
さくらピア利用者会議議事録     平成 31 年 1 月 30 日(水) 

 

１．出席確認 

 

清水（さくらピア総務経理担当） 

 平成 30 年度さくらピア利用者会議をはじめます。本日、事務長の本田は都合で不在のた

め、総務経理担当清水が司会進行します。不慣れなため手落ちもありますがご協力お願いし

ます。 

 

出席確認：別紙 出席：47 名 

配布資料確認（レジメ、避難所体験報告書、3.11 チラシ、さくらだより２月号） 

 

２．豊橋障害者(児)団体連合協議会会長 あいさつ 

 

山下（豊橋障害者(児)団体連合協議会会長） 

毎年、利用者会議を開催していますが、今年は参加人数が多いと感じています。さくらピ

アも築 40 年近く経ち、建物も老朽化しています。毎年言っていますが、建物をすぐ建て直

すことはなかなかできないので、皆さんが気づいたところを手直しし、使い勝手が良い方法、

あると良い備品をこの利用者会議でご意見いただければと思います。職員の評価等もこの場

でしていただき、時間は短いですが色々なご意見を出し合ってください。よろしくお願いし

ます。 

 

３．豊橋市障害福祉課 あいさつ 

 

大野（豊橋市障害福祉課課長） 

この会館は、開館が昭和 56 年ということもあり、修繕箇所も年々増えています。予算的

な都合もありますが、必要な部分は順次修繕等をしていきたいと思っています。優先順位が

ありますのでご理解ください。2020 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。パラリンピックについては、豊橋市がリトアニア市と選手キャンプ地の協定を結ん

でいます。障害者スポーツに関しても、今後いろいろなことが出てくると思いますが、豊橋

市体育協会とも合わせてご協力よろしくおねがいいたします。 

 

４．さくらピアより運営報告 － 配布資料に掲載 

 

５．各団体からの要望・意見など 

 

清水（1 豊橋身体障害者協会会長） 

毎月の理事会とカラオケ同好会を週２回やっています。要望としては、体育館の音響につ



いては、毎年話題になっていますが、なかなか改善は難しいとのことですが、イベントで体

育館を使うときに要約筆記者も苦慮していると聞いていますのでなんとかお願いします。 

体育館東側駐車場の区画ラインが消えて見にくくなっています。区画ラインをしっかり引

いていただきたいです。 

 

清水（さくらピア） 

体育館音響は、業者点検の結果、全体改築が必要といわれています。駐車場のラインにつ

いては引き直しを検討します。 

 

奥平（3 豊橋市肢体不自由児(者)父母の会） 

２ヵ月に１回、会議で利用しています。機能訓練でトレーニング室を利用、運動会やサマ

ースクールでも利用していますが、快適に使わせていただいています。体育館にも空調があ

るので、運動会も会員を誘いやすいです。体育館の音響については、確かに聞こえにくいと

は思いますので、ご検討よろしくお願いいたします。 

機能訓練については、以前、トレーニング室に物があって危ないので片づけてほしいと要

望したところ、すぐに対応していただき、現在は安全に利用できています。 

会議の時に他行事が重なると、駐車場に車が停められなくて帰ってしまう役員もいるので

なんとかならないかと思います。 

 

清水（さくらピア） 

こちらも駐車場はいつも苦慮しています。停められないときは、すぐ事務所にご報告くだ

さい。１台程度ですが事務所の車を移動するなど、対応できる場合もあります。今後も引き

続き考えていきます。 

 

荒木（6 豊橋市手をつなぐ育成会／うたごえ／ピアカウンセラー） 

資料Ｐ5 の利用団体一覧 No.２から９までが育成会のグループで会館を利用しており、月

に 1 回育成会としての役員会や発送などでも使っています。現育成会会長の鈴木からも職

員の気遣い等非常に快適に利用している旨聞いています。ただ、駐車場に停められないとき

もあり、そのことだけは困ります。自力で交通機関を使い来館できる子もいますが、親が車

で一緒に連れて来る場合は、駐車場の問題は困ります。 

 

うたごえは、発声練習をするときに鏡があるととてもよいです。フラダンスのアロアロさ

んと利用日が重なることがあるので仕方ないですが、いつも鏡があるとありがたいです。 

 

中神（12 難病のこども支援東海ネットワーク） 

建物の老朽化はありますが、その中で考えて対応してもらい感謝しています。防災タイム

等行事の企画立案もいろいろ考えていただき、障害を持った子どもたちが快適に利用できて

います。ありがとうございます。 



 

