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大津市バリアフリー基本構想に基づく 

重点整備地区における取り組み         

令和3年1 2月1 7日 

地 域 交 通 政 策 課 
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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（Ｈ12.11施行） 

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる 
特定建築物の建築の促進に関する法律（Ｈ6.9施行） 

ハートビル法 

ユニバーサルデザイン政策大網（Ｈ１７.７策定） 
ハートビル法では、建築物の施設ごとに独立して推進が図られており、連続したバリアフリー化が実現さ
れていない。また、交通バリアフリー法では、旅客施設を中心とした生活圏の一部にとどまっている。 

これらの課題等について一体的・連続的な移動空間形成のため、ユニバーサルデザインの考え方を踏ま
えた現行法の一体化に向けた法整備を構築する。 

高齢者、身体障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律（Ｈ18.6施行） 

バリアフリー法 

大津市バリアフリー基本構想 
（Ｈ２３.３策定） 

大津市交通バリアフリー基本構想 
（Ｈ１５.３策定） 

大津市バリアフリー基本構想 

策定の背景 

交通バリアフリー法 

2 

対象事業 ・公共交通特定事業 
       ・交通安全特定事業 
       ・道路特定事業 

対象事業 ・公共交通特定事業 
       ・建築物特定事業 
       ・都市公園特定事業 
       ・路外駐車場特定事業 
       ・交通安全特定事業 
       ・道路特定事業 
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基本理念 

誰もが安全・安心に手をとりあって暮らせるまち 大津 

基本方針 

１） ユニバーサルデザインを基本としたまちづくり 

２） 関連事業者の責任と連携による一体的な移動ネットワークの構築 

３） 利用者の意見を反映したバリアフリー整備の推進 

４） 市民と関連事業者、行政によるこころのバリアフリーの推進 

５） バリアフリーに関する情報提供の推進 

大津市バリアフリー基本構想 

（平成２３年３月策定） 

重点整備地区の設定 

○ＪＲ大津駅・京阪浜大津駅（びわ湖浜大津駅）周辺地区 

○ＪＲ膳所駅・京阪膳所駅周辺地区 

目標年次 

平成３２年度（令和２年度）※国のバリアフリー基本方針に準じて設定 
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ＪＲ大津駅・京阪浜大津駅（びわ湖浜大津駅）周辺地区 

ＪＲ膳所駅・京阪膳所駅周辺地区 

ＪＲ膳所駅・京阪膳所駅周辺地区は、駅北側には商業施設や高層住宅、学校施設

があり、駅南側には、病院、福祉施設や短期大学など、生活関連施設となりうる施

設が集積している地域であり、基本構想策定当時は、膳所駅駅舎のバリアフリー

化が未整備であったことから、重点整備地区とし膳所駅の橋上化及び駅周辺整備

に併せたバリアフリー化を進めてきた。 

 

