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１．バリアフリー基本構想策定の背景 

社会的な背景 

我が国の高齢化率は、世界に類を見ない水準と言われ、令和 2 年版高齢社会白書（内閣府）による

と、令和元年 10 月 1 日現在における総人口 1 億 2,617 万人うち、65 歳以上の高齢者の人口は 3,589

万人、総人口に占める割合（高齢化率）は 28.4％となっています。 

また、令和 2 年版障害者白書（内閣府）による障害者数の概数は、身体障害者が 436 万人、知的障

害者が 109 万 4 千人、精神障害者が 419 万 3 千人となり、複数の障害を併せ持つ方もいるため、単純

な合計にはならないものの、国民のおよそ 7.6％が何らかの障害を有しているとされています。 

このような状況のなか、国の大枠の施策として平成 7 年に高齢社会対策基本法が、平成 26 年には

障害者の権利に関する条約が発効され、さらに、平成 28 年には障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律が施行され、人間らしく生活できる尊厳のある超高齢社会を実現させていくとともに、

障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる共生社会の実現に向けた様々な取組が進めら

れています。 

また、令和元年 6 月には、内閣官房長官、健康・医療戦略担当大臣及び厚生労働大臣のほか、13 大

臣を構成員として認知症施策推進大綱がとりまとめられました。ここでは、認知症になっても住み慣

れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」を目指し、「認知症バリアフリー」の取組を進めてい

くとともに、「共生」の基盤の下、通いの場の拡大など「予防」の取組を政府一丸となって進めていく

こととされています。これを受け、国土交通省においても、認知症の人への対応の取組事例を収集・

分析し、公共交通事業者等に向けた認知症の人への対応のための接遇ガイドラインの作成等の取組も

進められています。 

さらに、令和元年 12 月に初めて感染者が確認された新型コロナウイルス感染症が、その後、短い期

間で全世界に拡大し、翌令和 2年１月には、日本国内で初めての感染者が確認されました。それ以降、

感染者が増加し、令和 2 年 4 月には緊急事態宣言が発出されるなど、国民の生活に様々な影響を及ぼ

しています。 

このような国の取組や社会情勢の急激な変化を踏まえ、バリアフリー基本構想の改定にあたっても、

関係部門が横断的に連携し、より迅速に、きめ細やかで柔軟な対応が求められています。 
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バリアフリーに関する法整備 

高齢者や障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことのできる環境の整備が急務とさ

れ、平成 6 年には「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」

（以下、ハートビル法と称す。）が制定され、不特定多数の人々が利用する一定規模以上の建築物の建

築等において移動等円滑化基準への適合が義務づけられ、平成 12 年には「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に関する法律」（以下、交通バリアフリー法と称す。）が制定され、

鉄道やバスをはじめとする公共交通機関に加え、鉄道駅等の周辺の道路や駅前広場、通路等の連続し

た移動経路について、公共交通事業者や都道府県公安委員会、道路管理者である地方公共団体等の関

係事業者が各々の取組みの整合性を図り、交通用施設の総合的なバリアフリー化が推進されることに

なりました。 

また、平成 17 年には、「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

の考え方を踏まえ、今後、身体的状況、年齢、国籍などを問わず、可能な限り全ての人が、人格と個

性を尊重され、自由に社会に参画し、いきいきと安全で豊かに暮らせるよう、生活環境や連続した移

動環境をハード・ソフトの両面から継続して整備・改善していくという理念に基づき国土交通行政を

推進するため、「ユニバーサルデザイン政策大綱」が策定され、これを踏まえ、平成 18 年にはハート

ビル法と交通バリアフリー法を統合・発展させた「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律」（以下、バリアフリー法と称す。）が施行されました。 
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改正バリアフリー法について 

2020 年東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会の開催を契機として、平成 30 年にバ

リアフリー法の一部が改正され、同年 11 月 1 日に施行（一部の規定は、平成 31 年 4 月 1 日施行）さ

れました。改正法（以下、改正バリアフリー法と称す。）では、公共交通事業者等による直接的な取組

の推進のほか、全ての国民が分け隔てられることなく共生する社会の実現に資すること、高齢者、障

害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上での社会的障壁の除去に資することなどが新たに定

められています。 

改正バリアフリー法の概要 

① 基本理念 

バリアフリー法に基づく措置は、「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」に資することを旨と

して行われなければならないことを基本理念として明記 

② 公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進 

○ 貸切バス、遊覧船等について法の適用対象に追加 

  
○ 各施設設置管理者について情報提供の努力義務化 

○ 公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進 

・ハード対策に加え、接遇、研修のあり方を含むソフト対策とし

て事業者が取り組むべき内容を国土交通大臣が新たに作成 

・事業者による、ハード・ソフト計画（施設整備、旅客支援、情

報提供、教育訓練、推進体制）の作成、取組状況の報告、公表 

③ 地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進 

○ 市町村がバリアフリー方針を定めるマスタープラン制度を創設 

○ 基本構想・マスタープランの作成、定期的な評価・見直しを努力義務化 

○ 駅等の旅客施設にスペースの余裕がない場合に近接建築物への通路・バリアフリートイレ整備

を促進するため、協定(承継効)・容積率特例制度を創設 

④ 心のバリアフリーの推進、当事者による評価等 

「心のバリアフリー」の重要なポイントとして、国及び国民の責務に高齢者、障害者等に対す

る支援を明記 

○ 国が、高齢者、障害者等の関係者で構成する会議を設置し、定期的に、移動等円滑化の進展の

状況を把握し、評価する努力義務 

出典：国土交通省「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(改正後)の概要」から作成 
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出典：国土交通省「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(改正後)の概要」 

図 １.１改正バリアフリー法の概要  



1-5 

 

改正バリアフリー法とバリアフリー基本構想の改定との関連 

改正バリアフリー法のポイントとバリアフリー基本構想の改定にあたって関連する事項を整理し

ました。改正バリアフリー法は、段階的に施行されてきましたが、さいたま市とは、平成 30 年 11 月

1 日に施行された部分との関連が深くなっています。 

表 １.１改正バリアフリー法の主な改正内容 

１）平成 30 年（2018 年）11 月 1 日施行 

項目 内容 

基本理念及び国等の

責務 

理念規定を設け、目指すべき社会像として「共生社会の実現」「社会的障壁

の除去」を明確化 

国や国民の責務として、乗客・乗員による声かけなど、高齢者・障害者等に

対する支援を明記し、「心のバリアフリー」の推進を強調 

市町村による取組の

強化 

市町村が地域のバリアフリー方針を定める移動円滑化促進方針（マスター

プラン）を作成する制度を創設 

バリアフリー化に必

要となる情報の提供 

市町村は移動円滑化促進方針・基本構想にて、バリアフリー情報の収集・整

理・提供に関して定めることができる 

市町村の求めに応じた情報提供に関し、公共交通・道路事業者は義務化、公

園・駐車場管理者等・建築主は努力義務化 

移動円滑化促進方

針・基本構想の評価

等 

国は高齢者、障害者等の関係者で構成する会議を設置し、定期的に移動等円

滑化の進展の状況を把握し、評価することを努力義務化 

市町村は基本構想・マスタープランを作成した場合、概ね 5 年ごとに特定事

業その他の事業の実施状況について、調査、分析及び評価、必要に応じた見

直しを努力義務化 

２）平成 31 年（2019 年）4 月 1 日施行 

項目 内容 

公共交通事業等によ

る取組の強化 

ハード対策に加え、接遇・研修の在り方を含むソフト対策として事業者が取

り組むべき内容を国土交通大臣が新たに作成 

事業者には、目標達成のためのハード・ソフト計画の作成、毎年度の実施状

況の報告・公表を行う制度を創設 

認定協定建築物の容

積率の特例 

駅等の旅客施設にスペースの余裕がない場合に近接建築物への通路・バリ

アフリートイレ整備を促進するため、協定(承継効)・容積率特例制度を創設 

公共交通事業者の範

囲拡大 

従来の路線バスや定期観光船などに加え、貸切バス・遊覧船などの導入時に

おけるバリアフリー基準への適合を義務化 

３）令和元年（2019 年）9 月 1 日施行 

項目 内容 

ホテル又は旅館の車

椅子使用者用客室の

設置基準の見直し 

床面積 2,000 ㎡以上で客室が 50 以上のホテル・旅館を建築する際、車椅子

使用者用客室を 100 分の 1 以上設置することを義務付け（50～100 室のホテ

ルでは 1 室、101～200 室のホテルでは 2 室の車椅子使用者用客室を設置） 

（赤字下線：今回の基本構想の改定に関係する事項） 
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バリアフリー法の更なる改正 

平成 30 年 11 月以降、順次、改正バリアフリー法の各項目が施行されるなか、令和 2 年 5 月には、

ハード対策に加え、移動等円滑化に係る「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実などソフトの

対策の強化を目的としてバリアフリー法の一部が改正されました。 

改正法律案のなかには、平成 30 年 12 月のユニバーサル社会実現推進法の公布・施行や 2020 年東

京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとしての共生社会の実現に向けた、必要な制度

整備が行われました。さいたま市においても、これらを踏まえて基本構想の改定を行います。 

① 公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化 

○ 公共交通事業者等に対して、スロープ板の適切な操作や照度の確保等のソフト基準の遵守を義

務付け 

○ 公共交通機関の乗継円滑化のため、移動等円滑化の措置の協力に関する公共交通事業者等同士

の協議への応諾義務を創設 

○ 障害者等へのサービス提供について国が認定する観光施設（宿泊施設・飲食店等）の情報提供

を促進 

② 国民に向けた広報啓発の取組推進 

【優先席、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進】 

○ 国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務等として、「車両の優先席、車椅子用駐車施設、

障害者用トイレ等の適正な利用の推進」を追加 

○ 公共交通事業者等に作成が義務付けられたハード・ソフト取組計画の記載項目に「上記施設の

適正な利用の推進」等を追加 

【市町村等による「心のバリアフリー」の推進】 

○ 目的規定、国が定める基本方針、市町村が定める移動等円滑化促進方針（マスタープラン）の

記載事項や、基本構想に記載する事業メニューの一つとして、「心のバリアフリー」に関する事

項を追加 

○ 心のバリアフリーに関する「教育啓発特定事業」を含むハード・ソフト一体の基本構想につい

て、作成経費を補助 

○ バリアフリーの促進に関する地方公共団体への国の助言・指導等に関する規定を創設 

③ バリアフリー基準適合義務の対象拡大 

○ バリアフリー基準適合義務の対象施設に公立小中学校及びバス等の旅客の乗降のための道路施

設（旅客特定車両停留施設）を追加するための規定の整備 

出典：国土交通省 報道発表 令和 2年 2月 4日 

｢高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案｣を閣議決定から抜粋 
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出典：国土交通省「バリアフリー法の一部を改正する法律」の概要 

図 １.２バリアフリー法律の一部改正について  
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国が示すバリアフリー化の目標 

国では、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、バリアフリー法に基づき「移動等円滑

化の促進に関する基本方針」（以下、国の基本方針と称す。）を定めています。ここでは、ハード・ソ

フト両面で具体的な整備の目標量と目標期間が示されており、これまでの目標期間は、平成 23 年度

から令和 2 年度までの 10 年間とされていました。 

一方、この目標期間の満了直前における新型コロナウイルス感染症による影響への対応や、おおむ

ね 5 年間を区切りとする社会資本整備重点計画等の計画期間、バリアフリー法に基づく基本構想等の

評価期間等を踏まえ、時代の変化により早く対応するため、これまで 10 年間とされてきた目標期間

を短縮して、おおむね 5 年間を新たな目標期間として定めました。 

また、目標の見直しの視点として、「各施設等について地方部を含めたバリアフリー化の一層の推

進」、「聴覚障害及び知的・精神・発達障害に係るバリアフリーの進捗状況の見える化」、「マスタープ

ラン・基本構想の作成による面的なバリアフリーのまちづくりの一層の推進」、「移動等円滑化に関す

る国民の理解と協力、いわゆる「心のバリアフリー」の推進」を掲げ、国全体における各施設等のバ

リアフリー化の目標を以下のように定めています。 

① 旅客施設 

○ 鉄軌道駅、バスターミナル等の旅客施設におけるバリアフリー化の指標として、これまでの段

差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの整備、障害者対応型便所の設置等に加え、案内設備（文

字等及び音声による運行情報提供設備、案内図記号による標識等）の設置を追加 

○ 鉄軌道駅・バスターミナルについては、一日あたりの平均利用者数が 3,000 人以上の施設と

2,000 人以上、3,000 人未満で基本構想の生活関連施設に位置付けられた施設を原則として全て

バリアフリー化 

○ 鉄軌道駅のホームドア・可動式ホーム柵については、駅やホームの構造・利用実態、駅周辺エ

リアの状況などを勘案し、優先度が高いホームでの整備を加速化 

② 車両等 

○ 鉄軌道車両については、総車両数の約 70％を新たな基準によりバリアフリー化 

○ 乗合バス車両については、適用除外認定車両を除いた車両の約 80％をノンステップ化、適用除

外認定車両については、約 25％をリフト付きバス又はスロープ付きバスとする等、高齢者、障

害者等の利用の実態を踏まえて、可能な限りバリアフリー化 

③ 道路 

○ 重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路の約 70％をバリアフリー化 

④ 都市公園 

○ 規模の大きい概ね 2ha 以上の都市公園について、園路及び広場の約 70％をバリアフリー化、駐

車場の約 60％をバリアフリー化、便所の約 70％をバリアフリー化 

⑤ 路外駐車場 

○ 特定路外駐車場の約 75％をバリアフリー化 

⑥ 建築物 

○ 床面積の合計が 2,000m2 以上の特別特定建築物の総ストックの約 67％をバリアフリー化 

○ 床面積の合計が 2,000m2 未満の特別特定建築物等についても、地方公共団体における条例整備

の働きかけ、ガイドラインの作成及び周知により、バリアフリー化を促進 
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○ 公立小学校等については、文部科学省において目標を定め、障害者対応型便所やスロープ、エ

レベーターの設置等のバリアフリー化を実施 

⑦ 信号機等 

○ 重点整備地区内の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を原則として

全てバリアフリー化 

○ 重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路又は交通の状況に応じ必要

な部分に設置されている、信号機は原則として全て音響機能付加信号機とし、道路標示は原則

として全てエスコートゾーンを設置 

⑧ 心のバリアフリー 

○ 移動等円滑化に関する国民の理解と協力を得ることが当たり前の社会となるよう環境を整備 

○ 「心のバリアフリー」の用語の認知度を約 50％とする 

○ 高齢者、障害者等の立場を理解して行動ができている人の割合を原則 100％とする 
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表 １.２各施設等の整備目標について 

 
2019 年度末 

（速報値） 
2025 年度末までの目標 

鉄
軌
道 

鉄軌道駅(※1) 段差の解消 92％ 〇バリアフリー指標として、案内設備（文字等及び

音声による運行情報提供設備、案内用図記号によ

る標識等）の設置を追加 

○3,000 人以上/日の施設及び基本構想の生活関連

施設に位置付けられた 2,000 人以上/日の施設を

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 

※高齢者、障害者等に迂回による過度の負担が生じ

ないよう、大規模な鉄軌道駅については、当該駅

及び周辺施設の状況や当該駅の利用状況等を踏

まえ、可能な限りバリアフリールートの複数化を

進める 

※駅施設・車両の構造等に応じて、十分に列車の走

行の安全確保が図れることを確認しつつ、可能な

限りプラットホームと車両乗降の段差・隙間の縮

小を進める 

視覚障害者 

誘導用ブロック 

95％ 

案内設備 

(※2) 

74％ 

障害者用トイレ 

(※3) 

89％ 

ホームドア・ 

可動式ホーム柵 

858 駅 〇駅やホームの構造・利用実態、駅周辺エリアの状

況などを勘案し、優先度が高いホームでの整備を

加速化することを目指し、全体で 3,000 番線 

〇うち、10 万人/日以上の駅は 800 番線 

鉄軌道車両(※4) 75％ 〇約 70％ 

※令和２年４月に施行された新たなバリアフリー

基準（鉄軌道車両に設ける車椅子スペースを１列

車につき２箇所以上とすること等を義務付け）へ

の適合状況（50％程度と想定）を踏まえて設定 

※新幹線車両について、車椅子用フリースペースの

整備を可能な限り速やかに進める 

バ
ス 

バスターミナル 

(※1) 

段差の解消 95％ ○バリアフリー指標として、案内設備（文字等及び

音声による運行情報提供設備、案内用図記号によ

る標識等）の設置を追加 

○3,000 人以上/日の施設及び基本構想の生活関連

施設に位置付けられた 2,000 人以上/日の施設を

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 

視覚障害者 

誘導用ブロック 

98％ 

案内設備(※2) 76％ 

障害者用トイレ 

(※3) 

84％ 

乗合バス車両 

(※4) 

ノンステップバス 61％ 約 80％ 

リフト付きバス等 

（適用除外車両） 

5％ ○約 25％をリフト付きバス又はスロープ付きバス

とする等、高齢者、障害者等の利用の実態を踏ま

えて、可能な限りバリアフリー化 

○１日当たりの平均的な利用者数が2,000人以上の

航空旅客ターミナルのうち鉄軌道アクセスがな

い施設（指定空港）へのバス路線を運行する乗合

バス車両における適用除外の認定基準を見直す

とともに、指定空港へアクセスするバス路線の運

行系統の総数の約 50％について、バリアフリー化

した車両を含む運行とする 

貸切バス車両(※4) 1,081 台 約 2,100 台のノンステップバス、リフト付きバス又

はスロープ付きバスを導入する等、高齢者、障害者

等の利用の実態を踏まえて、可能な限りバリアフリ

ー化 
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2019 年度末 

（速報値） 
2025 年度末までの目標 

タ
ク
シ
ー 

福祉タクシー車両(※4) 37,064 台 ○約 90,000 台 

○各都道府県における総車両数の約 25％について、

ユニバーサルデザインタクシーとする 

道
路 

重点整備地区内の主要な 

生活関連経路を構成する道路 

63％ 

(※5,※6) 

約 70％ 

都
市
公
園 

園路及び広場 57％ 

（※6) 

〇規模の大きい概ね 2ha 以上の都市公園を約 70％ 

○その他、地域の実情にかんがみ、利用実態等をふ

まえて可能な限りバリアフリー化 

駐車場 48％ 

（※6) 

〇規模の大きい概ね 2ha 以上の都市公園を約 60％

○その他、地域の実情にかんがみ、利用実態等を

ふまえて可能な限りバリアフリー化 

便所 36％ 

（※6) 

○規模の大きい概ね 2ha 以上の都市公園を約 70％ 

○その他、地域の実情にかんがみ、利用実態等をふ

まえて可能な限りバリアフリー化 

路
外
駐
車
場 

特定路外駐車場 65％ 

（※6) 

約 75％ 

建
築
物 

2,000 ㎡以上の特別特定建築物 

（※7)のストック 

61％ 〇床面積の合計が2,000m2以上の特別特定建築物を

約 67％ 

〇床面積の合計が2,000m2未満の特別特定建築物等

についても、地方公共団体における条例整備の働

きかけ、ガイドラインの作成及び周知により、バ

リアフリー化を促進※公立小学校等については、

文部科学省において目標を定め、障害者対応型便

所やスロープ、エレベーターの設置等のバリアフ

リー化を実施する 

信
号
機
等 

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 

99％ 主要な生活関連経路を構成する道路に設置されて

いる信号機等は原則 100％ 

 音響機能付加 

信号機 

― 主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路又

は交通の状況に応じ必要な部分に設置されている

信号機については原則 100％ 

 エスコート 

ゾーン 

― 主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路又

は交通の状況に応じ必要な部分に設置されている

道路標示については原則 100％ 

「心のバリアフリー」 ― 〇移動等円滑化に関する国民の理解と協力を得る

ことが当たり前の社会となるような環境を整備

する 

〇「心のバリアフリー」の用語の認知度を約 50％（現

状：約 24％(※8)） 

○高齢者、障害者等の立場を理解して行動ができて

いる人の割合を原則 100%（現状：約 80％（※9）） 

※1 1 日当たりの平均的な利用者数が 3,000 人以上のものが対象。※2 文字等により表示するための設備及び音声に

より提供するための設備、標識、案内板等。※3 便所を設置している旅客施設が対象。※4 車両等におけるバリアフリ

ー化の内容として、段差の解消、運行情報提供設備（車両等の運行（運航を含む。）に関する情報を文字等により表示

するための設備及び音声により提供するための設備。福祉タクシーにあっては、音等による情報提供設備及び文字に

よる意思疎通を図るための設備）の設置等が含まれる旨を明記。※5 重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成す

る道路約 4,450km が対象。※6 2019 年度末の数値は集計中であるため 2018 年度末の数値。※7 公立小学校等（小学

校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校（前期課程に係るものに限る。）で公立のもの）は除く。※8 2020 年６月

に国土交通省が実施した「心のバリアフリーに関するアンケート調査」による。※9 2020 年 6月に国土交通省が実施

した「心のバリアフリーに関するアンケート調査」による。※10 高齢者、障害者等については、乳幼児連れも含む。 

資料：国土交通省「移動等円滑化の促進に関する基本方針」等から作成 
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バリアフリー環境を取り巻くさいたま市の現状 

人口等 

１）人口・世帯数 

さいたま市全体では、人口、世帯数ともに増加を示し、人口は平成 31 年に 130 万人を超えました。

平成 26 年 3 月に策定されたバリアフリー基本構想（以下、旧バリアフリー基本構想と称す。）の策定

時点と令和 2 年を比較すると人口は約 5％の増加、世帯数は約 10％の増加となっています。 

 
資料：住民基本台帳登録人口（各年 1 月 1 日現在） 

住民基本台帳法改正（平成 24年７月９日施行）以前は、住民基本台帳登録人口に外国人登録人口を加算 

図 １.３さいたま市における人口・世帯数の推移 
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２）高齢化率 

さいたま市の高齢化率（総人口に占める 65 歳以上の人口の割合）は、国の高齢化率を下回るものの

常に増加を示し、平成 25 年には 20％を超え、令和 2 年には約 23％となっています。 

平成 23 年以降、高齢者人口が増加する一方で、65 歳未満の人口には大きな変化がありません。 

 

 

 
資料：住民基本台帳登録人口（各年 1 月 1 日現在） 

住民基本台帳法改正（平成 24年７月９日施行）以前は、住民基本台帳登録人口に外国人登録人口を加算 

図 １.４さいたま市における年齢（3 区分）別人口と高齢化率の推移 
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３）人口異動 

平成 21 年以降の出生・死亡による自然動態は、出生数が減少傾向を示す一方で、死亡数は増加を続

け、平成 29 年から 30 年にかけて初めて死亡数が出生数を上回り、自然動態による人口の増減がマイ

ナスに転じました。 

転入・転出による社会動態は、常に転入が転出を上回り、平成 26 年以降の転入数の増加に伴い、増

減数も増加を示しています。 

 

 
資料：住民基本台帳登録人口 

住民基本台帳法改正（平成 24年７月９日施行）以前は、住民基本台帳登録人口に外国人登録人口を加算 

*その他増減：職権記載・消除等 

図 １.５さいたま市における人口異動（出生・死亡・転入・転出）の推移 
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障害者数 

１）身体障害者数 

平成 21 年度以降の身体障害者手帳所持者数の推移をみると、当初は増加を示していましたが近年

は横ばい傾向を示しています。 

内部障害や聴覚（平衡機能）障害が増加を示す一方で、肢体障害は平成 26 年度以降に減少に転じて

います。また、視覚障害や音声言語（そしゃく）障害は、平成 26 年度以降、横ばい傾向を示していま

す。 

 
 

 
資料：さいたま市統計書（各年版）各年度末現在 

※1：平成 26年度以降は、平衡機能障害を含む 

※2：平成 26年度以降は、そしゃく機能障害を含む 

図 １.６さいたま市における障害者手帳所持者数の推移  
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２）知的障害者数 

平成 21 年度以降の療育手帳所持者数の推移をみると、平成 30 年度までの 10 年間で常に増加を示

しています。特に、手帳区分Ｃ軽度の知的障害者数は、手帳所持者数も多く、伸び率も高くなってい

ます。 

 
 

 
資料：さいたま市統計書（各年版）各年度末現在 

図 １.７さいたま市における療育手帳所持者数の推移 
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３）精神障害者数 

平成 21 年度以降の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移をみると、全体の総数では増加を示し

ていて、特に最も障害の状態が軽い 3 級の精神障害者の伸び率が高くなっています。一方、最も障害

の状態の重い 1 級の精神障害者は、平成 24 年度以降、横ばい傾向を示しています。 

 
 

 
資料：さいたま市統計書（各年版）各年度末現在 

図 １.８さいたま市における精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 
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児童福祉施設利用状況 

平成 22 年以降の児童福祉施設の利用状況の推移をみると、保育園及び放課後児童クラブの利用は

各年で増加を示していて、施設数も増加しています。 

一方、児童センターの利用者数は、横ばい傾向を示していましたが、平成 28 年から平成 29 年にか

けて増加しました。 

 
資料：さいたま市統計書（各年版）各年４月１日現在 

図 １.９さいたま市における保育園の利用状況の推移 
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資料：さいたま市統計書（各年版）各年４月１日現在 

図 １.１０さいたま市における児童センターの利用状況の推移 

 
資料：さいたま市統計書（各年版）各年４月１日現在 

図 １.１１さいたま市における放課後児童クラブの利用状況の推移 
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さいたま市におけるバリアフリーに関する取組 

バリアフリー基本構想の策定経緯 

さいたま市では、平成 16 年度に交通バリアフリー法に基づく「交通バリアフリー基本構想」を策定

し、さらに平成 25 年度には、平成 18 年に施行されたバリアフリー法及び 23 年に改正された国より

示された基本方針を踏まえ、旧バリアフリー基本構想を策定しました。 

今回は、旧バリアフリー基本構想のバリアフリー整備の目標年度を令和 2 年度としていたため、平

成 30 年から令和 3 年にかけてバリアフリー法が改正たことを踏まえ、国の基本方針における次期目

標年度（令和 7 年度）に合わせてバリアフリー基本構想を改定しました。 

 
図 １.１２バリアフリー基本構想の策定経緯  
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バリアフリー化整備の実施状況 

平成 25 年度に策定した旧バリアフリー基本構想では、603 件の特定事業が位置づけられましたが、

施設の移転、廃止や事業計画の見直し等により、進捗管理の対象となっている事業は 538 件で、さら

に令和 2 年度までを実施時期とする事業は 419 件となっています。このうち、平成 30 年度までに完

了、継続または、着手した事業数は 277 件で、全体のなかで占める割合は 66％となっています。 

一方、残りの 142 件、全体の 34％は未着手となっており、用地買収や大規模な改修が必要な事業な

どは、当初の予定と比較して進捗がやや滞っている状況で、整備に多くの課題を含む事業については、

今後もこの傾向が続くと考えられます。 

 
完了：整備等により事業が完了しているもの 

継続：職員の定期的な研修など事業が継続するもの 

着手：事業は開始したが完了していないもの 

資料：平成 31年度特定事業進捗管理データより集計 

図 １.１３バリアフリー化の整備状況 

 

 
歩道拡幅・改修 

（大宮地区事例） 

 
地下通路整備 

（浦和地区事例） 

 
東西自由通路整備 

（岩槻地区事例） 

 
ノンステップバスの導入 

（さいたま市全体で取組） 

 
券売機の改修 

（北浦和駅事例） 

 
エレベーターの設置 

（武蔵浦和駅事例） 

図 １.１４バリアフリー化整備の主な実績  
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２．バリアフリー基本構想の改定にあたって 

バリアフリー基本構想の位置づけ 

バリアフリー基本構想は地域における重点的・一体的なバリアフリー化を推進するために作成する

もので、国の基本方針では、作成にあたって市町村マスタープラン等と調和を保つことや、関連する

計画等と整合を図ることが必要とされています。 

このため、バリアフリー基本構想の改定においては、バリアフリー法や国の基本方針などのほか、

総合振興計画後期基本計画（平成 26 年 4 月作成）や、さいたま市都市計画マスタープラン（平成 26

年 4 月改定）をはじめとする上位・関連計画と整合を図りながら作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.１５バリアフリー基本構想の位置づけ 

 

 

  

さいたま市 
バリアフリー基本構想 

（改定版） 

さいたま市総合振興計画 

都市計画マスタープラン 

【関連計画・条例】 

【上位計画】 

【法律・方針】 

●バリアフリー法 
●移動等円滑化の促進に

関する基本方針 
●障害者基本法 
●障害者差別解消法 
●交通政策基本法 

など 

■高齢者・障害者支援 
■福祉のまちづくり 
■ユニバーサルデザイン 
■子育て支援 
■施設の整備 
■交通 
■防災 

など 
特定事業計画 

個別事業におけるバリアフリー化 
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バリアフリー基本構想の構成 

バリアフリー基本構想は、「全体構想」と「重点整備地区の基本構想」、「推進地区の基本構想」の 3

部構成となっています。 

「全体構想」では、バリアフリー化に向けたさいたま市における基本的な方針や具体的な取組の方

向性等について示しています。 

「重点整備地区の基本構想」では、重点的かつ一体的にバリアフリー化を図るべき区域である重点

整備地区を設定し、バリアフリー化の整備を行う施設や経路、事業内容のほか、事業の実施時期を示

しています。 

また、「推進地区の基本構想」では、重点整備地区以外の地区を対象にバリアフリー化の実現に向け

た事業実施に目安となる、推進地区の区域や箇所、区間及びバリアフリー化整備の基本的な考え方を

示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.１６バリアフリー基本構想の構成 

  

 

 

 

 １．重点整備地区の基本構想の考え方 

２．各重点整備地区における取組内容 

重点整備地区の 

基本構想 

１．バリアフリーの基本方針 

２．バリアフリー化の取組方針 

３．バリアフリー化の考え方 

４．バリアフリー化の推進に向けて 

推進地区は、必要に応じて重点整備地区への移行を検討

します。 

推進地区の 

基本構想 

全体構想 

１．推進地区の基本構想 

２．各推進地区における取組内容 
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バリアフリー基本構想改定にあたっての考え方 