寺澤（14 クンペイズ／車いすテニス） 

体育館入口の扉が、車いすの方にはとても重たくて開閉が大変です。取っ手があるだけで

も良いので、改善していただけるとありがたいです。 

 

清水（さくらピア） 

扉については、現在、業者に依頼中です。できれば早急に直したいと思います。 

 

金成（16 鈴虫） 

点字資料を準備いただきありがとうございました。視覚障害者卓球は、ネットの下にボー

ルをくぐらせるので、ネットがたるむと困ります。卓球台も古くなり表面がでこぼこしてい

ることや、人数も増えているので、卓球台の購入を要望しています。難しいようであればネ

ットだけでも良いです。また、スコアボードをおねがいしたいです。 

 

中西（26 大正琴ねむの木の会） 

30 年度要望のところで、車いす用女子トイレのドアをカーテンにかえてほしいと要望し

ました。会館当時アコーディオンでしたが、要望でドアに変更してくださいました。大型車

いすで来られる方は、ドアが閉められないです。仕方がないので、外から丸見えの状態で使

っています。簡単なものでよいので、カーテンを設置してもらえるとありがたいです。よろ

しくお願いします。 

 

伊東（17 愛知県スポーツウエルネス吹矢協会豊橋翼支部） 

今年４月から、名称がウエルネス・健康という意味をいれた「愛知県スポーツウエルネス

吹矢協会」と変更になりました。今年で 2 回目のスポーツ吹矢講座を実施しています。私

は、障害者サポート交流指導員として座学で障害者のスポーツ吹矢を学びましたが、実際や

ってみるといろいろ違います。事前に準備した道具では使えなくて、苦労しながらやってい

ます。さくらピアで５セット道具を準備いただきましたので、使いやすい状態に直しながら

使っています。 

現在、豊橋市では、一般を含めると 100 名近くの方が吹矢をやっています。障害者の方

も健常者と一緒にやっています。今後も障害者が楽しめるよう、改善しながらやっていきた

いと思いますのでよろしくお願いします。 

 

二村（18 スポーツ吹矢同好会）  

昨年、利用者会議に初めて参加し、みなさんにぜひ参加いただきたいとお願いしました。

さくらピアで伊東先生に昨年から講座をやっていただいていますので、満足しています。 

 

加藤（15 加藤グループ） 

快適に使っています。ありがとうございます。 



 

大原（31 陶芸クラブ） 

会員は増えているのでよいのですが、面倒をみるのが大変なときがあります。主に、私と

池田さんの２名でいろいろな補助を担当していますが、もう少し自主的にやっていきたいの

で、元気な人を募集しています。 

 

清水（さくらピア） 

育てていただけると良いと思います。 

 

池田（30 陶芸クラブ／卓球同好会） 

卓球同好会は、体育館で土曜日の夕方 6 時～8 時という良い時間にやっています。いろ

いろな人が体育館を利用して倉庫が煩雑になっているので、物を整理する棚かロッカーなど

があるとよいです。それぞれの団体で使ったものは元通りの場所にもどしてもらえると良い

です。 

 

横井（8 豊橋精神障害者地域家族会） 

各月の最終日曜日の午後、精神障害者の自助グループたんぽぽに参加しています。主に２

階小会議室を使っていますが、特に要望はないです。今後ともよろしくお願いします。 

 

廣田（7 豊橋精神障害者地域家族会） 

第４日曜日、精神障害者の家族の会で利用しています。以前要望した小会議室の机が新調

されて室内が明るくなりみなさん喜んでいます。隙間風の音は気になりますが、仕方ないと

思っています。 

 

河部（4 豊橋身体障害者(児)福祉団体連合会） 

理事会で月に 1 回、１年間では 12 回、体育祭、豊身連まつりで利用しています。特に要

望はありません。体育館の件は、本来多目的で使われるものだとは思っています。 

 

富田（24 豊橋手話サークル竹の子会） 

毎週火曜日に利用しています。いろいろな備品をお借りして助かっています。要望したポ

ットの件は、既に対応いただきありがとうございます。 

 

福島（20 フラダンスアロアロ／豊橋手話通訳学習者の会） 

アロアロは、月３回水曜日に児童保育室を練習で利用しています。春こいまつりに出演し

ていますが、それ以外に何かイベントあれば声をかけてください。 

豊通会は、役員会や学習会で利用しています。快適に使用させていただいています。夜使

用することが多いですが、いつも閉館時間ぎりぎりになっても笑顔でご対応いただいていま

すが、今後は気をつけます。 



 

