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改めて、JR 岐阜駅の点検 

差別解消法の施行で障害のため利用しづらい駅の改善が進んでいるとの事です。 

札幌に次いで岐阜市でもやっとJR岐阜駅構内にエレベーターが設置されることが決ま

り、駅周辺を含めたバリアフリー基本構想が策定されつつあり、障害者団体等からの

意見書による聞き取りがありました。これまでも何度も点検して問題点は様々な機会

に提起していますが、改めて 11 月 24 日、意見書作成の為、点検に 4名で出かけまし

た。駅の構内に入れてくれるように申し入れをしたのですか、JR 側の「入場券を買わ

ないと入れない」の一点張りで入れませんでした。子育ての団体からの要望もあり、

岐阜市と JR との話し合いで、後日構内に入ることに決定しましたが、相変わらずの JR

です。待合施設、他の交通機関へのアクセスなどの情報提供案内板、ホームページの

見やすさ、表示の方法（知的障害者の利用しやすさも含めて）が気になりましたが、

今回は触れることができませんでした。ユニバーサル（誰もが利用しやすい）トイレ

として、多目的トイレがありますが、子供連れの家族の利用と重なり、(長く)待たされ

ることがあります。待っていると両親と子ども 2～3 人が出てくるのですが、親 1 人に

子供だけだと納得できるけど、子供を見てられる人がいるならここでなくても…と、

思ったりしてしまいます。常に障害者が 優先ではないですが、そこしか使えない、

時間が掛かる事等を考え障害者優先トイレでも有りかと思うのですが、如何ですか。 

以下は市に提出した意見書です。その他気づいた事があれば市に意見提出して下さい。 

岐阜市都市建設部駅周辺事業推進課建設・管理課 寺町、高木様 ℡ 058-214-4684 

名古屋鉄道 ( 株 ) と岐阜市都市計画素案の作成中 
名鉄名古屋本線鉄道高架事業が始まっています。計画の策定中で完成までには15年程かかるとの

事。開かずの踏切で高架化が待たれる所ではありますが、駅舎も当然高架化し、さてそこへのアクセ

スは? 大変気になります。バリアフリー法でエレベーターの設置基準としている一日の利用客3000

人に満たない駅もあるでしょう。地元住民への説明会も終わり、取り組んでいくならそろそろですね。 
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ＪＲ岐阜駅及び周辺のバリアフリー化計画に関する意見 

代表所属団体  特定非営利活動法人障害者自立センターつっかいぼう 

代表者名  理事長 吉田朱美 

 

[意見内容] 

JＲ岐阜駅構内のエレベーターについて 

・各ホームに上がるエレベーターは改札の中に設置。 

車いす利用者だけでなく利用したい人は誰もが利用できる事 

一般の人と同じ流れの中で利用できる事 

ストレッチャーの人が利用出来、電動車いすを利用する人が中で回転できる広

さがある事  開口巾 0.9ｍ  奥行 2ｍ 

操作盤等、インターホーンは坐った位置からでも手が届く事 

   手すりや出入り口が見えるような鏡を設置 

・障害のある人も利用できるトイレの改札の中、あるいは改札の近くに設置。 

 

【設備面以外での改善希望】 

 

(対応について) 

・駅の利用をする場合に、事前の申し込みや乗車時間より早く来るように言われるこ

とが有るが、その場で利用できるようにしてほしい。 

 

・障害者本人あるいは介助者が同行する場合に本人又は介助者からの同行の依頼が無

い時は、基本的には駅員の同行は必要ありません。 

 

・乗車する車両や場所の指定をしないでほしい。 
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・ＪＲ岐阜駅及び周辺のバリアフリーについて 

■JR 岐阜駅構内 

（券売機） 

・上肢に障害のない人でも車いすに座っ

ていると高いところのボタンには手が

届きにくい。 

・金額の表示されたパネルは座っている

角度からは見づらい。車いすでも利用し

やすい高さのカウンターを設置し、パネ

ルの角度も座った位置からも見やすい

ようにしてほしい。 

・車いすで正面から近づけるように足が

下に入るようになっていると良いと思う。 

 

