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みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～
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障害のある人が安心して生活できるような社会へ

　長崎市では、人間性や個性が尊重され、誰もが自分らしく豊かに暮らせる
都市を目指して、市民のみなさまに人権への関心を高め、理解と認識を深め
ていただくため、毎年、人権問題講演会を開催しています。
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学習障害の1つであるディスレクシアによる様々な困難
を乗り越えた南雲さんに、ご自身の体験を通して、「多
様性を大切にする社会」についてお話しいただきました。
　来場した参加者からは、「障害を見るのではなく、そ
の人自身を見ることが対人関係に大切だと分かった」、
「障害を持っている方に対し、いかに普通に接するかが
大切だと分かった」等の意見が寄せられ、人権問題に
関心が深まったと感じた方が多くいらっしゃいました。

　様々な人権問題の中の一つに、障害者の人権問題があります。
　障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会（共生社会）の実現を
目指して、平成28年4月から「障害者差別解消法※」が施行されましたが、長崎市では、障害のある人が抱
える問題として、「世間の人々の理解不足」や、「働ける場所や機会が少ない」が上位に挙がっており、まだ
まだ障害者への理解が進んでいない状況です。
　長崎市では、「第2次長崎市人権教育・啓発
に関する基本計画」の中で、障害者に関する
取組を進めています。
　市民のみなさんにも障害者に関する問題に
ついてもっと知っていただくために、この法
律の趣旨や長崎市の取組について、いくつか
ご紹介します!!

※�正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進
に関する法律」。

平成30年度長崎市人権問題講演会を開催しました！

ボク、学習障害と生きてます～多様性を大切にする社会へ～

ディスレクシアとは？
　知的な遅れはないが、聞く、話す、
読む、書く、計算するなどの能力の
うち特定のものができないのが「学
習障害」で、中枢神経に何らかの機
能障害があると推定されます。
　このうち、特に読み書きに困難を
伴う場合を「ディスレクシア」と言
います。

長崎市人権
イメージキャラクター
ヒマワリさん

障害者に関する人権上の問題点（平成27年度人権に関する市民意識調査）

世間の人びとの理解不足

働ける場所や機会が少ない

施設等でのいじめや虐待

就職や仕事の内容等で不利な扱い

暮らしに適した住宅が少ない

H27（336人）
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障害のある人が安心して生活できる社会を目指す取組

　人権擁護委員について、皆さん知っていますか？
　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間
の人たちで、地域の皆さんの人権相談や問題解決
のお手伝いをしたり、人権侵害の被害者を救済し
たり、地域の皆さんに人権について関心を持って
もらえるような啓発活動を行っています。

みんなに身近な相談者
～人権擁護委員さん～

イベントでの人権啓発活動の様子

●いじめ、体罰を受けた
●暴行・虐待を受けた
●差別を受けた
●名誉棄損、プライバシー侵害を受けた
●セクシュアル・ハラスメントを受けた
●インターネット上で誹謗中傷された
※様々な相談方法があります。
　（相談先については、裏面相談窓口一覧参照）

長崎市の人権擁護委員の皆さん（H31.1.1現在50音順）
合澤　憲一郎 赤木　幸仁 鮎川　泰輔
大岩　道子 片山　シノブ 金谷　裕嗣郎
栗山　洋子 黒岩　英一 椎木　紀子
杉本　良和 田中　直子 寺井　德子
中路　秀龍 中島　昭次 永田　康文
永間　逸男 野々村　直子 濵田　和英
福田　誠司 宮地　一重 山外　博司
行武　恭信 吉村　淳子

このような相談に応じています 昨年10月、人権擁護委員
としての功績が著しいと
して、片山　シノブさん
が法務大臣表彰を受けら
れました☆彡。

障害者差別解消法って知ってる？ 長崎市の障害者に関する取組
　長崎市では、「第2次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画」に基づき、関係団体のみなさんと連携・協力しながら、人間性や個性が尊重され、
誰もが自分らしく豊かに暮らせる都市を目指して、各種施策に取り組んでおり、その取組の1つとして、障害者に関する取組を行っています。
　それでは、計画に基づき実施している3つの取組をご紹介します。

　この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を
求めています。そのことによって、障害のある人もない人もともに暮らせる
社会を目指しています。

他にも様々な事例を内閣府のホームページで紹介していますので、
ぜひ、検索してみてください。

合理的配慮サーチ で検索!!

