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はじめに 

急速な高齢化と少子化が同時進行し、かつて無い人口減少社会となったわが国においては、

高齢者や障害者などを含めた、あらゆる人々が社会活動に参加するノーマライゼーションの考

え方が社会に確実に浸透してきており、これらの自己実現のための施策が求められておりま

す。 

国においては、平成 6 年の建築物に対するバリアフリー化を推進するための「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（ハートビル法）」、平成

12年には、駅･鉄道車両･バスなどの公共交通機関、駅などの旅客施設周辺の歩行空間のバリ

アフリー化を推進するための「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（交通バリアフリー法）」、平成 17 年に「ユニバーサルデザイン政策大

綱」が策定され、さらに平成 18 年 12 月には、ハートビル法と交通バリアフリー法の一本化が図

られたことにより、点から面へのバリアフリー化を促進させるための「高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」が施行され、「どこでも、誰でも、自由に、

使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方が一般的になりつつあります。 

本市においては、平成 15 年度の「さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」の制

定、平成 16 年度に「さいたま市交通バリアフリー基本構想」を策定し、同法の目標年次である

平成 22 年を目途に移動の円滑化を図るためのバリアフリー化に積極的に取り組んでいます。 

昨今では、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、身体的状況、年齢、国籍を問わず、可

能な限りすべての人が人格と個性を尊重され、自由に社会に参画し、生き生きと安全でゆたか

に暮らせるよう、生活環境や連続した移動の円滑化のために、ハード･ソフトの両面から継続し

て整備、改善していくことが求められています。 

本ガイドラインは、政令指定都市の風格にふさわしいまちづくりを進める中で、ユニバーサル

デザインの考え方を基本に、歩行者系の案内サインを統一させ、市民や来街者などの利便性

向上とまちの魅力づくりの向上を図るため、公共サイン整備のガイドラインの指針とするもので

す。 

2008 年（平成 20 年）3 月 さいたま市
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1. 

1. ガイドラインについて
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(1)経緯

これまで公共サイン整備に関しては、さいたま市としての統一したガイドライン等の基準が

示されていないことから、サイン設置に際しては、「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」

等を参考基準として、各事業所管課の判断で事業進捗に合せ、必要に応じてサイン整備が

されていました。 

合併前には、公共サイン設置に関する指針等が示されていたのは一部市域のみで、その

他の市域では、ある程度の統一が図られていたものの、合併後も含め市域全体として統一が

図られていないため、市民や来街者など、利用者側から見るとわかりづらいものとなっていま

した。 

(2)ガイドライン策定の目的

平成１６年度に策定した「さいたま市交通バリアフリー基本構想」において、特定事業計画

の中に、『統一された公共サインのガイドラインの策定』が位置づけられたことにより、今般、

歩行者系の案内、誘導を目的とした「さいたま市公共サインガイドライン」を策定したもので

す。 

このガイドラインは、バリアフリーは勿論のこと、ユニバーサルデザインの視点を取り入れ、

誰でも見やすい、わかりやすい公共サインの表記基準、デザインの統一性を図るためのもの

です。 

また、さいたま市らしい個性豊かな地域づくりを進める観点から、サインの中に１０区のイメ

ージカラーの表示を位置づけるなど、利用者がどの場所にいるか容易に認識できる表示の

工夫やユニバーサルデザインの視点から、健常者のみならず、多様なコミュニケーションの

制約を抱える利用者に対しても、サイン環境の配慮や共通の情報伝達を可能とするための

対応方法についても示しています。 
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(3)ガイドラインの位置づけ

本ガイドラインは、歩行者系公共サインを設置する際の基本的な考え方を「案内」「誘導」

の視点から整理するとともに、主に「さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例整備

基準マニュアル」による施設整備や、「さいたま市交通バリアフリー基本構想」に基づく事業

実施時における整備指針として位置づけています。 

今後は、市全域における歩行者系公共サインの統一化を図るため、本ガイドラインに準拠

するものとします。また、「浦和市歩行系公共サインマニュアル」による整備が進められてきた

地域においても、今後は本ガイドラインに準拠するものとします。 

なお、歩行者系公共サインの統一化を図ることにより、次のような効果を期待するものとし

ます。 

  《期待される効果》 

・市民や来街者などへユニバーサルデザインの概念に基づく上質かつ均一な情報を提供す

ることができます。

・物理的なバリアフリー施策に加え、「情報」といったソフトコンテンツを含めた総合的な事業

展開を行うことができます。

・さいたま市らしい個性豊かな地域づくりをイメージする、または、伝達することができます。 

（10 区のカラーデザインを導入）

○本ガイドラインの位置づけ 
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(4)適用範囲

本ガイドラインは、公共施設、交通旅客施設、道路施設、公園施設等の歩行者系の案内

の中でも、道路上に設置、管理される案内・誘導サインを適用範囲とします。 

○ガイドラインの適用範囲 

※本ガイドライン適用除外のサインについて 

以下のサイン等については、本ガイドラインの適用除外とします。 

・公共交通事業者が旅客施設内に設置するサイン 

・国、県などの道路管理者が設置する「道路標識,区画線及び道路標示に関する命令」（道

路標識令）に規定された標識 

・公園管理者が公園内に設置するサイン 

・公共施設等の管理者が施設内に設置するサイン 

・既定のガイドライン等により設置された一定の整備地区（さいたま新都心、北部拠点日進・

宮原地区）のサイン 
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（参考）本ガイドラインが対象とするサインの事例

歩行者を対象とするサインには、案内・誘導・位置・説明・規制・広報などの種類があり

ますが、本ガイドラインでは、「案内サイン」、「誘導サイン」に特化して基準等を定めます。 

 1) 案内サイン 

主に地図等により、その地域や周辺を含めて（施設等の位置関係）案内をします。 

 2) 誘導サイン 

主に矢印等による方向や距離表示により施設の案内をします。 





２. 

