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草加市では、平成７年に埼玉県福祉のまちづくり条例が制定されて以
降、バリアフリーやユニバーサルデザイン推進に関わる様々な取り組み
を実施してきました。

また、平成１５年には、そうかユニバーサルデザイン指針を策定し、
市のユニバーサルデザインに関する基本的な考え方を示させていただき
ました。

今回、これまでの草加市のユニバーサルデザインへの取り組みを様々
な角度から事例集として紹介させていただきました。

今後の事業の参考にしていただければ幸いです。

はじめに
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「ユニバーサルデザイン」は、「ユニバーサル＝普遍的な、全体の」という言
葉が示しているように、「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢、性別、
国籍、個人の能力差などに関わらず、できる限り幅広い、多くの人に対応しよう
という考え方です。

草加市は、この考え方に基づき、一人ひとりの人間性を尊重し、はじめから多
くの人が利用しやすいまち、施設、モノ（製品）、環境、サービスなどをつくっ
ていきます。

これまで、いろいろなモノ（製品）やサービスなどは、「健康なひと」を対象
としてつくられてきました。しかし、全市民の中でこの「健康なひと」に該当す
る方は、むしろ少数に過ぎません。

だれでも、いつかは歳をとり老いていきます。また、小さな子どももいますし、
身体に障がいがある人もいます。足の速い人も遅い人もいます。右利きの人も左
利きの人もいます。

戦後の高度経済成長期などにおける、若くて行動に制約のない人を基準として
きたわが国のものづくり、まちづくりを反省し、各分野において、ユニバーサル
デザインの視点からの設計や基準の見直しが活発になってきています。

ユニバーサルデザインでは、できる限り幅広い、多くの人に対応していくこと
が求められます。

また、市ではこれまで様々な場面での文書表記において「障害」の字を用いて
きましたが、「害」の字の持つマイナスのイメージから使用を控えてほしいとの
要望などから、現在では法規名や固有名詞となっている場合を除き「障がい」の
表記を用いるようになっています。

① 誰もが不利になることなく、みんなが公平に利用できること

② 利用するうえでの自由度・柔軟性が高いこと

③ 難しい説明を読まなくても使い方がすぐにわかること

④ 必要な情報がすぐ理解できること

⑤ うっかりミスをおかしづらく、ミスをおかしても直ちに危険

につながらないこと

⑥ 無理な体勢をとることなく、少ない力で楽に使えること

⑦ 利用しやすい大きさや広さが確保されていること

２．ユニバーサルデザインの７つの原則

１．ユニバーサルデザインとは

※ 7つの原則は1980年代にノースカロライナ州立大学（米）のロナル
ド・メイス氏（Ronald Ｌ. Mace）によって提唱されているものです。上
記は、わかりやすく表記しました。
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Ⅰ ユニバーサルデザインの考え方の普及

１．人々の意識への浸透

２．人材の育成

Ⅱ 参加から参画への仕組みづくり

１．わかりやすい情報の提供

２．参画の仕組みづくり

Ⅲ 使い手とつくり手の顔が見えるまちづくり

１．自由に活動しやすい生活環境の整備

２．暮らしやすい住まい、利用しやすい施設や建物

３．移動しやすい交通システムの整備

４．利用しやすい製品を応援

Ⅳ 満足と納得できるサービスの提供

１．満足度が高く、納得してもらえるサービスの提供

３．そうかユニバーサルデザイン指針

草加市では、「快適都市」を実現するため、ユニバーサルデザインを市政推進の
基本的な考えとして位置づけ、“そうかユニバーサルデザイン指針”を平成１５年
６月に策定しました。

“そうかユニバーサルデザイン指針”は、「だれもが尊重され個性を発揮できる
まち」をめざし、年齢、性別、国籍、個人の能力差などにかかわらず、できる限り
幅広い多くの人に対応しようという「ユニバーサルデザイン」の考え方に基づき、
一人ひとりの人間性を尊重し、はじめから多くの人が利用しやすいまち、施設、モ
ノ（製品）、環境、サービスなどをつくっていくためのものです。
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４．ユニバーサルデザイン事例の基本構成

ユニバーサルデザインの事例を紹介するに当たってはシーン毎に発生
するハード的な視点とソフト的な視点を見据え、各々に関連する草加市
の取り組みを紹介します。

ハード的な視点

ソフト的な視点

建物の建設や修繕、道路整備等の物質的なもの
に対して取り組んでいる視点での事例

人材の育成やわかりやすい情報の提供等を行って
いくための方向性や指針等を策定、主な啓蒙してい
る事例

＜基本構成＞

① 高年者福祉センター「ふれあいの里」
② 草加市立病院色覚バリアフリー対応サイン
③ 駅前広場バリアフリー整備

（谷塚駅東口、獨協大学前＜草加松原＞駅西口）
④ 市内公園のユニバーサルデザイン
⑤ 西町小学校のユニバーサルデザイン
⑥ 中央図書館のユニバーサルデザイン
⑦ 市役所本庁舎の色々なユニバーサルデザイン
⑧ 谷塚小学校、谷塚文化センター、谷塚児童クラブ
⑨ 高砂小学校、高砂コミュニティセンター、高砂児

童クラブ、あずま保育園
⑩ 子育て支援センター・さかえ保育園
⑪ 新田西文化センター
⑫ 市内の駅でのユニバーサルデザイン
⑬ 里人（さとびと）やすらぎ橋
⑭ 栄小学校（改築後）
⑮ 新里文化センター
⑯ 水道庁舎
⑰ 草加市役所第二庁舎
⑱ 多目的トイレでの多様性に配慮したユニバーサルデザイン
⑲ 小・中学校トイレの改修
⑳ ユニバーサルデザインアドバイザーによる漸草庵 百代の過客

