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２）団体ヒアリング結果概要（平成14年度） 

項目 車いす使用者（シルバーカー） 視覚障害者 聴覚障害者 その他 

道

路 

幅

員 

・市民活動センターの周りの

道路が狭くて車いすが通れ

ない。柳通りはまだ良い方で

ある。 

・大三角線からの歩道は、車

いすの幅もなく、U字溝の上

にある。 

・元町と違って市役所側は歩

道が広くて便利であるが、車

止めでつまづくことがある。 

・境川は立派な歩道がある

が、道路が狭くなっていて駐

車している車が多く危ない。 

・豊受神社の裏道に細道があ

り危なく、自転車の柵は見通

しが悪い。 

・浦安の元町（堀江・猫実地

区）は細い道のりで歩きにく

い。 

・当代島2～３丁目は、旧道

で歩道が狭く歩きにくい。 

・U溝の上に歩道がある。 

・堀江ドックは、夕方になる

と車が多く、歩道があっても

狭くて通れない区間がある。

また、坂道が急なため、駐車

している車が見えなくなっ

て事故が起こる。 

 勾

配 

・船入緑道が、全て傾斜にな

っていて体が斜めになって

しまい負担になる。（奥田歯

科医院前） 

・猫実川（遊歩道）からバイ

パスに出る箇所、傾斜が急で

ある。対策案を聞いていた

が、その後連絡がない。写-1 

・中央公園の通りが、歩道は

広く整備されているが、傾斜

があるため歩きにくい状態

である。 

－ － － 

 段

差 

・浦安駅前のスクランブル交

差点のように、部分的に段差

をなくすことは有効。 

・電動車いすの場合、少しの

段差も不便を感じるのでは

ないか。 

・歩道と車道の段差は、歩車

道の区別のため、あった方が

よい。 

－ ・堀江のフラワー通りから境

川は、階段があり通れない。 

・シンボルロードについて、

明海大側は大丈夫だが、逆側

（ケンタッキー側）は道路に

段差が残っている。（区画道

路が多い） 

・舗装の継ぎ目に出る段差は

かかとが引っかかる。 

 付

属

物 

－ ・街灯が少ない。電灯がある

とそれに向かって歩いてい

けばよい。 

・工事中の赤コーンがわから

ずぶつかることがある。 

・信号機はコントラストをは

っきり付けてもらわないと

困る。日が当たるとほとんど

見えない。 

・車止めにはコントラストや

罫線テープを付けて頂かな

いと、歩道の縁石がわからな

い。 

・横断歩道にまっすぐわたれ

るようなポッチ等があれば

便利だと思う。横断歩道で直

進ができない。 

・元町の道は歩道が狭く電柱

が邪魔である。私は真ん中が

見えないから電柱にぶつか

ってしまう（南小学校付近）。 

・車のクラクションや車の音

等が聞こえなくて怖いこと

がある。住宅街の交差点にミ

ラーが欲しい。 

・ミラーがなくて自転車で走

行する際、後ろばかりが気に

なってしまう。 

・車道と歩道の間にガードレ

ールなどで区切れば、点字ブ

ロックはいらないのでは。→

ガードレールは途中区切ら

れますので、視覚障害者の誘

導用とはなりません。 

・歩道内の電柱は誰もが不便

に思うことだと思う。 

・当代島1丁目（旧県道、T字

路）の歩道のスロープが急で

真中に電柱がある。 

・当代島１～２丁目は歩道が

整備されたが、電柱や標識が

真ん中にある箇所がある。ジ

グザグに歩いていかなくて

はいけない。 

 舗

装

面 

・平坦な車道のような舗装が

望ましい。 

・タイル（インターロッキン

グ）は必要ない。特に雨の日

は車椅子ではとおりにくい。 

・歩道のくぼみがわからなく

てつまずくことがある。 

・柄のついているタイルは、

平面なのに立体に見えてし

まい歩きにくい。また、街路

樹等の陰が物体に見えてし

まうことがある。 

－ ・道路を全体的に高さを上げ

て平坦にすることは出来な

いのか。 
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項目 車いす使用者（シルバーカー） 視覚障害者 聴覚障害者 その他 

