設計編
建築物
共通事項
参考
道路
公園
路外駐車場
公共用車両等
公共工作物

解説ページの見方
ここでは、高齢者等を含む全ての県民が、安全かつ快適なまちづくりを実現するために守
らなければならない法、条例の基準について解説するとともに、特定建築物の設計や建築を
する際に参考とすべき事項や整備の具体例などを紹介するものです。

1

整備に関する基準の解説

各左側のページには、
た、

関係条文

、

基本的な考え方

参考とすべき項目

と

と

建築物移動等円滑化基準

バリアフリー法の誘導的基準

と

基準の解説

を項目ごとに掲げています。ま

についても併記しました。

基本的な考え方 は、
各整備項目について、整備に対する配慮すべき基本的な考え方を示したものです。

建築物移動等円滑化基準 は、
法、施行令および条例に定められている基準で、整備が義務付けられている事項です。

参考とすべき項目 は、
法、施行令、条例には定められていませんが、高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮するうえで、設計の際に参考となる事項
や望ましい整備のポイントについてまとめたものです。

バリアフリー法の誘導的基準 は、
法で「社会全体で目ざすべき障害者、高齢者等が特段の不自由なく建築物を利用できる水準」として示されている基準であり、
建築物移動等円滑化基準

に加えて、さらに望ましい整備の基準を示しています。

各右側のページには、各項目のうち、特に重要な項
目について図などを用いて解説しています。各事項は、
記号により次のように分類しています。

●

バリアフリー法、施行令に定められている基準

○

条例で付加された基準

◇

バリアフリー法による建築物移動等円滑化誘導基準
（さらに望ましい整備基準）

無印
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標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

概

概

要

要

2

整備マニュアルの構成

建築物移動等円滑化基準
法、条例により整備が義務付けられた事項

基本的な考え方
整備に対する配慮すべき基本的な考え方

基準の解説

具体例（図解）

凡例

整備が求められている
事項の解説

具体的な整備事例の図解

事項の分類

3 傾斜路等

建築物
●バリアフリー法による基準 ○条例による基準 ◇バリアフリー法の誘導基準 無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

傾斜路の内法

建築物移動等円滑化基準

＜移動等円滑化経路＞

移動等円滑化経路を構成する傾斜路は次に掲げるもので
あること。
⑥ 幅は120㎝以上（階段に併設する場合は90㎝以
上）とすること。
⑦ 勾配は１／12以下（高さ16㎝以下の場合は１／
８以下）とすること。
⑧ 高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場を設け
ていること。
※以下の場合、視覚障害者の利用上支障がないものとし
て敷設しないことができる。
⑴ 勾配が１／20以下の傾斜部分の上下端に近接す
る場合
⑵ 高さ16㎝以下で勾配１／12以下の傾斜部分の
上下端に近接する場合
⑶ 自動車車庫に設ける場合
⑷ 傾斜部分と連続して手すりを設ける場合

＜関係条文＞

施行令第13条、第18条第２項第３号
平成18年国告示第1497号
条例第16条第３項

参考とすべき項目
●傾斜路の始点・終点・曲がりの部分・折り返しの部分・他の通路と
の交差部分には、150㎝以上の水平部分を設ける。
●傾斜路から車いすが脱輪したり松葉杖が落ちないように、傾斜路の
両側に高さ10㎝以上の立ち上がり又は側壁を設ける。
●傾斜路の手すりには、傾斜路の始点・終点を歩行者に知らせるため
に45㎝程度の水平部分及び階数などの現在位置を標示した点字プ
レートを設ける。

※ [②廊下等][⑧敷地内通路][⑩案内設備・視覚障害者
等円滑化経路]の基準にも適合が必要。

up

up

up

up

傾斜路の整備例

水平部分150㎝以上

●踊場の踏幅150㎝以上

水平部分150㎝以上

●点状ブロック
の敷設

＜バリアフリー法の誘導基準＞
（傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置）
第５条 多数の者が利用する階段を設ける場合には、階段に代わ
り、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降
機（２以上の階にわたるときには、第７条に定めるものに限
る。）を設けなければならない。ただし、車いす使用者の利用
上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限
りでない。
（階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路）
第６条 多数の者が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこれに
併設するものに限る。）は、次に掲げるものでなければならな
い。
一 幅は、階段に代わるものにあっては150㎝以上、階段に
併設するものにあっては120㎝以上とすること。
二 勾配は、12分の１を超えないこと。
三 高さが75㎝を超えるものにあっては、高さ75㎝以内ごと
に踏幅が150㎝以上の踊場を設けること。
四 高さが16㎝を超える傾斜がある部分には、両側に手すり
を設けること。
五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
六 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大き
いことによりその存在を容易に識別できるものとすること。
七 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ
多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの
に限る。）には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、
視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定
める場合は、この限りでない。
２ 前項第一号から第三号までの規定は、車いす使用者の利用上
支障がないものとして国土交通大臣が定める傾斜路の部分には、
適用しない。この場合において、勾配が12分の１を超える傾
斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。

●高さ75㎝以内ごとに
踊場の設置

●手すりの設置
◇両側に手すりの設置

○点状ブロックの敷設

縁部の立ち上がり

10㎝以上
脱輪防止又は
松葉杖が落ちない
ための立ち上がり

●表面は粗面とし、又は
滑りにくい材料で仕上
げる
●傾斜路は識別しやすい
ものとする

●内法90㎝以上
（段を併設しない場合は120㎝以上）
◇内法120㎝以上
（段を併設しない場合は150㎝以上）

○点状ブロックの敷設

○点状ブロックの敷設

●勾配1/12以下（高さ16㎝以下の場合は1/8以下）

傾斜路の手すりの例

75〜85㎝程度

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併
設するものに限る。）は次に掲げるものであること。
① 手すりを設けること。（勾配１／12以下で高さ
16㎝以下の傾斜部分は免除）
② 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げること。
③ 前後の廊下等と色の明度等で識別しやすくすること。
④ 傾斜部分の上端に近接する踊場の部分に点状ブロッ
ク等を敷設すること ※
⑤ 傾斜部分の下端に近接する踊場の部分に点状ブロッ
ク等を敷設すること ※

基準の解説
① 片側でもよいが、片側まひの方による利用も考え
ると、できる限り両側に設置するのが望ましい。
③ 弱視の方等の視覚障害者のために傾斜路の仕上げ
を周囲と識別しやすいものとする。
④⑤ 踊り場部分の傾斜前後に点状ブロックを敷設す
ることを規定したものである。
⑥ 120㎝は人が横向きになれば車いすとすれ違える
寸法であり、段を併設する場合の幅90㎝は車いすで
通行できる寸法である。
⑦ １／12の勾配は、国際シンボルマークの設置基準
である。高低差が小さい場合には建築基準法に規定
されている最大勾配の１／８まで認められる。
⑧ 傾斜路が長く（勾配１／12で９ｍ）なる場合には、
昇降中の車いす使用者が休憩又は加速できるような
平坦な部分を設ける。

スロープ

点字標示
45㎝程度
60〜65㎝程度

＜一般基準＞

up

通路全幅がスロープの場合
●内法120㎝以上
◇内法150㎝以上

うにする必要がある。

段を併設する場合
●内法90㎝以上
◇内法120㎝以上

高齢者、車いす使用者等が、高低差のある部分を自力で安全かつ円滑に通行できるよ

建 築 物

基本的な考え方

●踊場の踏幅
150㎝以上

プレートによる

45㎝程度

●高さ75㎝以内ごとに
踊場の設置

31
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バリアフリー法
建築物移動等円滑化誘導基準
建築物移動等円滑化基準に加えて
さらに望ましい基準

参考とすべき項目

小口面インデックス

設計の際に参考となる事項や
望ましい整備のポイント

目次を見なくても探す項目にすばやくたどりつける
様に、テーマごとに高さを変えてあります

関係条文
基準内容が規定された施行令、
条例他の関係条文

18
16

3

基準寸法
■基準寸法の基本的な考え方

80㎝

車いすが通過できる寸法

90㎝

車いすで通過しやすい寸法、通路を車いすで通行できる寸法

120㎝

通路を車いすが通行しやすい寸法
人が横向きになれば車いすとすれ違える寸法
松葉杖利用者が円滑に通過できる寸法

140㎝

車いすが転回（180°方向転換）できる寸法

150㎝

車いすが回転できる寸法
人と車いすがすれ違える寸法
松葉杖利用者が円滑に上下できる階段幅の寸法

180㎝

車いすが回転しやすい寸法
車いす同士がすれ違いやすい寸法

■上記の基となっている寸法体系
㎝
210

170

140

90
80

車いすが通過

100

松葉杖で通過

110

車いすで通行

120

松葉杖で通行

130

○：建築物移動等円滑化基準の基本となる寸法

19
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松葉杖で階段を昇降

150

車いすと人のすれ違い

160

車いすが方向転換

180

車いすが回転

190

車いす同士のすれ違い

200

◎：建築物移動等円滑化誘導基準の基本となる寸法

概

概

要

要

車いすで通過しやすい寸法
通路を車いすで通行できる寸法

90㎝以上

通路の隅切り

30㎝以上

30㎝
以上

人が横向きになれば車いすと
すれ違える寸法

120㎝以上

140㎝以上

車いすが転回（180°
方向転換）できる寸法
（車輪中央を中心）

170㎝以上

車いすが回転できる寸法

180㎝以上

150㎝以上

車いす同士がすれ違いやすい寸法

150㎝以上

車いす使用者の手の動作域

60㎝

側方到達距離

65㎝

20㎝

45㎝

130㎝

155㎝

75㎝

車いす使用者の垂直上方および
前方到達距離

20
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建 築 物

1 出入口−１
基本的な考え方
建築物の出入口は、多くの人々の動線が重なる部分であり、高齢者等を含む誰もが支
障なく容易に通過できる必要がある。

建築物移動等円滑化基準
＜移動等円滑化経路＞

移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるもの
であること。
① 幅は80㎝以上とすること。
② 戸は自動開閉等で車いす使用者が通過しやすく、そ
の前後は高低差なしとすること。
③ 建築物の主たる出入口の幅は80㎝以上とすること。
④ 建築物の主たる出入口の戸は自動開閉等で車いす使
用者が通過しやすく、その前後は高低差なしとするこ
と。
⑤ 屋外に面する出入口に庇又は屋根を設置すること。
ただし、以下の場合を除く。
⑴ 出入口がアーケードその他の降雨、降雪の影響の
少ない場所に面する場合
⑵ 増築等の場合で、当該出入口は改修されず、かつ
敷地境界線に面している場合
⑥ 出入口の外側に音声により視覚障害者を誘導する設
備を設けること。
※別表第５の用途・規模の場合

⑦

建築物内に車いす使用者用便房又は、オストメイト
対応設備を設けた便所を設置する場合には、建築物の
主たる出入口の付近に、当該便所を設けていることを
表示する標識を設けること。（当該出入口の付近に、
令第20条第１項の規定による案内板その他の施設を
設ける場合を除く。）

基準の解説
①② 利用居室等への出入り口部分全般に係る規定で
ある。用途により、50、100、200、500又は
1,000㎡以上で適用される。
③〜⑤ いわゆる玄関部分への適用基準であり、0㎡
以上で適用される。
①③ 幅80㎝は車いすが通過できる寸法である。親子
扉の場合、子扉側が不特定多数の人にとって一人で
容易に開閉できる構造である場合を除き、親扉のみ
で80㎝が必要となる。
②④ 車いす使用者が通過できない構造の回り扉等と
しないことを求めているものである。また、車いす
使用者が楽に通過できる仕様の段（例；高低差が２
㎝以下で丸味を持ち、又はすりつけを行った段）と
すること。
⑤ 100㎡以上の場合において、玄関出入口前に降雨、
降雪時等に高齢者、障害者等が濡れることなく傘を
差すことができる空間を確保するための規定である。
⑤⑴ 外壁面からポーチ状に奥まって玄関が設置され
る場合も該当する。
⑥ 視覚障害者が携帯する小型発信器からの電波を受信
した場合に、施設の位置の他、案内所やトイレまでの
誘導のための情報等を音声で案内するものである。
⑦ 建物内に入ることなく、車いす使用者用便房及び
オストメイト対応整備の有無が確認できるよう、建
物入口付近にピクトサイン等の案内表示を設ける。

＜バリアフリー法の誘導基準＞
＜関係条文＞

施行令第18条第２項第２号
条例第14条、第19条第２号

特別支援学校
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（出入口）
第２条 多数の者が利用する出入口（次項に規定するもの並びに
かご、昇降路、便所及び浴室等に設けられるものを除き、かつ、
２以上の出入口を併設する場合には、そのうち１以上のものに
限る。）は、次に掲げるものでなければならない。
一 幅は、90㎝以上とすること。
二 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車
いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、
その前後に高低差がないこと。
２ 多数の者が利用する直接地上へ通ずる出入口のうち１以上の
ものは、次に掲げるものでなければならない。
一 幅は、120㎝以上とすること。
二 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造とし、かつ、
その前後に高低差がないこと。

病院
病院、劇場、観覧場、映画館、演芸場、郵便局、銀行
保健所、税務署その他の不特定かつ多数の者が利用する官公署
集会場、公会堂、博物館、美術館、図書館
ターミナル
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
保健所、税務署その他不特定かつ多数のものが利用する官公庁
集会所又は公会堂
体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、水泳場（一般公共の用に供されるものに限る。）
公共体育館等
博物館、美術館又は図書館
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
郵便局又は銀行
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

（別表第５）
（別表第４）
音声誘導装置

音声誘導装置
全て

1000㎡
1000㎡

5000㎡
2000㎡

建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

外部出入口（玄関）の整備例
○音声誘導装置の設置（別表第４に該当する場合）
○玄関庇等の設置（ただし風除室がある場合はこの限りではない。）
○車いす使用者用便房又はオストメイト対応設備の表示（該当する便房を設置する場合）
衝突防止のための表示

