
第１３回宇治市交通
バリアフリー検討委員会

令和２年８月２４日

宇治市都市整備部交通政策課



（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について
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（２）黄檗駅周辺地区の事業進捗について

（３）伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

本日の検討事項



法律

高齢者、身体障害者等の公共交通
機関を利用した移動の円滑化の促
進に関する法律
(交通バリアフリー法)

高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律
(バリアフリー新法)

施行 平成１２年 平成１８年

対象

駅等の旅客施設、電車・バス等の
車両、駅を中心とした周辺道路等

旅客施設、周辺道路等のほか、建
築物、路外駐車場、都市公園等

乗降客数５，０００人/日以上の駅が
対象

乗降客数３，０００人/日以上の駅が
対象

目標
年度

平成２２年度 平成３２（令和２）年度

基本構想策定の経過

法律の沿革
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宇治市の計画(全体構想)

構想時期：H１７.７策定、H２７.３改定
目的：いわゆる「交通バリアフリー法」（Ｈ１２）に基づ

き計画的にバリアフリー（以下「ＢＦ」と表記）を
進めるため策定

内容：１）市内のＢＦ化を推進するため、市全体の交
通ＢＦに関する「基本理念」、「基本方針」を
定める

２）市内１４駅を中心とした地区から「重点整備
地区」を抽出

基本構想策定の経過
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宇治市の計画(基本構想)
基本構想 策定時期 周辺駅 目標年次

大久保駅周辺 Ｈ１８．１１
ＪＲ新田
近鉄大久保

Ｈ２２

宇治駅周辺 Ｈ１９．３
ＪＲ宇治
京阪宇治
京阪三室戸

Ｈ２２

木幡駅周辺 Ｈ２８．３
ＪＲ木幡
京阪木幡

Ｈ３２（Ｒ２）

黄檗駅周辺 Ｈ２９．３
ＪＲ黄檗
京阪黄檗

Ｈ３２（Ｒ２）

伊勢田駅周辺 Ｈ３０．３ 近鉄伊勢田 Ｈ３２（Ｒ２）

基本構想策定の経過
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（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について
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（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について
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（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について
１）公共交通のバリアフリー化事業

済

駅　名 事業内容 主事業者 実施時期 実施状況

済

音声案内・サインの整備 短期 済ＪＲ木幡駅

駅入口からホームまでの連続した視覚障
害者誘導用ブロックの設置

JR西日本
旅客鉄道
株式会社

短期 済

移動円滑化された経路の整備
（エレベーターの設置等）

短期 済

多機能トイレの設置 短期

京阪木幡駅

移動等円滑化経路上の上屋の設置 短期 済

内方線の整備（京都方面ホーム） 短期 済

蹴込みつき券売機への改修 中長期

京阪
電気鉄道
株式会社

中長期 未

蹴込みつき券売機への改修 中長期 未

さらにわかりやすい位置への点字料金表
の移設検討（宇治方面行）
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（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について
２）道路のバリアフリー化事業

路線名 事業内容 主事業者 実施時期 実施状況

①府道木幡停車場線 連続した視覚障害者誘導用ブロックの設
置、段差の改善

京都府 短期 済

済
（木幡踏切）

③市道大瀬戸熊小路線 歩行者安全対策の検討
（歩道整備、路側帯のカラー化等）

宇治市 中長期 一部済
（ＪＲ木幡駅～京阪木幡駅）

②府道木幡停車場線 安全対策のための踏切前後への点状ブ
ロックの設置

京都府 短期

⑤市道木幡４０号線 連続した視覚障害者誘導用ブロックの設
置

宇治市 短期 済
（木幡公民館前）

④市道大瀬戸熊小路線 連続した視覚障害者誘導用ブロックの設
置

宇治市 短期 済
（京阪木幡駅～木幡公民館）

⑦市道五ヶ庄六地蔵線
歩行者安全対策の検討
（路側帯のカラー化等）

宇治市 中長期 済

～宇治木幡郵便局）

⑥市道木幡４１号線 連続した視覚障害者誘導用ブロックの設
置、歩道改良の検討

宇治市 中長期 未
（京阪木幡駅～木幡中学校）

（木幡地域福祉センター

（ＪＲ木幡駅～市道大瀬戸熊小路線）
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（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について
３）公園等のバリアフリー化事業

（木幡保育所付近）

公園名等 事業内容 主事業者 実施時期 実施状況

⑧木幡緑道 連続した視覚障害者誘導用ブロックの設
置

宇治市 短期 済



（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について

ＪR木幡駅BF工事
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ＥＶ

跨線橋

ＥＶ

ＷＣ スロープ

既存ＷＣ撤去

既存跨線橋撤去

H30年度 工事完成

案内板
内方線
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ＪR木幡駅BF工事

（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について



・スロープ、跨線橋

スロープ
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（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について

