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平成 27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 28年２月９日（火） 13時 30分～15時 30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 25名出席（欠席３名） 

赤坂 栄里子   岩手県歯科医師会理事 

阿部 昭博  岩手県立大学ソフトウェア情報学部教授 

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  社会福祉法人いちご会障がい者相談支援事業所「百万石」所長 

太田代 洋一郎  岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合専務理事 

岡 正彦  東北福祉大学総合マネジメント学部教授 

小笠原 純子  公募委員 

加藤 隆男  岩手県ボランティア団体連絡協議会会長 

加藤 千晶  一般社団法人盛岡市医師会理事 

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 

菊池 英雄  東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社総務部企画室長 

岸根 ハナ  一般社団法人岩手県建築士事務所協会盛岡支部幹事 

佐々木 祐子   岩手県商工会議所女性会連合会会長 

下澤 邦彦   宮古市保健福祉部長 

鈴木 一成  公益社団法人岩手県バス協会事務局長 

鈴木 次三  社会福祉法人岩手県身体障害者福祉協会副会長 

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読者センター長 

千葉 則子  岩手県ホームヘルパー協議会会長 

福澤 淳一  公益財団法人岩手県国際交流協会常務理事 

鱒沢 久年  紫波町生活部福祉課長 

松嶺 貴幸  一般社団法人ランプアップいわて代表理事 

三浦 拓朗  岩手県障がい者社会参加推進センター事務局長 

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 

（事務局） 

佐々木 信  保健福祉部長 

藤原 寿之  保健福祉部地域福祉課総括課長 

佐々木 和哉 保健福祉部地域福祉課生活福祉担当課長 

瀬川 敏彦  保健福祉部地域福祉課主任主査 

横森 えい子 保健福祉部地域福祉課主査 

松尾 友子  保健福祉部地域福祉課主事 

（関係課） 

工藤 啓一郎 国体・障がい者スポーツ大会局障がい者スポーツ大会課総括課長 

青栁 成幸  県土整備部建築住宅課技師 

 

○ 傍聴者人数 

一般１名、報道１名 
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○ 次第 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議事 

（１）ひとにやさしいまちづくり推進指針に関連する事業の取組状況について 

（２）平成 28年度のひとにやさしいまちづくりの主な取組について 

（３）その他 

４ その他 

５ 閉 会 

 

○ 配布資料 

・次第 

・出席者名簿（委員名簿） 

・資料１-１ ひとにやさしいまちづくり推進指針（第４期）概要 

・資料１-２ 「ひとにやさしいまちづくり推進指針」具体的な推進方向の進捗管理について 

・資料１-３ ひとにやさしいまちづくり推進指針に関連する事業の取組状況について 

・資料２-１ ひとにやさしいまちづくり推進資金（融資制度）について 

・資料２-２ ひとにやさしいまちづくり駐車場利用証制度について 

・資料２-３ いわてユニバーサルデザイン電子マップについて 

・希望郷いわて大会の準備状況等について 

・ひとにやさしいまちづくり推進指針 

 

○ 審議経過 

１ 開会 

（佐々木担当課長） 

事務局の佐々木と申します。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 28名中 25人の方にご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ご報告いたします。 

なお、会議は公開とさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、会議

に先立ちまして、佐々木保健福祉部長からご挨拶申しあげます。 

 

２ 挨拶 

（佐々木部長） 

県の保健福祉部長の佐々木でございます。本日は、お忙しいところ、またお寒い中ご出席いただき

まして、誠にありがとうございます。また、委員の皆様方には、平素より「ひとにやさしいまちづく

り」に関連いたします施策について、それぞれのお立場で実践していただき、また、我々に対してご

助言、ご指導いただいておりますことに、この場をお借りして改めて感謝申し上げます。 

ひとにやさしいまちづくりにつきましては、県の条例に基づき、「ひとにやさしいまちづくり推進

指針」を策定し、取組を進めているところですが、東日本大震災津波の経験や国体・全国障害者スポ

ーツ大会の本県での開催など、ひとにやさしいまちづくりを取り巻く状況の変化を踏まえて、昨年３

月に推進指針を改訂し、さらなる取組の推進に努めているところであります。 

本日の協議会におきましては、ひとにやさしいまちづくりの今年度の主な取組状況等をご報告させ

ていただくとともに、主な取組の今後の方向性についてお示しし、ご協議いただくこととしておりま

す。 

本日は限られた時間ではありますが、皆様から忌憚のないご意見を賜り、今後の施策に反映させて

いきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 議事 

（佐々木担当課長） 

それでは、これから議事に入らせていただきます。以後の進行につきましては、ひとにやさしいま
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ちづくり条例第 37条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されております。それ

では、狩野会長、よろしくお願いいたします。 

 

（狩野会長） 

こんにちは、狩野です。よろしくお願いいたします。それでは、議事に入らせていただきます。 

まず、議題(1)のひとにやさしいまちづくり推進指針に関連する事業の取組状況について、事務局

から説明をお願いいたします。 

 

（佐々木担当課長） 

それでは、推進指針に関連する事業の取組状況について、資料の１-１から１-３までによりまして、

ご説明いたします。 

まず、資料１-１ですが、指針の概要をご説明いたします。「１ 指針策定の趣旨」というところで

すが、ひとにやさしいまちづくり推進指針は、ひとにやさしいまちづくり条例に基づきまして、県民

や事業者、民間団体、市町村などそれぞれの主体が連携、協働しながら取組を進めるためのガイドラ

インとして、平成８年４月に策定したものです。 

「２ ひとにやさしいまちづくりを取り巻く状況」にありますとおり、東日本大震災津波の経験を

踏まえて、復興のまちづくりにおけるひとにやさしいまちづくりの取組を推進すること、国体・全国

障害者スポーツ大会の本県での開催など、ひとにやさしいまちづくりを取り巻く状況の変化に的確に

対応していくため、平成 27年３月に見直しを行ったものであり、現行の指針は第４期目の指針となり

ます。 

「４ 具体的な推進方向」のところに、「ひとづくり」から「社会参加」まで、５本の柱がありま

す。これは、第３期指針から引き継いでいるものでありまして、障害者スポーツ大会の終了や復興の

状況を勘案して、平成 31年度に指針の見直しを行うこととしております。第４期指針は、平成 27年

度から平成 31年度までの５か年を期間とするものになります。この５本の柱ごとの具体的な推進方向、

取組等につきましては、この資料の裏側に記載しておりますので、後ほどご覧いただければと思いま

す。 

 続きまして、資料１-２、指針の具体的な推進方向の進捗管理についてご説明いたします。指針の具

体的な推進方向につきましては、１のところに書いてありますが、主要な指標の推移、それから、関

係する施策の実施状況を把握し、本協議会に報告・協議のうえ、施策の改善・見直しを継続的に行う

としてございます。 

 ２のところに、第３期指針における主要な指標の達成状況を表で掲載してございます。第３期指針

では、具体的な推進方向の５つの柱に対しまして、６つの指標を設定しておりました。この中で、表

の一番上の「ひとにやさしいまちづくりの県民認知割合」、これは県が毎年実施しております、希望郷

いわてモニターアンケートの結果を基にしているものですけれども、平成 26 年度の目標値を 70％を

としていたものが、実績としましては 63％となっております。 

上から２つ目の特定公共的施設の整備基準全適合率ですが、お配りしている指針の冊子 37 ページ

に、公共的施設、不特定多数の方が利用する医療施設とか商業施設等の公共的施設のうち、表の右側

にあります、特定公共的施設、一定規模以上のものの新築等の際には、県知事に対して事前協議をす

る、ということになってございます。その際、冊子 38ページにある条例の整備基準を全て適合した施

設が全適合した施設ということで、先ほどの指標を設定していたものでございます。資料１-２にお戻

りいただきますと、特定公共的施設の整備基準全適合率が目標値 25％に対しまして、実績が 8.3％と

なってございます。手すり、自動ドアなど、各施設において建物のバリアフリー化に取り組んでいた

だいているところですけれども、整備基準に全部適合するということになると、割合が低いという状

況でございます。 

 「３ ものづくり」の「優良事例の表彰件数」ですが、ひとにやさしいまちづくりに関する県知事

表彰というものを行っておりまして、このうち、ものづくりの分野における表彰ということですけれ

ども、目標値 10件に対しまして、実績としては平成 22年度の１件となっております。県知事表彰全

体では平成 21年度から平成 26年度までに５件表彰をしてございます。 

 そして、「４ 情報・サービス」の「手話通訳者等登録数」の中に、要約筆記奉仕員というものがご

ざいます。こちらは、国の制度改正がございまして、養成研修と試験を通過したうえで、要約筆記者

として登録するということになりましたので、平成 25年度には要約筆記奉仕員登録が 181人おりまし
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たが、平成 26年度には 80人となっております。 

