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「仙台市バリアフリー基本構想地区別構想（北仙台地区）」（中間案）への市民意見について 

意見数：１３名 ３２件 

 

●地区別構想（北仙台地区）に関する意見（３件） 

№ 意見の概要 本市の考え方 

重点整備地区及び生活関連経路の拡充について（２件） 

１ 

北六番丁通の「視覚支援学校前」

のバス停から視覚支援学校へ向

かう南北の道路もバリアフリー

化してほしい。 

頂いたご意見を参考に、重点整備地区及び生活関連経路を一部修

正することを検討いたします。 

２ 

視覚支援学校南側の北六番丁通

に「視覚支援学校前」のバス停が

あるため、このバス停から視覚支

援学校までの経路は生活関連経

路とすべきである。また、視覚支

援学校の寮生の移動経路を考慮

すると宮町通なども生活関連経

路とすることを考えてほしい。 

頂いたご意見を参考に、重点整備地区及び生活関連経路を一部修

正することを検討いたします。また、今回の基本構想案は地下鉄

及びＪＲの北仙台駅周辺を対象としていることから、宮町通は重

点整備地区に含むことが困難ですが、個別の事業実施におきまし

ては「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例」等によりバリアフ

リー化に努めてまいります。 

北仙台地区の重点的なバリアフリー化について（１件） 

３ 

基本構想策定にあたっては、北仙

台地区には、視覚支援学校だけで

なく、視覚障害者情報センターも

併設しているため、泉中央や長町

など他地区に比べて視覚障害者

の往来が多いことを考慮してほ

しい。 

本基本構想案では、バリアフリー化を一体的に進める「重点整備

地区」に視覚支援学校等を含めるとともに、同学校等と周辺の生

活関連施設を「生活関連経路」に位置づけ、視覚障害者が安全か

つ快適に移動できるように、バリアフリー化を進めることとして

おります。 

 

 

●北仙台地区におけるバリアフリー化に関する意見（１１件） 

№ 意見の概要 本市の考え方 

道路の点字ブロック等の改善について（５件） 

４ 

東北大学農学部の敷地北側にあ

る道路上の点字ブロックが破損

しているため対応してほしい。 

欠損部など傷みの大きな箇所について、補修に努めてまいります。 

５ 

仙台北警察署前の点字ブロック

は規格が古い。また、昭和町交差

点の歩道橋付近は、分岐を示す点

字ブロックの配置が基準と異な

る。既にある施設が本当に使える

ものなのか確認もしてほしい。 

道路特定事業計画を策定する中で、規格や配置も含めて調査を行

い、課題がある場所については改善に努めてまいります。 

６ 

青葉区昭和町５－２３付近の五

差路周辺の歩道で、点字ブロック

が設置されていない部分がある。 

昭和町５－２３付近につきましては、連続性が確保できないなど

の理由から、点字ブロックの設置はいたしておりませんが、今後

設置の必要性も含めて検討してまいります。 

７ 

北仙台地区内の歩道は、平板ブロ

ックがガタガタになっている。特

に駐車場の出入口となっている

乗入れ部分がひどい。 

特にがたつきが大きな箇所についてはアスファルト舗装等による

改善に努めるとともに、今後、道路特定事業計画を策定する中で、

がたつきなどの課題のある場所について調査を行い、補修や改善

に努めてまいります。 

８ 

点字ブロックが材質によっては

滑りやすく危ない。また、歩道上

に設置されている点字ブロック

位置が間違っている箇所がある。 

道路特定事業計画を策定する中で、ブロックの材質や配置も含め

て調査を行い、課題がある場所については改善に努めてまいりま

す。 
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公共交通機関のエレベーター、エスカレーターの設置等について（４件） 

