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１．バリアフリー基本構想策定の背景 

社会的な背景 

我が国の高齢化率は、世界に類を見ない水準と言われ、平成 30年版高齢社会白書（内閣府）による

と、平成 29（2017）年 10月 1日現在における総人口 1億 2,671万人うち、65歳以上の高齢者が占め

る人口は 3,515万人、総人口に占める 65歳以上人口の割合（高齢化率）は 27.7％となっています。 

また、平成 30年版障害者白書（内閣府）による障害者数の概数は、身体障害者が 436万人、知的障

害者が 108万人、精神障害者が 392万人となり、複数の障害を併せ持つ方もいるため、単純な合計に

はならないものの、国民のおよそ 7.4％が何らかの障害を有しているとされています。 

このような状況のなか、国の大枠の施策として平成 7 年に高齢社会対策基本法が、平成 26 年には

障害者の権利に関する条約が発効され、さらに、平成 28 年には障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律が施行され、人間らしく生活できる尊厳のある超高齢社会を実現させていくとともに、

障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる共生社会の実現に向けた様々な取組が進めら

れています。 

バリアフリーに関する法整備 

高齢者や障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことのできる環境の整備が急務とさ

れ、平成 6年には「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」

（以下、ハートビル法と称す。）が制定され、不特定多数の人々が利用する一定規模以上の建築物の建

築等において移動等円滑化基準への適合が義務づけられ、平成 12年には「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に関する法律」（以下、交通バリアフリー法と称す。）が制定され、

鉄道やバスをはじめとする公共交通機関に加え、鉄道駅等の周辺の道路や駅前広場、通路等の連続し

た移動経路について、公共交通事業者や都道府県公安委員会、道路管理者である地方公共団体等の関

係事業者が各々の取組みの整合性を図り、交通用施設の総合的なバリアフリー化が推進されることに

なりました。 

また、平成 17年には、「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

の考え方を踏まえ、今後、身体的状況、年齢、国籍などを問わず、可能な限り全ての人が、人格と個

性を尊重され、自由に社会に参画し、いきいきと安全で豊かに暮らせるよう、生活環境や連続した移

動環境をハード・ソフトの両面から継続して整備・改善していくという理念に基づき国土交通行政を

推進するため、「ユニバーサルデザイン政策大綱」が策定され、これを踏まえ、平成 18年にはハート

ビル法と交通バリアフリー法を統合・発展させた「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律」（以下、バリアフリー法と称す。）が施行されました。 
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改正バリアフリー法について 

2020 年東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会の開催を契機として、平成 30 年にバ

リアフリー法の一部が改正され、同年 11月 1日に施行（一部の規定は、平成 31年 4月 1日施行）さ

れました。改正法（以下、改正バリアフリー法と称す。）では、公共交通事業者等による直接的な取組

の推進のほか、全ての国民が分け隔てられることなく共生する社会の実現に資すること、高齢者、障

害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上での社会的障壁の除去に資することなどが新たに定

められています。 

改正バリアフリー法の概要 

① 基本理念 

バリアフリー法に基づく措置は、「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」に資することを旨と

して行われなければならないことを基本理念として明記 

② 公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進 

○貸切バス、遊覧船等について法の適用対象に追加 

  
○各施設設置管理者について情報提供の努力義務 

○公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進 

・ ハード対策に加え、接遇、研修のあり方を含むソフト対策とし

て事業者が取り組むべき内容を国土交通大臣が新たに作成 

・ 事業者による、ハード・ソフト計画（施設整備、旅客支援、情

報提供、教育訓練、推進体制）の作成、取組状況の報告、公表 

③ 地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進 

○市町村がバリアフリー方針を定めるマスタープラン制度を創

設 

○基本構想・マスタープランの作成、定期的な評価・見直しを努力義務化 

○駅等の旅客施設にスペースの余裕がない場合に近接建築物への通路・バリアフリートイレ整備

を促進するため、協定(承継効)・容積率特例制度を創設 

④ 心のバリアフリーの推進、当事者による評価等 

「心のバリアフリー」の重要なポイントとして、国及び国民の責務に高齢者、障害者等に対す

る支援を明記 

○国が、高齢者、障害者等の関係者で構成する会議を設置し、定期的に、移動等円滑化の進展の

状況を把握し、評価する努力義務 

出典：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(改正後)の概要」から作成  
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出典：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(改正後)の概要」 

図 １.１改正バリアフリー法の概要  



1-4 

 

改正バリアフリー法とバリアフリー基本構想の改定との関連 

改正バリアフリー法のポイントとバリアフリー基本構想の改定にあたって関連する事項を整理し

ました。改正バリアフリー法は、段階的に施行されてきましたが、さいたま市とは、平成 30年 11月

1日に施行された部分との関連が深くなっています。 

表 １.１改正バリアフリー法の主な改正内容 

１）平成 30年（2018年）11月 1日施行 

項目 内容 

基本理念及び国等の

責務 

理念規定を設け、目指すべき社会像として「共生社会の実現」「社会的障壁

の除去」を明確化 

国や国民の責務として、乗客・乗員による声かけなど、高齢者・障害者等に

対する支援を明記し、「心のバリアフリー」の推進を強調 

市町村による取組の

強化 

市町村が地域のバリアフリー方針を定める移動円滑化促進方針（マスター

プラン）を作成する制度を創設 

バリアフリー化に必

要となる情報の提供 

市町村は移動円滑化促進方針・基本構想にて、バリアフリー情報の収集・整

理・提供に関して定めることができる 

市町村の求めに応じた情報提供に関し、公共交通・道路事業者は義務化、公

園・駐車場管理者等・建築主は努力義務化 

移動円滑化促進方

針・基本構想の評価

等 

国は高齢者、障害者等の関係者で構成する会議を設置し、定期的に移動等円

滑化の進展の状況を把握し、評価することを努力義務化 

市町村は基本構想・マスタープランを作成した場合、概ね 5年ごとに特定事

業その他の事業の実施状況について、調査、分析及び評価、必要に応じた見

直しを努力義務化 

２）平成 31年（2019年）4月 1日施行 

項目 内容 

公共交通事業等によ

る取組の強化 

ハード対策に加え、接遇・研修の在り方を含むソフト対策として事業者が取

り組むべき内容を国土交通大臣が新たに作成 

事業者には、目標達成のためのハード・ソフト計画の作成、毎年度の実施状

況の報告・公表を行う制度を創設 

認定協定建築物の容

積率の特例 

駅等の旅客施設にスペースの余裕がない場合に近接建築物への通路・バリ

アフリートイレ整備を促進するため、協定(承継効)・容積率特例制度を創設 

公共交通事業者の範

囲拡大 

従来の路線バスや定期観光船などに加え、貸切バス・遊覧船などの導入時に

おけるバリアフリー基準への適合を義務化 

３）令和元年（2019年）9月 1日施行 

項目 内容 

ホテル又は旅館の車

椅子使用者用客室の

設置基準の見直し 

床面積 2,000㎡以上で客室が 50以上のホテル・旅館を建築する際、車椅子

使用者用客室を 100分の 1以上設置することを義務付け（50～100室のホテ

ルでは 1室、101～200室のホテルでは 2室の車椅子使用者用客室を設置） 

（赤字下線：今回の基本構想の改定に関係する事項） 
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国が示すバリアフリー化の目標 

令和○年に一部改正された、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」（以下、国の基本方針と称す。）

では、具体的な整備目標を定め、令和○年度までにバリアフリー化を進めていくことが示されていま

す。 

① 1 日当たりの平均的な利用者数が 3,000 人以上である旅客施設については、エレベーターまた

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。 

② 鉄道車両の移動等円滑化、ノンステップバス、福祉タクシー（ユニバーサルデザインタクシー

を含む。）の導入を促進する。 

③ 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、移動等円滑

化を実施する。 

④ 都市公園施設である園路及び広場、駐車場、便所の設置された都市公園について、移動等円滑

化を実施する。 

⑤ 特定路外駐車場、特別特定建築物の移動等円滑化を実施する。 

⑥ 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、

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。 

 

表 １.２各施設等の整備目標について 

  現状 現行の目標 

（令和 2年度末） 

新たな目標 

（令和○年度末） 

鉄軌道 鉄軌道駅 ％ 原則 100％  

 ホームドア・ 

可動式ホーム柵 

路線 

駅 
約 800駅 

 

鉄軌道車両 ％ 約 70％  

バス バスターミナル ％ 原則 100％  

乗合バス ノンステップバス  約 70  

リフト付きバス等  約 25%  

タクシー 福祉タクシー車両 11,165台 約 28,000台  

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 

％ 
原則 100％ 

 

都市公園 移動等円滑化園路 ％ 約 60％  

駐車場 ％ 約 60％  

便所 ％ 約 45％  

路外駐車場 特定路外駐車場 ％ 約 70％  

建築物 不特定多数の者等が利用する建築

物 

％ 
約 60％ 

 

信号機等 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 

％ 
原則 100％ 

 

資料：「移動等円滑化の促進に関する基本方針」等から作成 

旅客施設については、１日平均利用客数 3000人以上のものが対象 

旅客船、航空機及び関連ターミナルを除く 

 

  

