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こ のよう な社 会の実 現のた めに は、高 齢者 、障 害者等 が自 立し
た日常 生活 及び社 会生 活を営 むこ とがで きる 社会を 構築す るこ と
が重 要で あり、 その ための 環境 の整備 を一 刻も早 く推 進して いく
ことが 求めら れて いる。 移動 及び施 設の 利用は 、高 齢者、 障害 者
等が 社会 参加を する ための 重要 な手段 である こと から、 移動 等円

一 移 動等 円 滑 化 の 意 義 及び 目 標 に 関 する 事 項
１ 移 動等 円滑化 の意 義
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 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 ている 。ま た、今 日、 障害者 が障 害のな 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 害の 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 いる 。さら に、 近年 、障害 者の 権利
に 関する 条約 （平成 二十 六年条 約第一 号） の締結 及び 障害者 基本
法（昭 和四 十五年 法律 第八十 四号 ）等の 関連 法制の 整備 がされ た
こと 、平 成三十 二年 に東京 オリ ンピッ ク競 技大会 及び 東京パ ラリ
ンピッ ク競 技大会 が開催 され ること 等を 契機と して 、共生 社会 の
実現 を目 指し、 全国 におい て更 にバリ アフ リー化 を推進 する とと
も に、 高齢者 、障 害者等 も含 めて誰 もが 包摂さ れ活 躍でき る社 会
の実 現に向 けた 取組を 進める こと が必要 とな って いる。

改

○ 移動等 円滑化 の促 進に関 する基 本方 針（令 和二 年国 家公安 委員 会・総 務省 ・文部 科学 省・国 土交 通省告 示第 一号） （抄）

改
一 移 動 等円 滑 化 の 意 義 及び 目 標 に 関 す る 事項
１ 移 動等 円滑化 の意 義
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 ている 。ま た、今 日、 障害 者が障 害の 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 害の 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 ている 。さ らに、 近年 、障害 者の 権利
に 関す る条約 （平 成二十 六年 条約第 一号） の締 結及び 障害 者基本
法（ 昭和四 十五 年法律 第八 十四号 ）等 の関連 法制 の整備 に加 え、
ユ ニバー サル 社会の 実現に 向け た諸施 策の 総合 的かつ 一体 的な推
進に 関する 法律 （平成 三十年 法律 第百号 ）が 公布・ 施行さ れた こ
と、 東京 オリン ピッ ク競技 大会 及び東 京パ ラリ ンピッ ク競技 大会
が開催 される こと 等を契 機と して、 共生 社会の 実現 を目指 し、 全
国に おい て更に バリ アフリ ー化 を推進 すると とも に、高 齢者 、障
害 者等 も含め て誰 もが包 摂さ れ活躍 でき る社会 の実 現に向 けた 取
組を 進める こと が必要 とな ってい る。
こ のよ うな社 会の 実現の ために は、 高齢者 、障 害者等 が自 立し
た日 常生活 及び 社会生 活を 営むこ とが できる 社会 を構築 するこ と
が 重要で あり、 その ための 環境 の整備 を一 刻も 早く推 進し ていく
こと が求め られて いる 。移動 及び 施設の 利用は 、高 齢者、 障害 者
等が 社会 参加を する ための 重要 な手段 であ ること から 、移動 等円
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滑 化を促 進する こと は、こ のよ うな社 会の 実現 のため に大 きな意
義を 持つも ので ある。
ま た、移 動等 円滑化 の促 進は、 高齢 者、障 害者 等の社 会参加 を
促 進す るのみ でな く、「 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 方に基 づき 、全て の利 用者
に 利用 しやす い施 設及び 車両 等の整 備を 通じて 、国 民が生 き生き
と安 全に暮 らせ る活力 ある 社会の 維持 に寄与 する もので ある 。
さ らに 、法第 一条の 二の 基本理 念の 規定に 定め るよう に、 この
法律 に基づ く措 置は、 高齢 者、障 害者 等にと って日 常生 活又は 社
会生 活を 営む上 で障 壁とな るよ うな社 会に おけ る事物 、制 度、慣
行、 観念そ の他一 切の もの（ いわゆ る「 社会的 障壁 」）の 除去 や
、共 生社 会の実 現に 資する もの であり 、移 動等円 滑化 の促進 の意
義 はま すます 大き くなっ てい る。

なお 、法に いう 「高齢 者、 障害者 等」 には、 高齢 者、全 ての 障
害 者（身 体障 害者の みな らず知 的障害 者、 精神 障害者 及び 発達障
害者 を含む 。） 及び妊 産婦 等、日 常生活 又は 社会生 活に おいて 身
体の 機能 上の制 限を 受ける 者は 全て含 まれ る。
また、 障害 特性は 様々で あり 、例え ば視 覚障 害につ いて も、障
害の 程度 によっ て期 待され る移 動等円 滑化 の内容 が異な るこ とも
あ り得 ること 並び に身体 の機 能上の 制限 には、 知的 障害者 、精 神
障害 者及び 発達 障害者 等の 知覚面 又は 心理面 の働 きが原 因で 発現
す る疲 れやす さ、 喉の渇 き、 照明へ の反応 、表 示の分 かり にくさ
等の 負担の 原因 となる 様々 な制約 が含 まれる こと から、 法が 促進
す ること とし ている 移動等 円滑 化には 、こ のよ うな負 担を 軽減す
るこ とによ る移 動上又 は施設 の利 用上の 利便 性及び 安全性 を向 上
する こと も含ま れる ことに 留意 する必 要が ある 。
また、 移動等 円滑 化を進 める に当た って は、 高齢者 、障 害者等
の意 見を 十分に 聴き 、それ を反 映させ ること が重 要であ る。

滑化 を促 進する こと は、こ のよ うな社 会の 実現の ため に大き な意
義を持 つもの であ る。
また 、移 動等円 滑化 の促進 は、 高齢者 、障害 者等 の社会 参加 を
促 進す るのみ でな く、「 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 に基 づき 、全て の利 用者
に 利用 しやす い施 設及び 車両等 の整 備を通 じて 、国民 が生き 生き
と安全 に暮 らせる 活力 ある社 会の 維持に 寄与 する もので ある。
さ らに、 高齢者 、障 害者等 の移 動等の 円滑 化の 促進に 関す る法
律の一 部を 改正す る法 律（平 成三 十年法 律第三 十二 号）に より 創
設さ れた 基本理 念の 規定に 定め るよう に、 この法 律に 基づく 措置
は 、高 齢者、 障害 者等に とっ て日常 生活 又は社 会生 活を営 む上 で
障壁 とな るよう な社 会にお ける事 物、 制度、 慣行 、観念 その 他一
切 のも の（い わゆ る「社 会的 障壁」 ）の 除去や 、共 生社会 の実現
に資 する もので あり、 移動 等円滑 化の促 進の 意義 はます ます 大き
く なっ ている 。
なお 、法に いう 「高齢 者、 障害者 等」 には、 高齢者 及び 身体障
害者 のみ ならず 、知 的障害 者、 精神障 害者 及び発 達障 害者を 含む
全ての 障害 者で身 体の 機能上 の制限 を受 ける者 は全 て含ま れる 。

ま た、 障害特 性は 様々で あり 、例え ば視 覚障害 につ いても 、障
害の 重度 によっ て期待 され る移動 等円滑 化の 内容 が異な るこ とも
あ り得 ること 並び に身体 の機 能上の 制限 には、 知的障 害者 、精神
障害者 及び 発達障 害者 等の知 覚面 又は心 理面 の働 きが原 因で 発現
す る疲れ やす さ、喉 の渇 き、照 明への 反応 、表示 の分 かりに くさ
等の負 担の 原因と なる 様々な 制約 が含ま れる ことか ら、 法が促 進
する こと として いる 移動等 円滑 化には 、こ のよう な負 担を軽 減す
ること によ る移動 上又は 施設 の利用 上の 利便性 及び 安全性 を向 上
する こと も含ま れる ことに 留意 する必 要が ある。
ま た、 移動等 円滑 化を進 める に当た って は、高 齢者 、障害 者等
の意 見を十 分に 聴き、 それを 反映 させる こと が重 要であ る。
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２ 移 動等 円滑化 の目 標
移動 等円滑 化を 実現す るた めには 、高 齢者、 障害 者等が 日常 生
活 又は 社会生 活にお いて 利用す る施 設につ いて 移動等 円滑 化のた
めの 措置が 講じ られ、 移動 等円滑 化に 携わる 様々な 者が 連携す る
こと によ り、移 動の 連続性 を確 保する こと が重 要であ る。
した がって 、法で は、 これら の施設 を設 置し 、又は 管理 する者
に対 して 移動等 円滑 化のた めに 必要な 措置 を講ず るよ う努め る一
般 的な 責務を 課す ととも に、 これら の施 設の中 で、 特に日 常生 活
及び 社会 生活に おいて 通常 移動手 段と して用 いら れ、又 は通 常利
用 され る旅客 施設 及び車 両等 、一定 の道 路、路 外駐車 場、 公園施
設並 びに建 築物 の各々 につ いて、 新設 等に際 し各 々に対 応し た移
動 等円滑 化基 準への 適合 を義務 付ける こと とし ている 。さ らに、
公共 交通事 業者 等につ いて は、既 存施設 を含 む更な るハ ード対 策
及び 旅客 支援等 のソ フト対 策の 一体的 な取 組を 推進す るた めの計
画制度 が設 けられ ている 。
ま た、市 町村 が定め る移 動等円 滑化促 進地 区にお いて、 法第 二
十 四条 の二第 一項 の移動 等円 滑化の 促進 に関す る方 針（以 下「 移
動等 円滑化 促進 方針」 とい う。） に即 して、 届出 制度等 によ り交
通 結節 点にお ける 移動の 連続 性を確 保する こと として いる 。
さら に、市 町村 が定め る重 点整備 地区 におい て、 移動等 円滑 化
に 係る特 定事 業その 他の事 業が 法第二 十五 条第 一項の 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 （
以下 「基 本構想 」と いう。 ）に 即して 重点 的か つ一体 的に実 施さ
れるこ ととし てい る。
移 動等円 滑化 の促進 に当た って は、国 、地方 公共 団体、 施設 設
置 管理 者、都 道府 県公安 委員 会等の 関係 者が必 要に 応じて 緊密 に
連携 しなが ら、 法に基 づく 枠組み の活 用等に より 、次に 掲げ る事
項 を達 成する こと を目標 とする 。

