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「九州バリアフリー等連絡会議」を開催

九州運輸局及び九州地方整備局は、平成２３年３月７日、福岡第二合同庁舎において九州では
初めての「九州バリアフリー等連絡会議」を開催しました。

この会議は、高齢者、障がい者をはじめとする全ての人にとって、安全、快適に暮らしていけ
る生活環境を実現するなど、バリアフリー化の推進について、地域に密着した情報の共有をはじ
めとした意見交換等を行うことで相互間の理解を深め、より良い協力関係を築き、連携してバリ
アフリー化の進展を目指すことを目的としています。

会議では、九州管内のバリアフリーリーダー、高齢者・障がい者団体、交通事業者、自治体か
らの３９名が参加し、国際医療福祉大学の齋場三十四教授を座長として、行政の施策や取り組み
に関する報告、意見交換などが行われました。

バリアフリー施策の取り組みとして、九州運輸局より九州における旅客施設、車両等のバリア
フリーの現状、及び現状を踏まえた今後の取り組みについて報告があり、自治体からは、情報提
供と バ キ グパ 制度 んな イ 設置 携帯電話 デジタ ビからも供としてバーキングパーミット制度、みんなのトイレの設置、携帯電話・デジタルテレビからも
使用可能なバリアフリーマップ情報の開設などが報告されました。

啓発活動として、小中学校を対象とした出前講座、交通事業者・旅館を対象とした総合学講座、
ユニバーサルデザイン実践のための手引書の作成などの取組み報告がありました。また、交通事
業者からは地域の実情に応じた旅客施設の整備に取り組んでいきたい。業務研修を計画的に実施
していく。との報告がありました。

意見交換では、障がい者等団体から「外見上わかりづらい聴覚障がい、発達障がい等、障がい
にも多種多様であることを理解し、バリアを感じさせない支援体制を強化していただきたい。」
「障害者は個々人の問題ではなくて、社会が障害者を作っているという観点で、私たちの特性、
ニーズ等を多くの人に理解して頂いて、今の環境整備の中で人的な介助を十分に受けられるよう
に、多くの人と接する機会を持っていきたい。」「日本のハード整備は世界的にも進んでいる。
バリアフリー・ユニバーサル化による機械化が進み、これからはサポートする人が必要となって
くる。」などの意見が出されました。

－１－

くる。」などの意見が出されました。

後に、この連絡会議で共有した情報を基に、関係機関で更に連携してバリアフリー化の実現
に向けて取り組んでいくことが確認されました。



【会議の概要】
日 時 平成２３年３月７日（月）１３時３０分～１６時
場 所 福岡第二合同庁舎共同会議室
議 事 ①会議設置要綱に議 事 ①会議設置要綱について

②全国バリアフリーネットワーク会議の報告
③九州運輸局におけるバリアフリー施策について
④自治体におけるバリアフリーの取り組み
⑤施設設置管理者におけるバリアフリーの取り組み
⑥意見交換

出席者 バリアフリーリーダー、(財)福岡県身体障害者福祉協会、(社福)福岡県盲人
協会 (社福)福岡県聴覚障害者協会 (社)福岡県脊髄損傷者連合会 (社)福協会、(社福)福岡県聴覚障害者協会、(社)福岡県脊髄損傷者連合会、(社)福
岡県精神障害者福祉会連合会、(社)福岡県手をつなぐ育成会、福岡県自閉症
協会、(社)福岡県老人クラブ連合会、(社福)福岡県社会福祉協議会、九州旅
客鉄道(株)、西日本鉄道(株)、九州鉄道協会、九州バス協会、九州旅客船協
会連合会、福岡空港ビルディング（株）、各県、政令市バリアフリー施策担
当部署、大阪航空局（順不同）

各県の取り組み等の報告の様子 当事者の立場での気づきの情報を報告する様子
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建築物や公共施設、公共交通機関のバリアフリー化については、平成１８年１２月に制定された
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」の規定に基づく、高
齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担の軽減による移動上又は施設の利用上の利便
性及び安全性の向上（移動等円滑化）の促進に関する基本方針について、平成２２年末を目標年次と

