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104 : 気づくことの大切さ。

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2006/02/22 13:16

森本さん、西尾さん、お返事ありがとうございます。  
あ、その前に皆さんにお詫びを。前回の発言のタイトルが  
「まっち」という意味不明なタイトルになってました。  
すいません、久しぶりに発言したもので（笑）。  
 
さて、UDで要になってくることは、お二人がおっしゃられたように、  
何気なく普段していることを、もう一度改めて考えてみて、新しい  
発見をすることだと思います。  
 
そういった「気づく機会」が多くあれば、私たち市民もUDの取組を  
具体的に理解しやすくなるのではないかな、とぼんやり思ってます。  
 
その取組が「具体的にどのようなものか」というところが難しいん  
ですけどね・・・。 

 
返信  

 

 

 

103 : Re: まっち

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2006/02/20 20:25

森本です。こんばんは。  
わかりやすく伝える工夫をという意見には大賛成です。これは相手の知識資源に依存し
ますので大きな問題でもあります。 近、ある機関が作成した絵記号のわかりやすさを調
べたのですが、50％の人しかわからないということがわかって、びっくりしています。絵（サ
インなど）は言葉によらない情報伝達法としてよく使われますが、そのわかりやすく情報を
伝えるためにと作られた絵がわからない。こうしたことが、繰り返されてしまっていることに
も気をつけないといけないなと思っています。 

 
返信  

 

102 : Re: まっち

投稿者 ： 保健福祉総務課 西尾 投稿日時 ： 2006/02/20 19:18
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京都市みやこユニバーサルデザインの西尾です。  
 
まっちさん，ご発言ありがとうございます。  
 
「分かりやすく伝える」ということで，私が 近感じていることがあります。  
 
私の場合，仕事やプライベートでメールを使いはじめて３年ほどになりますが，毎日のよう
にメールを送ることが，内容を簡潔に，的確に伝えようとする訓練になっているような気が
します。  
 
特に携帯電話の場合，文字数が金額に影響するし，画面も大きくないので，特に意識す
るようになりました。  
 
相手から送られてくるメールを見て，「あっ，この人のメールはわかりやすいな」と参考に
することもあります。  
 
これは，ビジネス文書（行政文書もそうですね）をやりとりするだけでは得られない経験だ
なあと思います。  
 
ユニバーサルデザインという言葉がなくとも，送られる側，伝えられる側を意識することが
大切だと日々感じています。 

 
返信  

 

 

 

101 : まっち

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2006/02/20 13:40

こんにちは。久しぶりに発言をします。  
 
nakaさんと保健福祉総務課の西尾さんのやり取りを見ていたのですが、  
僕にはちんぷんかんぷんといった感じで（笑）、nakaさんは本当にUDの  
ことを研究（言葉に語弊があったらすいません）されているなぁと感心  
してました。  
 
でも、そこで気づいたのですが、UDを進めていくのは行政だけではなくて、  
すべての市民ですよね？それならば、nakaさんのおっしゃっている内容が  
UDをよく知らない市民にも分かってもらえるようにしなければならないの  
ではないでしょうか？少なくとも現状で、お二人の議論についていける人は  
あまりいらっしゃらないのではないか？と、素朴な疑問を感じました。  
 
僕は先日、UDに関する講演を聞く機会があったのですが、そこで講師の方が  
「『自分ができる、わかる。だから他の人もわかるんだ』という考え方を  
変えることがUDを進めるときには必要だ」とおっしゃられていました。  
 
そのとき例に示されていたのが、「市外局番を書くか、書かないか」という  
非常に分かりやすい例でした。  
 
市内の人はあたりまえに市外局番を知っているし、当然、市内から電話を  
かければ市外局番は邪魔なもの・・・でも、遠く離れたところに住んでいる  
人からすれば、市外局番はなくてはならない、そして必ず知っているとは  
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限らない情報・・・ということです。  
 
単純に「なるほどな～」と思いました。  
 
長々と書きましたが、僕が一番言いたかったことは、UDを語るならば  
「分かりやすく伝えるという工夫」が必要ではないでしょうか？  
 
京都市にも、「分かりやすく市民に伝える工夫」を期待しています！ 

 
返信  

 

 

 

100 : Re: 「京都市みやこ ユニバ-サルデザイン推進指針（仮称）中間報告」を読んで。

投稿者 ： 『菅原宏太』 投稿日時 ： 2005/11/23 01:07

>この考え方が一番必要なのって、縦割りというバリアを除去できない行政な  
>んじゃ無いでしょうか。縦割り行政を改善すれば、「指針」を策定するより  
>迅速に、又少ない税金で対応できる問題が多いと感じるのは当方だけなんで  
>しょうか。  
 
大いに賛同します！ただ，行政の立場（に立ったつもり）で言うと，現状では致し方ない部
分もあると思います。地方自治体のセクショナリズムは，中央官庁に支配されている部分
が多々ありますから。UD推進の中で放置自転車対策に取り組もうとすると，厚労省と国
交省との間で板ばさみといったところでしょうか。補助金の出所だけにとどまらず，細かな
通達まですべて影響を与えてますから，「自前の税金でやればええやん」という話では済
まないんでしょうね。もっと地方分権を進めないと縦割り行政の根本的な解決は難しいん
じゃないかなと個人的に思っています。  
 
 
>撤去だけでは根本的な解決には至らず，また，対応には限界があることは否  
>めません。やはり，詰まるところは自転車利用者一人ひとりのマナーによる  
>ところが大きく，利用者の意識を変え，「心理的バリア」を取り除いていく  
>ことが重要です。当課としても，今後とも放置防止啓発に努めて参ります  
 
人のマナーや良心に訴えるだけで上手く行った政策ってあるんでしょうかね？ごみ問題，
差別問題，色んな犯罪．．．etc。「公共の福祉」なんて崇高な目的達成を目指して日々活
動している人はそもそもごく僅かで，今も昔も一般の人々は利己的に行動しています。そ
れは悪いことじゃなく，それが普通なんです。  
 
本気でやるおつもりなら，課徴金制度を設けるなりして罰則をもっと強化し，見事放置自
転車が消えたエリアには「皆さんのご協力で歩きやすい歩道になりました。今後も住みや
すいまちづくりの実現に向けてがんばりましょう！」なんて美辞麗句をデカデカと書いた看
板でも立てておきましょう（匿名で障害者・高齢者・子供などの喜びの声も掲載しておきま
すか）。監視と撤去に人を増やしたり，放置自転車が邪魔にならないほど歩道の幅員を拡
げたりするよりは，安上がりで実現可能性は（まだ）高いと思いますが。  
 

 
返信  

 

99 : ユニバーサルデザインの考え方
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投稿者 ： 保健福祉総務課 西尾 投稿日時 ： 2005/11/21 12:12

京都市保健福祉総務課の西尾です。  
 
nakaさん，再度のご意見ありがとうございます。  
大変遅くなりましたが，前回，お答えできていなかった部分も含めて，ご返事させていただ
きます。  
 
＞物理的障害の除去後、有効に運用する事、除去された状態を継続するための具体＞
策を先ず考える事が必要では無いでしょうか？そこには数値目標も必要でしょう＞し、関
連する条例の改正も必要でしょう。  
 
＞「心理的バリア」によって作られた「物理的バリア」を、京都市が除去されてき＞た実績
は認めます。ですが除去した「物理的バリア」が又元の状態、あるいは以＞前より悪くなっ
ているにもかかわらず、対応されていない面がある事は事実だと＞思います。  
＞ですから先の投稿でも「有効に運用する事、除去された状態を継続するための具＞体
策を先ず考える事が必要では無いでしょうか？」と記載したわけです。これが＞「指針」を
策定しなければ実現できないのなら、首を傾げるしか無いです。  
 
 
 これまで，物理的バリアを取り除こうとする過程で，決められた仕様をクリアすることが
目標となりがちで，実際に使う人の声を十分に考慮してこなかった面はあるでしょう。でき
た後も，それがどのように利用され続けるかのフォローが十分でなかったとも言えるでしょ
う。  
 使い手側重視のプロセスを求める「ユニバーサルデザイン」の考え方は，こういったプロ
セスの重要性が社会に認識され，採り入れられる流れをつくっていくものと考えます。今
回の「指針」を，社会への浸透と，市の各部局や企業等の行動を促すために活用してい
きたいと考えています。  
 また，御指摘のように，ユニバーサルデザイン推進のために，これまでのハートビル法
や交通バリアフリー法に基づく数値目標や，京都市の人にやさしいまちづくり要綱，建築
物等のバリアフリーの促進に関する条例といった法制度を，今後，ユニバーサルデザイン
の視点から問い直す場合もあるでしょう。  
 
 
＞もし本気で行政が UD を推進するのであれば、先ず縦割り行政を排除するか、あ＞る
いは市長直属のUD 局でも設置し、UDに関する業務は一括してその局が担当、指＞示で
きるようにして頂きたいと思います。  
 
＞この考え方が一番必要なのって、縦割りというバリアを除去できない行政なんじ＞ゃ無
いでしょうか。縦割り行政を改善すれば、「指針」を策定するより迅速に、＞又少ない税金
で対応できる問題が多いと感じるのは当方だけなんでしょうか。  
 
 
 行政にとってのユニバーサルデザイン推進は，様々な課が複雑に関係するケースが多
く，セクション同士の連携，調整が大きな意味を持つでしょう。  
本市の場合，各局の課長級職員で構成する，みやこユニバーサルデザイン推進プロジェ
クトチームを設置し，庁内担当課の連携，調整に活用しています。また，市長を議長とし
た各局の連絡調整の場である，安らぎ先進都市推進会議を活用することもあります。  
 
 
＞京都市広報課様からお聞きした PDF ファイルの必要性は、  
＞「更新作業のスピード、利便性」  
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＞「報道機関への配布を 優先し資料作成しているため」  
＞「HTML の知識を持っている職員が少ない」  
＞「無料のソフトだから問題無いでしょう」  
＞以上の理由だそうです。  
 
＞スピード、効率、限られた対象だけを優先し、やさしく無い（環境依存があり、＞JIS 
X8341-3 【5.4e】でも定められている）状態を改善しようとしない。これっ＞て何なんでしょ
う。  
＞担当課が異なれば、認識も見解も異なる状態のままで、本当に UD を推進できる＞の
でしょうか。  
＞「指針」が策定されれば、突然改善されるって事なんでしょうか。  
 
 
 広報の面では，ホームページや印刷物をはじめとする情報が，誰でも入手でき，わかり
やすいものであるかという視点から問い直されるべきなのでしょう。  
ユニバーサルデザイン推進担当課である保健福祉総務課には，こうした各セクションへ
の考え方の普及と取組支援の役割があると考えています。「指針」の策定を契機に，「プ
ロジェクトチーム」を通じ，各部局への働きかけを行ってきたいと考えています。  
 
 
＞さらにUD 条例を施行するにあたっては、その先に「ノーマライゼーション」を見＞据えた
もので無ければ、「すべての人が暮らしやすい京都」の実現なんて無理な＞ような気がし
てなりません。  
 
 
 みやこユニバーサルデザイン推進条例では，ユニバーサルデザインを採り入れることに
よって，すべての人が個人として尊重され，安心で安全な生活を営むことができるととも
に，将来にわたって活力に満ちた社会の実現を目指すとしています。  
ここには，障害のある人もない人も同じ生活を送れる社会こそ普通の社会であるというノ
ーマライゼーションの考えがあると考えています。 

 
返信  

 

 

 

98 : Re: ユニバーサルデザインについて

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/11/19 13:30

ココアさん。森本です。  
ユニバーサルデザインをもっと推し進めて、さまざまな活動がわき起こればと思っている
のですが、自分の身になって考えることの難しさもあるようです。活動と言ってもいろんな
形があるでしょうが、この会議室に入ったことを契機にして、何らかのアクションを起こして
欲しいと思います。 

 
返信  

 

  

97 : Re: 「京都市みやこＵＤ推進指針（仮称）中間報告」を読んで

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/11/19 13:29

71さん。こんにちは。森本です。  
確かに見近なところで参加の機会を増やすことの必要性は、どなたも異論のないところと
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思います。いろんな方法を使って情報の共有をすることが大事なのですが、それの実現
が難しいところに問題があるようです。徐々にでも少しずつでも一人ででも活動していくこ
とが求められているのではないですか。 

 
返信  

 

 

 

96 : Re: 京都市みやこユニバーサルデザイン推進指針を読んで

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/11/19 13:28

ちょこさん。こんにちは。森本です。  
こんなことしたよと言っているだけというのは、どういうことでしょう？少し、理解できない感
じがあります。確かに心理面のことも大事です。作られたものは、使う人の心理面に配慮
しているのではないでしょうか？たとえ出来はわるくても、もし、そういったものがなかった
ら、不便なのではないでしょうか？ 

 
返信  

 

 

 

95 : Re: 京都市みやこユニバーサルデザイン推進指針を読んだ意見。

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/11/19 13:27

はなさん。こんにちは。森本です。  
nakaさんから放置自転車についての話題提供がなされていますが、はなさんはどう思い
ますか？行政だけの問題ではないことは確かですよね。環境設備だけで問題は解決しな
いことは明らかです。僕はこの会議に参加している人たち自らの活動そのものについて
問い返してみることが大事と思います。どう思いますか？ 

 
返信  

 

 

 

94 : Re: 「京都市みやこ ユニバ-サルデザイン推進指針（仮称）中間報告」を読んで。

投稿者 ： 放置車両対策課徳永 投稿日時 ： 2005/11/17 22:29

naka様  
 
京都市建設局道路部放置車両対策課の徳永と申します。  
この電子会議室でのnakaさんからの放置自転車対策に関する意見に対し，以前にも保健
福祉総務課を通じて説明させていただきましたが，当課では，自転車等駐車場整備と放
置自転車等の撤去・啓発を両輪として放置自転車等対策に取り組んでいます。放置自転
車撤去の強化については，予算確保のみならず，保管所収容台数の確保や職員の増員
など様々な課題があり，困難な状況にありますが，現状の中で撤去要望のある箇所につ
いては，できるだけ御要望にお応えできるよう努力しています。  
 
しかし，撤去だけでは根本的な解決には至らず，また，対応には限界があることは否めま
せん。やはり，詰まるところは自転車利用者一人ひとりのマナーによるところが大きく，利
用者の意識を変え，「心理的バリア」を取り除いていくことが重要です。当課としても，今後
とも放置防止啓発に努めて参りますが，みやこユニバーサルデザイン推進指針策定の取
組がこうした「心理的バリア」を取り除いていくきっかけになればいいと思います。 
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返信  

 

 

 

