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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３回市民部会 会議録 

 

議題 

報告 

（１）令和元年度第２回市民部会の振り返り 

議題 

（１）心のバリアフリー普及啓発について 

 

日時 令和元年１１月１日（金） １４：００～１７：００ 

場所 茅ヶ崎市役所 分庁舎５階 Ｆ会議室 

出席者名 

部会長 ：斉藤 進 

副部会長：海津 ゆりえ 

部会員 ：関野 保、水島 修一、柏崎 周一、戸井田 愛子、 

瀧井 正子、鈴木 実、瀬川 直人、牧野 浩子、 

浅川 晴美、杉山 徹、黒川 秀男 

（欠席委員） 

副部会長：藤井 直人  

部会員 ：五十嵐 優子、上杉 桂子  

（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進協議会第３回市民部 

会資料 

・資料１ ポストカード案 

・参考資料 ヘルプマーク 

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 ：定刻になりましたので、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

３回市民部会を開催いたします。本協議会は、原則として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

い中、当会議にご出席いただき誠にありがとうございます。司会の茅ヶ崎市都市政

策課課長の深瀬です。よろしくお願いします。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１０月１日に行った令和元年度第２回市民部会の振り返り、

議題として（１）心のバリアフリー普及啓発についてとなります。まず、資料につ

いて確認いたします。先日送付させて頂いた資料は、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３回市民部会資料、資料１ポストカード案、参考

資料ヘルプマークでございます。机上には、委員名簿、配席表、広報ちがさき 11/1

号、差し替え資料として、第３回市民部会資料スライド番号 10～11を配付させてい

ただきました。資料は以上ですが、不足等ありますでしょうか。ここで、当会議に

ついてですが、部会委員１６名のところ１３名のご出席をいただいておりますので、

要綱第７条６項で準用する第６条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、ここから先の進行については、斉藤部会長にお願いいたします。 

○斉藤部会長：会議を進めるにあたって、本日の会議録に署名を頂く委員を、名簿順で、水島委

員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、報告事

項（１）について事務局から説明をお願いします。 

 

２．報告 

（１）令和元年度第２回市民部会の振り返り 

○佐々木主査：（「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３回市民部会資料」１

頁から５頁に沿って説明。） 

       前回第２回の市民部会では普及啓発ツールについて、意見交換をさせていただき

ました。決定した事項、再調整する事項、段階的に実施する事項と大きく３つあり

ました。デジタルサイネージの茅ケ崎駅については１０月２１日から、広報ちがさ

き（欄外）は本日お配りしたとおり１１月１日号より開始しています。市ホームペ

ージ TOP バナーについても同様に、本日から心のバリアフリーの普及啓発というこ

とで掲載しています。前回、時間が少し足りなかったポストカードは、使用方法な

どについて本日時間を設けて検討させていただきます。市役所エレベータホール内

のデジタルサイネージについては、まず優先すべきものがありますので、そちらの

作業をした後に順次段階的に実施をしていきたいと考えています。普及啓発に当た

り、名前については、まずは「茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会市民部会」

が基本となりますが、紙面の都合等制限がある場合は、「こころのバリアフリー市民

部会」とすることが前回決まりました。 

       ３頁、茅ケ崎駅構内のデジタルサイネージについて、名前を変更したりつり革の

高さを揃えるなど修正を行い、１０月２１日より開始しています。４頁、広報ちが
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さき（欄外）は、見開きの状態の２～３面を使って、２面には、定型文で、「心のバ

リアフリー市民部会」、「誰もが安心して過ごせるまちづくりのために市民のみなさ

まに「ありがとう」を伝えていきます」と提示させていたただき、３面に、見出し、

呼びかけということで、各号変えていきます。１１月１日号から１月１日号までの

５回について内容を決定しました。修正内容は、前回の市民部会後にお話いただい

た意見をまとめて記載のとおりとなります。５頁、市のホームページの TOP バナー

は、駅のサイネージに使っているイラストを使い、心のバリアフリーの普及啓発を

進めることを記載しています。本来であれば、広報ちがさきにその旨を記載したか

ったのですが、紙面の都合で入れられなかったため、そちらに置き換えさせていた

だくとともに、市のホームページも更新して、心のバリアフリーを推進したいと思

っています。こちらの文章については、茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会

市民部会では、「こころのバリアフリー市民部会」として、広報ちがさきの欄外（２

面、３面）に心のバリアフリーに関するメッセージを１１月１日号より発信してい

きます。是非ご覧ください。」と記載しています。継続して実施していきたいと思っ

ています。広報の部局とも、２面、３面の欄外については、掲載頁を固定して実施

することで調整しています。いつでもここに載っているという環境づくりはこの媒

体ではできたと思っています。こちらのバナーについては、本日から１か月間掲載

しています。大分効果はあるのではないかと思っています。また発信していく必要

があれば、随時実施していきます。 

○斉藤部会長：前回、市民部会でご検討いただいた結果、サイネージや広報ちがさき、ホームペ

ージで具体的に対応が開始しています。内容をご覧いただき、ご意見などあればお

願いします。 

○鈴木委員 ：広報の１１月１日号の点字版を読みましたが、欄外については、全然載っていま

せんでした。音声版については、聞き逃してしまってわかりません。 

○杉山委員 ：音声版には入れておきました。 

○鈴木委員 ：音声版には入っているのですね。聞き逃してしまいました。 

○杉山委員 ：暮らしの情報の中に入っています。 

○斉藤部会長：今のところ入らないということでしょうか。 

○佐々木主査：確認します。広報のやり方もあるかもしれません。 

○斉藤部会長：入れないといけないと思います。今回は調整できなかったかもしれませんが、必

ず次回からは入れていただきたいと私も思います。今回は初めてだったので行き違

いがあったのかもしれないですが、確認をお願いします。 

○鈴木委員 ：デジタルサイネージについては、音声は出ないのでしょうか。 

○佐々木主査：確認をしたところ、音声を出すことは難しいということでした。 

○鈴木委員 ：視覚障害者の情報が狭まってしまいます。 

○斉藤部会長：前回そういう問題点の指摘がありました。すぐにはできないかもしれませんが、

そういう声があるということは、ぜひ伝えておいていただきたいと思います。ただ、

駅の構内はいろいろな制約があると思います。課題として認識したいと思います。 

○鈴木委員 ：市役所の方も音声が出ていないと思います。 
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○佐々木主査：市役所の方にはまだ出していません。 

○斉藤部会長：音声は必要なので、前に進める形で検討していただければと思います。 

○佐々木主査：わかりました。 

○斉藤部会長：広報紙の１１月１日号に出ていますが、１月１日号まではこの形で進めていきま

すので、よろしくお願いします。全体に共通すること、身体障害に関するお願い、

視覚障害に関するお願い、聴覚障害に関するお願い、知的障害に関するお願いとい

う順番で掲載していきます。広報ちがさきを実際に見てて、思ったよりはわかりや

すいと個人的には思いました。小さくて気づかないかと思いましたが、思ったより

見ていただけるのではないかと思います。今後シリーズ化することによって、さら

に多くの人の目に留まっていくという期待があります。こういう形で進めていきた

いと思います。 

 

