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平成25年度 岩手県ひとにやさしいまちづくり推進協議会 議事録 

 

○ 開催日時 

  平成26年3月18日（火） 10時00分～12時00分 

 

○ 場所 

  岩手県民会館 ４階 第２会議室 （盛岡市内丸13-1） 

 

○ 出席者 

委 員（敬称略、五十音順） 28名中19名出席（欠席9名） 

阿部 昭博  岩手県立大学ソフトウェア情報学部教授 

阿部 誠  社団法人岩手県ＰＴＡ連合会副会長 

及川 清隆  社会福祉法人岩手県視覚障害者福祉協会理事長 

大信田 康統  社団法人盛岡市身体障害者協議会副理事長 

太田 和男  公益財団法人岩手県国際交流協会常務理事 

小笠原 純子  公募委員 

岡 正彦  東北福祉大学総合マネジメント学部准教授 

小田中 由美子 「きららな街」盛岡を創る会事務局 

狩野 徹  岩手県立大学社会福祉学部教授 

川村 正司  公益社団法人日本オストミー協会岩手県支部事務局長 

岸根 ハナ  社団法人岩手県建築士事務所協会盛岡支部幹事 

鈴木 次三  社会福祉法人岩手県身体障害者福祉協会理事 

髙橋 幸子  社団法人岩手県ろうあ協会副会長 

竹田 美代子  公募委員 

谷藤 典男  株式会社岩手日報社 編集局次長兼報道部長 

千葉 則子  岩手県ホームヘルパー協議会会長 

長野 えり子  岩手県歯科医師会理事 

藤澤 佳代  盛岡市ボランティア連絡協議会事務局 

吉田 啓子  公募委員 

若林 みどり  特定非営利活動法人いわて子育てネット副理事長 

 

○ 県側出席者 

根子 忠美  岩手県保健福祉部長 

齋藤 昭彦  岩手県保健福祉部地域福祉課総括課長 

近藤 嘉文  岩手県保健福祉部地域福祉課主幹兼生活福祉担当課長 

佐々木 和哉 岩手県保健福祉部地域福祉課主任主査 

中村 公一  岩手県保健福祉部地域福祉課主査 

髙橋 政貴  岩手県保健福祉部地域福祉課主事 

（関係課） 

古舘 理   岩手県県土整備部建築住宅課技術主幹兼建築指導担当課長 

 

○ 次第 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議事 

(1) 平成25年度ひとにやさしいまちづくりの取組について 

(2) 平成26年度ひとにやさしいまちづくりの取組について 

(3) その他 

４ その他 

５ 閉 会 
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○ 配布資料 

・次第 

・出席者名簿（委員名簿） 

・資料１   平成25年度ひとにやさしいまちづくりに係る主な取組の実績について 

・資料２   平成25年度ひとにやさしいまちづくりに関する意識調査結果 

       （希望郷いわてモニターアンケート結果） 

・資料３   災害復興公営住宅の意見聴取会の実施状況について 

・資料４   平成26年度ひとにやさしいまちづくりに係る主な取組（案）について 

・参考資料  岩手県地域福祉支援計画（第２期）の策定について 

 

○ 審議経過 

１ 開会 

（近藤主幹） 

事務局の近藤と申します。ただいまから、岩手県ひとにやさしいまちづくり推進協議会を開催いたします。 

本日は委員28名中19人の方に御出席いただいており、過半数に達しておりますので、ひとにやさしいまち

づくり条例第 38条第 2項の規定によりまして会議が成立しておりますことを報告いたします。なお会議は公

開することとしておりますのでご了承願います。それでは開会にあたりまして岩手県保健福祉部長の根子から

ご挨拶を申し上げます。 

 

２ 挨拶 

（根子部長） 

岩手県福祉部長の根子でございます。ひとにやさしいまちづくり推進機協議会の開会に当たりましてご挨拶

を申し上げます。本日は年度末のお忙しい中、お集まり頂きまして大変ありがとうございます。委員の皆さま

におかれましては日頃からひとにやさしいまちづくり推進の取組を実践して頂きまして、深く感謝申し上げま

す。また東日本大震災津波の発生後は、それぞれの立場で被災地の支援に取り組んでおられることに対しまし

て敬意を表するしだいでございます。 

さて、「ひとにやさしいまちづくり」につきましては、県の復興計画にも防災のまちづくりの分野に位置付け

られておりまして、沿岸の市町村の復興のまちづくりにも積極的に取り入れていただけるよう、取組を進めて

いるところでございます。 

今年度は、本協議会の会長でもございます県立大学の狩野教授にも講師としてご協力いただきながら、県内

４カ所でひとにやさしいまちづくりセミナーを開催いたしまして、参加いただいた多くの市町村の職員、ある

いは地元の住民の皆さま方に復興を進めるうえでの参考となるユニバーサルデザインによるまちづくりの考え

方などについて講義を頂いたところでございます。 

また、来年度は条例に基づき施策に基本的な方向などを定めている「ひとにやさしいまちづくり推進指針」

の計画期間の最終年度となりますので、同指針の改定を行うものとしております。皆様にも様々な形でご協力

を賜ることとなりますのでよろしくお願い申し上げます。 

本日は限られた時間でございますが、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げ開会にあたってのご

挨拶といたします、よろしくお願いいたします。 

 

３ 議事 

（近藤主幹） 

これから議事に入るわけですけれども、条例の第 37条第 2項の規定によりまして会長が会議の議長になる

こととしてありますので、議事進行につきましては狩野会長にお願いいたします。 

 

（狩野会長） 

狩野です、おはようございます。では議長させて頂きますのでよろしくお願いいたします。 

次第に添って進めさせていただきます。まず、議題（１）の平成 25 年度ひとにやさしいまちづくりの取組

について事務局の方から説明をお願いたします。 
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（齋藤総括課長） 

