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参考資料２．滝野川地区まちあるき点検結果 

１．開催目的 

昨年度のまちあるき点検に引き続き、地区別構想で設定した生活関連施設及び生活関連経路のう

ち、バリアフリー化の進んだ施設の点検を実施しました。今年度は滝野川地区において、区民部会

委員の高齢者、障害者等によるまちあるき点検を開催し、各施設の良い点と課題点等について整理

し、これまでの点検等での意見と合わせて中間評価へ反映することを目的としました。 

なお、今年度のまちあるき点検は、新型コロナウイルス感染症への対策として、開催時間の短縮や

少人数制によるソーシャルディスタンスの確保など規模を縮小して実施しました。 

また、今回のまちあるき点検でいただいた意見については、個々の施設に関する意見はその施設

の管理者へフィードバックします。他の施設にも共通する意見については、中間評価において、「移

動等円滑化に関する事項」の見直しに活用します。 

 

２．開催概要 

■日時 

令和 2 年 10 月 30 日（金） 14 時～16 時 30 分 

■参加者 

【A 班】区民部会委員 ７名、事務局 ３名、点検対象施設の施設設置管理者 

【B 班】区民部会委員 ６名、事務局 ３名、点検対象施設の施設設置管理者 

■当日のながれ 

現地集合 ➡ 開会・説明 ➡ 現地確認（90 分）➡ 意見交換等（45 分）➡ 閉会 

■点検対象 

 
【A 班】板橋駅周辺 

集合場所：ＪＲ板橋駅改札前 
会  場：滝野川西ふれあい館 

【B 班】田端・駒込駅周辺 

集合場所：ＪＲ駒込駅東口改札前 
会  場：東田端ふれあい館 

鉄道駅 JR 板橋駅 JR 駒込駅東口 

駅前広場 JR 板橋駅東口駅前広場 JR 田端駅北口駅前広場 

道路 
板-01：北 70 号 

板-07：北 353 号 
 

教育施設 滝野川第二小学校  

文化・スポーツ 

・社会教育施設 
 田端文士村記念館 

宿泊施設  ホテルメッツ田端 

参考資料２ 



2 
 

■主な意見・評価 （◎：良い点 △：課題として指摘された点） 

対象施設 意見内容 写真 

JR 板橋駅 

◎エレベーター・エスカレーターが設置された。 

◎ホーム上での行き先表示や設備の表示はわかりやすい

と感じた。 

◎車いす使用者用トイレ、一般トイレとも内部の便器や

手すりと壁のコントラストが取れていてわかりやす

い。小便器前に段差がないのも良い。（写真 1） 

△車いす使用者用トイレは設置されたが、一般トイレに

はベビーチェアしかなく、機能分散という点では十分

ではない。 

 

写真１：車いす使用

者用トイレ 

 

写真２：視覚障害者誘

導用ブロックの側帯 

 

写真３：トイレのピ

クトグラム  

 

写真４：視覚障害者

誘導用ブロックと舗

装の色 

 

