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相談窓口 

北区障害者地域自立生活支援室より 

 

 

第９６号（2019年 6月発行） 

       

 〒114-0032 東京都北区中十条 1-2-18 障害者福祉センター内 

 TEL：03-3905-7225 TEL・FAX 兼用：03-3905-7226 E-MAIL：peernet@peernet.or.jp 

 開所日時：月～金 １０時～１８時  土 １０時～１７時 ＊日・祝・年末年始は休み 

 

 “支援室だより”は印刷されたもののほか、視覚に障害のある方のために、「点字サークル六
ろ く

星会
せいかい

（福祉センタ

ークラス）」のご協力で 点字版 を、「音訳グループやまびこ」のご協力で 音訳版 を作成しています。ご希望の

方は支援室までご連絡ください。（TEL・FAX 兼用：03-3905-7226） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「居宅介護事業所調査報告書」が完成しました 

毎年、北区において居宅介護サービスを提供している事業所にアンケート

調査を行い、内容をまとめ発行している「障害（児）者のための居宅介護事

業所一覧～居宅介護事業所調査報告書～」が今年も完成しました。今年は 112

か所の事業所より回答をいただきました。お忙しい中ご協力いただきまして

ありがとうございました。こちらは無料で差し上げますので、ご希望の方は

支援室までお問い合せ下さい。 

 

なお、調査報告書は NPO法人ピアネット北のホームページからも、ご覧

いただけます。（http://peernet.or.jp/）こちらもご活用ください。
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2019年度福祉防災講演のご案内 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師：防災講師・防災コンサルタント 高橋洋氏 

日時：2019 年７月24 日（水）13 時30 分～16 時（受付：13 時 15 分） 

会場：北とぴあ ７階 第二研修室 

定員：80 名先着順  参加費：無料   

対象：北区に在住・在勤・在学の障害者（児）、ご家族、福祉関係者 

申込方法：お電話、FAX またはメールにてお申込みください。お名前、ご所属（障害者（児）・

家族・福祉関係者）、ご住所、電話番号、FAX 番号を明記してください。 

申込締切：2019 年 7 月 10 日（水）必着 

※手話通訳が必要な方は事前にお申し付けください 

 

 

 

～2019年度 福祉防災講演～ 

【お問い合わせ・お申し込み先】  

北区障害者地域自立生活支援室   

Tel＆Fax ： 03 - 3905 - 7226  受付時間  月～金 10 時～18 時、 土 10 時～17 時 

住所 ： 〒114-0032 北区中十条 1 –2-18 障害者福祉センター内 

E-mail ： peernet@peernet.or.jp 

 

《プログラム》 

第 1 部 講演  

災害対策の基本 

災害救助や「福祉防災」の基礎 

福祉避難所について 

第 2 部 グループワーク 

災害エスノグラフィーを通して 

練馬区防災課係長や NPO 理事として、長く

福祉防災の現場に携わってこられた高橋洋

氏に、今後地域ぐるみで行っていくべき福祉

防災についてお話を伺います。障害のある

方、地域住民、行政、福祉関係者、それぞれ

がどのような対策をし、どう連携していけば

いいのか。大規模災害の時、命を守るための

取り組みを考えていきましょう！ 



3 

 

キッズフェスタ 2019に行ってきました 

4月 13（土）、14（日）に TRC東京流通センターで行われたキッズフェスタ 2019 ～第 18回子どもの福祉用

具展～ に行ってきました。今年もたくさんの団体が出展し、最新の子ども用福祉機器が展示されたほか、セ

ミナーや映画の上映など多数のイベントプログラムが開催されました。 

今号では食事に関するグッズを 2点ご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【製造元・お問い合わせ先】 

岡部洋食器製作所 

TEL：0256-63-9101 FAX：0256-63-9100 

メールアドレス：okabe@ginzado.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

ママとベビーのセレクトショップ Ｍｕｍｍｙ Ｙｕｍｍｙ（マミーヤミー） 

TEL：03-5859-5317 FAX：03-5859-5318 

ホームページ：https://mummy-yummy.com/ メールアドレス：shop@mummy-yummy.com 

バンダナタイプ・スモール（Mum2MumPLUS） 
障がいのある子どものための３層構造のよだれかけ。 

小学生から中学生まで幅広く使えるバンダナタイプのジュニア

サイズ・スタイ。だ液が出やすい症状の方に、首周りから胸をし

っかりカバーできます。３層構造だから、キャッチした水分や汚

れが衣服に染み込むことはありません。タオル地の柔らかい肌触

りと抜群の吸水性で、水分や汚れをしっかり吸収。裏面はナイロ

ン素材なので洋服への染みを防御。鮮やかなカラーリングながら

シンプルな無地なので、洋服とのコーディネートも楽しめます。 

サイズ：フリー  首周り：約 35 ㎝～約 39 ㎝ 

カラー：ブラック・ネイビー・レッドなど全 10色 

【素材】 表地：コットン 100％ 中地：ポリエステル 100％ 

 裏地：ナイロン 100％ 

ピタッとシリコン皿 
シリコン一体成形で食洗機、電子レンジに対応。落として

も割れることはないので安心してお使いいただけます。 

カラー：レッド イエロー ブルー 

寸法：直径 155 ㎜×高さ 36～52㎜ 

重さ：165ｇ 

※底のすべり止めは、ほこりっぽかったり、テーブルの表面によっ

ては吸着力が発揮できない場合があります。 
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〔志茂駅 多機能トイレ〕 

