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はじめに・・・・・・・

北陸信越運輸局では、公共交通機関の利用者からのご意見・ご要望等を広く受け付ける北陸信越運輸局
「行政相談窓口」を設け、交通施策全般についてご意見を伺い、ニーズの収集及び把握に努めるとともに、
関係者とも連携の上、行政サービスの改善に向けて取り組んでいます。

また、「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理念に基づき、「バ
リアフリー教室」を開催するなど、ハード面での整備のみにとらわれず、さまざまな人々の存在をお互い
に理解し合い支え合う社会、「心のバリアフリー」社会実現に向けて努めています。

このレポートは、令和２年度において北陸信越運輸局が行った利用者利便向上やバリアフリーに関する
取り組みなどについて、その概要を取りまとめたものです。

本年４月よりバリアフリー推進課として、さらなるバリアフリー社会構築のため取り組んでいきますの
で、一層のご支援をお願いします。

令和３年４月
北陸信越運輸局交通政策部バリアフリー推進課

このレポートの主な内容は次のとおり

○行政相談窓口 ・・・ 相談件数・相談内容など

○バリアフリー化推進 ・・・ マスタープラン・基本構想など

○障害者差別解消法 ・・・ 対応指針など

○公共交通事故被害者等支援 ・・・ 被害者等支援計画など

1



１．行政相談窓口について

行政ニーズの把握（「行政相談窓口」設置）について
（１）行政相談 ― その目的と件数など

北陸信越運輸局では、公共交通機関・行政機関等の利用者から随時寄せられる意見・要望等に対応することにより、その解決プロセス
等を通じて、運輸局の各行政施策実現に反映させ、かつ公共交通機関等の利用者利便・行政サービス向上につなげていくため、運輸局
（消費者行政・情報課）に「行政相談窓口」を設け対応しています。

○受付事案全体の傾向及び事案別件数
令和２年度に行政相談窓口に寄せられた意見等の総件数は１２７件で、内訳としては、お問い合わせが２５件（２０％）、意見・要望等は１０２
件（８０％）となっております。モード別では、貨物関係（トラック）が２８件（２２％）、次いでバス関係が２３件（１８％）、自動車登録関
係が１９件（１５％）、旅客船関係が１５件（１２％）などとなっております。

○意見・要望等におけるモード別割合
公共交通の利用者利便向上に関係し寄せられた意見・要望１０２件について、その内容をモード別に見ると、貨物関係（トラック）が２３％、次
いでバス関係が１９％ 、旅客船関係が１４％などとなっております。
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行政相談窓口に寄せられた相談例

【相談内容①】
先日、軽自動車届出済証(軽二輪バイク150cc)の住所変更を行いました。
その際に、建物名と部屋番号を入れていなかったのですが、入れたほうが良いのでしょうか？

【回答・対応内容】
軽自動車届出済証の住所につきましては、住民票等に記載のとおり記入することとなりますが、建物名や部屋番号の記入につきまし

ては、申請者の任意となります。

【相談内容②】
○○交通のバスについて、スロープの故障で運行できなくなることがたびたびある。昨日もスロープが格納できなくなって次のバスへ
乗り換えた。スロープの点検の頻度等はどのようになっているのか。支障があるので指導してほしい。

【回答・対応内容】
スロープの点検については、定期点検時に定められている部分ではなく事業者が独自に定めて点検するものとなります。
今回の申告をうけまして事業者に聴取したところ、スロープの点検は3 ヶ月点検及び車検の際に行われておりました。
なお、スロープの故障の際は利用者に支障をきたすため、適切な点検や整備を行うとともにスロープを設置する運転者への指導、同

様の事案を発生させないこと等の指導を行いました。

【相談内容③】
○○タクシーの車椅子タクシーを利用して、□□病院～△△病院へ車椅子にて乗車致しました。メーター運賃は840円ほどだったと思
うのですが、車椅子を乗せた事を理由に1500円請求され、支払いました。運転手によると車椅子を乗せるのに手間がかかるので、こ
の料金になるとの説明でした。車椅子に乗った状態でタクシーを乗車すると、メーター運賃の他に別途手数料が必要になるのでしょう
か？

【回答・対応内容】
○○タクシーに対し、事実確認したところ、車いすの乗降介助料として５００円、車いす貸出料として１００円の計６００円をメー

ター運賃とは別に収受したとのことでした。
当該料金については収受を義務付けているものではなく、額を含め、タクシー事業者自身の判断で収受しているものであります。
○○タクシーに対しては、今後誤解のないように旅客に対してわかりやすく説明するようお伝えしました。 3



２．バリアフリー化の推進について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律

（２）市町村等による「心のバリアフリー」の推進（学校教育との連携等）（主務大臣に文科大臣を追加）
○目的規定、国が定める基本方針、市町村が定める移動等円滑化

促進方針(マスタープラン)の記載事項や、基本構想に記載する事業
メニューの一つとして、「心のバリアフリー」に関する事項を追加

○心のバリアフリーに関する「教育啓発特定事業」を含むハード・
ソフト一体の基本構想について、作成経費を補助 （※予算関連）

○バリアフリーの促進に関する地方公共団体への国の助言・指導等

【教育啓発特定事業のイメージ】

車椅子サポート体験高齢者疑似体験

１．公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化

○公共交通事業者等に対するソフト基準※遵守義務の創設 （※ スロープ板の適切な操作、明るさの確保等）

○公共交通機関の乗継円滑化のため、他の公共交通事業者等からのハード・ソフト
（旅客支援、情報提供等）の移動等円滑化に関する協議への応諾義務を創設

○障害者等へのサービス提供について国が認定する観光施設（宿泊施設・飲食店等）の情報提供を促進

２．国民に向けた広報啓発の取組推進

（１）優先席、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進
○国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務等として、「車両の優先席、車椅子使用者用駐車施設等、
障害者用トイレ等の適正な利用の推進」を追加

