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平成 29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 30年２月９日（金） 13時 30分～15時 30分 

（開催場所）プラザおでって３階大会議室（盛岡市中ノ橋１−１−10） 

 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 委員紹介 

４ 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) 今後のひとにやさしいまちづくりの取組について 

(3) その他 

５ その他 

６ 閉会 

 

［出席委員（敬称略、五十音順） 29名中 22名出席（欠席７名） 

 赤坂 栄里子    一般社団法人岩手県歯科医師会理事 

 岩渕 謙悦     公益財団法人岩手県観光協会専務理事兼事務局長         

（代理出席 田丸 裕佳子 観光振興部長） 

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  社会福祉法人いちご会理事 

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 

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事務局長 

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 

   千葉 則子     岩手県ホームヘルパー協会会長 

野辺地 省吉    岩手県障がい者社会参加推進センター事務局長 

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 

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） 

八重樫 幸治    保健福祉部長 

渡辺 英浩     保健福祉部地域福祉課総括課長 

淺沼 修      保健福祉部地域福祉課主任主査 

山本 美香     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任 

（関係室課） 

 前田 敬之      保健福祉部障がい保健福祉課障がい福祉担当課長 

 長岡 浩一     保健福祉部健康国保課主任主査 
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豊田 優子     政策地域部地域振興室主査 

村上 明子     政策地域部地域振興室主査 

内舘 健介     商工労働観光部観光課主査 

東城 直貴     県土整備部道路環境課主査 

嶋田 英人     県土整備部建築住宅課主任主査 

鎌田 和暁     県土整備部建築住宅課主査 

 

 

１ 開会 

（地域福祉課浅沼主任主査） 

本日出席予定の委員の皆様がお揃いですので、ただいまから、「平成 29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 22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。 

私、本日の司会進行を務めさせていただきます岩手県保健福祉部地域福祉課の浅沼と申します。

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、八重樫保健福祉部長から御挨拶申しあげます。 

 

 

２ 挨拶 

（八重樫部長） 

保健福祉部長の八重樫でございます。 

平成 29年度岩手県ひとにやさしいまちづくり推進協議会の開会に当たり、御挨拶を申し上げます。 

本日は、皆様お忙しい中、御出席いただき、誠にありがとうございます。 

また、委員の皆様におかれましては、平素からひとにやさしいまちづくりの推進に係る取組を実

践していただき、深く感謝を申し上げます。 

  県では、ひとにやさしいまちづくり条例に基づき、「ひとにやさしいまちづくり推進指針」を策定

し、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とソフトの両面から取組を進め

ているところです。 

近年では、人口減少、少子・高齢化や国際化の進展、東日本大震災津波や平成 28年台風 10号被

害といった災害からの復興など、ひとにやさしいまちづくりを取り巻く状況は変化しております。 

また、昨年度においては国体・全国障害者スポーツ大会が開催されたことで障がい者に対する県

民の理解が醸成されたところですが、今後、本県で開催されるラグビーワールドカップ 2019、さら

に 2020 年東京オリンピック・パラリンピックを見据えて、ひとにやさしいまちづくりの取組を、

さらに推進していくことが求められているところです。 

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主な取組状況を御報告させていただ

くとともに、今後の取組についても、御意見を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、忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げ、開会に

当たっての挨拶といたします。本日はよろしくお願いいたします。 

 

 

３ 委員紹介 

（地域福祉課浅沼主任主査） 

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。 

便宜上、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】 

 

４ 議事 

（地域福祉課浅沼主任主査） 

  それでは、次第の４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
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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、狩野会長に

は、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） 

  狩野です。よろしくお願いいたします。 

  早速、議事の方に入らせていただきます。（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、資料の１-１から１-４までありますので、事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（地域福祉課山本主査）から資料１－１、資料１－２、資料１－３までを資料に基づき説明】 

 

（狩野会長） 

  ありがとうございました。ただいま資料の１-１、１－２、１-３まで説明がありました。ここま

でについて、御質問や御意見がありましたらお願いいたします。 

 

