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平成27年10月13日 

国土交通省 

総 合 政 策 局 長 毛利 信二 様 

総合政策局 安心生活政策課長 松本 勝利 様 

公益社団法人全国脊髄損傷者連合会 

代表理事 妻屋 明 

特定非営利活動法人日本せきずい基金 

理 事 長 大濱 眞 

 

公共交通機関や建築物のバリアフリー化について（要望） 

 

１．有料道路の割引対象を「車両に対する割引」から「人に対する割引」へ 

有料道路の障害者割引について、写真を添付した障害者手帳を提示することで適用

する制度に変更するように、高速道路会社に対して指導していただきたい。 

現在の有料道路の障害者割引制度は、障害者またはその家族が所有する車両に限り、1

台だけが割引を適用される車としてETCカードで登録する制度となっています。しかし、

車検時などで知人やボランティアなどの代替車に乗るとき、タクシーに乗るとき、出張先

で自動車に乗るときなど、他人の自動車に乗せてもらう場合は割引が適用されません。 

このような「車両に対する割引」は、日常生活に必要な範囲として通勤、通学、通院な

どを想定したものです。しかし、障害者の社会参加の推進の観点から、割引制度の理念も

「人に対する割引」へとシフトするべきだと考えます。 

たとえば、他制度のうち警察が所管する駐車禁止除外指定車では、障害者本人が乗車し

ていれば誰の自動車でも適用される制度に変更されています。 

 

２．都市間路線バス、空港連絡バス、観光バスのバリアフリー化について 

都市間路線バス、空港連絡バス、観光バスなどの適用認定除外車両について、補助

金の拡充などの措置を通じて、2,500台のバリアフリー化を平成32年度（東京オリ

ンピック・パラリンピックの開催年）よりも前倒しで実現していただきたい。 

都市間路線バス、空港連絡バス、観光バスなどは、「移動円滑化基準適用除外自動車の認

定要領」（※）に基づきバリアフリー化の適用除外とされています。一方、平成23年3月

に告示された「移動等円滑化の促進に関する基本方針」の改正では、 

「適用除外認定車両については、平成32年度までに、その約25％に当たる約2千500

台をリフト付きバス又はスロープ付きバスとする」 

とされています。 

しかし、障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現という理念の下、

私たち車いす使用者が一番待ち望んでいることは、 も遅れている都市間路線バス、空港

連絡バス、観光バスなどのバリアフリー化です。 
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（※）「移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領」について 

バリアフリー新法の施行に伴い「移動円滑化のために必要な旅客の施設又は車両

の構造及び設備に関する基準を定める省令」が平成18年12月に施行され、乗合バ

ス等について、基準適用除外の認定を申請することができる自動車が下記のとおり

定められています。 

１．地形上の理由により、自動車の走行が物理的に困難な路線を走行する自動車

（道路の勾配、踏切の構造等により車体と道路が接触する場合） 

２．高速バス、定期観光バスその他床下に収納スペースを必要により低床化が困

難、かつ通常利用する乗降口を自動車の左側面の前部にしか設けることが出

来ない自動車 

３．幅2.1メートル以下の自動車、ガイドウェイバスその他の技術開発上、移動

円滑化基準への適合が困難な自動車 

４．平成12年11月14日までに自動車検査証の交付を受けた自動車（平成13年

3月31日までに購入した中古車） 

５．前号各号に掲げたほか、その構造により運行の態様により移動円滑化基準に

適合出来ない特別の事由がある自動車 

 

