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公共建築物の整備に

あたってのＵＤを実現

するための具体的な事

項を移動空間、生活空間、

情報、共通設備、避難に

分けて示しています。 

 

□ 指針の見方 

ハード面については、基礎的・推奨・配慮の３段階による事項とし、既存施設で基

礎的事項の改修が難しい場合の対処策を記載しています。また、ソフト面については

施設の管理者及び利用者が守るべき事項を記載しています。 

 

■ ハード面での事項 

記号 考え方 新築・改築 改修（既存施設） 

● 基礎的事項 ・必ず守る事項 ・基本的に守る事項 
（守れない場合の改善策を設ける） 

○ 推奨事項 

・原則的に守る事項 
（不特定多数の利用する

施設では必須） 

・可能な限り守る努力を負う事項 

配 配慮事項 
・施設の用途等に応じて配

慮する事項 
・施設の用途等に応じて配慮する事項 

 

記号 考え方 説  明 

改 改修にあたっての対処策 
既存施設において、基礎的事項による改修が難しい場合へ

の対処策 

：上記の事項のうち、特定施設にのみ適用される事項 

   ：環境に関する事項 

→参：詳しい内容が記載されている参照先 

 

■ ソフト面での事項 
記号 考え方 説  明 

管 施設管理者が対応すべきこと 全ての施設の施設管理者が守るべき事項 

利 施設利用者が気をつけること 全ての施設の施設利用者が守るべき事項 

 

Ⅱ．ＵＤ指針 

ＵＤ指針 １. 移動空間 

２. 生活空間 

３. 情報 

４. 共通設備 

５. 避難 



 10

１.移動空間 

１.移動空間 

移動空間は、建物外部の「玄関までの経路」「駐車場」と建物内部の「玄関」「廊下」

「階段」「エレベーター等」「出入口」の７項目で構成されています。 

移動の内容を大きく分けると、水平移動と垂直移動に分けられ、本指針の項目では

「階段」「エレベーター等」が垂直移動でその他は水平移動となっています。 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）玄関までの経路 

（２）駐車場 

（３）玄関 

（４）廊下 

（５）階段 

（６）エレベーター等 

（７）出入口 

＜ 凡 例 ＞ 

●：基礎的事項 

○：推奨事項 

配：配慮事項 

管：施設管理者が対応すべきこと 

利：施設利用者が気をつけること 

：特定施設における配慮事項 

：環境に関する事項 
→参：詳しい内容が記載されている参照先 

 

改：改修にあたっての対処策 

＜ハード面での事項＞ ＜ソフト面での事項＞ 
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■ 公共交通機関からのアクセス 

 

 

 

○鉄道駅やバス停から当該施設まで視覚障

害者誘導用ブロックを敷設する。 

→参 敷設方法については情報 3-（2）P44 

配 幅員の狭い歩道については、車いすの利用に配

慮し視覚障害者誘導用ブロックを敷設する。 

○歩道は平坦さを確保する。車道又は細街路

などで、やむをえず段差を設ける場合 2cm

を標準とする。 

○車いすの進行方向に対し、車道側への傾斜

は 2％までとする。 

○側溝は、ハイヒールや車いすが落ち込まな

い構造とし、穴の溝は 9mm 以下にする。 

 

■ 敷地出入口 

●道路からわかりやすい安全な位置に設置

する。 

○遠くからも認識しやすい施設名サイン、出

入口サインを設置する。 

配 施設内のＵＤ設備の表示サインを設置する。 
管 街路樹でサインが隠れないよう管理を行う。 

○施設内外の歩行者通路の高さをそろえ、連

続性、平坦さを確保する。 

○車の出入りに対する安全性を確保するた

め、見通しを良くする。 
管 樹木の成長により見通しが悪くならないよう植

栽計画及び管理を行う。 

利 歩道上には物（看板、自転車）を置かない。 

 

