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参考資料３．区民部会の意見及び事務局回答のまとめ 

北区バリアフリー基本構想の中間評価の作成にあたり、区民部会のみなさまに、下記の３つのテ

ーマについてご意見等をお伺いしました（新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、書面照会で実施）。 

中間評価に向けた意見照会の内容 

テーマ１：「移動等円滑化に向けた共通の配慮事項」の更新 

テーマ２：「人的対応・こころのバリアフリー」の推進に向けた今後の取組 

テーマ３：新型コロナウイルス感染症の影響による新たな困りごと 

 

テーマ１：「移動等円滑化に向けた共通の配慮事項」の更新 

趣  旨 

地区別構想の「第５章 移動等円滑化に関する事項」において、多様な利用者が安

全で移動・利用しやすい施設整備に向けて対応を進めていく際の共通の考え方を配慮

事項として整理しています。 

この「移動等円滑化に向けた共通の配慮事項」は、検討の積み重ねの中で、必要事

項等を追加・修正してきたため、赤羽地区・滝野川地区・王子地区で内容が異なるも

のとなっています。 

中間評価では、これまでの取組等を踏まえ、「移動等円滑化に向けた共通の配慮事

項」を最新の内容に更新するとともに、赤羽地区・滝野川地区・王子地区の関係事業

者に改めて周知し協力を依頼します。 

参照資料 
・資料２-１ 移動等円滑化に向けた共通の配慮事項（案） 

・資料２-２ 北区バリアフリー基本構想推進に向けた取組【施設点検編】 

意見照会 

内  容 

・資料２－１は、【地区別構想 赤羽地区】の「第５章 移動等円滑化に関する事

項」（22 頁～）の内容をベースに、滝野川地区で追加・修正した内容を青字、王

子地区で追加・修正した内容を緑字、今回新たに事務局で追加・修正した内容を赤

字で示しています。 

・また、基本構想推進に向けた取組としてこれまでに実施した施設点検等の取組概要

を資料２－２に整理しています。 

・資料２－１について、新たに追加・修正が必要な内容がありましたら、「意見照会

シート」にご記入ください。 

ご意見等

の活用 

・北区バリアフリー基本構想中間評価の「第５章 １．移動等円滑化に関する事項」で

整理する「共通の配慮事項」に内容を反映します。 

 

 

 

 

参考資料３ 
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 区民部会（書面照会）でのご意見 事務局回答・中間評価への反映方針 