２ 移 動等 円滑化 の目 標
移動 等円滑 化を 実現す るた めには 、高 齢者、 障害 者等が 日常生
活 又は社 会生活 にお いて利 用す る施設 につ いて移 動等 円滑化 のた
めの措 置が 講じら れ、 移動等 円滑 化に携 わる様 々な 者が連 携す る
こと によ り、移 動の 連続性 を確 保する こと が重要 であ る。
し たが って、 法で は、こ れら の施設 を設 置し、 又は 管理す る者
に対 して 移動等 円滑 化のた めに必 要な 措置を 講ず るよう 努め る一
般 的な 責務を 課す ととも に、 これら の施 設の中 で、 特に日 常生活
及び 社会生 活にお いて 通常移 動手 段とし て用 いら れ、又 は通 常利
用 され る旅客 施設及 び車 両等、 一定 の道路 、路外 駐車 場、公 園施
設並び に建 築物の 各々 につい て、 新設等 に際 し各々 に対 応した 移
動等 円滑 化基準 への 適合を 義務 付ける こと として いる 。さら に、
公共交 通事 業者等 につ いては 、既存 施設 を含む 更な るハー ド対 策
及び 旅客 支援等 のソ フト対 策の 一体的 な取 組を推 進す るため の計
画 制度 が設け られ ている 。
また 、市 町村が 定める 移動 等円滑 化促 進地区 にお いて、 法第 二
十 四条 の二第 一項 の移動 等円 滑化の 促進 に関す る方針 （以 下「移
動等円 滑化 促進方 針」 という 。） に即し て、 届出 制度等 によ り交
通 結節点 にお ける移 動の 連続性 を確保 する ことと して いる。
さら に、市 町村 が定め る重 点整備 地区に おい て、移 動等 円滑化
に係 る特 定事業 その 他の事 業が 法第二 十五 条第一 項の 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 （
以下 「基 本構想 」と いう。 ）に 則して 重点 的かつ 一体的 に実 施さ
れ るこ ととし てい る。
移動 等円滑 化の 促進に 当た っては 、国 、地方 公共 団体、 施設 設
置 管理 者、都 道府 県公安 委員 会等の 関係者 が必 要に応 じて緊 密に
連携し なが ら、法 に基 づく枠 組み の活用 等に より 、次に 掲げ る事
項 を達成 する ことを 目標と する 。

-3-

旅 客施設
① 鉄道駅 及び 軌道停 留場
一日 当た りの平 均的 な利用 者数 が三千 人以 上であ る鉄 道駅
及 び軌 道停留 場（以 下「 鉄軌道 駅」 という 。） につい ては 、
令和 二年度 まで に、原 則と して全 てに ついて 、エレ ベー ター
又 はスロ ープ を設置 する ことを 始め とした 段差 の解消 、ホ ー
ムド ア、可 動式ホ ーム 柵、点 状ブ ロック その 他の視 覚障 害者
の 転落を 防止 するた めの 設備の 整備 、視覚 障害者 誘導 用ブロ
ックの 整備 、便所 があ る場合 には 障害者 対応 型便所 の設 置等
の移 動等 円滑化 を実施 する 。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 こと とする 。ま た、こ れ以 外の 鉄軌道 駅に ついて
も 、利用 者数 のみな らず 、高齢 者、 障害者 等の 利用の 実態 等
に鑑 み、基 本構 想及び 移動 等円滑 化促進 方針 （以下 「基 本構
想 等」と いう 。）の 作成 状況そ の他 の地域 の実 情を踏 まえ て
、移動 等円 滑化を 可能 な限り 実施 する。
ホ ームド ア又 は可動 式ホ ーム柵 につい ては 、視覚 障害 者の
転落を 防止 するた めの 設備と して 非常に 効果 が高く 、そ の整
備を 進めて いく ことが 重要 である 。そ のた め、車 両扉 の統一
等の技 術的 困難さ 、停車 時分 の増大 等のサ ービ ス低下 、膨 大
な投 資費用 等の 課題に つい て総合 的に 勘案 した上 で、優 先的
に 整備す べき 駅を検 討し 、地域 の支 援の下 、可 能な限 り設 置
を促 進する 。
② バ スター ミナ ル
一日当 たり の平均 的な 利用者 数が 三千人 以上 である バス タ
ー ミナル につ いては 、令和 二年 度まで に、 原則と して 全てに
ついて 、段 差の解 消、 視覚障 害者 誘導用 ブロ ックの 整備、 便
所が ある場 合に は障害 者対 応型便 所の 設置 等の移 動等 円滑化
を実施 する。 また 、これ 以外の バス ターミ ナル につい ても 、
利用 者数の みな らず、 高齢 者、障 害者 等の利 用の 実態等 に鑑
(1)

旅客 施設
① 鉄 道駅及 び軌 道停留 場
一 日当た りの 平均的 な利用 者数 が三千 人以 上であ る鉄 道駅
及 び軌 道停留 場（ 以下「 鉄軌 道駅」 とい う。 ）につ いては 、
平成 三十二 年度 までに 、原 則とし て全 てにつ いて 、エレ ベー
タ ー又 はスロ ープ を設置 するこ とを 始めと した 段差の 解消 、
ホー ムドア 、可 動式ホ ーム 柵、点 状ブ ロック その 他の視 覚障
害 者の転 落を 防止す るた めの設 備の 整備、 視覚 障害者 誘導 用
ブロ ックの 整備 、便所 がある 場合 には障 害者 対応型 便所 の設
置 等の移 動等 円滑化 を実 施する 。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 行うこ とと する。 また、 これ 以外の 鉄軌 道駅に つい
て も、 利用者 数の みなら ず、 高齢者 、障 害者等 の利 用の実 態
等に 鑑み、 基本 構想及 び移 動等円 滑化 促進方 針（ 以下「 基本
構 想等 」とい う。） の作 成状況 その 他の地 域の 実情を 踏ま え
て、 移動等 円滑 化を可 能な 限り実 施す る。
ホー ムド ア又は 可動式 ホー ム柵に つい ては 、視覚 障害 者の
転落 を防止 するた めの 設備と して非 常に 効果 が高く 、そ の整
備 を進め てい くこと が重 要であ る。 そのた め、車 両扉 の統一
等 の技 術的困 難さ 、停車 時分 の増大 等の サー ビス低 下、 膨大
な投 資費 用等の 課題に つい て総合 的に 勘案し た上 で、優 先的
に 整備 すべき 駅を 検討し 、地 域の支 援の 下、可 能な限 り設 置
を促 進する 。
② バス ター ミナル
一日 当たり の平 均的な 利用 者数が 三千人 以上 である バス タ
ー ミナル につ いては 、平 成三十 二年 度まで に、 原則と して 全
てにつ いて 、段差 の解消 、視 覚障害 者誘 導用 ブロッ クの 整備
、 便所が ある 場合に は障 害者対 応型便 所の 設置等 の移動 等円
滑 化を 実施す る。 また、 これ 以外の バス ター ミナル につ いて
も、 利用者 数の みなら ず、 高齢者 、障 害者等 の利 用の実 態等
(1)
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み 、基本 構想等 の作 成状況 その他 の地 域の 実情を 踏ま えて、
移動等 円滑 化を可 能な 限り実 施す る。
③ 旅客 船タ ーミナ ル
一 日当 たりの 平均的 な利 用者数 が三 千人 以上で ある 旅客船
ター ミナル につ いては 、令 和二年 度ま でに、 原則と して 全て
に ついて 、段 差の解 消、 視覚障 害者 誘導用 ブロ ックの 整備 、
便所 がある 場合に は障 害者対 応型 便所の 設置 等の移 動等 円滑
化 を実施 する 。また 、高 齢化の 進む 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 いては 、地 域の実 情を 踏ま
えて 順次 、移動 等円滑 化を 実施す る。 また 、これ 以外 の旅客
船ター ミナ ルにつ いて も、利 用者数 のみ ならず 、高齢 者、 障
害者 等の利 用の 実態等 に鑑 み、基 本構 想等 の作成 状況 その他
の 地域の 実情 を踏ま えて 、移動 等円 滑化を 可能 な限り 実施 す
る。
④ 航 空旅客 ター ミナル 施設
一日当 たり の平均 的な 利用者 数が 三千人 以上 である 航空 旅
客 ターミ ナル 施設に つい ては、 令和二 年度 までに 、原 則とし
て全て につ いて、 段差 の解消 、視 覚障害 者誘 導用ブ ロッ クの
整備 、便所 があ る場合 には 障害者 対応 型便 所の設 置等 の移動
等円滑 化を 実施す る。ま た、 これ以 外の航 空旅 客ター ミナ ル
施設 につい ても 、利用 者数 のみな らず 、高 齢者、 障害者 等の
利 用の実 態等 に鑑み 、基 本構想 等の 作成状 況そ の他の 地域 の
実情 を踏ま えて 、移動 等円滑 化を 可能な 限り 実施す る。
車 両等
① 鉄道車 両及 び軌道 車両
総 車両数 約五 万二千 両のう ち約 七十パ ーセ ントに 当た る約
三万六 千四 百両に つい て、令 和二 年度ま でに 、移動 等円滑 化
を実 施する 。
② 乗 合バス 車両
総車 両数 約六万 台か ら乗合 バス 車両の 構造及 び設 備に関 す
（2）

に 鑑み、 基本 構想等 の作 成状況 その 他の地 域の 実情を 踏ま え
て、移 動等円 滑化 を可能 な限 り実施 する 。
③ 旅客 船ター ミナ ル
一日当 たり の平均 的な 利用者 数が 三千人 以上 である 旅客船
ター ミナル につ いては 、平 成三十 二年 度まで に、 原則と して
全 てに ついて 、段 差の解 消、視 覚障 害者誘 導用 ブロッ クの 整
備、 便所が ある 場合に は障 害者対 応型 便所の 設置 等の移 動等
円 滑化を 実施 する。 また 、高齢 化の 進む離 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 ては 、地域 の実 情を
踏 まえて 順次 、移動 等円 滑化を 実施 する。 また 、これ 以外の
旅 客船 ターミ ナル につい ても 、利用 者数 のみ ならず 、高 齢者
、 障害者 等の利 用の 実態等 に鑑み 、基 本構想 等の 作成状 況そ
の 他の 地域の 実情 を踏ま えて 、移動 等円 滑化を 可能 な限り 実
施す る。
④ 航 空旅客 ターミ ナル 施設
一日 当たり の平 均的な 利用 者数が 三千 人以上 である 航空 旅
客 ターミ ナル 施設に つい ては、 平成 三十二 年度 までに 、原 則
とし て全て につい て、 段差の 解消、 視覚 障害 者誘導 用ブ ロッ
ク の整備 、便 所があ る場 合には 障害 者対応 型便所 の設 置等の
移 動等 円滑化 を実 施する 。ま た、こ れ以 外の 航空旅 客タ ーミ
ナル 施設 につい ても、 利用 者数の みな らず、 高齢 者、障 害者
等 の利 用の実 態等 に鑑み 、基 本構想 等の 作成状 況その 他の 地
域の 実情を 踏ま えて、 移動 等円滑 化を 可能な 限り 実施す る。
車 両等
① 鉄道車 両及 び軌道 車両
総車 両数約 五万 二千両 のう ち約七 十パ ーセ ントに 当た る約
三万六 千四 百両に ついて 、平 成三十 二年 度ま でに、 移動 等円
滑 化を実 施す る。
② 乗 合バス 車両
総車 両数約 六万 台から 乗合バ ス車 両の構 造及 び設備 に関 す
（2）
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る 移動等 円滑化 基準 の適用 除外認 定車 両（ 以下「 適用 除外認
定車両 」と いう。 ）約 一万台 を除 いた約 五万台 のう ち、約 七
十パ ーセン トに 当たる 約三 万五千 台に つい て、令 和二 年度ま
で に、 ノンス テップ バス とする 。適 用除外 認定 車両に つい て
は、 令和二 年度 までに 、そ の約二 十五 パーセ ントに 当た る約
二 千五百 台を 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 りの
移 動等円 滑化 を実施 する 。
③ 貸切バ ス車 両
令和 二年 度まで に、 約二千 百台 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。
④ タク シー 車両
令 和二年 度ま でに、 約四 万四千 台の 福祉 タクシ ー（ ユニバ
ーサ ルデザ イン タクシ ー（ 流し営 業にも 活用 される こと を想
定 し、身 体障 害者の ほか 、高齢 者や 妊産婦 、子 供連れ の人 等
、様々 な人 が利用 でき る構造 とな ってい る福 祉タク シー 車両
を いう。 ）を 含む。 ）を 導入す る。
⑤ 船舶
一般 旅客 定期航 路事 業及び 旅客 不定期 航路 事業の 用に 供す
る総隻 数約 七百隻 のうち 約五 十パー セント に当 たる約 三百 五
十隻 につい て、 令和二 年度 までに 、移 動等 円滑化 を実施 する
。 また、 一日 当たり の平 均的な 利用 者数が 五千 人以上 であ る
旅客 船ター ミナ ルに就 航する 船舶 につい ては 、令和 二年 度ま
で に、原 則と して全 て移 動等円 滑化 を実施 する 。
さらに 、こ れ以外 の船 舶につ いて も、高 齢者 、障害 者等 の
利 用の実 態等 を踏ま えて、 可能 な限り の移 動等円 滑化 を実施
する。
⑥ 航空 機
総機数 約六百 二十 機につ いて、 令和 二年 度まで に、 原則と
して 全て移 動等 円滑化 を実 施する 。

