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第２編 地区構想

「堅下駅・法善寺駅周辺地区」
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第１章 地区の概要と課題

１．地区の現況

（１）地区の概要

堅下駅・法善寺駅が位置する地域は、柏原市都市計画マスタープランにおいて、堅下地域として

区分されています。本地域の特性として、住宅地間を結ぶ生活道路と位置付けられる旧国道 170

号（東高野街道）が配置されています。また、地域の住宅地は、自然発生的な既存の集落地と、高

井田・青山台の計画的に作られた住宅地に分けられ、既存集落地や農地、低地部に関しては宅地化

が進んでおり、一部住工が混在している地区も見られます。また、比較的新しい住宅地が多いこと

もあって堅下地域の高齢化率は 25.8％と市域全体の 26.3％に比べてやや低い状況にあります。

表：地域別人口と高齢化率

図：地域区分と地区の概要

出典：平成 27（2015）年国勢調査

地区 人口
老年人口

（65歳以上）
高齢化率

柏原地区 14,839 4,340 29.2%

堅下地区 24,630 6,355 25.8%

堅上地区 1,237 563 45.5%

国分地区 30,406 7,461 24.5%

市域全体 71,112 18,719 26.3%
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（２）主要な日常生活の施設

堅下駅・法善寺駅周辺地区には、健康福祉センター、市立柏原病院、堅下合同会館などの公共施

設等があり、教育施設としては堅下小学校、堅下北小学校、堅下北中学校があります。商業施設は、

信用金庫の支店やスーパーマーケットなど各駅周辺に施設が集中しています。また、柏原駅周辺地

区に近接しており、日常生活の施設として、堅下駅・法善寺駅周辺地区にある施設以外も広く利用

されています。

図：重点整備地区と周辺施設（堅下駅・法善寺駅周辺地区）
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（３）交通施設の現況

１）公共交通機関

本地区には近鉄大阪線が南北に走っており、堅下

駅・法善寺駅周辺に様々な施設が集積しています。１

日あたりの利用者数は、堅下駅において 3,694 人、

法善寺駅において 4,142 人となっており、堅下地域

の主要な公共交通手段となっています。

各駅は、地下に改札口があり、道路から改札、改札

からホームへの移動経路上に階段があります。なお、

障がい者等が利用する優先出入口はあるものの、券売

機や改札が無いため切符や IC カードの利用において

不便な状況にあります。

また、市直営の循環バス「きらめき号」にて市内循

環を行っており、堅下駅・法善寺駅周辺においても複

数のバス停があります。

２）道路

南北に走る旧国道 170 号や各駅前を東西に走る府

道 184 号線、市道本郷平野線を軸に道路網を形成し

ています。それぞれの道路では、歩道が整備されてい

るところもあれば、そうでないところもあり、整備さ

れているところでも十分な歩道幅員が確保できていな

い場合もあり、安全対策を求める声があります。

堅下駅優先出入口

市道 本郷平野線

市内循環バス「きらめき号」
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（４）生活関連施設・生活関連経路と重点整備地区

堅下駅・法善寺駅周辺地区の生活関連施設及び生活関連経路、重点整備地区は全体構想にて定め

たとおり、以下の内容となります。
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区分 生活関連施設

旅客施設
堅下駅

法善寺駅

官公庁施設 堅下合同会館

医療・福祉

施設

市立柏原病院

健康福祉センター

ほのぼのかたしも

その他施設 堅下北スポーツ広場

区分
生活関連経路

番号 道路名 区間

道路

1 旧国道 170 号 市境～平野交差点

2 旧国道 170 号 平野交差点～堅下小学校前交差点

3 旧国道 170 号 堅下小学校前交差点～太平寺北交差点

4 府道 184 号線 堅下駅～大県交差点

5 市道 太平寺上市線 上市法善寺線～旧国道 170 号

6 市道 大県上市線 上市法善寺線～旧国道 170 号

7 市道 大県信貴線 旧国道 170 号～健康福祉センター前

8 市道 恩智川東線 府道 184 号線～本郷平野線

9 市道 恩智川東線 本郷平野線～山ノ井法善寺線

10 市道 恩智川西線 府道 184 号線～本郷平野線

11 市道 恩智川西線 本郷平野線～山ノ井法善寺線

12 市道 山ノ井法善寺線 恩智川西線～旧国道 170 号

13 市道 本郷平野線 旧国道 170 号～恩智川東線

14 市道 本郷平野線 恩智川東線～法善寺駅

15 市道 本郷平野線 法善寺駅～上市法善寺線

16 市道 法善寺 31 号線 法善寺駅～ 法善寺 32 号線

17 市道 法善寺 32 号線 法善寺 31 号線～市立柏原病院前

18 市道 上市法善寺線 本郷平野線～市立柏原病院前
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２．地区内における課題

