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１　ユニバーサルデザインとは

　「ユニバーサルデザイン」は、ユニバーサル（すべての、普遍的な）とデザイ

ン（計画、設計）の二つを組み合わせた言葉です。

　ユニバーサルデザインは、「はじめから、すべての人の多様なニーズを考慮し、

年齢、性別、身体的能力、言語などの違いに関わらず、すべての人にとって安

全・安心で利用しやすいように、建物、製品、サービスなどを計画、設計する」

考え方のことです。一般的には「すべての人のためのデザイン」と言われていま

す。この考え方は、1885年に米国ノースカロライナ州立大学ユニバーサルデザイ

ンセンター所長であった、故ロナルド・メイス氏（1941-1998）（米国の建築家、

工業デザイナー）によって、初めて提唱されました。その基本的な考え方は次の

とおりです。

○すべての人が対象

　ユニバーサルデザインは、高齢者や障がいのある人など特定の人を対象にした

取組を行うものではありません。すべての人を対象にし、すべての人が生活・活

動しやすい環境づくりを行うものです。

○はじめからの発想

　ユニバーサルデザインは、はじめから、すべての人の多様なニーズを考慮し、

すべての人が生活・活動しやすい環境づくりを行うものです。

○終わりのない取組

　ユニバーサルデザインの取組は、すべての人の利便性の向上を目指す終わりの

ない取組です。そのため、今より少しでも利用しやすいものにすることを目指し

て、絶えず見直し、改善を行うものです。

1

　　　　　はじめに第１章



　ユニバーサルデザインの７つの原則
　

　ユニバーサルデザインを推進するにあたり、取組の方向性を明確にするため、

提唱者であるロナルド・メイス氏をはじめとする建築家や工業デザイナー、技術

者、環境デザイン研究者等によって７つの原則をまとめています。それは次のも

のから構成されています。

　原　則　　　　：　簡潔で、かつ覚えやすく表現された基本的な考え方

　定　義　　　　：　原則に沿ったデザインをするための簡潔な方向付け

　ガイドライン　：　原則に忠実であるために必要とされる基本要件

　（注）すべてのガイドラインが、どのようなデザインにも当てはまるとは限りません。

2

公平性

自由度・柔軟性

単純性

分かりやすさ安全性

低負担・省力化

スペースの確保

ユニバーサルデザインの

７つの原則



定義：誰にでも利用できるように作られており、かつ、容易に入手できること。

【ガイドライン】

〇誰もが同じ方法で使えるようにする。それが無理なら別の方法でも仕方がな

いが、公平なものでなくてはならない。

〇差別感や屈辱感が生じないようにする。

〇誰もがプライバシーや安心感、安全性を得られるようにする。

〇使い手にとって魅力あるデザインにする。

　

　　

　　

3

誰でも利用できるエレベーター

　　　　 誰にでも公平に利用できること  公平性原則１

低床バス

両手が荷物でふさがっているときな

どは、自動ドアがあると便利です。

低床バスは、段差が少ないので、ス

ムーズに乗り降りできます。

自動ドア



定義：使う人のさまざまな好みや能力に合うように作られていること。

【ガイドライン】

　〇使い方を選べるようにする。

　〇右利き、左利きどちらでも使えるようにする。

　〇正確な操作がしやすいようにする。

　〇使いやすいペースに合わせられるようにする。

4

　　　　 使う上で自由度が高いこと原則２  自由度・柔軟性

高さの異なる水飲み場 高さの異なる手すり

エレベーターの車いす用ボタン

を押すと、ドアの開いている時

間が長くなったり、扉の開閉が

ゆっくりになったりします。

エレベーターのボタン



定義：使う人の経験や知識、言語能力、集中力に関係なく、使い方が分かりや

　　　すく作られていること。

【ガイドライン】

　〇不必要に複雑にしない。

　〇直感的にすぐ使えるようにする。

　〇誰にでも分かる用語や言い回しにする。

　〇情報は重要度の高い順にまとめる。

　〇操作のためのガイダンス（操作の説明）や操作確認を効果的に提供すること。

5

開け方が明記してある缶

　　　　 使い方が簡単ですぐ分かること原則３  単純性

シャンプーボトル

シャンプーボトルはリンスと区

別するため凹凸があります。

スイッチは押す部分を大きくす

ることで、押しやすい工夫がさ

れています。

押す部分が大きなスイッチ



定義：使用状況や、使う人の視覚・聴覚などの感覚能力に関係なく、必要な

　　　情報が効果的に伝わるように作られていること。

【ガイドライン】

〇大切な情報を十分に伝えられるように、 絵や文字、手触りなど異なった方

法を使用する。

〇大切な情報は、（例えば大きな文字で書くなど）できるだけ強調して読みや

すく（分かりやすく）する。

〇情報をできるだけ区別して説明しやすくする（やり方が口頭で指示しやすく

なるように）。

〇視覚・聴覚などに障がいのある人が利用している様々なやり方や道具でも、

情報がうまく伝わるようにする。

6

点字や凸凹でわかる表示

　　　　 必要な情報がすぐに理解できること原則４ 分かりやすさ

ピクトグラム（絵文字）

ピクトグラムなどの絵文字や図で

表すと、言語が違っても内容がす

ぐに分かります。



定義：ついうっかりしたり、意図しない行動が、危険や思わぬ結果につなが

      らないように作られていること。

【ガイドライン】

〇危険やミスをできる限り防ぐ配慮をすること。頻繁に使うものは最もアクセ

スしやすく（操作しやすく）し、危険なものはなくしたり、隔離したり、

覆ったりなどする。

〇危険なときやミスをしたときは警告を出す。

〇操作を間違っても安全なように配慮する。

〇注意が必要な操作を、意図せずにしてしまうことがないように配慮する。

7

　　　　 うっかりミスや危険につながらないデザインであること原則５ 安全性

マグネット式の電源コード

ロックを解除して給湯

電気コードがマグネット式だと、

引っかかってもすぐに外れるので、

転倒してお湯がこぼれるのを防いで

くれます。

車の出庫を知らせるランプ



定義：効率よく、気持ちよく、疲れないで使えるようにすること。

【ガイドライン】

〇自然な姿勢のままで使えるようにする。

〇あまり力を入れなくても使えるようにする。

〇同じ動作を何度も繰り返すことを、できるだけ少なくする。

〇体に無理な負担が持続的にかかることを、できるだけ少なくする。

8

　　　　無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に使用できること原則６ 低負担・省力化

センサー式の蛇口

高い場所の商品は下にボタンがあ

り、大人でも子どもでも利用しや

すく、硬貨の入り口や商品の取り

出し口が利用しやすいように工夫

されています。

空けやすい歯磨き粉のふた

ボタンの高さを選べる自動販売機



定義：どんな体格や、姿勢、移動能力の人にも、アクセスしやすく、操作がしや

　　　すいスペースや大きさにすること。

【ガイドライン】

〇立っていても座っていても、重要なものは見えるようにする。

〇立っていても座っていても、あらゆるものに楽に手が届くようにする。

〇さまざまな手や握りの大きさに対応する。

〇補助具や介助者のためのスペースを十分に確保する。

　これらのユニバーサルデザイン７原則は、誰にでも利用可能なデザインという視点を

中心にしています。しかし、実際のデザインでは、使いやすさ以上のことにも配慮が必

要であり、デザイナーが、デザインをする過程で、経済性や、技術的条件、文化的要件、

男女差や環境への影響など、関連する諸条件を考慮に入れなければなりません。これら

の７原則は、できるだけ多くの人々の要求に対応できるような特徴を、よりうまく組み

込んで理想的なデザインを目指すにあたっての、デザイナーへの指針です。

※原文は、Version2.0-4/1/97　THE　CENTER　FOR　UNIVERSAL　DESIGN　North　

Carolina　State　University。また、日本語訳文の責任者は、古瀬敏、安澤徹也、

柳田宏治、清水道子及び堀川美智子（敬称略）。

9

広い多目的トイレ

　　　　 アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること原則７ スペースの確保

おもいやり駐車スペース

多目的トイレは車いすの方だけではなく、おむつ

交換台やベビーチェア等があるので、子ども連れ

の方も利用しやすいつくりになっています。おも

いやり駐車スペースは出入口のスロープの近くに

設置するなど利用しやすい工夫がされています。



バリアフリーとユニバーサルデザインの推進

　誰もが暮らしやすい共生社会を実現するためには、障がいのある人、高齢者、

妊婦や子ども連れの人、外国人などが、社会生活をする上で障壁（バリア）とな

るものを取り除く「バリアフリー」の取組とともに、はじめから障壁（バリア）

を作らないよう誰にとっても利用しやすくデザインする「ユニバーサルデザイ

ン」の取組を併せて推進していくことが大切です。

バリアフリー ユニバーサルデザイン

対象者 高齢者や障がいのある人など特定

の人

年齢、性別、能力、言語などの

違いに関わらず、すべての人

発想・対応 すでに存在している障壁（バリ

ア）を取り除く

はじめから障壁（バリア）をつ

くらないようにする

取り組み方 特定の人が不自由なく利用できる

ようになれば、取り組みは終わり

現状より少しでも利用しやすい

ものにすることを目指して、見

直し・改善に絶えず取り組む

特徴 個々に異なる障がいへの対応が可

能、障壁（バリア）解消に特化し

た取組

建物や設備などのハード整備だ

けでなく、情報やサービスなど

のソフト施策や社会的な意識、

制度など幅広い取組

10

対応できる人
対応

困難な人

普通の対応 特別な対応

すべての人

みんなが

使いやすいように



まちなかのユニバーサルデザイン

11

市役所周辺を歩いたときに見つけられ

るユニバーサルデザインの一例を次の

ページから紹介します。

皆さんも実際に歩いてみて、まちなか

にあるユニバーサルデザインを見つけ

てみましょう。



【中心市街地のユニバーサルデザイン】

・点字ブロックが整備された歩道

・歩道と車道の段差がない道路

・網目の細かい側溝のふた（グレーチング）

12

点字ブロックは目の不自由

な人が通行するための助け

になります。また、歩道と

のコントラストで視覚が弱

い人の目印にもなります。

車道と歩道の段差がないこ

とで、車いすの人や自転車

などが安全に通行できます

。

目が細かいことで、車いすの

タイヤやヒールが挟まりにく

くなっています。



・バス停の４カ国語表記

・駐車場の表記

・音の出る信号機

13

多言語で情報を表記するこ

とで、外国人来訪者も情報

を知ることができます。

空車、満車の表記があること

で、駐車場が空いているかが

すぐに分かります。また、出

庫するときにはサイレンがな

ることで危険を伝えます。

方角によって異なる音が出

ることで、視覚が不自由な

人に横断できる方向を示し

ます。以前は押しボタン式

でしたが、今は常に音が出

るものが普及しています。ピヨ、ピヨ



・観光案内板

・休憩スペース

・まちなかの花壇

14

町の歴史などを観光客の方

にご案内します。また、施

設の方向と距離が分かるよ

うになっています。

歩き疲れたときにちょっと

一休みできるように、ベン

チが設置されています。

通り沿いに花壇があること

で、四季の変化を楽しめる

景観美化につながっていま

す。



２　計画策定の背景

　高齢化の進行

　本市の 65歳以上の人口比率は、平成 27年度において、28.5％となっています。

10年前と比べ5.5％増加しており、調査年度ごとにその割合は増加しています。

　加齢に伴う身体機能の低下によって日常生活に不便や不自由を感じることなく、

高齢者が積極的な社会参加・参画ができる社会づくりを求められています。

　資料：国勢調査（各年10月１日現在）
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会津若松市の年齢３区分別人口の推移と予測