93 : ユニバーサルデザインについて

投稿者 ： ココア 投稿日時 ： 2005/11/15 15:32

住みよい環境づくりを目指して、多くの場でユニバーサルデザインが活用されています。
街やデパートなど、あらゆる場面で目にすることがありますが、遊園地でもユニバーサル
デザインを取り入れていることを初めて知りました。ページの中で舞台などの際に、目の
不自由な方が後ろの席になった時のことを考えて、解説付き音声を流したり、車椅子でも
出入りできるスペースを設けたりと細かいところまで行き届いていて素晴らしいと思いまし
た。  
遊園地というと、若者や家族連れの方が多いイメージがあります。やはり人の行きかう場
所は、お年寄りや体の不自由な方にとっては苦手であったり、疲れるだけの場所にも思え
ます。だからこそ、工夫をこなして子どもから大人まで楽しむことができればいいなと思い
ます。そこで活躍するのがユニバーサルデザインを用いるということです。車椅子を使用
される方は、行きたくてもなかなか行けなかった場所がたくさんあると思います。しかし、
ユニバーサルデザインを用いることで気軽に足を運ぶことができるようになればいいなと
思いました。  
 普段使っているものや行く場所には、ユニバーサルデザインを用いたものがたくさんあ
ると思いますが、他にもまだまだあって、いろいろな場で役に立っていると思います。それ
が自分たちに関わっていないことであっても、どこかできっと助かっている人がいると思う
と、今できることから始めて社会に繋がっていけばいいなと強く感じました。  
 段差をなくしたり、手すりを設置することは、若い人からするとあまり必要がなかったりす
るかもしれないけど、お年寄りや体の不自由な方にとってはすごく助かっていると思うん
です。私は、お互いが思い合ってこそ良い環境をつくることができると思います。ユニバー
サルデザインを取り入れることで、住みよい環境ができることは確かかもしれません。し
かし、そのためにも多くの人の協力が必要だと思います。一人ひとりが思いやり、相手の
立場になって物事を考えることが大事だと思うんです。そういった心から生み出されたも
のが公共の場で使用されることは、とても素晴らしいことでもあるし、その人の気持ちその
ものだと思います。 

 
返信  

 

 

 

92 : 「京都市みやこＵＤ推進指針（仮称）中間報告」を読んで

投稿者 ： 71 投稿日時 ： 2005/11/15 15:31

パンフレットの8ページの「オストメイト対応設備」や、9ページの「パークアンドライド」という
用語は普段聞きなれない用語なので、指針に対しての理解をより深めるために、説明書
きを入れて頂きたかったです。  
ＵＤを進めるにあたっての市民の役割は重要なものですが、現在の社会的状況から考え
て、自分の住んでいる社会に対して興味や関心の目を向けている人はそれほど多くない
のではないでしょうか。自分がその問題の当事者とならない限り、人はなかなか行動を起
こせないものだと思います。ですから、主体的な行動を待つのではなく、例えば情報収集
の手段として、地域ごとの回覧板などを利用するなど、本当に身近なところで参加する機
会を提供していくことが必要なのではないかと私は考えます。 

 
返信  
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91 : 京都市みやこユニバーサルデザイン推進指針を読んで

投稿者 ： ちょこ 投稿日時 ： 2005/11/14 20:33

ユニバーサルデザインはとても素晴らしいことだと思うし、  
老若男女誰しもが使いやすいデザインを考えるのも良いことだなーと思いますが  
何でもかんでも「ユニバーサルデザイン」とか言ってるけど、見た目や形に表して「こんな
ことやったよ！」って言ってるだけにも聞こえます。  
もっと目に見えない心理的なことを気にかけるべきかな、と思います。  
物理的な過ごしやすさも心理的な過ごしやすさも考えていかないとダメだなーと思いま
す。 

 
返信  

 

  

90 : 京都市みやこユニバーサルデザイン推進指針を読んだ意見。

投稿者 ： はな 投稿日時 ： 2005/11/14 15:07

長年京都で残されてきたものを生かしつつ、これからの時代（高齢化も進んでいく中）す
べての人びとにとって住みやすい環境設備に変えていくことは必要となってくると思いまし
た。 

 
返信  

 

 

89 : Re: 「京都市みやこ ユニバ-サルデザイン推進指針（仮称）中間報告」を読んで。

投稿者 ： naka 投稿日時 ： 2005/11/03 02:55

西尾 様  
 
ご返信ありがとうございます。  
 
> しかし，後段の例示と合わせて，物理的なものに限定されているかのような印象を与え
ているとすれば， 終案に向けて改善する必要があると考えています。  
 
「障害者基本計画」の用語解説のほうが的確でわかりやすいと感じるのは当方だけでしょ
うか。是非とも改善頂きたく思います。  
 
その上で、ご返信頂きました内容が用語の定義に関する部分だけであったのは、非常に
残念です。  
 
「心理的バリア」によって作られた「物理的バリア」を、京都市が除去されてきた実績は認
めます。ですが除去した「物理的バリア」が又元の状態、あるいは以前より悪くなっている
にもかかわらず、対応されていない面がある事は事実だと思います。  
ですから先の投稿でも「有効に運用する事、除去された状態を継続するための具体策を
先ず考える事が必要では無いでしょうか？」と記載したわけです。これが「指針」を策定し
なければ実現できないのなら、首を傾げるしか無いです。  
 
先日「中間報告」が京都新聞朝刊で掲載された際、保健福祉総務課様に問合せさせて頂
きました。  
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「歩道について歩行者用通行帯と自転車通行帯を色分けする案が一例として記載されて
いましたが、色分けしてもそこに駐輪されていれば機能しなくなるがどうされるのか？」と
の質問に、「色分けと同時に駐輪場を設け撤去作業を強化する、同時に行う事が重要で
ある」との回答でした。しかし「撤去作業を強化する事が可能かどうかは確認していない」
と。  
 
当方が以前、放置車両対策課に確認したところ「予算が増える予定は無い。今後予算を
増やすよう申請する予定も無い。現状以上の撤去作業は予算が無いので行えない」この
ような返答でした。  
 
又以前こちらに記載しましたPDF ファイルについても、保健福祉総務課様は迅速に対応
して頂きました。しかし「京都市情報館」担当課である京都市広報課様では、「今後も対応
する気は無いし、予定も無い。これは京都市の公式見解です。」との返答でした。又、保
健福祉総務課様以外で改善された様子はほとんど見受けられません。  
 
京都市広報課様からお聞きした PDF ファイルの必要性は、  
「更新作業のスピード、利便性」  
「報道機関への配布を 優先し資料作成しているため」  
「HTML の知識を持っている職員が少ない」  
「無料のソフトだから問題無いでしょう」  
以上の理由だそうです。  
 
スピード、効率、限られた対象だけを優先し、やさしく無い（環境依存があり、JIS X8341-3 
【5.4e】でも定められている）状態を改善しようとしない。これって何なんでしょう。  
担当課が異なれば、認識も見解も異なる状態のままで、本当に UD を推進できるのでしょ
うか。  
「指針」が策定されれば、突然改善されるって事なんでしょうか。  
 
西尾 様 wrote  
> はじめからすべての人にとってバリアのないものを目指しましょうという考え方です。  
 
この考え方が一番必要なのって、縦割りというバリアを除去できない行政なんじゃ無いで
しょうか。縦割り行政を改善すれば、「指針」を策定するより迅速に、又少ない税金で対応
できる問題が多いと感じるのは当方だけなんでしょうか。 

 
返信  

 

 

88 : Re: 「京都市みやこ ユニバ-サルデザイン推進指針（仮称）中間報告」を読んで。

投稿者 ： 保健福祉総務課 西尾 投稿日時 ： 2005/11/02 19:20

京都市保健福祉総務課の西尾です。  
 
nakaさん，「指針中間報告」へのご意見ありがとうございました。バリアフリーの説明など
に関して問いかけいただいておりますので，ご返事させていただきます。なお，長い内容
になってしまいましたので，すべてに対するご返事になっておりません。よろしくお願いし
ます。  
 
 さて，平成１４年１２月に決定された「障害者基本計画」の用語解説では，バリアフリー
は，次のように説明されています。  
（バリアフリー）  
 障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味
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で，もともと住宅建築用語で登場し，段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが，よ
り広く障害者の社会参加を困難にしている社会的，制度的，心理的なすべての障壁の除
去という意味でも用いられる。  
 
 本市としても，nakaさんが言われたように，バリアフリーは，「物理的，社会的，制度的，
心理的な障壁の除去」と理解しております。  
 「指針中間報告」では，前段で「バリアフリーは，日常生活や社会生活の中での様々な
障壁（バリア）となるものを取り除いていこう（フリー）という考え方」とし，後段で「例えば，
段差解消のためのスロープやエレベータの設置など，すでにある個々の障壁を取り除くこ
と」としております。  
 前段の「日常生活や社会生活の中での様々な障壁」は，物理的，社会的，制度的，心
理的な障壁を示したと考えています。しかし，後段の例示と合わせて，物理的なものに限
定されているかのような印象を与えているとすれば， 終案に向けて改善する必要があ
ると考えています。  
 
 バリアフリーが，これまで行動しづらかった人々の社会参加のために一定の成果を上げ
てきたとすれば，今後もこの取組が重要であることに変わりはないでしょう。  
 ユニバーサルデザインの考え方は，様々な人の存在を考慮し，はじめから，すべての人
が利用しやすいように計画，実践し，できたあとも，みんなにとって利用しやすいか，常に
確認し，改善していくことを求めていると言えます。  
 バリアフリーの取組が，高齢者や障害者など特別な存在の人たちにとってのバリアの存
在を前提とし，除去というかたちで配慮してきた面が強かったとすれば（特別な人への特
別な配慮は，自分にとっては他人事であるという無関心を招いているという意見もありま
す），さらに進めて，はじめからすべての人にとってバリアのないものを目指しましょうとい
う考え方です。  
 
 新しい考え方であるユニバーサルデザインは，まだ固まっていない考え方だと思いま
す。いろいろなご意見をお待ちしております。 

 
返信  

 

 

87 : 「京都市みやこ ユニバ-サルデザイン推進指針（仮称）中間報告」を読んで。

投稿者 ： naka 投稿日時 ： 2005/10/29 14:18

全文を拝読しました。記載されている内容は大変素晴らしいものでだと思います。です
が、本当にUD と位置付けなければ出来ない事なのかな？ってのが正直な感想です。  
 
又以前からの当方の発言、違和感もなんとなく理解できる内容でもありました。  
 
「（２）ユニバーサルデザインとバリアフリー」で記載されているバリアフリーの定義が物理
的障害だけである事。  
「（１）人にやさしいまちづくりの推進」で「主に高齢者や障害者などの利用のしやすさに基
準を置くことで，すべての人が利用しやすい「人にやさしいまち」の実現に積極的に取り組
んできました。」と自負されている事。  
 
バリアフリーの定義とすれば「物理的・心理的・社会的な障害を除去するという意味」が現
在は一般的だと認識していますが、上記報告書を読む限りでは、物理的なものに限定さ
れているように思います。  
心理的、社会的な部分の中には、物理的障害の除去後、有効に運用する事、除去された
状態を継続する事も含まれているはずでは無いでしょうか？  
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あくまでそれらの心理的、社会的部分は UD の範疇であるとの認識であるのなら、当方
が感じていた違和感も理解できます。  
 
UD を推進することは大変良い事だと思いますが、新たな税金を投入するのであれば、物
理的障害の除去後、有効に運用する事、除去された状態を継続するための具体策を先
ず考える事が必要では無いでしょうか？そこには数値目標も必要でしょうし、関連する条
例の改正も必要でしょう。  
 
「作って終り」といったこれまでのやり方では、無駄に税金を使うだけにしかなりません。そ
れならば社会的弱者のために直接使えるように、税金の控除や、もうすぐ可決されるであ
ろう自立支援法に伴う負担額への補助や、介護支援制度による弱者切り捨てへの配慮
に使う方が、有効利用だと感じます。  
 
UD に関する条例を施行しなければできない事って本当は1割にも満たない気がします。
もし本気で行政が UD を推進するのであれば、先ず縦割り行政を排除するか、あるいは
市長直属のUD 局でも設置し、UDに関する業務は一括してその局が担当、指示できるよ
うにして頂きたいと思います。  
 
さらにUD 条例を施行するにあたっては、その先に「ノーマライゼーション」を見据えたもの
で無ければ、「すべての人が暮らしやすい京都」の実現なんて無理なような気がしてなり
ません。  
 
できれば行政の率直なご意見をお聞きしたいと思います。 

 
返信  

 

 
 

86 : Re: みやこユニバーサルデザイン推進条例を読んだ意見

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/27 23:26

ゆにばーさるさん。森本です。  
ご指摘のようにトレードオフの問題は出てくる場合が多いでしょうが、そこは前向きな考え
で改善するようにしたいです。この会議室にアイデアをどしどし提供してください。そして、
みんなで考えましょう。 

 
返信  

 

 
 

85 : Re: みやこUD推進条例を読んで

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/27 23:26

ジョーさん。森本です。  
そうですね。学校の授業にという案は早くから出ています。大学では一部行なわれていま
すが、もっと広げないといけないですね。ジョーさんも機会をみつけて積極的に広めてくだ
さい。 

 
返信  

 

84 : Re: みやこＵＤ推進条例を読んで
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投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/27 23:24

よっつさん。森本です。  
是非ユニバーサルデザインの勉強にこの条例を役立ててください。そうして、一人でも多く
の人が住みやすい環境になるようなアイデアを出してください。 

 
返信  

 

 
 

83 : Re: 京都市みやこUD推進条例について思うこと

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/27 23:24

71さん。森本です。  
テレビ、ラジオ、新聞、チラシ、HPなどを使ったり、いろんな機会を見つけては宣伝してい
ますが、まだまだ知名度が低いようです。71さんも回りの人たちに教えてください。お願い
します。そうしてもっとみんなが参加できるデザインをして行きたいと思います。 

 
返信  

 

 

 

82 : Re: 地下鉄のユニバーサルデザイン

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/27 23:25

オクヤンさん。森本です。  
そうですね、微妙な段差が車いす利用者の負担になっているでしょうし、放置自転車によ
る通行妨害も現実の問題です。どうすればそうした事態をなくせるでしょうか？モラルの
問題でしょうが。  
また、総合的な視点でのユニバーサルデザインも必要と思います。個々の部分における
問題が解消できても、それをつなぐ部分つまりインタフェースの部分が悪いとダメですね。

 
返信  

 

 

 

81 : みやこユニバーサルデザイン推進条例を読んだ意見

投稿者 ： ゆにばーさる 投稿日時 ： 2005/10/27 07:38

条例に書かれている目標や方針はとてもいい事だと思いました．  
 
京都の街が，「全ての人にやさしく」，「住みやすく」  
 
高齢者の割合が高く，日本の重要な文化遺産を観るために日本中から，はたまた世界中
からありとあらゆる人が集まる大都市京都．  
その京都市がこのような素晴らしい条例を施行した事は素晴らしい事だと感銘しました． 
 
しかし，ありとあらゆる人にやさしいものを考えるのはとても難しい事だと思います．例え
ば，堀川通り（片側３あるいは４車線）の大きな道に歩道橋を作る事を考えるとします．自
転車，歩行者，ベビーカー，車椅子など  
緩やかなスロープを作れば良いだけかと思うと，歩行者にとっては遠回りになったりする
かもしれない．自転車が多く利用すれば歩行者とぶつかる可能性も高くなる．  
これをとればあれがだめ．あれをとったらこれがだめになるかもしれない  
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つまり，  
トレードオフのような問題も含まれているのではないかと思います．  
 
