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はじめに

現在の社会は、障害者や高齢者、外国人など多様な人々がいることを考慮せず、多くを占める人に合わせて作ら
れている。 そのため、障害のある方にとって、困りごとや不利益をもたらす「社会的障壁（バリア）」が生まれ、生
活しにくく、生きづらい環境となってしまっている。

どんな障壁があるの？
• コンビニに駐車場がないと、一人で利用することが困難

• 駐車場は空いていたが、入り口ドアが引き戸ではなく開けるのが困難

• トイレを借りようとしたが、車いすでは使用できなかった

• ドリンクを取る際、高いところの商品が届かなくて困った
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1. 障害理解 障害の社会モデル
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1. 障害理解 障害の社会モデル

Feb.2022 

考え方
障害がある人への差別、偏見、無関心など障害に対する知識
や理解がないことから生じるバリア
【例】
・かわいそうな存在だと決めつけられた。
・高圧的な態度を取られた。
・補助犬と一緒に店舗へ入店するのを断られた。

しきたり
障害のある人の存在を意識していない、しきたり等から生じ
るバリア
【例】
・非常時のアナウンスは 音声のみ。
・案内はタッチパネルのみ。
・わかりにくい、難しい言葉。

社会における物やことがら
道路や建物などにおいて、物理的に生じるバリア

【例】
・路上の放置自転車
・狭い通路
・段差 ・滑りやすい床
・電車とホームの隙間

制度
社会のルール、制度によって、教育や就労などの機会の均等を
奪われるバリア
【例】
・学校の入試、就職や資格試験などで、障害があることを理
由に、受験や免許などの付与を制限された。

障害のある人が直面する４つの「バリア」



障害は社会（モノ、環境、人的環境等）と個人の心身機能の障害があいまってつくりだされているものであり、その障壁を取り除くの

は社会の責務であるとし、社会全体の問題として捉える考え方。

「医学モデル」は、「障害」を個人の心身機能によるものとし、個人的な問題として捉える考え方。

「社会モデル」は、2006 年（H18）に国際連合で採択された「障害者権利条約」において考え方が示されており、2011 年

（H23）に改正された「障害者基本法」においても、この考え方が採用されているなど、「障害」の概念は「医学モデル」から「社会モ

デル」へと変化している。
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1. 障害理解 障害の社会モデル

障害の「社会モデル」とは？

社会全体の問題 ＝ 取り除くのは社会の責務

社会（モノ、環境、人的環境等）× 個人の心身機能の障害 ＝ 障害

Feb.2022 
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1. 障害理解 障害どこにある？

⑤ 社会モデルに基づくと誰にでも

障害はありうるとも考えられる

⑥ 例えば、高い壁では2階に上が

れない

→障害がある

⑦ 梯子を持ってくれば、2階に上

がれる

→障害が解消された

（合理的配慮の提供による）

⑧ 障害のない人も、周囲の環境

など、社会的障壁次第では、でき

ることとできないことが変わる。

つまり、社会モデルでは、程度の差

があるが、障害のある人もない人

も同じ前提となる。

① 障害者差別解消法

×「医学モデル」

〇「社会モデル」

社会モデルによると、障害はどこに
あると考えられているか？

② 例えば階段しかないと車いすで

は2階に上がれない

→障害がある

③エレベーターが設置されえれば車

いすでも2階に上がれる

→障害が解消された

④ この事例の車いす利用者は何

も変わっていないが、周囲の環境

が変わったことで障害が解消された

Feb.2022 



参照：外務省HP 7

1. 障害理解 障害者権利条約を学ぼう

障害者権利条約
CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

障害者の権利を実現するために国がすべきことを決めている。障害者の人権や基本的自由を守るための約束。

障害者がもともと持っている自分らしさを大事にしている。
• 2006年12月条約が国連総会にて採択

• 2007年 9月日本が条約に署名

• 2014年 1月日本批准（効力発生、141番目の締結国）

主な内容
「平等」 「差別をしない」 「合理的配慮」

障害者権利条約の第2条では、「合理的配慮」をしないことは差別だとしている。

Nothing About Us Without Us 「私たちのことを私たち抜きに決めないで」

Feb.2022 
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1. 障害理解 合理的配慮とは

合理的配慮 障害者差別解消法 H28年4月1日～

Reasonable Accommodation

障害のある人から何らかの配慮を求められたときに、お金や労力など負担になり過ぎない範囲で、その人の困って
いること（社会的障壁）を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことをいいます。

