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管理・運営改修構想・計画

東京2020アクセシビリティガイドラインに準拠した総合施設

武蔵野の森総合スポーツプラザ07

■主な設備

■体制図

メインアリーナ
収容人数 約10,000人

＜その他＞
・多目的スペース
・フィットネススタジオ
・会議室
・カフェ

〇東京都多摩地域のスポーツ振興拠点に

• スポーツ競技大会や各種イベントの招致を通
して、隣接する味の素スタジアムとともに多
摩地域の活性化、まちづくりに貢献する施設
とすることを目的として建設された。

• ２つのアリーナのほか、ジム、プール、スタ
ジオを有し、国際大会やコンサートなどの
「みる」イベントから、地域住民向けの「す
る」スポーツまで対応した総合的な機能を
持った施設とした。

■「みる」「する」の２つの機能を持つ地域
活性化に貢献する施設

■所在地
・東京都調布市西町290－11
■アクセス
・京王線「飛田給」駅徒歩5分

株式会社東京スタジアム
☎（042）488-8607

運営

設置 東京都

■竣工
・2017年

■規模
・延床面積 50,936.㎡

■総事業費
・351億円

サブアリーナ（武道場）
収容人数 約350人

プール
50m ８コース

トレーニングルーム

指定管理

• 比較的新しい施設ではあるものの、東京
2020大会の会場となることを見据え、 改修
工事の際、Tokyo2020アクセシビリティ・ガ
イドラインに対応する形をとった。

〇アクセシビリティガイドラインに準拠した改修の実施

■「アクセシビリティ・ワークショップ」による意見聴取

• 東京都では、「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライ
ン」を踏まえ、障害の有無に関わらず全ての人々にとって利
用しやすい施設となるよう、アクセシビリティの確保に向け
て、設計段階で、障害者や学識経験者等から意見を聴取する
「アクセシビリティ・ワークショップ」を設置。

• そこで出た意見等を踏まえ最終的に下記について改修を実施
した。

＜主要な改修項目＞

○車いす利用者用スペースのサイトライン確保 ○同伴者用座席の設置

○付加アメニティ座席の設置 ○トイレ改修（機能分散） ○手すり改修

○点状ブロック設置 ○エレベーター改修 ○区画された観覧席の設置

○サイン改修

〇改修した設備面に加え、スタッフ対応も充実

• 常に窓口に人を配置し、障害の有無に関わらず、利用者と密なコ
ミュニケーションを取るほか、障害者に対しては、事前に同伴者
やご本人に不安事項をヒアリングして、その内容を現場に伝える
ことで万が一の事態を未然に防止している。

■利用者の多様なニーズに応えるソフト対応

〇施設周辺のアクセシビリティ

■施設周辺のアクセシビリティの向上

• 市民の日常利用が多いジム・プール部門の職員は、全員が初級パ
ラスポーツ指導員資格を取得。開館時間は、資格保有スタッフの
常駐によって利用者の属性に応じ充実したサポートを実現。

• 障害者をサポートするための接遇研修等も実施し、スタッフの対
応力の向上。

• 最寄り駅から施設までの道は、様々な属性の利用者に対するアク
セシビリティに配慮された空間を整備

幅広い歩道やエレベーターによって、車いす・視覚障害等利用者のアクセシビリティ向上
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東京スタジアムグループ東京都

• 京王設備サー
ビス

5年間

• シミズオクト
• 東京ビジネス
サービス

• 東京ドームス
ポーツ

• 東京スタジア
ム

代表団体 施設運営（プール等）清掃警備施設・設備管理

サイトラインを確保した
車いす利用者用観戦スペース

改修後の手すり 点状ブロック設置



取組効果

武蔵野の森総合スポーツプラザ

メインアリーナ等

利用
人数

 東京2020アクセシビリティガイドラインに準拠した改修を行い、
大規模大会開催時の利便性向上

必要に応じて着脱可能な同伴者
用の椅子を車いす用観客席に設
置。

標準的なスペースでは車いす利用者
と同伴者が一緒に観戦できない。

車いす用観客席は前列の観客が
立っても視界が妨げられない高
さに設置。

視線の低い車いす利用者は前の人が
立つと見づらい

【東京2020アクセシビリティガイドラインに準拠した改修内容】

観客席の一部に補助犬の待機ス
ペースを確保できるよう取り外
し可能な座席を設置。

補助犬のスペースがないので観戦に
来られない人がいる。

ほかの観戦者との間が仕切られ、
スペースも広いボックス席を設
置。

発達障害等、人混みが苦手な人は、
多くの人に囲まれた席での観戦
はパニックを起こす可能性がある。

視覚障害者は自分の座席の位置を判
別しづらい。

座席の列と番号表記に点字をつ
けて自席の位置がわかり易くし
ている。

ベビーチェア、ベビーシート、
オストメイトがある多機能トイ
レ。カーテンで仕切れ、異性の
介助者の場合でも安心して利用。

利用属性により、様々な理由から
標準的なトイレでは利用しづらい
場合がある。

目線の低い人のために、高さの
低い受付台を設置。

車いす利用者や介助者が必要な人に
とって、標準的な駐車場ではスペー
スが狭い。

身体障害者用の優先スペースに
加え、「思いやり駐車区画」を
移動の負担が少ない入口付近に
設置している。

車いす利用者など視線の低い人に
とって標準的な高さの受付台では利
用しづらい。

聴覚障害者は受付で健常者のように
質問をできない。

受付に筆談ボードを設置。

ピクトグラムはあるが、施設が広く
経路がわからない。

至る所に案内板を設置。必要に
応じて常設サインの追加も検討
している。

駐車場施設全体

受付

車いす利用者にとって段差の解消は
必須。

設置したスロープに、勾配と距
離を明記。

障害者にとって、シャワー、トイ
レが一つの空間にあると良い。

障害者用更衣室はシャワー、ト
イレ、着替えスペースがひとつ
の空間にある。

更衣室

表示・情報発信

• 「やさしい日本語」
による表記のほか、
外国人に対する施設
ワークショップを開
催し、意見を運営に
反映。

■施設と地域との連携

利用者
Voice

効果

• 東京2020大会、2019ラグビーワールドカッ
プといった大会でも設備面での問題もなく、
多くの利用者を受け入れ、大規模大会の開
催による多摩エリアの賑わい創出に貢献。

