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１１号
第

彩の国バリアフリー協会だより

彩の国バ リアフ リー協 会会長

広報誌発行にあたり
戸井田秀明

第１０回平成２５年度通

報告・監査報告

平成２４年度収支決算

に 困って いるのか を的確 に

分 がどこ がいたい のか？ 何

高杉雄一

しいカードです。

伝 えるこ とができ る素晴 ら

に気づいていただき、そして、

理事

「ＳＯＳカードの紹介 」

平成２５年度収支予算案

第５号議案

平成２５年度事業計画案

第４号議案

役員増員案について

第３号議案

理解していただき、考えてい
ただきたい。
その為に、本年度も楽しく
参加できる企画を提案して
皆様の御協力をよろしく

いきます。
お願い申し上げます。

当 協会 は皆 様の 年会 費で
運営されています。ご協力お

年会費納入のお願い

願いします。

常総会開催と同時に、第１１
だよりを発行する運びとな

号彩の国バリアフリー協会
りました。これもひとえに、

１口

５，０００円

正会員
賛助会員

会員の皆様、ならびに関係各
位の御協力の賜物であり、深
く感謝の意を申し上げるし

埼玉りそな銀行県庁支店

１０，０００円

普通口座 ４５４７５２７

振込先
での１０年を振り返ります

当協会の設立から、今日ま

だいです。

と、さまざまな施設を視察し、

口座名
彩の国バリアフリー協会

関連の深い勉強会を企画し、
数多くの人達とふれあい、そ
してその中で、物理のバリア
と意識のバリアを学びまし

ー ドとい う存在を 知りま し

彩の国バリアフリー協会と

外 国籍 の方 を対 象に 防災

た。聴覚障害の視点から、Ｓ

私達のまわりには、たくさ

それは今後の課題として考

していく必要もありますが、

訓練を行うに際し、ＳＯＳカ

「 平成 ２５ 年度通 常総
会が開かれます」

Ｏ Ｓカー ドを作成 したら し

役に立つものを独自に開発

して、ＳＯＳカードのように

た。さらに、震災を経験し、

本日４月１７日に通常総

い のです が現在は 多国籍 の

制度のバリアと情報のバリ

会がｗｉｔｈ ｙｏｕ さい

方 々利用 できるよ うに色 々

アを知りました。
んのバリアが存在していま

たまで開かれます。

な 言語に も対応し ており ま

議案については次のとお

す。その中で特に、建築と交

す。製作者に連絡をとり、現

通におけるバリアが、大きな

りです。

取り急ぎ、生活に役立つ情

えていきたいと思います。

第１号議案

対 面で 指さ しし なが ら自

物を取り寄せました。

割合を占めているのは、言う

第２号議案

平成２４年度事業報告

までもありません。
当協会の活動は、このあり
続けるバリアを多くの人達
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の４つのバリアを超えること
を目指しています。