跨線橋



・案内板、内方線付点字ブロック

内方線付点字ブロック

案内板
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（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について



・エレベーター、多機能トイレ
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（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について



（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について

連続した視覚障がい者誘導用ブロックの設置
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（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について

連続した視覚障がい者誘導用ブロックの設置

１）府道木幡停車場線
（JR木幡駅～市道大瀬戸熊小路線）
２）市道大瀬戸熊小路線
（京阪木幡駅～木幡公民館）

３）市道木幡４０号線
（木幡公民館前）

４）木幡緑道
（木幡保育所付近）
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（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について
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１）府道木幡停車場線



（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について

１）府道木幡停車場線
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（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について

２）市道大瀬戸熊小路線(京阪木幡駅前)
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（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について

２）市道大瀬戸熊小路線(南側歩道)
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（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について

３）市道木幡４０号線(木幡公民館前)
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（１）木幡駅周辺地区の事業進捗について

４）木幡緑道(木幡保育所前)
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（２）黄檗駅周辺地区の事業進捗について
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（２）黄檗駅周辺地区の事業進捗について
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１）公共交通のバリアフリー化事業

（２）黄檗駅周辺地区の事業進捗について

ＪＲ黄檗駅

駅入口からホームまでの連続した視覚障害者
誘導用ブロックの設置

JR西日本
旅客鉄道
株式会社

短期 未

移動円滑化された経路の整備
（エレベーターの設置等）

短期 未

音声案内・サイン(情報提供装置)の整備 短期

蹴込みつき券売機への改修 中長期 未

狭隘なホームの改良 中長期 未

未

移動円滑化経路上の上屋の整備 短期 未

内方線の整備 短期 未

駅名等 事業内容 主事業者 実施時期 実施状況
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１）公共交通のバリアフリー化事業

（２）黄檗駅周辺地区の事業進捗について

未

バス

低床バス車両（ノンステップバス）の導入促進 京都
京阪バス
株式会社

中長期 一部済

わかりやすい時刻表、路線図などの検討 中長期 未

京阪黄檗駅

さらにわかりやすい位置への点字料金表の移
設検討

京阪
電気鉄道
株式会社

中長期 未

列車の接近を知らせる情報提供装置設置の検
討

中長期 済

蹴込みつき券売機への改修 中長期

駅名等 事業内容 主事業者 実施時期 実施状況
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２）道路のバリアフリー化事業

（２）黄檗駅周辺地区の事業進捗について

⑦府道黄檗停車場線 歩行者の安全対策の検討
（路側帯の設置）

京都府 中長期 未
(京阪黄檗駅前)

⑥市道新開三番割線
連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 宇治市 短期

R2年度
実施予定(JR黄檗駅～黄檗公園)

⑤府道京都宇治線
歩道整備の検討 京都府 中長期 未

(JR黄檗駅～黄檗公園)

④市道五ケ庄７０号線 歩行者の安全対策の実施
（路側帯の設置）

宇治市 短期 未
(JR黄檗駅～京阪黄檗駅)

③市道五ケ庄２１２号線 歩行者の安全対策の実施
（路側帯の設置）

宇治市 短期 未
(JR黄檗駅～東宇治ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ)

(JR黄檗駅～宇治病院)

②宇治黄檗学園・歩道 歩行者の安全対策の実施
（横断防止柵の設置等）

宇治市 短期 未
(JR黄檗駅～東宇治ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ)

路線名 事業内容 主事業者 実施時期 実施状況

①府道京都宇治線 歩道整備(一部区間）、連続した視覚障害者誘
導用ブロックの設置

京都府 短期 未
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２）道路のバリアフリー化事業

（２）黄檗駅周辺地区の事業進捗について

⑫市道五ケ庄５９号線
歩行者の安全対策の検討 宇治市 中長期 済

(宇治病院～洛南病院)

⑪市道新開三番割線
歩行者の安全対策の検討 宇治市 中長期 未

(JR黄檗駅～きはだホール)

⑩市道宇治五ケ庄線 歩道整備、連続した視覚障害者誘導用ブロッ
クの設置

宇治市 中長期 未

⑨市道五ケ庄６３号線 歩道改良の検討、連続した視覚障害者誘導用
ブロックの設置

宇治市 中長期 未
(京阪黄檗駅～宇治作業所のびのび)

(京阪黄檗駅～きはだホール)

⑧府道黄檗停車場線 歩道整備、連続した視覚障害者誘導用ブロッ
クの設置

京都府 中長期 未
(京阪黄檗駅～宇治作業所のびのび)

