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（第６号様式） 

第１回 茅ケ崎市バリアフリー基本構想推進協議会 

会議録 

議題 

１ バリアフリー基本構想について 

２ 全体基本構想策定の考え方について 

３ 策定体制および検討スケジュールについて 

４ その他 

日時 平成26年3月26日（水） 15：00～17：00 

場所 茅ヶ崎市役所分庁舎4階会議室 

出席者氏名 

会長：斉藤 進 

副会長：海津 ゆりえ、藤井 直人 

委員：村越 重芳、柏崎 周一、豊嶋 太一、瀧井 正子、五十

嵐 優子、横森 昭男、原 浩仁、仲手川 仁志、大澤 武廣（

代理：峯田 康弘）、千野 啓次（代理：坂本 正雄）、梅津 典

純（代理：小川 健）、夜光 広純、大野木 英夫、秋元 一正 

 

事務局：都市部都市政策課 

    八千代エンジニヤリング㈱ 

 会議の公開・非公開 公開 

 傍聴者数 ０名 

 非公開の理由  
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 （会議の概要） 

１ バリアフリー基本構想について 

資料１（茅ケ崎市バリアフリー基本構想について）、資料２（バリアフリー基本構想

制度の概要）に沿って事務局（都市政策課、八千代エンジニヤリング㈱）より説明 

【質疑応答】 

斉藤会長：バリアフリー基本構想についてということで、制度等の概要について説明が

あった。今の説明に関して質問等があればお願いしたい。 

村越委員：「バリアフリー」は差別的な言葉のため、「ユニバーサルデザイン」という

表現にした方がよいという議論を以前どこかでしたことがあるが、今回策定す

る計画では「バリアフリー」という表現でよいのか。 

事務局：それぞれの言葉で対象者が異なっており、「ユニバーサルデザイン」はすべて

の人、バリアフリー法は高齢者や障害者、けが人、妊産婦等を対象としている。

このため、基本構想策定にあたっては「バリアフリー」という言葉を用いるこ

とが通常である。 

横森委員：本協議会の目的を教えていただきたい。要綱の中に示されていない。 

事務局：本協議会は２年間という任期で設定させていただいており、この間に基本構想

の作成を進めていきたいと考えている。また、基本構想策定後は、事業の進捗

管理や連絡調整の場としたい。要綱の見直しについては随時対応していきたい。 

横森委員：目的はしっかりと要綱に記載しておく必要がある。 

事務局：本協議会における基本的な所掌事項については、第２条に記載したとおり、２

年間で基本構想を策定することが大きな目標であり、その後も協議会を活用し

ながら運用等を行っていきたいと考えている。要綱については、目的を明確に

した内容に修正したい。 

斉藤会長：そのようなかたちで修正をお願いしたい。 

柏崎委員：心のバリアフリーは、これまであまり耳にしたことがなかった。ハード整備

は分かりやすいが、心のバリアフリーの推進については交通マナーの啓発など

精神的な部分もあるのでかなり難しい。どのような位置づけで検討していくの

か教えていただきたい。 

事務局：バリアフリーというとハード整備の印象が強いが、今回の検討の大きな要素の

１つとして「心のバリアフリー」に積極的に取り組んでいきたいと考えている。

心のバリアフリーの検討範囲が広すぎるといった話しは福祉部局との調整の中

でも挙がったが、ハード整備が進んできた中で、今度は施設の使われ方が問わ

れるようになってきており、そういった面についても今回検討していきたいと
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考えている。具体的な検討の進め方については、委員のみなさまと協議する中

