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 第１回 浜松市ユニバーサルデザイン審議会 会議録 

日  時：平成３０年６月２０日（水） １５：００～１７：００ 

会  場：浜松市役所 本館８階 第４委員会室 

出席委員：伊豆裕一会長、島田江津子委員、髙橋久美子委員、中西利充委員、

二橋眞洲男委員、原田博子委員、平松達宏委員、安田育代委員 

欠席委員：太田順子委員、趙 驕陽委員 

事 務 局：山下昭一市民部長、鈴木江利子ＵＤ・男女共同参画課長、近藤雅訓

課長補佐、河合多恵子グループ長、小楠浩規主任、今尾友美、 

井原卓巳、河野勝子 

傍 聴 者：２名（報道関係者） 

会議録作成者：ＵＤ・男女共同参画課 

記録方法：発言者の要点記録（録音の有無：有） 

≪会議次第≫ 

１ 開  会  

２ 委員委嘱  

３ 委員自己紹介  

４ 職員紹介  

５ 会長あいさつ  

６ 議  事  

（１）第２次浜松市ユニバーサルデザイン計画（Ｕ・優プランⅡ）第２期推進

計画進捗状況について 

（２）平成３０年度 主要事業計画について 

７ 閉  会 

≪配付資料≫ 

議事資料 

資料１   第２次浜松市ユニバーサルデザイン計画（Ｕ・優プランⅡ） 

第２期推進計画進捗状況のあらまし 

資料１－１ 第２次浜松市ユニバーサルデザイン計画（Ｕ・優プランⅡ） 

第２期推進計画進捗状況 

資料２   平成３０年度事業計画 

資料３   平成３０年度主要事業計画 

参考資料  案内用図記号のＪＩＳ改正 

      いろいろなピクトグラム 

≪会議の経過≫ 
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１．開会 

 事務局挨拶

２．委員委嘱  

 遠州鉄道運輸業務部次長平松委員に委嘱 

３．委員自己紹介 

 平松委員挨拶 

山下部長挨拶 

鈴木課長挨拶 

４．職員紹介 

事務局自己紹介

５．会長挨拶 

 伊豆会長挨拶 

６．議事 

（事務局）

 当審議会は、浜松市附属機関等の会議の公開に関する要綱に基づき、公開会

議とする。また会議録は事務局で作成し、浜松市附属機関等の会議録の作成お

よび公開に関する要綱に基づき、発言した委員の名前を記載の上、公開するこ

ととする。 

 議事の進行については、浜松市ユニバーサルデザイン審議会運営要綱第４条

の規定により議長は会長が務めるとされているため会長にお願いしたい。 

（１）第２次浜松市ユニバーサルデザイン計画（Ｕ・優プランⅡ） 

第２期推進計画進捗状況について 

  事務局より 

（資料１） 第２次浜松市ユニバーサルデザイン計画（Ｕ・優プランⅡ） 

第２期推進計画進捗状況のあらまし 

（資料１－１）第２次浜松市ユニバーサルデザイン計画（Ｕ・優プランⅡ） 

第２期推進計画進捗状況  

                   について説明 

（伊豆会長） 

 「№17：生きがいづくり教室（創造都市・文化振興課）」はＵＤ課と連携し

て行っているのか。
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（事務局） 

 創造都市・文化振興課が主体となっている事業であり、主に高齢者が対象で

あるため、関連事業として計画に掲載している。 

（伊豆会長） 

 浜松アーツ＆クリエイションという組織ができたが、そこと連携してイベン

トをやっているのか。 

（事務局） 

 この事業は各協働センターで行っている事業で、協働センターごとに内容も

異なっている。 

（伊豆委員） 

 「№40：公共建築物のＵＤ化推進（公共建築課）」は目標数値が毎年 1点ず

つ上がっているが１００点満点中ということか。１００点満点中６０点であれ

ば、あまりＵＤ度は高くないと感じる。 

（事務局） 

 公共建築課で公共建築物のＵＤ度調査を毎年実施しており、各施設１００点

満点で点数化することによって整備状況を管理している。 

(伊豆会長) 