３．新幹線などの車いす用スペースの指定席券の発券業務の迅速化について 

① 新幹線や特急列車の車いす用スペースの指定席券について、 寄り駅（新幹線や

特急列車の乗車駅ではなく）のみどりの窓口や有人改札に電話で申し込み、乗車当

日に 寄り駅で指定席券を受け取ることができるようにしていただきたい。 

② 今後の課題として、障害者も障害のない人と同様に、みどりの窓口や自動券売機

で、すぐに新幹線や特急列車の指定席券を購入できるようにしていただきたい。 

③ 当面の措置として、車いす用スペースの指定席券の発券手続きについてJR各社で

取扱いを統一し、現場に周知徹底していただくと同時に、各駅の申込み電話番号も

含めて利用者に公表していただきたい。 

障害のない人がJR各社の新幹線の指定席券を購入する場合は、みどりの窓口や自動券売

機で、希望する指定席券をすぐに購入することができます。 

しかし、車いす用スペースの指定席券を購入する場合には、窓口で購入を申し込んだあ

と、JR内部での連絡に約4時間を要するため、介助者等が再び駅に出向いて指定席券を受

け取っているのが現状です。これは、車いす用スペースの指定席券は、マルス端末ではな

くFAXで東京の車掌区に連絡するなど、発券業務が「手作業」となっていることに起因し

ています。 

また、JRの説明では、もう1つの要因として、乗車駅と降車駅での乗降介助の手配の確

認に時間がかかることも挙げられています。JRの新幹線区間のみの乗車もJRと私鉄を乗

り継ぐ区間でも、同じように長時間の連絡時間が必要となっています。JR以外の私鉄各社

では、これほどの待ち時間を要する例はありません。 

車いす用スペースの指定席券の発券時間を短縮するには、JRにおけるこれら一連の作業
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のITシステムを構築する必要がありますが、システム開発に一定の時間とコストを要する

こともまた事実だと考えられます。 

 

４．ハンドル型電動車いす使用者に対する乗車拒否について 

①ステッカー制度では、国内のハンドル形電動車いす使用者に対する対応という側面

では、一定の評価ができます。しかし、海外から来日したハンドル形電動車いす使

用者への対応ではまったく無力です。 

②一方で、鉄道事業者からの 

「海外からの利用者に対してステッカーがなくても乗車を認めてしまえば、国内

の利用者との間でダブル・スタンダードが生じてしまう」 

という主張も一理あります。 

③しかし、ここで問われているのは、オリンピック・パラリンピックで来日する観光

客に対する「おもてなし」の精神を、いかに制度化するか、という問題です。これ

は、2020年をターゲットとした課題ではなく、今後の我が国の観光立国としての

在り方に関わります。 

④したがって、ステッカー制度のように利用者を消極的に選別する制度ではなく、海

外からの利用者にも適用可能な、もっと積極的な制度を、国土交通省と観光庁が主

導して構築していただくようにお願いします。 

この問題では、明確な基準（たとえば公共交通移動等円滑化基準など）が定められてい

ないため、利用者と鉄道事業者との間で、長年にわたってトラブルが継続しています。
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参考 ５．Ｔｏｋｙｏ２０２０アクセシビリティ・ガイドラインの策定にあたって 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会のアクセシビリティ協議会

が策定する「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」については、国際パラ

リンピック委員会が策定した「アクセシビリティ・ガイド」（IPC Accessibility Guide）

に準拠した内容としていただきたい。 

 

参考 ６．セルフ式ガソリンスタンドにおける合理的配慮について 

セルフ式ガソリンスタンドが増加する一方で、歩行困難な障害者の対応を一律に拒

否する事例が多く見られるので、事業者に合理的配慮を提供するように義務づけるた

めに必要な措置を、障害者差別解消法の施行に先立って早急に講じていただきたい。 

「危険物の規制に関する規則」（昭和34年総理府令第55号）では、セルフ式ガソリンス

タンドについて、1名以上の従業者が監視業務を行うこととされています。 

また、平成28年4月1日に施行が予定されている「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律」（平成25年法律第65号）では、民間事業者に対して合理的配慮の努力義務

が課されると同時に、主務大臣（揮発油販売業であれば経済産業大臣）が民間事業者を対

象とした対応指針（ガイドライン）を策定することとされています。 

 

