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TOKYO
ともに話し、ともに学び、ともに働き、

ともに暮らし、ともに生きる。

障害者差別解消法って？

障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合い、

交流し、支え合いながら、ともに生きる社会、誰もが安心して

暮らせる社会を目指す法律です。
（正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。）
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　  対象となる「障害者」とは？
障害者手帳を持っている人だけではなく、障害や社会のしくみ（建物や制度など。）

によって日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人を対象にして

います（障害児も含まれます。）。

　  対象となる分野は？
学校や病院、交通機関、飲食店など障害のある人の日常生活や社会生活全般の幅

広い分野が対象です（障害者雇用に係る分野については、「障害者雇用促進法」が

適用されます。）。
※一般の人が個人的に障害者と接するような場合や、個人の思想、言論などは対象にしていません。

　  対応が求められるのは？
○役所
国や都道府県、区市町村といった役所などのことをいいます。

○会社・お店など
会社やお店など、商品を売ったり、同じサービスなどを

繰り返し行う人たちなどをさします。

障害者差別解消法で
対象となる人と分野。

難病などにより、
心や身体のはたらきに
障害のある人

精神障害のある人身体障害の
ある人 （ （
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知的障害の
ある人 発達障害の

ある人も含む
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都民の皆さんに期待されていること

役所、会社・お店などに期待されていること

障害者差別解消法の目的と内容を理解し、

それぞれの立場で自分から進んで取り組む。

そうした理解と協力の下、障害を理由とする差別の解消を推進する。
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支え合う、その第一歩は、相手を知ること。

僕たちの近くにも

障害のある人がいることに気づき、

この法律を学んで取り組んでいきましょう！

対応要領

対応指針

国や都道府県、区市町村などの役所で働く人が適切に対応するために、

それぞれの役所が作ることとされている要領。

東京都も職員対応要領を作成しています。

会社やお店などが適切に対応できるように、国の役所が作ることとされ

ているルール。会社・お店などには、この対応ルールを参考にして、自主

的な取組が期待されています。

障害者差別解消法で都民、役所、
会社・お店などに期待されていること。
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不当な差別的取扱いの禁止

障害者差別解消法で
定められていること。

例えば、「障害がある」という理由だけで、お店に入れない、皆

が使うサービスが使えないことなどをさします。役所や会社・

お店などでは、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害

を理由として差別することを禁止しています。

合理的配慮の提供

例えば、障害のある人が困っていたら、声をかけて、本人が求めるサポート（荷物を運ん

だり、移動を補助するなど。）をすることをさします。障害のある人が、利用しづらい社会

のしくみ（建物や制度など。）を取り除くために、必要な配慮や手助けを求めたとき、役所

や会社・お店などは、負担が重すぎない範囲で対応するこ

と（会社やお店などについては対応するように努力するこ

と。）が求められます。

※障害のある人がサポートを求める（意思を伝える）方法

言語（手話を含む）、点字、拡大文字、筆談、実物を示すこと

や身振りのサインによる合図、触覚など。

障害を理由とする不当な差別的取扱い 障害者への合理的配慮の提供

役所

会社・お店など

してはいけない

してはいけない

しなければならない

するように努力する

しょう　 がい      しゃ        さ       べつ   　かい　 しょう    ほう

  さだ

ふ    とう         　 さ    べつ  てき   とり  あつか　               きん    し

たと　　　         しょうがい                  　　　　　　　  り  ゆう             　　　　　みせ　　はい　　　　　　　 みな

　　 つか　　　　　　　　  　　　  つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 やくしょ　　 かいしゃ

  　 みせ　　　　　　　　   しょうがい　　　　　　ひと　　 たい　　　　　せいとう　　  り  ゆう　　　　  しょうがい

   　 り ゆう　　　　　    さ  べつ　　　　　　　　　  きん  し

たと　　　      しょうがい                  ひと　　 こま　　　　　　　　　　　こえ　　　　　　　　　  ほんにん　　 もと　　　　　　　　　　　　　　に  もつ　　 はこ

 　　　　　 い  どう　　  ほ  じょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい　　　　　　ひと　　　　り  よう　　　　　　　　しゃかい

　　　　　　　　  たて もの　　 せい  ど　　　　　　　　　 と　　  のぞ　　　　　　　　　 ひつ よう　　はい りょ　　  て  だす　　　　もと　　　　　　　　　 やくしょ

　   かい しゃ　　　 みせ　　　　　　　　ふ  たん　　 おも　　　　　　　　  はん  い　　　たい おう

　　　かいしゃ　　　　 みせ　　　　　　　　　　　　　　  たいおう　　　　　　　　　　 どりょく

　　　　　　 もと

ごう　 り    てき  はい   りょ       　  てい  きょう

しょうがい　              ひと   　 　　　　　　　　　 もと　　　　　　い   し　    つた       　　  ほうほう

げん  ご　   しゅ  わ   　 ふく　        　てん じ　  かくだい  も    じ　  ひつだん　  じつぶつ　    しめ

　   み   ぶ　                                              あい  ず　 しょっかく

しょうがい     り ゆう         　       ふ  とう　     さ  べつてきとりあつか   しょうがいしゃ　    　 ごう  り  てき はいりょ     ていきょう