2. 基本的な考え方
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(1)サイン計画の目的

公共サインは、人々が行動するために必要な様々な情報を分かりやすく伝える機能を持

っています。しかし現状では、表記方法やサインシステムの統一が図られていないことや、メ

ンテナンスが不十分であるなど、その機能を十分に果たしていない場合があります。 

このことから、利用する人にとってわかりやすく、見やすい案内とすることを念頭に、メンテ

ナンスの容易さ、設置コストなどの条件も考慮したうえで、本市の基準を示すことにより、市民

や来街者などが円滑に移動できるようにすることを目的としています。 

(2)サイン整備の基本理念及び基本方針

本ガイドラインの策定に当たっては、「ユニバーサルデザイン」の考え方を基本理念として

います。このことから、交通弱者である高齢者や障害者等のほか、年齢、性別、国籍、人種な

どのコミュニケーションに制約のある方を含め、全ての利用者にとって使いやすいモノづくり

を目指します。 

なお、基本理念に基づいたサイン整備を行うため、表現 5 原則（※）も取り入れ、サイン整

備の際の基本方針を以下のように設定しました。 

○サイン整備の基本理念及び基本方針 

※ 表現 5原則 

単純性・・・・・・・・・・・・・複雑な情報でもシンプルに 

明瞭性・・・・・・・・・・・・・はっきり読める、聞こえる 

連続性・・・・・・・・・・・・・人の動きに応じて途切れずに 

統一性・・・・・・・・・・・・・同じ様式で 

システム性・・・・・・・・・・サイン相互の関係性を調整して 
（「公共交通機関旅客施設のサインシステムガイドブック」より作成）

基本理念 基本方針 



３. 

3. サインシステム
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(1)サインシステムの構築

歩行者系サインは、都心部の歩行者通行量の多いまちなかに設置される場合が多く、周

辺には様々な視覚的要素の散在が想定されるため、これらに埋没することなく、また、周辺

の景観等にも配慮しながら、地理案内や地域の情報提供等を行うことにより、市民や来街者

などの行動を活性化、円滑化させ、さらに街のアクセントとなるシステムを構築することとしま

す。 

(2)サイン設置拠点の設定

本ガイドラインでは、市民や来街者などが主要拠点（駅・主要な公共施設など）から目的地

まで移動する場合を主に想定し、次の３拠点の設定を行いました。  

○サイン設置拠点の設定 

(3)サインの表示内容

各拠点において、次の内容の表示を行います。 

 1) 主要拠点 （表示内容：案内サイン・誘導サイン） 

主要拠点の中でも、比較的目立つ場所（鉄道駅であれば駅前広場等）にサインを設置

し、公共施設等への行動起点として、総合的な案内を目的とするサインとします。表示内

容は、案内サインについては広域図及び地域案内図、誘導サインについては主要拠点の

みを案内することとします。 
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○主要拠点のサイン 

 2) 中拠点 （表示内容：案内サイン・誘導サイン） 

主要交差点や歩行動線の分岐点に設置し、表示内容は、案内サインについてはサイン

周辺の地区案内図、誘導サインについては主要拠点のみを案内することとします。 

○中拠点のサイン 

誘導サイン 

案内サイン 

誘導サイン 

案内サイン 
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 3) 小拠点 （表示内容：誘導サイン） 

誘導経路となる歩行動線のうち、交差点付近などの分岐点に設置し、表示内容は、公

共施設等（41 頁参照）とします。 

○小拠点のサイン 

(4)案内・誘導システム概念図

鉄道駅の駅前広場（主要拠点）を行動起点とした場合、起点では広域図・地域案内図・誘

導案内を提供し、目的地に近づくに従って詳細情報を絞り込み、主要交差点や歩行動線の

分岐点に連続的に情報を提供します。また、主要拠点から誘導施設までのサイン設置経路

から外れた場合や鉄道駅を起点とした経路ではない施設周辺地区から来る人を想定し、サ

インを補助的に設置するなどのネットワーク化を図ります。 

なお、交通バリアフリー基本構想の重点整備地区内では、本構想に位置づけられた特定

経路を、原則、主要な誘導経路とします。（最短経路とすること） 

誘導サイン 
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○設置位置の概念図 





４. 

4. デザイン基準
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(1)誘導サイン・案内サイン共通基準

本ガイドラインの「2.基本的な考え方 （2）サイン整備の基本理念及び基本方針」（5 頁）に

示したように、サイン整備の際には、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、サイン整備を

行います。 

 1) サインデザインの考え方 

  ①だれもが理解できるサイン

サインの表示面で使用する文字の書体、使用する色、大きさ、内容等について、機

能的で無駄の無い内容とします。 

  ②だれにもわかりやすく誘導するサイン

バリアフリー経路・誘導経路を意識し、サインの設置位置や向き、どこにサインがある

のか等、すぐにわかる形状とします。 

  ③まちのデザインに寄与したサイン

（a）まちの景観
都市の景観に配慮した主張しすぎない、シンプルで品格あるデザインとします。ま

た、時間の経過に対応した、質の高い、あきのこないデザイン、市民が誇りを持てる

デザインとします。 

（b）区のイメージカラー
さいたま市らしい個性豊かな地域づくりを進める観点から、１０区のイメージカラー

をサインデザインに用いることとします。 

  ④使い続けられるサイン

サインは屋外に設置されるため、本体や表示面には耐久性のある材質を使用する

など維持管理の容易さを考慮します。 

なお、安全性・景観への配慮・経済合理性等も含めた総合的な視点から検討を行っ

たうえで使用材料を決定するものとします。参考として、サインに使用する素材等一般

的な事例を「８．参考資料」（50 頁）に示します。 
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 2) 書体  

サインに表示する基本書体は、視認性及び可読性に優れた文字を使用し、高齢者、障

害者等が見やすくわかりやすいものとします。また、和文書体と英数字書体は、一体で併

記するため、組合せがよい書体を使用します。 

  ①和文書体

和文書体については、文字の線幅がほぼ一定で可読性に優れているゴシック系の書

体とし、文字にメリハリがあり、より可読性に優れた“角ゴシック書体”を使用します｡ 

標準書体（正体 100％）で表示スペースが足りない場合は、長体を使用します。 

（使用書体例：見出しゴ、ＨＧゴシックＥ） 

 ■参考 
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  ②英文・数字書体

英文・数字書体については、ゴシック系の和文書体との調和を考慮し、可読性に優

れている“サンセリフ系書体”を使用します。なお、サンセリフ系とは、和文のゴシック体

に相当する英文書体です。 

レイアウトは常に正規の文字間隔によるものとし、間隔を調整しないこととします。 

標準書体（正体 100％）で表示スペースが足りない場合は、長体を使用します。 

  （使用書体例：Frutiger、Helvetica） 

 ■参考 

※なお、市章と併せて「さいたま市」の文字を掲載する際には、「市章デザインマニュアル」に

て、オリジナルデザインの既定があるため、本ガイドラインの 23 頁を参照してください。 
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  ③ローマ字・外国語表記

