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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２回市民部会会議録 

議題 

議題 

（１）心のバリアフリー普及啓発について 

（２）心のバリアフリー教室について 

（３）特定事業と市民部会の取組の連携について 

 

その他 

日時 令和３年３月２４日（水）午前９時３０分から午前１２時００分まで 

場所 茅ヶ崎市役所本庁舎４階 会議室４及び会議室５ 

出席者名 

部 会 長：斉藤 進 

副部会長：海津 ゆりえ 

部 会 員：河内 昇、柏崎 周一、荒川 スイ、瀧井 正子、遠藤 明子、 

上杉 桂子、鈴木 実、杉山 徹、杜多 美咲 

（欠席委員） 

部 会 員：水島 修一、瀬川 直人、牧野 浩子、浅川 晴美 

（事務局）都市部都市政策課 

会議資料 

・次第 

・部会委員名簿 

・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２回市

民部会資料 

・資料２ 心のバリアフリーポスター見て（市への問い合わせ） 

・資料３ 心のバリアフリーポスター見て（フェイスブック） 

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．開会 

深瀬課長：   定刻になりましたので、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

２回市民部会を開催いたします。本協議会は、原則として公開となっておりますが、

本日は、傍聴の申し出はございませんので、このまま会議を進めます。司会の茅ヶ崎

市都市政策課課長の深瀬です。よろしくお願いします。会議に先立ちまして３点ほ

どお知らせがあります。 

        １点目は、コロナ禍での会議開催による注意事項となります。会議中は、換気の

ため、窓やドアを一部開放しています。委員の皆様におかれましては、マスクの着用

を徹底していただきますようお願いいたします。会議中でも体調不良などがござい

ましたら遠慮なくお申し出ください。また、マスク着用により声を出しづらい状況

となりますので、マイクを使い発言をお願いいたします。 

２点目は、昨年１１月に行われた国土交通省バリアフリー化功労者表彰に係る第

二次選考について、委員の皆様のご協力を賜り感謝申し上げます。惜しくも大臣表

彰の受賞には至りませんでしたが、優良な取組としてパンフレットの掲載に結び付

けることができました。市民部会設立から間もないにも関わらず、一定の成果を得

られたことは大変有用なことで、委員の皆様と一緒に今後の取組に活かしていけれ

ばと考えております。 

３点目は、過日書面会議により開催した協議会の中で、議題(2)「部会の委員、部

会長及び副部会長の選任並びに部会の運営について」に関して、承認が得らえまし

たので、引き続き、市民部会を設立し、部会長に斉藤進委員、副部会長に海津ゆりえ

委員にお願いをし、本日の会議開催としたいと考えております。 

        それでは、本日の会議内容につきましては、議題として、「(1)心のバリアフリー

普及啓発について」「(2)心のバリアフリー教室について」「(3)特定事業と市民部会

の取組の連携について」でございます。 

まず、資料について確認いたします。先日送付させて頂いた資料は、「次第」、「部

会委員名簿」、「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２回

市民部会資料」、「資料２ 心のバリアフリーポスターを見て（市への問い合わせ）」、

「資料３ 心のバリアフリーポスターを見て（フェイスブック）」資料は以上ですが、

不足等ありますでしょうか。ここで、当会議についてですが、部会委員 15名のとこ

ろ、11名のご出席をいただいておりますので、要綱第７条第６項で準用する第６条

第２項の規定により、会議が成立していることとなります。それでは、ここから先の

進行については、斉藤部会長にお願いいたします。 

斉藤部会長：  それでは、この会議を進めるにあたって、本日の会議録に署名をいただく委員を、

名簿順で河内委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

河内委員：   わかりました。 

斉藤部会長：  委員が改選され、皆さま初めてお会いされる方もいますので、順番に自己紹介を

してから、議題に入ろうと思いますが、いかがでしょうか。私から順番に時計回りの

順でよろしいでしょうか。 
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～～出席する委員及び事務局が順次自己紹介～～ 

 

斉藤部会長：  ありがとうございます。このメンバーで部会を進めていきたいと考えております。

毎回毎回活発な議論をしていただいています。前回覚えていますか。部屋が広いの

でなるべく密集して話をしていたんですよね。今回は席が離れていますが、気持ち

は密でいきましょう。思ったことはすぐお話することで、そういう気持ちで会議に

参加していただき、積極的に意見を言ってもらえればと思っています。それでは本

日の議題をご覧ください。中心となる議題が３点あります。１つは啓発に関して「心

のバリアフリー普及啓発について」、それから２つ目は「心のバリアフリー教室につ

いて」、３つ目は「特定事業と市民部会の取組の連携について」です。テーマを見る

となかなかわかりづらい議題ですが、具体的に資料説明しながらそれぞれ意見交換

をしていきたいと思います。市民部会ですので、市民の目線からバリアフリー社会

に向けた実践、行動について自由に意見を出してもらえればと思います。それでは

議題１について事務局の方から資料の説明し、その後、委員からご意見やご質問を

お願いしたいと思います。それではお願いします。 

 

２．議題 

（１）心のバリアフリー普及啓発について 

佐々木主査：  資料は、資料１、資料２、資料３です。資料１は右下のスライド２から４までとな 

ります。資料１をご覧ください。新しく委員になられた方もいますので、これまでの 

振り返りをして、今抱えている問題等を共有したいと考えています。 

スライド２をご覧ください。設立から２年間は、障がい者の外出促進として、イベ 

ントへの参加を行いました。その後、障がい者を対象とした取り組みではなく市民 

を対象とした、市民に向けた取り組みを実施していこうと転換し、平成３０年度に 

各委員が所属する団体に向けてアンケート調査を実施しました。障がい者が抱える

問題やこんな場面、こんな風に茅ヶ崎が変わってほしいなぁと思う部分を聞き取り

しました。これらをパンフレットにして、市民の皆様に理解の共有を求めようと取

り組みを開始しました。各障がい特性の意見を踏まえパンフレット（案）を作成した

段階で、８ページを超えるパンフレットを市民の皆様が読んでもらえるのか、理解

してもらえるか疑問を抱き、平成３０年度はパンフレットの発行はせずに、翌年、令

和元年度にもう一度、市民への伝え方について委員皆様で改めて考えていこうとな

りました。令和元年度から少し深く取組を行っていった流れとなります。 

 では、令和元年度にどのような形で取組を進めたか説明します。まず、誰を対象、

ターゲットとするか、私たちが進めようとするバリアフリー社会、共生社会の実現

というところで、理解・意識が高い方もいらっしゃいますけども、そもそもその心の

バリアフリーという言葉自体の認知度が低いというところがあって、まずそういう

ところから理解をしてもらわないといけない。ただ、その伝え方の中で私たちが伝

えることは、私たちのわがままと、そのような形で捉えられてしまうと相手にもそ
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もそも気づいてもらえないということで、いかに私たちの声を伝えるか・伝わるか

