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 本報では韓国の「障害者・高齢者・妊産婦等の便宜増進保障に関する法律(以下、バリアフリー法)」

を中心とした近年の変化を考察し、これからの運用課題に対して述べる。その内容としては「バリアフ

リー法」の改正などその流れを考察し、法律の運用と関係する全数調査、バリアフリー(BF)認証、適合

性確認、他法との関係性をメインとし記述する。近年の法律の改正など強化している内容に対しても紹

介し、韓国の「バリアフリー法」に対する今後の方向性を示す。 
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１．はじめに 

国際的に BF 化、UD 化が進んでいる中、中国

と韓国はアジアで BF 化、UD 化が急速に進んで

いる国である。本報では韓国の「バリアフリー法」

を中心とした近年の変化を考察し、これからの運

用課題に対して述べる。その主な内容としては

「バリアフリー法」の対象となる全数調査、「BF

認証」、適合性確認、他法との関係性である。 

 

２．韓国の「バリアフリー法」の流れ(表１) 

 1997年、「バリアフリー法」が制定された。そ

れから、2007 年に「交通弱者の移動便宜増進法

（以下、交通バリアフリー法）」が制定され一部分

離され今日に至っている。その後「バリアフリー

法」の改正のよる強化、関連法律の制定や改正な

どでBF化が進んでいる状況である。 

 

表 1 韓国の「バリアフリー法」の流れ 

年度 内容 

1997 「バリアフリー法」制定(98施行) 

2005 「交通バリアフリー法」制定(06施行) 

：「バリアフリー法」から分離 

2007 「障害者差別禁止法」制定(08施行) 

2015 2015/1 「バリアフリー法」改正 

-国及び自治体の新築する公共建築物に対す

る「BF認証」義務化(16/7施行) 

2015/12 「障害者の健康権及び医療アクセス

保障に関する法律(以下、障害者健康権法)」制

定(17施行) 

2018 2018/2、8 「バリアフリー法」基準強化 

2018/2 「バリアフリー法施行令」強化 

  *垂直型リフトのみ設置可能（新築）、 舞

台の高さ解消（国・自治体の建物は既存でも

２年内で適用）、観光宿泊施設のBF客室強化



（0.5％→3％）など 

2018/8 バリアフリー法施行規則強化 

 *扉の幅 0.8→0.9m、障害者トイレ面積 1.4

×1.8m→1.6×2.0mなど 

2019 2019/2 「バリアフリー法」改正 

-案内基準強化(施行日2021/2) 

 *法第 8 条改正（便宜施設に対する案内内

容、案内表示デザイン基準を定める義務追加）

→施行規則やマニュアルなどで反映する予定 

2019/12 「バリアフリー法」改正 

-BF 認証義務対象の範囲拡大 (施行日

2012/12) 

 *法第10条の2改正（国・自治体の公園・

公園施設、国・自治体の他）→その他の施設や

範囲に対しては検討していて施行令などで反

映し施行する予定） 

2020 「障害芸術人支援法」施行(19制定) 

2021 「バリアフリー法施行令」改正中(22/1/1施行

予定) (入法予告：21/6/6~7/19) 

-床面積 50 ㎡以上の近隣生活施設を対象施設

にし、アクセス、段差解消、メイン出口を対象

にする。（新築、改築、増築:１棟全体を増築す

ることに限る） 

 

２−１. 「バリアフリー法」の改正・強化 

「バリアフリー法」成立後の大きな変化は「交通

バリアフリー法」の分離、「BF 認証」の義務化、

法律改正による基準強化である。 

「バリアフリー法」から「交通バリアフリー法」

の分離で建築物と外部空間の境界での問題、そし

て、両法律の改正による法律間の内容の差が発生

した。その後 2015 年には「バリアフリー法」の

改正により「BF認証」を明記し公共施設(国・自

治体の新築する建築物)の「BF認証」が義務化さ

れたが、「交通バリアフリー法」には反映されてい

ない為、交通施設には義務化されていない。 

法律基準強化は 2015 年、2018 年にトイレの面

積、扉の幅など施行令、施行規則の内容の改正で

強化された。それからも法律の改正で案内基準の

明記(19 改正)、BF 認証の範囲の拡大（19 改正）

が追加され、その詳細基準に対し検討している。

そして、UNCRPD(障害者権利条約)からBF対象

に面積制限がある事に対し指摘されたことを一

部受け入れ、50㎡以上の建築物までにその範囲を

拡大する改正案が現在（2021/6/8~7/19）立法予告

され、改正の作業が進んでいる状況である。 

２−２. 他法の BF基準 

「バリアフリー法」以外にも施設整備に対する内

容が含めている法律が多数ある(表２)。その法律

は管轄が違うため、用途によっては「バリアフリ

ー法」より強化されている場合もある。しかし、

建築許可としてのバリアフリー確認は「バリアフ

リー法」、「交通バリアフリー法」で行うため、他

法により強化されている基準に対し、BF 検討が

できない場合もある。 

表 2 BF整備基準を持つ他法 

法律・内容１） 管轄 

「交通バリアフリー法」：旅客施設、道路、交通

機関などに対するBF整備(05制定、06施行) 

