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令和元年度 姫路市地域自立支援協議会専門部会 検討概要 

令和 2 年 2 月 17 日 全体会議資料 

今年度、自立支援協議会として、姫路市において課題となっているテーマを

しぼり、それぞれの分野で障害のある方の生活について各分野の部会で検討を

進めてきた。まず、「つながる部会」では、相談体制の見直しも含め、基幹相

談支援の在り方について検討いただいた。「まもる部会」では、触法障害者の

支援に加え、障害を理由とする差別解消の推進について姫路市職員対応ガイド

ラインの見直しや支給決定基準の説明会を行った。「くらし部会」では、新た

に設けられた「日中サービス支援型グループホーム」のあり方や障害のある方

の防災について検討している。「しごと部会」では、姫路市の就労支援の現状

と課題について各分野から意見をいただき整理を行った。「こども部会」で

は、教育機関等における医療的支援でどういう仕組みがいるのかを検討いただ

いた。以下、各部会の検討概要を報告する。 

 

相談支援プロジェクト【つながる部会】 

議 題 

内 容：基幹相談支援のあり方について 

・７月 23 日 第 1 回 基幹相談支援の現状と課題 

・８月 23 日 第 2 回 姫路市における障害分野の基幹相談体制について 

・11 月 21日 第 3 回 基幹相談支援センターの位置づけと役割について 

 

  所属機関 職 名 

1 ぱっそ・あ・ぱっそ 所長 

2 相談支援事業所 けいふう 相談支援専門員 

3 相談支援事業所 いなせや 相談支援専門員 

4 相談支援事業所 とろっこ 相談支援専門員 

5 相談支援事業所 なごみ 相談支援専門員 

6 姫路自立生活支援センター つばさ工房 管理者補佐 

7 
姫路市精神保健福祉連合会 ひめかれん 

ピアサポーター 

相談員 

8 知的障害のある方の家族   

9 姫路市社会福祉協議会 常務 

10 姫路市地域包括支援課   

11 こども家庭総合支援室   

12 姫路市障害福祉課  

資料１ 
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第1回 基幹相談支援の現状と課題 

１. 基幹相談支援の現状と課題 

相談支援専門員からみた現状 

 拠点相談の役割と計画相談の役割はそもそも別だと思うが、計画相談の業務に追

われてしまうのが現状。 

 拠点相談事業所にはすごく期待をしていて、いろんなアドバイスをもらえると思

っていたが、いざ相談をはじめてみると繋がり方がまずわからない。 

 拠点相談に何を相談したらいいのかわからない。基本相談に時間をかけられない

現状がある。 

 拠点相談事業所やりんくに相談しても障害福祉課に聞いてみるとなると直接、障

害福祉課に聞いたほうがいい。 

 姫路の相談支援体制の中でいろいろ見えにくかったり、疲弊している現状 

 

利用者からみた相談支援 

 普段の困りごとをどこまでいっていいのか何を相談したらいいのかわからない。

そういう意味で基本相談としてじっくり聞いてくれる人が必要である。 

 ぴあサポーターを受けていて、丁寧に関わってくださっている。利用者側から見

たら、近くに相談がある方がよい。 

 何かあった時、事業所に電話しても不在の時が多く多忙さが伝わってくるため些

細なことでは電話できないなとも思う。 

 

関係機関からみた相談支援 

 現状を考えると社協がやっている地域福祉活動は、障害を持たれている人との関

わりは限りなくゼロに近い。当事者の方、問題に間接的に関わっている方々は社

協に相談しようとはされていない。だからこそもっと深く関わっていかないとい

けない。 

 障害だけに限らず業界全体が人材不足に苦労している。 

 地域包括支援課としての役割は整理されていて、人材育成・権利擁護などを行っ

ている。連携の仕方は見えてきている。制度がややこしい所があるのでそれをど

う細かく砕いてわかりやすく話ができるのかが大事である。 

 こども家庭総合支援室としての役割は子供の虐待を防ぐために地域の調整機関。

相談機関としても保育所からの虐待、通告を受けたり親御さんからの直接の相談

にものっていてケースワーカーが必要な家庭には日々支援を行っている。 

 

基幹相談において必要なこと 

 基本相談は大事である。どこに相談したら大丈夫なのかを確立していかないとい

けない。 

 窓口は住んでいるところに近い場所につくる。たらい回しにされないようにする 

 基本相談がしっかりできる余裕のある相談員を確保していかなくてはならない。 
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 相談の役割の違いを分けていきたい。 

 じっくり話せる、話のしやすい環境作りが必要である。 

 行政（人事）が変わるごとに相談員の計画も変わらないといけない現状がある。

利用者ファーストである相談が必要。 

 地域ごとに一定の質が担保された相談窓口ができることが重要。 

 社協さんとの連携をもう少しきっちりしていきたい。 

 話を聞いて知識、経験、スキルが問われる部分がある。固定した職員の配置が必

要。 

 基幹相談に求められることはかなり多い。相談業務がたくさんあることは忘れて

はいけないことである。仕組みとして質の担保ができるように制度として求めら

れる。 

 高い専門性。相談のしやすさのハードルの低さが求められる。 

 

基幹相談支援の現状と課題の整理 

 相談支援事業者や利用者に、基幹相談や拠点相談といった相談の仕組みが伝

わっていないため、十分な活用に至っていない。 

 相談の役割を明確にし、利用者（市民）に分かりやすい相談体制が必要。 

 身近にじっくり基本相談（総合相談）を行えるところがない。 

 出来るだけ身近な地域で総合的に基本相談ができる体制が必要。 

 基幹相談や基本相談（総合相談）を行うためのスキルやネットワークが確立し

ていない。 

 一定の経験やスキルを持って基本相談（総合相談）を行う固定した相談員

が必要。 

 基幹相談においては他の専門機関と連携が行える仕組みが必要 

 

 

第２回 姫路市における障害分野の基幹相談体制について 

１. 姫路市における基幹相談体制 

 前回から、基幹相談支援の課題を整理すると、①相談支援事業所や利用者に基幹

相談や拠点相談の仕組みが伝わっていないため、十分な活用に至っていない。②

身近に基本相談（総合相談）ができるところがない。③基幹相談や基本相談（総合

相談）を行うためのスキルやネットワークが確立していないなどの課題があげら

れる。 

 姫路市における基幹相談体制に関するイメージとして、底辺には基本相談を基盤

とした「計画相談支援」が第 1 層。次に、今回の課題でもある総合相談、今までは



4 

 

「りんく」でしてきたものを担当エリアにおける総合相談という形で委託もしく

は拠点相談が 2 階層にある。そして、相談支援全体の体制整備や社会資源の開発

もしくはこの自立支援協議会の事務局なども含めた相談支援の全体の事を行う

「基幹相談支援」の 3階層にしていくイメージである。 

 委託相談（拠点相談）については現在５か所。できるなら８か所くらい整備してい

きたい。それに加えて、地域移行、地域定着などの地域相談、行動障害や医療ケア

などの専門相談を行う体制が必要。 

２. 総合相談のエリア分けについて 

 地域包括のエリア割をベースとして５エリアまたは８エリアの素案を作成。 

 気軽に相談できる環境をどう整えていくかが一番大事。エリアについては８エリ

アくらいを案として検討したい。基本的には身近に相談できる場所を強化してい

きたい。 

 地域に展開する窓口には専門分割する必要はないと思うし、どんな相談でも受け

られる窓口がそこに存在する方が重要である。事業所の場所ありきではなく、市

として窓口の構成の意思があった方が良いと思う。保健所の４か所がきっかけに

なってくるのではないか。 

 地域包括があるので、そこに障害者の相談員がいたらいいのにと思う。 

 エリア化はいいと思うが本当に整備できるのか。今の相談支援の状態を整理して

いかないと進んでいかないと思う。姫路は交通の便が悪い事を考えると北部のエ

リア割は難しいように思う。 

 日替わりの職員ではなく同じ職員に相談できる体制をつくってもらいたい。 

 エリア別にするにあたって人材を育成してもらわないといけない。総合的・継続

的に見ることのできる人材が必要になると思う。 

 数が多くなって質を担保するのは難しいのでバランスを考えないといけない。市

として、場所を大切にするか事業所を大切にするかを考えていただきたい。 

３. 「りんく」（基幹相談支援）の位置付けについて 

 現状を考えると触法障害者や他市から入ってくる困難事例ケースの受付は新たに

基幹相談支援センターとしてこの総合福祉会館に設置する。 

 安心して相談できる「りんく」のような専門性の高い場所は残してほしい。 

 市の職員の業務として支給決定するのが主であるが、受給者証を発行するところ

から少し離れてフラットな相談対応をする職員を基幹に配置してはどうか。 

 権利擁護の部分からも市が責任を持っていかないといけない。相談機能のバック

アップの職務を重ねて持ってもらえればと思う。 

 障害福祉課に配置されている専門職員が本当に専門職なのかどうかは疑問。異動

が多いから現場（利用者）の顔をどれだけ知っているか。 

 先程の意見の中で「りんく」をすごく頼りにしているということから、今まで確立

されてきたものとして、今も何かあれば「りんく」の名前が出るので、そこは大事

にしていかないといけない。 

 姫路市の介護保険課の歴史をたどると、相談部門を総括するために地域包括支援

課ができ、措置をする課と介護保険の運営をする課３つに分かれた。障害も３つ
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の役割が必要になってくるのだろうと思う。 

 本日頂いた意見を基に自立支援協議会、拠点連絡会議、障害福祉課で検討を深め

ていきたい。 

 

姫路市における障害分野の基幹相談体制についての整理 

 姫路市における基幹相談体制として、基本相談を基盤とした「計画相談支援」

の第 1 層。次に、担当エリアにおける総合相談という形で委託もしくは拠点

相談を配置する 2 階層。そして、相談支援全体の体制整備や社会資源の開発

もしくはこの自立支援協議会の事務局なども含めた相談支援の全体の事を行

う「基幹相談支援」の 3 階層にしていくイメージである。 

 委託相談（拠点相談）については現在５か所。できるなら８か所くらい整

備していきたい。それに加えて、地域移行、地域定着などの地域相談、行

動障害や医療ケアなどの専門相談を行う体制が必要。 

 日替わりの職員ではなく同じ職員に相談できる体制をつくってもらいたい。

エリア別にするにあたって人材を育成し、総合的・継続的に見ることのできる

人材が必要になる。 

 今までの「りんく」の確立したものを活かし、権利擁護をはじめ、触法障害者

や他市から入ってくる困難事例ケースなど、新たに基幹相談支援センターと

して総合福祉会館内に設置する。 
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第３回 基幹相談支援センターの位置づけと役割について 

１. 基幹相談支援センターの位置づけと役割 

 前回までの意見のとりまとめとこれからの見通し 
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＜上記の見通しを踏まえた意見交換＞ 

 基幹相談支援に何が求められているのか。行政だけで考えるのではなく、みなさ

んのご意見を入れながら進めていきたいと思う。 

１．高齢・児童分野での取り組みから 

 介護保険行政からみて、２年前に地域包括支援課が基幹包括として看板をあげた。     

姫路市は面積が広いこともあるのでエリア別５か所。準基幹包括は４つのエリア

に分かれている。基幹包括として直営なので委託でできない部分を補っている。 

 基幹型と準基幹の関係性。準基幹と地域の関係性が難しい。そこに３層構造にす
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るメリットとデメリットが出てくる。職員の入れ替わりがあるためいろんな場面

で支障がでてくる。思想や理念を継続することが難しくなっている。 

 こども家庭総合支援室では、初期対応チームとケースワーカーのチームに大きく

分かれている。子育ての相談がどこに入ってもまずは受け入れるようにしており、

基幹相談というのはそういう所だと認識している。 

２．相談支援から基幹相談に求められること 

 基幹相談には、相談支援専門員のモニタリングをしてほしいし、アドバイスもし

てほしい。利用者の方にもいろんな人が自分の後ろにはいてくれていることで安

心が生まれるし相談支援専門員も安心できる。そんなしくみができれば動きやす

くなる。 

 バックアップ、人材育成、しくみ作りこれはすべて今まで基幹相談がしているこ

とである。地域を５エリアに分ける話があるが、それは今の拠点相談がそのまま

５拠点になるわけで、拠点相談が今できてないことをこれからはできるのか。 

 今までの話を聞いていて３層構造が上下関係になってしまっているのがそもそも     

少し違う。立ち位置としては第２層も第３層も同じ位置だと思う。 

３．利用者から基幹相談に求められるもの 

 利用者としては、相談者がわかりやいすように、それぞれの役割をはっきりして

もらいたい。相談する場所がわからないので、もっと情報収集の場を広げてほし

い。 

 相談事業所に相談するのが一番安心できると思う。しかし、担当者が変わること

が不安。引継ぎがあるだろうけど、しっかり伝わっているのかどうか。 

 階層分けをしてもいいずれも相談支援はかわりない。制度が利用者本意である事、

個人の尊厳をバックアップするのが相談支援事業所の役割。どこの階層に相談さ

れてもしっかり情報の共有ができるしくみ作りをしていかなければならない。 

 利用者の方の立場になると自分の相談は一体誰が解決してくれるのかの一点であ

る。わかりやすい役割分担。情報共有の大切さ。利用者の方わかるしくみ作りが重

要である。 

 

基幹相談支援センターの位置づけと役割についての整理 

● 基幹相談の役割として、相談支援の体制づくりと総合・専門相談として、利用者

を支援していく役割があり、行政による仕組みづくりと相談支援専門員による専

門的なケースワークができる体制が求められる。よって、官民一体となった体制

が望まれる。 

● 基幹相談の役割が障害のある方々にとって、分かりやすく意味のあるものとな

っていくことが重要であり、権利擁護や障害者の声を届ける役割が求められる。 
● 人事異動や組織の変更にかかわらず、障害のある方々の生活を支える思想や理

念を継続できる仕組み作りが必要である。 
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権利擁護プロジェクト【まもる部会】 

 議 題 

8 月 1 日 第 1 回 「触法障害者支援ネットワーク会議」 

 触法障害者の支援ネットワークの強化について  

 

  所属機関 職 名 

1 姫路市社会福祉協議会 総合相談支援課 係長 

2 ぱっそ・あ・ぱっそ 所長 

3 相談支援事業所 けいふう 相談支援専門員 

4 城陽法律事務所 弁護士 

5 石原・小川法律事務所 弁護士 

6 弁護士法人ひょうごパブリック法律事務所 弁護士 

7 水田法律事務所 弁護士 

8 吉川法律事務所 弁護士 

9 しらさぎ法律事務所 弁護士 

10 神戸地方検察庁 姫路支部 統括捜査官 

11 神戸保護観察所 姫路駐在官事務所   

12 兵庫県地域生活定着支援センター ウィズ 
所長 

相談員 

13 姫路市保護司会 事務局長 

14 更生保護法人播磨保正会 社会福祉士 

15 姫路市障害福祉課   

 

1. 今までの本会議における検討経過と仕組み 

 姫路市における支援の仕組みについて 

（1）触法障害者支援ネットワーク会議 

 当プロジェクト会議を年 1 回開催する 

 情報交換と支援の仕組みの確認と検討 

（2）ケアマネジメント会議の活用 

 自立支援協議会のケアマネジメント会議において、触法障害者のケ

ース検討会を行う（月１回定例、緊急時は会長招集） 

（3）基幹相談支援センターの権利擁護業務 

 基幹相談支援センター（りんく＋拠点相談支援事業所）において権

利擁護の業務として、拘留中や裁判中の相談、サービス計画の立案

を支援。 

 

2.現在の触法障害者の支援の状況（各委員からの報告） 

 相談支援の現状から 

 りんくで取り扱ったのは年度ではなくこの１年間で集計した件数は全部で 
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８件。うち、情報提供シートを扱った件数は入口支援２件。出口支援が６

件。 

 相談支援の方にも触法の相談が直接入るときもあるので件数はもう少し多

い。 

 ここ数年は警察であったり保護司とのやりとりは増えてはきている。 

 相談の中では仕組みはできてきたが、福祉サービス事業所の受け入れが十分

にできていないことが姫路の課題。 

 くらしとしごとの相談窓口の現状から 

 今年度からは窓口が、社会福祉協議会で１本化になり、働きたいけど仕事がみ

つからない、生活費のやりくりがうまくいかない等の相談を担当支援員がつい

て生活がうまくまわるように支援をしている。 

 弁護士活動の現状から 

 昨年度、入口支援のチェックシートを作成したが、弁護士への周知は十分で

はない。 

 弁護士活動として、逮捕・拘留されてから 10日間しかなく、また、初日から弁

護士がつけるわけではないので、特に起訴されずに釈放されるケースでは、申し

込みをせずに個別で対応して埋もれているのではと思う。 

 また、釈放されるのは金曜日が多い。その後、連絡がなかったり弁護士事務所に

来てくれないこともある。 

 検察庁での取り組みの現状から 

 全国の検察庁では５年前から再犯防止の取り組みが始まっていて、３年前から本

格的な始動になってきた。取り扱い件数として神戸地検で平成２９年度が７３

件。３０年度は１０５件。今年度もかなりのペースで増えている。 

 検察庁がどういう支援をしているかというと、１つ目は保護観察所との連携。軽

度の障害者や生活困窮者を対象として就労支援等。２つ目として検察庁と連携し

ている福祉専門職の方との面談と経て、助言をもらって支援につなげている。検

察庁が関われる範囲も限られている。 

 福祉支援を必要とされている方の場合、拘留満期の前に弁護士が検察官にお話し

してもらえると市役所などが開いている時間帯に釈放できるよう調整は可能であ

ると思う。 

 定着支援センターの現状から 

 定着支援センターのメインは更生自立であり、出口支援の件数は６４件。１２

月より弁護士会と連携をとりながら入口支援を行い 4 か月で１５件。 

 課題として、出所してからの住まいに苦労する。特に若い女性の受け入れ先が見

つけにくい。行政によって温度差があり、情報の共有が個人情報のこともありな

かなかできない。 

 保護観察所の現状から 

 保護観察所の対象者は刑務所と少年院に入っている方、保護観察になって刑務所

からでてきた人である。大人も少年もいる。更生緊急保護といって刑務所を釈放

になった方、検察庁から起訴猶予になった方に監察官が行う。通常、帰住先で引
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受人がいる対象者が保護観察になった場合は保護司と連携して対応している。 

 触法に関する少年の場合は、発達障害・知的障害・ひきこもり関係の対応が非常

に難しい。特に未成年の場合、親御さんから障害を診てもらえるところはない

か。という相談がある。本人や家族に障害の理解がないと必然的に見守るバック

アップ体制がない。 

 更生保護施設の現状から 

 犯罪を犯した高齢者や障害者など、すぐに自立更生ができない人が落ち着いた生

活が送れるように概ね３ヵ月間保護して，その円滑な社会復帰を助け，再犯を防

止するという施設。 

 このような会議や相談できるところが増えれば社会にも早く馴染めて仕事も定着

しやすくなるのではないか。 

 保護司活動の現状から 

 姫路市内の保護司は２０６名いる。保護司の仕事は主に２つあってまず最初に刑

務所・少年院から将来、出所した際、どこに帰住するか。希望する箇所を聞き取

る。二つ目に保護観察。主に月に２回家庭訪問をして直接、保護司が本人を面談

して順守事項が守られているか確認に行く。保護司も障害について理解できてい

るかと聞かれたらなかなか難しいと思う。 

 障害福祉行政の現状から 

 触法障害者の支援については、相談支援や医療機関と連携し、担当者を配置

し支援を行っている。福祉サービス支援の範囲が決められており、その人に障

害福祉サービスが必要なのか、他のサービスが必要なのか、見極めを慎重にして

いる。 

 

3.今後、触法障害者に必要な支援について 

 福祉サービスとつなぐときに契約制度になったので、本人の意思が大変重要になって

いる。触法障害者の支援においては、障害の理解や受容が十分でない方が多く、そこ

を丁寧に説明し、意思決定支援を行っていくことが必要である。 

 貧困が背景にあってお金にまつわるケース。福祉サービスをつなぐ前に負債の処理を

して終わってしまう事がある。両面の課題を同時に進めていくことが重要である。 

 入口支援では、釈放・起訴に限らず、急ぐ対応が求められる。その時その時に動ける

ものが動かなければならない。緊急対応と生活再建の二段構えで調整しないといけな

い。 

 総合福祉館内には２階に相談窓口が集中しているが、まだ十分なしくみはできていな

い。貧困の話でくらしとしごとの相談窓口にも入ってもらい、その中で障害を持って

おられる場合に 2階のフロアで連携できればと考える。姫路においては総合窓口が一

本化されつつあるし支援のしくみもできつつあるのでぜひ活用していただきたい。 
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議 題 

テーマ：障害者差別解消法への対応について 

10 月 11 日 第２回「姫路市職員対応ガイドラインの見直し（事例収集等）」 

 

  所属機関 

1 姫路市身体障害者福祉協会 

2 姫路地区手をつなぐ育成会 

3 姫路市精神保健福祉連合会（ひめかれん） 

4 はりま福祉ネットワーク 

5 マザーリーフ 

6 姫路市難病団体連絡協議会 

7 相談支援事業所あいこう 

8 相談支援事業所 ぱっそ・あ・ぱっそ 

9 姫路市障害福祉課 

 

＜出された意見のまとめ＞ 

 館内設備について 

 トイレにおいておむつ交換のためのベッドの設置は必要。 

 文化施設等の展示について場面ごとの説明が必要。 

 視覚障害について 

 白杖を持っている人はみんな全盲の方とは限らない。 

 SOS シグナルはあまり周知されていない。白杖を 50㎝程度掲げて SOS のシグナル

を示している。 

 視覚に障害のある人を見かけたら進んで声をかけてもらって困っていることなど

を聞きサポートしてもらいたい。 

 聴覚障害について 

 聴覚障害者に対するコミュニケーション手段の配慮についての手話マークも周知

されていない。 

 姫路市の催しにおいては手話・筆談付きにしてもらいたい 

 肢体不自由について 

 子ども扱いされたり介助者に話をされてしまうことが多い。 

 役所に行くといつも困ることとして、窓口にいった際、車いすが大きいため通路
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を塞いでしまう。またすれ違う際に困る。気を遣わずに用事を済ませられるとこ

ろがほしいと思う。場所の確保をお願いしたい。 

 重症心身障害者について 

 重症心身障害者の保護者・介護者の負担が大きい。特に医療的ケアへの配慮が必

要。 

 知的障害・発達障害について 

 障害の方への相談として絵を用いて理解してもらうのが 1 番良い。専用のパンフ

レットを作成してもらえたらわかりやすくて良い。 

 精神障害について 

 対応時の必要な配慮としてゆっくり・丁寧に・繰り返し説明してもらいたい。    

不安を感じさせないよう穏やかに対応してもらいたい。 

 難病を原因とする障害について 

 外見からはわかりにくい疾患で症状の変化が毎日ある。日によって変化が大きい。

姫路市としても社会にむけて理解してもらえるよう周知していただきたい。 

 その他、全般的に 

 姫路市としても全体で取り組んでいただきたい。 

 土日祝・休日に障害者対応の窓口の設置を考えてほしい。 

 案内表示板をもう少し大きくして、ふりがなもつけてほしい。 

 

