
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

令和３年６月２３日（水）、ＪＲ高松駅構内において、四国運輸局令

和３年度新規採用職員（高松市在住）と四国地方整備局職員を対象とし

た「視覚障害者サポート研修」を、香川県視覚障害者福祉センター及び

ＪＲ四国のご協力のもと開催しました。 

本研修には、職員１０名が参加し、高松駅構内でホームや列車を使っ

て、視覚障害者疑似体験や介助方法等を学びました。 

 

まず参加者は、疑似体験ゴーグル（視野狭窄・白内障状態）を着用し

て駅コンコースから駅前広場へ歩き、駅構内を歩いて券売機や改札口、

列車案内の電光掲示を確認しました。 

 

その後、障害者役とサポート役でペアになり、ホームを歩いてから、

停車中の車両への乗降体験を行うとともに、その時に必要な声かけや

サポート方法を学びました。 

 

体験して初めてわかる見えにくさ、そこからくる不安。足元もおぼつ

かず、腰も引けてしまいます。 

そのような時の声かけや介助が、いかに安心につながるか、「体験」

ではありますが、参加者は身をもって実感できたようです。 

 

昨年にはバリアフリー法が改正され、「心のバリアフリー」に係る施

策などソフト対策等が強化されたところです。また、高齢者、障害者等

が安心して日常生活や社会生活を送るためには、施設や車両の整備（ハ

ード面）だけでなく、高齢者、障害者等に対し私たちが自然と快くサポ

ートできる環境づくりも重要になってきます。 

 そういった点でも、本研修は職員が障害者の不自由さを理解し、どの

ようにサポートすればよいのかを学ぶことができました。また、実際に

バリアフリー関連の業務を担当する職員も多く参加しており、体験し

て得た多くの「気づき」により、更なるバリアフリー化推進の重要性・

必要性を再認識する良い機会になりました。 

 

 
 

 

バリアフリーニュース 
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バリアフリー研修（職員向け）を開催しました 

              ～香川県高松市～ 



 

 

 

【過去５年間の開催実績】 

 

 

◇申し込み方法◇ 

バリアフリー教室開催をご希望の方は、お電話又はメールにて、バリアフリー推進課までご連絡く

ださい。ご連絡の際は、以下の内容をお伝え願います。 

       

【問い合わせ先】 

T E L：０８７-８０２-６７２７ 

      MAIL：skt-syougyouka3012@mlit.go.jp 

      担 当：廣瀬、横山 

 

 

実  施  日 開 催 場 所 参加者数 対　　象

平成28年10月6日 松山･小倉フェリー船内 70名 四国旅客船協会船員

平成28年10月21日 藍住町立藍住西小学校 96名 小学生(4年生)

平成28年11月2日 徳島市立八万南小学校 93名 小学生(4年生)

平成28年11月10日 松山空港 19名 松山空港内従業員等

平成28年11月25日 徳島市立上八万小学校 56名 小学生(4年生)

平成29年1月24日 宇和島自動車 25名 愛媛県バス協会南予地区乗務員

平成29年1月25日 瀬戸内運輸 20名 愛媛県バス協会東予地区乗務員

平成29年1月30日 丸亀市立城南小学校 90名 小学生(5年生)

平成 29年 3月 9日 ＪＲ四国バス松山 22名 愛媛県バス協会中予地区乗務員

平成29年 6月 7日 高松市立亀阜小学校 112名 小学生(5年生)

平成 29年 9月 4日 高松市立花園小学校 55名 小学生(3年生)

平成29年10月31日 徳島市立八万南小学校 91名 小学生(4年生)

平成29年11月15日 徳島市立上八万小学校 47名 小学生(4年生)

平成29年11月27日 藍住町立藍住西小学校 79名 小学生(4年生)

平成30年1月29日 宇和島自動車 20名 愛媛県バス協会南予地区乗務員

平成30年 2月 6日 徳島空港 19名 徳島空港内従業員等

平成30年2月22日 四国急行フェリー船内 44名 四国旅客船協会船員

平成30年 3月 9日 伊予鉄道 32名 愛媛県バス協会中予地区乗務員

平成30年3月15日 瀬戸内運輸 14名 愛媛県バス協会東予地区乗務員

平成30年 6月 6日 高松市立香西小学校 88名 小学生(4年生)

平成30年10月10日 高松市立花園小学校 44名 小学生(3年生)

平成30年11月13日 徳島市立上八万小学校 50名 小学生(4年生)

平成30年11月16日 藍住町立藍住西小学校 89名 小学生(4年生)

平成30年11月23日 田野町産業まつり 200名 イベント来場者

平成30年12月6日 高知空港 13名 高知空港内従業員等

平成31年1月31日 宇和島自動車 21名 愛媛県バス協会南予地区乗務員

平成30年 3月 8日 瀬戸内運輸 12名 愛媛県バス協会東予地区乗務員

平成30年3月13日 ＪＲ四国バス松山 35名 愛媛県バス協会中予地区乗務員

令和1年 6月 17日 ＪＲ高松駅 14名 四国運輸局職員

令和1年 6月 19日 高松市立仏生山小学校 90名 小学生(5年生)

