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本田（さくらピア事務長） 

それでははじめます 

まず出席確認をします。視覚障害、聴覚障害の方がいらっしゃるので手を挙げて「はい」

と返事をしてください。 

(略、名簿に掲載) 

 

山下（豊障連会長）あいさつ  

 おはようございます。風邪が流行っていますので注意してください。今日の出席者の様

子を平成 21年当初とくらべると変わってきたなと思います。新しいグループも増えて活気

が出てきていると思います。建物はずいぶん古くなってきていますが少しずつ手をいれて

使いやすいようにして行きたいと思います。使う人はいろいろな障害の人がいてそれぞれ

使い方が違いますが、みんながより使いやすい施設になるようにしっかり意見を言ってい

ただきたい。遠慮しないでこんなふうになると嬉しいとか意見をいっていただけば、すぐ

に実現することもしないこともありますが少しずつ良くしていきたいと思います。あとか

ら改修工事の話も報告があると思いますがよろしくお願いします。 

 

本田 

次に担当課の障害福祉課よりごあいさつをいただきたいと思います。 

 

佐藤（障害福祉課課長補佐） 

たくさんのみなさんにお集まりいただきありがとうございます。昨年差別解消法が施行

されたこともあります。少しでも障害者の方に使いやすい施設に改善していきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

 

本田 

最初に運営状況について報告します。利用者や登録団体は増えています。 

建物管理について、昨年は大きな災害はありませんでしたが雨天時には相変わらず何箇

所かで雨漏りがしてご迷惑をおかけしています。建物は古いのであちこち異常が発生して

エレベーターがさくらピアは４階までなのに「１３階です」と言ったり、誰も乗っていな

いのに「インターホンを押してください」といったりしました。危険がないならいいので

すが、正常でないということはどこかに故障が起きているという事なので、みなさんも何

かいつもと違う事がありましたら事務所に報告してください。以前も３階の電気スイッチ

が熱くなっていたのを報告してもらって漏電を見つけたことがありました。また実習室の

エアコンから煙が出たこともありました。全館のエアコンの基盤を替えました。職員は事

務所にいてどこの部屋も皆さんの方が利用時間が長いと思いますのでご協力をお願いしま

す。 
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トイレの洗面台まわりのバーも車いすの方に不便だったようです。片方のバーを取って

自動水洗にしたところ大変使いやすくなったと好評です。 

また異性介助の問題で、トイレはみんなのトイレができたのですがプールの異性介助が

できる更衣室が欲しいとの要望がありますが、新しい部屋は建物の構造上作れないのでな

んとか工夫できないか考えているところです。 

プールといえば、ろ過機が古くて来年度は開催できるかどうかわからない状態ですが、

市役所の方どうなっていますか？ 

 

佐藤 

 来年度にやりたいと予算要求をしています。まだ未定です。 

 

本田 

 さくらピアのプールはなかなか他のプールでは使いづらい人が通っている大切なプール

なのでぜひ予算をとっていただいて修繕して欲しいです。よろしくお願いします。 

自家発電機は停電したとき電気を起こす機械ですが故障していて機能しません。福祉避

難所になっても機能しない状態なのでこれもきちんと直していただきたいのですが。 

 

佐藤 

 それも今要求中でまだ内示がでていません。 

 

本田 

 それともう一つ、１月５日に突然、国一側第２駐車場出口近くの道路に電信柱が建って

しまいました。交差点も近いし反対側に標識もありすれ違いがしにくいですし、駐車場の

出入りにも邪魔で危険です。歩行者や通学の自転車の通行も多い場所なので移設してくれ

るように交渉中です。 

 

佐藤 

 電柱のことですが電力を供給するためにどこかには建てないといけないのが基本。原則

は民地、個人の土地に建てるが、ダメな場合は公共の土地に建てることになります。どう

いう形が望ましいのか、今後相談していきたいと思います。 

 

本田 

 道路上でなく第２駐車場内、いくつか候補がありますので交渉よろしくお願いします。 

その他の修理については６月に実習室エアコンから白煙があがってビックリしました。

駐車場の輪留めは昨年のこの会議でわかりづらいとのご指摘がありましたので、職員で黄

色に塗りました。それから平成２８年度内にはご案内している通り耐震工事と照明の LED



3 

 