ということで、皆様と意見交換をしたい。その時に当時、自転車の普及啓発の中でな

んとかしなさいという啓発よりも、なんとかしてくれてありがとうという言葉を使

うと、受け手にとっても響きがいいということもありましたので、まずありがとう

という言葉を使いながら、障がい当事者の行為を伝えていくということで、取り組

みできること・できないことをやっていこうということで、令和元年から進めて参

りました。 

令和二年、今年度に入りまして、さらなる取り組み・どうやっていこうかというと

ころで、なかなか会議が開けない中、書面会議という中で事務局の方でできること

とういうことで、掲示場所を増やすという風なことを進めていったということをや

っております。 

具体的な取り組みは、スライドの３ページ・４ページになります。まず基本となる

のが３ページです。広報茅ヶ崎の欄外を使って障がい特集をこういった形で、毎号

その場面を市民の皆様に向けて届けていくということを軸にしまして、４ページに

あります色々な媒体ですね、もともとは広報ちがさきから始まったものが、市役所

の広報掲示板やデジタルサイネージ、茅ヶ崎駅、路線バスという形で始めています。

広報番組等ホームページを拡大していって、令和二年から大きな違いというと、民

間の商業施設のほうにも普及啓発していったというところであります。わかりやす

いところでいいますと茅ヶ崎駅、ラスカ、あと茅ヶ崎駅の構内の各ホームに続くエ

レベーターにポスターを貼っております。あとはイオンさん、イトーヨーカ堂さん

とポスターを貼っております。このポスターは、エレベーターの譲り合いに関する

ものをまずは取り組みということでやっています。今年の二月から拡大作業を始め

たところです。市民の皆さんから資料２、資料３に記載する反応がありました。逆を

言いますと、広報ちがさきに掲載しても市民からはあまり反応はなかったことにな

ります。 

きっかけは資料２になりますが、市への問合わせとしてＡさんをあげております。

車いすで通学されているお子さんの親御さんからのお問合せで、きっかけは毎日利

用するエレベーターに「車いすを利用する人は優先してお譲りください」と見える

ポスターはいらない。なぜかというと、そんなことをしなくても皆さんから譲って

もらえる。子供が感じるものとポスターのお願い事項に温度差を感じるということ

で、親御さんのほうからポスターのほうを外してもらえないか、市に問い合わせが

ありました。市のほうも実際に親御さんお話を聞いてみないと何とも言えませんし、

市民部会の取り組みの意図がその方に正しく伝わっていない可能性もありましたの

で、「私たちは誰を目的にどういうことをしたくてこのポスターを貼っています」と

いう点をお会いして伝えしています。ただ、それが障がい者への声を「ありがとう」

の言葉を使って市民に少しでも理解してもらいたい、気づいてもらいたい目的であ

ることを伝えています。Ａさんは小学生の頃から車いすで小学校に通学していて、

中学生になっても特段周りの友達が自然と関わりの中から心のバリアフリーができ

ているんです。そういう状況なのになぜこのようなポスターを貼っているんだ、と
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いうところが非常に違和感を抱いているということです。中学生に拘らず自分たち

の声をしっかり伝えてきたというところは、市民部会の中でも今後の取り組みを考

えていかなければいけない。同じポスターを見て色んな見方がでてきたというとこ

ろが、非常に関心があったところです。 

それと並行して、資料３はフェイスブック上の話で資料３の写真が実際に貼った

ポスターです。利便性向上の観点から駅周辺にある公共のエレベーターに関して、

稼働時間や設置位置がわかるよう取り組んでいます。ただ、このポスターを見てき

て色んな意見があり、本日は、このような意見を踏まえて、今後の取り組みをどうい

う風な形で進めていけばよいか皆様と議論して、次の取り組みに活かしていくかご

協議をさせてください。説明は以上となります。 

斉藤部会長： ありがとうございます。実際に、資料の２、３をお読みいただきましたが、基本的に

は、このポスターを見たＡさんから直接、資料３のような指摘が行われている状況

です。これに関して自由にお話を進めていっていただきたいのですが、若干資料作

成に関して上杉委員のほうから補足説明をお願いします。 

上杉委員：   はい。実はわたしのフェイスブックの記事です。「このポスターについて、皆さん

どう思います？」みたいな投稿者の意見があって、それに対して８６名のコメント、

そのこと自体がすごくびっくりしちゃったんですよね。関心を持っていただいたと

いうことは非常に有意義だと思いました。この８６件様々な意見があるんですけど

も、大きく分けると「決めつけられると嫌だよね」、「この絵を見てこうすべき」みた

いな、「こうしないといけないんだと決めつけられるのは嫌だよね」、というところ

がある。もうひとつは、「これ当事者の人に聞いたの」ということでした。それにつ

いてはわたしのほうも色々投稿した部分もあるんですけれども、市民の素直な感想・

感覚だと受けて、わたしたちはこれをやはり参考にすべきだと思って、斉藤会長に

もお伝えしたし佐々木さんにもお伝えしました。とりあえず以上です。 

斉藤部会長：  ありがとうございました。概略はそういうことでして、詳細については内容等読

んでいただいてご理解いただいていると思います。このポスターが掲示されて、こ

この一番下のところに、これを考えた我々の名前が入っています。こころのバリア

フリー市民部会がこれをまとめ、公共施設、駅、商業施設に貼った。ある意味、我々

が普及啓発で「こういったことが必要ではないか」と思ってまとめて掲示したもの

が、当事者にとっては、あるいはこれを見た方にとって問題があるんではないかと

いうご指摘でした。これは非常に重要な指摘ではないかと私自身思っております。

よかれと思ってやっているわけで、むしろバリアフリーを強めていきたい、あるい

は共通理解していきたい、あるいはバリアフリーというものを社会に定着していき

たいということで啓発のポスターを作ってやったわけですが、今、上杉委員が言わ

れたように、人によっては決めつけではないか、あるいはＡさんのように、読んでい

ただくとわかるのですが、日頃から周りの人が当たり前に特別な対応をしないで手

伝ってくれる。なんで車いすの人だけありがとうと言って優先的に乗るようなポス

ターを作ったのかというご指摘をいただいたわけです。 

        そういったことを前提にしながら、もう一度我々の部会で市民の方々に対する普
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及啓発について、決めつけや特別な扱いではなく、互いに理解しながら気持ちよく

公的な空間を使うには、そのためのポスター・イラスト表現をどうすべきか。具体的

に意見をお願いしたい。この内容について、こうしたほうがいいのではないか、ある

いはこういったところが欠けているのではないか。皆さんから意見をいただいて、

普及啓発のありかたを、改めて検討したいと思っています。今までの資料提供、ある

いは説明等を含めて各委員から自由にご意見をいただければと思いますので、よろ

しくお願いします。 

杉山委員：   杉山です。私もエレベーターで見たポスター、これの下にもうひとつ何か書いて

ある。足の達者な方はエレベーターか階段を使ってくださいなどと書いてあるよう

なポスターがあったんですけど。 

佐々木主査：  ２種類掲示しています。イラストとしては同じです。 

杉山委員：   要するに歩ける人は階段歩いてくださいということを片方に書いてあったので、

これだけみるとちょっとなんとなく確かに、差別というか特別扱いしているように

感じるんですけど、もうひとつこの下に掲げたポスターでは、理解しやすいような

文章が載っていたような気がするんですよね。だから、どっちがメインのポスター

とするのか聞きたい。 

佐々木主査：  メインは、Ａ４でお配りしているものです。 

杉山委員：   分かりました。もう 1 つの方のポスターの方が比較的理解されやすいと思う。こ

れだけ見ると、確かに特別扱いという、特に普通に障がい者として扱われていない

Ａさんの場合は、障がい者扱いされるということ自体に違和感があるのではないか。

現実にエレベーター、建物の高さにもよるけれども、１０階まで歩きなさいという

のは大変だけど、駅みたいに２階までであれば、健康のために歩くというのもある。

健康な人は譲って階段を使えるわけです。そういうようなケースと、市役所みたい

に大きなビルの４階とか５階とかは違うと思う。いろいろな置かれた状況によって

判断の仕方が難しいので、市民部会として正しいと思ったんだけど、いろんな場面

で抜けているところがあるんだと思ったのが今回反省した点です。 

柏崎委員：   柏崎です。この意見、私も見てみました。いろんな意見があるんだなということを

まず感じました。この人、Ａさんの意見も１つの意見だろうと思います。ということ

をまずに感じました。中を見ると、この絵は、障がい者に譲るのに車いすならば一番

わかりやすいということで、車いすを出したんだと思う。例えば、視覚障がいとかを

絵にしようとするとなかなか絵にできないというのがあるのでは。だから、車いす

を対象にしたんだろうと思います。簡単に言うと、こういう目線の人もいるんだな

ということが１つ理解できるけれども、譲られたら理屈なしに「ありがとう」と言っ

て譲ってもらったらいいじゃないかと思います。私も年齢を考えると、電車で席を

譲られることがありますが、断ってしまうこともありましたが、譲られた方はなん

となく気まずそうな顔をしてドアの方に歩いて行ったこともあります。譲ってもら

ったら単純に「ありがとう」と言って譲ってもらうことも大事ではないかと思いま

す。確かに手助けを拒む人がいます。近所でもごみを出すのを手伝おうとしたら怒

られた人がいます。自立してごみを出そうとしているのになぜあなたは邪魔をする
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のかといわれた。人によっていろんな考え方があるという中で、こういうものを出

