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（第６号様式） 

第２回 茅ケ崎市バリアフリー基本構想推進協議会 

市民部会 会議録 

議題 

１ まち歩き点検ワークショップの結果について 

２ 市民意見等を踏まえた検討依頼事項について 

３ 事業者との調整の進め方について 

４ 今後の予定 

５ その他 

日時 平成26年11月30日（日） 10：00～12：00 

場所 茅ケ崎市役所本庁舎6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、鈴木 実、湊 里香 

 

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 なし 

 非公開の理由  
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 （会議の概要） 

斉藤会長：おはようございます。ご協力いただき具体的に進めてきた結果をまとめて整備

計画につなげていくかという議論になると思います。 

 

１ まち歩き点検ワークショップの結果について 

資料１（まち歩き点検ワークショップの開催概要）に沿って事務局（都市政策課）より

説明 

【質疑応答】 

斉藤会長：ありがとうございます。実施してきた概要について説明いただきましたが質

問ありましたらお願いします。よろしいですか。内容については具体的には次

の議題になりますので、次に移りたいと思います。 

 

２ 市民意見等を踏まえた検討依頼事項について 

資料２（市民意見等を踏まえた検討依頼事項（案））、資料３（事業者との調整の進め

方）に沿って事務局（八千代エンジニヤリング（株））より説明 

【質疑応答】 

斉藤会長：ありがとうございます。これまでの取組でいただいた市民意見を踏まえ、検

討すべき課題をまとめていただきました。特に配慮いただきたいこととして、

旅客施設やバス、道路、交通安全施設、都市公園、建築物、その他の項目ごと

に主要な検討課題をまとめていただいています。大枠をまとめていただきまし

たので、お気づきのことについてご指摘いただければと思います。 

豊嶋委員：以前、商業施設で育成会の方たちと一緒に設備点検を行いました。イオン茅

ヶ崎中央店については、建設前から交渉をして意見交換を行う機会を設けてい

ただき、尿瓶や差し込み便器を置いてほしいという要望を提案したことがあり

ます。今回のワークショップでは、発言しなかったからか記載がなかったので

改めてお願いします。尿瓶については、賛否両論であり、抵抗がある方もいま

す。また、きれいに保てるかどうかも重要となりますが、持っていけなかった

人や使いたいという時に設置されていると非常に便利です。イオン茅ヶ崎店で

は、以前設置していたはずですが、まち歩き点検時には設置されていなく、そ

うなった理由は確認できませんでした。事業者に提案する中で盛り込んでみる

のはどうかと思いました。 

事務局：実際にイオン茅ヶ崎中央店の尿瓶の状況をみて整理しました。賛否が分かれ、

使用する側だけでなく、使用する対象ではない人がどう思うかというもの気に
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なり、今回あえて検討依頼事項には入れていませんが、市民部会からの提案と

いうことであれば、追加したいと思います。 

鈴木委員介助者：置いといていただき、また置いてあることがわかる表示をしていただ

けると良いと思います。色がくすんでしまうこともありますが、置いていただ

けるとあると非常に助かると思います。 

豊嶋委員：イオン茅ヶ崎中央店では、見た目の配慮が必要なことから、カラーボックス

の引き出しに入れてもらうことを提案しました。使いたい人のために設置の範

囲を広げてほしいと思います。そのためには、管理の面も含めて検討する必要

があると思います。 

 

横森委員：心のバリアフリーに関する記載に中に、研修会等でアイディアを出すとあり

ますが、本日の研修会では、どのように進めていき、時間を有効に使うのか教

えてください。 

斉藤会長：ワークショップ形式を基本に、グループワークで進めていく。バリアフリー

社会に向けて何が課題なのか、何が出来るのか、災害時の対応も含めて皆様で

議論していくものになります。 

横森委員：50人程度の方にご参加いただく良い機会であるため、会長がおっしゃった内

容の議論が円滑に進められるよう形でうまく進行していただきたい。まち歩き

点検に参加いただいた方々が来ていただけるとうまくいくと思う。参加者の顔

色を見ながら進行する必要があるので、事務局には十分な配慮をお願いします。 

斉藤会長：委員の方で参加される方も多いので、皆様と協力して創りあげていきたいと

思います。 

横森委員：研修会で参加者に関心を持っていただき、議論した結果やアイディアをもと

に、資料２の心のバリアフリーの内容を充実していけると良いと思います。 

 

