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共生社会の実現を「レガシー（後世に残る実績）
」として将来につなげていくため、
「ユニバーサルデザインのまちづくり」「障害者スポーツの推進」「心のバリアフリー」に取り組んでいます。

ユニバーサルデザインの
まちづくり

障害者スポーツの
推進

平成29年度に障害のある方と一緒に区民参加で
策定したサイン整備計画に基づき、馬事公苑から最
寄り5駅（千歳船橋、経堂、上町、桜新町、用賀）
までのルート上のサイン整備や段差解消、視覚障害
者誘導用ブロックの点検・改修を実施しています（元
年度末完了予定）。また、馬事公苑外周道路の一部
約620ｍの電線類地中化工事を実施中です。

8月に、障害のあるなしにかかわらず、小・中学
校や町会・自治会、障害福祉施設、アメリカチーム、
民間企業など多様な16チームが参加した「ボッチ
ャ世田谷カップ」を開催しました。その他、障害
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「心のバリアフリー
シンポジウム」
を開催しました

共生社会の実現を「レガシー（後世に残る実績）」として将来につなげていくため、
「ユニバーサルデザインのまちづくり」「障害者スポーツの推進」「心のバリアフリー」に取り組んでいます。
現地に模型を置き案内サインを
検討している様子

者スポーツに触れる機会を拡充し、障害者スポー
ツの普及啓発を実施しています。

誰もが円滑に移動できる歩道

障害者差別解消法を
ご存知ですか

アメリカ代表パラリンピアン

障害者差別解消法は、障害のあ
る人への差別をなくすことで、す
べての人がお互いの人格と個性を
尊重しあいながら、障害のある人
もない人も共に生きる社会をつく
ることをめざしています。
この法律では、行政機関や、会

（車いすラグビー代表）
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ジョー・デラグレーブ選手からのメッセージ

Thank you to the city of Setagaya for
hosting Team USA during the Tokyo
Games. We are so grateful for the hard
work that’s going in to preparing for
the Games, and for the enthusiasm the
peopl e of Japan have shown in
welcoming us. We look forward to
seeing you soon!

ジョー・デラグレーブ選手

世 田 谷 区 の 皆 さ ん、 東 京2020大 会 で は、

TEAM USA をサポートしていただきありがと
うございます。日本の皆さんがオリンピック・
パラリンピックの準備に尽力し、また、私たち

社・店などの民間事業者等に対し、
障害を理由とする差別の禁止や合
理的配慮の提供を求めています。
皆さんのご理解・ご協力をお願い
します。

を歓迎してくださることに心から感謝していま
す。来年お会いするのを楽しみにしています！

Joe Delagrave

チャック・アオキ選手
誕生日 1991年3月7日
身長 157cm
体重 72kg
趣味は、クロスワードパズル、読書（歴
史小説）

誕生日 1985年3月21日
身長 167cm
体重 90kg
趣味は、ハンドサイクリング、キャンピ
ング、旅行、家族と一緒に過ごすこと
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Thank you Setagaya for hosting us!
We look forward to visiting again! Go
USA!

Thank you for hosting us in your
beautiful city! All the best!

平成29年度に障害のある方と一緒に区民参加で
策定したサイン整備計画に基づき、馬事公苑から最
美しいまちでおもてなしして下
さり、ありがとうございます！
みなさんに幸あれ！
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者誘導用ブロックの点検・改修を実施しています（元
年度末完了予定）。また、馬事公苑外周道路の一部
約620ｍの電線類地中化工事を実施中です。

現地に模型を置き案内サインを
検討している様子

10月21日に、車いすラグビー
の米国代表パラリンピアン4人を
招いて、米国におけるバリアフリ
ー等の現状を学び、交流を深める
ことで、共生社会の実現をめざす
イベントを実施しました。
当日は、
パラリンピアンのほか、日大文理
学部の学生や商店街の方だけでな
く、ラグビー元日本代表主将の廣
瀬俊朗さんも飛び入り参加し、イ
ベントを盛り上げてくれました。

世田谷区の皆さん、私たちをおも

てなししてくれて、ありがとうご
ざいます！ 再び訪れることを楽し
みにしています！ 頑張れUSA ！

Chuck Aoki

障害者スポーツの
推進

8月に、障害のあるなしにかかわらず、小・中学
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民間企業など多様な16チームが参加した「ボッチ
ャ世田谷カップ」を開催しました。その他、障害
者スポーツに触れる機会を拡充し、障害者スポー
ツの普及啓発を実施しています。
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パラリンピックの準備に尽力し、また、私たち
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障害者差別解消法を
ご存知ですか
障害者差別解消法は、障害のあ
る人への差別をなくすことで、す
べての人がお互いの人格と個性を
尊重しあいながら、障害のある人
もない人も共に生きる社会をつく

ることをめざしています。
この法律では、行政機関や、会
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