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段差の解消 視覚障害者用誘導ブロック 多目的トイレの設置

段差の解消 視覚障害者用誘導ブロック 多目的トイレの設置
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九州運輸局交通環境部消費者行政・情報課  第８号   

  平成２５年３月 １ 日発行 
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 九州運輸局は、交通事業者から提出された移動等円滑化実績等報告書を基に管内の旅客施設や車両

等におけるバリアフリー化の推進状況をまとめました。 

 基本方針（平成23年3月31日改正）における達成目標に対する九州の交通バリアフリー化の状況を

見ますと、特定旅客施設(1日当たりの平均的な利用者数3,000人以上の旅客施設) 全てに原則として、

①段差の解消（ＥＶ、ＥＳ等の設置）､②身体障害者誘導用ブロックの整備､③身体障害者用トイレの

設置等のバリアフリー化を実施することとなっています。平成24年3月31日現在、旅客施設について、

①段差の解消73.8％(全国81.1％)､ ②身体障害者誘導用ブロックの整備75.4％(92.6％)③身体障害者

用トイレの設置等54.7％(78.0％)でありました。車両等の全国におけるバリアフリー化率の整備目標

は､①鉄軌道車両約70％､②ノンステップバス約70％､③福祉タクシー約28,000台､④旅客船約50％､⑤

航空機90％の導入となっていますが、九州では①鉄・軌道車両757両30.3％（全国52.8％）､②バリア

フリー対応バス2,697両32.0％(全国52.3％)､③福祉タクー1,110両(全国13,099両)､④旅客船32隻

17.7％（全国20.6％）、⑤航空機43機100％（全国86.1％）と、目標数値には、ほど遠い状態ですが、

各事業者の努力により、徐々にバリアフリー化に向けて進展しています。 

 また、世界のどこの国も経験した事のない本格的な高齢化社会を迎えつつある中、ハード面だけで

のバリアフリーの推進だけではなく、今後、地域の実情に即したハード面とソフト面での柔軟な対応

により、一体的・総合的なバリアフリーの推進が課題となっています。 

  

◎旅客施設・車両等のバリアフリー化進捗状況   ･･･１   ◎バリアフリー施策の今後の取組みの方向性     ･･･６         
◎平成２４年度九州運輸局交通バリアフリー等関係表彰   ◎交通系ＩＣカード相互利用サービスがいよいよ始まります 
                       ･･･３                            ･･･７  
◎平成24年度九州バリアフリー等連絡会議を開催 ･･･４   ◎平成２３年度版 消費者行政レポート        ･･･８      
                                          
 

目次 

九州における旅客施設・車両等のバリアフリー化進捗状況について 

1日当たりの平均的な利用者数が５，０００人以上の 
旅客施設   平成18年3月末～平成23年3月末 

1日当たりの平均的な利用者数が３，０００人以上の 
旅客施設  平成２３年3月末～平成2４年3月末 
（平成23年3月末の数値については参考） 



  九州における旅客施設・車両等のバリアフリー化進捗状況 
（平成２４年３月３１日現在）  
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（％）

九州 30.3
全国 52.827,845

757

車両等の総数

52,715

2,499

移動円滑化基準

適合数

割合

 ● 鉄軌道車両

都道府県

（％） （％）

福岡県 50.0 2.1

佐賀県 37.2 10.1

長崎県 26.5 9.3

熊本県 21.5 13.8

大分県 18.0 3.7

宮崎県 26.6 12.7

鹿児島県 13.4 5.5

九州 32.0 6.4

全国 52.3 29.9
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都道府県

低床バス ノンステップバス

65

 ● バス車両

車両等の総数 移動円滑化基準
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（％）
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適合数

＊（　　　）内は軽自動車で、内数
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40



      

 

       

平成２５年２月６日（水）、ハイアット・リージェンシー福岡（福岡市）において「佐賀市交通
局」、「大分シティタクシー株式会社」に対して、交通バリアフリーの活動に顕著な功績があった
として表彰を行いました。 

バリアフリーの活動をより広く知っていただくため、昨年より各県バリアフリーリーダーをはじ
め、地方自治体、福祉関係団体、施設管理者等で組織してます「九州バリアフリー等連絡会議」出
席者のもと、表彰式を執り行いました。 

「佐賀市交通局」は、平成１３年２月に佐賀県内で初となるスロープ付ノンステップバスを導入
以来、ノンステップバスの導入を進め、高齢者や障がい者を始め誰もが利用しやすい移動手段を提
供されました。 

「大分シティタクシー株式会社」は、平成２３年７月に九州で初となるユニバーサルデザインタ
クシーを導入され、高齢者や障がい者等移動制約者に対する移動の利便性の向上を図っています。 

