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■第 10 回ＦＵＤ総会報告
5 月 25 日㈯、記念すべきＦＵＤの第 10 回総会を会員、
関連の皆様約 30 名の参加で開催できました事、御礼申し
上げます。

震災前までは、県の方から何回か訪問を受け、UD 全国
大会開催の相談を受けていましたが、今では逆に、県では
人手も無いし予算も取れないから、UD 全国大会の福島県
開催は無理ですの一点張りで話にもならない状況です。と
ころが、今年の 4 月 8 日の復興庁での根本大臣との面談
では、大臣自ら今の時期だからこそ、UD 全国大会は福島
県でやるべきだと仰っておりました。
しかし、
「UD 全国大会 in 福島大会」準備委員会（県内
8 方部の UD 関係 NPO）が、まとまった集まりができず
理事会が進まず、まだ大会要項や事業内容・分科会決定が
遅れております。私も準備委員会の共同代表として責任が
有る上に、何とか FUD として、分科会に「復興の町」の
プレゼンテーションをし、今まで 10 年の UD 運動の総決

総会では 24 年度の報告と 25 年度の計画が承認され、

算をするつもりでこれに取り組みたいと準備を進めており

特に来年秋はＵＤ全国大会開催を活動の基本テーマに、福

ます。

島のユニバーサルデザインを踏まえた復興に尽力したいと

理事会でもこの件に関して何度も話し合われています

の理事長の言葉がありました。

が、ただ我々の机上プランや理想プランを出すわけにいか

記念講演では「福島の復興と

ず、相当に現状を把握しながら、検証やヒアリングとディ

ユニバーサルデザイン」と題し

スカッションを重ねて、現実的な選択可能な提案のプレゼ

て新年会での続編として一級建

ンテーションをする事が、被災者の考えや選択の余地を広

築士芳賀沼整氏に講演いただき

げる可能性や勇気・夢を贈る事に繋がる、我々にしかでき

ました。

ない UD 運動と考えております。これは言うほどに簡単
ではなく、当然ながら FUD 単独では不可能ですので、日
本大学建築学科浦部准教授とそのゼミ学生や一級建築士グ
ループの芳賀沼整・島影健一氏（FUD 理事）等の力を借
りて、プレゼンテーションでの全国発信を計画中です。
鈴木典夫福島大学准教授・FUD 副理事長も、県の UD
研 究 会・UD 推 進 協 議 会 か ら 10 年 の 集 大 成 と し て 頑
張りたいと仰っています。是非 NPO・民間市民運動・
FUD10 年の総決算としてこの一大イベントに、会の総力
挙げて取り組みたいと思いますので、会員・関係者のご支
援ご協力の程を宜しくお願い申し上げます。
ふくしまユニバーサルデザイン
理事長

佐々木善寿
懇親会には根本匠
復興大臣も駆けつけ
ていただき、力強い
応援の言葉をいただ
きました。
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■平成 25 年ＦＵＤ新年会報告

■ＵＤこども出前講座
２月 19 日㈫郡山市立東芳小学校にて５年生 11 名を対
象にユニバーサルデザインの出前講座を開催しました。２
部構成で前半に、車椅子の取扱い・乗車体験、高齢者・妊
婦さん疑似体験をして、後半で自動販売機ＵＤツールを３
班に分かれて、デザインしてもらいました。最後に担任の
川村隆弘先生にまとめのモデルを作っていただき終了しま
した。

２月 19 日㈫郡山ビューホテルアネックスにおいて、会
員・関係者 24 名が参加し平成 25 年新年会が開催されま
した。
基調講演として南会津のはりゅう
ウッドスタジオ：芳賀沼整氏に被災者
の住宅事情についての調査報告がなさ
れました。終了後懇親会が開催され参
加者の今年の抱負を誓いました。

