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（会議の概要） 

１．議題（１）茅ヶ崎市バリアフリー基本構想の計画策定について 

 

承認する 承認しない 合計 

２６名 １名 ２７名 

   

⇒承認のため、基本構想の一部を改定する作業に着手する。 

 

意見等については次のとおりとなり、合わせて事務局の意見を記載させていただきます。 

（名簿順） 

発言者 内容 事務局の意見 

仲手川委員 

 

総合計画の見直しとバリアフリー基

本構想の見直しは別物と考えます。セ

ットで行わなければならない理由をご

教授ください。バリアフリー法に基づ

いて計画を立てていくので目標となる

指針はあります。これに沿って見直し

をすればよいと思います。 

総合計画は自治体の全ての計画の

基本となり行政運営の基本的な指針

となる計画であり、その具体的な施

策等が実施計画に位置づけられる構

造となっています。各種個別計画に

おいても、紐づけられるものとなり

ますので、同時期に計画策定する方

が効果的と考え、議題として提案す

るものです。 

山 口 委 員 
現在の状況下ではやむ得ないと考え

ます。 

ご理解いただきありがとうござい

ます。 

柏 崎 委 員 

基本構想の見直し時期先送り及び現

計画期間の延長は資料のとおりが最適

でしょう。 

上 杉 委 員 

茅ヶ崎市総合計画との連動、整合性

を持たせるためには計画策定延期は止

む無しと考えます。 

瀬 川 委 員 

コロナウイルスの状況、事業を推進

するための財源等を考慮すると先送り

について承認します。 

牧 野 委 員 

この際、良い機会なので、今回のコ

ロナでそれぞれの障がいでどんなこと

が困ったのかの情報を集めてみたら良

いのではと思います。 

ご提案ありがとうございます。障

がい当事者の福祉の観点から検討し

ていきます。 

杉 山 委 員 

新型コロナウイルスの感染拡大が予

測困難であり、基本構想の計画策定の

２年先送りはやむを得ないことと思い

ます。しかし、単純に先送りするので

次期計画策定までの期間の対応

は、これまでどおり毎年度末に各特

定事業計画に対し、進捗確認を行

い、見直しを含めて各事業者に対し



はなく継続中や未着手の事業を精査し

て進捗や目標の見直しも必要かと思い

ます。ハード面は具現化はやり易いと

思いますが、ソフト面（ハート面）に

ついては人を集める、集まることも必

要なので工夫する必要があります。 

ては事業推進できるよう調整を図る

よう努めていきます。 

 

海津副会長 
協議なしでの計画策定は行えませんの

で、承認します。 

ご理解いただきありがとうござい

ます。 

藤井副会長 

神奈川中央交通さんと都市政策課と

で早期にバリアフリー停留所マップを

作成してください。 

ご提案ありがとうございます。今

後、バス事業者と調整させていただ

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．報告（１）運営要綱設置について 

意見等については次のとおりとなり、合わせて事務局からの意見を記載させていただきます。 

（名簿順） 

発言者 内容 事務局の意見 

柏 崎 委 員 

書面会議もやむを得ないと考えま

す。委員会の中の他の委員の色々な意

見を聞くことにより自分の意見も変わ

っていく、そこのところを何か補完で

きないかと考えます。 

書面会議の場合、委員間における

意見交換が難しいため、できる限り

「委員招集による会議」開催を目指

すよう努めさせていただきます。 

遠 藤 委 員 

書面会議はやむを得ずですが、他の

委員の方の意見のように今後の状況に

より招集会議の余地も期待していま

す。他部署が開催する部会等の状況や

参考にできる点なども分かれば良いと

思います。 

ご理解いただきありがとうござい

ます。 

上 杉 委 員 

書面会議の実施を可能にするための

期限付運営要綱なので問題ないと思い

ます。 

杉 山 委 員 

書面会議はやむを得ない理由による

ものであり、新型コロナウイルスの感

染状況や対応方法の改善などの進捗に

よっては意見交換のできる機会も作っ

てほしいです。 

ご理解いただきありがとうござい

ます。引き続き、「委員招集による会

議」開催を目指すよう努めさせてい

ただきます。 

海津副会長 
時限付きとのこと含めて承認します。 ご理解いただきありがとうござい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．報告（２）特定事業計画の進捗状況について 