すということは難しいということを感じました。まずは以上です。 

遠藤委員：   前回いただいた資料を読ませていただいて、フェイスブックの方でいろんな意見

がありましたが、皆さん言っていることはもっともだと思っています。この会議に

対面で参加するのは２回目で、啓発の内容について考える会議には参加していない

けれども、皆さん一生懸命考えてこのポスターを発信したのだと思いますが、この

フェイスブックの意見の１つにあったけれども、Ｏ
ｵ ｰ

さんの「最悪絵だけでもよかっ

た」という意見に私も近いなと思いました。「ありがとう、譲っていただいて」とい

うのは言葉としてへりくだりすぎではないかと。バリアフリーってお互いにフェア

でないとおかしいのではないか。障がいのある人もない人も対等であるべきなのに、

片方が譲る側片方が譲られる側、という言葉として押し付けすぎではないかと思い

ました。皆さん、それぞれ考え方が違うとは思いますが、私の感想です。 

斉藤部会長：  今の意見に関して、「対等」というのは何かということですよね。自然に何かして

もらったときにでる感謝の気持ちを言っている。差別しているとか上から目線とか、

そういったことではない「ありがとう」を普通は言いますよね。ここの「ありがと

う」は、弱いから助けてあげる、だから「ありがとう」と言わなければならないの

か。対等として出る「ありがとう」ではないという誤解を生んだ部分もある。へりく

だることもなく当たり前の「ありがとう」をどう表現するのか。それは気持ちなので

ポスターではだめという極論もあるかもしれない。十人十色というのは皆さんが言

うとおりだと思います。当たり前のように「ありがとう」が言えるようなそういう気

持ちをどうあらわすべきか。 

杜多委員：   私も今のお話に同意です。特にこのポスターを見たときに違和感がありました。

その理由というのは、先ほどから皆さんが言われているように、車いすとそうでな

い方のそれぞれのバリアを象徴しているように感じるので、自分も違和感がありま

した。それがあったときに、そもそもポスターの議論をする前に「心のバリアフリー

ってなんなんだっけ」ということ、我々が心のバリアフリーをどう実現していきた

いのかということを改めて振り返る必要があるのかなと思っています。別にポスタ

ーの話に戻すと、もしこのようなポスターをやるのであれば、車いすの方以外にも、

内部疾患、一見見えないような方とか、たまたま体調が悪いという方と同時に、本当

にいろんな人が一堂に会したときに「さあ皆さんどう行動するのか」というような

ことを訴求していく方がいいのかと思っています。配付された資料の「心のバリア

フリー普及啓発について」のスライド２枚のところで令和元年度の目標のところに、

困っている人がいたときにそもそもその困っていることに気づきましょう、なにか

できることがあればやりましょう、ということを見せたいのであれば、おのずと話

が進んでいくのかなと思っています。 

斉藤部会長：  心のバリアフリーとは何かというのは難しいテーマで、これまでも議論してきま

した。改めてこういったことを契機としてもう一度考え方を見直すとして、どんな

視点で、あるいはその進め方について議論したい。原点に返って、ポスターについ

て、どんな対応を取るかということも含め、ご意見をいただきたいと思います。 
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佐々木主査：  事務局から、先ほど杉山委員からのご意見、過去の資料からの抜粋になって恐縮

ですが、資料の中段以降に２枚イラストがあります。左側のイラストをベースに各

エレベーターに貼っています。右側は少し説明文が入ったものになっています。右

側は、イオンに貼っています。縦長でスペースがあるということでしたので、杉山委

員が言っていた説明文が記載してあります。絵を作った経緯としては、荒川委員の

前任の戸井田様が車いすをご利用されていて、駅等のエレベーターを使うに当たっ

て、使いづらいということをお話しされていたことがあり、そういう経緯を踏まえ

てイラストを作っています。先日の資料２のお話があった点については、当事者か

らもこのように譲ってもらうこともあると、逆に言うと、順番どおりに並ぶことも

あると。逆に譲ることもあるということはありましたので、補足させていただきま

す。 

斉藤部会長：  右のほうの下の説明文を読めば、杉山委員が言っていた「優先利用」みたいな、こ

ういう場合は乗らせていただくことがあるということは分かりますよね。要するに、

階段ではいけないから譲ってもらえればありがたいということです。条件がはっき

りしています。左になってしまうと、皆さんが言うように「なんで、自分は普通に生

活しているのに『ありがとう』を言わなければならないのかということになってし

まいますよね。右側のように優先利用をお願いしたいという枠組みの中でお願いし

たいということが明らかになりますよね。左側の方だとそういうことにならないで

すね。説明不足といえばそのとおりなのですが、同じイラストを使っていても誤解

を生むということではないでしょうか。 

海津副部会長： ポスターを２つ比較するとその辺がはっきりすると思いました。先ほど杜多委員

からのお話もあったように、心のバリアフリーで何を目指しているのかということ

なんですが、やはりこういうときにどうしたらいいかを考えてもらいたいというの

が啓発の目的なんだと思います。「ありがとう」でこうしてくださいという書き方を

してしまうと、考える余地がなくなってしまいます。指導することが目的ではない

ということは自覚しておく必要があると思います。と言いながら、ポスターを貼っ

てそれを見た人にそこで考えてもらうということはとても大変なことではあるので、

このポスターを少し改良する中でできるものとして「ありがとう」という共通のコ

ンセプトを生かした中で、エレベーターを乗る場所で私のことを気にかけてくれて

ありがとう、考えてくれてありがとう、ということで譲るという行為を求めるより

も気づいてくれるという行動を促すそのくらいで良いのではないかと思います。い

かがでしょうか。 

斉藤部会長：  具体的に対応策が出てきましたが他の皆さんはいかがでしょうか。 

杜多委員：   確かにポスターの左と右で使っている言葉が違うので受け取り方は違うと思いな

がら、話を次に進める中で、車いすの方だけを取り上げたいのかなということは気

になります。やはり心のバリアフリーとは車いすの方だけではないですよね。杖の

方だったり内部疾患の方だったりといろんな方が含まれるとしたときに、ポスター

でその中の１つの属性である車いすだけを取り上げたいのかなということは議論し

たいと思います。個人的にはいろんな属性を持った方も１つのポスターに入れるべ
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きなのかなと思っています。 

