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令和２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）令和２年度 普及啓発ツール作成の取組状況について 

議題 

（１）令和２年度 取組方針について 

ア 普及啓発ツールの取組 

  イ 心のバリアフリー教室 

その他 

（１）委員の任期について 

（２）新型コロナウイルス発生前との生活等の変化について 

日時 令和２年１０月１４日（水） 

場所 書面会議による 

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：河内 昇、水島 修一、柏崎 周一、瀧井 正子、遠藤 明子、 

上杉 桂子、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） 

部 会 員：戸井田 愛子 

（事務局）都市部都市政策課 

会議資料 

・説明書 

・委員名簿 

・次第 

・回答書 

・資料１ 令和２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 

・資料２ 鶴嶺公民館掲示資料 

・資料３ 委員の任期について 

・資料４ 新型コロナウイルス発生前との生活等の変化について 

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．報告（１）令和２年度 普及啓発ツール作成の取組状況について 

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 

水島委員 
現在の取組を継続していくと良いと思いま

す。 

引き続き、継続的に取り組み

ます。 

柏崎委員 

取組状況は、現状を積極的に進めてくださ

い。但し、掲示方法について１４０箇所あま

りの自治会館広報掲示板の利用、各公民館、

コミセンの利用、商工会議所等へのアプロー

チ等々、他にもあると思いますがご検討下さ

い。 

引き続き、継続的に取り組み

ます。 

また、他の公共施設等への掲

示に関しては、順次調整を図り

ます。 

上杉委員 

デジタルサイネージについては、市役所や

茅ヶ崎駅自由通路、神奈中バス等へのご手配

ありがとうございます。今後、商業施設（ラ

スカ、イオン等）にも広がると良いと思いま

す。 

毎年１２月に社協が行う障がい者キャンペ

ーン（作業所製品をチラシと共に配布しなが

ら啓発）や（社福）翔の会が街中で開発する

「ユニバーサル音楽祭」などとタイアップし

た啓発ができると更に強力かと思います。 

デジタルサイネージは、商業

施設を含む民間施設への展開に

ついて、特定事業計画に関連す

る企業から調整を進めていきた

いと考えています。 

社協をはじめ関係団体が行う

イベントでの啓発活動は、市民

部会の体制を整えながら、出来

ることから少しずつ展開したい

と考えています。 

瀬川委員 

まずは市民の方々の「目に触れる」という

点で、デジタルサイネージ（窓口掲示含む）

を利用した取組は素晴らしいものと感じ、継

続して実施していくべきだと思いました。 

一方でデジタルサイネージという一方から

の投げかけだとリアクションを受け取ること

が難しく、評価しづらい点もあると感じられ

た。ただ、前述したように、「触れる機会」は

継続して行っていくべき。 

「心のバリアフリー教室」については大変

貴重な場になったと思います。コロナ禍であ

るので実施が難しい状況になると思うが、少

人数での実施方法を模索したい。 

デジタルサイネージ等を活用

する普及啓発は、取組開始から

１年を経過しましたので、市民

からの評価も次のステップへ移

行するために重要と考えていま

す。時期をみて、評価・振り返

りを進めていきます。 

今年度の心のバリアフリー教

室は、新型コロナウイルスの影

響により原則中止と考えていま

す。しかしながら、鶴嶺小学校

の先生方の協力を得ていますの

で、感染状況を踏まえ、来春３

月頃の開催を引き続き検討しま

す。その際には、市民部会委員

へ周知を図り、協力依頼をさせ



- 3 - 

 

ていただきます。 

牧野委員 

聴覚はマスクのせいで口元が読めない等、

この時期に特化した内容が良いのではない

か。視覚も移動のヘルパーが見つかりにくい

とか、色々なものに触りにくいとか、困って

いると聞いた。 

マスク着用のイラストに修正

し、対応します。 

杉山委員 

・市民部会での協議内容に対して、スピーデ

ィに的確な普及啓発ツールの具現化が行わ

れたことは高く評価できます。 

・民間企業（神奈川中央交通バス）の協力は、

今後の他の企業、団体への協力依頼の事例

として参考になる。 

引き続き、継続的に取り組み

ます。 

 民間施設への展開は、前述の

意見同様、順次、調整していき

ます。 

黒川委員 

・部会長、各委員及び事務局の精力的活動の

成果として、「心のバリアフリー」の視点や

関わり方などが徐々に幅広い世代に浸透し

てきていると感じています。この取組を次

年度以降も改善や範囲を広げ、継続するこ

とが重要と考えます。 

・併せて、今後「心のバリアフリー」の更な

る推進のため、内閣官房が推進している「ユ

ニバーサルデザインの行動計画」（２０１７

年２月ユニバーサルデザイン２０２０関係

閣僚会議決定）で示された、以下の取組を

関連付けで織り込む必要があると考えま

す。 

①学校で心のバリアフリー教室の実施（現

在、鶴嶺小学校４年生で実施） 

②企業・行政に、社員・職員向け研修の実 

 施 

③行政と地域関係者の連携によって、地域 

に根差した心のバリアフリーの周知・徹

底（現在、バリアフリー基本構想推進協

議会市民部会で実施中） 

・内閣官房では、「心のバリアフリー」の取組

を推進するための教材として、９つの障が

い者団体や学識経験者、民間企業の参画を

得て、「心のバリアフリー」を学ぶアニメー

ション教材を作成しています（平成２９年

度）。このアニメーション教材は、（ａ）「心

引き続き、継続的に取り組み

ます。 

 ご紹介いただいた内閣官房の

取組から市民部会の取組に活か

せる点は参考にし、更なる推進

を図りたいと考えています。 

現在の取組に対し、具体にご

助言をいただきますと、改善な

どしやすくなりますので、補助

的なご説明をいただけると大変

ありがたいです。 
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のバリアフリーについて学ぼう」（メッセー