ローマ字表記は「道路標識設置基準・同解説」（（社）日本道路協会）に準拠し、ヘボ

ン式（以下の表参照）により表記します。 

○ヘボン式のつづり方 

（備考） 

１．はねる音「ん」は n で表す。 

２．はねる音を表すｎに続く母音字及びｙとを切り離す必要がある場合は、ｎの次に

「－」を入れる。 

３．つまる音は、最初の子音を重ねて表すが、次にｃｈが続く場合はｃではなくｔを用い

る｡ 

４．長音を表す「－」、「＾」、「ｈ」は使用しない｡ 

５．文の書き始め、固有名詞は、語頭を大文字で表す。なお、固有名詞以外の名詞

の語頭を大文字で書いてよい。 

（「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」より作成）

あ a い i う u え e お o
か ka き ki く ku け ke こ ko
さ sa し shi す su せ se そ so
た ta ち chi つ tsu て te と to
な na に ni ぬ nu ね ne の no
は ha ひ hi ふ fu へ he ほ ho
ま ma み mi む mu め me も mo
や ya ゆ yu よ yo
ら ra り ri る ru れ re ろ ro
わ wa
ん ｎ
が ga ぎ gi ぐ gu げ ge ご go
ざ za じ ji ず zu ぜ ze ぞ zo
だ da ぢ ji づ zu で de ど do
ば ba び bi ぶ bu べ be ぼ bo
ぱ pa ぴ pi ぷ pu ぺ pe ぽ po

きゃ kya きゅ kyu きょ kyo
しゃ sha しゅ shu しょ sho
ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho
にゃ nya にゅ nyu にょ nyo
ひゃ hya ひゅ hyu ひょ hyo
みゃ mya みゅ myu みょ myo
りゃ rya りゅ ryu りょ ryo
ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo
じゃ ja じゅ ju じょ jo
びゃ bya びゅ byu びょ byo
ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo
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 3) 色彩  

サインの色彩及び配色等は、高齢者、障害者が見やすくわかりやすいものとします。 

なお、高齢者、障害者（特に色覚障害者）へ配慮した色彩を用いることを基本に、以下の

とおり留意することとします。 

また、表示面や構造物には、さいたま市らしい個性豊かな地域づくりを進める観点から、

「区のイメージカラー」を使用します。 

  ①色彩の留意点

・図色と地色の明度差を十分大きくする 

・黒色に青色または黒色に赤色の色彩の組み合わせは用いない 

・黄色に白色の色彩の組み合わせは用いない 

・赤系統と緑系統の色彩の組み合わせは用いない 

・赤色については、濃い赤を用いず朱色やオレンジに近い赤を用いて、他の色との境目

に細かい白線を入れると表示が目立ちやすくなる 

・その他、「緑と茶色」、「黄緑と黄色」、「紫と青」、「水色とピンク」は避けること 

・やむを得ず上記の色相の組み合わせを用いる場合は、明度差をできる限り大きくする 

・案内地図には、地色の明度を N７～８程度とし、敷地等の色面を極めて細かい罫線でく

くる 

・案内地図に用いる色は、退色を考慮した色に配慮する 

    ○避ける色彩組み合わせ例 

（「改訂版 道路の移動等円滑化整備ガイドライン」より作成） 
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  ②大宮区のイメージカラーを使用した場合の例示

さいたま市らしい個性豊かな地域づくりを進める観点から、サインのデザインについて

は、区のイメージカラーをサイン本体及び表示面に使用することとします。

（a）イメージカラー使用例
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（b）さいたま市「区の色・イメージカラー」

（「さいたま市 10 区カラーデザインマニュアル」より抜粋） 

区名 色 色データの値 

西区 あお 

特色 DIC－１３９  プロセス近似色 C９０％ 

RGB R２６ G１６９ B２０３ 

スコッチカルフィルム JS－１６１３ モーニングブルー 

文字 白ヌキ 

北区 ふかみどり 

特色 DIC－２５６３ プロセス近似色 C１００％ M３０％ Y８

０％ 

RGB G９９ B６６ 

スコッチカルフィルム JS－１７０８ オフサイドグリーン 

文字 白ヌキ 

大宮区 オレンジ 

特色 DIC－２０４  プロセス近似色 M７０％ Y９０％ 

RGB R２５４ G７６ B１６ 

スコッチカルフィルム JS－１４１０ コスメティックオレンジ 

文字 スミ 

見沼区 そらいろ 

特色 DIC－２１８５ プロセス近似色 C６０％ M１０％ 

RGB R１０３ G１７９ B２１１ 

スコッチカルフィルム JS－１６１９ チョークブルー 

文字 スミ 

中央区 バラ色 

特色 DIC－７６   プロセス近似色 M８０％ Y４０％ 

RGB R２４８ G５３ B９２ 

スコッチカルフィルム JS－６２１４ チェリーレッド 

文字 スミ 

桜区 さくら色 

特色 DIC－２００５ プロセス近似色 M３０％ Y５％ 

RGB R２５１ G１８０ B２０６ 

スコッチカルフィルム JS－６２１５ ピーチフラワー 

文字 スミ 

浦和区 あか 

特色 DIC－２４９７ プロセス近似色 M１００％ Y８０％ 

RGB R２５２ B２５ 

スコッチカルフィルム JS－１２３７ プレーシングレッド 

文字 白ヌキ 

南区 レモン色 

特色 DIC－２５３８ プロセス近似色 M１０％ Y１００％ 

RGB R２５５ G２３０  

スコッチカルフィルム JS－１１１２ レモンイエロー 

文字 スミ 

緑区 みどり 

特色 DIC－１７２  プロセス近似色 C８０％ Y８０％ 

RGB R５１ G１６３ B７７ 

スコッチカルフィルム JS－１７０６ グラスグリーン 

文字 スミ 

岩槻区 やまぶき色 

特色 DIC－２０６  プロセス近似色 M４０％ Y１００％ 

RGB R２５５ G１５３ 

スコッチカルフィルム JS－６１０６ ダイヤーズブルーム 

文字 スミ 
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基本形 特例 

○各区のカラーを用いたデザイン例 
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基本形 特例 

○各区のカラーを用いたデザイン例 
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 4) ピクトグラム等の表記 

本ガイドラインでは、標準案内用図記号一覧及び道路標識令に定められたピクトグラムを

使用します。 

○標準案内用図記号一覧（１２５項目のうち１１０項目がＪＩＳ規格：ＪＩＳ Ｚ ８２１０） 
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○ピクトグラム使用時の注意事項 

推奨度 A 安全性及び緊急性に関わるもの、多数のユーザーにとって重要なもの

及び移動制約者へのサービスに関わるものです。これらについては、

図形を変更しないで用いることを強く要請します。 

推奨度 B 多数の利用者が通常の行動や操作をする上で、図記号の概念及び図

形を統一することによって利便性が高まると期待されるものです。これら

については、図形を変更しないで用いることを推奨します。 

推奨度 C 多数の利用者が通常の行動や操作をする上で、図記号の概念を統一

することが必要なものです。これらについては、基本的な概念を変えな

い範囲で適宜図形を変更して用いることができます。 

（「ひと目でわかるシンボルサイン」より抜粋） 
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 5) さいたま市の「市章」の活用 