写真５：わかりやす

い校内案内 

JR 板橋駅

東 口 駅 前

広場 

◎駅と駅前広場で視覚障害者誘導用ブロックがつながっ

ている。 

△駅敷地側部分は、視覚障害者誘導用ブロックに 5cm 程

度の側帯が付いていて他の部分よりは見やすいが、周

囲の舗装の色とも近いので、効果が低下している。駅構

内では 5cm の側帯でも十分見やすいと感じたが、屋外

の明るさでは、もう少し幅の広い側帯の方が効果的で

あると感じた。（写真２） 

△車いす使用者用トイレ前のピクトグラムは男女トイレ

のマークだが、実際には女性用トイレはない。設置する

とすれば、真ん中に棒のない「男女共用」のマークを設

置するのが適切である。（写真３） 

△タクシー乗降場は段差があるので不便に感じる人もい

るのではないか。UD タクシー以外では乗降しにくい。

また、車いすで車両後部から利用する場合は回ってこ

ないといけない。 

北 70 号・ 

北 353 号 

◎平坦で横断勾配もなく、幅員も十分あるなど通行しや

すい歩道だった。 

◎街路樹の植え替えが進み、歩道の根上がりが解消され

ている。 

△ブロック舗装の部分では、視覚障害者誘導用ブロック

の色と舗装の色が近く、差がわかりにくい。（写真４） 

滝 野 川 第

二小学校 

◎改修を重ねながら使いやすくなってきていることがわかっ

た。車いすの人でも通える学校になっていると感じた。 

◎校内案内がカラー、階層別で、情報もわかりやすい。 

（写真５） 

△正門から入った時にスロープの位置がわかりにくい。 
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対象施設 意見内容 写真 

JR 駒込駅 

（東口） 

◎エレベーターの四方がガラス張りなので外から中が確

認できて防犯上よい。 

◎ホームと列車のすき間が狭い車いす用の乗降口（６号

車４番ドア）が整備され、人によっては補助なしで乗車

が可能である。また、山手線の多くの駅が同じ場所に整

備されているので降車時も安心である。（写真６） 

△エレベーター横のホームが狭い。車いす用の乗降口は

エレベーターのドアの向きと反対側にあるため、エレ

ベーター横の視覚障害者誘導用ブロックの上を通らな

いといけない。 

 

写真６：車いす用の

乗降口 

 

写真７：トイレの案

内表示 

 

写真８：視覚障害者

誘導用ブロック 

 

写真９：筆談アプリ 

JR 田端駅

北 口 駅 前

広場 

◎一般トイレにベビーシートを設置し、車いす使用者用

トイレにオストメイト対応設備を設置するなど、機能

分散が図られていてよかった。 

◎案内表示が大きくてわかりやすい。（写真７） 

△駅からトイレにつながる視覚障害者誘導用ブロックが

老朽化しており修繕が必要である。トイレが立派なの

で残念である。 

田 端 文 士

村記念館 

◎すぐにできること、特に人的対応についてはしっかり

実行されていてよかった。 

△敷地内通路（屋外）の視覚障害者誘導用ブロックの明度

差がなく見づらい。（写真８） 

△車いす用の車寄せがなく、第一生命の駐車場から遠回りしな

ければならないので、車いす使用者は大変である。 

ホ テ ル メ

ッツ田端 

◎視覚障害者誘導用ブロックの改修や階段の段鼻の強調

など、計画が実施されていた。 

◎タブレットに筆談アプリを入れて利用している。（写真９） 

△車いす使用者用トイレやユニバーサルルームに緊急時

用のパトライトが設置されていない。耳の聞こえない

人は緊急事態を把握する手段がない。 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換の様子 
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３．点検結果 

Ａ班：板橋駅周辺 

日時：令和２年 10 月 30 日（金）  現地確認 14 時～15 時 40 分 

会場：滝野川西ふれあい館 

●タイムスケジュール 

 

 

●ルート図 

 

  

