
九州運輸局交通環境部消費者行政・情報課 第３号

平成２３年１月１日発行

－１－

・新年のご挨拶 ･･･ １ ・鉄道駅のバリアフリー化が進んでいます(ver.2)    ･･･ ８
・「バリアフリー推進セミナー」を開催しました ･･･ ２ ・バス利用体験会、ニモカ説明会を開催しました。 ･･･ ９
・「交通アクセス情報」サイトを開設しました ･･･ ５ ・どこへでも行ける みんなの足 ウェルバス ･･･１０
・「バリアフリー教室ｉｎスカイフェスタ」を開催 ･･･ ６ ・第８回車椅子介護優秀者コンテスト報告 ･･･１１
・「見えなくて見えてきたもの」 ･･･ ７ ・パブリックコメントを募集します ･･･１２

・九州バリアフリー等連絡会議を開催します ･･･１３

目次

新年のご挨拶

平成２３年の新しい年を迎え、謹んで新春のご挨
拶を申し上げます。本格的な少子、高齢社会が進展
する中、全て人が等しく生活し活動する社会を目指
す「ノーマライゼーション」の理念の下に、高齢者、
身体障害者等が平等に安心して社会参加ができ、快
適に暮らせる生活環境の確保が求められています。

平成１８年１２月に制定された「高齢者、障害者
等の移動の円滑化の促進に関する法律」における基
本方針として、各種旅客施設の目標年次を平成２２
年として掲げ、ハード・ソフト両面に亘って、一体
的・総体的に取り組んできたところです。これまで
の取り組みにより、鉄道駅をはじめとする旅客施設
等のバリアフリー化は目に見える進展をしていると
ころですが、更に促進していくため、平成２３年以
降の整備目標の設定を含めた新たな基本方針に基づ
き、「誰でも、どこでも、自由に、使いやすく」と
いうユニバーサルデザインの考え方による、すべて
の利用者に使いやすい施設及び車両等のバリアフリ
ー化に向けた支援をして参りたいと思います。また、
公共交通機関の利便性向上とバリアフリー化を促進
し、人にやさしい公共交通を実現に向けて、「バリ
アフリー教室」や「九州バリアフリー等連絡会議」
を開催するなど、地域の利用者ニーズの把握に努め、
施策に反映して参ります。
交通情報化の推進につきましては、本年３月の九

州新幹線鹿児島ルートの全線開通を受けて、シーム
レスな公共交通の実現に向けた取組を推進すること

が重要となります。九州運輸局では、九州に来訪される方々や地域住民の方々に、より使いやすい
公共交通サービスとなるように、九州管内の公共交通の情報を一体的に検索できるポータルサイト
「九州の交通アクセス情報」を開設したところです。また、昨年はnimoca、SUGOCA、はやかけん、
Suicaの4種類のＩＣカード型乗車券が相互利用されたところですが、今年の春には、ＪＲ九州の
SUGOCAとＪＲ東海のTOICA（トイカ）、ＪＲ西日本のICOCA（イコカ）による相互利用が開始される
予定で、本州と九州のＪＲグループ全てでＩＣカードの相互利用が可能となります。今後も、誰も
が快適で利用しやすい公共交通サービスの提供に向けて、関係事業者と連携して取り組んで参りま
す。
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九州運輸局は、11月24日別府市に於いて、九州地方整備局との共催による「バリアフリー推進
セミナー」を開催しました。

本セミナーは、バリアフリー新法に基づき市町村が作成することができる基本構想の策定等の
取り組みを促進すること、又、国民にバリアフリーヘの理解を深めてもらうことを目的に毎年開
催しています。今回は、「観光」と「バリアフリー」の観点から日本一の源泉数を誇る別府を舞
台に、観光地における交通バリアフリーの新たな展開について講演、パネルディスカッションを
行ったもので、九州各地より自治体の担当者や交通事業者、福祉団体をはじめ、一般市民の方々
約150名の参加者があり、バリアフリーに対する関心の高さが窺えました。

概要
第Ⅰ部 講演
●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 三星 昭宏 教授
ノーマライゼーションの社会環境づくりが世界的に

