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平成 28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 29年２月 14日（火） 13時 30分～15時 30分 

（開催場所）岩手県民会館 ４階第２会議室（盛岡市内丸 13-１） 

 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 委員紹介 

４ 会長及び副会長選出 

５ 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) ひとにやさしいまちづくりを進めるに当たっての課題について 

ア ひとにやさしいまちづくり推進資金（融資制度）について 

イ 観光のユニバーサルデザイン化について 

(3) その他 

６ その他 

７ 閉会 

 

［出席委員（敬称略、五十音順） 29名中 25名出席（欠席４名） 

 赤坂 栄里子    一般社団法人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理事 

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 

小野寺 郁夫    特定非営利活動法人みんなでつくる平泉理事長 

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支部長 

酒井 裕二     東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社総務部企画室長 

佐々木 祐子   岩手県商工会議所女性会会長 

菅原 カヨ子    一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会副会長 

鈴木 一成      公益社団法人岩手県バス協会事務局長 

髙橋 幸子     一般社団法人岩手県聴覚障害者協会副会長 

髙橋 智      社会福祉法人岩手県身体障害者福祉協会理事 

竹田 美代子    公募委員 

   籏福 郁子     有限会社オーツ―建築設計事務所管理部長 

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      紫波町生活部長 

松舘 仁志     宮古市保健福祉部長 

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  認定特定非営利活動法人いわて子育てネット理事 

 

［県側出席者］ 

  （事務局） 

佐々木 信     保健福祉部長 

渡辺 英浩     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 
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淺沼 修      保健福祉部地域福祉課主任主査 

松尾 友子     保健福祉部地域福祉課主任 

髙橋 政貴     保健福祉部地域福祉課主事 

（関係室課） 

 高橋 信之     政策地域部地域振興室主任主査 

松田 耕一     商工労働観光部観光課主査 

千葉 行有     県土整備部道路環境課総括課長 

中田 晴久     県土整備部建築住宅課主査 

青栁 成幸     県土整備部建築住宅課技師 

 

 

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、「平成 28年度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 29名中 25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、会議は成立しておりますことを御報告いたします。 

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御挨拶申しあげます。 

 

２ 挨拶 

（佐々木部長） 

県の保健福祉部長の佐々木と申します。本日は、皆様、何かとお忙しいところ、またお寒い中御

出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

平素よりひとにやさしいまちづくりの推進に当たり、それぞれの御立場で実践していただき、あ

るいは県の施策等に対する御支援をいただきまして、この場をお借りして感謝申し上げます。 

本協議会は、ひとにやさしいまちづくり条例に基づき設置しているものでありまして、昨年の８

月、委員の改選がございました。皆様方には、色々お忙しい中、委員就任をお引き受けいただきま

して、この場をお借りして改めて感謝申し上げます。今後、ひとのやさしいまちづくりの推進に当

たり、色々と御意見を賜りますようお願い申し上げます。 

さて、県では、条例に基づきまして、「ひとにやさしいまちづくり推進指針」を策定し、誰もが

安心して暮らしやすいまちづくりの推進に向けてハード・ソフト両面から取組を進めて参りました。

こうした中、御承知のとおり、人口減少、少子・高齢化や国際化の進展に加え、東日本大震災津波

からの復興の取組、昨年の４月には障害者差別解消法が施行され、また、昨年の秋には、本県で開

催された国体及び全国障害者スポーツ大会を通じて醸成された障がいに対する県民の理解などを

踏まえ、ひとにやさしいまちづくりの取組をより一層推進していくことが求められていると存じま

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に係る主な取組の内容について御報告

させていただきますとともに、今後、取組を進めるに当たっての課題についてお示しし、御審議い

ただくこととしております。 

限られた時間ではありますが、忌憚のない御意見を賜り、今後の県政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 委員紹介 

（佐々木担当課長） 

では、続きまして、本日の出席委員の方々を御紹介いたします。 

本日は、昨年８月１日付けで委員の改選がありまして、１回目の協議会でありますので、本日お

配りしました出席者名簿の順に私の方から御紹介させていただきます。 

 

【名簿に沿って紹介】 
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４ 会長及び副会長選出 

（佐々木担当課長） 

続きまして、会長、副会長の選出に入らせていただきます。 

  当協議会の条例第 37条第１項の規定によりまして、会長及び副会長を１人置き、委員の互選とさ

れております。選出の方法につきましては、いかがいたしましょうか。 

 

  【委員から事務局一任の声あり】 

 

  事務局に一任との声がありましたけれども、こちらから案をお示しするということでよろしいで

しょうか。 

 

【異議なしの声】 

 

  それでは、事務局から御提案させていただきます。前回に引き続きまして、会長は、狩野委員、

副会長は大信田委員にお願いしたいと存じますが、皆様、御異議ございませんでしょうか。 

 

  【各委員から異議なし】 

 

  それでは、御異議ないようでございますので、会長には狩野委員、副会長には大信田委員という

ことで決定させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

５ 議事 

（佐々木担当課長） 

  それでは、次第の５の議事に入らせていただきます。議事の進行につきましては、条例第 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されておりますので、狩野会長には議長

席の方に御移動いただきまして、以降の進行につきましてよろしくお願いいたします。 

 

【狩野会長、議長席に移動】 

 

（狩野会長） 

ただいま会長に選出いただきました狩野です。よろしくお願いいたします。それでは、早速、議

事に入らせていただきます。 

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

から説明をお願いします。 

 

  【事務局（淺沼主任主査）から資料１－１、資料１－２、資料１－３に基づき説明】 

 

（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議事（１）について、御質問や御意見があり

ましたらお願いいたします。 

 

