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第 1 回協議会・区民部会（書面開催）の結果 

１．実施概要 

第１回協議会・区民部会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、書面での開催とし、意見

照会シートにてご意見等をいただきました。実施概要は以下の通りです。 

表 1-1 第 1 回協議会・区民部会 実施概要 

日  付 令和２年８月７日（金）資料送付 

議  題 

（１）これまでの取組と中間評価について 

（２）特定事業の進捗状況について 

（３）区民部会の進め方 

配付資料 

・次第 

・北区バリアフリー基本構想推進協議会 委員名簿 

・北区バリアフリー基本構想推進協議会 設置要綱 

・資料１ これまでの取組と中間評価について 

・資料２ 特定事業の進捗状況について（速報） 

・資料３ 区民部会の進め方 

・参考資料１ 北区バリアフリー基本構想【全体構想】【地区別構想 赤羽地区】 

【地区別構想 滝野川地区】【地区別構想 王子地区】概要版及び重点整備地区図 

・参考資料２ 特定事業計画進捗管理シート（抜粋） 

・意見照会シート 

出席者 

[委員]（敬称略・順不同） 

髙橋儀平、野口祐子、丹羽菜生、井上良子、田中淳子、小田政利、藤沼三郎、遠藤吉博、 

大八木剛、吉田耕一、丹野克哉、誉田加奈子、花山明弘、高岡和宏、山中將男、 

河奈正道、薄井哲夫、尾花秀雄、遠藤幸、木内盛雅、倉林巧、飯窪英一、加藤富男、鎌

田英美、渡邉涼、五味康真、近藤拓也、川上武志、岩本憲文、稲垣茂孝、杉戸代作、熊

坂成夫、山下清二、村山勉、塩ノ谷浩司、村里誠、新谷壮明、井上清一、小平隆宏、西

窪裕光、楠本晋平、佐藤智彦、清水孝彰（区民部会）、太田雅一（区民部会） 

[事務局] 

北区まちづくり部都市計画課：丸本課長、川島主査、吉田主任 

意見照会 

結  果 

内容 件数 

（１）これまでの取組と中間評価について【議題（１）及び資料１】 8 名 12 件 

（２）特定事業の進捗状況について【議題（２）及び資料２】 9 名 18 件 

（３）区民部会の進め方【議題（３）及び資料３】 9 名 14 件 

（４）その他 9 名  9 件 
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２．第１回協議会での意見等と事務局回答 