地域福祉課総括課長の齋藤でございます。私の方から平成 25 年度ひとにやさしいまちづくりに係る取り組

みについてご説明を申し上げたいと思います。 

資料１のご用意をお願いいたします。まず一つ目といたしまして「ひとにやさしいまちづくりセミナー」で

すが、ひとにやさしいまちづくり推進指針に基づきユニバーサルデザインの考え方を広く周知し、ひとにやさ

しいまちづくりの取組を促進するとともに、東日本大震災復興のまちづくりにおきましてもひとにやさしいま

ちづくりの考え方が取り入れられるよう、その手法や考え方、先進事例などを学ぶ場として本セミナーを開催

したところであります。 

受講対象者は、資料に記載のとおり、行政から商工関係団体、福祉関係団体、女性団体、教育、建築設計に

携わる方々に広く呼びかけをしたところでございます。実施の状況でございますけれども、県内４カ所、盛岡・

釜石・奥州・大船渡で開催しました。 

内容としては、ひとにやさしいまちづくりについての基本的な考え方や条例、バリアフリー法などについて

の行政説明をさせていただき、先ほど部長からも申し上げましたが、この会の会長であります狩野会長にもユ

ニバーサルデザインのまちづくりについてご講演をしていただいたところであります。釜石地域におきまして

は沿岸広域振興局の独自の企画ということで、東京ディズニーランドのユニバーサルデザインの取組をお話を

いただきまして、民間での視点のお話で非常に刺激のあるお話をいただいたところであります。また、奥州地

域におきましては観光地のユニバーサルデザインということで平泉もございますので、その観点からの話題で

した。計４箇所で200名ほどの参加をいただきました。 

次にひとにやさしい駐車場利用証制度でございますが、これにつきましては、障がい者用駐車スペースの利

用対象者の範囲を定めまして、県が対象者に対し利用証を交付いたします。制度に協力いただける施設と協定

を締結することによりまして、不適正利用への声掛けを容易にするとともに、県民の方々に障がい者用駐車ス

ペースの設置意義や適正利用について周知を図るものでございます。平成 22 年度からこの制度を開始してお

ります。25年度時点での利用証の交付実績、これは１月末までですが、長期利用者で746件、累計で6359件、

短期利用証で81件で、累計で478件となっております。指定駐車施設については、2月末時点で446施設873

区画となっております。25年度の実績は20施設36区画の増でございます。 

2ページでございます。「いわてユニバーサルデザイン電子マップ」の取組をしてございます。これは、県の

ホームページにおいて公開しておりますバリアフリー施設・ユニバーサルデザイン施設の情報を掲載したマッ

プでございまして、施設の写真も併せてて掲載することが出来るものです。施設からの情報提供のみに頼らず、

県民からも広く情報提供受けることができる制度としているところでございます。26年2月末現在の登録施設

が1264施設で、25年度は2施設が増になっています。 

次に「ひとにやさしいまちづくり推進資金融資制度」でございますが、不特定多数の人が利用する民間の施

設の管理者が高齢者障害者等の利便に配慮して、自らの店舗等を新築・増改築を行う場合に資金について支援

を行うものでございます。実績でございますが 25 年度は貸し付け実績ございませんでした。これまで累計と

して20件の貸し付けをしています。この制度につきましては平成7年度にスタートした制度でございますが、

これまでより利用していただくという観点から融資利率の引き下げ、融資期間の延長、融資限度額の引き上げ

なども行ってきたところでありますが、平成 16 年以降、貸し付け実績がない状況であります。年に数件の問

い合わせがございますが、そのほとんどがバリアフリー化のための補助制度はないかという問い合わせで、融

資制度である旨を伝えると、残念ながらお断りされるというケースが多くなっております。バリアフリー化を

考えている方々は多くいらっしゃるとは思いますが、融資を受けてまでは行わない事業所が多いということで、

平成16年度以降貸し付け実績がない状態になっております。 

また、平成25年度県政モニターのアンケート調査をしております。ひとにやさしいまちについて、平成19

年から継続してアンケート調査を実施しているところでございます。これはアンケート結果を踏まえて県が進

める「ひとにやさしいまちづくり」についての施策の参考とするために行っております。調査実施期間、調査

方法、調査対象、回答者数、回答率は資料のとおりとなっております。調査対象が希望郷いわてモニターの295

名の方を対象に行ったものでございます。調査の詳細・概要等に関しましては担当の方から資料２によりご説

明させて頂きます。 

次に県が新築・新設する特定公共的施設の意見聴取会についてでございますが、これにつきましては、この

ような施設につきまして、設計段階から施工、完成まで数回にわたりまして障がい者団体、高齢者団体、子育

て支援団体等に対しまして点字ブロックの敷設ルートや、スロープの位置、トイレの形状などの項目に対しま

して意見を聴取するものでございます。これは条例に基づいて行っているのでございます。平成 25 年度は、

大船渡、釜石の災害復興公共住宅につきまして実施をいたしました。参考でございますが、24年度も県立の社



4 

 

会福祉施設であるやさわの園でも行ったほか、釜石市、陸前高田市、大槌町での災害公営復興住宅について意

見聴取会を開催したところでございます。これについても担当の方から詳細を説明いたします。 

 

（中村主査） 

地域福祉課の中村と申します。私の方からは資料２と資料３のご説明をさせて頂きます。 

資料２につきましては、ひとにやさしいまちづくりに関する意識調査ということで、県政モニターの関係で

ございます。資料２と併せて資料１の３ページの方に概要が載っておりますので御覧いただきますようお願い

たします。先ほど課長からご説明ありましたが、ひとにやさしいまちづくりに関するアンケートということで、

平成19年度から継続して実施しております。25年度の希望郷いわてモニター295名の方を対象として実施し

ておりまして、回答者数が 230名、回答率は 78％となっております。まず、条例・指針の周知度ということ

で、こちらは資料２の質問１で４ページに載っております。こちらはひとにやさしいまちづくりについての周

知度、「知っていて内容も理解」と「何となく理解」を合わせて５割弱にとどまっておりますが、平成24年度

よりは上昇していたという結果となってございます。それから、県の施策の認知度について平成 22 年度から

取り組んでいる「ひとにやさしい駐車場利用証制度」については 5割となっており、他の項目も平成 24年度

よりは上昇しており、こちらの方は質問３の回答になっています。質問４になりますが、ユニバーサルデザイ

ンについての認知度について、ユニバーサルデザインという言葉を聞いたことがあり、意味をなんとなく理解

しているを含めると6割の認知度となりまして、半数以上の方がユニバーサルデザインというのを理解してい

るが、依然として残りの4割程度の方につきましては、ユニバーサルデザインが生活に身近な存在として理解

されているとは言い難い状況にあるということでございます。次がまちの中で感じるバリアの質問で、詳細は

10～11ページになります。まちの中のバリアに関して９割以上の方が、よくある、たまにあると回答しており、

まちの中にはまだまだ多くのハード面のバリアが存在し、多くの方が不便を感じており、歩道、施設の出入り

口の段差やトイレの数や案内表示、公共交通機関への不満が多く、全体的な傾向は変化していません。具体的

にバリアを感じる施設については質問７ですが、公共交通機関、官公庁施設、金融機関について、４割以上の

方が何らかのバリアを感じているという状況でございます。次が車椅子駐車区画についての質問９ですが、前

年度と比較し「健常者が多く支障」との回答がやや減少しているということですが、健常者による不正利用が

あまり減っていないということがうかがえます。必要な人が支障なく利用できるようにするための施策として

は、利用制度等の普及啓発と、車いす駐車区画利用対象者の説明看板を設置するよう求める声が多いというこ

とです。車いす駐車区画が不足していると思われる施設としては金融機関、病院、大規模商業施設となってお

ります。以上が質問9.10.11となります。 

次に、質問 12 東日本大震災津波からの復興についてですが、こちらは昨年度から質問項目を設けておりま

す。復興に必要なまちづくりの考え方で重要だと思われることは、防災・減災の安全面を重視する意見が最も

多く、続いて交通拠点や道路が一体となったまち、地域コミュニティの再構築、高齢者・障がい者への配慮が

多く、ハード面とソフト面が一体となったまちづくりが望まれているという状況でございます。さらにもっと

も重要だと思われるもの質問12-2でこちらでは、防災・減災や観光客の受入れを選んだ方が約４割を占めてお

り、続いて地域コミュニティの再構築など、ひとのつながりを重視する意見が多くなっております。復興に必

要なまちづくりの進め方ということで、質問13で特に重要だと思われるのは、「再建スピードを重視」と「住

民が参加して協働で」が多くなっておりますが、24年度と比較して、再建スピードを重視する意見が多くなっ

ております。 

最後に、ひとにやさしいまちづくりの推進施策という質問 14 で、ひとにやさしいまちづくりの推進施策と

して特に重要だと思われることは、「まちづくりの構想の推進」、「官民一体となった取組」、「意見聴取の仕組み

づくり」が多く、民間の意見を活かしたまちづくりが求められているということが言えると思います。 

自由記載については質問 15 で様々な意見いただいております。こちらの内容を踏まえながら施策を考えて

いきたいと思いますのでよろしくお願いたします。 

続きまして資料３の災害復興公営住宅の意見聴取会の実施状況について、25年度については3回意見聴取会

を行っております。25年度は災害復興公営住宅の3件でございましたのでこちらに特化して説明させていただ

きます。１回目が大船渡市の上平地区の意見聴取会で8月に実施いたしました。参加者が12名、主催者が15

名出席しています。障がい者団体の方から意見を頂いておりまして、実施設計が決まった段階での着工前の意

見聴取会です。仮設住宅における障がいのある住民にとって不便な部分について配慮いただきたいという意見

がありました。こちらは仮設住宅に住んでいる方から公営住宅の方ではこういうところを直してほしいという

意見で 10点ほど要望がございました。現在の設計でも 100％とはいかなくてもほぼ解消できる状況であると

回答しております。インターホンを車いすの方でも使用できる高さに付けられるかということで、車いすの高
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さに配慮した高さに設置できるということでした。 

２ページの方に参りまして、高齢者の配慮という事で介護保険を使用した場合に手すり等は設置できるのか

とご質問がありまして、高齢者の配慮につきましては玄関や住戸内に段差をなくしたことや、手すりや手すり

下地を設置したということですので、下地がある部分については設置できるということです。以上が大船渡の

分でございます。 

２回目は釜石市平田地区で完成直前の 12 月に開催しております。こちらは参加者も少なく２名の方しかご

参加頂けなかったのですが、現場は工事中でしたが入れる状況でしたので見学しご意見を頂きました。障がい

者用の住戸・車いす対応の住戸も６戸ございまして、すべて１階に設置してあり、床は段差が全てない形状で、

一般住戸についてもできるだけ段差のない形としているということでございました。３ページに参りまして、

車いすの方で引き戸の方が使いやすいということで、車いす対応の住戸はすべて引き戸ということです。電気

のスイッチは押しやすいタイプになっています。また、集会所が設置されるのですが、備蓄倉庫があり、出入

り口には段差はなしで、車いす対応トイレがあり、オストメイト対応のトイレでもあります。 

次に３回目である宮古市の八木沢地区新築工事については、２月に開催しており、参加者が６名でした。主

な意見としては、視覚障がいの方にも参加していただきまして、階段の手すりに点字を付けるということで、

点字については上る・下るがわかりにくいという意見があり、ここは２階です、３階ですというような階数を

表記した方が分かりやすいいということでした。コミュニティの関係について、大震災の際に集会所が有効に

使用されなかったために、今後作られるときは有効に活用されるようにしていただきたいという意見でしたが、

基本的には集会所は入居者のための施設であるが、自治会の管理で自治会との調整をうまくやって活用してい

ただきたいということでした。 

基本的には、災害公営住宅も高齢者仕様になっているということですが、少しずつですが利用する方の意見

を取り入れていいものを作っていきたいということで、県が建てる公営住宅の施設の改善に努めることとし、

来年度もやっていくということになっております。以上で資料３の説明を終わります。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。資料の１、２、３についてですが、ご質問などございますでしょうか。 

