
№31：復興庁（対応指針） 

●復興庁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） 

Ｐ５ 第４ 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を含め・・”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。 

下記の文章を入れて下さい。 

  「なお、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応す

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当該事業者において順次蓄積し・・・”

の表現について、相談者の個人情報やプライバシーはどうなるのかと、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当該事業者において、個人情報の保護に

留意しつつ順次蓄積し・・・”」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及び合理的配慮等の具体例 

Ｐ６ ２合理的配慮の具体例 

意見：物理的環境への配慮の具体例に、下記を加えて下さい。 

   「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：ルール・慣行の柔軟な変更の具体例に、下記を加えて下さい。  

「具体例：聴覚に障害のある顧客から、意思疎通を援助するもの（手話通

訳等）の同席を求められた場合、その同席を認める」 

 

№32：消費者庁（対応指針） 

●消費者庁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 

Ｐ４ 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や・・”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。 

下記の文章を入れて下さい。 

  「なお、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応す

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、当該事業者において順次蓄積し・・・”

の表現について、相談者の個人情報やプライバシーはどうなるのかと、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当該事業者において、個人情報の保護に

留意しつつ順次蓄積し・・・”」と変えてください。 

 

●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 

Ｐ６ ３合理的配慮に当たり得る配慮の具体例 

意見：（１）物理的環境への配慮の具体例に、聴覚障害者への具体例が見られま

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：（２）意思疎通の配慮の具体例に、下記を加えて下さい。  

「具体例：取引・相談・問い合わせ・苦情受付等の手段を、対面のほか、

電話、FAX、電子メール、テレビ電話等、非対面の手段を含めて複数用

意し、障害者がそれぞれの障害の特性に応じた利用しやすい手段を選択

できるようにする。」 

意見：（３）ルール・慣行の柔軟な変更の具体例に、下記を加えて下さい。  

「具体例：聴覚に障害のある顧客から、意思疎通を援助するもの（手話通

訳等）の同席を求められた場合、その同席を認める」 

 

 

№33：総務省（対応要領） 

●総務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） 

Ｐ２（相談体制の整備）第６条 

意見：障害者及びその家族等の相談に的確に対応するためには、相談窓口は障

害の特性についての理解及び客観性の確保が重要となります。それを「関

係課等の職員（第６条４項）」が処理を行うというのは、大変乱暴なのでは

ないでしょうか。これでは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。 

第６条５項を下記の文章に変えてください。 

  「５ 第１項の相談窓口は、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ものとする。」 

 

●別紙 総務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 

Ｐ８ 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

への具体例が見られません。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

視覚障害者、聴覚障害者等、障害者に対し、その特性に応じ、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。」 

 

 

№34：農林水産省（対応指針） 

●農林水産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） 

Ｐ６ 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や・・”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。 

下記の文章を入れて下さい。 

  「なお、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応す

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。」 

Ｐ６ 第四 事業者における研修・啓発 

意見：“・・実際の相談事例等を当該事業者において順次蓄積し・・・”の表現

について、相談者の個人情報やプライバシーはどうなるのかと、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当該事業者において、個人情報の保護に

留意しつつ順次蓄積し・・・”」と変えてください。 

 



●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 

Ｐ８ ２合理的配慮の具体例 

意見：（１）物理的環境への配慮の具体例に、聴覚障害者への具体例が見られま

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：（２）意思疎通の配慮の具体例に、下記を加えて下さい。  

「具体例：取引・相談・問い合わせ・苦情受付等の手段を、対面のほか、

電話、FAX、電子メール、テレビ電話等、非対面の手段を含めて複数用

意し、障害者がそれぞれの障害の特性に応じた利用しやすい手段を選択

できるようにする。」 

意見：（３）ルール・慣行の柔軟な変更の具体例に、下記を加えて下さい。  

「具体例：聴覚に障害のある顧客から、意思疎通を援助するもの（手話通

訳等）の同席を求められた場合、その同席を認める」 

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、状況に応じて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、状況に応じ

てスクリーンや手話通訳者等に近い席を確保する。」 

 

 

