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報 告 事 項

令和元年度第３回市民部会の振り返り



1/15号（ヘルプマーク）
ありがとう！“ヘルプマーク”を付けている私から・・・ 見た目は普通の会社員ですが、妊娠初期で通勤しています。とても疲れ
やすいため優先席に座るようにしています。先日、かばんにつけているヘルプマークを見て、サッと席を譲ってくれた方がいました。
本当に助かりました。

2/1号（高齢者）
ありがとう！高齢の私から・・・ 私は両手で杖をついて、ゆっくりバランスを取りながら歩きます。先日、電車の車内でやっと
立っていたところ、スマホを見ていた女子高校生が席を譲ってくれました。スマホを見ていても、こうした周囲への気遣いがうれし
かったです。

2/15号（子育て）
ありがとう！ベビーカー利用の私から・・・私はベビーカーを使って子どもとよく出かけます。先日バスを利用した際、重い荷物と
一緒に子どもを乗せたベビーカーを降ろそうとした時、二人の高校生が素早くベビーカーを持って降ろしてくれました。感謝の気持
ちでいっぱいです。

3/1号（精神障害）
ありがとう！精神障がいのある私から・・・私は総合失調症という精神疾患があり、通院しながら日々の生活を過ごしています。最
近は、ご近所の方が私の話を聞いて病気について分かろうとしてくれます。こうした地域の皆さんの気持ちに感謝しています。

これまでに決定した掲載内容（11/1号 全般 11/15号 身体障害 12/1号 視覚障害 12/15号 聴覚障害 1/1号 知的障害）
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広報ちがさき（欄外）

令和元年度第３回市民部会の振り返り

・1/15号～3/1号の計４回分を決定（11/1号～1/1号で記載がない分類を選定）



・広報ちがさき（欄外）の内容をイラスト化し、繰り返しの発信が必要。

・バリアフリー教室開催後の児童を対象とする以外に一般公募による作品募集も良い案。

・子供たちは書きたいと思ったら調べて描くので、強制的な募集はせず任意に募集をし、その
作品がポストカードになる方が自然の流れで良い。

・市の予算措置が未確定ならば、公募の方が進めやすく良いのではないか。

・自由に描いてもらう方法ではなく、広報ちがさき（欄外）を標語（テーマ）とし絵を描いて
もらう方法もある。作品募集に合わせ繰り返し標語がＰＲされ宣伝効果が高い。

・標語は複数（10個前後）あるとイメージしやすく、提出しやすい環境となる。

・「心のバリアフリーの絵を描いて」と広義に言われても大人でも難しく感じる。テーマを絞
ることも大切だし、この取組を通じて枠（心のバリア）を取り除くことが大切。

・絵に限らず写真を活用しても良いのではないか。

・ポストカードサイズでの募集となると描きにくい部分もあるので、募集時と印刷時と作品の
大きさが違っても良いのではないか。
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ポストカード

令和元年度第３回市民部会の振り返り

⇒優先順位の関係から使い方をもう少し検討してから決める方が良いのではないか。



令和元年度第３回市民部会の振り返り
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デジタルサイネージ
（茅ケ崎駅）

広報ちがさき
（欄外）

市ホームページ
Topバナー

1/14に切り替え
(2作品目）

11/1号より順次掲載
11/1～3/1号 調整済

1/14より開始
（2作品目）

5頁

2頁

5頁

ツール媒体

第３回市民部会以降の取組

デジタルサイネージ
（市役所EV）

1/14より開始
（1作品目）

5頁

心のバリアフリーに関
する市ＨＰ作成

1/9より開始 6頁

席の譲り合い
⇒ ヘルプマーク

ヘルプマーク

ヘルプマーク

参照

1/15号
ヘルプマーク

ヘルプマーク啓発強化

※各媒体の日程調整が整い、
事務局の判断にて実施

普及啓発
ツール

新規

心のバリアフリー教室
普及啓発
活動

鶴嶺小学校で実施

新規

新規

方向性

7頁
～



ヘルプマーク

令和元年度第３回市民部会の振り返り
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茅ケ崎駅（デジタルサイネージ）