湊委員：建築物の中に駐車場のことについて書いていますが、以前、夜中に茅ヶ崎駐車

場に出ようとしたときに駐車券を入れてバーが上がらず緊急ボタンを押したが

会話ができず苦労したことがあります。30分待ち、ようやく通りがかった人に

お願いして代わりに電話してもらいました。このような課題についても加えて

いただきたいと思いました。 

事務局：重要な指摘だと思います。参考資料３の個別の検討依頼事項にも記載がなかっ

たので加えたいと思います。 

 

鈴木委員：混雑時の安全対策について、ホームの拡幅やホームドアの設置など、具体的
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に明記することはできないでしょうか。また、北茅ヶ崎駅がバリアフリー化さ

れていないですが、改善要望を出すことはできるのでしょうか。 

事務局：参考資料３の施設個別の検討依頼事項に茅ヶ崎駅・北茅ヶ崎駅に関する事項を

整理しています。 

鈴木委員：大きい方の資料はメールでいただき、音声で内容を確認しました。 

斉藤会長：ご指摘いただいた内容は、基本的に施設個別の検討依頼事項の中に記載され

ています。茅ヶ崎駅・北茅ヶ崎駅については、改善の提案をまとめております

ので、それ以外に何かあれば言っていただければと思います。 

 

豊嶋委員：そもそも論かもしれませんが、企業や事業者に課題を提示してそれについて

やってもらえるかは、進めていく中で考えてもらうことだと思います。以前、

茅ヶ崎駅にエレベーターを設置してもらうための活動として、メールや手紙を

書いたり市長に提案したりして、ようやく障害福祉課の方が会議の場を持って

くれてエレベーターが設置された経緯があり、非常に苦労しました。市民運動

や働きかけをしたからこそできたものだと思います。今回まとめた検討依頼事

項を事業者の方に提示し、そこから先はわからないのでは心配です。できるか

ぎり話し合いの場を設けることが大切だと思います。協議会の場でも、事業者

の話を聞きたいと発言してきました。事業者側も予算や時間が必要だと思いま

すが、市として要望する必要があります。事業者がやるかどうかわからないで

は困ります。市民と事業者が建設的な議論を互いに行っていきたいです。 

斉藤会長：そういうことには決してならないようし、共に考えていくということが大前

提です。事業者側で勝手に考えてくださいということはありません。そのため

に、合同意見交換会の場を設ける予定です。市民の方々がチェックし、それを

事業者が理解し対応することで住みよいまちとなります。そこでのやりとりが

非常に重要となります。豊嶋委員からご指摘いただいた点については、私の方

でも事務局にお願いしており、直接会って話し合う場を積極的に設けていきた

いと考えています。議論を深める中で互いの想いを共有していければと思いま

す。 

 

五十嵐委員：資料２は概要版という理解でよろしいでしょうか。参考資料３はアンケー

トでの意見など個人的なものも含まれていますが、事業者に配布するのは参考

資料３になるのでしょうか。それとも、市民部会として事業者部会に投げかけ

る内容が資料２になるのでしょうか。改めて教えてください。 

事務局：おっしゃる通りです。資料２は、市民部会としてまとめた成果物として全事業
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者に共通して依頼する内容になります。参考資料３は、施設個別に整理してい

るもので、個人的な意見も含めてこれまでいただいた意見を整理しており、両

方を事業者に渡します。 

五十嵐委員：そうであれば、資料２のバスの配慮事項に障害者仕様のＩＣカードに関す

る記載を追加してほしいと思います。知的障害のあるお子さんにとっては重要

なことだと思います。また、建築物のトイレの「わかりやすい案内」という表

現について、音声も含めて明示していただけると助かります。 

事務局：資料２に記載を追加します。 

 

