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● 心のバリアフリーとは？ ●

まちは今、大きく変わろうとしています。高度経済成長期の日本は経済性や
効率性を重視し、平均的な働き盛りの男性を基準にしてまちが設計されてきま
した。その結果、高齢者や障害のある方など移動に制約のある方々にとっては、
利用しにくく、家に閉じこもりがちになってしまったり、やむを得ず施設への
入所を選択せざるをえなかった方々もいました。

国では平成 18年に「バリアフリー新法」を制定し、駅や建築物などハード
面のバリアフリーを義務化すると共に「心のバリアフリー」を推進することと
しています。これに伴い、道路には視覚障害者用誘導ブロックや音響信号、電
車には液晶モニターによる文字情報、各建築物にはエレベーターやだれでもト
イレなど、さまざまな設備が設置されるようになりました。しかし、これらのハー
ド面のバリアフリーが進んだだけでは十分とはいえません。同じまちを利用す
るだれもが高齢者や障害のある方がどのようなことに困っていて、このような
施設や設備がどのように利用されているかを理解することが大切です。

武蔵野市では平成23年4月に「バリアフリー基本構想」を改定しました。また、
平成24年からは第五期長期計画、健康福祉総合計画2012がスタートしました
が、いずれの計画にも「全ての市民がその年齢や状態に関わらず、住み慣れた
地域で、本人の意思に基づいて安心して生活が続けられる」という「地域リハ
ビリテーション」の理念が掲げられています。つまり武蔵野市が目指すまちは、
さまざまな年齢や状態の方々がともに暮らせるまちということになります。

心のバリアフリーとは、お互いを理解し助け合い、気持ちよく暮らし続けるこ
とができるまちをつくるための心構えで
す。みんなが心のバリアフリーを理解し、�
より良いまちを一緒につくっていきましょう。
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● 心のバリアフリーを進めていくには？ ●

○さまざまな方が同じまちに暮らしています。

・さまざまな障害の特性を理解しましょう。

肢体不自由……………………………………… p4
内部障害………………………………………… p6
聴覚障害………………………………………… p8
視覚障害……………………………………… p10
知的障害……………………………………… p12
発達障害……………………………………… p14
精神障害……………………………………… p16
高次脳機能障害……………………………… p18

○それぞれ不自由、不便の感じ方が違います。

・それぞれどのようなことに困っているのかを理解しましょう。

・まちにあるさまざまな設備がどのような意味を持っているのかを理解しましょう。

○まちの同居人としてのマナーを知りましょう。

・�私たちが何気なく（悪気なく）したことで障害のある方が困ってしまうことがあ
ります。

・�時として事故や怪我につながることもあるので、日頃注意した方が良いことにつ
いて理解しましょう。

○困っている方へのお手伝いの方法を知りましょう。

・�障害の種類によってお手伝いの方法や注意しなければならないポイントが異なり
ます。

・�困っている方がいて、助けてあげたいと思ってもお手伝いの方法を知らないと、
ついつい消極的になってしまいがちです。積極的にお手伝いができるようその方
法やポイントを理解しましょう。
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● 上肢（手・腕）、下肢（足）や
体幹に障害のある方 ●

上肢（手、腕）、下肢（足）や体幹に障害のある方は、その障害の程度によっ
て姿勢の保持や歩く、座るなどの基本的な動作が困難になることがあります。
移動は、杖や装具などを利用して歩行する方や車いすを使用する方もいます。
両足に障害が無くても体幹に障害があると車いすを使用する方もいます。