改正バリアフリー法では、基本理念として「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」に資することを

旨として行われなければならないことが明記されました。さいたま市においても、これを踏まえ、全

ての市民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合い、理解し合いながら共に生きて

いく共生社会の実現に向け、障害及び障害者に対する市民の理解の促進とユニバーサルデザインの考

え方の普及に関わる広報啓発活動に取り組むことを念頭に、バリアフリー基本構想を改定することと

しました。 

（基本理念） 

第一条の二 この法律に基づく措置は、高齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活を営む

上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資する

こと及び全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく共生す

る社会の実現に資することを旨として、行われなければならない。 

（国の責務） 

第四条第二項 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解

を深めるとともに、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支

援その他の移動等円滑化の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

 

共生社会とは、障害の有無や性別、年齢にかかわらず、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切に

し、支え合い、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる社会のことを示します。また、様々

な状況や状態の人々がすべて分け隔てなく包摂され、障害のある人もない人も、支え手側と受け手側

に分かれることなく共に支え合い、多様な個人の能力が発揮される活力ある社会と言えます。 

共生社会の実現のためには、障壁（バリア）の除去が必要であり、障害者白書等では「障害者を取

り巻く四つの障壁」として、以下を挙げています。 

１．交通機関、建築物等における「物理的な障壁」 

２．資格制限等における「制度的な障壁」 

３．点字や手話サービスの欠如における「文化・情報面の障壁」 

４．心ない言葉や視線や無知と無関心による偏見等の「意識上の障壁」 

 

また、社会的障壁とは、障害者基本法で、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で

障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」と定義されていま

す。 
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「障害」とは、個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであ

り、さいたま市においても、従来の「障害の個人モデル」と、社会的障壁を取り除くのは社会の責務

であるという「障害の社会モデル」とを合わせた個人及び社会双方の努力が必要であると考えます。 

表 １.３障害の「社会モデル」と「個人モデル」について 

個人モデル 「医学モデル」とも呼ばれ、障害者が困難に直面するのは「その人に障害があるか

ら」であり、克服するのは当事者や家族の責任だとする考え方です。障害者が直面

するさまざまな困難を、まずその人個人が努力して、それでも不十分な場合につい

て、社会が手を差し伸べるべきというもので、これまでこのような考え方に基づい

て行動してきた一面もありました。 

社会モデル 学校や職場、街のつくり、建物、慣習や制度、文化、情報など、多岐にわたり障害

がある人への配慮が十分でないものであり、このような社会のあり方が障害者に不

利を強いていると言えます。世の中には多様な障害をもつ人がいるのに、社会シス

テム全体がそのことを考慮せずに形成され営まれていることが「障害（障壁）」と

なっているため、それを取り除くのは社会の責務だという考え方です。 

 

また、平成 28 年 4 月に施行された障害者差別解消法では、障害のある人に「合理的配慮」を行うこ

となどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。合理的配慮とは、障害のある人が障

害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・

困難さを取り除くための、個別の調整や変更のことで、国の行政機関・地方公共団体等の場合は、合

理的配慮を行う法的義務があるとされています。 

障害者差別解消法の抜粋 

（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止） 

第七条 （略） 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要と

している旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害

者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、

社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 

 

 
 

 

図 １.１７社会モデルの考え方に基づいて障壁を取り除くバリアフリーのイメージ 

障害のある人の困難は個人の責任のみによって克服するものではなく、社会的な障壁を取り

除く責務は社会全体にあります。 

改定バリアフリー基本構想の実践にあたっては、この「障害の社会モデル」の考え方を全て

の人々が理解し、意識と行動を変えていくことで、心のバリアフリーが実践され、誰もが暮ら

しやすい社会が実現するための取り組みをより一層推進します。 
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平成 25 年 12 月に施行された交通政策基本法では、交通政策に関する基本理念やその実現に向けた

施策、国や自治体等の果たすべき役割などを定めており、基本理念を実現するために実施することが

必要な交通に関する基本的な施策のひとつとして、「少子高齢化の進展を踏まえたバリアフリー化を

はじめとする交通の利便性向上」が定められています。 

これを実現するため、交通に関する施策の推進は、国、地方公共団体、交通関連事業者、交通施設

管理者、住民その他の関係者は相互に連携・協働して行わなければならず、国は、日常生活等に必要

不可欠な交通手段の確保等及び高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動のための施策を講ずるものと

されています。 

交通政策基本法の抜粋 

（連携等による施策の推進） 

第六条 交通に関する施策の推進は、まちづくり、観光立国の実現その他の観点を踏まえ、当該施

策相互間の連携及びこれと関連する施策との連携を図りながら、国、地方公共団体、運輸事業そ

の他交通に関する事業を行う者、交通施設の管理を行う者、住民その他の関係者が連携し、及び

協働しつつ、行われなければならない。 

（日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保等） 

第十六条 国は、国民が日常生活及び社会生活を営むに当たって必要不可欠な通勤、通学、通院そ

の他の人又は物の移動を円滑に行うことができるようにするため、離島に係る交通事情その他地

域における自然的経済的社会的諸条件に配慮しつつ、交通手段の確保その他必要な施策を講ずる

ものとする。 

（高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動のための施策） 

第十七条 国は、高齢者、障害者、妊産婦その他の者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制

限を受けるもの及び乳幼児を同伴する者が日常生活及び社会生活を営むに当たり円滑に移動す

ることができるようにするため、自動車、鉄道車両、船舶及び航空機、旅客施設、道路並びに駐

車場に係る構造及び設備の改善の推進その他必要な施策を講ずるものとする。 



 

 

全体構想 
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１．バリアフリーの基本方針 

基本理念と目標 

さいたま市では、平成 16 年の交通バリアフリー基本構想の策定時に掲げた、基本理念や目標に従

って一定の整備が進められていることから、これまでの方向性を承継し、以下の基本理念と目標を定

めました。 

なお、バリアフリーの目標については、改正バリアフリー法に基本理念として明記された、「共生社

会の実現」「社会的障壁の除去」の実現に向けて、これまでの目標に加え、新たな目標を設定しました。 

また、目標年度については、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」（以下、「国の基本方針」と称

す。）で目標年次とされている、令和 7 年度としました。 

 
 

 
 

 
  

基本理念 

「みんなが創って育てる共生のまち・さいたま市」 

目標年度：令和７年度 

目標：「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」の実現に向け「障害

の社会モデル」の考え方に立ち３つの目標を設定しました。 
 

 

 

鉄道駅や駅前広場、周辺道路、路外駐車場・都市公園・建築物等でのバリアフリー化の推進にあ

たっては、施設間の連続性に配慮した施設整備を一体的・重点的に行います。 

バリアフリー化施設の機能を継続させるための維持管理を行います。 

 

 

みんなのバリアフリー意識づくり、事業者、市民等による心のバリアフリー化の取組により、互

いを思いやり、理解しあう気持ちを育み、コミュニケーションを図るとともに、これらのことを次

の世代に伝えていきます。 

 

 

目標１により整備されたバリアフリー施設の情報や目標２の各取組内容などについて、積極的に

情報発信します。 

目標１：計画的なバリアフリー化施設の整備を進めます。 

目標２：バリアフリーをみんなで理解し支えあう体制をつくります。 

目標３：バリアフリー化施設や取組をみんなに伝えます。 
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バリアフリー化の整備イメージ 
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出典：国土交通省「バリアフリー基本構想制度の概要」 
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バリアフリー法では、「高齢者、障害者等」の定義を、高齢者又は障害者、その他日常生活又は社会

生活に身体の機能上の制限を受ける者としています。また、「さいたま市だれもが住みよい福祉のま

ちづくり条例」（以下、福祉のまちづくり条例と称す。）では、高齢者、障害者のほか、児童、乳幼児、

妊産婦も具体的に記載されています。 

バリアフリー法の抜粋 

（定義） 

第七条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける

ものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。 

福祉のまちづくり条例の抜粋 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）高齢者、障害者等 高齢者、障害者、児童、乳幼児、妊産婦等で日常生活又は社会生活にお

いて行動の制限を受けるものをいう。 

バリアフリー基本構想の改定にあたっては、加齢により知覚機能や運動機能が低下した高齢者や肢

体不自由者、視覚障害者、聴覚障害者などの身体障害者のほか、知的障害者、精神障害者、発達障害

者、妊産婦（ベビーカーを含む）等も対象とします。 

以下より障害等による主な特徴を示します。 

肢体不自由者 

【主な特徴】 

  移動に制約がある方もいます 

  文字の記入が困難な方もいます 

  体温調整が困難な方もいます 

  話すことが困難な方もいます 

 

視覚障害者 

【主な特徴】 

  一人で移動することが困難な方もいます 

（家族の誘導や移動支援・同行援護などの人に誘導してもらう方もいます） 

  音声を中心に情報を得ています 

（手足の感覚だけでなく、体全体の触覚や反響音等を頼りに行動する方もいます） 

  文字の読み書きが困難な方もいます 

  点字や拡大文字等を用いるほか、パソコンの拡大機能、レンズや拡大機器

等を用いて情報を得ています 

  様々な色彩を用いた印刷物や構造物の見分けが困難な方もいます移動に制

約がある方もいます 
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聴覚・言語障害者 

【主な特徴】 

  外観からは分かりにくい方もいます 

  視覚を中心に情報を得ています 

  声を出して話せても聞こえているとは限りません 

  補聴器等を付けていても会話が通じるとは限りません 

 

知的障害者 

【主な特徴】 

  複雑な話や抽象的な概念は理解しにくい場合があります 

  人に尋ねたり、自分の意見を述べたりすることが苦手な方もいます 

  漢字の読み書きや計算が苦手な方もいます 

  ひとつの行動に執着したり同じ質問を繰り返したりする方もいます 

  話や返事をしていても、内容を理解出ていない場合もあります 

  金銭管理や買い物、会話、家事、仕事などの社会生活への適応に、それぞ

れの状態に応じた支援が必要です 

 

精神障害者 

【主な特徴】 

  ストレスに弱く、疲れやすかったり、対人関係やコミュニケーションが苦手な方がいます 

  外見からは分かりにくく、障害について理解されずに孤立している方もいます 

  学生時代に発病したり、長期入院したために社会生活に慣れていない方

もいます 

  認知面の障害のために、何度も同じ質問を繰り返し、つじつまの合わな

いことを一方的に話す方もいます 

  脳内の伝達機能に支障がおき、知覚・思考・感情などに障害が起きてい

ます 

 

発達障害者 

【主な特徴】 

  こだわりが強く、突発的な出来事や予定の変更への対応が苦手な方もいます 

  時間の感覚が分かりにくかったり、不快と感じる音を聞き流せない方もいます 

  相手の話が理解できない、思っていることをうまく伝えられない方もいます 

  読み書きや計算が苦手な方もいます 

  興味のあるものをすぐに触ったり、手に取ったりせずにはいられない方もいま

す 

  目的もなく歩き回ったり、そわそわして休みなく動いている方もいます 
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内部障害者 

【主な特徴】 

  外見からは分かりにくい障害です 

  疲れやすい方もいます 

  タバコの煙を苦しく感じる方もいます 

 

妊産婦等 

【主な特徴】 

  乳幼児連れの方たちは、荷物が多く、手早く動くことができない場合が

あります 

  外出先でおむつ替えやミルク等の授乳が必要な時、授乳室や赤ちゃんル

ーム等がどこにあるか分からない、存在しない場合は、周囲を気にしな

がら対応することになります 

 

高齢者 

【主な特徴】 

  老化により視力や聴力、足腰の機能が低下していきます 

  気力等の心身の機能が低下していきます 

 

外国人 

【主な特徴】 

  日本語の読み書きや会話が十分にできないこ

とや、習慣の違い等から意図せずトラブルに

巻き込まれてしまうこともあります 

出典：基本構想作成に関するガイドブック（参考資料編）平成 28年 9 月 国土交通省総合政策局 

 

 

  

  妊娠初期は、つわりなどの体調不良が起こりやすくなりますが、外見からはわかりません 

  妊娠後期になると、お腹が大きくなり足元が見えにくくなるなど、動作もゆっくりとしたもの

になります 

  公共交通機関の車中などで、周囲の視線が厳しい場合、赤ちゃん・子どもがぐずってしまうこ

となどへの不安感がさらに強くなり、親子とも緊張状態になってしまいます 

妊娠しているお母さんや子どもたちは 
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目標実現に向けたバリアフリー化の取組方針 

基本理念の「みんなが創って育てる共生のまち・さいたま市」をもとに、目標実現に向けたバリア

フリー化の取組方針を示します。 

 

１）鉄道駅、駅前広場、駅周辺の生活関連経路を結ぶバリアフリーネットワーク化 

① 鉄道駅内のバリアフリーネットワーク化（鉄道事業者） 

（鉄道駅における経路の確保） 

・ 駅の出入口から車両の乗降口を結ぶ経路に、わかりやすく利用しやすいルートで、バリアフリ

ー経路を確保します。 

② 駅前広場におけるバリアフリーネットワーク化（道路管理者） 

（駅前広場における経路の確保） 

・ 駅の出入口からバス・タクシー乗降場、障害者送迎用乗降場、周辺道路等を結ぶ経路に、わかり

やすく利用しやすい、バリアフリー経路を確保します。 

・ 経路は、バス・タクシーの乗車待ち行列と交わらないルートの確保に努めます。 

（利用動線の適正化） 

・ 駅前広場においては、歩行者動線と自動車動線の区分を行うとともに、歩行者動線は、利用目

的に応じ確保します。 

・ バス、タクシー等の乗車待ち行列は、視覚障害者誘導用ブロック上に及ばないよう配慮します。 

③ 駅前広場から生活関連施設までのバリアフリーネットワーク化（道路管理者） 

（駅から生活関連施設までのバリアフリー経路の確保） 

・ 鉄道駅と周辺の徒歩圏（500～1000m）に立地する主要な公共施設等を結ぶ、バリアフリー経路

を確保します。 

・ 大宮駅、浦和駅など高齢者や障害者等の利用が多く、周辺に公共施設が多く立地する駅周辺や、

多様な動線が想定される歩行者デッキを有する駅周辺では、歩道の整備状況や危険箇所、人的

支援を受けやすい場所などを考慮し、複数の経路のバリアフリーネットワーク化を進めます。 

④ 自動車交通の適正管理によるバリアフリー経路の確保（道路管理者・交通管理者・施設管理者） 

（駅周辺の総合交通対策の推進） 

・ 駅前広場整備、道路整備、信号機等による交通規制、駐車場、駐輪場の確保・充実に関する取組

等を総合的に実施し、安全な歩行空間の確保に努めます。 

⑤ 自転車通行環境の整備によるバリアフリー経路の確保（道路管理者・交通管理者） 

（駅周辺の自転車通行環境の整備推進） 

・ 自転車通行環境を整備して自転車の通行位置を明示することにより、自転車を本来の通行位置

である車道へ転換させ、安全な歩行空間の確保に努めます。 

 

  

目標１：計画的なバリアフリー化施設の整備を進めます。 
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２）鉄道駅における段差解消やわかりやすい案内設備等の整備（鉄道事業者） 

（鉄道駅のバリアフリー経路の整備） 

・ 経路上に段差がある場合は、傾斜路もしくはエレベーター等、段差解消のための施設整備を進

めます。 

・ 経路上には、視覚障害者誘導用ブロックを連続して整備し、改札口や段差部分等には必要に応

じ音声誘導装置の設置を進めます。 

（バリアフリー化のための案内設備の充実） 

・ 駅構内のバリアフリー化施設等が有効に使用できるよう、わかりやすい場所に案内設備を設置

します。 

・ 来訪客の多い大宮駅等では、はじめて駅を利用する人に配慮し、すべての情報を得られる総合

案内窓口の設置を検討します。 

・ バリアフリー化施設等の案内は、統一された仕様・デザインについて検討するとともに、夜間

でも見えやすいように設置します。 

（運行情報等の充実） 

・ 可変式情報案内設備を、わかりやすい場所、かつ、高齢者や障害者等が確認できる位置に設置

するよう配慮します。 

（自動券売機等） 

・ 自動券売機や自動精算機等を、容易に利用できる高さに設置するとともに、車いす使用者が十

分近づけるよう蹴込みを設けます。 

・ 運賃表示や自動券売機の操作方法等について、高齢者や障害者等に配慮して表示するとともに、

トラブル時にインターホンを活用できない聴覚障害者等への適切な対応方法を検討します。 

（改札口の改善） 

・ 改札口のひとつ以上を、車いす使用者等が通りやすいよう、拡幅改札口とします。 

・ 改札口には有人改札口を設置し、高齢者や障害者等の利便性に配慮します。また、案内窓口を

設置しない場合は、有人改札口を案内窓口として兼用します。 

・ 有人改札口等には、自動券売機から連続して視覚障害者誘導用ブロックを設置します。また音

声誘導設備を併用して円滑な移動に配慮します。 

（プラットホームにおける安全確保） 

・ 高齢者や障害者等の転落防止に配慮し、ホームドア、可動式ホーム柵、視覚障害者誘導用ブロ

ックの設置やその他の転落防止策を実施します。 

・ プラットホームと車両の間は、段差が生じないよう配慮するとともに、車両との隙間はできる

限り狭くなるよう整備します。 

（多機能トイレ等の整備） 

・ トイレを新たに設ける場合や改修する場合には、高齢者や障害者等が使いやすい多機能トイレ

としていきます。 

・ 一般トイレでは、段差の解消や手すり等の設置を推進します。 

・ 視覚障害者の利用を考慮し、トイレ内設備の配置をできるだけ統一します。また音声等による

設備案内や聴覚障害者に非常事態を知らせるフラッシュライト等の設置を推進します。 

・ 多機能トイレの利用が集中しないように、一般トイレに広めの便房やオストメイト用設備を設

けるなど機能の分散に配慮します。 
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（乳幼児用設備等の整備） 

・ 授乳室や一般トイレ内へのベビーベッド、便房内へのベビーチェアの設置を推進します。 

・ ベビーカーマークの掲示により、利用できる設備の案内等の周知を行います。 

 

３）駅前広場のバリアフリー整備（道路管理者・施設管理者・バス事業者） 

（駅前広場でのバリアフリー経路整備） 

・ 駅前広場にデッキ・地下通路等を設置している場合には、エレベーター設置を進めるとともに、

暫定的には人的支援等によりバリアフリー化を推進します。 

・ その他の段差は、傾斜路等でその解消に努めます。 

・ 経路上には、視覚障害者誘導用ブロックを連続して整備します。 

（バス乗降場の整備） 

・ 低床バス、ノンステップバスの導入増加にあわせ、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は

車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令（平成十八年十二月十五日国土交通省令第百

十一号）」に基づき、バス乗降場はバスへの円滑な乗降ができる構造とします。 

・ バス乗降場には、バスの行き先、運行系統、時刻表などを表示する案内板を設け、点字による表

示もあわせて行います。また、バス接近表示システムを導入する場合は、音声付きとするなど

視覚障害者等に配慮したものとします。 

・ 大宮駅、浦和駅など運行系統が多い駅では、バス総合案内窓口の設置を検討します。 

（障害者用乗降場の確保） 

・ 駅前広場に障害者送迎用の乗降場を確保するとともに、バリアフリー経路で駅と結ぶことで、

駅利用者の利便性を向上させます。 

・ 駅前広場の障害者用乗降場の位置は、案内設備等でわかるようにします。 

（案内表示の整備） 

・ 駅前広場のバス、タクシー等の乗降場、障害者用乗降場、バリアフリー化施設は、視覚、音声、

点字等の案内設備により、わかりやすい場所に確保します。 

・ 案内表示は大きめの文字や色彩により、より読みやすい表示にします。 

（トイレ・ベンチ等の整備） 

・ 駅前広場には、管理者や事業者が連携して、だれでも快適に利用できるトイレやベンチ等の設

置を検討します。 

 

４）歩道等のバリアフリー経路の整備 

① 歩道等のバリアフリー経路の整備（道路管理者・交通管理者・施設管理者） 

（歩道の整備、段差の解消等） 

・ バリアフリー経路はできるだけ歩車道を分離して、安全で快適な歩道や歩行空間を確保します。 

・ 歩車分離できない場合でもできる限り歩行空間を確保するとともに、自動車の進入や速度を抑

制できる工夫を行い、歩行者の安全性を確保します。 

・ 視覚障害者誘導用ブロックを連続して設置するなど、バリアフリー化された経路の整備を進め

ます。 
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（案内表示の整備） 

・ 鉄道駅や主要な公共施設、また、この間のバリアフリー経路上にある主要設備等の案内設備は、

視覚、音声、点字等により、わかりやすい場所に確保します。 

・ 案内標識や表示板は、「さいたま市公共サインガイドライン」のデザイン基準に準拠して、道路・

歩道に関係する標識等を整備します。 

（利用の適正化） 

・ バリアフリー経路上にある植樹帯、ベンチ、案内看板、電柱等は、通行の妨げにならないよう設

けるとともに、構造については視覚障害者の歩行に配慮したものに改良するなど、適正な管理

に努めます。 

・ 歩道上、特に視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等を適正に管理し、

バリアフリー化施設の機能確保に努めます。 

・ 市内における連続した自転車ネットワークの構築により、自転車を本来の通行位置である車道

へ転換させ、安全な歩行者ネットワークの形成に努めます。 

（歩車分離していない道路の整備） 

・ 一方通行等、交通安全対策の手法を活用するなど、地域住民と連携しながら、その対応につい

て検討します。 

・ 電気関係の地上器、街灯、フラワーポットなど道路占用物は、配置を見直すことにより、適正な

歩行空間の確保に努めます。 

・ 歩行者の妨げとなる路肩駐車は、駐車違反の集中的な取締り等により、抑止していきます。 

（バリアフリー経路におけるベンチ等の設置） 

・ 地域の実情に応じてベンチ等の休憩施設の設置を検討します。 

② バス停留所の改善（バス事業者・道路管理者） 

・ 低床バス、ノンステップバスの導入増加にあわせ、歩道のバス停留所についても円滑な乗降が

できる歩道構造となるよう努めます。 

③ 横断部における安全の確保（交通管理者） 

・ 経路上の信号交差点には、音響信号機等を設置するとともに、信号機付帯機材の位置にも考慮

します。 

・ 主要な交差点へのエスコートゾーンの設置を進めます。 

・ だれでも安心して横断歩道を渡れるよう、状況に応じ、歩行者の青信号の時間を延長します。 

 

５）鉄道、バス、タクシー車両のバリアフリー化 

① 鉄道車両のバリアフリー化の推進（鉄道事業者） 

（乗降口の改善） 

・ 車両床面とプラットホームとの間隔をできる限り狭く、平坦にします。 

・ 乗降口は、車いす利用を考慮したものとします。 

・ 床面は、滑りにくい仕上げとし、車内との段差を識別できるよう色彩に配慮します。 

（客室のバリアフリー化） 

・ 車両客室は、車いすやベビーカーのスペースを設け、通路等でも通行可能な幅員を確保します。 

・ 通路及び客室内には、手すりを設けるものとします。 

・ トイレは、車いす使用者にも利用しやすい構造とします。 
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・ 客室には、停車する駅名や運行に関する情報を、文字や音声等により提供するための設備を設

け、簡潔で分かりやすい表現で情報の提供に努めます。 

（車体の改善） 

・ 車両連結部に、プラットホーム上から転落しないような設備を設けます。 

・ 車体の外側側面に、行き先などが見やすいように表示します。 

② バス車両のバリアフリー化の推進（バス事業者） 

（低床車両への入れ替えの促進） 

・ ノンステップバスなど、低床化された車両への入れ替えを促進します。 

（乗降口の改善） 

・ 乗降口の踏み段を容易に識別でき、また、車いすに配慮した有効幅を確保したものとします。 

・ スロープ板等により、車いす使用者の乗降を円滑にする設備を確保します。 

（車いすスペースの設置） 

・ 車内に、車いすを固定する設備、あるいは背あてが設けられる設備を確保します。 

・ 車いすスペースに座席を設ける場合は、容易に折りたためるものとします。 

（通路の有効幅の確保） 

・ 車内乗降口と車いすスペースとの間の通路は、車いすが通行できる有効幅（折りたたみ可能な

座席が設置されている場合は、たたんだときの有効幅）を確保します。 

（運行情報提供設備等） 

・ 車内に、次に停車する停留所名や運行に関する情報を文字等で表示する設備及び音声により提

供するための設備を整備し、簡潔で分かりやすい表現で情報の提供に努めます。 

・ 車体には、車外用放送設備を設けます。 

・ 車体の前面、左側面及び後面に、行き先を見やすいように表示します。 

③ タクシー車両のバリアフリー化の推進（タクシー事業者） 

（福祉タクシー車両の導入） 

・ タクシー事業における福祉車両の導入を推進します。 

 

６）路外駐車場のバリアフリー整備 

（特定路外駐車場のバリアフリー化） 

・ 駐車場管理者の協力を得ながら、特定路外駐車場について、障害者駐車スペースの設置などの

バリアフリー化を実施します。 

（駐車場事業者） 

・ 高齢者や障害者等が安全に出入りできる駐車場出入口と接する道路の整備を図り、連続したバ

リアフリー空間を確保します。 

・ バリアフリー化された駐車場の情報提供を行います。 

 

７）都市公園のバリアフリー整備（公園事業者） 

（移動等円滑化経路） 

・ 段差解消、視覚障害者誘導用ブロックの設置、手すり設置など、公園の出入口や園路のバリア

フリー整備を行います。 

・ 公園の出入口と接する道路の整合を図り、連続したバリアフリー空間を確保します。 
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・ 公園施設やバリアフリー化された移動経路などわかりやすい案内表示を行います。 

（休憩施設の充実） 

・ 休憩所やベンチ等の設置など休憩施設の充実を図るとともに、施設のバリアフリー化を図りま

す。 

（多機能トイレの整備） 

・ 高齢者や障害者をはじめ、あらゆる人が使いやすい多機能トイレの設置を行います。 

 

８）建築物のバリアフリー整備（建築事業者） 

（建築物内の経路、施設のバリアフリー化） 

・ 建築物管理者の協力を得ながら、道路等の敷地の外部から施設内までの移動経路、建築物利用

者が利用する施設内の経路及び施設のバリアフリー化を図ります。 

・ 特に、施設の出入口と接する道路等の調整を図り、段差の解消や視覚障害者誘導用ブロックの

整合など、連続したバリアフリー空間を確保します。 

・ 主要な経路には視覚障害者誘導用ブロックを設置するとともに、ブロックを覆うマットなどの

障害物の除去などの管理を行います。 

（トイレの整備） 

・ 高齢者や障害者をはじめ、あらゆる人が使いやすい多機能トイレの設置を進めます。 

・ ベビーベッドや便房内へのベビーチェア等の乳幼児用設備の設置を進めます。 

（駐輪場・駐車場の整備） 

・ 利用者などの駐輪が出入口や通路などを遮らないように配慮します。 

・ 出入口に近い場所に十分な広さの障害者等用駐車施設（幅 350cm 以上）を設置し、わかりやす

く表示するとともに、利用者への啓発を行います。 

（その他の設備） 

・ 授乳室やおむつ替えのための設備を設置します。 

・ 車いす使用者が接近しやすいカウンター・記入台や、車いす使用者対応の自動販売機を設置し

ます。 

・ ＡＴＭ等の無人設備のトラブル時にインターホンを活用できない聴覚障害者等への適切な対応

方法を検討します。 

（案内表示の充実） 

・ バリアフリー経路・非常口及びエレベーター・トイレ・駐車場などについて、わかりやすい案内

表示を設置します。 

・ ピクトグラムの活用や外国語やふりがなの併記、音声案内など多くの方に対応した案内としま

す。 

・ 窓口などの呼出では、音声によるものだけでなく、電光表示等の設置に配慮します。 

・ 掲示物や説明文等は、イラストも活用し、平易な言葉で簡潔に表記します。 

・ 筆談具を設け、筆談可能の案内（耳マークなど）を大きく表示します。 

 

９）工事中のバリアフリー化 

① 工事中におけるバリアフリー経路の確保 

（駅舎改良中におけるバリアフリー経路の確保：鉄道事業者） 
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・ 改良工事中でも、駅出入口と車両等の乗降口とを結ぶバリアフリー経路を確保します。 

・ バリアフリー経路に段差が生じる場合は、階段昇降機及び人的支援による段差の解消に努めま

す。 

・ 連続的に視覚障害者誘導用ブロックを設置します。 

（駅前広場改良中におけるバリアフリー化された経路の確保：道路管理者） 

・ 改良工事中でも、駅出入口とバス乗降場等、周辺道路とを結ぶバリアフリー経路を確保します。 

・ バリアフリー経路では、スロープ及び人的支援による段差の解消に努めるとともに、視覚障害

者誘導用ブロックを連続的に設置します。 

・ 障害者送迎用乗降場の確保を進め、障害者等の駅利用の円滑化に努めます。 

（周辺道路改良中におけるバリアフリー化された経路の確保：道路管理者） 

・ 計画中や事業中の道路も含め、利用しやすい場所にバリアフリー経路を確保します。 

・ バリアフリー経路の一部が未整備の場合は、代替路線の確保に努めます。 

（施設改修中におけるバリアフリー通路の確保：施設管理者） 

・ 出入口と案内施設、駐車施設等とを結ぶバリアフリー通路を確保します。 

② 工事中における案内整備等の設置（鉄道事業者・道路管理者・施設管理者） 

（案内設備等） 

・ 改良及び改修工事中は人的支援が特に必要となるため、案内窓口を設置するとともに、その場

所を周知します。 

（改良工事中における情報提供の推進） 

・ 鉄道駅・駅前広場・周辺道路の改良工事中や施設の改修工事中も、バリアフリー化施設の設置

状況や施設の利用案内等の情報提供に努めるものとします。 

 