〔赤羽岩淵駅 エレベーター専用口〕 

駅バリアフリー情報 ～浮間・赤羽エリア～ 

北区は JR線・地下鉄東京メトロ・路面電車の都電荒川線が通っており、合わせて 19の駅があります。 

本誌では今号から 3回にわたって駅のバリアフリー情報をお伝えします。北区を浮間・赤羽、王子、滝野川 

の 3つのエリアに分けて掲載する予定です。第 1回目は浮間・赤羽エリアです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浮間舟渡駅（JR 線） 

≪ホームドア≫なし 

・浮間舟渡駅改札 

〔車いす経路〕改札⇔エレベーター⇔ホーム 

〔券売機〕点字運賃表 音声案内 

〔トイレ〕触知案内図 

〔多機能トイレ〕スイッチ式自動扉 

オストメイト洗浄設備 ベビーシート 

北赤羽駅（JR 線） 

≪ホームドア≫なし 

・浮間口改札（無人改札：インターホン対応 音声案内） 

〔車いす経路〕改札⇔エレベーター⇔ホーム 

〔券売機〕点字運賃表 音声案内 

〔トイレ〕触知案内図 音声案内 

〔多機能トイレ〕スイッチ式自動扉 

オストメイト洗浄設備 大型ベッドあり 

・赤羽口改札 

〔車いす経路〕改札⇔ステッピングカーによる階段昇降 

⇔ホーム 

〔券売機〕点字運賃表 音声案内 

〔トイレ〕音声案内 

〔多機能トイレ〕なし 

赤羽駅（JR 線） 

≪ホームドア≫京浜東北線ホームのみあり 

・北改札 ・南改札 

〔車いす経路〕なし 〔車いす経路〕改札⇔エレベーター⇔コンコース中 2 階⇔エレベーター⇔ホーム 

〔券売機〕点字運賃表 音声案内 〔券売機〕点字運賃表 音声案内 

〔トイレ〕触知案内図 音声案内 〔トイレ〕触知案内図 音声案内 

〔多機能トイレ〕スイッチ式自動扉 〔多機能トイレ〕スイッチ式自動扉 

オストメイト洗浄設備 ベビーシート オストメイト洗浄設備 ベビーシート 

赤羽岩淵駅（東京メトロ南北線） 

≪ホームドア≫あり 

〔車いす経路〕 

① エレベーター専用口⇔エレベーター⇔改札 

⇔エレベーター⇔ホーム 

② 1 番出入口⇔エレベーター⇔車いす対応エスカレーター 

⇔スロープ⇔改札⇔エレベーター⇔ホーム 

〔券売機〕点字運賃表 音声案内 駅構内触知案内図 

〔トイレ〕触知案内図 音声案内 

〔多機能トイレ〕スイッチ式自動扉 

オストメイト洗浄設備  

ベビーシート ベビーキープ 

志茂駅（東京メトロ南北線） 

≪ホームドア≫あり 

〔車いす経路〕 

1 番出入口⇔エレベーター⇔改札⇔エレベーター⇔ホーム 

〔券売機〕点字運賃表 音声案内 駅構内触知案内図 

〔トイレ〕触知案内図 音声案内 

〔多機能トイレ〕手動扉 

オストメイト洗浄設備 ベビーシート ベビーキープ 

JR京浜東北線 

東京メトロ南北線 

JR埼京線 

JR高崎線 

都電荒川線 
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東京都北区から障害者福祉のしおり平成 31 年度版が発行されまし

た。このしおりは、障害者向け福祉サービスの内容と利用方法などを

まとめ、紹介するものです。各サービスの内容は、平成 31年 4月 1

日現在を基準としています。このしおり発行後、記載内容が変更にな

る場合があります。あらかじめご了承ください。なお、音訳版を希望

する方は、下記問い合わせ先へお問い合わせください。 

【お問い合わせ先】 

所属課室：健康福祉部障害福祉課王子障害相談係 

東京都北区王子本町 1-15-22 北区役所第一庁舎 1 階 2 番 

電話番号：03-3908-9081 

 

所属課室：健康福祉部障害福祉課赤羽障害相談係 

東京都北区赤羽南 1-13-1 赤羽会館 6 階 

電話番号：03-3903-4161 

情報提供 

障害者福祉のしおり 平成 31年度版のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真展『PARA ATHLETE』のご案内 

キヤノンギャラリー S（東京都港区）にて、写真展「PARA ATHLETE ～パラアスリートたちの息づか

いと、パラスポーツの興奮～」が開催されます。  

 

