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図－７　ＪＲ千里丘駅周辺地区における整備メニュー（道路等）
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・赤字…短期（
・青字…長期（区間№

・有効幅員２ｍの歩道の確保
・縦断勾配の緩和（５～８％以下：ＪＲガード下部）
・横断勾配の緩和（１～２％）

・ベンチの撤去（バス停前付近）
・グレーチング（溝蓋等）の破損の解消
・有効幅員２ｍの歩道の確保
・縦断勾配の緩和（５～８％以下）
・歩車道境界部の縁端構造の改良
・視覚障害者誘導用ブロックの整備

・有効幅員２ｍの歩道の確保
・縦断勾配の緩和（１～２％以下）
・視覚障害者誘導用ブロックの整備
・阪急京都線踏切との交差部における歩行空間の改良

・有効幅員２ｍの（車道と分離された）連続した歩道の確保
・視覚障害者誘導用ブロックの整備

・有効幅員２ｍの（車道と分離された）
　連続した歩道の確保

・有効幅員２ｍの（車道と分離された）連続した歩道の確保
・視覚障害者誘導用ブロックの整備
・段差等の解消

・有効幅員２ｍの（車道と分離された）連続した歩道の確保
・視覚障害者誘導用ブロックの整備

・有効幅員２ｍの（車道と分離された）連続した歩道の確保
・視覚障害者誘導用ブロックの整備

・交差点部における安全性の向上

音響信号設備の設置
（千里丘交差点）

交差点交差点
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表－２ ＪＲ千里丘駅周辺地区における整備メニュー（駅およびその周辺） 

■ＪＲ千里丘駅

短期 長期
改札内エレベータの設置 ○ ＊１
改札内エスカレーターの設置 ○ ＊１

車椅子対応トイレの改修検討 ○ ＊２
旅客トイレの改修検討 　 ○ ＊２
電車とプラットホームの段差及び隙間の解消 ＊３
通過列車用ホーム転落防止柵の改良 ○ ＊４
カウンター下での十分な蹴込み（奥行き）の確保 　 ○ ＊５

自動券売機 カウンター下部への蹴込みの確保 ○ ＊６

＊１：国庫等補助可能時に整備。
＊２：移動円滑化基準に即した設備整備の検討。
＊３：現在のところ段差の解消は困難。駅員介助による対応を継続実施。
＊４：平成16年度中に整備。

＊６：券売機の開発状況に合わせ検討。
＊７：今後検討する。（シール等による挿入口の色付け）

備考

トイレの改良等（構内外）

目標時期
整備内容

　

○

◇公共交通特定事業＜西日本旅客鉄道（株）＞

移動経路の円滑化等

＊５：設備改良時に整備。

バリアフリー教育 職員に対するバリアフリー教育・研修の継続実
施 　

施設・設備の改良等

　

自動改札機乗車券挿入口を識別しやすく縁取
表示 ○

構内階段の改良（２段手すり・踏み面端部の段
鼻の明度差）

プラットホーム

＊１

＊７

窓口 カウンターへの視覚障害者誘導用ブロックの設
置 ○ ＊５

改札口

 

■ＪＲ千里丘駅（駅広等）
◇その他の事業＜摂津市・西日本旅客鉄道㈱＞

短期 長期
エレベーターの運転時間延長 ○
エレベーターの構造改良

＊外部から内部が見える構造とする

エスカレーターの運転時間延長 ○ 　
階段への２段手すりの設置 ○  
エスカレーターの運転時間延長 ○
エレベーターの設置 ○
エスカレーター下スロープへの２段手すりの設置 ○  

備考
目標時期

整備内容

○

移動経路の円滑化等

西口

　
東口

 

注） 短期：平成 22（2010）年度までに整備、長期：平成 22（2010）年度以降に整備 
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大阪人間科学大学

庄屋公園

大阪薫英女子短期大学
大阪人間科学大学

正雀市民ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ

市民図書館
安威川公民館

阪急正雀駅

図－８　阪急正雀駅周辺地区における整備メニュー（道路等）図－８　阪急正雀駅周辺地区における整
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年度までに整備）
・青字…長期（ 年度以降に整備）区間№ 交差点交差点

