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はじめに 

１ バリアフリー基本構想の策定経緯 

本市では、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「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」）及び平成 23 年の同法改正に伴い示された「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」）を踏まえ、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されたことを踏まえ、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するものです。 
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２ バリアフリー基本構想改定にあたっての考え方 

平成３０年のバリアフリー法改正で、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。本市においても、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。 

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。 

 

「社会的障壁」とは、障害がある方にとって日常生活又は社会生活を営む上で

障壁（バリア）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

ものをいい、共生社会の実現のためには以下のような障壁の除去が必要です。 

 

 

 

 

 

「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、本市においても、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」の考え方を重視し、個人及び社会双方の努力が必要であると考えます。 

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。 

 

  

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。 

バリアフリー基本構想においては、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、その考え方がまちづくりにも反映さ

れることで、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。 

共生社会とは 

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」 

社会的障壁の 

除去とは 
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全体構想 

１ 基本理念と目標 

本市では、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、目標については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国の基本方針で目標年度とされている、令和 7年度としました。 

 

目標年度：令和 7年度 

 

 

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。また、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。 

主な取組方針 

・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 

・駅前広場や歩道等のバリアフリー経路の整備 

・鉄道、バス、タクシー車両のバリアフリー化 

・路外駐車場・都市公園・建築物のバリアフリー整備 等 
 

 

 

 

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。 

主な取組方針 

・さいたま市によるみんなのバリアフリー意識づくり 

・事業者、市民、学校教育等における心のバリアフリーの取組 
 

 

 

 

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。 

主な取組方針 

・バリアフリーに関する情報提供 

・バリアフリーに関する情報化の推進 
 

 

  

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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２ 重点整備地区・推進地区の設定について 

重点整備地区・推進地区の設定 

市内におけるバリアフリー化の実現に向けて、重点整備地区及び推進地区を設定して、各地区

の方針に基づきバリアフリー化を進めます。 

重点整備地区（7駅 6地区） 

○鉄道駅の乗降客数や駅周辺の高齢者人口及び主要施設の立地状況等を確認し、旧バリアフリー基

本構想で定めた重点整備地区を引き続き設定します。 

大宮、北浦和、浦和、さいたま新都心・北与野、武蔵浦和、岩槻 

 鉄道駅等の周辺に、高齢者、障害者等を含む多くの市民が、日常生活で利用する施設が集ま

った地区で、重点的・一体的なバリアフリー化が必要な地区に設定 

 特定事業等の内容に基づき重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進 

 旧バリアフリー基本構想で位置づけた特定事業の内容の充実及び実施時期の更新（大宮、北

浦和、浦和の 3地区は建築物特定事業を新規設定） 

 

推進地区（24駅 25地区） 

○旧バリアフリー基本構想で定めた推進地区を引き続き設定します。 

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 

 重点整備地区を除く市内鉄道駅周辺等に設定 

 バリアフリー化整備の基本的な考え方等を示し、個別の事業でバリアフリー化を推進 

 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を検討 
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生活関連施設の設定 

生活関連施設は、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。 

施設種類 生活関連施設 

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 

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 

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） 

商業施設 店舗面積 1万平米以上の大規模小売店 

公園 総合公園、運動公園、広域公園 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 6千

平米以上で、料金を徴収するもの） 

上記のほか、地区の状況を踏まえて、経路に接する小規模郵便局、銀行、信用金庫、農協や特別支

援学校、保育所、大学、メディカルセンター、2千平米以上の大規模小売店等を適宜、設定します。 

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。 

バリアフリー経路の設定 

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

や鉄道駅・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、自由通路等を位

置づけます。 

ここで、バリアフリー経路の骨格を

形成する経路として、歩道や通路等の

幅員の確保（1.5m 以上）が可能な路

線を「主要経路」として、また、当面十

分な幅員の確保が困難な路線ではあ

るものの、主要経路と一体となったバ

リアフリーネットワークを形成する経路

を「補完経路」として設定します。 

バリアフリー経路の種別 経路の考え方・整備方針 

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） 

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。  
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３ 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。 
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４ 心のバリアフリーについて 

