
 

 

  
 
 
 
 
 
 

７ 実施すべき事業等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

７ 実施すべき事業等 

（１）実施すべき事業 

１）実施すべき事業を設定する上での基本的な考え方 

これまでに整理された課題を踏まえて、今後、重点整備地区内のバリアフリー化に向

けた「実施すべき事業」として、各施設の整備に関する全般的な考え方や整備メニュー

を設定する必要があります。その際、具体的な内容や取り組みの方向性等の立案につい

ては、以下に示す移動等円滑化基準やガイドラインに沿って取り組みを進めていく必要

があります。 
 

施設整備にあたっての移動等円滑化基準及びガイドライン 

■移動等円滑化基準 

・「移動等円滑化のために必要な旅客施設または車両等の構造及び設備に関する基準」 

・「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」 

・「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準」 

・「移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準」 

・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則」 

■主なガイドライン 

【公共交通】 

・「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」 

・「公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン」 

・「旅客船バリアフリーガイドライン」 

・「旅客施設における音による移動支援方策ガイドライン」 

【道路】 

・「改訂版 道路の移動等円滑化整備ガイドライン」  

【公園】 

・「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」 

【建築】 

・「高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」  

 
これらを踏まえ、実施すべき事業を設定する上での基本的な考え方を以下に示します。 
 

①重点整備地区内での新設等を行う一定の施設について 

 
特に、今回新たに設定した重点整備地区内において新設等を行う一定の施設等に

は、バリアフリー新法上、「各基準への適合義務（基準適合義務）」が課せられる

仕組みとなっています。これを十分踏まえ、今後地区内の一体的なバリアフリー化

に寄与するような施設整備に向け、各事業者の取り組みを進めていくこととします。 
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②重点整備地区内の既存施設について 

 

重点整備地区内の既存施設について「実施すべき事業」を設定する上で、バリア

フリー新法上、特定事業は、交通安全特定事業を除き、基準適合義務が課されてい

ませんが、できる限り移動等円滑化基準に適合するように実施されるべきと考えら

れます。よって、先の市民の意見や、これまでに整理された課題に加え、先の基準

やガイドラインとの整合や重点整備地区の特性、事業者へのヒアリング結果、物理

的･技術的制約等を総合的に配慮した上で、以下に示す留意点を十分踏まえながら、

事業者ごとに実現性の高い取り組みを優先的に行うことを基本に進めていきます。 
 
■重点整備地区内のＪＲ駅における主な留意点 

 

○階段のみで、スロープやエレベーターが設置されていない 

○２段手すり化や水平部の適切な延長、階段の踏面端の色分けなどが求められる 

○主要なサインや情報伝達等の措置が十分ではない 

○視覚障害者誘導ブロックの連続性や券売機、トイレなどにおいて一部にだれもが

使いやすいような措置が十分ではない 

 

■重点整備地区内の生活関連経路における主な留意点 

 

○道路幅員が狭く、歩行者の通行するスペースが狭い／ない 

○一部には、歩・車分離が明確なところもあるが 歩道が不連続な箇所や、切り下

げなどによる段差や凹凸がみられる 

○看板などのはみ出しや古いタイプの側溝蓋による凹凸などがみられる 

○視覚障害者誘導ブロックの連続性に欠ける 

○バリアフリー化に資する信号機の改良・高度化が求められる 

 

■重点整備地区内の生活関連施設における主な留意点 

 

○各施設設置管理者の取り組みにより、施設の出入口や付帯駐車施設、トイレなど

において、一定のバリアフリーに配慮した取り組みが進められているが、バリア

フリー新法の施行により拡充された内容への対応などを含め、より一層、だれも

が安心・快適に利用できる施設として各種環境の改善を検討すべき点もみられる 

 

