
■寺脇研さんと学ぶ 

「ユニバーサルデザイン・トイレチェック」研修ツアー 
 

★NPO 法人 Check の事業と、本ツアーの研修内容 

 

旅行に行きたくても、初めて行く場所にはトイレ

がどこにあるかがわからず、尿漏れの不安がある

から行かない。あるいは、前日から水分を摂取し

ないように努めて宿に着くまで我慢する…。 

そんな悩みを抱える障害者や高齢者の方々が

気軽に外出できる社会を作るために、全国のユニ

バーサルデザイン・トイレ（※多機能＆多目的トイ

レ）の位置情報を精査し、ソーシャルマップとして

順次公開しているのが、ＮＰＯ法人Ｃｈｅｃｋ 

（http://www.check.or.jp/）です。 

 

同法人は、ケータイ電話やパソコンを使えばいつでも最

寄りのトイレの位置がわかるように、日本全国の多機能トイ

レ（車いす対応・ベビーシート対応マークのトイレ）情報を検

索できるホームページ「Check A Toilet」を運営しています。 

代表理事・金子健二氏（30 歳。右に写真）は、言います。 

「私は元々、旅行会社の営業マンとして車いすご利用の方

や介護施設の方向けの旅行を担当していたんですが、旅

の手配をする時、多機能トイレの場所を探すことがひと手

間だったんですね。そこで会社を辞め、検索サイトを立ち上

げると、全国の市民の方々から地元のトイレの地図が登録され、

昨年末の段階で約 3 万点近くのトイレが現在地から見てどのあ

たりにあるかわかるようになっています」 

 

この「トイレマップ」は Google maps にも活用されているため、

住所や施設名、地名や駅名、郵便番号などに「トイレ」という一

語を足して検索するだけで最寄りのトイレの位置が瞬時に地図

上に表示されるようになっています。 

このサービスのおかげで、車いすを常用する高齢者や障害

者はもちろん、乳幼児を抱えて用を足す女性の方も気軽に外出

http://www.check.or.jp/
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しやすい社会を作れるのです。 

副理事の今西正義氏は、高校３年の時に海で飛び込み中、首の骨を折り、頚髄損傷（Ｃ

５・６）となって、四肢まひにより常時電動車いすを利用しています。 

３５年前に重度の頚髄損傷者会「全国頚髄損傷者連絡会」の設立に係わり、以来地域の

中で自立生活が行える社会条件「所得保障」「就労の確保」「まちづくり」「移動の確保」「住

宅・福祉機器」などの確立に向けた活動を続けています。 

自らも国内・海外の下見を行い、障害を持つ人たちの視点からハード、ソフト両面の検証

を行い、バリアフリーツアーに反映してきました。 

 

高齢化が進む昨今、自治体や学校、地元の NPO など組織単位で地元のトイレ情報を登

録すれば、地元の高齢者や障害者が気兼ねなく外に出られるようになるだけでなく、混雑

する女子トイレの問題解決にもつながるため、観光資源のある地域なら県外・国外からの

旅行客を増やすのにも役立ちます。 

 

このツアーでは飯田橋での講義をふまえ、横浜でトイレ・チェックを実際に行い、iPhone ア

プリによるユニバーサルデザインのソーシャルマップの作り方を実地研修します。 

 



【ゲスト・ツアコン／寺脇研氏について】 

1952 年、福岡県生まれ。東京大学法学

部卒業後、1975 年に当時の文部省へ入り、

広島県教育長、大臣官房審議官をつとめ、

初等中等教育の政策にかかわる。 

いわゆる「ゆとり教育」のスポークスマン

を任じ、教育改革を進めてきた。2006 年に

文部科学省を退職。現・京都造形芸術大学

教授。一方、キネマ旬報に寄稿して評論を

てがける映画評論家でもある。東京では若

者との私塾「カタリバ大学」学長。 

Web http://www.f-kyoukai.com/blog01/ 

 

【このツアーは、次の方へオススメです！】 

◎車椅子ユーザ（障害者・高齢者）への福祉活動の従事者や、それを志す学生 

◎ユニバーサルデザインの研究者や、それを志す市民・学生 

◎地域を観光資源化する活動の従事者（NPO、行政職員、学生など） 

◎iPhone アプリ開発の従事者や、それを志す市民・学生 

◎その他、社会起業、事業型 NPO 活動の実際を知りたい方 

 