表彰式に先立ち、受賞者の方々から取り組み等について、ご紹介いただきました。 
その後、佐藤九州運輸局長より表彰状が授与され、引き続き、佐藤局長を囲んでの記念撮影を行

いました。 
九州運輸局では、所管する陸上・海上交通、観光、倉庫、港湾運送、造船等の各分野において、

交通バリアフリーの活動に顕著な功績がある事業者等に対し、特に他の模範となる取り組みを広く
普及し奨励するため顕彰しています。 

－３－ 

 
平成２４年度 九州運輸局「交通バリアフリー等関係表彰」 

 

「佐賀市交通局」の取組みを紹介する佐賀市
交通局長の眞子様です。 

「大分シティタクシー株式会社」の取組みを
紹介する代表取締役の漢様です。 

佐藤九州運輸局長より表彰状を授与される佐
賀市交通局長の眞子様です。 

佐藤九州運輸局長より表彰状を授与される大
分シティタクシー(株)代表取締役の漢様です。 



平成２４年度(第３回)「九州バリアフリー等連絡会議」を開催 

 
  

 九州地方整備局及び九州運輸局は、平成２５年２月６日、ハイアット・リージェンシー福岡（福
岡市）において第３回「九州バリアフリー等連絡会議」を開催しました。 
 この会議は、高齢者、障がい者をはじめとする全ての人にとって、安全、快適に暮らしていける
生活環境を実現するなど、バリアフリー化の推進について、地域に密着した情報の共有をはじめと
した意見交換等を行うことで相互間の理解を深め、より良い協力関係を築き、連携してバリアフ
リー化の進展を目指すことを目的としています。 
 会議は、九州管内のバリアフリーリーダーをはじめ、高齢者・障がい者等の各団体、交通関係団
体、交通事業者、自治体等からの５３名が参加し、国際医療福祉大学の齋場 三十四教授を座長に
選出し会議が進められました。 
 
 九州運輸局より、全国バリアフリーネットワーク会議の報告（今後の取組みの方向性）及び九州
管内におけるバリアフリーの現状と取組み等、また、鹿児島県及び福岡市の取組みや長崎県、熊本
県、宮崎県の各バリアフリーリーダーのそれぞれの取組みや福祉団体・事業者等からの取組みにつ
いての報告がありました。 
  
 意見交換では、「身体・知的障がい者に適用されているＪＲ・バスの運賃割引制度や高速料金割
引制度について、精神障がい者のみが対象外となっているため、対象として欲しい。」等の要望や、
「国土交通省作成のコミュニケーションハンドブックは、発達障がい者の理解するのに適切である
のでもっと活用すべき。」との意見や、「視覚障がい者が白杖を上げた時は、何か困っている時の
合図であるので、声をかけて欲しい。この取組を福岡県から全国に広めて行きたい。」旨の話があ
りました。また、「外見上わかりづらい聴覚障がい、発達障がい等、障がいにも多種多様であるこ
とや将来的に認知症老人が急増することを含め、バリアを感じさせない支援体制を強化していただ
きたい。高齢者やあらゆる障害者のニーズ等を多くの人に理解してバリアフリー化を進めて頂きた
い。」などの意見が出されました。 
 
 最後に、この連絡会議で共有した情報を基に、関係機関で更に連携してバリアフリー化の実現に
向けて取り組んでいくことが確認されました。 

【 会 議 の 概 要 】 
 日 時  平成２５年２月６日（水）１４時３０分～１６時３０分 
  場 所  ハイアット・リージェンシー福岡 
 議 事    ①全国バリアフリーネットワーク会議の報告 
         ②九州運輸局におけるバリアフリーの取組み 
        ③各県等におけるバリアフリーの取組み 
        ④各団体等におけるバリアフリーの取組み 
        ⑤意見交換 
 出席者  各県バリアフリーリーダー、(社福)福岡県盲人協会、(社)福岡県脊髄損傷者連合 
            会、(公社)福岡県精神障害者福祉会連合会、(社)福岡県手をつなぐ育成会、福岡    
            県自閉症協会、(社)福岡県老人クラブ連合会、(社福)福岡県社会福祉協議会、     
            九州旅客鉄道(株)、西日本鉄道(株)、九州鉄道協会、九州バス協会、九州旅客船   
      協会連合会、福岡空港ビルディング(株)、各県、政令市バアフリー施策担当部署、   
      大阪航空局福岡空港事務所（順不同） 

