
２０２２年８月１７日 

「第１１期第３回町田市福祉のまちづくり推進協議会」における委員意見及び事務局回答 

 

【資料１】第２次町田市福祉のまちづくり推進計画の振り返り 

・意見なし 

 

【資料２】推進事業の取組結果（成果） 

No 分類 頁 御意見 事務局回答 備考 

１ 意見 ２ 

・ 

６ 

町田市の小さな民間店舗は入口の改善もあ

まり進んでいません。「２ 福祉のまちづくり

総合推進条例・適合証制度普及啓発事業」「５ 

バリアフリー化整備資金に係る利子助成事

業」などを活用して、実際の改善が進むよう

検討してください。 

御意見をいただきありがとうございます。 

「町田市福祉のまちづくり総合推進条例」で

は、新設又は増築等を行う「物品販売業を営む

店舗等」に対して、出入口の幅を 80cm 以上（床

面積 200 ㎡以上の場合は 85cm 以上）とし、

かつ「戸を設ける場合には、その前後に高低差

がないこと」を遵守基準として、施設整備を求

めています。 

なお、規則上、努力義務としている既存施設

のバリアフリー整備に対しましては、2022 年

度にバリアフリーの施設整備を周知啓発する

リーフレットを作成し、更なる施設のバリアフ

リー化に取り組んでまいります。 

・「町田市福祉のまちづくり総合

推進条例」の整備基準は、一定規

模以上の施設において、新設又は

増築等は整備基準への適合遵守

義務の対象として、既存の施設は

整備基準への適合努力義務の対

象として施設整備を求めていま

す。 

 

２ 質問 11 

・ 

12 

「10 歩道のバリアフリー改善整備」「12 

道路舗装補修事業」で、選定される対象事業

の基準を教えてください。 

御意見をいただきありがとうございます。 

町内会・自治会等から多くの要望があり、か

つ道路管理者として必要と判断した場合に整

備や補修を決定し実施しています。 

 

３ 意見 11 

・ 

12 

「10 歩道のバリアフリー改善整備」「12 

道路舗装補修事業」について、障害当事者の

声も聞けるようにしてください。特に障害者・

御意見をいただきありがとうございます。 

バリアフリー基本構想の重点整備地区区域

内における生活関連経路となっている歩道の

 

参考１ 



２０２２年８月１７日 

No 分類 頁 御意見 事務局回答 備考 

高齢者の関連施設がある所では困り具合が高

いと思います。 

バリアフリーにつきましては、バリアフリー部

会の現地点検等を通して委員の意見反映を図

っています。また、それ以外の道路につきまし

ても、当事者の方を始めとする市民意見を参考

にしながら、整備や補修に努めています。 

４ 意見 18 「17 手話通訳者・要約筆記者の派遣事

業」については、通訳者の人材確保の背景に

は、手話講習会の体制・カリキュラムの見直

しがカギ。合格者を出すべき。ボランティア

センターが干渉しないので、手話講習会運営

委員会の中身がずさんになっている面があ

る。ボランティアセンターも知識を持ち、団

体さんでないと対応できないとか言わない

で、色々な人の声を聞く姿勢を持ってほしい

と思います。 

御意見をいただきありがとうございます。 

手話講習会については、２０２１年度まで社

会福祉法人町田市社会福祉協議会において市

の補助事業として実施しておりましたが、町田

市として積極的に事業に関わるために２０２

２年度から市の事業と位置付けて町田市社会

福祉協議会に委託して実施することとなりま

した。 

２０２２年度は、手話講習会ガイドラインの

見直しについて、手話講習会の関係団体と協働

して見直しを進めています。 

 

5 質問 26 「25 市立小中学校での心のバリアフリー

教育の推進」 

町田社協（町田ボランティアセンター）で

は、主に「総合的な学習の時間」において、

市内のボランティア団体や障がい当事者と連

携して、点字や手話、車いすの体験、当事者

の講話をとおして交流等を行ってきました。

この取り組みが、第２次計画の推進事業の取

り組み結果の中で、心のバリアフリー教育の

一端を担っていることをあらためて再確認し

御意見をいただきありがとうございます。 

御指摘のとおり、町田市社会福祉協議会（町

田ボランティアセンター）が実施している車椅

子体験やアイマスク体験等と市の取組の関連

付けや連携が必要であると認識しています。 

そのため、次期計画では、町田市社会福祉協

議会と調整の上、本取組を「町田市バリアフリ

ー基本構想」における「教育啓発特定事業」の

一取組として、市と町田市社会福祉協議会が連

携して、心のバリアフリーの普及・啓発に取り

 



