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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４回市民部会 会議録 

議題 

報告 

（１）令和元年度第３回市民部会の振り返り 

（２）心のバリアフリー教室について 

議題 

（１）心のバリアフリー普及啓発について 

日時 令和２年２月１９日（水） １０：００～１２：００ 

場所 茅ヶ崎市役所 本庁舎 ４階 会議室３ 

出席者名 

部会長 ：斉藤 進 

副部会長：藤井 直人、海津 ゆりえ 

部会員 ：関野 保、水島 修一、柏崎 周一、瀧井 正子、遠藤 明子、 

上杉 桂子、鈴木 実、牧野 浩子、浅川 晴美、杉山 徹、 

黒川 秀男 

（欠席委員） 

部会員 ：戸井田 愛子、瀬川 直人 

（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４回市民部会資料 

・参考資料 1-1 感想カード（鶴嶺小学校４年２組令和元年 11 月 29 日開催） 

・参考資料 1-2 感想カード（鶴嶺小学校４年３組令和元年 11 月 29 日開催） 

・参考資料 2-1発見カード（鶴嶺小学校４年２組） 

・参考資料 2-2発見カード（鶴嶺小学校４年３組） 

・参考資料 3-1 感想カード（鶴嶺小学校４年２組令和２年 1 月 17 日開催） 

・参考資料 3-2 感想カード（鶴嶺小学校４年３組令和２年 1 月 17 日開催） 

・参考資料 4広報ちがさき（欄外） 

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

４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。会議に先立ちまして２点ほどお知ら

せがあります。 

１点目は、昨年１１月から実施した鶴嶺小学校での心のバリアフリー教室につき

ましては、部会委員の皆様のご協力により無事に終えることができました。この場

をお借りしてお礼申し上げます。詳細は後程担当より説明させていただきます。 

２点目は、委員変更がありましたのでお知らせします。令和元年１２月２６日付

で茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会の五十嵐委員から、遠藤委員に変更になりまし

た。遠藤委員一言ご挨拶をお願いします。 

〇遠藤委員 ：茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会から参りました遠藤明子と申します。１２月か

ら茅ケ崎市の市民児童委員をさせていただいています。分からないことばかりです

が、一市民として、素直な気持ちで参加させていただきます。よろしくお願いしま

す。 

○深瀬課長 ：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１１月１日に開催し

た令和元年度第３回市民部会の振り返り、２つ目に心のバリアフリー教室について、

議題事項として、心のバリアフリー普及啓発についてとなります。まず、資料を確

認します。事前送付資料は、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４回市民部会資料、参考資料１-１感想カード（４年２組令和元年１１月２

９日開催）、参考資料１-２感想カード（４年３組令和元年１１月２９日開催）、参考

資料２-１発見カード（４年２組）、参考資料２-２発見カード（４年３組）、参考資

料３-１感想カード（４年２組令和２年１月１７日開催）、参考資料３-２感想カード

（４年３組令和２年１月１７日開催）、参考資料４広報ちがさき（欄外）です。また

本日上杉委員からＡ４の資料を頂いています。ここで、当会議についてですが、部

会委員１６名ところ１４名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：それでは、報告事項２点、議題事項１点ですが、それぞれ関連があり、具体的に

は普及啓発ツールに関する報告と心のバリアフリー教室が大きなテーマになります。

事務局の方から内容を説明していただいて、そのあとご意見を頂きたいと思います。

最初に普及啓発ツール、次に心のバリアフリー教室の順番で進めていきたいと思い

ます。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

２．報告 

（１）令和元年度第３回市民部会の振り返り 
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○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４回市民部会資料」２

ページから６ページ、３２ページから３４ページ、参考資料４に沿って説明。） 

       ２ページをご覧ください。１月１５日号から、３月１日号の記載内容となります。

ヘルプマーク、高齢者、子育て、精神障害の順で掲載となります。関係委員の皆様

と調整が整いましたので、ご報告させていただきます。続きまして、３ページをご

覧ください。１０月に行った第２回市民部会では時間が限られていましたので、再

度前回の市民部会でポストカードについて意見交換を行いました。主な内容として

は、広報ちがさきの内容を活かし、イラストや写真を交えて作成してはどうか。作

品募集に合わせて、広報ちがさきの内容が PRされるので宣伝効果が高められる。作

品募集は、「心のバリアフリー」と広い意味のテーマ募集よりも、広報ちがさきの欄

外の標語を複数テーマとして、応募者が自由選択する方が応募しやすいのではない

か等、積極的なご意見を頂きました。事務局としては前向きな検討を進めさせてい

ただく一方で、あとでご説明させていただく、心のバリアフリー教室等の優先順位

を考えると、ポストカードの使い方を、もう少し検討してから進めさせていただく

方が良いと考えています。 

続きまして、４ページをご覧ください。こちらは前回市民部会以降の取組をまと

めたもので、普及啓発ツールにつきましては、新たに市役所のエレベーターホール

のデジタルサイネージと、心のバリアフリーに関する市のホームページに取組を開

始しました。また、広報ちがさき１月１５日号発行に合わせて、他のツール媒体の

発信も行い、ヘルプマークに関する啓発強化を行いました。 

５ページをご覧ください。広報ちがさき１月１５日号発行に合わせた各ツールの

状況です。市役所内のデジタルサイネージは、縦長の画面となるのでメッセージや

イラストに加え、説明分も加えてみました。複数のツール媒体を活用することは効

果的だと思いますので、事務局の判断で試行的に実施しました。これらについて、

委員の皆様からご意見をいただければ幸いです。 

続きまして、６ページをご覧ください。大変遅くなりましたが、心のバリアフリ

ーに関するホームページを１月１４日より開始しています。このホームページには、

市民部会委員の紹介や普及啓発について記載しています。順次更新を進めていきた

いと考えております。紙面左側にホームページへのアクセス方法を記載しています

ので、お時間ある時にご確認いただければと思います。また、QRコード使用すると、

携帯でも簡単にご覧いただけます。ここまでが報告事項になります。 

続いて協議事項に移らせていただきます。 

３２ページ、３３ページ、参考資料４茅ヶ崎市視覚障害者福祉協会からの資料を

ご覧ください。こちらは、委員の皆様、関係団体から提出頂いた広報ちがさき欄外

の案文となります。本日の会議では、３月１５日号から５月１５日号の５回分につ

いて議論をお願いします。これまでの会議では、提出順に掲載する旨をお伝えして

いましたが、いろいろな障害特性を啓発する方がよいですし、毎回何を掲載するか

検討しますと委員の皆様にもご負担がかかりますので、事務局の提案として、３月

１５日号は３３ページに記載のとおり、これまで啓発していない発達障害で進めさ
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せていただきたいと思います。４月１日号以降は記載の順でお願いしたいと考えて