　少子化の進行

　女性が一生の間に生む子どもの数を示す合計特殊出生率は、全国でみると平成

17年度以降上昇傾向にあります。本市においては、近年増減はあるものの、横ば

い傾向にあり、全国、福島県と比べると高くなっています。しかし、平成 26年

度においては1.67と、人口を維持するために必要とされる 2.07を大幅に下回っ

ています。

　子どもが健やかに育ち、安心して子どもを生み育てることのできる社会を実現

するために、妊婦や子ども連れ、子どもなどにも配慮したまちづくりやものづく

りの取組が求められています。

　資料：「平成 26年人口動態統計（確定数）の概況（福島県）」（県保健福祉部編）

　注）合計特殊出生率とは、その年次の15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計

　　　したもので、１人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした

　　　ときの子ども数に相当します。なお、市の合計特殊出生率は独自集計したもので

      す。（母の年齢５歳階級の出生率を５倍しています）
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合計特殊出生率の推移
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　障がいのある人の自立と社会参加

　本市における身体障がい、知的障がい、精神障がいの障害者手帳所持者数は、

平成 22年４月から平成 28年４月までの５年間で、6.9％増加しています。

　障がいのある人が、障がいのない人と等しく、主体的に自らの生き方を自ら選

択し、地域で暮らしながら社会のあらゆる活動に参加・参画できるよう、必要な

支援や合理的な配慮がなされる環境づくりが求められています。また、平成 28

年４月より「障害者差別解消法」が施行されており、より一層障がいのある人に

対する配慮と理解が求められています。

　　資料：会津若松市の福祉（各年４月１日現在）
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障害者手帳の所持者数



　国際化の進展

　本市における外国人住民登録者数は、ほぼ横ばい状態です。国籍（出身地）で

みると、中国、韓国及び北朝鮮、フィリピンなど多くの国々の方が住んでいます。

　また、本市は観光地であり、外国人来訪者への対応が可能なＶ案内所（会津若

松駅と鶴ヶ城に設置）は台湾、香港、タイの方の利用が多い状況にあります。特

に 2020年（平成 32年）に開催される東京オリンピック・パラリンピックにおい

て、本市がタイのホストタウンになったことから、今後、より一層の外国人来訪

者の受け入れに向けた整備・充実を図っていく必要があります。

　外国籍の市民や観光で来訪する人など、言語や文化、風習の違う人々にとって

も、暮らしやすい環境づくりや快適に観光できる態勢づくりが求められています。

　　資料：外国人住民登録者数（平成 24年のみ外国人登録者数）

　　　　　各年４月１日現在

　　　　　平成 24年については、中国に台湾を含む
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中国 188 150 162 155 154

韓国 188 166 169 159 146

フィリピン 113 91 94 105 105

台湾 19 24 28 34

ベトナム 22 14 13 18 30

米国 40 28 23 27 29

ロシア 31 31 29 26 23

朝鮮 28 23 22 20 20

インド 20 18 18 19 20

その他 108 101 102 97 95

合計 738 641 656 654 656

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

会津若松市の外国人住民登録者数の推移



資料：Ｖ案内所（鶴ヶ城、会津若松駅）を利用

　　　した外国人の人数

　　　各年１月から12月

　　　※表は平成 27年の国・地域別利用人数
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会津若松市におけるＶ案内所を利用した外国人の推移

国・地域別 人数（人）

東アジア

韓国 63

中国 220

台湾 6,012

香港 1,643

その他 1

小計 7,939

東南アジア

タイ 804

マレーシア 12

シンガポール 60

インドネシア 7

その他 58

小計 941

南・中央アジア 15

中近東 8

アフリカ 57

東ヨーロッパ 19

西ヨーロッパ

イギリス 57

フランス 81

ドイツ 57

その他 92

小計 287

北アメリカ

アメリカ 326

カナダ 24

その他 0

小計 350

中南米 25

オセアニア

オーストラリア 70

その他 9

小計 79

その他 41

計 9,761

平成27年Ｖ案内所国別利用人数



１　基本的事項

（１）計画策定の趣旨

　近年、少子高齢化の進行、あるいは国際化の進展の中、高齢者や子ども、障が

いのある人、外国人など、年齢や身体の状況、国籍などに関わらず、すべての人

の人格や個性が尊重され、自由に社会に参加・参画し、安心して心豊かにいきい

きと暮らすことのできる社会が求められています。

　そのような社会に対応していくためには、相手を尊重し、理解しようとする、

思いやりの意識のもと、協力し合い、支え合う地域づくりや仕組みづくりなどの

ソフト面と、誰にでも利用しやすい施設や設備の整備などのハード面が相互に補

い、誰もが暮らしやすく活動しやすい、人権に配慮されたユニバーサル社会（共

生社会）の実現を目指していかなければなりません。

　このため、本市では、平成19年度に「会津若松市ユニバーサルデザイン推進

プラン」を策定し、平成24年度の改訂を経て、基本目標である「すべての人に

やさしく、暮らしやすいまち」の実現に向けて、これまで市の施策や事務事業等

にユニバーサルデザインの考え方を取り入れながら推進してきました。

　各分野にわたり一定の成果を上げてきたところですが、ユニバーサルデザイン

の取組は終わりのない取組です。すべての人が安心して暮らせる、活動しやすい

社会を築き上げていくためには、継続的な取組が必要です。

　このため、現行プランの計画期間（平成24年度～平成28年度）の最終年度を

迎えるにあたり、これまでの取組を検証するとともに、社会情勢の変化や市民

ニーズ等を踏まえながら、現行プランの見直しを行い、さらなる推進を図ってい

くものです。
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　　　　　ユニバーサルデザインについての本市の考え方第２章



（２）これまでの取組

　「会津若松市ユニバーサルデザイン推進プラン（平成24年度改訂版）」では、

１．「すべての人のため」という意識づくり

２．「すべての人のため」の社会・環境づくり

３．「すべての人のため」のまちづくり

４．「すべての人のため」の情報・サービスづくり

５．「すべての人のため」のもの（製品）づくり

の５つの分野においてユニバーサルデザインを推進してきました。また、各分野

ではそれぞれ重点施策を設定し、全庁的に取組を行ってきました。各重点施策ご

とに行ってきた主な取組は次のとおりです。

１.「すべての人のため」という意識づくり

重点施策 取組内容（概要）

１　市民への意識啓発 ユニバーサルデザインの考え方や身近なユニバー

サルデザインの事例、市の取組をパンフレットや

ホームページ、市政だよりでの広報を行った。

２　学ぶ場の提供 出前講座や講演会、小中学校における福祉施設な

どの施設・設備の見学や職場体験等、理解の場を

提供した。

３　人材育成・活動支援 「こころのユニバーサルデザイン」に重点を置

き、市職員新採用研修による実践していく人材づ

くりやＮＰＯ等との連携した活動を行った。

４　「思いやりのこころ」

　　づくり

講演会や出前講座の開催による障がいのある人、

高齢者への理解促進を図ったほか、「あいづっこ

宣言」の啓発活動を行った。

５　「おもてなしのこころ」

　　づくり

市民一人ひとりが観光客を温かく迎える取り組み

として、「六つのどうぞ運動」等によりおもてな

し意識の醸成を図った。

６　市職員への意識啓発 新規採用職員研修における意識啓発や、印刷物、

製品づくり、介護食品など、様々な分野での取組

についての講演会を開催した。
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２.「すべての人のため」の社会・環境づくり

重点施策 取組内容（概要）

１　みんなで支え合う地域

　　づくり

高齢者、障がいのある人へのボランティアによる

ゴミ出しや話し相手などの家庭的支援、障がいの

ある人が様々な活動に主体的に参加し、いきいき

と心豊かに暮らせるような支援体制づくりに取り

組んだ。

２　交流の場づくり 高齢者、障がいのある人、子どもなども含めたす

べての住民相互のきずなを深め支えあう地域づく

りの推進を図り、多世代交流の場の創出や障がい

のある人の自主活動の活性化を図った。

３　社会参加しやすい環境

　　づくり

投票所において要望のあった場所への車いす設置

や段差がある場所へのスロープの設置、障がいの

ある人の雇用促進の啓発、講演会での託児、手話

通訳者の配置等を行った。

４　安全・安心な環境づくり 防災情報を電子メールやデジタルサイネージを通

じての情報提供や、市総合防災訓練で災害時要配

慮者と近隣住民との避難訓練を実施した。また、

保育所、小学校、老人クラブ等の交通安全教室へ

交通教育専門員を派遣し、交通安全思想の普及を

図った。

３.「すべての人のため」のまちづくり

（１）公共建築物等

重点施策 取組内容（概要）

１　利用しやすい公共・公益

　　施設の整備

新築事業の際の積極的なユニバーサルデザインの

採用や既存施設等でのユニバーサルデザインに配

慮した整備を行った。（多目的トイレ、手すり

等）

２　分かりやすい案内表示

　　などの整備

庁舎内の案内表示、窓口表示を点検し、分かりや

すい表示に努めたほか、民間公益施設等の案内表

示の整備促進に努めた。

３　事業者などに対する

　　普及・啓発

施設関係者、施設利用者、地域住民、有識者の意

見・要望を設計に反映し、受注事業者への要請に

よる施工への反映を行った。
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（２）道路

重点施策 取組内容（概要）

１　安全で快適な歩行空間の

　　整備

歩道の段差解消及び拡幅、歩道未整備区間の歩道

空間整備や点字ブロックの整備を行った。

２　冬期間における歩行

　　環境の確保

65歳以上の高齢者のみで構成された世帯等、自力

で除雪作業が困難な世帯を対象に、除雪後の間口

処理を町内会等に委託して実施した。また、ＩＣ

Ｔを活用し除雪車稼働状況をリアルタイムで把握

できる、除雪作業の「見える化」を図った。

（３）公園などの憩いの空間

重点施策 取組内容（概要）

１　利用しやすい公園などの

　　整備

安全・安心な公園利用を確保するために、ユニ

バーサルデザインに配慮した施設の改修等を行っ

た。

２　快適に利用するための

　　啓発

関係機関・団体との協働による清掃活動をとおし

マナー啓発を図ったほか、おもいやり駐車スペー

スの適正利用が図られるように表示板を設置し啓

発に努めた。

（４）公共交通

重点施策 取組内容（概要）

１　施設等の整備 交通事業者とともに、低床バスの導入促進に取り

組んだ。

２　利用しやすい公共交通

　　サービスの提供

地域住民・交通事業者・行政の３者協働によるコ

ミュニティバスの運行や利用促進を行っており、

他地域への展開も含めた検証を行った。

（５）住宅

重点施策 取組内容（概要）

１　暮らしやすい公営住宅

　　等の整備

下水道の接続や建替えの際に、トイレの洋式化や

バリアフリー化を行った。また、階段使用が困難

な方に低層階住み替えの斡旋を行った。

２　市民に対する普及促進 高齢者、障がいのある人の自立支援や、自宅で安

心に生活できるように、手すりの取り付け、段差

解消への工事費補助を行った。
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３　事業者などへの啓発 窓口にユニバーサルデザイン啓発用パンフレット

等を設置し啓発を行った。

４.「すべての人のため」の情報・サービスづくり

（１）情報

重点施策 取組内容（概要）

１　分かりやすい情報の提供 簡潔な文書、ルビ、図・イラストの活用や、音声

情報、点訳、英訳などの幅広い情報提供を行った。

２　容易に情報収集できる

　　場の提供

Ｗｉ‐Ｆｉ環境の整備や、曾津稽古堂でのイベン

ト情報集約・提供、観光パンフレットの多言語化

などの取組を行った。

３　緊急時の情報提供の充実 ＩＣＴを活用し、「あいべあ」において公共連絡

網システムの運用や電子メールによる情報発信を

行った。

４　情報入手のための支援 各種セミナー等によるインターネット利用への理

解促進を図った。

（２）サービス

重点施策 取組内容（概要）

１　窓口のサービス向上 手続きの簡素化やタブレットを活用した申請書記

載負担軽減、フロア環境整備、窓口時間の延長等

の取組を行った。

２　分かりやすい行政文書

　　等の提供

文字の大きさに配慮し、ルビ、図表やイラスト等

を活用した文書作成や対象者に配慮した文書作成

を行った。

３　気配りのある行政

　　サービスの提供

積極的な声かけによる案内や施設環境整備等の取

組を行った。
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５.「すべての人のため」のもの（製品）づくり

