
２．ユニバーサルデザインの考え方
を踏まえたバリアフリー施策の
推進

「どこでも、だれでも、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を
踏まえた、「高齢者、障害者等の移動等の円
滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」
により、施設等（旅客施設、車両等、道路、
路外駐車場、都市公園、建築物等）の新設等
の際の「移動等円滑化基準」への適合義務、
既存の施設等に対する適合努力義務を定める
とともに、「移動等円滑化の促進に関する基
本方針」において、平成32年度末までの整備

目標を定め、バリアフリー化の推進を図って
いる。
また、市町村が作成する基本構想に基づ
き、重点整備地区において重点的かつ一体的
なバリアフリー化を推進しているとともに、
バリアフリー化の促進に関する国民の理解を
深め協力を求める「心のバリアフリー」を推
進するため、高齢者、障害者等の介助体験や
疑似体験を行う「バリアフリー教室」等を開
催しているほか、バリアフリー施策のスパイ
ラルアップ（段階的・継続的な発展）を図っ
ている。

年 度 公営住宅建設戸数 都市再生機構（旧公団）
賃貸住宅の優遇措置戸数

平成１６年 １３２ ２，１５７

１７ １２８ １，２８２

１８ １２７ １，６６３

１９ ７７ ６８６

２０ ９５ ５３７

２１ １０４ ６７４

２２ １０２ ３８７

２３ ８３ １４４

■図表２―４３ 障害のある人を含む障害世帯向け住宅建設戸数（公営住宅、都市再生機構賃貸
住宅）

注１：都市再生機構（旧公団）賃貸住宅の優遇措置戸数には、高齢者及び高齢者を含む世帯等に対す
る優遇措置戸数を含む。

注２：優遇措置の内容としては、当選率を一般の２０倍（平成２０年８月以前は１０倍）としている。

資料：国土交通省
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（１）公共交通施設や建築物等のバリ
アフリー化の推進

「バリアフリー法」では、公共交通機関・
建築物・道路・路外駐車場・都市公園につい
て、バリアフリー化基準に適合するように求
め、高齢者や障害のある人などが日常生活や
社会生活において利用する施設の整備の促進
によって、生活空間におけるバリアフリー化
を進めることとしている。
なお、公共交通機関には、鉄軌道、バス、
福祉タクシー、旅客船、航空機が含まれ、こ
れらの車両等を新たに導入する際には、基準
に適合させることとしている。

（２）地域における重点的・一体的な
バリアフリー化の推進

市町村は、移動等の円滑化を図ることが必
要な一定の地区を重点整備地区とし、移動等
の円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推
進に関する基本構想を作成することができ
る。
基本構想の作成にあたっては、利用者の視
点を反映するよう、以下の制度を設けてい
る。

ア 協議会制度
基本構想の作成の際、高齢者や障害のある
人などの計画段階からの参加の促進を図るた
め、作成に関する協議等を行う協議会制度を
法律に位置づけている。この協議会は、特定
事業の実施主体はもとより、高齢者や障害の
ある人、学識経験者その他市町村が必要と認
める者で構成される。
加えて、バリアフリー化の対象となる事業
の実施主体は、市町村から通知を受けた場合
に、正当な理由がある場合を除き、必ず協議
会に参加することとしており、協議の場の設
定を法的に担保することで、調整プロセスの

促進を図ることとしている。

イ 基本構想作成提案制度
基本構想を策定する市町村の取組を促す観
点から、基本構想の内容を、高齢者や障害の
ある人などが市町村に対し具体的に提案でき
る提案制度を設けている。

（３）心のバリアフリー等の推進

ア 「心のバリアフリー」の促進
「バリアフリー法」では、バリアフリー化
の促進に関する国民の理解を深め、バリアフ
リー化の実施に関する国民の協力を求める、
いわゆる「心のバリアフリー」を深めていく
ことを国の責務として定めるとともに、高齢
者や障害のある人などが円滑に移動し施設を
利用できるようにすることへの協力だけでは
なく、高齢者や障害のある人などの自立した
日常生活や社会生活を確保することの重要性
についての理解を深めることが、国民の責務
として定められている。

イ 「スパイラルアップ」の導入等
高齢化やユニバーサルデザインの考え方が
進展する中、バリアフリー化を進めるために
は、具体的な施策や措置の内容について、施
策に関係する当事者の参加の下、検証し、そ
の結果に基づいて新たな施策や措置を講じる
ことによって段階的・継続的な発展を図って
いく「スパイラルアップ」の考え方が重要で
あり、「バリアフリー法」では、これを国の
果たすべき責務として位置づけている。
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