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令和元年度茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会 

第１回市民部会会議録 

議題 

報告 

（１）平成３０年度第３回市民部会の振り返り 

議題 

（１）令和元年度の取組（案） 

（２）心のバリアフリーの進め方について 

日時 令和元年６月２８日（金） １０：００～１２：００ 

場所 茅ヶ崎市役所 分庁舎５階Ｅ会議室 

出席者名 

部会長：斉藤 進 

副部会長：藤井 直人 

部会員：関野 保、水島 修一、瀧井 正子、五十嵐 優子、鈴木 実、牧

野 浩子、浅川 晴美、黒川 秀男 

（欠席委員） 

副部会長：海津 ゆりえ 

部会員：柏崎 周一、戸井田 愛子、上杉 桂子、瀬川 直人、杉山 徹 

（事務局） 

都市部都市政策課 

会議資料 
・令和元年度茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推推進協議会第１回市民

部会資料 

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 

○深瀬課長：定刻となりましたので、令和元年度茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会第１

回市民部会を開催いたします。本協議会は原則公開となっておりますが、本日は傍

聴の申し出はございませんので、このまま会議を進めます。 

 本日はお忙しいなか、当会議にご出席いただき誠にありがとうございます。司会

進行を務めます、茅ヶ崎市都市政策課課長の深瀬でございます。よろしくお願いい

たします。会議に先立ち、４月の人事異動で事務局のメンバーが変わっております

ので、市側の挨拶をさせて頂きたいと思います。 

（事務局挨拶：深瀬課長、守瀬課長補佐、佐々木副主査） 

 それでは、本日の会議内容につきましては、報告事項として(1)平成３０年度第３

回市民部会の振り返り、議題として(1)令和元年度の取組（案）について、(2)心の

バリアフリーの進め方についてでございます。まず、お手元の資料について確認い

たします。今回は、資料の事前送付を行っておりませんので、机上に配布した「委

員名簿」、「配席表」、「次第」、「令和元年度茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議

会第１回市民部会資料」でございます。資料は以上ですが、不足等ありますでしょ

うか。また、絵葉書につきましては、斉藤部会長からご提供いただいたものとなり

ます。 

 ここで、当会議についてですが、部会委員１６名のところ、１０名のご出席をい

ただいておりますので、要綱第７条第６項で準用する第６項第２項の規定により、

会議が成立していることとなります。それでは、ここからの進行については、斉藤

部会長にお願いいたします。 

 

２．報告 

（１）平成３０年度第３回市民部会の振り返り 

○斉藤部会長：それでは、部会を進めていきたいと思います。毎回、議事録の署名人をお願いし

ておりますが、署名いただく委員の方は関野委員にお願いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 先ほど事務局から次第の説明がありましたが、この順番で進めていきたいと思い

ます。まず、報告事項から説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○佐々木副主査：（「令和元年度茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会第１回市民部会資料」１

頁から３頁に沿って説明。） 

 平成３０年度第３回市民部会では、「普及啓発ツールの作成」について、要素（「い

つ」、「どこで」、「誰が」、「何を」、「どのように」、「なぜ」）毎に活発な意見を交換さ

せてもらいましたが、１つの方向性を決めることができませんでした。引き続き意

見交換を重ね、今年度中に具現化を目指していきたいと考えております。３頁目に、

当日の意見を要素毎に分け、下段に今までの議論をふまえた方向性を示させていた

だいております。 

○斉藤部会長：ありがとうございます。昨年度の取組は資料のとおりとなりますが、基本的には
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普及啓発を強力に進めていく考えのもと、手段としてチラシのようなものを作成し