（１）玄関までの経路              １.移動空間 

玄関まで、安全で容易に移動

できることを目指し、なるべく

段差をなくすとともに、傾斜路

とする場合は、緩やかな勾配と

なるようにします。 

鉄道駅やバス停から当該施設までの

安全な移動を確保する。 

公共交通機関からのアクセス 

敷地出入口 

歩行者通路 

駐輪場 

車路 

車寄せ 

□ 公共交通機関からの視覚障害者誘導用

ブロックの事例 

□ 幅 9mm 以下の側溝の事例 

□ ＵＤブロックによる段差の解消事例 

玄関までの経路 
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■ 歩行者通路 

○歩行者通路と車路を分離する。 

○歩行者通路と車路は、できるだけ交差させ

ない。 

○平坦さを確保し、できるだけ段差を設けな

い。やむをえず段差を設ける場合は傾斜路

を設ける。 

●傾斜路の勾配は 1/15 を確保する。 

○敷地が確保できる施設については、傾斜路

の勾配を 1/25 とする。 

○車いす使用者同士がすれ違えるよう 180cm

以上の幅を確保する。 

○雨に濡れても滑りにくい仕上げとし、排水

に配慮する。 

○雨天時に水溜りができないよう、透水性の

ある仕上げとする。 

○視覚障害者誘導用ブロックを敷設する。 

→参 敷設方法については情報 3-（2）P44 

○階段・傾斜路を設ける場合は手すりを設置

する。 

→参 設置方法については設備 4-（1）P48 

○車道と材質や色調を変え、視覚的に区別で

きるようにする。 
管 歩行者通路には物を置かない。 

管 落ち葉ですべって転ばないよう、歩行者通路の

清掃をこまめに行う。 

管 落ち葉等により排水が詰まらないよう、側溝の

清掃を行う。 

○適切に照明を配置し、夜間でも十分な明る

さを確保する。 
配 照明方法は、光害に配慮したものとする。 

 

■ 駐輪場 

●位置は、遠回りにならず、わかりやすくす

る。 

○屋根は、風雨時の利用に配慮し設置する。 
○自転車の錠の位置がわかるよう、適切に照

明を配置し、夜間でも十分な明るさを確保

する。 

配 自転車と歩行者の動線を分離する。 

 

 

 

□ 車いす使用者同士がすれ違える寸法 

□ 歩行者通路への視覚障害者誘導

ブロックの事例 

□ 屋根付き駐輪場の事例 

180cm 以上 



 13

□ ハンプの事例 
■ 車路 

○ハンプ※を設置するなどの徐行規制を行

う。 

○幅員は、6ｍ以上とする。 
配 身体障害者専用駐車場へのサインを適時設置す

る。 

配 わかりやすい経路とし、わかりにくい場合は、

サインで誘導する。 

 

■ 車寄せ 

○庇は、風雨時の利用に配慮したものを設置

する。 

○庇の高さは、マイクロバス等の利用を考慮

したものとする。 
配 停車スペースを確保する。 

配 停車スペースまで視覚障害者誘導用ブロックを

敷設する。 

→参 敷設方法については情報 3-（2）P44 

配 待合スペース（ベンチ等）を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：ハンプとは、車の減速を促す目的で車道に

設ける路面仕上げの総称 
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■ 身体障害者専用駐車場の位置・数 