地区の現状を把握するため、地域住民や高齢者、障がい者の方とともにタウンウォッチング（ま

ち歩き点検調査）を実施し、その後のワークショップ（意見交換会）において、駅舎や道路等の問

題点や課題を抽出しました。

（１）タウンウォッチングの概要

基本構想の策定に向けて、地域住民や高齢者、障がい者の方の意向を反映するとともに、堅下駅・

法善寺駅周辺のバリアフリー上の課題や整備要望を把握することを目的としたタウンウォッチン

グを実施しました。

表：調査日時と参加者

実施日時 年月日：平成 30（2018）年７月 12 日 天候：晴れ

時 間：13：30～17：00

参
加
者

市民調査員 車いす使用者：１名

視覚障がい者：１名

聴覚障がい者：４名

高齢者：８名

子ども連れの親子：２組（７名）

介助者 車いす介助：１名

視覚障がい者介助：１名

手話通訳：２名

協議会委員 11 名

事務局 15 名

ワークショップの様子
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（２）タウンウォッチングルート

堅下駅・法善寺駅を拠点として２つの班（Ａ・Ｂ）に分かれて、それぞれのルートの施設及び経

路におけるバリアフリー上の問題点等の点検を行いました。

Ａルート 堅下合同会館 ⇒ 健康福祉センター ⇒ 堅下駅 ⇒ 堅下合同会館

Ｂルート ほのぼのかたしも ⇒ 法善寺駅 ⇒ 市立柏原病院 ⇒ ほのぼのかたしも

図：タウンウォッチングルート
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（３）タウンウォッチングの結果

Ａ班 道路

指摘事項 整備提案の意見等

①府道 184 号線

・歩道、車道の分け目が白線のみで、段差が無

く視覚障がい者にはわからない。

・歩道の傾斜がきつい。

・歩道に段差が多く危険である。（全体）

・歩道の幅が狭い。（全体）

・歩道の側溝に蓋が無いところがあり、ベビー

カーのタイヤが落ちそうになる。

・粗目グレーチングの上は歩きたくない。

・グレーチングの穴が大きい。

・白杖が穴（グレーチング等）に入ってしまう。

・歩道に電柱や標識があって通りにくい。

・歩道と車道の切れ目には段差がある方がわ

かりやすい。

・板のようなもので蓋をしてほしい。

・グレーチングの穴をふさぐ。

・大県交差点の信号に音響装置がほしい。

・堅下駅の踏切前は、幅員が狭いので、手前

に停止線が必要ではないか。（特に東行きの

車があった場合）

①府道 184 号線

②旧国道 170 号

③市道大県信貴線

Ａ Ｂ

Ｄ

Ｃ

Ｆ

Ｇ

Ｅ

H

凡例 英字：写真方向を示す。
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指摘事項 整備提案の意見等

②旧国道 170 号

・消防会館前の交差点は歩車道の区別がつき

にくく、車が曲がる時に入ってきて危ない。

・建物敷地への歩道勾配が急すぎるので、

ベビーカーが車道の方へ倒れそうになる。

・歩道の傾斜がきついので道路に出ないとい

けない。（車いす使用者）

・歩道のグレーチングが粗目で危ない。

・歩道ががたがたしている。

・電柱が歩道にはみ出ている。

③市道大県信貴線

・信号がボタン式かわからなかった。信号が変

わったこともわからなかった。

・交差点の視覚障害者誘導用ブロックが健康

福祉センターとつながっていない。

・交差点の電柱にカーブミラーをつける。

・舗装して角度を緩やかにする。

・信号に音響装置がほしい。

・交差点の北側に歩道をつくる。（視覚障害者

誘導用ブロックを敷設）

Ａ班 道路

Ａ 府道 184 号線 Ｂ 府道 184 号線
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Ｃ 旧国道 170 号 Ｄ 旧国道 170 号

Ｅ 旧国道 170 号 Ｆ 市道大県信貴線

Ｇ 市道大県信貴線 H 市道大県信貴線
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Ａ班 堅下駅

指摘事項 整備提案の意見等

優先出入口

・スロープの傾斜がきつく降りる時が怖い。

・優先出入口の位置を示す案内が無い。

・扉が大きく、１人で開くのが大変。

・インターホンのみでは聴覚障がいの方が使え

ない。

階段

・視覚障害者誘導用ブロック、手すりの点字が

すり減っていた。

・視覚障害者誘導用ブロックの厚みが薄い。

トイレ

・多目的トイレにベビーチェアが無い。

券売機

・券売機がタッチパネルなので、視覚障がい者

は切符を買えない。

・呼出しボタンの場所がわからない。

人的対応

・車いすで電車に乗る時の介助について、駅員

がいないときがあり、サポートが必要な場合

にどうしていいかわからない。

・優先出入口に切符の券売機がほしい。

・エレベーターがほしい。

Ａ

Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

凡例 英字：写真方向を示す。



第２編 地区構想「堅下駅・法善寺駅周辺地区」

60

Ａ班 堅下駅

Ａ 優先出入口 Ｂ 出入口

Ｃ 券売機 Ｄ インターホン

Ｅ トイレ Ｆ プラットホーム
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Ａ班 堅下合同会館

指摘事項 整備提案の意見等

敷地内通路

・スロープに自転車が止まっているため通りに

くい。

・階段の前後に視覚障害者誘導用ブロックが無い。

・玄関前の階段はタイルの色と模様が同じで段

差がわかりにくい。

・階段、スロープに手すりが無い。

・視覚障害者誘導用ブロックが駐車場方向に進

んでいる。

・スロープに視覚障害者誘導用ブロックがある

ため、車いすの回転が難しい。

エレベーター

・エレベーター内部の点字表示が上と下のみで

各階のボタンかわからない。

・エレベーター内部が狭い。

・エレベーターに開延長ボタンが無い。

・鏡が小さい。（車いすの移動確認が困難）

・エレベーター前まで視覚障害者誘導用ブロッ

クが接続されていない。

・入口の幅が狭い。

・階段の段がわかるように色を変える。

・手すりを設ける。

・視覚障害者誘導用ブロックを改修する。

・広いエレベーターがほしい。

・鏡の改修をする。

Ｂ

ＣＤ

Ｅ
Ａ

凡例 英字：写真方向を示す。
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指摘事項 整備提案の意見等

