
 

改正バリアフリー法説明会 

 
日時：平成 31年 3月 14 日（木） 14:00～16:00 

場所：クレオ大阪 南部館 ホール 

 

 

議事次第 

 
１． 議事 

① 改正バリアフリー法の施行について 

② その他 
 

２．質疑応答 

 

 

 

 
《資料》 

資料１   改正バリアフリー法について 

資料２   移動等円滑化促進方針の作成促進について 

資料３   公共交通事業者等の接遇向上に向けた取組について 

資料４   公共交通機関の障害者割引利用時の障害者手帳の確認について 

資料５   バリアフリー化推進功労者大臣表彰の更なる活用について 

資料６   多機能トイレ利用マナー啓発キャンペーンについて 

資料７   発達障害者等の公共交通機関利用体験について 

資料８   被害者支援計画の策定推進について 

 

別紙１～５ 

 

法令等 

・改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の条文 

・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の施行に伴

う国土交通省関係省令の整備に関する省令（案） 

・移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部を改正する告示 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第六条の二の規定に基づ

く国土交通大臣が定める要件並びに移動等円滑化取組計画書、移動等円滑化取組報告書及

び移動等円滑化実績等報告書の様式を定める告示（案） 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正バリアフリー法について
背景・必要性

法律の概要

②公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進

○ハード対策に加え、接遇・研修のあり方を含むソフト対策のメニューを
国土交通大臣が新たに作成

○事業者は、ハード・ソフト計画※の作成・取組状況の報告・公表

③バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組強化

※基本構想作成市町村数：
全市町村の約２割（294/1,741）
３千人/日以上の旅客施設のある
市町村の約半数（268/613）

［H28年度末時点］

≪課題①：ﾊー ﾄ゙・ｿﾌﾄ両面の課題≫

(参考)
車いす利用者の
バス利用に係る
介助の様子

・市町村による方針の作成
・重点的に取り組む対象地区（※）の設定

【バリアフリーのマスタープラン】

・事業を実施する地区の設定
・事業内容の特定

当事者の参画する協議会の活用等により
定期的評価・見直し

【基本構想（具体事業調整）】

■ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ2020行動計画(H29.2 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ2020関係閣僚会議決定)

≪関連する政府決定等≫

「ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法を含む関係施策について、29年度中に検討を行う等により、そのｽﾊﾟｲﾗﾙｱｯﾌﾟを図る」

事故、トラブルの発生等を踏まえ、
既存施設を含む更なるハード対策、
また、旅客支援等のｿﾌﾄ対策を
一体的に推進する必要

≪課題②：地域の取組の課題≫

市町村(特別区を含む)による基本
構想未作成・フォローアップ
不足等により、地域における
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化が不十分

○市町村がバリアフリー方針を定めるマスタープラン制度を創設
(協議会等における調整、都道府県によるサポート、作成経費支援）

2020年東京ﾊ゚ﾗ大会の開催を契機とした共生社会の実現、高齢者、障害者等も含んだ一億総活躍社会の実現の必要性

地区内事業者等
による事業実施

【研修の様子(介助の擬似体験)】

【遊覧船】

観光立国実現に向け、貸切バ
スや遊覧船もﾊﾘ゙ｱﾌﾘー 化が必要

公共交通機関に加え、建築物
等に関するバリアフリー情報の
積極的な提供が必要

ﾊﾘ゙ｱﾌﾘー 施策の評価等に当た
り、障害者等の参画・視点の
反映が必要

≪課題③：利用し易さの課題≫

【バリアフリー対応のﾊ゙ｽ(ﾘﾌﾄ付ﾊ゙ｽ)】

④更なる利用し易さ確保に向けた様々な施策の充実

○ 貸切ﾊﾞｽ・遊覧船等の導入時におけるバリアフリー基準適合を義務化
○ 建築物等のバリアフリー情報の提供を新たに努力義務化
○ 障害者等の参画の下、施策内容の評価等を行う会議の開催を明記

○近接建築物との連携による既存地下駅等のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化を促進するため、
協定(承継効)制度及び容積率特例を創設

※施設整備、旅客支援、情報提供、教育訓練、推進体制

①理念規定／国及び国民の責務

○理念規定を設け、「共生社会の実現」、「社会的障壁の除去」を明確化
○「心のバリアフリー」として、高齢者、障害者等に対する支援（鉄道利用者による声かけ等）を明記

駅等の旅客施設にスペースの余裕がない場合に近接建築物への通路
及びバリアフリートイレ整備が容易に

※赤字：平成30年11月１日施行、青字：平成31年４月１日施行

※対象地区内
・公共交通事業者等の事前届出を通じた交通結節点の調整
・ﾊ゙ﾘｱﾌﾘー ﾏｯﾌ゚作成に対する地区内事業者等の情報提供

資料１
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公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進

○エレベーターやホームドアの整備等、既存の施設を含む更なるハード対策、旅客支援等の
ソフト対策を一体的に推進する必要

ハード対策に加え、接遇・研修のあり方を含むソフト対策のメニュー
を国土交通大臣が新たに作成
事業者が、ハード・ソフト計画※の作成・取組状況の報告・公表を行う
制度を創設

※計画に盛り込むべき項目：施設整備、旅客支援、情報提供、教育訓練、推進体制

【施設整備】 【旅客支援】 【情報提供】 【教育訓練】
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ハード・ソフト一体となった取組 （ハード・ソフト計画制度）

移動等円滑化の状況が判断基準に照らして
著しく不十分であると認めるとき

国土交通大臣が、公共交通事業者等に対して、指導及び助言

公共交通事業者等が、毎年度、定期報告
Ⅰ 前年度の公共交通移動等円滑化計画の実施状況
Ⅱ 旅客施設及び車両等の移動等円滑化の達成状況
Ⅲ ハード・ソフト計画の作成対象要件に関する事項

公共交通事業者等が、毎年度、公表

国土交通大臣が、公共交通事業者等に対して、勧告
（※旅客施設及び車両等に係る技術水準等の事情を勘案）

国土交通大臣が、公表

公共交通事業者等が、毎年度、計画作成
Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針
Ⅱ 移動等円滑化に関する措置
Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置
Ⅳ 前年度計画書との比較
Ⅴ その他計画に関連する事項