 

 

まとめ 

◎ 姫路市職員の「障害の理解」や「情報共有・連携」といったソフト面

の配慮が求められている。 

◎ そのためには、障害の特性と理解について姫路市職員全体に伝える機

会を持っていくことが重要である。 

◎ 障害者への配慮は、多様であり、個別化が必要なため、姫路市職員と

障害のある方たちの意思疎通ができるような仕組みが必要である。 
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議 題 

テーマ：障害福祉サービスの支給決定についての説明会 

1 月 15 日 第３回「障害福祉サービスの支給決定についての説明会」 

 

  所属機関 

1 姫路市身体障害者福祉協会 

2 姫路地区手をつなぐ育成会 

3 姫路市精神保健福祉連合会（ひめかれん） 

4 はりま福祉ネットワーク 

5 マザーリーフ 

6 姫路市難病団体連絡協議会 

7 相談支援事業所 

 合計 36名の参加 
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 「障害者総合支援法」においては、地域社会における共生、社会的障壁の除去に資

するよう、総合的かつ計画的に支援が行われることを理念として、姫路市においても、

障害のある方の地域生活についての仕組みづくりの検討が急がれている。しかしなが

ら、その仕組みについて利用者への説明は十分とは言えず、今回は、障害福祉サービ

ス利用者の方を中心にお迎えし、姫路市におけるサービス支給決定の考え方について

説明会を開催した。 

＜出された意見のまとめ＞ 

Q: 自立支援給付にかかる勘案事項② 介護を行う者の状況について、家族による介護を

どのような考えで勘案していくのかを伺いたい。 

A: 一律に家族がいることで、勘案は行っていない。家族の意向や状況を伺ったうえで、

家族が担っている部分を勘案している。 

Q: 自立支援給付にかかる勘案事項 ⑨ 障害福祉サービスの提供体制の整備状況につい

て勘案していく根拠について伺いたい。 

A: 障害福祉計画策定時における調査を基に提供体制の整備状況を把握し、勘案する根拠

としている。 

Q: 重度訪問介護や行動援護における「見守り」については、どのように係数化され、時

間数を計算されているかを伺いたい。 

A: 具体的に見守りという項目は、基準にはないが、B係数といわれる頻度や状況に反映

して計算している。 

Q: 支給決定範囲内で 「 サービス等利用計画案 」 の内容を勘案とあるが、「 サービ

ス等利用計画案 」が勘案されるタイミングと勘案される方法について伺いたい。 

A: 支給決定の過程においては、支援区分の調査とサービス等利用計画案のアセスメント

を基に勘案し、支給決定に反映している。よって、相談支援専門員の情報があいまい

な場合は、支給決定に反映できないので、利用者の状況を詳細に明記してほしい。 

Q: 国では支給決定量の上限は特に言ってないようだが、基準の根拠は何か。 

A: 姫路の場合は、国の定める負担基準額をそのまま上限にするのではなく、支給決定基

準の積算方式によって必要な時間を定めている。 

Q: 上限内で個別に支給量を超えると利用者負担が生じる。上限の範囲内であるなら利用  

 者負担なしに柔軟に対応できる方法はないのか。 

A: まず、ご要望をお聞きし、それを踏まえた計画案の内容を勘案し、支給決定基準に基

づき支給量を設定していく。どうしても超えてしまう場合は、基本的には支給量変更

での対応になる。超えるようなことが想定できるのであれば、すぐに相談支援専門員

に支給量の変更の対応をしていただく。原則として支給量の変更は申請してもらった

月の翌月からの対応になる。 

Q: あまり前もって相談できないのが現実。調整日の考え方であとから返す、償還する

制度を利用すると利用者負担をなくすことはできないのか。 

A: そういう事も含めて、前もって相談させてもらうという事である。但し、介護者の

疾病等、緊急に変更する必要がある場合は当月から支給量を変更することはできる。

償還する制度としては高額障害福祉サービス費の制度として、世帯当たりの上限に応

じて、年間通じて年度末に払いすぎている分を還付する制度である。 
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Q: 計画相談を市に持っていくともっと下げるよう言われることがある。なぜこんなこと 

 が起こるのか。 

A: 下げるような話ではなく、計画案の中に必要な内容が入ってない事が多いため、変化

がある時は、きちんと変更内容を記載するように話をしている。ニーズや必要性が曖昧

なままでは支給決定基準に基づく支給量の算定ができない。 

Q: 同行援護の上限６４．５時間の話で上限を越えても認められる場合がある。     

７０時間とか７５時間とか。社会生活上不可欠なものとの関係で枠をはみ出てもよいの

かどうか。 

A: 昨年度、同行援護については姫路市の障害福祉行政に必要と見られる時間については、

上限を越えて認められる場合はあった。支給決定以上の決定をする場合、明確な理由が

もちろん必要であるし、姫路市の場合、特例案件については必ず審査会にかけている。

そのため、通常の支給決定より時間がかかる。 

Q: ある利用者の方の話で、お風呂を週に３回入れたらいいのだから、毎日お風呂に入る

必要ないだろと言われた。それは、どういうことか。 

A: 上限値がないのが本当は望ましいのは理解している。一方で限られた資源の中、利用

者のみなさんに公平に使ってもらえるために、また、命を守ることが一番大事な事であ

り、食事や排せつにあたる部分を優先している。よって、命を守る項目を優先して今の

支給決定基準上は、入浴の項目を週３が最大値として時間数を想定している。入浴に関

しては、関係法令の中で「適切に入浴させなければならない」という趣旨の記載はある

が、頻度を具体的に記載したものは特養に関する規定で「週２回以上」と記載があるの

みで、その他には見受けられない。これは、社会資源や地域の実情による影響を受ける

ものと言える。社会情勢の変化により、支給決定基準を時代に合わせて変更する必要性

は認識しており、今後の障害福祉計画にあたっての意見をこれからも出していただきた

い。 

 

まとめ 

・ 現在、姫路市おける支給決定基準は、個別の意向や状況を積算する方法が取り入

れられており、それに加えて、社会資源の状況を勘案し、支給量が決められている

ことが分かった。 

・ 今後、より、公平で的確な支給決定を行っていくためには、障害のある方の意向

や生活状況、サービスを提供する社会資源の状況を把握し、支給決定基準に盛り込

んでいくことが重要であり、定期的に支給決定基準を見直し、社会情勢に応じた変

更が求められる。 
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地域生活・移行プロジェクト【くらし部会】 

・12 月 11日 第 1回 「日中サービス支援型グループホームについて」 

 

  所属機関 職 名 

1 姫路市立広畑障害者デイ・サービスセンター 管理者 

2 ゆめさきの家 主任支援員 

3 みんなの家 理事長 

4 香翠寮 相談支援専門員 

5 相談支援事業所 ふらっと 相談支援専門員 

6 相談支援事業所 あい 相談支援専門員 

7 NPO 法人 しんしょうこん 理事長 

8 恵風会 認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ｹｱﾎｰﾑみどり 統括管理者 

9 姫路地区手をつなぐ育成会 理事 

10 関西福祉大学 社会福学部 准教授 

11 姫路市障害福祉課   

 

第 1 回くらし部会では、姫路市における『日中サービス支援型グループホームに期

待すること』をテーマに部会を開催したい。日中サービス支援型グループホームは、

平成 30 年 4 月に創設された新たなサービスであり、このサービスは協議会等（地方公

共団体が設置するもの）で定期的に評価を受けたり、助言等を求めることが必要とさ

れている。よって、それぞれのお立場から、障害のある方のくらしについての課題や

この新しいサービスについての意見交換を行った。 

 

＜会議に出された意見のまとめ＞ 

〇 「日中サービス支援型グループホーム」概要説明 

〇 制度についての質疑応答 

 日中サービス支援型グループホームにおける障害者の重度の範囲はどの程度か。 

 重度化については身体、知的の重度化を同時に対応できるのかというところはな

かなか現実的には難しいとは思うがどちらかを対応してもらうことは大切なの

かなと思う。 

 日中サービス支援型は入所施設と同じで日曜日から土曜日、祝日も含めてになるの

か。 

 基本的には、24 時間 365 日のサービスである。グループホームは家なので土日

にいれないのはおかしいと思っている。 

 高齢の分野では、認知症のグループホームは日中サービス支援型と同じであ

るので、状況を教えてほしい。 

 ９人の２ユニットで１８人。日中は基本常勤２名で９人。夜間は常勤１名で９

名の対応を行っている。地域密着型として運営推進会議は２ヶ月に１回。地域

の方にも参加してもらっている。また、地域との繋がりとして避難訓練を地域
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の方と一緒に行ったり、夏祭りの参加であったり、昼間には地域のボランティ

アの方にも来てもらっている。 

〇 開設予定の日中サービス支援型グループホームの説明 

〇 開設予定事業についての質疑応答・意見交換 

 通所施設と同一敷地内にあることについての是非。 

 私達は重度の方をたくさん受け入れることを考えている。今ある施設と一体的

に考え、支援をさせてもらう方が利用者の方にとっても有効的ではないかと思

っている。 

 市としても重度・高齢の方が対象で地域に開かれたサービスや交流を確保する

などで今までのグループホームとは少し異なると考えている。 

 どれくらいの方が日中残られるのかの見込みはあるか。 

 半分くらいの方は残られると思う。日中は機能訓練をしていこうかとイメージ

している。 

 ６５歳以上の場合は受け入れが不可能というのはないか。 

 終身・看取りまでとは考えている。また、利用者の方が顔見知りの中で生活を

していただきたいと思っている。 

 看護師が常時勤務しているか。 

 今のところ考えていないが、病院が前にあるので極力連携がとれる体制をとっ

ていきたい。 

 身寄りがいない場合でも入所は可能かどうか。看取りまでとなると成年後見

が必要ではないか。 

 成年後見人をつけている方はいない。つけないといけないだろうけど話は前に

進まない。意思表示ができない方や作業ができない方もいるが外との繋がりは

大切なのでそこは大事にしていきたい。 

 家族がいない方はどうするのか。 

 基本的には３６５日２４時間暮らせる体制はとりたいと思っている。実際問

題、お話が出たように家族との時間は非常に大事だと思う。家庭に帰られるの

を本人が希望される方は帰られたらいいと思うしその辺は臨機応変にできれば

と思う。 

 食事の時間帯であるとかお風呂の時間帯であるとか自宅でしているようなこ

とが施設でも可能かどうか。 

 基本可能だとは思う。全員すべてが自由というのは正直難しい。応えられる状

態であるなら応えていきたいとしか今は言えない。 

 食事はどうされるか。 

 利用者の方と一緒に作ってというのは今のグループホームだと思うが、栄養管

理がしっかりできているものを外から持ってきてもらって一部は調理して提供

するとかは可能ではないかなと思う。 

 お話を聞かせてもらって気になったところが社会生活上の支援のところであ

る。 

 特に周りが田んぼなので機能訓練として歩行であったり、清掃活動であったり



19 

 

を地域の中に入って行っている。私達の施設に一般の方が何もなく入ってこら

れることがまずないので、子どもたちを芋堀りに招待して中に入ってもらった

りすることで、障害を持っておられる人を自分の目で見て理解する。時間が経

って子どもたちが大きくなってまた地域の中に理解者が増えていく。地域の方

に施設の中に入ってきてもらう機会を増やすことをこれからも続けていきた

い。できれば、移動支援、行動援護を活用できないかと考えている。 

 

 まとめ 

 この度、姫路市において日中サービス支援型グループホームを開設されよう

としていることにまず敬意を表したいと思う。期待することとして、重度の

身寄りのない方への支援や行動障害のある方への生活のトレーニングの場と

して、機能できることがうかがえた。 

 課題としては、成年後見人の事や医療体制の事、土日の余暇の事である。 

 個人の意見として施設との差別化をどう考えていくかがテーマであると思

う。地域交流にしても個人の日課にしても施設とグループホームの違いをも

う一度お考えいただく中で今までの暮らしを維持できるグループホームとい

うことを期待する。 

 

 

・1 月 10 日 第２回 「障害のある方の防災について」 

～地域生活のなかでの防災対策を考える～ 

  所属機関 職 名 

1 姫路市立広畑障害者デイ・サービスセンター 管理者 

2 香翠寮 相談支援専門員 

3 相談支援事業所 歩 相談支援専門員 

4 ライフプラス阿吽 相談支援専門員 

5 姫路地区手をつなぐ育成会 理事 

6 はりま福祉ネットワーク 代表 

7 姫路市身体障害者福祉協会 会長 

8 障害者支援事業所 くるみ 管理者 

9 いちかわ園 ゆめさき分園 サービス管理責任者 

10 若葉福祉作業所 管理者 

11 姫路市社会福祉協議会 介護サービス課   

12 ヘルパーステーション言の葉   

13 姫路市精神保健福祉連合会 ひめかれん 理事長 

14 保健福祉政策課   

15 危機管理室   

16 障害福祉課   
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第２回くらし部会では、姫路市における『地域生活のなかで防災対策を考える』をテ

ーマに、11 月に開催した事業者部会での多数ご意見や問題提起を受け、災害弱者と言

われる障害のある方々等の地域生活における発災時の対応について、具体的な事例を

通して、意見交換し、取り組みにつなげていきたい。 

 

＜会議に出された意見のまとめ＞ 

○ 要援護者登録について 

 要援護者登録をすればどのような支援が受けられるか。 

 要援護者登録とは、地域の自治会に申請すれば見守り活動とか災害が起きたと

きにどういったことを手助けしてほしいかなどを記入・登録することによって

避難支援の手助けを行うことになっている。 

 民生委員の方が支援してくれるのか。市役所の方なのか。 

 手助けしてくれるのは地域の方である。 

 先日、研修があり、キットを持ち帰り要援護者登録は知っているかを利用者

の方に話をした。自治会の回覧などで要援護者登録については見たり、聞い

たりしたことはあるが、誰が支援にきてくれるのかがわからないので登録が

しにくいとのことであった。 

 外にシールを張ると分かりやすいが、シールを張ることに抵抗を感じる利用

者の方もいる。 

 民生委員の方が災害時、助けにきてくれるということだが、年齢が高い方が

支援に来られるのではないかと心配されている方もいる。 

 要援護者の人数は直近の数字かどうか。 

 要援護者登録されている人数が１万人程度。それに対して避難高度要援護者名

簿を市で持っていて福祉情報や介護情報を合わせて作成したものがある。その

対象者が２万５０００人程。 

○ 福祉避難所について 

 施設では、非常災害対策計画の作成はほぼできているが今後、詰めた話では

地域との連携を十分にやっていきたいのが今の目標である。 

 毎月２回事業所の近くの特定避難場所になっている公園まで歩くようにして

いる。まずは体で覚えてもらうために行っている。 

 少しお聞きしたい。福祉避難所について１施設の想定人数はどれくらいか教

えてほしい。 

 施設の大きさによって人数も変わってくるので１施設何人というのはわからな

い。施設は７３施設ある。要援護者対象者は２万５０００人程いる。圧倒的に

施設の広さが足りない。運用としてはまずは、市の指定避難所にいっていただ

く。そこからトリアージして長期間、避難所生活が耐えられない方は福祉避難

所にいっていただくことになる。 

 福祉避難所が７３か所は妥当なのかどうか。 

 これから新しく特別養護施設ができるのであればそこに福祉避難所を増やして
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いこうという流れはあるが、すぐに増やしていくことはできない。 

 自閉症の方は避難所へ行けない人も出てくる。見た目でわかりにくい障害を

お持ちの場合についてももう少し考えてほしい。 

 自分の子供が自閉症である。もし災害が起きても、自閉症の子供を連れて避

難所へ行くことはしないと思う。いつ災害がおこるかわからないのでシュミ

レーションは大切である。 

 視覚の方から言えば、弱視ならば避難所まで行くことはできるが、全盲であ

ると、避難所にいかないほうがいいという意見もある。 

 精神の方は避難所にいきたくない方が多い。連絡方法がない方もいるので

２、３日自宅で過ごせる対策も必要なのではないかと思う。 

○ 情報の共有について 

 昨年３月に制定された条例に従って、対象者の方に対して名簿情報を地域に

公開してもいいかという同意書をとらせてもらう。同意してもらえた方に関

しては地域に提供するようになっている。 

 自治会長には情報が行き届いているのか。万が一の際は自治会長に言えば台

帳の閲覧はできるのか。 

 災害が起きた時は災害対策基本法に基づいて情報の提供は可能である。 

 施設に通う方やヘルパーが毎日入っておられる方に関しては安否確認は可能

であるとは思うが、そうでない方の確認はむずかしいように思う。 

 また、情報の入手の仕方も視覚、聴覚障害の方にもいい方法があればと思

う。姫路はラジオも入らない地域もある。 

 姫路市では FM ゲンキ、姫路ケーブルテレビにて情報を流している。テレビのデ

ータ放送でも発信している。また姫路防災ネットに登録すると避難情報を受信

して情報を得てもらう。市のホームページや無線でも収集できる。 

 言われていることはわかるが、視覚障害者の方にその方法で収集するのは無理

がある。 

 それぞれの立場で防災の意識も持ってもらうことが大切。防災についての話

を利用者の方にお話をどんどんしていきたい。 

 

 まとめ 

 障害のある方の災害時の事を考えると、行政や地域の支援だけで賄えない。

それぞれが、できることを果たすことが重要である。 

 まず、今回の会議では、要援護者等の情報の課題、避難所の移動や介護の課

題、情報共有や障害理解の問題など、様々な課題が上がった。行政はこれら

課題を踏まえて、仕組みを再考していただきたい。 

 障害のある方や家族等、当事者は自ら情報を発信し、身近な顔の見える関係

作りが求められる。 

 事業所の方々には、支援計画の中に防災の視点をいれていただき、利用者の

一番身近な存在として、防災に関する情報を提供し、仕組みに繋げて行く役

割が期待される。 
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進路・就労プロジェクト【しごと部会】 

テーマ：就労アセスメントと就労支援について 

・ ９月 30 日  姫路市の就労支援の現状と課題 

 

  所属機関 職 名 

1 職業自立センターひめじ 主任就職支援担当者 

2 姫路公共職業安定所 主任就職促進指導官 

3 相談支援事業所 めぐみ 相談支援専門員 

4 ライフプラス阿吽 相談支援専門員 

5 キャリアサポートセンター姫路 管理者 

6 障害福祉サービス事業所 きらら 管理者 

7 就労継続支援 B 型 アバンセ 管理者 

8 のじぎく工房 サービス管理責任者 

9 あぼしリサイクル事業所 サービス管理責任者 

10 就労継続支援 A 型事業所 アイリス 管理者 

11 放課後等デイサービスすとっく 管理者 

12 兵庫県立姫路特別支援学校 進路指導部長 

13 市川高等学校 副校長 

14 市川高等学校 養護教諭 

15 姫路市障害福祉課   

 

 しごと部会ではこの２年間、就労アセスメントと就労支援について検討してきた。    

障害がある方が働くうえで最初の入口になるアセスメントの重要性を考え、姫路地域

に就労アセスメントが定着できることを願っている。今年度については就労アセスメ

ントを生かしていくうえでも現在の就労支援の現状を皆さんのアンケートを基に今一

度振り返りたい。 

 

就労支援実施における課題について 

 放課後等デイサービスのプログラムを通して、スキルアップをして就労に向けて

しっかり気持ちが固まってくる。しかし放課後等デイサービスを利用していない

生徒についてはまだ進路が決まっていない生徒が数名いる。他機関との連携があ

る方が就労支援については進みやすいのを実感している。 

 ここ最近感じることとして、実習に行かれている間はすごくできているケースが

多く、そのまま就労した場合、事業所もいろいろ配慮はされているとは思うが、

その配慮が長く続いているかといえば、そうでないことの方が多い。 

 その人その人にルールを作って対応していかないといけない。特性に合わせた支

援が必要である。 

 一般就労を目指してサポートしているが職員がサポートできる体制があるのか。

体制上に課題がある。 
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 精神の方と知的の方がお互いを理解するのが難しいようで精神の方はプライドを

持っていて知的の方となぜ一緒にしないといけないのか理解を得ることができな

い。 

 社会的ルールがわからなくて平気で遅刻をしてくるなど自分は問題ないと思われ

ている。また保護者についてはあまり福祉サービスの利用方法が分かっていな

い。支援が途切れてしまうことが課題である。 

 病院に長期入院された方がようやく近く B 型の事業所がみつかった。ここなら働

けるかもというケースで市から就労アセスメントが必要であると言われた。そう

なってくると頑張って働こうという気持ちが折れてしまうこともあった。 

 ６０歳前後の利用者の方の多くがみんな不安になることとして、年金が止められ

てしまうと生活ができなくなる。次に進みたい気持ちがあるのに制度上でストッ

プをかけられてしまうと気持ちが萎えてしまう。 

 ステージが変わるときの自己理解、保護者の理解が重要。本人が就職したいと思

っているか。保護者の刷り込みで実習にいってしまったりするケースもある。 

就労支援での工夫 

 個々の能力の違いに合わせて長く働けるように本人の気持ちを大事にしている。 

 家庭環境が複雑な生徒がいて、卒業後の進路を決めていく際、医療機関の担当

医、放課後等デイサービス、障害福祉課とも連携とって情報共有をし支援体制が

いかに大事かを感じた。1人の生徒に対してたくさんの方に見てもらっている。 

 相談支援員と利用者本人とのやりとりで時間はかかるかもしれないが自分の中で

問題を消化して、何か目標をもってもらって様子をみながら支援している。 

障害者における地域課題 

 実習先がなかなか決まらない。また、企業側の障害者雇用に対する理解に差があ

り、進行状況の相違があるように思う。 

 地域課題として工場勤務になると交通手段がないため困難である。そうなると自

宅から通える場所に限定されてしまう。一般就職者であっても生活面に課題があ

る方は多い。福祉サービスの利用をうまく併用できるようにしてもらいたい。幅

広い支援が必要である。 

 平均４０歳くらいでみなさん事業所に入られてくる。就労先は若い人が必要で就

職となると大変厳しい。そうなるとグループ会社に就職する。それが正解か不正

解ということではないが、ステップアップしてもらいたい。 

 就労支援施設が増えてきて選択肢も増えてきている。しかし事業所の内容に疑問

がわくところもある。適正に運営していってもらえればとは思う。ステップアッ

プとして B 型から A 型に行くと B 型よりも単純な仕事をしているとなると最低賃

金をもらうためだけにいっているようになる。次のレベルアップにつながらな

い。 

 高校から就職すると支援が途切れてしまい、支援に関する情報発信の少なさが課

題だと思う。相談事業所がもう少し増えたらとも思う。 

 役所に行った際、人によって対応が異なるので混乱する。障害者の方がどこに相

談に行けば良いのかがわかりにくいといった声もある。 
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 地域の中小企業での雇用、障害者雇用の経験がない企業の積極的採用が増えてほ