全ての人にやさしくというのは凄く難しいが，この取り組みはとても素晴らしい事です．私
もユニバーサルデザインについて勉強を深め，いろいろなアイデアを提供できればと思い
ました． 

 
返信  

 

 

 

80 : 地下鉄のユニバーサルデザイン

投稿者 ： オクヤン 投稿日時 ： 2005/10/27 07:40

某大学に地下鉄で通う学生です。UDの行き届きを注意深く観察しながら学校に行ってみ
ました。通学には京都市地下鉄東西線を使用しますが，路線図の文字が大きくて見やす
く，昇降時も電車と駅のホームの高さもほぼ同じになっていて非常に快適に乗車出来るよ
うに工夫されていると感心しました。車椅子に乗っておられた方がスムーズに電車を降り
てエレベータの方へ向かっていく姿も見受けられました。ただ，地下鉄を降りると，そこか
らは道の妙な段差や放置自転車が気になりました。今回のように地下鉄のUDの行き届き
は感じましたが街としてトータルで考えるとまだまだ危険な部分を感じました。地下鉄や建
物のようなセグメントレベルでのUDは出来てると思いますが，それをつなぎ合わせる部分
の構築も必要視されるべきだと思いました。 

 
返信  

 

 

 

79 : みやこユニバーサルデザイン推進指針 ご意見募集中です！

投稿者 ： 保健福祉総務課 西尾 投稿日時 ： 2005/10/24 17:39

京都市保健福祉総務課  
みやこユニバーサルデザインの西尾です。  
 
この度，京都市では，「京都市みやこユニバーサルデザイン推進指針（仮称）」の策定に
向け，「指針（中間報告）」をとりまとめ，市民の皆様から広く御意見を募集することとなり
ました。  
皆様からの応募もお待ちしております。ぜひ，ご意見をお寄せください！  
 
詳しくは，こちらへ↓  
http://www.city.kyoto.jp/hokenfukushi/hofukusoumu/ud  
 
 
（募集期間）  
１０月２１日（金）～１１月７日（月）  
（応募方法）  
様式は自由です。郵送，ＦＡＸ又は電子メールのいずれかで送付してください。市役所，区
役所，図書館等で配布しているリーフレット添付の「ご意見応募用紙」もご利用いただけま
す。  
ホームページからダウンロードすることもできます。↓  
http://www.city.kyoto.jp/hokenfukushi/hofukusoumu/ud.bosyu0501.pdf  
 
（応募先）  

13/49 ページみやこユニバーサルデザインをみんなで考え，進めよう！

2009/03/30http://ecom.city.kyoto.jp/forum/board/newThreadMain.rhtml?bd=ud



○郵送  〒６０４－８５７１（住所の記入は不要です）  
     京都市 保健福祉局 保健福祉総務課  
     市民意見募集担当まで  
○ＦＡＸ ０７５－２２２－３３８６  
○メール hofukusoumu@city.kyoto.jp  
 
（中間報告の概要）  
 「指針（中間報告）」は，京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例の規定に基づき，
ユニバーサルデザインの考え方を本市，事業者，市民等の具体的な行動へと橋渡しする
ための「指針」の策定に向け，京都市みやこユニバーサルデザイン審議会の御意見を踏
まえ，とりまとめたものです。  
 「指針（中間報告）」では，①みやこユニバーサルデザインとは何か，②「指針」の基本目
標，原則，視点に言及したうえで，③普及・推進，まち，もの，情報，サービスといった分野
ごとの施策の方向と取組事例，④「指針」の推進体制を掲げています。 

 
返信  

 

 
 

78 : みやこUD推進条例を読んで

投稿者 ： ジョー 投稿日時 ： 2005/10/17 21:21

みやこUD推進条例はとても良いものだと思います。私はユニバーサルデザインを学んで
いましたが、ユニバーサルデザインはまだあまり広く知られていないと思うので、学校の
授業に取り入れるとか、どうやって広めるかを考えないといけないなぁと思いました。そし
て、こういった考えが京都からいろんな町に広がったら良いと思いました。 

 
返信  

 

  

77 : みやこＵＤ推進条例を読んで

投稿者 ： よっつ 投稿日時 ： 2005/10/17 19:16

京都には多くの歴史的建物などがあってこのような条例はとても大事だと思った。学校で
ユニバーサルデザインの勉強をしているのでとても興味をもちました。 

 
返信  

 

 

76 : 公開フォーラム「伝統文化と暮らしのユニヴァーサルデザイン」開催のお知らせ

投稿者 ： 保健福祉総務課 西尾 投稿日時 ： 2005/10/14 23:22

 京都市みやこユニバーサルデザイン推進担当の西尾です。  
 ユニバーサルデザインの公開フォーラム開催のお知らせがあります。  
 
 この度，国際ユニヴァーサルデザイン協議会と京都工芸繊維大学の共催により，公開
フォーラム「伝統文化と暮らしのユニヴァーサルデザイン」が開催されます。  
 
 日時   平成１７年１０月２１日（金）１３：３０～１７：００  
 場所   京都工芸繊維大学 大学センターホール  
 参加方法 直接会場へお越しください。  
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 参加費  無料（交流会を除く）  
 
 ただいま，次のホームページにて参加受付を行っています。  
 http://www.iaud.net/event/archives/0508/30-165252.php  
   
 また，当日直接お越しいただくことも可能です。  
 ぜひ，会場へお越しください。多数の皆様の御来場をお待ちしております。  
 
（ご参考）  
 この催しは，世界のユニバーサルデザイン動向と京都という日本の文化を色濃く継承す
る地においてのユニバーサルデザインのあり方をテーマとするとともに，  
２００６年１０月に京都で開催される第２回国際ユニヴァーサルデザイン会議開催の気運
を高めることを目的として開催されるものです。  
 京都市においても，すべての人にとってできる限り利用しやすいデザインを目指す「み
やこユニバーサルデザイン」の推進のため，この度のパネルディスカッションに参加する
など，第２回国際ユニヴァーサルデザイン会議の開催に積極的に協力しています。 

 
返信  

 

 

 

75 : 京都市みやこUD推進条例について思うこと

投稿者 ： 71 投稿日時 ： 2005/10/12 18:49

 この条例は施行されてから半年が経っているけれど、知名度はまだ低いと思います。市
民が、みやこUD推進条例の存在自体を知らなければ、第7条（市民の役割）は無意味な
ものになるし、また、京都に住んでいる市民が知らないのなら尚更、「観光旅行者やその
ほかの滞在者」は知るわけがない。それでは、第8条も同じような状況に陥りかねないし、
そうしないためにも市は、第11条（みやこUDに関する理解を深めるための措置）を徹底し
て行わなければならない。それも今までとは違うやり方で、地域の政策に対して無関心で
あった人たちが関心を持てるようなやり方で行なわなければならないと思います。 

 
返信  

 

 
 

74 : Re: みやこＵＤ推進条例を読んで

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/11 22:27

かなこ さん。こんばんは。森本です。  
ユニバーサルデザインで京都をよりすばらしくすることができると思います。ユニバーサル
デザインの考え方をひろめ、実践するにはどうしたらいいでしょうか？すぐにでも改善でき
ることはあなたの回りにないでしょうか？ 

 
返信  

 

  

73 : みやこＵＤ推進条例を読んで

投稿者 ： かなこ 投稿日時 ： 2005/10/10 23:50

京都は日本を代表する観光地であり、ユニバーサルデザインを取り入れることは、必要
不可欠なことではないかと思う。よりたくさんの人に京都のすばらしさを知ってもらうため
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にはこういったことから始めることが大切なのではないでしょうか。京都に住んでいる人だ
けではなく、訪れるすべての人が考えを深めることでこれからも伝統ある美しい京都を残
していけると思う。 

 
返信  

 

  

72 : Re: 京都みやこUD推進条例を読んで。。。

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/06 19:53

やきそばパンさん。こんばんわ。森本です。  
この条例のどこに一番共感を持たれたでしょうか？これから、どうすればこの条例が活き
てくるでしょうか？お考えを待っています。 

 
返信  

 

  

71 : 京都みやこUD推進条例を読んで。。。

投稿者 ： やきそばパン 投稿日時 ： 2005/10/06 14:30

とても良い条例だと思います。でも、私も初めて知った条例で知らない人も沢山いると思
います。もっと沢山の人にこの条例を知ってもらいたいと思いました。 

 
返信  

 

 

 

70 : Re: みやこUDの推進条例を読んで

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/04 21:22

みやこさん。こんばんわ。森本です。  
世界の人々から愛される「京都」にするには、現実問題として何が足りないでしょうか？条
例は作って終わりというものではありませんよね。それをみなさんが使って活動してこそ、
意味があるものでしょう。あなたの自覚は、今後、どのように展開できるのでしょうか？お
考えを聞かせてください。 

 
返信  

 

 
 

69 : Re: UD推進条例を読んで。

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/04 21:21

13さん。森本です。  
これからの社会に役立つ事を学ぶ姿勢の必要と言う意見に賛成ですが、今すぐ出来るこ
とも多いのではないでしょうか？身の回りにある障害に目を向けてみれば、たくさんある
はず。普段、気になっている障害ははいでしょうか？ 

 
返信  
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68 : Re: みやこユニバーサルデザインの推進条約を読んでの感想

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/04 21:21

まりげさん。森本です。  
たしかにお年寄りや障害者のことを考えて更に使いやすく便利なものにしていけばいい
のですが、そのためにはどんなことが必要でしょうか？あなたに出来ることは何でしょう
か？ 

 
返信  

 

 
 

67 : Re: みやこユニバーサルデザインの推進条約を読んで。

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/04 21:20

ちょこさん。森本です。  
気持ちの面でもユニバーサルな街というのはいいですね。そうしは街づくりをするには、ど
うすればいいと思いますか？たとえば、気持ちの面でのユニバーサル化について、あな
たは普段どのようなことに心がけておられますか？ 

 
返信  

 

 
 

66 : Re: みやこユニバーサルデザインについて

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/04 21:20

ふたばさん。森本です。  
様々な人々がいる中で相互理解を深める必要があることは大事です。それを実現するに
はどのようなことをすればいいのでしょうか？私は何をすることができるか？という視点が
必要ではないでしょうか？ 

 
返信  

 

  

65 : Re: 推進条例を読んで

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/04 21:19

ユキさん。森本です。  
大学でUD論を学ばれて、京都に不足しているものは何と思われたでしょうか？また、条
例の考えを浸透させるための具体的な方法にはどんなことがあるでしょうか？ 

 
返信  

 

  

64 : Re: 推進条例を読んで何を考えたか？

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/04 21:19

ジダムさん。森本です。  
正しい情報をできるだけ早く、多くの人の手に送ることは大事ですね。京都を訪れるひと
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へのおもてなしのデザインとして、具体的なことは何でしょうか？ 

 
返信  

 

 
 

63 : Re: 推進条例を読んで。

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/04 21:19

はなさん。森本です。  
京都の歴史的文化財とユニバーサルデザインとはどんな関係になるのでしょうか？たと
えばお寺のアクセスのこととかでしょうか？たとえば、どうすれば文化財を傷つけないデ
ザインをすることができるでしょうか？ 

 
返信  

 

 
 

62 : Re: UD推進条例を読んで・・。

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/04 21:18

みぃさん。森本です。  
大好きな京都をユニバーサルデザインによってさらにいい町にするためには、どんな取組
みが必要でしょうか？授業でユニバーサルデザインを受けられて、その発展として何か考
えはないでしょうか？講義を受けて得た知識はどう展開することができるでしょうか？ 

 
返信  

 

  

61 : Re: みやこユニバーサルデザインの推進条例を読んで。

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/04 21:17

けぇたさん。森本です。  
使いやすくなおかつ京都らしさを残すためには、ユニバーサルデザインに何が必要でしょ
うか？デザインの指針として何が欠かせないでしょうか？ 

 
返信  

 

  

60 : Re: みやこユニバーサルデザインについて考えたこと

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/04 21:17

まる子さん。こんばんは。森本です。  
すでにユニバーサルデザインについて大学での講義を受けておられるとのこと。公共の
場のデザインで決定的に不足していることはどんなことでしょうか？ 

 
返信  

 

59 : みやこUDの推進条例を読んで

投稿者 ： みやこ 投稿日時 ： 2005/10/04 18:15
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みやこUD推進条例を読んで、一人一人の個性を大事にすること・国際社会の取組と協調
することといった条例は、わたしたち自身を根本的に見直せる大きなキッカケであり、素
晴らしい考えであると私は思いました。  
 京都は世界中から観光客が集まります。京都の古きよき伝統を守るとともに、京都の街
に来た誰もが心地よい、そして今後も世界の人々から愛される「京都」にしていきたいと、
このUD推進条例を見て改めて自覚しました。 

 
返信  

 

 

 

58 : UD推進条例を読んで。

投稿者 ： 13 投稿日時 ： 2005/10/04 11:33

条例を読んで京都らしい考えだなぁと思いました。  
歴史的にも環境も素晴らしい土地なので、その良さを残していきながら、  
すべての人々に暮らしやすい環境を作っていくのはとても大切な事だと思いました。  
助け合いの精神を有効に利用するためにも、一人ひとりの理解が必要なので、まずは私
たち学生がこれからの社会に役立つ事を学んでいく事から始めないといけないと感じまし
た。 

 
返信  

 

 
 

57 : みやこユニバーサルデザインの推進条約を読んでの感想

投稿者 ： まりげ 投稿日時 ： 2005/10/04 11:33

推進条約を読んで、社会にユニバーサルデザインを取り入れていくことは良いと思いまし
た。私たちが普段使っているものや部屋に合わせた家具などでも、ただのインテリアとし
てでなく、お年寄りや障害者のことを考えて更に使いやすく便利なものにしていけばいい
と思いました。 

 
返信  

 

 

 

56 : みやこユニバーサルデザインの推進条約を読んで。

投稿者 ： ちょこ 投稿日時 ： 2005/10/04 07:22

この条例を見てごもっともだな、と思いました。  
京都という街は日本というたくさんの都道府県がある中でもなかなか無い個性的な街だと
思う。  
その街の良い所をそのままに、そして改善するところはする。その考えにはとても共感で
きるし素晴らしいと思う。  
完全な安全なんて無いだろうけど、 ユニバーサルデザインはこれからもたくさんのところ
で採用されかつ進歩し、さらに良くなっていくだろうと思う。  
京都に限らず何処でも取り入れたらもっといいな。  
他人を思いやるのが苦手な人も、偽善行為だと毛嫌いする人も自分の立場で物事を考
え、自分が過ごしやすい空間をつくり、そしてそれを大勢の人と共有できるようになればい
いですね。  
この条例が何かのきっかけになって気持ちの面でもユニバーサルな街になればいいな
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ぁ。  
 
 

 
返信  

 

 

 

55 : みやこユニバーサルデザインについて

投稿者 ： ふたば 投稿日時 ： 2005/10/04 07:23

ＵＤを採り入れることで、すべての人、一人一人が尊重され、  
日常生活はもちろん、自立した生活に、積極的に取り組める  
環境がデザインされるのは、とても素晴らしい。  
そして、すべての人が不便なく、安心して生活できる社会は、  
やっぱり素敵だと思う。  
 