トイレ

・トイレ出入口が狭い。

・洋式の個室トイレが少ない。

・１階トイレはとても狭い。

・多目的トイレが２階にしか無い。

・多目的トイレも狭くて回転しにくい。

・多目的トイレが２階にあるという表示も無い。

・オストメイト対応トイレが無い。

内部通路

・柱が出ており通路幅が狭い。

・洋式トイレをつけてほしい。

・多目的トイレ（１階）の整備。

・オストメイト対応トイレを整備する。・トイ

レに手すりをつけてほしい。
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Ａ班 堅下合同会館

Ａ 出入口 Ｂ 出入口

Ｃ 出入口 Ｄ エレベーター

Ｅ トイレ（１階） トイレ（２階）
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Ａ班 健康福祉センター

指摘事項 整備提案の意見等

敷地誘導

・視覚障害者誘導用ブロックが横断歩道までつ

ながっていない。

出入口

・視覚障害者誘導用ブロックの色があせている。

ホール

・視覚障害者誘導用ブロックが受付で終わって

いる。

・床が視覚障害者誘導用ブロックと同色で見づ

らい。

エレベーター

・エレベーターへ誘導する視覚障害者誘導用ブ

ロックが無い。

・緊急時にインターホンしか無い（聴覚障がい

者は利用できない。）。

トイレ

・多目的トイレの案内が無い。

・多目的トイレのサインが見えにくい。

・多目的トイレの場所がわかりにくい。

・オストメイト対応のトイレが無い。

・横断歩道の視覚障害者誘導用ブロックまで

接続させる。

・エレベーターまでの視覚障害者誘導用ブロッ

クをつける。

・インターホンにモニターをつける。

・突き出し型のサインを設置する。

・サインの位置をわかりやすくする。

Ａ

Ｂ

Ｃ
ＤＥ

Ｆ
Ｇ
Ｈ

Ｉ
Ｊ

凡例 英字：写真方向を示す。
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指摘事項 整備提案の意見等

自動販売機

・手が不自由なのでお金が入れにくい。

・車いすでは上段のボタンに手が届かない。

公衆電話

・車いすだと手が届かない。

案内設備

・建物内の地図がどこにあるのかわからない。

・各室の点字の説明が略されていてわからな

かった。（身障者トイレ→しんトイレ）

・出入口のインターホンに点字が無い。

・ベビーカー置場の表示が足元にあり、わか

りにくい。

・コイン投入口をまとめて投入できるように

してほしい。

・車いすでも押せる位置にボタンをつける。

・車いすでも届く位置に公衆電話を設置する。

・丁寧な点字表示がほしい。

・視認できるところに案内を表示してほしい。

・災害警報で緊急の場合、ランプをつけてほ

しい。

Ａ班 健康福祉センター

Ａ 屋外通路 Ｂ 屋外通路
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Ｃ ホール Ｄ エレベーター

Ｅ 受付 Ｆ 受付

Ｇ 自動販売機 Ｈ 公衆電話

Ｉ トイレ Ｊ トイレ



第２編 地区構想「堅下駅・法善寺駅周辺地区」

67

Ｂ班 道路

指摘事項 整備提案の意見等

①市道本郷平野線

・視覚障害者誘導用ブロックの段差が危ない。

・グレーチングのすき間が広く、がたつきがある。

・ほのぼのかたしも前に横断歩道が無い。

・ほのぼのかたしもから駅まで路側帯に電柱が

出ていて危険。

・立て看板が歩道をふさいでいる。

・側溝の溝蓋が無い。

・民家の自転車が車道にはみ出している。

・歩道の無い部分がある。

・壺井寺横の側溝に蓋が無い。

②市道上市法善寺線

・歩道が傾斜している。

・歩道が凸凹している。

・細目のグレーチングに取り替える。

・路側帯上の電柱撤去。

・歩道のかわりとして車道の端に緑色（グリー

ンベルト）をぬる。

・ほのぼのかたしも前の橋を拡幅又は歩道を増

設する。

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ Ｅ

Ｆ

①市道本郷平野線

②市道上市法善寺線

③市道法善寺 32 号線

④市道法善寺31号線

凡例 英字：写真方向を示す。
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指摘事項 整備提案の意見等

③市道法善寺 32 号線

・溝が大きく蓋の無いところがある。

④市道法善寺 31 号線

・溝が大きく蓋の無いところもある。

・側溝の（子どもが入りそうな）危険な穴は金

網をつける。

・柵、スクリーン、蓋などで危険を回避する。

・側溝の蓋を個人の負担で整備するのは難し

い。府・市が負担すべきである。

Ｂ班 道路

Ａ 市道本郷平野線 Ｂ 市道本郷平野線

Ｃ 市道上市法善寺線 Ｄ 市道上市法善寺線

Ｅ 市道法善寺 32 号線 Ｆ 市道法善寺 31 号線
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Ｂ班 法善寺駅