 

（長野委員） 

資料３の意見聴取会の参加者の人数が少ないことが気になります。特に釜石の平田地区では参加者が２名で

オブザーバー３名で、主催者側の方がすごく多くて、他の地区におきましても参加者がすごく少ない。参加者

というのは一応公営住宅に入居される予定の方というイメージでとらえてよろしいのでしょうか。そのような

大事な会を開催するのであれば、より多くの人たちでご意見を伺うという基本的な考え方が必要じゃないかな

と思います。あと、開催日時が平日ということで、なかなか人が集まらないとか、いろいろな年代、働いてい

る方でも、子育てしている方でも、平日の開催で出られる方が限られるからなのか教えていただきたいのと、

対象も区切っていられるのか教えていただきたいと思います。 

 

（狩野会長） 

では、お願いします。 

 

（中村主査） 

意見聴取会の開催に当たりましては、現場の都合や設計・工事関係の方の都合等がございまいして、事業を

行う建築住宅課の方で日時を設定しております。これまで平日に開催してきているところです。意見聴取する

方の設定につきましては、当課の方で基本的には障がい者、高齢者団体の方に、こういう意見聴取会開催しま

すのでご出席いただきますようお願いしますという案内しております。全県の団体と、例えば釜石で開催する

のであれば釜石地区の団体に声を掛けまして、釜石市役所にどういう団体に声をかけたらよいかを聞きながら

案内を出している状況でございます。入居する方全てという形ではやっていないのですが、一般の方にご参加

いただけるようにホームページで情報提供しており、そういう状況で募集しておりまして、釜石の方は参加者

が少なかったということでございます。 

 

（齋藤総括課長） 

長野委員のご指摘、ごもっともでございます。せっかく我々としても皆さんの声を聴いてよりいいものをと

いう思いは当然あっての開催でございますので、より多くの方々にご参加いただくよう、日程の問題とか、そ
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の他の様々な工夫というのはご指摘のとおりと思いますので、来年度のこれらの会については、おそらく建築

住宅課や業者の方々の調整もあるかと思いますので、その辺を考えながら、出来るだけ多くの方々にご参加い

ただけるように来年度は工夫を凝らしていきたいと思います。 

 

（狩野会長） 

よろしいでしょうか？ 

 

（長野委員） 

災害公営住宅を建設しても入居率が半分ぐらいとかということをニュースでお聞きしますので、こういうい

いところもあるよというのも広報して、来年度はたくさんの方のご意見が聴けるようによろしくお願いいたし

ます。 

 

（狩野会長） 

どうもありがとうございました。あと何かございますか。 

 

（小笠原委員） 

ちょっと気が付いたのですが、ホームページでということがありましたが、私は出来ません。そこで障がい

持つとか持たないとか、お年寄り、若いとかそういうのを別として、みんなが応募できる方法、ホームページ

というと最初から私はストップします。ということで行政的には今、ホームページというのは県政モニターを

やっていて、でも郵送でという事で申し込んでいるのですか、ちょっと考えていただきたいと思います。それ

と、議長さんにお願いですが、その他の質問のところに時間を沢山とっていただきたいので、このような説明

をテンポをあげて出来るだけ早くしていただきたいと思います。 

 

（狩野会長） 

どうもありがとうございました。 

 

（竹田委員） 

皆さまご苦労様です。今のご意見と同じなのですが、ある会に出た時にホームページでお知らせしています

ということが言い訳にしか聞こえないという意見がありましたので、やはり知らせるということは、アナログ

世代の方もいらっしゃるわけですし。あと、前もって資料頂いておりましたので、全部読み上げるのではなく

て、今おっしゃたとおりポイントを絞っていただかないと、せっかく前もって担当者の方が苦労して資料を送

って下さっているので、その辺のところは出来るだけ意見交換する場所であるので、せっかくの機会で限られ

た時間を有効に使ったほうがいいので、よろしくお願いいたします。 

 

（狩野会長） 

進行の進め方については了解しました。ホームページについての扱い方、もしご意見あればどうぞ。 

 

（齋藤総括課長） 

ご意見として承ります。先ほどアナログ世代ということもおっしゃっておりましたが、我々のやっているひ

とにやさしいまちづくり自体が、そういう情報にアクセスしにくい方々も対象にしているわけですので、当然、

高齢者や障がい者の方々が情報へのアクセスが可能になる媒体というものが何であるかというものを十分踏ま

えまして、来年度の事業には取り組ませていただきたいと思います。 

 

（狩野会長） 

よろしくお願いいたします。あと委員の方いかがでしょうか。 

 

（谷藤委員） 

ひとにやさしいまちづくり推進基金の貸し付け実績がゼロということで、平成 16 年度以降ゼロが続いてお

ります。個人への寄付の関係もあって難しいのでしょうが、思いきって助成等を検討してはいかがでしょうか。

これだけずっとゼロが続いているわけで、目的を絞るような形で何かあれば利用が増えてくると思いますので、

その辺の見解をお願いしたいと思います。 
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（狩野会長） 

大志田委員さん、関連のところよろしくお願いいたします。 

 

（大志田議員） 

実は、私が障がいを持っている方々の相談窓口業務をする機会があって、今の制度の中では介護保険も障が

い者の基金も、屋内の整備についてはお金が最高 20 万円くらい出るのですが、ところが屋外の整備は出ない

のです。入口にスロープを付けたいとか、あるいは舗装をしたいとか段差のあるところのお宅はリフトを付け

ないと玄関に入っていけない、スロープを長く取れないという地形的な問題があると、こういう人たちのアク

セスビリティが実は出来ていないのです。それを谷藤さんの意見も踏まえて、是非個人で、限度額はどのくら

いかわかりませんが、ちゃんと限度額を設けて個人に貸し付ける方法がよろしい。そうするとこれは活きてく

ると思います。ぜひご検討いただきたいと思います。谷藤さんありがとうございました。宜しくお願いいたし

ます。 

 

（狩野会長） 

多分いろんな部署との関連があると思います。 

 

（齋藤総括課長） 

大ざっぱな話になると思いますが、当然これまでもなかなか融資が伸びない、融資を希望される方が現実的

に実現しないということで、今ご指摘のあった助成という形ではいかがということも含めて、これまで我々も

考えた経緯はございます。ただ、県庁内部の他の様々な制度などとのバランスということもあって、先ほども

言ったように利率を下げるなどの対応で何とか利用の喚起をしたいということでやって参りました。来年度の

取組にも工夫を凝らしながら融資をさせていただきたいと思いますが、先ほどの御意見も踏まえて取り組んで

参りたいと思います。 

あと、個人へもということについては、おそらくこれは住宅関連の融資制度などとの関係もあると思います

ので、今の大志田委員の御意見につきましては他の制度がどのようになっているかも含めて検討させていただ

きたいと思います。 

 

（狩野会長） 

よろしいでしょうか。 

 

（阿部昭博委員） 

県の事業のなかで、公共的施設のユニバーサルデザイン電子マップのお話がありましたが、資料を見てみま

すと事業の周知割合という事では、6 ページになりますが他に事業に比べては大分低い状態が続いているよう

なのですが、このあたりの要因、あるいは今後の対策等考えられておりますか、教えてください。 

 

（齋藤総括課長） 

結果として、このような低い周知の割合の形になっております。我々の取組不足、またはこういう公共的施

設の施設管理者に対する周知ということが不足しているのであろうと思います。結果から見れば、また一般県

民の方々もこういった取組がなされているということについて十分周知が出来ていないという結果だと思いま

す。今の時点でこの結果についての分析をしていることを申し上げる段階にございませんので、この結果を今

のご意見を踏まえて、どのように改善していくか、来年度に向けて検討させていただきたいと思います。 

 

 

（阿部委員） 

意見ですけど、今年の1月から県のホームページはリニューアルされているのですが、依然として県の電子

マップまでにたどり着くのが非常に難しい、まずはトップページから見つけるだけでも周知度は上がると思い

ます。 

あと、最近の世の中の流れでは公共データをオープン化してデータそのものをどんどん使ってもらうという

ことで、政府も 2020年までそういったものを推進するということで、一番需要が高く話が出てくるのは、こ

のバリアフリー関係なんですね、真っ先にやってほしいと。国内も先進自治体も出てきておりますので、具体
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的にはホームページで公開するということだけではなくて元のデータ自体をそこからダウンロードできるよう

