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We examined the functions of the barrier-free basic plan system in the case of ordinance-designated cities. The 

purpose of this study is to clarify the function of the barrier-free basic plan system and to suggest a method for setting 

priority development areas. This study conducted a literature search on the barrier-free basic plan system of 

ordinance-designated cities, and clarified the differences in department and form. Next, this study conducted a 

hearing survey with the person in charge of the local government, focusing on the ordinance-designated cities in the 

Kansai region. Based on the survey results, this study clarified the functions of the barrier-free basic plan system and 

proposed a method for setting priority development areas in ordinance-designated cities.  
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1. はじめに 

1-1. 研究の背景 

平成26年に、都市全体の観点から居住機能や福祉・医療・商

業等の都市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタ

ープランとなる「立地適正化計画」の策定が制度化された。人口

減少、少子高齢化の中での持続的なまちづくりに向けて、集約型

の都市機能（コンパクトシティ）の形成が進められている。その

中で、公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会 1)では、

今後の街のコンパクト化において、ユニバーサルデザインが不可

欠なアイテムだと示している。現在国では、平成18年にバリア

フリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律）が制定され、ユニバーサルデザインの考えのもと一体的・総

合的に整備を進めている。バリアフリー法では、旅客施設を中心

とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区

について、重点的かつ一体的なバリアフリー化事業を推進するた

め、移動等円滑化の促進に関する方針（以下マスタープランとい

う。）及びバリアフリー基本構想（以下基本構想という。）の策定

をするよう努めるものとされている。しかしながら、バリアフリ

ー法に基づく基本構想を策定している市町村数は、令和 2 年 3

月末時点で、1,741市町村のうち、計309市町村（474基本構想）

と全体の約 18％である。また策定率を増やすだけではなく、地

域の実情に応じた基本構想の策定を推進することが求められる。 

1-2. 既往研究のレビュー 

基本構想に関する既往研究には、重点整備地区や生活関連施設、

生活関連経路の設定における課題 2)、3)が議論されているものが

ある。しかし、基本構想の重要性に着目した研究は見られなかっ 

た。基本構想制度を活用することの重要性を明らかにすることは、

基本構想制度の活用促進に寄与すると考える。さらに、重点整備

地区の設定方法の具体的な提案を示唆する研究も不十分である。

重点整備地区は、特定のエリア内において複数の専門事業者及び

専門部署と協働し、重点的・一体的・効率的にバリアフリー整備

を進めることができる。その設定方法は、自治体の裁量に任せら

れており、十分に検討の余地があると考える。 

1-3. 研究の目的 

以上の背景から、本研究では、基本構想制度活用の重要性を明

らかにするため、複数の自治体を対象に基本構想がもたらす効果

をヒアリング調査し、基本構想がもつ機能を整理する。合わせて、

政令指定都市における重点整備地区の設定方法を提案すること

を目的とする。 

1-4. 研究の目的 

本研究では政令指定都市における基本構想を事例として調査

を行った。選定理由は、以下の2点である。第1に、基本構想の

策定率の高さである。第2に、バリアフリー・ユニバーサルデザ

イン推進施策を積極的に行っていることである。まず、全国にお

ける基本構想の策定状況は、令和2年度末時点で政令指定都市が

95％であり、最も策定率が高くなっている。次に、政令指定都市

のうち、16 自治体（80％）がバリアフリー・ユニバーサルデザ

インの推進施策を行っている、またはバリアフリーマップを作成

している。2019 年度の国土交通省によるアンケート結果（回答

率 72.1％、1,256 件）4)によると、回答した全ての自治体のうち

67.8％はバリアフリーマップを作成していないことが明らかに

されている。これにより、バリアフリー政策に力を入れていると

いう点で、政令指定都市の基本構想制度の活用方法は、先進的事

例として注目する意義があると考える。

1-5.調査方法 

本研究では、基本構想の計画体系や機能、課題を明らかにする
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ために、文献調査とヒアリング調査を実施した（表-1）。 

