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1．地域社会意識の維持・再生・創出
文部科学省では，地域再生本部の設置等を踏ま

え，平成16年1月，「地域づくり支援室」を設置

し，地方公共団体等に対する地域支援に係る教育

関係全体の一元的な窓口を担うとともに，文部科

学省の4部局1庁（生涯学習政策局，初等中等教

育局，高等教育局，スポーツ・青少年局及び文化

庁）と外部専門家（大学教官，市町村職員，まち

づくり関係団体等）の連携協力体制の下，

① 地域づくりのための新たな支援策の企画・

立案

② 地方公共団体等からの相談への対応や要望

等の把握

③ 各分野の専門家の派遣

④ 関係機関との仲介支援

⑤　先進的な取組の全国への普及・広報

等を行ってきた。

このような流れの中で，平成18年度は，「人づ

くりを通じた地域づくり推進事業」を実施し，生

涯学習を通じたまちづくりについて地域住民への

普及・啓発及びまちづくり関係者の資質向上を図

るための生涯学習まちづくり研究協議会の開催な

どを行った。

また，「地域教育力再生プラン」を実施し，学

校・家庭・地域が一体となり，安全に，かつ，安

心して活動できる子どもの居場所づくりの支援，

地域におけるボランティア活動や，スポーツ及び

特色ある様々な文化の体験活動を促進し，地域の

教育力の再生を図ってきた。

平成19年度においては，「再チャレンジのため

の学習支援システムの構築」事業を実施し，学習

相談や社会参加，就業・起業等に結び付ける相談

を行うとともに，再チャレンジに必要となる学習

機会の開発・提供等を行っている。

2．子育てを支援する良質な住宅・居住
環境の整備

（1）子育てを支援するゆとりある住宅の確保の支援

住宅金融公庫等の融資や証券化支援事業によ

る長期・固定金利の民間住宅ローンの供給など

により，子育て世帯による住宅取得の促進を支

援している。

なお，住宅金融公庫は平成19年4月より独立

行政法人住宅金融支援機構に移行し，証券化支

援事業を実施している。

また，都市再生機構の「民間供給支援型賃貸

住宅制度」による，良質なファミリー向け賃貸

住宅の供給を促進するとともに，利便性の高い

都心での居住を希望する子育て世帯等のニーズ

に対応するため，既存オフィス等のファミリー

向け賃貸住宅等への転用を始めとする多様な都

市型住宅供給を促進している。

平成18年度には，高齢者の所有する戸建て

住宅等を，広い住宅を必要とする子育て世帯等

へ賃貸することを円滑化する「高齢者の住み替

え支援制度」を創設したほか，子育て世帯等の

入居を受け入れることとしている民間賃貸住宅

の情報提供等を行う「あんしん賃貸支援事業」

をモデル事業として創設したところである。

平成19年度においては，公営住宅を補完す

る公的賃貸住宅制度（特定優良賃貸住宅・高齢

者向け優良賃貸住宅）を再編し，子育て世帯，

高齢者世帯等各地域における居住の安定に特に

配慮が必要な世帯に施策対象を重点化し，整備

費助成及び家賃低廉化助成を通じて良質な賃貸

住宅の供給を促進する「地域優良賃貸住宅制度」

の創設や，「あんしん賃貸支援事業」について

実施箇所の拡大をすることとしている。

（2）公共賃貸住宅における多子世帯の支援

公営住宅においては，事業主体である地方公

共団体の判断により，多子世帯の優先入居制度

の活用が図られている。

また，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。

（3）保育所等を併設した住宅の供給

大規模な公共賃貸住宅の建替え等に際して，

保育所等の子育て支援施設の一体的整備を推進

するとともに，市街地再開発事業等における施
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設建築物内への保育所等の導入の促進，総合設