ハード・ソフト計画制度

勧告に従わなかったとき

必要があると認めるとき

※輸送人員数が相当数であること等の要件に該当する者のみ

・施設・車両等の施設整備 ・乗降についての介助、旅客施設における誘導等の旅客支援
・適切な情報の提供 ・職員等に対する教育訓練

・公共交通事業者等が上記の目標を達成するために整備するべき推進体制等を定めること 等

公共交通事業者等の判断基準 国土交通大臣が、以下についてメニューを定めて公表

事業者が取り組むべき措置の
具体的な内容

達成すべき目標

併せて取り組むべき措置
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法適用対象の公共交通事業者等について

鉄道 バス・タクシー

船舶 航空機

鉄道事業者（約190） 軌道経営者（約40）

路線バス（定期運行）
（約750）

貸切バス事業者（約4,500）

タクシー事業者
（約53,000）

一般旅客定期航路
事業者（約400）

旅客不定期航路事業者（遊覧船等） （約560）

本邦航空運送事業者
（約70）

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（約80）

（赤字・赤枠が今回法適用対象に追加する事業者。（）内の数字は全事業者数。）

リフト付きバス：約１％（約50,000両中）

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

船型等によりバリアフリー化が困難な船
舶は、ハードの基準の適用除外
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近接建築物との連携による既存旅客施設の移動等円滑化について

制度概要

旅客施設 建築物

特定経路施設

②協定建築物特定施設を含む建築物の建築等及び
維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁が認定
※旅客施設についてバリアフリー施設の設置が困難であること等
についての大臣認定。

既存の地下鉄駅等の旅客施設においては、ｽﾍﾟｰｽの余裕がないために、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ等の設置ができない
場合が生じている。
⇒ 近接建築物への通路・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ整備を促進するため、協定(承継効)・容積率特例制度を創設

※バリアフリー施設の
設置が困難

①関係する土地所有者等全員の合意により、

建築物特定施設及び特定経路施設に係る協定を締結
（承継効付き）

公共交通事業者 特定経路管理者 建築主

バリアフリートイレの整備

スペースに余裕のない地下鉄駅でも、
・近接する建築物でバリアフリートイレを整備
・そこまでの経路を確保
することでバリアフリー化

旅客施設の基準適合のため必要となった建築物内の
トイレ・経路等について、容積率の特例措置（不算入）

③協定建築物特定施設を誘導基準に適合させた場合、
床面積の増分に対する容積率不算入の特例
（協定建築物特定施設のうち増分 部分）

協定建築物特定施設
（身体障害者用トイレ等）

バリアフリー施設の設置が困難な地下鉄駅の例

協定を締結

対交通事業者

対施設管理者

制度の活用イメージ 【制度の効果】
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③協定建築物

②貸切バス及び旅客不定期船のバリアフリー基準等

貸切バス及び旅客不定期船のバリアフリー基準＜省令＞
旅客不定期船のバリアフリー基準適合に関する経過措置＜省令＞

協定移動等円滑化困難旅客施設（単独ではバリアフリー化が困難な旅客施設）の認

定の手続き＜省令＞

協定建築物の移動等円滑化のための経路又は施設の維持保全に関する基準及び

当該基準への適合認定の手続き＜省令＞

協定建築物の建築等及び維持保全の計画の作成・認定申請の手続き並びに記載

事項＜省令＞

①ハード・ソフト計画

ハード・ソフト計画を作成する公共交通事業者等の要件＜省令・告示＞

ハード・ソフト計画の作成、提出、報告、公表の手続き・様式＜省令・告示＞

公共交通事業者等が報告・公表する事項＜省令＞

公共交通事業者等が斟酌すべき取組のメニュー＜告示＞

○制度イメージ
協定を締結

改正バリアフリー法※に関する省令・告示事項
（平成31年4月1日施行分）

※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30年5月25日公布）

⑤その他
ハード・ソフト計画制度の創設に伴い、移動等円滑化実績等報告書の提出期限を

５月31日から６月30日に変更＜省令＞

④移動等円滑化に関する基本方針＜告示＞

移動等円滑化の目標値の改正
ハード・ソフト計画、協定建築物及び利用者支援の記載を追加
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．作成対象

１．制度の趣旨

ハード・ソフト計画

既存の旅客施設及び車両等の公共交通移動等円滑化基準への適合、情報提供や教
育訓練等の努力義務事項についても、公共交通事業者等による計画的実施を担保す
るため、一定の基準を満たす公共交通事業者等（２．参照）に、国土交通大臣が定める
目標（３．参照）の達成のための計画の作成・提出・公表及び同計画に基づく措置の実
施状況等の報告・公表を義務付けているもの。

①平均利用者数※１が3000人以上／日である旅客施設を設置・管理する事業者
ただし、平均利用者数が３万人以上／日である旅客施設を設置・管理しない
中小民間企業者※２を除く。

②輸送人員※１が100万人以上／年である事業者
ただし、輸送人員が1000万人未満／年である中小民間企業者※２を除く。

③自社及びその企業グループ※３又は柀承継人の輸送人員等に鑑み、移動等円滑化
を実施する必要性が①又は②に該当する者と同等であると認めて国土交通大臣、

地方整備局長※４北海道開発局長、地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）※４

又は地方航空局長が指定したもの

３．国土交通大臣が定める目標

※１ 旅客施設の平均利用者数及び年間輸送人員は、提出年度の前々年度までの過去３年度

の平均値とする。

※２ 「中小民間企業者」とは、以下の条件のいずれにも該当する民間事業者を指す。

（１）資本金若しくは出資金が３億円以下又は従業員数が300人以下であること。
（２）（１） 以外の公共交通事業者等（「大企業者」という。）の所有に係る当該会社の株式数の

当該会社の発行済株式総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資金額の当

該会社の出資総額に対する割合が２分の１未満であること。（大企業の完全子会社など、

いわゆる「みなし大企業」以外の中小民間事業者を想定。）

※３ 独占禁止法第１０条第２項に規定する企業結合集団を言う（親会社、子会社、兄弟会社）

※４ 沖縄総合事務局を含む。

具体例

鉄道事業【輸送人員1200万人／年】及び乗合バス事業【輸送人員105万人／年】を経営
する大企業
→ 鉄道事業者、乗合バス事業者として、それぞれ、計画書・報告書を作成
（鉄道事業の報告書は車両と旅客施設の様式を作成）

鉄道事業【輸送人員1200万人／年】及び乗合バス事業【輸送人員105万人／年】を経営
する中小企業
→ 鉄道事業者として計画書・報告書を作成（報告書は車両と旅客施設の様式を作成）