「移動円滑化の促進に関する基本方針」の一部改正について

して推進してきたところです。
本格的高齢社会において、バリアフリー化された生活環境は国民生活に不可欠の重要な共通社会基

盤となっています、これまでの交通事業者、施設設置管理者等によるバリアフリー化に向けた取り組
みにより、相当程度進展を遂げているところですが、一部に整備困難なものが残されているなど課題
もあり、更なるバリアフリー化の展開への要請もあがっいていることから、引き続き着実な取り組み
が必要であります。

国土交通省では、国、地方公共団体、高齢者、障害者等、施設設置管理者その他の関係者が互いに
連携協力し 移動等円滑化を総合的か 計画的に推進していくため 平成 ３年以降の基本方針に連携協力しつつ移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進していくため、平成２３年以降の基本方針に
ついて所要の一部改正を行い、平成２３年３月３１日、国家公安委員会委員長・総務大臣・国土交通
大臣の共同告示により変更を公表しました。

移動円滑化の促進に関する基本方針【概要】

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91号）第３条第１項の規高齢者、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91号）第３条第１項の規
定に基づき、高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その
移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上すること（以下「移動等円滑化」という。）の促
進に関する基本方針について、国、地方公共団体、高齢者、障害者等、施設設置管理者その他の関係
者が互いに連携協力しつつ移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進していくため、以下のとおり定め
る。

１ バリアフリー化の意義及び目標に関する事項１．バリアフリ 化の意義及び目標に関する事項
①バリアフリー化の意義

・バリアフリー化を進めることにより、「どこでも、だれでも、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いた、すべての人に利用しやすい施設等の整備も実現する。

・身体障害者のみならず、知的障害者精神障害者発達障害者を含む全ての障害者が法対象。
・バリアフリー化を進めるに当たっては、高齢者、障害者等の意見の反映が重要。
・本格的高齢社会の到来や自立と共生の理念の浸透など、高齢者・障害者等を取り巻く社会情勢
の変化等に対応。

②バリアフリー化の目標
旅客施設や車両、道路、公園、建築物等について、平成32年度末を期限として、より高い水準
の新たなバリアフリー化の目標を次のとおり設定する。
【別表のとおり】

２．施設設置管理者が講ずべき措置
施設設置管理者は 次の措置を適切に講じ バリ リ 化を進める とが必要 す施設設置管理者は、次の措置を適切に講じて、バリアフリー化を進めることが必要です。

①施設及び車両等の整備
・施設において、連続したバリアフリー化された経路を１以上確保すること。また、確保に当た
り高齢者、障害者等の移動上の利便性・安全性の確保に配慮すること。

・特定建築物などバリアフリー化が義務付けられていない施設についても、積極的なバリアフリ
ー化の取り組みが望ましい。

②適切な情報の提供②適切な情報の提供
・視覚情報、聴覚情報により、緊急時を含め情報を分かりやすく適切に提供することが必要。
・視覚障害や発達障害など、情報に係る障害を持つ人への対応を含めた多様な障害者等への対応
をより具体的に推奨。
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③職員等関係者に対する適切な教育訓練
・乗車・利用拒否の発生を防止し、円滑なコミュニケーションを確保するために、計画的な研修、
マニュアルの整備などによる職員教育を一層充実させるよう努めるべき。

・施設設置管理者による職員等への教育訓練に関し、ＰＤＣＡサイクルの中でマニュアル整備や
研修実施への高齢者・障害者等の意見反映や参画を推奨。

３．基本構想の指針
市町村は、次の事項に基づいて基本構想を定めることが必要です。

①重点整備地区におけるバリアフリー化の意義に関する事項
・バリアフリー化を速やかに、効果的に進めるためには、重点整備地区を定めることにより事業

を重点的かつ一体的に推進することが必要。
・基本構想の作成に際して、施設設置管理者、高齢者、障害者等関係者の積極的な協力が必要。
・市町村が重点整備地区について作成する基本構想の必要性を強調。市町村が重点整備地区について作成する基本構想の必要性を強調。
・可能な限り具体的かつ明確な目標を設定するとともに、都市計画、福祉に関する計画、条例な
どとの調和が必要。

