
小松市みんなの 



 

 

市内にはバリアフリーの基準を

満たしている施設もあります。し

かし、本当に大切なのは基準を満

たしていることだけではなく、満

たしていなくても、その場所にい

る方々が、車いすを押すことを手

伝ってくれたり、おむつ交換のた

めに休憩所を貸してくれたりと

いった「気づかい」や「思いや

り」だと考えます。 

バリアフリーマップの「＋
プラス

」に

は、ハード面のバリアフリーだけ

ではなく、目に見えない気づかい

や思いやりを「＋
プラス

」したマップに

したいという思いが込められていま

す。 

今回は、紹介程度の発信ではあり

ますが、今後は、より当事者に寄り

添った情報になるよう創り上げて行

きたいと思います。まだまだ情報が

不足しています。おすすめのお店、

「『＋
プラス

』こんな事があった」という

情報を募集しています。 

今後とも私たちの活動にご支援を

頂ければ幸いです。 

 
平成27年 3月 31日 

バリアフリーマップ＋
プラス

製作委員会一同 

＋
プラス

情報を大募集： 

 みなさんのおすすめ

のお店 

 こんな嬉しいプラス

があったよ！ 

 マップのここを改善

して欲しい 

 うちの店舗も掲載し

て欲しい 

ぜひ皆さまからの情報

をお寄せください。今

後の活動に反映させて

頂きます。 

よろしくお願いいたし

ます！ 

障がいのある方など、何らかの生

活のしづらさを抱えている方に

とって、外出する際にはさまざま

なハードルがあります。買い物に

行きたい！気軽に喫茶店に行きた

い！…そう思っても、外出先の建

物に、車椅子が通れるだけの幅が

あるのか、段差があるのか、駐車

場が近くにあるのか、オムツ交換

する場所があるのか、事前に問い

合わせてから出かけているのが現

状です。そこで、生活のしづらさ

を抱えている方が情報を事前に得

られることにより外出しやすくな

るように、バリアフリーマップを

作成しようと考えました。  

目次: 

小松市バリアフリー

マップ＋
プラス

のご紹介 

 

アイコンの紹介 
 

掲載店舗の所在地一覧 
 

バリアフリーマップ 
 

制作者紹介 
 

発行日 平成27年3月31日 

第一巻 

実際の利用者の立場に立った情報収集

を行っています 

（NPO法人ぽぽぽねっとによる調査活

動の様子） 
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各店舗情報の右上には施設の特徴を示すアイコンが示されています。 

それぞれの意味は以下の通りです。 

 駐車場があります 

 車いす対応駐車スペースがあります 

 多目的トイレがあります 

 出入り口の情報があります 

 その他のバリアフリー情報があります 

 ＡＥＤ設備があります 

 オストメイトが設置してあります 

 飲食店です 

 ショッピング施設です 

 教養施設です 

 宿泊施設です 

 森林・公園です 

引用元： 

１．オストメイトマーク 

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 

http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/pictogram/picto_prioritytop.html 

２．オストメイトマーク以外のアイコン 

NPO法人BigMap 

http://nc.bigmap.org/htdocs/?page_id=20 
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和食めん処サガミ 〒９２３－０８０２  

石川県小松市上小松町乙１３９－１ 

１１：００～０：００ 

禁煙時間帯あります 

年中無休 

電話 ０７６１－２３－１５７６ 

お手洗いの情報 

ベッド・チェア ドア種類 戸口幅 トイレ種類 

女性用トイレ内 
乳児用 

開き戸×２ 
１つ目：開き戸 
２つ目：開き戸 

８５ｃｍ 
●男性用：立ち便器、洋式 

●女性用： 

 洋式×１ 手すりなし 
 和式  前方に手すり 

その他のバリアフリー情報 

休める場所 無 

人的配慮 可：前もって連絡すれば可能です 

その他 幼児椅子をご用意してあります 

テーブル席のレイアウト 

プラスぽいんと！ 

１．通路は120cmほどの幅が 

  あり、ゆったり移動できます 

2．座敷席とテーブル席が 

   選べます 

4．テーブル席に仕切りがあります 

3．椅子を移動し、車いすのまま 

   テーブルに着くことができます 

駐車場の情報 出入り口・玄関の情報 

ユニバーサル標記 屋根 ドア種類 戸口幅 スロープ等 

  なし なし 

自動ドア×２ 

１つ目：ボタン式 

２つ目：自動ドア 

１１７ｃｍ 
なし 

段差０ｃｍ 

備考：入口近くに広めのスペースがあります 
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幼児椅子のご用意あります 



