
№1：国土交通省（対応指針＆対応要領） 

 

● 国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する

対応指針（案）への意見 

 

【四 事業者における相談体制の整備】 

176 １ 相談窓口の設置 

意見：相談への対応にあたり、“既存の顧客相談窓口等がある場合はその活用を”

とあります。これでは、本当に障害者及びその家族等の相談に的確に対応

できるのでしょうか？障害の特性についての理解及び客観性の確保がなけ

れば、的確な対応ができないのではないかと、大変、危惧と不安感を感じ

ます。 

182「なお、専門知識を有する担当・・確保しておくことが望ましい」を下

記の文章表現に変えて下さい。 

  「・なお、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等への的確な対

応を推進するため、障害当事者団体等からの委員で構成する第三者委員会

の設置及び障害の特性に関する専門知識を有する担当者の配置や職員研修

等により、窓口担当者の専門性と客観性を確保することが重要である。」 

 

192 ３ 相談事例の蓄積と活用 

193  ・ 相談事例等は、順次蓄積を行うこととし、蓄積した事例は、事業者

内で共有を図り、 

意見：“・・蓄積した事例は、事業者内で共有を図り、”の表現について、相談者

の個人情報やプライバシーまで事業者内で共有されるのかと、相談に二の

足を踏みかねません。 

「・・蓄積した事例は、相談者のプライバシーに配慮しつつ事業者内で

共有を図り、」と変えてください。 

 

【鉄道事業関係】 

（２）合理的配慮の提供の具体例 

346 ① 多くの事業者にとって過重な負担とならず、積極的に提供を行うべき

と考えられる事例 

意見：聴覚障害者は、意思疎通や聞くことが困難であるため、天災などによる

運行停止が起きたとき、状況が分かりません。また窓口や駅員に聞こうにも、

長列の混乱・混雑状態のため、どうすることもできません。下記を事例に加

えて下さい 

 「事例：天災や事故などにより、長時間に渡る電車の遅延や運行停止等が発

生また予測される場合は、その旨を駅構内の目につきやすい場所に、運行情

報や代替輸送手段等についてボードや掲示板などに分かりやすい表現で掲



示する。」 

【航空運送業関係】 

 ② 障害を理由としない、又は、正当な理由があるため、不当な差別的取扱

いにあたらないと考えられる事例 

559 ・ 安全上の理由により、客室乗務員の安全に関する指示が理解できない

おそれのある利用者に対して付き添いの方の同伴を求める。 

意見：“・・安全に関する指示が理解できないおそれのある利用者・・”とい

う表現は誤解を招きやすく違和感があります。 

「・・安全に関する指示に基づいて行動に移ることが困難な利用者・・」

という表現に変えて下さい。 

 

●国土交通省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 

（案）への意見 

 

【52 相談体制の整備 第６条】 

意見：相談体制は障害の特性についての理解及び客観性の確保、障害者当事者

を入れた第三者委員会の設置等の整備がなされなければ、的確な対応ができ

ないのではないかと、大変、危惧と不安感を感じます。 

下記の文章を加えて下さい。 

  「窓口担当者の専門性と客観性を確保するため、障害の特性に関する専門

知識を有する担当者を配置するとともに、障害当事者団体等からの委員で

構成する第三者委員会を設置する。」 

 

№2：内閣官房（対応要領） 

 

● 別紙 内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応

要領に係る留意事項への意見 

【第６ 合理的配慮の具体例】 

 意見： 合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例に、聴覚障害

者への配慮が見られません。下記を具体例に加えて下さい。 

   「具体例：館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障

害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきや

すい場所に分かりやすい表現で掲示する。」 

意見： 合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例に、下記を加えて下

さい。  

「具体例：会議の進行にあたり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な

視覚また聴覚に障害のある委員や知的障害を持つ委員に対し、ゆっくり、

丁寧な進行を心がけるなど配慮を行う。」 

意見：“◯ スクリーンや板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席



を確保する。”の箇所について、下記の表現に変えて下さい。 

   「◯ スクリーンや板書、手話通訳者等がよく見えるように、スクリー

ンや手話通訳者等に近い席を確保する。」 

 

 

№3：内閣府（対応指針） 

 

● 内閣府本府所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関 

する対応指針（案）への意見 

【第三 事業者における相談体制の整備】 

意見：相談への対応にあたり、“既存の相談窓口等の活用”という文言がありま

すが、本当に障害者及びその家族等の相談に的確に対応できるのでしょう

か？ 

相談体制は障害の特性についての理解及び客観性の確保、障害者当事者を

入れた第三者委員会の設置等の整備がなされなければ、的確な対応ができな

いのではないかと、大変、危惧と不安感を感じます。 

下記の文章を加えて下さい。 

  「なお、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等への的確な対応

を推進するため、障害当事者団体等からの委員で構成する第三者委員会の

設置及び障害の特性に関する専門知識を有する担当者の配置や職員研修等

により、窓口担当者の専門性と客観性を確保することが重要である。」 

 