る 移動等 円滑 化基準 の適 用除外 認定 車両（ 以下 「適用 除外 認
定車両 」とい う。 ）約一 万台 を除い た約 五万 台のう ち、 約七
十 パーセ ント に当た る約三 万五 千台に ついて 、平 成三十 二年
度 まで に、ノ ンス テップ バス とする 。適 用除 外認定 車両に つ
いて は、平 成三 十二年 度ま でに、 その 約二十 五パ ーセン トに
当 たる 約二千 五百 台をリ 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 限りの 移動 等円滑 化を 実施す る。
③ 貸切バ ス車 両
平成 三十二 年度 までに 、約 二千百 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。
④ タク シー車 両
平 成三十 二年 度まで に、 約四万 四千 台の福 祉タ クシー （ユ
ニバ ーサル デザ インタ クシ ー（流 し営 業にも 活用 される こと
を 想定 し、身 体障害 者の ほか、 高齢 者や妊 産婦 、子供 連れ の
人等 、様々 な人 が利用 でき る構造 とな ってい る福祉 タク シー
車 両をい う。 ）を含 む。 ）を導 入す る。
⑤ 船舶
一般 旅客定 期航 路事業 及び 旅客不 定期 航路 事業の 用に 供す
る 総隻 数約七 百隻 のうち 約五 十パー セン トに 当たる 約三 百五
十隻 につ いて、 平成三 十二 年度ま でに 、移動 等円 滑化を 実施
す る。 また、 一日 当たり の平 均的な 利用 者数が 五千人 以上 で
ある 旅客船 ター ミナル に就 航する 船舶 につい ては 、平成 三十
二 年度ま でに 、原則 とし て全て 移動 等円滑 化を 実施す る。
さらに 、こ れ以外 の船 舶につ いて も、高 齢者 、障害 者等 の
利 用の実 態等 を踏ま えて 、可能 な限 りの移 動等 円滑化 を実 施
する。
⑥ 航空 機
総 機数約 六百 二十機 につ いて、 平成 三十二 年度 までに 、原
則と して全 て移 動等円 滑化 を実施 する 。
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道路
原則と して 重点整 備地 区内の 主要 な生活 関連経 路を 構成す る
全 ての道 路に ついて 、令 和二年 度ま でに、 移動 等円滑 化を実 施
す る。
都市 公園
① 園 路及び 広場
園路 及び広 場（特 定公 園施設 であ るもの に限 る。以 下同 じ
。 ）の設 置さ れた都 市公 園の約 六十 パーセ ントに つい て、令
和二年 度ま でに、 園路 及び広 場の 移動等 円滑 化を実 施す る。
② 駐車場
駐車 場の 設置さ れた 都市公 園の 約六十 パー セント につ いて
、 令和二 年度 までに 、駐 車場の 移動 等円滑 化を 実施す る。
③ 便所
便所の 設置 された 都市 公園の 約四 十五パ ーセ ントに つい て
、 令和二 年度 までに 、便 所の移 動等円 滑化 を実施 する 。
路外駐 車場
特定 路外駐 車場 の約七 十パ ーセン トに つい て、令 和二 年度ま
でに、 移動 等円滑 化を実 施す る。
建築 物
二 千平方 メー トル以 上の 特別特 定建 築物の 総ス トック の約 六
十パ ーセン トに ついて 、令 和二年 度ま でに、 移動 等円滑 化を 実
施 する 。
信号機 等
重 点整備 地区 内の主 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 機等に ついて は、 令和二 年度 までに 、原 則とし
て 全ての 当該 道路に おい て、音 響信 号機、 高齢 者等感 応信号 機
等の信 号機の 設置 、歩行 者用 道路で ある こと を表示 する 道路標
識 の設置 、横 断歩道 である こと を表示 する道 路標 示の設 置等 の

道路
原 則と して重 点整 備地区 内の主 要な 生活関 連経 路を構 成す る
全て の道 路につ いて 、平成 三十 二年度 までに 、移 動等円 滑化 を
実 施す る。
都市 公園
① 園 路及び 広場
園路及 び広 場（特 定公 園施設 であ るもの に限 る。以 下同 じ
。 ）の設 置さ れた都 市公 園の約 六十 パーセ ント につい て、 平
成三 十二年 度ま でに、 園路及 び広 場の移 動等 円滑化 を実 施す
る。
② 駐 車場
駐車 場の設 置さ れた都 市公 園の約 六十 パーセ ントに つい て
、 平成 三十二 年度 までに 、駐 車場の 移動 等円滑 化を 実施す る
。
③ 便所
便所の 設置 された 都市 公園の 約四 十五パ ーセ ントに つい て
、 平成三 十二 年度ま でに 、便所 の移 動等円 滑化 を実施 する 。
路 外駐 車場
特定 路外駐 車場 の約七 十パ ーセン トに ついて 、平 成三十 二年
度 まで に、移 動等 円滑化 を実 施する 。
建築 物
二 千平方 メー トル以 上の 特別特 定建 築物の 総ス トック の約 六
十パ ーセン トに ついて 、平 成三十 二年 度まで に、 移動等 円滑 化
を 実施す る。
信 号機 等
重点 整備地 区内 の主要 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 等につ いて は、平 成三 十二年 度ま でに、 原則
とし て全 ての当 該道 路にお いて 、音響 信号 機、高 齢者等 感応 信
号 機等 の信号 機の 設置、 歩行 者用道 路で あるこ とを 表示す る道
路標 識の設 置、 横断歩 道で あるこ とを 表示す る道 路標示 の設 置
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

移 動等円 滑化 を実施 する 。

等の 移動 等円滑 化を 実施す る。
二
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［略］

二

三 移 動等 円滑化 促進 方針の 指針 となる べき 事項
市町 村は、 移動等 円滑 化促進 方針 を作成 する 場合 には、 次に 掲げ
る 事項に 基づ いて作 成す る必要 があ り、施 設設置 管理 者、都 道府 県
公安委 員会 等の関 係者 は、こ れら の事項 に留 意する 必要 がある 。
１ 移動 等円滑 化促 進地区 にお ける移 動等 円滑化 の促 進の意 義に 関
する事 項
［ 略］
移 動等円 滑化 促進方 針作 成に当 たって の留 意事項
市 町村 は、効 果的 に移動 等円 滑化を 推進 する ため、 次に 掲げ
る事 項に 留意し て移 動等円 滑化 促進方 針を 作成 する必 要が ある
。
①～ ④ ［ 略］
⑤ 関係 者の意 見の 反映及 び移 動等円 滑促 進方 針の作 成等 の提
案
住民 、生活 関連 施設を 利用 する高 齢者 、障 害者等 その 他利
害 関係 者、関 係す る施設 設置管 理者 及び都 道府 県公安 委員 会
の参 画によ り、 関係者 の意 見が移 動等 円滑化 促進 方針に 十分
に 反映さ れる よう努 める 。この ため 、移動 等円 滑化促 進方 針
の作 成に当 たって は、 法第二 十四 条の四 に規 定する 協議 会（
以 下「移 動等 円滑化 促進 方針協 議会 」とい う。） を積 極的に
活 用し 、関係 者の 参画を 得る ことが 求め られ る。こ の際 、既
に 同条第 二項各 号に 掲げる 構成員 から なる協 議体 制度を 運用
し てい る場合 、又 は、他 の法 令に基 づい て同項 各号 に掲げ る
構成 員から なる 協議体 制度 を運用 しよ うとす る場 合は、 当該
協 議体 制度を 移動等 円滑 化促進 方針 協議会 と位 置付け るこ と
(2)(1)

［略］

三 移 動等 円滑化 促進 方針の 指針 となる べき 事項
市町 村は 、移動 等円滑 化促 進方針 を作 成する 場合 には、 次に 掲げ
る 事項 に基づ いて 作成す る必 要があ り、 施設設 置管理 者、 都道府 県
公安委 員会 等の関 係者 は、こ れら の事項 に留 意す る必要 があ る。
１ 移動 等円 滑化促 進地 区にお ける移 動等 円滑化 の促 進の意 義に 関
する 事項
［略］
移 動等円 滑化 促進方 針作 成に当 たっ ての留 意事 項
市町村 は、 効果的 に移 動等円 滑化 を推進 する ため、 次に 掲げ
る 事項に 留意 して移 動等 円滑化 促進 方針を 作成 する必 要が ある
。
①～ ④ ［ 略 ］
⑤ 関係 者の 意見の 反映 及び移 動等 円滑促 進方 針の作 成等 の提
案
住民 、生 活関連 施設 を利用 する高 齢者 、障害 者等そ の他 利
害 関係者 、関 係する 施設 設置管 理者 及び都 道府 県公安 委員 会
の参画 によ り、関 係者 の意見 が移 動等円 滑化 促進方 針に 十分
に 反映さ れる よう努 める 。この ため、 移動 等円滑 化促 進方針
の作成 に当 たって は、 法第二 十四 条の四 に規 定する 協議 会（
以下 「移 動等円 滑化促 進方 針協議 会」 とい う。） を積 極的に
活用し 、関 係者の 参画 を得る ことが 求め られる 。この 際、 既
に同 条第二 項各 号に掲 げる 構成員 から なる 協議体 制度 を運用
し ている 場合 、又は 、他 の法令 に基 づいて 同項 各号に 掲げ る
構成 員から なる 協議体 制度 を運用 しよう とす る場合 は、 当該
協 議体制 度を 移動等 円滑 化促進 方針 協議会 と位 置付け るこ と
(2)(1)

