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（会議の概要） 

１．開会 

○後藤課長：定刻になりましたので、平成３０年第２回度茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議

会を開催します。本日は、傍聴人の方がいないため、原則公開となっていますが、こ

のまま会議を進めさせていただきます。 

本日は年度末のお忙しい中、当会議にご出席いただきましてありがとうございます。

司会進行を務めさせていただきます、茅ヶ崎市都市政策課長の後藤でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

（議題についての説明） 

（資料の説明） 

当会議につきまして、協議会委員２７名のうち、現時点で２０名のご出席をいただい

ているため、要綱第６条第２項の規定により、会議が成立していることをご報告いた

します。 

それでは、ここから先の進行につきましては、斉藤会長にお願いいたします。 

○斉藤会長：皆様、こんにちは。これから第２回茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会会議を

始めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

会議を進めるにあたりまして、毎回、会議録の署名をしていただく委員を１名お願い

しております。名簿順で海津先生にお願いしたいと思っておりますので、よろしくお

願いします。 

それでは、次第の順番に事務局から資料説明をしていただき、その後、各委員の皆様

方に、資料に関してご意見・ご質問等を順次いただいていきたいと思います。 

それでは、最初の報告事項「特定事業計画の進捗状況について」、事務局からご説明お

願いいたします。 

 