こんなことに困っています

下肢装具を使用して歩行している方は
室内でも靴を脱ぐことができない場合が
あります。靴を履いたままでも良い配慮
が必要です。

手すりを使って階段の上り下りをする
方がいます。片マヒの方は片手しか使え
ないので上り下りで使える手すりが決
まってしまいます。

歩行のスピードが遅かったり、長距離
の移動が困難な場合があります。

車いすを使っている方は、買い物の際
に高い所にある商品に手が届かなかった
り、下に落ちてしまったものを拾えなかっ
たりします。

禁
厳
足
土
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こんな支援と配慮をしてほしい

公共施設や大型スーパーなどでは入り口に一番近い所に通常の駐車場より広めの
障害者用駐車スペースを設けています。車いすを使用して移動する方は車のドアを
いっぱいに開かないと座席から車いすへの移乗ができません。最近では車いす用の
リフトがついた車を使用している方も多くいますが、この場合も、車の横もしくは
後ろに車いすが昇降できるスペースが必要になります。
空いてるから…と言って一般の方は駐車しないようにしましょう。

「だれでもトイレ」や「多機能トイレ」は障害のある方に限らず皆さんが使用しや
すいように工夫を凝らしたトイレです。しかし中には「だれでもトイレ」しか使え
ない方がいるということを忘れないでください。

杖や下肢装具を利用している方は長時間の歩行や立位の保持が困難な方が多くい
ます。また電車やバスなどではバランスを崩して転倒しやすくなります。進んで席
を譲ってもらえると助かります。また、混雑している場合、手すりのある場所を譲っ
てもらうだけでも安心です。（中には立ったり座ったりの動作が煩わしいため席が空
いていても座らない方もいます）

車いす（電動車いすを含む）は道路交通法上『歩行者』の取り扱いになります。
歩道のある道路では歩道を移動します。最近は徐々に道路も整備され歩道も広くな
りましたが、まだまだ狭く移動しにくいところもたくさんあります。歩道に自転車
を止めたり、歩道にはみ出して商品陳列などをすると非常に危険です。
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● 内部障害のある方 ●

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、免疫機能などの障害をまと
めて内部障害と呼びます。この障害のある方には疲れやすく運動を制限されて
いたり、特別な用具を使用して生活している方などがいます。

こんなことに困っています

膀胱・直腸障害のある方（オストメイト）は排泄物をためるための袋（ストマ）
を装着しています。袋にたまった排泄物は捨てる必要がありますが、この際に汚れ
た袋や服、腹部などを洗浄できる設備のついたオストメイト対応のトイレが必要に
なります。外見上、障害のあることがわかりにくく「だれでもトイレ」に入りにく
いというのも困ります。

心臓機能の障害や呼吸器の障害のある方は疲れやすく、運動に制限がある方がい
ます。外見上、障害のあることがわかりにくく優先席に座っていると不信の目で見
られて嫌な思いをしている方もいます。

呼吸器の障害のある方には長時間の歩行が困難な方がいます。また、酸素ボンベ
を持って歩いている方がいますが、段差の多い道路は持ち上げたり降ろしたりの繰
り返しが大変です。

免疫機能障害はＨＩＶというウイルスに感染することによって発症します。この
感染に関する情報にはまだまだ誤解や偏見があり、不当な差別を受けがちです。

こんな支援と配慮をしてほしい

心臓にペースメーカーという医療機器を入れて生活している方がいます。このペー
スメーカーは携帯電話の電波で誤作動を起こすことがありますので、優先席などの
近くでは携帯電話の電源を切ってください。

内部障害のある方は全体的に体力が落ち、感染症にかかりやすいので、風邪をひ
いている方は周囲の方に感染させないように配慮してください。また、疲れやすい
方が多いので、立ち話はなるべく避けて、まずはいすなどに座ってから話しができ
ると安心です。
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エレベーターやエスカレーターの使用は障害のある方を優先してください。見た
目にはわかりにくい障害なので、色々な方がいるという寛大な心で接することが大
切です。

免疫機能障害のある方は、まだまだ社会的偏見の目を感じている方がいます。む
やみに感染原因などの情報を聞き出そうとしたりしないでください。また、ＨＩＶ
の感染経路を正しく理解し、不当な差別をなくしていくことも大切です。

内部障害のある方への手伝いの方法

○体力温存が大切です。

○�免疫機能障害（ＨＩＶ感染症やＡＩＤＳ）を正しく理解し、偏見や差別をなく
しましょう。

○�ＨＩＶ感染症に限らず、怪我人などへの基本的な対応方法（スタンダードプリ
コーション）を知りましょう。

※スタンダードプリコーション
すべての人が何らかの病原体を持っていると仮定して、血液や排泄物などの処理方法を定めた標準的な感染予防策
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● 聴覚障害のある方 ●