• シッティングバレー、ブラインドサッカー、
車いすバスケットボールなどパラスポーツ
を楽しめるイベントを実施しており、多く
の人がスポーツに参加できる場の創出。

• 新しい施設なので、すごくきれい
で良い。

• 多様な設備が揃って使いやすい。

• トイレもたくさんあって混みづら
くて良い。

 誰でも利用しやすい窓口の実現

 施設内のアクセシビリティの向上

• 本施設の管理運営の基本方針として、「ＴＯ
ＫＹＯスポーツレガシービジョン」（2022年
１月策定）における「都立スポーツ施設の戦
略的活用」の考え方を取り入れ、「施設と地
域との連携」等による多様な活用の推進が掲
げられている。

武蔵野の森総合スポーツプラザでは、東京2020大会時に行
われたバドミントンや車いすバスケットボール等の競技、
子どもから大人まで楽しめるスポーツの体験教室を実施。
さらに、走り方教室や施設の裏側を見られるアリーナツ
アーも開催。

• ホームページは色合
いを変えられるなど
色盲の人でも見やす
いよう工夫。
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• 2019年～2021年はいずれも新型コロナウイルスの影響による休館期間あり。
• また、2021年は2020東京大会開催による休館期間あり。

利用者現状
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管理・運営

かみす防災アリーナ

「いつも」と「もしも」で必要とされるスポーツ施設

■所在地
・茨城県神栖市木崎1219番地7
■アクセス
・JR小見川駅/鹿島神宮駅から
車で15分～20分

運営
神栖防災アリーナPFI株式会社
☎（0299）77-5400 FAX（0299）93-0003

設計・建設構想・計画

〇状況によって、フレキシブルに変えることができる空間構成

■竣工
・2019年

■規模
・延床面積 20,145.47㎡

■総事業費
・約121億円

ー国土交通省「社会資本総合整備交付金」約22億円

• スポーツ施設と文化施設、各種交
流機能をつなぐ170m×10mのワン
ルーム空間。通常時には施設を利
用する人々のメインの動線となる。
ひと目で見通せる空間は、災害時
にわかりやすい避難施設となるこ
とも意図している。中間期には半
外部空間として公園と一体的に利
用することが出来る。

設置 神栖市 教育委員会文化スポーツ課

〇「いつも」と「もしも」が施設のコンセプト

• この土地は、「防災公園」として整備するという土地利用基本
計画が2007年に立案され、その後、2009年に国有地の払い下げ
が実現した。

• 2011年東日本大震災の甚大な被害により、避難場所の整備の必
要性が高まったこと、また市内のスポーツと文化を育む施設が
不足していたことから、これらを一体的に整備する検討が進め
られた。

• 検討の末、「防災公園」として、“いつも”（日常）と“もし
も”（災害時）という基本方針が掲げられ、スポーツ、文化、
防災というキーワードのもと、構想が具現化された。
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■主な設備

■市民から常に必要とされる施設へ ■避難場所として留意することにより、日常の利便性が向上

■状況に応じて、多様なアレンジが可能となる空間

• 家具には「知る・知らせる・運ぶ・光る・集まる・こもる・しまう・
植える・座る・遊ぶ」などの機能が付加されており、使う人自らがカ
スタマイズし、状況に応じて多様なアレンジが可能なものとすること
で、平常時の賑わいの場が、災害時の助け合いになる場にかわるため
の仕掛けとし、市民が愛着を持ち、新たな活動拠点として日常的に集
い、憩い、賑わう「いつものところ」となるよう工夫されている。

