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１ （仮称）まちだユニバーサル社会推進計画（第３

次町田市福祉のまちづくり推進計画）の考え方 

１ 計画策定の背景と目的 

町田市では、1993 年に制定した「町田市福祉のまちづくり総合推進条例」に

基づき、2012 年に「第１次町田市福祉のまちづくり推進計画」、2017 年に「第

２次町田市福祉のまちづくり推進計画」（以下、「第２次計画」という。）を策定

し、福祉のまちづくりを進めてきました。 

これまでの計画では、市内の建築物、道路等の施設のバリアフリーや、高齢者、

障がい者などに対する心の中の見えない壁（バリア）をなくす心のバリアフリー

など、ユニバーサルデザインの理念に基づく事業を推進してきました。その一方

で、国においては「ユニバーサル社会実現推進法」で「ユニバーサル社会」とい

う新たな社会像を定義し、その実現に向けた取組を地方公共団体に求めています。 

そのため、町田市は全国に先駆けて「町田市の建築物等に関する福祉環境整備

要綱」を制定し、市民にとって住みやすい福祉のまちづくりに努めてきた歴史や

理念、取組は継承しつつ、新たな災害対策を加えた「ユニバーサル社会」の実現

を推進するため、本計画を策定します。 

２ 計画名の変更 

まちだユニバーサル社会推進計画（第３次町田市福祉のまちづくり推進計画） 

「ユニバーサル社会」の実現に向け、新たに目標を設定し事業の拡充に取り組

むため、「第２次計画」から「（仮称）まちだユニバーサル社会推進計画（第３次

町田市福祉のまちづくり推進計画）」（以下、「ユニバ計画」という。）に計画名を

変更します。 

３ 計画の位置付け・計画の期間 

2022 年４月を計画期間の開始とする「町田市地域ホッとプラン」が福祉の各

分野の上位計画となり、その理念である「年齢や性別、障がいの有無等にかかわ

らず、自分の役割や活躍の機会を得られ、自分らしく暮らすことができる、そん

なまちの実現を目指します」は、「ユニバーサル社会実現推進法」で示されてい

る「ユニバーサル社会」の定義「障がいの有無や年齢等にかかわらず、（略）、相

互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会」と理念を共有してい

ます。また、「町田市地域ホッとプラン」は、ユニバ計画の３つの推進分野を全て

包含するため、ユニバ計画を「町田市地域ホッとプラン」の実行計画としての位

置付けに見直し策定します。 

まちだユニバーサル社会推進計画（第３次町田市福祉のまちづくり推進計画） 
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※障がい者が受ける制限は機能障がいのみに起因するものでなく、社会における様々な障

壁と相対することによって生ずるという「社会モデル」の考え方を踏まえた「障害者基本

法」の「市町村障害者計画」は、「町田市障がい者プラン 21-26」として策定しています。

（「障害者差別解消法」に規定する合理的配慮に関する内容も、同計画に記載しています。） 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

町田市 

地域ホッ 

とプラン 

 

 中間 

見直し 

2027 年度から 

の計画に反映 

【理念計画】 【理念計画】 

町田市 

福 祉 の ま

ち づ く り

推進計画 

【理念・実行計画】 【実行計画】 

第２次 

福祉のまちづく

り推進計画 

2017 年度～ 

2021 年度 

 

2022 年度～2026 年度 

（仮称）まちだユ

ニバーサル社会

推進計画（第４次

福祉のまちづく

り推進計画）

2027 年度～

2031 年度 

まちだ未来づくりビジョン２０４０（町⽥市基本構想・基本計画） 

町
田
市 

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り 

総
合
推
進
条
例 

実現 

国・東京都の施策 
・ユニバーサル社会実現推進法 ・東京都福祉のまちづくり条例
・バリアフリー法 ・東京都福祉のまちづくり推進計画

町
田
市 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
本
構
想 

理念の実⾏ 連携 

地域ホッとプラン 

（仮称） 
まちだユニバーサル社会推進計画 
（第３次福祉のまちづくり推進計画） 

2022 年度〜2031 年度 計画 
策定 

第３次 
地域福祉計画 
2016 年度〜
2021 年度 

ユニバーサル社会の実現

⽬指すべき姿 

地域ホッとプラン 
の理念 

理念の共有 

2022 年 12 ⽉ 
策定 

反映 

整
合
・
連
携 
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２ 現状と課題 
 

１ 市のこれまでの主な取組 

１９７４年 町田市の建築物等に関する福祉環境整備要綱制定 

車椅子で歩けるまちづくりを目指し、全国に先駆けて道路、建

築物の基準を示し、都市環境の整備を促進しました。 

 

１９９３年 町田市福祉のまちづくり総合推進条例制定 

段差解消を始めとする高齢者、障がい者等に配慮した施設のバ

リアフリー化の推進が規定されました。 

 