○公共交通事業者等に作成が義務付けられたハード・ソフト取組計画の記載項目に「上記施設の適正な利
用の推進」等を追加

３．バリアフリー基準適合義務の対象拡大

○公立小中学校及びバス等の旅客の乗降のための道路施設（旅客特定車両停留施設）を追加

法律の概要 ※赤字：令和２年６月19日施行 青字：令和３年４月１日施行
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公共交通事業者等に対し、旅客施設・車両等の新設等の場合のハード基準への適合義務に加え、役務の提供の方法に関する基準（ソフト基
準）の遵守義務を課すこととしている（令和２年５月法改正、令和３年４月全面施行）

ソフト基準の対象

○ハード基準は、障害当事者が公共交通機関を円滑に利用するための必要最低限の義務として、以下のとおり規定。
・バリアフリー設備を設置すること（例：○○においては、○○を備え付けなければならない）
・バリアフリーとして機能させるために必要最低限の構造の諸元（例：○○の幅は、○cmでなければならない）

○ソフト基準は、ハード基準のバリアフリー設備の機能が十分に発揮されるよう、設備の目的に
合わせて以下のとおり規定。
①職員等がバリアフリー設備を用いて、役務の提供を行うこと（例：乗降用のスロープ板等）
②バリアフリー設備それ自体を用いて、運行情報の提供や照度の確保などの役務の提供を
行うこと（例：運行情報提供設備、照明設備等）
③バリアフリー設備を用いた役務の提供が行われるよう、体制を確保すること

ハード基準とソフト基準の関係

義務 ハード基準適合維持義務（法第８条第２項）が課されている、新設等された旅客施設・車両等
（平成14年5月15日の旧交通バリアフリー法施行以降に新設・大規模改良又は新規供用されたものが対象）

努力義務 ハード基準適合の努力義務（法第８条第３項）が課されている、既存の旅客施設・車両等

階段脇の位置を
わかりやすく示す照明の例

路線バスにおける役務提供
（スロープ設置・介助）の例

駅ホームにおけるスロープ板設置の例

公共交通事業者等のソフト基準適合義務の創設

5



優先席、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進

対象施設（バリアフリー法施行規則において規定）

（障害者用トイレ）

（車椅子使用者用
駐車施設等）

（旅客施設・車両等の
優先席）

施設設置管理者が講ずべき具体的措置（努力義務の対象となる広報啓発活動）

国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務等として、「車両等の優先席、車椅子使用者用駐車施設等、障害者

用トイレ等（高齢者障害者等用施設等）の適正な利用の推進」を追加

公共交通事業者等に作成が義務付けられたハード・ソフト取組計画の記載事項に「車両等の優先席、車椅子使用者用

駐車施設等、障害者用トイレ等の適正な利用」等を追加

令和３年４月の改正バリアフリー法全面施行に向け、適正な利用の対象となる「高齢者障害者等用施設等」の具体の

内容をバリアフリー法施行規則で定める必要

真に必要な方が円滑に利用できるよう、一般利用者に対して、ポスターの掲示、車内放送等での呼びかけ 等

（車両等の車椅子スペース）

（旅客施設の
エレベーター）
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市町村等による「心のバリアフリー」の推進（学校教育との連携）

基本構想制度について

教育啓発特定事業（例）

・学校におけるバリアフリー教室の開催
・障害当事者を講師とした住民向けバリアフリー講演会や

セミナーの開催
・交通事業者等の従業員を対象とした接遇研修の実施 等

高齢者疑似体験

旅客施設など、高齢者、障害者等が利用する施設が集積する地区（「重点整備地区」）において、公共交通機関、建築物、道
路等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進し、 面的なバリアフリー化を実現するための「基本構想」を市町村が作成。

基本構想には、ハード整備に関する事業（公共交通特定事業、道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、
建築物特定事業及び交通安全特定事業）を位置づけることで、関係者に事業の実施が義務付けられる。

当事者講師による
セミナー

公共交通特定事業
ノンステップバスの導入、ホームドアの設置等

道路特定事業
歩道への視覚障害者誘導用ブロックの設置、
車道との段差解消、滑り止め舗装等

建築物特定事業

建築物内のエレ
ベーター設置、
障害者対応型
便所の整備等

交通安全特定事業

音響式信号機、
残り時間のわか
る信号機、
エスコートゾ－
ンの設置等

現在の特定事業（例）

目的規定、国が定める基本方針、市町村が定める移動等円滑化促進方針（マスタープラン※）の記載事項に
「心のバリアフリー」に関する事項を追加
※旅客施設を中心とした地区等において、面的・一体的なバリアフリー化の方針を市町村が示すもの（具体の事業の位置づけは不要）

市町村が作成する基本構想に記載する事業メニューの一つとして、心のバリアフリーに関する「教育啓発特定事業」を追加

「教育啓発特定事業」を含むハード・ソフト一体の基本構想について、作成経費を補助 （※予算関連）

バリアフリーの促進に関する地方公共団体への国の助言・指導等に関する規定を創設

車椅子サポート体験
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建築物

バリアフリー基準適合義務の対象拡大

公園施設

路外駐車場

鉄道事業者

軌道経営者

路線バス事業者（定期運行） 貸切バス事業者

タクシー事業者

一般旅客定期航路事業者

旅客不定期航路事業者
（遊覧船等）

本邦航空運送事業者

※その他、現行規定上、バスターミナル事業者、旅客船ターミナル管理者等が法適用の対象

航空旅客ターミナル管理者

車椅子対応型の
車両を導入する際
に、ハードの基準
適合を義務付け

公共交通事業者等

道路

特別特定建築物（2,000㎡以上）
（特別支援学校、病院、店舗、ホテル等）

特別特定建築物に公立小中学校を追加 旅客特定車両停留施設
（バス等の旅客の乗降のための道路施設）

特定公園施設
（都市公園内の園路、広場、
休憩所、駐車場、便所等）

特定路外駐車場
（500㎡以上の駐車料金を
徴収する路外駐車場）

特定道路
（移動等円滑化が特に必要な道路を国土交通
大臣が指定）

公立小中学校及びバス等の旅客の乗降のための道路施設（旅客特定車両停留施設）を追加
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移動等円滑化促進方針・基本構想の作成について