（髙橋（幸）委員） 

 ２つ質問があります。１つ目は、ひとにやさしい駐車場の利用証の更新についてです。私は北上市

に住所がありますが、母の介護のために盛岡市に住んでいます。利用証の更新のため盛岡の振興局で

手続きしようとしたところ断られてしまいました。北上市を管轄する窓口に行ってくださいと言われ

ましたが、実際に住んでいるのは盛岡市なので、盛岡市を管轄するところで手続きしてほしいのです。

このような例も他にあるのではないかと思いました。事情を理解していただき、手続きをしていただ

きたいということです。 

 それから、通訳者の養成ですが、なぜ目標数に達していないのかという辺りがよくわかりませんで

したので、もう少し詳しくお話していただけますか。 
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（狩野会長） 

 利用証の手続きと養成者数の目標値について、事務局からお願いいたします。 

 

（松尾主任） 

 まず、駐車場ですけれども、手続き上、現状といたしましては、住所地があるところを管轄する振

興局が窓口で利用証を交付している状況でございます。今、お話のありましたことは、他ではまだ伺

っておりませんけれども、今後、こういうこともあるかもしれませんので、手続きについて検討して

いきたいと考えております。 

 

（髙橋（幸）委員） 

 よろしくお願いします。 

 

（狩野会長） 

 手話通訳者の養成の目標値についてはいかがでしょうか。 

 

（淺沼主任主査） 

 通訳者の年間養成目標数を 30としておりまして、年間では達していなかったということです。研修

の参加日数を確保するとか、長期間通わなければならないなどといったことから、研修の参加者が増

えないのではないかと考えてございます。 

 

（髙橋（幸）委員） 

 通訳者を目指すための研修に参加する人数ということでしょうか。 

 

（松尾主任） 

 最終的には試験を受けて通訳者として登録される方のための研修でございます。 

 

（髙橋（幸）委員） 

 わかりました。30人という目標はやはりとても難しい目標人数だと思います。御理解いただいた方

が良いと思います。30人という目標人数は、達成できるわけのない難しい人数だと思います。 

 

（松尾主任） 

目標値の数につきましては、岩手県障がい者プランにおきまして、毎年度、手話通訳者と要約筆記

者を 30名養成していくということでございまして、それをもとに主要な指標として設定させていただ

いておりますが、障がい者プランを策定している所管課の障がい保健福祉課には今いただいたお話を

伝えたいと思います。 

 

（髙橋（幸）委員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。あと、他の委員の方でなにかありますか。及川委員お願いいたします。 

 

（及川委員） 

 昨年から、報道されていますように、鉄道駅のホームからの転落事故が減らないという実態があり

ます。全国に 9,500の鉄道駅があるそうですが、年間 3,600件くらいホームから落ちる事故が発生し

ています。ここ半年以内には、３人の視覚障がい者が死亡しております。 

 その他に、私達の会で確認しているだけで、転落による骨折等が２件、ここ半年以内に起きていま

す。そういうことで、国交省からは、鉄道関係者に通達が出ていると思いますが、いずれ岩手県で死

者が出るという惨劇が起こらないような施策を講じていただきたいと思っています。これは時間の問

題で、私は起きると思っています。事故が多発することによって、社会参加や自立度が低下していく

ことを心配しておりますが、いずれにしろ見えにくい人、見えない人ではなくて、見えにくい人ある
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いは視覚障がい者だけに留まらず、高齢者も結構落ちていると伺っております。スマホ歩きもあると

思います。ぜひ、鉄道駅ホームからの転落を回避していただくような、具体的な目標を立てていただ

きたいと思います。緊急に要望しようと思っているのですが、非常事態宣言だと私は思っております。  

２つ目ですが、私達は移動することが非常に不便なものですから、まっすぐ歩くというのは大変な

ことです。ですから、点字ブロックの敷設はこれまでも随分お願いしてきたわけですけれども、交差

点のエスコートゾーン、盛岡市内に確か３か所敷設があると聞いていますが、非常に岩手県は遅れて

います。そのため、エスコートゾーンの増設をお願いしたいと思っております。昨年度施行されまし

た障害者差別解消法の合理的配慮でも、これが進まないと視覚障がい者の社会参加と自立が増加して

いきません。そうすると自立度が下がります。自立度が下がるということは歩行能力が落ちます。事

故の惨劇が絶えないという実態に直面しておりまして、私ども、エスコートゾーンの増設と鉄道駅ホ

ームの転落防止のガード柵の施策について、緊急のお願いをしたいと思っております。これからの計

画等がありましたら、ぜひお聞かせいただければと思います。 

 

（狩野会長） 

働きかけをしているかということも含めて、答えられる範囲で良いと思いますけれどもいかがでし

ょうか。 

 

（高橋主任主査） 

 地域振興室の交通担当の高橋と申します。よろしくお願いします。 

 今、御意見いただきました鉄道駅の転落防止についてですけれども、国で対策の指針を定めている

ところでございます。県におきましても、国の指針に基づき、鉄道事業者、ＩＧＲいわて銀河鉄道や

三陸鉄道ですとか、第３セクターの鉄道もございますので、そのようなところに転落防止の対策につ

いて働きかけをしているところでございます。 

 