平成１４年度に「大津市交通バリアフリー基本構想」を策定し、ＪＲ大津駅・京阪浜

大津駅周辺地区を重点整備地区として、鉄道駅、道路を中心にバリアフリー化を

進め、特定旅客施設である大津駅やびわこ浜大津駅のバリアフリー化において一

定の成果を挙げてきたが、バリアフリー法の改正に伴い、対象施設や事業の見直

しを行い、引き続き、重点整備地区としてバリアフリー化の充実を図ってきている。 

大津市バリアフリー基本構想 

重点整備地区の設定 
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大津市バリアフリー基本構想 

策定及び事業進捗管理体制 

大津市バリアフリー推進協議会（Ｈ１４．５設置） 分　野 所　　属 職　　名 氏　名

学識経験者 立命館大学 教授 小川　圭一

市民団体 大津市自治連合会 理事 田中　輝彦

市民団体 おおつ環境フォーラム 会員 堀内　重人

市民団体 大津市地域女性団体連合会 副会長 坪井　由美子

障害者団体 大津市身体障害者更生会 会長 乾澤　正和

障害者団体 大津視覚障害者協会 会長 奥村　清和

高齢者団体 大津市老人クラブ連合会 副会長 松田　千江子

関係機関 国土交通省近畿運輸局　滋賀運輸支局
首席運輸企画

専門官
野口　英樹

道路管理者 国土交通省近畿地方整備局　滋賀国道事務所 総括保全対策官 竹井　宏和

関係機関 滋賀県土木交通部交通戦略課 課長 渡辺　正人

道路管理者 滋賀県大津土木事務所 次長（技術） 石山　基

公安委員会 滋賀県警察大津警察署 交通第一課長 北川　秀平

公安委員会 滋賀県警察大津北警察署 交通課長 水野　史夫

公共交通　事業者 西日本旅客鉄道株式会社　近畿統括本部
地域共生室
担当室長

井上　典彦

公共交通　事業者 京阪電気鉄道株式会社　経営企画部 課長 亀井　将洋

公共交通　事業者 一般社団法人　滋賀県バス協会 専務理事 野村　義明

公共交通　事業者 一般社団法人　滋賀県タクシー協会 専務理事 松尾　武文

大津市 政策調整部 部長 田村　秀徳

大津市 福祉子ども部 部長 西村　和利

大津市 健康保険部 部長 南堀　弘

大津市 都市計画部 部長 内川　直樹

大津市 建設部 部長 松澤　秀夫

大津市 教育委員会 教育部長 平尾　伸之

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律に基づき、基本構想の作成又は変更

について協議を行うほか、基本構想の推進その

他移動円滑化の促進に関する関係機関相互の

連絡調整を図る。 

令和３年度委員名簿 
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大津市バリアフリー基本構想の 

経過と今後の取組み方針 

これまでの経過 

事業主体に対して整備の状況や今後の予定について調査したところ、予定
通り進めていくと、全体の整備率が約９０％に達する見込みとなることが
明らかになった。 

今後も、着実に進められるよう進捗状況の把握と取り組みの推進をフォ
ローアップしていく。 

平成２３年度から令和２年度までの１０年間において、本市バリアフリー
基本構想に基づき、道路等のバリアフリー整備を推進してきた。 

 ⇒令和２年度末時点において、整備が完了していない取り組みがあったこ 

 とから、現基本構想に掲げた取り組みをさらに進めるものとして、引き続 

 き、現基本構想に基づくバリアフリー整備を推進していく必要がある。 

  そのため、現基本構想の計画期間を令和２年度までから令和６年度まで 

 に延伸（４年間）し、各地区のバリアフリー整備を進めていく。 

 ※ R3.3.29開催の大津市バリアフリー推進協議会において決議 

今後の取組み方針 
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特定事業の種類 全事業数 廃止 対象事業 完了 未完了 整備率

01公共交通特定事業 18 0 18 9 9 50.0%

02建築物特定事業 77 23 54 35 19 64.8%

03都市公園特定事業 10 0 10 8 2 80.0%

04路外駐車場特定事業 1 0 1 1 0 100.0%

05交通安全特定事業 5 0 5 5 0 100.0%

06道路特定事業 141 0 141 86 55 61.0%

07その他の事業 5 0 5 2 3 40.0%

総計 257 23 234 146 88 62.4%

道路特定事業 全事業数 廃止 対象事業 完了 未完了 整備率

歩道に資する整備 136 0 136 83 53 61.0%

特定事業の種類 全事業数 廃止 対象事業 完了 未完了 整備率

01公共交通特定事業 18 0 18 16 2 88.9%

02建築物特定事業 77 23 54 52 2 96.3%

03都市公園特定事業 10 0 10 8 2 80.0%

04路外駐車場特定事業 1 0 1 1 0 100.0%

05交通安全特定事業 5 0 5 5 0 100.0%

06道路特定事業 141 0 141 125 16 88.7%

07その他の事業 5 0 5 2 3 40.0%

総計 257 23 234 209 25 89.3%

道路特定事業 全事業数 廃止 対象事業 完了 未完了 整備率

歩道に資する整備 136 0 136 120 16 88.2%

特定事業の整備予定（全体） 

令和３年３月末時点での整備状況 

令和７年３月末時点での整備見込み 
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特定事業の種類 全事業数 廃止 対象事業 完了 未完了 整備率

