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II. 鹿児島市新交通バリアフリー基本構想（前構想）における取組 

前構想では、「鹿児島市交通バリアフリー基本構想」で取り組んだ「中央地区」に加え、

県庁や鴨池運動公園、その他主要な公共施設等が立地・集積している「鴨池地区」、また、

教育施設や福祉施設、公共施設が複数立地している「谷山地区」を重点整備地区に設定し、

公共交通機関や旅客施設、道路等に関する各種特定事業等のハード整備や心のバリアフリ

ーに関するソフト面について、関係機関が一体となって取り組みました。 

 

JR 谷山駅のエレベーターの設置 都市計画道路南清見諏訪線の整備 

ノンステップバスの導入 バリアフリー教室の開催 
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1. 前構想における重点整備地区及び実施事業 

前構想における３つの重点整備地区「中央地区」、「鴨池地区」、「谷山地区」の実施事業は次のとおりです。 

 

重点整備地区「中央地区」及び実施事業 

 

※ 施設名は前構想策定時のもの

中央地区

中央地区
位置図

500m 

重点整備地区面積：約 370ha 

■県道：鹿児島東市来線（道路関係事業） 

■市道：唐湊線（道路特定事業） 

■市立病院前電停(旧たばこ産業前電停) 

（公共交通特定事業） 

■市道：中洲通線（道路関係事業） 

■市道：高麗本通線（道路関係事業） 

■県道：鹿児島加世田線（道路関係事業） 

■天文館公園（都市公園特定事業） 

■市道：平田橋武線（道路特定事業） 

■桜島港ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ（公共交通特定事業）

■市道：二官橋 3 号線（道路関係事業）

■市道：市庁前線（道路関係事業） 

■市道：滑川通３号線（道路関係事業）

■JR 鹿児島駅（公共交通特定事業） 

 

■船舶（桜島フェリー）（公共交通関係事業） 

■バス・市電・タクシー（公共交通特定・関係事業）

■交通安全施設（交通安全特定事業） 

■バス停・電停（公共交通関係事業） 

■南国交通バスターミナル（公共交通特定事業） 
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重点整備地区「鴨池地区」及び実施事業 

 

※ 施設名は前構想策定時のもの

500m 

重点整備地区面積：約 244ha 

鴨池地区

鴨池地区
位置図

■市道：郡元真砂線（道路関係事業） 

■市道：真砂三和線（道路関係事業） 

■市道：南港 2 号線（道路関係事業） 

■県道：郡元鹿児島港線（道路関係事業） 

■市道：東郡元９号線（道路関係事業） 

■国道：225 号（道路特定事業） 

■市道：南郡元 12 号線（道路関係事業） 

■市道：与次郎ヶ浜 25 号線（道路関係事業）

■市道：与次郎ヶ浜 2号線（道路関係事業）

■市道：文化ホール通線（道路関係事業） 

■市道：鴨池与次郎ヶ浜線（道路関係事業）

■市道：与次郎ヶ浜中央線（道路関係事業）

■市道：運動公園線（道路関係事業） 

 
■バス・市電・タクシー（公共交通特定・関係事業）

■交通安全施設（交通安全特定事業） 
■南鹿児島駅前電停（公共交通関係事業） 
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重点整備地区「谷山地区」及び実施事業 

 

※ 施設名は前構想策定時のもの 

※ （都）は都市計画道路 

谷山地区

谷山地区
位置図

500m

重点整備地区面積：約 94ha 

 
■バス・市電・タクシー（公共交通特定・関係事業） 

■交通安全施設（交通安全特定事業） 

■国道：２２５号（道路特定事業） 

■県道：(都)谷山停車場線（道路特定事業）

■市道：(都)南清見諏訪線（道路特定事業）

■市道：(都)谷山駅南通線（道路特定事業）

■市道：谷山支所前通線（道路特定事業）

■JR 谷山駅（公共交通特定事業） 

■県道：鹿児島加世田線（道路特定事業） 

（(都)南清見諏訪線） 

■市道：(都)御所下和田名線(道路特定事業) 

■JR 慈眼寺駅（公共交通特定事業） 
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2. 前構想における特定事業等の実施状況 

前構想における特定事業等の実施状況は、全 138 事業のうち、87 事業が令和２年度ま

でに完了し、30 事業が継続実施（うち６事業が令和３年度完了）、21 事業が実施検討中

となっています。 

（特定事業とは、バリアフリー法第２条第 25 号に規定する特定事業に該当し、バリアフリー化

のために必要な基準に適合するものをいう。また、関係事業とは特定事業以外の事業をいう。） 
 

（１） 公共交通特定事業・公共交通関係事業 

公共交通特定事業として、旅客施設のエレベーター等の設置や低床車両の導入に取り

組んだほか、公共交通関係事業として、ユニバーサルデザインタクシーの導入やバス停

留所の改善等に取り組みました（★印は特定事業に該当するもの）。 

重点 
整備 
地区 

事業主体 対象 内容 進捗状況 

中央
地区 

南国交通（株） 
南国交通バスターミナル
(★) 

