
障害者差別解消法について

障害者支援室 障害施策推進課



障害者差別解消法

平成２８年４月スタート
障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」を禁
止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行
うこととしています。そのことによって、障害のある
人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。



差別となるもの

不当な差別的とりあつかい

正当な理由がないのに、障害を理由として
サービスなどの提供を拒否したり、制限し
たり、また、障害のない人にはつけないよ
うな条件をつけたりすること

合理的配慮の不提供

障害のある人から何らかの配慮を求める意思
の表明があったにもかかわらず、負担になり
すぎない範囲で、「社会的障壁」を取り除く
配慮をしないこと



不当な差別的とりあつ
かい

合理的配慮の不提供 環境の整備

行政機関等

禁止
不当な差別的とりあつ
かいが禁止されます

法的義務
障害者に対して合理的
配慮を行わなければな
りません

努力義務
施設のバリアフリー化
などに努めることが求
められます

事業者

禁止
不当な差別的とりあつ
かいが禁止されます

努力義務
障害者に対して合理的
配慮を行うよう努めな
ければなりません

努力義務
施設のバリアフリー化
などに努めることが求
められます

※事業者においては、今は、対応に努めることとされていますが、改正法の公布の日である令和
３年６月４日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日までに一部改正法が施
行され、義務化されることとなっています。



東大阪市での対応
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東大阪市における障害者差別解消のための相談フロー 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者差別や配慮の相談 

東大阪市 

障害者差別解消支援地域協議会 

調整会議 

連携・助言 

障害者虐待と判断した

場合は、虐待対応フロ

ーへ 

大阪府 

（広域支援相談員） 

終結または相談支援等 

大阪府 

（大阪府障害者差別解消協議

会） 

障害者虐待 

連携・助言 

連携・助言 

相談の窓口 

 障害者支援室（０６－４３０９－３１８３） 

 東福祉事務所障害福祉係（０７２－９８８－６６２８） 

中福祉事務所障害福祉係（０７２－９６０－９２８５） 

西福祉事務所障害福祉係（０６－６７８４－７９８０） 

東保健センター（０７２－９８２－２６０３） 

中保健センター（０７２－９６５－６４１１） 

西保健センター（０６－６７８８－００８５） 

生活上の相談 

商品・サービス 

相談窓口（障害者支援室・各福祉事務所・各保健センタ

ー） 

障害者差別解消コアメンバー会議 

障害者差別や配慮の相談 

教育 

福祉サービス 

公共交通機関 

住宅 医療 



窓口で起こりそうな差別の事例
「不当な差別的取扱い」と考えられる例

●窓口に来られた視覚障害の方に「この記入用紙に書けないな
ら対応できない」と断る
●補助犬を連れていることを理由に窓口対応を断る
●その方のため、、、という思いであったとしても
「誰か他の見える方を連れてきて欲しい」と言ったり、
「今混んでいるので30分後に来て欲しい」と言うことは
障害のない方には付けない条件を付けることになり差別であ
る。
●本人を無視して付き添いの方に向けてばかり説明を行うこと
も差別的取扱いである。



窓口でできる合理的配慮の例
●筆談、読み上げ等によるわかりやすい表現で説明をすること
●口話が読める（口の形が見える）ようマスクを外して話をすること
●写真やイラストで視覚的に分かりやすくすること
●一度に多くの情報が入ると混乱する方に対し、紙に書くなどして整理して、
ゆっくり具体的に伝える
●車イスで利用しやすいようカウンターの高さや広さを改善すること
●他人との接触、大人数の中にいる緊張による不随意の発生や吃音等がある
場合、本人の了承を得て別室を利用する。
●順番待ちをしていただく際、特性に応じて待ちやすい場所を用意したり、
順番がきたら声を掛けに行くなどルールを柔軟に変更する。
●他の階や窓口に寄る必要性がある場合、そこまで案内し、対応を引き継ぐ。



話し合い、何ができるのか、お互いに考えましょう。
特に初期対応を丁寧に行うことが求められます。

事業者等
 何の説明や報告もせず、対応しない

障害のある人
 言わなくても察してほしい。
 なんとしてもやるべきだ。

望ましくない対応例

望ましい対応例



ヘルプマークのご紹介

３（西・中・東）福祉事務所
３（西・中・東）保健センター
本庁８階 障害者支援室

で配布しております。



みんなでトライする手話言語推進条例

手話って何?
手や指、体などの動きや顔の表情を使って
目で見えるように表現する言語です。聞こえる
人たちにとっての言葉と同じで、ろう者にとっ
ての手話は、大切なコミュニケーションです。

