経路及び⽣活関連経路へ接続する通路における有効幅
員の確保、勾配及び縁⽯段差の改善、視覚障害者誘導⽤ブロックの設置、改札⼝から⽣活関連経路への整備等を⾏った。
また、官公庁、都市公園、商店街、医療機関、福祉施設等多数の利⽤がある施設についても同様に整備を⾏い、⼀体的・連続的な歩⾏空間の

確保と中⼼市街地の活性化を図った。
重点整備地区の位置及び区域

公共交通特定事業静岡駅 新静岡駅周辺地区 （２００ｈａ）
特定事業

公共交通特定事業
鉄道とバス⼜はバス相互間の乗り継ぎ経路のバリアフリー化
⾝体障害者対応型便所の設置
視覚障害者誘導⽤ブロックの設置
主要な設備の配置等の案内設備の設置
改札からホームへの経路における段差解消

道路特定事業

静岡駅・新静岡駅周辺地区 （２００ｈａ）

道路特定事業
道路付属物、道路占有物の移設、集約による有効幅員の確保
既存歩道等の路⾯の段差や凸凹及び勾配等の改善
視覚障害者誘導⽤ブロックの設置及び縁⽯等による歩道と⾞道の分離
歩⾏者のための案内標識や照明・休憩施設の設置
バス停部でのバス乗降を考慮した歩道⾼の確保、ベンチ及び上屋の設置

交通安全特定事業

当事者の意⾒の反映⽅法

交通安全特定事業
⾳響信号機や信号機の⾼度化を実施

その他事業
駅前広場のバリアフリー化
駅前広場や交差点での歩⾏者⽤案内・誘導の統⼀化

静岡市において過去に実施した調査から、⾼齢者、障害者等が利⽤する主要な
施設、経路の抽出を⾏った。

⾼齢者 障害者等が利⽤する主要な施設・経路について さらに⾼齢者 障害者

既往調査資料の整理

アンケートの実施
⾼齢者、障害者等が利⽤する主要な施設・経路について、さらに⾼齢者、障害者

団体等の意⾒を反映するため、アンケートを実施した。なお、アンケート実施に
あたって、各団体の代表者が集まる会合を活⽤し、静岡市交通政策協議会の開催主
旨、交通バリアフリー法の説明を⾏った。

◆静岡市障害者プラン勉強会
説明会合

視覚障害者団体、聴覚障害者団体、肢体障害者団体、知的障害団体、各種ボラン
ティア団体

◆静岡市⼦育てサークル会合
⼦育てサークル

◆静岡市⽼⼈クラブ連合会会合
⽼⼈クラブ⽣活関連経路⽣活関連施設重点整備地区

凡例



▼バスタ ミナルの⾞路側に設置されたベンチ
公共交通特定事業公共交通特定事業 （新静岡バスターミナル）（新静岡バスターミナル）

基本構想の作成事例

静岡駅・新静岡駅周辺地区バリアフリー基本構想（静岡市）

（新静岡駅）（新静岡駅）
▼改札からホームを段差のない接続に整備

▼バスターミナルの⾞路側に設置されたベンチ（新静岡駅）（新静岡駅）

視覚障害者誘導ブ クの設置とス▼視覚障害者誘導ブロックの設置とスロー
プによる駅・バスターミナル

▲バス乗降の際の段差解消の設備

▲中央コンコース ▲視覚障害者⽤の施設利⽤ガイドブックの作成
（新静岡セノバ）

道路特定事業道路特定事業

▲バスターミナルにおける
案内設備

その他事業（静岡駅）その他事業（静岡駅） ▼北⼝・南⼝バス停の整備

案内設備

▲植栽や電柱の移設等による有効幅員
の改善、歩道等の路⾯の段差の解消



概要 （受理⽇ 平成１５年３⽉24⽇（仙台駅周辺） 平成１６年3⽉31⽇（都⼼） ⾒直し⽇ 平成２４年７⽉１⽇）
仙台市都⼼地区は、市⺠が集う都市機能が集積する⼀⽅、ペデストリアンデッキや地下通路により歩⾏空間が多層に渡り、利⽤者の上下移動が多く、