新たな基本構想の数値目標を

記載する頁を用意 
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バリアフリー法の更なる改正 

平成 30 年 11 月以降、順次、改正バリアフリー法の各項目が施行されるなか、令和 2 年 5 月には、

ハード対策に加え、移動等円滑化に係る「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実などソフトの

対策の強化を目的としてバリアフリー法の一部が改正されました。 

改正法律案のなかには、平成 30 年 12 月のユニバーサル社会実現推進法の公布・施行や 2020 年東

京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとしての共生社会の実現に向けた、必要な制度

整備が行われました。さいたま市においても、これらを踏まえて基本構想の改定を行います。 

① 公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化 

○公共交通事業者等に対して、スロープ板の適切な操作や照度の確保等のソフト基準の遵守を義

務付け 

○公共交通機関の乗継円滑化のため、移動等円滑化の措置の協力に関する公共交通事業者等同士

の協議への応諾義務を創設 

○障害者等へのサービス提供について国が認定する観光施設（宿泊施設・飲食店等）の情報提供

を促進 

② 国民に向けた広報啓発の取組推進 

【優先席、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進】 

○国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務等として、「車両の優先席、車椅子用駐車施設、

障害者用トイレ等の適正な利用の推進」を追加 

○公共交通事業者等に作成が義務付けられたハード・ソフト取組計画の記載項目に「上記施設の

適正な利用の推進」等を追加 

【市町村等による「心のバリアフリー」の推進】 

○目的規定、国が定める基本方針、市町村が定める移動等円滑化促進方針（マスタープラン）の

記載事項や、基本構想に記載する事業メニューの一つとして、「心のバリアフリー」に関する事

項を追加 

○心のバリアフリーに関する「教育啓発特定事業」含むハード・ソフト一体の基本構想について、

作成経費を補助 

○バリアフリーの促進に関する地方公共団体への国の助言・指導等に関する規定を創設 

③ バリアフリー基準適合義務の対象拡大 

○バリアフリー基準適合義務の対象施設に公立小中学校及びバス等の旅客のための道路施設（旅

客特定車両停留施設）を追加するための規定の整備 

出典：国土交通省 報道発表 令和 2年 2月 4日 

｢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案｣を閣議決定から抜粋 

 

  

令和 2 年 6 月のバリアフリー

法の一部改正の概要を追加 
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出典：国土交通省 報道発表（令和 2年 2月 4日）添付資料 

図 １.２バリアフリー法律の一部改正について  

令和 2 年 6 月のバリアフリー

法の一部改正の概要を追加 
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バリアフリー環境を取り巻くさいたま市の現状 

人口等 

１）人口・世帯数 

さいたま市全体では、人口、世帯数ともに増加を示し、人口は平成 31年に 130万人を超えました。

平成 26年 3月に策定されたバリアフリー基本構想（以下、旧バリアフリー基本構想と称す。）の策定

時点と比較すると人口は約 4％の増加、世帯数は約 9％の増加となっています。 

 
資料：住民基本台帳登録人口（各年 1月 1日現在） 

住民基本台帳法改正（平成 24年７月９日施行）以前は、住民基本台帳登録人口に外国人登録人口を加算 

図 １.３さいたま市における人口・世帯数の推移 
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２）高齢化率 

さいたま市の高齢化率（総人口に占める 65 歳以上の人口の割合）は、国の高齢化率を下回るもの

の、常に増加を示しており、平成 25年には約 20％を超え、平成 31年には約 23％となっています。 

 
資料：住民基本台帳登録人口（各年 1月 1日現在） 

住民基本台帳法改正（平成 24年７月９日施行）以前は、住民基本台帳登録人口に外国人登録人口を加算 

図 １.４さいたま市における年齢（3区分）別人口と高齢化率の推移 
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障害者数 

１）身体障害者数 

平成 20 年度以降の身体障害者手帳所持者数の推移をみると、当初は増加を示していましたが近年

は横ばい傾向を示しています。 

内部障害や聴覚（平衡機能）障害が増加を示す一方で、視覚障害や肢体障害は平成 26年度以降に、

音声言語（そしゃく）障害は平成 27年度以降に減少に転じています。 

 
 

 
資料：さいたま市統計書（各年版）各年度末現在 

※1：平成 26年度以降は、平衡機能障害を含む 

※2：平成 26年度以降は、そしゃく機能障害を含む 

図 １.５さいたま市における障害者手帳所持者数の推移 
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２）知的障害者数 

平成 20 年度以降の療育手帳所持者数の推移をみると、平成 29 年度までの 10 年間で常に増加を示

しています。特に、手帳区分Ｃ軽度の知的障害者数は、手帳所持者数も多く、伸び率も高くなってい

ます。 

 
 

 
資料：さいたま市統計書（各年版）各年度末現在 

図 １.６さいたま市における療育手帳所持者数の推移 
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３）精神障害者数 

平成 20 年度以降の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移をみると、全体の総数では増加を示し

ていて、特に最も障害の状態が軽い 3級の精神障害者の伸び率が高くなっています。一方、最も障害

の状態の重い 1級の精神障害者は、平成 24年度以降、横ばい傾向を示しています。 

 
 

 
資料：さいたま市統計書（各年版）各年度末現在 

図 １.７さいたま市における精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 

  



1-13 

 

児童福祉施設利用状況 

平成 21 年以降の児童福祉施設の利用状況の推移をみると、保育園及び放課後児童クラブの利用は

各年で増加を示していて、施設数も増加しています。 

一方、児童センターの利用者数は、横ばい傾向を示していましたが、平成 28年から平成 29年にか

けて増加しました。 

 
資料：さいたま市統計書（各年版）各年４月１日現在 

図 １.８さいたま市における保育園の利用状況の推移 
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資料：さいたま市統計書（各年版）各年４月１日現在 

図 １.９さいたま市における児童センターの利用状況の推移 

 
資料：さいたま市統計書（各年版）各年４月１日現在 

図 １.１０さいたま市における放課後児童クラブの利用状況の推移 
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さいたま市におけるバリアフリーに関する取組 

バリアフリー基本構想の策定経緯 

さいたま市では、平成 16年度に交通バリアフリー法に基づく「交通バリアフリー基本構想」を策定

し、さらに平成 25 年度には、平成 18 年に施行されたバリアフリー法及び 23 年に改正された国より

示された基本方針を踏まえ、旧バリアフリー基本構想を策定しました。 

今回は、旧バリアフリー基本構想及び国の基本方針におけるバリアフリー整備の目標年度が令和 2

年度であることや、平成 30 年に改正バリアフリー法が施行されたことなどを踏まえ、新たなバリア

フリー基本構想として改定しました。 

 
図 １.１１バリアフリー基本構想の策定経緯  
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バリアフリー化整備の実施状況 

平成 25 年度に策定した旧バリアフリー基本構想では、603 件の特定事業が位置づけられましたが、

施設の移転、廃止や事業計画の見直し等により、進捗管理の対象となっている事業は 538件で、さら

に令和 2 年度までを実施時期とする事業は 419 件となっています。このうち、平成 30 年度までに完

了、継続または、着手した事業数は 277件で、全体のなかで占める割合は 66％となっています。 

一方、残りの 142件、全体の 34％は未着手となっており、用地買収や大規模な改修が必要な事業な

どは、当初の予定と比較して進捗がやや滞っている状況で、整備に多くの課題を含む事業については、

今後もこの傾向が続くと考えられます。 

 
完了：整備等により事業が完了しているもの 

継続：職員の定期的な研修など事業が継続するもの 

着手：事業は開始したが完了していないもの 

資料：平成 31年度特定事業進捗管理データより集計 

図 １.１２バリアフリー化の整備状況 

 

 
歩道拡幅・改修 

（大宮地区事例） 

 
地下通路整備 

（浦和地区事例） 

 
東西自由通路整備 

（岩槻地区事例） 

 
ノンステップバスの導入 

（さいたま市全体で取組） 

 
券売機の改修 

（北浦和駅事例） 

 
エレベーターの設置 

（武蔵浦和駅事例） 

図 １.１３バリアフリー化整備の主な実績  

実施状況を時点更新 
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２．バリアフリー基本構想の改定にあたって 

バリアフリー基本構想の位置づけ 

バリアフリー基本構想は地域における重点的・一体的なバリアフリー化を推進するために作成する

もので、国の基本方針では、作成にあたって市町村マスタープラン等と調和を保つことや、関連する

計画等と整合を図ることが必要とされています。 

このため、バリアフリー基本構想の改定においては、バリアフリー法や国の基本方針などのほか、

総合振興計画後期基本計画（平成 26 年 4 月作成）や、さいたま市都市計画マスタープラン（平成 26

年 4月改定）をはじめとする上位・関連計画と整合を図りながら作成しました。 

 

 

図 １.１４バリアフリー基本構想の位置づけ 

 

 

  

バリアフリー基本構想 

（改定版） 

特定事業計画 

個別事業におけるバリアフリー化 

総合振興計画 

都市計画マスタープラン 

保健福祉総合計画 

総合交通体系マス
タープラン基本計画 

など 

【関連計画】 

【上位計画】 

バリアフリー法 

移動円滑化の促進
に関する基本方針 

障害者基本法 

 だれもが住みよい福
祉のまちづくり条例 

 ユニバーサルデザイン
推進基本指針 

福祉のまちづくり推進
指針 

など 

【法律・条例・方針】 
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バリアフリー基本構想の構成 

バリアフリー基本構想は、「全体構想」と「重点整備地区の基本構想」、「推進地区の基本構想」の 3

部構成となっています。 

「全体構想」では、バリアフリー化に向けたさいたま市における基本的な方針や具体的な取組の方

向性等について示しています。 

「重点整備地区の基本構想」では、重点的かつ一体的にバリアフリー化を図るべき区域である重点

整備地区を設定し、バリアフリー化の整備を行う施設や経路、事業内容のほか、事業の実施時期を示

しています。 

また、「推進地区の基本構想」では、重点整備地区以外の地区を対象にバリアフリー化の実現に向け

た事業実施に目安となる、推進地区の区域や箇所、区間及びバリアフリー化整備の基本的な考え方を

示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.１５バリアフリー基本構想の構成 

  

 

 

 

 １．重点整備地区の基本構想の考え方 

２．各重点整備地区における取組内容 

重点整備地区の 

基本構想 

１．バリアフリーの基本方針 

２．バリアフリー化の取組方針 

３．バリアフリー化の考え方 

４．バリアフリー化の推進に向けて 

推進地区は、必要に応じて重点整備地区への移行を検討

します。 

推進地区の 

基本構想 

全体構想 

１．推進地区の基本構想 

２．各推進地区における取組内容 
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バリアフリー基本構想改定にあたっての考え方 

改正バリアフリー法では、基本理念として「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」に資することを