も 可能で ある。 なお 、意見 を求め るべ き障 害者に は、 視覚障
害、聴 覚障 害、内 部障 害等の 身体 障害者 のみな らず 、知的 障
害者 、精神 障害 者及び 発達 障害者 も含 まれ ること に留 意する
必 要が ある。
また 、法 第二十 四条 の五に 規定す る移 動等円 滑化促 進方 針
の 作成等 に係 る提案 制度 が積極 的に 活用さ れる よう環 境の 整
備に 努める ととも に、 当該提 案を 受けた 際に は、移 動等 円滑
化 促進方 針の 作成等 の必 要性を 判断 する機 会と捉 え、 移動等
円滑化 促進 方針の 作成 等につ いて 積極的 な検 討を行 うこ とが
求め られ る。な お、提 案を 受け検 討し た結 果、移 動等 円滑化
促進方 針の 作成等 を行 わない 場合で も、 地域の ニーズ に対 し
て必 要な説 明責 任を果 たす ため、 同条 第二 項に基 づき その理
由 を公表 する 必要が ある 。
⑥～⑧ ［略］
⑨ バ リア フ リ ー マ ッ プ 等の 作 成
移 動等円 滑化 を図る ため には、 高齢 者、障 害者 等が利 用可
能な施 設や 経路を 選択 できる よう 、これ らの 施設や 経路 が所
在 する場 所を 示した バリア フリ ーマッ プ等 を作成 する ことが
効果的 であ る。こ のた め、市 町村 は積極 的に 施設等 のバリ ア
フリ ー情報 を収 集の上 、バ リアフ リー マッ プ等を 作成 し、一
元的に 提供す るこ とが重 要であ る。
また 、公 共交通 事業 者等及 び道 路管理 者は、 市町 村の求 め
に 応じて 必要 な情報 を当 該市町 村に 提供し なけ ればな らな い
こと とされ ており 、路 外駐車 場管 理者等 、公 園管理 者等 及び
建 築主等 は、 市町村 の求 めに応 じて 必要な 情報を 当該 市町村
に提供 する よう努 めな ければ なら ないと され ている とこ ろで
あ る。な お、市 町村 は、施 設設置 管理 者に 求める 情報 提供の
内容を 定め るに当 たっ ては、 移動 等円滑 化促進 方針 協議会 を
活用 するな どに より障 害者 、高齢 者等 及び 施設設 置管 理者等

も 可能で ある 。なお 、意 見を求 める べき障 害者 には、 視覚 、
聴覚、 内部障 害等 の身体 障害 者のみ なら ず、 知的障 害者 、精
神 障害者 及び 発達障 害者も 含ま れるこ とに留 意す る必要 があ
る。
また 、法第 二十 四条の 五に 規定す る移 動等 円滑化 促進 方針
の 作成 等に係 る提 案制度 が積極 的に 活用さ れる よう環 境の 整
備に 努める とと もに、 当該 提案を 受け た際に は、 その内 容に
つ いて十 分な 検討を 加え ること が求 められ る。

⑥～ ⑧ ［ 略 ］
⑨ バリ ア フ リ ー マ ップ 等 の 作 成
移 動等円 滑化 を図る ため には、 高齢者 、障 害者等 が利 用可
能な 施設を 選択 できる よう 、これ らの施 設が 所在す る場 所を
示 したバ リア フリー マッ プ等を 作成 するこ とが 効果的 であ る
。この ため 、市町 村は積 極的 に施設 等の バリ アフリ ー情 報を
収 集の上 、バ リアフ リー マップ 等を作 成し 、提供 するこ とが
重 要で ある。
また 、公共 交通 事業者 等及び 道路 管理者 は、 市町村 の求 め
に 応じ て必要 な情 報を当 該市 町村に 提供し なけ ればな らな い
こと とされ てお り、路 外駐 車場管 理者 等、公 園管 理者等 及び
建 築主等 は、 市町村 の求 めに応 じて 必要な 情報 を当該 市町 村
に提 供する よう 努めな ければ なら ないと され ている とこ ろで
あ る。な お、 市町村 は、 施設設 置管 理者に 求め る情報 提供の
内容を 定める に当 たって は、 移動等 円滑 化促 進方針 協議 会を
活 用する など により 障害者 、高 齢者等 及び施 設設 置管理 者等
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の 意見を 十分に 反映 するよ う努め ると とも に、施 設設 置管理
者に過 度な 負担が 生じ ないよ う配 慮しつ つ、高 齢者 、障害 者
等に とって 必要 な情報 が得 られる よう 留意 するこ とが 必要で
あ る。
⑩ 移動等 円滑 化に関 する 住民そ の他 の関係 者の理 解の 増進及
び協 力の 確保
移動等 円滑 化を図 るた めには 、単に 施設 や経路 のハ ード整
備の みなら ず、 五に詳 述す る「心 のバ リア フリー 」な どのソ
フ ト対策 につ いても 一体 的に実 施す ること が効 果的で ある こ
とか ら、移 動等 円滑化 促進 方針を 定める 上で は、移 動等 円滑
化 に関す る住 民その 他の 関係者 の理 解の増 進及 び協力 の確 保
を図る こと が重要 であ る。

の 意見を 十分 に反映 する よう努 める ととも に、 施設設 置管 理
者に過 度な負 担が 生じな いよ う配慮 しつ つ、 高齢者 、障 害者
等 にとっ て必 要な情 報が得 られ るよう 留意す るこ とが必 要で
あ る。
［ 新 設］

２ ・３

［略］

２ ・３

［新設］
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［略］

４ 移動 等円滑 化の 促進に 関す る住民 その 他の関 係者 の理解 の増 進
及び移 動等円 滑化 の実施 に関 するこ れら の者の 協力 の確保 に関 す
る基 本的 な事項
移 動等 円滑化 促進 地区の 面的 なバリ アフ リー 化を図 る上で は、
ハー ド面の 整備 のみな らず 、五に 詳述 する「 心の バリア フリ ー」
な どの ソフト 対策 が不可 欠であ るこ とから 、次 に掲げ る事 項につ
いて 記載す るも のとす る。
移 動等円 滑化促 進地 区にお ける移 動等 円滑 化に住 民そ の他の
関係 者の理 解の増 進及 び協力 の確 保が果 たす 役割
移動 等円滑 化促 進地区 にお ける移 動等 円滑 化に住 民そ の他の
関 係者 の理解 の増 進及び 協力 の確保 が果 たす 役割に つい て、次
に 掲げる 内容を 記載 するこ とが望 まし い。
① 移 動等円 滑化 促進地 区の 面的な バリ アフリ ー化 を実現 し、
高齢者 、障 害者等 が安 心して 日常 生活や 社会 生活を 送る こと
(1)

５

が できる 環境を 整え るため には、 ハー ド面 の整備 のみ ならず
、住民 や生 活関連 施設 の職員 等の 関係者 が、困 って いる高 齢
者、 障害者 等を 手助け する ことや 、車 両の 優先席 、車 椅子使
用 者用 駐車施 設等の 移動 等円滑 化が 図られ た施 設を高 齢者 、
障害 者等が 円滑 に利用 でき るよう 配慮 するこ と等の 住民 その
他 の関係 者の 理解及 び協 力が必 要で あるこ と
② 住民そ の他 の関係 者の 理解の 増進 及び協 力の 確保を 図る た
め には、 市町 村や移 動等 円滑化 促進 地区内 の施設 設置 管理者
等が、 児童 、生徒 等へ の教育 活動 や、住 民、 職員等 に対 する
啓発 活動 等を行 うこと が重 要であ るこ と
住民そ の他 の関係 者の 理解の 増進及 び協 力の確 保に関 する 関
係 者の取 組
住 民その 他の 関係者 の理 解の増 進及 び協力 の確 保に関 する 取
組に つい て、次 に掲げ ると おり、 市町 村や生 活関 連施設 の施 設
設 置管 理者、 住民 等の関 係者 ごとに 、可 能な限 り具体 的に 記載
する ことが 望ま しい。 なお 、移動 等円 滑化促 進地 区の移 動等 円
滑 化に資 する 取組で あれ ば、移 動等 円滑化 促進 地区外 で行 うも
のや 、生活 関連 施設の 職員 や通勤 者等移 動等 円滑化 促進 地区の
住 民以外 の者 を対象 とし たもの を記 載する こと が可能 であ る。
① 児 童、 生徒等 に対す るバ リアフ リー 教室 や住民 向け のバリ
アフ リーに 関す るセミ ナー の開催 等、 住民 その他 の関係 者の
理 解の増 進及 び協力 の確 保に関 する 市町村 の取 組の内 容
② 施設や 車両 等の利 用者 に対す る優 先席、 車椅 子使用 者用 駐
車 施設等 の利 用に係 る適 正な配 慮に ついて の啓 発活動 の実施
等、住 民そ の他の 関係 者の理 解の 増進及 び協 力の確 保に 関す
る 施設設 置管 理者の 取組の 内容
バリア フリ ー教室 への参 加等 、住民 、施 設及び 車両 等の利
用者 等の取 組の 内容
１か ら４ま でに 掲げる もの のほか 、移動 等円 滑化促 進地 区にお

③

(2)

４

１から ３ま でに掲 げるも のの ほか、 移動 等円滑 化促 進地区 にお
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け る移動 等円滑 化の 促進の ため に必要 な事 項
・
［略］
(1)

(2)

(2)

四 基本 構想 の指針 とな るべき 事項
市町 村は、 基本 構想を 作成 する場 合に は、次 に掲げ る 事項に 基
づい て作 成する 必要 があり 、施 設設置 管理 者、都 道府 県公安 委員 会
等の関 係者 は、こ れら の事項 に留意 する 必要が ある 。
１ 重点 整備地 区に おける 移動 等円滑 化の 意義に 関す る事項
・
［略］
基本構 想作 成に当 たっ ての留 意事 項
市町 村は、 効果 的に移 動等 円滑化 を推 進す るため 、次 に掲げ
る事項 に留 意して 基本構 想を 作成す る必 要が ある。
① ［ 略］
② 都市 計画 との調 和
基 本構想 の作 成に当 たっ ては、 都市 計画 及び市 町村 マスタ
ープ ランと の調和 が保 たれて いる 必要が ある 。
③ ～⑤ ［ 略 ］
⑥ 高 齢者、 障害 者等の 意見 の反映 及び 基本 構想の 作成 等の提
案
生 活関連 施設 を利用 する 高齢者 、障 害者 等を始 め関 係者の
参画に より 、関係 者の 意見が 基本 構想に 十分 に反映 され るよ
う 努める 。こ のため 、基 本構想 の作成 に当 たって は、 法第二
十六条 に規 定する 協議 会（以 下「 基本構 想協 議会」 とい う。
）を 積極 的に活 用し、 高齢 者、障 害者 等の 参画を 得る ことが
求めら れる 。この 際、 既に同 条第二 項各 号に掲 げる構 成員 か
らな る協議 体制 度を運 用し ている 場合 、又 は、他 の法 令に基
づ いて同 項各 号に掲 げる 構成員 から なる協 議体 制度を 運用 し
よう とする 場合 は、当 該協 議体制 度を基 本構 想協議 会と 位置
付 けるこ とも 可能で ある 。なお 、意 見を求 める べき障 害者 に

