
障害のある人との接し方 

 

 

要旨 

障害者と健常者の共生社会を目指すために障害への理解を目的とした研究を行なった。差別や偏見

を減らし、実際に障害者と関わって接し方について学ぶことを通して、健常者の障害者に対する理解

を深めるためにはどのように接したら良いのか、どのような環境が必要なのかについて考察した。実

際に自らボランティア活動を行い、体感することを通して障害がある人との接し方について学び、そ

こで知り合った障害者の方を実際に招いてインターネット上での交流会を開催して障害への理解を促

した。 
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１．序論 

１．１．テーマ設定の理由 

相模原障害者施設殺傷事件が 2016 年 7 月 26 日に発生し、容疑者である植松聖被告の障害者に対する

差別的な犯行声明と動機をきっかけに障害への理解について社会で取り上げられるようになったが「障

害を理解することが大切だ」ということは、誰にとって大切で、誰にとって必要なことなのか、疑問に

思ったことがきっかけで研究を行った。そして研究するにあたって次のようなことにも疑問を抱いた。

「障害がある」とはどういうことなのだろうか。「障害は個性」という時、そこにはどのような障害観が

隠されているのだろうか。「障害者」に対して「健常者」と言われる人々は、障害を「受け入れる」側な

のだろうか。「理解」するとは何に基づいた「理解」なのか。これらの疑問から、「障害や障害のある人

に対する健常者の理解を深める」ことをテーマに設定した。 

１．２．問題提起 

インターネットのニュースなどで障害者問題について調べると、保護者から障害を持った我が子への

虐待に関する記事や、障害者の職に関する雇用や職場環境の整備が不十分であることについての記事な

どをよく見る。この他にも高齢な障害者に対する家族からの虐待や社会福祉施設での虐待や無差別殺人、

学校教育の中でのいじめ問題など、障害のある人にまつわる様々な問題が社会には数多く存在している。

特に 2016 年に起きた相模原障害者施設殺傷事件は記憶に残っている人は多いだろう。しかし、このよ

うな障害のある人に関する問題は報道機関に取り上げられることは多くはない。障害のある人に関する

問題は、当事者だけの問題でなく、社会全体の問題として対処していくことが重要になる。「自分には障

害がないから障害のある人なんて関係ない」という考えを健常者が持ったり、「お金を稼ぐことが出来

ないから社会不適合者だ」などと相手のことを理解し受け入れようとしなかったり、仕事などの結果だ

けを見て障害がある人に対して批判的な発言したりすることで、障害のある人のような社会的に立場の

弱い者が生きていけなくなる社会になってしまう。自分が怪我や病気などで障害を抱えることになる可



能性もあるし、生まれてくる我が子が障害を持っている可能性もある。また、両親が老いによって自由

に生活できなくなる可能性もあるし、職場で障害のある人と一緒に仕事をすることになる可能性もある。

したがって、社会に生きるすべての人が、障害というものをもっと身近に感じ、障害者が健常者と同じ

ように人権を持って生きて活躍できる社会を、今後日本の社会全体で作っていく必要がある。 

１．３．研究の目的 

共生社会の実現を目指す日本の社会で障害や障害のある人に対する健常者の差別や偏見の意識を減

らし、改善することを研究の目的とした。共生社会については内閣府や、文部科学省、厚生労働省など

の文書 1）2）3）の中で使用されているが、完全に共生社会が実現されているわけではない。共生社会は障

害のある人々との関連で論じられることが多いが、実際すべての日本人が自分の問題として取り組むべ

き内容であることはあまり認識されていないのが現状だ。そして、2008 年に発行された国連障害者の権

利条約が可決されて以来、共生社会という言葉を目にする機会が更に多くなった。権利条約が議論にな

る以前から共生社会という言葉は使用されていた。障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)の第二条より

「障害者」とは、身体障害、 知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当

な制限を受ける者をいう」4）と定義されている。また、障害者の権利条約では目的規定において、障害

者とは、「長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作

用により、他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することが妨げられることのあるもの」5）とさ