２．議題 

（１）特定事業計画の進捗状況について 

○宮崎副主査：「特定事業計画の進捗状況について」に沿って説明。 

○斉藤会長：ありがとうございました。「特定事業計画の進捗状況について」ご説明いただきました。

ご質問・ご意見等がありましたら、お願いしたいと思います。 

○藤井副会長：２ページの「建築物-１３：茅ヶ崎市海岸青少年会館」ですが、駐車場が「優先駐車

場」となっています。また、次の「建築物-３３：茅ヶ崎駐車場」では、「国際シンボ

ルマークを設置した」とあります。優先というのは、障害者だけではなく、それ以外

の人も停められるようにということだと思いますが、「優先」という言葉が市民にどの

程度いき渡っているのかお聞きしたいと思います。 

○宮崎副主査：ここの駐車スペースは全部で１２台ありますが、一般の人が停めてしまうとすぐに

埋まってしまいます。入口の所で、この駐車スペース自体が障害をお持ちの方や妊産

婦の方しか停めてはいけない、という表示をしていますので、その意味を込めた「優

先」という表示です。 

○藤井副会長：「優先」という言葉が、本当に市民に伝わっているのかどうか心配で、今後、どのよ



うに浸透させていくのかお聞きしたいと思います。 

○宮崎副主査：市民に「優先」という意味をどのように広めていくのかに関しては、事務局も確認

していないので、管理者に確認したいと思います。現状としては、職員が見回りをし

て、一般の方が停めている場合には直接話をしているとのことです。初めて利用する

方に関しては、何かしらのアピールが必要ではないかと思います。 

○斉藤会長：ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

○海津副会長：特定事業は、まだまだこれから数年続くという中での中間の報告だと思いますが、

未着手の件数が結構あるジャンルもあります。現時点で、それぞれの分野に関して、

予定より進んでいない、または進んだという感触など教えていただければと思います。 

○宮崎副主査：資料１の１ページの件数で感じたところですが、これまでは、建築物の特定事業は

目覚しい進捗がなかったと思っていましたが、このように、昨年度と比べて４６件が

６３件と、１７件の事業が完了しています。今年度に関しては、建築物の特定事業が

非常に進んだのかなと思います。 

一方、道路の特定事業は、特定経路が幹線道路以外にも細かく設定しているので、そ

ういった所は中々進んでいないのかと思います。例えば、雨水マスの設置見直しなど、

細かい事業まで掲載されているので、すぐ対応できるものとできないものがあります。

また、今後、路線で改修していくという道路の計画も作っていますので、そこにうま

く当てはまらないから進んでいないのではないかと感じています。 

○鈴木委員：感想ですが、先日、文化会館を利用しましたら、各座席に点字のシールが貼ってあり

ました。これには感激をしまして、バリアフリーが一歩進んだと思いました。 

○斉藤会長：少しずつ、確実に対応が進んでいるという評価をいただきました。ありがとうござい

ます。 

特定事業計画の進捗状況について、色々事情があるのは分かりますが、事務局として

は各事業者さんと定期的に、進捗状況や今年度の見込みなど協議をしているのでしょ

うか。 

○宮崎副主査：細かい協議まではしておらず、年に１回、進捗状況の確認をしているだけです。今

後、平成３２年度が現状の計画の目標地点となっているので、その前段で、市民部会

の方々や関係者の方々と、平成２６年度に実施したまち歩き点検のようなもので、中

身の確認をしたいと考えています。 

○斉藤会長：平成３２年度が目標だとすれば、適当な時期に、事業を進めることや、よりバリアフ

リーを積極的に対応できるような形での協議、委員・団体の方々と一緒になって現場

を見るなど、進捗状況や実現の対応を進めていくことが必要かもしれません。 

○牧野(浩子)委員：茅ヶ崎市役所の正面ロータリーにある車いす駐車場のスペースについてお伺い

したいのですが、土日にはいつも鎖がかかっていて、入れなくなっています。土日は

使えないのかな、と思っていたのですが、警備の方に確認したら、申請をすれば土日

でも開けるという話でした。海岸青少年会館は、入口に「優先です」と書いてあり、

鎖など何もしていないので、市役所で土日に鎖をしている理由は何なのでしょうか。 

おそらく、他の一般の方が停めないように、という意図で鎖をしてあると思っていた

のですが、実際は、一般の方どころか車いすの人も土日は停められないと思ってしま



います。それなら、最初から鎖は開けておいて、「優先」というようなコーンを立てて

おき、「優先の方のみの駐車です。警備の方に一言お声がけください」とした方が、車

いすの人が使いやすいのではないかと思いました。ご検討いただけたらと思います。 

○宮崎副主査：今後、役所の駐車場を管理している部署と協議をし、一番運用しやすい、利用しや

すい形を考えていきたいと思います。 

○斉藤会長：是非、検討していただきたいと思います。 

○杉山委員：道路について、自転車通行の安全性等は考えていると思うのですが、特定の道路を一

方通行にするような、駅周辺の道路の利用の仕方というか、そういう観点での安全を

