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資料編 

１．フィールドチェック及び現地調査の調査結果 
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■JR滝川駅（旅客施設） 

 

写真 現況コメント 

 

ＪＲ滝川駅： 

根室線（富良野方面）のホームは段差

があり、視覚障がい者誘導用ブロック

も設置されていない。（１番ホーム） 

 

ＪＲ滝川駅： 

击館線（札幌方面・旭川方面）の特急

のホームは、跨線橋を階段で移動しな

ければならない。（４～７番ホーム） 

 

ＪＲ滝川駅： 

跨線橋の階段に音響施設が設置され

ていない。 
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写真 現況コメント 

 

ＪＲ滝川駅： 

トイレの出入口には段差があり、自動

ドアではないため、車いす等では利用

が困難である。また、多目的トイレも

設置されていない。 

さらに、トイレから駅舎出入口まで

は、視覚障がい者誘導用ブロックが敷

設されていない。 

 

■中央バス滝川ターミナル（旅客施設） 

 

写真 現況コメント 

 中央バス滝川ターミナル： 

出入口の段差が、車いす使用者の障

害となっている。また、出入口のド

アが手動式のため開閉が困難であ

る。 

 

中央バス滝川ターミナル： 

待合所に視覚障がい者誘導用ブロッ

クが、敷設されていない。 
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写真 現況コメント 

 

中央バス滝川ターミナル： 

通路幅が狭く車いすの大きさによっ

ては、改札口が通過困難である。ま

た、出入口のドアが手動式のため、

開閉に困難である。 

  

中央バス滝川ターミナル： 

転落防止用の柵がなく、視覚障がい

者誘導用ブロックが敷設されていな

い。 

 

 

■滝川駅前広場 

 

写真 現況コメント 

 

滝川駅前広場： 

身体障がい者専用駐車場がない。 
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写真 現況コメント 

 

滝川駅前広場： 

駅周辺の総合案内板がない。 

 

 

滝川駅前広場： 

視覚障がい者誘導用ブロックが敷設

されていない。 

 

滝川駅前広場： 

送迎車専用の駐車場は設置されてい

るが、身体障がい者専用駐車場がな

い。 
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■道路（国道・道道・市道） 

① 国道 12 号 

写真 現況コメント 

 

国道 12号：743 

国道 12号と官庁通の交差点には、視

覚障がい者誘導用ブロックが敷設さ

れている。 

 

国道 12号：745 

歩道の幅員には車いすの通行幅は確

保されている。また、自転車通行帯

が分離されている。 

 

国道 12号： 

歩道の横断勾配は緩やかであるが、

インターロッキングブロック舗装の

目地や平板舗装の凸凹が車いすの円

滑な移動などに、影響を及ぼすこと

も懸念される。 
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写真 現況コメント 

 

国道 12号： 

平板舗装はひびわれがあり、イン

ターロッキングブロック舗装の目地

の凹凸も車いすの円滑な移動など

に、影響を及ぼすことも懸念される。 

 

② 国道 451 号 

写真 現況コメント 

 国道 451 号： 

インターロッキングブロック舗装の

目地の凸凹が車いすの円滑な移動な

どに、影響を及ぼすことも懸念され

る。 

なお、視覚障がい者誘導用ブロック

は、横断歩道部にのみ敷設されてい

る。 

 

国道 451 号： 

急な横断勾配やインターロッキング

ブロック舗装が車いすの円滑な移動

などに、影響を及ぼすことも懸念さ

れる。 

また、横断歩道部に敷設された視覚

障がい者誘導用ブロックが、基準に

合致していない。 
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③ 国道 38 号 

写真 現況コメント 

 

国道 38号： 

歩道幅員は十分だが、歩道に凹凸が

あり、水たまりができている。 

 

国道 38号： 

整備状態は良好であるが、インター

ロッキングブロック舗装の目地が車

いすの円滑な移動などに、影響を及

ぼすことも懸念される。また、視覚

障がい者誘導用ブロックが、横断歩

道部を除き設置されていない。 

 

④ 道道滝川停車場線 

現況コメントの番号は、滝川市バリアフリー現況調査委託業務の写真番号 

写真 現況コメント 

 

道道滝川停車場線：232 

鈴蘭通との交差点部は視覚障がい者

誘導用ブロックが敷設されているが、

インターロッキングブロック舗装と

同色で、弱視者には見えづらい。 
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写真 現況コメント 

 