メインアリーナ
観覧席2500席

プール
25ｍ×8コース

温浴施設 音楽ホール
観客席300席

＜その他＞
・会議室
・キッズルーム
・授乳室
・カフェ
・スタジオ
・トレーニング室 等

指定管理
神栖防災アリーナPFI株式会社神栖市

• 東京アスレ
ティッククラブ

15年間

• 三菱電機ビル
ソリューションズ

• 梓設計
• 太平建設
• コンベンションリンケージ

協力

• 清水建設

代表団体

■体制図 ・PFI-BTO方式

〇誰でも気軽に来館してもらうための工夫

■「時間やプログラム内容を工夫したイベントや教室

• 子ども連れの人や高齢者が参加できる水中ウォーキング
教室など、幅広い世代で参加できるスポーツ教室を週あ
たり約80教室開催している。

ショートプログラムのスケジュール例

■季節性のイベント実施

• 来館者が飽きないように、またスポーツをしない人でも
来館して楽しんでもらえるよう、ハロウィンやクリスマ
スなど季節ごとにイベントを実施。

■防災施設としての防災訓練を開催

• 防災施設の拠点かつ多様な
人が来館する施設であるた
め、女性、高齢者、障害者、
外国人など多様な利用属性
を想定した避難訓練を実施。

• 20分間という時間を
設定することで、体
力のない高齢者や障
害者でも参加しやす
いショートプログラ
ムを週あたり約20教
室開催している。

運営管理 施設管理



利用者現状

利用者
Voice

利用
人数

効果

メインアリーナ
/サブアリーナ

 アリーナに木材や自然光、自然通風を取り入れ、利用者にやすらぎを
感じさせる設計

 ２階観覧席は車いすでもアリーナ全体が見やすい工夫

プール

かみす防災アリーナ

• 身体に障害を持っていても参加できる水泳プロ
グラムなどがあり、感謝している。

• 季節ごとのイベントや温浴施設を利用したイベ
ントなどもあり、何度来館しても飽きない。

• スポーツをする目的以外でも、広い公園や音楽
ホール、交流イベントなどがあり、気軽に来館
できる。

• 様々な利用目的で、平常時から多くの方が
利用し、活気のある施設を実現。

• 安心感と落ち着きを与える大スパンの木質
空間、軽快で美しい設計等が評価。

• 2020年度に新型コロナウイルスの影響で減少も、
年々回復。

天井部井には木鋼ハイブリッド
部材を採用。耐震強度の確保と
ともに、平常時・災害時に利用
者が木のぬくもりを体感。

メインアリーナおよびサブア
リーナ四周には、ハイサイドラ
イトを配置し、自然光と自然通
風を得られるような空間を実現。

メインアリーナ２階を巡る通路
は、車いす利用者のための観客
席として設置。

利用者にとって心地よいスポーツ環
境の配慮が求められる。

アリーナは、様々な用途での利用を
考慮するため、閉塞的な空間になり
やすい。

車いす利用者が自由にスポーツを観
戦する場所が少ない。

観戦の際、手すり等が視界の妨げに
なる。

観覧席前の手すりを透明にて見
通しを確保。また、手すり上部
は、斜めに角度を付けることで
車いすからの視線に配慮。

観覧席は試合中、照明を暗くするこ
ともあるため、出入口や居室の場所
がわかりにくい。

暗い中でもわかりやすいよう、
黒い壁面との対比によるサイン
やシンプルなデザインを採用。

■サイン計画
シンプルさ、美しさ、

理解しやすさ。機能とし
てのサインデザインだけ
ではなく、施設のアイデ
ンティティ、施設全体の
雰囲気までをカバーした
ものとなっている。
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＜2019年度＞

ほか多数

大人、子ども、
障害者それぞれ
の立場で、プー
ル へ の 入 口 、
ロッカールーム
を設け、使いや
すい動線の計画。

利用者にあった更衣スペースが確保
されていない。

子どもの教室等もあることから、
一般利用者、子ども、障害者の
動線を分けた更衣室を設置。

プールの監視や
管理運上のトラ
ブルが多いため、
プールに近い受
付の設置。

【設計上の工夫】
• 「スポーツと文化をつなぎ、新
たな出会いと交流を生む活動の
場」というコンセプトを体現す
るため、にぎわい散策路を通し
て、アリーナやプールをガラス
越しに見学することができ、各
居室のアクティビティに触れる
機会を創出している。

■「もしも」のときも、「いつも」のところへ～取組の工夫～

トレーニング室

トレーニング室
には、動きを止
めると負荷がな
くなるため身体
障害者や力のな
い高齢者でも使
いやすい油圧式
トレーニングマ
シンを設置。

通常のトレー
ニングマシン
は障害者が利
用しずらい

上部空間か
ら、誰もが
気軽に観覧
することが
できる。

観客席ベンチ（メ
インアリーナ内）
→災害時、横にな
ることができる水
平なベンチ。

移動可能な照明付
き家具
→災害時、工業用
コンテナを災害救
援活動に活用。

観客エリアへ
の 移 動 エ レ
ベーター
→災害時、利
用でき、誰も
が不自由なく
移動可能。

自転車駐輪場
→ 災 害 時 、
ペット用避難
スペースとし
て活用（柱に
リードつなぐ
ことが可能）。

車いす観客ス
ペース
→災害時は、
幅員が広い他
め 、 避 難 ス
ペースとして
活用。
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管理・運営改修等

北九州市障害者スポーツセンター運営共同事業体

障害者スポーツ支援
社会福祉法人

北九州市福祉事業団

一般スポーツクラブ運営

ミズノスポーツサービス（株）

施設の公共化を契機として利用者同士の相互理解を推進

■所在地
・福岡県北九州市小倉北区三郎丸3-4-1
■アクセス
・小倉駅から車で約10分

運営

北九州市 障害福祉企画課

改修のための構想・計画

〇民間スポーツクラブの活用

• 本施設は、市が所有する土地に20年の信託
契約を結んだ民間スポーツクラブが運営し
ていた施設であったが、土地信託契約期間
が終了した際、解体費用節約を主目的とし
てスポーツクラブ側から建物無償譲渡の申
し出があった。

• その際、市の旧障害者スポーツ施設が老朽
化していたこともあり、民間クラブの申し
出を受け、解体せずに市の障害者スポーツ
の拠点としてこの施設を整備することと
なった。

■開設
・2012年

■規模
・延床面積 10236.71 ㎡

■総事業費（改修）
・約5億3千万円

ー社会資本整備総合交付金
ー障害者自立支援対策臨時特別交付金
ースポーツ振興くじ助成事業 合計約2億5千万円

■体制図

設置

北九州市障害者スポーツセンター運営共同事業体
☎（093）922-0026 FAX（093）922-0041

09 北九州市障害者スポーツセンター アレアス
肢体
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障害

知的
障害
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精神
障害

高齢者
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女性 妊婦 子ども 外国人
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■主な設備

■既存利用者と障害のある方の利用の共存

〇既存施設の改修

• 民間スポーツ施設で、障害のある方への対応が不十
分であったことから、改修等にあたっては、北九州
市障害福祉団体連絡協議会に加盟する障害者団体か
らのヒアリングを行い、施設がより使いやすくなる
改修を目指した。

■障害のある方の声を反映した改修の実施

＜主な意見とその意見への反映＞
●「トイレへの距離が近いと安心感がある」
→館内に約10ヶ所のトイレを設置
●「施設内のアクセシビリティの向上」
→使いやすいスロープ位置の設定、階段手摺りの左右
設置

●「過ごしやすい広い空間」
→障害者でも利用しやすい広いシャワー室の設置

• その他、旧施設よりも体育館、
プールが拡張し、さらにプー
ルは温水プールに変更。

• エントランスをはじめとした
館内外のバリアフリー化に加
えて、視聴覚障害者専用卓球
室の防音工事、避難用スロー
プ設置等も実施。

〇障害のある方・ない方が利用できるよう両方の機能を持つ施設運営

• 既存の利用者を含めた利用者が継続的に利用できる
よう、そして施設の収入にもつなげるため、一般向
けに会員制スポーツクラブとしての機能も残し、北
九州市唯一の障害者スポーツの拠点と、一般向け会
員制スポーツクラブという2つ機能を有している。

• 管理・運営において、「共生」をキーワードとし、
障害のない方がある方に対する理解を深める取組を
展開している。

■施設において、共生をキーワードとした取組の展開

「SKET」
（SPORTS KNOWHOW ENJOY TYEUP)

一般会員が障害者をサポートすることで相互
理解を深めてもらおうという想いから、ス
ポーツ大会を開催する際の受付やスポーツ教
室の時にコート設営などサポートを行うボラ
ンティア活動を展開、一般会員から募集。