時間 点検 移動 点検内容等
14:00 0:10 集合：JR板橋駅改札前

14:10 0:20 ①　JR板橋駅 通路、エレベーター、トイレ、ホーム、案内設備　等

14:30 0:15 ②　JR板橋駅東口駅前広場 歩道、トイレ、タクシー乗降場、案内板　等

14:45 0:15 ③　北70号（約450m） 450
歩道のがたつきや交差点勾配の解消、グレーチングの
改善、視覚障害者誘導用ブロックの設置・改修　等

15:00 0:05 ④　北353号（約100m） 100
歩道のがたつきや交差点勾配の解消、グレーチングの
改善、視覚障害者誘導用ブロックの設置・改修　等

15:05 0:10 徒歩 400

15:15 0:20 ⑤　滝野川第二小学校 エレベーター、トイレ、案内設備（筆談用具）　等

15:35 0:05 徒歩 150
15:40 会場：滝野川西ふれあい館

1:15 0:25
合計 徒歩合計（単位：ｍ） 1,100

施設名

1:40
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① ＪＲ板橋駅 

■意見・指摘事項（◎：良い点 △：課題として指摘された点 ☆：その他の意見） 

通路 

◎全体的に広くなった。 

◎駅東西が行き来できるようになった。 

◎東口へのスロープの曲がり角にカーブミラーがあり、衝突防止対応がされてい

た。（写真１） 

△東口への階段上部に北区ニュースなどを設置しているラックがあり、スロープ

への誘導サインが隠れている。（写真２） 

△駅構内は壁の色が濃いので全体的に暗いイメージがあった。階段部の照明が薄

暗いと感じた。 

◎駅構内は視覚障害者誘導用ブロックが大きく、ルート設定もわかりやすく、側

帯もあり、コントラストが取れているなど、十分配慮されていると感じた。 

◎幅広の自動改札ができたのはよかった。 

△幅広改札はすべての自動改札の中央付近にあるが、エレベーターは改札の右奥

にある。混雑時は、車いす使用者が改札通過後すぐに横に曲がることが難しく、

動線を取りにくいと感じた。幅広改札が一番エレベーター側に確保されていれ

ば、もっと利用しやすかったのではないか。（写真３） 

△エスカレーターへは視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない。 

エレベーター・ 

エスカレーター 

◎ホーム上でも、エレベーターの周囲に勾配などなく良い。 

◎以前はエレベーターもなく駅員も少なかったのでかなり待つ必要があったが、

エレベーターができてよかった。 

◎エスカレーターが設置された。 

トイレ 

◎トイレが明るくきれいになった。 

◎トイレに音声案内や触知案内図が付いていてわかりやすい。 

◎車いす使用者用トイレ、一般トイレとも内部の便器や手すりと壁のコントラス

トが取れていてわかりやすい。小便器前に段差がないのも良い。（写真４） 

△車いす使用者用トイレにベビーシートしかないので大型ベッドがあるとよい。 

△車いす使用者用トイレは設置されたが、一般トイレにはベビーチェアしかな

く、機能分散という点では十分ではない。 

◎一般トイレ周辺の段差などがなくなり使いやすくなった。 

◎一般トイレは一つ一つの便房も広くなり使いやすくなった。 

◎一般トイレの洗面台の付近に傘ホルダーがあるのは良い。 

△一般トイレ内の便房のうち一つはベビーカーでも入れる程度の広さがあった

が、出入口は一般的な 60cm だった。小さめの車いすでも利用できるよう、

引き戸を採用し、出入口を広げられれば利用可能性が広がったのではないか。

（写真５） 

ホーム 

△階段やエスカレーターの横は、柱の位置で通路が狭くなっている。今後ホーム

ドアが設置された際に車いすの通行に十分な通路幅が確保されるかが懸念さ

れる。（写真６） 

△ホームドアが早く設置されるとよい。 

△ホームドアの整備がかなり先になるのであれば、車両が停車しない位置には転

落防止柵が設置されるとよい。エレベーターが設置されたことにより、ホーム端
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部まで利用者が通行するようになったので、安全性の確保に留意してほしい。 