道道滝川停車場線：533 

歩道の幅員は車いすの通行幅が確保

されているが、アスファルト舗装に段

差や凹凸がある。 

 

道道滝川停車場線：581 

交差点部の勾配が、車いすの移動には

急である。 

 

道道滝川停車場線：567 

低下縁石部前後の勾配が車いすの移

動には急である。 
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写真 現況コメント 

 

道道滝川停車場線：831 

空知通の交差点部は、視覚障がい者誘

導用ブロックが敷設されている。 

 

⑤ 市道官庁通 

現況コメントの番号は、滝川市バリアフリー現況調査委託業務の写真番号 

写真 現況コメント 

 

市道官庁通：760 

歩道の幅員は車いすの通行幅が確保され

ているが、インターロッキングブロック舗

装の目地の凹凸が車いすの円滑な移動な

どに、影響を及ぼすことも懸念される。ま

た、交差点に横断歩道が設置されていな

い。 

 

市道官庁通：795 

横断歩道部には視覚障がい者誘導用ブロ

ックが敷設されているが、一般部は敷設さ

れていない。 
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⑥ 市道栄通 

現況コメントの番号は、滝川市バリアフリー現況調査委託業務の写真番号 

写真 現況コメント 

 

市道栄通： 

自転車が歩道の幅員いっぱいに放置され、

車いすに限らず歩行者の通行さえも阻害

している。 

 

市道栄通：729 

横断歩道が設置されていない。また、低下

縁石部の勾配が車いすの移動には急であ

る。 

 

市道栄通：730 

歩道の幅員は車いすの通行幅が確保され

ているが、一般部には視覚障がい者誘導用

ブロックが敷設されていない。 
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写真 現況コメント 

 

市道栄通：731 

ターミナルのバス出入口では、注意喚起の

標識や視覚障害者用誘導ブロックが整備

されていない。 

 

市道栄通：725 

地下歩道の出入口・階段は、車いすや視覚

障がい者には対応していない。 

 

⑦ 市道鈴蘭通 

現況コメントの番号は、滝川市バリアフリー現況調査委託業務の写真番号 

写真 現況コメント 

 

市道鈴蘭通：14 

鈴蘭通との交差点部は視覚障がい者視覚

障がい者誘導用ブロックが敷設されてい

るが、インターロッキングブロック舗装と

同色で、弱視者には見えづらい。 
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写真 現況コメント 

 

市道鈴蘭通：22 

交差点部の勾配は車いすの移動には急で

ある。 

 

市道鈴蘭通：135 

インターロッキングブロック舗装の目地

の凹凸が車いすの円滑な移動などに、影響

を及ぼすことも懸念される。 

 

市道鈴蘭通： 

国道 451 号との交差点部の歩道はアー

ケードの柱が立てこんでおり、左折レーン

が設定されているため狭くなっている。 
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２．用語解説 

見出し 用語 解説 

あ行 

移動等円滑化 

高齢者、障がい者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担

を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便

性及び安全性を向上すること 

オストメイト 

直腸がんや膀胱がんなどにより、臓器に機能障害を負ったた

め、腹部に便や尿の排泄口（人工肛門・人工膀胱（総称：ス

トーマ））を有する人のこと 

か行 

心のバリアフリー 

高齢者・障がい者等の自立した生活を確保することの必要性

について理解を深め、視覚障がい者誘導用ブロックへの駐輪

や身体障害者用駐車スペースへの駐車などによる施設利用

等を妨げる行為をしないこと、必要に応じて手助けすること

等の支援により、高齢者・障がい者等の円滑な移動及び施設

利用の確保に積極的に協力すること 

さ行 
重点整備地区 

優先的に移動の円滑化を図るためのバリアフリー化事業を

推進していく地区のこと 

生活関連経路 生活関連施設相互間の経路のこと 

生活関連施設 
高齢者・障がい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、福祉施設やその他の施設のこと 