指摘事項 整備提案の意見等

優先出入口

・スロープに凹凸があり車いすが進みにくい。

・スロープの傾斜が急である。

・インターホンのみでは聴覚障がいの方が使

えない。

階段

・手すりの高さが１つなので、子どもが持つに

は高い。

・階段は子ども連れ、高齢者には使いにくい。

券売機

・車いすの方にはボタン等の位置が少し高い。

・値段表の字が小さい。

トイレ

・洋式トイレが無い。

・男子トイレの入口に段差がある。

プラットホーム

・ホーム柵が無い。

・非常通報ボタンが車いすの人には高い。

・スロープの傾斜が急である。

駅前

・タクシー乗り場が無い。

・エレベーターが必要である。

・券売機の高さを下げてもらう。

・洋式トイレを増設する。

・内方線を設置する。

・非常通報ボタンの高さを下げてもらう。

・安堂駅のように橋上駅の方が良い。

Ａ

Ｂ
Ｅ

Ｆ

Ｃ

Ｄ

凡例 英字：写真方向を示す。
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Ｂ班 法善寺駅

Ａ 出入口 Ｂ 優先出入口

Ｃ 階段 Ｄ 券売機

Ｅ トイレ Ｆ プラットホーム
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Ｂ班 ほのぼのかたしも

指摘事項 整備提案の意見等

敷地内通路

・歩道への飛び出しが危ない。（子どもなど）

・車道から入るときに段差がある。

トイレ

・サインの位置がわかりにくい。

・「とまれ」の印か目立つ色を引く。

・サインの位置を変更する。

・大人用トイレに子どもを座らせるシートが

あると良い。

Ｃ

ＤＥ

凡例 英字：写真方向を示す。

ＢＡ
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Ｂ班 ほのぼのかたしも

Ａ 出入口 Ｂ 出入口

Ｃ プレイルーム Ｄ トイレ

Ｅ トイレ
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Ｂ班 市立柏原病院

指摘事項 整備提案の意見等

案内設備

・案内表示が日本語と漢字ばかりで、外国人

はわからない。

・バスの到着が時刻表だけではわかりにくい。

エレベーター

・エレベーターが４基あるものの、次にどれ

が来るかわからない。

敷地内通路

・病院前の送迎マイクロバスが視覚障害者

誘導用ブロックの近くに停車している。

・駐車場から出入口まで遠く、屋根が無い。

・車寄せ周辺の歩道と車道の境界の段差が

大きい。大きい。

トイレ

・オストメイト対応設備が無い。（※設備はあ

るが、場所がわからなかった。）

・バスの接近情報を示す。

・次に来るエレベーターが見てわかるように、

ランプで知らせる。

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

凡例 英字：写真方向を示す。
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Ｂ班 市立柏原病院

Ａ 出入口 Ｂ 総合案内所

Ｃ トイレ Ｄ 敷地内通路

Ｅ 案内板 Ｆ エレベーター
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（４）重点整備地区における課題

これまでのヒアリング調査やタウンウォッチングの結果を踏まえ、堅下駅・法善寺駅周辺地区の

主な課題を整理します。

駅舎・施設のバリアフリーについて

堅下駅・法善寺駅はタウンウォッチングやヒアリング結果のとおり段差解消に関する意見が多く

なっています。また、プラットホームにおいては内方線付き点状ブロックが無いなど、高齢者や障

がい者など誰もが利用できる駅舎環境の整備が必要となっています。

施設においてはトイレに関する意見が多く、多目的トイレの整備や洋式化の要望があがっていま

す。そのほか、掲示板や案内板の文字が細く読めないといった意見やルビ振りを行ってほしいとい

った意見があり、案内設備の内容の充実が求められています。

重点的かつ一体的なバリアフリーについて

府道 184 号線や市道本郷平野線などの堅下駅・法善寺駅周辺道路において、歩道の無い箇所や

歩道は整備されていても十分な歩道幅員が確保されていない場合もあり、歩行者の安全確保に関す

る意見がヒアリング等で複数あがっています。また、道路と施設の間の視覚障害者誘導用ブロック

が連続して設置できていないなどの問題があります。こうした問題から堅下駅・法善寺駅を中心と

した重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進する必要があります。

心のバリアフリーについて

経路上の違法駐輪などのマナー違反によってバリアフリー化された施設がその機能を果たせて

いない状況もみられ、高齢者、障がい者等が移動しやすく利用しやすい駅や道路等の施設とするた

めには、ハード面における整備だけでなく、ソフト面として市民、施設設置管理者、関係行政機関

などが高齢者、障がい者等へ配慮し、お互いに助け合うといった「心のバリアフリー」を促進する

必要があります。
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第２章 堅下駅・法善寺駅周辺地区におけるバリアフリー化の基本方針