終了後、お礼と感想のメッセージを皆さんからいただき、
感激しました。
市民協働推進課さんから、擬似体験のツールをお借りし
ました、御礼申し上げます。

■第10回ＦＵＤ総会に参加して

会員

千代貞雄

■郡山市こども祭りでワークショップ（市との協働）

吉成夏子

５月 25 日ＦＵＤの定時総会が開催され、理事長の議長

５月５日㈷郡山市開成山公園で開催された「こども祭り」

の下、スムーズに議事は進行され、26 年のＵＤ全国大会

でユニバーサルデザインのワークショップを開催しました。

に向けて意思統一がなされ、無事に総会を閉じました。

ワークショップの意義

体験を伴った学びは忘れない。

主旨と成果

続いてははりゅうウッドスタジオの芳賀沼整さんの「福
島県における高齢社会の実情とユニバーサルデザイン活用

こおりやまユニバーサルデザイン推進協議会で提案した

を考える」講演がありました。

「心のＵＤ」の啓発につながるワークショップをこども祭

県内各地の事例を基に、判り易くお話し下さいましたが、

りで実践してみました。

特に天栄村湯元地区の古民家を「お茶飲み場」として活用

②③のワークショップでは、「心のＵＤ」の啓発に繋が

している例、更に一歩進めて農村芸能、文化の拠点にとの

る成果が得られれる事を確認できました。

考えには心の目を開かれました。

WS ① . みんなが使いやすい
自販機をつくろう。

一方南相馬市小高地区の事例では仮設住宅に入居するの
に、納得ではなく、投げやりな気持ちで入らなければなら

様々な特性ごとに最適な自販

ない気持ちが痛いほど分かり、中期的な復興住宅の一日も

機を考え、最後にみんなが使い

早い建設がなされなければならないと感じました。

やすい自販機に仕上てゆく。

また、県内高齢者施設の実情については他人事ではなく

様々な人が利用していること

自分の身に置き換えてお聞きしました。高齢になればなる

を知り、みんなが使いやすいこ

ほど、行動範囲が狭くなるので郊外に住むのは難しい。町

との必要性・重要性に気付く。

中の空家で使用可能な家を活用し、地域住民との交流がで

WS ② . 車椅子によるスロープと段差体験 心のＵＤ
「互助」

きれば新築の大型施設を目指すより実現可能な気がしてき

自助を叶えられるイ

ました。こんな事が夢物語ではなく、今しなければならな

ンフラと自助が叶わな

いことだと痛切に感じた講演でした。

い場合の互助の双方が

最後にＦＵＤは準会員も正会員と同じようにしていただ

欠かせないことに気付

けることに感謝しています。

く。
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WS ③ . 点字ブロック体験

■ MUD オープンセミナー開催のお知らせ

心のＵＤ「モラル」

現物の点字ブロックで、

より多くの人に、情報を心地よく伝える「メディア・ユ

その種類と意味を理解する。

ニバーサルデザイン（ＭＵＤ）」についてのセミナーが福島

アイマスクを付け杖で歩

市において下記の日程で開催されます。

き、点字ブロックが視覚障

ＭＵＤは全日本印刷工業組合連合会の活動としてスター

害者にとって、とても重要

トしましたが、印刷だけでなくサインや映像など全てのメ

であることに気付く。

ディアを対象としています。

点字ブロック上に障害物

広報、宣伝、IR、総務、人事、製品開発、行政 ... 等、情

を置き（自転車等）歩いて

報を発信するあらゆる分野の方必見のセミナーです。参加

みて、その行為がいかに危

費は無料ですので、ぜひ足をお運び下さい。

険かに気付く。

日時

7 月 23 日㈫

会場

エスパル福島店  5F ネクストホール

講師

阿部浩之さん

小野塚彰宏

18：00 〜 19：30

（メディア・ユニバーサル・デザイン協会理事）
定員

50 名

主催・お問い合わせ

福島県印刷工業組合

TEL 024-544-1945
FAX 024-544-1946（申し込み）
また、9月21日㈯に福島学院大学 福島駅前キャンパスで
「ＭＵＤ教育検定試験」が開催予定です。オープンセミナー
を受講し、検定試験受験を検討してみてはいかがでしょう。

会員活動紹介

福島市

金子 英子さん

私がふくしまユニバーサルデザイ
ンの会員になりまして６年になりま
す。
私は、福島市で理容業を経営する
かたわら、地域の学習センターで
ラジオ体操の活動を行っております。