聴覚に障害がある方は、（音声による）会話だけでなく周りの状況を把握し
にくいため、コミュニケーション障害や情報障害を受けやすくなります。主に
視覚障害は物とのバリアを持ち、聴覚障害は人とのバリアを持つと言われてい
ます。

また、外見上は障害があるかどうかがわかりにくいため、さまざまな誤解や
危険（声をかけたのに無視された、クラクションが聞こえずに怖い思いをした
など）にさらされます。

こんなことに困っています

○屋内
電話がかかってきても音声での会話ができません。そのため、
FAXや E-mail での文字のやりとり、テレビ電話での手話のやり
とりを行います。

　来客の際にチャイムが鳴ってもわかりません。そのため、フラッ
シュベル（光で知らせる機器）が来客を知らせます。
目覚まし時計は、ベルが鳴ってもわからないので、ベルの替わり
に振動するタイプのものを用います。
テレビは映像は見られても音が聞こえないので、字幕付番組や手
話付番組を視聴します。

○屋外
歩いているときに後ろからクラクションが鳴ってもわかりません。
電車に乗っていて事故などがあっても、車内アナウンスが聞こ
えません。最近では電光掲示板や液晶モニターに表示されるよう
になりましたが、まだ十分とは言えません。

※�東日本大震災の際には、状況把握の遅れ、避難所での情報不足、コミュニケーショ
ンがとれないための精神的不安が指摘されました。
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こんな支援と配慮をしてほしい

「聴覚障害者」といっても聞こえ方はさまざま、育ってきた環境もさまざまなので、
先天性聴覚障害者・中途失聴者・難聴者など、それぞれに合わせたコミュニケーショ
ン方法をとることが必要です。手話・指文字・身振り・筆談・空書・会話など一つ
の方法だけでなく、いくつかの方法を相手や場面に応じて組み合わせて使います。
→聴覚障害者本人にどのようなコミュニケーション方法が良いかたずねましょう

①わかりやすい話し方は？
・顔の見える位置で、はっきりと
・文節で区切る（例　今朝は／新聞を／読みましたか？）
・複数の人が一度に発言しない

②筆談のポイント
・短文で（箇条書き）※日本語が苦手な聴覚障害者もいます
・漢字を使って（漢字から意味を理解することができる）
・記号や図を用いて

③伝わりにくいときの工夫
・手がかりになる言葉の挿入
（例　「たまご」買ってきて。→ホットケーキ作るからたまご買ってきて。）
・筆談や身振り
・聞き直しやすい雰囲気（対人関係に消極的にならないよう）
・大事なことはメモをして渡す

④環境（目から情報を得ることに配慮して）
・雑音を抑え全体を見渡せる環境を作る
・窓口などでの呼び出しをわかりやすくする→番号表示・屋内信号装置
・案内表示に絵や図を用いてわかりやすくする
・広告や案内書などに FAX番号やメールアドレスを載せる

♥一番大切なことはお互いに伝えあいたいという気持ち
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● 視覚障害のある方 ●

視覚障害と一言で言っても、全盲の方やロービジョン（少し見える）の方がいます。
さらにロービジョンの方でも「視力が低い（全体的にぼんやり）」「視野が狭い（移動が
むずかしい）（図1）」「中心が見えない（文字や人の顔が見えない）（図2）」など一人
一人状態が違います。

また、ほとんどの方が病気や事故による中途障害者で、見た目には「見えない」
とわからない方も多く、白い杖（白杖）を持つことや盲導犬を連れていること
がシンボルとなっています。何も持たずに道路の白線や視覚障害者用誘導ブロッ
クを頼りに歩いている方もいます。