始まり、障がい者、高齢者、健常者など多様な人々に
対応したユニバーサルデザインへと大きな運動に発展
した。障がいも個性であると考え方に変わり、地域福
祉計画に基づき積極的に環境を整えていくことが大事。
である。多様な人々が集まって話し合い、面的、分野
的に同時に検討していく。基本を越えて地域でよりよ
いもの、質の良いものを造ることがポイント。基本構
想は、目的、目標をはっきりさせ、いつまでに、どこ
までを当事者を含めて考え、明白に事業化することが
重要である。

●講演：「交通バリアフリーから住民主導のまちづくりへの展開
－倉敷市の取り組みを事例に－」
岡山県倉敷市 都市計画部交通政策課

藤田 智司 技師
まちづくりについて、量より質、効率性より多様性

を優先している。ものづくりから、協働の時代になっ
ている。一部の関係者でなく、一体でまちづくりに取
り組んだ。その結果、行政側の役割も変化した。コー
ディネイトする能力が必要となる。

住民主導のまちづくりを行うための条件として、①
段階的な取り組みを相互連携し、参加を継続させ発展
へ繋げていく。②住民側リーダーの担い手を確保する。
住民側のまとめ役、リードされる存在が必要。③検討

会がうまくいったという住民主導の必要性の理解の進化が大切。物や形として残るもの
を創る。④住民、事業者、行政の対等性の確保。情報を正確に伝え、一緒に学んでいく
ことが大切。⑤意思決定者の明確化、方法の工夫。責任を伴った意思決定が図れるよう、
反対・賛成の意見を充分に聴き、まとめるよう工夫し、最終的には多数決で決める。
会議手法や主体、委員、情報の公開、広報等の工夫は必要であるが、それらは手法で

あって目的ではない。住民、事業者、大学などの全ての信頼関係の構築に努めることが
協働のための近道である。

「バリアフリー推進セミナーinべっぷ」を開催
～観光地における交通バリアフリーの新たな展開を考える～



第Ⅱ部 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 近畿大学理工学部 教授

パネリスト
池内 秀隆 大分大学工学部 准教授

歩くことを工学する福祉環境工学科で研究している。
当事者の意見を参考に歩行訓練装置の研究をしている。
想定外、考えていなかった現象も発見できる。当事者
の意見と他の分野の意見を、本音でぶつけあうことが
大切。バリアフリーは障がい者、高齢者のためのもの
であるが、その恩恵は、ビジネスマンや、私たちも受
けているではと考えている。キャリーバックがその一
つ。困るのは、駅までのルートであり便利さは大。電
光掲示板、音声案内等、いろんな面で他の人にも役立
っている。旅行・観光は地理的にも不案内であり、わ
からないことがたくさんあり、バリアフリー化するこ
とでアクセスしやすい所に行くことも可能で、非常に
大きなメリットとなる。

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（車椅子利用者）

利用者主体の介助サービスを提供することにより、
障がい者、高齢者の方々に質の高い自立した生活を送
って頂けるように支援を行い、誰もが安心して暮らせ
るノーマライゼーションの実現を目指している。また、
ピアカウンセリングにより、障がい者の方々の心のカ
ウンセリングを行うことで、自分に対する自信・生き
る希望や力を再確認して頂けるような、また人権擁護
などの支援活動を行っている。元気再生事業として、
別府市内のＮＰＯが地域を活性化させることを目的に、

高齢者、障がい者の方が安心した楽しく観光できるようなツアープランを構築する調査研
究に携わった。
心のバリアフリーについて、旅行したいニーズは皆ある。障がいを持っていることで人

に迷惑をかけられないと不安をもつ人もいる。情報を提供するなどの垣根をとりのぞくこ
とが重要である。人と関わりをもつ交流を持つことでバリアフリーにつながると思う。

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（車椅子利用者）

嬉野のバリアフリーの施設の調査、分析について、
知ることで使い勝手もわかるので、旅館の細かなとこ
ろまで調査を始めた。数値のデーターを収集している。
車いすで宿泊できるかどうか。障がいも様々なので自
宅での状態をお聞きする。それを基に対応し、旅館を
選定する。宿泊希望等を聴き、パンフレットを送付し、
細かな要望も聞く。パーソナルバリアフリーの基準に
より紹介している。啓発活動として、車いす、ベビー
カーへの目線などいろんな目線で気づくことが大切。

