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第 11 回「２０２０年東京オリンピック・パラリンピックＣＨＩＢＡ推進会議」結果概要 

 

１．日時：令和元年９月１１日（水）１０時００分～１１時４５分 

２．場所：京成ホテルミラマーレ ６階・ローズルーム 

３．出席者：別紙のとおり 

４．議事概要 

（１）開会 

○司会 それでは、ただいまより第 11 回「２０２０年東京オリンピック・パラリン

ピックＣＨＩＢＡ推進会議」を開会いたします。私は、本日の司会を務めさせてい

ただきます千葉県のオリンピック・パラリンピック推進局開催準備課の小高と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（２）あいさつ 

○司会 それでは、次第により会議を進めさせていただきます。 

 初めに、本推進会議の会長であります森田知事から御挨拶を申し上げます。 

○森田会長 皆さん、おはようございます。着席にて失礼します。 

 初めに、台風 15 号による被害が現在も続く中、県といたしましても、県民の命を

守り、安心・安全のために、全庁を挙げて一丸となって対策をしているところでご

ざいます。 

 私事になりますが、うちは芝山なんですよ。樹齢 80 年の木が倒れまして、あと４

～５本の木が倒れて、まさに今回の台風の大きさ、私も見たことがないくらいひど

い。それと同時に、水、それから電気ですね。コンビニに行ってもほとんどないと

か。また、今回熱中症でお亡くなりになった方もいらして、本当に残念でなりませ

ん。その中、皆様こうやってお出ましを賜りまして、本当に心から感謝申し上げま

す。ありがとうございます。 

 東京 2020オリンピック・パラリンピックの開催まで、いよいよ１年を切りました。

本県では、特にパラリンピックにおいて東京都以外で最多となる４競技が開催され

ますが、幕張メッセという１つの会場で行われ、観客は約 40 万人と見込まれている

ところでございます。満員の会場で世界各国からの選手、関係者をお迎えすること

が、我々にできる最高のおもてなしであり、大会の成功に直結する大きなテーマだ
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と認識しているところでございます。 

 パラリンピックの成功は、共生社会の実現という大会後のレガシーにもつながる

ものであり、その実現のためには、本日御出席いただいている各界を代表される皆

様を初め、県内のさまざまな主体が「オール千葉」で一丸となることは欠かすこと

ができません。 

 そこで、本日は県内における先進事例として、県経済界による一連の機運醸成に

係る取組と、成田国際空港におけるユニバーサルデザインの推進に係る取組を御紹

介いただくほか、組織委員会の中南パラリンピック統括室長からパラリンピックの

開催地となる意義等についてお話を賜るところでございます。 

 委員の皆様におかれましては、忌憚のない御意見を賜るとともに、残り１年間で

すべきこと、できることを考える契機としていただければ幸いでございます。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

 

（３）委員紹介 

○司会 続きまして、今回新たに委員に御就任いただきました方々を御紹介させて

いただきます。 

 NHK 千葉放送局局長の梶原祐理子委員でございます。 

 日本旅行業協会関東支部千葉県地区委員会委員長の児玉靖生委員でございます。 

 千葉県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長の篠原正人委員でございます。 

 成田国際空港株式会社代表取締役社長の田村明比古委員でございますが、本日は

代理といたしまして濱田様に御出席いただいております。 

 順天堂大学スポーツ健康科学部学部長の吉村雅文委員でございます。 

 以上でございます。 

 

（４）議事 

○司会 これより先の議事進行につきましては、佐久間議長にお願いいたします。

佐久間議長、よろしくお願いいたします。 

○佐久間議長 それでは、これより議事を進めさせていただきます。議題（１）取

組事例報告についてでございます。 

 本日は、特に本県におけるパラリンピックの開催に焦点を当て、満員の会場で選
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手、関係者をお迎えするための一層の機運醸成に向けた取組や、大会後のレガシー

としての共生社会の実現にもつながる取組事例を報告いただきます。 

 まずは、「みんなで応援！千葉県経済団体協議会」の取組について、みんなで応

援！千葉県経済団体協議会事務局 千葉県商工会議所連合会より御説明をお願いい

たします。 

〇みんなで応援！千葉県経済団体協議会 宮島代表幹事 おはようございます。千葉

県商工会議所連合会専務理事の宮島でございます。「みんなで応援！千葉県経済団

体協議会」の取組ということで、前回３月の本会議で御説明いたしましたが、その

後の取組について説明させていただきます。 

 前回３月の会議の際に御紹介いたしました３月 18 日スタートの「千葉県をスポー

ツ応援チーバくんと県内開催競技チーバくんでいっぱいにする運動」のその後です

が、金融機関や会員企業の御協力によりまして、ステッカーは２万 2,000 枚、机の

上にございますミニのぼりは 3,000 本を数えまして、県内各所で「オール千葉」で

の取組を展開しております。ご覧になられた委員の皆様も多くおられることと思い

ます。これらに続きまして、私どもの最近の取組について御説明、御報告させてい

ただきます。 

 １点目は、バナーフラッグの掲出でございます。今、職員が前に持って行ってお

りますが、千葉県、千葉市、並びに千葉商工会議所では、東京オリンピック・パラ

リンピック大会に向け、東京 2020 エンブレムと、スポーツを応援するチーバくんの

デザインの入ったバナーフラッグを 334 枚作製しました。通常、公式エンブレムの

利用はスポンサー企業様や開催都市に限定されておりますが、今回、千葉県及び千

葉市と連携することで千葉商工会議所もこの利用が可能となったものでございます。

これは県内初の取組となっております。オリンピック開会式の１年前である７月 24

日から千葉駅周辺の５つの商店街に掲出を始め、まちの彩りを通しまして、さらな

る機運の醸成を図っております。そして、このバナーは 2020 大会が終了するまで掲

出して、千葉へ観戦、応援にお越しになる皆様へのおもてなしにも役立ててまいり

ます。 

 お手数ですが、資料１をご覧いただきたいと思います。お手元に配付してござい

ます。これは我々の会報誌である「夢シティちば」の８月号から写したものです。

一番上に、チーバくんの図柄と、2020 大会のオリンピックとパラリンピックのバナ
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ーが載っています。下は千葉銀座通りの商店街の掲出の写真ですが、こういう形で

掲出しております。この５つの通りを皆さんお通りになりましたら、ぜひご覧いた

だきたいと思っております。 

 続きまして、機運醸成についてでございます。７月 27、28 日の両日、イオンモー

ル幕張新都心で開催されました１年前イベント「千葉にオリンピック・パラリンピ

ックがやってくる！」では、「オリンピック・パラリンピックを支える県内企業の

技術紹介」と題しまして、競技用車いすと卓球台を展示するとともに、車いすバス

ケットボールのシュート体験と、卓球体験のブースを設けまして、960 名の方々に体

験していただきました。また、８月 18 日の「千葉の親子三代夏祭り」におきまして

も、東京五輪音頭‐2020‐のコーナーで、踊り手とギャラリーの皆様に公式エンブ

レム入りのうちわ約 1,000 本をお配りしまして、会場に一体感をつくり出すととも

に、機運の盛り上げを図ったところでございます。 

 次に、おもてなしの活動についてでございます。みんなで応援！千葉県経済団体

協議会では、「おもてなし」「機運の醸成」「情報の発信」、この３つを柱に活動

しております。このうち「おもてなし」の取組ですが、共生社会の実現に向けて、

東京商工会議所や JR 東日本様などの交通事業者が推進している「声かけ・サポート」

運動というものがございます。これを取り入れて、高齢者や障害のある人、外国人

などが困っていたり助けを必要としている場面で積極的に声かけを行い、相手が求

める範囲で手助けを行うものでございます。 

 ８月８日には、協議会の構成団体や地元金融機関の推進リーダー、約 40 名の方に

参加いただきまして、「声かけ・サポート」講習会を開催いたしました。これは資

料１の２枚目にございます。具体的には、障害のある人に対する配慮や体験セミナ

ー、外国人への対応についての講習会を行ったものでございます。特にこの講習会

では、介助体験の中で「私にできることはありますか」という声かけが大変大事で

あること、次の動作をしっかりと相手に伝えることが大事であることなどを学びま

した。今回参加したリーダーを通じまして、会員企業への展開を図ってまいりたい

と考えております。 

 続きまして、パラリンピックへの取組ですが、来年のパラリンピック競技大会で

は、千葉県では東京都の開催競技数に次ぐ４競技が、御案内のとおり幕張メッセで

開催されます。満員の会場における熱い声援、応援が選手たちへの最大のおもてな
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しということでございますので、共生社会を見据え、パラアスリートたちの躍動感