専用バスターミナル【利用者数3500人／日】を設置し、乗合バス事業【輸送人員80万人／
年】を経営する大企業
→ バスターミナルも含め乗合バス事業者として計画書・報告書を作成（報告書は
乗合バスとバスターミナルの様式を作成）

なお、作成対象事業者以外の事業者においても、既存旅客施設・車両等の公共交通移動等
円滑化基準への適合、旅客支援、情報提供及び教育訓練は努力義務であり、ハードソフト計
画書・報告書※を作成し、計画的にバリアフリー化の措置を講ずることが望ましい。
※作成対象事業者でなくとも、２つとも提出した場合は、移動等円滑化実績等報告書の提出は免除。
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【ハード整備】 【旅客支援】 【情報提供】 【教育訓練】

３．国土交通大臣が定める目標

国土交通大臣は、公共交通事業者等が講ずる措置によって達成すべき目標を定め
ることとなっている（バリアフリー法第９条の２）。告示において定められた目標は以下
のとおり。

①ハード整備

国及び地方公共団体等の関係者と連携し、移動等円滑化の促進に関する基本
方針に掲げる目標を達成できるように、移動等円滑化を可能な限り実施する。

②旅客支援

高齢者、障害者等の利用の実態等を鑑み、これらの者の多様なニーズに応じて、
これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要な支援を受けられる
環境を可能な限り整備する。

③情報提供

高齢者、障害者等の利用の実態等を鑑み、これらの者の多様なニーズや施設
等の用途に応じて、これらの者に対して、公共交通機関を利用して移動するた
めに必要な情報を可能な限り提供する。

④教育訓練

原則として管理職を含む全ての職員に対して、「共生社会の実現」及び「社会的
障壁の除去」といった法第一条の二で定める基本理念（以下「基本理念」とい
う。） 、事業の遂行に当たっての移動等円滑化の必要性、高齢者、障害者等の多

様なニーズ及び特性並びに事業の用に供する旅客施設及び車両等の移動等円
滑化の状況等を理解する取組を可能な限り実施する。さらに、原則として旅客に
接する全ての職員に対して、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を行えるように継続的な教育訓練を行う。

４．公共交通事業者等の取組のメニュー（判断の基準となるべき事項）

上記①～④の目標を達成するために、公共交通事業者等の取組のメニュー（判断
の基準となるべき事項）を上記①～④の目標と併せて告示で定めている。詳細は別
紙１参照。なお、メニューに記載していない取組を制限する趣旨ではない。

ハード・ソフト計画
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ハード・ソフト計画

５．内容

「３.目標」の達成のため、「４．メニュー」を斟酌しつつ、計画書及び報告書を作成する。
様式全体については、別紙２・３参照。なお、記載例を含めた作成マニュアルを今年度
中に作成し、国交省ＨＰ上で公表予定。

移動等円滑化取組計画書（抜粋）

Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針

バリアフリーに関する現状の自社における課題及び中期的な対応方針（概ね３年～５年程度）を
記載。事業者において定める中期経営計画及び投資計画等においてバリアフリーに関する内容が
具体的に記載されている場合はその内容等を記載する。

対象となる旅客施設
及び車両等

計 画 内 容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

具体的な施設名等を
記載。

当該年度に行うハード整備に関する取組の内容を具体的に記載（複数年
度の取組を含む。）。

Ⅱ 移動等円滑化に関する措置
① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

② 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乗降についての介助、
旅客施設における誘導その他の支援

対 策 計 画 内 容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

計画内容の概要を端
的に記載。

当該年度に行う旅客支援に関する取組の内容を具体的に記載（複数年度
の取組を含む。）。

③ 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情報の提供

対 策 計 画 内 容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

計画内容の概要を端
的に記載。

当該年度に行う情報提供に関する取組の内容を具体的に記載（複数年度
の取組を含む。）。

④ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対 策 計 画 内 容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

計画内容の概要を端
的に記載。

当該年度に行う教育訓練に関する取組の内容を具体的に記載（複数年度
の取組を含む。）。

Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置

Ⅱ①～④には分類できない移動等円滑化の促進のための措置、社内の推進体制、関係者との連携
体制等について記載。

Ⅳ 前年度計画書からの変更内容

対象となる旅客施設及
び車両等又は対策

変 更 内 容 理 由

前年度記載した計画で、その内容を変
更した場合に記載。

Ⅴ その他計画に関連する事項

Ⅰ～Ⅲで記載した内容が、事業者が作成する他の計画等（中期経営計画や投資計画等）で位置づ
けられている場合はその旨を記載。
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ハード・ソフト計画

移動等円滑化取組報告書（抜粋）

Ⅰ 前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

② 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乗降についての介助、
旅客施設における誘導その他の支援

① 鉄道駅を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

③ 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情報の提供

対象となる鉄道
駅

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

具体的な駅名を
記載。

前年度の計画のハード整備に関する取組の内容を記載。
前年度の実施状況を端
的に記載。

対 策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

前年度の計画内
容の概要を端的
に記載。

前年度の計画の旅客支援に関する取組の内容を記載。
前年度の実施状況を端
的に記載。

対 策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

前年度の計画内
容の概要を端的
に記載。

前年度の計画の情報提供に関する取組の内容を記載。
前年度の実施状況を端
的に記載。

④ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

（３）その他

対 策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

前年度の計画内
容の概要を端的
に記載。

前年度の計画の教育訓練に関する取組の内容を記載。
前年度の実施状況を端
的に記載。

前年度の計画に基づき実施した、Ⅰ（１）①～④には分類できない移動等円滑化の促進のための措置、
社内の推進体制、関係者との連携体制等について記載。

特記事項があれば記載。
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６．提出手続き

ハード・ソフト計画

７．計画の提出・報告・公表の流れ

①計画の提出

【２．作成対象事業者】の要件に該当する事業者は、【３．国土交通大臣が定める目標】を達
成するため、【４．取組のメニュー】を踏まえ、移動等円滑化取組計画書を毎年度６月30日まで
※１に地方運輸局等※２に提出する。

②実施状況の報告

前年度に移動等円滑化取組計画書を提出した事業者は、移動等円滑化取組報告書を、
翌年度の６月30日までに地方運輸局等に提出する。

③計画・報告の公表

移動等取組計画書又は移動等取組報告書を提出した事業者は、遅滞なく、提出した移動
等取組計画書又は移動等円滑化取組報告書を原則としてインターネット上※３で公表する。