（小笠原委員） 

  公募委員の小笠原純子です。障がい者駐車スペースのことについてです。私はこういう会議の場

で、知っていましたので、去年５月に夫が病気になって、２週間入院した後、医者の勧めもあって、

車の運転も控えた方がいいというお話を受けました。 

63年間車を運転したのを辞めて免許証を返納し、ひとにやさしい駐車場の申請をしました。丁寧

に指導されて交付されましたので、私はパートナーとして、これから車を運転することになりまし

た。病院などに行ったのですが、その時は夢中になっていて、ここに停めて、そのまま診察に入っ

てよいと思っていたのです。 

利用証の注意事項を読んだら、４番に、「本人が運転されない方は、利用証をお持ちの方の乗降

が済み次第、車をできるだけ一般の駐車場に移動いただき、指定駐車場の有効利用に御協力くださ

い」と書いてあるというのに目が留まりました。診察が終わるまでそのまま置いてよいと思ってい

ましたが、それからはタクシーで病院に連れて行くようになりました。 

パートナーが運転しているので、ここに置くものでもないと思いながらも、夫がスーパーなどで

食べたいものを選ぶことも必要と思い、スーパーに連れて行って、買い物をするときは、ひとにや

さしい駐車場のところや、車いす用駐車場のところに車を停めて買い物をして、10 分か 15 分くら

いで出ています。 

  先の説明で、区画が増えているということを、大変嬉しく思うし、これから、私のような例も含

めて、大事なことだと思います。 

「できるだけ」とはありますが、やっぱり改めて停めてみると、私も乗用車が大きめなので、こ

のくらい広いと楽だと思うし、たまに隣に同じ利用証を下げている人もいれば、お互いに何も声は

交わさないですが、利用しているんだなぁと思います。 

本当にありがたい制度だと思いますが、スペースの問題もあるので、「ここの駐車場はこういう

人たちが使うのだよ」、ということを、皆に知ってもらうことが大事で、必要だと感じます。 

  「ひとにやさしい」という名前では言葉が長いようにと感じますが、こういうのはどういうもの

でしょうか。まず、私は利用させていただいていることを感謝の気持ちを込めて述べました。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。使ってよかったという話と、御本人の運転しない場合の使い方をきち

んとしてらっしゃるということですね。 

 

（小笠原委員） 

 それが不向きな人もいますので、利用証を貰った時に、きちんと裏を見ていればよいのですが。 

 

（狩野会長） 

地域福祉課の方で、駐車場の使い方について、なかなか理解されにくいところがあるかとは思い

ますが、いかがでしょうか。 
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（地域福祉課山本主査） 

  昨年度まで、ひとにやさしい駐車場利用証の受付事務を行っていまして、受付の際には、御本人

が運転されない場合は、できるだけ乗降が済んだなら、一般駐車場へ移っていただくよう、お願い

していました。車いす駐車区画もやはりまだ十分とはいえないところがありますので、皆さんで譲

り合って使っていただければと思います。 

 

（狩野会長） 

 駐車区画数も普及していけば、制度も変わるかもしれませんが、今はこのような状態ということ

ですね。ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。 

 