小杉（25 オカリッコ倶楽部） 

月２回、木曜日の午前中に利用しています。要望はありませんが、会員が少ないので、や

りたい方があればぜひ参加ください。 

 

石川（19 通仙・華仙） 

和室を隔週水曜日と木曜日に利用しています。快適に使わせていただいています。職員の

みなさんの対応もとても助かっています。和室の水屋にコンセントが欲しいです。現在は、

お湯を沸かすときに座敷のコンセントを使用していますが、何か粗相をすると困るので、水

屋にあると良いです。 

 

清水（さくらピア） 

 検討します。 

 

原田（28 レザークラブ） 

特に要望はないです。ありがとうございます。 

 

飯室（34 豊橋市難聴者・中途失聴者協会） 

体育館のマイクの声が聞きとりにくいとの声が多くありました。建物構造ではなく、アン

プの点検をしてもらいたいです。体育館のヒアリングループも使えていないので再点検をお

願いします。 

３月３日の耳の日のイベントを何か１つ考えてもらいたいです。高齢者の難聴者も増えて

いますので、耳鼻科関係などの協力を得てできると良いと思います。 

 

清水（さくらピア） 

 今年度は難しいので、来年度検討します。 

 

小林（22 豊橋手話サークル クローバーの会） 

特に要望はありません。快適に利用させていただきありがとうございます。 

 

柴田（35 聴覚・ろう重複センター楓／豊橋市聴覚障害者協会） 

楓は、豊橋聾学校の幼稚部から高等部までの子どもたちが、主に長期休暇中に体育館を利

用しています。職員の対応にはいつも感謝しています。体育館でボールを使って遊ぶことが

多いですが、ボールの空気圧が低いことがあるので点検をお願いします。 

トイレの手洗い台が、背の小さい子には届かないので簡単な踏み台を設置してもらえると

よいです。 

豊聴協は、月２回第２土曜日の夜、理事会で利用しています。ドアからの隙間風があり冷

たいです。暖房が部屋全体を温めるには少し弱いようなので、改善をしてもらえると嬉しい



です。 

 

佐藤（40 みどりの風） 

放課後等デイサービスです。月１回の体育館と夏のプールを利用しています。プールでは、

前年度は浮き輪を貸してもらえましたが、今年度は借りられませんでした。使用していない

浮き輪が置いてあったので、浮き輪の貸出をしてもらいたいです。プールの監視員さんが子

どもに注意をするとき、直接話すとパニックを起こす子もいるので、職員に先に声をかける

配慮をしてもらいたいです。 

 

川村（29 ささゆりの会） 

発達障害の子どもを持つ親の会です。子どもは小学生から成人まで幅広い年齢層です。月

２回の夜間、小中高生の学習会、親の集まりなどで利用しています。金曜日と土曜日の月２

回、子どもについているボランティアさんと親御さんとの勉強会などで、いつも閉館ぎりぎ

りになり申し訳なく思っています。10 分前には帰る準備をするよう会員に周知しようと思

います。 

 

八重樫（32 豊橋市社会福祉協議会） 

一番大きな行事としては、11 月の障害者とボランティアの集いで利用しています。何か

とご無理をお願いすることもありますがいつも快く対応いただいています。特に要望等はあ

りませんが、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

鈴木（10 ピアカウンセラー／ウクレレクラブ ラプレ） 

ウクレレは、月２回、先生を含めて５名でやっています。特に要望はありません。体育館

側の駐車場のラインが薄いと感じていたので、予算がつけばぜひ改善お願いします。 

 

松井（9 ピアカウンセラー／車いすダンス／機能訓練事業） 

車いすダンスは、10 月に体育館に大きな壁面姿見を設置してもらい喜びましたが、ゆが

みがひどく一度も使用できない状態です。また、取っ手の位置が高くて届きません。下側に

も取っ手をつけていただきたいです。１日も早く修復をお願いします。 

機能訓練事業は、昨年度、トレーニング室の不要物を片付けていただき、使いやすくなり

ました。トレーニング室入り口ドアの左側に戸棚があります。以前は、機能訓練で手の訓練

に使用していましたが、理学療法の先生にうかがったところ、現在は使用しない古い機械と

のことですので撤去をお願いします。そうすると場所が広く使用でき、マットをもう一枚敷

くことができます。戸棚の撤去が難しいようでしたら、表側の金具だけでも取り外してくだ

さい。引っかけなどの危険があります。よろしくお願いします。 

 

