
 

第１回 大分市バリアフリー基本構想推進協議会 
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日時：平成 24 年 10 月 29 日（月）14：30 
場所：大分市役所第二庁舎６階大研修室 

 
 
 
１． 都市計画部長 挨拶 
 
２． 第１回 大分市バリアフリー基本構想推進協議会 
 
 

○議 事 
 

① バリアフリー新法の概要           
 

②  旧交通バリアフリー基本構想の検証     
 
③ 現在の中心市街地の状況          

 
④ 今後の検討事項               

 
⑤ その他 

  
 



バリアフリー新法の概要

平成２４年１０月

資料１
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１．バリアフリー新法の制定の経緯

バリアフリー新法の概要

・幅の広い改札口
・歩道の拡幅 など

交通バリアフリー法
（平成１２年制定）

旅客施設、公共施設等
のバリアフリー化

・段差のない出入り口
・多目的トイレの設置 など

ハートビル法
（平成６年制定）

建築物等のバリアフリー化

整備前 整備後

バリアフリー新法バリアフリー新法
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２．バリアフリー新法の目的

バリアフリー新法の概要

高齢者、障害者の移動や施設利用の
利便性・安全性の向上を促進するため、

バリアフリー新法が目指すもの

◆個々の施設等のバリアフリー化
◆面的・一体的なバリアフリー化

◇様々な段階での住民参加
・基本構想の作成プロセスや国による継続的な制度の改善の際の住民・当事者参加
◇スパイラルアップ（継続的・段階的な改善）
・国による継続的・段階的な制度等の改善、協議会制度を活用した基本構想の実施段階
における連絡調整

◇心のバリアフリー
・国、地方公共団体、国民の責務の規定

ユニバーサルデザイン
の考え方を踏まえた規定
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バリアフリー新法は、高齢者や障害者、妊産婦、けが人などの移動や施設利用の利
便性、安全性の向上を促進させることを目的としています。



～ 新たに加えられた内容 ～
①対象者の拡充
身体障害者のみならず、知的・精神・発達障害など、全ての障害者を対象

② 対象施設の拡充
これまでの旧ハートビル法で対象となっていた建築物と旧交通バリアフリー法で対象となっていた公
共交通機関及び道路に加え、新たに路外駐車場・都市公園などについて追加

③ 基本構想の対象エリアの拡充
バリアフリー化を重点的に進める対象地区（重点整備地区）を、旅客施設を含まない地域にまで拡
充

④基本構想策定の際の当事者参加
基本構想策定時の協議会制度を法定化。また、住民などからの基本構想の作成提案制度を創設

３．バリアフリー新法により拡充された事項

バリアフリー新法の概要

建築物 公共交通機関 道路

（交通バリアフリー法）（ハートビル法）

路外駐車場 都市公園

（バリアフリー新法により拡充）

4



４．バリアフリー基本構想の策定体制

バリアフリー新法の概要
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基本構想の策定には事務局となる担当部局、庁内検討委員会、推進協議会がそれぞ
れの役割を担うことが必要です。

庁内検討委員会 推進協議会

《設置理由》
○福祉保健部とまちづくり部局など庁内関係
部局の調整・連携が不可欠である
○問題点や意識の共有化を図る
○大分市で所有する各施設のバリアフリー化

《役割》
○基本構想の素案や協議会の議事内容など
事務局が検討したものについての庁内調整を
行う

《設置理由》
○学識経験者等、第三者の立場で専門的な助言
○施設管理者、交通事業者及び利用者などの連
携・調整が図られる
○高齢者、障がい者の当事者や関係者の参画によ
り問題点の共有化を図る
○基本構想策定後の特定事業等の進行管理や事
後評価を行なう

《役割》
○基本構想に明示する「基本方針」、「重点整備地
区」、「生活関連施設」、「生活関連経路」、「実施す
べき特定事業」などの決定を行う



５．バリアフリー新法と基本構想

バリアフリー新法の概要

～バリアフリー基本構想を策定するために検討する内容～

◆バリアフリー化するエリア →重点整備地区

◆バリアフリー化する施設 →生活関連施設
○生活関連施設には、公共・民間施設を問わず、様々な施設が該当し
ます。

◆バリアフリー化する経路 →生活関連経路
○生活関連施設の間を結ぶ道路、駅前広場のほか、建築物等におけ
る敷地内通路も生活関連経路とすることができます。

◆バリアフリー化する事業 →各種特定事業
○基本構想における生活関連施設、生活関連経路、特定車両のバリ
アフリー化を具体化するためのもので、当制度における要といえるもの
です。
○基本構想に特定事業を定めた場合、その特定事業を実施すべき者
には、特定事業計画の作成とこれに基づく事業実施の義務が課せられ
ます。