にして、必要であればNPOさんとかが自分たちのところで加工して公開していけるということも活用につな

がってくるのではないのかと思います。難しいかもしれませんが、意見です。 

 

（狩野会長） 

これもいろんな関係部署との調整があると思います。 

 

（齋藤総括課長） 

ご専門の立場から具体に御指導いただきましてありがとうございました。今のような専門の方々からのご助

言などもいただきながら、電子マップという手法がより効果的になるように今後ともご指導いただければと思

います。 

 

（狩野会長） 

市町村のバリアフリーマップを作っていて、県も作っていて、それがバラバラだと使う側からすると不便も

あるので、いずれリンクする方法も考えていけばいいのかなという気はしています。あと委員の方よろしかっ

たでしょうか。 

 

（及川委員） 

このひとにやさしいまちづくりに委員会に私が出席するようになってから、概略ではありますが点字資料を

頂戴してありがとうございます。こうした資料も出していただいたということは昨年、障がい者差別解消法で

合理的配慮ということで、今これから各自治体や民間に推進していただきたいと思っているので、先駆けとし

て非常に大変うれしく思っております。今後とも、私が委員ではなくても視覚に障がいがある方が必ず出席す

るわけですので、このような配慮を継続していただきたいことがひとつです。 

もうひとつ、東日本大震災の被災県としてぜひ国に提言していただきたいことがあります。緊急避難、避難

所生活、あるいは仮設住宅、そのあとの地域での生活、これらをサポートするシステムつくりを是非していた

だきたい。例えば、障がい者災害支援専門員、あるいは支援員といったようなその制度つくりをしていただき

たい。そのことによって県内あるいは国内における非常災害の訓練とかにそういった人たちを配置する、ある

いは当然災害時にそういう人たちの人的配置をしてきちんとした対応をしていただけるといいのかなと思って

おります。そういうことで県から国の方に、うちの上部団体も出そうと思っておりますので、そういったこと

を県から発信していただきたいと思っておりますので、よろしくお願します。ご苦労されて点字資料を頂いて

おりますので帰ってゆっくり資料を分析できる環境づくりをしていただいたことに感謝申し上げます。よろし

くお願いいたします。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。後半のところについていかがでしょうか。 

 

（齋藤総括課長） 

今の後半の障がい者災害支援専門員というような、仮称かもしれませんがお話がございました。現在、被災

直後の一次避難所に、障がいや高齢の様々な方がいる場合を想定して、そういう方々に対して「災害派遣福祉

チーム」というものの創設を進めているところでございまして、それらとの関係もあるのかなと思いながら今

お聞きしたところでございます。初めて私もこういう方々がいることの重要性をご指摘いただきましたので、

もう少し委員からも後で十分いろいろな情報をいただきながら、こういうものが必要かどうかということも県

としても考えさせて頂きたいと思います。 

 

（及川委員） 

このことは非常に大事なことで、ここに障がい者団体さんも出席されていますが、障がい特定が個々にあっ

て、その先程お聞きした対応も、それはそれでいいと思いますが、障がい特性をきちんと理解したコミュニケ

ーションのやり取りとか、生活の場面での支援とか、専門知識をきちんと持った者が対応するということが、

最も障がい者が安心した避難、緊急避難・地域での非難も含めて、災害後の生活がとても大事だと思っていま

すので、ぜひ具体的に検討していただきたいので、よろしくお願いいたします。 
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（齋藤総括課長） 

なかなか及川委員の希望のレベルには達しない話なのかもしれませんが、現在、各市町村では避難支援プラ

ン、個別の高齢者、障がい者のそれぞれの特性に応じた災害時の個別計画を策定しようと県の方でも、各市町

村に働きかけているところでございます。これらの計画の中で個々の障がいの特性・実状に合わせて避難支援

というものが実現していくよう、県としても市町村と共に取り組んで参りたいと考えているところでございま

す。 

 

（狩野会長） 

よろしいでしょうか、あといかがでしょうか。 

 

（若林委員） 

この会には子育て支援の立場から参加させていただいているのですが、そういう意味でも盛岡市以外を見た

だけでも、コンパクトなシティを目指しているとすれば、妊婦さんや小さいお子さんを連れてベビーカーを押

していかなくてはならない世代からの視点が、ちょっとこの中ではなかなかアピールできていないかなという

気がして、私自身も反省しております。これからこういう世代の方に、もっと広く情報をあげていただくとか、

意見をもらいながら、子どもを育てていく時点で視点を持っていただくところから、アプローチする方法を考

えてみたいと思っておりますので、そういうことについてもお考え頂きたい。 

 

（齋藤総括課長） 

今、県では、女性、若者の意見をより多くお聞きして県政に反映をさせようということで、県の組織も含め

て女性、若者への支援などの取組を進めようとしているところでございますので、ひとにやさしいまちづくり

に関しましても、県全体の取組のなかで、今のご意見も踏まえまして、今後のこのひとにやさしいまちづくり

の推進に努めていきたいと思います。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございます。 

 

（竹田委員） 

私は保育園のボランティアが４年目になって通っているのですが、盛岡一高があって、北銀、学習塾のとこ

ろの道路が広くなってきました。手をあげているのですがなかなか車が止まってくれない。マリオスのところ

は高校生が滑り台のように自転車を押しながら歩ける作りになっているのに、旭橋のところは古いせいなのか

ベビーカー押したお母さんがニューウィングのところで降りて行けない。階段だけなのです。自転車やベビー

カーの方は階段だけだと非常に辛い。車であればどのように回っても何分と違わないが、出来るだけ最短距離

で学校でも保育園でもそうのですが、自転車とか歩く人、ベビーカーも安心して杖をついても歩けるようなま

ちづくりじゃないと。どんどん道路が広くなって便利なのですけど、逆に弱者である人たちの方に日が当たら

なくなってきている感じがする。年配の方々も、例えば道路に色を付けるとか、そうすると車はスピードを落

とす。お年寄りがごみを出すとか、子ども連れのお父さんお母さんも通る。車だけとは限らない、歩いても、

自転車でもベビーカーを押してでも安心して保育園や学校に通えるような、特に高校生なども選挙権がないの

で、私たち大人の方が考えていかないといけないのではないかとこの2年間で学ばせていただきました。以上

です。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。道路の作り方ということだと思いますけれども、都市計画とうまく調整できれば

いいのですが、この辺いかがでしょうか。 

 

（齋藤総括課長） 

道路に関しましては、それぞれの道路管理者がございますし、国だったり県だったり、市町村ということで、

今のご意見についてはそれぞれの担当のところに伝えさせていただくことにさせていただきます。あと、今お

話を伺いまして、ハードだけではなくて道路が広くなって自動車にとってはいいことですが、そこの横断報道

の距離が長くなることによって大変になる方もいらっしゃると思いますので、当然一緒に渡る健常の方だった

り若い方がどうサポートするという心の問題とも繋がるものかと思いました。当然、ひとにやさしいまちづく
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りは心があって初めて前に進むと、我々は考えておりますのでご意見として承ります。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。あといかがでしょうか。 

 

（鈴木委員） 

これに適しているかどうかわかりませんが、私は身体障害者団体から来ているのですが、何年か前からです

が、何事に活動しようといたしましても予算予算とお金がないということで決められて各地区、市町村で大変

な時期に入っているという現状でございます。なんとかお金がないからダメなのだということも分かりますけ

れど、だからと言って私たち障がい者の健康管理・生活面についても大変な時期に入っています。県の方では

そういう資金の面ではどうなのか、それからテレビなどで見ますが他の県ではふるさと納税というのが今、盛

んです。岩手県はそういうものは、やっているのか。ふるさと納税をいただいた方には、お土産ではないけれ

どもそれなりのものをお返しするという制度があるということで、物を作るものとして、またそれにお土産と

して返してやるという形であれば、宣伝と言いますか、そういう形もとれるのかなと、出して喜んで返して喜

ぶという形もいいのかなあと思いますが、お願いします。 

 

（根子部長） 

財政問題につきましては、大変心苦しいと思っておりました。やはりいろんな限られた財源の中でどのよう

に事業を組んでいくというのは、私どももいろいろな施策を展開する中で、優先順位を決めながらやる必要が

あるなと思っており、いろんな意見を伺いながら必要なところに必要な財源措置をするということだと思いま

すので、そういった姿勢で臨んで参りたいと思っております。ふるさと納税の話が出ましたけれども、県でも

そういう制度はございます。その中で、税務課中心でやり取りしながら、震災以降の故郷を思う気持ちのよう

なものが広がっているということもございますので、そういうPRをしながら、出来る限り制度の仕組みも使

いながらということを考えておりますので、個々具体的にどうするかは直接の担当ではないですが、そういう

ことを県としても進めていきたいと思っております。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。最後に少し時間とれると思いますので、時間の関係もありますので先に進めさせ

