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第１編 総則 

第１部 基準の目的 

 我が国では本格的な高齢社会を迎えようとしている。また、ノーマライゼーションの理念の浸透

に伴い、高齢者や障害者をはじめ全ての人が自立した日常生活、社会参加することのできるまちづ

くりが求められている。 

このような中、国において平成12年11月に「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」という。）が施行された。国土交通省で

は交通バリアフリー法に基づく道路特定事業の実施に際して適合させる基準として「重点整備地区

における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」（平成12年11月15日建設省令第4

0号）を定めている。 

その後、交通バリアフリー法は「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」（ハートビル法）と統合・拡充され、平成18年12月に「高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー新法）、「移動等円滑化のために必要な道路の構造

に関する基準を定める省令」（平成18年国土交通省令第116号）（以下「道路移動等円滑化基準※

」という。）が定められている。 

また、地域主権改革が進み、これまでの全国一律の基準ではなく、各自治体が条例で基準を定め

ることとされたことを受け、滋賀県では平成24年12月に滋賀県道を対象とした「滋賀県高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑化のために必要な道路の構造等

に関する基準を定める条例」（平成24年滋賀県条例第73号）（以下「滋賀県移動等円滑化条例※」

という。）を定めている。 

 

「滋賀県歩道整備マニュアル」は、高齢者、身体障害者等、全ての人が安全で安心して利用でき

る道路空間を目指し、滋賀県の歩道等の実情を踏まえた、新たな歩道等の構造基準や基本的な考え

方を示すことを目的としている。 

また、構造によっては、高齢者、障害者等の間で利用しやすい構造が異なる場合や現在の技術水

準では対応が難しい課題があり、明確な基準を示せないものも存在する。そのような場合でも、住

民、事業者、道路管理者等の協働により、全ての人が安全で安心して利用できるよう継続的な改善

を図り、より質の高い道路空間づくりを目指すものとする。 

 

 

 ※「道路移動等円滑化基準」と「滋賀県移動等円滑化条例」について 

  バリアフリー新法第 2 条第 9 項において、移動等円滑化が特に必要な道路法上の道路を、国土交通大臣

が「特定道路」として指定することとされています。 

  同法第 10 条第１項により、「道路管理者は、特定道路の新設又は改築を行うときは、当該特定道路（以

下「新設特定道路」という。）を移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例（国道にあっては、

主務省令）で定める基準に適合させなければならない。」とされています。 

  この条例・省令が「滋賀県移動等円滑化条例」と「道路移動等円滑化基準」です。 

  なお、同法第 10 条第 4 項では、「道路管理者は、その管理する道路（新設特定道路を除く。）を条例・

主務省令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。」とされており、新設の特定

道路以外の管理道路への努力義務が規定されています。 
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第 2 部 歩道整備マニュアルの位置づけ・役割 

「滋賀県歩道整備マニュアル」は、滋賀県土木交通部（滋賀県道路公社を含む。）が管理する道路

において適用する。 

また、「滋賀県歩道整備マニュアル」は、「設計便覧（案）第３編道路編近畿地方整備局」の内、

歩道及び自転車歩行者道に関するものに優先する。 

なお、滋賀県移動等円滑化条例の施行に伴い、指定区間外の一般国道（県管理国道）は道路移動

等円滑化基準（省令）に従うこととなるが、歩道整備マニュアルは滋賀県が管理する道路の全てに

適用するものである。（表 省令・条例の適用範囲と歩道整備マニュアル等との関係 参照） 

 

 「滋賀県歩道整備マニュアル」で示されていない、道路等の詳細な構造を決定する際には、既往

の国土交通省（建設省）通達、設計基準、設計指針類を参考に定めるものとする。以下に、参考と

すべき基準・指針類を記載する。 

また、車道や路肩の幅員構成等の決定については、「近江の道づくりルール」等を参考にする。 

 

