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「仙台市バリアフリー基本構想地区別構想（泉中央地区・長町地区）中間案」 

への市民意見について 
意見数：１１名 ３６件 

■泉中央地区に関する主な意見 

№ 意見の概要 本市の考え方 

道路の点字ブロックの改善等について（４件） 

1 

○泉中央地区の歩道において、

タイルや点字ブロックを平坦

にして欲しい。 

○歩道の点字ブロック等につきましては、凹凸などの課題が

ある場所について確認した上で、補修や改善に努めてまい

りたいと考えております。 

2 

○泉中央地区において、歩道が

切れ、車道と交差する部分に

点字ブロックを設置して欲し

い。 

○誘導ブロックを設置した歩道が切れ、車道と交差する部分

においては、横断時の注意を喚起するため、点状ブロック

を設置しております。 

 今後、道路特定事業計画を策定する中で、ブロックの配置

等に課題がある場所について、改善に努めてまいりたいと

考えております。 

3 

○泉中央地区において、店舗駐

車場出入口部の点字ブロック

を設置して欲しい。 

○店舗駐車場出入口につきましては、原則として通常の乗り

入れ構造にすることとしており、注意喚起のための点状ブ

ロックの設置はいたしておりませんが、今後、道路特定事

業計画を策定する中で、安全上課題がある場合には、点状

ブロックの設置も含め、対応策を検討してまいりたいと考

えております。 

4 

○泉中央駅前ペデストリアンデ

ッキにおいて、自転車乗り入

れ、走行に関する規制を明確

にして欲しい。 

○現地には歩行者専用道路である旨の標識が整備されてお

り、さらに路面には歩行者専用道路の標示も設置してあり

ます。しかしながら路面標示に関しましては、見えにくく

なっているものもあることから、改善してまいります。 

自動車運転マナーの改善について（１件）  

5 

○泉区役所前の横断歩道で U タ

ーンをする乗用車を目撃し

た。視覚障害者、高齢者にと

って大変危険である。 

○現場を確認し、道路管理者とともに横断歩行者の安全対策

を検討してまいりたいと考えております。（宮城県警） 

 

■長町地区に関する主な意見 

№ 意見の概要 本市の考え方 

重点整備地区の拡大について（２件） 

6 

○仙台市体育館が立地する地域

を含むよう、重点整備地区の

拡大を提案する。駅施設はバ

リアが無くなっているがアク

セス部分が不十分である。ま

た、バリアフリーのモデル地

域にできるのでは。 

○今回の地区別構想では、長町地区の各鉄道駅周辺において

生活関連施設が集積している区域を、重点整備地区の区域

として設定しております。仙台市体育館につきましては、

長町地区の鉄道駅から遠距離となるため、重点整備地区に

含んでおりませんが、バリアフリー化が必要な施設につい

ては、施設管理者と連携し、バリアフリー化に努めてまい

ります。 

7 

○JR 太子堂駅が立地する地域や

施設周辺の道路は、本構想の

重点整備地区に含まれないの

か教えて欲しい。 

○今回の地区別構想では、長町地区の各鉄道駅周辺において

生活関連施設が集積している区域を、重点整備地区の区域

として設定しているため、JR 太子堂駅周辺地区は含んで

おりませんが、バリアフリー化が必要な施設については、

施設管理者と連携し、バリアフリー化に努めてまいりま

す。 
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道路のバリアフリーの改善について（２件） 

8 

○長町地区の商店街の歩道はか

なり狭く、一刻も早いバリア

フリー化の必要がある。ただ

し、今の道路幅では実現でき

ない。 

○長町地区の商店街については、ご指摘のとおり歩道が狭い

場所がございますが、沿道の土地利用の状況などから、早

期に歩道の拡幅整備を実施することは困難でございます。 

今後、道路特定事業計画を策定する中で、現在の道路の範

囲内で歩行環境を改善する方策について検討してまいり

たいと考えております。 

9 

○長町地区の重点整備地区内に

サイン計画を策定し、具体的

な整備をお願いしたい。 

○本市では、目的地までのよりわかりやすい案内誘導情報の

提供と、障害者の方にも使いやすいサイン整備を推進する

ため、平成 26年 10月に「仙台市歩行者系案内誘導サイン

等基本方針」を策定いたしました。 

長町地区のサイン配置計画につきましては、今後検討して

まいります。 

その他（１件） 

10 

○富沢駅周辺土地区画整理事業

において、なぜ電線類地中化

をしなかったのかが疑問。 

○電線類地中化に関するご意見として今後の参考にしてま

いります。 

 