基本構想の作成事例

仙台市都心地区バリアフリー基本構想（仙台市）

仙台市都⼼地区は、市⺠が集う都市機能が集積する ⽅、ペデストリアンデッキや地下通路により歩⾏空間が多層に渡り、利⽤者の上下移動が多く、
限られた空間に歩⾏者や⾃転⾞などの交通が錯綜し、歩⾏が困難になっていることから、各層をエレベーター等で結び付けるとともに、現在予定のあ
る仙台駅東⼝整備や地下鉄東⻄線の開業に伴う各種事業に併せ、連続性と回遊性のあるバリアフリー空間の創出に努める。平成２４年には、路外駐⾞
場や都市公園に関する事業を明確に位置付けるとともに、旧構想の事業内容の⾒直しを⾏った。

重点整備地区の位置及び区域 特定事業
公共交通特定事業
駅構内の出⼊り⼝から経路、通路、改札⼝について、⾞いす通⾏ができる幅とすると
ともに、⼿すり等の設置に努める。
⾼低差がある場合はエレベーター、エスカレーター、スロープの設置に努める。
移動者にわかりやすい案内サインの設置・改善に努める。
視覚障害者誘導ブロック及び⾳響⾳声案内装置の設置に努める。

仙台都⼼地区 （⾯積 ２４７ｈａ）

東北大病院

ホームからの転落防⽌対策の推進。
地下鉄⾞両やバスのバリアフリー化に努める。

道路特定事業
駅出⼊⼝や沿道建築物等との段差や勾配の改善に努める。
歩道は透⽔性舗装とすることに努める。
横断歩道橋、ペデストリアンデッキや地下通路にはエレベーター、エスカレーターの

交通局大学病院前バス停交通局大学病院前バス停 宮城県庁宮城県庁

仙台市役所仙台市役所仙台法務局仙台法務局

勾当台公園駅勾当台公園駅
勾当台公園勾当台公園

青葉区役所青葉区役所

仙台国税局仙台国税局

県民会館県民会館

設置に努める。
ベンチ・上屋等のある休憩施設の整備に努める。
既存の電柱移設や電線類地中化の整備に努める。
放置⾃転⾞や看板等の不法占⽤物件の指導とともに、啓発活動に努める。

路外駐⾞場特定事業
⾞いす使⽤者⽤駐⾞施設は出⼊⼝に近い位置の設置に努める。
看板 路⾯表⽰等により ⾞いす使⽤者駐⾞場の位置をわかりやすくすることに努め

仙台市民会館仙台市民会館
仙台市シルバーセンター仙台市シルバーセンター

あおば通り駅あおば通り駅

錦町公園錦町公園
勾当台公園駅勾当台公園駅

看板、路⾯表⽰等により、⾞いす使⽤者駐⾞場の位置をわかりやすくすることに努め
る。

都市公園特定事業
園路・広場は、段差のない平坦な構造とすることに努める。
トイレ、⽔飲み場のうち、１施設はバリアフリー化に対応したものとする。

交通安全特定事業
⾳響信号機や⾼齢者等感応化 歩⾏者経過時間表⽰機能装置の設置に努める

西公園西公園

戦災復興記念館戦災復興記念館
「資料展示室」「資料展示室」

あおば通り駅あおば通り駅

仙
台
駅

仙
台
駅

地
下
鉄
仙
台

地
下
鉄
仙
台仙台地方・家庭・簡易裁判所仙台地方・家庭・簡易裁判所

ハローワーク仙台ハローワーク仙台

⾳響信号機や⾼齢者等感応化、歩⾏者経過時間表⽰機能装置の設置に努める。
⾼輝度表⽰やエスコートゾーンの設置に努める。
交通安全に関する啓発活動に努める。

その他事業
職員へのバリアフリー教育
優先席・携帯電話利⽤マナー・⾝体障害者補助⽝・マタニティマーク・ハートプラス
マーク等に関するマナー啓発

仙台中央郵便局仙台中央郵便局

仙台中央警察署仙台中央警察署

台
駅
台
駅

仙台地方・家庭・簡易裁判所仙台地方・家庭・簡易裁判所

マ ク等に関するマナ 啓発。

⾼齢者や障害者等とともにまちを歩いてバリアフリー点検を⾏い、現地の問
題や課題を確認した。その結果を取りまとめ、バリアフリー化をいち早く⾏う
べき地区や経路を検討した。

