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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交通安全特定事
業の実施要領について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律等の施行に伴う交通警察の対
応については 、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律等の施行に伴
う交通警察の対応について 」（平成１８年１２月２０日付け警察庁丙規発第２４号、丙
交指発第５５号、丙交企発第１４８号）をもって通達されたところであるが、交通安全
特定事業の具体的な実施要領については、下記のとおりであるので、本要領に沿って適
切に事業を実施されたい。
なお、本通達をもって「交通バリアフリー法に基づく交通安全特定事業計画の早期作
成について 」（平成１８年５月３１日付け警察庁丁規発第４０号）及び「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の促進に関する法律等の施行に伴う交
通規制実施上の留意事項について 」
（平成１３年２月１３日付け警察庁丁規発第９号）
は、廃止する。
記
１

交通安全特定事業の概要
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成１８年法律第９
１号。以下「法」という 。）においては、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び
社会生活を確保するため、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用す
る旅客施設、官公庁施設等が集中する一定の地区において移動等の円滑化の促進を図
る事業の一体的な整備を推進することとされている。高齢者、障害者等の移動等の円
滑化（以下「バリアフリー化」という 。
）の促進を図る事業のうち、都道府県公安委
員会（以下「公安委員会」という。）が実施する交通安全特定事業は、高齢者、障害
者等による道路の横断の安全を確保する信号機等の設置を行う事業及び違法駐車行為
の防止のための事業と規定されている。

２

信号機等の設置に係る整備目標
「移動等円滑化の促進に関する基本方針 」（平成１８年国家公安委員会告示・総務
省告示・国土交通省告示第１号。以下「基本方針」という 。）において、重点整備地
区内の主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等については、平
成２２年までに、原則としてすべての当該道路において、移動等円滑化を実施するこ
ととされていることから、本目標の趣旨に沿って、基本構想（ 交通バリアフリー法（ 注）

に基づき作成された基本構想を含む 。）作成済みあるいは平成２２年までに作成予定
のある地区におけるバリアフリー化を重点的に実施すること。ただし、重点整備地区
以外であっても、高齢者、障害者等からバリアフリー化の要望があった場合には、個
別にその必要性を精査し、適切に事業を実施すること。
（注）交通バリアフリー法
「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の促進に関する
法律 」（平成１２年法律第６８号）
３

交通安全特定事業計画の作成段階における留意事項
交通安全特定事業を合理的かつ効率的に実施するため、次の考え方に沿って、事業
計画を作成すること。

（１）交通安全特定事業計画の早期作成
公安委員会は、基本構想作成後、これに即して交通安全特定事業計画を作成する
こととなるが、これについては、高齢者・障害者団体、周辺住民からの意見聴取を
行った上で、市町村及び道路管理者との協議を行い、基本構想作成後可能な限り早
期に作成すること。交通バリアフリー法に基づき作成された交通安全特定事業計画
は、基本構想の作成からおおむね１年で作成されていることから、作成までの期間
の目安とされたい。
なお、交通安全特定事業計画作成に当たっては、別添１の作成例を参考にされた
い。
（２）信号機等の整備に関する事業を実施すべき主要な生活関連経路の選定
交通安全特定事業計画に基づき信号機等の整備に関する事業を実施する道路の区
間は、基本構想で定められた生活関連経路のうち、高齢者、障害者等の利用実態、
交通状況、道路構造等に応じて主要な経路を選定して定めることとなる。
別図１に示したとおり、概念上の生活関連経路は多数存在するところ、道路構造
上安全に通行できる歩行空間が確保でき、かつ、高齢者、障害者等が生活関連施設
間の移動に利用する経路は、通常主要な経路に該当すると考えられることから、こ
のような経路を「主要な生活関連経路」として選定すること。
なお、交通バリアフリー法に基づき設定されている特定経路は、法における生活
関連経路に該当するものである。
（３）信号機等の整備に関する事業対象施設の選定
主要な生活関連経路上の信号機、道路標識及び道路標示についても 、（２）と同
様に、利用実態を調査の上、多くの高齢者、障害者等が利用する経路上の施設を選
定し、当該施設について重点的にバリアフリー化を実施する。別図２にこの考え方
の一例を示すので参考とされたい。
さらには、近接する信号機に多数の音響付加装置を設置することは、かえってそ
の効果を損なうおそれがあるとともに周辺環境への影響が懸念され、歩行者横断時
間の確保についても、交通流を考慮せずに実施すると、交通渋滞が発生して生活道
路を通行する車両が増加するなど交通の安全と円滑を阻害することが懸念されるこ
とから、これらの影響を勘案しつつ、生活関連施設間の移動経路が少なくとも一つ

