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最優秀賞最優秀賞 小さな優しさ

　普段何気なく利用しているものや、聞いて
いるものがどのようなバリアフリーになって
いるのか、私の気づいていないところにどの
ようなバリアフリーがあるのか気になり、私
は今回普段通学で利用している十三駅につい
て調査しました。
　私がいつも使っている通路には、エスカレ
ーターやエレベーター、また、車いすでも使
いやすいように少し低めに設置された公衆電
話がありました。私は普段エスカレーターを
使うのですが今回はどのようなバリアフリー
があるのか調べるためエレベーターに乗りま
した。エレベーターの中は広く、車いすやベ
ビーカーでも十分乗れるスペースとなってい
ました。また、エレベーター内のボタンには
点字があり、車いすの方や背の低い方でも押
しやすいように低い位置に設置されていまし
た。
　次に私が注目したのは多機能トイレです。
トイレの入口には点字案内板や音声案内が施
されており、目の不自由な方や耳の聞こえな
い方でも使いやすいようになっていました。
トイレ内も広く、車いすやベビーカーでも十
分な広さとなっており、手すりが多く取り付
けられていました。手すりや背もたれがある
ことにより、高齢者の方でもより安全に利用
することができます。さらに多機能トイレ内
にはユニバーサルシートが設置されており、
またオストメイト対応となっていました。よ
く設置されているのは見たことがありますが

どのように使うのか、誰に向けたものなのか
など知らなかったので、調べてみました。ユ
ニバーサルシートは介助の必要な方や車いす
の方などが横になったり、赤ちゃんのオムツ
交換などに使われているそうです。また、オ
ストメイトとは、病気や障がい、事故などが
原因で腹部に排泄のための開口部を造設した
人のことをいうようです。多機能トイレは高
齢者や目の不自由な方、オストメイトの方な
ど色々な方に配慮した工夫があるんだと改め
て感じました。
　調査している途中で、私は改札の前で困っ
ているおじいさんに声を掛けました。ですが
その方は耳が聞こえないらしく、私はスマホ
のメモアプリを活用し、おじいさんを案内し
ました。耳が聞こえないという壁はありまし
たが、それでも互いの表情やしぐさで気持ち
を受け取ることができるという事を改めて感
じました。また、それ以外にも駅には沢山の
優しさが溢れていました。高齢者の方を優先
してエレベーターに乗せてあげる方や、困っ
ている方の手伝いをしてあげる方など、互い
を思いやる気持ちが溢れていてすごく良いな
と感じました。
　このように物理的なバリアフリーだけでな
く、相手を思いやる心のバリアフリーをもっ
と沢山増やしていくことによってより優しさ
の溢れた社会になると思います。そのために、
私自身も、困っている方に声を掛けるなど
一歩踏み出すように心掛けていきたいです。

大阪府立淀商業高等学校　　　１年生

本庄　みゆ
ほん じょう

調査地：阪急電鉄　十三駅
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車いすの方でも使いやすい公衆電話