意見：“・・・実際の相談事例については順次蓄積し、以後の合理的配慮の提

供等に活用することが望ましい。”とあります。 

“・・実際の相談事例については順次蓄積し、・・・”の表現について、相

談者の個人情報やプライバシーまで事業者内で共有されるのかと、相談

に二の足を踏みかねません。 

「・・実際の相談事例については、相談者のプライバシーに配慮しつ

つ順次蓄積し・・」と変えてください。 

 

【別紙 障害を理由とする不当な差別的取扱い、合理的配慮等の具体例】 

（３）ルール・慣行の柔軟な変更の具体例 

意見：見ることに困難がある子どもたちへの対応は触れられていますが、聞く

ことに困難がある子どもたちへの対応は触れられていません。下記の具

体例を加えて下さい。 

   「聞くことに困難がある子どもたちのために、教育・保育活動で使用す

る教材等に字幕又は手話等を付与したものや、視覚的に内容が理解でき

る資料・教材等の提供をすること。」 

意見：“◯ スクリーンや板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席



を確保する。”の箇所について、下記の表現に変えて下さい。 

   「◯ スクリーンや板書、手話通訳者等がよく見えるように、スクリー

ンや手話通訳者等に近い席を確保する。」 

 

№4：内閣府（対応要領） 

 

● 内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

（案）への意見 

【別紙 内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対

応要領に係る留意事項 第６ 合理的配慮の具体例】 

  意見： 合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例に、聴覚障

害者への配慮が見られません。下記を具体例に加えて下さい。 

   「具体例：館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障

害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきや

すい場所に分かりやすい表現で掲示する。」 

意見： 合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例に、下記を加えて

下さい。  

「具体例：会議の進行にあたり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な

視覚また聴覚に障害のある委員や知的障害を持つ委員に対し、ゆっくり、

丁寧な進行を心がけるなど配慮を行う。」 

意見：（ルール・慣行の柔軟な変更の具体例）における“◯ スクリーンや

板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。”の箇

所について、下記の表現に変えて下さい。 

   「◯ スクリーンや板書、手話通訳者等がよく見えるように、スクリー

ンや手話通訳者等に近い席を確保する。」 

 

№5：経済産業省（対応指針） 

 

● 経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関

する対応指針（案）への意見 

【第三 事業者における相談体制の整備】 

意見：相談への対応にあたり、“既存の相談窓口等の活用”という文言がありま

すが、本当に障害者及びその家族等の相談に的確に対応できるのでしょう

か？ 

相談体制は障害の特性についての理解及び客観性の確保、障害者当事者を

入れた第三者委員会の設置等の整備がなされなければ、的確な対応ができな

いのではないかと、大変、危惧と不安感を感じます。 

下記の文章を加えて下さい。 

  「なお、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等への的確な対応



を推進するため、障害当事者団体等からの委員で構成する第三者委員会の

設置及び障害の特性に関する専門知識を有する担当者の配置や職員研修等

により、窓口担当者の専門性と客観性を確保することが重要である。」 

 

【〔別紙〕障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例 （意

思疎通の配慮の具体例）】 

 意見：“○ 注文や問合せ等に際し、インターネット画面への入力によるもの

だけでなく電話等でも対応できるようにする。”の具体例についてです

が、問い合わせについては、音声によるもの（フリーダイヤル又は問

い合わせ先は電話番号しか明記されていない）がほとんどであるのが

現状であると思います。音声及び視覚的な問い合わせ方法を両方兼ね

備えることを、具体例として示すべきではないでしょうか？ 

     下記の表現に変えて下さい。 

   「注文や問合せ等に際し、電話・FAX 番号やメールアドレスを明記したり、

インターネット画面への入力など、視覚障害者や聴覚障害者のいずれと

も対応できるようにする。」 

意見：（ルール・慣行の柔軟な変更の具体例）における“◯ スクリーンや

板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。”の箇

所について、下記の表現に変えて下さい。 

   「◯ スクリーンや板書、手話通訳者等がよく見えるように、スクリー

ンや手話通訳者等に近い席を確保する。」 

 

№6：経済産業省（対応要領） 

 

● 経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

（案）への意見 

【相談体制の整備 第６条】 

意見：相談体制は障害の特性についての理解及び客観性の確保、障害者当事者

を入れた第三者委員会の設置等の整備がなされなければ、的確な対応ができ

ないのではないかと、大変、危惧と不安感を感じます。 

下記の文章を加えて下さい。 

  「窓口担当者の専門性と客観性を確保するため、障害の特性に関する専門

知識を有する担当者を配置するとともに、障害当事者団体等からの委員で

構成する第三者委員会を設置する。」 

 