●線状ブロック等の設置

建
築
物

すりつけ

●玄関出入口内法80㎝以上
◇出入口内法90㎝以上
（1以上は120㎝以上）

●点状ブロック等の設置

くつふきマット

衝突防止用手すり

風除室

●自動的に開閉又は車いす使用者が
円滑に通過できる構造の戸
◇内法120㎝以上の出入口の1以上は
自動的に開閉する構造

線状ブロック等の設置
アプローチ
すりつけ
●線状ブロック等の設置

ドア前面に車いすが
回転できるスペース
○ひさし又は雨よけなどの設置

注）点状ブロック等、線状ブロック等の設置の敷設例は40㎝角ブロックを使用した場合。以下同じ。

自動ドアの感知方式の例
マットスイッチ（床面感知）

超音波スイッチ（空間感知）

100㎝以上

45㎝

100㎝以上

60〜120㎝程度

20㎝程度

45㎝
50㎝以上

20㎝程度

100㎝以上

押しボタンスイッチ（点感知）
押しボタン
スイッチ

光線スイッチ（線感知）

感知空間

感知空間

感知帯

20㎝程度

70〜100㎝程度
70㎝以上

20㎝程度
100〜120㎝程度

作動用

安全用
100㎝以上 100㎝以上
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1 出入口−２
参考とすべき項目
【各部屋の出入口】
●ドアの形式は利用頻度に応じて適宜選択するが、吊り戸式引戸、開戸（内開き）の順に望ましい。
〈引戸〉
●引戸は、原則として室内側に取り付ける。
●引戸の形式は、上吊り式で軽快に開閉できるものとする。やむを得ず通常の引戸の場合は、敷居の溝などの凹凸はできるだけ生じないものとす
る。
〈開戸〉
●開戸は、原則として内開き（室内側への開き）とする。やむを得ず外開き（廊下側への開き）とする場合は、アルコーブを設置する。
●取っ手側に車いす使用者のための空間を30㎝以上確保する。
●閉鎖作動時間を十分に確保したドアチェックを設置し、軽く緩やかに開閉するように配慮する。
【取っ手の形式】
●取っ手の形式は、引戸では棒状のもの、開戸ではレバーハンドル式のものが使いやすい。
●取っ手の取り付け位置は、85㎝〜100㎝の高さで一定のレベルに設置する。
【その他】
●各ドアには、床上35㎝の高さまでキックプレートを設置する。
●ドアの開閉を安全に行うために、ドアの反対側にいる人物やものなどの動きがわかるように、車いす使用者にも確認できる高さ（床上60㎝程
度の位置を下端とする）に安全ガラス窓を入れる。
●ドアの前後には、必要に応じて注意喚起用床材を敷設し、又は色やデザインなど床材の材質を変化させる。

音声誘導装置
中途失明者の場合、点字を学習してもすべての人がそれを習得する訳ではなく、視覚障害者のうち点字ができると答えた人の割合は約１割
である。同様に最も一般的な視覚障害者の移動補助システムである視覚障害者誘導用床材についても、中途失明者の場合には先天性の失明
者ほど円滑に利用することができない。
音声誘導装置は、このような人々の円滑な移動を補助するために有効な装置であり、公共施設の玄関などから施設名称を音声で流すことに
よって、その位置を案内するものである。なお、音声は常時流されている訳ではなく、利用者が所持する小型発信機等に反応して、視覚障
害者が誘導を必要とするときのみ、音声制御装置がスピーカーから音声を流すものである。
設置場所としては、玄関のほか、受付、便所、エレベーター、主要な室の入口等への設置が望まれる。
発信機の種類は、大きく分けて次の3種類がある。（下図の番号と対応）
①利用者がカードサイズの小型送信機のボタンを押すと電波が15〜20m圏内のアンテナに発信されるもの。
②上記①と同様の原理であるが、小型送信機が常時電波を発信するタイプのもの。
③視覚障害者が所持する白杖の先端部に磁性体シートを巻き付け、視覚障害者誘導用床材内部に埋め込まれたセンサーが磁性体の通過を感
知するもの。
また①と②を合わせた装置（建築物に設けられた装置から電波が発信され、利用者が所持する小型発信機等が反応して、近くに音声誘導装
置があることを知らせる機能を付加した①の装置）が実用化されており、利用者の利便性をより向上させるものとして設置が進んでいる。
ポーン ここは○○入口です。
自動ドアを入って右側に
点字案内板があります。

音
声
制
御
装
置

スピーカー

音
声
制
御
装
置

アンテナ

スピーカー
電波

ポーン ここは
○○入口です。

磁気シート付白杖

小型送信機

ブロック下の磁気センサー

①、②のタイプの例
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③のタイプの例

建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法による誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

円滑に開閉できる開戸の構造

円滑に開閉できる引戸の構造
車いす使用者のためのスペースの確保

車いす使用者のためのスペースの確保

45㎝以上

建 築 物

30㎝以上

入隅部のス
イッチ等は
使い勝手が
悪い。

●車いす使用者が通過
する際に支障となる
段を設けない

建
築
物

◇アルコーブの設置
アルコーブスペースは間口が
広い方が開けやすい

45㎝以上

◇内開き

※自動ドアであってもタッチ式の場合は、車いす使用者が
円滑に開閉動作をするために袖壁を設ける必要がある。

外開き

◇外開き
（廊下の壁面より
出ないようにする）

廊下幅

廊下

各部屋の出入口の形式
●内法80㎝以上
◇内法90㎝以上

●内法80㎝以上
◇内法90㎝以上

ガラス窓

キックプレート・安全ガラス窓の例

取っ手の形式（使いやすい形状の例示）

棒状

パニックバー

握り玉

60㎝程度

レバーハンドル

85〜100㎝程度

安全ガラス窓の設置

キックプレートの設置
（35㎝程度）

すりつけの例
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2 廊下等−１
基本的な考え方
廊下等は、高齢者等を含む誰もが安全かつ円滑に通行でき、容易に目的の場所まで到
達できる必要がある。
建築物移動等円滑化基準

基準の解説

＜一般基準＞
不特定かつ多数が利用し、又は主として高齢者、障害者
等が利用する廊下等は以下に掲げるものであること。
① 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げること
② 階段又は傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロッ
ク等を敷設すること ※1
③ 階段又は傾斜路の下端に近接する部分に点状ブロッ
ク等を敷設すること ※1

②③ 階段又は傾斜路の前後に点状ブロックを敷設する
ことを規定したものである。周囲の床材と識別が困難
となる場合を除き、黄色とする。
④ 幅120㎝は人が横向きになれば車いすとすれ違え、
松葉杖使用者が円滑に通過できる寸法である。
⑤⑥ 「車いすの転回可能な場所」及び「車いすの回転
に支障のない構造」は140㎝角以上のスペースやＴ
字形の交差部等が該当する。

＜移動等円滑化経路＞
移動等円滑化経路上には階段又は段を設けないこと。た
だし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を設ける
場合はこの限りでない。
移動等円滑化経路を構成する廊下等は以下に掲げるもの
とすること。
④ 幅は120㎝以上であること。
⑤ 区間50ｍ以内ごとに車いすが転回可能な場所があ
ること
⑥ 末端付近は車いすの回転に支障のない構造となって
いること。 ※2
⑦ 戸は自動開閉等で車いす使用者が通過しやすく、そ
の前後は高低差がないこと。

※[③傾斜路等][⑤エレベーター−１〜３][⑩案内設備・
視覚障害者移動等円滑化経路]に該当する場合、それ
らの基準にも適合が必要。

※1 以下の場合、視覚障害者の利用上支障がないものと
して敷設しないことができる。
⑴ 勾配が１／20以下の傾斜部分の上下端に近接
する場合
⑵ 高さ16㎝以下で勾配１／12以下の傾斜部分
の上下端に近接する場合
⑶ 自動車車庫に設ける場合
※２ 床面積の合計が200㎡未満の建築物について用
途の変更をして特別指定建築物にする場合は、
この限りではない。

＜関係条文＞

施行令第11条、第18条第２項第１号、第３号
平成18年国告示第1497号
条例第16条第１項、第19条第２項第２号ア

参考とすべき項目
【床面の仕上げ】
●濡れても滑らない材質を用い、平坦な仕上げとする。
●耐久性のあるものを用いる。
（「共通事項」の［③滑りにくい床材（P.77）］参照）
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建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

廊下の内法
幅180㎝：車いす同士がすれ違いやすい寸法

●内法120㎝以上

◇内法180㎝以上

建
築
物

・車いすや松葉杖使用者が通行しやすい寸法
・人が横向きになれば車いすとすれ違える寸法
（参考）
幅140㎝：車いすが転回
（180°方向転換）できる寸法

140㎝

◇内法180㎝以上
廊下等の末端の付近及び区間50m以内ごとに
車いすのすれ違いスペース（180㎝角以上）
を設けた場合は140㎝以上

車いす転回スペースの設置例

●内法120㎝以上
◇内法180㎝以上
●末端付近

●50m以内

●50m以内

●50m以内

●末端付近

廊下等の末端の付近及び区間
50m以内ごとに車いすのすれ
違いスペース（180㎝角以上）
を設けた場合は140㎝以上

●50m以内

内法120㎝以上の廊下が交差する部分

（廊下等の末端付近及び区間50m以内ごとの構造）
●車いすの転回スペース（140㎝角以上）又は
内法120㎝以上の廊下が交差する部分を設置
が設置場所
（転回スペース140㎝角以上）

◇廊下の幅が180㎝未満の場合、車いすのすれ
違いスペース（180㎝角以上）を設置

28
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2 廊下等−2
参考とすべき項目
【廊下の角・交差部分】
●廊下の角や交差部分は、衝突の危険防止を図るため、できるだけ大
きな隅切り又は面取りを施して見通しを良くする。
【手すり】
●廊下には、必要に応じて、手すり、キックプレートを設置する。
●手すりは、廊下の両側に、床上75㎝〜85㎝の高さ（子供用は60
㎝〜65㎝）に連続して設置する。
●点状・線状ブロックについてはJIS T 9251（視覚障害者誘導用ブ
ロック等の突起の形状・寸法及びその配列）で規格化されている。

29
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＜バリアフリー法の誘導基準＞
（ホテル又は旅館の客室）（廊下等）
第３条 多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものでなけれ
ばならない。
一 幅は、180㎝以上とすること。ただし、50ｍ以内ごとに
車いすのすれ違いに支障がない場所を設ける場合にあっては、
140㎝以上とすることができる。
二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
三 階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するもの
に限る。）の上端に近接する廊下等の部分（不特定かつ多数
の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限
る。）には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚
障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める
場合は、この限りでない。
四 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車い
す使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その
前後に高低差がないこと。
五 側面に廊下等に向かって開く戸を設ける場合には、当該戸
の開閉により高齢者、障害者等の通行の安全上支障がないよ
う必要な措置を講ずること。
六 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が
利用する廊下等に突出物を設けないこと。ただし、視覚障害
者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場
合は、この限りでない。
七 高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を適切な位置に
設けること。
２ 前項第一号及び第四号の規定は、車いす使用者の利用上支障
がないものとして国土交通大臣が定める廊下等の部分には、適
用しない。

建築物
●バリアフリー法による基準 ○条例による基準 ◇バリアフリー法の誘導基準 無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

出入口から受付等までの廊下の整備例

建 築 物

建
築
物

案内板の設置

触知図の設置

●線状ブロック等の敷設

●点状ブロック等の敷設

○受付カウンター
受付カウンター
高さ70㎝程度
高さ70㎝程度
下部の空間の確保
下部の空間の確保

廊下の整備例

35㎝程度

75〜85㎝程度

手すり

◇アルコーブ
面取り
キックプレート

手すりの設置例

キックプレート設置例

両側に連続して設置

20㎝程度
15㎝程度

75〜80㎝
程度

35㎝程度

廊下の角の例
30㎝ｈ以上

30㎝以上

面取り
30㎝以上

隅切り

30㎝
以上
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2 廊下等−３

乳幼児、高齢者、障害者等に配慮した設備

基本的な考え方
劇場や観覧場、集会場、大規模物品販売店舗等の比較的長時間利用する施設などにつ
いては、託児室やおむつ替え、授乳のできる場所等の設備を設ける必要がある。
建築物移動等円滑化基準

基準の解説

＜移動等円滑化経路＞
移動等円滑化経路を構成する廊下等は次に掲げるものと
すること。
① 廊下等に近接した場所に乳幼児が授乳及びおむつの
交換ができる場所を設け、出入口にその旨の表示を行
うこと。ただし、他に同様の部屋を設けている場合を
除く。
※別表第６の用途・規模の場合
② 廊下等に近接した場所に乳幼児を預かることができ
る部屋を設け、出入口にその旨の表示を行うこと。
※条例第19条第2項第2号ウの用途・規模の場合

①

比較的長時間滞在することが予想される施設につい
て、授乳やおむつ替えができる場所を移動等円滑化経
路となる廊下に近接して設置することを求めているも
のである。待合い室等の一角にコーナーとして設ける
場合には、壁やついたて等で周囲からの視線を十分に
遮り、安心して利用できる配慮が必要である。
② イベント等が行われる際に、主催者が必要に応じて
託児室として利用できるような部屋を設置することを
求めているものである。専用の部屋を設けることが困
難な場合は会議室等と兼ねることは差し支えないが、
速やかに託児室にならない倉庫等は好ましくない。

