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令和３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）心のバリアフリー推進の取り組みについて 

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 

その他 

 

日時 令和３年５月７日（金） 

場所 茅ヶ崎市役所本庁舎４階会議室４及び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、海野 誠、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、杜多 美咲 

（欠席委員） 

部会員 ：荒川 スイ 

（事務局）都市部都市政策課 

会議資料 

・部会委員名簿 

・次第 

・資料１ 心のバリアフリー推進の取組について 

・資料２ 心のバリアフリー普及啓発について 

・資料３ 心のバリアフリー教室について 

・参考資料１ 心のバリアフリー教室（令和２年度実施要領） 

・参考資料２ 心のバリアフリー教室（感想カード・点字カード） 

会議の公開・非公開 公開 

非公開の理由  

傍聴者数 １名 
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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３年度茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協

議会第１回市民部会を開催いたします。本日は傍聴人の方がいらっしゃいま

す。会議の内容については、原則公開となっておりますが、傍聴人の方はご

発言できませんのでよろしくお願いします。 

 本日は、お忙しい中、当会議にご出席いただき、誠にありがとうございま

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、本日の会議はオンラインを併用した会議となります。当会議で

は、初めての試みとなります。会議を進行する上で不都合な点などございま

したら、事務局までご連絡いただきますようお願いします。 

 ３点目は、先月下旬、緊急的に行いました「エレベータ横のポスター掲示

に関する決議について」、限られた時間でご対応いただき、感謝申し上げま

す。具体な報告は後ほど担当より説明させていただきます。 

 それでは、本日の会議内容につきましては、報告として(1)心のバリアフ

リー推進の取り組みについて、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。先日送付させていただいた資料は、

次第、部会委員名簿、資料１ 心のバリアフリー推進の取組について、資料

２ 心のバリアフリー普及啓発について、資料３ 心のバリアフリー教室につ

いて、参考資料１ 心のバリアフリー教室（令和２年度実施要領）、参考資料

２ 心のバリアフリー教室（感想カード・点字カード）。また、当日配付資料

として杜多委員より、茅ヶ崎市心のバリアフリー推進に関するポスター提案

資料。 

 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、オンラインによる参加も含め、14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。 

 最後となりますが、４月に人事異動により、都市部長が後藤に代わってい

ますので、会議前に挨拶をさせてください。 

（後藤都市部長からの挨拶） 

 今年度におきましても、部長の後藤をはじめ、事務局は深瀬、守瀬、佐々
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木の体制となりますので、引き続きよろしくお願いいたします。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：  会議を進めるに当たって、本日の会議録に署名をいただく委員を、名簿順

で海野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。ま

た、浅川委員におかれましては、オンラインによる参加となりますので、不

都合な点などありましたら、事務局までご連絡願います。 

海野委員：  分かりました。 

斉藤部会長：  １月の委員改選から、皆様初めてお会いされる方もいますので、３月の会

議を欠席された委員、４月より新たに着任された委員の自己紹介をしてか

ら、議題に入ろうと思います。名簿順で、海野委員、瀬川委員、牧野委員、

浅川委員よろしいでしょうか。 

（各委員からの自己紹介） 

 それでは、今回も、活発な意見交換ができればと思いますので、ご協力ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それから、最初に、この会議はこういう状況の中で開いておりますので、

あまり長い時間にならないように、端的に、しかし内容を深く、２時間以上

にはならないようにしたいと思っています。集中して議論していきたいと思

いますので、そのつもりでお願いいたします。５時まで予約しているという

ことですけれども、３時か４時を目指し集中して進めていきたいと思います

ので、どうぞご協力をお願いしたいと思います。 

 次第をご覧いただきますと、報告事項と議題がございます。後で時間の進

み具合に応じて、それぞれ内容をご説明いただきますが、最初に報告をさせ

ていただいて、その後、中心のテーマである議題２点について議論をしてい

ただきたいと思っております。 

 

報告 

(1) 心のバリアフリー推進の取り組みについて 

斉藤部会長：  最初に、報告事項(1)心のバリアフリー推進の取り組みについて説明して

いただいて、その後、意見を交換していきたいと思います。では、お願いい

たします。 

佐々木主査：  それでは、事務局より説明をしたいと思います。今回、オンラインも入っ

ておりまして、発言される際は気持ちゆっくりめにお話していただけると別

室のほうも聞き取りやすいということがありますので、ご協力いただければ

と思います。 

 それでは、資料１のスライドの２ページ目、３ページ目を簡単にご報告さ

せていただきたいと思います。 

 まず、２ページ目になります。こちらは前回、３月24日に市民部会を開催

しております。その後、茅ヶ崎市で国土交通省のパンフレットに掲載したこ

とにつきまして、記者発表を行っております。これに伴いまして、タウンニ
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ュースさん、あとジェイコムさん等が広く周知をしていただいたということ

が２ページ目のほうに入れております。 

 続いて、３ページ目になります。こちらはポスター掲出について、３月の

会議の中でも議題として挙げさせていただいて、方向性がなかなか出ないと

いう中で、再度、市のほうに問合せがいろいろと来ております。それを受け

まして、緊急的な対応として、各委員の皆様に撤去の是非について照会をさ

せていただいた結果となっております。併せて各委員からの意見も記載のと

おりとなっております。結論としましては、過半数を超えたということで、

４月30日から順次撤去をしていると。幾つかの商業施設はもう既に撤去して

おります。ちょっと１か所、まだ撤去ができていないというところはありま

すけれども、順次撤去していくような形となっております。 

 事務局からの報告は以上となります。 

斉藤部会長： ありがとうございました。一応資料は目を通していただいているということ

で細かい意見の内容等は読み上げませんが、３ページ、エレベーター横のポ

スター掲示に関する件で様々なご意見を市民の方、あるいはこれをご覧にな

った方々からいただいたということ。そこで、急遽、私のほうから各委員に

お願いして、どんな取扱いをしたらいいのか。前回方向性をはっきり決めず、

決も取りませんでした。しかし、何らかの対応をしなければいけないのでは

ないかというふうに私自身考えまして、皆様方に急遽、撤去に賛同するのか、

撤去しないでいいか、あるいは今確定できないので保留にする、そういうこ

とでご意見をいただいた結果がこの３ページになります。その結果、15名の

うち８名が撤去に賛同ということで、これを受け要綱に従って撤去をさせて

いただきました。 

 しかし、ただ撤去したのではないということを、読みとっていただきたい

と思います。前回の会議の中でも、外部からの意見に対してどう対応してい

けばいいのか、あるいは誤解や偏見を生じないような内容でどう啓蒙活動を

していけばいいのか、そういう意見がたくさん出たわけです。それらを踏ま

えて、そのための対応を改めて取り組むという意味で撤去したということで

す。異論が出たらやめたのではないということを、皆さん共通して確認して

おいてください。詳しくは３ページに皆さんの意見としてまとめています。

ということで、こういう取組を行ったということですが、これについて改め

てご意見いただければと思います。いかがでしょうか。 

上杉委員：  今回はこういうことになるということも予測できませんでしたし、多数決

で撤去ということになったと思うんですけれども、今後、こういった掲示物

を作っていく際には必ず同じことが起こっていくと思うんです。今後、こう

いうことが起こったときにどうするかというのを話し合っていかないと、同

じことが起きてしまうように思うんですが、いかがでしょうか。 

斉藤部会長：  今後起こったときにどう対応するか。是非ご意見を。 

上杉委員：  先ほどもお話がありましたけれども、何かおっしゃる方は絶対出てくるの
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で、それはどの障がい者の方も、個々にいらっしゃる方は、個々のご自分の

障がいの状態や程度から発信されるので、一人一人違うわけです。それを基

にご意見されると、絶対に何を出しても、私は違うとおっしゃると思うんで

す。どういうところで線引きをするのかなと思いました。 

斉藤部会長：  どういうところで線引きすればいいでしょうか。 

佐々木主査：  恐れ入ります。別室の方が音声を聞き取れないという話がありまして、す

みません、マイクを使っての発言をお願いします。 

上杉委員：  すみませんでした。 

 繰り返しになりますけれども、今後、そういう掲示物を出すたびに、自分

はこうふうに考えていないとか、これは違うとおっしゃる方は必ず出てきま

す。そのときに、今回のような多数決でやっていくのか、それともそうじゃ

ない、このポスターを出した意味はこういうことなのでという意見もあろう

ことでしょうが、出させていただきますというのをきちんと出していくのか

という質問です。 

斉藤部会長：  どなたか回答できる方がいればお願いしますが。 

 我々は前回のポスターを問題を解決するために貼ったわけです。ところ

が、今言われたように、住民というか、多様な立場から、自分はこうだとい

う意見が出る。それは当然だと思います。そういったことを繰り返しながら

考える。完璧にこれで良いというのは、今言ったように、10人のうち８人は

そうだけれども、１人は違うとして出てくる。そうすると、そこで議論して

いく以外なくて、それは面倒だからやめるとすると、もう前に進まないと思

うんです。だから、前に進むためにも公表して、議論して、どこがどう違う

のかをとことん追求していくというのが、バリアフリーの取り組みじゃない

でしょうか。いつになったらそれはまとまるのか。繰り返し続けていくこと、

これが必要だと思います。 

 例えば10年前のバリアは今解決されています。、かつてはエレベーターが

ほとんどなく、階段ばかりの状況でした。それを繰り返し問題提起した結果

今のようになっている。このポスターの件も、やっぱり我々はよかれと思っ

て出している。人によっては違うと指摘する。それではどこが違うのか、そ

の議論を深めていく。こう繰り返しながら、それで気づきが深まり、確認で

きる。我々が考えたことに不足している部分があるのであれば改善していく

し、一方的な、それは時代を後戻りさせるような指摘であれば、会って話し

て、そうではないのではと確認すべきだと思います。 

 今回は多数決で決めましたが、啓蒙活動を続けていくというのは、これが

我々のこの部会では大きな軸になっていると思うので、これは続けていきた

い。一方的に駄目だとか、いいとかいうのではなく、対話し、どこがどうい

うふうに問題なのか、どうすればいいのかというようなことを確認しながら

前に進んでいく以外ないように思います。いかがでしょうか。 

上杉委員：  そうだと思います。ただ、そうすると、こういったことが永遠に続きます
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よね。前もここで発表したかもしれないんですけれども、１つ参考例として、

千葉県で差別禁止条例ができたときに、障がい者の人が集まってタウンミー

ティングを繰り返したということがあります。この件に関しては本になって

いるので、見たらすごくよく分かるんですけれども、障がいのある方、いろ

んな障がいの方が何回も何回もタウンミーティングをして、最初の頃はめち

ゃくちゃで、それぞれの障がいの人がそれぞれの主張をして、全然まとまら

なかったんですけれども、回を繰り返すごとに相手の立場が分かるようにな

って、それで折り合いをつけて、最終的にこうだよねというものをつくり上

げて、反映させて条例をつくったということがありました。そういうことも

してもいいのかなと思いましたので、お伝えします。 

斉藤部会長：  ぜひそういった対話を繰り返したい。前回も、部会の中だけでなく、市民

に対してもそういうアプローチが必要ではないかというご指摘があった。や

っぱり対話を繰り返すことがすごく重要なので、そこのところを改めて深め

ていくということが１つあると思います。 

柏崎委員：  私は「撤去せず」の４名のうちの１人なんですけれども、どういう組織で

もそうなんですが、声の大きい人とか、自分の意見がいいか悪いかは別にし

て、しっかり持っている人の強い意見というのがこういうものの決定を非常

に左右するということが割合と多いんですよ。だから、今回も若干そういう

ところがあるんじゃないかなという感じはいたしております。 

 前回も話したんですけれども、ここのいろんな意見がどうも理屈の世界に

入っているような感じがするんです。このいろいろな意見、ＡさんからＺさ

んまでの意見をいろいろ見ますと、理屈の世界。確かに、心のバリアフリー

でもある程度は理屈があるんでしょうけれども、理屈の世界では割り切れな

いのが心のバリアフリーだと思うんですよ。そこら辺のところをもう少し突

っ込んで、皆さんで検討したらいいかなと思います。 

 ただ、今度のポスターに関しては、じっくりとみんなで意見を出し合って

検討したという記憶はちょっとないものですから、その点だけは少し我々も

手抜かりがあったかなという感じはいたしております。ちょっとあの中で

も、車椅子に優しい、ありがとうという余計な言葉もいっぱい入っていたり

して、もう少しさらりとしたらいいかなという思いがあるので、上杉さんが

言われたように、やっぱりこういうものを作るときに、少し皆さん、メンバ

ーの中でも検討したほうがいいかなという感じはいたしておりますが、た

だ、何回も言いますけれども、理屈の世界で割り切れないのが心のバリアフ

リーなので、そこのところを理屈だけでいろんな意見が出てくるということ

については、異常な反発を感じます。 

杉山委員：  今の柏崎さんの気持ちと私も同じような気持ちになったんですけれども、

今回撤去をしたときに、相手との接点がないのに取り下げているのかなとい

う気もするんですよね。その辺がちょっと気になっているところなんです。

要するに対話がないわけです。対話がないままで撤去されちゃうと、こちら
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の意図するところは相手にも伝わっていない、そのまま平行線のまま終わっ

