
はじめに 

きんきビジョンサポート（ＫＶＳ）は、「医療とリハビリの架け橋に」を合言葉に、発足して 7 

年目に入るＮＰＯです。 

見えにくい・見えない当事者と家族、眼科・リハビリ・教育・カウンセラー・福祉機器等の従 

事者でスタッフと顧問を構成しています。 

この多彩なスタッフがさまざまな情報や出会いとふれあいの場を提供しています。各種講座と 

誰でも参加ＯＫのサロン、30・40 才代女性や中高年、勤労者などの会を開催しています。 

各種サロンでは、 見えない ・ 見えにくい人も利用できるユニバーサルデザインの製品やサービス、 

ユニバーサルなまちづくりをテーマに、たくさんの企業や団体のみなさまに参加いただき、交流 

会や試用モニターなどを行っています。 

また、毎年、医療関係者を対象としたロービジョンケア講演会＆交流会も行っています。この 

講演会では、ワンポイントレッスンとして、医療従事者が意外と知らない「ガイドの基礎」を行 

っています。 

より多くの方々が、 見えない･見えにくい人のことを少し知って、 ほんの少しのお手伝いをして 

下さるだけで、まちはとてもユニバーサルになります。そんな思いをもって今回の発表をいたし 

ます。 

Ⅰ ユニバーサルデザインって何？ 

ユニバーサルデザインとは、「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障がいの有無な 

どにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることをいい 

ます。この概念は、主に生活用品などで用いられている場合が多く、まちの整備においては、バ 

リアフリー法など、バリアフリーという言葉がよく使われていました。バリアフリーとは、人を 

隔てたり、行動を妨げたりする障壁（バリア）を除去した状態をあらわす言葉です。これまでの 

まちの整備は、現にあるバリアを取り除くという発想が中心になっていましたが、これからは、 

最初からできるだけ多くの人が利用可能であるユニバーサルデザインの発想が必要と言えます。 

また、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた建物、道路、設備やモノなどの整備だけで 

解決することには限界があります。そこで、足りない部分はきめ細やかな対応、サービス、心づ 

かいなどで補うこともユニバーサルデザインの一つの考え方と言えます。 

〔13〕あなたのひと声がユニバーサルなまちをつくる 
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◆ユニバーサルデザインに関する今年度の取り組み 

