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千葉県で暮らす障害のある人

 身体に障害のある人 約 １４万９千人

 知的な障害のある人 約 ２万４千人

 精神障害のある人約 約 ６万 人

合 計 約 ２３万３千人

※県民の約26人に1人が何らかの障害を有していることになります

※身体障害、知的障害は、手帳所持者数

※精神障害は、在院患者数と通院医療費負担対象者の合計
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 知的障害者がレストランに入ろうとしたら「他のお客様が嫌がるの
で」と店員に断られた

 障害のある子を普通学級に入学させようとしたら、「普通学級、普
通学級というけれど、お宅の⼦は普通じゃないですよね」と教育委
員会の担当者に言われた

 かぜをひいて近所の診療所に⾏ったところ、「バカにつける薬はな
い」と言われた

 役所で障害者扶養手当の手続きをしていたら職員に「もう一人子ど
もを欲しい？また障害児を生むつもりですか」と言われた

 聴覚障害のある⽅が、旅⾏会社にツアーの申込みをしようとしたと
ころ、参加を断られた。

 交通事故で肢体不⾃由となった⽅が、職場に配置転換を求めたが取
り合ってもらえなかった。

 視覚障害があることで、町内会の回覧版が回ってこない。

差別にあたると思われる事例の募集



何故このようなことが起こるのか

多くは障害に対する偏⾒や障害のことを知らないために
起こる

地域や組織のなかで孤⽴し、何らかの⽀援や配慮を
受けられないことが排除に繋がる

コミュニケーションの⾏き違いや不⾜からくる関係性の
こじれが差別感を生む

本⼈が差別されていると認識していなかったり、認識し
ていてもあきらめてしまっている
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障害のある方が地域で暮らすには

医療や福祉サービス(日常的に支える仕組み)
不測時に、話しを聞いてくれる⼈や相談窓⼝、専⾨機関
がある(暮らし・状態変化に対応)

⾝近に、頼れる⼈や互いの顔が⾒える関係がある

（信頼できる人）
そして、障害者の権利が守られ、互いの大きなギャップ
を埋めるため

『障害ある人もない人も共に暮らしやすい
千葉県づくり条例』
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条例の目的

障害のある⼈への理解を広げ、

障害のある⼈に対する誤解や偏⾒等による不利益な

取扱いをなくす

障害のある人の生活や社会参加を妨げている建物や施設、

制度などの障壁(バリア）を解消する

障害のある人もない人と同じように暮らすことのできる、

配慮が⾏き届いた社会、誰もが暮らしやすい社会の実現

を目指す
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何が差別にあたるのか
なくすべき｢差別」を具体的に定めて差別解消に取組む

「障害を理由とする不利益な取扱い」

福祉サービス、医療、商品・サービス、雇用、教育、建物・公共
交通機関、不動産取引、情報提供の８分野で具体的に定義

「合理的配慮の欠如」
（合理的な配慮に基づく措置をしないこと）

障害のある人が障害のない人と同じ日常生活や社会生活を送る
ための必要な配慮をしないことは差別にあたる。

合理的な配慮に基づく措置とは、

障害のある人がない人と同じような日常生活や社会生活を営む
ために必要な、施設や手続きなど（ハード・ソフトの）の調整や
変更をすること。分野ごとの定義はない。 7



合理的配慮に基づく措置の例（条例解釈指針から抜粋）

① 福祉サービス
聴覚障害のある人又は障害のある人にサービス内容を筆談を交えて説明。

② 医療
視覚障害者に直接声をかけて診察の順番がきたことを知らせること。

③ 商品及びサービスの提供
車いす利用者のために、商品陳列方法を工夫したりすること。

④ 労働者の雇用
車いす利用の従業員のために、障害特性に応じた職場環境づくりをすること。

⑤ 教育
障害特性に応じた教材を用意すること。

⑥ 建物等及び公共交通機関
高低差のある場所にスロープや手すりを整備すること。

⑦ 不動産の取引
重要事項の説明の際、聴覚障害者のために筆記等による説明を行う。

⑧ 情報の提供等
聴覚障害者が理解しやすいよう、資料に写真や振り仮名を入れること。
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条例による「差別を解消するための３つの仕組み」