ける 移動 等円滑 化の 促進の ため に必要 な事 項
・
［略］

(3)(1)

(1)

(2)

(2)

四 基本 構想の 指針 となる べき事 項
市町村 は、 基本構 想を 作成す る場 合には 、次に 掲げ る 事 項に 基
づい て作 成する 必要 があり 、施 設設置 管理 者、都 道府 県公安 委員 会
等 の関 係者は 、これ らの 事項に 留意 する必 要が ある 。
１ 重点 整備地 区に おける 移動等 円滑 化の意 義に関 する 事項
・
［略］
基 本構 想作成 に当 たって の留 意事項
市町 村は、 効果 的に移 動等 円滑化 を推 進する ため 、次に 掲げ
る 事項 に留意 して 基本構 想を 作成す る必 要があ る。
① ［ 略］
② 都市 計画と の調 和
基 本構想 の作 成に当 たっ ては、 都市 計画及 び市 町村マ スタ
ープ ランと の調 和が保 たれ てる必 要が ある。
③～⑤ ［略］
⑥ 高 齢者、 障害 者等の 意見 の反映 及び 基本構 想の 作成等 の提
案
生活関 連施設 を利 用する 高齢者 、障 害者等 を始 め関係 者の
参画 により 、関 係者の 意見 が基本 構想 に十分 に反 映され るよ
う 努める 。こ のため 、基 本構想 の作 成に当 たっ ては、 法第 二
十六 条に規 定する 協議 会（以 下「 基本構 想協 議会」 とい う。
） を積極 的に 活用し 、高 齢者、 障害 者等の 参画を 得る ことが
求 めら れる。 この 際、既 に同 条第二 項各 号に 掲げる 構成 員か
ら なる協 議体制 度を 運用し ている 場合 、又は 、他 の法令 に基
づ いて 同項各 号に 掲げる 構成 員から なる 協議体 制度 を運用 し
よう とする 場合 は、当 該協 議体制 度を 基本構 想協 議会と 位置
付 ける ことも 可能で ある 。なお 、意 見を求 める べき障 害者 に
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(3)(1)

は 、視覚 障害、 聴覚 障害、 内部障 害等 の身 体障害 者の みなら
ず、知 的障 害者、 精神 障害者 及び 発達障 害者も 含ま れるこ と
に留 意する 必要 がある 。
ま た、 法第二 十七条 に規 定する 基本 構想 の作成 等に 係る提
案制 度が積 極的 に活用 され るよう 環境 の整備 に努め ると とも
に 、当該 提案 を受け た際 には、 基本 構想の 作成 等の必 要性 を
判断 する機 会と捉 え、 基本構 想の 作成等 につ いて積 極的 な検
討 を行う こと が求め られ る。な お、 提案を 受け検 討し た結果
、基本 構想 の作成 等を 行わな い場 合でも 、地 域のニ ーズ に対
して 必要 な説明 責任を 果た すため 、同 条第 二項に 基づ きその
理由を 公表 する必 要が ある。
⑦ ［ 略］
⑧ 段階 的か つ継続 的な 発展（ スパ イラル アッ プ）
移動等 円滑 化の内 容に ついて は、 基本構 想作 成に係 る事 前
の検 討段階 から 事後の 評価 の段階 に至 るま で、高 齢者 、障害
者等の 利用 者及び 住民が 積極 的に参 加し、 この 参加プ ロセ ス
を経 て得ら れた 知見を 共有 化し、 スパ イラ ルアッ プを図 るこ
と が重要 であ る。
その ため、 市町 村は、 基本構 想が 作成さ れた 後も、 おお む
ね 五年ご とに 、施設 を利 用する 高齢 者、障 害者 等の利 用の状
況並び に重 点整備 地区 におけ る移 動等円 滑化 のため の施 設及
び 車両等 の整 備状況 等を把 握す るとと もに 、基本 構想 協議会
の積極 的な 活用等 によ り基本 構想 に基づ き実 施され た事業 の
成果 につい て評 価を行 い、 それに 基づ き、 必要が ある と認め
るとき は、基 本構 想の見 直し及 び新 たな基 本構 想の作 成を 行
うこ とが重 要で ある。
ま た、法 附則 第二条 第二 号の規 定に よる 廃止前 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 （平成 十二 年法律 第六 十八号 ）第六 条第 一項の

は 、視覚 、聴 覚、内 部障 害等の 身体 障害者 のみ ならず 、知 的
障害者 、精神 障害 者及び 発達 障害者 も含 まれ ること に留 意す
る 必要が ある 。
また、 法第 二十七 条に 規定す る基 本構想 の作 成等に 係る提
案制 度が積 極的 に活用 され るよう 環境 の整備 に努 めると とも
に 、当 該提案 を受 けた際 には、 その 内容に つい て十分 な検 討
を加 えるこ とが 求めら れる 。

⑦ ［ 略］
⑧ 段階 的かつ 継続 的な発 展（ スパイ ラル アッ プ）
移動 等円滑 化の内 容に ついて は、 基本構 想作 成に係 る事 前
の 検討段 階か ら事後 の評 価の段 階に 至るま で、高 齢者 、障害
者 等の 利用者 及び 住民が 積極 的に参 加し 、こ の参加 プロ セス
を経 て得 られた 知見を 共有 化し、 スパ イラル アッ プを図 るこ
と が重 要であ る。
その ため、 市町 村は、 基本 構想が 作成 され た後も 、お おむ
ね ５年ご とに 、施設 を利 用する 高齢 者、障 害者 等の利 用の 状
況並 びに重 点整 備地区 にお ける移 動等円 滑化 のため の施 設及
び 車両等 の整 備状況 等を 把握す ると ともに 、基 本構想 協議 会
の積極 的な 活用等 により 基本 構想に 基づ き実 施され た事 業の
成 果につ いて 評価を 行い 、それ に基づ き、 必要が あると 認め
る とき は、基 本構 想の見 直し 及び新 たな 基本 構想の 作成 を行
うこ とが重 要で ある。
また、 法附 則第二 条第二 号の 規定に よる廃 止前 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 （平成 十二 年法律 第六 十八号 ）第 六条第 一項 の
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規 定によ り作成 され た基本 構想に つい ても 、同様 に見 直しを
行うこ とが 重要で ある ことに 留意 する必 要があ る。
⑨ バリ アフリ ーマッ プ等 の作成
移 動等円 滑化 を図る ため には、 高齢 者、障 害者等 が利 用可
能な施 設や 経路を 選択 できる よう 、これ らの 施設や 経路 が所
在す る場 所を示 したバ リア フリー マッ プ等 を作成 する ことが
効果的 であ る。こ のた め、市 町村は 積極 的に施 設等の バリ ア
フリ ー情報 を収 集の上 、バ リアフ リー マッ プ等を 作成 し、一
元 的に提 供す ること が重 要であ る。
また 、公 共交通 事業者 等及 び道路 管理者 は、 市町村 の求 め
に 応じて 必要 な情報 を当 該市町 村に 提供し なけ ればな らな い
ことと され ており 、路 外駐車 場管 理者等 、公 園管理 者等 及び
建 築主等 は、 市町村 の求 めに応 じて必 要な 情報を 当該 市町村
に提供 する よう努 めな ければ なら ないと され ている とこ ろで
ある 。なお 、市 町村は 、施 設設置 管理 者に 求める 情報 提供の
内容を 定め るに当 たって は、 基本構 想協議 会を 活用す るな ど
によ り障害 者、 高齢者 等及 び施設 設置 管理 者等の 意見を 十分
に 反映す るよ う努め ると ともに 、施 設設置 管理 者に過 度な 負
担が 生じな いよ う配慮 しつつ 、高 齢者、 障害 者等に とっ て必
要 な情報 が得 られる よう 留意す るこ とが必 要で ある。
⑩ 移 動等円 滑化 に関す る住 民その 他の 関係 者の理 解の 増進及
び協 力の確 保
移 動等円 滑化 を図る ため には、 単に 施設 や経路 のハ ード整
備の みなら ず、五 に詳 述する 「心 のバリ アフ リー」 など のソ
フ ト対策 につ いても 一体 的に実 施す ること が効果 的で あるこ
とから 、基 本構想 を定 める上 では 、教育 啓発 特定事 業の 活用
を 含めた 移動等 円滑 化に関 する住 民そ の他 の関係 者の 理解の
増進及 び協 力の確 保を 図るこ とが 重要で ある。

規 定によ り作 成され た基 本構想 につ いても 、同 様に見 直し を
行うこ とが重 要で あるこ とに 留意す る必 要が ある。
⑨ バリ アフリ ーマッ プ等 の作成
移 動等円 滑化を 図る ために は、高 齢者 、障 害者等 が利 用可
能な 施設を 選択 できる よう、 これ らの施 設が 所在す る場 所を
示 したバ リア フリー マッ プ等を 作成 するこ とが 効果的 である
。 この ため、 市町 村は積 極的 に施設 等の バリ アフリ ー情 報を
収 集の上 、バリ アフ リーマ ップ等 を作 成し、 提供 するこ とが
重 要で ある。
また 、公共 交通事 業者 等及び 道路 管理者 は、 市町村 の求 め
に 応じ て必要 な情報 を当 該市町 村に 提供し なけ ればな らな い
こと とされ てお り、路 外駐 車場管 理者 等、公 園管理 者等 及び
建 築主等 は、 市町村 の求 めに応 じて 必要な 情報 を当該 市町 村
に提 供する よう努 めな ければ ならな いと され ている とこ ろで
あ る。な お、 市町村 は、 施設設 置管 理者に 求める 情報 提供の
内 容を 定める に当 たって は、 基本構 想協 議会 を活用 する など
によ り障 害者、 高齢者 等及 び施設 設置 管理者 等の 意見を 十分
に 反映 するよ う努 めると とも に、施 設設 置管理 者に過 度な 負
担が 生じな いよ う配慮 しつ つ、高 齢者 、障害 者等 にとっ て必
要 な情報 が得 られる よう 留意す るこ とが必 要で ある。
［新 設 ］
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２・ ３