○立体横断施設技術基準 

（都街発第13号、道企発第14号 昭和60年８月21日通達） 

○視覚障害者誘導用ブロックの設置指針 

（都街発第23号、道企発第39号 昭和60年８月21日通達） 

○道路緑化技術基準（都街発第21号、道環発第８号 昭和63年６月22日通達） 

○防護柵の設置基準（道企発第３号 昭和42年12月25日通達 平成16年４月改訂） 

○道路照明施設設置基準（都街発第10号、道企発第９号 昭和56年３月27日通達） 

○歩道の一般的構造に関する基準等について 

（国都街第60号の２、国道企第102号の２ 平成17年２月３日通達） 

○重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準 

（建設省令第40号、平成12年11月15日通達 平成13年６月26日改正） 

○道路の移動等円滑化整備ガイドライン（国土交通省道路局企画課監修 平成15年1月（平成

23年８月改訂）） 

 

表 省令・条例の適用範囲と歩道整備マニュアル等との関係 

省令・条例 対象道路 解説書・運用マニュアル 

道路移動等円滑化基準 

（省令） 

一般国道（指定区間） 既往の通達、基準、指針類 

一般国道（指定区間外） 

歩道整備マニュアル 

（本書に記載のない項目は、

既往の通達、基準、指針類） 

滋賀県移動等円滑化条例 

主要地方道、一般県道 

（以下「県道」という。） 

※指定区間外の一般国道は適用外 

歩道整備マニュアル 

（本書に記載のない項目は、

既往の通達、基準、指針類） 

 ※滋賀県内の道路を対象にした「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」の規定

についても、構造決定時の基準とすること。 

  （県道については、滋賀県移動等円滑化条例がまちづくり条例の規定を網羅している） 

 ※市町道については、各市町の条例の規定が適用されることになるため、取付部において市

町道を改築する場合は、市町条例に留意すること。 
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第３部 道路利用者の寸法 

 本マニュアルにおいて、対象とする歩道等の利用者の基本的寸法を以下に示す。 

 歩道整備にあたっては、全ての人にとって使いやすいユニバーサルデザインの考え方に配慮し整

備することが望ましい。 

 ＊ユニバーサルデザイン：年齢、性別、障害の有無などに関わらず、また、どのような状態の時であっても、すべての

人が利用可能なように、はじめから考えて計画、実施するとともに、常により良いものに変え

ていこうという考え方。 

 ■道路利用者の基本的な寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■車椅子使用者の通行のための寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：道路の移動等円滑化整備ガイドライン 
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第４部 用語の定義 

「滋賀県歩道整備マニュアル」で用いる主な用語は次に定めるところによる。 

 

（１）歩道等とは、歩道又は自転車歩行者道※をいう。 

（２）歩道とは、歩行者が通行するために、縁石又は柵その他これに類する工作物により区画

して設けられる道路の部分をいう。 

（３）車両乗り入れ部とは、車両の沿道への出入りの用に供される歩道等の部分をいう。 

（４）街渠部とは、路肩の全部または一部に設けられる排水施設の部分をいう。 

（５）視覚障害者誘導用ブロックとは、視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告もし

くは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。 

（６）縁石とは、歩道と車道との境界に沿って設けられる施設をいう。車両の歩道への進入を

防止し、運転者に車道端を明示する目的を持っている。 

（７）グレーチングとは網目状の溝蓋のことをいう。 

（８）縦断勾配とは、歩道等の進行方向に設けられた勾配をいう。 

（９）横断勾配とは、歩道等の横方向に設けられた勾配をいう。 

（１０）民地とは道路敷以外の部分をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※道路法に基づく道路構造令上の歩道、自転車歩行者道のこと。 

  道路交通法では「自転車歩行者道」の定義はなく、自転車歩行者道は「歩道」である。 

 

 

 

 

 

 

縦断勾配 

縁石 

横断勾配 

視覚障害者誘導用ブロック 

グレーチング 

街渠部 

歩道または 

自転車歩行者道 路肩 車道 

歩道 車道 

道路構造令 

道路交通法 
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第２編 整備の考え方、進め方 

第１部  整備の考え方、進め方 

 高齢者、身体障害者等、全ての人が安全で安心して利用できる道路空間の整備を図るには、歩道

等の利用者の特性を踏まえて計画する必要がある。高齢者や身体障害者だけでなく健常者（20歳

以上～65歳未満）の20％程度＊の人が移動時に何らかの身体的負担を感じていると答えており、

全ての人にとって道路空間のユニバーサルデザイン化が必要であることを示している。 

歩道等の利用者には、車椅子使用者をはじめ視覚障害者、聴覚障害者、内部障害者、難病者など

何らかの障害を持った利用者や高齢者、妊産婦、子供や荷物をたくさん持った人など様々なタイプ

の人がいる。また、利用者のタイプにより特性があり道路空間に対するニーズも異なる。 

 