（狩野会長） 

 ＪＲ東日本ではいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

（酒井委員） 

 ＪＲ東日本の酒井でございます。今、いただきました御意見、御指摘に関しまして、先日、弊社の

首都圏の駅において視覚障がい者の法の転落事故が発生いたしました。大変残念な痛ましい事故であ

り、弊社としても重大な事象、緊急な課題であると認識しております。首都圏につきましては、ホー

ムドアの整備を進めてございます。東北あるいは岩手県につきましては、ホームドアは車両との関係

性もございますので、面的に整備しないといけない事情、あるいは利用者数との関係等もあるなかで、

なかなかホームドアの整備がすぐには難しいということもありますので、まずは内方線付きブロック、

点字ブロックの中でも、ホーム端部がどちら側にあるかということをきちんと明示するブロックをし

っかり整備していこうということで、こちらについては、補助金等を得ながら整備していくのが通常

でございますが、先ほど御指摘いただいた状況を踏まえまして、どんどん前倒ししてやっていこうと

いうことで、当社では単独施策として推進を加速してございます。御利用の多い駅を中心に先行的に

取り組んでおります。あるいは、視聴障がい者の方の施設がある駅等を中心に重点的に整備を進めて

いるところでございます。しかしながら、全ての駅を一度にということは当然なりませんので、優先

順位をつけながら行っているというのがハード的な対策でございます。 

 もう１つは、そういった対策も時間がかかる面がございますので、緊急な対応として、声かけサポ

ートというものを強化してございます。駅社員のみならず、非番の社員も含めまして、視聴障がい者

の方がいらっしゃった場合には、積極的にお声をかけて、「何かお困りのことはありませんか」とサポ

ートできることはどんどんしていこうということで、ソフト面の対策も併せて取り組んでいるところ

でございます。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。 
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（及川委員） 

 鉄道駅ホームのことですが、10万人以上というのが国交省で示された乗降客の数字と伺っておりま

す。今年度、30億くらい補正予算がつきましたが、10万人となると岩手県ではほど遠い話だと思って

います。少なくとも県都とか、私、全国の役員をやっていますけれども、（岩手県には）付いていない

と言ったら、何をやっているんだと言われます。御社からすると 10万人程度ということになるのかも

しれませんけれども、その数字ではなかなか順番が回ってこないという懸念をもっておりますので、

ぜひ優先度の考え方をもうちょっと見直していただきたいというのが私の意見です。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。これは御意見ということでよろしいでしょうか。あといかがでしょうか。 

 

（小笠原委員） 

 公募委員の小笠原純子といいます。私は高齢者の立場です。何に一番気がついたかというと、30年

前から車を運転しておりますが、今回、高齢者講習を受けました。講義では、先ほど及川委員がお話

されたように、高齢者は視力、視界がかなり衰えているということで、見通しの良い交差点でも事故

が起きていることなどについて事例紹介がありました。それで、不自由な方も、これから不自由にな

る私達も、こういうことは皆大変重要に考えるべきことだなということがわかりました。 

 それからもう一つ、ＪＲの方のお話に関連して、私、盛岡に来るときは電車を利用していますが、

ＪＲの車内放送のキャンペーン、思いやりと声かけというものが流れました。いつもならスマホや携

帯電話の使い方の注意について放送が流れますが、いつもと違う、思いやりや声かけというものを聞

いたので、今日の場でお話しようと思って来ました。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。情報提供ということでよろしいでしょうか。あといかがでしょうか。あ

るいは事務局の方で何かコメントはよろしいですか。 

 

（佐々木担当課長） 

 先ほど、及川委員から交差点のエスコートゾーンの増設という御意見をいただきましたけれども、

この場で回答できる者がおりません。後日、管轄している警察に伝えさせていただきたいと思います

ので、御了承いただきたいと思います。 

 

（太田代委員） 

 歩道についている点字ブロックというのは警察の管轄なのですか。エスコートゾーンではなく、通

常の道路の点字ブロックのことです。 

 

（千葉総括課長） 

 歩道についている点字ブロックは、道路管理者が管理しております。横断歩道についているエスコ

ートゾーンは、公安委員会が管理しております。 

 

（太田代委員） 

 ここまでが横断歩道、歩道という境目ははっきりしているのですか。 

 

（千葉総括課長） 

 はっきりしています。車道に出れば横断歩道になります。 

 

（太田代委員） 

 もう一ついいですか。２年か３年かもっと前だったかもしれません。この会議だったかもちょっと

覚えていないです。盛岡市の映画館通りの点字ブロック、見えない人、見えにくい人、そういった人

から言わせると、グレーの点字ブロックはとっても嫌なのだと。この場でしたか、ありましたよね。

これは、結構、前だったと思うのですけれども、その後どのように解消される予定になっているのか、

どこにどのように伝えたのかということを聞きたいです。 
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（狩野会長） 

 具体的な場所のことですけれども、私ども、知っている範囲では、映画のフィルムのイメージでグ

レーにしたと聞いています。その後どうなったかについては、事務局の方、いかがですか。 

 

（千葉総括課長） 

 映画館通りは盛岡市の道路ですので詳細はわかりませんが、いずれ、県では点字ブロックの色の基

本は黄色ということで進めております。ただ、まちづくりのなかで、黄色以外で色を選ぶ場合は、話

し合って決めることにしております。 

 

（太田代委員） 

 この協議会から盛岡市に対してこういう意見が出ましたというアナウンスはしていないのでしょう

か。別に追求するつもりはありませんが、意見が出たのですから、そういうのはアナウンスしてくだ

さいということです。 

 

（佐々木部長） 

 前回出た意見をどのように盛岡市に伝えたか、今、詳細については承知しておりませんけれども、

改めて今日出たということでありますので、盛岡市にも改めて伝えたいと思います。 

 

（太田代委員） 

 よろしくお願いします。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。 

 

（川村委員） 

 ちょっといいですか、今の続きですが。ここで出たものが、岩手県だけでわかっていて、市町村に

いかないということですか。ここで提案されたものは、県だけでおさえていて、市町村などには伝達

されていなかったということですか。 

 

（渡辺総括課長） 

 今の件、映画館通りの件につきましては、手元に資料がないので、伝えたかどうかはわからないと

ころがあるのですが、先ほど警察に伝えると申しましたとおり、同じように、所管していないものに

つきましては、市町村と情報共有したいと考えております。今回いただいた御意見につきましては、

改めて市に伝えたいと思います。 

 