［略］

２・ ３

４ 生 活関 連施設 、特 定車両 及び 生活関 連経 路を構 成す る一般 交通
用 施設に ついて 移動 等円滑 化の ために 実施 すべき 特定 事業そ の他
の事業 に関 する基 本的 な事項
特定 事業
特 定事 業とし ては 、公共 交通 特定事 業、 道路 特定事 業に 加え
、路 外駐 車場特 定事 業、都 市公園 特定 事業、 建築 物特定 事業 、
交 通安 全特定 事業 があり 、各 々の事 業の 特性を 踏ま え、必 要と
なる 事業に つい て基本 構想 に記載 する ものと する 。

なお 、法第 二十 五条第 二項 第四号 括弧 書に規 定され てい ると
おり 、旅 客施設 の所 在地を 含ま ない重 点整 備地 区にあ って は、
当該 重点整 備地区 と同 一の市 町村の 区域 内に所 在す る特定 旅客
施設 との 間の円 滑な 移動を 確保 するた めに 、当該 特定 旅客施 設
の 移動 等円滑 化を 図る事 業及 び当該 重点 整備地 区と 当該特 定旅
客施 設を 結ぶ特 定車両 の移 動等円 滑化 を図る 事業 につい ても 、
公 共交 通特定 事業 として 記載 するこ とが 可能で ある。

一 般的 には、 建築 物特定 事業 の対象 となり 得る 生活関 連施 設
であ る建築 物が 多数存 在す ること から 、基本 構想 作成時 の協 議
及 び事業 実施 を確実 かつ円 滑に 行うた めに は、 対象と なる 生活
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(1)

［略］

４ 生活関 連施設 、特 定車両 及び 生活関 連経 路を 構成す る一 般交通
用 施設 につい て移動 等円 滑化の ため に実施 すべ き特定 事業 その他
の事 業に関 する 基本的 な事 項
特定 事業
特定事 業と しては 、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 、交通 安
全 特定 事業及 び教 育啓発 特定 事業が あり 、各 々の事 業の 特性を
踏ま え、 必要と なる事 業に ついて 基本 構想に 記載 するも のと す
る。
なお、 法第 二十五 条第 二項第 三号 括弧書 に規 定され てい ると
お り、旅 客施 設の所 在地 を含ま ない 重点整 備地 区にあ って は、
当該 重点整 備地 区と同 一の 市町村 の区域 内に 所在す る特 定旅客
施 設との 間の 円滑な 移動 を確保 する ために 、当 該特定 旅客 施設
の移動 等円 滑化を 図る事 業及 び当該 重点 整備 地区と 当該 特定旅
客 施設を 結ぶ 特定車 両の 移動等 円滑化 を図 る事業 につい ても 、
公 共交 通特定 事業 として 記載 するこ とが 可能 である 。
また 、教育 啓発 特定事 業につ いて は、重 点整 備地区 の移 動等
円 滑化 に資す る取 組であ れば 、重点 整備地 区外 で行う もの や、
生活 関連施 設の 職員や 通勤 者等重 点整 備地区 の住 民以外 の者 を
対 象とし たも のを記 載す ること が可 能であ る。 さらに 、障 害者
の日 常生活 及び 社会生 活を総 合的 に支援 する ための 法律 第七十
七 条第一 項第 一号の 規定 に基づ き市 町村が 実施 する地 域生活 支
援事業 （理解 促進 研修・ 啓発 事業） と連 携し て行う こと が可能
で ある。
一 般的に は、 建築物 特定 事業の 対象 となり 得る 生活関 連施 設
であ る建築 物が 多数存 在す ること から 、基本 構想 作成時 の協 議
及 び事 業実施 を確 実かつ 円滑に 行う ために は、 対象と なる 生活
(1)

関 連施設 の規 模及び 利用 状況等 、他 の特定 事業 との関 連等 につ
いて 、当該 地域 の実情 に照ら して 判断し 、必 要性等 の高 いもの
か ら基本 構想 に順次 位置 付けて いく ことが 望ま しい。
ま た、 事業の 着手予 定時 期、実 施予 定期間 につ いて可 能な 限
り 具体的 かつ明 確に 記載す ること とし 、当面 事業 の実施 の見 込
み がな い場合 にあ っては 、事 業の具 体化 に向け た検 討の方 向性
等に ついて 記載 し、事 業が 具体化 した 段階で 、基 本構想 を適 宜
変 更し て事業 の内容 につ いて記 載を 追加す るも のとす る。
［略］
留意 事項
市 町村は 、基 本構想 を作 成しよ うと すると きは 、これ に定 め
よう とする 特定 事業そ の他 の事業 に関 する事 項に ついて 、関 係
す る施設 設置 管理者 、都 道府県 公安 委員会 及び 学校（ 学校 につ
いて は、教 育啓 発特定 事業 のうち 法第二 条第 二十九 号イ に掲げ
る 事業を 定め ようと する 場合に 限る 。）等 と十 分に事 前に 協議
するこ とが 必要で あり、 事業 の記載 に当 たっ ては、 高齢 者、障
害 者等の 移動 又は施 設の 利用の 状況、 都市 計画及 び市町 村マ ス
タ ープ ランの 位置 付け、 事業 を実施 する こと となる 者の 意向等
を踏 まえる こと が重要 であ る。
ま た、特 定事 業を記 載す るに当 たっ ては、 事業 を実施 するこ
とと なる者 の意 向等を 踏ま えるこ と並 びに関 連す る特定 事業 間
の 連携及 び調 整を図 るこ とが必 要不 可欠で ある ことか ら、 協議
会制 度を有 効に 活用し 、基本 構想 の作成 及び 事業実 施の 円滑化
を 図るこ とが 求めら れる 。なお 、協 議会に おい て協議 が調っ た
事項に ついて は、 協議会 の構 成員は その 協議 の結果 を尊 重しな
け ればな らな いこと とされ てい ること に留意 する 必要が ある 。
特 定事業 その 他の事 業に ついて は、 合理的 かつ 効率的 な施 設
及び 車両等 の整 備及び 管理 を行う こと を念頭 に、 生活関 連施 設
及 び生 活関連 経路 の利用 者、利 用状 況及び 移動 手段並 びに 生活
(3)(2)

関連 施設 の規模 及び 利用状 況等 、他の 特定 事業 との関 連等 につ
いて、 当該地 域の 実情に 照ら して判 断し 、必要 性等 の高い もの
から 基本 構想に 順次 位置付 けて いくこ とが望 まし い。
ま た、 事業の 着手 予定時 期、 実施予 定期 間に ついて 可能な 限
り具 体的か つ明 確に記 載す ること とし 、当面 事業 の実施 の見 込
み がな い場合 にあ っては 、事業 の具 体化に 向け た検討 の方 向性
等に ついて 記載 し、事 業が 具体化 した 段階で 、基 本構想 を適宜
変 更して 事業の 内容 につい て記 載を追 加す るも のとす る。
［略］
留意 事項
市 町村 は、基 本構想 を作 成しよ うと すると きは 、これ に定 め
よう とする 特定 事業そ の他 の事業 に関 する事 項につ いて 、関係
する 施設 設置管 理者 、都道 府県 公安委 員会 等と 十分に 協議 する
こと が必要 であり 、事 業の記 載に当 たっ ては、 高齢 者、障 害者
等の 移動 又は施 設の 利用の 状況 、都市 計画 及び市 町村 マスタ ー
プ ラン の位置 付け 、事業 を実 施する こと となる 者の 意向等 を踏
まえ るこ とが重 要であ る。

ま た、特 定事 業を記 載す るに当 たっ ては、 事業 を実施 する こ
とと なる者 の意 向等を 踏ま えるこ と並び に関 連する 特定 事業間
の連 携及 び調整 を図 ること が必 要不可 欠で ある ことか ら、 協議
会制度 を有 効に活 用し、 基本 構想の 作成 及び事 業実 施の円 滑化
を図 るこ とが求 めら れる。 なお 、協議 会に おいて 協議が 調っ た
事 項に ついて は、 協議会 の構 成員は その 協議の 結果 を尊重 しな
けれ ばなら ない ことと され ている こと に留意 する 必要が ある 。
特 定事 業その 他の 事業に つい ては、 合理的 かつ 効率的 な施 設
及び 車両等 の整 備及び 管理 を行う こと を念頭 に、 生活関 連施 設
及 び生活 関連 経路の 利用者 、利 用状況 及び 移動 手段並 びに 生活

(3)(2)
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５ ４に 規定す る事 業と併 せて 実施す る土 地区画 整理 事業、 市街地
再 開発 事業そ の他 の市街 地開 発事業 に関 し移動 等円 滑化の ため に
考慮 すべ き基本 的な事 項、 自転車 その 他の車 両の 駐車の ため の施
設 の整 備に関 する 事項そ の他 の重点 整備 地区に おける 移動 等円滑
化に 資する 市街 地の整 備改 善に関 する 基本的 な事 項その 他重 点整
備 地区に おけ る移動 等円 滑化の ために 必要 な事 項
・
［略］
その 他重点 整備 地区に おける 移動 等円滑 化の ために 必要 な事
項
① ［略 ］
② 事業 推進 上の留 意点
イ ～ハ ［ 略 ］
ニ 基 本構 想に即 した 特定事 業計 画の作 成上の 留意 事項
施設 設置 管理者 及び 都道府 県公 安委員 会が 基本構 想に 即
し て特 定事業 計画を 作成 するに 当た って は、早 期作 成の重
要性 を十 分認識 する ととも に、協 議会 を活用 するこ とに よ
っ て当事 者で ある高 齢者 、障害 者等 を始 め関係 者の 参画を
図るこ と等 により 、関 係者の 意見 が特定 事業 計画に 十分 に

関 連経路 周辺 の道路 交通 環境及 び居 住環境 を勘 案して 記載 する
こと が必要 であ る。こ の際、 特定 事業そ の他 の事業 の実 施に当
た っては 、交 通の安 全及 び円滑 の確 保並び に生 活環境 の保全 に
つ いて も配慮 する 必要が ある ことに 留意 する 必要が ある 。また
、 交通安 全特定 事業 のうち 違法駐 車行 為の防 止の ための 事業 に
関 して は、歩 道及 び視覚 障害 者誘導 用ブ ロック 上等 の自動 二輪
車等 の違法 駐車 、横断 歩道 及びバ ス停 留所付 近の 違法駐 車等 、
移 動等 円滑化 を特に 阻害 する違 法駐 車行為 の防 止に資 する 事業
が重 点的に 推進 される との 内容が 基本 構想に 反映さ れる よう留
意 する必 要が ある。

