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2 3

障害のある人も、みなさんと同じ市民のひとりです。

障害のある人が市民のひとりとしてみなさんと同じよ
うに暮らし、学んだり、遊んだり、働いたりするなどの
さまざまな活動に自由に参加できるようにすることをめ
ざします。

《条例のポイント》

障害のある人の権利を守ります。

①	障害のある人への差別をなくし、いじめや仲間はずれ
が起こらないようにするため、市民一人ひとりがそれぞ
れの障害に対する正しい理解をもって取り組みます。

②	障害のある人をサポートするときには、障害のある人
が自分で決めて選んだことを大切にします。

③	障害のある人が、地域社会で、その人にあった役割を
果たすことができるようにします。

市は、障害のある人が地域で暮らし、働き、学んで
いくために必要なサポートをします。

①	障害のある人とその家族が安心して生活できるように
協力をします。

②	障害のある人が働けるように、サポートをします。

③	障害のある人が住んでいる地域の友だちといっしょに
学ぶことができるようにします。
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ノーマくん

ライちゃんノーマライゼーション社会が
実現した未来から、

ノーマライゼーションを広め
るためにやってきた 2人組

※	 このキャラクターは、埼玉県立特別支援学校
さいたま桜高等学園	家政技術科服飾デザイン
コースの生徒によってデザインされました。
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条例の基本となる決まりステップ

4 5

前　文

さいたま市は、国際連合の障害者の権利に関する条約 ( ☆１)

の考え方をふまえ、障害があることを理由にした、どのよう
な差別もない社会になることをめざしています。

さいたま市のめざす社会は、それぞれの人が生まれたとき
からもっている権利と自由を、障害のある人もない人も、同じ
ように、大切にしあう社会です。市民は、障害のあるなしに
関係なく、だれもが基本的人権 ( ☆２)をもつ社会の一員です。

ここに、市民が、だれも侵すことのできない基本的人権を
お互いに守りあうことを通して、それぞれの人のかけがえの
なさを大切にしながら、安心して地域で生活をおくることの
できる社会をめざし、この条例を定めます。

☆１…	障害のある人の権利を守るための国と国との約束ご
と。障害のある人に対する差別をなくすこと、障害
のある人が社会でいろいろな活動ができるようにす
ることを目的としています。

☆２…	すべての人が生まれたときから当然にもっている権
利。平等権（差別されない権利）、自由権（自由に
生きる権利）、社会権（人間らしい最低限の生活を
保障される権利）などがあります。

どうしてこの条例がつくられたの？
この条例は、障害のあるなしに関係なく、すべての市民がかけがえのな

い人間として認めあい、権利を守りあうことによって、安心して生活をおく
ることのできる地域社会をつくることをめざすものです。
そのために、市は障害のある人への差別と虐

ぎゃくたい

待を禁止し、障害のある人
が自分で考え決めることや、社会でさまざまな活動をすることを助けます。

１ 目 的

この条例で「障害」とは身体障害、知的障害、精神障害、発達障害な
どをいいます。
また、これら以外にも、心や体のはたらきがうまくいかないために、毎

日の生活や社会で活動するために助けが必要な状態のことをいいます。
この条例では、その部分に加えて、個人に問題があるのではなく、周り

の環境によって制約を受けている状態を「障害」としてとらえています。こ
の考え方を「社会モデル」といいます。

２ 定 義

1 障害ってなに？

たとえば… ★	左ききの人が、会社が右きき用の道具しか用意で
きないために働くのを断られた結果、毎日の生活
に困るようになってしまった場合、その人は周り
の人や環境によって制約を受けており、障害のあ
る人となります。

★	特に問題なく働いたり、毎日の生活をおくること
ができている左ききの人は障害がある人とはなり
ません。
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身体障害

内部障害

精神障害

発達障害

難 病

高次脳機能障害

6 7

この条例で「障害者」とは前のページの 1 で示した障害のある市民の
ことをいいます。
障害の種類には次のようなものがあります。

●	肢
し た い

体不自由…事故や病気によって手や足がなかったり、　
動かしにくかったりする障害。

	 肢体不自由にはほかにも次のようなものがあります。
○	脳性まひ…生まれる前後に脳に何らかの傷を受けたことで、
脳からの命令がうまく体に伝わらない障害。

○ 筋ジストロフィー…筋力が低下していく遺伝性の病気。

●	視覚障害…目が見えなかったり、色がわかりにくかったり
することによって、情報を得ることが難しくなる障害。

●	聴覚障害…耳が聞こえない、または聞こえにくいことによっ
て、ほかの人とコミュニケーションがとりづらくなる障害。

●	自閉症
しょう

…生まれつきの脳の障害によって、
ほかの人とうまくコミュニケーションを
とることができない障害。

●	学習障害（ＬＤ）…知的な遅れはないが、
特定の分野、たとえば、読む、書く、計算
する、聞く、話すといったことがうまく
できない障害。

● 腎
じんぞう

臓機能障害…さまざまな原因によって、腎
臓がうまくはたらかなくなる障害。人工的に
血液を浄化する人工透

とうせき

析による治療が必要な
場合もあります。

体の一部がうまくはたらかない障害。

さまざまな原因によって、生まれつきま
たは小さい頃に現れる脳のはたらきの
障害。

内臓のはたらきがうまくいかなくなる障害。

成長していく中で、何らかの
原因によって知的な遅れが
生まれ、地域社会で生活し
づらくなる障害。

原因や治し方がわからなかったり、
長い間介

か い ご

護をしなければならないよ
うな病気。

病気やけがなどで脳に傷を
受けることによって、忘れっ
ぽくなったり、集中力がな
くなったり、感情的になっ
てしまったりする脳のはた
らきの障害。

精神のはたらきが不安定で、
地域社会で生活しづらくなる
障害。

知的障害
2 障害者とは？
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この条例で「差別」とは次のようなことをいいます。

3 合理的配慮って何？

4 差別って何？

教 育

仕 事

8 9

合理的配慮とは、障害のある人が
障害のない人と同じように活動をす
ることができるように、その人の障
害の特性にあわせたさまざまな手立
てを行うことです。

●	障害のある人の個人的な事柄を、勝手
に誰かに教えてしまうことで、障害の
ある人にいやな思いをさせること。

●	正当な理由もなく、障害のある人が必要
とする勉強をさせてあげないこと。

●	障害のある人やその保護者の意見を聞か
なかったり、必要な説明をすることなく、
勝手に入学する学校を決めてしまうこと。

●	障害のある人のために何らかの手立てを
しないと、勉強ができなかったり、試験
を受けることができなかったりすること
がわかっているのに、必要な手立てを行
わないこと。

