
 

エレベーター設置等について 
の話し合い 

 

“けやきコミセンを誰にも優しいコミセンにしよう！” 

 

2016年10月 2日 
けやきコミュニティ協議会 



プログラム 

 1. 開催趣旨  

 2. 公共施設のバリアフリー整備について 

 3. けやきコミセンの現状と課題 

 4. エレベータ設置等についてのアンケート 

   まとめ 

 5. 意見交換 

 6. 本日のまとめ 



2.公共施設のバリアフリー整備について 

武蔵野市バリアフリー基本構想（平成23年改訂） 





ハートビル法とは・・ 
 
 

「ハート のあるビ ル をつくろう」 
監修：国土交通省 編集・発行：人にやさしい建築・住宅推進協議会  
   ※平成15年4月1日施行の改正ハートビル法に対応してつくられたパンフレット 





利用円滑化（誘導）基準 ※前記パンフレットよりコミセン関連項目を抜粋 



利用円滑化（誘導）基準 ※前記パンフレットよりコミセン関連項目を抜粋 



利用円滑化（誘導）基準 ※前記パンフレットよりコミセン関連項目を抜粋 



「誰でも・・」は「誰のため？」  

 ※「バリアフリー基本構想作成に関するガイドック 参考資料編」（平成 28 年９月） 

  国土交通省  総合政策局 安心生活政策課 より 



※元資料で1-5が2つあり、1-6は欠番 
 となっている 





市内の現状に関する調査報告 
「武蔵野市バリアフリーガイド調査研究報告書」（平成14年4月） 
 ※武蔵野市市民社会福祉協議会ボランティアセンター武蔵野が実施 
 





コミセンとバリアフリー整備  
「武蔵野市バリアフリー基本構想」（平成 23 年4月改訂）にもとづき既存公共
施設のバリアフリー化が進められており、コミセンもその対象建築です。 

整備方針と対応施設等（※対応施設は筆者が加筆） 

① 敷地入口から案内まで支障なく、円滑に入れるよう 

  整備を進めます。 
  【幅の確保 急傾斜や段差の解消 視覚障害者の誘導施設 等】 

② 円滑に入ることができる階で、主たる目的の達成の 

  ための行動に支障が生じないよう整備を進めます。 
  【幅の確保 手摺設置 段差の解消 開閉しやすい扉 等】 

③ 多目的トイレ及び子育て支援環境の整備を検討します。 
  【車イス用トイレ トイレ周りの手摺 オストメイト用汚物流し 

   安全なベビーチェア 授乳室 等】 

④ 上下階への移動が支障なくできるよう整備を検討 

  します。 
  【エレベーター 等】 

 



3.けやきコミセンの現状と課題  
 けやきコミセンの徒歩利用が可能な地域周辺には、他にも3つのコミセンが
あります。 



４つのコミセン概要とバリアフリーに関する現況の比較です。 
 けやきコミセンが取り組むべき課題はエレベーター設置のほかにもあります。これら
の課題について地域住民の意見を聞き、バランスよく整備していく必要があります。 
・各コミセンとも１階に自由利用スペース、上階に予約利用の部屋が配置され、和室が上階に多い 
 傾向があります。高齢者のグループ利用には上下の移動円滑化が望まれます。 

  
 
 

