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平成 29 年度 茅ケ崎市バリアフリー基本構想推進協議会 

第３回市民部会 会議録 

議題 

報告 

（１）平成29年度第２回市民部会の振り返り 

（２）茅ケ崎ユニバーサルスポーツフェスティバルへの提案 

議題 

（１）平成29年度の普及啓発の実践内容 

（２）今後の進め方 

日時 平成29年10月13日（金） 15：00～16：45 

場所 茅ヶ崎市役所 分庁舎５階 Ｆ会議室 

出席者氏名 

部会長 ：斉藤 進 

副部会長：海津 ゆりえ、藤井 直人 

部会員 ：篠原 德守、水島 修一、柏崎 周一、太田 克之 

瀧井 正子、上杉 桂子、鈴木 実、瀬川 直人、矢野 竜也 

（欠席委員） 

部会員 ：五十嵐 優子、高野 幸子、湊 里香 

（事務局） 

都市部都市政策課 

会議資料 

資料１ 平成29年度第2回市民部会 会議のまとめ 

資料２ 茅ヶ崎ユニバーサルスポーツフェスティバル市民部会

連携に係る提案 

資料３ 平成29年度の普及啓発の実践内容 

資料４ 今後の進め方 

会議の公開・非公開 公開 

非公開の理由  

傍聴者数 ２名 
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 （会議の概要） 

１ 開会 

○関野課長：まず初めに、茅ヶ崎市身体障害者福祉協会より、長委員に変わり太田委員を

ご推薦いただいた。本日の会議、部会員 15名全員のうち 12名の出席をいただ

いているので、要綱の規定にもとづき会議が成立している。 

○斉藤部会長：議事録署名人は、上杉委員にお願いする。 

 

２ 報告 

（１）平成 29年度第２回市民部会の振り返りについて 

○宮崎主任：資料１（平成 29年度第２回市民部会 会議のまとめ）に沿って説明 

○斉藤部会長：前回、この部会で話し合った内容を振り返りとして確認した。 

 

（２）茅ヶ崎ユニバーサルスポーツフェスティバルへの提案 

○宮崎主任：資料２（茅ヶ崎ユニバーサルスポーツフェスティバル市民部会連携に係る提

案）に沿って説明 

○上杉委員：参考までに、10 月 15 日(日)に茅ヶ崎市障害者ふれあいスポーツ交流会が茅

ヶ崎総合体育館であり、身体・知的・精神の３団体が参加する。また、チラシ

を小学校に配布するということは、教育委員会の学校ポストを利用したという

ことになるが、ポストに入れてよいチラシというのは教育委員会の後援を得た

ものなのか。 

○宮崎主任：校長会に諮り、承認をもらっている。 

○鈴木委員：パネル展示に関して、こちらで用意しておくものについて詳しく説明してい

ただきたい。 

○宮崎主任：後程説明を行うが、パネルは基本構想を基本としたものを事務局として作成

する。それに加えて、皆さんの所属している団体で所有しているものやＰＲし

たいパネル等を提供していただき、展示を行う。鈴木委員から提案のあった点

字機械を置いての点字体験は、場所は事務局のほうで確保できるが、教える方

などは鈴木委員の力をお借りして準備を進めていきたいと思う。 

○斉藤部会長：展示スペースはどうなっているのか。 

○宮崎主任：場所に限りがあるので、皆さんの出したいものとの調整になる。 

○上杉委員：チラシの完成はいつになるか。 

○宮崎主任：再来週中に完成する予定である。今お手元にあるものは、事務局で印刷して

用意したものである。 

○上杉委員：15日の障害者ふれあいスポーツ交流会に置いたらどうか。 
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○宮崎主任：データとしてポスター版もあるので、ポスター３枚、チラシ 30枚程度を用意