（１）これまでの取組と中間評価について【議題（１）及び資料１】 

番号 意見等 事務局回答 

1  P.3の 1-4ウェブ会議等の利用可能性

について 

感染症拡大によりウェブ会議が一般的

になってきたことで、移動が困難な障

害のある人が参加の幅を広げたことも

事実だと思います。協議会や区民部会

でもウェブ会議の可能性を模索してい

ただきたいと思います。 

 第２回協議会、事業者説明会は、基本

的に書面開催を予定しておりますが、

ウェブ会議の利用可能性についても各

委員の意向を確認して検討します。 

第２回区民部会は、招集開催するか、

書面での開催とするか検討中ですが、

同様にウェブ会議の利用可能性につい

て検討します。 

2  書面開催の他に、オンライン会議によ

る開催も検討すべきだと思います。議

論の場がないと、なかなか進めるのが

難しいと感じます。 

3  基本的に書面開催としながら、ウェブ

会議等の利用可能性も検討するとして

いますが、その判断は何時までに又、

どの様に判断するのかは、明らかにし

て示すべきではないか。 

4  5 年にわたって検討されてきた構想

で、新たな「気づき」の共有化が不鮮

明に思えました。具体的には、平成 30

年度の王子地区地区別構想時において

修正された、（3）建築物・路外駐車場

の共通の配慮事項、（4）都市公園の共

通の配慮事項における「車両後方部の

乗降スペースの確保」の、平成 28 年

度の赤羽地区、平成 29 年度の滝野川

地区における反映です。 

 これまでに実施した協議会、区民部会、

まちあるき点検での意見内容を踏ま

え、「北区バリアフリー基本構想 中間

評価」において、地区別構想の「移動

等円滑化に関する事項」を更新し、関

係事業者等に周知・協力依頼を行う予

定です。 

5  第 2 回区民部会の開催について 

こころのバリアフリーの推進において

どの程度の進捗で開催（又は書面報告）

と考えているのか。 

 第 2 回区民部会では、VR 動画作成に

向けた取組状況のご報告と、基本構想

で定めた「人的対応・心のバリアフリ

ー」等の取組や利用者参加の取組の内

容等を踏まえた意見交換を実施する予

定です。 
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番号 意見等 事務局回答 

6  コロナ禍によって社会生活が大きく変

わろうとしています。高齢者、障害者

等の移動等の円滑化に加えて、移動し

なくても豊かな生活が維持できるバリ

アフリーが求められると思います。今

後、高齢者、障害者等の生活ではイン

ターネットによるビデオ会議システム

を活用した在宅診療、介護施設等との

連携、家族会への参加等が不可欠にな

ると思います。これらの活動を見据え

た医療、介護、公共、居住施設におけ

るインターネットによるビデオ会議シ

ステム整備を「社会背景の変化への対

応」に加えたらどうでしょうか。 

 「北区バリアフリー基本構想 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。 

7  全体構想について、with コロナの観点

から必要な対策がないか、優先すべき

課題はないかを棚卸した方が良いと思

います。 

8  様々な感染症対策（ソーシャルディス

タンス、マスク着用、アクリル板設置

等）がバリアになってしまっていない

か、コロナ対策とバリアフリーのバラ

ンスについて再チェックした方が良い

と考えます。 

9  北区でも様々に取り組まれてきました

が、この間、社会全体でも法改正など

も通して全国でもいろいろ進んできて

います。第 4 章 3 では、法改正等のポ

