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１．経緯 

・ 平成 16 年３月 31 日 作成 
・ 平成 16 年７月    公表 

 
２．瑞浪市の概要 

・ 人口：42,137 人 世帯数：13,943 世帯 (平成 16 年 3 月現在) 
・ 行政区域面積 175 k ㎡ 
・ 高齢者数 9,035 人(21.42％) （平成 15 年 4 月現在、瑞浪市統計書） 
・ 身体障害者数 1,586 人(3.8％)  （平成 15 年 4 月現在、瑞浪市統計書） 

 
３．交通バリアフリー基本構想 

２０１５年には国民の４人に１人が６５才以上の高齢者となる本格的な高齢社会を

迎えます。また、障害者が障害を持たない人と同じように社会に参加できる「ノーマラ

イゼーション」の考え方も広まってきています。 
こうした中、高齢者、身体障害者や妊婦、けが人などを含め、みんなが公共交通機関

を使った移動をしやすくするためのバリアフリー化を推進するために基本構想を策定し

ます。 
 
４．旅客施設及び重点整備地区の概要 

・ JR 中央本線瑞浪駅 (１日平均乗車人員 5,444 人) (資料：東海旅客鉄道㈱) 
・ 重点整備地区の面積：68.8ha 
・ 主な施設：瑞浪市共同福祉施設、消防署、総合文化センター、中央公民館、瑞浪

市図書館、東濃厚生病院、瑞浪市役所、保健センター、市民福祉センターハート

ピア、瑞浪駅南駐輪場、瑞浪駅北駐車場、郵便局 
・ 重点整備地区の設定理由：瑞浪駅を中心に、上記のような市民が利用する施設、

及びそこへの動線を中心に設定します。これにより、市民や高齢者等の利用する

施設の利便性向上に資するとともに、中心市街地の活性化のための重要課題『市

の玄関口としてシンボル性の高い空間づくり、瑞浪駅からのびる都市軸(都)公園線

の形成、瑞浪駅の南北の連携』に対応できます。 
 
５．瑞浪市バリアフリー基本構想の特徴 

（都）公園線整備は平成 10 年度に街路整備事業として補助採択され、事業を実施し

てきましたが、近年は交通バリアフリーを含め、利用者の視点に立った交通機関の利便

向上が求められるようになり、平成 13 年度には上位計画として、駅周辺交通環境改善計

画を含めて交通結節点改善事業の事業計画を策定しました。 
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これにより(都)公園線のバリアフリー化は着実に進んでいますが、今後は（都）公園

