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堀川吉康

今回は街中探検ということで、私達のグループは一般商店と
立体駐車場を探検しました。10 月にしては風が強く肌寒い気
温ではありましたが、商店主方には快く受けいれて頂け、また
ヒアリングにも積極的にご回答頂き、UD への理解が少しずつ
広がっているような気がしました。高齢化社会ということで
しょうか、年配者に対しての応接（椅子の設置、段差解消）に

第２回 UD 探検隊 探検完了 !

は考慮されていると感じました。如何せん、個人事業主の場
合は、UD の充実＝支出となるため、
後回しにならざるを得ない事実もわ
かってきました。低予算でも改善で

第２回 UD 探検隊へのご協力ありがとうございました !
FUD 理事長

きる方法とか補助申請とか、我々が

佐々木善壽

取り組むべき課題がそこのところに

10 月 22 日㈮、第２回の UD 探検隊（発見隊）、「商店街の

ある様に感じました。

ユニバーサルデザインの発見」を開催しました。今回、駅前活
性化に対して意識の高い『郡山べっぴん』参加 15 店のみなさ

■ グループ５

千代貞雄

まに特にご協力をいただき、プラス５つの駐車場、２つの通り

味である「近しいコミュニケーション」が体感できました。主

を探検しました。

旨を理解し協力してくださったお店の方ありがとうございまし

中町・駅前の各商店街さんのご協力のもと、３店のみなさんと

た。様々な人が利用しやすい商店街。ワクワクする商店街。そ

大型駐車場、街路を探検させていただきました。レストラン、

んな商店街を一市民として願っています。

旅行代理店、貴金属店の３店さんはハード・ソフト両面で当初

昨年第１回の成果と反省を踏まえ、事前の研修会も２日間設
けて、探検の狙いや検証方法の確認等を研修しました。

今回２回目となる、UD 探検隊では商店街編ということで、

改善の箇所だけでなく、良い部分を積極的に発見し、皆に親

の予想より、UD に対して熱心に対応されていました。

しまれ活気ある商店街でありますようにエールを送れる報告書

■ グループ３

作成を考えています。１月あたりに報告会を予定しています。

■事前講習会
⃝第１回／10月２日㈯

13：20〜15：30 郡山男女共同参画センター

レストランさんでは盲導犬を伴った場合の席なども入り口近

ある程度の規模のある新しい店舗や、再開発後のストリート

くの席を指定してありました。旅行代理店では、
ハンディキャッ

や駐車場で UD が進んでいるのは当然のこととして、今回印象

プを持った方でも、快適に旅をしていただけるよう、宿泊施設

的だったのは、老舗店舗で接客サービスの延長線上で UD の

などが事前に考慮されたコースが選定できるようになっていま

この度は、FUD 事務局はじめ参加者の方々お疲れ様でした。

配慮がされていることだった。老舗店舗はハード上の制約が多

した。

合わせて活発な活動、意見交換、ご助言等いただきありがと

いなか、細かい気配りの積み重ねで、UD を前面に出さなくて

貴金属店では、店内のスペースを有効に使われ、お茶のサー

も結果的に多様な顧客に配慮するサービスを実現している。こ

ビスが受けられる席が設けられていました。駐車場においては

れは都市の顔、地域文化の顔としての駅前商店街として正しい

案内係の方が常駐し、夜間の照明なども明るく、女性の利用客

あり方だと思う。一方で、共通のフォーマットを設けた方が障

も安心して使用できるなど安全・安心の気配りがなされていま

■ グループ１

「商店街に求められるUD・良い商店街とは」

岩崎大樹

嶋崎俊和

うございました。
昨年の UD 探検隊〈公共施設〉に引き続きの企画、活動とい
うことで２回の準備研修会から参加させていただきました。
〈商店街応援プロジェクト〉というサブタイトルのとおり商