上杉委員：   ポスターの話についてですが、上の方の絵はみんなエレベーターの方を向いてい

てお母さんの絵だけちらっと見ているというこちらの方の絵をメインにしたらと思

います。あなたはどうしますかというような文章のほうが、広がりがあっていいか

と思いました。言いたかったのは、いかにして分かっていただくかというお話の中

で横道にずれますが、私は当事者団体の側として、今回たくさんの意見がフェイス

ブックや直接市の方に行ったわけですが、障がいの人ってそれぞれ違って、どうし

ても自分の障がいの視点から私とは違うという感じになってしまう。それをずっと

続けていくとどこかでパンクしてしまう。そういった意味で今日欠席の方もいらっ

しゃるけれども、当事者団体の代表の方もいらっしゃいます。少なくとも団体の総

意を持ってこないといけないなと思います。例えば、それぞれの人たちがご意見を

持ってこられたときに、個々の意見はあると思うけれども、それぞれの団体で話し

合って共通のことを出してくださいと返せるようにしておかないといけないと思い

ます。自閉症の当事者団体の代表として、自閉症という障がいをテレビとかで取り

上げる時に、とても重い方から取り上げるんです。その方は重いけれども、言葉をし

ゃべれるタイプの方もいらっしゃいます。重度の方を紹介して、軽度もいらっしゃ

るということを言っています。だけれども、最近発達障がいを取り上げる時に、あな

たの職場にもいるちょっと変わった人という観点で取り上げることが多くなってい

ます。そうすると、今度は重度のお子さんを持つお母さんたちは、自分たちの子ども

はあのようではないと言ってきたわけです。そこで自閉症の国の本部の人たちが、

「やめてください。分からないなりに発達障がいのことを取り上げてテーマにしよ

うとしている時にこれでは気持ちが萎えてしまいます」と。入口として考えてくれ

と言われました。私はそれに賛同します。当事者側でも考えていかないとできない

のではと思います。私は障がい福祉課で差別解消法の委員会にも出ていますが、そ

こでこの前、差別解消に関して庁内の市職員を対象としたアンケート集計を見まし

た。その中で障がいのある人がいても積極的に助けないかなという回答があって、

その理由の結構多くが「前に１回配慮しようとしたら怒鳴られたとか」「私はいらな

い、余計なお世話」とか言われたと。配慮をしようとしてくれる人に対してそういう

ことをしてはいけないと。配慮してもらえる場面が減ってしまいます。そのことを

今回のことで強く感じました。 

斉藤部会長：  バリアフリーとはあらゆる人を安心して社会で生活できるようにするということ。

当事者の方々が、団体とか組織の中で議論をしていく中で「総意」として「今はこれ

が課題だ」と話し合ってメッセージをまとめていくことは重要です。そこでも皆さ

んがいうように十人十色です。障がいの程度で個別にみていくと対応できず、やは

り一人ひとりやってくださいとするのか。杜多委員の言うように、たくさんの障が

い当事者がいます。対象がたくさんある中で、確かに限られたものだけを出してい

ると他はどうなんだとなってしまいます。あらゆるケースを描いていくと、とても

じゃないけど間に合わない、きりがないと思うのです。それでも車いすだけではな

いということは考えなければならない。この部会で一度話しましたが、「ウォーリー
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を探せ」というのがありました。どうでしょうか。障がいがある人の様々な生活を１

つの場面の中に入れ、上杉さんの言うように「あなたならどうしますか」という投げ

かけにしたらどうでしょうか。そして市民１人ひとりに対応を考えてもらうという

のはどうでしょうか。「ウォーリーを探せ」のようにして、いろんな場面でいろいろ

な人が不安を抱えているということを紹介した上で考えてもらう。たくさんの人に

呼び掛けるにはいい方法かと思います。要するに限定しない。私もあなたも、誰もが

問題を抱えているというようにしたら、気づきとが生まれるのではないでしょうか。

絵の見せ方と言葉の投げかけ方を不特定多数の人に呼び掛けていく。あなたならど

うするという投げかけは、ある意味画期的と言えるのではないでしょうか。問題意

識がない人に問題意識を持たせることが大切です。なおこの場合、部会だけの話し

合いで結論を出して良いのかという問題もあります。 

海津副部会長： 方向性だけであれば、市民部会なので、もっと市民と対話しないといけないんだ

ろうと思います。ただ、いろいろな話を伺ってみると、全ての市民との対話は難しい

と思っています。例えば、ポスターの掲示されているサイネージはコミュニケーシ

ョンツールと割り切って、「あなたはどう考えますか」と呼び掛けて、コメントが返

ってくることを待つと。返ってきたものに対して、市民部会で議論していくという

のはどうでしょうか。少しずつ市民で見られた方と話し合う場を設けるのはどうで

しょうか。そういう風にしていったらいいと思います。もう１つ、普及啓発で広報紙

がありますが、こちらの方も扱っていますが、事例を書いているので、この事例の方

だとエレベーターのことももう少し説明ができます。これは素直に読めます。広報

紙はどういうときにありがとうというのか、が明確です。投げかけをするのがポス

ターと役割を変えるのがいいのではないかと思います。 

斉藤部会長：  より広い議論が必要です。またツールとしての役割を見直していく、あるいは内

容を含めて見直していくことも重要だと思います。それで、鈴木委員、このポスター

について読んでいただけましたか。改めてＡさんのお話に関してポスター内容を説

明すると、エレベーターの横に貼ってあるポスターに「ありがとう、車いすを利用し

ている私から、エレベーターを先に譲っていただいて」と書いてあります。エレベー

ターの前に７人います。老夫婦２人、子ども連れのお母さんとお子さんで２人、エレ

ベーターのボタンの前に若い２人がいます。エレベーターの正面に車いすの人がい

ます。お母さんが先にどうぞと譲っている場面を描いています。そこで車いすの人

がにこッとしている絵です。このポスターをみてＡさんが、資料２のように「見たと

きに車いすを利用している点から少し違和感を感じ、車いすに乗っているからエレ

ベーターを使いたいという思いはなくて、ここに皆さんが並んでいるように、同じ

ようにエレベーターを使うときは皆さんと同じように並びます。なので、わざわざ

譲りましょうと書かなくてもいいのかなと思いました。実際に毎日通学でエレベー

ターを使っています。ポスターを貼る前から何人かに声をかけていただいて「お手

伝いしますか」とか言ってくださって、そのときは「ありがとうございます」と挨拶

しています。」ということで、このようなポスターがなくても声をかけてくれる人も

いるという投げかけがありました。これに限らず、何か啓発をするということを考
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えたときに、鈴木委員はどんなことを重点として考えてくべきだと思いますか。 

鈴木委員：   まず、障がいのあるということを一般の方に知らしめていく必要があることをま

ず考えるわけです。視覚障がいの場合、杖を持って歩いていると視覚障がいだと認

識してもらえますが、杖を持っていなければ視覚障がいだとは認識してもらえない

わけです。それで、車いすに乗っていると障がい者と認識されると思いますが、一般

の方もやはりそういう方に譲り合いをしなければいけないんだなと思うわけです。

その思いをまず伝えることが大切なのではないかと思うわけです。その中学生は、

毎日そういうふうなことで、僕はやってもらっているからこんなポスターは貼らな

くてもいいのだと言うのは、他の障がい者で必要としている人たちもいるんだとい

うことをやはりその点をまず啓発していかないといけないのではないかなと思いま

す。あと、聴覚障がいの場合には、普通に歩いていて、やはり助けというか支援が必

要な場面もあるけれども、一般の方たちにはわからないわけですよね。だから何ら

かのかたちで、その障がい者自身が助けを求めるときには、自分の障がいというの

をある程度一般の方たちに分かっていただけるような何かを発信していかなければ。

まず、そこからではないかと思います。一般の方が一般の方に支援するのは当たり

前なのですけど、それを当たり前にしていくのがバリアフリーだと思います。まだ

まだ差別解消とかそういうのがありまして、差別されるという部分もまだまだある

わけです。普通に生活していくためになんらかのかたちで障がい者自身からの発信

も必要なのだと思います。 

杜多委員：   先ほどの斉藤委員が言っていた「ウォーリーを探せ」のポスター案について感想

を言いたいと思っていて。あなたならどうするだけだと、確かに考えさせる目的は

クリアーしていると思いつつも、啓発としてのハードルが高いのではと同時に考え

たいと思っています。考えるのが面倒くさいから考えるのを放棄するとか。いわゆ

る健常者が想像できる範囲の限界もあるかなと思うところで、ただどうしますかだ

けではなく、ケースバイケースで例えばこういうサポートができますとか、何かを

譲るとか、コミュニケーションをするとか、今実際に障がいを持った方から必要と

されるようなものをいくつかアイディアというか、書いておいた方が、ただ何もな

いなかでどうしますかだとハードルが高いかなと思います。皆さんいかがですか。 

上杉委員：   今のご意見最もだと思います。ウォーリーの話が出たときに、私の心が分かった

のかと思うくらいに同じ意見です。ウォーリーの絵で、車いすの方とか様々な障が

いで困っていることを吹き出しで、困っているけれども言えないということを、少

しマンガチックですけれども描いたらどうかと。車いすだったら、「先に乗ったら楽

なんだけどな」などというイメージを持ちました。 

斉藤部会長：  私もそういうイメージです。ただ単にわけなく場面をいっぱい書いても仕方ない。

考えさせるような内容を、あるいはこうしてほしい場面を具体的に見せていくとい

うイメージで言っていたので、皆さんと考え方は同じです。こういったときは安心

で、こういったときは不安になる。だからこそ、どんなことが必要か。そういったこ

とをウォーリー風に作っていけないかと思っています。まさに、お二人が言ってい

るような内容で展開できればと思っています。 
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柏崎委員：   皆さんが言うように、障がい者でもいろんなレベルがあるし、いろんな考えを持

