
心のバリアフリー教室 活動報告 鶴嶺小学校４年（令和元年度） No.1

総合学習のテーマ
鶴嶺地区の人々を元気に

①気づく

鶴嶺地区にはど
のような人々が
生活しているか、
施設があるか

②考える

皆を元気にする
ために何ができ
るか、相手の気
持ちを考える

③触れ合う

地域の人々と触
れ合い、考えた
ことをやる

④振り返る

活動を通し、わ
かったこと、で
きそうなことを
考え、伝える

児童と障がい者との交流
（心のバリアフリー教室）

普及ツール作成
先行的に実施

（取組）
・失敗を恐れず、根気よく地
道に情報発信を続ける

・障がい者の声・体験を元に
伝える

（伝え方）
・障がい者の声・体験を感謝
の気持ちを加え「ありがと
う」で表現

・市内に向け発信、段階的に
市外に発信する

心のバリアフリー教室
調整が整い次第実施

（取組）
・子供の頃の学習がその後に
与える影響が大きい

・「子供の気づき」が行動を
変え、「家族」や「社会」
へ波及

（伝え方）
・障がい者との交流を第一に、
対話を重視したプログラム
構成を検討

・少人数（班単位）が良い

教育目標
未来に向かって伸びる鶴嶺の子

学年目標
チャレンジ・パワー

パワーの効果を考える

⇒人に元気を与える

①どんな人が生活しているか
・クラスの皆、子供、赤ちゃん、大人、お年寄り、障がい者、旗振りの皆さん

②どんな施設があるのか
・西久保保育園、リフシア浜之郷、障がい者施設
・鶴嶺中学校、鶴嶺小学校

意見交換
対象者：障がい者、市民の双方
方 針：障がい者の外出機会創出による交流を通じ心のバリアフリーを推進

対象者：市民
方 針：障がい者からの声を情報発信し、心のバリアフリーを推進

・平成２７年９月に「茅ヶ崎市バリアフリー基本構想」を
策定

・平成２８年１０月に、「茅ヶ崎市バリアフリー基本構想
推進協議会」及び部会として市民部会を設立
→協議会は、鉄道やバスの交通事業者をはじめ、道路管

理者、交通管理者、障がい者団体、公募市民、学識経
験者等を委員として構成（令和２年６月現在、27名）

→市民部会は、障がい者団体、公募市民、学識経験者等
を委員として構成（令和２年６月現在、16名）

→市民部会では、心のバリアフリー普及推進を目的とし、
普及啓発の取り組みを行う

・主な関係法令は、次のとおり
①高齢者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

→通称「バリアフリー法」
②移動等円滑化の促進に関する基本方針（国が策定）

□茅ヶ崎市バリアフリー基本構想

・バリアフリー法では、高齢者、障がい者等が自立した日
常生活及び社会生活を営むことができる社会環境の整備
を目指し、駅を中心とした地区等のバリアフリー化を図
り、重点的かつ一体的なバリアフリー化の推進を狙いと
している

だれもが安心して過ごせるまちづくり

都市基盤の
バリアフリーの推進

公共交通や道路、信
号機等バリアフリー
化を目指す

生活基盤の
バリアフリーの推進

建築物や公園、商店
街等のバリアフリー
化を目指す

心の
バリアフリーの推進

日常的な声掛けやマ
ナー向上等の心のバ
リアフリーの浸透を
目指す

基本
理念

目標

・基本構想では、基本理念や目標、基本方針を設定

①重点整備地区・整備促進地区の設定による効果的なバリアフリー化
②多様な市民参加と協働による心のバリアフリーを促進
③他施策と連携した全市への展開、事業の進捗状況に合わせた段階的な
対応