なお、移動等円滑化取組計画書は様式全体を、移動等取組報告書は様式のⅠ、Ⅱに係る
部分を公表するものとする。

【2019年度】
移動等円滑化実績等報告書の
提出（６月末まで）

移動等円滑化取組計画書の
提出（12月末まで）

【2020年度】
移動等円滑化取組計画書の
提出（６月末まで）

移動等円滑化取組報告書の
提出（６月末まで）

移動等円滑化実績等報告書の
提出（６月末まで）

※「２．作成対象」の要件
を満たす事業者

※全ての事業者

※移動等円滑化実績等報告書の
提出期限は2019年度より、５月31
日から６月30日に改正する。

※ 「２．作成対象」の要件
を満たす事業者

※移動等円滑化取組計画書及び移動
等円滑化取組報告書を提出した事業者
以外の事業者

【2021年度以降】

移動等円滑化取組計画書
の提出（６月末まで）

移動等円滑化取組報告書の
提出（６月末まで）

移動等円滑化実績等報告書の
提出（６月末まで）

※前年度に移動等円滑化取組
計画書を提出した事業者

※前年度に移動等円滑化取組
計画書を提出した事業者

提出後速やかに公表

提出後速やかに公表 提出後速やかに公表

提出後速やかに公表 提出後速やかに公表

※移動等円滑化取組計画書及び移動
等円滑化取組報告書を提出した事業者
以外の事業者

※ 「２．作成対象」の要件
を満たす事業者

※１ 平成31年度は、12月31日までとする。
※２ これまでの移動等実績報告書の提出先と同じ。ただし、航空法施行規則に定める特定本邦航空運送事業者は

本省に提出する。

※３ ホームページを開設していない等の理由によりインターネット上での公表が難しい事業者は、事業所に写しを
据え置く等して供覧に付すものとする。
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２．基準適合義務の対象・基準の内容

１．背景

貸切バス及び旅客不定期船のバリアフリー基準等

貸切バス及び旅客不定期船（遊覧船等）もバリアフリー法の適用対象となったことから、
これらのバリアフリー基準を新設する。

３．基準の内容

貸切バス車両

＜対象＞

貸切バス事業者が改正法の施行後に新たに事業の用に供する貸切バスのうち、
高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗
り込むことが可能なもの（ノンステップバスやリフト付きバス等、バリアフリー化が
されているもの）。

＜基準の内容＞

貸切バス車両が適合を求められる基準の内容は、一部の基準を除き原則とし
て乗合バス車両の基準を準用することとする。詳細は別紙４を参照。

＜対象＞

旅客不定期航路事業者が改正法の施行後に新たに事業の用に供する船舶のう
ち、その総重量が200トン以上のものとする。

＜基準の内容＞

旅客不定期航路事業者が事業の用に供する船舶が適合を求められる基準の内
容は、一般旅客定期航路事業者が事業の用に供する船舶の基準と同一とする。詳
細は別紙５を参照。

３．経過措置

旅客不定期航路事業者が事業の用に供する船舶について、施行日前に建造契約
が結ばれたもの（建造契約がない船舶にあっては平成31年10月１日までに建造に着
手されたもの）であって、平成35年４月１日までに船舶所有者に引き渡され、かつ、地
方運輸局長（運輸監理部長含む。）が認定をした基準の規定は、適用しない。

旅客不定期船（遊覧船等）

準用しない基準の例： 通路には一定の間隔で手すりを設ける、降車用ブザーを設ける、
車両には 車外用放送設備を設ける等
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２．制度のフロー

１．制度の概要

協定建築物

既存の地下鉄駅等の旅客施設においては、スペースの余裕がないために、単独でバリアフリートイレ
等の施設を設置できない場合がある。このような場合、近接建築物と一体となって旅客施設のバリアフ
リー化を促進するため、公共交通事業者、建築主等が当該建築物にバリアフリーのための経路・施設
の整備又は管理に関する協定を締結するなどし、所要の手続を経た場合に下記特例を付与する認定
協定建築物制度が改正法により創設された。

３．基準の内容

移動等円滑化経路協定・施設協定の締結

A  承継効で、所有者が変わっても、協定の効力を維持

移動等円滑化困難旅客施設の認定

申請者：公共交通事業者等 認定者：国交大臣
申請者は単独でのバリアフリー化が
困難であること等を記載した申請書
及び旅客施設の図面等を国交省に提出
構造上その他の理由により単独で公共
交通移動等円滑化基準への適合が困難
であるとされた場合、国交大臣がその旨を
認定

維持保全基準に適合する旨の認定

申請者：公共交通事業者等 認定者：国交大臣

申請者は申請書、Ａで認可を受けた協定の写し、
その認可を証する書類及び協定建築物特定
施設等の図面等を提出
協定建築物特定施設等が以下２つの基準を
満たす場合、当該協定建築物特定施設等が
旅客施設のバリアフリー化に必要な維持保全
基準に適合する旨、国交大臣が認定

建築物に関する維持保全計画の認定、床面積の増分について容積率特例

申請者：建築主等 認定者：所管行政庁（建築主事を置く市町村の長、その他の市町村については都道府県知事）

協定建築物に関して、必要事項を記入した様式及び図面等を所管行政庁に提出
協定建築物が建築物移動等円滑化誘導基準（バリアフリーの義務基準を超える、よりレベルの高い
バリアフリーの基準）に適合している場合、所管行政庁がその旨を認定

認定を受けた場合、協定を締結した施設のバリアフリー化に伴い、より必要となる床面積の増分は
告示で定める範囲で容積率算定の基礎となる延べ面積に不算入

（１）協定建築物特定施設等を公共交通移動等円
滑化基準に適合させることが協定で定められ、
かつ、実際に適合していること。

（２）隣接する移動等円滑化困難旅客施設の営業
時間内において常時協定建築物特定施設等を
利用できる旨が協定で定められていること。

私人間の協定に承継効で協定の継続性を担保

旅客施設単独でのバリアフリー化
困難性を担保

移動等円滑化困難旅客施設と協定建築物特定
施設等が、１つのバリアフリー化された旅客施設
であるかのような状態を確保

近接建築物の建築物としての誘導基準適合性を確保、容積率特例

申請者：土地所有者等（公共交通事業者等、建築主等） 認可者：市町村長
土地所有者等全員の合意により、バリアフリー経路・施設の整備又は管理に関する協定を締結
当該協定に関する市町村長による認可
認可により承継効（所有者が変わっても協定の効力は維持）が発生