③

廊下等に高齢者、障害者等が休憩することができる
場所を設け、休憩のための椅子その他家具を置くこ
と。
※条例第19条第2項第2号エの用途・規模の場合

＜関係条文＞

条例第19条第２項第２号イ、ウ、エ

別表第６

（条例第19条

（条例第19条

（別表第６） 第2項第2号ウ） 第2項第2号ウ）
授乳・おむつ 乳幼児を預か 高齢者、障害者等が
交換の場所
劇場、観覧場、映画館又は演芸場

る部屋

休憩できる場所

1000㎡

1000㎡

5000㎡

500㎡

−

5000㎡

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

5000㎡

−

5000㎡

ホテル

5000㎡

−

5000㎡

100㎡

−

5000㎡

体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、水泳場（一般公共の用に供されるものに限る。）
ボーリング場、遊技場

1000㎡

1000㎡

5000㎡

博物館、美術館又は図書館

1000㎡

−

5000㎡

100㎡

−

5000㎡

集会場又は公会堂

※宿泊者以外の利用がある場合に限る

保健所、税務署その他不特定かつ多数のものが利用する官公署

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの
用に供するもの

参考とすべき項目
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●おむつ替えの場所は、便所の付近に設けることが望ましい。
●車いす使用者用便房内にベビーベッドを設置して、車いす使用者用便房と兼用してもよい。
●授乳ができる場所は、安心して利用できるように授乳室とすることが望ましい。
●授乳コーナーとする場合、壁や固定式のついたて等を設置し、プライバシーの確保に充分配慮する。
●授乳室には、流し台、湯沸器を設置することが望ましい。
●離乳食の他、重度身心障がい者用の栄養管理加工食等の湯せん、洗浄のために、一般に提供可能な給湯コーナーとスペースを設け、
その旨を表示することが望ましい。
●休憩スペースに置く椅子その他の家具は固定式のものでなくてもよい。

建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

授乳場所の配置例

ベビーベッド

目かくし

建
築
物

可動式のいす

授乳場所

廊下のつきあたりなど施設の状況に応じて
設置場所を検討する

授乳室の例

休憩コーナーの例

ソファー

手洗い
カーテン

湯沸室

可動式のいす

出入口の表示の例
出入口付近の壁に授乳やおむつ交換できる場所である旨の表示をする。

・受付窓口等に湯せんのお湯を提供する旨の表示をする。

離乳食の湯せん等のために
お湯を希望される方は、窓
口にお申し出下さい。
ピクトサインの例

JIS Z 8201
乳幼児用設備
Nursery
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3 傾斜路等
基本的な考え方
高齢者、車いす使用者等が、高低差のある部分を自力で安全かつ円滑に通行できるよ
うにする必要がある。

建築物移動等円滑化基準
＜一般基準＞

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併
設するものに限る。）は次に掲げるものであること。
① 手すりを設けること。（勾配１／12以下で高さ
16㎝以下の傾斜部分は免除）
② 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げること。
③ 前後の廊下等と色の明度等で識別しやすくすること。
④ 傾斜部分の上端に近接する踊場の部分に点状ブロッ
ク等を敷設すること ※
⑤ 傾斜部分の下端に近接する踊場の部分に点状ブロッ
ク等を敷設すること ※

＜移動等円滑化経路＞

移動等円滑化経路を構成する傾斜路は次に掲げるもので
あること。
⑥ 幅は120㎝以上（階段に併設する場合は90㎝以
上）とすること。
⑦ 勾配は１／12以下（高さ16㎝以下の場合は１／
８以下）とすること。
⑧ 高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場を設け
ていること。
※以下の場合、視覚障害者の利用上支障がないものとし
て敷設しないことができる。
⑴ 勾配が１／20以下の傾斜部分の上下端に近接す
る場合
⑵ 高さ16㎝以下で勾配１／12以下の傾斜部分の
上下端に近接する場合
⑶ 自動車車庫に設ける場合
⑷ 傾斜部分と連続して手すりを設ける場合

＜関係条文＞

施行令第13条、第18条第２項第３号
平成18年国告示第1497号
条例第16条第３項

参考とすべき項目
●傾斜路の始点・終点・曲がりの部分・折り返しの部分・他の通路と
の交差部分には、150㎝以上の水平部分を設ける。
●傾斜路から車いすが脱輪したり松葉杖が落ちないように、傾斜路の
両側に高さ10㎝以上の立ち上がり又は側壁を設ける。
●傾斜路の手すりには、傾斜路の始点・終点を歩行者に知らせるため
に45㎝程度の水平部分及び階数などの現在位置を標示した点字プ
レートを設ける。

33
31

基準の解説
①

片側でもよいが、片側まひの方による利用も考え
ると、できる限り両側に設置するのが望ましい。
③ 弱視の方等の視覚障害者のために傾斜路の仕上げ
を周囲と識別しやすいものとする。
④⑤ 踊り場部分の傾斜前後に点状ブロックを敷設す
ることを規定したものである。
⑥ 120㎝は人が横向きになれば車いすとすれ違える
寸法であり、段を併設する場合の幅90㎝は車いすで
通行できる寸法である。
⑦ １／12の勾配は、国際シンボルマークの設置基準
である。高低差が小さい場合には建築基準法に規定
されている最大勾配の１／８まで認められる。
⑧ 傾斜路が長く（勾配１／12で９ｍ）なる場合には、
昇降中の車いす使用者が休憩又は加速できるような
平坦な部分を設ける。
※

[②廊下等]の基準にも適合が必要。

＜バリアフリー法の誘導基準＞
（傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置）
第５条 多数の者が利用する階段を設ける場合には、階段に代わ
り、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降
機（２以上の階にわたるときには、第７条に定めるものに限
る。）を設けなければならない。ただし、車いす使用者の利用
上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限
りでない。
（階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路）
第６条 多数の者が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこれに
併設するものに限る。）は、次に掲げるものでなければならな
い。
一 幅は、階段に代わるものにあっては150㎝以上、階段に
併設するものにあっては120㎝以上とすること。
二 勾配は、12分の１を超えないこと。
三 高さが75㎝を超えるものにあっては、高さ75㎝以内ごと
に踏幅が150㎝以上の踊場を設けること。
四 高さが16㎝を超える傾斜がある部分には、両側に手すり
を設けること。
五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
六 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大き
いことによりその存在を容易に識別できるものとすること。
七 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ
多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの
に限る。）には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、
視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定
める場合は、この限りでない。
２ 前項第一号から第三号までの規定は、車いす使用者の利用上
支障がないものとして国土交通大臣が定める傾斜路の部分には、
適用しない。この場合において、勾配が12分の１を超える傾
斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。

建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

傾斜路の内法
通路全幅がスロープの場合
●内法120㎝以上
◇内法150㎝以上

●内法90㎝以上
◇内法120㎝以上

up

建 築 物

段を併設する場合

スロープ

up

建
築
物

up

up

up

傾斜路の整備例

水平部分150㎝以上

●踊場の踏幅150㎝以上

水平部分150㎝以上

●点状ブロック
の敷設

●内法90㎝以上
（段を併設しない場合は120㎝以上）
◇内法120㎝以上
（段を併設しない場合は150㎝以上）

○点状ブロックの敷設
●高さ75㎝以内ごとに
踊場の設置

●手すりの設置
◇両側に手すりの設置

○点状ブロックの敷設

傾斜路の手すりの例

点字標示
45㎝程度
60〜65㎝程度

10㎝以上
脱輪防止又は
松葉杖が落ちない
ための立ち上がり

○点状ブロックの敷設

●勾配1/12以下
（高さ16㎝以下の場合は1/8以下）

75〜85㎝程度

縁部の立ち上がり

●表面は粗面とし、又は
滑りにくい材料で仕上
げる
●傾斜路は識別しやすい
ものとする

●踊場の踏幅
150㎝以上

プレートによる

45㎝程度

●高さ75㎝以内ごとに
踊場の設置
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4 階段
基本的な考え方
階段は、高齢者等にとって大きな負担となるとともに、転落や転倒事故の危険性が高
いため、安全性の確保や上下移動の負担軽減に配慮する必要がある。
整備基準
＜一般基準＞

不特定かつ多数のものが利用し、又は主として高齢者、
障害者が利用する階段は、次に掲げるものであること。
① 手すりを設けること。（踊場を除く）
② 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げること。
③ 踏面端部とその周囲は色の明度等で識別しやすいも
のとすること。
④ 段はつまずきにくいものとすること。
⑤ 段部分の上端に近接する踊場の部分には点状ブロッ
ク等が敷設すること。※
⑥ 段部分の下端に近接する踊場の部分には点状ブロッ
ク等が敷設すること。※
⑦ 主たる階段を回り階段としないこと。（ただし、回
り階段以外の階段を設けられない場合を除く）
※以下の場合、視覚障害者の利用上支障がないものとし
て、敷設しないことができる。
⑴ 自動車車庫に設ける場合
⑵ 段部分と連続して手すりを設ける場合

＜関係条文＞

施行令第12条 平成18年国告示第1497号
条例第16条第２項

参考とすべき項目
●階段の手すりの始点、終点には、45㎝程度の水平部分を設け、廊
下の手すりと連続させる。
●階段の側面は両側とも壁であることが望ましいが、壁に接していな
い場合は、松葉杖等が落ちないように高さ5㎝以上の立ち上がりを
設ける。
●階段の上端のみならず、下端にも、注意喚起用床材を敷設するとと
もに、手すりには階数などを標示した点字プレートを設置する。
●屋外階段は、排水について十分に配慮する。
●手すりの取りつけ高さは、1本の場合は75㎝〜85㎝程度とする。
●子供、高齢者等の利用が多い施設については、2段で、高さを60
㎝〜65㎝程度と、75㎝〜85㎝程度とする。
●階段の段鼻は、踏面の色と明度差の大きいものとする。
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基準の解説
①

片側でもよいが、片側まひの方による利用も考える
と、できる限り両側に設置するのが望ましい。
③ 周囲の床材と識別が困難となる場合を除き、黄色の
ものとする。
④ つまずきにくい構造とは、蹴込板があり、段鼻が飛
び出していないものをいう。
⑤⑥ 踊り場部分の階段前後に点状ブロックを敷設する
ことを規定したものである。
⑦ 「回り段」とは踏幅がひとつの路面で異なるものを
いう。回り段を設けないこととしているのは、高齢者
がバランスをくずしやすく、視覚障害者が方向を見失
いやすいためである。

＜バリアフリー法の誘導基準＞
（階段）
第４条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなけれ
ばならない。
一 幅は、140㎝以上とすること。ただし、手すりが設けら
れた場合にあっては、手すりの幅が10㎝を限度として、な
いものとみなして算定することができる。
二 けあげの寸法は、16㎝以下とすること。
三 踏面の寸法は、30㎝以上とすること。
四 踊場を除き、両側に手すりを設けること。
五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
六 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度
の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとするこ
と。
七 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設け
ない構造とすること。
八 段がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ多
数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに
限る。）には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視
覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定め
る場合は、この限りでない。
九 主たる階段は、回り階段でないこと。

建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

階段の整備例

60〜65㎝程度

75〜85㎝程度

●手すりの設置
◇両側に手すりの設置

建
築
物

45㎝程度
●点状ブロック等
の敷設

45㎝程度

○階段の下端に近接する部分に
点状ブロック等の敷設

壁に接していない場合は
高さ5㎝以上の立ち上がり
を設ける

●点状ブロック等の敷設

●点状ブロック等の敷設

●段は識別しやすく、
かつ、
つまずきにくい構造

●表面は粗面とし、又は
滑りにくい材料で仕上げる

○階段の下端に近接する部分に
点状ブロックの敷設

階段の形式

UP
UP

UP

UP
UP

UP

止むを得ず回り段を設ける
場合は狭い側の踏面の寸法
を30㎝以上とすること。

蹴上げ、踏面の形状（つまずきにくい構造の例）

蹴込み2㎝以下
蹴込み板の無いものは避ける

踏面がとびだしていると危険

適切な事例
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5 エレベーター−１
基本的な考え方
エレベーターは、高齢者等にとって最も有効な垂直移動手段であり、安全かつ円滑に
操作して目的の階へ移動できるよう、案内や表示などにも配慮する必要がある。
建築物移動等円滑化基準
＜移動等円滑化経路の基準＞

移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーは、次に
掲げるものとすること。
① かごは必要階（利用居室又は車いす使用者用便房・駐車施設のある
階、地上階）に停止すること。
② かご及び昇降路の出入口の幅は80㎝以上であること
③ かごの奥行きは135㎝以上であること
④ 乗降ロビーは高低差がなく、幅・奥行き共に150㎝以上であるこ
と
⑤ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制
御装置を設けること。
⑥ かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けること。
⑦ 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。
⑧ かご内に戸の開閉を確認できる鏡を設置すること。
⑨ 出入り口には、利用者を感知し、閉鎖を自動制止する装置が設置す
ること。
⑩ かご内に手すりを設置すること。
⑪ 不特定かつ多数の者が利用する1,000㎡以上の建築物である場合
⑴ かごの幅は、140㎝以上とすること。
⑵ かごは車いすが転回できる形状とすること。
⑫ 不特定かつ多数の者が利用し又は主として視覚障害者が利用する建
築物である場合 ※
⑴ かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けること。
⑵ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、文字等の浮き彫り、
音による案内又はこれらに類するもの若しくは点字方法により、視
覚障害者が円滑に操作できる構造とすること。
⑶ かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声
装置を設けること。
⑬ 付近に当該エレベーターがあることを表示する標識を設けること。
⑴ 標識は見やすい位置に設けること。
⑵ 標識は内容が容易に識別できるものとすること。（内容がJIS Z
8210に定められているときはこれに適合すること）
※自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合は視覚障害者の利用
上支障がないものとして設置しないことができる。

＜関係条文＞

施行令第18条第２項第５号、第19条
平成18年国告示第1494号、第113号
条例第19条第２項第４号
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基準の解説
①

