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しょう　しょう　

   り   り ゆう       ゆう        　みせ    　みせ     　り　り　ようよう
障がいがあることを障がいがあることを

理由にお店を利用理由にお店を利用

できなかった。できなかった。

しょう　

   り ゆう        　みせ     　り　よう
障がいがあることを

理由にお店を利用

できなかった。

｢不当な差別的取扱い｣
であると考えられます。
ただし、他に方法がない場合などは、
｢不当な差別的取扱い｣
にならないこともあります。

 ふ とう    　さ べつてきとりあつか

かんが

ほか　　ほうほう　　　　　　ば　あい

 ふ とう    　さ べつてきとりあつか

口の動きで言葉を理解しているのに、口の動きで言葉を理解しているのに、

マスクを外してほしいとお願いしたが、マスクを外してほしいとお願いしたが、

マスクを外してもらえなかった。マスクを外してもらえなかった。

くち　くち　　うご　うご　　　　こと　　こと　ば　　ば　　　り　かい　かい　

ま すま す く　　　はず　　　　　　　　　　　　はず　　　　　　　　　　　　　ねが　ねが　

ま すま す く　　　はず　はず　

口の動きで言葉を理解しているのに、

マスクを外してほしいとお願いしたが、

マスクを外してもらえなかった。

｢合理的配慮をしないこと｣
かもしれません。

ごう り　てきはいりょ

くち　　うご　　　　こと　ば　　　り　かい　

ま す く　　　はず　　　　　　　　　　　　　ねが　

ま す く　　　はず　

こんなことありませんか？
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会議に支援してくれる人を会議に支援してくれる人を

入れてもらえなかった。入れてもらえなかった。

かいかい　ぎ　　　しぎ　　　し　えん　　　　　　　えん　　　　　　　　 　ひと　　ひと　

　い
会議に支援してくれる人を

入れてもらえなかった。

かい　ぎ　　　し　えん　　　　　　　　 　ひと　

　い

｢合理的配慮をしないこと｣
は、差別にあたります。

ごう り　てきはいりょ

さ べつ

「合理的配慮をしないこと」

　障がいのある人が困っている時に
その人の障がいに合った必要な工
夫ややり方を相手に伝えて、それを
相手にしてもらうことを合理的配慮
といいます。
　障害者差別解消法では、役所や
会社、お店などの人が、障がいの
ある人に「合理的配慮をしないこと」
も差別となります。

「不当な差別的取扱い」

　例えば、「障がいがある」という
理由だけでスポーツクラブに入れな
いこと、アパートを貸してもらえな
いことなどは、障がいのない人と違
う扱いを受けているので、「不当な
差別的取扱い」であると考えられま
す。
　ただし、通路がせまくて車いすが
通れないなど、他に方法がない場
合などは、「不当な差別的取扱い」
にならないこともあります。

ごう り　てきはいりょ ふ　とう　　　さ べつてきとりあつか

　　しょう　　　　　　　　　　ひと　 　こま　　　　　　　　とき

　　　　 ひと　　しょう　　　　　　　あ　　　　　ひつ よう　　　く

ふう　　　　　　かた　　あい て　　　つた

あい て　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ごう　り　てき　はいりょ

　 しょうがいしゃ　さ　べつかいしょうほう　　　　　　　やくしょ

かい しゃ　　　　　みせ　　　　　 　ひと　　　　しょう　

　　　　ひと　　　　ごう　り　てきはいりょ　

　　 さ　べつ

　　たと　　　　　　 　しょう　

　り　ゆう　　　　　　 す ぽ ー つ く ら ぶ　　　はい　

　　　　　　　　 あ ぱ ー と　　　 か　

　　　　　　　　　　　　　　しょう　　　　　　　　　　ひと　　ちが　

　　あつか　　　　　う　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　とう　

　さ　べつ　てきとりあつか　　　　　　　　　　　かんが

　　　　　　　　　　つう　ろ　　　　　　　　　　くるま　

とお　　　　　　　　　　　　　ほか　　　ほうほう　　　　　　 　ば

あい　　　　　　　　　　ふ　とう　　　さ　べつてき とりあつか

かい　ぎ　しつ

か
ん
け
い
し
ゃ
い
が
い

た
ち
い
り
き
ん　
し
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怒鳴られる怒鳴られる
ど　な