れている。尚、今回の研究では対象を知的障害又は発達障害に限定した。 

 

２．本論 

２．１．問い、仮説 

（1）問い 

「障害のある人に対して健常者はどのような接し方をするのが障害のある人にとって最適な方法で

あるのか。」という問いを立てた。この問いの背景には、政府が共生社会の実現に向けて障害のある人へ

の支援や接し方についての報告書や障害のある人に関する法律や権利条約を制定しているにも関わら

ず、国民の日常生活の中には浸透しておらず、現在も障害のある方々は差別や偏見による問題が原因で

苦しい思いをしている状況が改善されていない現状が存在するからだ。このような現状をどのような方

法を用いて解決に導くのが最適であるか研究する。 

（2）仮説 

「障害の特徴や障害がある人の不得意なことなど障害や障害のある人に関する知識を学んでから接

することで、たくさんある知識を活用し接することが最適な接し方である。」と仮説を立てた。障害や障

害のある人について正しい知識を知ることで、健常者は初めて障害がある人と会っても、知識を組み合

わせて多様な障害に対応できると思ったから。 

２．２．調査研究 

２．２．１．文献調査 結果 



Webサイトやインターネット上の記事 6）7）8）9）を参考に文献調査を行った。 

初めに、発達障害と知的障害の障害の特徴について調査した。次に、それぞれの障害における「特徴」

を踏まえた上で配慮の仕方について調査した。文献調査の結果は以下の表 1 の通りだ。 

 

表 1 発達・知的障害の特徴と配慮する点 

障害の種類 特徴 配慮する点 

① 自閉症 ・対人関係構築（社会性）の障害 

・コミュニケーション（意思伝

達）障害 

・創造力（パターン化した興味や

活動）の障害 

・こだわり強い 

・言葉の遅れあり 

・知的障害を伴う 

・良いところを褒め、自信を与える 

・以前興奮した場面と同じような場面に

なることを避ける 

② 高機能自閉症 ・対人関係構築（社会性）の障害 

・コミュニケーション（意思伝

達）障害 

・創造力（パターン化した興味や

活動）の障害 

・こだわり強い 

・言葉の遅れあり 

・知的障害なし 

 

・良いところを褒め、自信を与える 

・以前興奮した場面と同じような場面に

なることを避ける 

③ アスペルガー

症候群 

・対人関係構築（社会性）の障害 

・コミュニケーション（意思伝

達）障害 

・創造力（パターン化した興味や

活動）の障害 

・場の空気が読めない 

・強いこだわりがある 

・言葉の遅れなし 

・知的障害なし 

・良いところを褒め、自信を与える 

・以前興奮した場面と同じような場面に

なることを避ける 



④ 学習障害（LD） 

 

 

・イメージとして統合する能力

に問題あり 

・特定の能力の分野において理

解、能力取得が難しい 

・無理をさせない 

・本人が理解できるまでフォローする 

・できなくても叱らない 

・徐々に新しいこと取り入れ慣れさせる 

⑤ 注意欠陥・多動

性障害（ADHD） 

・不注意（集中力が続かない、忘

れっぽい） 

・多動性（じっとしていられな

い） 

・衝動性（思ったことをすぐに行

為に移す、順番が待てない） 

・知的障害なし 

 

・失敗しないように声をかける 

・強みに目をむけ、能力を伸ばす 

・動ける時間と静かにする時間のメリハ

リをつける 

・自分の特徴との向き合いかたを示す 

⑥ 知的障害 ・知的機能（記憶、知覚、推理、

判断など）の発達の遅れ 

・社会生活への適応が難しい 

・本人の興味や意思を否定しない 

・具体的な事例をあげて会話する 

・短い言葉で伝える 

・写真でイメージを共有する 

・ルールや対処法を事前に伝え行動を予

防する 

 