資料１-２の２ページに移りまして、「３ 現行指針における主要な指標の設定」についてご説明し

ます。冊子の 30ページをご覧ください。「６ 具体的な推進方向の進捗管理」に記載のとおり、現行

の指針では、策定時に指標の目標値を定めておりませんでした。これは、策定時、つまり、平成 27

年の３月時点におきまして、第３期指針における指標の平成 26年度の実績値が確定しておらず、目標

値に対する達成状況が把握できない状況でしたので、第４期指針の指標や目標値の設定をせずに指標

の例をお示したところでございました。そうしたことから、今般、先ほどご説明した、26年度の実績

値、達成状況を踏まえまして、現行指針の指標、それから指標の最終の年度となる平成 31年度の目標

値を設定し、今回お示しするものでございます。基本的には、推進方向の分野、５つの柱につきまし

ては、第３期指針から引き継いでおりますので、指標につきましても、冊子の 30ページに指標の例と

して記載しているものでございますが、第３期指針の指標を基本的には継承することにしてございま

す。ただし、一部の指標につきましては、推進状況を把握できるものに見直し、あるいは新規で追加

してございます。見直し、それから新規で追加する指標につきましては、資料１-２の２ページの表に

米印が付いているものでございます。米印１の見直しとしている「不特定多数の者が利用する公共的

施設のバリアフリー化」というところですが、第３期指針におきましては、「特定公共的施設の整備基

準全適合率」でしたが、トイレやスロープなど施設の一部分であっても、設置者等が取組みやすいと

ころからバリアフリー化を進めていただくことによりまして、まちづくり全体におけるバリアフリー

化の促進が期待できるということで、こちらの方に指標を見直したいということでございます。それ

から、新規の指標としまして、米印の２の「ひとにやさしい駐車場利用証制度指定駐車施設協定締結

区画数」でございます。こちらは、冊子の 30ページにも指標の例として掲げていたものでございます。

駐車場の駐車区画の増加ということが、県民の目に触れやすく、ひとにやさしいまちづくり推進がわ

かりやすい形で浸透しやすいものと考えられますので、これを新たに指標として追加するものでござ

います。米印３の「手話通訳者等養成者数」につきましては、岩手県障害者プランで県としての目標

を定めているものに合わせるということでございます。障害者プランでは毎年度、手話通訳者と要約

筆記者を 30名、点訳・音訳奉仕員を 20名養成するという計画になってございますので、平成 26年度

の現状値に毎年度の養成者数を加えた数を平成 31年度の目標値とするものでございます。目標値の設

定に当たりましては、ただいま申し上げた障害者プランのほか、いわて県民計画「第３期アクション

プラン」、岩手県住宅マスタープランといった、他の県の計画での目標値を設定しているものにつきま

しては、それらの計画に合わせて、指標の目標値を設定してございます。 

 資料１－２の２ページの表で、下線を引いている目標値がございますが、これにつきましては、ア

クションプランの目標値になっておりまして、アクションプランは平成 30年度までの計画となってお

りますので、ここでは暫定的に 30年度のアクションプランの目標値を記載してございます。アクショ

ンプランは平成 30 年度中に次のアクションプランの見直しを行う予定でございますので、その際に

31 年度の目標値を改めて設定し直すということで考えてございます。「ひとにやさしいまちづくりの

県民認知割合」と「障がい者法定雇用率達成企業の割合」の目標値につきましては、第３期におきま

して目標値に達成していなかったことから、第３期の目標値を変更せず、引き続き達成に向けて取り

組むという考え方でございます。資料１-２の説明につきましては以上でございます。 

 続きまして、資料１-３「ひとにやさしいまちづくりに関連する事業の取組状況について」につきま

しては、推進方向の５つの柱ごとに、県が取組んでいる事業について整理したものでございます。 

１ページの「１ ひとづくり」の一番上のところですが、意識啓発促進のため、ひとにやさしいま

ちづくりセミナーを県内４か所会場で開催してございます。平成 27年度は、盛岡、宮古、二戸、平泉

でセミナーを開催しております。狩野会長の講演や東京ディズニーリゾートのユニバーサルデザイン

の取組などについて講演をいただいてございます。 

 次に、「② ひとにやさしい駐車場利用証制度」ですが、平成 26年度には利用証発行件数が 820件、

平成 27年度は 753件で、長期利用証の場合ですと累計で 7,870件発行しております。また、指定駐車

施設は 456施設で 913区画となってございます。このように利用証を発行し、指定駐車施設の拡大に

取り組んでいるところでございますけれども、議題の「(2) 平成 28年度のひとにやさしいまちづく

りの主な取組について」でご協議させていただきたいと考えております。 

 ３ページをお開き下さい。「２ まちづくり (1) まちづくり全体 ① 県が新築または新設する特

定公共的施設に係る意見聴取」ですが、県が新築する特定公共的施設につきまして、障がいのある方、

高齢者の方など、利用者の立場からの意見を聴取する機会を設けてございます。平成 26年度は３回、
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平成 27年度は１回、県立療育センターなどにおいて実施しております。 

 ５ページをお開きください。一番下になりますが、先ほど県知事表彰についてご説明いたしました

けれども、こちらは「ものづくり」で厳密には製品開発・製品利用という分野ではないですけれども、

平成 26年度にアクセシブル北上を知事表彰させていただいたという状況でございます。 

 また、６ページをお願いいたします。「４ 情報・サービス」になりますが、⑥のところにユニバー

サルデザイン電子マップ事業というものがございます。これは、県のホームページで公開している電

子マップになりますが、公共的施設のバリアフリー設備等の情報を公開しているもので、現在 1,266

施設を掲載してございます。システムの使い方ですとか、登録施設の伸び悩みということがございま

して、この後の議題におきましてご協議させていただきたいと思っております。地域福祉課が担当し

ている取組を中心にご説明いたしましたけれども、資料に記載のとおり、保健福祉部以外の各部局、

振興局等におきましても、それぞれ取組を進めているところでございます。以上で資料１につきまし

ての、説明を終わります。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。ただいま説明がありました資料１についてのご意見、ご質問があればお

願いいたします。 

 

（大信田委員） 

 最近、車いすの方が乗ることができるスロープ付きのバスが結構走っているのですが、私も実際に

乗ってみて、不便なところが幾つかありましたのでお話し申し上げます。今後、計画を立てる時には、

こういうことも必要だということをお気づきいただきたいと思います。今からしばらく前になります

けれども、阿部委員と一緒にバスに乗りました。乗車時に約２メートルのスロープが歩道側に出るの

ですが、場所によってはガードレールや電柱があり、スロープを出せないところがあります。スロー

プを出せる場所は本当に少ないので、まず、バスに乗れません。それから、Ａ地点からＢ地点までは

スロープがあるバスに乗れるけれども、Ｂ地点からＣ地点までの間にスロープ付きのバスがあるのか

どうかということも問題になります。最近は、スロープ付きのバスが随分普及してきたと思いますけ

れども、私達が乗った時には 35～36％しか導入が進んでいませんでした。今はもう少し進んでいると

思います。つまり、バスの整備とインフラ整備の問題があるということで、ここでは県道が主な話に

なると思うのですが、県道を整備する場合は、停留所でスロープが出せる環境をぜひ整備していただ

きたいと感じております。それから、今年は障害者スポーツ大会が開催されますが、障がいがある方々

が社会に出るようになれば、ベビーカーを使う子ども連れの方や高齢者も乗り降りが楽になるわけで

すから、公共交通機関の停留所の整備をぜひお願いしたいと思います。 

 併せて、公共的施設の整備に関することで、障がい者のアパートがないということがあります。今、

制度によって障がいがある方々が地域で生活する仕組みが出てきておりますが、グループホームがい

っぱいということになると、公共的なアパートが必要になってきますので、ぜひ整備をお願いしたい

と思います。 

 