バリアフリー法において、市町村は、国が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の旅客
施設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化の促進に関する方針
（移動等円滑化促進方針（マスタープラン））、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構
想（基本構想）を作成するよう努めるものとされています。
これらの移動等円滑化促進方針及び基本構想に基づき、ハード・ソフト両面のバリアフリー化を推進することによって、

誰もが暮らしやすいまちづくりを進めていくことにつながります。

【移動等円滑化促進方針（マスタープラン）】

・事業を実施する重点整備地区の設定
・実施事業の設定
・事業計画に基づく事業の実施 等

・移動等円滑化促進地区の設定
・生活関連施設及び生活関連経路における移動等円滑化

の促進
・心のバリアフリーの推進 等

【基本構想】

・移動等円滑化促進方針における取組や基本構想の事業
メニューの１つ（教育啓発特定事業）として、
「心のバリアフリー」に関する事項を設定

心のバリアフリーの推進（学校教育との連携等）

【教育啓発特定事業のイメージ】

車椅子サポート体験高齢者疑似体験

広くバリアフリーについての考え方を共有 具体事業により面的・一体的なバリアフリー化

おおむね５年ごとに調査、分析及び評価を行い、段階的かつ継続的な発展（スパイラルアップ）

＜鉄軌道駅・バスターミナル＞
平均利用者数3,000人以上/日の施設及び2,000人以上3,000人未満/
日で基本構想の重点整備地区内の生活関連施設に位置付けられた施設
を原則として全てバリアフリー化

＜旅客船ターミナル・航空旅客ターミナル＞
平均利用者数2,000人以上/日の施設を原則として全てバリアフリー化

＜基本構想等＞
移動等円滑化促進方針の作成市町村数：約３５０
基本構想の作成市町村数：約４５０

移動等円滑化の促進に関する基本方針（R7年度目標）
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移動等円滑化促進方針・基本構想の策定状況（令和２年度末）

策定済み

策定中

【移動等円滑化促進方針】 【基本構想】

策定済み

策定中 ※射水市は新たな重点整備地区を検討
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平成30 年５月に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正され、ハード・ソフト取
組計画に係る制度が創設され、一定の要件を満たす公共交通事業者等は、ハード・ソフト両面のバリアフ
リー化に係る移動等円滑化取組計画書及び移動等円滑化取組報告書の作成・提出・公表を義務付けられま
した。

ハード・ソフト取組計画について

しなの鉄道株式会社、富山地方鉄道株式会社、あいの風とやま鉄道株式会社、北陸鉄道株式会社

新潟交通株式会社、新潟交通観光バス株式会社、越後交通株式会社、アルピコ交通株式会社、富山地

方鉄道株式会社、加越能バス株式会社、北陸鉄道株式会社、北鉄金沢バス株式会社、北鉄能登バス株

式会社、北鉄奥能登バス株式会社

石川交通株式会社新潟交通株式会社、アルピコ交通株式会社

鉄道

乗合バス車両

福祉タクシー車両バスターミナル

○北陸信越運輸局管内に本社を置く対象公共交通事業者等

公表先一覧
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000181.html

北陸エアターミナルビル株式会社新潟県

航空旅客ターミナル旅客船ターミナル
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2019年度末

（現状(速報値））
2025年度末までの目標

鉄軌道

鉄 軌 道 駅

(※1)

段差の解消 92％ 〇バリアフリー指標として、案内設備（文字等及び音声による運行情報提供設備、案内用図記号による標識等）の設置を追加

○3,000人以上/日の施設及び基本構想の生活関連施設に位置付けられた2,000人以上/日の施設を原則100％

○この場合、地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限りの整備を行う

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態をふまえて可能な限りバリアフリー化

※高齢者、障害者等に迂回による過度の負担が生じないよう、大規模な鉄軌道駅については、当該駅及び周辺施設の状況や当該

駅の利用状況等を踏まえ、可能な限りバリアフリールートの複数化を進める

※駅施設・車両の構造等に応じて、十分に列車の走行の安全確保が図れることを確認しつつ、可能な限りプラットホームと車両乗降

口の段差・隙間の縮小を進める

視覚障害者誘導用ブ
ロック

95％

案内設備 (※2) 74％

障害者用トイレ(※3) 89％

ホ ー ム ド ア ・ 可 動 式

ホーム柵
858駅

〇駅やホームの構造・利用実態、駅周辺エリアの状況などを勘案し、優先度が高いホームでの整備を加速化することを目指し、全体

で3,000番線

〇うち、10万人/日以上の駅は800番線

鉄軌道車両 (※4) 75％

〇約70％

※令和２年４月に施行された新たなバリアフリー基準（鉄軌道車両に設ける車椅子スペースを１列車につき２箇所以上とすること等を

義務付け）への適合状況（50％程度と想定）を踏まえて設定

※新幹線車両について、車椅子用フリースペースの整備を可能な限り速やかに進める

バス

バ ス タ ー ミ

ナル(※1)

段差の解消 95％
バリアフリー指標として、案内設備（文字等及び音声による運行情報提供設備、案内用図記号による標識等）の設置を追加

○3,000人以上/日の施設及び基本構想の生活関連施設に位置付けられた2,000人以上/日の施設を原則100％

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

視覚障害者誘導用ブ
ロック

98％

案内設備 (※2) 76％

障害者用トイレ(※3) 84％

乗合バス

車両 (※4)

ノンステップバス 61％ 約80％

リフト付きバス等

（適用除外車両）
5％

○約25％をリフト付きバス又はスロープ付きバスとする等、高齢者、障害者等の利用の実態を踏まえて、可能な限りバリアフリー化

○１日当たりの平均的な利用者数が2,000人以上の航空旅客ターミナルのうち鉄軌道アクセスがない施設（指定空港）へのバス路線

を運行する乗合バス車両における適用除外の認定基準を見直すとともに、指定空港へアクセスするバス路線の運行系統の総数

の約50％について、バリアフリー化した車両を含む運行とする

貸切バス車両 (※4) 1,081台
約2,100台のノンステップバス、リフト付きバス又はスロープ付きバスを導入する等、高齢者、障害者等の利用の実態を踏まえて、可