このような特徴を踏まえ接する際にはまず話しかける。次に相手の話を聞き、目的に合った方法を教えて

あげる。そのときに障害のある人がパニックを起こしたり、混乱してりしていて当事者の身に危険が及びそ

うな状況だったり、対応出来なかったりする場合には、親や関係機関に連絡し判断を聞くことが良い。 

  

２．２．１．４．文献調査 考察 

 表 1 の配慮する点から 6 個の障害は「決して出来なくても、失敗しても本人を責めない、怒らない」とい

うことが共通していた。できない理由の一因として、障害により能力が十分に無かったために、達成するこ

とが困難であると考えられる。本人の努力不足が原因ではないことを責めたり、叱ったりするのは本人にと

って理解することができないためだと考えられる。一方で障害の種類④、⑤は他の 4 種類とは異なり、社会

に完全に適応できるわけではないが、他者の支えがあれば社会のと適合できるため、配慮する点の中に社会

に徐々になれるような言葉がけをし、行動を促す点で相違している。 

障害理解とは健常者が障害を持っていることを認識し、配慮することだと考えていた。しかし文献調査の

の結果から障害理解とは、障害のある人にも相手には認識しづらい潜在意識が存在するためこだわりが強い

ことがわかった。健常者はそのことについて理解し行動しながら、相手の意思を尊重し見守ることが大切だ

とわかった。そして、物事の出来る、出来ないは当事者が決めることであるから、他人の尺度で決めること



はせずに、当事者に危険が及ぶ前に制御することが健常者が行う必要があるとわかった。 

２．２．実地調査 

２．２．２．１．実地調査 方法 

障害のある人が参加する「アクアリズム多摩川」という団体に、プールの水中内での介助を行うボランテ

ィアとして参加した。そこで、観察を通して、接し方についての調査を行った。場所は、大田区東調布市プ

ール、大田区立谷口区民センター温水プール、港区スポーツセンターの 3 箇所である。対象者は 10 代、20 代

の男女 15 名である。障害の種類は自閉症が 6 人、アスペルガー症候群が 2 人、高機能自閉症が 1 人、知的障

害が 8 人（ただし障害のある人は複数の障害を持っている場合が多いのでそれぞれの障害の種類における人

数は延べ数とした）。実施期間は、2019 年 10 月から 1 年間、週に 1 回の活動に参加して行った。一定期間ご

とに接し方を変え、障害のある人がどのような反応を示したか観察した。 

２．２．２．２．実地調査 内容 

どのような接し方が対象者にとって最適なのかについて調査するために、対象者 15 名の障害の症状や度合

いを考慮し、文献調査の結果を参考に、障害のある人、一人一人に合わせた最適な接し方を自ら考え、4 ヶ月

に 1 度、接し方を変えながら、どのような反応を対象者が示すのか観察した。 

２．２．２．３．実地調査 結果 

実地調査の結果、表 1の結果を得ることができた。 

 

表 1  障害の種類別の観察結果 

障害の種類 方法 反応 

① 自閉症 1. 最低限の会話 

 

 

2. 積極的に質問する 

 

3.一言ずつ簡単な言葉で運動に

誘う 

1.本人の世界に入り込んでいる

ため、やりたいことへの執着心

が強く指示を聞かない 

2.返答もなく反応もない、質問

は聞き流している 

3.興味を示し、自ら活動をした 

② アスペルガー症候群 1.視覚的な指示を用いる 

2.運動時の動きをサポートする 

 

3.正面から積極的に話しかける 

1.理解したときの反応が良い 

2.されるがままに体を動かされ

ていた 

3.応答はないが反応して、自ら

行動に移していた 

③ 高機能自閉症 1.無理をさせない 

2.具体的な指示を用いる 

 

1.活動に熱心に取り組んでいた 

2.返答はないが、指示に対して

積極的に動いていた 



3.典型的な会話パターンを用い

た 

 

3.対人関係に興味を示し、色々

な質問を投げかけてきた 

④ 知的障害 1.視覚的な指示を用いる 

2.こだわりを見つける 

3.聴覚的な指示を用いる 

1.応答無いが、反応が良い 

2.こだわりへの集中力が高い 

3.指示は全く聞かない 

 