ト
イ
レ 

配慮事項のトイレについての記述（P.1、9、

15）の「JIS 規格に合わせた形状・配置など、

視覚障害者が容易に・・・」ですが、配置のわ

かりにくさで困るのは視覚障害者だけでな

く、認知症高齢者や知的障害者等も存在する

ため、追加するか、「視覚障害者等」とする。 

旅客施設（鉄道駅）、建築物・路外駐車場、

都市公園のトイレの記述について、「ＪＩＳ

規格にあわせた形状・配置など、視覚障害者

等が容易に・・・」に修正します。 

車いす利用の重度障害者の移動で気をつかう

のはトイレです。ベッドがあることはもちろ

んですが、介助者がいないとトイレを使用で

きない人も多くいます。介助者は１人ではな

く、２人必要な障害者も多くいることから、ト

イレ内のスペースを広くとれるように考えて

いただきたい。スタンダードな車いすで１人

で利用する障害者のスペースでは、利用でき

ない人も多いことを知って計画にいれてほし

い。 

旅客施設（鉄道駅）、建築物・路外駐車場、

都市公園のトイレの記述について、「車いす

使用者が円滑に利用できるトイレを設置す

る（大型車いすの使用や介助者の同伴など

も想定した十分な広さ、・・・）に修正しま

す。 

P12:トイレ（車いす使用者用）に異性介助

者のためのカーテンによる仕切りが望まれま

す。 

旅客施設（鉄道駅）、建築物・路外駐車場、

都市公園のトイレの配慮事項に、「車いす使

用者用トイレには、異性介助等に配慮し、目

隠し用のカーテンを設置する。」を追加しま

す。 

大型ベッド１・２において認知症の方が使用

する場合には転落防止柵等が必要になりま

す。 

大型ベッドは壁際に配置するなどにより、

転倒防止を図ることが望ましいため、その

旨を追記します。 

P.13 の案内図、バリアフリー設備が示されて

いるというが、小さくてよくわからないので、

案内図 2 点を差し替えると良い。 

図 2 点を 1 点として、わかりやすい案内

図に差し替えます。 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー 

エレベーターは、非常時に外部との連絡が取

れるよう、扉には硝子窓をいれる。 

旅客施設（鉄道駅）、建築物・路外駐車場

の上下移動の記述について、「エレベータ

ーは・・・緊急時等に情報提供を行う表示

装置、出入口戸のガラス窓の設置・・・」

に修正します。 

通
路 

動線上混雑する、建物の入口・受付・レジ等の

場所では、車いすでもソーシャルディスタン

スを確保できる十分な幅広スペースの確保が

必要である。 

「第４章３．社会背景の変化への対応」の

新型コロナウイルス感染症に関する項目の

中への記載を検討します。 
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 区民部会（書面照会）でのご意見 事務局回答・中間評価への反映方針 

駐
車
場 

資料 2-1P9：駐車場・駐輪場における「車両

後方部の乗降スペースの確保」について、既存

施設における空間確保の困難性を鑑み、「ただ

し、車寄せに車両後方部からの車椅子使用者

の安全な乗降スペースを確保している場合は

この限りでない。」といった「ただし」書きの

追加を検討する必要があると思います。 

建築物・路外駐車場の駐車場・駐輪場の記

述について、各施設の状況は様々であり、

多様な整備可能性があることから、但し書

きとするのではなく新たな内容として「車

いす使用者用駐車施設の他に、安全に乗降

できる車寄せを設ける。」を追加します。 

P14:駐車場「車両後方の乗降スペースを確保

した駐車ます」の写真が分かりにくく、今年度

中央公園に整備した L 型に安全地帯を表示し

た写真との交換が望まれます。 

中央公園駐車場の車いす使用者用駐車スペ

ースの車両後方部の乗降スペース確保につ

いて現地確認しましたが、まだ表示されて

いませんでした。該当する先進事例が区内

で見つかりしだい、写真を変更します。 

案
内
・
情
報 

案内設備・情報のバリアフリー：駅構内や周辺

のバリアフリーに関する案内を WEB 上に掲

載する他、紙で配布するなど、多様な利用者を

想定した情報提供の充実を図る。 

旅客施設（鉄道）の案内設備・情報のバリ

アフリーの記述について、「駅構内や周辺

のバリアフリーに関する案内を Web 上に

掲載する他、紙で配布するなど、多様な利

用者を想定した情報提供の充実を図る。」

に修正します。 

スマホの普及や新型コロナに対応した情報提

供手段として、二次元バーコードの活用を推

進して頂きたい。 

情報バリアフリーの推進の一環として、二

次元バーコードの活用推進が考えられま

す。中間評価の作成にあたり、ご意見を参

考にさせていただきます。 

椅子やベンチの間隔を開けた着席（ソーシャ

ルディスタンス確保）について、視覚障害者が

わかる色や凹凸の表示も必要である。 

「第４章３．社会背景の変化への対応」の

新型コロナウイルス感染症に関する項目の

中への記載を検討します。 

行列のできる場所に設置されるようになっ

た、ソーシャルディスタンス確保のための行

列待ちの目印は、視覚障害者でもわかるよう、

色や凹凸の工夫が必要である。 

「第４章３．社会背景の変化への対応」の

新型コロナウイルス感染症に関する項目の

中への記載を検討します。 

ホ
ー
ム 

ホームドアや可動式ホーム柵が設置不可能な

場合には、「昇降式ホーム柵や固定式ホーム柵

など」を優先し、それも不可能な場合の最後の

手段として「内方線付点状ブロック」の順番と

してほしい。また、階段やエレベーター等でホ

ーム上が狭くなっている場所への柵の設置は

優先すべきである。 

旅客施設（鉄道）のホームの記述につい

て、「駅や車両の構造上ホームドアや可動

式ホーム柵が設置不可能な場合は、昇降式

ホーム柵や固定式ホーム柵など、他の方法

による利用者の安全の確保を優先するとと

もに、内方線付点状ブロックを設置す

る。」に修正します。 
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 区民部会（書面照会）でのご意見 事務局回答・中間評価への反映方針 