【別紙 経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応

要領に係る留意事項 第６ 合理的配慮の具体例】 

意見： 合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例に、聴覚障害

者への配慮が見られません。下記を具体例に加えて下さい。 



   「具体例：館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障

害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきや

すい場所に分かりやすい表現で掲示する。」 

意見： 合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例に、下記を加えて

下さい。  

「具体例：会議の進行にあたり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な

視覚また聴覚に障害のある委員や知的障害を持つ委員に対し、ゆっくり、

丁寧な進行を心がけるなど配慮を行う。」 

意見：（ルール・慣行の柔軟な変更の具体例）における“◯ スクリーンや

板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。”の箇

所について、下記の表現に変えて下さい。 

   「◯ スクリーンや板書、手話通訳者等がよく見えるように、スクリー

ンや手話通訳者等に近い席を確保する。」 

 

№7：人事院（対応指針） 

   

● 人事院における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領（案）

への意見 

【相談体制の整備 第７条】 

意見：相談体制は障害の特性についての理解及び客観性の確保、障害者当事者

を入れた第三者委員会の設置等の整備がなされなければ、的確な対応ができ

ないのではないかと、大変、危惧と不安感を感じます。 

下記の文章を加えて下さい。 

  「窓口担当者の専門性と客観性を確保するため、障害の特性に関する専門

知識を有する担当者を配置するとともに、障害当事者団体等からの委員で

構成する第三者委員会を設置する。」 

 

【別紙 別紙人事院における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応

要領に係る留意事項 第６ 合理的配慮の具体例】 

意見： 合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例に、聴覚障害

者への配慮が見られません。下記を具体例に加えて下さい。 

   「具体例：館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障

害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきや

すい場所に分かりやすい表現で掲示する。」 

意見： 合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例に、下記を加えて

下さい。  

「具体例：会議の進行にあたり、資料を読みながら説明を聞くことが困難

な視覚また聴覚に障害のある委員や、知的障害を持つ委員に対し、ゆっく

り、丁寧な進行を心がけるなど配慮を行う。」 



意見：（ルール・慣行の柔軟な変更の具体例）における“◯ スクリーンや

板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。”の箇

所について、下記の表現に変えて下さい。 

   「◯ スクリーンや板書、手話通訳者等がよく見えるように、スクリー

ンや手話通訳者等に近い席を確保する。」 

 

№8：防衛省（対応要領） 

   

● 防衛省本省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令（案）

への意見 

【相談体制の整備 第７条】 

意見：相談体制は障害の特性についての理解及び客観性の確保、障害者当事者

を入れた第三者委員会の設置等の整備がなされなければ、的確な対応ができ

ないのではないかと、大変、危惧と不安感を感じます。 

下記の文章を加えて下さい。 

  「窓口担当者の専門性と客観性を確保するため、障害の特性に関する専門

知識を有する担当者を配置するとともに、障害当事者団体等からの委員で

構成する第三者委員会を設置する。」 

 

【別紙 防衛省本省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する留意

事項について 第６ 合理的配慮の具体例】 

意見： 合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例に、聴覚障害

者への配慮が見られません。下記を具体例に加えて下さい。 

   「具体例：館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障

害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきや

すい場所に分かりやすい表現で掲示する。」 

意見：イベント等に関する問合せ等に際し、音声によるもの（フリーダイヤ

ル又は問い合わせ先は電話番号しか明記されていない）がほとんどであ

るのが現状であると思います。音声及び視覚的な問い合わせ方法を両方

兼ね備えることを、具体例として示すべきではないでしょうか？ 

    （合理的配慮に当たり得るルール・慣行の柔軟な変更の具体例）に下

記を具体例に加えて下さい。 

    「イベント等に関する問合せ等に際し、電話・FAX 番号やメールアドレ

スを明記したり、インターネット画面への入力など、視覚障害者や聴

覚障害者のいずれとも対応できるようにする。」 

意見：（ルール・慣行の柔軟な変更の具体例）における“◯ スクリーンや

板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。”の箇

所について、下記の表現に変えて下さい。 

   「◯ スクリーンや板書、手話通訳者等がよく見えるように、スクリー



ンや手話通訳者等に近い席を確保する。」 

 

 ● 防衛装備庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令

（案）への意見 

【相談体制の整備 第７条】 

意見：相談体制は障害の特性についての理解及び客観性の確保、障害者当事者

を入れた第三者委員会の設置等の整備がなされなければ、的確な対応ができ

ないのではないかと、大変、危惧と不安感を感じます。 

下記の文章を加えて下さい。 

  「窓口担当者の専門性と客観性を確保するため、障害の特性に関する専門

知識を有する担当者を配置するとともに、障害当事者団体等からの委員で

構成する第三者委員会を設置する。」 

 