仕組み１ 仕組み２ 仕組み３
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＜地域相談員＞

身近な地域の相談役（県内に約6３0人）
① 身体障害者相談員
② 知的障害者相談員
③ 障害のある⼈に関する相談を受け、⼜は⼈権擁護を⾏う者、
その他各分野（福祉サービス、医療、情報の提供等の分野、商品
及びサービスの提供等の分野、労働者の雇用の分野、教育の分野、
建物等及び公共交通機関並びに不動産の取引の分野）に関し優れた
識⾒を有する者

＜広域専門指導員＞

地域内の相談活動を統括する専門職員（県内に１６人）
各圏域の県健康福祉センター・身体障害者相談センターに配置

相談活動の担い手仕組み１
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県内の相談状況
（平成19年7月～平成２６年3月）

条例での取り扱い件数・・・1,566件

この件数とは、条例の仕組みを使って解決を図った件数

実際に相談活動をしたが、
差別に関連する内容でないものや、他の専門機関などで
解決を図った方が適切と判断して、条例の仕組みを使わ
なかったものは、件数に含まれていない

仕組み１
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地域における相談活動の流れ
１ 相談受付・内容の把握

（地域相談員及び広域専門指導員）
↓

２ 広域専門指導員を中心に方針を検討
↓

３ 双方から事情を確認
↓

４ 助言・調整案の検討
↓

５ 双方に対し助言・調整
↓ ↓

６ 合 意 合意が困難な場合、調整委員会への申⽴

仕組み１
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障害者の相談に関する調整委員会
□知事の附属機関 委員20名

障害のある人 ８人（当事者３人、家族等５人）
県議会議員 ３人
知識経験を有する者 ９人

□審議事項
・申⽴事項に対する助⾔あっせん
・知事への勧告の進言
・重要事項の調査審議
・広域専⾨指導員等の任⽤に際しての意⾒具申 等

仕組み１
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推進会議の展開
～皆で議論し実践する仕組み～

誰もが暮らしやすい地域社会づくりを進めるためには、

社会の制度や慣習が背景にあって、構造的に繰り返されて
いるような課題について、

⾏政と⺠間が連携しながら、皆で知恵を絞って解決策を
⾒出し、多くの県⺠参加のもとに取り組んでいくことが
必要である。

仕組み2
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推進会議の委員
障害当事者や⽀援者のほか、福祉サービス、医療、教育、雇⽤、公共交通、

不動産取引、情報提供等の事業者など、各界の代表者33名で構成



制度や慣習を変える仕組み
（推進会議で取り組む課題一覧）

1. コミュニケーションに障害のある人への情報提供の配慮
2. 障害者⽤駐⾞スペースの適正な利⽤
3. 身体障害者補助犬の受け入れ
4. 預⾦の引出し等を⾏う際の⾦融機関の配慮
5. 障害の状況に応じた職場での配慮
6. 障害のある人が使えるトイレの設置推進
7. 障害のある⼈に対する不動産の賃貸
8. 店舗での買い物と移動の介助
9. 音響式信号機の音声誘導ルール
10. 保育所等における障害児への配慮
11. 学校における発達障害、知的障害のある子に対する教育上の配慮
12. サービス提供に当たっての安全確保
13. 建物等のバリアフリー化の推進

仕組み2
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「障害のある人に対する情報保障のためのガイドラ
イン」の策定 （取組課題１）

 視覚や聴覚などに障害のある⼈は、適切な配慮を⾏わないと、情報を得たり、伝えたり
することが困難である。

 県では、平成21年2月、障害当事者を主なメンバーとする研究会を
設置し、その検討結果を踏まえ、平成21年12月に「障害のある人に対する情報保障の
ためのガイドライン」を策定した。