ジ編１０分程度）、（ｂ）「バリアとはなんだ

ろう？」（２分程度×６本）（※１）があり、

動画ファイル（※２）がダウンロード（著

作権等がなく誰でも利用可能）できるので、

活用する方法もあります。 

（※１）「バリアとは何だろう？」は、次の（ア）

～（オ）をご参照ください。（ア）声かけが必

要なのがどんな時？、（イ）困っていることに

気付いたら・その１（適切な距離を保って相

手の求めに沿った手助けをしよう）、（ウ）困

っていることに気付いたら・その２（見た目

で判断せずに要望を聞いてみよう）、（エ）コ

ミュニケーションの取り方が分からない時

は？（オ）見慣れない状況に出会ったら、（カ）

「障がい」とは何だろう 

（※２）動画ファイル・ダウンロード、

URL:psylab.hc.keio.ac.jp/tokyo2020/kokoro/ 

海津委員 

・情報の普及先が少しずつ拡がっているこ

と、それぞれ地道に継続されていることに

頭が下がります。劇的に何かが変わること

はなくても、いつも目に入ることが大切だ

と思います。今後も続けていけるようにと

期待します。 

・社会状況から、マスクに関するメッセージ

もあるとよさそうですね。 

引き続き、継続的に取り組み

ます。 

マスク着用のイラストに修正

し、対応します。 

斉藤部会長 

活動の取組成果については、適宜市役所１

階ロビーに展示し、茅ヶ崎市民への関心・理

解促進を図るための情報提供を行っていただ

きたいと思います。 

 情報発信の場は、少し展開し

たいので、庁内調整が整い次第

取組を開始します。 
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２．議題（１）令和２年度 取組方針について（普及啓発ツール作成） 

  ア 広報ちがさき（欄外）について 

承認する 承認しない 合計 

１５名 ０名 １５名 

    ⇒ 事務局としましては、委員の皆様からの提案を受け、３月１日号「全般」は上杉委員の 

案、４月１日号「身体障がい」は黒川委員の案、４月１５日号「聴覚障がい」は杉山委員 

の案を基に調整を進めたいと考えています。他の提案については、次の理由により今後 

の活動で活用と考えています。 

・３月１日号の他の提案は、「高齢者」、「視覚障がい」、「内部障がい」でも発信可能な内 

容を含んでいること 

・４月１日号及び同月１５日号の他の提案は過去に発信したものと少し似ている内容で 

あること 

委員の皆様からの提案は、いつでも受付可能となりますのでお気軽にお問い合わせく 

ださい。 

３月１日号 

「全般」 
内容 

柏崎委員 

私８５才の老人ですが見かけより若く元気に見えます。ただ、腰痛の

ためスーパーの多目的トイレを利用して出た時、車椅子の人に文句を

言われました。“お願いです。見かけ健康そうでも、体の悪い人もいま

す” 

上杉委員 
“ともに生きる”を茅ヶ崎で！SDGｓ（持続可能な開発目標）は、“誰

一人取り残さない”が合いことば！ 

鈴木委員 
買い物の時、新型コロナウィルス対策の一つとして、レジ付近で整列

する場所がわからなく、周りの人が声掛けしてくれて助かりました。 

杉山委員 

高齢で歩きが遅い私は、電車のシルバー席に座るため、ドアの一番前

で電車を待っています。でも、ドアが開くと元気な人がさっさと空い

ている席に座ってしまいます。そんな若い男の一人が、私のために席

を抑えて、どうぞ！と譲ってくれました。その方のお父さんも足が不

自由なので気を遣ってくれたのでした。 

黒川委員 

ありがとう、身体の内部に疾患のある私から。 

先日電車で出かける用事があり、電車の座席の前に、「ハート・プラス

マーク」を鞄に着けて立っていると、若い女性が、“どうぞお座りくだ

さい”と席を譲ってくれました。気付いてくれて、感謝の気持ちでい

っぱいです。 

   

４月１日号 

「身体障がい」 
内容 

杉山委員 
両手が不自由で指先に力がない私は箸が使えません。駅のホームのお

蕎麦屋さんに入りましたが、いつも携行しているフォークを忘れてき
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ました。お店の人に聞いたら、子供用のフォークならありますよ、と

プラスチックのフォークを出してくれました。小さなフォークでもし

っかりお蕎麦を食べることができました。 

黒川委員 

ありがとう、車椅子を利用している私から。 

食事をするために、お店に入ろうとした時、お店の前の段差で困って

いると店員の方が出てきて、車椅子を押してくれました。店員の方が

気付いてくれて、感謝の気持ちでいっぱいです。 

   