駐車場において車いす使用者が円滑
に利用できる駐車スペースのことをい
う。
② 幅80㎝は車いすが通過できる寸法
である。
④ 幅、奥行き150㎝は車いすの回転
可能寸法である。
⑤ 床面から100㎝程度の高さに設置
し、ボタンは操作しやすいように大き
めのものを用いる。
⑧ かごの内部には、車いす使用者が後
ろ向きのまま出入口や人物、ドアの開
閉状態を確認することができるための
鏡を設置する。
⑪ ②と合わせたかごの寸法はJISの
11人乗りのかごの寸法である。

建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

エレベーターの形式

建 築 物

●一般用操作盤に点字標示
（不特定多数又は主として
視覚障害者が利用する場合）

建
築
物

○鏡の設置

●車いす使用者専用操作盤
手すり

●車いす使用者専用操作盤
（左右両面かつ奥行き方向
の中央付近が望ましい）

75〜85㎝程度

●到着後、戸の閉鎖を音声で知らせる装置の設置
（不特定多数又は主として視覚障害者が利用する場合）

操作盤前から出入口前まで
点状ブロック等の敷設
●内法150㎝以上
◇内法180㎝以上

●間口140㎝以上

●車いすの転回に支障のない構造
◇間口160㎝以上
（不特定多数の
利用する場合）

点状ブロック
等の敷設

●停止する予定の階及び
かごの位置を表示する装置

75〜85㎝程度

●内法80㎝以上
◇内法90㎝以上
（不特定多数の
利用する場合）

●内法150㎝以上
◇内法180㎝以上

●奥行き135㎝以上

●車いす使用者専用操作盤
（左右両面、かつ奥行き方向の
中央付近が望ましい）

●一般用操作盤に点字標示
（不特定多数又は主として
視覚障害者が利用する場合）
○手すりの設置

キックプレート
35㎝程度

乗降ロビー
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5 エレベーター−２
参考とすべき項目
●エレベーターは、車いす使用者などの障害者が利用する出入口に近
い場所に設置する。
●乗降口のドアは、乗降が確認できるまで閉鎖しない構造とする。ま
た、開閉時間が短いものは危険性を伴うので、ドアの開放時間を延
長する（10秒以上）。
●乗降ロビー及び乗り場ボタンなどには、車いす使用者などが利用し
やすいエレベーターであることを標示したマークを設置する。
●利用者の乗降を確認するための光電装置は、床面から20㎝と50㎝
程度の高さの2カ所に設置する（この2カ所は車いすのフットレス
ト部分の高さと身体の一部の高さである。）。
●エレベーターのドアには、聴覚障害者のために、また、防犯対策上
も内部の様子がわかるようにガラス窓を設置する。
●その他の規格は、㈳日本エレベーター協会による「車いす兼用エレ
ベーターに関する標準」及び「視覚障害者兼用エレベーターに関す
る標準」の基準に適合させるものとする。
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＜バリアフリー法の誘導基準＞
（エレベーター）
第７条 多数の者が利用するエレベーター（次条に規定するもの
を除く。以下この条において同じ。）を設ける場合には、第一
号及び第二号に規定する階に停止するかごを備えたエレベータ
ーを、第一号に規定する階ごとに一以上設けなければならない。
一 多数の者が利用する居室、車いす使用者用便房、車いす使
用者用駐車施設、車いす使用者用客室又は第13条第一号に
規定する車いす使用者用浴室等がある階
二 直接地上へ通ずる出入口のある階
２ 多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、次
に掲げるものでなければならない。
一 かご及び昇降路の出入口の幅は、80㎝以上とすること。
二 かごの奥行きは、135㎝以上とすること。
三 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行き
は、150㎝以上とすること。
四 かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を
表示する装置を設けること。
五 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を
設けること。
３ 第１項の規定により設けられた多数の者が利用するエレベー
ター及びその乗降ロビーは、前項に定めるもののほか、次に掲
げるものでなければならない。
一 かごの幅は、140㎝以上とすること。
二 かごは、車いすの転回に支障がない構造とすること。
三 かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい
位置に制御装置を設けること。
４ 不特定かつ多数の者が利用するエレベーターは、第２項第一
号、第二号及び第四号並びに前項第一号及び第二号に定めるも
のでなければならない。
５ 第１項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用す
るエレベーター及びその乗降ロビーは、第２項第二号、第四号
及び第五号並びに第３項第二号及び第三号に定めるもののほか、
次に掲げるものでなければならない。
一 かごの幅は、160㎝以上とすること。
二 かご及び昇降路の出入口の幅は、90㎝以上とすること。
三 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行き
は、180㎝以上とすること。
６ 第１項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用し、
又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及びその乗降
ロビーは、第３項又は前項に定めるもののほか、次に掲げるも
のでなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がな
いものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
一 かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入
口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
二 かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車いす使用者が
利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合
にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。）は、
点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円
滑に操作することができる構造とすること。
三 かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声
により知らせる装置を設けること。

建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

エレベーターのかごの整備例

建 築 物

○鏡の設置
（ステンレス又は安全ガラス）

●一般用操作盤に
点字標示

建
築
物

行先ボタン
●車いす使用者
専用主操作盤

車いす使用者
専用副操作盤

段差はなくす
すきまは可能な限り狭くする

20㎝程度

50㎝程度

キックプレート
35㎝程度

○手すりの設置
光電装置

75〜85㎝程度

100㎝程度

100㎝程度

150㎝以下

●車いす使用者
専用操作盤

●奥行き135㎝以上

（参考）
展望用エレベーター等、平面鏡が設置できない場合の例

車いす使用者等専用操作盤の例

凸面鏡
専用主操作盤
かご位置表示灯

呼び出し用ボタン

シンボルマーク
3

1 2 3 4 5

床面より
100㎝程度の高さ

手すり

方向灯

展望窓

インターホン
シンボルマーク

1 2 3 4 5

床面より
100㎝程度の高さ

開閉ボタン
呼び出し用ボタン

エレベーターの両サイドに設置する操作盤は、
エレベーターの奥行き方向の中央付近に設置
することが望ましい。

キックプレート
35㎝程度

75〜85㎝程度

専用副操作盤

（視線を上下に動かさなくても後方確認が
出来るよう、鏡は車いす使用時の視線高
さ付近にあることが望ましい）
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5 エレベーター−３

特殊な構造又は使用形態のエレベーター等

建築物移動等円滑化基準
＜移動等円滑化経路＞

移動等円滑化経路に国土交通大臣が定める特殊な構造又
は使用形態のエレベーターその他の昇降機 ※を設置して
いる場合、次に掲げるものとすること。
① エレベーターを設置している場合
⑴ 段差解消機の基準（平成12年建設省告示第
1413号第１第七号）に規定するものとすること。
⑵ かごの幅は70㎝以上、かつ奥行きは120㎝以上
とすること。
⑶ 車いす使用者がかご内で方向を変更する必要があ
る場合は、かごの幅と奥行きが十分に確保されてい
ること。
② エスカレーターを設置している場合
⑴ 車いす使用者用エスカレーターの基準（平成12
年建設省告示第1417号第１ただし書）に規定す
るものとすること。
③ 付近に当該昇降機があることを表示する標識を設け
ること。
⑴ 標識は見やすい位置に設けること。
⑵ 標識は内容が容易に識別できるものとすること。
（内容がJIS Z 8210に定められているときはこ
れに適合すること）
※ 国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態
のエレベーターその他の昇降機 （平成18年国告
示1492号第一）
一 昇降行程が４ｍ以下のエレベーター又は階段
の部分、傾斜路の部分その他これらに類する部
分に沿って昇降するエレベーターで、かごの定
格速度が15ｍ毎分以下で、かつ、その床面積
が2.25㎡以下のもの
二 車いすに座ったまま車いす使用者を昇降させ
る場合に２枚以上の踏段を同一の面に保ちなが
ら昇降を行うエスカレーターで、当該運転時に
おいて、踏段の定格速度を30ｍ毎分以下とし、
かつ、２枚以上の踏段を同一の面とした部分の
先端に車止めを設けたもの

＜関係条文＞

施行令第18条第２項第６号
平成18年国告示第1492号
（建築基準法関係告示）
平成12年国告示第1413号、第1417号
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基準の解説
○

国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエ
レベーターその他の昇降機とは、平成18年国土交通
省告示第1492号第一に定めるものをいう。一号が段
差解消機、二号が車いす使用者対応エスカレーターで
ある。

①⑴

建築基準法に基づく告示に定められた基準に適合
する必要がある
⑵ 車いす使用者が乗降する際に、かご内で90度回
転する必要がある場合には、回転スペースを考慮し、
幅140㎝以上、奥行き140㎝以上とすることが望
ましい。

＜バリアフリー法の誘導基準＞
（特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機）
第８条 階段又は段に代わり、又はこれに併設する国土交通大臣
が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降
機は、車いす使用者が円滑に利用できるものとして国土交通大
臣が定める構造としなければならない。
（平成18年国土交通省告示第1485号）
第一 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘
導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める
省令（以下「建築物移動等円滑化誘導基準」という。）第八条
に規定する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエ
レベーターその他の昇降機は、次に掲げるものとする。
一 昇降行程が４ｍ以下のエレベーター又は階段の部分、傾斜
路の部分その他これらに類する部分に沿って昇降するエレベ
ーターで、かごの定格速度が15ｍ毎分以下で、かつ、その
床面積が2.25㎡以下のもの
二 車いすに座ったまま車いす使用者を昇降させる場合に２枚
以上の踏段を同一の面に保ちながら昇降を行うエスカレータ
ーで、当該運転時において、踏段の定格速度を30ｍ毎分以
下とし、かつ、２枚以上の踏段を同一の面とした部分の先端
に車止めを設けたもの
第二 建築物移動等円滑化誘導基準第８条に規定する車いす使用
者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定
める構造は、次に掲げるものとする。
一 第一第一号に掲げるエレベーターにあっては、次に掲げる
ものであること。
イ 平成12年建設省告示第1413号第一第七号に規定する
ものとすること。
ロ かごの幅は70㎝以上とし、かつ、奥行きは120㎝以上
とすること。
ハ 車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合
にあっては、かごの幅及び奥行きが十分に確保されている
こと。
二 第一第二号に掲げるエスカレーターにあっては、平成12
年建設省告示第1417号第一ただし書に規定するものである
こと。