佐賀は優先で駐車できるパーキングパーミット制度を導入しており、九州全土で使えるよ
うにして頂きたい。
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藤田 智司 倉敷市都市計画部交通政策課 技師
観光地のバリアフリーに取り組むポイントとして、

形・心・仕組みの三要素が重要である。形は、ハード
と共に整備していく。整備に対する理念、あきらめな
い工夫。心は、マイスター制度に代表されるようにハ
ードを補うサービスが必要。仕組みは、倉敷市にはな
いがバリアフリーツアーセンターなどハードとソフト
をつなげることが大切。

観光地のバリアフリーを整備を進めるには理念が必
要。どこまで、何を、どうやって進めていくのかを示
さないとトラブルの原因となる。ただし、目標は更新
していく。観光バリアフリーの取り組みは、特別なサ

ービスではないという意識を持つこと。健常者と同じような土俵を作ることが大事であり、
観光事業者、地域住民、ボランティア、行政などが共通認識を持って「楽しみ」ながら取
り組むことが重要である。
バリアフリーの今後の方向性として、参加の継続がポイント。事業を通じて確立した行

政、交通機関の関係を大事にし、関係を発展させてまちづくりに生かしていく、継続に繋
げることが大切。高齢者、障害者だけでなく健常者にもバリアは存在するものであり、工
夫してまちづくり等の事業として考え、取り組んで考えていくのが行政の責任である。

福田 茂 別府市建設部 次長兼都市政策課長
別府の特性を活かして温泉のツーリズムを展開して

いる。音の泉等を活かして、観光戦力としている。現
在はどこでも観光ができる。留学生も多いので、心の
バリアに結び付け、心と体に優しいバリアフリーとし
て、平成１７年３月に基本構想を策定した。別府市は、
６５歳以上の人口が２２．６％（全国１７．３％）と
高齢化率が高く、障がい者率も高いこともあり、大分
市内４駅と観光港を中心に交通バリアフリーを考えた。
別府市は坂が点在している町であり、市街地から海ま
で４kmある。東西方向の移動は坂。乳母車、高齢者に

はきつい。それが大きな課題となっている。
バリアフリー事業を推進していくためには、交通関係、警察の方などが同じ目線で考え

て行く必要がある。障がい者、女性なども含めみなさんで連携を深めて、策定事業に取り
組んでほしい。

吉松 時義 大分県障がい者体育協会 理事
（車椅子利用者）

障がいをとりまく４つの障壁の中で、意識上の障壁
が一番大きい。全ての人に使いやすいもの。文化、物
理的なものも、その意識があれば変えられる。変えら
れるかどうかはその人の気持ち次第。車いすマラソン
大会は、今年で３０回目の開催。国際大会なので世界
中から介助者も含めて来る。大きな大会を通じてバリ
アフリーがスパイラルアップし、大分県はすばらしい
という認識になってくることに期待している。

障がいがあるから外に出ないと言うことではなく、
積極的に我々が外に出て多くの人とふれあって障がい

のことを理解してもらうことが大事であることから、身体障害者施設「太陽の家」の人た
ちもどんどん街に出るようになった。そうすることで街の中が移動しやすいようになった。
良い意味で街の人たちに受け入れられるようになった。積極的に街に出ることが移動する
こと、積極的に行動してきたのが自立の証だったということを確信した。自力で列車に乗
って移動したい思いもある。段差の解消など、改善に向けて検討して頂きたい。
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交通アクセス情報のポータルサイトを開設しました

九州運輸局は、平成２３年春の九州新幹線鹿児島ルート全線開業により、九州を訪れる観光客な
ど旅行者の増加が期待されています。九州を来訪される方々や地域の方々に、より使いやすい公共
交通サービスとなるよう、鉄道やバス、旅客船といった公共交通の情報を一体的に検索できる「九
州の交通アクセス情報」のポータルサイトを開設しました。