する。皆さんの所属する団体には、早急に事務局で印刷したものを送りたいと

考えている。 

○上杉委員：茅ヶ崎養護学校の生徒数 200名程度なので、そちらもお願いしたい。 

○鈴木委員：入所施設にはチラシは配布しないのか。 

○宮崎主任：資料３に配布先を記載しているので、ご確認いただきたい。記載以外にも広

く周知したいと考えている。 

○斉藤部会長：他に是非周知したいという施設等があれば、絶好の機会であるので配布し

たらどうか。 

○上杉委員：拠点型の福祉サービス事務所、例えば障害児の学童保育があるので、ポスタ

ーを貼る効果はあると思う。 

○斉藤部会長：デイサービス等もあると思う。ご要望があるようなら施設に貼ってもらう

のは良いと思う。 

○海津委員：広報先については、今挙げてもらっている団体は福祉関係での配布先と変わ

らないと思う。バリアフリー基本構想に関連した事業者部会の方々にも広げて、

障害や福祉等と関係のない人たちにも周知していった方が良いと思う。 

○斉藤部会長：非常に重要なことであり、仲間内だけではなくて社会全体で取り組むため

に、事業者部会には積極的に取り組んでいただきたい。 

○鈴木委員：民生委員への周知はどうか。 

○宮崎主任：配布先は資料３に記載してある機関ですので、想定していなかった。 

○瀧井委員：先ほどの話に出た障害者ふれあいスポーツ交流会には、お手伝いに民生委員

や看護学校の生徒も多く来られると思う。 

○篠原委員：今年は県のイベントと重なっているので、民生委員を半分に分けて参加して

もらう予定である。 

○上杉委員：民生委員の方にチラシを配布する機会はあるか。 

○篠原委員：24日までに福祉政策課に持参していただければ配布することは可能である。 

○太田委員：作業場には配布されるか。 

○宮崎主任：今のところ考えていない。先ほどから申しているように、資料３に記載のあ

る機関を基本として、印刷枚数の範囲内でご要望の機関への配布を考えていき

たいと考えている。 
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○太田委員：作業所は全部で３、４か所あり、作業所の人たちは一人で来られる人が多い

ので、友人等と一緒に来る人もいると思う。 

○鈴木委員：作業所以外の身体障害者団体に周知するので、作業所に来ている方と重複に

ならないか。 

○太田委員：身体障害者団体に入っていない人たちもいるので、事業所の人たちに周知す

れば来る人はいると思う。 

○瀧井委員：例えば翔の会にまとめて送れば、作業所にも送ってくれると思う。 

○瀬川委員：社会福祉法人の抱えている大きな事業所には送られると思うが、小さな NPO

法人が運営している事業所には行き届かない可能性がある。NPO 法人に通じて

いる人が何百人もいるので、考慮した方が良いと思う。 

○斉藤部会長：大きな社会福祉法人に含まれない小さな団体にも周知されるように、情報

を一元管理する必要がある。福祉団体等に加えて、事業者にも周知することが

効果的である。 

○宮崎主任：特定事業計画に載っている大型店舗と付き合いがあるので、情報提供という

形でチラシをお送りしたい。 

○藤井委員：事業者ですが、スポーツフェスティバルの宣伝をするのと同時に、バリアフ

リー基本構想の方針を提示して、このような取り組みを実施していると宣伝す

る機会にもなると思う。どういう対象者に宣伝したらどのような返答があった

というデータを取った方が良いかと思う。また、フェスティバルの参加者が少

ないとあるが、障害者か健常者のどちらが少なかったのか。 

○宮崎委員：全体として少ないと考えている。去年は 103名の参加であった。印刷や配布

先について色々ご意見をいただいたが、どこまでできるかわからない。皆様に

連絡を取りながら可能なところはやっていきたいと考えている。 

 

３．議題 

(1)平成 29年度の普及啓発の実践内容 

○宮崎主任：資料３（平成 29年度の普及啓発の実践内容）に沿って説明 

○斉藤部会長：平成 29年度の普及啓発の実施内容の説明でしたが、質問はあるか。 

○鈴木委員：多目的室は倉庫から入っていくとあるが、もう一か所の出入り口は閉鎖にな

るのか。 

○宮崎主任：両方とも解放する予定である。 

○斉藤部会長：フェスティバル当日に使用するアンケートの１の⑥は「④の回答」ではな
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く「⑤の回答」となるが、そういった点も当日までに指摘していただきたい。 