路線名 事業内容 主事業者 実施時期 実施状況
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３）公園等のバリアフリー化事業

（２）黄檗駅周辺地区の事業進捗について

黄檗市営住宅までの連続した視覚障害者誘導
用ブロックの設置

短期 未

入り口から各施設(園路)までの連続した視覚
障害者誘導用ブロックの設置

中長期 未

多機能トイレの改修 中長期 未

公園名 事業内容 主事業者 実施時期 実施状況

黄檗公園

施設内の移動円滑化された経路の整備(段差
解消等)

宇治市

中長期 未

４）交通安全施設のバリアフリー化事業

- 信号機への音響装置の設置検討
京都府
公安
委員会

中長期 未

- 事業内容 主事業者 実施時期 実施状況



（３）伊勢田駅周辺地区の事業進捗について
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（３）伊勢田駅周辺地区の事業進捗について
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１）公共交通のバリアフリー化事業

（３）伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

蹴込みつき券売機への改修 短期
R2年度
実施予定

駅名等 事業内容 主事業者 実施時期 実施状況

近鉄伊勢田駅

駅入り口からホームまでの連続した視覚障害
者誘導用ブロックの設置

近畿
日本鉄道
株式会社

短期
R2年度
実施予定

内方線の整備 短期 済

多機能トイレの移設 短期
R2年度
実施予定

移動円滑化された経路の整備
(エレベーターの設置等)

短期
R2年度
実施予定

誘導チャイム・触知案内板・点字運賃表の整
備

短期
R2年度
実施予定
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２）道路のバリアフリー化事業

（３）伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

⑥府道城陽宇治線
歩道改良の検討、連続した視覚障害者誘導用
ブロックの設置

京都府 中長期 未

～あすなろ岡本診療所)

(新鮮館コスモ宇治店

⑤市道羽拍子宮北線 歩道改良の検討、安全対策のための踏切前
後への点字ブロックの設置

宇治市 中長期 未
(近鉄伊勢田駅～伊勢田踏切)

④市道羽拍子宮北線 歩行者の安全対策の検討
(側溝ふたの改修等)

宇治市 中長期 一部済
(近鉄伊勢田駅～開地域福祉センター)

③市道伊勢田町142号線 歩行空間の確保
(路側帯の設置)

宇治市 短期
R2年度
実施予定(西宇治中学校前)

②市道新成田新中ノ荒線

歩行空間の確保の検討 宇治市 中長期 未

～城南勤労者福祉会館)

(近鉄伊勢田駅

①市道南山蔭田線
歩行者の安全対策の検討
(側溝ふたの改修等)

宇治市 中長期 一部済(近鉄伊勢田駅～

～城南勤労者福祉会館)

路線名 事業内容 主事業者 実施時期 実施状況
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２）道路のバリアフリー化事業

（３）伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

近畿
日本鉄道
株式会社

路線名 事業内容 主事業者 実施時期 実施状況

⑦市道南山蔭田線
歩行空間の確保の検討 宇治市 中長期

済
(基本構想P27参照)

⑨伊勢田交番前 点状ブロックの改修
(視覚障害者誘導用ブロックの再整備)

府警本部 短期

⑧伊勢田1号踏切 路側線の引き直し 宇治市 短期 未

(歩行空間)

歩行空間の確保

宇治市

中長期 未

未
(基本構想P27参照)



近鉄伊勢田駅BF工事
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（３）伊勢田駅周辺地区の事業進捗について
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（３）伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

近鉄伊勢田駅BF工事

ＥＶ

ＥＶ
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（３）伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

近鉄伊勢田駅BF工事

仮囲い状況
(京都行方面ホーム)

仮囲い状況
(大和西大寺行方面ホーム)
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（３）伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

近鉄伊勢田駅BF工事

仮設スロープ状況
(京都行)

仮設スロープ状況
(大和西大寺行)
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（３）伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

近鉄伊勢田駅BF工事

仮設トイレ状況(京都行)
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伊勢田交番前点字ブロックの改修

（３）伊勢田駅周辺地区の事業進捗について



伊勢田交番前点字ブロックの改修
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（３）伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

工事前 工事後
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○未実施の事業について

各基本構想には
「目標年次は原則H32年度とするものの、関係機関
等との協議状況に応じて柔軟に対応するものとす
る」と記載

今後について

終了していない事業については、引き続き事業実施
に向け調整を行う。



その他の事項
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その他の事項
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R2.5.20 バリアフリー新法の一部を改正する法律
(改正法)を公布

R2.6.19 改正法の一部を施行(残りはR3.4.1~）
併せて基本方針の全部改正も施行

R2.7.3 改正法に基づく基本方針における次期目
標の中間とりまとめを公表

国の動向を注視し対応について検討予定