重点施策 取組内容（概要）

１　ユニバーサルデザイン

　　製品の普及促進

ユニバーサルデザイン製品の情報収集・情報発信

や出前講座、講習会で実際の製品を手にとっても

らうことによる理解促進に努めた。

２　事業者への情報提供 市ホームページの提言投稿コーナーにおいての情

報収集を行った。

３　市役所での率先利用 市職員研修でのユニバーサルデザイン製品の紹介

や、文具、庁用器具等の購入に取り組んだ。

　このように、意識づくりを含め、ハード・ソフト両面から各種取組を行ってき

ましたが、ユニバーサルデザインの「考え方を知っている」人の割合はまだまだ

低い状況にあります。また、今回のプラン改訂に伴い行った市政モニターアン

ケートや市民ワークショップにおいて、「市がどのような取組をしているのかが

分からない」といったご意見や積極的な情報発信が求められています。

　このようなことから、ユニバーサルデザインの考え方を広めていくとともに、

分かりやすく、積極的な情報発信を行っていくことで、市の取組に対する理解促

進に努めていく必要があります。
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コラム
【市政モニターアンケート結果】

【実施期間】　平成28年７月25日～８月19日

【対象者数】　市政モニター　111名

【回答者数】　75名（回答率 67.6％）

＜質問＞

　あなたは日常生活や社会生活の全般及び以下のそれぞれの項目ごとに、５年

ほど前と比べて、どの程度ユニバーサルデザインが進んだと思いますか。教え

てください。

■市民の意識について　（誰もが利用しやすい環境をつくる意識、ＵＤの必要

性や重要性の浸透など）

■地域社会について　（地域での支えあい、交流の場、防犯など）

■まちづくりについて　（建築物、道路、公園、公共交通など）

■情報の提供について　（情報の分かりやすさ、収集のしやすさなど）

■サービスの提供について　（手続きの簡素化、気配りある対応など）

■もの（製品）づくりについて　（誰もが使いやすい製品の普及、開発など）
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十分進ん

だ

まあまあ

進んだ

あまり進

んでいな

い

ほとんど

進んでい

ない

どちらと

もいえな

い

無回答

日常生活や

社会生活の

全般
2.7％ 42.7％ 36.0％ 1.3％ 13.3％ 4.0％

市民の意識

について 1.3％ 24.0％ 58.7％ 8.0％ 8.0％ 0.0％

地域社会に

ついて 2.7％ 36.0％ 41.3％ 9.3％ 9.3％ 1.3％

まちづくりに

ついて 2.7％ 50.7％ 32.0％ 5.3％ 9.3％ 0.0％

情報提供に

ついて 0.0％ 44.0％ 42.7％ 5.3％ 8.0％ 0.0％

サービスの

提供につい

て
2.7％ 36.0％ 44.0％ 8.0％ 8.0％ 1.3％

もの（製品）

づくりについ

て
2.7％ 34.7％ 44.0％ 5.3％ 13.3％ 0.0％
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（３）基本目標

　　「すべての人にやさしく、暮らしやすいまち」の実現

　会津若松市第７次総合計画の政策目標の一つである、「安心、共生のくらしづ

くり」を念頭におき、本計画の基本目標として、前プランに引き続き「すべての

人にやさしく、暮らしやすいまち」の実現を目指します。

（４）本プランにおいて重点を置く事項

　本プランに掲げる基本目標の実現には、行政における様々な事業だけでなく、

市民、事業者、市民団体等においても、各分野にわたり取組を進めていくことが

重要です。これまでの事業の総括や社会状況の変化、社会ニーズを踏まえ、本プ

ランにおいては、特に、次の事項に重点を置いて取り組みます。

　ア　「こころのユニバーサルデザイン」の推進
　誰もが主体的に社会参加・参画できるような社会にしていくためには、施設等

の環境整備はもとより、それぞれが相手を思いやり、個人を尊重する意識づくり

が重要です。また、平成28年４月１日から施行された「障害者差別解消法」に

おいても、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」を行っていく

ことで、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、

共に生きる社会をつくることを目指すこととしています。

　障がいの有無に関わらず、相手を理解し、相手の立場に立った思いやりの気持

ちや気づかいといった人へのやさしさは、すべての人が共に生き、真の豊かさを

感じることのできる「共生社会」の実現のためにも重要であり、ユニバーサルデ

ザインを推進する基本となるものです。

　こうしたことから、誰もが取り組むことのできる「こころのユニバーサルデザ

イン」の推進に重点を置き、すべての人が自然なかたちで行動できるよう、意識

づくりを進めていきます。

　イ　「取組の見える化」による理解促進
　ユニバーサルデザインを全市的に進めていくためには、まずは考え方を理解し

ていただくことが重要です。

　ユニバーサルデザインの「言葉を知っている」人の割合は、平成27年度に実

施された県政世論調査の会津地方振興局管内において、69.7％と一定程認知はさ

れておりますがが、その「考え方や意味も知っている」人の割合は 33.7％とまだ

低い状況にあります。ユニバーサルデザインを全市的に進めるためには、その

「考え方」の理解が重要です。市の取組や事業者の取組などを積極的に情報発信

をしていく「取組の見える化」を進めていくことで、ユニバーサルデザインの考
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え方の浸透を促し、平成 33年度までの「目標値50％」を目指し、理解促進に努

めていきます。

　ウ　ＩＣＴ（情報通信技術）活用による利便性の向上
　「スマートシティ会津若松」の取組のもと、ＩＣＴや環境技術などを活用し、

健康や福祉、教育、防災、さらにはエネルギー、交通、環境といった生活を取り

巻く様々な分野での結びつきを深めながら、将来に向けて、持続力と回復力のあ

る力強い地域社会、安心して快適に暮らすことのできるまちづくりを進めること

は、ユニバーサルデザインの推進にあたって重要な取組です。

　一方で、そのようなＩＣＴの進歩に対応できず、情報格差が生じる可能性があ

ることから、ＩＣＴを活用することによる利便性の向上を図っていくとともに、

すべての人がその利便性を享受できるよう、情報格差の是正に努めていきます。

　エ　誰もが快適に利用できる公共空間づくり
　高齢者や障がいのある人の在宅での自立した生活や社会参加・参画のニーズへ

の対応、子育てしやすい環境づくりのためにも、ユニバーサルデザインに対応し

た施設整備を進めていくことは重要です。

　また、2020年（平成 32年）には東京オリンピック・パラリンピックが開催さ

れます。本市がタイのホストタウンになったことを受け、外国人来訪者が快適に

過ごすことのできる環境づくりが必要です。また、パラリンピック競技の開催は、

障がいのある人の自立や社会参加・参画を促す大きな力になるものと考えます。

　こうしたことから、誰もが主体的に社会参加・参画することができる環境づく

りをサポートするため、ユニバーサルデザインに対応した公共空間づくりを進め

ていきます。

（５）ユニバーサルデザイン推進の手法

　ユニバーサルデザインはすべての人の利便性の向上を目指す「終わりない取

組」です。今より少しでも利用しやすいものにすることを目指して、見直し、改

善に絶えず取り組んでいくことが重要です。そのため、本プランを推進するにあ

たり、策定した計画（Plan）に基づき、実施（Do）し、その結果を検証

（Check）、改善（Action）していくという PDCAサイクルの手法により継続的な

改善（スパイラルアップ）を行っていくことで、施策や事務事業へ反映していき

ます。
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（６）計画の位置づけ

　この計画は、会津若松市第７次総合計画を上位計画とし、政策目標３「安心、

共生のくらしづくり」の具体化に向け、ユニバーサルデザインの推進に関する施

策の基本方針と重点施策、及び具体的事業を示すものです。

　また、県では、平成22年３月にこれまでの「ふくしまユニバーサルデザイン

推進指針」と「ふくしま型ユニバーサルデザイン実践行動計画」を統合した、

「ふくしまユニバーサルデザイン推進計画」を策定し、平成25年３月に計画の

見直しがされたところから、この計画の趣旨や内容を踏まえながら取組を進めて

いきます。

　なお、ユニバーサルデザインは、様々な分野に関連することから、市の各種個

別計画等との整合性を図りつつ推進します。

（７）市民との協働

　誰もが真の豊かさを感じ、安全、安心、快適に暮らすことができる社会をつく

るためには、行政や一部の関係者のみの取組だけで実現できるものではありませ

ん。市民一人ひとりの課題でもあるととらえ、社会全体で取組を進めていくこと

が重要です。そのため、市、市民、事業者、市民団体などそれそれが共通の理解

と認識のもと、連携・協働しながらユニバーサルデザインの推進に取り組んでい

きます。

（８）計画の期間

　この計画は、平成29年度から平成 33年度までの５か年を計画期間とします。

　なお、国、県をはじめ社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じてプランの見直

しを行います。
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計画の位置づけ
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会津若松市第７次総合計画

（仮称）

第３次会津若松市ユニバーサルデザイン推進プラン

〔専門個別計画〕

〇第３次行政システム改革プラン

〇第２次人材育成基本方針

〇第６次地域情報化基本計画

〇障がい福祉計画

○第４期障がい福祉計画

〇高齢者福祉計画

〇子ども・子育て支援事業計画

〇第２次観光振興計画

〇都市計画マスタープラン

〇交通バリアフリー基本構想

〇冬期バリアフリー基本構想

〇地域公共交通網形成計画

〇第４次男女共同参画推進プラン

○生涯学習推進ビジョン　　など

〇ふくしまユニバーサルデザイン

　推進計画

〇ふくしま公共施設等ユニバーサル

　デザイン指針
〇福島県「人にやさしいまちづくり条例」

〇ユニバーサルデザイン政策大綱

〇高齢者、障害者等の移動等の円滑化

　の促進に関する法律（通称：バリア

　フリー法）

〇バリアフリー・ユニバーサルデザイン

　推進要綱

　

市の主な関連計画等

県

国

整
合

整
合
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計画の体系

〈分野別取組〉 〈重点施策〉

１　市民への意識啓発

２　学ぶ場の提供

３　「思いやりのこころ」づくり

４　「おもてなしのこころ」づくり

５　市職員のさらなる意識の向上

（１）地域・社会環境
１　みんなで支え合う地域づくり

２　社会参加・参画しやすい環境づくり

３　安全・安心な環境づくり

（２）情報
１　様々な手段による情報提供

２　分かりやすい情報提供

３　容易に情報収集できる場の提供

４　情報入手のための支援

５　「取組の見える化」の推進

（３）サービス
１　窓口のサービス向上

２　気配りのある行政サービスの提供

（１）公共建築物等
１　安全・安心な公共・公益施設等の整備

２　利用しやすい公共・公益施設等の整備

３　分かりやすい案内表示などの整備

４　事業者などに対する普及・啓発

（２）道路・公共交通
１　安全で快適な歩行空間の整備

２　冬期間における歩行環境の確保

３　利用しやすい公共交通サービスの提供

（３）公園などの憩いの空間
１　安全・安心な公園環境等の整備

２　利用しやすい公園等の整備

（４）住宅
１　暮らしやすい市営住宅等の整備

２　市民に対する普及促進

３　事業者などへの啓発

（５）製品
１　ユニバーサルデザイン製品の普及促進

２　市役所での率先利用

基
本
目
標
　
「
す
べ
て
の
人
に
や
さ
し
く
、
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
」
の
実
現