５ ４に 規定す る事 業と併 せて実 施す る土地 区画整 理事 業、市 街地
再 開発 事業そ の他 の市街 地開 発事業 に関 し移動 等円 滑化の ために
考慮 すべき 基本的 な事 項、自 転車 その他 の車 両の 駐車の ため の施
設 の整 備に関 する事 項そ の他の 重点 整備地 区にお ける 移動等 円滑
化に資 する 市街地 の整 備改善 に関 する基 本的 な事項 その 他重点 整
備地 区に おける 移動 等円滑 化の ために 必要 な事項
・
［略］
その他 重点 整備地 区にお ける 移動等 円滑 化の ために 必要 な事
項
① ［略 ］
② 事業推 進上 の留意 点
イ ～ハ ［ 略 ］
ニ 基 本構想 に即 した特 定事 業計画 の作 成上 の留意 事項
施設 設置 管理者 及び 都道府 県公 安委員 会が基 本構 想に即
し て特定 事業 計画を 作成 するに 当た っては 、早 期作成 の重
要性 を十分 認識す ると ともに 、協 議会を 活用 するこ とに よ
っ て当事 者で ある高 齢者 、障害 者等 を始め 関係者 の参 画を
図るこ と等 により 、関 係者の 意見 が特定 事業 計画に 十分 に

関連 経路 周辺の 道路 交通環 境及 び居住 環境 を勘 案して 記載 する
ことが 必要で ある 。この 際、 特定事 業そ の他の 事業 の実施 に当
たっ ては 、交通 の安 全及び 円滑 の確保 並びに 生活 環境の 保全 に
つ いて も配慮 する 必要が ある ことに 留意 する必 要が ある。 また
、交 通安全 特定 事業の うち 違法駐 車行 為の防 止の ための 事業 に
関 して は、歩 道及 び視覚 障害者 誘導 用ブロ ック 上等の 自動 二輪
車等 の違法 駐車 、横断 歩道 及びバ ス停 留所付 近の 違法駐 車等、
移 動等円 滑化を 特に 阻害す る違 法駐車 行為 の防 止に資 する 事業
が重 点的に 推進 される との内 容が 基本構 想に反 映さ れるよ う留
意す る必 要があ る。

(3)(1)

(2)

(3)(1)

(2)
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反映 される よう 努める こと が重要 であ る。

ホ ・ヘ ［ 略 ］
③ そ の他基 本構 想の作 成及 び事業 の実 施に当 たっ ての留 意
事項
基本 構想 は、市 町村の 発意 及び主 体性 に基 づき自 由な 発想
で作 成され るもの であ るので 、この 基本 方針 の三に 定め のな
い 事項に つい ても基 本構 想に記 載す ること が望ま しい 。
［ 新設 ］
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反 映され るよう 努め ること が重 要であ る。 特に、 教育 啓発
特定事 業の うち第 二条 第二十 九号 イに掲 げる事 業に 係る特
定事 業計 画を作 成す る際は 、計 画作成 段階 で学校 の意 見を
十 分に 聴くこ とが円 滑か つ確実 な事 業の 実施の ため に重要
であ る。
ホ・ ヘ ［ 略 ］
③ そ の他基 本構 想の作 成及 び事業 の実 施に 当たっ ての留 意
事項
基 本構想 は、 市町村 の発 意及び 主体性 に基 づき自 由な 発想
で作成 され るもの であ るので 、こ の基本 方針 の四に 定め のな
い事 項につ いて も基本 構想 に記載 する こと が望ま しい 。
五 移 動等 円滑化 の促 進に関 する 国民の 理解 の増進 及び 移動等 円滑 化
の 実施に 関す る国民 の協力 の確 保に関 する 基本的 な事 項
１ 「 心の バリア フリ ー」の 定義 及び取 組に 当たっ ての留 意事 項
移 動等円 滑化 を実現 する ために は、 施設及 び車 両等の 整備の み
ならず 、国民 の高 齢者、 障害 者等の 移動 等円滑 化に 関する 理解 及
び協 力、 いわゆ る国 民の「 心の バリア フリー 」が 不可欠 であ る。
「 心の バリア フリ ー」と は、 ユニバ ーサ ルデザ イン
行動
計画 （平成 二十 九年二 月ユ ニバー サル デザイ ン
関係 閣僚
会 議決 定）に 記載 のとお り、様 々な 心身の 特性 や考え 方を 持つす
べて の人々 が、 相互に 理解 を深め よう とコミ ュニ ケーシ ョンを と
り 、支え 合うこ とを 意味し 、当 該行動 計画 にお いては 次に 掲げる
三点 が「心 のバリ アフ リー」 を体 現する ための ポイ ントと して 示
され てい る。
① 障 害のあ る人 への社 会的 障壁を 取り 除くの は社 会の責 務で あ
る という 「障害 の社 会モデ ル」を 理解 するこ と。
② 障 害のあ る人 （及び その 家族） への 差別（ 不当 な差別 的取扱
い及 び合理 的配 慮の不 提供 ）を行 わな いよう 徹底 するこ と。
2
0
2 2
0 0
2
0

③ 自分 とは異 なる 条件を 持つ 多様な 他者 とコ ミュニ ケー ション
を取 る力を 養い 、すべ ての人 が抱 える困 難や 痛みを 想像 し共感
す る力を 培う こと。
移 動等 円滑化 に関 する「 心の バリア フリ ー」 の取組 につ いても
、こ れら のポイ ント を踏ま えて推 進す ること が必 要であ る。
２ 移 動等円 滑化 に関す る「 心のバ リア フリー 」の 取組の 推進に 当
たっ ての関 係者 の基本 的な 役割
国 の役割
「心の バリ アフリ ー」 を推進 する ために は、 障害の 有無 にか
か わらず 参加 者全員 がバ リアフ リー を考え る参 加型イ ベン トが
効果 的であ ること を踏 まえ、 国は広 報活 動、 啓発活 動、 教育活
動 等を通 じて 、移動 等円 滑化の 促進 に関す る関係 者の 連携及 び
国 民の 理解を 深め るとと もに 、高齢 者、 障害 者等の 移動 等円滑
化の ため に必要 となる 支援 その他 の移 動等円 滑化 の実施 に関 す
る 国民 の協力 を求 めるよ う努 める。 なお 、法に いう「 高齢 者、
障害 者等」 には 、高齢 者、 全ての 障害 者（身 体障 害者の みな ら
ず 知的障 害者 、精神 障害 者及び 発達 障害者 を含 む。） 及び 妊産
婦等 、日常 生活 又は社 会生 活にお いて身 体の 機能上 の制 限を受
け る者は 全て 含まれ るこ とにつ いて も、改 めて 周知を 行う 。
地方公 共団 体の役 割
地方 公共団 体に おいて は、 国の取 組に 準じ 、広報 活動、 啓発
活 動、 教育活 動等 を通じ て住 民の「 心の バリ アフリ ー」 の推進
に努 める。
と りわけ 、市 町村に おい ては、 基本 構想に 教育 啓発特 定事業
を位 置付け るこ とを通 じ、 関係者 を巻 き込み なが ら「心 のバ リ
ア フリー 」の 取組を 計画 的に進 めて いくこ とが 望まし い。
施設設 置管 理者そ の他 高齢者 、障 害者等 が日 常生活 及び社 会
生 活にお いて 利用す る施 設を設 置又 は管理 する 者の役 割
施設設 置管理 者そ の他高 齢者、 障害 者等が 日常 生活及 び社 会
生 活にお いて 利用す る施設 を設 置又は 管理す る者 は、継 続的 な
(1)

(2)

(3)
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教 育訓練 を通 じ、職 員等 に対し 、高 齢者、 障害 者等と 適切 なコ
ミュ ニケー ショ ンを取 りなが ら積 極的に 声か けや支 援を 行うよ
う 促す。 さら に、職 員等 関係者 のみ ならず 、施 設の一 般の利 用
者 が、 困って いる 高齢者 、障 害者等 を手 助け するこ とや 、車両
の 優先席 、車椅 子使 用者用 駐車施 設等 の利用 につ いて配 慮す る
こ とが 、高齢 者、 障害者 等の 移動等 円滑 化に重 要で あるこ とに
鑑み 、一般 の利 用者の 「心 のバリ アフ リー」 を推 進する ため の
広 報活 動及び 啓発活 動等 を行う よう 努める こと が望ま しい 。
国民の 役割
国民 は、 高齢者 、障害 者等 の自立 した 日常 生活及 び社 会生活
を確 保する ことの 重要 性並び にその ため に高 齢者、 障害 者等の
円 滑な移 動及 び施設 の利 用を実 現す ること の必要 性に ついて 理
解 を深 めるよ う努 めなけ れば ならな い。 その 際、外 見上 分かり
づら い聴 覚障害 、内部 障害 、精神 障害 、発達 障害 など、 障害 に
は 多様 な特性 があ ること に留 意する 必要 がある 。
また、 視覚 障害者 誘導 用ブロ ック 上への 駐輪 、車椅 子使 用者
用 駐車施 設へ の駐車 等に より高 齢者 、障害 者等 の施設 の利 用等
を妨 げない こと のみな らず 、鉄道 駅の利 用に 当たり 、必 要に応
じ 高齢者 、障 害者等 を手 助けす るこ と等、 高齢 者、障 害者 等の
移動等 円滑 化のた めに必 要と なる支 援そ の他 のこれ らの 者の円
滑 な移動 及び 施設の 利用 を確保 するこ とに 積極的 に協力 する こ
と が求 められ る。
加え て、「 心の バリア フリー 」の 実践に 資す るため 、積 極的
に 国、 地方公 共団 体等が 行う 啓発活 動等に 参加 するこ とが 望ま
しい 。
六 移動 等円 滑化に 関す る情報 提供 に関す る基 本的 な事項
１ 移動等 円滑化 に関 する情 報提 供の重 要性
高 齢者 、障害 者等 の移動 及び施 設の 利用に 当た って、 高齢 者、

(4)