化工事をします。耐震工事は壁にドリルで穴をあけ薬剤を注入するそうです。まず体育館

それから各階ごとに工事をしていきますのでいつもと違う部屋に替わっていただくことが

あるかと思いますがご協力よろしくお願いします。 

平成２９年度の予算要求は発電機とプールのろ過装置です。屋上の太陽光パネルの撤去

というのは開館当時に設置して壊れたままになっているものがあって、部品飛散の危険も

あるので撤去してほしいということです。 

相談事業は毎日の相談の他に講演会や料理教室をしています。今年は１２名のうち５人

が新しいメンバーとして加わり、聴覚障害の相談員も久しぶりに加わりました。いままで

と少しまた違った人の流れが感じられます。 

スポーツ文化教室は１２講座６４回実施しています。マンネリ化しないようにみなさん

の希望を聞きながら予算と相談して教室を開催しています。今年度はじめて視覚障害者の

卓球とテニスの体験講座を開かせていただきました。 

教養講座のさくらカフェは２カ月に１度、市の出前講座等を利用して開いています。国

際交流協会から紹介されたソロモン諸島出身の白藤シンデレラさんの講座がとても好評で

した。 

会館活性化事業は風鈴まつりやライブをしています。３月末に自主活動の発表の場とし

て春こいまつりを開催します。今年は手話サークルが久しぶりに手話劇をしてくださるそ

うで楽しみにしています。 

避難所体験はおかげさまで年々参加者が増えています。今年は防災教育チャレンジプラ

ンに応募して１０万円助成されましたので東北から被災当事者をお呼びでき、その講師謝

礼と旅費に使わせていただきました。 

その他資料につけましたが、会館を利用しているグループを対象に「防災タイム」を実

施しました。３カ月の間に６８８人の方に参加していただけ感謝しています。活動時間の

１５分を割いてラジオドラマを聞いていただき、自分がいつも使っている部屋から協力し

て逃げる体験をしてもらいました。避難所体験や会館の避難訓練に参加したことがない方

にも参加してもらったことは大変有意義でした。結果エレベーターが動かなかったりした

らひとりで逃げられない人が１１０人いました。そういう方たちはどうするのかというこ

とも考えていかなければならないと思います。さくらピア防災タイムだけではなく「とよ

はし防災タイム」として皆さんが通っている他の施設、建物でも実施してみるとバリアフ

リーの考えも広がっていくと思います。 

３月１１日には恒例の「３.１１を忘れない集い」をします。今年の３月１１日は土曜、

午前中に法定訓練を兼ねて実施します。本田が２月のチャレンジプラン報告会の結果報告

と、消防署の方に１１０人の逃げられない人はどうするかというアドバイスをいただきた

いと思っています。 

障害者余暇支援事業のサマースクールは映画館の貸し切りや体操の先生をよんだりして

います。兄弟児も一緒に参加できるので申し込み者全員が出席という行事になりました。



4 

 

３月にはまた春休み映画会と移動動物園をします。 

障害者の就労については２名が就労中。１２月には実習生２名を受け入れました。 

予算については豊障連と市で調整。最低賃金が上がっていくので苦しい状況です。 

 

次に要望について。昨年度の要望の対応は資料にあるとおりです。では２８年度の要望

について廊下側の席の方から活動紹介と要望をお願いします。 

 

鈴木（豊橋市手をつなぐ育成会会長） 

知的障害の子を持つ親の団体です。いろいろな活動、教室、役員会などで利用していま

す。2 階小会議室の椅子が古くて長く座っているとお尻が痛いので替えてもらえるとうれし

いです。 

 

荒木（育成会/ちぎりわいわい太鼓・絵画教室/うたごえサークル） 

太鼓の時、準備のカーペットを 3 枚敷いてもらっていますが、重なるところが引っかか

るので心配。職員さんはこちらの使いやすいように協力いただいて感謝してます。 

 

本田 

 カーペットの大きいのがほしいわけですね？検討します。 

 

渡辺（育成会/フライングディスク・ダンス・トランポリン） 

 月 1、２度体育館を利用しています。学校卒業後余暇活動が大事だと考えて活動していま

す。特に要望はありません。 

 

糸山（育成会/フライングディスク） 

 第 2土曜に固定して実施。都合があわなければ中止にしています。 

 

廣田（豊橋精神障害者地域家族会くすのき会） 

会議のみの利用です。自主グループたんぽぽの意見をとりいれてほしいと思います。 

 