⽣活関連経路⽣活関連施設重点整備地区

凡例
当事者の意⾒の反映⽅法



基本構想の作成事例

仙台市都心地区バリアフリー基本構想（仙台市）
公共交通特定事業 道路特定事業

▼ホームから改札階へのエレベー
ターを設置。（仙台駅）

▲バス接近表⽰器整備

▲仙台市交通局においては全
駅に可動式ホーム柵を設置。
（仙台駅）

▲歩⾏者⽤案内サインの整備▲バス接近表⽰器整備 ▲歩⾏者⽤案内サインの整備
（定禅寺通）

▲▼歩道の整備（視認性のある視覚障害者
誘導⽤ブロックと電柱の地中化）

▲拡幅⾃動改札機を設置し、⾞椅⼦使⽤者の⾃動改
札機を利⽤を可能に。（仙台駅）

▲⻄⼝ペデストリアンデッキト ア ッキ
交通安全特定事業

▲階段や傾斜路には２段⼿すりを設置。
（地下鉄勾当台公園駅、仙台駅） ▲残り時間のわかる信号機の整備（広瀬通）▲エスコートゾーンの設置（北⼀番丁勾当台交差点）



概要 （受理⽇ 平成１６年６⽉２２⽇（宮内串⼾・阿品） 平成２１年８⽉３⽇（宮島⼝））
宮内串⼾、阿品駅周辺地区においては、交通バリアフリー法に基づき基本構想を作成し、都市計画マスタープラン、障害者福祉計画、福祉の

基本構想の作成事例

宮内串戸・阿品・宮島口駅周辺地区バリアフリー基本構想（廿日市市）

宮内串⼾、阿品駅周辺地区においては、交通バリアフリ 法に基づき基本構想を作成し、都市計画マスタ プラン、障害者福祉計画、福祉の
まちづくり条例等の各種計画と連携・整合を図りながら整備を進めている。宮島⼝地区については、宮島町や⼤野町との合併やバリアフリー法
が施⾏されたことを受け、先⾏する２地区におけるノウハウや反省点を活かしつつ整備を進めている。また、世界遺産である「厳島」を抱える
⾃治体として、バリアフリーと同時に景観にも配慮したまちづくり⾏っている。

重点整備地区重点整備地区 特定事業特定事業
宮内串⼾駅周辺地区宮内串⼾駅周辺地区 （⾯積（⾯積 １１０ｈａ）１１０ｈａ） 公共交通特定事業

ホーム間を結ぶエレベーター及び跨線橋の設置。⼿すりの２段化及び⽔平部
の延⻑。⾳声情報案内装置の設置。改修時において可能な限り既存⾞両のバ
リアフリー化に努める。内⽅線付きの視覚障害者誘導⽤ブロックの設置。職
員教育・訓練の実施。トイレの改良。

道路特定事業
げ 改善 覚 者 ブ （ 度

廿日市市スポーツセンター廿日市市スポーツセンター
「サンチェリー」「サンチェリー」

くさのみ作業所くさのみ作業所

阿品駅周辺地区阿品駅周辺地区
（⾯積（⾯積 ７５ｈａ）７５ｈａ）

⾞両出⼊⼝や歩道切下げ⽅法の改善。視覚障害者誘導⽤ブロック（特に輝度
⽐）の改善。階段⼿すりの２段化及び⽔平部の延⻑。階段段⿐の識別性の確
保。⽔はけの良い舗装への改善。照明施設の改善。放置⾃転⾞・⾃販機・植
栽・看板等の撤去・移設。違法駐⾞⾏為防⽌のための啓発。排⽔施設の整
備・側溝蓋の改善。

交通安全特定事業
視覚障害者⽤信号機の改良 道路標識 表⽰の⾼度化 ⾼輝度化アジナモールアジナモール

廿日市市役所前・平良駅廿日市市役所前・平良駅

宮内串戸駅宮内串戸駅

廿日市市役所廿日市市役所

JAJA広島総合病院広島総合病院

サテサテ

廿日市郵便局廿日市郵便局

新宮中央公園新宮中央公園

職業安定所職業安定所

串戸公民館串戸公民館

廿日市市総合健康福祉センター廿日市市総合健康福祉センター
「あいプラザ」「あいプラザ」

宮島⼝駅周辺地区

視覚障害者⽤信号機の改良。道路標識・表⽰の⾼度化・⾼輝度化。
その他事業
駅前広場の上屋の連続的設置。歩⾞道等の⾼低差解消。公衆トイレ・休憩ス
ペース等の設置。⾝体障害者⽤を含む⼀般乗⽤⾞・バス・タクシー等の各種
乗降場の整備。

