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 （会議の概要） 

１ 開会 

○関野課長：それでは、定刻になりましたので、平成 28 年度第 3 回茅ヶ崎市バリアフリ

ー基本構想推進協議会市民部会を開催させていただきます。本日はご出席いた

だきありがとうございます。本日は傍聴人の方がいらっしゃいませんので、そ

のまま会議を進めさせていただきます。 

○配布資料の確認 

○関野課長：当会議について、部会員 15名中 11名の出席をいただいておりますので要綱

の規定にもとづき会議が成立しています。この先の議事については、斉藤部会

長よりお願い致します。 

○斉藤部会長：普及啓発の実践に向けて、部会としてどのような取り組みをしていけばい

いかという視点で進めたいと思います。毎回、議事録に署名していただく方を

お願いしておりますが、名簿順ですと今回は柏崎委員になりますので、どうぞ

よろしくお願い致します。それでは、早速議題の方に入りたいと思います。 

 

２ 議題 

（１）前回の意見交換結果について 

○斉藤部会長：資料の説明をお願いします。 

○宮崎主任：資料１（第 1回市民部会 意見交換のまとめ）に沿って説明 

○斉藤部会長：ありがとうございます。前回部会での意見交換・問題提起をまとめていた

だいたところですが、ご質問・追加意見などありましたらお願いいたします。 

○瀧井委員：外出できない理由が整理されていますが、第５期障害者保健福祉計画の改定

にあたって実施した障害福祉課のアンケート結果についても参考にされた方

が、課題がより明確化すると思います。 

○斉藤部会長：障害者保健福祉計画はいつ策定されるのでしょうか？ 

○宮崎主任：来年度策定予定です。前回の資料でアンケート結果をご紹介させていただき

ましたが、障害福祉課とも意見交換をしながら進めています。 

○水島委員：第５期障害者保健福祉計画は、平成 30 年度～32 年度の３ヵ年計画として、

平成 29 年度中に策定を予定しています。地域福祉計画が上位にあり、関連す

る計画も３年間の計画として見直されています。その策定過程でアンケート調

査やヒアリング調査が行われています。 

○宮崎主任：最新のデータを更新しながら進めていきたいと思います。 

○斉藤部会長：連携しながらやっていただければと思います。 



（２）普及啓発の方法と実践に向けた評価（案） 

○斉藤部会長：資料の説明をお願いします。 

○宮崎主任：資料２（普及啓発の方法と実践に向けた評価（案））に沿って説明 

○斉藤部会長：一人ひとりが共生社会を作るための具体的な提案をお持ちだと思います。

前回の意見交換結果をまとめたものが資料２になります。本来であれば、全て

取り組むべきですが、なかなか難しいところもありますので、より多くの人が

重要だと思う取り組みを優先的に行うことが望ましいということから、事務局

からは投票という提案がありました。ただし、選ばれなかったからといってや

らなくてもよいというわけではありません。まずは、ここからはじめた方が良

いという取り組みを選ぼうという主旨です。 

しかし、○番と○番を関連づけて取り組むなど、複数の取り組みの組合せで実

施する方法も考えられます。優先順位について議論しても良いですが、私だっ

たらここから始めたいという取り組みを確認したいと思います。また、すでに

取り組まれている既存事業もあります。今まで実施してきた取り組みを関連づ

けながら部会として新しいアイデアを入れて強めていく、広げていくという考

え方も重要です。 

まずは、皆様の関心がどこにあるのかを確かめていき、意見の集中した取り組

みについて議論を深めていきたいと考えています。意見が分散した場合には、

進め方を変更するなど、様子を見ながら話し合いの方法を考えたいと思いま

す。資料２の①～⑧以外で抜けている取り組みがありましたら優先順位をつけ

る前に確認したいと思いますので、ご意見があればお願いします。 

○五十嵐委員：①～⑧の一つ一つに優先順位をつけることは難しいと思います。例えば、

④のバリアフリービーチに③のバリアフリーカフェを設置する、②のイベント

と⑥のバス乗車体験を同時開催するなど、抱き合わせの案も考えられ夢は膨ら

みますが、どちらを優先するかと言われるとなかなか難しいです。 

○鈴木委員：様々な事業が挙がっていますが、その場かぎりの行事になってしまうなど、

これだけで終わってしまうような気がします。J:COM等の媒体を利用するなど、

マスコミにのせていった方がより広まるのではないかと思います。 