案内サインや誘導サインにおいて、さいたま市の「市章」を使用することで、さいたま市の

統一したイメージ等の形成につなげます。 

なお、「市章」の使用方法は、「市章デザインマニュアル」において規定があり、次の留意

点が示されています。 

 《使用の留意点》  

①「市章」と「さいたま市」のロゴは一体で使用する 

②他の文字や記号から離して配置する 

③正しい色で使う 

④区のロゴとの組み合わせ 

⑤指定書体・推奨書体を使う 

※使用の際は、「市章デザインマニュアル」をご確認ください。 

なお、ロゴについては、指定データを使用することとなっています。 

○ロゴの使用方法 

《市章と和文ロゴの組み合わせ（3 通り）》 

《市章と英文ロゴの組み合わせ（2 通り）》 

（「市章デザインマニュアル」より抜粋）

基本型 横 型 縦 型 

基本型 横 型 
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(2)案内サイン基準

案内サインに関しては、基本的に「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」に準拠します。

また、本項で示す案内サインは、主要拠点で使用する広域図・地域案内図、中拠点で使用

する地区案内図とします。 

以下に、主要拠点及び中拠点に設置するサインの内容を示します。

主要拠点サイン 中拠点サイン 

   ：「(2)案内サイン基準」で対象とする内容 
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 1) 表示情報 

