
１　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

国土交通省では、「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

ンの考え方に基づき、公共交通機関や主な駅周

辺等の歩行空間、病院等の不特定多数の方が利

用する建築物等に関するバリアフリー施策の総

点検を行うとともに、今後の社会資本整備、公

共交通行政分野における取組方針を示した「ユ

ニバーサルデザイン政策大綱」をとりまとめ、

2005（平成17）年7月に公表した。

本大綱の考え方を踏まえ、「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12年法律第68号、

以下「交通バリアフリー法」という。）の施行

から5年を経過するに当たり、同法及び「高齢

者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築

物の建築の促進に関する法律」（平成6年法律

第44号、以下「ハートビル法」という）の施

行の状況を見直した結果、駅などの旅客施設、

道路、都市公園、建築物などの連続的なバリア

フリー化の確保が十分でないことなどの課題が

明らかになった。

こうしたことから、バリアフリー化を総合

的・一体的に推進するため、交通バリアフリー

法及びハートビル法を統合し、施策の拡充を

図った「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律」（平成18年法律第91号、

以下「バリアフリー新法」という。）を制定し

た（平成18年6月21日公布、同年12月20日施

130

さらに、子育て世帯（小さい子どものいる世

帯、一人親世帯）等の入居を受け入れることと

している民間賃貸住宅に関する登録制度を整備

し、その情報提供を行うとともに、地方公共団

体、仲介事業者、支援団体等が連携して居住支

援を行い、子育て世帯等の円滑入居と安定した

賃貸借関係の構築を支援する「あんしん賃貸支

援事業」を創設した。

２　公共賃貸住宅における子育て世帯の支援

公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対

して低廉な家賃で賃貸することにより、その居

住の安定を図ることを目的とするものである

が、子育て世帯については、入居者の選考に際

し事業主体である地方自治体の判断により優先

入居の取り扱いを行っている。2006（平成18）

年2月には、小学校就学前の子どものいる世帯

について、入居収入基準を緩和した。都市機構

賃貸住宅においては新規募集時における当選率

の優遇措置を行っている。

また、大規模な公共賃貸住宅団地の建替えに

際し保育所等の一体的整備を推進し、また、市

街地再開発事業等において施設建築物内に保育

所等を導入した場合の補助や保育所等に関する

容積率制限の緩和等を行っている。

３　職住近接の実現とシックハウス対策の推進

都心における職住近接により子育て世帯を支

援するため、既存オフィス等のファミリー向け

賃貸住宅への転用をはじめとする都市型住宅の

供給を促進している。

また、シックハウス対策としては、2002（平

成14）年7月に建築基準法（昭和25年法律第

201号）が改正され（2003（平成15）年7月1

日施行）、新たにホルムアルデヒドに関する建

材の制限、換気設備設置の義務付け等が規定さ

れた。さらに、子どもの健康への影響を考慮し、

シックハウス対策に係る調査研究を進めるとと

もに、シックハウス症候群に関する学校関係者

の理解の一層の促進等、学校におけるシックハ

ウス対策を推進している。
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行）。同法においては、従前の内容に加え、①