△赤羽駅はエレベーターの位置が逆側であり、ホーム上で長く移動することにな

るので、ホーム上でのエレベーター位置の案内がもう少し多いとよい。 

券売機 

◎券売機は、蹴込みの設置などの事業が実施されたとのことだが、基本構想策定

前に点検した当時より、液晶画面そのものが見やすくなったと感じた。また、

多言語対応になっており、機能が向上していた。（写真７） 

◎券売機の種類がわかるよう上部の表示が色分けされていた。 

案内設備 

◎ホーム上での行き先表示や設備の表示はわかりやすいと感じた。 

△改札口から目に入るところにエレベーターがなく、人の流れに乗っているとエ

スカレーターの方へ行ってしまうので、改札外からあらかじめわかるように大

きなピクトグラムなどがあるとよい。 

△改札側からトイレの存在が見えにくい。案内表示もあるが、他の掲示に埋もれ

ている印象がある。突き出しタイプのサインがあるとよい。 

△デジタルサイネージが多く設置されているが、動線に対して横向きなのであま

り目につかないと感じた。通行の邪魔にならないこととの兼ねあい、他の掲示

物と情報提供のバランスなどを踏まえて検討する必要があるが、利用者が必要

な情報をどう収集するかを想定して考えてほしい。 

△改札に入ってから、エレベーター、階段、エスカレーターの位置関係が少し迷

う。もっと大きなピクトグラムを設置しても良い。 

◎トイレの正面にはしっかり大きなサインがあり、ホームから降りてきた人には

わかりやすい。（写真８） 

◎東口のスロープ出入口に駅の案内図が設置されていた。 

その他 

◎全体的にきれいになり、多様な利用され方に配慮されている。 

◎バリアフリー化によって見違えた。乗降者数 67,000 人とのことであり、多

くの人が使いやすくなってよかった。 

△筆談対応の表示があったが、利用動線と離れた位置にあるため気づかない。ま

た、駅構内からの利用者に向けては表示がない。有人改札内のわかりやすい位

置に表示した方がよい。 
 

写真 1 

 

写真 2 
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写真 3 

 

写真 4 

 
写真 5 

 

写真 6 

 
写真 7 

 

写真 8 
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② ＪＲ板橋駅東口駅前広場 

■意見・指摘事項（◎：良い点 △：課題として指摘された点 ☆：その他の意見） 

歩道 

◎整備されて歩道のがたつきがなくなった。 

◎駅と駅前広場で視覚障害者誘導用ブロックがつながっている。 

◎駐輪場が整備された影響もあると思うが、駐輪が減った。 

△駅敷地側部分は、視覚障害者誘導用ブロックに 5cm 程度の側帯が付いていて

他の部分よりは見やすいが、周囲の舗装の色とも近いので、効果が低下してい

る。駅構内では 5cm の側帯でも十分見やすいと感じたが、屋外の明るさでは、

もう少し幅の広い側帯の方が効果的であると感じた。（写真１） 

△駅出入口前の植栽が大きく、出入口への視線を遮ってしまっている。（写真２） 

トイレ 

◎清掃が行き届いていて良い。 

△トイレの入口が狭いように感じた。 

△ベビーシートしかないので大型ベッドがあるとよい。（写真３） 

△車いす使用者用トイレ内の手すりが縦手すりのみで L 形になっていない。ま

た、便座には背もたれがあったほうが良い。 

△車いす使用者用トイレ前のピクトグラムは男女トイレのマークだが、実際には

女性用トイレはない。設置するとすれば、真ん中に棒のない「男女共用」のマ

ークを設置するのが適切である。（写真４） 

☆狭いスペースを極力活用したという印象を持った。 

☆女性用トイレはなく、男性用は小便器のみだった。 

タクシー 

乗降場 

△タクシー乗降場は 1 台分しかなく、タクシーが待つスペースはないことから、

日常的にタクシーがいる状況にないため、降車時は良いが、乗車時に実際どこ

まで活用できるのか疑問に感じる。（写真５） 

△タクシー乗降場は段差があるので不便に感じる人もいるのではないか。UD タ

クシー以外では乗降しにくい。また、車いすで車両後部から利用する場合は回

ってこないといけない。 

△タクシー乗降場には駅から続く屋根があるとよい。それが難しい場合でも、乗

降場部だけでも屋根があるとありがたい。 

案内表示 
△もう少しはっきり、見やすい表示があるとよい。 

△駅を出てすぐ、タクシー乗り場がわかる表示があるとよい。 

その他 

◎駅前広場全体を囲う柵があり、動線をコントロールしていることにより、秩序

を持って利用されている印象を受けた。 

△中央の池の壁は周囲とのコントラストがないので池の存在がよくわからない。

高さはあるので転落の心配はないが、コントラストのある色づかいになってい

るとよい。（写真６） 
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写真 1 

 

写真 2 

 
写真 3 

 

写真 4 

 

写真 5 

 

写真 6 
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③ 北７０号（区道）・北 353 号（区道） 