１「すべての人のため」という
　意識づくり

２「すべての人のため」の
　暮らしづくり

３「すべての人のため」の
　まちづくり



　　　　　分野別取組の基本方針と重点施策第３章

１「すべての人のため」という意識づくり　　　　　　　　　　　　　　

ア　現状と課題　
〇県政世論調査（平成27年度）の会津地方振興局管内におけるユニバーサルデ

ザインの「言葉を知っている人」の割合は69.7％と以前に比べ高くなっていま

すが、「考え方や意味まで知っている人」の割合は33.7％とまだ低い状況です。

○行政、市民、事業者、市民団体など市全体で取り組んでいくために、より多く

の人にユニバーサルデザインの考え方の必要性や重要性を理解していただくこ

とが重要です。

○ユニバーサルデザインの取組について、「周りの人や会社がどのような工夫を

しているのか知る機会が少ない」「情報開示が少ない」などの声があります。

行政や事業者などの取組を知ることで、ユニバーサルデザインの理解が深まる

とともに、安心した生活にもつながります。

〇まちなかなどで、ゴミのポイ捨てや歩道への駐車などマナー・ルール遵守の低

下や他者への思いやりに欠けた行動などが時折見受けられます。

○また、障がいのある人が困っている場面や外国人の方などに尋ねられたときな

ど、どのように対応してよいか分からず、戸惑ってしまう場合があります。

○相手に対する理解、思いやり、多様な価値観や個性を受け入れるなど、誰もが

取り組むことのできる「こころのユニバーサルデザイン」を広めていくことが

重要です。

○観光などで本市を訪れた方に心地よく快適に過ごしてもらうために、観光事業

者はもとより市民みんなで来訪者を「おもてなしの心」で温かく迎えることが

重要です。

○ユニバーサルデザインの考え方を理解し、さらにはユニバーサルデザインの取

組のけん引役となるように、市職員のさらなる意識向上に努める必要がありま

す。
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イ　施策の基本方針　
〇行政、事業者、市民一人ひとりにユニバーサルデザインの考え方が浸透し、日

ごろの生活やものづくり、社会の仕組みづくりにその考え方が基本にあるまち

となるように、ユニバーサルデザインの考え方の普及啓発に努めます。

〇家庭や地域、学校などにおいて相手への思いやりの気持ちや、多様な価値観・

個性を認め、すべての人を尊重する心を育てる取組を進めていきます。

〇本市を訪れた人が、「来てよかった」「また来たい」「こんなまちに住んでみ

たい」と思えるような魅力的なまちとなるように、「おもてなし」の意識づく

りや実践活動を進めていきます。

ウ　重点施策　

施策名 取組内容

１ 市民への意識啓発 ・ユニバーサルデザインの考え方や、市・事業者

の取組事例等を市のホームページや広報紙など、

様々な手段や機会をとおして情報発信し、市民へ

の理解と意識の浸透を図ります。

・ユニバーサルデザインのアイディアの募集や、

家庭や地域でできる事例等の紹介をとおし、意識

づくりを進めていきます。

２ 学ぶ場の提供 地域や職場などにおける啓発活動の先導的役割を

担う人材の育成やユニバーサルデザインの理解を

広めるため、学校教育や社会教育、研修会などに

おいて、ユニバーサルデザインを学ぶ機会をつ

くっていきます。

3 「思いやりのここ

ろ」づくり

・多様な価値観や個性などを受け入れ、相手に対

する理解や思いやりのある温かい心を育み、行動

につなげられるよう取組を進めていきます。

・ルールの遵守、マナー向上により、すべての人

が快適に過ごせる環境づくりに努めます。

4 「おもてなしのここ

ろ」づくり

来訪者をもてなす心や気づきによるきめ細かな気

配りができるよう、事業者はもとより、市民一人

ひとりが「おもてなしのこころ」で実践できるよ

う、意識づくりを進めていきます。
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施策名 取組内容

5 市職員のさらなる意

識の向上

ユニバーサルデザインの研修や取組事例の情報共

有などをとおし、職員のさらなる意識の向上に努

めます。

35



コラム
【市民ワークショップにおける参加者の皆様からの御意見】

○研修会、出前講座の実施やユニバーサルデザインとふれあえる場の提供など、

ユニバーサルデザインを知ることのできる機会や場の提供が必要との意見が

ありました。

○「勉強」であったり、「押し付けるもの」ではなく、自然と社会の中に浸透

していくような普及啓発が必要とされており、行政はもとより、事業者等が

取り組んでいるユニバーサルデザインの事例の紹介や、ユニバーサルデザイ

ンの認知度の調査、市民アイディアの募集など、積極的な情報収集、情報発

信が必要との意見がありました。

○相手に対する理解、思いやり、多様な価値観や個性を受け入れるなど、「こ

ころのユニバーサルデザイン」を誰もが取り組めるものだということを広め

ていくことが必要との意見がありました。

※この御意見は、プランの改訂にあたり平成28年度に開催した「ユニバーサル

デザインについてみんなで考えよう」市民ワークショップにおいて、参加者の

皆様よりいただいた御意見をまとめたものです。
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２「すべての人のため」の暮らしづくり　　　　　　　　　　　　　

（１）地域・社会環境

ア　現状と課題　
〇社会情勢の変化や核家族、高齢者の一人暮らしの増加など家庭構成の変化等か

ら人と人とのつながりが希薄になりつつあります。

〇機会があれば社会活動などに参加・参画したいと考えている人が多くいます。

世代の異なる人や様々な知識や経験を持つ人との交流により、仲間づくりや楽

しみ・喜びを共有し、いきいきと心豊かな生活を送ることができる社会が求め

られています。

○お互いに支え合い、協力していくためにも地域の活性化が求められています。

また、地域や町内で話し合いの機会や相談できる環境など、「地域での情報共

有」や「交流できる場」、また、地域の人が積極的に参加・参画できるような

「仕組みづくり」が求められています。

〇東日本大震災や全国各地で起きている災害などにより、市民の災害に対する関

心が高まっており、不安を感じている人もいます。そうした不安を取り除き、

安心して暮らしていけるような体制づくりが求められています。

〇災害・事故などの緊急を要する情報などについては、これまでも市のホーム

ページでの情報提供やメール配信サービスなどを行ってきました。今後も災害

などの緊急時に備え、要配慮者をはじめすべての人に迅速・的確に情報の提供

ができるよう、一層の充実を図っていく必要があります。

イ　施策の基本方針　
〇誰もが住み慣れた地域の中で、共に支え合い、お互いに人権や人格、個性など

を尊重しながら、自分らしい生活を送ることができるよう、また社会人として

社会の一翼を担うことができるよう、社会参加・参画がしやすい環境づくりを

進めていきます。

○地域におけるつながりを大切にし、一人ひとりが地域社会に主体的に参加・参

画できるような交流の場や仕組みづくりを進めていきます。

〇誰もが普段の生活の中で、安全・安心な暮らしや活動ができるよう、体制づく

りや環境づくりを進めていきます。
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〇災害や事故など緊急を要する情報についても、すべての人に迅速・的確に享受

できるよう努めます。

ウ　重点施策　

施策名 取組内容

１ みんなで支え合う地

域づくり

地域の中で、お互いに思いやりや助け合いの心を

持ちながら協力し合い、支え合う地域づくりを促

進し、様々な人たちの交流の場や機会をつくるこ

とで、心が通う温かい社会づくりに努めます。

２ 社会参加・参画しや

すい環境づくり

誰もが積極的に地域活動や社会活動など、様々な

場に参加・参画することができるよう機会づくり、

環境づくりに努めます。

３ 安全・安心な環境づ

くり

・防災・防犯対策を推進し、災害・事故などの緊

急な情報をすべての人に伝えられるよう、多様な

方法を用い、適切な情報提供の充実を図ります。

・災害時において支援が必要な方を把握すること

で、誰もが安全・安心な生活ができるよう環境づ

くり・体制づくりに努めます。
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（２）情　報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ア　現状と課題　
〇文字が小さくて見えにくい、色使いが分かりづらい、普通の音量では聞こえに

くいなど、人によって視力や聴力などに違いがあります。世の中には様々な状

況の人がいることを理解し、様々な手段による情報提供や分かりやすさの工夫

など情報が確実に相手に伝えられるよう努めていく必要があります。

〇「情報が多すぎて、欲しい情報が見つけにくい」などの声があります。利用者

が求める情報をすぐに探し出せるように、情報の提供の仕方を工夫していく必

要があります。

○急激な情報化が進む現代において、ＩＣＴ（情報通信技術）の進展により情報

機器やインターネット等が普及しており、様々な情報サービスを瞬時に容易に

得ることが可能になるなど利便性が向上しています。

○一方、情報機器を保有していない、使い方が分からないなどＩＣＴの活用が難

しい人にとっては、得られる情報サービスに格差が生じてしまう可能性があり

ます。そのような方々へも等しく情報サービスが得られるように配慮していく

必要があります。

○近年、会津を訪れる外国人は増加傾向にあり、多様な国籍の外国人への情報提

供は重要性を増しています。これまでも観光パンフレットや来訪者への積極的

な声かけ等により情報提供を行ってきましたが、今後も引き続き外国人を含め

たすべての人が、必要な情報を必要なときに容易に入手できるよう、様々な手

段や方法により提供していく必要があります。

○「市がどのような取組を行っているかが分からない」といった御意見があるこ

とから、市の取組について分かりやすく情報発信をしていく必要があります。

イ　施策の基本方針　
〇すべての人が必要な情報を容易に入手し利用できるよう、複数の手段により、

分かりやすく提供していきます。

○誰もがＩＣＴ活用による多種多様なサービスを受けられるように支援をしてい

くとともに、多くの方が利用できる仕組みづくりを進めていきます。

○観光客や市民がその場所に行けば容易に情報を入手できるように、情報を集約

した場づくりに努めます。
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○市の取組について、分かりやすく積極的な情報発信を行う、「取組の見える

化」を進めることで、市の事業に対する理解促進に努めます。

ウ　重点施策　

施策名 取組内容

1 様々な手段による情

報提供

誰もが必要な情報を入手できるよう、市政だより、

テレビ、ラジオ、ホームページ、ＳＮＳなど様々

な手段による情報提供に努めます。

２ 分かりやすい情報提

供

・分かりやすい表現、大きな文字、見やすい色使

い、平易な語句の使用や外国語併記など、すべて

の人が読みやすく、分かりやすい情報の提供に努

めます。

・すべての人がアクセスしやすく、利用者が求め

る情報をすぐに探し出せるような分かりやすい

ホームページづくりに努めます。

３ 容易に情報収集でき

る場の提供

まちなかで行政・観光といった様々な情報を集約

できる「場」を提供し、市民や観光客などが求め

ている情報を容易に入手できるよう努めます。

４ 情報入手のための支

援

・ＩＣＴの活用により多種多様なサービスを容易

に利用できるよう支援していきます。

・ＩＣＴの活用により利便性が向上していく中で、

デジタルデバイト（情報格差）を是正するための

支援を行っていきます。

５ 「取組の見える化」

の推進

市の取組や情報を容易に入手し、利用できるよう、

「取組の見える化」を推進していきます。

40



（３）サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ア　現状と課題　
〇窓口サービス向上のため、来庁者への丁寧な対応や積極的な窓口案内に努めて

きており、一定の改善は図られてきています。

○障がいのある人や外国人などに対してより一層理解を深め、適切な対応ができ

るように努めていく必要があります。

〇行政サービスの向上については、今後とも利用者の声を聴き、点検や改善を図

り、きめ細かい丁寧な対応を継続していく必要があります。

○来庁者へのより良い窓口サービスを提供していくためにも、プライバシー保護

やユニバーサルデザインの観点から窓口環境やレイアウトの改善を進めていく

必要があります。

イ　施策の基本方針　
〇「すべての人が利用しやすいように配慮しながら、利用者の立場に立ったサー

ビスを提供する」という認識に立ち、気配りのあるきめ細かなサービスが行わ

れるよう努めます。

〇手続きの簡素化、親切な対応など、利用者本位のサービスが提供できるよう、

事務の改善とサービスの向上に努めます。

○来庁者のプライバシー確保を前提として、すべての人が利用しやすく、職員も

スムーズな窓口対応ができるよう、窓口環境の点検や改善に努めます。

ウ　重点施策　

施策名 取組内容

1 窓口のサービス向上 ・手続きの簡素化を進めるとともに、親切かつ迅

速な対応により、利用者が心地よく手続きを行う

ことができるよう、窓口サービスの提供に努めま

す。

・各種書類について、分かりやすく、また記入し

やすいように様式の標準化、簡素化を進めていき

ます。
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施策名 取組内容

２ 気配りのある行政

サービスの提供

・すべての人が利用しやすいように配慮し、きめ

細かな気配りのある行政サービスの向上に努めま

す。

・利用者のプライバシーに配慮し、利用しやすい

窓口環境の整備に努めます。

　