「公共交通総合案内（運行(航)情報等各種案内）｣、｢交通ナビサイト（ルート・時刻表検索）｣、
｢九州各県観光アクセス（観光ルート・アクセス方法）｣、｢交通事業者（ルート・時刻案内）｣の各
項目から構成されており、掲載している交通機関や観光連盟等のサイト名をクリックすると、自動
的にアクセスされ、鉄道、バスなど旅客施設のバリアフリー情報をはじめ、高速バスの予約や空席
照会、ルートや発着時刻などを検索することができるほか、九州全域の観光団体が発信する地域情
報等々幅広く知ることができます。

【情報の概要】
①公共交通総合案内（各種案内)
九州全域に亘る公共交通機関の運行（航）情報を提供しているサイトを案内。

②交通ナビサイト（ルート・時刻表検索）
交通事業者が交通ナビとして開設しているサイトを案内。

③九州各県観光アクセス（ルート・アクセス方法 etc）
各県観光連盟等が、観光地までのアクセス方法を紹介しているサイトを案内。

④交通事業者（ルート・時刻表案内 etc）
運行（航）路線、時刻、運賃、所要時間等を紹介している交通事業者のサイトを案内。

【アクセス方法】
ＵＲＬ：http:
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//wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/kkaccess.html

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/kkaccess.html


「バリアフリー教室ｉｎ福岡スカイフェスタ２０１０」を開催

九州運輸局では、７月１７日（土）、福岡空港国際線ターミナルで行われた福岡スカイフェスタ
２０１０において『バリアフリー教室in福岡スカイフェスタ』を開催しました。

この教室は、福岡レンタカー協会及び九州盲導犬協会のご協力のもと、レンタカーの福祉車両を
利用した乗降体験と訓練中の盲導犬とのふれあい体験を通じ、一般来場者にバリアフリーの理解を
深めてもらうことを目的として開催したもので小雨混じりで足下が悪い中、同フェスタの来場客の
うち興味をお持ちいただいた５０名ほどの方々に参加していただきました。

教室は、まず、担当者から車いすの操作方法の説明を行った後、芝地での自走体験や福祉車両の
乗降体験、高齢者や足の不自由な方になったつもりで助手席移動車両の乗降体験を行ってもらいま
した。

車いすによる乗降体験では、自走など移動の大変さを実感された方や車いすのまま乗降できる車
両に感心しきりの方、電動リフト付き車両に大はしゃぎの子供たち等いろんな年代の方々に体験し
ていただきました。

また、将来、ご両親の面倒を見る予定のご夫婦からは「これだと外出に連れていける。」との感
想が寄せられました。

中でも助手席移動車両は、足腰に支障がある高齢者等の方でも簡単に助手席に乗れることから
「車の乗り降りが楽だ。」と好評でした。

今回、教室に参加いただいた方の中には、これらの福祉車両が高齢者でもスムーズに乗降移動で
きるように造られていることに驚かれるとともに、これらの車両をレンタカー会社から借り受ける
ことで高齢者や足の不自由な方でも気軽に外出できる機会が増えることが期待されることから移動
ツールとしての魅力を感じていらっしゃるようでした。

次に、盲導犬のふれあい体験では、盲導犬になるため訓練中のアイ（♀）イリア（♀）とパピー
ウォーカー（盲導犬候補の子犬を育てているボランティア）に預けられている将来の盲導犬７頭と
ふれあい、障がい者の方への理解と盲導犬への理解・必要性を呼びかけました。

子供達からは、バスや電車で盲導犬を見かけたら、「お仕事中にはさわらないようにします。」
「見かけたら席に案内してみます。」と言った感想があり、ふれあい体験の効果が早速現われたも
のと担当者一同、さわやかな気持ちになりました。

九州運輸局では、障がいをもたれた方や高齢者の方でも気軽に外出できる交通手段として電車・
バス・タクシー・旅客船・福祉車両等、バリアフリー化を事業者の皆様と共に進めています。