っている人がいるということをまず考えていかなければならないと思います。９ペ

ージのところ、Ｘさんのところでは、「半年車いす生活だったけれども、まず譲られ

たことはないね。むしろ年寄りなんか車いすが並んでも知らん顔して前に入ってき

て結局２回くらい待たされた」ということで、まだまだ譲るということに関して全

体的には全然浸透していないと思います。そういう意味では、このポスターも確か

にエレベーターの場合に譲る順位とかはどこまであるのかは難しい問題ですが、エ

レベーターの場合は、たくさん人が並んでいる場合には譲るということがあるかも

しれないが定員以内だったら優先順位というのはほとんどないんだろうと思います。

なにかあったときはどうぞお先にというのは常に自然に発信できるような心という

のが必要なのではないでしょうか。エレベーターはちょっと特殊な例で、まずは気

づいて、譲ったけれども相手に拒否されてもそれに対して別に嫌な気持ちを持たな

い、そういうことが高度なバリアフリーの目指すところになってくるのでは。この

Ｘさんの、まず譲られたことはないというのは結構大きなことです。譲っても相手

に反対給付を求めないのが譲るということなのではと思います。このポスターは特

殊な例ではないかと思います。元気な中学生とちょっと弱っている方とは考え方が

全然違うと思う。 

海津副部会長： 正解はないんだろうと思います。このポスター自体が他は全部精査していません

が、象徴的にいろんな意見を引き出しやすいものかと思います。この１枚を持って

街中に出てみたいなと思います。皆さんどう思うのか、一部でもいいので声を聴い

てというやり取りをバリアフリー市民部会でしっかりやってみて、今回のやりとり

も聞かせたいくらい、いろんな意見が出ていたかなと思います。ポスター１枚にと

どまらないコミュニケーションツールとして活用することもやってもいいかと思い

ます。やり方とかはノーアイディアですが。 

遠藤委員：   今までの話を聞いていて、本当に障がいのある方でも気持ち的に余裕がある方と

か、お年寄りでも元気のある方で席を譲られて気分を害す方とか、温度差はあるな

と思います。私が思うに、誰にとっても暮らしていく中で、どちらかといえば暮らし

やすいなと思うのは、声を掛け合える、声をかけてもらえるとか、気にしてもらえる

とか、自然に声を掛け合えたり、助けあえたりする社会であれば、誰にとっても暮ら

しやすいと思います。あなたに手助けが必要ですが、と声をかけてもらえればうれ

しいというのは皆さん共通することだと思います。誰にとっても暮らしやすいのは

声を掛け合える社会だということをアピールしていったらいいのだと思います。障

がいがあるとかのくくりではなく、誰にとってもバリアフリーが必要だというかた

ちがいいかなと思います。 

杉山委員：   遠藤委員の意見に賛成です。人間というのはいろんなハンデがあって、僕は譲ら

れるのを求めています。すぐに座りたくなるし、立っていたらつらいから、中学生の

ように気持ちには全くなれないんです。それでも一応紳士だという気持ちがあって、

現実、車いすの方や赤ちゃん連れがいれば、自分としては先に乗ってもらうように

言っています。なんというか、元気な時は私もゴルフをやっていましたが、ゴルフは
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ハンデがあるんです。いろんな力の差があるので、ハンデをつける。ハンデをつけて

勝負をして、最後に優勝者を決めていきます。ハンデをどうやって具体的に見せて

いくかということが、鈴木委員が言ったように、自分自身がハンデを見せていく必

要があるように思います。最初から全部フェアではありません。フェアにするには

ハンデをつけなければならない。それぞれの人の、例えば、肉体が若い人だったら重

いものを持つ能力があったり、同じ年代の若い年代でも体力がなければ持てないと

いうのがあったりすると思います。同じ仕事で同じ荷物を持たせたらフェアではな

い。ハンデというのはそれぞれの力を見ながら、ハンデを見ることによってフェア

な人間関係がつくれるのではないかと思います。だから、確かにポスターがあって、

難しさというのは、ハンデを見える化するというかすごく難しいです。だから、ある

程度言葉を添えたりしていかないとやはり完全には伝わっていかないのかなと。や

はりハンデの部分を伝えていく絵と言葉で、このポスターが初めて正しいポスター

として見えるし、納得されるものになっていくのではないかと思います。見える化

をどうしていくかは分からないけれども、表現の仕方は議論を通して考えていく必

要があるのかなと思います。 

鈴木委員：   この論議から外れるかもしれません。我々は今までコロナが始まる前は気楽に声

をかけてきてくれた方が大勢いました。しかし、この３密を避けるとかいうので、ず

いぶん声をかけてきてくれる方が減ってしまったという現状があるということを知

っていただければなと思います。 

斉藤部会長：  スキンシップという点で、視覚障がいの方は、より細かい対応が必要なんですけ

れども、コロナ禍という状況ではスキンシップによる声かけや誘導が難しくなって

いるようです。さて、１つの方向として、まず、我々がなぜこういうポスターを掲示

したのかということです。要するに知ってもらいたいわけです。理解して知っても

らって、それで１人ひとりの考え方を変えていきたい議論を振り返ってみますと、

障がい者もバリアも様々です。それぞれが抱えている問題が多種多様であることが

出発点です。その中でも多様であるから放っておけばいいではなくて、まずは多様

なことを知ってもらう。知ってもらってからどうするのか。それからは活動の方針

になりますが、気づいてもらう。気づいてもらうためにポスターを作ったけれども、

気づき方が我々の気持ちとずれてしまった。とすると、我々がもう一度考え直して

いく必要があるように思います。様々なケースを考えてもらう。声掛け、譲り合い、

あるいはあなたならどうするという問いかけ。そういったものを呼び起こすような

ポスターにしていったらどうか。同時に、この部会、今出席者が十数名です。十数名

で考えている内容をいかに社会へ向け具現化していくのか。海津委員の言うように

他の市民との対話、話し合い、要するにポスターを見ながらみんなで考えていく。そ

ういう機会をたくさん持たなければいけないと思います。市民部会の活動としては、

ポスターを作ってそのままにしておくのではなく、地域の方々とつながるというこ

とが必要ではないでしょうか。１つの例として「ウォーリーを探せ」を出しました。

普及啓発は、内容をより吟味し、それからその進め方を議論し、対話し、より多くの

人と共有していく。そして直接話し合っていくということ。鈴木委員の言うように
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コロナ禍で難しいこともありますが、関わっていかなければならないと思います。。