多目的トイレの改修

① 草加市ホームページ
② 市民との協働による多文化共生のまちづくり
③ 福祉まつりｉｎ草加
④ 草加市障がい者施策協議会の取り組み
⑤ 第四次草加市総合振興計画における取組方針
⑥ 第四次草加市総合振興計画冊子における

ユニバーサルデザインフォントの採用
⑦ 草加市・獨協大学地域研究プロジェクト
⑧ ユニバーサルデザインアドバイザー制度
⑨ 新型コロナウイルスの対応におけるチャットボットの導入

※（社）草加市社会福祉協議会 ボランティアセンターでは
福祉文化の創造をめざし、様々なボランティア活動を支援
しています。

ボランティアをしたい方や活動の内容に関しては下記サ
イトをご参照ください。

http://www.soka-shakyo.com/volunteer.html
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５．ユニバーサルデザイン事例の紹介

（１）ハード的な視点での事例紹介

ふれあいの里は、「埼玉県福祉のまち

づくり条例」に適合した建築物です。

出入り口部分については、誰もが使い

やすいように、階段部分への手すり、勾

配が緩い傾斜路(勾配1/12)以下、視覚障

がい者の方々のための、誘導用床材、注

意喚起用床材の設置及び出入り口の幅を

広くとり使いやすいように配慮がされて

います。

建築物内の整備状況で、トイレは、誰
でもトイレとして整備されています。手
すりの配置、出入り口幅の確保はもちろ
んオストメイトへの対応、おむつ替え
ベットや着替えるための踏み台が設置さ
れていて、ユニバーサルデザイントイレ
と呼べるものでしょう。

また、廊下のところどころにベンチを
設置し、休憩スペースの確保や、高低差
に対して緩やかな傾斜路、手すりの設置
を行い、上下の移動については、手すり
が付いたエレベーターが設置されており、
使いやすい配慮が多くされています。

トイレのサイン表示ですが、誰でも使
いやすいトイレであることが一目でわか
るように配慮されています。

また、手すりが設置されているトイレ
についても、階数によって右利き用、左
利き用のトイレを設置し、サイン表示で
表している施設は、市内の公共施設では、
初めてのものです。

非常口のサインについては、通常のサ
インと同様のデザインですが、よく見て
みると、非常時に聴覚障がい者の方々に
配慮された、点滅灯も併設しています。

非常口のサイン表示

① 高年者福祉センター「ふれあいの里」

草加市高年者福祉センター「ふれあいの里」は、高年者の皆様が、うるおいとや
すらぎのある生活ができるように、各種の相談や講座を実施し健康の増進と教養の
向上を図る施設です。
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② 草加市立病院色覚バリアフリー対応サイン

草加市立病院は、「埼玉県福祉のまち

づくり条例」に適合をする建築物を建設

していることはもちろん、新たな試みと

して、病院内のサインのデザインにおい

て、とくに色弱を含めた色覚バリアフ

リーの考え方を取り入れています。まさ

にユニバーサルデザインによる施設整備

が行われ、新聞等で全国にその情報が発

信されています。

これまでの市内の公共施設のサインに
つきましては、区分ごとに、色を使って
誰にでもわかりやすい、サインを導入し
ています。しかし、色自体で認識をする
ことがむずかしい方々への配慮というも
のは、実施してきていませんでした。草
加市立病院では、診察（みどり）、検査
（みずいろ）、救急（だいだい）、東病
棟（あお）、西病棟（むらさき）、その
他（はいいろ）という色分けを行い、色
弱の方々の意見を伺い決定をしました。
また、色の部分には色の名前を併記して
います。

色覚バリアフリー以外に配慮されている

場所を紹介します。

・各診療科目の受付カウンターなどの各種

カウンターには、ローカウンターを設置し

ています。

・建物出入口から、総合案内まで注意喚起

用床材、誘導用床材を設置しています。

・病院内の廊下については、手すりを設置

しています。

・ロータイプ再診療用受付機械を特注で制

作し設置しています。

草加市立病院は、「埼玉県福祉のまちづくり条例」に適合をすることはもちろん、
色覚バリアフリーの考え方を導入し、色弱者の方々をはじめ不特定多数の方々に対
し配慮がされています。
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③ 駅前広場バリアフリー整備
（谷塚駅東口、獨協大学前＜草加松原＞駅西口）

獨協大学前＜草加松原＞駅の駅舎
内については、一定のバリアフリー
化が進んでおり、すでに駅西口の中
央図書館もユニバーサルデザインに
よる整備がされています。

駅周辺を整備することにより、
「バリアフリー新法」の考え方であ
る、点で考えていた物を連続してバ
リアをなくしていく整備ができてい
ます。このような整備が、これから
のまちづくりには必要です。

谷塚駅では東口ロータリー南側に

スロープを設置しています。

スロープの設置によって駅を訪れ

る多くの方々が利用しやすい環境に

なっています。

また、駅周辺の歩道部分には、注

意喚起用床材や誘導用床材が敷設さ

れており、ユニバーサルデザインに

配慮された整備がなされています。

また、タクシー乗り場の段差解消

や、車いすの方の優先駐車帯の確保、

点字ブロック上への駐輪禁止看板の

設置などもなされており、より多く

の方々が快適に歩行できるような整

備を行っています。

草加市内にある４駅につきましては、交通バリアフリー法の施行以前から一定のバ
リアフリー化が図られていましたが、駅周辺のバリアフリー整備を行うことで、一
定の連続性を確保できるようになりました。
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④ 市内公園のユニバーサルデザイン