１．バリアフリー化の基本方針

全体構想において市全体のバリアフリー化の基本方針を「誰もが、安全・安心・快適に 活動で

きるまち 柏原」と掲げており、これを踏まえて、堅下駅・法善寺駅周辺地区の基本方針を次のよ

うに定めます。

【全体構想の基本目標と基本方針】

誰もが、安全・安心・快適に 活動できるまち 柏原

・高齢者、障がい者等が安全・安心・快適に活動できるまちづくりの推進

・重点的かつ一体的なバリアフリー化の推進

・心のバリアフリーの促進

・継続的に取り組むバリアフリー

【堅下駅・法善寺駅周辺地区におけるバリアフリー化の基本方針】

１．誰もが安全・安心・快適に活動できるよう、鉄道駅や施設等の整備を

推進します。

２．鉄道駅と周辺施設等を円滑に移動できるバリアフリーネットワークの

整備を推進します。

３．移動や施設利用等で困っている人を助け合える「心のバリアフリー」を

促進します。
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■基本方針の内容

１．誰もが安全・安心・快適に活動できるよう、鉄道駅や施設等の整備を

推進します。

通勤、通学、日常的な買い物、通院などで多くの人が利用する堅下駅・法善寺駅に

おいて、更なるバリアフリー化を図るとともに、その他の施設についてもバリア解消

のための整備や案内設備の充実等を図り、誰もが利用しやすい環境となるバリアフリ

ー整備を推進します。

２．鉄道駅と周辺施設等を円滑に移動できるバリアフリーネットワークの

整備を推進します。

堅下駅・法善寺駅から周辺施設への主要道路における歩行空間の障害物の解消、段

差や勾配の改良など歩道のバリアフリー化を図るとともに、来訪者への案内情報の充

実などを推進します。

３．移動や施設利用等で困っている人を助け合える「心のバリアフリー」を

促進します。

駅をはじめとする施設のバリアフリー化、主要道路のバリアフリーネットワークが

形成されても、利用者のマナー不足があるとバリアは解消されません。そこで、市民

ひとりひとりが高齢者、障がい者等への理解を深め、ともに支えあうまちを実現する

ための「心のバリアフリー」を促進します。
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第３章 重点整備地区における整備計画

１．特定事業等に関する事項

（１）重点整備地区における整備について

本基本構想に基づき生活関連施設及び生活関連経路を選定した重点整備地区の中で、それぞれの

施設設置管理者等が重点的かつ一体的に特定事業等を実施してバリアフリー化を推進します。

（２）特定事業について

バリアフリー法においては、既設の建築物や道路はバリアフリー化の義務を持つものではありま

せんが、基本構想に「特定事業」を定めた場合、その特定事業を実施すべき施設設置管理者には、

特定事業計画の作成とこれに基づく事業実施が義務付けられます。本計画において整備項目は以下

のように区分します。

＜整備項目の区分＞

●（黒丸） ：特定事業（移動等円滑化基準等に係る事業）

○（白丸） ：特定事業以外の事業

◇（白ダイヤ）：維持管理を含むソフト事業（ソフト）

＜特定事業の内容＞

■公共交通特定事業

特定旅客施設において実施する事業で、高齢者、障がい者等の移動や利用に適した段差解消、ト

イレ等の整備のほか、鉄道、バス等の車両の整備に関する事業。

■建築物特定事業

不特定多数の人が利用する建築物において実施する事業で、高齢者、障がい者等の移動や利用に

適したエレベーター、トイレ等の設置に関する事業。

■都市公園特定事業

都市公園において実施する事業で、高齢者、障がい者等の移動や利用に適した園路、障がい者用

トイレ、休憩所等の設置に関する事業。

■路外駐車場特定事業

特定路外駐車場において実施する事業で、高齢者、障がい者等の移動や利用に適した駐車施設や

段差解消のためのスロープ等の設置に関する事業。

■道路特定事業

道路において実施する事業で、歩道の設置や拡幅、路面の改善などのほか、施設の場所を案内す

る標識の設置等に関する事業。

■交通安全特定事業

交通安全に関する事業で、高齢者等感応式信号機（青延長用押ボタン付信号機）や音響式信号機

（視覚障害者用付加装置付信号機）、道路標識や横断歩道等の道路標示などの設置に関する事業の

ほか、違法駐車行為に対する取締りの強化や広報及び啓発活動に関する事業。

※法文をもとに作成
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（３）実施すべき特定事業等

バリアフリー法では、「移動等円滑化のために実施すべき特定事業、その他の事業に関する基本

的な事項」（法 25 条第２項第３号）を基本構想に定めるものとしています。

そこで、本項目においては高齢者、障がい者、市民等が参加したタウンウォッチングや現地調査

で得られた意見、基本方針等を踏まえて、事業者と協議の上、実施すべき特定事業やその他の事業

を以下のとおり設定します。なお、国のバリアフリー法の目標年度が平成 32（2020）年のため、

平成 32（2020）年度までに実施予定となる整備内容を以下に掲載し、その後の整備内容につい

ては国等の動向を確認しながら、基本構想の見直しにあわせて対応していくこととします。

＜整備時期の区分＞

短 期 ： ～ 平成 32（2020）年度

長 期 ： 平成 33（2021）年度以降

継 続 ： 今後、継続して取り組む事業

【公共交通（鉄道・バス）】

堅下駅 〔事業者：近畿日本鉄道〕

整備内容 位置
整備

時期
備考

●段差の解消（地上改札及びスロープの設置） ① 短期

●手すり設置、改良 階段・スロープ 短期

●点字案内板（触知図）の設置
出入口・

トイレ付近
短期

設備案内・トイレ

配置

●ホームへの内方線付き点状ブロックの整備 ② 短期

①

①

②

図：整備位置（参考）
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法善寺駅 〔事業者：近畿日本鉄道〕