共生社会の実現に向けて
障害のあるなしにかかわらず、すべての命は同じように大切であり、かけがえのないもの。

• 不当な差別的取り扱いの禁止

• 合理的配慮の提供

対象となる「障害者」：すべての人が対象

対象となる「事業者」：お店だけでなくボランティアなどグループも

Feb.2022 
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◆視覚障害の場合「資料を拡大文字や点字によって作成したり、
資料の内容を読み上げて伝えたりする」
◆聴覚障害の場合「筆談、手話、コミュニケーションボードなどの目
で見て分かる方法を用いて意思疎通を行う」
◆肢体不自由の場合「列に並んで順番を待つことが難しいときに
は、列から外れて順番を待てるようにする」
◆発達障害の場合「書籍やノートなどを用いた読み書きに
困難があるときには、タブレットなどの補助具を用いることができるよ
うにする」
◆内部障害・難病等の場合「ペースメーカーや
人工呼吸器などが必要なときには、
それらの機器の使用について配慮する」
◆知的障害の場合「ゆっくりはっきりと話したり、
コミュニケーションボードなどを用いたりして意思疎通を行う」
◆精神障害の場合「細かく決まった時間や
多人数の集団で行動することが難しいときには、
時間やルールなどの柔軟な運用を行うようにする」

1. 障害理解 合理的配慮の事例

Feb.2022 
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1. 障害理解 街中で見かけたら 【適正利用の大切さ】

障害者に関係するマークの一例
様々なシンボルマークを知り、それぞれに合った配慮、お手伝いをするために必要なのは？

参照：厚生労働省HP 10Feb.2022 



障害の概要 バリアフリーなど物理的配慮、病状の理解など

まひ・切断などの「肢体不自由」、「聴覚障害」、「視覚障害」、心疾患、呼吸器疾患、膀胱、直腸の疾患、HIV 
による免疫不全の「内部疾患」など

手帳の種類：身体障害者手帳

重度障害者：1 級、2 級および 3 級に該当する障害を 2 つ以上重複している人
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2-1. 各障害特性の説明 身体障害

肢体不自由

出入口、通路、トイレ、署名台など配慮した対応が必要な場合がある。
各施設の現況を本人に伝え、お手伝いの必要性を把握しておく。

聴覚障害

聴覚障害者と対面でコミュニケーションをとる方法は、口話、手話、筆
談となる。人によって方法は異なる。最近では窓口に番号呼出機が設
置されているが、常に表示を見ていないと気付けないため、案内役が個
別に声をかけるなど配慮したい。

視覚障害

視覚障害のある人は視力、視野、色覚の障害に分かれ、視力障害と
視野障害をあわせもつ人もいる。同じ視力であっても、人によって見え
方が異なる場合があるので、実際にどの程度見えるかを把握することが
必要。

内部障害

内部障害のある人は、見た目で分からない人もいる。ヘルプマークをつ
けている人が困っているようだったら、「何かお困りですか」と声をかけてみ
る。機器を装着している方には、通路やイスなど引っかかるものに気をつ
ける。