道

路 

縁

石 

－ ・私は視覚障害者誘導用ブロ

ックを使うより縁石を使っ

た方が使いやすい。車いすも

縁石があれば車道にはみ出

さずにすんでよいと思う。 

－ － 

 視

覚

障

害

者

誘

導

用

ブ

ロ

ッ

ク 

・視覚障害者誘導用ブロック

を道の交差点部全体につけ

ているが、全てが必要なの

か。車椅子や肢体障害者に

は、非常につらい。どこまで

妥協できるのか。当事者同士

が協議する場が必要でしょ

う。 

・視覚障害者誘導用ブロック

は周りが黒っぽい道路の中

で黄色表示だとわかりやす

いが、色より凸凹の方がわか

りやすい。 

・連続性が欲しい、色鮮やか

なデザインがよい。 

・視覚障害者誘導用ブロック

はヘルパーと一緒に歩いて

いるので歩きにくい。ひとり

で歩く方には必要だが、私は

いらない。 

・視覚障害者誘導用ブロック

とはどこにつながっている

のかわかっているから使え

るものだと思う。どこへ行く

のかわからなければ使えな

いと思う。 

・浦安駅周辺では、視覚障害

者誘導用ブロック上に看板

があったり、日よけの支え棒

があったりぶつかることが

ある。 

・新浦安駅の花屋の前の視覚

障害者誘導用ブロック上に

花がおいてあって困ったこ

とがある。 

・視覚障害者誘導用ブロック

の上で立ち話をしている人

がいる。 

・視覚障害者用誘導ブロック

上に洋服屋のワゴン等があ

り、邪魔である。 

・新浦安駅前、ダイエーの前

の自転車は視覚障害者用誘

導ブロック上にあり邪魔で

ある。 

－ ・丸型の視覚障害者誘導用ブ

ロックの球形の頭が丸くな

っていて、杖などがすべる。 

 全

般 

・車椅子の人の目線をしっか

りわかってほしい。 

・歩道を歩く際は、車道と逆

側を歩くようにしている。 

・横断歩道を渡るとき、大人

だと信号無視などをするた

めつられることがある。小学

生が一番頼りになる。 

・弁天地区等、狭い道路に街

灯が少ない。 

・自転車が無灯火運転してい

ると後ろから来ることがわ

からず怖い思いをする。後ろ

から音を鳴らされてもわか

らない。 

・街区が狭いので、交差部が

多く、かつ道路の見通しが悪

い。カーブミラーも少ないた

め、車道側を自転車で走らな

ければならない状況である。 

・自転車が通れる場所を確保

して欲しい。 

・歩道は人が歩く道なのだか

ら、人の道（人道）でなけれ

ばいけないと思う。 

・目線は重度の人（障害者・

高齢者）に向けてほしい。 

・悪いところを徐々に直して

もらいたい。 
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項目 車いす使用者（シルバーカー） 視覚障害者 聴覚障害者 その他 