（みどりの窓口・きっぷうりば） 

・カウンターは立っている人の高さに合

わせてあるようなので、車いすでは高す

ぎて大変利用しにくい。車いすでも利用

しやすい高さのカウンターの設置を希

望したい。  

 

 

（トイレ） 

・オストメイト、おむつ替えシート等の

ある多目的トイレの設置を要望したい。 

・おむつ替えシートが下ろしたままにな

っていると、車いすで侵入できない場合

があるので、車いすの侵入の妨げになら

ない位置に設置するか、広さを確保して

ほしい。 
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（ハートフルスクエア G 2 階の多目的トイレ） 

 

・ハートフルスクエアの 2 階の多目的トイ

レはシートが下りていると車いすが侵入

できません 

 

 

 

 

 

 

 

・ハートフルスクエァ G の 1 階のトイレにはオストメイト、おむつ替えシートがない 

 

 

(ホーム) 

・ホームドア・ホーム柵の設置を要望したい。 
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(駅構内からアクティブ G 間の移動)  

・駅とアクティブ G には高低差があり、直接行くには階段と車椅子対応としての階段

に沿って設置された昇降機があるが、係員を呼ばなくてはならず、利用しづらいし、

車いす以外の人（内部障害者、高齢者、妊産婦等）には利用しづらい。一般の人の流

れの中で、誰もが利用できるものを設置してほしい。 

 

 
 

 

(駅構内からアスティ間の移動)  

・直接行くには階段かエスカレーターしかなく、車いす利用者が移動するには 2 階ま

でスロープを利用しそのあとエレベーターを利用することになる。なので、一般の人

の流れの中で誰もが利用できるものを設置してほしい。 
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■JR 岐阜駅周辺 

(バスの乗降について) 

北口  北口広場のバス乗降所には柵が設けて

あり、バスの停車位置に合わせて柵が

切ってある。柵のない部分とバスの昇

降口を合わせるのに時間を取られるこ

とが多い。柵のない部分をバスの乗降

口の倍位の広さにするともっと楽にス

ムーズに停車できるのではないだろう

か。 

（タクシー乗り場は広くなっている。下記の写真参照） 

 
 

同じくバス乗降場でカーブになっている 7 番乗り場は更にバスの乗降口に合

わせて停車するのは難しいと思われる。カーブがあるのでバスの車体を乗降

口に近づけることができず、以前に車いす障害者が乗降口ではなく路上に下

ろされたことがあったが大変危険である。 
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（車両乗降場・障害者乗降場） 

北口  一般車乗降場の一部が障害者用乗降場になっているが、一般の人が利用して

いることが多く、障害者が利用しようとしても利用できないことが多い。 

一般乗降場と判別しづらく、障害者用と認識していない人もある。色分けを

するなど障害者用であることをわかりやすくすることが必要。 

障害者用乗降場に停車出来ても、後ろから詰められることが多いが、障害者

は乗り降りに時間がかかりまた車いすを下すなどのスペースも必要なので、

停車スペースが広いと良い。 

 

 

南口    駐車スペースが広く乗り降りしやすいが、障害者割引がきかない。 

 

（トイレ） 

・南口には障害者が利用できるトイレがない。 

 

■デッキ 

(エレベーター) 

・ ストレッチャーや電動車いすで利用できるエレベーターの設置を要望。 

・ドアの開閉ボタンは車いすでも届く高さにすること。（デッキになり、付近に人の

いないことが多く、困ったときに周囲に援助を求めることが難しくなった。） 

 

以上は主に車いすを利用する障害者が気づいたことです。 
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「混合介護」について考えた 

 

