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第 23 回住宅市街地整備推進協議会全国会議 現地研修会スケジュール 

日時  平成 25 年 6 月 21 日（金）９：００～１２：００ 

研修場所 ヨコハマポートサイド地区（住宅市街地総合整備事業） 

         アメリカ山公園（立体都市公園整備事業） 

行程  受付開始                     ８：３０ 

集合 （崎陽軒本店 ６階会議室）      ９：００ 

         概要説明                     ９：００～９：４５ 

ヨコハマポートサイド地区視察       ９：４５～１１：００ 

シーバス乗船                  １１：１０～１１：４５ 

アメリカ山立体都市公園視察        １１：５０～ 

解散（みなとみらい線元町・中華街駅）   １２：００ 

 

 

○ 現地研修会 集合場所（説明会場）案内図 

崎陽軒本店 6 階会議室  

横浜市西区高島２－１３－１２ 
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第 23 回住宅市街地整備推進協議会全国会議  現地視察箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(緊急連絡先) 

ＴＥＬ  ０８０－１３４７－５５６２ 

横浜市都市整備局 市街地整備調整課 井波 

 

 

 

 

 

 

崎陽軒本店 

ヨコハマポートサイド地区

横浜駅東口のりば 
横浜ベイクォーター2階 

山下公園のりば 

元町・中華街駅
アメリカ山公園 



防災上課題のある密集住宅市街地において、

住民との協働により計画をつくり、

狭あい道路拡幅、広場・公園整備、建替促進

などを段階的に推進し、

防災性の向上及び住環境の改善をはかります。

密集住宅市街地における防災まちづくり



１ 密集市街地改善の取組の背景

都市再生プロジェクト 第３次決定 （平成13年12月）

7,971ha（100%）400地区

面積（割合）

297ha（ 3.7%）５地区④長崎市474ha（ 5.9%）④千葉県

364ha（ 4.6%）59地区③京都市749ha（ 9.4%）③神奈川県

660ha（ 8.3%）23地区②横浜市2,295ha（28.8%）②大阪府

・・・・・・・・・・・・・・・

合 計7,971ha（100%）合 計

255ha（ 3.2%）２地区⑤豊中市373ha（ 4.7%）⑤京都府

1,360ha（17.1%）22地区①大阪市2,339ha（30.1%）①東京都

地区数市区町村名面積（割合）都道府県名

市町村別都道府県別

「重点密集市街地」の分布状況（平成15年7月国土交通省調べ）

密集市街地（全国約25,000ha）のうち、特に危険な市街地を
「重点密集市街地」（全国約8,000ha）として、

平成23年度末までに最低限の安全性を確保

１ 密集市街地改善の取組の背景（参考）

住生活基本計画（全国計画）の全部変更 （平成２３年３月）

5,745ha（100%）197地区

面積（割合）

357ha（ 6.2%）11地区④京都市362ha（ 6.3%）④京都府

389ha（ 6.8%）19地区③東京都墨田区690ha（12.0%）③神奈川県

660ha（11.5%）23地区②横浜市1,683ha（29.3%）②東京都

・・・・・・・・・・・・・・・

合 計5,745ha（100%）合 計

270ha（ 4.7%）21地区⑤東京都北区262ha（ 4.6%）⑤長崎県

1,333ha（23.2%）1地区①大阪市2,248ha（39.1%）①大阪府

地区数市区町村名面積（割合）都道府県名

市町村別都道府県別

「新重点密集市街地」の分布状況（平成24年３月国土交通省調べ）

「新重点密集市街地」（全国約6,000ha）を
平成32年度までに概ね解消



●倒壊危険条件

S５５以前の木造建物
棟数率５０％以上

●延焼危険条件

木造建物棟数率７５％
以上、かつ木造建物の
建ぺい率※３０％以上
（※地震マップ震度７以上の

場合は２５％以上）

●住宅戸数密度条件

８０戸／ha以上

●基盤条件

道路、公園などの
公共施設が未整備

２３地域

６６０ha

対象地域

３ 客観的基準に基づく地域の選定