ていただいてよろしいでしょうか。では次の議題であります平成 26 年度ひとにやさしいまちつくりの取組に

ついて、説明は簡潔にということですので、そこら辺よろしくお願いたします。 

 

（齋藤総括課長） 

ご指摘も受けましたので簡潔に申し上げます。26年度の取組でございますが、まちづくりセミナーに関しま

しては、復興まちづくりと観光振興ということが先ほどのモニターなどでもありますので沿岸市町村を中心に

開催をしたいと考えております。 

ひとにやさしい駐車場利用証制度、いわてユニバーサルデザイン電子マップについては、先ほどからいろい

ろなご指摘や意見もいただきましたので、これらの制度、施策が推進できるよう進めていきたいと考えており

ます。 

ひとにやさしいまちづくり推進資金でございますけれども、先ほどのご指摘の通り利用実績がないというこ

とがございますが、平成 28 年の国体・全国障害者スポーツ大会を契機といたしました観光・宿泊施設などの

バリアフリー・ユニバーサルデザインの促進をしたいと考えてございます。この中でこの融資制度のご活用を

頂けるように広く周知を図りながら、特にも交通関係・宿泊観光関係のところに的を絞っていきたいと思って

おります。また、この融資制度について取り扱いをしている金融機関の方々にも、改めて制度の利用が進むよ

う教えを拝借しながら、またこちらからもより積極的に働きかけをしていきたいと思っております。参考まで

に全国障害者スポーツ大会へ向けた取組ということで県国体・障がい者スポーツ大会局が考えたものをここに

載せてございます。ご覧いただいていると思いますが、特に私どもといたしましては、最後のところにボラン

ティアのことが書いておりますが、これらのボランティア活動に参加することが、その後のこれに関わった方々

が持続的にボランティアに関わっていけるようなものになればよりいいなと思っているところです。 

次のページでございますが、先ほどの特定公共施設の意見聴取会、長野委員からもご指摘いただきましたと

おり、よりたくさんの方にご参加していただけるような工夫というものも努力して参りたいと思っております。 

ひとにやさしいまちづくり推進指針は、平成 21年から 26年度までと現指針がなっておりますので、26年
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度中に新たな指針に改定したいと考えております。この指針についても県の各種計画との整合を図りながら、

これまでの施策をより発展させる形で取り組みたいと思っております。簡単なスケジュールは資料のとおりで

すのでご覧いただきたいと思います。来年度の３月の改定・公表に向けて４月から順次、当課において指針の

改定の取組を行って参りたいと考えております。以上です。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。今の設問に対してのご意見・ご質問いかがでしょうか。 

 

（藤澤委員） 

盛岡市ボランティア連絡協議会の事務局をしております藤澤と申します。よろしくお願いします。26年度の

事業の部分で２点ほど質問と意見があります。 

ひとつ目がボランティア団体、社会福祉協議会では小学校や中学校、企業さんの方に行って高齢者の疑似体

験・障がい者の車いす体験、バリアフリー調査等の授業のお手伝いなどを行っています。県政アンケートの中

にも子どもだけじゃなく地域の人を含めた福祉教育の充実が必要ではないかという意見が何点か見受けられる

のですが、県としては福祉教育、地域福祉の基本的な障がいの有無に関わらず、お互い様だから手伝うとかの

福祉教育の部分に関して具体的にどのような取組を 26 年度に考えているのかを伺いたいということと、ふた

つ目ですが、初めて福祉教育の担当になる学校の先生方は、県が出している資料やホームページなどでカリキ

ュラムを決めたりしています。その中でボランティア団体や社会福祉協議会の方に、この部分を同じようにや

りたいので協力してもらえませんかという相談などをいただきますので、学校の先生方もＦＡＸで情報が欲し

いという方もいらっしゃいますし、ホームページやそれ以外の情報を使った、学校教育現場や幼稚園でも取組

をしておりますので、そういう部分に関して研修会や事例の情報提供を進めていただきたいと思います、以上

になります。 

 

（齋藤総括課長） 

最後に皆様にご紹介したいと思っておりましたが、岩手県地域福祉計画の概要資料と、岩手県地域福祉支援

計画の資料・冊子がございます。この中に、今お話がありましたが、冊子の 26 ページに福祉の意識の醸成と

いう項目がございまして、地域に根ざした福祉の学び、子どもの福祉のこころの醸成というようなことで福祉

のボランタリーな意識をいかに根付かせ醸成していくかということについての県としての一定の方向を示して

いるところですので、後でご覧いただければと思います。 

また、福祉教育についての学校現場への働きかけについては、地域福祉支援計画を作る際にも県教育委員会

ともいろいろと議論をさせて頂いたりしております。教育委員会、今の学校を巡る状況の中で福祉教育をどの

ようにカリキュラムに取り入れるかというのは、いろいろな課題があると聞いておりますが、概ね合意してい

る点としては学校だけ、地域だけではなくて、学校地域一体となった福祉祉教育を進めるということについて

は、教育委員会などと合意をしているところで、ここに書いてありますように地域に根ざした、その中により

多くの子どもたちの参加を得ていくということにしています。例えば、28ページには北上の事例ですが、子ど

もたちが高齢者・障がい者の世帯に出向いて窓ガラスの清掃をするなどの事例なども紹介させていただいてお

ります。また、その他にも各地域での子どもたちの取り組みなども掲載しております。事例 10 番は奥州市の

羽田小学校の社会福祉活動で、これは長年活動をしておりまして、平成 25 年度にボランティア功労者厚生労

働大臣表彰を受賞しており、このような活動を紹介することによって各学校の中での励みになればと考えてお

ります。 

 

（藤澤委員） 

ありがとうございました。もう一点ボランティアに関することとして、国体及び障害者スポーツ大会の部分

で、手話や要約筆記の養成や、リーダー研修が始まっているのをお聞きしています。市民の皆さんも国体及び

障害者スポーツ大会があることに結構関心を持っています。ぜひこの機会に障がい者のある方と接する機会と

いうか興味を持っていただく場としてで、市民の方もボランティアに参加しやすい取組をしていただければと

思います。 

 

（齋藤総括課長） 

国体については、藤澤委員さんは今から 30 年以上前の国体のことは記憶がないと思いますが、私はちょう

ど中学生で、あの時の国体等を通じて手話を習う子ども達が出たりというような断片的な薄い記憶ですがござ
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います。皆さん方の中ではそういう国体等を通じて、そういう活動が芽生えて、その後も継続して活動し、活

動が収穫になるという、育つということもあろうかと思いますので、私も期待したいと思いますし準備をして

おります国体・障がい者・スポーツ大会事務局に、そういうご意見があったということも伝えながら、これを

契機に岩手県の中でボランティアがより広がるように進めていきたいと思います。 

 

（岡委員） 

仙台から来ておりますので、一言二言ぐらいは申し上げないとと思いますが、この支援計画の中にあるので、

例えば 61 ページにあります、被災者の安心の確保と生活支援、生活支援相談員、きめ細かな相談員を派遣し

てということが計画されておりますけれども、この中で先ほどお話しに出たような災害公営住宅の意見聴取会

に少ない人数しか参加されないということですが、日常の中でこれが生活相談員の範疇かどうかはわかりませ

んが、日頃から意見集約があれば、当日参加できないけれども、十分意見を反映していただけるという当事者

意識が非常に高まるのではないかと思います。66ページの地域福祉活動コーデイネーターと名称がありますが、

この方たちも生活相談員の範疇に入るのかどうか。こういった人たちとの連携が実際、社会福祉協議会を通じ

て、地区ごとにきめ細やかな相談員が日常活動していることによって、それこそ 25 年のアンケートで要望が

強い住民と協働とか住民の意見というものに反映していくのではないかと思います。ひとつの例として、宮城

県の石巻市の社会福祉協議会の場合ですと、非常勤で任期が付いていますが、地域福祉活動コーディネーター、

そういった名称だったと思いますが、地区に張り付けて、障がい者の方、高齢者の方を含めて、日常どういっ

たことを必要としているのか、きめ細かにニーズを把握して、それを行政の方に反映させるということも、実

際に昨年くらいから活動しています。そういったものも参考にしながら、この計画の効果というものもある程

度期待できるかなと思います。また、せっかくだからＮＰＯやボランティア団体の人たちもこの中の活動に参

画でいるような、当然、各市町村とか社会福祉協議会との関係もありますけれど、そういう育成という部分か

らいくと、そこも要素として取り組んでいいかなと思いました。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。他県の事例をご紹介いただきましたがご意見等ありますか。 

 

