
第２２回スルッとKANSAI電車&バスまつりでバリアフリー教室を開催

令和４年６月１２日（日）奈良県奈良市にある平城宮跡歴史公園「朱雀門ひろば」において、来場者（小学生の親
子連れ）を対象にバリアフリー教室を開催しました。
バリアフリー教室では、バスのバリアフリーの工夫を聞いたり、本教室に協力頂いた障害当事者講師（車いす利
用者）の六條さんと京都バス株式会社と実際に乗降デモを行い、六條さんにお話を伺いました。また、視覚障害
の擬似・介助体験も行い、障害とお手伝いの必要性への理解を深めました。参加者からは、「今度、目が悪い人
を見つけたら手伝ってあげようと思った」「席を譲る」など様々な感想が寄せられました！

近畿運輸局

令和４年６月１２日（日）
①１２：３０～１３：１０
②１４：００～１４：４０ の２回開催！
●挨拶
●心のバリアフリーについて
●バスのバリアフリー設備の紹介
●車いすの乗降見学&お話
●視覚障害の疑似体験及び介助体験
●のりたろうとの記念撮影

※コロナ対策のため、マスク着用、検温、手指・器材の消毒を徹底して実施しました。

①心のバリアフリーについてお話 ②車いす固定方法等見学

固定は安全のため必要
なことなので見守って。

（番外編）ステージPR
公共交通機関は利用
しますか？

電車をよく利用します

バリアフリーチラシの配布&お話やのりたろうの紹介、
六條さんとの座談会、心のバリアフリーのお話など
盛り沢山のステージ！

乗ります 椅子の場所を探します 押しボタンを探します

③視覚障害疑似体験・介助体験の流れ

④のりたろうと記念撮影
教室以外は車椅子の自走
体験やバリアフリークイズ
をしました。

ピンポーン

協力：京都バス(株) NPO法人ちゅうぶ

お手伝いしま
しょうかにゃ



大阪府立藤井寺工科高等学校（定時制）でバリアフリー教室を開催

令和４年７月１２日（火）大阪府藤井寺市にある藤井寺工科高等学校において、高校１年生１１名の生徒を対象
にバリアフリー教室を開催しました。
今回、本教室とは別に授業にて“心のバリアフリー”の学習も行うことから、冒頭の講義を無くし、体験学習に重
きを置いて、車いす体験と障害当事者講師（電動車いす利用者）の堀さんとのコミュニケーションを行いました。
教室を分けるパーテーションを取り除き、２教室を利用して、車いすの体験（介助および自走）を行ったり、講師
から具体的な介助方法や困りごとなど実体験に基づくお話を聞きました。生徒の皆さんからも忌憚ない質問が挙
がり、車いす利用者の日常をより身近に感じることが出来ました。
参加した生徒からは、「もし車いすに乗っている人が困っていたら助けてあげようと思います」「介助する方は相
手に気遣いながら押していくことが分かった」など、様々な感想が寄せられました！

近畿運輸局

令和４年７月１２日（火）
１８：４０～１９：２５（４５分）
●挨拶
●車いす体験（介助及び自走）
●まとめ・質疑応答

体験コース図体験コース図

※コロナ対策のため、マスク着用、検温、手指・器材の消毒、換気を徹底して実施しました。
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段差

ジグザグに進んでいきます。
介助者は切り返しが難しい。

テコの原理で車いすを持ち上げて
段差を越えてみます。

後ろから降ります。
（難しい場面は、堀さんから
アドバイスをもらいます）

実際に堀さんが利用している電動車
いすにも乗って、操作してみます。
（本教室に限った貴重な体験！） 自走してみます。

堀さんのお話を聞きます。

介助の時は平らに見えても傾斜が
あって勝手に動くことがあるので

急に手を離さないで

（協力：NPO法人ちゅう
ぶ）



長岡京市交通セイフティ体感フェスタでバリアフリー教室を開催

令和４年９月２５日（日）京都府長岡京市にある「イズミヤSC長岡店」で行われた、「交通セイフティ体感フェスタ」に
おいて、親子連れ来場者を対象にバリアフリー教室を開催しました。
バリアフリー教室では、社会にあるバリアやそのバリアをフリーにする工夫に目を向けてもらえるよう、阪急バス
(株)にご協力頂いて、バス車両を利用しての視覚障害の擬似・介助体験を行ったり、バスのバリアフリーの工夫を
勉強したりしました。
これらを通して、障害とお手伝いの必要性への理解を深めた参加者からは、「今度、目が悪い人を見つけたら手
伝ってあげようと思った」「席を譲る」など様々な感想が寄せられました！

近畿運輸局

令和４年９月２５日（日）
①１１：００～１１：３５
②１３：１５～１３：５０
③１４：４５～１５：２０ の３回開催！
●挨拶
●心のバリアフリーについて
●バスのバリアフリー設備の紹介
●視覚障害の疑似体験及び介助体験
●のりたろうとの記念撮影※コロナ対策のため、マスク着用、検温、手指・器材の消毒を徹底して実施しました。