五十嵐委員：歩車分離式交差点の話題が出ましたが、イオン茅ヶ崎中央店の交差点はな

ぜスクランブル交差点にはしないのでしょうか。 

事務局：横断距離が長くなると青時間も長くなってしまうため、斜め横断は出来ない形

で運用しています。自転車も歩行者と一緒に横断してしまっているのが現状で

あり、様々な方向から横断があると高齢の方や障害をお持ちの方がぶつかる可

能性もあるので、スクランブル交差点でない形で運用しています。 

五十嵐委員：信号の青時間が短いので、長くしてほしいと思います。また、自転車が歩

行者の間をぬっていくようなことがないような対策を考えてほしいと思いま

す。 

横森委員：スクランブル交差点の整備については自治会でも話題となっています。スク

ランブル交差点にすると、信号機も新たに設置する必要があります。イオン茅

ヶ崎中央店付近の交差点は、市内における歩車分離式交差点の１事例目であり、

保健所前交差点についても梅田小学校の児童が巻き込まれた経緯から今後整備

される予定がありますが、以前、他の交差点で校長やＰＴＡの要望が却下され

たこともあり、連合会で要望を止めている状態です。一度却下されると数年は

設置が難しくなります。難しい課題なので、この会で解決できるかは難しいと

思います。 

柏崎委員：どの信号機にも共通して言えますが、青信号の点滅時間が短いと思います。

点滅の寸前に渡りはじめると、対岸にたどり着くまでに信号が赤に変わってし

まい、高齢者や足の悪い方は怖くて渡れない状況です。警察の問題ですが、ゆ

っくり歩けるように工夫してほしいと思います。 

斉藤会長：スクランブル交差点の課題はこれまでにも挙がっており、背景には様々な課

題があるので、議論しながら進めていけると良い。 

柏崎委員：歩車分離式交差点にも関わらず、自転車が歩行者と一緒に横断しているのは

間違いであり、自転車は車と一緒という意識が低いと思います。 
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斉藤会長：この課題については、バリアフリーや自転車などが関連するものであり、全

部を解決することが望ましいがなかなか難しいのが現実です。施設のバリアフ

リー整備だけでも具体的に進めていこうというのが基本構想の枠組みになりま

す。ただし、施設的なことだけをやってもダメなため、市民一人ひとりがルー

ルやモラルを考えていく「心のバリアフリー」のが大切だと思います。バリア

フリーを一つの切り口と捉え、地域づくりをしていく必要があります。 

 

３ 事業者との調整の進め方について 

資料３（事業者との調整の進め方）に沿って事務局（八千代エンジニヤリング(株)）よ

り説明 

【質疑応答】 

斉藤会長：事業者に伝えていくことと対応を含め説明がありましたが、質問等があれば

お願いします。 

村越委員：茅ヶ崎駅のホーム柵の設置は、ホームを拡幅しないとできないと思います。

既にこれまで苦情として受け取っているにも関わらず実現できていない課題に

ついては、今回改めて依頼してもらうのが明かないのではないでしょうか。事

業の実施についてはどこまで担保していただけるのでしょうか。 

事務局：事業者に依頼事項をお願いして、協議・調整していくにあたり、長期的な対応

といった回答が増えるのではないかとう指摘だと思います。基本構想策定後は、

毎年度進捗管理を進めることを事務局では考えています。 

 

鈴木委員：狭い道で歩行空間の真ん中に電柱が立っていると非常に歩きにくいです。地

下への埋設をお願いする際、電力会社は対象に入っているのか教えてください。 

事務局：電線地中化は市だけで進められる事業ではないため、電力事業者との協議が必

要となります。義務ということはないですが、景観上の話も入ってくるため、

市としての考えと事業者との合意が得られないと進められません。電線地中化

については、今年度策定予定の幹線道路維持保全計画の中で考え方をまとめる

予定です。 

鈴木委員：主要な路線は道路整備に併せてやっていくということであるが、北茅ヶ崎駅

から市立病院までの道も歩道の真ん中に電柱に立っているのであわせてお願い

したいと思います。 

豊嶋委員：電柱の整備もそうですが、事業者との調整の仕組みは行政がつくっていかな

いとすんなりと行かないと思います。意見を関係機関と調整していただくのは
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行政機関でないとできないことだと思うので、そこはぼやかして終わらせるの

ではなく、やる方向で考えてほしいし、そのように進めてほしいと思います。 

斉藤会長：基本構想の枠組み内では納まらない課題が関連して多くあります。基本構想

に無理やり押し込む必要はないと思いますが、関係機関とは関連する事項とあ

わせて協議を進めていただけるよう、事務局には調整をお願いしたいと思いま

す。 

横森委員：そういった実態があることを伝えることが大切だと思います。 

 