• 障害者にとって使いやすいスポーツ環
境を構築するため、障害者専用の時間
帯を確保している。（木曜日午後、土
曜日午前・日曜日午前）

障害の有無、運
動の種類に応じ
て色違いのバン
ドを装着するこ
とで、他の利用
者に分かるよう
にしている。

■障害者の優先日の設定 ■普及啓発の各種活動の実施

• 共生した施設を実現するために、様々なプログラ
ムや研修等を展開し、障害のある方とない方が共
にスポーツを楽しむ施設の実現を図っている。

〇障害者団体のサークル活動
北九州市は、「ふうせんバレーボール」の発祥

地であり、様々な障害者団体サークルが活動

〇障害のある方とない方が参加できる教室
月１回ストレッチ教室が開催され、障害のある

方とない方が無料で参加可能

〇施設スタッフや地域の学生向けの研修の実施
休館日に、病院の先生を講師として招聘し、障

害のある方への理解醸成の研修を開催

トレーニング室プール
25m×５コース

体育館
バレーコート2面

サウンドテーブルテニ
ス専用部屋 ２部屋

＜その他＞
・スタジオ
・卓球室
・多目的室
・会議室 など

指定
管理

北九州市

5年間

• 民間スポーツクラブを利用していた方にも
継続的に利用してもらえるよう、障害のあ
る方とない方が隔たりなく、ともにスポー
ツを楽しむ施設とすることを掲げた。

• スポーツ活動を通じ、障害者の体力の増強
及び残存機能の維持向上、その他市民の心
身の健全な発達に資することを目的として
設置される。



利用者現状

利用者
Voice

利用
人数

効果

・2012年の施設開設以来、利用者数は順調に増加。
・2018年、2019年は改修のためピークより利用者数が減少した。
・2020年、新型コロナウイルス感染拡大により利用制限を開始。

• 本施設で開催される様々な競技・
サークル活動を通じて、一般に対
して障害者行政への理解が進んで
おり、共生社会の実現に寄与して
いる。

• 北九州市全体で、各施設のバリア
フリー化やユニバーサルデザイン
化を進めるきっかけとなるなど、
市政への波及効果も生まれた。

プール  誰もが利用しやすいプールの環境を整備

北九州市障害者スポーツセンター アレアス

令和3年度施設全体の印象に関
するアンケート調査
（障害者個人・団体、一般個
人・団体計287名が対象）

0

50

100

150

200

250

2012 2017 2021
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だいた
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ふつう

16%

やや不満

3%
不満

1%• 利用者の８割が「満足」と回答
しており、誰もが利用しやすい
施設を実現。

一般的なプールでは、車いす利用者
が入水できない。

プールサイドの段差等は、滑りやす
く、足の不自由な方や車いす利用者
にとって障壁となる。

多目的トイレが外にある場合、いち
いち着替えないと利用することがで
きない。

その他

怪我のリスクを軽減するため、床
面に、長尺弾性塩ビシート「タラ
フレックス」を採用

体育館を使用する際、転倒して頭を
打つなど怪我のリスクが高い。

通常のトレーニングマシンでは、車
いす利用者は、器具への乗降が大変
である。

視覚障害者は音や声を頼りとするた
め、音響効果が低い部屋ではプレー
しづらいことがある。

３カ所にスロープを設置し、車い
す利用者や足の不自由な方でも利
用可。杖置きも設置し、プールで
の移動しやすさを確保。

プールサイドにおいても、スロー
プを設置し、プール内のアクセシ
ビリティを向上。

プールサイドにも多目的トイレを
設置することによって、すぐ着替
えを行うことができない方でも容
易に利用することが可能。

車いすに座りながら利用できるト
レーニングマシンを複数機用意し、
誰もが気軽にトレーニングをする
ことが可能。

座面を
上げる

音が明瞭に聞こえるよう音響設備
工事を行い、サウンドテーブルテ
ニス室を設置。

 安全・安心して、スポーツを「する」ことができる環境を整備

移動空間

階段をのぼることが難しく、ひとり
では施設へ入館することができない。

施設内を移動する際、様々な障壁を
有する利用者がいる（足の不自由、
視覚障害など）。

階段の片側だけの手すりでは半身麻
痺の人にとって使いづらい。

廊下には、点字ブロックと手すり
を設置、また、人が通ると自動で
声が流れる音声案内を設置する等、
利用者のアクセシビリティの向上。

当初、右側しか手すりが設置され
ていなかったため、改修時に左側
にも設置。

改修時、地上からエントランスへ
のアプローチとしてエレベーター
を設置。

表示

利用者の中には、漢字を読むことが
できない方がいる。

居室板の表記は、大きな文字とし
て、漢字にはふりがなを付与。

緊急時、音声だけでは聴覚障害者に
危険性が伝わらない。

緊急時、聴覚障害者が警報に気づ
きやすいように、改修時、各所に
パトライトを設置。

 施設内外のアクセシビリティの向上

 誰もがわかりやすい表示の工夫

改修前、誰
もが利用し
やすい更衣
室がなかっ
た

障害者が優
先利用でき
る 広 め の
シャワー室
を設置。

障害者や介助が
必要となる利用
者が使用するこ
とができる家族
更衣室を設置。

共生するための取組

館内の多くの
箇所に相互理
解や障害者を
支えることの
必要性を啓蒙
するポスター
を掲示

毎月、一般向けと障害児・者向け
のプログラムを開催し、様々な利
用者が楽しめるような工夫を実施。
また、各人の障害状況や体力に応
じた専門的なスポーツ活動に関す
る助言や無理なく安全で楽しみな
がら継続できる活動内容の検討等
を実施。

火災や地震などもしもの時、障害者
を安全に避難させることができない。

改修時、建物外側に3Fから1Fまで
の避難スロープを設置。
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管理・運営設計・建設

障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール

■主な設備

■所在地
・横浜市港北区鳥山町1752
■アクセス
・JR横浜線「新横浜駅」／横浜
市営地下鉄「新横浜駅」から徒
歩約10分
（駅から無料の送迎バスあり）

運営
（社福）横浜市リハビリテーション事業団
☎（045）475-2001  FAX （045）475-2053 

〇障害者の「完全参加と平等」につなげる施設

• 横浜ラポールは、身体障害者福祉法第31条に規定さ
れた「身体障害者福祉センター」のうち、「A型」
に該当する。障害者が運動する場所としての機能だ
けでなく、機能訓練、スポーツおよびレクリエー
ションの指導、ボランティアの養成、身体障害者社
会参加支援施設の職員に対する研修、その他身体障
害者の福祉増進に資する事業を総合的に行う施設と
いう位置づけで計画された。