２０２２年８月１７日 

No 分類 頁 御意見 事務局回答 備考 

ましたが、重点２３、２４、２５それぞれが、

どのように意図的に関連付けられて実施され

ているのかが、やや見えにくいように思いま

した。 

また、２次計画では、２５の担当課に福祉

総務課が入っていましたが、取組結果にない

のはどのような理由からでしょうか？ 

社協が関わっている授業自体は多くは単発で

あるため、１回１回が充実した授業となるよ

うボランティアや当事者のみなさんは熱意を

もって取り組んでいます。関わっている社協

としての反省も含め、市として（関係機関も

含めて）の取り組みが一体的に進められるよ

う、市と学校や関係機関が情報共有できる場

があれば参加させていただきたいと思いま

す。 

余談ですが、２０２１年度は点字や障がい

当事者の講和等、一部の学校でオンラインで

実施することができました。 

組んでいきたいと考えています。 

なお、【資料２】の推進事業２５の担当課欄

に、「福祉総務課」の記載漏れがありました。失

礼しました。 

6 意見 30 「29 市職員の心のバリアフリー研修事業」 

「福祉の心」は一般的な用語であって定義

づけも様々です。私は、研修によって何らか

の発見やすべき行動を感じ取っていれば、福

祉の心を学んだことになると理解していま

す。 

その意味でいうと「心のバリアフリー」も定

義づけは様々で、町田市発行の「私にもでき

御意見をいただきありがとうございます。 

本件は、第３回協議会において会長から御指

摘いただいた内容でもあります。御意見のとお

り、現行の「心のバリアフリーハンドブック」

には、心のバリアフリーに関する定義付けあり

ません。 

なお、2023 年度以降に「心のバリアフリー

ハンドブック」の全面改訂を予定しており、そ
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No 分類 頁 御意見 事務局回答 備考 

る支えあうまちづくり～心のバリアフリーハ

ンドブック～」でも、心のバリアフリーに関

しての定義づけはされていません。これは、

ハンドブック読むことで様々な支援方法を知

り、気づき、実践するためにあえて定義づけ

していないと感じています。 

「心」は、そうした動きや想いを表わす言

葉であると思います。 

の中で各用語の定義についても整理します。 

7 意見 全 

体 

協議の時、使用した推進事業の取組結果資

料２の作り方が素晴らしかった。 

さっと見やすく、めくりやすく、文字数や

大きさも、スピード感のある会議の中で拾い

やすい情報量だったと思うので、次回も同様

にお願いしたいと思う。 

御意見をいただきありがとうございます。 

協議会の限られた時間の中で、委員の皆さま

に滞りなく審議いただけるよう、分かりやすい

資料作りに努めます。 

 

 

【資料３】第２次計画の振り返り結果及び次期計画への展開 

No 分類 頁 御意見 事務局回答 備考 

8 意見 1 「１ バリアフリー基本構想の進捗管理事

業」について、市内全域の移動等円滑化の全

体方針は策定から 10 年が経過し、その後バ

リアフリー法も改正されています（今回の展

開Ａもその改正に呼応したものと理解してい

ます）。 

よって、全体方針も見直す時期に来ている

と思っています。それをすることによって、

市内全域を対象とした教育啓発特定事業も位

御意見をいただきありがとうございます。 

町田市では、「市内全域の移動等円滑化の全

体方針」を 2011 年 11 月に策定し、この方針

に基づき各地区ごとの基本構想を策定（改定）

してきました。 

また、御指摘のとおり、全体方針の策定から

10 年が経過する中、教育啓発特定事業の設定

等、現行の法令に合わせた新たな取組が求めら

れています。 
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置付けやすくなると思っています。 

また、町田駅周辺地区基本構想も 10 年が

経っていますし、成瀬駅周辺、すずかけ台駅

周辺、相原駅周辺、多摩境駅周辺、山崎団地

周辺は 2013 年策定ですので、市全体の構想

見直しの計画を立てる時期かと思っていま

す。それも重要な進捗管理事業と思われます。 

つきましては、教育啓発特定事業の内容や位

置付けを精査の上、全体方針又は基本構想に同

事業を追加する改定等を検討してまいります。 

なお、駅周辺の再整備を予定している「相原

駅周辺地区」、「成瀬駅周辺地区」については、

基本構想に定める重点整備地区の区域や生活

関連経路、各特定事業の内容等を見直す必要が

あるため、次期計画の推進期間において基本構

想の改定を予定しています。その他の地区につ

きましては、各地区の整備計画等の進捗状況に

合わせて順次改定を進めます。 

 