④基本構想の進行管理による継続的なバリアフリー化

基本
方針

１ 心のバリアフリーとは

・市民一人ひとりが高齢者、障がい者等の移動や施設利
用に制約のある方の困難を自らの問題として意識し、
バリアをなくそうとすること

マナー、ルールを守る

ゆずる

手伝う

理解する 様々な障がいのことや、困っていること、手助けの仕方について学ぶなど

歩道に自転車をとめない、障がい者用の駐車場を利用しないなど

優先席やエレベータ、多機能トイレで障がいのある人を優先するなど

困っている人に声をかけ、移動の手助けや案内をするなど

３ 心のバリアフリー教室開催に至る経緯

・市民部会では、心のバリアフリーの推進をどのように目
指すべきか意見交換を実施
→設立直後は、障がい者の外出機会を創出しまちなかや

イベント等で交流することで障がい者への気づきの機
会をつくり、心のバリアフリーの推進に取り組む

→対象が障がい者と市民の双方となっていたことから、
市民に向けた発信に方針転換

・障がい者からの声をどのように市民へ伝えていくか検討
するため、障がい者団体等を対象にアンケートを実施

・机上の議論だけでは普及啓発は進まないので、小さなこ
と、出来そうなことから失敗を恐れず一歩前進する

・令和元年度から対外的に広く普及啓発活動開始し、段階
的に取り組む

□背景

・“自分たちの疑問を解決することの楽しさ”を活かす総合学
習とする

・総合学習のテーマを定め、自分たちの思いを実現するには
どうするか、鶴嶺地区を知ることを通し学習内容を深める
→どんな人が生活、どんな施設があるかをきっかけに展開

・どのように授業展開をすべきか
→学校側・受け入れ側の双方の気持ちを考えた行動（連携）

・体験等を交えることで子供たちが満足感や達成感を感じる
→“自分たちの力で鶴嶺地区が元気になることを実感”

・自分たちが学んだことを情報発信できる力を育てる
→発表会の場等を通して学んだことを表現、発信する

方針転換

□テーマ

□実現に向けたキーワード

□鶴嶺地区を知る

４学年（５学級、１８０人）が同じこと、同じ場所を訪問できるか。
→受け入れ側の対応や気持ちを考え、学級単位で取り組む

□学習方法

①高齢者や幼児との交流

（老人ホーム・保育園訪問）

②市社会福祉協議会の出前講座

（視覚障がいに関する講話、疑似体験）

具体的な取組

次の媒体を活用し発信する
①広報ちがさきの欄外
②デジタルサイネージ
茅ケ崎駅、市役所内、神奈中バス車内

③ホームページ
心のバリアフリーに関するページ、Topバナー

④市広報番組（ハーモニアスちがさき）
⑤都市政策課窓口カウンター

心のバリアフリー推進

４年１組、４組、５組

４ プログラムの基本方針

４年２組、３組

児童の気づきを
どう創出するか

講話・体験

障がい者又は児童
の一方通行

対話

障がい者と児童
相互の交流

効果
大

気づき創出から思いやりの心へ
交流により対話でお互いを知る（主）
⇒児童が普段の生活とは違う視点を知る機会となる
⇒一度だけではなく、継続性があるものとする

話だけでは理解が難しく、体感を加える（補完）
⇒児童が体感することで理解度の向上を期待

学習したことを情報発信
⇒学習発表会等を活用し、理解度の向上を図る

効果
小

学校教育目標
かしこい子
・心のバリアフリーを知る
・自分たちにできることを考える
・人のために行動することの大切さを学ぶ

やさしい子
・思いやりをもって触れ合う
・障がい者と児童がお互いに元気になる
・自分たちの力で地域が元気になることへの満足感を味わう

５ プログラム

２ 市の取り組み

市民部会
心のバリアフリーの推進を目指す

学校
総合学習を通じ主体的な学習を目指す

（抜粋：茅ヶ崎市バリアフリー基本構想）

地区の連携

□班体制

基本軸は、「児童」と「障がい者」との対話
①どう児童にアプローチしていくか
②会話すれば障がいへの理解につながるとは考えに
③相手を理解した先に、障がいへの理解につながる
④児童が相手（障がい者）のことを知るきっかけを増
やすことができれば、理解が早まるのではないか