おります。１つ訂正です。１月１日号の聴覚障害は知的障害となります。この事務

局からの提案は、提出順の提案で、委員皆様からの案文のご提案は随時受け付けて

いますので、引き続きご協力をお願いします。 

最後に３４ページです。ツール媒体に関する今後の進め方について、今年度開始

した５つのツールは主に市内に向けた発進となっています。事務局としても、地道

に啓発活動を進めていくことが大切と考えており、引き続き、継続的に実施させて

いただきたいと考えています。また、来年度については、市内に向けた発信に限ら

ず、市外を含めた発信を少しずつ開始していきたいと考えており、そのツールの１

つとしてソーシャルメディアを考えております。他に案がありましたら、合わせて

検討していきたいと考えております。以上となります。 

○斉藤部会長：議論を進めていきたいのですが、毎回、会議の議事録署名を名簿順でお願いして

います。今回は柏崎委員にお願いしたいのですがよろしいでしょうか。 

○柏崎委員 ：わかりました。 

○斉藤部会長：それでは、議題に入ります。普及啓発ツールの取組ということで、４ページを見

るとよくわかります。デジタルサイネージや広報ちがさきは、こういった形で進め

てきました。広報ちがさきに関しては、欄外にはなりますが継続して各障害特性に

基づく掲載をお願いしてきました。ポストカードについては、いろいろご意見をい

ただいており検討が必要と思います。今回は普及啓発をさらに継続していきたいと

いうことで、３２、３３ページの３月１５日号以降、広報ちがさきに載せる記事に

ついてご意見をいただきたいと思います。これまで広報ちがさきでは、全般に関す

るものから障害特性別に順番で繰り返してきたので、３月１５日号は発達障害の記

事を掲載することで良いでしょうか。ご意見をいただければと思います。あるいは、

全体を通してもご意見をいただきたいと思います。 

〇上杉委員 ：広報へ掲載する文章について、今回３月１５日号に発達障害を出していただける

ことになりました。話は飛びますが、障害福祉課が主催する障害者のための福祉計

画の 32年度からの第 6期を作成しています。その中で、色々な障害の方に聞き取り

をし、私は内部障害の聞き取りの役目でした。オストメイト、パウチを取り付けて

いる方の話を聞きました。私も日ごろ障害と言っておきながら、自分の子どもの障

害以外の障害の方の大変さを初めて知ったことが多かったです。この順番に加えな

くてもいいのですが、外から見てわからない障害の皆さんはもっとたくさんいるの

ではないでしょうか。内部障害を加えるのはいかがかでしょうか。 

○斉藤部会長：内部障害についても取り上げたらどうかということでしょうか。 

〇上杉委員 ：パウチを付けていることを嫌がられて、公衆浴場に入れなくなった方がいます。

トイレに排泄物を流す設備がありますが、設備が上下しないので背の高い人は下に

なってしまうし、背の低い人は体を上げないといけないので大変だということを初

めて聞きました。 

○斉藤部会長：当然検討してよろしいですよね。 

〇上杉委員 ：他にもあると思います。 
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○斉藤部会長：対応を考えたいと思います。掲載は毎号１テーマなので、発達障害は今後入れる

として、いままでの順番に掲載していく輪番制でよろしいでしょうか。特にこの月

はこれをやった方がいいということはありますか。 

○上杉委員 ：間に、臨時に差し込むことができるようにしていただきたいと思います。 

○斉藤部会長：それはいいですよね。基本はこの順番で、今話にあがった内部障害、あるいは他

の障害でぜひというものがあれば対応し、掲載はこの輪番制で進めていきたいと思

います。３月１５日号は案がいくつか出ていますが、発達障害をテーマにした記事

を掲載させていただくということで進めていきたいと思います。文章については、

４案出ていますが、事務局と相談してまとめていくことでよろしいでしょうか。 

○佐々木主査：調整させていただきたいと思います。 

〇上杉委員 ：他の方にわかりやすいものを選んでいただきたいと思います。 

○斉藤部会長：よろしくお願いします。その他、デジタルサイネージや広報ちがさきの評判等、

市民の評価を皆さんお聞きになったことはありますか。市のホームページも含めも

う少しここはこうした方が良いのではないか等ご意見がありましたらお願いします。 

○海津委員 ：反応を聞いたわけではないですが、見かけた時に一緒にいる人に PRはしています。

我々が普及媒体になれるかなと思っています。広報を見た時は、ついつい欄外に目

が行くようになりました。 

○斉藤部会長：これを読んでいますかと呼び掛けたことはありますか。是非、我々がこの場で検

討していることについて、機会があれば知り合いの方に読んでと伝えてほしいと思

います。さらにご覧になって、気が付いたことは、事務局にご連絡していただけれ

ば内容の充実が図れます。積極的に PR、ご提言していただきたいと思います。 

 

（２）心のバリアフリー教室について 

○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」７

ページから３０ページ、３４ページに沿って説明。） 

       ７ページをご覧ください。昨年１０月末から鶴嶺小学校４年生を対象とする心の

バリアフリー教室の概要となります。この教室は、体の不自由な方、障害をお持ち

の方と児童との交流に重きを置いて、この交流の中で、子どもたちに、対話、問い

かけ、体験を通して、普段の生活とは異なる視点に気づくきっかけをつくり、子ど

もたちに思いやりの気持ちを醸成してもらうことを狙いとしてプログラムを作成し

ました。教室の内容は、鶴嶺小学校の４年２組、３組の例で説明させていただきま

す。大きな流れとして、１０月３１日に市職員による授業を行いました。その後、

障害者との交流授業ということで、昨年の１１月２９日、今年の１月１７日の２回

実施しています。３月６日にはこれらの授業のまとめということで、学校主催の学

習発表を行う予定となっています。 

次にどのようなことを実施したか、順次説明をさせていただきます。１０月３１

日の市の職員による授業は、９ページ左側、薄い青で囲っている部分をご覧くださ

い。市職員の自己紹介では、今後の事業展開もありましたので、「市役所の人」、「障

害者の人」と呼ばないような雰囲気づくりのために、皆で名札を作り、名前で呼ぶ
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環境づくりを心掛けています。次に、子どもたちとの距離を近づけるために、子ど