01公共交通特定事業 6 0 6 1 5 16.7%

02建築物特定事業 37 8 29 21 8 72.4%

03都市公園特定事業 5 0 5 4 1 80.0%

04路外駐車場特定事業

05交通安全特定事業 2 0 2 2 0 100.0%

06道路特定事業 61 0 61 48 13 78.7%

07その他の事業 2 0 2 0 2 0.0%

総計 113 8 105 76 29 72.4%

道路特定事業（大津） 全事業数 廃止 対象事業 完了 未完了 整備率

歩道に資する整備 58 0 58 47 11 81.0%

特定事業の種類 全事業数 廃止 対象事業 完了 未完了 整備率

01公共交通特定事業 6 0 6 4 2 66.7%

02建築物特定事業 37 8 29 27 2 93.1%

03都市公園特定事業 5 0 5 4 1 80.0%

04路外駐車場特定事業

05交通安全特定事業 2 0 2 2 0 100.0%

06道路特定事業 61 0 61 57 4 93.4%

07その他の事業 2 0 2 0 2 0.0%

総計 113 8 105 94 11 89.5%

道路特定事業（大津） 全事業数 廃止 対象事業 完了 未完了 整備率

歩道に資する整備 58 0 58 54 4 93.1%

特定事業の整備予定 
ＪＲ大津駅・京阪浜大津駅（びわ湖浜大津駅）周辺地区 

令和３年３月末時点での整備状況 

令和７年３月末時点での整備見込み 

8 Ｐ９,１０の緑字の事業 
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図 大津駅周辺地区の特定事業（その他事業も含む）の総括図（道路特定事業以外）  

(3)-1都市公園：大津湖岸なぎさ公園 

●側溝の改良 

●車止め幅の改良 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

●自販機の障がい者対応 

●勾配の改善 

(2)-8 建築物：関西アーバン銀行大津支

店【廃止】 

(2)-7建築物：滋賀銀行本店 

●オストメイトへの対応 

(2)-3建築物：中央市民センター 

●ベンチ設置場所の見直し 

●手すりの設置 

●階段や段差の端部の色の明確化 

●車いす使用者用駐車施設の整備 

●オストメイトへの対応【困難】 

●触知図案内板の設置 

 

(7)-1その他：三井寺駅 

●下り（坂本方面）ホーム改札前広場

と市道の段差解消 

●発売機の障がい者対応 

(2)-2建築物：大津市民会館 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

●オストメイトへの対応 

●触知図案内板の設置 

 

(2)-10建築物：西友大津店【廃止】 

(1)-2 公共交通：鉄道車両（西日本旅客鉄

道、京阪電気鉄道） 

●バリアフリー化に対応・配慮した鉄道

車両の導入 

(1)-1公共交通：上栄町駅 

●下り（山科・京都方面）ホーム

スロープの設置 

●手すりの設置 

●発売機の障がい者対応 

(5)-1 交通安全：大津駅周辺地区の信号交

差点 

●音響信号の整備 

●歩行者用青時間の調整 

 

(1)-3公共交通：バス車両（近江鉄道バス、

京阪バス、江若交通） 

●低床バス車両の導入 

(2)-1建築物：逢坂市民センター 

●車いす使用者用駐車施設の整備 

●オストメイトへの対応【困難】 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

●触知図案内板の設置 

 

(2)-4建築物：市立中央小学校 

●スロープの設置 

●車いす使用者用駐車施設確保 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置

の検討 

●案内情報の整備【別手法で対応】 

 

(2)-5建築物：市立逢坂小学校 

●自動扉の設置（玄関） 

●スロープの設置 

●車いす使用者用駐車施設確保 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

(2)-11建築物：中老人福祉センター 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

●触知図案内板の設置 

●オストメイトへの対応 

(2)-6建築物：滋賀短期大学付属高等学校 

●扉の常時開放【自動扉を設置】 

●車いす使用者用駐車施設の整備 

●手すりの設置 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

●案内情報の充実 

 