働いて得たお金を渡してもらえない働いて得たお金を渡してもらえない
はたはたら 　　 え 　　　　　かね　わたわた

食事を与えられない食事を与えられない
しょくじくじ　　あたあた

怒鳴られる
ど　な

働いて得たお金を渡してもらえない
はたら 　　 え 　　　かね　わた

食事を与えられない
しょくじ　　あた

・怒鳴る・怒鳴る
・悪口を言う・悪口を言う
・仲間に入れない・仲間に入れないなどなど

ど　な　な　

わるぐちわるぐち　　い　　い　

なかま　　ま　　　い

・年金や働いて得た・年金や働いて得た
　お金を渡さないお金を渡さない
・勝手に自分のお金を
　使われているなど使われているなど

ねんきんねんきん　はたら　はたら　　 　え　　え　

　　かねかね　　わた　　わた　

かってかって　　じぶん　　ぶん　　　 かね　かね　

つかつか

・怒鳴る
・悪口を言う
・仲間に入れないなど

ど　な　

わるぐち　　い　

なかま　　　い

・年金や働いて得た
　お金を渡さない
・勝手に自分のお金を
　使われているなど

ねんきん　はたら　　 　え　

　　かね　　わた　

かって　　じぶん　　　 かね　

つか

働いている会社の社長働いている会社の社長
　　　　　　などから　　　　　　などから

はたら　　　　　　はたら　　　　　　　 かいしゃかいしゃ　 しゃちょうしゃちょう

働いている会社の社長
　　　　　　などから

はたら　　　　　　　 かいしゃ　 しゃちょう
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殴られる殴られる
なぐなぐ

触られる触られる
さわさわ殴られる

なぐ

触られる
さわ

・平手打ち・平手打ち
・殴る、蹴る・殴る、蹴る
・つねる・つねる
・飲まなくても良い薬飲まなくても良い薬
　を飲ませる　などを飲ませる　など

ひら て　う　う　

なぐ　　　なぐ　　　　け　け　

の　　　　　　の　　　　　　　　　よ　よ　　くすりくすり　

　　 の　の　

・裸にする・裸にする
・キスをする・キスをする
・いやらしい言葉を言う・いやらしい言葉を言う
・いやらしいやらしい映像をい映像を
　見せるなど見せるなど

はだか　はだか　

　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　ことば　ば　　 い　い　

　　　　　　　　　　　　　　　　　えいぞう　ぞう　

　み

・平手打ち
・殴る、蹴る
・つねる
・飲まなくても良い薬
　を飲ませる　など

ひら て　う　

なぐ　　　　け　

の　　　　　　　　　よ　　くすり　

　　 の　

・裸にする
・キスをする
・いやらしい言葉を言う
・いやらしい映像を
　見せるなど

はだか

　き す　

　　　　　　　　　ことば　　 い　

　　　　　　　　　えいぞう　

　み

こんなことありませんか？

施設の職員などから施設の職員などから
し せつせつ　　しょくいん　しょくいん

施設の職員などから
し せつ　　しょくいん

家族などから家族などから
か　ぞくぞく

家族などから
か　ぞく

これらは、

虐待　
です！

ぎゃくたい

・お腹がすいても・お腹がすいても
　食事を与えない　食事を与えない
・汚い部屋で生活を・汚い部屋で生活をさせるさせる
・入浴をさせない・入浴をさせないなどなど

　　なか　　　　　　　　なか　　　　　　　　　　

　しょしょくじ　 　あた　あた　

きたな　きたな　　へ　や　へ　や　　せいかつ　せいかつ　

にゅうよくうよく

・お腹がすいても
　食事を与えない
・汚い部屋で生活をさせる
・入浴をさせないなど

　　なか　　　　　　　　　　

　しょくじ　 　あた　

きたな　　へ　や　　せいかつ　

にゅうよく
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