●	正当な理由もなく、障害があるとい
うだけで、雇うことを断ったり、障
害のある人が損をするような決まり
を押しつけること。

●	きちんと仕事ができているのに、障
害があるというだけで仕事をやめさ
せること。

●	障害のある人のために何らかの手立
てをしないと、仕事をすることがで
きないのがわかっているのに、必要
な手立てを行わないこと。

たとえば…

★	仕事はできるのに、
障害があるというだ
けで面接を受けさせ
ないこと。

障害のある人が教育を受けるときには、
次のようなことが差別となります。

障害のある人を雇
や と

うことと、
障害のある人に仕事をしてもらうことについては、
次のようなことが差別となります。

障害のある人の毎日の生活においては、
次のようなことが差別となります。

たとえば…

障害のある人の毎日の生活においては、
たとえば…

★	「車いすに乗って
いる」という理由
だけで、進学を
断られてしまう
こと。

★	障害のある人やその家
族に断りなく病院に障
害のことを問いあわせ
たり、障害のある人が
教えたくないことを勝
手に周りの人にいいふ
らすこと。

日常生活

たとえば…

★	車いすに乗る人のために段
差があるところに、スロー
プを設置すること。

★	障害によって働ける時間に
制限のある人に対して、働
く時間を短くするなど、働
きやすい環境を整えること。

★	障害のある人が安全に外出で
きるように、音声信号や点字
ブロックなどを設置すること。
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みんなが利用するために
作られた建物、施設、公
共交通機関（電車、バス、
タクシーなど）を利用し
ようとするときに、障害
を理由にして、これらの
利用を断ることや一部し
か利用できないようにす
ることは差別となります。

10 11

サービス 情報提供

　このほかに、正当な理由もなく、
障害を理由にして、障害のある人が
障害のない人に比べて、損をしたり
困ったりすることを行うことや行おう
とすることも差別となります。

たとえば…

たとえば…

たとえば…

★	障害のある人が、レストラ
ンで食事をしようとしたとき
に、正当な理由もなく、入
店を断られること。

★	みんなといっしょに泳ぐことができ
るのに、障害があることだけを理
由に、みんなと同じプールで泳ぐ
のを断ること。

★	車いすに乗っている人が、
アパートを借りるための申
込をしたときに、正当な理
由もなく、大家さんが貸す
のを断ること。

★	駅員が、車いすに乗っている人か
ら電車に乗る手伝いをお願いされ
たときに、混雑もなく安全に乗る
ことができるのがわかっているの
に、手伝いを断ること。

★	タクシーの運転手が、乗ろうとして
いる人に障害があることがわかっ
たとたんに乗車を断ること。

たとえば…

★	視覚障害のある人
に対して、必要な
情報を書面でしか
知らせないこと。

たとえば…

★	聴覚障害のある人
が参加することが
わかっている会議
に、手話通訳者を
呼ばないこと。

正当な理由もなく、障害を理由にし
て、障害のある人が必要とする情報
を与えなかったり、一部の情報しか
教えないことは差別となります。

障害のある人が自分の考えや気持ち
をまわりの人に伝えようとするとき、
正当な理由もないのに、障害を理
由として、それぞれの人にふさわし
い方法（メール、ファックス、手話、
点字など）でコミュニケーションをと
ろうとしなかったり、一部の方法に
限ったりすることは差別となります。

建物・公共交通機関

コミュニケーション

●	心と体の健康を守るために必要な
保健と医療のサービス

●	毎日の生活をおくるために必要な
福祉サービス

●	だれもが利用し買うことのできる
商品とサービス

●	街で暮らすために必要な住まいの
場に関する取引

正当な理由もなく、障害を理由
にして、次のサービスや取引を
断ることは差別となります。

★	「特別支
し え ん

援学校（障害のあ
る人が通う学校）では使
わないだろう」と勝手に思
い込んで、本当なら全ての
児童に渡すべき資料や教
材を特別支援学校には用
意しないこと。
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12 13

★	殴
なぐ

る、蹴
け

る、やけどさせること。

★	無理やり体をくっつけたり
すること。

★	冬に外にしめ出すこと。部屋
に閉じこめて出られないよ
うにすること。

★	障害があることを理由に結婚
をさせないようにすること。

たとえば…

★殴
なぐ

る、蹴
たとえば…

★	無理やり体をくっつけたり★	無理やり体をくっつけたり★
たとえば…

たとえば…

たとえば…

たとえば…

★	どなったり、悪口をいったりすること。

★	自分で食事を作ることができな
いのに、食事を用意しないで長
い時間放っておくこと。

★	必要な食事をとらず、病
院に行かないこと。

★	障害のある人が生活するのに必
要なだけのお金を渡さないこと。

★	障害があることを理由に仲間はずれ
にしたり、いじめたりすること。

★	障害のある人が話しかけても、わざ
と無視をすること。

★	自分でお風呂に入ることができ
ないのに、お風呂に入る手伝い
をしないこと。

★	障害のある人の貯金や年金を勝
手に使うこと。

5 虐
ぎ ゃ く た い

待って何？
この条例で「虐待」とは次のようなことをいいます。

障害のある人の体を傷つける
か、傷つけるおそれのある暴
力をふるうこと。

障害のある人が弱ってし
まうほど食事を減らした
り、助けが必要なのに長
い時間放っておくこと。

障害のある人の財産（お
金、土地、建物など）を
勝手に使ってしまったり、
横取りしたり、売り払った
りすること。

日常生活をおくるのに必要なこ
とをする意欲や能力がなくなり、
自分の健康や安全が守れなくな
ること。

障害のある人の気持ちをふ
みにじって、性的ないやがら
せをしたり暴力をふるうこと、
結婚などを妨げること。

障害のある人にひど
い暴言を吐

は

いたり、
無視したりすること
によって心を傷つけ
ること。

★	家族や近所の人を避け、
かかわらないようにする
こと。

身体的虐待

ネグレクト

経済的虐待

セルフネグレクト

性 的 虐 待

心理的虐待
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市は、さまざまな法律をうまく活用し、市
役所の人たちみんなが協力しあうことによっ
て、障害のある人の権利を守り、障害のある
人が社会でさまざまな活動をすることを支え
るためのさまざまな取り組みを、計画的に進
めていきます。