■両地区に関する主な意見 

№ 意見の概要 本市の考え方 

公共交通機関のバリアフリーの改善について（５件） 

11 

○地下鉄において、弱視の方に

は階段の段差はわかりにくい

ので、階段端部のコントラス

トを明確にして欲しい。 

○「第２期仙台市交通局バリアフリー特定事業計画」におい

て、階段端部（段鼻部）の明瞭化を行うこととしています。 

（対象：全駅）H25から実施中 

12 

○地下鉄のトイレのサインは、

視線の位置に、カラーの背景

を用いて白抜で表示すると、

弱視の方にも判別しやすい。 

○今後のサイン改修時等に検討していきます。 

13 

○地下鉄仙台駅のトイレに設置

されているような「音サイン」

は有効である。 

○「第２期仙台市交通局バリアフリー特定事業計画」におい

て、トイレ入口やエレベーター乗り場等への音サイン設置

を行うこととしています。 

（対象：全駅）H24から実施中 

14 

○高齢者が利用しやすいよう地

下鉄の洋式トイレを増やして

欲しい。 

○トイレの改修も含め、今後検討していきます。 

15 

○地下鉄構内での災害発生時、

聴覚障害者はサイレンやアナ

ウンスを聞くことができない

ため、電光掲示板の字幕等に

よる案内をお願いしたい。 

○災害発生時には、各駅の改札口上部付近とホーム階上部に

設置しているＬＥＤ表示器などにより情報案内をするこ

ととしております。また、改札口付近でも、急告板を使用

して情報案内することとしています。 

バリアフリー化の早期実現等について（４件） 

16 

○バリアフリー化の実現には、

関連する施設の管理者等、広

範な協力が必要。 

○バリアフリー化を実現するために施設管理者や福祉団体

等で構成される「仙台市バリアフリー推進協議会」で地区

別構想の検討を進めております。また、バリアフリー化の

整備にあたっては、施設管理者と連携を図りながら進めて

まいります。 
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17 

○できるだけ短期間で、地区別

構想の内容を実現して欲し

い。 

○施設管理者と連携を図るとともに、仙台市バリアフリー推

進協議会で整備の進捗などについて情報を共有しながら、

バリアフリー化の整備に努めてまいります。 

18 

○今年度策定する地区別構想で

は、いつまでに何を行うこと

になっているのか教えて欲し

い。 

○今後、特定事業計画を策定し、平成 32 年度を目標に、バ

リアフリー化整備を推進してまいります。 

19 

○今後地区別構想を他の地区で

も策定するのか教えて欲し

い。 

○地域特性やバリアフリー化の状況を考慮しながら、他の地

区の地区別構想策定にも、できる限り取り組んでまいりま

す。 

道路のバリアフリーの改善について（４件） 

20 

○歩道の植樹枝が、視覚障害者

の通行の邪魔になることがあ

る。一般家庭の植木も含め、

植樹整備の指導を行って欲し

い。 

○街路樹の枝等が歩行の障害になる場合には、剪定など適正

な管理を行ってまいります。 

 また、一般家庭の植樹枝につきましても、通行に著しく障

害となる場合には、所有者に申し入れを行うなど、改善に

努めてまいりたいと考えております。 

21 

○歩道の車両乗入れ部におい

て、横断勾配が大きく、歩き

にくい場合がある。 

○今後、道路特定事業計画を策定する中で、横断勾配などに

課題がある場所について、改善に努めてまいりたいと考え

ております。 

22 

○自転車利用者が点字ブロック

上に駐輪しないように規制等

を行って欲しい。 

○自転車等放置禁止・規制区域においては、歩道の点字ブロ

ック上も含め、放置している自転車・バイクの撤去に努め

てまいります。 

 また、それ以外のエリアにおいても、点字ブロック上への

駐輪を行わないよう、利用者への啓発に努めてまいりま

す。 

23 

○歩道が狭い区間では、自転車

と歩行者の分離や、自転車の

乗り入れ規制等を行って欲し

い。 

○道路交通法上、「普通自転車歩道通行可」の規制がなされ

ていない狭い歩道の区間においては、一部の例外を除き、

自転車は車道通行が原則です。 

歩行者、自転車利用者及びドライバーに対しても正しい通

行方法を周知することにより、安全を確保していきたいと

考えております。 

信号のバリアフリーの改善について（２件） 

24 

○横断歩道の青信号点灯時間を

延長して欲しい。 

○歩行者用信号の青色時間については、設置場所の交通量

（利用する歩行者の人数）や道路状況等により設定してお

りますが、バリアフリーの生活関連経路においては、現場

