
障がい者用駐車場障がい者用駐車場障がい者用駐車場障がい者用駐車場

駐車場の路面駐車場の路面駐車場の路面駐車場の路面

施設までのアクセス施設までのアクセス施設までのアクセス施設までのアクセス

通路の床材通路の床材通路の床材通路の床材

ドアの種類ドアの種類ドアの種類ドアの種類

☐段差あり

■段差なし

□あり ●右側●右側●右側●右側 ☐なし

■なし ●左側●左側●左側●左側 ☐なし

オストメイト機能オストメイト機能オストメイト機能オストメイト機能

貸出備品貸出備品貸出備品貸出備品

入浴介助入浴介助入浴介助入浴介助

■段差あり

☐段差なし

スロープスロープスロープスロープ

ドアの種類ドアの種類ドアの種類ドアの種類

☐段差あり

■段差なし

スロープスロープスロープスロープ

ドアの種類ドアの種類ドアの種類ドアの種類

有無有無有無有無

手すり手すり手すり手すり

(便器に(便器に(便器に(便器に

向かって)向かって)向かって)向かって)

■スライド戸(手動）　　　　　☐開き戸　　 　　　　　 ☐開放

□要相談（貸切風呂はないが通常の浴場を一定時間貸し切ることができる等）

多多多多

目目目目

的的的的

トトトト

イイイイ

レレレレ

81　cm ドアの種類ドアの種類ドアの種類ドアの種類

■スライド戸(手動）

☐開き戸　　　☐アコーディオン　　☐折れ戸

洗面台手すり洗面台手すり洗面台手すり洗面台手すり

貸貸貸貸

切切切切

風風風風

呂呂呂呂

障がい者への障がい者への障がい者への障がい者への

配慮配慮配慮配慮

有無有無有無有無

その他備品その他備品その他備品その他備品

有無有無有無有無

■あり(  L型  )

　　　　( 固定　）

■あり( U型　)

　　　　(　固定　）

　※「障がい者用」と表記されていなくても障がい者の方が利用可能であれば対象　※「障がい者用」と表記されていなくても障がい者の方が利用可能であれば対象　※「障がい者用」と表記されていなくても障がい者の方が利用可能であれば対象　※「障がい者用」と表記されていなくても障がい者の方が利用可能であれば対象

■車いすで利用可能　　　　■手すり　    　　　　　　☐後方確認用鏡　　　　■車いす用操作盤  

■開延長ボタン　　　　　　　■点字表記　　　　　　　☐浮き出し文字　 　　　☐音声案内

一一一一

般般般般

向向向向

けけけけ

大大大大

浴浴浴浴

場場場場

☐あり　　　　　　　　　■簡易式オストメイト 　　　　　　　　　☐なし

高さ高さ高さ高さ

高さ高さ高さ高さ

□貸切風呂あり　　　■貸切風呂なし

※段差ありの場合、スロープの有無※段差ありの場合、スロープの有無※段差ありの場合、スロープの有無※段差ありの場合、スロープの有無

　☐常設スロープ　　　　　☐簡易スロープ　　　　　☐スロープなし

■緊急ボタン   　　　 ☐ベビーシート　　　　　　　　　 ☐ベビーチェア　　　　　 ☐便器横の棚

☐介護ベッド　　　　　■温水便座      　　　　　　　　　☐ハンドドライヤー　　　☐音声案内

※一般向け大浴場のうち、障がい者の利用が最も想定できるものが対象※一般向け大浴場のうち、障がい者の利用が最も想定できるものが対象※一般向け大浴場のうち、障がい者の利用が最も想定できるものが対象※一般向け大浴場のうち、障がい者の利用が最も想定できるものが対象

☐可     　　　 　 　　　　　☐介助があれば可（※入口から判断して下さい）　　　　　■不可

☐シャワーキャリー　　　■シャワーチェア　　　　　　☐その他（      　　　　　　　）

☐可　　　　■不可

浴室浴室浴室浴室

入口幅入口幅入口幅入口幅            　80　cm 入口段差入口段差入口段差入口段差

㎝／

段

■あり　　　　　　　　　☐なし →ありの場合、駐車可能台数→ありの場合、駐車可能台数→ありの場合、駐車可能台数→ありの場合、駐車可能台数 （　　　　　　　　　　1台）