令和 1年 6月 26日 高松市立亀阜小学校 99名 小学生(5年生)

令 和 1 年 9 月 4 日 高松市立花園小学校 40名 小学生(3年生)

令和 1年 10月 7日 徳島市交通局 20名 徳島県バス協会乗務員

令和1年 10月 9日 徳島市交通局 17名 徳島県バス協会乗務員

令和1年10月11日 徳島市交通局 17名 徳島県バス協会乗務員

令和1年10月23日 徳島市立上八万小学校 47名 小学生(4年生)

令和 1年 11月 5日 徳島市立八万南小学校 89名 小学生(4年生)

令和 1年 11月 8日 藍住町立藍住西小学校 72名 小学生(4年生)

令和1年11月11日 徳島市立佐古小学校 74名 小学生(4年生)

令 和 2 年 2 月 7 日 宇和島自動車 15名 愛媛県バス協会南予地区乗務員

令和2年11月11日 ＪＲ高松駅 12名 四国運輸局職員

令和2年11月18日 高松琴平電気鉄道株式会社 10名 乗務員

令和2年12月11日 ことでんバス株式会社 20名 乗務員

実施年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和2年度

令和元年度
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①学校名 

 ②窓口となる先生の氏名 

 ③連絡先電話番号 

 ④対象学年 

 ⑤クラス数、人数 

 ⑥開催希望日（第１～３希望） 

 ⑦開催時間帯（午前か午後か） 



 

 

 

 

公共交通機関、建築物、道路、駐車場、都市公園などの総合的で
一体的なバリアフリー化を進めるとともに、国民のバリアフリー化
に関する意識啓発にもより一層努めるため、国土交通分野における
バリアフリー化の推進に多大な貢献が認められた個人や団体を表彰
いたします。

○募集対象
国土交通分野に係る施設・車両等のバリアフリー化や、バリアフリー化の普及・促進活動等に
積極的に取り組んでいる個人又は団体が対象となります。（詳細は次ページをご参照下さい）

○推薦案件の募集（案件の応募について）
募集対象に合致すると思われる案件がありましたら、次ページの国土交通省各地方支分部局
等（以下「地方局等」）の連絡先まで幅広にご相談下さい。
また、事務局へ直接御応募（自薦）いただくことも可能となりますので、応募様式（※）に
ご記入の上、６月３０日までに国土交通省総合政策局バリアフリー政策課までご提出下さい。
（自薦については団体のみ）
※応募様式URL： http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html

○表彰案件の選考方法及び表彰時期
地方局等から大臣表彰事務局へ推薦を行い、選考委員会における選定を経て、最終的には
国土交通大臣が決定し、２０２２年１月に国土交通省本省において表彰を行う予定です。

国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰事務局≪国土交通省 総合政策局 バリアフリー政策課≫
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＜地方航空局＞：公共交通機関等のうち航空に係るもの
東京航空局総務部航空振興課 03(5275)9315
大阪航空局総務部航空振興課 06(6949)6216

＜地方整備局＞：建築物・道路・駐車場・都市公園等に係るもの
北海道開発局開発監理部開発調整課 011(709)2311 （大代表）
東北地方整備局企画部企画課 022(225)2171 （代表）
関東地方整備局企画部広域計画課 048(601)3151 （代表）
北陸地方整備局企画部広域計画課 025(280)8880 （代表）
中部地方整備局企画部企画課 052(953)8119 （代表）
近畿地方整備局企画部企画課 06(6942)1141 （代表）
中国地方整備局企画部企画課 082(221)9231 （代表）
四国地方整備局企画部企画課 087(851)8061 （代表）
九州地方整備局企画部企画課 092(471)6331 （代表）
沖縄総合事務局開発建設部建設行政課 098(866)0031 （代表）

＜地方運輸局＞：公共交通機関等に係るもの［航空関係を除く］

北海道運輸局交通政策部バリアフリー推進課 011(290)2725
東北運輸局交通政策部バリアフリー推進課 022(791)7513
関東運輸局交通政策部バリアフリー推進課 045(211)7268
北陸信越運輸局交通政策部バリアフリー推進課

025(285)9152
中部運輸局交通政策部バリアフリー推進課 052(952)8047
近畿運輸局交通政策部バリアフリー推進課 06(6949)6431
神戸運輸監理部総務企画部 078(321)3145
中国運輸局交通政策部バリアフリー推進課 082(228)3499
四国運輸局交通政策部バリアフリー推進課 087(802)6727
九州運輸局交通政策部バリアフリー推進課 092(472)2333
沖縄総合事務局運輸部企画室 098(866)1812