（川村委員） 

 よろしくお願いします。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。最後に、皆様に御意見を伺う時間があると思いますけれども、次に進ん

でよろしいでしょうか。 

 では、議事の（２）ひとにやさしいまちづくりを進めるに当たっての課題について、ひとにやさし

いまちづくり推進資金について、まず事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局から資料２－１に基づき説明】 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。ただいまの説明に関しての御意見、御質問いかがでしょうか。 

 

（佐々木委員） 

融資についての問合せが数件あって、申し出があったけれども融資に至らなかったということです
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が、難しかった理由は何だったのか、お答えできる範囲で良いですけれども聞きたいと思います。 

その理由によっては、中身を見直した方が良い、使われていないのであれば、制度としてある意味

がないかなということと、そういう予算を別の方に回す方が、もっと建設的な融資の利用といいます

か、限られた資金のなかで色々なことを対象としてまちづくりをしようということであれば、そうい

った方向で考え直すということも１つなのかなという印象を受けたので、なぜ融資に至らなかったの

かということを聞きたいと思います。 

 

（狩野会長） 

 ただいまの質問に対して、事務局、いかがでしょうか。 

 

（松尾主任） 

 問合せをいただいた内容につきまして、補足説明させていただきますと、申込みにも至らなかった

といいますか、問合せがありまして、制度について御説明したところ、融資ということで、補助では

ないのかということで、お話が切れてしまったという状況でございます。 

 

（狩野会長） 

 補助金だと思って聞いたら融資だったという話ですね。よろしいでしょうか。 

 

（川村委員） 

 今の融資制度、それから補助事業について、県として、取組みをどう考えていらっしゃるのでしょ

うか。 

 

（渡辺総括課長） 

 今回、このテーマを出しましたのは、実はこの融資制度が作られたのが、今から 20年くらい前にな

ります。作ったときは、バリアフリーの設備の改修といったことに対する誘導としておそらく有効だ

っただろうと思います。ただ、それからもうかなり時間が経ちまして、今、新しくできる、多くの皆

さんが使うような施設については、最初からある程度バリアフリーの設備になっておりまして、そも

そもバリアフリーを融資で誘導すること自体が既にずれてしまったのではないのかという認識をもっ

ております。 

 資料の後ろに東京都の例などを持ってまいりましたのは、これは融資ではなく補助なのですけれど

も、先ほどホームや交差点の話にありましたように、ただ単に段を無くせば良いということではなく、

これからは障がいを持った方がまちに出てきやすい方向に誘導できないかと思いまして、それでこち

らとしても色々と考えているところではあるのですが、皆さんにどういった形であれば、補助金なら

いいでしょうけれども、正直申しますと、この融資の枠を補助金に振り替えるというのはなかなか難

しいものがございます。ですが、融資制度であっても、ここが実は今足りないとか、そのような御意

見があれば教えていただきたいということでここにお諮りした次第です。 

 

（川村委員） 

 色々調べてみると、全国でも、融資制度というか、補助金制度取り組んでおられますよね。今、お

話がありました東京のタクシー、それから世田谷の小さな商店の出入口とかトイレの洋式化とか、そ

れから佐賀県など県が取り組んでいる分もありますし、市町村が行っているところもそれほど大きな

金額ではないですが、とにかく手の届く所からという感じで各自治体が取り組んでおられるように見

えます。ぜひこの辺も全国の状況を調べていただきながら、県内市町村が補助事業制度をできるよう

な環境づくりとか、今、お話いただいたように、障がい者が住みよいまちをどうつくるのかというよ

うなことをこのような場所で話をしながら、少額でも結構です、取り組みやすい場面を作っていただ

きたいと思っております。 

 それから、１つ提案がございます。この資料に「障がいのある人」という表現があります。この「障

がいのある人」という表現が正しいのかどうか、これは狩野先生の御専門でしょうから、東洋大学の

先生あたりは、障がいは障がいのある人が持っているものではなくて、抱きかかえているものではな

くて、環境に問題があるのだということをおっしゃっています。そういう部分で、障がいのある人と

いう呼び名が正しいのかどうか、それは抜きにしても、ここにいらっしゃる皆さん方だけでも、障が
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いというのは、その人の問題ではなくて、周りの環境ですということを今日、この表現を見て思い出

しました。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。まず、１点目の補助事業ですけれども、先ほど、難しいというお話もあ

りましたけれども、付け加えるところがもしありましたら、事務局、いかがでしょうか。 

 

（渡辺総括課長） 

 補助制度であればという声も、先ほど担当から説明ありましたとおりございますので、ただ、正直

に申しますと、ここで御意見をいただいたからといって、すぐ補助制度にはならないのですが、そう

いった声があるということに基づいて検討させていただきたいと思いますので、教えていただけばと

思っております。 

もう１つの、「障がいのある人」という話につきましては、今言われて、お恥ずかしい気持ちにな

っております。その辺はもう少し注意したいと思っております。 

 

（川村委員） 

 融資制度では、事業者は手が届かないところがあろうかと思います。そういう部分で、30万とか 40

万、他の市町村を見ますとそれほど大きな金額ではないですね、その金額でとりあえず、和式トイレ

から洋式に直そうかとか、車いすが入れるように商店のドアを広げましょうか、ということも大きな

ことになると思いますので、ぜひ取組をしていただければと思います。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。障がいについてはですね、「持つ・持たない」はやめましょうと。「ある・