（松嶺委員） 

今、大志田委員がおっしゃった公共交通、バスについての補足になりますけれども、バリアフリー

バスが普及している、それから台数が増加しているということで、ぜひこれは自分の移動手段として

メインで使いたい公共交通手段になります。私は月が丘に住んでいるのですが、八幡宮まで行きたい

場合にどのような路線をとったらいいのか、シミュレーションとして岩手県交通に電話して聞いてみ

ましたところ、対応されたスタッフの方がちょっと難しいとお話されました。また、私は電動車いす

を使用していますが、以前乗車拒否を受けたことがありましたので、電動車いすでも大丈夫か伺った

ら、重量が重くスロープが十分ではないと思われるので、ご遠慮いただきたいということでした。で

すので、私がモニターになっても良いので、改善していきたいということを考えています。それから、

どのような場所にバリアフリーバスが走っているのか、バリアフリーマップにバスの路線図なども含

まれていると大変良いと思います。 

資料についての質問になりますけれども、ひとにやさしいまちづくり条例の県民認知度割合とあり

ますが、アンケート調査の実施方法について教えていただきたいと思います。 

 



6 

 

（狩野会長） 

ありがとうございます。まず、事務局から、調査について説明をお願いします。 

 

（佐々木担当課長） 

 希望郷いわてモニターアンケートは、年４回から５回程度、テーマを毎回変えて実施しておりまし

て、平成 26年度は 12月に年間調査のなかの５回目として実施したものであります。調査対象は希望

郷いわてモニターの 297名、回答していただいた方が 232名で回答率 78％となっております。この中

で「ユニバーサルデザインという言葉を知っていますか」という質問に対して、知っているし意味も

理解している方、それから知っているし意味はなんとなく理解している方を合わせた数字が先ほどの

平成 26年度の実績値でございます。 

 

（狩野課長） 

 よろしいでしょうか。そういたしますと、今度はバスのことですけれども、事務局の方、いかがで

しょうか。 

 

（佐々木担当課長） 

県の担当部署は政策地域部になりますが、ノンステップバスやスロープ付きのバスについて、年間

の目標を定めて取り組んでいるところでございます。ただ、県は補助ということで、導入される民間

会社の意向もあるかと思いますので、そこは県の思惑だけではなかなか進まないところもあると思っ

ております。 

 

（鈴木（一）委員） 

バスの車両については、路線バスの代替えする車両は、ノンステップもしくはワンステップのバス

でありまして、今までのようなツーステップの高いステップの車というのはもう入ってくることはな

くなっています。全てバリアフリーに適応したような車両に代替えが進んでいるという状況でござい

ます。ただ、なかなか一度に大量に代替えすることは非常に難しいということで、バス協会の方では、

バスの従業員に対してソフト面での対応を学んでいただく取組を進めておりまして、昨年の 11月には

北上市の運動公園を会場に、バリアフリーの講習会を開催いたしました。その中で、車いすの方や高

齢者の方への対応、そして視覚障がい者の方への介助の仕方について、実際にバスを乗り降りする体

験をとおして、障がいがある方の視点で感覚を覚えていただき、どのような介助が良いのか学んでい

ただきました。こちらは、毎年開催し、従業員がソフト面で対応できるように取組を進めていくこと

としております。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。あと、情報提供になりますが、先進的な自治体では、停留所や低床バス

あるいはスロープ付きバスの情報がネットで提供されているところもありますし、一方で、バス自体

の台数が十分でないところもあります。停留所については、これは道路の方の問題等もありますね。 

 

（鈴木（一）委員） 

 すみません、先ほど車いすで乗車拒否をされたということですが、おそらくバスのスロープの強度

はそんなに弱いものではなく、バス会社の職員の知識不足だと思いますので、私の方から周知を図り

たいと思います。申し訳ございませんでした。 

 

（狩野会長） 

 車両は確実に変わっていくと思いますが、普通の道路にポツンとあるようなバス停ですと、スロー

プ自体が降ろせないということもあるので、バス停の位置の検討などはバスの事業者、道路管理者、

警察などが一緒に取組んでいかないとならない。まず、重点路線のようなものを設定して進めていく

と思いますけれども、バスをまちのなかで整備している自治体も増えてきています。ぜひ、県でもな

んらかの形で対応をお願いしたい。バスはみんなの使いやすい公共交通機関ですので。この協議会、

毎年やっていますけれども、毎回のようにバスに関する意見が出ますので、ぜひ、この点は重点課題

として進めるということで。あとはいかがでしょうか。 
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（及川委員） 

まず、バスのことですが、視覚障がい者にとりましては、音声案内も非常に整備されまして、私も

水沢から一人で通勤しているのですが、助かっています。ありがとうございます。それでですね、少

し情報提供と今後のまちづくりについてお話させていただきたいと思います。昨年、全国的に視覚障

がい者の事故が多発しました。これは、路上での交通事故、歩行中の事故、駅ホームからの転落事故、

それらが非常に多いですね。この原因ですが、視覚障がい者はまっすぐ歩くというのが大変至難の業

です。弱視も同じです。ですから、道路の端を歩いているつもりでも、まっすぐ歩いておらず真ん中

に行ったり、あるいは側溝に落ちてしまうということがあって、道路の整備ではなく、足の道しるべ

がないのです。そういうことで、弱者にとっては、やはり道路の白線が明確に見えるように整備して

いただきたいということが一つ。 

それから、他県に比べてあまりにもエスコートゾーンが少なすぎます。片側２車線、３車線のとこ

ろをまっすぐ進むということは、私には至難の業です。エスコートゾーンの整備を進めるうえでお金

が大変であれば、人口規模に合わせた、10万規模の都市には最低３か所くらい設置とか、ルールづく

りをして整備していただきたいと思っております。 

それから、鉄道のホームですが、盛岡駅も可動柵がありません。幸いなことにまだ転落者はありま

せんけれども、必ずこれは転落者がいます。私は出ると思います。その時は遅いですので、予算がな

ければ、乗車人数が５万のところからとか 10万のところからとか、行政的なルールづくりをして整備

していただきたいと思っております。 

それから、大変、私、悲しく思っているのですが、最近、黄色い点字ブロックが黄色でなくなって

きています。これは条例の定めもない、国際ルールもない、ＪＩＳ規格もないということから、環境

に配慮された、あるいは観光に配慮された、美観に配慮されたということで、どんどん知らないうち

にグレーに変わっています。弱者はとっても困ります。確かにルールはないかもしれませんけれども、

全国の鉄道のホームや様々なところで、黄色い点字ブロックは市民権を得たと思っていました。しか

し、盛岡市内も最近あちこち、この間、盛岡市と県の方にお話させていただきましたけれども、これ

を盛岡市で始めたら県内の各市町村でも始めますよ。そういうことを考えると、視覚障がい者のため

だけではなくて、あれは、高齢者にとってもやさしいものです。そういうことで、黄色い点字ブロッ

クの他の色への移行にぜひブレーキをかけていただきたい。県あるいは警察に、道路整備をされる時

の配慮をお願いしたいと思っています。 

 

（狩野会長） 

ご意見ありがとうございます。 

 

（竹田委員） 

今、非常に私、胸の痛い思いでお話を伺っていましたし、前にもお話したことがありますけれども、

駅前ですね、結構広い道路ですけれども自転車が置いてある。一時期減ったかなと思ったら、冬場で

す少ないですけれども、また自転車が置かれるようになりました。一所懸命杖で歩いている方を見る

と、本当に気の毒だなあと思って、誰しも目が弱くなったり体が弱くなっていくわけですから、いつ

までも若くないので、今の及川委員の話を伺いまして、警察だけでは対応できないと思いますので、

市民の力で自転車を置かない取組ができないのかなと。事故がないことが一番だし、みんなで助け合

っていきたいなという気持ちになりました。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。 

 

（福澤委員） 

資料について確認するのですが、特定公共的施設の適合率、全部適合ということを一部でも適合し

ていれば良いということで、取組みやすいところからということは、これはいいのですけれども、ど

の基準が特に遅れているのか、そういう部分をやはりきちんと把握して、これを明らかにしていくと

いうことが整備促進にもつながるのではないかと思いますので、指標の見直しはよろしいですが、把

握あるいはそれを明らかにしていくと必要があるものと思いますので、その点のご検討をよろしくお

願いしたいと思います。 
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（狩野会長） 

ありがとうございます。岡委員、エスコートゾーンの話が出てきましたがいかがでしょうか。 

 