３．議題 

（１）心のバリアフリー普及啓発について 

○斉藤部会長：議題（１）について事務局から説明をお願いします。 

○佐々木主査：（「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３回市民部会資料」６

頁～１１頁に沿って説明。） 

７頁、広報ちがさきの欄外１月１５日号以降に掲載を予定したい内容となっていま

す。全部で１２案ありますが、事前に送付させていただいたものとずれが生じてい

ます。今回配布した資料の、１番、２番の、ヘルプマークと全般は黒川委員から前

回ご提案いただいていましたが、配布した資料に記載し忘れていました。今回それ

を新たに入れています。事前にお送りした資料の１番が、今回の資料で３番になっ

ています。事前資料の２番が４番になっています。本日の会議ではこちらの１番か

ら１２番で、お願いしたいと思っています。今回の会議で少なくとも４つ決めさせ

ていただきたいと思います。３月１日号以降、発信できなくなってしまうためお願

いします。 

９頁、ポストカードです。前回の会議でお話させていただいたとおり、対面でも使

える利点がありましたので提案させていただいています。ただ、会議の中では時間

がなく、活用方法など十分な議論ができませんでした。後ほどお時間を頂き、議論

させていただきます。 

１０頁、バリアフリー教室です。１０月の中旬に鶴嶺小学校と打ち合わせを行い、

その意向を踏まえ記載したものを先日皆様に送付しました。また、各障害者団体の

皆様にも、障害当事者という形で推薦者の依頼をしています。事務局としては、学

校の意向がありましたのでありのままを皆様にお伝えしている状況です。日程とし

てもハードで、皆様にも負担が大きく、昨日、再度鶴嶺小学校と打ち合わせを行い、

市の事務局の方で児童に対して福祉について授業を実施したので、改めて説明させ

ていただきます。 

バリアフリー教室の発端としては、鶴嶺小学校側から鶴嶺地区を元気にしたいとい

うことで、何か地域にかかわって、福祉教育を通して何かできないかということで
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相談がありました。小学校内では３つ挙がっており、１つ目は障害者を知る、２つ

目は高齢者を知る、３つ目は幼児を知る。クラス毎に児童がやりたいことを取り組

んでいるという状況です。そのような中で市に問い合わせがありました。鶴嶺小学

校の４年生は全部で５クラスあります。そのうち、２クラスは障害者との交流を希

望し、残りの３クラスは高齢者、幼児に関する勉強をした後に障害者とも関わりた

いということが学校の希望です。大きく２班に分かれるような形になります。すぐ

に実施したい２クラスは、１１月からの実施を希望しており、そのスケジュールを

決めました。スケジュール欄の薄い青は先に実施したい２クラスです。１０月は市

の方でレクリエーションをしました。１１月以降の予定は、１１月２９日に障害当

事者の方々と子どもたちが交流をして双方の理解を深めたいと考えています。第２

回は、１月１７日を予定しています。学校内の活動として、校内のバリアフリー点

検を考えています。当初は校外も考えていましたが、児童数が多いため、対応しな

ければならない人数が増えるので、すぐに実施するのは難しく、校内の活動でとど

めたいと考えています。３回目については、２月５日で、学校側で、学習参観を予

定しており、そこでここのまとめをする予定です。皆様に協力を頂きたいのは、１

１月と１月です。２月の学習発表会は、学校側と調整中なので、今後の状況によっ

てお願いをさせていただきます。概ね２回～３回ということでお願いをしたいと考

えています。具体的な時間は、未定です。その理由は、障害当事者の数によって同

じ時間帯で実施できるか、午前午後に分けて実施しなければならないのか、その状

況を見て時間帯を決定したい。各授業をどのよう進めるかは、１クラス３６名で児

童を４つに分けます。１班当たり児童が９名、各班に障害当事者が１人ずつ入り、

計１０名で交流を深めていきたいと考えています。時間については、１授業４５分

なので２コマを予定しています。午前中の授業ですと、１０時半から１２時半くら

い、午後ですと１３時半から１５時くらいの間になるのではないかと考えています。

年明けからの後発の３クラスについては、今後調整させていただき対応を決定して

いきます。学校側には年明けから始めると２か月しか期間がないので、最大でも２

回、市のレクリエーションを含めると１回です。先発の２クラスとは内容が大きく

異なっていくものになると考えています。このような形で具体的に日程が決まって

きました。当初は、１１月中旬からの実施なので焦った紹介となってしまいました

が、各障害者団体の皆様については、今一度この日程でご協力いただけるか再度調

整をお願いします。 

１１頁、今後の取組です。今年度は、速めのペースで市民部会を開催しており、次

回で終わりとなります。行いたいということを挙げていただき、次回の会議までに

事務局でもこういうことができる、できないということを示したいと考えています。

今考えているのは、市役所内のデジタルサイネージについては、準備ができ次第掲

載を開始したいと思っていますが、その内容をどうするか、駅に掲示ししている、

席の譲り合いでそのまま出していいか、エレベータの横ということもあるので、違

う内容にしてもいいかとも思っています。こういう内容がいいということがあれば、

事務局でイラストを描いて、お出しすることも可能です。もう一つは、ソーシャル
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メディアです。ツイッターやフェイスブックといったものも情報発信ができます。

茅ヶ崎市でアカウントを持っていますが、そちらは催しの開催案内になっています。

そちらに心のバリアフリーの普及啓発内容を頻繁に挙げると市民の皆さんに混乱を

招くことになり兼ねないので、心のバリアフリー市民部会の中でアカウントを持っ

て発信していきたいと考えています。基本的には事務局の方で、各委員の皆様から

いただいた情報を発信したいと考えています。その他としては、東京オリンピック・

パラリンピック２０２０があるので、なにか特集を行うだとか、取り組みを行うと

いうことも議論してもいいのではないかと思っています。広報ちがさきの欄外の記

載内容はたくさん集まってくるので、それを今後どう活用していくかもあります。

こちらについては、事務局からも提案があり、いただいた文章を見ていて、バリア

フリー教室の方にもうまく生かせないかと考えで、かるたを心のバリアフリー教室

で作ってみてはどうかと考えています。なぜかというと、バリアフリー教室を行う

にり、市でアイスブレイクを行い実感したところですが、ゲームを入れると非常に

子どもたちが興味を持ちます。そういった普及啓発の言葉を使いながら行うと心に

刺さるのかと感じました。ご提案です。最後に情報提供という形で、バリアフリー

マップについて、市の「マップ deちがさき」に、市の公共施設などを公開していま

す。バリアフリーに関する情報が薄いので、データをオープンデータ―化して、市

にある情報をホームページ上で皆さんが取得できるように公開して、例えば市役所

では、茅ヶ崎１丁目１番１号という住所を持っていて、バリアフリーのトイレがあ

る、ないだとか、トイレがどのようなトイレになっているか、画像もホームページ

上に載せ、それをスマートフォンのアプリで、地図情報等運営している会社の方々

がデータを取り込んで、自分たちが運営するアプリに活用してもらうということに

なります。そういうデータは今まで出していませんでした。これを機に情報を整理

させていただき、進めていきたいと考えています。 

資料１と参考資料があります。資料１については、前回お配りしたものから抜粋し

たものとなります。参考資料については、藤井先生からご提供いただいたもので、

前回ヘルプマークの話があったので、皆様と共有させていただきたいとのことでし

た。 

○斉藤部会長：議論を分けて進めたいと思います。最後は今後の取組なので、７～１０頁のこれ

からの広報ちがさきの件、ポストカードとバリアフリー教室の件をご議論いただい

て、そのあと今後について話させていただきます。順番に話を進めます。 

最初は広報ちがさきです。皆様からご提言いただいた内容を順次、広報ちがさき

に掲載していってはどうか。現在、１２の項目で提言が出ています。今回は１月１

５日号から３月１日号までの４回分を決定したいので、とりあえず４回分、どの内

容で載せていけばいいかを検討していただきたい。また選んでいただいた文章の内

容はこうした方がよりありがとうにつながるのではないかといったこともご指摘い

ただきたい。ちなみに１１月１日号は、全般についての記事となり、それ以降身体、

視覚、聴覚、知的の順番に載せていきます。この内容も参考に、１月１５日号以降

の４回分をどういった形で掲載していけばいいか、ご議論いただければと思います。 
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○瀧井委員 ：子育てのところが何も載っていないので、まず次は１０番を優先すべきではない