本市では、これまでの旧バリアフリー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、今回の改定で定めた基本理念であ

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。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取り組んでいきます。 

  
視覚障害者誘導用ブロック、車いす使用者用駐車施設の 

適正利用を呼びかけるポスター等作成 

 
「声かけ・サポート」運動 

強化キャンペーン 

（九都県市首脳会議） 

     
さいたま新都心 バリアフリー親子体験会 

     
夏休みバリアフリー体験会 

さいたま市で実施されている主な取組  
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５ 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。 

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、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。 

 

 
PDCA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、高齢者、障害者等の市民参加により、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。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。 

 
 

 

 

「まちあるき勉強会」とは 

段階的・継続的な取組（スパイラルアップ）の一環として、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、高齢者、障害者等の市民参加により、利用者の立場からまちあるき

によって現地を確認するものです。 

参加者 

高齢者、障害者、育児支援等の団体代表者、学識経験者、市職員等 

確認成果の活用 

まちあるきにより確認された課題が改善されて評価の高い点は、好事例として他への展開を

図るために情報を発信していきます。また、整備後に新たに気づいた点は、道路管理者や事業者

に情報提供し、できるところから改善していくとともに、今後予定している他地域の整備でも活

用できるようにします。 

 

 

 

 

 

 

  

勉
強
会 

ま
ち
あ
る
き 

 

確
認
結
果 

評価の高い 
改善例 

新たに 
気づいた点 

他への展開を図るための情報を発信（市報・リーフレット・
ホームページ等、バリアフリー基本構想の効果として提示） 

・道路管理者や事業者へ情報提供 
・今後予定している他地域の整備で配慮 
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「まちあるき勉強会」の進め方と成果の活用（令和元年度さいたま新都心・北与野地区） 

①視覚障害者誘導用ブロックやエレベーター等、バリアフリー整備状況を確認しました 

    

②参加者全員で、まちあるきの結果について整理しました 

    

③整備状況について、良い点や気づいた点を意見交換して、皆で共有しました 

    

 

「バリアフリー整備意見集」の作成 

意見交換の結果は、整備意見集としてまとめ、事業者や施設管理者等に配布して、今後の整備に

役立ててもらっています。 

   

「取組紹介リーフレット」の作成 

バリアフリー化に関する取組について広く情報発信していくため、一般向け・小学生向けのリーフ

レットを作成して周知に努めています。（次頁に取組紹介リーフレットを掲載しています。） 
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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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重点整備地区の基本構想 

１ 重点整備地区の基本構想の考え方 

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。 

事業の実施時期設定の考え方については、下表のとおりです。 

実施時期設定の考え方 

短 期 

長 期 

検 討 中 

継 続 

令和 7年度まで 

令和 8年度以降 

実施時期・具体の方法等を今後検討する 

過去から継続している、今後継続的に取り組む 

２ 重点整備地区を中心としたさいたま市全域の取組 

心のバリアフリーの一環として行う事業については、さいたま市全域を対象に取り組んでいき

ます。 

教育啓発特定事業 

事業名 対象 実施主体 
実施 

時期 

「思いやりの心」を育む研修（体験型） 市職員 
さいたま市 

（都市経営戦略部） 

継続 

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） 

継続 

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） 

継続 

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） 

継続 

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） 

継続 

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) 

継続 

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） 

継続 

 

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 事業管理主体 
実施 

時期 

職員へのバリアフリー対応を指導 
すべての 

公共交通事業者 

継続 

職員、係員等関係者への接遇教育の実施 
すべての 

施設管理者 

継続 

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 

すべての 

施設管理者 

継続 
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３ 重点整備地区の基本構想 

大宮地区 

大宮地区は、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、令和 3～7 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。 