１０）バリアフリー経路及び施設の維持管理の推進（道路管理者・鉄道事業者・施設管理者・交通管

理者） 

（エレベーター等バリアフリー施設の維持管理） 

・ エレベーター等バリアフリー施設は、定期的に維持管理を行い、いつでも機能を発揮できる状

態に保ちます。 

（視覚障害者誘導用ブロック等の設備の維持管理） 

・ 視覚障害者誘導用ブロックは、定期的に点検をし、良好な維持管理に努めます。 

・ 視覚障害者誘導用ブロックと歩道タイルの色の識別がしづらい路線、途切れている路線などを

点検し、必要な補修を行います。 

（案内表示等の更新、維持管理） 

・ バリアフリー施設を更新する場合は、随時、案内設備や表示等も最新の情報を提供します。 

・ 音声案内は反響等により聞きづらいことがないよう調整を行います。 

（利用者からの意見や利用状況からみた維持管理） 

・ 利用者からの意見や利用状況によってバリアフリー施設の配置等の再設定を行います。 

（歩道の維持管理） 

・ 定期的に歩道上のくぼみ、舗装用ブロックの凹凸、視覚障害者誘導用ブロックの破損などを点

検し、良好な維持管理に努めます。 

・ 歩車道境界部の縁石が崩れている、信号が見えづらい、音声誘導が聞き取りづらい等、横断歩
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道の問題点について、随時点検をし、必要な補修・改良を行います。 

・ 歩道の車止め、ガード用のくさり、信号機の制御箱など視覚障害者の通行の妨げになる設備は

改良を行います。 

（歩行者デッキの管理） 

・ 歩行者デッキでは、管理者の異なる通路間で、維持管理の方法や度合いが大きく異ならないよ

うに配慮し、改良・更新時にも整備状況の連続性が保たれるようにします。 
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１）さいたま市によるみんなのバリアフリー意識づくり 

（バリアフリー推進活動拠点の活用） 

・ 駅周辺等に設置された、障害のある人とない人がコミュニケーションを図り、助けあいの心を

醸成してバリアフリーを推進する活動拠点を活用していきます。 

（市民のバリアフリー意識づくり） 

・ 高齢者や障害者等への理解を深め、みんなで支えあう意識づくりのために、バリアフリー施設

の利用方法や、鉄道駅や駅周辺における支援方法に関する情報提供等を推進します。 

・ 日頃、高齢者や障害者等の方々が不便に感じていることを、十分理解したうえで、マナーの向

上や介助方法などについて、シンポジウムの開催や教育活動、情報提供の強化を行っていきま

す。 

・ 子育てを支援する観点から、ベビーカー利用に対する他の利用者の理解や協力、ベビーカー利

用者のマナーの向上等、お互いが理解し合える意識の醸成に努めます。 

・ 妊婦や子ども連れなどを、暖かな眼差しで見守る姿勢を持ち、安全で安心して移動できるよう、

困っているときには遠慮なく手助けをお願いでき、困っている様子の人を見かけたときには、

迷わず声掛けしやすい環境の醸成に努めます。 

・ さまざまな地域や団体が開催するイベント・研修その他の学習機会において、「心のバリアフリ

ー」の理解促進に取り組みます。 

（高齢者、障害者等のバリアフリー意識づくり） 

・ 移動に不便をきたしている高齢者や障害者等が外出しやすくなるよう、外出した際の支援の受

け方、意思の伝え方等のルールづくりを進めます。 

（バリアフリー意識を次世代に受け継ぐための取組） 

・ バリアフリー意識を次世代に受け継いでいくために、バリアフリーに関する生涯学習活動を推

進します。 

（市職員の接遇研修の推進） 

・ 職員を対象とした、バリアフリーに関する研修会やマニュアルの整備により、サービスの向上

と意識の醸成に努めます。（研修には障害当事者等の参画を得る。） 

 

２）事業者による心のバリアフリー化の取組 

① ホスピタリティと責任あるサービス提供の取組 

【鉄道事業者】 

・ 高齢者や障害者等の鉄道駅等の利便性を高めるために、駅職員等による人的支援等のサービス

体制の充実に努めます。 

・ サービス体制は、高齢者や障害者等の利用申込みや介助・接遇に関する仕組みづくりを検討し

ます。 

・ 高齢者や障害者等の万が一のトラブルに対応できる体制づくりを検討します。 

・ 高齢者や障害者等に対する、電車事故や遅延等の運行状況に関する情報提供の仕組みを検討し

ます。 

目標２：バリアフリーをみんなで理解し支えあう体制をつくります。 
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・ 高齢者や障害者等に対して、駅のバリアフリー化の状況やハンドル型電動車いすの利用申し込

み方法等の情報提供を推進し、その周知に努めます。 

・ 情報提供は、各鉄道駅で施設への掲示、パンフレット等により情報提供します。 

・ 高齢者や障害者等へは、インターネットやパンフレット等を配布するなどの周知に努めます。 

・ 多機能トイレの一般の方の利用についてマナー啓発を行います。 

【バス事業者】 

・ バス停への正着（隙間を空けずに停車すること）やニーリング（車両を傾けて勾配を緩和する

こと）を徹底するとともに、多様な利用者への適切な対応について乗務員の教育を実施します。 

【タクシー事業者】 

・ ユニバーサルデザインタクシーなど福祉車両の使い方、車いす使用者等に配慮した乗降支援な

ど、多様な利用者への適切な対応について乗務員の教育を実施します。 

【建築物等管理者】 

・ 多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施します。 

・ 窓口に係員を配置するなど、利用者に対する人的対応を充実させます。 

・ コミュニケーション支援ボードを設置し、運用します。 

② バリアフリー研修等によりサービスの多様化と内容の充実 

（バリアフリー点検の開催） 

・ 市、交通事業者、障害者団体、ボランティア団体等の関係者は、定期的にバリアフリー点検を実

施し、改善点や相互連携のあり方等を検討します。 

（職員や社員等の接遇研修の推進） 

・ 職員や社員等を対象とした、バリアフリーに関する研修会により、サービスの向上と意識の醸

成に努めます。（可能な限り研修には障害当事者等の参画を得る。） 

 

３）市民等による心のバリアフリー化の取組 

① 高齢者や障害者等への支援体制づくり 

（ボランティア等の活動推進） 

・ 高齢者や障害者等の移動を介助するヘルパーやボランティア活動の促進とその周知に努めま

す。 

（障害者団体等によるバリアフリー化支援の推進） 

・ 福祉関係団体は、駅利用等の問い合わせ窓口として、利用駅への事前手続きや各駅のバリアフ

リー施設等の情報提供に努めます。 

（主要駅におけるバリアフリーボランティアの育成） 

・ さいたま新都心でのボランティア体制を参考に、高齢者や障害者等の利用が多い駅において、

バリアフリーボランティアの育成を目指します。 

（市民ボランティアの育成） 

・ ボランティアに関する研修会等で、市民のバリアフリーボランティアの育成に努めます。 

・ バリアフリー支援に関する講座の開催等により、バリアフリーボランティアの育成に努めます。 
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② みんなで優しい地域づくり 

（区役所や自治会等におけるバリアフリー化の推進） 

・ 各区役所や自治会等が中心となって、地域住民の一人ひとりが、駅周辺の案内図や安全な利用

経路の検討及び住民への周知を進め、地域が一丸となって主体的にバリアフリー化に向けた取

組を進めます。 

（商店街等におけるバリアフリー化の推進） 

・ 市は、商店街と協力して、商店会沿道のバリアフリー化に向けた取組を進めます。 

・ 駅周辺の商店街では、高齢者や障害者等に対する道案内や簡単な介助、休憩場所の提供等に努

めます。 

・ 商店街単位等でバリアフリーサービスを周知するとともに、バリアフリーサービスに関する商

店街マップを作成し、その周知に努めます。 

③ 助け合い譲り合いのルールとマナーの向上 

（道路利用におけるルールーとマナーの向上） 

・ 利用しやすい駅周辺づくりのために、放置自転車や歩道上への商品陳列等を適正に管理し、バ

リアフリー化施設の機能確保に努めます。 

・ 自転車通行環境の整備と併せて自転車は原則車道を走行する意識の啓発、駅前広場や横断歩道

等での高齢者や障害者等を優先する意識向上等、交通ルールの徹底とマナーの向上に向けた取

組を進めます。 

・ 道路利用におけるマナーの向上のために、バリアフリーのまちづくりの理念を浸透させていき

ます。 

 

４）学校教育等における心のバリアフリー化の取組 

（バリアフリー意識を次世代に受け継ぐための取組） 

・ バリアフリー意識を次世代に受け継いでいくために、心のバリアフリーに関する学校教育活動

を推進します。 

・ 学校の総合的な学習の時間等において、障害当事者等や周辺地域の住民等に参加を呼びかけな

がら、各種体験学習やまち歩き学習などにより心のバリアフリーの理解促進に取り組みます。 

（バリアフリー推進活動拠点の活用） 

・ さいたま新都心けやきひろばに設置された、バリアフリー推進活動の拠点である「さいたま新

都心ふれあいプラザ」を、学校や地域等における心のバリアフリー教育に活用し、支え合いの

心を醸成・発信していくことで、共生社会の実現に向けて市全体へ心のバリアフリーの普及啓

発を図ります。 
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１）鉄道駅や周辺の利便性を高める情報提供の推進 

（鉄道駅における情報化） 

・ 駅・駅前広場・バリアフリー経路・バリアフリー化施設・バリアフリーサービス等の情報につい

ては、駅のわかりやすい場所で、看板、音声、点字等により提供します。 

・ 大宮駅など来訪客が多い駅には、情報提供するための総合案内窓口の設置を検討していきます。 

（鉄道駅周辺における情報化） 

・ 駅から周辺の公共施設までのバリアフリー経路等の情報については、駅前広場等のわかりやす

い位置で、看板、音声、点字等により提供します。 

 

２）バリアフリーに関する情報化の推進 

① バリアフリーに関する情報ネットワークづくり 

（バリアフリーマップの作成） 

・ バリアフリー施設、サービスの情報、バリアフリー経路等に関する情報を提供する「バリアフ

リーマップ」の作成を検討します。 

② 各地区におけるバリアフリーサービスの情報提供 

（地域における支援サービス体制の情報化） 

・ 区役所や地域における人的サポート体制の状況やバリアフリー化の取組についての情報を集約

化し、地域への情報提供に努めます。 

  

目標３：バリアフリー化施設や取組をみんなに伝えます。 
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２．バリアフリー化の取組の進め方 

バリアフリー化に向けた取組の考え方 

全体構想の基本理念や目標に基づき、市全体でハード、ソフト両面でのバリアフリー化の推進に向

けた取組を実施し、さいたま市内におけるバリアフリー化の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

目標２ 

バリアフリーをみんなで理解し 

支えあう体制をつくります。 

目標３ 

バリアフリー化施設や取組を 

みんなに伝えます。 

目標１ 

計画的なバリアフリー化施設の 

整備を進めます。 

基本理念 

「みんなが創って育てる共生のまち・さいたま市」 

さいたま市内におけるバリアフリー化の実現 
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重点整備地区の設定 

市内には、鉄道駅が 31 駅あり、すべての駅で 1 日あたりの平均利用者数が 3,000 人以上となって

います。旧バリアフリー基本構想では、すべての鉄道駅について、同時期にバリアフリー化を推進す

ることは難しいことから、整備優先度が高いと認められる地区（駅）を選定し、重点整備地区として

位置づけ、その他の地区（駅）は、重点整備地区に準じた推進地区に位置づけました。 

１）市内鉄道駅の乗降客の状況 

 
出典：さいたま市統計書（令和元年版） 

※日当たりの利用者数は、出典データの年間乗車人員を年度日数で除し、2を乗じて算出した。 

図 ２.１市内鉄道駅の日平均利用者数（平成 30 年度） 
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２）高齢者人口 

さいたま市内における町丁目別の高齢者人口密度をみると、特に市域南部、大宮駅以南のＪＲ沿線

や岩槻駅周辺で高くなっています。 

 

 
 

資料：埼玉県町（丁）字別人口調査（平成 31年 1 月 1 日現在）（埼玉県総務部統計課）より算出 

図 ２.２高齢者人口密度 
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３）主要施設の立地状況 

官公庁や医療施設、大規模な商業施設等の生活に密着した主要施設の立地状況をみると、鉄道沿線

に多く立地していて、特に大宮駅をはじめ、浦和駅、北浦和駅、北与野駅周辺に集中しています。 

 

 
 

※生活関連施設に該当する可能性のある施設を抽出している。 

福祉施設の施設規模等は考慮していない。 

図 ２.３主要施設の立地状況 
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４）さいたま市におけるまちづくりの方針 

平成 26 年 4 月に改定した「さいたま市都市計画マスタープラン」では、都心及び副都心において

都市機能の集積と交通環境の改善、良好な景観形成を行うことや、市街地をとりまく自然環境を維持・

保全することが重要と考え、都心及び都心をつなぐ市街地からなる中心市街地とみどりのシンボル核

からなる地区を多機能都心エリアとして位置づけ、副都心とともに都市基盤の整備や街並みなどの都

市空間の整備を行うこととしています。 

 
出典：さいたま市都市計画マスタープラン（平成 26 年 4 月） 

図 ２.４主要エリア位置図 
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今回の改定では、これまでの経緯や重点整備地区のバリアフリー化整備の進捗状況を踏まえ、旧バ

リアフリー基本構想の位置づけを継続することを前提に、前項で示した「鉄道駅の乗降客数」や「高

齢者人口」、「主要な施設の立地状況」等を指標として、バリアフリー化の優先順位を再確認しました。 

その結果、旧バリアフリー基本構想で位置づけた 6 地区の優先順位が、現在も変わらずに高いこと

が確認されたため、引き続き 6 地区を重点整備地区に位置づけ、重点的かつ一体的なバリアフリー化

を推進することとします。 

 

（定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

二十一 重点整備地区 次に掲げる要件に該当する地区をいう。 

イ 生活関連施設（高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁

施設、福祉施設その他の施設をいう。以下同じ。）の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の

移動が通常徒歩で行われる地区であること。 

ロ 生活関連施設及び生活関連経路（生活関連施設相互間の経路をいう。以下同じ。）を構成する一

般交通用施設（道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設をいう。以下同じ。）に

ついて移動等円滑化のための事業が実施されることが特に必要であると認められる地区である

こと。 

ハ 当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施することが、総合的な

都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。 

 

表 ２.１重点整備地区と推進地区 

区分 駅名 

重点整備地区 

7 駅 6 地区 

大宮駅、北浦和駅、浦和駅、さいたま新都心駅・北与野駅、武蔵浦和駅、岩槻駅 

推進地区 

24 駅 25 地区 

与野駅、与野本町駅、南与野駅、中浦和駅、指扇駅、日進駅、宮原駅、東大宮駅、

土呂駅、西浦和駅、南浦和駅、東浦和駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七

里駅、東岩槻駅、鉄道博物館駅（大成）、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅、

浦和美園駅、西大宮駅、岩槻城址公園・岩槻文化公園 
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図 ２.５重点整備地区及び推進地区位置図  
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重点整備地区・推進地区におけるバリアフリー化の進め方 

各地区におけるバリアフリー化は、以下のように進めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【地区設定の考え方】 

旧バリアフリー基本構想で定めた重点整備地区は、引き続き重点整備地区に設定します。 

大宮地区 北浦和地区 浦和地区 

さいたま新都心・北与野地区 武蔵浦和地区 岩槻地区 

 

【バリアフリー化の進め方】 

・法の改正や施設の移転、整備の優先性等に着目し、各地区の基本構想を改定します。 

・大宮地区、北浦和地区及び浦和地区については、民間建築物を含めた建築物特定事業を設定

し、旧バリアフリー基本構想で位置づけた各特定事業の内容の充実及び実施時期の更新を行

います。 

・特定事業等の内容に基づき地区として重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進します。 

 

【地区設定の考え方】 

旧バリアフリー基本構想で定めた推進地区は、引き続き推進地区に設定します。 

与野地区 与野本町地区 南与野地区 中浦和地区 指扇地区 

日進地区 宮原地区 東大宮地区 土呂地区 西浦和地区 

南浦和地区 東浦和地区 北大宮地区 大宮公園地区 大和田地区 

七里地区 東岩槻地区 鉄道博物館（大成）地区 加茂宮地区 東宮原地区 

今羽地区 吉野原地区 浦和美園地区 西大宮地区 岩槻城址公園・岩槻文化公園地区 

 

【バリアフリー化の進め方】 

・さいたま市独自の考え方に基づく推進地区の基本構想を改定します。 

・事業を実施する際に個別の事業でバリアフリー化の推進を図ります。 

・整備の優先度等を勘案し、必要に応じて重点整備地区への移行の検討を行います。 

推進地区 

重点整備地区 
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バリアフリー化に向けた取組の流れ 

バリアフリー化に向けた取組の全体の流れは、以下に示すとおりです。 

 

 

図 ２.６バリアフリー化に向けた取組の流れ 
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３．バリアフリー化の考え方 

さいたま市におけるバリアフリー化を推進するための考え方は、旧バリアフリー基本構想の考え方

を継承することとしました。 

区域設定の考え方 

重点整備地区及び推進地区の区域は、鉄道駅等の周辺に、高齢者や障害者を含む多くの市民が利用

すると見込まれる公共施設や医療施設、福祉施設、商業施設などの生活関連施設が分布している地区

で、一体的・重点的なバリアフリー化整備が必要な地区を設定します。 

区域設定においては、以下の視点を考慮します。 

徒歩圏内 

施設間の移動が通常徒歩で行われる地区であり、高齢者・障害者等の徒歩による移動距離は、概ね

500ｍ～1 ㎞以内と想定されるため、駅を中心として半径 1 ㎞、概ね 2 ㎞四方（400ha）以下の範囲を

基本とします。 

一体性 

高齢者・障害者等によく利用される経路や施設をバリアフリー化していくため、主要施設の分布状

況、駅などの利用圏域、土地利用・地域のまとまり、地形などを勘案して、区域を設定します。また、

隣接する地区の主要経路とのネットワーク性も考慮します。 

集中かつ効果的に整備するためには、様々な事業を同時に実施する必要があり、各種特定事業に想

定される範囲や実施中又は計画段階の土地区画整理事業等の事業の一体性を考慮して区域を設定し

ます。 

地区境界の明示 

できる限り町丁界・字界、主要な道路・鉄道、河川等の施設、都市計画道路等によって明確に区切

られた境界とします。 
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生活関連施設設定の考え方 

バリアフリー法においては、「高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施

設、官公庁施設、福祉施設その他の施設」を生活関連施設として設定する対象としています（バリア

フリー法第 2 条 第１項 第 23 号イ）。また、「建築主等は、その建築をしようとし、又は所有し、管理

し、若しくは占有する特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。」としています（バリアフリー法第 14 条 第 5 項）。 

従って、重点整備地区内で対象とする生活関連施設は、特別特定建築物の内容も踏まえながら、高

齢者や障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設で、駅を中心とした徒歩圏（駅から概

ね 500～1,000ｍ）に立地している施設を対象とします（参考：国土交通省ホームページより）。具体

的な生活関連施設の選定の考え方は以下のとおりです。 

なお、推進地区の「目的施設」は、生活関連施設に準じた施設として、「主要な施設」を設定するこ

ととしますが、重点整備地区への格上げを行う際には、地区の状況も踏まえたうえで設定する施設を

再検討します。 

表 ２.２重点整備地区における生活関連施設の設定 

施設種類 
生活関連施設 

主要な施設 地区の状況を踏まえて設定する施設 

公共・公益施設 
市役所、区役所、税務署、健康センター、

郵便局（支店）等 

経路に接する小規模郵便局、銀行、 

信用金庫、農協 等 

文化・文教施設 
コミュニティセンター、ホール、 

図書館、博物館、体育館、会議室 等 
特別支援学校、保育所、大学 等 

福祉施設 

福祉センター、老人福祉センター、 

社会福祉協議会、高齢者・障害者施設、 

シルバー人材センター 等 

 

医療施設 病院（病床数 20 床以上） メディカルセンター 等 

商業施設 店舗面積 10,000 ㎡以上の大規模小売店 2,000 ㎡以上の大規模小売店 

公園 総合公園、運動公園、広域公園 等 地区公園 等 

駐車場 

市営駐車場、大規模集客施設に付随する駐

車場（駐車の用に供する面積が 6,000 ㎡以

上で、料金を徴収するもの） 

 

 

バリアフリー経路設定の考え方 

バリアフリー経路設定の基本方針 

重点整備地区内において、バリアフリー化を推進する経路を「バリアフリー経路」として設定しま

す。バリアフリー経路は、地区内の歩行者の主要な動線、並びに鉄道駅・バスターミナルと主要施設、

主要施設間を結ぶ主な経路を基本として、道路、駅前広場、自由通路等を主要経路として位置づけま

す。 

なお、本構想においては、バリアフリー経路を「バリアフリー主要経路」、「バリアフリー補完経路」

と位置づけ、バリアフリーネットワークの整備を進めていきます。  
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バリアフリー主要経路、バリアフリー補完経路設定の考え方 

バリアフリー経路は、「バリアフリー主要経路」とそれを補完する「バリアフリー補完経路」に分け

て設定します。その考え方は以下に示すとおりです。 

１）バリアフリー主要経路 

「バリアフリー主要経路」は、バリアフリー経路の骨格を形成する経路です。歩道や通路等の幅員

の確保（1.5m 以上）が可能な路線を設定します。 

また、バリアフリー法に基づく「生活関連経路」であり、原則として、令和 7 年度までにバリアフ

リー法に基づく基準等に沿って事業を実施します（道路特定事業・その他の事業（通路等）を設定）。 

２）バリアフリー補完経路 

「バリアフリー補完経路」は、バリアフリー

主要経路と一体となったバリアフリーネットワ

ークを補完する経路です。当面十分な幅員の確

保が困難な路線を設定します。 

令和 7 年度までに可能な限りバリアフリー法

に基づく基準等に沿った整備に取り組むことと

します（その他の事業を設定）。また、歩道がな

い路線などでは、より安心して移動ができるよ

うにするために必要な交通安全対策等を実施

し、地区の回遊性向上を図ります。 

なお、推進地区の「バリアフリー化経路」の設

定では、バリアフリー経路設定の基本方針を準

用することとし、歩道や通路等の幅員に限らず、

バリアフリーネットワークを考慮した経路設定を行うこととします。 

表 ２.３バリアフリー経路設定の考え方 

経路名称 経路の考え方 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
経
路 

バリアフリー 

主要経路 

（生活関連経路） 

・バリアフリー経路の骨格軸となり、歩道や通路等の幅員の確保（1.5m 以

上）が可能な路線 

→原則として、令和 7 年度までにバリアフリー法に基づく基準等に沿っ

て事業を実施する（道路特定事業・その他の事業（通路等）を設定） 

バリアフリー 

補完経路 

・バリアフリーネットワークを補完する路線や、当面十分な幅員の確保が困

難な路線 

→令和 7 年度までに可能な限りバリアフリー法に基づく基準等に沿った

整備に取り組む（その他の事業を設定） 
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４．バリアフリー化の推進に向けて 

特定事業計画の策定 

バリアフリー法では、関係する事業者や施設管理者は、バリアフリー基本構想に即した特定事業計

画を作成することが規定されています。特定事業とは、重点整備地区内の生活関連施設や生活関連経

路、乗り入れる車両等のバリアフリー化を具体化するためのものであり、バリアフリー法では、以下

に示す 7 つの特定事業が規定されており、ここで定めた事業は、事業者による事業の実施が義務付け

られています。 

表 ２.４特定事業の種類と内容 

公共交通特定事業 

（法第 28 条） 

公共交通特定事業は、交通事業者が事業計画を作成し、鉄道駅などの旅客施

設や路線バスに関するバリアフリー化の事業を実施します。 

道路特定事業 

（法第 31 条） 

道路特定事業は、国や埼玉県、さいたま市等の道路管理者が事業計画を作成

し、道路や駅前広場などの生活関連経路に関するバリアフリー化の事業を実

施します。 

路外駐車場特定事業 

（法第 33 条） 

路外駐車場特定事業は、道路の路面外に設置される自動車駐車場の管理者が

事業計画を作成し、駐車施設に関するバリアフリー化の事業を実施します。 

都市公園特定事業 

（法第 34 条） 

都市公園特定事業は、都市公園管理者が事業計画を作成し、公園の出入口、

主要な園路、便所などの特定公園施設に関するバリアフリー化の事業を実施

します。 

建築物特定事業 

（法第 35 条） 

建築物特定事業は、建築物の所有者や管理者が事業計画を作成し、建物の出

入口や通路、エレベーター、便所などの建築物特定施設に関するバリアフリ

ー化の事業を実施します。 

交通安全特定事業 

（法第 36 条） 

交通安全特定事業は、埼玉県公安委員会が事業計画を作成し、生活関連経路

上の信号機や横断歩道などの整備に関する事業を実施します。 

教育啓発特定事業 

（法第 36 条の 2） 

教育啓発特定事業は、さいたま市や施設設置管理者が事業計画を作成し、バ

リアフリー化の促進に関して、児童等の理解を深めるために学校と連携して

行う教育活動、住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な啓発活

動に関する事業を実施します。 

 

重点整備地区で設定した特定事業の事業主体である公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、建

築物の施設管理者等は特定事業計画を作成し、基本構想に即した具体的なバリアフリー施策を展開し

ていきます。なお、改正バリアフリー法では、公共交通事業のバリアフリー化については、公共交通

事業者自らが、一体的な取組の推進を行うことが義務付けられ、施設整備等のハード計画及び教育訓

練等のソフト計画の作成や、取組状況の報告・公表などを実施することとなりました。このため、さ

いたま市としては、これまでの体制を維持しつつ、公共交通事業者が実施するバリアフリー化の取組

内容等を継続的に把握し、事業実施や進捗状況などの情報の提供を行っていきます。 

また、特定事業計画は、地域や関係団体、関係事業者の意見を十分に反映させて作成する必要があ

ります。このため、今後も特定事業者が定期的に集まり、特定事業計画の進捗状況報告や、特定事業

計画の横断的調整を継続的に実施し、計画的な事業の推進を図ります。  
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段階的・継続的な取組 

スパイラルアップの考え方 

基本構想の進捗のフォローアップを継続的に実施するとともに、定期的なバリアフリー点検の実施

など、より具体的な取組を強化し、バリアフリー施策の段階的・継続的な発展を図っていきます。 

また、高齢者や障害者等をはじめ、だれもが使いやすい施設や経路のバリアフリー化を進めていく

ためには、実施施策等を当事者参加のもと検証し、その検証結果に基づいて新たな施策や措置を講じ

ていくなど、段階的・継続的な取組を行っていく必要があります。 

バリアフリー法では、このような考え方を「スパイラルアップ」と呼び、この取組を国や地方公共

団体の責務としています。 

バリアフリー基本構想（Plan）に基づく事業の実施（Do）とその効果を評価（Check）し、必要に応

じて見直す（Act）といった PDCA サイクルにより、段階的・継続的な取組（スパイラルアップ）を行

っていきます。 

なお、改正バリアフリー法では、バリアフリー基本構想を作成した場合、おおむね 5 年ごとに、当

該バリアフリー基本構想において定められた重点整備地区における特定事業その他の事業の実施の

状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、バリア

フリー基本構想を変更することが定められています。 

 

 

図 ２.７PDCA サイクルによる段階的・継続的な取組 
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スパイラルアップの取組内容 

各特定事業の実施状況把握や関係者で構成するバリアフリー専門部会などにより、基本構想の進捗

のフォローアップを継続的に実施していきます。 

また、市民参加により、利用者の立場から駅や道路、建築物等の使いやすさなど、バリアフリーに

関して点検する「まちあるき勉強会」を実施します。「まちあるき勉強会」は、バリアフリー基本構想

に位置づけた事業等のバリアフリー整備状況について、市民参加型で確認することを目的としていま

す。ここで得られた、ご意見やご要望に留意し、必要に応じて改良整備を行うなど、段階的・継続的

な取組み（スパイラルアップ）を行うことで、誰もが使いやすい施設の整備や経路のバリアフリー化

を進めていきます。 

 
図 ２.８事業者及び住民参加の取組内容 

 

なお、「まちあるき勉強会」の実施は、重点整備地区のうち、新たなバリアフリー整備が進んだ箇所

や施設を対象とします。 

  

  

 

↓見やすい案内に整備↓ 

 

駅舎の橋上化に伴い、エレベーターなどが整備され、東西を

自由に行き来できるようになりました。 

まちあるき勉強会の意見から利用

者目線の改修を行いました。 

図 ２.９まちあるき勉強会の実施状況（岩槻地区）  
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図 ２.１０取組紹介リーフレット（平成 26 年度浦和地区）  
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図 ２.１１取組紹介リーフレット（平成 28 年度岩槻地区）  
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図 ２.１２取組紹介リーフレット（令和元年度さいたま新都心・北与野地区） 
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新たな評価手法の検討 

さいたま市では、スパイラルアップの取組の一環として、前項であげた「まちあるき勉強会」の実

施のほか、令和 2 年度を整備目標とした各重点整備地区におけるバリアフリー化事業の進捗状況の把

握を行ってきました。今回の基本構想の改定により、新たに令和 7 年度を整備目標とした新たなバリ

アフリー化の取組をスタートさせますが、これまでに行ってきたバリアフリー化事業の進捗管理のほ

か、バリアフリー法に示される基本構想の評価を行い、問題点や課題を整理し、必要に応じて基本構

想の見直しを行うこととします。 

また、新型コロナウイルス感染症による更なる影響（旅客施設等における平均利用者数の大幅な減

少等）、新技術の開発など予見し難い状況の変化が生じた場合には、必要に応じて目標や取組内容の

見直しに努めることとします。 

基本構想の評価にあたっては、バリアフリー専門部会の参加機関・団体のなかでも、特に利用者、

市民目線に配慮するために障害者団体や高齢者団体、子育て支援団体等の協力により、広く意見を聴

取します。それにより、これまでのバリアフリー化事業の進捗状況の把握のみならず、利用者目線で

の評価を行い、「みんなが創って育てる共生のまち・さいたま市」の実現に向けた取組を進めることと

します。 

バリアフリー法の抜粋 

（基本構想の評価等） 

第二十五条の二 市町村は、基本構想を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該基

本構想において定められた重点整備地区における特定事業その他の事業の実施の状況について

の調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、基本構想を変

更するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１３基本構想の評価・見直し  

スタート 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

 