４月１５日号 

「聴覚障がい」 
内容 

杉山委員 

先日、地域の人たちとビール工場の見学に行きました。耳の聞こえな

い私や耳の遠いお年寄りのために、幹事の若い女性がホワイトボード

を持参してきて、工場のガイドさんの話を要約してボードに書いてく

れました。おかげで説明も良くわかり楽しく見学できました。色々な

ビールも試飲できて美味しく飲めました。 

黒川委員 

ありがとう、耳の不自由な私から。 

先日電車で出かける用事があり、電車で移動中に電車が止まり、皆が

電車から降りていくのでキョロキョロしていると、サラリーマンの方

がスマホの画面で「事故のため運転を中止しています」と伝えてくれ

ました。本当に助かりました。 

 

意見などは次のとおり。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 

河内委員 

あまり読まれていないと思われる

広報紙、欄外記載しかできない

か？ 

担当部局とは、掲載当初から欄内

での定期的な掲載を協議しています

が、毎号掲載依頼が多くスペース確

保ができない場合は次号へ先送りす

る状況となっています。追い打ちを

かけるよう今年度は発行回数が毎月

２回から１回へ減少している状況で

す。欄内での定期的な発信はとても

厳しい状況となります。そのため、

毎号２～３ページ欄外を固定と位置

づけることで、継続的な発信に努め

ているところです。 

しかしながら、事務局としても、

同様の認識がありますので、不定期

となりますが、特集としての発信も
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検討します。 

柏崎委員 

掲示場所が小さく、また文字も小

さい。毎号ではないが本文の中に

スペースを大きく取って掲示して

欲しい。 

前述の意見のとおり。 

杉山委員 

目につきにくい欄外での事例発信

ですが、広報に取り入れてもらえ

たことは良かったと思います。 

とにかく、繰り返し情報を発信

し続けることが重要かと思いま

す。令和元年１１月 1日号から、

障がい内容による事例を順番に発

信していますが、目に触れていな

い読者も数多くいると考えると、

新しい事例だけにこだわらず、過

去に発信済みの事例を再度発信す

る価値が十分あると考えます。 

録音奉仕会としては、広報音声

版で福祉の欄の最初に読み込んで

います。願わくば、将来欄外から

脱して、福祉の項の最初か、広報

一面に入れてもらえることを期待

します。 

前述の意見のとおり。録音奉仕会

での活動は、市民部会の取組を周知

する機会となりますので、引き続き

ご対応をお願いします。 

斉藤部会長 

３月 1日号から２巡目に入るの

を記念し、これまでの「ありがと

う…」の事例をまとめ、更にそれ

らに関連するイラストをつけ、小

冊子（子どもにも理解できるよう

な形式）にして配布してはどうで

しょうか。 

これまでの事例を活かす方策の一

つとなりますので、広報紙欄内の特

集を含め、市民に向けた新たな発信

を検討していきます。 

藤井委員 

障がい者に関するマークの理解

についてシリーズで広報する。①

ヘルプマーク、②補助犬マーク、

③ハート・プラスマーク、④オス

トメイトマーク、⑤白杖 SOSシグ

ナル、等々 

欄外では、使用可能な色が「白」、

「青」、「黒」と限定されているた

め、欄外での発信は誤解を招く可能

性がありますので、前述の意見も踏

まえ、欄内の特集に含め発信したい

と考えています。 
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  イ デジタルサイネージ（市役所ＥＶホール）について 

承認する 承認しない 合計 

１５名 ０名 １５名 

    ⇒コロナ禍という点も踏まえ、マスク着用のイラストに修正し発信します。 

 

意見などは次のとおり。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 

瀧井委員 

バリアフリー教室に参加した児

童の描いた絵というのは、とても

良いと思う。 

空き状況を踏まえ、継続的な発信

をしていきます。 

遠藤委員 

スマホでの筆談で、聴覚障がい

の方とやり取りができるというこ

とを今回初めて知りました。身近

にできるとても大きな情報なの

で、もっと普及すれば良いのに思

います。 

空き状況を踏まえ、継続的な発信

をしていきます。 

杉山委員 

コロナ禍で、マスク着用で、多

くの聴覚障がい者が口話での会話

ができにくい状況です。スマホで

会話できるというアピールは大き

な効果につながります。以前に出

したものでも同じ内容のもので

も、何回も掲示できると良いので

すが。  

マスク着用のイラストに修正し、

対応します。継続的な発信となるよ

う広報部局と調整を進めさせていた

だきます。 

海津委員 
主旨は良いと思いますが、マス

ク着けますか？… 

マスク着用のイラストに修正し、

対応します。 

斉藤部会長 

こうした情報提供に対し、市民

や障がい当事者からの反応（関

心）が分かると良いと思います。 

市民部会の取組について、市民か

ら意見を伺う機会を検討します。 

藤井委員 

・スマートフォンのアプリで会話

するより、筆記による会話の方

が高齢者にとって理解しやす

い。 

・バスの中と思いますが、次の駅

名は前方に表示されますので、

「事故があったようです」との

内容が良いでしょう。 

既存イラストで、聴覚障がい者が

ヘルプマークを付け、学生が手持ち

のノートを使い筆談しているシーン

があり、情報伝達の手段としてスマ

ートフォンも活用できることを広く

周知したく、あえてスマートフォン

としています。今後、イラストを作

成する際にはいただいたご意見も踏

まえ、取り組みます。 
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  ウ デジタルサイネージ（茅ケ崎駅自由通路）について 