道

路 

そ

の

他 

・境川の途中で遊歩道が切れ

ている。 

・パン屋とお風呂屋の間（猫

実2丁目）に放置自転車が多

く、歩道が狭い。駐車してい

る車が多い。交差点で勾配が

急である。 

・堀江の宮前通りに花が両脇

においてあり、車いす一台分

しか通れず、すれ違うことが

できない。 

・マインドの前に自転車等の

違法駐車が多い。 

・猫実近辺は歩道上によく物

が置かれている。 

・今川橋に急な坂がある。 

・MONA中の郵便局のドアを開

けられなかったら、自動ドア

にしてもらえてよかった。 

・民地から枝が出ていると、

白杖ではあたらず顔などに

当たることがある。 

・ヘルパーにガイドしてもら

っていても、歩道の街路樹が

低いところでは顔に枝が当

たってしまうため危ない。 

・車を一台追いかけると、2

台目が見えないことがある。 

・浦安駅前は放置自転車等が

多い。 

・車いすのスロープを利用す

るが、回って行かなくてはい

けないため、まっすぐいける

と良いと思う。 

・放置自転車等をぬって行か

なくてはいけない。ガイドヘ

ルパーと歩いていると、通り

にくい。 

・新浦安駅のバス停のベンチ

で、反り返ったようなバーで

できたものがあるが、白杖で

はあたらずに、胸を打ったこ

とがある。 

・壁の途中からの出っ張り

や、タイヤの大きなトラック

は、隙間が空いていて、白杖

ではその場に何があるかわ

からなくてぶつかることが

ある。 

・雨水排水施設の格子状の目

に、白杖が挟まることがあ

る。 

・幅広い交差点だと信号が見

えない。（明海大付近、学生

が信号無視をしているとつ

られていってしまう。） 

・放置自転車が朝は並ん

でいるが、夜はバラバラ

においてあって危ない。

MONA、ダイエーの間の自

転車等。 

・夜の９時頃、ダイエー

の周りには塾通いと思

しき自転車が多数ある。 

・新しくできた新浦安駅

MONA側第6,7駐輪場の外

側は放置自転車が多い。 

・境川の周辺で、水が増

水した際には、入れない

ようにする情報を示し

ておく（ランプ等の設

置）ことが必要である。

ランプは青で統一した

方が見やすい。 

・信号が赤信号でも速い

スピードで車が交差点

に入ってくることがあ

る。 

・普通の方にはわかる

が、車が50ｍ後ろから来

ていることも私たちに

はわからない。 

・自転車ライトがついて

いない人が多くて怖い。

後ろからでもライトが

ついて入ればわかるの

で、ライトは付けておい

て欲しい。 

・道路はスムーズで良い 

・新浦安駅前で自転車をどこに止

めていっていいのかわからない。 

・順天堂医療短期大学前の三叉路

交差点で、歩行者と車で間合いを

取ってわたらなくてはいけない

ため自閉症の子供では大変であ

る。信号機が欲しい。 

・消防署、団地から出てくる道路

の見通しが悪く、車が飛び出して

くる危険性がある。 

・南高等学校の付近、路肩に白い

線がある場合、自転車はそこを通

らなくてはいけないのか。→歩道

は基本的に自転車が通れないの

で、車道を通らなければいけな

い。 

・シンボルロードも両方向から自

転車が来るので危ない。 

・県・市の職員の方と道路調査を

行ったが、それが反映された様子

がない。 

・折もと料理屋（魚市場）の前、

高圧線の電柱があり交差点がと

おれない。 

・歩道の車道への切り下げが多種

類あり、役所で基準化できないの

か。市長にも言ったが、個人物な

のでという返答しか帰ってこな

かった。 

・船入緑道に道路が広くなる計画

があるというが、車の交通量が多

くなってしまい、逆効果であり、

歩道も狭くなる。東側と西側は同

じ計画になると思っていた。特に

緑道の東と西で全く違う。特に肉

屋の交差点がすごい。 

・旧道の小高畳屋の前は特に狭

く、スロープになっている。その

真ん中に電柱が立っており、非常

に危ない。 

・狭いなりに工夫して、使いやす

い方法を考えてほしい。 

交

通

機

関 

バ

ス 

・浦安市には低床バスがな

い。（1台だけあるが使えな

い） 

・低床バスを運転する乗務員

が１人しかいないため、低床

バスがどのルートを走って

いるかを前日に確認しなく

てはわからない状況である。 

・バス回数券を配布していた

だくが、片側麻痺の人間は券

が切れなくて不便する。 

・乗合バスについて、車いす

のﾏｰｸがついていても結局乗

れない車両が多く、介助をお

願いしても「介助できない」

と答える乗務員がいる。ま

た、低床バスがほとんど走っ

ていない。 

・バスの路線ナンバーがよく

わからない。 

・たまに乗務員がバスの路線

ナンバーを教えてくれるが

ほとんどはない。 

・最近のバスの乗務員は、降

りるバス停で教えてくれる

など、対応が良くなっている

ため助かる。 

・バスは路線ナンバーがわか

らないので、乗らない。 

・バス停（水門の橋の近く）

のタイルが盛り上がってい

る所がある。 

・オリエンタルバスには

社内の文字案内は、目で

見てわかる表示にして

欲しい。 

・鉄道でも同様である

が、雨の時や夜は見えに

くくなって困る。 

・柳通りのセントラルス

イミングのところは暗

くて困る。 

・鉄鋼通り、順天堂の前

の通り（若潮通り）も暗

い。 

・バス停が暗く、バス停

で降りる際に判断する

のが難しい。 

・東京都内のバスは、バ

ス停名がつく。（3箇所

（前・横・後ろ）） 
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項目 車いす使用者（シルバーカー） 視覚障害者 聴覚障害者 その他 