Feb.2022 
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2-1．身体障害 支援のポイント

Feb.2022 

・話すときの視線の高さを合わせる
（椅子の活用など）

・視覚障害のある方のうち、眼球を動かせる、一
部点の様にだが見える方もいるので、どの程度見
えるのか、どう対応すると良いか適切な配慮をする

・視野障害の方の場合は、文字通り視野が狭い
ので、資料はなるべく見やすいように配慮する。

・聴覚障害の場合は筆談になるが、読みやすい
文字で、わかりやすい内容を書くこと（相手も読も
うと必死になっている）

・内部障害のある方に対する環境調整（磁気・
温湿度・対応時間・体位等）

【その他】

・椅子の活用

・安易に不思議がったり、疑ったりしない

・資料の見せ方

・丁寧な筆談

・通路の確保や個別の案内

・移動距離を示す

・個室、入り口に近い場所での対応

【例】
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2-1. 各障害特性の説明 知的障害

• 雇用上の留意点

障害の概要 コミュニケーション、心理・身体面での配慮を要する

３つの領域における知的機能と適応機能の双方に明らかな制約が見られる

概念的領域：発達期（幼少期から青年期）に生じ、読み書きや数学、論理的思考、知識や問題解決など

社会的領域：対人コミュニケーションや社会的判断、自己制御など

実用的領域：金銭管理や行動の管理など

手帳の種類 愛護手帳（他市町村では「療育手帳」という名称のところもあり）

障害程度は1度（最重度）、2度（重度）、3度（中度）、4度（軽度）に区分される。

※都道府県ごとに手帳の名前及び区分が異なる

Feb.2022 
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2-1．日常生活課題 知的障害

概念的領域
記憶、言語、読字、書字、数学的思考、
実用的な知識の習得、問題解決

指示の理解力
数字や文字の理解力
苦手なことはどうすればいいかわからない
見通しを持って考える

遅刻が多い
買い物のためのお金の準備
日用品の購入
すぐに忘れてしまう
簡単な漢字しか読めない
自分の気持ちをうまく表現する

社会的領域

他者の思考・感情・および体験を認識するこ
と、共感、対人的コミュニケーション技能、友
情関係を築く能力

挨拶や返事を適切に行う
業務日誌の記入ができない
不調時の対応
他者とのコミュニケーション、挨拶
休憩時間の過ごし方
選択、衣類の畳
掃除
相手の言葉が理解できない

自分の良いところ（強み）・苦手なところ
（弱み）を知らない
相手の気持ちを考えて行動する
一方的に話す

実用的領域

セルフケア、仕事の責任、金銭管理、娯楽、行動の
自己管理、および学校や仕事の課題の調整

状況に応じた行動
臨機応変に対応する
就職への意欲
作業と休憩の区別
金銭の管理ができない
通院・服薬の管理
入浴と衛生管理
携帯電話ばかり触っている
身だしなみを整えることができない
提出物や持ち物の管理ができない
ゲームをして夜更かし

Feb.2022 
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わかりやすい説明をしましょう。
・顔を見て、ゆっくりと平易な言葉で話しましょう。

・笑顔、やさしい声で話かけましょう。

・文書を読み上げる、複雑な内容はメモに書いて渡す
などの配慮も必要です。

・場合により、ジェスチャー、コミュニケーション支援ボー
ド、写真を使用して、意思疎通を図りましょう。

2-1．知的障害 支援のポイント

コミュニケーション支援ボードの例（HP「公益財団
法人 明治安田こころの健康財団」より）

Feb.2022 

理解が難しい方へのサポートはどうしたらいいか

まずは知的障害者の特性を、
理解しましょう。
・思い込みや偏見はありませんか？



参照：厚生労働省HP こころの耳 16

2-1. 各障害特性の説明 精神障害

障害の概要 脳の病気、正しい理解を

何らかの脳の器質的変化あるいは機能的障害

さまざまな精神症状、身体症状、行動の変化が見られる状態。風邪をひいて熱が出たり、アレルギーで湿疹がでるのと同じで、脳内
で生物学的な変化が起こって、一連の症状が引き起こされているもので、けっして特別視することはない。

しかし、症状の変化に患者自身も気づかないことがあったり、傍らから見た目では分かりにくいため、状態についての周囲の理解を得る
のが難しいこともある。

手帳の種類は 「精神障害者保健福祉手帳」
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

Feb.2022 



依存症
特定の物質や行動をやめたくてもやめられない。本人のこころ
の弱さではない

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。
陽性は幻覚や妄想、幻聴、陰性では意欲の低下、感情表現
が少なくなるなど