１９９９年 高齢者、身体障がい者の移動の利便性・安全性の向上への取組 

市内鉄道駅の１０駅全てにエレベーターを設置しました。また、

車椅子使用者を始め、高齢者、障がい者、乳幼児を連れた方な

ど、だれもが利用できる大きさ・機能・設備等が整備された「み

んなのトイレ」の設置や視覚障がい者誘導用ブロックの敷設、

案内の点字・外国語・LED 表示、駅員のサービス技術向上への

取組等、さまざまな取組がなされています。 

 

２０００年 町田駅周辺のバリアフリーネットワーク化調査 

 

２００１年 玉川学園前駅・成瀬駅周辺のバリアフリー化に関する基礎調査 

町田市福祉のまちづくり推進協議会の設置 

福祉のまちづくり総合推進条例の改正により市長の諮問機関

として設置され、市民参加による福祉のまちづくりの推進体制

が確立されました。 

 

２００２年 「心のバリアフリーハンドブック」作成 

      （２００８年改訂） 

福祉のまちづくり推進協議会において、障が

い者理解を解説した入門書を作成しました。

毎年市立小学校４年生全員に配布されている

ほか、市役所などでも無料で配布しています。 

 

２００４年～「みんなのおでかけマップ（バリアフリーマップ）」作成 

みんなのトイレが整備された施設など、バリアフリー施設を掲

載した情報冊子を作成しました。 
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２００６年 「情報バリアフリーハンドブック」「施設整備デザインブック」※

作成 

視覚障がい者、聴覚障がい者、高齢者等が情報を入手するため

の方法や問題点を知るための入門書、及び、高齢者、障がい者、

子育て世代等を始めとするみんなが使いやすい施設作りのた

めの配慮事項について分かりやすく説明した冊子を作成しま

した。 

※「施設整備デザインブッ

ク」は在庫終了により、

現在は配布していませ

ん。 

 

 

 

 

２００７年 町田市福祉輸送サービス共同配車センター設立 

移動困難な高齢者、障がい者の外出を支援し、社会参加を促進

する制度の一つとして市が設立し、町田市社会福祉協議会が民

間事業者、NPO と連携して運営を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 共同配車センターで運行されている 

「あいちゃん号」(左)と「やまゆり号」(右) 

 

 

２０１０年 町田市福祉のまちづくり総合推進条例改正 

高齢者や障がい者を始めとする全ての人が、安心して快適に住

み続けることができる地域社会の実現を図るため、心のバリア

フリーやユニバーサルデザインの理念に基づいた条例への改

正を行い、同年７月に施行しました。 

      福祉のまちづくり関連施策、関連事業の現状調査 

全庁各部署に対しバリアフリー、ユニバーサルデザインに関す

る事業、取組を調査・確認しました。 

      福祉のまちづくりに関する市民団体ヒアリング調査 

高齢者、障がい者、子育て支援にかかわる計６団体に対し、福

祉のまちづくりに関するヒアリングを行いました。 
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２０１１年 福祉のまちづくりに関する町田市民アンケート調査 

市民（高齢者、障がい者、子育て中の親など 1,737 人（827

人回答））に対し、福祉のまちづくりに関するアンケートを行

いました。 

      市有施設のバリアフリー整備状況調査 

不特定多数の市民が利用する市有施設（小中学校、高齢者施設

等を含む。）計２１８施設について、バリアフリー整備状況調

査を行いました。 

      福祉タクシー、一般タクシーの活動状況等調査 

設立から５年が経過する福祉輸送サービス共同配車センター

のあり方の検討を開始しました。検討に当たり、移動困難者の

外出状況などを把握するため、市内の福祉タクシー及び福祉車

両を運行する一般タクシーの活動状況を調査しました。 

 

２０１１年～ 町田市バリアフリー基本構想の策定 

学識経験者、障がい者団体、交通事業者等が参加する福祉のま

ちづくり推進協議会バリアフリー部会において、地域一体での

面的なバリアフリー化を推進するために、「高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)に基

づき、「町田市内全域の移動等円滑化の全体方針」を策定。この

方針に基づき、市内１０地区においてバリアフリー基本構想を

策定しました。また、２０１７年度からは社会情勢や地区の状

況の変化に応じて基本構想の評価や改定を順次実施していま

す。 

２０１１年 全体方針、町田駅周辺地区 

２０１３年 

鶴川駅周辺地区、玉川学園前駅周辺地区、成瀬駅周

辺地区、つくし野駅周辺地区、すずかけ台駅周辺地

区、南町田駅周辺地区（２０１４年一部変更）、相原

駅周辺地区、多摩境駅周辺地区、山崎団地周辺地区 

 