（竹田委員） 

  竹田でございます。私は７ページ目の４情報（1）情報の③「視聴覚障がい者等コミュニケーショ

ン支援」の関連でございますけども、私も委員になって３期目ということになりまして、ボランテ

ィアのこととか、周りのことを注意して見るようになりまして、私自身勉強になっています。 

③の部分で音訳仕員・デジタル録音というのがあります。こちらの委員をやったことによりまし

て、去年、アイーナの４階視聴覚障がい情報センターの方に通い、無事に修了証書をもらいました。 

そのあと去年の４月から、現在もアイーナの方に通って録音した本を編集しております。利用者

ランキングが毎月あり、私が編集したものが、上位にランクインされたことが岩手日報「声」の欄

に掲載され、非常に励みになります。 

私の時は何人かいらしたのですが、今回、デジタルの新しい奉仕員がいらしてなくて、前に受け

て休んでいて、今度講習を受けるという方はいました。私は自分がやってみて、本を読んだのを編

集するということで、自分自身も勉強になります。 

例えば、新聞社で出している北の文学という本がありますが、一冊だけで５時間ぐらい、つまり

二人の方で 10 時間ぐらい掛かって読んでいます。読む方は、本当に必死になって読んでいらっし

ゃって、それを二人が校正して、私が編集したりして、さらに補正校正したりして、それだけ手が

掛かるものなんです。 

一冊の本を朗読してからも、何か月とかかるのです。もっともっと裾野を広げていくため、例え

ばですね、県でも、「いろんなところで、あなたのやさしさで、目の不自由な方も本を楽しむこと

ができるんですよ」みたいなことで、協力者を募っていくといいです。アピールして、講習さえ終

われば、自分の都合のいい時に、できる作業です。音訳・校正・編集などといろんな作業が必要な

わけです。 

いろんな方が手をかけたことによって、目の不自由な方が本を読むことができる、聞くことがで

きるわけですから、もっともっとボランティアの裾野を広げていくためには、皆さんに訴えていく、

１時間でも２時間でも都合のつく範囲で、アイーナの 4階の方で作業できますので、岩手県民の方

が興味を持っていただく取組をしてほしいなと思います。 

喜ばれている姿を見ると嬉しいものです。私も少しは人の役に立っているなと、私も目が近視で

ございますので、本は読めますけども、いつ見えなくなるか分かりませんし、やっぱり誰でも、ど

んな人でも文化的な生活といいますか、いろいろなことに接していくことができるためには、皆の

協力がもっともっと欲しいなという気持ちを持ちましたので、発言とさせていただきます。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。さらなる普及・啓発が必要な御意見かと思います。では事務局お願い

いたします。 

 

（障がい保健福祉課前田障がい福祉担当課長） 

竹田委員さんありがとうございました。障がい保健福祉課の前田と申します。今回御紹介いただ

きました、音訳奉仕員につきまして、アイーナの視聴覚障がい者情報センターの方でやっている事

業ということで、県でも取り組んでいるところでございます。やはり竹田委員がおっしゃっていた

だいたように、「こういったやりがいがあるよ」とか、「自分で地道に取り組んでいただいたものが
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このような形になる」と、竹田委員さんも、周りの方にも是非お話いただければありがたいです。 

それと併せまして、県としても視聴覚障がい者情報センターと連携しまして、より一層普及周知

に努めて参りたいと思っております。ありがとうございました。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。あと委員の方いかがでしょうか。 

 

（岡委員） 

ハード部分のことに関してちょっと伺いたいなと思うのですが、具体的に資料の１-１の２の主

要な指標の達成状況の、２のまちづくりのエの真ん中の公営住宅の高齢化仕様率というのがあるん

ですけど、関連としてＡ３の資料の５ページ目にも具体的に平成 28年度の実績と平成 29年度の取

組状況に県営アパートの建て替え状況が記載をされております。 

この 39％から 40％という、この数字そのものが、よくやっているのか、高いのか、高くないの

か、若干この中の資料の中では読めないな、見通せないなということです。 

もっと言えば公営住宅の高齢化率というのが、どの程度あって、それに対しこのアパートを含め

て優先順位をつけながらこういう風にやっていて、40％となっているのか、というようなところの

部分の補足的な説明というものがあると、この資料の上の方を見ていると高いのですが、この数字

だけ見ると低く、単純に見るとこの低さというのが、本当に低いのか、これで十分なのか、現予算

の中での精一杯頑張っている数字になるのだよ、というところの説明があると、我々もこの数字に

対する納得というところができるかと思うんです。 

建築云々に関しては、予算化というものもあるでしょうし、建物が老朽化して建て替えた方がよ

いというところにもなるでしょうし、そこがちょっとこれだけでは読めない、分からないので、そ

の辺、もしお分かりになれば説明していただきたいと思います。 

 

（狩野会長） 

建築住宅課さんがいらしてますね。説明をお願いします。 

 

（建築住宅課鎌田主査） 

建築住宅課の鎌田といいます。よろしくお願いします。今日、こちらの公営住宅関係の担当者が

不在ですので分かる範囲で御説明させていただきたいと思います。県では、県営アパートの建て替

え等に伴いまして、ひとにやさしいまちづくりのバリアフリーに対する高齢化仕様率を高めるため

に推進しているところでございます。住戸の改善工事を行っているのですけれども、この数値が具

体に高いのか、低いのかといわれると、私の方でも掴んでいませんので、これは後日、補足説明と

いうことで、皆様に資料提供できればと思いますので、それでよろしいでしょうか。 

 

（岡委員） 

分かりました。もし、頑張っているんだというのであれば、普通の人が見ると、どうしても低い

ということへ行きがちなので、役所の業績をアピールされる方がよいと個人的には思っています。 

 

（建築住宅課鎌田主査） 

  公営住宅につきましては、ひとにやさしいまちづくり条例の協議等は、当然その仕様を含めるこ

とで、必要なくなっておりますので、100％やっているという認識でおりますけども、どのぐらい

努力しているのか、後で調べますので、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。私も建築住宅課には関心がありますので、この数値の意味だけ確認な

んですけども、戸数の全住戸の 40％が高齢化率対応というのではなくて、公営住宅団地が、配慮し

ている団地の数がという意味でいいんですね。 

 

