
 

1 
 

平成 29 年度第１回 横浜市広報企画審議会会議録 

日 時 平成 29 年８月 25 日（金）10 時 00 分～12 時 00 分 

開催場所 関内中央ビル 10 階 横浜市会議室 

出 席 者 伊藤 有壱、太田 塁、大谷 英典、片桐 朋子、加藤 直裕、川井 節夫、佐々木 茂

雄、佐藤 華名子、杉本 ひろみ、塚原 泉、林田 育美、春名 義弘、平山 正晴、

吉富 真里 

欠 席 者 佐藤 豊彦、トルオン テイ トウイ チャン 

開催形態 公開（傍聴者０人） 

議 題 １ 会長・副会長の選任について 

  平成 29 年度の会長は加藤直裕委員に、副会長は佐藤豊彦委員に決定 

２ 横浜市の広報・広聴事業について 

議事概要 （事務局） 広報・広聴事業の概要について説明。 

 

（加藤会長） 横浜市の広報・広聴活動について、日ごろ感じていること、気がついた

ことなど、何かございましたら意見を頂戴したいと思います。春名委員

はどうでしょうか。 

（春名委員） 率直な感想を申し上げると、ほとんどが広報からの発信ですよね。私が

一つ提案したいのは参加する広報というものはないかということです。

具体的にはインターネット放送局。要するに広報課が放送局を持っては

どうなのかと。行政的なインターネット放送局はありますが、そうでは

なく、市民が番組を作る。例えば１日 24 時間ありますから、１枠 30 分

とすれば 48 枠あるんですね。そこで自分たちのグループあるいは個人

がしたいことを番組として作って発信していくという。特にニッチな情

報、例えばおばあさんの漬物作りをやるとか、鉄道ファンが集まってわ

いわいガヤガヤ 30 分雑談するとか、あるいはボランティア募集などを

発信する。当然、まちづくりなんかもテーマとしていいと思います。行

政が発信したいことも日常的に枠を確保して発信していく。放送局です

ので、今日あったことを今日発信することができる。広報紙だとおそら

く二か月先くらいのテーマを決めてやっていると思うんですけれども、

今あったことを載せるスペースはなかなかない。 

行政というのは公平性を担保するのが一番難しいと思うんですが、やる

価値はあるんじゃないか。要するに、広報課からの発信だけではなくて

市民が発信できる広報というのを提案させてほしいなと思います。 

 （加藤会長） 平山委員はいかがでしょうか。 

 （平山委員） インターネット放送局については、非常にいい結果もあると思いますが、

まだまだ研究する余地があるんじゃないかと思っております。これを機

会にもう少し研究したいと思っております。 
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 （加藤会長） 吉富委員はいかがでしょうか。 