  ①表示範囲及び縮尺

主要拠点に設置する地域案内図の表示範囲は概ね１ｋｍ四方、また中拠点に設置

する地区案内図は概ね６００×６５０ｍ四方を推奨します。また、縮尺については概ね

1/1,000 を推奨します。 

■主要拠点 

■中拠点 

表示位置 地区案内図（例） 

表示位置 地域案内図（例） 

（縮尺：1/1000） 

（縮尺：1/1000） 
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  ②ベース図

国土地理院の地形図（1/10,000）、さいたま市地形図（1/2,500）を原則とするが、地

域の実情によっては、市販の住宅地図（1/1,500）を参考にすることも可能とします。 

  ③色彩

  地域案内図・地区案内図で使用色については、以下の内容とします。 

  ④一般的情報

地形、地盤、道路、歩道、立体横断施設及び歩行経路の目標となる信号機、交差点

名、番地の情報等は、一般的情報として原則的に表記します。 

（「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」より抜粋）

○案内地図の使用色 

○その他の指定色 
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  ⑤言語表記

地図上の言語表記は、可読性及び全体のレイアウトバランスを考え、日本語と英語を

表記します。 

  ⑥文字の大きさ

文字の大きさは、高齢者、障害者が見やすく分かりやすいものとします。 

文字表記の際には、視距離に応じた大きさを選択することとし、案内サインの場合は

視距離５０ｃｍを想定し、以下に示した「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイ

ドライン」の視距離１～２ｍの文字高の約１/２の大きさ（和文文字高：５ｍｍ以上、英文文

字高：４ｍｍ以上）とします。 

（「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」より抜粋） 

なお、具体的な文字の大きさについては、次頁の表（地図標識の標準文字サイズ）

のとおりとします。 

■留意点 

・英文文字高は、公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに準拠し、和

文文字高の３/４程度 

・ピクトグラムの大きさは、英文の３倍 

・ピクトグラムを組み合わせて表示する場合はピクトグラムの大きさの２/１６を重ね合わ

せて併記 



 28 

○地図標識の標準文字サイズ 

ピクトグラム 和文 英文 表示施設 

凡例部表示 24.0mm 10.50mm 8.0mm 凡例部 

特大サイズ ― 18.0mm 14.0mm 
県名、市名、郡名、区名等

（図中に境界があった場

合） 

大サイズ 21.0mm 9.0mm 7.0mm 
案内所、情報コーナー、

県庁、市役所、区役所、博

物館、美術館、ホール等 

中サイズ 16.5mm 7.0mm 5.50mm 
郵便局、交番、病院、デパ

ート、ホテル、埠頭、踏切

等、町名※、丁目※ 

中小サイズ ― ― 5.0mm 番地※ 

小サイズ 12.0mm 5.0mm 4.0mm 
橋梁名、交差点名、歩道

橋名、バス停名、広域図

の情報 

※濃鼠色表示とする 

（「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」より抜粋） 

  ⑦現在地

現在地の表記については、利用者が向いている方向を考慮します。 

  ⑧凡例部表示

（a）主要拠点
・凡例部は、地域案内図の右側に縦 100mm×横 25mmの「凡例」等と表記します。

・サイン設置位置の現在地の住所を表示し、英語表記は「Address」とします。 

・言語表記は、日本語・英語・中国語・韓国語を表記します。 

・ピクトグラムの意味を分かりやすくするために、ピクトグラムの凡例を表記します。 

・広域図を表示するものとし、図の内容については、次頁の表（広域図の仕様）のとお

りとします。 

現在地の表記 
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○広域図の仕様 

項   目 内    容 

名称 日本語標記は「広域図」とし、英語表記は「Key Map」とする 

表示サイズ 縦 24ｃｍ×横 24ｃｍ 

表示範囲 約 2km×約 2km、縮尺：1/8,000 

（地域案内図の表示区域を含む範囲） 

表示情報 地図の基本的な座標軸が分かる程度の施設表記とし、具体

的には以下施設を対象とします。 

・鉄道駅等の交通結節点（駅名（鉄道路線は除く）とピクトグラ

ム表示。） 

・役所（ピクトグラムと名称を表記） 

・大規模公園（地域案内図内はピクトグラムのみ表示。地域案

内図の区域外についてはピクトグラムと名称を表記します。） 

・広域避難場所（ピクトグラムのみ表示） 

その他 ・地域案内図との区別を明確にするため、広域図と地域案内

図との間を５ｍｍ開け、黒の枠線（１ｐｔ）で囲みます。 

・広域図と地域案内地図の関係が把握できるよう、広域図内

に地域案内図の表示区域を明記します。 

・地域案内図の表示区域の外枠を枠囲いし、「＜表示範囲

Map out Area＞」と表記します。 

表示位置 凡例部の例 



 30 

（b）中拠点
・言語表記は、日本語・英語・中国語・韓国語を表記します。 

・ピクトグラムの意味を分かりやすくするために、ピクトグラムの凡例を表記します。 

  ⑨ピクトグラムとアイキャッチャー

地図に用いるピクトグラムは、道路標識令、標準案内用図記号一覧のデザインに準

拠し、ピクトグラムのない施設については、アイキャッチャー「■」を使用し表示します。 

    （例：消防署・保健所・学校・幼稚園・図書館等） 

  ⑩表示向き

地図の向きは利用者にとってわかりやすいものとするため、サインに向かって前方を

上とします。 

  ⑪バリア情報

 車いす使用者に必要な情報を表示します。踏切は警戒標識「踏切あり」（207-B）を表

示し、また、歩道橋、ペデストリアンデッキ、階段のあることが判別できるように表示しま

す。 

表示位置 

バリア情報の表示 

（例：踏切あり） 

凡例部の例 
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  ⑫バリアフリー経路

多様な障害を持った利用者が概ね移動できるバリアフリー経路は、3.0mm 巾朱赤系

色の点線「●●●●●」で表示、英語は「Ａccessible Route」と表記します。 

（「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」より抜粋） 

  ⑬エレベーター

ペデストリアンデッキ等により、鉄道駅や道路等と連結されているエレベーターについ

ては、ピクトグラムを表示します。その他、民間施設でも移動円滑化された車イス対応の

エレベーターについては、ピクトグラムを表示します。 

なお、ピクトグラムについては、車イス対応と未対応の場合で区別するものとします。ま

た、時間制限のあるエレベーターについては、「使用時間制限有」といった内容を表示

します。 

  ⑭公衆トイレ

トイレはピクトグラムで表示するものとし、身体障害者の利用が可能な施設について

は、身障者用設備付きピクトグラム（トイレ＋身障者用設備）を表示します。また、その施

設に使用時間制限があるものは、ピクトグラムの下に「使用時間制限有」といった内容を

表示します。 

なお、市で整備基準等を指定している「みんなのトイレ」についても、地図盤面上のピ

クトグラムの煩雑を防ぐために、身障者用設備付きピクトグラム（トイレ＋身障者用設備）

を用いることとします。 

車イス対応 車イス未対応 

身障者用設備有り 

（使用時間制限有の場合） 
身障者用設備無し 

（使用時間制限無しの場合） 
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  ⑮その他

・駅からの利用が想定できる施設の中でも、地図表示範囲の縁辺部で表示できない施設

については、標準案内用図記号一覧の矢印を使用し、至「→」で表示します。 

・方位及びスケールは、地域案内図・広域図・地区案内図のそれぞれ四隅のいずれかに

表示します。 

・案内サインの整備年月を表示し、どの時点の内容かを明らかにします。（例）２００８．３ 

 2) 設置基準 

  ①設置方法

案内サインは、歩行者の目につきやすく、近づいて見ることができるよう、サイン本体

の足元やその周辺に障害物等がないように配慮します。 

また、案内サインは、サインに向かって前方が上になるように設置を行います。 

  ②設置の高さ

車いす使用者の地図上部の見やすさに配慮し、板中心を 1250mm とします。 

  ③設置の際の留意点

歩行者から見て良好な視認性が確保でき、かつ通行の支障にならない場所を選定し

ます。 

（「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」より作成） 

設置イメージ 

交差点部設置位置図 

サイン設置の高さ 



 33 

案内地図表示掲載情報一覧 

（「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」より作成）
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（「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」より作成） 
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○案内地図掲載上の施設等を表示する際の注意事項 

（「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」より作成）

○バリアフリー表示情報 

（「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」より作成） 
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 3) 視覚障害者対応 

視覚障害者が利用することが多い場所に設けられるものについては、必要に応じ、点

字、音声、その他の方法により視覚障害者を案内する装置を設けることとします。 

（a）点字・音声による方法
視覚障害者に対する音声案内、触知図については、これまで多数の民間企業や

関係省庁において研究、実験、実用化がされてきていますが、現状ではさまざまな

情報提供の内容、機器の様式、利用環境の設置特性等、統一された基準がないた

め、今後の事例の蓄積と継続的な検討が必要です。 

このことから、導入に際しては、施設を利用する視覚障害者等の意見を聞くととも

に、機器の汎用性を考慮するなど慎重に検討することとします。 

○音声案内・触知図の事例 （さいたま新都心駅） 

（b）その他の方法
サインの位置まで歩行者を誘導するため、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しま

す。ただし、天候、明るさ、色の組み合わせによっては、認識しづらい場合があるため

LED などを内蔵した誘導用ブロックの使用も視野に入れ、検討することとします。 
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(3)誘導サイン基準

主に小拠点において設置する誘導サインについての基準を示します。また、主要・中拠点

における案内サインと同時掲載する誘導サインについては、「(3)誘導サイン基準」の内容のう

ち、「１）文字の大きさ」のみを参考とします。 

主要拠点    中拠点 

小拠点 

   ：「(3)誘導サイン基準」で対象とする内容 
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 1) 文字の大きさ 

「道路標識設置基準・同解説」に準拠し、利用者が遠距離から見た場合の視認性を考

慮して、和文文字高を 100ｍｍ・英文文字高を 50mm を基準とします。また、文字数に応じ

て和文文字高を 80ｍｍ以上・英文文字高を 40mm以上または長体を使用します。 

■留意点

 ・道路標識令、標準案内用図記号のデザインに準拠し、ピクトグラムと矢印を表示します。 

 ・言語表記は、日本語と英語を基本とします。 

 ・目的地までの距離を表示します。 

・距離表示は、２桁または３桁の場合 下１桁を四捨五入し、表示します。 

（例）2 桁の場合  ５４ｍ →  ５０ｍ 

３桁の場合  ５５５ｍ → ５６０ｍ 

○表示例 
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 2) 矢印表示 

矢印の表示には、標準案内用図記号一覧を参考に、次のとおり使用します。 

  ■矢印 ■矢印の種類と優先順位（※）

※なお、優先順位とは、以下の図に示すように、同一サイン内に複数の誘導施設が存在

する場合に、施設の順序を上段から矢印の順位で定めることを意味します。 

   ○誘導サインにおける施設表示順位（例） 
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 3) 設置基準