［新設］
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障 害者等 が自ら の障 害特性 に応 じて、 移動 に係 る経路 若し くは手
段又 は利用 可能 な施設 を選択 する ために は、移 動等 円滑化 に関 す
る情 報の 取得が 不可 欠であ る。 また、 災害 等の 緊急時 におい て、
公 共交 通機関 や施 設等を 利用 してい る高 齢者、 障害 者等の 安全 を
確保 する ために は、 避難等 に係る 必要 な情報 が迅 速かつ 確実 に提
供 され るよう 、情 報提供 に関 する環 境を 整備す る必 要があ る。
法は 、施設 設置 管理者 に対 する情 報提 供の努 力義 務や市 町村 に
よ るバ リアフ リーマ ップ の作成 等、 各種の 情報 提供に 関す る措置
を規 定して いる が、情 報提 供に当 たっ ては、 このよ うな 移動等 円
滑化 に関 する情 報の 重要性 を十 分に理 解し た上 で、取 り組 むこと
が必 要であ る。さ らに 、国に おいて も、 施設設 置管 理者等 によ る
移動 等円 滑化の ため の事業 の実 施状況 に関 する情 報が 確実に 収集
さ れ、 利用し やす いよう 加工 された 上で 、利用 者に 提供さ れる よ
うな 環境 の確保 に努め るこ ととす る。
２ 観 光施設 に係 る移動 等円 滑化に 関す る情報 提供
生活 の本拠 の周 辺地域 以外 の場所 にお ける移 動等 円滑化 が高 齢
者 、障害 者等 の自立 した 日常生 活及び 社会 生活 を確保 する 上で重
要な 役割を 果た すこと に鑑 み、高 齢者、 障害 者等が 日常 生活で な
じみ のな い施設 を利 用しよ うと する際 に、 事前 にハー ド・ ソフト
両面の バリ アフリ ー情報 を適 確に把 握で きる環 境を 整備す る必 要
があ る。
こ のた め、国 は、 宿泊施 設、 飲食店 その 他の 観光施 設に ついて
、高 齢者、 障害 者等が 円滑 に利用 する ために 必要 な用具 の備 付け
、 バリ アフリ ー情 報の提 供そ の他の 必要な 措置 を講じ てい る施設
を認 定する 仕組 みを整 備す る。ま た、 認定を 受け た施設 につ いて
、 認定を 受け た旨を 外形上 わか りやす く表 示さ せるこ とを 可能と
する ととも に、 民間の ノウハ ウや ネット ワー クも活 用しな がら 、
バリ アフ リー情 報が 高齢者 、障 害者等 のも とに よりわ かりや すい
形で提 供され るよ う十分 配慮 する。
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七 移動 等円滑 化の 促進の ため の施策 に関 する基 本的 な事項 その 他移
動等円 滑化 の促進 に関 する事 項
１ 国の 責務及 び講 ずべき 措置
国 の責 務（ス パイラ ルア ップ）
国は 、高齢 者、 障害者 等、 地方公 共団 体、施 設設置 管理 者そ
の 他の 者と協 力し て、基 本方 針及び これ に基づ く施 設設置 管理
者の 講ずべ き措 置の内 容そ の他の 移動 等円滑 化の 促進の ため の
施 策の 内容に ついて 、移 動等円 滑化 の進展 の状 況等を 勘案 しつ
つ、 関係行 政機 関及び これ らの者 で構 成する 会議に おけ る定期
的 な評価 その 他これ らの 者の意 見を 反映さ せる ために 必要 な措
置を 講じた 上で、 適時 に、か つ、適 切な 方法 により 検討 を加え
、 その結 果に 基づい て必 要な措 置を 講ずる よう努 める ことに よ
り 、ス パイラ ルア ップを 図る ものと する 。

国の 講ずべ き措 置（地 方公 共団体 に対 する 助言・ 指導 、設備
投資等 に対す る支 援及び 研究 開発等 ）
国は 、全国 の地 方公共 団体 におけ る移 動等円 滑化 に係る 取組

(1)

(2)

五 移動等 円滑 化の促 進の ための 施策 に関す る基 本的 な事項 その 他移
動等円 滑化の 促進 に関す る事項
１ 国の 責務及 び講 ずべき 措置
国 の責務 （ス パイラ ルア ップ及 び心 のバリ アフ リー）
国は 、高齢 者、 障害者 等、 地方公 共団 体、施 設設 置管理 者そ
の 他の 者と協 力し て、基 本方針 及び これに 基づ く施設 設置 管理
者の 講ずべ き措 置の内 容そ の他の 移動 等円滑 化の 促進の ための
施 策の内 容につ いて 、移動 等円 滑化の 進展 の状 況等を 勘案 しつ
つ、 関係行 政機 関及び これら の者 で構成 する会 議に おける 定期
的な 評価 その他 これ らの者 の意 見を反 映さ せる ために 必要な 措
置 を講 じた上 で、 適時に 、か つ、適 切な 方法に より 検討を 加え
、そ の結 果に基 づい て必要 な措置 を講 ずるよ う努 めるこ とに よ
り 、ス パイラ ルア ップを 図る ものと する 。
また 、移 動等円 滑化を 進め るため には 、施設 及び 車両等 の整
備 のみ ならず 、国 民の高 齢者 、障害 者等 に対す る理解 及び 協力
、す なわち 国民 の「心 のバ リアフ リー 」が不 可欠 である こと 及
び 「心の バリ アフリ ー」 を促進 するた めに は、 障害の 有無 にか
かわ らず参 加者 全員が バリ アフリ ーを考 える 参加型 イベ ントが
効果 的で あるこ とを 踏まえ 、国 は広報 活動 、啓 発活動 、教 育活
動等を 通じ て、移 動等円 滑化 の促進 に関 する関 係者 の連携 及び
国民 の理 解を深 める ととも に、 高齢者 、障 害者等 が公共 交通 機
関 を利 用して 移動 するた めに 必要と なる 支援そ の他 の移動 等円
滑化 の実施 に関 する国 民の 協力を 求め るよう 努め る。な お、 法
に いう 「高齢 者、 障害者 等」 には、 高齢者 及び 身体障 害者 のみ
なら ず、知 的障 害者、 精神 障害者 及び 発達障 害者 を含む 全て の
障 害者で 身体 の機能 上の制 限を 受ける 者は 全て 含まれ ると いう
こと につい ても 、改め て周知 を行 う。
国の 講ずべ き措 置（設 備投 資等に 対す る支援 、情 報提供 の確
保 及び 研究開 発等 ）
(1)

(2)
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の 知見や 、バ リアフ リー 教室の 開催 等の経 験を 活用し 、移 動等
円滑 化促進 方針 や基本 構想に つい て障害 当事 者や施 設設 置管理
者 等と調 整し ながら 作成 を進め る手 法や、 法第 五条に 基づき 国
の 施策 に準じ て移 動等円 滑化 を促進 する ため に必要 な措 置を講
ず るため のノウ ハウ 等につ いて、 地方 公共団 体に 対して 助言 ・
指 導を 行うな ど必 要な援 助を 行う。
また 、施設 設置管 理者 等によ る移 動等円 滑化 のため の措 置を
促 進す るため 、設備 投資 等に対 する 必要な 支援 措置を 講ず る。

さらに 、国 は、移 動等 円滑化 を目 的とし た施 設及び 車両 等に
係 る新た な設 備等（ 情報 を提供 する 手法に 係る ものを 含む 。以
下同 じ。） の実 用化及 び標 準化、 既存の 設備 等の利 便性 及び安
全 性の向 上、 新たな 設備 等の導 入に 係るコ スト の低減 化等 のた
めの調 査及 び情報 通信技 術等 の研究 開発 の促 進を図 ると ともに
、 それら の成 果が幅 広く 活用さ れるよ う、 施設設 置管理 者等 に
提 供す るほか 、地 方公共 団体 による 移動 等円 滑化の ため の施設
の整 備に対 する 主体的 な取 組を尊 重し つつ、 地方 公共団 体が 選
択 可能 な各種 支援 措置の 整備 を行う 。
なお、 道路 の移動 等円 滑化に 関し ては、 国が 、二以 上の 特定
旅 客施設 等を 相互に 接続 する道 路で 高齢者 、障 害者等 の移 動が
通常 徒歩で 行わ れるも のにつ いて 、一以 上の 経路を 特定 道路に
指 定する もの とする 。ま た、建 築物 の移動 等円 滑化に 関して は
、国は 、地方 公共 団体が 、条 例を定 める こと により 、義 務付け
対 象とな る用 途の追 加及び 規模 の引下 げ並び に基 準の強 化を 行

施設 設置管 理者 等によ る移 動等円 滑化 のため の措 置を促 進す
る ため、 設備投 資等 に対す る必 要な支 援措 置を 講ずる 。
また 、高齢 者、 障害者 等の 円滑な 移動 及び施 設の利 用を 確保
する ため には、 施設 設置管 理者 等によ る移 動等 円滑化 のた めの
事業 の実施 状況に 関す る情報 が利用 しや すい形 で提 供され る必
要が ある ことか ら、 国は、 施設 設置管 理者 等によ る移 動等円 滑
化 のた めの事 業の 実施状 況に 関する 情報 が確実 に収 集され 、利
用し やす いよう 加工さ れた 上で、 利用 者に提 供さ れるよ うな 環
境 の確 保に努 める ことと する 。
さら に、国 は、 移動等 円滑 化を目 的と した施 設及び 車両 等に
係る 新た な設備 等（ 情報を 提供 する手 法に 係る ものを 含む 。以
下同 じ。） の実用 化及 び標準 化、既 存の 設備等 の利 便性及 び安
全性 の向 上、新 たな 設備等 の導 入に係 るコ ストの 低減 化等の た
め の調 査及び 情報 通信技 術等 の研究 開発 の促進 を図 るとと もに
、そ れら の成果 が幅広 く活 用され るよ う、施 設設 置管理 者等 に
提 供す るほか 、地 方公共 団体 による 移動 等円滑 化のた めの 施設
の整 備に対 する 主体的 な取 組を尊 重し つつ、 地方 公共団 体が 選
択 可能な 各種 支援措 置の 整備を 行う。
なお 、道路 の移 動等円 滑化 に関し ては、 国が 、二以 上の 特定
旅客 施設 等を相 互に 接続す る道 路で高 齢者 、障 害者等 の移 動が
通常徒 歩で 行われ るもの につ いて、 一以 上の経 路を 特定道 路に
指定 する ものと する 。また 、建 築物の 移動 等円滑 化に関 して は
、 国は 、地方 公共 団体が 、条 例を定 める ことに より 、義務 付け
対象 となる 用途 の追加 及び 規模の 引下 げ並び に基 準の強 化を 行
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表中の［

］ の 記 載 は 注 記 であ る 。

っ ている 状況 につい て、 地方公 共団 体に対 して 情報提 供す るも
のと する。
２・ ３ ［ 略］
［ 削る ］

備考

って いる 状況に つい て、地 方公 共団体 に対 して 情報提 供す るも
のとす る。
２・ ３ ［ 略］
４ 国民 の責務 （心 のバリ アフ リー）
国民 は、高 齢者 、障害 者等 の自立 した 日常生 活及び 社会 生活を
確保 する ことの 重要 性並び にそ のため に高 齢者、 障害 者等の 円滑
な移動 及び 施設の 利用 を実現 するこ との 必要性 につ いて理 解を 深
める よう 努めな けれ ばなら ない 。その 際、 外見上 分か りづら い聴
覚 障害 、内部 障害 、精神 障害 、発達 障害 など、 障害 には多 様な 特
性が ある ことに 留意す る必 要があ る。
ま た、 視覚障 害者 誘導用 ブロ ック上 への 駐輪、 車椅子 使用 者用
駐車施 設へ の駐車 等に よる高 齢者 、障害 者等 の施 設の利 用等 を妨
げ ないこ との みなら ず、 鉄道駅 の利用 に当 たり、 必要 に応じ 高齢
者、障 害者 等に対 する 手助け する こと等 、高 齢者、 障害 者等が 公
共交 通機 関を利 用し て移動 する ために 必要 となる 支援 その他 のこ
れらの 者の 円滑な 移動及 び施 設の利 用を 確保す るこ とに積 極的 に
協力 する ことが 求め られる 。
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