２０１２年～ 第１次町田市福祉のまちづくり推進計画の策定、運用開始 

４つの推進分野と３８の推進事業からなる福祉のまちづくり

推進計画を策定し、運用を開始しました。また、事業の改善に

つなげるための事業評価の仕組みを導入しました。 

      ユニバーサルデザイン接遇研修の開催 

店舗での接客向上を図ることを目

的とし、商店会、商工会議所、車椅

子使用者、視覚障がい者、聴覚障が

い者、外国人を交えた接遇研修を開

催しました。 
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２０１５年 「情報バリアフリーハンドブック」改訂 

情報技術の進展に伴い、情報に関するニーズも多様化しました。

より使いやすく現代に合った適切な内容とすることを目的と

して、高齢者や障がい者からヒアリングを実施し、２００６年

に作成した「情報バリアフリーハンドブック」を改訂しました。 

      福祉のまちづくりに関する町田市民アンケート調査 

市民（高齢者、障がい者、子育て中の親など 1,513 人（778

人回答））に対し、福祉のまちづくりに関するアンケートを行

いました。 

 

２０１７年 第２次町田市福祉のまちづくり推進計画策定 

 

２０１８年～ 町田市バリアフリー基本構想の改定 

２０１８年 南町田駅周辺地区 

２０１９年 玉川学園前駅周辺地区、つくし野駅周辺地区 

２０２０年 鶴川駅周辺地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年 福祉のまちづくりに関する町田市民アンケート調査 

市民（高齢者、障がい者、子育て中の親など 1,748 人（801

人回答））に対し、福祉のまちづくりに関するアンケートを行

いました。 

 

２０２１年 町田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則の改正 

東京都福祉のまちづくり条例施行規則の改正（２０１９年）に

伴い、都の整備基準に対して市の基準を同等以上とする、及び

市の現行規定においてさらなる整備等を促進するため、規則の

一部を改正しました。 

■  町田市バリアフリー基本構想

改定にあたってのまち歩き 

■ 町田市バリアフリー基本

構想改定における答申 
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      町田市福祉のまちづくり総合推進条例整備基準等マニュアルの

改訂 

町田市福祉のまちづくり総

合推進条例施行規則の改正

及び東京都福祉のまちづく

り条例施設整備マニュアル

の改訂に合わせて、整備基

準等マニュアルを改訂しま

した。 

      施設のバリアフリー点検実施 

2021 年 5 月にリニューアルオープンにし

た「玉川学園コミュニティーセンター」及び

2021 年 10 月に供用開始した「玉川学園

駅前デッキ」において、福祉のまちづくり推

進協議会委員による施設のバリアフリー点

検を実施しました。点検による様々な意見

や指摘から更なるバリアフリー化に取り組

みました。 

２０２２年 まちだユニバーサル社会推進計画（第３次町田市福祉のまちづく

り推進計画）策定予定 

 
 

２ 現状 
 

（１）国の動向 

「ユニバーサル社会実現推進法」の制定                     

「ユニバーサル社会実現推進法」が 2018 年 12 月に制定され、地方公共団

体に対しては、ユニバーサル社会の実現に向けた施策を推進する責務や、障が

い者、高齢者等の意見反映に関する努力義務が規定されました。加えて、障が

い者、高齢者等の防災上の措置を講ずることも規定されました。 

 

「バリアフリー法」の改正                          

改正「バリアフリー法」が 2020 年 6 月に施行され、施設や経路のハード

整備のみならず、心のバリアフリーなどのソフト対策も含めたバリアフリー化

を促進するため、基本構想に記載する事業メニューの一つとして、心のバリア

フリーに関する「教育啓発特定事業」が規定されました。また、国・地方公共

団体・国民・施設設置管理者の責務として、車両の優先席、車椅子用駐車施設、

障がい者用トイレ等の適正な利用の推進が追加されました。 

 

「バリアフリー法施行令」の改正                        

改正「バリアフリー法施行令」が 2021 年 4 月に施行され、災害時に地域
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の高齢者や障がい者を含めた不特定多数の方の利用が想定される公立学校等

に対し、バリアフリー化適合義務が規定されました。 

 

「移動等円滑化の促進に関する基本方針（国土交通省ほか）」の改正        

「移動等円滑化の促進に関する基本方針」が 2020 年 2 月に改正され、心

のバリアフリーの意識醸成を図るため、国、地方公共団体等が連携し達成する

目標として、2025 年度までに「心のバリアフリー」という用語の認知度を約

50％とする旨が規定されました。 

 

「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の改正       

「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」が 2021 年 3

月に改正され、車椅子使用者用便房で大型の電動車椅子使用者が回転できるよ

う、便房内における内接円の大きさを拡張することが示されました。また、多

機能便房の機能分散化や個別機能を備えた便房の適正利用の推進等が追加さ

れました。 

 

