
ちょっとしたことに
「気づく」ことが始まりです。
　社会には、さまざまな人がいて、それぞれが色々な「困った
こと」を抱えています。でも、自分以外の「困ったこと」には、な
かなか気づきにくいものです。
　このパンフレットでは、障がいのある方の「困ったこと」やお
手伝いの方法を紹介していますが、これが全てではありません。
　同じ障がいでも、障がいが重い人もいれば、軽い人もいます。
また、一人で２つ以上の障がいのある人もいます。
　一人ひとりが、どんなことで困っているのかを伝え合い、自
分以外の人の不便さに気づくこと。これが「障がい者差別解
消」の第一歩です。

障害者差別解消法

札幌市

について

しょう がい しゃ さ べつ かい しょう ほう

障害者差別解消法
について

しょう がい しゃ さ べつ かい しょう ほう

わかりやすい版
ばん

障害者差別解消法に関する問い合わせ

さっぽろし

き はじ

さっぽろ市
01-F04-16-1660
28-1-125

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所本庁舎3階　

電話番号：011-211-2936
ファクス番号：011-218-5181

しょうがいしゃ さべつ かいしょう ほう かん と あ

さっぽろし

さっぽろし

でんわばんごう

ばんごう

さっぽろしやくしょほんちょうしゃ

ちゅうおうくきた じょうにし

かい

ちょうめ

ほけん ほけんふくしきょく ふくしぶ ふくしかしょう しょう

しゃかい ひと いろいろ こま

かか

しょう しゃ さべつ かい

しょう だいいっぽ

しょう

て つだ ほうほう しょうかい すべ

おな しょう しょう

ひとり いじょう しょう ひと

おも ひと かる ひと

こまかた

ぶん

ひとり こま つた あ じ

いがい ひと ふべん き

じぶん いがい こま

き



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、サービスの提供を拒否したり、制限
したり、条件を付けたりするような行為
をいいます。

・障がいがあることを理由に、お店に入ることを断る。
・障がいがあることを理由に、習いごとへの入会を断る。

　障がいのある人からお願いされた時に、負担になり過ぎない範囲で、障がいのある
人の「困っていること」をなくすために、必要な配慮（※）が求められます。
　こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利・利益が侵害される場合
も、差別に当たります。

合理的配慮

障がいを理由とする差別

　障害者差別解消法（正式名称：障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）は、障
がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくるこ
とを目ざしています。

平成28年（2016年）４月からはじまりました。

※配慮とは？…心配りのことです。

妊娠
している方妊婦さんは立っていることがつらく、

バランスをとることが苦手です。

思いやりの心で接しましょう。

電車やバスで一緒になったときには、
まずは、一声かけるようにしましょう。
　中には立ったままの方がいいという妊婦さんもいますが、
まずは、一声かけましょう。
　立っていることがつらい人に席をゆずったり、詰め合って一
人でも多くの人が座れるようにする、そんな思いやりの心をも
つことが何より大切です。

合理的配慮の例

不当な差別的取扱いの例

紙に書いて
欲しい！

押して欲しい！

思いやりの心で接しましょう。

障がいのある人も無い人も共に暮らしやすい社会へ

少し
つめましょう！

へい せい ねん ねん がつ

しょうがいしゃ さべつ かいしょう かいしょう

しゃかい

め

しょう

しょう ひと ひとひと とも い

すいしん かん ほうりつほう せいしきめいしょう しょうがい りゆう さべつ

さべつ

ふとう さべつてき とりあつか

しょう

しょう

しょう

りゆう みせ はい ことわ

りゆう なら にゅうかい ことわ

りゆう

ていきょう きょひ せいげん

じょうけん つ こうい

りゆうせいとう

ごうりてき はいりょ

しょう ふたん

ひと ひつよう はいりょ もと

はいりょ おこな しょう ひと けんり りえき しんがい ばあい

さべつ はいりょ こころくばあ

こま

す はんい しょうひと ねが とき

にんしん

かた

しょう ひと な ひと とも く しゃかい

でんしゃ いっしょ

ひとこえ

せっおも こころ

にんぷ た

にがて

なか た ほう にんぷ

なに

こころ

たいせつ

すわ おもり おお ひと

た ひと せき つ あ ひと

ひとこえ

しょう りゆう さべつ

お ほ
かみ

ほ

か

せっおも こころ

ごうりてき はいりょ れい

ふとう さべつてき とりあつか れい

すこ

1 14



障がいのある人ってどんな人？

　不当な差別的取扱いをすることは、役所も会社・お店なども禁止です。
　役所は、必ず合理的配慮をしなければなりません。会社・お店などは、できるだけ努力する
ことになっています。