市HP（Topバナー）

市役所EVホール（デジタルサイネージ）
（本庁舎東側EV1階～6階、分庁舎EV1～3階）

本庁舎

分庁舎

広報ちがさき（欄外） 1/15号
ありがとう！“ヘルプマーク”を付けている私から・・・ 見た目は普通の会社員ですが、
妊娠初期で通勤しています。とても疲れやすいため優先席に座るようにしています。先日、
かばんにつけているヘルプマークを見て、サッと席を譲ってくれた方がいました。本当に助
かりました。

⇒広報ちがさき1/15号に合わせ同時発信



市ホームページ（心のバリアフリー）

令和元年度第３回市民部会の振り返り

6

1/14より開始

茅ヶ崎市役所ＨＰ
トップページ

市政情報

まちづくり

茅ヶ崎市バリアフ
リー基本構想

心のバリアフリー
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
machidukuri/1015026/1037480.html

【QRコード】

ホームページへのアクセス方法

■市民部会委員の紹介

■普及啓発
・平成２８年度以降の取組
・令和元年度の中では、
「広報ちがさき」、「JR茅ケ崎駅自由通路内」等
の情報発信の取組を掲載

・準備が整いしだい、鶴嶺小学校での心のバリアフ
リー教室の情報を発信

ホームページの内容



障害者との交流による授業

令和元年度第３回市民部会の振り返り

バリアフリー教室
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１回目（11月29日）
・自己紹介
・児童と障害者の対話
・班毎に体験（体感）
視覚⇒歩行誘導
聴覚⇒対話
身体⇒車椅子体験

・振り返り（感想カード）

・宿題（発見カード）

市職員による授業
10月31日（2組、3組）

1月22日（1組、4組、5組）

・市と児童との距離を
近づける遊び

・座学（障害者の説明等）
・街なかの障害（バリア）
を知る（東京都資料参考）

学習発表
3月6日

・学習成果を校
内発表

・学校側の招待
により参加

・詳細は確認中

・体の不自由な方との交流を通して、障害を持つ人への理解を深める
・対話（声かけ）や体験（体感）を通して「別の視点に気づく」きっかけをつくり、
思いやりの気持ちを醸成する

【学 習 目 標】

茅ケ崎市立鶴嶺小学校（４年２組、４年３組）【対象校・クラス】

２回目（1月17日）
・児童からのお礼

歌、リコーダー、遊び等

・発見カードを基に
対話

・振り返り（感想カード）

児童、障害者、補助者を１班としグループワーク

※児童に街なかや学校で障害者が「あぶないな」、「不便だな」
と困ってしまうことを宿題⇒2回目の対話の素材

※ 「発見日、発見場所、どんなことが困るか」を記入

※授業では、名前で呼び合うこととし、
「市役所の人」、「障害者の人」と呼
ばない雰囲気づくりの創出

※「バリア」≒「困ること」をきっかけ
に別の視点があることを知る

学校主催の授業

2組・3組 2組・3組

1組・4組
5組

市社協による出前授業
2月27日（1組、4組、5組）

アイマスク誘導・点字体験、講話
←1組、4組、5組は、高齢者施設や保育園などを
学習しているため一部内容が異なる



令和元年度第３回市民部会の振り返り

バリアフリー教室（鶴嶺小学校４年全５クラス）

後発クラス（４年１組、４組、５組）先発クラス（４年２組、３組）

１０月

１１月

１月

２月

３月

３１日：市職員による授業（90分/クラス）
自己紹介、アイスブレイク（何でもバスケット）、
体験（動機づくり）、座学

２９日：障害者との交流①（90分/クラス）
1班を障害当事者、補助者、児童5～6名で計6班
自己紹介、対話、班毎に体験（視覚：誘導案内体験、
聴覚：会話体験、肢体：車いす体験）、感想カード、
次回までの宿題「発見カード」の作成（5枚/人）

１７日：障害者との交流②（90分/クラス）
11月と同じ班で実施。児童からの歌やゲーム等のお
礼、「発見カード」を元に対話、感想カード

２２日：市職員による授業（45分/クラス）
自己紹介、アイスブレイク（かるた）、目をつぶる
などの体験、座学

２７日：市社会福祉協議会による出前授業
（45分×３授業/クラス）
視覚障害者の講話、点字体験、アイマスク体験

６日：学習発表会（45分/クラス）
これまでの授業や交流を踏まえ、発表会を開催予定
→都合がつく方は参加

先発クラスと後発クラスで実施方法を変更
・授業時間の短縮

（90分/クラス→45分/クラス）

・アイスブレイクの内容を変更
（なんでもバスケット→かるた）

・「バリアフリー」の言葉を使用しない
（バリアフリー → 困ることで言い換え）

後発クラスは、先行して市内保育園や高齢者施設に
関して勉強を実施、心のバリアフリー教室は障害者
等は報酬はなく負担が大きいことを踏まえ、市社協
へ協力依頼し、出前講座の実施となる。

