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報 告 事 項

令和２年度 普及啓発ツール作成の
取組状況について



令和２年度 普及啓発ツール作成の取組状況について
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令和２年度第１回協議会（令和２年６月）以降の取組状況

広報ちがさき
（欄外）
継続中

毎月1日号

デジタルサイネージ

市ホームページ

ケーブルテレビ
（ハーモニアスちがさき）

不定期
6月、8月

市役所１階ロビー
新規

9/15～9/30

神奈川中央交通バス

新規
8/1～8/15

茅ケ崎駅自由通路
6/15～切替

約４か月毎の更新

市役所EVホール
不定期

6/15～7/31

心のバリアフリー
適宜更新

Topバナー
休止

(コロナ関連優先)

★は令和元年度実施「心のバリアフリー教室」鶴嶺小学校児童の作品を掲載

★ ★

★

市役所 窓口カウンター
（都市政策課）

新規
１週毎に入替 ★

鶴嶺公民館
（１階ロビー）

新規
7/7～9/1 ★

普及啓発ツール



10/15号 → 11/1号（子育て）
ありがとう！ベビーカー利用の私から・・・
私は１才の双子の母親で、移動に双子用ベビーカーを使います。先日バスに乗車の際、後の方に「手伝いしましょうか」と声をかけ
ていただき、気持ちよく安全に乗ることができました。あの時の声かけに感謝します。

11/1号 → 12/1号（精神障がい）
ありがとう！精神に障がいのある息子を送迎している父親から・・・
私は毎日バスで息子を通所施設に送迎しています。先日、車内で息子が大きな声で独り言を言い始めました。おとなしくできず困っ
ていると、隣席の方から「大丈夫ですよ」と声を掛けてもらいました。その一言に救われました。

11/15号 → 1/1号（発達障がい）
ありがとう！発達障がいの私から・・・
抽象的な言葉や指示が苦手で、八百屋のバイトで「じゃが芋を大小よく混ぜて詰めて」と言われ、袋に手を入れて直接混ぜていたら
怒られてしまいました。今は紙に「大きい芋２つ、小さい芋３つ袋に入れる」と書いてもらい間違いなく作業をしています。

12/1号 → 2/1号（内部障がい）
ありがとう！障がい者用駐車スペースを利用する私から・・・
私は、外見ではわかりにくい内部障がいがあり、車に乗せてもらい通院しています。病院には障がい者用駐車スペースが確保されて
おり、いつも安心して車を駐車することができます。こうした利用ルールに感謝します。
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広報ちがさき（欄外）

令和２年度 普及啓発ツール作成の取組状況について

・令和２年10月以降も引き続き毎月15日号の発行が見送りとなるため、以下の変更が生じる

※令和3年3月1日号以降の掲載内容は協議事項で調整
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鶴嶺公民館

令和２年度 普及啓発ツール作成の取組状況について

・鶴嶺小学校最寄りの公共施設で掲示（掲示内容は資料２参照）
・掲示期間は、7/7～9/1（小学校夏休み期間含む）

市役所 窓口カウンター
（都市政策課）

・少しでも多くの人に目につくよう窓口で掲示
・１週間毎に変更

ケーブルテレビ
（ハーモニアスちがさき）

・市の広報番組内で不定期に掲載
・市役所本庁舎１階大型モニターで別途発信

（6/20～7/3） （8/15～8/28）

市ホームページ

（心のバリアフリー）
・最新情報へ随時更新

（Topページバナー）
・新型コロナウイルス関連の

情報を優先するため、休止
・今後の状況をみて再開

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
machidukuri/1015026/1037480.html

【QRｺｰﾄﾞ】



デジタルサイネージ

令和２年度 普及啓発ツール作成の取組状況について

①市役所エレベータホール（本庁舎・分庁舎） ②茅ケ崎駅自由通路南側

③市役所本庁舎１階ロビー

（6/15～7/31）（5/25～7/31） （6/15～）

（9/15～9/30）

④神奈川中央交通バス

（8/1～8/15）
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協 議 事 項

令和２年度 取組方針について



令和２年度 取組方針について

7

１ 普及啓発ツールの取組

広報ちがさき
（欄外）

〇令和3年3月1日号以降の掲載内容について、各
委員から事例を募集します。
→3月1日号は「全般」、4月1日号は「身体障が

い」、4月15日号は「視覚障がい」です。

令和元年11月１号から開始し、令和3年2月1日号で一巡
となり、令和3年3月1日号から二巡目に入ります。一
巡目と同順で発信し続けます。

デジタルサイネージ
（市役所EVホール）

〇令和2年11月1日から約１か月間
右のイラストを掲示して良いで
しょうか。
→スマートフォンを用いて、聴覚

障がい者と会話している様子
庁内規程により１回あたりの掲示期間
は１か月となります。

デジタルサイネージ
（茅ケ崎駅自由通路）

〇令和2年11月1日から
約4か月間右のイラストを
掲示して良いでしょうか。
→スマートフォンを用いて、

聴覚障がい者と会話して
いる様子

交通に限定した内容となります。

デジタルサイネージ
（市役所１階ロビー）

ケーブルテレビ
（ハーモニアスちがさき）

デジタルサイネージ
（神奈川中央交通バス）

※現在空きがないため、引き
続き調整を進めます。

※他の啓発ツールなどありま
したら提案をお願いします。

かるた

〇心のバリアフリー教室との連携強化のための方策
を検討します。



変更（案）

令和２年度 取組方針について
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市内小学校において
「教室の開催」

