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国家公安委員会、総 務 省、
告示第二号
文 部 科 学 省、国土交通省

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（令和二年法律第二

国家
文部

十八号）の施行に伴い、及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法

良太

小此木八郎

律第九十一号）第三条第一項の規定に基づき、移動等円滑化の促進に関する基本方針（令和二年

公安委員会、総 務 省、
告示第一号）の一部を改正する告示を次のように定める。
科 学 省、国土交通省
令和二年十二月二十五日

国家公安委員会委員長

武田

萩生田光一

総務大臣

文部科学大臣

赤羽

一嘉

国土交通大臣

国家公安委員会、総 務 省、
告示第一号）の一
文 部 科 学 省、国土交通省

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
移動等円滑化の促進に関する基本方針（令和二年
部を次のとおり改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍
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線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに

対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線

部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正前欄及び改

正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、そ

の標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改

正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

-2-

改

正

後

一 移 動 等 円滑 化 の 意 義 及 び目 標 に 関 す る 事 項
１ ［略］
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 ハー ド・ソ フト 両
面の 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 及び 旅客特 定車両 停留
施設、 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

改

正

前

一 移 動等 円 滑 化 の 意 義 及び 目 標 に 関 す る事 項
１ ［略］
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
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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。
(1)

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。
旅客 施設
個 々の旅 客施 設にお ける 一日当 たり の平均 的な利 用者 数につ
いて は、新 型コ ロナウ イル ス感染 症の ような 特殊な 外的 要因に
よ り、年 度に よって は前 年度に 比べ 著しく 増減 する可 能性 があ
るこ とから 、例え ば、 過去三 年度に おけ る一 日当た りの 平均的
な 利用者 数の 平均値 を用 いるな ど、 適切に 補正し た結 果も考 慮
す るこ ととす る。

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。

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 。）並 びに 一日当
たりの 平均 的な利 用者 数が二 千人 以上三 千人 未満で あっ て重
点整 備地区 内の 生活関 連施 設であ る鉄 軌道 駅につ いて は、令
和七年 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 、運 行情報 提供 設備そ の他 の案内 設備 の設置 、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 。）
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(1)

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、 転 落及 び接 触
事 故 の発 生 状 況 、 プ ラ ット ホ ー ム を は じめ とす る 鉄 軌 道 駅の
構 造 及 び利 用実 態 、 地 域 の 実情 等 を 勘 案 し 、 優先 度 が 高 い プ
ラ ッ ト ホ ー ム での 整 備 の 加 速 化を 目 指 し 、 地 域 の支 援 の 下 、
令和 七 年 度 ま で に三 千 番 線 を 整 備 する 。 そ の う ち 、一 日 当 た
り の平 均 的 な 利 用 者数 が 十 万 人 以 上 の鉄 軌 道 駅 に お い て、 八
百 番 線を 整 備 す る 。
ま た、 高齢者 、障害 者等 に迂回 によ る過 度な負 担が 生じな
いよ う、大 規模 な鉄軌 道駅 につい ては 、当該 鉄軌道 駅及 び周
辺 施設の 状況 、当該 鉄軌 道駅の 利用 状況等 を踏 まえ、 可能 な
限り移 動等 円滑化 され た経路 を二 以上設 ける 。
さ らに、 車椅 子使用 者が 単独で 列車に 乗降 しやす い鉄 軌道
駅の整 備を 進める ため 、駅施 設及 び車両 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 段差及 び隙間 の縮 小
を進 める。
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 ル及 び一日 当た りの平 均的 な利用 者数 が二千 人以 上三
千 人未満 であ って重 点整備 地区 内の生 活関 連施設 であ るバス
ターミ ナル につい ては 、令和 七年 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、
運行情 報提 供設備 その他 の案 内設備 の設置 、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 鑑み、 基本 構想

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
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 。
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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 二千人 以上 である 航空 旅
客タ ーミナ ル施 設につ いて は、令 和七 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 、運航 情報 提供設 備そ の他の 案内 設備 の設置 、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 。

③ 旅 客船タ ーミ ナル
一日 当た りの平 均的 な利用 者数が 二千 人以上 である 旅客 船
タ ーミナ ルに ついて は、 令和七 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、
運 航情報 提供 設備そ の他 の案内 設備 の設置 、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。

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。
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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
車両等 におい ては 、段差 の解消 、運 行情報 提供 設備（ 福祉 タ
ク シー車 両に あって は、音 等に よる情 報提供 設備 及び文 字に よ

(2)

車両 等

(2)

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
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。

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
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 、約八
十 パーセ ント に当た る約 四万台 につ いて、 令和 七年度 まで に
、ノ ンステ ップ バスを 導入 して移 動等円 滑化 を実施 する 。
適 用除外 認定 車両に つい ては、 令和 七年 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。 また
、令 和七年 度ま でに、 一日 当たり の平 均的 な利用 者数 が二千
人以上 であ る航空 旅客タ ーミ ナルの うち鉄 軌道 アクセ スが な
い施 設への バス 路線を 運行 する乗 合バ ス車 両につ いては 、当
該 施設へ アク セスす るバ ス路線 の運 行系統 の総 数の約 五十 パ
ーセ ントに つい て、バ リアフ リー 化した 車両 を含む 運行 とし
て 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。

り 意思疎 通を 図るた めの 設備） の設 置等の 移動 等円滑 化を 以下
のと おり実 施す る。
① 鉄道 車両 及び軌 道車 両
総 車両 数約五 万三千 両の うち約 七十 パー セント に当 たる約
三万 七千百 両に ついて 、令 和七年 度ま でに、 移動等 円滑 化を
実 施する 。ま た、新 幹線 の車両 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。

③ 貸切 バス 車両
令和七 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 入し て移動 等円 滑化を
実施す る。
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(3)

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 等で国
土交通 大臣が 指定 する特 定道 路の約 七十 パー セント につ いて、
令 和七年 度ま でに、 移動等 円滑 化を実 施する 。

⑥ 航空機
総 機数約 六百 七十機 につ いて、 令和 七年度 まで に、原 則と
して全 て移 動等円 滑化 を実施 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 約六十 パー セント に当 たる約 四百 二
十隻 につい て、 令和七 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 二千 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 七年 度ま
で に、船 舶の 構造等 の制 約条件 を踏ま えて 、可能 な限 りの移
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 。

④ タク シー 車両
令和七 年度 までに 、約 九万台 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 して移 動等 円滑化 を実 施する 。ま た
、令 和七年 度まで に、 各都道 府県 におけ る総 車両数 の約 二十
五 パーセ ント につい て、 ユニバ ーサ ルデザ インタ クシ ーとし
、移動 等円 滑化を 実施 する。

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 。

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 。

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 。

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 。

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。

(3)
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(5)