整備内容 位置
整備

時期
備考

●段差の解消（地上改札及びスロープの設置） ① 短期

●手すり設置、改良 階段・スロープ 短期

●点字案内板（触知図）の設置
出入口・

トイレ付近
短期

設備案内・トイレ

配置

●ホームへの内方線付き点状ブロックの整備 ② 短期

市内循環バス 〔事業者：柏原市〕

整備内容
整備

時期
備考

○コミュニケーション支援ボードの整備 短期

◇情報提供の充実 継続
車いすの利用

情報提供等

◇運転手への高齢者、障がい者等への待遇介助の教育 継続

①

①②

図：整備位置（参考）
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【建築物】

堅下合同会館 〔事業者：柏原市〕

整備内容
整備

時期
備考

○車いす使用者用駐車施設の設置 短期

○案内標識の設置 短期 トイレ・エレベーター位置の明示

◇受付カウンター付近に耳マーク及び筆談具の

設置と対応
短期

◇高齢者、障がい者等の円滑な誘導が

行われるよう職員の教育や啓発を実施
継続

市立柏原病院 〔事業者：柏原市〕

整備内容
整備

時期
備考

●案内板の改修 短期
トイレ位置の明示

案内設備の文字サイズ等改善

◇受付カウンター付近に耳マーク及び

筆談具の設置と対応
短期

健康福祉センター 〔事業者：柏原市〕

整備内容
整備

時期
備考

◇受付カウンター付近に耳マーク及び

筆談具の設置と対応
短期

◇高齢者、障がい者等の円滑な誘導が

行われるよう職員の教育や啓発を実施
継続

ほのぼのかたしも 〔事業者：柏原市社会福祉協議会〕

整備内容
整備

時期
備考

●案内標識の設置 短期 トイレ位置の明示

○飛び出し注意の看板設置と注意喚起 短期

◇高齢者、障がい者等の円滑な誘導が

行われるよう職員の教育や啓発を実施
継続
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【道路】

①～③旧国道 170 号 〔事業者：大阪府（道路管理者）〕

整備内容
整備

時期
備考

●歩道の改良

（平坦性の確保、段差解消）

短期～

長期

事業範囲は区間③のうち、

府道 184 号線～市道大県信貴線

●視覚障害者誘導用ブロックの敷設 短期
事業範囲は区間③のうち、

府道 184 号線～市道大県信貴線

●溝蓋・グレーチングの改良
短期～

長期

○歩道上の障害物（電柱等）の移設
短期～

長期
管理者と移設に向けて調整を行う

④府道 184 号線 〔事業者：大阪府（道路管理者）〕

整備内容
整備

時期
備考

●歩道の改良

（平坦性の確保、段差解消）

短期～

長期

事業範囲は区間④のうち、

堅下合同会館前～旧国道 170 号

●視覚障害者誘導用ブロックの敷設 短期
事業範囲は区間④のうち、

堅下合同会館前～旧国道 170 号

●カラー舗装によるソフト分離 短期
事業範囲は区間④のうち、

堅下駅前～堅下合同会館前

●溝蓋・グレーチングの設置及び改良
短期～

長期

○歩道上の障害物（電柱等）の移設
短期～

長期
管理者と移設に向けて調整を行う

⑤市道 太平寺上市線 〔事業者：柏原市（道路管理者）〕

整備内容
整備

時期
備考

○歩道上の障害物（電柱等）の移設
短期～

長期
管理者と移設に向けて調整を行う

◇溝蓋・グレーチングの改良、カラー舗装等に

よるソフト分離の検討

短期～

長期

実現性検討の結果により事業化へ

移行する
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⑥市道 大県上市線 〔事業者：柏原市（道路管理者）〕

整備内容
整備

時期
備考

○歩道上の障害物（電柱等）の移設
短期～

長期
管理者と移設に向けて調整を行う

◇溝蓋・グレーチングの改良、カラー舗装等に

よるソフト分離の検討

短期～

長期

実現性検討の結果により事業化へ

移行する

⑦市道 大県信貴線 〔事業者：柏原市（道路管理者）〕

整備内容
整備

時期
備考

◇視覚障害者誘導用ブロックの敷設検討
短期～

長期

実現性検討の結果により事業化へ

移行する

⑧⑨市道 恩智川東線 〔事業者：柏原市（道路管理者）〕

整備内容
整備

時期
備考

◇溝蓋・グレーチングの改良、カラー舗装等に

よるソフト分離の検討

短期～

長期

実現性検討の結果により事業化へ

移行する

⑩⑪市道 恩智川西線 〔事業者：柏原市（道路管理者）〕

整備内容
整備

時期
備考

◇溝蓋・グレーチングの改良、カラー舗装等に

よるソフト分離の検討

短期～

長期

実現性検討の結果により事業化へ

移行する

⑫市道 山ノ井法善寺線 〔事業者：柏原市（道路管理者）〕

整備内容
整備

時期
備考

◇歩道設置の検討
短期～

長期
遊水地事業との調整を要する
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⑬⑭⑮市道 本郷平野線 〔事業者：柏原市（道路管理者）〕