あふれる対戦を、見て、知って、感じることに意味があると考えております。 

 また、県内の小中高校ではアスリートの学校訪問等を通じて大勢の児童・生徒が

競技種目を体験し、理解を深めているということでございます。我々、当協議会と

いたしましても、みんなで応援に行って、子供たちと感動を共有するとともに、競

技会場を満員にしたいと考えております。８月 22 日より９月９日まで行われました

パラチケットの一次抽選販売の申込に先立ち、８月 16日に構成６団体に向けまして、

「パラチケットを買って、幕張メッセに観戦、応援に行こう」という呼びかけをま

ず行っております。今後のチケット販売にも合わせて、引き続き千葉県、千葉市、

関係機関と連携してこの取組を進めてまいりたいと考えております。 

 最後に、９月 28 日（土）、29 日（日）のこの２日間、幕張メッセイベントホール

におきまして、ジャパンパラゴールボール競技大会が開催されます。中国、ブラジ

ル、日本、アメリカ４カ国の女子代表チームによる国際大会でございますが、東京

2020 大会のテストイベントとなっております。この大会に合わせまして、千葉市と

共催で「Go! Together!」というパラスポーツ大会応援イベントを、幕張メッセほか

３会場で開催いたします。委員の皆様にもぜひ会場に足をお運びいただきたく、御

案内いたします。詳しくはお手元のチラシをお配りさせていただいておりますので、

ご覧いただきたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○佐久間議長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明に関連し、株式会社幕張メッセの藤野委員より、「1964 年東京パ

ラリンピック大会記録映画」の上映について、補足説明をいただけるとのことでご

ざいますので、藤野委員、お願いいたします。 

○藤野委員 議長、ありがとうございます。「1964 年東京パラリンピック大会記録

映画」の上映の件につきまして資料を入れていただいておりますけれども、今月の

28、29 日の両日、幕張メッセで開催されますゴールボール競技大会に合わせまして、

千葉市、千葉県経済団体協議会、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会と

連携いたしまして、1964 年東京パラリンピック大会の記録映画の上映会を幕張メッ

セ国際会議場で実施いたすこととなっております。 

 オリンピックとパラリンピックが同じ開催地で同時開催されるようになりました
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のは、1988 年のソウル大会以降と聞いておりますが、それを遡る 24 年前の 1964 年

東京オリンピックのときも、東京パラリンピック大会が開催されております。その

時の記録映画は、日本障がい者スポーツ協会に保管されていた 16 ミリフィルムで、

それを NHK 様がテレビ映像用に修復されたものでございます。1964 年当時のパラリ

ンピック選手の様子などが記録されております。NHK 厚生文化事業団からお借りいた

しました。上映会の実施によりまして、ゴールボールを初め、パラリンピック大会

の動員に大きく寄与できればと考えております。ありがとうございました。 

○佐久間議長 ありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見がございましたら挙手をお願いいたします。 

 特にないようでございますので、次に進めさせていただきます。 

 次に、成田国際空港株式会社の取組について、成田国際空港株式会社の濱田様よ

り御説明をお願いいたします。 

○成田国際空港株式会社 濱田専務取締役 おはようございます。御紹介にあずか

りました成田国際空港株式会社の濱田でございます。 

 まず、冒頭に台風 15 号で被災された方々に対しまして、お見舞いを申し上げたい

と思います。また、成田空港の運営につきましても、当日大変混乱を来しまして、

お客様、また関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。最大で１万 7,000 人

の方の滞留がありましたけれども、幸いなことに鉄道会社、バス会社、道路会社の

皆様の御尽力によりまして、昨日にはほぼ正常の運用に戻りました。こうした影響

を最小限にとどめるために何ができるか、これからまたしっかり対策を講じていき

たいと思っております。 

 さて、今日はユニバーサルデザインの推進ということで、当空港において 2020 オ

リパラに向けまして取り組んできたユニバーサルデザインについて御紹介したいと

思います。ページをめくっていただいて、最初に推進の背景、どういう理念、どう

いう体制で取り組んだのか、そして、具体的な取組について紹介させていただきた

いと思います。 

 ２ページをご覧いただきますと、推進の背景ということで、政府によって「ユニ

バーサルデザイン 2020 行動計画」が策定されました。記載はないのですが、内閣官

房が事務局となりユニバーサルデザイン2020関係府省庁連絡会議というものが開催

され、我々も交通事業者の１つとして、JR さんなどと御一緒に参加させていただき
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ました。そこには障害当事者の方もたくさん出席されていて、いろいろな意見交換

をし、こうすべきだという議論が行われました。 

 そうした議論を踏まえて、成田空港と羽田空港は日本の表玄関として、世界トッ

プレベルのユニバーサルデザイン水準を目指すべきだという方向性が示されたわけ

でございます。その中で基本の方針というものが議論されて、Tokyo2020 アクセシビ

リティ・ガイドラインというものにまとめ上げられたわけです。 

 そのときに障害者の方が会議に参加されていましたけれども、最後に、これは法

令化をすべきではないかという声が出ていました。生でいろいろとお話を聞かせて

いただくと、こういう会議はこれまでも何回もあって同じような説明を何度も何度

もした。でもそれがなかなか実現しないということで、若干徒労感があったという

ことでした。欧米ではそれらがほぼ義務化されて、当然のように世の中で行われて

いるということで、まだ日本はこういう分野では遅れているというようなことをお

っしゃっていました。 

 たしかに、このガイドラインには法的拘束力はないわけですけれども、我々も日

本の表玄関として世界最高水準のユニバーサルデザインを目指せということを言わ

れましたので、これをきっちりやっていかなければいけないということで、これを

社内に持ち帰って、成田空港でどうするのかということを考えました。 

 ３ページをご覧ください。ここで、やはり小手先のことをやってもだめだろうと

考えました。というのも、２番目に「しかしながら」と書いてありますけれども、

成田空港は新しくこれからつくる空港ではない。部分的には昭和 40 年代くらいの施

設が残っているものですから、もちろん、バリアフリー法等の法律には基づいてい

るのですけれども、最先端かというとそうではない。では、既存施設を抜本的に直

せるかというとそうでもない。そういう中で、世界最高水準のユニバーサルデザイ

ンをどうやって実現するんだということで、基本から考えて、当事者に参加してい

ただきながら答えを見出していこうと考えたわけです。関係府省庁連絡会議に出て

いらっしゃる障害者の皆さんに成田空港に来ていただいて、成田空港のユニバーサ

ルデザインをどのようにしていけばいいのかということを、対話をしながら道を探

していこうと考えたわけでございます。 

 最初のところに障害の「社会モデル」というのがありますけれども、基本的な考

え方として、障害というのはもちろん個人の心身機能の障害ということもあります
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けれども、一方で、社会的な障壁というものもあります。この相互作用で障害とい

うのはでき上がっているという考え方です。したがって、後者の社会的障壁を取り

除くのは社会側の責務であるという考え方です。 

 障害者の方は何を求めているかというと、我々はすぐ介助をしてお手伝いをして

と、もちろんこれも最終的に必要ですけれども、できればそういうものはなしに、

自分で自立していろいろ行動できることが望ましいし、そういうふうにやりたいの

だと。そこが我々も話をしていくうちにだんだんわかってまいりました。それと、

「ハード」「ソフト」と書いてありますけれども、それらが混在して、その間に答

えを探さなければいけないものもあるということを実感しました。そして、今申し

上げたとおり、障害者の皆さん、そしてこういう分野で知見のある有識者の方、そ

れから空港関係者に入っていただいて、議論を始めたわけでございます。 

 ４ページに参加していただいた方のリストがありますけれども、中央大学研究開

発機構の秋山先生は、この分野では非常に知見のある方です。障害者の方もいろい

ろ御意見を言います。障害者の中で聴覚に障害のある方と視覚に障害のある方では

求めるものが違いますけれども、そこにどういう交点を見出したらいいか。そこの

調停をいろいろやっていただき、海外ではこうだよというようなことも言っていた

だいて議論を進めました。 

 その中で、例えばリストの 16 番目に橋口さんという方がいます。日本発達障害ネ

ットワークの元事務局長で、ご自身も発達障害のお子様を育てていらっしゃいます。

発達障害というものはまだ社会的に認知されていないということがあって、いつも

会議の最後のほうで、「よろしいでしょうか」ということで、「こういう場合は発

達障害の子供にはこのようなヘルプが必要なんだけれども、なかなかそういうこと

ができていない」という御意見を言ってらっしゃいました。 

 また、最後のほうの伊賀さん、カラーユニバーサルというものがありますけれど

も、色彩的なものも結構世の中には障壁があるということで、ご覧いただいている

ように、いろいろな障害の視点から御意見を戴ける方に参加をいただいたところで

ございます。 

 ５ページをご覧いただきますと、先ほど申し上げたとおり、アクセシビリティ・

ガイドラインというものが示されたわけですけれども、さて、このガイドラインに

照らして成田空港の現状はオーケーなのか、アウトなのかということを、いろいろ
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な視点からチェックをかけました。左手の項目のところにいろいろな項目がありま