このマークは、
オストメイトの方
のマーク

介護シート（ユニバーサルシート）手すりと背もたれ、点字もある

多機能トイレの入口、広い

オストメイトの方の汚物流し



　私がこの「わがまちのやさしさ発見」で調

査をした場所は大阪市立住吉図書館です。私

の家の近くでバリアフリーが設備されている

公共施設はどこだろ？と考えてみたところ住

吉図書館だと思ったので調査をしていきまし

た。私が最初に見つけたのは点字ブロックで

す。点字ブロックは駅のホームや町中だけ設

備されていると思っていましたが、今回の調

査で室内にも設備されるのだと知ることがで

きました。他にも点字で表しているトイレの

案内図があり、この図書館では視覚障がい者

の方が安心・安全で利用できるように設備さ

れているんだなと思いました。次に見つけた

バリアフリーはマークです。聴覚障がい者の

方が受け付けの人に筆談する耳マーク、補助

犬と共に施設に入っていいよと意味する「ほ

じょ犬マーク」、大阪市で使われていて外出

先でおむつ替えや授乳をすることができる施

設を表すベビーステーションマーク、この3

つのマークを見つけることができました。住

吉図書館では、いろいろな人達が利用できる

ように施設内のバリアフリーが充実してい

て、この施設なら安心して利用できるなと思

いました。最後に私が一番驚いたバリアフ

リーを紹介しようと思います。それは多機能

トイレです。私は今まで多機能トイレは車い

す利用者の方や赤ちゃんのおむつ交換をする

時の台を利用する方だけが使用するものだと

思っていました。しかし住吉図書館の多機能

トイレはそれだけじゃありませんでした。な

ぜかと言うと人工肛門を利用している方が緊

急処置のために使用するシャワーが設備され

ているからです。私はすごく驚いたので受け

付けの方に「なぜ人工肛門を利用している方

のためにシャワーを設備しているのですか？」

と質問しました。移転した時に設備したのと

いろんな方が利用するのと図書館は１階にあ

るためエレベーターや階段を使用せずすぐに

利用できるためみたいです。私はこの話を聞

いて公共施設では障がいの有無に関係なく皆

が安心して利用できる施設だと知ることがで

きました。以上の学習をもとに、バリアフリー

は障がいのある方、妊婦の方、小さな子ども

達が安心してもらえるようなものだと知るこ

とができました。これからも施設や町中にバ

リアフリーが増えていってほしいし、差別や

偏見で壁を作らず、皆が笑顔で明るく暮らせ

る社会になってほしいなと思いました。
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審査委員審査委員
特別賞特別賞

図書館のやさしさ
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大阪府立淀商業高等学校　　　１年生

大村　彩夏
おお むら かあや

調査地：大阪市立住吉図書館
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視覚障がい者のためにトイレ内の
案内を点字にしている

多機能トイレは車いす利用者だけではなく、
左から、人工肛門利用者、赤ちゃんのオムツ
交換、高齢者、妊婦さんも利用が可能になっ
ている

外出先で授乳やおむつ替えをすること
ができる施設を表すマーク

補助犬も施設に入ってＯＫのマーク筆談に対応している

点字ブロックは駅や外だけじゃなく
室内用のブロックもある
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子どもの本があるところは
小さな子どもたちが
本をとりやすいように
本棚を低くしている

車いすの利用者の方やベビーカーを使用している方が通りやすいように
本棚と本棚の間は広くなっている

車いすのスペースが広くできている

～多機能トイレ～
人工肛門利用者の方が
緊急処置のために
使用されるシャワー
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すべての人のための
バリアフリー