多目的トイレ、点字ブロッ
ク、車いす対応の券売機の
設置 

完了 

鹿児島市船舶局 
桜島港フェリーターミナル
(★) 

エレベーター（EV）やスロ
ープ、視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置 

完了 

九州旅客鉄道（株） 
鹿児島市 

JR 鹿児島駅(★) 
EV、視覚障害者誘導用ブロ
ックの設置等 

令和 3 年
度完了 

鹿児島市交通局 
中洲通電停、市立病院前電
停(★)、鹿児島駅前電停 

電停の拡幅、上屋設置等 完了 

公益社団法人 
鹿児島県バス協会 

バス停留所(５箇所) 
風防付バス停留所上屋の設
置 

完了 

鹿児島市タクシー
協会 

ユニバーサルデザインタク
シー 

ユニバーサルデザインタク
シーの導入 

継続実施 

鹿児島交通（株） 
南国交通（株） 
JR 九州バス（株） 
鹿児島市交通局 

低床バス車両(★) 低床車両の導入 継続実施 

鹿児島市交通局 超低床電車(★) 超低床電車の導入 完了 

鹿児島市船舶局 桜島フェリー 
EV やスロープ、障害者用ト
イレの設置等 

完了 

鴨池
地区 

鹿児島市 南鹿児島駅前電停 
電停出入口通路の勾配の解
消 

完了 

鹿児島交通（株） 
南国交通（株） 
鹿児島市交通局 

低床バス車両(★) 低床車両の導入 ※再掲 継続実施 

鹿児島市交通局 超低床電車(★) 超低床電車の導入 ※再掲 完了 
鹿児島市タクシー
協会 

ユニバーサルデザインタク
シー 

ユニバーサルデザインタク
シーの導入 ※再掲 

継続実施 

谷山
地区 

九州旅客鉄道（株） 
鹿児島市 

JR 谷山駅(★) EV、エスカレーターの設置 完了 
JR 慈眼寺駅(★) EV の設置 完了 

鹿児島交通（株） 
鹿児島市交通局 

低床バス車両(★) 低床車両の導入 ※再掲 継続実施 

鹿児島市交通局 超低床電車(★) 超低床電車の導入 ※再掲 完了 
鹿児島市タクシー
協会 

ユニバーサルデザインタク
シー 

ユニバーサルデザインタク
シーの導入 ※再掲 

継続実施 
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JR 鹿児島駅のエレベーターの設置 

（中央地区：令和元年度整備箇所） 

南鹿児島駅前電停出入口通路の整備 

（鴨池地区：平成 27 年度整備箇所） 

  

高見馬場バス停留所（中央ビル前）の整備

（中央地区：平成 25 年度整備箇所） 

JR 慈眼寺駅のエレベーターの設置 

（谷山地区：平成 27 年度整備箇所） 

  

桜島港フェリー乗降施設（人道橋）の整備

（中央地区：令和元年度整備箇所） 

ユニバーサルデザインタクシーの導入 
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（２） 道路特定事業・道路関係事業 

道路特定事業等では、段差、勾配の解消や視覚障害者誘導用ブロックの設置・改良、

バス停部の歩道高さの調整などに取り組みました（★印が特定事業に該当するもの）。 

重点
整備
地区 

事業
主体 

道路名 内容 進捗状況 

中央
地区 

県 
県道鹿児島東市来線 視覚障害者誘導用ブロックの

設置・改良、バス停部の歩道
高さの調整 

完了 

県道鹿児島加世田線 完了 

市 

市道唐湊線(★) 

段差・勾配の解消、視覚障害
者誘導用ブロックの設置・改
良 

完了 
市道中洲通線 完了 
市道高麗本通線 実施検討中
市道平田橋武線(★) 完了 
市道二官橋３号線 完了 
市道市庁前線 完了 
市道滑川通３号線 完了 

鴨池
地区 

国 国道 225 号(★) 電線共同溝の整備 完了 

県 県道郡元鹿児島港線 
視覚障害者誘導用ブロックの
設置 

完了 

市 

市道東郡元９号線 

段差・勾配の解消、視覚障害
者誘導用ブロックの設置・改
良 

完了 
市道郡元真砂線 完了 
市道真砂三和線 完了 
市道南港２号線 完了 
市道南郡元 12 号線 完了 

市道鴨池与次郎ヶ浜線 
令和 3 年度

完了 

市道運動公園線 
令和 3 年度

完了 
市道文化ホール通線 完了 

市道与次郎ヶ浜 25 号線 
令和 3 年度

完了 

市道与次郎ヶ浜中央線 
令和 3 年度

完了 

市道与次郎ヶ浜２号線 
令和 3 年度

完了 

谷山
地区 

国 国道 225 号(★) 
歩道の拡幅、段差の解消、視
覚障害者誘導用ブロックの設
置・改良 

完了 

市 

県道鹿児島加世田線(★) 
（都市計画道路南清見諏訪線） 

段差の解消、視覚障害者誘導
用ブロックの設置・改良 

継続実施 

都市計画道路谷山停車場線(★) 歩道の拡幅、段差・勾配の解
消、視覚障害者誘導用ブロッ
クの設置・改良 

完了 

都市計画道路御所下和田名線(★) 完了 

都市計画道路谷山駅南通線(★) 土地区画整理事業による道路
の新設、視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置・改良 

