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旅客施設・車両等のバリアフリー化進捗状況（平成２１年３月３１日現在）

－１－

九州運輸局は、交通事業者から提出された移動等
円滑化実績等報告書を基に管内の旅客施設や車両等
におけるバリアフリー化の推進状況をまとめました。
基本方針における達成目標に対する九州の交通バ
リアフリー化の状況を見ると、特定旅客施設(1日当
たりの平均的な利用者数5000人以上の旅客施設) 全
てに原則として、①段差の解消（ＥＶ、ＥＳ等の設
置）､②身体障害者誘導用ブロックの整備､③身体障
害者用トイレの設置等のバリアフリー化を実施する
こととなっているが、
①段差の解消74.3％(全国71.6％)､ ②身体障害者
者誘導用ブロックの整備73.6％(92.9％)、③身体
障害者用トイレの設置等59.1％(66.5％)であった。
車両等の全国におけるバリアフリー化率の整備目
標は､①鉄軌道車両（約50％）､②ノンステップバス
（約30％)､③福祉タクシー(約18,000台)､④旅客船
（約50％)､⑤航空機(約65％)の導入となっているが
①鉄・軌道車両463両18.8％（41.3％）､②バリア
フリー対応バス1,947両22.9％(64.8％)､③福祉タ
クシー837両(10,742両)､④旅客船33隻12.2％
（16.4％）、⑤航空機38機73.1％（64.8％）
と、目標数値には、ほど遠い状態ですが、各事業者
の努力により、着実にバリアフリー化に向けて進捗
しています。
交通事業者の新規・施設整備だけに頼ったバリア
フリーの推進には限界があり、今後、ソフト面での
工夫や現地の実状に即した柔軟な対応が必要となっ
てきます。
今後は、九州の経営基盤等の特殊性を考慮すると、
利用者数のみならず、高齢者、障害者等の利用の実
態等を踏まえた、ハード面とソフト面の取り組みを
組み合わせるなど地域の実情にあった一体的・総合
的なバリアフリーの推進が課題となっています。

旅客施設のバリアフリー化の推移
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鉄道駅でバリアフリー化が進んでいます。

九州各地の鉄道駅においてエレベーターやスロープの設置などのバリアフリー化が進んでいます。
平成２１年度にバリアフリー化された施設の内、ＪＲ竹下駅、二日市駅、枝光駅、を写真で紹介
します。

竹下駅：階段手摺り 竹下駅：エレベーター ・ブロック

二日市駅：エレベーター ・ブロック 二日市駅：エレベーター・ブロック

枝光駅：駅前広場 枝光駅：多目的トイレ



－４－

【バリアフリー関連支援メニューの紹介】

公共交通移動円滑化施設整備事業

高齢者や障害のある人が自立して社会生活を送っていく上で、快適で生活しやすい生活環境の基盤整備

は重要な課題であるため、障害者等すべての人が安全に安心して移動し、社会参加できるよう、標準仕様ノ
ンステップバスに補助を重点化することによって、ノンステップバスの普及促進を強力に推進するほか、福祉

輸送タクシーの導入を促進することにより、公共交通機関等のバリアフリー化を推進する。

標準仕様ノンステップバスの普及の促進

標準仕様採用の効果

・ 高齢者、障害者を含むバス利用者にとって高い利便性を享受できる
・ 仕様の標準化により大量定型生産を図り、製造コストが低減される

ノンステップバスの普及を拡大

車いすスペース、通路幅等につ
いて標準仕様化

福祉輸送普及促進事業

関係者の協力の下、福祉車両の導入、共同配車センターの設立等先進的な取組みに対して国が
地方公共団体と協調して補助。

福祉輸送普及促進地域協議会

地方公共団体 NPO等 タクシー事業者 運輸局等

福祉車両の導入

通常車両価格との差額の１／２を補助

共同配車センターに係る通信設備の整備等

国の補助率１／３

国土交通省は、高齢者・障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性・安全性の向上を促進す
るため、バリアフリー新法等に基づき、管内の交通事業者（鉄道、軌道、バス、旅客船）に対し、ハ
ード面の整備についてモード毎（旅客施設、車両等）に支援措置を行っています。