 （吉富委員） 横浜で仕事をしているということで、コールセンターの番号は自分の電

話にも入れてしょっちゅう利用しているんですが、ちゃんとした対応を

いつもしていただいて非常に助かっています。緊急の場合にどういう病

院がやっているということまで教えていただけるので非常にありがたい

と思っています。 

私は商工会議所では観光サービス部会というところにおりますので、い

かに横浜にたくさん人を誘致できるか、観光誘致できるかということと、

海外の人のインバウンドのことを常に話し合っています。横浜に在住し

て横浜で仕事をしている人とかかわることが多いのですが、トリエンナ

ーレの話をしても、そんなのやっているのというようなことが結構あり

ます。その割には海外からも見ている人がいるという。もちろんこれは

美術に関するものなので、そういうものに興味がある人とない人がいる

と思うのですが、過去にも何回も開催していて、それも３か月くらいに

わたってやっていることですから、少なくとも横浜市民であったら知っ

ていただきたい。その辺でもうちょっと広報をうまくやらないといけな

いのかなという気持ちもあります。 

 （加藤会長） トリエンナーレの広報についてはどうでしょうか？ 

 （事務局） トリエンナーレにつきましては、広報よこはまですと８月号の表紙を飾

りつつ、２面でもご紹介しています。また、テレビでも先週の土曜日に

特集を組んでおります。それからラジオ、動画の広報拾い読みなど、事

前広報及び現段階での広報としましてはすべての媒体を使って広報して

おります。ただ、11 月くらいまでの期間が長いイベントですので中押し

も必要と思っているところです。 

 （加藤会長） 川井委員はいかがでしょうか。 

 （川井委員） 私自身は耳が全く聞こえません。メディア関係、特にテレビ、ラジオ、

ネットの動画の音声は全て文字化してほしいと思います。国際的な法律

である障害者権利条約が世界中で批准されております。日本も批准し、

国内法を３年間かけて制度改革しましたが、私たちの身近な面で改善さ

れたなという点が見当たりません。 

活字になっている新聞と広報紙は非常によく見るものでもあり、イベン

トをやるにあたって利用しているものでもあります。しかしながら、テ

レビ、ラジオ、市政広報動画というようなメディア関係についてはちょ

っと見劣りがします。土曜の 18 時からやっているテレビはよく拝見し

ていまして、よくできている、よく理解できると思います。しかし、１

日のうち 30 分だけ、１週間のうち 30 分だけ広報を受けたという感じな

んです。私たちは広報に対して欲求不満を感じているということをご理

解いただきたい。 
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  先ほど春名委員から、広報の放送局をもったらどうかという提案があり

ましたが大変結構なことだと思います。リアルタイムに市内の状況が放

送されるというのは、私たち障害者にとっては非常に大切なことです。

特に災害等においては重要になります。しかし、これだけで放送されて

も私たちは何を言っているのか、何が起こっているのかさっぱりわかり

ません。 

東日本大震災のとき、仙台市に住んでいる友達が、何もわからなかった

と言っていました。とにかく地震があったことはわかったけれども、電

気が通じなければテレビも見られない。津波が押し寄せているというこ

ともわからない。彼が何に頼ったかというとラジオです。ラジオで放送

されることを、子どもに聞いて書いてもらい、知ったということです。

ラジオに文字をつけるべきだということを言っております。 

いま情報技術、人工知能、音声認識等のレベルは非常にあがっています。

マイクロソフトの音声認識システムは 95%を維持できるそうです。人の

話の 95%が理解できるというのは、普通の人と大差ないということで

す。普通の人も聞きそびれたり、言いまちがいがあったり、いろいろな

ノイズがあったりして 80%しか入らないという話を聞いたことがあり

ます。それが、音声認識は 95%が声を文字化できる状況になっている。

これは横浜市でもぜひ利用していただきたい。広報関係でいろいろなメ

ディアを利用すると思いますが、必ずそれには情報を保障する、通訳な

り音声認識なり文字表示なりをつけていただくようお願いしたいと思い

ます。 

 （加藤会長） ありがとうございます。続いて、佐藤委員、ご意見うかがえますでしょ

うか。 

 （佐藤委員） 確かに、障害がある全ての方に情報を届けるというのはとても難しいこ

とだなと感じています。私ども企業メセナ協議会は企業による芸術文化

支援の活性化を目的に設立された中間支援組織ですので、芸術文化とい

う分野に特化しております。例えば、シアターアクセシビリティネット

ワークという NPO があるんですが、芸術文化を、舞台芸術も映画も障

害のある方々が健常者の方々と同様に楽しめるというような取り組みを

されているところもあるので、そういった方々の取り組みを見て知るの

も参考になるのではないかと思ったところです。 

いま、広報・広聴事業全体の概要をお聞きして、とても幅広くこまごま

とやられているのに大変驚きました。その中で、春名委員がおっしゃっ

た、広報からの発信だけではなく、市民からの発信も必要という提案が

とても心に響いています。（事務局の説明の）広報の目標とねらいで、市

民の具体的な行動や提案に結びつくところまでが広報の仕事として取り

組んでいるという説明を聞きましたが、広報で発信したものが具体的に 
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  どのようになったかという結果、評価という部分がとても気になりまし