４ 事業対象地域

保土ケ谷



磯子区 滝頭・磯子地区

５ 密集住宅市街地の現況

南区 唐沢・平楽・八幡町地区

５ 密集住宅市街地の現況



神奈川区 浦島町・子安通地区

５ 密集住宅市街地の現況

５ 密集住宅市街地の現況



都市整備局・区役所・まちづくり支援団体（NPO等）都市整備局・区役所・まちづくり支援団体（NPO等）

地域の防災情報の
共有

住民と行政は地域の

防災情報を共有し、

防災に対する意識を

高めていきます。

防災まちづくりの
活動開始

防災まちづくりの
計画づくり

防災まちづくりの
実践

住民の有志により、

「勉強会」が始まります。

●活動状況を、まちづくり

ニュース等で周知します。

●地域の組織づくりの検討

を進めます。

住民が主体的にまちづく

り活動を行う組織として、

「まちづくり協議会」を

設立し、その中で、

「防災まちづくり計画」を

作成します。

「防災まちづくり計画」に

基づいて、様々な改善

方法により、地区の課題

を解決していきます。

連 携 し て 支 援！

６ 事業の進め方

都市整備局・区役所・まちづくり支援団体（NPO等）都市整備局・区役所・まちづくり支援団体（NPO等）

地域の防災情報の
共有

住民と行政は地域の

防災情報を共有し、

防災に対する意識を

高めていきます。

連 携 し て 支 援！

６ 事業の進め方（ステップ１）



地域の防災情報の共有

住民と行政は地域の防災情報を共有し、

防災に対する意識を高めていきます。

出前塾の開催 自治会・町内会掲示板への掲示

６ 事業の進め方（ステップ１）

都市整備局・区役所・まちづくり支援団体（NPO等）都市整備局・区役所・まちづくり支援団体（NPO等）

地域の防災情報の
共有

住民と行政は地域の

防災情報を共有し、

防災に対する意識を

高めていきます。

防災まちづくりの
活動開始

住民の有志により、

「勉強会」が始まります。

●活動状況を、まちづくり

ニュース等で周知します。

●地域の組織づくりの検討

を進めます。

連 携 し て 支 援！

６ 事業の進め方（ステップ２）



防災まちづくりの活動開始

住民の有志により、「勉強会」が始まります。

●活動状況を、まちづくりニュース等で周知します。

●地域の組織づくりの検討を進めます。

６ 事業の進め方（ステップ２）

都市整備局・区役所・まちづくり支援団体（NPO等）都市整備局・区役所・まちづくり支援団体（NPO等）

地域の防災情報の
共有

住民と行政は地域の

防災情報を共有し、

防災に対する意識を

高めていきます。

防災まちづくりの
活動開始

防災まちづくりの
計画づくり

住民の有志により、

「勉強会」が始まります。

●活動状況を、まちづくり

ニュース等で周知します。

●地域の組織づくりの検討

を進めます。

住民が主体的にまちづく

り活動を行う組織として、

「まちづくり協議会」を

設立し、その中で、

「防災まちづくり計画」を

作成します。

連 携 し て 支 援！

６ 事業の進め方（ステップ３）



防災まちづくりの計画づくり

住民が主体的にまちづくり活動を行う組織として、

「まちづくり協議会」を設立し、その中で、

「防災まちづくり計画」を作成します。

６ 事業の進め方（ステップ３）

防災まちづくり計画図

(磯子区) 滝頭・磯子まちづくり協議会 防災まちづくり計画

磯子区 滝頭・磯子地区



防災まちづくり計画図

(南区) 三春の丘まちづくり協議会 防災まちづくり計画

南区 三春台地区

都市整備局・区役所・まちづくり支援団体（NPO等）都市整備局・区役所・まちづくり支援団体（NPO等）

地域の防災情報の
共有

住民と行政は地域の

防災情報を共有し、

防災に対する意識を

高めていきます。

防災まちづくりの
活動開始

防災まちづくりの
計画づくり

防災まちづくりの
実践

住民の有志により、

「勉強会」が始まります。

●活動状況を、まちづくり

ニュース等で周知します。

●地域の組織づくりの検討

を進めます。

住民が主体的にまちづく

り活動を行う組織として、

「まちづくり協議会」を

設立し、その中で、

「防災まちづくり計画」を

作成します。

「防災まちづくり計画」に

基づいて、様々な改善

方法により、地区の課題

を解決していきます。

連 携 し て 支 援！

６ 事業の進め方（ステップ４）