山手線 6 号車のような車いす用乗降口の設置

（ホームと車両の間を狭くし、ホームドアも

幅広にする）を追加してほしい。 

山手線の車いす用乗降口は、ホームと列車

のすき間を狭くした乗降口の好事例とし

て、写真を掲載します。 

車
両 

旅客施設の項目として「車両」が必要不可欠で

ある。可動式ホーム柵や車いす用乗降口に象

徴されるように、ホームと車両は常に一対で

検討する必要があり、車両側への配慮も必要

である。具体的には以下のような配慮事項を

入れて頂きたい。 

・路線毎の車両形式をできる限り統一を図る

（可動式ホーム柵の設置やホームとの段差

解消のため）。 

・ドア脇の車いすマーク、ベビーカーマークの

表示を目立つ程度に大きくする。 

・電光掲示やモニターでの遅延・緊急情報等

は、少なくとも駅と同レベルの内容を提供

する（提供されていない車両もまだ存在す

る）。 

鉄道の「車両」は地区に限定された課題では

なく、基本構想における特定事業の対象と

なっていないため、配慮事項への掲載は見

合わせます。 

各鉄道事業者において、それぞれバリアフ

リー法に基づき車両のバリアフリー化を進

めており、ご意見は協議会等を通じて各事

業者へ伝えていきます。 

停
留
場 

転落防止対策は、固定式の簡易な柵でよいの

でホーム柵を原則として頂きたい（ホーム柵

が不可能な場合のみ内方線付点状ブロックと

する）。 

旅客施設（停留所）のホームの記述につい

て、「転落を防止するためのホーム柵など、

利用者の安全の確保を優先するとともに、

内方線付点状ブロックを設置する。」に修正

します。 

都電の車両への乗降方法は鉄道と異なるた

め、乗り方そのものの案内も必要である。 

旅客施設（停留所）の案内設備・情報のバリ

アフリーの配慮事項に、「乗車方法やバリア

フリー情報について、多様な利用者を想定

した情報提供の充実を図る。」を追加しま

す。 

バ
ス 

路線図は、地図中の道路に路線を入れた形式

と、系統別の停留所がわかる形式をセットで

用意してほしい。 

路線バス・コミュニティバスの案内設備・情

報のバリアフリーの記述について、「バス乗

降場やバス停留所における案内を充実する

（わかりやすい路線図（各路線の運行ルー

トや停留所を表記）、・・・」に修正します。 
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 区民部会（書面照会）でのご意見 事務局回答・中間評価への反映方針 

バスは鉄道と比べ路線やルールがわかりにく

いため、以下のような取り組みを、利用促進運

動も兼ねて進めて頂きたい。 

・事業者別ではなく、全事業者のバス路線が網

羅された地域単位のバスマップ作成 

・バスの乗り方のパンフレット配布や乗り方

教室の開催（ベビーカーや車椅子の乗り方

も含めての体験） 

バスの乗り方については、共通の配慮事項

にも案内の充実を明記しており、引き続き、

各事業者に協力を依頼していきます。 

バスの乗車体験については、関東運輸局で

行っているバリアフリー教室が該当するた

め、今後、機会があれば開催を検討します。 

 