 いきなり１００点にするのは大変だから、毎年 1点ずつという理解か。可能

であれば評価が◎の根拠や、整備をした施設を記載した方が分かりやすい。 

 「№45 道路施設のＵＤ化推進（道路企画課）」について、平面横断化をした

後、市民等を含めて検証をしているか。検証を行うと、平面横断化をした結果

不便が解消されたとか、逆に、交通渋滞が発生したとか、信号が短く渡りきれ

なくて不便などの意見が出ると思う。やってよかったという意見をもらった上

で、他の場所でも平面横断化することとなると思うが、参考にしていないのか。 

（事務局） 

 市役所前の地下道を平面横断化にした際には、障害者団体の当事者部会を含

めて検証をしたと聞いているが、正確に把握していないため、確認をして改め

てお伝えする。 

（二橋委員） 

 「№40：公共建築物のＵＤ化推進（公共建築課）」は平成２９年度のＵＤ度

達成目標が５９点とあり、１年ごとに１点上がる目標となっているが、１点上
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げるためにどのような改修をやっているのか。また平成３３年には現在より４

点上げなければならないが、どのような改修をやれば４点上がるのか。 

（事務局） 

 公共建築課で、毎年４ヶ所から６ヶ所程度ピックアップして重点的にＵＤ改

修を行っている。施設数が多いため、年間数ヶ所の改修ではなかなか点数は上

がらないが、計画的に公共施設のＵＤ化を図っている。 

（二橋委員） 

 ＵＤ課でその箇所を把握していないのか。 

（事務局） 

 担当課から報告を受けて把握はしている。 

（二橋委員） 

 優先順位を付けて市民の要望が高い施設から改修をすると思うが、１００点

満点という数字は全施設が１００点となったときか。年間を通して４ヶ所、５

ヶ所の整備では５年間かけて６０点台の点数しか付けられないということか。 

（事務局） 

 ８０点、９０点の施設もあるが、全施設の平均点としてＵＤ度を把握してい

るため、約６０点という数字となる。平均点を１点上げるためには、施設数分

の点数増加が必要であり、それを年間数ヶ所の改修で上げることになる。 

（中西委員） 

 全施設を対象とすると、１点あげることも非常に大変なことである。期間内

に点数の底上げをするためには、対象となる施設をしぼって重点的に５点、  

１０点上げる方が委員にも市民にも成果が分かりやすい。ＵＤ度の測り方につ

いて、再度検討してほしい。 

（伊豆委員） 

 高齢者の利用率が高い施設から重点的に改修するなど、どのような施設が改

修の対象となるのか具体的に示してもらえると分かりやすい。老朽化の改修等

もあると思うので、具体的な事例の報告をお願いしたい。 

（島田委員） 

 「№4：多様性理解のための教育（指導課）」で、小中学校においてどのよう

な多様性をテーマに実施したのか教えていただきたい。 
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（事務局） 

 ＵＤ学習は主に小学校４年生と中学校１年生で、福祉の授業の中で取り入れ

られることが多い。内容については各学校にお任せしているので個別には把握

はしていない。 

（島田委員） 

 統一的なものではないのか。 

（事務局） 

 統一的なものではない。 

（二橋委員） 

 以前、障害保健福祉課から障害者協会に対し、小学校で児童と障がい当事者

との交流をするための派遣依頼があった。その時は、車いす利用者４人が体育

館でグループごとに子供たちの質問を受けていて、子供たちにとっては大変い

い勉強になったと思う。このような取組から、浜松市はＵＤの認知度が大変高

い。全国で一番と聞いているが、日ごろからＵＤ学習を受けているためだと思

う。別の機会にＵＤについての認識を聞いたことがあるが、子供たちやその保

護者もＵＤを認識していると答えがあった。本当にありがたい事だと思う。 

（島田委員） 

 二橋委員にお答えをいただいたのは「福祉体験講座」の内容になると思うが、

多様性には、見た目に分からない障害、外国人、性の問題、高次機能障害、精

神障害、発達障害など様々なものがある。そのような内容についても、小中学

生の教育に取り入れることによって、多様性を受け入れていくＵＤの社会にな

ると思う。それを学校で進めてほしい。 

（事務局） 

 多様性教育の内容については、教育委員会に確認し報告する。 

（高橋委員） 

 福祉体験講座は「身体に障がいがある人への理解」という事になっているが、

見た目に分かりにくい障がいに関する内容も是非取り入れていただきたい。自

分が代表を務める団体で疑似体験などもやっている。市と協力して広めていき

たい。 

 また、「№39：ＳＮＳを活用したＵＤ情報の発信」について、個人的に投稿

を見ているが、役に立つ情報も多い。様々な場所にあるＵＤなどを分かりやす

く発信している。より多くの方に読んでいただきたいと思う。 
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（原田委員） 