隣の市に住む友人から電話があった。友人は重度の障害を持ちヘルパーを利用して

一人で暮らしている。「ヘルパーを指名すると全額自己負担と事業所から言われたが本

当か」との問い合わせだった。無知なあたしは「そんなんことないやろう」と電話を

切ってから、それでも気になってパソコンで検索すると、介護保険では指名は自己負

担になるのだそうだ。（ちなみに、友人は障害福祉サービスを利用） 

全身性障害のため介護が非常に細かく慣れた人でないとなかなかうまくできないので、

そういった人にヘルパー事業所に登録してもらい派遣してもらう方法をその市では

「自薦登録」ではなくて「指名」と言うのかというコトは後にして、「混合介護」と言

う言葉がとても気になった。2 年ほど前のクローズアップ現代の「介護職の働き方改革 

～人材確保の 前線～」で聞いて、これは働き方の改革ではなくて、社会保障の放棄

というか理念の転換だという印象が残っていたから。 

 混合介護というのは介護保険内のサービスと介護保険では認められてないが介護保

険内ではカバーされないより高品質の介護サービスを「希望により」自費で受けると

いう混合型のサービス。 

利用者本人にだけでなく家族の分の食事を一緒に作る事、本人の居室だけでなく居間、

浴室、トイレ等共同のスペースの掃除、年末の大掃除等々である。 

これまでも保険外サービスを提供する事は認められていたが保険内サービスと同時

に行うことは認められていなかった。それを自費サービスの多様化、ヘルパーの賃金

のアップを目指して、内閣府の規制改革推進会議や公取委が意見書を提出したと言う

のである。都民ファーストの小池都知事は導入表明、特区で解禁らしい。 

更には突然、「我がこと・丸ごと」地域共生社会をつくるために「地域包括ケア強化法

案」なるものが提出された。これは 2 人に 1 人は高齢者と言われるチョー少子高齢化

社会を生き抜くための、自助と互助を基盤に効率性を重視した法律のようで介護保険

法の見直しは勿論その他 30 の法律の見直しを一括で提案している。混合介護しかりで

す。長～い前置きになったけれど、言いたいのは混合介護は問題ではないのか、福祉

の理念を根底からひっくり返してしまうのではないの!?と言うことなのである。 

・家族に対するサービスの提供など、これまでやってもらえなかったことがやっても

らえるようになる。これは助かる人も増えてくるかもしれない。 
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・ただし、本人個人に対しての支援がちゃんとある場合はいいけど、家族が介護や見

回りに追われ家事やその他の家族に対する世話の時間が取れない場合はどうなのかと

思う。 

・現在でもヘルパー業界は超人手不足!!! これまでの業務以外に保険外で収入の多い

仕事が増えれば、保険内の基本的なことに更に手が回らなく（回さなく)なるのでは。 

・ヘルパーの指名、理解度やスキルの高いヘルパー、感じの良いヘルパーは誰でも来

てほしいと思うけれど、お金がなければできない。優良なヘルパーは全額自己負担の

サービスに回り、そうでない人が保険内のサービスに回り、不公平を生じないか。本

来、家族同居前提の介護保険、今のように独居、老々、認知症、貧困化が進む中で.こ

れでよいのか。混合介護どころか、介護保険自体が立ち行かなくなるのではという気

がする。保険内のサービス自体を見直すことも必要なのではなかろうか。 

ただし、1 割の自己負担でも厳しくてサービスを使い控えている人が多い中、どれほ

どの人が利用するのだろうかとも思う。 

嚥下食が作れるとか、筋ジスの人の細かい介護ができる、言語障害の強い脳性マヒ

や ALS の方とのコミュニケーションが取れるとかはどうなのか、「高品質の介護」と

は何か、誰が決めるのか。また提供（利用）するかどうかは誰が決めるのか。 

介護報酬は上がらず、ヘルパーの給与があげられないので保険外のサービスを提供

させて所得を上げてもらう。介護サービスは生活支援なのかお手伝いさんなのか、そ

こに金が絡み競争の原理が入り込んできたらどうなるのかね。 

時間指定、例えば夕食の時間はだいたい誰もが同じでなかなか来てほしい時間に来

てもらえない、来てほしい時間に来てもらうには追加料金をかけることが起こるので

はという懸念の文章もみかけた。 

障害福祉サービスと無関係ではないのだろうと、今日は少ない情報と脳みそで考え

付いたことを思いつくままに書きました。また今はヘルパーの部分ですが、福祉の様々

な場面で起こってくのだと思う。皆様のご意見、お知らせください。 
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ビー・カンパニーのハンドメイドジャム 
始めは取り扱わせて頂いている水俣の甘夏やレモンや青木さんのりんご、 