タ
ク
シ
ー 

人的対応・ こころの バリアフリー：障害者手

帳は精神障害や認知症などの「見えにくい障

害者」も対象であることを理解し、差別的な態

度はとらない。 

多様な利用者への適切な対応については、

共通の配慮事項にも明記しており、引き続

き、各事業者の協力を依頼していきます。 

道
路 

視覚障害者誘導用ブロック：横断歩道には出

来るだけエスコートゾーンを設置し、視覚障

害者誘導用ブロックと途切れないようにする 

エスコートゾーンは交通管理者が設置する

もののため、いただいたご意見については、

信号機の共通の配慮事項に明記しています。 

資料 2-2 の P.6 の舗装についての記述で、ブ

ロック舗装よりアスファルト舗装の方ががた

つきが発生しにくいことなどを、配慮事項の

P.6 の道路の記述に入れる。 

これまでの意見交換の内容も踏まえ、道路

の配慮事項に「ブロック舗装を採用する場

合はがたつきの発生しにくいものとし、過

度な舗装デザインによって知的・発達障害

者等の刺激にならないように留意する。」を

追加します。 

そ
の
他 

バリアフリー適合基準に小中学校とバス停が

追加されることになりましたが、私としては

努力義務と適合義務とのちがいの認識が少し

弱かったことに気づきました（用語集にはあ

ったのですが）本文中の用語解説にて、特定建

築物と特別特定建築物のそれぞれ努力義務、

適合義務が法令上課せられていることに言及

があるといいように思います。 

「第４章３．社会背景の変化への対応」のバ

リアフリー法の改正に関する項目の中で、

小中学校の基準適合の義務化等について記

載する予定です。中間評価の作成にあたり、

ご意見を参考にさせていただきます。 

なでしこ小学校の見学にて、多く課題が挙が

っているように感じました。ほぼ工事完了と

いうことなので、計画時点でこのようなチェ

ックができたらもっと良い設備になったので

はと思いました。 

引き続き、まち歩き等による事業実施個所

の確認や、計画段階での意見交換の機会の

確保に努めていきます。また、基本構想で

定めている配慮事項がより事業者に伝わる

よう働きかけていきます。 
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 区民部会（書面照会）でのご意見 事務局回答・中間評価への反映方針 

ICT 化の進展と新型コロナ感染拡大に伴い、

公共交通の情報提供や予約・決済は MaaS に

よる一元化が急速に進むと想定される。全自

治体で原則策定されることになった「地域公

共交通計画（地域公共交通活性化・再生法の法

定計画）」にバリアフリーに配慮した MaaS を

位置づけ、計画的な取り組みを求めたい。 

区では現在地域公共交通計画の策定に向け

た検討を進めています（1/30 までパブリ

ックコメント実施中）。区として現時点でバ

リアフリーに配慮した MaaS に関する検討

は行っていない状況ですが、ご意見を関係

者に伝えていきます。 

共通の配慮事項の意見は今までで十分出てい

ると思われるので、今後は具体的な要望事項

（場所等）の実施確認作業に力を入れるべき

であると思います。 

引き続き、まち歩き等による事業実施個所

の確認や、計画段階での意見交換の機会の

確保に努めていきます。 

関係事業者への周知、協力依頼をよろしくお

願いします。 

引き続き、各事業者の協力を依頼していき

ます。 
 

テーマ２： 「人的対応・こころのバリアフリー」の推進に向けた今後の取組 

趣  旨 

全体構想では、スパイラルアップの一環として継続される協議会の場を活用してこ

ころのバリアフリーに関する意見交換や勉強会、ワークショップなどを実施し、成果

を広く発信することにより、こころのバリアフリーの推進を図ることとしています。 

これまで、区民部会が主体となって人的対応・こころのバリアフリーの推進に向け

た取組を展開してきました。 

中間評価では、これまでの取組等を踏まえ、今後の取組方針について検討します。 

参照資料 ・資料３ 北区バリアフリー基本構想推進に向けた取組【ソフト施策編】 

意見照会 

内  容 

・人的対応・こころのバリアフリーの推進に向けて、今後の取組に関するご意見 

ご意見等

の活用 

・北区バリアフリー基本構想中間評価の「第５章 ２．人的対応・こころのバリアフ

リーの推進」に内容を反映します。 

・また、来年度以降の具体的な取組の展開を検討します。 

 

区民部会（書面照会）でのご意見 事務局回答・中間評価への反映方針 

本文の中にもありますが、知っていただくこと

が理解につながるので、福祉体験学習、後援会

等々を福祉課と協力して行ってほしい。 

今後も、福祉関係所管や社会福祉協議会、教育

委員会や各学校等と連携し、こころのバリアフ

リー推進に向けた取組を行っていきたいと考え

ておりますので、引き続きご協力をお願いしま

す。 

今まで取り組んできた子供たちへの働きかけ、

事業者への働きかけを更に推し進めていければ

よいと思います。子供への働きかけは、保育園、

幼稚園という頃から障害児と共に過ごすという

環境が整備されたら、小さい頃からバリアフリ

ーの心が育っていくのではないかと思います。
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そうであるなら自ずと建築物、道路等に対する