特定事業な主な内容 

事業 実施主体 主な事業内容 
実施 

時期 

公共交通特定事業 

（鉄道） 

東日本旅客鉃道株式会社 

東武鉄道株式会社 

埼玉新都市交通株式会社 

・職員へのバリアフリー対応の

指導（職員研修の実施等） 

継続 

公共交通特定事業 

（バス） 

国際興業株式会社 

東武バスウエスト株式会社 

西武バス株式会社 

・ノンステップバスの導入 

・バス停における時刻表、運行状

況等の情報の充実 

・職員へのバリアフリー対応の

指導（職員研修の実施等） 

継続 

道路特定事業 道路管理者（市） ・バス乗り場の歩道の段差の改

善 

短期 

・歩道幅員の確保 長期 

その他事業 

（補完経路） 

道路管理者（市） ・カラー舗装による歩行空間の

確保 

長期 

その他事業 

（各経路共通） 

道路管理者（市） ・歩道上の商品、看板の移設、撤

去についての指導の強化 

継続 

交通安全特定事業 埼玉県公安委員会 ・違法駐車の取締りの強化 継続 

・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 

・主要交差点へのエスコートゾ

ーンの設置 

長期 

その他事業 さいたま市 ・東口駅前広場における、バス、

タクシー乗り場に関する情報

の充実 

継続 

建築物特定事業 さいたま市、埼玉県他 

民間事業者等 計 12事業者 

・エレベーターの設置、改良 

・バリアフリートイレの設置 

・聴覚障害者等のためのフラッ

シュライト等の設置 

・コミュニケーション支援ボー

ドの設置 

－ 
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大宮地区 
 

 
 

公共・公益施設 
①大宮区役所（大宮区保健センター他） 

②大宮駅支所 

③消費生活総合センター 

④埼玉県パスポートセンター 

⑤ハローワーク大宮 

⑥ハローワークプラザ大宮 

文化・文教施設 
⑦さいたま市立博物館 

⑧生涯学習総合センター 

⑨大宮図書館 

⑩大宮情報文化センター（ＪＡＣＫ大宮） 

⑪さいたま市大宮ソニック市民ホール 

⑫埼玉県産業文化センター（ソニックシティホール） 

⑬男女共同参画推進センター 

⑭大宮中部公民館 

⑮桜木公民館 

⑯桜木図書館 

 

福祉施設 
⑰老人福祉センターあずま荘 

⑱埼玉点字図書館及び埼玉盲人ホーム 

⑲子育て支援センターおおみや 

医療施設 
⑳宇治病院 

商業施設 
㉑ルミネ大宮 

㉒大宮タカシマヤ 

㉓アルシェビル 

㉔ＤＯＭショッピングセンター 

㉕そごう大宮店 

㉖パレスホテル大宮 

㉗大宮ラクーン 

㉘ホームズさいたま中央店 
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北浦和地区 

北浦和地区は、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。 

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。 

特定事業な主な内容 

事業 実施主体 主な事業内容 
実施 

時期 

公共交通特定事業 

（鉄道） 

東日本旅客鉃道株式会社 ・券売機に車いす使用者対応の

蹴込みを設置 

長期 

・階段の両側に２段の手すりを

設置、踏面の端部の改善 

・職員へのバリアフリー対応の

指導（職員研修の実施等） 

継続 

公共交通特定事業 

（バス） 

国際興業株式会社 

東武バスウエスト株式会社 

西武バス株式会社 

・ノンステップバスの導入 

・職員へのバリアフリー対応の

指導（職員研修の実施等） 

継続 

道路特定事業 道路管理者（市） ・バス乗り場の歩道面とステッ

プの段差の改善 

・歩道の勾配と歩車道境界の段

差の改善 

短期 

その他事業 

（補完経路） 

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、変形の補

修 

継続 

その他事業 

（各経路共通） 

すべての道路管理者 ・歩道上の商品、看板の移設、撤

去についての指導の強化 

継続 

交通安全特定事業 埼玉県公安委員会 ・違法駐車の取締りの強化 継続 

・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 

・主要交差点へのエスコートゾ

ーンの設置 

長期 

その他事業 さいたま市 

北浦和ターミナルビル株式会社 

・東口広場、北浦和バスターミナ

ルにおいてバス乗り場に関す

る案内を充実させる 

継続 

建築物特定事業 さいたま市、埼玉県他 

民間事業者等 計 11事業者 

 