・通常車両価格（ワンステップバス）とノンステップ
バス車両価格の差額を、１／２ずつ国と地方公共
団体とで協調して補助
・標準仕様ノンステップバスに補助を重点化

国の支援



「バリアフリー教室ｉｎいとしま」～昭和バスの乗務員を対象とした業務研修～を開催

九州運輸局では、７月１７日（土）、高齢者・障がい者等の疑似体験やその介助体験を行うこと
で、交通事業者がバリアフリーに理解を深めるとともに、その知識と技能の習得を目的とする、
『バリアフリー教室inいとしま』を福岡県糸島市にある公益財団法人九州盲導犬協会総合訓練セン
ターにて開催しました。
今回の教室は、視覚障害者通所施設を路線に持つバス事業者から、乗務員に知識と技能を習得さ
せ、接遇の向上を図りたいとの希望を実現したもので、同社乗務員２０名が参加しました。
開講式の後、高齢者疑似体験班とアイマスク歩行体験班の２班に分かれて、バスの乗降体験と施
設内での様々な擬似体験および介助体験を行いました。高齢者疑似体験では、「読めない。」「掴
めない。」「曲がらない。」に慌て戸惑い、視覚障害者疑似体験では、今まで当然見えていた物が
見えなくなる事に戸惑いを隠せない様子でした。
体験を行うポイントでは、糸島社会福祉協議会肥田二丈支所長や九州盲導犬協会児嶋総合訓練セ
ンター長より、介助する際の問題点や注意点などを説明して頂きました。
また、視覚障害当事者である、盲導犬タフト君（６才）を帯同した西講師から、日頃の乗車体験
を交えての体験談がありました。（６ページ参照）
講評として、糸島市社会福祉協議会の肥田所長より、「『ふ』普段の、『く』暮らし、『し』幸
せ、これらを考えることで福祉が理解できるのではと、常々感じている。」また、「今日参加され
た乗務員の方には、本日の体験・感じたことを職場内の同僚に伝えて、『声かけ』そして『思いや
りの心』という、草の根を広げていって欲しい。」との総括をしていただきました。
受講した新人乗務員からは、「今回の研修では初めて学ぶことばかりで、乗務員として求められ
ていること、してあげられることを今後の業務に活かしたい。」との発言がありました。
最後に、受講者には、修了証と、併せて、『バリアフリーボランティア証』を交付しました。

【受講者の感想】
・自分自身が目の不自由な人の立場になって、又、プロ以上の運転技術を向上しなければならな
いと強く感じました。全ての人々に優しく接し、はっきりとした声で案内し、快適に目的地ま
で届けることが使命であることを再認識した。

・何気なく生活しているが、目の見えない方の不便さや、恐怖感を今回の教室で実感した。視覚
障害者の方や年配の方が、どうしてそのような行動をとっているのかを理解して、どう対処し
たらよいのかを考えて、今後の業務に活かしていきたい。

