○ 移 動 等 円 滑化 の 促 進 に 関 す る基 本 方 針 に お い て 移動 等 円 滑 化 の 目 標が 定 め ら れ て い るノ ン ス テ ッ プ バ スの 基 準 等 を 定 め る告 示 （ 平 成 二 十 四年 国
土 交 通 省告 示第 二 百 五 十 七号 ）

（ ノンス テッ プバ スの基 準）
第一条 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。 以下「 基本 方針 」とい う
。）一 ２（ ２）② にお いて移 動等 円滑化 の目 標が定 めら れてい るノ ンス テップ バス は、乗 合バ ス車両 のう ち、次 の基準 を満 たす ものを いう 。
一 乗 合バ ス車両 の構 造及 び設備 が移 動等円 滑化 のため に必 要な旅 客施 設又は 車両 等の構 造及 び設備 並び に旅 客施設 及び 車両等 を使用 した 役務の
提供 の方法 に関 する基 準を 定める 省令 （平 成十八 年国 土交通 省令 第百十 一号 。以下 「公共 交通 移動 等円滑 化基 準省令 」と いう 。）第 三十 七条か
ら第 四十 二条ま での 基準に 適合 するも ので あるこ と。
二 乗降 口から 車椅 子を固 定す るこ とがで きる 設備ま での通 路に 段がな いこ と。
２ 基本 方針一 ２（ ２）③ にお いて移 動等 円滑 化の目 標が 定めら れて いるノ ンス テップ バス は、貸 切バ ス車両 のう ち、次 の基 準を 満たす もの をいう
。
一 貸切 バス 車両 の構造 及び 設備が 公共 交通 移動等 円滑化 基準 省令第 三十 八条第 一項 及び第 四十 条第 二項並 びに 同令第 四十 三条の 二にお いて 準用
する同 令第三 章第 三節（ 第三 十八 条第一 項、 第三十 九条 第五 号及び 第六号 、第 三十九 条の 二、第 四十 条第二 項、 第四 十一条 第二 項及び 第三 項並
びに第 四十 三条 を除く 。）の 基準 に適合 する もので ある こと 。
乗 降口 から車 椅子 を固 定する こと ができ る設 備まで の通路 に段 がな いこと 。
二

（リ フト 付きバ スの 基準）
第二 条 基 本方 針一 ２（２ ）② におい て移 動等 円滑化 の目標 が定 められ てい るリフ ト付 きバス は、 乗合 バス車 両の うち、 次の 基準を 満たす もの をい
う。
一 乗合 バス 車両 の構造 及び設 備が 公共交 通移 動等円 滑化 基準 省令第 三十 七条第 一項 、第三 十八 条第二 項及 び第四 十二 条の基 準に 適合す るも ので
あ るこ と。
二 公 共交通 移動 等円滑 化基 準省令 第四 十三 条第一 項の 認定を 受け ている こと 。
三 車 椅子 を使用 した まま円 滑に 乗降す るた めの昇 降機 を備え てい るこ と。
２ 基 本方 針一２ （２ ）③に おい て移 動等円 滑化 の目標 が定め られ ている リフ ト付き バス は、 貸切バ ス車 両のう ち、 次の基 準を 満たす もの をいう 。
一 貸切バ ス車両 の構 造及 び設備 が公 共交通 移動 等円 滑化基 準省 令第四 十三条 の二 におい て準 用する 同令 第三 章第三 節（ 第三十 八条 第一 項、第 三
十九 条第 五号及 び第 六号、 第三十 九条 の二 、第四 十条 第二項 、第 四十 一条第 二項 及び第 三項 並びに 第四十 三条 を除く 。） の基 準に適 合す るもの
であ るこ と。
車椅 子を使 用し たまま 円滑 に乗 降する ため の昇降 機を 備え ている こと。
二

（ スロー プ付 きバ スの基 準）

第三条 基 本方針 一２（ ２） ②にお いて 移動等 円滑 化の 目標が 定め られて いる スロー プ付 きバス は、乗 合バ ス車 両のう ち、 次の基 準を 満た すもの を
いう。
一 乗 合バ ス車両 の構 造及 び設備 が公 共交通 移動 等円滑 化基 準省令 第三 十七条 第一 項、第 三十 八条第 二項 及び 第四十 二条 の基準 に適 合する もので
ある こと。
二 公共 交通移 動等 円滑化 基準 省令第 四十 三条第 一項 の認定 を受 けてい るこ と。
三 車椅 子を使 用し たまま 円滑 に乗 降する ため のスロ ープ 板その 他の傾 斜路 を設け る設 備を 備えて いる こと。
２ 基本 方針 一２（ ２）③ にお いて移 動等 円滑 化の目 標が 定めら れて いる スロー プ付き バス は、貸 切バ ス車両 のう ち、次 の基 準を 満たす もの をいう
。
一 貸切 バス 車両 の構造 及び 設備が 公共 交通 移動等 円滑 化基準 省令第 四十 三条の 二に おいて 準用 する 同令第 三章 第三節 （第 三十八 条第 一項、 第三
十九条 第五 号及び 第六号 、第 三十 九条の 二、 第四十 条第 二項 、第四 十一 条第二 項及び 第三 項並び に第 四十三 条を 除く 。）の 基準 に適合 する もの
である こと 。
車 椅子 を使用 した まま 円滑に 乗降 するた めの スロー プ板 その他 の傾 斜路を 設け る設備 を備 えてい るこ と。
二

（バ リア フリー 性能 の優れ たユ ニバー サル デザイ ンタ クシー の認 定）
第四 条 国 土交 通大 臣は、 申請 により 、基 本方 針一２ （２ ）④に おいて 移動 等円滑 化の 目標が 定め られ ている 福祉 タクシ ーの うち、 高齢 者、障 害者
等 を含む 全て の利用 者の移 動上 の利 便性を 向上 させる 機能 を有 する構 造及 び設備 が特に 優れ たもの を認 定する もの とす る。
前項 の認 定の対 象と する 自動車 は、公 共交 通移動 等円 滑化基 準省 令第 四十五 条第 一項の 基準 に適合 する ものと する 。
第一 項の 認定に 関す る手 続、基 準そ の他必 要な 事項は 、別 に定め ると ころに よる 。
２
３
附 則 抄
こ の告 示は、 公布 の日か ら施 行す る。
附 則（ 平成 三十一 年国土 交通 省告示 第三 百十九 号）
この告 示は 、平 成三十 一年 四月一 日か ら施 行する 。
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附 則 （令和 三年 国土交 通省 告示第 二百 七十八 号） 抄
この 告示 は、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 の日 （令 和三年 四月 一日） から 施行す る。
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