草加市では、面積が１，０００㎡以上の公園については、バリアフリー化
に努めています。

水飲場

利用注意板

新規に開設している公園はすべて

ユニバーサルデザイン化に対応して

おり、既設の公園についてもバリア

フリー対応になるよう、随時改修を

行いバリアフリー化を行っています。

来園者が特定されていない施設に

ついては、だれもが、気軽に公園を

利用できるようバリアフリー化して

いくことが公園の機能として必要で

す。

（写真：新栄中央公園）

公園の出入口及び園路は、「埼

玉県福祉のまちづくり条例」に適

応する形でスロープを作り段差を

解消しています。

これにより公園利用者が不便な

く園内をどこでも行けるように

なっています。

水飲場もユニバーサルデザインに
基づいた形状になっていて、子ども
からお年寄りの方はもちろん、車い
す利用者にも配慮して使いやすく
なっています。

すべての方が利用できる反面、利
用者のマナーの問題がでてきている
のが公園の現状となっていることか
ら、利用者への注意板を設置して注
意を促していますが、不特定多数の
方が利用することから、ふりがなを
振っています。
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⑤ 西町小学校のユニバーサルデザイン

西町小学校内の配慮されている
点の紹介です。
・車いす使用者専用駐車場の設置
（通常の駐車場幅より広げており
車いす使用者の利用に配慮してい
る。）
・出入口のスロープ設置
・車いす使用者用トイレの設置
・小荷物専用昇降機の代わりに車
いす使用者用のエレベーターの設
置

西町小学校は、地域と一体に
なった開放型の学校が求められて
いることから「地域と一体化の
オープンスクール」を基本コンセ
プトとして建築されました。

地域の方々が利用できる施設と
して図書館を地域開放しているこ
とから、動線計画、区画等の配慮
を行っており、不特定多数の方の
利用があることから、ユニバーサ
ルデザインの考えを遵守していま
す。

西町小学校の特徴として、普通
教室と廊下の区画が無く、将来に
おける教育や学習の変化に対応で
きるフレキシブルな学習空間をつ
くっています。

このことにより、各教室に扉が
なく、出入口の段差も生じない計
画となっており、最初から障がい
を作らないという意味では、ユニ
バーサルデザインにも通じるもの
です。

市内の小学校は、老朽化が進んでおり、改修や改築を余儀なくされていま
す。草加市では、新たに建てられた西町小学校を地域の方々が利用できる施
設として建設し、不特定多数の方の利用を考慮しユニバーサルデザイン化を
図っています。
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⑥ 中央図書館のユニバーサルデザイン

中央図書館は、埼玉県の福祉の

まちづくり条例に基づき、館内の

フロアの段差を極力低く抑えるこ

とをはじめ、エレベーター、トイ

レ、階段の２段手すり等といった

設備に加え、音声案内システムの

導入など、当時の最新設備を用意

しています。

草加市の図書館サービスのセンター機能を持つ図書館として建設されまし
た。館内には、点字による案内板や、音声案内システムの導入、小さな子ど
ものための専用トイレ、授乳室の設置など、どなたでも快適に利用できる空
間の整備に配慮しています。

また、ボランティアの方々の様々な活動によるユニバーサルデザインへの
取り組みも実施されています。

また、館内には、点字図書や大
活字本の用意もされています。

さらに、小さな子どものための
専用トイレの他、授乳室なども用
意され、どなたでも快適に利用で
きる空間の整備に配慮しています。

その他には、「図書館ボラン
ティア草加」の皆様のご協力によ
り、対面朗読の実施、音訳図書の
作成など様々な活動によるユニ
バーサルデザインへの取り組みも
実施されています。

その他にも館内には様々なユニバー
サルデザインに配慮した取り組みがな
されています。
・車いす使用者用トイレの設置。
・車いす使用者用のエレベーターの設
置。
・点字案内板の設置。
・館内専用の白杖の用意（白杖にはセ
ンサーを内蔵し、館内で使用をすると
音声誘導装置と連動しています。）
・受付までの経路に注意喚起用床材、
誘導用床材を設置。
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⑦ 市役所本庁舎の色々なユニバーサルデザイン

市役所本庁舎には毎日たくさんの方が様々な用件で訪れます。その中にはお
年寄りや赤ちゃん、外国人、障がい者の方など様々な方々がいらっしゃいます。

草加市では、より多くの方に満足していただくために、出来る限り、ユニ
バーサルデザインに配慮した取り組みを行っています。

本庁舎の出入り口（３箇所）には、ス

ロープ及び手すりを設置しています。こ

れにより、階段の上り下りが難しい車い

すやお年寄りの方が入りやすい配慮を

行っています。

また、駐輪場には、入り口の近く（２

箇所）に“高年者・障がい者駐輪スペー

ス”を確保し、建物に少しでも入りやす

い環境づくりに取り組んでいます。

来庁者の中には赤ちゃんを抱いたお母

さんなどもいらっしゃいます。突然のお

むつ替えやミルクを飲ませたりすること

ができるように西棟１階に“ベビールー

ム”を用意しています。

また、同じく、西棟１階のエレベー

ター横には身体障がい者用トイレ（オス

トメイト対応）を設け、様々な障がいを

お持ちの方が快適にトイレを利用できる

よう配慮しています。

市役所本庁舎１階には総合窓口が設置

されています。これにより、来庁された

方の手続にかかる時間が少なくなるよう

に心がけています。なお、カウンターは

車いすの方でも簡単に出入りができるよ

うな構造になっています。

また、各カウンターには、耳の不自由

な方への配慮として筆談用カードを用意

しています。このカードの提出により、

職員が筆談で対応出来るように取り組ん

でいます。

※市役所本庁舎は、建て替えのため令和元年度に取り壊しています。
令和４年度に新庁舎が完成する予定です。
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⑧ 谷塚小学校、谷塚文化センター、谷塚児童クラブ

