
 

 

 

 

援助・配慮を必要としている方のための 

「ヘルプマーク」  

 

（実物は赤地に白色のマークで、札の大きさはタテ約 8.5 ㎝×ヨコ約 5.3 ㎝です。）  

 

ヘルプマークとは  

 外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を

必要としていることを知らせることができるマークで、援助を得やすくなるよう、

東京都が作成したマークです。神奈川県でも平成 29 年３月からこのマークを導入

し、東京都と連携して普及に取り組んでいます。  

ヘルプマークを必要とする方は 

 義足や人工関節を使用している方、内部障害※や難病の方、妊娠初期の方など、援

助や配慮を必要としていて、配布を希望する方々が対象です。ヘルプマークは、

必要な方々が円滑にマークを活用することができることに配慮し、申し出に対し

て配布しています。ヘルプマークの趣旨に沿った、適正な利用をお願いします。  

※内部障害…心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、免疫の機能障害  

（裏面につづく）  

H29.10 

平塚市  

障がい福祉課  

こころのバリアフリー 



ヘルプマークをつけた方を見かけた時は  

 ❤電車・バスの中で、席をお譲りください。  

外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同

じ姿勢を保つことが困難だったりするため、優先席を利用されている方がいます。 

 ❤駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。  

交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方

や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。  

 ❤災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。  

視覚や聴覚に障がいがあって状況把握が難しい方、肢体に障がいがあって自力で

の迅速な避難が難しい方など、様々な困難を抱えている方がいます。  

ヘルプマークの配布について  

 主に、市町村障害福祉担当課（平塚市では障がい福祉課）の窓口にて配布してい

ます。  

 

♡ヘルプマークを見かけたら、 

皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

♡皆さんの思いやりの気持ちと行動が、 

「こころのバリアフリー」につながります。 

※引用・参考文献  

「ヘルプマークを知っていますか（ホームページ）」（神奈川県）、「ヘルプマーク啓発チラシ」（神奈川県）、

「助け合いのしるし  ヘルプマーク（ホームページ）」（東京都福祉保健局）  

 

 

毎年１２月３日～９日は「障害者週間」です。 

障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら、共に生き  

る社会をつくりましょう 

～障がいのある人もない人も、 

共に生き生きと生活するまちづくり～  

 

❤平成２９年の「障害者週間」は、１２月３日（日）～９日（土）です。❤ 
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バリアフリー

 本格的な超高齢社会を迎える中、高齢者や障がい者等がほかの人と同じように社会参加できるノー
マライゼーションの理念が広がりつつあります。
 本市においても老年人口の割合が平成30年には総人口の25％以上になると予測されているため、高
齢者や障がいのある方々の移動の円滑化を図るなど、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めることが
急務となっています。

バリアフリー基本構想
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「ひらつかわくわくマップ」バリアフリー掲載内容について　



2

凡　例

重点整備地区

バリアフリー施設情報

バリアフリー経路情報

※注意事項
・この資料は、平塚市バリアフリー推進協議会の参考資料です。
・「ひらつかわくわくマップ」のバリアフリーのマップデータを一部、加工しております。

「ひらつかわくわくマップ」バリアフリー掲載内容について　

※上記アイコンをクリックすると、
　次ページの情報が確認できます。



公開型ＧＩＳ（バリアフリー施設情報）

番号 施設名称 施設住所
出入口
の段差

休憩ス
ペース
など

施設内
エレ
ベー
ター

障害者
等用駐
車場

施設ホームページ 問合せ先 備考

1 平塚駅（東口）北側 平塚市宝町1-1 あり あり あり - http://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1337
JR東日本お問い合わせセンター 階段・上りエスカレーターあり。駅ビルエレ

2 平塚駅（東口）南側 平塚市宝町1-1 あり あり あり - http://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1337
JR東日本お問い合わせセンター 階段・上りエスカレーターあり。駅ビルエレ

3 平塚市宝町1-1 - あり あり - http://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1337
JR東日本お問い合わせセンター 線路をまたぐ自由通路に接続。自由通路の北