こういった方向で今日の議論をまとめさせていただいて、この後、具体の対応を検

討したいと思いますが、いかがでしょうか。ただし、市民部会なので、話し合ってい

るだけではなく、それをどう地域に伝えていくかということが大事なので、それに

ついても見直しの具体のアイディアを出していただければと思います。 

海津副部会長： 今イラストを変えましょうとか、ここをこう変えましょうとか出ていますが、こ

れは書き直しとか文言を変えるとかは可能なのでしょうか。 

佐々木主査：  イラストは変えることができないので、違うイラストを出していくということに

なります。 

海津副部会長： イラストを別発注することということですね。了解です。 

斉藤部会長：  エレベーターのイラストは、やはり何らかの対応を考えられないかと思います。。 

海津副部会長： 例えば、車いすお一人がターゲットになっているので、先ほど鈴木委員の話にヒ

ントを得て、白杖を持った方、ベビーカーを持った方を入れて、あなたならどうしま

すかという問いかけをするというのはどうでしょうか。アイディアの１つとしてい

かがでしょうか。 

斉藤部会長：  ご指摘のように、この内容はこのままにせず、別の内容や言葉も変えて、理解を深

めたい。要は、このまま貼っておくと、何もしていないのではないかということにな

る。私たちのこうして議論が伝わらない。特にＡ君には。改めて部会はこう考えたと

いうメッセージを送らなければならないと思います。 

上杉委員：   言っていることは、分かるんですが、絵を一部分でも変更することはまた新しく

絵を描くのと同じことなので、そうであればこの絵でなくてもいいのでは。今の絵

で、文章だけでできる変更をまずは行うのがいいのではないでしょうか。 

斉藤部会長：  この文章を入れないで「あなたならどうしますか」ということですか。 

上杉委員：   文面は考えなければならないのです。この文章の文字は絵に張り付いているもの

でしょうか。 

佐々木主査：  レイアウトで変えることはできます。 

上杉委員：   ではやはり文字を書かなければならない。変えたということがちょっとわかるよ

うに、例えば、文字の下に色の違う帯を引くとか。そういう細工をしたらいいかと思

います。 

守瀬課長補佐： 事務局から説明します。絵に関しては、ご覧になっている２つの絵をご覧のとお

り、位置関係を変えることはできます。「ありがとう」とある部分も絵の一部分にな

ります。簡単に言ってしまえば、その部分を切り取ってしまえば変えることができ

ます。即効性のある取組にはならないので、少し文言を変えるかたちで手当てする

のがいいのかなと思っています。 

斉藤部会長：  そのときに、「市役所内」とした縦に並べたほうのポスターがいいのではないでし

ょうか。下に説明文があったほうが。そして上のところの「ありがとう」の部分は直

したほうがいいのでは。。そういうことはできますか。 

守瀬課長補佐： おっしゃるように「市役所内」と書いてある方を貼りなおすということですよね。

それは可能です。 
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斉藤部会長：  「ありがとう」の文字はやめる。 

守瀬課長補佐： できます。 

斉藤部会長：  こうして問題点を出しながら考えていくということでどうでしょうか。 

鈴木委員：   イラストを変えていくことはできませんか。白杖を持った方やベビーカーを持っ

た方を追加していくという。 

守瀬課長補佐： イラストを変えることは、今すぐはできません。なぜかというと、お金が発生して

しまうということもあります。今すぐ手当てをするためのものがありません。職員

が描いたのではなく、プロの方に描いていただいた絵なので、すぐにやるのは難し

いです。 

鈴木委員：   第二弾として描くということでしょうか。 

守瀬課長補佐： 予算の確保からということになるので、ちょっと時間がかかってしまいます。イ

ラストを変えたいということは承知していますが、お金がかかってしまうことで少

し悩んでいます。 

杜多委員：   事務局に伺いたいのは、予算というところでいうと、最短でもし確保できるとし

たらいつ頃までにポスター刷新の予算が見込みとか分かりますか。 

守瀬課長補佐： 素直に申し上げると、再来年度ということになります。今が令和２年度ですが、令

和３年度予算は確定していますので、令和４年度の予算で手当てできるかどうかと

いうような状況です。どうしても数か月というスパンでは難しいのかなという状態

です。 

杜多委員：   それは金額に寄らずということでしょうか。 

守瀬課長補佐： そうです。このイラストを作った時には、ほかのバリアフリーの委託の中で作っ

てもらったので、このイラスト自体の価格は分かっていませんが、聞くところによ

るとそれなりのお金はかかっているようです。そこからということです。 

杜多委員：   話がずれるかもしれませんが、私が所属している会社はクリエイティブな会社で、

夢のあるクリエイターはもしかしたら無料でやってくれることもあるかもしれませ

ん。それによっては、安くとか、無料でということもあるかもしれませんので、お話

しさせていただきます。 

斉藤部会長：  はっきり言って再来年ではみんなで、ここで話した意味がないと思います。そん

なに待っていられません。来月くらいにはできないと思って聞いていました。こう

いうのはすぐにでも対応できる方法を考え、杜多委員が言うように協力してくれる

人を求めることが必要ではないでしょうか。予算で決めつけるというのはどうでし

ょうか。 

守瀬課長補佐： 今は予算を問われたから答えているだけで、単純に予算の仕組みからいうとそう

なりますということです。なので、斉藤先生のお怒りはごもっともだと思います。私

もこれを何年も放置する気はありません。お金がかからない方がありがたいですけ

れども、何らかのやり方で改めてやっていきたいという気持ちは持っています。 

斉藤部会長：  呼びかけたらどうでしょうか。広く協力を求めたらどうでしょうか。手作りでも

いいじゃないですか。プロが入ってくれればありがたいですが。杜多委員が協力し

てくれるならそういう話も検討すべきです。やはり時間をかけないで、速やかにす
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ることが大切です。 

深瀬課長：   分かりました。この絵自体いくらかかっているか分かっていない部分もあるので、

一応内部で絵を描き替えられるか検討させてもらいますが、今言ったように予算は

ない中で、皆さんにお声掛けをする可能性があるかなと思います。 

斉藤部会長：  なるべく早急に形にしたいので、各委員も情報があれば教えていただきたい。す

ぐにできる対応を考えていければと思います。そういうことで、改めて市役所内の

ポスターをベースに、イラスト内容を問題提起ができる、気づきができる内容に変

えていく。やはりここは部会としての知恵の出しどころだと思います。次なるバリ

アフリー社会につなげるためにもご協力をお願いします。 

柏崎委員：   この「ありがとう」の次に「車いすを利用している私から」とありますが、これは

要らないのではないかと。「ありがとう。エレベーターを先に譲っていただいて」で

十分わかるので。却って「車いすを利用している私から」というのは要らないのでは

と思ったので。車いすだけでなくて、おじいさん、おばあさんのことも考えたら。特

に車いすに限定する必要もないのではと思います。 

斉藤部会長：  まさにそういった多様な視点で議論し、改めていきたいと思います。続いて、バリ

アフリー教室についてよろしいですか。 

 

議題 

（２）心のバリアフリー教室について 

佐々木主査：  続きまして、資料１のスライド番号６、７、８です。バリアフリー教室について

は、令和元年度鶴嶺小学校でこどもたちと交流授業をしました。令和２年度につい

ては、教室の実施が難しくなりプログラムをどう進めていくかについて鶴嶺小学校

の先生方と市で意見交換しています。先生方の話を聞けば、先生方が教室にどうし

たら興味を持ってもらえるかと一緒に考えないと現場で実施してもらえないという

話を受けています。方法としては、大きく分けて２つあります。１つは、市内全ての

学校長が集まる校長会で紹介する方法です。トップダウンの進め方です。もう１つ

は、先生方が年間のプログラムを策定する上で、この授業を行いたいと考える場合

です。先生方としては、個々のやり方を持っていることが多いので、先生方に興味を

持ってもらえないと授業になりませんし、子どもたちにその内容を伝えられないと

言われています。そうであれば、その先生たちがどう受け入れられるかということ

を話し合ってきました。具体的にはベルマーレのサッカー教室が市内の学校で多く

採用されています。その理由としては、プロのサッカーの先生が来て教えてくれる

ものですが、外部の方が全て授業を実施するというところもあるので、子どもたち

の魅力ということもあるし、先生たちの負担軽減の観点もあります。ここ数年で急

速に広がっているようです。一方で、教室の中で当たり前と言われているのが、交通

安全教室です。毎年実施するのが当たり前となっているので、やるとかやらないと

かいう議論にはなっていないようです。心のバリアフリー教室もやっていくのが当

たり前という段階まで落とし込みができれば、先生方にも広がっているのではない

かと話し合いをしています。 
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具体的にどんなプログラムが良いかという点ですが、令和２年度から学習要領が

