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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 

会議録 

議題 

報告 

（１）これまでの経緯と前回協議会以降の取り組みについて 

（２）特定事業の進捗状況について 

（３）市民部会の取り組みについて 

（４）心のバリアフリーの普及・啓発活動の成果と課題 

議題 

（１）今後の進め方 

日時 平成３０年３月２３日（金） １３：００～１５：００ 

場所 茅ヶ崎市役所 本庁舎 ４階 会議室１ 

出席者氏名 

会 長：斉藤 進 

副会長：海津 ゆりえ、藤井 直人 

委 員：上原 正人、大澤 武廣、川口 和夫、原 浩仁 

熊澤 克彦、牧野 末次、篠原 徳守、水島 修一、柏崎 周一 

太田 克之、瀧井 正子、五十嵐 優子、上杉 桂子、鈴木 実

瀬川 直人、湊 里香、矢野 竜也、大野木 英夫 

（欠席委員） 

委 員：仲手川 仁志、露木 輝久、吉池 正弘、神永 裕一 

高野 幸子 

（事務局） 

都市部都市政策課、八千代エンジニヤリング㈱ 

会議資料 

資料１ これまでの経緯と前回協議会以降の取り組み 

資料２ 特定事業の進捗状況 

資料３ 市民部会の取り組み 

資料４ 心のバリアフリーの普及・啓発活動の成果と課題 

資料５ 今後の進め方 

参考資料１ 平成28年度市民部会アンケート調査集計結果 

参考資料２ 茅ヶ崎市バリアフリー整備市民意見集 

参考資料３ 進捗管理シート 

会議の公開・非公開 公開 

非公開の理由  

傍聴者数 なし 
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 （会議の概要） 

１ 開会 

○事務局（関野課長）：本日の会議について、変更のあった委員の方をご紹介します。牧

野末次委員、太田克之委員、熊澤克彦委員、仲手川仁志委員、神永裕一委員の

５名です。また、委員２６名中２０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ます。 

○斉藤会長：上原正人委員に議事録署名人をお願いします。 

 

２ 報告 

（１）これまでの経緯と前回協議会以降の取り組みについて 

○事務局（宮崎主任）：資料１（これまでの経緯と前回協議会以降の取り組み）に沿って

説明 

○斉藤会長：ご質問等、特に無いようですので次のご説明をお願いします。 

 

（２）特定事業の進捗状況について 

○事務局（宮崎主任）：資料２（特定事業の進捗状況）、参考資料３（進捗管理シート）

に沿って説明 

○事務局（宮崎主任）：すべての事業について本日紹介はできないため、資料を確認し、

質問等があれば４月中に事務局にお伝えいただくようお願いします。いただい

たご意見は必要に応じて、関係する事業者への質問やフィードバック等を行い

ます。また、個別事業についてすべて現地確認はできませんが、目標年次の平

成 32年度には、点検会等を実施することを検討したいと考えています。 

○斉藤会長：公共交通、道路、建築物など各事業主体で特定事業を定め、進めていただい

ている取り組みについて、どのくらい事業が実施されているのかをご確認いた

だいた。すべての確認はできないが、お気づきの点があれば、４月中にご意見

をいただけるとよろしいかと思います。現段階で何かご質問、ご意見がありま

したらお願いします。 

○湊委員：参考資料３について、完了、継続、実施中、未着手という分類があるが、継続、

実施中というのは検討中ということなのか。 

○事務局（宮崎主任）：たとえば JR 茅ケ崎駅の事業の最終行で心のバリアフリーの項目

がありますが、毎年勉強会等を継続して実施するようなものはその年に実施し

ても完了するものではありませんので「継続」と掲載しています。「実施中」

は、現在工事中などの状況で今後事業が完了するものです。未着手は平成 29

年度末時点でまだ事業に取り組んでいないものです。基本的に平成 32 年度ま



3 

 