■意見・指摘事項（◎：良い点 △：課題として指摘された点 ☆：その他の意見） 

歩道・交差点 

（がたつきや

勾配など） 

◎平坦で横断勾配もなく、幅員も十分あるなど通行しやすい歩道だった。 

◎街路樹の植え替えが進み、歩道の根上がりが解消されている。 

◎交差点の隅切り部分にガードがされていることで、自転車の乱横断が抑止され

てよい。（写真１） 

△アスファルト舗装の部分では、車両乗り入れ部はコンクリート舗装なので、黒

い舗装と白っぽい舗装がランダムに続き、視覚的に刺激になる。（写真２） 

△歩道に電柱がなければさらに歩きやすい道路になる。 

視覚障害者 

誘導用 

ブロック 

◎アスファルトの部分は視覚障害者誘導用ブロックのコントラストがあり見や

すい。 

◎視覚障害者誘導用ブロックは以前より滑りにくくなったと感じる。 

△ブロック舗装の部分では、視覚障害者誘導用ブロックの色と舗装の色が近く、

差がわかりにくい。（写真３） 

その他 

△駅の方向がわかるような標識が少なかった。 

△駐輪が気になるところがあった。 

◎押しボタン式音響式信号機が増えた。 

☆スマホを使った音響式信号機アプリが開発されているようなので情報収集し

ていきたい。 

△南谷端公園前の歩道に駐輪が多く残念、啓発できるとよい。（写真４） 

△南谷端公園のトイレ等と歩道の視覚障害者誘導用ブロックを連続して設置で

きるとよい。 

△南谷端公園内を車いすでも通過できるとよい。 

◎南谷端公園は高木を伐採して明るい印象になり、子どもが多く利用していた。 

◎南谷端公園入口の駐輪ゲートはかわいらしく止めたくなる。（写真５） 

△路上看板は少なかったが、少しあった。（写真６） 

☆小規模店舗もバリアフリー化の対象となっていくという話もあり、配慮が広が

っていくとよいと思う。 

 

写真 1 

 
 

 

 

写真 2 
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写真 3 

 

写真 4 

 

写真 5 

 

写真 6 
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④ 滝野川第二小学校 

■意見・指摘事項（◎：良い点 △：課題として指摘された点 ☆：その他の意見） 

エレベーター 

◎比較的広いと感じた（11 人乗り）。（写真１） 

◎エレベーターの位置が校舎の中央付近で利便性がよい。 

☆通常は施錠されていて、必要に応じて運用するとのことだった。 

☆エレベーターのある小学校は珍しい。 

トイレ △車いす使用者用トイレがったが、もう少し広いとよい。（写真２） 

案内設備 ◎校内案内がカラー、階層別で、情報もわかりやすい。（写真３） 

その他 

◎改修を重ねながら使いやすくなってきていることがわかった。車いすの人でも

通える学校になっていると感じた。 

◎昔より学校全体が明るくきれいになった。 

◎筆談対応用のホワイトボードが設置されていた。 

△正門前出入口は道路との間に段がある。（写真４） 

△正門から入った時にスロープの位置がわかりにくい。 

☆校庭のカラーコントラストが取れている。 

☆自分が小学生の時はおぶってもらって階段を上がっていた。車いす使用者用ト

イレも設置されてうらやましいと感じた。 

 
写真 1 

 

写真 2 

 
写真 3 

 

写真 4 
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その他気づいた点 

■意見・指摘事項（◎：良い点 △：課題として指摘された点 ☆：その他の意見） 

◎小学校横の道路は交差点部の敷地を隅切りしたり、密度の低いフェンスを採用したりして、見

通しが良いように配慮している。 

◎通学路の緑色塗装は以前より滑りにくい塗装になっている。交差点部はガラスビーズ入りで夜

間に反射する舗装が使われている。 

△滝野川西ふれあい館入口の施設名表示に高木の葉がかかっていてわかりにくい。 
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B 班：田端・駒込駅周辺 