変わりました。令和元年度は総合的な学習の時間を利用しましたが、こちらは教科

書がないものです。障がい者との交流をするにはどうすればいいのかというと国語、

相手に音楽やメッセージを伝える図工とか、様々な教科との関連がありました。教

科書が変わり、４年生の道徳の中で視覚障がいに対する声掛け、思いやりの気持ち

を育てるという単元があります。こちらが心のバリアフリー教室と近い内容と考え、

これを軸に障がい者との交流を含めてプログラム化できないか調整しています。一

方で、市民部会に求める内容としては、６ページのとおり、これからたくさん広がっ

ていくという前提に立った場合、運営側は市民部会なので、運営体制や障がい者団

体との関係も重要になると思っています。スケジュールとしては、令和３年度にお

いては、茅ヶ崎寒川地区小学校教育研究会、先生たちの勉強会です。毎年夏に先生た

ちが興味を持った教科を勉強する会があり、我々が提案して理解を求めていくこと

です。そこで、我々が進めようとするプログラムを紹介していく。一方で、市民部会

では、今後要望が増えてくるので、運営体制やそれに伴う課題もあるので、その部分

をどういう風に整理していったらうまく教室を開催できるかを考えていく必要があ

ります。いずれは、令和３年、４年で予定しているバリアフリー基本構想の見直しが

ありますので、バリアフリー法が改正されて位置付けられた心のバリアフリーに関

する特定事業の位置づけも考える必要が出てきます。現段階では、令和３年茅ヶ崎

寒川地区小学校教育研究会での発表に向けて引き続き事務局と先生方と協議してい

きます。市民部会では体制づくりなどを話し合っていければと思っています。 

斉藤部会長：  市民部会では、普及啓発ともう１つが心のバリアフリー教室の実施、この２つを

軸に活動していくということを皆さんで話し合って決めたわけです。心のバリアフ

リー教室については、こういったかたちで主に平成３０年度から始まって令和元年

度、２年度、そして３年度に向けて考えているということです。私は、心のバリアフ

リー教室については、国内でこれほど学校と自治体が連携しながら、そして当事者

が参加して教室を実施しているケースは先進的だと思います。他では、講演だけで

終わることが多い。しかし、心のバリアフリー教室は、皆さんのご協力もあって、こ

どもたちとの交流と対話、実際に会って話すということを密にやっている。その発

想や取り組み方が本当に他をリードしていると思います。また市の尽力で鶴嶺小学

校との関係が非常にうまくできています。小学校とのかかわりは、基本的には先生

との関わりということになります。熱心な先生がいるかどうか。そういう意味で今

年度、来年度において茅小研で、今までやってきた心のバリアフリー教室が紹介さ

れれば、流れとしてはさらによくなっていくと思います。そこで皆さんにお願いし

たいのですが、これからは更に市民部会が主体的に心のバリアフリー教室を運営で

きないかと考えています。子どもたちに知ってもらい、気づいてもらうため、我々で

ないとできないことはなにか。そのため、市民部会に参加している方々とその所属

団体で、心のバリアフリー教室に対する体制づくりを是非考えていただけないかな

と思います。この部会が中核になってそれを進められないか。子どもたちが大人に

なった時に、あの教室があったからこういうふうに考えられるんだと思えるように



- 18 - 

 

したい。今は本当にいい流れができています。これは皆さん方が元年度の心のバリ

アフリー教室で子どもたちに分かりやすく対応していただいた成果で、是非それを

踏まえて、新年度の体制づくりを一歩進めていただきたい。先ほど団体の総意とい

う話もありましたが、心のバリアフリー教室は、各団体での基本活動方針の１つと

して位置付けていただきたい。特に市民部会委員としてその思いを心のバリアフリ

ー教室につなげていただければと思います。なお事務局のご苦労、ご努力に御礼申

し上げると同時に、是非私たち市民部会が進めていくということをご確認いただき、

改めて心のバリアフリー教室に取り組んでいただければと思います。 

上杉委員：   見落とされがちな視点が１つありますが、鶴嶺小学校には支援級はないので、現

在のところは支援級がない学校でいいのですが、これから展開していく中で、支援

級がある学校で実施するには、４年生レベルが対象ということですが、支援級の子

どもたちにも参加するようにしてほしいです。私たち抜きに私たちのことを決めな

いでという言葉がありますが、彼らにもそういう機会を与えてください。総合的な

学習の時間は支援級の子どもは受けられないことが多いです。そういう子どもたち

も一緒にしていくことがこの部会のスタンスだと思うのでよろしくお願いします。 

斉藤部会長：  そういう支援級の先生によるアプローチは、先生に話していった方がいいのでし

ょうか。 

上杉委員：   心のバリアフリー教室を開催する条件にしてほしいんです。余談ですが、障がい

のある方に、何をしたいかアンケートを取ることがありますが、結構な確率で返っ

てくるのが、「ボランティアがしたい」ということです。人のためになりたいと思っ

ているようです。そのために他の障がいも知りたいと思っているようなので、是非

よろしくお願いします。 

海津副部会長： 心のバリアフリー教室には人材育成が根幹だと思うので、継続して育てていけれ

ばなと思います。最後のスケジュールにあるところの研究会、運営体制ということ

については、もう少し具体的に教えてもらえないでしょうか。 

佐々木主査：  研究会は、具体的な日時は来年度になってからです。今年度はコロナ禍で開催さ

れていません。来年度当初に開催するかしないかを含めて話していきたいと思って

います。教室の運営体制については、実際鶴嶺小学校での教室の特色は、対話と体験

を重視するということ以外に、少人数で実施するということが教室のメインテーマ

になっています。そういった関係から、鶴嶺小学校では子どもが６人で１班、障がい

当事者が１名、市民部会が１名補助者として入っています。市職員も補う形で入っ

ています。単純に１クラスの授業をやるだけで、１２名が必要になってきます。授業

としては、１コマ４５分で、２コマで実施しています。学校によっては、１学年６ク

ラスということもあるんで、少なくとも３回に分けたりしてやっていくことになり

ます。それが市内に１９校あるので、全てが一気にということはありませんので、

徐々にというかたちになりますけれども、かなりのボリュームになると思います。

この教室も１回だけお会いするわけではなくて２回、３回とお会いすることになる

ので、１校で実施する場合でもかなりの人数が必要になるかなと思います。先生方

からの要望があったときに、人数が足りないからできないということがないように、
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又は提案する時に、例えば学校数を限定しつつ実施していくということもあります。

いずれにしてもかなりの人数が必要になります。 

杜多委員：   新たに委員になったこともあるので、昨年実施された対話と体験、障がい者がお

話しにいくということを具体的にお聞きしたい。また、運営側のリソースが足りな

いというところについて、今すぐではなくとも将来的に県内のほかの市と一緒にや

る考えはあるのかお聞かせください。 

佐々木主査：  教室のプログラムのイメージは、スライドの７をご覧になると分かりやすいかと

思います。昨年度の教室展開というところの後に、４つあって、まず１回目、総合的

な学習の時間を使って、市の職員による授業を実施しました。その後、２回目、３回

目で障がい者との交流教室を実施し、最後の４回目で学習発表会というかたちで進

めていくことでプログラムを組みました、なぜこういう流れにしたのかというと、

子どもたちがどういう反応になるかわからないということで、市がなぜこういうこ

とをやっているかということと、その後のつなぎという役目を入れた中で、２回目、

３回目で子どもたちが入りやすくなってくるんじゃないかということを考えていま

す。実際、２回目の授業は対話ということになります。なぜこういうことにしている

かというと、私たちの部署はまちづくりという部署なので、子どもたちにいかに普

段の状況に近い中で相手を知ってもらってというようなところを意識したかたちに

なっていますので、極端な話ですが、車いすを当日体験してもらいましたが、車いす

の使い方は一切教えていません。それもなぜかというと、相手に聞く、当事者も話

す、それも班によって話し方が変わってくるので、その部分は敢えてしていません。

ただ、この教室で事故が起きてはいけないので、事故が起きるポイントについては

話しています。体験というところは、視覚障がい、聴覚障がい、身体障がいというこ

とで分かれています。視覚障がいは体験して歩いてもらう、聴覚障がいは手話を通

じて話してもらう、車いすは実際に車いすに乗ってもらって校内を体験してもらう

という流れになっています。実際に体験してみてどうだったかというところについ

ては、交流教室については１度ではなくてもう１度会うということで、お互いのこ

とを理解してもらうということにしています。幸いなことに、相手のことに気づく、

思いやりというところで、当日参加された皆さんに感謝を伝えたいというところで、

障がい特性に応じた遊びを子どもたちが考えて実施したという流れになっています。

最終的な学習発表会は保護者も含めて実施したいという思いでしたが、それには、

各家庭で体験を生かしてもらえないと続いていかないのではないかという考えがあ

りました。各家庭で意識してもらえれば地域にも広がると思って実施したというこ

とです。もう１つ、他の市町との連携は、正直にいってまだその段階に至っていませ

ん。誰もがやれる、やりやすいものができればそういう展開もあるかもしれません。 

斉藤部会長：  資料がたくさんあって令和元年度の心のバリアフリー教室についてはまとめてい

る資料もあるので、ご覧いただくといいと思います。あとは、私事ですが、３月３１

日に日本福祉のまちづくり学会で茅ヶ崎市のバリアフリー教室について事例発表し

ますので、ご覧いただければと思います。基本的に心のバリアフリー教室について

は賛同していただけるということでよろしいでしょうか。 
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鈴木委員：   大変有意義な会だと思っています。問題としては、毎年やっていかないと、４年生