菊池（卓球同好会） 

 いろいろ意見をとりいれてもらって感謝しています。卓球マシンは 30 年前にライオンズ

クラブに寄付してもらったもので、途中で卓球のボールの大きさ変更があったため使いづ

らいのです。直してもらえるとありがたい。 

 

栃久保（卓球同好会） 

 業者に聞いたところマシンの修理費用は 36,000 円と大阪までの運賃がかかります。 
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本田 

 パラリンピックもニュースになっているし、またライオンズさんがくれるといいですね。 

 

菊池 

 あのとき 35 万円したから今なら 50 万くらいだと思います。よろしくお願いします。 

 

本田 

 自主活動の方も自分たちでも自助を検討してくださいね。以前は市役所から｢寄付したい

という申し出があったけど、何か欲しいものはありませんか？｣と聞かれましたがこの頃な

いですね？ 

 

佐藤 

 今年は館内ＬＥＤ化工事をそれに充てさせていただきました。 

 

本田 

 卓球同好会は卓球マシンが欲しいらしいとメディアの取材があった時などみなさんもい

っていただくと嬉しく思います。 

 

石井（かめのこハウス） 

 ダウン症の子を持つ家族です。今まではあいトピアで活動していたがボランティア団体

ではなく当事者団体なのであいトピアの印刷室が使えなくなったため、さくらピアで受け

入れていただいて感謝しています。児童保育室で活動していますが、印刷物の作業する時

部屋に低いテーブルが少ないのでもう少し数があればいいのですが。 

 それ以外はたいていの要望には快く受け入れていただいて感謝しています。 

 

本田 

 座卓長机は 2 階の和室にたくさんあります。下に置いておくと小さい子が遊ぶ時邪魔に

なるので部屋には置いていませんが、事前に申し出てくだされば準備しておきます。 

 

清水（豊橋身体障害者協会） 

理事会、総会で利用しています。カラオケが火曜・水曜。地下駐車場が満車のときスロ

ープを降りる前に入り口でわかるようにしてほしいと会員から要望がありました。他はい

つも感謝しています。 

 

本田 

 駐車場入り口に電光掲示の標識があるのですが、使っているのをみたことがありません。 
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佐藤 

 装置は今機能してないので修繕が可能か、予算がいくらかかるのかを踏まえて他の要望

との優先順位など相談していきたいと思います。 

 

本田 

 地下駐車場は基本的に下肢障害、車いすの方専用です。満車はそんなに多くありません。

スイッチがどこにあるかもわからないので、とりあえず混雑時には紙に書いて出そうかな

と事務所で相談しています。 

 

彦坂（豊橋視覚障害者福祉協会） 

総会、役員会が主です。最近は卓球とテニスでも楽しんでいます。ただ高齢者が出来る

ものはないので、いいものがあればやらせてほしいと思っています。 

あとは階段が暗いですね。ＬＥＤになるときいて期待しています。 

 

本田 

 高齢者ができるもの、具体的なものがあれば当事者の声を事務所に教えてください。 

 

波多野（豊橋市肢体不自由児者父母の会） 

今まで役員会を夜ちぎり寮で開催していたが役員の世代交代をするため昼間にも開催す

ることになり、奇数月は昼間さくらピアで役員会をすることになりました。会報の印刷も

させてもらっています。 

 

近藤（雅楽愛好者衆「千里」） 

 雅楽はゆったりとていて音楽療法としてもよいものなので、いろいろ障害者に知ってほ

しいと思います。24時間テレビの取材があったときはご協力ありがとうございました。 

 

米村（にしぐち学園） 

 知的障害者の生活支援、生活介助の施設です。木曜に体育館、夏はプールを利用してい

ます。利用者もさくらピアに行くことを楽しみにしています。エアコンと暖房があって快

適に利用できる点がありがたい。ご配慮に感謝しています。 

 

金成（視覚障害者卓球「鈴虫」/視覚障害者テニス「鈴 RUN」） 

鈴虫は 4 月に結成されました。会館でボールなどを買ってもらって、夏には名古屋で試

合に出ました。試合は散々でしたが何 10 年ぶりかに豊橋から出たということに意義がある

のでは。これから頑張りたいと思っています。 

 鈴 RUN は 10 数年やっています。事務所の人に協力してもらって大変ありがたい。 
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それから車いすテニスの方いますか？一度対戦してみたいというか交流会みたいなのが