日時：令和２年 10 月 30 日（金）  現地確認 14 時～15 時 40 分 

会場：東田端ふれあい館 

●タイムスケジュール 

 

 

●ルート図 

 

  

時間 点検 移動 点検内容等

14:00 0:10

14:10 0:20 ①　JR駒込駅（東口） エレベーター、トイレ、案内設備　等

14:30 0:10 電車移動 駒込駅発14：30（次発14：34）➡田端駅着14：32（次発14：37）

14:40 0:10 ②　ＪＲ田端駅北口駅前広場 トイレ　等

14:50 0:05 徒歩 120

14:55 0:15
敷地内通路（屋外）、建物内通路、案内設備（筆談用具）、
記入台　等

15:10 0:10 徒歩 250

15:20 0:15
敷地内通路（屋外）、トイレ、ユニバーサルルーム、案内設
備（案内図、筆談用具）　等

15:35 0:05 徒歩 180
15:40 会場：東田端ふれあい館

1:00 0:40
合計 徒歩合計（単位：ｍ） 550

施設名

④　ホテルメッツ田端

1:40

③　田端文士村記念館

集合：JR駒込駅東口改札前
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① ＪＲ駒込駅（東口） 

■意見・指摘事項（◎：良い点 △：課題として指摘された点 ☆：その他の意見） 

エレベーター 

◎東口のエレベーター設置は、高齢者等にとって大変な喜びである。 

◎四方がガラス張りなので外から中が確認できて防犯上よい。（写真１） 

◎改札階とホーム階でドアの方向が異なるが、それに対応した反対のドアが開く

との音声案内があった。（写真２） 

◎視覚障害者誘導用ブロックできちんと誘導されている。 

◎ドアの開閉がゆっくりで良い。 

△ホームと列車のすき間を狭くしているのは６号車４番ドア乗降口のため、ホー

ム階のエレベーターのドアは逆向きの方が良い。車いす使用者の方は不便であ

る。 

△位置を知らせる音声による案内があっても良い。 

☆化粧板等の柱に比べて面取りが小さく、混雑時が心配である。 

トイレ 

◎とてもきれい。 

◎非常用ボタンが設置されており、駅員に連絡がいくようになっている。 

◎車いす使用者用トイレの施錠はボタン式であるが、施錠中かどうか音声で案内

してくれる。 

◎触知案内図や音声でトイレの配置等を案内している。また、触知案内図に誘導

する視覚障害者誘導用ブロックの配置が良い。（写真３） 

◎車いす使用者用トイレは広さ、設備ともに問題ない。 

◎ベビーシートは、子どもが落ちないような構造となっていた。 

△大型ベッドは設置されていない。 

△ベビーシートは奥に設置した方が良いのではないか。扉のすぐ手前にあるの

で、出しっぱなしになっているとぶつかってしまう。（写真４） 

△一般トイレ、車いす使用者用トイレともに、緊急時用のパトライトが設置され

ていない。耳の聞こえない人は緊急事態を把握する手段がない。 

△車いす使用者用トイレの洗面台に蹴込みが設けられていたが、幅が狭く車いす

だと手が洗いにくい。 

△車いす使用者用トイレの前に位置を知らせる音声案内がほしい。 

△退場時に閉ボタンを押さないように注意喚起が必要である。 

案内設備 

◎電光掲示板が設置されてよかった。 

◎車いす用の乗降口（６号車４番ドア）が、ピンク色の案内表示があり、目立っ

ていてよかった。また、２次元バーコードにより更に案内を充実させていた。

（写真５・６） 

◎液晶の案内板で「声かけ・サポート運動」や「車いすで山手線を利用しやすい

ように」、「エスカレーター歩かずに立ち止ろう」等をアナウンスしていた。 

◎視覚障害者誘導用ブロックが切れ目なく繋がっていてよかった。 

△視覚障害者誘導用ブロックが黒縁で囲まれていたが、本体が汚れていて明度差

がなくなってしまっている箇所があった。 

△電光掲示板の数をもっと増やしてほしい（50m 間隔くらい）。 
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その他 