防災まちづくりの実践

「防災まちづくり計画」に基づいて、

様々な改善方法により、

地区の課題を解決していきます。

いえ みち まちづくり

６ 事業の進め方（ステップ４）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目以降

まち歩き

アンケートなど

勉 強 会

情報提供

（きっかけ

づくり）

防災まちづくり

計画策定

計画実現に

向けた取組

事業実施

○住宅市街地

総合整備事業

○条例等の助成

まちづくりの実践
組織

づくり 整備事業実施

協議会

の設立

整備計画調査・事業計画調査

（住宅市街地総合整備事業）

組織・ﾌﾟﾗﾝの認定

地域まちづくり推進条例

協 議 会

計画づくり

地

域

住

民

行

政

６ 事業の進め方（まとめ）



７ 協議会活動地区と面積

８ 協議会活動地区の状況



勉強会開始

１ 下野谷地区（鶴見区） 平成２４年６月

２ 六角橋商店街地区（神奈川区） 平成２４年２月

３ 境之谷地区（西区） 調整中

４ 北方町地区（中区） 平成２４年６月

５ 山元町・柏葉地区（中区） 調整中

６ 金沢地区（金沢区） 平成２４年５月

地区名
活動状況

■平成２５年６月現在

９ 協議会設立支援地区の状況

横浜市地域まちづくり推進条例を利用して、
住民協働の防災まちづくりを推進しています。

条例手続

グループ登録グループ登録 組織認定組織認定 プラン認定プラン認定

まちづくり協議会まちづくり協議会

１０ 横浜市地域まちづくり推進条例による手続



横浜市地域まちづくり推進条例を利用して、
住民協働の防災まちづくりを推進しています。

支 援

活動助成

事業助成

１０ 横浜市地域まちづくり推進条例による支援

整 備 前 整 備 後

狭あい道路
拡幅整備

唐沢・平楽・八幡町地区（平成１８年度整備）

１１ 取組事例の紹介



整 備 前 整 備 後

狭あい道路
拡幅整備

唐沢・平楽・八幡町地区（平成２０年度整備）

１１ 取組事例の紹介

整 備 後

狭あい道路
拡幅整備

唐沢・平楽・八幡町地区（平成２２年度整備）

整 備 前

１１ 取組事例の紹介



広場・防火水槽
の整備

整 備 前

市場西中町地区（平成２２年度整備）

整 備 後

１１ 取組事例の紹介

建替促進

整 備 前 整 備 後

潮田・小野町地区

１１ 取組事例の紹介



地域独自の整備

① 西戸部町二丁目公園内にかまどベンチ設置

② 西戸部一丁目内三角地に雨水浸透型舗装整備

【雨水タンク】

★災害時の水の確保

① 各家庭敷地内に雨水利用の貯水タンク設置（２箇所）

② 既存井戸に手押しポンプ設置、補強整備

【三角地舗装】

【かまどベンチ】

★ミニ防災広場の充実

【井戸】

１１ 取組事例の紹介

整 備 前

磯子区 滝頭・磯子地区（平成１８年度整備）

整 備 後

地域独自の整備

条例に基づく支援（禅馬ふれあい花広場）条例に基づく支援（禅馬ふれあい花広場）

１１ 取組事例の紹介



条例に基づく支援（掲示板）条例に基づく支援（掲示板）

協議会の掲示板 いっとき避難場所の掲示板

地域独自の取組
１１ 取組事例の紹介

条例に基づく支援（ソフト事業）条例に基づく支援（ソフト事業）

地域独自の取組

防災マップの作成

１１ 取組事例の紹介



まちづくり協議会が開催する防災イベントまちづくり協議会が開催する防災イベント

地域独自の取組

家具転倒防止グッズの紹介

１１ 取組事例の紹介

まちづくりニュースの発行まちづくりニュースの発行

地域独自の取組

西区 西戸部町地区

１１ 取組事例の紹介



いえ・みちまち改善事業は．．．

○密集住宅市街地の防災性の向上と住環境の改善を

目的に、地域住民と協働して取り組んでいます。

○狭あい道路の拡幅や広場・公園などのハード整備と

地域コミュニティづくりなどのソフト施策を両輪として

進めています。

○「勉強会開始」→「まちづくり協議会設立」→「防災まちづ

くり計画策定」→「ハード整備等実施」と、段階的に進め

ています。

ま と め

終 了終 了

ご静聴ありがとうございました。ご静聴ありがとうございました。

















横 浜 市 環 境 創 造 局 
公 園 緑 地 整 備 課 

アメリカ山公園の概要  

