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平塚市バリアフリー基本構想
重点整備地区

建物施設

生活関連施設公園施設

＊施設情報

特定経路

生活関連経路駅前広場

＊経路情報

みんなのトイレ（多機能トイレ）

津波避難ビル（参考）※平成29年3月時点

※施設情報及び経路情報は、裏面をご覧ください。
※みんなのトイレは、市等の公共施設に設置されて
いるものを対象に、位置情報を掲載しています。

※津波避難ビルは参考に掲載しているものです。
詳しくは、「平塚市津波ハザードマップ」や
「ひらつか防災ガイドブック」でご確認ください。

「平塚市バリアフリー基本構想（平成26年3月）」では、平塚
駅を中心とした範囲で、高齢者や障がい者等の方々が通常利用
する生活関連施設（官公庁や福祉施設等）や施設間を結ぶ経路
のバリアフリー化事業を重点的・一体的に実施していく地区を
「重点整備地区」として定めています。
公共交通事業者（鉄道・バス・タクシー）、道路管理者、公園管
理者、その他の各施設設置管理者及び交通管理者等によって、段
階的かつ継続的なバリアフリー化の取り組みがなされています。

ひらつか
バリアフリーマップ
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番号 路線名  種別 情報内容 
1 国道 1号、駅前大通り線 段差 歩道橋があります。東西南北全方向どの道路を横断するにも、階段での歩道橋利用が必要です。 

車いすの方など階段利用が不可の場合は、迂回が必要です。 
2-6 南町通東浅間線（公園通り） 勾配 交差点四隅とも歩道勾配が急になっている部分があります。 
7 南町通東浅間線（公園通り） 

、東海道本通り線 
勾配 交差点四隅とも歩道勾配が急になっている部分があります。 

8 南町通東浅間線（公園通り） 勾配 東側の歩道勾配が急になっている部分があります。 
9 南町通東浅間線（公園通り） 勾配 北側の歩道勾配が急になっている部分があります。 
10 平塚駅北口駅前広場 その他 平塚駅北口駅前広場から駅改札階へは、階段・上りエスカレーターが利用できます。 

車いすの方は、駅ビル内エレベーターを利用いただくか西口のエレベーターを利用ください。 
11 平塚駅南口駅前広場 その他 平塚駅南口駅前広場から駅改札階へは、階段・上りエスカレーターが利用できます。 

車いすの方は、駅ビル内エレベーターを利用いただくか西口のエレベーターを利用ください。 
12 平塚駅西口（北側） その他 歩道から駅改札階へは、平塚駅西口第３駐輪場内のエレベーターが利用できます。 
13 平塚駅西口（南側） その他 歩道から駅改札階へは、階段右横奥にあるエレベーターが利用できます。 
14 浅間町 3号線 勾配 南側歩道において、歩道勾配（横断歩道部）が急な部分があります。 
15,16 須賀久領平塚中学校線 その他 北側・南側歩道において、視覚障害者誘導用ブロックが連続していない部分があります。 
17-20 三島神社後谷線 その他 東側・西側歩道において、視覚障害者誘導用ブロックが連続していない部分があります。 
21 追分 7号線 勾配 南側歩道において、歩道勾配（乗り入れ部）が急な部分があります。 
22,23 追分 7号線 その他 北側歩道において、樹木周辺に段差が生じている部分があります。 

                
番
号 

種別 施設名 施設住所 出入口 
の段差 

休憩 
ｽﾍﾟｰｽ 

施設内 
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 

障害者用 
駐車場 

問合せ先 

1 旅客施設 平塚駅（東口）北側 宝町 1-1 あり あり あり※1 － JR東日本お問い合わせセンター 
050-2016-1600（6:00～24:00） 2 平塚駅（東口）南側 宝町 1-1 あり あり あり※2 － 

3 平塚駅（西口） 宝町 1-1 － あり あり※3 － 
 ※1）階段・上りエスカレーターあり。駅ビルエレベーターあり（10:00～22:00） 

※2）階段・上りエスカレーターあり。駅ビルエレベーターあり（ 7:00～24:00） 
※3）線路をまたぐ自由通路に接続。自由通路の北側、南側にエレベーターあり（24時間） 
 4 特別支援 