「災害対策基本法」の改正                           

全国的に大規模災害が頻発し、高齢者や障がい者が犠牲となっている近年の

災害状況から、「災害対策基本法」が 2021 年 5 月に改正され、市町村長によ

る避難行動要支援者の個別避難計画作成を努力義務とする旨が規定されまし

た。 

 

「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の制定     

全ての人が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するため、障がい者による情報

の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定める「障害者

情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が 2022 年５月に

制定されました。 

同法には、地方公共団体の責務等として、「基本理念にのっとり、その地域の

実情を踏まえ、障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策

を策定し、及び実施する責務を有する」ことや、「障がい者でない者にも資する

ことを認識しつつ施策を行う」ことが規定されています。 

 

「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」                   

東京大会を契機として、共生社会の実現に向けたユニバーサルデザイン、心

のバリアフリーを推進し、大会以降のレガシーとして残していくための施策を

実行するため、2017 年２月の「ユニバーサルデザイン 2020 関係閣僚会議」

において、「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」が策定されました。 
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（２）東京都の動向 

◯東京都福祉のまちづくり推進計画」の策定                  

「東京都福祉のまちづくり推進計画」が 2019 年 3 月に策定され、全ての

人が安全で安心して、かつ、快適に暮らし、訪れることができるユニバーサル

デザインの理念に基づいたまちづくりを進めるため、施策を総合的かつ計画的

に推進しています。 

・東京都福祉のまちづくり推進計画の分野別施策 

① 誰もが円滑に移動できる交通機関や道路等のバリアフリーの更なる推進 

② 全ての人が快適に利用できる施設や環境の整備 

③ 災害時・緊急時に備えた安全・安心のまちづくりの推進 

④ 様々な障がい特性や外国人等に配慮した情報のバリアフリーの推進 

⑤ 都民等の理解促進と実践に向けた心のバリアフリーの推進 

 

 

３ 課題 

第２次計画においては、取組の成果を評価・検証するため、２９の推進事業の

各担当課が主体的に事業の改善と質の向上に展開する「自己評価」、客観的かつ

専門的な課題を把握する「外部評価」及び幅広く福祉のまちづくりに関する市民

ニーズを把握する「市民アンケート」を実施しました。 

「町田市福祉のまちづくり推進協議会」と「自己評価」、「外部評価」及び「市

民アンケート」の関係は、下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図】町田市福祉のまちづくり推進協議会と評価等の関係 

 

  

町田市福祉のまちづくり 

推進協議会 

第２次計画の 
推進と改善 

計画 
Plan 

実施 
Do 

評価 
Che

反映 
Action 

自己評価の報告 

外部評価による 
助言・提案 

市民意見の反映 
※市民アンケート 
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（１）自己評価からの課題 

・改正バリアフリー法（平成 30 年 11 月施行）により、バリアフリー基本構

想にバリアフリーマップの作成等に関する事項と定めることができ、定めた

場合、市の求めに応じ各施設管理者はバリアフリー情報の報告に努めること

となりました。 

・これまでの施設点検（福祉のまちづくり推進協議会で実施）の結果は、全庁

ファイルサーバーに各結果のファイル（PDF 形式）を格納し、情報共有を行

っていますが、一覧性や検索性に課題があります。 

・改正「移動等円滑化の促進に関する基本方針」において、2025 年度までに

「心のバリアフリー」という用語の認知度を約 50%にする旨が規定され、

市も啓発活動を促進する必要があります。 

・「心のバリアフリーハンドブック」が初版から 10 年以上経過しており、内容

を精査して新たな内容を盛り込む（教育啓発特定事業に対応）等、全面的な

改訂を検討する必要があります。 

・公立学校は公共施設であり、児童・生徒だけでなく、市民開放や災害時の避

難所として、今後はよりユニバーサルデザイン化を進めていく必要がありま

す。 

 

（２）外部評価からの課題 

・単に施設や経路のハード整備のみならず、心のバリアフリーなどのソフト対

策との一体的な実施が効果的であるため、特定事業に心のバリアフリーに関

する取組（教育啓発特定事業）が必要です。 

・今までも協議会などにおいて施設のユニバーサルデザイン・バリアフリーの

点検を行ってきましたが、以前の指摘内容がプロジェクトにどう反映されて

いるか、データベースにして次のプロジェクトで活用する必要があります。 

・小・中学校と連携して「心のバリアフリー」事業を進めるべきです。 

・第２次計画では、町田市の各事業において、広報が弱いということが分かり

ました。市は取り組んでいるのに、市民に伝わっていないのではないでしょ

うか。ユニバ計画にどうやって計画の推進事業を周知していくか、検討する

必要があると思います。 

・一部の事業で市民参加の機会や市民意見の収集が不十分であると思います。 

 