指針の一つとして、様々な人々がいる中で相互理解を深める必要がある。  
すべての人、それぞれ一人一人が、視覚障害の方、車椅子の方、  
いろんな人がいることを理解したとき、もっとＵＤが普及するように思う。 

 
返信  

 

 

 

54 : 推進条例を読んで

投稿者 ： ユキ 投稿日時 ： 2005/10/04 07:23

推進条例をよみ、歴史の街として観光客も多い京都市にとって、  
ユニバーサルデザインを推進するのは、とても重要であり、  
市民の事も考えたすばらしい条例だと思います。  
 
いま企業でUDを強く訴えかけ、大学でもUD論を学び、日々の生活の中で考えることも多
くなってきているので、とてもいいことだと思います。これが考えていくだけでなく、推し進
めなくてはならないので、  
まだまだできたての条例で、私たちにもこれから京都市の考えが浸透していくと考えてい
ます。私たちも頑張らねばとおもいました。 

 
返信  

 

 

 

53 : 推進条例を読んで何を考えたか？

投稿者 ： ジダム 投稿日時 ： 2005/10/04 07:24

京都のよさを残しつつみんなが住みやすくするのはとても大切なことだと、私は思いまし
た。  
私が考える指針は、京都は観光名所が多く日本全国から旅行に訪れる人が多くいます。
そこで、交通機関の込み具合を京都駅や四条、インターネットに公開して誰でもすぐに行
きたいところの計画ができるようにするとよいのではないでしょうか。 

 
返信  
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52 : 推進条例を読んで。

投稿者 ： はな 投稿日時 ： 2005/10/04 07:24

これからの時代はユニバーサルデザインが重要となってくると思います。  
なぜなら、高齢化が進んでいるなかすべての人にとってよりよい暮らしは必要だと考える
からです。  
京都は歴史的な文化財がたくさんありますが、これらを傷つけぬようにユニバーサルデザ
インを取り入れていける事が、私達の願いです。 

 
返信  

 

 

 

51 : UD推進条例を読んで・・。

投稿者 ： みぃ 投稿日時 ： 2005/10/04 07:25

 私はみやこユニバーサルデザイン推進条例を読み、とても関心いたしました。 私は学
校の授業でユニバーサルデザインを習ったので知っていますが、まだまだユニバーサル
デザインとは何なのかということを知らない人々が沢山おられるだろうし、ユニバーサル
デザインの知名度も低いように思います・・。なので、是非もっと推進していってほしいと思
いました。  
 私は、自分の暮らしている場所「京都」が大好きです。この取り組みで  
もっとより京都が心温まる暖かい、いい町になっていくことを願っております。そして、誰も
が訪れたくなるような町、もう一度、来たくなるような町を目指してがんばばっていってほし
いです。 その為には、古風な京都らしさを残しつつ、でも人々の暮らしやすさをコンセプ
トとした未来にむけた新しい京都にしていくことが必要だと思います。 

 
返信  

 

 

 

50 : みやこユニバーサルデザインの推進条例を読んで。

投稿者 ： けぇた 投稿日時 ： 2005/10/02 22:30

この条例を見て市民のことをよく考えてくれていると思ったと共に京都らしいと思いまし
た。個性的で歴史を大切にするという印象がそのままのように思います。そしてユニバー
サルデザインについて他の地域よりも関心を持ち、街全体を安心、安全に生活できるよう
に変えていこうという意欲がすごく分かります。  
これからの社会をつくる上でユニバーサルデザインというものはすごく大切なもので絶対
必要になってくるものだと思います。京都を見習ってたくさんの地域がユニバーサルデザ
インを取り入れてくれたらいいなと思います。  
また、このユニバーサルデザインを進めるにあたって、すべての人間が使いやすく尚且つ
京都らしさを残すかが大切だと思います。京都は毎日たくさんの観光客が来ますがそこを
上手く使ってたくさんの人にユニバーサルデザインを広めるべきだと思います。 

 
返信  

 

 

49 : みやこユニバーサルデザインについて考えたこと

投稿者 ： まる子 投稿日時 ： 2005/10/01 19:11
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 私は京都みやこユニバーサルデザインというのは、とても大切なことだと思います。  
 今の時代、日常的に機械などを使うことが多くなってきていると思います。それがユニバ
ーサルデザインによって、老若男女使えるということができれば、人は安心して毎日の生
活を送れるのではないかと思います。  
 京都はたくさんの観光客が訪れるということなので、環境を配慮しつつ、公共の場でユ
ニバーサルデザインを使った設置物などがもっとたくさんあれば、日本だけでなく、世界に
も考えが広まっていくし、そういった社会をつくっていかなければいけないと思います。  
 私は学校でユニバーサルデザイン論を学んでいたので、ユニバーサルデザインについ
て考えたりする機会あるけれど、学校でユニバーサルデザイン論を学んだりすることのな
い人は、ユニバーサルデザインについて考える機会があまりなく、感心も持ちにくいかもし
れません。そこで義務教育の中でも、誰もがユニバーサルデザインを考える機会(授業)を
つくって欲しいと思います。 

 
返信  

 

 

 

48 : Re: 8月のテーマ

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/01 07:55

まっちさん。返信が遅くなってすみません。  
安心安全を提供できるためのデザインということで提案しました。  
たとえば、危険情報や緊急情報の伝達とそれの確認のためのシステムをどのように構築
するのかです。また、正しい情報なのかとか、どこに支援を求めればいいのかといったこ
とが、誰にでもきちんとわかるようにするにはどうすればいいのかなどを考えての提案で
した。しかし、これにもなかなか発言は届きませんでした。今少し、自発的な発言を待って
みようと思います。 

 
返信  

 

 
 

47 : Re: 推進条約をよんで

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/01 07:55

やぎさん。こんばんわ。京都のもつすばらしい文化を大切にすることには賛成です。その
部分が達成されなければ、気持ちの伝わらないデザインになると思っています。では、ど
うすればいいのでしょうか。大変難しい問題でしょうが、それをみなさんと考えていけたら
と思います。 

 
返信  

 

 
 

46 : Re: UDの推進条例読みました。

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/01 07:54

とわさん。発言ありがとうございます。確かに条例を読む限りは明るい未来の感じがしま
す。しかし、その実践には困難がつきまといます。ユニバーサルデザイン推進のために、
あなたに出来ることは何でしょうか？この条例は人ごとではなくて、自分の問題として意
識できるようにということも目的のひとつではないかと思っています。 

 
返信  
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45 : Re: 京都みやこユニバーサルデザインについて何を考えたか。どんな指針が必要
か。

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/10/01 07:54

ひろしさん。発言ありがとうございます。京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例の
考えを広めるために教育だけでなく、広くアピールしていきたいですね。もっと具体的には
どんな指針が必要でしょうか？ 

 
返信  

 

 

 

44 : 推進条約をよんで

投稿者 ： やぎ 投稿日時 ： 2005/09/30 23:34

私もユニバーサルデザイン論という授業で一度学びましたが、  
すべての人にとってのよりよい暮らし、環境があるために  
非常に大切なことだと思います。  
 
それを地域として採り入れていくということは、  
とてもすばらしい取り組みだと思いました。  
 
 
指針として必要なことは、取り組みを進めるにあたって  
いかに京都の伝統的な文化を壊さずに  
改善をしていくかだと思いました。  
 
近代的な暮らしやすさを求めるでけでなく、  
京都のもつすばらしい文化を大切にすることを  
念頭に置くことが必要だと思います。 

 
返信  

 

 

 

43 : UDの推進条例読みました。

投稿者 ： とわ 投稿日時 ： 2005/09/30 23:34

こんにちは。はじめまして。  
月曜日の講義で、推進条約をサラっと読んだときには、  
難しい単語が多く、少しとっつきにくく感じていたのですが、  
ＵＤの例の写真などを見て、  
私が普段よく利用しているＪＲ山科駅にも  
多くのユニバーサルデザインがあることを知りました。  
例えば切符購入機で硬貨が入れやすくなっていて、  
私は便利だな、と思いながら何気なく利用していました。  
障害を持っている方にも使いやすく、  
私も便利だからと好んで使える、  
そんなデザインがこれからどんどん京都の町にも増えていくのか思うと  
とても素敵だと思いました。  
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高齢者社会の世の中、老人にとっても住みやすい街づくりというのは  
とても重要なので  
他の地域にもＵＤがドンドン広がっていくことを望みます。  
 
 

 
返信  

 

 

 

42 : 京都みやこユニバーサルデザインについて何を考えたか。どんな指針が必要か。

投稿者 ： ひろし 投稿日時 ： 2005/09/27 16:22

とても良い制度だと思います。ユニバーサルデザインの考え方は、以前に比べ、随分と広
まり、具体的な商品や施設も生まれてきましたが、日本中、世界中から観光客が集まる
京都だからこそ、すべての人が使いやすい施設、商品を増やさなければいけないと思い
ます。   
そのための指針の一つとして、より多くの人にこの制度を知ってもらうために職場、学校
で理解を深めるための教育を行うことがあげられると思います。また、そのような教育に
加えて、この制度に取り込んでいることを地域住民はもちろん、観光客など様々な人にア
ピールするべきだと思います。 

 
返信  

 

 

 

40 : Re: 8月のテーマ

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2005/08/02 12:52

森本先生こんにちは。  
 
先生のおっしゃるように、この電子会議室が「こんな発言、  
してもいいんやろか？」と思いながら書き込まなければ  
ならないようなものになってしまうのだけは避けたいですね。  
 
僕は専門的なことはわかりませんが、一市民の視点で発言して  
いければと思っています。  
 
さて、個別テーマの件ですが、「安全、安心のＵＤ」をテーマに  
とのご提案ですが、具体的にはどのような内容になるのでしょうか？  
 

 
返信  

 

 

39 : 8月のテーマ

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/08/02 08:08

 nakaさん、歯医者さん、菅原宏太さん、まっちさん、書き込みありがとうございます。森本
です。この会議室の目的はより多くの人がユニバーサルデザインという視点で暮らしをよ
り安全に快適にするための実践をいかにして生み出していくかだと思っています。そのた
めにはさまざまな方法でユニバーサルデザインについて考える機会が必要で、この会議
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室はそのためのひとつです。ですから、行政に対する苦情や現状の矛盾が指摘されてし
かるべきと考えます。むしろ、恐れないといけないのは、そうした声が出なくなることだと思
います。また、流行語やアドバルーン発言も結構と思います。アドバルーンで終わらせよ
うと思って発言したって意味がないでしょうから。  
 さて、nakaさんの指摘はもっともなことばかりです。ユニバーサルデザインという言葉を
利用してはどうでしょう。歯医者さんの指摘されている市バスなどの移動手段が快適でな
いことは、他の場面でも主張すべきこととは僕が指摘するまでもないでしょうし、ご自身が
どんな実践を仕掛けていかれるかでしょう。菅原宏太さんの手助けしてあげる人が必要
だということに異論を唱える人はいないでしょう。問題はそうした人をどうやって育てるか
です。   
 ユニバーサルデザインには教育が大きな要素としてあると考えます。京都市のアドバイ
スで4月～7月の期間に京都キャンパスプラザで1５名の講師による大学生対象の講義
「実践ユニバーサルデザイン」を14回行いました。（講師の人選で内容は少しかたよってし
まったのですが）約60名の学生が受講しました。世の中のユニバーサルデザインがどの
ような目的でどのようにやられているかを彼らに説明することで、彼ら自身が新たな視点
で物事を捉え、実践することができるようになることを期待してです。後は、彼らと講師が
何らかの新たなアクションを起こせるかどうかです。流行語発言、批判も苦情も提案もお
おいに結構と考えます。すべてが何らかのアクションにつながる、あるいは更なるアクショ
ンのための種と考えるからです。  
 さて、この会議室の意見の発散を抑えるための、まっちさんご提案の個別テーマで議論
をという件ですが、試しに8月の期間でやってみることにしましょう。どなたかテーマをお願
いします。もし、提案がなければ「安全、安心のユニバーサルデザイン」をテーマにしたい
と思います。  
よろしくお願いいたします。 

 
返信  

 

 

 

38 : Re: 「ユニバーサルデザイン推進条例（仮称）」制定に思う事

投稿者 ： 保健福祉総務課 高田 投稿日時 ： 2005/08/01 20:11

返事が遅くなり申し訳ございません。放置自転車の件ですが，私たちが今行っている，ユ
ニバーサルデザイン指針の策定部会でも大きな問題として取り上げられています。いくら
街を整備しても，確かに，放置自転車が置かれていたら，様々な人の通行の迷惑になり
ますよね。議論の中にもあったのですが，「今の人は昔ほどモノを大切にしなくなった。昔
は自転車なんか買うのは夢だった！」というよう意見も頂きました。モノを大切にする心の
ユニバーサルデザインも必要なのかもしれません。  
ところで，事務的で申し訳ないのですが，放置自転車対策の担当課に聞いた対策の内容
を以下に記載させていただきます。  
「本市では，平成12年3月に策定した「京都市自転車総合計画」に基づき，自転車等駐車
場の整備をはじめとする自転車利用環境の整備と同時に，放置防止啓発や放置自転車
撤去により，自転車利用マナー・ルールの確立を図るため取り組んでいるところです。  
現在，撤去強化区域をはじめ，市内約60箇所において放置自転車撤去を行っています
が，各地域から撤去回数の増加や撤去区域外での新たな撤去に係る要望が多く寄せら
れています。  
要望のあった箇所については，現地の状況を確認のうえ，できるだけ御要望にお応えで
きるよう努力しています。撤去回数を増やすことは，予算確保のみならず，保管所収容台
数の確保や職員の増員など様々な課題があり，困難な状況です。  
地域によっては，夜間や休日に放置自転車が増加していることは認識しています。それら
の撤去を行うためには，保管所の収容台数確保や設備改善，運営体制の変更などの課
題があります。休日や夜間における撤去実施の可能性について検討しておりますので，
御理解いただきますようお願いします。  
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なお，土曜日における撤去は，定期的に行っています。  
今後とも，すべての人にとって安全・快適で住みよいまちづくりの実現を目指して取り組ん
で参ります。」  
ということで，大変重要な問題であるのだけれど，金銭的な問題もあるけれと，使う人一
人一人の心の問題の要素も強いと思います。 

 
返信  

 

 

 

37 : Re: ではどうすれば？？

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2005/07/30 09:36

歯医者さん、こんにちは。  
なるほど、移動手段というのは主に「市バス」のこと  
だったんですね。  
 
確かに市バスの走行路線は複雑ですね。慣れてない人  
だったら混乱することが多いかも・・・。  
 
話が横道にそれるかもしれませんが、僕は市バスに乗るとき、  
すぐに案内所や電話で聞くことにしています。自分で考える  
より聞いたほうが早い（笑）。  
 
その点では、観光都市である京都は他の都市よりも親切な  
気がします。東京の地下鉄なんて本当にわけがわからない  
ですし（聞いても不親切）地方都市に旅行に行くと、案内板  
すらまともにない、なんてこともザラです。  
 