・エレベーターの改良 

・聴覚障害者等のためのフラッ

シュライト等の設置 

・コミュニケーション支援ボー

ドの設置 

－ 

 

  



16 

 

北浦和地区 
 

 
 

公共・公益施設 
①北浦和駅市民の窓口 

②埼玉県浦和合同庁舎 

③ハローワーク浦和 

④日本年金機構浦和年金事務所 

文化・文教施設 
⑤北浦和図書館 

⑥埼玉県立近代美術館 

⑦常盤公民館 

福祉施設 
⑧浦和ふれあい館 

⑨シニアサポートセンタージェイコー埼玉 

⑩浦和活動支援センター 

⑪埼玉聴覚障害者情報センター 

⑫浦和区障害者生活支援センターむつみ 

 

医療施設 
⑬望星病院 

⑭埼玉メディカルセンター 

⑮浦和民主診療所 

商業施設 
⑯イオン北浦和店 

⑰浦和元町シティ 

公園 
⑱北浦和公園・浦和北公園 
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浦和地区 

浦和地区は、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。 

浦和駅周辺では、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。 

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。 

特定事業な主な内容 

事業 実施主体 主な事業内容 
実施 

時期 

公共交通特定事業 

（鉄道） 

東日本旅客鉃道株式会社 ・職員へのバリアフリー対応の

指導（職員研修の実施等） 

継続 

公共交通特定事業 

（バス） 

国際興業株式会社 

東武バスウエスト株式会社 

・ノンステップバスの導入 

・職員へのバリアフリー対応の

指導（職員研修の実施等） 

継続 

道路特定事業 道路管理者（市） ・歩道の勾配と歩車道境界の段

差の改善 

長期 

・視覚障害者誘導用ブロックの

連続敷設 

短期 

その他事業 

（補完経路） 

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、変形の補

修 

継続 

その他事業 

（各経路共通） 

すべての道路管理者 ・歩道上の商品、看板の移設、撤

去についての指導の強化 

継続 

交通安全特定事業 埼玉県公安委員会 ・違法駐車の取締りの強化 継続 

・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 

・主要交差点へのエスコートゾ

ーンの設置 

長期 

その他事業 さいたま市 ・西口駅前広場におけるバス、タ

クシーの案内表示の充実 

継続 

建築物特定事業 さいたま市、埼玉県他 

民間事業者等 計 14事業者 

・エレベーターの設置、改良 

・トイレへのベビーチェアやベ

ビーベッドの設置 

・音声案内等、視覚障害者に対応

した設備の設置 

・コミュニケーション支援ボー

ド等の設置 

－ 
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浦和地区 
 

 
 

公共・公益施設 
①さいたま市役所本庁舎本館 

②さいたま市役所本庁舎第二別館 

③浦和駅市民の窓口 

④浦和区保健センター 

⑤埼玉県庁 

⑥埼玉県県民健康センター 

⑦浦和消費生活センター 

⑧さいたま市市民活動サポートセンター 

⑨浦和警察署 

文化・文教施設 
⑩うらわ美術館 

⑪中央図書館 

⑫浦和コミュニティセンター 

⑬埼玉会館 

 

 

福祉施設 
⑭子育て支援センターうらわ 

⑮シニアサポートセンター尚和園 

⑯老人福祉センター仲本荘 

医療施設 
⑰石川病院 

⑱川久保病院 

商業施設 
⑲イトーヨーカドー浦和店 

⑳伊勢丹浦和店 

㉑コミュニティプラザ・コルソ 

㉒浦和パルコ 

㉓ロイヤルパインズホテル浦和 

㉔アトレ浦和 

駐車場 
㉕浦和駅東口駐車場 
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さいたま新都心・北与野地区 

さいたま新都心・北与野地区は、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。 

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、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。北与野駅周辺は、