№35：特定個人情報保護委員会（対応要領） 

●特定個人情報保護委員会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） 

Ｐ２ （相談体制の整備）第６条 

意見：相談窓口に指定されている者に、障害当事者が含まれているように見え

ません。また、相談窓口の担当となる者が障害の特性についての理解や知

識があるのでしょうか？これでは、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。 

第６条の第１項を下記の文章表現に変えてください。 

「事務局総務課に、障害者等からの職員による障害を理由とする差別に関す

る相談等に的確に対応するため、障害の特性に関する専門知識を有する担当

者を配置した相談窓口を置く。」 

  第６条の第２項の三を下記の文章表現に変えて下さい。 

「三 障害者である職員等、総務課長が指名する職員」 

 

●別紙 特定個人情報保護委員会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 



Ｐ７ 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

害者への具体例が見られません。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

視覚障害者、聴覚障害者等、障害者に対し、その特性に応じ、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。」 

 

 

№36：原子力規制委員会（対応要領） 

●原子力規制委員会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） 

Ｐ３ （相談体制の整備）第６条 

意見：相談窓口に指定されている者に、障害当事者が含まれているように見え

ません。また、相談窓口の担当となる者が障害の特性についての理解や知

識があるのでしょうか？これでは、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。 

  第６条の第１項に下記の文章を加えて下さい。 

「四 障害者である職員等、長官官房人事課長が指名する職員」 

意見：第６条の第４項を下記の文章表現に変えてください。 

「第１項の相談窓口は、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を配置す

る等、充実を図るものとする。」 

 

●別紙 原子力規制委員会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 

Ｐ７ 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

害者への具体例が見られません。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

視覚障害者、聴覚障害者等、障害者に対し、その特性に応じ、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。」 

 

№37：農林水産省、林野庁、水産庁（対応要領） 

●農林水産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） 

Ｐ２ （相談体制の整備）第７条 

意見：相談窓口に指定されている者に、障害当事者が含まれているように見え

ません。また、相談窓口の担当となる者が障害の特性についての理解や知

識があるのでしょうか？これでは、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。 

  第７条の第１項に下記の文章を加えて下さい。 

「四 障害者である職員等、大臣官房秘書課長が指名する職員」 

意見：第７条の第４項を下記の文章表現に変えてください。 

「第１項で設置する相談窓口は、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、必要に応じ、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

有する担当者を配置する等、充実を図るものとする。」 

 

●別紙 農林水産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 

Ｐ３ 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

害者への具体例が見られません。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

視覚障害者、聴覚障害者等、障害者に対し、その特性に応じ、ゆっくり、

丁寧な進行を心がけるなど配慮を行う。」 

「具体例：取引・相談・問い合わせ・苦情受付等の手段を、対面のほか、

電話、FAX、電子メール、テレビ電話等、非対面の手段を含めて複数用

意し、障害者がそれぞれの障害の特性に応じた利用しやすい手段を選択

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。」 

 

●林野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） 

Ｐ２ （相談体制の整備）第６条 

意見：相談窓口に指定されている者に、障害当事者が含まれているように見え

ません。また、相談窓口の担当となる者が障害の特性についての理解や知

識があるのでしょうか？これでは、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。 

  第６条の第１項に下記の文章を加えて下さい。 

「四 障害者である職員等、林政部林政課長が指名する職員」 

意見：第６条の第４項を下記の文章表現に変えてください。 

「第１項の規定により設置する相談窓口は、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、必要に応じ、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を配置する等、充実を図るものとする。」 

 

●別紙 林野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 

Ｐ３ 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

害者への具体例が見られません。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



視覚障害者、聴覚障害者等、障害者に対し、その特性に応じ、ゆっくり、

丁寧な進行を心がけるなど配慮を行う。」 

「具体例：取引・相談・問い合わせ・苦情受付等の手段を、対面のほか、

電話、FAX、電子メール、テレビ電話等、非対面の手段を含めて複数用

意し、障害者がそれぞれの障害の特性に応じた利用しやすい手段を選択

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。」 

 