路外 駐車場
特定路 外駐車 場の 約七十 五パー セン トにつ いて 、令和 七年 度
ま でに、 移動 等円滑 化を実 施す る。

③ 便所
便所 の設 置され た規 模の大 きい 概ね二 ヘク タール 以上の 都
市 公園の 約七 十パー セン トにつ いて 、令和 七年 度まで に、 便
所の 移動等 円滑 化を実 施する 。ま た、こ れ以 外の都 市公 園に
つ いても 、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、便 所の 移動
等 円滑化 を可 能な限 り実施 する 。

② 駐車 場
駐 車場の 設置 された 規模 の大き い概 ね二 ヘクタ ール 以上の
都市 公園の 約六 十パー セン トにつ いて、 令和 七年度 まで に、
駐 車場の 移動 等円滑 化を 実施す る。 また、 これ 以外の 都市 公
園につ いて も、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、 駐車場
の移動 等円 滑化を 可能 な限り 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 た規模 の大 きい概 ね二 ヘクタ ール以 上の 都市
公 園の約 七十 パーセ ント につい て、 令和七 年度 までに 、園 路
及び 広場の 移動等 円滑 化を実 施す る。ま た、 これ以 外の 都市
公 園につ いて も、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、 園路
及び 広場 の移動 等円滑 化を 可能な 限り 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。

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 。

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 。

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 。
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(4)

(5)

(4)

建築物
床面 積の合 計が 二千平 方メ ートル 以上 の特 別特定 建築 物（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（ 以下 「公立 小学 校等」 とい う
。 ）を 除く。 ）の 総スト ック の約六 十七 パーセ ント につい て、
令和 七年度 まで に、移 動等 円滑化 を実 施する 。ま た、床 面積 の
合 計が 二千平 方メー トル 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 制定の 促進 並びに ガイド ライ ンの作
成 及び周 知に より、 移動 等円滑 化を 実施す る。
公立小 学校 等につ いて は、別 に定め ると ころに より、 障害 者
対 応型便 所、 スロー プ、 エレベ ータ ー等の 設置等 の移 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
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。
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(6)

(7)

新
[設

]

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 和七年 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 （以 下「横
断 歩道標 示」 という 。） の設置 等の移 動等 円滑化 を実施 する 。
特 に、当 該道 路のう ち、 道路又 は交 通の状 況に 応じ、 視覚 障
害者 の移動 上の 安全性 を確 保する こと が特に 必要 である と認 め
ら れる 部分に 設置 されて いる 信号機 等の移 動等 円滑化 につ いて
は、 令和七 年度 までに 、原 則とし て全 ての当 該部 分にお いて 、
音 響信号 機の 設置及 び視 覚障害 者の 誘導を 行う ための 線状 又は
点状 の突起 が設 けられ た横断 歩道 標示の 設置 を行う 。
基本構 想等
移動 等円滑 化促 進方針 の作 成市町 村数 につい て、 令和七 年度

(7)

(6)

(8)

ま でに、 約三 百五十 とす る。ま た、 基本構 想の 作成市 町村 数に
つい て、令 和七 年度ま でに、 約四 百五十 とす る。
移 動等 円滑化 に関す る国 民の理 解と 協力（ 心の バリア フリ ー
）
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 整備を 推進 する。 また 、「心 のバ リ
ア フリ ー」と いう用 語の 認知度 につ いて、 令和 七年度 まで に、
約五 十パー セン トとす る。 さらに 、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 につい て、 令和七 年度 まで
に、 原則と して約 百パ ーセン トとす る。
二 移動 等円 滑化の ため に施設 設置 管理者 が講 ずべ き措置 に関 する基
本的 な事 項
施 設設 置管理 者は 、利用 者の 利便性 及び 安全性 の向上 を図 る観点
から、 施設 及び車 両等 の整備 、適 切な役 務の 提供 、利用 者支 援、適
切 な情報 の提 供、職 員等 関係者 に対す る適 切な教 育訓 練並び に高 齢
者障害 者等 用施設 等の 適正な 利用 の推進 につ いて関 係者 と連携 しな
がら 、１ から６ まで に掲げ る各 々の措 置を 適切に 講ず ること によ り
、移動 等円 滑化を 進める こと が必要 であ る。特 に、 法第九 条の 四の
計画 の作 成が求 めら れる公 共交 通事業 者等 におい ては、 法第 九条の
二 第一 項の公 共交 通事業 者等 の判断 の基 準とな るべ き事項 （以 下「
判断 基準」 とい う。） を踏ま え、 当該計 画を 作成 し、着 実に これら
の 措置 を講ず るこ とが必 要で ある。 また、 それ 以外の 公共交 通事 業
者等に おい ても、 判断 基準を 踏ま え、計 画的 に、 これら の措 置を進
め ていく こと が望ま しい。
施設 設置管 理者 が１か ら６ま でに 掲げる 措置 を実施 するに 当た っ
ては 、そ の措置 が効 果的に 実施 される よう 、地域 の実 情を把 握し て
いる市 町村等 の関 係者と 連携 するこ とに より、 可能 な限り 利便 性の
高い 動線 の確保 等他 の施設 との 連続性 に配慮 した 措置を 実施 し、か

新
[設
]

二 移動 等円 滑化の ため に施設 設置 管理者 が講 ずべき 措置 に関す る基
本的 な事項
施 設設 置管理 者は、 利用 者の利 便性 及び安 全性の 向上 を図る 観点
から、 施設 及び車 両等 の整備 、利 用者支 援、 適切な 情報 の提供 並び
に職 員等 関係者 に対 する適 切な 教育訓 練に ついて 関係 者と連 携し な
がら、 １か ら４ま でに 掲げる 各々の 措置 を適切 に講 ずるこ とに より
、移 動等 円滑化 を進 めるこ とが 必要で ある 。特に 、法 第九条 の四の
計 画の作 成が 求めら れる 公共交 通事 業者等 にお いて は、法 第九 条の
二第 一項 の公共 交通事 業者 等の判 断の基 準と なるべ き事 項（以 下「
判 断基準 」と いう。 ）を 踏まえ 、当 該計画 を作 成し、 着実 にこれ ら
の措置 を講 ずるこ とが 必要で ある 。また 、そ れ以外 の公 共交通 事業
者 等にお いて も、判 断基 準を踏 まえ、 計画 的に、 これ らの措 置を 進
めてい くこ とが望 まし い。

施設設 置管 理者が １から ４ま でに掲 げる 措置を 実施 するに 当た っ
ては 、そ の措置 が効 果的に 実施 される よう 、地域 の実情 を把 握して
い る市町 村等 の関係 者と 連携す るこ とによ り、 可能 な限り 利便 性の
高い 動線の 確保 等他の 施設と の連 続性に 配慮 した措 置を 実施し 、か

- 11 -

(9)