（建築住宅課鎌田主査） 

  そういう認識をしておりました。 
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（狩野会長） 

  半分くらいというのは、高いのかどうか微妙なところだと思います。建築住宅課の方で、数字を

確認してもらうということでよろしいでしょうか。ありがとうございました。あとはいかがでしょ

うか。川村委員さん。 

 

（川村委員） 

 日本オストミー協会です。人づくり、啓発促進についてお聞きします。 

29年度の資料のところに、「LGBTの視点におけるユニバーサルデザイン」とあり、当事者の立場

について、ユニバーサルデザインを考えるためには、当たっていると思いますし、 ユニバーサル

デザインの推進には必要なことと思います。 

そこでちょっとお聞きしたいのですが、私たち日本オストミー協会では、内部障がいということ

で、理解しきれないというところがたくさんあるということで、県の方には、私たちの障がいを知

っていただくための研修会をしてもらいたい、あるいは講演会をしてもらいたいということで、お

願いをしておりました。その時に返ってきた返事がですね、「「障害者総合支援法の概要について」

の研修会を福祉担当者に執り行ったので」という返事が来て、オストメイト当人、当事者について

どういう生活実態なのか、という問い合わせは一切ございませんでした。 

やはり、ユニバーサルデザイン推進に当たっては、当事者がどのように考えているのか、当事者

の方から直接聞いていただきながら、また、生活実態を知っていただく、ということで初めて一歩

進めるのではないかと思っています。 

ぜひ、これについては実施をしていただきたく、お願いしたいと思いますし、他県では結構やっ

ております。それと、岩手県内でも、薬剤師会さんとか、日本医薬品登録販売協会さんとか、私の

方で依頼されて既にやっています。やっている途中のものもあります。県の方でも、そういう機会

をいただいて、推進していただくようにお願いしたいと思います。 

 

（狩野会長） 

 御意見ということですけれども、障がい保健福祉課のほうでありましたら、お願いします。 

 

（障がい保健福祉課前田障がい福祉担当課長） 

 障がい保健福祉課前田です。今、川村委員さんの方からお話しいただいたことですけれども、以

前の意見交換会の時に、当方の方から御回答たした内容ということで、承っております。 

その時にも、差別解消法の研修を行って、今年度も取り組んでまいりました。先ほど、当事者、

内部障がいをお持ちの方からの声を直接御説明する機会は、非常に大事なことでないかなと思って

おります。今、来年度の取組ということで、県職員あるいは、市町村職員向けの研修について検討

をしているとこでございます。委員からあった御意見も踏まえて、やり方は工夫させていただきた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（川村委員） 

 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

（狩野委員） 

よろしくお願いいたします。次に関係する具体的な話もありました。次に進めたいと思います。

１-４について事務局お願いします。 

 

 【事務局（山本主査）から資料１－４に基づき説明】 

 

（狩野会長） 

 ありがとうございました。また、質問等ありましたらどうぞ。竹田委員さん。 

 

（竹田委員） 

  本当にいろいろ確認していただいたことは感謝するんですけども、私は加賀野公民館に通ってい
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いまして、通るたびに、思うんです。本当に目の不自由な方のためでなくて、（点字ブロックを）

単なるデザインとしてやったのか、白とか黄色だったら、弱視の方だって見やすいのに、いったん

作っちゃうといつ直すのかなと通るたびに見るんですけども、全然直っていないので。何のための

点字なのかと考えれば、ああいうグレーの色は選ばなかったと思うんですよね。 

常識の範囲で分かると思うんですよね。作ってしまうといつ直るのか、また今度の木曜日に通る

のですけども、直せないのかなぁ、簡単に上に黄色のスプレーをするわけにはいかないのかなぁと、

通るたびに心が痛みます。以上です。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございます。なかなかそうですね、一旦作ってしまうと、直らないという現実がある

のかと思います。引き続き、調整ができればと思いますが、それなりのデザインなら、デザインと

してこだわらなくてもいいんですけど、この辺は引き続き話をしていくしかないのかと思います。

はい、小笠原委員。 

 