アメリカ山公園は、本市を代表する観光地である「港の見える丘公園」や「外国人墓地」、「山手西

洋館」などのある山手地区と、独自のブランドを多く展開する商店街のある元町地区とを結ぶ場所に

位置しています。しかし、この両地区の間には、約 18ｍの高低差があるため、歩行者動線計画上の課

題となっていました。 

そこで、平成 16 年の都市公園法の改正により創出された立体都市公園制度を活用して、みなとみら

い線「元町・中華街駅」駅舎の上部空間と、隣接する公園用地を公園として一体的に整備し、都心部

の緑地とオープンスペースを確保するとともに、エスカレーターとエレベーターによるバリアフリー

化や飲食店や物販店などの便益施設の設置など、両地区を結ぶ歩行者動線の確保と利便性の向上、元

町・山手地区の活性化を図ります。 

具体的には 

・既存駅舎を２階建てから４階建てに増築（公園施設） 

・公園用地内に駅舎 3F・4F と一体となる地下建物を新築（公園施設） 

・屋上部分を含め、全体を公園として整備 

《アメリカ山公園概要》 

(1) 所在地  ：横浜市中区山手町 97 番地１ 

(2) 公園種別 ：風致公園 

(3) 公園面積 ：全体 5,520 ㎡（園地部分 4,630 ㎡、駅舎敷地部分 890 ㎡） 

(4) 建築面積 ：1,154 ㎡ 

(5) 延べ床面積：3,954 ㎡ 

(6) 名称の由来：当該地は、明治期初頭の米国公使館ゆかりの土地であり、戦後は、米軍の施

設用地として利用された等の歴史を持つことから、山手地区の「フランス山」「イタリア

山」などと同様に「アメリカ山」と命名しました。 

(7) 整備スケジュール 

  建築工事 平成 19 年 6 月～平成 21 年 4 月 

  造園工事 平成 21 年 1 月～平成 21 年 8 月 

  一部開園   平成 21 年 8 月 7 日 午前 10 時～ 

(8) 開園時間   午前 6 時～午後 11 時（H21.8 現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲建築工事着工前（H18.9）       ▲工事完了時（H21.8） 



増築

みなとみらい線　元町・中華街駅区域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アメリカ山公園　整備事業概要
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アメリカ山公園　建物概要

３階

元町商店街
元町・中華街駅　改札

エレベーター
（１階⇔屋上階）

＊１５人乗り

エスカレーター
階段

（１階⇔屋上階）

１階

４階

山手地区

トイレ
　・男子：小２、大２
　・女子：４
　・多目的：男子１室、女子１室

トイレ
　・男子：小２、大２
　・女子：４
　・多目的：男子１室、女子１室

便益施設

便益施設

体験学習施設

２階は横浜高速鉄道株式会社のオ
フィスのため、エスカレーターは
通過、エレベーターも通常は停ま
りません。

エスカレーター
階段

（１階⇔屋上階）

エスカレーター
階段

（１階⇔屋上階）

エスカレーター
階段

（１階⇔屋上階）

横浜高速鉄道
使用区域

横浜高速鉄道
使用区域

体験学習施設
集会施設

屋上階

機械室

防災センター

機械室

機械室

非常階段

非常階段

非常階段

元町・中華街駅
出入口

エレベーター
（１階⇔屋上階）

＊１５人乗り

エレベーター
（１階⇔屋上階）

＊１５人乗り
エレベーター

（１階⇔屋上階）
＊１５人乗り



 

アメリカアメリカアメリカアメリカ山山山山    ガーデンガーデンガーデンガーデン    アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー    学童保育・親子広場     

小学校 1 年から 6 年生までの学

童をご家族にかわってお預かり

します。ニーズに合わせた 4 つの

コース。親子・大人のための体験

学習プログラムも豊富です。 

Tel 045Tel 045Tel 045Tel 045----666651515151----6558655865586558    

http://http://http://http://gardenacademy.gardenacademy.gardenacademy.gardenacademy.jpjpjpjp 