①心のバリアフリーについて ②バスのバリアフリーの工夫

ノンステップって
どういう意味？

車いすでバス
に乗ってみるよ

その他、
バス車内の
配色の工夫
などたくさ
んお話し頂
きました

ICカードで乗ります 押しボタンを探します

④のりたろうと記念撮影

協力：阪急バス(株)

降ります

③視覚障害疑似体験・介助体験の流れ



高槻市立芝谷中学校でバリアフリー教室を開催 （第１回目）

令和４年１０月２１日（金）大阪府高槻市にある市立芝谷中学校において、中学２年生約３０名の生徒を対象にバリアフリー
教室を開催しました。今回のバリアフリー教室は、いつもと毛色が異なり、学校の総合学習を利用したキャリア学習（※）の
一環として当課も参加することになりました。

（※）キャリア学習とは様々な｢企業からの『依頼』｣を受けて、生徒自身が課題を見つけ、情報収集、整理・分析、
まとめるといった、中期的に行う学習のこと。①企業からの依頼、②中間報告、③報告会の全３回に渡る。

当課からは、｢学校生活をおくる上で“みんな”にとって良い学校をつくってみよう（バリアフリーの学校）｣というお題とともに、
バリアフリーについてのお話をしました。さらに”車いすユーザーの六條さん”にもお越しただき、車いすでの日常生活の
紹介や実際に六條さんが利用している電動車いすに乗ってみるなどの体験を通して、車いす当事者への理解を深めました。
また、当事者参画の意義・重要性を知ってもらうため、学校のバリアフリー点検を六條さんと一緒に行いました。

生徒達は６班に分かれ、このお話・体験を元に自身で学校のバリアフリーの課題や解決策等を中間報告としてまとめあげ
ました。当課は中間報告の内容を元に、さらに理解を深めるための視点をフィードバックし、最終報告を待つことになります。

近畿運輸局

◎第１回（R4.10.21）
・当課からの『依頼』発表

・六條さんのお話・体験
・学校のバリアフリー点検

◎第２回（R4.12）
・中間報告を学校から書面で

もらい、フィードバック作業

◎第３回目（R5.2.3）
・最終報告等を予定

バリアフリーの基本についてお話
（バリア、障害への理解、当事者参画など）

車いすの六條さんを持
ち上げるには何人必要
か身をもって体験。

六條さんの車いすを
押してみます。
（電動車いすは
重いので動かない） 六條さんの電動車いすを

実際に乗って体験してみます。

廊下を走行中

実際に学校のバリアフリー
点検もしてみます。
（↑体育館横）
（↓トイレ）



高槻市立芝谷中学校でバリアフリー教室を開催（第２回：中間） 近畿運輸局

令和４年12月、学校より生徒がとりまとめた中間報告を書面にていただき、当課で内容の確認を行いました。
アンケートの実施やグラフにしての分析、そこからの課題・テーマ設定を自分たちで行い、解決策としてユニークなアイデアを盛り込んでいました。
当課と六條さんから、良いところや足りないところの視点をフィードバックし、生徒達は最後の報告会に向けて最終調整に入ることになります。

生徒からの中間報告（一部抜粋）

当課からのフィードバック（一部）

１組 校内を車いすで調査 ２組 全ての人に有用な設備 ３組 ユニークな発想

４組 導入済 事案の調査 ５組 災害のバリアを調査 ６組 運用面のバリアを調査

班ごとの中間報告の特色（一部抜粋）

１組：自分たちが車いすに乗って校内のバリアフリー確認や
170名へのアンケート実施。

２組：視覚障害（正門の安全性）・聴覚障害のバリア（可視化）に
着目し実際は他の人にとっても有効なバリアフリーを提案。

３組：身近なアイテム（すりガラスやナースコールなど）を学校で
活用するというユニークなアイデア。

４組：聴覚障がいのための文字表示機の提案、実際に導入して
いる学校での効果まで調査。

５組：災害時の”避難所”としての学校に着目し、バリアとそれに
対する解決策を提案。

６組：学校の設備（トイレ・EVなど）に着目し、運用面のバリアや
ハード面のバリア、それに対する解決策を提案。

→ソフト面についても考えてみよう（自分達は何が出来るかな？）



高槻市立芝谷中学校でバリアフリー教室を開催 （第３回：報告会） 近畿運輸局

令和５年２月３日（金）に実施された最終報告会に参加致しました。中間報告にプラスα、もしくはガラッと内容を変えた班もあり、いずれもパワーアップし
た内容の取組発表をしてくれました。特に全ての班でソフト面について丁寧に考えており、当課からは講評と六條さんからの
伝言をお話しました。全体を通して生徒からは｢ハード面の改善だけでは解決しきれない部分をソフト面配慮で補っていくことが大切｣
｢今回、障がい者への接し方でわかったことは声掛けの一つが大切だということ｣といった感想が寄せられました。