（齋藤総括課長） 

せっかく話題にしていただきましたので、生活相談員なり地域福祉活動コーディネーターについてお話をさ

せて頂きます。現在、生活福祉相談員につきましては、県から県社会福祉協議会に助成をいたしまして、各市

町村社協、特に沿岸部中心に約200名の相談員を配置している状況でございます。これらの方々は必ずしも福

祉的な教育なり訓練を受けて相談員になっていない方もいらっしゃいますが、被災地の特に被災者の方々の見

守り活動を通じながら、その方々の非常に深刻な生活実情というものを把握させていただいております。これ

らの情報については県社会福祉協議会を通じて我々も逐次情報をいただいておりまして、被災者の方が今どの

ようなことにお悩みなのかということを、これらの方々の情報を基に我々としての対応がどうあるべきかとい

うことを組み立てているという実情でございます。 

また、地域福祉コーディネーターにつきましては、25ページ上段に載せております。これは現在、市町村の

社会福祉協議会などに福祉活動専門員という職員がいます。また、地域包括支援センターこれは高齢者の方々

をメインにする相談センターで、そこにも様々な地域での福祉を推進するための職員が配置されております。

この様な職員に地域福祉活動の重要性、または地域福祉活動の視点での支援のあり方というものの研修を受け

てもらっております。ここ３年間で100名程研修を受けていただいているところでございます。これらの方々

を中心に、先ほど岡委員からもご指摘ありましたように、ＮＰＯ・ボランティア団体の人たち地域の自治会、

町内会、民生・児童委員各種の福祉関係機関との連携の中心になるものということでこのコーディネーターを

考えておりまして、今後ともこれらの役割を拡大していくということを考えております。先ほどの被災地の生

活支援相談員の方々とも福祉関係タイアップをしながらということになります。以上です。 

 

（岡委員） 

こういうところが、非常にきめ細かい、例えば各委員が求めるものということなので、実際こういうことを

計画していて、実際にこのくらいの人数を配置して、それに実績がこういう形で効果がでているということを

ＰＲすることも、行政として住民に対しての親切さ、逆に向こうから、例えば、この場が行政に対する要望と

か、吊るし上げという言葉はあれですが、そういうことがなくなるということもあるので、やはりこの支援計

画の中でここがポイントですよということを皆さんにお伝えすること、効果手法をもうちょっと考えて頂くと、
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委員の人達も各自の団体に対して県がこういう活動計画をしている、こういうことが将来叶うかもしれないと

いう前向きなお話ができるということがあるので、ぜひそういうことをどんどん進めていってほしいなと思い

ます。 

最後にもうひとつ、さっき道路の話が出たんですが、そうすると県だけではなく市、国という関係機関がオ

ブザーバーとしてかなり昔は何らかの形でいたんですよね。私も行政の立場で向こうの立場にいたことがある

んですが、そういう構成というのも今後どうなのでしょう、さっきの話の中で疑問に思ったことです。 

 

（齋藤総括課長） 

岡先生から、国土交通省にいらっしゃった先生からこういう話を頂くと、我々としても非常に励みになるの

ですが、来年度、ひとにやさしい推進協議会の委員の改選により、新たに協議会を立ち上げますので、その際

に個別市町村ということになりますと、少し難しいところがあるかもしれませんが、我々よりも広い視野で見

ている国の方をアドバイザー、オブザーバーという形として会議にご出席して頂けないかということについて

は検討させていただいて、国交省の事務所の方とも協議ができればと、ご指摘を頂いて思ったところです。 

 

（狩野会長） 

その他になることかもしれませんが、だいぶ岩手県地域福祉支援計画の話になってくるので、少し説明して

頂ければ、それから議論してもよろしいかと思います。それからその他に移りたいと思います。 

 

（齋藤総括課長） 

岩手県地域福祉支援計画の概要ということでお話をさせて頂きます。Ａ３判の資料を見て頂きたいと思いま

す。ひとにやさしいまちづくりと地域支援計画はどう整合があるかということですが、まずこの地域支援計画

につきましては、社会福祉法という法律がありまして、それに基づき本県では、21年３月に策定しております。

基本理念を「互いに認め合い、共に支え合いながら、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現」ということを

掲げてこれまで取り組んできました。しかしながら、その後も少子化や高齢化などもありますし、東日本大震

災もございましたし、国の制度、県の諸施策も変化しております。これらも踏まえまして、今回地域の特性を

生かした岩手らしい地域福祉の推進に取り組んでいくということで、新たな第２期の計画を作るということで

ございます。 

右側を見て頂ければと思いますが、岩手県の人口の推移、現在約129万人、130万人を切っているわけです

が、平成32年には120万人まで落ちるとか、高齢化も33％、３人に１人が65歳以上になるとか、世帯の状

況についても高齢夫婦のみの世帯が単独世帯、一人暮らし世帯が、合わせると全世帯の約４分の 1、24％まで

増えるというようなことが予測されています。こうした中で県内の福祉の状況サービス利用状況を見ますと、

例えば障がい者の方々が共同で住まうという形のグループホーム、ケアホームというような形態がありますが、

そういう地域で暮らす方々もここに書いてあるように、５年間で増えておりますし、そういう方々の金銭管理

などを支える日常生活自立支援事業の利用者も増えております。一方、高齢者の分野を見ますと、介護保険の

利用者なども増えております、特に軽度の要支援認定者の方が非常に増えている現状があります。 

先程、ひとにやさしいまちづくりの意識調査というものがありましたが、地域福祉に関する県民意識調査も

行っております。ここに書いてあるとおり地域福祉関するにイメージに対するパーセンテージが出ております

が、特にも３つ目の丸のところに近所付き合いについての県民意識が東日本大震災津波前と後では変わりまし

たかというのを聞きましたら、普段の近所付き合いや地域の人がお互いに助け合う活動に関する考え方が、震

災前は２割の方が必要であり積極的に参加したい、となっておりましたが、震災後は３人に１人の方がそうい

う回答になったということで、確実に県民の意識も変わっていると思っているところです。一方、地域の課題

として、地域で支援を必要としている人達が増えているということも、半数以上の人がそういう認識を持って

います。一方では隣近所で支える関係が少なくなっているという地域の人間関係の希薄という認識している方

が半数以上いるという結果がございます。こういうことを踏まえて、今般、第２期の地域支援計画を、基本理

念を前回同様、基本方針については、いわゆるソーシャルインクリュージョンという言い方もありますが、県

民誰もが身近な地域社会で年齢性別、心身の障がいの有無に関わりなくお互いの個性や尊厳を認め合い、共に

生活するという考え方に基づいた地域社会の実現ということを引き続き県として進めて参りたいと考えている

ところでございます。 

今回は特に、この県の地域福祉支援計画は市町村が作る支援計画を支援するという性格があります。しかし

ながら市町村の支援計画策定がまだ 21 市町村に止まっていますので、支援計画の中では特にも市町村の支援

に来年度以降力を入れたいということを書いております。最後に基本方向の５つ目でございますが、被災地に
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おける福祉コミュニティの再生と生活支援ということを前回の計画に加えて今回記述をし項を設けているとこ

ろです。裏面には先ほどから断片的にご紹介しましたが、市町村の体制づくりでありますとか、地域を支える

特にもボランタリーな活動をどのように作っていくかということ、また地域福祉という観点は高齢者、障がい、

児童、生活困窮者という様々な対象者別のサービスがあるわけですが、それをトータルに提供していく仕組は

どう作るかというのも地域福祉の大きな課題でございまして、地域生活トータルケアシステムの構築という言

葉で説明させていただいております。 

特にも今回、この中で引きこもりなどのいわゆる社会的孤立の防止という問題と、生活困窮にある方々をど

う支援するかということを、前計画にはなかった項を設けまして、それらについて書いているところです。ま

た、裏面の右側の中ほどにある、岩手県防災ボランティア活動推進指針については、現在最終の調整をしてい

るところでありますが、東日本大震災津波又は昨年の大雨洪水の経験を踏まえまして、改めて災害時のボラン

ティアの活動をいかに円滑にしていくかについて、指針も作っておりますがこの計画の中にも盛り込んでいる

ところでございます。最後のところが、被災地の福祉コミュニティの再生と生活支援というところで、被災地

の福祉コミュニティの再生のために、それを応援する、担う方々をどう育てるかということ、また具体的に被

災者の安心の確保や生活支援、先ほど岡委員からご指摘ありましたように生活支援相談員などを含めて、地域

の方々と一緒になって安心の確保や生活支援をいかにするかということも記述させていただいているところで

ございます。なお、今回は前回以上に 52 の事例をここで照会させて頂いているところでございまして、県内

各地で行われている様々なボランタリーな活動や地域福祉関連の事業を 52 取り上げまして、冊子の中でご紹

介させていただいて、このような活動が県内に広がるための参考にして頂ければと思って作ったところです。

以上です。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。先程の 26 年度の取組の案と、岩手県地域福祉支援計画について、これからの取