７．多機能トイレの優先利用について 

① フルスペックの多機能トイレと簡易型機能トイレの併設について、補助金の創設

や拡充など、より実効性のある方法で推進していただきたい。 

② 多機能トイレの車いす使用者の優先利用を、実効性のある方法で実現していただ

きたい。 

バリアフリートイレについては、国土交通省の指針で平成15年に「車いす使用者が利用

可能な便所」から踏み込んで、多機能トイレへ言及したことにより、「だれでもトイレ」が

普及しています。 

しかし、その結果として、 

・若い女性が化粧をするために利用している。 

・母親、ベビーカーの幼児、子ども2人の4人で利用している。 

などにより、車いす使用者が多機能トイレの前で長時間待たされることが日常茶飯事とな

りました。特に脊髄損傷者の場合は、排泄のコントロールに障害があるため、失禁の恐れ

もあります。 

バリアフリートイレの整備については、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建

築設計標準」（平成24年）で提示されている3つの基準のなかにも「機能便房と簡易型機

能を備えた便房の設置」が挙げられています。 

車いす使用者のうち、脊髄損傷者の場合は必ずしもフルサイズの多機能トイレは必要で
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はなく、広い間口を確保し手摺を設置した簡易型で十分です（ただし、筋ジストロフィー

などの他の障害では、フルサイズの多機能トイレが必要な場合もあります）。 

（※）「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」（平成24年） 

１）個別機能を備えた便房の設置 

多様な利用者のニーズに的確に対応するとともに、多機能便房における利用の

集中を軽減するために、車いす使用者用便房及びオストメイト用設備を有する便

房のほか、乳幼児連れ利用者に配慮した設備を有する便房等の個別機能を備えた

便房も設置する。 

また施設用途等により、多数の車いす使用者やオストメイトが利用することが

考えられる場合には、これに加え、当該利用者用の簡易型機能を有する便房を設

けることも考慮する。 

２）多機能便房と簡易型機能を備えた便房の設置 

施設用途を十分に考慮し、車いす使用者用便房に他の機能を付加した多機能便

房を設置する場合には、利用者の分散を図る観点から、個別機能を備えた便房、

車いす使用者用やオストメイト用の簡易型機能を備えた便房を併せて設置する。

ただし、オストメイト用の簡易型機能を備えた便房を設置するにあたっては、オ

ストメイト用設備を有する便房（多機能便房を含む）を設けた上で設置する。 

３）多機能便房の設置 

施設用途を十分に考慮し、多機能便房のみで十分に機能する場合は、多機能便

房を設置する。なお、この場合も利用の集中を軽減する観点から、できる限り複

数設置することが望ましい。 

 

８．障害者等用駐車スペースについて 

① 障害者等用駐車スペースの増設について、社会資本整備総合交付金から個別の補

助金に変更するなど、実効性のある方法で推進していただきたい。 

② 障害者等用駐車スペースの不正利用の禁止について、駐車禁止等除外指定車標章

の掲示を要件とする、国としてパーキング・パーミット制度を実施するなど、実効

性のある方法で実現していただきたい。 
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国内外の多機能トレイの例 

 

惜しい例：つくばエクスプレス秋葉原駅 

①フルスペックの多機能トイレが1つ 

・車いすが入れる広い間口 

・車いす使用者にも利用できる洋式便器（手摺つき） 

・オストメイト対応設備 

・多目的シート 

②簡易型機能トイレが男女1つずつ 

・車いすが入れる広い間口 

・車いす使用者にも利用できる洋式便器（手摺つき） 

・ベビーチェア 

③洗面台スペースにベビーシートが男女1つずつ 

→ 「②簡易型機能トイレ」が男女でもう1つずつ必要 

→ このほか、オストメイト対応設備の単機能トイレを設置して利用者の分散を図

るべき 
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自民党ユニバーサル社会推進議員連盟における要望事項への回答 

 
〔全国脊髄損傷者連合会、日本せきずい基金〕 

 