能な限りバリアフリー化

タクシー 福祉タクシー車両 (※4) 37,064台
○約90,000台

○各都道府県における総車両数の約25％について、ユニバーサルデザインタクシーとする

船舶

旅客船ター

ミナル(※1)

段差の解消 100％
〇バリアフリー指標として、案内設備（文字等及び音声による運航情報提供設備、案内用図記号による標識等）の設置を追加

○2,000人以上/日の施設を原則100％

○離島との間の航路等に利用する公共旅客船ターミナルについて地域の実情を踏まえて順次バリアフリー化

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

視覚障害者誘導用ブ
ロック

100％

案内設備 (※2） 54％

障害者用トイレ(※3) 100％

旅客船（旅客不定期航路事業の用

に供する船舶を含む。） (※4)
48％

○約60％

○2,000人以上/日のターミナルに就航する船舶は、構造等の制約条件を踏まえて可能な限りバリアフリー化

○その他、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化

※1 1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上のものが対象。
※2 文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備、標識、案内板等。

※3 便所を設置している旅客施設が対象。

※4 車両等におけるバリアフリー化の内容として、段差の解消、運行情報提供設備（車両等の運行（運航を含む。）に関する情報を文字等
により表示するための設備及び音声により提供するための設備。福祉タクシーにあっては、音等による情報提供設備及び文字による
意思疎通を図るための設備）の設置等が含まれる旨を明記。

※5  高齢者、障害者等については、乳幼児連れも含む。

基本方針に定める移動等円滑化の目標達成状況の概要（２０１９年度末）
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2019年度末

（現状(速報値））
2025年度末までの目標

航空

航 空 旅 客

タ ー ミ ナ ル

(※１)

段差の解消 87％
〇バリアフリー指標として、案内設備（文字等及び音声による運航情報提供設備、案内用図記号による標識等）の設置を追加

○2,000人以上/日の施設を原則100％

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

視覚障害者誘導用
ブロック

95％

案内設備 (※2) 95％

障害者用トイレ(※3) 97％

航空機 (※4) 99％ 原則100％

道路
重点整備地区内の主要な生活関

連経路を構成する道路
63％ (※5,※6) 約70％

都市公園

園路及び広場 57％（※6)
〇規模の大きい概ね2ha以上の都市公園を約70％

○その他、地域の実情にかんがみ、利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

駐車場 48％（※6)
〇規模の大きい概ね2ha以上の都市公園を約60％

○その他、地域の実情にかんがみ、利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

便所 36％（※6)
○規模の大きい概ね2ha以上の都市公園を約70％

○その他、地域の実情にかんがみ、利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

路外駐車場 特定路外駐車場 65％（※6) 約75％

建築物
2,000㎡以上の特別特定建築物

（※7)のストック
61％

〇床面積の合計が2,000m2以上の特別特定建築物を約67％

〇床面積の合計が2,000m2未満の特別特定建築物等についても、地方公共団体における条例整備の働きかけ、ガイドラインの作

成及び周知により、バリアフリー化を促進

※公立小学校等については、文部科学省において目標を定め、障害者対応型便所やスロープ、エレベータ―の設置等のバリアフ

リー化を実施する

信号機等

主要な生活関連経路を構成する道

路に設置されている信号機等
99％ 主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等は原則100％

音響機能付加信号機 ―
主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路又は交通の状況に応じ必要な部分に設置されている信号機については原則
100％

エスコートゾーン ―
主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路又は交通の状況に応じ必要な部分に設置されている道路標示については原則
100％

基本構想等

移動等円滑化促進方針の作成 ８自治体 (※8) 約350自治体 （全市町村(約1,740）の約２割）

移動等円滑化基本構想の作成 304自治体 (※9) 約450自治体 （2,000人以上/日の鉄軌道駅及びバスターミナルが存在する市町村（約730）の約６割に相当）

「心のバリアフリー」 ―

〇移動等円滑化に関する国民の理解と協力を得ることが当たり前の社会となるような環境を整備する

〇「心のバリアフリー」の用語の認知度を約50％ （現状：約24％ (※10)）

○高齢者、障害者等の立場を理解して行動ができている人の割合を原則100% （現状：約80％（※11））

※8 2020年６月末の数値。

※7 公立小学校等（小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校（前期課程に係るものに限る。）
で公立のもの）は除く。

※1 1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上のものが対象。

※2 文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備、標識、案内板等。

※3 便所を設置している旅客施設が対象。

※4 車両等におけるバリアフリー化の内容として、段差の解消、運行情報提供設備（車両等の運行（運航を含む。）
に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備。福祉タクシーにあって
は、音等による情報提供設備及び文字による意思疎通を図るための設備）の設置等が含まれる旨を明記。 ※10 2020年６月に国土交通省が実施した「心のバリアフリーに関するアンケート調査」による。

※5 重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路約4,450kmが対象。

※9 2020年３月末の数値。

※11 2020年６月に国土交通省が実施した「心のバリアフリーに関するアンケート調査」による。

※6 2019年度末の数値は集計中であるため2018年度末の数値。

※12   高齢者、障害者等については、乳幼児連れも含む。

基本方針に定める移動等円滑化の目標達成状況の概要（２０１９年度末）
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管内の旅客施設等におけるバリアフリー化の状況

管内の旅客施設におけるバリアフリー化の整備状況については、令和２年３月末現在、「１日あたりの利用者数が３，
０００人以上の鉄道駅」８４駅のうち、段差を解消し、エレベーター等により駅外からホームまでのルートが確保され
ている駅が６７駅（７９．８％）となっています。また、未整備の駅においても、駅員による誘導等の移動支援策が行
われています。

ノンステップバスについては、令和２年３月末現在、その割合は４６．５％となっています。

※ 「鉄軌道駅」「バスターミナル」「旅客船ターミナル」は、１日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上の施設を対象とし、うちバリ