た。それを一度お話いただけたらもっと具体的な意見が出てくるのでは

ないかと思いました。 

 （加藤会長） ありがとうございました。佐々木委員はいかがでしょうか。 

 （佐々木委員） 私はボランティア代表という形で出席しておりますが、ボランティアと

いうのは多くが高齢者なんです。高齢者に話を聞くと、広報よこはまの

取扱いは一般紙と大体同じようなんですね。届いたら大まかに見て、関

心がなければ他の新聞と一緒に置いておくという。ただ、私は何とかボ

ランティアを増やそうと思って、送られてきた広報紙を隅から隅まで見

ます。非常にいい情報源なんです。本当によく情報がたくさん入ってい

るので、これだけは知っておいてほしいという部分を切り取ってクリッ

プボードに挟んで見られるようにしておくとか、広報を生かすような工

夫が必要じゃないかという風に思っております。 

 （加藤会長） ありがとうございます。片桐委員、お願いできますでしょうか。 

 （片桐委員） 私は住まいが川崎市にあります。横浜は区の数も多いですし、広報紙を

読ませていただいたんですが、本当にバラエティにとんだ内容で、区の

みなさんが工夫されていると思います。けれども、見る側としては、や

はり文字情報だけがあるよりは写真があったり投稿欄があったりすると

とても引き込みやすいと思います。やはり読み物として楽しめることが、

伝える側としては必要だと思います。ホームページの方はいろいろと課

題があるということも聞いていますが、やはり紙媒体とホームページの

使い分けということも大事なのかなと思いました。 

ただ、市民のみなさまからしても、お住いのエリアに特化した情報がほ

しいという方もいれば全体の情報がほしいという方もいらっしゃると思

いますので、そこは市の広報だけで全部やるのはなかなか難しいんじゃ

ないかと思います。そういった点で、先ほど春名委員からあったように、

市民のみなさまが参加して日々の情報をダイレクトにお伝えするという

方法もあるかと思います。 

それから、私が日々、横浜市関連の情報をどうやって入手しているかと

いうと、地域のウェブサイトをやっている方たちの SNS の情報を見て

から検索して調べています。情報の内容によって、民間で、地域で情報

を発信されている方や市民のみなさまとうまく連携してやるという道も

必要になってきていると思います。そうするとより広い範囲をカバーで

きると思います。 

 （加藤会長） ありがとうございます。片桐委員、川崎市の広報と見比べてお気づきに

なったことがあれば参考にお聞かせ願えますか。 

 （片桐委員） 基本的には同じですが、川崎市の場合は市版と区版が冊子として明らか

に分かれてくるんです。広報紙の内容としてはそんなには変わらない 
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  かなと思うんですが、ホームページを見ると、最近イメージをソフトな