側、南側にエレベーターあり（24時間）

4 平塚警察署 - あり あり あり https://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/68ps/68_idx.htm 0463-31-0110  

5 ラスカ平塚店 平塚市宝町1-1 - あり あり あり http://www.lusca.co.jp/hiratsuka/ 0463-22-0234  

6 神奈川県立平塚ろう学校 平塚市大原2-1 - あり あり あり http://www.hiratsukarou-sd.pen-kanagawa.ed.jp/ 0463-32-0129  

7 神奈川県立平塚盲学校 平塚市追分10-1 あり - あり - http://www.hiratsuka-sb.pen-kanagawa.ed.jp/  0463-31-0948  

8 平塚共済病院 平塚市追分9-11 - あり あり あり https://www.kkr.hiratsuka.kanagawa.jp/ 0463-32-1950  

9 ふれいあい平塚ホスピタル 平塚市袖ヶ浜1-12 - あり あり あり http://www.fureai-g.or.jp/fhh/ 0463-22-4105  

10 平塚市役所 平塚市浅間町9-1 - あり あり あり http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/index.html 0463-23-1111  

11 神奈川県平塚合同庁舎 - あり あり あり http://www.pref.kanagawa.jp/ 0463-22-2711  

12 平塚労働基準監督署
平塚市浅間町10-22平塚地
方合同庁舎3階

- あり あり あり http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
監督課・安全衛生課
0463-43-8615

13 平塚郵便局 平塚市追分1-33 - あり あり あり http://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300102035000/ 窓口業務について0463-31-1205  

14
平塚市明石町1-34柏木ビル
1階

- - - - http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/todokede/page-c_01537.html 0463-22-3786  

15 平塚年金事務所 平塚市八重咲町8-2 - - - あり https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kanagawa/hiratsuka.html 0463-22-1515  

16
平塚市八重咲町3-3JAビル
かながわ2階

- あり あり あり http://www.scn-net.ne.jp/~hira-sc/index.html 0463-21-7517  

17 平塚税務署 平塚市浅間町9-1 - あり あり あり
https://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/kanagawa/hiratsuka/index.ht
m

0463-22-1400  

18 ハローワーク平塚
平塚市浅間町10-22平塚地
方合同庁舎1・2階

- あり あり あり http://kanagawa-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/hw-hiratuka.html 0463-24-8609  

19 平塚商工会議所 平塚市松風町2-10 - あり あり - http://www.shokonet.or.jp/hiratuka/ 0463-22-2510  

20 平塚市美術館 - あり あり あり http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/art-muse/index.html 0463-35-2111  
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公開型ＧＩＳ（バリアフリー施設情報）

番号 施設名称 施設住所
出入口
の段差

休憩ス
ペース
など

施設内
エレ
ベー
ター

障害者
等用駐
車場

施設ホームページ 問合せ先 備考

21 平塚市中央図書館 平塚市浅間町12-41 - あり あり あり https://www.lib.city.hiratsuka.kanagawa.jp/ 0463-31-0415  

22 平塚市博物館 平塚市浅間町12-41 - -
あり階段
昇降機

あり http://www.hirahaku.jp/ 0463-33-5111  

23 平塚市浅間町12-41 - あり - あり http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kyoiku/page-c_00865.html 0463-32-7029  

24 平塚市教育会館 平塚市浅間町12-41 - あり - あり http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kyoiku/page-c_02162.html 0463-34-1166  

25 平塚市追分1-20 - あり あり あり http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/gakushu/page-c_01822.html 0463-34-2111  

26 平塚市勤労会館 平塚市追分1-24 あり あり - - http://www.scn-net.ne.jp/~kaikan/index.html 0463-32-3355  

27 子ども教育相談センター 平塚市浅間町4-39 - あり あり - http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kyoiku/page-c_02164.html 0463-36-6012  

28 平塚市紅谷町18-8 - - - - http://www.hiratsuka-kankou.com/entry.html?id=50145 0463-20-5110  