 同じく№39 について、実際にどれくらい見られているのか。評価の方法とし

て投稿回数を挙げており、２３７回という投稿回数について評価が◎としてい

るのは、投稿することを重視していると受け取られる。一般的な情報サイトの

場合、アクセス数で評価すると思うが、投稿回数で評価しているのはなぜか。 

（事務局） 

 市役所内の様々な課でフェイスブックを始めとしたＳＮＳを立ち上げている

が、更新間隔が長くなってしまうなど、あまり活用されていないケースも多い。

ＵＤのフェイスブックは昨年４月からスタートしたが、身近なＵＤを題材にし

ながらまずは毎日更新することを目標に 1年間取り組んできた。結果として、

継続的に情報発信することができた。「いいね！」の数や閲覧数も当然重要視

されることではあるが、まずは多くの情報を発信していくことが大切であると

考えている。そのため、投稿回数で評価している。 

（原田委員） 

 投稿回数で評価するにあたり◎が何回以上、○が何回以上という基準はある

か。 

（事務局） 

 詳細には決めていないが、ほぼ毎日発信をしているため◎という評価をした。 

（伊豆委員） 

 事業名が「発信」となっているため、投稿回数で評価しているのだろう。「浸

透」についても、考えていただきたい。 

（原田委員） 

 静岡県のＵＤ担当課でもＵＤ特派員がフェイスブックを更新しており、とて

もよい情報を発信しているが見られていないという課題があった。せっかく発

信をしているのだから、もう少し閲覧数が伸びるよう、工夫してみてはいかが

か。 

（事務局） 

 委員の皆様にも拡散にご協力いただき、少しでも閲覧数を増やせるよう工夫

していきたい。 

（伊豆会長） 
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 ＳＮＳは冊子などの一方的な情報提供とは違い、双方向でのやり取りができ

