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年度 施設種別 施設名 頁

　★堤公民館 １

　★城南区役所(トイレ） ５

　　老人福祉センター 若久園（トイレ） -

　　西長住公民館・老人いこいの家 -

　　奈良屋老人いこいの家 -

　★南当仁公民館・老人いこいの家 6

看護小規模
多機能型居宅介護

　★香風館 9

　★柏原公民館・老人いこいの家 10

　　大名公民館・老人いこいの家 -

　　空港周辺共同利用会館 席田会館 -

　★早良南地域交流センター 11

　★総合西市民プール 14

　★公衆トイレ（天神一丁目・東中島町） 17

　★博多区役所 新庁舎 18

★事例写真あり

　　　事例写真のポイントは「認知症の人にもやさしいデザインの手引き」参照

市有施設令和３年度

令和元年度

令和２年度

認知症の人にもやさしいデザインの導入施設一覧

市有施設

市有施設



堤公民館（福岡市城南区）

トイレ

トイレ

・扉と壁のコントラストをつける
・サインは文字とピクトグラムを併記する
・トイレの扉上にサインをつける
・トイレの扉は他に使用していない色を使

用している

・便器と壁、床のコントラストをつける

before

before

1



堤公民館（福岡市城南区）

トイレ

 廊下

・手すりと壁のコントラストをつける
・不要な掲示物を撤去する

before

・トイレと廊下の床のコントラスト
を弱くするbefore

2



堤公民館（福岡市城南区）

 廊下　

 廊下　

・床と壁のコントラストを強くする
・トイレへの誘導サインの設置
・十分な照明を設置

・事務室の扉と壁のコントラストを弱く
する

before

before

3



堤公民館（福岡市城南区）

 その他　

案内サイン 誘導サイン

トイレ内スイッチ トイレ内スイッチ

4



城南区役所（福岡市城南区）

トイレ

城南区役所（福岡市城南区）

トイレ

・扉と壁のコントラストをつける
・サインは文字とピクトグラムを併記する
・トイレの扉上にサインをつける
・トイレの扉は他に使用していない色を使

用している

・コントラストがついており、
洗面台がわかりやすい

5



南当仁公民館（福岡市中央区）

トイレ

 廊下

・壁とのコントラストにより便器と洗面台、

手すりの位置がはっきりわかりやすい

・床と壁のコントラストを強くする
・十分な自然光を取り込む

6



南当仁公民館（福岡市中央区）

 廊下　

 廊下　

・扉と壁のコントラストをつける
・手すりと壁のコントラストをつける
・部屋の外から中が見える

・利用者が使用しない用具入れの扉と壁
のコントラストを弱くする

7



南当仁公民館（福岡市中央区）

 その他　

案内サイン（入口）

・読みやすく、わかりやすいサインをつける
・適切な場所へサインをつける

8



倉庫など認知症の人が利用
しない部屋は周囲とのコン
トラストをつけない

文字とピクトグラムを併記した
サインの扉上への設置や周囲との
コントラスト

床・壁とのコントラストにより
便器と洗面台、手すりの位置が
はっきりわかりやすい

浴室内もコントラストをつけることにより
手すりや風呂釜の高さがわかりやすい

寝室では、入居者の状況によって
壁紙を貼り鏡を隠す工夫をしている

スイッチの場所も
わかりやすい

看護小規模多機能型居宅介護 香風館（福岡市東区）

各部屋の扉は周囲の壁とコントラストをつけ
扉上に部屋番号のサインを設置

床と壁のコントラストにより
空間認識しやすい 十分な明るさを確保しているテーブル、椅子と床の

コントラスト

家庭的な雰囲気を感じられる照明

ロビー

トイレ 扉

浴室 居室

9



柏原公民館

ロビー・階段

トイレ

・壁とのコントラストにより便器と

手すりの位置がはっきりわかりやすい

・壁・床に明度差がある
・手すりと周囲の明度差がある
・階段の段差がわかりやすい
・十分な自然光が入る
・カーテンを使用し、不快なまぶしさを
抑える

10



早良南地域交流センター（福岡市早良区）

 廊下

 廊下

・床と扉、壁のコントラストをつける
・サインは文字とピクトグラムを併記
する

・十分な自然光を取り込む
・廊下に椅子があると、どこに行くか忘れたときに
座って考えられ、場所案内の目印にもなる
・椅子と床にコントラストがあり、椅子が分かりや
すい
・エレベーターの扉は周りの壁とコントラストをつ
ける

