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さくらピア利用者会議議事録 

２０１２年１２月１４日 

 

 

本田 

本日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。本日の報告と進

行を務めさせていただく本田です。はじめに、平成２１年度より指定管理者である豊障

連副会長の鈴木さんより、ごあいさつ申し上げます。 

 

鈴木（豊障連副会長・育成会） 

このさくらピアも、開館３０周年を迎えることになりました。老朽化してきてはいま

すが、設備はだんだん充実してきています。会長の山下も、利用者からしっかり意見を

出していただいて今後に活用していきたい、とのことなので、みなさんよろしくお願い

します。 

 

本田 

次に、障害福祉課の岡田補佐、ごあいさつお願いします。 

 

岡田（障害福祉課補佐） 

みなさん、よろしくお願いします。鈴木さんのお話にもありましたように、運営の面

でも、施設の面でも利用しやすく充実してきています。今日の会議でみなさんのご意見

を伺い、運営に反映していきたいと思います。 

 

本田 

では、題目にしたがって進めさせていただきたいと思います。 

 

 

（資料に沿った説明のため、省略） 

 

 

本田 

資料の７ページをご覧ください。事業を表にまとめてあります。たくさんの行事があ

りました。でもちょっとショックでしたが、１２月１５日号とよはし広報の「豊橋市の

主な出来事」に、さくらピアの行事はひとつも載っていませんでした。せめて３・１１

追悼セレモニーと３０周年記念式典は載せていただきたかったです。広報などに積極的
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にＰＲしていかないと、市や一般の方に広がっていかないので、障害福祉課さんと連携

して、広報活動の場を増やしていきたいところです。それと、フラダンス教室の募集は

ちょうど始まるところなので、みなさんぜひお越しください。 

ここまでで、なにか質問のあるかたはいらっしゃいますか？ 

 

高柳（折り紙クラブ 花菖蒲） 

春休みの移動動物園は、どこで行う予定ですか？ 

 

本田 

今のところ、桜ヶ丘公園に来てもらう予定です。雨の場合はさくらピアの体育館を利

用することになります。「春こいまつり」の日に来てもらう予定を立てていましたが、

当日が雨だと体育館を利用するわけにもいかず困るので、それはやめました。 

 

高柳（折り紙クラブ 花菖蒲） 

動物のオシッコとかも問題ですし、昔は盲導犬も立ち入り禁止でした。なにかしら対

処が必要だと思いますが、その点はどうでしょうか？ 

 

本田 

向こうも商売でやっているので、その点は心配いらないと思います。動物を配置する

場所にはビニールシートを敷くなどの対処をしていただけると思います。ツリークライ

ミングもそうですが、本部が愛知県にあるので、来てもらわない手はないと思っていま

す。こうした機会をぜひ活用していきたいと考えています。 

 

高柳（折り紙クラブ 花菖蒲） 

分かりました。なかなか面白そうな企画なので、楽しみです。 

 

本田 

では、資料の１～２ページをご覧ください。去年と今年の要望を載せています。こち

らの職員で手がけられることは、すでに済ませました。たとえば、視覚障害者テニスの

ラインテープを青色に変えました。得点板も購入し、卓球マシンは修理しました。育成

会絵画教室の利用部屋は、相談のうえ、花菖蒲さんに譲っていただきました。ありがと

うございます。お互いにできることを協力してやっていただき、大変ありがたいです。 

今日の利用者会議を開くにあたり、事前にうかがった要望を見ていきたいと思います。

予算が高く付くものは、障害福祉課と相談しているところです。要望としてもっとも多

かったのはトイレで、洋式トイレの便座が冷たいというものですね。この点、山本さん、

どうでしょうか。 
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山本（障害福祉課主査） 

その件ですが、当然、できるものはできるだけやっていきたいところです。しかし市

のほうも財政が厳しい状況で、どうしても、緊急性の高いものではないと難しいです。

ですから、トイレにかんしては残念ながら、現時点ですぐに対応できるわけではありま

せん。来年度、再来年度の予算にあげていきたいと考えているので、ご理解よろしくお

願いします。 

 