令和 12 年度 

（2030 年度） 

目標 

令和 7 年度 

（2025 年度） 

5 年間 5 年間 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

年度ごとの事業進捗の把握 ↑ 
5 年ごとの 

新たな評価

年度ごとの事業進捗の把握 ↑ 
5 年ごとの 

新たな評価

「まちあるき勉強会」を適宜実施 

利用者目線での評価・必要に応じて基本構想を見直し 

目標・取組内容の見直し等 

社会的な背景の変化に柔軟に対応 

目標を令和12年から

7 年に変更 

追加 
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バリアフリー基本構想の改定の考え方 

今後のバリアフリー基本構想の改定 

バリアフリー基本構想は、全体構想、重点整備地区の基本構想、推進地区の基本構想の 3 部構成と

しています。バリアフリー法の改正や急激な社会情勢の変化等により改定が必要となった場合は、全

体構想の改定を検討します。また、今後も地区の状況変化等を踏まえ、推進地区を重点整備地区へ移

行し、重点整備地区の基本構想を策定していきます。 

なお、各事業の進捗に応じた再設定は、事業主体がそれぞれ作成する特定事業計画の中で対応して

いきます。 

市民提案に基づくバリアフリー基本構想の改定 

バリアフリー法では、住民や当事者等によるバリアフリー基本構想の作成に係わる提案制度が定め

られています（法第 27 条）バリアフリー基本構想策定後、住民や当事者等から作成または変更の提案

があった場合には、バリアフリー基本構想の作成や変更の必要性について検討を行います。 

バリアフリー法の抜粋 

（基本構想の作成等の提案） 

第二十七条 次に掲げる者は、市町村に対して、基本構想の作成又は変更をすることを提案するこ

とができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る基本構想の素案を作成し

て、これを提示しなければならない。 

一 施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実施

しようとする者 

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用

に関し利害関係を有する者 

 

 
資料：国土交通省「バリアフリー基本構想作成に関するガイドブック（平成 28年 9月）」より作成 

図 ２.１４市民提案の流れ  
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心のバリアフリーについて 

高齢者や障害者等のだれもが安心、安全に日常生活や社会生活を送るためには、ハード面の整備だ

けではなく、ユニバーサルデザインの考え方を市民一人ひとりが理解し、市民の意識を育てていくこ

とが大切です。市民の一人ひとりが互いに理解を深め、支えあう環境をつくり、社会参加等に積極的

に協力する意識づくりや環境づくりを育むことも重要です。 

国が示す心のバリアフリーの目標 

令和 2 年 5 月のバリアフリー法の改正では、車両の優先席、車いす使用者用駐車施設等の適正利用

の推進や学校教育との連携など移動等円滑化に係る「心のバリアフリー」に関する施策が強化されま

した。改正バリアフリー法では、国、地方公共団体、施設設置管理者が連携して教育活動、広報活動

等を行うことにより、移動等円滑化に関する国民の理解と協力を得ることが当たり前の社会となるよ

うな環境整備を推進することとされています。 

国の基本方針では、令和 2 年 6 月に国土交通省により実施された「心のバリアフリーに関するアン

ケート調査」結果の「心のバリアフリー」という用語自体の認知度が約 24％であったことを踏まえ、

まずは「心のバリアフリー」という用語が国民の間に定着するよう、認知度の数値目標として約 50％

を設定しました。 

さらに、高齢者、障害者等との交流や疑似体験等を通じて、一人でも多くの方が「心のバリアフリ

ー」の考え方を理解しつつ、実際の行動に結びつけることが重要であるため、高齢者、障害者等の立

場を理解して行動ができている人の割合を現状の約 80％から、原則として全ての方が高齢者、障害者

等の立場を理解して行動ができているようにすることを目標としています。 

 

「声かけ・サポート」運動強化キャンペーン 

2018 年度「声かけ・サポート」運動強化キャンペーンより 

 

夏休みバリアフリー体験会 

まちづくり広報誌「korekara」第 25 号より 

図 ２.１５さいたま市で実施されている主な取組（１） 
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さいたま市における心のバリアフリーの取組の強化 

さいたま市では、これまでの旧基本構想においても様々なソフト施策を示し、各事業者等が意識醸

成のための教育や啓発活動を実施してきましたが、さいたま市の基本理念である「みんなが創って育

てる共生のまち・さいたま市」を実現するために、さらなる取組の強化を図ります。 

具体的には、これまでの重点整備地区における特定事業計画に加え、市域全体を通して取り組む事

業として、新たに教育啓発特定事業を設定します。教育啓発特定事業とは、事業者や施設管理者のほ

か、市の福祉関連部門や教育委員会等が連携して、児童、生徒及び学生に対して行う教育活動や、市

職員を含めた市民全般に対して行う啓発活動に関する事業のことです。 

特定事業として位置付けることにより、これまでの取組を継続して行うとともに、さらに強化され

た取組として事業を実施し、また、これらの取組内容について情報を発信していきます。 

    
さいたま新都心 バリアフリー親子体験会  さいたま市ホームページより 

    
バリアフリーまちあるき勉強会（平成 28 年度岩槻地区） 

    
バリアフリーまちあるき勉強会（令和元年度さいたま新都心・北与野地区） 

図 ２.１６さいたま市で実施されている主な取組（２） 
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他の関連計画との連携 

バリアフリー基本構想の推進にあたっては、「さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」

等の関連法令や「さいたま市保健福祉総合計画」など、関係する各種計画との整合を図るとともに、

周辺のまちづくり事業にも配慮しながら推進していきます。 

 

図 ２.１７他の関連計画との連携 

 

 

追加 

追加 



2-42 

 

バリアフリー基本構想策定後の推進・管理体制 

重点整備地区の基本構想に基づく特定事業等の実施･推進にあたっては、今後、各事業者が特定事

業計画を作成するなかで、特定事業内容との整合性について十分考慮するとともに、多様な関係主体

を集めた委員会を開催し、市民参加によりバリアフリー化整備の推進・管理を行っていきます。 

また、事業の進行管理については、関係者間の横断的な連携、調整を継続的に行い、推進状況を定

期的に公表していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１８バリアフリー基本構想策定後の推進・管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

学識経験者、障害者団体、高齢者団体、子育て支援団体、鉄

道事業者、バス事業者、タクシー事業者、建築関係団体、道

路管理者、交通管理者、関係行政機関、さいたま市、その他
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重点整備地区の基本構想 
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１．重点整備地区の基本構想の考え方 

さいたま市では、平成 16 年度に「交通バリアフリー基本構想」を策定し、大宮地区、北浦和地区、

浦和地区の 3 地区を重点整備地区として定めました。さらに平成 25 年度の旧バリアフリー基本構想

では、「交通バリアフリー基本構想」策定時に推進地区であった、さいたま新都心・北与野地区、武蔵

浦和地区、岩槻地区の 3 地区を重点整備地区に格上げして、計 6 地区について優先的にバリアフリー

化を進めてきました。 

今回の改定では、旧バリアフリー基本構想における重点整備地区の選定と同様の方法で、市内のす

べての鉄道駅を対象に、「乗降客数」、「周辺地区における高齢者の居住者数」、「不特定多数の方が利用

する施設の立地数」の 3 つの視点に加え、都市の拠点性(都心・副都心)を勘案しながら、バリアフリ

ー化の必要性が高い地区について再確認をした結果、引き続き大宮地区、北浦和地区、浦和地区、さ

いたま新都心・北与野地区、武蔵浦和地区、岩槻地区の 6 地区を重点整備地区に定め、優先的にバリ

アフリー化を進めていくこととします。 

生活関連施設及びバリアフリー経路設定の考え方については、全体構想（第２章３バリアフリー化

の考え方）に基づくものとし、旧バリアフリー基本構想の位置づけを踏襲しながら、生活関連施設の

新設・移転、利用状況や規模等により位置づけの見直しを行いました。これに伴い、バリアフリー経

路や重点整備地区の範囲についても一部で変更を加えました。 

特定事業については、大宮地区、北浦和地区、浦和地区の 3 地区において、旧バリアフリー基本構

想では対象としていなかった建築物特定事業等を新たに位置づけました。また、旧バリアフリー基本

構想で位置づけていた各特定事業については、事業の進捗状況を反映させ、更新しました。 

事業の実施時期設定の考え方については、下表のとおりで、改善の必要性は認識しているものの、

現時点で具体的な改善方法や実施時期を決定できないものについても、これまでと同様に「検討中」

として事業を設定しています。 

表 ３.１実施時期設定の考え方 

短 期：令和 7 年度まで 

長 期：令和 8 年度以降 

検討中：実施時期・具体の方法等を今後検討する 

継 続：過去から継続している、今後継続的に取り組む 
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また、各特定事業の推進にあたっては、「目標実現に向けたバリアフリー化の取組方針」（全体構想

2-4 ページ～）を踏まえ、以下に示す移動等円滑化基準、条例やガイドライン等に基づく整備を進め

ていきます。 

なお、旧基本構想において位置づけられた特定事業のうち、上記の考え方に基づく整備が概ね完了

している事業については、実施時期の欄に「整備済」、「実施済」と記載しています。 

表 ３.２特定事業の実施に関する移動等円滑化基準・条例・ガイドライン等 

移動等円滑化基準 

公共交通 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を

定める省令 

道路 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令 

駐車場 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を定め

る省令 

公園 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を定める省令 

建築物 移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定め

る基準 

交通安全 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 

条例 

全般 さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例 

道路 さいたま市移動等円滑化のために必要な道路の構造上の基準に関する条例 

建築物 埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例 

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 

道路 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 

建築物 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 
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２．重点整備地区を中心としたさいたま市全域の取組 

ここでは、さいたま市全域を対象とした、心のバリアフリーの一環として行う事業について記載し

ます。 

①教育啓発特定事業 

事業名 対象 実施主体 

「思いやりの心」を育む（体験型）研修 市職員 さいたま市（都市経営戦略部） 

事業内容 実施時期 備考 

・バリアフリーに関する疑似体

験 
実施中 

疑似体験を通じて、業務を行う上での気づきの心や窓口対

応での気づかいの心といった「思いやりの心」を育む 

 

事業名 対象 実施主体 

心のバリアフリー促進啓発事業 市民全般 さいたま市（福祉総務課） 

事業内容 実施時期 備考 

・広報活動による教育啓発活動 実施中 
心のバリアフリーの促進啓発に係るポスターの掲示やポ

ケットティッシュの配布 

 

事業名 対象 実施主体 

さいたま市福祉のまちづくり 

モデル地区推進事業 
主に小中学生 さいたま市（福祉総務課） 

事業内容 実施時期 備考 

・小中学校において福祉のまち

づくりを地域ぐるみで学び合

う教育啓発活動 

実施中 

障害のある方や福祉関係団体等の協力を得て、各種障害の

体験学習やまち歩き学習等により、心のバリアフリーの啓

発に取り組む 

 

事業名 対象 実施主体 

ノーマライゼーションの更なる普及・啓発 市民全般 さいたま市（障害政策課） 

事業内容 実施時期 備考 

・イベント等を通じた市民への

教育啓発活動 
実施中 

ブラインドサッカーの国際親善試合であるノーマライゼ

ーションカップの開催、「障害者週間」市民のつどいの実

施 

 

事業名 対象 実施主体 

バリアフリー体験・見学 主に小中学生 さいたま市（都心整備課） 

事業内容 実施時期 備考 

・バリアフリー体験を通じた教

育啓発活動 
実施中 

さいたま新都心で車いすや白杖の体験を通し、バリアフリ

ーの大切さと心のバリアフリーを学ぶ 

・バリアフリー施設の見学を通

じた教育啓発活動 
実施中 さいたま新都心のバリアフリー施設を見学し、工夫を知る 
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事業名 対象 実施主体 

障害者の生涯学習の推進 市民全般 さいたま市(生涯学習総合センター) 

事業内容 実施時期 備考 

・教育啓発活動による学習機会

の提供 
検討中 

障害者が、地域の一員として豊かな人生を送ることができ

るよう、障害をテーマとした事業や、障害者に配慮した事

業等を実施するなど、様々な学習機会を提供 

 

事業名 対象 実施主体 

心のバリアフリーに関する学校教育の推進 市内小学校 さいたま市（教育委員会） 

事業内容 実施時期 備考 

・学校教育における心のバリア

フリーに関する教育活動の推

進 

継続 

「総合的な学習の時間」などにおいて、各種体験学習を取 

り入れるなど福祉教育の充実を図り、心のバリアフリーの 

理解促進に取り組む 

 

②その他心のバリアフリー・人的対応に関する事業 

事業内容 実施時期 事業管理主体 備考 

職員へのバリアフリー対応を指導 継続 
すべての 

公共交通事業者 

移動等円滑化取組計画書に基

づき実施 

職員、係員等関係者への接遇教育

の実施 
継続 すべての施設管理者 

可能な範囲で継続して実施に

努める 
窓口への係員の配置等、人的対応

の充実、筆談具・コミュニケーショ

ン支援ボード等によるコミュニケ

ーションの確保 

継続 すべての施設管理者 
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３．重点整備地区の基本構想 

大宮地区の基本構想 

地区の概要 

さいたま市の中心部に位置する大宮駅は、市域のほぼ中央を南北に通過するＪＲ線（京浜東北線、

埼京線・川越線、高崎線、東北本線、秋田新幹線、上越新幹線、東北新幹線、北陸新幹線、山形新幹

線、湘南新宿ライン、宇都宮線、上野東京ライン）、東方面に延びる東武野田線（東武アーバンパーク

ライン）、北方面に延びる埼玉新都市交通が乗り入れ、１日の乗降客数は約 69 万人にのぼります。 

大宮駅周辺は、県下最大の商業地区として商業・業務機能が集積し、各種コミュニティ・文化・情

報関連施設も充実しています。また、市街地再開発事業として、大宮駅東口大門町２丁目中地区、大

宮駅西口第３-Ｂ地区、大宮鐘塚Ｃ地区が、いずれも令和3～4年度の完了を目指して進められており、

交通、経済の中心地にふさわしい拠点の形成が図られています。 

大宮地区の基本構想 

大宮地区については、旧バリアフリー基本構想で位置づけた生活関連施設の移転や閉館があったた

め、生活関連施設を再整理するとともに、今回の基本構想の改定で新たに建築物特定事業を設定する

にあたり、施設の利用状況や規模等により、位置づけの見直しを行いました。主な変更は、県合同庁

舎の移転とその跡地への大宮区役所の移転、さいたま赤十字病院のさいたま新都心・北与野地区への

移転等があります。また、さいたま赤十字病院跡地に開業した大規模商業施設や、その他福祉施設な

ど、合わせて 28 の施設を生活関連施設に設定しました。バリアフリー経路については、旧バリアフリ

ー基本構想で設定した経路上に生活関連施設があるため、旧バリアフリー基本構想の設定を踏襲して

います。また、重点整備地区の範囲も旧バリアフリー基本構想の範囲と同様としています。 

表 ３.３大宮地区重点整備地区の概要 

重点整備地区の区域 約 127ha 

生活関連施設 

28 施設 

公共・公益施設 6 施設 

文化・文教施設 10 施設 

福祉施設 3 施設 

医療施設 1 施設 

商業施設 8 施設 

バリアフリー経路 

23 経路 

駅前広場 2 箇所 

主要経路 15 経路 

補完経路 6 経路 
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特定事業 

 

 

①公共交通特定事業（鉄道） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

ＪＲ大宮駅 ・階段の両側に２段の手すりを設置

するとともに、踏面の端部を容易

に認識できるようにする。 

継続 

東日本旅客鉃道㈱ 

一部実施済 

・職員へのバリアフリー対応を指導

する（職員研修の実施等）。 
継続 

移動等円滑化取

組計画書に基づ

き実施 

東武大宮駅 ・改修時に可変式情報標示装置を移

設する。 
短期 

東武鉄道㈱ 

 

・更新時に券売機の文字やコイン投

入口等を改善する。 
長期 一部実施済 

・職員へのバリアフリー対応を指導

する（職員研修の実施等）。 
継続 

移動等円滑化取

組計画書に基づ

き実施 

ニューシャト

ル大宮駅 
・職員へのバリアフリー対応を指導

する（職員研修の実施等）。 
継続 埼玉新都市交通㈱ 

移動等円滑化取

組計画書に基づ

き実施 

大宮駅連絡 

通路 

・点字案内板の修繕・掃除を行う。 継続 さいたま市  

・階段の両側に２段の手すりを設置

するとともに、踏面の端部を容易

に識別できるようにする。 

継続 東日本旅客鉃道㈱ 一部実施済 

 

②公共交通特定事業（バス） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

西口駅前広場 

東口駅前広場 

・ノンステップバスを導入する。 継続 

国際興業㈱ 

東武バスウエスト㈱ 

西武バス㈱ 

移動等円滑化取

組計画書に基づ

き実施 

・バス停における時刻表、運行状況

等の情報を充実させる。 
継続 

・職員へのバリアフリー対応を指導

する（職員研修の実施等）。 
継続 

 

実施時期 

短 期：令和 7 年度まで 

長 期：令和 8 年度以降 

検討中：実施時期・具体の方法等を今後検討する 

継 続：過去から継続している or 継続的に取り組む 
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③道路特定事業 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

経路 2 

西口駅前広場 

・視覚障害者誘導用ブロックの設置

位置及び色を改善する。 
継続 道路管理者（市）  

経路 3 

東口駅前広場 
― 整備済 道路管理者（市）  

経路 4 

三橋中央通線 

・バス乗り場の歩道の段差を改善す

る。 
短期 

道路管理者（市） 

施設管理者 

 

・歩道の視覚障害者誘導用ブロック

の破損・変形を補修する。 
継続 一部実施済 

ペデストリア

ンデッキ 

・駅前にデッキの案内板を設置す

る。 
長期 

道路管理者（市） 

 

・視覚障害者誘導用ブロックの色を

改善する。 
長期  

・排水溝の蓋を目の細かいものに改

善する。 
継続 一部実施済 

・シーノ前のエレベーター脇の階段

に転落防止柵等を設置する。 
長期  

・主要施設の入口まで視覚障害者誘

導用ブロックを連続して設置す

る。 

長期  

・エレベーター内の点字を改善す

る。 
短期  

経路 5 

大 宮 そ ご う

脇・上落合桜

木線 

－三橋中央通

線～桜木町１

丁目 

・２ｍ以上の歩道を確保する。 長期 

さいたま市 

（区画整理事業施行者）  

道路管理者 

一部実施済。残り

の区間は令和２年

度以降に実施予

定。区画整理事業

以外の区間は、道

路特定事業で実施 

経路 7 

シーノソニッ

ク間 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえた歩道を整備する。 
長期 

道路管理者（市） 

施設管理者 
 

経路 8 

大成線 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえた歩道を整備する。 
長期 道路管理者（市）  

経路 9 

工機部前通線 
― 整備済 道路管理者（市）  

経路 12 

大宮中央通線 
― 整備済 道路管理者（市）  

経路 13 

銀座通り 
― 整備済 道路管理者（市）  

経路 14 

中山道北側 

－さいたま春

日部線～大宮

中央通線 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえた歩道を整備する。 
短期 道路管理者（市）  
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事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

経路 17 

さいたま春日

部線－中山道

～氷川参道 

― 整備済 道路管理者（市）  

経路 18 

氷川参道 

・排水溝の蓋を目の細かいものに改

善する。 
継続 道路管理者（市） 

一の鳥居から大宮

中央通線は改善済

み 

南大通東線から北

約 300ｍ区間の設

え工事に合わせ

て、継続して目の

細かいものに変更 

経路 19 

南大通線 
― 整備済 道路管理者（市）  

経路 20 

市民会館前 

・歩道の視覚障害者誘導用ブロック

の破損・変形を補修する。 
整備済 

道路管理者（市） 

 

・視覚障害者誘導用ブロックの設置

位置を改善する。 
整備済  

経路 21 

氷川参道西通

線 

・歩道の有効幅員を確保するため

に、道路標識、電柱、街灯柱の移

設を検討する。 

整備済 

道路管理者（市） 

 

・歩道の舗装や段差の破損・変形を

補修する。 
整備済  

・歩道の拡幅を行う。 整備済  

経路 22 

中山道南側 

－大宮中央通

線～一の鳥居 

・両側に２ｍ以上の歩道を確保す

る。 
整備済 

道路管理者（市） 

 

・歩道の舗装や段差の破損・変形を

補修する。 
整備済  

・段差等で車道と明確に区切られた

歩道を確保する。 
整備済  

※ 全体構想の目標については、「目標実現に向けたバリアフリー化の取組方針」（全体構想 2-4 ページ

～）を参照。 
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④その他事業（補完経路） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

経路 6 

上落合桜木線 

－上落合９丁

目～国道17号

線 

・カラー舗装により歩行空間を確保

する。 
整備済 道路管理者（市） 

 

 

経路 10 

さいたま春日

部線－桜木町 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえ、路線の実状にあわせて可能

な整備を行う。 

長期 道路管理者（市）  

経路 11 

盲人福祉セン

ター裏 

・排水溝の蓋を目の細かいものに改

善する。 
継続 道路管理者（市）  

経路 15 

一の宮通り 

・歩行空間の材質を改善する。 長期 

道路管理者（市） 

沿道住民等と街並

み整備に関するワ

ークショップにて

検討中 

・歩行空間を確保するために、道路

標識、電柱、街灯柱の移設を検討

する。 

長期 

経路 16 

さいたま春日

部線 

－銀座通り～

中山道 

・歩道を整備する。 整備済 道路管理者（市） 
カラー舗装により

歩車分離 

経路 23 

南銀通り 

・カラー舗装により歩行空間を確保

する。 
長期 道路管理者（市）  

※ 全体構想の目標については、「目標実現に向けたバリアフリー化の取組方針」（全体構想 2-4 ページ

～）を参照。 

 

⑤その他事業（バリアフリー経路共通） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

主要経路 

補完経路 

・歩道上の商品・看板の移設・撤去

についての指導を強化する。 
継続 道路管理者（市）  

 

⑥交通安全特定事業 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

主要経路 
・違法駐車の取締りを強化する。 継続 埼玉県公安委員会  

 

⑦その他事業 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

経路 3 

東口駅前広場 
・バス・タクシー乗り場に関する情

報を充実させる。 
継続 

さいたま市 

駅前広場改修等

にあわせて一部

整備済 

・「みんなのトイレ」（多機能トイレ）

を設置する。 
長期  
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事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

経路 18 

氷川参道 

・氷川緑地（平成ひろば）に景観や

安全性を考慮して視覚障害者誘

導用ブロックを設置する。 

長期 さいたま市  

主要経路 

補完経路 ・放置自転車対策を強化する。 継続 

さいたま市 

放置自転車等の減

少に努めるため、

監視、指導を行う 

・自転車通行者に対して、マナー、

ルール等の啓発活動を行う。 
継続 

駅周辺、氷川参道

において、自転車

通行者等にマナ

ー・ルール等の啓

発活動を実施す

る。 

・視覚障害者誘導用ブロック上へ自

転車・看板・露店等を置かないよ

うに啓発活動を行う。 

継続  

ソフト事業 ・交通バリアフリーに関する教育・

情報発信（シンポジウムの開催・

交通バリアフリー教室の実施等）

を行う。 

継続 さいたま市 

各区役所、市有施

設等において「心

のバリアフリー啓

発事業」を実施 
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⑧建築物特定事業 

 

主なバリアフリー設備等の状況 ※設備等の有無を示すものであり、基準適合状況は施設によって異なります。 

上下移動 
 
エレベーター エスカレーター 

 
階段 スロープ 

トイレ 
 
お手洗い 

車いす使用者等障害のあ

る人が使える設備  

ベビーチェア等の乳幼

児用設備 
オストメイト用設備 

駐車場 
 
駐車場 車いす使用者用駐車施設    

その他 
 
案内所 筆談対応 

 

ベビーケアルーム等の

乳幼児用設備 
休憩所や待合室 

 

大宮区役所 
建築年 

平成 31 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

施設名 事業管理主体 

①大宮区役所（大宮区保健センター他） 
さいたま市 

（大宮区総務課・区政推進部） 

事業内容 実施時期 備考 

その他の設備 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
長期 自動販売機設置事業者と協議 

・無人設備における聴覚障害者等

への適切な対応方法の検討 
長期 金融機関に依頼 

案内 
・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 

未整備箇所については、利用者の意見等を

参考に検討 

施設名 事業管理主体 

⑨大宮図書館（1～3 階） さいたま市（中央図書館管理課） 

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
継続 

多様な方に対応した案内表示を補助する貼

り紙を掲示 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
継続 

職員が人的に対応 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 

今後も多様な方に対応した掲示、表示とす

る 

施設全体 
・設備の適切な維持・管理、提供サ

ービスの充実 
継続 

エレベーターや多機能トイレなど、主要な

設備はバリアフリー化を実施済み 
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施設名 事業管理主体 建築年 

②大宮駅支所 さいたま市（大宮駅支所） 昭和 57 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動 非該当 トイレ － 駐車場 － その他  

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 筆談具を設置 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 設置を検討 

 

大宮情報文化センター（ＪＡＣＫ大宮） 
建築年 

昭和 62 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

施設名 事業管理主体 

③消費生活総合センター（6 階） さいたま市（消費生活総合センター） 

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
長期 室内表示については、短期的な対応を検討 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 今後も分かりやすい表記に努める 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 筆談具は設置済み、案内の表示を検討 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 窓口での設置の可能性を検討 

施設名 事業管理主体 

⑩大宮情報文化センター（ＪＡＣＫ大宮） 一般財団法人さいたま市都市整備公社 

事業内容 実施時期 備考 

通路 
・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
継続 

主要な通路は十分な幅員が確保されてお

り、今後も支障物を置かないよう継続的に

配慮 

上下移動 ・階段への点字付き手すりの設置 長期 大規模修繕時に改良を検討 

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 大規模修繕時に改良を検討 

その他の設備 
・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
継続 必要に応じてカウンター外で人的に対応 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
短期 ピクトグラムの見直しや多言語表示を検討 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 継続 
簡易な筆談具を利用し、案内カウンターの

係員が対応 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済  
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ソニックシティ 

（ソニックシティビル・ソニックシティホール・パレスホテル大宮） 

建築年 

昭和 63 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

施設名 事業管理主体 

④埼玉県パスポートセンター 

（ソニックシティビル 2 階） 
埼玉県パスポートセンター 

事業内容 実施時期 備考 

施設全体 
・設備の適切な維持・管理、提供サ

ービスの充実 
継続 

エレベーター等の共用部分はバリアフリー

化を実施済み、その他のバリアフリー設備

の適切な運用や人的対応の充実に努める 

施設名 事業管理主体 

⑪さいたま市大宮ソニック市民ホール 

（ソニックシティビル） 
さいたま市（市民生活安全課） 

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・分かりやすい案内表示の設置 短期 現在よりも大きくわかりやすい表示に改善 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
短期 現在よりも大きくわかりやすい表示に改善 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

短期 現在よりも大きくわかりやすい表示に改善 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 新規に作成を検討 

施設名 事業管理主体 

⑫埼玉県産業文化センター 

（ソニックシティホール） 
公益財団法人埼玉県産業文化センター 

事業内容 実施時期 備考 

その他の設備 
・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
短期 設置業者と対応を検討 

案内 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期  

ソニックシティ集会施設 

ソニックシティビル  ソニックシティホール 

展示場 B1F  大ホール 1～4F 

イベント広場 1F 広場  小ホール 2F 

市民ホール 4F  国際会議室 4F 

会議室 5～9F    
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ソニックシティ（続き） 

施設名 事業管理主体 

㉖パレスホテル大宮（別棟） 株式会社パレスエンタープライズ 

事業内容 実施時期 備考 

出入口 
・建築物の出入口における自動ド

ア等の設置や十分な幅の確保 
長期 

主な出入口は整備済み。開閉ドアで通行し

にくい出入口については、今後検討すると

ともに、案内の充実により対応 

通路 
・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
継続 支障物を置かないよう今後も継続して配慮 

上下移動 

・階段の改良 長期 更新時に段鼻の色に配慮 

・階段への点字付き手すりの設置 長期 
手すりの未設置箇所や点字の行先表示を今

後検討 

トイレ 

・ベビーチェアやベビーベッドの

設置 
長期 

スペースがなく設置が困難、一部で多機能

トイレに設置済 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
長期 今後、設置を検討 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 

多機能トイレ、客室(ハンディキャップルー

ム)、1 階客用トイレに設置済み 

その他の設備 

・乳幼児用設備の設置 長期 
ベビーベッドは一部の多機能トイレで利用

可能 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
長期 接近しにくい場所では職員が人的に対応 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
長期 設置場所を検討 

案内 

・分かりやすい案内表示の設置 長期 
バリアフリー経路がわかる案内板の設置を

検討 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
長期 既存の案内板に外国語表記の追加を検討 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 大規模改修時にバリアフリー化を図る 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

長期 今後、配慮し作成 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 長期 
必要な箇所に筆談具を設け、分かりやすい

案内表示を設置 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
長期 今後、設置を検討 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑦さいたま市立博物館 さいたま市（博物館） 昭和 55 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 ・エレベーターの改良 短期 
ボタンの点字表示、鏡等の未整備部分につ

いては改良を検討 

トイレ 

・水洗ボタンやペーパーの配置の

統一と機能の表示 
長期 一部の不具合について、修繕を検討 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 設置を検討 

駐輪場 
・駐輪が出入口や通路を遮らない

ように配慮する 
短期 駐輪場所の表示の補修など、対応を検討 

その他の設備 
・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
短期 設置を検討 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
長期 対応を検討 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 対応を検討 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

短期 対応を検討 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 対応を検討 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 対応を検討 
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シーノ大宮センタープラザ 
建築年 