意見等については次のとおりとなり、合わせて事務局からの意見を記載させていただきます。 

（名簿順） 

発言者 内容 事務局の意見 

仲手川委員 

北茅ケ崎駅のバリアフリー化につい

て、平成２７年度に基本構想を策定し

５年が経過していますが、未だに着手

できずバリアフリー化できていませ

ん。北茅ケ崎駅バリアフリー化の今後

の進め方について市の方針を示してい

ただきたい。 

北茅ケ崎駅のバリアフリー化につ

きましては、平成３０年度に橋上駅舎

化に合わせた基本設計を完了し、実施

に向けた様々な課題が新たに生じて

います。引き続き早期に課題解決でき

るようご協力をお願いします。 

山 口 委 員 

各施設の状況が良く分かりました。

大規模改修がないと改善できないもの

多いと思いますが引き続きお願いしま

す。今後の計画に活かしていきたいと

思います。 

ご理解いただきありがとうござい

ます。 

遠 藤 委 員 

達成率が２～３割程度に留まってい

るとありましたが、現時点において達

成された内容（現状）において、主に必

要とされる障がい・高齢者、そして市民

がどう感じているのか、とても便利に

なって満足しているのか、それとも気

がつかれない程度のものであるのかを

検証する必要があると思います。例え

ばアンケートをとる（検証）などは市が

できるのではないかと。使われている

お金は大きいものですから。 

バリアフリー整備完了後の状況に

ついて、アンケート等を用いて利用

者の意見等を把握することは大切な

作業と認識しています。今後予定す

る計画策定にあたっては、この点も

踏まえながら進めていきたいと考え

ています。 

上 杉 委 員 

特にありません。事業全体の一覧表

やカラー写真等でわかりやすい資料だ

と思いました。 

ご理解いただきありがとうござい

ます。 

瀬 川 委 員 

多くの事業となると改めて多くの時

間がかかると実感します。中長期の実

施時期の事業が今後どの程度ずれ込む

のか気になるところです。心のバリア

フリー（教育等）は目に見えづらくどの

ように評価していって良いか検討が必

要と思いました。 

６月１９日に施行された改正バリ

アフリー法では、心のバリアフリー推

進に関連する内容が強化されており、

次期計画策定の際には指標や評価方

法についても整理する必要がありま

す。計画策定時には、この点に留意し

ながら作業を進めさせていただきま

す。 

杉 山 委 員 公共施設ばかりではなく一般企業・ ご意見いただきありがとうござい



事業者も巻き込んだ特定事業計画は相

互に責任を持った内容となっており、

ユニバーサルデザイン・バリアフリー

理解に有効です。達成目標があること

で実効性がある。人間優先の基本原則

から歩行空間の進捗点検には当事者を

含んだ点検の機会があって良い。 

ます。 

 

黒 川 委 員 基本構想の見直し時期の変更（令和

２年度⇒令和４年度）を踏まえて、神

奈川県の動向や市民の要望及び財源確

保・予算編成の状況などと整合を取り

ながら、特定事業の各事業計画（達成

率２～３割程度に留まっている）の中

で、最重点事業項目をチェックアップ

し、優先付けをした実施計画に再見直

しすることが必要と思われます。この

ことにより、費用対効果と市民の利便

性向上の最大化を図ることが重要と考

えます。 

海津副会長 事情がそれぞれあるのだろうと思い

ます。未着手のうち、これは急がないと

というものがあるのかですね。 

計画策定時から数年が経過し、市を

含め各事業者の考え方、施策への取り

組みや社会情勢の変化など各者の事

情により左右されているのが未着手

の要因に繋がっていると考えていま

す。現在使用している進捗管理シート

では、未着手の要因が分かりづらい状

況となっていますので、次期計画の中

で見直しをさせていただきます。 

斉 藤 会 長 進捗状況を確認しました。なお、今

後は「事業種別の進捗状況」で未着手

の割合が多い事業について、詳しい

“要因の分析”を求めます。 

年度毎の進捗管理シートに加え、未

着手の理由などを明記することで“要

因の分析”を図ることができるように

なりますので、次期計画策定時にはそ

の点も考慮していきます。 

藤井副会長 完成した事例を市民委員によるチェ

ックの時期を明示すると次回の構想に

役立つと考えます。 

ご意見いただきありがとうござい

ます。 

 