会場は、蜷川実花氏が監修するパラスポーツと未来を突き動かすグラフ

ィックマガジン「GO Journal （ゴージャーナル）」に掲載した写真を

大判で魅せる、写真展ならではの迫力の展示に始まり、世界で 3番目に

大きなスポーツイベントとなったパラリンピックの舞台だからこそ生ま

れる輝きをとらえた報道写真、世界のスーパーアスリートが語る IPC（国

際パラリンピック委員会）とWOWOW の共同プロジェクト、パラリン

ピック・ドキュメンタリーシリーズ「WHO I AM」を上映するミニシア

ターで構成。写真と競技用具で東京 2020 パラリンピックの 22 競技も

紹介し、パラアスリートとパラスポーツの魅力を伝えます。 

 

 

【会期】2019 年 6 月 6 日(木)～7 月 17 日(水)  

10 時～17 時 30 分 

※日曜・祝日休館、入場無料 

【会場】キヤノンギャラリー S 

（東京都港区港南 2-16-6 キヤノン S タワー 1F ） 

TEL：03-6719-9021 
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マジカルトイボックス第 48回イベントのご案内 

第 48 回イベント 

テーマ『重度障害者が導くテクノロジーの進化』 
 

【日時】2019年 7月 13 日（土） 10:00～16:00  

【会場】国立オリンピック記念青少年総合センター 

東京都渋谷区代々木神園町３－１ Tel ０３－３４６７－７２０１ 

（新宿より小田急線で約５分。参宮橋駅から徒歩７分。） 

※一般展示はセンター棟 102 号室 12：00～15：00 

【参加費】3,000 円（ただし、機器展示のみ見に来る方は参加費無料)  

【講師】伊藤史人（島根大学） 

【参加申込】以下のこくちーず Pro ウェブサイトよりお申し込み下さい。 

https://www.kokuchpro.com/event/mtb48/ 

【マジカルトイボックスweb】 http://www.magicaltoybox.org/ 

 

第 34回東京都障害者総合美術展のご案内 

障害者の芸術・文化活動への参加及び優れた才能の発掘・育成を通じて、障害者の生活を豊かにし、自立

と社会参加を促進するとともに、障害者に対する都民の理解や認識を深めることを目的とした第 34回東京都

障害者総合美術展が開催されます。 

【開催日程】 

2019 年 7月 26 日（金）～7月 31日（水） 

【会場】 

西武池袋本店（豊島区南池袋一丁目 28 番 1 号）7 階（南）催事場 特設会場 

【開催趣旨】 

障害者の美術作品の発表・展示の場を提供することにより、障害者の教養を高め、自主活動の育成を図るとと

もに、障害者に対する都民の理解を促進することを目的とする。 

【主催等】 

主催 東京都 

主管 公益財団法人日本チャリティ協会 

協力 西武池袋本店 

【内容】 

入選作品展示（約 200点） 絵画・書・写真・造形 

【お問い合わせ先】 

東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課 

電話 03-5320-4147 
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東京都障害者スポーツセンター開所式のご案内 

平成 29年 2月から改修工事が実施されている東京都障害者総合スポーツセンターと、平成 30年 3月から改

修工事が実施されている東京都多摩障害者スポーツセンターがリニューアルオープンします。 

これにあわせて、両施設の開所式が開催されます。 

開所式は、一般の方も無料で観覧できます。また、開所式の後は、障害のある方もない方も参加できるスポー

ツプログラムも実施されますので、ご興味のある方は新しくなった東京都障害者総合スポーツセンター及び東

京都多摩障害者スポーツセンターへ足を運んでみてはいかがでしょうか。 

 

◆東京都障害者総合スポーツセンター開所式等について 

【日時】 令和元年 7 月 28 日（日曜日） 午前 10 時 00分～午後 4時 00 分 

【会場】 東京都障害者総合スポーツセンター（北区十条台 1-2-2） 

【内容】 「開所式」（体育館内） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 40分 

テープカット、フォトセッション等 

「スポーツプログラム」 午前 10 時 40 分～午後 4 時 00 分 

アスリートトークショー 

ボッチャ体験、水泳教室、卓球交流会、バドミントン交流会、 

テニス交流会、ランニング教室、ニュースポーツ体験 ほか 

◆東京都多摩障害者スポーツセンター開所式等について 

【日時】 令和元年 6 月 30 日（日曜日） 午前 10 時 00分～午後 4時 00 分 

【会場】 東京都多摩障害者スポーツセンター（国立市富士見台 2-1-1） 

【内容】 「開所式」（体育館内） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 40分 

テープカット、フォトセッション等 

「スポーツプログラム」 午前 10 時 40 分～午後 4 時 00 分 

アスリートトークショー 

ブラインドサッカー体験、車いすバスケットボール体験、 

アーティスティックスイミング体験、ボッチャ体験 ほか 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部調整課 

電話 03-5320-7713 

東京都障害者総合スポーツセンター 

電話 03-3907-5631 

東京都多摩障害者スポーツセンター 

電話 042-573-3811 

 

発行：北区障害者地域自立生活支援室  TEL&FAX：03-3905-7226 


