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兵庫県明石市福祉部福祉総務課 障害者施策担当課長　　金　　政玉

明石市の取り組み

はじめに
　明石市では、2014 年度から福祉部福祉総務課の「障害者施策担当」を新しく設置し、障害者施策担当課
長と係長、半年後に弁護士資格を有する高齢者・障害者支援担当課長を配置して障害者差別の解消を目的と
した条例づくりを始めた。
　2014 年 1 月、日本政府は国連の障害者の権利に関する権利条約（以下、「条約」という。）を批准した。
条約では、言語には手話を含むことや差別の定義に合理的配慮の不提供が含まれるなど、従来の日本の法制
にはなかった新しい考え方が盛り込まれ、それを踏まえて障害者基本法が改正（2011 年）されている。本
稿では、2010 年から 4 年間、障害関係団体も深く関わりながら取り組まれた条約の批准を目的とする国レ
ベルの障害者制度改革による枠組みの変化が地方自治体レベルでの取り組みにどのように活かされ具体化さ
れているのか、そうした視点から、明石市の取り組みを報告させていただきたい。

1．これまでの取り組み
（1）「手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュニケーション手段の利用を促進

する条例」の制定
①経過
　鳥取県から始まった手話言語条例を制定する動きは 2 年前くらいから本格的な広がりを見せ、2017 年 1
月 19 日現在で 9 県 56 市 8 町、計 73 地方自治体（全日本ろうあ連盟 HP 参照）となっている。
　明石市では、地元のろうあ協会からの要望を受けて検討した結果、ろう者以外にもコミュニケーションに
困難を抱える障害当事者等（中途失聴・難聴、視覚障害、知的障害等）を対象に、「言語としての手話の認識」
に加え、要約筆記や点字、音訳等の障害者の幅広いコミュニケーション手段の利用を促進するための条例づ
くりを目指す方向で取り組みを始めた。
　ろう者をはじめ情報の入手や発信を含むコミュニケーション場面で困難な状況にある各当事者や家族会、
支援事業者等で構成する検討会を 2014 年 9 月から 11 月にかけて 4 回開催し、各委員から提出していただ
いたコミュニケーション手段の現状と課題をまとめた検討資料をもとに課題整理を含む協議を進めながら委
員の協力の下で条例の素案を作成することができた。
　その後は、条例素案の内容を 12 月市議会に報告し、市民を対象に実施したパブリックコメントの募集で
は市民 49 名から 74 件の意見が寄せられ異例の多さとなった。市民からの意見を踏まえて 2015 年 3 月の
市議会に条例案を提出し全会一致で可決された。
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②差別解消の一環として
　条例（※）は、障害のある人もない人も個人としての尊厳を相互に尊重し共に暮らしていくまちづくりの
理念を実現するための障害者差別の解消に向けた施策の一環として位置づけ、2016 年 4 月に施行される「障
害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下、「法」という。）に合わせて制定を目指す本市の障
害者差別解消条例へとつないでいく大きなステップとした。この位置づけを明確にするために、条例の市の
責務（第 4 条）に、公的機関や事業者がコミュニケーションの場面において合理的配慮が提供できるよう
に支援することを明記している。

（※）概要は、別掲（資料①）参照。

③条例施行後の取り組み
　条例の施行（2015 年 4 月）を踏まえて、手話通訳者・要約筆記者派遣事業の対象範囲の拡大（冠婚葬祭
における特定の親等（１親等）に限る制限の廃止や就労等の市の施策に係る場合の利用可等）による利用増
や同派遣事業に係る報酬額の増額等を実施した。また、障害福祉課の窓口に設置通訳者を常時 1 名と福祉
総務課に配属している手話通訳士の資格を有する職員（2 名）の対応により、明石駅に設置している観光案
内の窓口や市内の総合福祉センター及び 3 ヵ所の市民センターの窓口にろう者や難聴者が来たときにはタ
ブレットの遠隔操作によって手話や文字でコミュニケーションが図れる仕組みなどを導入している。
　今後は、手話等コミュニケーション施策推進協議会（条例第 17 条）において取り組みを点検し、継続的
に課題のフォローアップをしながら障害特性を踏まえたコミュニケーション施策の効果的な実施につなげて
いくことにしている。