☐アスファルト　　　　☐コンクリート　　　　　☐砂利　　  　　　　☐土

■その他（コンクリートですが、砂利道を越えたところにあります）

脱衣場脱衣場脱衣場脱衣場

入口幅入口幅入口幅入口幅            　　　　     78　cm 入口段差入口段差入口段差入口段差

15　㎝／

6　段

※段差ありの場合、スロープの有無※段差ありの場合、スロープの有無※段差ありの場合、スロープの有無※段差ありの場合、スロープの有無

　☐常設スロープ　　　　　　　　　☐簡易スロープ　　　　　　　　　■スロープなし

☐スライド戸(手動 / 自動(センサー・タッチ））　　　　　☐開き戸　　 　　　　　 ■開放

☐段差あり　　　　　　☐スロープあり     　　☐坂あり    　　　　 ■平ら　　　　　　□点字ブロック

☐ベビーカー　　　　　　　　　　　　 ☐その他（      　　　　　　　　　　　　　　　　）

貸出備品貸出備品貸出備品貸出備品

高さ高さ高さ高さ

エエエエ

レレレレ

ベベベベ

ーーーー

タタタタ

ーーーー

車椅子での利用車椅子での利用車椅子での利用車椅子での利用

　※　宿泊者が利用可能なエレベーターのうち最も大きいもの　※　宿泊者が利用可能なエレベーターのうち最も大きいもの　※　宿泊者が利用可能なエレベーターのうち最も大きいもの　※　宿泊者が利用可能なエレベーターのうち最も大きいもの