本田 

今、緊急性という言葉がありましたが、緊急性を要する修繕として、屋上プールの手

摺部分へのフェンス設営をお願いしています。一度見られた方は分かると思いますが、

高さが不十分で、手摺り部分にも隙間が空いており、障害児が落下する危険性がありま

す。私は、今年の５月に体育施設運営士の研修に行ってきたのですが、どの講師の方も

三ヶ日の水難事故について言及していました。施設運営にかんして、私たちが市から言

われていることは、まずは無事故で一年間終わること、それが最も大事で、それが駄目

では他がいくら充実していてもパーになってしまいます。ですから、今はフェンス設営

を第一に要望しているところです。 

他に危険な個所としては、トイレの配管と、３階大会議室の天井の浮きです。４階の

水道管が破れて漏水し、それが原因となって、３階天井に水滲みと浮きができてしまい

ました。天井が崩落するようなことはあってはならないので、このような、利用者の皆

さんに危険が生じるようなものから優先して直していく予定です。あと、廊下のひび割

れも、躓いて転倒する危険があります。応急手当としてビニールテープを貼ってはいる

のですが、すぐにまた浮いてきてしまいます。先日には、玄関自動ドアが３０年経って

ドアが膨張して閉まらなくなったので、豊川の工場まで持っていって修理する、という

こともありました。 

とにかく、修繕の優先順位としては屋上プールフェンス、トイレの配管、天井張替え

を緊急課題として要望していることをご承知ください。 

それでは、利用者の方からご意見をうかがっていきたいと思います。豊身協の清水さ

んから、よろしくお願いします。 

 

清水（豊身協） 

清水です。いつも快適に使わせていただき、たいへんありがたく思っています。こう

した障害者施設は、東三河の他の地域にはないので、障害者にとってはありがたいです。

私たちは毎月の理事会や毎週のカラオケなど、定期的に使わせてもらっています。なに

ごともなく使わせていただいておりますし、予約の日程も会館のほうで事前に調節して

いただいているので、助かっています。以上です。 
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前田（低肺機能グループ） 

低肺機能グループの前田です。私たちは主に会議室を使わせていただいております。

特別なにかやっているというわけではないので、不便な点は感じておりませんけれども、

今後とも快適に利用させていただきたいと考えています。 

 

乾（豊身連） 

豊身連会長の乾です。毎年ここさくらピアで、総会、体育大会、祭りなど大きな行事

をやっています。そのほか、小さな体育大会や、県の行事も入ってきます。職員の方に

は細かいところまで気を使っていただいています。私は理事会でも、なにか困ったこと

があったらどんどん発言すればいい、と言っています。ここでは障害者である皆さんが

主人公ですから、そのあたりはよろしくお願いします。 

 

高柳（折り紙クラブ 花菖蒲） 

私たちは、金曜日の夜に創作研修室を使っています。参加者は減ってきてはいますが、

部屋は十分楽しく使わせていただいています。ただ、前の利用者が残したものか分かり

ませんが、机の上にドロや汚れがあったりするので、きれいに保っていただきたいと思

います。それと、急な用事で部屋を突然借りたりすることがありますが、ちゃんと対応

していただき、感謝しています。 

 

廣田（くすのき会） 

くすのき会の廣田です。私からは、駐車場の件でお話しさせていただきます。役員会

で来る場合は大丈夫ですが、さくらピアでの行事の際には駐車場が満車になり、車を止

めることができません。どうすればいいのでしょうか？あいトピアの駐車場を使ったり

してもいいのでしょうか？ 

 

本田 

駐車場が不足しそうな時は、あいトピアにお願いして、第４駐車場を借りることがあ

ります。あいトピアのほうも、大きな行事を行う場合は駐車場が足りなくなるときがあ

るので、許可なく駐車場を使わせてもらうわけにもいきません。ですから、部屋が空い

ていても、駐車場が足りないので利用を断ることがあります。今年の文化祭でも、当日

は駐車場が混むからといって、前日のパソコン教室の時に見て、当日は遠慮された方が

いました。今のところ、お金を出してもいいから、近所で駐車場を借りることはできな

いか、と考えています。以前は、上条内科さんから借りたりしていました。土日が休み

のところ、例えばひまわり保育園の職員さんの駐車場など、いい情報をお持ちでしたら

教えてください。 
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高柳（折り紙クラブ 花菖蒲） 

保育園の前にある駐車場は、そこの職員さん等が使っているのだと思いますが、土日

は空いていることが多いですね。さくらピアで土日にイベントがある場合など、借りる

ことができるかもしれません。 

 