しい。また、障害者への理解が進んでないとも思う。 

 高校卒業後の障害者雇用を目指しスキルアップさせたいが普通科高校の３年間で

は限界がある。障害のカリキュラムになっていないため難しいところもある。 

また、就職してからも困ったことがあっても相談できる場所が少ない。 

 どの職種も人手不足が否めない。周りの方も障害者の方の理解が必要。去年くら

いからは障害者の方の雇用率も上がってきている。マッチングは難しいが、でき

ることとできないことをわかるようにしている。 

就労アセスメントについて 

 就労移行事業所を通してアセスメントをとる。通所してアセスメントをとる事が

難しい方に対してどう出張してアセスメントをとるのかが課題である。 

 アセスメントがすごく大事だと思う。働きたいと相談に来られた方に対して、早

急に動きたい。そうなると、すぐに職業自立センターに相談したい。少し心配に

なっていることとしてすべてを職業自立センターにお願いしてしまっていいのか

どうか。出張までできる余裕はあるのかどうか。 

 グレーゾーンの方が非常に増えてきていて、そちらに手をとられているのが現状

にある。現在の社会資源では、キャパシティの問題が出てくる。 

 就労アセスメントを受けるためのセルフプランがもっと必要になってきていると

個人的に思う。 

 もともと就労アセスメントは相談支援の前段階。訓練が必要かどうかを判断する

ためのものである。就労アセスメントがあって相談支援員がどんな訓練が必要か

を決める。実際、やってみないとわからない部分もあるので通えるのかどうか、

この作業は向いているのかどうかなど。現場に行っての訓練が必要。 

 相談支援に行く前に就労アセスメントが受けられる体制作りが行政の中に必要で

はないか。 

 タイミングがすごく大切。しくみ作りが大切だと改めて感じた。 

 事業所が本当にあっているのかどうかをよく考えていかなければならない。 

  障害者のある方がよりスムーズに暮らしていけるように仕事という部分を一緒に

組み立てていければと思う。 

 

まとめ 

働くためには、自分の能力を含め、自己理解が重要であり、現在は、福祉的

就労をはじめ働き方の多様化する中で、働く思いが追い付いていないのが課題

である。そのためにも就労アセスメントは重要であり、今後、障害者の就労ア

セスメントの仕組みを構築するには、事業所や相談支援をはじめ関係機関が連

携していくことで地域の仕組みを作っていく必要性が確認された。 
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児童支援プロジェクト【こども部会】 

議 題 

テーマ：「こどもを育む包括連携（障害・医療・教育分野）」 

教育機関等における医療的支援について 

・第 1 回 ８月９日  ・第 2 回 10 月 21 日  ・第 3 回 12 月 19 日 

 

  所属機関 職 名 

1 姫路市総合福祉通園センター 所長 

2 姫路市総合教育センター育成支援課 係長 

3 姫路市教育委員会 健康教育課 指導主事 

4 姫路市こども保育課 係長 

5 重度障害総合支援センタールルド館 センター長 

6 姫路市立書写養護学校 医療的ケア担当 

7 姫路赤十字病院 訪問看護ステーション 管理者 

8 姫路赤十字病院 地域医療連携室 地域医療連携課長 

9 ぱっそ・あ・ぱっそ 相談支援専門員 

10 マザーリーフ 医療的ケア担当 

11 姫路市障害福祉課   

 

１） 第 1回のこども部会における検討内容の整理 

 

① 姫路市内の学校に通う医療的ケア児に対する人員の確保 

姫路市内の学校に通う医療的ケア児に対する人員の確保は教育委員会で確保     

する。確保する方法として①直接雇用②病院委託③訪問看護ステーションに委託

が考えられる。 

スポット的に医療的ケアに入る方と継続的に入る方があり、分けて人材確保をし

ていくことが必要である。 

② 書写養護学校における支援体制づくり 

教諭と看護師の業務が重なっている部分をどのように支援していくかを考えな

ければならない。現実的には、看護師のみで支援を行うには、人材確保が難しい。 

③ 医療的ケアの運営協議会について 

学校単位ではなく、保育分野も含む姫路市全体で医療的ケアの検討をすすめてい

くことが重要である。 

④ 医療的コーディネーター 

全体のしくみを考えるうえで、医療的コーディネーターが重要になってくる。教

員によるコーディネーターが良いのか、福祉の相談支援専門員がなるべきかを慎

重に検討することが必要である。 
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２）第 2回のこども部会における検討内容の整理 

 

 

① 医療的ケアコーディネーターの設置について 

 医療的ケアコーディネーターの統括として姫路市医療的ケアコーディネーター

を配置していきたい。 

 福祉・医療・教育のつながりが大事になってくる。教育委員会だけでなく一体化

していくべきである。 

 医療的コーディネーターの業務の範囲が明確ではないのでイメージがつきにく

い。 

 教員や行政においても、職員の異動はあるので継続的なしくみ作りが難しい。 

 幅広い知識がいるし、しくみをしっかり理解しておかないといけない。すごく

大変なポジションの姫路市医療的コーディネーターは 1 人ではなくチームでも

いいではないか。 

② 医療ケアが必要な子どもの動向について 

 医療ケアが必要な子どもは、全市で５０数名 

 知的・発達障害の方は保健所からスタートして、相談支援事業所に繋がりができ

てファーストコンタクトがとれている。医療的ケア児に関しては、病院から訪問

看護に繋がっている。 

 病院から退院されるときに訪問看護が入る場合、医療的ケアが必要な方が多い。

障害者手帳、療育手帳を併用して外来でフォローしながらルネスの先生に繋い

でリハビリや保育にも繋いでいる。 

 入学してからは医療的ケアが必要な子どもの１年生は保護者から教師・看護師が

引き継いでマニュアルを作成する。チェックに合格すれば親御さんから離れてい

くという方法で進めていく。 

③ 姫路市の医療的ケア運営推進協議会について 

 来年度から運営協議会につながる研究会を発足していきたいと考えている。 

 くらし部会でも医療連携の話があり、子ども、成人に関わらず。病院と福祉をつ

なぐコーディネーターが必要であることは議論にあがっている。 

 それぞれの機関（教育・保育・障害福祉）が協議会を運営していくには、限界が

あり、横の連携が必要となる。一方、それぞれの機関においても協議会が必要で

あり、それぞれの協議会をまとめる形で、姫路市全体の医療ケア運営推進協議会

が必要であるが、それをどこが担うかが問題である。 
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３）第 3回のこども部会における検討内容の整理 

 

 

 

① 中核市における医療的ケア運営推進協議会の設置状況について 

中核市１６市の事例を掲載。うち６市が教育委員会の中に協議会を設置している。 

   残り１０市が自立支援協議会の中か福祉部局の中に設置している。 

   まだ全国的に模索状態である。教育委員会の中に設置してしまうと教育委員会の範

囲から出られないのが、大きな課題になっている。姫路市のこども部会に近い状況

として、下関市では、自立支援協議会の組織として医療的ケア運営推進協議会が設

置されている。 

② 姫路市における医療的ケア運営推進協議会のあり方について 

 医療的ケアが必要な子どもは、全市で５０数名。認可外保育施設や県立の学校の状

況は把握できていないが、まずは、全市的に取り組んでいくことを前提として、姫路

市教育委員会が把握しているところから仕組みを考えていくべきである。 

 協議会のメンバーとしては、医療的ケアが必要な子どもの状況が把握できるよう、

医療、教育、障害福祉、子育ての各分野から幅広く組織として、参画してもらうこと

が重要であり、保健分野の情報も必要と思われる。現在のこども部会の委員は、協議

会のワーキング部会として、参画するように位置付けたい。 

③ 医療的コーディネーターについて 

それぞれの機関（教育・保育・障害福祉）が連携して、協議会を運営していくには、

それぞれの分野にコーディネーターが必要であり、横の連携が必要となる。姫路市全

体の医療的ケア運営推進協議会として、医療的コーディネーターのチームを組織し、

運営していくことが良いのではないか。 

全体のまとめとして 

 本日協議された内容の整理として、まず、既存の書写養護学校をベースとして教育委員

会からの体制作りを行い、全市的な取り組みに広げていくことが大切である。資料になか

ったこととして保健所にも参画してもらえるようにする。組織が大きくなっていくのでワ

ーキングが必要であること。連携を図るためにも医療的コーディネーターの位置づけとし

て、それぞれの部門に精通する人材がチームとして組織することが話し合われた。今後の

課題として、医療的ケアが必要なこどものしくみ作りに併せて成人の分野でも進めていけ

るようにしていきたい。 
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「障害者差別解消の推進に関する姫路市職員対応ガイドライン」の改訂について 

 

１ ガイドラインの概要 

 障害者差別解消法第 10 条第１項の規定に基づき、平成 29 年１月に「姫路市における障

害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定した。これに即して、職員

が障害の特性や多様性を理解し、障害者へ適切に対応するため「障害者差別解消の推進に関

する姫路市職員対応ガイドライン」を作成した。 

 

２ ガイドラインの改訂 

 ガイドラインの作成後３年を経過することから、庁内の対応事例や障害のある人からの

意見を踏まえ、必要な追加・修正を加えて改訂を行う。 

 

３ 改訂の内容（下線部が変更・追加する箇所） 

(1) 法に関する姫路市の取組みについて、平成 30 年に策定した「姫路市障害福祉推進計

画」の内容ヘ変更 

 

(2) 「過重な負担」の基本的な考え方について、費用・負担の程度による判断における注

意点を追記 

 

 

P5 

 

【第１部】障害を理由とする差別の解消の推進について 

１ 基本的な考え方 

（４）姫路市における取組 

変更後の内容 

姫路市では、平成３０年３月に策定した「姫路市障害福祉推進計画」において、「障害

のある人もない人も、共に、自分らしくいきいきとした人生を送ることができる社会（共

生社会）づくり」を基本理念に、「障害のある人の権利擁護の推進」を重点目標の一つに

掲げ、同計画に基づき差別解消の推進に係る施策を推進しています。 

～（略）～ 

P11 

P12 

 

【第１部】障害を理由とする差別の解消の推進について 

４ 合理的配慮 

（２）過重な負担の基本的な考え方 

変更後の内容 

○費用・負担の程度 

 当該措置を講ずることによる費用・負担の程度。複数の障害者から合理的配慮に関する

要望があった場合、それらの複数の障害者に係る必要性や負担を勘案して判断すること

となります。費用・負担の程度の検討をすることもなく、単に予算措置をしていないとい

う理由だけでは過重な負担には該当しないことに注意が必要です。 

資料２ 
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(3) 講演会等の開催にあたり手話通訳者や要約筆記者を設置する場合のチラシ等案内へ

の記載について追記  

 

(4) 公共施設のトイレにおける環境の整備について、大人も利用可能な大型のシートの設

置について追記  

 

 

 

 

 

 

 

 

P37 

P38 

【第２部】障害のある人への対応について 

２ 行政機関における対応 

（４）講演会やイベント、説明会等の開催 

変更後の内容 

【事前の情報提供・参加申込み】 

～（略）～ 

・案内や申込みの様式は、障害のある人が希望するサービスを事前に把握できるように

しておくと、各種ニーズへの対応を準備することができます。 

・手話通訳者や要約筆記者を設置することが事前に決まっている場合、チラシ等の案内

に記載しておくと聴覚障害のある人が参加しやすくなります。 

～（略）～ 

P44 

P45 

 

【第２部】障害のある人への対応について 

３ 公共施設の利用における対応 

（２）館内設備 

変更後の内容 

<困っています>  

○トイレ             ～（略）～ 

・子ども用の小型ベッドしかないため、成人の障害者のおむつ交換等の介護ができない。 

 

【環境の整備】  

○トイレ             ～（略）～ 

・子どもだけでなく大人の介護も可能な大型のシート（ユニバーサルシート）を設置しま

す。 
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(5) 障害の理解（視覚障害）に、白杖を使う人に関する注意事項を追記  

 

(6) 平成 29年に施行された「姫路市手話言語条例」に関する内容を追加 

 

(7) 障害の理解（肢体不自由）の対応時に必要な配慮として、障害のある本人に直接対応

することについて追記 

 

 

 

P51 

 

【第２部】障害のある人への対応について 

４ 障害の理解（障害種別の特性） 

（１）視覚障害 

変更後の内容 

【主な特徴】 

～（略）～ 

・白杖を使っているからといって全盲とは限らない。 

 全く見えない（全盲の）人だけではなく、視覚障害により見えにくい人も白杖を使うこ

とがあります。 

～（略）～ 

 

P57 

 

【第２部】障害のある人への対応について 

４ 障害の理解（障害種別の特性） 

（２）聴覚障害 

変更後の内容 

（姫路市手話言語条例） 

 姫路市では、平成 29年４月１日に「姫路市手話言語条例」を施行しました。この条例

は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と普及の促進を図るとともに、手話

を使用しやすい環境を構築し、障害者の社会的障壁の除去に寄与することによって、全て

の市民が障害の有無にかかわらずお互いに人格と個性を尊重し合いながら共生し、安心

して暮らすことのできる地域社会の実現を目指しています。 

 

P61 

 

【第２部】障害のある人への対応について 

４ 障害の理解（障害種別の特性） 

（４）肢体不自由 

変更後の内容 

【対応時に必要な配慮】 

～（略）～ 

・障害のある本人に直接対応する。 

 介助者がいる場合であっても、障害のある本人に直接話しかけるようにし、相手の立場

に立った対応を心がけます。 
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(8) 障害の理解（肢体不自由）の対応時に必要な配慮として、必要に応じ広いスペースへ

誘導することについて追記 

 

(9) 平成 30年から交付開始した「ヘルプマーク」に関する内容の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

P61 

 

【第２部】障害のある人への対応について 

４ 障害の理解（障害種別の特性） 

（４）肢体不自由 

変更後の内容 

【対応時に必要な配慮】 

～（略）～ 

・必要に応じ、広いスペースに誘導する。 

 大型の車椅子を使用している場合など、窓口のスペースが足りなかったり、通路を塞い

でしまう場合があります。必要に応じて広いスペースへ誘導するなど、障害のある人が安

心して話ができるよう配慮します。 

 

P65 

 

【第２部】障害のある人への対応について 

４ 障害の理解（障害種別の特性） 

（８）内部障害 

変更後の内容 

～（略）～ 

 

【ヘルプマーク】 

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または

妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要とし

ている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるこ

とができるマークです（JIS規格）。 

 ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で

席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのあ

る行動をお願いします。 

（所管：兵庫県健康福祉部障害福祉局ユニバーサル推進課） 
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(10) 障害の理解（重症心身障害者・その他医療ケアが必要な者）の対応時に必要な配慮と

して、障害のある本人に直接対応することを追記 

 

(11) 障害の理解（発達障害）の対応時に必要な配慮として、説明資料等にふりがなをつけ、

絵や図を使ってわかりやすく説明することを追記 

 

 

 

P68 

 

【第２部】障害のある人への対応について 

４ 障害の理解（障害種別の特性） 

（９）重症心身障害者・その他医療ケアが必要な者 

変更後の内容 

【対応時に必要な配慮】 

～（略）～ 

介助者がいる場合であっても、障害のある本人に直接話しかけるようにし、相手の立場

に立った対応を心がけます。 

 

P72 

 

【第２部】障害のある人への対応について 

４ 障害の理解（障害種別の特性） 

（１１）発達障害 

変更後の内容 

【対応時に必要な配慮】 

～（略）～ 

・案内板や説明資料には漢字にルビ（ふりがな）をつけるとともに、抽象的な言葉は避け、

絵や図を使ってわかりやすく説明します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者差別解消の推進に関する 

姫路市職員対応ガイドライン 

【2020年改訂版】（案） 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  
 

2020年 2月   
姫 路 市   

 



 

 

 

目次 
 

【第１部】障害を理由とする差別の解消の推進について ..................................................... 1 

１．基本的な考え方 ............................................................................................................... 2 

（１）障害者差別解消法制定の経緯 .................................................................................. 2 

（２）障害者差別解消法の考え方 ...................................................................................... 5 

（３）障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 .......................................... 5 

（４）姫路市における取組................................................................................................. 5 

２．障害者差別解消法の対象範囲 ......................................................................................... 7 

（１）障害者 ...................................................................................................................... 7 

（２）行政機関等 ............................................................................................................... 7 

（３）事業者 ...................................................................................................................... 8 

（４）対象分野 ................................................................................................................... 8 

３．不当な差別的取扱いの禁止 ............................................................................................. 9 

（１）不当な差別的取扱いの基本的な考え方 ................................................................... 9 

（２）正当な理由の判断の視点 ......................................................................................... 9 

４．合理的配慮 .................................................................................................................... 10 

（１）合理的配慮の基本的な考え方 ................................................................................ 10 

（２）過重な負担の基本的な考え方 ................................................................................. 11 

（３）建設的対話について............................................................................................... 12 

５．行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な

事項 ............................................................................................................................... 13 

６．環境の整備 .................................................................................................................... 14 

７．相談体制の整備 ............................................................................................................. 15 

（１）相談窓口 ................................................................................................................. 15 

（２）障害者差別解消支援地域協議会 ............................................................................ 16 

８．研修・啓発の実施.......................................................................................................... 17 

（１）職員に対する研修の実施 ....................................................................................... 17 

（２）普及啓発の実施 ...................................................................................................... 17 

９．関係法令等 .................................................................................................................... 18 

（１）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 （平成 25 年法律第 65 号） 18 



 

 

 

【第２部】障害のある人への対応について ......................................................................... 25 

１．対応の心構え ................................................................................................................. 26 

２．行政機関における対応 .................................................................................................. 27 

（１）案内・誘導 ............................................................................................................. 27 

（２）相談・説明・手続き............................................................................................... 30 

（３）情報アクセシビリティ ........................................................................................... 34 

（４）講演会やイベント、説明会等の開催 ..................................................................... 37 

（５）緊急時の対応 ......................................................................................................... 41 

３．公共施設の利用における対応 ....................................................................................... 42 

（１）障害者等用駐車スペース ....................................................................................... 42 

（２）館内設備 ................................................................................................................. 44 

（３）文化施設等の展示 .................................................................................................. 48 

４．障害の理解（障害種別の特性） .................................................................................... 50 

（１）視覚障害 ................................................................................................................. 50 

（２）聴覚障害 ................................................................................................................. 54 

（３）盲ろう（視覚と聴覚の重複障害） ......................................................................... 59 

（４）肢体不自由 ............................................................................................................. 60 

（５）構音（こうおん）障害 ........................................................................................... 62 

（６）失語症 .................................................................................................................... 63 

（７）高次脳機能障害 ...................................................................................................... 64 

（８）内部障害 ................................................................................................................. 65 

（９）重症心身障害者・その他医療ケアが必要な者 ...................................................... 68 

（10）知的障害 ................................................................................................................ 69 

（11）発達障害 ................................................................................................................. 71 

（12）精神障害 ................................................................................................................ 74 

（13）難病を原因とする障害........................................................................................... 77 

５．参考 ............................................................................................................................ 78 

（１）車椅子での介助方法............................................................................................... 78 

（２）視覚障害のある人の介助方法 ................................................................................ 81 

（３）身体障害者補助犬 .................................................................................................. 83 

（４）コミュニケーションボード .................................................................................... 85 

（５）参考情報 ................................................................................................................. 86 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔参考資料・引用〕  

○「公共サービス窓口における配慮マニュアル 障害のある方に対する心の身だしなみ」  

発行 障害者施策推進本部（事務局：内閣府障害者施策担当） 

○「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」（平成２７年２月２４日閣議

決定） 

○「福祉事業者向けガイドライン ～福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とす

る差別を解消するための措置に関する対応指針～」（平成２７年１１月１１日厚生労働

大臣決定） 

 

 

このガイドラインは、「姫路市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する

職員対応要領」に即して、職員が障害の特性や多様性を理解し、障害者へ適切に対応す

るために作成しています。 

あくまでも基礎的なものであり、全てに対応できるものではありません。 

今後とも、ガイドラインを実際に活用する姫路市職員の意見や障害のある人の意見を

踏まえながら改善を重ねていく予定です。 
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【第１部】障害を理由とする差別の解消の推進について 

第１部は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６

５号。以下、「障害者差別解消法」といいます。）」の趣旨、何が差別に当たるのか、

合理的配慮としてどのような措置が望ましいのか等について、国の基本的な考え方が示

されている「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（平成２７年２月２

４日閣議決定）」に基づいて記載しています。 

差別の事例を見ると、障害や障害者に対する理解不足が原因と思われることが少なく

ありません。障害者に対する差別をなくしていくためには、一人ひとりが、障害者のこ

とを「知らない」「わからない」とせず、障害者と「対話すること」、「理解し合うこと」、

「考えること」、「具体的に行動すること」が大切です。 

このガイドラインを活用し、障害を理由とする差別を解消するための取組を進めてい

くことで、障害のある人もない人も、共に、自分らしくいきいきとした人生を送ること

ができる社会（共生社会）を実現していきたいと考えています。 
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１．基本的な考え方 

（１）障害者差別解消法制定の経緯 

近年、障害者の権利擁護に向けた取組が国際的に進展し、平成１８年に国連におい

て、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、並びに障害者の固有の尊厳の尊重

を促進するための包括的かつ総合的な国際条約である「障害者の権利に関する条約（以

下「権利条約」という。）」が採択されました。我が国は、平成１９年に権利条約に署

名し、以来、国内法の整備を始めとする取組を進めてきました。 

権利条約は第２条において、「「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区

別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあら

ゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、

享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障

害に基づく差別には、あらゆる形態の差別（合理的配慮の否定を含む。）を含む。」と

定義し、その禁止について、締約国に全ての適切な措置を求めています。 

我が国においては、平成１６年の障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）の改正

において、障害者に対する差別の禁止が基本的理念として明示され、さらに、平成２

３年の同法改正の際には、権利条約の趣旨を踏まえ、同法第２条第２号において、社

会的障壁について、「障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁とな

るような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」と定義され

るとともに、基本原則として、同法第４条第１項に、「何人も、障害者に対して、障害

を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」こ

と、また、同条第２項に、「社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に

存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項

の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がさ

れなければならない」ことが規定されました。 

障害者差別解消法は、障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化するものであ

り、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性

を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを

目的として、平成２５年６月に制定されました。 

これら障害者差別解消法の制定を含めた一連の障害者施策に係る取組の成果を踏ま

え、我が国は平成２６年１月に権利条約を批准しました。 
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□権利条約の成立から締結までの日本の取組□ 

平成 18（2006）年 12 月 国連総会で障害者権利条約が採択される 

平成 19（2007）年 ９月 日本が障害者権利条約に署名 

平成 20（2008）年 ５月 障害者権利条約の発効 

 

 

 

平成 23（2011）年 ８月 障害者基本法の改正 

平成 24（2012）年 ６月 障害者総合支援法の成立 

平成 25（2013）年 ６月 障害者差別解消法の成立 

            障害者雇用促進法の改正 

 

 

 

 

平成 26（2014）年１月に障害者権利条約を批准、２月に我が国について発効 

 

 

条約締結に先立ち、障害当事者の意見も踏まえつつ、国内法令の整備を推進 

平成 25（2013）年 11 月の衆議院本会議、12 月の参議院本会議にて、全会一致で 

締結が承認 
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【関係法律】障害者基本法（昭和 45年法律第 84号）一部抜粋 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享

有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての

国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合

いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための

施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするととも

に、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること

等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推

進することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能

の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて、障害及び社会的障壁により

継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる

ような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

 