アフリー法に基づく移動等円滑化基準第４条（移動等円滑化された経路）に適合する施設の導入比率を掲載したものである。

※ ノンステップバスの対象車両数は、乗合バス総車両数から移動等円滑化基準適用除外認定を受けた車両を除いた数としている。

目標 全国 北陸信越 新潟 長野 富山 石川

鉄 軌 道 鉄 軌 道 駅

導入比率（％） 100 ９１.８ ７９.８ ７８.６ ８８.５ ６８.４ ８１.８

（導入数／総数） （3,288/3,580） （67/84） （22/28） （23/26） （13/19） （9/11）

バ ス

バ ス タ ー ミ ナ ル
導入比率（％） 100 ９５.１ １００ １００ １００ ― ―

（導入数／総数） （39/41） （2/2） （1/1） （1/1） ― ―

ノ ン ス テ ッ プ バ ス
（ 乗 合 バ ス ）

導入比率（％） 70 ６１.１ ４６.５ ４５.６ ２７.１ ７４.９ ６１.６

（導入数／総数） （29,096/47,621） （1,067/2,293） （386/847） （189/698） （176/235） （316/513）

船 舶

旅 客 船 タ ー ミ ナ ル
導入比率（％） 100 １００ １００ １００ ― ― ―

（導入数／総数） （13/13） （2/2） （2/2） ― ― ―

旅 客 船
導入比率（％） 50 ４９.８ ３９.１ ３８.５ ０.０ ３７.５ １００

（導入数／総数） （332/667） （9/23） （5/13） （0/1） （3/8） （1/1）
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トイレの利用マナー啓発のための取組について

一般トイレを利用できる方が、多機能トイレを利用すること等により、トイレの様々な設備や機能を
真に必要とする方が必要な時に利用できないというお困りの声が寄せられています。
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車椅子使用者用駐車施設等の適正利用について

改正バリアフリー法においては、車椅子使用者用駐車施設等を含む、「高齢者障害者等用施設等」の適正な
利用について、施設設置管理者等に広報活動及び啓発活動を行う努力義務があります。
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日 時： 令和２年１０月２９日（木） ９：１０～１２：２０

場 所： 富山短期大学（富山県富山市）

主 催： 北陸信越運輸局

協 力： 富山短期大学、富山地方鉄道株式会社

参加者： 富山短期大学生 ９１名

概 要：

高齢者、障害者等が安心して日常生活を送れるためにはハード面だ

けでなく、一人ひとりの心のバリアを取り除き、その社会参加に積極

的に協力する「心のバリアフリー」を理解してもらうため、富山短期

大学でバリアフリー教室を開催。授業では、クラスを２つに分けて

『講義・高齢者等疑似体験』と『車いす体験』を交代しながら行った。

『講義・高齢者等疑似体験』では講義の部で「心のバリアフリー」と

バリアフリーに関する法律の解説を行い、高齢者等疑似体験の部で白

内障や足腰の衰えを疑似体験できる特殊ゴーグルや特殊サポーターを

装着して、体験者と介助役を交代しながら階段の上り下りを行った。

『車いす体験』では車いすの使い方と介助方法を説明し、車いすに乗

る人と介助する人を交代しながらノンステップバスの乗降とバス周辺

の自走及び介助体験を行った。

参加者の声：

『高齢者の方の視覚や聴覚が体験して特に大変だと感じた。今後は

なるべく手助けしたいと思った。』『富山で車いすでバスに乗ると

き、バスが満員や余裕がないときはなかなか乗れないのだと感じま

した。ただでさえバスの本数が少ないのに、乗れないとなるととて

も不便だと思いました。自分が降りれば乗れるようなときは、譲り

合いの気持ちを大切に、降りることも大切だと思いました。』『自

分から声を掛けるのはとても勇気のいることなのでなかなか声を掛

けられない。しかし今日の体験で手助けの必要性を実感したので、

勇気を振り絞り声を掛けたいと思った。』『予想以上に大変である

ことを体を使って知ることができた。非常に有意義であったと思

う。』『実体験できたからこそ、理解が深まりました。』『全体的

に分かりやすく教えていただけてよかったです。とても参考になり

ました。』『車イスに乗っていると、小さな段差でも怖く感じまし

た。』『車いすの利用者の方は誰かに助けてもらわないといけない

ことが分かったので、自分も積極的に手伝いたいと思いました。』

『車いす体験で、バスの乗降はしたことがなかったので、とても参

考になりました。』

「バリアフリー教室」（富山短期大学）
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日 時： 令和２年１０月３日（土） １１：００～１５：００

場 所： 金沢市庁舎前広場（石川県金沢市広坂）

主 催： 金沢市、金沢市交通まちづくり協議会

協 力： 北陸信越運輸局石川運輸支局、北陸鉄道株式会社

参加者：

カーフリーデー2020 in Kanazawaの来場者

体験者は約１０名

概 要：

高齢者、障害者等が安心して日常生活を送れる

ためにはハード面だけでなく、一人ひとりの心の

バリアを取り除き、その社会参加に積極的に協力

する「心のバリアフリー」を理解してもらうため、

『バリアフリー体験コーナー』を設置。当コー

ナーでは、『車いす体験』として、実際に車いす

に乗ってノンステップバスの乗降体験と車いすの

介助体験ができるものとした。また、 「心のバ

リアフリー」啓発の一環として車内と多目的トイ

レのマナーに関するパネルの展示をした。

体験者の声：

『車いすでバスに乗れて楽しかった』

『ガタガタ動いて乗り心地が悪かった』

「バリアフリー教室」（カーフリーデー2020 in Kanazawa）
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バリアフリー化推進功労者大臣表彰

【表彰制度の概要】

◆ バリアフリー法の趣旨を踏まえ、国民の意識啓発を図るため、国土交通分野におけるバリアフリー化の推進に
多大な貢献が認められた個人又は団体を表彰する制度として、平成１９年度に「国土交通省バリアフリー化推
進功労者大臣表彰制度」を創設されました。

