支援を必要とする学生に関わる
サポーターのためのガイドブック

平成28年4月1日より
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

「障害者差別解消法」が
施行されました！

通称「障害者差別解消法」が施行されました。

〜 障害を理由とする差別の解消・ 合理的配慮の提供に向けて 〜
岐阜大学でも…

〔 基本事項と手続き編 〕

障害を理由に「不当な取り扱いをしないこと」と
個別のニーズに応じた「合理的配慮を提供すること」が
法的義務になっています。

１. 社会的障壁（バリア）とは？／「障害を理由とする差別」とは？
不当な差別的扱いとは？／合理的配慮とは？

３
４

２. 岐阜大学の「職員対応要領」ポイント

Ｑ .「障害者差別解消法」とは？

障害を理由とする差別の解消の推進に関する
基本的な事項を規定

国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における
障害を理由とする差別を解消するための措置を規定

①基本的な考え方

５

②推進・相談体制

６

学生の相談内容に応じた連携

７

サポートルーム（障害学生支援室）について

８

３. 留意事項
①どんなことが「差別」になるの？

９

②合理的配慮の具体例：物理的環境への配慮

10

③合理的配慮の具体例：意思疎通の配慮

11

④合理的配慮の具体例：ルール・慣行の柔軟な変更

12

４. 修学支援の流れと手続き・支援連携

「障害者差別解消法」は、すべての国民が障害の有無によって分け
隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生
する社会の実現につなげることを目的として制定されました。
このガイドブックでは岐阜大学教職員が「合理的配慮」を提供する
ために、どのように取り組めば良いのかを解説します。

①入学前～受験時

13

②-1 合格判定後～修学支援の実施

15

②-2 修学支援の実施・見直し

17

③修学～卒業・就職支援

19

５. 国立大学法人岐阜大学における障害を理由とする差別の解消の推進に
関する職員対応要領（全文）

21

国立大学法人岐阜大学における障害を理由とする差別の解消の推進に
関する職員対応要領における留意事項（全文）
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６. 岐阜大学 バリアフリーマップ
障害学生支援に関する参考サイト

1

25
26

2

不当な差別的扱いとは？

社会的障壁（バリア）とは？

１

障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します

社会における事物
利用しにくい施設・設備など

障害のある人に対して、正当な理由が無いのに、障害を理由として機会の提供を拒否したり、
提供に当たって場所・時間帯などを制限したりすること。また、障害のない者に対しては付け
ない条件を付けることなどして、障害のある人の権利や利益を侵害することをいいます。

慣行

〔 機会の提供の拒否 〕

障害のある人の存在を意識
していない慣習・文化など

観念

制度

障害がある人への偏見など

利用しにくい制度など

〔 条件を付ける 〕

障害があることを理由に…

障害があることを理由に…

障害があることを理由に…

●受験・入学の拒否
●授業受講や研究指導の拒否
●施設等の利用やサービスの
提供拒否 など

情報保障手段（手話通訳/ノートテイ

オフィスアワーに、障害のある

ク/パソコンノートテイクなど）を用

学生に対してのみ制限を設ける

意できないという理由で、授業や行事

こと

障害者差別解消法の下、私たちは、この社会的障壁（バリア）を除去したり、代替
手段を提供することなどで回避できるように支援することで「障害による差別」
が生じないようにしなければなりません。

等への参加を拒否すること

家族

医療機関

地域
支援機関

職員

教員

差別の４類型（内閣府障害者政策委員会差別禁止部会より）

直接差別

間接差別

障害があることを理由に
排除（または制限／不利益
取扱）すること

一見中立的でも、障害
によって参加が難しい
慣例などをそのままに
すること

たとえば、障害がある
ことを理由として入学
を拒否すること

たとえば、紙と鉛筆を使
用する筆記試験だけしか
認めない

関連差別

合理的配慮の不提供

障害に関連することを
理由として排除すること

合理的配慮（障害のある
人の求めによる、社会参
加を妨げる障壁をなく
す変更・調整）を提供し
ないこと

たとえば、ハンセン病の
親族がいることにより、
入学やセミナーへの参加
を制限する

たとえば、印刷された
文字を読むことが難し
い視覚障害のある受験
生に求められた、問題
用紙の拡大印刷や点字
の試験問題の提供等を
しないこと

など

など

合理的配慮とは？

「障害を理由とする差別」とは？
障害により平等な機会 (equal access,equal opportunity) を得られないこと

〔 場所・時間などの制限 〕

学内
支援機関

障害により、様々な活動への参画が困難に
なっている人に対し、その障壁となっている
部分を除去したり代替手段を提供したりする
ことによって、障害の無い人と同等の機会を
得られるようにすることを「合理的配慮の提
供」といいます。
何が「障害」となっているのかはそれぞれ
個人によって異なります。しかし、その合理
的配慮の提供が均衡を失したものであったり、
※
支援を提供する側にとって 過剰な負担や過剰
なサービスの提供につながったりしないよう、
個別に総合的・客観的に判断し、工夫する必要
があります。