まだまだ不満な点はありますが、長所を伸ばすと言う視点で、  
そこら辺のサービス向上を図っていく必要はあるかもしれませんね。  
あれ？この話って「5000万人観光都市・京都を目指して」の  
会議室で話す話かな？そっちにも一応書き込みしておきます。  
 
あと、運転手のマナーの問題は別として、車優先社会の問題など、  
行政だけでは解決しがたい問題が多いですよね。結局は他者を  
思いやる心がけの問題なのかもしれません。  
 
すいません。なんの議論にもなりませんが、ちょっと思いついた  
ことを書きました。余談として受け止めてください。  

 
返信  

 

 

36 : Re: ではどうすれば？？

投稿者 ： 歯医者 投稿日時 ： 2005/07/29 21:56

まっちさん レスありがとうございます。  
 
>> 移動手段が快適ではないとのご指摘ですが、具体的には  
>> どういったところでしょうか？  
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市バスをご利用になられたことは？  
走行路線の複雑怪奇なことといったら...  
三十三間堂から御室の仁和寺までバスでどういったらいいか即答できません。  
幼稚園の子供とベビーカーの子供を連れて、荷物を持って、雨の日に市バスに乗れるで
しょうか？  
満員のバスで、目的の停留所で無事に下車できるでしょうか？  
ついこの間、知り合いの老人がバスの急発進のため車内で転倒し、肋骨を数本折る羽目
になりました。  
通勤のために利用するバスが、修学旅行生に占領されて満員通過。  
時間どうりに来たためしがないし、来たら団子。すいた方に乗ったらバスターミナルで入庫
のため、下ろされるし。  
バスターミナルで乗員交代に、どれだけ待たされるか。  
 
自転車で京都市内の幹線道路を走られたご経験のおありの方なら、いかに車優先の道
路が多いか、良くご存知のはず。  
 
腹立たしくなってきたのでもうやめますね。  
お目汚しの段、ご寛恕の程。 

 
返信  

 

 

35 : Re: ではどうすれば？？

投稿者 ： 『菅原宏太』 投稿日時 ： 2005/07/29 13:22

詳しいご説明を有難うございます．nakaさんは，かなり色々な活動をされていて行政との
接点も多い方なんだなとお見受けしました．このような会議室の場で適当なことを言って
いるだけではなく，私も何かできることはないだろうか，と 近真剣に考え始めています． 
 
 
>「バイクは警察、自転車は放置車両対策課が担当になりますのでそちらに申入れしてく
ださい」との事でした  
 
これは本当にどうにかして欲しい問題です．一応，市は自転車等防止条例というのを持っ
ているので，自転車と原付については撤去できるようですが，バイクは府警と協議の上と
いうことになってしまいます．また，nakaさんが書かれているように道路を作るのは建設課
だが，そこに放置された自転車を撤去して保管する場所を作るのは別の課，なんてことは
しょっちゅうあります．このセクショナリズムを（全部は無理でも）如何に無くしていけるかと
いうのは行政の課題でしょうね．  
 
そういう意味では，このUD推進は保健福祉総務課がメインでやっているようですが，他の
部局との連携はどの程度なされているのでしょうか？これだけnakaさんが強くおっしゃっ
ているのに，「放置自転車は建設局放置車両対策課の管轄なので，今回のUD推進条例
とは切り離して考えてください」なんてことに，もしやならないでしょうね？？  
 

もユニバーサルにデザインされてなきゃいけないのは行政組織なのでは，という気がし
てしまいますね．nakaさんの話を聞いていると．  
 
 
> 初に「信用してください」と言った約束をちゃんと守り、「全ての人に優しい道路」に戻し
ましょうと言っています。  
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それは分かります．では，その手段・方法はどのようなものをお考えなのでしょうか？それ
が，私の先に言った「何とか」の部分なのです．ゴールは，はっきりしていると思います．
「放置自転車・バイクを無くす」ということですよね．では，それを誰が，どのような方法で
やるのでしょう？  
 
例えば，  
平成16年6月から，道路交通法が改正されて，違法駐車取締り関係の事務を民間法人に
委託することができるようになりました．これを上手く応用して，NPO法人なども含めて民
間に委託するなんてこともできるかもしれませんよね．法律を詳しく知りませんが，逆にそ
こから先，法律に沿って条例を作って，委託する，というのは行政の仕事でしょう．今流行
りのPFIなんかでやって欲しいものですね．  
 
また，今の自転車条例では，「撤去」しなければいけないことになっていて，そのために保
管場所を探すのに一苦労していますが，それを改正して，放置されている自転車をその
場で太いチェーンでロックしてしまう，なんてのも一案かもしれません．そのまま3日くらい
置いといて，ロック解除の申請に来ないような自転車は，即売ってしまうと．（かなり思い
つき的ですが．．．）  
 
さらに，放置されている自転車の鍵を壊し，「ここに止まっている自転車はご自由にご利
用ください」と看板でも立てておく，なんてのも（実現可能性は別にして）一つのアイデアだ
と思います．（公共の利益を害しているので，憲法上，そんなものに主張できる私有財産
権は無いはずでしょう）  
 
いかがでしょうか？こういうことを考えるのは，（全員ではないにしても）行政の人達はか
なり苦手なようです（と個人的に感じます）．そして，こういった他愛も無い思い付きをバン
バン言っていけば，その中から効果的で実現できそうなものが見つかるのではないでしょ
うか？そして，それは私たち住民の仕事だと思うのですが．（ただし，行政にやる気が無
ければ元も子もないですね）  
「信用してくださいと言ったんだから」と行政を非難してみても，動かない人は動かないで
しょうね．信用を裏切った政治家は落選しますが，役人は信用を裏切っても（それが背任
に当たるような場合でなければ）解雇されないわけですし．（ん？話がズレた．．．）  
 
 
>「見ることが出来ない状態」であれば言うべきでは無いでしょうか？  
 
もちろんそうですね．ただ，それだけでは解決できないような気がします．Webページなど
の場合は比較的対処が簡単です．でも「登ることのできない階段」を前にして地下鉄職員
を毎度呼び出したり，「乗ることのできないバス」の運転手が一々運転席から立って手助
けしに来たり，なんてのには限界があります．だから，「エレベーターを作れ」「昇降機付き
のバスを導入しろ」というハード面の改善が必要となるのです．じゃぁ，ハード面の改善だ
けで良いのでしょうか？結局それは「すべてを行政にやらせる」発想なのではないでしょう
か？使いにくいものがあれば，まずもってそれを改良することは必要ですが，同時に使い
易いように誰かが手助けするということはもっと必要なのではないでしょうか？「見ること
ができない」「登ることができない」「乗ることができない」人がいるのであれば，それを手
助けしてあげる人，つまりソフトが必要だと思います．  
 
そういう意味を込めて，私はこの会議室の初回のほうで，使い易いものを作っている人た
ちや，手助けをしている人たちを称える制度を作ろうと言ったのです．もちろん，具体的に
制度の詳細についてまで触れたわけではなく，アイデアだけですけど，この会議室で発言
する分にはその程度で良いんじゃないかと思います．それを実際にやるのかどうか，やる
としたらどういう形でやるのか，といった話は，行政や専門家の人たちの仕事でしょうか
ら．  
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>自転車、バイクを停める方に「歩行者が通行し難くなるので停めないで欲しい」と啓発や
注意もしています。  
 
具体的な制度設計についてはいい加減なことは言えませんが，そのような活動を称え，さ
らにはそのような活動を行っている人たちにある程度の権限を持ってもらって，進めてい
かなければ，放置自転車対策にしろ，その他挙げられているUD活動にしろ本当には推進
していかないと思います．  
 
そして，行政がそこまでのパートナーシップ関係を構築して取り組もうとしているのか，（歯
医者さん，まっちさんの言う）ただのアドバルーン上げに終わるのか，チェックしていくのは
私たち住民の仕事でしょうね．  
 
 
>行政側の意識改革は、新しく条例を制定しなければ行えない事なんでしょうか？現行の
制度で充分対応できる事は多々あるはずです。  
 
条例や計画を打ち出すこと自体，それについての実行責任が生じるので，行政にとって
はかなり勇気のいることだと思いますよ．つまり，そういうことをしてコミットメントしていくこ
と自体が意識改革の表れだと思います（というかそう期待しています）．それが怖くて，行
政が立てる様々な計画には具体的な数値目標の設定がないのかもしれませんが．（また
脱線）  
逆に，行政ほど条例などを始めとする規制に縛られてしまっている組織も他にはないでし
ょう．たとえ良くないと思っても，市の職員さんが勝手に放置自転車を別の場所に移動さ
せることは，一般市民以上にできない（と思っている）はずです．ただ，それを意識しすぎ
て，「できない事」と「してはいけない事」の区別が付かなくなってしまうと問題でしょうね．
おっしゃる通り，現行において「できる事」をせずに次へは進めないのも確かだと思いま
す．  
 
もちろん正直に言えば，今の制度などについて不満はたくさんあります．「新しくやる前
に，まずもって現行において変えるべき点がたくさんあるだろう」と思います．以前のnaka
さんの「PDFファイルで載せるな」という趣旨のご発言には大きく頷いていました．  
 
ただ，せっかく行政が何か新しい事，しかも市民の協力を得て進めていきたいと思って始
めようとしている事に対して， 初から「ただのアドバルーンじゃないの？」とか「現行の下
でまず変えるべきことがあるじゃない」などとネガティブな見方で対応するのは，結局望ま
しい方向に進まないような気がします．前にも書いたように，行政は住民の代理人なので
すから，住民が無関心であればいい加減なことをし始めますし，住民が関心を持ってくれ
るなら積極的にもなるでしょう． 初からネガティブな見方をされてしまえば，モチベーショ
ンも下がり，条例は作ったけど看板倒れってことになってしまうような気がします．  
 
 
>「この会議室における発言は、一旦管理者が見てから一般に公開されます。」となってい
るのですから、苦情では無く1意見として採用されているのでは無いでしょうか？  
 
う～ん．．．それは，文章中に誰か個人に向けての誹謗中傷が無いかどうかのチェックを
しているだけで，「苦情だから載せない」なんてことはしていないと思うのですが．．．という
か，そういう厳しい意見もあること覚悟でこのような会議室を開設しているんだと思います
よ．「苦情を載せない」なんて検閲かけているのであれば，逆に問題ありのような気
が．．．  
 
 
>先ず現状改善できる事をするべき、その上で足りない部分を補足し改善するために新し
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い条例を制定するのが順番なのでは？  
 
確かにおっしゃる通りですね．これについては，条例やそれに関連する会議などでの進行
状況をちゃんと勉強していないので，個人的には何とも言えません．現状分析を全くやっ
ていないことはないと思うのですが，どの程度やっているんでしょうね？「みやこUD」のペ
ージを見ても，障害者やお年寄，小さな子を持つ家庭など，ダイレクトにUDの対象になる
ような人たちへのアンケート調査みたいなものをやった形跡は無さそうですが．．．  
 
こういったことをせずに，UDを進めようとしてもゴールがぼやけてしまうのではないか？と
いうのがnakaさんのご指摘なのでしょうか？  
 
ちなみに，同じく「みやこUD」のページに「まちで見かけたユニバーサルデザイン」って写
真付きで色んな所の紹介があるのですが．．．それを使っている利用者の声がどこにも掲
載されていないというのは，いかがなものなんでしょう．．．？ 定義に即しているモノが
UDなのではなく，利用しやすいという声がたくさんあるモノがUDなのではないかと思うの
ですが．．．  
 
 
 

 
返信  

 

 

34 : Re: ではどうすれば？？

投稿者 ： naka 投稿日時 ： 2005/07/29 00:57

当方の発言に関する部分については補足説明させて頂きます。  
 
> 色んなご意見があって参考になります．ただ，若干気になった点が．．．  
> 行政に対して「何とかしろ」と言うのはとても簡単ですよね．  
> 「放置自転車を何とかしろ」  
> 「HPが見にくいから何とかしろ」  
> でも，そもそも行政というのは住民の代理人であるわけで，『何とか』を考えるのは住民
自身の役割だと思いますよ．  
 
 
■ 放置自転車について  
道路拡充工事の説明会に於、担当である建設局道路建設課に「歩道が広くなれば自転
車、バイクの駐輪が増えるがどう対応されるのか？目的である『全ての人に優しい道路』
を維持できないのでは？」と質問しました。回答は「庁舎北側に駐輪場を設置しているの
で、そこに皆さん駐輪されるはずですから、ご心配のような事態は起こらないと考えてい
ます。行政を信用して着工させてください」でした。  
 
しかし結果は現状の通りです。そこで建設局道路建設課に相談すると「当課は道路を作
るまでが担当であり、管理は別の課になりますので、そちらに申し入れしてください」でし
た。担当の建設局管理部土木課に相談すると、「バイクは警察、自転車は放置車両対策
課が担当になりますのでそちらに申入れしてください」との事でした。その上で放置車両
対策課に再三危険な状態を相談しても予算や管理場所の都合だけで実施できないとの
回答だけです。同時に予算をそれほど必要としない啓発活動の具体案も提示していま
す。これは「まっちさん」がお書きになっている提案だと思います。それでも対応できない、
しないのが現状です。  
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「全ての人に優しい」これはユニバーサルな視点ですよね？その視点で作った道路が「一
部の方だけに優しい」道路で、弱者には「危険な道路」になっている現状について、「何と
かしろ」では無く、 初に「信用してください」と言った約束をちゃんと守り、「全ての人に優
しい道路」に戻しましょうと言っています。  
 
■ WEB SITE について  
JIS 規格はご存知ですよね？見難いのであれば、それはデザイン面での問題ですので何
も言いません。ですが「見ることが出来ない状態」であれば言うべきでは無いでしょうか？
WEB SITE の担当課には申し入れもしています。又、この会議室でも、保健福祉総務課 
西尾様が迅速に対応して頂きました。管理者に伝え、管理者でなければ修正変更できな
い問題ですので、住民が考え行える住民自身の役割って何なんでしょうか？  
 
 
> さらに，すべてを行政にやらせようなんて発想もどうかと思いますよ．  
> それに，自分たちの街なのだから自分たち自身で住みよくしていこうとするのは当然で
は？「自分たちだけでは無理なので行政に協力を頼む」という意識を住民が持って行政と
パートナーシップを組まない限りは，絶対に住み良くはならないでしょう．  
 
 
ですから申入れをしています。道路管理者でも無く、自転車を撤去できる権限も無い住民
では勝手に撤去できません。自転車、バイクを停める方に「歩行者が通行し難くなるので
停めないで欲しい」と啓発や注意もしています。又現状「全ての自転車を撤去してくれ」と
は言っていません。健常者なら平気でも車イスやベビーカーを押した方は車道に降りなけ
れば通行できない道について言っています。それであっても「すべてを行政にやらせよう
なんて発想」なんでしょうか？  
 