もたちに人気がある、なんでもバスケットを行い、お互いの距離を近づける遊びを

しました。その後、雰囲気が和んだ状態で、視覚障害や聴覚障害の体験をし、「いつ

もとは違う」場面を設定し、子どもたちに別の視点に気づいてもらうきっかけづく

りを行いました。具体的に、視覚障害の体験であれば、一人ずつ目を閉じて、直線

に歩いてもらう。２回目は、補助者が声をかけて誘導。３回目は補助者の腕を掴ん

で歩行してもらい、段階を追って違う体験をしました。聴覚障害の体験は、１回目

は発声せずに口だけでの会話。２回目はジェスチャーや、筆談を交えて会話するこ

とで、違いを体験してもらいました。その後、少し座学を行い、最後に東京都の資

料を班ごとに問題を解いて、学習を深めました。１０ページの写真がその時の様子

です。１１、１２ページの青い部分が、座学での配布資料です。 

続いて、障害者との交流による事業を説明させていただきます。本市民部会から

は、鈴木委員、浅川委員が障害当事者として、牧野委員、杉山委員、瀧井委員、柏崎

委員が補助者として参加していただきました。１４ページが１１月２９日の１回目

の流れになります。１クラス当たり２授業分９０分間となり、当日は午前午後１ク

ラスずつ実施し、午前クラスとは授業終了後、給食を一緒に食べました。各授業の

流れとしては、障害者１名補助者１名、子どもたち６名の合計８名で、１班つくり、

視覚障害の班が３班、聴覚障害の班が２班、身体障害の班が１班、合計６班となり

ます。１６ページは、班の構成のイメージとなります。１４ページに戻り、全体で

あいさつを行い、その後、班ごとに分かれて各自、自己紹介を行いました。その後、

障害当事者の方からご自身の話をしていただき、子どもたちからの質問を交え、お

互いを知るきっかけづくりを行いました。休憩後、班毎に各教室へ移動し、障害特

性毎に体験を実施しました。視覚障害の班は歩行誘導、子どもたちが学校内を案内

しました。１５ページに校内の図面がありますが、南側の校舎から北側の体育館ま

でを行ったり来たり、２階を通ったり階段を上ったりしました。１４ページに戻り、

聴覚障害の班は、手話等の対話体験をしました。身体障害の班は車椅子体験をしま

した。視覚障害の班と同様に、校内を移動しています。今回歩行誘導や、車椅子体

験については、基本的には事務局からはやり方を教えていません。障害当事者と児

童との会話で、その内容を知ってもらうことに重きを置きました。その理由として

は、街中でお手伝いが必要な場合は必ずしも、お手伝いする人が専門家や障害に詳

しい人ではなく、知らない人が大半で、その時一番重要なのは声掛けになるため、

あえて伝えないようにしています。ただし、教室で事故が起きてはいけないので、

階段を降りる場合は補助者が行い、車椅子体験は手や足を挟む可能性があることを

活動前に班員全員に周知したうえで開始しています。体験後、再度班に戻って対話

の時間を設けて、各自その日の感想カードを記入していただきました。最後に次回

の授業までの宿題として、発見カードを配布して終了となります。感想カードや発

見カードについては、２１ページをご覧ください。左側が感想カード、こちらはそ

の日思ったことを書いていただき、右側の発見カードについては、障害当事者の方

が、学校や街中で危ないと思うことや不便と思うこと、困ってしまうことを次の授
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業までに子ども達が見つけるものです。 

続いて、１月１７日に行われた２回目の障害者との交流です。２２ページをご覧

ください。１回目と同じく授業時間は１クラス９０分で行い、学校の都合もあり、

前回より１時間早めに授業を開始しました。この日は、学校側から児童からお礼を

する時間を確保してほしいと話があったので、前半はその時間にあてて班毎に歌や

演奏、ゲームをして過ごしました。その後は、宿題であった発見カードを基に、児

童と障害者との対話を行いました。この対話では、児童一人一人が、障害者へ質問

する形式をとり、どんな場面で気づいたか、他の子どもたちはどのように考えてい

たか、いろいろと話し合いをしました。また、話の最中は、子どもたちはメモを取

りがちになってしまう傾向が１回目の授業で見られましたので、なるべく多く会話

するよう促しをしました。授業の最後では、記録や感想カードへの記入時間も 1 回

目は時間が足りなかったので、少し長めに確保しています。最後は、全体で記念写

真を撮影して終了となります。２回目の授業では、前回と異なるクラスで給食をし

ました。２回目の授業の様子は、２３ページから２５ページの写真のとおりです。

３０ページ、参考資料２－１、２－２は、子どもたちが記入した発見カードを障害

特性別にまとめたものです。学校や家での発見に限らず、外出先でも色々と発見し

ていただきました。私は身体障害者、車椅子の班で補助していましたが、大人でも

なかなか気づきにくいところを子どもたちが気付き、活発な意見が出ていました。

２９ページ、参考資料１－１、２－２の感想カードは、各２回の授業のまとめです。

感想カードの中からキーワードが多いものを順に並べています。１回目の授業終了

後は、「目が見えない」、「耳が聞こえない」、「車椅子の生活は大変、困る、不便」等、

否定的な意見が多かったですが、２回目では、授業後、「困っている人がいたら声を

掛けたい」、「助けたい」、「楽しい」、「また話したい」と肯定的な感想が多くなって

いることがわかります。交流を通じて子どもたちの気持ちが変化したことが読み取

れます。先生からは１回目の授業が終わった後、子どもたちが口を大きく開けて話

したり、ゆっくり話す子どもたちが出てきたと報告を受けています。今回の授業を

通して、対話の重要性を認識できて、それが児童に向けた心のバリアフリーのキー

ワードになってくるのではないかと事務局では考えています。一方で、前回会議で

も多くの議論があり、見切り発車で進めている部分もあり課題もあります。２６ペ

ージから２８ページが課題をまとめたものです。時間の都合もあり、この部分は省

略させていただきます。意見が多く出ていますので、今後の教室の開催に当たって

は整理していきます。 

７ページをご覧ください。これまで４年２組、４年３組の一連の流れを説明させ

ていただきましたが、今回は４年生５クラスを対象としており、１，４，５組は、こ

の授業とは別に高齢者施設や保育園で福祉についてを学んでいることから、プログ

ラムの内容を変えています。１月に市による授業を行い、２回目は社協の協力で２

月２７日に出前講座を行う予定です。詳細は学校と社協で調整しています。国語の

授業で点字に関する内容を学びます。その関係から視覚障害に注目した、アイマス

ク誘導、点字体験、当事者からの講話を行うと聞いています。市からの補足は、市
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職員とのアイスブレイク、１０ページの写真で左から２番目となっています。１回