ているというような感じになると思うんです。 

 でも、いい勉強になったなというのは、やっぱり問題点がどこにあるのか

といろいろ検討する材料になったことと、それから相手と対話できる仕組み

づくりというのがどうしても必要になってくるのかなと思うんです。これは

前に上杉さん、フェイスブックの話がちょっと出ていましたよね。フェイス

ブックにどこまで我々市民部会が入っていけるかという問題があると思う

んです。それによって議論を深めるのがいいのか、あるいは今あったように、

今後、タウンミーティングみたいな形の市民との対話を進めていく、そうい

うような方向性を持ったらいいのかというのは、これはちょっと議論してい

ったらいいんじゃないかと思います。 

瀧井委員：  早く終わらせるというときにあれなんですけれども、私は車椅子を自分で

使っているユーザーの少年が、僕はこうだったとはっきり自分のことを言っ

て、それは違うよと言ってくれたことに関しては、それは絶対にちゃんと答

えなければいけないと思ったんです。私は撤去に賛同したほうなんですけれ

ども、後から来たツイッターかフェイスブックですごく勝手なことが書かれ

ていて、茅ヶ崎に行って破いてやろうかとか何かあったので、それは無視し

ていい意見だと思うんです。誰が書いたかも分からない。でも、自分はこう

だということをちゃんと出して、意見を言ってくれた少年には絶対対応しな

きゃいけないと思ったので、これからも、ちゃんと自分の意見をきちんと言

ってくれた人には答える、訳の分からない人には答えない、それでいいと思

うんです。それで、私は今回賛同したのは、その意見を言ってくれた少年に

答えなきゃいけないと思ったからです。 

河内委員：  私はまだ経緯やどういう形でこのポスターを出そうかというところの段

階には参加していなかったので、その辺の状況はよく分からないんですが、

私は撤去せずに意見を述べさせていただきました。 

 なぜかというと、実際にＡさんという方からいろいろなご意見をいただい

てということなんですが、市のほうもその方、お母さんも含めてよく説明を

されて、ポスターはそのまま掲示しておいてほしいというような話ではなか

ったかと思うんですが、私のちょっと読み違えかなと思うんですが、後で説

明した段階で、そういうお答えをいただいたというような、そんな認識でい

たので、本人も、こういう形でポスターが掲載されているということであれ

ば、いろいろな方のことを考えてみると、納得できたというような、そんな

捉え方をしたので、そのまま掲示しておいて構わないんじゃないかという意

見を述べさせていただきました。 

斉藤部会長： 事務局に確認ですが、この撤去について、生徒さんからのご指摘を受け、部

会での対応はどのようにやっているかという連絡は、直接、間接、どのよう

にしているか説明をお願いします。 

佐々木主査：  ３月の会議が終わった後に、一旦、先ほど言ったＡ君ですか、関係者の方
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には、会議を開催しましたけれども、結論には至っていないというのがまず

第一の報告となっています。ただ、このままではいけないということがあり

ますので、次回会議でどういうふうに進めていくべきかということを引き続

き検討していくということはお伝えし、先方からも分かりましたということ

で、ご理解はいただいていると市のほうでは認識をしております。 

 先週ご紹介いただいたこのポスターの撤去の問合せについては、市のホー

ムページに直接問合せができるシステムがありますので、そちらから入って

きた問合せとなっています。フェイスブックとか、そういうふうなものでは

ありません。その中でも、幾つか苦情のパターンがあって、しっかりと名前

も名のって、返信もしてくださいという方もいれば、一方的に、私はこう思

っている、返信は要らないというような内容もあります。今回の件は、両方

ありました。 

 お一人の方につきましては、これまでの私どもの取り組んでいる取組を改

めて説明をしております。それは何かというと、当事者の声をどのように市

民の方に伝えていくかということで、その気持ちを「ありがとう」という言

葉を使うことによって、受け手、読み手の方も少し理解を示していただける

んじゃないかということで進めているということなので、それは「ありがと

う」と言えというような強制的なものではないということは伝えておりま

す。また、その後の対応についても引き続き検討していく旨は伝えておりま

す。ただ、それに対する返答は特にありませんでしたので、一旦収束してい

るという状況となっております。 

斉藤部会長：  ありがとうございます。 

牧野委員：  前回ちょっとお休みしてしまったので、ちょっと経緯が分からないところ

があるかもしれなくて、とんちんかんなことを言ったら指摘してください。 

 いろんなご意見が来ているということで、その対応を今こうやって、この

会議で話し合っているんですけれども、心のバリアフリーということで、や

っぱりバリアフリーは、いろんな差別というか摩擦をなくしていくことがバ

リアフリーかなと思うので、一番いいのは、そういう違う意見の人をここに

来ていただいて、直接お話をして、私たちが議論するのが一番誤解もなくて

いいんじゃないかなと思うんです。 

 この会議は、傍聴は自由で、公開されて、誰でも聞けるということなので、

それは問題ないと思うんです。ただ意見を言うのは傍聴人はできないので、

例えばオブザーバーみたいな形で呼んでいただいて、この場に来て、お気持

ちをちゃんと直接話してくださいと、私たちも私たちの気持ちを話しますの

で、直接顔を見てお話ししませんかみたいに投げかけるのが一番誤解がなく

ていいかなと思うんです。今、ホームページとかで対応しているということ

だったので、例えばそのホームページとかでもいろんなご意見があると思い

ます。こういうところで市民部会の会議をやっています、皆さんも会議に参

加して、何か異論があったら直接お話を伺いたいので、ぜひ参加してくださ
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いみたいなことを投げかけて、こういう場で30分なり１時間なり、そういう

方の意見を聞いて、私たちの思いも直接伝えてというのが一番誤解がなくて

いいかなと思うんですけれども、そういうことは可能ではないんでしょう

か。 

斉藤部会長：  皆さんの意見を聞いてから、私からも後でコメントさせてください。 

上杉委員：  何人かの方にはもうお伝えしてあるんですけれども、今回のことを受け

て、私は当事者団体として、この委員会に参加して、そこの部分はちょっと

反省をしました。私は車椅子に乗っている方たちの団体ではありませんけれ

ども、やっぱり障がい者団体がこれだけ入っているのに何か外した部分があ

ったのかなという意味で、前も言いましたが、同じ障がいの方たちのニーズ

を、総意をきちんと背負ってこなくてはいけないということは、すごく反省

です。それはどの障がい者団体さんにも同じことが言えると思います。 

 あとは、外からお一人で来られる方に関しては、せっかくこういう同じ障

がいの会が入っているんですから、そこに向けて、ぜひ意見を持ってきてい

ただきたいです。そこで、同じ障がいの人たちの間で話をして、優先順位を

つけて、うちの団体としてはこうだよねというふうに、ここに持ってくる。

それでも一匹狼の方はいると思いますけれども、そうすれば少し違ってくる

のかなと思いました。 

 当事者団体側としての思いと反省です。 

斉藤部会長：  ありがとうございます。そのほかいかがですか。皆さんがお話ししていた

だいたことを踏まえ、その方向でやれたらいいなという意見がたくさん出た

と思います。 

 今、上杉さんの言われたように、各団体の代表の方がここに来て部会を開

いている。従って各団体が抱えている問題を共有し、お互いに情報交換、意

見交換をしながら理解を深めバリアフリーの社会づくりにつなげていく場

であるということ。上杉さんが言われたように、ここに出ているのは団体の

代表であると同時に、違った組織の方々とも積極的に意見交換と交流をして

いただいて、、課題解決に向け協力していく場であると改めて考えていただ

くといいのかなと。 

 それから、今回の問題は、撤去する、あるいは撤去しないということが問

題ではなくて、くしくも柏崎さんがさっき言われたのですが、我々は本当に

細かく検討していたかという反省があるんです。内容まで細かく検証した

か。その責任は僕らにもあるんじゃないかと思うんです。その反省がある。

やっぱり啓蒙活動とか市民に対する我々のアピールというのは、責任を持っ

て、一言一句、きちんとその思いを伝えるような形にしていかなきゃいけな

い。これは私自身の大きな反省です。行政のほうに任せ過ぎてしまったいる。

それが反省です。 

 ですから柏崎さんの言われるように、あれを真剣に検討した結果、それに

対して違う意見が出たら、我々は相手の方と議論できます。 
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 今後、ポスターなどでこうした啓発活動をするときには、部会メンバー一

人一人がきちんと責任を持ち、これが世に出て、いろんな人が、いろんな立

場で、いろんな視点で見ていくんだということを頭に入れておく。仮に今回

のように違った考え方で指摘があったなら、皆さんが言うように、対話する

ことが必要だと思います。それにはネット上なのか、タウンミーティングな

のか、直接対話なのか、いろいろ方法があると思いますが、その違いを受け

て対応するのがバリアフリー社会につながると思ういます。今後は対話を前

提に話し合っていくということでどうでしょうか。そうすれば、今回の件も、

今後の部会活動の大きな気づきにつながると思うので、ぜひそういった方向

で責任を持っていきたい。何か反響があれば市民と積極的に対話をし、問題

点が指摘されたらば、それに対し話し合っていくという方向で進めていくと

いうことでどうでしょうか。 

海津副部会長：  今、会長がおっしゃられたとおりでいいと思うんですけれども、今回のこ

れについて、この件はまだ終わっていないんだと思うんですね。なので、今

こういうふうな議論をして、こういう対話をしようということを今日の会議

で決めたということをどこかで知っていただくように、ホームページにちょ

っと書いておくか、何かしらの対応ができるといいなと思います。いかがで

しょうか。 

佐々木主査：  今お話しあったような形で、市民に見せていく、示していくということは

できると思います。その出し方もまたご相談させていただきたいと思います

ので、一旦まとめたものを皆様のほうにご照会かけて、発信の仕方を協議さ

せてください。まず、私どものほうで発信しているところがありますので、

ホームページは簡単に出していけます。あと、その他の媒体をどう出してい

くかというところは、その内容と合わせて適宜対応させていただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

斉藤部会長：  ぜひその方向で今後取り組んでいくということで、ご確認いただければと

思います。皆さんにこうした認識を強めていっていただくようお願いしたい

と思います。 

  

柏崎委員：  発端になったＡ君というのは、僕は非常に立派な少年だと思います。将来

も自立していく少年だと思いますので、Ａ君の考えでちょっとあれします

と、自分は助けてもらいたくないのに助けてくれた、自分は席を譲ってもら

いたくないのに譲ってくれた人に対して「ありがとう」と言わなきゃいけな

いのかというところがかなり引っかかっているところだと思います。そこの

ところが全般に共通している問題なんですよね。自分は意図していないのに

余計なことをして、自分の自立心をあなたは阻害したと。 

 前回ちょっと申し上げたように、近所のお年寄りで、ごみを出すお年寄り

がいたので私が助けようとしたら、あなたは私の自立心を壊すのかと言われ

て、それに対して、私は別にその人を恨んだり、何かしないで、また別の面
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で助けることがあったらというふうに切り替えましたけれども、そういうの

は感情として必ず出てくると思うんです。だから、譲ってもらったら、自分

が要求したものでなくても、そのことに対して「ありがとう」という言葉を

出すというのがバリアフリーの基本じゃないかなという感じはいたしてお

ります。自分が要望をしていないのに余計なことをしたという感情が人間に

は必ず出てくるんですよね。それに対する反発が今度の場合にはあったんじ

ゃないかなという感じはするので、そういうのはしょっちゅう起こることで

すから、譲ってもらったら、あるいは何かしてもらったら、まず「ありがと

う」、ありがたくなくても「ありがとう」という言葉が出るような格好でと

いうのが普通じゃないかなという気はするんですよね。 

 変な話ですけれども、私はちょっと先月入院していたんですけれども、看

護婦さんの対応にびっくりしたんです。点滴を私の腕に刺して、それで刺し

終わったら、私が「ありがとう」と言う前に、看護婦さんのほうから「あり

がとうございました」と言われたんですよ。えっ、どういうことなのかなと

一瞬思いましたけれども、こういうことをさせてもらってありがとうとい

う、ちょっと次元が違う世界なのかという感じもしたけれども、とにかく「あ

りがとう」という言葉は非常にいい言葉だと思いますので、うまく使ってい

けたらなという感じはしております。 

 要するに、自分の意図しないことをやってもらったことに対する反発、こ

れがかなりあるんだろうと思うんです。自立心の強い方には特にあるだろう

という感じはいたしました。このＡ君という少年は、非常に将来性のあるい

い少年だと思いますけれども、そういうことはちょっと思いました。 

 すみません、余計なことを言いました。 

斉藤部会長：  気持ちのよい「ありがとう」という言葉の使い方が必要なのかと思います。

前回のポスターは、説明が「ありがとう」とちょっと溝があったような感じ

もするので、今後、改めてそうした視点をを検討する必要があるかと思いま

す。 

 それでは、報告はそれでいいでしょうか。議題(1)のほうに進みたいと思

います。 

 

議題 

(1) 心のバリアフリー普及啓発について 

斉藤部会長： (1)心のバリアフリー普及啓発について、最初に資料の説明をしていただき

ます。こちらは幾つか案があるので、それぞれ皆さんに挙手してもらいます。

内容等は事前にお読みいただいているということを前提に説明をしていた

だければと思います。お願いします。 

佐々木主査：  それでは、資料２をご覧ください。議題(1)の心のバリアフリーの普及啓

発についてになります。大きく分けて４点になります。 

 まず、１つ目になります。スライドの２ページから５ページ、広報ちがさ
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きの６月１日号から９月１日号の発信内容を本日、委員の皆様にお決めをお

願いしたいと考えております。上段が今回提案されたもの、下段が過去に発

信したものをおのおの入れておりますので、ご確認いただいて後ほど内容の

ほうを決定させてください。６月１日号については、ちょっと期日が迫って

おりますので、内容が決まり次第、早々に事務局と調整をさせてください。 

 ２点目がスライドの７ページになります。こちらはタウンニュース社から

の連載の協力ということになっております。先月、心のバリアフリーの話を

させていただいた際に、先方から、もしよければ、枠が空いているので連載

することは可能だよという話をいただいております。内容としては、月に１

回、最大で12回の連載ができるというふうになっております。出し方として

は、こちらのスライドの右側の赤で囲ってあるように、上の小さいところか

ら、大きな枠で下の文章のような形と、出し方はいろいろな形でできると聞

いております。本日、その内容を決めていくということになると相当な時間

がかかってしまうと思うので、まず、やるか、やらないかについて委員の皆

様とお話をさせていただいて、その後、具体な内容を今後詰めていかせてい

ただければと思っております。 

 続きまして、３つ目、スライドの９ページ、10ページになります。こちら

は先ほどの報告事項と重なる部分があります。今後の普及啓発の進め方をど

ういうふうにやっていくかというところを委員の皆様のほうで議論をして

いただきたいと。新しく着任された方もいて、これまでの経緯が恐らく伝わ

っていないところもあると思いますので、事務局からはこれまでの経緯を簡

単にご説明させていただいて、それを踏まえて委員の皆様のほうで議論をお

願いできればと思っております。 

 ９ページの上段になります。市民部会では、一昨年、当事者の声や体験を

市民に伝えていくためには、どういうふうに考えていったらいいかというこ

とを議論してきました。リーフレットを一旦作ろうかというところになりま

したけれども、やっぱりこれを読んでもらえない、じゃ、どうすると。誰に

どういうふうに発信をしていくんだというところを令和元年になって皆さ

んと発信をしてきました。今日のような形でいろんな意見がある中でも、啓

発となると、やっぱり外に出していかなきゃ啓発じゃないよねと、議論をし

ていても何も始まらないということで、まずは取り組んでいこうということ

で、じゃ、どうしようという話になって、「ありがとう」という言葉を使い

ながら市民に発信をしていこう、市民の目にする機会を増やすことがまず第

一だということで、今回、様々な媒体で発信をしてきたというのがこれまで

の大まかな流れとなっております。 

 事務局としましても、当初は広報ちがさきから始めて、本日のスライドの

12ページ以降になりますか、いろんな発信媒体を出してきましたけれども、

市民に見ていただく数を増やしてくということ第一に取り組んできており

ます。ただ、今回、貴重なご意見を市民の皆様からいただいております。も
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ともと始めたきっかけのときには、当たって砕けろではないですけれども、