【福祉車両体験】 【助手席移動車体験】

－６－

【盲導犬ふれあい体験】

今回はﾊﾟﾋﾟｰｳｫｰｶｰの子犬たち
も友情出演。見かけは大きい
けど生まれてまだ６～７ヶ月
です。盲導犬になるため日々
訓練しています。

なんとか乗り込みましたね！
次はリモコンでリフトを動か
してコックピット格納します。
揺れないようにしっかり固定
されています。

助手席が電動でゆっくりと回
って、車内に格納されます。
足が不自由な方も安心して乗
れます。
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【見えなくなって見えてきたもの】

私は五年前に目が不自由になりました。手術が終わって目を開けたら、真っ暗で、家族の顔も、
光も見えませんでした。私は大声で叫びながら泣きました。あの時、あの真っ暗な中、キラキラ
した涙の光だけが見えたのは今でも忘れることができません。

それまで健常者として生活していた私は、目の不自由な人の生活など想像することもできなか
ったのです。絶望、恐怖、不安、さぞやつらいだろう。周りの方はそう思ってくださるでしょう。
でもそうばかりでもないのです。それに目が見えなくなったからこそ気づいたこと、感じたこと
もたくさんあります。今日はそれをお話ししたいと思います。

目が不自由になっても、私は今まで通り、友達のいる博多中学校に通いたいと思いました。で
も、勉強や学校生活、みんなが私をどう見るか、不安で一杯でした。点字ブロックのない校舎は
一人で歩けない。ノートも取れない。板書も見えない。できないことだらけ。でも私はやってみ
ることにしました。

「おはよ」「元気やった」「久しぶりやね」私の不安を吹き飛ばしてくれたのは、友達の言葉
でした。それからの同級生は以前と少し違っていました。「教科書出してあげようか」「時間割
書くよ」廊下を歩いていると「そこ曲がり角。左だよ」知らないクラスの男子も声をかけてくれ
ます。みんなが私に自然に気遣いをしてくれるのです。そのおかげで、私の中のできないことが
一つずつできることに変わっていきました。不安が一つ消え、自信が一つ増えていく。それは私
にとって貴重な体験でした。

私は目が見えなくなって、たくさんの人にありがとうを言うようになりました。家族に対して
も、以前はしてもらうことを当然と感じて、感謝の気持ちを持ったことは少なかったけれど、今
は私を心身両面で支えてくれる家族に心から感謝しています。クラスメートにもこんなにたくさ
んのありがとうを言うことはなかったと思います。「人の優しさをたくさんもらい、素直にあり
がとうと感謝している私」それは、目が見えなくなって見えてきた自分です。

また、私が障害者になったことで、家族や学校に障害者を思いやる気持ちが広がりました。今
思うと、私の存在で明らかにクラスや学校が変わったと思います。私の障害が人々の迷惑の種で
はなくて優しさのきっかけになった。そういう存在である自分を、私は大切にしていかなければ
なりません。それも見えなくなって見えてきた自分です。

私は二年前から意識してこの白杖を持つようになりました。周りの人に「ここに目の不自由な
私がいます。」ということをわかってもらいたいと思い始めたからです。今私は一人で学校まで
通う練習をしています。バスに乗ると、女の方が駆け寄ってきて、席まで連れて行ってくれまし
た。あるときは、バスカードを男の方が通してくれました。だから私はできるだけ一人で外に出
ようと思うのです。ドイツの街には点字ブロックがほとんど無いそうです。その代わり目の不自
由な人が歩いていると、みんなが手助けをしてく
れるのだそうです。「環境のバリアフリー」も大
切ですが、人の「心のバリアフリー」に勝るもの
はありません。私がそのふれあいのきっかけにな
れたら嬉しいです。

パンドラが箱を開けたために、世界中に不幸が
ばらまかれてしまったけれど、最後に「希望が現
れたというギリシャ神話。私は目が見えなくなっ
た時最後に見えたキラキラした涙の光は、パンド
ラの「希望」だったんじゃないかと思うときがあ
ります。見えなくなってみえてきたもの。それを
希望の光にかえて歩いて行こうと思います。白杖
を持って。 （弁士 内田 理保子さん）