 

 

 



４．報告（３）市民部会の取組について 

意見等については次のとおりとなり、合わせて事務局からの意見を記載させていただきます。 

（名簿順） 

発言者 内容 事務局の意見 

橋 口 委 員 

市民部会の様々な取り組みについて

は、皆様の想いが伝わるものばかりで

す。特に鶴嶺小学校でのバリアフリー教

室は、大変魅力的です。今後も、他校に

も働きかけ地域とも連携して進め、全市

域にこの取り組みの輪が広がることを期

待します。 

ご意見ありがとうございます。 

熊 澤 委 員 
当事者団体や関係機関と緊密に連携し

て力強く推進してください。 

瀧 井 委 員 

市民部会の大事な取り組みの一つ、心

のバリアフリーの教室をこの先どう進め

ていくのか正直見当もつきません。直接、

触れ合う事なしでの相互理解など障がい

の世界では無理かなと思われます。啓発

ツール等に関しては書面会議でもなんと

かなりそうです。 

遠 藤 委 員 

心のバリアフリー教室について、対象

を小学生とすることは意義があります

が、内容を変えて中学２、３年生を対象

とすることもいいのではと考えました。

その年齢になり「誰もが社会に生きる当

事者」の意識を持ってほしいことや、進

路を考え始め、親から離れ一人や友人同

士で街に出て行動するようになること

で、少しでも感じ、学んだことを実践で

きるのではないかと思いました。また、

なぜ「都市政策課」が「心のバリアフリ

ー」の発起者なのかの意味も知り、市役

所等公的機関の仕事の幅広さも理解す

るのではないかと思います。 

「広報ちがさき」の欄外啓発ツールに

ついて、せっかく読んでいただきたい内

容にかかわらず、いつも目立たなさすぎ

なのでは？下部広告欄がほぼ青系等で、

啓発ツールも同じ青文字。もう少し目立

心のバリアフリー教室の対象者

については、引き続き検討を重ね

ていきたいと考えています。また、

「広報ちがさき」の欄外啓発ツー

ルにつきましては、広報紙の掲載

ルール上の制約があり、現在の掲

載方法に至っているのが現状で

す。欄外という性質上、欄内より目

立たせることができないため、こ

の対処法として、毎月同じページ

（２ページ目、３ページ目）に掲載

し、読み手に印象付けるよう取り

組んでいます。今後、広報紙のレイ

アウトなど見直しが生じる場合に

は、今回のご意見を踏まえ関係部

局と調整させていただきます。 



つ明るい色合いにして、できれば書面中

央（５／１号で言えば４ページと５ペー

ジの一枚紙の折り目の箇所など）に縦書

きでもう少し大きく・・・などは無理なも

のでしょうか。少しでも多くの人の目に

触れてほしいと願います。 

上 杉 委 員 

大変わかりやすい資料をありがとうご

ざいました。また、様々な取り組みについ

て綿密なスケジュールと下準備がなされ

ていることについて改めて感じ入りまし

た。今後のバリアフリー教室については、

知的・精神・発達障がいといった取り組み

が難しい障がいについて対応しなければ

いけないと思いますが、コロナで在宅の

間に本当はそのことについてリモートで

話し合いたい気持ちがあります。上記３

種の障がいのうち、状態が安定して自己

コントロールができる精神・発達障がい

の人はバリアフリー教室当日に子どもた

ちの前で語れるかもしれませんが、でき

たら当事者の他に障がいのある人を日頃

支援したり、障がい者視点で語れる一般

市民の方に来ていただくと良いと思って

います。人選については協力できます。 

今回の心のバリアフリー教室は、

教室の実施回数の制限や学校側と

の調整により視覚障がい、聴覚障が

い、身体障がいの方に協力をいただ

き、教室の開催を行いましたが、今

後の展開については対象とする障

がい特性を広げること、授業回数、

活動場所など様々な検討を行う必

要があるものと認識しています。そ

のためにも、色々なパターンに応じ

たプログラム作成が必要と認識し

ています。 

瀬 川 委 員 バリアフリー教室は是非継続していっ

てもらいたいです。 

引き続き、ご協力をお願いしま

す。 

牧 野 委 員 市民部会を小グループにわけて少人数

での話し合い（議題を絞って）などの取組

なども今のような状況では考えるべきで

はないでしょうか。 

現在の市民部会では、一つのこと

に対して色々な視点を持って活発