まずチャレンジするというところが第一でした。なので、今、量を意識して

いましたけれども、今回、皆様と意見を重ねまして、これからは深度化と言

うんですか、市民の皆様の共感を高められるように、量も質も意識した中で、

さらなる推進を図っていきたいと考えておりますので、本日多くの意見を交

換させていただければと思っております。 

 最後、４つ目になります。スライドの11ページになります。こちらは事務

局からの提案となります。先ほどの普及啓発を進めていくに当たりまして、

市民部会の役割や目標を再度確認しますと、事務局と部会員が両輪で取組を

行っていくことが軸で、幹を太くして、今後の取組の質も高められていくも

のではないかなと考えております。どうしても市民部会の開催は四半期に１

回という制限がありまして、市民部会で進めている取組とのスピード感に誤

差が生じているような状況が出てきております。そのため、部会の共有メー

ルをつくって、そこで柔軟な対応ができないかなというのが今回の提案とな

っています。これによって少しでも意見交換が増えて、柔軟な対応ができれ

ばと思っております。 

 ただ、こちらのメーリングリストにつきましても、公開扱いとなると。本

日の会議もそうですが、基本的には会議は原則公開となっておりますので、

メーリングリストでやり取りした内容についても、次回の市民部会の中で、

こういう内容があって、こういうふうに決まっていったとかというような形

で取り組んでいくことができればなというのが１つ目の提案となります。 

 もう１つの提案は、事務局だけでは普及啓発のスピードもちょっと追いつ

いていかないというところもありますし、もともと部会員の皆様とも一緒に

なってやっていくということがありましたので、もしよろしければ、作業部

会を立ち上げて、部会員中心で取組を行っていくということも１つの提案と

してはありかなということが本日の議題となっております。 

 資料の12ページ以降は、先ほども申したように、普及啓発のこれまでの啓

発となりますので、参考としてご覧いただければと思います。 

 以上となります。 

斉藤部会長：  ありがとうございました。それでは順番に議事を進めていきたいと思いま

す。 

 まず３ページをご覧いただきますか。広報ちがさきの件から話合いをした

いと思います。 

 ３ページ、６月１日号に掲載する記事ということで、４名の方から提案し

ておりますので、この４名の方の提案を基にして、どの記事を今回は載せる

か皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

 過去に掲載されました令和元年の12月号と２年の５月号と比較しながら、

上の①、②、③、④、４名の方の内容を読んでいただいた結果、どの案が６

月１日号に載せるべきかを聞きたいと思います。皆さんのご賛同が多い提案
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を載せるということでよろしいですか。要するに多数決で決めてよろしいで

しょうか。意見はありますか。 

上杉委員：  視覚障がいの方のお話なので、鈴木さんに実感としてどれが一番フィット

するかをお聞きするのがいいんじゃないかなと思いました。 

斉藤部会長：  当事者の方のご意見を優先したほうがいいということですね。いかがでし

ょうか。 

 ちなみに、鈴木さんはこの４つお読みいただいてのお考えを。 

鈴木委員：  ４つをちょっと読んでいただけますか。 

遠藤委員：  すいません、①の遠藤なんですけれども、私が出したのは「ありがとう！

目の不自由な私から・・・」というふうに書いてあるんですけれども、私が

考えた文面としては、目の不自由な私からの立場ではなくて、自分の市民目

線というか、私自身の経験もあるんですけれども、私の気持ちを受け取って

ありがとうという意味なので、「ありがとう！目の不自由な私から・・・」

というのをちょっと外していただいて考えていただきたくて、相互のお互い

の気持ちがありがとうと通じ合えてよかったなという感じのニュアンスで

取っていただければありがたいんです。ちょっと分かりにくい話になってし

まって申し訳ないんですけれども。 

斉藤部会長：  簡単に内容を読んでくれますか。 

遠藤委員：  「ありがとう」という言葉を使って、「駅の構内で白杖を持った人が立ち

止まっているのを見かけました。なんだか気になる、勇気を出して声をかけ

てみようかな・・『あの、お手伝いできることありますか？』・・『ありがと

う。助かります。』ああ、よかった！私の心もすっと軽くなりました。」とい

うことで、好意を受け取ってくれた私からもありがとうということを言いた

いという意味です。 

斉藤部会長：  ２番目は私です。「ありがとう！目の不自由な私から・・・私は全盲のた

め横断歩道を渡る時、車が通過する音や人の足音を頼りに信号が青なのか赤

なのか判断しています。しかし時々そうした状況がわからないことがありま

す。そんな時、そばにいる人からの『青になりましたよ』の一言が本当に助

かります」。 

 以上です。 

杉山委員：  これは、当事者とお話ししながら感じたことです。 

 ③が「ありがとう！目の不自由な私から・・・いつも通いなれている道で

すが、工事や車が止まっていたりして、戸惑うこともあります。短い間でも

肩や腕を貸してくれる人がいると、とても安心します。先日、中学生の男の

子が声をかけてくれて、肩を貸してくれました。本当に助かりました。」。 

 ④が「ありがとう！目の不自由な私から・・・毎日家に閉じこもっている

と、身も心も暗くなりがちですが、外の空気に触れると自然の匂いが心身を

爽やかにしてくれます。コロナの影響で外出機会が減りましたが、時々ボラ

ンティアの方が30分だけですが散歩に付き合ってくれます。心が爽やかにな
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ります。」。 

 以上です。 

斉藤部会長：  以上です。いかがですか。 

鈴木委員：  外に我々が出た場合に、やっぱり横断歩道で青か赤か分からない場合があ

るわけですよね。そういうときに声をかけてくれるとありがたいというだけ

でなくて、一緒に渡りましょうというような、そこまでの気遣いをしていた

だけると、ありがたいのかなというふうに感じました。 

斉藤部会長：  それで４つの中から広報に載せるとすればどの文面がよろしいですか。、

ご意見をいただけたらありがたいのですが。 

鈴木委員：  横断歩道のあれがいいんじゃないかなと。視覚障がい者全体が思っている

ような内容だなとは思います。それと、駅で困った人がいたら声をかけてく

れるというところですかね。 

斉藤部会長：  分かりました。今のところ、鈴木さんは②がふさわしいけれど、ここのと

ころで、例えば「青になりましたよ」だけではなく「青になりましたよ、一

緒に渡りましょう」という言葉だと更にいいということですね。 

鈴木委員：  ええ。 

斉藤部会長：  どうでしょうか。参考で令和元年の12月、おととしですか、横断歩道での

文面もあるんですが、改めて鈴木さんが②はどうかというご指摘がありまし

た。「青になりましたよ」だけではなくて「青だから一緒に渡りましょう」

という一声が本当に助かりますという修正を加えてはどうかということで

すがいかがでしょうか。 

上杉委員：  鈴木さんのご意見が横断歩道のご意見だったんですけれども、ただ、一緒

に渡ってくれるとさらにありがたいということなので、③の「いつも通いな

れている道ですが、工事や車が止まっていたりして、戸惑うことがあります。

短い間でも肩や腕を貸してくれる人がいると、とても安心します。先日、中

学生の男の子が声をかけてくれて、肩を貸してくれました。本当に助かりま

した。」という文面に比較的近いのではないかと思うので、この冒頭の「い

つも通いなれている道ですが」のところを例えば「横断歩道を渡るとき、青

ですよと言ってくれる方がいますが、それだけだと戸惑うことがあります。

短い間でも肩や腕を貸してくれる人がいると、とても安心できます」という

ふうに続けて文章にしたらいかがでしょうか。 

鈴木委員：  工事や何かというのは何ですか。工事に出会う機会というのは少ないと思

うんです。横断歩道のほうが、より外に出たときに遭遇するケースが多いと

思うんです。だから、横断歩道ということを入れてほしいと思うんですけれ

ども。 

浅川委員：  信号の音がないところもありますよね。声をかけるのは、一緒に渡りまし

ょうという声があればいいと思います。 

斉藤部会長：  分かりました。ありがとうございます。 

 今、浅川さんのほうからも、「青になりました、一緒に渡りましょう」と
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いう言葉を入れるといいんじゃないかというご指摘がございました。 

 鈴木さんは横断歩道を中心に書かれた文章で、「青になりました。」だけで

はなく一緒に渡りましょうという声かけをそこに入れてということで、それ

を原文にしていく。それでいいですか。 

瀬川委員：  大枠の原文は今のとおりでよろしいのかなと思います。ただ１つだけ、「一

緒に渡りましょう」よりも「一緒に渡りましょうか」という投げかけで、本

人に決定権、決定ができるような声かけの仕方のほうがよろしいのかなとい

うふうに思いましたけれども、いかがでしょうか。 

斉藤部会長：  鈴木さん、「一緒に渡りましょう」、「一緒に渡りましょうか」、どちらのほ

うが安全に。 

鈴木委員：  「一緒に渡りましょうか」を入れていただいたほうが。 

斉藤部会長：  では、「一緒に渡りましょうか」と。こういう形で、当事者の方の考えを

中心に、多数決で決めるよりも話し合いで決めていきましょう。 

 では、この６月１日号は、②の案を中心にして、「青になりましたよ、一

緒に渡りましょうか」でいいですか、鈴木さん。 

鈴木委員：  はい。 

斉藤部会長： 今後、事務局と鈴木さんと私も加えさせていただき、字数など調整は出るか

もしれませんが、基本はこういう内容でいきたいと思います。よろしいでし

ょうか。ありがとうございます。 

 では次の４ページに、７月１日号の知的障がいをテーマに、委員からの提

案です。左上ですが、１人しか出ていません。これはお願いですが、たくさ

んの人に案を出していただくとありがたいと個人的に思っています。今後は

多くの提案をよろしくお願いします。 

 それで、①は私ですが、これは自分の経験から言っているので、当事者に

とってはちょっと違うかもしれませんが、こういうことではないかと思って

書きました。 

 「ありがとう！知的障がいのある私から・・・突然大きな音がしたり、赤

ちゃんの泣き声を聞くと我慢ができずパニックを起こすことがあります。こ

れは赤ちゃんが嫌いなのではなく、音に敏感なため何かが耳に飛び込んでく

るように感じてしまうからです。そのことを知ってもらい、理解してくれる

ととても嬉しいです。」ということです。 

 これはいかがでしょうか。意見があれば出してほしいのですが。 

上杉委員：  斉藤部会長、ありがとうございます。 

 特に問題ないと思うんですが、この赤ちゃんのところを子供に変えていた

だくと、より幅広になるかなと思います。小さな子供のきんきんした声がち

ょっと嫌いな方が多いです。 

斉藤部会長：  小さな子供がいいですか。 

上杉委員：  大きな子供でも大きな声なので、子供でいいかなと。 

斉藤部会長：  きんきんというか、きゃあきゃあといった高い音が苦手と。 
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上杉委員：  高い声できゃあきゃあしている喧騒が嫌いな方が多いです。それは赤ちゃ

んに限ったことではないので。 

斉藤部会長：  子供の高い声。 

上杉委員：  泣き声でいいです。瀧井さん、どうですか。 

浅川委員：  小さな子供でいいです。 

瀧井委員：  いいんじゃないでしょうか。 

浅川委員：  小さな子供がいいかと思います。 

瀧井委員：  そう思います。これを出してくださいと言われたとき、実はあの投稿を見

て、私はどう書いていいのか分からなくなっちゃって、個人的に落ち込んで

いたので、すみません。本当は出さなきゃいけなかったのに、ごめんなさい。

いいと思います。 

杜多委員：  杜多です。こんにちは。 

 ちょっと内容が変わってしまうかもしれないんですけれども、さっき鈴木

さんにどの案がいいですか、当事者の方に意見を聞こうというのがすごくい

いなと思っていて、今回も知的障がいというテーマなので、今いらっしゃる

委員の方で、知り合いで知的障がいを持っている方だとか、身近にそういう

のがいる方から、改めてどういう内容がよさそうかというのをもう１回持ち

帰ってもらって、ここで吸い上げるというのがいいのかなと。当事者の方な

らではの感覚とか、そういうのをなるべくここでは盛り込めるといいかなと

感じています。 

斉藤部会長：  ありがとうございます。そのほかにいかがでしょうか。 

 これは７月１日号だから、いつまで時間がありますか。 

佐々木主査：  ５月中です。 

斉藤部会長：  先ほどのメーリングリストがもし合意できたら、その中でやっていてもい

いですね。 

佐々木主査：  そうですね。 

斉藤部会長：  今、ご意見をいただきましたけれども、これをたたき台にして、上杉さん

とか瀧井さんにお手数かけますが、もう少し分かりやすく、あるいは理解を

得られるような文面を考えていただいて、やり取りするのはどうですか。 

瀧井委員：  これはこれでよく分かると思います。もっとほかにあったらば私たちが出

すということで、これは私はオーケーです。 

斉藤部会長：  これは一応たたき台にしておいて、５月中ということで時間は多少あるの

で、ご指摘いただいたようにやり取りしながら進めていくという形でどうで

しょうか。一応これをベースにほかに当事者のほうからあればお願いしたい

と思います。 

 次に、８月１日号はヘルプマークです。順番に読みましょうか。 

佐々木主査：  荒川委員は本日欠席となりますので、事務局のほうから。 

 「ありがとう！ヘルプマークを付けている私から・・・ヘルプマークスト

ラップができ、カバン等に下げることが出来るようになりました。目に見え



- 18 - 

 