つ 、自ら が設置 し、 又は管 理す る施設 に設 置され る設 備につ いて 、
施設の 特性 に応じ て可 能な限 り時 間的な 制約が なく 利用で きる 等移
動等 円滑 化のた めに 必要な 措置 を講ず るよ う努め るこ とが重 要で あ
る 。ま た、公 共交 通事業 者等 及び道 路管 理者に あっ ては、 複数 の事
業者 間又 は鉄道 及び バス等 複数の 交通 機関間 の継 ぎ目と なる 交通結
節 点に おける 移動 等円滑 化に も十分 配慮 するこ とが 重要で ある。 特
に、 公共交 通事業 者等 及び旅 客特 定車両 停留 施設 を管理 する 道路管
理 者に ついて は、法 第八 条第八 項及 び第十 条第九 項に より関 係者 と
相互に 協力 して移 動等 円滑化 に係 る措置 を講 ずる努 力義 務が課 され
てい るこ とから 、ハ ード・ ソフ ト両面 の乗 継円滑 化を 実現す るた め
、関係 者と の連絡 調整 を積極 的に実 施す ること が重 要であ る。 さら
に、 他の 公共交 通事 業者等 又は 旅客特 定車 両停留 施設 を管理 する道
路 管理 者から 移動 等円滑 化に 係る措 置に 関する 協議 を求め られ た際
は、 法第 八条第 九項及 び法 第十条 第十項 によ り応 諾義務 が課 されて
い るこ とを踏 まえ 、当該 協議 に誠実 に応 じると ともに 、建 設的な 議
論を行 うこ とが重 要で ある。
ま た、施 設設 置管理 者は 、施設 及び車 両等 の整 備に当 たっ ては、
移動等 円滑 化のた めに 講ずる 措置 につい て具 体的な 実施 計画を 策定
する こと 等によ り順 次計画 的に 移動等 円滑 化を進 めて いくこ と、 高
齢者、 障害 者等が 障害の ない 者と共 に利 用でき る形 での施 設整 備を
図る ユニ バーサ ルデ ザイン の考 え方に 十分 留意す ること 、高 齢者、
障 害者 等の意 見を 反映さ せる ために 可能 な限り 計画 策定等 への 参画
を得 ること 等必 要な措 置を講 ずる よう努 める こと が重要 であ る。

１ 施 設及 び車両 等の 整備
移動 等円 滑化を 図る ために は、 まず、 施設 及び 車両等 につ いて
のハー ド面 の整備 が必要 であ る。し たが って、 法で は、施 設設 置
管理 者が 、自ら が設 置し、 又は 管理す 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 を新 設等す ると き
は、 当該施 設及 び車両 等の移 動等 円滑化 基準 への 適合が 義務 付け

また 、施 設設置 管理 者は、 施設 及び車 両等 の整備 に当 たって は、
移動等 円滑 化のた めに 講ずる 措置に つい て具体 的な 実施計 画を 策定
する こと 等によ り順 次計画 的に 移動等 円滑 化を進 めて いくこ と、高
齢 者、障 害者 等が障 害の ない者 と共 に利用 でき る形 での施 設整 備を
図る ユニ バーサ ルデザ イン の考え 方に十 分留 意する こと 、高齢 者、
障 害者等 の意 見を反 映さ せるた めに 可能な 限り 計画策 定等 への参 画
を得る こと 等必要 な措 置を講 ずる よう努 める ことが 重要 である 。

つ、 自ら が設置 し、 又は管 理す る施設 に設 置され る設 備につ いて 、
施設の 特性に 応じ て可能 な限り 時間 的な制 約が なく 利用で きる 等移
動等 円滑 化のた めに 必要な 措置 を講ず るよう 努め 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 者に あっ ては、 複数 の事
業者 間又は 鉄道 及びバ ス等複 数の 交通機 関間 の継ぎ 目と なる交 通結
節 点にお ける 移動等 円滑 化にも 十分 配慮す るこ とが重 要であ る。

１ 施 設及 び車両 等の 整備
移 動等円 滑化 を図る ため には、 まず 、施設 及び 車両等 につ いて
のハ ード面 の整 備が必 要であ る。 したが って 、法で は、施 設設 置
管理 者が 、自ら が設 置し、 又は 管理す る旅 客施 設及び 車両等 、一
定の道 路及び 旅客 特定車 両停 留施設 、路 外駐車 場、 公園施 設並 び
に建 築物 を新設 等す るとき は、 当該施 設及び 車両 等の移 動等 円滑
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化 基準へ の適合 及び その維 持が 義務付 けら れて おり、 また 、既存
の施 設及び 車両 等につ いては 、施 設設置 管理者 は、 当該施 設及 び
車両 等を 移動等 円滑 化基準 に適 合させ るた めに 必要な 措置を 講ず
る よう 努める こと とされ てい る。
施 設設置 管理者 が、 施設及 び車両 等に ついて 移動 等円滑 化の た
め に必 要な措 置を 講ずる 際に は、次 に掲 げる観 点が 重要で ある。
イ
略
[ ]
ロ 便 所等附 属する 設備 を設置 する 場合は 、一 以上は 障害 者対応
型に するな ど、 高齢者 、障 害者等 の利 用に配 慮した もの にする
こ と。ま た、 障害者 対応 型の設 備に ついて はそ の旨を 示す 案内
用図 記号を 表示し 、一 般の利 用者に よる 高齢 者、障 害者 等への
配 慮を促 すこ と。
ハ 新 設等し た施 設及び 車両 等はも とよ り、既 存の 施設及 び車 両
等を 移動 等円滑 化基準 に適 合させ た場 合につ いて も、そ の機 能
を 適切 に維持 する こと。
ニ
略
[ ]
ホ 旅客 施設 及び車 両等 並びに 旅客特 定車 両停 留施設 にあ っては
、運 行情報 等公 共交通 機関 を利用 する上 で必 要な情 報を 提供す
る ために 必要 な設備 を整 備する こと 。
ヘ
略
[ ]
な お、移 動等 円滑化 基準 に定め られて いな い内容 であっ ても 、
上 記の 観点等 から 移動等 円滑 化に資 する と考え られ る措置 につ い
ては 、施設 設置 管理者 はこ れを積 極的 に実施 して いくよ う努 力す
る こと が望ま しい 。
特に 、旅客 施設 及び旅 客特 定車両 施設 の移動 等円 滑化に 関し て
は 、当該 施設 のみで は構造 上そ の他の 理由 によ り移動 等円 滑化基
準へ の適合 が困 難な場 合であ って も、協 定の 締結に より当 該施 設
に必 要な 高齢者 、障 害者等 の利 用に配 慮し た便 所等を 隣接又 は近
接する 建築物 に設 置する こと 及び当 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 移動