みなさんは、障害のある人をよく理解
し、障害のある人の権利をかけがえのな
いものとして守り、みんながいっしょに
気持ちよく安心して暮らすことのできる
地域をつくりあげるように努力しなけれ
ばなりません。

さまざまな取り組みをきちんと進めるために、
市長はさいたま市障害者総合支

し え ん

援計画をつくり、
毎年、計画がちゃんと進められているかをチェッ
クする機関（さいたま市障害者政策委員会）に
計画の進み具合を報告します。

さいたま市障害者総合支援計画とは、障害の
ある人への差別や虐待を防止する取り組みや、
障害のある人が社会でさまざまな活動をするこ
とを助ける取り組みをどのように進めていくか
を決めたものです。

14 15

５ 市民の責務

３ 基本理念 ４ 市の責務

差別や虐
ぎ ゃ く た い

待をなくすためにどのように取り組んで
いくことが必要なの？

差別や虐待をなくすためには、市民のみんなが、障害のある人
が自分らしく生きる権利をかけがえのないものとして守り、それ
ぞれの障害に対する正しい理解をもつことが必要です。

市は
どんなことを
するの？

計画って？2

3

1

私たちは
どうすればいいの？

障害のある人の権利や暮らしのためにみんなは
どのように取り組んでいくことが必要なの？

障害のある人は地域でどのように暮らしていくの？

障害のある人の権利や暮らしを守るためには、障害のある人が
自分で決めて選んだことを大切にしながら、みんなが協力して、障害
のある人が社会で活動できるように助けてあげることが必要です。

障害のある人は、地域のさまざまな活動に参加をすることで、
その人にふさわしい役割を果たしながら地域社会の一員として暮
らしていきます。
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ステップステップ

16 17

差別や虐
ぎゃくたい

待が起こった時の
決まり

差別 市の禁止 が取り組むべき事柄

障害のある人が地域で暮らして
いくための支援

障害のある人が
差別されたときは
どうすればいいの？

障害のある人や、その家族が
疲れきってしまわないように
支援を行います！

虐待を
発見したときは
どうするの？

成年後見制度って？

1

2

虐待 の禁止

差別は禁止です！ 総合的な支援

成年後見制度などの利用の支援

虐待は禁止です！

障害のある人は、自分が差別された
と思ったときには、差別をした人に対
して注意をするように、市にお願いを
することができます。

市は、実際に起こったことを調べて、
必要と思われるときは差別をした人に
対して注意をします。

市は、障害のある人や
その家族が安心して地域
で暮らすことができるよう
に、さまざまな機関と協
力してサポートをします。

成年後見制度とは、障害などによっ
て自分で物事を判断するのが難しい人
に対して、その人が損をしたりだまさ
れたりしないように助けてあげる人
（成年後見人など）を決めて、その人
の権利を守る制度のことです。

みなさんは、虐待をされている障害
のある人を発見したら、すぐに区役所
の支

し え ん

援課か各区の障害者生活支援セ
ンターに通報してください。

市は、障害のある人が損をしたりだまされたり
しないように助けてあげる人（成年後見人など）
を増やします。

市がやること
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市は、障害のある人が住みたい場所で生活でき
るように、障害のある人にふさわしい住まいを用
意し、そこに住み続けることができるようにします。

市は、それぞれの障害の特性を理解して、障害の
ある人が移動しやすい道路や建物を整備します。

市は、障害のある人が赤ちゃんのときから
おじいさんおばあさんになるまで、安心して
生活できるようなさまざまなサポートをします。

不動産屋さんや大家さんは、障害のある人が安心して地域で生活
できるような住まいを用意するように努力します。

みなさんは、道や公共交通機関
で障害のある人が困っているのを
見かけたら、「どうかしましたか？」
「何かお手伝いすることはあります
か？」などと声をかけて助けてあ
げましょう。

銀行や郵便局やコンビニエンスストアは、障害のある人がお客さ
んとして来たときには、その人の障害の特性にふさわしい方法で情
報を伝えるように努力します。

建物を管理する会社や交通機関は、障害のある人が安心して利用
できるように、それぞれの障害の特性を理解し、利用のための手助
けをするように努力します。

市は、コミュニケーションをとったり、情報をや
りとりすることが難しい障害のある人に対して、イ
ンターネットやパソコンが使いやすくなるような環
境を整えます。

また、それぞれの障害の特性にふさわしい方法
で情報を伝えます。

市は、障害のある人が働くことができる
ように、仕事に関するさまざまな相談を受
けて、働くためのサポートをします。

会社は、障害に対する理解を深め、障害
のある人が働くことができる場を増やすと
ともに、安心して働き続けることができる
ような環境を整えるように努力します。

市がやること

市がやること

教育 仕事

建物を管理する会社や交通機関が行うこと

銀行や郵便局やコンビニエンスストアなどがやること

不動産屋さんや大家さんがすること

市の学校は、それ
ぞれの障害の特性を
よく理解し、障害の
ある人に、ふさわし
い方法や内容で教育
を行います。

3 5

6

4

居住の場所の確保のために 障害のある人の移動に対する支援

生まれたときからの支援、教育を受けることや
働くための支援

意思疎
そ つ う

通などが困難な障害のある人に対する支
し え ん

援

みんなは障害のある人が
移動に困っていたら
何をすればいいの？

市がやること

市がやること

簡明版2013fmar7.indd   18-19 13/03/08   9:26



18 19

市は、障害のある人が住みたい場所で生活でき
るように、障害のある人にふさわしい住まいを用
意し、そこに住み続けることができるようにします。

市は、それぞれの障害の特性を理解して、障害の
ある人が移動しやすい道路や建物を整備します。

市は、障害のある人が赤ちゃんのときから
おじいさんおばあさんになるまで、安心して
生活できるようなさまざまなサポートをします。

不動産屋さんや大家さんは、障害のある人が安心して地域で生活
できるような住まいを用意するように努力します。

みなさんは、道や公共交通機関
で障害のある人が困っているのを
見かけたら、「どうかしましたか？」
「何かお手伝いすることはあります
か？」などと声をかけて助けてあ
げましょう。

