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国土交通省 近畿運輸局 

 

 

 

 

令和４年９月２１日 

 

近畿運輸局は、当局管内に所在し、バリアフリー化の推進に多大な貢献が認められ

た団体等に対して、「バリアフリー化推進功労者表彰」を実施しています。 

 この度、「優秀賞」受賞者が 4 者、「奨励賞」受賞者が１者に決定しましたので、 

お知らせします。内容は別紙を参照下さい。 

＜表彰式＞  日時  ： 令和４年９月２８日（水） １４時から 

        場所  ： 大阪合同庁舎第４号館 １３階 大会議室 

《主な受賞理由》 

【優秀賞】 

京都市岩倉地域包括支援センター 

叡山電鉄株式会社 

両者が協働で実現した本取り組みは、認知症者の方々の外出意欲の

向上や移動円滑化につながるような新たなモデルとなり得るものであ

り、国土交通省のガイドライン等で示された方向性に合致。また、叡

山電鉄は過去表彰も経験している中、継続的にバリアフリーに取り組

まれていることも高く評価できる。 

特定非営利活動法人 MAMIE（マミー） 

代表であり障害当事者である自らが講演会や舞台活動を行い、聴覚障

害の特性に対する理解を深め、同種障害者の接し方を子供から大人まで

広く普及させるなど、ユニバーサルなまちづくりに資する心のバリアフ

リーに意欲的に取り組んでいる。活動実績が多いことも高く評価。 

また、「補助犬ユーザー受け入れガイドブック」では公共交通機関に

おける様々な場面を想定した対応例や実例を踏まえた指針に沿って、イ

ラストを作成し、指針内容の理解や普及・啓発に努めており、公共交通

の移動円滑化を推進する上で多大な貢献をしている。 

市立伊丹病院 

バリアのないまちづくりに寄与。院内に手話通訳士を常駐させ、聴

覚障害のある患者に丁寧な治療方法等の説明や円滑なコミュニケーシ

ョンを図ることに取り組んでおり、ハード面に限らず、ソフト面での

バリアフリー化の取組を長年にわたり継続して実施していることを高

く評価。今後も多種多様な障害者に対し、業界の牽引者として取り組

まれることを期待したい。 

【問い合わせ先】 

近畿運輸局 交通政策部 バリアフリー推進課 

（担当）奥田・清水 （電話）06-6949-6431 



セクシュアルマイノリティと 

医療・福祉・教育を考える全国大会 

性的マイノリティの生活保障を考える大会で、様々なテーマで多岐

にわたり分科会が設定されていて活発な活動が行われており、専門家

や当事者のネットワーク作りに繋がっていることを評価。また、

LGBTQ 当事者の括りを越え，多様な配慮が必要な人等に対応してい

く方針は注目に値する。 

国土交通省の『公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備

ガイドライン（旅客施設編）』においては、トイレに関し性的マイノ

リティの利用に配慮する記載がされているが、これまでの大会でも公

共トイレの取組が報告されるなど普及/啓発に繋がるものであり国土交

通省が示す方向性にも合致。今後の継続的な活動に期待したい。 

 

【奨励賞】 

阪神電気鉄道株式会社 

短距離移動の高齢者利用が多い区間特性を活かした、短時間の立ち

座りという新たな設計コンセプト自体、目新しく独自に開発したシー

トとして評価。効果の経過を見ていきたい。 

 また、サービス介助士資格の取得に駅係員や乗務員全員といった組

織全体で取り組み、尽力していることも評価。過去受賞後も継続して

バリアフリーに取り組まれており、更なる進化を期待したい。 

 

※ 新型コロナウィルスの感染状況を踏まえ、取材については、各社最低限の人数でお願いいたします。 

希望される方は、別紙「申込書」９月２６日（月）１２時までに FAX にてご連絡ください。 

※ 入館時には、「消毒液による手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケットの徹底」等の感染症予防対

策のご協力をお願い申し上げます。また、風邪のような症状がある場合には、ご自身の体調を優先し、

取材を控えていただきますよう、併せてお願い申し上げます。 

           配布先：青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、陸運記者会(ハイタク部会)、海事関係業界 



京都市岩倉地域包括支援センター
叡山電鉄株式会社

近畿運輸局

駅・電車内
写真展示

駅ホームでカフェ

岩倉地域包括支援センターはこれまで認知症への理解を深めるべく認知症サポーター養成講座の
開催や当事者との意見交換(ワークショップ)などを実施。

更に叡山電鉄との協働により鉄道駅で認知症当事者が集うカフェを実現した。
カフェでは当事者が店員や販売員として「働く」を体験したり、生演奏も披露するなど当事者間で
交流を深める機会を継続して実施している。また、鉄道車両の提供により写真展示を実施。