られ てお り、ま た、 既存の 施設 及び車 両等 につい ては 、施設 設置
管理者 は、当 該施 設及び 車両 等を移 動等 円滑化 基準 に適合 させ る
ため に必 要な措 置を 講ずる よう 努める ことと され ている 。

施設 設置管 理者 が、施 設及 び車両 等に ついて 移動 等円滑 化の た
め に必 要な措 置を 講ずる 際には 、次 に掲げ る観 点が重 要であ る。
イ
略
[ ]
ロ 便所 等附属 する 設備を 設置 する場 合は 、一以 上は 障害者 対応
型に するな ど、 高齢者 、障害 者等 の利用 に配慮 した ものに する
こと 。

［ 新設 ］

ハ
略
[ ]
ニ 旅客 施設及 び車 両等に あっ ては、 運行 情報等 公共 交通機 関を
利用 する上 で必要 な情 報を提 供する ため に必要 な設 備を整 備す
るこ と。
ホ
略
[ ]
なお 、移 動等円 滑化基 準に 定めら れて いない 内容 であっ ても 、
上 記の 観点等 から 移動等 円滑 化に資 する と考え られる 措置 につい
ては、 施設 設置管 理者 はこれ を積 極的に 実施 して いくよ う努 力す
る ことが 望ま しい。
特に 、旅客 施設 の移動 等円 滑化に 関して は、 旅客施 設の みでは
構造 上そ の他の 理由 により 移動 等円滑 化基 準への 適合 が困難 な場
合であ って も、協 定の締 結に より旅 客施 設に必 要な 高齢者 、障 害
者等 の利 用に配 慮し た便所 等を 隣接又 は近 接する 建築物 に設 置す
る こと 及び当 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 的に移 動等 円滑 化を図 るこ とが
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等 円滑化 を図る こと が望ま しい 。
また 、建築 物の 移動等 円滑化 に関 しては 、移 動等円 滑化 が義務
化さ れて いない 特定 建築物 の移 動等円 滑化 にも 積極的 に取り 組む
こ とが 望まし い。 特定建 築物 の新築 時等 におけ る移 動等円 滑化 に
当た って は、ユ ニバ ーサル デザイ ンの 考え方 に配 慮した 整備 が求
め られ ている とと もに、 建築 物スト ック の長寿 命化 等その 有効活
用が 求めら れて いるこ とか ら、誘 導的 な建築 物移 動等円 滑化 基準
に 適合 する特 定建築 物に ついて 容積 率の特 例及 び表示 制度 等を措
置し ている 認定 特定建 築物 制度を 積極 的に活 用する こと が望ま し
い。
２ 適切 な役務 の提 供
公 共交 通機関 の移 動等円 滑化 を図る ため には 、ハー ド面 の整備
のみ なら ず、ソ フト面 の適 切な役 務の 提供が 必要 である 。し たが
っ て、 法では 、公 共交通 事業 者等及 び旅 客特定 車両停 留施 設を管
理す る道路 管理 者に対 し、 新設等 した 施設及 び車 両等（ 「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） の施行 の日 （平成 十
四年 五月 十五日 ）以 後に新 設等 され、 法附 則第 五条第 二項 の規定
により 、法 第八条 第一項 に基 づき新 設等 したも のと みなさ れる 旅
客施 設及 び車両 等を 含む。 ）に ついて 、法 第八条 第二項 及び 第十
条 第三 項に規 定す る役務 の提 供の方 法に 関する 基準 の遵守 を義 務
付け ている 。ま た、既 存の 施設及 び車 両等に つい ては、 移動 等円
滑 化基 準への 適合 状況等 に応 じ、法 第八条 第三 項及び 第十 条第四
項に 規定す る役 務の提 供の 方法に 関す る基準 を遵 守する よう 努め
る ことと され ている 。
役務 の提供 の方 法に関 する基 準の 遵守に あた っては 、公 共交通
事業 者等 及び旅 客特 定車両 停留 施設を 管理 する 道路管 理者は 、マ
ニュア ルの作 成や 教育訓 練を 通じ、 その 職員等 関係 者に対 し当 該
基準 を遵 守する ため の対応 方法 を習得 させる こと が求め られ る。

望ま しい 。
また、 建築物 の移 動等円 滑化 に関し ては 、移動 等円 滑化が 義務
化さ れて いない 特定 建築物 の移 動等円 滑化に も積 極的に 取り 組む
こ とが 望まし い。 特定建 築物 の新築 時等 におけ る移 動等円 滑化 に
当た っては 、ユ ニバー サルデ ザイ ンの考 え方 に配 慮した 整備 が求
め られ ている とと もに、 建築物 スト ックの 長寿 命化等 その有 効活
用が求 めら れてい るこ とから 、誘 導的な 建築 物移 動等円 滑化基 準
に 適合す る特定 建築 物につ いて 容積率 の特 例及び 表示 制度等 を措
置して いる 認定特 定建 築物制 度を 積極的 に活用 する ことが 望ま し
い。
［新 設］
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利 用者 支援を 行う 際には 、利 用者の 意思 を尊重 し、 敬意を 持っ
た対 応を行 うこと が重 要であ る。
こ のた め、適 切にコ ミュ ニケー ショ ンを取 りな がら、 高齢 者、
障害者 等の 特性だ けで なく、 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 ことが 必要 である 。そ の際、 筆談 やコミ ュニ
ケーシ ョン 支援ツ ール を活用 するな ど特 性に応 じた コミュ ニケ ー
ショ ンを とるこ とに 留意す る必 要があ る。 また、 利用 者から 支援
を 求め られて いな いもの の、 困って いる 様子に 気付 いた場 合に は
、声 かけ を行う ととも に、 支援を 断られ た場 合で あって も、 安全
性 の確 保等の 観点 から、 見守 ること が重 要であ る。

ま た、移 動等円 滑化 基準に おい て人的 対応 を行 うこと を前 提にハ
ード 面の措 置を 講ずる ことが 免除 されて いる場 合を 含め、 役務 の
提供 の方 法に関 する 基準の 遵守 にあた って は、 適切な 対応を 行う
た めに 必要な 体制 を整備 する ことが 求め られる 。
３ 利 用者支 援
移動 等円滑 化を 図るた めに は、施 設及 び車両 等に ついて のハ ー
ド 面の 整備の みなら ず、 職員等 関係 者によ るソ フト面 の利 用者支
援が 必要で ある 。特に 、公 共交通 事業 者等及 び旅客 特定 車両停 留
施設 を管 理する 道路 管理者 につ いては 、法 に基 づき利 用者 支援の
努力 義務が 定めら れて いるこ とから 、積 極的に 取組 を行う 必要 が
ある 。
利 用者 支援を 行う 際には 、利 用者の 意思 を尊 重し、 敬意 を持っ
た対 応を 行うこ とが重 要で ある。
こ のた め、適 切に コミュ ニケ ーショ ンを 取りな がら、 高齢 者、
障害 者等の 特性 だけで なく 、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 が必要 である 。そ の際 、筆談 やコ ミュニ
ケー ション 支援 ツール を活 用する など特 性に 応じた コミ ュニケ ー
ショ ンを とるこ とに 留意す る必 要があ る。 また 、利用 者か ら支援
を求め られ ていな いもの の、 困って いる 様子に 気付 いた場 合に は
、声 かけ を行う とと もに、 支援 を断ら れた 場合で あって も、 安全
性 の確 保等の 観点 から、 見守 ること が重 要であ る。