がい者や外国人にわかりや

店街の現状の問題、工夫、良いところ、改善すべきところ等々

すくできるものもあり（各

を目の当たりに体験出来ました。

種の UD サインなど）、今

公共施設等は、UD として当然取り入れられ、浸透されてき

回協力していただいた店舗

ているものと認識し、探検チェックは厳しい視線であったと思

以外も含め、商店街として

われますが、さて民間資本での商店街となると、当然ハード面

UD を進められる余地がた

での整備はなかなか出来る事では無いと実感しました。オー

くさんあることも実感した。

した。

ナー、建築主様の UD に対する認識度、施設整備改造のコスト
の問題等々が現実的根底にあります。

⃝第２回／10月16日㈯ 13：20〜15：30 郡山男女共同参画センター

ふくしま UD フェスタ参加報告

今回の発見で良かった所を沢山紹

「探検概要／ポイント・グループ編成」

介して、それを多くの商店が参考に
し取り入れ、ソフト面の意識もレベ
ルアップさせ、さらに商店街全体の
活性化に役立てばいいと願います。
■ グループ２

小野塚彰宏

我がグループ（４人）は、駅前大通り商店街の美容室・茶舗・
ホテル内レストランバー及び駐車場を見させていただきました。
初参加の方もすぐに要領を得て、それぞれの役割をこなしなが
らチェックシートに基づき、それぞれの視点で実施することが
できました。UD は様々な人の安全快適な自助行動をサポート
する環境デザインですが、ハードでカバーしきれないこともあ
る中で、店員店主のやさしい目配りが行き届き、商店街の持ち
1

〈小野塚 彰宏 記〉

福島市青少年会館で 11 月３日㈷に開催されました「第１回

また、11 月７日㈰には同会場にてホスピタルクラウン大棟

ふくしま UD フェスタ」に FUD として、定番の自販機ワーク

耕介氏による講演会「今を大切に」が開催され遠方からも来場

ショップで参加しました。UD 展示コーナーを福島県・NPO

されていました。

ユニバーサルデザイン結さん・我々 FUD が担当しました。
当日は「こども未来フェスタ」との同時開催であり、建物の
各スペースが有効に使用され、ユニークな出し物が多数で、親
子での参加が多く見受けられました。
体育館では UD スポーツ「ボッチャ」、実物大スゴロクなど
の体験も行われており、FUD の自販機体験のコーナーも福島
市のみなさんにも好評でした。
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第１回インストラクター講座

こおりやま UD ものづくりフェア 2010

■ UD インストラクター養成講座に参加して

今回 FUD 会員向けに、UD の７原則・基本知識の確認、「会

■こおりやま UD ものづくりフェア記念セミナー開催

⃝工作体験コーナー（木組

10 月 12 日㈫午後、第２回こおりやま UD ものづくりフェ

み・エコバッグ・ステン

佐藤文敏

アを記念しセミナーと参加者説明が開催され、出展者と熱心

ドグラス）も、たいへん

今回３日間の講座に参加して、ワークショップのノウハウの

な聴講者で会場がうめられました。FUD の副理事長でもある

好評でした。

員みんながワークショップ運営ができる」を目指したスキル
FUD 会員

アップを中心に、３日６科目の UD インストラクター養成講座
を開催いたしました。

習得ができたことは、貴重なことでしたが、わたしはそれ以上

講座の主なねらいは下記の３つです。
⃝会員誰もが、UDの出前講座の知識と技術を持つ。

に、各カリキュラムの内容について、子ども、企業、お年寄り、

⃝出前講座の講師経験を積む事により、UDへの経験と理解をよ

学生向けなど、是非参加して、知っていただきたいと改めて認

ま

え方についての講演がなされました。

⃝ステージイベントでは、ハワイアンフラ、UD ワークショップ（自

識した次第です。

り深める。
⃝出前講座実施によりUDの理解者（社）を増やし、UDの社会実
現に寄与する。
▪第１回／８月28日㈯

日本大学工学部建築学科の若井先生より、 ものづくりの為の
「間 のデザイン」と題して、ものづくりに欠かせない空間の考
販機、電子紙芝居）、発明ワークショップ、合唱、今泉女子