◆ 本省、地方整備局、地方運輸局などからの推薦案件について、有識者で構成される選考委員会による審査を経
て、表彰案件を決定します。

【表彰実績】

◆ これまでの表彰件数

◆ 第１４回 国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰

※第１４回国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰選考委員会において、受賞にならなかったものの
優れた取組として、北陸信越運輸局管内の石川県中能登町の「「障害」を「攻略」する観光バリアフリー
のまちづくり」が紹介されました。

年度 第９回
(H27)

第１０回
(H28)

第１１回
(H29)

第１２回
(H30)

第１３回
(R1)

第１４回
(R2)

表彰件数/推薦件数 3/19 4/15 5/16 2/12 6/15 2/13

表彰団体 取組内容

一般社団法人WheeLog みんなでつくるバリアフリーマップの新たな展開

株式会社パームロイヤル 宿泊施設における多様な利用者への配慮と誰一人 取り残さない夜間訓練の取組
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バリアフリー化推進功労者大臣表彰

【北陸信越運輸局推薦事例】
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３．障害者差別解消法について

障害者基本法
第４条

基本原則
差別の禁止

第１項：障害を理由とする
差別等の権利侵害
行為の禁止

第2項：社会的障壁の除去を怠る
ことによる権利侵害の防止

第3項：国による啓発・知識の
普及を図るための取組

何人も、障害者に対して、障害を理
由として、差別することその他の権
利利益を侵害する行為をしてはなら
ない。

社会的障壁の除去は、それを必要としている
障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負
担が過重でないときは、それを怠ることによ
つて前項の規定に違反することとならないよ
う、その実施について必要かつ合理的な配慮
がされなければならない。

国は、第一項の規定に違反する行為の防
止に関する啓発及び知識の普及を図るた
め、当該行為の防止を図るために必要と
なる情報の収集、整理及び提供を行うも
のとする。

Ⅰ．差別を解消するための措置

Ⅱ．差別を解消するための支援措置

差別的取扱いの禁止 合理的配慮の提供

国・地方公共団体等
民間事業者 民間事業者

国・地方公共団体等
法的義務

努力義務

法的義務

政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）
● 国・地方公共団体等 ⇒ 当該機関における取組に関する要領を策定※

● 事業者 ⇒ 事業分野別の指針（ガイドライン）を策定

具体的な対応

● 主務大臣による民間事業者に対する報告徴収、助言・指導、勧告実効性の確保

● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供情報収集等

● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活用・充実紛争解決・相談

● 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携地域における連携

● 普及・啓発活動の実施啓発活動

※ 地方の策定は努力義務

具体化
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要

１ 法の対象範囲
●障害者 心身の機能に障害があり、 障害及び社会的障

壁により継続的に日常・社会生活に相当な制限
を受ける状態にある者

●事業者 商業その他の事業を行う者全般
●対象分野 障害者の日常・社会生活全般が対象※

※雇用分野は障害者雇用促進法の定めるところによる

２ 不当な差別的取扱い
障害者に対して、正当な理由※なく、障害を理由として、
財・サービスや各種機会の提供を拒否する、場所・時間
帯などを制限するなどによる、障害者の権利利益の侵害
を禁止
※客観的に見て正当な目的の下に行われ、目的に照らし

てやむを得ないといえる場合

３ 合理的配慮
行政機関等や事業者が事務・事業を行うに際し、個々の
場面で障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨
の意思の表明があった時に行われる必要かつ合理的な取
組であり、実施に伴う負担が過重でないもの
（例）段差に携帯スロープを渡す ／ 筆談、読み上げ、手話な

どの意思疎通 ／ 休憩時間の調整などの配慮

１ 環境の整備 合理的配慮に向けたバリアフリー化等

２ 相談等の体制整備 既存の組織・機関等の活用・充実

３ 啓発活動 行政機関等／事業者における研修、地域住民等
に対する啓発活動

４ 地域協議会 差別解消の取組を推進するため、地域の様々
な関係機関をネットワーク化

５ 施策推進 国内外の情報の収集・整理、必要に応じて基本
方針・対応要領・対応指針の見直し

第２ 差別解消措置に関する共通的な事項

１ 基本的な考え方
●不当な差別的取扱いの禁止 ⇒ 一律に法的義務
●合理的配慮の提供 ⇒ 行政機関等は法的義務

⇒ 事業者は努力義務
２ 対応要領／対応指針
位置付け、作成手続き、記載事項

３ 地方公共団体等に関する事項【※対応要領のみ】
対応要領の作成は努力義務（国は技術的助言などの支
援）

３´ 主務大臣による行政措置【※対応指針のみ】
照会・相談への対応、報告徴収、助言・指導、勧告

第５ その他重要事項

第３, ４ 差別解消措置に関する基本的な事項

第１ 差別解消推進に関する施策の基本的な方向 法制定の背景 ／ 基本的な考え方（法の考え方など）
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国土交通省所管事業向けの対応指針

一 趣旨
１ 障害者差別解消法の制定の経緯
２ 法の基本的な考え方
３ 対応指針の意義・性質

二 障害を理由とする不当な差別的取扱い及
び合理的配慮の基本的な考え方
１ 障害を理由とする不当な差別的取扱いの基本的な考え

方
（１）趣旨
（２）正当な理由の判断の視点
（３）積極的改善措置等の取扱い

２ 合理的配慮の基本的な考え方
（１）趣旨
（２）意思の表明
（３）過重な負担の基本的な考え方
（４）事前的改善措置と合理的配慮の関係

【別紙】 ※主要９事業（不動産、設計、鉄道、バス、タクシー、
旅客船（国際）、旅客船（国内）、航空、旅行）に
ついて具体例を記載

＜差別的取扱いの具体例＞

○不当な差別的取扱いにあたると想定される事例
・障害があることのみを理由に、サービスの提供を拒否する
［不動産、公共交通関係６事業、旅行］

・補助犬の帯同を理由に、乗車を拒否する
［公共交通関係６事業、旅行］

○不当な差別的取扱いにあたらないと考えられる事例
・乗車スペースや荷物スペースに車いすが収まらない場合に、
乗車を断る［バス、タクシー］

・緊急脱出時の援助者になることが難しい障害特性を持った
障害者に対し、非常口座席の利用を制限する［航空］

＜合理的配慮の提供の具体例＞

○積極的に提供を行うべきと考えられる事例
・説明や手続き時などには、筆談、わかりやすい表現への言
い換え、資料の読み上げといった、相手の障害特性にあわせ
た方法を用いる
［不動産、公共交通６事業、旅行］