で深めていきたい。 

豊嶋委員：今回の検討の中で心のバリアフリーを取り上げたことは非常に重要なことで

ある。今回、協議会に参加させていただいたが、障害当事者代表とは認識して

おらず、私個人の経験で感じてきた課題について少しでも伝えられればと参加

している。最近では「ノーマライゼーション」や「ソーシャルインクルージョ

ン」といった表現も使われているが、つきつめるとすべて同じことを意味して

おり、いろいろな障害をもった方がより多く参加して意見できる会議にしてほ

しい。心のバリアフリーと簡単にいっても、これまで小中学校などで講習を開

いてきた経験の中で簡単に変わらないことも実感している。私が参加したこと

で「障害者の意見も計画に取り入れている」ということにしてほしくないとい

うのが切な願いである。目標年次の平成３２年度までにどこまで積み上げてい

けるかが重要である。私もできる範囲のことは回答し、また、勉強しながら取

り組んでいきたい。 

斉藤会長：心のバリアフリーの理解はまだ進んでいない。多くの市民に理解を求めるた

めにはどうすればよいか、また、豊嶋委員がおっしゃるように、市民と一緒に

基本構想をつくり上げるためにはどうすればよいか、この協議会のなかで議論

できるとよい。心のバリアフリーは簡単に表現できるものではないが、一人ひ

とりがもっているものをこの場に出していただき、心のバリアフリーの考え方

や重要性を示していけるとよい。ハード整備は段差解消などイメージしやすい

が、ソフト的な部分についても本協議会で議論していきたい。 

瀧井委員：知的障害者の親の会に所属している。交通バリアフリー法やハートビル法で

は「身体障害者等」を対象としており、ハード整備が重要視されていた。しか

し、バリアフリー法では「高齢者、障害者等」という表現に変わり、知的障害

者や精神障害者も対象に新たに加わったことを意味している。そういった経緯

もあって今回参加させていただいているので、「見えない障害」をもった方に

対するバリアフリーについてもいろいろ意見していきたい。 

斉藤会長：ぜひお願いしたい。よろしくお願いします。 

豊嶋委員：瀧井委員のおっしゃったことは非常に重要である。私は身体の障害に関する

意見しか伝えられないので、知的障害者や精神障害者の方も同じようにこの場

に出席して意見していただくのが理想的である。こういった方々の意見の反映

も積極的に取り組んでいただけるようにお願いしたい。 

斉藤会長：そういった視点も含めて構想づくりに取り組んでいきたい。 

秋元一正委員：基本構想の計画期間について教えていただきたい。 
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事務局：移動等円滑化の促進に関する基本方針の目標年次と総合計画の終了年次が平成

３２年度であることから、本計画も平成３２年度を目標に進めていくが、でき

るものから着実に進めていきたい。 

斉藤会長：バリアフリー法等の内容を踏まえたうえで茅ケ崎市らしい基本構想の作成を

進めていただきたい。 

 

 

２ 全体基本構想策定の考え方について 

資料３（全体構想策定の考え方）に沿って事務局（都市政策課）より説明 

【質疑応答】 

斉藤会長：基本構想の策定にあたり基本的な目標や方針、重点整備地区等の選定につい

て説明があった。今の説明に関して質問等があればお願いしたい。 

藤井副会長：重点整備地区については、法に基づく地区ということであるが、整備促進

地区はどのような位置づけになるのか教えていただきたい。 

事務局：茅ケ崎市独自に設定した地区で、重点整備地区とあわせて整備を推進していく

地区である。 

藤井副会長：整備促進地区となる香川駅と辻堂駅は、１日の利用者数が３千人を満たし

た鉄道駅か。 

事務局：そうである。 

村越委員：説明の中で「色彩」という言葉がでたが、景観に基づく配慮も含まれるのか。 

事務局：重点整備地区内の整備については、色彩についても今後ご助言いただきながら

考えていきたい。茅ヶ崎駅周辺は景観上の重点地区にも位置づけられているた

め、景観を担当する部署と協議・連携しながら検討を進めていきたい。 

柏崎委員：資料３の３ページに「市全域」の考え方が気になった。歩道を歩くと段差や

傾斜がかなり多く、車両乗り入れ部の切り下げなどにおいては、障害はなくて

もベビーカーなど非常に歩きづらい環境にある。重点整備地区の整備も重要で

あるが、駅周辺に限らず、市全域として歩道等をどのように整備するべきか基

本構想に取り込んでいけるとよい。 

事務局：現在も歩道等の段差の解消等には取り組んでいるが、至らないところもまだま

だある。重点整備地区は、市全域を考えるうえで理想的なまちづくりを展開し

ていくために、モデル的な位置づけとして想定している。現地点検等を実施し、

より具体的な整備内容を検討して実践的な計画づくりを目指したい。 

斉藤会長：目標は市全域のバリアフリー化であるがなかなか難しいのが現状である。そ
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こで、まずは人がより集中する場所を重点的に整備しようといった考えである。