介助者は、周りの情報を出来るだけ具体的に教えてあげ
ることが大事です。

お金を入れる。物をつかむ。それぞれの体験をする
ことで、難しさ、大変さが実感できます。

－５－



－６－

【視覚障害者のバス利用－こんなバスになればいいな！】

私は佐賀県在住の全盲で、ほぼ毎日、通勤にバスを利用しています。日ごろは盲導犬と一緒に乗車する
ことが多く、極稀に、白杖のみで歩行・バス乗車することがあります。２歳のときから全盲で、視力があ
るときの記憶はありません。そのような自分の立場から、バスがこのように改善されれば、より使いやす
くなるのに、という視点で書かせていただきます。
まず、全盲の私がバスを利用していていちばん不安を感じているのは、バスを待っている時間です。
「自分は今正しい乗り場で待っているのだろうか？」、「音声パソコンでバスの出発時間を調べてはき
たものの、間違った路線を調べてきたのではないだろうか？」、「アナウンスを聞き逃して、目的のバス
に乗れなかったりするのではないだろうか？」・・・と頭の中でいろいろと不安がよぎります。自分が行
く路線以外は知らないという人が意外と多く、バス停で待っているときに、バス停名、バスの系統番号、
主な行き先などを点字や音声で確認できれば、そして、各乗り場に、乗り場の番号の表示があると助かり
ます。もし改善が可能になるのであれば、点字の表示位置や音声の聞こえ具合などは人によってかなり異
なりますので、複数の視覚障害当事者によるチェックをお願いします。
ところで、バスがバス停に到着すれば、行き先や系統番号などがアナウンスされるので、間違ったバス
に乗ってしまうというようなことは視覚障害者でもあまり多くはありませんが、アナウンスの条件によっ
てはとても不安を感じることがあります。行き先や系統番号のアナウンスは、はっきりとした言葉で、し
かも、自動アナウンスと運転士さんのアナウンスが重なることのないようにお願いしたいと思います。音
声ボリュームは、声が大きすぎては音が割れてしまいますので適切な音量をお願いします。バスの表示も
時刻表も読めない私たちにとって、アナウンスは、自分の目的のバスを判断するための、ほとんど唯一の
手段になります。
次に、バスの乗降時に声をかけられることが比較的多くあります。白杖を使った歩行指導をひと通り受
けている視覚障害者は、目の前の段差の有無を確認したり障害物を回避する方法を学んでいます。むしろ
「危ないですよ」とか「気をつけてください」という周囲の言葉に、かえって過剰に反応してしまい、足
を踏み外したりすることもあります。私たち視覚障害者は「注意してください」と言われても、何をどの
ように注意してよいかが把握できません。気をつけるべき場所があれば、「段差が高くなっていますから
気をつけて下さい」とか「前のほうに、別のお客さんがいらっしゃいますからゆっくり行ってください」
のように、具体的なアドバイスをお願いします。
バスに無事乗車してからもいろいろと不便があります。まず、いちばんに困るのは、座席を探すことで
す。視覚障害者の多くは、自分で座席を探すことができません。もちろん、優先席かどうかの判断も自力
ではできません。座席が空いているときには、空いている場所を具体的に教えてください。
以上のことは、いずれも、私たち自身が、どのような情報を周囲から与えてほしいか、はっきりしてい
る場合です。
一方で、どんな情報がほしいかさえ分からないこともあります。盲導犬や手荷物などで意図せずして通
路をふさいでしまったり、思いがけず列の途中に割り込んでしまったりということも時折あります。視覚
障害者は場面を認識できないために、適切な対応や行動が取れないことがあるからです。
私たちが乗客ということで伝えにくいこともあるかとは思いますが、乗客同士快適にバスの旅を楽しむ
ために必要なことは伝えてください。「後ろのお客さんが通られますから通路を空けてください」のよう
に、具体的に行動の指示を、必要に応じて出してください。
いろいろな場面で声かけをしていただくことが多いと思いますが、視覚障害者は、相手の視線を追うこ
とができないため、他人の言葉が、誰に向かって話されたものか理解できない場合があります。うまく伝
わっていない場合は「白杖を持ったお客さん！」とか「盲導
犬を連れた方！」のように、場合によっては、自分というこ
とが分かるような呼びかけの言葉を工夫してください。
基本的に、歩くことや階段を昇降することにはほとんど困
難はありません。よって、頻繁に使うバスでは、乗り場の把
握や乗車で困ったことはほとんどありません。いつも利用し
ているバスであれば、停車する位置のずれ方も一定している
し、座る座席の位置もだいたい固定しているからです。また、
運転士さんも同じ人に当たることが多く、私たちのことを覚
えていてくださることも多いようです。初めての乗務、或い
は久しぶりの乗務されたときに、対応をお願いしたいと思い
ます。
私たち視覚障害者をはじめ、誰もが利用しやすいバスにな
るように願っています。

福岡県立柳川特別支援学校
教員 西 政弘

西 講師からの講話
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見落とされがちなバリア

森 正（九州運輸局バリアフリーリーダー）

グラバー園に設置されている案内図です。
陶板のたたずまいが周囲の雰囲気によく
マッチしています。

しかし、設置場所がこういう状況では、
車いすの人はきちんと見ることができま
せん。

自動車が歩道に乗り上げて駐車していま
す。通行人は電柱とのすき間を通ること
ができますが、車いすは通れません。
これは、地域の人が無意識に作り出した
バリアと言えるかもしれません。

バスの時刻表です。車いすの人にとっては、
もう少し低い位置に貼ってもらった方が見
やすいのですが。

正面入口にはご覧のような石段がありま
す。お年寄りや杖を使用する人には不便
ですし、車いすではまったく入ることが
できません。

横の方に回ってみると、このように車い
すの人にも入りやすい入口が用意されて
います。しかし、この門を含めてどこに
もその掲示がないので、この入口の存在
がわかりません。

