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■第11回FUD定時総会報告と故大高善兵衛さんへ
NPO法人ふくしまユニバーサルデザイン

■第二部
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記念講演

NPO法人さぽーとセンターぴあ 理事長

青田由幸氏

佐々木善寿

青田さんの記念講演は、
「東日本大震災での障がい者とユニ

第 11 回総会がビューホテルアネック

バーサルデザイン～震災から見える本当の豊かさと絆」 と題

理事長

し講演が行われました。以下に内容を要約します。

ス
（桜の間）で、堀川吉康氏の司会で開催
されました。出席者 10 人、委任状７人

大震災では福島県内の死者・行方不明者は、1.603 人（う

で定足数 12 人を満たし総会が成立する

ち南相馬市 636 人）が直接死で、震災関連死は、福島県内

旨、箭内好彦氏より報告があり第一部の

1.699 人（うち南相馬市 452 人）と直接死を超えた。（H26

総会議案の進行が為されました。第一号議案の平成 25 年度事

年 5 月 10 日現在）犠牲者の 2/3 が高齢者・障がい者で障が

業報告及び収支報告・監査報告が承認されました。第二号議案

い者の死亡率は 2 倍にのぼる。

の平成 26 年度事業計画及び会計予算も滞りなく承認されまし

南相馬市は津波が最大 8㎞入り込み、高齢者や障がい者で避

た。第三号議案の人事に関して、千代事務局長のやむを得ない

難できないベッドの方々が大勢亡くなった。災害時要支援者リ

事情による退会を受けて、新事務局体制案として箭内好彦氏と

ストは機能せずに不完全で役に立たなかった。また、避難した

「高齢社会を良くする女性の会」事務局の吉成夏子・佐々木雅

要援護者も、最短で 1 日、平均一週間で避難所から元に戻ら

子氏の三人体制でゆく事が承認されました。第二部の記念講演

ざるを得なかったのが実情である。その大きな理由は避難所の

は、UD 全国大会福島招致で一緒に活動していて全国区で活躍

皆に「迷惑をかけるから」というものであり、施設、製品や制

している介護福祉のベテランで震災被害者でもある青田さんに

度にユニバーサルデザインの考えが生かされてなかったり、健

「災害の貴重な体験と現実に起こった災害での問題」を講話頂
きました。全国大会招致でも主要メンバーで唯一頼りになる理

常者の障がい者に対する意識の問題が存在する。
大震災では多くの想定外が指摘されたが、それは健常者の発

論家で実践家、中身の濃い話で質問や団欒も盛り上がりました。

想で、ユニバーサルデザインは生かされていない事があげられ

ここ約 3 年は、私は UD 全国大会福島招致に向けての FUD

る。災害対策基本法は、平成 25 年 6 月に改正され、地域防

のコンセンサス形成と専門性アップの研修会やセミナーを企

災計画をうたっており、災害対策のガイドライン、指針はより

画・実施してきました。最初は県からの大会招致に尽力を要請

良いものが出されてきたが、
「避難」については触れられてい

され、まだ時期早々で県内の UD 運動の実績が足りない事を

ないのが実情である。今のうちから今回の震災をよく検証して、

話していましたが、震災後はこれはピンチをチャンスにする他

早め早めに問題点を解決する手を打ち、災害に備えなければな

に震災復興と UD ステップアップにつながると覚悟を決めて、

らない。そのためにも災害対策基本法のさらなる改正が必要で

大会招致の推進メンバーの中心的活動をしてきました。国・県・

ある。

（事務局箭内記）

市・会議所・財界の方々への協力のお願いと説明に駆けずり回
り、大会開催企画・計画・組織・担当・マネジメント・事務局
などを詰め、了解を得ながら準備会の意見調整と分科会中身の

故大高善兵衛さんが居なければとてもこれだけのことは出来
ませんし、本当に全面的に支えて頂き励ましていただき、どれ

質量の吟味をしてきました。

ほど勇気づけられたか知れませんでした。ほとんど孤軍奮闘で
開催実施に向けて矢面に立って進めてこられたのも大高さんの
お陰で、全 10 回の UD フェアーも大高さん有って実現できた
全国にも例のない全県 UD イベントです。返す返す大高さんの
お力の大きさと先見性に頭が下がり残念でなりせん。
⃝公私ともに大変お世話になった善兵衛さん。お陰様で 10 年
間 UD フェアを開催できました。