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。 

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、新たに加えた生活関連施設までの経路を主要経

路として加え、重点整備地区の範囲も、これらの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。 

特定事業な主な内容 

事業 実施主体 主な事業内容 
実施 

時期 

公共交通特定事業 

（鉄道） 

東日本旅客鉃道株式会社 ・職員へのバリアフリー対応の

指導（職員研修の実施等） 

継続 

公共交通特定事業 

（バス） 

国際興業株式会社 

東武バスウエスト株式会社 

西武バス株式会社 

・ノンステップバスの導入 

・駅前広場の案内表示の充実 

継続 

道路特定事業 道路管理者（市） ・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 

長期 

その他事業 

（補完経路） 

道路管理者（市） ・歩道の横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの

設置位置の改善 

長期 

その他事業 

（歩行者デッキ） 

すべての歩行者デッキ管理者※ ・管理者の連携による適切な維

持管理 

長期 

その他事業 

（各経路共通） 

すべての道路管理者 ・案内サイン、視覚障害者誘導用

ブロック等の維持管理 

・看板、商品陳列、自転車利用者

等への指導や啓発 

継続 

交通安全特定事業 埼玉県公安委員会大宮警察署 ・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 

長期 

埼玉県公安委員会浦和西警察署 ・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 

短期 

・主要交差点へのエスコートゾ

ーンの設置 

長期 

建築物特定事業 さいたま市、埼玉県他 

民間事業者等 計 12事業者 

・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 

・聴覚障害者等のためのフラッ

シュライト等の設置 

・コミュニケーション支援ボー

ド等の設置 

－ 

※歩行者デッキ管理者：さいたま市（都心整備課、道路環境課）/片倉工業㈱ コクーンシティ/JR 東日本 大

宮支社/明治安田生命 さいたま新都心ビル/NTT ドコモ 埼玉支店/埼玉県 都市整備政策課/NTT 東日本 さい

たまメディアウェーブ/小池ビル porte（道路環境課）/さいたま新都心合同庁舎１号館 合同庁舎管理官/さ

いたま新都心合同庁舎 2 号館 合同庁舎管理室/公立学校共済組合 ホテルブリランテ武蔵野/埼玉県 男女共

同参画推進センター/日本郵政㈱ ラフレさいたま/埼玉県立小児医療センター/さいたま赤十字病院 
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さいたま新都心・北与野地区 
 

 
 

公共・公益施設 
①さいたま新都心郵便局 

②埼玉りそな銀行さいたま新都心支店 

③大宮警察署 

④さいたま新都心バスターミナル 

文化・文教施設 
⑤With Youさいたま（埼玉県男女共同参画推進センター） 

⑥さいたまスーパーアリーナ 

⑦さいたま新都心ふれあいプラザ 

福祉施設 
⑧はあとねっと輪っふる 

医療施設 
⑨埼玉県立小児医療センター 

⑩さいたま赤十字病院 

 

 