たらどうかという話になっており、具体が決まっていない状態です。本日は引き続

き意見交換をお願いしたいと考えています。「文だけではなくイラストを交え見やす

い編集」や「障害種別毎に段階的な発信」、「当事者の声（楽しんでいることや困っ

ていることなど）の記載によるわかりやすさ」などを考えると、皆さんに読んでも

らいやすいものになると考えています。このような話を前回までしてきたと思いま

す。何か質問や確認したいことがありましたら、意見をお願いします。 

○関野委員 ：複数頁のパンフレットから片面もしくは両面の１頁のチラシで示す話になった時

に、お金をかけて１つのものを作成するより、回数を増やして作成するという認識

であったと思います。また、障害種別に関しても、一度に全ての障害を説明するの

ではなく、複数回作成するのであれば、今回は「○○について」、「△△について」

と分けて発信する認識でいますが、この認識でよかったでしょうか。 

○守瀬課長補佐：その認識となります。前回事務局が示した８頁あるパンフレットは、頁数も多く

読んでもらえない、手に取りにくいと意見があり、頁数を減らす、一目で見やすい

ものに変えていこうという認識です。頁数が減ることで書ききれない部分の対応と

して、例えば、市の広報紙で連載していく方法なども意見がありました。前回まで

の主な意見は、本日の資料のとおりとなります。 

○斉藤部会長：私も関野委員と同様の認識でいます。 

○藤井副部会長：前年度までは普及啓発ツールの形式のほか、どういう場面で使用するのかという

話もあった。パンフレット配布のように無作為に市民に配布する方法や、普及啓発

の説明資料として使用する方法など色々と想定できますが、これまでの会議で、市

民に対して広くもしくは浅く配布することで意見が整理できたことでよろしいでし

ょうか。パンフレットやリーフレットの作成にあたり、何をつくろうという話も交

じっていたと思います。その点について、今年度の第１回、第２回の部会で議論す

ることでよいでしょうか。また、先ほどもお話があったようにチラシ形式で A4用紙

１枚にまとめていくことでよろしいでしょうか。 

○斉藤部会長：その部分も含めこれから議論したいと思います。使う場面も考えながら議論した

いと思います。 

○黒川委員 ：茅ヶ崎市バリアフリー基本構想（平成 27年９月）にある心のバリアフリーの４つ

のポイント「理解する、マナー・ルールを守る、ゆずる、手伝う」を基に普及啓発

ツールを作成していくことでよいでしょうか。 

○守瀬課長補佐：そのとおりです。 

○黒川委員 ：資料には令和２年度の取組が記載されていますが、令和３年度の取組も今年度議

論するのでしょうか。普及啓発ツール作成だけでは効果が薄く、平行して何かを行

う必要があると思います。 

○守瀬課長補佐：令和３年度の取組は少し先の話となります。後ほど詳しくご説明させていただき

ますが、普及啓発ツール作成と平行して心のバリアフリー教室をご提案させていた

だきます。 

○黒川委員 ：それは令和２年度に実施でしょうか。ゴールが見えないと進めにくいと思ってい
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ます。これだとずっと普及啓発ツールを作成するだけになってしまいますので、ゴ

ールを決めながら進めさせていただければと思います。 

○守瀬課長補佐：ご指摘のとおり、ゴールがみえづらい状況ではありますが、手探りで進めている

ため、断定的に進めることが難しいと感じています。 

○斉藤部会長：今は普及啓発ツールの話をしていますが、心のバリアフリーの普及啓発は、ツー

ル作成だけではなく、平行して事業を進める方が良いと思っています。後ほど、事

務局から中期的な考えを踏まえた提案がありますので、ご理解いただければと思い

ます。他に何かありますでしょうか。 

○黒川委員 ：昨年度第３回市民部会で示された当事者の声はとても良く、新たにまとめられた

資料はありますか。 

○守瀬課長補佐：これ以上にまとめている資料はありません。 

○斉藤部会長：当事者の声については、積極的に活用した方が良いとこれまでの会議でも意見が

ありますので、１つの活用方法と思っています。前年度までの話は共有できたでし

ょうか。次の議題に移りたいと思います。 

 

３．議題 

（１）令和元年度の取組（案） 

（２）心のバリアフリーの進め方について 

○斉藤部会長：先ほどの報告内容を踏まえて、これから実際に普及啓発ツール作成などについて

事務局からの説明を受け、自由討論させて頂くことでよろしいでしょうか。事務局

説明をお願いします。 

○佐々木副主査：（「令和元年度茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会第１回市民部会資料」４ 

頁から７頁に沿って説明。） 

今年度の取組（案）として、昨年度から行っている「普及啓発ツール作成」に力 

をいれたいと思います。新たな取組として「心のバリアフリー教室」を、試行的 

に実施し、これらを並行し心のバリアフリーの推進を図りたいです。また、進め 

方は７頁となります。「心のバリアフリー教室」とは、障害者当事者が市内小学校 

に出向き児童と対話しながら、心のバリアフリーの理解を深めるものです。次回、 

実施校や具体的な内容などを提案したいと考えています。本日は、事務局からの 

提案となります。 

○斉藤部会長：事務局からの説明のとおり、「普及啓発ツール作成」と「心のバリアフリー教室」

のテーマがあります。「普及啓発ツール作成」はこれまでの議論を踏まえ、内容を

深めたいと考えています。「心のバリアフリー教室」は私の考えも交えながらお配

りした絵葉書を交え少し話をさせていただきたいと考えています。２つテーマが

あり議論が発散してもいけませんので、まずは、「普及啓発ツール作成」について

議論をし、骨子（案）の検討に入りたいと思いますが、何か意見はありますか。 

○五十嵐委員：昨年度までの報告と今年度の取組が矛盾しているように見えてしまいます。大き 

なパンフレットを作成する場合は、事務局の提案どおりで良いと思いますが、チ

ラシ１枚で連続的に発行するならば、１年間かけて作成するのではなく出来た段
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階で進めてどんどん進めていかなければ何も始まらないと感じています。 