凡例 

●青字：完了事業 

●赤字：未完了事業 

 ●緑字：実施が困難な事業 

●黒字：廃止事業 

(2)-9建築物：アルプラザ大津【廃止】 

びわ湖 

建築物特定事業等の整備予定 
ＪＲ大津駅・京阪浜大津駅（びわ湖浜大津駅）周辺地区 
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図 大津駅周辺地区の特定事業の総括図（道路特定事業 

(6)-14：中 2521号 

●交通規制にあわせた歩行空間の確保 

●側溝蓋等の改良 

 

(6)-21：中 3517,2535号 

●歩道の拡幅（中 3517号） 

●みなし歩道の設置（中 2535号） 

(6)-2：県道高島大津線② 

●勾配のきつい箇所の改良 

●透水性舗装の整備 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

●側溝蓋等の改良 

(6)-20：中 3517号② 

●交通規制にあわせた歩行空間の確保 

●側溝蓋等の改良 

(6)-19：中 3517号① 

●交通規制にあわせた歩行空間の確保 

●側溝蓋等の改良 

(6)-3：主要地方道大津停車場線 

●阻害物の撤去、道路の適正利用促進 

●地域のまちづくり構想と一体となった歩道整備 

 

(6)-13：幹 2014号（都市計画道路 3・5・105号） 

●大津駅西第一土地区画整理事業に伴い、

道路移動等円滑化基準に沿った道路整備 

(6)-17：中 3318号（浜大津スカイクロス） 

●階段や端部の色の明確化 

●案内・（音声）誘導施設の整備 

(6)-24：大津駅南口地下通路 

●側溝蓋等の改良 

●地下通路内の案内・誘導施設の整備 

(6)-23：中 3824号 

●電柱の歩車道境界ブロック側への移設依頼 

●側溝蓋等の改良 

(6)-6：県道大津停車場本宮線② 

●路面の凹凸の改良 

●視覚障がい者誘導用ブロックの改良（車乗り入れ部） 

●交差点部歩道の改良 

(6)-9：幹 1036号 

●勾配のきつい箇所の部分的改良 

●視覚障がい者誘導用ブロックの連続的敷設 

●段差の改善 

●視覚障がい者誘導用ブロックの改良 

(6)-8：県道大津停車場本宮線④ 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

●視覚障がい者誘導用ブロックの改良 

 

(6)-22：中 3701号 

●交通規制にあわせた歩行空間の確保 

●側溝蓋等の改良 

(6)-15：中 3201号 

●交差点部歩道の改良 

(6)-10：幹 1041号 

●交通規制にあわせた歩行空間の確保 

●側溝蓋等の改良 

(6)-1：県道高島大津線① 

●路面の凸凹の改良 

●透水性舗装への改良 

●勾配･段差改良 

●横断勾配の改良 

●側溝蓋等の改良 

●交差点内グレーチングの改良 

●交差点部歩道の改良 

■視覚障がい者誘導用ブロックの改良 

(6)-18：中 3319号 

●みなし歩道による安全性の高

い歩行空間の確保 

●勾配のきつい箇所の改良 

●電柱の地中化 

●側溝蓋等の改良 

(6)-7：県道大津停車場本宮線③ 

●勾配のきつい箇所の改良 

●切り下げ段差の改良または、不要な切り下げ箇所の閉鎖 

●視覚障がい者誘導用ブロックの連続的敷設 

(6)-5：県道大津停車場本宮線① 

●勾配のきつい箇所の改良 

●水平部の確保 

●視覚障がい者誘導用ブロックの改良、 

連続的敷設 

●交差点部歩道の改良 

(6)-16：中 3204号 

●側溝蓋等の改良 

(6)-4：主要地方道大津草津線 

●防滑対策の実施 

●視覚障がい者誘導用ブロックの改良 

 