【表-1】ヒアリング調査の概要 

 調査日 対象者 方法 

神戸市 2020/11/2 福祉局障害福祉課 対面 

神戸市 2020/12/2 建設局道路工務課 対面 

京都市 2021/10/7 都市計画局歩くまち京都推進室 オンライン 

堺市 2021/10/14 健康福祉局生活福祉部地域共生推進課 オンライン 

大阪市 2021/10/25 都市計画局計画部都市計画課 オンライン 

神戸市 2021/12/6 福祉局障害福祉課 対面 

出典：筆者作成 

 文献調査では、各自治体の基本構想をもとに担当部署と計画体

系を類型化した。次に、基本構想の機能を明らかにするために、

関西圏の政令指定都市を対象に、担当部署へヒアリング調査を実

施した。関西圏の政令指定都市への調査は、最も多い担当部署で

ある都市局、次に多かった福祉局の考え方の違い、計画体系ごと

の特徴や課題を明らかにできると考えた。基本構想を策定するに

あたって直面した課題や、策定後の効果、重点整備地区の設定方 

法、これまでの成果と今後の課題を調査した。 

 

2. 政令指定都市のバリアフリー基本構想の策定状況及び計画体

系の分析 

2-1. 政令指定都市の基本構想の策定状況 

国土交通省「基本構想作成市町村一覧（令和3年3月末現在）」

5)をもとに、政令指定都市の基本構想の策定状況を示した（図-1）。 

策定済

未策定

 

【図-1】政令指定都市における基本構想の策定状況  

出典：国土交通省「基本構想作成市町村一覧 

（令和3年3月末現在）」をもとに筆者作成  
2-2. 政令指定都市のバリアフリー基本構想の類型化 

政令指定都市の基本構想を整理した結果、計画体系の観点から

は、以下の3つの形態に分けられる（図-2）。 

①全体構想のみ：市に1つの基本構想を策定している。以下、

全体構想という。この計画体系は、市で一つの基本構想を策定し、 

その中で重点整備地を複数設定している。 

②地区別基本構想：重点整備地区ごとに基本構想を策定してい

る。重点整備地区ごとに基本理念、基本方針を定めており、整備

の基本的な考え方や整備内容も具体的に設けている。 

③全体構想＋地区別基本構想：全体構想と地区別基本構想の両

方を策定している。市の全体構想を策定し、その中で基本理念や

基本目標、基本方針を示している。そのうえで、個別の地区の具

体的な計画を定めるという段階を踏んでいる。 

【①全体構想のみ】

【②地区別基本構想】

【③全体構想＋地区別基本構想】

全体構想

地区別基本構想

（重点整備地区）

地区別基本構想

（重点整備地区）
地区別基本構想
（重点整備地区）

地区別基本構想
（重点整備地区）

地区別基本構想
（重点整備地区）

地区別基本構想
（重点整備地区）

地区別基本構想
（重点整備地区）

全体構想

特定事業計画

重点整備地区 重点整備地区

 

【図-2】バリアフリー基本構想の計画体系 

出典：筆者作成 

次に、基本構想の計画体系と担当部署ごとに各自治体を類型化

したものが以下の表（表-2）である。 

【表-2】各自治体の基本構想の担当部署と計画体系の類型化 

線引き：交通バリアフリー法に基づく基本構想のみ

担当部署
計画体系

まちづ
くり局

都市局 道路局 建設局 福祉局 市民部UD・
男女共同参画課

①全体構想のみ 札幌市 千葉市
新潟市
熊本市

福岡市
神戸市

浜松市

②地区別基本構想 川崎市 大阪市
静岡市

横浜市
広島市

北九州市
相模原市

名古屋市 浜松市

③全体構想＋
地区別基本構想

京都市
さいたま市
仙台市

堺市

 

出典：筆者作成 

 交通バリアフリー法に基づく基本構想のみを策定している自

治体には下線を引いている。担当部署は都市局が最も多い。次に

多かった担当部署は福祉局である。計画体系では地区別基本構想

に該当する自治体が多かった。 

 

