
 

 

「かわさきパラムーブメント推進ビジョン（案）」に関する 

パブリックコメント結果と変更点について 
 

１ 概要 

本市では、東京 2020 大会を契機として、平成 28(2016)年より、「かわさきパラムーブメン

ト」に取り組み、誰もが暮らしやすいまちづくりのために様々な取組を推進してきました。 

「かわさきパラムーブメント第 2 期推進ビジョン」の取組期間は令和 3(2021)年度をもっ

て終了となりますが、東京 2020 大会により高まってきている共生社会の実現に向けた機運を

活かし、これまでの「かわさきパラムーブメント」による取組をより一層推進していく必要

があります。 

これを踏まえ、「かわさきパラムーブメント推進ビジョン（案）」として新たに見直し、広

く市民の皆様の御意見を募集しました。 

その結果、６通１４件の御意見をいただきましたので、御意見の内容とそれに対する市の考え

方、及び御意見を踏まえて作成した『かわさきパラムーブメント推進ビジョン』を併せて公表し

ます。 

 

２ 意見募集の概要 

・意見の募集期間  令和 4年 4月 1日（金）から令和 4年 5月 16日（月）まで 

・意見の提出方法  ＦＡＸ、郵送、持参 インターネット（フォームメール） 

・募集の周知方法  市政だより、市ホームページ、かわさき情報プラザ 

各区役所市政資料コーナー、支所・出張所、市民館・図書館 

市民文化局パラムーブメント推進担当 

 

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数）  通（件） 

内訳 インターネット・電子メール ６通（１４件） 

FAX ０通（ ０件） 

郵送 ０通（ ０件） 

持参 ０通（ ０件） 

 

 

 

 

 

資料１



 

 

４ パブリックコメント意見の内容と対応 

「かわさきパラムーブメント推進ビジョン（案）」の内容に対して、かわさきパラムーブメント

の取組等に関することや本ビジョン（案）の記載内容を中心に今後の施策・事業の推進にあたり

参考としていく御意見等が寄せられました。 

このたび、御意見等を踏まえて、「かわさきパラムーブメント推進ビジョン」を策定しました。 

 

【意見に対する対応区分】 

Ａ：御意見を踏まえ、当初案に反映したもの 

Ｂ：御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえ、取組を推進するもの 

Ｃ：今後の取組を進めていく上で参考とするもの 

Ｄ：案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するもの 

Ｅ：その他 

 

【意見の件数と対応区分】  

項  目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

（１）かわさきパラムーブメントの取組等に関

すること 
 ６ ５ １  １２ 

（２）「かわさきパラムーブメント推進ビジョ

ン（案）」の記載内容に関すること 
１   １  ２ 

合 計 １ ６ ５ ２  １４ 

 

 

 

 

 



 

 

（１）かわさきパラムーブメントの取組等に関すること 

No. 意見の要旨 本市の考え方 
区

分 

１ 知らないことで偏見や差別を生み出し

てしまうため、社会的マイノリティに

ついて知る機会をつくる必要がありま

す。そのためには、レクリエーション、

イベントなどの実施について、意見交

換やアイデア出しの段階から一緒にな

って考え、参加し、楽しく過ごせれば

よいと思います。さらには、病気やケ

ガ、老化などで自分自身が社会的マイ

ノリティになりうることを考え、想像

することで自分ごととする必要があり

ます。 
 

かわさきパラムーブメントの理念や概念イメー

ジで示しています通り、まずは社会的マイノリテ

ィのことを正しく理解することが必要であると

考えております。さらには、一人ひとりが自分ご

ととすることで大きなうねりとしてムーブメン

トを巻き起こすことができると考えております

ので、かわさきパラムーブメントの理念浸透に引

き続き取り組んでまいります。 

B 

２ 社会的マイノリティも社会を構成する

大切な人であり、共に暮らすために合

理的配慮が必要であると考えます。ど

う配慮していいかわからないときは、

当事者に話を聞くことが大事であり、

対話と話しやすい環境が大切であると

考えます。 

障害者差別解消法では、合理的配慮の提供が求め

られており、本市でも「合理的配慮の提供等に関

する基本方針」を令和４年１月に策定し、一事業

者としての川崎市の基本的な考え方等を定めま

した。さらに、社会的マイノリティを「知る」こ

とから対話を含めた体験等を通じて「理解」する

ことで主に心のバリア（障壁）の解消につながる

と考えておりますので、そうした機会を増やす取

組を進めてまいります。 

 