イントや全国自治体の動向、事業者の

方の積極的な取り組み事例等にも言及

していただけるといいかと思います。 

10  巻頭か巻末に、完了した成果や未完で

今後も課題として共有していきたいと

ころを写真やデータ・図表などでエッ

センスとして特集できたら報告の効果

も高まるのではないかと思います。 
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番号 意見等 事務局回答 

11  (p2)中間評価の目次構成（案）のうち、

「第４章 ３．社会背景の変化への対

応」については、新型コロナウイルス

感染症への対応を入れる必要がある。

基本構想で推進してきた方針や考え

方の転換を迫られ、基本構想や特定事

業計画の見直しが相当必要になるの

ではないか。 

12  P2 の目次構成 ※別紙参照 

※別紙 
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（２）特定事業の進捗状況について【議題（２）及び資料２】 

番号 意見等 事務局回答 

1  最も数が多い長期（R8 以降）で計画さ

れたものの前倒しがある場合は特筆し

て欲しい。理由は 2018 年以降バリア

フリー法改正が続き、事業者の計画変

更が見込まれるため。 

 「北区バリアフリー基本構想 中間評

価」の作成にあたり、前倒して実施し

た事業の要因についても把握したうえ

で評価します。 

2  事業全体で 70％以上、短期で 80％以

上の特定事業は、法の移動等円滑化基

準のすべての項目に照らしてその到達

点を開示し、他の事業を牽引して欲し

いと考える。また特定事業着手前の整

備状況が不明であり、出来る限り早い

段階で、全体でのバリアフリー化も開

示する必要があるのではないか。 

 基本構想に定める特定事業は、既存施

設において実施可能なバリアフリー整

備について、配慮事項や区民意見をも

とに各事業者が位置づけており、基準

の項目を満たしているかどうかの確認

や到達点の評価はしていません。 

 各施設のバリアフリー化状況の概要

は、特定事業計画（進捗管理シート）

の「６．現状と移動等円滑化の今後の

方針」に記載しています。施設利用者

がわかるようなバリアフリー情報の提

供としては「みんなの北区ささえあい

マップ」がありますが、情報の逐次更

新が課題と考えています。 

3  8 頁就労支援センタートイレのフラッ

シュライトは一般便房なのか否か説明

不足。また、車いす使用者用トイレで

ある場合は、一般便房の方はどうなっ

ているか確認して欲しい。 

 トイレは、一般便房のみで、車いす使

用者用トイレはございません。フラッ

シュライトは、男性用、女性用共に設

置しております。 

4  10 頁都立浮間公園トイレのボタン JIS

規格は多機能トイレのみか、一般便房

のボタンは JIS 規格になっていないの

か確認して欲しい。視覚障害者の利用

が考えられる後者が特に重要である。 

 ボタン JIS 規格は、多機能トイレのみ

となっており、一般便房はレバー式と

なっております。 

5  王子地区の中間評価は、次年度に実施

予定ですか？ 

 中間評価は、「北区バリアフリー基本構

想」の中間評価となるため、現時点ま

でに事業の進捗がある赤羽地区・滝野

川地区を対象としています。 

王子地区においては、来年度に特定事業

等の進捗状況を確認し、協議会で報告す

る予定です。その結果については、目標

年次（令和 7 年度）に実施する最終評価

に反映することを考えています。 
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番号 意見等 事務局回答 

