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区民部会からの報告 

今年度の区民部会では、王子地区の整備済み箇所の確認や、こころのバリアフリーの実践に

向けた調整等を進めてきました。 

１．区民部会等での取組み 

今年度取組む内容について第 1 回区民部会（６月 2４日資料送付）で意見照会を行いました。

意見を踏まえ、王子地区における施設見学会（7 月 28 日）や、整備済み個所の確認（11 月 4 日）

を実施しました。 

また、こころのバリアフリーの推進に向けて、商店街連合会と連携し、小規模店舗のバリアフリ

ーに関するパンフレット配布及び説明を行いました（10 月）。VR 動画の視聴については希望す

る商店主等が無かったことから、活用には至っていません。あわせて、区立小・中学校における

VR 動画の活用に向けて、学校長会を通じて依頼を行い、現在各学校でご検討いただいておりま

す。（12 月）。 

コロナ禍において具体的な実践が難しい状況もありますが、引き

続き、可能な働きかけを続けていきます。 

視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内表示の検討について

は、具体的なご意見をいただいた花山委員にご協力いただき、設置方

法について現地確認をしながら道路管理者と検討しました。検討内

容を踏まえ、令和 3 年度末に向けて設計・施工を進めていきます。 

２．施設見学会 

建て替えを行っていた王子第一小学校が完成したため、施設見学会を実施しました。 

王子第一小学校の整備概要について説明を受けた後、施設見学を行い、気が付いた点について

意見交換を行いました。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、現地見学と ZOOM 配信（中継・後日録

画視聴）の併用で実施しました。 

表 施設見学会実施概要 

日時 7 月 28 日（水）14 時～16 時 

概要 ・王子第一小学校整備概要の説明・施設見学 ・意見交換 

出席者 ・現地参加 15 名（事務局含む） ・ZOOM 参加：５名（後日視聴含む） 

施設見学会

の様子 

 

資料２ 
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表 施設見学会における主な意見（◎：良い点 △：課題点） 

項目 主な意見 写真 

出入口・ 

敷地内通路 

（屋外） 

◎誘導用ブロックがあった。 

◎道路との接続方法も問題ない。 

△グランドの手洗い場へのアクセスは難があり、特に車

いすでの利用は困難である。 

写真１ 
 

写真２ 
 

写真３ 
 

写真４ 
 

写真５ 
 

 