平成30年、令和元年、令和3年と3回開催し、全国から各回約100名の参加があった。

認知症当事者による
カフェ店員

「認知症になっても
外出をあきらめない」

認知症当事者による
ボーカル出演

当事者他、叡山電鉄、団
体、エコモ財団、自治体
等参加

別紙



特定非営利活動法人MAMIE（マミー） 近畿運輸局

聴覚障害当事者である本人自らNPO法人を立ち上げ代表として聴覚障害を知ってもらう活
動を幅広く展開している。

団体、学校、企業等での講演会の実施（昨年度は合計2,000人を超える参加があった）、
自らの経験を自らが演者となり舞台の披露、聴覚障害者が生活する上で困る場面（医療機
関、学校、職場、災害、コロナ禍）での対処法を示した冊子・動画作りなど。

その他、知的・発達・自閉症・聴覚各障害がある生徒を受け入れパソコン教室を展開。
多様な障害がある生徒が安心して教室に参加できるよう親も参加できる工夫をしている。

福岡トヨタ自動車にて福祉講義を実施 ユニバーサル社会を創造する事務次官プロジェクト
(勉強会）にて親子で手話劇を披露

年月 参加人数 活動概要

2021年4月 30名 防衛省における「ユニバーサル次官PJ（勉強会）」にて「桃と桜」実演
2021年06月 62名 大阪市立南中学校で講演をさせていただきました。

2021年06月 154名 大阪府高石市取石中学校で講演をさせていただきました。

2021年07月 80名 福岡トヨタで講演をさせていただきました。

2021年08月 50名 「夏ボラ開校！」で講演をさせていただきました。

2021年10月 40名 大阪市立南小学校

2021年10月 40名 大阪市立高津小学校で講演をさせていただきました。

2021年10月 80名 大阪市立田川小学校で講演をさせていただきました。

2021年10月 150名 南田辺小学校で講演をさせていただきました。

2021年10月 70名 大阪市立開平小学校

2021年10月 80名 福岡トヨタ自動車で講演をさせていただきました。

2021年11月 150名 西宮市高木小学校で講演をさせていただきました。

2021年11月 150名 大阪市立三国小学校で講演をさせていただきました。

2021年11月 192名 神戸市灘区上野中学校で講演をさせていただきました。

2021年11月 50名 八尾市北山本小学校で講演をさせていただきました。

2021年11月 30名 堺市に「いけす」「桃と桜」の出張舞台させていただきました。

2021年11月 50名 大阪府立豊島高等学校

2021年11月 20名 大阪市立芸術創造館

2021年12月 100名 大阪市立玉造小学校

2021年12月 50名 摂津市立新鳥飼公民館に「いけす」の出張舞台させていただきました。

2021年12月 132名 大阪市立長居小学校

2022年 1月 30名 西宮市で「地域共生館ふれぼの」ひびきカフェに「いけす」の出張舞台
させていただきました。

2022年 1月 100名 八尾市立大正北小学校で講演をさせていただきました。

2022年 1月 30名 大阪市淀川区の木川南小学校で講演をさせていただきました。

2022年 2月 ※オンラインのため配布していません「聴導犬に会いに行こう」オンラ
インイベントをさせていただきました。オンライン講演は3回実施

2022年 3月 50名 高槻市ふれあいセンターに「聴導犬と共に生きる」「桃と桜」の出張舞
台と講演をさせていただきました。

2022年 97名 1月～3月までみきまる座のお客様 （1月8日 12名・1月9日 11名・1
月10日 19名・2月5日 6名・2月11日11名・2月19日2名・3月19日4
名・3月20日13名・3月21日5人・３月26日14名）

合計人数 2077名

学校・団体・企業・自治体に講演や舞台を多数実施。昨年
度（2021年4月～2022年3月）は38回 2077名の参
加があった。

聴覚障害者困りごと対応冊子（イラス
ト・まんが）制作

絵・文字・手話・歌で奏でる舞台



市立伊丹病院 近畿運輸局

市立伊丹病院は院内に手話通訳士を配置し、聴覚障害者の外来及び入院診療において、患者と医師とのコミュ
ニケーションを円滑にすることで患者が自身の病状をより深く理解し、診療を受けられるような取り組みを約40 年間
に渡り継続している。