【別紙 防衛装備庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する留意

事項について 第６ 合理的配慮の具体例】 

意見： 合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例に、聴覚障害

者への配慮が見られません。下記を具体例に加えて下さい。 

   「具体例：館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障

害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきや

すい場所に分かりやすい表現で掲示する。」 

意見： 問合せ等に際し、音声によるもの（フリーダイヤル又は問い合わせ

先は電話番号しか明記されていない）がほとんどであるのが現状である

と思います。音声及び視覚的な問い合わせ方法を両方兼ね備えることを、

具体例として示すべきではないでしょうか？ 

    （合理的配慮に当たり得るルール・慣行の柔軟な変更の具体例）に下

記を具体例に加えて下さい。 

    「問合せ等に際し、電話・FAX 番号やメールアドレスを明記したり、イ

ンターネット画面への入力など、視覚障害者や聴覚障害者のいずれと

も対応できるようにする。」 

意見：（ルール・慣行の柔軟な変更の具体例）における“◯ スクリーンや

板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。”の箇

所について、下記の表現に変えて下さい。 

   「◯ スクリーンや板書、手話通訳者等がよく見えるように、スクリー

ンや手話通訳者等に近い席を確保する。」 

 

№9：文部科学省（対応指針） 

   

 ● 文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に

関する対応指針（案）への意見 



【第３ 関係事業者における相談体制の整備】 

意見：相談への対応にあたり、“既存の一般の利用者等からの相談窓口等の活

用”という文言がありますが、本当に障害者及びその家族等の相談に的確に

対応できるのでしょうか？ 

相談体制は障害の特性についての理解及び客観性の確保、障害者当事者を

入れた第三者委員会の設置等の整備がなされなければ、的確な対応ができな

いのではないかと、大変、危惧と不安感を感じます。 

下記の文章を加えて下さい。 

  「なお、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等への的確な対応

を推進するため、障害当事者団体等からの委員で構成する第三者委員会の

設置及び障害の特性に関する専門知識を有する担当者の配置や職員研修等

により、窓口担当者の専門性と客観性を確保することが重要である。」 

 

意見：“また、実際の相談事例については順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供

等に活用することが望ましい。” 

   “また、実際の相談事例については順次蓄積し、・・・”の表現について、

相談者の個人情報やプライバシーまで蓄積され、関係事業者間で利用さ

れるのではないかと、相談に二の足を踏みかねません。 

「また、実際の相談事例については、相談者のプライバシーに配慮しつ

つ順次蓄積し・・」と文章表現を変えてください。 

 

【別紙１ 不当な差別的取扱い、合理的配慮等の具体例 ３合理的配慮に当た

り得る配慮の具体例】 

（３）ルール・慣行の柔軟な変更の具体例 

意見：見ることに困難がある子どもたちの学習のために、授業で使用する協会

書や資料を点訳又拡大する等の対応は記されていますが、聞くことに困

難がある子どもたちの学習への対応は触れられていません。下記の具体

例を加えて下さい。 

   「聞くことに困難がある子どもたちのために、授業で使用する教材等に

字幕又は手話等を付与したものや、視覚的に内容が理解できる資料・教

材等の提供をすること。」 

 

№10：宮内庁（対応要領） 

   

 ● 宮内庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領案

への意見 

【別紙 宮内庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

に係る留意事項 第６ 合理的配慮の具体例】 

意見： 合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例に、聴覚障害



者への配慮が見られません。下記を具体例に加えて下さい。 

   「具体例：館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障

害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきや

すい場所に分かりやすい表現で掲示する。」 

意見： 問合せ等に際し、音声によるもの（フリーダイヤル又は問い合わせ

先は電話番号しか明記されていない）がほとんどであるのが現状である

と思います。音声及び視覚的な問い合わせ方法を両方兼ね備えることを、

具体例として示すべきではないでしょうか？ 

    （合理的配慮に当たり得るルール・慣行の柔軟な変更の具体例）に下

記を具体例に加えて下さい。 

    「問合せ等に際し、電話・FAX 番号やメールアドレスを明記したり、イ

ンターネット画面への入力など、視覚障害者や聴覚障害者のいずれと

も対応できるようにする。」 

意見：（ルール・慣行の柔軟な変更の具体例）における“◯ スクリーンや

板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。”の箇

所について、下記の表現に変えて下さい。 

   「◯ スクリーンや板書、手話通訳者等がよく見えるように、スクリー

ンや手話通訳者等に近い席を確保する。」 

 