B 旅客施設が近隣建築物のバリフリ経路・施設と一体
となって交通バリフリ基準を満たせば良い

C バリアフリー化に伴い、より必要となる床面積の増
分について容積率の特例

制度のメリット

Ａ

B

C
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２．ハード・ソフト計画

１．移動等円滑化の目標値

移動等円滑化促進に関する基本方針

３．協定建築物

貸切バス車両及び旅客不定期航路船舶（遊覧船等）について、バリアフリー化の目標値を

新たに設定

福祉タクシー車両の目標値を上方修正

航空機の目標値を交通政策基本計画にあわせて修正

一日当たりの平均利用者が3000人未満の旅客施設について、地域の実情を踏まえてバリ
アフリー化を可能な限り実施するとしていたところ、地域の実情の例として、「基本構想や移

動等円滑化促進方針の作成状況」を明記。

新たに施行されるハード・ソフト計画に関して、計画の作成義務が生じる公共交通事業者等

は、公共交通事業者の判断の基準となるべき事項を踏まえ、計画を作成し、バリアフリー化

措置を講じる必要がある旨を記載。

その他の公共交通事業者等も、判断の基準となるべき事項を踏まえ、計画的にバリアフリー

化措置を講じるのが望ましい旨を記載。

旅客施設のみでは構造上その他の理由により施設のバリアフリー化が難しい場合であって

も、

・協定の締結により、隣接又は近接する建築物にバリアフリー化された設備（トイレ等）を

設置すること

・当該建築物について容積率特例を措置している認定制度を活用すること

等により、積極的にバリアフリー化を図ることが望ましい旨を記載。

４．利用者支援

施設設置管理者が講ずべき措置に、「利用者支援」の項目を追加。

具体的には、

・利用者の意思を尊重し、敬意をもった対応を行うこと

・適切にコミュニケーションを取りながら、個人差や状況等によって異なる多様なニーズ

を把握すること

・筆談等の特性に応じたコミュニケーションを取ること

等の留意事項について記載。

現在の目標値（H32年度末まで） 平成29年度末
実績

新たな目標値（H32年度末まで）

貸切バス車両 － 1,699台 約2,100台を導入

旅客船（旅客不定期
航路事業の用に供す
るものを含む。）

一般旅客定期航路事業の用に供する総隻
数約800隻※のうち約50％に当たる約400隻
を移動等円滑化

43.8％
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700隻※のう
ち約50％に当たる約350隻を移動等円滑化

福祉タクシー車両 約28,000台を導入 20,113台 約44,000台を導入

航空機
総機数約530機※のうち約90％の480機を
移動等円滑化

97.8％ 総機数約620機※のうち原則全ての航空機
を移動等円滑化

公布：平成31年2月4日
施行：平成31年4月1日

※構造上の理由等により、バリアフリー化が困難なものを除いた数。
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○補助対象者：バリアフリー法第２４条の４第１項に規定する協議会の構成員である市町村

○補助対象経費：地域におけるバリアフリー化の促進を図るための移動等円滑化促進方針の策定に必要な経費

・協議会開催等の事務費 ・地域のデータの収集・分析の費用
・住民・利用者アンケートの実施費用 ・専門家の招聘費用
・短期間の実証調査のための費用 等

○補助率：１／２（上限５００万円）

移動等円滑化促進方針の作成促進について

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく、移動等円滑化促進方針の策定に要する経費を支援。

地域公共交通バリアフリー化調査事業

<<移動等円滑化方針制度の概要>> 移動等円滑化促進方針及び基本構想のイメージ

≪参考資料≫ ・『移動等円滑化方針作成に関するマニュアル』 ： http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000012.html
・『交付要綱・実施要領』 ： http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000041.html

市町村による移動等円滑化促進方針の策定（努力義務）
（移動等円滑化促進地区の指定）

旅客施設等の新設等に係る事前届出（義務）

市町村による要請等

市町村の求めに応じた
施設設置管理者による

情報提供
（義務又は努力義務）

施設間連携を誘導

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾏｯﾌﾟ
作成促進

対象は、
• 生活関連施設を取り巻く徒歩圏、生活関連施設間の経路
• 都市機能増進上有効・適切な地区
都道府県による支援
まちづくり（都市マス・公共交通網）との連携確保

：生活関連施設

：生活関連経路

移動等円滑化促進地区
かつ重点整備地区
：

：移動等円滑化促進地区

市の中心部

旅客施設を中心とした
生活拠点
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公共交通事業者等の接遇向上に向けた取組

■ユニバーサルデザイン2020行動計画（平成29年2月関係閣僚会議決定） （抜粋）
「交通・観光を含めた幅広い分野の企業が、様々な障害のある人が活躍しやすい環境づくりに向けて、経営者から現場の社員まで、一体と
なって「心のバリアフリー」に取り組むことが期待される。」

交通・観光分野における接遇の向上と職員研修の充実を図るために、平成30年度に接遇ガイドライン・マニュアルを公表。

序．ガイドラインの目的等
【目的】交通事業者による一定水準の接遇を全国的に確保し、高

齢者、障害者等の移動円滑化を推進
【対象事業者】鉄軌道、バス、タクシー、旅客船、航空事業者
【接遇対象者】高齢者、障害者等（ベビーカー使用者を含む）。
Ⅰ．接遇の基本
＊接遇の前提として身に付けるべき基本的な心構えや、「障害の社
会モデル」の理解等

Ⅱ．基本の対応
＊接遇対象者ごとに特性・困りごと等について整理するとともに、基
本的な接遇方法を記載。

Ⅲ．交通モード別の対応
＊交通モード別、特性別(高齢者/肢体不自由者・車椅子使用者/
視覚障害者/聴覚障害者/発達・知的・
精神障害者/内部障害者(ベビーカー
使用者を含む)、場面別に整理

Ⅳ．緊急時・災害時の応対
＊緊急時等における配慮事項と具体の
対応について記載

Ⅴ．PDCAを備えた体制の構築
＊ガイドラインに基づく教育内容を検証・
見直しするための体制構築のあり方を
記載

第１部：ユニバーサルツーリズムの必要性
＊ユニバーサルツーリズムの取組みを推進する必要性、基本事
項等を整理（３編共通)