建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

段差解消機、車いす使用者対応エスカレーターの整備例

建
築
物

＜段差解消機の基準

平成12年建設省告示第1413号第１＞

九 昇降行程が４ｍ以下のエレベーター又は階段の部分、傾斜路の部分その他これらに類する部分に沿って昇降するエレベーターで、かごの
車いすに座ったまま使用するエレベーターで、かごの定格速度が15メートル以下で、かつ、その床面積が2.25平方メートル以下のもの
定格速度が15メートル以下で、かつ、その床面積が2.25㎡以下のもの
令第129条の６第一号及び第129条の７第四号の規定によるほ
であって、昇降行程が4メートル以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの
令第129条の7第五号の規定によるほか、次に定
か、次に定める構造であること。
める構造とすること。
イ かごは、次に定める構造であること。ただし、昇降行程が１ｍ以下のエレベーターで手すりを設けたものにあっては、この限りでない。
かごは、次に定める構造とすること。ただし、昇降行程が1メートル以下のエレベーターで手すりを設けたものにあっては、この限りで
⑴
次に掲げるエレベーターの種類に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
ない。
⑴ 次に掲げるエレベーターの種類に応じ、
それぞれ次に定めるものとすること 。
以外のエレベーター 出入口の部分を除いて、高さ１ｍ以上の丈夫な壁又は囲いを設けていること。ただし、昇降路の側壁その
⒤他のものに挟まれるおそれのない部分に面するかごの部分で、かごの床から高さ15㎝以上の立ち上がり部分を設け、かつ、高さ１
かごの昇降の操作をかご内の人が行うことができない1人乗りのエレベーター
出入口の部分を除き、高さ65センチメートル以
上の丈夫な壁又は囲いを設けていること。ただし、昇降路の側壁その他のものに挟まれるおそれのない部分に面するかごの部分
ｍ以上の丈夫な手すりを設けた部分にあっては、この限りでない。
で、
かごの床から7センチメートル（出入口の幅が80センチメートル以下の場合にあっては、6センチメートル）以上の立ち上がりを
車いすに座ったまま使用する１人乗りのエレベーターで、エレベーターの昇降の操作をかご内の人が行うことができないもの
出
設け、かつ、高さ65センチメートル以上の丈夫な手すりを設けた部分にあっては、この限りでない。
入口の部分を除いて、高さ65㎝以上の丈夫な壁又は囲いを設けていること。ただし、昇降路の側壁その他のものに挟まれるおそれ
⒤以外のエレベーター 出入口の部分を除き、高さ1メートル以上の丈夫な 壁又は囲いを設けていること。ただし、昇降路の側壁
のない部分に面するかごの部分で、かごの床から７㎝（出入口の幅が80㎝以下の場合にあっては、６㎝）以上の立ち上がりを設け、
その他のものに挟まれるおそれのない部分に面するかごの部分で、かごの床から高さ15センチメートル以上の立ち上がりを設け、
かつ、高さ65㎝以上の丈夫な手すりを設けた部分にあってはこの限りではない。
かつ、高さ1メートル以上の丈夫な手すりを設けた部分にあっては、この限りでない。
⑵ 出入口には、戸又は可動式の手すりを設けていること。
出入口には、戸又は可動式の手すりを設けること。
ロ⑵用途、積載量（㎏で表した重量とする。）、最大定員（積載荷重を平成12年建設省告示第1415号第五号に定める数値とし、重力加
⑶ 用途、積載量（キログラムで表した重量とする。）及び最大定員（積載荷重を平成12年建設省告示第1415号第五号に定める数値と
速度を9.8ｍ毎秒毎秒とし、１人当たりの体重を65㎏、車いすの重さを110㎏として計算した定員をいう。）その他次に定めるエレベ
し、重力加速度を9.8メートル毎秒毎秒とし、1人当たりの体重を65キログラム、車いすの重さを110キログラムとして計算した定員
ーターの用途に応じて次に定める事項を明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示していること。
）並びに1人乗りのエレベーターにあっては車いすに座ったまま使用する1人乗りのものであることを明示した標識をかご内の
⑴をいう。
車いすに座ったまま使用する1人乗りのエレベーター
車いすに座ったまま使用する1人乗りのエレベーターであること。
⑵見やすい場所に掲示すること。
車いすに座ったまま使用することができないエレベーター 車いすに座ったまま使用することができないこと。
ロ 昇降路は、次に定める構造であること。
昇降路は、次に定める構造とすること。
ハ
高さ1.8メートル以上の丈夫な壁又は囲い及び出入口の戸又は可動式の手すりを設けること。ただし、かごの底と当該壁若しくは囲
⑴ 高さ1.8ｍ以上の丈夫な壁又は囲い及び出入口の戸又は可動式の手すりを設けていること。ただし、かごの底と当該壁若しくは囲い
い又は床との間に人又は物が挟まれるおそれがある場合において、かごの下にスカートガードその他これに類するものを設けるか、又
又は床との間に人又は物が挟まれるおそれがある場合において、かごの下にスカートガードその他これに類するものを設けるか、又は
は強く挟まれた場合にかごの昇降を停止する装置を設けた場合にあっては、この限りでない。
強く挟まれた場合にかごの昇降を停止する装置を設けた場合にあってはこの限りでない。
出入口の床先とかごの床先との水平距離は、4センチメートル以下とすること 。
⑵ 出入口の床先とかごの床先との水平距離は、４㎝以下であること。
⑶ つり合おもりを設ける場合にあっては、人又は物がつり合おもりに触れないよう壁又は囲いを設けていること。
釣合おもりを設ける場合にあっては、人又は物が釣合おもりに触れないよう壁又は囲いを設けること。
かご内の人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突しないものとすること。
⑷ かご内の人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにしていること。
ハ 次に掲げる安全装置が設けられていること。
制御器は、昇降行程が1.0メートルを超えるものにあっては、かご及び昇降路のすべての戸又は可動式の手すりが閉じていなければか
ニ
ごを昇降させることができないものとすること。
⑴
昇降行程が1.0ｍを超えるものにあっては、かご及び昇降路のすべての戸又は可動式の手すりが閉じていなければかごを昇降させる
ニ ことができない装置
次に掲げる安全装置を設けること。
⑴ かごが折りたたみ式のもので動力を使用してかごを開閉するものにあっては、次に掲げる装置
かごが折りたたみ式のもので動力を使用してかごを開閉するものにあっては 、次に掲げる装置
⑵
⒤ 鍵を用いなければかごの開閉ができない装置
鍵を用いなければかごの開閉ができない装置
開閉中のかごに人又は物が挟まれた場合にかごの開閉を制止する装置
開閉中のかごに人又は物が挟まれた場合にかごの開閉を制止する装置
かごの上に人がいる場合又は物がある場合にかごを折りたたむことができない装置
かごの上に人がいる場合又は物がある場合にかごを折りたたむことができない装置
⑵ かごが着脱式のものにあっては、かごとレールが確実に取りつけられていなければかごを昇降させることができない装置
かごが着脱式のものにあっては、かごとレールが確実に取りつけられていなければかごを昇降させることができない装置
⑶
⑶ 住戸内のみを昇降するもの以外のものにあっては、積載荷重を著しく超えた場合において警報を発し、かつ、かごを昇降させること
住戸内のみを昇降するもの以外のものにあっては、積載荷重を著しく超えた場合において警報を発し、かつ、かごを昇降させること
⑷
ができない装置又は鍵を用いなければ、かごの昇降ができない装置
ができない装置又は鍵を用いなければ、かごの昇降ができない装置
十 階段及び傾斜路に沿って1人の者がいすに座った状態で昇降するエレベーターで、定格速度が9メートル以下のもの 令第129条の6第
五号及び第129条の7第五号の規定によるほか、次に定める構造とすること。
イ 昇降はボタン等の操作によって行い、ボタン等を操作し続けている間だけ昇降する構造とすること。
ロ 人又は物がかごと階段又は床との間に強く挟まれた場合にかごの昇降を停止する装置を設けること。
ハ 転落を防止するためのベルトを、背もたれ、ひじ置き、座席及び足を載せる台を有するいすに設けること。

＜車いす使用者用エスカレーターの基準 平成12年建設省告示第1417号第１ただし書＞
三

エスカレーターの手すりの上端部の外側とこれに近接して交差する建築物の天井、はりその他これに類する部分又は他のエスカレーター
の下面（以下「交差部」という。）の水平距離が50㎝以下の部分にあっては、保護板を次のように設けること。
イ 交差部の下面に設けること。
ロ 端は厚さ６㎜以上の角がないものとし、エスカレーターの手すりの上端部から鉛直に20㎝以下の高さまで届く長さの構造とすること。
ハ 交差部のエスカレーターに面した側と段差が生じないこと。
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6 便所−1
基本的な考え方
車いす使用者用便房の設置の他に、一般用便所においても腰掛便座や手すりを設ける
など、車いす使用者をはじめ、高齢者、乳幼児を連れた人等誰もが利用しやすい便所
を整備する必要がある。

建築物移動等円滑化基準

基準の解説

＜一般基準＞

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用
する便所は、そのうち１以上が次の掲げるものとすること。
（男子用
及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）
① 床の表面は、
粗面又は滑りにくい材料で仕上げること。
② 手洗い器に特定水洗（レバー式、光感知式等）
を設けること。
（各
便所１以上）
③ 車いす使用者用便房以外に、腰掛便座の大便器を設けた便房
を１以上設けること。
④ 小便器を設ける場合は、そのうち１以上の周囲に手すりを設け
ること。
⑤ 便房内にベビーチェアその他乳幼児のおむつが交換できる設
備が設置され、出入口にその旨の表示をすること。
（学校を除き、
１以上の便所内に１以上）
⑥ ベビーベッドその他乳幼児のおむつが交換できる設備が設置
され、
出入口にその旨の表示をすること。
（１以上の便所）
⑦ 車いす使用者用便房を設けること
（１以上の便所）
⑴ 膝掛便器、手すり等が適切に配置されていること。
⑵ 車いすで利用できるよう十分な空間が確保されていること。
⑶ くつべら式、光感知式等の洗浄装置が設置されていること。
⑷ 手洗い器に特定水洗を設けること。
⑸ 高齢者・障害者等が円滑に衣類又は装身具の交換ができる設
備を設置がされ、出入口にその旨の表示をすること。
※別表４の用途・規模の場合
⑧ 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる方式の水洗機
具を設けること。
（別表１に掲げる規模以上の場合）
⑨ ベビーベッド及び⑧の水洗器具をそれぞれ男女別の便所があ
る場合は男女別の便所に１カ所以上づつ設けること。※別表３の
用途・規模の場合
⑩ 床置き式の小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが３５㎝以下
のものに限る。）その他これらに類する小便器を設けること
（男子
用小便器のある１以上の便所内に１以上）
⑪ 移動等円滑化の措置がとられた便所の付近に、当該便所がある
ことを表示する標識を設けること。
⑴ 標識は見やすい位置に設けること。
⑵ 標識は内容が容易に識別できるものにすること。
（内容がJIS
Z 8210に定められているときはこれに適合すること。）
（別表第２）
ベビーベッド

② 各便所ごとに1カ所以上設ける。
⑤ 乳幼児と一緒に便房内に入ることができる
ようにベビーチェア等を備えた便房を建築物
全体で１カ所以上（男子用、女子用の区別があ
る場合はそれぞれ１以上）設ける。
（ 学校を除
く）
⑥ 比較的長時間滞在することが考えられる施
設について、おむつ替えができるようにベ
ビーベッド、ベビーシート等を建築物全体で１
カ所以上（男子用、女子用の区別がある場合
はそれぞれ１以上）設ける。ただし、他の場所
に設けることもできる。
⑦(2) 便房内において車いす使用者が回転し
て設備・備品等を利用できる広さ（直径150
㎝）を確保し、概ね２ｍ×２ｍ程度を標準とす
る。既存改修の場合や、用途面積が概ね300
㎡以下の建築物の場合については車いす使
用者の利用に支障のない広さとすること。
⑦(5) 衣類又は装身具の交換ができる設備と
は、大型ベッド、折りたたみシート等のことであ
る。
⑧ 水洗器具とはオストメイト
（人工肛門・人工
膀胱等のように、腹部に人工的に排泄口を
作った人のことをいう。）対応の設備のことで
ある。
⑩ 建築物全体で１カ所以上設けるものとし、
両側及び前方胸の位置で寄りかかることがで
きるよう手摺りを取付け、出入口に一番近い
位置に設けることが望ましい。
※ 床面積200㎡未満の用途変更の場合に限
り、便所の出入口の幅は、通常の80cmから
70cmとなる。

（別表第３）
（別表第２）（別表第４）
（別表第３）
ベビーベッド・オストメイト水洗の分離
ド
大型ベッド
ベビーベッド 大型ベッ
全て
特別支援学校
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
２０００㎡
全て
病院
体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、水泳場（一般公共の用に供されるものに限る。）ボーリング
1000㎡ 全て
2000㎡
２０００㎡
２０００㎡
１０００㎡
劇場、
観覧場、映画館又は演劇場
場、遊技場
２０００㎡
２０００㎡
５００㎡
集会所又は公会堂
集会場又は公会堂
博物館、美術館又は図書館
500㎡
２０2000㎡
００㎡
５０００㎡
５０００㎡
百貨店。
マーケットその他の物品販売業を営む店舗
００㎡
５０００㎡
１０００㎡
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
5000㎡ ２０5000㎡
ホテル
（宿泊客以外の利用がある場合に限る）
全て
全て
保健所、
税務署その他の不特定かつ多数の者が利用する官公署
ホテル又は旅館
※宿泊者以外の利用がある場合に限る
1000㎡ 全て
5000㎡
２０００㎡
２０００㎡
１０００㎡
公共体育館等若しくはボーリング場又は遊技場
保健所、税務署その他不特定かつ多数のものが利用する官公庁
２０2000㎡
００㎡
２０００㎡
５００㎡
博物館、
美術館又は図書館
100㎡
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
全て
全て
１００㎡
ターミナル
公衆便所
50㎡
５０㎡ −
５０㎡
公衆便所
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建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

便所の配置例
手洗い器・便器等、便所内のレイアウトが分かる触知版を便所入り口に掲示することが望ましい（参考ページ：設計編⇒共通事項⇒点字などの標示）
●手すりの設置

●内法80cm以上

建
築
物
●内法80㎝以上

●内法80㎝以上

男女別に車いす使用者用
便所を設けた例

手すりの設置例
45㎝
程度
35㎝
程度

100㎝程度
80㎝
程度

65〜
70㎝
程度

男女兼用の車いす使用者用
便所を設けた例

●内法80㎝以上

男女それぞれの便所内に
それぞれ車いす使用者用
便所を設けた例

男子便所又は女子便所の
どちらか一方に車いす使
用者用便所を設けた例

※異性介助がしづらい

※異性介助がしづらい

車いす使用者用便房のレイアウト例

手すり等は衛生陶器の両側にあることが望ましい。

大便器

●内法80㎝以上

●内法80㎝以上

■標準的な広さ

■車いす使用者の利用に支障のない広さ

車いすの回転を考慮した例−1

車いすの回転を考慮しない例−1

便座の
高さから
30㎝
程度
65〜
70㎝
程度

200㎝以上

車いすの回転を考慮しない例−3

180㎝
210㎝

200㎝

150㎝

L字手摺 センサー式水栓
跳上げ手摺

180㎝

便器の先端から
可動式手すり
25㎝程度
（水平）
○小便器を設ける場合はそのうち
小便器 １以上の周囲に手すりを設ける。
60㎝程度
60㎝
程度
30㎝程度

●内法80㎝以上

内法80㎝以上
洗面室
センサー式水栓

車いすの回転を考慮しない例−2

220㎝以上

70㎝程度

ベビーチェア

110㎝

車いすの回転を考慮した例−2

20㎝程度

女子・多目的便所

●内法80㎝
以上

200㎝
110㎝

男子便所
ベビーチェア

150㎝

洗面器
5〜10㎝程度

140㎝

5〜10㎝程度

●内法80㎝
以上

●内法80㎝
以上

70㎝程度

注）出入口に開戸を設ける場合には車いすで入ることができるスペースを確保する。

洗面器の先端から30㎝程度

ベビーチェアのレイアウト例

ベビーベッドのレイアウト例

ベビーチェア例

おむつ替え台
50㎝程度

60㎝程度

ベビーチェア
和式

30㎝
程度

乳幼児を座らすことができる設備
30㎝程度
30㎝
40㎝程度
程度

20㎝
程度

洋式

洋式

70㎝程度

収納時

80㎝
程度

50㎝程度

90㎝
程度
80㎝
程度

90㎝
程度

ベビーチェア

40㎝程度

20㎝
程度

10㎝
程度
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6 便所−２
＜バリアフリー法の誘導基準＞