感じに直されたのかなと思います。アプリを作ったり、地域メディアの

イベントに市の幹部の方が参加されていたりと、わりとこまめに小さい

ことをたくさんされているなという印象はあります。 

区役所は行けばいろいろな情報があるというのを、近所の人間はわかっ

ていますが、一般的には必要な時しか行かないというイメージがありま

す。以前、区役所においでよというようなイベントをやっているのを広

報紙で見ましたが、情報の収集として区役所や市役所に行きやすくする

というのも一つあるのかなと思いました。 

 （加藤会長） 貴重なご意見ありがとうございます。続いて大谷委員お願いできますで

しょうか。 

 （大谷委員） 先ほどの（事務局の）プレゼンテーションを見て、テレビ、ラジオ、紙

と本当に多岐にわたってやっているということを改めて実感し、どれも

すばらしいなと思った次第です。私は横浜市のホームページを利用する

頻度が一番高いかなと思っています。来年度末にはリニューアルされる

ということで、大変期待しています。ただ、パソコンではなく、ほぼス

マートフォンで見るので、現時点では非常に見にくいなと思っています。

モバイル版というのもあるんですが、言い方は悪いですが非常に不出来

というか。テキストベースですし、ヒアリやトリエンナーレのことも出

ていなかったので。ホームページの中でもモバイルの部分は、他の行政

をみると結構やっているところがあって、パソコンと遜色ないくらい見

やすかったりするんですが、そこがちょっと弱いのではないかと日々感

じています。 

議論で市民放送局的なものというお話があり、よいとは思うのですが、

非常に手間もかかることですし、スタッフも必要なことです。広報課さ

んが運営するというのも一つの考えですが、片桐委員がおっしゃったよ

うにいろいろなところで市民の方々が発信している情報のハブ的な部分

をうまくやることが良いのではないか。やるには横浜市のしかるべき部

署があって、それを広報するのが広報課さんの役割なのかもしれないと

感じました。 

 （加藤会長） ありがとうございます。スマートフォンでも見やすくという点について

はどうでしょうか。 

 （事務局） 平成 30 年度末の一般公開に合わせて、スマートフォン版、モバイル版も

同時にやっていきますので、もう少しご辛抱いただければと思っており

ます。 

 （加藤会長） ありがとうございます。では続いて、太田委員お願いします。 

 （太田委員） （事務局の）プレゼンテーションをうかがいまして本当に多岐にわたる

事業をされていると思いました。その中で、そういうたくさんのものを 
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  うまく生かしていらっしゃるのかなというのが感じるところです。特に、

ターゲットに合わせた広報ができているのかを確認することが、今後、

より効率的な広報につながっていくのではないかということをご提案し

たいと思います。例えば、私ども横浜市立大学はいろいろなエクステン

ション講座というものを開催しております。６月に横浜市の温暖化対策

統括本部と横浜市大との共催で、環境に関するエクステンション講座を

いたしました。20 代から 40 代、比較的若い世代を対象とする内容の講

義を作ったんですけれども、実際にいらっしゃったのは 50 代以上の方々

でした。市民講座ですので別に大きな問題ではないんですけれども、や

はりターゲットとするものがあって、その方々に来てもらえているかど

うかということが重要なんじゃないか、特に市政ですとこれからの施策

など、聞いてもらいたい人にきちんと伝わっているかどうかということ

がこれからも非常に重要になってくるんだろうと思います。佐藤委員も

おっしゃっていましたが、いろいろな広報を目的があってやるんですが、

その効果とか成果といったことをきちんと確認・測定することが、今後

のよりよい広報につながるのではないかと思います。 

 （加藤会長） ありがとうございます。では、伊藤委員お願いできますでしょうか。 

 （伊藤委員） 何年か関わらせていただいて、毎回その時のトピックスだけでも掘り下

げる項目が多くて非常に勉強になっています。 

そのうえで、生活や緊急、行政手続きなどの生活のベースのところと、

トピックス的な部分、また、時代の変化に対してのトピックス的な要素

などが調査広聴のような形で、定点でみられるアンケートのようなもの

があるといいのではと思いました。 

私ども国立大学法人の大学ですら、事業に対する項目と向上計画と自己

達成度やその評価で下りてくる予算が変わってくるんです。民間企業だ

ともっとそこははっきりしていると思うんですが、そういうことを市民

局さんでもうすでにやられているようであれば、情報をかいつまんで教

えていただければ。この 10 年くらいの定点観測のようなものを見たと

きに、これから人口が減っていくところに向けて、５年 10 年 15 年くら

い先のどういう目的をもっていいかというような、長い視点を持つため

のリサーチが必要かと思いました。 

 （加藤会長） アンケートの部分についてはどうですか。 

 （事務局） 広報に関するアンケートは２年に１回調査をしております。例えば、市

政情報をどこから入手しているかというような定点の項目や私どもが増

やした媒体について知っているかというタイムリーな項目などのアンケ

ートを取らせていただいています。まさに今年度、調査をかけていまし

て、外国人の方も含めまして、市民の方、無作為で約 5000 人の方に調

査票を発送しております。第２回の審議会の開催時期にもよるか 
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  と思いますが、そこで概要などご紹介できればと思っているところでご