銀行や郵便局やコンビニエンスストアは、障害のある人がお客さ
んとして来たときには、その人の障害の特性にふさわしい方法で情
報を伝えるように努力します。

建物を管理する会社や交通機関は、障害のある人が安心して利用
できるように、それぞれの障害の特性を理解し、利用のための手助
けをするように努力します。

市は、コミュニケーションをとったり、情報をや
りとりすることが難しい障害のある人に対して、イ
ンターネットやパソコンが使いやすくなるような環
境を整えます。

また、それぞれの障害の特性にふさわしい方法
で情報を伝えます。

市は、障害のある人が働くことができる
ように、仕事に関するさまざまな相談を受
けて、働くためのサポートをします。

会社は、障害に対する理解を深め、障害
のある人が働くことができる場を増やすと
ともに、安心して働き続けることができる
ような環境を整えるように努力します。

市がやること

市がやること

教育 仕事

建物を管理する会社や交通機関が行うこと

銀行や郵便局やコンビニエンスストアなどがやること

不動産屋さんや大家さんがすること

市の学校は、それ
ぞれの障害の特性を
よく理解し、障害の
ある人に、ふさわし
い方法や内容で教育
を行います。

3 5

6

4

居住の場所の確保のために 障害のある人の移動に対する支援

生まれたときからの支援、教育を受けることや
働くための支援

意思疎
そ つ う

通などが困難な障害のある人に対する支
し え ん

援

みんなは障害のある人が
移動に困っていたら
何をすればいいの？

市がやること

市がやること

簡明版2013fmar7.indd   18-19 13/03/08   9:26



20 21

さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁
ようご

護等に関する条例
（ノーマライゼーション条例）
平成 23年 3月 4日条例第 6号

第 1章　条例全体のこと（第 1条―第 8条）

第 2章　障害のある人の権利を守ること

	 第 1節　障害のある人への差別を禁止することなど（第 9条―第 15条）

	 第 2節　障害のある人への虐
ぎゃくたい

待を禁止することなど（第 16条―第 21条）

第 3章	 障害のある人の自立及び社会参加のための支
し え ん

援について（第 22条―第 31条）

第 4章	 その他のこと（第 32条）

第 1章　条例全体のこと

第 1条（目的）

この条例は、障害のあるなしに関係なく、すべての市民がかけがえのない人間として認
めあい、権利を守りあうことによって、安心して生活をおくることのできる地域社会をつ
くることをめざすものです。

そのため、障害のある人への差別と虐待を禁止し、障害のある人が自分で考え決めるこ
とや、社会でさまざまな活動をすることを支援するために必要な手立てを行うことによっ
て、障害のある人が地域社会の一員として暮らし、社会、経済、文化などのさまざまな活
動ができるまちづくりにつながることを目的とします。

第 2条（定義）

この条例で使われる主なことばの意味は、次のとおりです。

⑴	この条例で「市民」とは、さいたま市内に住んでいる人、市内で働いている人、そ
して市内で学んでいる人です。

⑵	この条例で「事業者」とは、さいたま市内でお店や会社を営んでいるすべての組織
と人です。

⑶	この条例で「障害」とは、次のとおりです。

ア	身体障害、知的障害、精神障害、発達障害 ( ☆3)など

イ	ア以外で心身のはたらきや身体のどこかが、損なわれたり失われたりしているこ
とによって、毎日の生活や社会で活動するために支援が必要な状態

⑷	この条例で「障害者」とは、次のとおりです。

ア	⑶に示した「障害」のアの障害のある市民

イ	⑶ に示した「障害」のイの障害があることによって、毎日の生活や社会で活動
するのが困難な市民

⑸	この条例で「保護者」とは、子どもの親、裁判所が親の代わりであると認めた人な
どで、子どもと生活をともにして実際の養育と世話をする人です。

⑹	この条例で「養護者 ( ☆ 4)」とは、障害のある人を実際に養い世話をする人で、保護
者と福祉サービスで働く人を除きます。

⑺	この条例で「合理的配慮 ( ☆ 5)に基づく措置」とは、次のように定めます。
	 障害のある人が、障害によって毎日の生活に必要な活動をしやすくするために、器
具を提供することや建物や設備を改修することなど、障害のある人を取り巻く環境
を整える手立てを行うことです。

	 しかし、このような手立てにあまりにもたくさんのお金や大きな負担がかかるとき
は除きます。たとえば、次の二つです。

	 一つは、障害のある人がお店や会社で働くとき、お店や会社にとって変えることの
できない仕事の内容や時間があって、それが障害のある人の事情とどうしても合わ
ない場合です。

	 もう一つは、すでに建っている建物を障害のある人が利用できるようにするために
は、建物をそっくり建て替えなければならないようなときです。

☆ 3…	 さまざまな原因によって、生まれつきまたは小さい頃に現れる脳のはたらきの障害。

☆ 4…	 障害のある人の世話やお金の管理などをしている家族や親族、同居する人のこと。

☆ 5…	 障害のある人に、障害のない人と同じような活動ができるよう、調整や変更といった
適切な配慮をすること。たとえば、視覚障害者に点字、音声資料を提供したり、知的
障害者向けに難しい文書を分かりやすくする、などのこと。

⑻	差別　この条例で「差別」とは、次のア～クのことです。

ア	障害のある人の氏名、住所、電話番号、家族の状況、生まれてからこれまでにあっ
た事実などを、勝手に用い、誰かに知らせてしまうことによって、障害のある人
に苦痛や困難をもたらすこと。

イ	障害のある人の教育では、次の三つが差別となります。

(ア )	障害のある人とその教育について、確かな考えや十分な理解がないまま、
障害のある人にとって必要で適切な指導や支援を行わないこと。

(イ )	障害のある人とその保護者の意見を聴かず、また必要な説明をしないまま、
入学する学校を決めてしまうこと。

(ウ )	障害のある人をとりまく環境を整える手立て（合理的配慮に基づく措置）
を行わないと、授業や試験を受けることができなくなるなど、不利益とな
ることが分かっているのに、必要な手立てを行わないこと。

ウ	障害のある人を雇
こ よ う

用することと、障害のある人にお仕事をしてもらうことについ
ては、次の三つが差別となります。

(ア )	募集（人を雇
やと

うために広く呼びかけて人を集めること）や採用（誰を雇うか
を決めること）のときに、正当な理由はないのに、障害を理由にして、募
集から外したり、雇うことを断ったり、身勝手な決まりを押しつけること。

(イ )	正当な理由はないのに、障害を理由にして、働いている人をやめさせたり、
仕事をやめさせようとしたりすること。

(ウ )	障害のある人をとりまく環境を整える手立て（合理的配慮に基づく措置）
を行わないと、仕事をすることや仕事に必要な勉強をすることができない
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を行わないと、仕事をすることや仕事に必要な勉強をすることができない
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など、何かの不利益となる（損をする）ことが分かっているのに、必要な
手立てを行わないこと。