話しかける際には次のようなことを意識するとよいとわかった。①短い言葉でやさしくゆっくりと声をか

ける。②横や後ろからではなく正面から話しかける。③何をしたいのか確認する。④確認するときには、状

況を推測して具体的(「遊びたいですか？」「5 分間休憩をとりますか？」等)に問いかける。⑤年齢に応じ

た言葉遣いで話す。 

相手の話を聞く際には次のことを意識するとよいとわかった。①人に尋ねたり、自分の意思を言うのが苦

手だったり、言葉をうまく出せず、話すのに時間がかかる場合がある。②質問の内容にかかわらず、全ての

質問に対して同意してしまったり、なんとなく返事をしてしまう場合がある。③指で指し示したり、身振

り、手振りなどの視覚的な表現を使うと正しく理解できる。 

 

２．２．２．４．実地調査 考察 

実地調査の結果から、障害の種類や重さによってそれぞれの人の特徴は異なるが、今回観察を行なった 15

名の方には「相手を観察する能力が高い」という共通点を発見した。対象者が自分の意見や意思を相手に伝

えることが困難だとしても、少しでも自分の意思を尊重してくれそうな人を探し、自分が安心していられる

安全基地を探すために、この能力が障害のある人に共通しているのだと考える。幼い頃から小学校とは別々

に特別支援学校があるため、日常生活において多くの人が日頃から障害のある人と関わる機会が少ないため、

理解するのが難しいのではないかと考えられる。内部障害は身体的障害とは異なり脳や心、神経の問題と体

の内部での異常が原因であるため、一見相手からは障害があるとは判断されにくいのも理解が促されない要

因の一つだと考える。そして意思疎通が健常者に比べ困難な場合が多いことも理解が促される一因だと考

えた。 

２．２．３．調査研究全体 考察 

文献調査、実地調査をふまえ、障害の種類や持っている障害の組み合わせは人それぞれ異なることから関

係機関の文章で推奨されている方法や、接し方に関する知識だけでは、実際に障害のある人と上手に関わる

ことは難しいため、健常者の障害に対する意識を変えることが大切だと考える。日常生活において幼い頃か

ら小学校とは別々に特別支援学校があるため多くの人が日頃から障害のある人と関わる機会が少ない。その

ため健常者が障害のある人のことを理解するのが難しいのではないかと考える。また身体的障害とは異なり

発達障害、知的障害などの内部障害は脳や心、神経の問題と体の内部での異常が原因であるため一見相手か

らは障害があるとは判断されにくいことが障害への理解が促されない要因の一つだと考える。そして障害の



ある人は意思疎通が健常者に比べ困難な場合が多いためだと考えた。 

２．３．ソーシャルアクション 

２．３．１．ソーシャルアクション 事前調査 

健常者と障害がある人との交流がなかなか進まない理由を障害のある人からの視点で調査した。障

害のある人はひとつの行動に執着したり、欲求をコントロールすることが難しい人が多い。そして物

事に対して、継続して取り組めないなど、集中力が続かない人や環境の変化に対応できず、パニック

になりやすい人もいる。NHK ハートネットの障害者は不幸？差別や偏見に同向き合う 11）の放送では、

このような特徴がある事を健常者に受け入れられにくいため、健常者との交流会に参加することを躊

躇する人が多いという報道があった。共生社会を目指すためには健常者から障害のある方への意識の

改善はもちろんのこと障害のある人が健常者と交流を持ちやすい環境を作るが必要である。そのた

め、私が主催者となり、健常者と障害のある人が直接交流できる環境を用意した。 

２．３．２．ソーシャルアクション 実施方法 

2020 年 7 月 20 日に Instagram と Twitter の SNS に「障害のある人と健常者の交流会を開催したいと

思うので参加希望の方は DM をお願いします。」という投稿をした。そこで、参加希望をし、集まった 10

代から 60 代までの男女 13 名の方と ZOOM の会議機能を使用し、ボランティア活動の際に親交のあった