●玄関に最も到達しやすい位置に設ける。 

●数は、全駐車台数の 2％以上かつ 1台以上

とする。 
配 「車いす利用の多い施設」においては、全駐車

台数の 3％以上かつ複数台とする。 

改 スペースの確保が難しい場合、駐車方向限定に

よる駐車方法を検討する。 

■ 駐車スペース 

□ 身体障害者専用駐車スペース 

○幅は、350cm 以上とし、奥行きは 600cm 以

上とする。乗降スペースは 100cm 以上とす

る。 

○床面への障害者マークの表示、乗降スペー

スの斜線表示を行う。 

○風雨時利用のために屋根を設ける。 
利 身体障害者専用駐車スペースに一般の方は駐

車しない。 

→参 市民マナー条例 第 20 条 P15 

管 一般の方の身体障害者専用駐車スペースへの

駐車に対し移動を指示する。 

→参 市民マナー条例 第 21 条 P15 

□ 一般駐車スペース 

○幅は、250cm 以上とする。 

○床面ペイントは、駐車しやすさに配慮し、

二重ラインなどとする。 
配 妊婦、チャイルドシートの親子、高齢者が利用す

る幅 300cm 以上の思いやり駐車スペースを設ける。 

□ 共通 
配 雨天時に水溜りができないよう、透水性舗装と

する。 

配 車止めにつまずかないよう反射シールを貼る。 

 

（２）駐車場                  １.移動空間 

段差を少なくし、身体障害者専

用の駐車スペースを建物の主要出

入り口から利用しやすい場所に設

けるとともに、安全な通路を確保

します。 

身体障害者専用駐車場の位置・数 

駐車スペース 

通路 

案内 

 

駐車場 

□ 思いやり駐車スペースの事例 

□ 身体障害者専用駐車場の事例 

□ 身体障害者専用駐車場のイメージ 

100cm 以上 

600cm
以上 

350cm 以上 
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■ 通路 

●身体障害者専用駐車スペースから安全

な通路を設ける。 
配 一般駐車場から安全な通路を設ける。 

○床に段差や溝を設けないようにする。 

○必要に応じ手すりを設置する。 

→参 設置方法については設備 4-（1）P48 

○身体障害者専用駐車スペースからの通

路には、雨天時利用のために屋根を設
ける。 

 

■ 案内 

○駐車場の進入口に、身体障害者専用駐

車スペースが設置されていることがわ

かる表示を行う。 

○駐車場出入口から身体障害者専用駐車

スペースまで誘導用の表示を行う。 

→参 設置方法については情報 3-（1）P42 

配「大規模施設」では詳細なサイン計画を行う。 

配 発光式の案内板を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20 条 市民等及び事業者は，身体障害者用駐車場が設置された駐車場を利用しようとすると

きは，当該駐車場の管理者が定めた身体障害者用駐車場の利用方法に従い，適正に利

用するよう努めなければならない。 

第 21 条 身体障害者用駐車場が設置された駐車場の管理者は，身体障害者用駐車場として設置

した区画について，その旨を表示する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

□ 身体障害者専用駐車スペースのサイン事例 

□ 身体障害者専用駐車スペースのサインとなる 
国際シンボルマーク 

□ 思いやり駐車スペースのサイン 
 

浜松市快適で良好な生活環境を確保する条例 

（通称：市民マナー条例） 

本条例は、迷惑行為のない快適で良好な生活環境を確保するため、市民等、事業者及び市の

責務を明らかにし、必要な事項を定めるもので、平成 15 年 7 月 1 日に施行されました。 

□ 通路の事例 
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■ 出入口スペース 

□ 玄関扉前後のスペースの確保 

●扉の前後には、車いす使用者に配慮し、150cm

角以上の水平なスペースを設ける。 

□ 出入口扉の幅員 

●主要な出入口扉の幅は、120cm 以上とする。 

○その他の出入口扉の幅は、90cm 以上とする。 

□ その他 

○玄関・その他の外部出入口には庇を設ける。 

●インターホンを設置する。 

 

■ 形状 

○段差を設けないようにし、やむをえず段を設

ける場合は傾斜路を設ける。 

改 傾斜路の設置が難しい場合は、段差周辺にインタ

ーホンを設置する。 

○濡れても滑りにくい材料又は仕上げとする。 

配 沓拭きマットは、つまずかないよう床埋め込み式

のものを設置し、端部を固定する。 

管 マットで点状・線状誘導用ブロックを覆わないよ

うにする。 

 

■ 扉の形式 

○主要な出入口は、自動式引戸とする。 

○主要な出入口で自動式引戸が設けられない

場合は、手動式引戸とする。 

○自動式引戸は、引き込み部の挟み込み防止を

設け、かつ安全な開閉速度とする。 

 