 

 

洋服の青山 〒９２３－０８０１ 石川県小松市園町ハ３２番地１ 

１0：００～20：００ 

年中無休 
電話 ０７６１－２４－４６５８ 

お手洗いの情報 

ベッド・チェア ドア種類 戸口幅 トイレ種類 

なし 引き戸 91ｃｍ 
●男性用：立ち便器、洋式 

●女性用・車いす用（併記）：  

 洋式×１ 

その他のバリアフリー情報 

休める場所 無 

人的配慮 可：店長さんまでご相談ください 

その他 

プラスぽいんと！ 

１．通路幅は１８０ｃｍと 

  広々しています 

２．店内は明るく見通しが   

  良いです 

駐車場の情報 出入り口・玄関の情報 

ユニバーサル標記 屋根 ドア種類 戸口幅 スロープ等 

あり 

（地面標記） 
あり 自動ドア×２ １56ｃｍ 

なし 

段差０ｃｍ 

備考：障がい者用駐車場から玄関まで966cmです 

入口の自動ドア 店内の様子 

駐車場の標記 

３．ゆとりのある入り口で   

  入店がスムーズです 

４．お手洗いはレジの近く 

  で店員さんに相談しや 

  すいです 

お
手
洗
い
の
案
内 
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こまつの杜 〒９２３－８６６６ 

石川県小松市こまつの杜１ 
９：００～１６：３０ 
休館日：日曜，月曜，

第五土曜日 
電話 ０７６１－２４－２１５４ 

お手洗いの情報 

ベッド・チェア ドア種類 戸口幅 トイレ種類 

外）多目的トイレ内 

幼児用 
多目的：引き戸 

男性・女性用： 

    開き戸 

多目的 

１０４ｃｍ 

●男性用：洋式×１ 

●女性用：洋式×１ 

●多目的トイレ： 

 外）背もたれ、物入れ 

その他のバリアフリー情報 

休める場所 あり：授乳室あります、２階に休憩所あります 

※４／１８より、わくわくコマツ２号館で休憩していただけます 

人的配慮 可：受付に申し出ていただければ、対応いたします 

その他 駐車場出口にスロープが用意されています 

プラスぽいんと！ 

１．エレベーターは電動車いす 

  でも利用可能です。 

2．施設内通路は、車いすが通る   

   幅があります。 

駐車場の情報 出入り口・玄関の情報 

ユニバーサル標記 屋根 ドア種類 戸口幅 スロープ等 

あり 

（地面標記） 
なし 

自動ドア×２ 

タッチセンサー式 

内：１０５ｃｍ 

外：１６０ｃｍ 

なし 

段差０ｃｍ 

 

3．車いすの貸出があります 

５．遊歩道があり、車いす、 

  ベビーカー専用道（優先）で 

  広々としています 

４．駐車場出口にスロープが用意 

  されており、スムーズに移動 

  できます 
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６．建物外にも男性用、女性用、多目的トイレがあり、 

  ベビーベッドが用意されています。 

わくわくコマツ２号館 

わくわくコマツ館 



 

 