できたら良いなあと思っています。どうでしょう？ 

それと東京オリンピックパラリンピックのグッズ、最近小池さんが使用してるようです

がパラリンピックのグッズが何かあれば見てみたいと思います。早く情報が分かればさく

らピアさんで教えて欲しいです。 

 

本田 

 首都圏活性化対策室？豊橋市の出張所みたいのありますよね？そこに連絡してもらうの

がいいですよね？ 

 

佐藤 

 売り切れているときいたけど。 

 

本田 

 オリンピックパラリンピックはオリンピック憲章に文化プログラムを組みなさいという

のがあって、スポーツだけでなく文化活動もなにかできるそうなので念頭にいれておいて

ください。 

金成さんには避難所体験のときにも非常にいい発言をしていただいて、大学の先生がア

ルミの防寒シートはガサガサ音が出るしアルミの銀色が反射してみんなに迷惑をかけるか

ら駄目だと思ったとおっしゃったのに対して、視覚障害の人にとってはそこに誰かがいる

印の音と光になって大事な情報なんですと意見をいってくれて参加者一同感心しました。

こうやっていろいろな障害を持った方が参加して発言してくれることはとてもいいことだ

と思います。ありがとうございました。 

 

寺澤（クンぺイズ） 

息子が知的障害で名前が薫平なのでクンぺイズという名前です。月に 1 回程度不定期で

すが体育館でスポーツ、テニスやバドミントンをしています。要望は特にありませんけど

メンバー募集中です。どなたでもどうぞ。 

 

本田 

 寺澤さんは開催中のスポーツレクリエーション教室の助手をしていただいています。会

館で障害者のサポートに慣れている人がスタッフとして協力してもらえるとうれしいです。 

 

小杉（オカリッコ倶楽部） 

月２回木曜に活動しています。実習室の椅子が絨毯にひっかかって使いにくいので替え

てほしいです。 
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近藤（七宝焼き「えなめーる」/パステルクラブ「ほのか」） 

第３火曜が活動日です。七宝焼きの窯は３０年前の物でニクロム線が劣化して修理不能

だそうです。会館備品として新しいものを購入していただけませんか。みんなで楽しくや

っていますがぜひお願いしたい。 

 パステルの要望は展示用の額が一つダメになってしまっているので買って欲しいです。 

 

本田 

 七宝焼きの窯は講座開催にあわせて購入を考えて行きたいと思っています。 

 

榊原（音楽療法「ハーモニー」/「SMILE」） 

第２日曜日にコーラスと和太鼓を実施しています。昨年電子ピアノを買っていただいて

楽器の搬入が楽になり、ピアノがあることで子どもたちも喜んでいます。トレーニング室

のボール等を使った時よだれがでてしまい、拭き取るのに除菌シートを多量に使用するの

で何かあればいいのですが。さくらピア文化祭で発表の場をいただいて、ココニコでも発

表しました。ほかにも発表の場があればご紹介していただきたいと思います。 

参加している子たちは障害のある障害児から社会人です。活動の場が広がるといいなと

思います。 

 

横川（レザークラブ） 

第４金曜日にやっています。こういう会議に出るのがはじめてなのでドキドキしていま

す。よろしくお願いします。 

 

本田 

 そんなにドキドキしなくてもいいですよ。気楽にまた来年も参加してくださいね。 

 

松井（ウクレレクラブ/レザークラブ/ピアカウンセラー） 

大枠では大変満足なんですが、もし購入できるのであればレザークラブでハサミや穴開

けを追加していただけるとありがたいとのことでした。 

 

本田 

 個人で使用するハサミはできればそれぞれで用意していただきたいですね。窓はシンナ

ー使った後に空気の入れ替えするのに開けにくくて困っていませんか？ 

 

松井 

 とても困っているんですけど古くて交換できないと諦めていたのですが。 
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本田 

 あきらめずに要望は出し続けてください。他の方からも窓の使いにくさは意見がでてい

ますね。 

 

佐藤 

 自分もみました。体育館の窓をみましたが、使いにくいことはわかりました。他の案件

もあるので今後の検討課題と認識させていただきます。 

 

鈴木（ウクレレクラブ/ピアカウンセラー） 

 ウクレレクラブは月に２回活動しています。春こいまつりなどの出演もみなさんとても

楽しみにしています。ＣＤラジカセを要望しています。 

 

本田 

会館に２つあるのでそのタイプで使えるか、入力端子等確認してください。 

 鈴木さんには編み物教室の助手もしていただいています。 

 