でしょうか。長さに関してはどうでしょうか。書いてある内容を全て載せるのは厳

しいところもありそうです。 

○守瀬課長補佐：このくらいのボリュームであれば載ります。広報と調整する中で、切ってくれと

いう話はあるかもしれません。趣旨を変えないようにしながら事務局で行います。  

○斉藤部会長：子育てを優先的に掲載したらどうかというご意見を頂きました。 

○海津委員 ：高齢者とヘルプマークも入っていないと思うので、１と６と１０は今回入れた方

がいいのではないでしょうか。 

○斉藤部会長：８０歳のおじいさんに年上のおばあさんが席を譲る部分は、文章を吟味した方が

いいのではないでしょうか。 

○牧野委員 ：「８０歳のおじいさんから」はいらないのでは。「頸椎の手術をしました」からで

も趣旨は通じると思います。８０歳のおじいさんでなくても、手術をした人であれ

ば、席を譲ってもらってうれしいと思います。高齢者の話でもないのではないでし

ょうか。 

○斉藤部会長：できれば高齢者のテーマでも作りたいと考えています。 

○柏崎委員 ：ものすごく字が小さいです。ヘルプマークはもう少し文章を絞ってもいいのでは

ないでしょうか。ヘルプマークそのものを知らない人もいます。ヘルプマークをつ

けている人にヘルプをすることを示して、もう少し短くした方がいい感じがします。

３行になってしまうのではないでしょうか。 

○斉藤部会長：何字入りますか。何行になりますか。  

○守瀬課長補佐：２行までで、３行は入りません。 

○柏崎委員 ：むしろ大きい字で１行でもいいのではないでしょうか。 

○佐々木主査：１３０字くらいが大きめに入ります。 

○斉藤部会長：１３０字以内に修正することはできると思います。今いただいている案ですと、

子育て、高齢者、ヘルプマークについてとなります。文字の量については、少しで

も見やすくするために、１３０字程度に修正していくといいのではないでしょうか。 

○黒川委員 ：ヘルプマークはホームページに紹介されていないのでしょうか。ホームページか

ら記載されているところにリンクさせられないでしょうか。絵がないとわかりにく

いです。 

○守瀬課長補佐：掲載されていて、広報紙にも載せています。説明はされていますが、今回は心の

バリアフリーの中でのヘルプマークということではないでしょうか。 

○黒川委員 ：言葉だけではわかりにくいので、絵が必要だと思います。リンクをたどればわか

るということは了解しました。 

○柏崎委員 ：ヘルプマークだけでも PRした方がいいのではないでしょうか。 

○黒川委員 ：付けること自体が大変な人もいると思います。 

○牧野委員 ：デジタルサイネージでヘルプマークの宣伝をして、視覚に訴えるもので行えばよ

いのではないでしょうか。 

○柏崎委員 ：ヘルプマークを付けている人がいたら、とにかく助けてあげるということですよ

ね。 
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○戸井田委員：ヘルプマークを車いすのどこにつけるか、なかなかいいところがありません。膝

のところに下げていますが、わかりにくいです。いい方法がないかと思っています。

付けていても、一般の人がこのマークが何なのかわからないので聞かれます。 

○斉藤部会長：このスペースに今の議論を全て載せるのは難しいので、ヘルプマークをそのまま

入れて、それは何なのかと問題提起をし、ホームページやデジタルサイネージの方

で詳しく伝えることが重要だと思います。載せないと永遠に知らないことになりま

す。まずそれは何かと知らせることが重要で、ヘルプマークについて、聞いてくれ

るようになればいいと思います。今まで載せていないものについて、ここで訴えか

け広げていきましょう。文章は、上手くアレンジしたら１３０字位になると思いま

す。この欄外はしつこく出しながら、何なのこれはと思ってくれるだけでもいいの

では。子育て、高齢者、ヘルプマークと３つ出ていますが、他に是非というものが

あればご意見をいただきたい。 

○瀬川委員 ：精神疾患について、間に合わなかった理由は、病気があって、症状を分かってほ

しいなのか、精神疾患は身近な病気だということを分かってほしいのかではだいぶ

異なると思っていて、締め切りの時間が来てしまいました。今の議論を聞いていて、

知ってほしいというとこともありかもしれません。４月からでもいいので、載せて

いただければと思います。 

○斉藤部会長：文章の素案を作っていただくとありがたいのですが。 

○瀬川委員 ：精神疾患というものが身近な病気だということをわかってほしいということです。 

○斉藤部会長：ここでは現状をまず訴え、その後にありがとうとし、市民にこうしたら助かると

理解を求めたい。そのため身近な病気としても、理解してほしいとつながると全体

の文章も統一し共有できます。そこのところを考えていただければと思います。 

○瀬川委員 ：普通に接してくれると嬉しいです。怖いと思われてしまうので、みんなと同じよ

うに接してくれるとありがたいです。 

○斉藤部会長：文章はご相談させていただいて、まずは身近な病気だということと、普通に、同

じように接してほしいということが文章で表現されるといいのではないかと思いま

す。１月１日号までは、それぞれ肢体、視覚、聴覚、知的と入ったので、１月１５

日号以降の４回分はそれらに含まれない方々の内容で掲載を進めていきましょう。 

○瀧井委員 ：発達障害の会の上杉委員は来ていないのですが、発達障害のことで文案は来てい

なかったのでしょうか。 

○守瀬課長補佐：いただいた文章は全て載せています。上杉委員からの文章は届いていません。 

○瀧井委員 ：上杉委員に確認していただきたいです。１つもないというのはないと思います。 

○牧野委員 ：知的障害と一緒にされがちですが、発達障害は違う特性があります。知的を伴っ

ていない学習障害やアスペルガーもいます。ただ、そういうことをここに書いて、

一般の人に分かりやすく伝えるのは、精神と同じで難しいと思います。文章は私も

どうしたらいいかと思います。 

○鈴木委員 ：かえって引いてしまうのではないでしょうか。 

○瀧井委員 ：例えば聴覚過敏でイヤーマフをつけている人がいます。 

○牧野委員 ：そういうのはわかりやすいのではないでしょうか。「音や光の刺激に敏感な人がい



- 9 - 

ます。イヤーマフなどをつけていて、大きな音にびっくりすることもありますが、

驚かないでください。」などあります。 

○鈴木委員 ：症状を出していったほうが分かりやすいのではないでしょうか。 

○海津委員 ：障害の分類をここに書くわけではないので、色々なバリエーションを示してあげ

るのでいいのではないでしょうか。文章は 1 人称で書けば減るのではないでしょう

か。例えばヘルプマークの外から見ても分からない障害なので、私はヘルプマーク

をつけていますとして、解説より私はこうだと言うだけでいいのではないでしょう

か。 

○斉藤部会長：発達障害はここにないのでどうしましょうか。現在いただいているもので決めて

いかないと間に合わないのですが。 

○牧野委員 ：あるものからやっていけばいいのではないでしょうか。今後ずっと実施するので

あれば、またネタを集めていけばいいと思います。ただ、同じものが続いたらバリ

エーションを変えていく必要はあると思います。 

○斉藤部会長：そうさせていただくと、皆さんの意見から、１番，２番のヘルプマークはうまく

アレンジしていただいて、６番の高齢者、１０番の子育て、精神、この４つをテー

マに、なお順番は検討しますが、次回の４回分に掲載していくということでよろし

いでしょうか。 

○鈴木委員 ：ポストカードは何部かいただくことができますか。点訳奉仕会に頼んで、このカ

ードに点字を打って、視覚障害者に配布するのはどうだろうかと思っています。 

○斉藤部会長：ポストカードは次で検討しますが、まだどの形でいくか内容が流動的です。広報

について決めさせていただいて、次にポストカードの方に移りたいと思います。よ

ろしいですか。 

○鈴木委員 ：はい。 

○斉藤部会長：まず順番にヘルプマークのところは、１３０字くらいにアレンジしていきたいが、

黒川委員から意見や付け加えることはありますか。 

○黒川委員 ：１３０字くらいにまとめます。 

○斉藤部会長：１３０字程度なので、少し多くても大丈夫です。 

○柏崎委員 ：文字数は少ない方がいいです。 

○黒川委員 ：次回まででよろしいでしょうか。 

○斉藤部会長：できればおおよその内容をまとめていきたいのですが。 

○黒川委員 ：今出さないといけないのですか。時間がもったいないです。 

○斉藤部会長：ヘルプマークを知っていますかというところからでもいいかもしれません。「あな

たはヘルプマークを知っていますか。」として、「これを知ってもらえるとありがた

いです。」につながるといいのではという気がします。 

○黒川委員 ：いまおっしゃったとおりでいいです。最近バスに乗ってもいらっしゃるし、神奈

中バスにもちゃんと広告が出ています。かなり広まっているのは間違いないです。

ただ、一般の人は分からない人がいます。 

○斉藤部会長：高齢者の方はどうでしょうか。 

○杉山委員 ：これは自分自身を言っています。考えてみると確かに高齢ではなくても杖を突い
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ている人はいるので、この通りにするかどうかというのは難しいところです。 