エ	正当な理由もないのに、障害を理由にして、次の①～④のサービスや商品の提供、
取引を断ること。

①	心と体の健康を守るために必要な保健と医療のサービス
②	毎日の生活をおくるために必要な福祉サービス
③	だれもが利用し買うことのできる商品とサービス
④	街で暮らすために必要な住まいの場に関する取引

オ	みんなが利用するために設けられた建物、施設、公共交通機関（電車、バス、タ
クシーなど）を利用しようとするとき、障害を理由にして、これらの利用を断る
ことや一部の利用に限ること。

	 しかし、すでに建っている建物や施設を障害のある人が利用できるようにするた
めには、建物をそっくり建て替えなければならないときや、障害のある人の生命
や安全を守る必要のあるときなどの理由があるときは除きます。

カ	正当な理由もなく、障害を理由にして、障害のある人の毎日の生活に必要な情報
を提供することを断ったり、一部の情報の提供に限ったりすること。

キ	障害のある人が毎日の生活の中で、自分の考えや気持ちをまわりの人に伝えよう
とするとき、正当な理由もなく、障害を理由として、それぞれの人にふさわしい
コミュニケーション（たとえば、手話、点字、筆談、ファックス、メールなど）
を行わずに、コミュニケーションをこばんだり、一部のコミュニケーション手法
に限ったりすること。

ク	これまでのア～キのほかに、正当な理由もないのに、障害を理由にして、障害の
ある人が障害のない人に比べて、損をしたり困ったりすることを行うことや行お
うとすること。

⑼	虐
ぎゃくたい

待　この条例で「虐待」とは、次のア～カの行いです。

ア	障害のある人の体を傷つけるか、傷つけるおそれのある暴力をふるうこと。

イ	障害のある人の気持ちをふみにじって、性的な嫌がらせや暴力をすること、結婚
などを妨げること。

ウ	障害のある人にひどい暴言を吐いたり、無視したりすることによって心を傷つけ
ること。

エ	障害のある人が弱ってしまうほど食事を減らすことや、かかわりや支えが必要な
のに長い時間そのまま何もしないでいること。

オ	障害のある人の財産（現金、預貯金、年金、土地、建物など）を勝手に使ってし
まったり、横取りしたり、売り払ったりすること。

カ	保護者、養護者、そして福祉サービスで働く人が、ア～オまでのことを知りなが
ら何もせずに障害のある人を放っておくことや、障害のある人が損をしたり病気
になったりケガをしてしまうことが明らかな状態が続いているのに、そのまま何
もしないでいること。

⑽	この条例で「後見的支
し え ん

援 ( ☆ 6)を要する障害者」とは、福祉サービスなどを自分だけ

の力では決めて利用することができないために、毎日の生活に困難を抱える障害の
ある人で、保護者や養護者のいない人や、毎日の実際の世話をだれからも受けてい
ない人です。

☆ 6…	 自分だけで物事を判断することができない人に代わって、裁判所に認められた人が法
的手続きなどを手伝うこと。

第 3条（基本理念）

1	 障害のある人への差別をなくし、虐待が起こらないようにするための取り組みでは、
次のことを大事な考え方とします。

	 それは、市、市民、事業者、そして障害のある人に関係のあるさまざまな機関（医療、
保健、福祉、教育、仕事に関係する障害のある人に支援を行う組織のことです）のみ
んなが、障害のある人が自分らしく生きる権利をもつことを認め、その権利をかけが
えのないものとして守り、それぞれの障害に対する正しい理解をもって取り組むこと
です。

2	障害のある人の権利を守り、障害のある人が自分で考えて決めることや、社会でさま
ざまな活動をすることを支える取り組みは、市、市民、事業者、そして障害のある人
に関係のある機関のみんなが、手を取りあって協力しながら推し進めなければなりま
せん。この取り組みでは、障害のある人自身が決めて選んだことを大切にしなければ
なりません。

3	障害のある人の権利を守り、障害のある人が自分で考えて決めることや、社会でさま
ざまな活動をすることを支える取り組みは、障害のある人が市民の一員として地域で
生活し、それぞれの人にふさわしい役割を果たすことができるように推し進めなけれ
ばなりません。

第 4条（市の責務）

さいたま市は、第 3条の考え方にしたがって、この条例の目的をとげるために、さま
ざまな法律をうまく活用し、市役所の人たちみんなが手を取りあい協力しあうことによっ
て、障害のある人の権利を守り、障害のある人が自分で考えて決めることや、社会でさま
ざまな活動をすることを支えるためのさまざまな取り組みを、計画的に推し進めなければ
なりません。

第 5条（市民等の責務）

市民と事業者は、第 3条の考え方にしたがって、障害のある人への理解を深め、障害
のある人の権利をかけがえのないものとして守り、みんなが共に気持ちよく安心して暮ら
すことのできる地域をつくりあげるように努めなければなりません。

第 6条（計画の策定等）

市長は、この条例にもとづくさまざまな取り組みを、計画的に推し進めるために、さい
たま市障害者総合支援計画 ( ☆ 7)をつくり、毎年、さいたま市障害者政策委員会 ( ☆ 8)に計
画の進み具合を報告しなければなりません。
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☆ 7…	 障害のある人への差別や虐
ぎゃくたい

待を防止する取り組みや、障害のある人が自分で考えて決
めること、社会でさまざまな活動をすることを支えるための取り組みを計画的に進め
るために作られた計画。

☆ 8…	 さいたま市の障害のある人に対する取り組みや条例がどのくらい推し進められている
のかをチェックする機関。

第 7条（市民相互の意見交換等）

1	 市長は、障害のある人にかかわる取り組みについて、市民が意見を言ったり、話しあっ
たりする場を設けます。

2	このように市民が意見を言ったり、話しあったりした内容は、市長がさいたま市障害
者政策委員会に報告しなければなりません。

第 8条（顕
けんしょう

彰）( ☆ 9)

市は、障害のある人への理解を深め広めることに、みんなの手本となるようなことをし
ている人に目をとめて、そのことを市民に広く知らせるようにします。

☆ 9…	 よいことをした人とその内容を大勢の人に知らせること。

第 2章　障害のある人の権利を守ること

第1節　障害のある人への差別を禁止することなど

第 9条（差別の禁止）

すべての人は、障害のある人への差別をしてはいけません。

第 10条（申立て）（☆10）

1	 障害のある人は、自分が差別されたと思ったとき、障害者の権利の擁
よ う ご

護に関する委員
会（後の第 15条に書いてあります。以下に出てくるものもこれと同じです）が差別を
なくすための助言や働きかけを行ってくれるよう、市長に申し立てることができます。