国土

交通

部 

「住宅困窮者法」：公共賃貸住宅の BF 整備

(12/2制定、12/8施行) 

「建築法」：障害者 EV などに対し面積算出免

除(62 法制定、面積関連規定に関する施行令

119条 14/11改正・施行) 

「公共デザイン法」：公共設置物に対する UD

反映(16/2 制定 16/8 施行)、公共デザイン委員

会設置 

文化

体育

観光

部 

「障害のある芸術者支援法」：障害公演者のた

めの劇場の BF 整備(20/6 制定・20/12 施行)、

文化施設のBF化予算支援 

「特殊学校施設・設備基準令」：支援学校のBF

整備基準強化(EV、廊下幅など)(92制定・施行)、

最初には面積基準だけだったが、16/12改正に

よりBF基準新設 

教育

部 

「障害者健康権法」：医療施設への BF 整備基

準強化（EV、廊下幅、駐車場など）(15制定、

17施行) 

保健

福祉

部 

(福祉

部) 

「障害者差別禁止法」：障害者の要求によりBF

整備強化可能、プールの傾斜路設置など一部



BF整備強化(07制定、08施行) 

「乳幼児保育法」：障害児のいる保育施設への

BF 整備強化(2 階以上 EV、傾斜路義務)(91 制

定・施行)96 年障害児の保育時、「障害者福祉

法」による基準に従うことが新設。05年施設設

置基準の新設。「バリアフリー法」のより強化

した基準を新設。 

 

３．韓国の「バリアフリー法」の主な内容 

「バリアフリー法」では BF 化を確認する仕組み

として全数調査、BF 認証の義務化、適合性確認

を設けている。詳細は以下の通りである。 

３−１. 全数調査 

「バリアフリー法」では全ての対象施設に対し 5

年ごとの調査が義務付けられている。1998、2003、

2008、2013、2018年の 5回の調査が実施された

(表３)。 

表 3 年度別全数調査の結果 3）4） 

調 査

年度 

調 査 対

象(建築

物) 

設 置

率* 

適 正

設 置

率** 

主管 

1998 - 47.4% - 自治体 

2003 - 75.8% - 自治体 

2008 107,730 77.5% 55.8% 福祉部/自治体 

2013 141,573 67.9% 60.2% 福祉部/自治体 

2018 185,947 80.2% 74.8% 福祉部/自治体 

*設置率：調査対象に対する設置されている割合（基準に

合わない場合も含む。母数は調査項目数である。未設置率

は法律上対象でありながら、なんの対応もしていない割合

を言う。） 

**適正設置率：調査対象に対する法律の通り設置されて

いる割合 

全数調査は国レベルでの全国調査を実施するこ

とで、BF に対する施設の維持・管理まで確認で

きる。全数調査は調査の主体により調査方法やチ

ェックリストが異なり、各調査の結果が出ている

にもかかわらず、直接項目ごとの比較は難しい。

特に、1998、2003 年調査では詳細な項目がない

こと、項目の数が少ないことから確認は有無だけ

で行なった。そして、その 2 か年は現在の「交通

バリアフリー法」の調査項目である道路や交通施

設が含まれていたこと、調査主体が自治体だけで

あったと言うことで、2008年以降とは大きく異な

る。また、2013 年の報告書 2)によると、2008 年

からは調査対象が現在のようになったが、調査選

択肢は 4 項目(適正、普通、不十分、未設置)で、

2013 年から 3項目(適正、不十分、未設置)に変化

する。そして、2013年からは内容もさらに詳細に

なった。そのため、2013年の設置率が 2008より

下がっているが実際の設置率としてはそうでは

ないと分析している。 

３−２. 「BF認証」の義務化 

2015 年に公共施設への「BF 認証」の義務化に

より認証件数 5)は急激に増えている(図１)が、その

数は実際の数より少ないと考えられる。そのため、

「BF認証」には罰則基準がなかったが、19 年過

怠料規定を新設(21/12 施行)した。そして、国公立

公園、国や自治体の傘下機関に対しても義務化と

する内容の改正(19、21/12施行)を行った。このよ

うに認証の義務化が法律により強化され、今後そ

の件数はさらに増加すると考えられる。 

 