○斉藤部会長：確かにさきほども関野委員からも同様なお話がありましたが、このスケジュール

感だと時間をかけ過ぎているように見えてしまいます。できた段階、例えば９月

にできれば９月、１２月にできれば１２月に発信していく流れでも良いかと思い

ます。 

○守瀬課長補佐：スケジュールは、案となります。昨年度にもご指摘があったよう８頁あるパンフ

レットは誰も読まないという意見がありましたので、どのように進めるか議論す

る中で頁数を減らすなど色々な意見がでて方向性をまとめることができませんで

した。できた段階から発信することついて、事務局は対応可能です。 

○黒川委員 ：前回、リーフレット用（薄いもの）と説明用（厚いもの）は分けて作成する話も

上がっていたと思いますが２種類作成するのでしょうか。 

○守瀬課長補佐：その点も決定事項ではなく、前回示したリーフレットだと初見の方に読んでもら

えないのではないかという意見をいただき、「少しの気づき」の視点から１枚もの

に見直す方が良いかという話だったと思います。 

○黒川委員 ：心のバリアフリー教室の実施を考えると、教材として活用できる資料も必要では

ないでしょうか。 

○守瀬課長補佐：心のバリアフリー教室の教材については、教室の進め方によっても内容が異なっ

てきますので、別の議論が必要と考えています。 

○黒川委員 ：今回の議論は、１頁ものリーフレットをどうするかを議論することで良いでしょ 

うか。 

○守瀬課長補佐：そうです。 

○鈴木委員 ：どのように啓発を行うかについて、街中で歩いている人にリーフレットを配布、

一定の人数を集めてテキストみたいな形で配布という２種類の方法があっても良

いのではないかという話が前回あがっていたと記憶しています。 

○斉藤部会長：配布の仕方に２種類あるという意見ですね。 

○黒川委員 ：あれもこれもできないと思いますが、教材ではなくリーフレットをまず作成する

ということでよいでしょうか。 

○斉藤部会長：手渡し方式であれば、どういう方向性でどういう内容であれば読み手の理解が深

まるかについて、意見交換ができればよいです。難しく考えず、いかに隣の人に

伝えられるか、どうしたら隣の人が注目、理解してもらえるか、を我々が考えて

いかないと一般の人に伝えることができないです。一般の人に優しく、わかりや

すく伝えられるかがポイントとなってきます。 

○五十嵐委員：案となりますが、例えば表面は車いす利用者の困っていること、こんなことをし

てくれたら嬉しいことを記載し、裏面にベビーカー利用者の困っていること、こ

んなことをしてくれたら嬉しいと読み手が読みたくなるものを作成し、自治会回

覧にチラシを入れて全自治会へ配布する。１月毎の発行が難しいのであれば２月

毎に別の障害に対して同様なものを作成するのはどうでしょうか。また、自治会

配布に限らず、市報も活用し、集中的に連載することで浸透が早まると思います。 

○牧野委員 ：啓発や啓蒙は、数を出し浸透していかないと駄目だと思います。１枚のチラシを
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どう渡すかを考えないといけない。市民の多くが受け取る市報や自治会の回覧を