■その他、重点整備地区内のバリアフリー化における主な留意点 

 
○その他、地域内の景観やマナー、地域内を走る公共交通車両など、地区周辺の市

民はもとより、多くの人々を迎えるまちの環境として、だれもがスムーズにまた

快適に移動できるための配慮や取り組みが求められる 
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２）実施すべき事業の構成 

バリアフリー新法では、「移動等円滑化のために実施すべき特定事業、その他の事業

に関する基本的な事項」を基本構想に定めるものとしています。 
ここでは、先の「実施すべき事業を設定する上での基本的な考え方」の下、ＪＲ宮島

口駅周辺地区及びＪＲ大野浦駅周辺地区において実施すべき事業として、以下のように

分類します。 
 
 
■特定事業（優先的に進める事業） 

：「実施すべき事業を設定する上での基本的な考え方」を踏まえ、特に優先

的に整備を実施していく必要のある施設を対象とし、各施設管理者が中心

となって平成 22（2010）年までに※短期的にできる限り事業着手可能なも

のを「短期的な目標」と定め、事業を進めます。 

※短期的にできる限り事業着手可能なものとは、国の基本方針、平成２２年

までに事業化の見込みが立つものをいうこととします。 

     本基本構想で定めるのは以下の事業です。 

特定事業 主な事業内容 

公共交通特定事業 
公共交通事業者が実施する特定旅客施設内におけるエレベー
ターの設置などを行う事業 

道 路 特 定 事 業 
道路管理者が生活関連経路において実施する、段差の解消な
どを行う事業 

交通安全特定事業 
公安委員会が実施する生活関連経路上のバリアフリー化に資
する信号機の改良・高度化などを行う事業 

 
 
 

■その他関連事業 

：「特定事業」として位置づけてはいないものの、上位計画である「第５次

廿日市市総合計画」との整合を図る上での中期的な目標の目安である平成

27 年度までを念頭に、今後事業として展開をめざす上での検討の方向性に

ついて示します。 

さらに、高齢者・障がい者等の移動等円滑化を実現するためには、施設の

整備（ハード）だけでなく、ソフト面での施策展開が必要であることから、

ソフト施策に関する取り組みの方向性についても示します。 

 

なお、「その他関連事業」として位置づけたものについては、今後、本基

本構想の見直しや具体的な整備の方向性を検討する中で「特定事業」とし

ての位置づけが可能となった場合は、積極的かつ速やかに特定事業計画を

作成し、事業を進めます。 
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（２）実施すべき事業の内容 

これまでに整理された課題を踏まえて、今後、重点整備地区を中心としたバリアフリー化に向けた整備の全般的な考え方や整備メニューを設定します。 
設定に当たっては、関連する基準やガイドライン等を基本とし、さらに重点整備地区の特性、物理的･技術的制約等を配慮した上で、実現性の高い整備を優先的に行うことを基本に、事業者ごとに実施すべき

事業を進めていきます。 

１）公共交通（ＪＲ宮島口駅及びＪＲ大野浦駅） 【事業者：西日本旅客鉄道株式会社】 

■基本的な考え方 

 
特定旅客施設であるＪＲ宮島口駅及びＪＲ大野浦駅については、駅ごとの利用状況や施設の状況を考慮し、駅舎､ホームなど施設内の安全対策を充実させます。そして、高齢者や障がい者をはじめとする

利用者の意見に留意しながら、関連する基準やガイドライン等に沿って、安全かつ円滑に利用できるバリアフリーに配慮した整備を推進します。 
また、これらの整備の実現に向けて、事業者の事業計画との整合性や市との役割分担等について協議しながら、整備を推進していきます。 
  