・作成した基本構想について、地域の高齢者・障害者等が参加しつつ、関係事業の実施状況等を
把握しながら成果の評価を行い、内容の段階的かつ継続的発展を図る「スパイラルアップ」を
より強く推奨。

②重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項②
・おおむね400ha(2キロメートル四方)未満の地区で、生活関連施設（※1）のうち旅客施設や特別
特定建築物（※2）がおおむね３以上存在し、施設相互間の移動が通常徒歩であることが見込ま
れる地区。

・重点的かつ一体的なバリアフリー化を図るための事業を実施する必要がある地区。
【※1生活関連施設】 高齢者、障害者等が利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設、病院、

文化施設、商業施設など
【※2特別特定建築物】誰もが日常的に利用する官公庁施設、商業施設や主として高齢者、障

が 者などが する老 などがい者などが利用する老人ホームなど

③生活関連施設及び生活関連経路※並びにこれらにおけるバリアフリー化に関する事項
・長期的展望を明らかにする観点から、対象施設・経路を必要な範囲で幅広く記載すること。

【※生活関連経路】 生活関連施設相互間の経路

④生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設※について
バリアフリ 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バリアフリー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
・事業の着手予定時期、実施予定期間をできる限り明確に記載すること。

【※一般交通用施設】道路、駅前広場、通路その他の一般交通に関する施設

⑤その他重点整備地区におけるバリアフリー化のために必要な事項
・特定事業の順調な進展のため、実施状況の把握、連絡調整の適切な実施などが重要。
・協議会の活用などにより、事後評価を含め、利用者や住民の参加によるスパイラルアップが重
要要。

４．その他バリアフリー化の促進に関する事項
・国は、スパイラルアップと心のバリアフリーに関して責務があります。
・地方公共団体は、国の責務に加えて、地域特性に合わせて建築物のバリアフリー化基準の強化
に努めることが必要。

・国民は、バリアフリー化の促進に関する理解協力の責務があり、視覚障害者誘導用ブロック、
車いす使用者用駐車施設の駐車などに関して適切な利用の確保に協力することが重要。

・国民が、高齢者・障害者等の自立した生活の確保の重要性等について理解を深める「心のバリ
アフリー」において、外見上わかりづらい聴覚、精神、発達障害など障害に多様な特性がある
ことに留意する必要性を明示。
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各施設等の整備目標について

現状※２

（H22年3月末）

現行の目標
（H22年末）

新たな目標案
（H32年度末）

別 紙

77% 原則100%

　○3000人以上を原則100%
　　この場合、地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件
　　を踏まえ可能な限りの整備を行う
　○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態をふ
　　まえて可能な限りバリアフリー化

ホームドア・可動式ホーム柵
38路線
449駅

現行目標なし  

鉄軌道

鉄軌道駅※１

46% 約50% 　約70%

バスターミナル※１ 88% 原則100%
　○3000人以上を原則100%
　○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等を
　　ふまえて可能な限りバリアフリー化

乗合バス ノンステップバス 26% 約30%
　約70%

（ノンステップバスの目標については、対象から適用除外車両（リフト付

鉄軌道車両

バス
乗合 テッ 約 （ テッ 目標 、対象 適用除外車両（リ 付

　　きバス等）を除外）

リフト付きバス等 - 現行目標なし 　約25%

100% 原則100%

　○3000人以上を原則100%
　○離島との間の航路等に利用する公共旅客船ターミナルについて地域
　　の実情を踏まえて順次バリアフリー化
　○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等を
　　ふまえて可能な限りバリアフリー化船舶

旅客船ターミナル※１

18% 約50%
　○約50％
　○5000人以上のターミナルに就航する船舶は原則100％
　○その他、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化

航空旅客ターミナル※１ 91% 原則100%
　○3000人以上を原則100%
　○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等を
　　ふまえて可能な限りバリアフリー化