(6)-12：幹 1072号 

●勾配のきつい箇所の改良 

●視覚障がい者誘導用ブロックの改良 

●側溝蓋等の改良 

●違法看板や駐輪等取り締まり・撤去 

(6)-11：幹 1042号 

●側溝蓋等の改良 

びわ湖 

凡例 

●青字：完了事業 

●赤字：未完了事業 

 ●緑字：実施が困難な事業 

●黒字：廃止事業 図 大津駅周辺地区の特定事業の総括図（道路特定事業） 

道路特定事業の整備予定 
ＪＲ大津駅・京阪浜大津駅（びわ湖浜大津駅）周辺地区 

10 
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ＪＲ大津駅・京阪浜大津駅（びわこ浜大津駅）周辺地区 

における未完了となる主な事業の課題 

○建築物特定事業等 

 中央市民センター、逢坂市民センター（オストメイト対応） 

   ⇒建物構造上の課題 

 京阪三井寺駅、上栄町駅（段差解消、券売機の障がい者対応） 

   ⇒駅舎構造や新たな用地取得の課題 

 

○道路特定事業 

 主要地方道大津停車場線、大津草津線（歩道整備、防滑対策） 

   ⇒予算確保の課題 

 市道中３８２４号（電柱移設） 

   ⇒移設用地確保の課題 

 市道中３７０１号（歩行空間の確保） 

   ⇒新たな用地取得の課題 

 

 

11 
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特定事業の種類 全事業数 廃止 対象事業 完了 未完了 整備率

01公共交通特定事業 12 0 12 12 0 100.0%

02建築物特定事業 40 15 25 25 0 100.0%

03都市公園特定事業 5 0 5 4 1 80.0%

04路外駐車場特定事業 1 0 1 1 0 100.0%

05交通安全特定事業 3 0 3 3 0 100.0%

06道路特定事業 80 0 80 68 12 85.0%

07その他の事業 3 0 3 2 1 66.7%

総計 144 15 129 115 14 89.1%

道路特定事業（膳所） 全事業数 廃止 対象事業 完了 未完了 整備率

歩道に資する整備 78 0 78 66 12 84.6%

特定事業の種類 全事業数 廃止 対象事業 完了 未完了 整備率

01公共交通特定事業 12 0 12 8 4 66.7%

02建築物特定事業 40 15 25 14 11 56.0%

03都市公園特定事業 5 0 5 4 1 80.0%

04路外駐車場特定事業 1 0 1 1 0 100.0%

05交通安全特定事業 3 0 3 3 0 100.0%

06道路特定事業 80 0 80 38 42 47.5%

07その他の事業 3 0 3 2 1 66.7%

総計 144 15 129 70 59 54.3%

道路特定事業（膳所） 全事業数 廃止 対象事業 完了 未完了 整備率

歩道に資する整備 78 0 78 36 42 46.2%

令和３年３月末時点での整備状況 

令和７年３月末時点での整備予定 

特定事業の整備予定 
ＪＲ膳所駅・京阪膳所駅周辺地区 

12 Ｐ１３,１４の緑字の事業 



Lake Biwa 

13 

建築物特定事業等の整備予定 
ＪＲ膳所駅・京阪膳所駅周辺地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 膳所駅周辺地区の特定事業（その他事業も含む）の総括図（道路特定事業以外）

(2)-12建築物：西武大津店【廃止】 

 

（3）-1都市公園：大津湖岸なぎさ公園 

●側溝の改良 

●車止め幅の改良 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

●自販機の障がい者対応 

●勾配の改善 

 

(2)-1建築物：平野市民センター【移転】 

(2)-2建築物：大津市保健所【移転】 

(1)-4 公共交通：鉄道車両（西日本旅客鉄

道、京阪電気鉄道） 

●バリアフリー化に対応・配慮した鉄道

車両の導入 

(1)-5公共交通：バス車両（近江鉄道バス、

京阪バス） 

●低床バス車両の導入 

(1)-1公共交通：膳所駅 

●エレベーターの設置 

●車いす使用者用トイレの整備 

●視覚障がい者誘導用ブロックの

適切な設置 

●券売機の障がい者対応 

●ホームと電車の隙間、段差の解消

（縮小） 

(7)-1その他：錦駅 

●手すりの設置 

 