ない障がいのため優しく見守りたいと思う」。 

斉藤部会長：  では、次です。「ありがとう！ヘルプマークを付けている私から・・・30

代なので外見は健康そうに見えるのですが内部障がいがあり、電車などで長

く立っていることができません。優先席に座っていると周りの人が、さも自

己中心な人といった目で私を見ます。そんな時、カバンにつけたヘルプマー

クに気づいてくれると安心して座っていられるので助かります。」というこ

とです。 

 ご意見いただければと思います。 

牧野委員：  今日はここにヘルプマークをお使いの当事者の方とかはいらっしゃるん

ですか。私、実は自分自身もあまりヘルプマーク、ヘルプマーク自体は知っ

ているんだけれども、どういう内部障がいがあるかみたいなことは細かく知

らないので、ひょっとしたら私レベルの市民だったら、ヘルプマークという

マークがありますみたいなところから、こういう啓蒙をしたほうがいいのか

なと思って、ヘルプマークというものがあります。こういうのをつけている

人は、外から分からないですけれども、こういう病気がありますので知って

くださいみたいなほうがいいのかなとか今思いました。 

斉藤部会長：  これは８月号なので、締め切りは６月ですか。 

佐々木主査：  なるべく早いほうがいいので、６月に決まるようでしたら、６月までには

お願いしたいです。 

斉藤部会長：  ぜひ牧野さん、１案を。今のご指摘のように、知らないというか、どうい

う人がつけているのか、どういう病状でつけているかが分からない人がいっ

ぱいいると思います。そういう意味では、導入の部分でヘルプマークはこう

ですよ、こういうことですと伝えられるような文面もいいかもしれません。 

浅川委員：  ヘルプマークの写真以外のものも載せたら、皆さんはヘルプマーク自体を

知らない人もいると思うので、写真みたいなものも一緒に載せたらいいと思

います。 

斉藤部会長：  これは広報紙のスペースが２行だけなんです。スペースがありません。次

の話題でタウンニュースの件があるのでタウンニュースのほうで、今みたい

な視覚情報は、こういう例ですと見せるのは１つの方法であると思います。

ご指摘はもっともですが。牧野さんが言われたように、文章でそれを説明し

ていくというのはあると思います。 

 これは６月までなので、今までのご意見ですと、この２案ではあまり迫力

がないというようなことだと思います。これは是非、牧野さん、１案出して

いただければ。そのほかの方も、６月までなので、ヘルプマークの理解促進

を一般の方へ普及啓発できるような文章をお願いしたい。メーリングリスト

で、これはまだ決まっていませんが、合意できればそこで意見交換をしてい

きましょうか。そういう方向でいかがでしょうか。意見があればお願いしま

す。 

上杉委員：  全然啓発に関係ないんですけれども、ヘルプマークは、特に知的障がいの
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ある子供を持つ親から見ると、ちょっとリスキーなんですね。つけることに

よって、逆に危険な目に遭うというところがありまして、実は息子にもつけ

ていないんです。もちろんしばらく行動を見ていたら、ちょっとこの人、障

がいだなと分かるかもしれないんですけれども、あえて助けが要る存在だと

いうことを知らせることで悪いやからに狙われるんじゃないか、ちょっとそ

れに近いことが少しあったものですから、本題と全然関係ないんですけれど

も、だから啓発することには反対ではないんですが、もしかしたら、障がい

をちょっと選ぶ必要があるかもしれないと思いました。 

斉藤部会長：  それはまた違った問題があるということなので、そういうことも踏まえて

どう対応するか。一方で、ヘルプマークで助かったという声もある。だから

それを知らせていって、助かるのであれば、本当にそれで支え合ってもらえ

るのであれば、これをＰＲしていくというのは１つの方法であるような気が

しますが。 

上杉委員：  障がいによっては、すごく有益だと思います。 

牧野委員：  基本的なことを知らないんですけれども、ヘルプマークはどこかで申請し

てもらうものなんですか。 

瀧井委員：  障がい福祉課に行けばくれます。 

牧野委員：  別に申請書とか何も要らなくて、ただ下さいと言えばもらえる。 

瀧井委員：  私は助けが必要だから下さいと言えば。 

牧野委員：  分かりました。特に何とか病とか名前がついていなくても、助けてほしい

人は誰でももらえる。 

瀧井委員：  障がい福祉課に行って、下さいと言えば。 

牧野委員：  何か内部障がいとか、そういうのかなみたいなことだったけれども。 

瀧井委員：  目に見えない障がいのためにつけてください、分かってくださいというふ

うにありますけれども、基本的にはお手伝いが欲しい人がつける。妊婦さん

でもいいし、会の会員で、上杉さんが言われたのと反対に、やっぱり分かっ

てほしいからつける、つけても誰も見てくれないと言って怒っている人がい

ます。 

牧野委員：  了解しました。心臓ペースメーカーとか、外から見えない人がつけるのか

なと思っていたので。 

瀧井委員：  それもあるけれども、基本的にはお手伝いが欲しいですという意思表示だ

と私は思っています。 

牧野委員：  分かりました。ありがとうございます。 

鈴木委員：  私もつけています。 

斉藤部会長：  皆さんの意見を聞きながら、ヘルプマークそのものがまだ認知されていな

いこと、多くの方に知られていないということなので、その辺を重点的に考

えていく段階なのかもしれません。 

 ６月までということなので、後で細かい期日はお知らせしますが、ヘルプ

マークを知ってもらう、理解してもらう、そのための原稿をぜひ皆さんから
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いただければと思います。 

河内委員：  今のヘルプマークの関係なんですが、広報紙に載せるパターン、例えば何

月号はどういう障がいのある方を載せてとか、そういうパターンがあるのか

どうか、ちょっと分からないんですが、今まさに、この下に過去の内容、令

和２年９月１号のヘルプマークは、どういうものなのか非常に分かりやすい

かなと思うんですね。逆に、同じものを２回載せても、分かりやすければい

いのかなと思いました。 

斉藤部会長：  令和２年９月１日号がその説明をしているじゃないかと。そういう意見も

出ましたので、「中学生の孫が私の鞄に付いている白色の十字とハートのマ

ークが描かれている赤色のふだを見て、『“ヘルプマーク”知ってるよ。周り

の人に手伝いをお願いしたい時に知らせる目印だよね』と話しかけてくれて

とてもうれしい気持ちになりました。」と。まさにこういうことじゃないか

というご指摘がございました。 

 これを再度載せて、ヘルプマークはこういうものですよと、まだ知らない

方にこれを読んでもらう。ちょっと難しい選択ですが。 

鈴木委員：  ヘルプマークがまだ世間一般に周知されていなければ、再度文章を載せ

て、もっと一般的に知らせていくというのも、それもありかなと思います。 

斉藤部会長：  ありがとうございました。 

 そうしますと、今までの議論を踏まえていくと、原点でヘルプマークとい

うのは何なのかということをアピール、訴えたほうがいいんじゃないかとい

うことです。鈴木さんも、周知はされていないというようなことをもう少し

強調したほうがいいんじゃないかと。ですから９月１日号をベースにして、

まずヘルプマークが何なのかを知らせ、若干それに事例を加えていく形にし

ましょうか。どうでしょうか。 

 これもそれぞれ当事者の団体に参加していただいて、９月１日号をベース

にしながら、少し事例を加える形で編成していくことでいいですか。よろし

いですか。ありがとうございます。 

 次の５ページ、９月１号です。荒川委員の案をお願いします。高齢者です

ね。 

佐々木主査：  高齢者になります。「ありがとう！高齢の私から・・・高齢者、障がい者

などのバリアフリーが大分進みあまり不便を感じなくなったと思う。外出し

ないと筋力の低下によりフレイルになりかねません。できるだけ外出してみ

ましょう。」。 

斉藤部会長：  次です。「ありがとう！高齢の私から・・・年齢を重ねるにつれ、歩く速

度が遅くなっていることがわかります。自分では普通に歩いているつもりな

のですが、どうしても時間がかかってしまいます。先日、狭い歩道を歩いて

いる時、後ろでチェっと舌打ちするのが聞こえました。私が邪魔のようでし

た。急ぐ気持ちもわかりますが、どうぞご理解をお願いします。」。 

杉山委員：  ③「ありがとう！高齢の私から・・・膝に力が入らないため長時間歩くと
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疲れます。最近、バス停の近くや商店街の店先でベンチを見かけるようにな

り、とても助かっています。一息ついて元気を取り戻して歩き始めました。

ベンチを置いてくれた皆さん、感謝、感謝です。」。 

 ④「ありがとう！高齢の私から・・・腰が硬くなって、バッグを背中に背

負うのに時間がかかります。先日、パン屋さんで買い物をして、品物を手に

ぶら下げていたら、お店の奥さんが「背中のバッグに入れましょうか？」と

声をかけてくれました。遠慮せずに手伝ってもらいました。とてもうれしか

ったです。」。 

斉藤部会長：  これはいかがでしょうか。 

牧野委員：  一番最初の荒川委員の①なんですけれども、バリアフリーが大分進んでい

ないから、こういう啓発活動しているのであって、「高齢者、障がい者など

のバリアフリーが大分進みあまり不便に感じなくなったと思う。」という一

文を入れてほしくないなと思ったんです。「外出しないと筋力の低下」とか

はいいんですけれども、この「バリアフリーが大分進み」はぜひ入れてほし

くないなと思っています。 

斉藤部会長：  そのほかいかがでしょうか。 

上杉委員：  分かりにくいけれども、分かってもらいたいこととして、②がすごくいい

ような気がします。ゆっくり歩いているのはわざとじゃないんですみたいの

がすごく切実に分かる感じがして、②が私のお勧めです。 

斉藤部会長：  では、当事者の立場から。これは、まれなケースですけれど、こういうこ

とをやるということは、やられる立場からすると「チェっ」といわれるのは

１日不愉快です。そこのところを特に訴えていきたいということでまとめま

した。 

 ほかに意見があればお願いします。 

牧野委員：  ②の内容はすごくいいなと思うんですけれども、ありがとうにつながらな

いと思うので、「チェっ」と言われたのに何か救いがあるか、ありがとうを

外すかしないと、この文章にどこにありがとうがあるのみたいな感じがする

んですけれども、どうしたらいいかな。「チェっ」と言われたけれども、い

や、もうちょっと待ちなよと誰かが言ってくれたとか、そういうのにしない

と駄目かなと。どうしたらいいかな。 

瀧井委員：  内容的にはすごく分かるんです。「チェっ」だけでなくて、「邪魔」とか、

「くそばばあ」とか、いろいろ言われたことがあるので分かるんですけれど

も、やっぱり読んだ人があまりありがとうという気持ちにならないかなとい

う感じがして、文面的には何となく③を読んだ後、気持ちよくなるというか、

内容は②で、文面が③で、ちょっと難しいかな。何となく「チェっ」と舌打

ちするのが聞こえまして、１日、きっと気分が悪いだろうと思うけれども、

多分、これを読んだ人も、もし読んだと考えたら、あまりいい気分ではない

かなという気がします。 

斉藤部会長：  ありがとうございます。杉山さんの③を読んでいて思ったのは、「商店街
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の店先で」と広く問題提起をしている。そういうバリアフリーの心つもりと

いうんですか、それをしていただいているところに何か違う展開があるよう

な気がします。③を中心にしていく方がありがとうにつながっているかな

と。確かに②は、どこがありがとうにつながっているのか改めて反省してい

ます。従って③を中心に考えていくということでどうですか。ありがとうを

商店街にまで広げていく。内容的に皆さんが言われたような意見が入るよう

であれば、字数の関係がありますが、③を中心に、一部アレンジを加えてい

くことでよろしいですか。 

鈴木委員：  ③の意見なんですけれども、広いところに椅子が置いてある場合にはいい

んですけれども、歩道の狭いところに椅子が置いてあると、我々、視覚障が

い者はすごく困るんですよね。その辺を何とか表現でうまく表していかない

と、全体的なバリアフリーにはならないのかなと思うんです。 

杉山委員：  広報ちがさきの欄外の「ありがとう！」というのは、ポスターと違って一

般的な表現じゃなくて、私がという個人のタイトルなんですね。ですから、

一人一人の障がいが伝わっていくような形になっているんです。だから、同

じ高齢者でもいろんな高齢者がいるし、さっきの車椅子の関係も、すごく元

気な車椅子の方もいるし、そうでない人もいるというようなことを考える

と、ありがとうというのは個が言っているんです。要するに全然違う、それ

ぞれ違う障がいを持っている人がいる。だから、これに対する反論はあまり

ないんじゃないのかと思うんです。ポスターの場合は、一般的に１つの表現

にしちゃったものですから、いろんな反論が出てきたんですけれども、です

から、ポスターはある意味では、そういう個々の個人として、東海岸の誰々

さんとか、そういう個人が出てくると、あまり議論にならないと思うんです。

その辺は今後のポスターの問題も絡んで検討したほうがいいと思うんです

けれども、この広報での問題というのは、あくまで個なので、あまり全体的

なバリアフリーという意識が必要かどうかというのを感じています。 

斉藤部会長：  ありがとうございます。できる限り、多くの方々のバリアにならないよう

なことも考えていくことが、鈴木さんのご指摘のように必要だと思います。

それを一つ一つやっていくと、確かに文章がまとまらないこともあります

が、ここのところは鈴木さんの文面をベースに、歩行の邪魔にならないよう

にベンチを置くといったことを入れていくということでどうですか。ベンチ

があったら本当に助かるんですよね。両方の指摘を入れ理解を得るというこ

とで、歩行の邪魔にならず、また視覚障がい者の邪魔にもならないように。

これも字数との関係で調整したいと思いいます。、内容を再検討するという

ことでいいですか。 

 こういう形で進めていきますので、意見がありましたら是非それぞれのご

経験を踏まえて積極的に出していただきたい。それから、今後、９月１日号

以降についても行政のほうから打診があると思いますので、そのときは積極

的な提案をよろしくお願いいたします。 
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 次のタウンニュースの件、先ほどさっと説明していただきましたが、補足