名 称 建物の特徴と施設概要 
バリアフリー整備状況 

①導入部の移

動円滑化 

②施設内の利

用円滑化 

③多目的トイレ・子

育て支援環境 

④上下階への移

動円滑化 

けやき 

ガラス張りの中庭を中心にした２階建中型館 

１階は中部屋、２階は小部屋で構成されてます 

１階：ホール、コミュニティルーム、こどもルーム 

２階：和室、工作室、キッチン、茶の間、 

   学習室、ギャラリー 

〇段差なし 

●点字ブロッ

クなし 

●バス停から

歩道段差あり 

○入口は自動

ドアで風除け

室が広い 

△重い扉 

△手すりは階

段のみ  

〇車いす用トイレ 

●汚物流しなし 

△ベビーベット 

●ベビーチェアなし 

●授乳室なし 

●エレベーター

なし（検討中） 

緑 町 

東側に大きな開口がある２階建中型館 

１階はロビーと中部屋、２階は中部屋と小部屋で構成 

１階：ロビー、プレイルーム、調理室、ギャラリー 

２階：音楽室、和室（2）、ステージ、会議室、 

   図書室 

〇段差なし 

△歩道に点字

ブロック 

○入口は自動

ドア 

※ 

詳細は未ﾁｪｯｸ 

〇車いす用トイレ 

●汚物流しなし 

△ベビーチェア 

●ベビーチェアなし 

●授乳室なし 

△エレベーター

を11月から整備 

吉祥寺北 

地下を含め３層の大型館 

建築面積の約半分が体育館で、あと半分は１階はロ

ビー、地下と２階は中部屋、小部屋で構成 

地階：視聴覚室、地下学習室、（学童保育室） 

１階：ロビー（会議コーナー）、体育館 

２階：多目的室、和室（3）、ステージ、調理室 

〇段差なし 

〇入口まで点

字ブロック 

○入口は自動

ドア 

※ 

詳細は未ﾁｪｯｸ 

 

〇車いす用トイレ 

●汚物流しなし 

※ 

ベビーチェア・チェ

ア、授乳室は未確認 

〇エレベーター

あり 

中 央 

市の建物を転用した３階建 

各階大部屋と小部屋の組合せで構成されてます 

１階：ロビー、多目的室、会議室 

２階：調理室、大広間（舞台）、和室 

３階：会議室（2）、茶室、和室、 

〇段差なし 

●点字ブロッ

クの位置に難 

△自動ドアの

幅が狭い 

※ 

詳細は未ﾁｪｯｸ 

〇車いす用トイレ 

●汚物流しなし 

※ 

ベビーチェア・チェ

ア、授乳室は未確認 

●エレベーター

なし（構造的に

設置不能） 



バリアフリー整備の課題 
 国や都などが、バリアフリー整備のガイドラインを示しています。しかし、これは最
低ラインの基準を示すもので、実際には使いやすさや安全性、景観性等を勘案し地域に
即した回答を出す必要があります。  
 
 例えば、けやきコミセンに現在設置されていない入口までの点字ブロック（視覚障害
者誘導ブロック）。設置にあたっては、機能だけでなく、安全性や景観性などにも配慮
する必要があります。 

 壁に近く使えない。 
↓ドアがあり危険 

↑色弱者には視認性が不良 
舗装と同系色だが明度を 
変えて視認性を向上  → 



エレベーター設置に関する検討状況 
 けやきコミセンのエレベーター設置について、昨年秋に市から中庭に設置可能との調
査報告がありました。 
 
 

 その後、けやきコミニティ協議会が市の担当者に確認した概要は、以下のとおりです。 

（2016.7.26） 

 

〇計 画：５か年計画で進めており、今年度は緑町・関前コミセンの設置工事を行う。 

     今年度設置が決定した場合は予算措置等も必要であるため、平成30年度以降の整備 

     となる。本町と中央は構造上設置できない。 

〇手 順：地域の意見をまとめ設置を判断することをコミセンが担うのは難しいと理解。 

     要望があれば、地域に市としての説明に出向く。 

〇安全性：設置責任は市である。市のエレベータ事故はなく、施錠による使用規制して 

     いるコミセンはない。  

 



■ 建物の平面図と基礎の重ね図 
  
 
 

□ 1階平面図 

□ 2階平面図 

・設置できる場所は基礎にかからないところ 
・建物の外に設置する場合、２階の開口が作り 
 やすいのは中庭に面したガラス面、と非常階段 
・内部に設置する場合は、利用面積がかなり減少し、 
 部屋の構成も変わる。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ・中庭では景観やイベント時の動線が 
                            課題 
                           ・非常階段は、コミセンの裏側となり、 
                            隣家に近い 
                           ・こどもルーム近くや事務室から見えな 
                            いところは心配がある 