で はリア ルタイム なコミ ュ

おいては通訳者が不在、筆談
山岸

「介護の現場から」
真琴

ま た一 戸建 ての 住宅 に住

があります。

な 住宅改 修費が準 備でき な

ーム九十床、ショートステイ

数百床、内

特別養護老人ホ

い我が老後を思い、皆様にお

んでいる高齢者も、その方々

報 発信も 彩の国バ リアフ リ

の 多くは ２階に寝 室をお 持

ー協会の大切な使命と思い、
何処の町にでもある、エレ
ちですが、同じように筋力の

とりある広々とした空間の

十床、デイサービス三十名の

ベ ーター の無い５ 階建て の

低 下や脳 梗塞等の 発症に よ

あるエントランスホールや

一度見学して見るのも参考

きる様設計されております。

本施設は最新の施設と、ゆ

ープンしました。

規 模で今 年四月一 日から オ

集合住宅。そんな住宅に住ん

る 半身麻 痺の後遺 症など に

中庭を持った快適な生活環

願いする次第です。

で いる高 齢者が外 出困難 と

より、２階の部屋が利用でき

境で、利用者一人一人が安心

ニ ケーシ ョンが難 しいな ど
日本語を話せない外国人

な い方も 沢山いら っしゃ い

してゆとりのある生活がで

の場合があります。
や聴覚障害者、発話困難者が
なるケースが増えています。

ます。１階部分に寝室となる

広 報誌に ご紹介し たくお も
日 本聴覚 障碍者建 築家協 会
災害時や急病時に指差しで
段々年を重ねるうちに、足腰

お部屋が無かったり、常に介

います。
が発
http://www.aajd.org/
行しているカードです。
からだの様子や現在の状況

降できていても、途中で休ん

を伝えることができる「
が 弱った り膝の痛 みや心 臓
SOS
カード」は、日本聴覚障碍者
への負担。最初はゆっくり昇
建築家協会のホームページ

護や見守りが必要な方は、リ

「特別養護老人ホーム
きたもと寿苑が完成」
ング、浴室のある間取りは、
きっと彩光も良く解放的で、

２ 階に ダイ ニン グや リビ

自 宅から 出なくな ってし ま

の生活援助に頼り、まったく

健 康を維 持できる 方は多 く

で 体が弱 ったり… 最後ま で

いずれ、誰しも年をとり、病

てくれる事と思います。でも、

や聴覚障害者、発話困難者は、

も大きく、また訪問介護事業

高 価で個 人で買う には負 担

する福祉用具もありますが、

ますが、高齢となっても必要

っ しゃる 方ばかり かと思 い

「言われるまでもない」とお

思います。

を提案していただければ、と

一七二平方メートル、ベット

は ＲＣ３ 階建てで 面積が 五

四八一平方メートル、建築物

が 一番大 きく敷地 面積も 五

本市に造った、きたもと寿苑

をさせていただきました。

になるかと思い、施設の紹介

ビ ングに ベットを 置き生 活

頻度も一日一回の外出が、一

されています。

だり、家族やヘルパーの介助

週間に数回になり、週一回と

http://www.aajd.org/ が必要になったりしながら、
からダウンロードできます。

減り、通院の時だけとなって

是非ご覧ください。
（ ＳＯ Ｓカ ード 紹介 ＨＰ

理事

関根文男

日々の疲れを癒し、至福のく

うケースもあります。特に３

は無いでしょう。自宅での生

普 段は通 訳者を介 したり 筆

所等での購入も実質、収支が
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http://www.aajd.org/sos/s しまいます。最終的には通院
）
も困難となり、訪問診療や訪
os-pamphlet.pdf

階 以上に 住んでい る場合 で

活が不自由になっても、概ね

つ ろぎの 時間や空 間を与 え

自 力での 階段昇降 が出来 な

の方は病院や施設ではなく、

社会福祉法人一寿会が、北本

問理容、ヘルパーの買い物等

い場合は、介助の負担や介助

市 にも百 床の特別 養護老 人

私が評 議員をや ってい る

時のリスクも大きい為、外出

自 宅での 生活を望 まれて い
バリア フリー協 会の皆 様

山市に、特別養護老人ホーム

ます。
には、夫婦が若く子供を育て

を持っていますが、今回の北

で きない 方が増え ている の
シ ョート スティの 利用も 階

る頃に購入しても、老いてか

が現実です。ディサービスや
段昇降が問題となり、利用を

ら も安心 して暮ら せる住 宅

談 で健常 者とコミ ュニケ ー

合わないし、安全面での不安

一寿会では、八潮市や東松
あ きらめ ざるを得 ない場 合

ホームを建設しました。

もあります。階段昇降を介助

ションを取ります。しかし、

日 本語 を話 せな い外 国人

災 害や急 病などの 緊急時 に

外観

内観

※対面で使えます！
※絵をみて指さしで伝える
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バリアフリー
関連の記事から
（記事の続きを読みたい方
はタイトルをインターネッ
トで検索してお読み下さ
い。リンク切れで読めない
場合があります）

自由の女神の内部観光
が再開、車椅子も利用可
能に 米ＮＹ

米ニューヨークにある自由
の女神が設立１２６周年に
あたる２０１２年１０月２
８日、改修工事を経て１年ぶ
りに内部の一般公開が再開
された。今回の改修では、女
神の足元付近にある展望デ
ッキに初めて車椅子でも行
けるようになった。新設され
たエレベーターを使い、車椅
子の利用者として初めてデ
ッキに上がった男性は、「テ
レビでは見たことがあった