図	 図 1	 図 2

こんなことに困ってます

視覚障害は「情報障害」と言われています。人は情報の８割を目から取り入れて
います。

○移動すること�
身体は元気でも周りに何があるかわからないと怖くて歩けません。
○文字の読み書き
全然見えなかったら、本はただの紙の束です。
�触って読む点字は、練習しないと読めるようになりません。「書類にサインを」
と言われてもどこに書けばいいのかわかりません。

視覚障害者は白杖を前方に構え、左右に振って路面を確かめながら歩きます。
ルートを見失って突然立ち止まることもあります。あまり近いところを通ろう
とすると足を白杖でひっかけてしまう危険性があります。
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こんな支援と配慮をしてほしい

街中で・・・
困っているようだったら、そばに行って声をかけてください。
・「お手伝いが必要ですか」　「ご一緒しましょうか」
※いきなり腕を引っ張ったり、後ろから押したりしないでください。

横断歩道で・・・
渡るタイミングがむずかしいので、「青になりました」と教えてください。
声をかける勇気がなくても、音響信号のスイッチを押してもらえると助かります。

道をたずねられたら・・・
わかりやすい言葉で教えてください。
「あっち」「こっち」ではわかりません。具
体的に右左、東西南北などで表してください。

駅のホームで・・・
ホームは欄干のない橋を歩いているようなものです。迷っていたら声を掛けてく
ださい。でも、無理に電車に乗せようとしないでください。
「電車に乗りますか？」「改札に向かいますか？」
どうしたいのかを聞いてからお手伝いしてください。

具体的な誘導方法
一般的には誘導者が前に立ち、腕や肩につかまっ
てもらいます。

段差は危険なところ・・・
必ず手前でいったん止まり、「ここから下り（上り）です」と伝えてください。
別れるときは安全な場所で、位置を確認して進行方向がわかるようにしてください。

ワンポイト
横断のタイミングをはかっている人は、「青ですよ」と教えてもらったり、
声を掛けなくても、音響信号のスイッチを押してもらえると助かります。

時計の文字盤のように方向を示す
こともできます！
例　11 時の方向に渡りましょう
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● 知的障害のある方 ●

知的機能（計算する・記憶する・判断する）の障害が、おおむね 18歳まで
にあらわれ、日常生活に支障が生じて何らかの支援が必要な状態をいいます。

こんなことに困っています

障害の内容としては、読み書きや計算、抽象的な内容の理解、複雑な状況の判断
についての困難さなどがあります。

○�一見すると障害があるとわからないこと
があります。

○�自分の置かれている状況を理解すること
が苦手な方もいます。

○�抽象的な表現を理解すること、未経験の
出来事や状況の急激な変化に対応するこ
とが苦手です。

こうしたさまざまな日常の社会生活で支障
が生じることがあります。

では、サインを
お願いいたします

何
て
書
い
て
あ
る
の
？

電車が来ない？？
どうしよう！

事故により電車が遅れます…

1時間も電話で話している。
お金が…！！
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こんな支援と配慮をしてほしい

＜わかりやすいコミュニケーション＞

○�むずかしい表現を避けてわかりやす
い表現で伝えます。

○ゆっくりと話しかけましょう。

○�漢字を少なくしてルビを振ったり、
視覚的な絵やサインなどを活用する
とわかりやすくなります。

＜わかりやすい環境＞

○�周りがうるさかったり、過剰な刺激
のあるところでは混乱してパニック
を起こすこともあります。

〇�混乱しているときには、不用意に強
く声かけせず、刺激の少ない静かな
場所に移動してしばらく過ごすこと
もよい方法です。

＜時間的見通し＞

〇�予定の見通しがわからないと、不安
になります。わかりやすく説明しま
しょう。

お手洗い

こちらでお待ち
ください。

●絵を使った案内表示

●漢字にルビをふる。わかりやすく
　　言い換えたりする

●「場所」をわかりやすく説明する

●「予定」をわかりやすく説明する

＜きょう  の  よてい＞
１０時　はじまり
ごぜん　話しあい
しょくじ　カレー
ごご　　カラオケ
３時　帰ります
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● 発達障害のある方 ●