■あり　　　　　　　□なし

入口入口入口入口 入口幅入口幅入口幅入口幅

ササササ

ーーーー

ビビビビ

スススス

■車いす　　　　　　　　　　　　　　　□シニアカー　　　　　　　　　　　　　　　　　　☐簡易ベッド

障がい者への障がい者への障がい者への障がい者への

配慮配慮配慮配慮

☐段差等の車椅子の介助　　　　☐音声案内    　  ☐点字案内　　　　■筆談対応　　　　☐手話通訳

☐盲導犬・介助犬の入館　　　　　☐点滅誘導灯　　　　☐電光掲示板　　　　　　☐インターホン

☐その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入入入入

口口口口

・・・・

フフフフ

ロロロロ

ンンンン

トトトト

☐カーペット 　　　　　☐ビニールタイル 　　☐フローリング　　　■石材 　　　　　☐その他（        　　）

☐スライド戸(手動 / 自動(センサー・タッチ））　　　　　　■開き戸　　 　　　　　　　　 ☐開放

入口段差入口段差入口段差入口段差

㎝／

段

スロープスロープスロープスロープ

※段差ありの場合、スロープの有無※段差ありの場合、スロープの有無※段差ありの場合、スロープの有無※段差ありの場合、スロープの有無

☐常設スロープ　　　　　☐簡易スロープ

☐スロープなし

駐駐駐駐

車車車車

場場場場

②宿泊施設



客室タイプ客室タイプ客室タイプ客室タイプ

ドアの種類ドアの種類ドアの種類ドアの種類

☐段差あり

■段差なし

入口ドア下入口ドア下入口ドア下入口ドア下

段差の有無段差の有無段差の有無段差の有無

上がりかまち上がりかまち上がりかまち上がりかまち

段差の有無段差の有無段差の有無段差の有無

スロープスロープスロープスロープ

客室客室客室客室 寝具寝具寝具寝具 床材床材床材床材

☐段差あり

■段差なし

●右側●右側●右側●右側 ☐なし

●左側●左側●左側●左側 ☐なし

脱衣場脱衣場脱衣場脱衣場 ドアの種類ドアの種類ドアの種類ドアの種類 入口段差入口段差入口段差入口段差

ドアの種類ドアの種類ドアの種類ドアの種類 入口段差入口段差入口段差入口段差

ドアの種類ドアの種類ドアの種類ドアの種類 入口段差入口段差入口段差入口段差

スロープスロープスロープスロープ

店内店内店内店内

車椅子での利用車椅子での利用車椅子での利用車椅子での利用

　　　　　　特別食の対応　　　　　　　　　　　　　特別食の対応　　　　　　　　　　　　　特別食の対応　　　　　　　　　　　　　特別食の対応　　　　　　　

■対応可

☐対応不可

※対応可なら※対応可なら※対応可なら※対応可なら

その内容その内容その内容その内容

入口幅入口幅入口幅入口幅  79　cm 入口段差入口段差入口段差入口段差

㎝／

段

     85　cm 入口段差入口段差入口段差入口段差

㎝／

段

トイレトイレトイレトイレ

高さ高さ高さ高さ

入口入口入口入口

高さ高さ高さ高さ

ドアの種類ドアの種類ドアの種類ドアの種類

■スライド戸

☐開き戸

☐その他（　　　　　　）

設備設備設備設備

■洋式　　　　　☐和式

■温水便座　　☐オストメイト

手すり手すり手すり手すり

(便器に向かって)(便器に向かって)(便器に向かって)(便器に向かって)

車椅子での入室車椅子での入室車椅子での入室車椅子での入室

☐和室　　　　　　　　　　☐和洋室　　　　　　　　　　　　　■洋室

☐スライド戸(手動 / 自動(センサー・タッチ））　　　　　　　　　　■開き戸（外開き）

有無有無有無有無

☐畳　　■カーペット　☐フローリング

☐段差あり

■段差なし

☐段差あり

■段差なし

※　段差ありの場合、スロープの有無※　段差ありの場合、スロープの有無※　段差ありの場合、スロープの有無※　段差ありの場合、スロープの有無

　☐常設スロープ　　　　　　　　☐簡易スロープ　　　　　　　　☐スロープなし

■浴槽手すり    　　　■洗い場手すり　　　　　　　■跨ぎ式タイプ　　　　　☐床埋込タイプ

■あり（　　　　　2名まで宿泊可）　　　　　　　　　　　　　□なし

入口幅入口幅入口幅入口幅

■ベッド　 　☐布団

■可 　　☐条件付で可　　　 ☐不可

館館館館

内内内内

食食食食

堂堂堂堂

・・・・

レレレレ

スススス

トトトト

ララララ

ンンンン

入口入口入口入口

☐スライド戸(手動 / 自動(センサー・タッチ））

☐開き戸　　　　　 　　■開放

☐段差あり

■段差なし

※段差ありの場合、スロープの有無※段差ありの場合、スロープの有無※段差ありの場合、スロープの有無※段差ありの場合、スロープの有無

　☐常設スロープ　　　　　　　　☐簡易スロープ　　　　　　　　☐スロープなし

■テーブル席あり　　　　　　　■カウンターあり　　　　　　　☐小上がりあり　　　　　　☐個室あり

■可     　　　 　 ☐介助があれば可　　　　　　    ☐不可

☐ミキサー食  　　　■アレルギー対応　　　　☐刻み食　　　　　☐糖尿病食

■要相談 (できるだけ対応)  　　☐その他 (            ）

■あり(　L型　)

　　　　(　固定　）

設備・仕様設備・仕様設備・仕様設備・仕様

■あり(　U型　)

　　　　(　固定　）

■スライド戸　　　☐開き戸

☐段差あり

■段差なし

浴室浴室浴室浴室

■スライド戸(手動）

☐開き戸　　　　　  ☐折戸

☐段差あり

■段差なし

■ユニットバス　　　　☐陶器タイプ浴槽　　　　　　☐木製浴槽　　　　　　　☐石造浴槽

ババババ

リリリリ

アアアア

フフフフ

リリリリ

ーーーー

対対対対

応応応応

のののの

客客客客

室室室室

※バリアフリールームという名称でなくても対応可能な部屋があれば対象※バリアフリールームという名称でなくても対応可能な部屋があれば対象※バリアフリールームという名称でなくても対応可能な部屋があれば対象※バリアフリールームという名称でなくても対応可能な部屋があれば対象

②宿泊施設