4.エレベータ設置等についてのアンケートまとめ 
 8月発行のニュースでの呼びかけ、窓口のお声掛けにより５３人 
（男性：21人 女性：32人）の方から貴重なご意見をいただきました。 
 
 

○ 回答者の年代： 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

20歳代 1人 

30歳代 5人 

40歳代 6人 

50歳代 4人 

60歳代 10人 

70歳代 16人 

80歳代 8人 

90歳代 1人 

回答なし 2人 



〇 エレベーター設置等についてのご意見（1/12） 
 
 • 足が不自由な人が会員の中にいるので是非エレベーターを設置よろしくお願いします。

（60歳代 女性） 

• 現在80歳けやきコミセンを利用させていただきながら老いの日々を楽しく過ごしておりま

す。ただ2階の各室を利用させていただく機会が多く、階段の昇り降りに苦労しておりま

す。膝・腰に痛みがあり、エレベータが-設置されたらと願っております。（80歳代女

性） 

• 基本的に皆様の総意で決めればよいと思います。エレベーターの設置にあたっては透明性

のある各駅に設置してあるようなスケルトンのものを望みます。（60歳代男性） 

• 仲間と料理を楽しんでいたのですが、一人の方が車イスになり、月一度の集まりに参加し

たいという事で、階段を仲間で持ち上げて何回か参加してもらいましたが、そのうち悪い

と思ったのか来なくなってしまい亡くなりました。もしその時エレベーターがあったらと

何度思ったことか。もっと長生きしてもらいたかった。（70歳代女性） 

• 住民の意見としては拝聴したが、いささか民主主義や自治思想を考慮しても違和感を感じ

る。障害者対応視点よりも広い視点で、誰でも使える施設・設備としてグローバル思想を

基盤に世論の賛同を得ながら設置方向で進める。（法的には資産管理者は市であることを

前提にする）  （60歳代男性） 

• エレベーターの設置の是非を決める前にこの建物に設置することについて設計をされた早

川氏はどう考えていらっしゃるのか、それを確認したいと思います。設置の便不便につい

て考えると、議論の余地がないと思いますが それのみではないのではという気もします。

（70歳代 男性）  

 



〇 エレベーター設置等についてのご意見（2/12） 
 
 • 地域のコミュニティセンターは老若男女どんなかたにも使える場所で、自由に活用

されることができるようにして2階でも気楽に使用していただけるように。身体の不

自由な方でも2階へご自分で移動してけやきを利用できるように。エレベーターは大

変必要な手段だと思います。是非設置してください。（80歳代女性） 

• 高齢化社会の進展、公共施設のバリアフリー化等時代の要請はあるものの、設置費

用。維持費等費用対効果及び当館は2階と低層である等々を勘案すれば税金の無駄遣

いの感は否めない。緑町コミセンは新設されるという事ですので設置後の利用状況、

他の設置済コミセンの利用状況等も参考にして決定したらどうでしょうか。（60歳

代男性） 

• エレベーターをよろしくお願いします。（70歳代女性） 

• 誰でも使える施設と考えるとエレベーターは必須ではないでしょうか（60歳代女

性） 

• できたらエレベーターを設置していただきたい。階段が使用しにくいです。（60歳

代女性） 

• 「からだほぐし」など他コミセンに先駆けて高齢者にやさしいコミセンを自任して

きた。また障害者にも優しい施設づくりは世の流れであり、エレベーター設置は当

然のこと。昔からなぜエレベーターがないのか不思議だった。（70歳代男性） 

  

 



〇 エレベーター設置等についてのご意見（3/12） 
 
 
• 早急に設置すべきだと思います。使い勝手の良い利用者の立場最優先の見地から議

論すれば結論は自ずから出ると思います。設置を妨げている理由はなになのか。住
民には見えていません。問題を整理してから提示しこの種のアンケートを実施すべ
きでした。これしきの問題が長期間たっても決められないのは自主運営というあり
方の制度疲労でしょうか。長年木版画年賀の会を続けてきましたがコミセンの階段
が登れなくなったから欠席しますという人も出たことが会解散の一因でもありまし
た。（80歳代男性） 