 
> 初から「行政ありき」という発想を変えていくきっかけが，例えば，市民参画であった
り，UD推進であったりするんじゃないでしょうか．  
 
これは住民に向けてのご意見ですよね。では行政側の意識改革は、新しく条例を制定し
なければ行えない事なんでしょうか？現行の制度で充分対応できる事は多々あるはずで
す。同じ目線で物を見て、他人事で問題を済ませず、先ず調査、協議する柔軟な姿勢が、
結果ユニバーサルに繋がると思っています。現行の制度で不足している部分について新
しく条例を制定するのであれば素晴らしい事だとも思います。しかし現行の制度で可能な
事も、ある種放置した状態で新しい制度だけをいくら作っても、現実の問題は解消できな
い気がします。  
 
> この会議室は，苦情を受付けるためのものではなくて，アイデアを出してもらうためのも
のだと思うのですが．  
 
『菅原宏太』さんのご意見はそうだと理解します。ですがシステムとして「この会議室にお
ける発言は、一旦管理者が見てから一般に公開されます。」となっているのですから、苦
情では無く1意見として採用されているのでは無いでしょうか？  
 
アイデア、提案って事で言えば「先ず現状改善できる事をするべき、その上で足りない部
分を補足し改善するために新しい条例を制定するのが順番なのでは？」と提案していま
す。現状の制度を検証する事により「ユニバーサルデザイン」として必要な内容が自然と
見えてくると提案しているのです。  
 
単に苦情とお書きになるのは誠に残念です。 

 
返信  
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33 : Re: ではどうすれば？？

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2005/07/28 12:34

菅原さん、こんにちは。  
歯医者さんはじめまして。  
お二人のご意見、拝見しました。  
 
歯医者さんのご意見、ごもっともです。  
やはりアドバルーンで終わるべきではないですよね。  
移動手段が快適ではないとのご指摘ですが、具体的には  
どういったところでしょうか？  
 
菅原さんのご意見、大賛成です。  
「何とか」を考えるのは住民自身の役割…確かにそうですね！  
ただの「文句言い」に終わらないためにも、何らかの光を見出して  
それを行政に伝えていく努力を、住民も心がける必要があるのかも  
しれませんね。もちろん行政が「聞く耳」を持つことが大前提ですが。  
 
特にＵＤの問題は、要望型ではなく提案型の思考で考えるべき問題  
なのかもしれません。  
 
そこで森本先生にお願い（提案）ですが、ＵＤといっても様々な  
ジャンル（課題）があると思います。１年間という気の長くなる  
会議室ですので、議論を整理するためにも、個別テーマで議論  
できればと思うのですが、いかがでしょうか？  
 
 

 
返信  

 

 

 

32 : ではどうすれば？？

投稿者 ： 『菅原宏太』 投稿日時 ： 2005/07/28 11:42

先月号あたりの「区民しんぶん」だったかに，ユニバーサルデザイン推進条例の広告が大
きく載っていましたね！（っと思ってWEB版の「市民しんぶん」を見てみたところどこにも載
っていないので，「あれ？」って感じですが）  
 
色んなご意見があって参考になります．ただ，若干気になった点が．．．  
 
行政に対して「何とかしろ」と言うのはとても簡単ですよね．  
「放置自転車を何とかしろ」  
「ごみ処理を何とかしろ」  
「交通機関を何とかしろ」  
「HPが見にくいから何とかしろ」  
「街の景観を何とかしろ」  
「景気が悪いから何とかしろ」などなど  
 
でも，そもそも行政というのは住民の代理人であるわけで，『何とか』を考えるのは住民自
身の役割だと思いますよ．さらに，すべてを行政にやらせようなんて発想もどうかと思いま
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すよ．そんなことさせるなら，私たちは何十万円も市民税を払わなきゃいけないでしょうね
（本来は）．  
 
『何とか』を考えるのは，やはり当事者でなければできません．本当に望ましい解決方法
は，解決を本当に望んでいる人にしか思いつかないでしょう．  
 
それに，自分たちの街なのだから自分たち自身で住みよくしていこうとするのは当然で
は？「自分たちだけでは無理なので行政に協力を頼む」という意識を住民が持って行政と
パートナーシップを組まない限りは，絶対に住み良くはならないでしょう．  
 

初から「行政ありき」という発想を変えていくきっかけが，例えば，市民参画であったり，
UD推進であったりするんじゃないでしょうか．  
 
この会議室は，苦情を受付けるためのものではなくて，アイデアを出してもらうためのもの
だと思うのですが．  
 
 

 
返信  

 

 

 

31 : ううむ

投稿者 ： 歯医者 投稿日時 ： 2005/07/27 22:27

はじめまして＞みなさま  
 
ユニバーサルデザインとかバリアフリーとか、要は暮らしやすい環境を。ってことでしょう。 
 
流行語に踊らされているかのような印象しか受けません。  
さて、京都は果たして京都市民にとって暮らしやすい町かどうか？  
基本的なことから議論を始めたほうが、いいように思います。  
移動手段一つとっても、市民にとって安全で快適でというふうには、とても思えません。  
 
諸賢のご意見をぜひ伺いたく、横槍を入れさせていただきました。  
失礼。  

 
返信  

 

 

30 : まずは自分自身の襟元を正して・・・。

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2005/07/23 09:42

ＵＤ会議室に参加されている皆さんこんにちは。  
まっちと言います。このテーマの開設当初から  
参加しているんですけども、発言をさぼってまして  
今日は、久々の発言です…。  
 
怜さんとnakaさんのコメント、拝見しました。  
どちらのコメントも「なるほど」といった感じで  
「よく勉強されてるなあ」とただただ関心しています。  
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確かにnakaさんがおっしゃるように、まず襟元を正す  
ということから始めるということはとても大切なこと  
だと思います。違法駐輪の件もそうですよね。  
 
でも、違法駐輪が存在するのは行政だけの責任ではない  
ですよね。体の不自由な方に配慮せず（それだけでは  
ありませんが）自分のわがままで、自転車を放置する  
人がいることが問題の本質だと思います。  
 
仮に行政が撤去をしたとしても、その心がけを市民自らが  
正さない限り、また別の場所で「撤去されへんし、別に  
かまわんやろ～」と違法駐輪が発生するのでは…と、どう  
しても思ってしまいます。寂しい話ですが…。  
 
行政の方も駐輪場を増やすといった対策をとることが  
当然必要だとも思いますが、まずは自分自身が様々な立場の人と  
一緒に暮らしている社会の一員なのだ、という自覚を芽生えさせる  
ことが重要ですし、京都市はＵＤの条例をつくることで自分の襟を  
正そうとし始めてるのだ、と僕は理解しています。  
 
ただそのためには、決して「アドバルーン」だけに終ってしまう  
ような取組にだけはして欲しくないとも思っていますが（笑）。  
一足飛びに解決できない問題が多いですし、地道な努力を期待  
しています。  
 
すいません。不勉強ながらちょっと思ったことを書かせて  
いただきました。また色々と意見交換をしましょう！ 

 
返信  

 

 

 

29 : みやこユニバーサルデザインのホームページ

投稿者 ： 保健福祉総務課 西尾 投稿日時 ： 2005/07/15 18:25

nakaさん はじめまして  
京都市保健福祉総務課の西尾と申します。  
みやこユニバーサルデザイン推進に関する仕事をしています。  
 
nakaさんのご意見の中に，ＰＤＦファイルの欠点などのお話がありました。  
私の課で更新している「みやこユニバーサルデザイン」のホームページを見直しますと，
「京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例」のリンクをＰＤＦ版のみしか掲載しており
ませんでした。  
ＨＴＭＬ版を選択できるように改善しました。  
今後も，よりよいホームページであるように，ちょっとしたことからでも改善していきたいと
思います。  
お気付きの点などありましたら，いつでもご指摘ください。  
 
よろしくお願いします。  
 
みやこユニバーサルデザインのホームページです↓  
http://www.city.kyoto.jp/hokenfukushi/hofukusoumu/ud 
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返信  

 

 

 

28 : Re: 「ユニバーサルデザイン推進条例（仮称）」制定に思う事

投稿者 ： naka 投稿日時 ： 2005/07/15 07:29

前向きな意見交換をする場で、ずっと否定的な意見ばかりを投稿し申し訳ないです。です
が、やはり矛盾しているように感じる部分があり前向きな考えには至りません。アクセスさ
れる方、参加されている方に申し訳無いので、今回で発言は控えようと思います。  
 
以下その理由。  
 
「浜松市ユニバーサルデザイン条例」を読みました。たぶん京都市が制定される条例も大
きくは異ならないと思います。その中で記載されている「自立した生活」「高齢者や障害者
の積極的な社会参加」は大変重要な部分と感じています。  
 
ですが現状は、介護保険制度の利用に於は、同居者がいるというだけで制度利用が制
限されますし、来年施工される障害者自立支援法は応益負担により、障害者の自立だけ
では無く生活自体をも困難にする内容です。  
 
制度が実質、弱者切り捨てに向かっている状態で、他方ではユニバーサル。当事者側か
らすれば「役所の中では理想に向かって議論されている。だが、自分達は生きる為に行
動しなければいけない」と感じている状態です。このままでは当事者との温度差は一向に
埋まるはずもなく、本来一番バリアフリー、ユニバーサルを望む弱者が存在しないところ
での議論、制定になってしまう気がしてなりません。  
 
条例制定により何らかの変化が期待できるのだと仮定しても、変化を待っている事が可
能な問題ではありません。失礼な言い方だと思いますが、綺麗な部分にだけ目を向け、
本当に望まれている問題から目をそらしているとしか思えません。  
 

初の投稿でも書きましたが、やはり先ず現状改善できる事をするべきでは無いでしょう
か？その上でより良い制度を作るのであれば、何ら矛盾も違和感も感じないと思います。 
 
 
今当事者レベルで本当に望まれている事について再考して頂きたいと強く感じます。  
 
余談  
JIS X8341-3 については【5.4e】を是非お読み頂きたいと思います。 

 
返信  

 

 

 

27 : Re: 「ユニバーサルデザイン推進条例（仮称）」制定に思う事

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/07/14 20:22

naka様、森本です。  
返信ありがとうございました。同じ目線でということは基本ですね。行政もその姿勢はもっ
ていると思いますが、現実問題に対応できない場面もあるということでしょう。ですが、こ
れもみやこユニバーサルデザイン推進条例を制定したことで、何らかの変化が期待でき
るのではと思っていますし、市民もそれを利用した活動ができればと思っています。その
辺りのウエーブをどうやって作っていくのかを議論し、実現にもって行きたいですね。  
Webのデザインは確かにちょっとしたことで改善できることが多いです。ご存知でしょうが
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JIS X8341-3にフレームについての記述があります。市はこのガイドラインを参考にして頂
ければと思います。私もうっかりしていました。反省します。  

 
返信  

 

 

 

26 : Re: 「ユニバーサルデザイン推進条例（仮称）」制定に思う事

投稿者 ： naka 投稿日時 ： 2005/07/14 17:31

森本 様 返信ありがとうございます。  
> 言葉や定義に縛られることで、改善が進まないことの方が心配です。  
> 目的が同じであれば、あの手この手で攻める方がいいのでは？  
 
全くもって同意見です。  
 
ですが少し意見を。  
 
歩道の問題について言えば、何度か行政の担当者に言った事がありますが、実際に車イ
スで通行してみれば一番理解できるはずです。上から物を見るのでは無く、同じ目線で考
え問題を改善する事こそ、真のユニバーサルでは無いでしょうか？もっと言えば、自分だ
ったら、自分の家族だったらって思えば答えは簡単に見つかるはずです。  
 
「ユニバーサルデザイン推進条例（仮称）」を制定するするのであれば、先ず行政の弱者
に対する「心のバリア」を除去する事から初めて欲しいと思います。  
 
> Webのデザインについては読み上げソフト自身の改良も含めて改善しなくてはいけない
でしょう。  
 
もちろんそうですが、見た目重視で作らなければ現行のソフトでも何ら問題はありませ
ん。参加している法人のWEB SITE を制作しましたが、音声ブラウザで充分内容を理解で
きました。又PDF が便利なのは理解していますが、同時にHTML ファイル、テキストファイ
ルを選択可能にすれば良いだけでしょう。  
読み上げソフト自身の改良にまで話を広めなくても、本当にちょっとした事で改善できる問
題ばかりだと思います。 

 
返信  

 

 

 

25 : Re: 「ユニバーサルデザイン推進条例（仮称）」制定に思う事

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/07/14 13:52

nakaさん。いい発言ありがとうございます。森本と申します。  
現状改善、もちろん必要です。バリアを改善することもユニバーサルデザインの範疇で
す。もし、バリアフリーデザイン派というのがあるとすれば、ユニバーサルデザインに対し
てバリアを作っているのではないかと思います。ですから、バリアフリーをしないで何でユ
ニバーサルデザインができるのかといった議論はかみあわないのです。バリアを解消しな
いユニバーサルデザインは成立しないと思っています。言葉や定義に縛られることで、改
善が進まないことの方が心配です。目的が同じであれば、あの手この手で攻める方がい
いのでは？  
なお、Webのデザインについては読み上げソフト自身の改良も含めて改善しなくてはいけ
ないでしょう。共有できてこそ、価値がありますね。ご意見お待ちします。 
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返信  

 

 

 

24 : Re: 「ユニバーサルデザイン推進条例（仮称）」制定に思う事

投稿者 ： naka 投稿日時 ： 2005/07/13 15:36

追記します。  
 
何よりもこの会議室自体がフレームページって環境に依存する作り方です。  
 
確かに依存する環境への対策として  
 
 
 
ってリンクは記載されていますが、それにより表示された一覧ページから記事を表示させ
ると、別窓で表示されてしまいます。  
 
何ら別窓表示について記載されていない状態ですので、WEB アクセシィビリティに配慮さ
れていない作り方です。とてもユニバーサルな作り方だとは思えないです。  
 
それとも会議室のユニバーサル化について議論する事からスタートしましょうって事なん
でしょうか？ 

 
返信  

 

 

 

23 : 「ユニバーサルデザイン推進条例（仮称）」制定に思う事

投稿者 ： naka 投稿日時 ： 2005/07/13 07:39

はじめまして、naka と言います。現在、障害者支援のNPO法人に参加しています。他のス
レッドにぶら下がるのが適当なのか判断出来ませんでしたので新規で発言します。  
 
「ユニバーサルデザイン推進条例（仮称）」制定は大変良い事だと思うのですが、先ず現
状改善できる事をするべきでは無いでしょうか？  
 
 
1.街のバリアを無くす。  
ハートビル法、交通バリアフリー法によりバリアフリーの改善は順次なされています。又京
都市に於も京都市基本計画によりバリアフリー化の推進が掲げられています。しかし実
際は歩道上にあふれる自転車、バイクで大きなバリアが生じている現状です。  
 
放置自転車の撤去は行われていますが、予算が足りない事を理由に撤去回数は制限さ
れ、管理場所の運営時間により実施時間も制限されています。道路によっては車道に降
りなければ通行できない場合もあり非常に危険な状態がある事を何度も行政に訴えてい
ますが、前記制限を理由に何ら改善されていませんし、改善予定（予算確保等）も全く無
いとの回答でした。  
 