B 

３ 環境が整備されていなくても、マンパ

ワーで社会を変えることができると思

うのでまずは、声をかけることが大切

であると考えます。 

施設等の整備によりすべてを除去することがで

きない社会的バリア（障壁）については、「心の

バリアフリー」により除去していく必要があると

考えております。今後も、すべての人が心のバリ

アフリーを理解し、体現化することのできる社会

を目指し、レガシー形成に向けた取組を推進して

まいります。 

 

B 

４ 

 
 

 
 
 
 

 
 

かわさきパラムーブメントの目指すも

のは、市のすべての施策に関連するも

のであり、推進ビジョンに基づく取組

と他の施策で取り組んだ結果としてか

わさきパラムーブメントが推進される

という両方が考えられるので、個々の

取組を推進するにあたり、パラムーブ

メントの視点を取り入れるとよいと思

います。 

 

かわさきパラムーブメント推進ビジョンは、レガ

シー形成に直接資する全ての事業と整合を図り

ながら連携して進めていくとともに、レガシー形

成に直接関連しない事業についても、かわさきパ

ラムーブメントの視点を取り込み、それぞれの取

組を推進してまいります。 

B 



 

 

No. 意見の要旨 本市の考え方 
区

分 

５ かわさきパラムーブメントに関する取

組に関わっており、年齢や立場を超え

て多くの人が平等に参加し、楽しめる

環境づくりがいかに重要であるか、そ

れを実現していくのが大変であるか実

感しています。簡単にできることでは

無いと思いますが、多くの団体や市民

を巻き込んでいくことで、目的は達成

していけると信じております。「かわさ

きパラムーブメント推進ビジョン

（案）」については支持させていただき

ます。 

 

かわさきパラムーブメントでは、人々の意識や社

会環境のバリアを取り除き、障害者をはじめ、マ

イノリティとされている人たちやマジョリティ

も含め誰もが、社会参加できる環境を創出するこ

とを理念としています。理念浸透には、本市だけ

でなく多様な主体との協働・連携で取り組むこと

や市民自らが取り組むことが不可欠となります。

引き続き、かわさきパラムーブメントの理念浸透

に向けた取組を着実に推進してまいります。 

B 

６ 障害には多くの特性があり、見た目で

わからず困難を抱えた人もたくさんい

ます。その中で、世界的にも気遣いや

思いやりを持って、効率重視から意識

を転換することを求められております

が、このビジョンはハード面の整備に

加え、そうした意識転換についても触

れられており、期待の持てる内容であ

ると思います。 

かわさきパラムーブメントでは、「誰もが自分ら

しく暮らし、自己実現を目指せる地域づくり」を

目指し、「誰にもそれぞれ心身の特性や考え方が

あるという前提に立ち、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、生か

し合うという意識が醸成され、かつ一人ひとりの

具体的な行動が継続されている状態」を「心のバ

リアフリー」としてレガシーの一つに掲げていま

す。今後も、心のバリアフリーというレガシーの

形成を通じて、共生社会の実現に向けた取組を推

進してまいります。 

 

B 

７ かわさきパラムーブメントの方向性に

ついては支持しますが、ムーブメント

として巻き起こすには多くの時間を費

やすものであると考えます。 

かわさきパラムーブメントをより大きなうねり

として市内に巻き起こしていくためには、かわさ

きパラムーブメントの理念である「人々の意識や

社会環境のバリアを取り除き、誰もが社会参加で

きる環境を創出すること」を浸透させる必要があ

ります。理念浸透には、本市だけでなく多様な主

体との協働・連携で取り組むことや市民自らが取

り組むことが不可欠となります。 

また、理念や目指すものなどは普遍的なものであ

り数年程度の短期間で見直すものではないこと

から、本ビジョンについて今回新たに取組期間を

概ね 10 年程度と見直し、将来にわたって踏襲し

続けてまいります。 

これらを踏まえ、引き続き、定期的に現状把握を

しながら、理念浸透に向けた取組を着実に推進し

てまいります。 

 