６月８日、ＪＲ長崎駅周辺において開催された「バリアフリー教室ｉｎながさき」で講師の方から
頂いた資料を紹介します。
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視覚障害者 の 旅 の支援

野口 豊（長崎県視覚障害者協会長）

■障害の程度
１．全盲者
全く見えないか、光覚（光の認識はできる）
①白状利用による単独歩行。②介助者との歩行。③盲導犬利用による歩行

２．弱視
白状の必要な人から墨字(拡大またはルーペ)の読み書きができる人までいます。病名・症状
としては、色弱、視野狭窄、白内障、夜盲があり、その視力の程度等により環境の変化に対
応できない人もいます。

■交通機関の利用
１．航空機

現在では航空機利用の際は、カウンターから搭乗まで、到着後の誘導等空港内の介助を空
港職員がサポートするようになっており、安心して利用できる環境が整っています。

２．ＪＲ利用
現在では、申し出れば改札から乗換えまで職員の誘導がつくようになっており、かなり安
心できますが、寝台列車等ではトイレ等の利用とそのあと戻る際に自分の座席がわからない
等の問題があります。

３．バス
県内においてはバスの利用はかなり多いのですが、バス停で乗車時に自分の乗りたいバス
（行き先）の確認ができません。また下車時においては案内のテープがずれたりすると別の
停留所に下車し、困った例もあります。

４．タクシー
手を挙げてタクシーを止めることは困難ですが、乗車後は直接運転者との会話ができるた
め、目的地の確認及び下車後の誘導をお願いすることも可能です。しかし、経費において若
干の問題があります。

視覚障害は目から入ってくる情報が少ないため、情報障害
・移動障害を特徴とします。ただし、その他の障害がないか
ぎり、段差、坂道、エスカレーター等における移動は基本的
は単独でも可能です。
視覚障害者を呼ぶとき過去において差別用語等ふさわしく
ない表現もありましたが、最近においてもどう言ったらいい
のか困っている人もおられます。
「目の不自由な人」と呼ぶのが一番よいのではないでしょ

うか？。
目の不自由さの程度に関わらず、旅行や食事、買い物等は
楽しみにしている人はたくさんいます。しかし、交通アクセ
スや、宿泊の際に単独で大丈夫か等と考え、諦める人もいます。団体旅行や家族旅行においては、介
助者がいるため安心して旅行等が出来ますが、入浴時や単独になった時の不安等を考えると億劫にな
ることもありがちです。
ここでは旅行、食事等で介助がいない場合を主にして、その対処法を考えていきたいと思います。

６月８日、ＪＲ長崎駅周辺において開催された「バリアフリー教室ｉｎながさき」で講師の方から
頂いた資料を紹介します。
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■ホテル商店等での対応
１．フロント

視覚障害者が来館した際に、こちらは○○ホテルです等と案内をし、視覚障害者が間違え
ていないことを確認します。そうすると視覚障害者は安心します。

２．チェックイン
氏名等の記入が出来ないので代筆の必要があります。その他室内で介助がいらないよう、
部屋への案内内線電話、フロントナンバー等の説明を行います。

３．食事
旅行可能な人の食事の際の介助は基本的には必要ないが、薬味や調味料等の位置は教えて
欲しい。

４．入浴
入浴時は白状を使わず、しかも裸になることによってまわりの人に目が不自由なことを伝
えることが困難になります。シャンプー、リンス等の区別が困難。付き添いがあっても、特
に温泉の場合は自分が入りたい時に入りたいという気持があるので、いつでも自由に入れる
温泉等があると、そこに行きたいという気持は当然増えてきます。

５．買い物
視覚障害者協会で旅行等を行なうと、お土産等には特に関心が深く、どういうものがある
かとの質問があります。
商品の紹介では、形、甘いか辛いか原料は何か等の説明があれば喜ばれます。また事前に、
どういうもの（食べ物、置き物、小物、布製品）等の全般的な説明があると嬉しい。
料金の受け渡しに際しては、最近お札の数も増え、その判別も困難になってきているので、
注意が必要です。特に、お札については、本人の手から離れる前に金額を確認する必要があ
ります。先入観で一万円札と思い渡したあと、「これは千円札ですよ」などのやり取りはお
互いに気持の良いものではありません。つり銭についても千円札で統一するなどの配慮は喜
ばれます。