３ 適切 な情 報の提 供
移動 等円滑 化を 図るた めに は、施 設及び 車両 等につ いて のハー
ド面 の整 備のみ なら ず、施 設設 置管理 者が 利用者 に対 して必 要な
情報を 適切 に提供 するこ とが 必要で ある 。
その 際に は、利 用す る高齢 者、 障害者 等の ニーズ 、施設 及び 設
備 の用 途等に 応じ て、例 えば 、移動 等円 滑化基 準へ の適合 状況 、
高齢 者、障 害者 等が円 滑に利 用で きる便 所や 駐車 施設の 有無 、旅

２ 利用 者支 援
移動 等円滑 化を 図るた めに は、施 設及 び車両 等に ついて のハー
ド 面の整 備のみ なら ず、職 員等 関係者 によ るソフ ト面 の利用 者支
援が必 要で ある。

４ 適 切な情 報の 提供
移動 等円滑 化を 図るた めに は、施 設及 び車両 等に ついて のハ ー
ド 面の整 備の みなら ず、施 設設 置管理 者が 利用 者に対 して 必要な
情報 を適切 に提 供する ことが 必要 である 。
そ の際に は、 利用す る高 齢者、 障害 者等の ニー ズ、施 設及び 設
備の用 途等に 応じ て、例 えば 、移動 等円 滑化基 準へ の適合 状況 、
高齢 者、 障害者 等が 円滑に 利用 できる 便所や 駐車 施設の 有無 、旅
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客 施設及 び旅客 特定 車両停 留施 設にお ける 路線 案内、 運賃 案内及
び運 行情報 等利 用に当 たって 必要 となる 情報並 びに 緊急時 の情 報
につ いて 、視覚 情報 として 大き な文字 又は 適切 な色の 組合せ を用
い て見 やすく 表示 するこ と、 また、 聴覚 情報と して はっき りし た
音声 によ り聞き 取り やすく 放送す るこ と、図 記号 又は平 仮名 によ
る 表示 の併記 等を 行うこ と、 必要に 応じ て施設 外か らも見 やすく
表示 するこ と等 、分か りや すく提 供す ること に留 意する 必要 があ
る 。さ らに、 必要な 情報 につい て事 前に把 握で きるよ う、 施設及
び設 備等に 関す る情報 につ いてイ ンタ ーネッ トやパ ンフ レット 等
によ り提 供する こと が望ま しい 。なお 、各 施設 及び設 備等 に関す
る情 報は、 施設設 置管 理者が 個別に 提供 するに とど まらず 、一 元
化す るこ とによ り、 より利 用し やすい 形で 提供で きる ことか ら、
必 要に 応じて 施設 設置管 理者 間で適 切に 連携し 、共 同して 提供 す
るこ とが 望まし い。

４ 職 員等 関係者 に対 する適 切な 教育訓 練
移動 等円 滑化を 図る ために は、 施設及 び車 両等 につい ての ハー
ド面の 整備 のみな らず 、職員 等関係 者に よるソ フト 面の適 切な 対
応が 必要 である こと に鑑み 、施 設設置 管理 者は、 その 職員等 関係
者 が高 齢者、 障害 者等の 多様 なニー ズ及 び特性 を理 解した 上で 、
正当 な理 由なく これら の者 による 施設及 び車 両等 の利用 を拒 むこ
と なく 、円滑 なコ ミュニ ケー ション を確 保する 等適切 な対 応を行
うよう 継続 的な教 育訓 練を実 施す る必要 があ る。

客施 設に おける 路線 案内、 運賃 案内及 び運 行情報 等利 用に当 たっ
て必要 となる 情報 並びに 緊急 時の情 報に ついて 、視 覚情報 とし て
大き な文 字又は 適切 な色の 組合 せを用 いて見 やす く表示 する こと
、 また 、聴覚 情報 として はっ きりし た音 声によ り聞 き取り やす く
放送 するこ と、 図記号 又は平 仮名 による 表示 の併 記等を 行う こと
、 必要 に応じ て施 設外か らも見 やす く表示 する こと等 、分か りや
すく提 供す ること に留 意する 必要 がある 。さ らに 、必要 な情報 に
つ いて事 前に把 握で きるよ う、 施設及 び設 備等に 関す る情報 につ
いてイ ンタ ーネッ トや パンフ レッ ト等に より提 供す ること が望 ま
しい 。な お、各 施設 及び設 備等 に関す る情 報は、 施設 設置管 理者
が 個別 に提供 する にとど まら ず、一 元化 するこ とに より、 より 利
用し やす い形で 提供 できる ことか ら、 必要に 応じ て施設 設置 管理
者 間で 適切に 連携 し、共 同し て提供 する ことが 望ま しい。

そのた め、 施設設 置管理 者は 、高齢 者、 障害者 等の 意見を 反映
した 対応 マニュ アル の整備 及び 計画的 な研 修の実 施等を ＰＤ ＣＡ
サ イク ルとし て実 施する こと により 、職 員等関 係者 の教育 訓練 を
更に 充実さ せる よう努 めるべ きで ある。 なお 、そ の過程 にお いて