の説明は事務局ありますか。７ページになります。 

佐々木主査：  記載の仕方の注意は記載のとおりなんですが、始めるタイミングというの

は、こちらのタイミングになりますので、市民部会でこういう内容を出して

くというところからスタートとなりますので、焦ってというところはありま

せん。ただ、やる、やらないというところについては、タウンニュースさん

のほうには早く意向を伝えたいと思っておりますので、その点を先行してお

決めいただければと思っております。 

斉藤部会長：  ありがとうございます。まず、タウンニュース社からのこういった申出は、

本当にありがたい申出だと思います。今回、掲載料は無料、経費はかからな

いという考えでいいんですよね。 

佐々木主査：  一切かかりません。 

斉藤部会長：  無料で掲載してもよいというタウンニュース社からの申出です。まずはこ

の申出を受けて取組をするかどうかということのご意見をいただきたいと

思います。 

 取り組んでいくことに賛成していただけますか。はい、それでは全員の合

意をもってこれを取り組んでいくことにします。内容を見ますと、１年間の

連載ということです。タウンニュースは皆さん読んでいると思いますが、毎

週発行されております。今回、掲載は１年間の連載で、１か月に１回ですか

ら12回やるということです。今後、連載ですから、いつから始めるかはタウ

ンニュースと打合せをすると思います。連続して出すということなので、そ

のための体制、あるいは誰がどのように、それと大事なのは内容ですよね。

どんな内容で多くの市民に我々の活動、あるいはバリアフリーというものを

知ってもらうのか、理解してもらうのか、あるいはそれを実践につなげてい

っていただくのか。そういったことをぜひ入れていきたいと思います。具体

的には、この７ページのタウンニュースの印刷物がありますけれども、赤枠

が４つあり、この赤枠のどちらかの部分を使っていいということですね。 

佐々木主査：  そうですね。いろんなパターンが出せるよということで、切り抜きをさせ

ていただいております。この記載に関しては、掲載枠の上限として12.3セン

チと9.3センチという縦枠があるんですけれども、それを表しているのが真

ん中にある「ほしつ☆メソッドのすすめ」というところが最大の枠となりま

すので、こういうふうに考えていただければと思います。幅で言いますと、

紙面の片面の半分ぐらいですかね。 

斉藤部会長：  これに関して具体的にどう取り組むかを前提にご意見をいただければと

思います。いかがでしょうか。 

海津副部会長：  今、赤枠が４つあるんですけれども、どのパターンかというのをこちらで

決めて、決めたらばそれで12回ということになるんでしょうか。例えば今、

漫画のところがありますけれども、漫画でもいいよということでしょうか。 

佐々木主査：  正直、毎号変えることもできます。ただ、読まれる方のほうが、毎回毎回
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内容が異なってくると、なかなか連載というイメージがつかないのではない

かというのがタウンニュースさんの意見で、できれば同じような形を出し続

けたほうが市民の皆さんに伝えやすいのではないかという提案となってお

ります。 

斉藤部会長：  今の段階では取り組むということを決めさせていただきましたので、詳細

について、次の普及啓発の取組の中で話し合っていきたいと思いますが、よ

ろしいですか。 

 続いて、普及啓発について、例のエレベーター横のポスターの件です。前

回いろいろ意見があって、それから私のほうからもお願いをして、ポスター

を取り外させていただいた。それは指摘された問題点を踏まえ、より内容を

充実させるために取り外しをさせていただいたので、再び掲示するというこ

とを前提に取り外しているということを私自身は皆さんにお願いしたつも

りです。今回、取り外した後の見直しのポスターをどう再掲示していくかと

いうことで、ご意見をいただきたいと思います。 

 お手元にもありますが、カラーでＡ４横の茅ヶ崎市心のバリアフリー推進

に関するポスター提案資料Ver.1.0ということで、杜多委員のほうから、具

体的に提案が出されております。 

 最初に、杜多委員からご提案を説明していただくか、あるいは皆様方から

考えてきた意見をいただくか。どうでしょう。杜多委員が精力的にまとめて

きていただいていますので、最初にご説明していただいてよろしいですか。 

 よろしければ、最初にご説明をお願いしたいと思います。 

杜多委員：  改めて杜多です。お時間をいただき、ありがとうございます。 

 こちらの提案は、今、斎藤部会長よりご説明がありましたように、今後、

市民部会として心のバリアフリーを推進していく上で考え得るポスターに

とどまらない新たな視点であったり、アプローチ方法などをこちらで考え

て、整理させていただいたものになります。 

 提案を始める前に、ちょっとこちらに至った経緯を簡単に説明させてくだ

さい。 

 前回、初めて私は市民部会に公募市民として参加させていただいた際に、

率直な感想として感じましたのが、そもそもの前提の認識というものが個人

によって大分異なるのではないかということです。そもそも心のバリアフリ

ーはどのような概念であって、それを我々市民部会が推進していくというの

はどういうことなのかという視点が私個人はすごく大事じゃないかなとい

うふうに考えています。そういった中で改めて原点に立ち返る、市民部会の

皆さん一緒に原点に振り返って、同時にこれからの可能性であったりとか、

新たな見方を考える機会づくりという意味も込めさせていただいています。 

 ちょっと余談なんですけれども、私は本業がクリエーティブディレクター

であったり、プロデューサーという仕事をしておりまして、日頃から企業で

あったり、行政の方、デザイナーの方、多種多様な方と一緒に新しい価値を
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つくっていくということをさせていただいています。今回、これは全く仕事

ではなく、お金も一切出ていなくて、欲しいんですけれども、これは冗談で

すけれども、これをやっているのは、やっぱり一茅ヶ崎市民として暮らすこ

のまちのことがすごく好きで、魅力だったりとか、まちとしての可能性はす

ごく感じているので、何か自分ができること、得意なことを還元させていた

だきたいなというところで携わらせていただいています。 

 一旦、前置きは以上としまして、本題に入りたいと思います。 

 次のスライドをお願いします。お手元の資料のほうが見やすければ、全然、

画面ではなく資料のほうを見ながら聞いていただけたらと思うんですけれ

ども、目次はこちらでして、冒頭述べましたように、まず、そもそもの認識

合わせのために、幾つか言葉の定義を整理しています。 

 続いて、今回届けたい相手に伝えていくコンテンツのポスターを作ってい

くために、世の中のポスターをリサーチして、分析した内容をまとめており

ます。改めてそれらを踏まえた上で、茅ヶ崎市の心のバリアフリーを体現す

るためのより具体的なコンセプトであったりとか、そこから今回ちょっと考

えてみたコピーライティング、メッセージの提案、そしてポスターをきっか

けとしたその他の啓蒙活動であったりとか、企画の詳細の提案、最後に体制

の確認という流れの話を進めていきます。 

 次のスライドをお願いします。早速、プロジェクト概要、言葉の定義とい

うところなんですけれども、改めて概要として３つほど整理をしています。

簡単にここで言いたいのは、市民をはじめ、その他の旅行だったりとか、レ

ジャーだったりのところで、茅ヶ崎市に来た人、訪れたポスターを見た全て

の人が、障がいの有無にかかわらず、相手を思いやるコミュニケーションに

つながるものを市民部会として作りたいということです。そして、２点目と

３点目についてなんですけれども、一部の限られた場所のみではなく、茅ヶ

崎市内全域で広く掲載することでより多くの人に届けたいということ、そし

てまた、ポスターをきっかけ、１つの始まりの起点というふうに捉えまして、

今やろうとしています教材の制作であったり、ガイドブックやワークショッ

プ、イベントなど、点ではなく面でこれから展開していきたいということで

す。それぞれの詳細は、この後、ご説明します。 

 次に進みます。早速、言葉の定義です。皆さんの中にはもう知っているよ

という方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ちょっと改めて心の

バリアフリーとは何かということについて、ちなみに、皆さん、今までどう

いうふうに説明していましたか。ちょっと思い出していただけたらと思いま

す。 

 改めて首相官邸が正式に発表しているものによると、「様々な心身の特性

や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーショ

ンをとり、支え合うこと」とあります。大事なので、もう一度読みます。「様々

な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミ
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ュニケーションをとり、支え合うこと」です。茅ヶ崎市のバリアフリー基本

構想の中でも、「だれもが安心して過ごせるまちづくり」という形で、対象

を全ての人、誰でもというふうに掲げて、こちらは進めております。 

 続いて、コミュニケーションの定義です。先ほど心のバリアフリーの定義

の中にありましたコミュニケーションとは、具体にどういうものを指すので

しょうか。広辞苑で調べたんですけれども、まとめると、日常生活における

言語、文字、その他視覚や聴覚に訴える身振りや音声、匂いなどによる情報

の伝達を意味しています。情報の伝達というふうになりますね。 

 次です。では、心のバリアフリーのあるコミュニケーションとはというも

のを今ご説明しましたそれぞれの定義を組み合わせて、ここで再定義してい

ます。まとめると、「様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相

互に理解を深めようと『言語、文字、その他』視覚や聴覚に訴える『情報』

を伝達すること」となります。こちらの言葉の定義は、この後の説明、ある

いは今後の活動においてコアになってくるものだと思いますので、皆さん、

頭の片隅にちょっと置いていただけたらと思います。 

 次に、世の中に普及しているポスターのリサーチ結果について共有しま

す。今回リサーチしたポスターの種類は２種類です。１つ目が啓蒙ポスター

と言われているものの類い、２つ目が心のバリアフリー、多様性の啓蒙ポス

ターについてです。今、お手元の資料にあると思うんですけれども、これを

調べるときに、どのような構成になっていて、どんな特徴があるかという問

いを立ててリサーチを実施しました。今、画面にも投影されていますが、左

から順に、東京都のソーシャルディスタンスの啓蒙、東京メトロの電車内の

マナー啓蒙です。次に行きます。引き続き、また左から東京メトロの電車内

のマナー啓蒙、真ん中が愛媛県の３密防止の啓蒙、そして一番右が福岡県の

飲酒運転の撲滅の啓蒙です。皆さん、これらのポスターを見て、どういった

ものを感じましたでしょうか。 

 次をお願いします。こちらがリサーチにより導き出したポスターの構成と

分析内容をまとめたものです。 

 まず、構成についてですけれども、一くくり、啓蒙という大きなキーワー

ドの下、コンセプトなので、促進もしくは抑制という形で構成されています。

なので、キーメッセージも必然と、○○しようとか、○○やめようといった

促進や抑制を促すものです。また、キーメッセージを補う形でサブメッセー

ジというものもあり、ポスターに描写のある場面としては、実際にとある事

柄が起こる場面となっています。また、それに関連する人物が同様に描写さ

れています。 

 次に、特徴の分析として２つ見えてきました。１つ目は、見た人がポスタ

ーの中に自分の姿をどこか探したり、当てはめる、無意識にそうしていると

いうものです。これは自身とポスターとの共通点が人物だったりとか、そう

いったところにある場合です。次に、見た人がポスターの中で起きているこ
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とを客観的に見る。これは自身とポスター内の人物だったり、場面などの共

通点がない、もしくは少ない場合です。 

 続きまして、心のバリアフリーのポスターの事例をまとめた内容です。左

から東京商工会議所の声かけ・サポート運動、続きまして、ＪＲ西日本さん

の「共助」の取り組み推進、次をお願いします。左上から鹿児島市の新交通

バリアフリー、左下は阪急電鉄さんのバリアフリーの紹介、右はまたＪＲ西

日本さんの「共助」の取り組み推進という形になります。 

 次をお願いします。改めて、またそれらの分析をまとめたのがこちらにな

ります。コンセプトはさることながら、心のバリアフリー、キーメッセージ

は○○しようというものです。ちょっと注目したいのが、ポスターの中に記

載がある場面というものが、全て実際に何かしらのコミュニケーションが起

きる場面であったり、様子であるということです。そして、登場人物は心の

バリアフリーに関わる全ての人でした。つまり、特定の障がいを持つ人のみ

でなく、極端な話、世の中に存在する全ての人です。なので、ポスターの特

徴としても、自然と言わずもがな見た人が自分を探したり、当てはめたりで

きるものとなります。 

 次をお願いします。ということで、こちらの分析結果から導いたフレーム

ワークに沿って、改めて茅ヶ崎市の心のバリアフリー推進のポスターに関し

て、構成から具体的なコンセプトの詳細等を考えて落とし込んでみました。 

 次をお願いします。ポスター案です。改めて今考えているコンセプトはこ

ちらです。読み上げますと、「障がいの有無に関わらず、茅ヶ崎市で暮らす・

過ごす・訪れる全ての人が『他者を思い遣るコミュニケーション』をソウゾ

ウ（想像／創造）する。」、ちょっとここで皆さんに思い出していただきたい

のは、冒頭説明しました言葉の定義です。今、ここに書いているコンセプト

というのは、心のバリアフリーがあるコミュニケーションの定義から導きま

した。ポイントとしては、障がいの有無にかかわらない、市民だけでなく市

を訪れ、過ごす全ての人、そして他者を思いやるコミュニケーションをソウ

ゾウ（想像／創造）することです。 

 次に、キーメッセージとサブメッセージのコピーライティング、つまり、

このポスターで私たちが言いたいことをぎゅっとキャッチーなものに変換

したものとして、「ここにある。このこころ。やさしさが巡るまち、茅ヶ崎

市」というのを提案させていただきます。こちらに込めた思いや意図として

は、ここイコール茅ヶ崎という地に、こんな素敵な思いやりの心が今既にあ

るということをクリエーティブなイラストやデザインを通じて遡及してい

ったらと思います。そして、このポスターを見た人、メッセージを受け取っ

た茅ヶ崎で暮らしたり、訪れたりする全てのいろんな人たちが、どこかちょ

っとほっとしたり、優しい気持ちになったり、きっとそんな思いやりだった

り、優しさがある茅ヶ崎というまちを誇りに思うと考えています。そして、

そんな自然な心の動きによって、いわゆる○○しましょうであったりとか、
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○○しようと誰かに強いられるのではなく、自発的に自然と今ある思いやり