そうすることで、重点整備地区以外で行われる施設整備についても整備内容を

あわせようといった動きがでてくる。こういった市全域への展開も重要である。 

秋元一正委員：以前の歩道はマウントアップ構造であったが、最近では段差解消という

ことで逐一整備が進められており、茅ヶ崎駅南口の徳洲会がある道路は平成２

５年度に整備が完了し段差が解消された。斉藤会長がおっしゃったように、基

本構想ができることで、他地域もその内容にあわせて整備を進めていくかたち

となる。 

海津副会長：重点整備地区で特定事業計画を作成した場合には、既存計画より上位に位

置づけられるのか。 

対象となる地区範囲を決めるということであったが、選定の際には人の動線に

配慮してほしい。また、地区範囲で整備が区切られるのではなく、範囲を滲み

出すような柔軟な計画になるとよい。 

斉藤会長：移動には連続性があるので、その点は非常に重要である。 

海津副会長：サインについても、ここまではあるけどここから先がわからないといった

ことがしばしばある。 

豊嶋委員：社会福祉協議会の前の歩道は理想的な構造で、縁石は立ち上がっているが、

車道と歩道の段差がほとんどない状態である。しかし、バス停留所はバスの乗

降口の高さとあわせて歩道にも多少の段差があった方が乗降しやすいが、全て

フラットでそういった工夫は施されていない。こういったところで乗降しよう

とすると、スロープの傾斜が急で乗りにくい。障害の特性等によって使い勝手

が異なるため、よかれと整備したものがその他の人にとって利用しづらくなる

ということもあるので、いろいろな方の意見を取り入れながら検討していくこ

とが重要である。今回の資料を例に挙げると、資料中に言葉や法律等の説明な

どがわかりづらいところもあり、だれが見ても分かりやすくするためには、丁

寧に作り上げていかないといけない。なかなか実現が難しいところでもあるが

理想を語る部分もあるので、そういった点にも配慮しながらつくっていけると

よい。資料中の「義務」と「努力義務」の差の説明もわからないまま制度の説

明があったので、なかなかイメージしづらいところがあった。だれもがわかり

やすい資料をつくることで、市民の人たちにも伝わりやすいものができるので

はないか。 

斉藤会長：より多くの人の意見を聞きながら検討を進めていきたい。また、資料づくり

もわかりやすいように努めていただきたい。 

横森委員：北茅ヶ崎駅や香川駅の周辺は非常にローカルな印象があるが、どういったか
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たちで進めていくのか。また、どのように提案していけばよいか。 