42



コラム
【市民ワークショップにおける参加者の皆様からの御意見】

○核家族や高齢者の一人暮らし増加、地域のつながりの希薄化、個人主義が強

くなってきている現在において、町内会や組などの活性化や地域における支

え合いが必要との意見がありました。

○集会所を気軽に利用できる仕組みづくりや地域行事の復活、高齢者から子ど

もまで、幅広い世代にわたって楽しく参加できる地域でのイベントの開催な

ど地域での交流を活性するにあたり、その「場」と「仕組みづくり」が必要

との意見がありました。

○また、地域におけるコミュニケーションでの情報伝達が少なくなっているこ

とから、地域の人と話し合う場所や回覧板、伝言板等、町内会での情報の共

有が必要との意見がありました。

○情報提供がインターネットに偏っていることから、インターネット活用の学

習会など情報入手のための支援や、印刷物の併用など情報を得る手段を選べ

ること、デジタルサイネージの活用などによる情報提供の場が必要との意見

がありました。

○また、情報が多く欲しい情報が分かりづらいといった問題があり、欲しい情

報を入手しやすい仕組みづくりや図や表などを用いた分かりやすい情報提供

が必要との意見がありました。

○障がいのある人や外国人来訪者がどんなところで不便さを感じているかを理

解し、すべての人が必要な情報を必要な時に入手できる仕組みづくりが必要

との意見がありました。

※この御意見は、プランの改訂にあたり平成28年に開催した「ユニバーサルデ

ザインについてみんなで考えよう」市民ワークショップにおいて、参加者の皆

様よりいただいた御意見をまとめたものです。
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３「すべての人のため」のまちづくり

（１）公共建築物等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ア　現状と課題　
〇不特定多数の人が利用する公共施設等については、県の「人にやさしいまちづ

くり条例」や「ふくしま公共施設等のユニバーサルデザイン指針」などに基づ

き整備を進めているところです。これまで新築や改築の施設については、ユニ

バーサルデザインの考え方を取り入れ整備を進めてきましたが、既存施設につ

いては、まだ利用者にとって不便なところもあることから、市民ニーズを踏ま

えながらさらなる改善が求められています。

〇すべての人にとって利用しやすい施設となるためには、安全で適切な環境を確

保するよう、修繕や改修、建て替え等のハード面の整備を計画的に進めていく

必要があります。特に、学校施設における屋内運動場は、災害時における避難

所としての使用も想定されることから、ユニバーサルデザインに配慮した施設

整備が必要とされています。

○また、ハード面の整備だけでなく、運営方法の工夫や分かりやすい利用案内な

どソフト面での利用者への配慮や対応も重要です。特に、2020年（平成32

年）には東京オリンピック・パラリンピックが開催されることから、外国人来

訪者に配慮した、絵文字（ピクトグラム）や多言語表記などの対応が求められ

ています。

○公共施設の総合的な管理を推進し、市民活動をより活発化するため、各施設の

建設年度や面積、間取り、維持管理費、利用状況に加え、点検・修繕履歴や不

具合箇所、ユニバーサルデザイン化の対応等の様々な情報について、市民の皆

さんとともに共有することが重要です。

イ　施策の基本方針　
〇これまでの取組を継続し、ユニバーサルデザインの考え方を踏まえ、すべての

人が安全・安心・快適に利用しやすい施設となるようハード・ソフトの両面か

ら整備に努めます。

○2020年（平成32年）に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向け

て、外国人来訪者が過ごしやすい環境整備や、高齢者や障がいのある人などの

社会参加・参画を受け入れられるような施設整備を進めていきます。

○ユニバーサルデザイン化等の施設情報など、市の取組や情報について、容易に

入手し利用できるよう、分かりやすく公表していきます。
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ウ　重点施策　

施策名 取組内容

１ 安全・安心な公共・

公益施設等の整備

施設の耐震化やＡＥＤの設置など、安全・安心な

施設の整備に取り組んでいきます。

２ 利用しやすい公共・

公益施設等の整備

新築や既存に関わらず、すべての人が利用しやす

い施設の整備に取り組んでいきます。

３ 分かりやすい案内表

示などの整備

絵文字（ピクトグラム）、拡大文字、カラー、音

声、点字、外国語表記など、すべての人に分かり

やすい案内表示の普及を図ります。

４ 事業者などに対する

普及・啓発

公共施設の設置者や設計・施工業者などに対し、

施設利用者や関係者の意見・要望を設計に反映す

るとともに、ユニバーサルデザインに配慮するよ

う要請することで、普及・啓発を図ります。
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（２）道路・公共交通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ア　現状と課題　
〇市内の道路については、平成 15年に策定した「交通バリアフリー基本構想」

等に基づき、都市計画道路の整備や「人にやさしいみちづくり歩道整備事業」

等において、積極的にバリアフリーの整備を進めてきました。すれ違いができ

ない狭い歩道や歩道と車道との段差など、車いすを利用している方やベビー

カーの使用者、高齢者や視覚障がいのある人などにも歩きにくい箇所について

は安全な歩行空間の確保が求められています。

〇会津は積雪量が多く、歩道への積雪や路面の凍結などにより、安全な冬の歩行

環境の整備が求められています。

○高齢者や障がいのある人などの除雪困難世帯から、道路除雪後に間口を塞いで

いる雪の処理が求められています。

○多くの人が利用しやすい公共交通とするためには、駅やバスターミナル、バス

停留所などの乗継拠点・待合環境の整備や低床車両の導入などのハード的な改

善と、生活実態にあった路線設定や分りやすい運行情報の提供などのソフト的

な改善を、一体的に取り組んでいくことが重要です。

イ　施策の基本方針　
〇今後も引き続き、すべての人が安心して歩行できるような整備を進め、安全に

利用できる歩行空間の確保に努めます。

○すべての人が安心して歩行できるように除雪を行い、安全に利用できる歩行空

間の確保に努めます。

○また、高齢者や障がいのある人など除雪困難世帯に対し、関係団体や地域など

と連携し、支援体制の拡充を図ります。

○平成28年３月に策定した「地域公共交通網形成計画」に基づき、利用しやす

い公共交通となるよう、駅やバスターミナル、バス停留所などの乗継拠点・待

合環境の整備や低床バスの導入などのハードの改善と、地域の実情にあった路

線再編や分りやすい運行情報の提供などのソフトの改善を、一体的に取り組ん

でいきます。
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ウ　重点施策　

施策名 取組内容

1 安全で快適な歩行空

間の整備

・すべての人に利用しやすい都市計画道路の整備

に努めます。

・「人にやさしいみちづくり歩道整備事業」によ

り、歩道段差の解消や十分な幅員の確保、ポケッ

トパークや休憩施設の設置など、すべての人が安

心して安全に通行できる道路整備を進めていきま

す。

２ 冬期間における歩行

環境の確保

・「冬期バリアフリー基本構想」に基づき、冬期

間でも安全に歩行できるよう、道路整備等を推進

していきます。

・除排雪の充実を図りながら、歩行者が安全に通

行できるよう歩行空間の確保に努めます。

３ 利用しやすい公共交

通サービスの提供

・「交通バリアフリー基本構想」に基づき、駅、

その周辺道路や旅客施設などの改修整備を促進し

ていきます。

・高齢者や障がいのある人、妊婦や子どもなどす

べての人が利用しやすいような乗継拠点・待合環

境の整備や、乗り降りしやすい低床バスの導入等

について、関係機関とともに取り組んでいきます。

・公共交通の運行情報や各種表示について、より

分かりやすい提供に努めるとともに、多言語表記

等により外国人来訪者にも利用しやすい表示とな

るよう、関係機関とともに取り組んでいきます。

・地域の事情や特性に応じた、持続可能な公共交

通ネットワークの再構築と活性化に取り組んでい

きます。
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（３）公園などの憩いの空間　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ア　現状と課題　
〇本市の都市公園は設置後 30年以上経過したものが、現在は約４割、10年後に

は約６割に達するほど古い公園が多く、ユニバーサルデザインという概念が無

い時代の公園が多く存在します。段差解消やトイレの改良を徐々に進めている

ところですが、すべての人が安全・安心で快適に利用できるまでには至ってい

ないところがあります。

〇公園施設の老朽化が進む中、「公園施設長寿命化計画」などに基づき、計画的

にユニバーサルデザインを取り入れた改修が求められています。

イ　施策の基本方針　
〇公園などについては、市民の身近なレクリエーションや地域交流の場の確保、

また、防災上の観点などからも、ユニバーサルデザインに配慮した安全で、快

適な憩いの空間の整備に取り組んでいきます。

ウ　重点施策　

施策名 取組内容

1 安全・安心な公園環

境等の整備

老朽化が進む公園施設を計画的に修繕を行うこと

で、安全・安心な公園環境の整備を進めていきま

す。

２ 利用しやすい公園等

の整備

車いすなどでも通行に支障のない入り口の確保や

急な勾配、段差の解消を行うとともに、必要に応

じて手すりや多目的トイレ、分かりやすい案内表

示の設置など、様々な人が利用しやすいような公

園づくりに努めます。
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（４）住　宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ア　現状と課題　
〇公営住宅等については、県の「人にやさしいまちづくり条例」などに基づき、

障がいのある人や高齢者などの多様なニーズに的確に対応し、安心して住み続

けることができるよう、これまでも、ユニバーサルデザインに配慮した整備に

努めてきました。近年の核家族化や高齢化の進行等により、生活しやすい快適

な居住環境がますます求められていることから、今後もユニバーサルデザイン

に配慮した公営住宅等の整備が必要です。

○誰に対しても使い勝手が良く、安全・安心に配慮した建物が少しずつ見受けら

れるようになってきています。また、建具や設備機器の中にもユニバーサルデ

ザインに配慮した製品が多くなってきており、ニーズに合ったものや将来を見

据えた多種多様な選択ができるようになってきていることから、今後も住宅建

設関係者等にもユニバーサルデザインの考え方や必要性を浸透させ、設計等へ

の反映を促進していく必要があります。

イ　施策の基本方針　
〇年齢や身体状況、家族構成の変化などに対応し、住む人が安心して生活できる

よう、ユニバーサルデザインに配慮した、快適で安全な住宅の整備を推進して

いきます。

〇ユニバーサルデザインに配慮した建物とすることで、将来にわたってどのよう

なメリットがあるかを参考事例などを活用しながら普及啓発し、良質な住宅ス

トックの形成を図っていくことで、住宅建設関係者や市民へ、ユニバーサルデ

ザインを取り入れた住宅の普及促進に努めます。

ウ　重点施策　　

施策名 取組内容

1 暮らしやすい市営住

宅等の整備

ユニバーサルデザインに配慮し、すべての人が利

用しやすい市営住宅等の整備に努めます。

２ 市民に対する普及促

進

高齢者や障がいのある人等をはじめとするすべて

の人に、安全で快適な住環境となるユニバーサル

デザインの考え方が民間住宅へ取り入れられるよ

う、普及促進に努めます。

３ 事業者などへの啓発 住宅建設関係者などに対し、ユニバーサルデザイ

ンの考え方の啓発に努めます。
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（５）製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ア　現状と課題　
〇誰もが使いやすく安全な製品は、利用者に快適で生活しやすい環境をもたらす

