
 

 

平塚市バリアフリー基本構想の変更に係る調査結果について 

 

１ 概要 

バリアフリー法及び基本方針の改正を踏まえて、下記の各事業者に平塚市バリア

フリー基本構想（以下「基本構想」という。）に掲げる事業の変更案等の調査を実施

しました。 

 

※1）基本構想に新たに追加する事業 

 

＜調査内容＞ 

・バリアフリー法の目標値に対する実施状況について … 別紙１ 

・基本構想に掲げる事業の変更案について      … 別紙２ 

 

２ 検討スケジュール 
 

 

実施事業 事業者 

公共交通特定事業（鉄道） 東日本旅客鉄道㈱横浜支社 

公共交通特定事業（バス） 
神奈川中央交通㈱ 

神奈川中央交通西㈱平塚営業所 

公共交通特定事業（タクシー）  
一般社団法人神奈川県タクシー協会 
相模支部平塚地区会 

道路特定事業 

横浜国道事務所 交通対策課 

平塚土木事務所 道路維持課 

平塚市 道路管理課 

平塚市 道路整備課 

都市公園特定事業 
平塚市 みどり公園・水辺課 

平塚市 総合公園課 

交通安全特定事業 平塚警察署 

教育啓発特定事業（※1） 平塚市 教育指導課 

その他の事業 

平塚駅周辺の移動円滑化 平塚市 都市整備課 

平塚駅周辺の駐輪対策 

平塚市 交通政策課 歩行者の安全対策 

心のバリアフリー 

平塚市 障がい福祉課 

平塚市 福祉総務課 

平塚市 土木総務課 

平塚市 商業観光課 

公共サイン 平塚市 まちづくり政策課 

時期 内容 

令和３年２月 事業者調整（意見照会） 

令和３年５月（今回） 
基本構想の変更に係る調査結果の提示 

※協議会で確認 

令和３年７月～ 事業者調整（意見照会） 

令和３年度下半期 

基本構想の変更案の作成  

※協議会で確認 

パブリックコメント手続の実施（予定） 

令和４年３月（予定） 基本構想の改定（事業計画の変更） 

 

資料３  



 

＜調査時点：令和３年３月＞ 

 バリアフリー法の目標値に対する実施状況について 

 

 

 

種別 
バリアフリー法に基づく基本方針における目標（R3.4.1） 実施状況 基本構想への位置付け 

事業者 

項目 目標値 (※1) (平塚市内) 現状 今後 

鉄道 
鉄道駅 

段差の解消（ＥＶ、スロープ等） 

原則 100％ 

実施中(済) あり 予定あり 

鉄道事業者 

視覚障害者誘導用ブロック 実施中(済) あり 予定あり 

案内設備 (※2) 実施中(済) あり 予定あり 

障害者用トイレ 実施中(済) あり 予定あり 

ホームドア・可動式ホーム柵 3000番線(平塚駅:4番線) 未実施 なし 今後検討 

鉄道車両 約 70％ 実施中(済) なし 予定なし 

バス 

バスターミナル 

(※3) 

段差の解消 

原則 100％ 

      

該当なし 
視覚障害者誘導用ブロック       

案内設備 (※2)       

障害者用トイレ       

乗合バス車両 
ノンステップバス 約 80％ 実施中(済) あり 予定あり 

バス事業者 リフト付きバス等（適用除外車両） 約 25％ 実施中(済) なし 予定なし 

貸切バス車両 (※1) 実施中(済) なし 予定なし 

タクシー 福祉タクシー車両 約 90,000, 県内約 25％ 実施中(済) あり 予定あり タクシー事業者 

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 約 70％ 実施中(済) あり 予定あり 道路管理者 

都市公園 

園路及び広場 約 70％ 実施中(済) あり 今後検討 

公園管理者 駐車場 約 60％ 実施中(済) あり 今後検討 

便所 約 70％ 実施中(済) あり 今後検討 

路外駐車場 特定路外駐車場 75%       該当なし 

建築物 2000m2以上の特別特定建築物のストック 約 67％       該当なし 

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 原則 100％       

公安委員会   音響機能付加信号機 (※2) 原則 100％ 実施中(済) あり 予定あり 

  エスコートゾーン  (※2) 原則 100％ 実施中(済) あり 予定あり 

全ての事業 
心のバリアフリー (※2) 