清水（さくらピア） 

トレーニング室の戸棚については職員で相談します。姿見については、豊橋市の寄附でい



ただいたものなので、市の方に要望しています。 

 

大野 

体育館の鏡については、何らかの対応をしなくてはと思っています。 

 

近藤（ピアカウンセラー／えなめ～る／パステルほのか） 

えなめ～るは、特に要望はありません。昨年文化祭のときに作品を見て、入会者がありま

した。障害が重い方ですが、健常者のサークルだと迷惑をかけるとのことでこちらに入って

います。４月から入会するかもしれない方もいます。 

パステルは、代表の代わりに出席しています。文化祭で作品を見て入会者が１名ありまし

た。人数が増えたのでイベント時に飾る額が足りなくなるので購入してもらいたいです。 

 

清水（さくらピア） 

文化活動は、気楽にできるので見学者や入会者が多くあるようですが、運営などは大丈夫

ですか？ 

 

近藤 

えなめ～るへの入会者は、重度障害のためボランティアの方とも相談してできる範囲で参

加したいとのことでした。自分のペースで簡単なものをやっています。健常者の教室だと、

手伝ってもらえることが多すぎて逆に自分ができないとのことでした。自分のできる範囲で、

まずやってみるためにはじめています。 

 

清水（さくらピア） 

さくらピアでの活動は、社会参加の意味もありますので、できれば見学や入会希望がある

ときは快く受け入れていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

久保田（39 チャイルドハート東海豊橋） 

放課後等デイサービスで軽度発達障害の中高生を中心に受け入れをしています。夏のプー

ル利用で、快適に使わせていただいています。今後も、プールや体育館利用、イベントの参

加を考えていますのでよろしくお願いします。 

 

小林（38 ただいま・おかえり会） 

豊川で知的障害の子どもたちの支援をしています。夏休みのプールを利用しています。子

どもたちが毎年楽しみにしています。豊川にこのような施設がないので大変ありがたいです。

プール更衣室のロッカーのカギがかかったままで使えないものがあります。写真を撮影して

インターネットでメーカーに送ると鍵が作れるようなことも聞いたことがあります。貴重品

は持込みませんので、鍵なしでも荷物を入れる場所として使えると良いと思います。 

 



金田（37 笑い太鼓） 

高次脳機能障害者支援センターで、毎月１回、第４水曜日の午後に利用しています。バス

ケットやバトミントンなど利用者の皆さんが有意義に過ごしています。毎年、生活介護の利

用者がスポレク講座にも参加しており、とても楽しいとのことです。利用者さんにも要望を

聞きましたが、特にありません。快適に利用させていただいています。 

 

米村（36 にしぐち学園） 

知的障害者の生活介護通所施設です。毎週木曜日の午後に体育館、夏のプールを利用して

います。利用者はいつも楽しみにしています。今年の夏は、熱中症でキャンセルの時が多く

残念でした。障害の重い方が多いのでご迷惑をおかけすることもあり、申し訳ありません。

要望等はありません。 

 

浅倉（2 ひまわり卓球／豊橋市聴覚障害者協会） 

日にちを間違えていて遅れて申し訳ありません。ひまわり卓球で利用していますが、卓球

台の中心部がくぼんでいるので修繕をしてもらいたいです。 

 

清水（さくらピア） 

卓球台は、一度業者にみてもらう予定です。プールの浮き輪・ロッカー等、開場期間が夏

場２カ月と短いため、職員間でも認識違いや徹底不足があったかもしれません。再確認しま

す。 

 

会長 

たくさんのご意見ありがとうございました。全てをすぐ叶えるのは難しいですが、市と協

議しながら、順位をつけてやっていきたいと思います。また、職員への評価が高く、うれし

く思います。指定管理は、２期目の５年間が終わり、今年の４月から新たな指定管理が始ま

ります。皆さんと一緒にやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

大野 

ご意見ご要望ありがとうございました。できる、できないありますが、なるべく要望に沿

うように努力していきたいと思います。重要部分、優先順位をつけながらと思っています。

職員努力もアンケートに表れていますが、市としても豊障連さんに指定管理をお任せしてよ

かったと感じています。意見要望が会館を良くていきますので、ぜひ今後も忌憚のないご意

見をお願いします。 

 

清水（さくらピア） 

これで終わります。本日は、ご出席ありがとうございました。 


