葛飾 区手話及び 障害 の特性に応じた多 様な コミュ ニケー ション手 段の利用の促 進に関す
る条例 を公布する 。

平 成31年３月28日

葛 飾区長

葛飾区 条例第２号

葛飾区手話及び障害の特性に応じ た多 様なコ ミュニ ケーション手段の利用 の促進に
関する条例
全ての 区民が、社会、経済、文化そ の他のあらゆる分野に おける活 動に参 加し、 心豊か
に生活 していくた めに は、身体障害、知 的障 害、精 神障害 （発達障 害を含む。） 、難病そ
の他の 心身の機能 の障 害（以下「障害」 と総 称する 。）の 有無によ って分け隔て られるこ
となく 、豊かなコ ミュ ニケーションが図 られ ること が重要 である。
手話は 、ろう者のコミュニケーショ ンにとって必要不可欠 なもので あるが 、かつ ては手
話が言 語として認 識さ れず、手話を使う こと ができ る環境 が十分に 整備されてこ なかった
歴史が ある。
こうし た中、障害者の権利に関する 条約（平成26年条約第 １号）に おいて 、「言 語」と
は、音 声言語及び 手話 その他の形態の非 音声 言語を いう、 と定義さ れた。
また、 障害者基本法（昭和45年法律 第84号） において、全 て障害者 は、可 能な限 り、言
語（手 話を含む。 ）そ の他の意思疎通の ため の手段 につい ての選択 の機会が確保 されると
ともに 、情報の取 得又 は利用のための手 段に ついて の選択 の機会の 拡大が図られ ることが
求めら れている。
しかし ながら、現状では、障害のあ る人にとって、障害の 特性に応 じた情 報の取 得及び
コミュ ニケーショ ンの ための手段を選択 する ことが できる 環境は十 分に整えられ ておらず、
地域社 会において 、日 常的に不便又は不 安を 感じな がら生 活してい る人も少なく ない。
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ここに 私たちは、手話及び障害の特 性に応じた多様なコミ ュニケー ション 手段を 利用し
やすい 環境を整備 する ことにより、障害 のあ る人の 社会参 加を促進 し、全ての区 民が、障
害の有 無にかかわ らず 、相互に人格及び 個性 を尊重 し合い ながら共 生する社会を 実現する
ため、 この条例を 制定 する。
（目的 ）
第１条

この条例 は、 音声言語のみなら ず手 話その 他の形 態の非音 声言語も言語 であると

の認識 に基づき、手話及び障害の特 性に応じた多様なコミ ュニケー ション 手段に ついて
の基本 理念を定め、葛飾区（以下「 区」という。）の責務 並びに区 民及び 事業者 の役割
を明ら かにするとともに、普及及び 利用の促進に関する施 策の基本 的事項 を定め ること
により 、障害のある人が手話及び障 害の特性に応じた多様 なコミュ ニケー ション 手段を
利用し やすい生活環境を構築し、も って障害の有無によっ て分け隔 てられ ること なく、
相互に 人格及び個性を尊重し合いな がら共生する社会の実 現に資す ること を目的 とする。
（定義 ）
第２条

この条例 にお いて、次の各号に 掲げ る用語 の意義 は、当該 各号に定める ところに

よる。
⑴

障害 のある人

障害がある者であって、 障害及 び社会 的障 壁により継 続的に日常生

活又は 社会生活に 相当な制限を受け る状 態に あるものをい う。
⑵

社会 的障壁

障 害がある者にとって日常 生活又 は社会 生活 を営む上で 障壁となるよ

うな社 会における 事物、制度、慣行 、観 念そ の他一切のも のをいう。
⑶

手話 及び障害の 特性に応じた多様なコミ ュニケ ーショ ン手 段

手話、 音訳、要約筆

記、筆 談、字幕、 点字、触手話、指 点字 、平 易な表現、絵 図、記号、身振 り、手振り、
重度障 害者用意思 伝達装置、パーソ ナル コン ピュータ等の 情報機器その他 の障害のあ
る人が 情報を取得 し、及びコミュニ ケー ショ ンを行う際に 必要な手段とし て利用され
るもの をいう。
⑷