第２部：障害を知る
＊障害種別ごとに、特性やコミュニケーションの基本を整理

（３編共通）
⇒ 肢体不自由・車いす使用／視覚障害／聴覚障害・言語障
害／ 知的障害・発達障害・精神障害／内部障害・難病・慢
性疾患／加齢に伴う障害／ その他（妊産婦・乳幼児連れ
の方・障害のある外国人旅行者など）／コラム：補助犬につ
いて

第３部：シーンごとの対応のポイント
＊業種ごとに、接遇が求められる現場
のシーンを想定し、障害種別ごとの
接遇のポイントを整理
１）宿泊施設編
２）旅行業編
３）観光地域編

参考資料
関連資料の紹介

交通事業者向け接遇ガイドライン 高齢の方・障害のある方などをお迎えするための接遇マニュアル
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公共交通機関の障害者割引利用時の障害者手帳の確認について

○ 公共交通機関の障害者割引については、従来より、各事業者の自主的な判断に基づき実施
されているが、利用の際の運用については、多くの事業者が身体障害者手帳等の提示を求め
ているところ。
○ 一方、マイレージ等の会員サービスや交通ＩＣカードの活用等により、利用の度に身体障害者
手帳等の提示を求めていない事業者も存在。
○ 障害者等からは、公共交通機関の利便性向上の観点から障害者手帳の提示等の簡素化を
求める意見もあるところ。

○ 利用の際に身体障害者手帳等の提示を標準的な方法として定めている国土交通省の告示等に
ついて、手帳提示についての規定を削除し、それ以外の方法も可能であることを明確化するための
見直しを順次実施しており、年度内に完了予定。
○ 全モードの交通事業者に対して、障害者に過度な負担とならないよう、合理的な方法で本人確認
を行うことについて理解と協力を求める文書を発出済。

現 状

改善に向けた取組

対 応

・ 航空事業者の例
【ANA・JALグループによる会員情報による確認】

読取機にタッチして
登録情報を確認

障害者手帳等の提示が
会員カードなどによる確
認でも代替可能

・ 鉄道・乗合バス事業者の例
【ｽﾙｯﾄKANSAI特別割引用ICｶｰﾄﾞによる確認】）

スルッとKANSAI
特別割引用ＩＣカード

乗車の都度、手帳の提示を
することなく割引料金が適用
されるプリペイドﾞ式ＩＣカード
を利用したサービスを実施
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バリアフリー化推進功労者大臣表彰の更なる活用について

○ 上記に加え、各地方整備局・運輸局においても、
地域における優れた取組の発掘や地元事業者団体
等へより積極的な周知を行って頂きたい。

○ 「国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰」については、バリアフリー法の趣旨を踏まえ、
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年度に創設されたところであるが、昨年の少子化克服戦略会議の提言や認知
症施策推進関係閣僚会議設置等の政府全体の動きを踏まえ、これからの時代のニーズに応えるべ
く多様な取組の普及・推進を図るため、以下の点について見直しを行う。

推薦窓口、推薦募集期間等

表彰対象（推薦範囲）

○ 公共交通機関・建築物・道路・公園
などのバリアフリー化

○ 国民のバリアフリー化の促進に関
する理解や協力を求めることを目的
とした活動

＜これまでの主な対象項目＞

これらに加え
より積極的に

○ 子育て、認知症、発達障害等に対する
支援の取組等

○ 職員等に対する接遇向上の取組等

＜今後、積極的に推薦すべき対象項目＞

【推薦募集期間】 ６月末～９月末

【推薦窓口】 本省内内部部局及び
地方整備局・運輸局

これからは

＜ 新たな運用方法 ＞＜ これまでの運用方法 ＞

【推薦募集期間】 ５月初旬～８月初旬

【推薦窓口】 本省内内部部局及び
地方整備局・運輸局並びに
安心生活政策課（事務局）

※本省安心課のＨＰから応募（自薦含む）を直接受付
られることとする。
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多機能トイレ利用マナー啓発キャンペーンについて

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、多機能トイレの設備や機能を
真に必要な方が必要な時に利用できるよう、利用マナー啓発のキャンペーンを実施。

＜実施期間＞

平成３１年３月１２日（東京オリンピック開催500日前）

～４月１３日（東京パラリンピック開催500日前）

＜実施内容＞

◆公共交通事業者、空港ターミナル会社、高速道路会社、

地方公共団体等の協力の下、ポスターの一斉掲示及び

チラシの配布

◆国土交通省の公式ツイッター等を活用し、キャンペーン

実施の周知

国土交通省公式ツイッターURL：https://mobile.twitter.com/MLIT_JAPAN

※通年の取組として、バリアフリー教室において、多機能

トイレの利用マナー啓発についてのメニューを追加

＜参考＞
ユニバーサルデザイン2020行動計画（平成29年2月関係閣僚会議決定） （抜粋）
「多機能トイレをはじめとするトイレの利用に係るマナー改善に向けて、公共交通事業者や障害者団体等と連携しながら、利用マナーの啓発を
行うポスターやチラシを作成し配布するなどのキャンペーンを実施するとともに、高齢者、障害者等の移動等円滑化に対する国民の理解増進を
図る取組である「バリアフリー教室」においてトイレ利用のマナー改善に取り組む等、「心のバリアフリー」を意識しつつ、多様な利用者がそれぞ
れのニーズに応じたトイレを円滑に利用できるようトイレ環境の整備を図る。」
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発達障害者等の公共交通機関利用体験について

発達障害のある人にも飛行機旅行を楽しん
でもらうため、全日空（ＡＮＡ）と成田国際空港
会社（ＮＡＡ）は共同で、実際の空港・飛行機を
使用した「発達障害のある人のための空港＆
搭乗体験ツアー」を成田空港で開催（２０１８
年１月１４日）し、空港での保安検査や搭乗手
続き、実際の航空機内でのサービスなどにつ
いて理解を深めた。

【参考】

○2018年2月8日プレスリリース

「日本初！発達障がいのあるお子様向けの体験搭乗プログラムを開催しました！」

https://www.ana.co.jp/ana_news/2018/02/08/20180208-2.html

○ANAオリジナル「そらぱすブック」について
航空機利用がはじめてのお子様などが手続き方法や機内での過ごし方を予習・練習できるANAオリジナルパンフレット
https://www.ana.co.jp/ja/jp/serviceinfo/share/assist/support/disorders.html