（地域社会における共生等） 

第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、

基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活

を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られな

ければならない。 

一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野

の活動に参加する機会が確保されること。 

二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保

され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 

三 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段

についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段に

ついての選択の機会の拡大が図られること。 

 

（差別の禁止） 

第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益

を侵害する行為をしてはならない。 

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に

伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することと

ならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 

３ 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、

当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 
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（２）障害者差別解消法の考え方 

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障

害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要

です。 

このため、障害者差別解消法は、「障害者に対する不当な差別的取扱い」及び「合

理的配慮の不提供」を差別と規定し、行政機関等及び事業者に対し、差別の解消に向

けた具体的取組を求めるとともに、普及啓発活動等を通じて、障害者も含めた国民一

人ひとりが、それぞれの立場において自発的に取り組むことを促しています。 

特に、障害者差別解消法に規定された合理的配慮の提供に当たる行為は、既に社会

の様々な場面において日常的に実践されているものもあり、こうした取組を広く社会

に示すことにより、国民一人ひとりの、障害に関する正しい知識の取得や理解が深ま

り、障害者との建設的会話による相互理解が促進され、取組の裾野が一層広がること

が期待されます。 

 

 

（３）障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 

障害者差別解消法第６条第１項の規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する基本方針（平成２７年２月２４日閣議決定。以下「基本方針」という。）」

が策定されました。 

障害を理由とする差別の解消の推進は、雇用、教育、医療、公共交通等、障害者の

自立と社会参加に関わるあらゆる分野に関連し、各府省の所掌に横断的にまたがる施

策であるため、基本方針は、政府の施策の総合的かつ一体的な推進を図るとともに、

行政機関間や分野間における取組のばらつきを防ぐため、施策の基本的な方向性等を

示したものです。 

 

 

（４）姫路市における取組 

姫路市では、平成３０年３月に策定した「姫路市障害福祉推進計画」において、「障

害のある人もない人も、共に、自分らしくいきいきとした人生を送ることができる社

会（共生社会）づくり」を基本理念に、「障害のある人の権利擁護の推進」を重点目

標の一つに掲げ、同計画に基づき差別解消の推進に係る施策を推進しています。 

障害を理由とする差別の解消に向けた取組として、障害者差別解消法の趣旨を踏ま

えながら、共生社会の実現に向け、姫路市全体の取組として職員・市民の方々が一体
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となって積極的に推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【姫路市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領】 

障害者差別解消法第１０条において、地方公共団体は、基本方針に即して法第７条に規

定する事項に関し、当該地方公共団体の職員が適切に対応するために必要な要領の策定が

努力義務とされています。 

本市では、法の趣旨や本市の姿勢を庁内に浸透させ、障害を理由とする差別の解消に向

けた取組を積極的に推進するために、対応要領を策定することとしました。 

また，市全体として統一的な考え方の下で必要な対応や取組ができるよう、市長部局だ

けでなく、全任命権者を併せた全庁を対象とします。 

主務大臣が定める対応指針によるべき水道局（地方公営企業）についても，各対応指針

の内容と齟齬が生じるものではないため，この対応要領の対象に含めています。 

雇用の分野（本市の事業主としての立場からの対応）については、この対応要領の範囲

外ですが、障害者雇用促進法等により適切に対応するものとします。 
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２．障害者差別解消法の対象範囲 

（１）障害者 

対象となる障害者・障害児（以下「障害者」という。）は、障害者基本法第２条第１

号に規定する「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機

能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて、障害及び社会的障壁により

継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」をいいます。 

従来の障害のとらえ方は、障害は病気や外傷等から生じる個人の問題であり、医療

を必要とするものであるという、いわゆる「医学モデル」の考え方を反映したもので

した。障害者基本法では、権利条約を踏まえ「社会モデル」の考え方が反映されてい

ます。 

「社会モデル」とは、障害者が日常生活や社会生活の中で受ける制限は、その人に

障害があるからではなく、社会における様々な障壁があることによって生じるもので

あり、問題の解決のためには社会が変わらなければならないとする考え方です。 

したがって、障害者差別解消法が対象とする障害者は、いわゆる障害者手帳の所持

者に限りません。難病に起因する障害もここでいう障害に含まれています。 

また、障害のある女性は、障害に加えて女性であることにより、更に複合的に困難

な状況に置かれている場合があります。 

障害のある子どもには、成人の障害者とは異なる支援の必要性があります。 

子どもは成長、発達の途上にあり、乳幼児期の段階から、個々の子どもの発達の段

階に応じて一人ひとりの個性と能力に応じた丁寧に配慮された支援を行う発達支援が

必要です。また、子どもを養育する家族を含めた丁寧かつ早い段階からの家族支援が

必要です。 

 

 

（２）行政機関等 

対象となる行政機関は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人

です。 

ただし、地方公営企業及び公営企業型の地方独立行政法人は，行政機関ではなく事

業者に該当します。 
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（３）事業者 

対象となる事業者は、商業その他の事業を行うもので、営利目的か非営利目的か、

個人か法人・団体かを問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者のこと

です。したがって、個人事業者や社会福祉法人、特定非営利活動法人といった非営利

事業者も対象となります。 

 

 

（４）対象分野 

障害者差別解消法は、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となります。 

ただし、行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を

理由とする差別を解消するための措置については、障害者差別解消法第１３条により、

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）の定めるところに

よることとされています。 
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３．不当な差別的取扱いの禁止  

（１）不当な差別的取扱いの基本的な考え方 

障害者差別解消法は、障害を理由として障害者の権利利益を侵害することを禁止し

ています。 

この権利侵害には、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サ

ービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、

障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどがあげられます。 

 

なお、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要となる障害者に対

する次のような特別の措置は、不当な差別的取扱いではないとされています。 

○障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い（いわゆる積極的改善措置）。 

○障害者差別解消法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者で

ない者との異なる取扱い。 

○合理的配慮の提供等にあたり、必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害者

に障害の状況等を確認すること。 

 

「不当な差別的取扱い」とは、「正当な理由なく、障害者を、問題となる事務・事

業について本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うこと」であ

る点に留意する必要があります。 

 

 

（２）正当な理由の判断の視点 

   「正当な理由」に当たるのは、「障害者に対して、障害を理由として、財・サービス

や各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われた

ものであり、その目的に照らしてやむを得ない」と言える場合です。 

 

正当な理由に当たるかどうかについては、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第

三者の権利利益（例：安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損

害発生の防止等）及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に

鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。 

 

なお、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものと

し、理解を得るよう努める必要があります。 
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４．合理的配慮 

（１）合理的配慮の基本的な考え方 

① 定義等 

権利条約第２条において、「合理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を基礎とし

て全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ

適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、

均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。 

 

障害者差別解消法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、その事務・事

業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要と

している旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないと

きは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施に

ついて、必要かつ合理的な配慮（以下「合理的配慮」という。）を行うことを求めてい

ます。 

 

② 留意すべき事項 

（範囲等） 

○合理的配慮は、行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、

必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。 

○障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること。 

○事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。 

 

（状況に応じた対応等） 

○障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、介助者等の人

的支援、情報アクセシビリティ（年齢や障害の有無等に関係なく、誰でも必要とす

る情報に簡単にたどり着け、利用できること）の向上等の環境の整備を基礎として、

個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施されるものであること。 

○障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面・状況に応じたものであり、

多様かつ個別性の高いものであること。 

○当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び

方法について、「過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素を考慮し、代替措置の

選択も含め、柔軟な対応がなされること。 

○合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものであ

ること。 

○障害者の性別、年齢、障害の状態や特性等に配慮する必要があること。 
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○障害の状態等が変化することもあること。 

    

（意思の表明） 

○言語（手話を含む。）のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等

による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る

際に必要な手段（通訳を介するものを含む。）により伝えられること。 

○障害者からの意思表明のみでなく、知的障害、発達障害、精神障害等により本人の

意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援

する者が本人を補佐して行う意思の表明も含むこと。 

○意思の表明が困難な障害者が、家族、介助者等を伴っていない場合など、意思の表

明がない場合であっても、その障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが

明らかである場合には、障害者に対して適切と思われる配慮を提案するなど、自主

的に配慮を行うことが望まれること。 

 

（環境の整備との関係） 

○各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なること。 

○なお、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が

長期に渡る場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、環境の整備を考慮

に入れることにより、中長期的なコストの削減・効率化につなげていくこと。 

   

 

（２）過重な負担の基本的な考え方 

過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして

障害者差別解消法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮

し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。 

過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理

解を得るよう努めます。 

 

○事務・事業への影響の程度（事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か） 

当該措置を講ずることによるサービス提供への影響、その他の事業への影響の程

度。 

○実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約） 

立地状況や所有形態等の制約にも対応した、当該措置を講ずるための機器や技術、

人材の確保、設備の整備等の実現可能性の程度。 

○費用・負担の程度 

当該措置を講ずることによる費用・負担の程度。複数の障害者から合理的配慮に
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関する要望があった場合、それらの複数の障害者に係る必要性や負担を勘案して判

断することとなります。費用・負担の程度の検討をすることもなく、単に予算措置

をしていないという理由だけでは過重な負担には該当しないことに注意が必要です。 

○事務・事業規模 

実施主体の規模に応じた負担の程度。 

○財務状況 

実施主体の財務状況に応じた負担の程度。 

 

（３）建設的対話について 

合理的配慮の方法は、一つではありません。申出のあった方法では対応が困難な場

合でも、お互いが持っている情報や意見を伝え合い、建設的な対話に努めることで、

目的に応じて代替となる手段を見つけていくことが大切です。 

このような建設的対話を通じて、さまざまな障害者のことを知ることが、差別のな

い社会の実現につながっていきます。 

 

 （求められる対応） 

○負担が重すぎる場合は、他にどんな工夫ができるのか対話を重ねる。 

○一人ひとり違う当事者の意向を尊重し、特徴や状況に応じた配慮を考える。 
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５．行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消す

るための措置に関する基本的な事項 

 

行政機関等においては、その事務・事業の公共性から、障害者差別の解消に率先し

て取り組む主体として、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供が法的義務

とされています。 

なお、事業者においては、不当な差別的取扱いの禁止が法的義務とされる一方で、

事業における障害者との関係が分野・業種・場面・状況によって様々であり、求めら

れる配慮の内容・程度も多種多様であることから、合理的配慮の提供については、努

力義務とされています。 

 

 不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供 

行政機関 禁止 
法的義務 

（行わなければなりません） 

事業者 禁止 
努力義務 

（行うよう努めなければなりません） 

※ 同種の事業が行政機関等と事業者の双方で行われる場合は、事業の類似性を踏まえつ

つ、事業主体の違いも考慮した上での対応に努めることが望まれます。 

※ 行政機関の事務又は事業の一環として実施する事務を事業者に委託等する場合は、提

供される合理的配慮の内容に大きな差異が生ずることにより障害者が不利益を受ける

ことのないよう、委託等の条件に、対応要領を踏まえた合理的配慮の提供について盛

り込むことが望まれます。 

※ 雇用分野については、障害者の自立や社会参加にとって極めて重要な分野であり、労

働者と事業主とは雇用契約における継続的な関係にあることなどを踏まえて、障害者

雇用促進法において、事業主等の合理的配慮の提供は法的義務とされています。 
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６．環境の整備 

障害者差別解消法は、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置

については、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に

行うための環境の整備として実施に努めることとしています。 

新しい技術開発が環境の整備に係る投資負担の軽減をもたらすこともあることから、

技術進歩の動向を踏まえた取組が期待されます。また、環境の整備には、ハード面のみ

ならず、職員に対する研修等のソフト面の対応も含まれることが重要です。 

障害者差別の解消のための取組は、このような環境の整備を行うための施策と連携し

ながら進められることが重要であり、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・

利用・発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等、環境の

整備の施策を着実に進めることが必要です。 

 

（事前的改善措置とは） 

○バリアフリー法に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化 

○意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援 

○障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティ（年齢

や障害の有無等に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用でき

ること）の向上 

・・・等 

 

 

【合理的配慮サーチ】 

内閣府では、合理的配慮等の具体例を掲載したデータ集『合理的配慮サーチ』を

公開しています。合理的配慮や不当な差別的取扱いの具体例だけではなく、いわゆ

る事前的改善措置・環境整備にあたる内容も含み、障害種別や生活の場面ごとに探

すことができます。 

（内閣府HP）http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html 
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７．相談体制の整備 

（１）相談窓口 

障害者差別解消法第１４条において、「国及び地方公共団体は、障害者及びその家族

その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、

障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体

制の整備を図る」ものとされています。 

 

本市においては、相談窓口を健康福祉局保健福祉部障害福祉課（以下「障害福祉課」

という。）に置きます。 

相談事例やこれを踏まえた取組は、継続的に集約し、このガイドラインに反映する

など、集積した情報をフィードバックすることで、本市全体の取組推進に活かしてい

きます。 

 

（本市の所管する事務事業に関する相談） 

○当該事務事業を担当する課等が相談を受けることを基本とします。 

○担当課等が問題の解決に向けて、相談者と調整を行います。 

○必要に応じて、障害福祉課と協議し、その助言等を受けて、相談者と調整を行いま

す。 

○障害者が担当課等に相談しにくい場合は、障害福祉課が相談を受け、各担当課等へ

つなぎ、対応について協議・調整します。 

 

（その他法全般に関する相談） 

○障害福祉課が相談を受けます。 

○必要に応じて、姫路市地域自立支援協議会に相談・協議を行います。 

 

（相談を受けるときの留意点） 

○相談者の性別、年齢、障害の状態や特性等に配慮するとともに、対面のほか、電話、

FAＸ、電子メールに加え、手話通訳、要約筆記等、障害者が他人とコミュニケーシ

ョンを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応します。 

○相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等にお

いて活用します。 
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（２）障害者差別解消支援地域協議会 

障害者差別の解消を効果的に推進するには、障害者にとって身近な地域において、

主体的な取組がなされることが重要です。 

地域における様々な関係機関が、相談事例等に係る情報の共有・協議を通じて、各

自の役割に応じた事案解決のための取組や類似事案の発生防止の取組など、地域の実

情に応じた差別の解消のための取組を主体的に行うネットワークとして、障害者差別

解消支援地域協議会を組織することができるとされています。 

本市では、姫路市地域自立支援協議会において、具体的事案の対応例の共有・協議、

紛争解決への対応策の検討等を行います。 
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８．研修・啓発の実施 

（１）職員に対する研修の実施 

このガイドラインに基づき、職員が障害者に対して適切に対応できるよう、また障

害の特性やその状態に応じた配慮、社会的障壁の除去の必要性等に関する理解を深め

るために、職員研修を実施します。 

各所属においては、障害を理由とする差別解消に積極的に努め、積極的に研修を受

講するとともに、所属内での普及に努めることとします。 

全職員が、障害のある人もない人も共に自分らしくいきいきとした人生を送ること

ができる社会（共生社会）づくりの推進に努めます。 

 

（２）普及啓発の実施 

障害者差別が、本人のみならず、その家族等にも深い影響を及ぼすことを、市民一 

人ひとりが認識するとともに、障害者差別解消法の趣旨について理解を深めることが

不可欠です。 

また、障害者からの働きかけによる建設的対話を通じた相互理解が促進されるよう、

障害者も含め、広く周知・啓発を行うことが重要になります。 

事業者、障害者団体、マスメディア等の多様な主体との連携により、インターネッ

トを活用した情報提供、ポスターの掲示、パンフレットの作成・配布、障害者差別解

消法の説明会やシンポジウム等の開催など、多様な媒体を用いた周知・啓発活動に積

極的に取り組みます。 
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９．関係法令等 

（１）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

（平成 25 年法律第 65 号） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念に

のっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人と

してその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有するこ

とを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等

及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることによ

り、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によっ

て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実

現に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能

の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により

継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる

ような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体（地方公営企業法（昭

和二十七年法律第二百九十二号）第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営

する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。）及び地方独

立行政法人をいう。 

四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。 

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除く。）及び内閣の所轄の下

に置かれる機関 

ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条

第一項及び第二項に規定する機関（これらの機関のうちニの政令で定める機関が

置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。） 

ハ 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する機関

（ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除

く。） 

ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法（昭和二十二年法律第

七十号）第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条（宮

内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。）の特別の機関で、政令で定

めるもの 

ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、

政令で定めるもの 

ヘ 会計検査院 

五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。 
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イ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項

に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。） 

ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって

設立された法人（独立行政法人を除く。）又は特別の法律により設立され、かつ、

その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの 

六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条

第一項に規定する地方独立行政法人（同法第二十一条第三号に掲げる業務を行う

ものを除く。）をいう。 

七 事業者 商業その他の事業を行う者（国、独立行政法人等、地方公共団体及び

地方独立行政法人を除く。）をいう。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の

解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

 

（国民の責務） 

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が

重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなけ

ればならない。 

 

（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備） 

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的

な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員

に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 

 

第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 

第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的

に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（以下「基本

方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 

二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本

的な事項 

三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な

事項 

四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者そ

の他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委

員会の意見を聴かなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本

方針を公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置 

（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止） 
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第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者で

ない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはなら

ない。 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除

去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過

重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性

別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的

な配慮をしなければならない。 

 

（事業者における障害を理由とする差別の禁止） 

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当

な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要とし

ている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないとき

は、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び

障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をする

ように努めなければならない。 

 

（国等職員対応要領） 

第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定す

る事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために

必要な要領（以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。）を定

めるものとする。 

２ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするとき

は、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じ

なければならない。 

３ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。 

 

（地方公共団体等職員対応要領） 

第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規

定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対

応するために必要な要領（以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員

対応要領」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定め

ようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定め

たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 

４ 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要

領の作成に協力しなければならない。 

５ 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。 

 

（事業者のための対応指針） 

第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適

切に対応するために必要な指針（以下「対応指針」という。）を定めるものとする。 
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２ 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。 

 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、

対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若

しくは勧告をすることができる。 

 

（事業主による措置に関する特例） 

第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理

由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律

（昭和三十五年法律第百二十三号）の定めるところによる。 

 

第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置 

（相談及び紛争の防止等のための体制の整備） 

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理

由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する

紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。 

 

（啓発活動） 

第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と

理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解

消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 

 

（情報の収集、整理及び提供） 

第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外に

おける障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及

び提供を行うものとする。 

 

（障害者差別解消支援地域協議会） 

第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自

立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの（以下この項及び次条第二項にお

いて「関係機関」という。）は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害

を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする

差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される

障害者差別解消支援地域協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認

めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 

一 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営

利活動法人その他の団体 

二 学識経験者 

三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者 

 

（協議会の事務等） 

第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、

障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消す

るための取組に関する協議を行うものとする。 
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２ 関係機関及び前条第二項の構成員（次項において「構成機関等」という。）は、前項

の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消

するための取組を行うものとする。 

３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めると

き、又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする

差別を解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要

があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者及び差別に係る事案

に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。 

４ 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、

その旨を公表しなければならない。 

 

（秘密保持義務） 

第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理

由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（協議会の定める事項） 

第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協

議会が定める。 

 

第五章 雑則 

（主務大臣） 

第二十一条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管

する大臣又は国家公安委員会とする。 

 

（地方公共団体が処理する事務） 

第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところ

により、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 

 

（権限の委任） 

第二十三条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるとこ

ろにより、その所属の職員に委任することができる。 

 

（政令への委任） 

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令

で定める。 

 

第六章 罰則 

第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

に処する。 

第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円

以下の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第六

条までの規定は、公布の日から施行する。 
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（基本方針に関する経過措置） 

第二条 政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本方針を

定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施行前におい

ても、同条の規定の例により、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六条の規

定により定められたものとみなす。 

 

（国等職員対応要領に関する経過措置） 

第三条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、第九

条の規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日において第

九条の規定により定められたものとみなす。 

 

（地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置） 

第四条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前においても、

第十条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公表すること

ができる。 

２ 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施行の日

において第十条の規定により定められたものとみなす。 

 

（対応指針に関する経過措置） 

第五条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、対応

指針を定め、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十一条の

規定により定められたものとみなす。 

 

（政令への委任） 

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。 

 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項に規定

する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法

律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて

所要の見直しを行うものとする。 

 

（障害者基本法の一部改正） 

第八条 障害者基本法の一部を次のように改正する。 

第三十二条第二項に次の一号を加える。 

四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五

号）の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 

 

（内閣府設置法の一部改正） 

第九条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 

第四条第三項第四十四号の次に次の一号を加える。 
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四十四の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号）第六条第一項に

規定するものをいう。）の作成及び推進に関すること。 
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【第２部】障害のある人への対応について 

第２部は、障害者差別解消法に基づいて、姫路市の職員が、日々の活動の中で配慮す

べき事項をまとめ、対応の具体例を提示するとともに、様々な障害の特性についてもわ

かりやすく説明し記載しています。 

 

ガイドラインに記載している具体例はあくまでも例示であり、記載された具体例がす

べてではありません。 

【不当な差別的取扱いに当たり得る具体例】の欄に記載されていないものは差別では

ないということではありません。また、記載されている具体例であっても、差別に当た

るかどうかは、個別の事案ごとに判断する必要があります。 

合理的配慮は、障害の特性や配慮が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多

様で個別性の高いものです。ガイドラインでは望ましい合理的配慮の事例を記載してい

ますが、一律に必ず実施することを求めるものではありません。 

また、望ましい合理的配慮として記載している具体例以外にも合理的配慮に該当する

ものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【障害者のための国際シンボルマーク】 

 

障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための

世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際

リハビリテーション協会の「使用指針」により定められていま

す。 

駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用へ

の配慮について、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

※このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。 

特に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではあ

りません。 

（所管：公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会） 

【兵庫県 譲りあい感謝マーク】 

 

内部障害者や難病患者の方など、配慮の必要なことが外見から

わかりにくい方々が外出する際に身につけることによって、バ

スや電車での座席の譲りあいをはじめ、周囲の人びとが配慮を

示しやすくするなど、障害のある方の社会参加を応援し、みん

なにやさしい環境づくりを進めていこうと２０１１年７月に兵

庫県が制定しました。 

このマークを見かけた場合には、身体障害者、内部障害者や難

病患者の方の利用への配慮について、ご理解、ご協力をお願い

いたします。 

（所管：兵庫県、公益財団法人 兵庫県身体障害者福祉協会） 
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１．対応の心構え  

（１）相手の「人格」を尊重し、相手の立場に立って対応します。 

・ 相手の立場に立って、「明るく」「ていねいに」わかりやすい対応を心がけます。 

・ 介助の人や手話通訳の人等にではなく、障害のある本人に直接対応するようにし

ます。 

・ 何らかの配慮の必要があると思う場合でも、思い込みや押し付けではなく、本人

が必要と考えていることを確認し、必要に応じて介助の人等の意見も聞くようにし

ます。  

 

（２）困っている人には進んで声をかけます。  

・ 窓口を訪れる人の障害の有無や種類は明確ではないため、常に来庁される人の中

に障害のある人も含まれていることを念頭に置いて、困っていそうな状況が見受け

られたら、速やかに適切な対応をするようにします。 

・ 障害の種類や内容を問うのではなく、「何かお手伝いすることはありますか？」と

本人にたずねます。  

  