◎JR のバリアフリーに対する取組が非常に印象的でよかった。また、多くの乗

降客が目にするので、影響力が大きく意義を感じる。 

◎長年の要望により、エレベーター、トイレ、案内設備等が今年度完成し、すべ

て良かった。 

◎可動式ホーム柵が上下線ともに整備され安心感がある。（写真７） 

◎ホームと列車のすき間が狭い車いす用の乗降口（６号車４番ドア）が整備され、

人によっては補助なしで乗車が可能である。また、山手線の多くの駅が同じ場

所に整備されているので降車時も安心である。（写真８） 

◎西口・東口両側のバリアフリー化が進んだのは、豊島区と北区の両方が頑張っ

た成果である。 

△車いす用の乗降口が１箇所では少ない。 

△2020 年 5 月 31 日より無人となり、インターホンでの対応となった。 

△券売機や改札口にインターホンが設置されていたが、耳の聞こえない人は使用

することができない。（写真９） 

△エレベーター横のホームが狭い。車いす用の乗降口はエレベーターのドアの向

きと反対側にあるため、エレベーター横の視覚障害者誘導用ブロックの上を通

らないといけない。（写真 10） 

△車内の案内表示について、災害時や緊急時で停車したときに耳の聞こえない人

は情報を把握することができるのか。 

 
写真 1 

 

写真 2 

 

写真 3 

 

写真 4 
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写真 5 

 

写真 6 

 

写真 7 

 

写真 8 

 

 

写真 9 

 

写真 10 
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② ＪＲ田端駅北口駅前広場 

■意見・指摘事項（◎：良い点 △：課題として指摘された点 ☆：その他の意見） 

トイレ 

◎とてもきれいに整備された。 

◎一般トイレに車いすでも使用できる個室があった（ギリギリではあるが利用可

能）。（写真１） 

◎一般トイレにベビーシートを設置し、車いす使用者用トイレにオストメイト対

応設備を設置するなど、機能分散が図られていてよかった。 

△一般トイレ、車いす使用者用トイレともに、緊急時用のパトライトが設置され

ていない。耳の聞こえない人は緊急事態を把握する手段がない。 

△一般トイレの洗面台が、車いすだと位置が少し高かった。（写真３） 

その他 

◎案内表示が大きくてわかりやすい。（写真４） 

◎視覚障害者誘導用ブロックが連続的に設置されている。 

△駅からトイレにつながる視覚障害者誘導用ブロックが老朽化しており修繕が

必要である。トイレが立派なので残念である。（写真２） 

△舗装が細かい凹凸のあるタイルなので歩きにくそう。また、雨の日は滑りそう。 

△バス停がタクシープールの先にあるため、初めて訪れる人には案内表示が分か

りにくいのではないか。 

 
写真 1 

 

写真 2 

 
写真 3 

 