けれど、実際に来てみると全
北口駅前広場や県道栃木藤

で、生活関連経路は、栃木駅
て「温泉入浴介助員」を育成

れまでのノウハウを生かし

誰もが快適に参拝できる

然次元が違う」と感慨深げだ
車いす温泉道が始まった

境内をバリアフリー化
大神神社がエレベータ
ー設置へ

のは２００９年。「ゆぴあ」

する準備も進めている。

観光客への対応を念頭に、蔵

岡線、同栃木停車場線など。
の街散策コースや旧日光例

環境をつくろうと、桜井市三

った。
ＣＮＮ

代表で車いす利用者の安冨

津波高所避難に課題
車いすで屋上行けず
匝瑳（そうさ）市で防災
訓練

房総沖を震源に地震が発

さん（３６）が、温泉道永世

生し、大津波警報が発令され

幣使街道を「歩行者ネットワ

総合防災訓練が３０日行わ

ーク形成経路」として位置付

は
)、境内に車いす対応型の
エレベーター１基を設置す

２０１２年１０月２９日

名誉名人の土谷雄一さん（４

れた。海岸部では津波に備え

ベーターの設置（東武日光線

定事業）を定めている。エレ

のために実施すべき事業（特

２人は「ゆぴあ」を設立。裸

借りて８８カ所の温泉を巡

通じる石段は約３メートル

温泉道名人になった。その後、 い。中でも拝殿から祈祷殿へ

り、１０年９月に初の車いす

の高低差があり、神社は「車

るため、境内には傾斜地が多

同神社は三輪山の麓にあ

自主防災会や消防団、市民ら

が残った。訓練には各地区の

難できず、避難者対応に課題

れたが、車いすの障害者が避

建物屋上へ避難誘導が行わ

たと想定した千葉県匝瑳市

６）に「温泉に入りたい」と

る。

輪の大神神社 鈴(木寛治宮司

けている。

相談。理学療法士らの助けも

高齢者や障害者らが移動

の付き合いで広がった温泉

その上で、バリアフリー化

しやすいまちづくりに向け、

新栃木駅）、低床バスや車い

中心街をバリアフリー化
へ 栃木市が基本構想

市は２６日までに「バリアフ

Ｒ栃木駅や市役所（新庁舎）、

多くの市民らが利用するＪ

歩道の整備（市道）、案内板

改良（駅前広場）、道路拡幅・

両の導入推進、点字ブロック

援してきた。 最近は県外の

上の障害者の温泉入浴を支

仲間たちと一緒に、１０人以

す

不便をお掛けしていた」と話

いすを利用する参拝者には

消火、炊き出しなど非常時へ

を開設して応急救護や初期

約１５００人が参加。避難所

リー基本構想」案を策定した。 す対応車両、福祉タクシー車

医療機関などが点在する中

障害者からの問い合わせが

一部会場では障害者が取り

「健常者だけを考えてい

増えている。「もっと多くの

の備えと対応を確認したが、

のデザイン・文字の改良など

泉入浴介助の分野を構築し

るようなので問題提起のつ

が挙がっている。

心市街地約１７０ヘクター
ルを重点整備地区とし、各施

たい」と土谷さん。相手の障

残される状況が生じた。
下野新聞

害をきちんと把握し、適切に

人に楽しんでもらうため、温

消、点字ブロックや多機能ト

２０１２年１２月２７日

設や道（通）路での段差の解
イレの設置などを来年度か

地区では、主要施設「生活関

が挑戦中で、今月中にも新た

ずつ広がっている。現在５人

する「車いす温泉道」が少し

道」で、車いす利用者が参加

タンプラリー「別府八湯温泉

別府市内の温泉を巡るス

２０１３年３月１６日

大分合同新聞社

たい」と話している。

できるように頑張っていき

った人が希望の温泉に入浴

「温泉に入ることが困難だ

を進めている。 安冨代表は

中で、現在マニュアルづくり

浴介助員」の育成事業を計画

サポートするため、「温泉入

同神社提供

エレベーター棟のイメージ図 (

大神神社境内に設置される

のことを考えてほしい」と訴

けない高齢者の方もいる。そ

障害者だけでなく、一人で歩

じているといい「私のような

居場所があるのか不安を感

さんは避難方法や避難所に

もりで参加した」。木内千鶴

ら１０カ年計画で進めてい

連施設」と道（通）路「生活

に名人が誕生する予定だ。障

広がる「車いす温泉道」

関連経路」を一体的にバリア

害者の温泉入浴を支援して

く方針だ。

新庁舎をはじめ栃木地区メ

いる同市のＮＰＯ法人「ゆぴ

生活関連施設は、栃木駅や

フリー化していくという。

同構想によると、重点整備

ディカルセンター第一病院

あ」（安冨秀和代表）は、こ

２０１３年２月２７日

奈良新聞

２０１２年１０月１日

ちばとぴ

えた。

（仮称）とちぎ山車会館、蔵

)

施設
11

の街第１駐車場など
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“だるまの目入れは差
別”報道、乙武さんが見
解示す 「
『気にしすぎ』
と言うのはかんたん」
は、心臓疾患などの内部障害