うつ病
気分障害の一つ。気分の落ち込み、何をしても楽しくない、眠
れないなど脳がうまく働かなくなっている状態

認知症
脳の病気や障害など様々な原因により、認知機能が低下し、
日常生活全般に支障が出てくる状態

強迫性障害
強い不安やこだわりによって日常に支障が出る病気。強迫観
念、不潔観念などから、ある行為をしないでいられない（脅迫
行為）こと

パーソナリティ
障害

認知（ものの捉え方や考え方）、感情のコントロール、対人
関係といった種々の精神機能の偏りから生じる。「性格が悪い
こと」を意味するものではない

摂食障害
食事の量や食べ方など、食事に関連した行動の異常が続き、
体重や体型のとらえ方などを中心に、心と体の両方に影響が
及ぶ病気

発達障害
自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症(ADHD)、学習症
（学習障害）、チック症、吃音などが含まれる。
生まれつき脳の働き方に違いがあるという点が共通している

双極性障害
ハイテンションで活動的な躁状態と、憂うつで無気力なうつ状
態を繰り返す

パニック障害／
不安障害

突然理由もなく、動悸やめまい、発汗、窒息感、吐き気、手
足の震えといった発作（パニック発作）を起こす

てんかん
突然意識を失って反応がなくなるなどの「てんかん発作」を繰り
返し起こす病気。患者数も100人に１人と、誰もがかかる可
能性のあるありふれた病気のひとつ

PTSD
体験の記憶が自分の意志とは無関係に思い出され、その時と
同じ感情、身体の感覚を感じたり、実際に当時の光景が見え
たり、加害者がすぐ近くにいるように感じるという

参照：厚生労働省HP こころの耳 17

2-1. 各障害特性の説明 精神障害（一部、例）

Feb.2022 



参照：厚生労働省HP 18

2-1. 各障害特性の説明 発達障害

発達障害
• 生まれつき脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある

• 養育者が育児の悩み、子どもが生きづらさ

発達障害でも、本人や家族・周囲の人が特性に応じた日常生活や学校・職場での過ごし方を工夫することで、持っ
ている力を活かしやすくなったり、日常生活の困難を軽減させたりすることができる

自閉スペクトラム症（ASD）

広汎性発達障害
アスペルガー症候群

限局性学習症（SLD)
・「読む」「書く」「計算する」等の能力が、全体的
な知的発達に比べて極端に苦手

注意欠如多動症（ADHD）
• 不注意
• 多動、多弁
• 衝動的行動

• 知的な遅れ伴うことも

• 基本的に言葉の遅れはない
• コミュニケーションの障害
• 対人関係・社会性の障害
• パターン化した行動、興味、関心の偏り
• 不器用（言語発達に比べて）

• 言葉の発達の遅れ
• コミュニケーションの障害
• 対人関係・社会性の障害
• パターン化した行動、こだわり

Feb.2022 
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• 雇用上の留意点

2-1．精神障害 支援のポイント

Feb.2022 

「誠実さ」
・面倒がらず相手の話を共感的に聞く
・公平性、裏表がない、適当にごまかさない
「話しやすい環境」
※話を聞いてもらえる感を持ってもらう
・否定しない
・小声で話す方には混雑の少ないカウンターや、場合によっては個室対応など
・話が空回りする方には、手続きの要旨を書いたメモなどを渡して活用する
・対面で話さずに、一般に４５度の角度で接すると話しやすい、と言われている
【具体例】
・長時間話す傾向の方には、「今日は３０分」とか先に時間を伝え、その範囲で対応する
・対応時、できるだけ簡潔に、かつゆっくりと話す（相手の思考速度に合わせた話し方）
・話す際、対面は避け、少し角度をつけて寄り添うイメージを出す