（３）コミュニケーションを大切にします。  

・ コミュニケーションが難しいと思われる場合でも、敬遠したりわかったふりをせ

ず、「明確に」「ゆっくり」「ていねいに」「くり返し」相手の意思を確認し、信頼感

の持てる対応を心がけます。  

・ 障害の状態や特性に応じて、お互いが可能なコミュニケーション方法を用います。 

  

（４）柔軟な対応を心がけます。  

・ 相手の話をよく聞き、来訪目的を的確に把握し、「たらい回し」にしないようにし

ます。  

・ 対応方法がよくわからないときは、一人で抱え込まず周囲に協力を求めます。  

・ 想定していないことが起きても、素早く柔軟に対応します。  

  

（５）不快になる言葉は使わないようにします。  

・ 差別的な言葉はもとより、不快に感じられる言葉や子ども扱いした言葉は使わな

いようにします。  

・ 障害があるからといって、特別扱いした言葉は使わないようにします。  

 

（６）プライバシーには立ち入らないようにします。  

・ 障害の原因や内容について、必要がないのに聞いたりしないようにします。  

・ 職務上知り得た個人の情報については、守秘義務を守ります。 



 

 

- 27 - 

 

２．行政機関における対応 

合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応

じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況

を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について様々な要素を考慮し、代

替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じ、必要かつ合理的な範

囲で柔軟に対応がなされるものです。合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の

変化等に応じて変遷することにも留意すべきです。 

障害者差別解消法は、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措

置（第１部「６．環境の整備」を参照のこと。）については、個別の場合において、個々

の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努

めることとしています。 

どの場面においても、障害の有無や種類は明確ではないため、障害のある人も含ま

れていることを念頭において対応する必要があります。  

 

（１）案内・誘導  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【不当な差別的取扱いに当たり得る具体例】 

・障害を理由に窓口対応を拒否する。 

・障害を理由に対応の順序を後回しにする。 

・事務・事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障害を理由に、来庁の際に

付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、

付き添い者の同行を拒んだりする。 

 

 

 

 

＜困っています＞ 

・表示が漢字だけだと窓口がわからない。 

・視覚に障害があり、受付がどこかわからない。「次の方」「何番の窓口に行ってく

ださい」と言われてもわからない。 

 誘導用ブロックや誘導床材の行き先がわからない。 

・聴覚に障害があり、名前を呼ばれてもわからない。手話が通じない。 

・車椅子のため、カウンターが高いと話しづらく、カウンター上の書類が見えない。 

・車椅子、杖を使用しているため、手動の扉は開けにくい。 
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【環境の整備】 

・案内板は、漢字にルビ（ふりがな）をつけます。点字シールの貼付、立体的な触知案

内図で表示します。 

・わかりやすいサイン表示（はっきりしたコントラスト、漢字にルビ（ふりがな）、図や

サインの併記等）により、目的の場所を見つけやすくします。 

・障害特性に応じた方法で案内ができるよう、あらかじめ説明資料（絵・図・写真）等

を準備します。  

・窓口には、常に筆談のできるメモ用紙や簡易筆談器などを用意します。 

・窓口には、低くて、足元に十分なスペースのあるカウンターを設置するなど、車椅子

使用の人が利用しやすい工夫をします。 

・車椅子でも移動できるよう段差などのない十分な移動スペースを確保します。 

・杖や傘が転がらないよう、周囲に杖や傘を置くためのフックを設けます。 

・建物入り口などに音声による案内を設置します。 

・視覚障害のある人が迷わず歩くことができるよう、受付への誘導用ブロックを整備し

ます。 

・誘導ブロックの上はもとより、廊下等の歩行空間には、通行に支障をきたす物を置か

ないようにします。 

 

【共通的な配慮】 

・入口や受付付近で困っていそうな人を見かけたら、「何かお手伝いすることはあります

か？」と積極的に声をかけます。 

・声かけは、介助の人ではなく、直接本人に対して行います。 

・誘導が必要かどうか、直接本人にたずねます。 

・目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後・

左右・距離の位置取りについて、障害者の希望を聞いたりします。 

・こちらからの説明に対する理解が困難な人には、せかしたりせず「明確に」「ゆっくり」

「ていねいに」「くり返し」説明します。 

・ドアの開閉が困難な人には開閉を手伝います。 

・雨天時に濡れた床で滑らないよう、濡れた床面は早めに拭き取ります。 

・立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の人の理解を得た上で、障害のある

人の順番が来るまで別室や席を用意します。 

  

 

【障害種別の配慮】 

視覚障害のある人 

・職員であること及び名前を名乗った上で、周りの状況を具体的にわかりやすく伝えま

す。待つ必要がある場合は、おおよその待ち時間を伝えて、椅子等に案内し、順番が
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きたら名前で声をかけて知らせます。 

・誘導ブロックの上で立ち止まる人も多いので、歩行の邪魔にならないよう他の利用者

にも配慮を促します。 

・移動を介助する場合は、その人との背の高さの関係で肘（ひじ）肩または手首を軽く

握ってもらい、誘導する側が半歩先に立って歩きます。階段や段差の手前では「上り

です」「下りです」と声をかけます。 

 

聴覚障害のある人 

・お互いが可能なコミュニケーションの方法を確認し、用件を伺います。 

・呼び出しの音声が聞こえない人には、手招きなど、どのような方法で知らせるかあら

かじめ説明して、不安のないようにします。  

・手話での対応を求められた場合には、手話通訳者に連絡します。 

 

車椅子使用の人 

・段差がある場合に、スロープの設置や本人の意向を確認してキャスター上げの補助を

するなどします。 

・少しかがんで目線が合う高さで、会話します。  

・車椅子使用の人にとって、車椅子は身体の一部のように感じているので、勝手に車椅

子を押したりせず、誘導の介助を希望されるかどうか、必ず、本人の意向を確認して

から誘導介助を行います。 

 

知的障害のある人 

・絵や図、写真などを使用してわかりやすく説明します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・姫路市役所本庁舎 1 階に手話通訳者待機所を設け、手話通訳者 1 名が常駐していま

す。 

・本庁舎内の窓口で手続き等を行う聴覚に障害がある方に同行し、手話による意思疎

通支援を行なっています。 

・事前予約は必要ありません。 

・月～金曜日（祝日、12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 9 時 00 分～17 時 00 分 

 

姫路市役所における手話通訳者の設置 
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（２）相談・説明・手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【不当な差別的取扱いに当たり得る具体例】 

・障害を理由に窓口対応を拒否する。 

・障害を理由に対応の順序を後回しにする。 

・障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。 

・事務・事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障害を理由に、来庁の際に

付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、

付き添い者の同行を拒んだりする。 

 

【環境の整備】 

・障害特性に応じた方法で説明ができるよう、予め説明資料（絵・図・写真）等を準備

します。  

・筆談のできるメモ用紙や簡易筆談器などを用意します。 

・窓口には、低くて、足元に十分なスペースのあるカウンターを設置するなど、車椅子

使用の人が利用しやすい工夫をします。 

・杖や傘が転がらないよう、周囲に杖や傘を置くためのフックを設けます。 

・肢体に障害がある人が、片手で記入できるよう、滑りにくいマットや文鎮等を用意し

ます。 

 

 

 

 

 

＜困っています＞ 

・視覚に障害があり、抽象的な指示語（これ、あれ、どこ等）ではわからない。 

 書類が読めず、記入することができない。紙幣の識別に時間がかかる。 

・聴覚に障害があり、手話が通じない。筆談での対応に戸惑う人が多い。後で問い

合わせしたくても、電話だとできない。 

・知的障害などがあり、複雑な会話や文章、専門用語、抽象的な言葉は理解しづら

い。漢字の読み書きやお金の計算が苦手。 

・緊張して上手に話せない。一度に説明されても理解できない。 

・車椅子のため、カウンターが高いと書類を書くことができない。 

・カウンターの下部にスペースがないため、車椅子に乗ったまま机上の物に十分に

近づくことができない。 
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【共通的な配慮】 

・相手の話を良く聞き、来訪目的を的確に把握し、「たらい回し」にしないようにします。 

・話が的確に伝わるように、「明確に」「ゆっくり」「ていねいに」話します。 

・障害の種別に関わりなく、相手の話をよく聴き、安心して話ができる信頼関係をつく

ります。 

・必要に応じて、絵・図・写真を使って説明します。  

・来訪の意図等が的確に把握できない場合には、必要に応じて複数の職員で対応します。  

・ポイントを明確に、文章は短く、専門的な用語でなく一般的なわかりやすい言葉で説

明します。 

・比喩表現が苦手な人に対しては、比喩や暗喩、二重否定表現などを用いずに説明しま

す。 

・書類の記入の仕方がわからない人には、「お手伝いしましょうか？」と声をかけます。 

・障害の状況から自筆が困難な場合には、本人の意思を確認して、可能な限り代筆を行

います。また、代筆する場合に、その内容が周囲に聴かれないよう配慮する必要があ

ります。必要に応じて、別室を用意して代筆をする配慮をします。 

・障害者から申し出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解さ

れたことを確認しながら応対します。また、なじみのない外来語は避ける、漢数字は

用いない、時刻は 24 時間表記ではなく午前・午後で表記するなどの配慮を念頭に置い

たメモを、必要に応じて適時に渡します。 

・文書の交付や閲覧の際に、本人が希望する場合には、内容をわかりやすく説明します。 

・疲労を感じやすい人から別室での休憩の申し出があった場合には、別室を確保するよ

うにします。別室を確保することが困難である場合には、本人に事情を説明し、対応

している窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設けるなどの配慮を

します。 

・体温調節が困難な人もいるので、待ち時間や窓口対応の際には、空調に配慮するとと

もに、施設の状況に応じて、個別空調のある別室に案内するなどします。 

・不随意運動等により書類等を押さえることが難しい人に対して、職員が書類を押さえ

 

・書類の記入方法については、記入例も含めて文書で大きくわかりやすく表示してお

きます。 

・申請書等の様式に、署名欄の部分だけを切り取った枠（サインガイド）があると署

名がしやすい人もいます。署名以外の欄については、手書きではなく、パソコン等

電子データによる入力もできるよう配慮します。 

・書類は平易な文章にし、漢字にルビ（ふりがな）を振ると知的障害のある人が理解

しやすくなります。 

・音声コード（第２部「２．行政機関における対応 （３）情報アクセシビリティ」を

参照のこと。）を入れると、視覚に障害がある人に記載内容を伝えることができます。 

申請書等の様式を作成するとき 
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たり、バインダー等の固定器具を提供したりします。 

 

 

【障害種別の配慮】 

視覚障害のある人 

・自分の肩書きと名前を名乗った上で、伝えたい内容を具体的な言葉でわかりやすく説

明します。  

・一時的に席を離れる際や新たに対応する職員が加わるような場合には、その旨を伝え

ます。  

・拡大文字の文書を希望する人には、説明資料等を拡大コピーしたものを渡して説明し

ます。 

・必要に応じて必要な箇所や、希望箇所を読み上げます。読み方としては、まず目次や

全体の構成を説明し、その後に必要な箇所を読みます。その際は、要点をまとめるの

ではなく、原文をそのまま読み上げます。 

・代筆した場合には、その内容を読み上げ、内容を確認してもらいます。 

 

聴覚障害のある人 

・お互いが可能なコミュニケーションの方法を確認し、用件を伺います。  

・筆談を求められた場合には、速やかに対応します。  

・手話での対応を求められた場合には、手話通訳者に連絡します。 

・問い合わせは電話・FAＸ・電子メールなどでもできるようにします。 

・金銭収受を行う時は、金額はメモや電卓で示します。 

・話す時には、本人の正面を向いて、口を見せ、ゆっくり、はっきりと話しかけます。 

 

車椅子使用の人 

・金銭収受を行う時は、要望があれば、本人の見える位置で、本人に確認してもらいな

がら財布からのお金の出し入れを手伝います。 

・配架棚の高いところに置かれたパンフレット等を取って渡します。 

・窓口対応の机に車椅子が入らない場合は、車椅子が入る高さの机で対応するなど、不

便にならないよう配慮します。 

 

口頭での説明では理解が難しい人 

・わかりやすく説明するとともに、説明のポイントをメモ書きして渡します。その際、

必要に応じて、漢字にはルビ（ふりがな）をふります。 

 

同じ話を何度も繰り返す人・つじつまの合わない話をする人 

・話を途中で遮らずに、タイミングを見計らって用件を確認し、来訪目的に沿って対応
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するようにします。  

・相手が声の調整ができず大きい声で話しても、落ち着いた雰囲気で対応することを心

がけます。  

・相談内容を箇条書きにし、内容を相互で確認したうえで、相手に渡します。次回まで

に準備してほしいことがあればアンダーラインを引くなどして、課題を明確にします。  

 

知的障害のある人 

・絵や図、写真などを使用してわかりやすく説明します。 

・コミュニケーションボード（第２部「５．参考（４）コミュニケーションボード」参

照のこと。）などを使用して意思表示を確認します。 

・理解していなくても返事をすることがあるので、一つひとつ丁寧に確認します。 
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（３）情報アクセシビリティ  

情報アクセシビリティとは、年齢や障害の有無等に関係なく、誰でも必要とする

情報に簡単にたどり着け、利用できることをいいます。 

行政機関等の広報やお知らせ、民間事業者の営業活動等においては、様々な方法

で情報伝達が行われていますが、障害特性によっては、一つの情報伝達方法だけで

は伝わらない場合があるので、障害者の状況を想定し、複数の情報伝達方法を用い

る等、必要な配慮を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【不当な差別的取扱いに当たり得る具体例】 

・障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。 

 

【説明・通知・申請書類、冊子等の印刷物】 

・点字版、拡大文字版、テキストデータ、音声データ（カセットテープや DAISY、音声

コード化したものを含む。）など、対象となる人の状況を踏まえ、様々な手段による情

報提供を行います。 

・漢字にひらがなのルビ（ふりがな）を振った資料や、図やイラストを使用した資料、

わかりやすい資料を作成します。 

・問合せ先等を記載する場合は、電話、FAX、電子メール等の複数の情報を盛り込みま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜困っています＞ 

・テレビ番組に字幕がないため、放送内容がわからない。 

・視覚に障害があるため、紙の印刷物では内容がわからない。 

・視覚に障害があり、電子データを受け取ったが、パソコンなどが使用できないの

で内容がわからない。 

・郵便が届いても、送り主や中身がわからないため、重要なお知らせに気づかない。 

・ホームページの読み上げソフト等を利用しても、うまく読み上げができず、内容

などがわかりにくい。 

 

 

・DAISY とは、Digital Accessible Information System の略で、日本では「アクセシブル

な情報システム」と訳されています。 

・DAIS コンソーシアム公認のオーサリングツールを使ってデジタル図書を作ることが

でき、専用の機械やパソコンにソフトウェアをインストールして再生をすることが

できます。通常の CD 再生機では聞くことができません。 

・音声データを独自の形式で圧縮し、目次から読みたい章や節、任意のページに飛ぶ

ことができます。一枚の CD に 50 時間以上も収録が可能です。 

DAISY とは 
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【テレビ】 

・番組の中で、問い合わせ先等の連絡先を知らせる場合は、画面で表示するだけではな

く、音声で伝えるようにします。   

 

【ホームページ】 

・ウェブアクセシビリティの JIS規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信におけ

る機器、ソフトウェア及びサービス-第 3 部：ウェブコンテンツ（JIS X 8341-3）」を

参照し、ホームページを作成します。 

・画像ファイルには適切・具体的に画像を説明できる代替テキストを表示します。 

・レイアウトを目的とした表の利用は極力避けます。 

・ウェブコンテンツの内容を理解し操作するために必要な情報は、色、形もしくは位置

のみに依存しないようにし、テキスト情報を併用するようにします。 

 

・音声コードは、QR コードと同じ印刷物上の切手大の二次元コードです。メーカーに

よっては SP コードとも呼称していますが、機能性は同一です。 

・紙に掲載された印刷情報をデジタル情報に変換した二次元コードで、専用の読み上

げ装置で読み取ると記録されている情報を音声で聞くことができます。 

・印刷物に貼付する場合は、コードの位置認識のために切り込みを入れます。両面に

音声コードが貼付された用紙には右横下に切込を 2 つあけます。片面のときは切込

を 1 つあけます。 

 

 

表面 
 

 

裏面 
 

 

※音声コードを作成するソフトは、ホームページからダウンロードできます。 

※専用装置のほかに、スマートフォンでもアプリをインストールすれば読み上げが可

能です。多言語に対応しているため、視覚障害者だけでなく、外国人向けの情報提

供ツールとしても注目されています。 

アプリを起動し、音声コードから 5cm ほど離れてかざすと読み上げが始まります。

一度読み込んだ音声コードの情報は保存でき、いつでも再生できます。 

○音声コードの作成を検討されるときは、障害福祉課へご相談ください。 

音声コードとは 



 

 

- 36 - 

 

・利用者の使用環境に合わせることができるように書体の固定はしません。 

・文字や画像を点滅させることはしません。 

・動画や音声情報には、字幕を用いるか、テキストで動画や音声情報の内容がわかるも

のを別に提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考情報〕  

○高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス

－第 3 部：ウェブコンテンツ（JIS X 8341-3:2016） 

  高齢者・障害者への配慮指針を示すことを目的として、主に高齢者、障害者の人が

WEBを利用するときのアクセシビリティ（年齢や障害の有無等に関係なく、誰でも必要

とする情報に簡単にたどり着け、利用できること）を確保・向上できるよう、2004 年

6 月 20 日、WEB 制作者が配慮すべき事項について制定されたウェブアクセシビリティ

の JIS規格。 

http://waic.jp/docs/jis2016/understanding/201604/ 

 ○総務省 みんなの公共サイト運用ガイドライン 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/b_free02.html 

 ○情報バリアフリーのための情報提供サイト 

http://barrierfree.nict.go.jp/index.html 

 

 

・ホームページ上のテキスト情報を合成音声で読み上げるソフトウェアは、ホームペ

ージに掲載されている情報を視覚にて取得することが困難な利用者が、音声にて取

得する手段の一つとして利用されています。 

・ソフトウェアが正しく読み上げるためには、視覚に頼る表現を控えるとともに、テ

キスト情報だけで正確に伝えることができるような工夫や配慮が必要です。 

音声読み上げソフト 
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（４）講演会やイベント、説明会等の開催  

講演会やイベント、説明会等を開催する場合は、障害のある人の参加を念頭にお

いた対応が必要となります。  

 

 

 

 

 

 

 

【不当な差別的取扱いに当たり得る具体例】 

・障害を理由に資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。 

・障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。 

・特に必要ではないにもかかわらず、障害を理由に、付き添い者の同行を求めるなどの

条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする。 

 

【開催会場の確認】 

・障害のある人の利用が可能かどうか、建物の設備について事前に確認します。 

・障害者等用駐車スペースの有無 

・視覚障害者誘導用ブロックの有無 

・エレベーターの有無 

・多目的トイレの有無 

・会場までの通路や廊下は車椅子で通行可能か、段差の有無 

・会場内の設備について、事前に確認します。 

・難聴者等の座席（磁気ループシステム、ＦＭ補聴装置（無線式）、赤外線補聴シス

テム等）等の有無 

・車椅子使用の人の座席の有無、利用可能人数 

・会議机は、車椅子使用の人が足を入れることのできる高さか 

・体温調整が困難な人がいる場合には、空調設備は整っているか 

  

【事前の情報提供・参加申込み】 

・講演会やイベントに関する事前情報は、広報誌、ポスター、チラシ、新聞だけでなく、

テレビ、ラジオ、ホームページなど、できる限り複数の情報伝達手段を利用します。  

・事前に参加申込みを受ける場合は、電話、郵送、FAＸ、電子メールなど、できる限り

複数の手段で受けるようにします。  

・案内や申込みの様式は、障害のある人が希望するサービスを事前に把握できるように

＜困っています＞ 

・会場内に車椅子用の座席が少ない。 

・聴覚に障害があり、司会や講師の話が聞こえないので、内容がわからない。 

・視覚に障害があり、資料を確認できない。 
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しておくと、各種ニーズへの対応を準備することができます。 

・手話通訳者や要約筆記者を設置することが事前に決まっている場合、チラシ等の案内

に記載しておくと聴覚障害のある人が参加しやすくなります。 

・知的障害のある人が理解しやすいように、書類は平易な文章にし、漢字にはルビ（ふ

りがな）を振ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料・パンフレット】 

・点字版、拡大文字版、テキストデータ、音声データ（カセットテープや DAISY、音声

コード化したものを含む。）など、対象となる人の状況を踏まえ、様々な手段による情

報提供を行います。 

・漢字にルビ（ふりがな）を振った資料や、図やイラストを使用した資料、わかりやす

い版の資料を作成します。 

・問合せ先等を記載する場合は、電話、FAX、電子メール等の複数の情報を盛り込みま

す。 

 

 

・次の文章等を記載することで、必要な配慮について事前に確認することができます。 

 

【記載例】 

※点字資料、拡大文字資料や手話通訳、要約筆記等をご希望される場合は、事前に下

記担当までお申し出ください。 

※当日、介助者等の同行があり、座席が必要な場合、あらかじめご連絡ください。 

案内文等の記載例 

 

・次の文章等を記載することで、必要な配慮、人数について事前に確認することがで

きます。 

【記載例】 

必要な

配慮等 

必要がございましたら、印をつけてください。 

□ 車椅子スペース □ 障害者等用駐車スペース 

□ 手話通訳 □ 要約筆記  

□ 点字資料 □ 拡大文字資料 □ テキストデータ 

その他ご希望を具体的に記入してください。 

（                                          ） 

介助者 □ 同行する 

※状況により、ご要望に対応できない場合がございます。その場合は、あらか

じめご連絡させていただきますので、ご了承ください。 

参加申込用紙の記載例 
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視覚障害のある人 

・会議資料等について、点字、拡大文字等で作成する際に、各々の媒体間でページ番号

が異なりうることに留意して使用します。 

・会議資料等を事前送付する際に、読み上げソフトに対応できるよう、電子データ（テ

キスト形式）も提供します。 

 

【会場内設営】 

・障害のある人の参加が多数見込まれる場合、通常障害者専用としていない区画を障害

者専用の区画に変更できないか検討します。 

・階段や段差がある場合、板などによる簡易スロープを設置するなどの応急措置や係員

を配置して、車椅子を持ち上げる、杖を使っている人は介助するなどの人的支援を検

討します。  

・電源コードの敷設などにより、床面に凸凹ができる場合は、テープなどで被覆し、サ

インの設置や係員の配置により注意を促すなどの対応を検討します。  

・不特定多数の人が参加できる講演会等は、できる限り手話通訳者や要約筆記者を配置

します（特に、行政機関は、法の趣旨を踏まえ積極的に対応することが望ましい）。 

・手話通訳者や要約筆記者を配置する場合は、聴覚障害のある人の座席を前方に指定し

ます。なお、説明者は、手話通訳や要約筆記に配慮し、ゆっくりとした説明を心がけ

ます。  

・車椅子使用の人の座席については、出入口や会場内をスムーズに移動できる安全な場所

に広めに確保します。 

・視覚障害があり遠くが見えにくい人に対し、スクリーンや板書等がよく見えるように、

スクリーン等に近い席を確保します。 

・会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚障害、聴覚障害又

は知的障害のある出席者に対し、ゆっくり、丁寧な進行を心がけるなどの配慮を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・アンテナ線を床下にあらかじめ敷設もしくは床上に事前に敷設することで、アンテ

