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都の整備率
〔※都調査〕

全国の整備率

（684/771駅）

（677/731駅）

＜鉄道駅のBF化＞ 

（2,829/3,457駅） 

（2,561/3,236駅） 

（210/755駅） 

※調査データなし 

※全国の整備率は、1日当たりの平均利用者数が3千人以上の駅のみ 
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  １．都における福祉のまちづくりの現状 

東 京 都 福 祉 の ま ち づ く り 推 進 計 画 に つ い て 

（５）計画事業 

・オリンピック・パラリンピック競技会場の整備  
・民営鉄道駅のホームドア等の整備促進 
・手話のできる都民育成事業                      等 

事業数   
 １０２事業 

＜新たに計画に盛り込んだ事業＞ 

（１）位置付け 

東京都福祉のまちづくり条例第７条に基づく、福祉のまちづくりに関する施策の 
総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる計画 

平成２６年度～３０年度   

（３）計画期間 

（４）計画の目指すべき方向 

◆ すべての人が安全、安心、快適に暮らし、訪れることができる、UDを基本とした福祉のまちづくりを進める 
◆ ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ大会開催も見据え、UD先進都市東京の実現に向け、一層の施策の充実に努める 

＜車両のBF化＞ 

＜外出時に困っている人を見かけたときの行動＞ 

  ２．福祉のまちづくり推進計画の概要 

（２）策定の経緯 

平成２４年５月 第９期東京都福祉のまちづくり推進協議会設置 
平成２５年７月 同意見具申「東京都福祉のまちづくり推進計画改定の基本的考え方」 

（６）５つの基本的視点と主な施策 

（4,883/5,524両） 

（18,672/45,495両） 

（単位：％） （単位：％） （単位：％） 

都の整備率 
〔※都調査〕 
全国の整備率 
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Ⅴ 心のバリアフリーに向けた普及啓発 
   の強化と社会参加への支援 

○ 災害時の要配慮者支援体制の整備、帰宅困難者対策等 
○ 日常生活の中で起こりうる事故防止対策の推進 

Ⅳ 災害時・緊急時の備えなど 
   安全・安心のまちづくり 

Ⅲ 様々な障害特性や外国人等にも  
    配慮した情報バリアフリーの充実 

○ 障害特性に応じた多様な手段での情報提供体制の整備 

○ 外国人等にも配慮したまちなかでの案内情報の充実 
○ 都の各種ホームページによる情報提供の内容充実 

○ 都営住宅等公共住宅の整備に伴うＢＦ化の推進 
○ 高齢者、子育て世帯等に配慮した民間住宅の整備促進 

Ⅱ 地域での自立した生活の基盤と 
   なるバリアフリー住宅の整備 

Ⅰ 円滑な移動、施設利用のための 
   バリアフリー化の推進 

○ 鉄道駅におけるエレベーター・ホームドア等の整備 
○ だれにも乗り降りしやすいノンステップバスの導入 
○ 民間建築物、都立施設の改修等に伴うＢＦ化の推進 
○ 歩道、信号機、公園、河川等におけるＢＦ化の推進 
○ 都及び区市町村が行う面的なＢＦ整備の推進 等 

○ 施設・設備の適正利用、店舗等における接遇、障害者の 
 理解促進等に向けた普及啓発の充実 

○ 思いやりの心を醸成するﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ教育の推進 

○ 障害者、高齢者等の社会参加への支援 等 

◆ ハード面での整備は、全国を上回るなど着実に進展しているが、更なる取組も求められている。 
◆ 一方、情報バリアフリーや思いやりの心の醸成など、ソフト面での取組においては、引き続き充実に努めていくことが必要な状況となっている。 

公共交通のバリアフリー化の進捗状況 （平成24年度末現在） 福祉のまちづくりに関する都民の意識（平成23年度「東京都福祉保健基礎調査」） 
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＜まちの中での情報提供について＞ 



関連施策、事業等

前期

後期

◇東京都福祉のまちづくり推進計画
   策定〔H9～17〕（平成10年1月）

◆だれにも乗り降りしやすいバス整備
　 事業実施（平成10年度～）

◇東京都福祉のまちづくり条例
　 改正（平成12年10月）

◇東京都福祉のまちづくり条例
　 施行規則改正（平成12年11月）

◆ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ福祉のまちづくり
　事業実施（平成19年度～25年度）

◆とうきょうトイレ整備事業実施
　　　　　　　（平成19年度～24年度）

前期

後期

◆事業評価の実施
　（平成24年3月～）

◇福祉のまちづくりをすすめる
　 ためのユニバーサルデザイン
   ガイドライン作成
          （平成18年1月）

（審議テーマ）
　◆ 生活者の視点に立ったまちづくりを目指して

（意見具申）
　◆ 生活者の視点に立ったトイレ整備の指針－とうきょうトイレ、その方向性－（平成18年7月24日）
 （報　告）
　◆ 福祉のまちづくりの新たなステージに向けて（平成20年1月30日）