歩道等の整備にあたっては、以下の点に留意して整備を進めることとする。特に、自転車歩行者

道は、道路交通法で車道通行が原則となっている自転車を公安委員会の告示行為により例外的に通

行可能とするものであることに留意して、整備を進めることとする。 

 

  様々な利用者がいることを前提に、利用者特性を踏まえて全ての人が利用しやすい施設にすること。 

  地域の状況を踏まえ、利用のしやすさが最大限になるよう創意工夫をすること。また、創意工夫にあ

たっては、必要に応じて利用者の意見を聞くなど、実体験を通して検討していくこと。 

  地域住民をはじめ、関連事業者・行政機関、各種団体等の協力を求め、幅広い連携による協働の道づ

くりを行うこと。 

  より利用しやすい道路整備を目指して、適切な維持管理も含め継続的な改善を図っていくこと。 

 

＊ 平成１５年１２月に実施した道路利用者アンケート調査結果による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料：利用者の特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：淡海ユニバーサルデザイン 

点検プログラム 

（平成１４年３月 滋賀県）  

移動に関する主な課題 情報認知・伝達に関する主な課題

・狭い幅員での移動が難しい ・視点が低く、視野が遮られる

・垂直移動が不可能

・通路上の障害物への対応が難しい

・狭い幅員での移動が難しい

・垂直移動が難しい

・通路上の障害物への対応が難しい

・転倒しやすい

・長時間の移動が難しい

・位置、方向、状態等の空間把握が難
しい

・視覚情報の認知が不可能

・視覚による危険予知が不可能
・主に聴覚、触覚でしか物や状態の情報を
得ることができない

弱視 ・視覚による危険予知が難しい ・視覚情報の認知が難しい

・音による危険予知が難しい ・意思伝達が難しい

・緊急時の対応が難しい

・電子情報化への需要が高い

・疲れやすい

・垂直移動が難しい

・長時間の移動が難しい

・疲れやすい ・視覚・聴覚情報認知力などが低下

・垂直移動が難しい ・情報判断力が低下

・長時間の移動が難しい

・転倒しやすい

・歩行速度が遅い

・長距離の移動が難しい ・理解力が発展途上にある

・転倒しやすい ・視点が低く、視野が遮られる

・衝動的・突発的な行動をすることが
ある

・疲れやすい

・垂直移動が難しい

・狭い幅員での移動が難しい

・通路上の障害物への対応が難しい
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第２部  歩道等の設置基準 

 歩道等の設置は、市街地では道路構造令または滋賀県道路法に基づく県道の構造に関する技術的基準を定

める条例（平成 24 年滋賀県条例第 68 号）（以下「滋賀県道路構造条例」という。）に準じることを原則とす

る。市街地外では、歩道のネットワークを検討した上で歩道計画の有無を決定する。検討にあたっては、以下

に示す視点を考慮する必要があり、特に通学路、病院・福祉施設周辺等においては歩道の必要性が高いことに

留意する必要がある。 

 幅員は、当該道路の自動車交通量、歩行者交通量、自転車交通量に応じて設定する。 

（歩道ネットワーク上で考慮すべき視点） 

 ○ 歩行者や自転車利用者が多い区間 

 ○ 通学路の指定区間（中学生、高校生の通学経路を含む。） 

 ○ 人と車両の事故発生または恐れのある地点 

 ○ 病院、福祉施設の周辺 

 ○ 主要施設（役場、公民館、大規模商業施設等）の周辺 

 ○ 駅、主要なバス停の周辺 

 ○ 主要観光地の周辺 

 ○ 住宅等が連担する区間 

 ○ 道路整備により沿道利用が明らかな区間 

 ○ 既存集落間の徒歩等による移動交通が、整備道路を利用する可能性の高い区間 

 

 

 

 

 

 歩道等の設置は、市街地（都市計画法の市街化区域）では歩道を設置することを原則とする。

市街地以外の区域では、歩道ネットワークを検討した上で歩道計画の有無を決定する。 

 幅員は、自動車交通量、歩行者自転車交通量に応じて設定する。 

[参考]歩道等の設置基準のイメージ 