○上杉委員：ヴェロフェスティバルを中央公園でやっているので、えぼし麻呂が体育館に

も来ないのか。えぼし麻呂が体育館の前にいれば、子供たちも来るのではない

かと思う。 

○宮崎主任：以前、別のイベントでえぼし麻呂に来てもらったことがあるが、活動時間が

非常に短いため、調整が必要となる。 

○瀧井委員：交流会にも来てもらうが、誰にも見られないように一部屋を確保しなければ

ならない。スポーツフェスティバルでは更に一部屋を確保することは不可能な

ので無理ではないか。 

○宮崎主任：ヴェロフェスティバルの方のタイムスケジュールがあるので難しいと思われ

るが、時間に余裕があれば来てもらうという形にしたい。 

○海津委員：以前、学生にアンケート回答時のサポーターをお願いしようかという話が出

たが、いかがか。 

○宮崎主任：是非お願いしたい。 

○斉藤部会長：アンケートについて、回答数が一つなのか複数なのか、ヒアリングのため

に統一する必要がある。更に、自由記述はヒアリングして記述することになる

が、この項目もある程度テーマを絞っておいた方が良いと思う。障害者の皆さ

んに聞きたいのは、外出時に困っていることやどんなところに行きたいかとい

うことだと思う。スタッフがヒアリング時にきちんと聞き出せるようにしてお

いてもらいたい。 

○上杉委員：アンケートの２の②について、選択肢に「パネル展示等」とあるので、設問

の「楽しい」を「良かった」にした方が良い。 

○藤井委員：サウンドテーブルテニスについて、これはユニバーサルデザインのため一般

の人が目隠しをして参加してもよいのか。 

○鈴木委員：可能である。例年はこちらでアイマスクを用意している。視覚障害者と練習

形式でやっている。アイマスクにはティッシュペーパーを入れて衛星面を管理

している。 

○斉藤部会長：当日は 10時開始であるが、委員は 10時までに来るという意味か。それと

も自由な時間に来てもらうのか。上履きは持っていくのか。 

○宮崎主任：上履き持参で自由な時間来ていただきたい。実際に体験する人は上履きだが、

不織布でできた靴の上からカバーするものがあるので、それを準備しておき、

単純に中に入りたい人には貸し出したいと考えている。 

○鈴木委員：点字体験やサウンドテーブルテニスの準備が必要であるが、台の設置等はこ

ちらでやるのか。 
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○宮崎主任：準備に関しては、来週にスポーツフェスティバル実行委員会があるので、そ

こで準備や段取りを確認した上で、協力の必要なところはお願いしたい。 

○鈴木委員：サウンドテーブルテニスについては、10時開始であればその前に来て準備を

する必要がある。去年までは体育館の方でやってもらっていたが、ある程度の

準備はこちらでも進めていた。そして１日張り付いて体験者の手伝いをした。 

○宮崎主任：サウンドテーブルテニスに関しては、去年と同じようなボリュームで役割分

担をしたいと考えている。 

○柏崎委員：昨年は 100人程度の参加ということだが、障害のある人、ない人はどのくら

いの割合だったのか。 

○宮崎主任：去年の第４回は半々くらいだった。障害者、介助者という視点では分けてい

なかったが、もしかしたら障害者と介助者としての割合だったのかもしれな

い。 

○斉藤部会長：先週、慶応義塾大学で第５回バリアフリーフェスタ神奈川を開催し、その

中でボッチャをやった。激しい運動をするのではなく、むしろ交流を考えても

らえばよいと思います。サウンドテーブルテニスに関しては、みなさん積極的

に手伝ってもらえればと思う。 

○藤井委員：チラシの隅等に、アンケートに答えるとドリンクがもらえる引換券をつける

のはどうか。 

○宮崎主任：確かに、効果的な周知ができているものが何かということを把握できると思

う。いかに皆さんに周知するかということが重要である。 

○斉藤部会長：一番効果的なのは口コミではないか。チラシを置いておくだけではなく、

「来てよ」と積極的に声掛けをすることが大事である。 

○海津委員：アンケートについて、１に住まいの項目を追加した方が良いのではないか。 

○宮崎主任：住んでいるエリアによって重点的に移動の対策を実施するという話もあった

が、特定のエリアだけというのは取り組みづらいので、記載するのは止めよう

と思ったが、効果の高い周知先等を把握するために年齢、性別の横に入れては

どうか。 

○海津委員：よいと思う。 

○宮崎主任：細かくではなく、大きなエリアで記載してもらうようにする。 

○男性委員：チラシに当日参加もＯＫとあるが、問い合わせ先が電話番号の記載しかない。

FAX も入れると聴覚障害者向けになる。事務局にアドバイスした方が良いので

はないか。 

○宮崎主任：可能であれば対応してもらい、無理であれば増刷分だけ追記する。 

○上杉委員：FAXも良いがメールの方が良い。 
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○藤井委員：これは個人ごとに得点票があり、競技別に得点等を記入するのか。 

○宮崎主任：特にそういうものはなく、その場で体験して終了である。 

○太田委員：例えば輪投げに関しては、全部入ると 300点になる。ビンゴ形式の輪投げに

なっており、高得点の人は黒板に記載していく。ダーツも今までの最高点を来

た人に教えて、高得点を狙ってもらうようにやっている。 

○斉藤部会長：やっているうちに徐々に熱くなっていきそうだが、あくまでも交流・触れ

合いがテーマということを忘れないように。次に、今後の進め方の説明に入る。 

 