福岡県立福岡高等視覚特別支援学校
三年 内田 理保子

全国高校総合文化祭弁論大会が平成２２年８月に西都市で開催され、福岡県立福岡高等視覚特
別支援学校の内田理保子さんが出場し、優秀賞２席（第３位）を受賞されました。

福岡市内の自宅から筑紫野市の学校まで、白杖をもってバスに乗って通学されています。
当日、弁論された内容を紹介します。
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鉄道駅でバリアフリー化が進んでいます。（その２）

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諫早駅、玉名駅、八代駅、を写真で紹介し
ます。

諫早駅：エレベーター・ブロック 諫早駅：盲導鈴

玉名駅：多目的トイレ 玉名駅：エレベーター

八代駅：エレベーター 八代駅：エレベーター
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身体の不自由な方のためのバス利用体験会、ニモカ説明会を開催しました。
【 西鉄バス北九州の取り組み事例】

◎バス体験乗車会
平成２２年１０月２２日に身体の不自由な方の

ためのバス利用体験会を行いました。
体験会では、実際にバスに乗り込み、バスの構

造やニモカなどの説明の後、バスの乗り方・降り
方の練習をしました。

最初は、誰かの支えがなければ、乗り降りが難
しかったようですが、練習をするにつれてスムー
ズに乗り降りできるようになり、参加された方か
ら「今度は、実際のバスに乗ってのお出かけを楽
しみたい。」と、嬉しい感想を頂きました。

平成２２年１１月１９日、前回のバス体験乗車
に続いて、次は実際に運行しているバスに乗車し
てみようということで、市立医療センターから小
倉城・松本清張記念会館まで小倉都心１００円周 （介助なしでバスを乗降してみました。）
遊バスに乗って出かけてみるという企画を行いました。

前回の体験会の成果もあって、乗車の際に時間が多少かかったものの、比較的スムーズに乗車で
きるようになり、また、久しぶりに実際のバスに乗ったこともあって、体験者からは笑顔がこぼれ
ていました。降車時も、ＩＣカード「ｎｉｍｏｃａ（ニモカ）」を難なくかざし、乗るときよりも
楽に降りられていました。前回からステップアップしたバスの利用体験会となり、参加された方は
かなりの自信がついたようで、次回は奥様とバスで出かけてみたいということでした。

体験会を通じて、身体が不自由な方の社会活動に西鉄バスが少しでも貢献できたとともに、バス
事業者としてまだまだお客さまを増やすことができるという自信にもなりました。今回の体験会は、
福祉用具プラザ北九州（北九州市福祉事業団）様と共同で行わせていただきましたが、今後も積極
的にこのような体験会を行っていきたいと考えております。

◎ニモカ説明会
平成２２年１０月１８日、北九州市戸畑区内で

聴覚障がいをお持ちの方を対象としたニモカの説
明会を開催しました。

これは、ニモカをよく知っていただくことでバ
スを利用される際の不安を解消し、バスにもっと
乗っていただくことを目的で行いました。

当日は、約４０名の参加者にニモカの使い方を
説明し、参加者の積極的な質問やご意見・要望等
をいただき大盛況でした。参加者からは、「今度、
早速ニモカカードを購入してバスに乗ってみたい
です。」というありがたい感想をいただきました。
どなたでも気軽にバスを利用していただけるよう
に、今後もこのような説明会を積極的に開催して
いきます。

（ニモカの使用方法について、手話を交えて説明。）
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どこへでも行ける みんなの足 ウェルバス 【ウェルバス（福岡県八女市）の取り組み事例】

有限会社ウェルバスは、福岡県八女市に拠点を置き、「TOURISM FOR ALL」をテーマにして、バス
の標準仕様は、「人と環境に優しいバス」。ウェルバスの社会的責任は、「ユニバーサルデザイン＝
全てのお客様に」をモットーに、いつでもどなたにも、心から笑顔で「wel-come！ようこそ私たちの
バスへ」という心で、利用者に安心できる介護サービスを提供しています。