サイエンスヒルズこまつ 

ひととものづくり科学館 

〒９２３－８６１０ 

石川県小松市こまつの杜２番地  

９：３０～１８：００（有料観覧受付１７：３０まで） 

休館日 月曜（祝日の場合は翌日）・年末年始（12/29～1/3） 

GW.夏休み期間は開館 

電話 ０７６１－２２－８６１０ 

お手洗いの情報 

ベッド・チェア ドア種類 戸口幅 トイレ種類 

多目的トイレ内： 

 乳児用ベッド・チェア 

休憩室： 

 ベビーベッド 

多目的： 

引き戸 

多目的 

１００ｃｍ 

●男性用：洋式、 

 手すり付き立ち便器 

●女性用：洋式 

●多目的トイレ： 

 背もたれ，可動式てすり 

その他のバリアフリー情報 

休める場所 あり：授乳室あります（女子トイレ内） 

   救護・休憩室に（同部屋）大人もＯＫのベッドがあります（受付後にご案内いたします） 

人的配慮 可：受付に申し出ていただければ、対応いたします 

その他 AED：玄関口事務所前にあります 

3Dスタジオが快適に使用できます 

プラスぽいんと！ 

１．３Dスタジオには車いす席が 

  あります 

  介助者の方にはパイプ椅子を 

  用意していただけます 

３．エレベーターは, 車いすで入った 

  方向のまま、降りることができ 

  ます 

駐車場の情報 出入り口・玄関の情報 

ユニバーサル 

標記 
屋根 ドア種類 戸口幅 スロープ等 

あり 

（地面標記） 
※なし 自動ドア ２５７ｃｍ 

なし 

段差０ｃｍ 

備考：※雨対策 車乗降口で降りた後に移動することで対策可能 

   駐車場（隣接の市営駐車場）から玄関まで３７２９ｃｍです 

2．障がいのある方と介助者は 

   観覧料金が２割引きとなります 

４．ベビーカーと車いすの 

  貸出サービスがあります 
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８番らーめん 
〒９２３－０８６４  

石川県小松市有明２３ 

１１：００～２４：００ 

年中無休 
電話 ０７６１-２１-４８８８  

お手洗いの情報 

ベッド・チェア ドア種類 戸口幅 トイレ種類 

なし 開き戸 76ｃｍ ●男性用：和式×１ 
●女性用：洋式×１ 

その他のバリアフリー情報 

休める場所 無 

人的配慮 玄関の段差等、介助しています 

その他  

 

プラスぽいんと！ 

１．幼児用の椅子が用意されて 

  います 

2．車いすの方は奥の座席の方が 

   飲食しやすいとのことです 

駐車場の情報 出入り口・玄関の情報 

ユニバーサル標記 屋根 ドア種類 戸口幅 スロープ等 

なし なし 
外： 開き戸 

内：自動ドア 
80ｃｍ 

段差 

２ｃｍ＋１０ｃｍ 

 

幼児用の椅子が設置されている様子 
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待ち時間のための椅子 

３．待ち時間はゆっくり座って 

      お待ちいただけます 



 

 

ホテルサンルート 
〒９２３－０８６８  

石川県小松市日の出町４丁目９３ 

無休 電話 ０７６１ー２４－６１２３ 

お手洗いの情報 

ベッド・チェア ドア種類 戸口幅 トイレ種類 

なし 引き戸 ８７ｃｍ 

●男性用： 
 立ち便器×３ 手すりなし 
●女性用： 

 洋式×２ 和式×１ 

●多目的トイレ 

その他のバリアフリー情報 

休める場所 あり 

人的配慮 可：フロントにお申し出いただければ、対応いたします 

その他 ２階への階段付近に「段差がございます」の看板があり注意喚起をしています 

多目的トイレのレイアウト  

プラスぽいんと！ 

１．エレベーターの大きさ 

  間口７９ｃｍ 

  内寸１４６ｃｍ×１４６ｃｍ 

４．多目的トイレに傾斜鏡があります 

3．多目的トイレ内：非常用ボタン便器付近と手洗い場付近です 

  

駐車場の情報 出入り口・玄関の情報 

ユニバーサル標記 屋根 ドア種類 戸口幅 スロープ等 

  あり※ あり 
自動ドア 

両開き×２ 
１４６ｃｍ 

なし 

段差0cm 

備考：※車いすマークのコーンが設置されています 

2．多目的トイレの手すり：便座横にＬ字型、可動式あります 

車
椅
子
マ
ー
ク
の
コ
ー
ン 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
入
口
手
前
） 
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手洗い

引き戸（８７ｃｍ）

２
0
0
ｃ
ｍ 可動式手すり

Ｌ字型手すり



 

 