１ 阪急電鉄との意見交換会 ５月 

阪急電鉄 都市交通事業本部（建築部・運輸部）池田市 交通課 

20 年度 12 月に「阪急の駅・電車に関するアンケート調査」を実施、結果を含むご意見すべてを、 

事前に電鉄側におわたししていました。 

初めて見る意見に興味を持たれ、カラーＵＤの資料を取り寄せておられました。私鉄５社では、 

年に一度、視覚障害者団体との意見交換会が持たれているそうですが、今まで、「見えにくさ」に 

ついての意見が出たことがなかったそうです。 高齢者を含め、 見えにくい人はたくさんいること、 

表示の色と設置位置の工夫、危険な階段の色など、さまざまな点について話をいたしました。 

今後、階段については、順次改修されていくそうです。 表示については、即答はありませんで 

したが、弱視の視点に気付き、興味をもっていただけたので、次回の設備改善時には「見えやす 

さ」について工夫いただけると期待いたします。 

２ 各種サロンでの意見交換 

きんきビジョンサポートでは、毎月または隔月に、誰でも参加できるＫＶＳサロン、池田市立 

池田病院でおこなう病院内サロン、見えない・見えにくい 40 代女性の会「茶・い・夢」はじめ勤 

労者の集いなど、多くの方が集える場を設けています。サロンは、生活の質を高める情報交換の 

場として、また、楽しい仲間作りの場として、毎回テーマを決め開催しています。これらのサロ 

ンは、 これまでも多くの企業や団体のみなさまに参加いただき、 意見交換の場にもなっています。 

ＡＢＣラジオ ５月 

視覚に関係なく楽しめるラジオ、製作現場からのお話、道上洋三さんとの意見交換。 

ＮＰＯ法人 エキペディア ６月 

使いやすい駅、駅のユニバーサル情報を知るサイトの紹介と、サイトに求めることについての意 

見交換。 

社会福祉法人 日本ライトハウス ７月 

見えない・見えにくい人が、読書を楽しむためのサービスや機器の紹介、それぞれの読書の楽し 

み方などの情報交換会。 

おおさかパルコープ さざ波 12 月 

見えなくてもＱＲコードが撮れる方法や、QRコードを生活に生かす工夫について。視覚障害者に 

とって利用しやすいＱＲコードの推進について。 

ＮＴＴ西日本研究開発センター 1 月 

障がい者向けのインターネットサービスや研究開発状況のお話と意見交換会 

３ 調査・製品評価などへの協力 

兵庫県立福祉のまちづくり研究所や近畿大学のまちづくりに関するモニター・調査、福祉機器 

や家電メーカーの製品試用テスト・調査への参加や周知活動などを通し、見えない・見えにくい 

人の声が反映されるよう、積極的に協力しています。



Ⅱ 見えない・見えにくい人 

◆視覚障害の現状と将来（社団法人 日本眼科医会 報道資料より引用。2009 年 11 月 15 日発表） 

視覚障害の現状 

視覚障害者の定義：良い方の矯正視力が 0.5未満。 

失明者の定義 ：良い方の矯正視力が 0.1未満（共に米国基準による） 

１ 視覚障害者の人数「 日本人の100 人に 1人は視覚障害者」 

2007 年の時点で、国内には 164 万人の視覚障害者、18 

万８千人の失明者がいると推定。 

２ 原因疾患「視覚障害となる起因は 後天性によるも 

のが多い」 

『緑内障』が 1位、『糖尿病網膜症』が 2位、これらと 

『変性近視』、『加齢黄斑変性』、『白内障』を加えると、 

全体の４分の３と大半を占める。（右記図を参照） 

３ 年齢構成「視覚障害は高齢者の大きな問題」 

半数は 70歳以上、72％が60歳以上。 

社会の高齢化により視覚障害者数は 2030 年には 200 万人に達すると推定されています。 そのこ 

とによる生活の質の低下が危惧されています。 

◆見えにくさのいろいろ 

白杖を持っている人は見えない人もいますが、実は見えにくい人もたくさんいます。全く見え 

ないと思っているとあれっと思うことがあるかもしれません。そんなときはこんな見え方かもし 

れません。 

周囲が見えない・・・ 

見えているといっても、見えにくい不便さはあります。 

天気や体調で見え方も変わります。 

特に段差や暗いところは、大変なところです。手助けを 

お願いします。 

全体的にかすんで見える・・・ 真ん中が見えない・・・ 

視覚障害者数の原因別疾患内訳 

12% 

変性近視 

視覚障害全体（良い方の視力＜０．５） 

24%  緑内障 

21%  糖尿病 

網膜症 

その他  25% 

白内障  7% 
11% 

加齢黄斑変性



◆見えない人と見えにくい人、どっちが大変? 

見えない人には、目からの情報が何もないという大変さがあります。見えにくい人には、 

視力の程度にかかわらず、進行したときの不安や、周囲から「見えているのに」と理解され 

ないなど、人に話せない悩みを抱えることがあります。視力の差が、大変さの差ではなく、 

全く別の大変さがあるのです。 

◆白杖(はくじょう)ってなあに? 