C 

８ 

 

市民の意識が浸透するまで時間がかか

りますが、じっくりと取り組んでほし

いです。 

C 



 

 

No. 意見の要旨 本市の考え方 
区

分 

９ バリアは、心理的な壁、無関心から生

み出されるものです。関心をいだかせ

ることで認知してもらい、関心を喚起

し、理解や納得につなげ行動を起こす

という一連の流れを生み出すために

も、社会的影響力のある人を巻き込み、

パラムーブメントの概念が実践された

状況を数多く作っていくことが重要だ

と思います。 

すべての人が、自他の個性を尊重し、相互にコミ

ュニケーションをとり、自らのバリアを取り除く

実践的な行動をとっている状況を「心のバリアフ

リー」のレガシーの目指す姿として掲げておりま

す。レガシー形成に向けた取組は、これまでも推

進しておりますが、今後も一層推進していく必要

があると考えておりますのでより多くの方々に

知ってもらい参加してもらうために、様々な手法

を検討してまいります。 

 

C 

１０ 技術を競い合うトップスポーツによる

競技や文化芸術面でも世界を目指すア

ーティストの育成など、インクルーシ

ブであることが正解でない分野もある

ことから、限られた資源の中でそうし

た分野とのバランスも大事であると思

いますので、社会全体を俯瞰し、次世

代を見据えた政策の推進に期待してい

ます。 

 

社会的包摂と同時に技術などの専門性を極める

ことは、社会には必要であり、その上で、そこか

ら生じる分断や障壁を取り除くことが重要であ

ると考えております。今後もそうしたバランスを

大切にしながら、取組を進めてまいります。 

C 

１１ マイノリティの方の社会参加の現状把

握については、様々な機関や団体等が

支援を行っていますが、支援を受けて

いる方の中には、社会参加していると

言いきれない方やマイノリティである

ことを伏せて参加している方もいます

ので、そのあたりも考慮するとよいと

思います。 

当事者の声に寄り添い、しっかりと意見を聴取す

ることは、重要であり、本ビジョンの見直しの際

には、障害当事者向けにアンケートを実施すると

ともに、当事者団体等と意見交換を実施いたしま

した。引き続き、現状把握のためのアンケート調

査も幅広く工夫しながら定期的に実施するとと

もに、多様な形での意見交換等により課題の抽出

や取組の改善につなげてまいります。 

C 

１２ かわさきパラムーブメントを教育の中

で根差した施策はかならず必要になり

ますし、そこは一方的に学ぶ場という

よりは、学生が具体的に行動を起こせ

るように、必ずアクションとセットで

展開していくのが良いのではと思いま

す。 

かわさきパラムーブメントにおける「多様性を尊

重する社会をつくる子どもを育むまち」というレ

ガシーの形成に向けて、学校では、キャリア在り

方生き方教育において、様々な教育活動を展開し

ております。 

学んだことを生かして保護者や地域の人に発信

する機会を設けるなど、行動を起こしている学校

も増えてきており、好事例もありますので、具体

的なアクションにつながるよう、広く周知し取り

組んでまいります。 

D 

 



 

 

 