用語の認知度 約 50％ 
実施中(済) あり 予定あり 全ての事業者 

(その他の事業を含む) 等 

※1）2025年度（令和７年度）までの国の目標値。詳細は【資料３参考資料】を御参照ください。 

※2）新たに位置付けられた項目を示します。 

※3）自動車ターミナル法に基づくバスターミナルが対象となります。 

 

 

 

資料３別紙１ 



 

＜調査時点：令和３年３月＞ 
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基本構想に掲げる事業の変更案について 

 

 
< 公共交通特定事業 > 
 

基本構想に掲げる事業内容 基本構想に基づく事業計画 事業量 事業期間 ※1 

種別 項目 
現行 

（H26-） 

変更案 

（R4-） 

現行 

（H26-H32） 

変更案 

（R4-R7） 
現行 変更案 現行 変更案 

鉄
道
事
業 

通路 
ホーム上の柱等については、旅客流動に配慮して安

全性の確保に努めます。 
(変更なし) ①定期的なバリアフリー設備の点検 (変更なし) 年 12回 (変更なし) 【継続】 【継続】 

案内 
筆談用具の設置、構内施設のバリアフリー対応状況

等、利用者にとって必要な情報を提供します。 
(変更なし) ②バリアフリーやサービスについての勉強会等 (変更なし) 年 12回 (変更なし) 【継続】 【継続】 

心のバリアフリー 

(理解、手助け) 

研修などによる職員教育の実施により、サポート体

制を充実し、利用環境の向上に努めます。 
(変更なし) ③サービス介助士の資格取得の推進 (変更なし) 毎年 (変更なし) 【継続】 【継続】 

バ
ス
事
業 

車両 全ての車両を順次「低床車両」に代替えます。 (変更なし) ①ノンステップバスの導入 (変更なし) 71両 「未定」 【長期】 「未定」 

バス停 
道路管理者等と連携し、バス停の利用環境の向上に

努めます。 
(変更なし) ②利用環境の向上 (変更なし) 年１箇所 「未定」 【長期】 「未定」 

案内 
車外用放送装置を活用し、音声による行き先等の案

内を推進します。 
(変更なし) 

③④社員教育の実施 (変更なし) 
年１回 

以上 
(変更なし) 【継続】 【継続】 

心のバリアフリー 

(理解、手助け) 

利用者への適切な接遇や車いす対応等について、継

続的な教育を実施するとともに、状況に応じて研修

内容の更新を行います。 

(変更なし) 

タ
ク
シ
ー
事
業 

車両 ＵＤタクシーを導入します。 (変更なし) ①ＵＤタクシーの導入 (変更なし) 21台 「未定」 【長期】 「未定」 

心のバリアフリー 
(理解、手助け) 

タクシー協会や個々のタクシー事業者間で、サービ
ス等の情報を共有し、共通したサービスの提供を連
携して推進します。 

(変更なし) ②情報の共有、各社の連携 (変更なし) 随時 (変更なし) 【継続】 【継続】 

利用者への適切な接遇や車いす対応等について、介
助資格等の取得推進や継続的な教育を実施すると
ともに、状況に応じて研修内容の更新を行います。 

(変更なし) ②乗務員教育の実施 (変更なし) 年 1回 
月 1回 

年 12回 
【継続】 【継続】 

※1）事業期間の記載内容は【前期】、【後期】又は【継続】とします。 

→ 事業期間：令和４年度(2022年度)～令和７年度(2025年度)、【前期】：令和５年度(2023年度)、【後期】：令和７年度(2025年度)、【継続】：令和８年度(2026年度)以降も継続） 
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＜調査時点：令和３年３月＞ 
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< 道路特定事業 > 