(2)今後の進め方 

○宮崎主任：資料４（今後の進め方）に沿って説明 

○斉藤部会長：スポーツフェスティバルの結果を踏まえながら、通常の生活の中からも取

り組み案の展開が考えられると思うので、部会で検討して取り組んでいきた

い。意見、提案はあるか。 

○鈴木委員：前年度までは競技毎の参加人数を集計していたが、今年度はどうするのか。 

○宮崎主任：去年同様、データを取っていただき、点字体験も同様にお願いしたい。 

○海津委員：スポーツ毎となると、全体の人数が把握できないのではないか。 

○宮崎主任：全体はロビーに総合受付があるので、トータルの参加者を把握できる。 

○上杉委員：取り組み案の「外出の際の移動手段等が乏しい」で、実体験の中でそんなに

重くない知的障害の方であっても、物を見てこうすればいいんだという風に自

分で見極めて行動することは極めて難しいと感じる。一番彼らが求めているの

は、何回か一緒に行ってほしいということである。そうすれば次は自分ででき

るかもしれない。そういう要素が加わると良いと思うのだが、事が大きくなっ

てしまうので悩ましいところだ。瀧井委員と社会福祉協議会の会議に出席をし

たが、移動についてのネットワークの話で、話し合いは中々進まずどうすれば

良いのか頭を抱えてしまった。啓発や周知はできるが、実際に寄り添って障害

のある方と移動するというパターンが少ない。また、何回か教えればできる人

もいれば、障害の重い人は何回教えてもできない人もいる。色々なネットワー

クの話し合いの中で、やはり人材育成しかないという結論にたどり着く。この

ような課題があることを伝えておく。 

○斉藤部会長：例えば、障害者の特性からいうと、知的障害者だと移動の支援をする人づ

くりをしていかなければならないということか。 

○上杉委員：支援が彼らにとって非常に有効で、以前話した通り、乗り継ぎが難しいとの

ことである。例えば、そこに人が立ってくれれば可能である。周知や啓発から

一歩進んだ支援である。 
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○斉藤部会長：まさにその通りで、障害者目線からの問題をどんどん列挙してもらって、

数値だけではなく人的なところをどのようにしていくかを考えていくことが

大事だと思う。 

○藤井委員：遠回りではあるが、交通従事者への教育という取り組みもある。外国の事例

ではあるが、乗り継ぎの支援をしているところがある。知的障害だけでなく、

身体障害者で初めて社会参加する時に公共交通を使うのは勇気が必要である。

その時に背中を押してあげると勇気になる。しかし、行った先のバス停で降り

られない等となると責任問題が出てくるため、日本では中々うまくいかないの

が実情である。 

○鈴木委員：聴覚障害での手話通訳は制度化されており、我々視覚障害の同行援護が制度

化されている。知的障害の方たちにも適用できる制度をこれから進めていくこ

とが、バリアフリー化に繋がっていくのではないか。 

○上杉委員：現行でも移動支援や国の制度はあるが、それだけでは足りていない。移動の

サービスは通勤、通学、通所には使ってはいけないものであり、コンスタント

な恒常的なサービスではない。急に明日どこかに行きたいという要望には対応

できないほどヘルパーが足りていない。 

○斉藤部会長：制度には限界があるので、それを打ち破っていくためにも、知的障害者が

そういったルールの中で実際に移動できるような動きをどこからか始めると

いうことはやるべきである。待っていても始まらないので、これをきっかけに

問題提起をして広めていくことが必要である。 

○藤井委員：資料４の取組イメージの部分で、「当事者とのふれあいの増加」の次の「障

害特性の理解促進」とあるが、障害者の能力の限界があるという考えではなく、

障害者を受け入れない社会を変えていかないといけないという考えが必要だ

と思う。そういう観点からすると「障害特性の理解促進」というよりも「社会

のバリアフリーの理解」等の表現の方が、先ほど斉藤部会長がおっしゃったよ

うに、障害者が社会に出ていけるような仕組作りという方向に持って行った方

が良いと思う。 

○上杉委員：障害によって様々なバリアがある。知人の障害者の親に話を聞いたが、何が

外出のネックになっているかというと、様々な場面で障害に対する理解がない

ので傷つけられると言っていた。例えば、重い知的障害者がトイレに行く際に

は、お尻を拭いてあげないといけない場面があるので、その時に母親がバリア

フリートイレを使用した。それを見ていた一般の方に、体に障害がないのにバ

リアフリートイレを使ったと言われ怒られた。そういった心無い声掛けに母親

は疲弊してしまい、出かけることが億劫になると言う。社会の方の受け入れる
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体制の良し悪しで随分外出のバリアはなくなると思う。 