平成 16 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

施設名 事業管理主体 

⑧生涯学習総合センター（7～10 階） さいたま市（生涯学習総合センター） 

事業内容 実施時期 備考 

通路 
・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
継続 

主要な通路は十分な幅員が確保されてお

り、今後も支障物を置かないよう継続的に

配慮 

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 時期は未定 

駐車場 ・車いす使用者用駐車施設の設置 短期 
隣接建物（パーキング棟）への誘導案内表示

等の設置を検討 

案内 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 時期は未定 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 今後も継続して取り組む 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 継続 今後も継続して取り組む 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期  

施設名 事業管理主体 

⑬男女共同参画推進センター（3 階） さいたま市（男女共同参画推進センター） 

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

短期 
イラスト等を活用した利用者に分かりやす

い掲示物を作成 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 耳マーク等、筆談可能である案内を表示 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期  
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シーノ大宮センタープラザ（続き） 

施設名 事業管理主体 

⑮桜木公民館（5・6 階） さいたま市（生涯学習総合センター） 

事業内容 実施時期 備考 

通路（廊下） 
・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
継続 

主要な通路は十分な幅員が確保されてお

り、今後も支障物を置かないよう継続的に

配慮 

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 時期は未定 

駐車場 ・車いす使用者用駐車施設の設置 短期 
隣接建物（パーキング棟）への誘導案内表示

等の設置を検討 

案内 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 時期は未定 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 今後も平易な言葉で簡潔に表記 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期  

施設名 事業管理主体 

⑯桜木図書館（4 階） さいたま市（桜木図書館） 

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
継続 

多様な方に対応した案内表示を補助する貼

り紙を掲示 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
継続 

職員が人的に対応 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 

今後も多様な方に対応した掲示、表示とす

る 

施設全体 
・設備の適切な維持・管理、提供サ

ービスの充実 
継続 

エレベーターや多機能トイレなど、主要な

設備はバリアフリー化を実施済み 

 

  



3-19 

 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑭大宮中部公民館 
さいたま市 

（生涯学習総合センター） 
昭和 53 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場 － その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

通路 
・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
継続 

荷物などが通行の妨げにならないように施

設内を巡回 

上下移動 ・階段への点字付き手すりの設置 長期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

トイレ 

・多機能トイレの設置 長期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・オストメイト用の設備の設置 長期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・ベビーチェアやベビーベッドの

設置 
長期 

公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・水洗ボタンやペーパーの配置の

統一と機能の表示 
長期 

公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
長期 

公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 

公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・多機能トイレへの利用が集中し

ないよう、一般トイレの設備機

能を充実 

長期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

駐輪場 
・駐輪が出入口や通路を遮らない

ように配慮する 
継続 

自転車が支障をきたさないよう、敷地内を

目視・巡回 

その他の設備 

・乳幼児用設備の設置 長期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
長期 

公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
長期 新設の際に設置を検討 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
長期 

既存の表示にピクトグラムを併記、公民館

施設リフレッシュ計画の中で対応を検討 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 

公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 今後も簡潔で分かりやすい表記とする 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期  
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑰あずま荘 さいたま市（高齢福祉課） 昭和 58 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場 － その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口周辺や通路の段

差の解消 
短期 

令和 7 年度大規模修繕に合わせて担当課と

協議 

通路 

・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
継続 支障物を置かないよう今後も継続して配慮 

・通路の段差の解消 短期 
令和 7 年度大規模修繕に合わせて担当課と

協議 

上下移動 

・階段の改良 短期 
令和 7 年度大規模修繕に合わせて担当課と

協議 

・階段への点字付き手すりの設置 短期 
令和 7 年度大規模修繕に合わせて担当課と

協議 

トイレ 

・水洗ボタンやペーパーの配置の

統一と機能の表示 
短期 

令和 7 年度大規模修繕に合わせて担当課と

協議 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
短期 

令和 7 年度大規模修繕に合わせて担当課と

協議 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
短期 

令和 7 年度大規模修繕に合わせて担当課と

協議 

案内 

・分かりやすい案内表示の設置 短期 
令和 7 年度大規模修繕に合わせて担当課と

協議 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
短期 

令和 7 年度大規模修繕に合わせて担当課と

協議 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 分かりやすい掲示に配慮 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 
令和 7 年度大規模修繕に合わせて担当課と

協議 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 設置を検討 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑱埼玉点字図書館 

及び埼玉盲人ホーム 
埼玉県視覚障害者福祉センター 平成 2 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他 － 

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口周辺や通路の段

差の解消 
継続 施設職員が人的に対応 

・建築物の出入口における自動ド

ア等の設置や十分な幅の確保 
長期 

車いす使用者等に配慮した出入口は１か所

整備済み、その他については案内の充実に

より対応 

通路 ・通路の段差の解消 短期 
スロープの設置が困難な箇所については、

可搬形スロープで対応 

上下移動 

・エレベーターの設置 長期 
利用者からの要望も踏まえ、建築物の構造

等を考慮しながら設置を検討 

・階段の改良 短期 
色を検討し、段をより識別しやすいように

配慮 

・階段への点字付き手すりの設置 長期 
現在の片側てすりを両側に設置することを

検討 

トイレ 
・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
長期 

手すり付きの小便器や便房設置の可能性を

検討 

案内 
・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
短期 建築物入口の音声案内を検討 

その他 
・周辺道路への視覚障害者用誘導

ブロックの敷設を要望 
短期 

補完経路にとどまらず、最寄りのバス停ま

での敷設を要望 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑲子育て支援センターおおみや さいたま市（子育て支援政策課） 平成 25 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

施設全体 
・設備の適切な維持・管理、提供サ

ービスの充実 
継続 

エレベーターや多機能トイレなど、主要な

設備はバリアフリー化を実施済み 
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施設名 事業管理主体 建築年 

㉑ルミネ大宮店 株式会社ルミネ 昭和 42 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期 検討を進める 

上下移動 ・階段への点字付き手すりの設置 長期 
手すりは設置済み、点字の整備について検

討 

トイレ 

・水洗ボタンやペーパーの配置の

統一と機能の表示 
長期 

多機能トイレ、オストメイト・乳幼児用設備

は整備済み、更なる施設の充実を検討 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
長期 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 

・多機能トイレへの利用が集中し

ないよう、一般トイレの設備機

能を充実 

長期 

その他の設備 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
長期 検討を進める 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
長期 検討を進める 

・無人設備における聴覚障害者等

への適切な対応方法の検討 
長期 検討を進める 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
長期 

ピクトグラム等は整備済み、更なる案内の

充実を検討 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 検討を進める 
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施設名 事業管理主体 建築年 

㉒大宮タカシマヤ 株式会社髙島屋大宮店 昭和 45 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場 － その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口周辺や通路の段

差の解消 
短期 

旧中仙道と接している段差について、さい

たま市と連携して検討 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期 再開発時に対応 

上下移動 
・階段の改良 長期 

ノンスリップ、段鼻は対応済み、今後さらに

検討 

・階段への点字付き手すりの設置 長期 一部の未実施個所について再開発時に検討 

トイレ 

・多機能トイレへの利用が集中し

ないよう、一般トイレの設備機

能を充実 

長期 再開発時に検討 

その他の設備 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
短期 業者に確認し、設置場所も含め検討 

・無人設備における聴覚障害者等

への適切な対応方法の検討 
継続 施設従業員が人的に対応 

案内 

・分かりやすい案内表示の設置 長期 再開発時など、サイン変更時の際に検討 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
長期 再開発時など、サイン変更時の際に検討 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 

エスカレーターのみ音声案内実施済み、そ

の他の部分は再開発時に検討 
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施設名 事業管理主体 建築年 

㉓アルシェビル 株式会社アルシェ 平成 6 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場 － その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期 検討を進める 

通路（廊下） 
・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
継続 

今後も商品や荷物などが通行の妨げになら

ないように配慮する 

上下移動 ・階段の改良 短期 
段をより識別しやすいように段鼻の改良を

検討する 

トイレ 

・オストメイト用の設備の設置 長期 
多機能トイレにオストメイト用設備の設置

を検討する 

・ベビーチェアやベビーベッドの

設置 
長期 

女子用トイレには設置済み、今後男子トイ

レへの設置を検討する 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
長期 設置を検討する 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 修繕・改修予定 

・多機能トイレへの利用が集中し

ないよう、一般トイレの設備機

能を充実 

長期 修繕・改修を検討する 

その他の設備 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
短期 各店舗で検討中 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
短期 設置の可能性を確認、検討する 

案内 

・分かりやすい案内表示の設置 短期 
出入り口付近においてバリアフリー経路が

分かる案内板の設置を検討する 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
短期 既存の案内板に英語、中国語の追加を検討 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 修繕を検討する 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
長期 各店舗を含め設置可能か検討する 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

短期 分かりやすい表記に改善する 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 各店舗に指導を行う 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
長期 検討を進める 
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施設名 事業管理主体 建築年 

㉔ＤＯＭショッピングセンター 大宮西口共同ビル株式会社 昭和 57 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期 主要出入口については敷設を検討 

通路（廊下） 
・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
継続 

通路に荷物を置かないルールの徹底、巡回

の継続的な実施 

上下移動 ・階段への点字付き手すりの設置 長期 
片側手すり、点字表示については整備済み、

両側手すりを検討 

トイレ 

・オストメイト用の設備の設置 長期 館内に 1 ヶ所設置済み、増設を検討 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 設置を検討、設置までは人的に対応 

駐輪場・ 

駐車場 

・駐輪が出入口や通路を遮らない

ように配慮する 
継続 

駐輪設備以外での利用がないよう巡回を実

施 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
短期 更新時に機種を変更 

その他の設備 
・無人設備における聴覚障害者等

への適切な対応方法の検討 
長期 

タッチパネル等による文字送信などの設置

を可能な限り推進 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
短期 

館内案内板の改修時に英語表記（中国語の

追加）を増やす 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 大規模修繕時などに検討 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
長期 電光表示の設置を可能な限り推進 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

短期 
掲示物等、分かりやすく表記しているが、

再度確認し必要に応じて改善 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 
一部で設置、指導済み、未設置施設やテナ

ントへの設置を促す 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
長期 作成、設置を検討 
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施設名 事業管理主体 建築年 

㉗大宮ラクーン 株式会社浜友商事 昭和 47 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場 － その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期 検討を進める 

通路（廊下） 
・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
継続 支障物を置かないよう今後も継続して配慮 

上下移動 

・エレベーターの改良 長期 検討を進める 

・階段の改良 短期 未整備箇所については改良を検討 

・階段への点字付き手すりの設置 長期 検討を進める 

トイレ 

・オストメイト用の設備の設置 長期 長期で改修予定 

・ベビーチェアやベビーベッドの

設置 
長期 長期で改修予定 

・水洗ボタンやペーパーの配置の

統一と機能の表示 
長期 長期で改修予定 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
長期 長期で改修予定 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 長期で改修予定 

・多機能トイレへの利用が集中し

ないよう、一般トイレの設備機

能を充実 

長期 長期で改修予定 

その他の設備 

・乳幼児用設備の設置 長期 
ベビーベッドは設置済み、授乳室の設置を

検討 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
長期 設置の可能性を確認、検討 

・無人設備における聴覚障害者等

への適切な対応方法の検討 
短期 検討を進める 

案内 

・分かりやすい案内表示の設置 長期 検討を進める 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
長期 検討を進める 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

短期 検討を進める 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 長期 検討を進める 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 検討を進める 
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施設名 事業管理主体 建築年 

㉘ホームズさいたま中央店 株式会社島忠 平成 31 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 詳細未定 

その他の設備 
・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
長期 詳細未定 

案内 ・筆談具と筆談可能な案内の設置 長期 詳細未定 
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北浦和地区の基本構想 

地区の概要 

北浦和地区は、南北にＪＲ京浜東北線が、道路は国道 17 号、中山道、産業道路が通り、東西には国

道 463 号、主要地方道さいたま・岩槻線が通っています。西口、東口とも駅周辺を除くと、ほとんど

が住宅地となっていますが、駅西口周辺は公共施設が多く、東口周辺では店舗が多く集積しています。

また、東口駅前広場は、西口と比較して狭く、一部のバスの乗降は、平成 14 年度に市街地再開発事業

として完了した北浦和ターミナルビル（北浦和１丁目地区）で行われています。 

北浦和地区の基本構想 

生活関連施設については、今回の基本構想の改定で新たに建築物特定事業を設定するにあたり、施

設の利用状況や規模等により、位置付けの見直し行い、福祉施設や医療施設を新たに加えた、18 の施

設を設定しました。また、バリアフリー経路については、旧バリアフリー基本構想で設定した経路に

加え、新たに加えた生活関連施設までの経路を設定しています。重点整備地区の範囲は、旧バリアフ

リー基本構想の範囲を基本として、新たに加えた生活関連施設を含むように範囲を拡大して設定しま

した。 

表 ３.４北浦和地区重点整備地区の概要 

重点整備地区の区域 約 79ha 

生活関連施設 

18 施設 

公共・公益施設 4 施設 

文化・文教施設 3 施設 

福祉施設 5 施設 

医療施設 3 施設 

商業施設 2 施設 

公園 1 施設 

バリアフリー経路 

18 経路 

駅前広場 2 箇所 

主要経路 7 経路 

補完経路 9 経路 
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特定事業 

 

 

①公共交通特定事業（鉄道） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

ＪＲ北浦和駅 ・券売機には車いす使用者が容易に

接近できるように蹴込みを設け

る。 

長期 

東日本旅客鉃道㈱ 

駅施設改良時に

実施を検討 

・職員へのバリアフリー対応を指導

する（職員研修の実施等）。 
継続 

移動等円滑化取

組計画書に基づ

き実施 

北浦和駅連絡

通路 

・西口及び東口にエレベーターを設

置する。 
整備済 さいたま市  

・階段の両側に２段の手すりを設置

するとともに、踏面の端部を容易

に識別できるようにする。 

継続 東日本旅客鉃道㈱ 一部実施済 

・視覚障害者誘導用ブロックを駅前

広場のものとの連続性に配慮し

て設置位置を見直す。 

整備済 さいたま市  

 

②公共交通特定事業（バス） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

西口広場 ・降車の位置について音声案内をす

る。 
継続 

国際興業㈱ 

西武バス㈱ 
 

北浦和バスタ

ーミナル 
・ノンステップバスを導入する。 継続 

国際興業㈱ 

東武バスウエスト㈱ 
移動等円滑化取

組計画書に基づ

き実施 

西口広場、東

口広場、北浦

和バスターミ

ナル 

・職員へのバリアフリー対応を指導

する（職員研修の実施等）。 
継続 

国際興業㈱ 

東武バスウエスト㈱ 

西武バス㈱ 

 

③道路特定事業 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

経路 2 

西口広場 
・バス乗り場において歩道面とステ

ップの段差が小さくなるように

改善する。 

短期 

道路管理者（市） 

 

・歩道の勾配と歩車道境界の段差を

改善する。 
短期  

・案内板を利用しやすいように改善

し、維持・補修を行う。 
継続  

・排水溝の蓋を目の細かいものに改

善する。 
継続  

経路 3 

東口広場 ・歩車道境界の段差を改善する。 継続 道路管理者（市） 

横断歩道接続部の

歩道の部分改修を

行う 

実施時期 

短 期：令和 7 年度まで 

長 期：令和 8 年度以降 

検討中：実施時期・具体の方法等を今後検討する 

継 続：過去から継続している or 継続的に取り組む 
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事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

・バス降車位置を確保する。 長期 
バス停のバリアフ

リー化を行う 

・視覚障害者誘導用ブロックを駅構

内のものとの連続性に配慮して

設置位置を見直す。 

継続  

経路 4 

国道 463 号線 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえた歩道を整備する。 
長期 道路管理者（市）  

経路 5 

ＮＴＴ前通り 

・歩道の有効幅員を確保するため

に、道路標識、電柱、街灯柱の移

設を検討する。 

検討中 道路管理者（市）  

経路 6 

埼大通り（北

浦和西口下大

久保線） 

・歩道の有効幅員を確保するため

に、道路標識、電柱、街灯柱の移

設を検討する。 

検討中 

道路管理者（市） 

 

・歩道の舗装や視覚障害者誘導用ブ

ロックの破損・変形を補修する。 
継続  

経路 7 

ハッピーロー

ド 

・歩道の勾配を改善する。 継続 

道路管理者（市） 

 

・歩道の有効幅員を確保するため

に、道路標識、電柱、街灯柱の移

設を検討する。 

検討中  

経路 8 

国道 17 号 
― 整備済 道路管理者（国）  

経路 13 

中山道 

－もとまちシ

ティー以北 

・歩道の舗装や視覚障害者誘導用ブ

ロックの破損・変形を補修する。 
継続 道路管理者（市）  

経路 14 

浦高通り（北浦

和東口領家線）

－東口広場～バ

スターミナル 

・バス乗り場において路面とステッ

プの段差が小さくなるよう改善

する。 

長期 

道路管理者（市） 

 

・歩道の勾配等を改善する。 長期  

※ 全体構想の目標については、「目標実現に向けたバリアフリー化の取組方針」（全体構想 2-4 ページ

～）を参照。 

 

④その他事業（補完経路） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

経路 9 

埼玉社会保険

病院東側通り 

・歩道の舗装や視覚障害者誘導用ブ

ロックの破損・変形を補修する。 
継続 

道路管理者（市） 

 

 

・視覚障害者誘導用ブロックは地区

全体で整合を図るため検討する。 
検討中  

経路 10 

駅北側沿線道

路 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえ、路線の実状にあわせて可能

な整備を行う。 

長期 道路管理者（市）  

経路 11 

社会保険病院裏

～寺前地下道～

北浦和図書館 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえ、路線の実状にあわせて可能

な整備を行う。 

長期 道路管理者（市）  
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事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

経路 12 

平和通り 

・歩道の舗装や視覚障害者誘導用ブ

ロックの破損・変形を補修する。 
継続 

道路管理者（市） 

 

・視覚障害者誘導用ブロックは地区

全体で整合を図るため検討する。 
検討中  

経路 15 

浦高通り(北浦和東

口領家線) －バス

ターミナル～浦和

高校 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえ、路線の実状にあわせて可能

な整備を行う。 

長期 道路管理者（市）  

経路 16 

ホップ通り 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえ、路線の実状にあわせて可能

な整備を行う。 

長期 道路管理者（市）  

経路 17 

中山道－もとま

ちシティー以南 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえ、路線の実状にあわせて可能

な整備を行う。 

長期 道路管理者（市）  

経路 18 

市道 E-9 号線 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえ、路線の実状にあわせて可能

な整備を行う。 

長期 道路管理者（市）  

※ 全体構想の目標については、「目標実現に向けたバリアフリー化の取組方針」（全体構想 2-4 ページ

～）を参照。 

 

⑤その他事業（バリアフリー経路共通） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

主要経路 

補完経路 

・歩道上の商品・看板の移設・撤去

についての指導を強化する。 
継続 すべての道路管理者  

 

⑥交通安全特定事業 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

主要経路 
・違法駐車の取締りを強化する。 継続 埼玉県公安委員会  

 

⑦その他事業 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

経路 2 

西口広場 

・適切な位置にベンチを再配置す

る。 
継続 

さいたま市 

 

・「みんなのトイレ」（多機能トイレ）

を設置する。 
長期  

経路 3 

東口広場 

・バス乗り場に関する案内を充実さ

せる。 
継続 さいたま市  

北浦和バスタ

ーミナル 

・バス乗り場に関する案内を充実さ

せる。 
継続 

北浦和ターミナル

ビル株式会社 
 

主要経路 

補完経路 ・放置自転車対策を強化する。 継続 さいたま市 

放置自転車等の減

少に努めるため、

監視、指導を行う 
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事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

・自転車通行者に対して、マナー、

ルール等の啓発活動を行う。 
継続 

国道17号北浦和駅

入口付近におい

て、自転車通行者

等にマナー・ルー

ルの啓発活動を実

施する。 

ソフト事業 ・交通バリアフリーに関する教育・

情報発信（シンポジウムの開催・

交通バリアフリー教室の実施等）

を行う。 

継続 さいたま市 

各区役所、市有施

設等において「心

のバリアフリー啓

発事業」を実施 
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⑧建築物特定事業 

 

主なバリアフリー設備等の状況 ※設備等の有無を示すものであり、基準適合状況は施設によって異なります。 

上下移動 
 
エレベーター エスカレーター 

 
階段 スロープ 

トイレ 
 
お手洗い 

車いす使用者等障害のあ

る人が使える設備  

ベビーチェア等の乳幼

児用設備 
オストメイト用設備 

駐車場 
 
駐車場 車いす使用者用駐車施設    

その他 
 
案内所 筆談対応 

 

ベビーケアルーム等の

乳幼児用設備 
休憩所や待合室 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

①北浦和駅市民の窓口 さいたま市（浦和区役所区民課） 平成 27 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動 非該当 トイレ  駐車場 － その他  

事業内容 実施時期 備考 

案内 ・筆談具と筆談可能な案内の設置 継続 必要に応じて職員が筆談対応 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

②埼玉県浦和合同庁舎 埼玉県さいたま県税事務所 昭和 60 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 

聴覚障害者の利用が多い別館トイレには設

置済み、状況に応じて今後対応し、非常時に

は庁舎内自営消防隊避難誘導班がトイレ内

も避難誘導 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

④日本年金機構浦和年金事務所 日本年金機構浦和年金事務所 昭和 56 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

トイレ 

・オストメイト用の設備の設置 長期 今後の施設設備の要望に含め、対応を検討 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 今後の施設設備の要望に含め、対応を検討 

案内 ・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 
筆談具は設置済み、今後、耳マーク等の表示

により案内を充実 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑤北浦和図書館 さいたま市（北浦和図書館） 昭和 49 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
継続 

多様な方に対応した案内表示を補助する貼

り紙を掲示 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
継続 

職員が人的に対応 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 

今後も多様な方に対応した掲示、表示とす

る 

施設全体 
・設備の適切な維持・管理、提供サ

ービスの充実 
継続 主要な設備はバリアフリー化を実施済み 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑥埼玉県立近代美術館 埼玉県立近代美術館 昭和 57 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 ・階段への点字付き手すりの設置 短期 対応を検討 

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 非常時には、人的に対応 

案内 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 耳マーク等、筆談可能の案内を表示 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 設置を検討 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑦常盤公民館 
さいたま市 

（生涯学習総合センター） 
昭和 53 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

通路 
・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
継続 支障物を置かないよう今後も継続して配慮 

上下移動 ・階段への点字付き手すりの設置 短期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

トイレ 

・多機能トイレの設置 短期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・オストメイト用の設備の設置 短期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・ベビーチェアやベビーベッドの

設置 
短期 

公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・水洗ボタンやペーパーの配置の

統一と機能の表示 
短期 

公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
短期 

公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
短期 

公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・多機能トイレへの利用が集中し

ないよう、一般トイレの設備機

能を充実 

短期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

駐輪場・ 

駐車場 

・駐輪が出入口や通路を遮らない

ように配慮する 
継続 

特に利用者が多数の場合は、貼り紙などの

掲示により案内 

・車いす使用者用駐車施設の設置 短期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

その他の設備 

・乳幼児用設備の設置 短期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
短期 

公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
長期  

案内 

・分かりやすい案内表示の設置 短期 分かりやすい案内表示の設置に努める 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
短期 

分かりやすい案内表示の設置に努める、公

民館施設リフレッシュ計画の中で対応を検

討 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
短期 

公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 今後も継続して取り組む 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 筆談具は設置済み、今後は案内を表示 



3-37 

 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑧浦和ふれあい館 さいたま市（福祉総務課） 平成 4 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口周辺や通路の段

差の解消 
長期 歩道との境界の段差について、解消を検討 

駐輪場・ 

駐車場 

・駐輪が出入口や通路を遮らない

ように配慮する 
継続 定期的に見回りを実施 

その他の設備 ・乳幼児用設備の設置 長期 ベビーベッドの設置を検討 

案内 

・分かりやすい案内表示の設置 短期 案内表示を貼り付けを検討 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
長期 

ピクトグラムは対応済み、多言語に対応し

た案内について今後検討 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 

点字案内表示は整備済み、音声案内につい

て今後検討 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
長期 

緊急連絡等用の電光表示板の設置を検討、

改修工事の際に設備の導入を働きかける 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

短期 ＰＯＰ広告等の活用を検討 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 利用者に伝わりやすい案内表示を検討 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 設置を検討 

その他 
・浦和ふれあい館中規模修繕工事

の計画 
短期  
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑨シニアサポートセンター 

ジェイコー埼玉 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

埼玉メディカルセンター 
平成 10 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 筆談可能マークの表示を検討 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 必要に応じて検討 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑩浦和活動支援センター 浦和活動支援センター 昭和 58 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場 － その他  

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
長期  

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

短期  

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
長期  

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑪社会福祉法人 

埼玉聴覚障害者福祉会 

埼玉聴覚障害者情報センター 

社会福祉法人 

埼玉聴覚障害者福祉会 

埼玉聴覚障害者情報センター 

平成 16 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
継続 

事務室、会議室等は対応済み、未対応箇所

については継続して建物管理者に要望 

その他の設備 
・無人設備における聴覚障害者等

への適切な対応方法の検討 
継続 

エレベーター内との連絡等、継続して建物

管理者に要望 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑫浦和区障害者生活支援 

センターむつみ 

社会福祉法人 

さいたま市社会福祉事業団 
昭和 56 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動 － トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

その他の設備 
・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
長期  

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
長期 ふりがな表記は実施済、その他は今後検討 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

短期  

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 耳マーク等、筆談可能の案内を表示 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期  

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑬医療法人社団望星会望星病院 医療法人社団望星会 望星病院 平成 30 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

その他の設備 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
長期 必要性及び要望に応じて対応 

・無人設備における聴覚障害者等

への適切な対応方法の検討 
長期 必要性及び要望に応じて対応 

案内 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 必要性に応じて対応 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
長期 必要性に応じて対応 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期  
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑭独立行政法人 

地域医療機能推進機構 

埼玉メディカルセンター 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

埼玉メディカルセンター 

本館：平成 25 年 

南棟：平成 4 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期 

高齢者の来院が多く、視覚障害者誘導ブロ

ックにより転倒のリスクが高まる可能性も

あるため、検討中 

上下移動 

・エレベーターの改良 長期 
南館エレベーターについて、建て替え時に

改良予定 

・階段の改良 長期 南館階段について、建て替え時に改良予定 

・階段への点字付き手すりの設置 長期 南館階段について、建て替え時に改良予定 

トイレ 

・水洗ボタンやペーパーの配置の

統一と機能の表示 
長期 南館の建て替え時に対応予定 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 南館の建て替え時に対応予定 

その他の設備 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
長期 南館の建て替え時に対応予定 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
短期 次回更新時に対応予定 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
短期 必要性を検討中 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 南館の建て替え時に対応予定 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 必要性を検討中 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 必要性を検討中 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑮浦和民主診療所 浦和民主診療所 昭和 39 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期 必要に応じて検討する。 

上下移動 ・階段への点字付き手すりの設置 短期 必要に応じて検討する。 

トイレ 

・オストメイト用の設備の設置 長期 必要に応じて検討する。 

・ベビーチェアやベビーベッドの

設置 
長期 必要に応じて検討する。 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 必要に応じて検討する。 

・多機能トイレへの利用が集中し

ないよう、一般トイレの設備機

能を充実 

長期 必要に応じて検討する。 

その他の設備 ・乳幼児用設備の設置 長期 必要に応じて検討する。 

案内 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
短期 必要に応じて検討する。 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 必要に応じて検討する。 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑯イオン北浦和店 
イオンリテール株式会社 

イオン北浦和店 
昭和 55 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口周辺や通路の段

差の解消 
短期 店舗改装の機会に整備を検討 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期 店舗改装の機会に整備を検討 

トイレ 

・オストメイト用の設備の設置 短期 店舗改装の機会に整備を検討 

・ベビーチェアやベビーベッドの

設置 
短期 店舗改装の機会に整備を検討 

・水洗ボタンやペーパーの配置の

統一と機能の表示 
短期 店舗改装の機会に整備を検討 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
短期 店舗改装の機会に整備を検討 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
短期 店舗改装の機会に整備を検討 

・多機能トイレへの利用が集中し

ないよう、一般トイレの設備機

能を充実 

短期 店舗改装の機会に整備を検討 

駐車場 ・車いす使用者用駐車施設の設置 長期 店舗改装の機会に整備を検討 

その他の設備 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
短期 店舗改装の機会に整備を検討 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
短期 店舗改装の機会に整備を検討 

・無人設備における聴覚障害者等

への適切な対応方法の検討 
短期 店舗改装の機会に整備を検討 

案内 

・分かりやすい案内表示の設置 短期 店舗改装の機会に整備を検討 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
短期 店舗改装の機会に整備を検討 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
短期 店舗改装の機会に整備を検討 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
長期  

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

長期 店舗改装の機会に整備を検討 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 長期 店舗改装の機会に整備を検討 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
長期  
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⑨都市公園特定事業 

施設名 事業管理主体 開園年 

⑱北浦和公園 埼玉県近代美術館 昭和 49 年 

主な特定公園施設 

休憩所・管理事務所、野外劇場・音楽堂、多機能トイレ（美術館内）、水飲場、掲示板・標識 

事業内容 実施時期 備考 

階段 

傾斜路 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえ、施設の実状にあわせて可能

な整備を行う。 

検討中 
公園の大規模改修時に合わせて、更なるバ

リアフリー化を検討 

屋外ステージ 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえ、施設の実状にあわせて可能

な整備を行う。 

検討中 
当該施設の利用が少ないため、施設自体の

必要性について検討 

※ 全体構想の目標については、「目標実現に向けたバリアフリー化の取組方針」（全体構想 2-4 ページ

～）を参照。 

 

施設名 事業管理主体 開園年 

⑱浦和北公園 
さいたま市 

（都市公園課） 
昭和 47 年 

主な特定公園施設 

休憩所・管理事務所、多機能トイレ（管理事務所内）、水飲場、掲示板・標識 

事業内容 実施時期 備考 

全体 （既存の特定公園施設） 検討中 既存施設の調査検討をしていく 
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浦和地区の基本構想 