●生活関連経路（国道） 

種別 番号 路線名 区間 

基本構想に掲げる事業内容 

事業量 事業期間 ※1 現行 

（H26-） 

変更案 

（R4-） 

国
道 

１ 国道 1号 宮の前交差点 ⇔ 崇善小学校東交差点 
歩道橋の移動円滑化や交差点の平面横断経路の確保等によ

り交差点のバリアフリー化を進めます。 
(変更なし) 「未定」 「未定」 

県
道 

２ 
県道 61号 

（平塚伊勢原） 
追分交差点 ⇔ 平塚ろう学校前交差点 ― 維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

３ 
県道 606号 

（大島明石） 
八幡宮前交差点  ⇔ 平塚市総合公園 歩道の段差を改善します。 維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

４ 
県道 607号 

（平塚港平塚停車場） 
平塚駅南口 ⇔ 長姫バス停前交差点 ― 維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

５ 
県道 608号 

（平塚停車場袖ヶ浜） 
平塚駅南口 ⇔ 平塚駅南口入口交差点  視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。 維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

市
道 

６ 駅前大通り線 平塚駅北口 ⇔ 宮の前交差点 
交差点巻き込み部の段差を改善します。 

側溝蓋等は、杖等が落ち込まない構造に改善します。 
維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

７ 駅前通り線 宮の前交差点 ⇔ 県合同庁舎前交差点 
交差点巻き込み部の段差を改善します。 

側溝蓋等は、杖等が落ち込まない構造に改善します。 
維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

８ 南町通東浅間線 平塚駅花水線 ⇔ 郵便局前交差点 
交差点巻き込み部の段差を改善します。 

切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。 
維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

９ 海岸南中線 平塚駅花水線 ⇔ 市民プラザ前交差点 
交差点巻き込み部の段差を改善します。 

視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。 
維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

１０ 宝町通り線 平塚駅北口 ⇔ 須馬踏切 
交差点巻き込み部の段差を改善します。 

視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。 
維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

１１ 南町通り線 平塚駅北口 ⇔ 南町通東浅間線 
交差点巻き込み部の段差を改善します。 

視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。 
維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

１２ 東海道本通り線 ＭＮプラザ ⇔ 市民センター 交差点巻き込み部の段差を改善します。 維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

１３ 後谷八幡裏線 平塚市役所前交差点 ⇔ 郵便局前交差点 
交差点巻き込み部の段差を改善します。 

切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。 
維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

１４ 浅間町南原線 郵便局前交差点 ⇔ 追分交差点 
交差点巻き込み部の段差を改善します。 

切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。 
維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

１５ 浅間町 3号線 
県合同庁舎前交差点 

⇔ 平塚警察署入口交差点 
切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。 維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

１６ 平塚駅花水線 海岸南中線 ⇔ 南町通東浅間線 

交差点巻き込み部の段差を改善します。 

切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。 

視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。 

維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

１７ 八重咲町袖ヶ浜線 平塚駅南口 ⇔ 須賀打越羽衣町線 
交差点巻き込み部の段差を改善します。 

視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。 
維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

１８ 須賀久領平塚中学校線 
モータースクール前交差点 

⇔ 久領堤交差点 
視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。 維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

１９ 三島神社後谷線 須馬踏切 ⇔ モータースクール前交差点 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。 維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

２０ 追分７号線 大原交差点 ⇔ 平塚ろう学校前交差点 
交差点巻き込み部の段差を改善します。 

切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。 
維持・管理 ※2 「未定」 「未定」 

※1）事業期間は、令和４年度(2022年度)～令和７年度(2025年度)とします。【継続】とは、令和８年度(2026年度)以降の継続を示します。 

※2）「維持・管理」の記載内容案 → 「平坦な歩道の維持、視覚障害者誘導用ブロックの改修、街路樹の剪定、道路附属施設の補修等、適切な歩道の維持・管理に努めます。」 

  



 