足元を探ったり、前にぶつかるものがないか確認する道具です。 

街行く人に眼が見えにくいことを伝えるのも大事な役目です。 

Ⅲ 見えない・見えにくい人と出会ったときは 

◆困っていたら声をかけてください 

あの人、困っているなぁ、迷っているかなぁと思ったら声をかけてください。 

その時はこんなふうにお願いします…。 

もしかしたら、一人で歩く練習中だったりして、大丈夫ですとお断りすることがあるかも知れま 

せん。その時は是非また次回お願いします。 

何かお手伝いしましょうか？ 

困ったなぁ･･･ 

ありがとうね 

どちらまで行かれますか？



◆こんなとき、こんなひと声を 

今回、見えない･見えにくい方に向け、下記のような質問に答えていただきました。 

Ｑ：あなたが外出した時、どんなことでこまりますか？ 具体的にお書きください。 

Ｑ：あなたが、外出した時、かけられてうれしい、または助かるひと声はありますか？あれば、 

どんな場面でのひと声か教えてください。 

こんな時困ります うれしい･助かる一言 

電車 

バスで 

券売機の文字が見えない・見えにくい。 

行き先や標識、案内表示がわからない。 

乗車位置がわからない。 

空いている席が探せない。 

・・行きが着ましたよ。 

扉位置はこちらです。 

改札（ホーム･車内）までご一緒 

しましょうか？こちらの席が空 

いています（誘導） 

道で 歩道をはしってくる自転車に脅威を感じる。 

信号がみえない・見つけられない。 

信号のない横断歩道では、渡っていいか迷う。 

始めていく場所は地図で予習していても、目標物 

をさがすのが大変。 

工事中で迂回路を通ると、方向がわからなくなる。 

青（赤）ですよ。 

渡れますよ。 

街で 下りの階段に気づかない。 

段差が判り難い。 

商店街などではお店の区別ができなくて困る 

くだりの階段ですよ。 

段差がありますよ 

右側は溝ですよ。 

施設内で ガラス張りになっているお店の入り口が分かりづ 

らい。 

案内や表示が見つけられない。 

トイレの場所などがわからない。 

係の人を見つけられない。 

何かお探しですか？ 

ほかにもこんなコメントがありました。 

・外出先で困ったときは、通りがかりの人に声をかけますが、まわりに人がいるのかどう 

かわからないとき、人ごみで声が届かないときは、本当に途方にくれてしま 

います。白杖をついた視覚障害者を見かけた時はだれでも声をかけるような社 

会が来る事を願っています。 

!!! 「あちら」 「そちら」 「こっちです」という説明は 

分かりにくいですから、 「まっすぐ」 「右です。 」 「左です。 」 

など、具体的に説明して下さいね。 

♪ピンポオーン♪ 

♪カッコー♪ 

駅で階段の場所を 

知らせる音は 

いろいろありますよ



先天性 

中途障害 

こんな時困ります うれしい･助かる一言 

トイレで どちらが男性用(女性用)かわからない 

空いている個室が分からない。 

個室の説明、特に水洗ボタン位置を探すのが大変。 

男性は右です。 

こちらが空いてますよ。 

水洗ボタンは上についています 

よ。 

レバーが前にある一般的なトイ 

レですよ。 

その他 掛け声も無く突然洋服を引っ張られたり体に触れ 

られ、びっくりした。 

急に「危ない」と声をかけられても、何が危ない 

のか分からずうろたえてしまう。 

何かお困りですか？ 

お手伝いしましょうか？ 

ほかにもこんなコメントがありました。 

・障害者トイレに案内してくださる方が多いのですが、視覚障害者にとっては障害者トイレは広 

すぎて、どこになにがあるのか分からず使いづらいです。 

・ぶつかられたりした時、自分の行きたい方向への軌道修正ができなくなる 

・家族またはガイドヘルパーさんと同伴の場合、相手とのスケジュール調整が困難 

◆視覚障害「五つの誤解」 

１.視覚障害者は全盲の人よりも弱視の人のほうが多い。 

２.弱視でも白杖を持つことがある。 

３.点字ブロックの上ではなく、横を歩く。 

４.視覚障害者で点字が読めるのは 1割。 

５.盲導犬は信号の色は分からない。 

◆盲導犬は人が大好き 

盲導犬は、人に触ってもらったり、遊んでもらったりすることが大好きです。 

ハーネスを付けているお仕事中でも、触られるとついつい・・・。誘導がおろそかになると、 

とても危険です。ハーネスを付けているときは、触ったり目を合わせたりしないでください。 

気が散ったりして上手に誘導ができなかった日は、 犬もしょんぼり・・・上手に誘導ができると、 

たくさんほめてもらえるので、喜んでお仕事をしてくれます。 

!!! 迷っているようでも、 犬のリードやハーネスを引っ張らないでください。 誘導をやめてしま 

うこともあり危険です。 

全盲 

弱視 

点字が 
読める 

読めない



◆基本的な誘導の仕方です 

勉強したことがないから、初めてだからと難しく考えないでください。 

困っているときに、まずは、ひと声「お手伝いしましょうか」と声をかけてもらえたらとても 

安心するのです。 

分からないときは「どうしたらいいですか」と聞いてください。 

１ 基本の姿勢・・・二人分の幅なのでぶつからないように 

「どうしたらいいです 

か」 

「肘をつかませてくだ 

さい。 」 

２ 道を曲がるときは・・・簡単な説明で大丈夫です 

「右に （左に）曲がりま 

すね」 

手の甲をタッチして合 

図しています 

３ 狭いところでは、狭いと告げてゆっくり歩いてください 

「狭いところを 

通りますね」 

４ 階段や段差のところでは・・・段の前と終わりで一時停止 

「上り （下り）段差の始 

まり（終わり）ですよ」 

相手の歩幅を考えて、 段 

差を昇降します 