手話マーク



目的
これまで、ろう者はろう学校において手話の使用が事

実上禁止されたり、偏見や差別があったり、多くの不便
や不安を感じながら孤立した生活を送ってきました。手
話で話し、安心して暮らすことができる社会にはまだ
なっていません。このようなことから、手話とろう者に
対する理解と手話の普及を進めていくため、この条例を
制定

みんなでトライする手話言語推進条例



みんなでトライする手話言語推進条例

平成３１年３月２８日 議決

平成３１年４月 １日 施行



東大阪市の手話に関する施策
手話通訳者派遣事業
ろう者からの通訳依頼に対して、登録手話通訳者を派遣

手話通訳者養成事業
手話奉仕員養成講座、レベルアップ講座 開催

手話通訳者設置事業
東・中・西福祉事務所、障害施策推進課に手話通訳者を設置

今後は手話サロン、小中学校への訪問などを通じて、ろう者及
び手話の普及、啓発に取り組む予定



手話をしてみましょう
おはよう こんにちは こんばんは

ありがとう うれしい







差別をなくすにはどうすればいいのでしょうか

大切なのは 理解し合うこと

そのために 対話すること

立ち止まらず 考えること ではないでしょうか

ガイドラインはそのきっかけを提供するものです

障がい者への配慮のあるまちは

すべての人にとって暮らしやすいまちといえます

障がいを理由とする差別のない

共に生きる大阪の社会をめざして

（第3版・概要版）

～障がいを理由とする差別のない、共に生きる大阪の社会をめざして～



障がい者差別について、府民の理解を深める・「対話すること」「考えること」 「理解し合うこと」のきっかけを提供・府民全体で差別の解消に取り組む

ガイドラインの目的

障がいを理由とする差別とは？

行政機関等と事業者に求められる対応

障がい者、事業者、府民とは？

障がいを理由とする差別に関する相談と解決の仕組みとは？

障害者差別解消法 府条例

行政機関等 事業者 行政機関等・事業者

不当な差別的取扱い してはいけません してはいけません してはいけません

合理的配慮の提供 しなければなりません 行うよう努めなければなりません しなければなりません

国の基本方針に

即して

不当な差別的取扱い
障がいを理由として、正当な理由なく、商品やサービス

等の提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりす
ることで、権利利益を侵害すること

合理的配慮の不提供
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明が

あった場合に、社会的障壁を取り除くために必要で合理
的な配慮を提供しないことで、権利利益を侵害すること

その他、不適切な行為等
法上の差別の類型には該当しな

いが、障がいのある人に対する不
適切な発言や態度

当該機関における取組みにつ

いて「対応要領」を作成

事業分野別に主務大臣が「対応

指針」を作成

障がい者
身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む。）その他の心

身の機能の障がいのある人で、障がいや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人

事業者
商業その他の事業を行う者で、個人か法人・団体か、営利

目的か非営利目的かを問わず、同種の行為を反復継続す

る意思をもって行う者

府民
府内に住み、働き、学ぶすべての人、府

内に事務所や事業所がある法人や団体

相談窓口

大阪府内の市町村すべてに、身近な窓

口として障がいを理由とする差別に関する

相談窓口を設置

広域支援相談員

市町村の相談機関における相談事案の

解決を支援。障がいのある人等や事業者

からの直接相談にも対応

府
大阪府障がい者差別解消協議会（解消協）

・解消協の下に合議体を組織。合議体は広域支援相談員への助言や、解

決困難な紛争事案のあっせんを行う

・事業者があっせんに従わない場合、知事は勧告や公表ができる

府市町村

環境の整備
不特定多数の障がいのある人

を主な対象として行われる事

前的改善措置（バリアフリー

化や人的支援、情報アクセシ

ビリティの向上等）を「環境の

整備」として、行政機関等や

事業者に対する一般的責務

に位置づけ



・共生社会の実現の一助として、「不当な差別的取扱い」や「望ましい合理的配慮」の具体的事例を掲載。

・府民が事例集を活用することにより、障がいを理由とする差別の解消に向けた理解や取組みが広がるとともに、障害者差別解消法の

意義や趣旨の浸透をめざして作成。

ガイドラインの対象分野とは？

対象分野

日常生活や社会生活に深く関わる場面を、

●商品・サービス分野 ●福祉サービス分野 ●公共交通機関分野