2	次の人は、障害のある人が差別されたと思ったとき、障害者の権利の擁護に関する委
員会が差別をなくすための助言や働きかけを行ってくれるよう、市長に申し立てるこ
とができます。ただし、障害のある本人が「申し立てをしないで欲しい」と思ってい
ることが明らかなときは、申し立てをしなくてもかまいません。

⑴	障害のある人の保護者

⑵	障害のある人の養護者

⑶	障害のある人に関係のある事業者と機関（医療、保健、福祉、教育、仕事などに関
係する障害のある人の支

し え ん

援を行う組織のことです）

3	次の三つにあてはまるときはのぞきます。

⑴	行政機関（国、埼玉県、さいたま市の役所や機関）に差別されたと思ったときで、
行政不服審査法 ( ☆11)など、ほかの法律によって手続きが決められているとき。

⑵	差別されたと思ってから 3年以上たったとき（3年以上たってしまうと、事実の確
認が難しくなるからです）。ただし、3年以上がまんをし続けなければならなかった
ような、特別の事情があるときは、申し立てをすることができます。

⑶	差別されたと考えた事実が、犯罪として捜査されているとき（これは、警察署や検
察庁が問題を明らかにするからです）。

4	前にある 1と 2の市長への申し立てが、3にあてはまるようになったときには、市長
への申し立てはなかったものとします。

☆ 10…	行政機関に対して意見や希望を言うこと。

☆ 11…	行政機関に申し立てを行うときのきまり。

第 11条　（事案の調査）

1	 差別されたと思った人の申し立てを受けた市長は、どのような事実があるのかを確か
めて明らかにするために調査をすることができます。この調査は、市長が市の職員に
命じて、障害者生活支援センター ( ☆12)の職員といっしょに協力しながら進めることが
できます。このとき、差別に関係する人で調査される人は、市や障害者生活支援センター
の職員に協力しなければなりません。

2	市長は、この調査に協力しない人に、調査に協力するよう強く促すことができます。

☆ 12…	障害のある人やその関係者が生活する上で困っていることなどを相談する機関。

第 12条　（助言及びあっせん）

1	 申し立てのあった差別についての事実を調査した上で、どのようにすればうまく問題
が解決するかを検討する必要があるとき、市長は、障害者の権利の擁護に関する委員
会の人たちに話しあってもらい、差別をなくすための知恵を出してもらうことにします。

2	障害者の権利の擁護に関する委員会は、十分に話しあった上で、障害のある人や差別
をしている人に差別をなくすために必要な工夫や手立てを提案すること（助言）や、障
害のある人と差別をしている人の間に入って仲をとりもちながら差別をなくすために
必要な手立てを行います（あっせん）。

3	障害者の権利の擁護に関する委員会は、よりよい助言やあっせんをするために、障害
のある人や差別をしている人などに委員会への出席を求め、意見や説明を聞いたり、資
料を出したりするよう求めることができます。

第 13条　（勧告）

1	 差別をしている人が、障害者の権利の擁護に関する委員会の助言やあっせんに従わな
いとき、委員会は、市長が差別をしている人に差別をやめるように強くすすめること（勧
告）を求めることができます。

2	市長は、委員会から求められたとき、差別している人に差別をやめるように強く助言
します。
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⑶	障害のある人に関係のある事業者と機関（医療、保健、福祉、教育、仕事などに関
係する障害のある人の支

し え ん

援を行う組織のことです）
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認が難しくなるからです）。ただし、3年以上がまんをし続けなければならなかった
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察庁が問題を明らかにするからです）。
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への申し立てはなかったものとします。
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第 11条　（事案の調査）

1	 差別されたと思った人の申し立てを受けた市長は、どのような事実があるのかを確か
めて明らかにするために調査をすることができます。この調査は、市長が市の職員に
命じて、障害者生活支援センター ( ☆12)の職員といっしょに協力しながら進めることが
できます。このとき、差別に関係する人で調査される人は、市や障害者生活支援センター
の職員に協力しなければなりません。

2	市長は、この調査に協力しない人に、調査に協力するよう強く促すことができます。

☆ 12…	障害のある人やその関係者が生活する上で困っていることなどを相談する機関。

第 12条　（助言及びあっせん）

1	 申し立てのあった差別についての事実を調査した上で、どのようにすればうまく問題
が解決するかを検討する必要があるとき、市長は、障害者の権利の擁護に関する委員
会の人たちに話しあってもらい、差別をなくすための知恵を出してもらうことにします。

2	障害者の権利の擁護に関する委員会は、十分に話しあった上で、障害のある人や差別
をしている人に差別をなくすために必要な工夫や手立てを提案すること（助言）や、障
害のある人と差別をしている人の間に入って仲をとりもちながら差別をなくすために
必要な手立てを行います（あっせん）。

3	障害者の権利の擁護に関する委員会は、よりよい助言やあっせんをするために、障害
のある人や差別をしている人などに委員会への出席を求め、意見や説明を聞いたり、資
料を出したりするよう求めることができます。

第 13条　（勧告）

1	 差別をしている人が、障害者の権利の擁護に関する委員会の助言やあっせんに従わな
いとき、委員会は、市長が差別をしている人に差別をやめるように強くすすめること（勧
告）を求めることができます。

2	市長は、委員会から求められたとき、差別している人に差別をやめるように強く助言
します。
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第 14条　（公表）

1	 市長が差別をしている人に差別をやめるように強く促しても、差別をやめないとき、市
長は、差別をしている人に差別をやめるよう強く促したことを、市民に広く知らせる
ことができます（公表）。

2	市長は、差別している人のことを市民に広く知らせる前に、差別している人が自分の
意見を述べる機会を必ず設けなければなりません。ただし、市長が意見を聞こうとし
ているのに、差別している人がどうしても意見を述べにこないときには、市長は差別
している人の意見を聞かなくてもかまいません。