６．チェックアウト
明細書等の発行に際しては種別と金額を読み上げると安心です。

７．館内の誘導等については別紙マニュアルを参照

館内の案内例

・本日は○○ホテルに御宿泊有難うございます。
・御用の際はフロント「０番」へお電話下さい。・キーは自動ロックになって
おりますので、外出の際は必ずキーをご持参下さい。

・入浴の際、キーはフロントへお預け下さい。
・テレビはリモコン操作で、有料ボタンは一番下の一番左です。
間違えないようご注意下さい。

・入浴時の案内が必要な方はフロントへお電話ください。
シャンプーには輪ゴムを付けてあります。
タオルはお部屋の○○においています。
浴場にタオルはありませんのでご持参ください。

・冷暖房は
・非常口は
・売店は
・食事の場所はお部屋で。あるいは２階の○○の間です。

ご不明の場合はフロントへご連絡下さい。ご案内いたします。
・食事の時間は
・朝食の時間は
・入浴の時間は
・チェックアウトは午前１０時です。
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バリアフリーマップを公開しました。（佐世保市）

佐世保市は、高齢者や障害者など、誰もが安心して
気軽に外出できるように、市内の公共施設を中心に民
間店舗など１８９施設を、９分類（「官公庁施設｣
｢文化・スポーツ・レジャー施設」「医療・保健・福
祉施設」「公園」「ショッピング施設」｢宿泊施設」
｢金融施設｣｢公共交通機関」｢その他」）に区分して紹
介する『佐世保市バリアフリーマップ』を作成し、佐
世保市ホームページ（「させぼ街ナビ」地図情報検索
システム）上で公開しています。
バリアフリーマップを作成するに当たって、佐世保

市の職員が、市の公共施設のほか、「長崎県福祉のま
ちづくり条例」の適合証交付事業所など約２００施設
の出入口の幅やスロープの勾配、エレベーターの床面
積など現地調査を実施されたということです。
よって、掲載されたバリアフリー情報（施設）は、

階段、スロープのほか、トイレの種類、駐車場、エレ
ベーター、誘導案内、授乳施設などが写真などを使っ
て紹介されています。
更に、従来のホームページの「させぼ街ナビ」の地

図に施設名やバリアフリー設備を検索できる機能を加
えており、併せて、衛星利用測位システム／ＧＰＳを
使って、出先から現在地の周囲の施設情報を携帯電話
で閲覧ができるようにしています。

お問い合わせ先
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課 0956-24-1111代表）
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宮崎バリアフリー情報マップ（宮崎県）

障害のある方や高齢の方をはじめ、すべての人々
が安心して外出できるように、県内の施設のバリア
フリー情報等を掲載したサイトを開設しました。
１．バリアフリー情報マップとは
障害のある方や高齢の方の社会参加を促進する

ために、県内施設のバリアフリー情報をお届けす
るものです。
また、全国都道府県のバリアフリー情報マップ

では初の障害者用トイレの図面掲載やメールマガ
ジンの開設、携帯電話対応、子供たちへバリアフ
リーの啓発を行うキッズコーナーなど様々な工夫
を凝らしています。
２．情報マップの５つの工夫
（１）バリアフリー情報をわかりやすく伝える工夫