の心を、それぞれがそれぞれのやり方でまちじゅうに広げていけるようにと

考えています。 

 次をお願いします。こちらが実際のビジュアルの案になります。１つ、最

初にお伝えしたいのが、右にあるイラストというのは、あくまでもイラスト

の雰囲気をお伝えするための例です。今回の思いに共感して一緒に進めてく

れるデザイナーが既に所有しているイラストをこちらで転用したもので、実

際にはこんな感じのイラストで、例えば我々がこんな人物のデザインが欲し

いなど依頼して、デザイナーに新規でイラストを作成いただくことができま

す。 

 登場人物としては、幅広く多様な人物を登場させることで、特定の誰か１

人にスポットライトが当たることを避け、皆フラットに見えるようにデザイ

ンしていきたいと思っています。詳細な場面としては、かつて貼り出してい

たポスターの場所、場面がエレベーターであったことと、実際に困り事であ

ったりとか、不便さを感じる場所として、頻繁にエレベーターというところ

が挙げられているので、一旦はエレベーターの周辺を考えています。具体的

な場面の詳細な設定なんですけれども、エレベーターの中と外という形で、

まとめて１つのイラストに落とし込めたらと思っています。 

 まず、エレベーター内は、車椅子の男性が例えば開けるのボタンを押して

待っている。一方で、赤ちゃん、小さいお子さんを連れたお父さんがハート

マークをつけた女性に話しかけている。あるいは主婦の女性、男性がエレベ

ーターの外にいる白杖の高齢者に手を差し伸べて引いている。なので、エレ

ベーターの外では、白杖をついた男性が手を引かれて、一歩エレベーターの

中に歩みを踏み出している。また、それを妊婦の女性が白杖の男性を見守っ

ているみたいな形で考えていますが、改めてお伝えしたいのは、こちらは一

アイデアです。なので、皆さんのご意見、特に当事者視点を踏まえた上で紹

介できたらと思っていて、ここはかなり丁寧に進めていけたらと思っていま

す。 

 次をお願いします。そして、さらに考えているのが、１種類のポスターを

作成して終わりではなく、年間を通じた継続的かつ効率的な啓蒙活動につな

げるために、12種類、毎月デザインを変えて貼り出したいということです。

それぞれのポスターで設定する場面は、ぱっと見て茅ヶ崎市内のどこか分か

るようにイラストに落とし込めたらと思っています。今回の啓蒙活動という

特性を鑑みたときにも、やっぱり時間軸で考えるということが１つポイント

になってくるかなと思います。時間をかけて少しずつ、人であったり、まち

に浸透させていく。それを踏まえたとき、毎月異なるデザインを目にした人

は、無意識に次はどんなものが来るかなという興味関心にもつながります

し、着実に人の意識というものに定着していくと思うんです。また、ポスタ

ーでテーマとする心のバリアフリーのあるコミュニケーションというもの
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は１つじゃないですよね。いろんなバリエーションがあるし、それをなるべ

くいろんな内容で発信したいという思いも込めています。 

 次をお願いします。ここからはより実務的な話になるんですけれども、掲

載場所についてのご提案です。 

 次をお願いします。ちょっと写真は小さいですけれども、皆さん、これら

６枚の写真を見たときに、あっ、あそこだと大体お気づきではないでしょう

か。今回、冒頭でもお伝えしましたように、進めるに当たって、届けたい人

になるべく多く届けていくために、幅広い市内での掲載を希望しています。

ショッピングモール、駅、道、商店街、レジャー施設、スーパーなどなど、

まちで暮らしたり、まちを訪れる人の目に触れやすい場所を選定した上で掲

載を進められるとうれしいです。 

 次をお願いします。具体的な掲載場所であったりですとか、印刷可能な枚

数など細かい話というのは、都市政策課の皆さんに相談しながら進められる

とうれしいです。 

 次に、その他発信活動・企画などの提案です。 

 次をお願いします。今回、まずはポスターのアップデートというものを１

つのきっかけとした上で、心のバリアフリーについて、より視点を広く持っ

た上で、点ではなく面で啓蒙活動を推進したいと思っています。ここに記載

しているのは、あくまでも一例ですが、まず、ハード面といったところにつ

いては、まちづくりや観光の要素も入れつつ、例えばクリアファイルやステ

ッカー、ポストカードの作成、先ほどお話がありましたが、市報やハンドブ

ック、これから取り組むことになっている教育と絡めて教材の作成などを考

えています。例えばステッカーなんかは、市内の心のバリアフリーに賛同し

ていて、何か工夫をしているといったカフェだったり、お店に貼ることで、

見える方は、ぱっと外から見て、この店は安心して入れるんだなと認識する

ことにもつながるかなと思います。 

 次に、ソフトについては、イベント、ワークショップ、教育研修、あとＳ

ＮＳ等での「ここにある。このこころ。」のキャンペーンなどを今考えてい

ます。若干、ＳＮＳは分かりにくいという方もいらっしゃるかもしれないん

ですが、ＳＮＳではハッシュタグという機能があって、それはつけて何か投

稿すると、その投稿のみ上に上がってくるみたいなのもあるので、個人が茅

ヶ崎市内で感じた思いやりがあったと感じる心のシーンだったり、出来事を

ＳＮＳで投稿してもらうことで、より幅広いイメージ拡大にもつながるし、

盛り上がりといったものも形成できるかと思います。 

 イベントやワークショップについても、例えばこの市役所の１階で市民部

会主催のトークイベントとして、「ここにある。このこころ。」について、回

ごとに市民部会の皆さんが参加されて、市内で暮らす中で、こういう思いや

りのコミュニケーションがあってうれしかったとか、ふだん私はこういうこ

とを感じたり、考えて生活しているんですみたいな発信の場としても活用し
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て、啓蒙できるかと思います。今回の協力いただくデザイナーとかも招待し

て、デザイナー目線で今回進める中で、心のバリアフリーに対して思ったこ

とや気づきを話してもらったり、盛り上げていくことができるかなと思いま

す。 

 次をお願いします。最後に、体制になります。ここでお伝えしたいのは、

誰か１人、特定の組織だけが頑張るというものではなく、言い換えると、市

民部会、そして市役所、外部のデザイナーなど関わる一人一人がそれぞれの

得意なことであったり、できることを果敢に出していく、それができさえす

れば、この心のバリアフリーの推進活動というのは、今、多分考えられない

ぐらいに大きな大きな輪となって、まち全体に広がって、素敵なものになる

と思っています。 

 今回の協力してくれるデザイナーは、私と同じ会社に勤めている武蔵野美

術大学でずっとデザインをしていた銭という者なんですけれども、彼と大学

時代の彼の先輩です。私はこのように市民部会の外における仲間集めやコミ

ュニケーションであったり、新たな価値づくりのための企画、プランニング

周りを市民部会の役割を担い、一市民として進められたらと思っています。 

 次をお願いします。最後に、私から皆さんにお伝えしたいことは１つで、

ほかの誰でもない我々市民部会が中心となって、自分たちの手でやさしさが

巡るまちを一緒につくっていきませんかということです。自分たちの暮らす

まちをよくするのも悪くするのも市民である自分たち次第だと思っていま

す。なので、それぞれの得意なことであったりとか、できることを持ち合っ

て、一緒にみんなでチームとして進めていけたらうれしいです。 

 以上で提案を終わります。ありがとうございました。（拍手） 

斉藤部会長：  ありがとうございました。ただいま杜多さんのほうからご提言をいただき

ました。聞いていて大変よく分かるというか、心のバリアフリー、あるいは

コミュニケーションとバリアフリーの考え方、それから具体的な先進事例、

リサーチレポートを踏まえ、そして、キャッチフレーズも入っております。

それから、継続して発展させていくということ。ただ１枚貼って、それで終

わりではなく、物語性を持つような形で回を重ねて広がりをつくる。そして

啓蒙のキャンペーンを広げていく。バリアフリー社会へ向けての取組を杜多

さんなりにまとめていただいたと思います。 

 杜多さんの提案にそれぞれご意見をいただきたいと思いますが、この間、

このポスターの件に関して考えていること、あるいは考えてきたことがあり

ましたらご意見を伺いたいのですが、いかがでしょうか。特になければ、杜

多さんにまとめていただいた案をベースにしながら話合いを進めていくと

いうことにしたいと思います。よろしいですか。 

 それで、この内容が非常に分かりやすく、さらに何かが始まるという強い

期待が膨らみますが、具体的にこれを進めるとなると、時間的にも杜多さん

にご負担をかけるような形になると思います。提案された杜多さんを中心
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に、これを我々部会の各委員が積極的に支援していくとすればどうすべき

か。 

 お聞きになっていて、確認したいとか、お聞きしたいことがありましたら

ご質問をしていただくとありがたいのですが。 

上杉委員：  杜多さんというか都市政策課さんかもしれないんですけれども、改めて、

今日、杜多さんから５ページにある心のバリアフリーの定義をご提示いただ

きまして、これは国が出しているやつですよね。このバリアフリー基本構想

推進協議会というのは、国の言っている定義を基に進めているものなんです

よね。 

佐々木主査： そうですね。基本計画の作成の前後の問題はありますけれども、基本的には

同じ考え方になります。 

上杉委員：  だとしたら、それでいくと、いわゆる障がい者、身体障がい、知的障がい、

精神障がいだけではないですよね。例えばＬＧＢＴとか、そういった方々も

含めて考えていくべきものということでよろしいですか。 

佐々木主査：  バリアフリー法が改正されて、対象者が変わっているという言葉は変です

けれども、広くきちんと定義されているようになっていますので、全てを網

羅している形になります。 

上杉委員：  分かりました。ちょっとそこだけ確認したかったので、ありがとうござい

ました。 

斉藤部会長：  そのほかいかがでしょうか。ご質問、ご確認、どんなことでも結構です。 

鈴木委員：  ポスターを作る場合に、事前に各障がい者団体というのがありますよね。

聴覚障がい、視覚障がい、身体障がい、肢体障がいとか、そういう中で、そ

の障がい者の中でも、肢体障がいでも、視覚障がいでも意見はいろいろある

とは思うんですが、その団体の中である程度、方向性みたいな意見というの

は出てくると思うんです。今回のあれみたいに、出したら若い連中の意見と

そごがすごくあるような感じがあるわけですよね。その辺をなくすような形

で、ある程度、障がい者団体の中での意見統一というか、統一まではいかな

いと思うんですけれども、ある程度方向性みたいなものをつくった上でポス

ターに反映していくということが大切なのではないかなと私は思いますけ

れども。 

斉藤部会長：  例えば、視覚障がい者の団体でそういう議論していただけるということに

なりますか。 

鈴木委員：  そうですね。ある程度、グループで集まって、視覚障がいの場合には話し

合ったり何なりしていますので、ある程度の方向性というのはあると思うん

ですよね。今回みたいに、ポスターを作った側と意見を述べた側との意見の

格差というのは何でこんなに出てくるのかなと。ふだんから話し合っていれ

ば、そんなに意見のそごは出てこないような気がするんです。 

斉藤部会長：  ほかの団体はどうでしょうか。上杉さんのところはどうですか。 

瀧井委員：  ほかの団体に関してはちょっとよく分からないんですけれども、育成会に



- 32 - 

 

関して言えば、知的障がい児者の親の会ですけれども、会員の声を網羅する

ことは、現在できていないと思います。話合いをしても、会員自体がある年

齢層より上ばかりで若い方の会員がいないので、若い方の意見はなかなか聞

けないというか、入ってこないし、聞けない状態なので、会として若い方の

意見はなかなか聞けないということで、あと、組織率というのは変な言い方

ですけれども、茅ヶ崎市で療育手帳を持っている方、手帳を申請している方

はたしか1600人ぐらいいたと思うんです。会員は今のところ、80名くらいだ

とすると、障がいのある方の何％になるんだろう。知的障がいに関して言え

ば６％ぐらい、それもある年齢層に偏っているということになると、団体と

して意見をまとめても、知的障がいのある方全体の意見をまとめていること

にはなっていないのが現状だと思います。 

斉藤部会長：  そのほか、ほかの団体はどうでしょうか。上杉さんのところはどうですか。 

上杉委員：  鈴木さんのおっしゃったことはもっともだと思いました。私がさっきちょ

っと言ったことにも近いんですけれども、ただ現実問題として、今、瀧井さ

んがおっしゃったようなことはあると思うんです。 

 どこをどう話せばいいのか分からないんですけれども、さっき言った団体

の総意をきちっと踏まえてくるということは大事ですし、団体から漏れてい

る同じ障がいのある方の声を何らかの手段で吸収するのも必要だと思いま

す。ただ、それは団体側からの発信だけでは限界があるので、今回、外から

いろいろと言ってこられた、多分、車椅子の方が多いと思うんですけれども、

そういった方々の意識を変えることも大事だと思います。そういう方々の意

見を反映するんだったら、積極的にそういったご自分の同じ障がいの会に入

ってきて、そこで意見をもんで、意見をまとめれば、鈴木さんのおっしゃっ

ているような違和感は減っていくんじゃないかと思います。 

 今、ちょっと杜多さんのお言葉に対する意見なんですが、すごく新しくて

いいなと思っています。バリアフリーの考え方がとても広がりましたね。広

がることで市民全部を巻き込んだ、市民それぞれが自分事として考えられる

ようなものになるような気がして、あと、素敵なまちにするというイメージ

でバリアフリーを考えると、すごくいいんじゃないかなと思いました。 

 取りあえず以上です。 

杜多委員：  ありがとうございます。うれしいです。結構、仕事よりも時間とか思いも

割いてやっていたので、そういったうれしいご感想を市民部会の方からいた

だけて、素直にうれしいですし、これから一緒に協力していただけたらなと

改めて思います。 

斉藤部会長：  浅川さんのほうはどうですか。団体としての意見とかは。 

浅川委員：  特にろうの高齢者、耳の聞こえない高齢者は心配が多いんです。なので、

一般の人に聞いても、一般の人は冷たいという不満も多く聞かれます。みん

なの優しい理解がいただけたらうれしいと思っています。 

 ろうの高齢者は、やはりなかなか心配なことが多いです。一般の方に質問
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しても分からない、通じないし、何か分からない、分からないといって、ち