第 15条　（委員会の設置等）

1	 市長は、障害のある人への差別がなくなるようにするための知恵や工夫を話しあっても
らうための委員会を設けます。これが、障害者の権利の擁

よ う ご

護に関する委員会です。

2	この委員会は、10人以内の委員でつくります。

3	この委員会の委員は、次のような立場の人から選んで、市長が委員になることをお願
いします。

⑴	障害のある人の権利について専門的な知識や経験のある人

⑵	障害のある人

⑶	事業者を代表する人

⑷	障害のある人にかかわりのある団体を代表する人

⑸	市民

⑹	障害のある人にかかわりのある行政の職員

⑺	さいたま市の職員

4	委員の仕事は 2年間とします。しかし、何回もくり返し委員になることもあります。

5	委員が途中ですることができなくなった場合は、代わりの人に委員をお願いします。代
わりの委員になった人の期間は、前の人のものをそのまま引きつぎます。

6	この委員会の運営に必要なくわしいことは、別の決まりに定めます。

第 2節　障害のある人への虐
ぎゃくたい

待を禁止することなど

第 16条　（虐待の禁止）

すべての人は、障害のある人に虐待をしてはいけません。

第 17条　（通報）

1	 市民、事業者、そして障害のある人に関係のある機関の人たちは、障害のある人が虐
待を受けていると考えたとき、いち早く市長に知らせなければなりません。

2	事業者と障害のある人に関係する機関は、市長に虐待を知らせた職員や従業員に、虐待
を知らせたことを理由に、仕事を辞めさせるなど、不利益になることをしてはなりません。

第 18条　（通報を受けた場合の措置等）

1	 市長は、虐待の知らせを受けたとき、市と障害者生活支
し え ん

援センターの職員を協力させて、
障害のある人の安全をいち早く確かめるようにします。

2	市長は、法律（社会福祉法 ( ☆13)、障害者総合支援法 ( ☆14)など）にしたがって、虐待か
ら障害のある人を守るための支援を行います。

☆ 13…社会福祉の目的や理念、原則などに関する法律。

☆ 14…障害のある人が毎日の生活をおくることができるように、必要な障害福祉サービスな
どの支援を行うことを目的とした法律。

第 19条　（立入調査）

1	 市長は、虐待によって障害のある人の生命や身体に危険があると考えるとき、市の職
員を障害のある人の居るところに立ち入らせて、どのようになっているのかを確かめ、
虐待にかかわりある人たちに質問させることができます。

2	市長が、市の職員を障害のある人の居るところに立ち入らせて、虐待について調べたり、
質問させたりするとき、次の人たちは協力しなければなりません。

①	障害のある人の保護者
②	障害のある人の養護者
③	事業者
④	障害のある人に関係する機関（医療、保健、福祉、教育、就

しゅうろう

労などの領域で、
障害のある人の支援を行う組織のことです）

3	障害のある人の居るところに立ち入って、虐待についての調べと質問を行う職員は、身
分証明書（市役所や障害者生活支援センターの職員であることを明らかにする書類）
を持っていなければなりません。そして、虐待にかかわりのある人から求められれば、
この身分証明書を見せなければいけません。

4	障害のある人の居るところに立ち入って、虐待のことを調べたり質問したりすること
は、障害のある人を支援するために行うものであり、犯罪捜査のためにするものでは
ありません。

第 20条　（体制の整備）

1	 市は、虐待の知らせを受け、いち早く事実を確かめ、障害のある人への支援をするこ
とができるための仕組みを整えます。

2	市は、虐待のことで困っている障害のある人とその保護者や養護者が、安心して相談でき、
問題を解決するための知恵や工夫を示し、解決に導くための仕組みを整えます。

第 21条　（虐待防止の取組状況の公表）

市長は、毎年、虐待の知らせがあった件数、虐待が確かめられた件数、虐待のようす、
虐待への支援について、市民に事実を広く知らせます。
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第 3章　障害のある人の自立および社会参加のための支
し え ん

援について

第 22条　（障害者等への総合的な支援等）

1	 さいたま市は、障害のある人が地域でより自分らしい生活を安心しておくることがで
き、障害のある人の家族の負担がなくなるように、さまざまな支援を計画的に行わな
ければなりません。

	 そのために、市は、障害のある人が毎日の生活での悩みや困っていることを明らかにし、
さまざまな障害の特徴を理解していなければなりません。

2	障害のある人に関係する福祉のサービスや仕事を行う人たちは、自分たちのサービス
が障害のある人にとってよりよいものとなるように努力しなければなりません。また、
障害のある人とその家族が、地域でより自分らしい生活を安心しておくるために必要
なサービスを行うように努力しなければなりません。

3	市と障害者生活支援センターは協力して、障害のある人とその家族が地域でより自分
らしい生活を送ることができるように、さまざまな支援が受けられるように整えなけ
ればなりません。

	 そのためには、支援に携わる人たちが、専門技術と職業倫理 ( ☆15)を深め、地域の福祉サー
ビスの現実を十分に理解し、不足するサービスを明らかにして増やすための努力をし
なければなりません。

	 ここでは、別に定めるさいたま市障害者相談支援指針 ( ☆16)をよく理解し、すべての支
援者が協力して、障害のある人の求めるサービスが行われるように努力することが大
切です。

☆ 15…働くうえで従うべき行動の基準。

☆ 16…支援者が障害のある人やその関係者などから相談を受けたときに、どのような手順で
対応すればよいかを示したもの。

第 23条　（成年後見制度 ( ☆17)等の利用の支援等）

1	 市は、自分でお金を管理することができなかったり、福祉サービスなどを利用するこ
とができなかったりするために、安心して生活をおくることができない障害のある人
に、成年後見制度とあんしんサポートさいたま ( ☆18)が利用できるようになる支援を行
わなければなりません。

2	市は、成年後見制度とあんしんサポートさいたまで障害のある人の支援を行える人を
増やすようにしなければなりません。

☆ 17…認知症
しょう

、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない人につ
いて、その人の権利を守るための援

えんじょ

助者（成年後見人といいます）を選ぶことで、法
律的に支援する制度。

☆ 18…生活していく上で、1人で物事を判断することに不安がある高齢者や知的障害・精神
障害などのある方が、安心して生活がおくれるように生活支援員が定期的に訪れて、
援助をする制度。

第 24条　（障害者の居住場所の確保等）

1	 　市は、障害のある人が住みたいと考えた地域で生活をおくることができるように、障
害のある人にふさわしい住まいを用意し、そこで住み続けることができる手立てを行
わなければなりません。

2	　土地や建物の取引を行う仕事に携わる人は、市と障害者生活支援センターと協力し
あって、障害のある人が地域の中で安心して自立した生活をおくることのできる住ま
いの提供に努力しなければなりません。

第 25条　（意志疎
そ つ う

通等が困難な障害者に対する施策等）

1	 市は、気持ちと考えを伝えあうことや、情報のやりとりに困難のある障害のある人に、
インターネットやパーソナルコンピュータの利用がしやすくなる環境を整えるなど、さ
まざまな必要な手立てを行わなければなりません。