９ 

地下鉄北仙台駅の南側出入口は、

エスカレーターの設置箇所まで

階段を登らなければならない。な

ぜ、最下段までエスカレーターを

設置しないのか。 

南北線の建設時、当該階段については高低差が小さいことからエ

スカレーターの設置効果は低いと判断し、設置いたしませんでし

た。また、当該箇所へのエスカレーターの増設につきましては、

現在の構造ではエスカレーターの駆動部を収納するスペースがな

いことなどから設置が困難な状況です。 

１０ 

地下鉄北仙台駅の南側出入口の

エスカレーターは下段側が階段

になっているため、エスカレータ

ーまで階段を登らなければなら

ないので不便である。 

南北線の建設時、当該階段については高低差が小さいことからエ

スカレーターの設置効果は低いと判断し、設置いたしませんでし

た。また、当該箇所へのエスカレーターの増設につきましては、

現在の構造ではエスカレーターの駆動部を収納するスペースがな

いことなどから設置が困難な状況です。 

１１ 

地下鉄北仙台駅改札出口から、地

下道にしてＪＲ北仙台駅に通る

事が出来れば、便利だと思う。 

構造面での検討が必要なこと、多額の事業費を要することなど

様々な課題がありますが、頂いたご意見は関係者間で共有し、今

後長期的に検討してまいります。 

１２ 

地下鉄北仙台駅の南側出入口に

もエレベーターを設置してほし

い。 

構造面での検討が必要なこと、多額の事業費を要することなど

様々な課題がありますが、頂いたご意見は関係者間で共有し、今

後長期的に検討してまいります。 

エスコートゾーンの設置について（１件） 

１３ 

ＪＲ北仙台駅前のタクシー乗り

場出入口前に横断歩道とエスコ

ートゾーンを設置してほしい。 

管轄する警察署と現場調査のうえ検討することといたします。（宮

城県警察本部） 

青葉体育館への分かりやすい案内について（１件） 

１４ 

ＪＲ北仙台駅から青葉体育館へ

向かう際の案内が不十分で分か

りにくい。 

青葉体育館への案内につきましては、ＪＲ北仙台駅のみならず周

辺の現状を把握し、適切な設置場所や設置方法等について検討し

てまいります。 

 

 