ょっと冷たい対応を受けることが多いので、そういった優しい気持ちを持っ

ていただけるとうれしいなと思います。 

斉藤部会長：  ありがとうございます。そのほかいかがですか。ご意見、あるいは気づい

たことがありましたら。 

 各団体の代表者という形でここにいらしている方のご意見をお伺いしま

した。杜多さんのつくられた案は、皆さんが言っているように、分かりやす

くて、次なるバリアフリー社会に向けての提案になると個人的に思います。 

 そういう中で、具体的にキャッチフレーズの提案「ここにある。このここ

ろ。やさしさが巡るまち、茅ヶ崎市」や多様な人たちを対象に場面を設定し

た案も出していただいています。できれば、この考え方を踏まえて、ポスタ

ーの検討を進めていってはどうかと思いますがいかがでしょう。なおその時

に、部会だけで決めるのではなく、先ほどの瀧井さんのご指摘もあったので

すが、会員率から見ると一部の意見になるかもしれません。やはり団体の意

見は総意としてまとめるつつ、若い人の非参加の問題については、これから

の重要なテーマ、課題なんだと呼び掛けていただきたい。そこで漏れている

人たちの声や多くの団体未加入の若い世代の声も入れられないか。今後、そ

うしたことも含め、基本は杜多さんにいただいたこの案を踏まえながら、ポ

スター案を検討していくというような形でよろしいですか。 

 杜多さんの提案を前提に我々が主体的にやるということ。各自確認してく

ださい。真面目な話、それでは杜多さんお願いしますとしないよう、これを

つくるのは我々ですから。今までにないバリアフリー社会に向けての提案と

して、これに命を注ぎ込むのは我々だということを認識していただければと

思います。皆さんからいただいた意見も踏まえ、杜多提案をベースにポスタ

ー案の検討を進めたいと思いますが、ご賛同いただくということでよろしい

でしょうか。 

 それでは杜多提案を元に進めていくということでお願いしたいと思いま

す。 

海津副部会長：  杜多さん、ご提案ありがとうございました。本当にこれで進められればな

と思うんですけれども、杜多さんのご提案の中で、あるいはこれまでの議論

の中で、ここに踏み込めるといいなと思っているものがありまして、先ほど

の１階の市民ギャラリーでイベントという話があったんですけれども、ポス

ターを変えたということをきっかけに、あそこでちょっと市民とコミュニケ

ーションを取れるような機会の設定ができると、先ほどから出ている市民と

の対話の中でいろんなものを普及啓発するというところの実現に近づける

かなというふうに思います。これは可能なのかどうかということもあると思

うんですけれども、次の展開、次のフェーズに入るかなと思います。これは

半分提案ですけれども、半分できるといいなという希望でもあります。 

佐々木主査：  今、ご提案ありました１階のふれあい広場のところでの使用は可能になり
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ます。あとは、恐らく全ての場所を貸し切るような形を取らないといけない

かなというふうに考えますと、ちょっと予約状況との兼ね合いと、あと、こ

のプロジェクトがどのタイミングでそれを発信していくかというところも

あると思いますので、具体的にこれから進めていくようであれば、ちょっと

ご相談をさせていただければと思います。 

斉藤部会長：  ぜぜひそうした取組を積極的に行っていくといいと思います。 

杉山委員：  すごくいいんですけれども、今まで私が参加してきたこの市民部会の組織

面から言ったら、取り組むにはちょっと時間的な問題とか、体制的な問題で、

すごく不十分だと思うんですよね。それからまた、すごい負担を感じるんで

す。どの辺までできるんだろうかという負担をすごく感じるんですけれど

も、今までやってきているのは、どちらかというと意見交換会的な年間２、

３、４回の集まりでの方向で、ほとんどが市にお任せしているというような

感じになっているので、これを今度具体的に踏み込んでいって、それを実際

にやっていく、ここで作業部会という１つの案が出てきていますけれども、

具体的にそういうのをつくっていかないと、時間的に実現させていくことは

できないと思うんですよね。その組織をどうやってつくっていくか、その辺

の議論も必要じゃないかなと思います。 

斉藤部会長：  ありがとうございます。まさにそのことをこれから残された時間で考えた

いと思います。どうやって進めていくかです。過剰な負担にならないように

市民部会でどのような体制を考えていくべきか。先ほどの資料２の11ページ

で、現在とこれからということで事務作業の分担図があります。杉山委員が

言うように、四半期に１回あう部会では、多分、これまで議論したような内

容の実現は難しいと思います。この11ページにありますが、提案の①の連絡、

協議環境の充実、いわゆる連絡体制の強化を考えてはいかがでしょうか。そ

れから、これは各自のご負担が多少増えていくと思いますが、作業部会を考

えたい。具体的に誰がどこを担当していくのか。過負担になると難しいので、

できる範囲でということになりますが、作業部会を立ち上げたいのですが。

これは私も相談しながら進めたんですが、やはり頻繁に話し合うということ

と過負担がない範囲で各委員の分担をお願いしたい。 

 そこで提案ですけれども、メーリングリストの作成により頻繁に意見交換

を行う。それから作業部会は、今、広報とタウンニュース、それからこのポ

スター検討の作業が予定されていますから、これらをどう分担するか。今日

は誰がどこを分担するかは決めませんが、作業部会を立ち上げ、それぞれで

きる範囲で検討を進めていくという体制を取りたい。ぜひその点について、

提案したいのでご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

 メーリングリストについてご賛同いただけるのであれば、アドレスなど、

市のほうにお知らせください。なお議事録は部会議事録と同時に公開という

ふうになりますので、ご了承ください。それから、広報の件、タウンニュー

スの件、ポスターの件については、作業部会を３つつくるか、２つでいいの
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かの検討が必要ですが、部会を立ち上げることで進めていくというはどうで

しょうか。 

杜多委員：  念のための確認という形を取らせていただきたいんですけれども、メール

というお話があったときに、携帯電話とかパソコンを皆さん持っていますか

というところと、そういう機器とかを使えなくて、音声だけがいいみたいな

方もいるかなというところは、念のための確認できたらなと思いました。 

河内委員：  全て使えません。 

斉藤部会長：  これは大事なことなのに、忘れていました。そういうが難しい場合は、フ

ァクスか電話はどうでしょうか。 

河内委員：  ファクスは、正直言って、ほかの部分も結構抱えて持っているんです。そ

うすると、あっちもこっちもという形で、今、自分の持っている事務的なも

のを私個人としてはあまり広げたくないというのが個人的な考えです。です

から、どうしてもしようがない場合にはファクスでもらったり何かをします

が、ほかは今、市のほうでもお願いしている部分は、私だけかもしれません

が、郵送ですとか電話でお願いしております。 

斉藤部会長：  それぞれの事情があるでしょうから、過負担にならないということを前提

で、通信手段についてはその人に連絡しやすい方法で進めていきたいと思い

ます。よろしいですか。 

 事務局のほうで何か確認したいことはありますか。 

佐々木主査：  今のメーリングリストのほうは、もしこれで進んでいくということであれ

ば、１つルールをつくらなきゃいけないということがあるかなと。先ほど杜

多委員もおっしゃられたように、各自が例えば携帯とかパソコンとかとなる

と、通信費の問題等、ちょっと細かい話になりますけれども、恐らくこうい

うデータのものをお送りすると、かなりの容量を食うような形になってしま

うので、恐らくお手元の携帯とかでのやり取りは少し控えたほうがいいかな

という部分もありますので、基本的にはテキスト、文章メッセージがやり取

りの手段になるかなというふうに考えております。そうしていただけるほう

が事務局としましても、市民のほうに報告していく中で説明がしやすいかな

と。一つ一つファイルというのは必要なタイミングではやってくべきだと思

うんですが、適宜対応していくような形のほうがいいかなと。 

 先ほど河内委員がおっしゃられたように、そういうパソコン等がないとい

うことでありましたら、事務局のほうから郵送、また電話でお伝えしながら、

適宜情報交換して、漏れがないような形にしたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 あと、またご不明な点等ありましたら事務局まで、もしくはこの場でお話

しいただけると大変ありがたく思います。 

斉藤部会長：  よろしいですか。基本的には過剰な負担がないよう、それぞれのお仕事あ

るいは立場を踏まえて、連絡体制の強化と普及啓発するための作業部会とい

うものを立ち上げていくという方向で進めていきたいと思います。よろしい
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でしょうか。個別の事情はよく吟味するということを前提にしたいと思いま

す。事務局、それでいいですか。 

佐々木主査：  分かりました。 

 あと１点、先ほどの杜多委員の提案の件でちょっと補足というか確認をし

たいんですが、よろしいでしょうか。 

 ちょっと先行して杜多委員からお話を伺っている中で、これからの普及啓

発は茅ヶ崎に寄り添った内容にしていく、例えば道中、まち中で、こういう

場面でこういうことがあったらいいなということを重ね合わせて発信して

いくということが今回の啓発活動の１つのポイントかなと思っております。

そこで各委員の皆様には、こんな場面というところを募集させていただい

て、いろんな意見をいただいた中で、そのコンセプトを今後どういうふうに

していくかというところをまとめていければと思っております。 

 こちらも、杜多委員にデザイナーの銭さんのほうと具体なやり取りをやっ

ていくに当たっても、恐らくそのデザイナーの方も、こちらの市民部会がど

う考えているかというところをきっちり伝えることができないと落とし込

みができない、また長期的に取組をするに当たっても、そのポイント、ポイ

ントの工夫を出すことができないのではないかなというふうに考えており

ます。次につなげていくためにも、なるべく時間は空けたくないというのが

正直なところです。次の考え方を次回の市民部会でやってくということにな

ってしまうと非常に時間がかかってしまうと思いますので、できれば５月の

今日から２週間ぐらいの間で、各委員のほうで、今回、杜多委員の内容を受

けて、例えばこんな場面、こんな場面というようなシチュエーションを事務

局のほうに上げていただけると、それをもって杜多委員と会話しながら、次

に進めていくことはできるかなと思っています。いかがでしょうか。 

斉藤部会長：  それではぜひ協力していただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

佐々木主査：  逆にそこがないと次に進んでいかないんじゃないかなと事務局は思って

いまして、ここでやりましょうと杜多委員と話をしたとしても、やはり市民

部会として、どういうふうに進めていくかというところが一緒に話をしてい

かないといけないかなと思っています。 

斉藤部会長：  ５月いっぱいに団体なり個人なりでまとめて、事務局のほうに送ってもら

う。 

佐々木主査：  もしそれが可能でありましたら、先に決まったメーリングリストとか、そ

ういうものと合わせて各委員のほうに紹介をさせていただきたいなと思い

ます。 

斉藤部会長：   主にこの19ページのところのイメージにつながるような内容がいいで

しょうか。 

佐々木主査：  もしかしたら、杜多委員からちょっとイメージをお伝えされたほうがいい

かもしれません。 

杜多委員：  改めて説明させていただくと、20ページ目にもあるんですけれども、今後、
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年間の啓蒙活動にしたいので、１枚１枚にストーリーを持たせたいなという

のが思っています。口頭では先ほど説明したんですけれども、ポスターを見

て、例えばなんちゃら交差点という地名が入っているとか、ちょっと事業所

も入ってくるとややこしいかもなんですけれども、例えばヨーカ堂、茅ヶ崎

を象徴するヨーカ堂のどこかだったりとか、それぞれのポスターがどこかし

らの茅ヶ崎のまちを切り取ったみたいな見せ方ができたらなと思っていま

す。 

 例えばなんですけれども、先ほどエレベーターの話をしましたが、なんち

ゃら交差点でこういうことがあったとか、駐車場の前でこういうことがあっ

たとか、スーパーのレジでとか、多分、無数に日常の中での場面とか出来事

とかはたくさんあると思うんですね。なので、特別に何か大それたものとか

じゃなくて、純粋に今まで当事者の方が困ったりとか、同時に困ったときに

助かったなというところを思い出していただくということになるのかなと

いうふうには思っています。 

斉藤部会長：  具体的に先ほどの資料だと掲載場所もありましたけれど、なじみの場所で

こんなことが具体的に起こっていると。市民はそれを見て、あそこだなと分

かる。その内容が心のバリアフリーにつながるような内容であるとイメージ

が伝わりやすい。12のシリーズでまとめたいということなので、ぜひ団体で

意見がもらえるなら団体で意見をもらい、個人的に思っていることがある方

は出していただくということで、５月いっぱいでどうでしょうか。それを基

にして、ストーリーを組み立てていく。「ここにある。このこころ。やさし

さが巡るまち、茅ヶ崎市」キャッチフレーズも、もし他に思い当たるものが

あれば出していただいてもいいですよね。 

杜多委員：  ちょっと補足させてください。このキャッチコピーですね。今、斉藤部会

長が言った18枚目の「ここにある。このこころ。やさしさが巡るまち、茅ヶ

崎市」というのは、100個ぐらいアイデアを自分でがっと出して、最初、こ

れじゃない全然違うやつを考えていたんですけれども、寝かして見たら、こ

れは分かりにくいなと思って、またそこからゼロから考えたりというのを何

回も何回も繰り返して、これというのを個人的にはありますが、知人等の意

見をいただいて、これは定めているので、コンセプトとしては共通でいきた

いなと。なので、このコピーライティングの下、12枚のデザインというのが

できたらいいなと。一貫性という意味でも、それがいいかなと思います。な

ので、12枚ばっとできたら、まだ先の話かもしれませんが、いろんな１枚１

枚のポスターを12枚、茅ケ崎駅とかどこかでばっと並べて、バリアフリー啓

蒙みたいにしたら、多分、見た人は自然と興味が引かれるようになるんじゃ

ないかなと、バリアフリーを身近に感じてもらえるんじゃないかなというふ

うにも思っています。 

 補足でした。 

斉藤部会長：  ぜひ５月いっぱいでよろしいですか。 
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瀧井委員：  19ページのポスターのところで、「ここにある。このこころ。やさしさの