「誠実さ」と「話しやすい環境」



• 何に困っている？
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2-2. 当事者の困りごと

かけっこで転んだ肢体不自由の女の子が
います、どんな声を掛けますか？

遠足に車いすで参加したいお母さん
がいます、どう対応しますか？

駅で大垣行の電車に乗りたい方が
迷っています、どう対応しますか？

急な雨でびしょ濡れの方がいます、
どう対応しますか？

Keyword (大切なこと)： 障害の社会モデル、障害者権利条約、障害者差別解消法、合理的配慮、意識（こころ）のバリアフリー
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• 何に困っている？
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2-2. 当事者の困りごと

駐車場を探している方がいます。どのよ
うな声をかけ、どこまでの対応をします
か？

窓口に来た聴覚障害のある方に、後
日連絡します。どう対応しますか？

視覚障害のある方から、住民票の異
動の手続き方法について電話で問い
合わせがありました。どのような対
応をしますか？

知的障害のある方の親御さんから、
相続、資産管理の相談がありました。
どのように対応しますか？

Keyword (大切なこと)： 障害の社会モデル、障害者権利条約、差別解消法、合理的配慮、意識（こころ）のバリアフリー

Feb.2022 



• 何に困っている？
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2-2. 当事者の困りごと
Keyword (大切なこと)： 障害の社会モデル、障害者権利条約、差別解消法、合理的配慮、意識（こころ）のバリアフリー

重症心身障害の方等が、例えばおむつ交換をし
たいがトイレが狭い、といった時の対応として、大
型ベッドを用意しています。
必要な時には利用して頂くよう、ご案内しましょう。

車いす、筆談用の筆記用具を用意しています。
いざ使用する時に、車いすがどこにあるか分か
らない、使い方が分からない、ペンのインクが切
れていた、といったことのないよう、日ごろからメ
ンテナンスを行っておきましょう。

Feb.2022 



• May I help you?

「何かお手伝いできることはありますか？」
「～できますか？」「大丈夫ですか？」と声をかけられると、「できます」とか「大丈夫です」と答えてしまう

• 場面ごとに具体的に
「けがはないですか？まだ走れますか？」

「どうしたら参加できそうですか？」

「次の大垣行に乗りますか？」

「雨がひどいですが、傘などお手伝いできることはありますか？」

どんな人なんだろう？何か困っていることはないだろうか？
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2-3. 配慮と接し方

Feb.2022 



・対策 【身体・知的・精神】

対応方法を学ぶ前に細分化の視点を持つ
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3-1. 窓口での配慮

精神障害
理解できないことを理解
その人の視点で見て感じる

知的障害
理解し選択することを支援
適切なサポートを提案

身体障害
動作的ディスアビリティ
＆精神的負担
不要な気遣い

入力 処理 出力

Feb.2022 



合理的配慮提供【対受動的】

1．情報収集（力）

コミュニケーション

観察

想像力（共感力）

2．潜在的ニーズや目的の確認

3．実現性の検討 できることできないことを整理

4．提案事項の説明
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3-2. 実践ポイント

Feb.2022 



合理的配慮提供【対能動的】

1．まずは座って話を聞く準備を

2．傾聴による事実確認

3．共感しながら質問と要約を重ねる

4．ニーズや目的の確認

5．実現性の検討 できることできないことを整理

6．代替案を説明する
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3-2. 実践ポイント
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• 社会モデル

障害は個人の希望や目的を阻む社会的構造にあり、それを取り
除くのは社会の責務

• 障害への理解

差別や偏見なく、同じ社会を構成する仲間として、お互い助け合
い尊重する

• 合理的配慮の提供
困りごとは人それぞれ、場面によっても違う、気持ちをとらえてみよう

• どう接する？
何かお手伝いできることはありますか？
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3. まとめ
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Thank you all for listening.
ご清聴ありがとうございました

End 

ご質問等遠慮なくご連絡ください
Man to Man Animo株式会社

経営企画部
Email:   animo@mmg.jp
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