プレミアムサロンカーとしてはもちろんのこと、養護学校や特別支援学校の修学旅行、作業所など
の福祉施設や今年は初めて老人ホームのレクにも4度ほどバリアフリーツアーを担当するなど、いろい
ろなつながりが出来たと思っています。

ウェルバスの車体には、リフトバスの表示はもちろん車椅
子用リフト付、障がい者用などといった文字は全くありませ
ん。あくまでも普通の貸切バスです。車体にロゴを張り付け
て、国内外にユニバーサルデザインをアピールしています。

乗降口は、通常よりは低く、何気なく左右に手すりが掛か
るように配慮しています。車椅子ユーザーや階段がつらいお
客様がいらっしゃれば、床下からリフトが登場します。これ
でどなたも快適に安全に乗降できます。

車内では、車椅子の固定もできますが、座席へ移乗しやす
い構造ですから、遠慮なくお申し付けください。喜んでお手
伝いをさせていただきます。ほとんどのお客様に、バスの座
席で快適に旅を楽しんでいただいています。もちろん車椅子
固定の場合でも、車窓からの景色を楽しんでいただけます。

車椅子のお客様 こんなことがよくあります。
乗降口を見て「これなら自分で登れそう」「一人で乗って

みよう」「一人で乗り降りできるようにこれからまじめにリ
ハビリをしよう」など嬉しい言葉が聞こえてきます。
何度もウェルバスにご乗車いただくお客様の中には、乗降口
に近いところが指定席だったはずの方が、だんだん後ろに。
ウェルバスの特別仕様をご自身でどんどん使いこなしてる方。
どんどん元気になられる方がたくさん。

ユニバーサルデザイン（UD）なら、「すみません」「お願
いします」「ご迷惑をかけます」が少なくなります。
「ありがとう」の一言に。

【ウェルバスの特徴】
１．乗降性

段差を低く、左右に手すりを増設。
車椅子ユーザー用リフト。
フラットな車内。

２．快適性
体をすっぽりとホールドするハイグレードシート。
乗車人員を大幅に抑えた、ゆとりの空間。

３．乗務員は、
●いつも笑顔でお迎えします。
●発進・停止・変速・カーブ等、極力、バスが揺れないよう人と環境に優しい運転をします。
●いつでもどこでも、スムースにご旅行を楽しんでいただけるよう連携を大切にします。
●お客様のペースで、ゆったりした時間を共有することを喜びとしています。
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第８回車椅子介護優秀者コンテスト報告 【長崎県交通局の取り組み事例】

長崎県交通局では、１１月２６日（金）、
バス運転士の車椅子取り扱い習熟と乗客サー
ビスの向上を図るため、「第８回車椅子介護
優秀者コンテスト」を長崎市身体障害者福祉
協会の吉岡会長をはじめとした６名の方に参
加いただき、長崎市にある長崎県交通局長崎
営業所にて開催しました。

このコンテストは平成１５年から毎年行
なっており、本年で８回目になります。

１０月から１ヶ月の間、全営業所（５営業
所）を対象として予選を行い、各営業所毎で
の最優秀者５名を選出し、当日の決勝大会を
行いました。

決勝大会では、永川重幸交通局長の挨拶に
続き、５名の運転士が競技に挑み、同局と身
体障害者福祉協会の車椅子利用者による審査
員が、乗降車させる際の丁寧さや気配りを中
心に審査しました。

出場者は車内のお客様への案内をはじめ、
スロープや車内のスペースを素早く確保し、
降車時は、後ろ向きにスロープを下りるため
に、車椅子利用者の方へ「ゆっくり下がりま
すからご安心ください」などと声を掛けてい
ました。

表彰式では、各営業所での入賞者（１位～
３位、努力賞）が表彰を受け、厳正な審査の
結果、乗客への丁寧な声掛けなどが評価され
た長崎営業所の木村真運転士（４０）が２年
連続で最優秀賞を獲得しました。

表彰式の後は、交通局職員と身体障害者福
祉協会の皆さんによる意見交換会を行い、
「普段は他のお客様に迷惑を掛けたくないの
で、自家用車で移動していますが、これから
バスを利用したい」との声もありました。