考え方がバリアフリーになると思います。 

子どもへの働きかけを優先的に行うべきだと思

います。基本的なマインドが整っていないと、

ポスターや交流イベントの効果も出にくいと思

うので、子どものうちからしっかり教育してい

くことが土台になると思います。 

新学習指導要領で「心のバリアフリー」教育に

ついての取組が新たに盛り込まれました。全国

で取り組まれますので、その波及効果は（うま

く展開できれば）とても大きなものになると思

います。学校教育との連携を深められるように

当事者も行政も体制を整えていけると良いと思

います。ニーズに対応できるように講師養成と

いった機会を得られるよう支援いただけると助

かるのではないかとも思います。 

中間評価までの５年間は、区民部会委員、障害

当事者、事業者向けの取り組みに比べ、一般区

民向けの取り組みが弱かったと感じています。

新型コロナがある程度終息したら、障害当事者

によるセミナーや、体験プログラム、ワークシ

ョップなど、直接働きかける機会を増やす必要

があります。また、施設見学会を一般公募し休

日開催とすることも、改善事項の抽出を兼ねた

意識啓発のよい機会となります。 

一般区民への働きかけについて、こころのバリ

アフリー推進に向けた今後の取組の参考にさせ

ていただきます。 

コロナ禍中は、今回作成中の VR を活用するな

ど、バーチャルな障害者体験の場を増やすとよ

いと思います。 

製作した VR 動画の有効な活用方法等につい

て、今後検討していく予定です。 

視覚障害者誘導用ブロック設置地図は、まちあ

るきや体験の場で実際に活用していくことが必

要です。 

視覚障害者誘導用ブロック設置地図の情報の活

用方法について、ご意見を参考にさせていただ

きます。 

災害時要援護者の支援、特に激甚化する風水害

時の避難計画（マイタイムライン）づくりや、

行政・社会福祉協議会・ＮＰＯ・市民団体など

の支援者と要援護者がつながる仕組みづくりは

大きな課題です。５年後の基本構想目標年次に

向け、区民部会でも検討していきたいです。 

区では、災害時要援護者防災行動マニュアルや

北区避難行動要支援者名簿の手引き等を作成

し、災害時の要援護者対策に取り組んでいます。

福祉関係所管と連携したこころのバリアフリー

の取組の可能性について、ご意見を参考に検討

していきます。 

23 区で二番目に高い高齢者率である北区の「人

的対応・こころのバリアフリー」に関して、高

齢者や認知症に関する記述が少ない様に感じま

「第５章２．人的対応・こころのバリアフリー

の推進」に関する項目の中で記載します。 
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した。平成 30 年度からの王子地区の地区別構

想策定において、認知症家族会の委員も加わっ

て取り組んできたことも記載したらどうでしょ

うか。 

「車いす使用者用トイレ、多機能トイレ、誰で

もトイレ」の区別、または表現の統一が必要だ

と思います。 

今後は、「車いす使用者用トイレ」に統一しま

す。 

資料のように少しずつ実績も重なってきまし

た。各事業者の取組も中間評価として集約して

いただいて参考になると感じました。 

ご意見いただきありがとうございます。 

障害の種類や度合いによる対応など、より明確

に知ってもらうことが必要。 

こころのバリアフリー推進に向けた今後の取組

の参考にさせていただきます。 

 

 

テーマ３：新型コロナウイルス感染症の影響による新たな困りごと 

趣  旨 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、移動制限や施設利用の自粛などの行動の変化、

接触や飛沫の回避など衛生意識の変化等があり、我々の取り巻く生活環境で大きな変

化が生まれています。 

中間評価にあたり、移動や施設利用に際し制約のある方の新たな「困りごと」につ

いて確認し、反映すべき事項を検討します。 

参照資料 ・なし 

意見照会 

内  容 

・緊急事態宣言解除後から現在に至るまでの行動や活動の変化、新型コロナウイルス

感染症の影響による新たな困りごと 

ご意見等

の活用 

・北区バリアフリー基本構想中間評価の「第４章 ３．社会背景の変化への対応」

で、新型コロナウイルス感染症の影響によるバリアフリー上の課題を整理しま

す。・また、「第５章 ２．人的対応・こころのバリアフリーの推進」の中で、課題

への対応策（事業者への依頼事項等）を整理します。 

 