事務局：北茅ヶ崎駅については１日の利用者数が５千人を超えている状況にあるので、

平成３２年度までにはバリアフリー化をしなければならない。しかし、駅舎だ

けバリアフリー整備されればよいというわけではなく、駅までのアプローチに

ついても検討していかなければならないので、事務局案としては、重点整備地

区に北茅ヶ崎駅も含めて一体的な整備を基本構想の中に位置付けられればと考

えている。整備促進地区については、重点整備地区の整備がある程度進んだ段

階で次に取り掛るべく地区として香川駅周辺と辻堂駅周辺を位置づけている。

辻堂駅周辺地区については、大半を占める藤沢市側の整備が進む一方で茅ケ崎

市側はきちんとバリアフリー化が進められているかといった点で、次の段階で

は考えていかざるを得ないと感じている。香川駅周辺地区については、駅周辺

整備計画との整合を図りつつ、今後の整備とあわせたバリアフリー化について

検討していきたい。 

柏崎委員：ハードのバリアフリー整備にはお金がかかるが、鉄道駅のバリアフリー化に

関する資金はどこが負担するのか。 

事務局：鉄道駅のバリアフリー化を進めるにあたって一番重要となるのが垂直方向の移

動の円滑化でありエレベータの設置等が挙げられる。基本的には、バリアフリ

ー化を進めるのは事業者の役割であり、工事を実施するのは事業者であること

が大前提であるが、国・県・市でも補助金というかたちで支援している。これ

からバリアフリー化を行う北茅ケ崎駅においても、今後どこが何割負担するの

かなどについて協議を行う必要がある。 

豊嶋委員：昨年、神奈川中央交通の職員向けの研修に参加させていただいた。その際、

ノンステップバスの導入が進んでいるが、まだまだ全車両には至らないといっ

た話を伺った。市も導入の補助を行っているということであったが、今後さら

に導入が進むように、市側の支援体制についても今回の協議会の中で検討して

いけるとよい。 

事務局：交通バリアフリー法ができた当初はノンステップバス導入率３０％が目標に掲

げられ、国・市でも助成を行い推進してきた。バリアフリー法に改正した後は、

目標の導入率が７０％に引き上がり、目標達成に向けて取り組んでいる。国の

助成が終わった後も、市で毎年予算を確保して導入支援を行っている。今後さ

らに導入を促進するためにも、こういった場が予算獲得につながるようみなさ

まにもご協力いただきたい。 

藤井副会長：先程の義務と努力義務について補足させていただきたい。これまでバリア

フリーに関して強制力のある法律がなかったが、バリアフリー法ができたこと
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で罰金制度が導入された。鉄道駅については、首都圏のほとんどの駅にエレベ

ータが設置されるなど、バリアフリー法は非常に強制力をもっている。ノンス

テップバスは、当時普通のバスと比べて２５０万円くらい高かったが、新たに

導入する際には基準に適合した車両としてノンステップバスあるいはワンステ

ップバスを導入することが義務化された。しかし罰金が１００万円程度であっ

たため、事業者側としては罰金を払ってでも普通のバスを導入した方が安いと

いう仕組みになってしまったが、国としてはなんとしてでも基準適合のバスが

導入されるように取り組んでいるといった話しを伺ったことがある。自治体に

よっては、市が助成を行わないため、ワンステップバスが導入されているとこ

ろもあるので、茅ケ崎市にノンステップバスが走っているのは市が助成を行っ

ているおかげである。そもそも協議会の設置は任意であるため、今回こういっ

た場が設けられたことは非常にラッキーなことである。基本構想の特定事業に

位置づけることで国からの支援も受けやすくなる。また、事業の対象となる施

設や経路も市民の意見を反映させながら決めることができる。さらに、基本構

想作成後の事業実施状況などの把握方法についても、国では「スパイラルアッ

プ」というが、みんなで計画をつくり、見直し、ダメならさらに使い勝手をよ

くしていくといったことを位置づけることができる。 

斉藤会長：今回、事務局では各地区の設定にあたり検討した結果を参考資料１に整理し

ている。今後基本構想を検討する際に対象とする地区については、事務局が示

した資料３の考え方でよろしいか。 

委員：異議なし。 

斉藤会長：それでは、資料３の考え方に基づき検討を進めさせていただき、具体的な指

摘内容については、今後検討していく中で反映していきたい。 

 

 

３ 策定体制および検討スケジュールについて 

資料４（策定体制および検討スケジュール（案）に沿って事務局（都市政策課）より

説明 

【質疑応答】 

斉藤会長：今後の検討体制とスケジュールについて説明があった。まだ大枠ということ

で漠然としている部分もあるが、今の説明に関して質問等があればお願いした

い。 

豊嶋委員：会議の資料を事前に送っていただいたが、紙資料を確認するには介助が必要
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なため、別途メールで資料のデータを送っていただけるようご協力をお願いし