＜調査時点：令和３年３月＞ 
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< 都市公園特定事業 > 
 

 基本構想に掲げる事業内容 

事業量 事業期間 
公園名 

現行 

（H26-） 

変更案 

（R4-） 

平塚市総合公園 出入口、園路、トイレ、駐車場等を改善します。 園内のバリアフリーに関する施設の点検を随時行い、適切な維持・管理に努めます。 「未定」 「未定」 

湘南海岸公園 出入口、園路、トイレ、駐車場等を改善します。 園内のバリアフリーに関する施設の点検を随時行い、適切な維持・管理に努めます。 「未定」 「未定」 

 

 
< 交通安全特定事業 > 
 

基本構想に掲げる事業内容 基本構想に基づく事業計画 事業量 事業期間 ※ 

項目 
現行 

（H26-） 

変更案 

（R4-） 

現行 

（H26-H32） 

変更案 

（R4-R7） 
現行 変更案 現行 変更案 

交差点横断におけ

る安全性の確保 

音響式信号機等の設置

を推進します。 

関係機関と調整し、音響式信号機等の設置に

ついて必要性を検討します。また、設置済の

箇所は、適正に保守管理できるよう関係機関

と調整を図ります。 

①交通安全施設の点検・

補修 

設置した交通安全施設等の保守・点検を関

係機関と調整しながら実施します。 
随時 (変更なし) 【継続】 【継続】 

安全な歩行空間の

確保 

生活関連経路における

違法駐車取締りを強化

します。 

駅周辺及び駐車監視員活動ガイドラインに基

づく重点地域の放置駐車取締りを推進しま

す。 

②違法駐車追放強化期間

の実施 

駐車監視員ガイドラインを重点に、年間を

通じた取締りを実施します。 
年 2回 随時 【継続】 【継続】 

違法駐車防止や自転車
利用マナー等の広報活
動及び啓発活動を実施
します。 

違法駐車追放や自転車の交通ルール等に関す

る広報啓発活動を推進します。 

②交通マナー向上のため

の広報、啓発活動の実施 

神奈川県交通安全対策協議会による事業計

画に基づき、５月の九都県市一斉自転車マ

ナーアップ強化月間等、年間運動を通じた

広報啓発活動を実施します。 

随時 (変更なし) 【継続】 【継続】 

※）事業期間は、令和４年度(2022年度)～令和７年度(2025年度)とします。【継続】とは、令和８年度(2026年度)以降の継続を示します。 

 

 

< 教育啓発特定事業（新規） > 
 

基本構想に掲げる事業内容 事業量 事業期間 ※ 

項目 現行 
事業案 

（R4-） 
現行 事業案 現行 事業案 

心のバリアフリー － 
福祉教育の充実 

児童生徒や学校、地域の実態に即し、学校教育全体を通して、福祉についての理解や関心を深め「心のバリアフリー」を推進します。 
－ 

各学校で福祉

教育を実施。 
－ 【継続】 

※）事業期間は、令和４年度(2022年度)～令和７年度(2025年度)とします。【継続】とは、令和８年度(2026年度)以降の継続を示します。 

 

  



＜調査時点：令和３年３月＞ 
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< その他の事業 > 
 

基本構想に掲げる事業内容 基本構想に基づく事業計画 事業量 事業期間 ※1 

事業者 
項目 

現行 

（H26-） 

変更案 

（R4-） 

現行 

（H26-H32） 

変更案 

（R4-R7） 
現行 変更案 現行 変更案 

平塚駅周辺の

移動円滑化 

駅前広場と改札階とのバリアフリー経路の確

保を検討します。 
(変更なし) ①施設管理者との協議 (変更なし) 年 6回 年 1回 【継続】 【継続】 

都市整備課 駅前広場等を結ぶ歩行空間の確保を検討しま

す。 
(変更なし) 