すけれども、我々としては、ガイドラインに満足すればいいというのではなくて、

世界最高水準ということで、できるものだったらもっとプラスをしていこうと。我々

が空港運営をしてきた経験論から、例えば下のほうにあります情報提供とかコミュ

ニケーション、こういったものの体制や人材をどうやって育成をしていくのかとい

う視点も加えました。それで、右のほうで基準を達成しているかを見たところ、エ

レベーターと傾斜路で一部達成していない。かつ、それはハード的には対応が困難

だというものが出てまいりました。 

 具体的に申し上げますと、６ページをご覧いただきたいと思います。これは１ビ

ルのエレベーターです。エレベーターというのは、御案内のとおり各層同じところ

を上下しますので、周りの施設に支障のないところにつくられています。同様の理

由で、大体その脇に、いろいろなものの配線であるとか空調のダクトなどが通って

いまして、エレベーターのかごを大きくしようと思っても、運用中の空港でそれを

改修するのは困難だということがわかりました。これについてはソフト系というよ

うなことで、障害者の方に対して情報提供や介助をするということで、スタッフに

よる運営でオリンピック・パラリンピック期間中は対応することとしました。ただ、

ここは改修が無理にしても、少し離れたところに大きめのエレベーターを設置でき

る場所はないか検討し、エレベーターを増やしていったところもあります。 

 それから、右側の傾斜路の勾配です。これは２ビルの出発する際のゲートへ行く

傾斜路です。これもバリアフリー法の 12 分の１の勾配はクリアしており、法律的に

は問題はありませんが、アクセシビリティ・ガイドラインによると、推奨レベルは

20 分の１、標準で言うと 14 分の１になります。これはどういうことかというと、車

いすに乗っている方がご自分で操作して行ける勾配ということになります。現状の

12 分の１という勾配の場合は、航空会社のスタッフが車いすを後ろからサポートし

ながらというサービス水準です。ただ、これは直そうとしてもスペース的に角度を

変えるのは難しい、やろうとすると２ビルをほぼ全部つくり直さないといけないと

いうことでした。 

 この辺は、下にあるとおり「合理的配慮」という考え方があって、過度に経済的

に負担が大きすぎるものや均衡を失したものでなく、また過度の負担を課さないも

のということで、その辺に交点といいますか、答えを出すエリアがあるということ
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で、この辺は障害者の方と実際に対話をしながら、「これをやると何百億円かかる

ので建て直すことはできないんですけれども、こういうやり方でどうでしょうか」

「じゃあ、こういうサポートはできるのか」というようなことで、現実解を探して

いったというところです。７ページをご覧ください。まず皆さんも想定されると思

うのですが、当事者参加による課題抽出に取り組みました。これまでも我々は法律

に基づいた施設はつくっていたわけですが、実際にいろいろな障害をお持ちの方に

それぞれ踏査をしていただこうということで、空港まで来る鉄道、バスから出発ロ

ビーを経由して保安検査、出国審査、コンコースを通ってゲートラウンジで航空機

に搭乗する流れを実際に踏査していただきました。それから、到着動線も同じよう

に踏査していただいて、実際に移動してみて安心の連続性が確保されているかとい

うことを確認していただきました。 

 そこで、８ページですが、現場踏査からいろいろな課題が見えてまいりまして、

当事者参加のもとにテーマを 10 に分けて更に議論を行いました。テーマはそこの下

の四角の中に記載されています。今日はその全てを紹介する時間はないのですが、

その中でトイレのユニバーサルデザイン化についてお話しします。 

 これまで障害者対応でトイレというと、多機能トイレをつくればよいと我々は思

っていました。ところが、この多機能トイレがだんだん障害になっている。「えっ？」

という話ですが、そういうことがわかってまいりました。障害ということを考える

とどうしても肢体障害のほうを浮かべがちですけれども、異性介助や LGBT への対応

も必要なんだということがだんだんわかってきました。私も専門ではなかったので

すが、お話をよく聞いていくと、そういう難しさがあるのだなと。これは後でも紹

介します。 

 皆さん、異性介助というのはおわかりだと思います。例えば、旦那さんが歩けな

くなって奥さんが車いすを介助する、またはその逆のパターンがあります。そうい

う方たちがトイレに行く場合に異性のトイレに入れるかというと入れない。そこを

どうしたらいいのか、という議論が出てまいりました。 

 あとは、９番目で、これから御紹介する発達障害を含めまして、知的・精神障害

の方々への対応をどうするのかということも議論になってまいりました。 

 ここで赤い吹き出しがありますけれども、そういう方に意見を出していただくだ

けではなく、NAA の社員も実際に参画して、障害者の方のニーズにどのように応えて
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いったらいいのだろうかと。これまでは、ハード的なものでいえば、法律に従って、

基準に従った設計を行って、それで施設を整備すれば問題はなかったわけですけれ

ども、今まで想定していなかったニーズにどういうふうに応えていくかというと、

我々の側でもそういう人材を育成していかなければいけないという観点から、技術

屋の設計・整備を担当する人員も議論に参加をさせていただきました。 

 我々もお客様サービスの仕事をしているわけですので、顧客満足度を上げるには

どうしたらいいのかという原点は変わりません。それが障害のある方がお客様で、

ではそこにどう応えたらいいのかということに置きかえればいいということで、顧

客満足度対応のセクションの人間もいますし、今まで建築設備の設計をやっていた

人間も同じようにこの中に参加して進めたというところでございます。 

 次から、少し具体的なお話をしたいと思います。９ページをご覧いただきまして、

トイレでございます。今日はユニバーサルデザインを中心にした御説明をしますが、

私もいろいろなところで森田知事のお話を聞いたり会議に出て、「歓呼を促進する

うえで、トイレが汚いとだめだ」ということを何度も何度も耳にしておりまして、

日本の表玄関である我々成田空港もトイレには非常に気合いを入れております。お

話がそれますけれども、TOTO さんとコラボレーションでやっています GALLERY TOTO

というトイレがあります。旗艦トイレと呼んでおりますが、フラッグシップで２ビ

ルの連絡通路にあります。非常におしゃれなトイレです。 

 話を戻しまして、ユニバーサルデザインという観点ですが、我々も空港ですので

安全がいつも基本にあります。したがって、有事の際に障害者の方たちへの情報提

供という面で対応できているのかということがありました。最近の新しい施設はこ

のパターンになっているのですが、先ほど申し上げたように、成田の施設は一部ま

だまだ古い設計思想の施設が残っていたということで、まずは視覚障害の方への音

声案内をきちんと行うことにしました。わかりやすく言うと、トイレの前でトイレ

のレイアウトについて音声で案内をする装置を設置する。そうすると、目が見えな

い方でもトイレのレイアウトはこんなふうになっているんだということを想定でき

て、トイレに入っていただけるようになります。 

 それからフラッシュライトというものをつけました。これは聴覚障害、耳が聞こ

えない方向けのものです。耳が聞こえない方がトイレに入っているときに、例えば

地震なら体感でわかりますが、何かが起こっている、危険があるということについ
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ては、何も情報が入ってきません。そのときに、天井にフラッシュライトをつけて、

ピカピカと光るようにしました。何かが起こったなということをお知らせする。ト

イレの外に出ていただけば、ロビーではいろいろなスタッフのサポートや、デジタ

ルサインで文字情報をご覧いただくというようなことになります。あとは肢体障害

の方ですけれども、Ｌ型の手すりをどのトイレにもつけました。 

 それから、２番目が多機能トイレの問題です。先ほども少し触れましたけれども、

いろいろなショッピングモールやどこに行っても、最近は多機能トイレが当然のよ

うにあるわけです。その中にいろいろな障害者向けの設備もありますし、ベビーチ

ェアやベビーシートがついていたり、オストメイトの機能がついていたりします。

ところが、時々見受けるのが、車いすのお客様がトイレをお待ちになっていて、使

用中のトイレから、お着替えをして出てくる若い人がいたりするわけです。多機能

化するがゆえに、いろいろな人がそこを使うようになり、本当にそのトイレしか使

えない方が使えなくなってしまっているという不都合が起きているということです。 

 そうであれば、多機能を分散しましょうということで、この赤い点線にあります

ように、便房をいくつかあったものを少し大型化して、スーツケースも入れられる

ようにしましたが、そちらに人口肛門をつけられている方のオストメイト、医療器

具を洗ったり流したりすることができるところを何カ所かに分けることにしました。 

 また、先ほども申し上げた異性介助や LGBT への配慮、例えば心は男性ですけれど

も体は女性で、女性のトイレを使うのに抵抗感があるといった方について、男女の

トイレに分かれる前の中央部分にそういう方も利用しやすい多機能トイレをつくり、

ここは障害者の方が優先で、ベビーベッド等を使いたい方は奥にもいくつもありま

すよというような形で御案内し、利用者を分散させるという形にいたしました。お

時間のあるときに成田空港の新しいトイレをご覧いただくと、「わあ、きれい」と

いう部分と、よくよく見ると、何でこんなふうにしているのだろうと思われるよう

な、ユニバーサルデザインに関していろいろな工夫というものがあります。ぜひご

覧いただきたいと思います。 

 次に 10 ページをご覧いただきたいと思います。先ほども何回か触れました発達障

害についてです。私も専門的に研究したわけではないですけれども、発達障害とい

うのは、慣れない場所や複雑な構造、情報量が多いと大声を上げるなどパニックに

なってしまう。時々電車の中などでワーッと大きな声を上げている子供さんがいて、
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周りの方の普通の反応は、「あの親は何をしているんだ。こういうところでは静か