70% 約65% 約90%

旅客船

航空

航空機 70% 約65% 約90%

タクシー 11,165台 約18,000台 　約28,000台

道路 78% 原則100% 　原則100%

移動等円滑化園路 46% 約45% 　約60%

航空機

福祉タクシー

重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道
路

38% 約35% 　約60%

31% 約30% 　約45%

路外駐車場 特定路外駐車場 41% 約40% 　約70%

建築物 47% 約50% 　約60%

都市公園 駐車場

便所

不特定多数の者等が利用する建築物

信号機等 92% 原則100% 　原則100%

※１　現行の目標については１日平均利用客数5000人以上のものが対象

※２　旅客施設は段差解消済みの施設の比率。　また、現状欄の数値は一部速報値

主要な生活関連経路を構成する道路に設置されてい
る信号機等
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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２２年３月３１日現在）

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

旅客施設のバリアフリー化

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視覚障がいの解消（ＥＶ､ＥＳ等の設置）､②視覚障がい
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 79.6％ (全国77.2％)､
②視覚障がい者誘導用ブロックの整備
77.4％ (94.7％)、

③身体障がい者用トイレの設置等 68.8％③身体障がい者用トイレの設置等 68.8％
(75.1％)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 494両 19.8％（45.7％）､
②バリアリー対応バス 2,205両 26.2％

(45.8％)､
③福祉タシー 878両 (11,165両)､
④旅客船 24隻 9.5％（18.0％）、
⑤航空機 36機 94.7％（70.2％）と、

目標数値には、ほど遠い状態ですが、交通事
業者 施設管理者 自治体のバリアフリ 化業者、施設管理者、自治体のバリアフリー化
に向けた取り組みにより、鉄道駅をはじめ施
設等のバリアフリー化は目に見える進展をし
てきています。

既存施設、車両等については、一部に整備
困難なものが残されているなど課題など、交
通事業者等の新規・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 ソフト面リアフリーの推進には限界があり、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、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ります。リ の推進が課題となります。

－６－



旅客施設・車両等のバリアフリー化進捗状況（平成２２年３月３１日現在）

車両等のバリアフリー化

斜行エレベ タ斜行エレベーター

超低床式軌道車両（LRV） ノンステップバス 多目的トイレ
－７－



みんなにやさしいユニバーサルデザインの「福間駅自由通路」を紹介 【福岡県福津市】

福津市では、高齢者も若者も、障害のある人もない人も、女性も男性も全ての人が、ともに喜びを分
かちあい、支えあって生活できるまちを目指すべきであると考えています。

このことから 平成１３年に全国で 初に交通バリアフリ 法基本構想（旧福間町）を策定し そのこのことから、平成１３年に全国で 初に交通バリアフリー法基本構想（旧福間町）を策定し、その
施策の一つとして「ＪＲ福間駅駅舎、自由通路および東西駅前広場の整備」を行いました。エレベータ
ーがないこと、駅前広場の歩道と車道が完全に分けられていないことなど、旧福間駅が抱えていた多く
の課題を解決し、みんなにやさしいユニバーサルデザインの駅として生まれ変わった福間駅および駅周
辺施設をご紹介します。

新福間駅。地層をイメージしたデザインで、大切
に受け継がれてきたまちの歴史を表現しています○駅舎と自由通路

新駅舎は「橋上駅」の形とし 線路で分断されていた東新駅舎は「橋上駅」の形とし、線路で分断されていた東
西地域が自由通路でつながったことで、利便性が向上しま
した。また既設の西口と、今回新設された東口の両方にエ
レベーターとエスカレーターを設置しました。エレベータ
ーには入口の反対側に出口があり、車椅子のかたや自転車
を押して乗られるかたが、バックせずに出ることができま
す。駅構内でも全てのホームにエレベーターとエスカレー
ターを設置しています。タ を設置しています。