旨として行われなければならないことが明記されました。さいたま市においても、これを踏まえ、全

ての市民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合い、理解し合いながら共に生きて

いく共生社会の実現に向け、障害及び障害者に対する市民の理解の促進とユニバーサルデザインの考

え方の普及に関わる広報啓発活動に取り組むことを念頭に、バリアフリー基本構想を改定することと

しました。 

（基本理念） 

第一条の二 この法律に基づく措置は、高齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活を営む

上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資する

こと及び全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく共生す

る社会の実現に資することを旨として、行われなければならない。 

（国の責務） 

第四条第二項 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解

を深めるとともに、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動する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なければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

 

共生社会とは、障害の有無にかかわらず、女性も男性も、高齢者も若者も、すべての人がお互いの

人権や尊厳を大切にし、支え合い、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる社会のことを

示します。また、様々な状況や状態の人々がすべて分け隔てなく包摂され、障害のある人もない人も、

支え手側と受け手側に分かれることなく共に支え合い、多様な個人の能力が発揮される活力ある社会

と言えます。 

共生社会の実現のためには、障壁（バリア）の除去が必要であり、障害者白書等では「障害者を取

り巻く四つの障壁」として、以下を挙げています。 

１．交通機関、建築物等における「物理的な障壁」 

２．資格制限等における「制度的な障壁」 

３．点字や手話サービスの欠如における「文化・情報面の障壁」 

４．心ない言葉や視線や無知と無関心による偏見等の「意識上の障壁」 

 

また、社会的障壁とは、障害者基本法で、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で

障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」と定義されていま

す。 
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「障害」とは、個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであ

り、さいたま市においても、従来の「障害の個人モデル」と、社会的障壁を取り除くのは社会の責務

であるという「障害の社会モデル」とを合わせた個人及び行政、事業者双方の努力が必要であると考

えます。 

表 １.３障害の「社会モデル」と「個人モデル」について 

個人モデル 「医学モデル」とも呼ばれ、障害者が困難に直面するのは「その人に障害があるか

ら」であり、克服するのは当事者や家族の責任だとする考え方です。障害者が直面

するさまざまな困難を、まずその人個人が努力して、それでも不十分な場合につい

て、社会が手を差し伸べるべきというもので、これまでこのような考え方に基づい

て行動してきた一面もありました。 

社会モデル 学校や職場、街のつくり、建物、慣習や制度、文化、情報など、多岐にわたり健常

者を基準にしたものであり、このような社会のあり方が障害者に不利を強いている

と言えます。世の中には多様な障害をもつ人がいるのに、社会システム全体がその

ことを考慮せずに形成され営まれていることが「障害（障壁）」となっているた

め、それを取り除くのは社会の責務だという考え方です。 

 

また、平成 28年 4月に施行された障害者差別解消法では、障害のある人に「合理的配慮」を行うこ

となどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。合理的配慮とは、障害のある人が障

害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・

困難さを取り除くための、個別の調整や変更のことで、国の行政機関・地方公共団体等の場合は、合

理的配慮を行う法的義務があるとされています。 

障害者差別解消法の抜粋 

（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止） 

第七条 （略） 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要と

している旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害

者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、

社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 

 

  
図 １.１６バリアフリー基本構想の改定にあたっての考え方 

バリアフリー基本構想の改定は、こ

れまで、障害者が個人の努力により

乗り越えてきた様々な障壁に対し

て、行政機関、事業者が合理的な配

慮を行い、障壁の緩和、除去に努め、

双方の努力が必要であることを念

頭に進めます。 
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平成 25年 12月に施行された交通政策基本法では、交通政策に関する基本理念やその実現に向けた

施策、国や自治体等の果たすべき役割などを定めており、基本理念を実現するために実施することが

必要な交通に関する基本的な施策のひとつとして、「少子高齢化の進展を踏まえたバリアフリー化を

はじめとする交通の利便性向上」が定められています。 

これを実現するため、交通に関する施策の推進は、国、地方公共団体、交通関連事業者、交通施設

管理者、住民その他の関係者は相互に連携・協働して行わなければならず、国は、日常生活等に必要

不可欠な交通手段の確保等及び高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動のための施策を講ずるものと

されています。 

交通政策基本法の抜粋 

（連携等による施策の推進） 

第六条 交通に関する施策の推進は、まちづくり、観光立国の実現その他の観点を踏まえ、当該施

策相互間の連携及びこれと関連する施策との連携を図りながら、国、地方公共団体、運輸事業そ

の他交通に関する事業を行う者、交通施設の管理を行う者、住民その他の関係者が連携し、及び

協働しつつ、行われなければならない。 

（日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保等） 

第十六条 国は、国民が日常生活及び社会生活を営むに当たって必要不可欠な通勤、通学、通院そ

の他の人又は物の移動を円滑に行うことができるようにするため、離島に係る交通事情その他地

域における自然的経済的社会的諸条件に配慮しつつ、交通手段の確保その他必要な施策を講ずる

ものとする。 

（高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動のための施策） 

第十七条 国は、高齢者、障害者、妊産婦その他の者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制

限を受けるもの及び乳幼児を同伴する者が日常生活及び社会生活を営むに当たり円滑に移動す

ることができるようにするため、自動車、鉄道車両、船舶及び航空機、旅客施設、道路並びに駐

車場に係る構造及び設備の改善の推進その他必要な施策を講ずるものとする。 

交通施策の推進にあたっての

関係者相互の連携・協働を追

加 

専門部会の意見に基づく修正 

交通施策の推進にあたっての関

係者相互の連携・協働、国の日常

生活等に必要不可欠な交通手段

の確保等及び障害者等の円滑な

移動のための施策を講る責務を

追加 

 





 

 

全体構想 
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１．バリアフリーの基本方針 

基本理念と目標 

さいたま市では、平成 16 年の交通バリアフリー基本構想の策定時に掲げた、基本理念や目標に従

って一定の整備が進められていることから、これまでの方向性を承継し、以下の基本理念と目標を定

めました。 

なお、バリアフリーの目標については、改正バリアフリー法に基本理念として明記された、「共生社

会の実現」「社会的障壁の除去」の実現に向けて、これまでの目標に加え、新たな目標を設定しました。 

また、目標年度については、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」（以下、「国の基本方針」と称

す。）で目標年次とされている、令和 XX年度としました。 

 
 

 
 

 
  

基本理念 

「みんなが創って育てる共生のまち・さいたま市」 

目標年度：令和１２年度（仮） 

目標：「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」の実現に向け「障害

の社会モデル」の考え方に立ち３つの目標を設定しました。 
 

 

 

鉄道駅や駅前広場、周辺道路、路外駐車場・都市公園・建築物等でのバリアフリー化の推進にあ

たっては、段差解消を優先した施設整備を一体的・重点的に行います。 

バリアフリー化施設の機能を継続させるための維持管理を行います。 

 

 

みんなのバリアフリー意識づくり、事業者、市民等による心のバリアフリー化の取組により、互

いを思いやり、理解しあう気持ちを育み、コミュニケーションを図るとともに、これらのことを次

の世代に伝えていきます。 

 

 

目標１により整備されたバリアフリー施設の情報や目標２の各取組内容などについて、積極的に

情報発信します。 

目標１：計画的なバリアフリー化施設の整備を進めます。 

目標２：バリアフリーをみんなで理解し支えあう体制をつくります。 

目標３：バリアフリー化施設や取組をみんなに伝えます。 

目標年度を明記（国の基本方

針に基づき変更あり） 
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バリアフリー化の整備イメージ 
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出典：国土交通省「バリアフリー基本構想制度の概要」 
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目標実現に向けたバリアフリー化の取組方針 

基本理念の「みんなが創って育てる共生のまち・さいたま市」をもとに、目標実現に向けたバリア

フリー化の取組方針を示します。 

 

１）鉄道駅、駅前広場、駅周辺の生活関連経路を結ぶバリアフリーネットワーク化 

① 鉄道駅内のバリアフリーネットワーク化（鉄道事業者） 

（鉄道駅における経路の確保） 

・ 駅の出入口から車両の乗降口を結ぶ経路に、わかりやすく利用しやすいルートで、バリアフリ

ー経路を確保します。 

② 駅前広場におけるバリアフリーネットワーク化（道路管理者） 

（駅前広場における経路の確保） 

・ 駅の出入口からバス・タクシー乗降場、障害者送迎用乗降場、周辺道路等を結ぶ経路に、わかり

やすく利用しやすい、バリアフリー経路を確保します。 

・ 経路は、バス・タクシーの乗車待ち行列と交わらないルートの確保に努めます。 

（利用動線の適正化） 

・ 駅前広場においては、歩行者動線と自動車動線の区分を行うとともに、歩行者動線は、利用目

的に応じ確保します。 

・ バス、タクシー等の乗車待ち行列は、視覚障害者誘導用ブロック上に及ばないよう配慮します。 

③ 駅前広場から生活関連施設までのバリアフリーネットワーク化（道路管理者） 

（駅から生活関連施設までのバリアフリー経路の確保） 

・ 鉄道駅と周辺の徒歩圏（500～1000m）に立地する主要な公共施設等を結ぶ、バリアフリー経路

を確保します。 

・ 大宮駅、浦和駅など高齢者や障害者等の利用が多く、周辺に公共施設が多く立地する駅周辺や、

多様な動線が想定される歩行者デッキを有する駅周辺では、歩道の整備状況や危険箇所、人的

支援を受けやすい場所などを考慮し、複数の経路のバリアフリーネットワーク化を進めます。 

④ 自動車交通の適正管理によるバリアフリー経路の確保（道路管理者・交通管理者） 

（駅周辺の総合交通対策の推進） 

・ 駅前広場整備、道路整備、信号機等による交通規制、駐車場、駐輪場の整備等を総合的に実施

し、安全な歩行空間の確保に努めます。 

⑤ 自転車通行環境の整備によるバリアフリー経路の確保（道路管理者・交通管理者） 

（駅周辺の自転車通行環境の整備推進） 

・ 自転車通行環境を整備して自転車の通行位置を明示することにより、自転車を本来の通行位置

である車道へ転換させ、安全な歩行空間の確保に努めます。 

 

  