いつも販売する野菜からはニンジン、トマト、かぼちゃ・・・。 

作ってもらったショウガ、 

もう何年も焼き続けている焼き芋「なると金時里むすめ」 

庭で育てたラズベリーとブラックベリー・・・と、ひとつひとつ増やしていきました。 

いただいた柿、花梨、梅なども飛び入りします。 

どれも大切な人に食べてもらおうと大切に育てられた宝石のような果物や野菜たち 

そこにおいしい組み合わせ、意外な組み合わせを 

考え、楽しみ、新たなジャムを作り出す。 

いつの間にかこんなに種類が増えました。来年新たに作りたいジャムもあり作業所の

近くに畑を借りる予定です。植えて、水をやり、草を引き、虫を取り、収穫し、ジャ

ムを作る。おいしいジャムができてみんなの仕事と給与が増えるといいなと願います 

今年は企画とチラシをしっかり作り、お歳暮用のセットを売り出す予定でしたが、

時間切れと準備不足で出来ませんでした。 

ちょっとしたご挨拶や、お礼、遠くから慰めたい時にジャムはいいですよ。あなたの

代わりにほっこり暖め寄り添っています。 

パンはもちろん。紅茶、ヨーグルト、クラッカーももちろん。 

ぼんやりと、そのままなめるが、いちばん。 

スイーツや肉料理のソースやドレッシグ、クッキーなどの焼き菓子を作るときに混ぜ

込んだり、乗っけたり、炭酸でわる等々色々楽しめます。 

毎日の朝食にもぜひお試しください。 

 

 

 

 

 

 

 

箱代と送料代プラスで商品の発送承ります。 
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ホームメイドジャム　商品一覧

　ビー・カンパニーの手作りジャムの原料は、信頼できる生産者の方が、農薬や化学肥料を使わず、土づ
くりにこだわって栽培した果実や野菜です。ビー・カンパニーの仲間が、収穫、調理、ラベル貼りなどの作
業にかかわっています。素材の味と香りがひきたつ甘さひかえめの仕上げです。生産する人と食べる人
を思い心を込めて作っています。

レモンマーマレード　　　140ｇ　　480円

国産低農薬栽培レモンをまるごと使ったマーマレードです。市販品にはない鮮烈な香りが自慢です。

甘夏マーマレード　　　140ｇ　　480円

水俣の無農薬栽培甘夏みかんのマーマレードです。ほろ苦い甘さがヨーグルトや紅茶に美味しく頂けます。

シトラスジンジャー　　　140ｇ　　480円

レモンと甘夏のマーマレードに農薬不使用栽培のしょうがをブレンド。夏はソーダ割り、冬はゆず茶の様にご利用頂けます。

うめ　　　140ｇ　　480円

岐阜県産農薬不使用栽培の梅をジャムにしました。ソーダで割っても美味しくいただけます。

完熟梅　　　85ｇ　　380円

木の枝でゆっくりと香り良く黄色く熟した梅だけを使ったフルーティなジャムです。岐阜県産農薬不使用栽培、限定品です。

ブラックベリー　　　85ｇ　　430円

木いちごの仲間で、バラの様な香りが特徴です。ヨーグルトとの相性がNO1です。ソーダ割りもオススメ!!