この法律のポイント

　障がいのある人は、「障害者基本法」という法律で以下のとおり定められています。

・身体障がいのある人
・知的障がいのある人
・精神障がいのある人
・発達障がいのある人
・その他心身の機能に障がいのある人（難病の人など）

　“障がい”といってもそれぞれ違いがあり、障がいの程度にも差があります。また、
いくつかの障がいのある人もいます。そのため、障がいのある人“ひとりひとり”に対
する合理的配慮は違ってきます。

障がい及び社会的障壁により、継続的に日常生活や

社会生活に相当の制限を受ける状態にある人

お年寄りの方お年寄りの方は、体力や身体機能、
新しいものごとに合わせる力が低下しています。

一声かけて、
望まれることのお手伝いを。

自動券売機の前で困っているようなときには、
やさしく一声かけましょう。
　お年寄りの方の中には、カタカナ語や新しい機械が苦手な
方もいます。イライラしたりせずに、一声かけて、望まれるこ
とを手伝いましょう。
　同じことを何度も繰り返したり、コミュニケーションに時間が
かかるときもありますが、思いやりをもってお手伝いしましょう。

一声かけて、
望まれることのお手伝いを。

障がいのある人も無い人も共に暮らしやすい社会へ

不当な差別的取扱い

してはいけない

してはいけない

役 所

会社・お店など

合理的配慮

しなければならない

するように努力する

ふとう

やくしょ

かいしゃ みせ

どりょく

さべつてき とりあつか ごうりてき はいりょ

おてつだい
しましょうか？

しょう ひと ひと

ふとう

やくしょ かなら ごうりてき はいりょ かいしゃ みせ どりょく

やくしょ かいしゃ みせ きんしさべつてき とりあつか

しょう ひと しょうがいしゃ きほんほう ほうりつ いか さだ

しょう

しゃかいせいかつ そうとう せいげん う じょうたい ひと

およ しゃかいてきしょうへき けいぞくてき にちじょうせいかつ

しんたいしょう

しょう

しょう

しょう

しょう

ひと

ひと

ひと

ひと

ひと ひとなんびょう

ちてき

せいしん

はったつ

た しんしん きのう

しょう ちが しょう ていど さ

しょう ひと しょう ひと たい

ごうりてき はいりょ ちが

とし よ かた

じどう まえ こま

ひとこえ

けんばいき

のぞ て つだ

ひとこえ

とし よ かた たいりょく しんたい きのう

あたら あ ちから ていか

とし よ かた なか ご あたら きかい にがて

おも て つだ

おな なんど く かえ じかん

て つだ

かた ひとこえ のぞ

しょう ひと な ひと とも く しゃかい ほうりつ

のぞ て つだ

ひとこえ
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車いすや杖を使っている方には、
気づきにくい不便な点があります。

どんな手伝いが必要か、
まず聞いてみよう。

肢体不自由

困っている場面を見かけたら、
望まれる方法でさりげなく対応しましょう。
　ちょっとした段差や狭い通路が通行の妨げになる他、「高
い位置の物が取りづらい」、ATMや自動販売機が「正面向き
では足が入らずに使いにくい」といった不便な点があります。
　さりげなく声をかけて、望まれる方法で対応することが、
「困ったこと」の解決につながります。

難病は、原因も治療の方法も
確立していない病気で、色々な種類があります。

どんなことに困っているか
聞いてみましょう。

人によって病気の症状が違うため、
まずは一声かけましょう。
　難病には様々なものがあり、同じ病気でも人によって、症
状が違うこともあります。また、外見からは難病であることが
わかりづらい人が多いです。
　困っている様子の人がいたら、何に困っているのか、一声か
けるところから始めましょう。