本田 

そうですね。また今後も探していきたいと思います。 

 

池田（笑い太鼓） 

よろしくお願いします。私たち笑い太鼓は、毎月第４水曜日に体育館を利用していま

す。身体に障害がある人はヨガや気功をやるので、マットを使っています。ただ、その

マットの汚れがひどいのと、ヨガをやるにはヨガマットのほうが使いやすいので、ある

と助かるなと思っています。 

私は父母の会の代表としても来ているので、そちらからも言わせていただきます。１

階のみんなのトイレですが、ライトの点灯時間が短く、している間に消えてしまいます。

あと、洋式トイレの便座が冷たいということです。 

それと、先ほどお話しに上がった駐車場の件ですが、国道１号線を渡ったところの大

きい駐車場、昔１００円ショップだったところですが、があります。一応顔見知りなの

で、ご紹介させていただくこともできるかと思います。 

 

本田 

ありがとうございます。駐車場にかんしては、個別に相談させていただきたいと思い

ます。ヨガマットは１つ４０００円程度ですが、購入した場合、体育館倉庫に置き続け

ると傷んでしまうので、使う時だけ貸し出しすることになると思います。できることな

ら利用者の方全員が利用できるようなものを優先したいので、そちらでご用意していた

だくことになるかもしれません。ちなみに、みんなのトイレは、一度ライト消えても手

を上げたり、体をうごかすともう一度点くようになっています。 

 

中西（大正琴 ねむの木） 

中西です。大正琴の練習で、実習室を使っています。この会館の備品として２５年前

に購入された大正琴が、現在１０台あります。ずいぶん古いので、弦が切れかかってい

るものもあり、それを変えてほしいです。また、私たちは１５名ほどでやっていますが、

だんだん弾けるようになってきました。その成果を発表する場所として、さくらピアで

ミニコンサートを開きたいです。「楽器に触れてみよう」などの企画でもかまいません

ので、よろしくお願いします。 
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本田 

ありがとうございました。中西さんからは、自分が講師になって教室を開いてもいい、

という力強い意見もありました。ぜひ来年度の文化教室に組み込みたいと考えています。 

 

鈴木（ピアカウンセラー） 

ピアカウンセラーの鈴木です。一応、障害者の悩みや相談事を聞くことが仕事ですが、

あらたまったものでなく、気軽なものでも全然かまいません。ちょっとおしゃべりした

いだけでもいいですから、覗いてみてください。よろしくお願いします。 

 

寺田（ピアカウンセラー） 

同じくピアの寺田です。１階の奥のほうに狭まっているので普段はなかなか目立ちま

せんが、障害者のみなさんのプライバシーを預かる相談相手となっています。相談室は

まだまだ十分には認識されてはいないので、今後も文化祭などの事業を通してＰＲして

いきたいと思います。 

 

本田 

 寺田さんには、避難所体験と開館３０周年記念式典のときに司会を務めていただきま

した。 

 

平松（社会福祉協議会） 

平松と申します。今年度は違いましたが、さくらピアさんでは、「障害者とボランテ

ィアのつどい」というイベントを体育館で開催させてもらっています。来年度もその予

定なので、今後ともよろしくお願いします。 

 

高柳（さをり織りグループ かざ車） 

さをり織りグループかざ車の高柳と申します。私たちのグループでは知的障害の方、

ろう者なども含めて、１００名以上が活動しています。さきほど、大正琴の話を聞いて

思ったのですが、さをり織りの折り機は、様々な補助金なども含めて、私たちが集めた

お金で購入したものです。折り機は普段、ボランティア室に保管させてもらっています

が、あれもさくらピアの備品ということになるのでしょうか？ 

 

本田 

さをり織りの折り機は、あくまでかざ車さんのものです。大正琴は、大正琴教室を開

催する際にさくらピアが購入したものなので、そちらは会館の備品として扱います。 
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高柳（さをり織り かざ車） 

分かりました。それともう一点、車いす用のトイレにかんしてですが、以前は布のカ

ーテンで仕切られていたが、今の扉は固く、車いすの向きを変えることができないので

なんとかしてほしい、とのことでした。 

 