アメリカアメリカアメリカアメリカ山徳育山徳育山徳育山徳育こどもこどもこどもこども園園園園    横浜市認可保育所     

豊かな自然と国際的な地域環境

に恵まれた、こどもたちの笑顔あ

ふれる保育園。生後 57 目から 5

歳児までの通常保育・障害児保

育・一時保育を行っています。 

Tel 045Tel 045Tel 045Tel 045----663663663663----8737873787378737    

http://americayama.jphttp://americayama.jphttp://americayama.jphttp://americayama.jp 

ハローハローハローハロー貸会議室貸会議室貸会議室貸会議室    全日 8:00～22:00    

都心からのアクセス抜群なみな

とみらい線元町・中華街駅より徒

歩０分。リーズナブルな価格設定

で設備も充実。33 名・45 名の 2

タイプからお選びください。 

Tel 0Tel 0Tel 0Tel 0800800800800----999900000000----8186818681868186    

http://http://http://http://www.hellowww.hellowww.hellowww.hello----mr.netmr.netmr.netmr.net 

ラヴィラヴィラヴィラヴィ・・・・ファクトリーファクトリーファクトリーファクトリー    幸せの瞬間をお写真に 

ご結婚やご家族の記念日など、お

写真についてぜひご相談くださ

い。その日一日が大切な思い出と

なるよう、スタッフ一同、精一杯

お手伝いさせていただきます。 

Tel Tel Tel Tel 045045045045----228228228228----1148114811481148            

httphttphttphttp://www.la://www.la://www.la://www.la----viephoto.comviephoto.comviephoto.comviephoto.com    

小小小小さなさなさなさな結婚式結婚式結婚式結婚式    季節に応じてガーデンウエディングも    

スタイルの異なるふたつの式場

と、ハートの明かりが幸せを包む

バンケット、そして心のこもった

お料理。結婚式以外の一般でのご

会食も承ります。（要事前相談） 

Tel 045Tel 045Tel 045Tel 045----227227227227----8230823082308230 

http://http://http://http://petitwedding.competitwedding.competitwedding.competitwedding.com 

4 F 

3 F 

港の見える丘公園、 

外国人墓地、 

山手西洋館方面へ 

 

元町・中華街駅と山手地区間

の移動にはアメリカ山公園内

のエレベーター、エスカレー

ターが便利です。 

園地 

展望園地展望園地展望園地展望園地とととと    便益便益便益便益施設施設施設施設・・・・体験学習施設体験学習施設体験学習施設体験学習施設・・・・集会施設集会施設集会施設集会施設がががが一体化一体化一体化一体化したしたしたした    全国初全国初全国初全国初のののの立体都市公園立体都市公園立体都市公園立体都市公園    

みなとみらいみなとみらいみなとみらいみなとみらい線線線線    元町元町元町元町・・・・中華街駅中華街駅中華街駅中華街駅６６６６番出口番出口番出口番出口    

 

立体都市公園立体都市公園立体都市公園立体都市公園とはとはとはとは    

 用地確保が難しい都市部で、

建物の一部分や屋上などを利

用して整備された公園。アメ

リカ山公園は、都市公園法改

正により立体都市公園が制度

化されて以来、初の実施事例

として2012 年4月に全面オ

ープンしました。 

港の見える丘公園、 

元町商店街方面へ 

横浜から元町・中華街駅まで 

みなとみらい線で約 10 分。 

みなとみらい線は東急東横線と

相互直通運転しています。 

1 F 

みなとみらいみなとみらいみなとみらいみなとみらい線線線線    元町元町元町元町・・・・中華街駅中華街駅中華街駅中華街駅 5555 番出口番出口番出口番出口    

＊この施設は都市公園法上の便益施設として取り扱っています。 

＊この施設は都市公園法上の体験学習施設として取り扱っています。 ＊この施設は都市公園法上の体験学習施設として取り扱っています。 

元町元町元町元町・・・・中華街駅中華街駅中華街駅中華街駅    

6666 番出口番出口番出口番出口 

エレベーター 

エントランス 

エスカレーター 

ガゼボ 

＊この施設は都市公園法上の便益施設として取り扱っています。 

＊この施設は都市公園法上の集会施設として取り扱っています。 



 