交

通

機

関 

お

さ

ん

ぽ

バ

ス 

・車いすで乗れるバスであるが、運転手さん

の教育、市民の意識啓発をもう少しして欲し

い。 

・車いすで乗車する際には、座っているお客

さんに立ってもらわなくては定位置に入れ

ないが、なかなか言っても立ってくれない。 

・車いすのタイヤを入れるスペースが狭く、

入らない場合がある。以前、パンクさせられ

たことがある。 

・バス停で乗車を待っていても、車いすの前

に入ってきて横入りされてしまう。（路線バ

スやエレベーターも） 

・運転手が一言「協力してください」と言っ

ていただければ、乗客も理解してくれるだろ

う。 

・乗務員の教育（対応）と市民の意識の向上

を促して欲しい。 

・車いすの扱い方法を乗務員もよくわからず

に、介助する方がいるため、迷惑である。 

・車いす止めは車いすがはまらないものがあ

る。また、バギー等の置き場がない。 

・とても良い対応をしてもらっている。車い

す用安全ベルトが多少きつい気がするが、ス

マイル号を参考にシートベルトを作って欲

しい。 

・バス停付近が狭いため（浦安橋バス停）、

車いす利用者のスロープをだすことができ

ない。 

・乗り降りの停留所が

悪いため、乗降の場所

を考えて欲しい。 

・バスの中の電光掲示板

が便利である。 

・電光掲示板による案内

は、知っている町だから

間違えることはないが、

外部から来た方は不便で

あろう。 

・バスの中の字が大きく、

高齢者にやさしい。 

・おさんぽバスは一度

挑戦して、乗ることが

できて良かった。 

・おさんぽバスは便利

だが、後ろのドアから

降車する際地面との高

低差があり降りにく

い。普通のバスでは気

にならない。 

・一段ステップが自動

的に出るようであれば

いい。都バスのような

車高が低くなるような

バスを導入してもらう

と良いと思う。 

・堀江地区にもコミュ

ニティバスを増設して

欲しい。→コミュニテ

ィバスの増設は検討

中。 

・車いす利用者には良

い対応をしてくれる

が、高齢者が持ってい

るカートやお子さま連

れのバギーにもスロー

プを利用できるように

すると良いと思う。 

 
タ
ク
シ
ー 

－ － ・自分の言っていること

が伝わらない。メモを用

意していない時に手の中

で書いて説明することは

難しい。 

・東北のタクシーにはメ

モ書きが用意されてい

た。ホワイトボード等を

用意してもらえるとうれ

しい。 

－ 

 自

家

用

車 

－ － ・救急車・パトカーの音

がわからないため、気が

つかずに走ってしまう。 

－ 

 そ

の

他 

・＜ゆうあい号＞利用したくても運転手がい

ないため利用できない。 

・＜CILの車＞1300円かかり、１回の買い物

に行くのには負担が大きい。 

・＜CILの車＞介護保険で利用できる移送の

サービスは、デイサービセンターのみが認め

られている。 

・自転車の無灯火が怖

い。杖を持っていると

よけてもらえるが杖を

持っていないとよけて

はくれない。 

・夜暗いと電車では駅名

が、バスではバス停が見

えにくくなる。周りが暗

いと風景が変わり、表示

もわかりにくくなる。 

・夜や暗い時は周りの人

の動きが見えにくい。 

・人を介助することは

非常に大変で、公共交

通機関で介助をお願い

する際、いちいちお願

いしなくてはいけな

い。 

鉄

道 

上

下

移

動

施

設 

●浦安駅 

・エレベーターがあり大丈夫。 

●新浦安駅 

・エスカレーターがあるものの、やっぱりエ

レベーターが欲しいと思う。エスカレーター

は他のお客のこともあり気を遣う。 

－ 

●新浦安駅 

・下りエスカレーター

があると便利である。 

・エスカレーターを利

用しているが、下りは

手すりを使って降り

る。下り階段は怖い。 

－ 

 

－ 

 