線の完成にあわせた瑞浪駅前広場、駅舎及び駅南北の連絡等、総合的な交通環境の改善

が必要であり、本基本構想では交通バリアフリーの視点に立った駅周辺の総合的な整備

メニューを検討します。 
 
６．事業の概要 
① 基本構想の目標年次 

本基本構想では、5 年後を目標年次とした事業、及び 10 年後を目標年次とした事業

を位置づけています。 
② 特定経路(都)公園線、及び特定旅客施設(JR瑞浪駅)と一体として利用される公共用施設

(駅前広場)の整備のための事業 

総点検 要望 
事項 改善計画 特定事業名 整備 

主体 
整備
時期

(都)公園線の整備 （都）公園線の整備を図る 道路特定事業 市 短期 

駅前広場の再整備 駅前広場の待合スペースの整備、段差の解消等を
含めた再整備を図る 道路特定事業 市 中期 

駅の南北の連絡強化 既存の地下道により、駅の南北の連絡を強化する 道路特定事業 市 中期 

駐車場に身障者用バース
を設置 駐車場に身障者用バースを設置する その他の事業 市 中期 

横断歩道、信号の設置及
び改良 

横断歩道の拡幅や音で知らせる信号機への改良を
含めて、段差の解消、拡幅、新設を検討する 交通安全特定事業 県・市・

公安 短期 

バリアフリーを目指した
道路、歩道、交差点整備 

道路の拡幅、歩道の設置、歩行者空間の確保、電
線の地中化、誘導ブロックの整備等を図る 道路特定事業 県・市 中期 

エレベーター等の昇降
機、スロープの設置 

地下道等にエレベーター等の昇降機、スロープを
設置する 道路特定事業 市 中期 

手すりの再整備 地下道等の手すりの再整備を図る 道路特定事業 市 中期 

コミュニティバスの整備 コミュニティバスのバス停設置、運行本数等を検
討する 公共交通特定事業 市 中期 

現地 
踏査 

（都）公園線の整備にあ
わせたバス停の配置 

（都）公園線の整備にあわせ、バス路線の検討、
バス停の配置を検討する 公共交通特定事業 東濃鉄

道 中期 

多機能トイレの設置 駅（周辺）に（身障者対応の）多機能トイレを設
置する その他の事業 市 短期 

その他 
市営駐車場の整備 駅前広場のレイアウト変更等にあわせて、瑞浪市

駅北駐車場の整備を図る その他の事業 市 短期 

③ 特定旅客施設（JR瑞浪駅）整備のための事業 

総点検 要望事項 改善計画 特定事業名 整備 
主体 

整備
時期

駅西側スロープの設置 駅西側に障害者対応型スロープを設置する 公共交通特定事業 JR 短期 
現地 
踏査 ホームにおける昇降機の

設置 
改札口から各ホームに至る１経路に、エレベータ
ー・エスカレーターを設置する 公共交通特定事業 JR 短期 

その他 多機能トイレの設置 駅構内に、身体の不自由な方にも対応した多機能ト
イレを設置する 公共交通特定事業 JR 短期 

 

 2



3

④ ①、②以外の一般交通用施設のための事業 

総点検 要望事項 改善計画 特定事業名 整備 
主体 

整備
時期

案内標識の配置 駅周辺に案内標識を配置する 道路特定事業 市 短期 

誘導ブロックの整備 駅周辺の誘導ブロックの整備を図る 道路特定事業 県・市 短期 

グレーチングの変更 駅周辺のグレーチングの変更を図る 道路特定事業 県・市 短期 

駐車車両の取り締まり 駅周辺及び駅周辺道路における駐車車両の取り締
まりについて検討する 交通安全特定事業 警察 短期 

現地 
踏査 

道路の拡幅及び電線の地
中化 駅周辺の道路の拡幅及び電線の地中化を図る 道路特定事業 県・市 中期 

アン 
ケート 

ゆとりある歩行者空間の
確保 

土岐川沿いをはじめとして、緑道、公園等の整備を
図り、ゆとりある歩行者空間の確保を図る 道路特定事業 市 短期 

⑤ その他必要な事項 

総点検 要望事項 改善計画 特定事業名 整備 
主体 

整備
時期

交番の設置 駅周辺に交番の設置について検討する その他の事業 警察 中期 
現地 
踏査 駐輪場における放置自転

車の取締り 
南北の駐輪場において、放置自転車の取締り、盗難
防止の対策として、管理人を配置する 交通安全特定事業 市 短期 

アン 
ケート 商店街の活性化 中心市街地活性化基本計画に基づく商店街の活性

化を図る その他の事業 商業者 短期 

 
８．法 6条第 4項に定められている関係機関との協議 

 

・学識経験者、まちづくりを考える会、平和コーポレーション、瑞浪市連合区長会、公園

線まちづくり委員会、身体障害者福祉協会瑞浪副支部、瑞浪市ボランティア連絡協議会、

東濃鉄道㈱、東濃厚生病院、交通安全協会瑞浪支部、多治見建設事務所、多治見警察署、

東海旅客鉄道㈱、岐阜運輸支局、岐阜県地域県民部総合交通室 

７．利用者の意見の反映 
 

② その他、駅利用者(185 人)、買い物客(50 人)、高齢者･身体障害者(25 人)、来街者(23

人)にもアンケート及びインタビュー形式のヒアリングを行いました。 

② 道路管理者 

① 公共交通事業者等 

① 本基本構想策定にあたって協議を行った「瑞浪市交通結節点改善協議会」には、次の

団体からメンバーが参画し、2回の協議会で議論を行いました。 

・ 協議回答年月日 ：平成 16 年６月 1７日 
・ 協議相手機関  ：多治見建設事務所 

・ 協議同意年月日 ：平成 16 年６月１８日 
・ 協議相手機関  ：東海旅客鉄道（株） 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



 5

図面の中に 68.8HA 

パンフもほしい 

イメージ図 

図面 2 枚 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Ａ＝68.8ha 


	経緯
	瑞浪市の概要
	交通バリアフリー基本構想
	旅客施設及び重点整備地区の概要
	瑞浪市バリアフリー基本構想の特徴
	事業の概要
	① 基本構想の目標年次
	② 特定経路\(都\)公園線、及び特定旅客施設\(JR瑞浪駅\)と一体として利用される公共用施設\(�
	③ 特定旅客施設（JR瑞浪駅）整備のための事業
	④ ①、②以外の一般交通用施設のための事業
	⑤ その他必要な事項

	利用者の意見の反映
	① 本基本構想策定にあたって協議を行った「瑞浪市交通結節点改善協議会」には、次の団体からメンバーが参画し、2回の協議会で議論を行いまし�
	② その他、駅利用者\(185人\)、買い物客\(50人\)、高齢者･身体障害者\(

	法6条第4項に定められている関係機関との協議
	① 公共交通事業者等
	② 道路管理者


