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参考文献・資料 

 

参考 1 「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） 

 

参考 2 「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 40 号） 

 

参考 3 「道路の移動円滑化整備ガイドライン（基礎編）」 

（平成 13 年 11 月 29 日、事務連絡） 

 

参考 4 「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」（平成６年、法律第 44 号） 

 

参考 5 「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 91 号） 

 

参考 6 「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 12 月 19 日、国土交通省令第 116 号） 

 

参考 7 「歩道の一般的構造に関する基準」 

（平成 17 年２月３日 通達、国都街発第 60 号・国道企発第 102 号） 

 

参考 8 「立体横断施設技術基準および道路標識設置基準について」 

（昭和 53 年 3 月 22 日 通達、都街発第 13 号、道企発第 14 号） 

 

参考 9 「視覚障害者誘導用ブロック設置指針について」 

（昭和 60 年 8 月 21 日 通達、都街発第 23 号、道企発第 39 号） 

 

参考 10 「防護柵の設置基準」（平成 16 年３月 31 日 通達、道環発第 29 号） 

 

参考 11 「舗装の構造に関する技術基準・同解説」 

（平成 13 年７月、社団法人日本道路協会） 

 

参考 12 「神戸市土木工事標準構造図集」（神戸市土木技術管理委員会） 

 

参考 13 「車止め柵（ボラード）の設置基準」 

（平成 26 年 11 月、神戸市建設局道路部工務課） 

 

参考 14 「車両乗り入れ部の構造に関する研究」 

（平成７年 12 月、土木研究所資料 第 3384 号） 
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参考 15 「人にやさしい道路環境に関する研究」横断歩道等における歩車道境界部の段

差構造に関する調査研究 

（平成１３年 3 月、兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所） 

 

参考 16 「増補改訂版 道路の移動等円滑化整備ガイドライン」 

（平成２3 年 8 月 10 日、（財）国土技術開発センター） 

 

参考 17 「縦断勾配が車椅子走行に与える影響に関する研究」 

（平成３年１月、土木学会論文集） 

 

参考 18 「車椅子の走行特性と道路構造について」（平成元年 6 月、交通工学研究会論文） 

 

参考 19 「コミュニティ・ゾーン実践マニュアル」（（社）交通工学研究会） 

 

参考 20 「インターロッキングブロック舗装 設計施工要領」 

（平成 12 年 7 月、社団法人インターロッキングブロック舗装技術協会） 

 

参考 21 「人にやさしい道路」を目指して 歩道横断勾配が車いすの挙動に及ぼす影響 

（平成７年 8 月、土木計画学研究・論文集 No.12） 

 

参考 22 「舗装設計施工指針」（平成１８年２月、社団法人日本道路協会） 

 

参考 23 「くらしとＪＩＳセンター研究報告集」 

（建築用床材—床の滑りやすさ評価指標 財団法人 日本規格協会） 

 

参考 24 「高齢者の住まいと交通」（秋山哲男 日本評論社，都市研究叢書） 

 

参考 25 「車いす」（大川嗣雄 伊藤利之 他、医学書院） 

 

参考 26 「建築設計資料集成」（日本建築学会 丸善） 

 

参考 27 「施設整備マニュアル」（東京都福祉局） 

 

参考 28 「福祉インフラ整備ガイドライン」 

（福祉インフラ整備ガイドライン研究会 ケイブン出版） 

 

参考 29 「移動等円滑化の促進に関する基本方針」 

（平成 18 年 12 月 15 日、国家公安委員会・総務省・国土交通省告示第一１号） 

※平成 23 年 3 月に、上記基本方針の全部が改正された（平成 23 年 3 月

31 日、国家公安委員会・総務省・国土交通省告示第一１号） 

 

参考 30 「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」 

（昭和 35 年 12 月 17 日、総理府・建設省令第３号） 
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参考 31 「視覚障害者誘導用舗装の現況に関する調査例」 

（平成６年、岩崎聖司 坂口陸男 秋山哲男 舗装 29－4） 

 

参考 32 「視覚障害者の歩行とユニバーサルデザイン」 

（生活環境デザイン室 学術博士 津田美智子） 

 

参考 33 「人にやさしい道路環境に関する研究」横断歩道等における歩車道境界部の段

差構造に関する調査研究（その 2） 

（平成１４年 3 月、兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所） 

 

参考 34 「インターロッキングブロック舗装の視覚及び歩行障害者に係わる問題点と対

策報告書」（平成 5 年 10 月、インターロッキングブロック協会 日本コンサル

タント株式会社） 

 

参考 35 「インターロッキングブロック舗装に関する国内文献集（分類別）」 

（平成 14 年 1 月、社団法人 インターロッキングブロック舗装技術協会） 

 

参考 36 「神戸市案内サイン共通仕様書」（平成 28 年５月、神戸市） 

 

参考 37 「ひと目でわかるシンボルサイン標準案内用図記号ガイドブック」 

（平成１３年３月、交通エコロジー・モビリティ財団標準案内用図記号研究会） 

 

参考 38 「道路標識設置基準の改訂について」 

（昭和６１年１１月 1 日 通達、都街発第３２号、道企発第５０号） 

 

参考 39 「神戸市が管理する道路の構造の技術的基準等を定める条例」 

（平成 25 年３月条例第 70 号） 

 

 

 

 

 