3. 関西圏の政令指定都市へのヒアリング調査結果 

3-1. 神戸市バリアフリー基本構想 

3-1-1. 計画体系と重点整備地区の設定方法 

神戸市の計画体系は、全体構想のみに該当する。平成24年に

策定された。重点整備地区の選定基準は、各行政区に1つの重点

整備地区、多くの主要な公共建築物が集積する各区役所周辺及び

最寄りの鉄道駅舎を含む地区、区役所最寄りの鉄道駅から徒歩圏

内として概ね500mの範囲内の地区とした。これにより9つの地

区が重点整備地区として選定された（図-3）。 

3-1-2. 成果と課題 

 神戸市では基本構想を定めた成果として、神戸市のバリアフリ

ー理念と取組みを広めることができた。バリアフリーの理念と取

組みを全市展開することを目的として、重点整備地区を設定して
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いる。これにより、神戸市のバリアフリー整備のシンボルができ

た。今後は、国の新たな方針に沿って新たな基本構想の策定を検

討している。 

3-2. 大阪市バリアフリー基本構想 

3-2-1. 計画体系と重点整備地区の設定方法 

大阪市の計画体系は、地区別基本構想に該当する。平成15 年

から平成18年度にかけて、交通バリアフリー法に基づき、市内

の主要な駅を中心に25地区の重点整備地区を定めて、大阪市交

通バリアフリー基本構想を策定した（図-3）。 

3-2-2. 成果と課題 

 大阪市は、着実に地域の課題に応じたバリアフリー化を図るこ

とができたとしている。各地域により市街地や郊外、旅客施設の

数、立地環境など異なる環境において、それぞれの課題を解決す

るために、地区別に基本構想を策定し、地区ごとに細かく基本理

念や基本方針を設定している。今後は、これまでのバリアフリー

整備への調査、成果、課題の抽出を行い、現状に応じた基本構想

への見直しを予定しており、見直しにあたっては、地域の方や当

事者の方の意見も聴きながら、今後も継続的にバリアフリー化を

推進していくとのことだった。 

3-3. 堺市バリアフリー基本構想 

3-3-1. 計画体系と重点整備地区の設定方法 

堺市の計画体系は、全体構想＋地区別基本構想に該当する。重

点整備地区の設定方法は、まず乗降客数3,000人以上の駅及び区

役所を抽出する。抽出された29駅7地区の中から、堺市交通バ

リアフリー基本構想での策定地区を除いた地区を抽出する。そこ

で12駅3地区が抽出された。次に、地区内に主な特別特定建築

物が3以上集積する地区を重点整備地区候補とした。さらに、特

に整備の必要性が高い地区を選定し、2駅2地区が重点整備地区

とされた（図-3）。 

3-3-2. 成果と課題 

 基本構想を定めたことの成果は、全ての整備項目に関してどの

程度進捗できているのかを明示化することができ、一括で管理で

きたことである。街並みの変化に応じて事業者間の連携などの対

応が課題であるとしている。今後は、交通バリアフリー基本構想

における重点整備地区の評価・見直しに取り組むとのことだった。 

3-4. 京都市バリアフリー基本構想 

3-4-1. 計画体系と重点整備地区の設定方法 

京都市の計画体系は、全体構想＋地区別基本構想に該当する。

京都市では、旅客施設のバリアフリー化整備状況や1日当たりの

平均利用者数や周辺施設の立地状況等を総合的に評価し、整備優

先度の高い旅客施設を「特定旅客施設」として位置づけた。特定

旅客施設を中心に、周辺道路等を重点的かつ一体的にバリアフリ

ー化を推進する地区を重点整備地区とした（図-3）。 

3-4-2. 成果と課題 

 京都市によると、全体構想及び地区別基本構想の策定前は、鉄

道事業者や道路管理者等が自己の管理する施設に対して、個別に

バリアフリー化整備を実施してきたが、全体構想等の策定後は

各々施設管理者が連携して整備を行うようになったとのことで

ある。また、各重点整備地区における旅客施設のバリアフリー化

は概ね完了しており、今後は、引き続き周辺道路等のバリアフリ

ー化を順次進めるほか、市民が互いに理解し助け合う意識を持つ

ことを普及させる等のソフト施策を推進していくとしている。 

 

 

 