コミ ュニケーシ ョン支援者

手話通訳者 、要約 筆記者 、点 訳者、音訳 者、盲ろう者

通訳・ 介助員その 他障害のある人へ の伝 達の 補助等の支援 を行う者をいう 。
⑸

合理 的な配慮

個々の場面において、障 害のあ る人か ら現 に社会的障 壁の除去を必

要とし ている旨の表明 があった場合に、 障害 のある 人の権 利利益を 侵害す ることとな
らない よう実施する必 要かつ合理的な取 組で あって 、その 実施に伴 う負担 が過重でな
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いもの をいう。
（基本 理念）
第３条

障害の特 性に 応じた情報の受渡 し及 びコミ ュニケ ーション のための手段 を選択す

ること ができる環境を十分に整えて いくことは、障害のあ る人が日 常生活 及び社 会生活
を円滑 に営むために必要不可欠であ るとの理解の下、全て の人が相 互に人 格及び 個性を
尊重し 合うことを基本として行わな ければならない。
２

手 話及び障害の特性に応じた多様な コミ ュニケ ーショ ン手段を利用する全て の人が有
するコ ミュニケーションを円滑に図 る権利は、最大限尊重 されなけ ればな らない 。

３

手 話の普及は、手話が独自の言語体 系を 有する 文化的 所産であって、ろう者 が心豊か
な日常 生活及び社会生活を営むため に大切に受け継がれて きた言語 である との認 識の下、
行わな ければならない。

（区の 責務）
第４条

区は、前 条に 定める基本理念（ 以下 「基本 理念」 という。 ）に基づき、 障害のあ

る人が 日常生活及び社会生活を円滑 に営むことができるよ う、手話 及び障 害の特 性に応
じた多 様なコミュニケーション手段 の普及及び利用の促進 に関する 施策を 推進す るもの
とする 。
（区民 の役割）
第５条

区民は、 基本 理念に対する理解 を深 め、手 話及び 障害の特 性に応じた多 様なコミ

ュニケ ーション手段の普及及び利用 の促進に関して、区が 推進する 施策に 協力す るよう
努める ものとする。
（事業 者の役割）
第６条

事業者は 、基 本理念に対する理 解を 深め、 手話及 び障害の 特性に応じた 多様なコ

ミュニ ケーション手段の普及及び利 用の促進に関して、区 が推進す る施策 に協力 するよ
う努め るとともに、障害のある人が 手話及び障害の特性に 応じた多 様なコ ミュニ ケーシ
ョン手 段を利用するための合理的な 配慮をするよう努める ものとす る。
（施策 の基本方針 等）
第７条

区は、第 ４条 に定める責務を果 たす ため、 次に掲 げる施策 を総合的かつ 計画的に

推進す るものとする。
⑴

手話及び障害の特性に応じた 多様 なコ ミュニケーション手段に対す る理解 を促進し、

3

普及及 び啓発を図 るための施策
障害 の特性に応 じた情報の受渡し及びコ ミュニ ケーシ ョン のための手 段を選択し、

⑵

及び利 用しやすい 環境を整備するた めの 施策
⑶

コミ ュニケーシ ョン支援者を養成し、及 び確保 するた めの 施策

⑷

区内 で行われる 手話及び障害の特性に応 じた多 様なコ ミュ ニケーショ ン手段に対す
る理解 を促進する ための活動に対す る支 援に 関する施策
前各 号に掲げる もののほか、この条例の 目的を 達成す るた めに必要な 施策

⑸
２

区 は、前項の施策の推進に当たって は、 障害の ある人 、コミュニケーション 支援者そ
の他関 係者の意見を聴き、その意見 を尊重するものとする 。

（委任 ）
第８条

この条例 の施 行に関し必要な事 項は 、区長 が別に 定める。
付

則

この 条例は、平 成31年４月１日から施 行す る。
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