－４－ 



バリアフリーリーダーからの取組み報告 当事者の立場からの情報報告 

－５－ 

座長の国際医療福祉大学の齊場教授  交通事業者からの取組み報告 

「九州バリアフリー等連絡会議」会場の状況 



「バリアフリー施策の今後の取組みの方向性 

全国バリアフリーネットワーク会議資料より 

－６－ 

我が国においては、世界のどの国もこれまで経験したことのない本格的な高齢化社会を迎え、今後更

なる高齢化が進展すると見込まれており、高齢者の自立と社会参加による、健全で活力ある社会の実現

が求められています。また、障がい者が障がいのない者と同等に生活し活動する社会を目指す、ノーマ

ライゼーションの理念の社会への浸透が進み、自立と共生の理念の下、障がいの有無にかかわらず国民

誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現が求められています。 

このような背景の下、平成１７年にとりまとめられた「ユニバーサルデザイン政策大綱」を受け、平

成１８年１２月２０日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（通称：バリアフ

リー法）が施行され、平成２３年１２月で５年が経過しました。同法では、附則第７条において、「政

府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、法律の施行の状況について検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されていることから、これを受けて、当事者の

意見等も十分反映しながら検討を進めることが重要であるため、「全国バリアフリーネットワーク会議

」の下に「バリアフリー法施行状況検討会」（座長：秋山哲男北星学園大学客員教授）を設置し、平成

２４年２月よりバリアフリー法の大きな３つの柱である、バリアフリー化の推進、基本構想の取組み、

心のバリアフリーの取組みを中心に、施行状況についての検討の具体的な作業を行ってきました。 

検討会としては、これまでの議論を踏まえ、バリアフリー法の施行状況について評価するとともに、

課題を整理し、その課題解決に向けた今後の取組みの方向性についてとりまとめを行いました。 

下記資料が今後の取組みの方向性の概要です。 



交通系ＩＣカードの全国相互利用サービスがいよいよ始まります！ 

  

－７－ 

 平成２３年５月に「１０の交通系ＩＣカードによる全国相互利用サービスを平成２５年
春から実施することに合意」されていましたが、いよいよ平成２５年３月２３日より相互
利用サービスが開始されます。 
 これにより１枚の交通系ＩＣカードで、全国のエリアの鉄道・バスの乗車が可能になり、
利便性が大きく向上されます。 



皆様方からのご意見・ご投稿をお待ちしています。 

バリアフリーに関することなら何でも結構です。 

九州運輸局交通環境部消費者行政・情報課まで、 

メール又はＦＡＸにてお寄せください。 

812-0013 
福岡市博多区博多駅東2丁目１１－１ 
九州運輸局交通環境部消費者行政・情報課 
 TEL 092-472-2333 
 EAX 092-472-2316 

 E-mail：qstf-sgyousei@qst.mlit.go.jp  

この情報誌は、バリアフリー関係の話題を中心に、九州運輸局管内の自治体のバリアフリー関係担当部署、 

交通事業者、バリアフリーリーダー、地域の福祉団体にお送りしています。この配信について、配信先の 

追加、変更、停止をご希望される方は、お手数ですが本メールの返信機能でご連絡ください。 
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 九州運輸局では、駅などの施設で、車椅子やアイマスクな
どを使って高齢者や障害を持っておられる方の負担を疑似体
験する「バリアフリー教室」を各地で開催するなど、「心の
バリアフリー」の推進に向けた取り組みをしています。 
 今後、更なる「バリアフリーな社会」を推進するためには、
地方自治体及び交通事業者が中心となって、本教室を開催し
ていただくことが必要であると考えています。「単独での開
催はノウハウがなく不安がある。」など、ご相談いただけま
すと、当課において可能な限りバックアップさせていただき
ます。お気軽にご相談していただきますよう、ご連絡をお待
ちしています。 

平成２３年度版 消費者行政レポート  

 九州運輸局では「交通消費者の利便性の向上」
「交通バリアフリー化の推進」など、消費者行政 
の推進に積極的に取り組んでいます。国民の皆様 
に消費者行政についてご理解いただくため「消費 
者行政レポート」を取りまとめて公表しています。 
Ⅰ 利用者ニーズの把握 
 １．行政相談 
  （１） 行政相談の目的 
  （２） 平成23年度相談件数 
  （３） 相談事例 
Ⅱ バリアフリー化の推進 
 １．バリアフリー新法に基づく移動円滑化基本 
   構想策定状況 
 ２．バリアフリー化施設整備状況 
 ３．バリアフリー教室の開催 
 ４．九州バリアフリー等連絡会議 
 ５．平成23年度九州運輸局「環境保全及び交通 
   バリアフリー等関係表彰」 
 ６．平成23年度九州運輸局「環境保全及び交通 
   バリアフリー等関係表彰」（交通バリアフ   
   リー部門） 
Ⅲ 交通関連行政相談窓口一覧 
 
詳細は九州運輸局ＨＰをご覧ください。 
（http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/koutuu
/file04/report23.pdf ） 