発達障害は乳児期や幼児期にその特性があらわれはじ
める脳機能の障害で、以下の障害の総称です。

・ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）
・広汎性発達障害、アスペルガー症候群
・ＬＤ（学習障害）
・その他

それぞれの障害と困ること

※知的障害を伴わない場合は、精神障害者保健福祉手帳に該当する場合があります。

○�自分の理解や周りからの理解が不足すると人間関係がうまくいかず、いじめの対
象になったり、うつ病や不安、攻撃など二次的な障害が拡大することがあります。

自閉症
言葉の発達の遅れ。
コミュニケーションの障害。
対人関係・社会性の障害。
パターン化した行動。こだわり。

注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）
不注意…言われたことを聞いていな
い。課題を最後までやり遂げられない。
多動性…じっとしていられない。落
ち着かない。
衝動性…順番を待てない。質問が終
わる前に答える。

アスペルガー症候群
友達を欲しいと思わない。欲しい
と思ってもうまくつくれない。
相手の表情を読むことが出来ない。
興味の範囲が狭い。変化に弱い。
人の気持ちを無視してしゃべり続ける。
パターン化した行動。こだわり。

広汎性発達障害

学習障害（ＬＤ）
読みの障害…文字の区別がつかな
い。文字と音声が結びつけられない。
書きの障害…きちんと綴れない。鏡
文字になる。句読点が打てない。
計算の障害…繰り上がりがわからな
い。数字や図形が正しく写せない。

知的障害を伴うことが
あります。
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こんな支援と配慮をしてほしい

○障害の特徴や相手の性格などをよく理解しましょう。
同じ発達障害でもその特性のあらわれ方は人それぞれです。「発達障害だから…」
と決めつけずに本人の持っている性格や障害特性などを理解することが大切です。

○わかりやすい言葉かけや伝え方の工夫が必要です。
後で大きな誤解や食い違いを招かないために、相手が本当に理解できたかどうかの
確認をするなど、コミュニケーションをより深めるように努めることが重要です。

○本人の気が散らないような刺激の少ない環境づくりが大切です。
大事な話（ちゃんと理解してもらいたい話）をする時には、静かな場所を選びましょ
う。また、決まったノートなどを使い、それに書いておくことも効果的な場合が
あります。
作業（仕事）を行う時には、テレビを消し、気の散りそうなポスターを剥がす、
壁側に向くなど刺激を出来るだけ減らすことで集中力を高めることが出来ます。

○できない点（マイナス面）を大きく指摘するよりも、得意な点（プラス面）を伸ばし、
積極的に役割を果たせるようにしましょう。

・わかりやすく明解な表現。手順を踏んだ説明。
・せかさない。
・理解したことの確認（もう一度聞くなど）。

×朝ごはんは食べましたか？→いいえ、パンを食べました。
○朝食はとりましたか？

・好きな学科、作業、趣味などを活かす。
・�強いこだわりの傾向をプラスとなる仕事に活かす。
・本人の意欲を伸ばす。
・二次的障害を作らない。
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● 精神障害のある方 ●

精神疾患はストレスへの対応力、ストレスを引き起こすような環境要因、生
来の気質などが絡み合って発症すると言われています。代表的な精神疾患とし
ては、統合失調症、うつ病、双極性障害（そううつ病）、アルコールや薬物な
どの依存症、パーソナリティ障害などがあります。生涯を通じて 5人に 1人
は精神疾患にかかるといわれており、高血圧や糖尿病などと同様、生活習慣病
と言っても過言ではありません。発症しても適切な治療で改善することが多く
あります。

こんなことに困っています

○�人より不安を多く持っていたり緊張するため、人づきあいが苦手なことが
あります。
○�初めての場所や慣れないこと、人の視線や会話などで不安になったり緊張
するため、疲れやすくなることがあります。
○�強すぎる光、暗さ、狭さ、渋滞、人混みなどが苦手なことがあります。
○�体調によっては、細かいことにこだわってしまうことがあります。
○�外見からはわかりにくいので、元気そうにみられてしまうことがあります。
○��「風邪症状」や「胃腸の調子が悪い」などの身体症状としてサインが出る
場合もあります。