・優先搭乗を行う［航空］

○提供することが望ましいと考えられる事例
・関係書類にルビ振り、テキストデータでの提供を行う

［不動産、旅行］
・職員が移動や手続き、案内の介助を行う

［不動産、公共交通６事業、旅行］

四 事業者における相談体制の整備
１ 相談窓口の設置
２ 相談時のコミュニケーションへの配慮
３ 相談事例の蓄積と活用

六 国土交通省における相談窓口

五 事業者における研修・啓発

三 障害を理由とする不当な差別的取扱い及
び合理的配慮の具体例
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４．公共交通事故被害者等支援について

○ 事故状況や事故原因に関する情報提供や心のケアなどの被害者・家族支援のあり方を国とし
ても検討して欲しいとの航空事故、鉄道事故の被害者・御遺族の方々からの継続的な要請

○ 運輸安全委員会の設置等を内容とする国土交通省設置法等の一部改正法案・附帯決議
（Ｈ２０通常国会）

「航空事故、鉄道事故又は船舶事故の被害者等に対する支援の重要性にかんがみ、これまでの
事故に関する経験や知見を生かし、関係行政機関等の密接な連携の下、総合的な施策の推進の
ために必要な措置を検討すること」

被害者団体、有識者等をメンバーとする「公共交通における事故による被害者等への支援のあり方検討会」（座
長：冨田信穗常磐大学大学院教授）を開催（平成２１・２２年度予算事業）（メンバー：御遺族代表の美谷島邦子氏、
下村誠治氏ほか７名）

被害者等の支援ニーズの調査やNTSB（米国国
家運輸安全委員会）等諸外国の被害者支援の
取組みの調査を実施

支援の内容や関係機関の役割分担のあり方、被害者
等への一元的な窓口機能のあり方、そのために必要と
される制度のあり方などを検討

経緯

○平成２１年度 ○平成２２年度

検討会の設置
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公共交通における事故による被害者等への支援のあり方検討会

25

１ 国の役割の明確化、関係機関との連携協力を実施するための措置

２ 交通事業者が行う事故の被害者等に対する支援の事前の措置

○ これまで航空事業者等一部の事業者に止まっている家族等支援の自主計画の事前措置を段階的に拡大
→ 国際民間航空機関（ICAO）の定めるガイダンス等を基に、計画作成のためのガイドラインを

国土交通省で策定し、交通事業者の自主的な取組を促進 →被害者等支援計画の策定促進

○ 公共交通による事故の被害者等に対する支援を確保するための常設の窓口を国土交通省に設置し、この
組織を核として、全国的に具体的な活動が行える体制を整備
→ 「公共交通事故被害者支援室」を平成24年4月6日に設置。本省、地方運輸局等において支援を

担当する職員を予め指名し、事案に応じて一体となって活動。そのために必要なマニュアル作成、
教育研修・訓練等を実施

○ 被害者等支援について、事故を起こした交通事業者だけに担わせるのでなく、国の役割を明確化。特に、縦
割りによる消極的な押し付け合いの弊害を除去するため、交通安全対策基本法に基づく交通安全計画及び事
故発生時における現場の対応を規定する災害対策基本法に基づく防災計画において、公共交通による事故
の被害者等支援についての国土交通省の役割を明記するとともに、現場での活動内容、関係機関との連携協
力を規定
→ 上記規定を盛り込むため、平成24年度国土交通省交通安全業務計画を平成24年4月に策定、

防災基本計画及び国土交通省防災業務計画を平成24年9月に改正

３ 組織・体制の整備

検討会まとめ（平成23年6月3日）



『被害者等に寄り添う』ことを基本に、以下の機能等を担うことを目的として支援室を設置。
①万が一、公共交通における事故が発生した場合の情報提供のための窓口機能

②被害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるまでの中長期にわた
るコーディネーション機能

公共交通事故被害者支援室の設置 （平成24年4月6日）

航空局（4名）

鉄道局（4名）

海事局（4名）

43地方運輸局等（43名）

課長（室長）

運輸安全委員会事務局（3名）

本省において窓口を設置

総合政策局安心生活政策課

計 支援室員 69名

自動車局（4名）

公共交通事故被害者支援室の現体制 （令和３年1月1日）

公共交通事故被害者支援室 機能、体制、業務①

公共交通事故被害者支援企画調整官
他５名
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【事故発生直後の対応】

○事故被害者の搬送先病院等において支援活動、相談窓口の周知活動（コンタクトカード、 チラシ配布）を実施

○常設の窓口のほか、必要に応じ地方運輸局等に相談窓口を設け、被害者等からの相談・ 要望に対応

（北陸信越運輸局における事故発生直後の主な対応事例）

【事故発生後、中長期的対応】

○窓口における被害者等からの相談への対応、 相談内容に応じた適切な専門機関の紹介

○事故調査等に係る被害者等への説明会の開催

○安全対策、規制の見直し等に係る情報の提供

○事故当事者である公共交通事業者に対する指導・助言

【被害者等支援に備えた取組】

○支援員に対する教育訓練の実施（被害者等支援に係る研修の実施・受講等）

○公共交通事故被害者等支援フォーラムの開催

○交通事業者による被害者等支援計画の策定促進

○関係機関等とのネットワーク構築 （警察、消防、医療機関、地方公共団体、日本赤十字社、

被害者団体、犯罪被害者支援関係団体等） など

公共交通事故被害者支援室 機能、体制、業務②

公共交通事故被害者支援室の主な業務

○平成２６年３月、北陸自動車道小矢部川SA内で発生した高速乗合バス事故において負傷者等搬送先病院にてコンタクトカード等を配布

○平成２８年１月、長野県軽井沢町国道で発生したスキーバス転落事故において負傷者等搬送先病院にてコンタクトカード等を配布

○平成３１年３月、佐渡島沖で発生した佐渡汽船ジェットフォイルの衝突事故において負傷者等搬送先病院にてコンタクトカード等を配布
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被害者等支援計画の構成・内容について