 

○ 有料道路における障害者割引制度は、通勤・通学・通院等の日常生活において自家用車

を利用している障害者の方の社会的自立を支援するために、全国の高速道路会社等が申合

せの上で行っているものです。 

 

○ 割引の対象となる自動車の範囲については、障害者の方が自立した日常生活を営む上で、

通常必要と考えられる利用を対象とし、障害者１人につき１台としております。具体的に

は、障害者本人又はその親族等が所有する自家用車であることを、事前に福祉事務所で確

認の上、ご登録いただいた車両１台を対象としているところです。 
 

○ 高速道路料金については、緊急経済対策による料金割引の財源が平成２５年度末で終了

したため、やむを得ず、昨年４月から料金割引を縮小しているところです。 
他方、障害者割引制度については、従来通り５０％割引を継続しており、割引に伴う減

収分が他の利用者の負担によって賄われている中で、当該減収分は拡大傾向にあります。 
このため、障害者割引の対象となる自動車の範囲については、他の利用者の理解が得られ

るよう配慮するとともに、営業目的等の制度趣旨とは異なる利用や不正な通行を引き起こ

さないよう検討を行っていく必要があると考えております。 
 
○ このような状況の下、国土交通省としましては、高速道路会社等と、割引の対象を１人

につき１台、事前にご登録いただいた車両としている現状への対応について、協議を重ね

ているところですが、引き続き、高速道路会社等に対し、制度の趣旨や利用実態等を踏ま

えた検討を求めてまいります。 
 

 

 
○ リフト付きバスの普及促進は、高齢者や障害者等の移動の利便性や安全性の向上のため

重要と考えております。 

 
○ 現在、バリアフリー法に基づき、平成３２年度末までに、対象車両（約１０，０００台）

の約２５％にあたる約２，５００台をリフト付きバス又はスロープ付きバスとする目標を

掲げ、整備を進めているところであります。 

 
○ 他方、平成２５年度末の導入率は３．９％にとどまっていることから、導入促進の取組

２． 都市間路線バス、空港連絡バス、観光バスのバリアフリー化について 

１． 有料道路の割引対象を「車両に対する割引」から「人に対する割引」へ 



 
 

みを強化することとしており、今後、バス事業者等の関係者と一体となって、羽田空港・

成田空港路線においてリフト付きバスの実証運行を行うなど、空港アクセスバスへのリフ

ト付きバスの導入の加速化に向け、検討を行っていきます。 

 
○ リフト付きバスの導入に当たっては、財政的支援として、地域公共交通バリア解消促進

等事業により、購入価格の４分の１又は通常車両価格の差額の１／２（いずれか低い方）

を補助しているほか、構造・設備基準に適合したリフト付きバス車両に対して、自動車重

量税・自動車取得税の税制特例措置（減税措置）を平成２４年度から実施しているところ

です。 

 
○ これら財政支援措置の活用も含め、整備目標の達成を少しでも前倒しで実現していきた

いと考えております。 

 

 

 
○ いただいたご意見については、これまでもＪＲ東日本等にお伝えしているところです。 

 

○ ＪＲ東日本としては、 

・車いすのお客様については、安全・確実にご案内するため、乗り換え駅及び下車駅にお

いての駅係員の手配や他会社線との乗り継ぎ等の調整が完了した上で、お客様に指定席

券を販売しております。 

・このため、申し込みから販売までに、一定のお時間を頂かざるを得ず、その負担を軽減

するために、車いすのお客様に限り特別に、公表されている新幹線駅やお問い合わせセ

ンター等で電話によるお申し込みを受け付けております。 

・また、駅係員が車いすのお客様を確実にご案内できるよう、自動券売機ではなく、窓口

で対応させていただいております。なお、これにより車いすを利用されない方の車いす

用スペースの利用防止にも役立っております。 

    

と考えているとのことです。 

 

○ 要請については、引き続き関係事業者に働きかけを行って参ります。 

 