○柏崎委員 ：８０歳と言わなければ高齢にはならないですよね。脊椎の後遺症に絞ってしまう

のはどうかと思います。 

○瀧井委員 ：おばあさんではなく、年上の方などはどうでしょうか。おじいさんと言っている

からおばあさんなのかもしれませんが、おばあさんとは言われたくはないです。 

○牧野委員 ：自分で言うのはいいですが、他人に言われたくはないです。 

○瀧井委員 ：８０歳のおじいさんからではなくても、高齢の私からではどうでしょうか。 

○斉藤部会長：ここでは、譲ってくれない人たちにどのような理解を促すかというところを訴え

たいということですが。 

○牧野委員 ：事実ではないですが、制服の若い学生さんが譲ってくれてうれしかったなど、そ

の方が言いたいことが伝わるのではないでしょうか。 

○斉藤部会長：そちらの方が逆説的でいいですね。 

○牧野委員 ：若い髪の毛の黄色い学生さんが譲ってくれてうれしかったですと、変えてしまっ

た方が、言いたいことが伝わるのではないでしょうか。 

○柏崎委員 ：この文面では高齢者が譲ったことを言いたいのではないでしょうか。 

○牧野委員 ：ありがとうと言わなければならないので、譲ってくれなくて、なんだというより

も、金髪の今どきのお嬢さんが譲ってくれてうれしかったという方がいいのではな

いでしょうか。 

○斉藤部会長：いいですよね。ちょっと皮肉が込められていますが。 

○牧野委員 ：そうして欲しいのですが、ありがとうと言わなければならないので。 

○斉藤部会長：スマホばかり見るなとついつい言いたくなります。 

○牧野委員 ：スマホでもいいです。「スマホを見ていた若い方が、さっと譲ってくれました。」 

○斉藤部会長：わかりました。その辺にしましょう。高齢者からということで、バスに乗って席

を譲ってくれたのが、思いもよらぬ人だった。ありがとうと。 

○牧野委員 ：高齢の方から、今どきの若い者はと思っていたら、そのひとが譲ってくれてあり

がとうというような文章のほうが、趣旨が伝わるのではないでしょうか。 

○戸井田委員：今どきの若い者はという言葉は、今後の若い人から反発が来そうです。 

○斉藤部会長：思いもよらぬ人がということ。そんな形でできそうです。子育てはどうでしょう

か。エレベータの優先利用ですが。優先利用は入っていませんでしたでしょうか。 

○海津委員 ：エレベータはないです。ユニバーサルトイレはありますが。 

○斉藤部会長：どういった趣旨で行きましょうか。 

○黒川委員 ：一例です。ベビーカーは通勤電車などでは畳んで抱っこしてと言われています。 

たまたま見かけたので記載しました。子育ての人たちについての一例です。 

○斉藤部会長：例としていいと思います。子育てを考える必要があると思います。今も昔もそう

ですが、電車に乗ると子どもが泣いたり、騒いでいると親は申し訳なさそうにして

いる。一方で靴のまま座席に乗っていたら、親は何をやっているのか、注意をと言

いたい。また、親がスマホを一生懸命操作しているそばで、子どもが騒いでいると

文句も言いたい。しかし、子どもが泣いてしまい、その時に周りの人が嫌な顔をす

る、これはかわいそうです。こういうことも含め子育てしている人を応援したい。



- 11 - 

嫌な目で見ないで、温かく見守る。そういう文章が必要です。 

○鈴木委員 ：コミバスでベビーカーに乗った子が泣いていたら、周りの高齢の女性がみんなで

あやして泣き止みました。そういうことが普通の社会になってほしいです。 

○杉山委員 ：事例として、エレベータに車いすの人や、ベビーカーの人が乗ってきたら、割と

外国人が、さっと降りてスペースを作ってくれます。降りたらその人は歩いて階段

を使います。日本人はその姿を見かけません。不思議ですが、そういった生活習慣

があるのかもしれません。そういう表現の仕方もあっていいと思います。 

○牧野委員 ：アメリカに住んでいた時に、押すドアを開けて待っていてくれます。 

○斉藤部会長：外国人はそういう対応をすぐしてくれると思いますが、日本人も他人に対してこ

うしろとは書きにくい。エレベータにするか、赤ちゃんが泣いた時の心がけを当た

り前にしませんかにするか。 

○牧野委員 ：文章を変えてしまって、バスに乗って子どもが泣き止まないで困っていたら、一

緒に乗っていた方々が、みなさんであやしてくれてうれしかったです。ありがとう

で始まるのであれば、どうでしょうか。エレベータでありがとうの文章も考えてい

ましたが、思いつきませんでした。 

○斉藤部会長：では今度は一緒に乗っていた青年にしましょうか。 

○牧野委員 ：おばさんはやってくれるので、青年がやってくれると嬉しいです。 

○斉藤部会長：ふだんこんな人は絶対やらないという人がいいですね。一緒に乗っていた方がや

ってくれて、お母さんも安心するような状況がいいと思います。 

○牧野委員 ：「嬉しかったです。ありがとうございます。」の方がいいのではないでしょうか。

ありがとうの趣旨にも合います。 

○海津委員 ：ベビーカーが乗る場合、前降りのバスでは、ベビーカーを後ろから降ろさないと

いけません。混んでいると、子どもを抱っこして後ろまで行くのはすごく大変で、

誰か助けてあげるといいのにと思うのですが、皆しらっとしています。そのような

場面でさっと助けてあげるととてもいいと思います。エレベータもそうですが、よ

り気が付かない場面だと思います。 

○斉藤部会長：そうすると、若者がぴったりです。ベビーカーを降ろそうとして大変な思いをし

た時に若者が来てさっと助けてくれた。降りるのを手伝ってくれた。それは映像と

してもいいかもしれません。 

○鈴木委員 ：若者が、赤ちゃんに対してあやすのは、普段やり慣れてないから引く部分がある

のではないでしょうか。高齢の女性なら子育てが終わっているので、すっとできる

と思います。 

○斉藤部会長：若者の話はベビーカーを降ろす時がいいかと思います。降りるときのさりげない

手伝いをしていただいて本当にありがたかったというような文章でどうでしょうか。 

○海津委員 ：書いておくと、こういうようにしたらいいのかと思ってやってくれるかもしれま

せん。 

○斉藤部会長：精神は瀬川さんと事務局と私でまとめていきましょう。全体としては、ヘルプマ

ーク、高齢者、子育て、精神疾患の方、この４つをテーマに、１月１５日号から、

３月１日号の４回分を掲載していきましょう。順番は事務局と相談させていただき
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ます。詳細は各提案者と相談しながら、事務局と私でまとめさせていただきます。

