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福岡市では，すべての市民が一人の人間として尊重され，地域社会において相互
に支え合い，生きがいのある生活が保障され，様々な社会活動に参加することがで
きる社会の実現を目指して，平成10年に「福岡市福祉のまちづくり条例」を，翌11年
には「同条例施行規則」を制定し，同時に施設整備の基準を示した「福岡市福祉の
まちづくり条例施設整備マニュアル（以下，マニュアルと言う。）」を作成し，施設の
バリアフリー化を進めてきました。

マニュアルでは，すべての人が安心して快適に利用できる施設にするための整
備の基準をわかりやすく解説し，施設管理者や設計者の方が建築物等を設計する
うえで必要となる事項を盛り込んでいます。

前回改訂の平成26年11月以降，「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律」や「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設
備に関する基準を定める省令」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」の改訂などバリアフリーに関する国の基準などが大きく見直さ
れており，これらの内容を踏まえ，施設がより使いやすいものとなるようこのたびマ
ニュアルを改訂しています。

今後とも，このマニュアルが施設管理者や設計者をはじめ，市民のみなさまによ
って有効に活用され，ユニバーサルデザインの理念に基づいた，誰もが安全で利
用しやすい施設づくりが進められることを期待します。

最後に，福岡市バリアフリー整備研究会委員をはじめ，施設整備マニュアルの改
訂にご尽力ご協力をいただいた方々に深く感謝いたします。

令和２年２月
福岡市

改訂にあたって
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