ヴィラみずほヴィラみずほ
阿品公民館阿品公民館

廿日市市役所廿日市市役所
ははつかいちつかいち文化ホール「さくらぴあ」文化ホール「さくらぴあ」

サティサティ

当事者の意⾒の反映⽅法当事者の意⾒の反映⽅法
廿⽇市市内に在住の65歳以上の男⼥2,000⼈及び障害者団体を通じ、500⼈の

⾝体障害者を対象にアンケートを実施し、駅の利便性、施設の利便性や不安等
を中⼼に意⾒を収集した。
⽼⼈クラブ所属の⽅、⾝体障害者を対象に意⾒交換会を開催し、よく利⽤す

る駅や施設とそこまでのルートをピックアップし、重点的に整備する地区の洗

宮島⼝駅周辺地区
（⾯積 １５ｈａ）

フジグランナタリーフジグランナタリー

阿品土谷病院阿品土谷病院
廿日市高齢者ケアセンター廿日市高齢者ケアセンター 阿品駅阿品駅

当事者の意⾒の反映⽅法当事者の意⾒の反映⽅法

協議会

い出しを⾏った。
⾼齢者、障害者の⽅をはじめ市⺠を対象にタウンウォッチングを実施した。宮島口駅宮島口駅

広電宮島口駅広電宮島口駅

広島銀行広島銀行
宮島口支店宮島口支店

広電宮島ガーデン広電宮島ガーデン
市営宮島口市営宮島口

宮島セントラル宮島セントラル
パーキングパーキング

基本構想の推進体制基本構想の推進体制

学識経験者･･･広島⼯業⼤学教授、⽇本⾚⼗字広島看護⼤学教授
市⺠・当事者団体･･･⼩中学校⻑会、町内会連合会、商⼯会議所、医師会、⽼⼈

クラブ連合会、障害者団体連絡会、社会福祉協議会、ボラン
ティアサークル

事業者･･･ＪR⻄⽇本、広島電鉄⽣活関連経路⽣活関連施設重点整備地区
凡例

松大汽船旅客ターミナル松大汽船旅客ターミナル
JRJR宮島口旅客ターミナル宮島口旅客ターミナル

宮島宮島
コーラルホテルコーラルホテル

市営宮島口市営宮島口
駐車場駐車場

リョーコー宮島口リョーコー宮島口
パーキングパーキング



基本構想の作成事例

宮内串戸駅周辺地区（廿日市市）

基本構想に合わせ、重点整備地区内の廿⽇市市役所
前・平良駅から廿⽇市市役所⼀体の地域を整備。

駅とバス停のシームレス化、多機能のトイレの設置、ICT
による歩⾏者誘導が可能な施設の整備、光る点字ブロック
の設置。

▼三軒茶屋交差点
ス トゾ ンを整備した横断エスコートゾーンを整備した横断

歩道の新設を⾏った。

▼点字案内板の設置、エレベーターの設置及び
視覚障害者誘導ブロックの設置・改善

公共交通特定事業・その他事業（駅前広場）

視覚障害者誘導⽤ブロックの設置。▶
▲駅⾃由通路の整備 ▼駅前広場の障害者⽤スペース



基本構想の作成事例

阿品駅周辺地区（廿日市市）

▼勾配のある道路に
道路特定事業

▼勾配のある道路に
滑り⽌めの舗装を実施。透⽔性舗装を施した歩道▼

▼⼀体化したバス停と電⾞ホーム

▼市⺠の要望により
駅前広場の屋根を増設。▼多機能トイレの整備

公共交通特定事業・その他事業（駅前広場）

▼連絡通路と⺠間建築物の 体的な整備により
▼エレベーター設置

▼連絡通路と⺠間建築物の⼀体的な整備により、
円滑な移動を可能に。

前広場 障害者



基本構想の作成事例

宮島口駅周辺地区（廿日市市）

おもてなし空間としての充実おもてなし空間としての充実
「厳島」への⽞関⼝として、地区周辺の住⺠や、観光客誰もが
スムーズに、快適に移動できると同時に「廿⽇市市景観計画」
に基づく秩序と⾵格ある⽞関⼝としての景観形成に努めている。

道路特定事業

厳
島

公共交通特定事業

島
へ
の
ス
ム
ー
ズズ
な
快
適
な
⾵
格

地下道へのエレベーターの設置▲

あ
る
ル
ー
ト
の
形

▲駅正⾯にスロープの設置

港まで続く ▲
視覚障害者
誘導⽤ブロック▼

◀ ▲エレベーターの新設

形
成

内⽅線付き点字ブロックの設置▲ 上屋のあるバス停の整備▲