にさせないといけないのに騒がせているじゃないか」と。実はその中には発達障害

のお子様もいるということなのです。空港においても、手続に関する情報が事前に

入手できないので不安があるということです。 

 そうすると、下にあるように、本当は発達障害のお子さんと一緒に海外旅行をし

たいんだけれども、こういう方は、お子さんを連れて行くと周りに迷惑がかかるだ

ろうということで、電車に乗ってどこかに行く、飛行機に乗ってどこかに行くなん

ていうのは、夢のまた夢ということになってしまう。それって何とかできないんで

しょうかというような話を橋口さんとしてまいりました。 

 11 ページですけれども、全日空さんと協力して、搭乗体験プログラムというもの

を実施しました。これは発達障害のあるお子さんとその御家族に、体験搭乗プログ

ラムということで、いきなりハワイまで行ってくるかと言っても難しいので、空港

のとまっている飛行機に搭乗していただいて、旅のシミュレーションみたいなこと

をやりました。それに向けてどういうサービスが必要か、どういうサポートが必要

かを洗い出しながら、先ほどの発達障害の要件がありますので、それに応える形で、

例えば、空港に行ったらこういう手続があるんですよということの空港予習冊子を

作成しました。 

 それでもパニックが起きたときに、カームダウンできる、落ち着くようなスペー

スが必要だろうということでカームダウン・クールダウンスペースを設けました。

これは周りが囲われていて、少し薄暗くて、周りから隔離されて少し安心感が味わ

えるスペースになっています。そういったところを何カ所か設置してあります。 

 こういうようなことで、橋口さんに、将来発達障害の子供さんがいる御家族が海

外旅行をして楽しんでいるイメージを文章化していただいて、ぜひこれが実現でき

るようにしたいということで、こういうことをほかの海外の空港とも協力しながら

展開していきたいと考えております。 

 続いて 12 ページです。これはいろいろなところで使えるのではないかと思うので

すが、コミュニケーションにお困りの方への対応です。我々も保安検査場でいろい

ろな持ち込み禁止品のチェックをいたしますが、中には聴覚障害の方がいらっしゃ

いまして、見た目にはわかりません。話しかけても答えないと、保安検査要員が怪

しい人ではないかと誤解して、そこでコミュニケーションのギャップが起きます。
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そこで、もちろん英語は対応できますけれども、言語が違っても、耳が聞こえなく

ても、こういうコミュニケーションボードでピクトグラムのようなもので、「これ

に該当していますか」「該当していません」「はい」「いいえ」というような指差

し会話をやります。すぐ横に置いておいて、ちょっとおかしいなと思ったらすぐボ

ードを出してコミュニケーションをとる。これはいろいろな場面があると思います

けれども、標準的な会話に必要なものぐらいは用意しておくのは非常によいのでは

ないかと思っております。 

 その延長線上で 13 ページをご覧いただきますと、スタッフも手話は確実にできる

ようにということで、最低限、手話技能検定４級以上を取るように指導しています。

聴覚障害当事者とのロールプレイ研修を経て、実際の現場ではどうしたらいいのか、

有事の際に危機情報をどういう形でお伝えしたらよいのかということで、成田空港

のカウンターにいるスタッフは、どこの会社であろうと、全てこの手話検定を受け

ていただくようにしています。 

 もう一つは、コミューンという設備があります。これは指向性のあるクリアな音

声で対話を支援するもので、聴覚に自信がない方や聴覚の弱い方に対してもなるべ

く音声を聞き取りやすくするものを設置しております。 

 次に、14 ページをご覧ください。これはエレベーターの中です。先ごろ、第３タ

ーミナルの到着階を拡張いたしましたが、その際に、聴覚障害の方がエレベーター

に乗っているときにトラブルがあったときのコミュニケーションをどうやってとる

かということがテーマになりました。先ほどの委員会に参加していた技術屋の人間

が設計等に携わったのですが、通常の非常ボタンは電話のマークがあって、黄色で

押してくださいとなっています。これが聴覚障害の方には障壁なんです。電話をか

けても、耳が聞こえない方は会話ができないので、ボタンを押せないんです。とい

うことで、これを SOS なら万国共通でわかるだろうということで、議論の末にこの

形にしました。これは、困ったときにそのボタンを押してくださいということです。

先ほど話しましたカラーデザインの方の御意見もあって、黄色と赤という色のコン

トラストが強いボタンにしました。これを押すと右側の TV 電話が起動して、「何か

お困り事ですか」と。もちろんしゃべれればそのまま対話をしますが、２～３回声

をかけてもお返事がない場合は、聞こえていないのかもしれないと考えて、先ほど

言いましたボードを用意してコミュニケーションをとります。３カ国語くらいは入
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れてあります。 

 そこであまり長い会話をするわけではなく、エレベーターのコントロールセンタ

ーが３分くらいのところにありますので、左上にあるように「係員が向かっていま

す」という表示で、「とにかくすぐ来ます、心配しないでください」ということを

お伝えするようにしています。最新の拡張した第３ターミナルの到着、出発の間の

エレベーターはこのようになっていますので、もし成田空港に来ることがありまし

たら、ぜひ見ていただきたいと思っております。「箱型で若干ごついな」と私が申

し上げたところ、「メーカーさんと検討してやっと出た試作品タイプなので、これ

からは iPadのようにすぽんと入れておしゃれな感じにもつくりかえたいと思ってい

ます」と担当は言っていましたが、こういうふうに新しい試みをやっていくことは

いいことではないかなと思います。 

 それから、15 ページが WEB サイトです。WEB サイトはどこでも皆さんやられてい

ると思いますけれども、ここで言われたのは、この色のコントラストでは見えにく

いということでした。例えば、ここの「想いをつなぐ」というところですけれども、

濃淡をはっきりさせてほしいということでした。濃淡をはっきりさせることで、視

覚障害をお持ちの方ですとか色の障害をお持ちの方には、もう少し見やすくなると

思います。この辺は WEB アクセシビリティの基準というのがある程度出ています。

我々としては適合レベル AA なのですが、この上の AAA があります。そういうところ

で示されていますので、こういった WEB サイトというのは自治体の皆さん、企業の

皆さんも使われていると思いますけれども、ぜひともユニバーサルデザインの対応

に取り組んでいただければと思います。 

 最後に 16 ページになります。障害理解・接遇ということで、障害者の立場でどう

いうサポートが必要なのかということを、例えば、目隠しをして歩いてみたらどう

かとか、逆に視覚障害の方を御案内するときにはどういう御案内の仕方をしたら有

効なのかというようなことを、実際に研修会などを開催してやっているところであ

ります。 

 17 ページに今までお話ししたことをまとめてみますと、左側にありますように、

当事者参加をプロセスの前提としているということで、こういう障害に関するとこ

ろで話をすると出てくるのが、“Nothing About Us Without Us”、つまり「私たち

のことを私たち抜きで決めないで」という言葉です。これは私もこの仕事をする中
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で何回か伺いました。正直言うと、こういうご要望を聞いたらきりがないんじゃな

いかという声が出てくると思いますけれども、じっくり対話をして、合理的な配慮

という中で必ず答えは出ると思いますので、ぜひとも障害のある方の生の声を聞き

ながらやっていただきたい。それが共生社会につながるのではないかと思います。 

 それから、ハード、ソフトをミックスしていく考え方、３番目に継続的・横断的

な向上を図るということ。我々もこれで終わりではなくて、定期的に見直し、チェ

ックをします。世の中のニーズも変わりますので、有識者や障害当事者の方にまた

何年に一回かは見ていただきながら、改善をしていきたいと思っています。 

 最後に、今日もレガシーという話ですので、18、19 ページで、これまでオリンピ

ックが開催された空港で、そのときにユニバーサルデザインの対応というものをど

この国でもやられています。直近で 2012 年のロンドン大会は、我々の世界では公共

交通機関の大会と言われたところでもあります。バリアフリー化を非常に推進して、

鉄道、バス、タクシーの総合的なアクセス性でカバーをしました。特にロンドンの

場合は、情報提供の面で、例えば「車いすならこのルートで行けますよ」といった

情報を、空港から都市まで含めて全部徹底して、そういうものがサイトを使って入

手できるようにしました。これが大会後のレガシーとなって、都市の魅力向上とイ

ンバウンドの増加に寄与しました。 

 最後に 19 ページです。オリンピックが行われると、その後インバウンドのお客様

の動向がどう変わったかということですが、もちろん大会直後はピークアウトで少

し減りますけれども、オリンピックに向けてしっかり基盤整備したものがベースと

なって、どこでもオリンピックが終わった後でも観光のニーズが増えたという結果

が出ています。ぜひとも我が千葉県におきましても、空港も玄関として頑張ります

ので、これからの観光地のユニバーサルデザインのレベルを上げて、オリンピック

が終わった後もどんどん観光のお客様が増えていくことを期待しまして、私の説明

とさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

〇佐久間議長 ありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見がございましたら、挙手をお願いいたします。 

 特にないようでございますので、ただいまの取組事例報告を受けまして、森田会

長から一言頂戴したいと思います。よろしくお願いします。 

〇森田会長 ありがとうございます。経済界、そして成田空港のオリンピック・パ
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ラリンピックへの取組をお伺いさせていただきました。 

 まず、経済界の皆様方、大会の成功に向けて一致団結して取り組んでいただいて

いること、大変ありがたく、また心強く思っているところでございます。大会を契

機とした取組を、経済の一層の活性化につなげていくことを期待しているところで

ございます。 

 そして、千葉県が誇る国際空港であります成田空港におけるユニバーサルデザイ

ンの取組については、今後の共生社会の実現に向けた象徴となる取組と感じている

ところでございます。また、観光面においても、空の玄関口として来県される方々

のおもてなしとして大変心強いものであり、引き続き本県の発展に御協力いただく

ことを心から願うところでございます。 

 そして、お客様のおもてなしにおいて、ハードには重きを置くところでございま

すが、ソフトもそうです。私たちが外国に行ったときもそうですけれども、まずそ

の空港に着いて初めて出会う人、話す人というのは、タクシーの運転手さんとかそ

ういう方々が多いですね。ですから、東京オリンピック・パラリンピックのときは、

やはりお客様と接する方一人一人が日の丸を背負っているんだという気持ちで、そ

の一言が千葉県に対する印象、また、日本に対する印象になるんだということを意

識していただきたい。そういうことをどうぞ皆さんに、私は特にタクシーの運転手

さんにお願いしたいのですが、そういうことをこれからも県としてもお願いするよ

うにしていきたいと思っているところでございます。大会を契機とした皆様の取組

をぜひ本県のレガシーとしてつなげていただくことを心からお願いします。ありが

とうございました。 

〇佐久間議長 ありがとうございました。 

 なお、知事はこの後所用がございますので、ここで退席させていただきます。 

○森田会長 どうもありがとうございました。 

（森田知事退室） 

 