を対象としているので、１年抜けてしまうと人によって受けた受けないという差が

出てしまいます。あとは、私たちの会から３人、２回か３回か出て児童の皆さんと一

緒に体験しましたが、どこまで校数が増えた場合に対応できるかなというのはそれ

がちょっと疑問に思うところがあります。あとは、児童の皆さんが体験をして、後か

ら発見カードと感想カードを書いてもらって読みましたが、児童の皆さんが我々と

話した後でそういう気づきをしていただいたということで、ここまで気づいてもら

って分かってもらったんだということを感じました。ですから、大変有意義な会で

あったなと思っています。 

斉藤部会長：  成果という意味では徐々にではありますが上がっていると思います。鈴木委員が

言うように、校数が増えてきた場合にどこまで人的に対応できるかという問題もあ

るので、そういったことも踏まえて教室の数とかも考えていかなければならない。

また今の４年生対象という学年を継続できればいいのですが、学校によっては先生

が変わってガラっと内容が違ってしまうこともあるかと思います。同じ問題意識で

同じ学年で継続できれば一番いいのですが、学校の教育方針や目標が変わるという

ことも考えられます。 

上杉委員：   前回もお伝えしていますが、どこかの段階で精神、知的、発達障がいについても心

のバリアフリー教室も入れていっていただきたいなと思っています。４年生が卒業

するまでにそういうような教室の企画もお願いしたいと思います。もしスケジュー

ルができているならそれも教えていただきたいと思います。 

佐々木主査：  障がい特性については今後も引き続き検討してプログラム化をしていければと思

います。 

斉藤部会長：  その場合は、上杉委員の団体との協力も得たいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

柏崎委員：   私も参加してみてわかりましたが、個人的には市内１９校あるので、毎年１校実

施しても１９年かかるので、１年に４～５校やったらどうかと思っていますが、現

実的にはサポートする体制と鈴木委員の言うように障がい当事者の体制が１校でも

かなり大変だったと感じていますので、１年に３～４校開催するのは至難の業かな

と。サポートする人もボランティアによるサポートなので、大変だと思います。やる

のはいいけど誰がやるのかということで一番の問題はサポート体制と障がい者の体

制だと思います。 

斉藤部会長：  体制は大きな課題です。１９年やって１巡りでは問題です。また言われたように

複数校やるのは人手が必要です。例えば、今は鶴嶺小学校中心にやっていますが、市

内の小学校では、学習として当たり前になるような仕組みや体制ができないかと思

います。何年もかけてやるのではなくて、各小学校の現場でやり方を習得していた

だき、各校で主体的にやっていただく。分からないところは我々がお手伝いする。障

がい当事者がでかけて行くというような体制を作っていくのはどうか。ここ２～３

年で実施しながら、教育研究会での理解を深め、必須の学習テーマにならないかと。

今は我々が中心になって心のバリアフリー教室を実施していますが、それを普遍化
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することが大切ではないかと思います。そのため、先生方が中心になって実施して

いくにはどうすべきかを考える必要があると思います。そのための心のバリアフリ

ー教室のプログラムを考えなければならないと思いました。 

杜多委員：   今の斉藤委員の話にも似ているところがあると思いますが、こちらを進めていく

に当たって、各学校、各先生で、自分たちでできる体制づくりを提供することが必要

なのかなと思っています。それを行うときに、全部の地区の先生を対象とした我々

で研修をして、ある種のパッケージをインストールするところから始めてもいいの

かなと思いつつ、ときには我々も来てほしいという場合には、人数も足りないし大

変だいうことであれば、同じ地区の３～４校が合同でやったりできれば、単純に手

間が減るのかなと思ったりもします。１つの学校に限定するのではなく、複数の学

校が一緒にやるのもいいのかなとアイディアとして思っています。 

海津副部会長： おおむね皆さんが言うことに賛成です。やはりそれを回していくためのコーディ

ネートが大変だと思います。今は部会と当事者というかたちでやっていますが、そ

のコーディネートだけでも市民と一緒にやっていくＮＰＯのような中間的な組織を

部会で育てていくということにして、授業として安定的に進めていく仕組みを構築

していくことも考えた方がいいかなと思っています。誰かが無理してというのだと

続かないと思います。交通安全教室も仕事として成り立っているからできているの

で、ボランティアでは続かないと思います。 

斉藤部会長：  お二人から具体的なアイディアが出ました。 

上杉委員：   瀧井委員と私は、社会福祉協議会が福祉プログラムを作っていて、知的、精神バー

ジョンを作っています。それと重複しているので、そことの連携は可能性としてあ

るかなと思います。 

斉藤部会長：  連携を取りながらはいいですよね。 

佐々木主査：  社協とは調整しながら進めていきたいと思います。 

斉藤部会長：  関係する団体とは連携して進めていけたらと思います。具体的なご意見が出まし

たので、それらを踏まえさらに心のバリアフリー教室を社会化するために取組めれ

ばと思います。取り組みは大変だと思いますが、これからの体制づくりも課題とし

て頭に入れていただければと思います。効果が非常に上がっていますので、更にご

協力をいただければと思います。 

 

４．議題 

（３）特定事業と市民部会の取組の連携について 

佐々木主査：  スライドの１０ページです。先日、書面で、協議会でお出ししましたが、特定事業

の進捗状況が今年度末で３５３件のうち完了したものが９９件、進捗率が約２８パ

ーセントです。基本構想の見直しが令和３年、４年にかけてやっていく中で、既存の

特定事業の評価をやっていくとともに、バリアフリー法の改正も踏まえ、新たな特

定事業の位置づけもしていく必要があります。心のバリアフリーの普及啓発、心の

バリアフリー教室についても連携していく中で進捗率の向上につなげていきたいと

思っています。今後の取組にどうつなげていくかということで、今後の取組につい
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てその点も反映して進めていければなと思っています。 

斉藤部会長：  特定事業と書いてありますが、基本構想の中で、ハードソフトの事業が位置付け

られています。そういった中でも法改正等に伴って、右側の新規追加というところ

で、ハード施策やソフト施策では、最近の心のバリアフリー教室もそうですが、教育

啓発特定事業、こういったものが追加されているということで、市民部会としては、

連携というか協力、要望しながら充実していければと思います。 

鈴木委員：   音の出る信号機に関して記載がないのではないかと思います。 

佐々木主査：  警察の方の特定事業で入っています。 

鈴木委員：    音の出る信号機をなるべく設置してほしいという要望があります。 

上杉委員：   物理的なバリアフリーが多かったと思いますが、知的障がい、発達障がいの感覚

の過敏に合ったようなものを建造物に入れていただきたいと思います。電灯につい

ては、蛍光灯をやめてほしいんです。感覚過敏は我々にはわからないくらいの過敏

さを感じるみたいです。蛍光灯が点滅して感じるらしいので、何もできないという

ことがあるようです。他にもありますが、そういった要素を入れていただきたいと

思います。 

斉藤部会長：  これは基本構想の見直しを検討する際にも様々な課題とか意見とかを検討すると

いうことですよね。 

佐々木主査：  そのとおりです。 

斉藤部会長：  ほかにいかがでしょうか。全体を通してでも構いません。特になければ、以上で部

会は終了したいと思います。 

佐々木主査：  長時間ありがとうございました。本日議論した内容を踏まえ、進めていきたいと

思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。新年度については、５月中旬以

降に開催したいと思います。ありがとうございました。 
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