①－１ ＪＲ宮島口駅 公共交通特定事業内容（優先的に進める事業） 

項目 主な事業内容 

段差解消設備（エレベーター等）の設置 
・高齢者、障がい者、子ども連れの方を含め、だれもが安心して利用できるよう、ホーム間を結ぶエレベー

ター及びこ線橋の設置 駅舎内の昇降 

既存こ線橋の改良 ・手すりの２段化及び水平部の延長 

音声案内装置の設置 ・視覚障がい者でも主要な場所を認識でき、安全な移動ができる音声案内装置の設置 プラット 

ホーム 情報提供装置の設置 ・列車の接近等を認識できる情報案内装置の設置 

その他駅舎内 音声案内装置の設置 ・視覚障がい者でも主要な場所を認識でき、安全な移動ができる音声案内装置の設置 

①－２ ＪＲ大野浦駅 公共交通特定事業内容（大野浦駅リニューアルに併せて進める事業） 

項目 主な事業内容 

駅舎内の昇降 段差解消設備（エレベーター等）の設置 
・駅舎のリニューアルに併せた高齢者、障がい者、子ども連れの方を含め、だれもが安心して利用できるよ

う、ホーム間を結ぶエレベーター及びこ線橋の設置 

音声案内装置の設置 ・視覚障がい者でも主要な場所を認識でき、安全な移動ができる音声案内装置の設置 プラット 

ホーム 情報提供装置の設置 ・列車の接近等を認識できる情報案内装置の設置 

その他駅舎内のリニューアル 
・関連する基準やガイドライン等に沿って、だれもが安全かつ円滑に利用できるバリアフリーに配慮した駅舎

内のリニューアル 

   

②その他関連事業（継続的／中期的に対策を進めるべき事項） 

項目 対応の方向性 

車両のバリアフリー化（両駅共通） 
・車両の更新時に、車いすスペースの確保をはじめとした移動円滑化基準に適合した車両にするとともに、既

存車両についても、大改良時には可能な限りバリアフリー化されたものとなるよう検討 

社員教育、訓練の実施（両駅共通） ・バリアフリーに対する社員教育、訓練などを継続的に行う 

視覚障害者誘導用ブロックの改良（両駅共通） ・点字警告ブロックのどちら側が安全であるかが容易に分かるような内方線の設置の検討 

案内等の充実（両駅共通） ・文字の色・大きさや各種情報に配慮した情報提供サービスの充実 

トイレの改良（ＪＲ宮島口駅） ・ガイドラインに準じた利便性の高いトイレへの改良の検討 

券売機周辺の充実（ＪＲ宮島口駅） ・機器の更新時期等に併せてより利用しやすいような工夫 

 

 

エレベーター及びこ線橋の設

置イメージ（ＪＲ尾道駅の例） 

ホーム間エレベーター

こ線橋 

手すりの２段化及び 

水平部設置イメージ
（ＪＲ西日本ＨＰより） 
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２）生活関連経路 【事業者：国土交通省、広島県、廿日市市】 

■基本的な考え方 

 
重点整備地区内の「生活関連経路」については、関連する基準やガイドライン等を基本とし、バリアフリー化に向けた取り組みを実施します。そして、あらゆる人々が安全かつ円滑に通行できるような

移動環境の構築をめざします。  
 

①－１ ＪＲ宮島口駅周辺 道路特定事業内容（優先的に進める事業） 

路線名及び事業区間 主な事業内容 事業主体 

歩道部 

・車両出入口や歩道切り下げ方法の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの改良（輝度比の確保） 

・あらゆる人々の円滑な移動に寄与する案内標識の設置 

広島県 

主要地方道厳島公園線 

地下歩道部 

・階段手すりの２段化及び水平部の延長 

・階段段鼻が識別しやすいような配慮 

・視覚障害者誘導用ブロックの改良（輝度比の確保） 

国土交通省 

宮島口駅構内自由通路 
・階段手すりの２段化及び水平部の延長 

・階段段鼻が識別しやすいような配慮 
廿日市市 

 

 