こんな支援と配慮をしてほしい

○ゆったりとした態度で、わかりやすく話しましょう。
相手のペースに合わせること、一度に複数のことを解決しようとせず、一
つずつ困っていることを一緒に考えていくことが大切です。
また、焦っている場合には、一緒に考えていくことができることを意思表
示することで安心することもあります。
○うつ状態の方には、過度なはげましの言葉をかけるのはやめましょう。ま
た、妄想と思われる話を聴いた場合、原則としては否定も肯定もしないで
ください。
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○まわりの人が過干渉、非難をしないことで安心できる場合があります。

自分のリズムを取り戻すために、周囲と適度な距離を保ち休養を取ること
も大切です。
また、一人で困りごとを抱え込まずに、状況に応じて支援者に協力を求め
ることも勧めてみてください。

○病気のことを理解して、思い込みや誤解をなくしましょう。

「精神障害者」という表現を「たまたま精神疾患にかかり、その病状のた
めに生活がしにくい“人”」と言い換えるともう少し私たちの理解が広ま
るかもしれません。
「精神障害者」とは、いうまでもなくその人の人格を表すものではありま
せん。

予防と早期発見にも気配りを

日頃から、自分なりのストレス対処法を身につけ、ストレスができるだけ少
ない生活になるよう心がけましょう。
困った時に相談をする人や場所を自分なりにつくりましょう。
早い段階でも、「何か変だな」という気づきが重要です。主な最初のサイン

としては、「眠れない」「不安」「食欲がない」などがあります。「過食」「過眠」
や「風邪症状（だるさ、微熱、頭痛など）」「胃腸の調子が悪い」など身体症状
として出現する場合もあります。内科で異常がない場合には、精神科や心療内
科を受診することで軽快することもあります。
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● 高次脳機能障害のある方 ●

病気や交通事故などで脳の一部が損傷を受けたために、思考・記憶・行為・
言語・注意などの脳機能の一部に障害が起きた状態をいいます。

　記憶障害

病気や事故の前の
ことはよく覚えてい
るのに、新しいこと
が覚えにくい。

 行動と感情の障害

感情や欲求のコント
ロールがむずかしくなる。
怒りっぽい、やる気が出
ない、性格が変わった�
　�　ようになることも�
　　　　ある。

　遂行機能障害

段取りよく物事を
進めることができな
い。優先順位がつけ
られない。

注意障害

集中力が続かな
い、気が散りやすい。
同時に複数のことが
できない。

失語症

話を理解できな
い、話そうとしても
言葉がでてこない。
文字の読み書きが
むずかしい。

半側空間無視

視力に問題はない
のに、目にしている
空間の半分に気が
つきにくくなる。

こんなことに困っています

○これまで当たり前にできていたことができなくなってしまう。

○外見上からは、どこが悪いのかわからない。

○疲れやすく、怠けていると思われがち。

○ささいなことでイライラしてしまう。

○とっさの判断が苦手。

○記憶があいまいなことが多い。
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○物事を順序だてて行うことがむずかしい。

�これらの症状に自分で気づいていないこともあります。会話はスムーズにできる
けれど、実際に行動する際に「おやっ」と思うほど、簡単なことができない方も
います。そうしたことが、この障害が理解されにくい理由となっています。

こんな支援と配慮をしてほしい

○気持ちにゆとりを持って接してください。

○感情が高ぶってしまったときは、落ち着くまで待ってください。

○こまめに休息を取るように声かけをしてください。

○約束や待ち合わせは、メモやスケジュール帳に必ず残してください。

○�込み入った話をする時は、要点をメモにまとめながらご本人に提示してくださ
い。

話の内容を理解しているか確認になります。また、話がグルグル回ったとき
に元に戻しやすくなります。

○よく使う物は同じ場所に置いてください。

○�「怠けている」と言わない、「わかっているけどできない」ということを理解し
てください。
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● 武蔵野市の取組み ●