(4)-1 路外駐車場：タイムズ膳所駅前

駐車場 

●車いす使用者用駐車施設の整備 

(2)-4建築物：中老人福祉センター 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

●触知図案内板の設置 

●オストメイトへの対応 (1)-2公共交通：石場駅 

●手すりの設置 

 (2)-7建築物：市立平野小学校 

●通路の平坦性の確保の検討 

●手すり改良の検討 

●スロープの設置の検討 

●車いす使用者用駐車施設確保の検討 

●車いす使用者用トイレの改良 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置

の検討 

●案内情報の整備【別手法で対応】 

 

(5)-1交通安全：膳所駅周辺地区の信号交差点 

●音響信号の整備 

●歩行者用青時間の調整 

●障がい者用押しボタン位置の改良 

 

(7)-2その他：膳所駅前広場 

●移動の連続性に配慮した歩行空間の

確保（勾配等の配慮） 

●道路の移動等円滑化整備ガイドライ

ンに即した事業の実施 

 

(2)-9建築物：滋賀短期大学 

●入口の改良（自動扉、引き戸の設置） 

●段差の解消 

●手すりの設置 

●車いす使用者用駐車施設の整備 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

(2)-6建築物：市立打出中学校 

●手すり設置などの検討 

●車いす使用者用駐車施設確保の検討 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置

の検討 

(2)-3建築物：大津労働基準監督署【移転】 

(2)-11建築物：アヤハディオ 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置

（危険箇所のみ） 

●触知図案内板の設置 

凡例 

●青字：完了事業 

●赤字：未完了事業 

 ●緑字：実施が困難な事業 

●黒字：廃止事業 

(2)-8建築物：滋賀大学付属小学校・中学校 

●通路の平坦性の確保 

●段差の解消 

●スロープの設置 

●法人全体の施設計画で実施の方向となれ

ば、オストメイトへの対応を検討 

(2)-10建築物：大津プリンスホテル 

●オストメイトへの対応 

●車いす使用者用トイレの表示設置 

 

(1)-3公共交通：京阪膳所駅 

●上り（石山寺方面）ホームスロープの

改良 

●上り（石山寺方面）ホームスロープに

手すりの設置 

●下り（浜大津・坂本方面）ホーム列車

接近表示装置の設置 

西武大津店 

(2)-5 建築物：県立大津高校・県立大

津清陵高校馬場分校 

●オストメイトへの対応 

 

図 膳所駅周辺地区の特定事業（その他事業も含む）の総括図（道路特定事業以外） 

13 



Lake Biwa 

14 

道路特定事業の整備予定 
ＪＲ膳所駅・京阪膳所駅周辺地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 膳所駅周辺地区の特定事業の総括図（道路特定事業） 

(6)-3：主要地方道大津草津線② 

●視覚障がい者誘導用ブロックの改良 

●違法看板や駐輪等取り締まり・撤去 

 

(6)-5：幹 1044号① 

●勾配のきつい箇所の改良 

●視覚障がい者誘導用ブロックの改良 

●車止めの改良（色調） 

●違法看板や駐輪等取り締まり・撤去 

(6)-6：幹 1044号② 

●路面の凸凹の改良 

●電柱の移設依頼【困難】 

●側溝蓋等の改良 

●段差の改善 

 

(6)-7：幹 1044号③ 

●電柱の移設依頼【困難】 

●側溝蓋等の改良 

●違法看板や駐輪等取り締まり・撤去 

 

(6)-18：中 3625号 

●側溝蓋等の改良 

(6)-8：幹 1044号④ 

●交差点改良 

●電柱の移設依頼 

●側溝蓋等の改良 

(6)-15：幹 1102号① 

●路面の凸凹の改良 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

●電柱の移設依頼【困難】 

●側溝蓋等の改良 

(6)-9：幹 1045号 

●側溝蓋等の改良 

 