区民部会（書面照会）でのご意見 事務局回答・中間評価への反映方針 

新型コロナの感染が拡大しているために、高齢

者、障害者は外出を自粛している。委員会等で

は、zoom 等の研修をおこなうなどして、遠隔

会議を実施できるようにしてほしい。 

次回協議会は書面開催とさせていただく予定で

すが、来年度以降も状況の悪化が続く場合は、

Zoom 等を用いた Web 会議の実施可能性につ

いても検討します。 

集会施設において遠隔会議を行う際に必要な

Wi-Fi 環境の整備が求められます。 

「第４章３．社会背景の変化への対応」の新型

コロナウイルス感染症に関する項目の中への記

載を検討します。 リアルな移動については、支援をお願いしにく

い、得られにくいなどのケースを多く耳にした。
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反面、インターネットを介した遠隔での会議や

打合せ、講演、飲み会、ステージ鑑賞など、移動

の困難を伴わずに、かつ、至近の画面越しで比

較的バリア少なくコミュニケーションできるこ

とを知ったのは新たな発見だった。 

リモートでの会議を行うようになりましたが、

顔が見えず、賛成・反対・理解不足など、周りの

様子がわかりません。 

メールや会議で調整することが増えたので、意

思決定にも時間がかかります。 

自分一人ならソーシャルディスタンスを保てる

が、ベビーカーに子供を乗せもう一人の子供と

３人で移動していると難しい。 

エレベーターを利用するとき、今までより少な

い人数で乗るので、時間がかかる。 

特別支援学校と地域の学校間で行っている交流

活動が、大人数で集合することが難しいことか

ら、直接交流が実施できなかった。学校を地域

に紹介する学校公開も中止としたので、理解促

進に不十分な状況であった。 

「第４章３．社会背景の変化への対応」の新型

コロナウイルス感染症に関する項目の中への記

載を検討します。 

（１）新たな困りごとについて見聞した内容 

・マスク着用で口が隠れ、聴覚障害者が手話を

認識できないことがある。 

・建物の動線上混雑する通路で、車いす利用者

はソーシャルディスタンスを保ちにくい。 

・ソーシャルディスタンス確保のための行列待

ち目印やベンチの表示は、視覚障害者が認識

しにくい。 

（２）対応策の提案 

・これまでは人的対応の充実化を図る方向で検

討されてきたが、今後は接触機会の削減や、

接客を伴う仕事の敬遠による人手不足への対

応として、ハードや案内設備、ICT で対応可

能な部分をなるべく増やし、人的対応は真に

必要な部分に絞り込む。 

・「案内設備・情報のバリアフリー」として、ICT

の活用を充実させる。二次元バーコードを活

用した案内や決裁の充実化、モニター画面を

通した人的対応、AI ロボットの活用、ことば
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の音声案内のような情報提供、VR 動画の

YouTube 公開による啓発等を進める。 

・特定事業計画のうち、ハード整備自体の遅延

を考慮し、事業内容とスケジュールを見直す。 

・人的対応を行う場合の、手洗い・消毒・マス

ク・仕切り板等の対応について、簡単なマニ

ュアルを作成する。 

（３）「ご意見等の活用」について 

・上記のようにハードや ICT の側からの対応が

必要であり、特にソーシャルディスタンス確

保のためにはより広いスペースが求められる

ことから、新型コロナに関する意見は第 5 章

「１．移動等円滑化に関する事項」にも活用

すべきである。 

 

障害者も介護をする親（高齢者）もコロナウイ

ルスに感染すると重症化しやすいリスクを持っ

ているので、ひたすら人との接触を避け自粛生

活をしています。もし介護者が感染してしまっ

たら、障害者のケアは？ととても心配です。そ

ういう場合の支援体制を北区でも早急に整備し

てほしいです。 

介護・支援が必要な人がいる家庭におけるコロ

ナウイルス感染症感染拡大を考慮した支援の必

要性について、関係する所管にご意見を伝えて

まいります。 

認知症の方が安心して介護施設の利用や治療が

受けられるバリアフリーな社会が望まれます。

そのためには、認知症の方が利用される介護施

設の職員に対する PCR 検査等の徹底、防護服

等の充実が必要です。また、濃厚接触者となっ

た認知症の方が移動できるように、介護タクシ

ーへの防護服等の充実も必要です。そして何よ

り、濃厚接触者となった認知症の方が速やかに

安心して療養できる緊急ショートスティの十分

な部屋数の確保が重要です。 

万一、感染してしまった場合の対応については

不安が大きいが、見聞きする限りでは高齢者や

障害者への配慮が考えられたり、呼びかけられ

たりしている。 

ご意見いただきありがとうございます。 

バスに乗車した際に、隣の人がマスクを着けて

おらず、どうして着けないのだろうと思いまし

たが、様子を伺っていると知的障害を持ってい

る人だとわかりました。たぶんマスクを着けて
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いられないのかと理解し、差別することにはな