でに実施する予定のものを特定事業として設定していますが、目標年次までの

整備が難しいと考えられるものについては、平成 33 年度以降に実施する予定

の事業も掲載しています。 

○上杉委員：まだ資料を読み込んでいませんが、気になったところをお伝えします。心の

バリアフリーの項目などを見ると、事業内容と具体的な事業内容にあまり差が

ないものがあるように思います。このようなところを具体的にして事業内容と

して盛り込んでいただかないと、抽象的なものになってしまいます。具体的な

やり方がわからない場合には、ぜひ当事者団体へもご相談いただければと思い

ます。 

○事務局（宮崎主任）：特定事業計画の具体的な事業内容は、特定事業の事業内容をその

ままスライドしている事業も多くあります。事業者によって、特定事業の設定

段階でより具体的であったところと、なかなか具体的には記載しにくいという

ところがありました。引き続き事業者と調整し、可能な範囲で具体的に記載し

ていただくように働きかけていきます。 

○上杉委員：書けないだけでなく、どうしたらいいのかわからないということもあると思

うので、ぜひ私たちに相談してもらえるといいと思います。 

○斉藤会長：ぜひ当事者と話をする機会を設け、具体的な取り組みにつなげていただけれ

ばと思います。 

○海津副会長：意見交換会を実施したとの報告がありましたが、意見交換会を実施した施

設は特定事業の対象となっているのでしょうか。 

○事務局（宮崎主任）：意見交換会の実施については、基本的には特定事業として位置づ

けられているところがベースとなりますが、申し出があればその他の施設も対

象としています。茅ヶ崎公園体験学習施設は海岸青少年会館の建て替えである

ため、施設名称は違いますが特定事業の対象となっている施設です。（仮称）

歴史文化交流館は茅ヶ崎市堤に建設するものであり、重点整備地区外ですが、

申し出があり実施しました。（仮称）茅ヶ崎市営小和田住宅外複合施設も重点

整備地区外であり、特定事業としては位置付けてない事業です。 

○海津副会長：特定事業であれば、進捗管理の中で確認できますが、そうでない施設はど

う反映されたか確認できないので、どのように反映されたか確認が必要だと思

います。 

○事務局（宮崎主任）：新設施設については設計段階で意見交換会を行いました。いただ

いた意見に対しては対応方針や対応が難しい場合の代替策について、設計が進

んだ段階で市民部会委員にフィードバックしています。最終案がまだ決まって

おらず、フィードバックできていないものもあります。 



4 

 