中西（大正琴 ねむの木） 

トイレに入った後に向きを変えて出ようとしても、なかなか出られないということで

すね。重度障害の方だと余計に難しいのではないでしょうか。リハビリテーションなど

でよく見かけますが、カーテンを開けてすぐに使えるようにしたらどうでしょうか。札

を付ければ、中に人が入っているかどうかも分かります。 

 

高柳（折り紙クラブ 花菖蒲） 

昔のトイレのように戻せばいいのではないでしょうか。それが難しいなら、今の扉と

いっしょにカーテンを付けてはどうでしょうか。これなら、カギを掛けたい人は扉を閉

めて掛けることができますし。 

 

清水（豊身協） 

今の扉は、アコーディオンカーテンではカギを掛けることができないという苦情が出

ていたので、それを直したものです。当時は、スペースが狭いとか、そういう意見はま

ったく聞いたことがなく、今日初めて聞きました。そういうことなら最初から言ってい

ただきたいところではありましたが、車いす用なのに車いすがスムーズに方向転換でき

ないのでは、設計の段階から問題があったということになります。 

 

乾（豊身協） 

このままやっていくしかないのではないでしょうか。 

 

本田 

カーテンを付けるにしても、法定点検にのっとった製品を使用しなければなりません。

カーテンレール等はさくらピアの予算で対処できるものなので、考えていきたいと思い

ます。 

 

小杉（オカリッコ倶楽部） 

小杉です。月に２回、実習室を利用しています。滞りなくやっていますが、会員が少

ないので、もし良ければ入会していただきたいです。よろしくお願いします。 
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大原（陶芸クラブ） 

大原です。陶芸教室を開いてくれるときに、乳鉢など、購入してほしい物がいくつか

あります。今年の文化祭では販売できるものを作って、そのお金で陶芸用のこまかい用

具を買おうと考え、筆とスポイトを買うことができました。みんなが喜んで買ってもら

えるものを作れば、買うほうも売るほうも楽しめるので、どうでしょうか。 

 

本田 

売ること自体は問題ないのですが、文化祭当日に展示コーナーで勝手に販売すること

については、今回注意させていただきました。販売する場合は販売コーナーがあるので、

かならず事前に販売申し込みをしてください。よろしくお願いします。 

 

牧野（手話サークル 竹の子会） 

竹の子会です。私たちは開館してから３０年間ずっと、主婦中心で使わせてもらって

おり、感謝しています。最近は男性の会員も増えてきました。私たちからの要望は、テ

レビが使いやすいものになってほしいということです。 

 

本田 

他の団体さん、例えばささゆりの会さんなど、ＤＶＤを見て障害理解を深める学習を

する団体もあるのですが、その度にテレビが見にくいという声が上がっています。図書

談話室と大会議室に新しいテレビが欲しいところです。 

 

千木良（豊聴協） 

みなさんこんにちは、千木良です。毎週第２土曜日に理事会で利用させていただいて

おります。私たちは、議題がたくさんあって会議が延びてしまうことがよくあり、２１

時までに終わることができません。ですから、２１時半まで開館時間を延長していただ

けないでしょうか。また、２階にも自動販売機を設置していただきたいです。あと国道

１号線側の駐車場ですが、とめる台数が多く、かつスペースが狭いので、何回も切り替

えをしないと移動できません。ポールにぶつかってしまった人もいます。これでは障害

者が使いにくいと思いますので、区画・配置の割り方を考えて、もっと一台一台のスペ

ースを空けてほしいです。 

 

本田 

ポールにかんしてですが、突き出ていた小さいポールは撤去しました。フェンスもひ

とつ外したので、車から降りて会館まで歩くとき、以前より車道を歩く距離が短くなり

ました。ただ、ポールをたくさん取ってしまうと、信号側から来る車にぶつかる危険性

があるので、それは我慢していただくしかないのかなと思います。また、駐車場が分か
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りやすいように看板も取り付けたので、まだ見られていない方は、のちほどご覧くださ