• 若いうち階段は苦になりませんでしたが、年を重ねエレベーターがあったらと思う
ようになりました。是非早く設置してくださることをお願いします。2階を使うこと
が楽になります。よろしくお願いします。（80歳代女性）高齢化社会の進展、公共

施設のバリアフリー化等時代の要請はあるものの、設置費用。維持費等費用対効果
及び当館は2階と低層である等々を勘案すれば税金の無駄遣いの感は否めない。緑町

コミセンは新設されるという事ですので設置後の利用状況、他の設置済コミセンの
利用状況等も参考にして決定したらどうでしょうか。（60歳代男性） 

• 私自身は今必要とは思っていませんが、あと20年たったら必要な人になってるかも

しれないと思えます。工夫してあってよかったと言えるように設置されますよう
願っています。（40代女性） 

• 2階なので無理にしなくても良いと思う。場所がなさそう。工事期間中コミセンが使
用できなくなるのは困ります。（女性） 

 

 

 



〇 エレベーター設置等についてのご意見（4/12） 
 
 • だんだん年齢によるハンディを感じるようになってきましたが、中でも階段を上り下りす

るのが苦手になってきました。けやきコミセンをはじめ、どこかを訪れたときにはエスカ
レーターはどこか、エレベーターはといったことがまず気になり、探してしまいます。エ
レベーターを見つけたときはほっとします。けやきコミセンにもエレベーターが付けば
もっと楽しい利用ができるでしょう。（70歳代男性） 

• 年々年を取り足腰が悪くなり、エレベーターがあるとぜひ利用させてもらいたい。よろし
くお願いいたします。 （80歳代女性） 

• 「ひびのさんち」をオープンして8年目「みどりの縁がわ」がオープンして5年目になるで
しょうか。それの付随して援農をやったりして毎週4日間定期的にくらしを成り立たせて

いるとけやきコミセンに足を向けることがどんどん遠くなっていて、意見をのべるなどと
いうことが面はゆく思えるようになっています。でも地域社会づくりにたずさわる一人と
して意見を言わせて頂ければ、障害者支援法とかいう法律の下にバリアフリー化が市の行
政でエレベーター設置されるなら何の異論もありません。お手紙の表題の「誰にも優しい
けやきコミセン」を標ぼうするなら、この地域で一番けやきコミセンを活用したくて一番
エレベーターを欲している人に照準を合わせるべきでしょう。場所は建築の専門家にお任
せします。（70歳代女性） 

• 設置よろしく （80歳代男性） 

 

 



〇 エレベーター設置等についてのご意見（5/12） 
 
 • けやきコミセンにはサラリーマン時代には足を向けなかった（正確には存在すら知らな

かった）現在多少接点があるが、これだけの敷地と景観・設備を保有している本コミセン
の存在を、地域の方々にさらにアピールする方策を運営委員の皆様を中心に考えていただ
ければ幸いです(特に現役世代や子育て世代の方々へ)  

  現状広範囲な地域の方々との接点は「けやきニュース」だと思う。関係者による全 

  戸配布に深謝。第121号（8月10日号）の編集内容も非常に工夫されていてよかった 

  と思う。（運営委員のつぶやきも示唆に富む内容で）経費の都合もあるかとは思い 

  ますが、重点事項にはカラー掲載も・・？  

  この媒体を通じて地域の方々との情報の受発信・共有化を強化することがけやきの地域に 

  根差したさらなる発展を実現するキーだと考えます。たとえば北コミセンニュース同様 

 「運営委員会の報告」を掲載願いたい。(活動の基幹はこの場で討議・決定されると思うの 

  で皆さんに知らしめる。)可能であれば傍聴も希望。 

  エレベーター設置の件はバリアフリーの観点から必要だと思うが種々の意見を吸い上げて、 

  広角的な視点からの検討を願いたい。そのような意味からも10月2日の話し合いが有意義 

  に設営されることを願っております。多数の参加者があると良いですね。 

  以上勝手なことを書き連ねましたが、運営委員・協力員の皆さまに於かれましては「けや 

  きに来るとなんだか楽しいね！」けやきニュースの用語拝借 の精神を実現すべく活動を 

  継続されていることを心より敬意を表しますとともに、けやきの将来像（世代交代ともリ 

  ンクした）に向けた議論の活性化を願っております（60歳代男性） 

 