○斉藤会長：ご意見の通り、意見を聞く機会を設けるのは良いことですが、フォローや再

確認が重要です。聞きっ放しとならないように留意いただきたいと思います。 

○事務局（宮崎主任）：意見交換会を実施した施設の多くは、これから工事をする施設で

あるため、改めてもう一度意見交換の場を設けることも検討します。 

○斉藤会長：意見がどう反映されたのか確認できる仕組みがだんだんできてくるとよいと

思います。 

○藤井副会長：参考資料３について、神奈中バスでは目標数が記載されていますが、タク

シーには数量目標が記載されていません。今後、ユニバーサルデザインタクシ

ーはどのくらいの台数が導入されるのか、市内のタクシーの何％に相当するの

か把握していれば教えていただきたい。 

○事務局（宮崎主任）：事務局としては把握できていないため、改めて確認してご報告し

たいと思いますが、大澤委員の方ではご確認いただいているでしょうか。 

○大澤委員：ユニバーサルデザインタクシーの目標台数として、具体的に決まっているも

のはありません。現在は全体で１９０台程度のうち、ユニバーサルデザインタ

クシー６台及びウェルキャブ１台を運行しています。 

○藤井副会長：ジャパンタクシーは東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

までに都内において１万台導入するという目標を持っています。茅ヶ崎地区と

しても目標は設定しておいた方がいいと思います。 

○大澤委員：県としての目標などは今後出てくると思います。現時点ではそこまでは設定

されていません。 

○鈴木委員：コミュニティバスについて、運行間隔や路線について市民意見を踏まえて変

更する計画はないのでしょうか。 

○事務局（山本課長補佐）：コミュニティバスについては、市の計画の中で定めた路線で

運行していますが、運行頻度や路線について市民要望は多くいただいていま

す。現状では、地域公共交通会議の中で交通事業者や関係者で議論しながら、

適正な運行形態について決めています。この会議での意見も伝えていきます

が、基本的にはそちらの会議で検討していきます。 

○斉藤会長：特定事業の進捗状況について、本協議会の時間内ですべて確認することは難

しいため、４月中に参考資料３をご確認いただき、日ごろ使っている施設や道

路等の状況について目的が達成されているか、また具体的な対応への意見など

があれば、事務局にお伝えいただければと思います。 

（３）市民部会の取り組みについて 

○事務局（宮崎主任）：資料３（市民部会の取り組み）に沿って説明 

○斉藤会長：内容を踏まえてご意見をいただきたいのと、今後の取り組みへのご提案もい
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ただければと思います。 

○鈴木委員：ユニバーサルスポーツフェスティバルでは、当事者団体からの参加が視覚障

害者福祉協会だけだったかと思いますが、障害を知ってもらうためには、それ

ぞれの団体からより多くの出展ができないものかと思います。 

○斉藤会長：鈴木委員にサウンドテーブルテニスをやっていただいたように、他でもでき

るとよいと思います。 

○瀧井委員：ボッチャは肢体不自由の団体が中心となってやっていました。 

○上杉委員：私の子どもは自閉症でもあり知的障害でもあります。知的障害の特性は３つ

あり、発達に応じて状況が変わるもの、知的能力の限界があるもの、周囲への

適応に限界があるものと言われています。ルールがなかなか理解できない人

や、数字の「３」以上の数が理解できない人などがいる中で、みんなでルール

を守ってスポーツをするのは難しいですが、吹き矢のようなものはできるかも

しれないと感じました。鈴木委員の意見はもっともだと思うため、瀧井委員と

も協力して参加方法について考えていきたいです。 

○太田委員：私は身体障害者が中心の団体に所属しています。卓球やダーツは大会があり、

フライングディスクも県大会、国体などがあり、私も参加しています。そうい

った競技が難しい人のためにも輪投げがあったと思うが、最近は輪投げをやる

人が減っており、高齢化が進んでいる中、肺が心配だからと吹き矢を始めまし

た。このように、ユニバーサルスポーツフェスティバルでやっているスポーツ

は身体障害者としてやっている人がいるという状況です。 

○斉藤会長：それぞれのスポーツに関わっている人がいるということですので、企画運営

にも積極的に参加していただけるといいと思います。 

○柏崎委員：参考資料１を非常に興味深く読みました。アンケートの個別意見について、

市民部会でももう少し内容を掘り下げて検討した方がいいと感じます。生の声

がかなり出ていると感じました。同じ障害でも感じ方が違うことなどがよく分

かり、参考になります。 

○斉藤会長：市民部会ではこのような具体的な意見を踏まえて、実際にどんな取り組みを

していくか考えていくといいと思います。こういったアンケートは集計するよ

り具体的な声の方が実態を把握できると思います。 

○藤井副会長：記述式の充実したデータがあり、このように資料にまとめるのはいいです

が、この生の声をどのように市民の目に触れさせるかを検討しなければいけま

せん。市民意見集も今後上手く活用できるように、何をどう読み取ればいいの

か、どのように活用していくのかを部会でも検討していけるといいと感じまし

た。 
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○斉藤会長：実態を把握する資料としてはすばらしい成果がまとまっていると思います。

これをどう市民が知り、行動の中で活かしていくかが重要であり、そのための

議論を深めていく必要があります。私は他でも様々な委員会に出ていますが、

このように市民意見をデータベースでまとめているのは珍しいです。県の条例

と照らし合わせるようになっており、取り組みの水準を知るのにもわかりやす

いため、ぜひ活用してほしいと思います。 

 