承認する 承認しない 合計 

１５名 ０名 １５名 

    ⇒コロナ禍という点も踏まえ、マスクを着用するよう修正し、情報発信を行います。 

 

意見などは次のとおり。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 

杉山委員 

コロナ禍のマスク着用で、口

話に頼れない聴覚障がい者にと

って、スマホでの意思疎通は大

きな武器になります。スマホで

の会話はコロナ後にもつながる

ツールになります。４か月とい

う比較的長い掲示ができて効果

が期待できます。 

デジタルサイネージ（市役所 EV

ホール）と同様、マスク着用に修正

し発信します。 

海津委員 
主旨は良いと思いますが、マ

スク着けますか？… 

斉藤部会長 

こうした情報提供に対し、市

民や障がい当事者からの反応

（関心）が分かると良いと思い

ます。 

市民部会の取組について、市民か

ら意見を伺う機会を検討します。 

藤井委員 

・スマートフォンのアプリで会

話するより、筆記による会話

の方が高齢者にとって理解し

やすい。 

・バスの中と思いますが、次の

駅名は前方に表示されますの

で、「事故があったようです」

との内容が良いでしょう。 

既存イラストで、聴覚障がい者が

ヘルプマークを付け、学生が手持ち

のノートを使い筆談しているシーン

があり、情報伝達の手段としてスマ

ートフォンも活用できることを広く

周知したく、あえてスマートフォン

としています。 

今後、イラストを作成する際には

いただいたご意見も踏まえ、取り組

みます。 
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  エ かるたについて 

承認する 承認しない 合計 

１５名 ０名 １５名 

    ⇒委員の皆様のご意見を踏まえながら引き続き検討させていただきます。 

 

意見などは次のとおり。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 

柏崎委員 

具体的な内容のものを早く進めてく

ださい。年に１，２回でも駅前での広

報宣伝等どうでしょう。 

市民部会の活動を広く周知す

るためには、駅前での広報宣伝

も一つの方法と考えています。

コロナ禍となりますので、感染

状況を踏まえ引き続き検討しま

す。 

瀧井委員 

かるたに児童たちの絵は採用できま

すか？読み札と絵を一致させるのは難

しいかもしれませんが。 

学校にも相談をし、心のバリ

アフリー教室とうまく連携でき

る方法を検討します。 

杉山委員 

心のバリアフリー教室との連携強化

のための方策での検討に賛成です。こ

の場合、障がい当事者も交えて一緒に

「かるた」作成することが大事なポイ

ントになります。障がい当事者と一緒

に作業することによって、相互の理解

が深まります。バリアフリー教室の中

の遊びの時間があると、交流の効果が

大きくなりますので、その観点からの

検討も良いのでは。 

海津委員 
良いと思います。 引き続き検討させていただき

ます。 

藤井委員 

「交通環境編」（バリアフリー法で

整備している街環境）、「障がい者理解

編」、「市民の心のバリアフリー編」、

「交通事業者の対応編」、「将来の夢

編」（茅ヶ崎市の街環境、市民の理解

等がうまくいって欲しい夢環境）等、

分野別に作りこむのもありと思いま

す。 

ご意見のとおり、分野別に作

りこむことも良案と考えていま

す。今後進め方について検討さ

せていただきます。 
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  オ その他（デジタルサイネージやケーブルテレビ）について 

意見などは次のとおり。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 

瀧井委員 

来年度は無理かもしれませんが、再

来年度でも小学校での取り組みが再開

した時に、ケーブル TV に取材に来て

もらえないでしょうか。 

小学校側と調整し、前向きな

検討を進めます。 

遠藤委員 

上記のスマホでの筆談は、バスの中

での具体例イラストなので、是非バス

内で掲示したらいかがでしょうか。 

 市内コミュニティバスでの掲

示は可能となりますので、準備

が整い次第対応します。 

路線バスでの掲示は、引き続

き関係者と調整を検討します。 

杉山委員 

デジタルサイネージについて、これ

までの都市政策課のスピード感と手堅

い取組を高く評価します。茅ケ崎駅通

路や神奈中バス等、市役所以外での広

がりが協議会参加委員の各団体の中へ

と更に広がれば、市内あげての取組に

なります。取組内容はデジタルサイネ

ージにこだわらず、デジタルサイネー

ジで使われているイラストのポスター

化等で茅ヶ崎ならではの統一イメージ

が浸透できれば良いかと思います。 

次回の協議会の中で、議題と

して提案し、協議会委員が所属

する団体への取組依頼、さらに

は特定事業計画で関わりがある

民間事業者へ取組を広げるよう

検討します。 

藤井委員 

市民の心のバリアフリー活動をＮＨ

Ｋ等のテレビニュースで流してもら

う。市民とは、部会員とは限定しませ

ん。茅ケ崎市在住の小学生、障がい者

などが考えられます。 

ＮＨＫなどの全国的なテレビ

番組で取り扱ってもらうことが

できれば、広く周知を図ること

ができますので、引き続き検討

します。 
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  カ その他意見や新たな啓発ツール等の提がありましたらご記入ください 