難病

どんな手伝いが必要か、
まず聞いてみよう。

どんなことに困っているか
聞いてみましょう。

どれを
おとりしますか？

なにか
おこまり
ですか？

こま

のぞ ほうほう たいおう

ばめん み

て つだ ひつよう

き

くるま つかつえ かた

き ふべん てん
し た い ふ じ ゆ う

だんさ せま つうろ つうこう さまた ほか たか

と じどう はんばいき しょうめん むいち もの

つか ふべん てんあし はい

こえ のぞ ほうほう たいおう

かいけつこま

ひと びょうき しょうじょう ちが

ひとこえ

き

こま

なんびょう げんいん ちりょう ほうほう

かくりつ びょうき いろいろ しゅるい

なんびょう さまざま おな びょうき ひと しょう

はじ

こま ようす ひと なに こま ひとこえ

ひと おお

じょう ちが がいけん なんびょう

なんびょう

て つだ ひつよう

き き

こま
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内部障がいのある方の中には
ペースメーカーを使用している方もいます。

マナーと
思いやりの気持ちを大切に。
マナーと
思いやりの気持ちを大切に。

電車やバスに乗っているときには、
目に見えない障がいのことも思い出して。
　外見からはわかりにくい障がいがある方も安心・快適に電
車やバスを利用できるよう、決められたルールやマナーがあ
ります。これらを守ることはもちろんのこと、いつも思いやり
とゆずりあいの気持ちを持って、みんなが気持ち良く利用で
きるようにしたいものです。

内部障がい

高次脳機能障がいの方は、
注意・思考・記憶・行為などに困難があります。

苦手なことを
聞いてみましょう。

メモやスケジュール表など、
目に見えるかたちで手助けをしましょう。
　高次脳機能障がいの方の中には、気が散りやすかったり、
物事が思い出せない、覚えられないといった方がいます。
　覚えてほしいことは紙に書いて渡すなど、あとで見てもわ
かるようにするなどのお手伝いをしましょう。

高次脳機能
障がい

苦手なことを
聞いてみましょう。

電げん
 OFF！

な い ぶ しょう

でんしゃ

め み しょう おも だ

の

おも き も たいせつおも き も たいせつ

ないぶ しょう かた なか

しよう かた

がいけん

き も も き も よ りよう

まも おも

りよう きしゃ

しょう かた あんしん かいてき でん

こう じ のう きのう

しょう

ひょう

め み て だす

き

にがて

こう じ のう きのう しょう かた

ちゅうい しこう きおく こうい こんなん

こう

て つだ

おぼ かみ か わた み

ものごと おも だ おぼ かた

じ のう きのう しょう かた なか き ちり

き

にがて

でん
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目が不自由な方は、
まわりの状況がよくわかりません。

その人の「目」になる
気持ちが大切です。

道をたずねられたり、案内するときには、
具体的な言葉で状況を説明するようにします。
　案内を頼まれたときには、どのようにしたら良いかをまず
たずねましょう。一般的には腕をつかんでもらい、半歩先を歩
くようにします。
　案内をするときには、具体的な言葉で状況を説明し、不安
感をなくしてあげましょう。

視覚障がい
知的障がい
精神障がい
発達障がい

知的障がい・精神障がい・発達障がいがある方は、
人とのコミュニケーションが苦手です。

やさしい心をもって、
話しかけて。

何かをたずねられたときには、
ゆっくり、ていねいに対応しましょう。
　知的障がい・精神障がい・発達障がいも、一見したところわか
りにくい障がいです。同じことを何度もたずねられたり、コミュニ
ケーションがとりづらい場合があります。電車の乗り場や道順な
どをたずねられた場合にも、一度に説明しようとして混乱させる
ことのないよう、ゆっくりていねいに話しかけてください。