①－２ ＪＲ宮島口駅周辺 その他関連事業（継続的／中期的に対策を進めるべき事項） 

路線名及び事業区間 対応の方向性 事業主体 

①-１以外の生活関連経路 
・生活関連経路において、地域の実情や地形的な状況等を考慮しながら、あらゆる人が安全かつ円滑に通行できるよう配慮

した道路の維持保全・改良等の推進 

国土交通省 

廿日市市 

歩行に支障となる自転車･自販機･

植栽･標識など 

・道路にはみ出したもの等の適切な配置や防止の指導・通行モラルの向上に向けた啓発活動を、地元や周辺商店と協働しな

がら継続的に行う。 

国土交通省 

広島県 

廿日市市 

 

 

②－１ ＪＲ大野浦駅周辺 道路特定事業内容（優先的に進める事業） 

路線名及び事業区間 主な事業内容 事業主体 

一般県道栗谷大野線 
（中央11号交差～大野支所前交差点） 

・既存のバリアフリー化された歩行者空間を中心に、引き続きあらゆる人が安全かつ円滑に通行できるよう配慮した道路と

して維持保全・改良等の推進 
広島県 

市道 沖塩屋１号線及び 

駅前広場 

・大野浦駅リニューアルに併せ、関連する基準やガイドライン等に沿って、だれもが安全かつ円滑に利用できるバリアフリ

ーに配慮した整備 

・駅舎のリニューアルに併せた南北自由通路及びエレベーターの整備 

廿日市市 

 

 

視覚障害者誘導用ブロックの

輝度比を確保した例 

バリアフリーに配慮したグレ

ーチング蓋の例 

階段段鼻が識別しやすいよう

な配慮の例 

だれもが安全かつ円滑に利用

できるバリアフリーに配慮し

た整備の例 
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②－２ ＪＲ大野浦駅周辺 その他関連事業（継続的／中期的に対策を進めるべき事項） 

路線名及び事業区間 対応の方向性 事業主体 

②-１以外の生活関連経路 
・生活関連経路において、地域の実情や地形的な状況等を考慮しながら、あらゆる人が安全かつ円滑に通行できるよう配慮

した道路の維持保全・改良等の推進 

国土交通省 

広島県 

廿日市市 

歩行に支障となる自転車･自販機･

植栽･標識など 

・道路にはみ出したもの等の適切な配置や防止の指導・通行モラルの向上に向けた啓発活動を、地元や周辺商店と協働しな

がら継続的に行う。 

国土交通省 

広島県 

廿日市市 

 

 

３）交通安全等【事業者：広島県公安委員会】 

■基本的な考え方 

 
重点整備地区内の生活関連経路上におけるバリアフリー化に資する信号機の改良・高度化や道路標識・標示の大型化，高輝度化等及び違法駐車行為の取締り強化や防止のための広報・啓発活動等に関する

事業を進めます。  
 

①交通安全特定事業内容（優先的に進める事業） 

項目 主な事業内容 

生活関連経路上の主要な経路

（両駅周辺共通） 
・バリアフリー化に対応する信号機の改良等（視覚障害者用付加装置の設置等） 

 

 

 

 

 

 
 

視覚障害者用付加装置とは、歩行者が横断できる時間を、鳥の鳴き声（ピヨピヨ，カッコー）で知らせる信号機 

視覚障害者用付加装置の設置例 
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（３）その他バリアフリー化に向けた関連事項 

１）生活関連施設に位置づけた施設のバリアフリー化について 

 

本基本構想で位置づけた「生活関連施設」は、全て「既存施設」です。既存施設

のバリアフリー化に向けては、これまで各施設設置管理者によって、バリアフリー

化に向けた対応が個々に進められています。 

しかし、バリアフリー新法の施行により拡充された内容への対応などを含め、だ

れもが安心・快適に利用できる施設環境として改善等を検討すべき点もみられます。 

 