不当な差別的
取扱いの禁止とは… 合理的配慮の提供とは…

　国・都道府県・市町村など
の役所や、会社やお店などの
事業者が、障害のある人に対
して、正当な理由なく、障害
を理由として差別することを
禁止することです。

　障害のある人は、社会の中にある
バリアによって生活しづらい場合が
あり、国・都道府県・市町村などの
役所や、会社やお店などの事業者が、
障害のある人から、社会の中にある
バリアを取り除くために何らかの対
応を必要としているとの意思が伝え
られたときに、負担が重すぎない範
囲で対応することです。

合理的配慮　例①

合理的配慮　例②
口頭でのやり取りが苦手
な障害者に対し、
絵カード等を
活用しています。

障害者の歩
行速度に合
わせ、目的
の場所まで
案内してい
ます。 OK?

①「授産製品の販売を通した障害者に対する理解の促進と障害者の工賃向上」

②「障害者相談支援体制の充実・強化」 ③「�関係機関と連携した就労相談から
就職、職場定着支援」

　長崎市では、障害者への理解を図り、事業所を利用す
る障害者の工賃水準の引き上げのため、「はあと屋」
を運営し、店舗販売をはじめ、協力企業や各種イベント
会場における移動販売、授産製品のPR及び受注活動等
を行い、授産製品の売上向上と授産工賃アップに努めて
います。
　「はあと屋」では、パンやお菓子、野菜、手工芸品など、
様々な製品を作り販売しており、皆さんが利用すること
で、障害者の工賃アップ↑↑に繋がります。

　長崎市では、市内5箇所に障害者相談支援事業所を設け、身近な地域
で様々な困りごとについて相談し、必要に応じて障害福祉サービス等の
支援を円滑に受けることができるよう、障害者相談支援を実施しています。

　長崎市では、ハローワークなど関係機関
と連携し、一般就労を希望する障害者に対
して就労相談支
援や雇用準備支
援、情報提供等を
行い、多くの障害
者が民間企業に
雇用されるよう取
り組んでいます。

計画の目標達成状況（H29）

区　分 授産施設等における
平均月額工賃

目標値 20,540円
実績値 18,056円
達成率 87.9％

計画の目標達成状況（H29）
区　分 利用者数
目標値 28,600人
実績値 30,731人
達成率 107.5％

計画の目標達成状況（H29）

区　分
民間企業に
雇用されている
障害者数

目標値 1,179人
実績値 1,167人
達成率 99.0％

はあと屋 で検索!!

はあと屋
万屋町5番4号　TEL095-832-8800

LINE＠
「はあと屋」の商品の最新情報や
イベント情報をLINEでお届けして
いますので、ぜひ登録してください。

利用対象者�：身体・知的・精神
の障害、重症心身障
害、発達障害、高次
脳機能障害のある方
やその関係者など。

利用料：無料

名　称 所在地 電話番号
障害福祉センター 茂里町2番41号 842-2525
やまぼうし 大橋町18番7号 845-2357
つどい 末石町162番地 898-5656
いんくる 三京町702番地1 865-6112

さち風 西山4丁目597番地1
※台風被害による一時移転 801-1122



相談種別 機関名 電話番号 備考（相談できる時間帯・内容等）
人権擁護委員
への窓口相談

長崎地方法務局　人権擁護課
（常設人権相談所） 820-5982 月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8：30～ 17：15

〒850-8507　長崎市万才町8-16

人権擁護委員
への電話相談
※全国共通
　ダイヤル

みんなの人権110番 0570-003-110 月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8：30～ 17：15

子どもの人権110番 0120-007-110 月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8：30～ 17：15
※通話料無料

女性の人権ホットライン 0570-070-810 月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8：30～ 17：15

外国語人権相談ダイヤル 0570-090-911
月～金曜日（祝日、年末年始を除く）9：00～ 17：00
対応言語：�英語・中国語・韓国語・フィリピノ語・� �

ポルトガル語・ベトナム語

こどもに
関すること

こども総合相談
（長崎市子育て支援課）

825-5624
822-8573

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8：45～ 17：30
子育て全般　※Eメール相談（子育て応援情報サイト「イーカオ」）

長崎市教育研究所 0120-556-275
月～金曜日（祝日、年末年始を除く）9：00～ 17：00
いじめ、不登校、ひきこもり等
※通話料無料

高齢者に
関すること

虐待相談専用電話
（長崎市高齢者すこやか支援課） 827-6499 月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8：45～ 17：30

（土日祝日は市役所代表℡：822-8888）高齢者への虐待

福祉に関する
こと

長崎市障害福祉課 829-1141 月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8：45～ 17：30
障害のある方のためのサービス等

障害者虐待防止センター
（長崎市障害福祉課） 829-1800 24時間対応

障害のある方への虐待
長崎市中央総合事務所
生活福祉1課、生活福祉2課 829-1144

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8：45～ 17：30
生活保護に関すること長崎市東総合事務所　地域福祉課 894-1247

長崎市南総合事務所　地域福祉課 898-7860
長崎市北総合事務所　地域福祉課 814-3400

外国人に
関すること

外国人住民向け法務相談
（長崎市国際課） 842-3783 第2木曜日（8月のみ第1木曜日）14：30～ 16：30

在留資格・永住・帰化手続き等　※要予約
感染症等に
関すること 長崎市地域保健課 829-1153 月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8：45～ 17：30

HIV（エイズ）等、感染症に関すること
被爆者に
関すること 長崎市原爆被爆対策部　援護課 829-1149 月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8：45～ 17：30

被爆者の健康や生活に関すること

そ の 他

市民相談窓口
（長崎市自治振興課） 829-1231

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8：45～ 12：00、13：00～ 17：30
市政相談、一般相談　※その他の専門相談（法律相談等）は日時が
異なるため市民相談窓口（自治振興課）へお問い合わせください。

消費生活相談専用電話
（長崎市消費者センター） 829-1234

火～日曜日、祝日（年末年始を除く。月曜日が祝日の場合はその翌
平日が休み）10：00～ 17：00
悪質商法、多重債務など消費生活に関する相談

●機関名・電話番号・相談できる時間帯等は変更になる場合があります。各機関にお問い合わせください。

窓口の
ご紹介

アマランス相談（相談専用電話）095-826-4417　　　長崎市人権男女共同参画室
夫婦や家族、恋人のこと、職場や地域での人間関係、セクハラ、DVなど。
○女性相談員一般相談�　※予約優先� 毎　日　10:00 ～ 12:00/13:00 ～ 16:00（12/29 ～ 1/3を除く）
　・水曜日は夜間電話相談も行っています。�水曜日　18:00 ～ 20:00（祝日・12/29 ～ 1/3を除く）
○法律相談　※一般相談後、要予約� 金曜日　13:00 ～ 16:00（祝日・12/29 ～ 1/3を除く）
○心の健康相談　※予約優先� 月２回木曜日　13:00 ～ 16:00

本人通知制度に登録しませんか？
　長崎市では、平成28年10月から住民票の写し等の交付に係る本人通知制度
を実施しています。
　本人通知制度により、証明書の不正請求を抑止し、不正取得による人権侵害
を未然に防止し、人権が尊重された社会を実現していきたいと考えています。

　登録受付場所� 地域センター（黒崎、池島、長浦事務所を含む）
� ※郵送での申込可
　お問い合わせ先� 長崎市役所代表あじさいコール　℡�095-822-8888

※登録、通知にかかる手数料はかかりません。

本人通知制度ってどんな制度？
　住民票などの証明書を代理人や第三者に交
付した場合に事前登録者にお知らせする制度
です。

登録に必要なものは？
●�本人通知制度登録申込書（各地域センター
に設置）
●本人確認書類（運転免許証など）

ヘイトスピーチによる被害など、人権に
関する問題でお悩みの方はご相談ください。

ヘイトスピーチ、許さない。 法務省人権擁護局・
全国人権擁護委員連合会