趣旨はさきほど言った内容でまとめていきます。よろしいでしょうか。 

次のポストカードについて、前回十分時間がなかったので、再度調整ということ

です。これについては、資料１茅ヶ崎市民への共感を高めるための心のバリアフリ

ーカードによる呼びかけをということで、まず趣旨としては、視点の１としてあり

がとうという感謝の言葉で始める問題提起で市民への共感を高めます。視点の２と

して、わかりやすく問題を提起し、次に身近なバリアの具体例を紹介し、最後に「心

のバリアフリー」への対応をお願いします。視点の３としてポストカード形式によ

り、わかりやすさ、読みやすさ、伝えやすさを追求します。視点の４として手渡し

により、口コミ対話方式での理解促進を目指します。視点の５としてカードの形式

により、誰にも瞬時にアピールでき、シリーズでの継続発行も可能となります。前

回、これについては、集めて、保管して、それを見直せるような方式も考えられる

のではないかという意見がありました。右に一例がありますが、見出しがあり、そ

の下に空欄があります。写真やイラスト、その下に呼びかけ文がありますが、この

写真やイラストについては、小学生や一般公募等で募集したらどうかという案も出

ていました。裏には例として視覚障害の方の呼びかけとか、知的障害の方の呼びか

けなどが入っています。こういった形で、ポストカードを作って、説明しながら理

解を求め、共感の心を強めていってはどうかという提案でした。これについては、

かるたにしてはという話も事務局からありました。とりあえずはポストカードで普

及啓発を進めていってはどうかということで改めてご意見をいただければありがた

いと思います。 

○杉山委員 ：基本的には、広報の欄外と同じ内容をイラスト化、映像化したらいいのではない

でしょうか。というのは、必ずしも広報に載せたからといっても、読むかというと

不安があります。広報自体をすべて読む人はいないので、そうであれば、それを取

り出して、目の前に出していくという形で、同じ内容でいいのではないかと思いま

す。同じものを繰り返し、今度は映像化するのでどうでしょうか。全然違うものを

また作るのも変だと思います。 

○斉藤部会長：私も同じ思いがあります。広報を２０数万人の市民の何割が細かく読んでいるか。

市民委員の人は知り合いの人に聞いてほしいと思います。心のバリアフリーを読み

ましたかと聞いていただきたい。杉山さんが言われたように、しつこく同じような

内容で、繰り返し色々な情報媒体を使って伝えることは、非常に重要です。ここを

クローズアップする形で、同じような形式でポストカードを作成してみてはどうか。

しつこくやっていった方が私もいいと思います。これでもか、これでもかでようや

く気付くぐらいです。広報紙は皆さんが言うように、え、このスペース？という感

じですが、ポストカードの方はもっと自由になります。ですから言葉と視覚的に注

目を集めるイラストや絵などを入れるといいと思います。 

後でお話ししますが、小学校でバリアフリー教室をする時に描かせるのは難しいと

思いますが、体験した子どもたちに呼びかけるという可能性はあります。あるいは

子どもに限らず一般に公募するといったこともできるかと思います。これは例えば



- 13 - 

皆さんが、作ろうと決めたとき、予算的な措置は大丈夫でしょうか 

○守瀬課長補佐：今は予算を取っていません。保留にさせてください。 

○斉藤部会長：案はできましたが、印刷は再来年となってしまうと困ります。 

○黒川委員 ：イラストを描く作業もですか。 

○斉藤部会長：イラストなどは、子どもから募集してはどうでしょう。 

○牧野委員 ：予算がないのであれば、なおさら公募したほうがいいのではないでしょうか。プ

ロには頼めないということですよね。学校で、防災のポスターや、振り込め詐欺防

止のポスターなど募集していると思います。 

○守瀬課長補佐：鶴嶺小学校で、先生と話をしましたが、交通安全の絵画は毎年やっているが、子

どもに心のバリアフリーの絵を描かせることは、そもそも子どもに概念が分かって

いないので難しいというお話でした。 

○牧野委員 ：描かせるというのはおかしいと思います。子供は書きたいと思ったら調べて描く

と思います。車いすがどのような形か、ヘルプマークのようなものがあるのかなど、

きっとイメージがわけば、別に全員強制ではなく、募集してポストカードになりま

すよとお知らせして、やりたい人がやってくださいというのが私の意見です。 

○杉山委員 ：ポスターなどは、中学生の部や高校生の部があります。この標語で絵を描いてく

ださいと公募すること自体が宣伝になります。中学生のテーマはこれですとか、高

校生のテーマはこれですとか、そのような公募の仕方もあるのではないでしょうか。 

○牧野委員 ：個人的には、中学生にはこれ、高校生にはこれというよりも、１０個くらい標語

があって、あなたが好きなものを選んで応募してくださいという方が、自分の好き

なイメージが広がって、いいと思います。絵の好きな子はこういうのをやりたいの

ではないかと勝手に思っていますがどうでしょうか。 

○杉山委員 ：それもいいですね。 

○斉藤部会長：心のバリアフリーの絵を描いてくれと言われても私たちが描けるでしょうか。心

の問題を絵やイラストにするのは難しいと思います。大人だって難しいのに、子ど

もに求めるのは難しい。今おっしゃったように、文章があるけれど、感じたことを

描いてくれるかと言えば、花一本でもいいのです。花を感じたらそれでいいと思い

ます。 

○牧野委員 ：せっかく１３０字くらいのキャッチコピーがあり、１０個ストーリーがあるのな

らその１０個の中で自分の思ったことを描けばいいのではないでしょうか。 

○斉藤部会長：文章から思ったことを描いてほしい。それなら私たちでも描けます。我々は福祉

やバリアフリーでやらなきゃいけないとその枠の中で考えていますが、当たり前に

どう考えるかだと思います。枠を取り除くのが一番大事なので、これを読んでどう

思いましたかという呼びかけがすごく良いと思います。心のバリアフリーで重要な

のは心のバリアフリーという表現がなくなることです。文章を読んで何を感じたの

かを絵にしてくれますかと、そうすれば呼びかけにもなるし、思いをカードに描い

てくれると思います。それが理解、共感につながる気がします。 

○鈴木委員 ：案ですが、障害者をモデルとして、写真か何かで障害者を個人が分からない形で

障害を表すような、視覚障害者であれば白い杖を持って視覚障害者誘導用ブロック
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に沿って歩いているだとか、車いすならば車いすに乗っていてエレベータの高い位

置にボタンがあると大変だとか、写真で撮って載せていくなどもあるのではないで

しょうか。 

○牧野委員 ：イラストの公募でなくても、写真の公募でもいいと思います。文化会館などで写

真展をやっていますし、クラブやサークルなどがありますので、そういったところ

に文章で、ポストカードにしたいのであなたの写真を応募してくださいと言うのも

あると思います。印刷として写真とイラストと変わることはありますか。 

○守瀬課長補佐：今、答えを持っていませんが、フルカラーになるとは思います。 

○牧野委員 ：カラーでなければ、最初から白黒で応募してもらわないといけませんね。 

○柏崎委員 ：ただＡ５サイズでは小さいと思います。 

○斉藤部会長：大きさはこれから考えたらいいと思います。見て読んでくれることが大事です。

よくわかるという大きさを皆で考えたいと思います。 

○柏崎委員 ：ポストカードとポスターではイラストも変わってくるのではないでしょうか。Ａ

５サイズやＢ６サイズでは小さいと思います。 

○斉藤部会長：ただ、ハンディで見てもらいたいので、あまり大きすぎても置いておかれてしま

います。手ごろに見ていられる大きさはどのようなものでしょうか。 

○柏崎委員 ：Ｂ５サイズくらいでしょうか。 

○牧野委員 ：応募してくれる絵は大きくてもいいのではないでしょうか。それをはがきに印刷

することになります。 

○柏崎委員 ：小さくするので、うまく言葉とマッチするといいと思います。 

○斉藤部会長：編集する過程で大きさを検討するのでどうでしょうか。それではこちらはイラス

トや写真を公募しながら、公募の過程でも心のバリアフリーをより多くの人に訴え

ていく、投げかけていく、そういう役割を含めて公募形式で作っていき、文章の方

は広報に掲載されている情報を活用していくという形で進めていきましょう。 

○瀧井委員 ：呼び掛け文をそのまま使うのであれば、知的障害の自分勝手な行動というところ

は直したほうがいいと思います。 

○佐々木主査：資料１では修正できていませんが、広報ちがさきでは修正しています。 

○斉藤部会長：心のバリアフリー教室について、個人的にご説明させていただきます。大変重要

なのですが、大変手間暇がかかります。私たち市民部会のメンバーが積極的にかか

わらなければ失敗すると思います。一度失敗すると小学校でバリアフリー教室をや

りたいという学校が出てくるのが、多分５年、１０年先になってしまいます。今、

鶴嶺小学校からやりたいと来ています。私は２０年小学校でバリアフリー教室をや

っていますが、やりたいから来てくださいというところはほとんどありません。や

りませんかという呼びかけはしますが、学校の方から、それも長期にやりたいとい

うのは殆どありません。１回か２回、お話ししてくれますか、車いすの体験をして

くれますかというのは何回もありますが、長期に渡って子どもたちに理解を深めて

いきたいというケースはあまりありません。そういう意味では、このチャンスを十

二分に生かす必要があります。生かすためには、私たち市民部会のメンバーが前面

に出てサポートし、是非、市と協働して、バリアフリー教室を進めていただきたい。
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１１月と１月と２月ということになっていますが、この３回やるだけでも大変人手