（３）市民アンケートからの課題 

・心のバリアフリーの認知度は緩やかに上昇しましたが、認知している割合は

30%台前半となっています。 

・「災害時や緊急時に不安なことは何か」の問いに対して、「避難施設での生活」

の回答が最も多くありました。 
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（４）課題のまとめ 

【課題１】ユニバーサルデザインによる施設整備の促進 

車椅子使用者対応トイレは十分な広さの確保が必要であるという意見や、バ

リアフリー基本構想において、施設等のハード整備のみならず、心のバリアフ

リー等のソフト面の取組も必要であるという意見がありました。より一層のユ

ニバーサルデザイン化や、ハード事業にソフト対策を盛り込む新たな施策に取

り組む必要があります。 

 

【課題２】心と情報のユニバーサルデザインにおける更なる周知・啓発 

「移動等円滑化の促進に関する基本方針」では、心のバリアフリーという用

語の認知度を約 50％とする目標を定めています。市民アンケートによる町田

市の心のバリアフリーの認知度は約 30％台前半となっており、更なる周知・

啓発が必要です。また、協議会の外部評価では、デジタル化に対応すべき意見

があり、ユニバ計画においてデジタル化に係る取組が求められています。 

 

【課題３】ユニバーサルデザインの観点によるいざという時の備え 

主に高齢者、障がい者及び子育て世代を対象とした市民アンケートにおいて、

「災害時に不安なことは何か」の問いに対し、「避難施設での生活」が最も多い

回答でした。高齢化や障がい者数が増加する中、全国的に頻発する災害に対応

するため、新たに高齢者、障がい者及び子ども等に配慮したユニバーサルデザ

インの観点による災害対策を実施する必要があります。 
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４ 第２次町田市福祉のまちづくり推進計画の成果・課題と計画策定の必

要性 

第２次計画における２９の推進事業の進捗管理、自己評価における評価情報

の蓄積を行うとともに、事業の実施に当たり、関係者等との連携や、広報・PR、

工夫・改善などは高い割合で実施し、概ね実施目標とおりに事業を進めてきま

した。 

近年の社会動向としては、バリアフリー法の改正などによる、ハード・ソフ

トの一体的な取組の推進や、「心のバリアフリー」に係る施策などソフト対策等

の強化に向けての取り組みが求められています。また、アンケート結果からは

新型コロナウイルス感染拡大により外出への制約が大きくなっている状況が

見られ、今後は「新しい生活様式」を意識した、安心して外出できる環境づく

りが求められています。 

これを踏まえ、新型コロナウイルス対策を含め引き続きソフト面の取組の充

実を図るとともに、施設整備等（ハード）と心・情報（ソフト）の事業相互の

連携を意識し、一体的な取組への展開を図る必要があります。 

また、第１次計画より「みんなで取り組む」「継続して進める」方向性を掲げ、

ユニバーサルデザインの視点に基づき事業を推進していますが、取組の継続的

改善（スパイラルアップ）に当たり、「ユニバーサル社会（福祉のまちづくり）」

の実現をより意識した利用者参加や、毎年度の事業評価結果を取組の改善につ

なげることが必要です。 

地域で孤立化する高齢者・障がい者の支援や地域コミュニティ、地域活動の

担い手の課題からも、今後、更なるユニバーサル社会（福祉のまちづくり）の

発展に向けて、町田市地域ホッとプランなどとの連携を図り、市、地域住民、

民間事業者等との協働による地域づくりを進めることや、市民等の地域活動の

担い手拡大を目指す必要があります。 

これらの成果と課題を踏まえて新たに「まちだユニバーサル社会推進計画

（第３次町田市福祉のまちづくり推進計画）」を策定し、各推進事業の進捗管理

や評価を行うとともに、スパイラルアップに向けた働きかけを行っていくこと

とします。  
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３ 計画で目指すまちの未来像 
 

ユニバ計画では、次のようなまちの未来像を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

全ての人が、日常生活やいざという時などあらゆるシーンにお

いて、安全・快適で、一人ひとりの人間として尊重され、いきい

きと暮らすことのできる社会 

ユニバ社会の 

イメージ図作成 
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４ 計画の目標と方向性 
 

１ 計画の目標 

現状と課題を踏まえ、未来像を達成するため、次の目標を設定します。 

① 全ての人が安心して移動や利用できる施設・都市基盤が整備されたまち 

② 全ての人が情報の発信や共有ができ、互いに心の通い合うまち 

③ 全ての人が互いに支え合う災害に強いまち 

 

２ 目標を達成するための方向性 

ユニバ計画では、福祉のまちづくり総合推進条例の理念に基づく、福祉のま

ちづくり・ユニバーサルデザインに関する取組を着実に進めるに当たり、第２

次計画からの取組を引き継ぎます。 

 