地区の概要 

浦和駅は、さいたま市のほぼ中央を南北に通過するＪＲ線（京浜東北線・根岸線、高崎線、東北本

線、湘南新宿ライン、宇都宮線、上野東京ライン）の駅であり、１日の乗降客数は約 18 万人と市内で

は大宮駅に次ぎ乗降客数が多くなっています。浦和駅にはＪＲ線以外の鉄道が乗入れていないため、

乗降客のすべてが来街者となっています。 

浦和駅周辺は、江戸時代に中山道の宿場町として発展し、明治初期には県庁が設置され、埼玉県の

行政の中心地として役割を担うようになりました。現在では、商業・業務機能や行政機能が集積する

さいたま市の都心地区として、市の発展の一翼を担っています。 

浦和駅周辺の市街地再開発事業としては、平成 27 年度に浦和駅東口駅前地区が完了したほか、令

和 7 年度の完了を目指して浦和駅西口南高砂地区の市街地再開発事業が進められています。 

また、平成 24 年度に浦和駅周辺鉄道高架化事業による東西自由通路の完成で、駅東西の一体化が

図られました。 

浦和地区の基本構想 

生活関連施設については、今回の基本構想の改定で新たに建築物特定事業を設定するにあたり、施

設の利用状況や規模等により、位置づけの見直し行い、福祉施設などを新たに加えた、25 の施設を設

定しました。また、バリアフリー経路については、旧バリアフリー基本構想で設定した経路に加え、

新たに加えた生活関連施設までの経路を設定しています。重点整備地区の範囲は、旧バリアフリー基

本構想の範囲を基本として、新たに加えた生活関連施設を含むように範囲を拡大して設定しました。 

表 ３.５浦和地区重点整備地区の概要 

重点整備地区の区域 約 71ha 

生活関連施設 

25 施設 

公共・公益施設 9 施設 

文化・文教施設 4 施設 

福祉施設 3 施設 

医療施設 2 施設 

商業施設 6 施設 

駐車場 1 施設 

バリアフリー経路 

19 経路 

駅前広場 2 箇所 

主要経路 15 経路 

補完経路 2 経路 
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特定事業 

 

 

①公共交通特定事業（鉄道） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

ＪＲ浦和駅 
・職員へのバリアフリー対応を指導

する（職員研修の実施等）。 
継続 東日本旅客鉃道㈱ 

移動等円滑化取組

計画書に基づき実

施 

 

②公共交通特定事業（バス） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

西口駅前広場 

東口駅前広場 
・ノンステップバスを導入する。 継続 

国際興業㈱ 

東武バスウエスト㈱ 

移動等円滑化取組

計画書に基づき実

施 ・職員へのバリアフリー対応を指導

する（職員研修の実施等）。 
継続 

 

③道路特定事業 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

経路 2 

西口駅前広場 

・歩道の舗装や視覚障害者誘導用ブ

ロックの破損・変形を補修する。 
継続 

道路管理者（市） 

 

・排水溝の蓋を目の細かいものに改

善する。 
継続  

経路 4 

県庁通り 

（浦和西口停

車場線） 

・歩道の勾配と歩車道境界の段差を

改善する。 
長期 

道路管理者（市） 南側歩道整備済み 

・視覚障害者誘導用ブロックを適正

に設置する。 
長期 

・植え込みの段差部分を改善する。 継続 

・排水溝の蓋を目の細かいものに改

善する。 
継続 

・歩道の破損部分を補修する。 継続 

経路 8 

コルソ西側通

り 

・横断歩道接続部の歩道の部分改修

を行う。 
継続 

道路管理者（市） 

 

・視覚障害者誘導用ブロックを連続

して設置する。 
短期  

経路 9 

中山道 

・排水溝の蓋を目の細かいものに改

善する。 
継続 

道路管理者（市） 

一部実施済 

・歩道の舗装や視覚障害者誘導用ブ

ロックの破損・変形を補修する。 
継続 一部実施済 

経路 12 

市役所通り 
・歩道の全面改修（一般部）を行う。 整備済 道路管理者（市）  

経路 13 

国道 17 号 

・視覚障害者誘導用ブロックを設置

する。 
整備済 

道路管理者（国） 
 

・歩道の段差や勾配を改善する。 整備済  

実施時期 

短 期：令和 7 年度まで 

長 期：令和 8 年度以降 

検討中：実施時期・具体の方法等を今後検討する 

継 続：過去から継続している or 継続的に取り組む 
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事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

経路 15 

東通り 
・歩道を整備する。 整備済 

道路管理者（市） 

浦和駅東口駅前地

区第二種市街地再

開発事業による街

路整備 

経路 16 

浦和東口停車場線

及び高砂仲町線 

― 整備済 

経路 17 

日の出通り 

（田島大牧線） 
・道路（歩道）を整備する。 長期 道路管理者（市） 

浦和駅西口南高砂

地区第一種市街地

再開発事業区域隣

接部のみ未整備。

当該再開発事業と

同時整備 

 

  



3-48 

 

④その他事業（補完経路） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

経路 5 

さくら草通り 

・歩道の舗装や視覚障害者誘導用ブ

ロックの破損・変形を補修する。 
継続 道路管理者（市）  

経路 6 

裏門通り① 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえ、路線の実状にあわせて可能

な整備を行う。 

長期 道路管理者（市）  

経路 7 

伊勢丹西側通

り 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえ、路線の実状にあわせて可能

な整備を行う。 

長期 道路管理者（市）  

経路 10 

玉蔵院通り 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえ、路線の実状にあわせて可能

な整備を行う。 

長期 道路管理者（市）  

経路 11 

裏門通り② 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえ、路線の実状にあわせて可能

な整備を行う。 

長期 道路管理者（市） 一部実施済 

経路 18 

市道 I-76・ 

I-397 号線 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえ、路線の実状にあわせて可能

な整備を行う。 

長期 道路管理者（市）  

経路 19 

市道 I-404・ 

I-27 号線 

・歩道未設置区間における歩行環境

の整備を行う。 
短期 

道路管理者（市） 

歩行者スペースの

カラー舗装（I-27号

線） 

・舗装面の改修を行う。 継続 

タイルの凹凸箇所

の改修（市道 I-404

号線） 

・全体構想の目標（※）や基準を踏

まえ、路線の実状にあわせて可能

な整備を行う。 

長期 道路管理者（市）  

※ 全体構想の目標については、「目標実現に向けたバリアフリー化の取組方針」（全体構想 2-4 ページ

～）を参照。 

 

⑤その他事業（バリアフリー経路共通） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

主要経路 

補完経路 

・歩道上の商品・看板の移設・撤去

についての指導を強化する。 
継続 すべての道路管理者  

 

⑥交通安全特定事業 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

主要経路 ・違法駐車の取締りを強化する。 継続 埼玉県公安委員会  
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⑦その他事業 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備 考 

経路 1 

東西連絡通路 
― 整備済 

さいたま市 

東日本旅客鉃道㈱ 
 

経路 2 

西口駅前広場 

・バス・タクシーの案内表示を充実

する。 
継続 さいたま市  

経路 3 

東口駅前広場 
・駅前広場（歩道等）を整備する。 整備済 

道路管理者（市）） 

浦和駅東口駅前地

区第二種市街地再

開発事業による街

路整備 

・バス・タクシーの案内表示を充実

する。 
整備済 

経路 14 

仲町地下道 ・道路（歩道）を整備する。 整備済 道路管理者（市） 

鉄道高架化事業に

あわせ一部整備済 

歩行空間の確保 

主要経路 

補完経路 ・放置自転車対策を強化する。 継続 

さいたま市 

放置自転車等の減

少に努めるため、

監視、指導を行う 

・自転車通行者に対して、マナー、

ルール等の啓発活動を行う。 
継続 

浦和駅周辺及び市

役所周辺にて自転

車通行者等にマナ

ー・ルール等の啓

発活動を実施す

る。 

伊 勢 丹 浦 和

店・コルソ内

通路 

・視覚障害者誘導用ブロックを設置

する。 
長期 施設管理者  

ソフト事業 
・交通バリアフリーに関する教育・

情報発信（シンポジウムの開催・

交通バリアフリー教室の実施等）

を行う。 

継続 さいたま市 

各区役所など市有

施設等において

「心のバリアフリ

ー啓発事業」を実

施 
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⑧建築物特定事業 

 

主なバリアフリー設備等の状況 ※設備等の有無を示すものであり、基準適合状況は施設によって異なります。 

上下移動 
 
エレベーター エスカレーター 

 
階段 スロープ 

トイレ 
 
お手洗い 

車いす使用者等障害のあ

る人が使える設備  

ベビーチェア等の乳幼

児用設備 
オストメイト用設備 

駐車場 
 
駐車場 車いす使用者用駐車施設    

その他 
 
案内所 筆談対応 

 

ベビーケアルーム等の

乳幼児用設備 
休憩所や待合室 

 

さいたま市役所 

本庁舎本館 

建築年 

高層棟・低層棟：昭和 51 年 

別館：平成 2 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

施設名 事業管理主体 

①さいたま市役所 さいたま市（庁舎管理課） 

事業内容 実施時期 備考 

通路（廊下） 
・主要な通路は、荷物などで狭く

ならないように配慮 
継続 

通路幅が、やや狭小な箇所については、可能

な限り確保できるように配慮 

上下移動 

・エレベーターの改良 継続 
ガラス窓の整備等、より高い配慮についても

検討 

・階段の改良 長期 
一部の未対応箇所について、踏面の防滑改

修、段の識別向上についても配慮 

・階段への点字付き手すりの設置 短期 
一部の未対応箇所について、両側手すり及び

行先の点字表示を設置 

トイレ 

・ベビーチェアやベビーベッドの

設置 
長期 

スペースがなく設置が困難なため、トイレ改

修等に併せて設置 

・水洗ボタンやペーパーの配置の

統一と機能の表示 
長期 

和式便器等、トイレ改修等に併せ、利用しや

すい設備への変更を検討 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 

どのような事態を想定し、どのようなシステ

ムを構築するべきか検討 

駐輪場・ 

駐車場 

・駐輪が出入口や通路を遮らない

ように配慮する 
継続 

駐輪場の適切管理により、指定場所以外に駐

輪することがないよう配慮 

・車いす使用者用駐車施設の設置 長期 条例で推奨される表示とする 

その他の設備 
・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
短期 自動販売機事業者に対し、協力を依頼 
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①さいたま市役所（続き） 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
継続 

民間事業者に協力を得ている多言語サイネ

ージを今後も継続 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 

エレベーター、トイレの音声案内設備につ

いて、各改修時等に併せて設置 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
継続 電光表示の配置について配慮 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 分かりやすい案内表示や説明表示に配慮 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 筆談可能の案内について表示 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 各窓口での設置を依頼 
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さいたま市役所 

本庁舎第二別館 

建築年 

平成 28 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

施設名 事業管理主体 

②さいたま市役所 さいたま市（庁舎管理課） 

事業内容 実施時期 備考 

通路（廊下） 
・主要な通路は、荷物などで狭く

ならないように配慮 
継続 既定の幅が確保できるよう継続的に配慮 

上下移動 ・エレベーターの改良 継続 
ガラス窓の整備等、より高い配慮について

も検討 

トイレ 

・ベビーチェアやベビーベッドの

設置 
長期 

ベビーチェアについては設置済み、ベビー

ベッドについては便房の改修に併せ設置

を検討 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 

どのような事態を想定し、どのようなシス

テムを構築するべきか検討 

・多機能トイレへの利用が集中し

ないよう、一般トイレの設備機

能を充実 

長期 便房の改修に併せ設置可能性を検討 

駐輪場 
・駐輪が出入口や通路を遮らない

ように配慮する 
継続 

駐輪場の適切管理により、指定場所以外に

駐輪することがないよう配慮 

その他の設備 
・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
短期 自動販売機事業者に対し、協力を依頼 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
長期 

民間事業者に協力を得ている多言語サイ

ネージの増設を検討 

・音声案内等、視覚障害者に対応

した設備の設置 
長期 

トイレの音声案内設備を改修時等に併せ

設置 

・掲示物や説明文等は、図の活用

や平易な言葉で分かりやすく

簡潔に表現 

継続 分かりやすい案内表示や説明表示に配慮 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 筆談可能の案内について表示 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 各窓口での設置を依頼 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

③浦和駅市民の窓口 さいたま市（浦和区役所区民課） 平成 27 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動 非該当 トイレ － 駐車場 － その他  

事業内容 実施時期 備考 

案内 ・筆談具と筆談可能な案内の設置 継続 必要に応じて職員が筆談で対応 
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施設名 事業管理主体 建築年 

④浦和区保健センター 
さいたま市 

（浦和区役所保健センター） 
昭和 55 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期  

通路（廊下） 
・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
継続 

机や椅子など通行の妨げにならないよう今

後も継続的に配慮 

上下移動 

・エレベーターの改良 長期 
改修にあわせた施設のバリアフリー化を検

討 

・階段への点字付き手すりの設置 長期 

一部の片側てすりや点字ブロック表示がな

い箇所については、改修に合わせたバリア

フリー化を検討 

トイレ 

・水洗ボタンやペーパーの配置の

統一と機能の表示 
長期 

一般トイレについては、改修にあわせたバ

リアフリー化を検討 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
長期 

改修に合わせた施設のバリアフリー化を検

討 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 

改修に合わせた施設のバリアフリー化を検

討 

その他の設備 ・乳幼児用設備の設置 継続 
市民からの要望があった場合は、代替措置

を講じている 

案内 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 

改修に合わせた施設のバリアフリー化を検

討 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
長期 

改修に合わせた施設のバリアフリー化を検

討 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 
さらに簡潔で分かりやすい表記の検討、配

慮を継続 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 筆談具の設置と案内を窓口に掲載 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑤埼玉県庁 埼玉県 昭和 30 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 
・エレベーターの設置 長期 一部、未対応の建築物について、今後検討 

・エレベーターの改良 長期 未対応のガラス窓について、今後検討 

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 

状況に応じて今後対応、設置までは職員が

人的に対応 

案内 
・コミュニケーション支援ボード

の設置 
長期 設置の必要性について検討 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑥埼玉県県民健康センター 一般社団法人埼玉県医師会 昭和 59 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 
・階段の改良 長期 時期未定 

・階段への点字付き手すりの設置 長期 時期未定 

トイレ 

・水洗ボタンやペーパーの配置の

統一と機能の表示 
長期 時期未定 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
長期 時期未定 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 時期未定 

駐輪場 
・駐輪が出入口や通路を遮らない

ように配慮する 
長期 時期未定 

その他の設備 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
長期 時期未定 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
長期 時期未定 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
長期 時期未定 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 時期未定 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
長期 時期未定 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

長期 時期未定 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 検討後、実施予定 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
長期 未定 
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ストリームビル（公共施設部分コムナーレ） 
建築年 

平成 19 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

施設名 事業管理主体 

⑦⑧⑪⑫㉒㉕共用部 
ストリームビル管理組合 

（管理者：東宝ファシリティーズ株式会社） 

事業内容 実施時期 備考 

施設全体 
・設備の適切な維持・管理、提供サ

ービスの充実 
継続 

建物内の各設備は基準に基づき、バリアフ

リー化を実施済み（認定特定建築物として

認定マークを表示） 

施設名 事業管理主体 

⑦浦和消費生活センター（9 階） さいたま市（浦和消費生活センター） 

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 今後も分かりやすい表記に努める 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 継続 今後も案内表示の工夫に努める 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 設置の可能性を検討 

施設名 事業管理主体 

⑧さいたま市市民活動サポートセンター（9 階） さいたま市（市民協働推進課） 

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 
掲示物等には今後も平易な言葉で、分かり

やすい記載とする 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 
専用の筆談具の設置を検討、案内は掲示済

み 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 設置を検討 

施設名 事業管理主体 

⑪中央図書館（8 階） さいたま市（中央図書館） 

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
継続 

多様な方に対応した案内表示を補助する貼

り紙を掲示 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
継続 職員が人的に対応 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 
今後も多様な方に対応した掲示、表示とす

る 

施設全体 
・設備の適切な維持・管理、提供サ

ービスの充実 
継続 

主要な設備はバリアフリー化を実施済み 
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ストリームビル（続き） 

施設名 事業管理主体 

⑫浦和コミュニティセンター（9・10 階） さいたま市（コミュニティ推進課） 

事業内容 実施時期 備考 

施設全体 
・設備の適切な維持・管理、提供サ

ービスの充実 
継続 

エレベーターや多機能トイレなど、主要な

設備はバリアフリー化を実施済み 

施設名 事業管理主体 

㉒浦和パルコ（地下 1 階・地上 1～7 階） 株式会社パルコ浦和店 

事業内容 実施時期 備考 

トイレ 

・多機能トイレへの利用が集中し

ないよう、一般トイレの設備機能

を充実 

短期 親子トイレを設置予定 

その他の設備 
・無人設備における聴覚障害者等

への適切な対応方法の検討 
長期 金融機関に依頼 

案内 
・コミュニケーション支援ボード

の設置 
長期  

施設名 事業管理主体 

㉕浦和駅東口駐車場（地下） さいたま市（自転車まちづくり推進課） 

事業内容 実施時期 備考 

トイレ 

・オストメイト用の設備の設置 長期  

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期  

その他の設備 
・無人設備における聴覚障害者等

への適切な対応方法の検討 
短期 対応方法を検討 

案内 ・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期  
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑨浦和警察署 
埼玉県警察本部総務部 

財務局施設課 
昭和 64 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

短期 

令和 7 年までに整備を検討 

上下移動 

・エレベーターの改良 長期 未対応のガラス窓について、今後検討 

・階段の改良 短期 令和 7 年までに整備を検討 

・階段への点字付き手すりの設置 短期 令和 7 年までに整備を検討 

トイレ 

・ベビーチェアやベビーベッドの

設置 
短期 

令和 7 年までに整備を検討 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
短期 

令和 7 年までに整備を検討 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
短期 

令和 7 年までに整備を検討 

その他の設備 
・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
短期 

令和 7 年までの設置を検討 
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浦和センチュリーシティ 
建築年 

平成 11 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

施設名 事業管理主体 

⑩うらわ美術館（3階） さいたま市（うらわ美術館） 

事業内容 実施時期 備考 

トイレ 

・オストメイト用の設備の設置 長期 対応を検討 

・ベビーチェアやベビーベッドの

設置 
長期 対応を検討 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
長期 対応を検討 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 対応を検討 

・多機能トイレへの利用が集中し

ないよう、一般トイレの設備機

能を充実 

長期 対応を検討 

その他の設備 
・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
長期 対応を検討 

案内 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 対応を検討 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
長期 対応を検討 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 長期 対応を検討 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 対応を検討 

施設名 事業管理主体 

㉓ロイヤルパインズホテル浦和 

（地下 3 階～地上 20 階） 
ユナイテッド・アーバン投資法人 

事業内容 実施時期 備考 

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 トイレの大型改修工事の際に検討 

案内 

・分かりやすい案内表示の設置 長期 将来的な改修工事実施の際に検討 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
長期 将来的な改修工事実施の際に検討 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 

エレベーターは音声案内対応済み 

その他は将来的な改修工事実施の際に検討 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
長期  
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑬埼玉会館 
公益財団法人 

埼玉県芸術文化振興財団 
昭和 41 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・歩道から建物出入口までの視覚

障害者誘導用ブロックの敷設 
短期 

未整備の会議室棟の出入口に令和 2 年度に

設置予定 

通路（廊下） ・通路の段差の解消 短期 
構造上、スロープ設置が困難な箇所は、簡

易スロープで対応 

トイレ 

・ベビーチェアやベビーベッドの

設置 
長期 

一般トイレへの設置はスペースがなく困難

なため、引き続き検討 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
長期 

スペースや設備の構造上の制約があり、検

討が必要 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 

大規模改修が必要となり、設置対応は未定、

設置までは人的対応を徹底 

・多機能トイレへの利用が集中し

ないよう、一般トイレの設備機

能を充実 

長期 
設備の構造上の制約や便房数を減らす必要

があることから、長期的な視点で検討 

案内 

・分かりやすい案内表示の設置 継続 案内スタッフを配置して人的に対応 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 

トイレの音声案内は未定、建物入口では職

員が人的に対応 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 筆談可能の案内を表示 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 設置を進める 

その他 
・屋外エリアの階段への手すりの

設置 
長期 設置者である埼玉県に整備を要望 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑭子育て支援センターうらわ さいたま市（子育て支援政策課） 平成 15 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 
利用者の状況に応じた適切な対応ができる

よう継続的に実施 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 長期 利用者からの要望に応じて検討 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
長期 利用者からの要望に応じて検討 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑮シニアサポートセンター 

尚和園 
社会福祉法人埼玉県共済会 平成 3 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動 非該当 トイレ － 駐車場 － その他  

事業内容 実施時期 備考 

心のバリア 

フリー 

・職員、係員等関係者への接遇教育

の実施 
継続 可能な範囲で継続して実施に努める 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑯老人福祉センター仲本荘 さいたま市（高齢福祉課） 平成 23 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 担当課と対応を協議、検討 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
継続 

新たに導入できるものや改善点等、利用者

からの意見も参考にしながら継続して対応 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 導入に向けた準備を実施 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 導入に向けた準備を開始 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑱医療法人川久保病院 医療法人川久保病院 平成 22 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

駐車場 ・駐車場等における段差の解消 短期  
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑲イトーヨーカドー浦和店 イトーヨーカドー浦和店 昭和 47 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口周辺や通路の段

差の解消 
長期  

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期  

上下移動 
・階段の改良 長期  

・階段への点字付き手すりの設置 長期  

トイレ 

・ベビーチェアやベビーベッドの

設置 
長期  

・水洗ボタンやペーパーの配置の

統一と機能の表示 
長期  

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
長期  

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期  

その他の設備 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
長期  

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
長期 自動販売機設置事業者に依頼 

・無人設備における聴覚障害者等

への適切な対応方法の検討 
長期 金融機関に依頼 

案内 

・分かりやすい案内表示の設置 長期  

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
長期  

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期  

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
長期 

スペース確保が困難であるため長期的に対

応 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

長期  

・筆談具と筆談可能な案内の設置 長期  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済 サービスカウンターに設置 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑳伊勢丹浦和店 
株式会社三越伊勢丹 

伊勢丹浦和店 
昭和 56 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口周辺や通路の段

差の解消 
長期 

一部の未整備個所については、施設全体の

長期的な改修計画に合わせて検討 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期 

概ね敷設済みであるが、一部の未整備箇所

については関係機関と協議のうえ敷設を検

討 

・建築物の出入口における自動ド

ア等の設置や十分な幅の確保 
長期 

概ね整備済みであるが、一部の未整備箇所

については検討を継続 

上下移動 
・階段の改良 長期 

各階段を滑りにくい構造とし、段鼻の改良

については、今後、検討 

・階段への点字付き手すりの設置 長期 今後、検討 

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 今後、検討 

その他の設備 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
長期 今後、検討 

・無人設備における聴覚障害者等

への適切な対応方法の検討 
継続 

スタッフが常駐するカウンターにより人的

に対応 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
継続 

見やすく分かりやすい案内表示となるよう

継続的な見直しを実施 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
継続 閉店放送に外国語（英語、中国語）を導入 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 
見やすく分かりやすい案内表示となるよう

継続的な見直しを実施 
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施設名 事業管理主体 建築年 

㉑コミュニティプラザ・ 

コルソ 
浦和商業開発株式会社 昭和 56 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口周辺や通路の段

差の解消 
長期 

一部の未整備個所については、構造上困難

であるため機会を捉えて計画 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期 
一部の未整備個所については、障害者団体

等と協議のうえ、機会を捉えて計画 

上下移動 ・階段への点字付き手すりの設置 長期  

トイレ 

・オストメイト用の設備の設置 長期 
設置スペース等に問題があるため、設置の

可能性を総合的に検討して判断 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
長期 

洗面器部のみ手すりなし、他部は手すり設

置あり 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 今後、検討する 

その他の設備 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
長期 今後、検討する 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
長期 自動販売機設置業者に依頼 

・無人設備における聴覚障害者等

への適切な対応方法の検討 
長期 未対応箇所については金融機関に依頼 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
長期 

ピクトグラムは対応済み、外国語やフリガ

ナ表記は今後検討 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 

エレベーター、エスカレーターは音声対応

済み 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 
筆談対応は実施中、耳マーク等、筆談可能

な案内を表示 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

㉔アトレ浦和 株式会社アトレ 平成 27 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
短期  

案内 
・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済  
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さいたま新都心・北与野地区の基本構想 

地区の概要 

さいたま新都心・北与野地区は、大型の業務・商業・文化施設等が集中する地区です。 

さいたま新都心は、平成 9 年、全国に先駆けて「バリアフリー都市宣言」を行い、「バリアフリー」

のまちとして整備され、平成 12 年にまち開きを行いました。まち全体が歩行者デッキで結ばれてお

り、ハード面では地上と歩行者デッキを結ぶエレベーターや、LED 内蔵の視覚障害者誘導用ブロック、

触知図や音声による誘導案内、多機能トイレ、LED 可変表示装置や案内地図、誘導表示などが設置さ

れています。また、ソフト面では、さいたま新都心バリアフリーまちづくりボランティアが移動介助

やまちの案内を行うなど、バリアフリーの先進都市として取組が進められてきています。ハード、ソ

フト両面で基本的なバリアフリー化は達成されていますが、まち開きから 20 年が経過し、老朽化や

新しい技術の進展に伴う設備の更新など、維持管理面への対応が課題となっています。 

北与野駅周辺は、埼京線の開業に伴い平成 4 年に開発された地区です。さいたま新都心のまち開き

に伴い歩行者デッキで結ばれ、新都心西側の玄関口となっています。 

さいたま新都心・北与野地区の基本構想 

さいたま新都心・北与野地区は、現在でも官公庁や公共・公益施設の集積や民間活力を活用した大

きな集客能力を持つ商業施設の充実が進み、広域的に多数の来街者が訪れています。 

生活関連施設としては、大宮地区から移転してきた、さいたま赤十字病院のほか、新設された埼玉

県立小児医療センター、大宮警察署、大規模商業施設などを新たに加えた、19 の施設を位置づけまし

た。また、バリアフリー経路については、旧バリアフリー基本構想で設定した経路に加え、新たに加

えた生活関連施設までの経路を主要経路として設定しました。重点整備地区の範囲は、旧バリアフリ

ー基本構想の範囲を基本として、新たに加えた生活関連施設を含むように範囲を拡大して設定しまし

た。 

表 ３.６さいたま新都心・北与野地区の重点整備地区の概要 

重点整備地区の区域 約 116ha 

生活関連施設 

19 施設 

公共・公益施設 4 施設 

文化・文教施設 3 施設 

福祉施設 1 施設 

医療施設 2 施設 

商業施設 7 施設 

公園 1 施設 

駐車場 1 施設 

バリアフリー経路 

15 経路 

駅前広場 4 箇所 

主要経路 7 経路 

補完経路 4 経路 
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特定事業 

 

 

①公共交通特定事業（鉄道） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

ＪＲさいたま 

新都心駅 

・内方線付点状ブロックを設置す

る。 
整備済 

東日本旅客鉃道㈱ 

 

・券売機に車いす対応の蹴込みを

設置する。 
整備中 

令和元年度工事で

改修予定 

・多機能トイレに可動式手すりを

設置する。 
整備済  

・男子用トイレにベビーチェアを

設置する。 
整備済  

ＪＲ北与野駅 ・内方線付点状ブロックを設置す

る。 
整備済  

・券売機への注意書きを見やすい

ものに改良する。 
整備済  

・北口から改札階へのエレベータ

ー利用経路の案内を設置する。 
短期  

鉄道駅共通 ・職員へのバリアフリー対応を指

導する（職員研修の実施等）。 
継続 

移動等円滑化取組

計画書に基づき実

施 

 

②公共交通特定事業（バス） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

車両 
・ノンステップバスを導入する。 継続 

国際興業㈱ 

東武バスウエスト㈱ 

西武バス㈱ 

移動等円滑化取組

計画書に基づき実

施 

駅前広場・ 

バス停留所 ・バス乗降場を改良する。 継続 

国際興業㈱ 

東武バスウエスト㈱ 

西武バス㈱ 

必要に応じて道路

管理者と連携して

実施 

・駅前広場での案内表示を充実す

る。 
継続 

道路管理者と連携

して実施（さいた

ま新都心西口駅前

広場等） 

・バス接近表示システムの導入を

促進する。 
継続 西武バス㈱  

人的支援・対応 

心のバリアフリ

ー 

・職員へのバリアフリー対応を指

導する（職員研修の実施等）。 
継続 

国際興業㈱ 

東武バスウエスト㈱ 

西武バス㈱ 

移動等円滑化取組

計画書に基づき実

施 

 

実施時期 

短 期：令和 7 年度まで 

長 期：令和 8 年度以降 

検討中：実施時期・具体の方法等を今後検討する 

継 続：過去から継続している or 継続的に取り組む 
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③道路特定事業 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

経路 1 

さいたま新都心

東口駅前広場 

 

・乗降場の勾配を改善する。 長期 

道路管理者（市） 

 

・案内表示を大きくする。 長期  

・交通島にエレベーターが設置可

能か検討する。 
長期  

・車いす対応公衆電話を増設可能

か検討する。 
長期  

経路 2 

さいたま新都心

西口駅前広場 

 

・視覚障害者誘導用ブロックを

JIS 規格に適合したものに改善

する。 

長期 

施設管理者（市） 

 

・バス乗降場の案内を充実する。 長期  

・照度を改善する。 検討中 大規模改修時 

・バリアフリーまちづくりボラン

ティアにより駅前広場利用者

をサポートする。 

継続  

・警備による安全確保に努める。 継続  

経路 3 

北与野駅 

北口駅前広場 

・タクシー乗降場に切り下げを設

ける。 
長期 

道路管理者（市） 

 

・一般車乗降場を増設可能か検討

する。 
長期  

・バス乗降場に手すりを設置可能

か検討する。 
長期  

・バス乗降場の案内誘導の改善を

検討する。 
長期  

・支障物件の改善や日陰の確保に

配慮する。 
継続 花壇の角の改善 

経路 4 

北与野駅 

南口駅前広場 

・エレベーター前における自転車

との接触危険性を改善する。 
検討中 

道路管理者（市） 

 