 



〇 エレベーター設置等についてのご意見（6/12） 
 
 • 第5期武蔵野市長期計画・調整計画にはバリアフリー化だけでなく、エレベーター等の安

全対策や景観の維持・保全についても記述されています。バリアフリー化のために安全安
心や景観を犠牲にすることがあってはなりません。中庭にエレベーターを設置することに
断固反対します。 

• 中庭以外の場所に設置する案もあるはずです。案をご提示ください。エレベーター不要案
も含め各案について情報を開示し討議を行ってください。（70歳代男性） 

• 今までにない大きな問題で、多額の税金を使うのに、コミュニティ協議会の運営委員会で
の説明が一度もない。なのに協議会で設置のあり方を決めることは大いに無理があると思
う。けやき協議会で方向を決めて行政に伺うのですか。一般住民とけやきで協議しろと言
うのか。対立を生むだけです。行政が悪い。市はずるい。金（税金）を出すのは市です。
住民に対立を起こすだけです。けやきは住民の物です。運営委員の物ではない。という意
見を行政はどう考えるのか。住民一人一人の意見を聞いてけやきコミセンは運営するのか。
住民総会で選挙によって住民から選ばれてはいない。みんな偉い偉いボランティアです。
でもけやきコミセンは親方市の丸です。市は何をやっているの。こんな大事な問題は金を
出す側が決めてください。金を出すが口は出さないという、コミセンのシステムが悪いの
か？ 

  エレベーター設置賛成です。車イスの方が2階使用困難は不備。よくない。それだけです。 

  けやきは決して見てないと思いますが、けやきコミセンは上から目線であっては決してい 

  けないと思います。けやきコミセンは住民の物ですと言われる。なさけない。けっして上 

  から目線で見ないで謙虚や寛容・柔軟性を持ってください。お互いに内向きでなく、外に 

  も少しでも理解を。それにはことば・話し合い、思いは一つだと思います。話し合いをお 

  願いします。よろしくお願いいたします。運営委員の話を聞いての単なる感想です。 

  （70歳代男性） 

 



〇 エレベーター設置等についてのご意見（7/12） 
 
 • 行政が公共施設のバリアフリー化を検討しているとのこと、時代の流れと共に高齢化は進

み、高齢者対策がより必要になったことを改めて実感しています。エレベーター設置につ
いて、運営委員会ではどのような話し合いがされているのでしょうか。1年以上検討して
も決まらないのは不思議な気持ちです。運営委員会でけやきの今後について視点をどこに
置くか、考え話し合えば、自ずと答えは出てくると思います。参考として地域の皆さんの
意見がほしいとのことですが、運営員会で1年以上かけて決まらない内容に対しての提案
はなかなか難しいです。（70歳代女性） 

• 他国にくらべ、ずいぶん遅れたが、国連の「障がい者権利条約」が平成26年に批准され、
生がい者差別禁止法の制定、本年4月から施行と決まった。公的施設にエレベーターを設
置することは基礎的環境整備の一つで、これを無視していたずらに設置を引き延ばすこと
は許されない。車いす利用者だけでなく、急速な高齢化にともない、階段の昇降に大変な
思いをしている人は年々増えている。幼児・妊婦も苦労している。こうした現状を打開す
るためにエレベーター設置を急ぐべきである。（90歳代男性） 

• 公共施設なので、エレベーターを設置すべきだと思います。赤ちゃんからお年寄りまで誰
もが利用できる優しさと思いやりのあるコミセンにしたい。 （60歳代女性） 

• あった方が良いと思います。赤ちゃんがいる方お年寄りの方には便利。重い荷物があると
きは助かります。（40歳代女性） 

• 小さな子供がいます。今のところあまりエレベーターがなくて不便をかんじたことはない
です。（抱っこひものことが多いため）エレベーターがあるにこしたことはないと思いま
すが、現在のけやきコミセンの内装の雰囲気が好きなので、それがあまり変わることがな
いといいなと思っています。（40歳代女性）  