ナ線に囲まれた範囲の難聴者の補聴器に、目的の音声だけをクリアに届けることが

できる磁気ループシステムや、ＦＭ電波を通して雑音を抑えた音声を聴覚障害者に

届けることができるＦＭ補聴システム、赤外線を通して音声の信号を補聴器に届け

る赤外線補聴システム等があります。 

・磁気ループシステムのアンテナ線を床上に敷設するタイプは、持ち運び可能で、利

用者の人数に応じてアンテナを敷設する範囲を設定できる特徴があります。 

 

集団補聴装置とは 
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・話し手の話の内容をつかみ、それを文字にして伝える、中途失聴・難聴者のための

コミュニケーションの保障です。 

・手書き要約筆記とは、要約筆記者４人で１チームになり、話し手の内容を聞きなが

ら話を要約しＯＨＰの上の透明ロールシートに油性ペンで書いていき、スクリーン

に表示するものです。 

・少人数のときや移動を伴う場合は、コピー用紙等に水性ペンで書いて伝えるノート

テイクを行います。 

・パソコン要約筆記とは、要約筆記者２～４人で１チームになり音声をパソコンに文

字入力し、内容を文字情報としてスクリーン上に表示するものです。 

・要約筆記者用の作業スペース（机など）が必要です。 

 

 
 

要約筆記とは 

パソコン要約筆記 

手話通訳者 
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（５）緊急時の対応  

緊急時には、障害の特性に合わせたコミュニケーション方法により、情報を的確

に伝達し、迅速に避難誘導する対応が必要となります。また、災害時において、障

害のある人を円滑に避難・誘導できるよう、障害のある人の視点に立った避難誘導

の想定や当事者参加の訓練などの実施が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【不当な差別的取扱いに当たり得る具体例】 

・障害を理由に避難所への受入れや対応を拒否する。 

・障害を理由に対応の順序を後回しにする。 

 

【環境の整備】 

・日常的な避難訓練において、障害のある人を交えたり、車椅子やアイマスクを用いた

疑似体験を実施し、安全な避難方法を確認するなど、自力での移動が困難な人の補助

体制を確保できるように努めます。 

・災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚

障害のある人に対し、電光掲示板、手書きのボード等を用いて、わかりやすく案内し

誘導を図ります。 

・災害時要援護者の避難支援体制を整えます。 

・避難路の段差をなくすとともに、荷物等で通路をふさがないようにします。 

・避難所にスロープを配置します。 

 

【共通的な配慮】 

・火災等の緊急時には、障害の特性に合わせたコミュニケーション方法により、情報を

的確に伝達し、迅速に避難誘導します。 

・急病時に本人がかかりつけの医療機関への連絡を希望する場合は、協力します。 

 

＜困っています＞ 

・視覚に障害があり、どこが避難口かわからない。 

・聴覚に障害があり、緊急の際のアナウンスが聞こえない。 

・肢体に障害があり、段差や階段を自力で昇ったり、降りたりできない。 

・災害時などの状況把握や対応が難しい。 

・環境の変化に対応するのが難しい。 

・大勢の人がいる場所が苦手。 

・避難所への移動が困難。 
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３．公共施設の利用における対応  

合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変遷することにも留

意すべきです。新しい技術開発が環境の整備に係る投資負担の軽減をもたらすことも

あることから、技術進歩の動向を踏まえた取組が期待されています。 

また、障害の特性やニーズを適切に把握し、これらを反映した整備を行うためには、

障害のある人の意見を聴取し、設計・計画への参画を求めることが必要です。 

 

（１）障害者等用駐車スペース  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【不当な差別的取扱いに当たり得る具体例】 

・障害を理由に駐車を拒否する。 

 

【環境の整備】 

・必要なスペースを確保し、障害のある人が

使いやすくする工夫として、『車椅子使用

者のための幅の広い駐車スペース』を整備

します。 

・軽度障害者や高齢者用に『通常の幅で施設

出入口に近い駐車スペース』を整備します。 

・障害者等用駐車スペースの利用について、

不適切な駐車をしないように来客者に注

意喚起等の対策を行います。 

目立つ色によるスペースの塗装 

  目立つ看板の設置 

  警告文書の配布等の継続した注意喚起 

・障害者等用駐車スペースから建築物の入口までは屋根やひさし等の雨よけを設けます。 

＜困っています＞ 

・障害者等用駐車スペースがない。 

・建物から離れた場所に駐車しなければいけない。 

・車椅子使用者が乗降するための広いスペースがない。 

・障害者等用駐車スペースに障害のない利用者が駐車していて利用できない。 

・駐車スペースの利用者が増加し、車椅子使用者が使用できない場合がある。 

・駐車場から玄関までの雨よけがない。 
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・駐車場の進入口には、障害者等用駐車スペースが設置されている旨の表示を行い、誘

導表示を設置します。 

・機械式駐車場に設置する発券機や精算機は、手の不自由な人、車椅子使用の人も利用

できるものにします。 

 

 

【共通的な配慮】 

・障害者等用駐車スペースがない場合、車椅子を使用している人が優先的に利用できる

よう注意喚起します。 

・大規模な建築物の場合は、出入口等への案内や車の乗降等を介助できる職員等を配置

します。 

・車椅子使用者以外の利用者が、障害者等用駐車スペースを利用しないようマナーの向

上に努めます。 

・障害のある人を乗せた送迎車は、乗降のため一時的に玄関前に停車し、その後駐車場

に駐車を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考情報〕  

○国土交通省 障害者等用駐車スペースの適正利用等の促進に関する調査研究について 

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000030.html 

 ○兵庫県 ゆずりあい駐車場 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/tyuusyajyou.html 

 

・公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場に設置している、障害の

ある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通

の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。 

・本県で交付した利用証は、他府県での同様制度の駐車施設でも利用することができ

ます。 

【利用証の交付対象者は】 

障害のある方や難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人などで「歩行が困難な方」 

 

 
 

 

兵庫県 ゆずりあい駐車場 
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（２）館内設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜困っています＞ 

○トイレ 

・車椅子使用者が使えるトイレが少ない。 

・障害者用トイレになっているが、ドアの開閉ボタン、便座の位置などが使いにく

い。 

・トイレのスペースが狭い（電動車いすは大きいのでさらにスペースが必要）。 

・オストメイト（ぼうこう・直腸機能障害で人工肛門や人工ぼうこうを使用してい

る人）に必要な温水シャワーや洗い場などのついたトイレが少ない。 

・トイレの表示がわかりにくい。 

・視覚に障害があり、トイレの位置や男性用・女性用かがわからない。 

・トイレによって内部の配置や設備の使用方法がまちまち。 

・子ども用の小型ベッドしかないため、成人の障害者のおむつ交換等の介護ができ

ない。 

○エレベーター・階段 

・車椅子のためエレベーターがないと２階に行けない。 

・視覚に障害があり、エレベーターが止まっても何階かわからない。 

・階段の縁がわかりづらい。 

○ロビー 

・疲れているのに座る場所がない。 

・内部障害があり、携帯電話の電磁波が不安。 

○出入口・通路 

・建物内は土足禁止のため、車椅子のまま入れない。上履きに履き替えないといけ

ない。 

・建物の入口に音声案内が欲しい。 

・車椅子や杖使用のため、ドアの開閉が一人でできない。 

・床に凹凸があり、足やカート等にひっかかる。 

・視覚障害者誘導用ブロック（点字ブロック）や誘導床材の行き先がわからない。 

・視覚障害者誘導用ブロックの上に荷物が置いてある。 

○案内 

・担当窓口やトイレの位置など、場所がわかりにくい。 

・案内表示の位置が高いので、車椅子から見えにくく見落としてしまう。 

・聴覚に障害があり、館内放送が聞こえない。 

・聴覚に障害があり、手話や字幕がない映像モニターは内容がわからない。 
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【不当な差別的取扱いに当たり得る具体例】 

・障害を理由に館内設備の利用を拒否する。 

 

【環境の整備】 

○トイレ 

・トイレの位置の表示や触地案内図をわかりやすくします。 

・オストメイト（ぼうこう・直腸機能障害で人工肛門や人工ぼうこうを使用している人）

対応を含めた多目的トイレを設置します。 

・多目的トイレに手荷物置き場を設置します。 

・出入口は、開閉が容易なもの、または、開閉ボタン付きの自動ドアにします。 

・ドアの取っ手や鍵、開閉ボタン等は車椅子で操作しやすい位置に配置します。 

・子どもだけでなく大人の介護も可能な大型のシート（ユニバーサルシート）を設置し

ます。 

 

○エレベーター・階段 

・音声案内や点字表示等のあるエレベーターを設置します。 

・階段の縁に見えやすい色づけをします。 

・階段上端部には、段の存在を認知できるよう点状ブロック等を敷設します。手すりを

設置します。 

・階段の上り口の手すりに行き先の点字表示をつけます。 

 

○ロビー又は休憩スペース 

・ゆったり座れる休憩スペースを確保します。休憩室・休憩スペースにはベッド、ベン

チ、洗面スペース等を設け、必要に応じてカーテン等で区切ることができるものとし

ます。 

・携帯電話禁止スペースを設けます（心臓にペースメーカーを埋め込んでいる人は、電

磁波により機器の誤作動を招く恐れがあります）。 

・車椅子使用者で利用できる高さの電話機や自動販売機の設置を進めます。 

 

○出入口・通路など 

・出入口に段差がある場合は、スロープ等を配置し段差を解消します。 

・靴拭きマットを設置する場合は、段差のできないもの、車椅子や杖がひっかからない

ものにします。誘導ブロックの上にマットを敷かないようにします。 

○その他 

・車椅子使用者用のＡＴＭや自動販売機がない。 
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・室内用視覚障害者誘導用ブロック（点字ブロック）を設置します。 

・ニ足制（土足と上履きの両方を使用すること）を見直し、建物内を土足可とします。 

 

○案内表示、視覚障害者誘導用設備 

・すぐわかる場所に設置し、車椅子使用者にも見えやすい高さにします。 

・案内板、表示板（順路表示や室名表示）のピクトグラム（サイン・図記号）は、文字

の大きさ、色づかい・コントラスト、取り付け位置、照明等に留意し、障害のある人

等の多様な利用者のわかりやすさに配慮したものとします。 

・主要な案内板には、点字・音声等による案内を設けます。 

・併設又は隣接する施設がある場合には、各施設の案内表示を統一します。 

 

 

○その他 

・歩行が困難な人、体調がすぐれない人などのために、貸出用の車椅子を準備します。 

・観覧席や客席のある施設は、出入り口から容易に到達でき、観覧しやすい場所に、車

椅子使用者が利用できる客席などのスペースを複数確保できるようします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共通的な配慮】 

○トイレ 

・トイレが汚れていないか、多目的トイレの折りたたみ式ベッドが下りたままでないか

など、こまめにチェックします。 

・障害者用トイレのある階やその位置を聞かれたときに案内できるようにします。 

・視覚障害のある人には、案内するトイレの設備の使用方法を伝えます（初めて使用さ

れる場合には、内部の配置などがわからないため）。 

 

・文字や言葉にかわって、一目でわかるよう図で示した記号です。 

  

（例） 

 

ピクトグラム（サイン・図記号） 
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○エレベーター・階段 

・停止した階がわかりにくい場合があるため、階数を伝えます。 

・「上り」「下り」の区別もわかりにくいため、どちらなのかを伝えるようにします。 

・乗り降りに時間がかかることがあるため、乗り降りの途中でドアが閉まらないように

配慮します。 

 

○ロビー又は休憩スペース 

・混雑時には、手荷物で座席をふさいでいる人がいれば、足元などに移動してもらうよ

うにします。 

・待ち時間が長くなると、不安になったり、疲れてくる人も多いため、応対に配慮しま

す。 

・音声、照明、騒音など、慣れない環境に混乱することがあるので、一時的に避難でき

る個室に案内するなど休憩できる環境を整えます。 

・携帯電話の使用に気をつけます（心臓にペースメーカーを埋め込んでいる人は、電磁

波により機器の誤作動を招く恐れがあります）。 

 

○出入口・通路など 

・通路に通行を妨げるような物品を置かないようにします。 

・視覚障害者誘導用ブロック（点字ブロック）の上に物品を置かないようにします。 

・建物内土足禁止であっても、車椅子や介助用の靴を使用の方はそのまま入れるように

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国においては、高齢化の進展やノーマライゼーションの理念の社会への浸透を踏ま

え、平成１２年１１月に「交通バリアフリー法」が施行され、平成１８年１２月に

は、建物のバリアフリー化等を定めた「ハートビル法」と「交通バリアフリー法」

が統合され、「バリアフリー新法」が施行されました。 

・兵庫県においては、「福祉のまちづくり条例」に基づき、特定施設（公共施設等）

の整備基準を定めています。  

・このような中、姫路市では、平成２３年３月に、「バリアフリー新法」に基づく、

旅客施設や道路などのバリアフリー化のための具体的な施策を明らかにした、「姫

路市バリアフリー基本構想」を策定しました。 

 

〔参考情報〕  

○姫路市 姫路市のバリアフリーに関する取り組み 

http://www.city.himeji.lg.jp/s70/2212583/_8327.html 

○兵庫県 福祉のまちづくり条例 

http://web.pref.hyogo.lg.jp/ks18/kendo-toshiseisaku/hukumachi/201209

_renewal/hukushi_top-page.html 
 ○国土交通省 バリアフリー・ユニバーサルデザイン 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html 

姫路市のバリアフリーに関する取組 
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（３）文化施設等の展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【不当な差別的取扱いに当たり得る具体例】 

・障害を理由に入館を拒否する。 

・障害を理由に対応の順序を後回しにする。 

・特に必要ではないにもかかわらず、障害を理由に、来庁の際に付き添い者の同行を求

めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒

んだりする。 

 

【環境の整備】 

（通路・展示室等） 

・高齢者、障害者等を含むすべての利用者にとってわかりやすい動線にします。 

・視覚障害のある人が円滑に移動するために視覚障害者誘導用ブロックを設置します。 

・車椅子使用者等が安全に通行でき、方向転換がスムーズにできるよう通路幅や動線に

配慮します。 

・長時間立っていることが困難な人のために、休憩用の椅子や休憩スペースを設ける。 

・つまずいて転倒するおそれがある障害物は置かないようにします。 

 

（展示物・掲示板等） 

・案内表示（案内板、表示板等）は、高齢者、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、

発達障害者、精神障害者等、多様な利用者のわかりやすさに配慮し、ピクトグラム（サ

イン・図記号）、点字、音声等により表示します。 

・建物の配置やトイレの位置等を示した案内図は、エントランス等のわかりやすい場所

に配置します。 

・展示物等の高さは、車椅子使用者等の目線の高さに配慮します。 

・展示物・解説板等への照明も、展示物へのダメージを抑えながら、より明るく見えや

＜困っています＞ 

・受付や順路がわからない。 

・案内表示がわかりにくい。 

・文字による解説しかなく、何が展示されているのかわからない。 

・映像に字幕がないため、内容がわからない。 

・ケース内の展示は、車椅子で近づきにくい。 

・車椅子からは、展示位置が高くて見えにくい。 

・説明板等が暗くて見えにくい。 

・館内放送や音声による解説が聞こえないため、内容がわからない。 
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すいものにします。 

・解説板は、わかりやすく読みやすいように、文字の大きさ、書体、色づかい・コント

ラスト、点字の併記、取り付け位置等に十分配慮します。補足資料や音声ガイドを用

意します。 

・映像など、音声を聞かないと理解できない展示物は、字幕をつけるか説明用の資料を

用意します。 

・施設の特性や展示内容にあわせ、五感を使って楽しむことができるものにするなど、

展示方法を工夫します。 

・効果的に伝わるように、絵や文字、手触り等異なった方法を併用します。 

 

【共通的な配慮】 

・車椅子使用者等の移動支援や、視覚障害者や聴覚障害者、知的障害者、発達障害者、

精神障害者等の多様な利用者の案内・誘導等に必要な人を配置します。 

 

 〔参考情報〕  

○財団法人共用品推進機構 より多くの人が参加しやすい展示会ガイド 

http://www.jace.or.jp/archives/02/000559.html 

 ○観光庁 観光のユニバーサル化手引き集 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/universal.html 
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４．障害の理解（障害種別の特性）  

以下に、代表的な障害特性と対応時に配慮すべき事項について簡単にまとめています。 

このほか、障害のある女性は、障害に加えて女性であることにより、更に複合的に困

難な状況に置かれている場合があります。 

障害児については、成人の障害者とは異なる支援の必要性があります。 

子どもは成長、発達の途上にあり、乳幼児期の段階から、個々の子どもの発達の段階

に応じて一人ひとりの個性と能力に応じた丁寧に配慮された支援を行う発達支援が必要

です。  

また、子どもを養育する家族を含めた丁寧かつ早い段階からの家族支援が必要です。 

特に、保護者が子どもの障害を知った時の気持ちを出発点とし、障害を理解する態度

を持つようになるまでの過程においては、関係者の十分な配慮と支援が不可欠です。 

また、医療的ケアを要する障害児については、配慮を要する程度に個人差があること

に留意し、医療機関等と連携を図りながら、個々の状態や必要な支援を丁寧に確認し、

適切な支援を行うことが重要です。 

 

（１）視覚障害  

視力、視野、色覚などの障害で、文字を読み取ったり、慣れない場所で移動する

ことが困難であるなど、様々な生活のしづらさを抱えています。 

 

      視覚障害のある人の中には、全く見えない人と見えづらい人とがいます。見えづ

らい人の中には、細部がよくわからない、光がまぶしい、暗いところで見えにくい、

見える範囲が狭い（視野の一部が欠けていたり、望遠鏡でのぞいているような見え

方）などの人がいます。また、特定の色がわかりにくい人もいます。  
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【主な特徴】  

・一人で移動することが困難。  

慣れていない場所では、一人で移動することは困難です。  

また、外出時は白杖を使用する人もいます。左右に振った杖の先が物や壁に当たる

ことで、足元の安全を確認したり方向を修正します。  

・白杖を使っているからといって全盲とは限らない。  

   全く見えない（全盲の）人だけではなく、視覚障害により見えにくい人も白杖を使

うことがあります。 

・音声を中心に情報を得ている。  

目からの情報が得にくいため、音声や手で触ることなどにより情報を入手していま

す。  

・文字の読み書きが困難。  

文書を読むことや書類に文字を記入することが難しい人が多いです。  

 

【盲人のための国際シンボルマーク】 

 

世界盲人会連合で 1984 年に制定された盲人のための世界共通

のマークです。視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された

建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字

郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。 

このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用への配慮に

ついて、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

（所管：社会福祉法人日本盲人福祉委員会） 

【「白杖ＳＯＳシグナル」普及啓発シンボルマーク】 

 

白杖を頭上５０ｃｍ程度に掲げてＳＯＳのシグナルを示して

いる視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支

援しようという「白杖ＳＯＳシグナル」運動の普及啓発シン

ボルマークです。 

白杖によるＳＯＳのシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、

困っていることなどを聞き、サポートをしてください。 

※駅のホームや路上などで視覚に障害のある人が危険に遭遇し

そうな場合は、白杖によりＳＯＳのシグナルを示していなくて

も、声をかけてサポートをしてください。 

（社会福祉法人日本盲人会連合推奨マーク） 
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【対応時に必要な配慮】 

・こちらから声をかける。  

周りの状況がわからないため、相手から声をかけられなければ、会話が始められな

いことがあります。また、知っている相手でも声だけでは誰かわからないこともあり

ます。 時には、差し障りがなければ、本人の氏名を呼称することが適切です。 

・指示語は使わない。  

     「こちら」、「あちら」、「これ」、「それ」などの指示語では、「どこか」、「何か」わか

りません。場所は「３０センチ右」、「２歩前」など、物は「・・の申請書」など具体

的に説明します。場合によっては相手の了解を得た上で、手を添え、物に触れてもら

い説明します。  

・点字と音声  

点字は、指先で触って読む文字です。 

視覚障害のある人が必ずしも点字を読めるわけではなく、点字を使用されるのは約

１割で、残りの９割の人は、主に音声や拡大文字により情報を得ています。文字情報

を音声にする方法としては、補助者による代読やパソコンの音声読み上げソフトを用

いるほか、文書内容をコード情報に変換して印刷したものを活字文書読み上げ装置を

使って音声化する方法もあります。  

  

  

（点字とは） 

・点字と音声  

・点字は、縦３点、横２列の６つの組合せによって構成されている文字です。 

・点字は、６つのそれぞれの点が、凸になっているかいないかの６４通りの組合せで

文字を表現します。 

・点字は、横書きで、左から右方向へ凸面を読んでいきます。 

・点字は、基本的には母音と子音の組合せで５０音を構成しており、ローマ字の構成

と似ています。 
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（２）聴覚障害  

      音を聞いたり、感じる経路に何らかの障害があり、話し言葉を聞き取ったり、周

囲の音から状況を判断することが困難であるなど、様々な生活のしづらさを抱えて

います。 

 

聴覚障害のある人の中には、全く聞こえない人と聞こえにくい人とがいます。    

さらに、言語障害を伴う人とほとんど伴わない人とがいます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【聴覚障害者のシンボルマーク「耳マーク」】 

 

聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークで

す。聴覚障害者は見た目にはわからないために、誤解されたり、

不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。 

このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを

理解し、コミュニケーションの方法への配慮についてご協力を

お願いいたします。 

（所管：一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会） 

【聴覚障害者標識】 

 

聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が

運転する車に表示するマークで、マークの表示については、

義務となっています。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付け

た車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規

定により罰せられます。 

（所管：警察庁） 

【手話マーク】 

 

聴覚障害者に対するコミュニケーション手段の配慮に

ついて、「手話で対応できる」「手話でコミュニケーシ

ョンできる人がいる」ことを表しています。 

行政機関などの窓口に提示したり、イベントなどの会

場で手話のできる案内係がネームプレートで携帯した

り、聴覚障害者自身がコミュニケーションの配慮を求

めるときに提示するため策定されました。 

（所管：全日本ろうあ連盟） 
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【主な特徴】  

・外見からわかりにくい。 

外見からは聞こえないことがわかりにくいため、挨拶したのに返事をしないなどと

誤解されることがあります。  

・視覚を中心に情報を得ている。 

音や声による情報が得にくく、文字や図などの視覚により情報を入手しています。 

・声に出して話せても聞こえているとは限らない。 

聴覚障害のある人の中には声に出して話せる人もいますが、相手の話は聞こえてい

ない場合があります。  

・補聴器をつけても会話が通じるとは限らない。  

補聴器をつけている人もいますが、補聴器で音を大きくしても、明瞭に聞こえてい

るとは限らず、相手の口の形を読み取るなど、視覚による情報で話の内容を補ってい

る人もいます。  

 