は確保されるよう施設を選定すること。
（４）信号機等の整備に関する事業と他の事業との連携
道路特定事業には電線の埋設等道路工事を伴うもの、あるいは信号柱、標識柱の
移設等が必要となるものがあることから、当該事業による柱の移設・撤去によって
交通安全特定事業の実施に支障をきたすことのないよう、道路特定事業の実施時期
・内容について道路管理者と事業計画段階から綿密に調整されたい。
また、中心市街地活性化関連事業、あんしん歩行エリアの整備等の市街地を対象
とする事業との整合性を保ち、効率的に市街地の改善が推進されるよう留意された
４

い。
信号機等の整備に関する事業の概要及び事業実施の考え方
信号機等の整備に関する事業を実施するに当たっては、対象となる信号機、道路標
識及び道路標示を「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に係る信号機等に関する
基準を定める規則 」
（平成１８年国家公安委員会規則第２８号。以下「バリアフリー
化実施基準」という。）で定められている基準に適合させることが必要とされている 。
以下にバリアフリー化実施基準に基づいた具体的事業内容及び事業選定に当たっての
留意事項を示すので、この考え方に沿って事業を実施されたい。

（１）信号機に関する基準に基づいた事業内容
信号機については、歩行者用信号機を以下のいずれかの機能を有するものとする
か、又は交差点信号を歩車分離化するかのいずれかを実施されたい。
・

音響機能

・

高齢者、障害者等が通常要する歩行者用青時間を確保する機能

・

歩行者用信号機で青信号の経過時間を表示する機能

重点整備地区の生活関連経路は、高齢者、障害者等が通常徒歩で移動することを
想定していることから、バリアフリー化の対象となる信号機には、歩行者用灯器が
設置されている必要がある。また、歩行者用灯器には視認性のすぐれた「Ｕ型歩行
者用交通信号灯器 」（警交仕規第219号）の仕様書に適合したＬＥＤユニットを積
極的に採用するよう努められたい。
信号機に関する事業の一覧は別添２のとおりであり、それぞれの事業の実施に当
たっての留意事項を以下のア〜ウに示す。
ア

音響機能の付加
歩行者用青信号の表示の開始又は表示が継続していることを音響により伝達す

ることができる付加装置を設置するもの。該当する付加装置は、以下のとおり。
（ア） 視覚障害者用付加装置
視覚障害者に対して、歩行者用青信号の開始と表示の継続を擬音、メロデ
ィ等の音響で発する機能を付加するもの。
「視覚障害者用付加装置に関する設置・運用指針 」（平成１５年１０月２
２日警察庁丁規発第７７号）に基づき、擬音式の異種鳴き交わし方式の整備
を推進すること。
なお、信号機の音響機能は、歩行者や車両の通行が少ない夜間ほど必要で

あるという意見が多くの視覚障害者から寄せられていることから、押しボタ
ン操作による音響出力方式の採用など周辺への騒音の影響が少ない方法を検
討するとともに、周辺住民等への説明を十分に行い、運用時間の見直し、音
量の調整等の適切な設定に努められたい。
（イ） 音響式歩行者誘導付加装置
高齢者、視覚障害者等に対して、歩行者用青信号の開始をチャイム等の音
響で発する機能を付加するもの。
幅員の狭い道路で、歩行者用青信号の開始を伝達するのみで視覚障害者の
安全を図ることができる箇所や、周辺環境への影響から視覚障害者用付加装
置の設置が困難な箇所にあっては、当該信号機を利用する高齢者、障害者等
の意見を踏まえつつ、積極的に当該装置の整備を進められたい。
（ウ） 歩行者支援装置（ＰＩＣＳ）
視覚障害者等が所持する端末装置等に信号の状態、横断開始時期等の音声
情報を提供する機能を付加するもの。
視覚障害者等が所持する端末装置等に音声等で出力する装置であり、周辺
環境への影響が少なく、利用者の横断を支援する情報提供機能を有している
ことから、特に視覚障害者等の利用が多い箇所への整備を推進されたい。ま
た、本装置は視覚障害者への端末装置の普及、経路上の連続的な整備によっ
て効果が高まることにも配意して整備を推進されたい。
イ