軽度の自閉症がある障害者の方とその保護者の方を招いて 2020年 8月 19日 13 時 30分から 14時 15分

までの 45 分間で交流会を行った。 

２．３．３．ソーシャルアクション 実施内容 

障害への向き合い方というテーマ設定を行い、参加者全員での話し合いを 20 分間行った。また障害

がある方や保護者の方への質疑応答を 20 分間行い、会話を通して交流を深めた。健常者側からは、「も

し街中で困っていそうな障害のある人を見かけたら健常者になんと声をかけてもらえると嬉しいです

か？」や「まだまだ障害のある方と交流する経験が浅いのですが、健常者と関わる中で 1 番されると嫌

なことはなんですか？」などの質問が出た。障害のある方やその保護者の方は、「知らない人が声をかけ

て助けてくれることはすごく助かる。話しかける際にはなるべく対象者の『大丈夫ですか？』や『迷子

になりましたか？』など、はい/いいえの二択の選択肢で答えられる質問してほしい。」や「後ろからい

きなり話しかけたり、案内をしてもらうときなどに手を引っ張ったりされるとパニックになってしまい、

行動が抑えられずに大きな声をあげたり、暴れてしまったりしてしまうのでやめて欲しい」などと回答

していた。 

２．３．４．ソーシャルアクション 実施結果 

障害のある人や支える家族から実体験を交えた話を聞いたり、シチュエーションに合わせた対処の仕

方などを教えてもらうことで健常者の人は今までの先入観から抱いていた差別や偏見の意識が変わっ

たと感じていた。 



個人のお顔が映っているた
めマスキングしています。



質問②から図 1 の結果が得られた。 

図 1 質問②の回答 

 

質問①、③の記述式回答から次のような結果が得られた。 

 

表 4 質問①、③の回答結果 

交流会前の障害・障害のある人へのイメージ 交流会後の障害・障害のある人へイメージ 

・身体が不自由で、何も一人でできない人 

・自分たちとは違い普通の人じゃない 

・自分の言動を抑えられない 

・あまり関わりたくない 

・怖い 

というイメージを持っていた 

画面越しに実際に話してみたり、話を聞いたりす

る活動を通して 

・自分たちとは変わらない 

・自分のできることを一生懸命やっている人 

という見方に変わり、それを踏まえて 

・適切な配慮を考えていくべきだ 

一方で 

・以前障害者に突然叩かれたという経験からイメ

ージの変化はなく理解は促されたものの差別の

意識がなくなったわけではない 

 

２．３．６．ソーシャルアクション 考察 

ソーシャルアクションの質問②の結果、健常者の 75％の人が障害に対してのイメージが改善されたこ

とから、健常者は障害のある人やその保護者の人と実際に会い、交流をすることで健常者が障害のある

人にいだく差別や偏見の意識は低くなると考えた。 

ソーシャルアクションの質問①、③の結果から、健常者は、具体的な体験談を踏まえた障害のある本

人や支える家族の方からの話を聞いたことでインターネット上でも障害への理解が促されたと考えら

れる。また、ディスカッションの際には色々な立場の健常者方と障害のある人が交流したことで今まで

になかった障害のある人の視点や考え方、価値観を得たことで健常者は障害に対する見方や考え方に変



化があったと考えられる。また、イメージの変化は無かったという結果から、一度だけの交流では健常

者は障害のある人について深く知り、相手の人間性や特徴などを理解するまでの時間を十分に確保でき

なかったため、障害のある人に対する健常者がいだくイメージに変化が無かったと考えた。 

このようなことから、障害・障害のある人への健常者の差別や偏見の意識を低くするためには、実際

に会話をしたり、活動を一緒に行ったり、交流を何度も繰り返し行うことが効果的であると考えられる。

なぜなら、健常者と障害のある人が交流できる環境を作り、提供したことによって、健常者の意識に交

流会の前後で変化があったのは、交流会で接することを通して健常者の障害のある人に対する意識が変

化したと考えられるからだ。 

 