 このガイドラインは、県庁職員が障害のある人に対し、それぞれの
場面（印刷物を作成する、窓口で対応する、会議を開催するなど）に
応じ、具体的にどのような配慮をすべきかを示したものである。

障害のある人に対する情報保障のためのガイドラインの内容（抜粋）

窓口で応対する場合

・ゆっくり、わかりやすく、丁寧に説明し、大切なことはメモに書いて渡す
・視覚障害者で筆談の必要な人には筆談を行い、口元がはっきり見えるよう話す

ホームページを作成する場合

・画像には、その意味する内容を説明する文字情報を付ける
・ＰＤＦファイルは、アクセシビリティに配慮した形式で作成する

仕組み2
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視覚障害のある人が銀行を利用しやすくする
ための取組み（取組課題２）

 視覚障害のある人が利用できるハンドセット付きＡＴＭの設置が
進んでいるが、振込を行う機能がないため、視覚障害のある人は、
窓口で振込をせざるを得ない。その場合、振込手数料がＡＴＭより
も割高になってしまうため、視覚障害のある人から改善の要望

 平成22年1月に、視覚障害当事者と県内に本店のある地元銀行
（千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行）が直接話し合う場を設け、
実地確認も行い検討

 各銀行は、行員が代筆を行う際の手続きを整理するとともに、視覚
障害のある人が窓口で振込を行う際の手数料をＡＴＭ利用の場合と
同額にした。また、ハンドセットの操作方法を丁寧に教えることも
確認

仕組み2
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取組課題２
預金の引出し等を行う際の金融機関の配慮

取組課題７
障害のある人に対する不動産の賃貸

検討会の様子
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ハンドセット式ＡＴＭの操作練習の様子
（H22.3 京葉銀行蘇我支店にて）

（H22.3 千葉銀行真砂支店にて>
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取組課題４

実地確認の様子



頑張っている人を応援する仕組み

平成2５年度 自薦・他薦で1２８件の応募
千葉県ホームページに掲載・認定ステッカーの配付などを実施

≪応募事例≫
・障害のある⼈への不動産賃貸やグループホーム等の設⽴⽀援
・障害のあるお客様に配慮するバス会社
・⾼校⽣と⾏う知的障害児･者 サッカー教室と交流サッカー 等

「障害のある人にやさしい取組み」に光を当て普及させる

★障害のある⼈に対する県⺠の理解の輪を広げる
★障害のある人の社会参加を促進する

仕組み３

20



実際に取り組んでいる事

◎どんな相談があったのか【事例紹介】
◎条例の周知について
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⼩学校で⾏った障害
理解の授業⾵景



参考：他府県での差別防止
条例制定の動き
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千葉県 （H18） 北海道 （H21）
岩手県 （H22） 熊本県 （H23）
⻑崎県 （H25） 沖縄県 （H25）
⿅児島県（H25） 京都府 （H26）
茨城県 （H26）

※ このほかに、３市で条例制定
さいたま市（H23) 八王子市（H23) 別府市（H26)



障害者差別解消法とは
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る基本的な事項や、国の⾏政機関、地⽅公共団体等及び
⺠間事業者における障害を理由とする差別を解消するた
めの措置などについて定めることによって、すべての国
⺠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
つなげることを目的としています。

平成２５年６⽉国会で成⽴⇒平成２８年４⽉１⽇から施⾏

法律と千葉県条例との関係
附帯決議：「地⽅公共団体による上乗せ・横出し条例を
含む障害を理由とする差別に関する条例の制定等を妨
げ、又は拘束するものではない 」 23
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千葉県市川健康福祉センター
地域福祉課

広域専門指導員 ⼭⽥真理⼦

〒272-0023市川市南八幡5-11-22
TEL :047-377-8854
FAX :047-379-6623

MAIL:mymd@pref.chiba.lg.jp

ご清聴、
ありがとうございました