＜関係条文＞

施行令第14条、第19条
平成18年国告示第1496号、第113号
条例第17条 別表第２ 別表第３

参考とすべき項目
【車いす使用者用便房】
●車いす使用者が利用できる便所は、建物の出入口付近など、わかり
やすく利用しやすい位置に設置する。
●便所に至る経路を標示し、便所の入口にはシンボルマークを設置し
て誘導する。また、障害者以外の高齢者や妊産婦なども利用できる
ことを標示する。
●車いす使用者用便房の出入口のドアは引戸が望ましく、可能であれ
ば自動引戸とする。アコーディオン形式とする場合、使用中に不安
感を抱かせないよう、施錠ができるなどの配慮をする。
●ドアの取っ手は、棒状又はレバー式のものとする。
●ドアには簡単に操作でき、非常時には外から合鍵で解錠できる錠を
設ける。
●便房内の手すりは必要に応じて可動式とする。
●床置式の便器は、前面のトラップ部分を引き込んで、車いすのフッ
トレストがあたりにくい構造とする。
●便座の高さは40㎝〜45㎝とする。
●便座に腰掛けた状態で手が届き、転倒した場合でも操作しやすい位
置に緊急連絡装置を設置する。
●汚物入れは、一般のものより大きなものを用い、車いすに乗ったま
までも手の届く位置に設ける。
●ペーパーホルダー・水洗のフラッシュバルブは、便器に腰掛けたま
ま容易に操作できる位置に設置する。また、ペーパーホルダーは手
すりを利用するなどして両側に設ける。
●便房内には、身づくろい用の鏡を取り付ける。特に、車いすが回転
できるスペースを確保できない便房には、後方を確認することがで
きるように鏡を取り付ける。鏡の大きさは、下端が床上90㎝程度、
上端が180㎝程度のものとする。
●便房内の壁には、車いす使用者の利用に支障とならない位置に手荷
物などを置く棚やフックを取り付ける。
●便房内に車いす使用者がおむつ替えのできるベッドあるいはマット
を備える。
●高齢者や妊産婦、乳幼児を連れた人等すべての人々の利用を目的と
した多目的便所の設置が望まれる。
●オストメイトにも対応可能な便所の設置が望まれる。オストメイト
とは、人工肛門や人工ぼうこうなどのように、人工的に腹部に排泄
口を作った人のことをいう。特別な設備としては、汚れた衣服や腹
部を洗うための温水が出る多目的流しや、パウチの便を処理するた
めのしびん洗浄用水栓付大便器などの設置が必要となる。

（便所）
第９条 多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければ
ならない。
一 多数の者が利用する便所（男子用及び女子用の区別がある
ときは、それぞれの便所）が設けられている階ごとに、当該
便所のうち１以上に、車いす使用者用便房及び高齢者、障害
者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた
便房を設けること。
二 多数の者が利用する便所が設けられている階の車いす使用
者用便房の数は、当該階の便房（多数の者が利用するものに
限る。以下この号において同じ。）の総数が200以下の場
合は当該便房の総数に50分の１を乗じて得た数以上とし、
当該階の便房の総数が200を超える場合は当該便房の総数
に100分の１を乗じて得た数に２を加えた数以上とするこ
と。
三 車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の
出入口は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、80㎝以上とすること。
ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車
いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、
その前後に高低差がないこと。
四 多数の者が利用する便所に車いす使用者用便房が設けられ
ておらず、かつ、当該便所に近接する位置に車いす使用者用
便房が設けられている便所が設けられていない場合には、当
該便所内に腰掛便座及び手すりの設けられた便房を１以上設
けること。
２ 多数の者が利用する男子用小便器のある便所が設けられてい
る階ごとに、当該便所のうち１以上に、床置式の小便器、壁掛
式の小便器（受け口の高さが35㎝以下のものに限る。）その
他これらに類する小便器を１以上設けなければならない。

おむつ替えの例（ベビーベッド）

ベビーチェア・ベビーベッド設置例
50㎝程度

ベビーチェア
ベビーベッド

70㎝程度

入口

60㎝程度
180㎝

ベビーチェア
ベビーチェア

ベビーベッド

160㎝

ベビーベッド
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建築物
●バリアフリー法による基準 ○条例による基準 ◇バリアフリー法の誘導基準 無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

多機能便所の整備例
○レバー式水栓又は、
光感知式等水栓の設置

足踏み式フラッシュバルブ

●手すりの設置
（可動式手すり）

男児用小便器

標示板
360㎝

建
築
物

250㎝

収納時30㎝程度

●腰掛便器の設置

使用時160㎝程度

鏡

建 築 物

○大型ベッド又は
パブリック用折りたたみシート
（高さ50㎝程度）

ベビーチェア

●内法80㎝以上

ペーパーホルダー

○大型ベッド又は
パブリック用折りたたみシート
（高さ50㎝程度）
パブリック用折りたたみシートの例

75㎝

65〜70㎝程度

90㎝

○くつべら式、
光感知式等の
洗浄装置の設置

※操作部、紙巻き器等の形状、色、配置は「JIS S 0026：2007 高
齢者・障害者配慮設計指針 −公共トイレにおける便房内操作部の形
状、色、配置及び器具の配置」も参考にしてください。

非常用ボタン

オストメイト対応設備を併設した例
オストメイト対応
便所の標示例

フック

しびん
ライニング
洗浄用
鏡
水栓 汚物入れ

棚付二連紙巻器

棚
付
二
連
紙
巻
器
オストメイト用の
設備を備えています

入口の標示

便所の標示例
ティッシュ
ペーパー
ホルダー 多目的流し

①ハンドシャワー
腹部を洗ったり、使用後のボール
内を洗い流すために使用。
②排水金具
固形物が流れないように目皿付き
フック とする。簡単にとりはずし清掃
できるものが望まれる。
③給湯設備
腹部の洗浄にお湯が必要。お湯が
出ると便の汚れを落としやすく
なる。
④注意表示
「パウチ内の便を直接流さないで
下さい。便の処理は大便器で行
って下さい。」といった表示が望
まれる。

どなたでもご自由にお使いください
高齢者や妊産婦、乳幼児を連れた人など障
害者以外の人も利用できる旨を標示するこ
とが望ましい。

跳ね上げ収納式おりたたみシート
（収納時は壁側に跳ね上げ、展開時寸法W600×L1500程度）

片まひの身体障がい者に考慮し、便器の
両側に紙巻き機があることが望ましい。

便房内の身づくろい用鏡の高さの例
傾斜鏡は、見える部分が
限られたり、車いす使用
者以外の者には使いにく
いので注意が必要

フラッシュバルブの例
足踏式

くつべら式

鏡

90㎝程度

ペーパーホルダー

180㎝程度

手すり兼用のペーパーホルダーの例

光感知式

押しボタン
スイッチ
光センサー

46
44

7 ホテル又は旅館の客室
基本的な考え方
宿泊施設においては、車いす使用者、聴覚障害者等が利用しやすい客室の整備や非常
時の誘導・避難等に配慮する必要がある。
建築物移動等円滑化基準

基準の解説

＜一般基準＞

① 客室の総数が25以上の場合は、車いす使用者用客
室及び聴覚障がい者用客室をいずれも次の室数以上設
けること。
⑴ 客室数が25以上200以下の場合 客室数を50
で割った数。
⑵ 客室数が200を超える場合 客室数を100で割
り、2を加えた数
車いす使用者用客室は以下に掲げるものとする。
② 床面は滑りにくい材料で仕上げること。
③ 室内は車いす使用者が円滑に利用できる空間を確保
すること。
④ 電話機、コンセント、スイッチ等は車いす使用者が円
滑に利用できる高さに設けること。
⑤ 回転灯その他の聴覚障害者に緊急情報を伝達できる
設備を設けること。
⑥ 当該客室内の便所は次の基準とすること。
⑴ 便所内に車いす使用者用便房［便所―1 〈一般
基準〉⑤⑴〜⑷の基準］を設けること。
⑵ 出入口は、幅80㎝以上とすること。
⑶ 戸を設ける場合、自動開閉等で車いす使用者が通
過しやすく、前後に高低差がないこと。
⑦ 当該客室内の浴室等は次の基準にすること。
⑴ 車いす使用者が円滑に利用することができるもの
として、次の構造とすること。
(ｱ) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されてい
ること。
(ｲ) 車いす使用者が円滑に利用が出来るよう十分な
空間が確保されていること。
⑵ 出入口は、幅80㎝以上とすること。
⑶ 戸を設ける場合、自動開閉等で車いす使用者が通
過しやすく、前後に高低差がないこと。
視覚障害者用客室は、以下に掲げるものとすること。
⑧ 回転灯その他の聴覚障害者に緊急情報を伝達できる
設備を設けること。

＜関係条文＞

施行令第15条
条例第18条

平成18年度国告示第1495号、第1496号

① 当該 客室は 利 用 居室として扱われる。増 築 等 の 場
合、客室の総 数は、当該増築等を行うところの客室数
の事をさす。
⑤ ⑧ 回転灯（パトライト）やキセノンランプなど、緊急
情報等の伝達手段となるものである。
（「共通事項」の
「⑥非常警報設備」参照）
⑥ 当該客室のある階に車いす使用者用便房が設けられ
た共用便所がある場合はこの限りでない。
⑦ 当該建築物内に基準を満たした共用の浴室等がある
場合はこの限りでない。

＜バリアフリー法の誘導基準＞
（ホテル又は旅館の客室）
第10条 ホテル又は旅館には、客室の総数が200以下の場合は
当該客室の総数に50分の１を乗じて得た数以上、客室の総数
が200を超える場合は当該客室の総数に100分の１を乗じて
得た数に２を加えた数以上の車いす使用者用客室を設けなけれ
ばならない。
２ 車いす使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。
一 出入口は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、80㎝以上とすること。
ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車
いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、
その前後に高低差がないこと。
二 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が
設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所が１
以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以
上）設けられている場合は、この限りでない。
イ 便所内に車いす使用者用便房を設けること。
ロ 車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所
の出入口は、前条第１項第三号イ及びロに掲げるものであ
ること。
三 浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室
が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴
室等が１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それ
ぞれ１以上）設けられている場合は、この限りでない。
イ 車いす使用者が円滑に利用することができるものとして
国土交通大臣が定める構造の浴室等（以下「車いす使用者
用浴室等」という。）であること。
ロ 出入口は、次に掲げるものであること。
⑴ 幅は、80㎝以上とすること。
⑵ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の
車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か
つ、その前後に高低差がないこと。

参考とすべき項目
●客室や寝室はプライバシーが保たれ、換気・採光が良く、避難しやすい場所に配置するとともに、障害者などの利用を容易にするために、床面
の段差や障害物が生じないように配慮する。
●車いす使用者のためにはベッドの利用が望ましく、室内は車いすが回転できるスペースを確保する。
●ベッドの側面には、車いすが転回できる140㎝以上のスペースを確保する。
●ベッドの高さは、車いすの座面の高さ（40㎝〜45㎝）程度とし、車いすのフットレストが下部に入るもの（高さ25㎝程度）とする。
●ベッドのわきなどに手すりを設置するとともに、必要に応じて、キックプレートを取り付ける。
●毛足の長いじゅうたんなどは、歩行困難者にとっては移動上の支障があるばかりでなく、転倒などの危険があるのでできるだけ避けるようにする。
●スイッチ類は、車いすでの使用にも配慮した高さ及び位置に配慮するとともに、枕元での操作もできるようにする。
（入口と3路スイッチとする。）
（「共通事項」の［⑤スイッチ・コンセント類（P.79）］参照）
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建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

客室の整備例
140㎝以上

垂直手すり

建 築 物

平面図

シャワーカーテン

○回転灯の設置

浴槽
ベッド

ベッド
手すり

下部にフットレストの
入るスペース
径150㎝以上

建
築
物

洗面

移乗台

径150㎝以上
クローゼット
径150㎝以上

収納棚

○床面は、滑りにくい
材料で仕上げる

●内法80㎝以上

車いす使用者を考慮して
ハンガーパイプ高さは145㎝以下とする

車いす使用者は高さ
45〜110㎝が使用可能範囲

●内法80㎝以上

断面図

40〜45㎝程度

140㎝以上
ベッド

ベッド

手すり

25㎝程度

40〜45㎝程度

140㎝以上

40〜45㎝
程度

25㎝
程度
140㎝以上

※聴覚障害者に緊急情報等を伝達する設備
回転灯（パトライト）の例

キセノンランプの例
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8 敷地内通路−１
基本的な考え方
建物出入口から道等又は車いす使用者用駐車施設に至る通路は、高齢者等を含む誰も
が安全かつ円滑に通行できる必要がある。
建築物移動等円滑化基準
＜一般基準＞

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利
用する敷地内の通路は次に掲げるものとすること。
① 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げとすること。
② 通路に段がある場合
⑴ 手すりを設けること。
⑵ 踏面端部とその周囲は色の明度等で識別できるものとするこ
と。
⑶ 段はつまづきにくいものとすること。
③ 通路に傾斜路がある場合
⑴ 手すりを設けること。（勾配１／12以下で高さ16㎝以下
又は１／20以下の傾斜部分は免除）
⑵ 前後の通路と色の明度等で識別しやすいものとすること。

＜移動等円滑化経路＞

②⑴ 片側でもよいが、片側まひの方の利
用も考えると、できる限り両側に設置
することが望ましい
⑵ 弱視の方等の視覚障害者のために踏
面端部の仕上げを周囲と識別しやすい
ものとすることを規定している。
③⑵ 弱視の方等の視覚障害者のために傾
斜路の仕上げを周囲と識別しやすいも
のとすることを規定している。
④ 幅120㎝は人が横向きになれば車いす
とすれ違え、松葉杖使用者が円滑に通過
できる寸法である。車いす使用者等の利
便性を考慮すると180㎝以上が望ましい。
⑤ 140㎝角以上のスペースやＴ字型の交
差部等が該当する。
⑦ ［共通事項④溝ぶた］を参考とする。
⑧⑴ 段を併設する場合の幅90㎝は車いす
で通過できる寸法である。
⑵ １/12の勾配は、国際シンボルマー
クの設置基準である。高低差が小さい
場合には建築基準法に規定されている
最大勾配の１/８まで認められる。
⑶ 踊り場の規定は、傾斜路が長く（勾
配１/12で９ｍ）なる場合には、昇降
中の車いす使用者が休憩、方向転換又
は加速ができるように平坦な部分を設
ける。