目標１：計画的なバリアフリー化施設の整備を進めます。 

専門部会意見に基づく修正 
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２）鉄道駅における段差解消やわかりやすい案内設備等の整備（鉄道事業者） 

（鉄道駅のバリアフリー経路の整備） 

・ 経路上に段差がある場合は、傾斜路もしくはエレベーター等、段差解消のための施設整備を進

めます。 

・ 経路上には、視覚障害者誘導用ブロックを連続して整備し、改札口や段差部分等には必要に応

じ音声誘導装置の設置を進めます。 

（バリアフリー化のための案内設備の充実） 

・ 駅構内のバリアフリー化施設等が有効に使用できるよう、わかりやすい場所に案内設備を設置

します。 

・ 来訪客の多い大宮駅等では、はじめて駅を利用する人に配慮し、すべての情報を得られる総合

案内窓口の設置を検討します。 

・ バリアフリー化施設等の案内は、統一された仕様・デザインについて検討するとともに、夜間

でも見えやすいように設置します。 

（運行情報等の充実） 

・ 可変式情報案内設備を、わかりやすい場所、かつ、高齢者や障害者等が確認できる位置に設置

するよう配慮します。 

（自動券売機等） 

・ 自動券売機や自動精算機等を、容易に利用できる高さに設置するとともに、車いす使用者が十

分近づけるよう蹴込みを設けます。 

・ 運賃表示や自動券売機の操作方法等について、高齢者や障害者等に配慮して表示するとともに、

トラブル時にインターホンを活用できない聴覚障害者等への適切な対応方法を検討します。 

（改札口の改善） 

・ 改札口のひとつ以上を、車いす使用者等が通りやすいよう、拡幅改札口とします。 

・ 改札口には有人改札口を設置し、高齢者や障害者等の利便性に配慮します。また、案内窓口を

設置しない場合は、有人改札口を案内窓口として兼用します。 

・ 有人改札口等には、自動券売機から連続して視覚障害者誘導用ブロックを設置します。また音

声誘導設備を併用して円滑な移動に配慮します。 

（プラットホームにおける安全確保） 

・ 高齢者や障害者等の転落防止に配慮し、ホームドア、可動式ホーム柵、視覚障害者誘導用ブロ

ックの設置やその他の転落防止策を実施します。 

・ プラットホームと車両の間は、段差が生じないよう配慮するとともに、車両との隙間はできる

限り狭くなるよう整備します。 

（多機能トイレ等の整備） 

・ トイレを新たに設ける場合や改修する場合には、高齢者や障害者等が使いやすい多機能トイレ

としていきます。 

・ 一般トイレでは、段差の解消や手すり等の設置を推進します。 

・ 視覚障害者の利用を考慮し、トイレ内設備の配置をできるだけ統一します。また音声等による

設備案内や聴覚障害者に非常事態を知らせるフラッシュライト等の設置を推進します。 

・ 多機能トイレの利用が集中しないように、一般トイレに広めの便房やオストメイト用設備、乳

幼児用設備を設けるなど機能の分散に配慮します。 
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３）駅前広場のバリアフリー整備（道路管理者・施設管理者・バス事業者） 

（駅前広場でのバリアフリー経路整備） 

・ 駅前広場にデッキ・地下通路等を設置している場合には、エレベーター設置を進めるとともに、

暫定的には人的支援等によりバリアフリー化を推進します。 

・ その他の段差は、傾斜路等でその解消に努めます。 

・ 経路上には、視覚障害者誘導用ブロックを連続して整備します。 

（バス乗降場の整備） 

・ 低床バス、ノンステップバスの導入増加にあわせ、「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（平成十八年十二月十五日国土交通省令第百

十一号）」に基づき、バス乗降場はバスへの円滑な乗降ができる構造とします。 

・ バス乗降場には、バスの行き先、運行系統、時刻表などを表示する案内板を設け、点字による表

示もあわせて行います。また、バス接近表示システムを導入する場合は、音声付きとするなど

視覚障害者等に配慮したものとします。 

・ 大宮駅、浦和駅など運行系統が多い駅では、バス総合案内窓口の設置を検討します。 

（障害者用乗降場の確保） 

・ 駅前広場に障害者送迎用の乗降場を確保するとともに、バリアフリー経路で駅と結ぶことで、

駅利用者の利便性を向上させます。 

・ 駅前広場の障害者用乗降場の位置は、案内設備等でわかるようにします。 

（案内表示の整備） 

・ 駅前広場のバス、タクシー等の乗降場、障害者用乗降場、バリアフリー化施設は、視覚、音声、

点字等の案内設備により、わかりやすい場所に確保します。 

・ 案内表示は大きめの文字や色彩により、より読みやすい表示にします。 

（トイレ・ベンチ等の整備） 

・ 駅前広場には、だれでも快適に利用できる、トイレやベンチを設置します。 

 

４）歩道等のバリアフリー経路の整備 

① 歩道等のバリアフリー経路の整備（道路管理者・交通管理者・施設管理者） 

（歩道の整備、段差の解消等） 

・ バリアフリー経路はできるだけ歩車道を分離して、安全で快適な歩道や歩行空間を確保します。 

・ 歩車分離できない場合でもできる限り歩行空間を確保するとともに、自動車の進入や速度を抑

制できる工夫を行い、歩行者の安全性を確保します。 

・ 視覚障害者誘導用ブロックを連続して設置するなど、バリアフリー化された経路の整備を進め

ます。 

（案内表示の整備） 

・ 鉄道駅や主要な公共施設、また、この間のバリアフリー経路上にある主要設備等の案内設備は、

視覚、音声、点字等により、わかりやすい場所に確保します。 

・ 案内標識や表示板は、「さいたま市公共サインガイドライン」のデザイン基準に準拠して、道路・

歩道に関係する標識等を整備します。 

（利用の適正化） 

・ バリアフリー経路上にある植樹帯、ベンチ、案内看板、電柱等は、通行の妨げにならないよう設
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けるとともに、構造については視覚障害者の歩行に配慮したものに改良するなど、適正な管理

に努めます。 

・ 歩道上、特に視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等を適正に管理し、

バリアフリー化施設の機能確保に努めます。 

・ 市内における連続した自転車ネットワークの構築により、自転車を本来の通行位置である車道

へ転換させ、安全な歩行者ネットワークの形成に努めます。 

（歩車分離していない道路の整備） 

・ 一方通行等、交通安全対策の手法を活用するなど、地域住民と連携しながら、その対応につい

て検討します。 

・ 電気関係の地上器、街灯、フラワーポットなど道路占用物は、配置を見直すことにより、適正な

歩行空間の確保に努めます。 

・ 歩行者の妨げとなる路肩駐車は、駐車違反の集中的な取締り等により、抑止していきます。 

② バス停留所の改善（バス事業者・道路管理者） 

・ 低床バス、ノンステップバスの導入増加にあわせ、歩道のバス停留所についても円滑な乗降が

できる歩道構造となるよう努めます。 

③ 横断部における安全の確保（交通管理者） 

・ 経路上の信号交差点には、音響信号機等を設置するとともに、信号機付帯機材の位置にも考慮

します。 

・ 主要な交差点へのエスコートゾーンの設置を進めます。 

・ だれでも安心して横断歩道を渡れるよう、状況に応じ、歩行者の青信号の時間を延長します。 

 

５）鉄道、バス、タクシー車両のバリアフリー化 

① 鉄道車両のバリアフリー化の推進（鉄道事業者） 

（乗降口の改善） 

・ 車両床面とプラットホームとの間隔をできる限り狭く、平坦にします。 

・ 乗降口は、車いす利用を考慮したものとします。 

・ 床面は、滑りにくい仕上げとし、車内との段差を識別できるよう色彩に配慮します。 

（客室のバリアフリー化） 

・ 車両客室は、車いすスペースを設け、通路等でも通行可能な幅員を確保します。 

・ 通路及び客室内には、手すりを設けるものとします。 

・ トイレは、車いす使用者にも利用しやすい構造とします。 

・ 客室には、停車する駅名や運行に関する情報を、文字や音声等により提供するための設備を設

け、簡潔で分かりやすい表現で情報の提供に努めます。 

（車体の改善） 

・ 車両連結部に、プラットホーム上から転落しないような設備を設けます。 

・ 車体の外側側面に、行き先などが見やすいように表示します。 

② バス車両のバリアフリー化の推進（バス事業者） 

（低床車両への入れ替えの促進） 

・ ノンステップバスなど、低床化された車両への入れ替えを促進します。 

（乗降口の改善） 

専門部会意見に基づく修正 
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・ 乗降口の踏み段を容易に識別でき、また、車いすに配慮した有効幅を確保したものとします。 

・ スロープ板等により、車いす使用者の乗降を円滑にする設備を確保します。 

（車いすスペースの設置） 

・ 車内に、車いすを固定する設備、あるいは背あてが設けられる設備を確保します。 

・ 車いすスペースに座席を設ける場合は、容易に折りたためるものとします。 

（通路の有効幅の確保） 

・ 車内乗降口と車いすスペースとの間の通路は、車いすが通行できる有効幅（折りたたみ可能な

座席が設置されている場合は、たたんだときの有効幅）を確保します。 

（運行情報提供設備等） 

・ 車内に、次に停車する停留所名や運行に関する情報を文字等で表示する設備及び音声により提

供するための設備を整備し、簡潔で分かりやすい表現で情報の提供に努めます。 

・ 車体には、車外用放送設備を設けます。 

・ 車体の前面、左側面及び後面に、行き先を見やすいように表示します。 

③ タクシー車両のバリアフリー化の推進（タクシー事業者） 

（福祉タクシー車両の導入） 

・ タクシー事業における福祉車両の導入を推進します。 

 

６）路外駐車場のバリアフリー整備 

（特定路外駐車場のバリアフリー化） 

・ 駐車場管理者の協力を得ながら、特定路外駐車場について、障害者駐車スペースの設置などの

バリアフリー化を実施します。 

（駐車場事業者） 

・ 高齢者や障害者等が安全に出入りできる駐車場出入口と接する道路の整備を図り、連続したバ

リアフリー空間を確保します。 

・ バリアフリー化された駐車場の情報提供を行います。 

 