講座によってはもう少し内容をブラッシュアップする必要が

専門学校のファッションショーと発表、福島大ワークショッ

ありましたが、
「高齢者の考える住みやすい社会」などは、お

プ（場外：音声誘導による視覚障がい者の疑似体験）など常

年寄りの生活をとおして、その視点がとても勉強になりました。

設で楽しんでいただきました。

道路の UD マップ作成なども、資料として役に立つのではない

郡山労働福祉会館

①UDの７原則・取り組み

佐々木善壽

90分

②UD電子紙芝居の進め方

小野塚彰宏・村岡綾子

90分

でしょうか。今後、ワークショップにも参加したいと思います。

FUD 会員

高橋玲子

今までは UD に対して、漠然とした考えしかありませんでし
たが、今回、関係する法律や７つの原則を学び、大変勉強にな
りました。
理事長のあいさつやまとめは、UD に対し、広い視野で、理

郡山男女共同参画センター

第２回を迎えた今回、開催期間中２日間は天候に恵まれ、来

論だけでなく、長年の実践活動の積み重ねがあり、とても説得

場者も 6000 名を数えました。内容ですが、

力があり貴重でありました。

⃝出展の各ブースでは、来場者との対面でのやり取りが多く

また具体的に電子紙芝居は、公共交通・道路・駐車場・建築

▪第２回／９月４日㈯

■こおりやま UD ものづくりフェア（11/12 ㈮・13 ㈯）

（ワークショップ型も多数）コミュニケーションが多くとれ、

物の問題が高齢者の視点が提起されており、ハード・ソフトの

UD 色が濃くなってきたと思います。

両面から学ぶことができました。自動販売機はお年寄りや、体

12 日午前中安積第一小学校・郡山健康科学専門学校が見学。

に障がいのある方（若い人でも、目の見えない人や車椅子の人、

13 日も安積第一小学校、安積中学校合唱部の皆さんが合唱
を披露するなど、地元との連携も築かれています。

③高齢者の考える住みやすい社会

高橋玲子・関根節子

90分

手の不自由な人）も全ての人に使われている工作物です。利用

④自動販売機ツールの進め方

千代貞雄

90分

者の立場になって使いやすいモノは作れないかを勉強できる最
適な教材でした。
「高齢者が考える住みやすい社会」の講話を担当しました。
高齢者の問題は若い人の延長線上にあり、誰もがたどる道です。
高齢者が住みよい社会は、誰もが住みやすい社会です。
長らく高齢者福祉行政や福祉の現場に携わり、その間、老人
福祉法その後介護保険実施など大きな変化を見てきた者として
の視点から、
ハード・ソフト両面からの「保険・福祉・医療の充実」
「元気高齢者対策」
「地域の課題」等々が整備されればと思って
おります。
UD の社会的背景（必要性）は「なぜ UD なのか」パワーポ

⃝同時開催の世界ベンチいすコンテストも年々レベルの高いデ
ザインになってきました。
⃝ハンドメイドプロジェクト「までぃ」

⃝行政のコーナー（郡山市）

はハンドメイドを職 業とする主

（福島県）では、定番になっ

⑤UDの歴史・社会的背景

鈴木典夫

90分

イントや配布資料により、初心者にもわかりやすく説明されて

婦の目線で UD を提案しました。

た基本的な UD をわかりや

⑥実践に向けて・意見交換

佐々木善壽

90分

おり、家で読み返し理解を深めることができました。

ステージ発表も行い、販売コー

すく学べる体験コーナーが

ナー・ワークショップコーナーも

運営されていました。

▪第３回／９月11日㈯

郡山男女共同参画センター

そして今回のような UD の勉強会は、工作物、建物や情報、
サービスなどの目に見えないものについても、７原則を絶えず

多くの顧客で好評でした

日常生活の中で確認し、利用している人の不便さを発見してい

以上、楽しみたい人、学びたい人、どちらにも体感型で UD

く、そして解決へ、と行動を起こすきっかけになればと思いま

を伝えられたのではないかと思います。

した。

尚、FUD では児童生徒合唱・ハンドメイドプロジェクト・

私は今回の講座に参加し、この奥深い UD に関する勉強不足

フラダンス・UD ワークショップのコーナーなどを企画・実現

を感じました。

させていただきました。

そして今回の講座で少しは前進できるかなと思いました。

商工会議所、行政、テナント、FUD スタッフの皆さんお疲
れさまでした、そしてありがとうございました。
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