ざいます。直近の平成 27 年度およびそれ以前にとりましたアンケート

調査につきましては、ホームページ等で公開しております。 

 （加藤会長） ありがとうございます。では、杉本委員お願いいたします。 

 （杉本委員） 横浜の広報媒体というのが多岐にわたって大変多くあるんだということ

を事務局のご報告で実感することができました。 

広報よこはまは、いま 18 区版を大変興味深く読んでいます。市の方から

も、70%の市民の方がこちらから情報を得ているというようなお話がご

ざいました。この配付方法は、町内会に入った方を中心にということだ

ったと思います。私の知人のことで恐縮なんですが、マンションに広報

よこはまが届かないということで区役所にお話をしに行き、地域振興課

にうかがったところ、町内会長さんの判断によるということで、結局わ

からない状態でお帰りになったという例がございます。せっかく情報を

得たいと思って望んでいる方のところに届かないのはもったいない話で

すよね。広報よこはまが 155 万部発行で、今の横浜の世帯数が 163 万世

帯ですか、大体そのくらいだと思うんですけれども、数としていい部数

を発行していると思いますので、できればそういうところも周知徹底す

るような方法を考えていただけるといいのではないかと感じておりま

す。 

それと、在住外国人の支援という私どもの事業媒体についてお伺いした

い点があるんですが、昨今大雨が降ったり、災害が各地で起こったりし

ています。横浜も崖が多い条件にありますので、対応していく必要があ

ると思うんです。インターFM で災害情報をやってらっしゃるというこ

とで、ホームページを拝見したら、横浜市のところに、国際都市横浜に

ふさわしい多彩な言語での放送が好評です、というコメントがされてい

たんです。けれども、例えば時間帯や内容について、在住外国人の方か

らの反響や、こういうものを取り上げてほしいとか時間をもっと長いも

のにしてほしいとかいった要望があれば教えていただきたいと思いま

す。 

 （事務局） まずは、広報よこはまがお手元に届いていない方がいらっしゃるという

ことで申し訳ございません。基本的な配付方法としましては、自治会町

内会を中心にお配りしていますが、当然入られていない方もいらっしゃ

いますので、マンション全体で入っていないといった大規模な場合には

管理人さんなどにお願いする場合もございます。また一方で、個人で欲

しいという方についてはご連絡いただければ、私どもが委託している業

者からの配付、または郵送請求というかたちでもお配りしています。 

２点目のインターFM については、ラジオ放送になりますのであらかじ

め原稿を入れております。テーマについては二週間くらい前には決めて 
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  いるのが実態です。したがいまして、いま土砂災害情報が出ているとい