武蔵野市では、障害があっても生活しやすいまちづくりを進めています。

◇�交通などのハード面をバ
リアフリー化
武蔵野市では、バリアフ
リー基本構想に基づき、「ユ
ニバーサルデザインのまち
づくり」を進めています。

◇各種講習会
障害のある方の自立支援
と社会参加を目的として、
各種講習会を実施していま
す。また、手話講習会など
ボランティア育成事業によ
り、地域福祉の担い手を養
成しています。

◇啓発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
障害の理解や配慮についての啓発活動を定期的に行っ
ています。支援者向けの講演会以外にも、一般市民向け
の講演会なども開催しています。

◇地域交流
むさしのあったかまつりは、障害者団体やボランティ
アなどが実行委員となって企画し、開催しています。障
害のある方と一般市民の地域交流の場となっており、ど
なたでも楽しめます。

（前） （後）
三鷹駅北口駅前広場バリアフリー化

手打ちうどん作り

むさしのあったかまつり

高次脳機能障害についての講演会

視覚障害者
ボルタリング講習会
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● 心のバリアフリーのマナーとは ●

◇視覚障害者用誘導ブロックの上に駐輪

道路で見かける黄色い点字ブロックは視覚障害
者用誘導ブロックといい、視覚障害のある方の
外出時に心強い味方です。そこに自転車の駐輪、
商品の陳列、立ち話などをしていませんか？視
覚障害のある方がぶつかってけがをしてしまう
危険があります！

◇専用駐車場への一般車両の駐車

スーパーや高速道路の SA などには、障害
者専用駐車場があります。普通の駐車スペー
スより幅が広く、出入口付近に設置されて
います。ここでしか乗降できない障害のあ
る方がいつでも駐車できるように、一般車
両の協力が必要です。

◇だれでもトイレの占有

最近まちで増えてきた「だれでもトイレ」。「だれ
でもいいなら私たちでも」と思ってしまいがちで
す。しかし、中には「だれでもトイレ」しか使え
ない方がいます。一般のトイレを利用できる方は、
できるだけそちらを利用してください。

◇優先席での携帯電話の利用

優先席付近には心臓ペースメーカーをつけ
ている障害のある方がいることがあります。
心臓ペースメーカーは携帯電話による電波
で不具合を起こすことがあります。生命に
関わる場合もありますので、携帯電話の使
用は控えてください。
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● 代表的なピクトグラム ●

ピクトグラムとは…
絵文字や絵を使った図表のことで、主に道路交通標識、空港や駅の案内板、非常口の表
示に用いられます。文字が読めないなど障害がある方、外国人など誰が見てもすぐに意味
がわかるようなデザインとして制作され、利用されています。公共サインとも言います。

障害者のためのシンボルマーク
（国際マーク）
（公財）日本障害者リハビリ
テーション協会

盲人のための国際シンボルマーク
（社福）日本盲人福祉委員会

すべての障害のある方を対象に、建造物や公
共交通機関で障害のある方が利用できること
を示しています。

視覚障害のある方の安全やバリアフリーに考
慮された機器・設備・建物等に設置されるマー
クです。使用する際、色はすべて青にしなけ
ればならないことになっています。

オストメイトマーク
（社団）日本オストミー協会

ハートプラスマーク
内部障害・内部疾患者の
暮らしについて考える
ハート・プラスの会

オストメイト（人工肛門・人工膀胱）の方が、
ストマ用装具の交換・装着・排泄の処理など
を行えることを示しています。だれでもトイ
レなどに表示されています。

内部障害は見た目ではわかりにくいため、誤
解されることがあります。駐車場で車いすマー
クとともに使用されることもあります。

ヘルプマーク
東京都福祉保健局

身体障害者標識�
各警察署交通課・
交通安全協会

援助や配慮を必要としていることが外見から
はわからない方が、周囲の方に援助や配慮を
必要としていることを知らせるマークです。

肢体不自由のある方で、普通自動車を運転す
る場合、このマークを表示することが努力義
務として課せられています。このマークの自
動車への幅寄せや割込は禁止されています。