３．結論 

３．１．考察 

 2.1 の問い、仮説の（2）仮説より、「障害の特徴や障害がある人の不得意なことなど障害や障害のあ

る人に関する知識を学んでから接することで、たくさんある知識を活用し接することが最適な接し方で

ある。」と考えていた。しかし研究を通して、障害や障害のある人への知識を知っているだけでは実際に

障害のある人と交流するときに上手くいかない。なぜなら障害のある人、一人一人持っている障害の組

み合わせや、種類が違い、個性も異なるため、文献調査で得られた情報を全て適用し、実行することが

出来ないからだと考えられる。だからこそ健常者は、逆に「障害がある人」を理解しようという意識の

もとで会ってみると、会話を通して自然と相手のことについて知りたいと思うようになったから理解が

深まったのだと考える。このことから障害への理解については、机上で障害に関する特徴や配慮する点

などの知識を覚えるだけでなく、実際に会って時間を共有する中で「その人」と関わり、相手を知るこ

とが必要だと考えた。今後、共生社会を目指すためにも、健常者と障害のある人と区別するのではなく、

同じ環境で生活する中で正しい知識と経験をもとに配慮、支援することも大切だと考える。 

３．２．結論 

障害によって特徴や個性は異なるため、障害のある人全員に適応可能な最適な「接し方」を定義する

ことは出来ない。また社会的にマイノリティーな立場にある障害のある人には、健常者からの差別や偏

見が解消されていない事が原因となり、両者の間に壁ができることで共生する事が難しい。しかし、実

際に会ったり会話したり、行動を共にしたり、本人やその家族から体験談を聞いたりする直接的な体験

を経験することで、障害への理解が促され、先入観が改善されたり、抵抗感が軽減される。つまり、障

害のある人が自分の周りにいる「環境」を作ることで、障害に対する理解が進み、対等な関係を築く事

が可能である。 

３．３．今後の課題 

（1）今後の課題 

差別や偏見の意識を低減させる方法についてはあまり研究されていない。だからこそ、障害者に対

する偏見や差別の形態を捉え、「障害者」というカテゴリにのみ基づく差別や偏見の意識を改善する

研究を進めることによって、障害者と健常者が真に共生する社会の実現に貢献することができるだろ



う。障害に関する権利条約や法律の体制が整ったからといって人間の潜在意識の中にある差別や偏見

の意識がすぐに消えるとは限らない。障害をきっかけに起こる差別や偏見の本質を踏まえ、何故その

意識が生まれてくるのかの原因を明らかにしていく研究を今後行いたい。そして自ら正確な知識を得

ると共に、継続してボランティア活動を行うことを通して障害のある方と直接触れ合い、同じ動作を

することで障害への理解を深めたい。また、より多くの方に障害理解の活動を SNS を通して発信を行

う。そして、障害のある人に対する偏見や差別の起源と変化について調査することも今後の重要な課

題と言える。 

（2）今後の展望 

障害のある人だけでなく、女性や高齢者など社会的に少数派の立場と多数派である立場の人が互い

に理解し合える多様性のある社会を実現するために、今後は一般企業などの取り組みを参考にさらに

研究を行いたい。また、今後は他の運動を行うボランティア団体と「アクアリズム多摩川」がコラボ

し、健常者がより多くの障害がある人との関わりを広げるとともに、障害がある人同士の交流を広げ

られる「環境」を新たに作り活動していきたい。その際私は両団体が連携する体制を作り、コラボで

きた際には大勢の健常者が障害のある人と楽しく交流できる場を提供したい。そして、将来私は小・

中学校の養護教諭として、今回の障害に関する研究で得た学びや経験と大学では看護学を通して学校

保健についての学びを関連させ、障害がある子供の支援を行うと同時に保健活動の一環として、児童

に対して障害への理解を促し日本の未来を担う若年層の子供たちの意識から変え、最終的には日本社

会の差別や偏見の意識を改善し、共生社会の真の実現を目指したい。 
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