自由通路。自然光が差し込む通路内の両壁面に、四季
折々のまちの風景写真を展示しています

。

○多目的トイレの設置
両駅前広場と駅構内、全てのトイレに多目的トイレを設

置しました。内部の奥行きや幅、洗面器などの付属器具の
設置高さは、車椅子のかたの利用を考慮した仕様とし、乳
幼児はもちろん、重度障害者のおむつ替え用に、折りたた
み式のユニバーサルシートや、緊急時のための通報装置な
どを備えています。

○案内標識の充実
利用者が迷うことなく目的地へ到達できるよう、駅周辺

の分岐点となる全ての部分に案内標識を、東西出口には点
字付き周辺案内地図を設置しました。また、エレベーター
など各移動施設、トイレ入口での音声案内の内容や、視覚
障害者誘導 ブ など 事前 意

改札を出ると、正面に福津市行政・観光情報ステー
ションがあります。

障害者誘導用ブロックの設置などについては、事前に意見
交会を行い、視覚障害者など利用者の要望を取り入れたも
のとなっています。

西口駅前広場トイレ入口。
入って正面が多目的トイレです。
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第5回ユニバーサルデザイン全国大会が佐賀県嬉野市において開催

第５回ユニバーサルデザイン全国大会が佐賀県嬉野市にて開催されました。大会は佐賀嬉野
バリアフリ ツア センタ 主催で開催している「湯らっくすコンサ ト」にも出演して頂いバリアフリーツアーセンター主催で開催している「湯らっくすコンサート」にも出演して頂い
ている、山口修ご夫妻などによるウェルカムコンサートに始まり、古川知事の基調講演、タレ
ントの松居一代さんによる記念講演が行われました。古川知事のお話しの中に「配慮ではく前
提」という言葉がありました。ユニバーサルデザインとは特別に配慮する事ではなく、あたり
まえに対応する事ができる社会づくりだと改めて気付かされました。
その後、企業等の事例発表がり、トークセッションが行われました。トークセッションでは

外国の方もパネラーで参加され、温泉という日本文化を外国の方がどう理解されているのか、
大浴場に面識の無い方と一緒に裸で入浴する事への抵抗がある話しなど様々のお話しがありま大浴場に面識の無い方と 緒に裸で入浴する事への抵抗がある話しなど様々のお話しがありま
した。
公会堂（メイン会場）他4旅館以外でも「うれしのおもてなし通り」と題しまして嬉野温泉本

通りに於いて「温泉湯どうふ」「嬉野茶」等のふるまいや、嬉野小学校、中学校の生徒による
ＵＤスタンプラリー、ユニバーサルデザイン映画上映等他にもたくさんのイベントが行われま
した。中でも注目を集めたのは「試乗、装着体験コーナー」での車いすのまま乗れる新型の乗
り物（ＹＤＳ）への試乗でした。

２日目は嬉野温泉の4旅館に分かれて「まちづくり」「ものづくり」「こころづくり」「パー
キングパーミット」の分科会が開催されました。「パーキングパーミット制度」は佐賀県から
始まり現在では全国の17県2市でも利用されるようになりました。佐賀県から始めた制度という
事で早く九州全県で利用できるようになって欲しいと思います。
総合シンポジウムでは、それぞれの分科会でのまとめを話され、大会宣言では「佐賀からや

さしさを全国へ広めよう」という内容がありこれからも佐賀からユニバーサルデザインの普及
をはかり全国へ発信していこうと宣言されました。

ＵＤ大会終了後には「嬉野まち巡りコース」「有田焼き巡りコースの見学会があり佐賀嬉野
バリアフリーツアーセンターもコースに入っておりたくさんの方が見学にみえられました。
色々な質問も出て関心の深さを感じました。

今大会は当初１，０００名のお客様を予定しておりましたが、おかげさまで関係イベントを
含てめ４，０００名の方にお越し頂きました。これまでの大会で 高の動員だったそうです。
ユニバ サルデザインとは誰にでも暮らしやすい環境をつくっていくという事で 市民の方のユニバーサルデザインとは誰にでも暮らしやすい環境をつくっていくという事で、市民の方の
参加は非常に嬉しい事でした。大会が終わって終わりではなくこれからも引き続きユニバーサ
ルデザインを定着させていく事が必要だという事で毎年ユニバーサルデザインのシンポジウム
を嬉野市で開催して行く予定です。少しずつ、ひとりひとりが暮らしやすい社会へ進化してい
きます。