○斉藤部会長：事業の仕掛けを複合的に絡めていった方が良いと思います。 

○藤井副部会長：例えば、視覚障害者の卓球などは一般の人は経験したことがありません。

試合を実施するなど、障害者だけでなく市民も巻き込むかたちの方法もあると

思います。知的障害者のバスケットボールクラブでは、一般のチームと対戦す

るときに知的障害者用のルールを適用することで、一般のチームがなかなか勝

てないという話しも聞いたことがあります。また、企業等のクラブを巻き込む



方法も考えられます。バス乗車体験では、乗車するところを市民に見てもらう

ようにすれば巻き込むことができます。出前講座では、障害当事者の講師を育

成するとともに、外出することの背中を押すきっかけともなりうると考えるこ

とで対象が広がります。 

○鈴木委員：視覚障害者は、言葉に不自由はないですが、他の障害（言語障害等）の方か

らはお話しを聞く機会があまりありません。そういった方に話してもらうこと

で理解を広げることも考えられます。 

○湊委員：一般の人を巻き込むことで、パラリンピックの認知もさらに高まると思います。

パラリンピックの素晴らしさをもっと一般の人に知ってもらえるような企画

が良いと思います。また、聴覚障害者のデフリンピックがあることも知っても

らいたいです。 

○鈴木委員：総合体育館で年に１回、ユニバーサルスポーツフェスティバルが開催されて

います。広報の問題だと思いますが、なかなか人が集まっていないのが現状で

す。 

○斉藤部会長：そのイベントは一般の人も参加するのでしょうか？ 

○鈴木委員：一般の人も一緒に行います。卓球のブースでは、１日の参加者が 20～30 名

程度でいまいち盛り上がりに欠けています。そういった面で、事前の広報を積

極的に行うことも重要です。 

○瀧井委員：３年くらい前から、毎年 11 月に開催され、障害者や子供、高齢者もできる

スポーツをということで、スポーツ吹き矢、ファミリーバトミントン、ボッチ

ャ、輪投げなどがあります。障害者団体の参加はありますが、一般の人はあま

り来ないので PR が必要だと思います。こういった既存のイベントをうまく活

用できたら良いと思います。 

○藤井部会長：一般の人にも障害者スポーツのルールを適用して、トーナメントを行えた

りすると良いと思います。 

○斉藤部会長：皆様の意見を聞いていますと、様々なアイデアをお持ちだということがわ

かりました。こういったものをベースにしながら企画していった方が良いと思

います。既存の事業を活用しても良いと思います。交流が弱い、市民の参加が

少ないなど、課題への対策を組み合わせながら、何をやればいいのか、どんな

呼びかけをすればいいのかを考えていければと思います。 

○柏崎委員：この後の意見交換を２つのグループに分けて実施するということですが、投

票で優先順位を決めるのではなく、各グループでテーマを決めて話し合った方

が良いと思います。 

○海津副部会長：①～④は外出することが目的で、⑤～⑧はそれ以外、障害者をサポート



することなどが目的になっていますが、班に別れてしまうと、⑤～⑧が選択さ

れにくくなってしまうような気がします。方向性としてはそういったことでよ

ろしかったでしょうか。 

○斉藤部会長：今何が必要なのかということが異なると思いますので、①～④が中心にな

るかもしれませんが、実際にプログラムを作っていった方が良いと思います。 

○五十嵐委員：今思いついたのは⑤出前講座と⑥バス乗車体験会の組み合せです。出前講

座は既存の取り組みとして実施されていますが、神奈川中央交通にご協力いた

だけるのであれば、お祭りや授業の中で子供たちにも参加してもらえると良い

と思います。 

○斉藤部会長：①～④の中から事業プログラム、⑤～⑧の中から理解促進プログラムとい

ったかたちで、大きく２つのテーマについてアイデアを出し合うのはいかがし

ょうか？ 

○藤井副部会長：意見交換後に各班が発表してから投票するということでしょうか？ 

○斉藤部会長：投票はなくして、意見交換の中で来年度の取り組みの方向性を検討してい

ただければと思います。 

○海津副部会長：来年度とは具体的にいつからいつまででしょうか？ 

○宮崎主任：４月 1日から３月末までになります。 

○海津副部会長：そうすると早速４月からスタートするということですね。既存の取り組

みと連携する場合には、案を作って主催者側に働きかけることなども必要にな

ってくると思います。 

 

（３）意見交換 

（意見交換の内容は別添に示す） 

 