い。それと、指示しやすいように、駐車場に名前を付けました。体育館側を第１駐車場、

国道１号線側の大きいほうを第２駐車場、小さいほうを第３駐車場としています。駐車

場のスペースはもちろん大きいほうがいいですが、かえって台数が減ってしまうので難

しいところです。また今後も考えていきます。 

閉館時間ですが、条例で２１時までと定められていますし、他の利用者の方々にも工

夫して、時間を守って利用していただいています。９時半まで延長してしまうと、切り

が悪いので１０時まで延長してくれと再度言われるようなことも考えられるので、利用

者の方で、会議の開始時間を早めるなど、対応していただきたいと思います。 

 

大原（陶芸クラブ） 

私は卓球同好会にも入っていて、夜６時半から使用していますが、予約は８時半まで

取って、それ以上は延長しないようにしています。 

 

千木良（豊聴協） 

分かりました。こちらで調整してみます。ありがとうございました。 

 

鈴木（育成会） 

育成会の鈴木です。私たちからの要望としては、まず、大会議室の机が傷んでいるの

で変えてほしいということです。それと、図書談話室の机はきれいな立派なものにして

いただいてありがたいのですが、パイプいすがその机に対して低く、使いにくいので変

えていただきたいです。加えて、図書談話室の調理室の、ガス横の調理台が使いやすく

なっているといいなあと思います。あと、去年も要望させていただきましたが、２階に

自販機設置があるととても便利だと思います。 

 話は少し変わりますが、私は今年の夏にさくらピアでプール監視員のアルバイトをし

たので、そのときに感じたことを言わせていただきます。プール左手には日除けの付い

たベンチが置いてあります。他の監視員や利用者の方々にもお聞きしたのですが、右側

の幼児用プールの方に日除けがないので不便だということです。一応、倉庫の中にパラ

ソルが入っているのですが、風が強くて差せないので、代わりに日傘を立てて見守って

いる保護者の方もいらっしゃいました。監視員用の日除けもあるとありがたいです。そ

れと、今回は水道管の不具合で自動シャワーを止めていたのですが、自動シャワーは放

水時間が長く、人が通ってからもずっと流れていてもったいないので、バケツで水を掬

ってかけたりしたほうが、かえって効率的だと思います。 

もう一点、掃除用のほうきの目が粗く、小さいゴミが掃けないので、柔らかくて目の

こまかいほうきを用意していただけたらなあと思います。 
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本田 

ありがとうございました。自販機の設置場所ですが、一応の案としてはランニングコ

ースの入り口があります。それ以外は難しいかもしれません。ほうきは、すぐに変える

ことができるので大丈夫です。シャワーは、衛生面に関して欠かすことはできないので、

止めるわけにはいきません。日除けの件も含めて、検討していきたいと思います。 

 それでは最後に、岡田補佐からご意見いただきたいと思います。 

 

岡田（障害福祉課補佐） 

みなさん、ご意見・ご感想ありがとうございました。山本が話したとおり、施設的に

修繕が必要なものにかんしては進めていきますが、なにぶん一度にそれを全て行うとい

うのは難しいです。計画的にやっていきたいのですが、緊急性が高いものが入ってくる

とそれを優先することになりますから、計画通りに行くというわけでもありません。今

回お聞きしたものは、なるべく早く実現できるように努力していきます。 

この会館は開館して３０年が経ちますが、今後も４０年５０年と使っていただけるよ

うにしていきたいと考えています。駐車場など、使い方の工夫しだいで対処可能なもの

もあるので、折にふれて相談を受けながら、要望をうかがっていきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

高柳（折り紙クラブ 花菖蒲） 

４０年５０年と言われましたが、現在３０年の段階で、修繕等が折り重なっています。

建て替えという考えはないのでしょうか。 

 

岡田（障害福祉課補佐） 

当然建て替えも考えられますが、建築基準法では一応６０年と定められているので、

実際のところ、もっともつだろうと言われています。建て替えでなくても、こまごまと

した修繕、もちろん大規模なものもあるかもしれませんが、それによって使いやすく、

永らえやすくしていく考えが一般的だと思いますので、すぐに建て替えということには

ならないと思います。 

 

本田 

ちょうど３時になりました。利用者の方に怪我や災難があるのが一番困ることです。

これからも安全に利用いただけるように、会館運営をしていきたいと思います。本日は

みなさん、ありがとうございました。 