意見などは次のとおり。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 

水島委員 

意識啓発を図るものであり様々な機

会に目に触れることが効果的です。協

議会委員の団体・市役所内で協力いた

だけるところの調査・依頼はいかがで

しょうか（広報紙の欄外程度）。 

次回の協議会の中で、議題と

して提案し、協議会委員が所属

する団体への取組依頼、さらに

は特定事業計画で関わりがある

民間事業者へ取組を広げるよう

検討します。 

上杉委員 

もし可能なら、市の「啓発デー」を

決めて、本庁舎を何色かにライトアッ

プするなど、一般市民が注目するよう

なイベントもいいですね（そこをきっ

かけに理解）。 

徐々にとなりますが、取組の

幅を広げられるよう検討しま

す。 

瀬川委員 

茅ヶ崎市産業振興課が実施している

ような、インスタグラムの活用は検討

できないか？ 

段階的な取組となりますが、

普及啓発の幅を広げていくよう

検討します。 

牧野委員 

１２月に社協がやっている啓発週間

と連動したらどうですか。 

１２月３日から９日までの障

がい者週間の社協の取組をお聞

きしましたが、今年度は例外的

な措置をとるため、来年度の実

施の際には連携が可能か調整を

図ります。 

市民部会の取組としては、サ

イネージの発信は可能となりま

すので、期日までにできること

を進めます。 

杉山委員 

デジタルサイネージで使われている

ピンクのイラストは、明るくて優しさ

に満ちています。市の統一イメージで

ポスター化して、市関連施設での広報

化、商店街等で高齢者や障がい者に優

しいイメージを与える来客を図る。ハ

ガキ化、市の広報や封筒などへの掲載

を通じて一般市民への理解を促進す

る。 

統一した発信とすることで、

心のバリアフリーの取組とイメ

ージしやすいよう発信の工夫を

していきます。 

黒川委員 本回答書の「報告（１）令和２年度 参考にさせていただきます。 
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普及啓発ツール作成の取組状況につい

て」（１ページ目）の回答として記載

した“（２）項の内容”をご参照くだ

さい。 

海津委員 

マスクができない人のことを認める

（許可する）ものがあると良いかと思

います。 

引き続き、検討させていただ

きます。 

斉藤部会長 

普及啓発のため多様なツールを活用

した取組は大変良いと思いますが、市

民がそうしいた情報提供に対し、どの

ような関心や評価を持っているかがわ

かると良いと思います。そうした市民

の声を障がい当事者の反響を、今後の

啓発ツール開発に向けての参考にすべ

きと思います。 

市民部会の取組について、市

民から意見を伺う機会を検討し

ます。 
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３．議題（１）令和２年度 取組方針について（心のバリアフリー教室） 

  ア 今年度の取組方針について 

承認する 承認しない 合計 

１５名 ０名 １５名 

    ⇒今年度の取組方針として、プログラム作成に注力します。小学校での心のバリアフリー 

教室は原則として中止としますが、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、実施可能 

な状況になりましたら、改めて委員の皆様と調整させていただきます。 

 

意見などは次のとおり。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 

柏崎委員 

資料の通り本年度開催の学校なしは

やむを得ません。カルタに注目したい。 

ご理解ありがとうございます。心

のバリアフリー教室に係るプログラ

ム作成に注力しつつ、並行してカル

タの活用方も合わせて検討します。 

鈴木委員 

お互いの意思の疎通があっての教室

となるので、今年度の教室開催中止は

やむを得ない。 

ご理解ありがとうございます。 

瀬川委員 

承認します。継続という観点から考

えますと、「持続的な」がキーワードに

なってくると思うので、今年度の活動

のみで考えなくて良いと思います。 

ご理解ありがとうございます。 

 

牧野委員 

大人の障がい者だけでなく、障がい

児との交流の方が良いのではないか。

地域の障がい児、養護学校からの学校

同士の交流等を考えてみては。 

プログラム作成を進めるうえで、

提案させていただき、引き続き検討

させていただきます。 

杉山委員 

新型コロナの感染防止の観点から

も、児童と直接接触する活動は難しい。

令和元年度の実績を他の小学校に説

明・理解を求めていく中で、対象となる

学校を広げていくのが主になるのでは

ないか。 

ご理解ありがとうございます。今

年度は、他校へ広く展開するための 

準備として小学校の先生方と意見交

換を重ね、検討していきます。 

黒川委員 

①教室の開催→今年度中止、②「教室プ

ログラム作成」に注力したい、に賛成で

す。 

この「教室プログラム作成」におい 

て、本回答書の「報告（１）令和２年度

普及啓発ツール作成の取組状況につい

て」（１ページ目）の回答として記載し

ご理解ありがとうございます。 



- 15 - 

 