がいります。１クラスは３６名です。４グループに分けて９人ずつとしても２クラ

スあります。同時開催は難しいと思いますが、同時開催とすれば、最低グループに

ボランティアが１人か２人はつかないといけません。従って同時開催で実施すれば

８名、さらに障害のある方と交流し、理解を深めるということですから、当事者の

方がいかなければ絶対だめです。当事者がいてなおかつボランティアの方も一緒に

活動しなければいけません。スケジュールも考えながら、人手のことも考え進めな

ければならないので、いかにして部会で積極的に応援し、運営していくか考えたい

と思います。ぜひ部会としてどのように運営できるか。各団体はこの日程に合わせ

て、どうやって運営を組み立てられそうかご意見をいただきたいと思います。１０

月は市が実施しましたが、１１月に一緒に学ぶとは、どのように学ぶのか。１月の

校内活動は、どのような人が何人いかなければいけないか。学習発表は成果の発表

なのでいいのですが、１と２を行うには、補助者あるいは当事者が何人必要なのか。

４５分２コマ使えるということですが、９０分の割り振りも考えなければなりませ

ん。どのように考えればいいか、今は基本の案がないので協力をというのはイメー

ジを持つのが難しいのですが、この段階で、わからないことや、進めるならこう実

施したほうがいいと言った意見をいただきたい。一つ確認ですが、先発の２クラス

が障害者のことを学び、後半３クラスは、高齢者と保育幼児が対象ということで、

部会として関わるのは、先発の２クラスを中心に考えればいいでしょうか。 

○守瀬課長補佐：後半の３クラスについては、１０月から１２月までの間に、高齢者と幼児の関係

を実施しているので、１月以降で、障害者のことを学びたいという申し出がありま

したので、話としては理解していますが、市民部会として、どこまでかかわるか、

未定な部分が大きいので、少し考えさせてほしいと学校側には伝えています。 

○斉藤部会長：５クラスを１月に実施するのは日にちを変えるにしても大変な日程です。１月は

寒いので、寒いときに障害者の方が出かけるのも大変です。５クラスを１月に集中

して実施する難しさがありますが、日程や人材の確保がどうできるかを、頭に入れ

ご意見をいただけるとありがたいです。 

鈴木委員 ：このようなことは今までも点字の講師など視覚障害者の団体でやってきました。今

回は具体性がありません。日にち、時間、場所を確定して、視覚障害者は一人だけ

では行けない場合があるので、誘導を頼む時間を予め取っておいてもらわないと、

視覚障害者は出かけていけません。１０月１０日から何日までというと、いつ行く

のかと言われてしまいます。きちんとした日程や、内容、どんなことを実施するの

か、鶴嶺小学校へはどうやっていくのか、そういうものが問題としてあがってくる

ので、そういうところはどのような形で解決できるのでしょうか。 

○斉藤部会長：検討すべき課題をたくさん出していただきたい。バリアフリー教室を実施するこ

とはよいですが、それにかかわる人たちは具体的にどう移動していくのか、何時か

ら何時まで拘束されるのか、実際に何を行うのかなどが不明では、確かに趣旨はい

いが、それに応じた行動がとれません。そこのところがまず問題というところでし

ょうか。 
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○海津委員 ：もう一回整理していただきたいです。１１月に 1 日使って１日の中で１０時から

の１時間半、午前と午後がありますが。 

○佐々木主査：午前午後と実施するか、午前でやってしまうかです。障害当事者の数によります。 

○海津委員 ：２クラスを午前と午後に分けるか、並行して実施するか。１クラスについて４人

必要ということでしょうか。並行して実施する場合は８人必要。1 月はばらければ

４人が５回。並行の場合は２０人。 

○守瀬課長補佐：３クラスは中身が決まっていないので、同時の校内活動は考えていません。 

○海津委員 ：まずは上の段を考えればいいということですね。３回ありますが、最後の発表会

は学校で発表するだけで、４人必要ということではないということでしょうか。 

○守瀬課長補佐：基本的には子どもたちが保護者に向けて発表するので、もし来ていただけるので

あればありがたいですが、必須ではないということでした。 

○海津委員 ：①と②はセットでしょうか。 

○守瀬課長補佐：人が変わってもやむを得ないと思っていますが、どちらも障害をお持ちの方に来

ていただきたいと考えています。 

○牧野委員 ：車いすの方の場合は車いすのバリアフリーを確認する必要がありますが、鶴嶺小

学校の段差や、エレベータ、車いす対応トイレの中身はどうでしょうか。 

○守瀬課長補佐：スロープはあったと思いますが、エレベータは一番北の棟にしかないと聞いてい

ます。南の棟では２階、３階には移動できなかったと思います。来ていただく方の

障害の特性を見たうえで場所に関しても調整していきたいと思います。トイレは確

認できていないので確認します。 

○鈴木委員 ：聴覚何人、視覚障害何人と肢体も車いす何人というのは出せませんか。できれば

何人くらい来てほしいとか、そうするとこちらでも集めやすいのですが。 

○守瀬課長補佐：そのようにしていただけるのであればとてもありがたいです。そういうようにし

ていいのであれば、学校と話をして何人お願いしますとご案内させていただきます。

急に決まった話なので、時間も長く、そんなことを言われても無理だとおっしゃら

れることを懸念しまして、今の段階では何人お願いしますというご案内はしていな

い状況です。 

○斉藤部会長：その日はみんな団体が忙しくて行けないという場合はどうしますか。 

○守瀬課長補佐：予備軍を含めて駄目ということであれば、日程変更を前提に学校と話をします。 

○斉藤部会長：みなさんと相談しながら、障害のある方に来ていただきたいと呼びかけ、１１月

でこの日とこの日は空いているから４人ずつは出せます。ではその日にしようと。

しかし、１１月２９日は両団体とも違う活動が入ってしまっていると難しい場合も

あるので調整しながらやっていくといいと思います。 

○佐々木主査：この日を挙げた経緯としましては、学校側にバリアフリーの環境が整っていない

ので体育館等の活用を考えると、学年で使える時間帯が割り振られています。その

ため、金曜日が使いやすいということで日程を絞り提案しています。 

○斉藤部会長：市と学校と部会が主体となり、協力できる障害者団体で決めていけないかと思い

ます。学校の都合で、４年生が使える体育館はこの日ですと言われても、団体の要

望も聞いて調整していかないと難しいのでは。またプログラムがよく分からないの
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で、鈴木さんや戸井田さんは何をすればいいのかと思っています。また、学校まで