 

 
○ 「ハンドル型電動車いす」による鉄道利用については、その空間的制約等から、利用者

等の安全性及び利便性を損なう恐れがあるため、鉄道駅や車両の整備状況等によっては、

その利用にあたって一定の制約が生じるものと認識しております。 

４．ハンドル型電動車いす使用者に対する乗車拒否について 

３． 新幹線などの車いす用スペースの指定席券の発券業務の迅速化について 



 
 

 

○ このため、真にハンドル型電動車いすを必要とするお体の不自由な方の円滑な鉄道利用

を妨げてしまう可能性があるため、平成 14 年度及び 19 年度に有識者、お体の不自由な方

や鉄道事業者等の関係者で調査研究を実施し、デッキ付き車両においては、関係者で合意

がなされた利用条件（※）に合致したハンドル型電動車いすに対して、ステッカーを貼付

する制度を設けることが望ましい旨がとりまとめられました。 

※ 利用者の要件〔全ての車両〕、車いすの車種要件〔新幹線等デッキ付き車両〕 

 

○ しかしながら、これらは最低限のルールとしてとりまとめられたものであり、鉄道事業

者における自主的な判断により、可能な限り条件を緩和することが望ましいとされていま

すので、鉄道局においては、様々な機会を通じて利用条件の緩和等に関する指導を続けて

いるところです。 

 

○ 特に、海外から来日する外国人のハンドル型電動車いすの利用者にとっては、現在のス

テッカー制度では、事実上、鉄道を利用することは難しい状況であると認識しており、利

用者の要件の合理化に向けた検討を進めるよう、ＪＲ各社を中心とする鉄道事業者に求め

てきたところです。 

 

○ さらにこの問題は、「観光立国実現に向けたアクションプログラム 2015」においても記

載されているところであり、引き続き、国土交通省と鉄道事業者により検討を進めている

ところです。 

 

【参考】「観光立国実現に向けたアクションプログラム 2015」Ｐ５５ 

 １．「2020 年オリンピック・パラリンピック」を見据えた観光振興 

  （５）オリンピック・パラリンピック開催を契機としたバリアフリー化の加速 

・ 鉄道車両における車いすスペースの設置等をさらに充実するとともに、電動

車いすをより容易に利用できるような環境整備を行う。【改善･強化】 

 

 
 
○ 鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナルについては地域公

共交通確保維持改善事業等、一般的なまちづくりや建築物については社会資本整備交付金

において障害者対応型便所の設置の補助を行っており、引き続き予算の確保に努めてまい

ります。 

 

 

７．多機能トイレの優先利用について 

① フルスペックの多機能トイレと簡易型機能トイレの併設について、補助金の創設や拡充な

ど、より実効性のある方法で推進していただきたい。 



 
 

 
 
○ 平成２３年度に多機能トイレの利用実態を調査し、今後のトイレ整備の方向性について

「一般の利用者のマナー向上が必要」、「多機能トイレの機能分散を図るなどのトイレ空間

の充実が必要」といった方向性をとりまとめたところです。 

 

○ 上記の方向性に基づき、多機能トイレの利用マナー向上に関して、多機能トイレを必要

とする人のことを考え、通常のトイレを使用できる人が多機能トイレを長時間利用しない

よう呼びかけるパンフレットを作成し、思いやりの心を持ってトイレを利用していただく

よう、周知を図っているところです。 

 

○ 多機能トイレの利用集中、車いす使用者などが使いたいときに使えない状況、多機能ト

イレだけの整備では障害者が必要とするトイレの絶対数が不足する等の問題に対応する

ため、バリアフリー整備ガイドラインにおいて、多機能トイレの設置とともに、分散を図

る観点から、簡易型機能を備えた一般便房を設置することを推奨しているところです。今

後も、引き続き、多機能トイレの利用等に関する理解と協力を得るとともに、簡易型多機

能便房の整備と利用の分散化の推進を図ってまいりたいと考えております。 

 