移動等円滑化経路上には階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜
路又はエレベーターその他の昇降機を設ける場合はこの限りでない。
移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものとす
ること。ただし、地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口
までを整備する。
④ 幅は120㎝以上とすること。
⑤ 区間50ｍ以内ごとに車いすが転回可能な場所を設けること。
⑥ 戸は自動開閉等で車いす使用者が通過しやすく、その前後は高
低差がないこと。
⑦ 通路を横断する排水溝の溝ふたは、つえ、車いすの車輪等が落
ちないものとすること。
⑧ 傾斜路がある場合
⑴ 幅は120㎝以上（段に併設する場合は90㎝以上）とするこ
と。
⑵ 勾配は１／12以下（高さ16㎝以下の場合は１／８以下）
とすること。
⑶ 高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場を設けること。
（勾配１／20以下の場合は免除）

※「地形の特殊性」とは、急傾斜地に建つ
場合等をいい、このために高齢者、障害
者等が徒歩により道等から建築物に到達
することが困難であるが、車で車寄せま
で乗り入れることができる場合に適用で
きる。

＜関係条文＞

※［③傾斜路］［⑩案内設備・視覚障害者
移動等円滑化経路］に定める基準にも適
合する必要がある。

施行令第16条、第18条第２項第１号、第７号
条例第19条第２項第５号
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基準の解説

建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

敷地内通路の整備例

●手すりの
設置
◇両側に手すり
の設置

●点状ブロック等の敷設

●内法90㎝以上
（段を併設しない場合は120㎝以上）
●勾配は1/12以下
（高さ16㎝以下の場合は1/8以下）
○表面を粗面とし、又
は滑りにくい材料で
仕上げ、かつ雨水等
でぬかるまないよう
にする。

建築物

建
築
物

ひさし又は雨よけ
などの設置
●幅120㎝以上
◇幅180㎝以上
●手すりの
設置

●幅350㎝
以上

○点状ブロック等の敷設

●表面は粗面とし、
又は滑りにくい材料
で仕上げる

乗降幅
140㎝
以上

車体幅
○用途・
210㎝
規模に
応じて
屋根の設置

●高低差のある場合は
傾斜路又は段差解消機
を設置
●傾斜路は識別しやすい
ものとする

視覚障害者移動等円滑化経路
●線状ブロック等の敷設

●車いす使用者用
駐車施設の標示

○表面を粗面とし、又
は滑りにくい材料で
仕上げ、かつ雨水等
でぬかるまないよう
にする。

●車いす使用者用
駐車区画である
ことを標示
●幅120㎝以上
◇幅180㎝以上

○車いす使用者用
駐車場の範囲を
明確にする区画
線等

●点状ブロック等の敷設
（道内に線状ブロック等が敷設されている
場合、用途規模に応じて道内の線状ブロッ
クと敷地内の点状ブロックを接続する。
（条例第２１条の３））
敷地内通路の幅
●幅120㎝以上
◇幅180㎝以上
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8 敷地内通路−２
参考とすべき項目
●傾斜路及び段の上端、に接近する敷地内の通路及び踊場の部分には、
注意喚起用床材を敷設する。
●傾斜路の下端から直接路上へ飛び出さないよう、150㎝以上の水
平部分を設けることが望ましい。
●敷地が広い場合などは、遠くからでも傾斜路の位置がわかるように
案内標示をする。
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＜バリアフリー法の誘導基準＞
（敷地内の通路）
第11条 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるもの
でなければならない。
一 段がある部分及び傾斜路を除き、幅は、180㎝以上とす
ること。
二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
三 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車い
す使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その
前後に高低差がないこと。
四 段がある部分は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、140㎝とすること。ただし、手すりが設けられ
た場合にあっては、手すりの幅が10㎝を限度として、な
いものとみなして算定することができる。
ロ けあげの寸法は、16㎝以下とすること。
ハ 踏面の寸法は、30㎝以上とすること。
ニ 両側に手すりを設けること。
ホ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩
度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとす
ること。
へ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設
けない構造とすること。
五 段を設ける場合には、段に代わり、又はこれに併設する傾
斜路又はエレベーターその他の昇降機を設けなければならな
い。
六 傾斜路は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、段に代わるものにあっては150㎝以上、段に併
設するものにあっては120㎝以上とすること。
ロ 勾配は、15分の１を超えないこと。
ハ 高さが75㎝を超えるもの（勾配が20分の１を超えるも
のに限る。）にあっては、高さ75㎝以内ごとに踏幅が
150㎝以上の踊場を設けること。
ニ 高さが16㎝を超え、かつ、勾配が20分の１を超える傾
斜がある部分には、両側に手すりを設けること。
ホ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大き
いことによりその存在を容易に識別できるものとすること。
２ 多数の者が利用する敷地内の通路（道等から直接地上へ通ず
る出入口までの経路を構成するものに限る。）が地形の特殊性
により前項の規定によることが困難である場合においては、同
項第一号、第三号、第五号及び第六号イからハまでの規定は、
当該敷地内の通路が設けられた建築物の車寄せから直接地上へ
通ずる出入口までの敷地内の通路の部分に限り、適用する。
３ 第１項第一号、第三号、第五号及び第六号イからハまでの規
定は、車いす使用者の利用上支障がないものとして国土交通大
臣が定める敷地内の通路の部分には、適用しない。この場合に
おいて、勾配が12分の１を超える傾斜がある部分には、両側
に手すりを設けなければならない。

建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

敷地内通路（階段、傾斜路）の例
●勾配は1/12以下（高さ16㎝以下の場合は1/8以下）
◇勾配は1/15以下

建
築
物

●内法90㎝以上（段を併設しない場合は120㎝以上）
◇内法120㎝以上（段を併設しない場合は150㎝以上）

●点状ブロック等の敷設

●高低差75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置

●150㎝以上

●手すりの設置
●表面は粗面とし、又は
滑りにくい材料で仕上げる
●傾斜路は識別しやすい
ものとする
○車いす等の通行に
配慮した溝ぶたの敷設

○点状ブロック等の敷設

●線状ブロック等の敷設
視覚障害者移動等
●高さ75㎝以内
円滑化経路

●内法90㎝以上
（段を併設しない場合は
120㎝以上）
◇内法120㎝以上
（段を併設しない場合は
●幅120㎝以上 150㎝以上）

水平部分150㎝以上

◇幅180㎝以上

傾斜路の位置案内標示例

敷地が広い場合など、遠くからでもスロープの設置場所が
わかりやすいように案内標示をする場合のマークの一例。

敷地内通路の誘導ブロック敷設例

線

物

線

建築

境界

口

入
る出

主た

物

建築

特定

特別

敷地

特定

特別

敷地

口

入
る出

主た

線
境界
敷地

境界

線

境界

敷地

誘導ブロックの屈曲の角
度（内角）が135度未満
の場合には警告ブロック
を設置する
道路境界線

道路境界線

共通事項 ❶ 点字などの標示-1 「■ ゆるやかなカーブ」参照
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9 駐車場−１
基本的な考え方
自動車は高齢者等にとって重要な移動手段であることから、車いす使用者用駐車施設
の確保が必要である。また、主要な出入口から車いす使用者用駐車施設に至る通路は
車いす使用者等に配慮した整備が必要である。

建築物移動等円滑化基準
＜一般基準＞
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者
等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち１以上に車
いす使用者用駐車施設を設けること。
① 幅は３５０㎝以上とすること。
② 利用居室までの経路の長さが出来るだけ短くなる位置
に設けること。
③ 付近に当該車いす使用者用駐車施設があることを表示
する標識を設けること。
⑴ 標識は見やすい位置に設けること。
⑵ 標識は内容が容易に識別できるものとすること。
（内
容がＪ
ＩＳ Ｚ ８２１０に定められているときはこれに適合
すること。）
④ 建築物又は敷地内に車いす使用者用駐車施設の配置
を表示した案内板を設けること。ただし、容易に視認でき
る場合はこの限りではない。
⑤ 車いす使用者用駐車施設は、表面を粗面とし、又は滑り
にくい材料で仕上げ、かつ、雨水等でぬかるまないように
するとともに、区画線等でその範囲を明確にしなければな
らない。
⑥ 次に掲げる場合は、
１以上の車いす使用者用駐車施設
に、乗降の際の降雨及び降雪の影響を少なくできる屋根
を設けなければならない。
⑴ 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用す
る官公署の建築をする場合
⑵ 床面積の合計が50平方メートル以上である公衆便
所の建築をする場合
⑶ 床面積の合計が5,000平方メートル以上である特
別特定建築物の建築をする場合

参考とすべき項目
●歩車道の動線は、可能なかぎり分離する。
●車いす使用者用駐車施設の数は、建物の利用目的、使用頻度などを
考慮して決定する。
●車いす使用者用駐車施設には、非常時に備えて管理人の呼び出し設
備を設ける。
●車いす使用者用駐車施設は、平坦とし、濡れても滑りにくい仕上げ
とする。
●乗降用スペースは斜線で塗装標示することが望ましい。
●リフト付きバンなどの特殊車両の利用がある場合は、車いす使用者
用駐車施設の位置、区画面積に配慮する。
●駐車場進入口には、車いす使用者用駐車施設に至る経路の誘導用案
内標識を設置する。また、大規模駐車場、地下駐車場等には、車い
す使用者用駐車施設、便所、エレベーター、避難誘導ルート、非常
口等を明記した案内標識を設置する。
●カーブなどの見通しの悪い箇所には、カーブミラー等を設置する。
●車いす使用者用駐車施設から建物出入口までは、ひさし又は雨よけ
などを設置する。
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基準の解説
①

車いす使用者が自立して乗降できるよう十分な乗
降スペースを確保するための寸法である。（車体幅
210㎝＋乗降幅140㎝）
② 車いす使用者の移動距離をできるだけ短くするた
め、できる限り出入口に近い位置に設ける。
③ 表示は車が駐車すると隠れてしまうような箇所の
みではなく、立て看板等の見やすい方法でも表示す
る必要がある。
④ 駐車場の進入口等に設置する。
⑥ 屋根は特別特定建築物本体から延びる庇でも、独立
した建築物であってもかまわない。

＜バリアフリー法の誘導基準＞
（駐車場）
第12条 多数の者が利用する駐車場には、当該駐車場の全駐車
台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の１を乗じて得
た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に
100分の１を乗じて得た数に２を加えた数以上の車いす使用
者用駐車施設を設けなければならない。
（標識）
第14条 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の
昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベ
ーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示す
る標識を、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければな
らない。
２ 前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別でき
るもの（当該内容が日本工業規格 Z 8210に定められている
ときは、これに適合するもの）でなければならない。
（案内設備）
第15条 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内
の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、
便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設け
なければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、
便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限り
でない。

＜関係条文＞
施行令第17条、第19条、第20条
平成18年度国告示第113号
条例第18条の２

建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

駐車場（車いす使用者用
用駐車施設）の整備例

ひさし又は
雨よけなどの
設置

○表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、
かつ雨水等でぬかるまないようにする。

建
築
物

●車いす使用者用
用駐車施設の標識

パーキングブロック

○車いす使用者用駐車場の範囲を明確にする区画線等

乗降用スペース

550㎝以上
車体分
スペース
乗降幅
140㎝以上 車体幅210㎝

●車いす使用者用駐車区画であることを標示

●幅350㎝以上
○用途・規模に応じて屋根の設置
●駐車場案内標識の設置

駐車場への通路
●幅120㎝以上
◇幅180㎝以上
○表面を粗面とし、又は
滑りにくい材料で仕上
げ、かつ雨水等でぬか
るまないようにする。

●段差の解消
（すりつけ）

玄関

車いす使用者用駐車施設の標識の例

駐車場の案内標識の例

屋根つき駐車場の例

専用駐車場
一般の方の駐車
はご遠慮ください

現在位置
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9 駐車場−２
ハートフル駐車場利用証制度
「ハートフル駐車場利用証制度」とは
鳥取県と協定を結んだ施設に専用駐車スペース(ハートフル駐車場)を設けてもらうとともに、身体等に障がいのある
方や高齢の方などで歩行が困難な方、あるいはけがや出産前後で一時的に歩行が困難な方などに「ハートフル駐車場
利用証」を交付し、それを掲示した車がハートフル駐車場を優先して利用できるようにする制度です。

利用証

利用証の使用例

制度のねらい
バリアフリー法や鳥取県福祉のまちづくり条例により、公共的施設に車いす使用者用駐車施設が整備されるように
なりましたが、障がいのある方などから、健常者と思われる方が利用しているため車いす使用者用駐車施設に停めら
れないことが多いとの声が寄せられています。
一方で、商業施設など民間の公共的施設では、お客様への遠慮や、外見では健常者に見える内部障がいのある方も
おられることなどから、不適切な利用かどうかがわからない状況もあります。
また、車いす使用者用駐車施設は施設の出入口に近いところに設置されていることから、車いすの使用者だけでな
く、障がいのある方や高齢の方など歩行が困難な方が利用できることとされていますが、基準があまり明確ではあり
ませんでした。
そこで、対象者をなるべく明確にするとともに、対象者には利用証を交付し、適切な利用であることが外見上わか
るようにすることで、真に車いす使用者用駐車施設を必要とする方が当該施設を利用しやすくすることを目的とし
て、「ハートフル駐車場利用証制度」を導入しました。

利用できる方と有効期間
利用できる方

有効期間

①身体障がい、知的障がい、精神障がいにより歩行が困難な方、あるいは発達障がい
等により歩行に介助者の特別な注意等が必要な方

５年（５年おきに更新）

②要介護、要支援認定を受けた高齢者又は難病患者等で歩行が困難な方
③一時的に歩行が困難な方

けがをされている方

車いす・杖などの使用期間

妊産婦の方等

妊娠７ヶ月〜産後１年半

○上記については、交付基準が定められています。詳しくはお問い合わせ先（鳥取県福祉保健部福祉保健課）に
おたずねください。
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建築物
施設管理者の皆さまへ
ハートフル駐車場の設置にご協力をお願いします
鳥取県では、車いす使用者用駐車施設を整備している施設に対して、「ハートフル駐車場利用証制度」の協力依頼
を行い、協力の申し出のあった施設と随時協定を締結しています。
施設管理者の皆さまにおかれましては、この制度の趣旨をご理解いただき、県との協定書の締結とハートフル駐車
場の適正管理などにご協力をお願いします。