な意見交換をさせていただいてお

り、その成果もあり飛躍的に推進し

ているものと認識しております。小

グループで行う場合、同様の効果が

図れるか等を考慮して慎重に判断

させていただきたいと考えていま

す。 

杉 山 委 員 心のバリアフリーの理解には障がい当

事者との直接交流がベストである。普及

啓発ツールと並行してバリアフリー教室

の実践の継続を進めていきたい。 

引き続き、ご協力をお願いします。 



黒 川 委 員 市民部会で取り組んだ活動結果のモ

ニタリングと効果の可視化の方策を今

後検討していく必要があると思われま

す。また、特定事業の事業項目と市民部

会の活動内容を紐づけ（関連付け）でき

れば市民活動の効果がよりアピールで

きると思われます。 

次期計画策定の際には、先にも回

答させていただいたとおり、心のバ

リアフリー推進がこれまで以上に

強化されるため、特定事業の各項目

と関連付けられるよう検討させて

いただきます。 

海津副会長 市の協力で進みました。市民主体になる

にはどうすればよいのか悩みどころで

す。 

持続可能なものとするには、関係

者の協力が必要不可欠と考えてい

ます。その仕組みづくりに関しても

大きな課題と認識していますので、

引き続きご協力をお願いいたしま

す。 

斉 藤 会 長 大きな問題はありません。しかし、心

のバリアフリーについての記述で「別の

視点に気づく・・・」の書き方は、「思い

やり、支え合い、差別・偏見の除去・解

消、誰もが暮らしやすい社会づくり」な

ど、具体的な内容を示す必要があると考

えます。（要文章化）さらに「・・・ボラ

ンティアにて協力をいただいて・・・」

については「協働」の視点を強調すべき

と考えます。 

ご意見ありがとうございます。引

き続きご協力をお願いいたします。 

藤井副会長 コロナと共生する社会において、「心

のバリアフリー」のあり方を再度検討す

る必要があると思います。 

ご意見ありがとうございます。コ

ロナと共生する社会における心の

バリアフリーのあり方について、具

体的な内容を示していただきます

と今後検討しやすくなりますので

ご協力いただきまうようお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．その他 

意見等については次のとおりとなり、合わせて事務局からの意見を記載させていただきます。 

（名簿順） 

発言者 内容 事務局の意見 

水 島 委 員 

推進協議会では進捗状況が報告さ

れ、市民部会は公募市民と当事者団体

の代表者会議的な存在ですが、担当部

署の努力もあり、効果的な活動が実施

されています。本協議会の目的は、市

民・事業者・行政の役割と責務に基づ

くバリアフリー化の推進にあたり、そ

れぞれの情報共有を図り、互いにの取

り組みに理解を深め、今後の方向性に

ついて意見を交換し、より良い協力関

係を築き、連携してバリアフリー化の

推進をしていくことと思います。情報

共有や活動は事業者・関係部署のより

積極的な参加、意見交換が効果的な取

り組みにつながるのではないでしょ

うか。 

これまで以上に情報共有や活動を

行い、推進していきたいと考えていま

す。 

 

牧 野 委 員 

部会のメンバーのうち、オンライン

やチャットを使えるのは何人か、対面

での話し合いでないと参加できない

のは何人か、書面の方が便利なのは何

人かなど調べてみましたか。 

市では、審議会等をオンライン会議

で行うことが認められていないため、

各委員に照会は行っていません。今後

改善されるようなことがありました

ら、各委員に照会をさせていただきま

す。 

杉 山 委 員 

心のバリアフリーの普及について

は、人が集まっての活動が制約される

ので、デジタルサイネージの活用強

化、デジタルサイネージで使われてい

る映像の書面化、ポスター化などで何

回も露出してはどうでしょうか。 

令和２年度に入り、新たな取組も

開始しましたが、まだまだ発展の余

地はあるため、引き続き普及啓発の

促進となるよう努めてまいります。 

藤井副会長 

特定事業で完成した事例を市民に向け

て広報していく姿勢が必要と感じま

す。 

特定事業の完成事例について、情報

発信が少ないため、まずは市のホーム

ページで公表するなど対応を開始し

ます。 

 