国土交通省各地方支分部局等連絡先

＜国土交通省本省＞ 総合政策局バリアフリー政策課 03(5253)8304（直通）

＜表彰対象となりうる主な取組み事例＞
・施設整備にあたって障害当事者や有識者等の意見を積極的に取入れ、設計や工事に反映しているもの

・「バリアフリー整備ガイドライン」の項目以外に独創的・先駆的な取組みを行っているもの

・「バリアフリー基本構想」に基づき施設や車両等の連続的なバリアフリー化整備を行っているもの

・事業者と地方自治体や障害者団体等の連携による取組みを行っているもの

・バリアフリー化推進のための人材育成などの取組みを行っているもの

・障害者等の社会参加を積極的に支援するなどの取組みを行っているもの

・子育て、認知症、発達障害等に対する支援等の取組を行っているもの

など、バリアフリー化推進のために取り組んでいる個人や団体の中から決定します。

＜昨年度の受賞事例＞

【表彰の対象となりうる主な取組み事例と昨年度の受賞事例】

受 賞 者 名 受 賞 内 容

①一般社団法人 WheeLog

一般社団法人WheeLog では、「車いすでもあきらめない世界」をみんなでつく
ることを目指し、「ユーザー投稿型」の新しいバリアフリーマップのプラット
フォームを構築するとともに、車いすユーザーと健常者が一緒に街へ出かける
「街歩き体験」等のイベント活動を行っている。

②株式会社 パームロイヤル

パームロイヤルは、ＬＧＢＴの方も含め誰でも利用しやすいバリアフリートイレ
の設置や社内でのＬＧＢＴマナー研修や防災危機研修を実施するなど、ハード・
ソフト両面で多様な利用者に配慮した環境整備を推進するとともに、視覚障害者
や聴覚障害者等を対象とした夜間防災訓練を全国初で実施し、障害のある方にも
安心して滞在できる観光地の形成に寄与した。

※過去の受賞案件については、国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html）でご案内しています。

①「ユーザー投稿型」の新しいバリアフリー
マップのプラットフォーム

②全国初夜間営業中での消防訓練にのぞむ
参加者



 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年度の交通消費者行政をとりまとめた「交通消費者行政レポート」

を発行しました。 

レポートは、行政相談、バリアフリーへの貢献による四国運輸局長表彰、

消費者行政インタビューの各概要と、四国における交通バリアフリーの現

状、令和２年度における交通バリアフリー推進の取り組みを紹介する内容と

なっています。 

なお、本レポートは四国運輸局ホームページに掲載しています。 

 

URL : http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/soshiki/seisaku/report.htm 
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バリアフリー四国運輸局長表彰 

四国運輸局では、福祉・バリアフリーへの取組について、著しく顕著な功績のあった事業者等に対し

四国運輸局長表彰を行うこととしています。 

 

令和 2 年度は、令和３年２月１７日（水）に四国運輸局徳島運輸支局（応神町庁舎）において表彰式を

行い、以下の７事業者を表彰しました。 

《被表彰事業者》  
 ○徳島バス 株式会社 

○徳島市交通局 

 ○社会福祉法人徳島市社会福祉協議会 

○徳島県立障がい者交流プラザ 

視聴覚障がい者支援センター 

○社会福祉法人 青香福祉会 

○社会福祉法人藍住町社会福祉協議会 

○社会福祉法人 凌雲福祉会 

交通消費者行政レポート(令和２年度報告)を発行 

（写真は左上から視聴覚障がい支援センター小谷理事長、青香福祉会新居施設長、凌雲福祉会稲次理事長、 

藍住町社会福祉協議会石川事務局長、徳島運輸支局長、徳島バス金原社長、交通政策部長、 

徳島市角元交通局長、徳島運輸支局次長） 



 

 

 

 

 

 

 

 

マスタープランと基本構想の作成のために必要な情報やその他バリアフリーに関する情報を集約してい

ます。また、こころのバリアフリーとしてソフト的な取組みの紹介や、交通機関等のハード的な取組み

の進捗状況を掲載しています。 
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HP を更新中です！～『バリアフリー』を追加～ 

概 要 

New!! 

参考 

バリアフリーニュース 

→バックナンバーもご覧いただけます！ 

 

マスタープランと基本構想の作成関連 

〈市町村向け〉 

・作成状況 

・ガイドライン 

・全国の好事例 

〈住民の皆様向け〉 

・住民提案制度 

四国のバリアフリーマップ 

 

こころのバリアフリー（ソフト的な取組み） 

交通機関等のバリアフリー化（ハード的な取組み） 

 

そのほか… 

随時更新中です。 
ご意見等ございましたら、当課までご連絡ください。 

（市町村向け） 

（住民の皆様向け） 

知りたい・役立つ情報を一つの場所で確認できる！ 

より見やすく・読みやすく改善していきます！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒７６０－００１９ 

香川県高松市サンポート３番３３号 

高松サンポート合同庁舎南館４階 

電 話：０８７（８０２）６７２７ 

M A I L：skt-syougyouka3012@mlit.go.jp 

http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/ 

みなさんからのご意見・ご投稿をお待ちしています。バリアフリ

ーに関するものならなんでも結構です。 

四国運輸局バリアフリー推進課まで、電話またはメールでお寄せ

ください。 

このニュースは、バリアフリー関係の話題を中心に、四国４県自治体のバリアフリー関係担当部

署、交通事業者及び地域のＮＰＯの方にお送りしています。このニュースの配信につきまして、配

信先の追加、変更や停止をご希望される方は、お手数ですが本メールの返信機能でご連絡くださ

い。 

四国運輸局ホームページも是非ご覧ください 
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