整備内容
整備

時期
備考

○視覚障害者誘導用ブロックの修繕 短期 事業範囲は区間⑬

○溝蓋・グレーチングの改良 短期

○歩道上の障害物（電柱等）の移設
短期～

長期
管理者と移設に向けて調整を行う

○カラー舗装によるソフト分離 短期

⑯市道 法善寺 31 号線 〔事業者：柏原市（道路管理者）〕

整備内容
整備

時期
備考

○溝蓋・グレーチングの改良 短期

○カラー舗装によるソフト分離 短期

⑰市道 法善寺 32 号線 〔事業者：柏原市（道路管理者）〕

整備内容
整備

時期
備考

○溝蓋・グレーチングの改良 短期

○歩道上の障害物（電柱等）の移設
短期～

長期
管理者と移設に向けて調整を行う

○カラー舗装によるソフト分離 短期
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【交通安全】

交通安全 〔事業者：大阪府公安委員会〕

整備内容
整備

時期
備考

◇交通規制や違法駐車・駐輪などの取締り強化 継続

◇違法駐車の防止や自転車の通行マナーに関する

広報・啓発活動
継続
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（４）その他の取組

堅下駅・法善寺駅周辺地区におけるその他の取組は、バリアフリー化の基本方針に定めた心のバ

リアフリーの促進等について、第１編第５章に記載した総合的なバリアフリー化に向けた取組をも

とに以下の内容を実施していきます。

取組の内容

・関係団体等と連携したバリアフリー教室の開催

・市ホームページや広報を活用したバリアフリー情報の提供

・交通安全教室の開催や自転車マナーアップキャンペーンの実施

・バリアフリーマップ作成に向けた検討

[バリアフリー教室の参考資料]

出典：「バリアフリー教室」のすすめ子どもと学ぶバリアフリー（国土交通省）
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２．今後の検討課題

当事者等の要望の中には、短期的に実現の難しい内容など検討の必要な事項があるため、今後の

検討課題として以下に記します。なお、検討項目については、今後、スパイラルアップを行う中で

必要な議論を得て判断し、対応していくこととします。

（１）公共交通（鉄道・バス）

【鉄道駅（堅下駅・法善寺駅）】

・個室トイレについて洋式化の要望があるため、今後検討を行う必要があります。

・無人駅となる時間帯があるため、緊急時や障がい者等への対応について検討する必要があ

ります。

・階段踏面端部の見切り材や構内の視覚障害者誘導用ブロック・点字シート等が一部劣化し

ているため、劣化進行に応じて修繕を行う必要があります。

・堅下駅前の踏切道は自動車と歩行者の交通が分離されておらず危険な状態となっているた

め、安全対策を進める必要があります。

【バス（市内循環バス）】

・低床バスは、利用者の需要状況を見合わせながら導入の検討を行う必要があります。

（２）建築物

【堅下合同会館】

・多機能トイレの設備が基準に適合していませんが、現在のスペースでは対応が難しいこと

から施設の改修にあわせてトイレ改修を行う必要があります。

・階段やスロープへ手すりが設置されていないところや階段踏面端部に見切りが無く認識し

づらいところがあるため、バリアフリー化を行う必要があります。

・視覚障害者誘導用ブロックが設置されているものの、その設置方法やブロックの規格が基

準に適合していないため、改修を行う必要があります。

・災害時や緊急時の情報が視覚障がい者や聴覚障がい者へ適切に伝わらない場合があるため、

職員等の対応方法や設備の設置について検討する必要があります。

【市立柏原病院】

・エレベーターは複数ありますが、次に到着するのはどれかわからないため、ランプ等の設

置を求める声があります。

・駐車場から玄関の経路について、屋根の無い箇所があり、整備を求める声があります。

・前面道路から玄関までの経路近くに送迎バスが駐車されており、安全上問題があるため移

動等を検討する必要があります。
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・階段手すりの点字シートが一部劣化しているため、劣化進行に応じて修繕する必要があり

ます。

・災害時や緊急時の情報が視覚障がい者や聴覚障がい者へ適切に伝わらない場合もあること

から、職員等の対応方法や設備の設置について検討する必要があります。

・高齢者、障がい者等の円滑な誘導が行われるよう職員の教育や啓発を実施する必要があり

ます。

【健康福祉センター】

・多機能トイレにオストメイト対応設備が設置されていないため、施設の改修等にあわせて

トイレ改修を検討する必要があります。

・敷地内と前面道路の視覚障害者誘導用ブロックが適切に接続されていないため、改修を検

討する必要があります。

・多機能トイレの案内標識や案内板の点字シートに分かりにくい部分があるため、改修を検

討する必要があります。

・更なるバリアフリー対応として当事者から要望のあったインターホンへの点字シート設置

やバリアフリー型自動販売機の導入を検討する必要があります。

・災害時や緊急時の情報が視覚障がい者や聴覚障がい者へ適切に伝わらない場合もあること

から、職員等の対応方法や設備の設置について検討する必要があります。

【ほのぼのかたしも】

・敷地入口のスロープ勾配が現行基準を満たしていないため、改修の検討を行う必要があり

ます。

・受付カウンター付近に障がい者等の利用に配慮した設備（筆談具等）が無いため、設置す

る必要があります。

・災害時や緊急時の情報が視覚障がい者や聴覚障がい者へ適切に伝わらない場合もあること

から、職員等の対応方法や設備の設置について検討する必要があります。
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（３）道路