商業施設 
⑪ラフレさいたま 

⑫ホテルブリランテ武蔵野 

⑬コクーン１ 

⑭コクーン２ 

⑮コクーン３ 

⑯アルーサショッピングモール 

⑰スーパービバホームさいたま新都心店 

公園 
⑱さいたま新都心公園 

駐車場 
⑲市営北与野駅北口地下駐車場 
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武蔵浦和地区 

武蔵浦和地区は、本市の副都心として位置づけられており、大規模な市街地再開発事業が進行

している地域です。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、基本的なバリ

アフリー化が達成されています。 

一方、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。 

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。 

特定事業な主な内容 

事業 実施主体 主な事業内容 
実施 

時期 

公共交通特定事業 

（鉄道） 

東日本旅客鉃道株式会社 ・職員へのバリアフリー対応の

指導（職員研修の実施等） 

継続 

公共交通特定事業 

（バス） 

国際興業株式会社 ・ノンステップバスの導入 

・駅前広場の案内表示の充実 

継続 

道路特定事業 道路管理者（市） ・交差点部の段差や勾配の改善 

・ＪＲガード下の照度の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの

設置方法の改善 

長期 

その他事業 

（補完経路） 

道路管理者（市） ・案内サインの設置 検討中 

その他事業 

（歩行者デッキ） 

すべての歩行者デッキ管理者※ ・管理者の連携による統一され

た維持管理、改良の仕組みの

検討 

検討中 

株式会社ラムザ都市開発 ・案内板の視認性を向上 長期 

その他事業 

（各経路共通） 

すべての道路管理者 ・案内サイン、視覚障害者誘導用

ブロック等の維持管理 

・看板、商品陳列、自転車利用者

等への指導や啓発 

継続 

交通安全特定事業 埼玉県公安委員会浦和警察署 ・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 

長期 

・適切な青時間の確保 短期 

建築物特定事業 さいたま市、埼玉県他 

民間事業者等 計 17事業者 

・エレベーターの設置 

・聴覚障害者等のためのフラッ

シュライト等の設置 

・コミュニケーション支援ボー

ド等の設置 

－ 

※歩行者デッキ管理者：さいたま市（道路環境課）/㈱ラムザ都市開発/㈱ナリア都市開発 
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武蔵浦和地区 
 

 
 

公共・公益施設 
①サウスピア（南区役所他、公共・公益施設） 

②さいたま中央郵便局 

③みずほ銀行武蔵浦和支店 

④埼玉りそな銀行武蔵浦和支店 

⑤三井住友銀行武蔵浦和支店 

⑥ハローワーク浦和・就業支援サテライト 

文化・文教施設 
⑦武蔵浦和図書館 

福祉施設 
⑧埼玉県障がい者共同作業所 

⑨南区障害者生活支援センター社協ひまわり 

⑩南区障害者生活支援センターあみ～ご 

 

 

医療施設 
⑪聖みどり病院 

⑫秋葉病院 

⑬武蔵浦和メディカルセンター 

商業施設 
⑭武蔵浦和ショッピングスクエア 

⑮武蔵浦和マーレ 

⑯ビーンズ武蔵浦和 

⑰マルエツ武蔵浦和店 

⑱マルエツナリア武蔵浦和店（ナリアガーデン） 

⑲ザ・ダイソー武蔵浦和店（ライブタワー武蔵浦和） 

駐車場 
⑳市営武蔵浦和駅東駐車場 
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岩槻地区 

岩槻地区は、本市の副都心として位置づけられており、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。 

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。 

生活関連施設は、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。 

特定事業な主な内容 

事業 実施主体 主な事業内容 
実施 

時期 

公共交通特定事業 

（鉄道） 

東武鉄道株式会社 ・職員へのバリアフリー対応の

指導（職員研修の実施等） 

継続 

公共交通特定事業 

（バス） 

国際興業株式会社 

東武バスウエスト株式会社 

朝日自動車株式会社 

・ノンステップバスの導入 

・バス乗降場の改良 

・東口駅前広場の案内表示の充

実 

継続 

道路特定事業 道路管理者（市） ・交差点部の段差の解消 

・ベンチの改良を検討 

・セミフラット形式への変更 

長期 

その他事業 

（補完経路） 

道路管理者（市） ・歩道の横断勾配の改善 

・歩道の拡幅 

長期 

その他事業 

（各経路共通） 

道路管理者（市） ・排水溝の蓋を目の細かいもの

に改善 

・看板、商品陳列、自転車利用者

等への指導や啓発 

継続 

交通安全特定事業 埼玉県公安委員会岩槻警察署 ・歩行者用信号機の設置 検討中 

建築物特定事業 さいたま市他 

民間事業者等 計 9事業者 

・エレベーターの改良 

・車いす対応自動販売機の設置 

・ピクトグラムの活用や多言語

に対応した案内の充実 

・コミュニケーション支援ボー

ド等の設置 

－ 
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岩槻地区 
 

 
 

公共・公益施設 
①岩槻区役所（岩槻区保健センター他） 

②岩槻消費生活センター 

③埼玉りそな銀行岩槻支店 

④岩槻西町郵便局 

⑤埼玉縣信用金庫岩槻支店 

文化・文教施設 
⑥岩槻駅東口図書館 

⑦岩槻駅東口コミュニティセンター 

⑧コミュニティセンターいわつき 

⑨岩槻図書館 

⑩岩槻本町公民館 

⑪岩槻人形博物館 

⑫にぎわい交流館いわつき 

 