【対応時に必要な配慮】 

・コミュニケーションの方法を確認します。  

聴覚障害のある人との会話には、手話、指文字、筆談、口話（こうわ）（声を出し  

  て話をすること。）、読話（どくわ）（相手の口の動きを見て話を読み取ること。）など 

の方法があります。 

人によりコミュニケーションの方法は異なるので、どのような方法によれば良いか、

本人の意向を確認します。  

手話、指文字のわからない人もいますので、注意してください。 

・聞き取りにくい場合は確認します。  

言語障害のある人への対応は、言葉の一つひとつを聞き分けることが必要です。聞

き取れないときは、わかったふりをせず、聞き返したり、紙などに書いてもらい内容

を確認します。 

 

 

【筆談マーク】 

 

聴覚障害者に対するコミュニケーション手段の配慮に

ついて、「筆談で対応できる」ことを表しています。 

 

（所管：全日本ろうあ連盟） 
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（様々なコミュニケーション方法） 

○手話  

手指の形や表情、体の向きなどを使って表現し、目で視る言葉です。聴覚障害のあ

る人たちの間で自然に生まれ、国による標準手話の確定などを通じて発展してきまし

たが、地方によって、習慣や文化の違いから表現の仕方が異なるものがあります。 

○指文字 

指の形で「あいうえお～」を一文字ずつ表すものです。まだ手話になっていない新

しい単語や、人名や地名など固有名詞などを表すのに使います。通常は手話と組み合

わせて使用します。  

○筆談 

メモ用紙や簡易筆談器などに、文字を書いて伝える方法です。パソコンや携帯電話

の画面上で言葉をやりとりする方法もあります。  

○要約筆記 

話し手の話の内容をつかみ、それを文字にして伝える、聴覚障害のある人のための

コミュニケーション手段です。要約筆記者（要約筆記奉仕員）により伝えられます。 

○口話（こうわ）・読話（どくわ） 

    相手の口の動きを読み取る方法です。口の動きがわかるよう正面からはっきりゆっ

くり話すことが必要です。口の形が似ている言葉は区別がつきにくいので、言葉を言

い換えたり、文字で書くなどして補います。 

 ○音声文字変換システムの活用 

   音声を文字に変換するパソコンやタブレット端末等のアプリケーションを活用して

会話する方法もあります。 

 

（筆談のコツ） 

筆談とは？  

   紙や手のひらなどに字を書いてコミュニケーションをとる方法です。 

・要旨だけを簡単にまとめて書く。  

一字一句ていねいに書くより、必要なことだけを簡単にまとめて書くようにした方

が、スムーズにコミュニケーションをとることができます。 

紙が複数にわたるときは、どの順番に説明したのか後から見直してわかるように番

号を振ります。 

・漢字を適切に使って、意味がわかるようにします。  

難しい言葉は避けるようにしますが、ひらがなばかりでもかえって意味がわかりに

くくなります。表意文字である漢字を適切に使うと、読めなくても意味が通じやすく

なります。   

・抽象的な言葉や二重否定は使わない。  

抽象的な言葉や二重否定を使うと誤解を招くことがあります。遠回しな言い方は避
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け、簡潔にまとめると言いたいことが伝わります。  

 

 

○ 
〈良い書き方の例〉  

・調べるのに、約１０分かかります。  

・資料をお渡しするのに、約３０分かかります。 

 

× 
〈悪い書き方の例〉  

・只今込み合っていますので、お調べするのに約１０分かかります。 

・しらべるのに、やくじゅっぷんかかります。 

・資料をお渡しできないわけではないのですが、用意するのに時間が

かかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（姫路市手話言語条例） 

姫路市では、平成 29 年４月１日に「姫路市手話言語条例」を施行しました。この条例

は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と普及の促進を図るとともに、手話

を使用しやすい環境を構築し、障害者の社会的障壁の除去に寄与することによって、全て

の市民が障害の有無にかかわらずお互いに人格と個性を尊重し合いながら共生し、安心し

て暮らすことのできる地域社会の実現を目指しています。 
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（基本的な手話） 

 

 

（指文字一覧） 
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（３）盲ろう（視覚と聴覚の重複障害）  

      視覚と聴覚の重複障害の人を「盲ろう」と呼んでいますが、障害の状態や程度に

よって様々なタイプに分けられます。（視覚障害、聴覚障害の項も参照のこと） 

  

【主な特徴】  

・様々なタイプがあり、そのニーズも異なる。 

盲ろう者がそれぞれ使用するコミュニケーション手段は、障害の状態や程度、盲ろ

うになるまでの経緯、あるいは生育歴、他の障害との重複の仕方によって異なり、介

助方法も異なります。  

 ＜見え方と聴こえ方の組み合わせによるもの＞ 

①全く見えず聴こえない状態の「全盲ろう」 

②見えにくく聴こえない状態の「弱視ろう」 

③全く見えず聴こえにくい状態の「盲難聴」 

④見えにくく聴こえにくい状態の「弱視難聴」 

＜各障害の発症経緯によるもの＞ 

①盲（視覚障害）から聴覚障害を伴った「盲ベース盲ろう」 

②ろう（聴覚障害）から視覚障害を伴った「ろうベース盲ろう」 

③先天的、あるいは乳幼児期に視覚と聴覚の障害を発症する「先天性盲ろう」 

④成人期以後に視覚と聴覚の障害が発症する「成人期盲ろう」 

 

【対応時に必要な配慮】 

・コミュニケーションの方法を確認します。  

障害の状態や程度に応じ視覚障害のある人や聴覚障害のある人と同じ対応が可能な

場合がありますが、同様な対応が困難な場合が多く、手書き文字や触手話、指点字な

どの代替する対応や移動の際にも配慮する必要があります。  

・視覚的・聴覚的情報についても伝える。  

言葉の通訳に加えて、視覚的・聴覚的情報についても意識的に伝えるようにします。 

  （例）状況説明として、人に関する情報（人数、性別等）や環境に関する情報（部屋

の大きさや机の配置、その場の雰囲気等）など 
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（４）肢体不自由  

手足や体幹の運動や動作の障害のため、起立や歩行、物の持ち運びが困難である

など、様々な生活のしづらさを抱えています。 

      

肢体不自由のある人の中には、上肢や下肢に切断や機能障害のある人、座ったり

立ったりする姿勢保持が困難な人、脳性麻痺の人などがいます。 

これらの人の中には、書類の記入などの細かい作業が困難な人、立ったり歩行し

たりすることが困難な人、身体に麻痺がある人、自分の意思と関係なく身体が動く

不随意運動を伴う人などがいます。 

移動については、杖や松葉杖を使用される人、義足を使用される人、自力走行や

電動の車椅子を使用される人などがいます。 

また、病気や事故で脳が損傷を受けた人の中には、身体の麻痺や機能障害に加え

て、言葉の不自由さや記憶力の低下、感情の不安定さなどを伴う人もいます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な特徴】  

・移動に制約がある人もいる。  

下肢に障害のある人では、段差や階段、手動ドアなどがあると、一人では進めない

人がいます。また、歩行が不安定で転倒しやすい人もいます。  

車椅子を使用している人では、高い所には、手が届きにくく、床の物は拾いにくい

です。  

・文字の記入が困難な人もいる。 

手に麻痺のある人や脳性麻痺で不随意運動を伴う人などは、文字を記入できなかっ

たり、狭いスペースに記入することが困難です。  

・体温調節が困難な人もいる。 

脊髄を損傷された人では、手足が動かないだけでなく、感覚もなくなり、周囲の温

度に応じた体温調節が困難です。  

・話すことが困難な人もいる。  

脳性麻痺の人の中には、発語の障害に加え、顔や手足などが自分の思いとは関係な

【身体障害者標識（障害者マーク）】 

 

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が

運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努

力義務となっています。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた

車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定に

より罰せられます。 

（所管：警察庁） 



 

 

- 61 - 

 

く動いてしまうため、自分の意思を伝えにくい人もいます。  

 

【対応時に必要な配慮】 

・車椅子を使用している人の視線に合わせる。  

車椅子を使用している場合、立った姿勢で話されると上から見下ろされる感じがし

て、身体的・心理的に負担になるので、少しかがんで同じ目線で話すようにします。 

・聞き取りにくい場合は確認します。  

聞き取りにくいときは、わかったふりをせず、一語一語確認するようにします。 

・子ども扱いをしない。  

言葉がうまくしゃべれない人に対して子どもに対するような接し方をしないように

します。  

・障害のある本人に直接対応する。  

介助者がいる場合であっても、障害のある本人に直接話しかけるようにし、相手の

立場に立った対応を心がけます。 

・必要に応じ、広いスペースに誘導する。  

大型の車椅子を使用している場合など、窓口のスペースが足りなかったり、通路を

塞いでしまう場合があります。必要に応じて広いスペースへ誘導するなど、障害のあ

る人が安心して話ができるよう配慮します。 
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（５）構音（こうおん）障害  

構音障害は言語障害の一種です。正しい言葉を選択し話せるものの、声が出にく

かったり、ろれつが回らず正しい発音ができなくなるため、コミュニケーションに

支障をきたすなど、様々な生活のしづらさを抱えています。 

 

話す運動機能の障害、聴覚障害、咽頭摘出などの原因があります。 

また構音障害では、自分の言いたい言葉が思い出せない状態とは異なるので、文

字に書いて表現できたり、50 音表（あいうえおの表）を指さして言いたいことを表

せたり、会話補助装置等の何らかの代償手段を用いることができます。その点が失

語症との大きな違いです。 

  

【主な特徴】  

・話す言葉自体を聞き取ることが困難な状態。  

音の誤り方はほぼ一定しており、慣れてくると何を言っているのか、ある程度予想

がつくようになります。 

 

【対応時に必要な配慮】 

・しっかりと話を聞く。 

・会話補助装置等を使ってコミュニケーションをとる。 
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（６）失語症  

失語症は言語障害の一種です。「思ったのと違う言葉が出る」「聞いた言葉を理解

できない」ことで「もどかしさ」や「イライラ」「不甲斐なさ」などからストレスを

感じやすくなるなど、様々な生活のしづらさを抱えています。 

      

主には脳出血、脳梗塞などの脳血管障害によって脳の言語機能の中枢（言語野）

が損傷されることにより、一旦獲得した言語機能が損なわれ、「聞くこと」「話すこ

と」「読むこと」「書くこと」など言葉を使う作業が上手くできなくなる障害です。 

リハビリとして、言語聴覚士の指導の下で言語訓練等を行います。 

  

【主な特徴】  

・聞くことの障害 

音は聞こえるが「ことば」の理解に障害があり「話」の内容がわからない。 

単語や簡単な文ならわかる人でも早口や長い話になるとわからなくなる。 

・話すことの障害 

伝えたいことをうまく言葉や文章にできない。 

発話がぎこちなく、いいよどみが多くなったり、誤った言葉で話したりする。 

・読むことの障害 

文字を読んでも理解が難しい。 

・書くことの障害 

書き間違いが多い、「てにをは」などをうまく使えない、文を書くことが難しい。  

 

【対応時に必要な配慮】 

表情がわかるよう、顔を見ながら、ゆっくりと短いことばや文章で、わかりやすく

話しかけます。 

一度でうまく伝わらない時は、繰り返して言ったり、別のことばに言い換えたり、

漢字や絵で書いたり、写真・実物・ジェスチャーで示したりすると理解しやすくなり

ます。 

「はい」「いいえ」で答えられるように問いかけると答えやすくなります。 

話し言葉以外の手段（カレンダー、地図、時計など身近にあるもの）を用いると、

コミュニケーションの助けになります。 

 

＊「失語症のある人の雇用支援のために」（独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構障

害者職業総合センター）より一部引用 



 

 

- 64 - 

 

（７）高次脳機能障害  

      記憶・注意・行動・言語・感情などの機能に障害が残り、日常生活では、次の行

動を忘れる、二つの作業ができないなど、様々な場面で生活のしづらさがあります。 

交通事故や脳血管障害などの病気により、脳にダメージを受けることで生じる認

知や行動に生じる障害で、身体的には障害が残らないことも多く、外見ではわかり

にくいため、「見えない障害」とも言われています。 

  

【主な特徴】  

・以下の障害が現れる場合がある。 

記憶障害：すぐに忘れてしまったり、新しい出来事を覚えることが苦手なため、何度

も同じことを繰り返したり質問したりする。 

注意障害：集中力が続かなかったり、ぼんやりしてしまい、何かをするとミスが多く

見られる。 

二つのことを同時にしようとすると混乱する。 

主に左側で、食べ物を残したり、障害物に気が付かないことがある。 

遂行機能障害：自分で計画を立てて物事を実行したり、効率よく順序立てられない。 

社会的行動障害：ささいなことでイライラしてしまい、興奮しやすい。 

こだわりが強く表れたり、欲しいものを我慢できない。 

思い通りにならないと大声を出したり、時に暴力をふるったりす         

る。 

病識欠如：上記のような症状があることに気づかず、できるつもりで行動してトラブ

ルになる。 

・失語症を伴う場合がある。 

・片麻痺や運動失調等の運動障害や眼や耳の損傷による感覚障害がおこる場合がある。 

 

【対応時に必要な配慮】 

・主な特性に応じて必要な対応を心がける。  

記憶障害：自分でメモを取ってもらい、双方で確認するようにします。 

注意障害：短時間なら集中できる場合もあるので、こまめに休憩を取るなどします。 

同時にせず、ひとつずつ順番にします。 

左側に危険なものを置かないようにします。 

遂行機能障害：手順書、スケジュール表、チェックリストなどを利用し、ひとつずつ確

認するようにします。 

社会的行動障害：感情をコントロールできない状態にあるときは、上手に話題や場所

を変えてクールダウンを図ります。 
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（８）内部障害  

内臓の機能の異常や喪失のため、継続的な医療ケアが必要など、様々な生活のし

づらさを抱えています。  

  

      内部障害とは、内臓機能の障害であり、身体障害者福祉法では心臓機能、じん臓

機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルス（ＨＩ

Ｖ）による免疫機能、肝臓機能の７種類の機能障害が定められています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ハート・プラスマーク】 

 

「身体内部に障害がある人」を表しています。身体内部（心臓、

呼吸機能、じん臓、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫機能）

に障害がある方は外見からはわかりにくいため、様々な誤解を

受けることがあります。 

内部障害の方の中には、電車などの優先席に座りたい、近辺で

の携帯電話使用を控えてほしい、障害者用駐車スペースに停め

たい、といったことを希望していることがあります。 

このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障害

への配慮についてご理解、ご協力をお願いいたします。 

（所管：特定非営利活動法人ハート･プラスの会） 

【オストメイトマーク】 

 

人工肛門・人工膀胱を造設している人（オストメイト）のため

の設備があることを表しています。 

オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示さ

れています。 

このマークを見かけた場合には、そのトイレがオストメイトに

配慮されたトイレであることについて、ご理解、ご協力をお願

いいたします。 

（所管：公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団） 

【ヘルプマーク】 

 

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、ま

たは妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮

を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としている

ことを知らせることができるマークです（JIS 規格）。 

ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス

内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思

いやりのある行動をお願いします。 

（所管：兵庫県健康福祉部障害福祉局ユニバーサル推進課） 
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【主な特徴】  

・外見からわかりにくい。  

外見からはわからないため、電車やバスの優先席に座っても周囲の理解が得られな

いなど、心理的なストレスを受けやすい状況にあります。  

・疲れやすい。  

障害のある臓器だけでなく、全身の状態が低下しているため、体力がなく、疲れや

すい状況にあり、重い荷物を持ったり、長時間立っているなどの身体的負担を伴う行

動が制限されます。 

・携帯電話の影響が懸念される人もいる。  

心臓機能障害で心臓ペースメーカーを植え込んでいる人は、携帯電話から発せられ

る電磁波等の影響を受けると誤動作するおそれがあるので、配慮が必要です。 

・タバコの煙が苦しい人もいる。 

呼吸器機能障害のある人は、タバコの煙などが苦しい人もいます。  

・トイレに不自由している人もいる。 

ぼうこう・直腸機能障害で人工肛門や人工ぼうこうを使用している人（オストメイ

ト）は、排せつ物を処理できるオストメイト用のトイレが必要です。 

  

【対応時に必要な配慮】 

・負担をかけない対応を心がける。  

症状や体調に応じて、対応してほしい内容を本人に確認しながら、できるだけ負担

をかけない対応を心がけます。 

 

（症状の例）  

○心臓機能障害  

    不整脈、狭心症、心筋症等のために心臓機能が低下した障害で、ペースメーカー等 

を使用している人もいます。  

○じん臓機能障害 

じん機能が低下した（慢性腎不全の）障害で、定期的な（例えば、週３回程度（１回

に４～５時間））人工透析（血液浄化透析）に通院している人もいます。  

○呼吸器機能障害  

    呼吸器系の病気により呼吸機能が低下した障害で、酸素ボンベを携帯したり、人工呼

吸器（ベンチレーター）を使用している人もいます。 

○ぼうこう・直腸機能障害  

    ぼうこう疾患や腸管の通過障害で、腹壁に新たな排せつ口（ストマ）を造設している

人もいます。  

○小腸機能障害  

    小腸の機能が損なわれた障害で、食事を通じた栄養維持が困難なため、定期的に静脈
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から輸液の補給を受けている人もいます。  

○ヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）による免疫機能障害  

    ＨＩＶによって免疫機能が低下した障害で、抗ウイルス剤を服薬している人です。  

○肝臓機能障害  

    ウイルス性肝炎（Ｂ型、Ｃ型）、自己免疫性肝炎、代謝性肝炎疾患等のために肝機能が

低下した障害で、全身倦怠感、むくみ、嘔吐などの症状に加え、吐血、意識障害、痙攣

発作をおこす人もいます。   
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（９）重症心身障害者・その他医療ケアが必要な者  

重症心身障害とは、自分で体を動かすことができない重度の肢体不自由と、年齢

に相応した知的発達が見られない重度の知的障害が重複しています。 

常に医学的管理下に置かなければ、呼吸をすることも栄養を摂ることも困難な障

害状態にある人（超重症児・者）もいます。 

  

【主な特徴】  

・自力で移動や寝返りが困難 

ほとんど寝たままで自力では起き上がれない状態が多く、座るのがやっとです。 

移動、食事、着替え、洗面、トイレ、入浴などが自力ではできないため、日常の様々

な場面で介助者による援助が必要です。 

・コミュニケーションが困難 

言語による理解や意思伝達が困難です。表現力は弱いが、声や身振りで表現したり、

笑顔で応えることができます（人の心が読める）。 

・医療的ケアが必要な人もいる 

常に医学的管理下でなければ、呼吸することも栄養を摂ることも困難な人もいます。 

重度の肢体不自由や重度の知的障害はないが、人工呼吸器を装着するなど医療的ケ

アが必要な人もいます。 

 

【対応時に必要な配慮】 

人工呼吸器などを装着して専用の車椅子で移動する人もいるため、電車やバスの乗

降時等において、周囲の人が手伝って車椅子を持ち上げるなどの配慮が必要です。 

体温調整がうまくできないことも多いので、急な温度変化を避ける配慮が必要です。 

   介助者がいる場合であっても、障害のある本人に直接話しかけるようにし、相手の

立場に立った対応を心がけます。 
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（10）知的障害    

「考えたり、理解したり、読んだり、書いたり、計算したり、話したり」する等

に発達の遅れがあり、金銭管理、会話、買い物、家事などの社会生活への適応が困

難など、様々な生活のしづらさを抱えています。  

  

知的障害のある人は、発達時期（１８歳未満）において脳に何らかの障害が生じ

たため、知的な発達の遅れと社会生活への適応のしにくさのある人です。 

重度の障害のため常に同伴者を必要とする人もいますが、障害が軽度の場合には

企業などで働いている人も大勢います。  

 

【主な特徴】 

・複雑な話や抽象的な概念は理解しにくい。  

・人にたずねたり、自分の意見を言うのが苦手な人もいる。  

・漢字の読み書きや計算が苦手な人もいる。  

・ひとつの行動に執着したり、同じ質問を繰り返す人もいる。  

・てんかんを合併する場合もある。 

・ダウン症候群の場合の特性として、筋肉の低緊張に加え、多くの場合、知的な発達の

遅れを伴う、また、心臓に疾患を伴う場合がある。 

  

【対応時に必要な配慮】 

・短い文章で「ゆっくり」「ていねいに」「くり返し」説明。  

一度にたくさんのことを言われると混乱されることがあるので、短い文章で「ゆっ

くり」「ていねいに」「くり返し」説明し、内容が理解されたことを確認しながら対応

します。  

・具体的にわかりやすく。  

案内板や説明資料には、漢字にルビ（ふりがな）をつけるとともに、抽象的な言葉

は避け、絵や図を使って具体的にわかりやすく説明します。例えば大きさを伝えると

きも、「リンゴの大きさ」など具体的に表現します。  

写真、絵、ピクトグラム（サイン・図記号）などわかりやすい情報提供を工夫しま

す。 

「はい」「いいえ」「わかりません」などの意思表示ボード（『６．参考－コミュニケ

ーションボード』のページを参照）を準備します。  

・子ども扱いしない。  

成人の人の場合は、子ども扱いしないようにします。  

・穏やかな口調で声をかける。  

社会的なルールを理解しにくいため、時に奇異な行動を起こす人もいますが、いき
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なり強い調子で声をかけたりせず、「どうしましたか？」、「何かお手伝いしましょう

か？」と穏やかな口調で声をかけます。  

・本人の意思確認が必要。  

    支援者等同伴者と行動することが多いですが、同伴者の意見だけでなく、本人に対

する意思確認も必要です。 

   理解できていなくても返事をすることがあるので、ひとつひとつ確認する必要があ

ります。 

・一人ひとりの状況が異なることを理解することが必要。  

    障害の程度・状況によって、一人ひとりの状態像、行動は異なります。例えば、「読

める」こと＝「理解している」とは限りません。また、「はい」と返事されたことが、

「了解した、わかった」とは限らないことがあります。 
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（11）発達障害 

発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他

の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障

害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」（発達障害者支援法におけ

る定義 第二条より）と定義されています。自閉症には、知的障害を伴う場合と伴

わない場合（高機能自閉症）とがあります。 

これらのタイプのうちどれにあたるのか、障害の種類を明確に分けて診断するこ

とは大変難しいとされています。障害ごとの特徴がそれぞれ少しずつ重なり合って

いる場合も多いからです。また、年齢や環境により目立つ症状が違ってくるので、

診断された時期により、診断名が異なることもあります。 

早い時期から周囲の理解が得られ、能力を伸ばすための療育等の必要な支援や環

境の調整が行われることが大切です。 

 

 

 

 

【主な特徴】  

・外見からはわかりにくい。 

・相手の言ったことを繰り返す時は、相手が言っていることが理解できていないことが

多い。 

・遠回しの言い方や曖昧な表現は理解しにくい。  
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・相手の表情・態度やその場の雰囲気を読み取ることが苦手な人もいる。  

・順序だてて論理的に話すことが苦手な人もいる。  

・年齢相応の社会性が身についていない人もいる。  

・関心があることばかり一方的に話す人もいる。  

 

【対応時に必要な配慮】 

・短い文章で「ゆっくり」「ていねいに」「くり返し」説明します。 

・抽象的な表現は用いず、できるだけ具体的に説明します。 

・案内板や説明資料には漢字にルビ（ふりがな）をつけるとともに、抽象的な言葉は避

け、絵や図を使ってわかりやすく説明します。 

 