確認の上見直しを図ってまいりたいと考えております。

（宮城県警） 

25 

○視覚障害者は、押しボタン式

信号機の有無を確認すること

ができない。押しボタン式信

号機が存在することを知らせ

る音声装置が必要だと考え

る。 

○視覚障害者や高齢者に対しては、押しボタン式信号機のボ

タンの位置を知らせるための「交通弱者用押しボタン箱」

があり、「ピピピ」と音が出て押しボタンの位置を知らせ

るようになっております。 

これまでも公共施設や病院の周辺を中心に設置しており

ますが、バリアフリーの生活関連経路においては、整備を

推進してまいりたいと考えております。（宮城県警） 

生活関連経路の拡充について（１件） 

26 

○太い道路だけでなく、細い道

路も生活関連経路に指定して

欲しい。 

○多くの方々にできるだけ早期にバリアフリー化された施

設を利用していただけるよう、生活関連経路を定め効果的

にバリアフリー化の整備を進めることとしております。 
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市民意見を反映させる機会拡充等について（４件） 

27 

○もっと住民の声が聞いてもら

える環境を設定して欲しい。 

○今回の市民意見募集に加えて、まち歩き・ワークショップ

を開催するなど、市民の声を反映させる機会を設けてまい

りましたが、今後もこうした取り組みを継続してまいりま

す。 

28 

○仙台市バリアフリー基本構想

に対する意見がある場合、ど

のような機会に仙台市へ意見

を伝えればよいのか教えて欲

しい。 

○本構想の策定に際しては、まち歩き・ワークショップや、

市民意見募集の機会を設けたところですが、市民の皆様か

らのご意見につきましては、随時受け付けております。 

29 

○まち歩きワークショップの意

見はどう扱われているのか教

えて欲しい。 

○まち歩き・ワークショップの結果を整理した上で、仙台市

バリアフリー推進協議会で情報を共有し、本構想の内容に

反映させており、今後特定事業計画策定の参考にさせてい

ただきます。 

30 

○まち歩きワークショップの様

子を教えて欲しい。 

○両地区とも、行政関係者、障害者、高齢者、出産経験のあ

る方など約 40 名にご参加いただきました。午前中はまち

歩きにより道路や鉄道駅等におけるバリアの確認を、午後

はワークショップにより点検マップや対策提案表の作成、

参加者による成果発表を行いました。参加者から頂いた意

見の例は中間案（p.17、35）に記載しております。 

中間案に記載されている用語等の確認について（４件） 

31 

○地区別構想において、「安全」

とは、どこまでのところを考

えているのか教えて欲しい。 

○高齢者や障害者等が、日常生活や社会生活の中で、移動や

施設を利用する際の安全を考えて、本構想を策定しており

ます。 

32 

○バリアフリーの定義を教えて

欲しい。 

○高齢者・障害者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）

となるものを除去（フリー）することです。物理的、社会

的、制度的、心理的、情報面など、あらゆる障壁を除去す

るという考え方です。 

33 

○生活関連経路の選定の考え方

を教えて欲しい。 

○より多くの人が利用する経路、生活関連施設相互のネット

ワークを確保する経路、バリアフリー化の整備状況、住民

参加によるまち歩き・ワークショップの結果などを考慮の

うえ、生活関連経路を設定しております。 

34 

○仙台市交通バリアフリー基本

構想（旧構想）とは何か、教

えて欲しい。また、泉中央地

区と長町地区の旧構想を策定

したのはいつか教えて欲し

い。 

○旧構想とは、平成 12 年に施行された交通バリアフリー法

に基づき、仙台市が策定した基本構想です。バリアフリー

化を重点的に進める重点整備地区や特定経路などを定め

ており、泉中央地区、長町地区においては平成 16 年度に

策定しました。 

その他（２件） 

35 

○他の街にないバリアフリーを

目指して欲しい。 

○本構想の策定にあたっては、各地区ごとにまち歩き・ワー

クショップなどを実施し、様々な立場の方々からご意見を

頂戴したうえで、地区特有の課題を整理し、地区の特性に

応じた地区別構想としております。 

36 

○民間駐車場に、障害者対応の

駐車施設をいかに普及させる

かが課題となる。 

○各種法令等に基づき路外駐車場に関する助言・指導を行う

際、引き続き、事業者に車いす使用者用駐車施設の設置を

働きかけるよう努めます。 

 