6  2-2.特定事業等の着手率について 

・路外駐車場など事業が未着手となっ

ているものがあるが、その理由は何で

しょうか。 

・また、着手率が 100％以上であるも

のは短期事業以外を前倒しで実施した

場合とのことですが、中期、長期だっ

た計画を短期でおこなったということ

でしょうか。計画になかったことは含

んでいないでしょうか。 

 路外駐車場特定事業の未着手の理由に

ついては、関係事業者との協議を要す

る等が挙がっています。 

 前倒して実施された事業は、計画当初、

実施時期が中期・長期・検討中のいず

れかに位置づけられた事業となってい

ます。 

特定事業計画作成時から新たに追加さ

れた事業は、「その他」として整理して

います。 

7  2-4.主な完了・継続事業について（2-

3 がありませんでした） 

・写真に撮れるものは、あるとわかり

やすいのでできるだけ掲載していただ

きたいと思います。 

 特定事業等の進捗管理にあたり、事業

内容に関する現況及び整備状況写真の

提供を各事業者に依頼しています。 

収集した写真等は可能な限り「北区バ

リアフリー基本構想 中間評価」に掲

載予定です。 

8  施設整備について中長期の取り組みが

多いが、コロナ影響も受けて進捗遅延

が拡大する可能性が高いと感じます。 

それを受けて、 

・施設整備について優先順位を意識合

わせ（必須なのか、あれば良いのか、

どれが 1 番必要なのか） 

・代替策の検討（整備前までに現状の

ままにするのではなく、少しでも良く

なる別の策がないか検討する。） 

 今回の進捗管理は昨年度末時点の内容

について確認したため、コロナ禍によ

る中長期事業の先送りは、現段階では

把握しておりませんが、今後課題とな

ってくる可能性があると考えます。 

施設整備の優先順位や代替策の考え方

については、事業進捗状況を評価する

中で整理していきます。 

9  事業進捗について➡評価が悪いものへ

の対応はどうするのか。コロナ禍の影

響により遅れる事業はあるか。 

10  施設整備については「契約不調」に加

え、今年度の事業については新型コロ

ナによる先送りも増加することが予

想される。契約不調の増加や新型コロ

ナの影響は今後数年間続くと想定し、

基本構想や特定事業計画の内容とス

ケジュールの大幅見直しは避けて通

れないのではないか。 
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番号 意見等 事務局回答 

11  (p4)事業項目別着手率の説明中、短期

事業着手率が低い事業の要因につい

て「大規模改修の機会とあわせるた

め」との説明がある。しかし本来、大

規模改修とあわせて行う事業は中長

期事業に位置づけるべきであり、短期

事業は大規模改修を待たずにすぐ行

うべき性質のものである。大規模改修

の機会とあわせる必要性が高い場合

は、短期事業から中長期事業へと変更

すべきである。 

 特定事業計画で定めた事業内容、実施

時期等の内容は原則として変更せず、

事業実施状況及び進捗状況欄で確認・

管理していきます。 

12  誘導ブロック➡JIS 規格のものを使用

することが明記されたが、新たな事業

として位置付けるのか。 

 誘導用ブロックの JIS 規格適合は、各

特定事業に既に位置づけられているも

のであり、中間評価にあたり新たに特

定事業等を位置づけることは想定して

おりません。 

13  共通の配慮事項における「車両後方部

の乗降スペースの確保」が、赤羽地区、

滝野川地区における事業内容、実施時

期に反映されていないように思えま

す。2 月 18 日の協議会で発言させて

いただいたのですが、長さが 8ｍ近く

なる車両後方部の乗降スペースを確保

した駐車区画は、広い公園の駐車場で

あればともかく、建築物の狭い駐車場

での整備はかなり難しいのが現実で

す。そこで、共通の配慮事項に「車両

後方部からの乗降が安全にできる車寄

せが整備されていればこの限りではな

い。」といった「但し書き」を付け加え

ることによって、実質的な整備推進が

進められないでしょうか。 

 これまでに実施した協議会、区民部会、

まちあるき点検での意見内容を踏ま

え、「北区バリアフリー基本構想 中間

評価」において、地区別構想の「移動

等円滑化に関する事項」を更新し、関

係事業者等に周知・協力依頼を行う予

定です。 

14  P11、その他の事業のうち、板橋駅東

口駅前広場の事業主体は、土木部 土

木政策課 道路公園課、まちづくり部 

都市計画課になるかと思うので、確認

をされたい。 

 事業主体は、施設設置管理者としてお

り、駅前広場については、北区土木部

としています。 
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番号 意見等 事務局回答 

15  ２－４．主な完了・継続事業について 

JR 上中里駅、JR 田端駅の「事業主体」

については、「東日本旅客鉄道株式会社 

東京支社総務部企画室」⇒「東日本旅

客鉄道株式会社」へ修正をお願いいた

します。 

 ご指摘いただいたとおり、資料等を修

正します。 

16  ２－４．主な完了・継続事業について 

JR 田端駅の山手線ホームドアの整備

については、特定事業への位置付けは

されていなかったかと思います（特定

事業は京浜東北線ホームドア、未公

表）。可能であれば、項目削除か別の

表現方法をご検討いただけないでし

ょうか。 

 資料内容に不備があり大変申し訳ござ

いませんでした。資料から削除します。 

17  今年度、側溝の蓋交換を実施予定で

す。（道路） 

 情報提供いただきありがとうございま

す。実施予定につきましては、目標年

次（令和７年度）に実施する最終評価

に反映させていただきます。 

18  公園は、赤羽緑道公園などの車いすゲ

ートの改良や、ソフト面の対応、飛鳥

山公園の改修に合わせて、バリアフリ

ー化を推進します。 
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（３）区民部会の進め方【議題（３）及び資料３】 