 駅

員

対

応 

－ － ・事故等の時は駅員も忙

しいので対処が悪い。駅

員の対応は時と場合によ

る。 

－ 
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項目 車いす使用者（シルバーカー） 視覚障害者 聴覚障害者 その他 

鉄

道 

券

売

機 

●新浦安駅 

・券売機が使えない。 

・鉄道駅は使いにくい。基

本的に磁気カードを利用し

ている。切符は帰りに精算

して乗るようにしている。 

・駅で切符を買うのが非常

に大変である。 

・音声ガイドがあれば望ま

しい。券売機にガイドがな

く、精算機にはうるさいく

らいに言われる。 

・券売機でお金を入れた後にトラブ

ルになり、声が聞こえないので、券

売機から駅員の声が聞こえているら

しいが聞こえずに後ろに人が並ぶこ

とがある。その場からから離れるこ

ともできず、駅員が来るまで待たな

ければならない。 

－ 

 案

内

情

報 

－ ・電車のアナウンスが少な

くてよくわからない。最近

はアナウンスが最小限にな

ってしまって、理解するこ

とが大変である。 

・電車の電光掲示板に、遅延情報、

快速の追い抜き情報を載せて欲し

い。 

・電光掲示板では文字情報だけなの

で、質問ができない。 

・電車（東西線）の掲示板では、快

速で追い抜かされるのか、どこの駅

で追い抜かれるのか等の情報がわか

らない。 

・通勤時間帯は少ないが、土日等で

はよく情報が足りなくて困ることが

ある。 

・事故の時はいつ復旧するのか、ま

たなぜ遅れているのかわからない。

遅れている理由が分かれば、会社に

メールで連絡することができる。 

－ 

 全

般 

－ － ・最近の改札には駅員がいなくほと

んどが機械式になってしまって、料

金を間違えたときなどトラブルの時

に困る。 

・電車が事故等により遅延した際の

対処がわからない。 

・鉄道駅は、窓口等

で不便である。 

・イオカードとパス

ネットの区別がな

くなればよいと思

う。 

 そ

の

他 

●新浦安駅 

・駅～ダイエー間がこう配が大

きく、手動車いすで単独で登る

ことは難しい。 

・放置自転車が邪魔である。 

・インターロッキングブロック

がガタガタし内臓にも響く。翌

日しびれなどの症状も出ること

がある。 

・駅のスロープは電動だと登る

ことができるが、バッテリーを

消費するため、帰るときのこと

を考えるとあまり利用したくな

い。 

・スロープはきつくガタガタし

ている。自走式の車いすでは大

変である。 

・スロープの下にある滑り止め

はいらないと思う。 

●浦安駅 

・西友の前の自転車が邪魔であ

る。 

・駅前に変なこう配がある。 

●舞浜駅 

・歩道橋の坂がきつい。そこま

での足がないからいけない。 

●その他 

・今の新幹線（MAX）は、車内に

昇降機があり車いす使用者に配

慮したものになっている。 

・窓口があれば便利なのだ

が、切符が買えない。 

・中途失明なので、点字運

賃表の点字がよくわからな

い。窓口があればよいと思

う。 

・電車とホームの間は大き

く足を開いて乗るようにし

ている。 

 ・鉄道を乗る際に、

身障者手帳が使い

たいのだが、緑の窓

口でしか使えない

ため利用しにくい。

障害者の利用者が

多い駅（新京成松戸

等）は券売機でも購

入可能である。 

・東西線の駅は駅前

が狭くて利用しに

くいため、ほとんど

利用していない。 
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項目 車いす使用者（シルバーカー） 視覚障害者 その他 

施

設 

設

備 

・感覚障害もあるため、イトーヨーカド
ーなど広いところでは帰り道となる出
口が分からないときがある。 
・お店の業務用のエレベーターを使用で
きるよう交渉すれば、利用させてもらえ
た。 
・MONAのエレベーターは小さくて困る。 
・エレベーターの中で回れる広さが欲し
い。エレベーター内に鏡があると使いや
すい。 
・公民館は集会や講演会等でよく利用し
ているが、堀江公民館は設備がそろって
いる。 
・リブレ京成について、自転車用の柵は
車いす対応になっているのか。 
・中央図書館のスロープはきついように
思う。 