の移動の問題もあります。ただ来てくださいでは困ります。更にこういう子どもた

ちはこういう学習をしているので、こういったことを考えたいということも明らか

にしないと、行って何をするのか困ってしまいます。また現場の確認は絶対必要で

す。段差がないか、トイレは使えるかなど事前に調査しないといけない。どこでそ

ういったトイレが使え、バリアフリー教室を行う教室への移動は安全に行けるか。

視覚障害者の人たちは、学校までどうやって移動していくのか。福祉タクシーか、

公共交通か、誰が誘導してくれるのか。鶴嶺小学校で待っていますという訳にはい

きません。そこも併せて対応していくには、いいことだからこそ、市だけではなく、

皆さんにお願いしたい。部会でどのようにすればできるのか是非考えたい。市だけ

にこれをやってくださいと言うのは酷です。戸井田さんや鈴木さん、浅川さんと相

談しながら、日程を市に伝え、市が鶴嶺小学校と調整し、同時に私たちは、鶴嶺小

学校に一度行って、この小学校ならできそうか、車いすの人でも行けそうか、視覚

障害の人であれば誘導の人がいれば安心など確認しないといけないと思います。 

○柏崎委員 ：交流の具体的な中身がなくスケジュール先行で進んでいると思います。どういう

交流をするのかを決めておかないと、何をして遊ぶのか、活動をもうちょっと具体

的に、中身がまずあって、それに基づいて、どういう人が必要かということになる

のではないでしょうか。そういうところが非常に曖昧です。そこをぜひ、具体的に

決めておかないといけないと思います。どうやって交流するのか、話し合いなのか、

一緒にスポーツをするのか。 

○杉山委員 ：障害者の教育についてどこまでの範囲を実施するかもあると思います。今回は例

えば肢体不自由だけにするとか、視覚障害だけにするとかそういったやり方もある

と思います。２つの障害を理解してもらうということもあります。というのは、時

間的に９０分かけて一つの障害を理解することが良いのではないか。全部の障害者

を持っていく必要があるのか。今回はここに絞りましょうとする「方法」もありま

す。２９日と決まっているのであれば、車いす利用者や視覚障害者とかに具体的に

中身を絞って決めてやらないと難しいですね。 

○斉藤部会長：いっぺんに全部やるのは無理があるので、テーマを絞るのは一つの方法だと思い

ます。 

○戸井田委員：社会福祉協議会で、出前講座をやっていて、私たち障害者が体験を話しています。

嬉しかったのは、それを聞いていた学生さんで障害福祉の仕事についた人がいまし

た。講座を理解してもらいたいと思います。ただ、バリアフリー教室をしますでは

なくて、具体的な話ができるといいです。こうだから困っている、ああだから困っ

ているではなく、その話を聞いた子どもたちが障害者のためにそういう職に就きた

いというような未来を見つめながら講座をしてほしいと思います。何をどうお手伝

いしてほしいのか分かれば、そういう勉強をしている子どもたちは声をかけてくれ

ます。そういうことが、講座をすることで生きてきます。やりましただけでなくそ

ういうことも深く考えながら実施していただきたいです。 

○牧野委員 ：出前講座は何人チームで行かれるのですか。 
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○戸井田委員：出前講座は、知的、肢体などの団体が参加しています。 

○水島委員 ：正職は２人で、あとは鈴木さんのところなどと一緒にチームで、メニューを最初

にお話しいただいて、体験していただきます。 

○牧野委員 ：何日前に申し込むのですか。 

○水島委員 ：大分前から準備をしています。なぜなら、学校の予定は、秋に集中しているので、

こういうメニューは秋が多いです。今も入っていて、１１月もやっています。先ほ

どの課題と全く一緒でお話をしていただく人の日程と学校の日程とを合わせるのが

非常に難しいです。年度の初めの方から実施します。学校は１年間の予定を春に作

ります。社協の職員は全体の流れを見る役割があります。 

○牧野委員 ：交通はどうされていますか。 

○水島委員 ：それはわかりません。 

○戸井田委員：社協さんの車が迎えに来てくれます。視覚の方も同乗しました。 

○水島委員 ：送迎サービスをやっています。それはお願いする方に合わせています。自力で行

ける方は行っていただいています。手配しているのは福祉教育を担当しており、別

メニューで行っています。日程調整に時間がかかるので、学校が何を希望されるか

によって、戸井田さんだとか、団体の方にお話をさせていただきます。 

○海津委員 ：学校の話をよく読んでみると、意図としては、障害者を理解したいというところ

にあると思います。スケジュールを見ていくと、校内の点検をしてバリアフリーを

調べる校内活動があるので、１回目の交流を聞いたうえで点検してうちの学校は大

丈夫か、子どもたちに調べさせるというのが校内活動なのかと思いました。いま話

をしていて、それぞれ障害が違いこういうニーズがあるとまず学校に伝えて、校内

点検と自己紹介を入れ替えてもらって、視覚の場合はこういうことがないと学校に

いけないとか、車いすの場合は段差があると無理だというところを伝えて先に調べ

ることをやっておいてもらって、学校はこういう状態だということを子どもたちが

分かったうえで、いつ、どういう人に来てもらうかを子どもたちに考えもらうとい

う形にして、交流を１月にするのはどうでしょうか。学校の意図を深読みするとそ

ういうことになるかと思います。 

○水島委員 ：体育館は避難所になるので、バリアフリーにはなっています。最近は各校に普通

サイズのエレベータをつけています。障害を持っているお子さんは、昔は１階で授

業を受けることが多かったのですが、エレベータがあると、移動ができ重いものも

運ぶことができます。エレベータのある学校は増えています。実際に目で見て、子

どもたちに調べてもらうのもいいと思います。 

○斉藤部会長：話を聞いて、他の障害のある方の生活や行動を知ることも重要ですが、言葉だけ

でなく、体験が必要と思います。体験も車いすに乗るだけでは駄目で、乗るだけで

は大変の一言で終わってしまいます。本当に重要なのは戸井田さんたちをどこでど

のように支援するのか、どこでどのように声をかけるのか。そういったことを子ど

もたちに身をもって体験してもらい、その後に、話し合いをする。そうすると理解

が深まるのではないかと思います。つまり、どういう生活をしてどんな移動に苦労

しているのか、注意しているかを知ってもらい、その後に毎日何をやっているのか、
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趣味は何かという話でもいいと思います。 

○杉山委員 ：一つ知ればある程度、他にもこういう障害があるのかと対応できるのではないで

しょうか。 

○戸井田委員：うれしかったのは、社協さんの出前講座で話を聞いてくれた学生さんにお会いし

た時に私を覚えているかと聞かれて、社協さんの出前講座で話を聞いて、福祉の仕

事をしたいと思って、職につきましたと言われました。社協さんの講座のおかげで、

そういう生徒さんたちができたと思いました。そういう喜びもあるので、ただ交流

で楽しくだけでなく、障害者との接し方をぜひ知ってほしいと思います。 

○牧野委員 ：社協さんの出前講座だと社協さんで移動の車両も持っているので移動の手段とし

て使えるが、いざ鶴嶺小学校に障害者が何人来るとなると、移動の経費とか、視覚

障害者の移動の付き添いや、手話通訳者の経費はあるのでしょうか。自分がボラン

ティアで２時間拘束されるとしても、そういった経費はすべてその人の負担になる

のでしょうか。普段お仕事をしていてお休みしなければならない人もいるかもしれ

ません。 

○斉藤部会長：そういう問題もあると思います。 

○鈴木委員 ：いろいろな障害の方と一緒に遊ぼうとなると、浮いてしまう障害があるのではな

いでしょうか。視覚障害であればボール遊びはできません。そういうものを事前に

調べておいて、これなら視覚障害者も肢体の方もできますねというものを調べてお

かないと、行ったはいいが、ぼうっと立っているだけだったということになると行

った意味がなくなってしまいます。 

○斉藤部会長：そのとおりだと思います。だからこそ、鈴木さんの方で、こういうプログラムに

しようと出してもらえると助かります。一緒に遊ぼうのプログラムが、理解につな

がる具体的なイメージを考えたいと思います。戸井田さんや鈴木さんから理解する

ためにはこれをやったほうがいいということを是非出してほしいのですが。 

○鈴木委員 ：社協さんと行った場合は、誘導ボランティアがあります。子供たちにアイマスク

を掛けさせて、歩いてみてもらいます。片方はアイマスク、片方は見えていて、誘

導体験をしています。視覚障害者に対する理解ができていくのかなと思います。私

たちができるスポーツは卓球があります。それを体験してもらうことはできると思

います。やることは限られてくると思います 

○海津委員 ：障害を理解するということですね。障害者との接し方を理解するにはどうしたら

いいでしょうか。 

○鈴木委員 ：前から言っているように声をかけてもらうなどだと思います。グループで話し合

いをして疑問に思っていることを質問してもらって、それに視覚障害者が答えてい

くといった形にするとある程度理解できるのではないでしょうか。障害を理解する

ことはアイマスク体験で理解できると思います。 

○斉藤部会長：つたない経験からですが、以前、アイマスクの体験を行いました。しかしフィー

ドバックしてみると、殆どの児童が怖いということしか書いてくれませんでした。

一方誘導の仕方を体験してみると子どもたちの反応が違いました。そこでは目の見

えない人に対し、どういうところで困っていたり、何が危険なのか、それを知った
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方が声を掛けやすいという指摘がありました。誘導の仕方として積極的に声掛けす