５ 職 員等 関係者 に対 する適 切な 教育訓 練
移 動等円 滑化 を図る ため には、 施設 及び車 両等 につい ての ハー
ド面 の整備 のみ ならず 、職 員等関 係者に よる ソフト 面の 適切な 対
応が 必要 である こと に鑑み 、施 設設置 管理 者は 、その 職員 等関係
者が高 齢者 、障害 者等の 多様 なニー ズ及 び特性 を理 解した 上で 、
正当 な理 由なく これ らの者 によ る施設 及び 車両等 の利用 を拒 むこ
と なく 、円滑 なコ ミュニ ケー ション を確 保する 等適 切な対 応を 行
うよ う継続 的な 教育訓 練を 実施す る必 要があ る。 特に、 公共 交通
事 業者 等及び 旅客 特定車 両停 留施設 を管理 する 道路管 理者 につい
ては 、法に 基づ き教育 訓練 の努力 義務 が定め られ ている こと から
、 積極的 に取 組を行 う必要 があ る。
その ため、 施設 設置管 理者は 、高 齢者、 障害 者等の 意見 を反映
した 対応 マニュ アル の整備 及び 計画的 な研 修の 実施等 をＰＤ ＣＡ
サイク ルとし て実 施する こと により 、職 員等関 係者 の教育 訓練 を
更に 充実 させる よう 努める べき である 。なお 、そ の過程 にお いて
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、 高齢者 、障害 者等 の参画 を得 ること が望 まし い。
６ 高齢 者障害 者等 用施設 等の 適正な 利用 の推進
移 動等 円滑化 を図 るため には 、法第 二条 第四 号に規 定す る高齢
者障 害者 等用施 設等 につい て、高 齢者 、障害 者等 の円滑 な利 用が
確 保さ れるよ う、 適正な 配慮 が行わ れる ことが 必要 である 。
その ため、 施設 設置管 理者 は、五 ２⑷ に示す 高齢 者障害 者等 用
施 設等 の適正 な利用 に係 る基本 的な 考え方 （以 下「基 本的 な考え
方」 という 。） を適確 に理 解し、 職員 等関係 者に周 知す るとと も
に、 高齢 者障害 者等 用施設 等が 設置さ れた 施設 及び車 両等 の利用
者に 対し、 これら の施 設等を 当該「 基本 的な考 え方 」に即 して 適
正に 利用 するよ う、 ポスタ ーの 掲示や 車内 放送に よる 呼びか け等
の 広報 活動及 び啓 発活動 を行 うこと が重 要であ る。 また、 高齢 者
障害 者等 用施設 等につ いて 、主と して 高齢者 、障 害者等 の利 用の
た めに 設けら れた もので ある 旨を表 示し 、一般 の利用 者が 識別で
きる ように する 必要が ある 。
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
⑴ ［ 略］
⑵ 移動等 円滑 化促進 方針 作成に 当た っての 留意 事項
① ・② ［略 ］
③ 地域公 共交 通計画 との調 和
移動 等円 滑化促 進方 針の作 成に 当たっ ては 、地域 公共 交通
の活性 化及び 再生 に関す る法律 （平 成十九 年法 律第五 十九 号
）第 五条第 一項 に規定 する 地域公 共交 通計画 との 調和が 保た

、高 齢者 、障害 者等 の参画 を得 ること が望 ましい 。
［新 設］

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
⑴ ［略 ］
⑵ 移 動等 円滑化 促進 方針作 成に 当たっ ての 留意事 項
①・ ② ［略］
③ 地 域公 共交通 網形成 計画 との調 和
移動 等円滑 化促 進方針 の作 成に当 たっ ては 、地域 公共交 通
の 活性 化及び 再生 に関す る法 律（平 成十 九年 法律第 五十 九号
）第 五条第 一項 に規定 する 地域公 共交 通網形 成計 画との 調和
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れ ている 必要が ある 。
④ ［略］
⑤ 関係 者の 意見の 反映 及び移 動等 円滑化 促進 方針の 作成等 の
提案
［略 ］
⑥ ～⑩ ［略 ］
２ 移動等 円滑化 促進 地区の 位置 及び区 域に 関す る基本 的な 事項
⑴ 移 動等円 滑化促 進地 区の要 件
法では 、市 町村は 、法 第二条 第二 十三号 イか らハま でに 掲げ
る 要件に 該当 するも のを 、移動 等円 滑化を 促進 すべき 移動 等円
滑化 促進地 区とし て設 定する よう努 める こと とされ てい る。ま
た 、移動 等円 滑化促 進地 区の区 域を 定める に当た って は、次 に
掲 げる 要件に 照ら し、市 町村 がそれ ぞれ の地 域の実 情に 応じて
行う こと が必要 である 。
① 「 生活関 連施 設（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 る旅 客施設 、官 公庁施 設、 福祉施 設そ の他
の 施設を いう 。以下 同じ 。）の 所在地 を含 み、か つ、 生活関
連施設 相互 間の移 動が 通常徒 歩で 行われ る地 区であ るこ と。
」（ 法第二 条第 二十三 号イ ）
生活関 連施 設に該 当する 施設 として は、 相当数 の高 齢者、
障害 者等が 利用 する旅 客施 設、官 公庁 施設 、福祉 施設、 病院
、 文化施 設、 商業施 設、 学校等 多岐 にわた る施 設が想 定さ れ
るが 、具体 的に どの施 設を含 める かは施 設の 利用の 状況 等地
域 の実情 を勘 案して 選定 するこ とが 必要で ある 。
また、 生活 関連施 設相 互間の 移動 が通常 徒歩 で行わ れる 地
区 とは、 生活 関連施 設が徒 歩圏 内に集 積し ている 地区 をいい
、原則 とし て、生 活関 連施設 がお おむね 三以 上所在 し、か つ
、当 該施設 を利 用する 相当 数の高 齢者 、障 害者等 によ り、当
該施設 相互間 の移 動が徒 歩で行 われ る地区 であ ると見 込ま れ
るこ とが必 要で ある。

が 保たれ てい る必要 があ る。
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
［略 ］
⑥ ～⑩ ［略 ］
２ 移 動等 円滑化 促進 地区の 位置 及び区 域に 関する 基本 的な事 項
⑴ 移動 等円滑 化促 進地区 の要 件
法で は、市 町村 は、法 第二条 第二 十の二 号イ からハ まで に掲
げる 要件 に該当 する ものを 、移 動等円 滑化 を促 進すべ き移動 等
円 滑化 促進地 区と して設 定す るよう 努め ること とさ れてい る。
また 、移 動等円 滑化 促進地 区の区 域を 定める に当 たって は、 次
に 掲げ る要件 に照 らし、 市町 村がそ れぞ れの地 域の 実情に 応じ
て行 うこと が必 要であ る。
① 「 生活関 連施設 （高 齢者、 障害 者等が 日常 生活又 は社 会生
活に おいて 利用 する旅 客施 設、官 公庁 施設、 福祉施 設そ の他
の 施設を いう 。以下 同じ 。）の 所在 地を含 み、 かつ、 生活 関
連施 設相互 間の移 動が 通常徒 歩で行 われ る地 区であ るこ と。
」 （法第 二条 第二十 の二 号イ）
生 活関連 施設 に該当 する 施設と して は、相 当数 の高齢 者、
障害 者等 が利用 する旅 客施 設、官 公庁 施設、 福祉 施設、 病院
、 文化 施設、 商業 施設、 学校 等多岐 にわ たる施 設が想 定さ れ
るが 、具体 的に どの施 設を 含める かは 施設の 利用 の状況 等地
域 の実情 を勘 案して 選定 するこ とが 必要で ある 。
また、 生活 関連施 設相 互間の 移動 が通常 徒歩 で行わ れる 地
区 とは、 生活 関連施 設が 徒歩圏 内に 集積し てい る地区 をい い
、地区 全体 の面積 がおお むね 四百ヘ クタ ール 未満の 地区 であ
っ て、原 則と して、 生活 関連施 設のう ち旅 客施設 又は官 公庁
施 設、 福祉施 設等 の特別 特定 建築物 に該 当す るもの がお おむ
ね三 以上所 在し 、かつ 、当 該施設 を利 用する 相当 数の高 齢者
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⑵
［ 略］

