資料

５

熊本駅周辺地区の整備におけるユニバーサルデザインの取り組みについて

３
１

具体的な進め方

検討内容

１ ）ユ ニバ ーサ ルデ ザイ ンの 取り 組み の基 本方 針
ステップ１

熊本駅周辺地 区全体と して統一 した考えの もと 、ユニバーサルデ ザイン推 進を図る ため、
個別事業の取 り組みに 先立ち次 の視点で検 討を 行なう。

ユニ バ ーサ ルデ ザ イン の 取り 組

① 熊本駅周辺地 区の整備 における ユニバーサ ルデ ザインの考え 方

みの基本方針 の検討

② 利用者の意見 を各種事 業に反映 させるため の基 本的な進め方
ステップ３

ステップ２

２） 利用 者の 参画 を促 す各 種事 業の 進め 方(プロ セス の整 理)
各種事業と利 用者ニー ズの反映 など、事 業プロ セスの整理と 利用者参 画のシス テム的な
アプローチ方 法の検討 を行なう 。

熊本 県で の ユニ バー サ ルデ ザイ ン

公共 的 空間 整備 に 関す る 基本 的

の取り組みの 課題や成 果の整理

配慮事項の検 討

① 計画、施工、 維持管理 等の一連 の事業プロ セス と利用者参画 の方法
② 各種事業間で の成果反 映など事 業プロセス の整 理とシステム 的なアプ ローチ
ステップ４

３ ）公 共的 空間 整備 に関 する 基本 的配 慮事 項の 検討

ソフ ト 施策 の導 入 又は 効 果的 な

これ まで の 熊本 県で の ユニ バー サ ルデ ザイ ン の 取り 組み の 課題 や成 果 等を 検証 し 、各種

ソフト的対応

事業の企画立 案の際に 基本とな る配慮事項 など 計画の視点に ついて検 討を行な う。
① これまでのユ ニバーサ ルデザイ ンの取り組 みの 課題や成果の 整理
ステップ５

② 移動空間、生 活空間、 サイン計 画、各種設 備機 器等の基本的 な配慮事 項

利用 者 の参 画を 促 す各 種 事業 の

４） ソフ ト施 策の 導入 又は 効果 的な ソフ ト的 対応

進め方(プロ セスの整理 )

ハード 面の整備 が有効に 生かせる ような ソフト面の施 策やソフ ト的な対 応の検討 を行な
う。
ステップ６

５） 拠点 施設等 具体 的事例 での 検討
熊本駅 周辺地区 の拠点施 設につい て、ユ ニバーサルデ ザインの 視点で具 体的な検 討を行

拠点施設等具 体的事例 での検討

なう。

２

検討体制
熊本駅周辺 地区のユ ニバーサ ルデザイ ンの取 り組み方針等 を検討す るために 専門の委 員会

（(仮称)ユニ バーサル デザイン 会議）を設 置す る。
（構成）

学識者、 有識者、 利用者（高 齢者 、障害者等）

（備考）

具体的な 事業での 検討を行 なう際 には、配慮が 必要な利 用者等を 対象に意 見聴
取を行なうも のとする 。

※平成 18 年 度以降の個 別事業へ の対応は シス テム的なアプ ローチを 検討する 中で整理。