・歩車道境界部の縁端構造の改良
・有効幅員２ｍの（車道と分離された）連続した歩道の確保
・視覚障害者誘導用ブロックの設置

・有効幅員２ｍの（車道と分離された）連続した歩道の確保
・横断勾配の緩和（１～２％以下）
・縦断勾配の緩和（５～８％以下）
・視覚障害者誘導用ブロックの設置
・歩車道境界部の縁端構造の改良
・グレーチング（溝蓋等）の破損の解消

・歩車道境界部の縁端構造の改良
・グレーチング（溝蓋等）の破損の解消
・有効幅員２ｍの（車道と分離された）連続した歩道の確保
・横断勾配の緩和（１～２％以下）
・縦断勾配の緩和（５～８％以下）
・視覚障害者誘導用ブロックの設置

・有効幅員２ｍの（車道と分離された）連続した歩道の確保
・視覚障害者誘導用ブロックの設置

・有効幅員２ｍの（車道と分離された）
連続した歩道の確保

・歩車道境界部の縁端構造の改良

・有効幅員２ｍの（車道と分離された）
　連続した歩道の確
・視覚障害者誘導用ブロックの設置

音響信号設備の設置
（市民図書館北交差点）

歩行者用青時間の延長等
（正雀３丁目交差点）

歩行者信号の設置（正雀交差点）
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表－３ 阪急正雀駅周辺地区における整備メニュー（駅およびその周辺） 

■阪急正雀駅

短期 長期
東口スロープの基準への適合 ○ ＊１
改札外エレベーターの設置 ○ ＊１
改札内エレベーターの設置 ○ ＊１

改札内エスカレーターの設置（注） ○ ＊１

多機能型トイレの設置 ○ ＊１
旅客トイレの改修検討 ○ ＊２
点字案内板の設置 ○ ＊１
視覚障害者誘導用ブロックの改善 ○ ＊１
電光式情報案内板への改良 ○ ＊１

ＩＣカードシステムの利用促進 　
カウンター下部への蹴込みの確保の検討 　 ＊４

＊４：券売機の開発状況に合わせて検討する。

　

構内外階段の改良（２段手すり・踏み面端部の
段差の明度差）

○

目標時期
整備内容　

◇公共交通特定事業＜阪急電鉄（株）＞

＊３：現在も駅員介助による対応を行っているが、今後も長期的に改善を検討する。

＊１：これらの施設整備には国及び地方自治体それぞれ1／3の補助を前提とする。

備考

移動経路の円滑化等

　　

案内設備の充実

プラットホーム
電車とプラットホームの段差及び隙間の改善検
討

（注）構内エスカレーターは上り・下り各ホームに１基設置する。このエスカレーター設置により、公道か
ら上り・下り各ホームまでの移動経路上に、エスカレーターによる動線が確保される。

＊２：移動円滑化基準に則した設備整備の検討を行う。

＊１

トイレの改良等（構内）

施設・設備等の改良（自動券売機）

＊３

バリアフリー教育
職員に対するバリアフリー教育・研修の継続実
施

 

■阪急正雀駅周辺（駅広等）
◇その他の事業＜摂津市＞

短期 長期

＊あるいは歩車分離のなされた安全な歩行空間の確保

西口 駅前空間の段差解消 ○

有効幅員２ｍの（車道と分離された）連続した歩
道の確保

移動経路の円滑化等
東口

備考整備内容
目標時期

○

 

 

表－４ 両地区共通の整備メニュー（バス事業等） 

◇公共交通特定事業＜近鉄バス（株）、阪急バス（株）＞

短期 長期
バリアフリー教育 職員に対するバリアフリー教育・研修の継続実施

案内表示の改善 大きくわかりやすい字による表示 ○
低床車両の導入 ノンステップ（もしくはワンステップ）バスへの置換

備考整備内容
目標時期

 

◇その他＜摂津市・大阪府茨木土木事務所・大阪府摂津警察署の協働＞

短期 長期
はみだし商品や看板等の除去
違法駐輪の排除 ＊１

＊１：用地確保の問題があり、新たな駐輪場の整備は困難である。

備考

駅前周辺、歩道等

整備内容
目標時期

 

注） 短期：平成 22（2010）年度までに整備、長期：平成 22（2010）年度以降に整備 