目的 児童とサポーター（障害者）との交流による福祉教育を通じて、心
のバリアフリー普及、児童に障害者への理解を深めること

学校のねらい 障害者等への理解を深め、交流を通じて鶴
嶺小学校から「鶴嶺地区を元気に」したい

月
クラス
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令和元年度第３回市民部会の振り返り

バリアフリー教室（市職員による授業）

後発クラス（４年１組、４組、５組）先発クラス（４年２組、３組）

１０月３１日：市職員による授業（90分/クラス）
自己紹介、アイスブレイク（何でもバスケット）、視覚
障害等疑似体験（目をつぶるなど）、座学
５分間：自己紹介

２０分間：アイスブレイク（何でもバスケット）
２０分間：視覚障害等体験

①目を閉じて直線を歩行（視覚）
②目を閉じその場で足踏み（視覚）
③耳を閉じて会話（聴覚）

４５分間：座学
①障害者の説明、障害者の他に障害を
感じて生活している人

②ハード・ソフト面の障害（バリア）とは
③街なかの障害（バリア）
（東京都の資料を参考）

１月２２日：市職員による授業（45分/クラス）
自己紹介、アイスブレイク（かるた）、視覚障害等疑似
体験（目をつぶるなど）、座学
３分間：自己紹介

１７分間：アイスブレイク（かるた）
→広報ちがさきの内容から、困っている人を
知る動機づくり

視覚障害等体験
→①目を閉じて直線を歩行（視覚）
②声を出さずに会話（聴覚）

２２分間：座学
①障害者の説明、障害者の他に障害を
感じて生活している人

②街なかの障害（バリア）
（東京都の資料を参考）

３分間：振り返り

・授業の目的は、障害への理解を深めるため、児童に違う視点に気づいてもらえるよう、体験や座学を通じて学習
・先発クラスと後発クラスでは、授業時間（90分→45分）を変えて実施
・先発クラスのアイスブレイクは、次回以降障害者との交流があったため、児童と市職員との距離を近づける
ために児童に人気があるゲームを実施、一方後発クラスのアイスブレイクは単体の授業であること、今後広報ちが
さきの内容を他に展開するために試行的にかるたを作成し実施

・体験は一部の人が実施するのではなく、皆でできるよう時間配分、内容を見直し
・児童は、バリアやバリアフリーの言葉を使うと難色を示したため、「困る、困ること」に言葉を代用
・ソフト面とハード面のバリアの説明は難しく、削除 9



令和元年度第３回市民部会の振り返り

バリアフリー教室（市職員による授業：10月31日） 当日の様子（先発クラス：４年２組、３組）

【自己紹介】

【アイスブレイク】
（なんでもバスケット） （かるた）

【歩行体験①】

【座学①】 【座学②】
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【歩行体験②】 【対話体験】



先発クラス（４年２組、３組）

令和元年度第３回市民部会の振り返り

後発クラス（４年１組、４組、５組）
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バリアフリー教室（市職員による授業：10月31日） 当日の様子（先発クラス：４年２組、３組）



令和元年度第３回市民部会の振り返り

後発クラス（４年１組、４組、５組）先発クラス（４年２組、３組）
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バリアフリー教室（市職員による授業：10月31日）



令和元年度第３回市民部会の振り返り

後発クラス（４年１組、４組、５組）
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バリアフリー教室（市職員による授業：1月22日）