利用して月毎にテーマを決めることは良いと思います。回数を重ねることでツー

ルが蓄積されるので、それらを編集して教材・テキストが出来上がると思います。

一度に全てを作成するのではなく、積み重ねが良いと思います。また、配布によ

り相手方の反応もわかるので、今年度はとりあえず早くやってみるというのはい

かがでしょうか。その反応をみながら振り返りを行い内容を修正していく方が良

いと思います。会議室の中で話し合うだけでなく、実践しその効果を確かめた方

がよいと思います。まずは一回出してみて、反響も含めて確認したいです。普及

啓発したいと思っても、どのような方法が相手に伝わりやすいか試してみたいと

思います。 

○斉藤部会長：そうですね。話だけじゃだめですね。 

○瀧井委員 ：市の広報紙に連載コーナーとは別に、パンフレットを挟み込むことはできますか。 

○守瀬課長補佐：挟み込むこともできますし、同時に配布することもできます。挟み込む場合は費

用も掛かるので、広報紙を配布するタイミングで回覧してもらう方がやりやすい

と思います。また、全戸配布でカラー印刷となると費用を確認する必要がありま

すが、白黒であれば対応できると考えています。 

○関野委員 ：フルカラー印刷で両面印刷の場合、１枚あたり 1円 50銭くらいで印刷が可能だと

思います。 

○守瀬課長補佐：1 円 50 銭かもしれませんが、市内約 10 万世帯に配布となるとそれなりの金額に

なってくることが想定されます。 

○瀧井委員 ：回覧と全戸配布ではかなり金額が変わってきます。 

○関野委員 ：意外と回覧を読まない人も多いので、回覧ならば回覧版の広告欄、版本体に記載

する方が良いです。回覧版を開けずに隣人へ回してしまう人もいますので、内容

を知らない人も多いです。回覧の中でも一番目につきやすい位置にしてもらう配

慮が必要です。例えば複数チラシがあるようであれば一番上にしてもらう。 

○斉藤部会長：回覧の仕方は、考える必要があります。 

○関野委員 ：回覧版の広告部分は、各企業がお金を支払っていますから難しいとは思います。 

○五十嵐委員：回覧に使用したチラシを拡大してポスターを作成し、公民館やコミュニティーセ

ンター、自治会にある掲示板に掲出することもできますか。 

○牧野委員 ：予算の問題もありますが、出来そうな方法を見つけ、とりあえずやってみること

が大切と考えています。インターネットの活用も費用がかからず、若者への発信

としては良いと思います。 

○斉藤部会長：反響をみながら発信方法を変える、発展する考えは大事なことだと思います。 

○牧野委員 ：防災ちがさきは、携帯電話に直接情報が届きます。心のバリアフリーに関しても、

費用をかけずに同様な方法ができないでしょうか。 

○鈴木委員 ：そもそも「心のバリアフリー」と言った時、市民全員が理解していますか。 

○斉藤部会長：理解できる人は少ないと思います。 

○鈴木委員 ：まずは、心のバリアフリーの意味から説明する必要があると思います。その後、 

各障害について説明する方が良いと思います。リーフレットなどを配布する前に、 
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そのあたりを周知した方がよいと思います。 