谷塚小学校・谷塚文化センター及び谷塚児童クラブは、平成１９年３月に建
て替え工事が完了し、市内初の本格的複合施設として完成しました。

小学校と文化センターを併設することにより、児童と地域の人たちのふれあ
いや交流を促し、学校教育と社会教育のための地域の学舎として、これまで以
上に地域に開かれた教育環境を提供する空間となります。

出入口に高低差があり階段を設置

している施設では、併設してスロー

プと手すりを設置しています。これ

により、階段の昇り降りが難しいお

年寄りや車いす利用の方が入りやす

いように配慮しています。

谷塚文化センターについては、不特定多数

の方が利用される施設であることから、施設

内に「だれでもトイレ」が設置してあります。

様々な障がいをお持ちの方や子ども連れの

方が快適にトイレを利用できるよう配慮され

ています。

また、谷塚小学校内のトイレについては、

オストメイトには対応しておりませんが、手

すりやおむつ替えシートを設置したトイレを

用意してあります。

谷塚文化センター内の施設出入口から受付

までの経路や、エレベーター前、階段の上端

部等に注意喚起用床材を設置しています。

また、谷塚小学校内でも階段の上端部に注

意喚起用床材を設置しています。

これは、視覚障がい者の方に対して、危険

を知らせたり、注意を促したりするものです。

また、施設の出入口から受付までの経路に

ついては、注意喚起用床材と誘導用床材を組

み併せて使用し、道路から受付窓口までを誘

導するようになっています。

谷塚文化センター

谷塚小学校

谷塚文化センター

谷塚文化センター

谷塚小学校 谷塚児童クラブ
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⑨ 高砂小学校・高砂コミュニティセンター・高砂児童クラブ・
あずま保育園

高砂小学校では、校舎の建て替えにあたり、「複合施設として開かれた学校
づくり」のテーマのもと、コミュニティセンター、児童クラブ、保育園を併設
した新設校舎を設けました。

施設の敷地内に遊歩道を設け、児童や地域の人たちが自由に通行・交流する
場とするなど、学校・家庭・地域社会の連携の場、近隣住民の生涯学習の場な
ど、生活に密着した魅力ある施設であると同時に、子どもたちにとっても心に
残る学び舎となることをめざしています。

施設内には、不特定多数の方が利

用する施設であることから、「だれ

でもトイレ」が設置してあります。

様々な障がいをお持ちの方や子ど

も連れの方が快適にトイレを利用で

きるよう配慮されています。

他にも、以下のような点で誰もが

使いやすいよう工夫されています。

・視覚障がい者の方に対して、危険

を知らせたり、注意を促したりする

注意喚起用床材や、経路を案内する

誘導用床材が使用されています。

・言語に左右されず直感的に理解で

きる絵文字（ピクトグラム）を用い

てエレベーターなどの案内をしてい

ます。

・高低差のある場所では、スロープ
を設置しています。これにより、階
段の昇り降りが難しいお年寄りや車
いす利用の方に配慮しています。

高砂小学校

高砂児童クラブ

あずま保育園

高砂コミュニティセンター

注意喚起用床材 誘導用床材

ピクトグラム

スロープ スロープ
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⑩ 子育て支援センター・さかえ保育園

子育て支援センターは、子育て等に関す
る総合相談センター、発達支援センター、
児童デイサービスセンターの３つの機能を
有する施設で、子どもの健全な育成を促進
し、子育てに関する不安等の軽減を図るた
めの取り組みを総合的に進めるために設置
されています。

主に０～３歳までの子どもと家族の交流
の場である「つどいの広場『ろけっと』」
やお母さん向けの講座、相談会を実施する
など、子育て等の悩みにきめ細かく対応し
ています。

１階と２階の一部にはさかえ保育園を併
設しています。

・施設内にはエレベーターが設置さ

れ、階段の昇り降りが難しい方に配

慮されています。

また、靴を脱ぐ場所と廊下の段差

をなくしてあります。

・視覚障がい者の方に対して、危険を知らせ

たり、注意を促したりする注意喚起用床材

が使用されています。

・車いす使用者専用駐車場（通常の駐車場幅
より広げており車いす使用者の利用に配慮し
ている。）が設置されています。
・入口は自動扉となっています。また、高低
差があるためスロープと手すりが付けられて
います。
・施設内の廊下等には手すりが付けられてい
ます。子ども等の利用にも配慮し、高さを変
えて付けられています。
・自動販売機では、車いす利用者等に配慮し、
最上段の飲み物のボタンが低い位置にも付け
られています。また、お釣り等を取りやすい
ように配慮されています。

注意喚起用床材 車いす用駐車場

入口・スロープ 手すり

自動販売機
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⑪ 新田西文化センター

新田西文化センターは、草加市で初めて
の、自然エネルギーを利用し、環境に配慮
した施設です。

子どもから高年者まで、地域みんなの身
近な生涯学習の拠点、「みんなと学び み
んなからも学ぶ 地域の学び舎」として、
学びを通して豊かな縁（学縁都市）づくり
をすすめる施設です。