高齢者、障害者等が通常要する歩行者用青時間の確保
道路を横断する高齢者、障害者等が安全に横断するために通常要すると認めら
れる歩行者用青時間及び歩行者用青点滅時間（以下「通常要する歩行者用青時間 」
という。）を算出し、
・
・

信号定数の設定により、通常要する歩行者用青時間を常時確保する
高齢者等感応化又は歩行者感応化を行い、歩行者用青時間を延長する機能
を整備する

のいずれかの対応をするもの。
通常要する歩行者用青時間の算出については、当該横断歩道を利用する高齢者、
障害者等横断状況の実査や意見の聴取等により、適切に行われるよう留意された
い。
ウ

経過時間表示付き歩行者用信号機
高齢者、障害者等が横断歩道上に取り残されることの防止等を目的として、歩
行者用信号灯器に経過時間表示機能を付加するもの。
本事業の実施に当たっては 、「経過時間表示付きＬＥＤ式歩行者用交通信号灯
器に関する設置・運用指針 」（平成１８年５月３０日警察庁丁規発第３８号）に
基づき整備を推進すること。

エ

歩車分離式信号機
右左折車両と歩行者の交錯の防止等を目的として歩車分離式の信号制御を行う
もの。

本事業の実施に当たっては 、「歩車分離式信号に関する指針 」（平成１４年９
月１２日警察庁丁規発第８６号）に基づき整備を推進すること。
（２）道路標識に関する基準に基づいた事業内容
道路標識については「反射材料を用い、又は夜間照明装置を施した」道路標識と
することとされていることから、歩行中の高齢者、身体障害者等、車両運転者のい
ずれにも見やすく分かりやすい封入レンズ型、カプセルレンズ型等の反射材料が用
いられた道路標識、又は内照式、外照式若しくは自発光式等の夜間照明装置が施さ
れた道路標識の整備に努められたい。
また、道路構造、交通状況等を踏まえ、道路標識の大型化、道路標識の可変化を
積極的に進められたい。
（３）道路標示に関する基準に基づいた事業内容
道路標示については「反射材料を用い 、又は反射装置を施した道路標示」又は「横
断歩道であることを表示する道路標示に視覚障害者の誘導を行うための線状又は突
起が設けられたもの」とされていることから、以下に掲げる事業を実施されたい。
ア

道路標示の高輝度化
見やすく分かりやすい道路標示とするため、塗料へガラスビーズを混入し、若
しくは散布した道路標示若しくは降雨時にも光の再帰反射性が確保される反射材
料を用いた道路標示又はいわゆるチャッターバー等の道路鋲による反射装置を施
した道路標示の整備に努められたい。
特に 、「横断歩道」及び「横断歩道又は自転車横断帯あり」並びに「歩行者用
路側帯」、「駐停車禁止路側帯」及び「路側帯」を表示する道路標示については、
必要性の高いものであるため、輝度の高い標示を積極的に採用されたい。

イ

エスコートゾーン用点字ブロックの敷設
視覚障害者が、横断歩道上を最短距離で歩行できるよう、横断歩道上に点字ブ
ロック（エスコートゾーン用点字ブロック）を敷設するもの。
エスコートゾーン用点字ブロックは、視覚障害者の横断にかかる時間を短縮で
きることから、特に横断距離の長い大規模交差点又は音響機能の設置や十分な歩
行者用青時間の確保が困難な箇所に積極的に設置するよう努められたい。
なお、警察庁においてエスコートゾーン用点字ブロックの規格・仕様について
国土交通省と連携を図りつつ検討しているところであるので、その検討結果を踏
まえて整備を推進されたい。

（４）事業選定に当たっての留意事項
生活関連経路が結ぶ生活関連施設の種別により、考慮すべき身体の機能上の制限
もそれぞれ異なるため、協議会等において高齢者、障害者等のニーズを把握し、利
用実態に応じた機能を選択して事業を実施されたい。また、横断需要が高く、多様
な形態の歩行者が見込まれる箇所においては、複数の機能を組み合わせて可能な限
り多くの高齢者、障害者等に対応できるよう事業内容を検討されたい。別添２に上
記（１）から（３）に掲げた事業の付加機能、対象とする歩行者及び事業の組み合
わせの一例を示すので参考とされたい。