図るための検討がされているのか、知りたいと思います。 

○宮崎副主査：例えば、駅周辺で車が双方向で通っているのを、一方通行にして歩行者空間を確保

する、というイメージでしょうか。 

○杉山委員：そうですね。利用する面から具体的に言うと、雄三通りがいつも混雑していて不安を

感じています。車が歩道の方に停まっているので、人間が車道を歩くような形態にな

っています。同じように、図書館の前の通りも、狭いけど一方通行ではなく、自転車

に乗っていて不安に感じます。全体から見ると、車が遠回りになるかもしれないけど、

一方通行にする方法があるのではないか、というイメージがあります。そういう方向

性での検討はされているのでしょうか。 

○守瀬課長補佐：バリアフリーという切り口では、おっしゃるような検討はしていません。雄三通

りの関係で言いますと、地元の方々がもう少し安全性を確保できないか、しかし、物

理的に広げることは難しいという中で、一方通行化できないかという話は過去にあり

ました。実際に、一方通行の社会実験をやったこともありました。結果として、かえ

って周りの道路に負担がかかってしまって実現しなかった、ということがあります。

茅ケ崎駅の南口は、どうしても道路が全体的に狭いので、どこかを一方通行化すると、

その分が他の部分にいってしまうという傾向があるようで、その辺りは、バリアフリ

ーというより、どちらかと言うと道路や交通の観点からの検討かと思います。 

○杉山委員：分かりました。ありがとうございます。 

○橋口委員：一方通行の話がありましたので、バリアフリーの視点ではなく道路の視点で、建設部

からお答えさせていただきたいと思います。 

雄三通りなどは、事務局が言っていた通り、一方通行にするのは難しい状況です。た

だ、サザン通りは一方通行で駅へ向かっています。その東側の隣に、旧みなみマート

の通りがありまして、ここも今は駅へ向かっていますが、建設部では、この通りを北

側の駅から南の方に向かう形の、一方通行の逆転をしようということで動き始めてい

ます。と言うのも、サザン通りも旧みなみマートの通りも駅の方へ向かっていますの

で、中海岸の方や南湖の方が駅へ向かって戻る時、野球場通りまで行かないといけま

せん。それを、少し手前で誘導して南側に下ることによって、駅ロータリー周辺の混

雑を緩和できないか、という検討はさせていただいている状況です。 

○関野委員：道路についてですが、歩道のがたつきを改善するという項目があります。見た目の問

題なのか分かりませんが、歩道はタイルを敷いている場所が多いですよね。これが、

がたつきを作る大きな原因になっているのではないかなと思います。 



私も車いすを押した経験がありますが、小さな車輪がタイルに入り込んでしまって、

引きにくい事は事実です。なおかつ、滑りやすいというデメリットも持っています。

全面的にアスファルトにしてしまうと、水はけという問題が出てきますので、これに

対してタイルという形でやっているのだと思います。敷いてあるところはがたつきを

直していくしかないですが、これから改めて歩道を作る時、市としては相変わらず同

じようにタイルを敷くという方向で考えるのか、それともアスファルトにするのか、

この辺りはどのように考えているのかお聞きしたいと思います。 

○橋口委員：ご意見ありがとうございます。 

インターロッキングのメリットとしては透水性がありますが、老朽化してくると、ど

うしてもがたつきが出ます。一方、舗装にしますと、水はけが悪いというところがあ

ります。 

がたつきというのは、歩道を作るにあたって、何もないところに新設するのであれば

滑らかな道路はできますが、本市のように家が張り付いているような所に関しては、

出入り口に擦り付けていく必要があります。そこで車いすの方にはご不便をかけてし

まいますが、道路沿いにずっと歩いて行くと、下がったり上がったり、もしくは斜め

になったりする箇所はどうしても出てしまいます。車道と歩道をうまく調整しながら、

舗装の方法を変えていくなどのやり方をしています。インターロッキングに全て変え

ていくことではなく、状況に応じて素材を検討しています。 

例えば、歩道の下に下水などの埋設物があって、よく掘り返す場合にはアスファルト、

あまり掘らない所ではインターロッキングを使ったりします。幅や勾配、維持管理の

しやすさなど、ここを含めて現場でやらせていただいているので、統一を図るところ

までいっていないのが現状です。 

○関野委員：私は車いすを押す立場ですが、実際に車いすを使っている方は、どちらが使いやすい

ですか。この委員会は、今の道路の現状の話とは別に、使うサイドからものを考えて

いく必要があると思っているのですが、この点からいかがでしょうか。 

○戸井田委員：私の場合、車いすの前輪を太い輪に変えてあります。小さな細い輪だとやはり動き

が悪いです。前輪を見ていただくと分かりますが、太い前輪だと、ちょっとした所で

も怖くなく動けます。今まで、私も小さい細い前輪の時、ちょっとした段差でひっく

り返りそうになった事もありました。それで、業者さんに相談して太い車輪にしたと

ころ、砂利道でも安心です。ですから、車いすの方にご相談された時は言っています。