白井（ハーモニカクラブ） 

私をいれて７人です。もし関心がおありでしたらぜひ見学にいらしてください。職員の

方は対応が早くて感謝しています。 

要望としては五線譜ボードがあるといいと思いました。 

 

本田 

 調べてみます。 

 

東（フラダンス「アロアロ」） 

月３回水曜の午後です。よくしてもらって感謝しています。要望は鏡が今２台でやって

いますが、全員が映らないのでもうひとつ欲しいです。 

 

本田 

 体育館にダンス用の壁面鏡を付けたいと思いましたが１００万円必要だそうで、さくら

ピアの経費が使える上限は５０万までなのでなかなか実現しなくて市に要望しています。 

 

松井 

 トレーニング室に一つありますよ。機能訓練用のものをあいトピアから引き揚げてきた

ので使ってないときはそれを利用してもいいです。 
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本田 

 アロアロは水曜日なので使えますね。次から３枚用意します。 

 

大原（手話サークル「竹の子会」） 

私たちは食器を揃えて欲しいと要望を出しましたが、私たちの要望よりも優先される要

望がたくさんあることが分かりました。 

 サークルは高齢化が進んでいて手話を教えてくれる人も亡くなったりボランティアの方

も少なくなって、昼間のサークルの存続自体が危ないような状態です。何とかいろいろ考

えて月に１度うどんを作ったらろう者もよろこんで来てくれています。 

図書談話室の使い方について一度本田さんにサークルに来てお話して欲しいと思います。 

 

本田 

 いつでもサークルでも役員会でも説明にうかがいますので言ってください。 

 

青木（手話サークル「クローバーの会」） 

 毎週土曜の 19時～21 時にやっています。聞きたいのですが、先週 18 時４５分頃きた

ら暖房がついていてびっくりしました。前の人が付けっぱなしだったのですか？ 

 

本田 

 実は皆さんが来る３０分ぐらい前から部屋をあたためてお待ちしています。体の弱い人

もいるので、配慮しているんですよ。 

 

浅倉（豊橋聴覚障害者協会） 

 豊聴協としての要望は 5 つ。①Wi－Fiを設置してほしい、②小会議室の椅子を新しくし

てほしい、③小会議室の壁を塗りなおしてほしい。私も手伝うので職員でもできるのでは。

④図書談話室の奥の古い応接机は捨てて、新しいテーブルを増やしてほしい、⑤緊急放送

はモニターテレビに出してほしい。以上です。 

 

本田 

 １４日は大雪になってきたので、正式な緊急放送ではなく私の判断で早めの帰宅をお勧

めする放送をしました。モニターも利用しますがメモの方が早いときはメモも使います。 

 ペンキについては、今度の耐震工事で壁に穴をあける時にそれを埋めるときについでに

塗りなおして欲しいと相談したのですが、全面塗り替えは４度も５度も重ね塗りをする必

要があって素人が考えるより予算も手間も多くかかるそうです。１部屋ぐらいは試しに考

えて見てもいいかなと思いました。Wi－Fiについて市はどうお考えですか？ 
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佐藤 

 他の施設の設置状況など調べて検討したいと思います。 

 

本田 

 Wi－Fi はあいトピアは防災のために福祉政策課がつけたそうで、福祉避難所として情報

保障が必要なら福祉課の予算がなくても危機管理課や他の課の予算でつけてもらうように

する方法もあると思います。一度検討してください。 

 

 これでだいたい全員の話をききましたが他に何かありますか？ 

 

松井 

 たくさんの団体がさくらピアを利用されているようなので、それぞれのサークルの活動

紹介版がどこかにあるとよくわかると思います。会員募集にも効果的では。 

 

本田 

 そうですね。他の団体とも交流したいと意見もありましたし、春こいまつりまでに前向

きに考えたいと思います。 

 

近藤 

 地下のエレベーターの上がる前に案内板が欲しいと思います。地下駐車場から直接活動

する部屋へ直行する場合、エレベーターの中にある週間予定表だけでは内容が把握できな

い場合があります。 

 

本田 

 はい、特に工事が始まると部屋の変更をしてもらう場合もあるので来週からさっそく取

り組みますね。地下だけでいいですか？各階にあった方がいいですかね？それはすぐに取

り組みたいと思います。 

 

   以上で終了です。ありがとうございました。 

 