（小笠原委員） 

  点字ブロックのことなんですが、私はバスセンターのあたりに買い物に行ったりするので、バス

から降りて歩きます。その時、ちょうど点字ブロックが切れているところが２カ所あります。 

２カ所が、真っ直ぐではなく、ちょっと曲がって、車道にはみ出さないように、点字ブロックが

置かれているんです。ここに点字ブロックが無いと思ったときに、ちょうど女性の白い杖の方が歩

いてきました。すぐ近くのバスセンターの乗降車を案内する女性の方が、さっと行って手を添えて、

誘導してお手伝いしていました。やっぱりこういったところは、無いものはないで、何とかして、

通してあげているなと思いました。 

次に目に留まったのが、１月 18 日の岩手日報の声の欄に「乗り場案内親身女性に感謝」という

投書です。盛岡市の 84歳の女性の方が、「バスセンターの建物取り壊しのあと、乗り場変更されて

いるし、でも、雨風の中も、どんな吹雪の中も、女性のガイドさんが立っている。自分が乗り場が

分からなく聞いたら、親切に一緒に乗り場まで歩いてくれた」と、感謝の投書をしているんです。 

バスセンターの取り壊しで、これから建て替えの計画もあるんですけども、道路は盛岡市の管轄

だと思いますが、バスセンターに務めていた方たちが、半日も立ち尽くしていたらかなり寒いでし

ょうと、厳しいことだと思う、ということも投書に書いています。 

ほかの人が見ても、親切にしている様子もありますが、点字ブロックの無いところはどうしてか

なと、ちょっと気になります。 

先ほどの竹田さんがおっしゃるとおり、どこの管轄かというよりも、もしここで万が一何か起き

た時の方が、保障というか、人の命がなくなってしまった方が大変だという、先に優しい気持ちの

方を大切にする世の中になってほしいなと思います。 

 

（狩野会長） 

  ありがとうございます。高橋委員お願いします。 

 

（高橋（幸）委員） 

聴覚障がい者協会の高橋です。ここで意見を言うのは合うかちょっと迷っていますが、高速道路

の中の ETCがありますよね。今、随分普及していますが、聴覚障がい者の中には ETCを持っていな

い方が多いです。 

必ず割引手帳を見せて、割り引いてもらいます。男性の聴覚障がいの二人から言われたのですが、

人が料金所や発行の場所にいらっしゃらなかったんです。あれ？間違ったのかと思って、戻って、

またそこの所に行ったのですが、人がいなかったそうなんです。音声案内になっていたんですが、

人がいないと聴覚障がい者は割引ができないので諦めた、ということがあったそうなのです。 

そういうことも結構聞くことがあって、皆困っているという声がありました。実際私も行ってみ

たんですが、花巻のインターチェンジだったと思います。無人だったんですね。実際、本当に無人

で、どうしたらよいのか、聞こえる人は障がい者手帳というものを使わないでしょうけど、私たち

の場合は割引というものを使うので、無人の料金所には、ちょっと困りました。 

ひとにやさしいまちづくりの観点からみると、ひとにやさしくなかったなと思って、お話しさせ
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ていただきました。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。高速道路についてですが、道路環境課さんお願いします。 

 

（道路環境課東城主査） 

岩手県道路環境課の東城と申します。よろしくお願いいたします。高速道路、花巻インターです

と、NEXCO さんが管理になってございますので、今回頂戴した意見につきましては、NEXCO さんの

方にお伝えさせていただいて、次回という形でも御報告させていただきたいと思います。 

 

（高橋（幸）委員） 

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。他には、川村委員さんお願いします。 

 

（川村委員） 

融資制度の今後の方向性の③にトイレ等の改造・改修、オストメイト対応トイレということであ

がっていますが、次の３ページ、3-1の枠の中の融資対象資金の１番目のところですが、「車いす使

用者用トイレ等を設置等資金」とありますが、この中にオストメイトトイレを入れていただきたい

なということで、お願いいたします。 

 

（狩野会長） 

  具体的な例として足していただきたいということですが、「等」解釈なのか、もし何かあれば。 

 

（地域福祉課山本主査） 

  もちろん、オストメイト用トイレも対象でございますので、今後、こういった資料の部分でも、

明記するようにしたいと考えております。 

 

（川村委員） 

  ありがとうございます。なかなかオストメイトが理解されていないので、「等」で分からないとい

う方がよくいらっしゃるんです。是非明記していただきたいと思います。 

 

（狩野会長） 

  ひとにやさしいまちづくり推進指針を作っていて、早くからオストメイト対応トイレについて、

施策的にも早くから取り入れていますので、記載のほうについて、よろしくお願いいたします。あ

とはいかがでしょうか。 

  次に進めさていただきます。では議事の２番目ですね。今後のひとにやさしいまちづくりについ

て、事務局説明をお願いします。 

 

 【事務局（地域福祉課山本主査）から資料１－４に基づき説明】 

 