・視覚障害者誘導用ブロックと 

舗装の色の差を確保する。 
長期  

経路 6 

県道 164 号線 

（旧中山道） 

― 整備済 道路管理者（市） 経路 6-2 追加 

経路 7 

国道 17 号 
― 整備済 道路管理者（国）  

経路 12 

主要地方道川口

上尾線 

― 整備済 道路管理者（市）  

経路 13 

市道 20248 号線

他 

― 整備済 道路管理者（市）  

経路 14 

市道 20252 号線 
― 整備済 道路管理者（市）  

経路 15 

市道 20253 号線 
― 整備済 道路管理者（市）  
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④その他事業（補完経路） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

経路 8 

東西大通り 
・歩道の横断勾配を改善する。 長期 道路管理者（市）  

経路 9 

西大通り 

・歩道の舗装・段差等の破損を補

修する。 
短期 

道路管理者（市） 

平成 30 年度実施

予定 

・視覚障害者誘導用ブロックの設

置位置を改善する。 
長期 

交差点部・メディ

アウェーブエレベ

ーター前 

・周辺案内板の設置を検討する。 長期  

経路 10 

せせらぎ通り 
― 整備済 道路管理者（市）  

経路 11 

西口駅前通り 

・さいたまスーパーアリーナ前の

歩道との境界をわかりやすく

する。 

長期 道路管理者（市）  

 

⑤その他事業（歩行者デッキ） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

経路 5 

さいたま新都心

地区 

歩行者デッキ 

管理者の連携による適切な維持

管理を行う。 
長期 

すべての歩行者 

デッキ管理者 

まちづくり協議会

参加のデッキ管理

者にて協定締結済 

階段・エレベーター部の視覚障害

者誘導用ブロックの設置方法を

改善する。 

検討中 ＮＴＴ東日本 メディアウェーブ前 

グレーチングを改良する。 整備済 埼玉県  

触知案内へ視覚障害者誘導用ブ

ロックを設置する。 
短期 

さいたま市 

（都心整備課） 

さいたま新都心 

駅前総合案内所 

歩行者デッキ管理者： 

①さいたま市（都心整備課、道路環境課）／②片倉工業㈱ コクーンシティ／③JR東日本 大宮支社／④明治安田生命 

さいたま新都心ビル／⑤NTT ドコモ 埼玉支店／⑥埼玉県 都市整備政策課／⑦NTT 東日本 さいたまメディアウェーブ

／⑧小池ビル porte（道路環境課）／⑨さいたま新都心合同庁舎１号館 合同庁舎管理官／⑩さいたま新都心合同庁舎 2

号館 合同庁舎管理室／⑪公立学校共済組合 ホテルブリランテ武蔵野／⑫埼玉県 男女共同参画推進センター／⑬日本郵

政㈱ ラフレさいたま／⑭埼玉県立小児医療センター／⑮さいたま赤十字病院 
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⑥その他事業（バリアフリー経路共通） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

主要経路 

補完経路 

 

案内サイン・視覚障害者誘導用ブ

ロック・舗装・音声案内装置等の

維持管理を行う。 

継続 

すべての管理者 

老朽化対策や情報・

電気設備の更新等 

植栽の適切な管理を行う。 継続  

看板・商品陳列・自転車利用者等

への指導や啓発を行う。 
継続  

 

⑦交通安全特定事業 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

主要経路 

補完経路 

（さいたま 

新都心方面） 

・主要交差点から優先的にバリア

フリー対応信号機を設置する。 
長期 

埼玉県公安委員会 

大宮警察署 

道路状況に応じて

信号機の形式を 

検討、一部実施済 

・主要な交差点にエスコートゾー

ンを設置する。 
整備済 

道路管理者と連携し

て実施（さいたま新

都心東口駅前・メデ

ィアウェーブ前等） 

・適切な青時間を確保する。 継続 
要望等に応じ随時

検討、適宜実施済 

・交通安全運動を実施する。 継続  

メディアウェー

ブ前交差点 
・信号機を音声（言葉）案内式に

改良する。 
整備済 

歩行者支援情報通

信システム（東西

横断方向に実施） 

主要経路 

補完経路 

（北与野駅 

方面） 

・主要交差点から優先的にバリア

フリー対応信号機を設置する。 
短期 

埼玉県公安委員会 

浦和西警察署 

道路状況に応じて

信号機の形式を 

検討、一部実施済 

・主要な交差点にエスコートゾー

ンを設置する。 
長期 

道路管理者と連携

して実施 

・適切な青時間を確保する。 継続 
要望等に応じ随時

検討 

・サイクルマナーアップキャンペ

ーンを実施する。 
継続 

関係機関が協働で

実施 

北与野駅前 ・自転車利用者へのマナー啓発を

実施する。 
継続 

関係機関が協働で

実施 
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⑧建築物特定事業 

 

主なバリアフリー設備等の状況 ※設備等の有無を示すものであり、基準適合状況は施設によって異なります。 

上下移動 
 
エレベーター エスカレーター 

 
階段 スロープ 

トイレ 
 
お手洗い 

車いす使用者等障害のあ

る人が使える設備  

ベビーチェア等の乳幼

児用設備 
オストメイト用設備 

駐車場 
 
駐車場 車いす使用者用駐車施設    

その他 
 
案内所 筆談対応 

 

ベビーケアルーム等の

乳幼児用設備 
休憩所や待合室 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

①さいたま新都心郵便局 日本郵便株式会社 平成 12 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 

・エレベーターの改良 検討中 足下まで見える鏡の設置 

・階段の改良 検討中 段鼻の強調、両側手すりの設置 

・階段への点字付き手すりの設置 検討中  

トイレ 

・オストメイト用の設備の設置 検討中  

・ベビーチェアやベビーベッドの

設置 
検討中  

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
検討中  

案内 
・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済  
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施設名 事業管理主体 建築年 

②埼玉りそな銀行 

さいたま新都心支店 
株式会社埼玉りそな銀行 平成 12 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ － 駐車場 － その他  

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 

・エレベーターの改良 検討中  

・階段の改良 検討中 段鼻の強調 

・階段への点字付き手すりの設置 検討中  

駐輪場・ 

駐車場 

・車いす使用者用駐車施設の設置

及び案内 
検討中  

その他の設備 
・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
検討中  

案内 

・案内の改善、充実 検討中  

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
検討中  

・わかりやすい掲示物への配慮 検討中  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
検討中  
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ホテルブリランテ武蔵野 
建築年 

平成 14 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

施設名 事業管理主体 

⑤With You さいたま 

（埼玉県男女共同参画推進センター） 

（3・4 階） 

埼玉県男女共同参画推進センター 

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 
・階段の改良 長期 段鼻の強調、両側手すりは設置済 

・階段への点字付き手すりの設置 長期  

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期  

案内 

・案内の改善、充実 整備済 施設内案内表示の改善 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期  

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
実施済 個別にて対応 

・エレベーター内での緊急時にお

ける聴覚障害者等への対応方法 
実施済 緊急時・災害時における文字情報の提供 

施設名 事業管理主体 

⑫ホテルブリランテ武蔵野 ホテルブリランテ武蔵野 

事業内容 実施時期 備考 

施設全体 
・大規模改修にあわせた施設全体

のバリアフリー化 
長期 

出入口(1 階)、2 階スロープ、エレベータ

ー、トイレの改良等 

その他の設備 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
整備済  

・照明の改善 長期 ＬＥＤへ切り替え 

案内 

・案内の改善、充実 長期 
エレベーターから出入口への案内表示は短

期 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 実施済  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済  
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施設名 事業管理主体 建築年 

③大宮警察署 
埼玉県警察本部総務部 

財務局施設課 
平成 29 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 ・エレベーターの改良 長期 未対応のガラス窓について、今後検討 

トイレ 

・多機能トイレへの利用が集中し

ないよう、一般トイレの設備機

能を充実 

長期 令和 13 年以降の保全事業に併せて検討 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

④さいたま新都心 

バスターミナル 
さいたま市（交通政策課） 令和 2 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動 非該当 トイレ  駐車場  その他 － 

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期  

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑥さいたまスーパーアリーナ 埼玉県 平成 12 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 ・階段の改良 整備済 段鼻の強調 

トイレ 

・多機能トイレの改良 整備済 ドアの改修 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
検討中  

その他の設備 
・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
長期  

案内 

・案内サインの改善、充実 短期 
トイレ表示、点字案内板への墨字入れ、駐

車場案内の充実 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 実施済  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済  
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑦さいたま新都心 

ふれあいプラザ 
さいたま市（都心整備課） 平成 12 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動 － トイレ 共用部 駐車場 － その他  

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 実施済  

・駅からの案内誘導の改善・充実 短期 

駅情報スペースの活用等（さいたま新都心

まちづくり推進協議会で、歩行者系サイン

の改修について検討中） 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済  

その他 ・活動やサポート内容の周知 継続 ＰＲ等 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑧はあとねっと輪っふる 埼玉トヨペット株式会社 平成 4 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他 － 

事業内容 実施時期 備考 

施設全体 
・施設利用者の要望にあわせた施

設の改修 
長期  

案内 

・わかりやすい掲示物への配慮 長期  

・筆談具と筆談可能な案内の設置 長期  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
長期  

その他 ・障害者用自動車の展示 継続  

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑨埼玉県立小児医療センター 埼玉県立小児医療センター 平成 28 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  
事業内容 実施時期 備考 

施設全体 
・設備の適切な維持・管理、提供サ

ービスの充実 
継続 

建物の各設備は関係基準に基づき、バリア

フリー化を実施 

案内 
・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 設置を検討 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑩さいたま赤十字病院 さいたま赤十字病院 平成 28 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

その他の設備 
・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
検討中  

案内 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
検討中 

点字案内表示は整備済み、音声案内につい

て今後検討 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 検討中  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
検討中  

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑪ラフレさいたま 日本郵政株式会社ラフレさいたま 平成 12 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 継続  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済  

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑬⑭⑮コクーン１・２・３ 片倉工業株式会社コクーンシティ 平成 16 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 ・階段の改良 整備済 スロープ新設 

トイレ 

・オストメイト用の設備の設置 整備済 オストメイト対応便座の導入 

・一般トイレの設備機能を充実 長期 
フラッシュライト、乳幼児用設備等、一部

実施済 

案内 

・案内の改善、充実 長期 通路、エレベーター、案内板等 

・電光表示等による案内設備の設

置 
整備済 随時増設予定 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 実施済  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済  

その他 

・各店舗へのバリアフリー対応の

働きかけ 
継続  

・ＡＥＤの増設・案内図の表示拡大 実施済  
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑯アルーサショッピングモール 与野都市開発株式会社 平成 4 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

施設全体 
・大規模改修にあわせた施設全体

のバリアフリー化 
長期 

出入口・敷地内通路・階段・トイレ・案内の

改良等、エレベーター設置は対応済 

その他の設備 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
検討中 売り場改装時に検討 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
検討中 売り場改装時に検討 

案内 

・案内の改善、充実 長期 売り場改装時に検討 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 検討中 売り場改装時に検討 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
検討中 売り場改装時に検討 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑲市営北与野駅北口地下駐車場 
さいたま市 

（自転車まちづくり推進課） 
平成 4 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他 － 

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 

・エレベーターの改良 整備済 エレベーターへの鏡の設置 

・階段の改良 長期 段鼻の強調、両側手すりの設置 

・階段への点字付き手すりの設置 長期  

トイレ 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
短期  

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期  

・洋式便房の設置検討 長期  

駐車場 
・車いす使用者用駐車施設の増設

検討 
長期 駐車マスの標示の検討は短期 

その他の設備 
・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
長期  

案内 

・案内の改善、充実 短期 エレベーターの動作についての案内表示等 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 実施済  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済  
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⑨都市公園特定事業 

施設名 事業管理主体 開園年 

⑱さいたま新都心公園 
さいたま市 

（都市公園課） 
平成 30 年 

主な特定公園施設 

休憩所・管理事務所、多機能トイレ、水飲場、掲示板・標識 

事業内容 実施時期 備考 

全体 （既存の特定公園施設） 整備済  
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武蔵浦和地区の基本構想 

地区の概要 

武蔵浦和地区は、さいたま市の副都心として位置づけられており、駅周辺を 9 街区に分け、大規模

な市街地再開発事業が進行している地域です。このうち、第 1～4、6、8-1 街区の 6 地区が完了してい

ます。第 1 街区では、駅西口の駅前広場や南区役所を含む複合公益施設が整備され、第 2～6 街区と

あわせて、駅や建築物同士を歩行者デッキで結ぶことで歩行空間のネットワーク化が図られ、エレベ

ーターや案内サインの設置など、基本的なバリアフリー化が達成されています。 

未整備の街区や事業区域外では歩道が狭い道路やバリアフリー化されていない道路もあり、沿道の

主要な施設についても築年数の古いものが多い状況です。 

武蔵浦和地区の基本構想 

生活関連施設は、旧バリアフリー基本構想で位置づけた施設に、公共・公益施設、福祉施設を新た

に加えた 20 の施設を位置づけました。また、バリアフリー経路については、旧バリアフリー基本構想

で設定した経路に加え、新たに加えた生活関連施設までの経路について、当面十分な幅員の確保が困

難な一部の路線を補完経路としたほかは主要経路として設定しました。重点整備地区の範囲は、旧バ

リアフリー基本構想の範囲を基本として、新たに加えた生活関連施設を含むように範囲を拡大して設

定しました。 

表 ３.７武蔵浦和地区重点整備地区の概要 

重点整備地区の区域 約 54ha 

生活関連施設 

20 施設 

公共・公益施設 6 施設 

文化・文教施設 1 施設 

福祉施設 3 施設 

医療施設 3 施設 

商業施設 6 施設 

駐車場 1 施設 

バリアフリー経路 

10 経路 

駅前広場 2 箇所 

主要経路 5 経路 

補完経路 3 経路 
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特定事業 

 

 

①公共交通特定事業（鉄道） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

ＪＲ武蔵浦和駅 ・武蔵野線ホームへのエレベータ

ーを設置する。 
整備済 

東日本旅客鉃道㈱ 

 

・券売機に車いす対応の蹴込みを

設置する。 
整備済  

・職員へのバリアフリー対応を指

導する（職員研修の実施等）。 
継続 

移動等円滑化取組

計画書に基づき実

施 

 

②公共交通特定事業（バス） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

車両 
・ノンステップバスを導入する。 継続 

国際興業㈱ 

移動等円滑化取組

計画書に基づき実

施 

駅前広場・ 

バス停留所 ・バス乗降場を改良する。 継続 

必要に応じて道路

管理者と連携して

実施 

・駅前広場での案内表示を充実す

る。 
継続 

道路管理者と連携

して実施（西口駅

前広場は整備中） 

人的支援・対応 

心のバリアフリ

ー 

・職員へのバリアフリー対応を指

導する（職員研修の実施等）。 
継続 

移動等円滑化取組

計画書に基づき実

施 

 

③道路特定事業 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

経路 1 

東口駅前広場 

 

・全体構想の目標（※）や基準を

踏まえた駅前広場を整備する。 
長期 

道路管理者（市） 

大規模改良時に 

実施 

・交差点部の段差や勾配を改善す

る。 
長期  

・乗降場の勾配や切り下げを改善

する。 
長期  

・障害者用乗降場のスペース拡大

や一般車乗降場が設置可能か

検討する。 

長期  

・案内サインを改善・充実する。 長期  

実施時期 

短 期：令和 7 年度まで 

長 期：令和 8 年度以降 

検討中：実施時期・具体の方法等を今後検討する 

継 続：過去から継続している or 継続的に取り組む 
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事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

経路 2 

西口駅前広場 

― 整備済 道路管理者（市） 

市街地再開発事業

で整備（浦和西部

まちづくり事務

所） 

平成 24 年度整備

完了 

経路 4 

田島通り 

・全体構想の目標（※）や基準を

踏まえた歩道を整備する。 
長期 

道路管理者（市） 

大規模改良時に 

実施 

・交差点部の段差や勾配を改善す

る。 
長期 

ＪＲガード下・さ

いたま中央郵便局

前 

・舗装のがたつきを改善する。 長期  

・ＪＲガード下の照度を改善す

る。 
長期  

・自転車に対する安全対策を実施

する。 
整備済 

平成 26 年、自転車

レーン整備（車道

混在） 

経路 5 

駅西口～別所 7

丁目方面 

・全体構想の目標（※）や基準を

踏まえた歩道を整備する。 

長期（一部

整備済） 
道路管理者（市） 

再開発事業区間は

平成 25 年度に整

備完了 

経路 6 

埼京線ガード下 
・全体構想の目標（※）や基準を

踏まえた歩道を整備する。 
検討中 道路管理者（市） 

大規模改良時に 

実施、視覚障害者

誘導用ブロックは

平成 27 年度に設

置済（L=170ｍ） 

経路 6-2 

市道 D-616 号線 

・視覚障害者誘導用ブロックの敷

設・改修 
短期 道路管理者（市） 部分設置要 

経路７ 

ミューズシティ

前 

・全体構想の目標（※）や基準を

踏まえた歩道を整備する。 
検討中 

道路管理者（市） 

再開発事業区間は

整備済 

・視覚障害者誘導用ブロックの設

置方法を改善する。 
長期 駐車場出入口部 

経路 8 

国道 17 号 
― 整備済 道路管理者（国）  

※ 全体構想の目標については、「目標実現に向けたバリアフリー化の取組方針」（全体構想 2-4 ページ

～）を参照。 
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④その他事業（補完経路） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

経路 9 

田島通り～ナリ

アテラスガーデ

ン 

・案内サインを設置する。 検討中 道路管理者（市）  

経路 10 

別所７～埼玉県

身体障害者共同

作業所 

・全体構想の目標（※）や基準を

踏まえ、路線の実状にあわせて

可能な整備を行う。 

検討中 道路管理者（市） 歩道幅員狭小 

経路 11 

国道 17 号～秋

葉病院 

・全体構想の目標（※）や基準を

踏まえ、路線の実状にあわせて

可能な整備を行う。 

検討中 道路管理者（市） 
歩道幅員狭小・ 

一部歩道無し 

※ 全体構想の目標については、「目標実現に向けたバリアフリー化の取組方針」（全体構想 2-4 ページ

～）を参照。 

 

⑤その他事業（歩行者デッキ） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

経路 3 

武蔵浦和地区 

歩行者デッキ 

・管理者の連携による統一された

維持管理・改良の仕組みを検討

する。 

検討中 
すべての歩行者 

デッキ管理者 

市を事務局とした

組織として検討 

・案内板の視認性を向上する。 長期 ㈱ラムザ都市開発 色遣いの工夫 

・エレベーター内の鏡・ボタンの

位置を改善する。 
長期 

さいたま市・ 

㈱ラムザ都市開発 

鏡の位置を低く改

善することや、ボ

タンの位置を胸の

高さに統一するな

どの改善 

歩行者デッキ管理者： ①さいたま市（道路環境課）／②㈱ラムザ都市開発／③㈱ナリア都市開発 

 

⑥その他事業（バリアフリー経路共通） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

主要経路 

補完経路 

・案内サイン・視覚障害者誘導用

ブロック・舗装・音声案内装置

等の維持管理を行う。 

継続 

すべての管理者 

老朽化対策や情

報・電気設備の更

新等 

・植栽の適切な管理を行う。 継続  

・看板・商品陳列・自転車利用者

等への指導や啓発を行う。 
継続  

・歩道のない道路等での交通安全

対策を実施する。 
継続 交通管理者と連携 
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⑦交通安全特定事業 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

主要経路 

補完経路 
・主要交差点から優先的にバリア

フリー対応信号機を設置する。 
長期 

埼玉県公安委員会 

浦和警察署 

道路状況に応じて

信号機の形式を 

検討、平成 27、

28 年度に視覚障

害者用付加装置の

設置を実施 

・主要な交差点にエスコートゾー

ンを設置する。 
整備済 平成 29 年に設置 

・適切な青時間を確保する。 短期 

新設道路供用開始

に伴い検討（田島

通りガード西側

等） 

・歩道のない道路等での交通安全

対策を実施する。 
短期 

道路管理者と連携

して実施 

・自転車利用者へのマナー啓発を

実施する。 
継続 

指導・広報 

（田島通りスクラ

ンブル交差点

等）、関係機関が

協働で実施 
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⑧建築物特定事業 

 

主なバリアフリー設備等の状況 ※設備等の有無を示すものであり、基準適合状況は施設によって異なります。 

上下移動 
 
エレベーター エスカレーター 

 
階段 スロープ 

トイレ 
 
お手洗い 

車いす使用者等障害のあ

る人が使える設備  

ベビーチェア等の乳幼

児用設備 
オストメイト用設備 

駐車場 
 
駐車場 車いす使用者用駐車施設    

その他 
 
案内所 筆談対応 

 

ベビーケアルーム等の

乳幼児用設備 
休憩所や待合室 

 

サウスピア 
建築年 

平成 25 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

施設名 事業管理主体 

①サウスピア 

（南区役所、子育て支援センターみなみ、武蔵浦和

コミュニティセンター・シニアふれあいセンターサ

ウスピア、南区保健センター） 

さいたま市 

（南区総務課、武蔵浦和図書館、子育て支援政策

課、コミュニティ推進課、高齢福祉課、南区役所保

健センター） 

事業内容 実施時期 備考 

案内 
・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済 

各事業管理主体でコミュニケーション支援

ボードを設置。平成 25 年 1 月にタッチパネ

ル式の窓口発券機を設置 

施設名 事業管理主体 

⑦武蔵浦和図書館（2・3 階） さいたま市（武蔵浦和図書館） 

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
継続 

多様な方に対応した案内表示を補助する貼

り紙を掲示 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
継続 

職員が人的に対応 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 

今後も多様な方に対応した掲示、表示とす

る 

施設全体 
・設備の適切な維持・管理、提供サ

ービスの充実 
継続 主要な設備はバリアフリー化を実施済み 
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施設名 事業管理主体 建築年 

②さいたま中央郵便局 日本郵便株式会社 昭和 52 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ － 駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

通路 
・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
継続 荷物やラックなどの適切な管理 

その他の設備 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
実施済  

・障害者等が利用しやすいＡＴＭ

への改善 
継続 

案内ポールの配置を工夫し、並ぶスペース

の確保 

・番号案内の表示拡大 継続 案内係による対応 

案内 

・ＡＥＤの案内の表示方法を検討 実施済  

・わかりやすい掲示物への配慮 継続  

・筆談具と筆談可能な案内の設置 実施済  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済  

 

施設名 事業管理主体 建築年 

③みずほ銀行武蔵浦和支店 株式会社みずほ銀行 昭和 62 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動 非該当 トイレ － 駐車場 － その他  

事業内容 実施時期 備考 

案内 ・わかりやすい掲示物への配慮 実施済 
ＡＴＭコーナー入口等の見やすい場所に掲

示 
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施設名 事業管理主体 建築年 

④埼玉りそな銀行武蔵浦和支店 株式会社埼玉りそな銀行 平成 10 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ － 駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 

・エレベーターの改良 検討中  

・階段の改良 検討中 段鼻の強調、両側手すりの設置 

・階段への点字付き手すりの設置 検討中  

駐車場 ・車いす使用者用駐車施設の設置 長期  

その他の設備 
・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
長期  

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
検討中  

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
検討中  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
検討中  

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑤三井住友銀行武蔵浦和支店 株式会社三井住友銀行 平成 24 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ － 駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

通路（廊下） 
・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
継続 荷物などの適切な管理 

駐輪場 
・駐輪が出入口や通路を遮らない

ように配慮する 
継続 駐輪の適切な管理 

その他の設備 
・ＡＴＭにおける聴覚障害者等へ

の対応方法の検討 
継続  

案内 ・案内の改善、充実 継続  

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑥ハローワーク浦和・ 

就業支援サテライト 

（埼玉県武蔵浦和合同庁舎） 

埼玉県産業労働部雇用労働課 平成 10 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

施設全体 

・提供サービスの充実 

継続 

エレベーター等の共用部分はバリアフリー

化を実施済み、その他の人的対応の充実に

努める 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑧埼玉県障がい者共同作業所 
社会福祉法人 

埼玉県身体障害者福祉協会 

住居：平成 9 年 

作業棟：昭和 52 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 ・階段への点字付き手すりの設置 検討中  

トイレ 

・オストメイト用の設備の設置 検討中  

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
検討中  

その他の設備 
・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
検討中  

案内 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 実施済  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済  

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑨南区障害者生活支援センター 

社協ひまわり 

さいたま市 

（障害支援課） 
平成 10 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

その他の設備 
・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
長期 

カウンターの設置等について検討中、記入

台については対応済み 

案内 

・分かりやすい案内表示の設置 長期 
バリアフリー経路等が分かる案内の設置を

検討 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続  
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑩南区障害者生活支援センター 

あみ～ご 

南区障害者生活支援センター 

あみ～ご 
昭和 61 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

継続 人的支援にて対応 

トイレ 

・オストメイト用の設備の設置 継続 
設置困難だが、相談者の希望や必要性に応

じ、相談支援を実施 

・ベビーチェアやベビーベッドの

設置 
継続 

設置困難だが、相談者の希望や必要性に応

じ、相談支援を実施 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
継続 

設置困難だが、相談者の希望や必要性に応

じ、相談支援を実施 

・多機能トイレへの利用が集中し

ないよう、一般トイレの設備機

能を充実 

継続 
設置困難だが、相談者の希望や必要性に応

じ、相談支援を実施 

その他の設備 ・乳幼児用設備の設置 継続 
設置困難だが、相談者の希望や必要性に応

じ、相談支援を実施 

案内 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
継続 人的支援にて対応 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 人的支援にて対応 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑪聖みどり病院 医療法人徳洋会聖みどり病院 昭和 52 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口周辺や通路の段

差の解消 
長期 出入口の段差解消等 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期  

通路（廊下） 
・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
検討中 通行を阻害する荷物などの適切な管理 

上下移動 

・エレベーターの設置 長期  

・階段の改良 長期 段鼻の強調、両側手すりの設置 

・階段への点字付き手すりの設置 長期  

トイレ 

・多機能トイレの設置 長期  

・オストメイト用の設備の設置 長期  

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
長期  

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期  

駐輪場・ 

駐車場 

・駐輪が出入口や通路を遮らない

ように配慮する 
検討中 通行を阻害する自転車の適切な管理 

・車いす使用者用駐車施設の設置 長期  

その他の設備 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
検討中  

・照明の改善 検討中 照度の向上等 

案内 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

検討中  
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑫秋葉病院 医療法人秋葉病院 昭和 54 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他 － 

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

検討中 正面玄関入口のバリアフリー化を予定 

上下移動 
・エレベーターの改良 整備済 平成 27 年 7 月にリニューアル 

・階段の改良 長期 段鼻の強調、両側手すりの設置 

案内 
・案内の改善、充実 短期 

１Ｆトイレの表示、院内のトイレのバリア

フリー化を予定 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 スタッフにより個別に対応 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑬武蔵浦和メディカルセンター 株式会社日鉄コミュニティ 平成 17 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ － 駐車場 共用 その他 － 

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・歩道から建物の出入口への視覚

障害者誘導用ブロックの設置 
検討中  

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑭武蔵浦和 

ショッピングスクエア 
野村不動産コマース株式会社 平成 17 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他 － 

事業内容 実施時期 備考 

通路 
・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
継続 

商品の適切な管理、平成 29 年 4 月に通路幅

員を拡大 

駐輪場 
・駐輪が出入口や通路を遮らない

ように配慮する 
継続 駐輪の適切な管理 

その他の設備 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
実施済  

・ＡＴＭにおける聴覚障害者等へ

の対応方法の検討 
実施済 

平成26年 4月に聴覚及び視覚障害者に対応

した機種へ変更済 

案内 ・案内の改善、充実 実施済 
男女トイレの案内の視認性向上、平成 27 年

10 月にリニューアル済 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑮武蔵浦和マーレ 武蔵浦和商業開発株式会社 昭和 62 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他 － 

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口周辺や通路の段

差の解消 
長期  

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期  

上下移動 

・エレベーターの改良 
短期 

障害者が利用しやすい構造へ改良、令和 3

年度に改良予定 

・階段の改良 長期 段鼻の強調、両側手すりの設置 

・階段への点字付き手すりの設置 長期  

トイレ ・多機能トイレの設置 長期  

その他の設備 

・乳幼児用設備の設置 実施済 平成 28 年度整備済 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
検討中  

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
検討中  

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
検討中  

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
実施済 

平成 30 年度設置済（4 ヶ所）、令和元年度設

置済（1 ヶ所） 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 検討中  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済 平成 28 年度実施済 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑯ビーンズ武蔵浦和 
株式会社 

ジェイアール東日本都市開発 
昭和 62 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他 － 

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 
・エレベーターの設置 整備済 平成 26 年 11 月設置済 

・階段の改良 整備済 段鼻の強調、手すりの設置 

トイレ 

・多機能トイレの設置 整備済  

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
整備済  

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
整備済  

駐輪場・ 

駐車場 

・車いす使用者用駐車施設の設置 長期 時間貸駐車場のため設置は困難 

・駐輪自転車の適切な管理 継続  

その他の設備 

・乳幼児用設備の設置 整備済 ベビーチェア設置済 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
長期  

案内 

・案内の改善、充実 継続 

非常口の案内の拡大（多国語併記、音声案

内・電光表示の設置等については長期）、平

成 26 年度にエレベーターの案内を設置済 

・わかりやすい掲示物への配慮 継続  

・筆談具と筆談可能な案内の設置 検討中 対面により各自で対応 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑰マルエツ武蔵浦和店 株式会社マルエツ 昭和 62 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動 共用 トイレ 共用 駐車場 共用 その他 － 