  ①設置方法

誘導サインの設置に関して、位置、高さは、高齢者、障害者等に配慮したものとしま

す。また、誘導サインの方向は、矢印と同じ方向になるように設置します。 

  ②設置の高さ

道路構造令により、サイン下端を路面より 2500mm以上とします。 

  ③設置の際の留意点

誘導経路上において、利用者が遠距離から見た場合の視認性を考慮するとともに、

通行の支障にならない位置に設置します。 

（「道路標識設置基準・同解説」より作成） 

交差点部設置位置図 

設置イメージ 

サイン設置の高さ 
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  ④誘導案内対象施設

誘導サインに表示する施設は、その地域の状況に応じて選択します。 

なお、誘導案内表示掲載情報については、以下のとおりです。 

○誘導案内表示掲載情報一覧 

（「道路標識設置基準・同解説」より作成）    

項目 誘導施設
ピクト
グラム

案内所 案内所（有人） ○

官庁又はその出先機関 ○

警察署 ○

消防署

国（公社、公団を除く）の機関及び公共地方サー
ビス機関、その他官署

病院 ○

体育館、運動場 ○

鉄道駅 ○

バス等のターミナル ○

旅客船ターミナル ○

航空旅客ターミナル ○

エレベーター ○

エスカレーター ○

公会堂、公民館、図書館

美術館、博物館、文化会館、劇場 ○

史跡、歴史的建造物 ○

大規模公園 ○

全国的な有名地

広域避難場所 ○

公衆トイレ ○

郵便局（支店） ○

その他誘導が必要な施設

その他

観光名所

文化施設

公共施設

交通施設

移動円滑化施設
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(4)参考デザイン

 1) 主要拠点サイン 

 2) 中拠点サイン
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 3) 小拠点サイン





６. 

5. 維持管理
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サインは、設置後においても機能や品質、景観、わかりやすい情報提供を確保するため、日

常の点検、メンテナンス及び更新が必要となります。 

また、サインの維持管理を合理的かつ迅速に行うために管理台帳を整備することが望まれま

す。 

(1)サインの本体基本構造

サイン設置後、適切な維持管理が必要となります。情報の更新・変更、また外的要因によ

るサイン本体の破損、錆、表示面の剥がれなどが経年変化の中で想定されます。そのため

サイン本体構造をユニット化し、部品の破損・修理や情報の更新など、作業の簡素化に配慮

されたサインシステムにするとともに、サインを構成するマテリアル建材についても材質は耐

久性を重視し、メンテナンスフリーな建材の使用についての検討が望まれます。 

 1) サイン本体構造 

情報の更新・変更、また外的要因によるサイン本体の破損、損傷などを想定し、サイン

本体を構成する部位をユニット化し、修理時のコスト低減を図ります。 

 2) メンテナンス性 

材質、装飾素材には耐久性、汎用性のある素材の組合せ、選定をし、経年変化に対応

できるサイン本体の仕様とします。 

 3) 維持管理などの作業性 

サイン情報の更新、変更などに簡易に対応可能な構造とし、作業性の向上に配慮され

たサイン構造にすることにより維持費の圧縮を図ります。（添付：表示基板素材特性比較

一覧表 51頁参照） 

 4) ユニバーサル設計 

機能性を重視し、サイン本体構造のユニット化の利点を最大限に活かし、アタッチメント

によりデザイン意匠の変更を可能とする構造を推奨します。 
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(2)点検及び更新

設置されたサインがその機能を保持し、景観と安全性を維持していくために定期的に点検

を行います。 

また、表示内容の変更等の整合性を図り、適切な更新を継続的に実施します。 

(3)管理

設置されたサインの状況を明らかにし、管理を合理的かつ能率的に行うために管理台帳

の作成（管理台帳の用紙は、次頁を複写して使用）が必要となります。 

また、サイン本体部に、「管理番号」、「設置年月日」、「住所」、「管理者」、「連絡先」を記

入したステッカーを貼り、管理台帳と現地との整合を図るための管理体制が必要となります。 
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７. 

6. さらなるユニバーサルデザインの取り組み
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目的地まで迷うことなく円滑に到達するサイン本来の機能はもちろん、公共サインを利用す

るための周辺環境においても、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れることが重要です。 

一般的に､高齢者や視覚障害者､車いす使用者､聴覚障害者等、多様な利用情報のコミュニ

ケーション制約を抱えている利用者に対して、サイン周辺環境整備への配慮や共通の情報を

伝達できるように工夫することが必要です。 

(1)サインを補完する情報提供の事例

 1) 各種端末を利用した情報提供 

 各種端末を利用した情報提供の方法を以下に紹介します。 

（a）ラジオの利用
東京都世田谷区の松陰神社商店街及び松陰神社では AM ラジオ電波（1620KHZ）の

発信機が設置されており、来訪者がラジオを持参することで、各店の情報や神社の歴史

等の情報を取得することが可能です。 

電波発信機 設置店の案内ポスター 

裏（店内）側） 道路側

松陰神社入口 

表側 裏側
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（b）携帯電話の利用

近年、携帯端末の普及により情報提供手法として二次元バーコード（QR コード）(※1)が

広く活用されています。いつでも、だれでも、どこからでも必要な情報が得られる点で、ユ

ニバーサルデザインに通じるものです。 

本ガイドライン（63、64頁）においても、モデル盤面にQRコードを配置し、「（社）さいた

ま観光コンベンションビューロー」のホームページサイトのアドレス情報を表示しています。

ただし、利用の際には、接続先のホームページの管理体制等に関し、配慮が必要となり

ます。 

(※1) 1994年にデンソーが開発した二次元コードの一種。白と黒の格子状のパターン

化されたバーコードにより情報を表します。QRは“Quick Response”に由来し、日本で

は最も普及している二次元コードといえます。 

●事例（平成 18 年 国土交通省高山国道事務所 「歩行者ＩＴＳ公共交通支援」（社会実験））

駐車場や駅前の観光案内所といった観光拠点となる箇所及びバス停にＱＲコードを設置し、

携帯サイトを通じてバス情報、観光情報、周辺の地図情報を提供することにより、観光の利便

性の向上や、歩行者支援を図っています。 

「国土交通省中部地方整備局 高山国道事務所」ホームページより 

※ＱＲコードで誘導される携帯サイトの内容 
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 2) 文字を利用した情報提供 