番号 意見等 事務局回答 

1  まち歩き点検時には特定事業の進捗

状況がわかる資料が必要と思います。 

 ご指摘いただいたとおり、まちあるき

点検の際には、対象施設・経路につい

て、特定事業等の進捗確認を行ってい

る資料を配付いたします。 

2  3 頁 3-3 では意見交換時にはできれ

ば、書面、オンラインの両方が利用で

きる意見交換を実施して欲しい。 

 今年度のまちあるき点検は、新型コロ

ナウイルス感染拡大対策により時間短

縮・少人数での実施となり、十分な意

見交換ができない可能性を鑑み、まち

あるき点検実施箇所以外でも、区民部

会の各委員が独自に確認して気づいた

事項について、情報収集する予定です。

方法等については別途ご案内します。 

意見交換時のオンライン参加について

は、実施可能性について検討します。 

3  3-1（まち歩き）：「なお、」以下につい

て今のコロナの状況では大事かと思

います。遠出も難しい状況ですし近隣

の意識を向けて気付きを大事にした

いと思います。 

4  (p1)まちあるき点検実施個所以外で

も、区民部会の各委員が独自に確認し

て気づいた事項についての情報収集

は是非お願いしたい。情報収集の締切

日（例えば第２回区民部会の前日ま

で、等）を設定して頂けると、独自点

検が行いやすくなる。 

5  (p3)第２回区民部会の意見交換のテ

ーマ案の中に「計画・工事段階におけ

る利用者参加について」があるが、中

長期事業についてはこれが重要であ

る。区の公園整備や道路拡幅等の事業

については、地域住民を対象としたワ

ークショップで意見交換を行いなが

ら設計が行われることが多い。この、

ワークショップへの区民部会委員や

関係者の参加を促すことができない

だろうか（新型コロナ対応でワークシ

ョップ自体がどうなるか、わかりませ

んが・・・）。 
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番号 意見等 事務局回答 

6  VR 動画について、コロナ影響に伴う

店舗変更も加味できると良いと思いま

した。例えば、手の消毒推奨、店員さ

んのマスク着用、ビニールシート、ソ

ーシャルディスタンスの確保など、店

内の様子も随分変わったと感じます。

このような環境が今後のスタンダード

になる可能性もあるので、このような

環境における動画が撮れたら、よりリ

アリティがあるのではと思いました。 

 VR 動画作成にあたり、ご意見を参考

にさせていただきます。また、連携す

る日本工業大学にもご意見があった旨

をお伝えします。 

7  3-2（取りくみ）：ぜひ車いす利用の方

の積極的な参画をお願いできればと思

います。気付けることがたくさんある

と思います。健常の方の気づけない思

い込みが作品に残らないように、企画

や編集などの各段階で当事者に入って

もらえると Best かと思います。 

8  VR を作成して終わりではなく、それ

を広く観てもらうバリアフリーの検討

も必要だと思います。 

 第２回区民部会において、VR 動画の

活用方策についても議題に取り上げ、

意見交換できればと考えております。 

9  同じ北区に住んでいても滝野川地区は

ちょっと縁遠い。まち歩きで改善され

たところを確認したいと思いました。 

 ご意見ありがとうございます。 

10  VR 動画作成はどんなものが出来るの

か期待しています。 

 ご意見ありがとうございます。 

11  区民部会委員の多くは、協議会に所属

されており、専任の区民部会員として

は 2 名のみです。この小数で真の区民

部会としての役割がはたしていけるの

か、疑問です。部会員数の割合を議論

したほうがよいかもしれません。 

 現時点で区民部会委員の追加予定はあ

りませんが、ご意見を参考にさせてい

ただきます。 

12  ＶＲ動画活用による発展の可能性につ

いての補足意見 

今までも多くの議論はハード面での改

善視点で語られてきました。一方、そ

のハードを造りだしているのは人であ

り、人の考えがハードを作っているこ

とをふまえれば人のこころの振る舞い

がものを造りだす。よってバリアその

 北区バリアフリー基本構想の取組で

は、基本的には現場における「気づき」

を重視して意見交換や事業の設定を行

っており、今回の VR 動画作成もその

考えのもとに進めています。現時点で

は店舗モデリングの作成等の実施は想

定していませんが、ご意見を参考にさ

せていただきます。 
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番号 意見等 事務局回答 

ものも人のこころに起因してかたち造

られると感じています。 

そこで店舗のプランニングレベルでの

比較検証実験のご提案です。 

以下のご提案はこのたびのＶＲ企画に

は添ってはいないのですが今後の過程

で問題点発見の可能性を検証して頂き

たくアイデアのみとなりますがお知ら

せ致します。店舗モデリングの実験を

通じて様々な視点を探しだせればとの

思いです。 

まずは『住環境福祉コーディネーター資

格』を持つ設計者-Ａグループと経済効

率性のみを重視とする設計者-Ｂグルー

プのそれぞれＡグループとＢグループ

の設計視点を客観的に比較できるシー

ンを導きだし様々な問題点や優れた視

点を検証、例えば仮にＡグループには車

椅子利用顧客専用、且つ店舗スタッフ自

身も車椅子を使用していると想定した

店舗をそれに対しＢグループにはハン

ディキャッパー視点やバリアフリー的

な考え方を全てふせてそれぞれのグル

ープにＢＩＭ(ビルディング・インフォ

メーション・モデリング)が製作可能な

ＡＲＣＨＩＣＡＤ等を用いて簡易な店

舗のソリッドモデルを 3Ｄ(三次元)化し

て店舗のモデリング(スタディ模型のよ

うな感じで可)設計をして頂く。 

モデリングそのものは同時に空間画像

としてもデータ化できているのでＶＲ

映像で２種類の店舗それぞれの特性を

理解する為車椅子使用者の目線で三次

元空間にＶＲで侵入し各所ディテール

を比較検証するというアイデアです。 

実現できれば住環境福祉コーディネー

ター資格新設の足掛かりになる事も期

待しこころのバリアフリーの考え方が

より社会に浸透してゆくことを願い検

証実験のご提案を進言いたします。 
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番号 意見等 事務局回答 