通路 

◎玄関からホールへの開放感はよい。 

◎段差が全体的になく、車いすでの通行等に配慮されて

いた。 

△プールのスロープの踊り場が狭く、回り切るのがギリ

ギリだった。（写真１） 

△開校後も通路にはものを置かないようにしてほしい。 

一般トイレ 

◎必ず 1 つの便房・流しには手すりがある。（写真２） 

◎体格に合わせた手洗いの高さになっていた。 

△全体的に白一色であり、弱視の人には中の状況を把握

しにくい。 

△高学年になると性的マイノリティを自覚する児童も

いるため、配慮が必要ではないか。 

車いす使用者

用トイレ 

◎各階・プール近くに車いす使用者用トイレがある。 

◎プール前以外の車いす使用者用トイレは、扉部分の袖

壁があり、開閉しやすい。 

△車いす使用者用トイレは、全般的に介助者の介助あり

で利用することを想定すると狭い（プール前を除く）。

車いすが入れればいいというわけではない。（写真３） 

△プール前の車いす使用者用トイレはベッド（ベンチ型

でもよい）の設置を検討してほしい。（写真４） 
△プール前の車いす使用者用トイレは、扉部分の袖壁が

なく開閉しにくい。 
△4 階の車いす使用者用トイレは、手洗いが小さく位置

がやや高い。また、蹴込みが足りないので使いにくい

ように感じる。（写真３） 
△1 階の車いす使用者用トイレは、ベビーチェアが飛び

出していることで便器に近づきにくい。 

△子どもに合わせた寸法の車いす使用者用トイレの考

え方がないため、基準の見直しを行いたい。 

エレベーター 

◎13 人乗りで基準より広く、ストレッチャータイプの

車いすでも利用できた。（写真５） 

◎エレベーターには音声ガイドが付いていた。 

△エレベーター前に誘導用ブロックがあると良い。 

△スタンダード型車いすなら問題はないが、ティルト型

車いすだと入りにくい。（写真５） 

△エレベーターの扉に窓ガラスがない。 

階段 

◎階段やスロープ部分には誘導用ブロックが設置され

ていた。 

◎階段の段鼻と踏面のコントラストが取れていてよい。 

△階段の蹴上が 160 ㎜あり、小学校ではやや高い印象

を受けた。 

△階段の手すりが巻き込まれていない箇所があった。 

△階段がガラス張りのため、まぶしいと感じる人がいる

かもしれない。 
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項目 主な意見 写真 

教室等 

◎教室の扉は向こう側が見えるものになっていて良い。 

◎全ての教室等の出入口が引き戸になっている。 

◎扉が縦桟で採光が取れる工夫があってよい。 

△ステップホール段上部のテラス部分への車いすから

のアクセスが欲しい。（写真６） 

△図書室の書棚間通路の幅員が狭く、壁側での回転が難

しく問題がある。（写真７） 

△体育館裏の舞台に上がれるスロープやリフトがある

とよい。 

△理科室の机は、車いすでの利用の場合、蹴込みが足り

ないため机に近づけない。（写真８） 

写真６ 
 

写真７ 
 

写真８ 
 

写真９ 
 

写真 10 

案内 

◎校内の間取りがわかりやすく、慣れれば自分のいる位

置も把握しやすい。 

△エレベーター前のサインは細く、見にくい。（写真５） 

△教室入口に点字で表示があるとよい。 

△階段の手すりに点字の階数表示がほしい。（写真９） 

△全体の触知図があるとよい。 

設備 

◎支援学級の前にシャワースペースがある。 

◎調理室がガラス張りで、働いている姿を見てもらえる

のはよい。 

△全フロア同じ高さの洗い場は、高学年になると使いに

くくなるのではないかと感じた。（写真 10）。 

△避難所の指定になっているため、大人の利用も考える

必要があるのではないか。 

△洗い場は蹴込みがないので、車いす使用者は横付けで

ないと手が洗えない。 

その他 

◎全体的にきれいで、最新式で素晴らしいと感じた。 

◎全体的に段差もなくバリアフリーであった。 

◎様々な経験の蓄積が設計に反映されている箇所が随

所にあった。 

◎学校は公共施設のモデルとなるべき施設である。 

△施設の設計にあたり、自分で車いすを漕いでいる人だ

けではなく、介助者も含めた利用のイメージを持つこ

とが必要である。 

△学校は、様々な障害をもつ子どもたちを受け入れる意

思を持つことが重要である。 

△上半身に障害のある方に校舎全体を見てもらうのは

どうだろうか。 

△なでしこ小での経験がどれだけ伝わっているかは気

になる。当時も廊下の洗い場の蹴込みに関する意見は

出ており、トイレの狭さも指摘していた。 

△出来たものを指摘しても直せないため、意見をしっか

り教育委員会に伝えて、設計の最初から配慮されるよ

うにしてほしい。 

△北区の特別支援学校での経験を活かすことが重要で

あると感じた。 

△当事者意見を取り入れ、柔軟な発想で設計を変えてい

く勇気をもってほしい。 

△避難所になっていることを考えると、老若男女の利用

を想定する必要がある。 
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３．まちあるき点検 

今年度のまちあるき点検では、王子地区の特定事業の中で、完了した事業や実施中の事業の確

認を行いました。実施概要及び主な意見は以下の通りです。 

表 まちあるき点検実施概要 
日 時 令和 2 年 11 月４日（木） 13 時 30 分～17 時 

会 場 北とぴあ 7 階 第二研修室 

出席者 18 名（事務局含む） 

現地確認 

・ 

意見交換

の状況 

  

 
表 点検対象施設・経路 

 中央公園周辺 王子駅・王子神谷駅周辺 

区役所・ 

区民センター 

 十条台区民センター（十条台ふ

れあい館・十条台地域振興室・

十条台子どもセンター・障害者

福祉センター・十条台高齢者あ

んしんセンター） 

 

その他 

公共施設  
 北区立いきがい活動センター

「きらりあ北」 

障害者施設 
 都立北療育医療センター 

（生活関連経路 十-04） 
 

文化・スポーツ・

社会教育施設 
 中央公園文化センター  

金融機関等   みずほ銀行王子支店 

都市公園等  中央公園・中央公園運動場  

主要な 

生活関連経路  十07  
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表 まちあるき点検における主な意見  （◎：良かった点 △：課題点） 