太い車輪は重いのではないかと誤解されますが、そんなことはありません。道路につ

いては、色々なところを研究して改善していただければ、楽かなと思います。 

○関野委員：この委員会としては、あくまでも使う側の目で、市の方に新たに設置する場合には考

えていただきたいということを、伝えていくしかないのかなと思っています。 

○戸井田委員：一つ付け加えると、神社仏閣に行くと砂利道がありますが、これだけは、いくら太

い前輪でも怖いです。でも、その時に介助してくれる方に降ろしてもらうとホッとし

ます。小さい前輪だと降ろされた時も少し怖いので、クッション的な意味でも太い前

輪はよいと思います。 

○瀬川委員：今日、この会議に来るのに、階段で上ってきました。市役所の階段に点字の黒いゴム



のシートのようなものが貼ってあります。それが浮いてめくれているところがありま

した。せっかくバリアフリーとして設置してあるので、メンテナンスもしていただき

たいと思います。めくれていると、高齢の方や子どもは危ないので、よろしくお願い

します。 

○守瀬課長補佐：管理している課に伝えるようにします。 

○斉藤会長：それはすごく大事なことなので、すぐに伝えてくださいね。 

一連のお話を聞いていて、バリアフリー社会というのはこういうことなのかな、と思

っていました。バリアをなくすために一生懸命、技術的な対応をしてきて、物のバリ

アフリーというのは大分進んだと思います。しかし、物のバリアフリーの中でも、工

事の方で工夫が必要なこともありますが、できない条件があるというお話もあります。

それは、両方諦めるということではなくて、だからこそ、知恵を出していくという部

分があると思います。 

また、道路に期待することも大事ですが、乗っている車いすを改善するということも

必要なのではないかと思います。道路というのは、毎日変わるものではなくて、何年

間かに１回ようやく変わるものです。そうすると、待っていなければなりません。そ

れならば、前輪を太くすることで、改善の一部はできるだろうと。知恵の出し合いと

言うのでしょうか、それが大事だなと思いました。 

ただし根本は、ハード面での整備水準を上げること、ソフト面での対応で知識を出し

ていくこと。また、メンテナンスはしっかりとやらないと。バリアフリーを１回やっ

たからいい、というわけではなくて、メンテナンスもすごく重要なことだと思います。 

議論を聞いていて、今、まさにバリアフリー社会をどうやって作っていけばいいのか、

という基本的な問題が出ていたような気がします。それぞれの部署・当事者・市民が、

そういうことに気付いて、ハード・ソフト・仕組み全部に知恵を出し合いながら、よ

り使いやすい空間・道路・施設を考えていく時代に入ったのかなと思います。回答は

一つではないんですよね。 

特定事業でも、「整理しました」ではなくて、ソフト面での課題なども組み込んで整備

をしていくことが、今の時代でのバリアフリー特定事業の意味だと思います。進捗状

況も大事ですが、今回のような議論がすごく大事です。市民も事業者も行政も、バリ

アフリー社会というのは、みんなで知恵を出して進めていくという事を確認していた

だければと思います。今の議論で、我々が目指す方向というものが出てきたような気

がします。ありがとうございました。 

別紙１は、時間の関係で割愛しますが、持ち帰って個別に確認していただき、ハード

面だけでなくソフト面、関連した課題や問題点等がありましたら、事務局に連絡して

いただければと思います。事務局が関係各課と協議するということですので、細かく

確認していただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○牧野(浩子)委員：停めにくい駐車場で思い出したのですが、茅ヶ崎の柳島に新しくできたスポー

ツ公園があります。入口の駐車場に車いすスペースが２台ありますが、車いすスペー

スの台数が機械に反映されていなくて、車いすスペースが空いていても、他が一杯に

なると満車でシャッターが閉まってしまいます。そこに入れたい時は、わざわざ呼び



出しボタンを押して、係員に来てもらって、開けてもらわないと車いすスペースに入

れません。車いすの人のためにある駐車場なのに、使いにくいシステムになっていて、

これがどうにかならないかなと前から思っています。何もしないと一般の人が停めて

しまう、という配慮からきているとは思いますが、結果的にその配慮のために、車い

すの人も入りにくくなっています。いっそのこと、一般の人が停めてしまうことを想

定しつつ、コーンを置くなどの対応をするべきなのかなとか、良いアイデアは浮かば

ないのですが。何かアイデアで改善できないかなと思っております。お願いします。 

○宮崎副主査：最適なところを見つけ出していくしかないのかなと思います。管理している所と協

議して、他の事例や検討していることがないのか、探していきたいと思います。 

○斉藤会長：なかなか難しい問題ですね。作った方は設置したから良いと思っているけど、使って

いくと困ってしまう。使い方を知ってもらって、色々と検討を深めていただければと

思います。 

それでは、続きまして報告事項（２）「市民部会の取組について」、資料の説明をお願

いいたします。 

 