目では、子どもたちの人気のあるゲームをしましたが、発散しすぎてしまうと課題

もありました。２回目は障害に関連するかるたを作って遊んでみました。かるたの

内容は、１３ページに記載しています。このかるたは、１１月１日号から開始した

広報ちがさきの欄外の内容をもとに、８枚、かるたを作成しています。枚数が少な

いこと、時間的な制約があることから、かるたの右から 3つ、「ひ」と「い」と「め」

の読み札を市の職員で読みました。「ひ」は身体障害、「い」は視覚障害、「め」は聴

覚障害と、比較的児童が理解しやすい絵札を子どもたちに取ってもらいました。取

った絵札を元になんで困ってしまうのだろうという投げかけをしながら、子どもた

ちに、きっかけづくりを行いました。 

最後に３４ページをご覧ください。今年度試行的に行ったバリアフリー教室は課

題がありますが、事務局としては、これらの課題を解決して深度化を図りながら、

継続していきたいと考えております。また、普及ツールで進めている取組とバリア

フリー教室の連携を強化することも大切と考え、さきほどのかるたを活用できない

かと考えています。まだ課題解決をしなければならないことが山積みですが、本日

の協議の中で、さらなる一歩となる議論ができればと考えています。 

○斉藤部会長：鶴嶺小学校のバリアフリー教室の実施結果についてご報告いただきました。ご案

内のとおり、この教室には市民部会から数名ご参加いただきました。後ほどご感想

をいただきたいと思います。資料がたくさんあるので、私の方からも改めてご説明

させていただきます。 

まず７ページ、今回のバリアフリー教室は鶴嶺小学校で行いました。対象は４年

生５クラスです。そのうち２組と３組を市民部会の協力で実施しました。１、４、

５組は事前に福祉施設等の見学があり違うプログラムで行うこととし、社協と協力

してバリアフリー教室のプログラムを進めています。今回は２組、３組が、市民部

会の方々と一緒に行った教室だと考えてください。まずは７ページ、市職員が中心

となり、アイスブレイクから始まり、次に簡単な障害体験、そして障害やバリアフ

リーについて考えました。この１０月３１日は、子どもたちとこれからバリアフリ

ーに対して学習していくための動機付けになります。次の障害者との交流では、こ

れからがバリアフリー教室の本格的な取り組みになりますが、１回目が１１月２９

日で、２、３組の子どもたちをグループに分け、体験も交え、視覚障害者の場合は

歩行誘導、聴覚障害者の場合は手話や筆談での対話、身体障害者の場合は車椅子体

験などで障害当事者との交流や対話を行いました。その日の振り返りは、感想カー

ドとして参考資料１にまとめています。また次回教室まで子どもたちは時間がある

ので宿題を出しました。今回の学習体験を踏まえ、障害当事者の方がまちや暮らし

の中で何に困っているか自分なりに発見してきてくださいとして配布したものが発

見カードです。資料２－１、２－２は、その発見カードの内容をまとめたものです。

これは体験学習の中から、子どもたちが実際どんなことに気づいたかを再確認する

ため、日常の生活で障害当事者がどんなところを苦労しているのか、困っているか

を考え、見つけてもらうことが目的です。２回目は、この発見カードを基に意見交
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換しました。なお１１月２９日の体験学習で、障害当事者と子どもたちが仲良くな

り、顔見知りになったということで、まず子どもたちからお礼のゲームや歌があり

ました。その後、子どもたちが書いた発見カードを基に、障害当事者へこんなこと

を気づいたがそれは実際にはどうなのかなどを質問しました。それに応じて、障害

当事者の方から日常生活の中で苦労している話などを子どもたちに伝えます。こう

したやり取りを通して、子どもたちの理解を深めていきました。子どもたちの振り

返りである参考資料３－１を読んでいただくと、先ほど事務局から説明があったよ

うに実施前後の言葉の使い方として、「大変」、「不便」が減り、「いろいろ声掛けを

したい」とか「困ったことがあれば助ける」など、支えたいという言葉が増えてい

ることが分かります。なお３月６日には学習の発表が予定されています。今回の詳

しいスケジュールは、９ページ、１４ページ、２２ページの通りで、２６、２７、２

８ページには参加された市職員や障害当事者の方々の印象、問題点の指摘がまとめ

られています。今回のバリアフリー教室は直接交流と対話で相互理解を深め、子ど

もたちへの気づきをテーマに実施しています。こうした流れを頭に入れていただき、

改めて当日ご参加いただいた市民部会のメンバーの方に感想等をご発言いただきた

いと思います。鈴木委員からお願いします。 

○鈴木委員 ：私は４年３組に参加しました。１回目は、子供たちも固い感じで、質問も途切れ

途切れで話が出てきて、分かっていることを丁寧にお話しました。それでわかって

もらえたのかという不安な気持ちがありましたが、２回目の発見カードを見てみる

と凄いものでした。我々がいつも市に要望書として提出している事項がずらずら並

んで出てきていました。やはりきっかけを出すと、子供たちは鋭い目で見ていると

感じました。後は、もう少し視覚障害者として日常生活で使っている補助器具など

を持って行って説明したらよかったと感じました。 

○浅川委員 ：１回目は、自己紹介で口の動きが小さく読めとれなかったので、「もう一度大きな

口でゆっくりお願いします」と伝えると、頑張って大きな口で表すことができまし

た。話す時は通訳を見てしまい、そうではなく、「私を見て大きな口で身振りや手ぶ

りも加えて」ということを伝えました。子どもたちはゲームが大好きで、楽しそう

にやってもらいました。２回目は、発見カードで不便なことを質問していただきま

した。積極的で、素直な意見がたくさん見られました。 

○牧野委員 ：視覚障害の補助員として参加しました。全体を通じて感じたことは、初めての試

みなので、皆さんがプログラムを頑張って考えて、児童の学びにつながってよかっ

たなと思いましたが、なんとなくお約束の流れに従って流れて、児童も、期待され

たことを書いたり、読んだりしているのかなと感じました。初めての試みで頑張っ

ていただいたのですが、将来的には学校の教室の中で先が読めるお約束的に行われ

るのではなく、もっと校外の実際にある駅やバス停、スーパーマーケット等で児童

と障害者のグループが、本当にお買い物をしたり、歩いたり、駅で切符を買ったり

して本当にどんなところで困ったりどういうものがないとそれができないのか、実

体験として、将来的にはできるといいなと思いました。教室の中で会話だけで行う

とそれなりに勉強にはなりますが、感じたのは児童が一人で駅に行ったり、一人で
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買い物したりすることがあまりないということで、障害者の方がこういうところで