       

   



〇 エレベーター設置等についてのご意見（8/12） 
 
 • エレベーターをぜひとも設置してください。  

  車いす利用の人が2階に上がれるように。この地域には障害者総合センター大野田小いぶ 

  き学級・四中いぶき学級などがあり、子どものころから車いすを利用する人もいます。 

  市議会議員にも車いす利用の方がおられ、2階で会議を開いた時には階段を這って上がっ 

  てこられました。（ホールが取れなかった） 

  車いす利用でなくても足が不自由な人がいます。荷物を持っての階段の昇降は大変です。 

  会合などけやきコミセンの利用をあきらめることが増えています。 

  ボランティアつくしんぼの会は毎年12月にチャリティーミニバザー&交流ひろばを2階を 

  使って開催しています。地域の方、特に障害児・者の家族の方によろこばれています。 

 （残念ながらけやきコミセンとして協力はいただいていません。あきらめています）荷物の 

  運搬は命がけです。階段から落ちたらもう終わりと言っています。エレベーターがほしい 

  です。 

  けやきコミセンの障害者の対応について、ボランティアつくしんぼの会は 開催当初から 

  けやきコミセンを利用してきました。バザーなどに障害のある人も家族も集ってくるとい 

  うことで当初は運営委員の方にも協力くださっていましたが、だんだん無関心になり、今 

  ではけやきコミセン独自の行事も多いので時には迷惑がられている感じもします。特別視 

  しないで対等に・・という姿勢はよいのですが、少しは手助けしてほしいです。「ハン 

  ディがある」という事の意味をくみ取ってください（70歳代女性） 

 

   



〇 エレベーター設置等についてのご意見（9/12） 
 
 • 先日の夏祭りの際、フラダンス・ストリートダンス・盆踊りの見物に車いすの方が2人い

らっしゃいました。お祭りの音楽が聞こえてきたので興味を持たれて来られたのだと思わ
れます。さらにこのうちのお一人の方はけやきコミセンの建物の中に入り、車いすであち
こち動いて見学されているようでした。公共施設は誰でも利用可能な状態にしておくべき
です。けやきコミセンの近所に車いすでコミセンの催しに参加してくださる方がいるとわ
かったので、コミセンの建物はバリアフリーにすべきと考えます。 （60歳代男性） 

• 小さな子供連れにとって、エレベーターは必要なので設置欲しいです。2階に行き来しや
すくなるならサークル活動の利用がしやすくなって良いと思います。（20歳代女性） 

• 必要性を感じる。高齢者・幼児の為   （ 男性） 

• まずは設問の仕方に問題アリです。本来はけやきコミュニティ協議会のまちづくり活動の
一環として、その拠点であるけやきコミセンの耐用年数が今後30年以上ある中で、コミュ
ニティの輪が広がり誰にも優しいコミセンであるためにはどうしたらよいか、広く利用者
の方々に問いかけるという趣旨で、エレベーターの設置はその一方法にすぎないと考えま
す。したがって始めにエレベーターありきという設問の仕方には大いに疑問を感じます。
エレベーターの設置うんぬんに関しては大方の意見がそうであるなら、そうするのも良い
けれど、けやきの運営委員会での意見を基に今回の提言があるのであれば、それを踏まえ
てそれを公表する形でエレベーター設置に関しては意見を求めるべきです。やさしさに関
しては、けやきも含めて、世の中がバリアフリーに着目する前の時代の中に大いなるヒン
トがあります。（60歳代男性） 

• 公共施設・多様な人が利用する可能性がありエレベーターは必要。エレベーターに限らず
バリアフリー化・多様性への配慮ができていないのは時代に反していると思われます。2
階を借りてイベントなどをするときは荷物が多かったりベビーカーを使うこともあるので
有った方がよい。（30歳代男性） 



