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12 月 3 日から 9 日まで障害者基本法に定める障害者週間です。
去年までですと、大阪ふれあいキャンペーンの障害者週間行事として、街頭で啓発用のメモ帳や
花の種を、大阪府や大阪府社会福祉協議会、そして多くの障害者団体などとともに配布活動をしま
したが、本年はこの啓発活動を大幅に見直し、各機関や団体の行事と、大阪手をつなぐ育成会から
の提案で作成された｢おおさかふれあいおりがみ｣の小学校などへの配布へと変更されました。
11 月の支部代表者連絡会の資料にもありますが、障害理解教材｢おおさかふれあいおりがみ｣は、
もう実物のカラー版を手にされましたか。また、おりがみを折ってみましたか。ネット上で提供さ
れていますので、A3 版カラーの両面印刷を指定し手に入れることができますのでどうぞ。
http://www.pref.osaka.jp/hodo/attach/hodo-02244_4.pdf
大阪府での啓発ポスターはコレです。
http://www.pref.osaka.jp/hodo/attach/hodo-02244_6.pdf
また、障害者週間協賛イベントとして、大阪梅田スカイビルを会場に大阪手をつなぐ育成会も実
行委員の一員で、多くの催しが実施されています。展示、バザー、シンポジウムなど多くの内容が
あります。仕事帰りにでも、クリスマスイルミネーションに包まれた会場を訪れてみてください。
http://www.skybldg.co.jp/event/together/2009/index.html
政府広報からこの時期にふさわしい豆知識をお送りします。
【kobi】
障害のある人とない人が相互に人格と個性を尊重し支え合
う「共生社会」を目指して
「障害者週間」ポスター（内閣府）
障害の有無にかかわらず国民だれもが相互に人格と個性を尊
重し支え合う「共生社会」の実現は、我が国の社会の今後を考
える上で、大変重要な課題です。障害者の人権が尊重されその
能力が発揮できる社会の実現を図ることは、大切な視点です。
政府では、
「障害者基本計画」
、
「重点施策実施 5 か年計画」
に沿って着実に障害者施策を推進しています。
その一環として、
平成 19 年に、障害者の権利及び尊厳を保護し、促進するため
の包括的かつ総合的な国際条約である「障害者権利条約」に署

名し、条約の早期締結に向けて取り組んでいます。
12 月 3 日〜9 日は「障害者週間」と定められており、表彰、講演、シンポジウム等、全国でさま
ざまな取り組みが行われる予定です。皆さんも、これらの取り組みに触れ、共生社会の実現のため
にできることを考えてみませんか。
障害のある人もない人も、人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」
皆さんは「共生社会」という言葉を聞いたことがありますか。それは、障害のある人も、ない人
も、だれもが相互に人格と個性を尊重し支え合う社会のことです。
障害がある人もない人も、共に暮らす私たちの社会ですが、障害のある人にとっては、障害のな
い人と同じように生活したいと思っても、日常生活、社会生活の中にさまざまなバリアが存在して
いる場合があります。
例えば、障害のある人に対して、子ども扱いすることや、障害を理由として保育所利用を拒否す
ること、昇進をさせないこと、本人の意見を聞くことなく就学先を決めること、バス、タクシーな
どの乗車を拒否すること、アパートの賃貸契約を断ること、結婚を認めないことなど。障害のある
人は、こうしたさまざまな生活分野で多くのことに差別を感じ、そこにバリアがあると感じていま
す。
共生社会を実現していくためには、障害のある人にとってどんなことがバリアになっているのか
を、障害のない人も一緒に考え、バリアを取り除いていくことが必要です。
障害のある人が「差別」と感じていること、
「配慮」を必要としていること
障害と一言でいっても、障害の種類はさまざまであり、障害の程度も一人一人違います。また、
生まれつき障害がある人もいれば、事故や病気などで成長してから障害をもった人もいます。この
ように、障害のある人は多様であり、その障害によって生活の中で感じるバリアも違います。
実際に、ふだんの生活の中で、障害のある人はどのようなところでバリアを感じているのでしょ
うか。平成 21 年 1 月〜3 月にかけて、内閣府では、障害のある人が「日ごろから差別に当たると考
え、人々にしてほしくないと望んでいること」
「配慮や工夫をしてほしいと望んでいること」につい
てアンケート調査を行っています。その結果をみると、生活のさまざまな分野で、障害のある人が
差別してほしくない、もっと配慮や工夫をしてほしいと望んでいることが分かります。
障害のある人から見た障害を理由とする差別の事例など（回答者数：1,654 人）
生活 差別に当たると考え、してほしくないと望ん
配慮や工夫をしてほしいと望んでいること
の分 でいること
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対人コミュニケーション、テレビ・出
版・情報通信機器の利用、講演会等に
おける配慮・工夫など
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不動産の売買、金融・保険の利用、
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商品購入、サービス利用の際の差別
ｽ 提
的取扱い、接客時の差別的言動など
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ATM／自動販売機などの利用、金
融・保険の利用、サービスの利用等の
際の配慮・工夫など
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7,054