ものであり、今後はさらにユニバーサルデザインに配慮された製品等の普及が

望まれるところです。

○また、ユニバーサルデザイン製品の事例を事業者に広めることにより、本市に

おけるユニバーサルデザインを取り入れた製品を増やしていくことが望まれま

す。

イ　施策の基本方針　
〇ユニバーサルデザインの考え方が取り入れられている製品を広く市民に紹介し、

普及と活用を促進していきます。

〇ものづくりにもユニバーサルデザインの考え方が活かされるよう、事業者への

情報提供に努めます。

ウ　重点施策　

施策名 取組内容

１ ユニバーサルデザイ

ン製品の普及促進

・市のホームページやユニバーサルデザイン製品

の展示など様々な方法により、ユニバーサルデザ

イン製品についての情報を提供していきます。

・ユニバーサルデザイン製品の積極的な利用の呼

びかけなどを行い、普及促進を図ります。

・利用者の要望を反映したものづくりが促進され

るよう、市民からアイディアや提案等を募集し、

事業者へ情報提供していきます。

２ 市役所での率先利用 市自ら率先してユニバーサルデザイン製品の使用

に努め、誰もが使いやすい製品の利用促進を図り

ます。
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コラム
【市民ワークショップにおける参加者の皆様からの御意見】

○道幅が狭い、様々な人が利用しやすい公園や公衆トイレが少ない、高齢者や

子どもが利用しやすい施設が少ないなどの問題点がある中で、どのようにま

ちづくりの優先順位をつけて施設等の新設や維持管理を行っていくか、と

いった意見がありました。

○本当に使いやすいものとは何かといった実情の把握や、関わる人たちのユニ

バーサルデザインへの理解が必要との意見がありました。

○ユニバーサルデザインの取組などの成果・結果の報告や地元企業のユニバー

サルデザインの取組や製品の情報発信を行うことで、売り手側、買い手側、

作り手側の意識づくりが必要との意見がありました。

○ハードに頼りすぎるのではなく、思いやり助け合いの心を持って、ソフトで

補いながら市民誰もが豊かに幸せに暮らせるまちづくりが重要であり、その

ためには行政と市民が協働で取り組み、他の地域から住みたいと思えるまち

づくりを進めていくことが必要との意見がありました。

※この御意見は、プランの改訂にあたり平成28年に開催した「ユニバーサルデ

ザインについてみんなで考えよう」市民ワークショップにおいて、参加者の皆

様よりいただいた御意見をまとめたものです。
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　　　　　分野別具体的事業第４章