学校 
神奈川県立平塚ろう学校 大原 2-1 － あり あり あり 0463-32-0129 

5 神奈川県立平塚盲学校 追分 10-1 あり － あり － 0463-31-0948 
6 医療施設 平塚共済病院 追分 9-11 － あり あり あり 0463-32-1950 
7 ふれいあい平塚ホスピタル 袖ヶ浜 1-12 － あり あり あり 0463-22-4105 
8 公共公益 

施設 
平塚市役所 浅間町 9-1 － あり あり あり 0463-23-1111 

9 平塚税務署 浅間町 9-1 － あり あり あり 0463-22-1400 
10 平塚警察署 西八幡 1-3-2 － あり あり あり 0463-31-0110 
11 神奈川県平塚合同庁舎 西八幡 1-3-1 － あり あり あり 0463-22-2711 
12 平塚労働基準監督署 

 
浅間町 10-22 3階 － あり あり あり 監督課・安全衛生課 0463-43-8615 

労災課 0463-43-8616 
13 ハローワーク平塚 

 
浅間町 10-22 1,2階 － あり あり あり 0463-24-8609 

14 平塚郵便局 追分 1-33 － あり あり あり 窓口業務について 0463-31-1205 
15 駅前市民窓口センター 明石町 1-34 

柏木ビル 1階 
－ － － － 0463-22-3786 

16 平塚年金事務所 八重咲町 8-2 － － － あり 0463-22-1515 
17 ひらつか市民活動センター 八重咲町 3-3 

JA ビルかながわ 2階 
－ あり あり あり 0463-21-7517 

18 平塚商工会議所 
 

松風町 2-10 － あり あり － 0463-22-2510 
19 文化・ 

教育施設 
ひらつか市民プラザ 
 

紅谷町 18-8 － － － － 0463-20-5110 
20 旧横浜ゴム平塚製造所記念館 浅間町 1-1 － － － － 0463-35-7114 
21 平塚市民センター 

 
見附町 15-1 － － － － 0463-32-2235 

22 平塚市美術館 
 

西八幡 1-3-3 － あり あり あり 0463-35-2111 
23 平塚市中央図書館 浅間町 12-41 － あり あり あり 0463-31-0415 
24 平塚市博物館 浅間町 12-41 － － あり あり 0463-33-5111 
25 平塚市青少年会館 浅間町 12-41 － あり － あり 0463-32-7029 
26 平塚市教育会館 浅間町 12-41 － あり － あり 0463-34-1166 
27 中央公民館 

 
追分 1-20 － あり あり あり 0463-34-2111 

28 平塚市勤労会館 追分 1-24 あり あり － － 0463-32-3355 
29 子ども教育相談センター 浅間町 4-39 － あり あり － 0463-36-6012 
30 健康・ 

福祉施設 
福祉会館 追分 1-43 － あり あり あり 0463-33-2333 

31 こども発達支援室くれよん 
 

追分 1-43 － あり － あり 0463-32-2738 
32 つどいの広場もこもこ 紅谷町 3-18 あり あり － － 0463-21-0995 
33 湘南シルバーガーデン 袖ヶ浜 1-12 － あり あり あり 0463-23-7151 
34 商業施設 梅屋 紅谷町 5-20 あり あり あり － 0463-22-4147 
35 ラスカ平塚店 宝町 1-1 － あり あり あり 0463-22-0234 
36 ＯＳＣ湘南シティ 代官町 33-1 － あり あり あり 0463-21-5111 
37 都市公園 平塚市総合公園 大原 1-1 － あり － あり 市総合公園課 0463-35-2233 
38 湘南海岸公園 高浜台 34-1 － あり － あり 市みどり公園・水辺課 0463-21-9852 

      

発行元 平塚市まちづくり政策部交通政策課 

《平塚市バリアフリー推進協議会事務局》 

問合せ ＴＥＬ 0463-23-1111 ＦＡＸ 0463-21-9769 

 

＊＊＊＊年＊月 発行 

ひらつかバリアフリーマップ 

≪平塚市バリアフリー基本構想に基づく生活関連施設等の情報（2018年 10月時点）≫ 

 

 

道路のバリアフリー化の取り組みとして、歩道の段差改善や視覚障がい者誘導用ブロックの設置などが進められています。 
一部、歩道が急になっている箇所などがありますので、通行される際にはご注意ください。 

経路情報 

 多くの方々が利用される官公庁や福祉施設等において、バリアフリー化が進められています。 
ご利用される際のご参考にしてください。 

施設情報 