「前方に段差やぶつかるものはないですよ。 」といってもらうだけで安心します。 

段差の時は手前で止まって教えて下さいね。



５ 椅子に座ってもらうときは・・・背もたれに触らせてください 

「席があいてますよ」 

!!! こんなことはしないでください 

控えめな日本人は、「お先にどうぞ」 というかたちを 

とりがちですが、後ろから押してもらうのは、とても 

怖いのです。 

また、手を引っ張られることも不安で困ります。 

◆ 病院や施設にお願いしていること 

見えなくても見えにくくても、一人で出かけること 

は可能です。 

○○へくらいは一人でと頑張ってくるかたもいます。 

だからといって施設の中で何でもできるわけではありません。 

白杖をもった方がきたらぜひ手助けをお願いします。 

施設の入口から待合室まで 

受付などは、「こちらです」 と呼ん 

でもらうと場所が分かります。 

察券などは、手渡しで受けとってもら 

うといいですね。 

小さい字を読んだり書いたりは大 

変です。できれば小声で代筆をお願 

いします。 

！靴箱の位置や待合いのイス 

「そちらにどうぞ」と言われても、 

どこが空いているか分かりません。 

後ろから押す・・・



施設内の移動 

「２番へどうぞ」と言われても、場所が 

分かりません。誘導をお願いします。 

狭い範囲での移動・近いベッドへの移動で 

も、誘導をしてもらいたいことも。 

何かにぶつかったり、倒してしまうのではない 

かと心配です・・・ 

！呼び出し 

番号で呼ぶときは、 事前に番号を教えてください。 

電光掲示は分かりません。声をかけてください。 

お手伝いくださる方同士の声かけ 

「見えにくい人だよ」と引き継ぎしてもらうのはいいですが、他の方に聞こえる声だと傷つきま 

す。 

会計の時は 

お金のやりとりは慎重に行いたいものです。声をかけながら 

援助をお願いします。 

お釣りや保険証等はカウンターに置かず 

手渡しで。 

領収書や処方箋、予約券などは、区別がつくよう別々に手渡 

しをお願いします。 

こんな工夫はいかがですか* 

各病院で実際に行われている工夫です。参考にしてみてください。 

←カラフルなイスを設置 

して見やすくする。 

イスにカバーをかけるだけ 

でもＯＫ！ 

掲示物を拡大したり→ 

白黒反転で表示する。 

・床にテープを貼って見やすくする。 

・カルテなどに印をつけて、見えにくいという情報を共有する。 

・診察券に切り込みを入れて分かりやすくする。



◆うれしかったサポート 

乗り物で 

・乗車した際、空席を教えてもらえた。 

・きっぷ売り場で自動販売機のボタンを押してもらえた。 

・乗車の際、手引きをして席まで案内してもらえた。 

飲食店で 

・座席まで手引きをしてもらえた。 

・メニューと価格を読み上げてもらえた。 

・水や料理を持ってきた際、何なのかを説明してからテーブルに置いてもらえた。 

・帰る際、レジまで手引きしてもらえた。 

買い物 

・ 「お手伝いすることがあれば声をかけてください」と言ってもらえた。 

・ サイズ・色・価格を説明してもらえた。 

・ 試着室やレジまで手引きをしてもらえた。 

・ スーパーで手引きをしながら、食品を選んでくれた。 

宿泊先では・・・ 

見えない・見えにくい40代女性の会「茶・い・夢（ちゃいむ）」では、毎年、当事者 

10人ほどで１泊旅行を楽しんでいます。 

宿泊先は、障害者設備にはこだわらず、女性に人気のホテルを選ぶことが多く、リラ 

ックスして安全に、自分たちの時間が過ごせるよう、事前に「見えない・見えにくい 

者のみで宿泊することを連絡し、サポートをお願いしています。 

今年度は、ステキな「アルティア鳥羽」に宿泊。さりげない心尽くしに、ゆったりで 

きた２日間でした。 

(サポート内容) 

・ 他の部屋と間違えないよう、部屋のドアに、ドアの色と反対色の画用紙を貼り、 

大きく部屋番号を書き、見えやすくしていただきました。 

・部屋の電話には、手探りでもフロントに電話が掛けられるようにシールを張っても 

らい、いつでも連絡がとれるようにしていただきました。 

・チェック・イン後のすいている時間帯に大浴場に行き、安全に入浴 

できるよう、浴室内の段差やシャンプー・リンスの並びなどを説明しながら、浴室内 

を案内していただきました。 

・朝食バイキングでは、料理を説明しながら、お皿に取り分けてもらえたので、好 

みの料理を食べたいだけ食べることができました。 

＊ちょっとした工夫をお願いしておくことで、最小限のヘルプで、自分たちで自由に 

安全に動くことができます。



まとめ 

見えない･見えにくい人が一人で外出する時、周りの音や目印に注意･集中しながらも、いろん 

な困難に出合っています。外出すると、うろうろすることばかりで精神的に疲れる、不安だから 

と、家に閉じこもってしまう方もおられます。あなたに時間がないときでも、通りすがりにほん 

の一声かけてもらえるだけで、ほっと緊張が和らぐことは多いのです。「声をかけるのは失礼じ 

ゃないかと思って」という声も聞きますが、どうぞどんどん声をかけてください。もっと自由に 

安心して出かけられる、ユニバーサルなやさしいまちを、みんなでつくっていきませんか。 

見えない･見えにくい人たちが、今よりももっと、安心して外出できるようになれば、もっと 

多くの情報を手に入れ、さまざまな人たちと出会うことで、きっと、自分らしく生き生きと暮ら 

すことができるでしょう。 

これからも、きんきビジョンサポートは、ネットワークを活用して、多くの事業者に「見えな 

い・見えにくい人の生の声」を伝える場を持つとともに、見えない・見えにくい人たちに、多く 

の「情報」や「出会いの場」を提供していきます。 

きんきビジョンサポート 

http://kvs.cc/