餃子の王将 
小松店 

〒９２３－０８６５  

石川県小松市福乃宮町２－５９－１ 

  １１：００～２３：００（月曜日～金曜日） 

＜ラストオーダー２２：３０＞ 

  １１：００～２２：００（日曜日・連休最終日） 

＜ラストオーダー２１：５０＞ 
年中無休 

電話 ０７６１－２３－２６５０ 

お手洗いの情報 

ベッド・チェア ドア種類 戸口幅 トイレ種類 

多目的トイレ内

乳児用 
多目的：引き戸 

男性・女性用：

開き戸（押す） 

多目的 

９０ｃｍ 

●男性用：立ち便器、洋式 

●女性用：洋式×２ 

●多目的トイレ：洋式 

     手すり付 

その他のバリアフリー情報 

休める場所 無 

人的配慮 可 

その他 相談窓口は店長さんまでお願いいたします 

プラスぽいんと！ 

１．多目的トイレの鏡は傾斜鏡、 

  ゴミ入れもあります 

２．店内の通路幅は１３０ｃｍあ 

  り余裕があります 

駐車場の情報 出入り口・玄関の情報 

ユニバーサル標記 屋根 スロープ等 ドア種類 と戸口幅 

あり 

（地面標記） 
なし あり 

引き戸７８ｃｍ 

自動ドア９０ｃｍ  

備考：駐車場から玄関までは５００ｃｍです 

４．子ども用いすが設置してあります 

5.玄関のスロープ幅は９０ｃｍ 

 長さ４００ｃｍ、傾斜は３度 

３．掘りごたつ、ベンチ、移動式、 

  カウンター席が選べます  

11 



 

 

アミング 
〒９２３－０８６１  

石川県小松市沖町７街区１０ 

１０：００～２１：００ 
年中無休 電話 ０７６１－５８－０２０４ 

お手洗いの情報 

ベッド・チェア ドア種類 戸口幅 トイレ種類 

多目的トイレ：   

 ベッド、チェア 
多目的： 

引き戸 
多目的トイレ

１０７ｃｍ 

●男性用：多目的トイレ 

●女性用：洋式 

●多目的トイレ： 

 立ち便器，洋式 

その他のバリアフリー情報 

休める場所 無 

人的配慮 可：希望の商品を探すことや選ぶこと等、お手伝いいたします 

その他  

車いすでも快適に買い物ができます 

 

プラスぽいんと！ 

１．店内は広々としており、 

  車いすでも快適利用ができます 

  狭い部分で１００ｃｍ、 

  広い部分で２３４ｃｍあります 

駐車場の情報 出入り口・玄関の情報 

ユニバーサル標記 屋根 ドア種類 戸口幅 スロープ等 

あり 

（地面標記） 
なし 自動ドア １８１ｃｍ 

なし 

段差０ｃｍ 

備考：障がい者用駐車場（店舗向かい側）から玄関まで１８１５cmです 
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大戸屋 
小松沖店 

〒９２３－０８６１  

石川県小松市沖町区画整理地８街区３ 

１１：００～２３：００ 
年中無休 電話 ０７６１－２４－８５５０ 

お手洗いの情報 

ベッド・チェア ドア種類 戸口幅 トイレ種類 

なし 開き戸 70ｃｍ ●男性用：立ち便器、洋式 

●女性用：洋式 

その他のバリアフリー情報 

休める場所 無 

人的配慮 可 

その他 事前予約は不要です 

店内テーブル移動の対応あります 

 

プラスぽいんと！ 

１．車いすマーク付の駐車場は隣のスペース 

      との幅があり乗降しやすいです 

2．通路幅は１６０ｃｍあり、広々とした通路です 

3．店内のテーブルは移動が可能です 

駐車場の情報 出入り口・玄関の情報 

ユニバーサル標記 屋根 ドア種類 戸口幅 スロープ等 

あり 

（地面標記） 
なし 自動ドア×２ 

１：106ｃｍ 

２：９２ｃｍ 

なし 

段差０ｃｍ 

備考：駐車場から玄関までは１７２４ｃｍ  
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コメダ珈琲店 
〒９２３－０８６１  

石川県小松市沖町区画整理地８街区５ 

７：００～２３：００ 

＜ラストオーダー２２：３０＞ 

年中無休 
電話 ０７６１－２４－２２３２ 

お手洗いの情報 

ベッド・チェア ドア種類 戸口幅 トイレ種類 

なし 
開き戸 

（押す） 
７０ｃｍ 

●男性用： 

 立ち便器 洋式×１ 

●女性用：洋式×２ 

その他のバリアフリー情報 

休める場所 無 

人的配慮 可 

その他 ご相談は店長さんまでお願いいたします 

３．駐車場から簡単にアクセスできます 

 