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

通路 

・荷物などで幅員が狭くならない

ように配慮 
継続 商品等の適切な管理 

駐輪場 
・駐輪が出入口や通路を遮らない

ように配慮する 
継続 駐輪の適切な管理 

その他の設備 
・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
継続  

案内 

・ＡＴＭにおける聴覚障害者等へ

の対応方法 
実施済 サービス介助士（4 名）により個別対応 

・案内の改善、充実 実施済 
トイレや避難路、非常口の案内表示の拡大

等の検討、光表示により見やすく表示 

・筆談具及び筆談対応案内の設置 実施済 サービス介助士により個別対応 

・わかりやすい掲示物など、聴覚

障害者への情報提供の配慮 
検討中 

わかりやすい掲示物（試食などのデモンス

トレーション時も含む） 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑱マルエツナリア武蔵浦和店 

（ナリアガーデン） 

管理：株式会社ナリア都市開発 

店舗サービス等：マルエツナリア武蔵浦和店 
平成 20 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他 － 

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・出入口や通路等は、荷物などで狭

くならないように配慮 
継続 通路を阻害する荷物などの除去 

上下移動 
・階段の改良 検討中 段鼻の強調、両側手すりの設置 

・階段への点字付き手すりの設置 検討中  

トイレ 
・多機能トイレの改良 

検討中 
多機能トイレのドアの改良、ボタンの位置

や点字などの案内表示等 

その他の設備 
・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
検討中  

案内 

・わかりやすい掲示物への配慮 継続 

マルエツナリア武蔵浦和店で実施（掲示物

や説明文などは、平易な言葉で簡潔に標記

することやインターホンなどの説明表示

など） 

・筆談具及び筆談対応案内の設置 実施済 マルエツナリア武蔵浦和店で実施 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
検討中 マルエツナリア武蔵浦和店で実施 

その他 ・警備員による自転車の整理 継続 マルエツナリア武蔵浦和店で実施 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑲ザ・ダイソー武蔵浦和店 

（ライブタワー武蔵浦和） 

ザ・ダイソー武蔵浦和店 

（株式会社大創産業） 
平成 13 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他 － 

事業内容 実施時期 備考 

案内 ・わかりやすい掲示物への配慮 検討中 
売り場サインボード設置は完了済。平成 29

年度に案内板、看板の設置予定 

その他 ・介助サービスに関する案内・ＰＲ 検討中  
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑳市営武蔵浦和駅東駐車場 
さいたま市 

（自転車まちづくり推進課） 
平成 17 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他 － 

事業内容 実施時期 備考 

トイレ 

・オストメイト用の設備の設置 整備済  

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
検討中  

その他の設備 
・車いす使用者対応の精算機の設

置 
実施済 係員呼出しチャイムを設置し、対応 

案内 
・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済  
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岩槻地区の基本構想 

地区の概要 

岩槻地区は、岩槻城の城下町として、また日光御成道の宿場町として栄え、現在も武家屋敷跡の街

並みが残っている地区です。また、人形の専門店が数多く立地しており、「人形のまち」として全国的

に知られています。 

岩槻駅は、平成 29 年 3 月に橋上駅舎及び東西自由通路の整備が完成し、現在は駅西口の駅前広場

の整備が進められています。駅東口では、平成 8 年に岩槻駅東口再開発事業としてワッツ東館・西館

が整備され、平成 24 年 1 月には岩槻区役所が移転するなど、駅周辺には公共施設が集約されていま

す。 

旧街並みが残る駅東口は、歩道が狭い路線やバリアフリー化されていない路線が多く、沿道の主要

な施設についても築年数の古いものが多く存在しています。市街地の道路網整備の遅れなどから、歩

行者の安全な利用に支障をきたす道路も見られますが、一部の道路では、歩道の新設、改良が進むな

ど、交通の利便性向上や歩行空間の整備改善などバリアフリーに配慮した整備が進められています。 

岩槻地区の基本構想 

旧バリアフリー基本構想で生活関連施設として位置づけていた東武岩槻駅前ビル・T-BOX が、平成

27 年に閉店したため、対象から除きました。一方、旧岩槻区役所の敷地に開館した岩槻人形博物館や

にぎわい交流館いわつきを新たに加え 18 の施設を生活関連施設に位置づけました。これに伴い、岩

槻人形博物館までの経路を新たにバリアフリー経路に設定しました。重点整備地区の範囲については、

旧バリアフリー基本構想で岩槻区役所の敷地の利用を想定し、この範囲も含めていたため、これを踏

襲し、同様の範囲としました。 

表 ３.８岩槻地区重点整備地区の概要 

重点整備地区の区域 約 52ha 

生活関連施設 

18 施設 

公共・公益施設 5 施設 

文化・文教施設 7 施設 

福祉施設 2 施設 

医療施設 1 施設 

商業施設 2 施設 

駐車場 1 施設 

バリアフリー経路 

9 経路 

駅前広場 1 箇所 

主要経路 5 経路 

補完経路 3 経路 
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特定事業 

 

 

①公共交通特定事業（鉄道） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

岩槻駅 ・公共交通移動等円滑化基準やさ
いたま市だれもが住みよい福
祉のまちづくり条例等に基づ
く旅客施設のバリアフリー化
を実施する。 

整備済 

東武鉄道㈱ 

駅舎橋上化に 

あわせて実施 

・内方線付点状ブロックを設置する。 整備済  

・券売機に車いす対応の蹴込みを
設け、タッチパネルが見やすい
（反射しない）券売機等を設置
する。 

整備済  

・一般トイレを改良する。 整備済 

広めの便房やオスト

メイト用設備、乳幼

児設備の設置等 

・案内の充実を図る。 整備済 

ピクトグラム等を活

用した大きくわかり

やすい案内表示、音声

案内の設置、緊急・混

雑時の電光掲示板へ

の迅速な情報掲出等 

・筆談具及び筆談対応案内を設置
する。 

継続  

・職員へのバリアフリー対応を指
導する（職員研修の実施等）。 

継続 

移動等円滑化取組

計画書に基づき実

施 

 

  

実施時期 

短 期：令和 7 年度まで 

長 期：令和 8 年度以降 

検討中：実施時期・具体の方法等を今後検討する 

継 続：過去から継続している or 継続的に取り組む 
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②公共交通特定事業（バス） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

車両 
・ノンステップバスを導入する。 継続 

国際興業㈱ 

東武バスウエスト㈱ 

朝日自動車㈱ 

移動等円滑化取組

計画書に基づき実

施 

駅前広場・ 

バス停留所 
・バス乗降場を改良する。 継続 

国際興業㈱ 

東武バスウエスト㈱ 

朝日自動車㈱ 

必要に応じて道路管

理者と連携して実施

（H26 年度末駅広整

備にあわせて実施） 

・駅前広場での案内表示を新設す

る（西口駅前広場）。 
整備済 

国際興業㈱ 

朝日自動車㈱ 

平成 28 年度整備 

完了 

・駅前広場での案内表示を充実す

る（東口駅前広場）。 
継続 

国際興業㈱ 

東武バスウエスト㈱ 

朝日自動車㈱ 

必要に応じて道路

管理者と連携して

実施 

人的支援・対応 

心のバリアフリ

ー 

・職員へのバリアフリー対応を指

導する（職員研修の実施等）。 
継続 

移動等円滑化取組

計画書に基づき実

施 

 

③道路特定事業 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

経路 1 

東口駅前広場 

 

・全体構想の目標（※）や基準を

踏まえた駅前広場を整備する。 
整備済 

道路管理者（市） 

岩槻駅橋上駅舎化

にあわせて、平成

28 年度に整備済 

・広い電話ボックスを設置する。 整備済 

平成 30 年度に西

口駅前広場に一般

型を設置済 

経路 2 

駅前通り 

（県道岩槻停車

場線） 

 

・全体構想の目標（※）や基準を

踏まえた歩道を整備する。 
長期 

道路管理者（市） 

大規模改良時に 

実施 

・交差点部の段差を解消する。 長期 
駅前交差点南側 

２箇所 

・ベンチの改良を検討する。 長期  

経路 3 

市宿通り 

・全体構想の目標（※）や基準を

踏まえた歩道を整備する。 
整備済 道路管理者（市）  

経路 4 

西口駅前通り 

・全体構想の目標（※）や基準を

踏まえた歩道を整備する。 
整備済 

道路管理者（市） 

土地区画整理事業

で整備（岩槻まち

づくり事務所）、平

成 28 年度に整備

済 

・案内サインを設置する。 整備済 

・ベンチ等の休憩施設を設置す

る。 
整備済 

経路 5 

フェスタスクエ

ア前 
・全体構想の目標（※）や基準を

踏まえた歩道を整備する。 
長期 道路管理者（市） 

土地区画整理事業

で整備（岩槻まち

づくり事務所） 

（南側半断面） 

一部実施済 

経路 9 ・セミフラット形式へ変更する。 長期 道路管理者（市） 未整備区間の改修 
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事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

一 般 国 道 122

号、主要地方道

さいたま春日部

線 

・視覚障害者誘導用ブロックの敷

設・改修を行う。 
長期 

駅側既設区間の規

格に合った改修 

・舗装面の改修を行う。 長期 
駅側区間のタイル

凹凸の改修 

※ 全体構想の目標については、「目標実現に向けたバリアフリー化の取組方針」（全体構想 2-4 ページ

～）を参照。 

 

④その他事業（補完経路） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

経路 6 

市宿通り～丸山

記念総合病院 

・全体構想の目標（※）や基準を

踏まえ、路線の実状にあわせて

可能な整備を行う。 

整備済 道路管理者（市） 
外側線及び GB 設

置 

経路 7 

栄町通り～裏小

路 

・全体構想の目標（※）や基準を

踏まえ、路線の実状にあわせて

可能な整備を行う。 

検討中 道路管理者（市） 歩道無し 

経路 8 

人形町通り 

・全体構想の目標（※）や基準を

踏まえ、路線の実状にあわせて

可能な整備を行う。 

検討中 

道路管理者（市） 

歩道幅員狭小・ 

一部歩道無し 

・歩道の横断勾配を改善する。 長期  

・歩道を拡幅する。 長期  

※ 全体構想の目標については、「目標実現に向けたバリアフリー化の取組方針」（全体構想 2-4 ページ

～）を参照。 

 

⑤その他事業（バリアフリー経路共通） 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

主要経路 

補完経路 

 

・案内サイン・視覚障害者誘導用

ブロック・舗装・音声案内装置

等の維持管理を行う。 

継続 

すべての管理者 

老朽化対策や情報・

電気設備の更新等 

・排水溝の蓋を目の細かいものに

改善する。 
継続  

・植栽の適切な管理を行う。 継続  

・看板・商品陳列・自転車利用者

等への指導や啓発を行う。 
継続  

・歩道のない道路等での交通安全

対策を実施する。 
継続 交通管理者と連携 

 

⑥交通安全特定事業 

事業箇所 事業内容 実施時期 実施主体 備考 

主要経路 

補完経路 ・主要交差点から優先的にバリア

フリー対応信号機を設置する。 
整備済 

埼玉県公安委員会 

岩槻警察署 

道路状況に応じて

信号機の形式を 

検討、順次経過時

間表示付歩行者用

灯器を設置済 
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・歩道のない道路等での交通安全

対策を実施する。 
継続  

・自転車利用者へのマナー啓発を

実施する。 
継続 

関係機関が協働で

実施 

フェスタスクエ

ア前 
・歩行者用信号機を設置する。 検討中 

交差点改良等によ

り検討 
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⑦建築物特定事業 

 

主なバリアフリー設備等の状況 ※設備等の有無を示すものであり、基準適合状況は施設によって異なります。 

上下移動 
 
エレベーター エスカレーター 

 
階段 スロープ 

トイレ 
 
お手洗い 

車いす使用者等障害のあ

る人が使える設備  

ベビーチェア等の乳幼

児用設備 
オストメイト用設備 

駐車場 
 
駐車場 車いす使用者用駐車施設    

その他 
 
案内所 筆談対応 

 

ベビーケアルーム等の

乳幼児用設備 
休憩所や待合室 

 

ワッツ東館 

建築年 

建物：平成 8 年 

区役所フロア：平成 24 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

施設名 事業管理主体 

①②⑭⑯⑱共用部 岩槻都市振興株式会社 

事業内容 実施時期 備考 

施設全体 
・大規模改修にあわせた施設全体

のバリアフリー化 
長期 階段段鼻を識別しやすい色に変更等 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口や通路における

幅員の確保 
継続 商品や駐輪の適切な管理 

その他の設備 

・乳幼児用設備の設置 短期 
当面は、3 階の岩槻区役所、4 階の岩槻区保

健センターの授乳室を利用 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
実施済  

案内 ・わかりやすい掲示物への配慮 継続  

施設名 事業管理主体 

①岩槻区役所（岩槻区保健センター他）（3・4 階） さいたま市（岩槻区総務課） 

事業内容 実施時期 備考 

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期  

その他の設備 
・無人設備における聴覚障害者等

への適切な対応方法の検討 
実施済 問合せに手話通訳者が対応 

案内 

・わかりやすい掲示物への配慮 継続 課の吊り下げ看板等の改善 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 実施済 
事業管理主体を含む岩槻区役所内すべての

課が対象、平成 26 年度設置済 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
検討中 

事業管理主体を含む岩槻区役所内すべての

課が対象、ボードの内容及び材質について

検討 
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ワッツ東館（続き） 

施設名 事業管理主体 

②岩槻消費生活センター（3 階） さいたま市（岩槻消費生活センター） 

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 

今後も分かりやすい表記に努める 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 筆談具は設置済み、案内の表示を検討 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 

窓口での設置の可能性を検討 

施設名 事業管理主体 

⑭シニアサポートセンター 

社協岩槻（3 階） 
さいたま市社会福祉協議会 

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 

利用者状況に応じた適切な対応に努める 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 必要に応じ対応できるよう設置 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期 

必要に応じて設置に努める 

施設名 事業管理主体 

⑯マルエツ岩槻駅前店（地下 1 階） 株式会社マルエツ 

事業内容 実施時期 備考 

心のバリア 

フリー 

・介護士による支援に関する案内

表示 
継続 

表示箇所増加など、入口及び名札による表

示を実施 

施設名 事業管理主体 

⑱市営岩槻駅東口公共駐車場（5・6 階） さいたま市（自転車まちづくり推進課） 

事業内容 実施時期 備考 

敷地内通路 ・駐車場から店内への段差解消 短期  

出入口 ・出入口マットの固定 実施済  
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ワッツ西館 
建築年 

平成 8 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場 － その他  

施設名 事業管理主体 

⑥⑦⑬建物全体共用部 岩槻都市振興株式会社 

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 

・エレベーターの改良 検討中 大規模改修時に検討 

・階段の改良 

長期 

（一部実

施） 

大規模改修時に検討（段鼻の強調、両側手

すりの設置及び行先点字表示）、照度の改

善は実施済 

案内 ・案内の改善、充実 実施済 
ピクトグラム、案内図を設置（音声案内等

の設置は大規模改修時に検討） 

施設名 事業管理主体 

⑥⑦⑬市管理共用部 さいたま市（コミュニティ推進課） 

事業内容 実施時期 備考 

トイレ ・トイレの改良 整備済 多機能トイレ化等 

通路 

・車いすでも移動しやすい通路面

への改良（絨毯の張替） 
検討中 

岩槻駅東口コミュニティセンター内（共用

部） 

・通路への両側手すりの設置 短期 
子育て支援センター内（共用部）（視覚障害

者誘導用ブロックは絨毯張替え時に検討） ・通路の視覚障害者誘導用ブロッ

ク設置方法の改善 
検討中 

その他の設備 
・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
長期 大規模改修時に実施 

施設名 事業管理主体 

⑥岩槻駅東口図書館（3 階） さいたま市（岩槻駅東口図書館） 

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
継続 

多様な方に対応した案内表示を補助する

貼り紙を掲示 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
継続 職員が人的に対応 

・掲示物や説明文等は、図の活用

や平易な言葉で分かりやすく

簡潔に表現 

継続 
今後も多様な方に対応した掲示、表示とす

る 

施設全体 
・設備の適切な維持・管理、提供

サービスの充実 
継続 主要な設備はバリアフリー化を実施済み 
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ワッツ西館（続き） 

施設名 事業管理主体 

⑦岩槻駅東口コミュニティセンター（2～5 階） さいたま市（コミュニティ推進課） 

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 
・階段の改良 長期  

・階段への点字付き手すりの設置 長期  

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 さいたま市と調整のうえ計画 

その他の設備 

・乳幼児用設備の設置 長期 さいたま市と調整のうえ計画 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
長期 自動販売機設置事業者と調整のうえ計画 

・照明が暗い箇所の改善 短期 
中規模修繕時に各階の照明器具のＬＥＤ化

を予定 

案内 

・分かりやすい案内表示の設置 短期 分かりやすい案内表示の設置を順次実施 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
短期 分かりやすい案内表示の設置を順次実施 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 さいたま市と調整のうえ計画 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
長期 さいたま市と調整のうえ計画 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

短期 案内表示の設置を順次実施 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 表示の設置を順次行う 

・受付等での手話対応の導入 短期 職員に対し順次手話研修を実施 

施設名 事業管理主体 

⑬子育て支援センターいわつき（4 階） さいたま市（子育て支援政策課） 

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 実施済 平成 26 年 5 月に設置済 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済 平成 26 年 5 月に設置済 
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施設名 事業管理主体 建築年 

③埼玉りそな銀行岩槻支店 株式会社埼玉りそな銀行 平成元年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ － 駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

上下移動 
・階段の改良 検討中 段鼻の強調、両側手すりの設置 

・階段への点字付き手すりの設置 検討中  

その他の設備 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
検討中  

・障害者等が利用しやすいＡＴＭ

への改善検討 
検討中 画面の高さ、聴覚障害者への対応等 

案内 

・案内の改善、充実 検討中 入口の音声案内や番号表示での受付案内等 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
検討中  

 

施設名 事業管理主体 建築年 

④岩槻西町郵便局 日本郵便株式会社 平成 17 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動 非該当 トイレ － 駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

施設全体 
・障害者等の移動しやすさへの配

慮 
継続 

視覚障害者誘導用ブロック上のマットや駐

輪対策等 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑤埼玉縣信用金庫岩槻支店 埼玉縣信用金庫 平成 11 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動 非該当 トイレ － 駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・視覚障害者誘導用ブロックの改

善 
実施済  

その他の設備 ・花壇の改善 実施済 危険な角部の改良 

案内 

・案内の改善、充実 実施済 案内板の設置等 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済 

コミュニケーションボードにピクトグラ

ムを取り入れて対応 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑧コミュニティセンター 

いわつき 

さいたま市 

（コミュニティ推進課） 
昭和 61 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口における自動ド

ア等の設置や十分な幅の確保 
長期 

通用口について大規模修繕に合わせてを

改修を依頼（正面玄関は整備済み） 

上下移動 ・階段への点字付き手すりの設置 短期 手すりに行先表示（点字表示）設置 

トイレ 

・手すり付小便器や便房、洗面器の

設置 
長期 大規模修繕時に改修を依頼 

・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 大規模修繕時に改修を依頼 

案内 
・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
長期 大規模修繕時に改修の依頼 

心のバリア 

フリー 

・利用者の要望に合わせた施設の

改修を検討 
長期 視聴覚障害者の方への対応等を検討 

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑨岩槻図書館 さいたま市（岩槻図書館） 昭和 53 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動 非該当 トイレ  駐車場 － その他  

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・ピクトグラムの活用や多言語に

対応した案内の充実 
継続 

多様な方に対応した案内表示を補助する

貼り紙を掲示 

・音声以外の電光表示等による動

的な案内設備の設置 
継続 

職員が人的に対応 

・掲示物や説明文等は、図の活用

や平易な言葉で分かりやすく簡

潔に表現 

継続 

今後も多様な方に対応した掲示、表示とす

る 

施設全体 
・設備の適切な維持・管理、提供サ

ービスの充実 
継続 

主要な設備はバリアフリー化を実施済み 
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑩岩槻本町公民館 
さいたま市 

（生涯学習総合センター） 
昭和 53 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口周辺や通路の段

差の解消 
短期 エレベーターの設置を検討 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

通路（廊下） 
・主要な通路は、荷物などで狭くな

らないように配慮 
継続 

主要な通路は十分な幅員が確保されてお

り、今後も支障物を置かないよう継続的に

配慮 

上下移動 

・エレベーターの設置 短期 エレベーターの設置を検討 

・階段への点字付き手すりの設置 長期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

トイレ 
・聴覚障害者等のためのフラッシ

ュライト等の設置 
長期 

公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

駐車場 ・車いす使用者用駐車施設の設置 長期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

その他の設備 

・乳幼児用設備の設置 長期 
公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・車いす使用者の利用に配慮した

カウンターや記入台の設置 
長期 

公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・車いす使用者対応の自動販売機

の設置 
短期 契約更新時に設置ができるよう調整 

案内 

・分かりやすい案内表示の設置 短期 
今後、エレベーターが設置された際には、

経路等の案内の追加を検討 

・音声案内等、視覚障害者に対応し

た設備の設置 
長期 

公民館施設リフレッシュ計画の中で対応を

検討 

・掲示物や説明文等は、図の活用や

平易な言葉で分かりやすく簡潔

に表現 

継続 今後も継続して取り組む 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 短期 筆談対応が可能である案内を表示 

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
短期  
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑪岩槻人形博物館 さいたま市（岩槻人形博物館） 平成 31 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動 非該当 トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 実施済  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済  

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑫にぎわい交流館いわつき さいたま市（経済政策課） 平成 31 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

案内 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 実施済  

・コミュニケーション支援ボード

の設置 
実施済  
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施設名 事業管理主体 建築年 

⑮丸山記念総合病院 医療法人慈正会丸山記念総合病院 

3 期 昭和 43 年、4 期 昭和 45 年 

5 期 昭和 49 年、6 期 昭和 55 年 

7 期 平成 17 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他  

事業内容 実施時期 備考 

出入口・ 

敷地内通路 

・建築物の出入口や案内設備まで

視覚障害者誘導用ブロックを敷

設 

長期 可能な範囲で実施 

上下移動 

・エレベーターの改良 

長期 

（一部実

施） 

可能な範囲で実施（触ってわかるボタン

等）、新館エレベーター点字表示設置済 

・階段の改良 

長期 

（一部実

施） 

範囲で実施（両側手すり実施済） 

・階段への点字付き手すりの設置 長期 可能な範囲で実施 

トイレ 
・多機能トイレ及び一般トイレの

改良 

長期 

（一部実

施） 

可能な範囲で実施（わかりやすいボタン表

示の検討等）、和式トイレを洋式トイレに

多数変更 

案内 
・案内の改善、充実 

長期 

（一部実

施） 

総合案内への案内は設置済、床面表示は検

討中 

・筆談具と筆談可能な案内の設置 実施済  

 

施設名 事業管理主体 建築年 

⑰ヤオコー岩槻西町店 

（フェスタスクエア） 
株式会社ヤオコー 平成 20 年 

主なバリアフリー設備等の状況（共用設備を含む） 

上下移動  トイレ  駐車場  その他 － 

事業内容 実施時期 備考 

敷地内通路 
・敷地内通路（屋外）の視覚障害者

誘導用ブロックの改善 
実施済 修正工事実施済 

トイレ ・トイレ照明の改善 長期 自動点灯への改良 

駐輪場 ・駐輪自転車の整理 継続  

その他の設備 ・インターホン説明点字の改善 長期 出入口部 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 推進地区の基本構想 
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１．推進地区の基本構想の考え方 

推進地区の基本構想は、重点整備地区以外の地区において、バリアフリー化の実現に向け、事

業実施にあたっての目安となる「推進地区の区域」「バリアフリー化経路」「バリアフリー化整備

の基本的な考え方」を示したものです。 

推進地区は、事業を実施する際に個別の事業でバリアフリー化の推進を図るとともに、整備の

優先度等を勘案し、順次、重点整備地区への格上げを行い、バリアフリー化整備を進めていきま

す。 

推進地区の目的施設及びバリアフリー化経路は、重点整備地区の生活関連施設及びバリアフリ

ー経路に準ずる位置づけとし、区域及び目的施設、バリアフリー化経路については、基本的に「第

2 章 3.バリアフリー化の考え方」（2-28 ページ）に基づき設定することとします。推進地区から重

点整備地区への格上げを行う際には、推進地区で設定する目的施設のほかに、地区の状況を踏ま

えて生活関連施設に追加する施設を再検討し、必要に応じて経路も追加することとします。 
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２．各地区における推進地区の区域及びバリアフリー化経路 

2-1.推進地区 

推進地区は、重点整備地区である大宮地区、北浦和地区、浦和地区、さいたま新都心・北与野地

区、武蔵浦和地区、岩槻地区の計 6 地区を除く、市内 24 駅周辺とそれ以外の 1 地区を対象としま

した。 

推進地区は以下に示す 25 地区です。 

各地区で設定した推進地区の区域及びバリアフリー化経路は、次ページ以降に示します。 

 

【推進地区】 

与野、与野本町、南与野、中浦和、指扇、日進、宮原、東大宮、土呂、西浦和、南浦

和、東浦和、北大宮、大宮公園、大和田、七里、東岩槻、鉄道博物館（大成）、加茂宮、

東宮原、今羽、吉野原※、浦和美園、西大宮、岩槻城址公園・岩槻文化公園 

※吉野原地区については、鉄道駅からの徒歩圏内に目的施設が立地していないため、推進地区

の区域、バリアフリー化経路は設定していません。 
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(1)与野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)与野本町 
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(3)南与野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)中浦和 
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(5)指扇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)日進 
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(7)宮原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)東大宮 
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(9)土呂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)西浦和 

 



 

4-8 

(11)南浦和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)東浦和 

 



 

4-9 

(13)北大宮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14)大宮公園 
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(15)大和田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16)七里 
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(17)東岩槻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18)鉄道博物館（大成） 
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(19)加茂宮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20)東宮原 
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(21)浦和美園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22)西大宮 
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(23)岩槻城址公園・岩槻文化公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24)今羽 
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2-2.バリアフリー化整備の基本的な考え方 

(1)鉄道駅 

・ 駅の外部から改札口を経てプラットホームへ通じる経路については、高齢者、障がい者を

はじめすべての人が、可能な限り単独で移動できるようバリアフリー化された経路（移動

等円滑化された経路）を１ルート以上確保します。 

・ 階段は、転倒・転落を防ぐため、段を容易に識別でき、滑りにくく、つまずきにくい構造

とします。また、移動の負担を軽減するため、手すりの位置や高さなどに配慮します。 

・ サインは、情報の内容、表示の方法やデザイン、掲出の位置などを考慮し、だれにでもわ

かりやすく見やすいものにするとともに、連続性、統一性に配慮し整備します。 

・ 運行情報の案内、列車接近の警告、事故等の緊急情報については、文字及び音声により情

報を提供します。 

・ 駅周辺の道路も含めた連続性や利用者の動線、床材の色等を考慮して視覚障害者誘導用ブ

ロックを設置することにより、視覚障がい者の円滑な誘導と安全を確保します。 

・ エレベーター、トイレ、改札口、券売機等の設備は、高齢者、障がい者をはじめすべての

人が利用しやすいものとします。 

(2)バリアフリー化経路 

・ 歩道は、車いす使用者のすれ違いを考慮した幅員を連続的に確保します。 

・ 歩道の構造は、適切な勾配・段差など、高齢者、障がい者をはじめすべての人が安全で快

適に移動できるものとします。 

・ 歩道の舗装面は、安全で快適に歩行できるよう、平坦で滑りにくく、水はけのよい構造と

します。 

・ バス停留所のある歩道は、利用者の乗降や車いす用スロープの使用に配慮した高さとしま

す。 

・ 歩道のない道路では、歩行空間と車が通行する部分で舗装の色を変えるなど視覚的な区分

を行い、安全な歩行者の通行を確保します。 

・ 歩行の障害となる排水溝のグレーチングや溝蓋は網目や穴の小さいものを採用します。 

・ 案内標示は、誰にでもわかりやすく見やすいものになるよう、連続性、統一性に配慮して

整備します。 

・ 視覚障害者誘導用ブロックは、利用者の動線、舗装材の色等を考慮して設置し、視覚障が

い者の円滑な移動を確保します。 

・ 地域の実情に応じてベンチ等の休憩施設の設置を検討します。 

・ 道路横断の安全を確保するため、高齢者等感応式信号機や音響式信号機などバリアフリー

に対応した信号機の整備を推進します。 
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(3)路外駐車場 

・ 市営の駐車場や大規模施設に付随する駐車場など、多くの利用者が想定される路外駐車場

では、障がい者用駐車スペースの設置などのバリアフリー化を実施します。 

・ 高齢者や障がい者等が安全に出入りできる駐車場出入口と接する道路の整備を図り、連続

したバリアフリー空間を確保します。 

・ 一般の人が障がい者用駐車スペースを利用しないよう求める啓発や、バリアフリー化され

た駐車場の情報提供を行います。 

 

(4)都市公園 

・ 段差・勾配の解消や固く滑りにくい路面の確保など、公園の出入口や主要な園路のバリア

フリー化を図ります。 

・ 公園施設やバリアフリー化された移動経路などのわかりやすい案内表示を行います。 

・ ベンチの設置など休憩施設の充実を図ります。 

・ 高齢者や障がい者をはじめ、あらゆる人が使いやすい多機能トイレを設置します。 

 

(5)建築物 

・ 建築物管理者の協力を得ながら、道路等の敷地の外部から施設内までの移動経路、目的施

設内の経路のバリアフリー化を図ります。 

・ 高齢者や障がい者をはじめ、あらゆる人が使いやすい多機能トイレを設置します。また、

大規模施設などでは、多機能トイレの利用が集中しないように、一般トイレに広めの便房

やオストメイト用設備、乳幼児用設備を設けるなど機能の分散に配慮します。 

・ 出入口に近い場所に十分な広さの障がい者用駐車施設を設置し、わかりやすく表示すると

ともに、利用者への啓発を行います。 

・ 施設の特徴を踏まえ、高齢者や障がい者等がよく利用する設備（窓口、カウンター、ATM、

休憩施設など）について、多様な利用者に配慮したバリアフリー化に努めます。 

・ バリアフリー経路・非常口及びエレベーター・トイレ・駐車場などについて、わかりやす

い案内表示を設置します。 

・ バリアフリー化整備とあわせ、人による支援の充実や、多様な利用者への適切な対応につ

いての係員の教育に努めます。 

 