ない」というのは、「持つ・持たない」より少し良いかなというところです。もう一つ、「障がい者」

と使うと、法律との関係が出てきてしまいます。そこでどのように表現するかということで、「障がい

のある人」という表現がここでは使われているのだと思います。「障がいを持つ」と言うと好きで持っ

ているわけではないから、「ある・ない」は、ある意味客観的に判断できるのではないかと、そちらの

方を県の場合は使っているのだと思います。何が適切かというのは議論して少しずつ変わってきてい

ますので、それはまた県の方で検討していただければ良いと思いますけれども、今、また、これから

意識しますというお答えがありました。ここで意見がでて、検討すればいいのかなと思いますけれど

も、言葉づかいというのはすごく難しくて、昔は「老人」と言っていたのが、「高齢者」になってとい

うように、時代の状況によって、進めば進むほど良くなったり変わったりします。ここが一番こうい

う意見を言うところだと思いますので。こういう活発な意見を受けて考えていただければいいのかな

と思っています。あと、いかがでしょうか。 

 

（若林委員） 

 子育てネットの若林と申します。今の融資制度ですが、融資実績の内訳を業種で見ますと、診療所、

薬局等が非常に多くて、一般的な商店などはほとんどないということがあります。業種によって使い

やすい、使いにくいということがあるとすれば、やはり少額でもいいので補助ということで、高齢者

妊婦、病気がある方がまちにでやすいようにということを目指していらっしゃるのであれば、一般的

な商店とか、あるいは、皆がまちにでかけて使うようなところにも出やすいお金の使い方ということ

をちょっと検討していただきたく、今日も、商工会議所の方もいらしていると思いますので、ぜひ、

そういう視点からも、お金の使いやすい方法というのを検討していただきたいということを希望しま

す。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。少額でも補助の方ということですね。 

 

（竹田委員） 

 竹田と申します。よろしくお願いいたします。今の若林委員の関係で私もちょっと付け加えさせて

いただきたいのですけれども、私の友人のお父様が高齢もあり、車いすを使用しています。食べるの
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が好きな方で、施設に置いておくわけにはいかないということで、外出するのですけれども、トイレ

で困ると言うのですね。お店に一緒に行くと、とにかく洋式でも辛いと。70代後半、80歳くらいでし

ょうか、そのお父さんの楽しみの食べ物、大きなお店に行けば、確かにトイレは立派ですが、あまり

人が多いところに行くと疲れるし、お身体の関係もありますよね。食べ物屋さん、まちに出る楽しみ

の一つだと思いますので、ぜひ、補助の額は少なくても、小さなお店などでも活用できれば、また、

トイレの情報のマップなどもあれば、この前のセミナーの講演で秋田の方からお話がありましたけれ

ど、皆が安心して食べたいところに行けるとか、そういうことが本当にやさしいまちづくりなのかな

と思います。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。御意見ということでよろしいでしょうか。 

 補助金ということで、私も聞いたことがありますけれども、県の方針として、少額の補助に対する

効果について検証されたようです。それでこのような結果になっているということがあります。状況

が少し変わってきているかもしれませんけれども、この協議会で出たことについては、事務局の方も

御了承いただければと思います。 

 実際の施策となると、先ほど事務局からお話ありましたように、変えることは非常に難しいことが

あると思います。こういう意見が出たということは一応確認しておいていただければと思います。 

 私も作る方ですけれども、パンフレット、チラシですね、どうしても制度しか見えないので、一番

良いのは、使われた方の感想みたいなものを入れてみるのが意外と効果があるような気がします。こ

の融資を進めるのであれば、色々な意見がありましたけれども、実際利用された方からの「こういう

風にやって上手くいきましたよ」、「お客さんからも喜ばれました」ということがとてもインパクトが

あるような気がします。どうしても行政の発想だと制度の良さをアピールしますけれども、使われた

方の感想を入れてみることも一つかもしれません。少し検討いただくこともあるかなと聞いていて思

いました。 

 

（太田代委員） 

 優遇措置は、保証料率の割引ぐらいですよね。金利そのものは、幾分かは優遇していると、事務局

側では言いたいのかなという感じはするのですが、一般的にみれば、そんなに優遇されている金利で

はないような気がしますので、はっきりと書いているのは、信用保証料の割り引き、0.05%というとこ

ろかなと思いますが、そういう認識でよろしいでしょうか。 

 

（渡辺総括課長） 

 そのとおりでございます。御指摘のとおり低金利でございまして、魅力的なものではないというこ

とは認識しております。そういったこともあって、当方でも困っているということが実情でございま

す。 

 

（太田代委員） 

 一応、続けるということで、例えば、利子補てんであるとか、そういったものは、なかなか予算的

な部分で難しいのでしょうか。 

 

（渡辺総括課長） 

 利子補てんといったものもございますけれども、ただ、この融資制度がそういったものに転換しう

るかと、今の予算の範囲内で同じ金額を補助にそっくり移せるかと申しますと、なかなかそういうわ

けにはいかないというのが実態でございますので、今、色々な御意見がありまして、検討させていた

だきたいと思いますので、また、その際には御意見をいただきたいと思います。 

 

（太田代委員） 

 はい。ありがとうございます。 

 

（狩野会長） 

 よろしいでしょうか。あと、いかがでしょうか。 
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 また、最後、全体をとおして意見をいただくようにしたいと思います。それでは、次に進めさせて

いただきたいと思います。では、「イ 観光のユニバーサルデザイン化」について、事務局から説明を

お願いいたします。 

 

【事務局（松尾主任）から資料２－２に基づき説明】 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。それでは、今の、３ページ目の(3)に岩手県立大学と県との協働研究とあ