（２）市民部会の取組について 

○宮崎副主査：「市民部会の取組」に沿って説明。 

○斉藤会長：バリアフリー社会の実現に向けて、理解をどうやって進めていくのか。共生社会と言

っていますが、そのような社会を作るために、まずは普及啓発が重要ではないか、と

いうことで、どのような考え方で、さらには具体的にどのような方向で行っていけば

いいのか、今まで市民部会で検討してきた内容をご報告いただきました。お気付きの

点があれば、ご意見をいただきたいと思います。 

○海津副会長：直接、バリアフリーの普及に関連することとは違うかもしれませんが、別紙２の１

５ページの下から２つ目にヘルプマークの事が出ています。「優先席にヘルプマークの

表示が無かったように思う」とコメントがありますが、交通機関などでは、ヘルプマ

ークの扱いはどうなっているのでしょうか。 

○宮崎副主査：本日福祉部の委員が欠席していますが、今年度、神奈川県から紹介いただきまして、

ヘルプマークに関する普及啓発のためのチラシやポスターを、公共交通事業者などに

置いていただくようなお願いをしていると確認しています。また、市としましては、

以前も福祉部の委員から話があったかと思いますが、公用車にヘルプマークのアピー

ルをするものを貼ったり、普及啓発の取組をしています。 

○鈴木委員：ヘルプマークについては、障害福祉課の窓口に行きますと、障害者であれば配布して

くれるようになっていると思います。そのマークをカバンや体の一部につけてもいい

し、外部から分からないような障害の方にも、何かお手伝いいただければということ

をアピールするためのものだと理解しています。 

○海津副会長：公共交通の優先席に並んでいるマークの中に、ヘルプマークもそろそろ登場すると

いうことでしょうか。 

○守瀬課長補佐：ヘルプマークに関しては、元々は東京都の取組から始まったと聞いています。東

京都が始めて、それが神奈川県などにだんだんと伝わってきている状況で、事業者に



よってはヘルプマークを障害者のマークと同じような形で取り扱っているところも出

始めていると聞いていますが、一般の方にどう伝わっているのか、どういう扱いなの

かという所まで普及啓発が進んでいないのかな、というのが事務局としての実感です。 

○斉藤会長：実際に鈴木さんと戸井田さんが見せてくれます。赤い十字のもので、下にハートがあ

りますね。 

○戸井田委員：私も東京都からもらいました。色々な人に話しますが、なかなか理解してもらえな

いなと思います。少し小さいので、付ける場所によっては車いすだと足の陰に入って

しまうこともあります。 

○柏崎委員：別紙２の２ページ（７）に、駅のエスカレータについて書いてあります。東京方面で

はエスカレータに乗る時は、左に立って、追い抜く人のために右を空けて、関西方面

では逆で、右に立って左が空いている。この辺りはどうにかならないかなと思います。

今日はＪＲさんも来ていますけど、何か規制はあるのでしょうか。左も右も乗れば、

もっと輸送量が増えると思うのですが。 

○仲手川委員：鉄道事業者としては、「エスカレータは歩かない」ということを、啓蒙活動としてこ

こ２、３年取り組んでいますが、どうしても朝の混雑している時に、自分が乗りたい

列車を優先的に選択するということなのでしょうが、朝と夕方は非常に混雑してご迷

惑をかけています。その辺の利用者の観点というのが、駅の中でも様々なトラブルが

発生している事実があります。「エスカレータは歩くものではない。掴まって移動して

ください」ということを、ポスターやアナウンスで、色々と周知しているのですが、

全体的に浸透できていないというのが実態です。 

○柏崎委員：ありがとうございます。鉄道を利用していて、いつも感じています。よろしくお願い

いたします。 

○斉藤会長：ＪＲさんも言っていたように、歩かないということですね。要するに、危ないです。

まずは「危ない」ということを頭に入れて歩かない。ここが原則です。ＪＲさんは一

生懸命、社会的な問題としてアピールしていますが、歩いてはいけないものだという

ことを、いかにして浸透していくかということです。 

○柏崎委員：「右手切断の為に右側に立っていた」という言葉は、これは左側に立っていた、という

ことではないのですか。 

○戸井田委員：これで合っていると思います。ベルトに掴まれないので、右側に立っていたんでし

ょうね。 

○柏崎委員：そうなんですか。ありがとうございます。 

○戸井田委員：ＪＲさんに来ていただいていますが、この前ＪＲに一人で乗って東京や箱根に行っ

た時に、乗務員の方達が理解を示してくれて、サポートしてくれました。嫌なことば

かりではなくて、良い意見として、私は感謝したいと思います。乗務員さん達が一生

懸命、障害者を理解しようとするところがすごく嬉しく思います。色々な障害者の方

がいますので、勉強して理解していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○仲手川委員：お礼の言葉いただきまして、ありがとうございます。 