－９－



「職員向けのバリアフリー講習会」～九州運輸局・九州地方整備局の職員を対象～ の開催

九州運輸局では、２月４日(金)に九州運輸局会議室において、当局及び九州地方整備局の職員
を対象とした「バリアフリー講習会」を開催しました。

今回は、バリアフリーの視点から公共交通等に携わっている職員を対象に、この講習会を通じ
てバリアフリーに関する意識を高め、併せて、今後の行政の遂行に役立てて貰うことを目的に開
催したもので、福岡市保健福祉局の職員の方も含め計２９名の参加がありました。

講習会は、九州運輸局のバリアフリーリーダーとしてご助言、ご協力いただいている国際医療
福祉大学の齊場三十四教授を講師としてお招きし、「思いこみ・思い違いを持たぬ人感的化学分
析の確立を」と題し 高齢者・障害者を取り巻く状況について講話をいただきました析の確立を」と題し、高齢者・障害者を取り巻く状況について講話をいただきました。

講話の後は、「障害者の心」と題して、障がいをもっておられる方からの視点から、健常者と
の接し方や社会生活の中で感じている様々な問題点について問いかけているビデオを鑑賞しまし
た。

講話では、「現場無視のデーター主義は「思い巡らし」能力（想像／創造性）の低下をもたら
している。人感的科学分析に基づく、思い巡らし、予見分析性を高めることが必要である。当事して る。人感的科学分析に基 く、思 巡らし、予見分析性を高める とが必要である。当事
者ニーズ処理にあたっては、高い意識・強い共生活感をもって、胸襟を開いて障害者の話を聴き、
かみ砕く能力が求められる。」など、国内外の事例を交えての貴重なお話しをしていただきまし
た。

講話を受講した参加者から「歩行障害にもいろいろあり、よかれと思って行った施工が、ある
一部の障害にのみ有効であることだと理解できた。様々な障害に対応してこそバリアフリーなの
だということを学んだ。」と、またビデオ鑑賞では「自分を含め、健常者がバリアを作っている
ことを感じた。」「障がい者の方は『不便ではあるけれど不幸ではない』という言葉が身に浸み
た。」と感想をいただきました。

今回の講習会では、障がい者当事者でもあるバリアアフリーリーダーの体験を交えての話を聴
くことができ、日常の生活では感じることができない「気づき」を体験することが出来たのでは
ないかと思います。

九州運輸局では 今後も職務の遂行に役立てていただけるような講習会を開催していきます九州運輸局では、今後も職務の遂行に役立てていただけるような講習会を開催していきます。

－１０－
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手で触れて読む「触地図」を作成 （鹿児島県 鹿児島国際大学）

視覚障害者が手で触れて読む「触地図」を鹿児島国際
大学大学院生である南明志（ともゆき）さんが作成しま大学大学院生である南明志（ともゆき）さんが作成しま
した。

南さんは生まれつき視力が弱く高校の時に失明されお
り、大学院において障害者も暮らしやすい社会づくりの
研究成果として作成されたものです。
南さんに話をお伺いしたところ、視覚障害者が一番怖

いのは駅のホームだそうで、特に列車が到着した時は、
人込みに流されてパニックになり方向感覚を失うことが人込みに流されてパ ックになり方向感覚を失うことが
あり、気付いたら転落寸前の位置に立っており、冷や汗
をかいたこともあったそうです。

以下、南さんから寄せられた投稿をご紹介します。

全盲者の７割がホームから転落した経験があると言わ
れているように、ホームは見えない人にとっては欄干の
ない橋と同じなのです。今年１月には、東京の駅でホー
ムから全盲の男性が転落するという痛ましい事故もおき、
早急に視覚障害者が安心して歩けるように、ホームドア
の設置がなされていってほしいです。