その人の「目」になる
気持ちが大切です。

やさしい心をもって、
話しかけて。

この先に
上り （下り）
かいだんが
あります

どこへ

行きたいの

ですか？

し か く しょう

みち あんない

ぐたいてき ことば じょうきょう せつめい

き も たいせつ

ひと め

め ふじゆう かた

じょうきょう

あんない たの よ

かん

あんない ぐたいてき ことば じょうきょう せつめい ふあん

いっぱんてき うで はんぽさき ある

き も たいせつ

ひと め

ちてき しょう

せいしん しょう

はったつ しょう

なに

たいおう

ちてき しょう しょうせいしん しょう かたはったつ

はな

こころ

はな

こころ

にがてひと

ちてき しょう せいしんしょう はったつしょう いっけん

はな

みちじゅん

ばあい いちど せつめい こんらん

ばあい でんしゃ の ば

しょう おな なんど

さき

のぼ くだ

い
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目が不自由な方は、
どこに何があるかよくわかりません。

物の位置を示すときには、
時計の文字盤に見立てる方法もあります。
　目が不自由な人が座った位置を時計の文字盤の6時の位
置とします。例えば、右を3時、左を9時として、テーブルの上
の料理の位置などを説明することができます。

視覚障がい

盲ろうとは、
目と耳の両方に障がいのある方です。

肩や腕にそっとふれて、
自分がいることを知らせましょう。

手のひらに、指でひらがなを書くことで、
コミュニケーションがとれます。
　盲ろうの方は、目や耳から情報を得ることが難しい方が多
いです。普段の外出は、訓練を受けた支援者が一緒に行動す
ることが多いですが、災害などのときは、一人になってしまう
こともあります。手のひらに、指でひらがなを書くことで、コ
ミュニケーションがとれます。

盲ろう

わかりやすく、具体的な
説明をすることが大切です。

肩や腕にそっとふれて、
自分がいることを知らせましょう。

わかりやすく、具体的な
説明をすることが大切です。

お茶は

３時の方向に

あります

ぐ たい てき

せつめい たいせつ

し か く しょう

もの いち しめ

とけい もじばん み た ほうほう

め ふじゆう かた

なに

め ふじゆう ひと すわ いち とけい もじばん じ い

りょうり いち でつめい

ち たと みぎ じ ひだり じ うえ

て ゆび か

じぶん し

かた うで

もう

め みみ りょうほう しょう かた

もう かた め みみ じょうほう え むずか かた おお

かて ゆび

おお さいがい ひとり

ふだん がいしゅつ くんれん う しえんしゃ いっしょ こうどう

もう

じぶん し

かた うで

ちゃ

じ ほうこう

ぐ たい てき

せつめい たいせつ
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耳が不自由な方にとって、
目から入る情報が特に重要です。

「文字」や「絵」で
気持ちが通じます。

身振り手振りの会話が難しいときには、
「筆談」を試みてみましょう。
　紙とペンがあれば、「筆談」が効果的なコミュニケーション
方法となります。できるだけ短く区切った文章で、わかりやす
く伝えようという気持ちが大切です。また、説明のための文
章や図を用いるとより伝えやすくなります。

聴覚障がい

耳が不自由な方は、話し言葉だけによる
コミュニケーションが苦手です。

いろいろな方法で
「会話」してください。

「手話」がわからない場合でも、
身振り手振りで会話をすることができます。
　耳が不自由な方と話すときには、「手話」や「口話（口の動き
を読む会話）」、「筆談」や身振り手振りなどが考えられます。
　「手話」がわからない場合でも、お互いにコミュニケーショ
ンしようという気持ちが大切です。

聴覚障がい

「文字」や「絵」で
気持ちが通じます。

いろいろな方法で
「会話」してください。

ちょうかく しょう

み ぶ

ひつだん こころ

て ぶ かいわ むずか

みみ ふじゆう かた

き も つう

もじ え

め はい じょうほう とく じゅうよう

かみ

ほうほう みじか く ぎ ぶんしょう

つた き も たいせつ せつめい ぶん

しょう ず もち つた

ひつだん こうかてき

ちょうかく しょう

しゅわ

み ぶ て ぶ かいわ

ばあい

みみ ふじゆう かた はな ことば

かいわ

ほうほう

き も つう

もじ え

かいわ

ほうほう

にがて

かみ

き も たいせつ

ばあい たがしゅわ

み ぶ て ぶ かんがよ かいわ ひつだん

ふじゆう かた はな しゅわ こうわ くち うご
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