る。常に声を掛けて説明していくので、こんにちはから始まり、歩くとしたら、段

差があるところではと、声掛けの大事さに気づいてもらうのもいいかと思います。

重点を置くとしたら声掛けで、そこで理解を含めた接し方につなげてはどうでしょ

うか。イメージとしては、戸井田さんの身体と、鈴木さんの視覚、聴覚の浅川さん

が中心になって、この日程で協力できるかどうか。進めるとすれば、どういうプロ

グラムが考えられるか。また、小学校がバリアフリー対応になっているのか。特に

車いすの方や視覚障害の方の移動に問題ないか。体験をさせるとなると、車いすの

操作の仕方、グループ分の車いすの運搬は、誰が何で運ぶのか。具体的に今のよう

な課題を煮詰め、より詳細なプログラムを事務局と私と戸井田さんと鈴木さん、浅

川さんを中心に話しあい、部会メンバーにはボランティア参加ができるかどうか検

討していただくとありがたいと思います。私が関わる伊勢原のバリアフリー教室で

は、分刻みでスケジュールを作っています。本当に理解してもらうために何をした

らいいか。詳しいスケジュールを作らないと難しいと思います。今はそれが出きて

いないので、出された課題を詰め、鈴木さんと戸井田さんと浅川さん、そして私と

事務局で案を練りたいと思います。日程が切羽詰まっていて時間がありません。障

害当事者の人数は多ければ多い方が充実します。４年生はまだ子どもなので、一緒

になって多くの人と交流することが大事です。せっかくのチャンスなので、市民部

会主体で実施するという考えを強く持っていただくと大変ありがたいです。私がど

こまでお手伝いできるかわかりませんが、市民部会メンバーの協力を是非お願いし

たいと思います。 

○海津委員 ：準備の内容を子どもたちに伝えて、少し向こうで考えてもらった方がいいのでは

ないでしょうか。宿題を事前に渡したほうがいいと思います。学校に入ったら、子

どもたちにサポートしてもらえばいいのではないでしょうか。学校に入るまでが大

変かもしれませんが。校外に出られるのであれば、迎えに来てほしいくらいです。 

○守瀬課長補佐：昨日説明された限りでは、障害の理解が子どもたちにはあります。質問を設けた

ところ、僕たちは障害のある方とどうやって接したらいいか、街中であった時にど

うしたらいいかという質問がありました。学校からも単なる体験ではなく障害を通

じて相互の理解お互いにどう対応したらいいかということを学んでほしいというオ

ーダーがありました。できれば、障害をお持ちの方々と実際に接してみたいという

熱意があり、そのためにはどういう勉強がいいかという質問がありました。そうい

ったことを踏まえて中身を決めていきたいです。 

○斉藤部会長：接し方をどうしたら、子どもたちに理解してもらえるのか。そこだと思います。

それをどうやって、ここのプログラムで実施するかが中心のテーマだと思います。 

○守瀬課長補佐：そこまで捕まえ切れていないので、ぜひ進めさせていただきたいです。 

○斉藤部会長：戸井田さんや鈴木さんが言っているように、活動や話し合いを通して感じてくれ

たことが通常の生活の中でも呼び掛けとなって表れてくる。体験し、感じて、話し

合いをする、それが接し方につながると思います。それを軸に進めていったらいい

のではないでしょうか。つまり対話と体験です。対話と体験をどうプログラムで、



- 21 - 

取組むか、そのときクラスはどう分けるか。具体的に体験するのには、車いすや視

覚障害の方だけでなく、聴覚の方にもお願いしたい。時間配分によりきめ細かなプ

ログラムを作り、そこでのテーマは対話と体験として、特に子どもたちが自然に接

するにはどうするかを考える。そうした枠組みで組み立てられるのではないでしょ

うか。ただし何回も言うように、１１月２９日は日程的に厳しいものがあります。

学校にも問題提起しながら、役割分担をした方がいいですね。せっかくの機会なの

で、この機会を活かし、市民部会で対応するという意識を強く持って、協力をいた

だければと思います。 

最後に今後の取り組みについてですが、ツール媒体はこのような形でやっていくの

でよろしいでしょうか。デジタルサイネージの庁内分、ソーシャルメディアでの発

信、その他、先ほど説明いただきましたが、こちらの方についてご意見ありますで

しょうか。 

○牧野委員 ：バリアフリーマップの、各学校のバリアフリー状態を知りたいです。私の子ども

が小さかった頃よりだいぶ変わっているのではないでしょうか。どこの学校にスロ

ープとエレベータがあって車いすトイレがあるか。オープンなデータがあれば知り

たいです。高齢者の方でも車いすの方がいっぱいいらっしゃるので、スロープやト

イレがないと、運動会や学習発表会見に行きたくてもいけないので、ためらったり

します。マップがあれば調べていけます。 

○守瀬課長補佐：今までは市独自の規格で出していました。スマートフォンのアプリで、民間の施

設を含めてフリーの情報を載せていくものがあります。それを実施したらいいでは

ないかという提案が議員からあり、公開して困る内容ではなくスマートフォンをお

使いの方も多いので、今後そういったものを出していきましょうという意味です。

無料のアプリがあり、東京都では始まっているが、神奈川県ではオープンデータは

進んでいません。ユーザーの方に使っていただき、点数をつけたりしていきます。

今後は市としてもそういったことに取り組んでいきます。 

○斉藤部会長：バリアフリー教室で点検して作ることも考えられます。学校のバリアフリーマッ

プは防災面でも必要だと思います。改めてこういう活動の中でも考えていければと

思います。 

○牧野委員 ：この間の台風の時も、私たちの会員さんの中に、近所の学校の避難所は、バリア

フリーがどうか分からなくて避難できないという人たちがいました。学校や避難所

のバリアフリー化がどのくらいなのか知りたいです。 

○佐々木主査：そういった情報を収集して、避難所の中には民間施設もあり、現在はまだ発信し

にくいので、まずは公共部分を発信していきたいと思います。 

○斉藤部会長：色々な方法でやっていくのがいいのではないでしょうか。他で作っているものを

しつこく情報提供していきましょう。 

○牧野委員 ：市の人が作ったものは抜けていたりするので、私たちが見た方が確実です。どこ

がバリアフリーか確認できるので、呼んでくれれば確認に行きます。 

○斉藤部会長：同じことをやってもいろんな視点で確認できるので、取組は必要だと思うので、

そういった視点は重要だと思います。それでは、今まで話し合ってきた内容でやっ
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ていくということでよろしいでしょうか。オリンピック・パラリンピックの様子も

見ながら、更に考えていきましょう。バリアフリー教室の方は重点的に市民部会で

対応していくというご認識でお願いします。 

 

４．その他 

（今後の日程について） 

○佐々木主査：今年度第４回の市民部会は来年１月下旬から２月上旬頃の開催予定です。開催通

知は別途お送りいたします。 

 

５．閉会 

 

部会長署名 斉藤 進       

 

部会員署名 水島 修一      