 

（疾患別） 

○自閉症、アスペルガー症候群を含む広汎性発達障害（自閉症スペクトラム） 

【主な特徴】  

・相手の表情や態度などよりも、文字や図形、物の方に関心が強い。 

・見通しの立たない状況では不安が強い。 

・大勢の人がいる所や気温の変化などの感覚刺激への敏感さで苦労していますが、それ

が芸術的な才能につながることもあります。 

【主な対応】 

・本人をよく知る専門家や家族にサポートのコツを聞く。 

・肯定的、具体的、視覚的な伝え方の工夫（「○○をしましょう」といったシンプルな伝

え方、その人の興味関心に沿った内容や図・イラストなどを使って説明するなど） 

・スモールステップによる支援（手順を示す、モデルを見せる、体験練習をする、新し

く挑戦する部分は少しずつにするなど）。 

・感覚過敏がある場合は、音や肌触り、室温など感覚面の調整を行う（イヤーマフ（ヘ

ッドホン型の遮音器具）を活用する、大声で説明せずホワイトボードで内容を伝える、

人とぶつからないように居場所を衝立などで区切る、クーラー等の設備のある部屋を

利用できるように配慮するなど）。 

 

○学習障害（限局性学習障害） 

【主な特徴】  

・「話す」「理解」は普通にできるのに、「読む」「書く」「計算する」ことが、努力してい

るのに極端に苦手です。 

【主な対応】 

・本人をよく知る専門家や家族にサポートのコツを聞く。 

・得意な部分を積極的に使って情報を理解し、表現できるようにする（ICT を活用する
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際は、文字を大きくしたり行間を空けるなど、読みやすくなるように工夫する） 

・苦手な部分について、課題の量・質を適切に加減する、柔軟な評価をする。 

 

○注意欠陥多動性障害（注意欠如・多動性障害） 

【主な特徴】  

・次々と周囲のものに関心を持ち、周囲のペースよりもエネルギッシュに様々なことに

取り組むことが多い。 

 

【主な対応】 

・本人をよく知る専門家や家族にサポートのコツを聞く。 

・短く、はっきりとした言い方で伝える。 

・気が散りにくい座席の位置の工夫、わかりやすいルール提示などの配慮が必要です。 

・ストレスケア（傷つき体験への寄り添い、適応行動ができたことへのこまめな評価） 

 

○その他の発達障害 

【主な特徴】  

・体の動かし方の不器用さ、我慢していても声が出たり体が動いてしまったりするチッ

ク、一般的に吃音と言われるような話し方なども、発達障害に含まれます。 

 

【主な対応】 

・本人をよく知る専門家や家族にサポートのコツを聞く。 

・叱ったり拒否的な態度を取ったり、笑ったり、ひやかしたりしない。 

・日常的な行動の一つとして受け止め、時間をかけて待つ、苦手なことに無理に取り組

まずできることで活躍する環境を作るなど、楽に過ごせる方法を一緒に考えます。 

 

 

〔参考情報〕  

○国立障害者リハビリテーションセンター 発達障害情報・支援センター 

http://www.rehab.go.jp/ddis/ 

○独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 

http://www.nise.go.jp/ 

○障害者職業総合センター（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

http://www.nivr.jeed.or.jp/index.html 
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（12）精神障害 

精神障害のある人は、統合失調症、うつ病、双極性障害（躁
そう

うつ病）、てんかん、

認知症、アルコール依存症等によるさまざまな精神疾患により、日常生活や社会生

活のしづらさを抱えています。 

 

精神障害は、原因となる精神疾患によって、その障害特性や制限の度合いは異な

ります。適切な治療・服薬と周囲の配慮があれば症状をコントロールできるため、

大半の人は地域で安定した生活を送られています。 

障害の特性もさまざまであるため、積極的に医療機関と連携を図ったり、専門家

の意見を聴くなど、関係機関と協力しながら対応します。 

  

【主な特徴】  

・ストレスに弱く、疲れやすく、対人関係やコミュニケーションが苦手な人が多い。 

・外見からはわかりにくく、障害について理解されずに孤立している人もいる。 

・精神障害に対する社会の無理解から、病気のことを他人に知られたくないと思ってい

る人も多い。  

・周囲の言動を被害的に受け止め、恐怖感を持ってしまう人もいる。  

・若年期の発病や長期入院のために、社会生活に慣れていない人もいる。 

・気が動転して声の大きさの調整が適切にできない場合もある。 

・認知面の障害のために、何度も同じ質問を繰り返したり、つじつまの合わないことを

一方的に話す人もいる。 

 

【対応時に必要な配慮】 

・「ゆっくり」「ていねいに」「くり返し」説明する。  

一度にたくさんのことを言われると混乱されることがあるので、「ゆっくり」「てい

ねいに」「くり返し」説明し、内容が理解されたことを確認しながら対応します。  

・不安を感じさせないような穏やかに対応する。  

いきなり強い調子で声をかけたりせず、穏やかな口調で対応します。相手に考えて

もらう余裕や安心感を与える対応を心がけます。  

場面によっては、特に話しかけずそっと見守ります。  

 

（疾患の例） 

○統合失調症  

統合失調症は、こころや考えがまとまりづらくなってしまう病気です。そのため気分

や行動、人間関係などに影響が出てきます。統合失調症には、健康なときにはなかった

状態が表れる陽性症状と、健康なときにあった状態が失われる陰性症状があります。 
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陽性症状の典型は、幻覚と妄想です。幻覚の中でも、周りの人には聞こえない声が聞

こえる幻聴が多くみられます。陰性症状は、意欲の低下、感情表現が少なくなるなどが

あります。 

周囲から見ると、独り言を言っている、実際はないのに悪口を言われたなどの被害を

訴える、話がまとまらず支離滅裂になる、人と関わらず一人でいることが多いなどのサ

インとして表れます。ほかの慢性の病気と同じように長い経過をたどりやすいですが、

新しい薬や治療法の開発が進んだことにより、多くの患者さんが長期的な回復を期待で

きるようになっています。 

 

○気分障害  

気分の波が主な症状としてあらわれる病気です。うつ状態のみを認める時はうつ病と

呼び、うつ状態と躁状態を繰り返す場合には、双極性障害（躁うつ病）と呼びます。 

うつ状態では気持ちが強く落ち込み、何事にもやる気が出ない、疲れやすい、考えが

働かない、自分が価値のない人間のように思える、死ぬことばかり考えてしまい実行に

移そうとするなどの症状がでます。普段なら乗り越えられるストレスも、よりつらく感

じられるという、悪循環が起きてきます。 

躁状態では気持ちが過剰に高揚し、普段ならあり得ないような浪費をしたり、ほとん

ど眠らずに働き続けたりします。その一方で、ちょっとした事にも敏感に反応し、他人

に対して怒りっぽくなったり、自分は何でもできると思い込んで人の話を聞かなくなっ

たりします。 

 

○てんかん 

通常は規則正しいリズムで活動している大脳の神経細胞（ニューロン）の活動が突然

崩れて、激しい電気的な乱れが生じることによって発作が現れる神経疾患です。発作に

は、けいれんを伴うもの、突然意識を失うもの、意識はあるが認知の変化を伴うものな

ど、様々なタイプのものがあります。 

症状は基本的に一過性で、てんかん発作終了後は元通りの状態に回復することが特徴

です。適切な内服治療を行うことで、大部分の人は発作は抑制され通常の社会生活を支

障なく送ることができます。 

※注 「てんかん」は、国の福祉制度の中でも精神障害に位置づけられていることから、

「精神障害」の項目の中で説明しています。  

 

○認知症 

認知症とは、単一の病名ではなく、種々の原因となる疾患により記憶障害など認知

機能が低下し、生活に支障が出ている状態です。 

認知症にはいくつかの種類があります。認知症の中で一番多いアルツハイマー型認

知症は、男性より女性に多くみられ、脳の機能の一部が萎縮していきます。血管性認
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知症は比較的男性に多くみられ、全体的な記憶障害ではなく、一部の記憶は保たれて

いる「まだら認知症」が特徴です。症状は段階的に、アルツハイマー型よりも早く進

むことがあります。 

初期は、加齢による単なる物忘れに見えることが多くありますが、憂うつ、外出を

いやがる、気力がなくなった、被害妄想がある、話が通じなくなった、外出すると迷

子になる、お金の勘定ができなくなったなどのサインが出てきたときには、専門機関

に相談してください。 

 

〔参考情報〕  

○みんなのメンタルヘルス総合サイト 

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/ 
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（13）難病を原因とする障害 

難病とは、原因不明で治療方法が未確立であり、かつ後遺症を残す恐れが少なく

ない疾病で、経過が慢性にわたり、本人や家族の経済的・身体的・精神的負担が大

きい疾病です。 

神経筋疾病、骨関節疾病、感覚器疾病など様々な疾病により多彩な障害を生じま

す。 

 

【主な特徴】    

・外見からわかりにくい。  

外見からはわからないため、電車やバスの優先席に座っても周囲の理解が得られな

いなど、心理的なストレスを受けやすい状況にあります。  

・症状の変化が毎日ある、日によって変化が大きい。 

午前中は体調が悪くても、夕方になると良くなるなど、一日の中での体調の変動が

あることがあります。特に、ストレスや疲労により、症状が悪化することがあります。 

・常に医療的対応を必要とすることが多い。 

・病態や障害が進行する場合が多い。  

 

【対応時に必要な配慮】 

・負担をかけない対応を心がける。  

症状や体調に応じて、対応してほしい内容を本人に確認しながら、できるだけ負担

をかけない対応を心がけます。  

・それぞれの難病の特性が異なり、その特性に合わせた対応が必要。 

・排泄の問題、疲れやすさ、状態の変動などに留意が必要。 

・体調がすぐれない時に休憩できる場所を確保する。 

 

〔参考情報〕  

○難病情報センター 

http://www.nanbyou.or.jp/ 

○障害者総合支援法の対象となる疾病について 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaisha

hukushi/hani/index.html 
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５．参考 

（１）車椅子での介助方法 

【自走式標準タイプの車椅子の押し方】 

・ハンドグリップを握り、重心を安定させ、体

全体で押すようにします。押し始める際には、

「進みます」「押します」などと声をかけて

ください。止まる時は声をかけて静かに止ま

ります。急に止まると車椅子から転げ落ちる

場合がありますので注意が必要です。 

 

【ブレーキ（ストッパー）のかけ方】 

・車椅子の背面から側面にかけて立ち、片手で

ハンドグリップを握りながら、もう一方の手

でブレーキ（ストッパー）をかけます。反対

側もハンドグリップを放すことなく、ブレー

キ（ストッパー）をかけます。  
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【キャスター上げ】           【キャスター上げでの移動】 

・ティッピングバーを踏み込むと同時に、    ・ハンドグリップをしっかりと握り、 

ハンドグリップに体重をかけ、押し下げ     ふらつかないようにバランスを取 

ます。素早く安定させることが安心につ     りながら、前に進めます。 

ながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【急な下り坂】  

  ・急な坂道やスロープは後ろ向きで下りる方が安全です。ハンドグリップをしっかり握

り、後方を確認しながらゆっくりと下ります。（どちら向きで下りるか乗っている人に

確認してから進みます。） 

 

 

【基本のたたみ方・広げ方／自走式標準タイプの車椅子】 

たたみ方 

 

①フットレストを上げます。 ②シート中央部を持ち上げます。③完全に折りたたみます。 
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広げ方 

①外側に少し開きます。  

②シートを押し広げます。  

③両手を「ハ」の字に広げ、シートの両端をしっか 

り押し広げます。  
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（２）視覚障害のある人の介助方法  

【基本原則】  

・視覚障害のある人の動きを制限しないこと。  

→基本姿勢で相手の前に位置しても引っ張ってしまっては、視覚障害のある人の動きは

制限されたことになり、非常に不安で恐怖感を生じさせます。  

→白杖を引っ張ったりすることは、身体の一部を引っ張っているのと同じことになりま

す。（白杖は身体の一部と理解してください。）  

・一時的に待ってもらうときには、空間に放置するようなことはしないこと。  

  →自分がどこにいるか非常に不安になります。壁や柱などに触って待ってもらうように

します。  

  

【基本姿勢】  

・相手の白杖を持つ手の反対側の半歩前に立ち、肘の少

し上を握ってもらい、二人分の幅を確保しながら誘導

します。  

※なお、必ずしも白杖を持つ手の反対側に立つとは決ま

っていないため、相手に立ち位置を聞いてから移動し

ます。 

・誘導する際は、状況を口頭で伝えることが大切で、特

に足元や障害物についての情報が必要です。  

※なお、説明する時はあいまいな表現ではなく、「右」

「あと・メートルぐらい」と具体的に説明します。 

 

 

【肘や肩、手首をつかんでもらう場合】  

・相手の肘の角度が９０度くらいになることで、互い

の位置を適度な間隔に保つことができます。持たれ

ている肘は、体側に軽く付けてごく自然にし、腕は

あまり振らないようにします。  

・相手の背が高い場合には、ご本人に確認した上で、

肩をつかんでもらっても良いでしょう。 

・また、逆に相手が子どもだったり、極端に背の高さ

が違う場合には、手首のあたりをつかんでもらって

も良いでしょう。  
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【白杖を持っている人と階段を上がる方法】 【椅子に座る時】  

 

・白杖を持っていない側に立ち、「基本姿勢」   ・椅子に座ることを伝え、椅子のタ 

をとります。階段が始まることを口頭で告げ、   イプ（一人掛け、長椅子など）を 

あなたから上がり始めます。上がるスピード      説明します。背もたれにさわって 

について口頭で確認し、階段の終わりについ    もらうことで位置や向き、椅子の 

ても伝えます。                 タイプなどを確認することができ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【白杖を持っている人と階段を下りる方法】  【白杖による誘導】 

・白杖を持っていない側に立ち、「基本姿勢」を  ・白杖を持っている人には、白杖を 

とります。上がる時と同様に、階段が始まる    垂直に立てた状態で椅子にふれる

ことを口頭で告げ、あなたから下り始めます。   ように手を添え、座る場所に導く 

スピードに気をつけ、声をかけながら下り、       という方法もあります。その際は 

階段の終わりを知らせます。                     事前に了解を得た上で、白杖のグ 

リップの少し下を持って指し示 

すようにします。 
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（３）身体障害者補助犬  

補助犬とは、目や耳や手足に障害のある方の生活をお手伝いする、「盲導犬」・「介助

犬」・「聴導犬」のことです。 

身体障害者補助犬法に基づき認定された犬で、特別な訓練を受けています。障害の

ある人のパートナーであり、ペットではありません。 

きちんと訓練され管理も行われているので、社会のマナーも守れますし、清潔です。

だからこそ、人が立ち入ることのできるさまざまな場所に同伴できます。 

補助犬は身体に障害のある人の自立と社会参加に欠かせません。補助犬のことをも

っと知って、補助犬ユーザーと補助犬を社会の仲間として受け入れてください。 

 

（補助犬の種類） 

・盲導犬 － 目の見えない人、見えにくい人が街なかを安全に歩けるようにサポー

トします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角を教えたりします。

ハーネス(胴輪)をつけています。 

・介助犬 － 手や足に障害のある人の日常の生活動作をサポートします。物を拾っ

て渡したり、指示したものを持ってきたり、着脱衣の介助などを行いま

す。“介助犬”と書かれた表示をつけています。 

・聴導犬 － 音が聞こえない、聞こえにくい人に、生活の中の必要な音を知らせま

す。玄関のチャイム音・FAX 着信音・赤ちゃんの泣き声などを聞き分け

て教えます。“聴導犬”と書かれた表示をつけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ほじょ犬マーク】 

 

身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。 

身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言い

ます。「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施

設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レス

トランなどの民間施設でも身体障害者補助犬が同伴できるよ

うになりました。 

補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部

となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されてい

るし、衛生面でもきちんと管理されています。 

お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れてい

る方を見かけた場合は、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

（所管：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課） 
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補助犬については、「身体障害者補助犬法」で、人が立ち入ることのできるさまざま

な場所で受け入れるよう義務づけられています。「犬だから」という理由で受け入れを

拒否しないでください。 

 

【補助犬の受け入れ施設】 

補助犬の同伴を受け入れる義務があるのは以下の場所です。  

 ・国や地方公共団体が管理する公共施設  

・公共交通機関（電車、バス、タクシーなど）  

・不特定かつ多数の人が利用する民間施設（商業施設・飲食店・病院・ホテル等）  

・事務所（職場）  

     国や地方公共団体などの事務所  

     従業員５０人以上の民間企業  

 

【補助犬の受け入れ施設の方へ】 

・補助犬は、ユーザーの指示に従い待機することができるので、特別な設備は必要あり

ません。 

・補助犬の同伴を受け入れる際に他のお客様から苦情がある場合は、「身体障害者補助犬

法」で受け入れ義務があること、補助犬の行動や健康の管理はユーザーが責任をもっ

て行なっていることを説明し、理解を求めてください。 

・補助犬が通路をふさいだり、まわりのにおいを嗅ぎ回ったり、その他、何か困った行

動をしている場合は、そのことを補助犬ユーザーにはっきり伝えてください。 

・補助犬を同伴していても、補助犬ユーザーへの援助が必要な場合があります。補助犬

ユーザーが困っている様子を見かけたら、まずは声をかけたり、筆談をしたりコミュ

ニケーションをとってください。 

 

【仕事中の補助犬への接し方】 

・補助犬ユーザーがハーネス（胴輪）や表示をつけた補助犬を同伴している時、補助犬

は「仕事中」です。  

  ・仕事中の補助犬には、話しかけたり、じっと見つめたり、勝手に触ったりして気を引

く行為をしないようにします。  

  ・補助犬に食べ物や水を与えないようにします。ユーザーは与える食事や水の量、時刻

をもとに犬の排せつや健康の管理をしています。  

 

〔参考情報〕  

○厚生労働省 身体障害者補助犬 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahuk

ushi/hojoken/index.html 
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（４）コミュニケーションボード  

言葉によるコミュニケーションに困難のある障害のある人が地域で生活する上でコ

ミュニケーションのバリアをなくしていくことを目指して作成されました。 

言葉でうまく伝えあえないとき、そのやりとりの最中にコミュニケーションボード

を差し出し、絵を指さししてもらいます。 

交番・警察署、パトカー、救急、災害時、お店用などのコミュニケーションボード

があり、ホームページからダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考情報〕  

コミュニケーション支援のための絵文字やボードは無償でダウンロードできます。 

○公益法人明治安田生命心の財団「コミュニケーション支援ボード」 

  http://www.my-kokoro.jp/kokoro/communication_board/ 

○日本工業規格 「コミュニケーション支援用絵記号」 

  http://www.kyoyohin.org/ja/research/japan/jis_t0103.php 

○交通エコロジー・モビリティ財団 

  http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/index.html 
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（５）参考情報  

○内閣府 合理的配慮サーチ（合理的配慮等具体例データ集） 

  http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html 

○内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進 

障害者差別解消法全般について、法令、対応要領、対応指針、リーフレットなど 

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html 

 



 

 

【障害者に関するマーク】 

ガイドライン本文中に各マークの説明を記載しています。 

   

   

  
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

【編集】 

姫路市 健康福祉局保健福祉部 障害福祉課  

〒670-8501 姫路市安田四丁目 1番地 

電 話：０７９－２２１－２４５４ 

ＦＡＸ：０７９－２２１－２３７４ 

メールアドレス：syogai-sabetsu@city.himeji.hyogo.jp 

 



次期計画の策定について 

 

 姫路市では、障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」、障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉

計画」及び児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」を相互に関連が深いものであることから、平成

30 年に「姫路市障害福祉推進計画（以下、計画という。）」として、一体的に策定している。 

 平成 30 年度において策定した第５期計画が、令和２年度で満了することとなるので、令和２年度には学

識経験者の他、障害者団体の代表、医療関係者、福祉関係者、企業関係者、公募市民などを委員とする策定

会議を開催し、下記の内容のもと、第６期計画の策定にあたりたい。 

 

記 
 

１ 計画策定にあたっての取り組み 

   計画の策定にあたり、地域自立支援協議会の中に「障害福祉計画ワーキング部会（以下、「ワーキン

グ部会」という。）」を設置したい。 

   ワーキング部会では、各施策についての関係者を招き、意見を聴取し、議論する。また、姫路市にお

ける障害者施策の課題について分析し、その結果を取りまとめ、計画の策定の参考とすることで、策定

会議の円滑な進行に資することを目的とする。 

 

２ 第６期計画の策定スケジュール（予定） 

時期 事項 

令和２年 
4月  

5月 自立支援協議会（ワーキング部会） 

 6月 自立支援協議会（第 1回全体会） 

 7月 【第 1回策定会議】 

 8月 自立支援協議会（ワーキング部会） 

 9月 【第 2回策定会議】 

 

 

10月 自立支援協議会（ワーキング部会） 

11月 
自立支援協議会（ワーキング部会） 

【第 3回策定会議】 

12月 パブリック・コメント手続き開始、厚生委員会へ報告 

令和３年 1月 パブリック・コメント手続き締切 

 2月 
【第 4回策定会議】 

自立支援協議会（第２回全体会） 

 3月 計画策定、厚生委員会へ報告 

 

３ 第６期計画の適用期間 

  令和３年度～令和５年度 

 

４ 令和２年度の全体会（２回開催予定）において、下記の事項を報告予定 

  ・計画の実績に関する数値等 

  ・策定にあたり、課題とすべき内容（パブリック・コメントによる意見を含む。） 

  ・令和元年１月に実施した障害者実態意向調査（アンケート）の集計・分析結果 

  ・その他、策定会議において議論された内容等 

資料３ 



平成31年度　姫路市障害者虐待防止センター　通報・相談件数

１　通報・相談件数

平日
（9時～17時）

平日夜間
・休日

計

うち虐待が認め
られたケース

２　類型

３　虐待の種類（複数回答有） ※障害者虐待の３類型（養護者、施設従事者、使用者）についてのみ

４　虐待を受けた人の障害（複数回答有）※障害者虐待の３類型（養護者、施設従事者、使用者）についてのみ

５　年度別通報・相談件数推移

平成30年度

52

5

令和元年１２月末現在　　　

H31.4 R1.5 R1.6 R1.7 R1.8 R1.9 R1.10 R1.11 R1.12 R2.1 R2.2 R2.3 計

5 2 2 5 1 3 313 4 6

1 0 0 7

7 3 5 5 1 3 384 4 6

2 1 3 0 0 0

38

6

6

養護者 施設従事者 使用者

その他
（虐待防止セン
ター以外の管轄に
なる、虐待が疑わ

れる案件）

虐待以外 合計

0 1 0 0 0 2 1 1 1

うち虐待が
認められたケース

3 3 0 0 0

件数 21 10 0 4 3

件数 17 4 2 9 4 36

身体虐待
ネグレクト
（介護放棄）

性的虐待 心理的虐待 経済的虐待 合計

6

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 その他の障害 合計

うち虐待が
認められたケース

5 1 0 0 0

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

36

うち虐待が
認められたケース

2 4 0 0 0 6

件数 12 19 5 0 0

37

うち虐待が
認められたケース

0 4 8 7 3 3

件数 40 21 53 65 47

資料４