（４）来年度の取り組みについて 

○斉藤部会長：２班とも、事業を実施する中で理解促進を目指すといったものであり、い

ずれの班も「ユニバーサルスポーツフェスティバル」を軸にということでした

ので、こちらを部会共通のテーマとして事業展開していくということでよろし

いかと思います。また、事業を実施していく中で、相互作用を仕掛けていくと

いう提案がありました。活動を記録して理解促進に繋げたり、案内対応の中で

人材育成を行ったり、バス乗車体験を同時に行ったりと、軸はユニバーサルス

ポーツフェスティバルとしますが、様々な仕掛けをすることで理解促進や人材

育成、交流を絡めていくといった提案があったと思います。 

ユニバーサルスポーツフェスティバルは、既存の取り組みになりますが、みな



さんが課題と感じている、いかにして多くの人に参加してもらい、楽しんでい

ただくかという点についてアイデアや工夫を凝らすことで、よりよいものにし

ていけると思います。そのためには、クラブチームやスポーツ少年団と交流し

たり、場所は企業の体育館を使用したり、あるいは、行きたくなって楽しめる

という点で「食」や「おしゃべり」を組み合わせたりすることが考えられます。 

おぼろげですが、事業の軸と検討が必要な課題が見えてきたように思いますの

で、来月早々に、今のことをプログラムにするとどのような内容になって、ど

んなことをやっていかなければならないのかといったことを話し合いたいと

思います。そうすることで、実践に向けて段々と見えてくると思います。今回

の記録は事務局の方にまとめていただき、まとまった段階で市民部会を開催

し、企画案のようなものを作っていきたいと思います。 

 

３ その他 

○特になし 

 

４ 閉会 

○関野課長：本日はありがとうございました。次回の開催は、４月 25日（火）の 13時 15

分から 2時間程度として、皆様には改めてご連絡差し上げます。何卒宜しくお

願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            部会長署名 斉藤 進        

 

                                            部会員署名 柏崎 周一       

 



別添：意見交換結果 

１ 班 

＜プログラムの方針＞ 

 既に取り組まれている活動を基軸にしながら、様々な理解促進プログラムを付加していくこ

とで、実現性の高い取組を推進していく。 

 理解促進を図るべきターゲットを明確にし、効果的な広報・周知活動を展開する。 

 障害者の相互理解促進だけでなく、市民に広く理解促進が深まる取組とする。 

 事業そのものに参画する人を集めることにより、集客効果を高めていく。 

 東京オリンピック・パラリンピックに向けて意識が高まっていく時期に入っていくため、こ

の動きを捉えていく。 

＜プログラム案：ユニバーサルスポーツフェスティバル＞ 

項目 意見・提案 

既存の取り組み  茅ヶ崎ユニバーサルスポーツフェスティバル 

 毎年 11月に総合体育館で実施されている。 

 団体ごとにブースを担当しており、障害者の方が参加される際には係員

の方が競技しやすいように工夫するなど、互いの配慮がうまれている。 

 市広報の他に、障害者団体や子ども会を通じてイベント周知している。 

市民への理解促進  場所は総合体育館とし、全棟を貸し切り様々な連携取組を展開する。 

 静音性が求められる競技もあるため、空間を分けるなど体育館全体を活

用したゾーニングを行う。 

 時間帯を分ける方法も含め、プログラム全体に変化をもたせる。 

 会場のマップ等がないため、それらの案内の充実等を図る。 

 おしゃべりサロンなどもフェスティバルに併せて取り込んでいくこと

も考えられる。 

 バス乗車体験を併せて実施することも考えられる。 

取り組みへの集客  スポーツという特性を活かした集客を図るため、子どもや家族連れをタ

ーゲットに、小中学校でのチラシ配布などを行い集客を図る。 

 一般のクラブチームに参加を呼び掛ける。（バスケ、サッカー等） 

 大学生などにもボランティア活動を通じて参加してもらう。 

 ＳＮＳなども活用し拡散型の効果的な周知方法も取り入れる。 

 魅力的なコンテンツを追加する。車いすバスケがないため、ミニバスケ

ットなど子どもとの交流を深められる体験型のイベントとするなど集



項目 意見・提案 

客力の高いコンテンツを加える。（車いすバスケ実施主体への働きかけ

可能） 

 スポーツだけでは集客効果が低いため、飲食の提供（福祉祭り等で既に

実績のあるものや、キッチンカー等）も併せ集客力を高める。 

外出機会の促進  協議会に参加しているバス事業者と連携し、このイベントへの参画の

他、様々な取組（学校への出前講座等）への協力関係を構築する。（バ

スの利用促進→外出機会の促進にもつながる） 

継続・展開可能性  既存のイベントとして確立されているため継続性は高い。 

 イベントにおける映像コンテンツを蓄積し、啓発活動や次のイベント周

知のための素材として活用する。 

 展開の可能性として、サザンビーチをフィールドにマリンスポーツやサ

イクリング（タンデム自転車）等のスポーツフェスティバルの可能性が

考えられる。 

 ビーチの活用可能性が高まれば、地引き網等の活動への展開も可能。 

 由比ヶ浜ではブルーフラッグ認証ビーチとして、バリアフリーにも取組

を進めており参考になる。 

実現に向けた課題  市民部会として、企画参加、外部評価、参加者紹介等の役割が可能であ

り、イベントの実施主体との早期段階での調整が必要。 

 イベントの規模拡大や周知広報に係る経費負担増などが考えられるた

め、協賛企業等を募集するなど資金調達が必要。 

 



