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Ⅴ バリアフリー化のための事業 
 

 

 交通バリアフリー法では、重点整備地区をバリアフリー化するために実施する事業を

「特定事業」と呼んでいます。この特定事業を、次のように定めます。 

 

１ 公共交通特定事業 

 交通バリアフリー法では、公共交通機関に関して、公共交通事業者が駅などの旅客施設

を新設・大改良する際（①段差の解消、②視覚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）や車両を新たに導入する際（①鉄道車両の車いすスペースの確保、②

鉄道車両の視覚案内情報装置の設置、③低床バスの導入）に適合を義務付ける移動円滑化

基準を定めています。また、既設の旅客施設や車両等についても移動円滑化基準への適合

について努力義務が課せられています。 

  

①ＪＲ東日本（岡谷駅） 

事業を実施する

経路（箇所） 
整備項目 実施を進める事業の概要 

駅構内 
乗換跨線橋等 

の整備 

■1 番線ホームから２、3 番線ホームへの連絡用に乗

換跨線橋等の整備及びエレベーターの設置を検討し

ます。 

 

 ②諏訪バス・ＪＲバス 

事業を実施する

経路（箇所） 
整備項目 実施を進める事業の概要 

バス乗り場 案内表示の改良 

■各バス乗り場の時刻表や路線案内図等の情報提供手

段を、設置位置・形態・方法の見直し等により、わ

かりやすくします。 

 

２ 道路特定事業 

 交通バリアフリー法では、道路に関して、市町村が策定する基本構想に即して、道路管

理者が歩道、道路用エレベーター等の設置、歩道の段差・傾斜・勾配の改善等の移動円滑

化のために必要な事業を実施する際に適合を義務付ける基準を定めています。 

 

（１） 道路特定事業の基本的考え方  

  道路特定事業における基本的考え方を以下に示します。 
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 ①歩道の段差、勾配、路面の凸凹等を改善し、平坦性を確保します。 

・特定経路の歩道の有効幅員は 2ｍ以上（車椅子のすれ違いに必要な幅）を確保し

ます（車両乗り入れのために歩道を切り下げる場合でも、有効幅員 2ｍ以上の確

保を原則とします）。 

・舗装は、原則として透水性舗装とします。 

・歩道の勾配は、原則として、縦断方向については 5％以下、横断方向については

1％以下とします（ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、縦断方

向で８％、横断方向で２％以下とします）。 

・歩道が横断歩道に接続する歩車道境界部の段差は、視覚障害者の安全を確保する

ため、2ｃｍを標準とします。 

②歩行者のための案内標識や視覚障害者誘導ブロックの設置や改修・改善を行います。 

   ・主要施設や方向などの案内標識・誘導サインの充実を図るとともに、車椅子利用

者や子供の目線にも配慮した位置を検討します。 

・新たに設置する誘導ブロックは JIS 規格品とします。 

・既設の誘導ブロックについて、黄色以外で弱視者に認識しにくいものは改修して

いきます。 

・誘導ブロック新設の際には、基本的に車道の反対側から６０ｃｍ程度離した場所 

 に設置します（ただし、歩道の状況によりその場所に設置できない場所を除く）。 

  ③歩道上の障害物を整理し、充分な通行空間を確保します。 

・駐車車両、はみ出し看板等の路上の障害物は、市民などと協力して整理していき

ます。また、冬季降雪時の歩道上への除雪により歩道幅員が狭められ、通行に支

障が出ないよう、除雪方法について市民に協力を呼びかけていきます。 

  ④歩道における休憩スペースの整備 

・移動の快適性向上のため、バス停や歩道幅員に余裕のある箇所には、必要に応じ  

 てベンチや上屋を備えた休憩スペースを整備します。 

  ⑤街灯の整備 

 ・夜間歩行時の安全性を確保するため、必要箇所に街灯を設置します。 

 

（２） 具体的な整備箇所 

  ①特定経路 

重点整備地区内の特定経路（1４路線）に関しては、市道岡谷 276 号線（経路番号 4）

を除くすべての路線が都市計画道路であり、歩道幅員は概ね 2ｍ以上の確保ができてい

ます。また、経路番号 11（田中線）、１２（中浦通線）、１３（湖岸線）は、現在施工

中の岡谷駅南土地区画整理事業により整備された路線で、（１）の条件を満たしています。   
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しかし、施工から年数を経ている路線は、歩道縁石や点字誘導ブロック等の破損・未