身体障害者のみならず、知的・精神・発達障害

者を含むすべての障害者を含むことを明らかに

するため、同法における対象者を「高齢者、障

害者等」とし、②移動等円滑化基準適合義務及

び既設の施設における移動等円滑化基準適合努

力義務を課す対象施設に一定の道路、路外駐車

場、都市公園等を追加、③市町村が作成する基

本構想における策定対象エリア（重点整備地区）

を拡大するとともに、同地区内の特定事業の範

囲として路外駐車場、都市公園、建築物を追加、

④移動等円滑化経路を整備・管理する場合の協

定制度（移動等円滑化経路協定制度）を創設、

⑤基本構想の策定に係る協議会制度及び住民等

による作成提案制度の創設等の内容の拡充を

行った。

また、バリアフリー新法に基づく「移動等円

滑化の促進に関する基本方針」（平成18年国家

公安委員会、総務省、国土交通省告示第1号、

以下「基本方針」という。）が新法と同時に施

行された。基本方針においては、2010（平成

22）年までの移動等円滑化の目標値を定めるほ

か、当事者ニーズに即した施設の整備や教育訓

練を行うことの必要性、市町村の定める基本構

想における協議会の活用等当事者参画を図るこ

との必要性、心のバリアフリー及びスパイラル

アップといった国、国民等の責務に関する事項

等を定めている。

２　建築物におけるバリアフリー化の推進

ハートビル法やバリアフリー新法により、建

築物におけるバリアフリー化の推進が図られて

きた。

また、妊産婦や児童・乳幼児を含む高齢者・

障害者等に配慮した建築空間、設備等によるバ

リアフリー対応については、「高齢者・身体障

害者等の利用を配慮した建築設計標準」により、

促進されている。

例えば、乳幼児連れの人が利用する施設に対

する、乳幼児用いす、乳幼児等用ベッド、授乳

のためのスペース、または多機能便房の設置等

があげられる。他に、建物入口に近い位置に妊

産婦や乳幼児連れの人が利用できる駐車スペー

スの確保や屋内通路等への手すりの設置、また

は劇場等の客席・観覧席における乳幼児連れの

人に対応した区画された観覧室の設置等があ

る。

３　公共交通機関のバリアフリー化の推進

バリアフリー新法に基づく「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

備に関する基準を定める省令」（平成18年国土

交通省令第111号、以下「公共交通移動等円滑

化基準」という。）が新法と同時に施行された。

また、公共交通移動等円滑化基準の内容を踏ま

え、公共交通機関の旅客施設・車両等の望まし

い整備内容等を示す「バリアフリー整備ガイド

ライン（旅客施設編・車両等編）」を策定し、

平成19年7月に公表した。公共交通事業者等

は本整備ガイドラインに従うことが義務付けら

れるものではないものの、本整備ガイドライン

を目安として旅客施設・車両等の整備等を行う

ことが望まれる。

以上に加え、補助・税制・融資等の各種支援

により公共交通機関のバリアフリー化の促進が

図られているところであり、例えば、旅客施設

における段差の解消、多機能トイレ（おむつ交

換シート等）の設置、乗合バス車両におけるノ

ンステップバス及び路面電車における低床式車

両（LRV）の導入等が進められている。

４　都市公園、河川空間等のバリアフリー化の

推進

バリアフリー新法に基づき、「移動等円滑化

のために必要な特定公園施設の設置に関する基

準を定める省令（平成18年国土交通省令第115

号）」が新法と同時に施行され、より一層のバ

リアフリー化の促進が図られることとなった。

これを受け、歩いて行ける身近な場所等におい
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て、妊婦、子ども及び子ども連れの人をはじめ、