７）都市公園のバリアフリー整備（公園事業者） 

（移動等円滑化経路） 

・ 段差解消、視覚障害者誘導用ブロックの設置、手すり設置など、公園の出入口や園路のバリア

フリー整備を行います。 

・ 公園の出入口と接する道路の整合を図り、連続したバリアフリー空間を確保します。 

・ 公園施設やバリアフリー化された移動経路などわかりやすい案内表示を行います。 

（休憩施設の充実） 

・ 休憩所やベンチの設置など休憩施設の充実を図るとともに、施設のバリアフリー化を図ります。 

（多機能トイレの整備） 

・ 高齢者や障害者をはじめ、あらゆる人が使いやすい多機能トイレの設置を行います。 

 

８）建築物のバリアフリー整備（建築事業者） 

（建築物内の経路、施設のバリアフリー化） 

・ 建築物管理者の協力を得ながら、道路等の敷地の外部から施設内までの移動経路、建築物利用

専門部会意見に基づく修正 

専門部会意見に基づく修正 
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者が利用する施設内の経路及び施設のバリアフリー化を図ります。 

・ 特に、施設の出入口と接する道路等の調整を図り、段差の解消や視覚障害者誘導用ブロックの

整合など、連続したバリアフリー空間を確保します。 

・ 主要な経路には視覚障害者誘導用ブロックを設置するとともに、ブロックを覆うマットなどの

障害物の除去などの管理を行います。 

（トイレの整備） 

・ 高齢者や障害者をはじめ、あらゆる人が使いやすい多機能トイレの設置を進めます。 

（駐輪場・駐車場の整備） 

・ 利用者などの駐輪が出入口や通路などを遮らないように配慮します。 

・ 出入口に近い場所に十分な広さの障害者用駐車施設（幅 350cm 以上）を設置し、わかりやすく

表示するとともに、利用者への啓発を行います。 

（その他の設備） 

・ 授乳室やおむつ替えのための設備を設置します。 

・ 車いす使用者が接近しやすいカウンター・記入台や、車いす使用者対応の自動販売機を設置し

ます。 

・ ＡＴＭ等の無人設備のトラブル時にインターホンを活用できない聴覚障害者等への適切な対応

方法を検討します。 

（案内表示の充実） 

・ バリアフリー経路・非常口及びエレベーター・トイレ・駐車場などについて、わかりやすい案内

表示を設置します。 

・ ピクトグラムの活用や外国語やふりがなの併記、音声案内など多くの方に対応した案内としま

す。 

・ 窓口などの呼出では、音声によるものだけでなく、電光表示等の設置に配慮します。 

・ 掲示物や説明文等は、イラストも活用し、平易な言葉で簡潔に表記します。 

・ 筆談具を設け、筆談可能の案内（耳マークなど）を大きく表示します。 

 

９）工事中のバリアフリー化 

① 工事中におけるバリアフリー経路の確保 

（駅舎改良中におけるバリアフリー経路の確保：鉄道事業者） 

・ 改良工事中でも、駅出入口と車両等の乗降口とを結ぶバリアフリー経路を確保します。 

・ バリアフリー経路に段差が生じる場合は、階段昇降機及び人的支援による段差の解消に努めま

す。 

・ 連続的に視覚障害者誘導用ブロックを設置します。 

（駅前広場改良中におけるバリアフリー化された経路の確保：道路管理者） 

・ 改良工事中でも、駅出入口とバス乗降場等、周辺道路とを結ぶバリアフリー経路を確保します。 

・ バリアフリー経路では、スロープ及び人的支援による段差の解消に努めるとともに、視覚障害

者誘導用ブロックを連続的に設置します。 

・ 障害者送迎用乗降場の確保を進め、障害者等の駅利用の円滑化に努めます。 

（周辺道路改良中におけるバリアフリー化された経路の確保：道路管理者） 

・ 計画中や事業中の道路も含め、利用しやすい場所にバリアフリー経路を確保します。 
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・ バリアフリー経路の一部が未整備の場合は、代替路線の確保に努めます。 

（施設改修中におけるバリアフリー通路の確保：施設管理者） 

・ 出入口と案内施設、駐車施設等とを結ぶバリアフリー通路を確保します。 

② 工事中における案内整備等の設置（鉄道事業者・道路管理者・施設管理者） 

（案内設備等） 

・ 改良及び改修工事中は人的支援が特に必要となるため、案内窓口を設置するとともに、その場

所を周知します。 

（改良工事中における情報提供の推進） 

・ 鉄道駅・駅前広場・周辺道路の改良工事中や施設の改修工事中も、バリアフリー化施設の設置

状況や施設の利用案内等の情報提供に努めるものとします。 

 

１０）バリアフリー経路及び施設の維持管理の推進（道路管理者・鉄道事業者・施設管理者・交通管

理者） 

（エレベーター等バリアフリー施設の維持管理） 

・ エレベーター等バリアフリー施設は、定期的に維持管理を行い、いつでも機能を発揮できる状

態に保ちます。 

（視覚障害者誘導用ブロック等の設備の維持管理） 

・ 視覚障害者誘導用ブロックは、定期的に点検をし、良好な維持管理に努めます。 

・ 視覚障害者誘導用ブロックと歩道タイルの色の識別がしづらい路線、途切れている路線などを

点検し、必要な補修を行います。 

（案内表示等の更新、維持管理） 

・ バリアフリー施設を更新する場合は、随時、案内設備や表示等も最新の情報を提供します。 

・ 音声案内は反響等により聞きづらいことがないよう調整を行います。 

（利用者からの意見や利用状況からみた維持管理） 

・ 利用者からの意見や利用状況によってバリアフリー施設の配置等の再設定を行います。 

（歩道の維持管理） 

・ 定期的に歩道上のくぼみ、舗装用ブロックの凹凸、視覚障害者誘導用ブロックの破損などを点

検し、良好な維持管理に努めます。 

・ 歩車道境界部の縁石が崩れている、信号が見えづらい、音声誘導が聞き取りづらい等、横断歩

道の問題点について、随時点検をし、必要な補修・改良を行います。 

・ 歩道の車止め、ガード用のくさり、信号機の制御箱など視覚障害者の通行の妨げになる設備は

改良を行います。 

（歩行者デッキの管理） 

・ 歩行者デッキでは、管理者の異なる通路間で、維持管理の方法や度合いが大きく異ならないよ

うに配慮し、改良・更新時にも整備状況の連続性が保たれるようにします。 
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１）さいたま市によるみんなのバリアフリー意識づくり 

（バリアフリー推進活動拠点の活用） 

・ 駅周辺等に設置された、障害のある人とない人がコミュニケーションを図り、助けあいの心を

醸成してバリアフリーを推進する活動拠点を活用していきます。 

（市民のバリアフリー意識づくり） 

・ 高齢者や障害者等への理解を深め、みんなで支えあう意識づくりのために、バリアフリー施設

の利用方法や、鉄道駅や駅周辺における支援方法に関する情報提供等を推進します。 

・ 日頃、高齢者や障害者等の方々が不便に感じていることを、十分理解したうえで、マナーの向

上や介助方法などについて、シンポジウムの開催や教育活動、情報提供の強化を行っていきま

す。 

・ さまざまな地域や団体が開催するイベント・研修その他の学習機会において、「心のバリアフリ

ー」の理解促進に取り組みます。 

（高齢者、障害者等のバリアフリー意識づくり） 

・ 移動に不便をきたしている高齢者や障害者等が外出しやすくなるよう、外出した際の支援の受

け方、意思の伝え方等のルールづくりを進めます。 

（バリアフリー意識を次世代に受け継ぐための取組） 

・ バリアフリー意識を次世代に受け継いでいくために、バリアフリーに関する生涯学習活動を推

進します。 

（市職員の接遇研修の推進） 

・ 職員を対象とした、バリアフリーに関する研修会やマニュアルの整備により、サービスの向上

と意識の醸成に努めます。（研修には障害当事者等の参画を得る。） 

 

２）事業者による心のバリアフリー化の取組 

③ ホスピタリティと責任あるサービス提供の取組 

【鉄道事業者】 

・ 高齢者や障害者等の鉄道駅等の利便性を高めるために、駅職員等による人的支援等のサービス

体制の充実に努めます。 

・ サービス体制は、高齢者や障害者等の利用申込みや介助・接遇に関する仕組みづくりを検討し

ます。 

・ 高齢者や障害者等の万が一のトラブルに対応できる体制づくりを検討します。 

・ 高齢者や障害者等に対する、電車事故や遅延等の運行状況に関する情報提供の仕組みを検討し

ます。 

・ 高齢者や障害者等に対して、駅のバリアフリー化の状況やハンドル型電動車いすの利用申し込

み方法等の情報提供を推進し、その周知に努めます。 

・ 情報提供は、各鉄道駅で施設への掲示、パンフレット等により情報提供します。 

・ 高齢者や障害者等へは、インターネットやパンフレット等を配布するなどの周知に努めます。 

・ 多機能トイレの一般の方の利用についてマナー啓発を行います。 

目標２：バリアフリーをみんなで理解し支えあう体制をつくります。 
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【バス事業者】 

・ バス停への正着（隙間を空けずに停車すること）やニーリング（車両を傾けて勾配を緩和する

こと）を徹底するとともに、多様な利用者への適切な対応について乗務員の教育を実施します。 

【タクシー事業者】 

・ ユニバーサルデザインタクシーなど福祉車両の使い方、車いす使用者等に配慮した乗降支援な

ど、多様な利用者への適切な対応について乗務員の教育を実施します。 

【建築物等管理者】 

・ 多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施します。 

・ 窓口に係員を配置するなど、利用者に対する人的対応を充実させます。 

・ コミュニケーション支援ボードを設置し、運用します。 

④ バリアフリー研修等によりサービスの多様化と内容の充実 

（バリアフリー点検の開催） 

・ 市、交通事業者、障害者団体、ボランティア団体等の関係者は、定期的にバリアフリー点検を実

施し、改善点や相互連携のあり方等を検討します。 

（職員や社員等の接遇研修の推進） 

・ 職員や社員等を対象とした、バリアフリーに関する研修会により、サービスの向上と意識の醸

成に努めます。（可能な限り研修には障害当事者等の参画を得る。） 

 