災で避難されている浪江の人達です。生涯学習として地域

仕事がらお客様から「ありがとう！」

の方へ伝えていくには、教室が必要と思い、信陵ラジオ体

の笑顔が嬉しくて、天職と思うなか、

操クラブを結成しました。体操のかたちを伝えながら、心

学生時代の恩師よりラジオ体操公認

を伝えて行くことだと思いました。 毎日、継続している

資格の指導士を勧められて、資格を取得しました。当時月

と自然と自分自身の心と体と対話が出来てきます。すると、

１回行なわれる FUD の理事会に参加させて頂きまして沢

幼かった時の思いにシフトして、人生の基本の小学生の時

山の事を学ばせて頂きました。自分のおかれている環境で

に関わって下さった大人の方々に感謝の気持ちが湧いてき

社会的に役にたてることは、何だろうと考えていました。

ました。歴史の中に位置していること、自分の役割りを感

そんな中、近くの町内会の婦人会の方々のラジオ体操に

じました。人はだれでも、生まれてきた役割りがあり、今

参加させて頂くなかで、半数がひとり暮らしの方々でした。

をいきていると思います。自分の目の前にある事を素直に

毎朝６時半より行っているラジオ体操が参加する人達の健

実行してみようと思いました。又、２年前より福島市教育

康作り、コミュニケーション作りになっていることが素晴

委員会の生涯学習課から地域の女性教育指導員の委嘱を承

らしいと思いました。

けまして、生涯学習を通じての心と体を健康にするラジオ

そして、自分の地域での立ち上げを決心しました。現代

体操の活動の場が増えてまいりました。ユニバーサルの気

の日本に不足している、運動不足、コミュニケーション、

持ちで思いやりのある社会を目指して、想い、心、言葉を

次世代の交流の不足がラジオ体操を行なうことにより、す

デザインすることを心がけています。これからも FUD の

べてが解消されることを直感しました。現在、毎朝多い時

会員として、お役に立てるように日々精進してまいりたい

で 50 名近い方々で行っています。その半数が東日本大震

と思います。
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被災地に学ぶ
ユニバーサルデザインの新たな展開

東日本大震災から２年余が経過したが、三陸沿岸の被災
地の復旧・復興の現況を把握するために、日本建築学会東
北支部長として学会関係者を同行して宮城・岩手県内を駆

日本大学工学部建築学科教授
若井 正一
（FUD 副理事長）

け足で視察してきた。多くが犠牲者となった悲劇の大川小
学校、最後まで避難を呼びかけた防災センター、町長と多

米国ノース・カロライナ州立大学の故ロン・メイス氏が

くの職員が殉職した大槌町舎などの被災建物は、いまだに

提唱したユニバーサルデザイン（以下、UD）の考え方は、

そのままの状態で、復興にはまだ相当の時間が必要である

「すべての人々に公平なデザインを提供すること」である

ことを実感した。その中で、陸前高田に建てられた「みん

が、これは、多様な障がいを持つ人々のための配慮を優先

なの家」は、建築家の伊東豊雄らによって進められた住民

するバリアフリーの考え方を大きく変容させた。この UD

参加型のプロジェクトの成果であるが、国際的な賞を受賞

の７原則を基本理念とした展開は、欧米諸国よりも日本に

したことで一躍注目されている。同様の「みんなの家」の

おいて顕著であった。特に、浜松市などの地方自治体や建

プロジェクトには、釜石の仮設住宅内に、タジン鍋を模し

築・デザイン系の研究者らによる UD を活用したまちづ

たテント張りの建物が建築家・山本理顕らによって建てら

くりやモノづくりの取組みなどにより、広く一般市民にも

れている。今回の被災地視察で少し心が救われたことは、

知られるようになってきた。しかし、UD が提唱されてか

三陸沿岸の仮設市場や飲食店で出合った人たちの多くが明

ら 20 数年を経た現在、英国などでは、UD の理念に類似

るく元気に働いていたことである。
「復興の力」は、人ありき也！

した「ユーザー参加型のデザイン」のインクルーシブデザ

女川町のコンテナ積層の３階建
仮設住宅（設計：坂 茂）

イン（以下、ID）という新たなデザイン的アプローチが
注目されている。これは、UD が提唱した原則に拘ること
なく、デザインプロセスにおける初期段階からユーザーが
参加する「協働」によるデザインの取組みである。この
ID のデザイン的アプローチは、
「すべての人々に、公平な
デザインを提供する」という UD の考え方と共通する理
念である。この ID をリードするのは、筆者が留学してい
た英国王立芸術大学（RCA）にある研究センターである。
その新たなデザインの潮流の中で、東日本大震災における
釜石市の「みんなの家」プロ
ジェクト（設計：山本 理顕）

被災各地に建てられた「みんなの家」は、住民参加による
デザイン・プロジェクトであり、日本における ID の事例
として注目したい。

これからの FUD 行事（参加）予定
月
毎月
偶数月
2019 年 6 月
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行事
UD 推進市民会議
会報発行

7月

ＵＤ出前講座

9月

第 3 回 UD 探検隊・会報発行

10 月

郡山市民活動交流フェア

11 月

こおりやま UD ものづくりフェア

2014 年 1 月

陸前高田の「みんなの家」プロジェクト（設計：伊東 豊雄）

通常理事会

新年会・会報発行

2月

ＵＤ出前講座

3月

福島県、郡山市 UD 推進協議会・会報発行

5月

郡山市こども祭り