（資料：内閣府「平成 21 年版障害者白書」
）
障害に基づくあらゆる差別の撤廃を目指す「障害者権利条約」
2006 年の国連総会で、障害者の権利及び尊厳を保護し、及び促進するための「障害者権利条約」
が採択されました。
この「障害者権利条約」では、次の 8 つの原則が掲げられています。
（a）固有の尊厳、個人の自律（自ら選択する自由を含む。
）及び個人の自立を尊重すること
（b）差別されないこと
（c）社会に完全かつ効果的に参加し、及び社会に受け入れられること
（d）人間の多様性や人間性の一部として、障害者の差異を尊重し、及び障害者を受け入れるこ
と

（e）機会の均等
（f）施設及びサービスの利用を可能にすること
（g）男女の平等
（h）障害のある児童の発達しつつある能力を尊重し、及び障害のある児童がその同一性を保持
する権利を尊重すること
また、この条約では、障害を理由とする差別を禁止するとともに、
「合理的配慮の否定」という新
たな概念を盛り込んでいます。
「合理的配慮」とは、例えば公共的な施設等において、スロープを設
置して車椅子の人が施設に入ることができるようにする、講演会などにおいて、手話通訳や要約筆
記などの情報保障を行うなど、必要に応じて介助者の援助を受けることができるようにする、とい
うような変更・調整のことを言います。条約では、こうした変更・調整を行わないこと、すなわち
「合理的配慮の否定」は「障害を理由とする差別」にあたるとされています。
我が国は、2007 年 9 月にこの条約に署名し、条約の締結に向けて、必要な作業を進めていると
ころです。
12 月 3 日〜9 日は障害者週間です
12 月 3 日〜9 日は「障害者週間」です。期間中は、障害の有無にかかわらず、国民だれもが相互
に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を実現していくため、関係省庁や関係団体等の協力を
得て、全国各地で啓発・広報のためのさまざまな行事を実施します。
内閣府では、東京において、12 月 3 日に「障害者週間の集い」を日本学術会議講堂で開催し、全
国の小・中学生等から募集した「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の最優
秀作品への表彰と記念シンポジウムを行います。また、12 月 7 日〜9 日に「障害者週間連続セミナ
ー」を東京ウィメンズプラザで、12 月 3 日〜9 日には「障害者週間のポスター原画展」を京王プラ
ザ地下通路「プラザナード」で開催します。地方では、12 月 1 日〜14 日に神奈川県、長野県、和
歌山県、鳥取県及び広島市の会場で「障害者週間のポスターパネル展」を開催します。また、12 月
5 日に大分県大分市で、12 月 6 日に北海道札幌市で「障害者権利条約」をテーマとした「障害者週
間シンポジウム」を開催します。
障害のある人とない人がお互いに尊重し支え合う共生社会の実現のために、皆さんも障害のある
人について知り、身近なこととして考えてみましょう。
以上
なお、大阪府内の各市町村や各団体のイベント一覧は次のとおりです。
http://www.pref.osaka.jp/hodo/attach/hodo-02244_7.xls
テレビ番組は、大阪手をつなぐ育成会もアンケートに協力した視聴者参加番組 NHKETV ワイド
【大阪発】 もしもの時 どうしたらええねん！？−“障害者と災害”を考える −
教育テレビ 12 月 5 日（土）午後 8 時〜9 時 59 分（生放送）です
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