建
築
物

○ハートフル駐車場としてご登録いただける区画
ア

施設等に設置されている車いす使用者用駐車施設

イ

アを確保した上で、別に確保される幅250cm以上
350cm未満の駐車施設

※基本的にバリアフリー法や鳥取県福祉のまちづくり条例で
定める車いす使用者用駐車施設をハートフル駐車場として
ご登録いただくこととなりますが、全ての車いす使用者用
駐車施設をハートフル駐車場としなければならないわけで
はありません。

○協定締結に基づき協力をお願いする事項
・統一の案内設置
ステッカー（県が作成）を配付しますので、カラーコーン
（希望により県が提供）、既存の看板又は近くの壁・柱等へ
の貼付をお願いします。
・利用対象外駐車に対する制度の周知
利用証を掲示していない車に対し、制度周知チラシ（県作成）
の配付等をお願いします。
○協定締結のお申込み方法
お問い合わせ先にお電話いただくか、県福祉保健部福祉保健課ホ
ームページから申込み用紙をダウンロードしていただき、必要事項
をご記入の上、メール又はファクシミリにより県福祉保健部福祉保
健課へご送付ください。

■お問合せ先・お申込み先
鳥取県福祉保健部福祉保健課
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
電 話 0857-26-7142 ファクシミリ 0857−26−8116
電子メール fukushihoken@pref.tottori.jp
県ホームページ http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=119758
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10 案内設備・視覚障害者移動等円滑化経路
基本的な考え方
高齢者等が利用可能な施設にはその旨を表示し、目的の場所に安全かつ確実に到達で
きるよう、そこまでの主要な経路にはその誘導をわかりやすく表示する必要がある。
建築物移動等円滑化基準
＜一般基準＞

① それぞれの配置が判る案内板を設置する。その他
の設備とは、音声案内又は案内所である。
② 例えば①の案内板に点字、文字等の浮き彫り又は
音による案内をする方法である。
③ 案内所を設けている場合には、案内板や点字等の
設備の設置は適用されない。
⑤ 不特定多数のものが利用し、又は主として視覚障
害者が利用する経路のうち1以上の経路を整備する必
要がある。
⑤イ 道等から建物出入口までの間は視覚障害者移動
等円滑化経路の基準⑥に適合する必要がある。
⑥ ⑴ 風除室内で方向変更がなければ、基準上は風除
室内での敷設は必ずしも義務ではないが、視覚障
害者の円滑な通行を考えれば、敷設することが望
ましい。
④令第２０条第３項の案内所を設ける場合には、そこに設ける。

＜視覚障害者移動等円滑化経路＞

※整備例は[②廊下等]、[⑧敷地内通路]の例を参考とす
ること。

① 建築物又はその敷地内に、移動等円滑化措置のとら
れたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設
の配置を示した案内板その他の設備を設けること。
（た
だし、容易に視認できる場合を除く。）
② 建築物又はその敷地内に移動等円滑化措置のとられ
たエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を文字
等の浮き彫り、音による案内又はこれらに類するもの若
しくは点字で視覚障害者に示すための設備を設けること。
③ 案内所を設けている場合、①②は適用しない。
④ ①の設備の付近に、回転灯その他聴覚障害者に緊急
情報の内容を伝達することができる設備を設けなけれ
ばならない。ただし、次の場合はこの限りでない。
⑴ 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用
する官公署の建築をする場合
⑵ 床面積の合計が2,000平方メートル以上である
ターミナルの建築をする場合
道等から②の点字等で示した案内設備又は③の案内
所までの経路のうち、
１以上を視覚障害者移動等円滑化
経路とすること。ただし、次の場合はこの限りではない。
ア 自動車車庫に設ける場合
イ 受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から
当該出入口まで視覚障害者を円滑に誘導できる場合。
⑥ 視覚障害者移動等円滑化経路は次に掲げるものとすること。
⑴ 線状ブロック・点状ブロック等の敷設又は音声誘導
装置等により視覚障害者を誘導する設備を設けるこ
と。ただし、進行方向を変化しない風除室内ではこの
限りではない。
⑵ 車路に接する部分に点状ブロックを敷設すること。
⑶ 段・傾斜がある部分上端に近接する部分に点状ブ
ロック等を敷設すること。ただし、次の場合を除く。
ア 勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合
イ 高さ１６㎝以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上
端に近接する場合
ウ 段部分又は傾斜部分と連続して手すりを設ける踊場等
⑦ 道等に線状ブロック等が敷設されているときは、当該
敷設された場所から案内設備までの経路のうち１以上
を視覚障害者移動等円滑化経路にしなければならない。
⑴ 病院若しくは診療所、保健所、税務署その他の不特
定かつ多数の者が利用する官公署又はターミナルの
建築をする場合
⑵ 床面積の合計が50平方メートル以上である公衆
便所の建築をする場合
⑶ 前２号 に 掲 げるも の の ほか 、床 面 積 の 合 計 が
1,000平方メートル以上の特別特定建築物の建築
をする場合
⑤
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基準の解説

＜バリアフリー法の誘導基準＞
（案内設備）
第15条 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内
の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、
便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設け
なければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、
便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限り
でない。
２ 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動
等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便
所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障
害者に示すための設備を設けなければならない。
３ 案内所を設ける場合には、前２項の規定は適用しない。
（案内設備までの経路）
第16条 道等から前条第二項の規定による設備又は同条第３項
の規定による案内所までの主たる経路（不特定かつ多数の者が
利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）は、
視覚障害者移動等円滑化経路にしなければならない。ただし、
視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定め
る場合は、この限りでない。

＜関係条文＞

施行令第20条、第21条
平成18年国告示第1491号、第1497号
条例第21条の２

建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

触知図案内板の例

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

経路上の案内板の例
インターホン

スロープ

触知図

建
築
物

エレベーター

棚
白杖掛

便 所

案内設備に設ける緊急情報の内容を伝達することができる設備の例
点状ブロック等の敷設

○非常時に作動する回転灯の設置

線状ブロック等の敷設

○70cm程度

音声・触知図案内板の例
点字案内文

○緊急情報の内容を伝達できる電光表示板

墨字案内文

タッチスイッチ

スピーカ

100㎝程度

100㎝程度

30㎝
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11 準移動等円滑化経路
基本的な考え方
共同住宅において、高齢者や車いす使用者等が、高低差のある部分を自力で安全かつ
円滑に通行できるようにする必要がある。
建築物移動等円滑化基準
＜準移動等円滑化経路＞

道等から各住戸までの経路のうち1以上を準移動等円滑
化経路とし、次に掲げるものとすること。
① 経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜
路又はエレベーターを設ける場合を除く。
② 出入口は[①出入口−１]①②⑤に掲げるものとする
こと。
③ 廊下等は[②廊下等−１]①、④〜⑦に掲げるものす
ること。
④ 傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに
限る。）は[③傾斜路等]①〜③、⑥〜⑧に掲げるもの
とすること。
⑤ エレベーター（⑥を除く）及びその乗降ロビーは次
に掲げるものとすること。
⑴ かごは、住戸、利用居室、車いす使用者用便房又
は車いす利用者用駐車施設がある階及び地上階に停
止すること。
⑵ [⑤エレベーター−１]②〜⑩、⑫に掲げるものと
すること。
⑥ 知事が定める特殊な構造又は使用形態のエレベータ
ーその他の昇降機は、[⑤エレベーター−３ 特殊な
構造又は使用形態のエレベーター等]に掲げるものと
すること。
⑦ 敷地内の通路は[⑧敷地内通路−１]①〜③、④〜⑧
に掲げるものとすること。ただし、地形の特殊性があ
る場合は、車寄せから建物出入口までを整備する。

＜関係条文＞

条例第20条 別表第７
県告示第648号
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基準の解説
○ 準移動等円滑化経路は[概要編⑤建築物移動等円滑
化基準]移動等円滑化経路の〔経路①〕の利用居室を
住戸に読み替えて適用する。
⑤ エレベーターの基準が適用されるのは床面積の合
計が1000㎡以上の場合である。
計が2000㎡以上の場合である。
⑥ 知事が定める特殊な構造又は利用形態のエレベー
ターその他の昇降機とは、平成18年国土交通省告示
第一に定めるものと同一である。
※[⑤エレベーター−３ 特殊な構造又は使用形態の
エレベーター等]
⑦ 「地形の特殊性」とは、急傾斜地に建つ場合等を
いい、このために高齢者、障害者等が徒歩により道
等から建築物に到達することが困難であるが、車で
車寄せまで乗り入れることができる場合に適用でき
る。

建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

共同住宅における建築物移動等円滑化経路と準移動等円滑化経路の例

住戸

住戸

建 築 物

住戸

建
築
物

EV
出入口

出入口

出入口

DN

3F

住戸

住戸

住戸

EV
出入口

出入口

DN

UP

出入口

2F

住戸

住戸

集会所

EV
出入口

出入口

UP

出入口

1F
UP

●車いす使用者
用駐車場の設置

スロープ

UP

●標識

駐車場

公道
建築物移動等円滑化経路

準移動等円滑化経路
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準視覚障害者移動等円滑化経路
基本的な考え方
公益事業の事務所において、視覚障害者が自力で安全かつ円滑に通行できるようにす
る必要がある。
建築物移動等円滑化基準
＜準視覚障害者移動等円滑化経路＞
① 道等から視覚障害者等が利用する窓口又は案内所ま
での経路のうち、
１以上を準視覚障害者移動等円滑化経
路とすること。
② 次に掲げる場合であって、道等に線状ブロック等（床面
に敷設されるブロックその他これに類するものであって、
線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色
の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識
別できるものをいう。以下同じ。）が敷設された場所から
①の窓口・案内所までの経路の内１以上が視覚障害者移
動等円滑化経路とすること
⑴ 病院若しくは診療所、保健所、税務署その他の不特
定かつ多数の者が利用する官公署又はターミナルの
建築をする場合
⑵ 床面積の合計が50平方メートル以上である公衆便
所の建築をする場合
⑶ 前２号に掲げるもののほか、床面積の合計が1,000
平方メートル以上の特別特定建築物の建築をする場
合
③ 線状ブロック等・点状ブロック等の敷設又は音声誘導
装置等におり視覚障害者を誘導する設備を設けること。
ただし、進行方向に変更しない風除室内ではこの限りで
はない。
④ 廊下とは
［②廊下等−１］の①〜③に掲げるものとする
こと。
⑤ 階段は
［④階段］
に掲げるものとすること。
⑥ 傾斜路は
［③傾斜路等］①〜５に掲げるものとすること。
⑦ エレベーター及びその他の昇降ロビーは
［⑤エレベー
ター−１］①〜⑦、⑫に掲げるものとすること。
⑧ 敷地内の通路の次に掲げる部分には、警告のために点
状ブロック等を敷設すること。
⑴ 車路に接する部分に点状ブロック等を敷設すること。
⑵ 段・傾斜がある部分の上端及び下段に近接する部分
に点状ブロックを敷設すること。ただし、次の場合を除く。
ア 勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合
イ 高さ１６㎝以下で勾配が１／１２以下の傾斜部分の
上端に近接する場合
ウ 階段部又は傾斜部分と連結して手すりを設ける踊場等
⑨ 敷地内の通路は［⑧敷地内通路−１］①〜③に掲げる
ものとすること。ただし、地形の特殊性がある場合は車寄
せから建物出入口までを整備する。
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基準の解説
①

公益事業（ガス、電気、電話）の事務所で視覚障
害者が利用する経路のうち1以上の経路を整備する必
要がある。
③ 風除室内で方向変更がなければ、基準上は風除室
内での敷設は必ずしも義務ではないが、視覚障害者
の円滑な通行を考えれば、敷設することが望ましい。
⑨ 「地形の特殊性」とは、急傾斜地に建つ場合等を
いい、このために視覚障害者が徒歩により道等から
建築物に到達することが困難であるが、車で車寄せ
まで乗り入れることができる場合に適用できる。
※整備例は[②廊下等]、[③傾斜路等]、[④階段]、[⑤エ
レベーター]、[⑧敷地内通路]、[⑩案内設備・視覚障
害者移動等円滑化経路]の例を参考とすること。

＜関係条文＞

条例第21条 別表第８、第２１条の３
県告示第648号

建築物
●バリアフリー法による基準

○条例による基準

◇バリアフリー法の誘導基準

無印：標準的な寸法や配慮の一例で参考となる内容

出入口から受付等までの廊下の整備例

建
築
物

案内板の設置

触知図の設置

●線状ブロック等の敷設

●点状ブロック等の敷設

○受付カウンター
高さ70㎝程度
下部の空間の確保

傾斜路の整備例

水平部分150㎝以上

●踊場の踏幅150㎝以上

水平部分150㎝以上

●点状ブロック
の敷設

○点状ブロックの敷設
●高さ75㎝以内ごとに
踊場の設置

●手すりの設置
◇両側に手すりの設置

○点状ブロックの敷設

●表面は粗面とし、又は
滑りにくい材料で仕上
げる
●傾斜路は識別しやすい
ものとする

●内法90㎝以上
（段を併設しない場合は120㎝以上）
◇内法120㎝以上
（段を併設しない場合は150㎝以上）
○点状ブロックの敷設

●勾配1/12以下
（高さ16㎝以下の場合は1/8以下）

階段の形式

UP
UP

UP

UP

UP
UP
止むを得ず回り段を設ける
場合は狭い側の踏面の寸法
を30㎝以上とすること。
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