特　集　「障害者差別解消法～障害のある人もない人も共に暮らせる社会へ～」
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（2）「明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる共生のまちづくり条例」の制定
①経過
　条例の検討にあたっては、障害のある当事者やその家族、支援者のほか、学識経験者や事業者等で構成す
る検討会を設置し、昨年 5 月から 11 月にかけて 4 回の会議を開催したほか、市民フォーラムやタウンミー
ティングを開催し、並行して差別事例の募集（昨年のコミュニケーション場面の事例を含めて計 202 件の
事例を収集）や、商工会議所の協力を得て、障害のある人への配慮についてどのような対応をしているかを
聞く事業者アンケート等を実施（アンケート送付件数 579 件、回答数 157 件、回答率 27%）した。事業者
からは、障害によってどのように対応すればよいかわからないため、事業者向けに障害理解に関する研修等
を実施してほしいという趣旨の回答が多く見られた。
　その後、障害を理由とする差別の解消と条例づくりをテーマに市民タウンミーティングを市内 2 ヵ所で
行い、検討会でとりまとめた条例の素案についてパブリックコメントを実施し、市民 17 人から 46 件の意
見が寄せられ、翌年の 3 月市議会に条例案を提出した結果、全会一致で成立した。

②条例の特徴
　以下では、条例の概要と主な特徴について紹介させていただく。
　条例の概要については、別掲（資料②）をご参照いただきたい。

「明石市の取り組み」
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　まず、特徴の一つめは、「市の責務」（条例第 4 条）において合理的配慮の提供支援を特に強調している
点である。同条では、「合理的配慮の提供のあり方について積極的に調査及び研究を行う」（1 項）、「市民、
事業者及び行政機関等が合理的配慮の提供を行うための支援を行う」（2 項）とし、その上で、第 8 条（合
理的配慮の提供支援に関する施策の実施）を定め、公的助成制度の根拠規定としている。
　二つめは、条例第 8 条に基づき、公的助成制度を実施し、商業者や市民活動（自治会やサークル等）に
よる合理的配慮の提供を支援することにしている。この制度は、全国の自治体では初と理解しているが、法
第 5 条（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備）の具体化の一環
として位置づけている。
　三つめは、障害を理由とする差別の禁止（条例第 10 条）において「何人も障害を理由とする差別をして
はならない。」ことを規定している。この規定により、相談及び助言等（条例第 11 条 3 項）において「特
定相談に係る関係者は、正当な理由がある場合を除き、市又は相談機関が助言等を実施することにつき、協
力しなければならない。」とし、この規定によって、相談及び助言段階から、相手方に対して相談機関の活
動（相談員からの事情聴取や話し合い等）に対してきちんと応じる義務が生じるという解釈をとっている。
　四つめは、法の「障害者差別解消支援地域協議会」（第 17 条）を兼ねるものとして、市長の附属機関の

「障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会」（条例第 15 条）を置き、この地域づくり協議会に「あっ
せん部会」を設置している点である。特定相談（相談及び助言）の段階で当事者間の調整による解決ができ

特　集　「障害者差別解消法～障害のある人もない人も共に暮らせる社会へ～」
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ない場合には、障害者である市民等はあっせんの申立てをすることができ、その対応を同部会で行うことに
している。法では「地域協議会」は紛争解決の後押しを行うという説明がされているところだが、紛争解決
をしてはならないとまで明示はしていないことから、条例による会議体の効率的な運営を図るという観点も
合わせて設置している。

（3）障害者配慮条例～施行後の取り組み～
①合理的配慮の提供支援
　条例で定めていることにより「できる配慮はしなければならない」と言われても、事業者等にとっては、
これまで考えたこともない合理的配慮の提供について、いきなり費用負担までを求められるのは一方的な押
し付けになりかねない。場合によっては、かえって条例に対する反発を引き起こしかねない懸念もある。と
くに、小規模零細の商業者に対して、むしろ条例が応援して合理的配慮が負担感なく提供でき、障害のある
人が「お客さん」として来店して増えていくことになれば、合理的配慮を積極的に理解するきっかけにもな
るという考え方で公的助成制度を実施している。助成制度の概要については、別掲（資料③）をご参照いた
だきたい。2017 年 2 月末時点で 135 件の申請件数を数え、当初予算（350 万円）の内、約 235 万円の執
行が見込まれている。

「明石市の取り組み」
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②障害理解の啓発・普及の取り組み
○市職員を対象とした研修
　市職員の対応要領研修については、2016 年 7 月に 2 日間にわたり午前と午後に 4 回に分けて実施し、参
加者は 192 人。職員対応要領策定の背景（法と条例）と考え方を市民対応のロールプレイ等を交ぜながら
職員の「悪い対応例」と「良い対応例」を比べて説明し、好評を得ることができた。
　また、市職員の意識上のバリアフリーの実現のために、障害の多様性を理解し、障害者への応対マナーを
身につけ障害者への「合理的な配慮」に向けた市職員としての応対スキル向上を図るためのユニバーサルマ
ナー研修を行っている。