組についてご意見があればどうぞ。 

 

（大志田委員） 

平成 26 度の取組について、資料４の下囲みの参考資料、全国障害者スポーツ大会に向けた取組について、

皆さんご存知かどうか分かりませんが、障がいを持っている者は一生に一回しか大会に出られないという制度

がございまして、団体競技は別ですが、岩手県で国体があったのは昭和 45 年です。私が国体に出たのは昭和

46年で和歌山大会に出ているが、その後はいくら成績が良くても二度と出られない、それが障がい者の大会の

仕組みになっている。団体競技はちょっと違いますが。そこで私がご提案というかお願いですが、３年後に国

体があり、ぜひ、障がいを持った方々が今まで出た人も含めて、開催地特例というものがあるのですから、ぜ

ひ一人でも多くの参加者を出してほしいとお願いしたいと思っております、それはどうしてかというと、私は

大会に出て、そうか、こういう大きな大会に参加することがすごく大事なことだと思いました。大きな会場に

入ると拍手と歓声、色々なことが肌で感じられる。ああいうことは 71 年生きていて、素晴らしい体験で今で

も忘れません。ですから多くの方々に、当時は身体障がい者しか出られなかったのですが、今は障がい者とい

うカテゴリーになったので、知的、精神も全部出られるようになったので、ぜひ体験させて頂きたいと思うの

がひとつです。開催地の特例があればぜひ多くの方々を出してほしい。 

もうひとつは、ボランティアの話で、今ピアサポートとかピアヘルパーというピアという言葉があります。

ピアというのは当事者とか仲間という意味ですが、この岩手の国体に関してはピアボランティアをぜひ作って

ほしい。それは、例えば目の見えない人が目の見えない人をサポートする。これは的を得てます。ろうあ者の

方がろうあ者の方をサポートするというのは、本当にそこにボランティアひとり付いてもいいんです。ですか

ら国体を通してピアボランティアという言葉がいいのかどうかは別として、障がい者の方々もボランティアに

参加するように、大きな声で呼びかけてほしい。そのようなことをご期待し、ご検討お願いしたいと思います。 

 

（根子部長） 

岩手でやる希望郷岩手大会・全国障害者スポーツ大会関係ですが、私もやっぱり出来るだけ多くの人に参加

していただくのがいいと思っておりますので、開催地の特例の話は、今はにわかには自信はないですが、どん

どん活用したいと思います。一方で、参加するのもひとつですが、成績も大事だろうという声もありまして、

選手強化の委員会を２月に関係団体と立ち上げましたので、そちらの方でもいろいろな取組する中で、そうい

ったせっかく地元岩手で開催するので、そちらの方にも力を入れていきたいと思います。 
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（齋藤総括課長） 

国体も全国障害者スポーツ大会も県民総参加ということだろうと思っておりまして、特にも障がいをお持ち

の方々が競技だけではなくて、全国大会にボランティアなど様々な形で関わって、お互いに交流を深めていく

のはとても大切であり、ご指摘のとおりだと思います。地域福祉課としてこの障害者スポーツ大会の実行委員

会なりその下部の検討というところに出席する場を今のところは持っておりませんので、今のご意見も当部の

障がい保健福祉課なり、直接障害者スポーツ大会事務局の方にお伝えをしていきたいと思います。 

 

（小田中委員） 

今思い出したのですが、昭和45年に、各県の障がい者さんの宿泊場所が、そこにどこの中学校はどこの県、

この高校がどこの県をといういうような感じで受け持ったと思います。いろんな方々が応援にまわったと思う

のですが、中学生や高校生の多感な時期にそういうふうに受け持って、その後も交流が続いたと思います。若

い時からこういうふうな機会に恵まれたらいいなと思います。それを目指して手話を覚えたりというのはとて

もいい目標で、励みになると思います。 

全国のろうあ者の大会が何年か前にあったと思うのですが、駅前のお店の方たちが、自発的に自分たちでお

金を出して手話を勉強するということがあり、よかったし楽しかったのですが、その後が続かなかったのが残

念だったと思います。今回このような機会をとらえて、続けていけるような形ができればなおいいと思います。 

 

（齋藤総括課長） 

今の発言を聞いて感じたことですが、県の保健福祉部、地域福祉課という立場ですが、今日はいろんな分野

の、観光、企業の方々など従来福祉の分野ではない方々からもたくさんいらっしゃっておりますので、ぜひと

もこういう全国障がい者スポーツ大会を契機としてより多くの方々が障がいをもっている方々に関心をもって

頂いて、普段あまり福祉との繋がりがそれほど強くない方にも、大きな輪が広がればなと小田中さんの話を聞

いてさらに思ったところですので、今日御出席の方々にも、ぜひともご協力いただきますようお願いしたいと

思います。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。 

 

（太田委員） 

県国際交流協会の太田でございます。その他ということで、やさしいまちづくり、それからこの計画にも関

連するわけですが、外国語での表示、趣旨の説明の表示などをやっていただければなど思います。いわゆる ILC

の関係もあり国際性も求められていると思います。さらに、国際的にも今回の震災の対応については、日本は

評価されている部分もありますので、こういう分野でも先進的で優しい対応をしていただければと思います。 

私どもが行っていることを紹介させていただきますと、外国人向けの日本語表示というものをやっているの

ですが、彼らは話すのは得意なんですが、文字を見るとやはり分からない、中国人の方は漢字でなんとなく分

かるんですが、ひらがなが混じっているとよく分からないという人がほとんどです。また、日本語ボランティ

アなどいろいろな研修や育成もやっておりまして、この前は釜石で水産業の加工組合の主に中国人の新任研修

などもありまして、うちの方で要請を受けて通訳と説明に行って、日本での暮らし方とかそういうのを説明し

てきている。要するに、今、県内でも国際的になり外国からいっぱい入ってきているので、ケアをしていく必

要があると考えてます。必要があれば当協会もバックアップしていきたいと考えておりますので、何かありま

したらお声がけ頂ければと思います。 

 

（齋藤総括課長） 

ひとにやさしいまちづくり推進指針について、資料４の最後のページのところに現在のひとにやさしいまち

づくり推進指針の概要（課題と推進方向）というのがございます。今、太田委員からご指摘がありました外国

語の表記ということにつきましては、上の箱（２）のところに「まちづくり」というところがございまして、

そこの⑥の観光地というところに「外国語表記の推進」というような具体的なことが書いております。皆様に

もお配りしている推進指針の 22 ページの⑥の「観光地」のウに「案内表示への外国語の併記」、「外国語への

対応可能な観光案内所の設置等」ということも掲げております。来年度はこの推進指針を改訂するので、委員

の方々のご意見を改定に活かしていければと思っております。 
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（小笠原委員） 

今お話しされたのと本当に関連するのですが、先月２月の末に岩手日報に観光客が増えつつあるという事で、

震災で落ち込んだが震災前に戻ってきているというふうに、それと同じような気持ちで盛岡市内でバスに乗っ

た時もそうだなと実感していました。私が「でんでんむし」のバスに乗ってバスセンターから来たのですが、

盛岡城跡公園から５、６人の方が乗ってきて、最初外国人の方と思いませんでしたが、その時ふっと見たら手

に焼き芋を持っていて、リュックを背負っていて座る様子がなく、バスの運転手さんが何度も座って下さいと

言いました。その言葉が通じなかったのか座らないので、私が「シットダウン」と言って手招きしたら座り、

バスが走り出しました。「盛岡ステイション」というので、「イエス」と言って、そういうそぶりで話をして盛

岡駅まで行きました。私が感じたのは、英語については 50 年も前に勉強して、普段は使っていませんが、外

国の方、日本の方、いろいろな方に出会い、思いやりのようなものが大事だなと感じまして、先ほどおっしゃ

ったように、表示とかがしっかりしてないと、このバスがどこに行くのかも分からないと思いました。 

これから、国体も東京オリンピックもまた来るということですし、人の思いやりやちょっとした心遣いが必

要だと思いまして、それ以来、小さい英語の本を虎の巻のように持っております。こういうちょっとした気持

ちで、先ほどのホームページの件もありましたが、バリアフリーと言うので、日常生活では思いやりを持って、

これから小さい子供達を教育していくのに、いま大事な時期を逃さないということで大きい大会があるという

だけでなく、県の広報の隅の方にでも、日常の英会話でもないですが、万国共通のようなことを入れておくと

か、ホームページに役に立つ情報を載せるとか、これが大事じゃないかなと思います。長くなりました。 

 