学級や講座の開催、グループ活動を通じ
て、生涯学習を積極的に進めています。

・階段の踊り場には、注意喚起用床

材が設けられています。

・手すりは、子ども等に配慮して高

さの違うものが2本付けられていま

す。

・車いす専用駐車場が設けられてい

ます。

・車を降りてスムーズに移動できる

よう、車いす専用駐車場の近くにス

ロープと手すりが設けられています。

誘導用・注意喚起用床材

スロープと手すり

・入口には、誘導用床材、注意喚起

用床材が設置されています。

・暗いところでも段差の存在が分か

るよう、反射材が貼り付けられてい

ます。

・高低差のあるところには、スロー

プと手すりが設けられています。



⑫ 市内の駅でのユニバーサルデザイン

草加市内には、東武鉄道株式会社が運営する東武伊勢崎線沿線の４駅（新田
駅、獨協大学前＜草加松原＞駅、草加駅、谷塚駅）があります。

東武鉄道株式会社では、まちの顔である駅を、人が集い、輝きのあるものと
するために、様々なユニバーサルデザインの取り組みを実施しております。

草加市内の４駅（新田駅、獨協大学前＜草

加松原＞駅、草加駅、谷塚駅）では、サービ

スの向上を目的に、駅バリアフリー化が推進

されています。

高年者や障がいのある方、小さい子どもを

連れた方などが安心して外出ができるように

エレベーター、エスカレーター、多機能トイ

レが市内全駅に設置されています。また、駅

の案内板には、ピクトグラムを用いたユニ

バーサルデザインを採用する取組み等が実施

されています。

谷塚駅においては、平成２０年度に、車いす

を使用している方などが利用できる多機能トイ

レが設置されました。

多機能トイレは、入口の幅が広く、開閉しや

すいドアが採用されています。

トイレ内部は車いすが回転できるようスペー

スが広く確保され、便座に移る際に使用する手

すりなどが設置されています。

また、座ったときに姿勢をそのまま保てるよ

うに背もたれがあり緊急用の呼び出しボタンも

付けられています。

多機能トイレの設備（谷塚駅）

＜呼び出しボタン＞
緊急の際に係員を呼ぶことができます。

＜幼児シート＞
赤ちゃんを座らせておくことができます。

＜オストメイト対応設備＞
オストメイト（人工肛門や人工ぼうこうを使用
されている方）が排泄物の処理等を行うことが
できます

＜折畳みベット＞
赤ちゃんのおむつ交換などを行うことができます。

新田駅

獨協大学前
＜草加松原＞駅

草加駅

谷塚駅

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ H7
ｴｽｶﾚｰﾀｰ H6
多機能ﾄｲﾚ H2

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ H7
ｴｽｶﾚｰﾀｰ H6
多機能ﾄｲﾚ H2

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ S63
ｴｽｶﾚｰﾀｰ H7
多機能ﾄｲﾚ H22

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ H6
ｴｽｶﾚｰﾀｰ H5
多機能ﾄｲﾚ H20

＜市内４駅のバリアフリー化状況＞
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⑬ 里人（さとびと）やすらぎ橋

「里人やすらぎ橋」は、新里町地内の毛長川に架かる人道橋です。新里町、
遊馬町などの市南西部地域と日暮里・舎人ライナーの見沼代親水公園駅とのア
クセスを良くし、同地域の生活環境向上を図るために建設されました。

災害時には、地域にとって重要な避難路の一つとしての役割を担うことも期
待されています。

橋の名称は、同橋が草加市の新里町と足立区舎人を結んでいることから、互
いの地名から1文字ずつをとって名づけられたもので、草加市・足立区の交流が
さらに深まり、地域の発展につながってほしいという思いを示すものです。

17

橋の主な利用者は、通勤・通学者や地
域住民を想定しており、歩行者や障が
い者も気軽に利用できるよう、橋及び
取付道路の幅員は、自転車2台と車椅子
が並んで通れる４ｍを確保しています。

また、取付道路には踊り場的な水平
空間を設け、勾配の緩和を図るなど、
利用者の立場に配慮した設計となって
います。

なお、取付道路の勾配は、埼玉県福
祉のまちづくり条例に基づいて設計さ
れています。
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⑭ 栄小学校（改築後）