聴覚障害者標識
各警察署交通課・
交通安全協会

ほじょ犬マーク
厚生労働省�
社会・援護局

聴覚障害のある方は、いくつかの条件の下で運
転免許を取得することができます。このマークも
その1つで、表示義務があります。まわりは幅寄
せや割込はできず、クラクションが聞こえにくいこ
とへの配慮が必要です。

身体障害者（盲導・聴導・介助）補助犬同伴
の啓発マークです。公共施設だけでなく、民
間施設でもこのマークを見かけたら、配慮が
必要です。
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● バリアフリーの歴史 ●

東京都と国の動き 西暦（年号） 武蔵野市の動き

身体障害者基本法

建築基準法

1950（昭和 25年）

心身障害者基本法 1970（昭和 45年）

1984（昭和 59年） 武蔵野市福祉環境整備指導要網策定

1993（平成 5年） リフトタクシー「つながり」運

行開始

高齢者・身体障害者等が円滑に

利用できる特定建築物の建築の

促進に関する法律（通称　ハー

トビル法）施行

1994（平成 6年） 武蔵野市市民交通計画策定

1995（平成 7年） ムーバス運行開始

高齢者、身体障害者等の公共交

通機関を利用した移動の円滑化

の促進に関する法律（通称　交

通バリアフリー法）施行

2000（平成 12年） レモンキャブ運行開始

ハートビル法改正 2003（平成 15年） 武蔵野市交通バリアフリー基本

構想策定

2005（平成 17年） 第四期基本構想

障害者自立支援法施行

�高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行（通

称　バリアフリー新法）

�東京都高齢者、障害者等が利用しや

すい建築物の整備に関する条例（通

称　建築物バリアフリー条例）

2006（平成 18年）

東京都福祉のまちづくり条例 2009（平成 21年）

2011（平成 23年） 武蔵野市バリアフリー基本構想改定

2012（平成 24年） 武蔵野市公共サインガイドライン策定



●相談先●
身体障害・視覚障害について

生活リハビリサポート

すばる

住

所 武蔵野市八幡町 （障害者福祉センター内）
電

話

受付

時間 午前 時～午後 時 休業

日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

高次脳機能障害について

高次脳機能障害相談室

ゆいっと

住

所 武蔵野市八幡町 （障害者福祉センター内）
電

話

受付

時間 午前 時～午後 時 休業

日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

知的障害について

地域生活支援センター

びーと

住

所 武蔵野市吉祥寺北町 （障害者総合センター内）
電

話

受付

時間 午前９時 分～午後 時 休業

日 日曜日、祝日、年末年始

精神障害について

ライフサポートＭＥＷ 住

所 武蔵野市西久保 西川ビル
電話＆

ＦＡＸ

受付

時間 午前 時～午後 時 休業

日 水曜日、日曜日、祝日、年末年始

児童発達について

地域療育相談室 ハビット 住

所 武蔵野市緑町 二丁目第 アパート 階
電話＆

ＦＡＸ （みどりのこども館内）
受付

時間 午前８時 分～午後５時
休業

日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

心のバリアフリー啓発講座・障害のある方へのボランティアについて

武蔵野市民社会福祉協議会

ボランティアセンター武蔵野

住

所 武蔵野市吉祥寺北町
電

話

受付

時間 午前９時～午後５時 休業

日 日曜日、祝日、年末年始 

○武蔵野市役所障害者福祉課
住

所 武蔵野市緑町 電

話

受付

時間 午前８時 分～午後５時 分 休業

日 土曜日、日曜日、祝日、 ～ ３
メー

ル

【手話ガイド】午前 時～午後 時（月曜日、水曜日、金曜日）

正午～午後 時（木曜日）

○武蔵野市障害者福祉センター
住

所 武蔵野市八幡町４ ２８ １３ 電

話

受付

時間 午前 時～午後５時 休業

日 日曜日、祝日、 ～ ３
メー

ル

【発行・編集】武蔵野市 平成 年（ 年） 月
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