区役所

福祉施設

商業施設

公園駐車場 官公庁

福祉施設

鉄道駅
500m（～1km）

歩道の勾配の改善▲重点整備地区におけるバリアフリー化のイメージ
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６．対象者

バリアフリー新法の概要

歩行 情報入手 その他

車いす使用者 視覚障害者 上肢障害者

杖使用者 聴覚障害者 精神障害者

高齢者（シルバーカー使用など） 知的障害者・発達障害者 内部障害者

補助犬使用者 高齢者

子ども連れ（乳幼児連れやベビーカー使用など） 子ども

一時的な移動制約者（妊産婦やけが人など） 外国人

【移動制約者】
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７．基本構想に基づく事業の実施

バリアフリー新法の概要

基本構想に盛り込む事業

ソフト施策

●公共交通特定事業
●道路特定事業
●路外駐車場特定事業
●都市公園特定事業
●建築物特定事業
●交通安全特定事業

生活関連施設、生活関連経路に関するバリアフリー化の事業のうち、特定事業に該当し
ないもの （例）特定旅客施設以外の旅客施設、生活関連経路以外の通路 など

●心のバリアフリー
●その他 （例）【広報・啓発】職員、従業員の高齢者・障害者等への理解促進と対応の向上

【教育】学校でのバリアフリー教室の開催 など
8

特定事業（事業実施の義務あり）

その他の事業



８．バリアフリー基本構想の進行管理体制

バリアフリー新法の概要
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基本構想の策定後は、特定事業計画作成や事業実施までの期間にわたる継続的な
進行管理が必要です。

PDCAサイクル

③Check
事後評価

④Action
見直し

①Plan
基本構想策定

②Do
事業実施



９．基本構想の策定スケジュール

バリアフリー新法の概要
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資料２

1

旧交通バリアフリー基本構想
の検証

平成２４年１０月



大分駅を中心とする交通バリアフリー基本構想
①重点整備地区の選定を行う
②特定経路の設定を行う
③バリアフリーに向けた基本方針を定める

・歩行空間ネットワーク基本計画
・大分市総合都市整備基本計画
・大分市地域福祉計画
・大分市高齢者保健福祉計画
・大分市障害者計画

２０１０大分市総合計画第二次基本計画
（基本理念）
●思いやりとやさしさのある地域社会の実現
●快適、安全な市民生活の確保

（都市像）
●心かよい緑あふれる躍動都市
（施策）
●健やかに心のふれあう優しい人間福祉都市

１．旧交通バリアフリー基本構想の概要

旧交通バリアフリー基本構想の検証

公共交通特定事業

公共交通事業者が
基本構想に沿って事
業計画を作成し、事
業を実施

道路特定事業

道路管理者が基本
構想に沿って事業計
画を作成し、事業を
実施

交通安全特定事業

都道府県公安委員
会が基本構想に沿っ
て事業計画を作成し、
事業を実施

その他事業

・駅前広場、通路等一般交通
の用に要する施設につい
て必要な措置

・駐車場、公園等の整備等
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移動円滑化の促進に関する基本方針
交通バリアフリー法に基づき、国、地方公共団体、公共交通事
業者、道路管理者、都道府県公安委員会等の関係者が互いに
連携しつつ移動円滑化を総合的かつ計画的に推進していく

交通バリアフリー法



２．特定経路の位置

旧交通バリアフリー基本構想の検証

▲「大分駅を中心とする交通バリアフリー基本構想」における特定経路

▼「大分駅を中心とする交通バリアフリー基本構想」
における特定経路の位置づけ

特定経路
の対象

大分駅から約１ｋｍ範囲にある主
要施設（公共施設等）までの移
動経路

特定経路
の選定方法

市民にとって利用頻度が高い移
動経路
○大分駅を起点に、目的の主要
施設（公共施設等）まで、一般市
民の利用頻度の高い歩行動線
の経路として選定
○なお、特定経路は主要施設に
対して原則１本の経路

その他
留意点

トキハデパート、パルコ、アーケー
ド商店街近傍を通過する移動経
路
○街角アンケートの結果から、上
記は主要施設と同等と捉え、当
該施設もしくは近傍を通過するよ
うに特定経路を選定
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特
定
事
業
計
画