その他の事業 

生活関連経路、生活関連経路に関するバリアフリー化の事業

のうち、特定事業に該当しないもののことであり、駅前広場

や通路等が該当する 

た行 

多目的トイレ 

車いす対応設備、乳幼児対応設備、オストメイト対応設備な

ど様々なニーズに対応できるよう複数の機能が整備された

トイレのこと 

低床バス 

車いすや足の不自由な人、高齢者などが容易にバスの乗降が

出来るように配慮して、床の高さを従来のバスよりも低くし

たバスのこと 

ワンステップバスやノンステップバスとも呼ばれる 

特定建築物 
学校、病院、百貨店、劇場、ホテル、老人ホームなど不特定

多数の人々が利用する政令で定める建築物又はその部分等 

特定事業 

移動等円滑化のために必要な施設整備等に関する事業であ

り、道路特定事業、公共交通特定事業、交通安全特定事業、

建築物特定事業などがある 

特定道路 
多数の高齢者・障がい者等の移動等円滑化に特に必要なもの

として政令で定める道路法による道路 

特定旅客施設 

旅客施設（鉄道施設、バスターミナル、航空旅客ターミナル

施設など）のうち、利用者が相当数又は整備によって高齢

者・障がい者等の利用が見込まれる施設 

特別特定建築物 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者・障がい

者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必

要なものとして政令で定めるもの 

な行 

ノーマライゼーション 

障がい者や高齢者など社会的に不利を受けやすい人々が、社

会の中で他の人々と同じように生活し、活動することが社会

の本来あるべき姿であるという考え方 

は行 

バリアフリー 

高齢者・障がい者等が社会生活を営む上で、障壁（バリア）

となるものを除去（フリー）すること 

物理的・社会的・制度的・心理的な障がい、情報面での障壁

などすべての障壁を除去するという考え方 

や行 
ユニバーサルデザイン 

障がいの有無、年齢、性別、人種等に関わらず多様な人々が

利用しやすい都市や生活環境をデザインする考え方 
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３．滝川市バリアフリー基本構想策定協議会 

（敬称略） 

所      属 役  職 氏 名 備   考 

北海道開発局札幌開発建設部 道路維持課長  平森 善光 道路管理者 

北海道開発局札幌開発建設部滝川道路事務所 所 長 谷本 俊充 道路管理者 

北海道空知総合振興局札幌建設管理部滝川出張所 所 長 亀井 伸吾 道路管理者 

北海道旅客鉄道（株）総合企画本部経営企画部 主 幹 鈴木 理夫 交通事業者 

北海道中央バス（株）空知事業部 部 長 久保田勝利 交通事業者 

北海道運輸局交通環境部 消費者行政・情報課長 仁木 正典 関係機関 

北海道運輸局札幌運輸支局 首席運輸企画専門官 堀内 範顕 関係機関 

北海道札幌方面滝川警察署 交 通 課 長 岡田 幸夫 関係機関 

滝川市社会福祉協議会 会 長 丹羽 修身 市民団体 

滝川市町内会連合会連絡協議会 会 長 岩田 兼一 市民団体 

滝川障がい者団体連絡協議会 副 会 長 川原 弘嗣 市民団体 

滝川市老人クラブ連合会 会 長 黒井  巌 市民団体 

滝川商工会議所 会 頭 渡邉 恭久 市民団体 

滝川建設協会 地域開発委員長 神部 秋江 市民団体 

滝川駅前商店街振興組合 副 理 事 長 佐々木 勝 市民団体 

滝川鈴蘭中央商店街振興組合 理 事 長 高畑 方雄 市民団体 

滝川銀座商店街振興組合 理 事 長 今野 義一 市民団体 

滝川大通商店街振興組合 理 事 長 続木 潤也 市民団体 

公募委員  佐藤 大作  

公募委員  田湯 隆之  

滝川市経済部 部 長 若山 重樹 市関係部 

滝川市保健福祉部 部 長 橘  弘恭 市関係部 

滝川市建設部 部 長 大平 正一 
市関係部 

道路管理者 

会 長：丹羽 修身（滝川市社会福祉協議会） 

副 会 長：川原 弘嗣（滝川障がい者団体連絡協議会） 
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４．庁内検討組織（バリアフリー基本構想策定協議会事務局会議） 

 

所      属 役  職 氏 名 備   考 

総務部企画課 課 長 中島 純一  

市民生活部くらし支援課 主 幹 樋郡 真澄  

保健福祉部福祉課 課 長 国嶋 隆雄  

保健福祉部介護福祉課 課 長 菊井 弘志  

経済部商工観光課 課 長 五十嵐千夏雄  

経済部商工観光課元気タウン推進室 室 長 千田 史朗  

建設部 技 監 三谷 文彰 （兼 建築住宅課長） 

建設部土木課 課 長 川本  滋  

建設部土木課都市計画室 室 長 千葉  強 事務局長 

同 副 主 幹 湯浅 芳和 事務局 

同 主 査 田邊 義明 事務局 

同 主 査 中井 崇敬 事務局 

同 主任級技師 東  忠司 事務局 
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