（岡委員） 

エスコートゾーン、必要性は非常に高いと思います。それから、点字ブロックは原則黄色となって

いるので、それが守られてきていないというのはちょっと首をかしげると言わざるをえない。盛岡市

の映画館通りはフィルムの色でデザイン性を優先したものということで一時期新聞に載ったりしてい

ましたけれども。今は黄色が原則、但し他の色の場合は、別の方法を組み合わせて点字ブロックだと

わかる方法を兼ね備えたものにするとか、周りの舗装面を弁柄色ではっきりわかるようにする方法も

実際取り入れている箇所もあります。点字ブロックの黄色がどんどん意識からなくなり、デザインの

優先度が高くなっている、現実としてそういうことがありますけれども、それに対処する方法も法律

にありまして、実際に取りくんでいるところもあります。前から議論になっていますけれども、黄色

に対する抵抗感とその辺の利用者さんとのしのぎ合いというのが、相変わらずそういうレベルで進ん

でいるというのが、今、及川委員がおっしゃるようなことが出ているということも問題かもしれない

と感じるところです。やはり道路管理者の考え方が、担当が替わることによって元に戻ったりして普

遍的ものにならないというところで、この状況の進み具合のなさということを痛切に感じますし、関

係者が異なるので、方向性を見つける、示すこと自体も非常に難しい問題ですよね。だからずっと何

年かのテーマとして取り組んでいかなければならないものだと思います。 

 

（狩野会長） 

私の知っている事例では、グレーだったものを、視覚障がい者団体の意見で全部黄色に変えたとこ

ろもあります。知らない、大丈夫だと思って管理者が設置しているケースが多いようですので、やは

りこれは徹底して知っていただくことが大事だと思っています。 

ただ今言ったように、黄色ではない、あえて黄色以外のものにするということもあって、その場合

は、補完するシステムを作って、視覚障がいがある方と意見交換しながら進めていくことが普通だと

は思いますけれども、そういうことをぜひ進めていくよう、県で取り組んでいただきたいと思います。 

 

（藤原総括課長） 

庁内の関係各課、様々なところに渡るご意見でした。こちらですぐに答えられないような内容でし

たので、白線やエスコートゾーン、点字ブロックにつきましては道路環境課に、鉄道の関係は、これ

は直接的には事業者だと思うのですが、交通政策の方に、駅前の自転車の関係は県警の方に、いただ

いたご意見を伝え、話し合っていきたいと思います。それから、特定公共的施設の全適合については、

建築住宅課の所管になりますけれども、本来的には全適合することが理想ということで今まで指標に

掲げてきたわけですので、今回、指標は見直しますが、ご意見があったように、適合率が低い基準や

その理由については、分析しながら、将来的には全部適合している施設が整備されていく方向にもっ

ていければと思いますので、その辺につきましても関係課に伝えて分析していきたいと思います。 

 

（狩野会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（小笠原委員） 

 松嶺委員の八幡町商店街での取組を以前テレビで見たことがありまして、自分のため、地域のため

に楽しく活動しながら取り組むことに感銘を受けました。これからも頑張ってください。 

 それから、矢幅駅のことですが、エレベーターが付いたことによって、車いすの方が利用される回

数が多くなりました。紫波町、盛岡市の都南地域の方たちが車で駅まで来て、盛岡に行くときに利用

されています。乗降時も駅員がスロープを用意して介助するのも見ていますので、鉄道は大変変わっ

てきたように感じています。 

 

（狩野教授） 

ありがとうございました。それでは、次の議題の「(2)平成 28年度のひとにやさしいまちづくりの

主な取組について」、事務局から説明をお願いします。 
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（松尾主事） 

地域福祉課の松尾と申します。よろしくお願いいたします。それでは、座って説明させていただき

ます。私の方から、資料２－１によりまして、ひとにやさしいまちづくり推進資金融資制度について

ご説明いたします。 

この制度は、不特定多数の方が利用する民間施設などの、例えば、出入口、エレベーター、トイレ

などのバリアフリー・ユニバーサルデザイン化を促進するための資金につきまして、低利で融資する

ものとして、平成７年度に導入したものでございます。融資の対象となる方や融資の対象資金などに

つきましては、資料、１概要に記載しているとおりですので、ご参照ください。 

「２ 融資実績」に移りますが、これまで累計で 20 件の貸付をしております。平成７年度に制度

を導入してから、年１～２件程度、多い時で年４件貸付を行っておりましたが、平成 16年度以降新規

の貸付けがない状況が続いております。下の表は、これまでの利用状況についてまとめたものですが、

主に自動ドアやトイレの整備の際に利用いただいているところでございます。 

 次のページに移りますが、制度をより多くの方に利用していただくため、度々見直しを図ってきた

ところでございます。特に、平成 21年度におきましては、過去５年間利用がないという状況から、各

事業者団体からのご意見などを踏まえまして、融資利率の見直しや融資限度額の拡大など、大幅な見

直しを行ったところでございます。その後は、ひとにやさしいまちづくりセミナーなどの場を通じま

して、制度の説明やチラシの配布により制度の周知に努めてきたところでございます。 

そうしましても、やはり活用がないという状況ですので、今年度、制度の利用促進に向けた取組と

いたしまして、９月に、取扱金融機関である岩手銀行、北日本銀行、東北銀行の融資担当者の方を訪

問しまして、制度の活用促進に向けたご意見などをいただいたところでございます。例えば、制度設

計に関しましては、融資対象が限定的であることや限度額などから利用の選択肢に挙がりにくいとの

ご意見がありました。また、活用促進に向けた対応策につきましては、資金の内容について、具体的

にわかりやすくお知らせする必要ですとか、利子補給、保証料補給などの実施についてご提案をいた

だいたところでございます。 

 この他、他県の実施状況の調査をいたしました。こちらは、昨年９月に各都道府県あて照会し、42

都道府県から回答をいただいたものでございます。その結果、７道県が本県と類似の制度を運営して

おりまして、また、15県につきましては、以前は融資制度があったものの、実績が少ないことなどを

理由に廃止していることを確認いたしました。３ページからは、各県の実施状況を表にまとめたもの

でございます。②につきましては、過去５年間の制度の活用状況、③につきましては、利率、次のペ

ージの４ページの④につきましては、融資限度額についてまとめたものでございます。本県の下のと

ころに商工観光振興資金など３つの資金を並べてございますが、こちらは本県で実施しております他

の融資制度ということで参考までにお示ししているものでございます。 

 ４ページの「５ 今後の対応の方向性」のところですが、調査結果等を踏まえまして、チラシの見

直しや、ひとにやさしいまちづくり関連事業との一体的な取組など、認知度の向上に向けた取組を行

うとともに、資金需要の把握に努め、今後の制度運営について継続して検討することとしたいと考え

ております。まず、チラシの見直しに関しましては、資金の活用事例の掲載など、制度の内容をより

理解いただけるものに作成のうえ、お配りしたいと考えております。また、ひとにやさしいまちづく

り関連事業との一体的な取組につきましては、後ほど、またご説明いたしますが、希望郷いわて国体・

いわて大会の開催に合わせて、平成 28年度にいわてユニバサーサルデザイン電子マップに掲載する公

共的施設の調査を行う予定にしておりますので、調査活動をとおして、施設の管理者の方々に対して

制度についてお知らせを行いたいと考えております。そして、関係課などとの連携につきましては、

まず、県の融資制度の担当課と連携を図りまして、説明会などの場を活用して、制度の周知などを図

っていきたいと思います。また、取扱金融機関をはじめ関係機関の窓口にチラシを置いていただくこ

となどにつきましても、お願いしていきたいと考えております。以上で、資料２－１の説明を終わり

ます。 

 

（狩野教授） 

ありがとうございました。議題(2)は資料が３つに分かれておりますので、１つずつ説明してご質

問を受けたいと思います。まず、ひとにやさしいまちづくり推進資金について、皆さんのご意見を伺

いたいと思いますけれどもいかがでしょうか。 

 融資実績のところで、動く歩道の設置とありましたが、具体的にどの場所になりますか。 
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（松尾主事） 

北上駅前のものでございます。 

 

（狩野会長） 

 この例のように、貸付制度を利用して取り組んで普及していただくことが良いのではないかと思い

ますが。 

 

（太田代委員） 

新築だと使いづらい。新築の場合、資金を分けて借りないといけないということですよね。保証料

補給とかそういうものの方がありがたいのかなと思います。行政としてできるとするならば、例えば、

バリアフリー化に要するスペースについては、公共施設と一緒だという考え方で、市町村で固定資産

税を免除するとか、そのような方向性があっても良いのではないかと感じます。 

 