○佐久間議長 それでは、議題（２）、講演についてでございます。 

 パラリンピックの開催や大会成功の意義につきまして、公益財団法人東京オリンピ

ック・パラリンピック競技大会組織委員会パラリンピック統括室長の中南様より講演

をいただきます。よろしくお願いいたします。 
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〇公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 パラリンピ

ック統括室 中南室長 御紹介いただきました組織委員会の中南と申します。日ごろ、

オリンピック・パラリンピック両大会の準備に大変御協力、御理解いただきまして、

心から御礼申し上げます。ありがとうございます。 

 おかげさまで、パラリンピックのチケット販売も第一次の申込の締め切りをいた

しました。オリンピックのように申込サイトが混雑して、ウエイティングルームに

回るということは発生しませんでしたが、135 万人のお客様からサイトのアクセスが

ございました。我々としましては、順調な滑り出しと認識してございます。 

 お手元の資料２、紙の資料をご覧いただければと思います。表題に「パラリンピ

ックの先を見据えて」と書かせていただきましたが、やはりパラリンピックを開催

するに当たっては、開催した都市、あるいは開催したエリアに何が残るかというこ

とを強く意識して取り組みたいと考えております。 

 最初に「パラリンピックの魅力」ということを書かせていただきました。パラリ

ンピックの主催者は国際パラリンピック委員会、我々は IPC と呼んでおりますが、

国際パラリンピック委員会も、この大会の意義の１つに、選手によって観客の方々、

あるいはテレビを通じて観戦する方々をインスパイアする、何か触発されることが

あると言っております。 

 私が初めてパラリンピックを観戦したのはロンドン大会でございました。車いす

テニスの国枝選手がフランスのウデ選手と決勝を戦って金メダルを獲得した試合は、

本当に心が震えるような、ちょうど夕暮れ時のテニスコートでしたけれども、今で

もそのシーンを昨日のことのように思い出すことができます。そういう選手のパフ

ォーマンスの高さ、あるいは全力で４年間トレーニングしてきて打ち込んでいる姿

等を通じて、やはり会場でご覧いただけると感じるものがあるのではないかと思っ

ております。 

 また、千葉県は開催都市でございますので、パラリンピック４競技が開催されま

す。会場に行けば競技の合い間等に選手の様子なども身近に見ることができます。

非常に屈託のない、パラスポーツに誇りを持って取り組んでいる人たちの姿、ある

いはバスに乗って周りの子供たちに手を振ってくれる姿などを見ることもできます

ので、そういう機会も大切にしていただきたいと思います。 

 「リバース・エデュケーション」という、ちょっと聞きなれない言葉を書いてお
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ります。何がリバースするのかと言いますと、子供たちがその御両親、あるいは祖

父母の方、兄弟姉妹に説明をするということです。これは実は千葉県でもたくさん

行われていまして、私もその光景を見たことがあります。千葉ポートアリーナ等で

ジャパンパラの大会がよく開催されます、車いすバスケットボールだとか、今は車

いすラグビーと名前が変わりましたが、ウィルチェアラグビーとか、そういう大会

があるときに、日本障がい者スポーツ協会は事前に周辺の小学校や中学校に選手を

派遣します。金曜の夜から開会式だとすると、木曜日等に学校に選手を派遣して、

選手が直接子供たちに話をする機会がございます。ルールの説明もしますし、素朴

な子供たちの質問、例えば「手が使えないときに御飯はどうやって食べるの」とい

ったような質問にも答えます。その授業を受けた生徒さんを、金曜日の開会式の日、

学校のある日にお呼びして試合を見ていただきます。 

 そうすると何が起こるかというと、関心を持ったお子さんは、次の土日に自分の

お父さん、お母さん、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんを連れてまた会場に見

に来るんです。子供たちは、体育館で車いすバスケットボールや車いすラグビーの

選手の動きがいかに激しくて、自分たちでは到底追いつけない、本当のアスリート

だということを実感して帰っていますので、スポーツを見に行くという目的で親を

連れてきます。 

 親を連れて来ると、この人たちはルールの説明を受けていませんから、「車いす

ラグビーのボールはもともとはバレーボールだったんだよ」とか、「車いすラグビ

ーではボールを前に投げてもいいんだよ」といったルールの説明を子供がしている

わけです。そのときの子供の生き生きとした笑顔。聞いている親も、この子、こん

なことを知っているんだという驚きもあるかもしれませんが、子供は多分その経験

を忘れないと思います。これは非常に貴重な機会だと思いますので、ぜひパラリン

ピックのときも学校観戦チケットのプログラムがございますので、そういう機会を

通じて、笑顔の子供たちをたくさん会場で見たいなと思っております。 

 ２番目に移ります。「パラリンピックが開催国に与えるインパクト」。1964 年、

東京で何が起きたのか。私もまだ生まれておりませんので見ておりませんが、いく

つか記録のフィルムが残っております。先ほど御紹介いただきました NHK さんが撮

影し、編集していただいた大会記録映画もございますし、当時大映という映画制作

会社があって、今は KADOKAWA さんがその出版権をお持ちですけれども、「東京パラ
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リンピック 愛と栄光の祭典」という記録映画も最近発掘されて、また上映の機会

等がございます。 

 その中で我々が痛感するのは、日本から 53人の選手が東京に集められていますが、

そのうち自宅から参加した選手というのは２～３名、自営業の方だけでした。それ

以外の方はどこから来たかというと、病院かリハビリセンターです。箱根のリハビ

リセンターであったり、あるいは大分のそういう施設であったり。ですから、社会

に出ていた方はほとんどいなかったわけです。当時の大会は第２回のパラリンピッ

ク大会と後で遡って認定されるわけですが、21 カ国から 360 名余りの選手が来てい

ます。ほとんどが欧米です。その選手たちは、国の政策もあり、特に傷痍軍人のリ

ハビリに力を入れていた国もあったため、ほとんどの方が職業を持っていました。 

 当時のフィルムを見ると、ぜひご覧いただきたいのですけれども、選手同士の交

流がありまして、海外から来ている選手はたばこは吸うし、新聞は自分で買って読

んでいるし、大会が終わった後には、恐らく日本橋の高島屋だと思うのですが、お

土産物まで買いに行って帰って行くんです。ところが、日本の選手団はそこからま

たバスに乗ってリハビリセンターに帰っていく。選手が衝撃を受けたんですね。日

本はこんなことをしている場合ではないのではないか。それを受けて、一番力強く

後押ししてくださったのが、今の上皇・上皇后両陛下でございます。翌年から国体

の後に全国身体障害者スポーツ大会が開催されるようになって、50 数年が経過して

います。まさに日本の障害者スポーツの原点が、この 64 年の大会にございます。ぜ

ひフィルムをご覧いただければと思います。 

 その寄せ集めの――寄せ集めのというと大変申しわけないのですが、そういう人

たちで日本の 53 人が構成されていますので、聞くところによると、車いすバスケッ

トボールの試合の最中に、アメリカの選手がシュートの練習をさせてくれたと、そ

れぐらい実力差があったということでございます。 

 2012 年、ロンドンでパラリンピックが開催されました。2016 年のリオもございま

すが、過去最高のパラリンピック大会と称されている大会でございます。ここで何

があったかと言いますと、オリンピックが閉会し、パラリンピックが開会するまで

の間に、ヒースロー空港から選手が移動する幹線道路の脇に大きな看板が出ました。

これはロンドンのチャンネル４というテレビ局がつくった看板ですが、「THANKS FOR 

THE WARM-UP」という文字だけが載っている看板をどんと出しました。この「WARM-UP」
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とは何のことを言っているのかいうと、オリンピックのことを言っているんです。