（狩野会長） 

 はい、ありがとうございました。東京の方で作ったというのが、ヘルプマークですが、岩手県で

の状況など、ただいまの説明に対して、御意見や御質問などがありましたら、どうぞ御発言くださ

い。高橋委員さん。 

 

（高橋（智）委員） 

  私はいいと思いますし、他の県、特に、東北では青森とか秋田でもやっていますので、早急に進

めてほしいと思います。 
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（狩野会長） 

ありがとうございます。及川委員さんお願いします。 

 

（及川委員） 

  「ヘルプマーク」のことですが、東京はＪＩＳ規格に載せて、普及させたいということですが、

岩手は、併用したいということのようですけども、私はあちこち会議で出かけることが多いので、

本来は統一した方が良いです。いつどこへ行っても、災害だったり、あるいは電車、バス、いわゆ

る公共交通機関に閉じ込められたりですね、あるいは駅で避難して一晩泊まらなければならならな

いとか、ということが起こりうるわけです。 

ですから当面は良いとしても、当面を区切って、ちゃんと方針を出していただければありがたい

と思います。「おねがいカード」と「ヘルプカード」は、助けてほしいというお願いですから、同

じことなんでが、その辺の方針を、期間を区切って、その間に、各障がい者団体から意見を聴取し

て、推進されてはいかがかと思います。 

障がい者が自由に社会参加して、旅行も含めて、県内に出かけることが多くなることが望ましい

状態ですので、是非、統一する方向で検討してほしいと思います。 

 

（狩野会長） 

  ありがとうございます。その辺は具体的に検討されているのでしょうか。今、分かる範囲でいい

のですが。 

 

（地域福祉課渡辺総括課長） 

 地域福祉課の総括課長の渡辺でございます。「ヘルプマーク」について、御意見をありがとうご

ざいます。実は「おねがいカード」を作った際、東京の「ヘルプカード」を参考に作ったわけでし

て、中身としてはほとんど同じでございます。元々は、「ヘルプマーク」は東京都で内部疾患です

とか、そういった方に向けて作ったわけですが、ＪＩＳ規格に登録された際には、そういった内部

疾患だけではなくて、例えば車いすの方ですとか、妊産婦ですとか、あるいは外見から分かる障が

いをお持ちで、見た目で支援が必要な人に対しても使える標準的なマークということで登録されま

した。国の方でも今あるマークを統一しようとする動きは出てきています。 

資料の後ろの方にあるマークは、それぞれの団体で一生懸命取り組んできた経緯がございまして、

今これを使っている人はたくさんいらっしゃいます。それをヘルプマークの方に置き換えようとい

うよりも、それぞれのマーク、それぞれの背景ですとか事情などがありますので、こういったマー

クがあるのだということを、県としては広めていきたいと思っています。 

ただ、ヘルプマークは東京都を中心に全国に広まっていますので、観光でいらした方が、県内で

ヘルプマークを使えなければ困りますし、また、先ほどおっしゃたとおり、当県の方が、「おねが

いカード」を他の県で出しても分かりませんので、クレジットカードのように JCB ですとか VISA

だとか、マークがついておりますとおり、「おねがいカード」も全国で使えるようにするために、

併用という形でできないか、ホームページなどにダウンロードできるような形にしているところで

あります。もちろん、今後、様々な団体から意見を聞いてまいりたいと思っておりますが、その際

は統一というよりも、いろんな障がいをお持ちの方がいらっしゃって、そういった人たちに「皆さ

ん使用してください」、というように働きかけ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。ただいま説明があったとおり、それぞれ経緯があるので、統一という

ことではなくて、双方、使っていく方向で目指していくことでよろしいでしょうか。及川委員さん。 

 

（及川委員） 

経緯は分かります。それぞれ、いろんな苦労があって、いろんな困難にあって、ぞれぞれの障が

いを理解していただいてほしい、社会が対応して付け足してほしいという、それぞれの思いなんで

しょうが、いずれ、これは各団体の意見を聞くということですね。 

今お聞きしてですね、非常に災害、事故も多いんです。例えば、視覚障がい者ですと、ホームか

ら転落も非常に多くて、東京に行ったときに聞くんですが、障がい者に対する視線が厳しいと聞い
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ております。 