りませんでした。 

 

その他の意見 

区民部会（書面照会）でのご意見 事務局回答・中間評価への反映方針 

資料１P1：の「趣旨」の記載で（新規事業の設

定を依頼するものではありません）と断ってい

ますが、「協力を依頼する」ということは『気づ

き』を共有することによって新規事業で行って

いただくことも含んでいると思います。（）の文

章は不要だと思います。 

ご意見いただきありがとうございます。 

中間評価（案）はパブリックコメントを行い、

協議会・区民部会委員以外の高齢者・障害者等

の意見も集めて頂くようお願いします。 

パブリックコメントは予定していませんが、と

りまとめた中間評価については、関係する事業

者等への周知や区 WEB での公開をはじめ、区

役所等で閲覧できるようにするなど広く区民に

内容が伝わるよう努めていきます。 
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【参考】 北区バリアフリー基本構想中間評価の目次構成（案） 

※第１回協議会・区民部会の資料１を抜粋 

目次 内容 

第１章 はじめに  

 １．北区バリアフリー基本構想の概要 ・基本構想策定の取組経緯 

・基本構想の概要 

２．これまでの取組内容 ・基本構想策定後の主な取組（協議会及び区

民部会、まちあるき点検等） 

３．中間評価の目的 ・中間評価の目的 

４．中間評価のながれ ・中間評価の進め方 

第２章 特定事業等の進捗状況  

 １．特定事業等の着手率 ・地区別、事業別、施設分類別、事業項目別

に短期事業着手率及び事業全体着手率を

整理・分析 

２．主な完了・継続事業 ・完了した事業、あるいは継続的に実施中の

事業について、事業種別に整理 

３．未着手事業とその要因 ・短期実施予定事業のうち未着手の事業につ

いて、その要因と今後の対応について整理 

第３章 協議会・区民部会・まちあるき点検での評価  

 １．協議会での意見・評価 ・基本構想策定後の実施概要 

・特定事業等や基本構想推進、その他バリア

フリー推進に関する主な意見を整理 

２．区民部会での意見・評価 

３．まちあるき点検での意見・評価 

第４章 基本構想推進に係る課題の整理  

 １．評価すべき点の整理 ・事業着手状況や利用者意見等の視点から評

価すべき点 

２．課題の整理 ・事業着手状況や利用者意見等の視点から、

地区別、事業別、施設分類別、事業項目別

に課題を整理 

３．社会背景の変化への対応 ・バリアフリー法や基本方針の改正 

・東京 2020 大会レガシー 

・新型コロナウイルス感染症の影響 等 

４．課題の解決に向けた考え方 ・整理した課題等を踏まえ、基本構想推進に

向けた今後の対応等の考え方を整理 

第５章 基本構想への中間評価の反映  

 １．移動等円滑化に関する事項 ・地区別構想の「移動等円滑化に関する事項」

について、第４章を踏まえ内容を更新し、

重点整備地区共通の内容を再整理 

２．人的対応・こころのバリアフリーの推進 ・地区別構想の「人的対応・こころのバリア

フリーの推進」について、第 4 章を踏まえ

た今後の取組方針やこれまでの各事業者

の取り組みの優良事例等を共有 

第６章 基本構想の推進に向けて  

 １．短期実施予定事業における未完了事業の推進 ・第２章３の要因に対応した事業推進方法 

２．中期・長期実施予定事業の実現に向けた検討 ・第４章２の課題を踏まえた事業推進方法 

３．基本構想の更なる推進とスパイラルアップ ・目標年次までの推進方法 等  

テーマ１ 

テーマ２ 

テーマ３ 

意見照会の各テーマの反映箇所を明示 