栄小学校は昭和３８年に開校し、地域の
人びとに親しまれる、子どもたちの学びの
場となっています。

平成２４年度から、２５年度までの２か
年の期間で新校舎を建設し、利用者が自由
に校舎内を移動し、安心して学べる校舎と
なりました。

また、平成２６年４月から新校舎での授
業が開始されました。

・階段の踊り場には、注意喚起用床

材が設けられています。

・階段の壁は、場所によって色が変

えられており、場所の識別がしやす

くなっています。

・エレベーターが設置されており、

階段を使用しなくても、建物内での

上り下りをすることが可能です。

・出入りする場所は、基本的に段差

はありません。

・多機能トイレは、車いすの方でも

利用しやすいよう、広いスペースが

設けられており、また手すりも付け

られています。

・男性用のトイレと女性用トイレは

色が分けられていて、認識しやすく

なっています。

多機能トイレ

注意喚起用床材

場所によって色が
変えられている

階段の壁

エレベーター

段差の無い出入り口
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⑮ 新里文化センター

新里文化センターは（旧）谷塚西公民館
を建て替え、移転したもので、新たに平成
２６年４月１日に開館しました。

地域住民の新たな拠点として、生涯学習
やコミュニティー活動などに利用すること
ができます。

緊急災害時の備えとしての防災備蓄倉庫
が設けられているほか、屋上にソーラーシ
ステム（１０KW発電）を設置し、地球環
境にも配慮しています。

・階段の踊り場には、注意喚起用床

材が設けられています。

・エレベーターのボタン付近や、案

内板には点字が施されてあります。

・エレベーターが設置されており、

階段を使用しなくても、建物内での

上り下りをすることが可能です。

・廊下には手すりが設置されていま

す。

・正面玄関から受付までの床には点

字ブロックが敷いてあります。

・トイレは、車いすの方や、乳児を

連れている方等、誰もが使いやすく

なっています。

・多機能トイレには、介助シートも

完備しています。

・乳幼児専用のトイレにおいては、

トイレの便器や洗面台の高さが、乳

幼児が使用しやすい高さに調節され

ています。また、乳児のおむつ替え

のためのベットも備えてあります。

多機能トイレ

備え付けベット
（多機能トイレ） 乳幼児用洗面台

注意喚起用床材

点字 廊下の手すり

点字ブロック
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⑯ 水道庁舎

水道庁舎は、吉町にあった旧水道部庁舎
から移転し、平成２７年１月から氷川町に
おいて業務が開始されました。

災害時において応急給水活動等の拠点と
なるよう、防災設備を充実させています。
また、太陽光発電パネルやＬＥＤ照明等を
導入することで環境にも配慮しています。

・来客入口付近には点字ブロックが

設置されています。

・階段の踊り場には、注意喚起用床

材が設けられています。

・案内や階段の手すりには点字が施

されており、誰もが安全に庁舎を利

用できるよう配慮されています。

※庁舎内には、エレベーターが設置

されており、階段を使用しなくても、

建物内での上り下りをすることが可

能です。

・多機能トイレは、車いすの方でも

利用しやすいよう広いスペースが設

けられており、また手すりも付けら

れています。

・女性用トイレはもちろん、男性用

トイレも、乳児をお連れの方でも利

用しやすいつくりとなっています。

・1階には赤ちゃんスマイルすぽっ

とが設けられており、ベビーベット

やいすが配置されているので、おむ

つ替えや授乳ができます。

※平成２７年４月１日からは、組織統合により「上下水道部」となりました。

多機能トイレ

赤ちゃんスマイルすぽっと

点字ブロック

注意喚起用床材

点字
案内
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⑰ 草加市役所第二庁舎

草加市役所第二庁舎は、災害時における
行政機能、災害対策本部機能の確保等を目
的として建設が進められ、平成２８年５月
から業務を開始しました。

庁舎には、太陽光発電システムのほか、
蓄電池の設置もされており、地球温暖化対
策に伴う低炭素社会の実現に向け、環境に
も配慮されています。

・駐車場には障がい者用駐車スペー

スが設けられています。

・入口付近などの、多くの人が利用

する動線上には注意喚起用床材が設

けられています。また、階段の踊り

場にも注意喚起用床材が設置されて

おり、安全性に配慮しています。

・壁の一部はコルクボードになって

おり、掲示物を特定の限られた場所

に貼ることで注目しやすくなってい

ます。

・多機能トイレは、車いすの方でも

利用しやすいよう広いスペースが設

けられており、また手すりも付けら

れています。

・女性用トイレ、男性用トイレ共に、

乳児をお連れの方でも利用しやすい

つくりとなっています。また、授乳

室も用意されています。

・だれにでもわかりやすくするため、

壁に大きなサインを表示しています。

多機能トイレ

授乳室

壁に表示された
大きくわかりやすい

サイン
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⑱ 多目的トイレでの多様性に配慮したユニバーサルデザイン

異性の介助者がいる方やＬＧＢＴの方等が多目的トイレを利用する際に、
男女共用の表示がないことで精神的に利用しづらいという声を受け、平成
２９年度に、１８施設の多目的トイレに「男女共用」表示を設置しました。

また、同じく平成２９年度に、子どもから大人まで多様な利用ができる
「ユニバーサルシート」を９施設に設置しました。

中央図書館や市立病院、公民館・文化
センター、コミュニティセンター、体育
館などの不特定多数の方が利用する公共
施設の多目的トイレに、あえて「男女共
用」と表示することで、心理的ストレス
を軽減し、誰もが利用しやすい環境を整
備しています。

市役所第二庁舎・市民体育館・ス
ポーツ健康都市記念体育館・中央公
民館・柿木公民館・谷塚文化センター
・勤労福祉会館などの多目的トイレに、
ユニバーサルシートを設置しました。

保健センター・つばさの森・川柳文化
センター等の便器を洋式化しました。
また、広さに余裕のあった川柳文化セ
ンターには、ユニバーサルシートの設
置や緊急ボタンの移設を行い、利用者
の利便性向上に工夫しました。
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⑲ 小・中学校トイレの改修

小・中学校のトイレには、校舎の老朽化に伴って、経年劣化していることや、
洋式便器が設置されていないなどの課題がありました。

そこで、平成２５年度から、使い勝手がよく、衛生的で安全なトイレとなるよ
う、改修工事を実施しています。

工事に当たっては、「ユニバーサルデザインに配慮し、すべての人が利用しや
すいトイレとすること」や「清潔で使いやすく、学校生活を快適に過ごすことの
出来るトイレとすること」などを基本的要件としています。

工事前工事後

工事後 工事前

・工事後（左）と工事前（右）の比較です。

工事後は衛生的で、利用しやすいトイレに

生まれ変わりました。

・壁や床なども、とてもきれいに仕上がっ

ているのがわかります。

☆学校によって、仕様が異なることがあり

ます。

工事後

※すべての小・中学校トイレの改修が完了するのは、令和４年度の予定です。
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⑳ ユニバーサルデザインアドバイザーによる漸草庵 百代の過
客多目的トイレの改修

ユニバーサルデザインに関する知識と経験を有する者からの意見を取り入れるた
め、草加市ユニバーサルデザインアドバイザー制度を創設しています。

令和２年度は、漸草庵 百代の過客の多目的トイレ内に「ユニバーサルシート」
を設置し、乳幼児だけでなく高齢者や障がい者等を含むより多くの人が共有でき、
多目的な利用ができる設えとなりました。