【旧国道 170 号】

・市境～平野交差点間において、歩道幅員が狭く段差等もあるため、堅下北スポーツ広場の

供用を踏まえてバリアフリー化を検討する必要があります。

・堅下小学校前交差点～太平寺北交差点間に歩道の無い区間があり、歩行者の安全な通行の

ため、歩道整備を検討する必要があります。

・歩道のある区間についてもマウントアップ形式の構造で急な勾配や車道との段差があり、

車いす等で利用できない場合があります。また、障害物等によって歩道幅員が狭くなって

いることもあり、歩行環境の改善を検討する必要があります。

【府道 184 号線】

・堅下駅周辺は道路際に建物等が接しているため道路幅員の確保が難しい状況となっていま

す。今後、用地買収を含めた道路の拡幅を検討する必要があります。

・堅下駅前の踏切道は自動車と歩行者の通行が分離されておらず危険な状態となっています。

今後、堅下駅の改修と併せて、踏切道の安全対策を検討する必要があります。

【市道 大県上市線】

・上市法善寺線～近鉄大阪線間に歩道はありますが、幅員が狭く歩車道の境界も曖昧なため、

改修を検討する必要があります。

・交差点の見通しが悪いため、カーブミラーの設置要望があります。

【市道 大県信貴線】

・歩車道の境界を明示することや歩道への視覚障害者誘導用ブロックの設置について検討す

る必要があります。

【市道 上市法善寺線】

・車止めの撤去や舗装の修繕について意見があがっているため、改修を検討する必要があり

ます。

【歩道の無い道路】

・道路利用の実態や必要性等を見合わせながら歩道設置を検討する必要があります。
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（４）交通安全

【交通安全】

・バリアフリー対応型信号機の設置については高齢者、障がい者等の利用実態や要望等を見

合わせながら導入を検討する必要があります。

・ほのぼのかたしも前の横断歩道設置について要望があがっており、詳細を検討する必要が

あります。
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１．柏原市バリアフリー基本構想協議会委員名簿

氏名
所属等

平成 29（2017）年度 平成 30（2018）年度

山田
や ま だ

祐士
ゆ う じ 近畿日本鉄道㈱

鉄道本部 大阪統括部 施設部工務課 課長

福家
ふ け

邦
くに

保
やす

水谷
みずたに

亮
あきら 大阪府 柏原警察署

交通課 課長

松村
まつむら

芳
よし

美
み

畠山
はたけやま

左千夫
さ ち お

柏原市老人クラブ連合会 会長

酒本
さかもと

順次
じゅんじ

柏原市身体障害者福祉会 会長

○柿木
か き ぎ

志
し

津江
づ え 関西福祉科学大学

社会福祉学部 社会福祉学科 准教授

碓
うす

田
だ

智子
と も こ 大阪教育大学

教育学部 教育協働学科 教授

杉野
す ぎ の

雅
まさ

仁
と

柏原市区長会 会長

清水
し み ず

俊
とし

博
ひろ

岡本
おかもと

昇
のぼる 国土交通省 近畿運輸局

交通政策部 消費者行政・情報課 課長

西山
にしやま

憲一
けんいち 大阪府 住宅まちづくり部

建築指導室 建築企画課 主査

渡部
わたなべ

恭三
きょうぞう 大阪府 八尾土木事務所

維持保全課 課長

市川
いちかわ

信行
のぶゆき

柏原市 政策推進部 部長

福井
ふ く い

浩
ひろし

脇田
わ き た

直行
なおゆき

柏原市 総務部 部長

石橋
いしばし

敬三
けいぞう

柏原市 健康福祉部 部長

森本
もりもと

貞男
さ だ お

柏原市 都市デザイン部 部長

○：会長

（敬称略）
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２．柏原市バリアフリー基本構想策定経緯

第 1 回 協議会

平成 30（2018）年 3 月 22 日 柏原市役所別館（フローラルセンター）３階大会議室にて

主な議題：・堅下駅・法善寺駅周辺地区バリアフリー基本構想の策定に向けて

（目的・スケジュールの説明）

第２回 協議会

平成 30（2018）年５月１８日 柏原市役所別館（フローラルセンター）３階大会議室にて

主な議題：・生活関連施設、生活関連経路の選定について

・詳細調査の報告について

・タウンウォッチング及びヒアリング調査の概要について

タウンウォッチング調査

平成 30（2018）年７月 12 日

実施場所：・堅下駅周辺（堅下駅、堅下合同会館、健康福祉センター）

・法善寺駅周辺（法善寺駅、ほのぼのかたしも、市立柏原病院）

参加者数：51 名

ヒアリング・アンケート調査

平成 30（2018）年７月～８月

調査対象：肢体障がい者、視覚障がい者、聴覚障がい者、精神及び知的障がい者（介助者）、高

齢者、児童及び子どもをもつ親

第３回 協議会

平成 30（2018）年９月 20 日 柏原市役所別館（フローラルセンター）３階大会議室にて

主な議題：・前回の協議会意見と生活関連施設、生活関連経路の修正について

・調査結果の報告

・タウンウォッチング及びヒアリング調査の概要について

・基本目標、基本方針について

・地区の現状と施設分類別の主な意見について
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第４回 協議会

平成 30（2018）年 12 月３日 柏原市役所別館（フローラルセンター）３階大会議室にて

主な議題：・柏原市バリアフリー基本構想の素案について

・道路上の障害物の移設に関する協力依頼文について

パブリックコメント

平成 30（2018）年 12 月 14 日～12 月 28 日

寄せられた意見：1 通（意見数 1 件）

第５回 協議会

平成 31（2019）年２月 12 日 柏原市役所別館（フローラルセンター）３階大会議室にて

主な議題：・パブリックコメントの結果について

・柏原市バリアフリー基本構想（原案）について

協議会の様子
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３．バリアフリー空間確保にかかる電柱等の取扱いについて（依頼）
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