文字を利用した情報提供の方法を以下に紹介します。 

（a）LED可変表示システム
大規模な交通結節点などの主要拠点のサインにおいては、情報発信の拠点と位置づ

け、市民や来街者などに対し、リアルタイムな街の情報を提供するため、LED 可変文字

情報による情報提供について検討することとします。 

表示する情報は、地区の行政情報、イベント情報、気象情報、ニュース等さまざまな情

報提供の内容が考えられますが、設置場所の特性、利用者の想定を行い十分な協議を

ふまえて検討することとします。 

○LED 可変表示システムの事例 （さいたま新都心駅） 

(2)サイン周辺の設備等の事例

 1) 照明設備 

常時利用可能な公共サインとするため、夜間の可読性、視認性についても配慮し、照

明灯の設置を検討します。ただし、設置する箇所については、サイン設置周辺の環境照

度、当該地区の施設整備基準等への適合を図り検討するように配慮することとします。 

 2) サイン周辺の快適環境の創出 

サイン設置位置の舗装については弾性舗装ブロック等の安全、安心、快適な資材の活

用を検討します。また、移動情報だけでなく地域の魅力や利便性の提供とあわせ、快適環

境の創出を進めていくこととします。 



7. 参考資料
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(1)サイン本体の素材

サイン設置後の本体の破損、剥がれ、錆等の老朽化を考慮し、耐久性があるものや管理

の容易な素材を選定する配慮が必要です。 

なお、以下の表においては、一般的な素材の特性比較を行っていますが、実際の設置検

討では、詳細な検討を行い、採用する素材の決定が必要となります。 

 1) サイン本体鋼材特性比較一覧表 
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(2)表示板の表示基板の素材

表示基板は、本体同様に破損、剥がれ、錆等の老朽化を考慮し、耐久性があるものや管

理の容易な素材を選定する配慮が必要です。また、表示面の老朽化はサイン自体の機能そ

のものを損なうため反射シートの印刷特性にも配慮が必要です。 

なお、以下の表においては、一般的な素材の特性比較を行っていますが、実際の設置検

討では、詳細な検討を行い、採用する素材の決定が必要となります。 

 1) 表示基板素材特性比較一覧表  
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 2) プリンター印刷特性比較一覧表 
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(3)モデルケースの検討

これまでの本ガイドラインの内容を基に、ケーススタディとして浦和駅西口周辺を対象とし

た公共サインの設置場所の検討を行いました。 

 1) 誘導施設の検討 

浦和駅周辺では大規模な施設が多数存在することから、すべての施設へ誘導することは

困難なため、あらかじめ主要施設・準主要施設・その他の施設として施設種別を設定し、誘

導対象施設を選定しました。各種別の施設を以下に示します。 

  ①主要施設

当該地区において、公共性が高く、不特定多数の来訪者が想定される、「浦和駅」、

「埼玉県庁」、「さいたま市役所」の３箇所の施設を設定しました。 

  ②準主要施設

当該地区において、主要施設に次いで公共性が高く、主要施設と同様に不特定多

数の来訪者が想定される、「埼玉会館」、「県立浦和図書館」、「うらわ美術館」、「市民会

館うらわ」の４箇所の施設を設定しました。 

  ③その他施設

当該地区において、主要及び準主要施設以外の公共施設を設定しました。 

 2) サイン設置の考え方 

  ①主要拠点

サインの設置は、起点となる浦和駅では駅前広場、埼玉県庁では「県庁前（東）」交

差点付近、さいたま市役所では「市役所前」交差点付近とします。 

（a）表示内容
・広域案内図、地域案内図 

・誘導案内（浦和駅・埼玉県庁・さいたま市役所の案内） 

（b）設置場所

設置場所は、各主要施設の出入口付近を原則として、歩道の車道寄りに平行に設置

し、反対歩道から盤面の車道側に記載の「i」マークの視認性を考慮することとします。 
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  ②中拠点 

主要拠点サインの補完的役割で、特定経路の交差点部に設置することを原則として

想定しました。 

なお、県庁と市役所の中間に位置する「県庁第二庁舎入口」交差点部は、準特定経

路との交差点ではありますが、人の流れを考慮し、設置することとします。 

（a）表示内容
・地区案内図 

・誘導案内（浦和駅・埼玉県庁・さいたま市役所の案内） 

（b）設置場所
設置場所は、歩道の車道寄りに平行に設置し、反対歩道から盤面の車道側に記載の

「i」マークの視認性を考慮することとします。原則として、左巻き込み部には設置せず、交

差点部において道路の上り・下りの対に設置します。ただし、人の流れや視認性・幅員等

を考慮し、やむを得ない場合は左巻き込み部への設置を行います。 

  ③小拠点 

小拠点サインは特定・準特定の各経路が交差する箇所及び各経路の分岐点に設置

することとします。矢印によって誘導方向を示す矢羽タイプとし、表示板は視認性・可読

性を考慮し、1 箇所あたりの表示は三段（両面表示）までとします。 

（a）表示内容

 ・誘導案内 

案内対象について、特定経路上に設置する場合は、主要施設は必ず案内することと

し、準主要施設及びその他施設は特定及び準特定経路上の比較的近い範囲の施設を

案内します。ただし、施設の直近の交差点に設置する場合は、その施設の案内は行わ

ないこととします。準特定経路上に設置する場合は、各施設ともに比較的近い範囲の施

設のみを案内します。 
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（b）設置場所
設置場所は、歩道の車道寄りに平行に設置し、反対歩道から盤面の視認性を考慮す

ることとします。原則として、交差点部において道路の上り・下りに対に設置します。ただ

し、人の流れや視認性・幅員等を考慮し、やむを得ない場合は、交差点部の１箇所のみ

の設置とします。 

 3) 誘導の考え方 

（a）誘導経路について

優先経路は歩道の設置されている特定経路を案内することを原則とします。２ルートあ

る場合は、最短経路を案内することとします。 

 4) サイン設置場所の検討 

    1）～3）の検討や考え方の整理より、浦和駅西口周辺におけるサイン設置場所の検討を

行いました。検討結果は次頁の図（モデルケースに基づくサイン設置位置図（浦和駅西口

周辺））のとおりです。 
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○モデルケースに基づくサイン設置位置図（浦和駅西口周辺） 
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 5) 各拠点サインの形状と参考構造図 

主要拠点・中拠点・小拠点の各サインについて、本ガイドラインより以下のサイン形状と

します。 

  ①主要拠点サイン
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  ②中拠点サイン
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  ③小拠点サイン
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(4)モデル盤面の作成