３．旧基本構想の目標年次

旧交通バリアフリー基本構想の検証

基
本
構
想
策
定

特
定
事
業
計
画

の
実
施

平成１５年 平成２２年

更
な
る

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の

推
進

▲「大分駅を中心とする交通バリアフリー基本構想」の実現化スケジュール
4

（策定年次） （目標年次）



〈整備中、未着手の事業について〉
ⅰ）一般国道10号、金池町2丁目の地下道の昇降機
は、平成26年度に横断歩道へ整備予定

ⅱ）一般国道197号、府内町の横断歩道橋改修は、
平成24年11月末まで横断歩道の実証実験を行い、
整備方法を決定する予定

ⅲ）その他の事業は、区画整理事業の進捗に合わせ
て整備予定

４．特定事業の実施状況 ■道路特定事業

旧交通バリアフリー基本構想の検証

▲道路特定事業の整備状況図

凡　　　　例

　　　　整備済

　　　　整備中

　　　　未着手

【道路特定事業の整備方針】
●歩道橋、地下道のバリア解消（昇降機等）に努め
る
●歩道有効幅員を拡幅（電線類地中化、車道・歩
道側溝改良）する
●車道及び歩道等の幅員構成の見直しを検討す
る
●歩道等の境界、バス停条項等の段差解消に努
める
●視覚障害者誘導ブロックを補修・設置する
●バリアフリー対応のグレーチング（排水用の金属
製みぞ蓋）を設置する
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●すべて整備済み

４．特定事業の実施状況 ■交通安全特定事業

旧交通バリアフリー基本構想の検証

▲交通安全特定事業の整備状況図

【交通安全特定事業の整備方針】
●高齢者・身体障害者等に対した信号機・横断歩
道（視覚障害者誘導用表示）の設置を検討する

●重点整備地区の違法駐車取締りを強化する

●関係事業者と調整を図り、標識と電柱等との強
化の検討を行う

●周辺住民等との協議のうえ、交通規制の見直し
を検討する

凡　　　　例

　　特定経路

凡　　　　例

　　重点整備地区
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４．特定事業の実施状況 ■公共交通特定事業（鉄道事業者）

旧交通バリアフリー基本構想の検証
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【鉄道事業者（新駅建設時・新車両導入時）特定事業の整備方針】
●車イスの通行が可能な幅員を確保する
●視覚障害者誘導ブロックを設置する
●ホームと車両の段差改善や旅客段差改善や旅客の転落を防止するための安全対策に努める
●改札口とホームで階層が異なる場合には、昇降機を設置する
●車イスに対応した券売機を設置する
●点字対応の券売機を設置する
●車両内の車イス対応スペースの確保を図る

点字対応の券売機 点字料金表 車イスに対応した
券売機

①券売機の状況

駅員窓口に最も近い
改札口は車イスで通過
できる幅を確保

②車イスの幅の改札口



出口

入口

操作盤 操作盤

エレベーター
室内

操作盤
●現在地

エレベーター内部案合図

４．特定事業の実施状況 ■公共交通特定事業（鉄道事業者）

旧交通バリアフリー基本構想の検証
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分りやすい案内 両方向にドアがある
エレベーター

エレベーター内では
ミラー設置、音声案内

③エレベーター

多目的トイレ（外側) 多目的トイレ（内側) 音声案内

④トイレ

点字案内

気分が悪い人、
授乳に使用

⑤多目的室



▼公共交通特定事業（バス）の整備状況（平成２３年２月末時点）

旧交通バリアフリー基本構想の検証

【バス事業者特定事業の整備方針】
●新規車両導入時に低床バスの導入を図る
●乗降口にスロープ板等を備える
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４．特定事業の実施状況 ■公共交通特定事業（バス事業者）

交通
事業者

標準仕様
ノンステップ

バス
（台）

ノンステップ
バス（スロー
プ板付）
（台）

ワンステップ
バス（スロー
プ板付）
（台）

低床バス計
（台）

総車両数
（台）

低床バス比
率

（％）

大分バス ― 14 55 69 255 27.1

大分交通 ― 5 19 24 121 19.8



旧交通バリアフリー基本構想の検証

10

４．特定事業の実施状況 ■その他事業

【大分バリアフリーマップの紹介】
●大分県では、高齢者や障害のある方、小さな子供連れの方
など、誰もが安心して外出する手助けとして、県内の官公庁、
医療・保健、福祉、ショッピング、文化施設などについて、利用
に配慮した設備に関する情報をホームページで提供中

▲大分バリアフリーマップ（大分県ＨＰ）
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