●住宅分野 ●教育分野 ●医療分野 の6分野に整理して記載。

障がいのある人に対する情報保障

日常生活のあらゆる場面で、情報を得たり自分の意思を発信した

りすることは必要不可欠であり、障がいのある人に対して情報提

供やコミュニケーションに関する配慮が重要

商品・サービス分野

医療分野教育分野

公共交通機関分野福祉サービス分野

住宅分野

【不当な差別的取扱いとなりうる事例】

・小売店において、本人を無視して、支援者・介助者

や付添者のみに話しかける。

・美容室において、身体障がい者補助犬の使用者に対

応したことがないという理由で、入店を拒否する。

【望ましい合理的配慮の事例】

・入口にあるインターホンの呼び出しによって、視覚

障がいのある人等への介添えを行う。

・聴覚障がいのある人への情報提供として、講演会等

で、手話通訳と要約筆記を用意したり、情報保障機器

の利用について配慮したりする。

【不当な差別的取扱いとなりうる事例】

・障がいのある子どもの保育所入所の申請に対して、

責任を持てないという理由から拒否する。

・サービス事業者が、多動を伴う障がいのある人に対

して、一律に福祉サービスの提供を拒否する。

【望ましい合理的配慮の事例】

・契約書、しおり等書類や掲示物にルビ打ちや分かち

書きをする。

・感覚過敏がある場合は、音や肌触り、室温など感覚

面の調整をする。

【不当な差別的取扱いとなりうる事例】

・車いす利用者や、白杖使用者等、外見上障がいがあ

るとわかった時点で、タクシーの乗車を拒否する。

・バスの運転手が、知的障がいがあることを理由に、

介助者の同乗を求める。

【望ましい合理的配慮の事例】

・券売機の利用が難しい場合、障がいの特性に応じ、

操作を手伝ったり、窓口で対応したりする。

・視覚障がいのある人に対し、音声による車内案内を

行う。

【不当な差別的取扱いとなりうる事例】

・契約時に、精神障がいがあると判明すると、家主が入

居を断る。

・入居のための審査の際、障がいがあることを理由に、

保証人の数を増やすよう求める。

【望ましい合理的配慮の事例】

・物件案内時に携帯スロープを用意したり、車いすを押

して案内したりする。

・物件のバリアフリー対応状況がわかるよう、写真を提

供する。

【不当な差別的取扱いとなりうる事例】

・障がいのある生徒の受験を拒否する。もしくは拒否

しない代わりとして、正当な理由のない条件を付ける。

・学校行事や授業への参加に、保護者の付添いを条件

とする。

【望ましい合理的配慮の事例】

・授業中に情緒不安定になる生徒に対し、落ち着くま

で静かに休む場所を用意し、その場所で休むことがで

きるようにする。

・障がいの特性を考慮して、前の席や明るい席等を設

定する。また、照明器具や拡大鏡等の使用に対応する。

【不当な差別的取扱いとなりうる事例】

・院内が土足禁止であることを理由に、車いす利用者

の診療を拒否する。

・視覚障がいのある人に対し、受診の際に付添いを求

める。

【望ましい合理的配慮の事例】

・肢体不自由の人、視覚障がいのある人には検診ルー

トに職員が付添う。

・精神障がいのある人の診療の際、時間をかけて丁寧

に説明し、不安を与えないようにする。

※上記の事例は、ガイドラインより一部抜粋したものであり、あくまでも例示です。また、

客観的に見て、正当な理由や過重な負担が存在する場合には、障がいを理由とする差
別に該当しないものがあると考えられます。

★「環境の整備」、「その他、不適切な行為等」についても具体的な事例を掲載。



大阪府の啓発事業のご紹介

大阪府福祉部障がい福祉室 〒540-8570 大阪市中央区大手前3-2-12

電話（代表） 06-6941-0351 FAX 06-6942-7215

「ほんま、おおきに!!」

障がい理解ハンドブック

「ｉ-Welcome」

“合理的配慮”接客のヒント集
ええやんちがっても

広汎性発達障がいの理解のために
高次脳機能障がい

支援ハンドブック

＜大阪府の啓発冊子＞

＜大阪府の啓発事業＞

大阪ふれあいキャンペーン 大阪府障がい者等用

駐車区画利用証制度

12月3日～9日は

「障がい者週間」

「障がい者週間」とは、障が

いの有無にかかわらず、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、国民の間に地域社会での

共生や差別の禁止などに関す

る理解を深めるとともに、障

がい者が社会、経済、文化そ

の他あらゆる分野の活動への

参加を促進することを目的と

して、障害者基本法に定めら

れています。

心のバリアフリー推進事業
共に生きる障がい者展

心の輪を広げる障がい者

理解促進事業



ご清聴ありがとうございました。