たい。また、今回は市の方に送迎をお願いしたが、会議スケジュールをできる

だけ早い段階でお伝えいただけるとそういった手配も事前に行うことができる

ので、今後お願いしたい。 

事務局：今後はそのようにさせていただきたい。 

海津副会長：議論する我々が現場を知らないまま話しを進めるのは非常に問題である。

今後、実際に現地でバリアの確認等を行う機会はあるのか。 

事務局：まだ具体的な枠組みがお示しできず大変恐縮であるが、検討スケジュールにあ

る「ワークショップ」などをそういった場としたいと考えている。 

斉藤会長：みんなで実体験しながら意見を共有することが重要なので、そういった場を

設けていただきたい。また、いろいろな方が参加して意見できる機会も多く設

けていただきたい。 

村越委員：みずき地区では、中学生を対象として車いすやアイマスクなどの疑似体験を

毎年行っており、表彰を受けたことがある。社会福祉協議会では、ボランティ

アの活動のなかで、一般の方向けに疑似体験を開催している。実際に体験する

ことが非常に重要であり、そういった体験を通じてより多くの方に障害への理

解を深めていただきたい。 

柏崎委員：協議会の日程について、第２回と第３回の間が非常に空いているが、その間

協議会は開催しないということか。 

事務局：分野に特化した検討は、部会というかたちで別途組織立てをしたいと考えてい

る。部会には、協議会のみなさまにもご協力をお願いしたい。 

豊嶋委員：市民部会・事業者部会・庁内調整会議とあるが、例えば事業者部会に当事者

や市民が参加して意見することは可能か。これまでの整備では、事業者と当事

者が膝をつきあわせて話し合う場がほとんどなかった。計画を作成するなかで、

当事者の生の声がスムーズに反映される工夫をしていただきたい。 

斉藤会長：資料４に策定体制に図があるが、それぞれの組織が重なり合うようなかたち

になるとよい。 

事務局：施設を利用する側とサービスを提供する側の理解を深めるというところが、こ

の協議会の大きな意義であると認識しているので、斉藤会長がおっしゃった重

ね合わせの部分の進め方については、再度事務局で検討し、次回協議会でお示

しさせていただきたい。 

横森委員：３月１６日に国道１号の自転車レーンがオープンした。その際に、茅ケ崎警

察の梅津課長が「自転車レーンから歩道にあがる際に段差があるなど、使い勝

手の中で不便な点もでてくるだろうから、今後１か月間は点検なども行いなが
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ら地域の方々のフォローをしていきたい」とおっしゃっていただき、非常にあ

りがたかった。今後はお互いで現場をみながら対応してきたい。この場をかり

てお礼を申し上げたい。 

斉藤会長：市民と事業者が積極的に関わりを持ち、情報を交換しながら検討を進めてい

くことが重要である。 

藤井副会長：豊嶋委員のおっしゃったことは非常に重要であり、今後は図面ができる最

終段階まで市民の意見が反映されることが求められる。そういった体制で検討

が進めていけるようにお願いしたい。 

五十嵐委員：心のバリアフリーに市民が関わることはもちろん重要であるが、ハードに

関わる部分にも当事者の意見が反映されるようにしていただきたい。説明の中

で、市民部会は心のバリアフリーを中心に検討するといった話があったが、最

初から区割りしない方がよい。斉藤会長がおっしゃったように、それぞれの重

なり合いを重要視し、意見交換会があるからよいというわけでなく、最初から

関わりあえるような体制で進めていただきたい。 

大野木委員：平成２６年度末を目標にバリアフリー基本構想を策定していくが、他自治

体と比較して後発組になる。なぜこの時期に茅ケ崎市で策定するのかといった

点については、心のバリアフリーの考え方の浸透を目指すとともに、市民部会

に限らずできるかぎりシームレスに多くの市民の方の意見を聞いていきたいと

考えている。手法の部分でまだ詰め切れていない部分があるので、みなさまか

らいただいた意見を踏まえて考えていきたい。 

斉藤会長：なぜ今策定するのかといったところにいろいろなポイントがあるが、市民と

の関わりあいをいかにして深めていけるかという点が一番重要である。関わり

あいの計画を目指すともに、この計画によって茅ケ崎のまちづくりのあり方が

変わったと感じられるような出発点としたい。市民とのきっかけを探し、市民

目線での計画づくりを実現したい。そういった視点で、今後もみなさまにはご

協力いただきたい。 

柏崎委員：第３回協議会はもう少し前倒しにした方がよいのではないか。 

大野木委員：みなさまからいただいたご意見を踏まえ、各部会のあり方や全体の進め方

などについてもう少し詰めさせていただき、次回協議会でお示ししたい。 

斉藤会長：今の柏崎委員のご意見も踏まえて修正をお願いしたい。 
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４ その他 

【質疑応答】 

斉藤会長：他にご意見がなければ本日の協議会は終了させていただきたい。活発なご議

論をいただきありがとうございました。 

 