た“（２）項の内容”をご参照ください。 

海津委員 

 よく練られたプログラムだと思いま

す。これが実施できたことは茅ヶ崎市

の住みやすさに繋がるものと思います

（主題とはずれていますが）。 

ご理解ありがとうございます。 

斉藤部会長 

 バリアフリー教室については、令和

元年度の実績成果と課題を踏まえ、ま

た茅小研との協議を進める中で、プロ

グラム内容の検討や見直しを進めるべ

きと考えます。なお茅小研との話し合

いは、定期的に継続して行うことを望

みます。なお、プログラム内容は、あく

まで令和元年の実績内容を基本に、「交

流と気づき」をテーマとし、更なるバリ

アフリー社会の実現に向けて、子ども

達とどのような学習をすべきかを検討

すべきと思います。また、こうした学習

の成果を小学校に限らず、いかに市民

に広く知らせるかを考え、そのための

発表の場（まちぢから協議会の協力）な

どを工夫できないかと思います。 

鶴嶺小学校との調整を基本としつ

つ、適宜茅小研との連携を重ね、よ

り良いプログラムの見直しを進めて

いきたいと考えています。市民への

周知方も合わせて検討していきま

す。 

藤井委員 

・茅ヶ崎市内の大学生で、「心のバリア

フリー教室」に興味がある人たちを募

集して、学生たちにコロナ禍環境にお

いて、障がい者の理解、会話とちょっと

した介助の重要性について理解できる

ビデオの作成を企画し、募集する。次年

度は予算をつけて、ビデオ（媒体は学生

に任す）等の作成を実施し、その結果を

考察する。 

・もしかすると、一般市民にも試聴し

てもらい、理解しやすく親しみを持て

るものに完成度を上げる。 

引き続き、検討させていただきま

す。 
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継続的な教室とするための課題などについてご記入ください。 

各委員からの意見を踏まえて、継続的な教室とするための検討を進めさせていただきます。 

（名簿順） 

発言者 内容 

水島委員 
「教室」を拡充していくためには、学校・教員の理解が必要です。茅小研との

連携が進むことを期待します。 

柏崎委員 

・実施小学校は年に４~５校は欲しいです（市内に１９の小学校がある）。年に 

４回としても全ての小学校に開催するには５年もかかります。 

・障がい者の負担の軽減 

瀧井委員 

・このプログラムである「心のバリアフリー教室」を継続的なものにするには、 

是非他の障がい（今回は、視覚・聴覚・身体の障がい）についてもどう取り 

組むか検討して欲しい。 

・心のバリアフリー教室で学んだ子供たちが、この３障がいで障がいを理解し 

た、少し分かったと思ってしまっては、本来の心のバリアフリーとは違って 

きてしまう。 

・他校でも授業で取り入れてくれる学校が出てきたらとても喜ばしいことで 

すが、その場合、障がい当事者の方の負担が大きくなってしまうと思う。開 

催時期の調整が必要になります。 

上杉委員 

 以前も担当者の方にお伝えしましたが、障がいのあるご本人が講師に立つ教

室だと、知的障がいの方などには少し厳しい面がありますし、様々な分野の方

が、どう障がいを捉えているか、という学びも啓発になります。 

 市内では茅ヶ崎美術館学芸員の藤川悠氏が障がい者の視点で子供たちと街歩

きを行い、そこで得たものを美術館の展示に活かしています。また、近年「アー

ルブリュット」や「アウトサイダーアート」などといった、障がい者アートも注

目されており、独特な作風は人目を引きます。子供たちには、障がいのある人に

ついて「支援が必要」というだけでなく、優れた感性を持っている人もいるん

だ、という気付きを持ってもらいたいです。それも理解啓発につながります。近

いところでは、平塚市の障がい者施設「studio COOCA（スタジオクーカ）」施

設長の関根幹司氏などが適任の講師だと思います。 

鈴木委員 

・所属団体からの人員協力は、昨年度の４名に加え数名となる。 

・教室開催時の移動方法について検討する必要がある。 

・協力者の中には子供を育てたことがない人もおり、子供との接し方に戸惑っ 

てしまう人もいる 

・会員からの参加は比較的女性が多い。 

瀬川委員 

・課題ではありませんが、昨年の実施要領にもあった「仲良くなる」という要素

は大変なものであると感じている。私の体験から言うと、障がいについて「学

んだ」というよりは、「一緒に遊んだ」という経験が「いろんな人がいて当た

り前」という概念に繫がっている。 

・「特別な人の話」ではなく、「当たり前にいる人たち」という方針があると良い
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のかと思います。 