重点整備地区
バリアフリー法に基づく基本構想に定める地区。施設
が集積し、その間の移動が通常徒歩で行われる地区を、
バリアフリー化のために事業を重点的かつ一体的に推
進すべき地区 （茅ヶ崎駅・北茅ヶ崎駅周辺地区）

重点整備地区
市の独自の考え方に基づき推進する地区。まちづ
くりの進捗状況にあわせて、駅を中心とした交通
結節点周辺のバリアフリー化の実現を目指す地区
（香川駅周辺地区、辻堂駅周辺地区）

仲良くなることが一番
①大人数ではなく少人数での話し合い
②回数を重ねる

⇒同じメンバー（班体制）がよいのではないか
対話

相手を知る（理解する）

いつもの児童の生活とは違う相手の（障がい
者）の生活を知る

相手を知る

障がいへの理解

班体制の考え方
①「児童」と「障がい者」の２者より、ファ
シリテーター役を兼ねた3者の方が、効率
的に話を進めることができるのではないか

②ファシリテーター役は、市職員が担い、市
民部会の委員も補助者として加えることで
会話の広がりを作ることができるのではな
いか。

③学校側の経験から、児童は５名前後が児童

全員が積極的に参加しやすい人数と提案

１班あたり
・児童５名前後、障がい者１名
・市職員１名（進行役）
・市民部会の委員１名（補助役）

□教室の流れ

段階的な班の構築
・鶴嶺小学校には、特別支援学級がないため、児童の中には
障がい者を知らない児童もいる

・初回の授業から多くの人（障がい者、市職員、市民部会の委
員が来ることで戸惑う児童もいる可能性がある

・段階的に班を構築する流れにしてはどうか。
⇒第１step 市職員と仲良く
⇒第２step 障がい者、市民部会の委員と仲良く

お互いが打ち解ける環境
・児童を巻きこむプログラムを入れる必要
⇒遊びを加えることで一気に距離が縮む
⇒児童に人気がある遊び（フルーツバス
ケット）を取り入れる

・参加者全員、名札をつける
⇒名前で呼び合いお互いの距離を近づける
（市役所の人と呼ぶのはNG)

・給食の時間を活用

教室の回数
・障がい者との交流教室の回数は、少なくとも
２回以上設定

・まとめに関しては、個々でレポートを提出
するのではなく、発表会形式で設定

学習のまとめ
・発表会形式とすることで、班毎での意見交換が増え、児童
間での学習効果を高める

・時間の制約上、班替えができないため、児童は特定の障が
いだけを学ぶことになるので、他の障がいを知るきっかけ
ができる

・障がい者や市職員も児童の理解度を知ることができる。
・副次的な効果になるが、発表会を参観にきた保護者にも心
のバリアフリーを考えるきっかっけになり、自宅でも会話
を増やしてもらうことで普及啓発の拡大が図れる

教室終了後の市民部会の協力体制
・児童が学習で学んだ成果を普及啓発に活用
⇒校外で活用することで児童の達成感等が得
る一助となるよう取り組む

□スケジュール

市職員による
授業

・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

学習発表会

・班毎に発表を行う
・校内だけで実施せ
ずに、保護者、障
がい者、市、市民
部会を招待

□目的や学習目標の設定
・市民部会は、市のまちづくりに関わる部局が携わっているため、福祉の専
門性が高い内容とはせず、将来に向けて児童が街中で困っている人がいた時
に思いやりを持ち自然と声かけができる一助となることを意識し、対話の重
要性を考えています。このため、目的や学習目標は次のように定めます。
【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

リー普及、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（声かけ）や体験（体感）を通して、「別の視点にきづ

く」きっかけをつくり、思いやりの気持ちを醸成する

１日目（10月31日） ２日目（11月29日）、３日目（1月17日） ４日目（3月6日）

障がい者との交流による授業

３日目
・児童からのお礼
・宿題を元に対話
・振り返り

学校休業により
中止

２日目
・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
・宿題（発見カード）

学校教育目標（伸びる児童の姿）
●自分で考え学び「かしこい子」 ●仲間とふれあい「やさしい子」

資料２
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・教室終了後、発表会（学校休業により中止）に向けた準備と並
行して４年２組の児童がこの教室を通じて感じたこと、自分達
がお手伝いできること、街中でこまってしまうこと等を考え、
絵画で表現しました。「色」、「デザイン」、「メッセージ」
を各自分担して作業を行い、皆の力が一つになった作品です。