 

 

 



６．本日の議題以外の意見等 

意見等については次のとおりとなり、合わせて事務局からの意見を記載させていただきます。 

（名簿順） 

発言者 内容 事務局の意見 

柏 崎 委 員 

デジタルサイネージは、市役所エ

レベータホール横に設置されている

サイネージの前で１０分くらいみて

いたが、心のバリアフリー関連は表

示がなかったので一度チェックして

見てください。 

担当部局に確認したところ、掲示さ

れるよう設定されています。市役所エ

レベータホールは時期により掲示内容

が増減するため、掲載内容が多い時期

だと１０分以上時間を要す場合があり

ます。 

瀧 井 委 員 

リモート会議の提案もありました

が、他団体はわかりませんが育成会

にとってはかなりハードルが高いで

す。 

ご意見ありがとうございます。市役

所においてもオンライン会議が認めら

れていないため、委員招集又は書面会

議にて会議開催を行います。事務局と

しましても委員間の意見交換が可能と

なるよう委員招集による会議開催に向

けて調整を進めさせていただきます。 

遠 藤 委 員 

誰もが想像しなかったこのコロナ

禍を受け、改めて「バリアフリー」と

いうものを一歩でも進めていく意義

を考えました。災害時と同じく、世の

中が混乱する状況の中でより影響を

受けるのは、障がい者や高齢者等のい

わゆる社会的弱者といわれる方です。

正直、この状況下でどう動くことが正

しいのかは分かりませんが、せっかく

この茅ヶ崎市において様々な立場の

方が集まり「よりよい社会」というも

のを目指そうとしているのですから、

少しでも助けを必要とする人のため

になる市民部会でありたいと感じま

した。 

ご意見ありがとうございます。 

 

上 杉 委 員 

市全体の課題になると思いますが、

このコロナ禍は一過性のものではな

く第２波第３波を繰り返す可能性が

高いので、終息には数年かかる可能性

があります。なので、感染が少し弱ま

った時期（第１波、第２波の合間）を

見据えて少しずつ会議を開催する（次

これまでも他の委員からも多く意見

をいただいていますので、委員招集に

よる会議開催に向けて調整をさせてい

ただきます。 



は第２波と第３波の合間とか）方が現

実的のように思っています。リモート

は現在は厳しいということなので、リ

アル開催の可能性を探っていただけ

るとありがたいです。 

牧 野 委 員 自分のところの会もそうですが、こ

のような状況下で今まで気づかなか

った問題や必要なバリアフリー（マス

クができない人たちとか、身体に触れ

ないと介助できない人たちなど）が表

面化しています。バリアフリー委員会

で議題にするべきはこういうことで

はないでしょうか。 

ご提案ありがとうございます。障が

い当事者の福祉の観点から検討してい

きます。 

浅 川 委 員 デジタルサイネージの聴覚の情報

がとても重要となるため聴覚のコミ

ュニケーション方法に手話を使って

表現方法に一般の人に理解してほし

い。 

市の広報番組では、動画のため、手

話を取り入れた普及啓発活動を進めて

います。デジタルサイネージにおいて

も実施可能な媒体に関しては、手話を

取り入れらえるよう努めていまいりま

す。 

杉 山 委 員 施設自体のバリアフリー化は当然

ですが、施設に至るアクセス（交通手

段）も同時に検討されるべきと考え

ます。体験学習センターうみかぜテ

ラスには、復路の公共交通手段がな

い。柳島スポーツ公園のアクセスも

中途半端。公共施設の紹介にはアク

セス情報を義務付け、サービスの向

上に努めるべきでしょう。 

ご意見ありがとうございます。 
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