第２回 豊中市交通バリアフリー推進協議会
議事録

概要 版
日

時： 平成 20 年 12 月 22 日（ 月）
14:00〜 16:00

場

所 ：福祉 会館 3 階 集会室

１．こ れまで の経過
これ までの 経緯に つい て説明 を行 った。

２．事 業実施 状況
各地 区の事 業実施 状況 につい て説 明を行 った 。

３．そ の他
チェ ックシ ステム 、内 閣府特 命担 当大臣 表彰 の紹介 。
○

桃 山台駅 の事業 につ いて、 どう いう点 で苦 労され たのか 。

○

事 業箇所 が、吹 田市・ 豊中 市に跨 って いる ため、協 議相 手が多 岐に わたっ ている
ことが 苦労し た点。 また、 今回 、既存 の改札 口 にエレ ベータ ー、エ スカ レータ ー
をつく るのは 、新御 堂筋に 挟ま れた空 間の 中で 難しい ため、 新しい 改札口 を設 け
る検討 を行っ た。

○

バ リアフ リーの ため に、大 規模 な新駅 をつ くるの は、全 国的に も珍 しいの では な
いか。

○

基 本構想 は吹田 市と 豊中市 が協 同で策 定し たが、 桃山台 駅が吹 田市 域に入 って い
るので 、吹田 市が中 心と なって 北急 と協議 した 。構想 ができ てから 、実 際に北 急
が新御 堂筋を 管理す る茨 木土木 、警 察、豊 中市 、吹田 市と協 議を進 めた 。
当初 は 府 道の 橋 梁 に面 し て 平面 的 に 駅舎 を つ くる と い う形 で 検 討を 進 め てい た が、
交通管 理者等 と協議 を進 めて い く中 で、新 御堂 筋横断 の安全 確保が でき ないと い
う指摘 があり 、立体 交差 で横断 する という 案が 出てき た。こ の案に おい ても南 北
の横断 が残り 、この 横断 を避け るべ く既存 の歩 道橋と の接続 を豊中 市が 道路事 業
として やって いくこ とで 、国土 交通 省と協 議に 入った という 経緯が ある 。桃山 台
駅は吹 田市側 の事業 だっ たが、 駅舎 に含む エレ ベータ ーが豊 中市域 に入 ってき た
ことで 、豊中 市も駅 舎の バリア フリ ー 事業 に参 加する ことに なった 。色 々問題 が
あった が、よ うやく ここ までこ ぎつ けた。

○

北 急、阪 急の 両者へ のお願 いに なるが 、ど んな工 事をし てい るのか 、 小学 生が 見
てもわ かるよ うな 説明パ ネル を作 って、 市民 に 分から せると いう ことが 大事 かと
思う。

○

上 野新田 線の側 溝に 蓋を入 れる 予定が ある のか。

○

市 内には 延長が 相当 あるた め全 部蓋か けす るには 相当な 費用が かか る。維 持管 理
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面でも いざと いう時 に蓋 がとれ ない という 問題 もある ので、 歩道幅 員が 2ｍ 以上
あれば そのま まとし てい る。特 殊な 事情が あれ ば蓋か けをす るが、 全部 実施す る
という ことに はなら ない 。
○

視 覚障害 者の方 は誘 導ブロ ック 上を歩 くの ではな く、ブ ロック を白 杖で探 りな が
ら側溝 とブロ ックの 間を 歩く方 もい るので 、少 しずつ でも蓋 をかけ てい けば、 よ
り安全 かと思 う。将 来的 には考 えて 頂けれ ばい いので はない か。
全体的 に事業 進捗の 説明 資料は ある が、構 想の 工程と 実施の 工程が どう なって い
るのか が、わ かる資 料も 作って 頂け ると一 番い い。

○

市 民の目 線でど うい うこと が行 われて いる か をフ ォロー してい くこ とが必 要で あ
る。基 本構想 事業の 進捗 がどう なっ ている のか を把握 するよ うにし ない といけ な
い。ス パイラ ルアッ プを どうし たら いいか とい うこと を考え ないと いけ ない 。
また、 心のバ リアフ リー に関す るソ フト関 係 も 取り組 まない といけ ない と思う 。

○

そ の辺 りは、 次回 検討し たい 。事 務局は 、 各事業 者に 調査票 を送 り、基 本構 想の
全ての 事業 進捗状 況を 調査し た資 料は 持って い る。協 議会 の資料 とし て出す と見
にくい ので 、主要 な事 業だけ を抜 粋 し た。残 っ ている 事業 につい て、 計画未 定と
書いて いる事 業者も いる が、次 回以 降はそ うい うこと がない ように お願 いした い。

○

大 阪府で は現在 福祉 のまち づく り条例 の改 訂作業 を行っ て いる 。大 きな改 正点 と
して 、エレ ベー ターに 関し て、不特 定多数 が使 う 500 ㎡以 上の建 築物 は設置 義務
が生じ るよう になる 。オ ストメ イト トイレ も、 200 ㎡ 以上 、もの によ っては 延べ
床面積 の規定 なしに 作ら ないと いけ ない厳 しい 条例に なる。 そうい う観 点で、 建
築物の バリア フリー 化状 況をチ ェッ クして 、基 本構想 の見直 し・変 更し て頂け れ
ばと思 う。

○

千 里中央 駅地区 では 、周辺 の民 間建築 物も 含めて バリア フリー 化の 整備を 行っ て
おり、豊 中駅に つい ても民 間開発 に協 力をお 願 いする 方向で 進んで いる。周辺の
施設に も、別途 指導 または お願い して いるの で 、構想そ のもの を見 直す必 要はな
いと思 ってい る。

○

基 本構想 の追加 であ る。建 築物 と公園 に関 して既 存不適 格の箇 所に 関する 改善 計
画を立 てる基 本構想 を作 らなけ れば いけな い。 条例で 相当細 かい建 築物 も義務 化
は徹底 された つもり であ るが、 まだ 市民ニ ーズ はある と思う のでパ ブリ ックコ メ
ントで 意見を 出して 頂け ればあ りが たい。 新法 の基本 構想は 、大型 の公 共的な 建
築物と しか定 義して いな いが、 条例 におけ る中 小建築 物も含 めた改 善計 画も基 本
構想の 中で可 能な限 り取 り組ん で頂 かない とい けない 。 だか ら安易 な取 り組み で
出来な いのは 確かで ある 。この 協議 会の体 制で やれる のかと いう問 題も 基本的 に
はある 。そこ をよく 庁内 全体で 検討 して頂 きた い。

○

今 日の報 告内容 を 、わか りや すく市 民に 向 けて発 信する ことを 検討 して頂 きた い。

○

次 回は来 年の秋 頃開 催予定 。
以上
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