○ なお、政府が進める「すべての女性が輝く社会づくり」に関連して、国土交通省におい

て関係者を集めた「女性が輝く社会づくりにつながるトイレ等の環境整備・利用のあり方

に関する協議会」を６月に設置したところであり、「トイレの利用マナーの啓発」につい

ても検討事項の１つとして今後議論を進めることとしています。 

 

 
 
○ 障害者等用駐車スペースの整備については、社会資本整備総合交付金による支援を行っ

ているところであり、スペース促進に向けて引き続き、予算の確保に努めてまいります。 

 

 

 

８．障害者等用駐車スペースについて 

② 障害者等用駐車スペースの不正利用の禁止について、駐車禁止等除外指定車標章の掲

示を要件とする、国としてパーキング・パーミット制度を実施するなど、実効性のある方法で

実現していただきたい。 

８．障害者等用駐車スペースについて 

① 障害者等用駐車スペースの増設について、社会資本整備総合交付金から個別の補助金

に変更するなど、実効性のある方法で推進していただきたい。 

７．多機能トイレの優先利用について 

② 多機能トイレの車いす使用者の優先利用を、実効性のある方法で実現していただきたい。



 
 

○ 平成２２年度の調査研究において、不適正な駐車を防止するための取組みや障害のある

人が駐車場をより円滑に利用できるような取組みを紹介するパンフレットを作成し、障害

者等用駐車スペースの適切な利用の啓発を行っているところです。 

 

○ パーキング・パーミット制度については、比較的低コストで、不適正な利用を防止でき

るというメリットがある一方、利用対象者の範囲が広く、結果として車いす使用者が利用

しづらくなるというデメリットもあるため、国として全国一律に実施するのではなく、地

域の実情に応じて地方公共団体が実施の検討を行うべきと考えているところです。 

 

 



 
 

参考 

 

 

平成 27 年 7 月 29 日 

内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局 

要望書に対する回答について（内閣官房オリパラ事務局関係） 

 

 

【全国脊髄損傷者連合会・日本せきずい基金】 

５．Ｔｏｋｙｏ２０２０アクセシビリティ・ガイドラインの策定にあたって 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会のアクセシビリティ協議会が策定す

る「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」については、国際パラリンピック委員会

が策定した「アクセシビリティ・ガイド」（IPC Accessibility Guide）に準拠した内容とし

ていただきたい。 

 

（答）  

アクセシビリティ協議会の下、国内関係法令等の基準を確認しつつ、国際パラリンピック

委員会のアクセシビリティ・ガイドを可能な限り東京版ガイドラインに反映させるべく、検

討を進めているところです。 

 



 
 

参考 

 

 

 

 

社団法人全国脊髄損傷者連合会 

６．セルフ式ガソリンスタンドにおける合理的配慮について 

 セルフ式ガソリンスタンドが増加する一方で、歩行困難な障

害者の対応を一律に拒否する事例が多く見受けられるので、事

業者に合理的配慮を提供するように義務づけるために必要な措

置を、障害者差別解消法の施行に先立って早急に講じていただ

きたい。 

 

（答） 

○平成２８年４月１日施行予定の「障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律」（平成２５年法律第６５号）において、

障害者に対する不当な差別的取扱いが禁止されていることは

承知しています。 

 

○セルフ式ガソリンスタンドにおいては、現在でも、身体障害

者など給油困難な方に対しては、安全に配慮しつつ給油への

ご協力を進めているところです。 

 

○さらに、セルフ式ガソリンスタンドにおける合理的な配慮の

提供のあり方については、当該法律の趣旨に鑑み、今後、障

害者差別解消法に基づく対応指針を踏まえ、事業者団体を含

めた関係者と検討し、適切な法執行に向けた周知・対応を積

極的に進めてまいります。 
 

平成２７年 ７月 ２９日 

経  済  産  業  省 