すべての人々の健康運動や遊びの場、休息、交

流の場等となる都市公園を計画的に整備すると

ともに、園路や便所、休憩所等の公園施設のバ

リアフリー化が促進されている。

また、河川の近隣に病院や福祉施設などが立

地している地区等において、水辺にアプローチ

しやすいよう、スロープや手摺り付きの階段、

緩傾斜堤の整備等バリアフリー化対策を実施

し、高齢者、障害者、子ども等を含むすべての

人々が安心して河川を訪れ、憩い親しめる河川

空間の創造を行っている。さらに、妊婦、子ど

も及び子ども連れの人が日常生活の中で海辺に

近づき、身近に自然とふれあえるようにするた

め、海岸保全施設のバリアフリー化を推進して

いる。

５　子育てバリアフリーの情報提供

妊産婦や乳幼児をもつ子育て家庭が地域にお

いて安心して生活できる子育て環境を整備する

ため、妊産婦、子どもや子育て中の親子が外出

や社会活動を困難にしているような障壁がない

かを点検・確認し、これを反映させた子育てバ

リアフリーのまちづくりに関する基本計画を市

町村が策定する際の支援を行っている。

また、市町村において、乳幼児とその親が外

出する際の遊び場や授乳コーナー、一時預かり

の実施場所等を示したマップを作成し、子育て

家庭に情報提供することにより、子育てしやす

いまちづくりを推進している。

さらに、バリアフリー教室の開催やバリアフ

リーボランティアの普及・促進、交通事業者向

けバリアフリー人材育成プログラムの作成など

により、ハード面のみならず、「心のバリアフ

リー社会」の形成に向けたソフト面の取組を実

施し、妊産婦や子ども連れの人も含めた誰もが

公共交通機関を円滑に利用できる社会の実現を

図るとともに、鉄道駅などの旅客施設や宿泊施

設、車両などのバリアフリー化の状況に関する

情報提供を推進している。

６　子育てを支援する道路交通環境の整備

妊婦、子ども及び子ども連れの人などが安全

にかつ安心して通行することができるよう、死

傷事故発生割合の高い住居系地区又は商業系地

区で、その外縁を幹線道路が構成する地区796

か所を「あんしん歩行エリア」として指定し、

都道府県公安委員会による信号機、光ビーコン

等、道路管理者による歩道、ハンプ（道路上の

凸型施設）、クランク(ジグザグ蛇行)等の整備

等を重点的に実施し、生活道路における歩行空

間の整備及び通過交通の進入や速度の抑制に努

めている。

また、都道府県公安委員会では、音響信号機、

歩行者感応信号機等のバリアフリー対応型信号

機の整備を推進するとともに、道路管理者では、

幅の広い歩道の整備や、歩道の段差・勾配の改

善等に取り組み、歩行空間のバリアフリー化に

努めている。

７　遊び場の安全対策の推進

都市公園における遊具については、2002（平

成14）年3月に、安全確保に関する基本的な考

え方を示した「都市公園における遊具の安全確

保に関する指針」をとりまとめ、各施設管理者

への周知を図っている。さらに、2004（平成

16）年4月2日に発生した大阪府住宅供給公社
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の団地内における回転式遊具の事故に伴い、指

針に即した遊具の安全点検及び安全確保を促す

とともに、児童福祉施設等に設置している遊具

についても、安全確保の一層の徹底を各施設管

理者へ呼びかけている。

８　建築物の安全対策の推進

2004（平成16）年3月に発生した東京都六本

木ヒルズの自動回転ドアにおける死亡事故に関

し、同年6月に「ガイドライン」をとりまとめ、

翌年（2005年）8月に「自動回転ドア－安全性」

について規定した日本工業規格（JIS A 4721）

を制定した。

また、社会資本整備審議会建築分科会建築物

等事故防止対策部会において、事故情報につい

て継続的な分析を行うとともに、2006（平成

18）年6月に発生した東京都港区のエレベー

ターにおける死亡事故に関し、エレベーターの

安全装置の見直し等を検討しており、安全な生

活環境づくりという観点も含め、建築物等の事

故防止を図っている。

９　子どもを犯罪等の被害から守るための取組

の推進

子どもの犯罪被害を防止するためには、政府

全体において総合的に対策を講じるべきとの考

えから、2005（平成17）年12月には、内閣官

房を事務局とする関係10省庁による連絡会議

において、「犯罪から子どもを守るための対策」

をとりまとめたほか、2006（平成18）年6月に

は、「子どもを非行や犯罪被害から守るための

対策に関する関係省庁プロジェクトチーム」に

より、「子ども安全・安心加速化プラン」が決

定され、同月20日に開催した犯罪対策閣僚会

議・青少年育成推進本部合同会議において報

告・了承された。

これらに基づき、子どもを対象とする犯罪の

取締りや通学時間帯における通学路等のパト

ロール活動を強化するとともに、防犯ボラン

ティアや母親クラブ等によるパトロール活動、

「子ども110番の家」への支援を推進している。

また、学校等の教育関係機関と連携して、子

どもの連れ去りや不審者の学校侵入を想定して

の実践的な防犯訓練や防犯教室の実施を推進す

るとともに、ネットワーク等の構築により、声

かけ事案、不審者情報等の迅速な発信及び共有

に努めている。

さらに、平成19年度においては、地域にお

ける路線バス等をスクールバスとして活用し

た、通学路の安全を確保するための取組を支援

している。

１０ 「安全・安心まちづくり」の推進

2002（平成14）年11月に設置した防犯まち

づくり関係省庁協議会において取りまとめた

「防犯まちづくりにおける公共施設等の整備・

管理に係る留意事項」（2003（平成15）年7月）

の着実な実施を図ることなどにより、防犯に配

慮した犯罪の発生しにくい公共施設等の整備・

管理の普及を促進し、併せて住宅についても犯

罪防止に配慮した環境設計を行うことにより、

犯罪被害に遭いにくい「安全・安心まちづくり」

を推進している。子どもに対する犯罪の発生が

懸念される学校周辺、通学路、公園、地下道、

空き屋等における危険箇所の把握・改善に努め

ているほか、通学路等に非常用赤色灯、非常ベ

ル、通報者撮影カメラ、インターホン等を備え

るとともに、緊急時には警察への通報をするこ

とができる「子ども緊急通報装置」の整備を

行っている。
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