敷設箇所も多く、安心で快適な歩行空間が確保されていない部分も見られ、改修・改良

が必要です。11～13 を除く 11 路線の特定経路は（１）基本的考え方に沿って整備、

改修を進めていきます。 

 

☆特定経路に関する事業の内容【長野県】 

経路

番号 
路線名 

道路幅

員(ｍ)

歩道幅

員(ｍ)
実施を進める事業の概要 

1 
都市計画道路：下諏訪辰野線 

（県道下諏訪辰野線） 
15.0

3.0

～3.5

2 
都市計画道路：下諏訪辰野線 

（県道岡谷停車場線） 
22.0 3.5

3 
都市計画道路：丸山橋線 

（県道岡谷茅野線） 

13.0

～18.0

2.5

～4.0

■歩道の段差、勾配、路面の凸凹等を改善し、平

坦性を確保します。 

■歩行者のための案内標識や点字誘導ブロックの

設置や改善を行います。 

■歩道上の障害物を整理し、充分な歩行空間を確

保します。 

■歩道における休憩スペースの整備を進めます。

■歩道上の必要箇所に街灯を整備します。 

   

 

☆特定経路に関する事業の内容【岡谷市】 

経路

番号 
路線名 

道路幅

員(ｍ)

歩道幅

員(ｍ)
実施を進める事業の概要 

4 
市道岡谷 276 号線 

（岡谷駅前広場を含む） 

13.0

～16.0
5.0

5 
都市計画道路：駅前北線 

（市道岡谷 275 号線） 
6.0 6.0

■歩道の段差、勾配、路面の凸凹等を改善し、平

坦性を確保します。 

■歩行者のための案内標識や点字誘導ブロックの

設置や改善を行います。 

■歩道上の障害物を整理し、充分な歩行空間を確

保します。 

■歩道における休憩スペースの整備を進めます。

■歩道上の必要箇所に街灯を整備します。 

■駐車場への身体障害者用駐車スペースの設置

や、広場全体のバリアフリー化を進めます。 

6 
都市計画道路：中央町天竜町線 

（市道岡谷 749 号線） 
9.0 9.0

■エレベーターを利用しやすいように改善してい

きます（案内看板、操作ボタン等） 
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7 
都市計画道路：東中央通線 

（市道岡谷 274 号線） 
16.0 3.5

8 
都市計画道路：中央通線 

（市道 25 号線【中央通り線】） 
12.0 3.5

9 
都市計画道路：中央東西線 

（市道 25 号線【中央通り線】他） 
15.0 2.5

10 
都市計画道路：中央南環状線 

（市道 25 号線【中央通り線】他） 
12.0 2.5

14 
都市計画道路：中道町線 

（市道 9 号線【中道町線】） 
18.0 4.0

■歩道の段差、勾配、路面の凸凹等を改善し、平

坦性を確保します。 

■歩行者のための案内標識や点字誘導ブロックの

設置や改善を行います。 

■歩道上の障害物を整理し、充分な歩行空間を確

保します。 

■歩道における休憩スペースの整備を進めます。

■歩道上の必要箇所に街灯を整備します。 

 

②準特定経路 

 準特定経路は、重要な経路であるが、歩道幅員等の不足により、この構想の目標年次ま

でに特定経路として必要な道路構造の基準により整備するのが難しい路線です。 

 しかし、バリアフリー化整備の必要性が高いことから、特定経路の指定を受けていない

経路の中でも優先的に整備すべき経路と位置づけ、整備を推進していきます。   

 具体的な事業の内容は以下のとおりであり、先に示した特定経路の整備基準に近づける

ように努力していきます。 

  
☆準特定経路に関する事業の内容【岡谷市】 

経路

番号 
路線名 

道路幅

員(ｍ)