・施設情報の多くに障害者トイレの写真と図
面を掲載

・情報を的確に探せるように、「地図から探
す」、「障害の状況等から探す」、「条件
から探す」と３つの検索が可能

・携帯電話に対応
（２）障害のある方や高齢の方等にも使っていただ

くための工夫
・文字の大きさの調整ができる。
・文字や背景の色を黒、黄、緑、紫など７種
類から選べる。

・視覚障害者のための音声読み上げソフトに
対応

（３）人にやさしい福祉のまちづくりを知ってもら
う工夫
・子供たちに福祉のまちづくりをわかっても
らうためのキッズコーナーを創設

（４）県民の皆様と情報交換する工夫
・県民からバリアフリー情報を寄せてもらう
コーナーを設置

・最新のバリアフリー情報を送付するメール
マガジンを開設

・県民の皆様が身の回りの優れたバリアフリ
ーを自慢する「バリアフリー自慢」という
コーナーを開設

（５）ホームページのバリアフリー化を進めるため
の工夫
より多くの人にホームページのバリアフリ
ー化を理解・実践していただくために、手
引書を作成しました。

３．活用例
（１）障害のある方等を会議に招く場合、会議場に

障害者用トイレがあるかを確認する。
（２）夏休みの自由研究 ；子供にバリアフリーの

ことを教える。
（３）祖母と椎葉村へ宿泊；バリアフリー情報を印

刷して携行する。



音のサインあれこれみてみよう（福岡県／ハートフルタウンふくおか Ｖｏｌ．７）
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まちを歩くと、様々な音のサインを耳にします。「ピンポーン」は定点音による存在を示す
サイン、「右には〇〇があります」は音声による案内を行うサイン。「ブー」は警告音によ
る注意を促すサインです。
ここでは、福岡市営地下鉄七隈線の音のサインを紹介します。
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バリアフリー化の取り組み（熊本市交通局）

熊本市交通局では、新幹線鹿児島ルート全線開業、及び熊本県、熊本市が共同で進めているＪＲ
熊本駅周辺整備に併せて、その一環として熊本駅前～田崎橋電停間のサイドリザベーション化に伴
う電停のバリアフリーを行いました。
新しく生まれ変わった「熊本駅前電停」、
「二本木口電停」及び「田崎橋電停」の３電
停は、広い幅員の電停や上屋、分かりやすい
案内板など、誰もが安心して乗降できる電停
となっています。
利用している市民からは、「道路を横断す
ることなく市電に乗れるようになって便利に
なった。」「電停に上屋やベンチが整備され
たので雨の日でも快適に市電を待つことがで
きるようになった。」などと好評です。
全国に先駆けたサイドリザベーション化で
あり、道路を横断することなく歩道から直接
市電に乗降ができ、利用者の利便性と安全性
が確保されます。また熊本駅周辺の交通処理
の円滑化や都市景観を向上させることができ
ました。
（※サイドリザベーション化とは、市電利用者の利便性を向上させるとともに、電停乗降場の安全
の確保を図るため、市電を車道の中央部から西側の歩道側に寄せて走行させるものです。）

一方、全３５電停のうち、車椅子利用が可能な電停は１７箇所であり、今後の市電の環境整備に
おいて早急な対応が必要とされることから、整備優先順位や全体整備計画を策定することとなりま
した。
平成２２年度以降は全体計画に基づき電停改良を実施していくこととなっており、今回、「九品
寺交差点電停」のバリアフリー化について整備計画を発表しました。
九品寺交差点電停は歩道橋から電停にアクセスする構造になっており、熊本県において、平成
２０年度に電停のＵＤ化の検討がされ、利用者アンケートや地元住民、関係機関等による検討会議
でも改善に向けた提言が行われていました。現在、横断歩道から電停へ直接渡ることができず、軌
道敷を渡る利用者が多く、交通安全上、早期の対策が必要となっていました。
今回の計画では、歩道橋の中央階段を撤去し、そのスペースを活用して電停を横断歩道まで延伸
し、スロープを設けるものとなっています。

サイドリザベーション区間の二本木口電停 

（九品寺交差点電停） （電停改良のイメージ）

スロープ

停留場の拡幅・

マウントアップ

走行路面等の
整備
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交通エコロジー・モビリティ財団の活動紹介

鉄道、バス、空港、旅客船ターミナル
のバリアフリー情報を提供しています。
出発地から目的地までの「トイレの情

報」や「バリアフリー移動ルート」等が
簡単に検索できます。
カラフルな配色など、利用しやすくなっ
ていますので、ご利用下さい。

「らくらくおでかけネット」のリニューアル」

「らくらくおでかけネット」

http://www.ecomo-rakuraku.jp/rakuraku/index/

平成２２年度日本財団助成事業
乗下船装置（バリアフリータラップ）の開発

旅客船を利用する高齢者・障害者等の移
動の円滑化を図ることを目的に、日本財団
からの助成を受けて、バリアフリータラッ
プの開発調査を行っています。
バリアフリータラップは、乗下船時にお
ける潮位差などの海象条件や船舶特有の構
造により発生するバリアを解消するための
装置です。
平成22年度は、現地調査等に基づいて仕
様等の検討を行い、バリアフリータラップ
の設計・製作を行うこととなっています。
現在、全国７カ所の現地調査と港湾管理
者へのアンケート調査を実施し、10月上旬
に開催予定の委員会にて、設置候補地を選
定する予定です。