図 1 「BF認証」の年度別件数(〜2020) 

３−３. 適合性確認 

「バリアフリー法」の適切な履行確認のために

適合性確認があるが、制定された当時には知られ

てないことでうまく作動できていないまま建築

確認業務が行われていた。適合性確認は自治体の

業務であるが、直接確認をすることが難しいため

専門家の諮問を得ながら進んでいる自治体もあ

る。しかし、ほとんど確認業務を行うことはでき

ていない場合が多かった。2015 年に適合性確認・

代行が法律に明記されるごとで、今までの曖昧な

適合性確認を専門(障害者)の団体に代行し、以前

より正確な確認ができるようになった。 



４．韓国の「バリアフリー法」における運用課題 

４−１. 全数調査の課題 

全数調査のデータは適合性確認結果と関連づけ

られていない。2018年度全数調査で全ての設置率

関連項目は 219 項目(詳細 103 項目を加えて総計

357 項目の構成)だが、適合性確認は法律上 19 項

目注１）に過ぎない。全数調査で得られたデータを

適合性確認との連携するためにはデータベース

の共有やシステム開発が必要である。 

そして、設置率の算出方法や分析方法と改善が

必要である。2018年には設置率ことの建築物数を

報告書に入れているが、設置率の母数は建築物で

はなく調査項目である。そのため、項目ことのBF

化に対して分かりやすいが、建物用途ごとの BF

化に対する把握が難しい。調査結果に対する分析

方法に対しても他の方法など考える必要がある。 

４−２. 「BF認証」の義務対象の拡大 

「BF認証」の義務化は公共を対象に拡大してい

る。認証の拡大には民間施設への拡大、認証対象

に対する管理や運営に対する課題が残っている。

まず、「BF認証」に民間を対象とするためには法

律上インセンティブを設ける必要がある。そして、

認証対象の管理や運営のため、運営機関の設立に

関する基準が新設された(21/6)が、人力、予算、部

署間の連携などの運営上の課題が残っている。 

４−３. 適合性確認における課題 

適合性業務は基本的に自治体が行うことである

が、代行制度を使う場合が多い。しかし、福祉部

が認定した団体は１箇所しかないため、改善が必

要である。福祉部認定の団体が１団体しかないた

め、自治体との問題も少なくない。自治体からは

認定されている団体以外の地域の団体と適合性

確認業務を行う希望があるのもかかわらず、制度

的な根拠がない。 

「バリアフリー法」に対する認識が高まること

とともにBF 業務が増えてきた。そのため、建築

する場合の BF 関連基準や適合性確認に対する専

門家に対する需要も多くなる。しかし、BF 専門

家の足りない状況で適合性確認業務を行うこと

で現場との不満の声も高くなる。現場の担当者と

適合性確認の担当者、両者への教育を継続するこ

とが大切であると考えられる。 

４−４. 他法律との関係性と連携 

 B F整備をする目的の「バリアフリー法」があ

るにも関わらず、他法により「バリアフリー法」

の基準より強い基準が設けられる場合がある。施

設用途ごとの目的に合わせて BF 基準を決める事

に問題はないないと考えられるが、基準が異なる

ことで確認が難しくなる。そのため、BF 整備と

の関連法律の内容を一元化し混乱を少なくする

か総合的にコントロールタワー(調整役)を設ける

など正しく運用する仕組みが必要である。 

 

５．まとめ 

 韓国の「バリアフリー法」の近年の状況やその

運用課題に対して全数調査、BF 認証、適合性確

認、他法との関係性を中心として述べた。韓国の

「バリアフリー法」は制定されてから約 20 年が

過ぎ、「交通バリアフリー法」との分離、BF認証

の新設及び義務化、建築確認の強化、そして、他

の法律での BF 基準新設や強化による調整機能の

必要など様々な変化が起きている状況にある。結

果BFやUDに対し管轄部ごとに独自に運用され

ており、今後の連携体制など仕組みの整備が課題

である。 
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器、小便器、洗面台）、浴室、シャワー室・脱衣室、

点字ブロック、誘導・案内設備、警報・避難設備、

客室・寝室、観覧席・閲覧室、受付・作業台、切符
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