○斉藤部会長：言葉の共有はできているかもしれないが、一般の人にはそんなに理解していない、

もしくはわからないと思います。より多くの人に心のバリアフリーに対する想い

を伝えるにはどうしたらよいか考える必要があります。 

○鈴木委員 ：障害特性によっても異なるし、外見だけで認識できないこと多い。視覚障害者は

白杖を使用、肢体の場合は車いすを使用と認識しやすいが、聴覚障害者は外見で

はわからない。そういうところを一つずつ心のバリアフリー○○ver として示す

方がわかりやすいと思います。当初から心のバリアフリー、心のバリアフリーと

訴えても伝わりにくく、リーフレットを読んでもらえない可能性があります。 

○斉藤部会長：心のバリアフリーって部分を押し付けるのではなく、先ほど五十嵐委員や牧野委

員からも話があったように、例えば車いす利用者がこんなことで困っています、

こんなことがうれしかったという当事者の声を広げていくことで回を重ねること

が必要で、先ほども牧野委員から話があったように反応をみながら進めていくの

が良いと思っています。障害者当事者がどんなところで楽しんでいるのか、楽し

いのかというところを周知できれば心のバリアフリーの普及啓発につながると思

います。積極的に心のバリアフリーって言葉を使用する必要はないと思います。 

○藤井委員 ：結局は、障害者理解だと思います。その時に、障害者理解であれば地域福祉、福

祉部で行えば良い問題で、ここで議論となっているのは交通バリアフリーなので

自由に外出できる環境整備が重要で基本構想では特定事業を定め進捗管理をして

進めていますが、例えばエレベータ使用時に両手が塞がっていればボタンは押せ

ない。その時に誰かにボタンを押してもらえないかと言えるかが心のバリアフリ

ーだと思います。ハード面での整備を進めても最終的には人手がないとできない

部分があることに気づいてもらいたいです。そこが、福祉部の障害者理解と大き

な違いと思っています。ハード面での整備は、少しずつ進められていますが、最

終的には皆さんの理解がないと自由に外出することができない。そういう点を理

解してもらえるかがポイントと思っています。 

○鈴木委員 ：これまでも外で迷った時、声を出すと必ず誰かが近づいてきてくれて、目的地ま

で同行してくれたり、案内をしてもらえます。昔に比べると環境が良くなってい

ます。 

○藤井委員 ：以前勤めていた病院では、バス停から病院までの区間に誘導ブロックが敷かれて

いますが、視覚障害者が迷う姿を目にしたことがあります。手助けがこの市民部

会でいう心のバリアフリーとつながってくるものと感じています。もう 1 つは、

外見じゃ判断できない障害に対する対応です。これらに対する外出促進の支援が

難しいです。 

○牧野委員 ：「心のバリアフリー」というあいまいな言葉を使用するより、一人一人の事例を示

した方が良いと思います。先ほど藤井委員が話された視覚障害者の方もそうだし、

具体的なストーリーがある方が相手に理解しやすいと思います。以前、新聞に茅

ヶ崎駅のエレベータ利用時に皆と違う位置に立っていたら、後方の方から叩かれ

たという記事を見ました。このようなことが身近に起きていることは茅ヶ崎市民
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にとっても良いものではないので、具体的な事例を交えながら定期的に示してい

く方が良いと思います。 

○斉藤部会長：ありとあらゆるところで移動を阻害している物（ハード）以上に人（ソフト）が

バリアを作り出してしまっていることがあります。理解、思いやりを含めハード

面の整備を生活面でどのように有効活用するのが良いのか。そのためには、事例

を通しておかしいことや考え直さなければならないことをアピールする必要があ

ります。学生にはよく伝えていますが、駅のエレベータには優先的に使用してく

ださいと小さいマークがあり、これは駅のエレベータは体の不自由な人がいるの

で、マークをつけたという経緯はあります。このマークは、小さく認知しづらく

本来障害者を優先すべきところ、健常者が優先的に使われることを目にします。

高齢者や障害者がエレベータに乗れない、高齢者や障害者が来ても誰も降りない

ことも散見します。いくらハード面が整備されも、ソフト面となる我々の心が追

いついていないのが現状です。一事が万事、そういう場面があるので、障害種別

毎に伝えることが良いと思います。先ほども鈴木委員から話があったように、話

しかければ優しく答えてくれる人が多い、知らない人、わからない人はどう接し

て良いのかわからないのが現状です。視覚障害者が知らない土地で音声信号がな

い横断歩道を渡るとき、周りの人の足音を聞いて移動すると思いますが、その時

に「青」、「赤」と一言声をかけてもらうことで安心されると思いますが、我々は

わかるんではないか、私が伝えなくてもいいんじゃないかと思ってしまいます。

鈴木委員の立場からすると隣の人から、「青ですよ」、「赤ですよ」と一言もらえる

だけでとても安心ではないかと思います。 

○牧野委員 ：鈴木委員の日常生活をもとに話題を整理できると良いと思います。 

○鈴木委員 ：前回の市民部会で事務局が示した当事者の声の中にも記載があったように声をか

けてもらうだけで凄く安心します。私も横断歩道を渡るとき、誰かがそばにいる

だけでとても安心です。日常の中で何でもなくできる社会がとても大切です。そ

ういう点から心のバリアフリーにつながります。誘導ブロックに関しても、誘導

ブロックのうえで物が置かれたりすると、視覚障害者は歩くことができません。

健常者に対して気づいてもらうことも大切なことと思います。 

○水島委員 ：どうしたら健常者に意識を持ってもらえるかは、社会福祉協議会でも同じ問題を

抱えています。年に何回か広報などで情報提供していますが、なかなか届かない

状況です。後ろ向きな話ばかりしてはいけませんので、前向きな意見としては、

これまで福祉部や教育委員会との連携などの話題がありましたたが、彼らと同じ

話をする必要はないと思っています。この市民部会では、自由に外出できるとい

うところが大きなポイントと思っています。相手方に障害に対する意識をもって

もらい、事例紹介により多く触れてもらうことが大切と考えています。手法は、

予算の関係もありますので絶えず発信できる方法が良いと考えています。相手に

届けることにより意識づけができます。回覧も１つのツールとして良いと思いま

す。ここ数年は、面白い内容も増えて読む機会が以前に比べて増えています。読

み手に対する工夫をし、繰り返し発信することが必要と考えていま。連続性をも
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って進めることが定着につながると思います。内容は、鈴木委員の経験なども交