（バリアフリータラップのイメージ図）



◆開 催 日：平成２２年１１月２４日（水）
◆開催 時間：１３：００～１６：３０

◆開催 会場：ビーコンプラザ 国際会議場
（大分県別府市山の手町12番1号 ）

【徒歩】ＪＲ別府駅から西へ1.3km（徒歩15分）
【バス】別府駅西口3番のりばより、行先番号③（扇山団地行き）
行先番号⑧（スギノイパレス行き）で約5分。大人片道160円。

【交通アクセス】

◆参 加 費：無料（定員１２０名程度）

プログラムプログラム

１３：００～ 開会挨拶 九州運輸局 交通環境部長

１３：１０～１４：００ 基調講演 「国土交通にかかるバリアフリーを取り巻く情勢｣

近畿大学 理工学部 教授 三星 昭宏

１４：００～１４：３０ 講 演 「観光地におけるバリアフリー化の取り組み

－倉敷市の取り組みを事例に－」
倉敷市建設局都市計画部交通政策課 技師 藤田 智司

１４：４０～１６：３０ パネルディスカッション 「観光地における交通バリアフリー」

●コーディネーター

三星 昭宏（近畿大学 教授）

●パネリスト

池内 秀隆（大分大学 准教授）

若杉 竜也（ＮＰＯ自立支援センターおおいた ピアカウンセラー）

嶋原 哲也（佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター 事務局長）

嶋原 雅世

福田 茂（別府市 建設部次長兼都市政策課長 ）

藤田 智司（倉敷市 建設局都市計画部交通政策課 技師）

吉松 時義（大分県障がい者体育協会 理事）

１６：３０～ 閉会挨拶 九州地方整備局 環境調整官

九州運輸局では、ユニバーサルデザインに基づくまちづくり理念のもと、建築物や公共交通機関など
のバリアフリー化や、地域内における一体的・連続的なバリアフリー化を促進するための推進セミナー
を開催しています。
今回は、豊かな温泉資源を背景にした、日本屈指の観光地、温泉保養地であり、毎年 1,000万人を超
える観光客が訪れ、最近では、多くの外国人旅行者が訪問している別府市において開催します。
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皆様方からのご意見・ご投稿をお待ちしています。
バリアフリーに関することなら何でも結構です。
九州運輸局交通環境部消費者行政・情報課まで、
メール又はＦＡＸにてお寄せください。

812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目１１－１
九州運輸局交通環境部消費者行政・情報課
TEL 092-472-2333
EAX 092-472-2316

E-mail：qstf-sgyousei@qst.mlit.go.jp

この情報誌は、バリアフリー関係の話題を中心に、九州運輸局管内の自治体のバリアフリー関係担当部署、
交通事業者、バリアフリーリーダー、地域の福祉団体にお送りしています。この配信を希望される方、配信
先の追加、変更、停止をご希望される方は、お手数ですが本メールの返信機能でご連絡下さい。

－１６－

九州運輸局では、駅などの施設で、車椅子やアイマスクな
どを使って高齢者や障害を持っておられる方の負担を疑似体
験する「バリアフリー教室」を各地で開催するなど、「心の
バリアフリー」の推進に向けた取り組みをしています。
今後、更なる「バリアフリーな社会」を推進するためには、
地方自治体及び交通事業者が中心となって、本教室を開催し
ていただくことが必要であると考えています。「単独での開
催はノウハウがなく不安がある。」など、ご相談いただけま
すと、当課において可能な限りバックアップさせていただき
ます。お気軽にご相談していただきますよう、ご連絡をお待
ちしています。

平成２１年度版 消費者行政レポート

九州運輸局では「交通消費者の利便性の向上」
「交通バリアフリー化の推進」など、消費者行政
の推進に積極的に取り組んでいます。国民の皆様
に消費者行政についてご理解いただくため「消費
者行政レポート」を取りまとめて公表しています。

Ⅰ 利用者ニーズの把握
１．行政相談
（１） 行政相談の目的
（２） 平成21年度相談件数
（３） 相談事例

Ⅱ バリアフリー化の推進
１．バリアフリー新法に基づく移動円滑化基本
構想策定状況

２．バリアフリー化施設整備状況
３．バリアフリー教室の開催
４．バリアフリー推進セミナー
５．バリアフリーアドバイザー会議

Ⅲ 交通関連行政相談窓口一覧

詳細は九州運輸局ＨＰをご覧ください。
（http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/koutuu
/file04/report21.pdf ）
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