（川村委員） 

日本オストミー協会の川村です。私たちは内部障がい者の団体なのですが、トイレのことでお願いがござい

ます。岩手県はだいぶ進んでいるのですが、多機能トイレとかひとにやさしいトイレとか障がい者を一カ所に

集めて使用する、というのがほとんどですが、どうしても障がいによってトイレを使う時間とか色々ございま

す。特に私ども内部障がい者というのは表から全く見えません。障がい者トイレとかひとにやさしいトイレと

か、少し元気な我々が出てくると、非常に異様な目で見られたり、あるいは怒鳴られたり。特に私どもは場合

によっては、20分、30分トイレを利用する場合があります。そうしますと表で待っておられる車いすの方に

非常に迷惑をかけます。何年か前から、狩野先生、岡先生はじめ独立便房ということをお願いして、岩手県で

は何カ所か付いておりますが、まだまだ障がい者別のトイレというのは全国的には少ないです。ぜひ岩手県で

この指針の中に、障がい者別のトイレというものも検討して頂いて、推進して頂きたいと思います。以上です。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。確かに前回の時もオストメイト対応のトイレ岩手県では全国でもかなり先駆けて

入れさせて頂きました。ぜひ検討して頂きたいと思います。 

 

（齋藤総括課長） 

今、川村さんから、トイレの話が出ましたし、先ほどちょっと地域福祉全体の話をして、ユニバーサルデザ

インが地域福祉支援計画にどのように記述させていただいていたかを説明していませんでしたので説明させて

いただきます。地域支援計画の 51 ページの後段からユニバーサルデザインの普及・促進ということで、目指

す姿を掲げ、しかしながらこういう課題があると記載をさせて頂いています。それらの方向性については、３

点ほどこういう形で載せさせて頂いています。 

特に取組事例の35と36をご覧いただきたいと思います。地域でユニバーサルデザインを積極的に進めてい

る一関の団体、そしてまた、先ほどトイレのお話がありましたけど、オストメイトの方の生活質の向上という

ことで、オストメイト対応の洗浄装置の開発をなさった会社のご紹介をさせて頂いています。上の上段まちづ

くり探検隊の方は平成 25 年度の県のひとにやさしいまちづくり表彰（知事表彰）を授与する予定でございま

すし、下のオストメイト対応のストマ装具洗浄装置パウチクリーンの開発につきましては、今年度、国のバリ

アフリー・ユニバーサル推進功労表彰・内閣府特命担当大臣奨励賞を受賞しておりますので、改めてこの場で

ユニバーサルデザインのこの記述のことについてご紹介させて頂きます。 

 

（長野委員） 

次年度の取組についてなんですが、県民意識の調査で、いつもこの 17 ページの車いす駐車場区画が不足し

ていると思われる施設とありますが、昨年度もワースト3が金融機関、病院又は診療所、大規模商業施設なの

ですが、私どもの診療所のほうは前年度に比べて５ポイントくらい回復して安心しましたが、こういう業界と
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いうのはこういうデータが出ているということを、きちんとお知らせして、例えば、金融機関とか歯科医師会

や医師会などに県民がこう思っているということをお話しして、すごく恥ずかしいことだからきちんと進めて

くださいという啓発して頂きたいと思います。そして、先ほどの最初に戻りますが、ひとにやさしいまちづく

り推進資金ですが、やっぱりここに書いてある内容の字面は良いのですが、絶対に利用者はなかなか出ないと

いと思います。私自身、個人として平成８年に利用させて頂いていましたけども、今のこの融資制度の状況で

は、もうちょっと他と差別化して助成とか、なんかしないと、いつもいつも利用率がまったくよくならないの

で、もう少し良い案考えて頂きたいと思います。以上です。 

 

（齋藤総括課長） 

厳しいご意見として受け止めさせて頂きます。 

 

（狩野会長） 

26年度の他にその他も含めてそれぞれの委員の方々で、ひとにやさしいまちづくりに関しての情報提供でも

よろしいかもと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（吉田委員） 

先ほどのことで教えて頂きたいのですが、Ａ３判の計画の基本的な考え方で、市町村支援体制づくりの評価

とありますが、色々話題になっていることというのを、現実化していくために、一番身近なところは、県より

もやはり身近な市町村だったり、もっと身近なそれこそ町内会だとか支援の方とかいろいろなボランティアの

皆さんのところだと思うのですが、市町村で指針（計画）がまだできていないということですが、県としては

現実の市町村の進み具合をどんなふうにバラつきがあると把握しておられるのか、被災地との関連もあります

が県全体の中でどんなふうに県は市町村の取組の評価というか認識しておられるのかということと、あともう

ひとつは、ここに私も普通の主婦の立場で初めて参加させて頂いて、例えばいろんな事例などを見せて頂くと、

いろんな分野でいろんな活動をやっておられるのだなということを知ると、あっこんな事もやっておられるの

だと改めて教えられるんですが、もっと県だけではなく身近な市町村を含めてですけど、行政というのが私達

と身近なというか行政にお願いするという姿勢ではなくて、例えばこの計画の目標であるこの立派な基本理念

を具体的にするためには、市民一人ひとりが一緒になってやるんだという姿勢が最も大事なところで、それは

ソフト面というところにも結びつくかもしれません。ですから、そういうところを醸成するためには、やはり、

いろいろな所でいろいろ貴重なご意見を伺わせて頂くと、何かそういうのが反映されていくという、何か具体

的な成果を、見える行政という形にして頂くと。例えばユニバーサルデザインということ、現実に、徐々にで

はあっても見えてきているのですよね、いろんなトイレなどでも新築するたびに良くなっているなと感じるの

です。これはユニバーサルデザインのこういう指導があって良くなってきているのだと分かりましたけど、そ

ういうことでも例えば何かちょっとマークを付けて、これはユニバーサルデザインの指針の元でこうなったと

知るというのは、ごく一部のアイデアですけど。もっとそれだけではなく、紫波町の車座で話し合うとか、そ

れが言っただけでなく返ってきて、何か話し合った成果が具体的な事例としてできれば、それがまた見えれば、

市民の受け止めとか意識の上で最も効果的なことであるし、行政もお願いするだけではない見える行政となる

と思うので、そういうところの工夫して頂きたいと思います。後の方はお願いですが、以上です。ありがとう

ございます。 

 

（齋藤総括課長） 

私の方から市町村計画について説明します。後段の少し大きい話は、最後に部長の方からまとめでお話があ

ると思いますのでよろしくお願いします。 

市町村の計画については、現在21市町村が作っております。残りの12市町村はまだということですが、こ

れは法律に基づく計画ではありますが、必ずつくらなければいけない法律規定になっていないというのがまず

ひとつございます。ただし、県としては地域福祉という考え方はここに書いてあるようなことであり、非常に

大切だと思っておりますので、県としてこういう一つの方向性を示してこれを参考にしながら、各市町村でそ

れぞれの地域事情にあったものを作ってほしいということで、来年度はこれまで不十分だったという反省を踏

まえて、当課から直接担当がまだ作っていない市町村に赴いて、具体的にこういうものを示しながら、指導と

いうか出来るだけ作りましょうという働きかけをしていきたいと思っております。具体にはそういうことでご

ざいます。 
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（狩野会長） 

予定していた時間が近づいてきました。あと、ご質問・ご意見はございますか。もしなければ議事について

終了したいと思います。ありがとうございました。事務局の方にお返ししたいと思います。 

 

４ その他 

（近藤主幹） 

熱心にご審議いただきまして、またご提言もいただきましてありがとうございました。それではここで次第

の４のその他ということで、今日の議事以外で委員の皆様から何かございましたらご発言を頂きたいと思いま

すが、いかがでしょうか。なければ事務局の方から若干連絡があります。 

 

（中村主査） 

委員改正についてですが、皆さまには24、25年度の委員ということでお努めいただいておりまして、今般

改選の時期となっておりますので、所属団体を通じた推薦や公募などにより選定することとしますので、お知

らせいたします。なお公募につきましては明日の19日までの期間で募集しておりますのでお知せいたします。

以上です。 

 

（近藤主幹） 

それでは、最後に根子保健福祉部長から御礼を申し上げます。 

 

（根子部長） 

委員の皆さん、本日は大変ありがとうございました。意見聴取や情報提供の仕方、それから貸付金の問題、

バリアフリーマップの再利用というお話とか、本当に様々なご意見をいただきました。大変ありがとうござい

ます。頂いた意見につきましては、今後の県の施策に反映して参りたいと思っておりますのでよろしくお願し

ます。 

それから先ほど担当申し上げましたが、現在の任期が３月末ということで、この２年間当推進会議に御協力

いただきまして御礼を申し上げたいと思います。今後とも、ひとにやさしまちづくりを始め、県の取組につい

てご協力を頂きますようお願い申し上げまして挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。 

 

５ 閉会 

（近藤主幹） 

以上を持ちまして、平成25年度岩手県ひとにやさしいまちづくり推進協議会を閉会と致します。委員の皆

さま大変ありがとうございました。 