（狩野会長） 

 道路の場合、固定資産税の減額は導入しているところもあります。建物にトイレを整備する場合に、

面積に入れないなど検討はされていたかと思いますけれども。 

 

（太田代委員） 

障がい者用のトイレや客室などのスペースを、そういった対象に含められないのかなと思います。 

 

（狩野会長） 

これは福祉だけの問題ではないですけれども、融資だけではなくて一つの推進の方法ということで

すね。あと、ご意見、ご質問ありますか。 

 

（大信田委員） 

 公共的施設に融資するということですけれども、我々、ホテルを利用した場合、トイレがないと使

えないわけですが、宿泊施設で車いす用のトイレを整備するような場合、対象になりますか。 

 

（藤原総括課長） 

 公共的施設というのは、公の施設ということではなく、不特定多数の方が利用するというものです

ので、冊子 37ページのところに載っている施設が全部対象になります。ホテルなどの宿泊施設も対象

になります。 

 

（大信田委員） 

 金利がやはり高いですね。今マイナス金利ですので。金利を考えていただければ。 

 

（太田代委員） 

 岩手県は地震があった関係で金利が 1.5%でしたよね。そうするとあまり変わらないですよね。 

 

（狩野会長） 

 金利の問題は様々ありますが。今、金利が安いということで需要が出てこないのも事実であります

けれども、時代の状況に合わせてうまく利用していただけるようなことを考えていただければ。融資

制度そのもののこともあると思いますけれども。この辺、参考にしていただければと思います。あと

いかがでしょうか。 

 

（川村委員） 

 助成金は考えていないのですか。弾みをつけるためにぜひ検討していただきたいと思います。 

 

（狩野会長） 

 お答えできるものなのか。非常になかなか難しい問題だと思いますけれども。 
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（佐々木部長） 

 利用者、整備する事業者の方々からすると、当然、返す必要のない、補助金が一番やりやすいとい

うのはそのとおりかと思います。この分野に限らず、どうしても助成金、補助金になった時に、議論

になるのが民間の方々が行う事業について、補助金、つまり国民の税金を投入するということが、私

的財産と言いますか、財産形成につながるようなところに税金を投入してよいのかという議論等が必

ず出ます。それに対してその公共性、その事業が持っている公共的な役割等の兼ね合いのなかでどう

考えるかという面があります。今のお話は、当然、事業を行う方々からは出てくるお話ではありまし

て、後はそれが税金の使い道としてふさわしいかどうかというのは色々議論があるものでございます

ので、我々も検討しつつ、財政を担当しているところ、あるいは他の関係課と相談しながら検討を進

めていくということになると思います。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 

（川村委員） 

 よろしいですか。関連して、災害の件のところにも入っているのですが、福祉避難所という、各市

町村が契約した際に、そこにおける設備に対して国の資金を使えるというものがありますよね。これ

を併用した場合はこういうものの利用は可能ですか。 

 

（佐々木担当課長） 

 福祉避難所は、市町村が災害時に備えて予め社会福祉施設等と事前に協定を締結して、災害が発生

した場合はそこを避難所に指定して、弱者の方などをケアしていただくということになりますが、今、

備品等についての国の補助がなくなってしまいました。また、こちらについては、公的に行政が指定

して設置するという避難所でありますので、この資金とは異なるように思います。 

 

（狩野会長） 

 この融資制度についてはよろしいでしょうか。ありがとうございました。ぜひ、皆さん使っていた

だければと思います。では次の「ひとにやさしい駐車場利用証制度について」事務局から説明をお願

いします。 

 

（松尾主事） 

それでは、資料２－２によりまして、ひとにやさしい駐車場利用証制度についてご説明いたします。 

 この制度は、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、県が対象となる方に利用

証を交付しているものでございます。また、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、利用対象外の方が駐車している場合の声がけを容易にするとともに、県民の皆様に障がい者

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として、平成 22年度に導入した制度で

ございます。利用証の交付対象者の範囲につきましては、「１ 概要」の表のとおりでございまして、

障害のある方などに対しましては、有効期間を５年間とする長期利用証、妊産婦の方やけがなどで一

時的に歩行困難な方につきましては、有効期間を１年以内とする短期利用証を交付しております。 

「２ 実施状況」に移りますが、１月 29 日時点で長期利用証をお持ちの方が 6,336 名、短期利用

証をお持ちの方が 148名となっております。また、指定駐車施設につきましては、12月末時点で 456

施設 913区画でございます。駐車施設の圏域ごとの状況につきましては、次のページに表を掲載して

おりますのでご参照いただければと思います。 

続きまして、制度の適切な運営に向けた今年度の取組についてご説明いたします。まず、一つ目と

して、制度の普及啓発といたしまして、県政広報などを活用し、制度の適正利用や指定駐車施設への

協力を働きかけたところでございます。 

２つ目は、指定駐車施設の状況把握でございますが、こちらは、制度開始から５年経過しまして、

この間に東日本大震災津波が発生し、被災した施設があることを踏まえまして、更新した情報を県ホ

ームページなどでお知らせしていくため、指定駐車施設の一斉調査を行ったものでございます。調査

をとおして、スーパーなど運営する事業所から新しい店舗への指定駐車区画の設置について申し出を

いただいたり、駐車場に表示する施設証を新しいものに張り替えたいとのお話をいただいたりなどし、
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対応させていただいたところでございます。 

３つ目は、他県等の状況把握でございます。制度の普及啓発や不適正利用の防止に向けた取組の参

考とするために、本県と同様の制度を導入している自治体の取組状況を確認いたしました。内容につ

きましては、表にまとめてあるとおりでございまして、制度の周知・啓発等になりますと、交通安全

協会や自動車教習所に制度周知の協力を依頼している例もございました。また、不適正利用への対策

といたしましては、県がチラシや注意喚起文書を作成、配布をしたり、利用証を掲示せずに駐車して

いる車のワイパーにチラシなどを挟む取組について確認したところでございます。 

 続きまして、４つ目といたしまして、アンケートの実施でございます。こちらは、今後の駐車場の

確保や拡充などの検討に当たり参考にさせていただくため、利用証を実際に使用されている方を対象

に調査を実施したものでございます。制度につきまして、90％以上の方から必要な制度であるとご回

答いただいた一方、不適正利用の状況などにつきましてご意見をいただいたところでございます。調

査結果の詳細につきましては、参考として５ページ以降に掲載しておりますので、後ほどご参照いた

だければと思います。 

 最後に、過去の主な問合せ・回答の一覧作成でございます。こちらは、利用証の交付事務につきま

しては各振興局で行っておりますので、適正かつ円滑な事務処理を行っていくために、地域福祉課で

問合せを受けて対応したものについて一覧を作成して、情報共有を図れるようにしたものでございま

す。 

 それでは、最後に、「４ 今後の対応の方向性」についてご説明いたします。対応の方向性といたし

ましては、制度の周知や駐車スペースの適正利用のための啓発を引き続き行うとともに、指定駐車施

設の拡大に努め制度がより適切に運営されるよう取組を進めてまいりたいと思います。まず、適正利

用に向けた取組といたしましては、引き続き県政広報などを活用して、県民の皆様に対し、制度の普

及促進に努めたいと思います。また、不適正利用に関しまして、様々な事情から駐車場の管理者が直

接声をかけにくいところがあると思いますので、県で注意喚起文書を作成しまして、配布については

管理者と協力を図っていきたいと考えております。 

次に、指定駐車施設の拡大につきましては、施設管理者に対し、文書だけではなく訪問活動をとお

して、協力をお願いしていくとともに、関係課との連携を図ることにより、制度の周知などを図って

いきたいと思います。また、駐車スペースに表示する施設証につきましても、現在はステッカータイ

プのものを用意してございますが、この場合、施設管理者が台座などを用意する必要があり、費用な

どの面から設置が難しいという声も聞こえておりますので、カラーコーン用カバーを新たに用意する

といった対応をとりたいと考えております。 

最後に、長期利用証の有効期間が５年間でありまして、平成 26 年度末から更新手続きを行ってお

りますので、引き続き、手続きを円滑に進めていきたいと考えております。以上で、資料２－２の説

明を終わります。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございましたご意見、ご質問いかがでしょうか。 

 