（１）みんなで取り組む 

① 市民（団体）、事業者、関係機関、市の協働による推進 

鉄道駅、道路、店舗等のバリアフリー化はそれぞれに進められ、一定の効果

を上げています。しかし、駅は公共交通事業者、道路は市を始めとする自治体

や国、店舗は事業者等、各施設は、個別に整備、管理、運用されているため、

それぞれの施設をつなぐ経路が円滑化されず、結果として各施設の利用がしづ

らい状況も起きています。 

現在、市内１０地区のバリアフリー基本構想が策定されていますが、今後、

より広くユニバーサル社会を実現する取組を推進していくためには、多様なユ

ーザーや市民の参加・意見を取り入れつつ、市と市民（団体）、事業者、関係機

関等、地域のあらゆる主体が連携し、一体となる必要があります。 

 

② 参加 

多様な人が使いやすい、生活しやすい環境をつくる、ユニバーサル社会を実

現する取組を進めるためには、多様な人々のニーズを把握する必要があります。

そのためには、多様な人が、福祉のまちづくり・ユニバーサルデザインの取組

に早期の段階から参加し、ニーズや意見を述べる機会が設けられることや、検

討の状況などの情報を広く公開していくことも必要です。このことが、福祉の

まちづくりの取組を担う人材の育成にもつながっていきます。 

 

③ 理念・情報の共有 

市民（団体）、事業者、関係機関、市の協働によりユニバーサル社会を実現す

る取組を効果的に推進するためには、各主体が、多様な人が使いやすい、生活

しやすい環境をつくる「ユニバーサルデザイン」の理念を理解した上で、市民・
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ユーザーにはどのようなニーズがあるのか、何が問題となっているのかなどの

情報を共有していく必要があります。 

 

（２）継続して進める 

○取組の評価、検証、スパイラルアップ 

ユニバーサル社会を実現する取組を

進めるに当たっては、多様な人々の参

加やニーズに基づき、市、関係機関、事

業者等、地域のあらゆる主体と連携し

て目標に向けた取組を進めていくこと

になります。また、取組が完了した後、

改めて、目標が達成されたかどうか、事

業の推進過程で市民参加や意見反映が

できたかどうか、そのほか満足度など

を評価し、次の取組に生かしていく、

スパイラルアップ（計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、反映(Action）

を繰り返すことで継続的に事業改善を行います。右図参照。)が必要となります。 

評価に当たっては、各事業の担当者が主体的に事業の改善と質の向上を展開

するための「自己評価」と、客観的かつ専門的な課題を把握するための「外部

評価」を組み合わせた評価手法を導入し、事業の進捗状況だけでなく、取組の

課題を適切に把握し、改善（スパイラルアップ）に活かすことを目指します。 

  

■スパイラルアップを図で示したもの 

評価

実施

実施

実施

計画

計画

計画

反映

反映

反映

反映

評価

評価

評価
計画

実施

さらなる検討
新たな福祉のまちづくりへ
さらなる検討 
新たなユニバーサル社会 
の実現へ 
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■ 評価のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町田市 

福祉の 

まちづくり 

推進協議会 

まちだユニバーサル社会推
進計画（第３次町田市福祉の

まちづくり推進計画） 

計画 
Plan 

実施 
Do 

評価 
Check 

反映 
Action 

自己評価 

の報告 

外部評価 

による 
助言・提案 

市民 

・ 

事業者 

町田市 
協働 

施策の実施状況 

公表 

バリアフリ

ー部会 

部会 
設置 

アンケート 

市民意見 

【取組強化】 

【新規】 

年 1 回公表 

【新規】 

年 1 回実施 

※バリアフリー基本構想
の見直しを行うことを
目的として、部会を設
置しています。 
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■ まちだユニバーサル社会推進計画（第３次町田市福祉のまちづくり推進計画）の 

全体像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

全ての人が、日常生活やいざという時などあらゆるシーンにおいて、
安全・快適で、一人ひとりの人間として尊重され、いきいきと暮らすこ
とのできる社会 

未来像 

全ての人が安心して移動

や利用できる施設・都市

基盤が整備されたまち 

全ての人が情報の発信や

共有ができ、互いに心の

通い合うまち 

全ての人が互いに支え合う

災害に強いまち 

目 標 

施設等整備の 

ユニバーサルデザイン 

の推進 

心と情報の 

ユニバーサルデザイン 

の推進 

災害対策の 

ユニバーサルデザイン 

の推進 

推進分野 

◆みんなで取り組む 
・推進事業の取組を広報・PR 
・市、市民及び事業者との協働により事業の推進を目指す 

◆継続して進める 

方
向
性 
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５ 持続可能な開発目標 
（SDGs：Sustainable Development Goals）の実現 

 