改修後 改修前

※改修前の写真は、ユニバーサルシートの設置を検討する際のサンプルです。
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（２）ソフト的な視点での事例紹介

① 草加市ホームページ

インターネットは、年齢や性別、障がいの有
無、あるいは国を超えて、様々な人々が利用し
ています。理解力、技術力、身体能力（視力
等）などは人それぞれ。また、インターネット
を利用している環境や条件も様々です。この
「様々な人」や「様々な環境」に配慮しながら
作成することが、ホームページのユニバーサル
デザイン化です。

草加市は平成１５年度に、できるだけ多くの
人が不自由なく、操作しやすいホームページの
利用が可能となるよう、草加市ホームページア
クセシビリティを作成いたしました。

草加市ではユニバーサルデザインの理念に基づき、市のホームページを平
成１８年１０月にリニューアルする際に、ＣＭＳ（コンテンツ・マネジメン
ト・システム）を導入しました。これにより、市のホームページを閲覧する
多くの方々に優しく見やすく楽しい情報を提供していくよう心がけています。

インターネット上のホームページを見
る際に、
・ 文章を音声で読み上げてほしい！
・ 文字を大きくして見たい！
・ 文字色や背景色を変えて見たい！
・ 漢字にふりがなをふってほしい！
・ マウスやキーボードが使いにくい、

あるいは、使えないので他の入力装置を
使いたい！

といった様々な支援ツールをご用意し
ています。

右の写真は、文字の拡大機能、ふりが
なの自動表示機能、文字色・背景色の変
更機能をあらわしています。

ホームページではより多くの方に情報の
閲覧を行っていただくために英語による案
内を行っています。

平成２７年１月、草加市には、約５，０
００人の外国人がいます。毎年増えている
外国籍市民へ向けての情報発信はもとより、
市外の外国人に対しても草加市を知ってい
ただくための取り組みを行っています。

また、近年、多くの若者は携帯電話から
色々な情報を入手しています。そういった
世代の方に対しても、より多くの情報を入
手できるよう、携帯電話による情報提供
（日本語のみ）も実施しています。

※ＣＭＳ（コンテンツ・マネジメント・システム）とは、ホームページを構築する際の「テキスト」
「画像」「レイアウト」などの要素を一元管理するためのシステムのこと。

＜英語サイト＞

＜携帯電話サイト＞
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② 市民との協働による多文化共生のまちづくり

草加市ではことばや文化の違いを超え、すべての市民が地域で快適に暮らせる
まちづくりをめざして、市民相互の連携や行政との協働の仕組みを築き、多文化
共生のまちづくりを進めています。

近年、草加市における外国籍市民等の急増
に伴い、日本語を十分に理解できない人や日
本と異なる文化を有する人が増加しています。

市民ボランティアによる日本語教室などに
より、多くの外国籍市民等が不自由なく生活
できるようになった一方、外国籍児童・生徒
の登校拒否や学力の低迷が新しい課題になっ
ています。

そこで、市では、市民の提案に基づき、平
成１５年４月、市役所内にＮＰＯ法人スタッ
フが運営する国際相談コーナーを設置し、庁
内各窓口での通訳や日本の制度の理解への手
助け、外国籍児童・生徒への適応支援など行
政サービスの向上に努めています。

一方で、国際交流に関心を持つ市民が増えて
きていることから気軽に国際交流を楽しめるよ
う、草加市国際交流協会が幅広い交流活動を推
進しています。

年間を通して、外国文化紹介、国際交流パー
ティー、姉妹都市との青少年相互交流、国際交
流フェスティバル等のイベントを実施していま
す。また、広報を年３回発行し、市内の約４０
の国際交流団体の紹介やイベントのＰＲなどを
しています。

なお、写真（左）は、第３回国際村一番地国
際交流フェスティバルのファッションショーの
模様です。

また、市では国際相談コーナーの協力によ
り、７カ国語（英語、中国語、韓国語、スペ
イン語、タイ語、ベトナム語、タガログ語）
の外国語情報紙“ガイドブック草加”を市役
所内３カ所、サービスセンター３カ所及び中
央図書館で配布しています。

ガイドブック草加の項目選択や説明は、国
際相談コーナーの相談実績及びスタッフの経
験に基づき、わかりやすい表現に努めました。
内容は、行政サービス（入国時の手続き、戸
籍制度等）、日常生活の情報（運転免許、結
婚、日本で働く等）で、ふりがな付きの日本
語も併記しています。
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③ 福祉まつりｉｎ草加
（福祉まつりｉｎ草加実行委員会主催により毎年秋季に開催）

草加市社会福祉協議会では、地域の住民同士が自分たちの生活する地域の福祉
課題や、ニーズを自分たち自身の問題と受け止めて解決に向け協議し、「だれで
もが 安心して共に暮らせる福祉のまちづくり」をめざすことを目的に活動を
行っています。