（大信田委員） 

 非常に使いやすくなりましたね。ただ、今、不正利用というものもありましたけれど、我々だと結

構言いやすい。障害を持っていないだろうなと思われる人に「どうしてここをお使いになるのですか。」

と何回も聞いたことがありますけれど「ちょっと急いでいるから。」ということでそそくさといなくな

るんですよね。それで、ちゃんと文句を言われた方がいました。「私は内部疾患なんですよ。」と。そ

う言われると返す言葉がない。結論から言うとずいぶん使いやすくなりまして大変良かったなと思い

ます。これからもぜひ進めていただきたいなと思います。 

 

（狩野会長） 

 どんどん進めていただきたいと思います。このことについてはよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。最後の「いわてユニバーサルデザイン電子マップについて」事務局の方か

ら説明をお願いします。 
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（松尾主事） 

それでは、資料２－３によりまして、いわてユニバーサルデザイン電子マップについてご説明いた

します。こちらは、平成 19年度に構築したシステムでございまして、不特定多数の方が利用される公

共的施設のバリアフリー設備等の情報につきまして、施設の管理者の方や県民の皆様から情報を提供

いただき、県のホームページで公開しているものでございます。 

 「２ 実績」に移りますが、登録施設数は 12月末時点で 1,266施設、閲覧数は４月から 12月分ま

での平均値になりますが、月 52回でございます。また、圏域ごとの登録施設の状況につきましては、

１ページに掲載している表のとおりでございます。 

 ２ページに移ります。「３ これまでの経緯等」でございますが、先ほどご説明したとおり、電子マ

ップは岩手県の統合型地理情報システムのいわてデジタルマップを活用し、平成 19年度に構築してお

りますが、平成 22年度には検索時に選択するバリアフリー設備や施設種別を増やすなどのシステム改

修を行っております。また、事業の円滑な実施を目的といたしまして、平成 23年度に要綱を制定して

いるところでございます。その後は、ひとにやさしいまちづくりセミナーの場を活用するなどして、

電子マップの紹介や施設登録の呼びかけを行ってきたところでございます。 

 続きまして、電子マップの活用促進に向けた対策の検討状況についてご説明いたします。まず、シ

ステムの見直しでございます。こちらは、電子マップというよりは、いわてデジタルマップの課題と

言えるものかもしれませんが、いわてデジタルマップの老朽化によりまして、地図情報が見づらく、

印刷ができないなど使い勝手が悪いこということで、電子マップを使用する時に不便であるとの声を

いただいていたところでした。これにつきましては、いわてデジタルマップが平成 28年度にシステム

更新する予定でおりますので、課題としてきた点が改善される見込みとなっております。 

 続きまして、登録情報の更新でございますが、情報の更新につきましては、施設管理者の方からの

届け出や県民の皆様からの情報提供により更新を行っているところでございますが、届け出の必要に

ついて十分に周知されていないこともありまして、登録内容を可能な範囲で正確かつ最新の内容に保

つことが課題となっております。この課題に対応するため、希望郷いわて国体・希望郷いわて大会の

開催に合わせまして、施設調査を行う予定としております。 

 続きまして、普及啓発に関する課題でございますが、登録施設数の拡充に向けた取組が進まず、登

録件数が飲み悩んでいるという状況がございます。これまで、ひとにやさしいまちづくりセミナーや

関係団体等へのお知らせなどによりまして、電子マップへの登録等を働きかけたところでございます

が、先ほどご説明しました施設調査をとおして、施設管理者の方々に登録について協力をお願いして

いきたいと考えております。 

 以上を踏まえまして、今後の対応の方向性といたしましては、システムの更新に合わせて、県民の

皆様が公共的施設のバリアフリー設備等の情報をわかりやすい形で得ることができるよう、表示内容

等についてシステム担当課と連携を図りながら検討を進めていくこと、また、登録内容の充実に向け

て施設調査を行うとともに、調査をとおして施設管理者の方々などのひとにやさしいまちづくりに対

する意識啓発を図ることとしたところでございます。 

 システムの見直しなど各課題に対する対応の方向性につきましては、先ほどの課題に対する検討結

果のところで少し触れさせていただきましたが、ここで改めて補足しつつ説明いたします。  

 まず、システムの見直しにつきましては、まず、３ページ目に参考として新システムの主な機能を

記載しておりますが、電子マップといたしましては、マップ専用のトップページを作成するほか、ト

ップページから関連情報が得やすいよう配慮していきたいと考えております。また、マップの登録事

務に関しましても、地域福祉課と各振興局のひとにやさしいまちづくりの担当者が行っておりますの

で、担当が替わっても作業が容易に行えるよう検討を進めていきたいと考えております。 

 続きまして、登録内容の更新ですが、先ほどご説明したとおり、平成 28年度に予定している調査に

つきましては、普及啓発を兼ねたものにしたいということで検討しているところでございますが、調

査後におきましても、引き続き、情報を可能な範囲で最新の内容に保つ必要がありますので、振興局

と一体的な取組が図られるよう、必要な作業等について具体的に整理した上で、毎年度の取組に反映

させていきたいと考えているところでございます。また、新システムにおきましては、住民参加型サ

ービスの活用が見込まれておりますので、このサービスを活用いたしまして、例えばユニバーサルデ

ザイン関連団体から公共的施設のバリアフリー設備等の情報を登録していただくような仕組みづくり

について検討を進めるほか、施設管理者からの登録申出や県民の皆様からの情報提供の手段として電

子申請システムの利用を検討して参りたいと思います。 
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 最後に、普及啓発につきましては、今までの説明に加えまして、システムの更新に合わせて、チラ

シを見直すこととしたいと考えております。 

以上で、資料２－３の説明を終わります 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。ご意見ご質問ありましたらお願いします。 

  

（松嶺委員） 

 先ほど、システムが古くて更新する必要がある、それから印刷が難しいということがありましたけ

れども、例えば、グーグルマップなど既存の素晴らしいマップがあります。そういうシステムと連携

することは考えられませんか。登録する方も情報提供する方も、普段使う頻度が重いものの方が登録

をしやすいし情報も集まりやすいと思います。さらに、使いやすいと思うので、全国のシステムとも

連携ができるのではないかと思います。 

 それから、普及が伸び悩んでいるというところで、一つ事例を紹介させていただくと、北海道札幌

市では、バリアを見つけて行政に報告すると地下鉄に乗るポイントが貯まるという取組を行っていま

す。そういう特典があれば、何か情報を集める場合に一般の方も参加しやすいのかなと思います。元々、

我々マイノリティーなので、興味を持って情報提供するという人たちが少ないのかなと思います。一

般の人達を巻き込んでというところでは、そういう特典もあってもいいのかなと思います。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。 

  

（若林委員） 

 いわて子育てネットの若林と申します。今のご意見にもありましたように、他のものと連携して情

報を流すことはとても有効だと思っておりまして、例えば、子育て支援センターとか地域の保健所の

お母さん方の集まりとか、子育てマップのようなもの、いつも持ち歩いたり目にしているものの中に

駐車スペースや使い勝手の良いトイレの情報が、組み入れられるとより使いやすい気がしますので、

その辺を上手に合わせることを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。事務局の方からお願いします。 

 

（佐々木担当課長） 

 最初に松嶺委員からありました、グーグルの利用、いわゆる地図媒体につきましては、ユニバーサ

ルデザイン電子マップは、県のマップシステムのなかの一部の機能になっておりまして、システムを

来年度更新するに当たりましては、どのような地図システムを使うかということについて、業者から

提案いただいた中からよりよいものを選択していくことになるわけですけれども、グーグルになるか、

ゼンリンの地図になるか、そういったことにつきましては、これから選択していくようでございます。 

 県民の皆さんから情報提供いただくということにつきましては、一つは、電子マップの母体となる

いわてデジタルマップの方で、国体に合わせまして、いわゆる口コミ情報を入れていただくというコ

ーナーと言いますか、アプリも開発することになっています。特典を付けるというところまでは見当

は具体的にはしておりませんけれども、いずれ口コミ情報を入れていただいて、マップに反映してい

くということも考えております。 

若林委員からありました、子育てマップなどとの情報の連携ということですけれども、この電子マ

ップでは商業施設なども掲載しております。このなかで完結するものだけではないと思いますので、

例えば、外部のマップシステムとリンクを貼るなど、対応できる部分があるかと思いますので、参考

にさせていただきまして、来年度のシステム開発につなげていきたいと思います。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。阿部委員からご意見があればお願いします。 
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（阿部委員） 