対象施設 意見内容 写真 

都立北療育 

医療センター前 

の経路 

誘
導
用 

ブ
ロ
ッ
ク 

◎医療センターの入口から坂の下まで視覚

障害者誘導用ブロックが延長されたのは

良かった。 

△視覚障害者誘導用ブロックが車道側に片

寄っている。（写真１） 

写真１ 

写真２ 

写真３ 

写真４ 

写真５ 

写真６ 

中央公園・ 

中央公園運動場 

ト
イ
レ 

◎トイレは改修によりきれいになってい

た。（写真 2） 

△複数の車いす使用者用トイレを整備する

場合は、左右対称にして片麻痺の利用者

に対応した方がよかった。また、大人用

ベッド（ユニバーサルシート）が１か所

でもあるとよい。 

△トイレが 8:00～17:00 で閉まるのが残

念である。 

駐
車
場 

◎車体後方から車いすが安全に乗降できる

駐車ますが整備された。（写真３） 

△既存の車いす使用者用駐車ますは、自分

で柵をどかす必要があるため、現実的に

利用が困難である。（写真４） 

△使用料免除の手続きが分かりづらい。 

中央公園 

文化センター 

階
段 

◎正面階段の段鼻が強調されて見やすくな

った。 

ト
イ
レ 

△新たに設置された荷物置き台が可動式手

すりの下に置かれており、移乗する人に

とっては邪魔になる。（写真５） 

☆公園内と文化センターに５か所も車いす

使用者用トイレがあるのであれば、文化

センターの中だけでも大型ベッドを設置

してほしい。 

案
内
表
示 

△案内表示の情報量が多く、初めて利用す

る人にとってはわかりにくいと感じた。

（写真６） 

△車いす使用者用出入口に関する案内表示

が分かりにくい。 
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対象施設 意見内容 写真 

十07(区道) 歩
道 

◎歩道が広くてよい。 

△歩道開始部分(紅葉橋交差点側)の交差点

接続部の誘導用ブロックの向きが車道中

央を向いており不適切な設置方法になっ

ている。（写真７） 

☆広い歩道に自転車走行レーンを設置して

ほしい。 写真７ 

写真８ 

写真９ 

写真 10 

写真 11 

写真 12 

十条台 

区民センター 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー 

◎改善されてきれいになっていた。 

◎耳マークの非常ボタンがあり、階数表示

モニターに字幕が出て対応することがで

きる。（写真８） 

◎鏡があり入口の様子が分かるようになっ

ている。 

◎エレベーターの扉に近づきすぎると警報

音が鳴るなど、安全性が確保されていた。 

案
内
設
備 

△正面受付横に視覚障害者用の館内案内

（触知図）があるものの、位置が分かり

にくい。（写真９） 

みずほ銀行 

王子支店 

Ａ
Ｔ
Ｍ 

◎幅 1.5ｍ程度の高齢者、障害者等優先

ATM が設置されていた。 

△優先 ATM は、車いす使用者が利用でき

るよう、操作画面に傾きをつけてほしい。

また、蹴込みがなく、荷物置きの台があ

るため、車いす使用者は操作画面に手が

届くのか疑問に思う。（写真 10） 

受
付 

△３階受付に、「筆談可」の案内があるが、

聴覚障害者が係員を呼ぶ手段がない。（写

真 11） 

北区立いきがい 

活動センター 

「きらりあ北」 

駐
車
場 

◎車いす使用者用駐車場が建物出入口付近

に設けられており、屋根があるのがよい。 

△車いす使用者は車の後ろから乗降する場

合もあり、駐車場の後方部には屋根がか

かっていないのは残念に思った。 

受
付 

◎カウンターの高さや奥行きに配慮されて

いてよい。（写真 12） 

ト
イ
レ 

◎車いす使用者用トイレの広さは十分にあ

り、手すりや鏡があってよい。 

△トイレにオストメイト対応設備がない。 

△乳幼児以外でも介助が必要な子ども等が

着替えのために使用するので、大型ベッ

ドがあるとよい。 
 