先発クラス（４年２組、３組）

バリアフリー教室（障害者との交流による授業①：11月29日）

１１月２９日：障害者との交流①（90分/クラス）
対象クラス
■前半の部 ４年２組 １０時４５分～１２時２０分（授業）

１２時２０分～１３時０５分（給食）
■後半の部 ４年３組 １３時４５分～１５時２０分（授業）
タイムスケジュール
【家庭科室】

５分間：全体での挨拶
４分間：班ごとに自己紹介

２３分間：障害者からの話、児童からの質問
５分間：トイレ休憩、班ごとに各教室へ移動

【各教室】
２５分間：対話（声かけ）や体験（体感）を通して班ごとに別の視点に気づくきっかけつくり

①視覚障害（歩行誘導、児童が学校内案内）
②聴覚障害（対話体験）
③身体障害（車いす体験、学校内移動）

２０分間：対話や体験を通じて印象に感じたことを話し合い
１０分間：今日の感想・印象を感想カードへの記入

【家庭科室】
５分間：「発見カード」（５枚/人）の配付、説明後終了

その他
※前半のクラス４年２組の児童は、障害者、補助者と一緒に給食
※1班を障害当事者、補助者、児童5～6名で計6班
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令和元年度第３回市民部会の振り返り



バリアフリー教室（障害者との交流による授業①：11月29日）
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先発クラス（４年２組、３組）

令和元年度第３回市民部会の振り返り



バリアフリー教室（障害者との交流による授業①：11月29日）
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先発クラス（４年２組、３組）

午前の部：４年２組 午後の部：４年３組

令和元年度第３回市民部会の振り返り



バリアフリー教室（障害者との交流による授業①：11月29日）

当日の様子（先発クラス：４年２組、３組）

【自己紹介】
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【給食】

令和元年度第３回市民部会の振り返り

・全体挨拶後
班毎で自己紹介

・４年２組の児童と給食風景



令和元年度第３回市民部会の振り返り

バリアフリー教室（障害者との交流による授業①：11月29日）
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【視覚障害】

当日の様子（先発クラス：４年２組、３組）

・対話の風景
・学校内の誘導体験の状況（廊下だけではなく、階段やトイレなども）



令和元年度第３回市民部会の振り返り

バリアフリー教室（障害者との交流による授業①：11月29日）

【聴覚障害】
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当日の様子（先発クラス：４年２組、３組）

・対話の風景
・手話以外にもジェスチャーや絵での会話体験



令和元年度第３回市民部会の振り返り

バリアフリー教室（障害者との交流による授業①：11月29日）

【身体障害】
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当日の様子（先発クラス：４年２組、３組）

・対話の風景
・車椅子体験（校内・郊外の誘導、車の乗車時の見学）



感想カード・発見カード（先発クラス：４年２組、３組）

令和元年度第３回市民部会の振り返り

バリアフリー教室（障害者との交流による授業①：11月29日）

【感想カード】 【発見カード】
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心のバリアフリー普及啓発について

バリアフリー教室（障害者との交流による授業②：1月17日）

先発クラス（４年２組、３組）

１月１７日：障害者との交流②（90分/クラス）
対象クラス
■前半の部 ４年２組 ９時４０分～１１時３０分（授業）
■後半の部 ４年３組 １２時２０分～１３時０５分（給食）

１１時３５分～１４時３０分（授業）
タイムスケジュール
【家庭科室】

５分間：全体での挨拶
２０分間：児童からのお礼（歌や演奏など）、遊び

【各教室】
２０分間：「発見カード」を基に対話
２０分間：休憩時間
２０分間：引き続き、「発見カード」を基に対話
１５分間：今日の感想・印象を感想カードへの記入

【家庭科室】
１０分間：「発見カード」（５枚/人）の配付、説明後終了

その他
※後半のクラス４年３組の児童は、障害者、補助者と一緒に給食
※1班を障害当事者、補助者、児童5～6名で計6班

22



令和元年度第３回市民部会の振り返り

バリアフリー教室（障害者との交流による授業②：1月17日）

当日の様子（先発クラス：４年２組、３組）

【給食】

23

【全体写真】

・２回目の交流では、４年３組の児童と給食
・授業最後に全体で写真撮影を実施



令和元年度第３回市民部会の振り返り

バリアフリー教室（障害者との交流による授業②：1月17日）

当日の様子（先発クラス：４年２組、３組）

【児童からのお礼、遊び】

24

・児童から歌やリコーダー、ゲームをとおして、お礼がありました



令和元年度第３回市民部会の振り返り

バリアフリー教室（障害者との交流による授業②：1月17日）

当日の様子（先発クラス：４年２組、３組）

【対話】

25

・「発見カード」をもとに、児童から障害皆へ質問形式で対話



バリアフリー教室（市職員による授業）：10月31日、1月22日）

市職員による授業（ふりかえり、課題）

・名札を付け名前で呼び合ったことは良く、児童との距離が近づいた
・授業時間は、45分では全ての項目を端折ってしまう傾向になるため、90分（２授業分）の方が良い
・市職員と児童とのコミュニケーションとして、児童に人気があるフルーツバスケットを行ったが発散してしまい、
授業の目的にあったアイスブレイクツールの方がその後の授業にも展開がしやすく改める必要がある