りますが、補足説明させていただきます。 

 この協働研究というのは、自治体や地域の課題を大学に申請していただくと、大学が教員などを公

募して対応するというシステムです。私の方で手を挙げさせていただきまして、ここにいらっしゃる

阿部先生にも入っていただいていますけれども、引き受けさせていただいています。大学がその研究

テーマで研究するという仕組みです。それで何をしているのかといいますと、最終的にはバリアフリ

ーツアーセンター、東北で言うと秋田、仙台、山形、福島にはありますけれども、岩手と青森は今の

ところはまだありません。ただ、岩手は、この後説明していただきますが、期間限定で実施しました。

そういうものをいずれ作るということを想定して、何が必要なのかということを色々と考えています。 

 情報提供ですと、ＪＴＢさんとか、そういうところになかなか適わないので、バリアフリールーム

がありますよというホテルだけど、実際に行って、大信田委員と秋田に行った時も、バリアフリール

ームに泊まったけれど実際には使えなかったということもありますので、細かい情報を集めて蓄積し

ていかないと役に立ちません。そういうものは地元でしかできないし、その辺りを一所懸命調べてい

るというところと、あと、うちは学生がいますので、学生が、プロではない補助というのでしょうか、

プロだとお金を払わなければならないですけれども、うちの学生だと介助の仕方を教えてあげるから

ちょっとやってみようということで対等さがあります。そうすると、リピーターが来たときに、去年

は下手だったけど、今年は少し上手くなったと。リピーターが少しずつ増えるといったことにつなが

ります。岩手あるいは大学だからできることを少し提案するために、進めています。 

そして、実はバリアフリーツアーセンター、全国にありますが、補助金で動いていて補助金が切れ

ると活動ができなくなっているところがたくさんあります。それで、どのくらいなら相談料出してく

れるか、そうすると 2,000円位までは出してくれると、そういう人が結構いるということがわかって

います。ただ、それを超えると一気に少なくなりますので、そういう辺りの、岩手ならではのものが

何かできないかということを考えています。要するにお金をもらうとなると、旅行業でいうと資格を

とらなければならないとかそういうことがありますけれども、その辺のノウハウなどを少し考えてい

るところです。 

それから、バリアフリーはどうしても、ここは県の会議ですので、公共施設を全部整備しましょう

ということになりますが、旅行関係というのは民間企業です。そうすると、全部できなくても、一部

でもいいのではないかと。ゼロよりはいいのではないかと。もちろん 100というところを目指します

が、少しでもできていたらそこをアピールして、少なくともうちは車いすトイレがいっぱいあって、

玄関のところは、入口は段差ありませんと。来てもらって、リピーターになって、お金を払ってくれ

たら少しずつ直すとか、民間ですのでそういうことでもいいのではないかとか、行政主導というもの

と実際に民間ができることを一つずつ進める。その辺りの提案をつなげるということでの研究をさせ

ていただいています。なかなか結果が報告できないですけれども、いずれ機会があれば報告させてい

ただければと思います。そういうことを研究しているということです。 

 もう一つ、今日は、平泉の小野寺委員に来ていただいています。平泉で障がい者スポーツ大会の期

間を中心として色々と活動いただきましたので、ちょっと説明をお願いして、そのあと質疑に入りた

いと思います。小野寺委員、よろしくお願いいたします。 

 

（小野寺委員） 

 小野寺でございます。それでは御説明申し上げますが、いわて国体を挟んで、９月１日から２か月

間、観光情報センターを平泉駅構内に設けました。利用者は５件でした。周知が全然ないなかスター

トしましたので、そういう中で５件が多いのか少ないのかわかりませんが、５件でした。 

５件の内容はと言いますと、車いすがどこに置いてあるのか知りたい、バリアフリーの宿泊施設が

あったら紹介してくださいというお電話でした。あと、中尊寺、毛越寺に行くので、パーキングから
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どのくらいの距離か知りたい方もおられました。 