長崎県交通局では、平成９年にワンステッ
プバスを導入してから１３年、年々、車椅子
でご乗車いただける車両を増やしており、現
在３３９台の乗合バスが市街地を運行してお
り、内、車椅子対応の低床バス及びノンス
テップバスは７８台運行しており、今年度も
１１台を新たに購入することとしており、車
椅子に対応できる車両を増やしていく予定で
す。

《車椅子利用者に声かけをして
乗車の介助をします。》

《固定ベルトで座席と車椅子を
しっかりと固定します》

《表 彰 式》
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「移動円滑化の促進に関する基本方針」の改正案に関する
パブリックコメントを募集します

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成18年法律第9号）に基づき、
平成18年12月に制定された「移動等円滑化の促進に関する基本方針」について改正することを予
定しております。このため広く国民の皆様からのご意見を以下の要領で募集致します。

頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさ
せていただきます。また、ご意見に関して個別には回答しかねますので、あらかじめその旨ご了
承願います。

パブリックコメントにおける国土交通省の「移動等円滑化の促進に関する基本方針」の改正案
に関するパブリックコメントの募集についての案件番号は「１５５１００１１４」です。

＜ホームページアドレス＞
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155100114&Mode=0

＜募 集 要 領＞
１．意見募集対象
「移動等円滑化の促進に関する基本方針」

※記述内容については現時点での案であり、今後変更があり得ます。

２．意見募集期間
平成22年12月24日（金）～平成23年１月24日（月）（必着）

３．意見送付要領
意見提出様式に日本語にてご記入の上、次のいずれかの方法にて返送願います。
その際、必ず「移動等円滑化の促進に関する基本方針パブリックコメント」と
明記して下さいますようお願い致します。

（１）電子メール（テキスト形式でお願い致します。）
電子メールアドレス anshinseikatsu@mlit.go.jp 

国土交通省総合政策局安心生活政策課パブリックコメント担当 宛
※電子メールの件名を「移動等円滑化の促進に関する基本方針パブリックコメン

ト」としてください。

（２）ＦＡＸ
ＦＡＸ番号 ０３－５２５３－１５５２
国土交通省総合政策局安心生活政策課パブリックコメント担当 宛

（３）郵送
宛先 〒100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－３

国土交通省総合政策局安心生活政策課パブリックコメント担当 宛

※ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
※頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開され

る可能性があることをご承知おきください（匿名を希望される場合は、意見提出時にそ
の旨お書き添え願います。）。

お問い合わせ先
国土交通省総合政策局安心生活政策課 （代表）03-5253-8111 （内線）25-516 



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。この配信について、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ください。
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おしらせ

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。

九州バリアフリー等連絡会議を開催します。

平成１８年１２月に、一体的・総合的なバリアフリー施策を推進するために「高齢者、身体障
害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（交通バリアフリー法）」と
「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」（ハートビ
ル法）を発展的に継承した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフ
リー新法）」が施行され、バリアフリー新法に基づく基本方針により、「どこでも、誰でも、自
由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づき、すべての利用者に利用しや
すい施設及び車両等のバリアフリー化が推進されています。

この整備目標を確実に達成するため、整備が困難な施設への重点的取組みをはじめ、関係部局
が連携してバリアフリー化を一層加速させる必要があり、今後のバリアフリー施策のあり方を総
合的に検討する必要があることから、より一体的・横断的な体制のもと一層のバリアフリー化を
推進するため、国土交通大臣を本部長とする「国土交通省バリアフリー推進本部」を設置し、平
成２１年６月２４日に本部会議を開催しているところです。

九州においては、昨年度まで「バリアフリーアドバイザー会議」開催していたところですが、
バリアフリー施策に関係する有識者、高齢者・障害者団体、施設管理者等の関係者と行政が協働
して、バリアフリー化に向けた取り組みの現状や課題について、意見交換、相互間の情報共有等
を行い、新たな施策や措置へ段階的・継続的に発展に繋げることを目的に、平成２３年３月に第
１回「九州バリアフリー等連絡会議」を開催することとします。

なお、会議の概要につきましては、次号で紹介します。