生命に危険が生じるバリアを改善しないまま、「ユニバーサルデザイン推進条例（仮称）」
を制定する事が必要なんでしょうか？  
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2.情報開示のバリアを無くす。  
WEB SITE で当該条例の情報開示が行われていますが、行政が何故か得意とされてい
るPDF ファイルが多い状況です。同時にHTML ファイル、テキストファイル で情報開示さ
れている物もありますが、全体で見れば僅かです。  
 
PDF ファイル は表示が重く、低スペックのPC では非常に迷惑であるばかりか、視覚障害
者が利用する音声ブラウザは基本的に対応していません。もちろんPDF ファイル を変換
すれば読み上げは可能ですが、それをユーザーに求めるのは行政としては如何なものか
と思います。  
 
又、トップページはユーザビリティを考慮した作りになっていますが、下層のファイルに関
しては担当局、部、課で作成されており、ユーザビリティに考慮しているとは言い難い内
容です。画像の代替テキストが全く無く、音声ブラウザでは意味のわからない内容のペー
ジも多々あります。  
 
本来条例制定に関する議論を進める上では、誰もが同じ情報を同じ様に知る事ができる
状態であるべきでは無いでしょうか？  
 
 
再掲します。  
「ユニバーサルデザイン推進条例（仮称）」制定は大変良い事だと思うのですが、先ず現
状改善できる事をするべきでは無いでしょうか？ 

 
返信  

 

 

 

22 : 「指針」意見交換のための審議会・部会開催

投稿者 ： 保健福祉総務課 西尾 投稿日時 ： 2005/06/23 21:03

怜さん，はじめまして。皆さんこんにちは。  
京都市保健福祉総務課 みやこユニバーサルデザイン推進担当の西尾です。  
 
 お知らせがあります。  
 京都市では，みやこユニバーサルデザインを皆様に知っていただき，また，本市や事業
者，市民の皆様，京都を訪れる方々が，ユニバーサルデザインを踏まえて具体的に行動
していくための「指針」の策定に取り組んでいます。  
 「指針」に盛り込む内容について意見交換するため，学識経験者，実業界，関係団体，
公募市民等から構成する「審議会」と「普及・推進」「まちづくり」「ものづくり」「情報・サービ
ス」の４つの「部会」を開催しています。どなたでも傍聴いただけますので，ぜひお越しくだ
さい。  
 次回は，「情報・サービス部会」を６月３０日（木）１５：００～１７：００京都市中京区総合庁
舎４階 第１会議室（中京区堀川御池下る）で開催します。  
 ７月以降も，順次部会を開催していきますので，別途お知らせします。  
皆様のお越しをお待ちしております。  
 
 怜さんから，「ユニバーサルデザインをまちの中にどう具現化していくのか」「徳島県の
例にあるような普及，啓発活動」といった書込みをいただきましたが，そういった具体的な
方策を盛り込むための「指針」を想定しています。  
 
 ちなみに，名刺に関してですが，私の場合，氏名にローマ字，ひらがな字を付け，必要
な情報はできる限り大きい字としています。  
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返信  

 

 

 

21 : Re: 京都市のUD

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/06/20 21:40

怜さん  
森本です。ユニバーサルデザインのまちづくりのための提案は参考になります。ありがと
うございます。みやこユニバーサルデザイン条例を作成する段階で、似たような取組みの
提案はいくつかされていたと思います。スピードが大事ですね。  
市への提案もいいのですが、何か市民のレベルでの活動の沸き上がる策がこの会議室
から出てほしいですね。特に京都の大学生からの提案を期待しています。 

 
返信  

 

 

 

20 : Re: 京都市のUD

投稿者 ： 怜 投稿日時 ： 2005/06/18 14:57

今月、  
ユニバーサルデザインのまちづくりを進めるため、徳島県はキャッチコピーを市民から募
集、入賞者を発表したそうです。  
 
具体的には、キャッチコピーを各種文書や封筒、職員の名刺などにプリントするなどして
活用し、ホームページでＰＲするそうです。  
 
多くの人にユニバーサルデザインを認知してもらうことがまず必要だと思うので、京都市
でもこのような普及、啓発活動をしてみてはどうでしょうか。  
 

 
返信  

 

 

 

19 : Re: 京都市のUD

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/06/17 21:30

はじめまして、怜さん。入室ありがとうございます。  
京都市は将来に向けていろんな方策を計画しながら実行に移して行っているところと思い
ますし、早く、ターゲットを決めて、出来るところから目に見える形にしていく必要性は十分
感じておられるでしょう。具体的には京都市さんから発言があると思います。  
怜さんは、どうすればみやこユニバーサルデザインを実のあるものにできると思われます
か？何か、実行に移してみたい案はありますか？これから会議室に集うみんなで少しで
も動きを作って行きませんか？ご提案をお待ちしています。 

 
返信  

 

18 : 京都市のUD
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投稿者 ： 怜 投稿日時 ： 2005/06/17 19:50

 
こんにちは 怜と申します。  
 
今までの発言をみて、ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いや必要性はわかりまし
た。  
 
では、京都市は近い将来、具体的にどのようにユニバーサルでデザインを街の中に具現
化していく予定があるのでしょうか？  
 
なにか予定があれば是非知りたいです。 

 
返信  

 

 

 

17 : 京都市みやこユニバーサルデザイン審議会 部会委員の募集

投稿者 ： 保健福祉総務課 西尾 投稿日時 ： 2005/05/18 00:01

京都市保健福祉総務課の西尾です。  
 
 ユニバーサルデザインに関してお知らせがあります。  
 
 京都市では，すべての人にとってできる限り利用しやすいデザインを目指す「ユニバー
サルデザイン」の考え方を採り入れた社会環境づくりに向け，みやこユニバーサルデザイ
ンの推進に関して審議を行うための「審議会」を設置しています。  
 
 この度，さらに具体的な推進方策を審議するため，「審議会」に８～９名程度の審議会
委員で構成する４つの部会を設置するとともに，市民等の皆様からの御意見やアイデア
をいただくため，審議会部会委員を下記のとおり募集することとなりました。  
 
 募集期間は，５月１７日（火）～５月３１日（火）までとしています。詳細は，次の「みやこユ
ニバーサルデザイン」ホームページをご覧ください。  
http://www.city.kyoto.jp/hokenfukushi/hofukusoumu/ud  
 
また，市役所，区役所・支所等でも募集ちらしを配布しています。  

 
返信  

 

 

16 : Re: ユニバーサルデザインを表彰しよう！

投稿者 ： 『菅原宏太』 投稿日時 ： 2005/04/28 20:40

西尾さん，はじめまして．  
ご確認ありがとうございました．  
 
 この「ハートフルマーク」は，みやこＵＤ活動の一環として始められたものではないので
すか？てっきり，保健福祉総務課がイニシアティブを取って付けたものだと思っていまし
た．．．  
 
 マーク自体にどのような意味を持たせるかは難しいですよね．こんなマークが付いてい
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ても，そもそも目の不自由な方には分かりませんし（マーク自体がＵＤじゃないので）．  
 
 それよりも，やはりＵＤを認知してもらうという意味合いで活用すべきでしょう．そして，あ
る程度認知されるようになったら，さらに企業などにＵＤ製品を作らせたりＵＤ活動をさせ
るインセンティブを与えることも期待できるかもしれませんね（長期的な話ですが）．  
 企業がＩＳＯ取得に熱心になったり，企業の社会的責任が注目されている時代ですか
ら，ＵＤな製品や活動を認定してもらい，マークを付けてもらうということが企業ブランドを
高めるといった流れになると良いですね．もちろん，これは企業だけに限った話ではあり
ませんが．  
 
 話は変わりますが，日曜の夜にやっているリフォームの某番組を好きで良く見ているの
ですが，「お年寄りの苦労を無くす」というテーマのものが圧倒的に多いですね．京町家の
リフォームも良く出てきます．「家」というのはＵＤの対象として重要なものなのかなと思い
ます．コンペ分譲住宅の広告を時々見かけますが，どうせならＵＤをテーマにコンペすれ
ば良いのになと思いながら見ています．  

 
返信  

 

 

 

15 : Re: ユニバーサルデザインを表彰しよう！

投稿者 ： 保健福祉総務課 西尾 投稿日時 ： 2005/04/26 12:48

 菅原さん，まっちさん，こんにちは。  
 京都市 保健福祉総務課の西尾と申します。  
 
 菅原さんの発言にありましたが，京都市ホームページに付いている「ハートフルマーク」
について確認してきましたので，少し説明させていただきます。  
 
 本市では,ホームページの使いやすさ（ユーザビリティ）の向上に努めるとともに、障害の
有無や年齢などに関係なく，だれもが同じようにインターネット上で提供される情報を利用
できる（アクセシビリティー）に配慮したホームページづくりに努めています。  
 ハートフルマークはみんなにやさしい心を表す「ハートマーク」とアクセシビリティ
（Accessibility）の「Ａ」を図案化したものです。  
 このマークの付いているページは，音声読み上げソフトへの対応，文字表記や色に関
する配慮など，アクセシビリティに配慮している本市のページに掲載することを目的に作
成したものです。  
 これからも，京都市のホームページ「京都市情報館」にできるだけ多くのハートフルマー
クが付くように取り組んでいきます。  
 
 とのことでした。菅原さんが言われるように，こういったマークのようなものも，みやこユ
ニバーサルデザインを広めるための１つのヒントになるかもしれませんね。 

 
返信  

 

 

14 : Re: ユニバーサルデザインを表彰しよう！

投稿者 ： 『菅原宏太』 投稿日時 ： 2005/04/19 13:10

早速、ご返信いただきありがとうございます。  
 
> 京都市はユニバーサルデザインガイドラインの作成に取りかかる予定  
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そうなんですか。それは楽しみですね。  
 
> どこかの会社や団体の役員さんやえらい先生方ばかりが  
> 表彰されるような「敷居の高い」表彰ではなく、  
 
もちろんそうですね。「ガイドライン」にも盛り込まれると期待していますが、  
審査する人たちが何らかの障害を持った人たちでなければ意味ないですよね。  
そして、実際に利用してみて審査する方法じゃないと。  
 
話は変わりますが、京都市のホームページについている  
「ハートフルマーク」って、かなり良いデザインですよね。  
ネット上だけではなく、街中などのいろいろな所に付けても  
嫌な目立ち方をしなさそうなので、活用できるかもしれませんね。  

 
返信  

 

 

 

13 : Re: ユニバーサルデザインを表彰しよう！

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2005/04/19 09:58

菅原さん、こんにちは。  
僕もユニバーサルデザインへの表彰制度は、世間の関心を高める  
うえでも有効な手段だと思います。  
 
ただし、どこかの会社や団体の役員さんやえらい先生方ばかりが  
表彰されるような「敷居の高い」表彰ではなく、ごく普通の市民の  
提案などに表彰を行うような制度、例えば「アイデア・オブ・ザ・イヤー」  
みたいな…制度にして欲しいなと思います。  
 
「お隣の○○さんがＵＤの取組で表彰されたみたいやで～」みたいな  
話が、井戸端会議の話題に上るようになれば面白いですね(笑）  
 
あと、個人的には教育現場での啓発が必要不可欠だと思います。  
大学での取組はもちろんですが、小学生や中学生の授業などで  
「ＵＤって知ってる？」みたいな講演会（もちろん、楽しいイベント  
形式で）を実施してみても面白いかも。先生方に授業で取り上げて  
もらうために、積極的に「ＵＤネタ」を提供してみるのもいいかも  
しれませんね！ 

 
返信  

 

 

12 : Re: ユニバーサルデザインを表彰しよう！

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/04/18 20:40

こんばんは。森本です。  
 菅原さんのご提案はユニバーサルデザインへの関心を高めるのに有効な手段と思いま
す。表彰をするには何らかの基準が必要になってきますが、京都市はユニバーサルデザ
インガイドラインの作成に取りかかる予定と聞いています。  
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 先週から京都キャンパスプラザで「実践ユニバーサルデザイン」の講義が始まりました。
（大学生への単位互換の講義です）初回は京都市の高田さんが「みやこユニバーサルデ
ザイン」について話されました。学生たちへ宿題として、あなたの考えていたユニバーサ
ルデザインとみやこユニバーサルデザインの違いについて意見を求めました。いろんな
意見の中の一例をご紹介します。立命館大学の学生さんから、ユニバーサルデザインの
取り組みと聞くとまず製品対応が思い浮かぶが、みやこユニバーサルデザインでは人間
対応に重点を置いている点だとの報告がありました。  
 
 彼は「つまり、UDを広く知ってもらい、そうすることでUD社会を実現しようとしている点で
す。昨年、授業の実習でUDに関して取り組み、その時に製品でアピールする以前に、UD
の理解を深めること、何がUDで、なぜUDなのか、どうしたらUDなのか、を広める事が重
要で、認知度を上げることによって、今たくさんある“形だけ”のUDでは無く、本当の意味
でのUD社会を実現できる、という所に行き着きました。どの分野でもそうですが、啓発活
動というのは簡単なものではなく、長い時間と工夫が必要です。市民からアイデアを募集
している京都市のやり方には感服しました。」と結んでいます。しっかりした意見に感心し
ました。表彰は啓発活動の一環ですので取入れていく必要があると思います。 

 
返信  

 

 

 

11 : ユニバーサルデザインを表彰しよう！

投稿者 ： 『菅原宏太』 投稿日時 ： 2005/04/18 17:45

森本先生、まっちさん、高田さん  
はじめまして菅原です。早速ご返信いただいていたのに、お返事が遅くなってすみませ
ん。  
 
表彰・認定の話、参考にしていただけるのであれば幸いです。  
 
 森本先生のご発言にあったバリアフリーの例のように、特に建物や道路、駅などのイン
フラは、既に造ってしまったものを無理矢理バリアフリー化しようとして、返っておかしなも
のになってしまいがちですよね。（ただ、だからと言って放ったらかしにしておくこともでき
ませんが。）  
 
 例えば、5段くらいの階段に車椅子スロープを付けるとなるとすごく急なものになるか、
すごく遠回りなものになってしまいます。  
 でも、こんな時には周りの人がちょっと手伝えばすむ話ですから、ユニバーサルデザイ
ンにしてもバリアフリーにしても、それを進めるためには、モノとヒトの両方が必要ですよ
ね。  
 
 ただ、人に認識してもらったり活動してもらったりするのって、とても難しいと思います。
啓発はもちろんのこと教育しても全く根付かないと思います。（そんなことで根付くのであ
れば、電車･バスで席を譲ってもらえないお年寄りはいないだろうし、歩道に自転車が溢
れることもないでしょうから。）  
 
 結局、人を動かすにはアメかムチが必要だと思いますが、今の世の中、ムチを与える制
度を作ることばかりが先行しているような気がします。そんな中で、色々なことを褒め称え
る制度があればな、との個人的な考えから思いついたのが、表彰とか認定とかです。  
 
 そういったものは、「誰がもらったか」を「多くの人々」が知る必要があるので（春秋の叙
勲のように）、市民しんぶんを始め、京都新聞などでも発表して欲しいですね。ついでに、
表彰状だけでなく副賞もあるともっと良いかもしれません。普通に賞金をあげたのでは味
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気ないので、地域通貨（京都でどの程度普及しているのか知りませんが）であげるとか。 
 