がりかねない」という要請が

見意識を育てることにつな

両目があって完全、という偏

て選挙の勝利を祝う風習は、

団体から「ダルマに目を入れ

統一地方選時に、視覚障害者

によれば、２００３年の春の

アメーバニュースの記事

いち目くじらを立てられて

るからであり、「それにいち

「ただの特徴」だと思ってい

武さん自身が自らの障害を

それでもなお続けるのは乙

くものをギョッとさせるが、

も少なくない。時にそれは聞

たジョークをつぶやくこと

がらも、その障害をネタにし

２０１２年１２月１１日

ＷＥＢ Ｒ２５

る ことを 理由に免 許に条 件

て いる程 度の聴覚 障害の あ

ています。 政令に定められ

識で、道路交通法に定められ

が 運転す る自動車 に貼る 標

で 定める 程度の聴 覚障害 者

「聴覚障害者標識」は政令

く利用を呼びかけています。

理解の第一歩とするため広

方々の存在を視覚的に示し、

｣

http://www.pref.saita

ホームページ
（

聴覚障害者のｼ

「ハート・プラ

オストメイ

身体障害者補助

身体障害者標

聴覚障害者標識

国際シンボルマ

国際シンボル

ﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ （国

ス」マーク

トマーク

犬（ほじょけん） 識（四つ葉の ｸ

（聴覚障害者マ

ーク

マーク

内：耳マーク）

啓発マーク

ーク）

「ハート・プラス」マーク

と思ってしまう」と、理解を
があることを示すシンボル

入ったことで問題化し、それ

も…」と乙武さんは困惑する

を付されている方は、このマ

かで育ってきた方に、『障害

よ く目 にす るマ ーク もそ

）を
ma.lg.jp/site/symbol/
ご覧ください。

盲人のための

『差別だ』と騒ぎたてたなら、 応してしまう。『やめてくれ』
こうした表現も使えないと
マークで、「内部障害者・内
考えるハート・プラスの会」

示す。そして、「『いやだ』

ん。でも、彼らがなぜ『いや

が提唱しています。

という人に、『そんなの気に

だ』と感じてしまうのか、そ

身体に 内
｢部障害・内部疾患
というハンディキャップが

いうことになる。―（略）―

こに気持ちを寄り添わせる

あっても、外観からは判らな

正直、言いだしたら、キリが

視点は忘れずにいたい」と、

いため、まだ社会に充分に理

臓疾患者の暮らしについて

害者団体の主張について「考
自身の見解を示すとともに、

しすぎだ』と言うのはかんた

えすぎ」「そんな意図はない
「幼少期に「障害がある」と

ない」と持論を展開した。

「だるまの目入れ」が障害者
はず」などと受け流してしま

ただ、だからといって、障

に不快感をあたえるとして、
うことについては、乙武さん

以来、選挙事務所にだるまを

という。しかし、それは個人

ー クを必 ず表示し なけれ ば

なんて、乙武のように笑い飛

う でない ものもい ろいろ 集

障害者のための

ﾛｰﾊﾞｰﾏｰｸ）

祈願したことが成就した

選挙事務所などではだるま

際などにしばしば行われる

の目入れを控える傾向にあ

や職場、スーパーなどいろい

解されていません。電車の中

る人々が少しでも減るよう

ろな場所で、「辛い、しんど

いう理由でつらい思いをす
に、僕自身、尽力していきた

い」と声に出せず我慢してい

は異論を唱える。
多くの人が知る通り、乙武
い」と結んだ。

るとする一部メディアの報
道について、作家の乙武洋匡
さんが自身の見解を
さんは生まれつき両腕両脚

置く陣営は減少傾向にある

のメンタリティであり、「そ

なりません。 なお、このマ

る人がいます。そのような

という。

ういう障害者ばかりではな

ー クを付 けた車両 への幅 寄

がないという障害を持ちな

乙武さんは、「だるまに目を

い」と乙武さん。「幼少期に

せ や割り 込み行為 は禁止 さ

上で示している。
Twitter

入れるという風習が差別や

いじめに遭い、親にも受け入

とがグレーゾーンになる」と

ばせ』と言っても無理がある

めてみました。

―（略）―

偏見に当たってしまうとい

し、その例として「手を焼く」

し、僕らが『それしきのこと』

れています。詳しくは埼玉県

れられず、しんどい環境のな

編集後記

うのなら、世の中の多くのこ

や「足並みをそろえる」など

と感じることにも敏感に反

障 害者 マー クを ご存 知で

といった語句を挙げ、「手足

すか？

のない僕が、これらの言葉を

早いもので２００８年に

５周年記念行事を行ってか

ら５年が過ぎ１０周年を迎

創 立 か ら 現 在 ま で の 広報

えることができました。

誌は「ＥＱだより」から「バ

リアフリー協会だより」へと

名前を替え、白黒からカラー

へと変わりました。会員の皆

様 と の 情報 交 換の 場 とし て

今 後 と もよ ろ しく お 願い し

ます。

寄 稿 し て い た だ い た 皆様

ありがとうございました。こ

の 場 を 借り て 感謝 申 し上 げ

ます。

バ リ ア フ リ ー 関 連 の ニュ

ー ス そ の他 ご ざい ま した ら

左 記 メ ール ア ドレ ス まで 名

前・連絡先明記でお知らせ下

さい。

（ y_kinag@ybb.ne.jp
広報担当 稲垣）

4

２０１３年４月１７日
彩の国バリアフリー協会 広報誌 第１１号