それから、最終日に、本来の形での、電話で個人でのお申込みがありまして、平泉に行きたいので

介助をお願いしたいということがございました。今回、私達、介助ボランティアと言っておりますが、

事前に協議して、車いす使用者に限定して行いました。車いす使用者の介助を土日のみ行うことをイ

ンターネットで呼びかけました。実際は、手話通訳が必要な方達が平泉に行きたいと言っているとい

うお話を水沢タクシーの方からいただきまして、急遽、町内探しました。手話ができる人はいたので

すが、スケジュールが合わずお断りしたところ、その方、水沢の方でしたので、水沢の社協に頼んで、

水沢の方で対応していただいたということがありました。何が起きてもいいように、介護やボランテ

ィアなどの情報を整理しておかないと、突然、手話通訳が必要と言われても、情報源が一切ないもの

ですから、非常に困惑した覚えがあります。 

最終日に来られた方は、車いすを使用している方で、電動車いすなのですが、全国を旅して旅慣れ

た方で、平泉は何回も訪れていますということでした。ただ、今回、インターネットで調べてみたら、

介助していただけるということを見つけて、一人で行くと色々と不都合なこともあるので、ぜひお願

いしたいということでした。まず、ホームページに無料と書いてありましたが、有料ですかというこ

とを最初に聞かれました。その次に何を聞かれたのかといいますと、一日いたいのですがお昼はこち

らが払うのですかなど、そういうことも聞かれました。また、前に来た時には、階段の手前までしか

行けなかったところで、今回、ボランティアがいるということで、写真が好きな方なのですが、お願

いされたボランティアが周りの写真を撮ったようで、それも大変喜んでいただきまして、その後、（そ

の方の）ホームページに掲載されておりました。 

 そういうことで、１件でしたけれども、かなり手応えといいますか、喜んでいただきました。こう

いうことを行うに従ってですね、お金や昼食ということもありましたけれど、拝観料をどちらが持つ

かということ、利用者に払っていただくのか、私たちが払うのか、その辺をあいまいにしていました。

たまたま１件だったものですから、平泉町では町民ですと、町民優待券がありますので、私、持って

おりましたので、それを差し上げて、それで入っていただくということにしたのですが、そのような

拝観料だとかボランティアの方の駐車料金など、色々なことを考えました。 

また、毛越寺、中尊寺など色々なところを歩いた時に、ボランティア介助がずっとついていくのか、

最初は２人ついて、一緒に回ることを考えたのですが、実は、ボランティアに登録していたのが 16

人なのですが、土日にボランティアができますと答えた方が６名しかいませんでした。この６名で土

日を回せるかということを最初考えまして、無理だろうとなりまして、もし利用者が多く、重なった

時はどうしようという不安でいっぱいでした。幸いにしてケースが少なかったから良かったのですが、

介助ボランティアを充実する必要があるのかなと思いました。それから、観光地の待ち合わせ場所と

か待ち合わせ場所に休憩所、トイレがあるだろうかとか、想定問答をたくさんつくっておりまして、

実際には１件だったということもあって、あまり杞憂することなく助かったのですが、これがたくさ

んの方がいらっしゃったら私たちもパニックになっただろうと思います。 

最後になりますが、この取組みの前に、町内の施設のバリアフリー化がどのようになっているのか

ということを、県から委託されて調査しましたけれども、県の方が調査の案内を各店舗に配布したの

ですが、なかなか回収率が上がりませんでした。調査に行っても良いかということに対して返事がな

いですし、返ってきても駄目ですというところが大半で、これじゃいけないと思いまして、大体顔見

知りですから、実際に行って説明すると、「あ、そういうことだったのか」とわかってくれました。 

ユニバーサルデザイン、バリアフリーと言いますが、一般の方の認知度はまだ低いと思います。説

明すると理解いただけますが、それまでちょっと興味がわかない、そういう状況でした。また、調査

では、介助犬についても確認しましたが、犬は駄目と言うところが意外と多かったです。これも説明

するとわかっていただけましたが、意外とこういうことも認知度が低く、驚きました。 

利用が５件でしたので、あまり失敗はなく済みましたけれど、利用者の方には非常に喜んでいただ

きました。障がい者の方はホームページで情報を得て連絡を取るようですので、ホームページなどに

たくさん掲載されていると認知されるみたいでした。 

 

（狩野会長） 

 どうもありがとうございました。 

やはり実践してみると色々な課題がでてくるということ、うちの学生も含め、実はボランティアの

登録をどんどん増やしていかないと、相手の希望日に合わせられないということがあります私、委員
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会に入らせていただいているので、まず平泉からもっと考えてみたいと思っています。 

 今の行政の説明、協働研究の取組、それから平泉の実践について話がありましたけれども、御質問、

御意見がありましたらよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

 

（小野寺委員） 

 先ほど、三重県の伊勢志摩バリアフリーツアーセンターの話が出ましたけれど、この方たちの講演

を聞いたのですが、来年か再来年に三重県で国体があるのでしょうか。それに向けて、伊勢志摩では

さらにバリアフリーツアーセンターを充実させていくというお話でした。バリアフリーマップがしっ

かりとしていますし、それから、試験的に有料にした結果、利用者がいたということで、これからは

有料で制度を考えていきますというというお話もありました。 

 

（狩野会長） 

 私も全国を調べまして、少し有料で、継続性がないと続かないということがわかっています。どこ

まで払ってもらうかはすごく難しいですけれども、そういうことを目指さないと続かないかなと思っ

ています。あといかがでしょうか。 

 

（及川委員） 

 観光もそうですが、全般的なことでまちづくりについてお話したいと思います。視覚障がい者、障

がい者と言ってしまうと限定的な障がい者となってしまいますので、今、圧倒的に全く見えない人と

いうよりは、弱視者が多いですね。弱視者というのはロービジョンということですけれども、ロービ

ジョンに対する啓発と社会環境への配慮をぜひお願いしたいと思います。弱視者、見えない人、見え

にくい人と言いますが、今後、啓発していただきたい。視覚障がい者という意味ではなくて、高齢者

の見えにくい人です。弱視者は 160万人くらい、ひょっとすると 200万人くらいいると眼科医が言っ

ています。この施策がまったく遅れていると言われております。そういうことで、これからのまち環

境の整備の中に、ぜひ見えにくい人、高齢者を対象とした環境整備を構築していっていただきたいと

いうのが一つ。 

それからもちろん観光も、私達はまったく知らないところに行くわけですから、見えにくい人は、

増して見えにくいですね。そういうことで、観光地の見えにくさを解消するような方策、これはパン

フレットも含めてなのですが、お願いしたいと思います。 

それから、最近、行政文書が非常に細かくて見えにくいと言われております。例えば、私は奥州市

に住んでおりますが、健康保険証は小さくて、確かに、行政コストを下げようという気持ちはわかり

ますけれども、もう少し市民サービス、県民サービス、地域サービスに視点を置いた、県民、地域住

民への配慮をぜひお願いしたい。非常に行政文書、通知文書が細かい。これは民間もそういう傾向に

あります。契約書も細々していて、何が書いてあるのかわかりません。そういう視覚からとらえた環

境、見えやすさという視点でのまちづくりをぜひ行っていっていただきたいというのが私の意見です。 

 

（加藤（千）委員） 

 盛岡市医師会から参りました加藤と申します。実は私、眼科医でございまして、今の御意見に対し

て、全く見えない方と見えにくい方、さらに色覚が異常で、ユニバーサルデザインと書いてあります

が、色のバリアフリーという概念といいますか考えも浸透してきております。今、お話があった、見

えにくい方に対する視機能を少しでも向上させる環境を作るということでは、拡大鏡ですとか、大き

なテレビ画面、例えば、書類をカメラの下において大きなモニターで見るとか、そういったものもあ

ります。ただ、かなり高額ですし、もちろん補助も出るのですが、そういったものを公共の場所に設

けるとか、先ほどお話のありました保険証や書類などを見る時に公共施設で見ることができるものを

配備することも良いのではないかと思います。 

今、申し上げた色のバリアフリーですが、なぜ点字が黄色かというと、色覚異常の方でも、子ども

でも、一番、黄色が見やすいということがあります。あとは、トイレの表示が男性と女性、黒と赤な

のですが、実は赤が見えにくい方は非常に黒との区別がしにくいですね。ですので、もちろん、赤が

女性というのはもう認識としてあると思いますが、男女の区別の強調の仕方ということも含めて、色

のユニバーサルデザインといったことも対応していただけると良いと思います。 
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（狩野会長） 