２ 班 

＜プログラムの方針＞ 

 参加者側としては、義務的に行くというよりもまずは楽しくないといけない。様々な広報の

方法があるが、最も効果的なのは、取り組みに参加して楽しかった人が口コミで広げること

である。 

⇒第一段階では、一般市民向けの取り組みと連携するなど、一般の方のいる場所に飛び込む

ことが有効ではないか。 

 興味のない人でも目に入るところでできるとよい。 

 出前講座やバリアフリーに関する動画作成・活用は、様々な取り組みを展開する中で発展的

に取り組めるとよい。 

 【出前講座】取り組みを通じて当事者の人材育成を行い、人前で話せる人を増やしていく。 

 【バリアフリーに関する動画作成・活用】様々な取り組みの記録として動画を撮影し、撮り

溜まった段階でどう活用するか検討する。 

＜プログラム案①：ユニバーサルスポーツフェスティバル＞ 

項目 意見・提案 

既存の取り組み  茅ヶ崎ユニバーサルスポーツフェスティバル 

 毎年 11月に総合体育館で実施されている。 

 団体ごとにブースを担当しており、障害者の方が参加される際には係員

の方が競技しやすいように工夫するなど、互いの配慮がうまれている。 

 市広報の他に、障害者団体や子ども会を通じてイベント周知している。 

市民への理解促進  ルールは障害者スポーツのものを適用したうえで、障害者と一般の方が

対戦する。 

 開催場所は、市の体育館か企業の体育館がよい。TOTO は体育館やグラ

ウンドの一般貸出を行っている。企業で開催することで、社員の方にも

興味を持ってもらえるのではないか。 

取り組みへの集客  一般のクラブチームに参加を呼び掛ける。（バスケ、サッカー等） 

 一般の方の参加を促すには土日開催が良い。 

 優勝者には賞品を準備するなど、インセンティブを与えることで一般の

方の参加を促す。 

継続・展開可能性  イベント時に J:COMに取材に来てもらい、市の広報番組等で放送しても

らうことで、市民に広く周知することができるのではないか。 

 イベント時の様子を記録として動画を撮影し、他の取り組みとあわせて

動画を作成し、活用することで理解促進にもつながるのではないか。 



項目 意見・提案 

実現に向けた課題  現在は年１回の開催であるが、イベント化してしまうよりも、定期的に

開催することで、参加者を増やしていけるのではないか。 

 イベントにインパクトはあるが、参加できる方が運動できる元気な方に

限られてしまう。 

＜プログラム案②：おしゃべりサロン＞ 

項目 意見・提案 

既存の取り組み  サロンは市内で 100 程度ある。各地区で開催されている。（高齢者サロ

ン、子育てサロン等） 

 老人クラブのサロンを月に１回実施。40 名程度が集まる。カラオケし

たりおしゃべりしたりお弁当を食べたりしている。 

市民への理解促進  障害のある方と一般の方が気軽におしゃべりをして交流することが一

番の理解促進につながる。 

取り組みへの集客  各地区にまちぢから協議会があり、地区の主要メンバーはおおよそ所属

している。取り組みの対象、もしくは連携できるとよい。 

外出機会の促進  障害者や高齢者が外に出るきっかけ、場所づくりにつながる。 

継続・展開可能性  イベント時に J:COMに取材に来てもらい、市の広報番組等で放送しても

らうことで、市民に広く周知することができるのではないか。 

 イベント時の様子を記録として動画を撮影し、他の取り組みとあわせて

動画を作成し、活用することで理解促進にもつながるのではないか。 

 インパクトはないが、時間をかけてじっくり行う意義はある。 

実現に向けた課題  既存のサロンの時間帯は平日の昼間が多い。障害者は作業所に通ってい

る時間帯なので検討が必要。 

 既存のサロンの運営は高齢者が行っている場合が多い。運営側からは抵

抗感を抱く方もいるかもしれないので調整が必要である。 

⇒イオンやスターバックスなど多くの人の目につくところで新たに企

画しても良い。 

 