・障がいをお抱えの方々の「強にみ」をわかっていただくことも必要かなと思い

ます。 

※以下の「教育プログラム作成等について」と重複していると思います。 

牧野委員 
 現場の教員の負担が多かったり、やる気がなかったりしたら続かない。教育委

員会を巻き込んだり、学校のモチベーションがどうしたら上がるかを考える。 

杉山委員 

・各小学校の４年生とか５年生の教養科目として、授業の中に「バリアフリー教

室」（３~５時間）を年間プログラムに組み込んでもらう。 

・各小学校での「心のバリアフリー教室」が広がってゆく過程で、交流相手とな

る障がい当事者が不足することも考えられます。市の「心のバリアフリー教

室」活動を宣伝する中で、教室に関心がある障がい当事者たちを募集して、一

定数の登録をしておく必要がある。 

・本来的には障がい児童も通常のクラスで学習するべきで、障がい児童の存在が

「心のバリアフリー教室」を自然に身に着けることになるます。小学校・中学

校の建物（ハード面）を少しずつバリアフリー化しながら、受け入れられる障

がい児童を増やしてゆく計画をたてるべきではないか。 

・同世代の障がいを持つ児童との遊びやスポーツ、文化面での交流も、相互の理

解に大切な経験になるのでは。令和元年度の「バリアフリー教室」の２回目の

授業で、児童たちとの遊びの交流が、親しさを増やす大きな効果があった。 

黒川委員 

・「教室プログラム作成」として、障がい当事者（以下の①～⑧）の困り事と、

その対応方法などを具体的に記載したマニュアルが必要と考えます。均一な

教室プログラムを実施するために必要と考えます。 

①視覚障がい、②聴覚障がい、③内部障がい、④精神障がい、⑤発達障がい、 

⑥重症心身障がい、⑦肢体不自由、⑧補助犬 

・このマニュアルを活用して、以下を実施した方がより気付きやすい、理解し 

やすいと考えます。 

①障がい当事者の語り（座学）を中心とし、受講者に気付きを与え、受講者 

自身が考えるグループディスカッション 

②今年度は、障がい当事者が語る DVD などを作成し、その DVD などを受 

講者が視聴して、受講者自身が考えるグループディスカッション 

・これからの実施結果を基に、受講者自身の気付きや意見（反応）などを整理し、

実施結果の評価と今後の改善事項などの洗い出し、プログラムやマニュアル

の改善を順次行う必要があると考えます。 

海津委員 

 大変だと思いますが、頑張ってください。これらの教室を受講した人にとっ

て、その体験がどのような意味を持っていたのか、あるいは、その後の人生に何

か影響を与えたのか、知ることができると良いですね。 

藤井委員 
 小学生だけではなく、茅ヶ崎市民にも馴染める「心のバリアフリー教室」を運

営する方式を育成する。 
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教室プログラム作成等についてご記入ください。 

各委員からの意見を踏まえて、教室プログラム作成の検討を進めさせていただきます。 

（名簿順） 

発言者 内容 

水島委員 

学校により日程・時間・希望するプログラムがことなることがあると思われ

ます。希望する時期が異なることもあります。ニーズの把握は重要であり、学

校の協力内容の確認も必要と思われます。 

上杉委員 

学校の先生は中々既存の枠から出ることができず、「ためになるけれどつま

らない」プログラムになることが多いです。前述したように、障がい者の特性

の多様性を取り上げることで、「楽しい」内容にすることも大切だと思います。

今後は知的障がい者のバリアフリー教室に取り組むことになると思いますの

で、瀧井委員や上杉が加わっている社協主催の啓発プログラムも是非参考にさ

れてください、体験型です。 

牧野委員 

校外活動はできないだろうか。机上の説明や話を聞くよりも、実際に道を歩

いたり、公園に行ったり、買い物をした方がずっと学びが多いと思う。子供た

ちの職業体験のように、どのグループに入るかを本人の希望にしてみたらどう

だろう（多い時は抽選）。 

黒川委員 
前述の「継続的な教室とするための課題などについて」に記載した内容をご

参照ください。 

 

 

４．その他（１）委員の任期について 

各委員から各団体の状況について連絡いただきありがとうございます。１２月に入りましたら

個別に手続きをさせていただきますので、ご対応をよろしくお願いいたします。 

 

５．その他（２）新型コロナウイルス発生前との生活等の変化について 

各委員から意見を踏まえ、今後の取組に活かしていきたいと考えています。 

（名簿順） 

発言者 内容 

水島委員 

人と接する機会が減り、特に高齢者（世帯）等と地域の方との触れ合いが少な

くなっています。元々外出機会の少ない方、外出支援の必要な方の情報の把握と

対応を進めていきます。 

柏崎委員 

老人クラブ連合会の三大主要目標は、“健康作り”、“生きがい作り”及び“社

会性”であります。上記の事は、人との交流があって成されるものであります。

コロナ禍においては、高齢者の外出や人との交流が大幅に制限され、上記目標の

達成は困難でした。こういった状況の中での最低限の活動は、“会合の際の検温、

全員マスク、部屋の換気を行い、密をさけ”で行っております。 

瀧井委員 
・心のバリアフリー推進の観点から言うと、正直前向きな意見が出てきません。 

・密閉はともかく、密接・密着を避けての障がい当事者の日常は非常に難しい方
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が多く、「助けてください」とも言いにくい現在の社会状況です。人との距離