えて、少しずつ進められれば良いと思います。 

○関野委員 ：少し事例が違いますが、以前、地区で自転車の問題があり、自転車の講演会を聴

講したことがあり、講師から褒められたことがありました。それは、茅ヶ崎保健

所周辺は自転車の通行が多く声掛けしている見守り隊の方が、「自転車を止めてく

れてありがとう」という言葉を使っていて、この言葉は非常に効果が大きいと褒

められました。「・・・してください」よりも「・・・してくれてありがとう」の

方が効果的です。パンフレットの中には、「・・・してくれてありがとう」と入れ

るとインパクトが強くなると思います。 

○斉藤部会長：前向きに褒めることが、相手に伝わりやすく大事なことかもしれません。 

○関野委員 ：他の自治体でも褒め言葉を多く使っている例があり、大人になるほど褒められる

も少なくなるのでこの表現は良いと思います。 

○斉藤部会長：否定ではなく、感謝の気持ちや共有する気持ちが大切でこの表現の方が伝わりや

すいと思います。浅川委員は何か意見はありますか。 

○浅川委員 ：デパート内で音が聞こえないことに気づいてくれた人が手話で話をしてくれた時

はうれしかったです。どの場面でも気づいてもらえることがとてもうれしいです。

気づかないと無視したと思われて相手が怒ってしまったこともありました。聞こ

えないと仕草をしても怒る人もいます。 

○斉藤部会長：どのような場面でそういうことがありましたか。 

○浅川委員 ：茅ヶ崎市内でもありますし、市外でもあります。 

○斉藤部会長：本日は多くの意見がでて、すぐにでもまとまっていく気もしますし、事務局の方

でステップアップしながらまとめてもらうことも必要ですが、皆さんからアイデ

アをいただければすぐにでも編集して発信できそうな感じもありますので、今後

のやり方としましては、シリーズ化しながらまとまったら発信していくような流

れで、発信方法は色々と意見をいただいていますので、どの方法が効果的か、そ

の結果を検証しその方法が良いか、違った方法を考えるのか、紙ベースだけなく

インターネットも活用した方がよいか、発信しながら効果を検証し、編集、様子

を見ながらさらに次の課題を解決できるような対応を進めていく方式として、た

たき台を私と事務局で作成し、皆さんの意見を聞きながら発信していくという流

れはいかがでしょうか。 

○深瀬課長 ：時期を問わず出来たものから進める方向はよいと思います。 

○斉藤部会長：委員皆さんの考え方は理解できましたので、たたき台を作成し、皆さんから意見

をいただき議論するのはいかがでしょうか。 

○五十嵐委員：完璧に作成する必要はなく、様子を伺いながら編集していく話もありましたし、

私自信としましては、この協議会にずっと参加していますが、進まないのがとても

悲しいので、どんどん進めていきたいです。１つのものを９月に提示するのではな

く複数のものを提示していただいて、どんどん発信していたいです。今年度からぜ

ひとも動き出してほしいです。 

○斉藤部会長：確かに 10人足らずの人で議論を重ねても、市民二十数万人には伝わりません。で
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きるものから進めていくということでどうでしょうか。うれしい言葉をいただき