(6)-10：幹 1072号 

●勾配のきつい箇所の改良 

●視覚障がい者誘導用ブロックの改良 

●バス停の歩道高の改良 

●バス停に視覚障がい者誘導用ブロックの設

置 

●側溝蓋等の改良 

●違法看板や駐輪等取り締まり・撤去 

(6)-11：幹 1101号① 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

●側溝蓋等の改良 

●違法看板や駐輪等取り締まり・撤去 

●休憩施設の設置 

(6)-21：中 4011号 

●視覚障がい者誘導用ブロックの改良 

●側溝蓋等の改良 

(6)-13：幹 1101号③ 

●勾配のきつい箇所の改良 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

(6)-12：幹 1101号② 

●路面の凸凹の改良 

●視覚障がい者誘導用ブロッ

クの改良 

●バス停の歩道高の改良 

●バス停に視覚障がい者誘導

用ブロックの設置 

(6)-16：幹 1102号② 

●勾配のきつい箇所の改良 

●段差の改善 

●路面の凸凹の改良 

●側溝蓋等の改良 

(6)-19：中 4002号 

●段差の改善 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設

置 

(6)-27：中 4301号 

●電柱の移設依頼 

●側溝蓋等の改良 

(6)-26：中 4240号及び4501

号（南北連絡橋） 

●視覚がい害者誘導用ブ

ロックの改良 

 

(6)-20：中 4004号 

●勾配のきつい箇所の改良 

●段差の改善 

●側溝蓋等の改良 

●視覚障がい者誘導用ブロ

ックの設置 

 

(6)-22：中 4013号 

●視覚障がい者誘導用ブロックの改良 

●側溝蓋等の改良 

●街路樹の撤去（凸凹の改良） 

 

(6)-24：中 4103号 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

 

(6)-25：中 4108号 

●視覚障がい者誘導用ブ

ロックの改良 

●違法看板や駐輪等取り締

まり・撤去 

 

(6)-23：中 4020号 

●視覚障がい者誘導用

ブロックの設置 

●桝蓋等の改良 

 

(6)-1：国道１号 

●バス停に視覚障害者誘導用ブロック

の設置 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

(6)-14：幹 1101号④ 

●側溝蓋等の改良 

凡例 

●青字：完了事業 

●赤字：未完了事業 

 ●緑字：実施が困難な事業 

●黒字：廃止事業 

(6)-4：幹 1033号 

●段差の改善 

●電柱の移設依頼 

●側溝蓋等の改良 

●違法看板や駐輪等取り締まり・撤去 

(6)-28：中 4306号 

●段差の改善 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

●側溝蓋等の改良 

(6)-17：中 3607号 

●段差の改善 

●視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

(6)-29：中 4601号 

●歩道の確保 

●透水性舗装の整備 

●側溝蓋等の改良 

●違法看板や駐輪等取り締まり・撤去 

●休憩施設の設置 

 

(6)-2：主要地方道大津草津線① 

●防滑対策の実施 

●視覚障がい者誘導用ブロックの改良 

 

図 膳所駅周辺地区の特定事業の総括図（道路特定事業） 14 
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○建築物特定事業等 

 京阪錦駅（手摺りの設置） 

  ⇒予算確保の課題 

 

○道路特定事業 

 主要地方道大津草津線（視覚障がい者誘導ブロック、防滑対策） 

  ⇒予算確保の課題 

 市道幹１０３３号、幹１０４４号、幹１１０２号、中４３０１号（電柱移設） 

  ⇒移設用地確保の課題 

 市道中４６０１号（歩道整備、休憩施設の設置） 

  ⇒新たな用地取得の課題 

15 

ＪＲ膳所駅・京阪膳所駅周辺地区 

における未完了となる主な事業の課題 
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○未完了事業については、引き続き、その解消に向けた代替 

 対策の検討を行うこととし、大津市バリアフリー推進協議会 

 の委員からの意見・助言を聞きながら取り組んでまいります。 

 

○重点整備地区における取り組みに加えて、本市は、バリア 

 フリー基本構想の理念や基本方針に沿って、誰もが安全・ 

 安心に手をとりあって暮らせるまちづくりを目指してまいります。 

大津市バリアフリー基本構想の 

今後の取組みについて 

16 