は２ｍで、マスクをしてでは人の周りに見えないバリアを張っていると同じ

です。 

・普及啓発ツールのような非接触でも可能な取組がしばらくは中心となると思

います。 

遠藤委員 

 未だ分からないことが多い新型コロナウィルスに対する恐れ方や心の余裕に

は、人それぞれの温度差があります。一時期ほどの緊張感は薄くなった気がしま

すが、物理的にも精神的にも人と人との距離感というものを考えさせられるこ

とが増えました。街を歩いている人はマスクで表情が見えず、それに伴い他人に

無関心にもなりがちになった気がします（それゆえ、「心のバリアフリー」はと

ても難しく大切なテーマであり、できることを進めていくことが重要だと思い

ました）。 

上杉委員 

 リモートにより、人との直接・対面での触れ合いが減り、孤立した障がい者も

いると思いますが、逆に普段から直接・対面が苦手なタイプの障がい者は、生活

がしやすくなったという話も聞いています。どの障がい者にとっても（健常者も

そうですが）、「適切な距離」はそれぞれ違うのだということを改めて感じまし

た。これは、アフターコロナも継続して意識すべきだと思いました。ただ、ゴー

ルが見えない災害なので、「見通しが立たない」状況に、「スケジュール」や「見

通し」が安定材料となっている発達障がいの人などは、不安定な毎日を送ってい

ます。 

鈴木委員 

・公共施設が閉鎖されたり、再開後も行動の制限（人数制限、飲食など）があり、 

所属団体の活動ができない状況となっている。 

・街中であっても、声掛けの機会が減っている。 

瀬川委員 

コロナウイルス発生後、自粛生活が始まり、障がいをお抱えの方の生活に大き

な影響を与えたのが、やはり「外出」についてです。当事者の生活を支えるため

の外出が制限され、生活パターンを崩すことでご本人の体調悪化等へ繋がりま

す。自粛では「必要な余暇」を不要不急でないわがままなものと捉えられ、周囲

が制限をかけることで多大なストレスをご本人たちは被りました。恐らく市民

の皆様の目も、そういった「なぜこの時期に外出しているのか」というものが少

なからずあるのではないかと推測します。障がい理解の話になってくるので、

中々難しい問題だと思いますが、こういった理解も「心のバリアフリー推進」に

繋がっているのではないかと思っています。 

牧野委員 

 とにかく車椅子で行けるところがない（余暇）。公共施設が閉鎖になったり、

人数制限があったり。そして飲食ができないので、ただでさえ行ける所や娯楽が

少ないのに、楽しみがない。入所やグループホームでは面会禁止や外出禁止の所

もある。人間はただ生きていれば良いというものではない。社会の中で人に会っ

たり、色々な楽しみや余暇を充実するべき。何もかもリスクを考えて規制するの

ではなく、個人の判断で選べるようにするべき。障がい者は選択の数が少なすぎ

る。 
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浅川委員 

 聴覚とは、コンビニやスーパーなどで買い物をする際に、コロナ騒動前までは

マスクがなかったので読み取りが少しだけできたが、マスク着用となってから

は読み取りができなくなり不便だなぁと思いました。 

 電話でのコミュニケーションが困難なので、連絡は Fax、筆談でのやり取り

が基本になるととても助かる。ビデオ通話もあると便利です。 

杉山委員 

 手を洗う、マスクをする、密を避けるといった生活習慣で、生活圏を広げるこ

とは可能であることが分かってきました。コロナ発生前とまったく同じ生活で

はないが、ワクチンなどの活用でコロナ前に近い生活に戻ると考えられます。 

コロナとの共同体験から、社会全体のデジタル化が急ピッチで進み、リモート

活用のメリットを活かした生活分野が広がるでしょう。郵便など書面による意

思疎通はますます縮小します。  

ハード面ではデジタル機器の開発で、ユニバーサルサービスが広がり障がい

者や高齢者も自立した生活しやすい環境が整って行くでしょう。 

障がい者や高齢者の自立化が、孤立化につながり、クールな生活社会になる可

能性がありますので、心のバリアフリー、多様性に対する理解と受け入れが一層

必要になると思います。 

黒川委員 

 不要不急の外出は極力避け、自宅にいるようにしています。そのために、 

・日用品や食料品等の買い出しは、毎日ではなく、ある程度まとめて買うよう 

にしています。 

・日用品や食料品等はインターネットで購入し、宅配を利用することが非常 

に多くなりました。 

・飲み会や外食、人と会う機会が非常に減りました。 

・毎朝、体温計で熱を測り記録する習慣になりました。 

海津委員 

 この点、本委員会が招集されない中で最も気にかかっていたことです。皆さん

どうされているのかが知りたいと思っていました。大学は障がい者施設・機関で

はないので、あくまでも“近況報告”の範囲ですが、コロナウィルスの影響につ

いてお伝えしておきます。 

3 月の卒業式、４月の入学式は中止、授業は前期はすべてオンライン、今は少し

だけ対面に戻っています。“集う”ことがなくなり、学生の中に変化が表れてい

ます。 

・心の障がいを持っている学生が、より酷くなったケース。会わないので発見 

が困難 

・対人関係に問題があったが、ストレスがなくなり快方に向かったケース。 

・移動に困難があったり、喘息などが心配されたりしたが、自宅受講によりバ 

リアがなくなったケース。等 

今後、オンラインを“解除”できるか、疑問です。 

斉藤部会長 

 この件に関しては、是非、市民部会委員を中心に、障がい当事者又は所属団体

から新型コロナの影響で日々生活における制約や不安内容がどのように生じて

いるかを、具体的な事例を中心に収集すべきと考えます。 
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藤井委員 

 高齢者はコロナに感染すると、その死亡率は若年者に比較して高率になって

おります。しかし、高齢者の外出をコロナ以前と同様にしていかないと、身体機

能が大きく低下します。そのため要介護高齢者の増加が懸念されております。更

に、元気高齢者であっても外出を制限している状況です。この状況を自治体とし

て、コロナ感染を抑えながら、同時に外出を支援することは至難でありますが、

何とか、交通事業者と市民との協力のもとに外出支援策を絞り出さなければな

りません。上記の公共交通機関だけではなく、ボランティアまたは社会福祉協議

会が運営している「福祉有償運送グループ」とも連携して実現してください。 
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