当社では、声かけ・サポート運動というものを全駅で展開しています。障害者は色々

なタイプの方がいますので、心の中に何か不安があれば、駅員だけでなく社員も声か



け・サポートをしなさい、と徹底しています。 

また、車いすの方にもよく声をかけますが、迷惑をかけたくないので一人で乗りたい、

という方も結構います。私共も声をかけているけど、「そういうのは要らない」と言わ

れてしまう時が、駅員としては非常に辛いと言っています。この辺りも心のバリアフ

リーで、やる側、受ける側がお互いに色々な思いがある中、ここは鉄道の安全を理解

していただいて、声をかけて駅員が一人付く、列車に乗る時も、私共としては列車ま

で安全に乗っていただきたいというところで色々と努力しています。駅によっては声

をかけても返事もなく行ってしまう方もいると聞きますので、お互い様なのかな、と

いうことで、こちらからも合わせてお願いしたいと思います。 

○戸井田委員：確かに言われるとおり、障害者の方には色々な方がいまして、「そんなこと自分でで

きる」と文句を言っている人もいます。そのような方は極稀ですので、障害者の理解

もどうぞよろしくお願いします。 

○斉藤会長：この場でお互いによく理解していただければと思います。 

○戸井田委員：そうですね。そういう声を聞くと、たまらなく私達は辛いです。やはり、助けてい

ただいた時は「ありがとう」という言葉をかけると、やってくれた方も嬉しいと思い

ます。もし行き過ぎたところがあったら、「すみません。少し怖いので、こういう声か

けで、分からなかったら聞いてください」というような事を私は言っています。それ

が障害を持った当事者の役目でもあるかと思います。 

○斉藤会長：よく分かりますね。互いに思いやりを持たないといけないということですね。ありが

とうございました。 

○藤井副会長：リーフレットの主体から外れるかもしれませんが、数の多い少ないは別として、交

通事業者は特定事業ということでもって一生懸命改良しています。資料１の２ページ

に写真付きで改修した箇所を載せていますが、これと別紙２の皆さんのそれぞれの体

験が、どこにどうはまるのか何も書いていないです。せっかく事業者が、皆さんが使

いやすくなるようにと改善をしているのに、当事者に対して、誰にどういう効果があ

るのか、ということが見えにくくなっています。 

平成２７年から始めて、平成３１年で半ばを過ぎてきた時に、事業者が特定事業を改

善してきて、茅ヶ崎がこんなに便利になった、ということを、特定事業者版のリーフ

レットのようなもので宣伝したらどうでしょうか。 

先ほど鈴木さんから、文化会館で点字シールがあったという話がありましたが、そう

いうことも宣伝になると思います。こういうことをやってきた、ということを出して、

それがどういう風に当事者に役立っているのか、心のバリアフリーと合わせてハード

面に貢献しているということを、宣伝文句として付けたらキャッチコピーとして面白

くできるのではないかと思いました。 

○宮崎副主査：ありがとうございます。別紙３と別紙３（その２）がありますが、このままの内容

でいくというわけではないです。今年度は議論の期間と捉えて、来年度に形にしてい

く上で、一つだけではなくて複数のアプローチ先、使うタイミング等をよく検討して

議論をしていきたいと思います。 

○斉藤会長：是非、具体的なつながりを明らかにしていただければと思います。ありがとうござい



ます。 

市民部会の方では、このような当事者の声や現状での問題点、今のご意見などを踏ま

えて、普及啓発のための呼びかけの媒体を考えていく、ということをこれから進めて

いくと思います。進捗が進んだ段階でご報告させていただき、ご意見をいただければ

と思います。今後、さらに市民部会で取り組んでいきたいと思います。 

それでは、議題（１）「今後の進め方」の説明をお願いします。 

 