３）市民等による心のバリアフリー化の取組 

⑤ 高齢者や障害者等への支援体制づくり 

（ボランティア等の活動推進） 

・ 高齢者や障害者等の移動を介助するヘルパーやボランティア活動の促進とその周知に努めま

す。 

（障害者団体等によるバリアフリー化支援の推進） 

・ 福祉関係団体は、駅利用等の問い合わせ窓口として、利用駅への事前手続きや各駅のバリアフ

リー施設等の情報提供に努めます。 

（主要駅におけるバリアフリーボランティアの育成） 

・ さいたま新都心でのボランティア体制を参考に、高齢者や障害者等の利用が多い駅において、

バリアフリーボランティアの育成を目指します。 

（市民ボランティアの育成） 

・ ボランティアに関する研修会等で、市民のバリアフリーボランティアの育成に努めます。 

・ バリアフリー支援に関する講座の開催等により、バリアフリーボランティアの育成に努めます。 

⑥ みんなで優しい地域づくり 

（区役所や自治会等におけるバリアフリー化の推進） 

・ 各区役所や自治会等が中心となって、地域住民の一人ひとりが、駅周辺の案内図や安全な利用

経路の検討及び住民への周知を進め、地域が一丸となって主体的にバリアフリー化に向けた取

組を進めます。 

（商店街等におけるバリアフリー化の推進） 

・ 市は、商店街と協力して、商店会沿道のバリアフリー化に向けた取組を進めます。 

・ 駅周辺の商店街では、高齢者や障害者等に対する道案内や簡単な介助、休憩場所の提供等に努

専門部会意見に基づく修正 

専門部会意見に基づく修正 
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めます。 

・ 商店街単位等でバリアフリーサービスを周知するとともに、バリアフリーサービスに関する商

店街マップを作成し、その周知に努めます。 

⑦ 助け合い譲り合いのルールとマナーの向上 

（道路利用におけるルールーとマナーの向上） 

・ 利用しやすい駅周辺づくりのために、放置自転車や歩道上への商品陳列等を適正に管理し、バ

リアフリー化施設の機能確保に努めます。 

・ 自転車通行環境の整備と併せて自転車は原則車道を走行する意識の啓発、駅前広場や横断歩道

等での高齢者や障害者等を優先する意識向上等、交通ルールの徹底とマナーの向上に向けた取

組を進めます。 

・ 道路利用におけるマナーの向上のために、バリアフリーのまちづくりの理念を浸透させていき

ます。 

 

４）学校教育等における心のバリアフリー化の取組 

（バリアフリー意識を次世代に受け継ぐための取組） 

・ バリアフリー意識を次世代に受け継いでいくために、心のバリアフリーに関する学校教育活動

を推進します。 

・ 学校の総合的な学習の時間等において、障害当事者等や周辺地域の住民等に参加を呼びかけな

がら、各種体験学習やまち歩き学習などにより心のバリアフリーの理解促進に取り組みます。 

（バリアフリー推進活動拠点の活用） 

・ さいたま新都心駅に設置された、バリアフリー推進活動の拠点である「さいたま新都心ふれあ

いプラザ」を、学校や地域等における心のバリアフリー教育に活用し、支え合いの心を醸成・発

信していくことで、共生社会の実現に向けて市全体へ心のバリアフリーの普及啓発を図ります。 

 

  

専門部会意見に基づく修正 

令和 2 年 6 月のバリアフリー

法の一部改正を受け、学校教

育に関する取組を追加 
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１）鉄道駅や周辺の利便性を高める情報提供の推進 

（鉄道駅における情報化） 

・ 駅・駅前広場・バリアフリー経路・バリアフリー化施設・バリアフリーサービス等の情報につい

ては、駅のわかりやすい場所で、看板、音声、点字等により提供します。 

・ 大宮駅など来訪客が多い駅には、情報提供するための総合案内窓口の設置を検討していきます。 

（鉄道駅周辺における情報化） 

・ 駅から周辺の公共施設までのバリアフリー経路等の情報については、駅前広場等のわかりやす

い位置で、看板、音声、点字等により提供します。 

 

２）バリアフリーに関する情報化の推進 

① バリアフリーに関する情報ネットワークづくり 

（バリアフリーマップの作成） 

・ バリアフリー施設、サービスの情報、バリアフリー経路等に関する情報を提供する「バリアフ

リーマップ」の作成を検討します。 

② 各地区におけるバリアフリーサービスの情報提供 

（地域における支援サービス体制の情報化） 

・ 区役所や地域における人的サポート体制の状況やバリアフリー化の取組についての情報を集約

化し、地域への情報提供に努めます。 

  

目標３：バリアフリー化施設や取組をみんなに伝えます。 
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２．バリアフリー化の取組の進め方 

バリアフリー化に向けた取組の考え方 

全体構想の基本理念や目標に基づき、市全体でハード、ソフト両面でのバリアフリー化の推進に向

けた取組を実施し、さいたま市内におけるバリアフリー化の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

目標２ 

バリアフリーをみんなで理解し 

支えあう体制をつくります。 

目標３ 

バリアフリー化施設や取組を 

みんなに伝えます。 

目標１ 

計画的なバリアフリー化施設の 

整備を進めます。 

基本理念 

「みんなが創って育てる共生のまち・さいたま市」 

さいたま市内におけるバリアフリー化の実現 
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重点整備地区の設定とバリアフリー化の進め方 

重点整備地区の設定 

市内には、鉄道駅が 31 駅あり、すべての駅で 1 日あたりの平均利用者数が 3,000 人以上となって

います。旧バリアフリー基本構想では、すべての鉄道駅について、同時期にバリアフリー化を推進す

ることは難しいことから、整備優先度が高いと認められる地区（駅）を選定し、重点整備地区として

位置づけ、その他の地区（駅）は、重点整備地区に準じた推進地区に位置づけました。 

１）市内鉄道駅の乗降客の状況 

 
出典：さいたま市統計書（平成 30年版） 

※日当たりの利用者数は、出典データの年間乗車人員を年度日数で除し、2を乗じて算出した。 

図 ２.１市内鉄道駅の日平均利用者数（平成 29年度） 
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基礎データの更新・追加 
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２）高齢者人口 

さいたま市内における町丁目別の高齢者人口密度をみると、特に市域南部、大宮駅以南のＪＲ沿線

や岩槻駅周辺で高くなっています。 

 

 
 

資料：埼玉県町（丁）字別人口調査（平成 31年 1月 1日現在）（埼玉県総務部統計課）より算出 

図 ２.２高齢者人口密度 

 

  

基礎データの更新・追加 
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３）主要施設の立地状況 

官公庁や医療施設、大規模な商業施設等の生活に密着した主要施設の立地状況をみると、鉄道沿線

に多く立地していて、特に大宮駅をはじめ、浦和駅、北浦和駅、北与野駅周辺に集中しています。 

 

 
 

図 ２.３主要施設の立地状況 

 

 

 

 

  

基礎データの更新・追加 



2-19 

 

４）さいたま市におけるまちづくりの方針 

平成 26 年 4 月に改定した「さいたま市都市計画マスタープラン」では、都心及び副都心において

都市機能の集積と交通環境の改善、良好な景観形成を行うことや、市街地をとりまく自然環境を維持・

保全することが重要と考え、都心及び都心をつなぐ市街地からなる中心市街地とみどりのシンボル核

からなる地区を多機能都心エリアとして位置づけ、副都心とともに都市基盤の整備や街並みなどの都

市空間の整備を行うこととしています。 

 
出典：さいたま市都市計画マスタープラン（平成 26年 4月） 

図 ２.４主要エリア位置図 
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今回の改定では、これまでの経緯や重点整備地区のバリアフリー化整備の進捗状況を踏まえ、旧バ

リアフリー基本構想の位置づけを継続することを前提に、前項で示した「鉄道駅の乗降客数」や「高

齢者人口」、「主要な施設の立地状況」等を指標として、バリアフリー化の優先順位を再確認しました。

その結果、旧バリアフリー基本構想で位置づけた 6地区の優先順位が、現在も変わらずに高いことが

確認されたため、引き続き 6地区を重点整備地区に位置づけ、重点的かつ一体的なバリアフリー化を

推進することとします。 

 

（定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

二十一 重点整備地区 次に掲げる要件に該当する地区をいう。 

イ 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。 

ロ 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。 

ハ 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。 

 

表 ２.１重点整備地区と推進地区 

区分 駅名 

重点整備地区 

7駅 6地区 

大宮駅、北浦和駅、浦和駅、さいたま新都心駅・北与野駅、武蔵浦和駅、岩槻駅 

推進地区 

24駅 25地区 

与野駅、与野本町駅、南与野駅、中浦和駅、指扇駅、日進駅、宮原駅、東大宮駅、

土呂駅、西浦和駅、南浦和駅、東浦和駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七

里駅、東岩槻駅、鉄道博物館駅（大成）、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅、

浦和美園駅、西大宮駅、岩槻城址公園・岩槻文化公園 

 

  

重点整備地区設定にあたって

の検証内容を追記 
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図 ２.５重点整備地区及び推進地区位置図  
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重点整備地区・推進地区におけるバリアフリー化の進め方 

各地区におけるバリアフリー化は、以下のように進めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【地区設定の考え方】 

・ 旧バリアフリー基本構想で定めた重点整備地区は、引き続き重点整備地区に設定します。 

大宮地区 北浦和地区 浦和地区 

さいたま新都心・北与野地区 武蔵浦和地区 岩槻地区 

 