①エレベータを利用するとき

③信号機がない横断歩道を渡るとき②緊急放送が流れたとき

⑤信号機がある横断歩道を渡るとき④高い位置にある物を取るとき

８ 最後に

市民一人ひとりの「気づき」から「思いやりの心」がうまれ、“誰もが安心して過ごせるまちへ”、“心
のバリアフリー社会へ”とつながっていきます。決して、今からでも遅くありません。小さなことか
ら・・・。自分の心の中にある壁（バリア）を越えていきましょう！！

①から⑤までの絵は、どんな場面か考えてみましょう
①車椅子の方がエレベータ前で待っているとき
②緊急放送が流れた時に周りの様子を伺っている方がいるとき
③横断歩道で待っている方が白状を前にだしたとき
④車椅子の方が高い位置の物を取るとき
⑤信号がある横断歩道で青か赤か困っている方がいるとき

市職員による授業（令和元年10月31日） 障がい者との交流授業②（令和元年11月29日）

障がい者との交流授業②（令和2年1月17日）

６ 当日の様子

自己紹介
・名前で呼び合うこと
・相手の気持ちを考え、“ありがとう”の場面を考え
て授業に取り組むように児童にお願いを伝える

□実施要領
①市職員による授業

・市職員（１名）を各クラスに担当者として配置
・１授業の中で、児童と仲良くなり次回以降の授業へ橋

渡しできるようにする

市職員と児童が仲良くなる
・児童に人気があるフルーツバスケットで遊び、児童
との距離を近づける

・児童の気持ちを高揚させる

別の視点に気づく
きっかけづくり

・目をつぶり移動したり、耳を塞
ぎ会話をしたりして普段の生活
と異なることに気づいてもらう

障がい者について学ぶ

・どのような障がいがあるか知る
・街なかには障がいによって、不
自由な場面があることを知る

仲
良
く
な
る

学
ぶ

②障がい者による授業

・６班（視覚障がい３名、聴覚障がい２名、身体障がい
１名）に分かれて実施

・障がい者との交流で、対話（声かけ）、体験（体感）
をし、児童に別の視点に気づくもらうものとする。

・この気づきから、相手への思いやりの気持ちを醸成で
きるよう、継続的に教室を開催する

自己紹介
・班は、児童、障がい者、市民部会委員（補助員）、市職員（進行
役）で構成し、お互いを知る。

障がい者からの自己紹介・児童からの質問
・障がい者から児童に対し、自身の障がい等について少し具体に話
をし、児童に話を適宜振りながら、障がい者のことを知ってもらう。

・児童からも疑問があれば質問を行う

別の視点に気づくきっかけづくり
障がい特性に応じて、児童と体験を行う

仲
良
く
な
る

体

感

・

体

験

視覚障がいの班
・自席で目を閉じ、障がい者の視点を経験
・児童が誘導役として視覚障がい者に対し学校内を誘導し、介助役の
視点を体験
※誘導方法などは、あえて事前説明はせず、障がい者と児童との会話
により習得することとした。（危険な場所（階段）のみ注意説明）

聴覚障がいの班
・ジェスチャーゲームを通じ、どのようにしたら話を伝えられるか障が
い当事者の視点を経験

・伝え方には、言葉以外の手段があることに気づいてもらう

身体障がいの班
・児童２人１組となり、車椅子を使い当事者と介助者の視点を体験し、
各々の視点に気づいてもらう

・車椅子の利用方法は、障がい者との会話により学び、児童が身体障
がい者に対し学校内を誘導
※車椅子の使用により、手足を挟む危険性があるため、事前に注
意説明。その他は、障がい者と児童との会話により習得する

振
り
返
り

障がい特性ごとの体験を元に、班毎での振り返り

障がい者による授業の感想カード作成

 