別添１
都道府県公安委員会が作成する交通安全特定事業計画のモデル
高齢者、身体障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第３条の規定による基本
方針及び第３６条の規定に基づき、また、○○市●●地区移動等円滑化基本構想に即し
て、●●周辺重点整備地区交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。
記
１

交通安全特定事業を実施する道路の区間（別添周辺地図参照・・省略）

(1)

●●駅南口から○○市役所までについての道路の区間
国道◎◎号線（●●駅南口駅前広場から○○市役所前まで）

(2)

●●駅南口から△△市立福祉会館までについての道路の区間
国道◎◎号線（●●駅南口駅前広場から▲▲交差点まで）
県道□□号線（▲▲交差点から△△市立福祉会館まで）

(3)

○○市役所から△△市立福祉会館までについての道路の区間
県道◇◇号線（○○市役所から◆◆交差点まで）
市道××号線（◆◆交差点から△△市立福祉会館まで）

２

前号の道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間

(1)

●●駅南口から○○市役所までについての道路の区間
ア

既設信号機への視覚障害者用付加装置の整備
駐車禁止標識の内照化・オーバーハング化

イ

実施予定期間
平成●○年度から●×年度まで

(2)

●●駅南口から△△市立福祉会館までについての道路の区間
ア

国道◎◎号線（●●駅南口駅前広場から▲▲交差点まで）

（ア）実施事業内容及び実施予定期間
イ

(1) に同じ
県道□□号線（▲▲交差点から△△市立福祉会館まで）

（ア）実施事業内容
信号機の新設（視覚障害者用付加装置及び高齢者等感応化）
（イ）実施予定期間
交差点改良工事終了時（平成●△年度）
(3)

○○市役所から△△市立福祉会館までについての道路の区間

ア 県道◇◇号線（○○市役所から◆◆交差点まで）
（ア）実施事業内容
横断歩道標識のオーバーハング化、横断歩道の高輝度化
（イ）実施予定期間
平成●×年度
イ

市道××号線（◆◆交差点から△△市立福祉会館まで）

（ア）実施事業内容
歩行者専用の道路標識の新設（オーバーハング式、可変式のもの）
（イ）実施予定期間
平成●■年度
(4)

上記(1)、(2)、(3)の道路の区間
（ア）実施事業内容
歩道及び視覚障害者誘導用ブロック上等の自動二輪車等の違法駐車の指導取
締り
横断歩道及びバス停留所付近等の違法駐車の指導取締り
違法駐車行為の防止のための広報・啓発活動の実施
（イ）実施予定期間
平成●○年度から平成●×年度まで

３

その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

(1)

高齢者、身体障害者等からの意見の聴取
上記事業の実施に当たっては、●●駅、○○市役所、△△市立福祉会館を利用す
る高齢者・身体障害者、地元の住民、学識経験者、高齢者・身体障害者関連団体の
代表者、その他の道路利用者等から意見を聴取するため、これらの者を集め現場説
明を実施する。

(2)

高齢者、身体障害者等への情報提供
ア

音響信号機、歩行者青時間延長信号機については、その旨が分かるよう表示板
を設置するとともに、押ボタンの位置を分かりやすいように配置する。

イ
(3)

市町村等と協力し、バリアフリーマップを作成し、配布する。
関係機関との連携の強化
○○市移動移動円滑化協議会において相互の事業の進ちょく状況を確認するため

の意見交換を行うとともに、☆☆県道路交通環境安全推進連絡会議

バリアフリー

部会において定期的に事業の検討及び点検を行う。
(4)

周辺の交通規制等との整合性の確保
信号機の整備に当たっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の位置を把握し、隣

接信号機との系統制御を確保するとともに、歩行者の導線を調査し、信号機、横断
歩道の移設等を検討する。
また、交通規制の実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化
が図られるよう、周辺道路へ与える影響を常に調査し、必要な周辺の交通規制の見
直しを実施する。
(5)

違法駐車行為の防止のための事業における配慮事項
違法駐車の取締り、広報啓発活動等の違法駐車行為の防止に資する事業を関係機
関等と連携して、重点的かつ計画的に実施する。