写真 4 
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③ 田端文士村記念館 

■意見・指摘事項（◎：良い点 △：課題として指摘された点 ☆：その他の意見） 

敷地内通路 

（屋外） 

△全体的に路面が傾斜しており、平坦な場所がない。 

△K バス停留所付近の横断勾配がきついため、一部だけでも横断勾配の緩い部分

を設ける必要がある。 

△床のタイルが一部破損していた。凹凸が以前より改善されていたが、まだ不十

分な箇所がある。（写真１） 

△視覚障害者誘導用ブロックが老朽化している。 

△視覚障害者誘導用ブロックの明度差がなく見づらい。（写真２） 

建物内通路 

◎全体的に広く段差等もない。 

◎木製床に段差等がなく、良く手入れされていた。 

△トイレ前はかなり狭くなっていた。 

案内設備 

◎案内設備は少ないが、紙とペンで筆談対応もできるので問題ない。 

◎小規模で来場者に対して職員数が多いため、声かけなど職員の手が行き届きや

すい。マンパワーで対応できる。 

△筆談器具があるとなお良い。 

△緊急時用のパトライトが設置されていない。 

その他 

◎すぐにできること、特に人的対応についてはしっかり実行されていてよかった。 

△オストメイト対応設備やベビーシートが設置されていない。 

△一般トイレ、車いす使用者用トイレともに、緊急時用のパトライトが設置され

ていない。耳の聞こえない人は緊急事態を把握する手段がない。 

△車いす用の車寄せがなく、第一生命の駐車場から遠回りしなければならないの

で、車いす使用者は大変である。 

☆土地・建物を第一生命が所有しているため、北区（財団）は協議に苦労してい

る印象を受けた。 

☆協議会で本施設を対象とするときは、施設管理者にもオブザーバー参加しても

らった方が良いのではないか。 

☆車いす使用者用トイレの表示について、青色だと男性のイメージがある。 

 
写真 1 

 

写真 2 
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④ ホテルメッツ田端 

■意見・指摘事項（◎：良い点 △：課題として指摘された点 ☆：その他の意見） 

敷地内通路 

（屋外） 

◎視覚障害者誘導用ブロックの改修や階段の段鼻の強調など、計画が実施されて

いた。（写真１） 

車いす使用者

用トイレ 

◎洗面台に蹴込みが設けられており、足が奥まで入って使いやすい。 

◎緊急用ボタンが設置されており、フロントに SOS を求めることができる。 

◎本日点検したトイレの中で一番よかった。（写真２） 

◎可愛いタイルが使用されていた。 

△車いす使用者用トイレが１階にしか設置されていない。受付が３階なのであま

り行かないのではないか。 

△緊急時用のパトライトが設置されていない。耳の聞こえない人は緊急事態を把

握する手段がない。 

ユニバーサル

ルーム 

◎浴室を含めて段差がないつくりで車いすでも利用しやすい。（写真３） 

◎扉の間口が広い（一般の客室が幅 80 ㎝に対して幅 86 ㎝程度）。 

◎エレベーターホールから手すりが設置されている。 

◎机の高さは車いす使用者でも利用しやすい高さである。 

△１部屋しかない。 

△緊急時用のパトライトが設置されていない。耳の聞こえない人は緊急事態を把

握する手段がない。 

案内設備 

◎車いす使用者に対してはボードを渡して膝上で記帳してもらっている。 

◎タブレットに筆談アプリを入れて利用している。（写真４） 

◎案内設備は少ないが、人的対応でカバーできているので問題ない。 

△点字による案内がない。 

その他 

◎ルームカードキーによる入室管理と 24 時間対応のフロントでセキュリティ

が高く、安心して宿泊できる印象を受けた。 

◎駐車場が隣接していて便利である。 

△ルームカードキーによるセキュリティの高さ故に生じる不安（万が一の時に開

けられない等）を解消するため、フロントでの緊急時対応等の十分な説明が必

要である。 

△部屋の内側からロックをかけられるが、中に聞こえない人がいて外から部屋を

開けたいときに不便である。 
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写真 1 

 

写真 2 

 
写真 3 

 

写真 4 

 

 
 

その他気づいた点 

■意見・指摘事項（◎：良い点 △：課題として指摘された点 ☆：その他の意見） 

◎まちのあちこちにエレベーターを見かけるようになり、バリアフリーの充実を感じる。 

◎昭和町区民センターは、部屋ごとに緊急時用のパトライトが設置されており、聞こえない人に

とって安心できるつくりとなっている。他の施設においても、改修等に合わせて少しずつでも

対応してほしい。 

△JR 田端駅の京浜東北線はホームドアが設置されていなかった。 

△JR 田端駅北口からホテルメッツ田端までの歩道は、雨の日などに滑りやすそう。 

△JR 赤羽駅のエレベーターは中が見える構造ではないため、聞こえない人にとって不安である。 

△トイレのベビーシートを利用する際、子どもが落ちそうになった経験があるので、転落防止柵

等を設置してほしい。 

☆全体的に、整備はされているけど、少し何かが足りていないという印象を持った。事業者も色々

と大変ではあるが、どこか他人事のような気もした。 

 