一方、既存施設のバリアフリー化に向けては、 

■バリアフリー化の為に必要な設備を設置するため、改造等を行う上では、物理

的な制約がある場合が多いこと 

■バリアフリー化の為に大幅な改修を伴うことが多く、膨大な費用を必要とする

一方、各施設設置管理者の投資余力にはおのずと限界もあること 

を考慮すると、既存の施設について、直ちに基準適合義務を課す事は適当ではあ

りません。こうした状況を踏まえ、バリアフリー新法では、既存施設のバリアフ

リー化に対して「努力義務」が定められています。（バリアフリー新法第 14 条 5 項） 

 

よって、生活関連施設に位置づけた施設のバリアフリー化に向けては、今後、施

設管理者等との連携を図りながら、バリアフリー化に向けた対応を進めます。 

 

また、「生活関連施設に位置づけた施設以外の施設」については今後、各施設管

理者との調整を図りつつ、本基本構想の見直し時などにおいて、必要に応じて生活

関連施設としての設定を検討していきます。 

 

■生活施設のバリアフリー化の例 

 

 

 

 

 

 

ＪＡ佐伯中央農協      廿日市市役所大野支所     大野郵便局 

 

 

 

 

 

 

宮島コーラルホテル    広島信用金庫宮島口支店     広電宮島口駅 
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２）電車について 

 

市内の各駅の利用状況や整備状況を考慮し、ホーム内の安全対策、情報提供設備

及び乗務員の接客対応等に関わる整備に向け、公共交通事業者との調整や市との役

割分担等について協議しながら実施します。また、高齢者や障がい者をはじめとす

る利用者が、市内のどの駅でも安全かつ円滑に利用できるよう、乗務員へのバリア

フリー教育訓練の実施など、バリアフリーに配慮した整備を積極的に推進します。 

 

３）バスについて 

 

バス車両本体については、重点整備地区内の路線への新規車両導入時には、低床

バス導入の検討を進めるとともに、重点整備地区内の各バス停留所については、利

用状況や施設の整備状況等を考慮し、快適な待機スペースの設置検討など公共交通

事業者と道路管理者との役割分担等について協議しながら可能な限り利用者が安全

かつ円滑に利用できるよう、積極的にバリアフリー化を推進します。 

また、乗務員へのバリアフリー教育訓練の実施など、ソフト面からのバリアフリ

ーに配慮した取り組みを引き続き積極的に進めます。 

 
４）駅前広場（ＪＲ大野浦駅）について 

 

大規模なリニューアルを予定しているＪＲ大野浦駅駅前広場については、バス停

やタクシー乗降場、連続した上屋の設置や、駅周辺施設への動線上の段差解消や移

動の連続性､安全性､快適性を確保し、案内誘導施設等によるわかりやすい空間を確

保することによって、駅周辺施設相互の移動の円滑な環境づくりを図ります。 

また、これらの整備の実現に向けて、公共交通事業者との調整や役割分担等につ

いて協議しながら、関連する基準やガイドライン等に沿って利用者が安全かつ円滑

に利用できるようバリアフリーに配慮した整備を積極的に推進します。 

 

５）おもてなし空間としての充実（ＪＲ宮島口駅）について 

 

ＪＲ宮島口駅周辺地区は、全国的な吸引力を有する観光地である「厳島」の玄関

口であり、駅や周辺施設に向かう経路は、地区周辺の市民はもとより、多くの観光

客を迎える玄関口として、だれもがスムーズにまた快適に移動できるための配慮や

玄関口としての品格のある空間整備も求められています。 

そのため、今後は「宮島口みなとづくり基本構想」（平成 21（2009）年）に基づ

く観光地宮島の玄関「宮島口桟橋周辺」の環境整備や機能の向上による「おもてな

し空間としての充実」を進めるとともに、「廿日市市景観計画」（平成 20（2008）

年策定中）に基づく秩序と風格のある玄関口としての景観形成に向けた取り組みを

進めていきます。 
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【参考】宮島口みなとづくり基本構想図  

（資料：宮島口みなとづくり基本構想 平成21（2009）年より） 
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