② 「生 活関 連施設 及び 生活関 連経 路（生 活関 連施設 相互間 の
経 路を いう。 以下同 じ。 ）を構 成す る一般 交通 用施設 （道 路
、駅 前広場 、通 路その 他の 一般交 通の 用に供 する施 設を いう
。 以下同 じ。 ）につ いて 移動等 円滑 化を促 進す ること が特 に
必要 である と認め られ る地区 であ ること 。」 （法第 二条 第二
十 三号ロ ）
［略］
③ 「当 該地 区にお いて 移動等 円滑 化を促 進す ること が、 総合
的な都 市機 能の増 進を 図る上 で有効 かつ 適切で あると 認め ら
れる 地区で ある こと。 」（ 法第二 条第 二十 三号ハ ）
［ 略］
［略 ］

３～５

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
⑴・ ⑵ ［ 略］
⑶ 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・ ② ［ 略］
③ 地域 公共 交通計 画と の調和
基本構 想の作 成に 当たっ ては、 地域 公共 交通の 活性 化及び
再生 に関す る法 律第五 条第 一項に 規定 する地 域公 共交通 計画

⑵

［ 略］

、 障害者 等に より、 当該 施設相 互間 の移動 が徒 歩で行 われ る
地区 である と見 込まれ ること が必 要であ る。
② 「生 活関連 施設 及び生 活関 連経路 （生活 関連 施設相 互間 の
経 路を いう。 以下 同じ。 ）を 構成す る一 般交 通用施 設（道 路
、駅 前広場 、通 路その 他の 一般交 通の 用に供 する 施設を いう
。 以下 同じ。 ）に ついて 移動等 円滑 化を促 進す ること が特 に
必要 である と認 められ る地 区であ るこ と。」 （法 第二条 第二
十 の二号 ロ）
［略］
③ 「当 該地区 にお いて移 動等 円滑化 を促 進す ること が、総 合
的 な都 市機能 の増 進を図 る上 で有効 かつ 適切 である と認 めら
れ る地区 である こと 。」（ 法第二 条第 二十の 二号 ハ）
［ 略］
［略］
３～５

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
⑴・⑵ ［ 略］
⑶ 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・② ［ 略］
③ 地域 公共交 通網 形成計 画と の調和
基 本構想 の作 成に当 たっ ては、 地域 公共交 通の 活性化 及び
再生 に関す る法 律第五 条第 一項に 規定 する地 域公 共交通 網形
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と の調和 が保た れて いる必 要があ る。
④～ ⑩ ［ 略］
２ 重点 整備地 区の 位置及 び区 域に関 する 基本的 な事 項
⑴ 重 点整備 地区 の要件
法で は、市 町村 は、法 第二 条第二 十四 号イか らハま でに 掲げ
る 要件 に該当 する ものを 、移 動等円 滑化 に係る 事業 を重点 的か
つ一 体的に 推進 すべき 重点 整備地 区と して設 定す るよう 努め る
こ とと されて いる。 また 、重点 整備 地区の 区域 を定め るに 当た
って は、次 に掲 げる要 件に 照らし 、市 町村が それぞ れの 地域の
実 情に応 じて 行うこ とが 必要で ある 。
① 「生活 関連施 設の 所在地 を含み 、か つ、 生活関 連施 設相互
間の 移動が 通常 徒歩で 行わ れる地 区で ある こと。 」（ 法第二
条 第二十 四号 イ）
生活 関連 施設に 該当す る施 設とし ては、 相当 数の高 齢者 、
障 害者等 が利 用する 旅客 施設、 官公 庁施設 、福 祉施設 、病 院
、文化 施設 、商業 施設 、学校 等多 岐にわ たる 施設が 想定 され
る が、具 体的 にどの 施設 を含め るかは 施設 の利用 の状 況等地
域の実 情を 勘案し て選 定する こと が必要 であ る。
また 、生 活関連 施設 相互間 の移 動が通 常徒 歩で行 われ る地
区とは 、生 活関連 施設が 徒歩 圏内に 集積し てい る地区 をい い
、原 則とし て、 生活関 連施 設がお おむ ね三 以上所 在し、 かつ
、 当該施 設を 利用す る相 当数の 高齢 者、障 害者 等によ り、 当
該施 設相互 間の 移動が 徒歩で 行わ れる地 区で あると 見込 まれ
る ことが 必要 である 。

なお、 重点 整備地 区を 設定す る際 の要件 とし て、特 定旅客
施設 が所在 する ことは 必ず しも必 須と はな らない が、 連続的
な移動 に係る 移動 等円滑 化の確 保の 重要性 に鑑 み、特 定旅 客
施設 を含む 重点 整備地 区を 設定す るこ とが引 き続 き特に 求め

成 計画と の調 和が保 たれ ている 必要 がある 。
④～⑩ ［略 ］
２ 重点 整備地 区の 位置及 び区 域に関 する基 本的 な事項
⑴ 重 点整備 地区 の要件
法で は、市 町村 は、法 第二 条第二 十一 号イか らハ までに 掲げ
る 要件 に該当 する ものを 、移動 等円 滑化に 係る 事業を 重点 的か
つ一 体的に 推進 すべき 重点 整備地 区と して設 定す るよう 努める
こ ととさ れてい る。 また、 重点 整備地 区の 区域 を定め るに 当た
って は、次 に掲 げる要 件に照 らし 、市町 村がそ れぞ れの地 域の
実情 に応 じて行 うこ とが必 要で ある。
① 「 生活関 連施 設の所 在地 を含み 、か つ、生 活関 連施設 相互
間 の移動 が通常 徒歩 で行わ れる地 区で あるこ と。 」（法 第二
条 第二 十一号 イ）
生活 関連施 設に該 当す る施設 とし ては、 相当 数の高 齢者 、
障 害者 等が利 用する 旅客 施設、 官公 庁施設 、福 祉施設 、病 院
、文 化施設 、商 業施設 、学 校等多 岐に わたる 施設が 想定 され
る が、具 体的 にどの 施設 を含め るか は施設 の利 用の状 況等 地
域の 実情を 勘案し て選 定する ことが 必要 であ る。
また 、生活 関連 施設相 互間 の移動 が通 常徒 歩で行 われ る地
区 とは 、生活 関連 施設が 徒歩 圏内に 集積 して いる地 区を いい
、地 区全 体の面 積がお おむ ね四百 ヘク タール 未満 の地区 であ
っ て、 原則と して 、生活 関連 施設の うち 特定旅 客施設 又は 官
公庁 施設、 福祉 施設等 の特 別特定 建築 物に該 当す るもの がお
お むね三 以上 所在し 、か つ、当 該施 設を利 用す る相当 数の 高
齢者 、障害 者等 により 、当 該施設 相互 間の移 動が 徒歩で 行わ
れ る地区 であ ると見 込ま れるこ とが 必要で ある 。
なお、 重点 整備地 区を設 定す る際の 要件と して 、特定 旅客
施 設が所 在す ること は必 ずしも 必須と はな らない が、連 続的
な 移動 に係る 移動 等円滑 化の 確保の 重要 性に 鑑み、 特定 旅客
施設 を含む 重点 整備地 区を 設定す るこ とが引 き続 き特に 求め
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⑵