ったものについては対応していないという実態があります。その点につ

きましては、所管の部署が災害時にツイッターから発信をしているので

すが、その多言語化というのがまさに課題となっておりまして、ウェブ

ページも含めてそこを検討していると聞いております。 

外国語放送に対する市民の方からの反応については、私どもの方には届

いておりませんが、例えば、ごみの出し方や防犯ということについては

聞いている方が多くいらっしゃるということを所管から聞いておりま

す。 

 （加藤会長） ありがとうございます。では続いて塚原委員お願いいたします。 

 （塚原委員） 毎回、この会議がある数か月前から勉強させていただくんですね。今回

も例えば、「自治体 面白い広報」で検索すると、いろいろなニュースが

出てきます。私たち地域子育て支援拠点という、行政と民間の法人の協

働の現場で、比較的自由にいろいろな企画や事業ができる部署にいるも

のですから、広報という切り口からいろいろなことが吸収できて大変勉

強になっております。 

冒頭で加藤委員がおっしゃったように、昨日新しいことが今日はもう古

いということを実感しております。アプリもいろいろ出ています。マチ

イロというアプリは全国の公共団体の広報紙が見られて、自分が住んで

いるところの情報がダーっと出てくる。これが公共団体の広報なの、と

思う時代になってきているとひしひしと感じております。先ほど、広報

課ばかりではなく、市民の参加をという意見がみなさんからもたくさん

出ておりましたが、その視点がやはりとても大事だなと共感しました。 

子育て支援拠点はネットワーク機能というのがあって、十年目を迎える

中でそのネットワークもどんどん変わってきているという実感がありま

す。今まではある既存のグループや行政などとネットワークしていたの

が、最近になると、面白いという切り口を個人で持って、行政やいろい

ろなところを渡り歩いている人が出てくる。例えば、神奈川区では絵本

作家が「笑がおな一週間」という事業をひっさげて横浜市内を転々とし

てくれたり、違う分野をつないでくれたり。そういう楽しい発信をして

くれる人材や部署がいっぱい出てきているところをどうキャッチするか

というところですよね。横浜市では横浜コードという有名な概念が全国

的にも広がっている、市民活動の活発なところです。その強みをぜひ生

かして、広聴マインドとともに協働マインド、面白いことを連携してど

んどん取り入れて変わっていこうという、そこに大いに期待をしたいと

思っています。 

 （加藤会長） ありがとうございます。では、林田委員お願いいたします。 

 （林田委員） 毎月 18 区の広報をお届けいただいて、一つずつ読みながら、本当に区に 
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  よっていろいろとつくりも違い、体裁も違い、楽しませていただいてい

ます。広報紙面というのはスペースが限られています。何月号に何を載

せるかというのは、おそらく区役所の所管課で話し合われて、どの月に、

スペースをどれくらいにするかという調整がなされていると思います。

私のところの交流プラザですと、たまたまこの 11 月に開設 10 周年を迎

えるものですから、初めて見開きで大きく紙面をいただきました。つま

り、こちらが出したいと思っていることがタイムリーに出せるわけでは

なく、その所管課がそれをキャッチしてくれることで、話がやってくる

ということをこの 10 年で知りました。そんな中で市民参加型というの

は何も放送局でなくても、広報紙をどう作るかというときに、行政が主

体で何を載せたいのかという視点だけではなくて、載せられる側と載せ

たいと思うところがうまくマッチすることが必要です。そのためには、

ただ待っているだけではなくて、活動している市民、あるいは情報提供

したい人たちの声を拾ってもらわないと紙面にはならないというわけで

すね。その辺の力加減が非常に難しくもあり、また、常にそのバランス

感覚をもって取組むべき課題が広報なんだろうと思っております。 

例えば、私のところは青少年の拠点ですから、中高生の夏休みのボラン

ティア活動などをやっているところなんですが、この夏、オリンピック・

パラリンピック関連の事業に取り組みました。多くの高校生がこれに関

心を寄せまして、３年後もしかしたら本当にボランティアとして活躍で

きるのではないかという世代が中高生なんですね。その子たちはオリン

ピック・パラリンピックで何ができるかという関心を強く持っていまし

た。ですが、まだ横浜市の中からそういう情報は出ておりません。とい

うことは、若い世代が知りたい情報がまだうまく出ていない。そういう

ことを考えると、まだまだそのバランスがうまく取れていない部分があ

るのかなということを感じています。 

 （加藤会長） ありがとうございました。皆さんの意見が多々出ましたけれども、いま

は情報に接する手段が本当に多岐にわたっています。しかも世代によっ

て求めるものが紙なのかネットなのか、はたまた SNS なのかですごく

違ってくる中で、今でも横浜市は細かいところで広報を発信しているん

ですけれども、情報を届けようと思ったら使えるもの全てを使って発信

していかないと届くものも届かないという気がしました。逆に、太田委

員から効率的な広報というお話も出ましたけれど、やはり求めるものが

あって紙になっているものを読んだり、ホームページにアクセスしたり

ということがある一方、サイネージのようにふと目についたものから知

るという広報の仕方もあるのかなと感じました。そういったことで接点

を増やしていくことも広報活動の一つになるのかなと思ったんですが、

春名委員、今後こういった発信手段で有効なものがあるんじゃないかと 
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  いうお知恵があったらお願いいたします。 