 ありがとうございました。研究的なところでは、今日いらしている岡先生、情報提供では、阿部先

生が色々と取り組んでおられます、そういう辺りで、岩手県でも頑張っていると思いますので、活か

せるように大学の方も協力していきたいと思います。 

 昨今は、今までのバリアフリー施策よりももっとレベルの高いところが課題になってきているとい

うのが現状だと思います。その辺りを皆さんも意識していただいて、この協議会で意見を言ったり情

報共有できればと思っています。 

 あと、御意見ご質問あればお願いいたします。よろしいでしょうか。 

そうしましたら、５（３）その他ですけれども、まず、事務局の方ありますでしょうか。ではお願

いします。 

 

【事務局（松尾主任）から参考資料（資料１－３関係）に基づき説明】 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。御覧いただいたとおりですが、御意見ありますでしょうか。 

 

（髙橋（智）委員） 

 数が少ないというのはどういうことでしょうか。 

 

（狩野会長） 

 マップに掲載している施設の数ですね。これは、県にしてみれば、かなりの数あるという認識で良

いでしょうか。初めてつくったものではなくて、今回、リニューアルしたということで良いですよね。 

 

（松尾主任） 

 今年度見直しを行いまして、調査後の登録施設につきましては、約 1,500施設でございます。 

 

（狩野会長） 

 結構な数あると思います。あといかがでしょうか。全体をとおして何かありますでしょうか。 

 

（赤坂委員） 

全体をとおしてではないですが、前回の協議会で点字ブロックの黄色が見やすくてグレーが見にく

いというお話がありまして、映画館通りの話が出ましたけれども、自分の住んでいる地区を見ると全

部グレーでした。八幡町の遊歩道、中ノ橋通り、南大通りなど全部グレーでした。事務局では、所管

の部署に伝えますとおっしゃってくださっていたようなので、良かったと思っていましたけれども、

八幡宮の辺りから盛岡劇場に曲がる辺りのところでしょうか、工事が始まって黄色になったかなと思

ったら、グレーでした。所管の方に伝えてどのような回答を得たかということもこの協議会で話して

くだされば、例えば、工事は大分前から予定が決まっているでしょうから、伝えたけれども、既に決

まってしまっていて駄目だったとか、今後の工事は黄色に変えるように回答があったとかということ

を教えていただければ、ここで協議したことが身になるのではないかと思いましたので、お願いしま

す。 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。先ほどの続きです。確認しておいていただいてというところだと思いま

す。映画館通り以外もグレーだということで、赤坂委員から御指摘がありました。 

 

（渡辺総括課長）  

 おっしゃるとおりで、大変その辺は反省しております。今日いただいた話につきましては、しっか

りと伝えさせていただきまして、今、教えていただいたとおり、伝えたからといってすぐ変わるもの

ではないと思うのですが、伝えて、その後どういう検討状況にあるのかとかですね、難しいというこ

とであればその難しいという状況を皆さんにお伝えしたいと思います。 
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（狩野会長） 

 よろしいでしょうか。では、私の方で担当する議事はこれで終了いたします。御協力ありがとうご

ざいました。では、事務局の方にお返しいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

（佐々木担当課長） 

 委員の皆様におかれましては、御審議いただきまして、誠にありがとうございました。それでは、

次第の６のその他ですが、議事以外で何か皆様のほうからありましたらお願いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

（髙橋（智）委員） 

 東日本大震災からあと１か月で６年経ちますが、その当時、今まであったとおりに復旧すれば補助

が出るということで、トイレがないまま立て直したホテルもあります。これは今後直せるのでしょう

か。できれば、国と相談していただいて直していただければと良いと思います。 

 宮古市役所は工事が始まりましたが、図面の段階で障がい者の人達の意見を聴いて取り入れていた

だきました。今後も他の施設もそうしていただければすごく良いものができると思います。 

 

（佐々木担当課長） 

 お答えできる範囲でですが、災害復旧の関係については、基本的には、現状復旧というのが基本に

なっていると思います。 

 ２点目の公共施設の意見聴取につきましては、公共的な施設、特に市役所等、公共団体が設置する

施設については、利用される障がい者の方などの意見を聴く場を設置するということにしておりまし

て、これにつきましては、今後も取り組んでまいりたいと思っております。 

 その他に、皆様から何かございますか。それでは、ないようでございますので、本日の協議会の結

びとしまして、佐々木保健福祉部長からコメントをいただきたいと思います。 

 

（佐々木部長） 

 長時間にわたり熱心な御審議ありがとうございました。本日、様々な意見を頂戴いたしました。 

 ひとにやさしいまちづくり、ユニバーサルデザインというのは非常に範囲が広くて、行政の分野で

いっても色んな施策分野にまたがる、あるいはそれぞれであるものであります。 

 主体的に取り組む部署のお話がありましたとおり、県が直接関わる部分あるいは国、市町村、それ

から各民間事業者に取組んでいただく部分とかありますので、今日いただいた意見につきましては、

整理した上でしかるべきところにお伝えするなり、対応を考えていきたいと思っております。また、

その状況についても、次回以降の会議でお知らせできるようにしたいと思っております。本日はどう

もありがとうございました。 

 

（佐々木担当会長） 

 では、以上をもちまして、平成 28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いたしま

す。皆様、大変ありがとうございました。 