ら れるこ と、及 び特 定旅客 施設の 所在 地を 含む重 点整 備地区
を設定 する 場合に は、 法第二 十五 条第三 項の規 定に 基づき 当
該特 定旅客 施設 を生活 関連 施設と して 定め なけれ ばな らない
と され ている ことに 留意 する必 要が ある。
② 「生 活関連 施設 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 の事 業が実 施さ れるこ とが 特
に必 要であ ると認 めら れる地 区で あるこ と。 」（法 第二 条第
二 十四号 ロ）
［略］
③ 「当 該地 区にお いて 移動等 円滑 化のた めの 事業を 重点 的か
つ一体 的に 実施す るこ とが、 総合的 な都 市機能 の増進 を図 る
上で 有効か つ適 切であ ると 認めら れる 地区 である こと 。」（
法 第二条 第二 十四号 ハ）
［略 ］
［ 略］
⑵

ら れるこ と、 及び特 定旅 客施設 の所 在地を 含む 重点整 備地 区
を設定 する場 合に は、法 第二 十五条 第三 項の 規定に 基づ き当
該 特定旅 客施 設を生 活関連 施設 として 定めな けれ ばなら ない
と され ている こと に留意 する 必要が ある 。
② 「生活 関連 施設及 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 の事 業が実 施さ れるこ とが 特
に必 要であ ると 認めら れる 地区で ある こと。 」（ 法第二 条第
二 十一号 ロ）
［略］
③ 「当 該地区 にお いて移 動等 円滑化 のた めの 事業を 重点的 か
つ 一体 的に実 施す ること が、 総合的 な都 市機 能の増 進を 図る
上 で有効 かつ適 切で あると 認めら れる 地区で ある こと。 」（
法 第二 条第二 十一 号ハ）
［略 ］
［ 略］
３

［略 ］

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
⑴ ・⑵ ［略 ］
⑶ 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

［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
⑴ ・⑵ ［略 ］
⑶ 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 三十二 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
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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
⑴・ ⑵ ［略］

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
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
⑴・ ⑵ ［ 略］

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
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 。
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⑶ 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
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 三十二 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 ］
［略］
③

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
［略 ］
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
⑴ 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

⑶ 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
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 ］
［略］
③

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
［略 ］
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
⑴ 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
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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、 高齢 者、障 害者 等の高 齢者 障害者
等 用施設 等の 円滑な 利用 を確保 する 上で必 要と なる適 正な配 慮
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。
⑵・ ⑶ ［略］
⑷ 国民の 役割
① 基本 的な 役割
［ 略］
② 高齢 者障害 者等用 施設 等の適 正な 利用
① に加え 、法 第二条 第四 号に規 定す る高 齢者障 害者等 用施
設等に つい ては、 次に 掲げる 適正 な利用 に係 る基本 的な 考え
方 に即し 、高 齢者、 障害 者等の 円滑な 利用 が確保 され るよう
適正に 配慮 するこ とが 重要で ある 。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 。
イ 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 （平 成十八 年国 土交通 省令 第百十 号。 以下「 規則
」とい う。 ）第一 条第 一号に 規定 する便 所又 は便房 が設 置
さ れた施 設又 は車両 等の利 用者 （高齢 者、 障害者 等及 び乳
幼児を 同伴 する者 を除 く。） は、 近傍の 一般 の便所 又は便
房の 利用 が困難 な場 合その 他の やむを 得な い場合 を除 き、
可能な 限り同 号に 規定す る便所 又は 便房 の利用 を控 え、又
は高 齢者 、障害 者等 に譲る 等、 適正な 配慮を する よう努 め

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。

⑵・ ⑶ ［略］
⑷ 国 民の役 割
［略 ］
［新 設］
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六・七
備考

］ の 記 載 は注 記 で あ る 。

な ければ ならな い。
ロ 規 則第 一条第 二号 に規定 する 駐車施 設又は 停車 施設が 設
置さ れた 施設の 利用 者（車 椅子 使用者 その 他の障 害者 等を
除 く。 ）は、 当該駐 車施 設又は 停車 施設 の利用 につ いて施
設設 置管 理者の 承諾 を得て いる場 合を 除き、 当該駐 車施 設
又 は停車 施設 の利用 を控 え、又 は車 椅子 使用者 その 他の障
害者 に譲る 等、適 正な 配慮を する よう努 めな ければ なら な
い。
ハ 規 則第 一条第 三号 に規定 する エレベ ータ ーが設 置さ れた
旅客 施設 又は旅 客特 定車両 停留 施設の 利用 者（高 齢者 、障
害者等 及び 乳幼児 を同 伴する 者を除 く。 ）は、 体調 不良そ
の他 のや むを得 ない 場合を 除き 、高齢 者、 障害者 等に 当該
エ レベー ター の利用 を譲 る等、 適正 な配 慮をす るよ う努め
なけ れば ならな い。
ニ 規則 第一 条第四 号に 規定す る車 椅子ス ペー スが設 置さ れ
た車両 等の 利用者 （車 椅子使 用者 及びベ ビー カーを 使用 す
る 者を除 く。 ）は、 車椅 子使用 者に当 該車 椅子ス ペー スの
利用を 譲る 等、適 正な 配慮を する よう努 めな ければ なら な
い。
ホ 規 則第 一条第 五号に 規定 する優 先席又 は基 準適合 客席 が
設置 され た旅客 施設 、旅客 特定 車両停 留施 設又は 車両等 の
利 用者（ 高齢 者、障 害者 等及び 乳幼 児を 同伴す る者 を除く
。） は、体 調不 良その 他のや むを 得ない 場合 を除き 、高 齢
者 、障害 者等 に当該 優先 席又は 基準 適合客 席の 利用を 譲る
等、適 正な 配慮を する よう努 めな ければ なら ない。
［ 略］
表 中 の［

六・七

［ 略］
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附

則

この告示は、令和三年四月一日から施行する。
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