【実施事例】

発達障害者等の多くは見通しの立たない状況に対する不安が非常
に大きいので、公共交通機関等の利用体験が有効。

＜プログラム概要＞

①空港での搭乗手続き

②保安検査

③シートベルトの着脱練習

④飛行機内への搭乗・着席

⑤地上で止まっている航空機をけん引
するトーイング・カーを利用した地上走行

⑥ドリンクサービス体験

⑦降機後バスでの空港施設への移動

等
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【意義・目的】
・ 経営トップ、職員等の意識の向上、体制･能力の充実･強化
・ 被害者等支援の的確な実施
・ 公共交通全般に対する利用者の信頼性の向上
【具体的内容】
・ 『公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドライン』
（H25.3国土交通省策定）で提示

【留意点】
・ 計画策定を義務付けるものではなく、交通事業者が自主的に策定

公共交通事故の被害者等が、事故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交通事業者の支援内容を事前に定めた計画
公共交通事故の被害者等が、事故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交通事業者の支援内容を事前に定めた計画

「被害者等支援計画」策定について

【位置付け】
・ 想定する事故：災害対策基本法に定める「災害」に該当する大規模事故
・ 対象事業者：航空、鉄道、旅客船及びバスの本邦事業者
【計画策定に当たって】
・ 事故がひとたび発生した場合、その信頼の回復は経営トップの責務
・ このため、計画の作成についても、経営トップの主体的な判断の下に取組む必要あり
【留意事項】
・ 被害者等への支援の基本は、「被害者等に寄り添う」こと
・ 「安否、事故原因等の情報提供」と「心身のケア等の個別のサポート」が被害者等への支援
の両輪
・ 個々の被害者等と交通事業者との間の個別の補償・損害賠償に係る問題に関する事項は
対象外

【概要】
１ 公共交通事業者の被害者等支援の基本的な方針
２ 被害者等支援の基本的な実施内容

１）情報提供 ２）事故現場等における対応 ３）継続的な対応
３ 被害者等支援の基本的な実施体制

『公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドライン』

【策定・公表】
・ 策定した計画は事業者HPで公表するとともに、国土交通省に報告する
・ 国土交通省HPにおいて策定した交通事業者名を公表
【効果】
・ 利用者 ：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
・ 交通事業者 ： 支援体制の整備 → 事業の信頼性の確保

計画策定のご相談は各地方運輸局消費者行政・情報課へお願いします

計画策定・公表の効果

「被害者等支援計画」とは

２３３事業者が策定済
（H31.2.15時点）

・ 航空 9
・ 鉄道 63
・ バス 146
・ 旅客船 15

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

詳しくは国土交通省ＨＰを
ご覧ください
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～被害者等支援計画の策定状況①～