るものであるため、その仕組みを上手く利用できるとよい。 

（島田委員） 

 「№34：広報はままつ等のＵＤ化（広聴広報課）」について、広報はままつ

やごみ出しアプリなど、つい忘れがちな情報が簡単に入手できるアプリがある。

まだ知らない人が多いと思うので、皆さんに知ってもらう事で◎の評価の意味

がより高まってくると思う。 

（安田委員） 

「№4：多様性の理解のための教育（指導課）」について、実施率が小学校で

９４％、中学校が６３％と数字が出ているが、実際の実施率はもう少し高いの

ではないかと思う。各学校で取組内容が異なるため、質問の仕方によっては「実

施していない」と回答した学校もあるのではないかと思う。「思いやりの心を

理解するための授業を実施しているか」等の質問なら数字は上がったのではな

いか。各学校では、車いすやアイマスクの疑似体験、障がい当事者などを招い

ての講演会、施設へ出向いての福祉体験など、様々な活動をしている。子供た

ちにとって何が大切か、その地域では何が生かせるか等を考えながら実施して

いる。質問の趣旨のとおりに実施しているといえる学校もあれば、そうでない

学校もあるため、実績上１００％にならなくてもいいと思うが、報告上の数値

は低いと感じた。 

 もう 1点は「№9：世代間交流事業（幼児教育・保育課）」で、市内 21 ヶ所

の保育園で事業を実施したということだが、なぜ保育園だけなのか。幼稚園等

で実施しなかった理由があれば教えていただきたい。 

 （事務局） 

 幼稚園等で実施されていない理由について、担当課に確認をする。 

（２）平成３０年度 主要事業計画について 

事務局より 

（資料２）平成３０年度事業計画 

（資料３ V 平成３０年度主要事業計画 

（参考資料）案内用図記号のＪＩＳ改正、いろいろなピクトグラム 

                          について説明。 

（伊豆委員）

 「Ⅱ-4：ＵＤ推進員学習会」について、各課にＵＤを広めるために行われて

いるものだと思うが、どれくらいの頻度で開催されるのか。また、内容はどの



8 

ようなものか。各課に推進員が配置されているが、肩書だけで終わってしまう

のではもったいない。 

（事務局） 

 学習会は年１回、ＵＤ・男女共同参画推進員を対象に実施している。 

（伊豆会長） 

 儀礼的な学習会ではなく、ＵＤ課と推進員が情報共有しながら事業を進めて

いただきたい。 

（伊豆会長） 

 「Ⅶ：誰にもわかりやすい印刷物作成の手引き作成」は、もともとＵＤの冊

子などに載っている情報を更に詳しく作り直すということか。また、それらは

どこに配布するのか。 

（事務局） 

 以前に当課で作成したイベントマニュアルと同様、まずは庁内各課に配付し、

周知に努める。内容は、主にカラーＵＤやメディアＵＤ、男女共同参画の視点

でのイラストの使い方に関するものを予定しており、当課で行っている「刊行

物表現適正支援事業」において他課が作成したチラシ等をチェックする際の参

考資料としても使用していく予定である。 

（伊豆会長） 

 協働センターやＰＴＡなど、印刷物を作る機会も多いので、そのようなとこ

ろに配付するとより周知が進むと思う。 

 印刷物は色に限りがあるのであまり困ることはないと思うが、ホームページ

の類の自由に色が使える物は特に分かりにくくなることがあるので、そのため

の指針も必要だと思う。 

（高橋委員） 

 ヘルプマークについて、知らない人にとってはこれを見ただけでは何のマー

クか分かりづらい。話題にはなっていても、付けている人はまだ見かけていな

い。娘も持ってはいるが嫌がって付けてはいない。今後、啓発が必要だと考え

るが、市はどのように取り組んでいくのか。 

（事務局） 

 ヘルプマークは障害保健福祉課で周知啓発を行っているため、連携を取って

進めていきたいと考えている。 
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（安田委員） 

 「Ⅴ：共生社会ホストタウン事業」について、２年間で区切ってあるのは東

京２０２０の前にこの事業は完結すると捉えるのか。またはこれを一つの契機

として、その後も継続して取り組んでいくのか。長いスパンで考えれば、例え

ばＵＤ学習支援ボランティアの皆さんがユニバーサルサービスについて学び、

パラリンピック選手団受入れの際のボランティアを担当してもらうと、ＵＤの

取組としてよりいいのではないかと思う。 

（事務局） 

 東京２０２０に向けての事業は平成２８年度からスタートさせた。２０２０

年までに観光客が増加することを想定して、主に観光的視点で進めている事業

であり、「ユニバーサルツーリズムの受入環境整備」をテーマにして進めてい

るものである。２０１９年ラグビーワールドカップでも、袋井市のエコパスタ

ジアムが会場になるため、外国人も含めて多くの方が浜松に来る可能性がある。

様々な特性を持った来訪者を想定し、市として受入体制を整える必要があると

感じている。平成２８年度には、市内施設のＵＤ情報を収集し、データベース

を作ったり、観光事業者を対象としたユニバーサルツーリズムのセミナーを開

催したりした。平成２９年度は、２回目となるユニバーサルツーリズムセミナ

ーを開催したり、外国人やベビーカー利用者など、様々な特性をもつ市民とと

もにモニターツアーを開催し、前年度に収集したデータベースと併せて「浜松

だいすきネット」にＵＤ情報を掲載したりした。 

 重点事項の共生社会ホストタウン事業は、これらの事業やＵＤのまちづくり

をレガシーとして残していくための事業であり、２０２０年以降も継続して進

めていく。 

（安田委員） 

 「Ⅵ：ユニバーサルツーリズム受入環境整備」は平成２８年度から３０年度

までということか。 

（事務局） 

 そうだ。昨年の１２月に本市は共生社会ホストタウンとして国から認定を受

けた。今後は、それを重点事項として盛り込んでいく。 

（中西委員） 

参考として配付された「ピクトグラム」の資料について、ＵＤ週間の際に市

役所ロビーに展示をしていたのを見たことがあり、非常に目にとまった。知識

があっても見直してみると参考になる。一般市民にも見られる場所で周知や資

料配布をお願いしたい。 
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（伊豆会長） 

 本日の議事は終了する。 

７．閉会  