29
旧横浜ゴム平塚製造所記念
館

平塚市浅間町1-1 - - - - http://hiratsuka-yokan1906.jp/ 0463-35-7114  

30 平塚市見附町15-1 - - - - http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/shisetu/page-c_00223.html 0463-32-2235  

31 福祉会館 平塚市追分1-43 - あり あり あり http://www.hiratsukasyakyo.jp/fukushikaikan/index.html 0463-33-2333  

32 こども発達支援室くれよん
平塚市追分1-43平塚市福祉
事業センター内

- あり - あり http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kodomo/page-c_03171.html 0463-32-2738  

33 つどいの広場もこもこ 平塚市紅谷町3-18 あり あり - - http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kodomo/page-c_00140.html 0463-21-0995  

34 湘南シルバーガーデン 平塚市袖ヶ浜1-12 - あり あり あり http://www.fureai-g.or.jp/sg/ 0463-23-7151  

35 梅屋 平塚市紅谷町5-20 あり あり あり - http://www.e-umeya.co.jp/ 0463-22-4147  

36 ＯＳＣ湘南シティ 平塚市代官町33-1 - あり あり あり http://shonan-city.com/ 0463-21-5111  

37 平塚市総合公園 平塚市大原1-1 - あり - あり http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/koen/page-c_00840.html 平塚市総合公園課0463-35-2233  

38 湘南海岸公園 高浜台34-1 - あり - あり http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/koen/page-c_02814.html
平塚市みどり公園・水辺課 0463-
21-9852
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公開型ＧＩＳ（バリアフリー経路情報）

番号 路線名 情報内容 情報種別

1 国道1号、駅前大通り線
すの方など階段利用が不可の場合は、迂回が必要です。

段差

2 南町通東浅間線（公園通り） 交差点四隅とも歩道勾配が急になっている部分があります。 勾配

3 南町通東浅間線（公園通り） 交差点四隅とも歩道勾配が急になっている部分があります。 勾配

4 南町通東浅間線（公園通り） 交差点四隅とも歩道勾配が急になっている部分があります。 勾配

5
南町通東浅間線（公園通り）、東
海道本通り線

交差点四隅とも歩道勾配が急になっている部分があります。 勾配

6 南町通東浅間線（公園通り） 交差点四隅とも歩道勾配が急になっている部分があります。 勾配

7 南町通東浅間線（公園通り） 交差点四隅とも歩道勾配が急になっている部分があります。 勾配

8 南町通東浅間線（公園通り） 東側の歩道勾配が急になっている部分があります。 勾配

9 南町通東浅間線（公園通り） 北側の歩道勾配が急になっている部分があります。 勾配

10 平塚駅北口駅前広場
平塚駅北口駅前広場から駅改札階へは、階段・上りエスカレーターが利用できます。

その他

11 平塚駅南口駅前広場
平塚駅南口駅前広場から駅改札階へは、階段・上りエスカレーターが利用できます。車いすの方は、

その他

12 その他

13 歩道から駅改札階へは、階段右横奥にあるエレベーターが利用できます。 その他

14 浅間町南原線 南側歩道において、歩道勾配が急な部分があります。 勾配

15 浅間町南原線 北側歩道において、歩道勾配が急な部分があります。 勾配

16 浅間町3号線 北側歩道において、歩道勾配が急な部分があります。 勾配

17 浅間町3号線 北側・南側歩道において、歩道勾配が急な部分があります。 勾配

18 須賀久領平塚中学校線 北側・南側歩道において、視覚障害者誘導用ブロックが連続していない部分があります。 その他

19 須賀久領平塚中学校線 北側・南側歩道において、視覚障害者誘導用ブロックが連続していない部分があります。 その他

20 三島神社後谷線 その他

21 三島神社後谷線 その他

22 三島神社後谷線 その他

23 三島神社後谷線 その他

24 三島神社後谷線 勾配

25 追分7号線 北側・南側歩道において、歩道勾配が急な部分があります。 勾配

26 追分7号線 北側歩道において、樹木周辺に段差が生じている部分があります。 その他

27 追分7号線 北側歩道において、樹木周辺に段差が生じている部分があります。 その他
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