大宮駅西口の既設案内板について、本ガイドラインに基づき盤面の変更を行いました。 

なお、サイン本体の構造は参考構造図とは異なりますが、盤面の表示内容については、

本ガイドラインの内容に準拠しているため、モデル盤面と位置づけ、本ガイドラインに掲載し

ています。 

 1) 既存盤面の概要 

既存盤面は以下の写真で示されている２枚の盤面で、今回の更新は、盤面の表示面の

変更のみ行いました。 

なお、盤面それぞれのサイズは、左側盤面 1900ｃｍ×1090ｃｍ（見え寸サイズ 1860ｃｍ

×1050ｃｍ）、右側盤面 1300ｃｍ×1090ｃｍ（見え寸サイズ 1260ｃｍ×1050ｃｍ）です。 

対象盤面（更新前） 

（大宮駅西口ペデストリアンデッキ上） 

 2) 盤面の位置づけ 

２枚の盤面のうち、右側盤面を本ガイドラインに基づくモデル盤面とし、左側盤面は本ガ

イドラインから字体、盤面で使用する色彩等を参考にして、観光情報案内板として位置づ

けました。 
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 3) 盤面の作成 

  ①盤面に表示した情報について

○右側盤面 

右側盤面の表示内容については、本ガイドライン内で示している「案内地図表示

掲載情報一覧（33 頁）」の内容に基づき作成しています。ただし、次の項目について

は、本ガイドラインで示した内容とは異なる対応等を行っています。 

項  目 本ガイドラインとは異なる対応等 

番地 街区角及び煩雑にならない程度に表記しました。 

道路名称 道路の愛称等がある場合でも正式名称を表記しました。 

案内所 
わかり易さを考慮し、ピクトグラムの表記のほか、名称の表

記をしました。 

バリアフリー経路 
バリアフリー経路は、整備終了段階で追記を行なうことと

し、今回は凡例部のみの表記としました。 

交番 
凡例部にピクトグラムの説明を表記することで、ピクトグラ

ムのみの表記とし、駅前の情報の煩雑さを避けました。 

幼稚園・保育園 情報過多を避けるため、保育園のみの表記としました。 

大規模複合施設 

大規模な複合施設については、建物名称のほか、わかり

易さを考慮し、建物内の各施設名称（主に公共施設等）を

表記しました。 

銀行 
銀行数が多いため、利便性を考慮しピクトグラムのみでは

なく銀行名称についても表記しました。 

郵便局 

本ガイドラインでは支店以外の郵便局については、「郵便

局」と表記することにしていますが、利便性を考慮し、銀行

と同様に名称まで表記しました。 

駐車場 

盤面の範囲内に駐車場の数が多いため、全ては表記せ

ず市営駐車場及び車いす利用可能なトイレが存在する駐

車場のみ表記しました。 

○左側盤面 

左側盤面は、観光情報を表記した盤面で、字の大きさ、フォント、案内地図で使用

する色等についてのみ、本ガイドラインに基づいています。 

なお、掲載情報については、既存盤面等を参考に作成を行いました。 
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  ②盤面作成時の参考資料

○左右盤面共通事項 

項  目 参考資料 

ベース図 
・平成 17 年度さいたま市地形白地図を使用 

・線路、ホーム形状等は市販地図を参照し表示 

バス路線 ・さいたま市鉄道バス路線図を参照し表示 

停留所 ・市販地図を参照し表示 

○右側盤面 

項  目 参考資料 

番地 ・市販地図を参照し表記 

信号 ・市販地図を参照し表示 

横断歩道 ・航空写真を参照し表示 

銀行 ・市販地図及び現地調査により把握 

ホテル 
・埼玉ホテル旅館情報 HP「http://www.saiyado.com/」

及び市販地図を参照し表示 

トイレ・エレベータ 
・東口：バリアフリーマップを参照し表示 

・西口：現地調査より把握 

  ③凡例部等について

凡例部については、盤面に表記しているピクトグラム全てを示し、各凡例の説明は、

日本語・英語・中国語・韓国語の 4 ヶ国語としています。また、区及びさいたま市のロゴ

を追加することで、現在地をわかり易く表現しました。その他、（社）さいたま観光コンベ

ンションビューローのホームページアドレスを示したＱＲコードを掲載することで、盤面

内容以上の観光情報を得られるようにしました。 

 4) 関係機関との調整 

今回のモデル盤面を作成するにあたり、市庁内の関係課との協議及びバリアフリー専

門部会で盤面案を諮るなど、盤面作成にあたっては様々な意見を反映しています。 
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 5) 設置盤面の内容 

  ①右側盤面



 64 

  ②左側盤面
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(5)策定の経緯

本ガイドラインの策定の経緯及び会議の構成員を以下に示します。 

○ガイドライン策定経緯 

年度 
交通バリアフリー 

専門部会 
庁内検討会 会議内容 

平成 

19 年度 

 第 1 回 （1 月） 
・サインガイドライン基本方針（案）に対する意見交換 

・サインガイドライン検討スケジュールの報告 
第 1 回 （2 月）  

 第 2 回 （3 月） 

・サインガイドライン基本方針（案）の確認

・サインガイドライン作成に関する基本事項の確認

・サインガイドライン（素案）に対する意見交換 

 第 3 回 （3 月） 
・サインガイドライン基本方針（案）の確認 

・サインガイドライン（素案）に対する意見交換 
第 2 回 （3 月）  

平成 

20 年度 

 第 4 回 （5 月） ・サインガイドライン（案）に対する意見交換 

第 1 回 （5 月）  ・サインガイドライン（案）に対する意見交換 

○交通バリアフリー専門部会、庁内検討会の構成員 

《庁内検討会》 

政策局 

 政策企画部 企画調整課 

保健福祉局 

 福祉部 福祉総務課 

経済局 

 経済部 
経済政策課 

観光政策室 

都市局

都市計画部 

都市計画課 

都市施設課 

交通企画課  （事務局） 

まちづくり推進部 
まちづくり総務課 

大宮北部まちづくり事務所 

都心整備部 
計画管理課 

新都心まちづくり室 

建設局          

土木部 
土木総務課 

道路環境課 

建築部 建築総務課 

《交通バリアフリー専門部会》 

・学識経験者 

・障害者団体 

・高齢者団体 

・育児団体 

・社会福祉法人 

・鉄道事業者 

・バス事業者 

・タクシー事業者 

・関係行政機関 

・警察 

・市職員 
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(6)引用・参考文献一覧

本ガイドラインの検討にあたり、引用及び参考にした文献を以下に示します。 

①さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例整備基準マニュアル 

さいたま市 平成 17年 3月 

②さいたま市交通バリアフリー基本構想 

さいたま市 平成 17 年 3 月 

③浦和市歩行系公共サインマニュアル 

浦和市 平成 10年 3月 

④道路の移動等円滑化整備ガイドライン 

  財団法人 国土技術研究センター 平成 20年 2月 

⑤地図を用いた道路案内標識ガイドブック 

財団法人 道路保全技術センター 平成 15 年 11 月 

⑥公共交通機関旅客施設のサインシステムガイドブック 

交通エコロジー・モビリティ財団 平成 14 年 11 月 

⑦道路標識設置基準・同解説 

   社団法人 日本道路協会 昭和 62年 1 月 

⑧ひと目でわかるシンボルサイン 

交通エコロジー・モビリティ財団 平成 13 年 12 月 
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