【参考１】推進事業（29 事業）一覧 

・意見なし 

 

【参考２】推進事業自己評価結果 

No 分類 頁 御意見 事務局回答 備考 

9 質問 2 「２ 福祉のまちづくり総合推進条例・適

合証制度普及啓発事業」2021 年度課題で、

「コストと適合証発行のメリット比較で割に

合わない為普及は進まない」との記述があり

ました。そのうえで、次期計画で継続推進す

るとありました。 

私は、改めて 2016 年発行の「整備基準等

マニュアル」を読みましたが、わかりにくい

ですね。努力基準と遵守基準、望ましい基準

があります。都市施設は努力基準、特定都市

御意見をいただきありがとうございます。 

お見込みのとおり、「整備基準等マニュアル」

では、「遵守基準」、「整備基準」、「望ましい整備」

の３つの基準で、施設整備を求めています。一

定規模以上の施設（特定都市施設）における整

備については、「遵守基準」での整備が義務とな

り、「遵守基準」より高い水準の整備を求める

「整備基準」は、努力義務となっています。 

なお、この「整備基準」に適合した整備をし

た場合に交付する「適合証」について、御指摘

・「望ましい整備」とは、「整備基

準」よりも更により高い推進の施

設整備を求めるものであり、今後

社会的に目指していくべき「より

望ましい水準」を示したもので

す。 
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No 分類 頁 御意見 事務局回答 備考 

施設は遵守基準となっています。又その中に

部位ごとに「望ましい基準」があります。 

記述内容も、おそらく、正確を期そうとす

るあまり難解でくどくどしくなったように感

じます。 

努力基準というのは、努力したけど達成で

きなかった事を良しとしているのでしょう

か？ 

適合証が全然発行されていないというの

は、条例が意味をなしていないという事で、

とても残念です。 

適合証を何段階かに分けて、最低基準は、

高齢者対応等級 1 程度とか、理想としてこう

あってほしい基準を最高ランクにする等公平

な基準で示すことが出来れば良いと思いま

す。他の省エネラベルなどともリンクされて

も良いように思います。 

廊下幅なども、杖歩行高齢者が通れる幅と

か、その人がすれ違える幅とか、車いす相互

通行可能な巾、杖歩行＋介助者巾など具体的

に示す事が出来れば、適合証へのモチべ―シ

ョンになりませんでしょうか。 

又、インセンティブとして、表彰とか市報

で発表するなど。又、審査費用の中に適合証

発行費用を含むとかにして表示義務付けへの

しやすさ等考えられることがあるのではない

でしょうか。 

のとおり交付が進んでいない現状があり、この

「適合証」の基準やあり方を次期計画の推進の

中で、検討します。 



２０２２年８月１７日 

 

【参考３】推進事業（重点事業）外部評価結果 

・意見なし 

 

【参考４】福祉のまちづくりに関する市民アンケート調査結果（抜粋） 

No 分類 頁 御意見 事務局回答 備考 

10 意見  アンケート等のまとめ、わかりやすくあり

がとうございました。 

御意見をいただきありがとうございます。 

引き続き、伝わる資料づくりに努めます。 

 

 

その他 

No 分類 頁 御意見 事務局回答 備考 

11 意見  議事録をワードで頂いていますが、これは

会議中に確認ができないので大事な資料だけ

でも点字で頂けたら有難いです。今後ともよ

ろしくお願い致します。 

御意見をいただきありがとうございます。 

今後、テキストデータに加えて、主要な資料

の点字資料も提示できるよう取り組みます。 

 

12 意見  前回は Zoom で、今回 Webex を利用した

リモート会議への参加に事前確認が足りなか

ったため、参加が遅れて申し訳ございません

でした。画面上で見た通訳者の見え方につい

ては、今まで以上に見やすく、内容に集中す

ることができました。ご配慮いただきありが

とうございました、大きさも背景の色も光の

具合も良かったです。 

御意見をいただきありがとうございます。 

Webex を用いたリモート開催の会議において

も、対面の会議と同様に情報保障が保てるよ

う、引き続き努めます。 

 

 