●水産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） 

Ｐ２ （相談体制の整備）第６条 

意見：相談窓口に指定されている者に、障害当事者が含まれているように見え

ません。また、相談窓口の担当となる者が障害の特性についての理解や知

識があるのでしょうか？これでは、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。 

  第６条の第１項に下記の文章を加えて下さい。 

「四 障害者である職員等、魚政部魚政課長が指名する職員」 

意見：第６条の第４項を下記の文章表現に変えてください。 

「第１項で設置する相談窓口は、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、必要に応じ、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

有する担当者を配置する等、充実を図るものとする。」 

 

●別紙 水産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 

Ｐ３ 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

害者への具体例が見られません。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

視覚障害者、聴覚障害者等、障害者に対し、その特性に応じ、ゆっくり、

丁寧な進行を心がけるなど配慮を行う。」 



「具体例：取引・相談・問い合わせ・苦情受付等の手段を、対面のほか、

電話、FAX、電子メール、テレビ電話等、非対面の手段を含めて複数用

意し、障害者がそれぞれの障害の特性に応じた利用しやすい手段を選択

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。」 

 

 

№38：国税庁（対応要領） 

●国税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） 

Ｐ２ （相談体制の整備）第６条 

意見：相談窓口に指定されている者に、障害当事者が含まれているように見え

ません。また、相談窓口の担当となる者が障害の特性についての理解や知

識があるのでしょうか？これでは、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。 

  第６条の第１項に下記の文章を加えて下さい。 

「六 障害者である職員等、国税庁本庁税務相談官が指名する職員」 

第６条の第４項を下記の文章表現に変えてください。 

「第１項の相談窓口は、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を配置す

る等、各相談窓口の実情に即した充実を図るものとする。」 

 

●別紙 国税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 

Ｐ６ 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

害者への具体例が見られません。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

視覚障害者、聴覚障害者等、障害者に対し、その特性に応じ、ゆっくり、

丁寧な進行を心がけるなど配慮を行う。」 



「具体例：取引・相談・問い合わせ・苦情受付等の手段を、対面のほか、

電話、FAX、電子メール、テレビ電話等、非対面の手段を含めて複数用

意し、障害者がそれぞれの障害の特性に応じた利用しやすい手段を選択

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。」 

 

№39：厚生労働省（医療事業者向けの対応指針） 

●医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための

措置に関する対応指針（案） 

Ｐ１１（２）合理的配慮と考えられる例 

意見：“また、事業者に強制する性格のものではなく、ここに記載された事例で

あっても、事業者の事業規模等によっては過重な負担となる可能性がある

ため、・・・”という文章に消極性を感じます。これでは、結局は現状のま

まになるのではないでしょうか。下記の文章表現に変えて下さい。 

   「また、事業者に強制する性格のものではなく、事業者の規模等によっ

ては過重な負担となる可能性がありますが、合理的配慮を必要とする障害

者が多数見込まれる場合や障害者との関係性が長期にわたる場合等には、

その都度の合理的配慮の提供ではなく、環境の整備を考慮に入れることに

より、中・長期的なコストの削減・効率化につながる点は重要です。事業

者においては、法、基本方針及び本指針を踏まえ、具体的場面や状況に応

じ、柔軟的かつ長期的な視点を持ち、対応することが期待されます。」 

 

 

№40：公害等調整委員会（対応要領） 

●公害等調整委員会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） 

Ｐ２ （相談体制の整備）第６条 

意見：障害者及びその家族等の相談に的確に対応するためには、相談窓口は障

害の特性についての理解及び客観性の確保が重要となります。しかし、そ

のあたりが、まったく触れられていません。これでは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。 

第６条の第１項に下記の文章を加えてください。 

「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を配置する等、相談窓口の



充実を図るものとする。」 

意見：第６の第１項二のロを下記の文章表現に変えて下さい、 

 「ロ 総括責任者は、イに掲げるものに加え、必要に応じて障害者である職 

員等、相談員を指名することができる。」 

 

●別紙 公害等調整委員会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 

Ｐ７ 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

害者への具体例が見られません。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

視覚障害者、聴覚障害者等、障害者に対し、その特性に応じ、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。」 

 

 

 

 

 

 