○ 『公共交通事業者等による被害者等支援計画作成ガイドライン』（以下「ガイドライン」）の目的

我が国における大規模な公共交通事故を教訓として、国等の関係機関との連携の下で、公共交通事業者が実施する被害者等への支援の体制、
内容等をあらかじめ計画として定めることを目的とし、交通安全対策基本法に基づく交通安全基本計画等に基づき、公共交通事業者が被害者
等支援計画を作成するにあたっての指針としてとりまとめたもの

○『ガイドライン』が想定する公共交通事故
災害対策基本法第２条第１号に定める「災害」に該当する大規模事故を基本として想定

○ 『ガイドライン』が対象とする公共交通事業者
本邦事業者であって、旅客輸送を行う、航空事業者、鉄道事業者、旅客船事業者及びバス事業者

① 被害者等支援の基本的な方針
経営トップは「被害者に寄り添う」ことを認識し、自社が行う支援に関する基本的な理念及び取組方針を簡潔に記載する。ただし、ア）安全の

確保に対する基本的な考え方 イ）被害者等への支援に関する基本的な姿勢 をかならず記載する。

② 被害者等支援の基本的な実施内容
実施する支援内容について、ア）情報提供 イ）事故現場等における対応 ウ）継続的な対応 の別に実施可能な支援体制や支援方法を検

討・整理の上、その基本的な内容を記載する。

③ 被害者支援の基本的な実施体制
ア）事故直後から中長期にわたり、継続して担当する部局及び担当者の職名等を記載する。また、被害者等への支援を実施する体制（組織、

要員、指揮系統等）を体制図として作成する。
イ）被害者等への支援にあたる職員の育成に関する基本的な考え方を記載する。

公共交通における事故の発生直後から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間における被害者等（事故被害者（直接事故に遭った
本人）及び家族等（事故被害者の家族・遺族及びその近親者））への支援のための計画
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『公共交通事業者による被害者等支援計画』の導入効果について

運用イメージ 利用者

国
② 交通事業者が「被害者等支援計画」を策定し、公表

「被害者等支援計画」作成
ガイドライン

① 国が「被害者等支援計画」
作成のためのガイドライン
を策定し、公表
（平成25年3月）

「被害者等支援計画」

③ 国が各社の「被害者等支援計画」を公表

被害者等への対応を確実
に行う交通事業者が分かる。

他の交通事業者の対応
が分かる。

公表

公表

ガイドラインに基づく「被害者等支援計画」の策定を要請

１．利用者にとって ： 万が一事故が発生した際の交通事業者の対応が明確に → 信頼・安心

導入の効果

２．交通事業者にとって ： 支援体制の整備 → 事業の信頼性の確保

交通事業者・国がそれぞれの役割で被害者等への支援
→ より的確な被害者等支援の実現

交通事業者
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管内の公共交通事業者における被害者等支援計画の策定状況

○北陸信越運輸局管内に本社を置く被害者等支援計画策定済事業者（令和3年3月31日現在）

アルピコ交通株式会社、富山地方鉄道株式会社、立山黒部貫光株式会社、北陸鉄道株式会社

北越急行株式会社、えちごトキめき鉄道株式会社、長野電鉄株式会社、しなの鉄道株式会社、

上田電鉄株式会社、黒部峡谷鉄道株式会社、万葉線株式会社、あいの風とやま鉄道株式会社、

のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社

加越能バス株式会社、北鉄金沢バス株式会社、北鉄能登バス株式会社、北鉄奥能登バス株式会社、

加賀白山バス株式会社、加賀温泉バス株式会社

佐渡汽船株式会社、粟島汽船株式会社

全国の公共交通事業者による被害者等支援計画の作成状況
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_mn_000008.html

鉄軌道・バス事業者

鉄軌道事業者

バス事業者

旅客船事業者
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公共交通事故被害者等支援フォーラム（富山県富山市）

日 時： 令和２年１０月１５日（木） １３：３０ ～ １６：３０

場 所： タワー１１１ ３階 スカイホール（富山県富山市牛島新町５番５号）

主 催： 北陸信越運輸局（事務局：交通政策部消費者行政・情報課）

対 象： 公共交通事業者（鉄道、旅客船、バス）、関係団体、一般の方 ほか

内 容： ①（講演）「いのちの授業」

８・１２連絡会 事務局長 美谷島 邦子 氏

②（講演）「被害者支援員の育成」

公益社団法人とやま被害者支援センター 専務理事 奥井 博義 氏

③（説明）「公共交通事故被害者等支援の現状」

北陸信越運輸局 交通政策部 消費者行政・情報課長

参加者： 約２５名（会場及びオンライン参加）

目 的： 国土交通省では、平成２４年４月に公共交通事故被害者支援室を設置し、公共交通事故により被害に遭われ

た方の支援に向けた取り組みを進めており、公共交通事業者の安全意識の向上や公共交通事業者による被害者等

支援の意義等について、より一層理解を深めていただくため、当該フォーラムを開催している。
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〒９５０－８５３７

新潟県新潟市中央区美咲町１丁目２番１号 新潟美咲合同庁舎

国土交通省 北陸信越運輸局 交通政策部 バリアフリー推進課

【電 話】 ０２５－２８５－９１５２

【ﾌｧｯｸｽ】 ０２５－２８５－９１７１

【E-mail】 hrt-hrt-shohisya3@gxb.mlit.go.jp

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/index.html
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