 まずは、ようやくシステム改修の目途が立ったということで、これから利用率が上がってくるので

はないかと期待しております。参加型については、今回の改修のなかで取組む話がありましたが、資

料４ページのところ、施設管理者からの申し出や県民からの情報提供の手段として、電子申請システ

ムの利用を検討するとありますが、施設管理者からの場合は電子申請というのもわからなくはないの

ですけれども、県民一人ひとりの場合は、電子申請という形式的な手段を踏む必要があるのかという

辺り、どのように簡易な仕組みにするかということが、多くの情報が集まるという点で鍵を握ってい

るのではないかと思います。 

 もう１点ですが、今ですとこのような情報をホームページで発信するだけではなくて、オープンデ

ータ化ということでデータ自体の二次利用を推進していこうという動きも大分強まっています。電子

マップには、行政機関のデータだけではなく民間のものも入っていますが、少なくとも県の施設とか

行政機関のデータに関しては、オープンデータということで、例えば、公開したデータを自分たちの

ホームページに載せるとか、スマートフォンのアプリのなかで検索できる、そういった情報利用を効

果的に進めていくことが大事ではないかと思います。県の平成 30年度までのアクションプランのなか

では、オープンデータについても段階的に取組むとあります。ニーズについては、ユニバーサルデザ

インがいつも話題に挙がってきますので、そういった流れのなかで対応を考えていただけると良いの

ではないかと思います。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。投稿などの参加のしやすさであるとか、データをオープン化するといっ

た話、ここですぐ答えは出ないと思いますけれども、そういった意見があったということで少し検討

していただければと思います。この協議会で出たと思いますけれども、県のホームページの中でもわ

かりやすいところに入口を貼っていただくよう、これについてもぜひ検討をお願いしたいと思います。

この件についてはよろしいでしょうか。それでは、「(3)その他」として、希望郷いわて大会の準備状

況等について説明をお願いいたします。 

 

（工藤総括課長） 

 国体障がい者スポーツ大会課から参りました、工藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

座って説明させていただきます。「希望郷いわて大会の準備状況等について」という資料でございます。

準備状況とありまして、最初のところに平成 28年の簡単なスケジュールが記載してございます。一番

右側のところに第 16回全国障害者スポーツ大会「希望郷いわて大会」、10月 22日から 10月 24日と

いう風に書いてありまして、その左側には 10月１日からの国体、そして一番左側のところに全国障害

者スポーツ大会のリハーサル大会というものがございます。このリハーサル大会が６月に開催されて、

その後国体、最後に全国障害者スポーツ大会と進みます。 

 下のところに、10月のスケジュールを記載しております。10月 22日に開会式が行われまして、24

日に閉会式があるのですが、選手団につきましては 10月 20日に概ね来県いたします。公式練習をす

るなどして、閉会式が終わった次の日にお帰りになるというのが大きな流れでございます。ご承知の

とおり半世紀に１度の大規模なイベントでございまして、障がい者の方も数千人規模でいらっしゃい

ます。したがって、普通の日常とはちょっと異なるような対応をとる形になりますけれども、様々な

ハード・ソフトの対策をとるということで準備をしております。 

 次のページ、全国障害者スポーツ大会は正式競技が国の方で 13競技と決まっておりまして、こちら

にありますように、水泳、フライングディスク、ボウリング等々という形になります。参加する選手

の数ですけれども合計 3,499人、そして選手団の役員という方が 2,500人から 2,600人いらっしゃい

ます。そうすると、約 5,000人の方々が全国からいらっしゃるという形になります。この表を説明い

たしますと、人数の右側に「開」と書いてある字がありますが、これは開会式に出席するということ

です。例えば水泳ですと、盛岡で開催するのですが、開会式に出席しないで 22日の午前中から競技を

スタートするということで丸印にしています。ボウリングですと、開会式に出席して午後から競技を

するということで「PM」という記載をしております。半分くらいが開会式に出席して、最後、24日の

閉会式には、ほぼ全ての選手が閉会式に集まります。3,500人くらいになります。 

 下の方は、オープン競技と記載されておりまして、これは開催県で決めることができるものなので

すが、手が挙がった競技団体は、ビリヤード、卓球バレー、ゲートボールとペタンクになります。こ
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ちらは、県や市町村はあまり関わりがなく、競技団体が自主的に実施するという性格が強いものでご

ざいます。開会式や閉会式には参加する予定がありません。 

 少し理解を深めていただくという意味で、パラリンピックと全国障害者スポーツ大会を比較してみ

ました。どのような違いがあるのかということですが、全国障害者スポーツ大会は基本的に競技とい

うよりも参加型という形です。パラリンピックはオリンピックと同じように、例えば、100ｍの競争で

言えば、予選、準決勝があって、決勝で１位の方が１人という形になるのですが、全国障害者スポー

ツ大会の場合は、準決勝や決勝がありません。１レースごとに金メダル、銀メダル、銅メダルを決め

ますので、たまたま遅いグループに入り、金メダルとることもあるし、早いグループに入ってメダル

を逃してしまうということもあり得るというものでございます。障がいの区分としては、知的障がい

者の割合が比較的高いと思います。パラリンピックは、スペシャルパラリンピックという知的障がい

者の世界大会がございますので、どちらかというと肢体不自由の方中心という形になります。 

それから、３ページの下の方ですが、ここが一番お話を申し上げたいところでございまして、様々

な参画の方法がございます。選手、あるいは係員、協力者とありますけれども、皆様方に一番関わり

があるとすると、一番下の観覧者等という形になります。観覧者の中でも招待者、あるいは一般の観

覧者という形もございまして、この中の方々の半分くらいは招待者や特別招待者という形で招待され

るのではないかと思います。それ以外の場合ですと、一般観覧という形で、開・閉会式については、

事前に応募していただく必要がございます。なぜかと言いますと、開・閉会式、国体も障害者スポー

ツ大会も天皇陛下や皇太子殿下が出席されまして、非常に警備が厳しいものですから、事前にＩＤを

発行させていただきます。そういうこともございまして、抽選になる場合もございます。国体の開会

式は抽選になると思います。倍率が非常に高くなると思います。それ以外は、今までの和歌山や長崎

の大会では、抽選ではなく、応募すればまず当選するということを聞いております。それから、競技

会は自由観戦になってございます。ただ、硬式野球だけは有料になります。それ以外は大体大丈夫で

すが、皇太子殿下が競技をご覧になったりする時はセキュリティが厳しくなるので、制限がかかる場

合があります。もし、皆様よろしければぜひご観覧いただければと思います。 

 次のページに、観覧する場合にどれだけのスペースがあるのかということを記載しております。一

般観覧席、例えば陸上ですと 8,000から 9,000の席があります。障がい者の方、車いすの方、あるい

は情報保障席を併せてＵＤ席と書いておりますが、このような席も設けてございます。少し問題なの

はアクセスでございまして、駐車場がどうしても限られるものですから、特に北上ですと北上運動競

技場の周辺の民間の駐車場を借り上げておりまして、そちらに自家用車を置いていただいて、そこか

らシャトルバスで会場まで輸送するという形が多くなると思います。もちろん障がいがある方につい

ては、事前にお話しいただければ、会場地の駐車場を優先的にご案内したいと考えておりますけれど

も、基本はシャトルバスです。 

５ページ以降は、それぞれの障がい者に対する支援ということで、聴覚、視覚、それから肢体不自

由の方々に対するサポートの仕方を記載しております。選手の方や観覧者の方ということですけれど

も、物や設備によるサポートと人的サポートに大きく分かれてあります。聴覚障がい者に対しての情

報支援としては、人による支援のほかに、情報保障席ですとか、映像装置、視覚障がい者の方につい

ても点字・音声訳資料や音声誘導装置、その他に運営ボランティア、選手団サポートボランティアと

いう形で、このボランティアにつきましては数千人という規模で配置することとしております。 

 ６ページの下のところに競技会場の整備概要を記載しております。これは人によるサポートという

よりは物、設備面でのサポートでございます。車いす席や多目的トイレ、オストメイトなどに着目し

てまとめなおしたものでございます。既設と仮設と書いてございますけれども、競技場にあるものを

既設、今回、大会に合わせて仮設で設置するものを仮設と言っているとお考えください。例えば、開・

閉会式や陸上競技を行う北上でございますと、オストメイトトイレの場合、１か所が既設で２か所が

仮設でございます。体育館のなかに確かオストメイトがあったかと思います。 

７ページ、８ページにつきましては、人的なサポート体制ですが、どのくらいの方々がボランティ

アに登録しているのかという規模感をおわかりいただくために表にしたものでございます。あと、こ

こには記載してございませんが、運営ボランティア、今も募集しているものにつきましては、全会場

合わせて 3,500人配置する予定としております。私の方からの説明は以上でございます。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。今の説明に対して質疑を受ける前に、先ほど話すことができなかった協
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働研究について私からお話します。県の地域福祉課と岩手県立大学で昨年度から今年度にかけて協働