 

 

 

発見カード 

 

発見した日     月    日 発見した場所                   
こま     おも 

どんなことが困ると思うかな？？ 

ないな」、「不便だな」と困ってしまうことを書いてみよう！！ 

   組 なまえ                

きょう   いっしょ   まな                         がっこう   まち  なか 

ふ べん           こま                    か 

はっけん                               はっけん     ば しょ 

今日、一緒に学んだ      さんが、学校や街の中で「あぶ 

２回目の授業までに、児童には学校や街中で同じ班となった障がい者が困ってしま
うような場面を考えることまとめた

気
づ
き
か
ら

思
い
や
り
へ

児童の気づきを2回目の授業の中で班毎に障がい者に質問をしたり、班員で考えたり
し、理解を深めていくものとしている。思いやりの醸成に繋げる

③学習発表会

・児童たちが感じたことを班毎にまとめ、障がい者の理解を深める

・児童は発表によって他の障がいを知るきっかけとなり、新たな気づきを創出できる

・学習発表会を機に、児童と保護者で考えるきっかけとなり、更なる心のバリアフリー普及啓発
に繋がることができる

・障がい者を招待することで、児童と障がい者の関わりを深めることができる
街なかで困っている人などがいる場合、どのように声を
かけますか。皆さんで考えてみましょう

「困っていることはありませんか？」と一言、声掛けをするこ
とで状況がかわります。

７ 児童の作品

問い合わせ先 茅ヶ崎市役所 都市部 都市政策課 交通計画担当 0467-82-1111（内線2341）



掲示期間：令和２年８月１日から８月１５日まで
掲示場所：茅ヶ崎営業所内のデジタルサイネージを備えた路線バス（30台）

運転席後ろにあるデジタルサイネージ
掲示方法：１２分に１回、１５秒間のペースで掲示されます。
情 報：鶴嶺公民館周辺のバス路線では、以下の５路線で

掲示します。
※デジタルサイネージを備えていないバスも

運行しているため、ご注意ください。
※全て「茅ケ崎駅」発

①茅４１ 今宿経由 小谷行
②茅４５ 鶴嶺経由 小谷行
③茅５２ 山伏塚経由 西一之宮行
④茅５３ 下河原経由 寒川駅南口行
⑤茅５４ 山伏塚経由 寒川駅南口行

心のバリアフリー教室 児童の作品の活用事例

掲示期間：令和２年５月から当面の間
掲示場所：都市政策課カウンター
掲示方法：都市政策課のカウンターにフォトフレーム（A４サイズ）を設置し、

窓口に来られた方や通路を通行する方に向けて発信しています。
１週間毎に、掲示内容を変えています。

①市役所窓口カウンター（本庁舎３階 都市政策課）

②神奈川中央交通路線バス（デジタルサイネージ）

③市役所（本庁舎・分庁舎）エレベータホール

掲示期間：令和２年５月から７月３０日まで
掲示場所：茅ヶ崎市役所本庁舎及び分庁舎のエレベータホール

本庁舎東側⇒１階から６階、分庁舎⇒ １階から３階
掲示方法：市役所内のエレベータ横に設置されたデジタルサイ

ネージに掲示し来庁者の方へ情報発信しています。
※時期により掲示間隔が異なりますのでご注意下さい。

④市役所ホームページ

【掲示場所】
運転席後ろ

デジタルサイネージ

【掲示場所】
都市政策課カウンター

【掲示場所】
都市政策課カウンター

掲示期間：令和２年５月から当面の間
掲示場所：市役所ホームページ

トップページ＞市政情報
＞まちづくり（市政情報）＞茅ヶ崎市バリアフリー基本構想

掲示内容：心のバリアフリー教室や児童の作品をはじめ、
市の基本構想などを掲載しています。

【QRコード】

検索茅ヶ崎 バリアフリー

問い合わせ先 茅ヶ崎市役所 都市部 都市政策課 交通計画担当
０４６７－８２－１１１１（内線２３４１）

掲示期間

９月１日まで