どりょくかい しゃ　　　 みせ

やく しょ



以下の事例を参考にして、状況や障害のある人の障害の程度などに応じた配慮や対応をお願いします。
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役 所など

学 校など

不当な差別的取扱い 合理的配慮

不当な差別的取扱い 合理的配慮

障害による様々な理由により、
順番を待つことが難しい障害の
ある人には、他の人の了解を得て、

手続き順を先にする。

意思を伝え合うために、
筆談や読み上げ、手話、
タブレット端末などを

用いる。

具体的に禁止されることは？
求められることは？

障害があることを理由に、
窓口での対応を拒否したり

後回しにする。

障害があることを
理由に、学校の受験や
入学を拒否する。
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施設内の放送を
文字化したり、電光表示板で

表示したりする。

タクシーへの乗降を補助し、
車いすなどの大きな荷物を
トランクへ収納する。

交 通（鉄道・バス・タクシーなど）

病 院・福 祉 施 設など

障害のある本人を無視して、
介助者や支援者、付き添いの
人だけに話しかける。

車いす使用者である
ことを理由に
バス利用を断る。
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障害のある人が困って
いると思われる時は、まず声を
かけ、手伝いの必要性を
確かめてから対応する。

障害者向けの物件は
ないと言って対応しない。

不 動 産 仲 介など

小 売 店・飲 食 店など

盲導犬や聴導犬が
一緒だと入店を拒否する。

障害のある人の求めに
応じて、バリアフリーの
物件があるかどうかを

確認する。
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このパンフレットの内容についてのお問い合わせ先

東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課　

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
TEL：03-5320-4559（ダイヤルイン）　FAX：03-5388-1413

都や区市町村の職員や事業において、不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供して

もらえなかったなど、困ったことがあれば、東京都福祉保健局のホームページに掲載されている

各担当窓口までご相談ください。

相談窓口

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/sabekai.html

障害者差別解消法の内容や運用については、以下にお問い合わせください。

東京都障害者権利擁護センター　　
TEL：03-5320-4223　FAX：03-5388-1413 (対応時間:平日午前9時から午後5時まで)

義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、知的障害のある人などが、

外見からは分からなくても、援助や配慮を必要としていることを、周囲の人に知らせる

ことができるマーク。ヘルプマークを身に着けた人を見かけたら、思いやりのある

行動をお願いします。

ヘルプマーク

○電車・バスの中で、席をお譲りください。
○駅や商業施設などで、声をかけるなどの配慮をお願いします。
○災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。

障害のある人が普段から身に着けておくことで、緊急時や災害時、

困った際に、周囲の配慮や手助けをお願いしやすくするカード。

緊急連絡先や必要な支援内容などが記載されています。記載内容

に沿った支援をお願いします。

ヘルプカード

そう　  だん    まど     ぐち

東京都　差別解消法 検 索

たいおうじ かん  へいじつご ぜん 　じ            ご   ご　   じ

  ぎ  そく　   じんこうかんせつ　     し  よう                    　ひと　 ない  ぶ しょうがい　  なんびょう　  ひと　  ち  てきしょうがい　　　　　　ひと

がい けん　　　　　　  わ　　　　　　　　　　　　　えん じょ　　 はい りょ　　ひつ よう　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうい　　 ひと　　  し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 み　　　 つ　　　　　ひと　　 み　　　　　　　　　　 おも

こうどう　　　　ねが

でん しゃ　　　　　　　　なか　　　  せき    　　　 ゆず

えき　　 　しょうぎょうし せつ　　　　　　　　  こえ　　　　　　　　　　　　　　　はい りょ　　　　　ねが

さい がい  じ　　　　あん ぜん　　　 ひ  なん　　　　　　　　　　　 し  えん　　　　　ねが

 と          く   し ちょうそん  　しょくいん       じぎょう                              ふ  とう        さ   べつ てきとりあつか            う                  ごう   り  てき はい りょ      ていきょう

                                                         こま                                                    とうきょうと  ふく  し   ほ  けんきょく                                              けい さい　 

 かくたんとう まど ぐち                  そう だん

しょうがい　　　　　　ひと　    ふ  だん　          み　      つ                                            きんきゅうじ　    さい がい  じ

こま        　  さい     　   しゅうい    　 はい りょ    　  て  だす              　   ねが　                                                    

きんきゅうれんらくさき　   ひつ よう　    し えん ない よう　                き  さい                                    　き さい ない よう

    　 そ　　　　  し  えん        　 ねが

とうきょうと　 さべつかいしょうほう けん さく

しょうがいしゃさべつかいしょうほう　  ない よう      うん よう                                 い   か               と         あ

とうきょうとしょうがいしゃけんり よう ご

　　　　　　　　　　　　　　　　　ないよう　　　　　　　　　　　　 と　      あ　           さき

とうきょうと ふく し  ほけんきょくしょうがいしゃしさく すいしん ぶ  けいかく  か

　　　　　　　　　　　　 とうきょうと しんじゅくくにししんじゅくにちょうめ　  ばん　ごう