②北口と南口をつなぐ歩行空間の確保

についての協議 
(変更なし) 年 1回 (変更なし) 【継続】 【継続】 

②北口と西口をつなぐ歩行空間の確保

についての協議 
(変更なし) 年 1回 (変更なし) 【継続】 【継続】 

案内情報施設の設置を推進します。 (変更なし) ③案内情報施設の設置についての協議 (変更なし) 年 1回 (変更なし) 【継続】 【継続】 

平塚駅周辺の

駐輪対策 

駐輪場の整備を推進します。 (変更なし) ①自転車等駐車場の整備 (変更なし) 一式 (変更なし) 【継続】 【継続】 

交通政策課 

自転車利用者のルール・マナーの遵守意識の

向上を推進します。 
(変更なし) 

②自転車利用マナーアップキャンペー

ンの実施 
(変更なし) 年 7回 「未定」 【継続】 【継続】 

放置自転車の撤去を徹底します。 (変更なし) ③放置自転車の撤去 (変更なし) 通年 (変更なし) 【継続】 【継続】 

歩行者の安全

対策 

路面標示等による安全な歩行空間の創出を検

討します。 
(変更なし) ①自転車利用環境推進計画の策定 (変更なし) 一式 「未定」 【短期】 「未定」 

歩行者、自転車の通行帯区分を検討します。 (変更なし) 
②生活関連経路における自転車走行環

境整備 
(変更なし) 10.3km 「未定」 【継続】 【継続】 

心のバリアフ

リー 

(理解、手助

け) 

様々なイベント等の機会を活用した啓発を推

進します。 

「統合」 

※2 

①「障害者週間」キャンペーン事業の実

施等 
― 年 1回 ― 【継続】 ― 障がい福祉課 

高齢者、障がい者等の疑似体験を取り入れた

学習機会を提供します。 
(変更なし) ②疑似・点字・誘導体験の実施 (変更なし) 年 90回 (変更なし) 【継続】 【継続】 福祉総務課 

心のバリアフ

リー 

(理解、手助

け、利用を妨

げない、情報

提供) 

広報誌、機関誌等を活用した啓発を推進しま

す。 

様々なイベントや冊子等

を活用した啓発を推進し

ます。 

※2 

①心のバリアフリーについてのチラシ

の発行 

パネル展の開催 

年 1回 

年 3回 

【継続】 【継続】 障がい福祉課 

福祉ショップ

「ありがとう」

を通じた取組 

通年 

冊子等を活用し

た周知・啓発 
通年 

ホームページを活用したバリアフリー情報を

提供します。 
(変更なし) 

②生活関連施設等のバリアフリー情報

の発信 
(変更なし) 37施設 「未定」 【中期】 「未定」 交通政策課 

バリアフリーマップを作成します。 

(バリアフリー店舗の認定と表示) 
(変更なし) ③バリアフリーマップの作成 

バリアフリーマ

ップの更新 
一式 (変更なし) 【中期】 「未定」 交通政策課 

路上占有物(商品、看板等)防止のための啓発

を推進します。 
(変更なし) 

④生活関連経路の巡回指導、啓発パンフ

レットの配布 
(変更なし) 年 1回 (変更なし) 【継続】 【継続】 土木総務課 

商店等への啓発(接客対応等)を推進します。 (変更なし) ⑤活動事例の紹介及び取組依頼 (変更なし) 年 1回 (変更なし) 【継続】 【継続】 商業観光課 

福祉ボランティアの育成を推進します。 (変更なし) ⑥ボランティア研修の実施 (変更なし) 年 3回 (変更なし) 【継続】 【継続】 福祉総務課 

公共サイン 
駅前広場や公共施設等への案内表示等の設置
を推進します。 

駅前広場や公共施設等へ

の案内表示等の設置・修

繕を推進します。 

①駅周辺公共施設等案内サインの設置 (変更なし) 10箇所 9箇所 【中期】 【後期】 まちづくり 

政策課 ②駅周辺公共施設等案内サインの修繕 (変更なし) 15箇所 随時 【中期】 【継続】 

※1）事業期間は、令和４年度(2022年度)～令和７年度(2025年度)とします。【継続】とは、令和８年度(2026年度)以降の継続を示します。 

※2）「平塚市障がい者福祉計画（第４期）～ひらつか障がい者福祉プラン かがやき～」との整合を図るため事業を統合 
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