　第３章「分野別取組の基本方針と重点施策」を踏まえ、現時点で考えられる分野

別具体的事業を示します。

１　「すべての人のため」という意識づくり

重点施策名 事業名 事業内容 担当課

１.
市民への意識

啓発

ホームページ

を活用したユ

ニバーサルデ

ザインに関す

る情報提供

ユニバーサルデザインに対する意識啓

発を行うため、ユニバーサルデザイン

の考え方や具体例、ユニバーサルデザ

イン製品の紹介や市の取組などを市の

ホームページを活用し情報提供します。

協働・男女

参画室

秘書広聴課

広報誌等によ

る広報・啓発

広報誌やパンフレット等での広報や啓

発活動に取り組みます。

協働・男女

参画室

展示による啓

発活動

ユニバーサルデザインに関する展示を

行うことで普及啓発に努めます。

協働・男女

参画室

事業者の取組

事例の紹介

事業者が行っているユニバーサルデザ

インの取組を紹介することで、意識啓

発と他事業者への波及効果を図ります。

協働・男女

参画室

ユニバーサル

デザインの意

見の集約

ユニバーサルデザインに対する市民か

らの意見、アイディアを募集し改善に

努めます。

協働・男女

参画室

秘書広聴課

２.
学ぶ場の提供

ユニバーサル

デザインに関

する出前講座

の開催

出前講座や研修会、講演会などを実施

し、市民へのユニバーサルデザインの

考え方の理解と浸透を図るとともに、

地域や家庭、職場などで先導的に普及

を図り推進する人材育成に努めます。

協働・男女

参画室

学校における

ユニバーサル

デザイン教育

の推進

小・中学校における総合的な学習の時

間等において、福祉・ボランティアに

ついての学習や福祉施設訪問、職場体

験等を通して、ユニバーサルデザイン

の基礎学習や体験学習に取り組み、社

会生活における体の不自由な人や高齢

者等への理解促進に努めます。

学校教育課
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重点施策名 事業名 事業内容 担当課

３.
「思いやりの

こころ」づく

り

男女共同参画

推進に関する

出前講座等の

開催

性別による固定的役割分担意識をなく

し、一人ひとりが個性や能力を十分発

揮できる、男女共同参画社会実現のた

めの出前講座を実施します。

協働・男女

参画室

障がいのある

人への理解に

関する講習会

等の開催

障がいのある人に対する理解や認識を

深めるための講演会や手話講習・点字

講習会等を開催します。

障がい者

支援課

障がいのある

人への差別解

消に向けた民

間事業者への

意識啓発

障がいのある人への理解をとおし、不

当な差別が解消され、合理的な配慮が

なされるよう、民間事業者に対する意

識啓発に努めます。

障がい者

支援課

高齢者理解に

関する講座等

の開催

高齢者に対する理解や認識を深めるた

めの講演会や講座、予防教室等を開催

します。

高齢福祉課

子ども人生講

座の実施

子どもたちが、一人ひとりの多様性を

理解し認め合い、協力しながら共に生

きることの大切さを学ぶため、小学校

高学年を対象に出前講座として「子ど

も人生講座」を実施します。

協働・男女

参画室

学校教育課

性教育の充実 学校教育における性教育の指針「会津

若松市の性教育の手引き」に基づき、

各小中学校において、人間尊重・男女

平等の精神に基づく正しい異性観、豊

かな男女の人間関係を築くため、発達

段階に応じた性教育学習を実施します。

また、実践事例集を市のホームページ

に掲載し、幅広い有効活用を通した性

教育の充実に努めます。

学校教育課

青少年の心を

育てる市民行

動プラン事業

青少年の健全育成の柱となる、市民共

通の行動指針である「青少年の心を育

てる市民行動プラン　あいづっこ宣

言」の推進を図り、「思いやりのここ

ろ」の大切さについて啓発に努めます。

あいづっこ

育成推進室
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重点施策名 事業名 事業内容 担当課

市民憲章推進

委員会事業

誰もが住み良いまちづくりを目指す、

市民憲章の理念実現のための活動や啓

発運動を実施します。

環境生活課

利用マナーの

啓発

すべての人が気持ちよく、公園や広場

などを利用できるよう、利用マナーの

啓発に努めます。

関係各課

まちの美化推

進

生活環境保全推進員や各種団体と連携

した環境美化活動として、巡回指導や

一斉啓発、清掃活動を実施し、ポイ捨

てや犬のふん放置の防止などのマナー

の向上に努めます。

環境生活課

４.
「おもてなし

のこころ」づ

くり

まちなか観光

ボランティア

ガイド事業

観光施設やまちなか等においてガイド

を行い、観光客の利便性の向上を図り

ます。また、観光客が会津の歴史・文

化をより身近に触れ、会津を理解して

いただくことで、また来たいと思える

観光まちづくりを進めます。

観光課

市民総ガイド

運動事業

「六つのどうぞ」運動の啓発をはじめ

として、市民一人ひとりが観光客を温

かく迎えるおもてなし意識の醸成に努

めます。

観光課

まちなか観光

の推進

まちなみ整備やまちなか観光、夜の城

下町観光等を推進し、まちの活性化を

図ることで、滞在型観光の推進に努め

ます。

観光課

５.
市職員のさら

なる意識の向

上

研修会等の実

施

ユニバーサルデザインの考え方を織り

込んだ研修を開催し、ユニバーサルデ

ザインに対する意識向上に努めます。

人事課

協働・男女

参画室

障がいのある

人への差別解

消に向けた市

職員への意識

啓発

職員全員が障がいのある人に者に対す

る理解のもと、合理的配慮がなされる

ように意識啓発に努めます。

人事課

障がい者

支援課

庁内における

情報共有

各課のユニバーサルデザインに関する

取組の情報共有を行うことで、庁内に

おける普及啓発に努めます。

協働・男女

参画室
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２　「すべての人のため」の暮らしづくり

（１）地域・社会環境

重点施策名 事業名 事業内容 担当課

１.
みんなで支え

合う地域づく

り

ボランティア

活動等による

地域づくり

ボランティア活動等への参加意識の醸

成や参加機会の拡大・充実を図り、地

域の中で互いに支え合う地域づくりを

促進します。

関係各課

余暇活動支援

事業

余暇活動を通して、障がいのある人を

はじめ、誰でも参加できる交流の場を

設け、語らいやイベント・講座の開催、

自主活動の支援等を行います。

障がい者

支援課

地域ふれあい

事業

身近な集会所等において、地域住民の

自主運営による地域交流活動を支援し、

支え合う地域づくりの推進に努めます。

高齢福祉課

まちづくり交

流の場づくり

事業

中心市街地の空き店舗を活用し、子育

て世代や高齢者、来街者等が交流でき

る「コミュニティの場（居場所）」と

し、多世代が交流できる事業を実施す

る団体を支援します。

商工課

コミュニティ

センター運営

事業

コミュニティセンターの適切な維持管

理を図るとともに、コミュニティセン

ターを拠点とした地域活動や住民相互

の交流を活発化させ、地域社会の連帯

意識、自治意識の高揚を図ることがで

きるよう取り組みます。

環境生活課

町内会や関係

団体との連携

強化

地域コミュニティ活動を活発にするた

め、町内会をはじめとした地域の団体

の活動の活性化及び組織力の強化を支

援していきます。

環境生活課

集会所整備事

業補助事業

地域コミュニティ活動の発展を図るた

め、地域自治活動や地域住民の相互交

流の場として活用する集会所の整備を

行う町内会等に対し、補助金の交付を

行います。

環境生活課
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重点施策名 事業名 事業内容 担当課

国際交流推進

事業

国際理解や在住外国人が生活しやすい

環境づくりを推進するため、民間の国

際交流活動を支援します。

企画調整課

２.
社会参加・参

画しやすい環

境づくり

就労機会の確

保

関係機関・団体はもとより民間企業も

含め、地域が一体となって雇用環境の

改善、雇用促進、雇用の確保に努めま

す。

商工課

障がい者

支援課

勤労福祉の充

実

関係機関と連携し、勤労者に対する福

利厚生施策の支援に努めます。
商工課

ワーク・ライ

フ・バランス

の推進

仕事と生活が両立できる制度等の普

及・啓発により、男女が仕事や家庭、

地域活動などにともに参画できる環境

づくりを推進します。

協働・男女

参画室

関係各課

イベント等に

おける手話通

訳・託児等の

設置

講習会やイベント等の際に、障がいの

ある人や子どものいる方も参加しやす

いよう手話通訳や託児等のサービスに

努めます。

関係各課

参加しやすい

会場づくり

イベント等において、おもいやり駐車

場、トイレ、スロープ、また授乳やオ

ムツ交換等のスペースの設置など、す

べての人が快適に過ごせるような会場

設営に努めます。

関係各課

投票しやすい

環境づくり

投票所へのスロープ・車いすの設置な

ど、より良い投票環境の整備に努めま

す。

選挙管理委

員会事務局

スポーツ・レ

クリエーショ

ンの振興

市民が主体的に「いつでも、どこでも、

だれでも、いつまでも」スポーツレク

リエーション活動に取り組むことがで

きる環境づくりを推進します。

スポーツ

推進課

地域活動の拠

点となる環境

づくり

地区公民館において、住民主導の地域

づくりへの取組を支援するための仕組

づくりを進めます。

生涯学習総

合センター

３.
安全・安心な

環境づくり

防災体制の整

備

高齢者や障がいのある人をはじめ、誰

もが災害に対して適切な行動がとれる

よう迅速な防災体制の整備に努めます。

危機管理課
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重点施策名 事業名 事業内容 担当課

防災・安全情

報の充実

震災情報や火災発生時の情報や子ども

の安全情報等をメール配信サービスや

市ホームページ、ツイッターなど、

様々な発信手段により、正確かつ迅速

な情報提供に努めます。

・コミュニティ放送の活用

・災害メールの活用

・市のホームページの活用

・消防団無線の活用

・全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥ

　ＲＴ）の活用

・デジタルサイネージの活用

・コミュニケーションサービスあいべ

　あ　　　　　　　　　　　　など

危機管理課

情報政策課

学校教育課

関係各課

災害時要配慮

者支援

平時から要配慮者の災害時に必要な情

報収集と災害時に要配慮者の個々の特

性に応じた連絡方法への配慮に努めま

す。また、要配慮者のうち自力で避難

行動が困難な方（避難行動要支援者）

については、名簿を作成し、支援体制

の整備を行います。

危機管理課

関係各課

交通安全思想

の高揚

交通安全教室への交通教育専門員派遣

や交通関係団体と連携し、交通安全啓

発活動を行い、交通事故防止を図りま

す。

危機管理課

駅前自転車置

き場の管理

市営駐輪場の自転車整理、放置自転車

撤去により環境を整え、駐輪マナーの

向上や乗り捨ての防止について意識啓

発に努めます。

危機管理課

防犯意識の普

及高揚

各行政機関や関係団体、地域住民と連

携し、防犯意識の普及高揚を図り、安

全なまちづくりを促進します。

危機管理課
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（２）情報

重点施策名 事業名 事業内容 担当課

１.
様々な手段に

よる情報提供

様々な方法を

用いた情報の

提供

視覚や聴覚に障がいのある人や外国人

など、誰もが必要な情報を必要なとき

に入手できるよう、市の広報をはじめ

とする市政情報において、様々な手段

による情報提供に努めます。

・市政だより

・声の市政だより、声の広報議会

・点字の市政だより

・点字による通知発送

・英字市政だより

・テレビやラジオの広報番組

・メールマガジンの配信

・ホームページ

・ツイッター

・デジタルサイネージ　ほか

全　課

２.
分かりやすい

情報提供

分かりやすい

情報提供

すべての人に読みやすく、分かりやす

い情報の提供に努めます。

・大きな文字

・見やすい色使いやレイアウト

・平易な語句の使用

・簡潔で読みやすくポイントをおさえ

　た文書

・外国語併記

・図や表の活用

・絵文字やイラストの活用　など

全　課
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重点施策名 事業名 事業内容 担当課

より利用しや

すい市公式

ホームページ

の作成

ウェブサイトが確保すべきアクセシビ

リティの基準を規定した、日本工業規

格「ＪＩＳ Ｘ 8341-３」に基づき、
誰もが利用しやすく情報を取得しやす

いウェブサイトの構築に努めます。

・ホームページにおけるアクセシビリ

　ティの遵守

・音声情報の配信

・地図を利用した各種位置情報サービ

　スの提供

・行事予定表「イクベ」の公開

・最新情報のＲＳＳによる情報配信

・「You Tube」を利用した動画での情

　報発信　など

秘書広聴課

「福祉まっ

ぷ」の提供

市内まちなかの公共施設、医療施設、

商業施設等のトイレや駐車場、ＡＥＤ

設置状況や補助犬、点字、手話対応の

情報などを検索できる「福祉まっぷ」

をホームページに掲載します。

地域福祉課

３.
容易に情報収

集できる場の

提供

まちなかでの

情報提供の場

生涯学習総合センターにおいて、様々

な行事・観光等のイベント情報などを

集約し提供できる場として、情報提供、

広報に努めます。

生涯学習総

合センター

公共インター

ネット環境の

整備

自宅でインターネットが利用できない

方などに、インターネット上での情報

収集やサービスの利用が誰でもできる

よう、公民館等の市の施設に、公共イ

ンターネット端末、公共フリースポッ

トを設置します。

情報政策課
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重点施策名 事業名 事業内容 担当課

公共連絡網シ

ステムの整備

日常生活での地域ＩＣＴの利活用を推

進するため、これまでインターネット

上のサービスを利用していなかった市

民でも手軽に活用できるインターネッ

ト公共連絡網システム「コミュニケー

ションサービスあいべあ」を整備・運

用・管理するとともに、市民への利活

用を促進することにより、地域コミュ

ニティの活性化を図ります。

情報政策課

観光案内所の

充実

観光案内所について、誰にでも分かり

やすく、利用しやすい運営となるよう

働きかけます。

観光課

国際観光推進

事業

外国人向け観光ＤＶＤ・パンフレット

の作成やホームページの運営、Ｗｉ-
Ｆｉ環境の整備促進、「Ｖ案内所」等

による外国人来訪者の受け入れなど、

多言語による最新の観光情報の提供や

発信、受け入れ環境の充実等に努めま

す。

観光課

４.
情報入手のた

めの支援

市民ＩＣＴス

キルアップセ

ミナーの開催

インターネットや市ホームページの利

活用方法、ソフトウェアの操作方法等

を学ぶ講習会などを開催し、すべての

市民が等しくＩＣＴを活用できる社会

づくりに向け、デジタル・ディバイド

（情報格差）の解消に努めます。

情報政策課

ＩＣＴリテラ

シー講座

ＩＣＴ活用におけるリテラシーやセ

キュリティーの講座を行うことで、安

全なＩＣＴ活用を促します。

生涯学習総

合センター

５.
「取組の見え

る化」の推進

積極的な情報

発信

市の取組について、分かりやすく積極

的な情報発信を行う「取組の見える

化」に努めることで、市の事務事業へ

の理解促進に努めます。

全　課
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（３）サービス

重点施策名 事業名 事業内容 担当課

１.
窓口サービス

の向上

手続きの簡素

化・様式の標

準化

手続きの簡素化を進め、きめ細かで迅

速な対応など、利用者本位のサービス

の向上に努めます。また、各種書類に

ついて、分かりやすく記入しやすいよ

うに様式の標準化、簡素化に努めます。

全　課

ＩＣＴの活用

による手続き

の利便性の向

上

タブレット等を活用した申請書記入の

負担軽減など、ＩＣＴの利活用による

各種手続きの利便性の向上と手続きの

迅速化に努めます。

全　課

親切丁寧な対

応

窓口等でのサービス、接遇について、

職員の対応能力の向上を図り、取組に

対して点検と改善を重ねることで、利

用者の立場に立った分かりやすく、親

切丁寧なサービスを提供します。

全　課

利用しやすい

フロアー環境

の整備

来庁者が快適に安心して手続きを行え

るよう、フロアーやカウンターなどの

窓口環境の工夫と改善に努めます。

全　課

英語通訳担当

の配置

国際交流担当を企画調整課に配置し、

庁内各課窓口での通訳（英語）や配布

資料の翻訳（英訳）など、外国人へき

め細かに対応し、安心して行政サービ

スを受けることができるよう努めます。

企画調整課

繁忙期におけ

る窓口の休日

開庁

住民の異動が多い時期における窓口の

混雑の解消を図るため、繁忙期におけ

る窓口業務の延長、窓口の休日開庁に

努めます。

市民課

２.
気配りのある

行政サービス

の提供

気配りのある

行政サービス

提供

各職場において点検・検討を行い、す

べての人が利用しやすいように配慮し、

きめ細かな気配りに心がけるように努

めます。

全　課
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重点施策名 事業名 事業内容 担当課

プライバシー

に配慮した行

政サービスの

提供

来庁者のプライバシーに配慮した窓口

環境、行政サービスの提供に努めます。
全　課

利用者の状況

に応じた図書

館サービス