研究を行っています。今年は、ちょうど障害者スポーツ大会もありますので、実は、県内の宿泊施設

のバリアフリー状況の調査などをしておりまして、そろそろ発表できると思います。研究テーマは、

「ひとにやさしいまちづくり推進指針に見直しに係る方針の検討」ということで、昨年度から取組み、

指針の見直しをさせていただきました。それから、寒冷地、積雪地における様々な取組事例を集めて

いまして、来年度のうちに何らかの形で公表することを考えています。以上、状況報告いたします。 

時間がだんだん厳しくなってきましたけれども、希望郷いわて大会の整備状況についてのご意見、

ご質問、その後、先ほど時間がなくなり岸根委員の発言を止めてしまったので、そこからスタートし

たいと思います。まず、こちらの希望郷いわて大会の準備状況についてのご意見、ご質問いかがでし

ょうか。 

 

（鈴木（次）委員） 

この間の冬季国体、会場が盛岡ということで私も参加させていただきました。その時、他県の選手

の応援団ということで高校生が出てきた。各県の応援をしてくださる取組を見ることができ良かった

ので、秋の大会でも期待しておりますし、実際に、高校生や中学生が会場に来て応援される予定があ

るか聞きたいと思います。 

 

（狩野会長） 

 この点についていかかでしょうか。 

 

（工藤総括課長） 

 ありがとうございます。先ほど鈴木委員からご紹介があったものは、都道府県応援団という呼び方

をしておりまして、冬季のスケート競技ですと、北陵中学校、城北小学校の生徒さん達が応援団を務

められたものでございます。国体・障害者スポーツ大会につきましては、北上で実施いたしますので、

主に北上市内の小・中学生に都道府県応援団として盛り上げていただく予定になっております。それ

から、各競技会場地におきましては、例えば、盛岡市や花巻市など、市町で検討されていると承知し

ておりますし、私どもの方では県立の特別支援学校に対して、競技を見に来て応援してくださいとお

願いしていまして、既に何か所からかは行きますというお返事をいただいているところでございます。 

 

（狩野会長） 

 期待できそうですね。 

 

（鈴木委員） 

 よろしくお願いします。 

 

（竹田委員） 

一言いいですか。子ども達にとってぜひ学ぶ機会にしていただきたいと以前も申し上げましたが、

今のお話を伺いまして非常にうれしく思います。どうもありがとうございます。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございます。あとよろしいでしょうか。これからちょっと大変だと思いますけれども、

ぜひ良い大会にしていただくよう、我々も協力できることはしたいと思いますので、ぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。あと、その他ということで、では、岸根委員、さきほど止めてすみませんで

した。ではお願いします。 

 

（岸根委員） 

 先ほど黄色いブロックのことを伺いましたけれども、建築士としても、まちづくり、それからやさ

しい建築づくりということで取り組んでおります。映画館通りのときに、建築関係者の中では、グレ

ーの色を使ったということはやはり話題になりましたけれども、建築サイドとしては、盛岡あるいは

岩手の建築環境ということで色彩にすごく規制がかかっていまして、原色を使うということがちょっ

と厳しい面もあります。そのようなことから、点字ブロックということに関しても、ちょっと神経質
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になっていたのかなと思い出しますけれども、なぜその色が必要であるかということをやはり建築士

側の勉強不足だったり、理解不足があったなという反省もありまして、県の方でもひとにやさしい建

築づくりということで指針みたいなものを建築士向けに出しておりますけれども、そういったところ

にやはり、視覚弱者の方たちにとってどうしてそういう色が必要なのかということの説明のようなも

のを一言入れていくことが必要ではないかということを感じております。 

 それから、ひとにやさしいまちづくりを周知・徹底させるという意味でのセミナーに関して、今年

もセミナーがございましたが、とても良いセミナーだということで、お知らせをいただいた時点で建

築士の仲間達にセミナーの開催を案内したのですけれども、あれは確かＦＡＸで届きましたので、メ

ールでいただければもっと広く通知できたかなと思います。あと、参加の仕方ですけれども、事前申

込みをしなければならなかったということで、申込みをすることができなくて残念でしたということ

も仲間から聞きまして、その辺はどうなのかと思います。情報の拡散の仕方が、先ほど様々データを

とるという時もわりと絞られた枠の中からピックアップしていくという感じにちょっと受け取れてし

まったのですけれども、こういったものに誰でも自由に参加できるというか、広く周知して参加でき

る方法を考えていただけたらと思います。 

それからもう一つ、住宅相談というのが活動の中にありますが、今、一番、高齢者の住まいづくり

というものが自立するために必要ということで、国も力を入れていますけれども、そういった方達の

相談に応じられるようなコーナーであってほしいということで取り組んでいます。そういった窓口が

あるということを、情報弱者の方たちに周知して、相談していただくことが、うまく進まず足踏み状

態ですけれども、情報の周知の仕方、その辺、少し工夫していただくことで、やさしいまちづくりが

一歩でも進めばと感じております。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。点字ブロックの関係から情報の周知のこととありましたけれど、この２

つについて、特に周知の仕方について、事務局の方で何かありましたらお願いします。 

 

（藤原総括課長） 

 セミナーの周知につきましては、こちらとしてもかなり広く行ったつもりではいましたけれども、

不徹底だった部分もあると思いますので、改善したいと思います。会場の規模もありますので、せっ

かく足を運んでいただいて中に入れないことがないようにということで、予め大体の来場者を把握す

るため事前申込み制をとらせていただいたとものでございます。ただ、事前申込みのないまま来場さ

れても、普通は入場できるということではありますが、やはり会場の規模もありますので、事前申込

という形は今後も取らざるを得ないところかと思います。 

 あと住宅の相談窓口については、建築住宅課の関係になりますけれども、様々周知の工夫はしてい

ると思いますけれども、今日いただいたご意見を建築住宅課に伝えたいと思います。 

 

（狩野会長） 

 どうもありがとうございました。この他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。言い忘れたこ

とがありましたら、事務局に伝えていただければと思います。私の方はこれで議事を修了したいと思

います。ありがとうございました。では事務局にお返ししますのでよろしくお願いします。 

 

（佐々木担当課長） 

 狩野会長はじめ委員の皆様、大変ありがとうございました。次第の「４ その他」でございますが、

議事以外ということで何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。よろしければ事務局から連絡

が１件ございます。 

 

（松尾主事） 

 皆様には平成 26年度、平成 27年度に委員を２年間務めていただいておりますが、今般、改選の時

期となっておりまして、所属団体を通じての推薦ですとか公募などにより委員の選定を進めていくこ

とといたしますので、お知らせいたします。以上でございます。 
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（佐々木担当課長） 

 それでは、閉会にあたりまして、最後に、佐々木保健福祉部長から御礼を申し上げます。 

 

（佐々木部長） 

 本日は長時間にわたり、予定時間をオーバーしてまで、色々ご意見を賜りましてありがとうござい

ました。今、事務局から説明申し上げましたとおり、皆様方の現在の任期が３月いっぱいということ

で、引き続き、４月以降も委員をお願いする場合もあろうかと思います。また所属の団体の都合等に

より委員が交代される場合もあろうかと思いますけれども、今日色々お話が出ましたように、非常に

この分野は幅広く県の各部当部のみならず、情報担当、交通担当、建築担当、道路管理担当、それぞ

れに関わる分野であります。引き続き委員になられる方はこういった協議会の場でまた色々ご意見を

賜りたいと思いますし、事情があって委員を代わられる場合におきましても、県に対する県政提言の

制度などもございます。お気づきの点があれば、ぜひ、地域福祉課にお寄せいただいて、そこから我々

が関係する部署と相談しながら、これを反映させていきたいと思っておりますので、今後ともぜひよ

ろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。 

 

（佐々木担当課長） 

では、以上をもちまして、ひとにやさしいまちづくり推進協議会を閉会いたします。本日は大変あ

りがとうございました。 