院内手話サークルにはじまり、2009年からは手話通訳士を採用し聴覚障害者受け入れ体制を強化している。
また、2022年7月には、対面での手話通訳が困難な状況下において、通信機器を用いて通訳を試みた。

2021年度は年間731件の手話通訳対応があった。手話通訳以外にも視覚的に見やすい「聴覚障害者指差し
カード」や「点眼チェック表」などの補助ツールや治療説明動画を作成し安心して治療を受けてもらう工夫が施されて
いる。

〈ポイント〉
・兵庫県内で手話通訳士を配置している数少ない病院
・手話通訳対応が約40年間継続
・院内手話サークル「たんぽぽ」発足
・2021年度年間手話通訳対応件数 731件
（2009年度実績290件の2.5倍増）

・テレビ番組でも特集されるなど医療現場における
手話通訳の必要性と重要性が取り挙げられている

・聴覚障害者向けに「指差しカード」や「点眼薬整理箱」、
「点眼チェック表」など視覚的にわかりやすい補助ツールを作成
・手話・字幕付き胃がん内視鏡治療動画を作成

安全で安心な信頼される医療を提供



セクシュアルマイノリティと医療・福祉・教育を考える全国大会 近畿運輸局

2013年より活動を始めておりLGBTQをはじめとするセクシュアルマイノリティの暮らし、制度で足りないもの、医療、福祉、教育
など生活保障として不足しているものを考える大会と位置づけられている。

また、LGBTQ且つ障害がある当事者も対象として受け入れ、障害に合わせ必要な情報保障の体制を整備し運営している。

〈ポイント〉
・イベント参加者数
2013年 第1回 約250人参加
2014年 第2回 約300人参加
2020年 第3回 約400人参加
2021年 第4回 約2000人（オンライン）参加
2022年 第5回 約750人（Youtube閲覧2500回以上）
・全てのプログラムに情報保障付き
・回を重ねるごとに開催期間を延ばし、分科会の参加がしやすいよう
工夫されている。

医療・福祉・教育の場面で各々の社会的資源
がLGBTQを含む全ての人に使いやすいものに
なるにはどうすればいいか？を考える



阪神電気鉄道株式会社 近畿運輸局

座面が他より30mm高い。
前端部が少し前に傾斜

阪神の駅間は平均1.0ｋｍと短く、短距離移動を要する高齢者等の利用者が多い特徴を踏まえ、普通車両に立ち座りがしやすいシートを導入。
その名も「ちょい乗りシート」。座面の高さや形状を自発的に開発。

また、湾曲した握り棒および座席中間仕切りを設置し、手を使って体を支えながら容易に立ち座りできるよう更なる工夫が施されている。

その他 神戸三宮駅においても車両長、異なるドア位置である近鉄車両が乗り入れるホームにもホーム柵を設置。

ハード面の他にソフト面にも力を入れており、鉄道の駅係員及び乗務員は、全員がサービス介助士の資格を取得。
視覚障害者歩行訓練も当局や団体と共催している。

神戸三宮駅では昇降ロープ
式ホーム柵を設置

阪神車両

近鉄車両

湾曲した握り棒・座席中間仕切りを設置する
ことでさらに立ち座りが容易にできるよう工夫

鉄道駅係員・乗務員全員が
サービス介助士資格を取得

阪神車両：一車両 約19ｍ 3扉

近畿車輛：一車両 約21m 4扉



　（ふりがな）

 　氏　名

 　所属（会社名）

 　連絡先（ＴＥＬ）

 　連絡先（メールアドレス）　

※送り状は不要ですので、本紙のみをそのままＦＡＸして下さい。なお、お手数ではございますが、

　ＦＡＸ送信後、受信確認のため、下記の【受信確認先】までご連絡下さい。

【受信確認先】

　近畿運輸局　交通政策部　バリアフリー推進課　奥田・清水　　ＴＥＬ：０６－６９４９－６４３１

返信先：近畿運輸局　交通政策部　バリアフリー推進課　あて

ＦＡＸ番号：０６－６９４９－６１６９

別紙

「近畿運輸局バリアフリー化推進功労者表彰式」
取　材　申　込　書