こんな看板が出てきたものですから、俄然ロンドンの方々の関心を集めまして、大

会のチケットの売れた数字だけを言いますと、過去最高のチケット販売数になった

ということでございます。 

 ただし、これは弊害もございまして、IOC 国際オリンピック委員会はこの看板を見

て激怒しました。何だと、俺たちを Warm-up 扱いにしたのかと。今、こんな看板を

出すことはできません。いろいろ制約もつきましたが、それくらいロンドンは刺激

的なチャレンジングなことをやって盛り上げました。 

 私も現地にいたときにショックを受けたというか、びっくりしたのが、イギリス

には大衆紙と呼ばれる新聞が何紙もございます。ロンドンのパラリンピックが始ま

ると、まるでオリンピックのときと同じように、その一面とか二面が全部パラリン

ピックの競技のことでした。後ろのほうにクリケットの試合の結果とかも、もちろ

ん載っていますが、そういうことを各紙が当たり前のようにやったことが、当時の

日本から行った私には衝撃的なことでございました。今、我々はそれを超えて過去

最高の大会だったと言っていただけるような大会を目指そうと努力しているところ

でございます。 

 ３番目から、共生社会の実現に向けてということをお話をさせていただきます。

先ほど成田国際空港の濱田専務からも御説明がありましたが、パラリンピックの選

手団 4,400 人の何らかの障害のある方々や選手を受け入れるということは、並大抵

のことではございません。２回目のパラリンピックといっても、準備する我々はほ

ぼ初めてでございます。ですので、ここにも書きましたように、空港、鉄道、駅、

バス、タクシー、ホテル、公共施設、道路、公園、公園の中のトイレまで、至ると

ころで今改修工事を進めていただいております。 

 2014 年に私が組織委員会に出向いたしまして、その冬から先ほど紹介がありまし

た「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」というものをつくり始めましたが、

先ほど御紹介があったエレベーターの大きさですとか、スロープの傾斜の角度です

とか、日本の法律を超えるような基準がIPCのガイドにいっぱい書いてありました。

困ったなと、こんなことは多分実現できないぞと、やはり正直思いました。実際、

施設を所有していたり、あるいは国、都で条例や法令を担当している方々からは、

このガイドラインは指針だねと、法的拘束力は持たないんだねと、何度も確認を受
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けました。そのとおりですと、これは大会に向けての指針です、法的拘束力はあり

ません、御協力いただける範囲で御協力いただければありがたいですということを

繰り返してきました。今日、濱田専務の御説明をお伺いして、こんなに忠実にガイ

ドラインに沿って整備をしていただいたということに、本当に心から感謝を申し上

げたいと思います。 

 御紹介がありました発達障害のカームダウン室も、東京都の新設の会場、例えば

大井ホッケー場などには、１坪もないくらいの小さいスペースですけれども、ソフ

ァがあって、冷房が効いて、カーテンでその中を細かく仕切れたりして、照明もそ

の部屋だけつけたり消したりできるようになっているカームダウン室が整備されて

きています。恐らく発達障害のお子さんをお持ちの御両親は、これからスポーツ観

戦に行く機会が増えてくると思っております。 

 裏のページに参りまして、結果、大会のためではないのですけれども、世の中の

動きや御要望を受けて、法令もいくつか変化をしてまいりました。９月からバリア

フリー法の施行令にありますホテルや旅館等の客室の整備基準が改正になっており

ます。これまでは 50 室以上あるホテル・旅館等に、車いす使用者向けの客室は１室

あればいいというのが遵守義務でございました。多くのホテルがいまだに１室、２

室というところが多いのは、この法令がある結果だと思います。それが、この９月

から施行令が変わっておりますので、遵守の義務基準が総客室数の１％に変わって

おります。もちろん、既存のホテルをすぐにこうしなさいということではなく、新

築の場合、もしくは大規模改修する場合は１％準備してくださいということになっ

ています。 

 ただ、車いす用の客室に手すりをつけたり、スロープをつけたり、いろいろやっ

た結果、見た目が病室や介護施設の浴室のように見えてしまうということが多々あ

りました。それについても、組織委員会のパートナー企業にも住設メーカーの方々

がいらっしゃるものですから、いろいろ御相談させていただいて、見た目がスタイ

リッシュな、手すりも病室のようにはならない新しい設備をいろいろと検討してい

ただきました。最近改修された都内のホテルのユニバーサルデザインルームを拝見

しましたが、非常におしゃれな感じになっています。こうすることで、この部屋の

稼働率も上がりますし、ホテルの方もあれは無駄な投資だったなと言わずに済むの

ではないかと期待しております。 
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 「心のバリアフリーの深化」につきましては、ホテルもそうですし、公共交通機

関の方々もそうですが、いろいろな業界が独自のサポートガイドを作成したり、取

組をしていただいたりしています。JR 東日本の職員で、今駅で勤務されているサー

ビス介助士の資格をお持ちの方は、ネームプレートにサービス介助士と書いていた

だいております。これは車いすのことなどでお問合せする方からすると、大変心強

い。しかも、それをつけている方は大抵笑顔で接してくださるということで、好評

でございます。 

 教育教材「I’m POSSIBLE」というものを、日本財団パラリンピックサポートセンタ

ーの支援を受けて全国の小中高校に配布しました。特に千葉県では教員の方の研修

も受けていただいたと聞いております。「I’m POSSIBLE」だけではないのですが、パ

ラリンピックの教育に熱心に取り組んだ学校を、東京パラリンピックの閉会式で表

彰しようということを IPC が決めました。その表彰の名前も「I’m POSSIBLE Award」

と決まり、先々月の７月下旬に公表したところでございます。国内からは２校、海

外からは１校選ばれるということですので、こちらもぜひ千葉県の学校が選ばれる

ように取組を期待したいと思います。 

 ４点目、今日もそうですけれども、このパラリンピックの準備を通じて、障害の

ある方への理解、あるいはサポート、またパラスポーツの準備にはこういうことが

必要なんだということを考えていただく方が非常に増えました。これまでの日本に

は多分なかった動きだと思います。我々も選手村や会場を設計する設計事務所の設

計者の方に先ほどのガイドラインの内容などを説明して、通路幅がマンションの場

合は 120 センチの場合が多いですけれども、なぜ 120 センチではだめなのかという

ことについては、車いす同士がすれ違えないんですという話をさせていただきまし

た。こういう大会準備のプロセスを通じて、何らかの知見がいろんな業界の方に蓄

積されていきますので、これが恐らく将来の日本の最大のレガシーになるのではな

いかと個人的には考えております。 

 最後に、「パラリンピックの先を見据えて」ということでございます。組織委員

会は今、大会そのものの練習はできませんので、競技ごとに分けてテストイベント

を重ねております。９月下旬にも幕張メッセでゴールボール等のテストイベントを

行います。組織委員会としては、まずは競技大会のスムーズな運営を実現する。そ

ういう準備を通じて、２番目にありますように、アクセシブルな環境が整備されて
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いくと、それからメリットを受ける方は非常に多いです。障害のある方とその家族

はもちろんですが、高齢の方、あるいは育児をされていて、ベビーカーも大きくな

っていますので、ベビーカーでスポーツあるいは食事に行かれる方、大きなキャリ

ーバッグを抱えて家族で日本に来られるインバウンドの旅行者の方、あるいは国内

の旅行者の方。私も出向中に一度経験しましたが、我々でも肉離れや骨折などをし

て片足をかばわないといけないような状況になると、エレベーターやエスカレータ

ーの位置を必死で探すようになります。階段を下りるのが困難な時期が私もありま

した。そういう方々にも優しいまちづくりができていくのではないかと思っており

ます。 

 私の見通しとしては、パラリンピック大会後には車いすの方が４～５人グループ

で旅行される。先ほども言いましたが、ホテルに１室か２室しか車いす使用者向け

の客室がないと、グループで１つのホテルに宿泊するのはなかなか難しいです。車

いすの方が４～５人で移動されて、観光されて、同じホテルに泊まられるというこ

とが実現するようになると、これこそまさにパラリンピックを開催してよかったな

と思えるのではないかと、その時期が来ることを楽しみにしております。 

 皆様、いろいろな業界、企業、組織からお集まりだと思いますけれども、パラリ

ンピックはいろいろな足跡をその開催都市に残していきます。目に見えるもの、見

えないもの、また計画していなかったものも含めて残していきますので、それをち

ょっと先取りして、誰にとってこういうことがメリットとして共有できるかという

ことを考えていただけると、このパラリンピックの後に目指している共生社会の実

現が加速するのではないかというふうに考えております。 

 今日は御清聴いただきまして、ありがとうございました。（拍手） 

○佐久間議長 ありがとうございました。それでは、御質問、御意見がございまし

たら挙手をお願いいたします。 

 特にないようでございますので、次に進めさせていただきます。 

 次に、議題（３）県の報告について、事務局より一括して説明をお願いします。 

○前田開催準備課長 開催準備課長の前田でございます。私のほうからは、資料３

と４について御説明を申し上げます。着座にて失礼させていただきます。 

 まず、「パラリンピックに関する県の最近の取組について」ということで、資料

３をご覧いただきたいと思います。 
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 １枚目、こちらは８月 22 日から開始となりましたパラリンピック観戦チケットの