（３）玄関                   １.移動空間 

施設の出入口からわかりや

すい位置に設け、扉の前後に

は、人が円滑に移動できるゆ

とりのある空間を設けるよう

にします。 

出入口スペース 

形状 

扉の形式 

ガラスへの配慮 

案内 

その他 

 

□ 玄関のイメージ 

□ 120cm 幅の出入口イメージ 

120cm 以上 

庇を設ける 

床埋め込み式の沓拭きマット 

視覚障害者誘導ブロックの敷設 

ガラスへの手すり

や枠の設置 

音声による案内装置 

玄関 
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○手動式引戸は、扉の召合わせ部にクッション

材等を設け、上吊り形式とする。 

○開き戸は、ドアクローザーの閉鎖時間が十分

確保され、操作の軽いものを設ける。 

配 視覚障害者に配慮し、扉や把手の色は認識しやす

いものとする。 

■ ガラスへの配慮 

○出入口扉などの大きなガラス面には、衝突に

よるけが等の防止のため、視線の高さへのシ

ールの貼り付けや飛散防止フィルム貼り、手

すり、枠の設置等を行う。 

管 ガラス面に対する衝突防止のための注意喚起を促

す措置を行う。 

■ 案内 

○玄関には総合的な館内案内サインを設置す

る。 

配 音声による案内装置を設置する。 

→参 設置方法については情報 3-（3）P46 

○視覚障害者誘導用ブロックを敷設する。 

配 「大規模施設」については、案内所を設ける。 

管 人が配置されていない施設については、呼び出し

ブザー等を設置する。 

○案内サイン前には立ち止まって見ることが

できるよう十分な空間を確保する。 

→参 設置方法については情報 3-（1）Ｐ42 

管 サインが見やすいよう、重要性の低い掲示物は適

時はがすなど、サイン周辺の張り紙等を管理する。 

■ その他 

○施設規模に応じた傘立てをわかりやすい位

置に設置する。 

利 濡れた傘の持込によるスリップ事故を防止するた

め、施設内に傘を持ち込まない。 

配 「大規模施設」については、水切り装置の設置を

検討する。 

管 雨天時は、玄関付近の床が滑らないよう清掃を行

う。 

管 玄関付近に車いすを装備する。 

管 快適な利用ができるよう、車いすのメンテナンス

を定期的に行う。 

□ ガラスへの配慮の事例 

□ 総合的な館内案内サインの事例 

□ 水切り装置の事例 
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■ 幅員 

●車いす使用者が通行しやすい 120cm 以上とす

る。 

○車いす使用者が多い施設では、180cm 以上と

する。 

○140cm 未満の廊下については、車いすの転回

ができる 150cm 以上のスペースを廊下の末端

付近及び要所に設ける。 

 

■ 形状 

●棒状の突起物を設けない、やむをえず突起物

を設置する場合は、10cm 以下とし、鋭利な角

状にならないようにする。 

○段差を設けないようにし、やむをえず段を設

ける場合は傾斜路を設ける。 

○床の仕上げは、滑りにくいものとし、できる

だけ弾力のあるものとする。 

○壁や柱の角は面取りを行う。 

○壁の仕上げは、体をこすっても安全な仕上げ

とする。 

○視覚障害者等に配慮し、床と壁の境を明確に

する。 

配 キックプレートを設ける。 

管 廊下に物を置かない。 

 

（４）廊下                   １.移動空間 

施設の用途、規模、利用者の状況

に応じて、十分な幅を確保し、途中

で幅が変わることを避けるととも

に、有効幅の妨げとなる機器類は設

置しないようにします。 

幅員 

形状 

設備 

 

 

□ 120cm,150cm 幅の通路イメージ 

□ キックプレートのイメージ 

35cm 程度 

□ 廊下の手すり及び突出物のイメージ 

10cm 以上の突

出物は視覚障

害者には危険 

120cm 以上 150cm 以上 

廊下 