故大高善兵衛様
故 大高善兵衛様へ
NPO 法人ふくしまユニバーサルデザイン理事長として
哀悼の意を捧げます。
平成 26 年 9 月 2 日

佐々木善寿

合掌

◎平成 26 年度事業計画

（事務局）

の 2 件に関して、郡山市から FUD に委託事業の打診があり、

⃝方針

主にこれに関しての協議がなされました。そもそも以前より理

・市民運動の原点に返り、UD 運動の基本を再確認しながら
社会に役に立つ活動をする。

事長は市に対し、専門に勉強し活動をしている NPO が地元に
あるのだから、その類の事業は地元 NPO を利用するように進

・特に震災後の復興に果たす UD の役割（社会的使命）を

言してきた経緯があり、今回は市もそれに応えた形となりまし

再考して、少しでも専門性と自主性を磨き UD の実質的

た。出席者全員から意見を聞き、せっかくのチャンスなので是

な社会貢献を実現する。

非 FUD で事業を引き受けましょう、という結論になりました。

・特に、事務局体制見直しと強化を図る。

これから市と内容を協議しますが、実施の際は是非皆様のご協

⃝事業

力をよろしくお願い申し上げます。

・ FUD ニュースの発行

尚この他に、FUD ニュースや UD 検定、視察、研修、セミナー

・ UD 探検隊、第三弾実施検討＋学校・学生連携推進

等の話もなされました。

・ UD セミナー、タイアップも考慮して検討
・補助事業企画推進、UD アンケートほか現状（問題）把握

■第６回UD検定・初級講習会＆検定試験体験報告
2014 年 9 月 11 日㈭ 9：00

調査検討
・ UD 展示会・組織横断（協力・支援）・UD 製品取扱い販

〜 12：00、東京都港区の芝浦
工業大学芝浦キャンパスにおいて、

売等は、会員協力のチャンスが有れば連携推進する。
・会議所から、例年の（UD）ものづくりフェア参加打診が

一般財団法人国際ユニヴァーサル

有りましたが、体制（体力不足）が整わないのでペンディ

デザイン協議会（IAUD）主催の UD 検定・初級の講習会＆検

ングにしてあります。UD がほとんど低下していて、冠も

定試験が開催されました。これは、IAUD がユニバーサルデザ

外れて UD 推進者・関係者が弱体になっていて残念です。

インのさらなる普及と実現を目指す一環として昨年度からス

郡山市から今まで要請してきた事業委託の相談がありました。

タートさせた検定制度で、今回が第６回となります。まだ初級

今までのようにやれる人がやって来たスタイルでなく、これ

のみの検定ですが、来年から中級の検定を計画しているとの発

からは会員が全員で判断し関わるようにし、自ら若者や協力者

表がありました。今回、今年から FUD 事務局に加わった箭内

を募り何らかの形で出来るだけ全員が関わってゆく本来の市民

好彦が UD 検定を受検しました。芝浦工大芝浦キャンパス 8F

運動に近づけてゆこうと思います。

の大講義室に 100 名以上の受検者が集い、9：15 から 90

自分の身の周りから、UD を考え見つめて初めて運動になり

分間、静岡文化芸術大学名誉教授の古瀬敏教授が公式テキスト

ます。是非身近なところから「安心や安全」に問題や不安を発

ブックを使い講義を進めました。受検者の中には、盲導犬を連

見し改善や解決にこの運動を進めていきたいと思いますので、

れだった視覚障がい者や聴覚障がい者もいて、大スクリーンに

生活の中で様々な課題（アイディア）を発見し提案してください。

講師の話を映し出し、2 名の手話通訳者が交互に手話を交えな
がら講義がすすめられました。90 分の講義の後、11 時から

■平成26年度 第１回 FUD理事会＆例会

60 分間の検定がスタート。1 問に５個の選択肢があり、合計

7 月 25 日㈮ 18：30 から、駅前大通りの文化サロンで、

50 問が出題され、よく講義を聞き事前の勉強をしていないと

本年度の第 1 回理事会＆例会が開かれ、理事長、事務局含め

難しい問題やひっかけ問題もかなり含まれていました。マー

合計 11 名が出席しました。

クシート式で行われたこの検定は 70％以上の正解率で合格と

1、第 11 回 FUD 総会報告
その他

2、平成 26 年度事業内容

3、

の議事内容に従い、各々活発な議論がかわされました。

本年度事業内容としては、①隔月理事会＆例会

② FUD ニュー

ス ③郡山駅前地区 UDワークショップ ④第５回国際ユニバー
サルデザイン会議 2014 ⑤視察・研修

の項目で話し合いが

なっていて、9 月末ころの合否発表の予定。皆様にも是非 UD
検定を受検することをお勧めいたします。

（事務局箭内記）

⃝「福島県 UD のまちづくり推進事業」全体ワークショップ
この度、UD のまちづくり推進事業全体ワークショップが、

もたれ、新たなスタートの年として活動を充実させる事を皆で

以下の内容で開催されます。皆様のご参加をよろしくお願いい

確認しあいました。

たします。

■平成26年度 第２回 FUD 理事会＆打ち合わせ会
9 月 12 日㈮午前 11 時から、アドミラルビル 2 階の FUD

日程：平成 26 年 10 月 2 日㈭

15：00 ～ 16：30

会場：ビッグパレットふくしま

3 階小会議室 2 ＋ 3

事務局会議室（プロダクトワン内

⃝第５回国際ユニバーサルデザイン会議 ２０１４ in 福島＆東京

ゲストルーム）において、本年度

この度、第５回国際ユニバーサルデザイン会議が以下の内容

2 回目の理事会＆打ち合わせ会が

で開催されます。日本では４回目の国際会議となります。

開かれました。今回は、至急の協

プレカンファレンス日程：平成 26 年 11 月 9 日㈰・10 日㈪

議事項があったため緊急理事会＆
打ち合わせ会として通知しましたが、理事長、事務局含め 8
名の方が出席しました。議事は、1、郡山市 UD 委託事業の件、
A、UD 探検隊ワークショップ「UD を親子で学ぼう！」
B、こおりやまユニバーサルデザインバスツアー

会場：ビッグパレットふくしま
公開シンポジウム（10日AM）／パネル展示（10日）／
フィールドサーヴェイ（9日）／公開ワークショップ（10日PM）
本会議 日程：平成 26 年 11 月 11 日㈫〜13 日㈭
会場：東京国際交流館、日本科学未来館ほか