・試行的に作成したかるたは、アイスブレイクツールとしての活用は可能で、絵札を活かし、その後の授業へ展開
も可能

・「バリア」の言葉が児童にはわかりづらい
・児童全員ができる体験がよい
・一方で、児童全員が体験することで発散しやすくなるので先生も巻き込んだ体験の方がメリハリがつきやすい
・個々よりグループで考えさせる方が児童の理解度が高く、色々な視点を感じることができる
・今回は見切り発車の部分があり、「障害者との交流」とカリキュラム上うまくつなげることができなかったため、
目的を再確認し、新たなプログラムを作成する必要がある
①児童が自分とは違う視点があることを知るきっかけを創出
②そのきっかけから児童の思いやりの気持ちを醸成
③障害への理解を深めるとともに、思いやりの気持ちからいじめの抑制へつなげられればよい

26
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バリアフリー教室（障害者との交流による授業①：11月29日）

障害者との交流による授業①（ふりかえり）（課題）

・名札を付け名前で呼び合ったことは良く、児童との距離が近づいた
・授業時間は、90分（２授業分）でも足りない感じに見受けられたが、これ以上長くすると児童の集中力がもたず
協力者への負担も大きく適当な時間配分だった

・見切り発車の部分があり、障害者や補助者の協力者に対し十分な説明がすることができず、負担をかけた
・継続的な教室とするには、ボランティアでの対応には限界がある、市職員は勤務対応で不公平感がある
・金曜６時間目の授業の場合、学校側も振りかえりができないため、学校側の予定も考慮した日程設定が必要
・児童との距離が近く垣根なく話ができた
・休憩時間でも自発的にお手伝いをする児童がいた
・視野狭窄など障害が伝わりづらく工夫が必要だった
・車椅子体験は、ふざける児童もいるため補助者は多めが良い、休憩時間の車椅子の取り扱いも注意が必要
・給食の時間は、児童にとって障害者の普段の生活を知ることができるし、その場でお手伝いができる場にもなるの
でとても有意義な時間

・班分けは男女混合とする方が活気がでて、対話も充実するため、その点も配慮してほしい
・班ごとに部屋を分けることで児童も集中できよかった
・校内を歩きまわる場合は、事前説明の中で状況を伝えることで事故を未然に防げる
・市や協力者との間で、反省会の場を設定できるとより良い教室になる
・児童はメモを取ることで精いっぱいになっていた部分もあるため、対話とメモの時間をうまく設定できるとよい
・児童は、他の班（他の障害）にも興味をもっていたので、うまく複合できるとよい
・効率的に進めるには予備知識やマニュアルも必要となる
・振り返りの時間は、児童の理解度を深めるためにも毎回設定した方がよい

27
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バリアフリー教室（障害者との交流による授業②：1月17日）

障害者との交流による授業②（ふりかえり）（課題）

・学校側で時間をもらったが、児童の時間配分ができなかったため、時間設定をすべきだった
・初回より話が弾んでいて、回数を重ねることの大切さを実感した
・主体的に話ができない班もあり、大人任せになってしまった部分があった
・２回目から参加いただいた方への対応がうまくできなかった。障害者は同じ方で進められた方が距離が近くなる
・児童のお礼は、皆で相談した工夫の跡が見えてうれしかった
・「発見カード」は、児童の受け止め方もわかるため、一つでも心に残ってもらえれば将来につながる
・白杖を負った人と身近に接し自分たちと同じ人間と感じてもらえたと思う、接することが最も大切
・２回目ということもあり、慣れによってふざける場面も多くなったのでしっかりとした進行管理が重要
・今後も継続する教室となることを希望する一方、児童には間違ったことは伝えないよう内容の精査が必要
・直ぐに児童の変化（口を大きくして話したり、太字で字を書いたり）がみられ、児童が一生懸命考えていることが
伝わった