歩道幅

員(ｍ)
実施を進める事業の概要 

15 
都市計画道路：旭町線 

（市道 27 号線【旭町線】） 
11.0 2.0

■特定経路に関する整備の基本的考え方に出

来るだけ準じた整備を実施します。 

16 市道 25 号線【中央通り線】 6.5 1.8

■道路側溝と舗装（透水性）の整備を実施し、

快適な移動環境を作ります。 

■歩道部分をカラー舗装とし、認識性の向上を

図ります。 

 
３ 交通安全特定事業 

 交通バリアフリー法では、信号機等に関して、市町村が策定する基本構想に即して、都

道府県公安委員会が移動円滑化のために必要な信号機、道路標識等の交通安全特定事業を

実施する際に適合を義務付ける基準を定めています。 
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①長野県公安委員会 

事業を実施する

経路（箇所） 
整備項目 実施を進める事業の概要 

違法駐車行為の

防止 

■悪質・危険・迷惑性の高い違法駐車行為の取り締まりを強化する

と共に、違法駐車防止のための広報活動や啓発活動を実施します。

横断歩道の設置 ■歩行者の安全を確保するため、必要箇所に横断歩道を設置します。
重点整備地区 

全体 

既存信号機の 

改良 

■既存の信号機について、歩行者横断時間の調整、視覚障害者のた

めの音響装置の追加等、信号機の改良を行います。 

 
４ バリアフリー化のための事業の推進 

 

（１） ハード面のバリアフリー環境の整備 

 ここで定めた特定事業は、各事業者によって、2010 年（平成 22 年）までを目標に実

施を目指していきます。このため、各事業者は事業実施のためのより具体的な計画（特定

事業計画）を作成し、バリアフリー化のための事業を展開していきます。また、ここで特

定事業として位置づけられないものについても、特定事業の実施にあわせて、検討・実施

していくことが望まれます。 

 各事業者は、事業を計画・実施していく際には、先に述べた基本理念や整備方針を念頭

に置き、連続した広がりを持つバリアフリー地区の構築を目指すとともに、市や各事業者

相互の問題の認識と連携、さらには市民参加の整備を念頭におきつつ、効率的な整備を進

めなくてはなりません。 

 そのためには、市と事業者間での協議をはじめ、駅の利用者や事業が実施される箇所付

近に住む住民など、市民の意見の取入れを事業者が必要に応じて実施し、整備に関わる人々

の理解、協力を得るよう努めなければなりません。 

 

（２） ソフト面のバリアフリー環境の創出 

 岡谷駅周辺や重点整備地区内には、多くの人が集まり、利用する交通手段も目的も様々

であり、個人の身体の状況や交通手段によって感じるバリアも異なります。すべての人に

対するバリアフリー化を実現していくためは、施設や車両の整備などに加えて、バリアフ

リー環境への理解を深めるために、各関係機関における職員への教育訓練の実施等、ソフ

ト面のバリアフリー化を進めていく必要があります。 

 また、市民一人ひとりの協力や心遣い（車椅子の介助、お年寄りの案内など）が施設な

どの整備の効果をより一層高めます。さらに「違法駐車をしない」「除雪を歩道上にしない」

などの心遣いも、より良いバリアフリー環境を生み出す大切な要素となります。多くの人々

がバリアフリーに対する配慮の重要性について認識すればするほど、バリアフリー化のた
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めの整備がより一般的なものとなり、こうした力が、より大きな広がりをもったバリアフ

リー化やユニバーサルデザインを実現します。 

 ソフト面のバリアフリー環境を創出するため、誰もがバリアフリー環境への理解を深め

ることができるよう、この基本構想の公表をはじめ、様々な広報・啓発活動を実施してい

きます。 

 また、市はこの基本構想に定められたバリアフリー化のための事業の実施状況を把握し、

必要に応じて構想を見直していきます。 

 

 

 

            バリアフリー化のための事業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○岡谷市交通バリアフリー基本構想 

☆重点整備地区の課題の再認識 

☆事業者相互の問題認識、協議と連携・協力

☆市民の意見の聴取、理解・協力 

☆必要に応じた事業展開のチェック 

☆各種事業に応じた構想の見直し 

○各種事業者による特定事業計画の 

作成・実施 

☆公共交通事業者（鉄道・バス） 

☆道路管理者（県道・市道） 

☆公安委員会（信号・交通規制等） 