（審議テーマ）
　◆ 条例、推進計画の策定の基本的考え方

（意見具申）
　◆ 東京都福祉のまちづくり条例の改正及び推進計画策定の基本的考え方（平成20年11月14日）
　◆ 東京都福祉のまちづくり条例に基づく整備基準等改正の考え方（平成21年1月23日）

（審議テーマ）
　◆ 推進計画の評価方法

（意見具申）
　◆ 東京都福祉のまちづくり推進計画の評価の基本的考え方（平成22年2月18日）

◇東京都福祉のまちづくり推進計画
　 策定〔H26～30〕（平成26年3月）

＜第9期＞
24.5.14

～26.5.13

（審議テーマ）
　◆　次期推進計画（平成26～30年度予定）策定について

（意見具申）
　◆ 東京都福祉のまちづくり推進計画改定の基本的考え方（平成25年7月8日）

＜第8期＞
22.3.27

～24.3.26

（審議テーマ）
　◆ 推進計画の都民参加による事業評価
　◆ その他関連事項（自然災害への備え及び対応）

  （報　告）
　◆ 都民参加による事業の点検・評価について（報告書）
　◆ 今後の福祉のまちづくりについて～東日本大震災を踏まえて～（推進協意見交換報告）

＜第7期＞
20.3.27

～22.3.26

◇東京都福祉のまちづくり条例
   改正（平成21年3月）

◇東京都福祉のまちづくり推進計画
　 策定〔H21～25〕（平成21年3月）

◇東京都福祉のまちづくり条例
　 施行規則改正（平成21年5月）

＜第6期＞
18.1.31

～20.1.30

◇東京都福祉のまちづくり条例制定
　（平成7年3月）

◇東京都福祉のまちづくり条例
　 施行規則制定（平成8年6月）

◆鉄道駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等整備事業実施
　（平成8年度～）

◆ユニバーサルデザイン
　福祉のまちづくり推進モデル
　事業実施
　　（平成16年度～18年度）

＜第5期＞
15.11.5

～17.11.4

＜第4期＞
13.9.14

～15.9.13

（審議テーマ）
　◆ ユニバーサルデザインを基本に据えた福祉のまちづくりはどうあるべきか

（意見具申：前期）
　◆ 福祉のまちづくりの新たな展開　中間のまとめ（平成16年7月28日）
（意見具申：後期）
　◆ ユニバーサルデザインの理念に基づく福祉のまちづくりの推進に向けて
　　　　－ユニバーサルデザインガイドラインの提案－最終報告 （平成17年8月5日）

（審議テーマ）
　◆ 条例対象施設、整備基準

（意見具申）
　◆ 東京都福祉のまちづくり条例に基づく一般都市施設、特定施設、整備基準の考え方について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成8年2月28日）

＜第1期＞
7.9.14

～9.3.27

（審議テーマ）
　◆ やさしいまち東京の実現

（意見具申：前期）
　◆ 福祉のまちづくりビジョン　中間のまとめ（平成14年7月23日）
（意見具申：後期）
　◆ 「２１世紀の福祉のまちづくりビジョン」のあり方について（平成15年8月26日）

＜第10期＞
26.10.1

～28.9.30

　（審議テーマ）
　　 ◆　情報バリアフリーの充実に向けて
　　 ◆　思いやりの心を醸成するための心のバリアフリーの推進に向けて

（審議テーマ）
　◆ 推進計画に関する意見（計画内容及び進捗状況）
　◆ 福祉のまちづくり施策全般にかかる意見（適合証交付施設の現地調査実施）

（審議テーマ）
　◆ 条例対象施設・整備基準の見直し

（意見具申）
　◆ 東京都福祉のまちづくり整備基準等の改正の考え方について（平成12年5月31日）

審議テーマ及び意見具申等

＜第3期＞
11.9.14

～13.9.13

時期

＜第2期＞
9.11.19

～11.7.28

（審議テーマ）
　◆ 推進計画の策定

（答　申）
　◆ 福祉のまちづくり推進計画の基本的な考え方と施策の基本的方向について（平成9年3月27日）

東京都福祉のまちづくり推進協議会のこれまでの審議事項等について 

 

 ＜『福祉のまちづくり推進協議会』について＞ 
 

  ○ 知事の諮問に応じ調査審議するための附属機関として、福祉のまちづくり条例に基づき設置（平成7年3月設置）                         

  ○ 推進計画に関する事項及びその他福祉のまちづくりの推進に関する事項を審議事項として各期ごとに設定 

  ○ 第10期の委員数は２７名（条例定数３０名以内） 

  ○ 専門的事項を審議するための部会を下部組織として設置（専門部会） 

条例改正 

条例制定 

計画策定 

条例改正 計画策定 

計画策定 