【バリアフリー化の進め方】 

・法の改正や施設の移転、整備の優先性等に着目し、各地区の基本構想を改定します。 

・大宮地区、北浦和地区及び浦和地区については、民間建築物を含めた建築物特定事業を設定

し、旧バリアフリー基本構想で位置づけた各特定事業の内容の充実及び実施時期の更新を行

います。 

・特定事業等の内容に基づき地区として重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進します。 

 

【地区設定の考え方】 

旧バリアフリー基本構想で定めた推進地区は、引き続き推進地区に設定します。 

与野地区 与野本町地区 南与野地区 中浦和地区 指扇地区 

日進地区 宮原地区 東大宮地区 土呂地区 西浦和地区 

南浦和地区 東浦和地区 北大宮地区 大宮公園地区 大和田地区 

七里地区 東岩槻地区 鉄道博物館（大成）地区 加茂宮地区 東宮原地区 

今羽地区 吉野原地区 浦和美園地区 西大宮地区 岩槻城址公園・岩槻文化公園地区 

【バリアフリー化の進め方】 

・さいたま市独自の考え方に基づく推進地区の基本構想を改定します。 

・事業を実施する際に個別の事業でバリアフリー化の推進を図ります。 

・整備の優先度等を勘案し、必要に応じて重点整備地区への移行の検討を行います。 

推進地区 

重点整備地区 
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バリアフリー化に向けた取組の流れ 

バリアフリー化に向けた取組の全体の流れは、以下に示すとおりです。 

 

 
図 ２.６バリアフリー化に向けた取組の流れ 
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３．バリアフリー化の考え方 

さいたま市におけるバリアフリー化を推進するための考え方は、旧バリアフリー基本構想の考え方

を継承することとしました。 

区域設定の考え方 

重点整備地区及び推進地区の区域は、鉄道駅等の周辺に、高齢者や障害者を含む多くの市民が利用

すると見込まれる公共施設や医療施設、福祉施設、商業施設などの生活関連施設が分布している地区

で、一体的・重点的なバリアフリー化整備が必要な地区を設定します。 

区域設定においては、以下の視点を考慮します 

徒歩圏内 

施設間の移動が通常徒歩で行われる地区であり、高齢者・障害者等の徒歩による移動距離は、概ね

500ｍ～1 ㎞以内と想定されるため、駅を中心として半径 1 ㎞、概ね 2 ㎞四方（400ha）以下の範囲を

基本とします。 

一体性 

高齢者・障害者等によく利用される経路や施設をバリアフリー化していくため、主要施設の分布状

況、駅などの利用圏域、土地利用・地域のまとまり、地形などを勘案して、区域を設定します。また、

隣接する地区の主要経路とのネットワーク性も考慮します。 

集中かつ効果的に整備するためには、様々な事業を同時に実施する必要があり、各種特定事業に想

定される範囲や実施中又は計画段階の土地区画整理事業等の事業の一体性を考慮して区域を設定し

ます。 

地区境界の明示 

できる限り町丁界・字界、主要な道路・鉄道、河川等の施設、都市計画道路等によって明確に区切

られた境界とします。 
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生活関連施設設定の考え方 

バリアフリー法においては、「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旅客施

設、官公庁施設、福祉施設その他の施設」を生活関連施設として設定する対象としています（バリア

フリー法第２条 第１項 第 21 号イ）。また、「建築主等は、その建築をしようとし、又は所有し、管

理し、若しくは占有する特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。」としています（バリアフリー法第 14条 第５項目）。 

従って、重点整備地区内で対象とする生活関連施設は、特別特定建築物の内容も踏まえながら、高

齢者や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で、駅を中心とした徒歩圏（駅から概

ね 500～1,000ｍ）に立地している施設を対象とします（参考：国土交通省ホームページより）。具体

的な生活関連施設の選定の考え方は以下のとおりです。 

なお、推進地区の「目的施設」は、生活関連施設に準じた施設として、「主要な施設」を設定するこ

ととしますが、重点整備地区への格上げを行う際には、地区の状況も踏まえたうえで設定する施設を

再検討します。 

表 ２.２重点整備地区における生活関連施設の設定 

施設種類 
生活関連施設 

主要な施設 地区の状況を踏まえて設定する施設 

公共・公益施設 
市役所、区役所、税務署、健康センター、

郵便局（支店）等 

経路に接する小規模郵便局、銀行、 

信用金庫、農協 等 

文化・文教施設 
コミュニティセンター、ホール、 

図書館、博物館、体育館、会議室 等 
特別支援学校、保育所、大学 等 

福祉施設 

福祉センター、老人福祉センター、 

社会福祉協議会、高齢者・障害者施設、 

シルバー人材センター 等 

 

医療施設 病院（病床数 20床以上） メディカルセンター 等 

商業施設 店舗面積 10,000㎡以上の大規模小売店 2,000㎡以上の大規模小売店 

公園 総合公園、運動公園、広域公園 等 地区公園 等 

駐車場 

市営駐車場、大規模集客施設に付随する駐

車場（駐車の用に供する面積が 6,000㎡以

上で、料金を徴収するもの） 

 

 

バリアフリー経路設定の考え方 

バリアフリー経路設定の基本方針 

重点整備地区内において、バリアフリー化を推進する経路を「バリアフリー経路」として設定しま

す。バリアフリー経路は、地区内の歩行者の主要な動線、並びに鉄道駅・バスターミナルと主要施設、

主要施設間を結ぶ主な経路を基本として、道路、駅前広場、自由通路等を主要経路として位置づけま

す。 

なお、本構想においては、バリアフリー経路を「バリアフリー主要経路」、「バリアフリー補完経路」

と位置づけ、バリアフリーネットワークの整備を進めていきます。  
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バリアフリー主要経路、バリアフリー補完経路設定の考え方 

バリアフリー経路は、「バリアフリー主要経路」とそれを補完する「バリアフリー補完経路」に分け

て設定します。その考え方は以下に示すとおりです。 

１）バリアフリー主要経路 

「バリアフリー主要経路」は、交通バリアフリー法の「特定経路」に該当し、バリアフリー経路の

骨格を形成する経路です。歩道や通路等の幅員の確保（1.5m以上）が可能な路線を設定します。 

また、バリアフリー法に基づく「生活関連経路」であり、原則として、令和 12年度までにバリアフ

リー法に基づく基準等に沿って事業を実施します（道路特定事業・その他の事業（通路等）を設定）。 

２）バリアフリー補完経路 

「バリアフリー補完経路」は、交通バリアフ

リー法の「準特定経路」に該当し、バリアフリー

主要経路と一体となったバリアフリーネットワ

ークを形成する経路です。ネットワークを補完

する路線や、当面十分な幅員の確保が困難な路

線を設定します。 

令和 12 年度までに可能な限りバリアフリー

法に基づく基準等に沿った整備に取り組むこと

とします（その他の事業を設定）。また、歩道が

ない路線などでは、より安心して移動ができる

ようにするために必要な交通安全対策等を実施

し、地区の回遊性向上を図ります。 

なお、推進地区の「バリアフリー化経路」の設

定では、バリアフリー経路設定の基本方針を準用することとし、歩道や通路等の幅員に限らず、バリ

アフリーネットワークを考慮した経路設定を行うこととします。 

表 ２.３バリアフリー経路設定の考え方 

経路名称 経路の考え方 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
経
路 

バリアフリー 

主要経路 

（生活関連経路） 

・バリアフリー経路の骨格軸となり、歩道や通路等の幅員の確保（1.5m 以

上）が可能な路線 

→原則として、令和 12年度までにバリアフリー法に基づく基準等に沿っ

て事業を実施する（道路特定事業・その他の事業（通路等）を設定） 

バリアフリー 

補完経路 

・バリアフリーネットワークを補完する路線や、当面十分な幅員の確保が困

難な路線 

→令和 12年度までに可能な限りバリアフリー法に基づく基準等に沿った

整備に取り組む（その他の事業を設定） 
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４．バリアフリー化の推進に向けて 

特定事業計画の策定 

バリアフリー法では、関係する事業者や施設管理者は、バリアフリー基本構想に即した特定事業計

画を作成することが規定されています。特定事業とは、重点整備地区内の生活関連施設や生活関連経

路、乗り入れる車両等のバリアフリー化を具体化するためのものであり、バリアフリー法では、以下

に示す 7つの特定事業が規定されており、ここで定めた事業は、事業者による事業の実施が義務付け

られています。 

表 ２.４特定事業の種類と内容 

公共交通特定事業 

（法第 28条） 

公共交通特定事業は、交通事業者が事業計画を作成し、鉄道駅などの旅客施

設や路線バスに関するバリアフリー化の事業を実施します。 

道路特定事業 

（法第 31条） 

道路特定事業は、国や埼玉県、さいたま市等の道路管理者が事業計画を作成

し、道路や駅前広場などの生活関連経路に関するバリアフリー化の事業を実

施します。 

路外駐車場特定事業 

（法第 33条） 

路外駐車場特定事業は、道路の路面外に設置される自動車駐車場の管理者が

事業計画を作成し、駐車施設に関するバリアフリー化の事業を実施します。 

都市公園特定事業 

（法第 34条） 

都市公園特定事業は、都市公園管理者が事業計画を作成し、公園の出入口、

主要な園路、便所などの特定公園施設に関するバリアフリー化の事業を実施

します。 

建築物特定事業 

（法第 35条） 

建築物特定事業は、建築物の所有者や管理者が事業計画を作成し、建物の出

入口や通路、エレベーター、便所などの建築物特定施設に関するバリアフリ

ー化の事業を実施します。 

交通安全特定事業 

（法第 36条） 

交通安全特定事業は、埼玉県公安委員会が事業計画を作成し、生活関連経路

上の信号機や横断歩道などの整備に関する事業を実施します。 

教育啓発特定事業 

（法第 36条の 2） 

教育啓発特定事業は、さいたま市や施設設置管理者が事業計画を作成し、バ

リアフリー化の促進に関して、児童等の理解を深めるために学校と連携して

行う教育活動、住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な啓発活

動に関する事業を実施します。 

 