より多くの方の図書館利用を図るため、

障がいのある人や加齢等により文字が

読みにくい方などを対象とした、録音

ＣＤの貸出や大活字本の購入、ボラン

ティアによる対面朗読サービスの提供

等に取り組みます。

生涯学習総

合センター

62



３　「すべての人のため」のまちづくり

（１）公共建築物等

重点施策名 事業名 事業内容 担当課

１.
安全・安心な

公共・公益施

設等の整備

学校施設耐震

化事業

「会津若松市耐震化推進基本方針」に

基づき、改築による耐震化に加え、耐

震補強により耐震化を推進し、安全・

安心な教育環境の整備を行います。

教育総務課

自動体外式除

細動器（ＡＥ

Ｄ）設置の促

進

すべての人が安心して市の施設を利用

できるよう、自動体外式除細動器（Ａ

ＥＤ）の維持管理を行うとともに、設

置を促進します。

健康増進課

関係各課

２.
利用しやすい

公共・公益施

設等の整備

新築や改築の

際の整備

すべての人が市の施設を利用しやすい

よう、新築や改築の際はユニバーサル

デザインに配慮し整備します。

関係各課

既存の施設等

の整備

既存の公共施設等について、すべての

人が気持ちよく利用できるよう、ユニ

バーサルデザインに配慮した整備に努

めます。

関係各課

公立小中学校

学校改築事業

公立小中学校の改築について、ユニ

バーサルデザインに配慮し整備します。

・（仮称）河東学園中学校

・城北小学校

・行仁小学校

教育総務課

「施設カル

テ」をベース

とする情報提

供

「公共施設等総合管理計画」の考え方

に基づき、公共施設の維持管理等の進

行管理を行っていくとともに、ユニ

バーサルデザイン化などの施設情報を

容易に入手し、活用できるよう、施設

情報を見える化する「施設カルテ」な

どをもとに、分かりやすく公表してい

きます。

企画調整課
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重点施策名 事業名 事業内容 担当課

指定管理者へ

の働きかけ

指定管理者に働きかけ、利用者の意見

や要望等を把握しながら、ユニバーサ

ルデザインに配慮した施設の修繕や利

用サービスの向上に努めます。

関係各課

県おもいやり

駐車場利用制

度の利用促進

市政だよりや市のホームページ等にお

いて制度の広報を行い、市民への周知

と利用促進を図ります。

障がい者

支援課

観光客受入体

制の整備

駐車場や公衆トイレなど、観光の便益

施設を整備し、利便性の向上と受入環

境の充実に努めます。

観光課

３.
分かりやすい

案内表示など

の整備

新築、改築の

際の整備

市の施設の新築、改築にあたっては、

すべての人に分かりやすい案内表示に

努めます。

関係各課

既存の施設等

の整備

市の既存施設においては、現状の案内

表示を点検し、すべての人に分かりや

すい案内表示に努めます。

関係各課

外国人来訪者

受入のための

案内表示の整

備

道路案内標識の英語表記の改善や、多

言語表記等により外国人来訪者の受入

環境の充実に努めます。
観光課

４.
事業者などに

対する普及・

啓発

事業者に対す

る普及・啓発

新築、改築にかかわらず、公共施設を

整備する際は、関係者設計・施工業者

などに対し、施設利用者や関係者の意

見を設計、施行に反映するとともに、

ユニバーサルデザインの考え方への配

慮を促すことで、普及・促進に努めま

す。

関係各課
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（２）道路・公共交通

重点施策名 事業名 事業内容 担当課

１.
安全で快適な

歩行空間の整

備

都市計画道路

の整備

すべての人が利用しやすいよう、段差

の少ない安全で歩きやすい道路の整備

に努めます。

・藤室鍛冶屋敷線の整備

・会津若松駅中町線の整備

道路建設課

人にやさしい

みちづくり歩

道整備事業

交通バリアフリー基本構想やあんしん

歩行エリア等で定めた市内の道路につ

いて、高齢者や障がいのある人、観光

客を含めすべての人が、安全で安心か

つ快適に歩行できるよう、人にやさし

い歩道整備を推進します。

・市道幹Ⅰ‐12号線

・市道Ⅱ‐9号線

・市道若３‐358号線

道路建設課

既存道路の維

持管理

凹凸の無い安全で歩きやすい道路を維

持するために、道路パトロールや定期

点検による異常個所の早期発見、修繕

を行い、歩行者の安全確保に努めます。

道路維持課

２.
冬期間におけ

る歩行環境の

確保

冬期間の歩行

環境の整備

冬期バリアフリー基本構想に基づき冬

期間でも安全に歩行できるように特定

経路に融雪施設などを整備します。

・会津若松駅中町線

道路建設課

雪害対策事業 冬期間の道路を安全・安心に使用でき

るよう除排雪体制を整え、歩道を含め

た道路空間の確保に努めます。

道路維持課

地域における

除雪体制の支

援

高齢者世帯や障がいのある人などの除

雪後の雪処理や歩道の除雪について、

関係団体や地域などと連携し、除雪体

制への支援等を行います。

道路維持課
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重点施策名 事業名 事業内容 担当課

３.
利用しやすい

公共交通サー

ビスの提供

地域公共交通

活性化事業

地域住民の移動手段の確保を図るため、

関係機関と連携し生活路線バスの運行

の維持に努めるとともに、「地域公共

交通網形成計画」に基づき、地域の事

情や特性に応じた持続可能な公共交通

ネットワークの再構築と活性化に取り

組みます。

地域づくり

課

河東地域コ

ミュニティバ

ス運行事業

地域住民の移動手段を確保するととも

に、路線を維持するため、「コミュニ

ティバス運行サポート委員会」等を通

じて、より利用しやすいバスの運行を

目指します。

河東支所

まちづくり

推進課

北会津地区巡

回バス運行事

業

地域住民の移動手段を確保するととも

に、路線を維持するため、「巡回バス

運行サポート委員会」を通じて、より

利用しやすいバスの運行を目指します。

北会津支所

まちづくり

推進課

分かりやすい

公共交通情報

の提供

公共交通の運行情報や各種表示につい

て、より分かりやすい提供に努めると

ともに、多言語表記等により外国人来

訪者にも利用しやすい表示となるよう、

関係機関とともに取り組みます。

地域づくり

課

スクールバス

への地域の高

齢者等の混乗

中山間地域において自動車等を運転で

きない高齢者等の移動の足を確保する

ため、スクールバスの余裕座席への混

乗により利便性の向上を図ります。

高齢福祉課

教育総務課

公共交通利用

環境の改善

高齢者や障害のある人、妊婦や子ども

など、すべての人が利用しやすいよう

な乗継拠点・待合環境の整備や、乗り

降りしやすい低床バスの導入等につい

て、関係機関とともに取り組みます。

地域づくり

課
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（３）公園などの憩いの空間

重点施策名 事業名 事業内容 担当課

１.
安全・安心な

公園環境等の

整備

公園施設長寿

命化事業

都市公園の既存施設について、進行す

る老朽化に対する安全強化のため、

「公園施設長寿命化計画」に基づき、

計画的な改修更新による利用者の安全

安心を確保し、快適な憩いの空間の提

供に努めます。

花と緑の課

２.
利用しやすい

公園等の整備

既存の広場や

公園等の整備

既存の広場や公園などについて、すべ

ての人が気持ちよく利用できるよう、

ユニバーサルデザインに配慮した整備

や維持管理、運営に努めます。

花と緑の課

商工課

農林課

こども

保育課

区画整理課

（４）住宅

重点施策名 事業名 事業内容 担当課

１.
暮らしやすい

市営住宅等の

整備

市営住宅等維

持管理事業

既存住宅において、団地内通路の整備

や建具の改修等により、住環境の向上

に努めます。

建築課

団地建替事業 市営住宅の建替にあたっては、ユニ

バーサルデザインに配慮しながら住環

境の改善に努めます。

建築課

利用者の状況

に応じた対応

身体的に階段使用が困難な方の低層階

への住み替えの斡旋など、利用者の状

況に応じ柔軟な対応により利便性の向

上に努めます。

建築課

２.
市民に対する

普及促進

高齢者住宅改

修費支給

高齢者が自宅で生活するために必要な

床面のバリアフリー化や手すりの取り

付けなど、住宅改修への支援を行いま

す。

高齢福祉課
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重点施策名 事業名 事業内容 担当課

障がい者日常

生活用具費助

成事業

重度の障がいのある人が自宅で安心し

て生活できるように、段差解消等の住

環境の改修にかかる工事費の一部を補

助します。

障がい者

支援課

住宅増・改築

相談会の開催

増改築に関する相談所を開設し、ユニ

バーサルデザイン対応住宅などについ

ての普及・啓発に努めます。

都市計画課

住宅等の耐震

化にあわせた

ユニバーサル

デザインの啓

発

住宅等の耐震化にあわせてユニバーサ

ルデザインへの改修を促すことで、普

及啓発に努めます。 都市計画課

３.
事業者などへ

の啓発

事業者などへ

の啓発

ユニバーサルデザインに配慮した建物

のメリットを、事例集などのパンフ

レットを活用しながら普及啓発に努め

ます。

都市計画課

（５）製品

重点施策名 事業名 事業内容 担当課

１.
ユニバーサル

デザイン製品

の普及促進

地場産業振興

事業

県ユニバーサルデザイン認定商品など、

ユニバーサルデザイン製品の情報収集

に努め、情報発信を行っていくことで

ユニバーサルデザイン製品の普及促進

に努めます。また、ユニバーサルデザ

インの考え方を取り入れたデザインの

提案や商品開発を呼びかけます。

商工課

製品の情報提

供

市のホームページやイベント等を活用

し、様々なユニバーサルデザイン製品

について情報提供を行い、市民への意

識の浸透・普及に努めます。

協働・男女

参画室

アイディア募

集

市民からユニバーサルデザイン製品等

のアイディアを募集するとともに、事

業者等への情報提供を行います。

協働・男女

参画室
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重点施策名 事業名 事業内容 担当課

２.
市役所での率

先利用

庁内における

利用促進

事務に使用する文具や庁用器具等にお

いて、ユニバーサルデザイン製品の購

入、活用に努めます。

協働・男女

参画室

契約検査課

関係各課
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１　推進体制

（１）市の取組

　ユニバーサルデザインの推進にあたっては、全職員がユニバーサルデザインの

意識を持ち、全庁一丸となって取り組んでいくものとし、市民への対応や各施

策・事務事業にユニバーサルデザインの考え方を取り入れていきます。

　また、各部局が連携、協力しながら、取組を進めていく必要があることから、

ユニバーサルデザインの推進に係る具体的な事項について調整・検討を行う組織

「会津若松市ユニバーサルデザイン推進チーム」を中心に、推進体制の強化を

図っていきます。

　また、行政だけでなく、市民や様々な団体、事業者など地域全体での取組も大

切であるところから、それぞれの立場を信頼、尊重し、互いに連携・協働しなが

らより効果的に推進していきます。

コラム
【市民ワークショップにおける参加者の皆様からの御意見】

「市（行政）に期待すること」
○市役所職員や、学校教育、社会教育においてユニバーサルデザインの教育が

必要との意見がありました。

○ユニバーサルデザインの認知度の調査、事例やその理念を広めていく広報活

動、ユニバーサルデザインに取り組む企業の紹介など、積極的な情報収集・

情報発信が必要との意見がありました。。

○施設や情報、申請手続き等にユニバーサルデザインの視点を取り入れること

が必要との意見がありました。

○また、ボランティアなど市民活動への支援を行うことで、参加者の安心感や

参加しやすさの向上を図ることが必要との意見がありました。

○観光においては、丁寧なおもてなしの考え方の充実など、観光客の目線に

立ったサービス向上が必要との意見がありました。
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（２）市民への期待

　市民の皆さんには、日ごろの生活や職場など「身近なところ」から「できるこ

と」から主体的に取り組むことを期待します。例えば、積極的に講座などへの参

加やユニバーサルデザインに関する知識や取組事例を調べてみるなど理解を深め

実践してみることで、快適な暮らしにつながるかもしれません。

　また、困っている人への声かけや手を差し伸べることなど、相手を理解し、相

手の立場に立った思いやりの気持ちや気遣いといった「こころのユニバーサルデ

ザイン」の取組を期待します。

　さらには、みんなが暮らしやすい活動を行うＮＰＯやボランティアへの参加な

ど、活動の輪が広がることを期待します。

コラム
【市民ワークショップにおける参加者の皆様からの御意見】

「市民に期待すること」
○困っている人に自ら声をかけることで「あともう少しの不便」を補う手助け

や、すべての人に思いやりを持つこと、差別のない社会づくりなど、「ここ

ろのユニバーサルデザイン」が必要との意見がありました。

○地域におけるコミュニケーションをもつよう心がけ、地域のつながりの大切

さを知り、町内会を活性化することで、地域における支えあいが重要との意

見がありました。

○行政に対しての批判ではなく現実的な提案をすること、行政や企業に求める

のではなく、自分たちで解決できないかと考え、自ら学び社会に貢献する主

体として、意識とスキルを高める努力をし、行動に移すことが必要との意見

がありました。

＜一例として＞
○困っている人に自ら声をかける、困っている人も声を出す

○”あともう少し”の不便を補う手助けを

○他者にもっと関心を持ち、思いやりのある行動を心がける

○それぞれが自ら進んで歩み寄る機会をつくる

○地域のつながりの大切さを知る

○コミュニケーションを持つよう心がける

○自ら学び、社会に貢献する主体として意識とスキルを高める努力を行う

○自分でユニバーサルデザイン的におもしろいと思うことをはじめる。

　そして、周りの人を巻き込み広める。　　　　　　　　　　　　　　　など
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（３）ＮＰＯ・市民団体等への期待

　ＮＰＯ・市民団体等には、ユニバーサルデザインの考え方を理解していただき、

様々な活動に活かしてもらうことを期待します。また、ユニバーサルデザインの

考え方の普及や、活動のネットワーク化、行政や事業者に対する具体的な提案な

ど市民と行政とをつなぐ活動を期待します。

　多様な人々が参加・参画できるよう、誰もが活動しやすい、参加しやすい環境

づくりを行うことで、心豊かで人にやさしい社会につながります。

コラム
【市民ワークショップにおける参加者の皆様からの御意見】

「市民活動団体などに期待すること」
○市（行政）と市民の間に入り、ユニバーサルデザインの普及活動、まちづく

りやユニバーサルデザイン型のサービスの提案など、行政と個人をつなぐ活

動が必要との意見がありました。

＜一例として＞
○市（行政）と市民の間に入り、ユニバーサルデザインの理解と普及活動

○市（行政）に対して、ユニバーサルデザインのサービスの提案

○市民の意見を集約する場として機能してほしい

○まちづくりへの提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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（４）事業者への期待
　

　事業者には、安全で利用しやすい「ものづくり」や「おもてなしのこころ」に

よるサービスの提供などを期待します。あわせて、働きやすい職場環境の整備や、

職場におけるユニバーサルデザインを推進する人材の育成等を期待します。

　ユニバーサルデザインを取り入れた事業活動や働きやすい職場環境の整備は、

心豊かで暮らしやすい社会の実現につながります。

コラム
【市民ワークショップにおける参加者の皆様からの御意見】

「事業者に期待すること」
○社員教育やリーダーの育成をとおし、理解を広めていくとともに、施設や備

品などにユニバーサルデザインを取り入れることが必要との意見がありまし

た。

○事業活動の中にユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、事業を通じた社

会貢献や、子育て世代の方が安定した職業に就けること、地元の方の採用を

増やすなどの取り組みが必要との意見がありました。

＜一例として＞
○社員教育の充実、リーダーの育成

○会社内でユニバーサルデザインの考え方を理解して広める

○事業活動の中で積極的にユニバーサルデザインの考え方を取り入れる

○事業所は本業を通じた社会貢献や働きやすい職場づくりを進める

○子育て年代の人が安定した職業に就けること

○地元の方の採用を増やす

○ユニバーサルデザイン商品の購入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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（５）国・県等との連携

　本プランの推進のため、国・県等の施策及び事業との連携を図りながら、効果

的な施策の推進を図ります。

推進体制イメージ図
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２　計画の進行管理

　本プランに基づき、着実にユニバーサルデザインの推進を図るため、分野ごと

の「具体的事業」について、毎年、実施状況の把握に努め、進行管理を行います。

また、社会経済情勢等の変化やユニバーサルデザインをめぐる環境の変化を的確

につかみ、必要に応じて計画の見直しを行います。
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