プラスぽいんと！ 

２．ソファを取り外すことで、車いす席 

  をつくることができます 

駐車場の情報 出入り口・玄関の情報 

ユニバーサル標記 屋根 ドア種類 戸口幅 スロープ等 

あり 

（地面標記） 
なし 開き戸×２ １２２ｃｍ 

なし 

段差０ｃｍ 

備考：障がい者用駐車場から玄関まで１５４８ｃｍです 

１．レジと真正面が入口なのでスタッフ 

  の介助がスムーズに受けられます 
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すし食いねぇ 

小松沖店 
〒９２３－０８６１ 

石川県小松市沖町区画整理地８街区７ 

１１：００～２１：３０ 
年中無休 電話 ０７６１－２４－１１５１ 

お手洗いの情報 

ベッド・チェア ドア種類 戸口幅 トイレ種類 

多目的トイレ内

乳児用 

多目的： 

引き戸 
９８ｃｍ 

●男性用：立ち便器、洋式 

●女性用：洋式 

●多目的トイレ： 

 背もたれ，可動式手すり 

その他のバリアフリー情報 

休める場所 無 

人的配慮 可 

その他 予約不可のため、早めに来店の必要があります 

多目的トイレのレイアウト 
 

プラスぽいんと！ 

２．ボックス席に置ける子ども用 

  のいすがあります 

駐車場の情報 出入り口・玄関の情報 

ユニバーサル標記 屋根 ドア種類 戸口幅 スロープ等 

あり 

（地面標記・看板） 
あり 

自動ドア 

（手動センサー） 
９６ｃｍ 

なし 

段差０ｃｍ 

備考：駐車場から玄関までは２７１６ｃｍです 

１．座席は掘りごたつ式、ベンチ式、 

  カウンター席があります 
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小松短期大学 〒９２３－８５１１ 

石川県小松市四丁町ヌ１番地３ 
11：30～13：00 

学期期間中の平日 

（誰でも利用可） 
電話 ０７６１－４４－３５００ 

お手洗いの情報（食堂最寄りのお手洗い） 

ベッド・チェア ドア種類 戸口幅 トイレ種類 

なし 
多目的： 

引き戸 
８５ｃｍ 

●男性用： 

 立ち便器，洋式×1 和式×１ 

●女性用： 

 洋式×１，和式×３  
●多目的トイレ： 

 洋式×１，固定式手すり 

その他のバリアフリー情報 

休める場所 食堂の向かいにロビーがあり，長椅子，ソファーで休んでいただけます 

人的配慮 可：事務局窓口にてご相談ください 

その他 エレベータはありません（食堂は1階にあります） 車いす用のトイレがあります 

 

プラスぽいんと！ 

4．車いす用トイレ 

    手すりは固定式です 

  間口：８５ｃｍ 

  奥行：２２２ｃｍ 

  幅 ：１７５ｃｍ 

2．食堂前通路幅は３０８ｃｍ 

    広々としています 

駐車場の情報 出入り口・玄関の情報 

ユニバーサル標記 屋根 ドア種類 戸口幅 スロープ等 

  なし なし 両開き戸×２ １５４ｃｍ あり 

備考；駐車場から玄関までは１８１５ｃｍです。 

       また、スロープは長さ３０７ｃｍ、幅１１１ｃｍ、傾斜は０．５度 
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1．校舎内のスロープ幅は１１１ｃｍ 

    長さ２１５ｃｍ、傾斜は５度です 

3．料理を受け取るカウンター前も   

      広々としています 



 

 

私たちは、「NPO法人 いのちにや

さしいまちづくり ぽぽぽねっと」

の「障がい児・者の居場所づくり部

会」です。重度の心身障がい児・者

の家族が主体となり、地域全体が、

暮らしやすい、いのちにやさしいま

ちとなるようにと活動しています。 

ぽぽぽねっとの理念は、「いのちに

やさしいまちづくりのための普及、

人材育成、相互に助け合える地域の

ネットワークづくりを通じて、病い

や障がいを抱えても子育て中で

あっても、地域でその人らしく主

体的に生きていくことができる社

会の実現」です。子どもさんから

御高齢者まで、すべての人に対し

て、多様な職種や立場のボラン

ティアをコーディネートし、行政

や企業、地域の医療保健福祉関係

者と協力しながら、人のやさしさ

にあふれた思いやりのあるまちに

したいと活動しています。 

小松市障害者自立支援協議会

は、障がいの有無にかかわらず、誰

もが「小松に住んでいて良かった」

と思えるまちづくりを目指し、医

療・福祉・教育等さまざまな機関で

働く人たちが活動している協議会で

す。 

協議会は、「就労委員会」「訪

問委員会」「児童委員会」「住まい

委員会」「日中支援委員会」という

５つの委員会にわかれており、各委

員会や協議会全体で話し合う場を設

け、障がいのある方が地域で生活し

ていくために、どのような取り組み

や資源が必要か協議しながら活動

しています。 

『バリアフリーマップ＋
プラス

』の

作成に携わっているのは、私たち

「日中支援委員会」です。「日中

支援委員会」では、障がいのある

方が望む暮らし、その人らしい生

活ができるような地域づくりをし

ていくために必要な活動を行う委

員会です。今回、バリアフリー

マップ作成に携わることを通し、

障がいのある方のみならず、高齢

の方、小さなお子さんがいるお母

さん方にとってもバリアフリー情

報は役立つものであると、委員一

同学びを深めています。 
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ぽぽぽの「ぽ」は、ｐｅｏｐｌｅ（人々）、ｐｌａｃｅ（場所）、ｐｒｏｄｕｃｔ（創造） 