持続可能な開発目標（SDGs）とは、2015 年９月の国連サミットで採択され

た、持続可能な世界の実現のために 2030 年までに世界中で取り組む国際目標

です。持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するための 17 のゴールから

構成され、未来を見据えたバックキャスティング※の発想を活用し「誰一人取り

残さない」ために、先進国を含めた全ての国で取り組みが進められています。 

町田市がこれまでに進めてきたまちづくりの取り組みは、多くの点で SDGs

の理念や目標と合致することから、引き続き「まちだユニバーサル社会推進計画

（第３次町田市福祉のまちづくり推進計画）」における政策や施策の推進を通し

て、SDGs の実現に貢献していきます。 
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６ ユニバーサル社会の実現に向けた取組 
～３つの推進分野と３０の推進事業～ 

 

ユニバーサル社会を実現する取組や事業を体系化し、福祉のまちづくり総合推

進条例の理念に基づく、総合的・一体的な推進を図ります。 

計画の実行においては、４-１（計画の目標）を踏まえ、総合的に施策を展開

するため、「施設等整備のユニバーサルデザインの推進」、「心と情報のユニバー

サルデザインの推進」、「災害対策のユニバーサルデザインの推進」の３つの「推

進分野」別に次に掲げる３０の推進事業を定めます。 

また、４-２（方向性）で示した「みんなで取り組む」「継続して進める」とい

う２つの方向性と第３次計画の方針に基づき、福祉のまちづくり・ユニバーサル

デザインの取組の実効性を高めるための仕組みづくりを進める上で重要な事業

を「重点事業」として位置づけ、推進します。 

 

2022 年４月から 11 月の期間は、ユニバ計画における一部の推進事業（第２

次計画から継続する事業のみ）を継続実施し、ユニバ計画策定時（2022 年 12

月）には継続実施している推進事業をユニバ計画に組み入れ本実施とします。 

 

＜２０２２年度におけるユニバ計画の推進事業イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画
期間

継続実施

4⽉〜12⽉

本実施
1⽉〜3⽉

（継続実施分含む）

事業実施
新規事業
追加実施

※2022年度は「第2次計画」から継続する事業のみ実施
※「ユニバ計画」における新規事業は2023年度から実施

2017年度〜
2021年度

2022年度 2023年度〜
2026年度

福祉の
まちづくり
推進計画

第２次計画
2017年度〜2021年度

（仮称）第３次計画
2022年度〜2026年度

推進
事業

1⽉策定時
組み⼊れ

4 ⽉〜11 ⽉ 

12 ⽉策定時 
組み⼊れ 

12 ⽉〜3 ⽉ 
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【2023 年度から 2026 年度の推進分野及び推進事業】 
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◆ 市民へ PR して、みんなで取り組むための仕組みづくり 
  
 （イ）ユニバーサル社会推進の広報・ＰＲ 

ユニバーサル社会の実現に向けた取組を周知・啓発するため、推進事業の広報・

ＰＲ活動に取り組む 

 （ロ）市民等と協働による事業の推進 

市、市民及び事業者との協働により事業の推進を目指す 

 

 