困っているんですということが話では分かっているけれど、自分の実際の生活とし

て、ああ、そうかと落とし込めてない印象を受けました。こういうことをきっかけ

に、将来的には実際の社会に出て児童と障害者が一緒に何かを体験できることが将

来的にできるといいなと思いました。私が印象に残ったのは、色々なゲームをやっ

たり楽しかったのですが、視覚障害者の方が、携帯の読み上げ機能を使ったり、電

話をしていますが、携帯で写真を撮る機能を一度も使ったことがないとおっしゃっ

ていて、子どもたちはその方の携帯を使って集合写真を撮りました。プログラムの

予定にはなかったのですが、当事者の方はすごく喜んでいらっしゃいました。私も

自分の先入観で、視覚障害者の方が写真を撮ったり、それを手元に置いたりという

ことが、そんなに喜ばれると思っていませんでした。子どもたちがその方の携帯で、

写真を撮った時に、「いままでカメラがついていたけれど１回も使っていなかったの。

ありがとう。」と、すごく喜んでいらっしゃったのが印象的でした。思いがけないこ

とが起こるほうが、勉強になるし、面白いと思いました。 

○杉山委員 ：視覚障害の方と一緒に参加しました。１０月に事前に勉強していることを知らず、

勉強しているなと思いました。初日は、視覚障害者の誘導で忙しくて視覚障害者と

の繋がりが掴めないまま終わりました。児童は、誘導体験は喜んで積極的でした。

２回目は、じっくり時間を取って障害当事者を含めて同じメンバーだったので、友

達のような人間関係ができあがってきたことで、積極的にバリアを感じなくなって

きた印象を受けました。考えているなと思ったのは、一人の子供が点字付きの視覚

障害者用のトランプを持って来ましたが、そのトランプの点字は英語の点字でした

ので、数字以外のキング、クイーン、ジャックなど読み取れないものがありました。

子どもたちがそのカードを外そうと言い、外してババ抜きをしました。ハンディを

見抜いて、皆で同じフェアな状態でゲームを楽しむのが凄いなと思いました。視覚

障害だけの担当でしたが、話の中では、視覚障害だけでなくまちの中で障害のある

人に会ったら今度は声をかけますという反応がありました。一つの障害を知ること

によって、他の障害を見る目もできたのが良かったと思いました。 

○瀧井委員 ：聴覚障害の補助者で入りました。子どもたちが回を重ねることに自分が今日習っ

たことを誰かに伝えたり、成長していることを感じました。聴覚障害者の方が、「皆

さんがまちで見かける障害のある人や、お身内で見たことがあったり、聞いたこと

があったりしますか」と聞いた時に、１人の児童が「手をこうしてひらひらした人

がいた」と、その人も障害と思って言うと、他の子どもから、「それはただの変な人

だよ」と言われてしまいました。彼が見たのは、知的障害か発達障害の人ではない

かと思いますが、スルーしてしまいました。子どもたちにとって、今回の授業がう

まくいけばいくほど、障害のある人は、視覚か聴覚か車椅子の人か、これで障害の

ある人と近くなれた、理解したと納得してしまわれたら困ると思いました。だから

といって、こういう企画に知的障害や発達障害の当事者を入れて、一緒に遊んで、

困っていることを聞いて、ということは考えられないと思います。ましてや精神障

害の方も。これはこれでいいのですが、これがすべて障害のある人たちのことを分
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かったと思わないでほしいと思いました。この授業に関しては凄く良かったし、回

を重ねることに子どもたちが成長していることがすごくわかったので、うれしかっ

たのですが。 

○柏崎委員 ：２回目の聴覚障害班に参加しました。結論としては非常に良かったです。子ども

たちは好奇心があるから、音が聞こえないのに音が聞こえないことをどうキャッチ

しているかについてかなり質問が出ました。電話が鳴ったらどうするのか、病院に

行って呼ばれたらどうするのか、テレビはどうするのか、ラジオはどうかと聴覚障

害者に対する疑問をかなり持たれていました。それに対して、障害当事者からの説

明は、耳が聞こえなくても、いろいろと伝達する方法がある。例えば、口もあるし、

身振りもあるし。その中で映画を見るのは、日本映画より外国映画の方が分かりや

すい、身振り手振りが大きいのでわかりやすいと聞いて、少し驚きました。障害当

事者の方が、「日常生活で困って大変だと思っているでしょうが、全然困っていませ

んよ。普通に幸せに暮らしていますよ。」と言われて、児童も「おっ」という感じが

してました。確かに困っておられるんだろうけれども、そこを克服して生活してい

ると、説明していました。なるほどと分かったのではないでしょうか。私もそれを

聞いて、あまり大変だと思うのではなくサポートすべきだという感じを受けました。

もう１つ、どう助けたらいいのかという話が出ました。ヘルプマークの浸透がまだ

まだされていないと感じました。助けてほしくない時もあるわけだから、ヘルプマ

ークを出したときは助けてほしいということで、ヘルプマークの広報と徹底をお願

いしたいと思います。また助けたい人の意思表示もあるように聞きました。これか

らの大きな問題ではないかと感じました。全般的には短時間で非常に効果があった

のではないかと思います。続けて実施するのは難しいとは思いますが、こういう考

え方を、１回や２回で終わってしまうと、リセットしてしまうと思います。私自身

も良い体験をさせていただきました。 

○斉藤部会長：ご出席いただいた方の感想をいただきました。初めての試みなので成果もありま

すが、考えたい課題、取組の充実などの意見をいただきました。他の委員の方もお

聞きいただいて、ご意見をいただきたいと思います。 

○海津委員 ：鶴嶺小学校で授業が実現した背景はどのようなものだったのですか。 

○守瀬課長補佐：元々別の案件で鶴嶺小学校の先生と面識があったこと、４年生では総合学習の時

間があり前期と後期で内容を変えたいと聞いていました。後期では福祉を行いたい

という話があり、福祉であれば、我々が行っている心のバリアフリーがあるのでど

うですかと提案したところ、５クラス中、２クラスが興味を持ってくれました。そ

れが９月のタイミングです。そこから学校の方も、我々も初めての試みだったので、

急ピッチで無理無理仕上げたという経緯です。 

○海津委員 ：クラスの設定は先生に委ねられていたということですね。 

○守瀬課長補佐：先生としては、大きな福祉というテーマがあるので、高齢者の施設、保育園に行

ったクラスもありますし、障害に関して勉強したいというクラスもありました。 

○海津委員 ：来年実施するとしたら、先生の意向ということですね。 

○守瀬課長補佐：学校は毎年クラス替えをします。先生もどの学年に配属されるかわからない状態
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なので、今の段階で同じ鶴嶺小学校で実施できる約束はもらえていません。ただ、