 （春名委員） 今は、全員が簡単に発信者になれるんです。一つの舞台として、先ほど

いったインターネット放送局が、実はかなりあるんですよね。例えば、

北千住なんかも町おこしに使ったり、九州の方でも市民がイベントをや

るときに PR したり。被災地支援もです。一般の人が意見を出し合うと

ころというのはないじゃないですか。だからそういう場を設定するとい

うのは必要なんじゃないかと思うんです。なんでもいいと思うんです。

意外と少人数しかいないような趣味も見ていると結構面白いんですよ

ね。ですから、広報紙だとこっちのイベントの方が大きいからとか、こ

っちの方が地域性があるからとか、いろんな判断で厳選してやらなけれ

ばいけないんでしょうけど、そんな判断は不要で、自分がニュースだと

思えば発信すればいい。全員が発信者になれる時代ですので、広報もそ

ういう風に変わっていった方がいいんじゃないかと思います。 

 （加藤会長） ありがとうございます。広報課のツイッターで発信したものが面白いと

思えば、みなさんリツイートしていく。まさに誰もが発信者になれると

いう手段の一つなのかなと思いました。次の時代の、誰もが発信者にな

れるというのが広報の新しいテーマになるような気もしました。 

 （加藤会長） 川井委員からご質問があるということで、よろしいですか。 

 （川井委員） （事務局の）プレゼンテーションを聞いていて思ったんですが、他の機

関と連携した法律講座というのがございます。国連障害者権利条約を日

本が批准し、国内法として障害者基本法、障害者総合支援法、障害者差

別解消法というものが新しくできたり、改正されたりしています。です

が、一般市民の方々はその内容についてご存じないと思います。マスコ

ミ、新聞等においても日本が国連障害者権利条約を批准して、三つの新

しい法律をつくったということすら書いてくれません。そういった法律

に関しても市民法律講座で取り上げてもらいたいと思ったんですが、ど

こへ申し入れたらいいんでしょうか。ぜひ障害者差別、障害者制度改革

の一連の法律を講座でやっていただきたい。特に一番理解してほしいの

は、障害者に対する合理的配慮。非常に抽象的で分かりにくい言葉なの

で、具体的にどういうことなのかということを講座でわかりやすく話し

てほしい。例えば、私の場合の合理的配慮と言ったら、代表的なものは

今ここにおられるパソコン要約筆記のみなさん。全てのみなさんの発言

はテキスト化されて出てくる。これは非常に便利なものであり、理解の

助けになるものです。こういった会議に私が参加できるというのは、パ

ソコン要約筆記の方々が支援してくれているからで、そういうことを一

般市民の方に理解してほしい。制度改革の法律ができても社会として制

度改革のレベルが上がったと見えないのは市民の方々に理解されていな

いからだと思うんです。ぜひそういった点も力を入れていただきたいと 
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  思っております。 

 （事務局） 市民法律講座につきましては、私どもと神奈川県弁護士会との共催で開

催しております。どのような内容の講座を開催するかということにつき

ましても、弁護士会とご相談をさせていただき、決定しておりますので、

ただいまいただきましたご意見を参考にしながら、今後、講座の内容等

に反映できるかどうかも含めまして、検討させていただければと思って

おります。 

資料 【議事資料】平成 28 年度及び平成 29 年度上半期事業実績 

特記事項 なし 

 