・市から事前資料をもらったが、資料だけでは流れが作るのが難しかった
・１回目に比べ話す時間を十分にとれたので、お互いの理解度が深まったと感じた
・「発見カード」では、家や外出先色々な場面での気づきができ、良い材料であった。点字付きのトランプでは、
ジャック、クイーン、キングが英語表記で障害者が理解しづらく児童たちが自発的に同じ条件にした点は、児童の
相手を思いやる気持ちの表れだった

・補助者にとっても時間配分が難しく、事前調整が大切である
・学校側のお礼は、障害とは少し関連がないものも含まれていたため、関連付けられるとよりよくなる
・学校側には全体の流れを伝えたうえで、障害者との交流の授業間の学習を進めてもらえればより効果的になった
・毎年クラス替えとなるため、学年全体で実施しない限り、継続授業が難しい
・どの部分に注力する授業とするか整理する必要があり、協力者も動きやすい

28
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バリアフリー教室（障害者との交流による授業） 感想カード

障害者との交流による授業①:11月29日

・目が見えない、耳が聞こえない、車いすの生活は、
大変、困る、不便

・交流できて楽しかった、たくさん知れて嬉しい
・困っている人等がいたら、声をかけたい、助けたい
・障害があっても何も出来ないことは無いとわかった
・自分がなったらショック、可哀そう、なりたくない
・工夫していることがたくさんある
・障害者が〇〇できることを知った
・障害があっても、皆の心は全て一緒と思った

令和元年度第３回市民部会の振り返り

障害者との交流による授業②:1月17日

・困っている人がいたら声をかけたい、助けたい
・回数重ねることで楽しい、また話したい
・困っていることがわかった
・目が見えない、耳が聞こえない、車いすの生活は、
大変、困る、不便

・交流で学んだことを活かそうと思う
・僕が思っていることは大変じゃなかった
・いつか世の中の人が障害者を信じ切れる世の中に

交流を通じて、児童の気持ちに変化
⇒障害者は、大変、困る、不便 減少
⇒困っている人がいたら声をかけたい、助けたい 増加
⇒交流で学んだことを活かそう
⇒困っていることがわかった

■教室の開催回数を重ねることで、学習目標の「別の視点に気づくきっかけ
づくり」、「思いやりの気持ちの醸成」に繋げられた

■対話の重要性を認識

（記載が多い順）
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バリアフリー教室（障害者との交流による授業） 発見カード

視覚障害
・階段（手すり）や段差、物を落とした時（学校）
・お金の支払い、音が多方面から聞こえる（お店）
・点字ブロックがないところや点字ブロック上に物がある、凹み、細い道（信号、学校の帰り道）
・斜めの道、電柱、排水溝、曲がり角、狭い道、駐車場の出入り口、音の鳴らない信号機、電気自動車、車止
め（歩道橋、学校の帰り道、道路、交差点、公園）

・テレビのリモコン、トイレ、お風呂、一人でご飯を食べる時、バスの乗降や降車チャイム、机の角、足元にな
るコード類、靴の履き間違え、同じ容器やコードの区別（家）

・ホーム、券売機、時刻表、エスカレータ（駅）

令和元年度第３回市民部会の振り返り

聴覚障害
・何か聞かれても答えられない、警報、車のエンジン音やクラクション（街中）
・鍋やお湯が沸いた時、インターホンの音、テレビの音、携帯電話の音、目覚まし時計（家）
・次どこにいくかわからない（電車）
・授業がわからない、名前を呼ばれてわからない（学校、病院、市役所）
・注文ができない（お店）
・運転時ナビの音（車）

身体障害
・長い横断歩道渡り切れない、砂利道、高いフェンスや壁、凹凸の道、道路上のゴミ、坂道（交差点、道路）
・切符を買ったり、電車に乗るにも時間がかかる、隙間（駅）
・乗車時に車いすから乗り移る（車）
・手動ドア、買い物かごを持つ時、重い荷物を持つ時（店）
・机と机の間（学校）
・料理をする時、靴を履く時、着替える時、高いものや低いものと取る時（家）
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心のバリアフリー普及啓発について