（２）「かわさきパラムーブメント推進ビジョン（案）」の記載内容に関すること 

No. 意見の要旨 本市の考え方 
区

分 

１３ 本編24ページに掲載されている概

念イメージに「障害のある人のな

い人もすべて対象」と記載されて

いますが、他の社会的マイノリテ

ィ（人種、LGBT など）はどうなる

のかわかりづらいです。 

共生社会の実現にむけては、障害者だけでなく年

齢、人種、LGBT など様々な社会的マイノリティに

加え、マジョリティも対象となることから、概念イ

メージ及び考え方の一部を修正しました。 

A 

１４ 全体的に、オリンピック・パラリ

ンピックを契機としていたので仕

方がないと思うが、社会的マイノ

リティの中でも、いわゆる障害者

(身体・知的・精神)への対応に偏

っているような印象を受けます。 

かわさきパラムーブメント推進ビジョンにおいて

は、本編２３ページに記載のとおり、「目指すもの」

の実現に向け、障害、年齢、人種、LGBT などの個

性をチャンスと捉え、新たな価値を創造していくこ

ととしています。こうしたことから、かわさきパラ

ムーブメントは、必ずしも障害者への対応に限定す

るものではなく、多様性（ダイバーシティ）と社会

的包摂（ソーシャル・インクルージョン）の象徴と

してのパラリンピックに重点を置いた取組により、

多様な主体と一緒にムーブメントを創り出してき

ました。引き続き、広く多様性が認められ、社会的

包摂の進んだ共生社会の実現に向けた取組を推進

してまいります。 

 

D 

 

  



 

 

 

５ 案からの変更 

 

 

変更の概要 変更内容【変更後】 【変更前】 

「障害のある人のない人もすべ

て対象」と記載されていますが、

他の社会的マイノリティ（人種、

LGBT など）はどうなるのかわか

りづらいという意見を踏まえ、

「障害のある人もない人」とい

う記載を「すべての人」に変更。 

（Ｐ23） 

・社会参加により、すべての人

がチームの一員として様々な価

値を創出するとともに、その価

値が真に支援が必要な人に還元

されていくこと 

 

（Ｐ23） 

・社会参加により、障害のある

人もない人もチームの一員とし

て様々な価値を創出するととも

に、その価値が真に支援が必要

な人に還元されていくこと 

 

（Ｐ24） 

【かわさきパラムーブメントの

概念イメージ(すべての人が対

象)】 

 

（Ｐ24） 

【かわさきパラムーブメントの

概念イメージ(障害のある人な

い人もすべて対象)】 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

※下線は変更箇所 



 

 

 

【参考】団体説明等において寄せられた意見 
  ※各種団体への内容説明の場での意見交換を踏まえ、パブリックコメント手続とあわせて、改めて「意

見」、「本市の考え方」を整理しました。 

 

主な意見（要旨） 市の考え方 

かわさきパラムーブメントの趣旨に賛同します。引き続

き、一緒に具体的な取組（パラスポーツや就労支援等）

について、連携していきながら進めていきたいです。 

かわさきパラムーブメントの推進については、

市民、事業者、関係団体等と協働・連携し、こ

れまで取り組んできましたが、今後もより一層

推進していく必要がありますので、本ビジョン

に基づき、さらに連携を強化しながら総合的か

つ計画的に推進してまいります。 

かわさきパラムーブメントの庁内推進体制について、市

役所全体でより多くの視点により進めていく必要があ

ると思います。 

庁内推進体制について、レガシーの形成に向け

て関連のある部署により、それぞれの施策や事

業の視点から意見交換を行い、推進しておりま

すが、今後も必要に応じて更に多くの視点から

推進していくために、柔軟に対応してまいりま

す。 

市民にとって聞きなれない言葉があるので、多くの市民

に浸透させるためには、わかりやすい言葉などの工夫が

必要です。 

市民向けの広報について、ビジョンの見直しに

伴い、絵や写真を使用しながらわかりやすい言

葉による広報物の作成を今後予定しておりま

す。そうした広報物やグッズなどを活用しなが

ら、かわさきパラムーブメントの浸透を推進し

てまいります。 

「パラムーブメント実践店」のステッカーの意味を、掲

出する店舗側ではなく、広く一般の市民やこどもに知っ

てもらう工夫が必要です。 

かわさきパラムーブメント実践店舗の広報につ

いて、市のホームページや SNS などを活用し、

店舗だけでなく市民向けに広報してまいりまし

たが、より一層店舗を利用する市民に向けた広

報が必要であると考えますので、庁内や関係団

体等と連携しながら推進してまいります。 

 
 
 

 
 
 
 