〇 エレベーター設置等についてのご意見（10/12） 
 
 • ベビーカー利用のママにとってはエレベーターがあると便利だと思います。（40歳代女

性） 
• 是非つけてほしい。コミュニティ（地域の仲間）のセンター（集会所）であるのだからよ

り多くの人に来てもらわないと意味がない。子どもを3人育てたが、3人とも受験勉強をコ
ミセンでさせてもらった。費用がかかる話ではあるが、バリアフリーは必要で、そのため
に私は税金を払っている。（50歳代男性） 

• 今後高齢化社会にむけて、エレベーターは必要になってくると思います。小さな子供連れ
や、マタニティーママ、車いすの方が、地域とのかかわりを持つためにもエレベーター
（バリアフリー）が良いと思います。（40歳代女性） 

• 車いすや足の弱い方が気兼ねなく利用できるように、設置されると良いと思います。（50
歳代女性） 

• 赤ちゃんがいるのでエレベーターがあると、ベビーカーに乗ったまま上に行けるので便利
だと思いますが、実際に2階の利用はほとんどしたことがないので今は私自身の意見とし
ては無くても良いかなと思います。（30歳代女性） 

• 高齢なのでありがたいと思います。雰囲気の良いコミセンで、何度でも利用させていただ
きたいと思っています。（70歳代女性） 

• 賛成します。気持ちよく使わせて頂いています。（70歳代女性） 
• 大賛成です。いつも気持ちよく過ごさせていただいてます。（70歳代女性） 
• あったほうがいい。 (80歳代男性) 
• 2階で利用することがあまりないのですが、子ども連れにはエレベーターがあると助かる

と思います。また、体の不自由な方の利用時にも役立つと思いますので賛成です。（30歳
代女性） 

• いつもこのコミセンを利用させていただき、大変ありがたく思って居ります。いずれ足が
不自由になりましても利用できますようエレベーターがありましたらうれしいと思います。
（80歳代女性） 

   



〇 エレベーター設置等についてのご意見（11/12） 
 
 • 高齢者になりますとエレベーター設置していただくと助かります。（ひざ痛、腰痛等あり

ます）（70歳代女性） 

• 現在まだ必要性は感じません。しかし障害を抱える人が利用する場合はあった方がいいで
しょう。（年のべ60人以上足に障害がある人が利用する、もしくはその見込みがあるな
ら）（30歳代男性） 

• 公共施設のバリアフリー化としてエレベーターを設置するのはよいと思います。（ただバ
リアフリー化というだけでなく、どういった目的でエレベーターをつけるのかという点か
ら検討するのも良いと思います）。エレベーターを必要とする人（高齢者の方、子ども連
れの方）のイベントは一階でできるようにリフォームする等も一つの案だと思います。            
（40歳代男性） 

• 大賛成です。いつも気持ちよく利用しています。利用回数がまた増えそうです（70歳代女
性） 

• 高齢化が進んでいることと、ベビーカーで上がれるようなエレベーターがあればとてもう
れしいと思いました。（30歳代女性） 

• けやきでの活動をしている中で、最初はエレベーターがないならないなりのお手伝いをし
て助けてあげればなんとか2階に行ってもらえるのでは？そうしてあげればよいんだ！と
エレベーターは必要ないと思い込んでいました。しかし相手の立場から考えると、お願い
するのが悪い、エレベーターがあると気軽にけやきに行ける!と言われました。やっぱり
エレベーターは作った方がいいかも（50歳代女性） 

• 小さいお子さんがいる方はエレベーターがないと2階に行くのが大変そうです。これから
ますます高齢者社会になり、ますます必要になると思います。（50歳代女性） 

 

 



〇 エレベーター設置等についてのご意見（12/12） 
 
 • 日頃はけやきコミュニティの運営に感謝もうしあげております。設営の検討にあたって留

意していただきたいこと、 

 

  １ 皆さまの努力で近年評価が高いコミセンの一つと思い込んでおります。 

    設置場所について、十分に検討してください。 

  ２ 工事金額については安くてよいものを選定してください。 

  ３ 完全なバリアフリーにするのか？ 

    フロントと連携してその都度対応するのかなど管理上の扱いについてご検討ください。 

   （70歳代男性） 

 