ました。完成版なんてものはなく、チャレンジの場が大切であって、チャレンジ

しながら広く周知を図る方法で進んでいきたい。皆さんから意見をいただきなが

ら作成したいと思っています。また、年内に発信することで良いでしょうか。 

○守瀬課長補佐：連続性の話もありましたので、秘書広報課と広報媒体について確認し、予算の関

係もありますのでできる方法を確認し皆さんにご報告させていただきます。 

○斉藤部会長：この方向で進めていきましょう。 

○五十嵐委員：ハーモニアス茅ヶ崎での映像発信はできますか。 

○守瀬課長補佐：全くできないわけではないです。秘書広報課と調整させていただきます。 

○牧野委員 ：この映像を残しておけば、今後教材としても活用できます。 

○守瀬課長補佐：発展性もありますので。 

○鈴木委員 ：ボランティア団体の方と話をする機会があり、視覚障害者の一日を紹介した「朝 

子さんの一日」というビデオがありますが、映像がかなり古く新しい作品がない

か話題にあがっていた。ビデオを作りたいという話もあったので、関係団体にも

協力をお願いすることができます。 

○斉藤部会長：資金面での支援してくれる福祉財団があり、申請が通れば 30万円支援してもらえ

ます。先ほどのビデオ作成に活用するのも手です。日揮社会福祉財団だったと思

います。 

○瀧井委員 ：今年度分の申請締め切りは５月末だったと思います。来年度分から依頼してみる 

もの良いと思います。 

○斉藤部会長：毎年の助成は難しいと思いますが、しっかりと計画を立てればうまく活用できる 

かもしれません。いろいろと話題があがりましたが、私と事務局でたたき台の作 

成を進めさせていただきます。 

続いて、心のバリアフリー教室について改めて事務局から話ありますか。 

○守瀬課長補佐：学校と調整が整っているわけではないですが、市内小学校で小学４年生向け       

の教室を実施したいと話があり、心のバリアフリーを紹介しました。可能であれ

ば今年度一度実施したいと考えています。社会福祉協議会の方で福祉講座（出前

講座）をやっているので、同じ内容ではなく心のバリアフリーに特化した教室を

考えています。本日では未決定部分も多いため、紹介という程度でお願いします。 

○斉藤部会長：重点的には、普及啓発ツール作成を進めていきますが、実践ということでバリア 

フリー教室を提供したらどうかという提案となります。私事で申し訳ないですが 

お配りした絵葉書をご覧いただけますか。私は、伊勢原市内で二十数年間ボラン

ティアを行ってきており、ここ１０年間はバリアフリー教室を実施しています。

絵葉書はバリアフリー教室の一幕になります。１枚目は、秦野市の小学校で一年

間をかけて実施しているバリアフリー教室となります。１回でバリアフリー教室

をやっても児童にはなかなか理解をしてもらえず、感じ方も「かわいそう」、「大

変」で終わってしまい、１年間続けて行うことで児童も変わってきました。この

絵は外出時ですが、実はこれまでに障害者と一緒にゲームをやったり、給食を食

べたりしてお互いのことを知る時間を設けています。教室の仕上げとして最後に
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外出体験を取り入れています。外出により、街中には多くのバリアフリーがある

ということを理解してもらいます。２枚目は、車いすの車輪がグレーチング側溝

に挟まってしまった場面となります。３枚目と４枚目は、伊勢原市内で行ってい

るバリアフリー教室となります。伊勢原の場合は時間に制限があるので、学校外

にはでません。体育館での実施となりますが、小学校内にある機材を使ってバリ

アフリーの理解をしてもらいます。車いすに乗ることを体験するのではなく、ど

うやったら支援ができるのかを体験してもらうようにしています。なぜかという

と、車いすに乗るだけだと、「疲れた、大変だった」で終わってしまう。それでは

なく、こういう場合に遭遇したらどういうところに困っているのかを気づいても

らう、支える立場になって考えてもらいます。今までのバリアフリー教室では、

体験を重視しており、対話をあまり重視せず、体験となるとフィードバックした

ときは、「大変大変大変・・・・」という意見が多かったです。例えば、「車いす

押すのが大変だった。」「段差を超えるのが大変だった。」「大変」って言葉しかな

かったのでは大きな問題で、街にでて子供たちが車いすの方を見たときに「車い

す＝大変」のイメージになってしまう。ある時にこの問題に気づき子供たちにマ

イナスイメージが誤って伝わってしまうおそれがあるとわかり、対話の重要性に

気づきました。直接話をすることで「どうだったのか」を理解してもらえる。子

供たちは、車いすの人たちに対して、車いすに乗ってはいるが、僕たちと同じ考

えをもっているのでないかと気づき始め、僕らも体験すれば伝わるのではないか

と思っていましたが実際は異なっていました。障害をもっている方も児童と同じ

ことであることを児童たちがわかるようになった。キャプションをみてほしいで

すが、「心のバリアフリーへ」、「心のバリアフリーで」、「心のバリアフリーを」、

「心のバリアフリーに」、「心のバリアフリーへ」と変わっているのは、色々な場

面で色々なことを考えましょうということです。一番大事なことは、対話だと思

います。子供たちにも声掛けの必要性が伝わるのではないかと思っています。対

話型バリアフリー教室が有効的と考えており、事務局にもその点も踏まえて検討

をお願いしたいです。これまでの経験をふまえるとバリアフリー教室に最適なの

は、小学４年生だと思っています。 

○鈴木委員 ：視覚障害の場合には、社会福祉協議会がコーディネーターとなり、市内の小学４ 

年生を対象に視覚障害者が小学校に出向き点字の教室をしています。授業を受け

た子供達が社会にでてきて、状況が変わってきたかなと感じています。 

○水島委員 ：社会福祉協議会では年に１３校くらい点字の教室を実施しています。学校毎に実

施しているため、社会福祉協議会にある他のメニューを選ぶ学校もあります。割

と多いのは車いす体験や疑似体験が多いです。この会にいる戸井田委員にも実際

にお話しをしていただいたこともあります。障害をお持ちの方が児童の前で話す

ことは効果的と感じています。また、体験型の方が比重は多い状況ですが、色々

な話をする場面の方が子供たちにとっては良いと思います。斉藤部会長の経験は

とても参考になりました。ぜひとも、教室を進められたらなと思います。 

○水島委員 ：時期が秋に集中してしまい、学校側にも影響がありますし、ご協力いただく福祉
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団体にも負荷をかけてしまっている状況です。どうしても全てというわけにはい