【集合場所】 

★東京ボランティア 

市民活動センター 

新宿区神楽河岸 1-1  

セントラルプラザ 10 階 

Tel:03-3235-1171（代

表） 

（※2 日目の集合場所

は、初日のプログラム

終了時にお知らせしま

す） 

 

 

 

 

 

http://www.katariba.net/k-univ
http://www.f-kyoukai.com/blog01/


【NPO 法人 check のツアー・スケジュール】 

●１日目：８月 5 日（木） 

AM10:50/飯田橋駅 東京ボランティア市民活動センター内に集合 

AM11:00/研修室で「check」の事業と UD トイレの必要性をレクチャー 

AM12:00/「check」での実地研修の流れについて説明、自己紹介文の相互交換 

PM1:00/ランチ休憩（※ランチ代は含まれておりません） 

PM2:00/4 人 1 組のグループで業務に参加 

業務①リサーチ・計画：iPhone を使った「横浜観光トイレマップ作り」 

※対象となる地区をいかに、効率よく情報収集するか？ 

※対象地区以外の情報をどのように集めるか？ 

業務②ソーシャル・プロモーションの実作業 

※mixi,twitter,blog 等、ネット上でどれくらいのアクションが起こせるか？ 

※人のつながり、ネット上の人間がどのようにしたら動いてもらえるか？ 

ムーブメントを起こす「きっかけ」を探り、作り出す 

PM6:00/業務計画の発表 

PM7:00/夕食（ツアー参加者どうしで会議) 

PM9:00/解散（帰宅もしくは宿泊 ※宿泊費は含まれておりません） 

※帰宅後、業務②を宿題に（※翌日に発表） 

●２日目：８月６日（金） 

AM9:50/みなとみらい地区（※前日指定）で現地集合、車椅子ユーザ講師と合流 

AM10:00/4 人 1 組のグループで業務に参加 

業務①iPhone を使った UD トイレのチェック事業の実作業（エリア内を徒歩で移動） 

PM1:00/横浜駅近辺でグループごとにランチ（※ランチ代はツアー料金に含まれません） 

PM2:00/会議室で「iPhone を使った UD トイレ・チェックに関する総括」 

業務②業務の状況確認、今後の展開を予想・企画 

PM3:30/ツアー参加者による学びの発表 

PM4:30/ゲスト・ツアコンと NPO 法人 Check 代表理事・金子健二氏との対談、質疑応答 

PM5:30/終了、現地解散 

※学びを翌日に文章化・映像化（＋ブログ、twitter にアップなど） 

※帰宅後に宿題リンクをツアー公式サイトへ提出 

〔旅行代金に含まれるもの〕会議室、テキスト、iPhone 貸し出し（※持っていない方）、食事

（夕食１回）、研修内容 

〔旅行代金に含まれないもの〕交通費、宿泊費、PC 環境 

☆ツアー代金：14,000 円（1 名） 

☆最小催行人数：８名（※16 名まで予約可） 

 



ニッポン社会起業家スタディツアー申込書 
（株）毎日エデュケーション 社会起業家スタディツアー事務局 宛 

お申込み日：20    年   月   日 

※ご家族・ご夫婦・ご兄弟でお申込みの方も１名 1枚づつご記入ください。 

参加コース名 「ユニバーサルデザイン・トイレチェック」研修ツアー 

 

氏 名 

ﾌﾘｶﾞﾅ  生年月日 性別 

漢字  19   年  月  日 □男□女 

現住所 〒   －     

自宅電話 （     ） 
－ 

携帯 
電話  FAX （    ） 

－ 

ご 職 業 
□高校生  □大学生    □大学院生  □予備校生  □会社員  □公務員  □教職員 
□自営業  □主婦・主夫  □アルバイト  □無職      □その他（              ） 