〇様々な利用用途の居室の設置

■竣工
・1992年

■規模
・28,818㎡（延床面積）

■総事業費
・約120億円

■体制図

〇ノーマライゼーション社会の実現に向けた３つのコンセプト

〇身体障害者福祉センターA型施設

• 設置当時、横浜市では「よこはま21世紀プラン」と
いう計画において、国連の国際障害者年の理念に基
づく障害者の「完全参加と平等」の実現を長期目標
として掲げていた。

• この目標実現に向け、スポーツ、文化活動、レクリ
エーションなどへの障害者の参加機会を創出すると
ともに、市民相互の交流を深めることを目的として
設置が検討された。

メインアリーナ
1,500㎡

フィットネスルー
ム

プール
25m×6コース

■障害者の主体的な参加促進につながる施設に

■身体障害者の福祉の増進に関する事業を総合的に
行う施設

構想・計画

• 重度障害者や初心者、何をすればよいかわからないといっ
た方に向けて「相談窓口」を設置し、パラスポーツ指導者
資格を有するスタッフが、利用者の相談に対応するなどの
サポートを実施している。

• 障害者施設や学校等に、スタッフを派遣してスポーツ体験
会の開催や相談に対応するなど、身近な地域で運動やス
ポーツに親しみ、生涯スポーツ活動への一歩となるきっか
けづくりを行っている。また、ラポールへの来館につなが
るように関係性の構築に努めている。

①裾野の拡大

10

設置 横浜市健康福祉局障害自立支援課

②自立の支援
• 障害者が主体的に運動・スポーツに参加できるよう、障害
の状況に応じた工夫や仲間づくりを進めている。生活の自
立度向上や積極的な社会参加につながるような支援を行っ
ている。

③地域の支援

• 身近な地域でスポーツに親しめるように、地域の社会資
源と連携して障害者の参加機会を創出したり、地域のス
ポーツ団体等を対象とした研修会の実施など支援者の育
成を進めている。例えば市内にあるマリーナで、障害者
がヨットに乗るために必要なサポートを当該施設と一緒
に検討し、リハセンターとも連携して乗降用リフトなど
の器具開発や介助方法を工夫した。

■多様な運動施設に加え、文化活動用の部屋も併設

• 広い敷地の中に、アリーナ、プール、フィットネス
ルームのほか、100mトラック、アーチェリー場、4つ
のレーンを有するボウリングルーム等が設置されてい
る。そのため、来館者は初心者から上級者まで、様々
なスポーツ・レクリエーションを気軽に楽しむことが
できる。

屋外グラウンド シアター
300席

横浜市

横浜市リハビリテーション事業団

横浜市総合
リハビリテーションセンター

障害者スポーツ文化センター
横浜ラポール

指定管理委託

管理運営管理運営

連携

肢体
不自由

視覚
障害

聴覚
障害

内部
障害

知的
障害

発達
障害

精神
障害

高齢者
子育て
世代

女性 妊婦 子ども 外国人
LGB
TQ+

• 「スポーツ文化センター」という名前の通り、文化活
動を切り口とした障害者の社会参加を支援する設備も
充実している。聴覚障害者向けの磁気ループを備えた
300席のシアター、子ども用のおもちゃを備えたおも
ちゃ図書館、様々な文化活動を行うための創作工房や
多目的ルームなども設置されており、スポーツをしな
い人でも来館しやすい施設となっている。

スポーツと文化活動の両面から障害者の社会参加を促進
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利用者
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障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール

• スタッフも明るく声をかけて
くれるし、ここが自分のホー
ムグラウンドだと思える。

• スタッフに名前で呼ばれるこ
とがうれしい。

• 同じスポーツをするグループ
に入れて楽しい。

• 新型コロナウイルス感
染拡大前までは、毎年
40万人以上が来館。

• そのうち障害者の利用
比率は7割弱。

• 障害種別や程度を踏まえ、スタッ
フが各利用者に適した運動・ス
ポーツを案内しているため、利用
者が無理なく安全に楽しくスポー
ツをできる。

• スタッフの声掛けによるコミュニ
ケーションが安心感につながって
いる面も大きく、活動の継続や施
設利用の定着につながっている。

アリーナ

いつでも自由に空気を入れられ
るよう、アリーナ入口前に車い
す用の空気入れを設置。

車いすのタイヤの空気が抜けると、
スポーツがしづらくなる。

コートの設営などスポーツを行う準
備に手間がかかる。

人気の高いボッチャのコートライ
ンを常設。このほか同じく人気の
高い卓球台も常設。

 駐車場が広いなどのアクセス面の利便性もあり、さまざまなスポーツ
大会会場としても利用されている。

車いす利用者など視線の低い人は高
い位置の表示が見づらい。

誰でも居室の方向がわかるよう、
ピクトグラムも用いて、地面に案
内を大きく表示。

プール
 利用者の使いづらさを解消するための設

備や備品、工夫が随所にみられる。

用具が倉庫にあると取り出すのに
手間と感じる人もいる。

プール内でも車いすで移動でき
るよう、プール専用の車いすの
貸出の実施。

通常の車いすではプール室内に入れ
ない。

スポーツ用具をアリーナ入口
近くの籠に用意。視覚的にわ
かりやすくすぐに取り出せる。

リフト設置のほか、プールの中
にすのこを置き、段差を軽減す
るなど入水しやすい工夫の実施。

様々な障害状況から、入水しづらい
利用者がいる。

介助が必要な子どもの場合、その親
は他の利用者に対して気を遣う。

通常の更衣室では車いす利用者が着
替えられないことがある。

更衣室

通路のスペースの一部に、カー
テンを設置し、着替え用スペー
スに改修。

車いすからの移乗をしやすくす
るため、リフトを設置。

漢字を利用す
る場合は、ふ
りがなを表示。

来館してから混雑してマシンを使
えない時がある。

居室内を快適に移動できるよう、
十分な間隔を設けてマシンを設置。

フィットネスルーム

器具間が狭いと車いす利用者にとっ
ては移動しづらい。

混雑しやすい時間を曜日ごとに
色分けして表示し、利用者の分
散利用を促進。

＜スタッフの常駐＞
• フィットネスルームにはスタッ
フが２名常駐しており、自力で
トレーニング器具を使うことが
難しい利用者のサポートや、器
具の使い方の説明、運動方法の
指導などを行っている。