３．議題 

（１）今後の進め方 

○宮崎副主査：「今後の進め方」に沿って説明。 

○斉藤会長：ありがとうございました。 

今後の進め方ということで、それぞれの協議会、事業計画の取組、市民部会の進め方

についてご説明いただきました。何かお気付きの点がありましたら、ご意見等いただ

ければと思います。 

○藤井副会長：平成３１年度に特定事業の進捗状況を確認し、平成３２年度以降の計画を作ってい

くということになると思いますが、計画を作る時に、スパイラルアップでより良くし

ていくという構造があります。例えば、先ほど橋口さんから、歩道空間について、状

況に応じてバリアフリー法に合致するように、なおかつ、周りの道路環境を合わせて

歩道を作る工夫もしている、というお話。また、関野さんが言われたように、利用者

の側の方にも勾配が大変だというような意見がありました。 

せっかく意見が出たのだから、スパイラルアップするにはどうしたらいいのだろう、

という部分に、計画がうまく反映していくように、話を進めていければいいと思いま

した。 

○橋口委員：ご意見ありがとうございます。 

道路を整備する上では、新しいものを作るのと、既設のもので歩道を整備していくと

いうのは状況がかなり違います。色々なご意見をいただいた中で、我々としても現場

で、どういう風にしたら段差がなくなるのか、維持管理のしやすさもそうですが、使

っていただく方が安心して通れるのか、というところに重点を置いてやっていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○斉藤会長：より良くするための取組アイデアを、たくさん出していただけるような仕組みを考え