２ 心のバリアフリー教室

〇新型コロナウイルスの影響により、
参加者の安全確保のため、
接触が多い教室での開催は難しい

〇オンライン等による遠隔授業は設備
環境が整わないため、開催が難しい

〇継続的な教室となるよう学校側も協力

教室プログラム作成

学校再開後、継続的に小学校と協議

教室プログラム作成

当初

(1) 取組方針

(2) 具体な内容

今年度は中止

注力したい

教室プログラム作成
・昨年度の教室やこれから作成するプログラム内容を踏まえ、課題の整理
・継続的な実施へ向け、課題の整理

・小学生向けプログラムを先行して作成
（学校側のニーズ把握、複数プログラム案を作成し小学校へ提供できる環境）



・自己紹介
・児童と障がい者の対話
・班毎に体験（体感）
・振り返り

・児童からのお礼
・宿題を元に児童と障が

い者の対話
・振り返り

・班毎に発表
・校内に限定せず、保護

者、障がい者、市民部
会、市を招待し開催

令和２年度 取組方針について
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(3) 教室プログラム作成

障がい者との交流
教室①

障がい者との交流
教室②

学習発表会

昨年度の教室

学校休業により中止

宿題
発見

カード

・遊びを交え市と児童と
の距離を縮める

・障がいについて学ぶ
きっかけつくり

市職員による教室

令和元年10月31日開催 令和元年11月29日開催 令和２年1月17日開催 令和２年3月6日

・点字に関する国語授業
を機に、視覚障がいに
関する講話や体験を実
施

市社会福祉協議会の
出前講座

令和2年1月22日開催

令和2年2月17日開催

【目 的】児童と障がい者との交流による福祉教育を通じて、心のバリアフリーの推進、児童の障
がい者への理解を深める

【学習目標】①体の不自由な方との交流を通して、障がいを持つ人への理解を深める
②対話（声かえ）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
※授業時間は、45分～90分／回、受講形式は班（児童5～6名／班）又はクラス単位
※障がい者との交流教室は時間の制約上２回とし、児童は特定の障がいを学ぶ
※発表会形式とすることで、班内の意見交換が活発となり個々の学びを深める
※合わせて、その学びを他者へ発表することで他の障害特性に関しても学びを深める
※視覚障がい、聴覚障がい、身体障がいを中心とする内容

鶴嶺小学校及び浜之郷小学校の教員との打合せ（9/18）
・昨年度の教室担当を含む鶴嶺小学校と茅ヶ崎寒川地区小学校研究部会（以下、「茅小研」）総合学習を取りま

とめている浜之郷小学校の教員に本教室を授業に取り入れるまでの一般的な流れを小学校側の視点を交え確認
・今後は、一か月毎に定期的な打合せを行い、来年度の茅小研総合学習の場で本教室の紹介を目指す
・学習目標は、昨年度の教室同様、児童に対し思いやりの気持ちの醸成に繋がるものとしたい

→小学校や教員の方針により年間カリキュラムの作り方や授業展開の仕方が異なるため、教員が本教室を授業
に取り入れたいと思わせる工夫が必要

→長期間のプログラムや学校側に負担が多いプログラムは受け入れづらい
→今年度から学習指導要領が変わり、本教室に関連がある各学年の教科を確認し、受け入れ易い環境を整える



・市民部会意見交換
・小学校との意見交換を

報告・調整

令和２年度 取組方針について
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スケジュール（案）

・小学校、市民部会相互
の意見をとりまとめ

市
（市民部会事務局）

・学校現場の視点で意見

小学校

・教室運営の視点で意見

市民部会

定期的な意見交換

市民部会委員へのお願い
・小学校との次回打ち合わせ（10月中旬以降）で市民部会の意見を踏まえ、打ち合わせを予定しています。
・小学校側には、昨年度の取組の授業展開のながれとは別に、学校側が授業に受け入れやすい授業展開のイ

メージ（案）を提案していただくよう依頼しています。
→昨年度の教室経験を基に、持続可能な教室として進めていくための課題、今後、実施校が増えていく場合、

校外活動を行う場合多くの協力者が必要となるため市民部会の委員をはじめ関係者が参加しやすい仕組み
などについて各委員の意見を伺いたいと考えています。

→また、プログラム作成を検討する中で、教室運営者（障がい者及び補助者）の視点、所属団体の視点から
生じる課題や意見などがありましたら意見を伺いたいと考えています。

（鶴嶺・浜之郷小学校の教員）

茅小研（総合学習部会）での説明
→令和元年度教室開催の実績報告
→教室プログラム（案）の提案
→課題抽出・整理

令和３年夏頃

基本構想見直し時に反映
令和４年度

本格実施

令和５年度以降