関野
委員

心のバリアフリー普及啓発について
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広報ちがさき（欄外）
各委員からの案 →3/15号～5/15号の計５回分の内容を決定したい

誰もが年を取ります。そして支援や配慮を必要な時が来ます。今ならまだ支援や配慮をする立場です。

支援が必要な時は意思を発信してください。支援を必要としているのが分からずお手伝いしないのです。

ありがとう！ 息子を通所施設に送り迎えしている父親から・・・
私は毎日バスで息子を通所施設に送り迎えしています。バスの中で息子が大きな声で独り言を言うと、変
な顔で見られることが多く、いつも不安でいっぱいです。先日、バスの中で息子が大きな声で独り言を
言っているので、不安に思っていると、サラリーマンの方から、「大丈夫ですよ」と声をかけてもらい
ホットして安心しました。感謝の気持ちでいっぱいです。

３

４
全般

困っている人には手を貸すのが当たり前の世の中（茅ヶ崎）でありたい。

５
全般

６
精神
障害

２
全般

支援や配慮が必要な方々は求めていることを、支援が可能な方は可能なことを伝えることから始まります。

１ ヘルプマークご存知ですか？ 支援や配慮を必要としていることを周囲の方々に知らせるマ－クです。
全般

（提出順）

関野
委員

関野
委員

関野
委員

関野
委員

黒川
委員

７
身体
障害

ありがとう、車いす用駐車スペースを利用している私から・・・
私は車に乗せてもらい、病院に行きます。先日も病院の駐車場が満車で空くのを待っている車がたくさん
いましたが、車いす用駐車スペースを空けてくれていましたので、安心して車を降りることができました。
ルールを守ってくれて、本当に助かりました。

黒川
委員

高齢者



心のバリアフリー普及啓発について
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ありがとう！ 車いすを利用している私から・・・私はショッピングセンターでエレベータを利用して買
い物をしています。先日エレベータを乗り降りするとき、ドアの開くボタンや行先ボタンが少し高い位置
にあり、押すのを困っていると、小学生のお子さんを連れたお母さんが、お子さんにボタンを手伝うよう
に言い、お子さんがニコニコしながらボタンを押してくれました。お母さんにもお子さんにも、感謝の気
持ちでいっぱいです。

身体
障害

９
聴覚
障害

ありがとう！ 耳の不自由な私から・・・
私はよくバスを使って買い物に出かけます。先日、バスの正面の掲示板が見えない席しか空いていなかっ
たので、その席に座っていた高校生がスマホで停留所名を入力して見せてくれました。本当に助かりまし
た。

ありがとう！ 目の不自由な私から・・・
私は晴れている日に、よく白状を使って点状ブロック・線状ブロックをたどりながら歩いています。先日、
そのブロックに何かが置かれていて進めずに困ったので、「白状の持ち手をまっすぐ上に持ち上げている
（困ったことがあり、お手伝いを必要しているサイン）」と、女性の方が正面から「何かお困りですか？
と声をかけてくれました。サインを分かってくれて、本当に助かりました。

８
視覚
障害

１０

黒川
委員

黒川
委員

黒川
委員

※上記１～１０の他に、鈴木委員から提出有り（別紙４参照）

掲出順

→3/15号は「発達障害」とし、それ以降はこの順で輪番するのはどうか。

11/1号
全般

11/15号
身体障害

12/1号
視覚障害

12/15号
聴覚障害

1/1号
聴覚障害

1/15号
ヘルプマーク

2/1号
高齢者

2/15号
子育て

3/1号
精神障害

3/15号
発達障害



今後取り組みについて

心のバリアフリー普及啓発について
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■ツール媒体

デジタルサイネージ
(茅ケ崎駅)

対話（声かけ）や体感（体験）を通して「別の視点にきづく」きっ
かけつくり、思いやりの醸成につながる複数プログラム作成

■バリアフリー教室

広報ちがさき
(欄外)

市ホームページ
(Topバナー)

デジタルサイネージ
(市役所EV)

市ホームページ
(心のバリアフリー)

市内向け発信
継続実施

ソーシャルメディア
（Twitter・Facebookなど）

市外向け発信
少しずつ強化
新規

課題整理を
しつつ、深度
化を図る
継続実施

かるた作成
■その他 ツール媒体と

バリアフリー
教室の連携向上
新規

ポストカード
(目的が決まり次第)