校長先生にもお話をして、子どもたちの見方が変わったとおっしゃっていたので、

もし他の学校でやるのであれば、鶴嶺小学校で実施してほしいというお話はいただ

いています。来年度に向けて、今回は下半期だけで急ピッチで行いましたので、も

う少し内容をよくしていきたいと思っていますし、これだけで終わらず、カリキュ

ラムとして充実していきたいと思います。 

○黒川委員 ：先生はどうでしたか。 

○守瀬課長補佐：気軽に話ができる方で、我々が実施したい内容を説明すると、ぜひ実施してほし

いと大変協力してもらえました。障害に対して偏見がなく、協力的で実施しやすい

環境を作ってくれました。 

○藤井委員 ：１０月３１日の市職員による授業で、障害者の説明等とありますが、とはどうい

う内容ですか。 

○佐々木主査：１１ページ、１２ページの青色で囲んだ部分となります。障害者ってどんな人と

いうことで、視覚、聴覚、身体の内部、知的、発達、精神について話をしました。視

覚だと、全盲の方もいれば視野狭窄の人等もいるので、見えない＝視覚障害ではな

いといったような全般的な話をしました。その後に１１ページ真ん中、障害者の他

にも普段の生活の中で障害を感じて生活をしている人がいることを説明、高齢者、

妊娠中の女性、ベビーカーを押している方、外国からの旅行者もいるという話をし

ています。そこから障害、バリアとは何なのか、ハード面、ソフト面での違いを投

げかけましたが、子どもたちの反応は鈍りました。急に外国語を聞いているような

トーンになってしまって。次に繋がればという思いで入れましたが。そのような中

で、１２ページの左側、東京都の４題があり、まち中や、お店で困っているところ

の問題を解いたという流れです。初回の反省を生かしたものが赤色部分となり、２

回目の１、４、５組で実施したものです。障害者という言葉は子供たちにはうまく

伝わらず、体に不自由のある人、困っている人という表現に変えています。１１ペ

ージ真ん中の赤枠は、共通することは何かを子どもたちと考え、上の段ではお手伝

いが必要だということを子どもたちに気づいてもらって、お手伝いするには、どう

いうことが大切か、相手を思う優しさ、思いやりが大切という流れに資料を修正し

ました。 

○藤井委員 ：大人向けになるが、障害者の考え方は、障害者本人が困っているからバリアでは

なく、今は社会全体が包含していこうという方向です。そういうことが理解できる

考え方にした方が良いのではないでしょうか。今の内容では、各障害はこうで、こ

れができないからバリアだと、そうするとできない人の責任になってしまいます。

１２ページの図の階段がある社会がおかしいということです。障害を持った人は、

不幸ではなくたまたま障害の部分があるかもしれないけれど、それが自分にとって

ハンディキャップとならない、社会参加が自由にできる、その人の意思も入ってく

るし、健康状態や様々なものを社会が考えていくべきだと国連でも言っています。

そのように障害自体を捉えようと、そのようにうまくできればいいと思います。バ

リアフリーの意味が理解できないとはちょっと。 
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〇斉藤部会長：具体的に更にアドバイスをお願いできますか。 

〇藤井委員 ：ICF（国際生活機能分類）の表があります。体の障害、機能障害、社会参加、健康

があって個人の趣味などあります。バリアは社会が作ってしまっています。市の職

員がなぜこれを実施しているのかと思った時に、バリアフリー法とは何かというこ

とになります。 

○佐々木主査：１０月と１月の教室は資料を作成し実施してしまいました。ここからは反省点で

すが、９月に学校から話があって資料と目標の作成順が入れ替わったところが要因

です。教室を２回実施し振り返ると、重きを置いているところにズレがあり反省し

ています。対話を重視するということであれば、このような資料作成にはならなか

ったと思います。そこが見えていない中で事務局では障害とは何かということを子

どもたちに知ってもらった状態で、次の対話へつなげたらという思いからこのよう

な流れになってしまいました。来年度は改善していきたいと思っています。 

○守瀬課長補佐：補足で、小学４年生に抽象的な概念を理解してもらうのは非常に難しいのだとい

うことを感じました。藤井先生からお話があったように福祉的な観点を我々が分か

っていない中で、子どもたちはどういう言い方ならわかるかという考え方のみで、

実施していたということがあります。２回目の授業では、バリアを困っていること

を言い換えて、子どもたちが見たことがあるもの、聞いたことがあるもので、わか

りそうなものから材料を持ってきて、無理無理資料をまとめて説明しているので、

福祉部局では怒られてしまう内容があるということは反省としてあります。来年度

以降は、内容も正しい方向にしていき、子どもたちが分かる内容でないと意味がな

いので、ご意見を頂き、修正していきたいと思います。 

○牧野委員 ：良い試みと思っていますが、参加してみて言いたいことがあります。学校はバリ

アだらけなところです。この試みで、車椅子の大人の方、耳の聞こえない大人の方、

目の見えない大人の方がいて、社会でこんなに幸せに暮らしているのを見て、障害

のある人も社会に出ているんだということを子どもたちが知るのは非常にいいこと

だと思います。実際には目の見えない子ども、耳の聞こえない子ども、車椅子に乗

っている子ども、先ほども言われた、手をひらひらして飛び回っている子どもが社

会にたくさんいて、でもその子たちは学校の中にいないのです。なぜかというと、

学校がバリアだらけだからです。本当は子どもたちにそこに気が付いてほしい。世

の中には自分たちと同じ子どもたちがいっぱいいるけれど、なぜか同じ学校には行

けない。その子たちが一番困っているのは、自分の家から近い普段いつも友達が通

っている学校、そこに一緒に通いたい。でもそこには行けない。なぜかというと学

校がバリアだらけだからです。それには誰も気が付いていない、教えてくれる人が

いない。子どもたちはそれが普通だと思っている。最終的にはそこに気が付いてほ

しい。学校はバリアだらけで、本当はそういう子どもたちが世の中にたくさんいる

のに、自分たちの学校には来ることができない。それは学校にバリアがあるからだ。

それが本当のバリアフリーということです。ということを最終的には気が付いてほ

しいと思っていますが、そこまで行くにはだいぶ道のりが長いと思いながら参加を

していました。最初の一歩はこれでいいと思いますが、最終的にはそういうことを
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考えてほしいと私は思っています。 