私たちは小松短期大学バリアフリー

マップ研究会です。この研究会は人

にやさしいまちづくりに賛同した臨

床工学ステージの福嶋彩乃、伊藤

光、笹木駿秀、診療情報ステージの

井村汐里、橋本愛佳の5名の有志か

ら構成されています。私たちは木村

誠准教授と一緒に半年間バリアフ

リーについて研究を行ってきまし

た。使いやすいマップについての長

時間のディスカッション、障がい

者、高齢者の疑似体験をしながらの

小松短大のバリアフリー状況の調査

などの経験は、新鮮な発見の連続

でした。最初は5人だけでの活動

でしたが、地域で活躍される機関

の皆さまと連携が実現し、このよ

うな成果を生み出せたことは大変

嬉しく感じております。私たちの

活動が小松短期大学の後輩たちに

引き継がれ、少しでも小松市のお

役に立てればとても幸せです。 

今後とも、小松短期大学バリアフ

リーマップ研究会をよろしくお願

いいたします。本当に、貴重な勉

強をさせていただきました。 



 

 

ご意見をお寄せください 

18 

この度は小松市バリアフリーマップ＋
プラス

を手に取っていただき、ありがとうございます。私たちのバリ

アフリーマップ制作の活動はまだ始まったばかりです。より使いやすい、より地域の人々の温かいまな

ざしが伝わるようなマップにするため今後も日々改善に努めて参ります。今回バリアフリーマップをご

覧いただいて、改善が必要な点にお気づきの方がいらっしゃると思います。皆さんのご意見を是非お聞

かせください。今後のバリアフリーマップの制作に反映させていただきます。  

この度、「バリアフリーマップ＋
プラス

」の活動を、このような冊子として、ご紹介させていただく機会を

得ました事は、私たちのこれからの活動の励みとなります。現地調査に際し、快くご協力いただきまし

た皆様に深く感謝申し上げます。また、紙面の都合上、掲載できていない情報があることについて、お

詫び申し上げます。 

皆様からの協力を得て集めた情報は、すべて整理・蓄積しております。今後、今回掲載できなかった

情報を含め、より多くの方に情報が広くいきわたるような発信の方法について検討している最中です。 

今後も、このまちに「＋
プラス

」の輪が広がります事を、温かく見守っていただけましたら幸いです。 

おわりに 

※「バリアーフリーマップ＋
プラス

」は、小松市の「こまつひとにやさしいまちづくり」事業および小松短期大学の「平成26年度地域貢献プロジェクト」 

  事業の補助を受けて作成しました。なお、本冊子に掲載されている情報は平成27年2月27日現在のものです。 

二つの熱意あるグループと小松短期大学の若いみなさんの共同作業で、この「バリアフリーマップ +
プラス

」作成が叶いま

した。お互いにできることを協力し、補い合い、障がいのある人も参加されて、文字通り「自分たちの足」で回って

調べられた貴重な内容です。さらに、お店の方々とふれあいながら、ハード面だけではない人的配慮も確認するな

ど、このマップならではの情報が掲載されています。 

 小松市では、市内に在住される方も、市外から訪問される方も、誰にとっても住みやすく訪れやすい「やさしいま

ちづくり」を全庁あげて推進しているところですが、まさしくこのマップは「やさしさ」の成果です。多くの方の外

出のお役に立てるように、冊子の配布とweb上でのアップを予定しています。 

今後もこのような、自発的活動の輪が幾重にもつながり、あたたかな心配りが溢れるまちづくりを、皆さんと一緒

に作っていきたいと願っています。 

なお、公共･民間の大型施設につきましては、下記のＮＰＯ法人石川バリアフリーツアーセンターホームページ

に、市内の公共･民間の観光施設等の情報も掲載されておりますので、このマップと共にご活用ください。 

                （ホームページ https://www.ibarifuri.com/） 
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