（平成 27 年度より 5 回実施、参加者は 209 人）
○市民、事業者への周知・啓発
　条例施行後、障害のある市民とない市民がともに暮らしやすいまちづくりを進めるため、市民タウンミー
ティングを市内 4 ヵ所で開催（合計 95 人参加）し、障害当事者や家族、支援者と障害のない市民が交流し
感じていることや必要な配慮、市の取り組み等について意見交換を行っている。
　事業者団体への啓発の取り組みについては、公的助成制度など条例に基づく取り組み等を案内する研修会
を商工会議所と共催（年 2 回開催、参加者は 56 人）。また、明石市医師会、明石商工会議所、明石食品衛生協会、
兵庫県宅地建物取引業協会明石支部、明石観光協会、明石理美容士会、明石旅館ホテル組合、明石飲食業組
合、明石タクシー協会等に啓発用パンフレットの配布と周知を引き続き行っている。

③相談事例への対応
　差別に関連する相談事案については、4 つの窓口（福祉総務課障害者施策担当、障害福祉課、発達支援セ
ンター、基幹相談支援センター）が対応している。
　条例施行（4 月）から 2017 年 1 月末までの相談総数は 23 件をかぞえ、内訳は学校 1 件、施設・建物 7 件、
雇用 2 件、商品・サービス 3 件、交通機関の利用 1 件、福祉サービス 3 件、医療 2 件、個人間 1 件、その
他 3 件となっている。また、相談件数 23 件の内、相談者の内訳は障害のある人 7 件、家族 2 件、行政職
員 5 件、事業者 6 件、支援者 1 件、市民から 2 件となっている。現在までは、近所での人間関係が絡んだ
り職場での日常的な上司との関係等が背景にあり、相手方との調整を希望する事案はない。
　条例検討会に向けて実施した差別と思われる事例募集において 1 か月間で集まった事例件数が 94 件だっ
たことからみると潜在的な該当事例はもっとあると思われる。
　それが相談にはつながっていない状況になっていることから相談窓口の周知度や信頼性とも関連するた
め、事案対応の内容については、今後も注意深くみていく必要があると感じている。

2．得られた効果
　本市の条例の基本的な考え方とアプローチは、「本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し
条例を含む障害を理由とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知するこ
と。」（法成立時の衆参内閣委員会の附帯決議 2013 年 6 月）ことを踏まえ、法の足りないところをできる
限り補完して実効性を高めていくことを目指している。
　すでに障害者配慮条例の特徴でも言及したところだが、障害を理由とする差別解消の最大のテーマは、障

特　集　「障害者差別解消法～障害のある人もない人も共に暮らせる社会へ～」
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害のある人の年齢、性別、障害の状態に応じて提供する合理的配慮が地域の多くの事業者、市民に自発的に
理解され、障害当事者との〈建設的な対話〉による代替的な配慮の選択肢も含めた合意形成が普通の相互理
解による営みとして行われていくことにかかわっている。法とその上乗せ・横出し条例の連携により、これ
までは、福祉サービスの利用にかかわる周辺の自立支援と社会参加にとどまる傾向にあった「障害福祉」の
領域が、関連する社会のあらゆる分野に広がっていく可能性をもたらすと考えている。
　本市において、全国では初めて実施することになった合理的配慮の提供を支援する公的助成制度は、とく
に、小規模零細の商業者にとって、むしろ条例が応援して合理的配慮が負担感なく提供でき、障害のある人
が「お客さん」として来店して増えていくことになれば、事業者の立場から合理的配慮を積極的に理解する
きっかけにもなる。また、障害のある人にとっても飲食店などのお店を利用しやすくなることで、事業者と
障害のある人がお互いに WINWIN の関係性をつくっていることにもつながるという意味がある。事業者の
研修会に参加者が着実に増えつつあるのは、その兆しが少しずつではあるが、具体的な形になるプロセスの
途上にあると理解したい。

3．今後の課題
　本市が 3 年前から取り組んできている「手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュ
ニケーション手段の利用を促進する条例」と「明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる
共生のまちづくり条例」が共通するのは、分野横断的な課題として位置づけられる点にあると考えている。
　本市の障害者計画は 2014 年度から 18 年度までの 5 ヵ年計画として策定されている。
　両条例とも障害者計画との連携が定められていることを踏まえ、地域づくり協議会において、差別解消施
策の協議課題である三つの柱―「障害理解の普及」「相談助言に関する体制整備」「合理的配慮の推進」につ
いての実施状況をフォローし、分野別の差別解消につなぐことのできる取り組みを進めていきたいと考えて
いる。

「明石市の取り組み」