東京駅の話ですが、事例を言いますと、去年、電車のドアに白杖が挟まった方がいました。その

視覚障がい者の方は、「この電車はどこに行く電車でしょうか」と聞いて回ったんですが、誰も何

も言ってくれなくて、杖で確認しているうちにドアに挟まれてしまったんです。 

障がいそれぞれの特性があるとは思いますが、全国共通のものを、いつでも、どこでも、誰にで

も伝わるような方法でもって、社会が認知していかないと、その都度その都度、別のカードを出し

て理解を求めていくというのは、これからの社会環境を構築するのにいいものかどうか、当事者団

体と、きちっと論議して、方向性を見出していくのが正しい方法ではないかなと思います。 

福祉環境を構築していく上で、基盤になると思っていますので、これは私の意見ですが、そうい

うコンセンサスを得てほしいと思います。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございました。こういう意見がありましたということで、県の方で考え頂きたいとい

うことでよろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。 

東京の「ヘルプカード」の制度は良いことだと思いますが、岩手は岩手で、これまでの取組があ

りますので、伝える必要があると思います。 

  それでは、次に進めさせていただきます。３番のその他ということになりますけども、委員の方、

何かありますでしょうか。髙橋委員どうぞ。 

 

（高橋（智）委員） 

  昨年の 11月に、（三陸縦貫道が）宮古南から山田道路が開通になりましたが、山田北では、片方

側しか乗れない、降りられないというところがございました。今も縦貫道を作っていますが、その

他もこういう作り方でいくのか聞きたいなと思います。 

  先ほど、高速道路の件で、二戸市も、誰もいなく、音声ガイダンスのみでした。 

  それから、もう一点よろしいですか。宮古市身体障害者福祉会もしていまして、会員に視覚障が

い者の方もいまして、被災された宮古市の方ですが、昨年、「ＩＢＣの音が出る信号機を被災地に」

という取組があり、これから益々増やしていただければ助かります。視覚障がい者の方から、話が

出ていますので、付け加えさせていただきます。 

 

（狩野会長） 

  道路にこれは、片方からしか行けないということでしょうか。道路計画は国土交通省の方なので

しょうが、県の方で、分かる範囲でお願いします。 

 

（道路環境課東城主査） 

  道路環境課の東城でございます。今お話しされているのは、片側方向（一方向）のみしか行けな

いもの、両方向いけるもの、があるということかと思います。片側方向にしか乗降りできないのは、

ハーフ、上り下り両方向行けるのはフルという言い方をしております。 

インターごとの情報を確認したいのであれば、国交省の方から頂いた資料を、提供させていただきた

いと思いますので、その際にはおっしゃっていただければと思います。 

  

（狩野会長） 

  もう、なかなか難しいということでしょうか。 

 

（道路環境課東城主査） 

 両方向から乗入れ出来れば良いと思いますが、トンネル区間で早い開通を望んでいる場合など、

片側しか作られないという事があるようです。詳細が知りたいということであれば、おっしゃって

いただければと思います。 

 

（髙橋（智）委員） 

 乗り入れのハーフ、フルと言いましたっけ。できればフルの方でやってもらえればと思うのです

が。 
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（道路環境課東城主査） 

  フルとハーフでは、面積が大きく変わってきます。フルの場合、両側から乗り降りするため、イ

ンターチェンジの必要面積が大きくなります。逆にハーフの場合、登坂車線のように、片側からの

合流帯を整備し入るだけなので、比較的面積が小さくて済みます。なかなかハーフのところを、フ

ルに変えるというのは、難しいというふうに伝え聞いておりますが、管理者である国土交通省へ伝

えさせて頂きます。 

 

（狩野会長） 

ありがとうございます。他に委員の方ありますでしょうか。福澤委員。 

 

（福澤委員） 

岩手県国際交流協会の福澤と申します。議事の２番目の今後の取組という場面で、言う機会があ

るかと思ったのですが、想定と違いましたので。 

要望といいますか、当指針の対象については、外国人も含まれているかと思いますが、本県では、

先の震災以降、住民登録をしている在住の外国人は年々増えておりまして、28年末で、6,168人の

方が岩手に住んでおります。それに加えて海外からの旅行者、ものすごい勢いで増えておりまして、

今後、どんどん増えてくることが予想されておりますが、当協会としても、外国人の方を地域で受

けいれていくための体制づくりというか、外国人にやさしいまちづくりという観点から取組を評価

していこうとしているところです。 

当まちづくりの指針について、31年度に見直していくということですので、その際には、是非外

国人にもやさしいまちづくりという観点から、取組内容について、御検討いただければありがたい

なと思います。 

 