アメリカアメリカアメリカアメリカ山公園山公園山公園山公園運営運営運営運営管理事務所管理事務所管理事務所管理事務所    http://www.seibuhttp://www.seibuhttp://www.seibuhttp://www.seibu----la.co.jp/mt_america/la.co.jp/mt_america/la.co.jp/mt_america/la.co.jp/mt_america/    

〒231-0861 横浜市中区元町 1-11-3   TEL 045-232-4661（土日祭日除く） 

E-mail    infonfonfonfo----mt_america@seibumt_america@seibumt_america@seibumt_america@seibu----la.co.jpla.co.jpla.co.jpla.co.jp FAX 045-232-4662                 

管理運営事業者：アメリカ山公園パートナーズ  代表企業  西武造園株式会社 

                          構成員企業 横浜緑地株式会社  

芝生広場芝生広場芝生広場芝生広場    

⑯ 
⑰ 

イタリアイタリアイタリアイタリア山庭園山庭園山庭園山庭園    
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見見見見えるえるえるえる丘丘丘丘    

公園公園公園公園    
 

⑤ ⑦ 
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⑨ 
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⑪ ⑫ 
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外国人墓地外国人墓地外国人墓地外国人墓地    
 

元町公園元町公園元町公園元町公園    

 

山手公園山手公園山手公園山手公園    
 ⑮ 

⑭ 

山手本通山手本通山手本通山手本通りりりり    
 

⑥ 

■ 

 

神奈川県立近代文学館。 

近くには大仏次郎記念も 

 

 

平日には一般公開される 

横浜地方気象台 

 

大正末期に建てられた西洋館 

エリスマン邸 

①神奈川県立近代文学館 

②大仏次郎記念館  

③山手 111 番館 

④イギリス館 ⑤岩崎ミュージアム 

⑥横浜地方気象台 ⑦山手資料館 

⑧ブリキのおもちゃ博物館 

⑨山手聖公会 ⑩山手 234 番館 

⑪エリスマン邸  

⑫ベーリック・ホール ⑬猫の美術館 

⑭カトリック山手教会 

⑮テニス発祥記念館 

⑯ブラフ 18 番館 ⑰外交官の家 

     

山手山手山手山手おさんぽおさんぽおさんぽおさんぽ MAPMAPMAPMAP    
 

121221 

←←←←元町元町元町元町・・・・中華街駅中華街駅中華街駅中華街駅 6666 番出口番出口番出口番出口 

■ ■ ←←←←エントランスエントランスエントランスエントランス    アメリカアメリカアメリカアメリカ山山山山    

公園公園公園公園    

ごごごご利用案内利用案内利用案内利用案内    

開園時間：6:00～23:00  

３・４階設備：男女トイレ（ベビーチェア付） 

       多目的トイレ（車椅子、オストメイト、ベビーシート） 

       自動販売機（飲料） 

＊ 建物内禁煙。ペットはキャリーバッグ等へお入れください。    

横浜市指定の歴史的建造物 

山手聖公会 

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス・・・・イルミネーションイルミネーションイルミネーションイルミネーション    

米国公使館米国公使館米国公使館米国公使館ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの地地地地であることからであることからであることからであることから名名名名づけられたづけられたづけられたづけられた    

「「「「アメアメアメアメリカリカリカリカ山山山山」」」」はははは、、、、異国情緒異国情緒異国情緒異国情緒漂漂漂漂うううう山手地区山手地区山手地区山手地区のののの一角一角一角一角にありますにありますにありますにあります。。。。    

高台高台高台高台にひろがるこのまちはにひろがるこのまちはにひろがるこのまちはにひろがるこのまちは人気人気人気人気のおのおのおのお散歩散歩散歩散歩エリアエリアエリアエリア。。。。    

アメリカアメリカアメリカアメリカ山公園内山公園内山公園内山公園内ののののエスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーターややややエレベーターエレベーターエレベーターエレベーターをををを利用利用利用利用すればすればすればすれば    

こどもからおこどもからおこどもからおこどもからお年寄年寄年寄年寄りまでりまでりまでりまで、、、、どなたでもらくらくどなたでもらくらくどなたでもらくらくどなたでもらくらくアクセスアクセスアクセスアクセスできますできますできますできます。。。。    
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