 
何だか全然まとまりなく、勝手な方向へ走っていってしまっていますが、適当に話題変え
てください。 

 
返信  

 

 

 

10 : Re: ユニバーサルデザインとバリアフリー

投稿者 ： 保健福祉総務課 高田 投稿日時 ： 2005/04/12 22:24

はじめまして，私は，京都市保健福祉局保健福祉総務課ユニバーサルデザイン担当係
長の高田昌香といいます。同じ保健福祉課の西尾とともに，京都市のみやこユニバーサ
ルデザインの推進に取り組んでいく仕事をしています。  
 菅原さん，早速のご参加ありがとうございます。「市としてはどのような政策をしていくの
でしょう」とのご質問です。森本先生からもご発言していただきましたが，みやこユニバー
サルデザインをご存知の方は京都市にはまだまだ少ないです。京都市職員でもその概念
を知っている人もまだまだ少ないと感じています。ですからまずは，市役所という足元はも
とより，市民の方々，事業者，観光旅行者及びその他の滞在者の方々に理解をしていた
だくための取組みが必要と考えています。具体的な手法は，これから検討していきます
が，２月４日には京都ライトハウスの見学会にあわせて，ユニバーサルデザインについて
のシンポジウムを開催しました。またホームページは既に立ち上げています。これから
も，様々な広報媒体やイベントなどの機会を捉え，創意工夫をしながら，その理解の促進
に努力していくつもりです。この他，条例では，みやこユニバーサルデザインの推進に関
する施策を総合的に推進するための「指針」を定めることとなっています。答えから言って
しまえば，この指針によって「どんなことをするのか，どういう社会像を描いていくのか」が
見えるような形にできればと考えています。この指針を策定するためには，条例の規定で
「審議会」の意見をお聞きすることになっていますので，まずはこの「審議会」を様々な分
野の方々に参加いただく形で設置する準備をしているところです。  
 菅原さんの「製品や活動を表彰・認定していく」は貴重なご助言と受け止めています。参
考にさせてもらいます。また街のバリアフリー化等の推進は，これまでから京都市も取組
んできました。これらも，ユニバーサルデザインの理念に含まれる取組みと考えておりま
すし，進めていく必要があると考えています。  
   
ここで，市役所を少し離れて・・・・。ユニバーサルデザインは「愛こそはすべて」と心の中
で考えながら仕事を進めようと思っています。  
 
これからも，よろしくお願いします。  

 
返信  

 

 

9 : Re: ユニバーサルデザインとバリアフリー

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/04/12 22:23

まっちさん。ご意見ありがとうございます。  
バリアフリーはバリアを見つけてそれを解消することとで、ユニバーサルデザインは事前
にバリアのないようにする立場といった説明がよくされます。でも、これでいいかどうか
は、これから議論していく必要があるかなと思っています。ですが、あまり、定義にこだわ
っても先に進まないという意見も出てくるでしょう。また、おっしゃられているように言葉を
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広めることを目的にしては駄目ですよね。言葉からイメージされるものを大切にして、考え
方の広がりに結びつくようにしたいと思っています。これってユニバーサルデザイン？と意
識することができるかどうかが、ユニバーサルデザインを考えるかどうかの分かれ目にな
るのでしょう。京都市はまずそこからはじめようとしていると思います。  
 
ご存知でしょうが、ユニバーサルデザインを提唱したロンメイスのいたNCSUのHPを参考
までに。事例が載っています。
http://www.design.ncsu.edu/cud/univ_design/princ_overview.htm  
でも、すでにある定義に縛られないことも大事ではないかと思います。京都には京都にふ
さわしい考え方、実践の仕方があると思います。それを、みんなで考えていきたいと思い
ます。みなさまからのご意見お待ちしています。 

 
返信  

 

 

 

8 : Re: ユニバーサルデザインとバリアフリー

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2005/04/12 16:42

森本先生、お返事ありがとうございます。  
菅原さんはじめまして。まっちといいます。  
 
さて、森本先生からかなり詳しい説明をいただいて、  
僕もなんとなくユニバーサルデザインなるものが  
わかったような気になったんですが、でも正直わかりにくい…。  
そこに「バリアフリー」という言葉まで入ってくるとなおさら  
わかんなくなってきます（苦笑）  
 
要するにユニバーサルデザインにしてもバリアフリーにしても  
偏りのない、誰もが快適に暮らせる環境を目指すということ  
なのでしょうね。  
 
でも、目指す方向は同じなのに、なぜ違った言葉で  
違った取組がなされているのでしょうね？  
 
大切なのは言葉を広めるよりも、その考え方を育て、定着させて  
いくことなのではないでしょうか。  
 
とはいえ、まずは自分自身が実感を持つために、さっそく  
今日の仕事帰りにでも、ユニバーサルデザインの視点で  
まちを眺めてみたいと思います！  
 
 
 

 
返信  

 

 

7 : Re: ユニバーサルデザインとバリアフリー

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/04/12 12:38

 菅原さん。ご意見ありがとうございます。「みやこユニバーサルデザイン」は何をしようと
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しているかが、あいまいとのことですね。私の考えを述べます。暮らしをよくするための一
つの切っ掛けとしての施策だといことが大前提にあります。そして、ユニバーサルデザイ
ンの考え方の特徴のひとつには人を選ばないということがあります。誰にでもという意味
でDesign for Allという言い方をする人もいます。かといって、すべての人にとって使いや
すくてわかりやすくて、負担の少ないものを生み出すのは並大抵のことではありません。
不可能に近いこともあるでしょう。ユニバーサルデザインとは何かについて私の考えを少
しご紹介します。（実はまっちさんの4/8発言に9日にお答えしたのですが、システムのトラ
ブルか反映されませんでしたので、それへの返事をかねて以下に示します。）  
 ユニバーサルデザインのことを知っている方はあまり多くありません。一方、バリアフリ
ーという言葉はよく浸透しています。言葉の響きから、その意味のわかりやすい事も確か
です。ではユニバーサルデザインはバリアフリーと何が違うのかということについて考えを
示します。ユニバーサルデザインはバリアをなくしていくためのデザインだけではなくて、
あらかじめ利用者、使用者の特性に適合したものづくり、まちづくり、ひとづくりをしようと
いうものだと考えています。つまり、これからつくるモノや起きてくる事に対して、事前にバ
リアのないようにするという考え方です（実はバリアという表現は適切ではないと考えてい
ますが、ここでは、わかりやすいようにバリアと表現しておきます。）これですと抽象的です
ので、以下にバリアフリーを使って説明したいと思います。  
 バリアフリーの考え方の落とし穴をひとつご紹介します。東北のあるJRの駅前のことで
す。駅を出ると公共交通機関の乗り場まで長いスロープが一面に作られていました。駅の
どこから出ても段差はありません。車いすの方も、歩行者も便利でしょう。でも、ちょっと考
えてみてください。駅から乗り場までの間を行き来するにはいいでしょうが、駅前を横切る
人にとってはどうでしょうか。車いすは傾いたままで、長い距離を進む必要があります。体
も傾いて身体への負担も大きくなります。このような状況を作らないデザインがユニバー
サルデザインではないかと思っています。解決策はすぐに浮かぶことですが、それができ
ていないということの原因はどこにあるのでしょうか？私はバリアフリーという考え方の誤
解にあると思っています。（ちなみに、 近車いすのタイヤが片ベリするという声をよく聞
きます。実は家の前の通路はバリアフリーのスロープになっていたということが原因だと
いうことが、ようやく指摘されるようになってきています。しかし、問題は方ベリよりも、背骨
の不自然な湾曲を強いる状況を作り出していることにあると思います。）点字ブロックは歩
行にハンディキャップのある人にはバリアになることも、よく指摘されることです。駅のエレ
バータにしても、はたして利用者の動線に配慮が行き届いているのか疑問のところもあり
ます。かといって、こうした、バリアフリーという考えを決して否定するものではありませ
ん。誤解をしないでください。繰返しになりますが、ユニバーサルデザインというのは使用
者、利用者の特性にもっと配慮したデザインをしようということの一つの考え方と理解され
てはいかがでしょうか。  
 後に、京都市はなにをしようとしているのかというご質問ですが、まずはユニバーサ
ルデザインという考え方を広め、この考え方で何ができて、どんなうれしい事があるかを
実践で示して行こうとしているのだと考えます。そのために市民は何をなすべきかの提案
をし、それを実行することに意味があると思います。たとえば、ご提案のモデル地域・事業
をどう具体化していくかについてのお知恵を行政になげることは大事ですし、自らが実践
していくことも大事というのが、この取組みかと思います。 

 
返信  

 

 

6 : ユニバーサルデザインとバリアフリー

投稿者 ： 『菅原宏太』 投稿日時 ： 2005/04/12 00:28

はじめまして．菅原宏太と申します．  
 
この「みやこユニバーサルデザイン」というのは，結局のところ何をどうしていこうというの
でしょうか？推進条例を読んでも，いまいち理解できませんので教えてください．  
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例えば，歩道の段差をなくしたり，点字ブロックを敷いたり，駅にエレベーターを設置したり
というのをバリアフリー化と呼びますよね．それとユニバーサルデザイン(化)はどう違うの
でしょうか？（呼び方が違うので，何か違うんでしょうが．．．）  
 
そして，市としてはどのような政策をしていくのでしょうか？  
・ユニバーサルデザインの製品や活動を表彰・認定していく？  
・街のバリアフリー化を進める？  
・障害者支援者の育成を進める？  
 
希望としては，（かなり壮大かもしれませんが）モデル地域・事業のようなものを設定して
やってもらえればな，と思います．  

 
返信  

 

 

 

5 : Re: どのくらい知ってるの？

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2005/04/08 20:02

森本先生、詳しい回答ありがとうございます！  
 
例を教えていただき、「他にどんなものがあるのかな」と  
考えてみたんですが・・・思い浮かびませんでした(苦笑）  
 
そこで一つ疑問が浮かんできたんですが、障害のある方たちは  
ユニバーサルデザインのことを、どのくらい認識しておられる  
のでしょうか？せっかくそのような取組があっても、そもそも  
それを使う人に気付かれていないとしたら・・・。  
 
そんなことは無いのかもしれませんが、そのへんの事情を  
教えていただきたいと思います！  

 
返信  

 

 

 

4 : ユニバーサルデザインの一例

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/04/02 21:28

まっちさん、早速のご提案ありがとうございます。  
 ユニバーサルデザインの例を示してということですね。ご存知でしょうが、よく出されるの
はテレフォンカードや鉄道の乗車カードなどに見られる切り欠きとか、牛乳パックの切り欠
きです。これらは、触るだけで公衆電話や改札機への挿入方向がわかるようにしていま
す。ですが、 近のほとんどの改札機はカードの挿入方向を選ばないように設計されて
います。（挿入方向、カードの裏表を選ばないという意味では、これもユニバーサルデザイ
ンでは）また、牛乳パックの切り欠きは開口部が反対側にあることを示すものですが、す
べての牛乳パックに切り欠きがあるわけでもありません。これらに似た例としては、目をつ
ぶった状態でもシャンプーとリンスの区別がつくようにギザギザのサインを入れるというこ
とがあります。これらは視覚にハンディキャップのある人にという目的で作られています
が、視覚にハンディキャップのない人にも有用な情報になります。そのような意味でユニ
バーサルといった言葉がつかわれています。  
 もうひとつ例を挙げてみます。聴覚にハンディキャップのある人のためのタイマーがあり
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ます。これは、振動で時刻を知らせることができるものです。もちろん音も出せますし、光
の点滅で時刻を知らせることもできます。もうおわかりかと思いますが、聴覚以外にハン
ディのある方にも有用なタイマといえます。これはハンディのない人にも有用です。この優
れものもユニバーサルデザインでしょう。  
 ですが、このような例で連想されることのみでユニバーサルデザインをあまり狭く考えな
い方がいいのではないかと思っています。これについては時期を見て議論をしてみたいと
思います。まずは、みなさんからいろんな意見をいただければと思います。 

 
返信  

 

 

 

3 : ユニバーサルデザインって？

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2005/04/02 13:47

こんにちは。まっちといいます。  
この会議室に参加して数ヶ月経ちますが、今回新テーマが  
開設されたということなので、早速発言してみます。  
森本先生、西尾さん、よろしくお願いします。  
 
さて、今回のテーマは「ユニバーサルデザイン」という  
ことですけども、おそらくほとんどの人が「なにそれ？」って  
感じだと思います…。  
 
なので、まずは「気づいてないかもしれんけど、これって  
ユニバーサルデザインなんやで！」みたいな、わかりやすい  
例をあげてもらえればありがたいです。  
 
その方が意見交換もやりやすいのではないかと…。 

 
返信  

 

 

 

2 : はじめまして

投稿者 ： 保健福祉総務課 西尾 投稿日時 ： 2005/04/01 22:33

 はじめまして。京都市保健福祉総務課の西尾由輔と申します。この会議室のテーマで
ある「みやこユニバーサルデザイン」の推進に関する仕事を担当しています。  
 
 みやこユニバーサルデザインとは，京都市政や市民の暮らしなどに，ユニバーサルデ
ザインという考え方を採り入れて，すべての人にとって暮らしやすい社会環境を整えてい
こうとする行動のことです。  
 京都市では，そのような社会環境の整備をみんなで進めるため，平成１７年４月１日か
ら「京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例」を施行しています。市民しんぶん４月
号や，みやこユニバーサルデザインのホームページで紹介していますのでご覧ください。 
 ○市民しんぶん  
 http://www.city.kyoto.jp/koho/news/newspaper/2005/17ks0402.pdf  
 ○みやこユニバーサルデザイン  
 http://www.city.kyoto.jp/hokenfukushi/hofukusoumu/ud.html  
 
 さて，一番目の発言を進行役の森本先生からしていただきました。  
 「ユニバーサルデザイン」という言葉やその意味を知っている方は，おそらくそう多くない

48/49 ページみやこユニバーサルデザインをみんなで考え，進めよう！

2009/03/30http://ecom.city.kyoto.jp/forum/board/newThreadMain.rhtml?bd=ud



と思われます。参加者の皆さんには，日常の身近なところから発言をいただければ幸い
です。積極的に会議室を覗いていただき，どんどん書込みしてください。よろしくお願いし
ます。  

 
返信  

 

 

 

1 : ユニバーサルデザインで京都をより魅力的に

投稿者 ： ☆森本 一成 投稿日時 ： 2005/04/01 09:21

 はじめまして。進行役の森本一成と申します。ユニバーサルデザインという言葉をきっ
かけにして、より魅力的な京都作りについて意見交換したいと思います。よろしくお願いし
ます。  
 ユニバーサルデザインについて何から話を展開するのがいいかを考えてみました。そこ
で、次の3点について発言していただき、意見交換することにします。  
１．ユニバーサルデザインって何？  
２．これってユニバーサルデザイン？  
３．ユニバーサルデザインに取り組んでいます。  
 みなさまからの活発で希望につながるご意見、ご提案をお待ちしています。 

 
返信  
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