（狩野会長） 

  ありがとうございました。ひとにやさしいまちづくりについての一つの課題と思います。地域福

祉課お願いします。 

 

（地域福祉課渡辺総括課長） 

  地域福祉課の渡辺でございます。おっしゃる通り、ひとにやさしいまちづくりの対象は、障がい

を持った方だけではなく、ユニバーサルデザインでございますので、子どもからお年寄りまで、そ

して外国人、あるいは先ほどお話のありましたとおり、性的少数者、いろんな方面に対象が広がっ

ておりまして、そういった問題も新しく出ています。 

こちらといたしましても、見直しの際には、性的少数者の話は全くありませんし、外国人の方に

ついても、表示が載っているくらいでございますので、若干取組としては足りないのかなぁ、と思

ってございます。 

それは、バリアフリーというハード整備の方から入ったという経緯がありまして、ユニバーサル

デザインといったときに、ハードに引っ張られているかなと思います。御指摘いただきましたよう

に、外国人ですとか、様々な方たちに対して全ての人にやさしいまちづくりというのを意識しまし

て、次の指針の改正の際には、参考にいたしたいと思います。 

 

（狩野会長） 

  ありがとうございました。よろしいでしょうか。あと、他によろしいでしょうか。それでは、こ

ちらの議事につきましては終了させていただきたいと思います。事務局に進行をお返しします。 

 

 

５ その他 

（地域福祉課浅沼主任主査） 

議事の方を御審議いただき誠にありがとうございました。次第の議事を終わっての、その他でご

ざいますが、委員の皆様から、議事を踏まえて御発言ございますでしょうか。 
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（小笠原委員） 

 オリンピックが始まりました。矢巾町からパラリンピックに参加することになりました。前は横

沢高徳さん、今度は、盛岡農業高校の高橋幸平君という高校２年生です。矢巾町からというよりは、

岩手県からみんなで応援したいと思います。私はすぐそばに住んでいますので、わくわくしていま

す。話を聞くと、高橋君は、５歳ごろから、スキーはする、小学校の時は野球、中学校の時はハン

ドボール、手に障がいを持っていると言いながら、クラスメートが、利き手の方の手に力を出すよ

う、みんなが助け合った結果だと聞いています。 

オリンピックというよりも、とにかく継続して頑張ったことが成果になるということ、やさしい

気持ちが、皆を結集させたのだと思います。15日に壮行会をやりますが、町民だけではなくいらっ

しゃると思います。オリンピック・パラリンピック選手が岩手から生まれてくることが私は嬉しく

思うので、ここでまた、手を挙げさせていただきました。 

 

（地域福祉課浅沼主任主査） 

  ありがとうございました。岩手からの縁の選手を是非応援していただければと思います。その他、

ございますでしょうか。よろしければ、事務局の方から、若干御連絡がございますのでよろしくお

願いします。 

 

（地域福祉課山本主査） 

 委員の改選についてお話させていただきます。現在皆様には平成 28年８月から平成 30年７月ま

での２年間、委員を務めていただいております。今年、改選の時期となっており、所属団体を通じ

た推薦や公募などにより次期委員の選定を進めることとしますので、お知らせいたします。 

 

（地域福祉課浅沼主任主査） 

これから改めて、委員の推薦について御案内しますが、御協力の方よろしくお願いいたします。

それでは、本日の結びとしまして、八重樫部長からコメントをいただきたいと思います。 

 

（八重樫部長） 

  今日は熱心な御議論ありがとうございました。様々な意見をお伺いしましたので、特にも人にや

さしい駐車場であったり、音訳奉仕員であったり、もっと県民の方々に周知、普及をしなければい

けないなということを感じました。 

また、昨年の協議会での意見、あるいは普段様々なお伺いした意見について対応、反映をさせて

いただいているのですけども、ユニバーサルデザイン、あるいはひとにやさしいまちづくりという

ものは、より良いものへ改善を繰り返して、次の取組に生かしていくものであると思いますので、

今日伺った意見も、改善をしながら、より良いものを目指していきたいと思います。 

誰もが社会参加で知る社会、外国人も含めて、すべてのひとが暮らしやすい、そうした社会のた

めに進めてまいりますので、まさに、まちづくり推進協議会に参加していただいている皆様方、団

体の方々、全ての人達と一緒になって取り組んでいくところで、県としても支援していきたいと考

えておりますので、引き続き御協力を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。 

 

６ 閉会 

（地域福祉課浅沼主任主査） 

  それでは以上をもちまして、平成 29年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。

どうもありがとうございました。 