完了 

都市計画道路南清見諏訪線(★) 継続実施 

市道谷山支所前通線(★) 
段差・勾配の解消、視覚障害
者誘導用ブロックの設置・改
良 

完了 
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市道 市庁前線の整備 

（中央地区：平成 28 年度整備箇所） 

県道 郡元鹿児島港線の整備 

（鴨池地区：平成 27 年度整備箇所） 

都市計画道路 御所下和田名線の整備 

（谷山地区：平成 29 年度整備箇所） 
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（３） 都市公園特定事業 

都市公園特定事業では、天文館公園において園路や広場、便所等のバリアフリー化に

取り組みました。 

 

 

天文館公園の整備 

（中央地区：平成 25 年度整備箇所） 

 

（４） 交通安全特定事業 

交通安全特定事業では、音響式歩行者誘導付加装置（音響式信号機）や高齢者等感応

信号機の設置などに取り組みました。 

重点
整備
地区 

事業主体 内容 計画箇所数

進捗状況 

整備完了箇所 実施検討中

中央
地区 

県公安 
委員会 

・音響式信号機、高齢者等

感応信号機等の設置 

・利用者の状況に応じた、

エスコートゾーンの設置

・道路標識、道路標示の設

置 

・違法駐車の取締り強化 

31 22 9 

鴨池
地区 

29 20 9 

谷山
地区 

8 6 2 

  

重点
整備
地区 

事業
主体 

公園名 内容 進捗状況 

中央
地区 

市 天文館公園 
園路や広場、便所等のバリアフ
リー化 

完了 
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経過時間表示機能付灯器（甲南高校前）の設置 

（中央地区：平成 27 年度整備箇所） 

高齢者等感応信号機（武道館前交差点）の設置 

（鴨池地区：平成 26 年度整備箇所） 

経過時間表示機能付灯器（清見橋北口）の設置 

（谷山地区：平成 28 年度整備箇所） 
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（５） ソフト面における取組 

各事業者によるバリアフリーに関する乗務員研修や、心のバリアフリー化を進めるた

めの啓発活動等を行いました。 

事業主体 取組の名称等 内容 進捗状況 

鹿児島交通（株） 乗務員研修 
心のバリアフリーについての
意識づけ・意識高揚 

継続実施 

南国交通（株） 乗務員研修 外部講師を招いた研修 継続実施 

JR 九州バス（株） 四半期訓練 
乗務員を対象とした接遇面、
スロープ板の操作、車いすの
取扱い等のバリアフリー訓練 

継続実施 

鹿児島市タクシー
協会 

乗務員研修 
乗務員接遇研修会の実施、マ
ナーアップ及び「おもてなし
の心」醸成 

継続実施 

鹿児島市交通局 乗務員研修 
乗務員（市電・バス）を対象と
した高齢者・障害者への対応、
車いすの取扱い等の研修 

継続実施 

公共交通事業者 
鹿児島市 

バス・市電等の車内アナウン
ス 

バリアフリーへの理解を求め
る車内アナウンスの放送 

継続実施 

バス・市電等の車内掲示用ポ
スター 

心のバリアフリー等を啓発す
る車内掲示用ポスターの製作 

完了 

鹿児島運輸支局 
鹿児島市 

バリアフリー教室 
市民を対象とした高齢者等の
疑似体験を通じたバリアフリ
ー教室の開催 

継続実施 

鹿児島市 

市政出前トーク 
基本構想の概要やバリアフリ
ー整備の内容、心のバリアフ
リーの推進の説明 

継続実施 

心のバリアフリー推進に向
けた講演会 

公共交通事業者等を対象とし
た、心のバリアフリー推進に
関する講演会の開催 

継続実施 

前構想の進捗状況の公表 
各事業計画の進捗状況の確認
及び市 HP 等による公表 

完了 

障害者週間における啓発活
動 

障害者福祉の理解を深めるこ
と等を目的とした懸垂幕、ポ
スター等による啓発 

継続実施 

身体障害者補助犬の普及啓
発 

障害者の自立や社会参加の促
進するためを目的とした、身
体障害者補助犬の普及活動 

継続実施 

移動支援事業 
屋外での移動に困難がある障
害者の外出時の支援 

継続実施 

同行援護 
屋外での移動に困難がある視
覚障害者の外出時の支援 

継続実施 

鹿児島県福祉のまちづくり
条例に関する事務 

条例に基づき整備促進する施
設整備の届出受理、交付金の
交付 

継続実施 

鹿児島市福祉環境整備指針
に関する事務 

指針に基づく小規模な施設整
備に関する届出受理 

継続実施 

市立小・中学校 バリアフリーに関する指導 
バリアフリーやユニバーサル
デザインをテーマにした学習
の実施 

継続実施 