○杉山委員 ：今のお話は差別の問題につながっている。 

○牧野委員 ：差別と人権の問題ですね。 

○杉山委員 ：先ほどトランプの話をしました。子どもはハンディのある子どもがいても、取り

込んでいく能力を持っていると思いました。この人は参加できないから、こういう

ルールにすれば参加できるということを考え出すことができる。子どもは、差別に

関する解決の仕方を、そういう力を持っていると思います。それを持っているとこ

ろに、大人の社会が作った差別、例えば養護学校は別な世界に囲い込むようなやり

方に問題がある。それはそこでまたやっていかないといけない。一つ一つ受け入れ

る中で、牧野さんがお話するように、学校のバリアを無くしていく、例えば車椅子

の子どもが来ても勉強できるように、移動できないだけの問題で学習能力はみな持

っているのだから。 

○牧野委員 ：本当の心のバリアフリーはそこが最終的なところだと思います。 

○杉山委員 ：私たちの立場から言うと、鶴嶺小学校は災害が起きた時にお世話になる可能性が

あります。その時に、２階に車椅子用のトイレはありますが、２階に行く手段がな

い。個々の設備をしっかり作らなければ、学校が生活の場になっていかない。例え

ば、お年寄りで、階段の利用が大変な人が２階に上がればバリアフリートイレが使

えるが、２階に上がれない。スロープやエレベーターがない。何か考えないと、防

災施設が使えない。総合的にそういうことは、誰が行うのでしょうか。 

○牧野委員 ：予算や設備という問題ですよね。多数の人のために作られている施設なので障害

のある人は少数派で、そこに予算が使われていないというところが、心のバリアフ

リーではないと思います。 

○黒川委員 ：インクルーシブ教育を茅ヶ崎高校で実施していますよね。それを中学校、小学校

と展開していく必要があるのではないでしょうか。色々な障害の方がいらっしゃる

ので多様だと思います。今回の心のバリアフリーの思いやりがベースになって、社

会の仕組みやバリアをどうするかを検討する部会だと思っています。心という面で

は、今の話は予算とか、簡単にできないが、どこからか始めないと今のままでは何

も変わらないと思います。我々が一生懸命心のバリアフリーと言って、優しくなっ

ても、ハードルが残ってしまいます。市として、横串も必要だと思います。縦串だ

けでなく、どこかを始めないと何も変わらないと思います。 

○海津委員 ：大きい話になるが、茅ケ崎市は SDGsの未来都市を目指しています。誰一人取り残

さない、まさに、心のバリアフリーと同じと思います。それを進めていく時の教育

の在り方は、来年から学習指導要領で小学校で義務化されていくと思いますので、

そこと結び付ける形で心のバリアフリー、バリアを超えていくということを教育の

中に浸透させていく、そこを目指す必要があるかと思います。まだ取っていないと

いいながら、小学校でこのようなことを実施しているのは、とてもいいケースにな

っていくと思います。提案として、総合学習の中の特殊な時間ではなく、制度とし

て取り組んでいただくような働きかけをするのはどうかと思います。 

○上杉委員 ：言葉にするのは難しいのですが、今無意識にあるもので、例えば私の視力は０．
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０２で江戸時代では障害者です。今は私のことをそういう意味で障害者という人は

いません。そういう切り口でお子さんに話すと良いのではないでしょうか。なぜ江

戸時代では障害者で今は障害者ではないのか。何が違うのかなと。メガネがあるか

ないかだけ、それって環境なんだよというようなことです。牧野さんからお話があ

ったようにバリアだらけの学校で、バリアフリー教室を進める矛盾をどう私たちが

受け入れていくか。小学校に入る時点で、就学指導委員会という、一応、進路を考

えてくれるということはありますが、障害のある子を彼らの都合が良いように仕訳

ける機関で、そこを通過できないと、仕訳けられてしまう。そこに触るとバリアフ

リーの教室を実施させてもらえなくなってしまうので、そこは見えないふりをして

やるしかない。杉山さんがおっしゃったように、私の子どもは知的障害があります

が、６年間、当時支援級がなかった通常学級に通ったことは、最大の宝となってい

ます。その時の子どもたちが、大きくなっても私の子どもには、なんら抵抗を感じ

ていません。そうやって地域の、私の子どもになんら抵抗を感じない人たちが増え

ることが住みよい地域を作ると実感しています。 

○藤井委員 ：予算だねと、マイノリティに対して予算が付かないというお話があったが、バリ

アフリー法の中で、市は一生懸命バリアをチェックして、直そうとしている。そこ

をもう少し宣伝しても良いのではないでしょうか。言いっぱなしではなくバリアを

潰していっていると。そうしないと生徒さんたちは、バリアだらけだねと言うだけ

で終わってしまう。学校の問題はありますが、ちゃんと市もやっていると、分かり

やすく説明してもいいのではないでしょうか。適正なお金の使い方をしていますよ

と宣伝しても良いと思います。 

○守瀬課長補佐：皆さんからのお話を踏まえて、来年度はより良くしていきたいと思います。 

○斉藤部会長：お話を聞いて、社会的なバリアフリー、バリアフリー社会をどう実現するかは、

私たち一人ひとりの問題だと思います。共生社会や心のバリアフリー等色々言われ

ますが、誰もが学びやすく、暮らしやすく、過ごしやすい社会。障害に関係なく、年

を取っていることにも関係なく、誰もがそう思える社会環境をどう作るかがバリア

フリー社会と思っています。その中で、共生や心のバリアフリーという言葉が生き

てくると思います。それはいつ完成するのか、どうしたら 100％実現するのか。誰に

も分からないと思います。しかし、それに向けて取組むことが重要だと思っていま

す。バリアフリー社会に向けどう取組めば良いのか。その一つの試みがこの学校で

のバリアフリー教室だと思っていただきたい。小学校でやる意義とは何か。牧野さ

んも言われましたが、全ての子どもがそこに行けない現実もあります。それに気づ

くことも大事です。こうした中、体験し、話し合い、バリアフリー社会に向けて子

どもたちが活動している。そうすると、このバリアフリー教室は非常に意義があり

ます。問題提起している。たかだか、１日や２日で何が分かるか。しかしやらなけ

ればもっと分からない。絶対にわからない。知らないし伝わらない。課題をたくさ

ん抱えている小学校ですが、目に見えない課題がたくさんあるからわかる所から取

り組む。そこから目に見えない課題が、目に見えくるように思います。やらなけれ

ば今のような議論ができません。今回は初めての試みなのでという言い方は逃げか
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も知れませんが、第一ステップだと思っていただき、そこで何が問題か洗い出した