・文化会館の階段は幅広で上り下りしに
くい。 
・文化会館のスロープが遠回りであり、
不便である 
・ショッパーズの横の歩道にある車止め
がぶつかる。 

・ショッピングセンターはイトーヨーカ
ドーの広さがよいと思う。ダイエーやＭ
ＯＮＡは使いにくい。 

 ト

イ

レ 

・郷土資料館のトイレは小さくて入れな
く、また、洗面台の前の手すりが邪魔で
ある。トイレの入り口の場所を換えても
らえると入りやすくなるのだが。 
・トイレの手すりは必要な人もいればい
らない人もいる。 
・トイレットペーパーは右にしかないと
不自由な人もいる。両方あるのが良い。 
・障害者用トイレを普通の人が利用して
いるため、利用したい時に利用できない
場合がある。 
・猫実（中央）公民館はトイレが一個し
かない。 

・トイレについて、健康センターのトイ
レを見つけることは大変である。 
・水を流すレバーの位置がそれぞれ違う
ので、トイレで立ち上がったら水が流れ
るような設備があればよいと思う。 
・MONAは男性と女性のトイレのマークが
はっきりしていないため、区別がつかな
い。 

・トイレは、個人差はあるが、うちは一
度寝かせる必要があり、ベッド付きのト
イレでなければできない。この面で、東
京ディズニーランドのトイレはベッド
付きとベッドなしが表記され、整備が行
き届いている。ディズニーランドなら、
二人で出かけることができる。市内の公
共施設のトイレにはベッドを付けるこ
とが基本ではないか。現在折り畳み式の
コンパクトのものがある。 
・知的障害者であっても、障害者用トイ
レは必要である。青年になった時男女一
緒に入れなくなるため。自閉症の子は、
自分自身に自信を持たなければ何もで
きない。トイレも自信がつくまでは、一
人で行くことができない。男子便所に入
らなければならないため、母親が付いて
行くわけにはいかない。障害者用のトイ
レは必要。 
・文化会館の障害者用トイレに以前はウ
ォシュレットが装備されていたが、改修
後はｳｫｼｭﾚｯﾄがなくなっていた。多機能
ﾄｲﾚでなければ使えない障害者もいるの
で、障害者用トイレは充実して欲しい。
ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄﾞも付けて欲しい。 

 階

段 

－ 
 

・階段が色で統一されていると見えな
い。白黒だとわかる。イトーヨーカドー
でそのことを言ったら、階段を改良して
もらえた。 
・階段のステップは同じ幅、高さだと良
いのだが、違うと使いづらい。 

－ 
 

 そ

の

他 

・順天堂浦安病院は、エレベーターが以
前は速く閉まり使いづらかったが直し
てもらった。車いすのトイレが重くて開
かないため直してもらった。順天堂浦安
病院は、言えばなおしてもらえる。 
・交通公園のトイレが物置になっている
（洗濯機が中にある） 
・交通公園のスロープはがたがたになっ
ていたので直してもらった。 
・銀行等でATMが使えないため、機械式
のみの銀行は非常に困る。現状として、
近くにいる人などに暗証番号を伝えて
使っており、抵抗感がある。 
・交通公園はスロープができて良くなっ
たが、公園の中に階段や砂利があるよ
り、ｽﾛｰﾌﾟやｳｯﾄﾞﾊﾟﾈﾙの道等の配慮があ
ればよいと思う。 

・方向がわからなくなるので、知ってい
る場所はいけるが知らない場所には行
けない。 
・トイレ等の表示が目の高さにあると見
えて良い。高いところは見えない場合が
ある。 
・案内板が目の位置にあると良いと思
う。 
・タクシーブースが駅の近くにあって欲
しい。 
・浦安の公共施設については、職員が要
を聞いてくれてとても良い。市役所はエ
レベーターがあって使いやすい。 
・点字はわからないので、マンションで
は自分の欲しい箇所だけ点字をしても
らっている。エレベーターの全ての階に
点字を入れてもらっていたが、必要な１
階と１０階にのみ付けてもらった。ま
た、出たところにも、降りる階を間違え
ないように点字を付けてもらった。 
・公園に日よけがあればよいと思う。 