◆ ３つの推進分野と３０の推進事業の概要 
  

《推進分野１》施設等整備のユニバーサルデザインの推進 

 （１）【重点事業】バリアフリー基本構想の進行管理 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」

に基づき策定した、バリアフリー基本構想の進行管理を行い、駅施設及び周辺の

道路などのバリアフリー整備を推進 

 （２）【重点事業】福祉のまちづくり総合推進条例・適合証制度の普及啓発 

「町田市福祉のまちづくり総合推進条例」に基づく施設整備の周知・啓発及び

同条例の基準を満たす施設を証する「適合証」のある施設の増加・普及を目指す 

 （３）バリアフリー、ユニバーサルデザインによる市の建築物の整備 

市の新築・既存施設について、高齢者、障がい者及び子育て世代を始めとする

多様な使用者に配慮した施設整備を目指す 

 （４）ユニバーサルデザインによる市立学校の教育環境整備 

障がいの有無や性別等に関わらず、共に育つことを基本として、インクルーシ

ブな社会環境を整備していくことが求められており、学校においても、誰もが支

障なく学校生活が送ることができるよう環境を整備 

 （５）歩道のバリアフリー改善整備（歩道整備・舗装補修） 

歩道のバリアフリー整備を行い、全ての人が安全で安心して歩ける快適な歩行

空間を形成 

 （６）放置自転車対策 

駅周辺の放置自転車等を減少させ、歩行者に安心で快適な移動空間を提供 

 （７）バリアフリー、ユニバーサルデザインによる公園の整備 

人々のレクリエーションの空間であるほか、多様なニーズに対応し、地震など

の災害時にも機能する場として、全ての人々にとって利用しやすい公園の整備 

 （８）公共トイレ計画の推進 

市民や来訪者がいつでもどこでもトイレを利用できる環境づくりを進めるた

め、公共トイレの整備 

 （９）住宅バリアフリー化改修工事の助成・住宅改修アドバイザーの派遣 

住宅改修を支援する制度の活用により、居住環境の向上を図り、高齢者や障が

い者など全ての人が快適に暮らし続ける住宅を目指す 

 （１０）交通環境・地域で支える交通（移動支援）の整備 

多様な主体が行う多様な交通手段の中から自分に合った方法を選んで、目的地

まで安全で快適に移動できるよう目指す 

 （１１）共同配車センターの運営 

高齢者や障がい者などの移動制約者が、地域において自立した社会生活を営む

ことができるよう、福祉輸送サービスの周知及び支援に取り組む 
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《推進分野２》心と情報のユニバーサルデザインの推進 

 （１２）【重点事業】心のバリアフリー、ユニバーサルデザインの普及啓発 

全ての人が高齢者や障がい者、子育て世代、外国人など、多様な方への理解を

深め、地域における「支えあい」や「見守り活動」に繋がる地域福祉の向上を目指

す 

 （１３）市立小・中学校での心のバリアフリー教育の推進 

障がいのある児童生徒にとっても、障がいのない児童生徒にとっても、共に社

会性や人間性を育み、お互いを尊重し合う「心のバリアフリー教育」を推進 

 （１４）福祉教育の実施 

福祉教育を通じ、年齢、性別、個人の能力差など、様々な特性や違いを超えて、

全ての人に配慮したまちづくり、ものづくりなどを行うユニバーサルデザインの

まちづくりを目指す 

 （１５）生涯学習におけるユニバーサルデザインの啓発 

ユニバーサルデザインやバリアフリー、福祉に関する事業を始めとして、生涯

にわたる学習活動を総合的に支援 

 （１６）市職員の心のバリアフリー研修の実施 

市役所を訪れる、高齢者、障がい者を始めとする多様な人に対し、支えあいの

ある柔軟な応接ができるよう、市職員の「心のバリアフリー」研修に取り組む 

 （１７）交通安全情報の発信及び交通安全学習の充実 

「事故を起こさない・事故に遭わない人づくり」を進めるため、交通安全情報

の発信及び交通安全学習の充実 

 （１８）【重点事業】情報のバリアフリー、ユニバーサルデザインの推進 

必要なときに最適な手段で必要な情報を入手し、充実した生活を営むことがで

きるような「情報バリアフリー」、情報のユニバーサルデザイン環境の整備を目指

す 

 （１９）手話通訳者・要約筆記者の派遣 

聴覚障がいがある方が社会生活を送る上で受けるハンディキャップを軽減さ

せ、生活の向上を図る 

 （２０）「高齢者のための暮らしのてびき」及び「障がい者サービスガイドブック」の作成 

高齢者・障がい者に関わる相談窓口、支援制度･支援事業などの情報冊子を発行

し、安心して生活できるまちを目指す 

 （２１）｢まちだ子育てサイト」による子育て情報の発信 

子育てに関する知りたい情報、役立つ情報などを必要な人に的確に伝えること

で、全ての人が安心して子育てのできる環境を創出 

 （２２）図書館サービスのユニバーサルデザイン整備 

全ての人が利用しやすい図書館サービスを目指す 

 （２３）「町田市バリアフリーマップ」の整備 

高齢者、障がい者及び子育て世代などの外出に必要な情報を提供し、外出支援、

社会参加の促進に寄与することを目指す 
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《推進分野３》災害対策のユニバーサルデザインの推進 

 （２４）【重点事業】避難施設のユニバーサルデザイン整備 

災害時には良好な避難生活などが求められる防災機能を発揮できる施設整備を

目指し、発災時においては、全ての人が円滑に避難し避難生活を営むことができ

るよう目指す 

 （２５）避難行動要支援者名簿の作成 

平常時から関係機関等と避難行動要支援者名簿等を共有することで、災害時の

避難行動要支援者の重層的な支援体制の構築 

 （２６）二次避難施設（福祉避難所）の確保 

災害時、避難施設での生活が困難な要配慮者を受け入れる二次避難施設の確保

を目指す 

 （２７）避難経路等のユニバーサルデザイン整備 

避難施設へ安全に安心して避難することができる避難経路の整備を目指す 

 （２８）避難輸送の体制整備 

避難行動要支援者の避難に際し、避難先への輸送を構築 

 （２９）防災情報のユニバーサルデザイン整備 

全ての人が防災に関する情報を迅速かつ確実に取得することができるよう目指

す 

 （３０）災害時における社会福祉施設等の連携体制整備 

災害時において、社会福祉施設等を支援するため、施設の被災情報等を共有す

る体制整備を目指し、平常時から発災に備えた社会福祉施設等との情報共有体制

を整備 
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