福祉施設 
⑬子育て支援センターいわつき 

⑭シニアサポートセンター社協岩槻 

医療施設 
⑮丸山記念総合病院 

商業施設 
⑯マルエツ岩槻駅前店 

⑰ヤオコー岩槻西町店（フェスタスクエア） 

駐車場 
⑱市営岩槻駅東口公共駐車場 
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推進地区の基本構想 

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。 

２ 推進地区の基本構想 

推進地区 

推進地区は、重点整備地区の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。 

 
※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。 

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。 

バリアフリー化整備の基本的な考え方 

対象施設 バリアフリー化整備の主な整備方針 

鉄道駅 ・駅の外部から改札口、プラットホームへの経路におけるバリアフリー化

された経路（移動等円滑化された経路）の確保 

・サインの情報内容、表示方法やデザイン、掲出位置などを考慮し連続性、

統一性に配慮した整備 

・運行情報の案内、列車接近の警告、事故等に関する情報の文字及び音声

による情報の提供 等 

バリアフリー化 

経路 

・車いす使用者のすれ違いを考慮した歩道幅員の連続的な確保 

・平坦で滑りにくく、水はけのよい歩道舗装、構造の確保 

・歩道のない道路での視覚的な区分による安全な歩行者の通行を確保 

・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 

・案内標示の連続性、統一性に配慮した整備 

・利用者の動線、舗装材の色等を考慮した視覚障害者誘導用ブロックの敷

設 

・地域の実情に応じたベンチ等の休憩施設の設置検討 

・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 等 

路外駐車場 ・障害者用駐車スペースの設置などのバリアフリー化の実施 

・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の

確保 等 

都市公園 ・公園の出入口や主要な園路のバリアフリー化 

・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の表

示 等 

建築物 ・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 

・バリアフリー設備や機能を適切に配置したトイレの設置 

・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の設置 

・人による支援の充実、係員教育の実施 等 

  

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 
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おわりに 

１ バリアフリー化の推進に向けて 

特定事業に位置づけられた特定事業者は、バリアフリー法に基づき、「特定事業計画」を作成し、重

点整備地区の基本構想に即した具体的なバリアフリー化を展開していきます。 

関係者で構成する「バリアフリー専門部会」を継続的に開催し、特定事業の実施状況を把握するとと

もに、定期的な事後評価やバリアフリー点検等を実施するなど、バリアフリー施策の段階的・継続的

な発展（スパイラルアップ）を図っていきます。 

地区の状況変化等を踏まえ、推進地区を重点整備地区に格上げして重点整備地区の基本構想を策

定します。また、バリアフリー法の改正や急激な社会情勢の変化等に対応するため、定期的に全体構

想の見直しを行い、改定を検討します。更に、バリアフリー法に基づく市民提案があった場合には、

重点整備地区の基本構想の変更の必要性を検討します。 

ユニバーサルデザインの考え方について、市民一人ひとりの理解や意識を高めることが大切です。

新たに教育啓発特定事業を設定し、特定事業者等と一体となり、情報提供、意識醸成のための教育

や啓発などを進め、心のバリアフリーを強化していきます。 

関係する各種計画との整合性を図るとともに、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。 

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、各事業者が特定事業計画

を作成するなかで、特定事業の内容との整合性について十分考慮するとともに、市民参加の方法

等について検討します。また、関係者間の横断的な連携・調整ができるよう配慮していきます。 

 

２ バリアフリー基本構想の推進・管理体制 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページで「さいたま市バリアフリー基本構想」をご覧になることができます。 

さいたま市のホームページから、以下に従ってお進みください。 

 

 

 

【閲覧手順】 トップページ▶暮らし・手続き▶まちづくり・交通▶交通・道路・駐輪場▶交通政策▶

さいたま市バリアフリー基本構想について 

 

さいたま市 都市局 都市計画部 交通政策課 

〒330-9588 さいたま市浦和区常盤６-４-４ 

電話: 048-829-1053  ＦＡＸ : 048-829-1979 

e-mail: kotsu-seisaku@city.saitama.lg.jp 
 

 

さいたま市のホームページ http://www.city.saitama.jp 