１組 廊下の角にFFミラーの具体的な設置方法、
値段など、丁寧に調査

２組 出庫注意灯の運用面についても掘り下げ、
ソフト面での解決策について発表

３組 中間報告に＋ピクトグラムの設置の提案
様々な視点で必要なアイテムを発表

５組 当事者の視点に立たないと気づきにくい
スロープ前のグレーチングに着目

６組 学校生活上で発生しうる事例（休み時間）の
課題と解決策（ソフト面）について発表
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代表２班が校長先生に対してプレゼンを行い、学校のバリアフリーに向けて調べた発表資料を手渡しました。

生徒からの報告会資料（一部抜粋）

皆の発表を聞いて、校長先生は｢出来るところからバリアを解決していきたい｣とお話ししていました。



姫路市立中寺小学校でバリアフリー教室を開催

令和４年１２月１９日（月）兵庫県姫路市にある市立中寺小学校において、小学４年生６７名（２クラス合同）の児
童を対象にバリアフリー教室を開催しました。
教室は、まず｢心のバリアフリー｣についてのお話、次に視覚障がい当事者の榿（はりのき）さんを囲んでの質問
タイム、続いて実際にアイマスクと白杖を使った視覚障害と介助の疑似体験を行いました。
実は中寺小学校は榿さんの母校でもあったため、最後に特別企画として、代表児童４名に実際に榿さんの介助
をお願いしました。壇上に上がって下りてきてもらうというコースを榿さんと一緒にお越し頂いた介助者さんでまず
見本として歩いてもらいました。その後、生徒達は緊張しながらも先ほど学習した内容やお手本を元に一生懸命
介助することができました。
参加した生徒からは、「声かけが大切だと思う」「目が見えない人の気持ちが分かってお手伝いとかを進んでし
たいと思いました」など、様々な感想が寄せられました！

近畿運輸局

令和４年１２月１９日（月）
１０：４５～１２：２０
⓪挨拶
①心のバリアフリーについてのお話
②榿さんとの質問タイム
③視覚障がい疑似体験
④特別企画

※コロナ対策のため、マスク着用、
検温、手指・器材の消毒、換気を実施。

時間はどうやって分かるの？ メールはどうやって打つの？

洋服はどうやって選ぶの？

etc…

榿さんのお話を真剣に聞きます。
実は２クラス合同でしたが、
１クラスは学級閉鎖のため
リモートで参加しました。

今回、EVやトイレの適正利用につい
てもお話の中に盛り込みました。

普段の生活で困っていることは？

お話 質問タイム

疑似体験 特別企画
段差を言葉で伝え
られるかな？

階段を上ってみよう
落ちないように
気をつけよう

椅子に案内できるかな

皆若いから吸収力高い！
困っている人がいたら
今みたいにお手伝いを
お願いします。

代表４名とも、実際に
介助してみての感想は、
｢階段のところが怖かっ
た｣など、
疑似体験とは違う緊張感
を持ったようです。



大和郡山市立矢田小学校でバリアフリー教室を開催

令和５年２月２２日（水）奈良県大和郡山市にある市立矢田小学校において、小学３年生と４年生、計６９名の児
童を対象にバリアフリー教室を開催しました。
まず｢心のバリアフリー｣についてのお話、次に車いす体験を行いました。
本教室には大和郡山市職員で車いすユーザーの吉岡さんにお越しいただき、車いす体験時の児童へのアドバ
イスやその後の交流タイムにご協力頂きました。
吉岡さんからは、長く松葉杖を使っていてその後車いすを使うようになった経験を踏まえ｢車いすを使うことで逆
に行動範囲が広がった｣という“便利な視点”についてお話し頂きました。当事者の方からの貴重なお話に私たち
も児童も、障害への理解が更に深まりました。
参加した児童からは、「バリアがなくて楽しい未来になってほしい」「困っている人に声をかけようと思った」と

いった、様々な感想が寄せられました！

近畿運輸局

令和５年２月２２日（水）
１０：４５～１１：２５
【４年生】
①心のバリアフリーについてのお話
②車いす体験
③吉岡さんとの交流会
１１：３０～１２：１５
【３年生】
メニューは４年生と同じ

※コロナ対策のため、マスク着用、
検温、手指・器材の消毒、換気を実施。

児童からの質問（抜粋）

Q.お風呂ってどうやって入るの？

Q.普段、一番困っていることは？

車いす体験

A.お風呂は腕の力を使って
入るよ。

お話 交流タイム

A. 意外かもしれないけど
ゆるやかな坂。

スタート地点 スロープは後ろから段差がある時の介助方法
｢車いすを持ち上げるときは一声かけて！｣