その活動の一環として、市民が主体の実行委員会により、毎年秋季に“福祉ま
つりｉｎ草加”を開催しています。

福祉まつりｉｎ草加では“みんなでつ

くるバリアフリーのこころ”をテーマに

草加駅東口広場において、野外ステージ

による各種催し物やアコスホールでの合

唱や講演を実施しています。

このまつりでは、特別養護老人ホーム

の方の作品展示や各種活動の紹介を行う

とともに、介護用品の紹介なども行い、

より多くの方々に関心を抱いていただく

ように活動を続けています。

ボランティア活動は、障がいのある人

もない人も、子どもも大人もお年寄りも、

共に豊かに人間らしく生きていくために

自分の住んでいる身近なところで、でき

ることからすすんで活動することです。

このまつりでは、より多くの方に介護

について関心を持っていただくために体

験コーナー等を設け、来場の皆さんに疑

似体験をしていただいています。

福祉まつりｉｎ草加実行委員会では、

毎年、本活動の趣旨にあった講演者の方

に依頼し、多くの来場者に対して“みん

なでつくるバリアフリーのこころ”の大

切さを分かっていただくための講演を開

催しています。

※（社）草加市社会福祉協議会 ボランティアセンターでは、福祉文化の創造をめざし、様々
なボランティア活動を支援しています。ボランティアをしたい方や活動の内容に関しては下記
サイトをご参照ください。

http://www.soka-shakyo.com/volunteer.html
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草加市障がい者計画に基づく障がい者施策の総合的かつ計画的な推進につ
いて、関係機関相互の連絡調整及び研究を行うため、障がい者、障がい者福
祉関係団体等の代表者、障がい者関係ボランティアサークルの代表者、障が
い者相談員、知識経験者で構成する草加市障がい者施策協議会を設置してい
ます。

草加市障がい者施策協議会では、バリアフリーの実現に向け、次のような
取り組みを行っています。

●過去の取り組み内容

・獨協さくら橋、草加市立病院のバリアフリーの検証を実施
・市内の公共施設等（草加市役所本庁舎、草加駅周辺、草加市スポーツ健
康都市記念体育館、草加市立病院、草加市高年者福祉センターふれあいの
里）のバリアフリーの検証を実施
・草加市に対する提言書の提出
・バリアフリー先進施設の見学
・草加駅東口通りの改修にかかる助言

その他、公共施設の新設・改修にかかる助言を随時行っています。

④ 草加市障がい者施策協議会の取り組み

平成２７年９月に第四次草加市総合振興計画基本構想・第一期基本計画、
令和元年９月に第二期基本計画が策定されました。

第一期基本計画に引き続き、第二期基本計画の中では、ユニバーサルデザ
インについて、だれもが安全に不自由なく利用できる施設整備の推進、だれ
もが素早く、確実に必要な情報を入手できるような媒体・伝達手段・表現・
表示方法等の工夫など、できる限り幅広い、多くの人が暮らしやすくなるよ
うな取り組みを進めていくこととしています。

⑤ 第四次草加市総合振興計画における取組方針

第四次草加市総合振興計画では、
草加のめざす都市像を「快適都
市～地域の豊かさの創出～」と
しています。

快適都市の４つの基本的要素

①快適な環境
②安全と安心
③活気の創出
④地域の共生

第四次草加市総合振興計画 本編、概要版
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第四次草加市総合振興計画冊子では、ユニバーサルデザインフォントを使
用しています。

ユニバーサルデザインフォントは「文字のかたちがわかりやすいこと」、
「文章が読みやすいこと」、「読みまちがえにくいこと」という3 つのコン
セプトから生まれました。（参考：モリサワUD書体カタログ）

⑥ 第四次草加市総合振興計画冊子における
ユニバーサルデザインフォントの採用

⑦ 草加市・獨協大学地域研究プロジェクト

草加市では、獨協大学との共同研究事業として「草加市・獨協大学地域研
究プロジェクト」を実施しています。このプロジェクトは、大学の持つ高度
で多様な専門知識や技術を活用して、地域に根ざした大学との協働によるま
ちづくりを進め、市の施策に反映させていこうとするものです。

平成２７年度・２８年度は、研究のテーマを「多文化共生から文化多様性
へ ―草加市における海外につながる子どもたちの教育を中心に―」として、
「文化多様性」をキーワードとした、日本語を母語としない子どもたちへの
教育に関する研究に取り組みました。

文献調査、シンポジウム・ワークショップの開催、言語学習と芸術活動を
組み合わせた英語教育プログラムの実践等を行い、研究の理論的基礎を確立
するとともに、日本語を母語としない子どもたちの文化多様性の維持や社会
参加の促進に対する、言語学習等の影響についての検証などを実施しました。

草加市には、多くの外国籍市民の方々が暮らしており、多文化化、多民族
化が進んでいます。年齢、性別、国籍、個人の能力差などに関わらず、だれ
もがより暮らしやすいまちづくりを進めています。

出典：モリサワUD書体カタログ
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⑧ ユニバーサルデザインアドバイザー制度

●過去に意見を求めた内容

・（仮称）松原児童センター・テニスコート
・市民温水プール
・漸草庵 百代の過客多目的トイレ
・百代橋北側トイレ
・草加中学校屋内運動場出入り口付近

ユニバーサルデザインに関する知識と経験を有する者からの意見を取り入
れるため、草加市ユニバーサルデザインアドバイザー制度を創設しました。

公共施設の整備時又は改修時に、ユニバーサルデザインアドバイザーに意
見を求め、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進していきます。

※意見聴取：漸草庵 百代の過客多目的トイレ

⑨ 新型コロナウイルスの対応におけるチャットボットの導入

※新型コロナウイルスの対応におけるチャットボットは、令和３年３月で終了とな
ります。

新型コロナウイルスに関する情報は、インターネットにより、多岐にわた
る情報が頻繁に更新されていることから、不慣れな方にとっては、求めてい
る情報を見つけることが困難な状況がありました。

そのため、だれもが素早く、必要な情報を取得できるように、パソコンや
スマートフォン等から、２４時間３６５日、いつでも新型コロナウイルスに
関する問い合わせをすることができるチャットボットを導入しました。

また、「草加市ＬＩＮＥ公式アカウント」では、ホームページ上で運用し
ていた新型コロナウイルスに関するＱ&Ａ「チャットボット」機能を、その
ままＬＩＮＥでも利用できるようにしています。
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