別添２
バリアフリー化実施基準の考え方
交差点信号のバリアフリー化基準
・ 生活関連経路上の交差点において、経路上の横断歩道の歩行者用信号が表①〜⑦のいずれかの機能を有していれば当該交差点はバリアフリー化済み
・ 交差点信号が歩車分離化されていれば、当該交差点はバリアフリー化済み

種

別

歩行者用信号

規則の区分
音響機能付き

横断時間の確保

青時間の経過表示

番号

名

称

機

能

対象歩行者

① 視覚障害者付加装置

歩行者青時間帯にメロディ、擬音等を 視覚障害者
出力

歩車分離

② 音響式歩行者誘導付加装置

歩行者青信号の開始時にチャイム音
を出力

歩車分離
エスコートゾーン

③ 歩行者支援装置

携帯端末等利用者に横断支援情報を 高齢者、視覚障害
提供
者、身体障害者

④ 定数設定

高齢者、障害者等が安全に横断する
ために必要な青時間を設定

高齢者、視覚障害
者、身体障害者

音響機能付き

⑤ 高齢者等感応信号機

高齢者等押ボタン押下により歩行者青 高齢者、視覚障害
時間を延長
者、身体障害者

音響機能付き

⑥ 歩行者感応信号機

横断歩行者を感知し歩行者青時間を 高齢者、視覚障害
延長
者、身体障害者

音響機能付き

⑦ 経過時間表示機能付歩行者灯 歩行者灯器で青信号の経過時間を表 高齢者、視覚障害

音響機能付き
歩車分離
音響機能付き
経過時間表示歩行者灯

器

示

視覚障害者

者、身体障害者

交差点信号

歩車分離

⑧ 歩車分離式信号機

歩行者と車両の通行を分離し、右左折 全ての歩行者
車と歩行者の交錯等を防止

道路標識

道路標識の高輝度化

⑨ 高輝度標識

反射材料、夜間照明装置による道路
標識の視認性向上

全ての歩行者

道路標示の高輝度化

⑩ 高輝度標示

反射材料、反射装置による道路標示
の視認性向上

全ての歩行者

横断歩道の視覚障害
者用誘導標示

⑪ エスコートゾーン

点状又は線状の突起による視覚障害 視覚障害者
者の横断歩道誘導

自発光標識

道路標示

組み合わせ事例

音響式歩行者誘導付加装置

別図１
生活関連経路の考え方

特定旅客施設

生活関連施設

商業施設

病院

相当数の高齢者、障害者等が利用する施設
・ 特定旅客施設 ・ 官公庁施設
・ 福祉施設
・ 病院
・ 文化施設
・ 商業施設
・ 学校
等

駐車場

生活関連経路
生活関連施設相互間の経路
（図の点線部）
・ 特定旅客施設〜官公庁施設
・ 特定旅客施設〜福祉施設
・ 福祉施設〜病院
・ 福祉施設〜文化施設
等

公園

官公庁
施設

主要な生活関連経路
文化施設

学校

福祉施設

主要な生活関連施設を選定、その間の経路の
うち、主要なものを選定（道路管理者と整合）
（図の実線部）
・ 特定旅客施設〜商業施設
・ 特定旅客施設〜福祉施設
・ 病院〜福祉施設
・ 福祉施設〜文化施設
等

別図２
バリアフリー化事業対象の考え方
【事例１】
当該交差点は、生活関連
経路の横断歩道信号機が
バリアフリー化事業対象

道路状況、高齢者、障害者等
の利用実態から生活関連経路
Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかを選定、そ
の経路上の横断歩道信号機が
バリアフリー化事業対象

特定旅客施設

生活関連経路Ａ

生活関連経路
官公庁施設

【事例３】

特定旅客施設

生活関連経路Ｂ
生活関連経路Ｃ
官公庁施設

【事例２】
当該交差点は、生活関
連経路Ａ又はＢの横断
歩道信号機がバリアフ
リー化事業対象

【事例４】
特定旅客施設

生活関連経路Ａ

A

エレベーター付歩道橋により、
生活関連経路はバリアフリー
化済み（バリアフリー化事業
対象の信号機なし）

B

B

生活関連経路

生活関連経路Ｂ
官公庁施設
官公庁施設

エレベーター付き
歩道橋

至 特定旅客施設