ていただければと思います。 

ヘルプマークについて聞いていて思いましたが、これは確かに都市計画の所管ですが、

福祉部門も関係ありますよね。また、市民部会ではこれから、子どもの学習や教育に、

バリアフリーが関わるような機会を強めなければいけないとありました。そうすると、

教育委員会も関係してきます。都市部のハード部門で若干ソフトの部分を考えている

という感じがあって、庁内連携や総合的な取組というのが、これからより良くするた

めに必要なのかなと思います。 

そこに、福祉部局の方と教育委員会の方が同席しているべきではないかなと。そうじ

ゃないと、広がりというのはないと思います。後で、報告・説明するのではなく、会



議で聞いていていただかないと、先ほどのような議論は伝わらないと思います。来年

度以降は、部局横断で関係する人達全てがここにいる、それが、次のステップでのバ

リアフリー社会への取組だと思います。 

ハードからソフトではなく、全体で関係する人は全員ここに来て、一緒になって考え

ましょう、というのが今からの課題なので、是非、検討していただきたい。福祉部、

教育委員会、その他の部署も関係するかもしれません。すぐにはできないでしょうが、

担当課として検討していただければと思います。 

○海津副会長：市民部会の資料の中に出てきた、「茅ヶ崎らしさ」という言葉が気になっているので

すが、これから改定をしていくためのステップを踏んでいく時に、茅ヶ崎らしいバリ

アフリーの在り方というのは何だろう、というのを、自覚的に入れながら、ポリシー

と言いますか、自慢できるものになるように持っていくというのが、次の年度になる

時に心がけたいことかなと思います。 

○守瀬課長補佐：ありがとうございます。茅ヶ崎らしさというのは具体的に何なのか、と言われて

しまうと、まだ議論も出来ていないし、皆様のイメージも様々だろうと考えています。

せっかく茅ヶ崎で進めている内容ですので、例えば、市の名前を変えたらどこでも通

用してしまうような内容ではなく、市ならではの内容にできたら良いと個人的には考

えております。 

○後藤課長：若干補足させていただきます。 

今、見直しを行っております都市マスタープランの中で、やはり茅ヶ崎らしさという

ものを施策の中に盛り込んでいます。こちらにつきましては、来るべき人口減少を見

越し、茅ヶ崎の強みとは何なのか、という部分を主に方針に入れ込んでいく中で、様々

な議論をしてきました。単に、バリアフリーやユニバーサルデザインという切り口と

しての茅ヶ崎らしさというのは、少し違うところにある可能性もあるので、そういっ

たところは違った視点で議論をしていくべきものなのかな、と思います。この辺りに

つきましては、皆様からご意見をいただきながら、検討していきたいと考えておりま

す。 

○斉藤会長：「らしさ」を追求するのはすごく大事だと思います。「らしさ」というのは自分の中に

具体的にイメージを持っていないとだめで、どこかから持ってくることはできない。 

バリアフリーやバリアフリー社会を考える一つとしては、先ほどから話に出ている理

解や声かけがすぐにできるような人作づくりではないでしょうか。茅ヶ崎にはこうい

う人がたくさんいて、茅ヶ崎が、安全安心に移動ができるまちになっているというこ

とが「らしさ」だと思います。「らしさ」を考える議論も深めていけたらいいと思いま

す。一人一人がそういう思いを持って、「茅ヶ崎に行けば安心だ」と思えることが、一

つの「らしさ」だと思います。 

○杉山委員：茅ヶ崎のまちあるきマップは、こちらで作っているのでしょうか。雄三通りと鉄砲道

の境に一つあって、松籟庵の側にもあります。まちあるきマップには、ここから１km

圏内以内のポイントが書いてあって、ふと気が付いて、これはすごいなと思いました。

あの地図をパッと見て、自分はここにいて、こういうところに行ってみようか、とす

ごく参考になるものだと思います。 



それをもっと広げて、１km 以内は歩ける世界ですから、安全な徒歩圏を作っていく。

例えば、雄三通りと鉄砲道の角のマップでしたら、余所から来る人は氷室椿庭園を今

の時期は見に来ますね。その時に、氷室椿庭園はどこだろうと、パッと地図が目に入

ってくれれば一番良いですよね。どこまで地図が役に立っているか分かりませんが。 

「茅ヶ崎らしさ」という話がありましたが、あまり余所では見ないマップなので、一

つの「茅ヶ崎らしさ」を出していく重要な要素かなと思いました。地図の中に、新し

くできた施設などをアピールするような、あるいはうみかぜテラスを地図に入れ込む

など、アップツーデートのような取組に使っていったらどうかと思います。 

○宮崎副主査：マップに関しましては、景観みどり課が茅ヶ崎の公共サインガイドラインに則って

作っているものです。通常、茅ヶ崎の人が地図を見る時は下側が海だと思いますが、

まちあるきマップは海が左にあったり、右にあったりして、地図を見た時にどっちが

海か、きちんと示しています。そういうところも、バリアフリーあるいはユニバーサ

ルデザインを気にかけて作ったと聞いています。 

ああいうものは、作った後に更新がされないということが多々ありますので、メンテ

ナンスをするといったハードの面と合わせて、やっていただくように話をしていきた

いと思います。 

○斉藤会長：安心して街を歩けるものが街中にたくさんあるといいですね。それも一つの「茅ヶ崎

らしさ」として考えるというご意見でした。ありがとうございます。 

○藤井副会長：「茅ヶ崎らしさ」というところでは、資料２の７ページにある「目指すべき姿」とい

うところで、「少しの意識」から始まって、「多くの思いやり（共生社会の実現）」とあ

りますが、この標語は茅ヶ崎市の中でオーソライズされた目標になっているのかどう

か、確認したいと思います。これが茅ヶ崎市で目指すとなったら、これは「茅ヶ崎ら

しさ」になるのではないかと思いました。 

○守瀬課長補佐：これに関しては、バリアフリーのために我々が考えた内容でして、特に庁内でこ

うやりましょうと決まったものではありません。 

○斉藤会長：ありがとうございます。これからこういう言葉も活かしながら、可能であれば考え方

を見出していったらどうでしょうか。 

 

４．その他 

○斉藤会長：その他ということで、何か連絡事項があれば、事務局からお願いしたいと思います。 

○宮崎副主査：本日も一日ありがとうございました。今年度はこの協議会をもって、平成３０年度

の協議会は終了となります。１年間ありがとうございました。来年度の３１年度です

が、「今後の進め方」にあったように、継続的に会議を開催していきたいと思いますの

で、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

５．閉会 

○斉藤会長：それでは、以上で第２回協議会を終了させていただきます。 

ありがとうございました。 
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