2	市は、市の行事や情報のやりとりを行うとき、それぞれの障害の特徴にふさわしい手
立てを行います。

3	事業者は、障害のある人が毎日の生活をおくるために必要なサービスを提供するとき、
障害のある人との伝えあいと情報のやりとりについて、それぞれの障害の特徴にふさ
わしい手立てを行う努力をしなければなりません。

4	市は、災害が発生したときや緊急のことがあったとき（地震、台風、洪水などで避難
が必要なときなど）、障害のある人といち早く情報をやりとりできるようにするための
調査を行い、それぞれの障害の特徴を理解し、それぞれの障害にふさわしい手立てを
行わなければなりません。

第 26条　（障害者の社会参加の機会の拡大）

1	 市は、障害のある人の移動の支援について、市民、事業者、障害のある人に関係する
機関と協力しあい、障害のある人の社会参加の機会を拡大するために必要な手立てを
行うよう努力しなければなりません。ここで市は、障害のある人が地域で生活を送る
うえで何に困っているのかを明らかにし、それぞれの障害の特徴を理解しておかなけ
ればなりません。

2	市は、道路、建物、施設の整備と管理を行う上で、障害のある人が安心して利用でき
るように、それぞれの障害の特徴にふさわしい手立てを尽くさなければなりません。

3	建物、施設、公共交通機関を管理している事業者は、障害のある人が安心して利用で
きるように、それぞれの障害の特徴にふさわしい手立てを行う努力をしなければなり
ません。

第 27条　（生涯にわたる支援）

市は、障害のある人が生まれてから高齢者になるまでの生涯にわたって、障害のある人
が、必要で適切な支援を利用できるようにしなければなりません。
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第 28条　（障害者への保育等の実施）

市は、障害のあるそれぞれの人に必要な支
し え ん

援の中身を十分に理解した上で、さまざまな
支援機関が協力しあい、障害のある人が必要な保育や療育 ( ☆19)を利用できるようにしな
ければなりません。

☆ 19…医療や教育などを通じて、障害のある子どもが社会で自立できるように育むこと。

第 29条　（障害者に対する包
ほうかつ

括的な教育 ( ☆ 20)の実施等）

1	 市と市立の学校は、障害のある人に包括的な教育を行わなければなりません。

2	市と市立の学校は、障害のある人が生活をおくるそれぞれの地域で、必要な教育を利
用できるようにする努力をしなければなりません。

3	市と市立の学校は、さいたま市のすべての教職員が障害のある人への理解を深めるよ
うにしなければなりません。

4	市は、学校教育と社会教育 ( ☆ 21)の中で、障害のある人への理解がすべての市民に広ま
るようにしなければなりません。

☆ 20…障害のある人の障害の特徴にあわせて教育の内容や方法について必要な支援を行う教育。

☆ 21…学校以外の場で行われる教育。

第 30条　（障害者の就
しゅうろう

労支援）

1	 市は、障害のある人が働いて自立した生活をおくることができるようにするために、就
労に必要な相談と支援が行える仕組みを整えなければなりません。ここでは、さまざ
まな福祉サービスを提供する事業者と市が協力しあい、仕事への支援と生活への支援
が連携して、継続的に行われなければなりません。

2	事業者は、それぞれの障害の特徴を理解して、障害のある人の雇
こ よ う

用の場を増やし、障
害のある人が就労したところで落ち着いて働き続けることができるように努力しなけ
ればなりません。

第 31条　（自立支援協議会の設置）

1	 市は、障害のある人がさいたま市で安心して自分らしく生活をおくることができるよ
うに支援する（このことを「地域生活支援」といいます）ための知恵や工夫を話しあう、
さいたま市地域自立支援協議会を設けます。

2	さいたま市地域自立支援協議会は、次の四つのことを話しあい、市長に提案します。

⑴	障害者が地域で暮らすために必要なサービスや事業を増やすことや新しくつくるべ
きことを明らかにすること。

⑵	障害者の地域での暮らしをよりよくするために、さいたま市が行うべきことを明ら
かにすること。

⑶	障害者の地域での暮らしをよりよくするための方法と仕組みを明らかにする研究を
すること。

⑷	障害者が地域で暮らすために取り組んでいる市と障害者生活支援センターの職員
に、よりよいサービスとなるような助言をすること。

3	地域自立支援協議会は、12人以内の委員でつくります。

4	委員は、次のような立場の人から選んで、市長が委員になることをお願いします。

⑴	障害のある人の地域生活について専門的な知識と経験のある人

⑵		障害者生活支援センターを代表する人

⑶		事業者を代表する人

⑷		障害のある人にかかわりのある団体を代表する人

⑸		障害のある人にかかわりのある行政の職員

⑹		さいたま市の職員

5	委員の仕事は 2年間とします。ただし、再び委員になることもあります。

6	委員が途中ですることができなくなった場合は、代わりの人に委員をお願いすること
になります。代わりの委員になった人の期間は、前の人のものをそのまま引きつぎます。

7	この委員会の運営に必要なくわしいことは、別の決まりに定めます。

第 4章　その他のこと

第 32条　（委任）

この条例を実際に行うときに必要なくわしいことは、別の決まりに定めます。

《 用 語 集 》
★ノーマライゼーション
	 障害のある人の住まいをはじめ、学ぶこと、働くことや趣味やスポーツなど、ふだんの
暮らしをできるかぎり障害のない人と同じようにすること。

★バリアフリー
	 障害のある人や高齢の方などが社会で生活する上で、妨げとなる段差などの物理的な障
害を取り除くための手立て、もしくは実際に障害を取り除いた状態のこと。

★ユニバーサルデザイン
	 　言葉や文化の違い、年齢や性別といった違い、障害のあるなしに関わらず、誰にでも
利用することができる建物や製品、情報提供の設計やデザインのこと。

★社会モデル
	 「障害」を個人に問題があるのではなく、周りの環境によって制約を受けている状態と
してとらえる考え方。たとえば、車いすを使っている人が電車に乗ろうとしたときに、
駅にエレベーターが設置されていないために電車に乗ることができなかった場合、その
人は周りの環境によって制約を受けており、障害のある人といえます。
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この条例（市の決まり）は、
障害のある人もない人も、みんなが
安心して生活をおくることのできる

地域社会（ノーマライゼーション社会）
をつくることをめざすものです。

そのためには、
みなさん一人ひとりが

この条例の大切さを知り、
ノーマライゼーション社会の実現に向けて、
みんなで取り組んでいくことが必要です。
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