販売に合わせまして、JR 千葉支社さんの御協力のもと、千葉駅構内にパラリンピッ

クのエンブレムポスターやパラアスリートのポスターを掲出させていただいており

ます。また、写真にもございますように、東口で階段アートのようなものを実施し

ておりまして、こちらは９月 30 日までこういう形で掲出が予定されております。先

ほどみんなで応援！千葉県経済団体協議会の宮島専務からもお話がありましたけれ

ども、千葉駅周辺の商店街から千葉駅までのこういう飾りつけによりまして、この

周辺がオリンピック・パラリンピックの周知を一体的に行っているという形になっ

ております。 

 ２枚目をご覧ください。こちらはちょうどパラリンピック１年前の８月 25 日に、

千葉駅構内で実施いたしました学生団体「おりがみ」主催の「みんなのあそび場 パ

ラステーション」というイベントの様子でございます。千葉商工会議所、JR 千葉支

社とともに産学官連携によって、開催に向けた機運醸成に取り組んだところでござ

います。 

 ３枚目をお願いいたします。こちらは、８月 31 日に「パラスポーツフェスタちば

2019」を開催したときの様子でございます。これはパラスポーツフェスタちば実行

委員会と NHK 千葉放送局の主催でございまして、あわせまして、みんなで応援！千

葉県経済団体協議会の御協力もいただきながら実施したところでございます。当日

は、シッティングバレーやボッチャの対抗戦、あるいは車いすフェンシングの体験

会、さらには NHK スペシャルプログラムによる、日本ゴールボール協会の選手のデ

モンストレーションマッチですとか、Foorin の出演による、「パプリカをおどろう」

などが行われまして、大いに盛り上がり、多くのお客様に来ていただいたところで

ございます。引き続きより多くの皆様に競技会場に足を運んでいただけるよう、県

としても力を入れてまいりたいと考えてございます。 

 続きまして、資料４をご覧ください。「オール千葉」の行程表の更新について御

説明申し上げます。 

 この会議では、官民で今後の取組の方向性や今後のスケジュールなどを共有する

ため、このような形で行程表というのを取りまとめております。これまで皆さんの

御協力を得ながら着々と取組が進められてきているところでございます。こちらは、

現時点における最新の進捗状況を取り込んで資料を更新したものでございますので、
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詳細については本日は御説明を省略させていただきますが、一点だけ交通対策につ

いてのお話をさせていただきます。 

 大会時の首都圏全体の通行量を減らしていこうということで、特に道路の関係で

すが、そういったものに県としても協力していこうということです。今、県内の経

済団体や企業の皆様に対しまして、時差出勤や休暇取得の促進、あるいは物流ルー

トの見直しや配送時間帯の変更など、交通量削減への協力を組織委員会の皆様とと

もにお願いしているところでございます。 

 今後とも国や組織委員会等の動向も踏まえながら、さまざまな方々の取組の把握

もしながら、官民一体の「オール千葉」での取組を進めてまいりたいと考えており

ますので、委員の皆様におかれましても、御協力のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 私からの説明は以上になりますが、引き続き都市ボランティアと文化の関係につ

いて、担当課長から説明させていただきます。 

○木村県民生活・文化課長 県民生活・文化課長の木村でございます。私からは、

当課で担当しております都市ボランティアと文化プログラムの２点について御説明

させていただきます。着座にて失礼いたします。 

 資料５をご覧ください。まず、「１ 都市ボランティア（City Cast）」でござい

ます。 

 都市ボランティア（愛称 City Cast）については、空港や主要駅などで国内外から

の観光客などに交通案内や観光案内などを行うボランティアでございます。本県は

資料に記載の５つのエリアで活動予定でございまして、県では千葉市、一宮町、成

田市、浦安市と協力して実施内容を検討しているところでございます。 

 次に、「２ 都市ボランティアの育成」でございます。昨年、千葉県における都

市ボランティアを募集し、3,000 人の募集に対し 6,546 人、約 2.2 倍の応募があった

ところでございます。この方たちに対しまして、エリアごとに書類選考をさせてい

ただき、書類選考を通過した約 3,000 人の候補者に対して今年度の６月を中心に面

接を実施いたしました。今後は面接を受けられた方を対象に、来年の本番に向けて

研修を実施してまいります。研修内容としては、共通研修では「大会概要」「障害

のある方への理解」「千葉県の観光・魅力発信」などを行います。また、今後の予

定として、リーダー研修、エリア別研修など、大会開催時に向けた準備を進めてま
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いります。 

 また、「３ 都市ボランティアの運営」でございますけれども、ユニフォームの

発注、関係する４市町との協議を重ね、都市ボランティアの活動時に支障のないよ

うに進めてまいります。 

 次に、「４ オリンピック・パラリンピック関連の他のボランティア育成等」に

ついてでございます。都市ボランティアに参画できるのは 18 歳以上の方、2002 年４

月１日以前に生まれた方でございますけれども、子供、若者を含めた多くの県民の

方々にボランティアに関心を持っていただき、活動していただく基盤をつくってい

きたいと考えておりまして、そのための一つとして、こちらに記載の「＃ちょいボ

ラ」の活動を展開します。子供さんもつくれる手づくりのおもてなしグッズを、都

市ボランティアの活動時に観光客の方に渡していただくようにするものでございま

す。また、外国人おもてなし語学ボランティア講座を実施し、多くの県民の方がオ

リンピック・パラリンピック後もボランティア活動に興味、関心を持って地域に自

主的に活動できるような事業を実施してまいります。 

 今後の予定でございますが、大会終了後を見据え、「ボランティア機運の維持と

活動の発展」に資する取組を行ってまいります。 

 引き続きまして、文化プログラムの推進について御説明させていただきます。資

料６をご覧ください。 

 オリンピック・パラリンピックは、スポーツだけでなく、文化の祭典でもござい

ます。県ではオリンピック・パラリンピックの機運を醸成するとともに、本県の魅

力を国内外に発信し、文化力の向上と地域の活性化を図るため、文化プログラムを

実施しております。本県では、世代や障害の有無を超えて交流できる県民参加型の

事業をコンセプトに実施しているところでございます。 

 まず、千葉・県民音楽祭でございます。千葉県のプロオーケストラ、千葉交響楽

団をバックに、一般公募したアマチュア演奏者や障害者団体、合唱団体の方々など

が共演するコンサートでございます。来年度は６月 21 日に開催する予定でございま

す。 

 次に、次世代に残したいと思う「ちば文化資産」です。昨年８月県民投票などに

基づき、111 件を選定しております。 

 次に、この「ちば文化資産」を会場や作品のテーマとして活用した、ちばアート
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祭の開催です。来年度はオリンピック・パラリンピック開催時期の８月１日から９

月６日に開催する予定で、千葉市及び香取市の２カ所で展開をしてまいります。内

容はちば文化資産をテーマとした絵画・写真の公募展、デジタルアート作品の展示

などを予定しております。 

 次に、県民の日行事でございます。県民の日は６月 15 日ですが、この日を契機と

して県民の皆様に千葉の魅力を再発見していただき、郷土愛を深めていただけるよ

うなさまざまな取組を実施します。来年度は５月 31 日に実施する予定で、オリンピ

ック・パラリンピックの約２カ月前となることから、祝祭感あふれる内容で実施し

てまいりたいと考えております。 

 次に、千葉・県民芸術祭でございます。県で活動する文化芸術団体による絵画や

詩、俳句、吹奏楽などの舞台芸術を鑑賞する機会を提供してまいります。 

 最後に、beyond2020 プログラムの推進ですが、県内で展開されるさまざまな文化

的行事を beyond プログラムとして認証し、次世代に誇れるレガシーを創出する事業

の実施を後押ししてまいります。 

 以上、東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会までにさまざまな文化プログ

ラムを実施し、多くの方に本県の文化的な魅力を発信するとともに、地域の活性化

に努めてまいります。 

 私からは以上でございます。ありがとうございました。 

〇佐久間議長 ありがとうございました。 

 それでは、議題に関する御質問や御意見、また全体を通じての御質問や御発言が

ございましたら、よろしくお願いいたします。何か御意見はございますでしょうか。

どうぞお願いします。 

○飯沼委員 千葉県観光物産協会及び千葉市観光協会の飯沼です。 

 さて、この委員会で、私はいくつか意見というか、こういうのはどうするのでし

ょうかというようなお話をしました。１つは、幕張とサーフィンの会場である一宮

について、もちろん千葉県にお住まいの方はほぼ全員が知っているでしょうけれど

も、関東そして日本、外国ではその場所がわからないのではないかということです。

幕張も幕張メッセがありますので、結構名前は知られていますけれども、ほかの県

の方には幕張市という市があると思われる方もいらっしゃると思います。幕張は千

葉市幕張であり、東京湾に面した非常に景色のいい場所です。千葉市観光協会では
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毎年幕張花火フェスタを行っており、２万 3,000 発もの日本で有数の花火を今年は

８月３日に打ち上げまして、幕張という場所をアピールいたしました。それから、

つい先週の土日にはエアレースが行われました。こちらは海の上を飛行機が飛んで

いきます。欧米人というのは非常に海が好きなんです。千葉市幕張ということでこ

れをアピールしているわけでございますが、どうも県のオリンピックの方を初め、

御協力が少ないのではないかなと私は思います。 

 一宮町についても、大体、教科書で一宮とすると名古屋の一宮を思いつきますの

で、上総一ノ宮という場所及び土地を、サーフィンをやっている方なら全員知って

いるでしょうけれども、そうじゃない方は知らない方が多いのではないかと思いま

すので、この場所がどこにあるのかわかりやすいように、日本及び世界に発信して

いただきたいと思います。 

 それから、オリンピック競技及びパラリンピックがありますが、どのような国か

らたくさんの方が来られるのでしょうか。やはり強い競技とか、金メダルを取れそ

うだとか、そういうところからたくさんの方が来られるのではないかと思います。

私も前から、どの国から幕張にたくさん来られるのかということを、詳細に調べて

我々に教えていただきたいとお願いしております。なぜなら、我々千葉市観光協会

では海浜幕張駅を出たすぐそばで観光案内所、インフォメーションセンターをやっ

ております。そこには英語とか中国語、韓国語など予想される言葉では対応できる

人がおりますけれども、例えば東欧の国とかトルコとかあの辺の国、そういうとこ

ろの言葉をしゃべれる人、もしそういうことがわかれば、観光案内所にそのような

言葉がしゃべれる人が必要ではないのかと思いますので、我々も言葉を話せる人を

募集して、この期間だけでいいからお手伝いいただけないかと働きかけることがで

きるわけです。そういうことをぜひしていただきたいと思います。 

 それから、最後におっしゃいましたけれども、やはりオリンピックに来られた方

に日本の文化を知っていただくということが必要ではないかと思います。もちろん

県民のためでもあるでしょうけれども、やはり来られた方がより千葉県の文化を知

っていただくということをどうしたらできるのかを、考えていただかないといけな

いかなと思います。 

 あとは、宿泊についてですが、決められた日にたくさんの人が来ますので、幕張

の近辺もホテルが足りないのではないかと。そのため、船橋の港や木更津の港を使
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って、客船をそこに横付けして宿泊所にしたらいいいのではないでしょうかという