• また、利用に慣れていない方や
運動習慣が定着していない方に
とっては、スタッフがいること
による安心感を感じてもらうこ
とができる。

利用者の健康づくり支援とし
て、運動面だけでなく生活面
や栄養面などの健康に関する
相談に対応するために、保健
師や栄養士が常駐する健康相
談コーナーを設置。

その他

 様々な利用者がいることから、それぞれの利用用途に応じた更衣室を
設け、安心できる環境を構築する。

様々な状況から通常の更衣室の利用
が難しいことがある。

異性の介助が必要な方、各性別の
更衣室の利用が難しい方、授乳室
として活用できる部屋を設置。

館長

屋外施設

現在は、グラウ
ン ド ゴ ル フ や
サッカーの使用
が多い。施設の
利用方法も時代
に合わせて柔軟
な対応が必要。
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ラポールは開館以来「みんな笑顔！」を大切に
してきました。利用される方一人ひとりが自分
のペースで、スポーツや文化活動を安心して楽
しめるようにサポートしています。横浜市の拠
点施設として、地域にもどんどん出ていくなど
障害者スポーツ・文化活動の盛り上げに取り組
んでいます。



ＤＡＴＡ

管理・運営

■竣工
・1983年
・2021年一部改修

■規模
・延床面積 7698.93 ㎡

■改修費
・64,067千円

-新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金

■主な設備

感染症対策のための改修実施時に利便性も向上

■所在地
・佐賀県佐賀市天祐1丁目8-5
■アクセス
・JR佐賀駅より徒歩20分

運営
佐賀県パラスポーツ協会
☎（0952）24-3809 FAX（0952）24-3818

改修等改修のための構想・計画

〇安全・安心して施設利用の促進に向けて

■体制図

所有 佐賀県（所管課：スポーツ課）

• 佐賀県では「ＳＡＧＡ２０２４全障スポ」が2024年に開催さ
れる。パラスポーツの活動拠点である本施設において、パラ
スポーツに取り組む選手の練習会場や、パラスポーツの普及
教室等に活用していくために、施設の安全性と利便性を改善
する必要があった。

指定
管理

肢体
不自由

視覚
障害

聴覚
障害

内部
障害

知的
障害

発達
障害

精神
障害

高齢者
子育て
世代

女性 妊婦 子ども 外国人
LGB
TQ+11 SAGAパラスポーツセンター

体育館
バスケットボール1面分

教育文化室 多目的ホール コミュニティスペース

■施設の老朽化等への対応

• 1983年竣工と古い施設のため、アスベスト対策や、体温調整
が難しい人のための冷暖房設置といった安全性確保のための
改修を随時実施してきた。

• そうした中、老朽化に加え、2020年の新型コロナウイルス感
染拡大により施設として感染症対策の必要性が高まった。

＜トイレと更衣室の課題＞
• 床がタイル地であったため菌や臭いが残りやすい
• 個室が狭いため利用者が壁に触れ、不衛生である など

• コロナ禍においても、誰もが安全安心にスポーツ活動を実施
できるようにすることを念頭に、利用者の利便性向上も図り
レイアウトから見直して改修を実施することとした。

■全国障害者スポーツ大会に向けた機運醸成

• そのため、トイレと更衣室の改修、競技用具の
購入・整備を進めた。

〇多くの利用者が快適に施設を利用することができる改修の実施

●トイレと更衣室の床をタイルから乾式に
• 臭いがなくなり見た目も清潔に、雰囲気も

明るくなった。
●個室拡大
• 標準的なトイレの個室の広さも十分となり、

利用者の衛生面も改善。また、車いす利用
者が標準トイレの個室とシャワーブースを
使えなかったが、改修時に広く改修し、利
用可能となった。

■衛生面の向上による感染症拡大防止 Before After

Before After

■使いやすさの向上

●各個室の認識しやすさ向上
• トイレと更衣室の場所が分か

りづらかったが、改修時にユ
ニバーサルカラーによる色分
け、音声案内も設置、利用者
が場所を認識しやすくなった。

●多機能トイレを男女トイレから独立
• 男女トイレの中にあった多機能トイ

レを独立して2か所設置。そのうち１
つの中にはシャワー室を設置し、異
性介助で一般更衣室が利用できない
方にとっての利便性向上。

●利用者の不安解消
• トイレ奥まで手すりを設置、身体障

害者や高齢者も安心。
• 車いす用のキックガードを設置し、

利用者の安全性確保、傷をつける不
安解消。

○パラスポーツの普及拠点へ

■公認パラスポーツ指導員資格を有
するスタッフを配置

●利用者への自主的な声掛け

• 来館してもらうためにはスタッフが
利用者のことを理解することが重要
と考え、利用者を名前で呼ぶなど積
極的な声掛けを実施している。

佐賀県

佐賀県パラスポーツ協会

ＳＡＧＡパラスポーツセンター（従事者４名）
※スタッフ全員が公認パラスポーツ指導者（初級）取得

館長 管理職員３名

●毎日のメンテナンスで体育室の床も
きれいに保つ

• 車いす競技では、体育室の床にタイ
ヤ痕が残ることもあるが、毎日の
モップがけできれいな状態を維持し、
傷がつきにくくなるよう月に１度の
ワックスがけを行うことで、いつで
も利用者が気持ちよく使えるよう心
掛けている。

■スタッフの手入れで誰もが気持ち
よく使える施設に



利用者現状

トイレ

体育室

半身まひの人にとってはペーパー
ホルダーが片側だけでは使いづら
い場合がある。

利用者
Voice

利用
人数

SAGAパラスポーツセンター

• コロナで利用を自
粛する人が多いた
め、利用者は特に
増えてはいないも
のの、使いやすい
という声は多い。

• 障害者と一般の利
用比率はおおよそ
8:2

• トイレがきれいであるか否かはその施設に行こうという気持ちを左右する。ト
イレがきれいだと安心して行こうと思ってもらえるため、その点で喜んで使っ
てもらえる施設になった。