重点整備地区で設定した特定事業の事業主体である公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、建

築物の施設管理者等は特定事業計画を作成し、基本構想に即した具体的なバリアフリー施策を展開し

ていきます。なお、改正バリアフリー法では、公共交通事業のバリアフリー化については、公共交通

事業者自らが、一体的な取組の推進を行うことが義務付けられ、施設整備等のハード計画及び教育訓

練等のソフト計画の作成や、取組状況の報告・公表などを実施することとなりました。このため、さ

いたま市としては、これまでの体制を維持しつつ、公共交通事業者が実施するバリアフリー化の取組

内容等を継続的に把握し、事業実施や進捗状況などの情報の提供を行っていきます。 

また、特定事業計画は、地域や関係団体、関係事業者の意見を十分に反映させて作成する必要があ

ります。このため、今後も特定事業者が定期的に集まり、特定事業計画の進捗状況報告や、特定事業

計画の横断的調整を継続的に実施し、計画的な事業の推進を図ります。  

令和 2 年 6 月のバリアフリー

法の一部改正を受け追加 
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段階的・継続的な取組 

スパイラルアップの考え方 

基本構想の進捗のフォローアップを継続的に実施するとともに、定期的なバリアフリー点検の実施

など、より具体的な取組を強化し、バリアフリー施策の段階的・継続的な発展を図っていきます。 

また、高齢者や障害者等をはじめ、だれもが使いやすい施設や経路のバリアフリー化を進めていく

ためには、実施施策等を当事者参加のもと検証し、その検証結果に基づいて新たな施策や措置を講じ

ていくなど、段階的・継続的な取組を行っていく必要があります。 

バリアフリー法では、このような考え方を「スパイラルアップ」と呼び、この取組を国や地方公共

団体の責務としています。 

バリアフリー基本構想（Plan）に基づく事業の実施（Do）とその効果を評価（Check）し、必要に応

じて見直す（Act）といった PDCAサイクルにより、段階的・継続的な取組（スパイラルアップ）を行

っていきます。 

なお、改正バリアフリー法では、バリアフリー基本構想を作成した場合、おおむね 5年ごとに、当

該バリアフリー基本構想において定められた重点整備地区における特定事業その他の事業の実施の

状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、バリア

フリー基本構想を変更することが定められています。 

 

 
図 ２.７PDCAサイクルによる段階的・継続的な取組 

  



2-29 

 

スパイラルアップの取組内容 

各特定事業の実施状況把握や関係者で構成するバリアフリー専門部会などにより、基本構想の進捗

のフォローアップを継続的に実施していきます。 

また、市民参加により、利用者の立場から駅や道路、建築物等の使いやすさなど、バリアフリーに

関して点検する「まちあるき勉強会」を実施します。「まちあるき勉強会」は、バリアフリー基本構想

に位置づけた事業等のバリアフリー整備状況について、市民参加型で確認することを目的としていま

す。ここで得られた、ご意見やご要望に留意し、必要に応じて改良整備を行うなど、段階的・継続的

な取組み（スパイラルアップ）を行うことで、誰もが使いやすい施設の整備や経路のバリアフリー化

を進めていきます。 

 
図 ２.８事業者及び住民参加の取組内容 

 

なお、「まちあるき勉強会」の実施は、重点整備地区のうち、新たなバリアフリー整備が進んだ箇所

や施設を対象とします。 

  

  

 

↓見やすい案内に整備↓ 

 

駅舎の橋上化に伴い、エレベーターなどが整備され、東西を

自由に行き来できるようになりました。 

まちあるき勉強会の意見から利用

者目線の改修を行いました。 

図 ２.９まちあるき勉強会の実施状況（岩槻地区）  
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図 ２.１０取組紹介リーフレット（平成 26年度浦和地区）  
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図 ２.１１取組紹介リーフレット（平成 28年度岩槻地区）  
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図 ２.１２取組紹介リーフレット（平成 31年度さいたま新都心・北与野地区）  

新たな「まちあるき勉強会」の

開催報告を追加 
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新たな評価手法の検討 

さいたま市では、スパイラルアップの取組の一環として、前項であげた「まちあるき勉強会」の実

施のほか、令和 2年度を整備目標とした各重点整備地区におけるバリアフリー化事業の進捗状況の把

握を行ってきました。今回の基本構想の改定により、新たに令和 12 年度を整備目標とした新たなバ

リアフリー化の取組をスタートさせますが、これまでに行ってきたバリアフリー化事業の進捗管理の

ほか、バリアフリー法に示される基本構想の評価を行い、問題点や課題を整理し、必要に応じて基本

構想の見直しを行うこととします。 

基本構想の評価にあたっては、バリアフリー専門部会の参加機関・団体のなかでも、特に利用者、

市民目線に配慮するために障害者団体や高齢者団体、子育て支援団体等の協力により、広く意見を聴

取します。それにより、これまでのバリアフリー化事業の進捗状況の把握のみならず、利用者目線で

の評価を行い、「みんなが創って育てる共生のまち・さいたま市」の実現に向けた取組を進めることと

します。 

バリアフリー法の抜粋 

（基本構想の評価等） 

第二十五条の二 市町村は、基本構想を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該基

本構想において定められた重点整備地区における特定事業その他の事業の実施の状況について

の調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、基本構想を変

更するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１３基本構想の評価・見直し 

 

  

スタート 

令和 2年度 

（2020年度） 

目標 

令和 12年度 

（2030年度） 

中間 

令和 7年度 

（2025年度） 

5年間 5年間 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

年度ごとの事業進捗の把握 
↑ 

5年ごとの 

新たな評価 

年度ごとの事業進捗の把握 
↑ 

5年ごとの 

新たな評価 

「まちあるき勉強会」を適宜実施 

利用者目線での評価 

必要に応じて基本構想を見直し 

新たな評価手法に関する記述

を追記 
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バリアフリー基本構想の改定の考え方 

今後のバリアフリー基本構想の改定 

バリアフリー基本構想は、全体構想、重点整備地区の基本構想、推進地区の基本構想の 3部構成と

しています。バリアフリー法の改正や急激な社会情勢の変化等により改定が必要となった場合は、全

体構想の改定を検討します。また、今後も地区の状況変化等を踏まえ、推進地区を重点整備地区へ移

行し、重点整備地区の基本構想を策定していきます。 

なお、各事業の進捗に応じた再設定は、事業主体がそれぞれ作成する特定事業計画の中で対応して

いきます。 

市民提案に基づくバリアフリー基本構想の改定 

バリアフリー法では、住民や当事者等によるバリアフリー基本構想の作成に係わる提案制度が定め

られています（法第 27条）バリアフリー基本構想策定後、住民や当事者等から作成または変更の提案

があった場合には、バリアフリー基本構想の作成や変更の必要性について検討を行います。 

バリアフリー法の抜粋 

（基本構想の作成等の提案） 

第二十七条 次に掲げる者は、市町村に対して、基本構想の作成又は変更をすることを提案するこ

とができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る基本構想の素案を作成し

て、これを提示しなければならない。 

一 施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実施

しようとする者 

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用

に関し利害関係を有する者 

 

 
資料：国土交通省「バリアフリー基本構想作成に関するガイドブック（平成 28年 9月）」より作成 

図 ２.１４市民提案の流れ  
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心のバリアフリーについて 

高齢者や障害者等のだれもが安心、安全に日常生活や社会生活を送るためには、ハード面の整備だ

けではなく、ユニバーサルデザインの考え方を市民一人ひとりが理解し、市民の意識を育てていくこ

とが大切です。市民の一人ひとりが互いに理解を深め、支えあう環境をつくり、社会参加等に積極的

に協力する意識づくりや環境づくりを育むことも重要です。 

本基本構想には、様々なソフト施策を示しています。これらの施策を各事業者等が推進していくこ

とはもちろんですが、一体となって情報提供、意識醸成のための教育や啓発などを進め、改正バリア

フリー法の基本理念に掲げられた、全ての国民が分け隔てられることなく共生する社会の実現や、高

齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上での社会的障壁の除去に資するため、心のバ

リアフリーの取組も合わせて強化していきます。 

 

「声かけ・サポート」運動強化キャンペーン 

2018年度「声かけ・サポート」運動強化キャンペーンより 

 

夏休みバリアフリー体験会 

まちづくり広報誌「korekara」第 25号より 

    

バリアフリーまちあるき勉強会（平成 28年度岩槻地区） 

図 ２.１５さいたま市で実施されている主な取組 
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他の関連計画との連携 

バリアフリー基本構想の推進にあたっては、「さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」

等の関連法令や「さいたま市保健福祉総合計画」など、関係する各種計画との整合を図るとともに、

周辺のまちづくり事業にも配慮しながら推進していきます。 

 
図 ２.１６他の関連計画との連携 

上位関連計画、条例の体系整

理を追加 
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バリアフリー基本構想策定後の推進・管理体制 

重点整備地区の基本構想に基づく特定事業等の実施･推進にあたっては、今後、各事業者が特定事

業計画を作成するなかで、特定事業内容との整合性について十分考慮するとともに、多様な関係主体

を集めた委員会を開催し、市民参加によりバリアフリー化整備の推進・管理を行っていきます。 

また、事業の進行管理については、関係者間の横断的な連携、調整を継続的に行い、推進状況を定

期的に公表していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１７バリアフリー基本構想策定後の推進・管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

学識経験者、障害者団体、高齢者団体、子育て支援団体、鉄

道事業者、バス事業者、タクシー事業者、建築関係団体、道

路管理者、交通管理者、関係行政機関、さいたま市、その他

関係者 

 

市民・学識経験者・事業者他 

さいたま市福祉のまちづくり推進協議会 

バリアフリー専門部会 

特定事業計画の進捗確認 

特定事業者に進捗を確認 

・特定事業計画の推進状況報告 

・特定事業の横断的調整 

さいたま市 

バリアフリー推進を

依頼 

バリアフリー専門部

会の設置、検討依頼 

推進結果の報告 

推進結果の報告 
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これ以降は 非公開資料 となります 

 

該当部分 

・資料２－２ 

第３章 重点整備地区の基本構想 

第４章 推進地区の基本構想 