い。どこに問題があるのか。誰もが同じように暮らすにはどうしたらよいか。世の

中には、体の不自由な方がたくさんいる。そういう人に直接会って何かに気づく。

その第一歩です。取り組みとして総合学習という特別の対応だけでいいのか。こう

した課題を皆さんに出していただいた。まさに今回は、最初の挑戦としてやる意義

があったと思います。今後、これまで出していただいた意見を入れ、中身を見直し、

共生社会とは、心のバリアフリーとは何か。あるいは、一人ひとりが暮らしやすい

社会とは何かを考える。小学校に入学する時に、障害のある子どものお母さんたち

が、苦労せず、子ども達が当たり前に暮らし学べる環境をどうやって作るか。そう

いうことにもつなげていきたい。課題がまだまだたくさんありますが、次のバリア

フリー教室をどうしていくか。私としては、心のバリアフリーや共生社会、更には

障害という言葉が不要になることを目指したい。こうした活動を継続することによ

って、子どもたちには共感する心や社会のバリアに対応する力を持ってもらう。こ

うした視点でバリアフリー教室を実施していきたいと思います。そのためのプログ

ラムは、その時々の子どもたちの反応をみながら活動内容を決めていくことが重要

だと思います。次はこれ、終わったらこれをやりなさいではなく、子どもの反応を

見ながら、見直していくことが大事だと思います。バリアフリー社会に向け、そこ

では障害者に問題があるのではなく、社会の側がバリアを作っているとし、それに

つながる視点を持つこと。４年生は私から見ると、聞いたことを誠実に受け止めま

す。我々もバリアフリー教室を行うときは、先入観なく、子どもたちと一緒に学習

プログラムを練っていくといった視点が必要と思います。バリアフリー教室をなぜ

始めたのか。その背景は何だったのか。様々なバリアのある学校ですが、学校側も

このような活動を行うことで、少しずつ担任の先生も校長先生も、また教育委員会

も変わっていくと思います。１校から始め、他の学校もというように、さざ波のよ

うに広げていけないか。更にこのさざ波を小学校から地域へ広げていただきたい。

相手があることですが、是非、継続してこの教室に取り組んでいただきたい。特に

市民部会を中心に、取り組んでほしいと思っています。今日のご議論を踏まえ、更

に内容を深め、活動を継続するということでいかがでしょうか。 

○上杉委員 ：そのとおりだと思います。最近感じていることは、心のバリアフリーで、こうい

う人たちも共生社会だからと、普遍的なことは進んできていると思います。ですが、

私はある知的障害者施設で学生の支援をしていますが、その学生は自分の学校で教

授に障害のある人と共生しなくてはならないと言われているのですが、実際に知的

障害者施設に入った時ときに理念はわかるけれど、どうしていいか分からないと苦

しんでいました。理念はわかるが、手段が分からなくて苦しむと、結局は共生社会

から離れてしまいます。理念ばかり先行して、手段や工夫が見えない状態はやめた

方がいいと思います。心のバリアフリーとともに、今回の教室で行っているように、

手段を必ずつけてほしいと思います。今後、知的障害や発達障害、精神障害の方に、

バリアフリー教室が移ってくると思いますが、そこにも手段がありますので、そこ

は必ずくっつけてほしいと思います。 
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○斉藤部会長：先ほど牧野さんが言われたように、将来的には学校の中だけではなく地域で行っ

てはどうでしょうか。そのためには色々な条件を検討しなければならないと思いま

す。学校の中だけではなく、地域に出て、実際の生活を通して社会的なバリアを考

えていく。今は市民部会が市と共同で行っていますが、市民が強い意志を持ってい

ないと、やりたいができないと思います。学校から地域に出るには、たくさんの人

が関わらないと不可能です。学校の先生と我々だけでは無理です。例えば、民生委

員や地元の自治会、まちぢから協議会、地域の人にも関わってもらう。この場合、

多くの市民が関われば関わるほどバリアフリー社会に繋がります。皆さんご自身が、

周囲に呼びかけ、輪を広げ、地域での体験学習を目指すことをお願いしたいと思い

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：かるたについてはよろしいでしょうか。 

○守瀬課長補佐：かるたは、後発の児童向けに８枚だけ作成したものです。かるたはもう少し枚数

がないとゲームにならないので、来年度以降、学校で継続していただけるという話

になりましたら、子どもたちにかるたを作ってもらうなど、そういうことを含めて、

考えていきたいと思っています。まだ、今の段階で事務局としてこういうようにし

ていこうというアイデアがあるわけではありません。ゲームだけれど勉強にもなる

ということで、子どもたちとしても第一歩として取りつきやすいかなという発想か

ら、作ってみました。それほど評判は悪くなかったので、来年度の授業に合わせて、

子どもたちと協力して、作っていこうかと考えています。 

○瀧井委員：せっかくだから全部あった方がいいような気がします。 

○守瀬課長補佐：１枚１枚時間とコストがかかるので、全て作れなかったというのが実態です。 

○斉藤部会長：これから進めるに当たっては、そういうアイデアを求めてもいいのかもしれませ

ん。３４ページご覧いただきたいですが、今後の取組ということで、ツール媒体、

バリアフリー教室、かるたをこういう形で継続して進めていきたい。かるたは、も

う少し充実していくという話がありました。内容を更に充実していきたいのですが、

今後の取組として、特にこれらについて、ご意見、ご指摘あれば、お願いしたいと

思います。よろしいでしょうか。では広報については、3月 15日が発達障害を対象

としたテーマにしていただき、あとは事務局の案の順番で行っていきたいと思いま

す。心のバリアフリーについては、いただいた意見を踏まえて、さらに継続して進

めていきたいと思います。 

 

４．その他 

○上杉委員 ：皆さまのお手元に２枚のチラシを置かせていただきました。ピンクのほうは市の

こども育成相談課主催の研修会で、年間２回行っていますのでご関心のある方はご

参加ください。もう一枚は寒川の体育館で行うのですが、特に発達障害や自閉症だ

けに特化した映画ではありません。「星に語りて」という映画です。東日本大震災で
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実際に起こった出来事をモチーフに作られたものです。ざっくり申し上げますと、

東日本大震災が起こった時に周辺地域の支援者が障害のある人を助けに行ったので

すが、避難所に障害者がいないということに気が付いたそうです。どうしてだろう

と思ったら、皆さん避難所にいけなくて、自宅に残っていました。そのため、支援

者達はそこに向けて支援物資を届けようとした時ときに壁になったことが、市が持

っている手帳をお持ちの方の住所が、個人情報であるために公開できないと、そこ

ですったもんだが起こりました。実際に起こったケースで、支援者もすべての障害

者にもかかわる話です。関心がある方は無料ですのでご覧になってください。４月

４日です。 

○佐々木主査：皆様におかれましては、長時間ありがとうございました。本日頂いた議論を踏ま

えまして、取り組んでいきたいと思います。また今年度の市民部会につきましては、

本日が最後です。来年度につきましても、今年度同様に、３回から４回の開催を予

定しています。引き続きご協力の程よろしくお願いいたします。また、別途通知さ

せていただいた、今年度末、３月２５日水曜日、午後３時３０分からの第１回茅ヶ

崎市バリアフリー基本構想推進協議会は、市役所分庁舎５階の特別会議室で開催し

ますので、ご参加をよろしくお願いいたします。その中で、今年度の取組について

改めてご報告をさせていただきたいと思います。来年度の第１回の市民部会は５月

か６月ごろの開催を予定しています。また改めてご連絡させていただきます。協議

会では市民部会の皆様に加えて、交通事業者等が入り、約３０名程度となります。

事務局からは以上となります。 

○斉藤部会長：予定した議題がすべて終了しましたので、終わりますが、ぜひ参考資料の子ども

たちの感想カードと発見カードをご自宅に帰って再度読んでいただき、これからの

バリアフリー教室について、検討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。それでは部会を終了いたします。 

 

５．閉会 

 

部会長署名  斉藤 進      

 

部会員署名  柏崎 周一     