• 身体障害者にどんどん使ってほしかったが、施設側としても自信を持って、そ
う言えるようになった。

改修実施

効果

• 広くなって車いすでも使いやすくなった。
• 手すりの色がはっきりとしたことで、弱視の自分にも分かりやすくなった。
• 明るく清潔なトイレ。それだけで使いたくなる！
• 多機能トイレの中にシャワー室があるのが画期的！

 利用者の安全・安心を追究した改修の実施

表示が小さく、
入口の場所がわ
かりづらく、利
用者自身で見つ
けにくかった。

音声案内に加え、
入り口部分にユニ
バーサルカラー
（赤（女性）、青
（男性）、緑（多
機能）を用いて、
トイレの位置を大
きく、わかりやす
く表示。

多機能トイレが
男女トイレ内に
あり、利用する
際、入りづら
かった。

廊下から直接入れ
るよう改修。ドア
も自動ドアの非接
触で安全性を確保
した引き戸とし、
車いすでも利用し
やすい環境に整備。

固定式と反対側の可動式手すりに
ペーパーホルダーを設置。利用者
が使いやすい方を選択可能。

倒れたている人が届く高さとな
るよう、実際に横になる等適当
な位置を検証し、設置。

介助者と一緒の場合、介助者の目
が気になる（特に異性介助）。

シャワー室内で倒れた際、緊急ボ
タンに届かず助けを呼べない可能
性がある

【２種類の多機能トイレ】

介護ベッドあり

左右対称の
手すり配置

シャワーブース、更衣スペースあり

後付けでカーテンを設置し、必
要に応じてプライバシー確保を
実現。

男女トイレの中にも、車いすで
入れる大きさの個室をひとつず
つ設置。

標準トイレ内
の多目的トイ
レのドアは押
しても引いて
も開けられる
仕様。

車いす利用者
にとって使え
るトイレの選
択 肢 が 少 な
かった。

押すのが苦手
な人もいれば、
引くのが苦手
な人もいる。

車いす利用
可能な広さ

男性トイレの
中にもサニタ
リーボックス
を配置。

更衣室

ロッカーの番
号札とロッ
カーキーに点
字を付設。

視覚障害者は、
自分のロッカー
場所が認識しづ
らい。

左 右 の シ ャ
ワールームを
左右対称の設
計とし、利用
者の状況に応
じて選択可能。

靴を何度も脱ぎ履きするのが大変な人もいる。

土足禁止の体育館からトイレに行きたい人のために、
内履きのまま履けるスリッパを用意。

バレーボールコートの設営
が大変。

カーボン製で通常より軽
い支柱を購入し、設営労
力を軽減。設営の際はス
タッフもサポート。

運動中等、体温調整が難し
い利用属性がいる。

誰もが快適に運動できる
よう、体育室内に、エア
コンを設置。

※2022年度は2022年4月～2023年1月実績
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※感染症対策のため体育室は必ず室内シューズは着替えを実施



ＤＡＴＡ

管理・運営

日野市南平体育館

地域全体に活気と潤いを生み出す「まちなかアリーナ」

■所在地
・東京都日野市 南平4-23-1
■アクセス
・南平駅から徒歩で約10分

運営
株式会社フクシ・エンタープライズ
☎（042）591-1541 FAX（042）506-7082

設計・建設構想・計画

設置
日野市 産業スポーツ部文化スポーツ課

スポーツ係

■竣工
・2021年

■規模
・延床面積

5,032㎡

■総事業費 うち補助金
・約30億円 ・学校施設環境改善交付金 246,106千円

・地域環境力活性化事業 23,034千円
・多摩産材利用促進プロジェクト 30,000千円
・スポーツ振興くじ助成金及び

地域スポーツ施設整備補助金 16,000千円
■主な設備

■体制図

12

アリーナ ボルダリングコーナー
（アリーナ内）

弓道場 キッズコーナー

＜その他＞
・トレーニングルーム
・多目的ルーム1・2・3
・ラウンジ
・コミュニティスペース
・デッキ など

肢体
不自由

視覚
障害

聴覚
障害

内部
障害

知的
障害

発達
障害

精神
障害

高齢者
子育て
世代

女性 妊婦 子ども 外国人
LGB
TQ+

〇すべての人が使いやすい施設へ

■新耐震基準を満たす施設に

• 旧体育館は昭和54年の竣工で、新耐
震基準を満たすため、耐震補強工事
が必要となっていた。

• 施設がかなり老朽化し、利用者から
の利用しづらいといった声もあり、
建替えることに至った。

■様々な立場の人の意見の把握

• 施設の基本計画の策定にあたり、基
本理念や必要諸室、機能等の方向性
を構築するため、様々な立場の人の
意見を把握し、施設の基本計画を策
定した。

＜意見の把握方法＞
• 利用者アンケート調査
• 関係スポーツ団体へのヒアリング
• パブリックコメント
• 住民説明会（計４回）
• ユニバーサルデザインまちづくり
推進協議会への調書

• 施設運営管理者へのアンケート調査

〇様々な属性の声を反映した設計

■市民ファーストの「まちなかアリーナ」ワークショップ

• 市民が使いやすい施設を目指し、スポーツ
関係団体、障害者団体（視覚、聴覚等）、
消防団、自治会など様々な分野の市民を集
め、ワークショップを開催し意見を収集し
た。

• ワークショップでは参加市民を6グループ
（1グループ約5名）に分け、同じテーマで
計4回のディスカッションを行った。

第1回 第2回 第3回 第4回

新しい南平体
育館に期待す

ること

スポーツと
健康

交流 防災

■ワークショップの意見を踏まえ、設計図のブラッシュアップ

• 建物の構成について、図面等を用いてワークショップ参加者からの声を反映し、図面等のブラッ
シュアップを図った。また、細かな施設の機能等についても参加者の声を用いて検討を行っている。