11



早良南地域交流センター（福岡市早良区）

トイレ

 トイレ　

・床と壁にコントラストがある
・壁とのコントラストにより便器
と手すりの位置がはっきりわかり
やすい

・扉と壁のコントラストをつける
・サインは文字とピクトグラムを併記する
・トイレの扉上にサインをつける
・突き出しサインを使用し、トイレを見つ
けやすい

12



早良南地域交流センター（福岡市早良区）

 図書館　

・読みやすく、わかりやすいサ
インをつける
・適切な場所へサインをつける

・椅子と床にコントラストがあり、
椅子が分かりやすい

13



総合西市民プール（福岡市西区）

 廊下

廊下

・床と壁のコントラストをつけている
・分かりやすいサインを設置している
・手すりは周囲の壁とコントラストが
あり、わかりやすい

・読みやすく、分かりやすいサインを
適切な位置に設置している

14



総合西市民プール（福岡市西区）

トイレ

・便器・洗面台と周囲の壁に
コントラストがあり、認識しやすい

15



総合西市民プール（福岡市西区）

プール

・観客席は、周囲と
コントラストがあり、
分かりやすい

・レーンにコントラストがあり、
分かりやすい

・読みやすく、分かりやすいサインを
適切な位置に設置している

16



公衆トイレ

天神一丁目（福岡市中央区）

東中島町（福岡市博多区）

・入口のコントラストを強くしている
・読みやすく分かりやすいサインを
適切な場所へ設置している
・特徴的な外観で記憶に残りやすい

・読みやすく分かりやすいサインを
適切な場所へ設置している
・特徴的な外観で記憶に残りやすい

17



博多区庁舎（福岡市博多区）

ロビー

・エスカレーターの手すりは周囲とコントラストがあり、分かりやすい

・受付カウンターは、床とコントラストのあるものを設置している

・床と壁にコントラストがあり、空間

認識がしやすい

・窓が大きく、自然光が十分に入る

・照明が十分に設置されている

18



博多区庁舎（福岡市博多区）

ロビー

・床と壁のコントラストがあり、
空間認識がしやすい
・壁に特徴的な色を使用しており、
目印となる

・誘導サインが設置されている
・サインは周囲とコントラストがあり、読みやすい
・文字とピクトグラムが併記されている
・床の色はコントラストをなくし、明度が統一されている

19



博多区庁舎（福岡市博多区）

エレベーター

階段

・床と壁、扉にコントラストがついている
・手すりと壁のコントラストをついており、分かりやすい
・階段室から中の様子が見える
・扉にサインが設置されている

・エレベーターの扉と周囲の壁、
床にコントラストがついている

・サインが適切な場所に設置されて
おり、文字とピクトクラムが併記さ
れている
・床と壁にコントラストがある

20



博多区庁舎（福岡市博多区）

フロア

・扉は周囲の壁とコントラストが
ついており、把握しやすい
・サインが扉上に設置されており、
何の部屋なのか分かりやすい

・突き出しサインにより、部屋番号が
分かりやすい
・サインは周囲とコントラストがつい
ている

21



博多区庁舎（福岡市博多区）

トイレ

・扉と壁のコントラストをつけ、トイレの
扉は他に使用していない色を使用している
・トイレの扉上にサインがついている
・サインは文字とピクトグラムを併記して
いる

・水を流すボタンを認識しやすい
ようにサインを設置している
・サインは周囲とコントラストを
つけ、文字とピクトグラムが併記
されている

・床と壁にコントラストがある
・便器と壁、床にコントラストが
あり、便器を認識しやすい
・手すりは周囲とコントラストが
ついている

22
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