　私が、「わがまちのやさしさ発見」レポート

で調査した場所は、家から徒歩８分ぐらいの

誰もが一度は訪れたことがあるだろう区役所

です。障がいのある人や高齢者、それはもう

さまざまな人が利用する区役所ではどのよう

なバリアフリーがあるのか気になったので調

べてみたいなと思い、選ばせていただきまし

た。

　まず私が一番始めに区役所の入口で見つけ

たのは、スロープです。階段の横にスロープ

があって車いすの方でも楽に上ることができ

るなと気づきました。中に入ると足元にオレ

ンジやピンクなどの見やすい色で貼られてい

る案内テープがあって、車いすの方や高齢者

の方でも分かりやすいようになっているんだ

なと思いました。

　次に私が見つけたバリアフリーは、書類な

どを書く場所にありました。私はいつも区役

所に訪れるとき、母の付き添いで訪れること

が多いのですが書類などは立って書いていた

印象だったので車いすの方に合わせた台の高

さの書類を書く場所があったんだと初めて知

り驚きました。私は、実際に車いすの方と同

じ目線になっていつも母が立って書類を書い

ている台で同じように書類を書こうとしまし

たが台が少し高く、書きにくかったのでこの

ように車いすの方の目線に合わせた場所があっ

て良かったなと思いました。

　次に見つけたバリアフリーはエレベーター

の中にありました。エレベーターは階段など

を上ったり下りたりするのが大変な高齢者や

障がい者、小さなお子さまを乗せたベビー

カーを押している方などがよく利用する安全

かつ快適なものです。そんなエレベーターの

中に椅子が置いてあり、なぜだろうと思い区

役所の職員さんにお聞きしたところ、高齢者

の方が座れるように、荷物置きにできるよう

にという二つの理由を教えていただきまし

た。私はこんな所にも皆が快適に過ごせるよ

うなやさしさがあるんだと知りました。

　以上の学習をもとに、身近な場所にたくさ

んのバリアフリーがあるんだなと思いまし

た。私は福祉を学んでいるけれどわがまちに

どのようなバリアフリーがあるのか、という

ことを全然知らなくて初めて気づいたことば

かりだったので、まずは自分がもっと福祉や

バリアフリーについての知識を深め、まずは

身近な家族や友達にバリアフリーについて広

め、よりよい町づくりをしていきたいなと思

います。

大阪府立淀商業高等学校　　　１年生

竹中　星妃
たけ なか びきら

調査地：住吉区役所

優秀賞優秀賞



案内テープ

段差を分かりやすくするためのスロープの色

車いすの人のための書類を書く台

スロープ

エレベーターの中に椅子
14



15

co
ngr

atulations
congratulatio

ns

バリアフリー化への努力と
職員さん方の沢山のやさしさ

　私が調べたのは大阪城公園です。小さい頃
祖父達につれられて行っていた時とは変わっ
ていた所があるなと思って調べました。職員
さん達と、実際に一緒に巡って知ったバリア
フリーについてまとめたいと思います。
　最初に、公園内のトイレについてです。公
園内には多機能トイレ（バリアフリートイレ）
があり、車いすの方が利用できるようになっ
ていました。また、扉には点字が書かれてい
たり、ピクトグラムが描かれていたので、誰
にでもわかるように工夫されているなと思い
ました。（写真1・2）
　次に公園内のスロープについてです。大阪
城は、歴史的価値がある都市公園なので、バ
リアフリー法の適用外だそうです。また、勝
手に公園内の石段等の形を変えることができ
ず、現状、スロープが少なく段差が多いです。
しかし、職員さん方の努力などによって形が
変わらないように気を付けながらスロープが
できています。スロープのおかげで、車いす
の方だけでなく、ベビーカーを押している方、
足腰が良くない方にとっても便利だなと思い
ました。城というのは人に攻められにくいよ
うに作られている、つまり、人に優しくない
ということだと職員さんがおっしゃっていま
した。そんな中でこのようにスロープがつい
ていたりするのは、まさしく「やさしさ」だ
と私は思います。（写真3～6）
　次に一番驚いたことについてです。私が一
番驚いたのは、案内の看板についてです。日

本語の案内の下に英語の案内があることに対
しては疑問に思うことはなかったのですが、
右下のＱＲコードに対しては疑問に感じまし
た。職員さんによると、大阪城公園は観光地
であり、観光客として中国人の方が増えてき
たため、ＱＲコードを読み取って中国語の案
内がスマホで見られるようにしたそうです。
（写真7・8）
　また、ミライザ大阪城の屋上レストラン内
の階段の部分には階段昇降機があり、実際に
体験させていただきました。車いすの方や高
齢者の方も利用することができるため、非常
に便利だと思いましたが、人を待たせること
になるので少し気まずかったです。だから、
あまり人を待たせない新たな階段昇降機がで
きたら、利用する側の気まずさは少し軽減さ
れるのかなと思いました。（写真９・10）
　最後に、今回一番感動したのが職員さん方
の優しさです。バリアフリーの話を聞いてい
た時、色々な資料を用意していてくださった
り、外は暑くて広くて大変だろうと車を出し
て案内してくださったり、ちょっとした質問
にも優しく答えてくださいました。そして、
職員さんが、大阪城公園の形を変えず、どの
ようにしてバリアフリー化するかが課題だと
おっしゃっていましたが、こんなにも優しい
職員さん達なら、乗り越えられると思うので、
なんとか、歴史的景観とバリアフリーの共存
ができると良いなと思いました。

大阪府立淀商業高等学校　　　１年生

中川　日菜子
なか がわ なひ こ

調査地：大阪城公園

優秀賞優秀賞
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写真1

写真3

すべり止めが
ついている

写真4 写真5

写真2
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写真6

写真8

写真9

写真10

写真7

ゆっくり動くから
安全！！
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その他の
バリアフリー

その他１

その他2

天守閣までの階段のかわりに
エレベーターを利用できる！

その他3

最後尾に車いすをのせることが可能。
公園内の移動手段！
バリアフリーになるようつとめている
そうです!!

ロードトレイン