Ｅ－ＭＡＩＬ  

プログラム期間の
緊急連絡先 

 
氏名： 
 
続柄（    ） 

 
〒   －     
 
 
自宅電話：                    
 
携帯電話：                    
 

 
健康申告書                                           
   

（1）今まで大きな病気を患ったことはありますか？        

（2）現在患っているご病気はありますか？             

※あると答えた方 → 現在治療中ですか？     

（3）薬の服用中にアレルギーなどの症状が出たことは？     

（4）現在定期的に服用している薬はありますか？         

（5）日常生活の中で食べ物アレルギー等注意することは？   

□ある（病名：                         ） □ない 

□ある（病名：                         ） □ない 

□はい  □いいえ 

□ある（薬の種類：                      ） □ない 

□ある（薬名：                         ） □ない 

□ある（注意点：                        ） □ない 

（6）そのほか健康面や精神面で気になることがあればお書き下さい。 

 

 

 

 

研 修 条 件 同 意 書 

 
毎日エデュケーション研修参加条件を承認の上、申し込みに同意します。 

本人署名：                           保護者署名：                   

                                  （参加者が 18歳未満の方は保護者の同意が必要です） 

 

当社使用欄 

コード            申込金  

Input 

/ 

領収書 

/ 

請求書 

/ 

資料送付 

/ 

返送締切 

/ 

 

 

FAX03-3215-8293 



研修参加条件書 
 
 
 
この研修は、(株)毎日エデュケーション(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する研修で、お客様は当社とプログラム参加契約(以下「契
約」という)を締結することになります。また、このページは契約が締結された場合は契約書面の一部となります。  
 
 
1．お申し込み方法 
(1)当社指定の申込書に所定事項をご記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。 
(2)申込金は研修代金、または取消料若しくは違約料のそれぞれ一部として取り扱います。 
(3)契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領した時に成立するものとします。 
(4)電話、郵便、ファックス、その他の通信手段でのご予約申し込みの場合は、当社が予約を承諾した翌日から起算して 5日以内に申込書と申
込金を提出していただきます。この場合も申込金の受領をもって契約の成立となります。 

(5)高齢者、身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、または特別な手配を必要とする方はその旨お申し出下さい。該当するお客様には
お伺い書、健康診断書等をご提出いただくか同伴者の同行を条件とする場合があります。 

 
2．研修代金のお支払い 
(1)申込金(おひとり) 
 

研修代金 
3万円未満 →代金の全額 
3万円以上 →代金の 20％相当額 

 
(2)残金は研修開始日の前日から起算して 14日目に当たる日より前にお支払いいただきます。 
 
3．研修代金の区分 
本企画には大人料金と小人料金の区別はございません。 

 
4．研修代金に含まれるもの 
日程に明示した、研修内容、宿泊・観光・食事料金、消費税等諸税、およびツアーガイド付きコースのガイドの同行費用。 

 
5．研修代金に含まれないもの 
電話代・飲物代・追加飲食費等個人的性質の諸費用、集合場所までの交通費・宿泊費、希望者のみが参加するオプショナル代金、自由行
動中の諸料金、別行動を手配された場合の諸費用、傷害・疾病に関する治療費等。 

 
6．取消料等のかかる場合(お客様による契約の解除) 
お申し込み後、お客様のご都合により研修を取り消しされる場合は、表記の取消料(研修代金をお支払いされていない場合は、出発日の前
日から起算して 14日前より違約料)を申し受けます。なお、取り消し等のご連絡は下記の営業時間内でお受けします。またメール、ファックス
でご連絡をいただいた場合は弊社がそれらを受け取った日時を基準といたします。 

 
取消料  

研修開始日の
前日から起算 

 

21日前以前 無料 
20～8日前 代金の 20％ 
7日目以降 代金の 30％ 
開始日の前日 代金の 40％ 
開始日 代金の 50％ 

研修開始後または 
無連絡丌参加 

代金の全額 

 
7．取消料のかからない場合 

(1)代金が増額された場合 
(2)研修の安全かつ円滑な実施が丌可能となるか、そのおそれの極めて大きいとき 
(3)当社が最終日程表を原則として研修開始日の 10～7日前までに交付しない場合 
(4)当社の責に帰すべき事由により研修日程通りの実施が丌可能となったとき 

 
 
 
 
 
株式会社 毎日エデュケーション 
ニッポン社会起業家スタディツアー事務局 
東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル 
電話：03-6267-4188 FAX 03-3215-8293 
メール：social-tour2010@myedu.co.jp 
 