計制度における保育所等に係る容積率制限の緩

和等により，住宅等と保育所との併設を促進し

ている。

3．安心して外出等できる環境の整備
妊婦，乳幼児連れの者等すべての人が安心して

快適に外出できるよう，道路，公園，官庁施設等

の公共施設や公共交通機関，建築物，信号機等の

バリアフリー化を推進している。

（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，妊婦，乳幼児連れの者のみ

ならず可能な限りすべての人を対象に想定し，

「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で，公共

交通機関や主な駅周辺等の歩行空間，病院等の

不特定多数の人が利用する建築物等に関するバ

リアフリー施策を総点検し，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「ユ

ニバーサルデザイン政策大綱」として平成17

年7月に公表した。

今後，本大綱に基づき，すべての人々が安心

して生活できるよう，公共施設等のバリアフリー

環境の整備を一層推進していくこととしている。

その一環として，公共交通機関や建築物等の

バリアフリー化，一定の地域内におけるこれらの

施設等及びこれらの間の経路の一体的・連続的

なバリアフリー化を促進し，バリアフリー施策

を総合的に展開するため，「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6法44。ハートビル法）

と「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

12法68。以下「交通バリアフリー法」という）

を統合・拡充した「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18法91。以

下「バリアフリー新法」という。）を平成18年

6月に制定，12月から施行した。

（2）歩行空間のバリアフリー化

道路の移動円滑化に関するガイドライン等に

基づき，市街地の駅，商店街，病院等を結ぶ主

要ルートにおいて，妊婦，乳幼児連れの者等す

べての人が安心して通行できるよう，幅の広い

歩道の整備や歩道の段差解消，勾配の改善等の

バリアフリー化を推進している。

特に，「交通バリアフリー法」（平成18年12

月以降は「バリアフリー新法」）に基づく，主要

な鉄道駅等を中心とする地区における主な道路

のバリアフリー化については，平成17年度末

で39％であり，平成19年度までに約5割に引

き上げることを目標に，積極的に推進している。

また，平成19年度までに「交通バリアフリ

ー法」の特定経路を構成する道路上の信号機の

約8割を，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とすることを目指

し，整備を推進している。

さらに，信号灯器のLED化，道路標識・標

示の高輝度化・大型化・自発光化等，道路交通

のバリアフリー化に資する交通安全施設等の整

備を推進している10（第2-4-1図）。

（3）生活道路における交通安全対策の推進

我が国では，交通事故死者数に占める歩行者

と自転車利用者の割合が4割を超え，欧米と比

べて高い割合となっている（第2-4-2図）。

また，交通事故死者の約6割が，自宅付付近

で被害に遭っている（第2-4-3図）。

こうした情勢を踏まえ，死傷事故の発生割合

が高く，歩行者及び自転車利用者の安全な通行

を確保するため，緊急に対策が必要な住居系地

区又は商業系地区を「あんしん歩行エリア」と

して指定し，都道府県公安委員会と道路管理者

が連携して，面的かつ総合的な死傷事故抑止対

策を講じることにより，エリア内の死傷事故を

10 「交通バリアフリー法」は，「バリアフリー新法」の成立により廃止されたが，「社会資本整備重点計画」（平成15年10月

閣議決定）においては，平成19年度までの整備目標について，引き続き「交通バリアフリー法」による指標を用いるこ

ととされている。
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第2-4-2図　交通事故死者数に占める歩行者と自転車利用者の割合の各国の比較（30日以内死者）
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第2-4-3図　歩行中の自宅からの距離別死者数（平成18年中）
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歩行者案内標識 幅の広い歩道 

無電柱化 

歩道の段差，勾配の改善 視覚障害者誘導用ブロック  

バリアフリー対応型信号機 
信号灯器のLED化 

 

第2-4-1図　歩行空間のバリアフリー化

約2割抑止するとともに，そのうち歩行者又は

自転車利用者に係る死傷事故を約3割抑止する

ことを目指している（第2-4-4図）。

また，「あんしん歩行エリア」以外の生活道路に

おいても，「生活道路事故抑止対策マニュアル」を

活用するなどして，歩車が共存する安全で安心な

道路空間を創出するための取組を推進するなど，

交通事故抑止のための施策を実施している。

（4）水辺空間のバリアフリー化

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，青少年を含む人々が，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

化対策を実施している。

（5）都市公園のバリアフリー化・遊具の安全の確保

都市公園においては，園路の段差解消や誰も

が使いやすいトイレの整備を行う等，子どもか

ら高齢者等まで幅広く安全で快適に利用するこ

とができるよう，公園施設のバリアフリー化を

行っている。平成18年12月には，「バリアフリ
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ー新法」に基づき，同法施行令に定めるバリア

フリー化が必要な公園施設（特定公園施設）の

新築，増設又は改築を行う際の移動等円滑化の

基準（都市公園移動等円滑化基準）を制定し，

今後一層推進していくこととしている。

また，遊具の安全確保を図り，安全で楽しい

遊び場づくりを推進するため，平成14年3月に，

「都市公園における遊具の安全確保に関する指

針」を取りまとめ，各施設管理者への周知を図

っている。

（6）官庁施設のバリアフリー化

窓口業務を行う官署が入居する官庁施設につ

いて，妊婦，乳幼児連れの者等すべての人が，

円滑かつ快適に施設を利用できるよう，窓口業

務を行う事務室の出入口の自動ドア化，多機能

トイレの設置等による高度なバリアフリー化を

目指した整備を推進している。

また，既存施設について，手すり，スロープ，

自動ドア，エレベーター等の改修を実施する。

（7）建築物のバリアフリー化

「バリアフリー新法」に基づき，建築物のバ

リアフリー化を推進する。「バリアフリー新法」

に基づく認定特定建築物のうち一定のものにつ

いては，スロープ，エレベーター等の整備に対

し補助を行うほか，所得税・法人税の割増償却

制度や，日本政策投資銀行等による政策融資等

により支援を行い，優良なバリアフリー建築物

の建築の一層の促進を図る。

また，建築物の整備等に関する安全対策を推

進し，誰もが安全にかつ安心して利用できる環

境を整備する。

4．青少年が犯罪等の被害に遭いにくい
まちづくり

近年，幼い子どもが被害者となる犯罪が多発し，

子どもを取り巻く環境は厳しいものとなってい

る。こうした現状を踏まえ，子どもが犯罪等の被

害に遭いにくい環境を創出するために次のような

取組を行っている。

（1）道路，公園等の公共施設や共同住宅にお

ける防犯設備の整備等の推進

警察庁では，平成18年4月，これまでの取組

や近年の防犯設備の普及状況等を踏まえ，平成

12年2月に策定した「安全・安心まちづくり推

歩行空間の整備 
　路側帯の拡幅 
　歩道，自転車道，幅の広い歩道， 
　歩車共存道路の整備 
　段差・勾配の解消，電線類の地中化 

信号機等の整備 
交通量等の情報を基に，信号機を制御 
LED式信号灯器，バリアフリー対応型信号機を設置 
高輝度・自発光式道路標識等の設置 

歩行者・自転車を優先する 
　　　　　　　ゾーンの形成 
最高速度規制 
ハンプの設置 

歩行者自転車用道路の規制 

交差点の改良 
　右折車線の設置 
　変形交差点の改良 
　駐車スペースの確保 
　違法駐車の取締り 

第2-4-4図　あんしん歩行エリアにおける対策例
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