海津副会長：資料３の対応方針の凡例を見ると「＊（該当しない・不明）」といった回

答が多くなってしまうのではと懸念しています。該当しない場合も、どこと協

議すれば事業実現の可能性がでてくるのかなど、今後の調整がスムーズにいく

ように、対応方法に関連する機関を入れるように促すなどの工夫が必要だと思

います。 

斉藤会長：重要なご指摘だと思います。長期的になった場合も、関係機関が連携して総

合的に解決できるような仕組みを考えていくことが重要だと思います。 

 

五十嵐委員：庁内の横のつながりがどうか心配に思う節があるので、庁内の調整が円滑

に進むよう、風通し良くやっていただきたいと思います。 

事務局：協議会や部会の開催前には庁内調整会議を行っており、庁内の関係各課と情報

を共有しながら検討を進めています。 

 

鈴木委員：１１月１５日、路線バスとコミュニティバスの乗車体験を行った際に指摘し

た内容で、早速改善されたものがありました。具体的には、コミュニティバス

から降りる際、目の前に塀のある狭い場所におろされたことや、１つしか出入

口がないので乗降時に乗り降りする人とぶつかる危険があるとお伝えしたとこ

ろ、先日バスに乗ってみると、バス停留所ではなるべく広い空間があるところ

に停めていただいたり、乗降時に「降りる人が先」とアナウンスで知らせてい

ただいたりと、対応していただきました。こういったすぐに実行できることも

あると思うので事業者にも積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 

藤井副会長：人的支援の中で乗務員の教育を実施とありますが、具体的に当事者が何を

教育してほしいということが事業者に明確に伝える必要があり、どういうシス

テムでやっていくのがよいか提案していかないといけないと思います。車両の

ところでノンステップバスへの代替とありますが、バリアフリー化された車両
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としてワンステップバスが多いのが現状です。路線バスとコミバスの路線調整

は地域交通で検討していかなければならないと思います。茅ヶ崎駅については、

ラスカの改修工事を行っているようですが、改築部分をバリアフリー法でひっ

かける方法はありますか？ 

事務局：コミュニティバスのルートは道幅を狭いところを通っている関係上難しいと思

います。ラスカの改修工事の状況については、状況を調べて情報提供していき

たいと思います。 

 

鈴木委員：情報が入った場合、協会などにご連絡いただけると会員に広がっていきます。

広報紙の情報は読み取れないケースが多いので、協会経由でお願いします。 

斉藤会長：さらに検討いただきたい事項があれば、１２月３日午後５時までに事務局ま

でお知らせください。 

 

４ 今後の予定 

事務局：今後の予定を説明させていただきます。事業者部会を１２月１０日に予定して

おり、本日の内容を伝えさせていただきます。また、３月９日に市民部会と事

業者部会の合同意見交換会を予定しています。 

 

５ その他 

参考資料４（公共サインガイドライン策定の考え方について）に沿って事務局（都市政

策課）より説明 

【質疑応答】 

豊嶋委員：事業者との調整をどのように監視していくかというのは大切だと思います。

前回の協議会でも意見を挙げさせていただいたが、事業者部会や庁内調整会議

の議事録を公開していくなど、対応をお願いします。せっかく作るなら使いづ

らいものにならないようにしてほしいという願いがあります。出来上がってみ

てから使いづらいということにならないように、専門家や当事者意見を細かく

汲み取りながら検討を進めていくことが重要だと思うので、情報を共有しなが

ら一緒に検討していけるよう、情報公開の徹底をお願いします。 

斉藤会長：事業者との議論の過程を共有できるように情報の公開をお願いします。 

 

海津副会長：公共サインガイドラインの策定にあたっては、情報のフィードバックをお

願いします。 
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事務局：承知しました。 

 

湊委員：資料が多くて混乱してしまったので、資料が見やすいように色を変えて「赤の

資料」「青の資料」などと言ってもらえるとわかりやすいです。 

斉藤会長：大切なご指摘ありがとうございました。情報のバリアフリーとあわせて資料

のバリアフリーにも今後取り組んでいただきたいと思います。 

湊委員：手話通訳をずっと見ていると資料を探す時間がないので、よろしくお願いしま

す。 

事務局：承知しました。 

以上 