 
【図-3】関西の政令指定都市の重点整備地区の分布図 

（上から神戸市・大阪市・堺市・京都市の順） 

出典：各都市の基本構想をもとに筆者作成
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4. 結果・提案 

4-1. まとめ 

ヒアリング調査に基づき、市町村は、基本構想制度の活用によ

り以下の4つの機能の効果を得ることができると考えられる（図

-4）。各機能は、相互補完の関係性であり、全ての機能を発揮で

きるように努めることで、面的・一体的なバリアフリー化の推進

へ貢献できると考えられる。 

啓発機能

バリアフリーの理念
と取組みを広める

管理機能

進捗管理及び評価基
準を見直し、統一を

図る

実行機能

バリアフリー整備を
より具体的に進める

統括機能

事業者の事業を統括し、
支援しながら一緒に進める

 

【図-4】バリアフリー基本構想がもつ機能 

出典：筆者作成 

4-2. 政令指定都市のバリアフリー基本構想における重点整備地

区の設定方法の提案 

 神戸市を事例に、現在の重点整備地区を客観的に評価した。

GISを用いて高齢者人口、福祉施設、医療機関の分布図を作成し

た(図-5)。さらに重点整備地区の範囲をバッファーで示している。 

 

【図-5】神戸市の高齢者人口と福祉施設及び医療機関の分布図 

出典：国勢調査及び国土数値情報のデータに基づき筆者作成 

 分布図より、高齢者数が多く、諸機能が多数立地している地域

が重点整備地区外にあることが明らかである。このように、地域

の課題を客観的に把握し、課題に適した重点整備地区の設定方法

の検討が必要であると考える。 

 その手法の1つとして、国土交通省が開発・提示しているコン

パクトシティ化に係る評価指標の活用を提案する（図-6）。 

まず、分野ごとに課題を把握し、さらに地区別の評価結果より、

詳細な課題を明らかにする。その上で、課題が抽出された分野に

係る都市機能施設の立地、人口分布、世帯数、人口推計などのデ

ータを活用し、GISを用いて視覚化する。 

①生活利便性 ②健康・福祉 ③安全・安心
④地域経済 ⑤行政運営 ⑥エネルギー/低炭素

評価分野

分野ごとの課題把握、また地区別の評価結果より
詳細な課題を明確に

抽出された課題に係るデータを使用し、GISを活用
して地域ごとの現状と課題を「見える化」

この結果に基づき、高齢者や障害者などの日常生活圏
内(500m圏内)を対象に、旅客施設を含まない重点

整備地区の検討

首長を中心に、都市部局、住宅部局、健
康部局、医療部局、福祉部局、各行政区
代表者等の横断的な組織体制づくり

<データソース>
• 都市計画基礎調査実施要領のデータ項目、

テータの収集方法、集計方法を参考にする
• 歩行や外出に関する住民へのアンケート調査
• 当事者団体からの情報提供
• 関係部局が有する多面的な既存資料、調査結果

組織体制

<留意点>
行政が設定した経路だけでなく、地区全体
でまち歩きを行う
→都市機能施設までの最短経路や多方面か
らの複数の経路を対象とすることを検討

重点整備地区候補を当事者団体、市民団体と現地調査

重点整備地区の決定

＜課題＞
都市計画と密接に関わるものであるため、福祉
部局や健康部局等が担当している場合、都市部
局との横断的な連携が必要

 
【図-6】 重点整備地区の設定方法の提案 

出典：筆者作成 

利用者数が多い駅を中心に整備を進めてきた政令指定都市に

おいては、高齢者福祉施設や保育所、医療機関、商業施設などの

都市機能施設を中心とした、高齢者や障害者の日常生活圏内の重

点整備地区を優先してバリアフリー化を図ることが今後求めら

れるのではないかと考える。 

4-3. 今後の研究課題 

本研究では、政令指定都市の基本構想の実態を明らかにし、今

後の展望を示した。だが、市の担当者のみを対象としてヒアリン

グ調査を実施しており、当事者視点での重点整備地区の選定方法

の妥当性については明確になっていない。またGIS調査を行い、

これまでの政令指定都市における基本構想の重点整備地区の選

定方法について、言及する必要性があると考える。 
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