イタリアントマト　　　85ｇ　　430円

加熱するとより甘く美味しくなるサンマルツァーノ種を贅沢に使い、旨味を凝縮させました。ハードタイプのパンや、クリーム

チーズに合います。

いちじく　　　140ｇ　　480円

岐阜県産のいちじくを使用し果肉感たっぷりのジャムにしました。数量限定販売です。

バターナッツかぼちゃ　　　140ｇ　　480円

洋菓子に使用されるバターナッツかぼちゃに有機シナモンを加えました。プリンやケーキなどのお菓子作りにも是非ご利用く

ださい。

かりん　　　140ｇ　　650円

岐阜県産カリンを使用。果実に含まれる成分は咳や痰などの喉の炎症に効くとされています。爽やかな酸味ですっきりした

味です。

みかん　　　85ｇ　　380円

果肉だけで作ったみかんジャムなので、口当たりがよく優しい味です。ヨーグルトに入れてもお湯で割っても美味しくいただけ

ます。

パーシモンミックス　　　85ｇ　　380円

完熟した柿にりんごとうめをプラスしました。柿の味わいを生かしながら香り豊かに仕上げました。

りんご　　　140ｇ　　480円

土作りにこだわる飛騨久々野の青木果樹園の低農薬りんごを使用しています。美味しくて安全です。

りんごキャラメリゼ　　　140ｇ　　480円

甘くてほろ苦いカラメル風味のりんごジャム。アイスクリームにも良く合います。

アップル＆レーズン　　　85ｇ　　380円

ドライオーガニックレーズンはオイルコーティングしてないので自然な味わいが美味しい。いつものトーストがアップルパイの

様な味わいになります。

キャロット＆アップル   140ｇ  480円

にんじんのまろやかな甘み。りんごとレモン果汁をプラスして、フルーティに仕上げました。ヨーグルトに合います。

焼き芋とりんご   140ｇ  480円

人気の鳴門金時の石焼き芋をジャムにしました。焼き芋の香ばしさとリンゴの甘酸っぱさがマッチ。

アップルジンジャー　　　140ｇ   480円

リンゴジャムに数種類のスパイスを加えたジンジャーシロップと擦りおろし生姜を合わせて作りました。紅茶に入れても美味

しくいただけます。

季節の商品である事とわずかしか製造してないものもあるので、現在品切れの物もあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

主な活動報告 

◆みんなでやろまいバーベキュー ◇8 月 27 日(土)ふる里農園 美の関 関市 

今年は会場の関係で食べる人、焼く人に分かれてしまい、交流がし辛かったけど、食

後の散策と産直売り場とイチゴいっぱいのかき氷を楽しみました。 

◆第 6 回 ビー・カンバニー地域交流ふれあいまつり 

◇10 月 14 日(土) ビー・カンパニー 岐阜市 

◆法人合同食事会と永年勤続表彰 ◇11 月 20 日(月)  コティ 岐阜市川部 

年に 2 回の法人の食事会。そして今年から永年勤続表彰を行いました。 

今年は障害者 5 名が表彰されました。 

 

■編 集 後 記■ 

差別解消法が施行され自治体を始めとして、意識調査や啓発活動、差別解消の好事

例を集めるなどが各地で行われている。岐阜市の(H28 年度)市民意識調査では「差別

やいじめ、虐待などの人権侵害があると感じるか」に対して「感じない」が 38％「ど

ちらかと言えば感じない」が 20.2%であった。だけど新出生前診断で障害を持つ子が

産まれるとわかったら 94％の人が産まない選択をした事の方がリアルだな。 

兵庫県では 1966 年から 1974 年にかけてある施策が行われた。それは県衛生部が「不

幸 な子どもの生まれない対策室」を設置し、出生前診断を奨励、羊水検査でダウン症

候群 など染色体異常の可能性のある胎児を見つけることを推進した。次第に障害者団

体・人権団体の強い異議申し立てが起こるようになり、事業は中止された。 

その兵庫県の県立こども病院が昨年発行した「病院移転記念誌」に、かつて実施され

た精神障害者や知的障害者への強制不妊手術を称賛するかのような記述があったこと

がわかり障害者団体などから抗議を受けている。 

そして 12 月 3 日、「旧優生保護法のもと、知的障害を理由に同意なく不妊手術を強

制され、憲法の保障する幸福追求権を侵害されたとして、宮城県の６０代女性が来年

１月にも、国に謝罪と賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こす。原告側によると、同法

による不妊手術の違憲性を問う訴訟は全国で初めて」の記事を発見。私にも思い出す

事、いくつか。裁判がんばろう!!!  相模原から 1 年が経つ。 

今年も残り少なくなりました。ご支援ありがとうございました。来年もよろしくお願

い致します。良いお年を。 

 