反映前反映後

○利用者目線のサービスを展開

■満足度アンケートなど常に市民の声を聞く

• 竣工後、オープン前にワークショップに参加した障害
者団体（視覚、聴覚等）を中心に完成後視察を実施し、
意見を把握・集約した。

• 2022年4月のオープン以降も施設利用満足度アンケート
を実施するなど、常に市民の声に耳を傾け、サービス
向上を目指している。

受
付

• 障害者スポーツ指導員が在席
• 筆談ボードの設置（筆談、耳
マークの表示）

■フラッと立ち寄れる
→地域住民のふれあいの場で親しみあ
る地域の寄合場の創出

■つながりの場
→光溢れる吹抜空間で活気ある出会い
の場の創出

■すべての人が使いやすい施設
→みんなの目が行き届く安心の施設/
段差のないバリアフリー/明快な室
配置で利用しやすい施設

日野市 フクシ・エンタープライズ

受付管理業務
教室事業の
企画・運営
・指導業務

トレーニング
ルーム

管理指導業務

業務
委託

※「受付等管理業務」として、業務委託で発注。将来的に、指定管理者制度とする予定。
「(仮称)南平体育館受付管理等業務委託事業者選定に係る公募型プロポーザル実施要領」によって、
最長３年３か月継続的に業務委託での運営が可能となっている。

■誰もが参加しやすいプログラムの開催

• 東京ヴェルディの協力を
受け、障害者、健常者と
もに参加できる障害者ス
ポーツ体験教室を開催す
る。その他、ママヨガ等
属性に合わせた教室を開
催する。

自主事業
（イベント）

開催



利用者現状
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日野市南平体育館

利用
人数

効果

• トイレ及び更衣室に満足していると
の回答。

• ラウンジが無料開放されていて満足
しているとの回答。

• トレーニングルームの設備に満足し
ているとの回答。

利用者
Voice

• バリアフリーロッカーが使いやすかった。

• キッズスペースや授乳室が靴を脱がなく
ても使えて便利である。

• 受付の人やトレーナーの人が親切で、気軽
に利用しやすい施設である。

• コミュニティバスのバス停が新しくできて
アクセス性が向上し、便利になった。

• エレベーターで英語音声もあり、外国人で
も利用しやすい環境である。

・2022年4月オープン、2023年1月までの累計利用者は89,136人
・2022年度通期では利用者10万人を超える見込み

視覚障害者が、慣れない道では施設
に来館することが難しい。

バス停からエントランスまで点
字ブロックを途切れないように
敷設。

エントランス

出入口の境界部分は、車いす利
用者等に実走いただき、特に問
題ないことを確認し、現状維持。

視覚障害者が、来館時、受付等の場
所がわかりづらい。

館内の段差は、利用者にとってつま
づく要因や負担となる場合がある。

施設の入口から、受付まで点字
ブロックを敷設。

 公共交通等を利用して来館しやすいよう、敷地内外での工夫

階段の高低差を認識しづらく、つま
づいたりする原因となりやすい。

階段手すりの始まり部分がわかるよ
う点字シートを添付。（利用者から
の意見を踏まえ設置）

階段・エレベーター

階段段鼻を視認しやすいよう赤
いテープを施工。

視覚障害者にとって、点字ブロック
だけは不安なときがある。

受付

入口

駐車場

自動車で来館した際、駐車場から入
口までの移動で濡れてしまう。

車いす利用者専用区画やおもて
なし区画等を屋根のある入口付
近に設置。

入口

 安全・安心して移動可能となる工夫

アリーナ

各居室の出入口は、フラット床と
なっており、誰もが出入りしやす
い環境。

車いす利用者や視覚障害者は段差が
あると移動が難しい。

車いす利用者は広いスペースがない
と観覧ができない。

手すりを透明にし、幅員を広く
することで、２階席で車いす利
用者も観戦することが可能

通常のトレーニングマシンでは、車
いす利用者は、器具への乗降が大変
である。

座面をずらすことで、車いすに
乗ったまま利用できるトレーニ
ングマシンを複数台設置。

トレーニングルーム

トイレ・更衣室

全ての利用属性にとって、トイレを
使いづらいと感じる人がいる。

大型スリッパを
用意し、靴を脱
がずに利用。

車いす利用者にとって、標準的なロッカーだと手が中まで入り
づらく、混雑している際、利用しにくい環境である。

車いす利用者に目線
を 合 わ せ 、 上 下 の
ロッカーをなくし、
車いすの足が下に入
り、中まで手が届く
ように工夫。

シャワールームをひとりで利用
することが困難な場合がある。

間口の幅員を広くし、台座も
あり車いすからの移動も楽に
可能。介護者と利用可。

 すべての属性が使いやすい空間を実現

施設全体

館内のアクセシビリティが不十分で、
利用者の中には不便に感じる。

施設内は、ガラス
ウォールで開放感
があり、施設内の
居室がわかりやす
くなっている。
また、館内至ると
ころに、ぶつかっ
ても怪我とはなら
ないクッション性
のあるソファやベ
ンチを設置。

館内のすべての大便器は車いす
利用が可能。車いす利用者でも
開閉しやすいよう折戸を採用。

女子トイレには
男児用の小型小
便器を設置。

赤ちゃんや子ども連れだと気軽に施設を利用でき
ない。

ガラスウォールは、視覚障
害者や子ども等がぶつかる
恐れがあることから、桜の
葉模様のデザインを施す。
また、利用者からの意見を
踏まえ、子ども目線の印も
設置。

[参考]前頁で記載したワークショップでの意見を踏まえ
て対応した取組について、「 」を付与

凹凸のあるピクトグラムを
採用し、視覚障害者や目の
不自由な高齢者でもわかり
やすい表示。

2022年末から2023年1月中旬にかけて、
利用者に対するアンケートを実施
（満足度のトップ３）

個々の利用者に適し
た室温に設定し、心
地よく過ごすことが
できるよう、授乳室
にエアコンを設置。


	（セット）07_武蔵野の森総合スポーツプラザ
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	（セット）08_かみす防災アリーナ
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	（セット）09_北九州市障害者スポーツセンターアレアス
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	（セット）10_障害者スポーツ文化センター横浜ラポール
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	（セット）11_SAGAパラスポーツセンター
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	（セット）12_日野市南平体育館
	スライド番号 1
	スライド番号 2