○斉藤部会長：このような例がたくさんある。社会全体で一人一人が意識をどのように持

つかが重要である。ここにいるメンバーから問題提起し、実践しながら拡散し

ていくことが大切である。 

○上杉委員：実際に自分がそういった場面に遭遇した時には、市民みんなが自然に介助で

きる態勢づくりが望ましい。私たちが機会を積み上げて提供することが大切で

ある。 

○斉藤部会長：こういった議論が進んでいることを知人に伝えてほしい。今は辛いことも

あると思うが、そういう活動が進んでいることを伝えていただきたい。 

○海津委員：このようなことも考えると、今回取るアンケートの対象は、外出意欲があり、

外出する機会がある人たちである。手段がないという人たちは今回の対象には

なっていないため、対象者が外出できる人に限られてきてしまう可能性があ

る。対象から漏れてしまう人をどのように汲んでいくかが課題である。 

○瀬川委員：その通りである。私たちに繋がってこられる精神疾患を抱える人はエリート

だと言われている。外出意欲を持つことが難しい人がたくさんいる。 

○斉藤部会長：とても重要なテーマである。外出できない人が外出できるような環境作り

が大切である。 

○矢野委員：今回はスポーツを通して障害理解を深めるということがテーマであるが、五

体満足の人に比べて制限があるため、スポーツではないことをやってみたい。

様々な障害を持っていてもそれに代わる力、能力を持っているので、そういっ

た長所を知ってもらう場を作りたい。先日参加した環境フェスティバルでは、

パネル展示のブースがあり、スタンプラリーで回り理解を深めるというスタイ

ルだったので、バリアフリーでも同様なことができるのではないかと思う。 

○斉藤部会長：活動の中で、よりよいテーマが出てくると思う。ご提案のようにさらに幅

広く独自のイベントができていくと思う。 

○藤井委員：2000年に交通バリアフリー法が施行されたが、これは障害がある方が公共交

通を円滑に利用するためのものである。20歳前後の方にアンケートを取ったと

ころ、低床式バス、ノンステップバスは障害者のためのバスだという認識は低

かった。ユニバーサルデザインとはそういうものであり、定着してしまえば常

識となる。先ほどのトイレの話であったように、ハード面を整備した次はソフ

ト面での見えない障害の問題が出てくる。障害者が公共交通を使ってスムーズ

に使えているかどうかといえば、そうではない。今、心のバリアフリーが注目

されているのはそういう点であると思う。ハード面が整備されて障害のある方

がどんどん外出機会が増えているかといえばそうではない。そこが大きな問題
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である。 

○上杉委員：9 月に国際福祉機器展が開催され、主に身体障害の方、高齢の方が参加して

いた。最新グッズが展示されており、非常に便利なものが多くあり、多くの人

が集っているのを見ると将来が明るい気がする。このような取り組みも悪くな

いと思う。このような展示会が茅ヶ崎でできれば一般の方も集まりポジティブ

な取り組みになるのではないか。 

○鈴木委員：移動式の点字図書館のような施設があるが、９月に茅ヶ崎の福祉会館で開催

された。盲導犬体験、パソコン体験、視覚障害者にあったような体験コーナー

を開き多くの人が見学に来られた。11月には東京で福祉機器展が開催される。 

○斉藤部会長：バリアフリーフェスタも大学ではなく、茅ヶ崎でやってもらえると良いと

思う。神奈川県としてはいつも場所を探しているが、多くの人出と場所が必要

である。このように市民に知ってもらう機会を作っていくことが重要である。 

○上杉委員：一般の人を引き込むには、一般の人にも関係があるイベントでないといけな

いと思う。 

○藤井委員：私は福祉用具の専門であるが、実際に必要な人が見に行けていないのが現状

である。当事者に見てほしいが、交通も同様で実際に必要としているユーザー

に情報が伝わっていない。介護保険でいうとケアマネさんが情報を得てエンド

ユーザーに情報が行っていない。 

○斉藤部会長：資料に記載されている内容はまた議論していきたいと思う。全体を通して

はこのような形で進めていく。また、意見のある人は 10 月中に事務局に伝え

ていただきたい。 

○宮崎主任：アンケート内容や展示したいパネル等、ご意見があれば事務局まで問い合わ

せていただきたい。事前に必要なチラシの部数や配布先の連絡をお願いした

い。 

 

４ その他 

○特になし 

 

５ 閉会 

 

 

                                            部会長署名 斉藤 進    
 
                                            部会員署名 上杉 桂子   