●仙台市内におけるバリアフリー化に関する意見（１３件） 

№ 意見の概要 本市の考え方 

施設内のバリアフリーについて（６件） 

１５ 

駅構内に設置してある自動販売

機に点字表記を付けてしてほし

い。 

本市では、「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例」において、一

定の用途及び規模を持つ施設を対象に、バリアフリー整備基準を

定めており、その考え方を施設整備マニュアルとしてまとめてお

ります。この中で、自動販売機の操作ボタンには、品目、金額等

を点字で表示することを推奨しております。ご意見を踏まえ、今

後も自動販売機等への点字表示の推進に努めてまいります。 

１６ 

駅構内にあるトイレの男女の位

置を統一してほしい。駅によって

違うため、どちらのトイレに入っ

て良いかわからない。 

「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例施行規則」において、一

定の規模以上の施設に対し、点字表示や音声等により視覚障害者

を案内する装置等の設置を求めております。敷地・建物の形状は

様々であり、トイレの男女の位置の統一は困難でございますが、

頂いたご意見の趣旨を踏まえ、トイレの配置をお知らせするため

の音声案内装置等の設置などの取り組みを推進してまいります。 

１７ 

トイレの水を流すレバーの規格

を統一してほしい。 

トイレの水洗レバーの規格について、「仙台市ひとにやさしいまち

づくり条例」の規定はございませんが、ご意見を参考に、どのよ

うな形状が様々な方にとって利用しやすいのかを検討してまいり

ます。 
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１８ 

施設によって様々な規格の点字

ブロックが設置されており、分か

りにくいので統一してほしい。 

歩道に敷設する視覚障害者誘導用ブロックについては、「仙台市ひ

とにやさしいまちづくり条例施行規則」において、ＪＩＳ規格に

適合する形状のもので統一を図っており、条例施行規則に基づく

整備を進めております。建築物に敷設するブロックの形状につい

ては、条例に基づく施設整備マニュアルにおいて、ＪＩＳ規格を

参考とすることを推奨しております。ご意見を踏まえ、今後も視

覚障害者誘導用ブロックの規格の統一の推進に努めてまいりま

す。 

１９ 

地下鉄駅など公共の場にあるト

イレにおいて、視覚障害者へのト

イレ内の誘導の考え方を教えて

ほしい。トイレの前までは点字や

触知図で誘導されるが、その先の

便器や手洗い場への誘導がなく、

非常に困っている。 

「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例施行規則」において、一

定規模以上の施設では、点字表示又は音声により視覚障害者を案

内する装置等の設置を求めております。トイレ内における誘導に

ついては、ご意見として承り、今後の検討課題とさせていただき

ます。 

２０ 

視覚障害者を地上から地下へと

誘導する際の考え方を教えてほ

しい（音声案内などを用いた誘

導）。また、誘導機器の一種であ

る「シグナルエイド」に対する考

え（装置の導入、維持管理）も教

えてほしい。 

「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例施行規則」において、一

定規模以上の施設では、点字表示又は音声により視覚障害者を案

内する装置等の設置を求めております。また、条例に基づく施設

整備マニュアルでは、杖式、ペンダント式等の音声誘導装置の設

置を推奨しております。今後も、身体障害者等が確実に目的の場

所に到達できるような案内標示等の推進に努めてまいります。 

安全な自転車走行空間の整備等について（３件） 

２１ 

自転車レーンはあるが、ルール通

りに走行している人が少ないの

で、ルール通りに走行するように

表示などをしてほしい。 

道路上の交通規制標識・標示につきましては、地域の要望を踏ま

えて適切な設置を警察に働きかけておりますが、これに加えてル

ールを正しく理解していただくための分かりやすい法定外表示の

設置についても検討しており、引き続き安全確保に努めてまいり

ます。また、道路上の表示とともに自転車の交通ルールを正しく

理解し、守っていただくことも重要であり、ハードとソフトの両

面での取組みを継続してまいります。 

２２ 

道路整備における自転車走行空

間の位置付け（自転車走行帯や路

側帯の整備含む）をどのように考

えているのか。 

自転車は車両であり、車道通行が原則ですが、特に既存の道路に

おいては、幅員や構造等から、歩行者との分離や自転車走行空間

の確保が困難な課題となっておりますことから、それぞれの地域

の皆様と相談をさせていただきながら、整備手法や対策等を検討

してまいりたいと考えております。なお、物理的に空間の分離が

困難な路線においては、車道上に自転車通行位置を表示する等の

検討も進めており、歩行者と自転車、自動車の安全確保に努めて

まいりたいと考えております。 

２３ 

自転車の走行マナーが非常に悪

く歩行者が危ない、走行空間を物

理的に分けるなどの対策を取れ

ないのか。 

既存の道路においては幅員や構造、沿道の土地利用状況などから、

早期に整備をすることは困難な路線もありますが、引き続き地域

の皆様と相談をさせていただきながら、安全確保に向けた整備手

法を検討するとともに、自転車利用者のルール遵守・マナー向上

を図るために市民協働による啓発活動を継続して実施してまいり

ます。 

安全な歩行空間の確保について（２件） 

２４ 

道路工事等で歩道上にバリケー

ドが置かれている場合、視覚障害

者は気付かずに衝突することも

あり危険である。事前に工事など

の情報があれば回避することが

できるので、視覚障害者へ情報が

提供される仕組みを作ってほし

い。 

視覚障害者に対する情報提供の仕組みについて、道路管理者等関

係者と検討してまいります。 
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２５ 

東北大学農学部南側の北六番丁

通のように歩道が狭い箇所では、

歩道上に設置されているごみ集

積所のネットに視覚障害者の白

杖が引っ掛かり危険である。 

生活ごみ集積所につきましては、町内会などの団体からの申請を

受け、安全に収集作業が行えるかを判断した上で、使用を開始す

ることとしております。歩道上を利用した申請があった場合には、

歩道上以外で集積所が確保できないか検討していただくようお願

いしておりますが、他にごみ集積所を確保できないのがほとんど

であることが現状でございます。 

また、ごみ集積所のネットにつきましては、鳥獣対策や飛散防止

のために本市より無償で提供しているものもございますが、設置

や維持管理につきましては、提供を受けた団体が行っております。

なお、ネットを提供する際には視覚障害者への配慮も促してまい

ります。 

施設の適切な維持管理について（１件） 

２６ 

この基本構想で定められた内容

は、どの程度、施設整備やその後

の維持管理に反映されるのか。施

設整備後の点検など維持管理が

不足している。維持管理まで記載

した方が良いのではないか。例え

ば、地下鉄五橋駅から地上へと昇

る車いす用の昇降機は長い間壊

れたままだった。 

本基本構想案では、破損などにより本来の機能が損なわれている

整備済み施設の改善を課題としております。なお、適切な維持管

理が行われるよう、各施設管理者に働きかけてまいります。 

「心のバリアフリー」の推進について（１件） 

２７ 

音響式信号機を設置すると音に

対して地域住民から、苦情が出る

ことがあるので、バリアフリーの

取組みを地域住民にも周知して

ほしい。 

高齢者や障害者等の安全かつ快適な移動を実現するために、バリ

アフリー化の重要性や高齢者・障害者等に対する理解を深めるよ

う、市民へのバリアフリーに対する意識の向上を推進してまいり

ます。 

 

 

●その他の意見（５件）  

№ 意見の概要 本市の考え方 

市民意見を反映させる機会拡充等について（４件）  

２８ 

障害者団体や町内会だけでなく、

地区内に住んでいる障害者へも意

見を聞いた方が良いのではない

か。 

ワークショップの開催やパブリックコメントの実施など、様々な

方からの意見聴取に努めてまいりましたが、関係団体等の要望を

聞きながら適切な手法を検討してまいります。 

２９ 

地域に関する話は、関係諸団体を

一同に会して説明会及びワークシ

ョップを実施し、これを数回繰り

返してまとめることが望ましい。 

ワークショップの開催やパブリックコメントの実施など、様々な

方からの意見聴取に努めてまいりましたが、関係団体等の要望を

聞きながら適切な手法を検討してまいります。 

３０ 

対象が障害者だけでなく、高齢者

も含まれるのであれば、もっと高

齢者の意見を聞いた方が良いので

はないか。パブリックコメントを

実施していることも町内会長くら

いの人には周知した方が良いので

はないか。市政だよりやホームペ

ージだけでは不十分、地域を活用

してほしい。 

ワークショップの開催やパブリックコメントの実施など、様々な

方からの意見聴取に努めてまいりましたが、関係団体等の要望を

聞きながら適切な手法を検討してまいります。 

３１ 

特定事業計画の策定や点字ブロッ

ク等を施工する際には、当事者で

ある視覚障害者の意見を聞く場を

設けてほしい。 

障害者の皆様にご参加いただきながら意見交換会や現地点検な

どを行ってきましたが、より効果的な意見聴取の手法について各

施設管理者と連携しながら検討してまいります。 
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障害者に配慮した情報提供方法について（１件）  

３２ 

都心地区等の特定事業計画を視覚

障害者が見ることができるのか。 

特定事業計画等については、図表が多い冊子であり、こうした情

報を正確に視覚障害者へ伝える方法について、今後検討し改善に

努めてまいります。 

 