（４）心のバリアフリーの普及・啓発活動の成果と課題 

○宮崎主任：資料４（心のバリアフリーの普及・啓発活動の成果と課題）に沿って説明 

○斉藤会長：アンケート調査の結果から様々な実態が把握できたと思います。 

○熊澤委員：パーキングパーミット制度について説明しますと、障害者用駐車場について、

許可証をあらかじめ渡しておき、許可証がない人の駐車を禁止する方法です。

参考資料１の 18ページの中段に意見が出ており、参考資料２の 16ページでも

案内表示の改善について意見が出ています。こういったことがないように導入

される制度です。直ちに導入するには課題があると認識していますが、まさに

心のバリアフリーに関連する取り組みだと思う。市福祉部としては神奈川県が

作成している啓発リーフレットをデジタルサイネージで掲示したり、ヘルプマ

ークを配ったり、公用車に貼ったりしています。そのほか、神奈川県が作成し

ている手話の動画を放映するような取り組みもしています。心のバリアフリー

の取り組みは、手間暇はかかりますが予算はかからないものなので、今後も市

民部会の知恵を借りて実施したいと思います。 

○斉藤会長：パーキングパーミット制度を導入するにあたっては、啓発活動も並行して取

組む必要があり、多くの人が制度と必要性を理解して受け入れることが重要で

す。仕組みと啓発が連携して初めて効果が出ると思います。障害者用駐車場の

利用方法は以前から問題になっているものなので、市民部会でもテーマにして

取り組んでいただければと思います。 

 

３ 議題 

（１）今後の進め方 

○事務局（宮崎主任）：資料５（今後の進め方）に沿って説明 

○斉藤会長：今までの成果と課題を踏まえて、市民部会での今後の取り組みの案について

紹介していただきました。改めて市民部会でも議論を深めたいと思いますが、

お気づきの点がありましたらご意見をいただければと思います。 

○海津副会長：来年度の市民部会での取り組みの中で、特定事業の実施主体にもご協力い
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ただける取り組みを一緒に検討する機会があればと思います。 

○事務局（宮崎主任）：事務局としても同様の認識です。各公共交通事業者などではサー

ビス介助士取得の取り組みなどもしています。取り組みについて障害者団体が

知る機会がないので、事業者の取り組みについて当事者が知る機会を設けるな

ど、事業者側からのアプローチも検討したいと思います。 

○五十嵐委員：よくバスを利用しているが、車中に心のバリアフリーのポスターが掲示さ

れており、かわいらしくて良いと思っています。しかし、掲示されている位置

が車内後方側面なので、駅での停車時にアナウンスを行うことや前方での動画

による啓発など、より多くの人の目につくようにアピールしてほしいです。 

○上原委員：ポスターの掲示場所については、事業者と広告会社も利用するため制限があ

りますが、会社として有効に使っていきたいと思います。デジタルサイネージ

も順次導入しているため、市とも協議しながら有効な使い方を検討したいと思

います。 

○藤井副会長：周知方法として、当事者にはチラシ配布が有効でなく、介助者等が情報提

供を遮断している状況も把握されました。イベントへの交通手段として、車で

の送迎が多く、公共交通を利用できていない状況もわかりました。使えないか

ら外出できない、外出できないから情報を遮断する、という悪循環も見えまし

た。イベントの通知と同時に、移動手段の情報提供をするとどのように状況が

改善するか確認できるといいと思います。 

○斉藤会長：当事者には情報提供だけでなく、移動の情報や支援もあわせて必要であると

いうことだと思います。呼びかけるだけでなく、どのように連れて来られるか

まで考えましょう。当たり前ですが難しいことですので、次の大きなテーマと

したいと思います。 

○斉藤会長：来年度の市民部会では、生の声も改めて読み込んで、どんなことをするべき

か、次のテーマを考えていただけるといいと思います。基本構想も中期の期間

に入ってきます。３年間やってきた正念場で、実践して社会に定着させていく

時期だと思います。相互理解を具体的にどう進めるか、考えていただければと

思います。 

 

４ その他 

○事務局（宮崎主任）：参考資料３の進捗管理シートについて、３施設と調整が間に合わ

ず、未掲載となっているため、後日送付する資料の内容を改めてご確認いただ

きたいと思います。 
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５ 閉会 

 

 

                                            会長署名 斉藤 進        

 

                                            委員署名 上原 正人       

 