かず、今回モデル的に１校行われるのであれば、モデルに進めて頂けるとありが

たいです。また、私どもの研修にも役立てることができます。 

○瀧井委員 ：社会福祉協議会のメニューには、知的障害や発達障害に対するものがなく去年か

らやっと始動したところです。ボランティア大学とか育成講座では実施経験があ

りますが、学校では一度もやったことがない状況です。こういう機会があればぜ

ひ、やってみたい。知的障害や発達障害では、当事者の話というのは難しい点が

あり、親が一緒に行うことになるのですが、学校での開催に対して思いは強いで

す。これまで、なかなか敷居が高くできなかったので、ぜひ、取り入れていただ

きたい。 

○鈴木委員 ：福祉部で茅ケ崎市自立支援協議会をやっており、今年度は障害を知ってもらうこ

とを目的として、大学生を招きサロン的な形式で話をしていこうかと話題になっ

ています。もし、そういうところで発言していただければよいと思います。来年

の２月に予定しています。 

○斉藤部会長：瀧井委員が言われるよう学校とのつながりが一度でもできると、今後につながっ

ていくのですが。 

○藤井委員 ：他にない、やっていない部分については調整すべき事項と思います。 

○瀧井委員 ：他市の事例はありますが、市では未実施です。 

○藤井委員 ：新しいことにチャレンジしていくべきです。 

○鈴木委員 ：前回、市役所内の横断的な問題解決について話題があったと思いますが。 

○守瀬課長補佐：協議会の委員として、建設部、福祉部が入っています。現時点では、教育委員会 

は入っていないので、今後の課題と思っています。横の連携を図りながら進めて 

いきます。 

○鈴木委員 ：ゆくゆくは、関連するところと調整しながら進めて頂ければと思います。市民部

会においても障害福祉課の方が参加して頂けるとありがたいと思います。議事録

では伝わっても生の状況を把握できないのかなと思います。ゆくゆくはお願いし

たいです。 

○牧野委員 ：横での共有をしてもらえれば、やっていること、やっていないことも明確になり、 

私どもの団体も情報共有する手間が省けます。 

○斉藤部会長：実際は、重なって進めていることもあると思うので、なかなか難しいと思います 

が、課題としてお願いしたいと思います。 

○藤井委員 ：高齢者の外出、閉じこもりが問題となっており、埼玉県のレポート（1200人を対

象）では週１回の外出者は危ないのではないかと思っていましたが、１日でも外

出しない人が閉じこもり傾向にあることが記載されていました。死亡率について、

毎日外出する人とそれ以外で比較をしたら 2.5倍の差が生じている。外出支援は、

障害者に限らず高齢者にも問題があるなと感じています。 

○五十嵐委員：車が運転できないと外出できないなど理由は何ですか。 

○藤井委員 ：４つのグループ分けをその後をフォローアップした結果のようです。１日でも外 

出しない人が閉じこもり傾向であるという結果に驚きました。一昨年行ったユニ 
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バーサルフェスタでは、コミュニティバスで来場している障害者が少なく、交通

空白地域を助けるというのも問題ではありますが、外出困難な人に対応していな

いのではないかと思っています。これも課題かなと思います。 

○斉藤部会長：バリアフリーによる外出支援だけでなく、高齢者の外出支援も新たな問題となり

ますが、そういったことも含めて考えていければと思っています。今日いただい

た意見を踏まえて、普及啓発ツール作成を重点的に、心のバリアフリー教室はど

んな形で進めるかはまだきまっていませんが、１つの活動テーマとして位置付け

ていくということでよいでしょうか。今日の議題は終了させていただきます。事

務局から連絡事項があればお願いします。 

４．その他 

○佐々木副主査：皆さま、長時間にわたりありがとうございました。本日議論をいただきました「普

及啓発ツール作成」、「心のバリアフリー教室」については、斉藤部会長からお話

しがありましたように事務局の方で案を作成していきたいと思います。第２回市

民部会は、９月頃を予定していますので改めて開催通知を送付したいと思います。 

５．閉会 

○斉藤部会長：それでは、終了とさせていただきます。ありがとうございます。 
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