交通バリアフリー法の施行とともに鉄道駅などで設置
されることの多くなった点字構内案内図ですが、この触
地図は、ＪＲ鹿児島中央駅構内や近くのバス乗り場の地
図を凹凸の記号及び点字で示したもので、屋外での点字
案内を探すのが難しく 目の不自由な方にと て 事前

触地図／目次

案内を探すのが難しく、目の不自由な方にとって、事前
に得られる貴重な情報となり、また、現状の把握、位置
を認知する上で大変有効になります。人は、情報の
約８５％を視覚から得ていますが、眼の不自由な人にと
ってはじめてのところや、なれない道などを歩く際は不
安な気持ちが付きまとい、建物の位置や、バス乗り場の
場所がある程度触覚で把握できると不安な気持ちも少し
は解消できると思います しかしながら 触地図がすべは解消できると思います。しかしながら、触地図がすべ
ての視覚障害者にとって有効なものとは言えず、誘導電
子音声システムの設置や、点字ブロックの敷設など視覚
障害者が自由に移動するためには、多くの課題も残され
ています。

九州新幹線全線開業によって、多くの人が利用する駅
だからこそ、すべての人が利用しやすい場所でなければ
ならないと私は思います。視覚障害者が自由に移動できならないと私は思います。視覚障害者が自由に移動でき
るためにも、今回作成した触地図が少しでも役立ってほ
しいです。

交通バリアフリー法の施行とともに鉄道駅などで設置
されることの多くなった点字構内案内図ですが、この触
地図は、ＪＲ鹿児島中央駅構内や近くのバス乗り場の地
図を凹凸の記号及び点字で示したもので、屋外での点字
案内を探すのが難しく、目の不自由な方にとって、事前

触地図／鹿児島中央駅前広場
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に得れる貴重な情報となり、また、現状の把握、位置を
認知する上で大変有効になります。



ＪＲ中間駅のバリアフリー化された施設が平成２３年２月１日より供用用開始したことを受けて、
３月１４日に施設管理者であるＪＲ九州、中間市、障害者団体の方々など総勢２９名の参加による
完成見学会が行われました。

JR中間駅バリアフリー化見学会」に参加

完成見学会 行われま 。
中間駅はバリアフリー法に基づく一日あたりの平均的な利用者数が５，０００人以上の旅客施設

ではありませんが、中間市と障害者団体等の皆さんの熱い要望と懸命な働きかけにより、バリアフ
リー化の改修工事が行われたものです。

今回の見学会は、改修された中間駅を当事者をはじめとする障害者団体の方々が実際に見て感じ
て触れて実体験してみたいという要望を受けて開催されたもので、参加者全員で一緒に歩き、体験
し、意見交換しました。

今回、新設・改修された施設は、駅出入り口のスロープ、多目的トイレ、点字ブロックと内方線
（転落防止点字ブロック）、音声案内、券売機への蹴り上げやエレベータであり、身体障がい者
(車いす)、視覚障がい者、聴覚障がい者の方々がそれぞれ実体験していました。

意見交換では、障がい者の方々から、「スロープ、エレベーターができたことで格段に移動がし
やすくなった。」「ホームがかさ上げされたことで、電車への乗り降りがしやすくなった。」「車
いすのままでも券売機が利用できた。」「多目的トイレには左右にトイレットペーパーが設置され
ているため利き腕にとらわれず利用できる」等の好評な意見があった一方、視覚障がい者より「内
方線に沿って歩行すると既設柱にぶつかる。」「聴覚障がい者には非常ボタンを押しても聞こえな
いから表示方式にしてほしい 」「音声案内でトイレの位置を流しても点字ブロ クが切れているいから表示方式にしてほしい。」「音声案内でトイレの位置を流しても点字ブロックが切れている
ためトイレの位置がわかりにくい」といった意見が寄せられました。

施設改修はバリアフリー法の基準に基づいて行うものの、既存施設については、建屋、通路幅等
各種制限があるため、改めて難しさを感じるとともに、改修する側と利用者側との相互の意見交換
が重要であると認識しました。

視覚障害者による点字ブロック体験中 体験後の意見交換の様子

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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