平成２５年
６月２８日 日本航空㈱

㈱ジェイエア
全日本空輸㈱
㈱エアージャパン
ＡＮＡウイングス㈱
東日本旅客鉄道㈱
西日本旅客鉄道㈱
東京地下鉄㈱

８月９日
日本トランスオーシャン航空㈱
琉球エアコミューター㈱

８月１９日
北海道旅客鉄道㈱
東海旅客鉄道㈱
四国旅客鉄道㈱
九州旅客鉄道㈱

９月２日 日本エアコミューター㈱

１１月２５日 (有)パンダ
平成２６年
３月３１日 東京臨海高速鉄道㈱

平成２５年度（１７）

平成２６年度（３６）
平成２６年
４月１日

東京急行電鉄㈱
小田急電鉄㈱

７月８日 近畿日本鉄道㈱

８月５日 ＪＲ西日本宮島フェリー㈱
１１月１１日 名古屋鉄道㈱
１１月２６日 東武鉄道㈱
１２月 ５日 西武鉄道㈱

２７年
１月１５日 京成電鉄㈱

１月１６日 西武バス㈱

１月２０日 ジェイアール東海バス㈱
２月２日 京阪電気鉄道㈱

２月１７日 西武高原バス㈱
西武観光バス㈱

２月２５日 郵船クルーズ㈱

３月４日 新京成電鉄㈱ 立川バス㈱
㈱シティバス立川

３月１６日 国際興業㈱
３月２４日 日本クルーズ客船㈱
３月２６日 東葉高速鉄道㈱

京王電鉄㈱

３月２７日 西東京バス㈱
小田急バス㈱
小田急シティバス㈱

３月３０日 阪急電鉄㈱ 遠州鉄道㈱
東急バス㈱
しずてつジャストライン㈱

３月３１日 札幌市交通局 東京都交通局
横浜市交通局 阪神電気鉄道㈱
南海電気鉄道㈱ 阪急バス㈱
中国ジェイアールバス㈱
商船三井客船㈱

平成３１年２月１５日現在、２３３事業者
において被害者等支援計画が策定・公表
されている。
（内訳） 航 空： ９

鉄 道： ６３
バ ス： １４６
旅客船： １５

平成２７年
４月１日 JR九州バス㈱

５月１日 関釜フェリー㈱ カメリアライン㈱
JR九州高速船㈱
オリエントフェリー㈱
京王電鉄バス㈱ 京王バス東㈱
京王バス中央㈱ 京王バス南㈱
京王バス小金井㈱

５月３１日 西日本ジェイアールバス㈱

６月２５日 大阪高速鉄道㈱

７月１６日
東武バス㈱ 東武バスセントラル㈱
東武バスウエスト㈱ 東武バスイースト㈱
東武バス日光㈱

７月３１日 京阪バス㈱

８月３１日 京成バス㈱

９月２９日 神戸市交通局

９月３０日 神姫バス㈱ ㈱ウエスト神姫
神姫グリーンバス㈱
神姫ゾーンバス㈱ 神姫観光バス㈱

１１月１０日 南海バス㈱
平成２８年
３月２２日 大阪市交通局

３月２８日 福岡市交通局 北海道中央バス㈱
ＪＲ北海道バス㈱ ㈱じょうてつ

３月３０日 川崎市交通局

３月３１日
嵯峨野観光鉄道㈱
京阪京都交通㈱
名古屋市交通局

平成２７年度（３５）

～被害者等支援計画の策定状況②～

平成２８年
４月２７日 ニセコバス㈱

５月 ９日 宗谷バス㈱ ５月２７日 十勝バス㈱
６月 １日 伊予鉄道㈱ 伊予鉄南予バス㈱
６月１０日 札幌第一観光バス㈱
６月１６日 空知中央バス㈱
７月 １日 関東バス㈱
８月２４日 ㈱スターフライヤー
９月 １日 えちぜん鉄道㈱ 東京空港交通㈱
９月 ５日 近鉄バス㈱ ９月９日 日本交通㈱
９月１９日 明星観光バス㈱
９月２０日 泉北高速鉄道㈱
９月２６日 九州産交バス㈱ 産交バス㈱
９月２７日 山陽電気鉄道㈱
１０月 ６日 神戸新交通㈱ １０月１１日 沿岸バス㈱
１０月１４日 北神急行電鉄㈱
１１月 １日 神戸電鉄㈱ １１月１６日 福井鉄道㈱
１１月１８日 奈良交通㈱ １１月２１日 京都バス㈱
１２月 １日 根室交通㈱
平成２９年
１月 １日

京浜急行電鉄㈱ 京浜急行バス㈱
羽田京急バス㈱ 横浜京急バス㈱
湘南京急バス㈱

１月 ５日 川崎鶴見臨港バス㈱
１月１６日 山陽バス㈱
２月 １日 高松琴平電気鉄道㈱ ことでんバス㈱

函館バス㈱ くしろバス㈱
２月 ７日 四国高速バス㈱ ２月１５日 阿寒バス㈱
３月 １日 名鉄バス㈱名鉄バス東部㈱

名鉄バス中部㈱
３月１４日 ジェイアール四国バス㈱
３月２２日 瀬戸内運輸㈱ ３月２８日 道北バス㈱
３月２９日 旭川電気軌道㈱
３月３０日 サンデン交通㈱
３月３１日 WILLER EXPRESS 関東㈱・東海㈱・西日本㈱・

東北㈱・北信越㈱・中国㈱
ﾆｭｰﾌﾟﾘﾝｽ高速バス㈱ ﾍﾞｲﾗｲﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ㈱
日本高速バス㈱ ㈱大阪さやま交通
WILLER TRAINS㈱

平成２８年度（５８）
平成２９年
４月 １日

能勢電鉄㈱ パノラマ観光バス㈱
（西武高原バス㈱吸収合併により１滅）

４月２１日 仙台市交通局
５月 １日 鞆鉄道㈱ 斜里バス㈱
６月２０日 ジェイアールバス関東㈱
６月２２日 広島電鉄㈱ ７月１１日 芸陽バス㈱
７月２４日 佐渡汽船㈱ ７月３１日 函館市企業局
８月３１日 アルピコ交通㈱ アルピコ交通東京㈱

アルピコ交通大阪㈱ 策定はH28.10.3
９月１１日＊ 朝日自動車㈱ ９月１２日＊ 関越交通㈱
９月２０日 旭川中央ハイヤー㈱
９月２１日 東北急行バス㈱（注：報告日。策定はH28.11.4）
９月２８日 川越観光自動車㈱
１０月１日 ㈱国際興業大阪 １０月５日 阪東自動車㈱
１０月１１日国際十王交通㈱ １０月３１日大阪ｼﾃｨﾊﾞｽ㈱
１１月 １日 阪急観光バス㈱ 秋田中央交通㈱

㈱岩手旅行社 ㈱オールスター観光
郡山中央交通㈱ 伸英交通㈱ (有)畳石観光
㈱SNAP倶楽部 (有)遠刈田バス観光
能代観光㈱ 東日本観光ﾊﾞｽ㈱ (有)藤田観光ﾊﾞｽ
㈱宝殿（ﾎｳﾃﾞﾝﾗﾝﾅｰｽﾞ） 三八五バス㈱

１１月１０日シィライン㈱ １１月２０日 あきた北観光バス㈱

１１月２２日(注)北海道北見バス㈱(注：報告日。策定はH29.3.1)
１２月 １日 (有)つばさ交通コーポレーション

ジェイアールバス東北㈱
１２月 ７日 桐生朝日自動車㈱
１２月１６日 宮城交通㈱ １２月２２日 ㈱北都交通
１２月２７日 茨城急行自

動車㈱
１２月３１日 日本平自動車㈱

平成３０年
１月 １日

会津鉄道㈱ 由利高原鉄道㈱
弘南鉄道㈱ ＩＧＲいわて銀河鉄道㈱

１月 ９日 京都市交通局 １月２２日 日光交通㈱
１月２４日 伊勢湾フェリー㈱
１月３０日 （(有)パンダ事業廃止により１減）

２月 １日 三陸鉄道㈱ 岩手県北バス㈱
阿武隈急行㈱ (有)内郷タクシー

２月２６日 鳥羽市 ３月１日 加越能バス㈱
３月２９日 仙台空港鉄道㈱ ３月３１日 士別軌道㈱

平成２９年度（５９） 平成３０年度（２８）
平成３０年
５月２２日

しなの鉄道㈱(報告日。策定はH30.3)

５月２３日 道南バス㈱(報告日。策定はH30.2.21)
５月３０日 相模鉄道㈱
７月１８日 羽幌沿海フェリー㈱
７月２５日 北都交通㈱
８月 １日 ふらのバス㈱

（WILLER EXPRESS 法人統合により5減）
８月 ３日 北陸鉄道㈱ 北鉄金沢バス㈱ 北鉄能登バス㈱

北鉄奥能登バス㈱ 加賀白山バス㈱

加賀温泉バス㈱

１０月 １日 西日本鉄道㈱ 筑豊電気鉄道㈱
西鉄バス北九州㈱ 西鉄バス筑豊㈱
西鉄バス二日市㈱ 西鉄バス宗像㈱
西鉄高速バス㈱ 西鉄バス大牟田㈱
西鉄バス久留米㈱ 西鉄バス佐賀㈱
西鉄観光バス㈱ 亀の井バス㈱
日田バス㈱ ㈱西鉄ホテルズ

１０月１６日 朝日交通㈱
１０月２９日 函館タクシー㈱
１１月 １日 HKB㈱
１１月２７日 とさでん交通㈱
平成３１年
１月 ４日

エイチ・ビー観光㈱

２月 １日 天竜浜名湖鉄道（株）

２月１５日 ハートランドフェリー㈱