・買物プログラムといって子供たちの買
物の訓練を実施している。自分で買い物
して自立するためのものであるが、そう
いう子供たちに対応したレジレーンが
あれば助かる。子供たちが精算している
間他の人を待たせることになるので、理
解してもらう必要がある。 
・身障者用駐車場は普通の人は使って欲
しくない。 
・公共施設にはスロープを着けて欲しい
（火葬場等） 
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項目 車いす使用者（シルバーカー） 視覚障害者 聴覚障害者 その他 

心の

バリ

アフ

リー 

・エレベーター等で車いす利

用者が待っているのに横か

ら入ってくる人がいる。エレ

ベーターでしか移動できな

い人がいるのに、理解してい

ない人が多い。特に観光地で

は多い。 

・駅の切符や銀行等は、全て

周りの人に助けてもらって

いる。 

・電車等では近くの乗換を介

助していただけるため、今は

どこにでも旅行に行くこと

ができる。 

・ハード面のバリアフリー化

はこれから進むだろうが、ソ

フト面、特に心のバリアフリ

ーがあらゆるものを解決し

ていく。 

・大人は声をかけたくてもか

けづらいが、小学生はでき

る。小学生のお母さんも子供

の話を聞いているので、声を

かけてくれる。 

・出かけると小学生が声をか

けてくれ、大変助かる。 

 ・エレベーター等でも障害者

専用にしてある場があるが、

専用ではなく優先にしてい

ただきたい。 

・普段からお手伝いしたいけ

れど何をすればよいかわか

らないのが現状だと思う。 

・子供は通常学級に通ってお

り、野外教室で水族館に行っ

たときに、大人が前に立って

見えない時に、一緒にいる子

供たちが、「車いすで見えな

いので通してください」と言

ってくれた。大人だと、なか

なか言いにくいことも子供

の正直な言葉で言ってくれ

る。心の教育が大事だと思

う。 

・浦安のプールの時に、事前

に図面を見せていただき、障

害者の意見を取り入れ、変更

していただいた。障害のある

方にやさしいと評判になっ

ている。 

その

他 

・結局は、車で移動すること

が一番楽である。 

・高齢者は介助マニュアルが

あるけれど障害者にはない。 

・車いす利用者にとって足の

確保が一番の問題である。 

・路線バスの乗車券を送付し

てもらっても乗らないので

関係ない。 

・市の給付金、車いすの貸し

出し等は市役所まで「取りに

来てください」と言われる。

しかし、取りに行くことが難

しい人に対して、それだと困

る。 

・雨の日は、基本的に合羽を

着て出かけるが、介助者が必

要であるため、雨の日は外出

を控えることが多い。 

・ガイドヘルパーは視覚だけ

ではなく、車いすに対しても

やって欲しい。千葉県（他市）

ではやっているようである。 

・東京駅は車いす用の通路が

あるが、地下道や外道で遠回

りさせられすごく不便であ

る。 

・TVのテロップ等は読むこと

ができない。 

・絵のシンボル等を付け、コ

ントラストをはっきり付け

て欲しい。 

・白地に黒文字、黒地に黄色

文字は文字が見やすい。 

・色は、緑や黄色は見えるが

赤は見えにくい。点滅すると

わかりやすい- 。 

・駅前のバリアフリー化だけ

でなく、公共施設や公共交通

のバリアフリー化等もお願

いしたい。 

・都市計画等の図面を見せら

れてもわからないので、音声

等の説明が欲しい。「壁は平

らである。入り口は・・・・」

といった情報が欲しい。 

・トーキングサインがあると

便利だと思う。 

・文字情報が欲しい。 

・プールに電光掲示板が欲し

くて申請したら付けてもらえ

たので、他の施設にも電光掲

示板を設置していただきた

い。 

・聞こえる人にとっては、声

だけの放送でわかるが聞こえ

ない人には文字情報が必要で

ある。 

・普通のTVでも地域的な防災

放送を文字放送として流すと

便利である。その点、ケーブ

ルテレビは文字放送があって

便利だと思う。木更津市など

では携帯電話のメールを使っ

ている。FAXでの情報提供もあ

り得る。 

・公共施設の職員に手話が通

じるととても助かる。 

・現在は、今のバリアを直す

バリアフリーであって、ユニ

バーサルデザインにはなっ

ていないため、ユニバーサル

デザインにして欲しい。 

 