ような話をしましたけれども、その後何の反応もありません。宿泊は大丈夫なんで

しょうか。その辺のリサーチは大丈夫なのか、私にはよくわかりませんけれども、

そのようなことも御検討されたらよろしいのではないかと思います。 

 この７月から８月の期間は、異常なことが起こりますと千葉県の経済活動も鈍り

ますので、できるだけそのようなことにならないようにお願いしたいと思います。

今回台風でコンビニエンスストアに物がないとか、ガソリンスタンドの石油がない

とか、そういう事態が起こっているわけですから、このようなことがないように十

分に準備をしていきたいと思います。 

 以上です。 

○佐久間議長 ありがとうございました。事務局からお願いします。 

○前田開催準備課長 ありがとうございます。いくつか今、御意見いただきました。

まず、幕張と一宮釣ヶ崎の場所の発信がなかなかできていないのではないかという

御指摘です。それにつきましては、２つあるのかなと思っています。チケットを持

った方が実際にちゃんと来られるかどうかということがまず１つ、もう１つは、せ

っかくオリンピックをやっているのだから、この機会に乗じて幕張や釣ヶ崎を発信

していくということ、２つあるのかと思っています。 

 まず、チケットを持った方にきちんと来てもらうということについて、組織委員

会が今考えているのは、基本は公共交通機関で来てくださいということになってご

ざいます。ですので、鉄道を使って来るのが一般的になるかと思います。幕張につ

いては海浜幕張駅、一宮については上総一ノ宮駅というのが最寄駅になるので、そ

こまでちゃんと来られるように丁寧な説明が必要だろうと思っておりまして、その

点については組織委員会と我々のほうでなるべくきめ細やかな情報提供ができるよ

うに、引き続き組織委員会と協議させていただきたいと思っております。 

 さらに、大会に合わせて県の魅力を発信していくということについては、オリパ

ラ局だけではなく企画などとも連携しまして、今いろいろと取組を進めているとこ

ろでございます。委員から文化の発信の話もありましたが、文化の発信とか、ある

いは県内で開催される競技について、少しプロモーションビデオ的なものも今考え

ているところですので、また皆様からもいろいろとアイデアをもらいながら、その

辺はブラッシュアップしていきたいと思います。 
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 それと、どの国から来るのかということでございますけれども、まだ出場国がは

っきり決まっていないのでなかなか難しいのですが、例えば、我々の内部の資料で

各国の有望なメダリスト、どういった人がいるのかということは整理しているとこ

ろですので、その辺の情報を改めて御提供できればと考えてございます。 

 私からは以上でございます。 

○佐久間議長 よろしいでしょうか。 

○飯沼委員 宿泊等についてですが、長野オリンピックのときにホテルをたくさん

つくりすぎてオーバーストアになって、大会が終わった後にホテルが閉鎖したとい

う事実がありますので、そのときだけ一時的に宿泊される方が多い場合は、そうい

うようなことで対応されたらよろしいのかなと思って発言しております。 

○前田開催準備課長 宿泊の情報については、県のほうでも今大変苦慮していまし

て、組織委員会がある程度押さえている部分ですとか、競技団体によってはあらか

じめホテルを押さえているということがあろうかと思いますが、その辺の情報が県

でも今とれていない状況でございます。新聞報道で都内がパンクするのではないか

ということは当然承知しているのですが、県内の状況がつぶさに今どういう状況な

のかというところの情報を持ち合わせていないところでございます。 

○佐久間議長 前に IMF の総会をリマでやったときに、宿泊施設がなくて船を横づ

けして、そこへ泊めたという例もあったようでございますので、いろいろと国と話

をしていただいて、そういうアイデアも実現できるかどうかをやっていただきたい

と思います。 

○高橋オリンピック・パラリンピック推進局長 局長の高橋でございます。補足い

たします。 

 ホテルシップの話は国交省も含めて港湾局等で全国的な検討がされていて、例え

ば横浜港、東京港、木更津港などが有望だという報道もされています。現在、私が

承知している範囲では、木更津港につきましては、基盤のほうの整備、岸壁の若干

の整備などが必要になって、これは国交省の補助などをいただきながら進めていて、

詳細についてはまだ確定はしていないと思いますけれども、いろんな形があるよう

です。ホテルシップという形で、ホテルのかわりとしてそこでお客を取る場合と、

クイーンエリザベス号のように外国でお客さんが乗って横付けして、通常の船の形

態として、事実上ホテルも兼用するような形があります。そういったところも含め
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て、私どもの港湾部局のほうで検討が進んでいるというふうに承知はしてございま

す。 

 そのほか、千葉市さんのほうでイベント民泊であったり、御指摘のように、そこ

でハードを急激に増やしてしまうとというお話もあって、そこはソフトな形でのバ

ッファを取りながらやっていくという知恵が全体として必要になってくるのだろう

なという認識は持ってございます。可能な限り私どもも協力してまいりたいと考え

ております。ありがとうございます。 

○飯沼委員 了解しました。 

○佐久間議長 ほかに御意見はございますでしょうか。お願いします。 

○渡辺委員 渡辺です。全体として着実にやられていて、特に成田空港の取組とい

うのは非常に感銘を受けました。きめ細かくやられているので非常にうれしく思っ

ております。 

 都市ボランティアのいろいろな形の中で、大会を運営するという視点でかなりで

き上がってきていると思うのですけれども、同時に千葉をどうやって売り込んでい

くかという視点が必要かなと思っていまして、そういった意味で、先ほど飯沼委員

からお話がありましたように、都市ボランティアをやりながら、お客様が千葉のい

ろんなところに行きたいといったときも、対応をどうするかというところがあるか

ないかは非常に大きいかと思っています。都市ボランティアに応募された方にそれ

を期待するのは難しいのか、それはわからないのですが、そこの対応をしていくこ

とによって、レガシーとして千葉の観光を一つ定着させていくということだと思う

のです。これは大会組織委員会との関係があるので難しいのかもしれませんが、本

当は選手村にアンテナショップのような形で千葉県なり埼玉県なり神奈川県という

形で、近郊の案内をするという形がつくれるといいと思います。これは大会組織委

員会の関係があるので難しいかもしれませんが、そういったところをやっていただ

けるといいかなと。つまり、大会をスムーズに行うという視点においては非常に力

を注いでいらっしゃるのですけれども、同時に千葉を今後どうやって売り込んでい

くかという視点も少し加えていただけると非常にありがたいと思っています。 

 そういった意味で、千葉県の中でユニバーサル対応のホテルというのはかなりで

きていると思いますので、そういったリストをオリパラの選手団体にいろんな形を

提供することによって、また一つ広がりができるかなと思っております。全体的に
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よくやられているのでいいと思うのですが、今後の千葉の観光を考えたときに、そ

ういった視点があると非常にありがたいなと思っております。 

 以上です。 

○木村県民生活・文化課長 ありがとうございました。県民生活・文化課の都市ボ

ランティアを担当しておりますが、今、委員御指摘のとおり、特に成田空港を擁し

ている我が県にとりましては、外国の方が最初に接する、県の顔、国の顔となる活

躍をされる方たちだと認識しております。６月に面接がありまして、私も面接会場

に行きましたけれども、非常に熱意のある多くの方がボランティアに参加してくだ

さっています。 

 今後さまざまな研修をしていきますけれども、その中で千葉県の観光などにつき

ましても、特に千葉県のボランティアですので、知識を持っていただいて、観光客

の方に情報を提供できるようなそういう研修を工夫して進めてまいりたいと思って

おります。ありがとうございました。 

○佐久間議長 ほかに御質問、御意見はございますでしょうか。 

 ただいま出された御意見につきましては、今後の取組にぜひ生かしていただきた

いと思います。 

 それでは、これで議事を終了いたします。長時間にわたり議事進行に御協力いた

だきまして、ありがとうございました。 

 これで進行を事務局にお返しいたします。 

 

（５）閉会 

○司会 どうもありがとうございました。 

 今後のスケジュールでございますが、次回の推進会議の開催時期につきましては、

専門部会での検討や取組の進捗状況などを踏まえまして、後日改めて御連絡させて

いただきます。 

 また、本日の議事内容につきましては、議事録を作成しまして、千葉県のホーム

ページ上で公表いたします。公表内容につきましては後日確認をさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 本日は時間も限られておりましたので、今後何かお気づきの点などございました

ら、事務局まで御連絡をいただければと存じます。 
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 それでは、これをもちまして会議を終了いたします。本日は、大変お忙しい中ど

うもありがとうございました。 