巡るまち、」とありますけれども、これは丸とか点はあったほうがいいんで

すか。細かい話ですけれども、なくてもいいのかなと思っちゃった。 

杜多委員：  ご質問いただいて、ありがとうございます。結構細かい話かもなんですけ

れども、クリエーティブみたいな目線で考えたら、丸１個とかの話はすごく

大事かなと思っていて、今現在、私が考えていたときには、この句読点にも

一応意味があると思っていて、大分マニアックみたいな話かもしれないんで

すけれども、「ここにある。このこころ。」をあえて平仮名にしているのも、

優しい印象を与えたいとか、平仮名だったら子供も読めるかなみたいなのが

あるので、例えば丸を取って、「ここにあるこのこころ」だけ一文にしたら、

単純にぱっと見たときに見にくいかなというのもあったので、一旦そこで切

っている。かつ丸は、言葉にするのは難しいんですけれども、ちょっと安心

したイメージとか、落ち着いたみたいなのもあったりするので、いろいろ考

え上で句読点というのはやっています。なので、「やさしさ」というところ

を平仮名にして、「まち」も平仮名だったりと、点を入れているとかは、や

っぱり最初の考え方としては、ぱっと見たときに見やすいかとか、誰でも分

かりやすいかみたいなところを親切に考えて、今みたいな感じにしていま

す。 

鈴木委員：  今、話を聞いているんですけれども、視覚障がいのイメージが湧かないん

です。要するに、ポスターは視覚で物を考えていくということですよね。今

の話をずっと聞いているんだけれども、私自身、どういうふうに対応してい

ったらいいのかなというのは、ちょっと思い浮かばないんですよね。何かの

形でフォローしていただかないと、ちょっと無理かなと。 

杜多委員：  ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりで、そもそもポスターを

作るとなったときに、目が不自由な方とかに対して届かないというのは自分

も思っていたんです。イラストを点字で、例えばですけれども、「ここにあ

る。このこころ。」というところを点字にするとか、下の「やさしさが巡る

まち」も点字にするとかはできるのかなと思ったりしつつも、イラストのと

ころをどうやって目が見えない方にも、触ってそのイラストを感じてもらえ

るかみたいなところは、結構じっくり考えないと、すぐアイデアが出るもの

ではないかなと思うので、本当に目が見えない方にも、これは絶対市民部会

としてやりましょうとなったら、じゃ、それをどうやって目の見えない人に

も、この内容を伝えていくか。ポスターとして伝えることに限界があるので

あれば、それ以外のやり方でどうやって伝えていくかみたいなところは、お

っしゃるとおり、ちゃんと検討しないといけないなと自分も思っています。 

斉藤部会長：  どうでしょう、鈴木さん。 

鈴木委員：  ５月いっぱいで意見を出してくれというふうに言われましたけれども、視

覚障がいとしては、ちょっとその間では意見はまとまらないのかなと思って

おります。 
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斉藤部会長： 鈴木さんがどうしても自分のところには伝わってこないということですが、

例えば伝えたいことは、先ほどありましたよね。信号のところで、横断歩道

で青ですよ、さらには一緒に行きましょうかと言ってもらいたい。そういう

ことでいいのでは。要するに鈴木さんが伝えたいことをここに入れる。大変

失礼な言い方ですけれども、見るということでは、ポスターは全く役に立た

ないわけですよね。そうでなく、鈴木さんが思っている伝えたいことをここ

に載せ、ポスターで示し、それを多くの人たちに読んでもらう。そういう形

でこのポスターを考えるのはいかがでしょうか。 

 要は鈴木さんたちが説明しなければ分からないじゃなくて、例えば横断歩

道の手前で、青なのに分からないで困っている。そういった時に声かけとし

て、吹き出しで「一緒にわたりましょうか」といった言葉があってそれを茅

ヶ崎のどこか具体的な場所でイラスト化する。鈴木さんの訴えたいことをこ

のポスターに言葉として入れ込んでいくというイメージで考えてはどうか

と。 

 そして一般の人には、例えば出来上がったポスターを12枚貼って、１階の

ロビーでワークショップをやる。これはこういう意味ですが分かりましたか

と。あるいはあなたがこういう場面に出くわしたらどうしますかなど、要す

るにポスターを前に、そこは対面で話合いをしながらバリアフリーの話合い

をしていく。そういうふうに考えていただくと、きっかけになると思うんで

す。まちに貼ることによって全てを解決していくのでなくきっかけを与えて

いく。きっかけとして各当事者が抱えている日頃の不安、そういうものをポ

スターで訴えていただき、足りなければ、１階のロビーに限定はしませんが、

地域でも結構ですけれが、対面で話合いを行ってはどうかと思うんです。 

 聞いていて、このポスター提案というのが１つの大きなきっかけになるの

かなと。それをきっかけにいろいろな展開ができるのと思っているので、今、

鈴木さんからいただいた意見を踏まえ、対話とかワークショップなどで展開

していきたいと思いますがいかがでしょう。 

鈴木委員：  ポスター全体をイメージしながら考えていたもので、それだとちょっと難

しいかなというふうに思ったわけで、そういうイメージで別の団体でという

ことを踏まえていただければ、新たな展開が生まれてくるんじゃないのかな

と思いますけれども。 

斉藤部会長：  今いただいたご意見は大切なので、それらを踏まえながら、それだったら、

ここまではできるがそれ以上はなかなかつながらないとなれば、それをつな

げるためには何をすればいいのかを考えていきたいと思います。ぜひ今の段

階で自分たちが抱えている問題を、ここで、こんなことが起こっている、こ

んな一声が助かる、こんなことをやっていただくと安心して道を歩ける、そ

ういったことをまず意見として出していただいて、さらに自分たちの声をも

っと届けたいということであれば、具体の対話などを企画してみてはと思い

ます。そういう形でご理解いただけるとありがたいかなと思います。よろし
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いですか。 

鈴木委員：  何とか考えられる部分で考えていきたいと思います。 

斉藤部会長：   議論しながら、ご指摘の内容を踏まえ進めていきたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

杜多委員：  私からもいいですか。今の鈴木さんお話を聞いてお伝えしたいなと思った

のが、鈴木さんだからこそ思いついたりすることは多分たくさんあると思っ

ているんですね。鈴木さんとしては、こんな思ったりとか感じたりするのは

当たり前じゃんみたいなことが、我々にとっては、ああ、なるほど、そうい

う考え方があったんだな、それもちゃんと意識しないといけないなみたいな

気づきになるので、今みたいなアイデアとかは、ぜひ引き続き、積極的にた

くさん出していただけるといいかなと思いましたので、改めてよろしくお願

いします。 

上杉委員：  ポスター案の18ページの先ほど出た「ここにある。このこころ。やさしさ

が巡るまち、茅ヶ崎市」なんですけれども、私は個人的な感覚かもしれない

ですけれども、「やさしさが巡るまち」というのが、ちょっと市議選のポス

ターっぽいなと。ちょっと私だけかもしれません。抽象的な言葉ですよね。 

杜多委員：  ある意味、余白を残すというか、その分、デザインで何か感じさせるみた

いな、そういう設計にはしたいなと。 

上杉委員：  意図は分かるんですけれども、私はすごくインパクトが強かったのは、９

ページの「またやろう。」なんですね。 

杜多委員：  これは東京メトロさんのやつで、結構デザインが凝っているなというので

載せています。 

上杉委員：  これはすごくいいなと思いまして、例えばなんですけれども、例えばこの

「またやろう。」が茅ヶ崎のポスターだとして、茅ヶ崎、「またやろう。」だ

よねとか、市内でこういう場面があったときに、あっ、「またやろう。」して

いるとか、そういうキャッチーな言葉というのもいいなと思ったんです。難

しいんですけれども。 

杜多委員：  ありがとうございます。多分、そこは相当難しいところで、変な話、これ

はこのままやると盗作みたいな感じになるところもあるし、「ここにある。

このこころ。」というのは、自分なりに、なるべくキャッチーで、分かりや

すいみたいなところでも当てたところなので、100個ぐらい出して、やっと

これみたいなところがあるので、東京メトロさんの「またやろう。」は相当

有名なクリエーティブディレクターの方がやっていると思うんですけれど

も、「ここにある。このこころ。」よりか絶対それがいいぞみたいなものとか

アイデアがあれば、ぜひというところですね。 

上杉委員：  「ここにある。このこころ。」はいいと思うんです。その下の「やさしさ

が巡るまち」というところがちょっと気になったので。私もちょっと考えて

みますけれども。 

杜多委員：  ちょっと補足させていただくと、「ここにある。このこころ。」のスライド
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を映していただいてもいいですか。18枚目なんですけれども、先ほど瀧井委

員から句読点の質問をされたと思うんですけれども、ちょっとその延長線上

でもう少し込み入った話をすると、「ここにある。このこころ。」の部分は、

動か静か、動いているか止まっているかといったら静なんですよね。心がこ

こにある。下のサブメッセージで「やさしさが巡る」というふうにして動的

な意味にしているので、そういった意味でもメインメッセージは「ここにあ

る。このこころ。」と力強く静止して、そこにある、でも、それが巡ってい

るという形で、それはいろんなところで活発にコミュニケーションが行われ

ているとか、そういった動的なイメージというところで、これはしますとい

うのを先ほど説明していなかったので、補足させていただきます。 

上杉委員：  じゃ、一緒に考えましょう。 

斉藤部会長：  ありがとうございます。 

 あと時間、５分ぐらいで。 

柏崎委員：  非常に力作が発表されたと思うんですけれども、はっきり言って、20分間

ぐらいの説明ではよく分からないんですよ。これが事前に配付されていて、

読んできてのご説明なら分かるんですけれども。ということで、これはもう

１回、帰ってよく読んでみたいと思います。でも、その中で今いろいろ議題

になっているメインメッセージ、「ここにある。このこころ。やさしさが巡

るまち、茅ヶ崎市」、僕は反対に「ここにある。このこころ。」がよく分から

なくて、「やさしさが巡るまち、茅ヶ崎市」は、意図は分かります。感じ方

によって全然違ってくるので、ここのところは、感性の問題もあると思いま

す。ちょっとこれは説明が早くて、10分ぐらいで説明されたよね。 

杜多委員：  15分ちょっとですね。 

柏崎委員：  それにしては、これは枚数がすごく多いので、そういう面では、よく理解

していないところがかなりあるんですよ。全体的によくまとめられていると

思う、それは皆さんがおっしゃっているとおりだと思うんですけれども、

個々の問題については、もう一度よく見ないと分からないというところがは

っきりしたところです。 

斉藤部会長：  ぜひそういった内容の吟味も含め、家に帰って読んでいただき、皆さん一

人一人が創造的な提案を出していただければと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

 

議題 

(2) 心のバリアフリー教室について 

斉藤部会長： ５時にはやめますので、最後、心のバリアフリー教室を簡潔にお願いします。 

佐々木主査：  事務局より手短にご報告させていただきます。 

 資料３と参考資料１、２となります。今年度の心のバリアフリー教室の状

況についてご報告させていただきたいと思っております。 
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 まず、昨年の教室の振り返りというところになるんですけれども、昨年は

鶴嶺小学校とどういうふうに教室を進めていくかというところを、ずっとコ

ロナの状況を見ながら考えていました。どうにもこうにも状況が変わってこ

ないということで、下半期にちょっと一旦やってみようということで、道徳

の授業を展開しております。 

 道徳の授業の中では、視覚障がい者に対して声かけを行う場面がありま

す。その授業を広く展開して、子供たちの理解につなげられないかというこ

とで、市の職員が12月に心のバリアフリー教室を行っております。そちらの

当日の資料が参考資料１となっております。一昨年にやったものと大きく内

容が変わっております。 

 これは、学校の先生たちと話をしたときに、先ほども杜多委員からちょっ

と話があったように、茅ヶ崎の子供なので、自分たちが住んでいる市がどう

いう状況なのかというところで、段階的に子供たちに説明をしていかないと

なかなか理解できないよということは、アドバイスでいただいておりました

ので、市に住んでいる人がどんな方がいるのか、そういう人たちが街なかで、

どういうふうな場面で困り事があるのかというところを子供たちに説明を

しております。参考資料の４ページとか、あと５ページ以降のところ、場面

を示しまして、みんな、どんなふうに思う？というような形で授業展開をし

ております。 

 その後、３月、春に１回交流ができたらなというところがあったんですが、

やはりちょっと厳しいという状況の中で、こちらも試行的になっております

けれども、動画を作成しました。本日、ちょっとお時間があれば、皆さんに

ご覧いただきたかったんですけれども、鈴木委員のほうにご協力いただい

て、視覚障害者福祉協会のほうから３名、ご協力いただいて、ふだんの日常

生活、また移動の状況等を動画にしたものを子供たちに見せております。大

体20分ぐらいの動画になっております。それを見て、子供たちがどういうふ

うに感じるのかということを今年度３月にやっております。 

 今年度の教室をどうしていくかというところで、今、鶴嶺小学校からは引

き続き授業をやっていただけそうな感じで、今、話が来ております。同様な

展開をしていくような形になるんじゃないかなと、市としては交流をメイン

としたバリアフリー教室ということを第一に考えていますけれども、コロナ

の状況だとやはりちょっと難しいということを考えたときに、動画による展

開ということも、１つ案ができるかなと。今回、視覚障がいに限った動画と

なっていますので、例えば違う障がい特性等、まちでの困った場面を見せる

ことによって子供たちの理解が深まるかなと考えております。 

 もう１つ、それを受けて、今年度の夏休みに茅小研という先生方の勉強会

があります。そちらで説明をしていきたいと考えておりますので、市民部会

の皆様には、これから教室の数が増えていったときに、先ほどまで議論した

啓発活動と同じですけれども、どのような形で運営体制を築いていけるかと
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いうところを議論させていただければなと思っております。 

 あとは資料のとおりとなります。 

 以上となります。 

斉藤部会長：  ありがとうございます。心のバリアフリー教室については、さらに継続し

て続けていくということで、いろんな状況がありますが対応をこれからもし

ていくということ。詳細については、今日は議論しませんが、取組を進めて

いくということでご賛同いただいてよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 

その他 

斉藤部会長：  もう５時になりましたので終わりにしますが、今日はたくさんの議事があ

りましたので、時間をオーバーして申し訳ございませんでした。 

 連絡体制の強化ということで、メーリングリストを中心に、ファクスとか

電話も含め、頻繁に部会の中での話合いができるような場を設定する。それ

から、普及啓発の活動が非常に多岐にわたりつつありますので、負担のかか

らない範囲で作業部会を立ち上げていく。それから、杜多さんから頂いたバ

リアフリー推進に関するポスター提案の資料をベースにして、具体的に検討

を詰めていきたいと思います。よろしいでしょうか。それで杜多さんの案に

ついては、できれば皆さんからご意見、あるいはアイデアをお寄せいただき

たいということもお願いしたいと思います。 

 心のバリアフリー教室については、後日のこのメーリングリスト等での議

論で、さらに内容等をご検討いただければと思っております。 

 以上です。事務局のほう、何かありましたらお願いします。よろしいです

か。 

 それでは、本当に長時間にわたって、１時間以上オーバーしてしまい申し

訳ございませんでした。今後、連絡は頻繁にメーリングリスト等で行ってい

きたいと思いますので、日頃から問題意識を持っていただき、創造的な提案

をさらにいただければと思います。 

 これで終了いたします。どうもありがとうございました。 
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