13  まちあるき実験候補地で板橋駅及び駅

前広場を設定する場合、本年度整備予

定の為、十分な事前調整を求める。 

 まちあるき点検の実施にあたっては、

関係事業者と十分な事前調整を行う予

定です。 

14  第２回区民部会の意見交換のテーマに

「新型コロナ感染症対応について」を

加えて頂きたい。 

 基本構想の推進における課題の１つと

して、新型コロナウイルス感染症の影

響等が挙げられます。第２回区民部会

で意見交換できるよう調整します。 
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（４）その他 

番号 意見等 事務局回答 

1  バリアフリー法改正に基づくバリアフ

リーマップの作成が努力義務化されま

したが、区ではどのようにお考えです

か。交通機関（駅、バス停など）、建築

物のすべてを一度に作成するのは難し

いですが、どこかモデル的エリアを決

めて試行しても良いかと考えます。 

 北区社会福祉協議会により「みんなの

北区ささえあいマップ」が作成されて

います。駅や主要な公共施設のバリア

フリー情報の他、バリアフリーガイド

推奨コースの紹介やことばの道案内

（ウォーキングナビ）、誘導用ブロック

情報のデータベース化も行っています

が、情報の更新が課題と考えています。 

2  北区では他の区に先駆けて心のバリア

フリーや学校等にも言及してきたとも

思われます。その後法改正も行われま

したが、今後の評価で心のバリアフリ

ー（事業者従業員、区民）事業の評価

や検証をどう行うか重要になると考え

ています。目に見えた形での評価はし

にくいですが、評価方法の検討を協議

会でも行えないかと思います。 

 令和 2 年度の中間評価に際し、特定事

業等の進捗確認とあわせて、「人的対

応・こころのバリアフリー」等のソフ

ト施策について、具体的な取組内容を

把握するため、関係事業者に対して照

会を行っております。結果については、

第２回協議会で報告するとともに、「北

区バリアフリー基本構想 中間評価」

において評価していきます。 

3  生活関連施設以外の小規模施設のバリ

アフリー化を推進する仕組みについ

て、どのように位置づけるかというこ

とも触れられると良いかと思います。 

・小規模建築物のバリアフリー化を促

進する方法 

・積極的に小規模建築もバリアフリー

化の対象とする重点地域・商店街など

を設ける等 

 小規模施設のバリアフリー化は今後の

課題と考えています。中間評価で課題

として示すとともに、引き続き、協議

会や区民部会を通じて取組促進ための

方策について検討していきたいと考え

ます。 

4  コロナ禍というバリアで、バリアフリ

ーの会議が書面開催となってしまった

ことが残念です。 

 第２回協議会、事業者説明会は、基本

的に書面開催を予定しておりました

が、ウェブ会議の利用可能性について

も検討し、開催案内とあわせてご連絡

させていただきます。 

第２回区民部会は、招集開催するか、

書面での開催とするか検討中ですが、

同様にウェブ会議の利用可能性につい

て検討します。 
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番号 意見等 事務局回答 

5  この状況で進んでいくのが良いと思い

ます。 

 ご意見ありがとうございます。 

6  本年 5 月にバリアフリー法が改正にな

り、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

関する事項が追加されておりますの

で、ご確認ください。 

また、心のバリアフリーに関する「教

育啓発特定事業」を含む基本構想につ

いては、作成経費を補助する制度もあ

りますので、ご確認下さい。 

去年度 3 月にバリアフリーマップ作製

マニュアルの冊子が出来上がりました

ので、ご活用下さい。 

 情報提供いただきありがとうございま

す。 

7  参考資料（全体構想の概要版） 

平成表記→令和にしても良いのでは？ 

 今後の配付資料は修正するようにいた

します。 

8  マスタープラン（移動等円滑化促進方

針）について策定予定は？ 

 区全域が重点整備地区であり、区全体

の方針である全体構想を定めているこ

とから、マスタープランの策定予定は

ありません。 

9  新型コロナ感染症はバリアフリーの

基本的考え方や推進方策にも影響を

与えることは必至で、現時点で考えら

れる具体的対応をいくつか提案する。 

・「人的対応・こころのバリアフリー」

について、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

後は人どうしの直接の接触を避ける

べく、ハードや案内設備で対応可能な

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。 

・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。 

・人的対応を代替する手段として「案

内設備・情報のバリアフリー」を充実

させる。ことばの音声案内のような

 「北区バリアフリー基本構想」の推進

及び「北区バリアフリー基本構想 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。 
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番号 意見等 事務局回答 

ICT を活用した情報提供や、これから

作成予定の VR 動画などはよい取組

である。 

・外出機会自体の減少に対応した、

PC やスマホのシステムの充実化、モ

ニター画面を通した人的対応、AI ロ

ボットの活用等を推進する。 

・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。 

 