※【大学において過剰な負担であると判断する要素】
一 教育及び研究，その他本学が行う活動への影響の程度（その目的・内容・機能を損なうか否か）
二 実現可能性の程度（物理的・技術的制約，人的・体制上の制約）
三 費用・負担の程度
四 本学の規模，財政・財務状況
国立大学法人岐阜大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領（第３条 第４項）

※障害者差別解消法により、（直接差別を含む）不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供が禁止されます。
間接的差別と関連差別についても同様に考えられます。
→内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律Ｑ＆Ａ集〈地方公共団体向け〉問 10-4 より抜粋」
3

合理的配慮の提供に際し、当事者からの求めが過剰な負担につながると判断される場合には、
当事者を含めた丁寧な話し合いで、現実的な合理的配慮の方法を工夫していく必要があります。

4

岐阜大学の「職員対応要領」 ポイント

２

①基本的な考え方

岐阜大学の「職員対応要領」 ポイント

岐阜大学では、障害者差別解消法に則し、全職員（契約職員及びパート職員を含む）が
適切に対応するため「職員対応要領」を策定しました。これは、すべての教職員に対応
が求められる服務規定に位置付けられます。

②推進・相談体制

障害者差別解消の推進のため、本学では下図の体制をとっています。

最高管理責任者
（学長）

部局長・部長会

【 国立大学法人岐阜大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領 】

（紛争の防止または解決のための委員会）

第１条（目的）

総括監督責任者

（理事/総務・財務担当）

第２条（定義）
第３条（障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方）
第４条（障害を理由とする差別の解消に関する推進体制）

監督責任者

第５条（監督者の責務）

（部局長等）

第６条（不当な差別的取扱いの禁止）
第７条（合理的配慮の提供）
第８条（相談体制の整備）
第９条（紛争の防止等のための体制の整備）
第 10 条（職員への研修・啓発）
第 11 条（懲戒処分等）

※巻末に全文掲載

障害のある人に対して
不当な差別的取り扱いをしたり、
合理的配慮を提供しなかった場合
▼
岐阜大学職員就業規則第36条第2号に
規定する職務上の義務に反し、又は職
務を怠った場合等に該当し懲戒処分等
に付されることがあります。

※障害を理由とする差別（正当な理由のない不当な差別的
取扱い，合理的配慮の不提供等）に関する紛争の防止又は
解決策を協議するための委員会を置く。
委員会は，部局長・部長会とする。【職員対応要領 第９条】

全部局

学生

部局監督者

保健管理センター

サポートルーム
（障害学生支援室）

附属学校

特別支援教育
コーディネーター

主な相談担当部署

学生・職員・学内施設
サービス利用者

Ｑ . 対象となる人はどんな人々ですか？
A. 岐阜大学に関係するすべての人です

国立大学法人岐阜大学を
利用する学生を中心とした
全ての障害のある人々

附属学校の児童・生徒
附属病院・附属動物病院など
各施設の利用者

シンポジウムやイベント等
大学が提供するプログラム
への参加者など

〔主な役割〕
学長をもって充て , 障害者差別解消の推進及びそのための環境整備等（施設等のバリアフリー化の

最高管理責任者

促進 , 必要な人材の配置 , 障害のある入学希望者や学内の障害のある学生 , 児童 , 生徒等に対する受
入れ姿勢・方針の明示 , 情報アクセシビリティの向上等）に関し , 本学全体を統括し , 総括監督責任
者及び監督責任者が適切に障害者差別解消の推進を行うようリーダーシップを発揮するとともに ,
最終責任を負うものとする

総括監督責任者
聴覚障害のある参加者へのノートテイクサービス提供者の調整・手話通訳者の要請・動画への
字幕付加などは対応に1ヶ月間かかります。各種講演会やセミナーでは早めの対応を！

Ｑ . 対象が学生である場合、合理的配慮の
対象範囲はどこまでですか？

〔 障害のある学生の範囲 〕
障害および社会的障壁により
合理的配慮を必要としている
すべての学生
5

〜チラシに掲載する文言例〜
「障害等を理由とした情報保障
（ノートテイクなど）が必要な
場合には、早めにお問い合わせ
ください。」

実施等 , 本学全体における障害者差別解消の推進に関し必要な措置を講ずるものとする

部局長 , 教育推進・学生支援機構長，研究推進・社会連携機構長 , 教育学部附属小学校長 , 教育学部

監督責任者

附属中学校長 , 大学本部の各部長及び監査室長をもって充て , 当該部局等における障害者差別解消の
推進に関し責任を有するとともに , 当該部局等における監督者を指定し , 当該部局等における障害者
差別解消の推進に必要な措置を講ずるものとする

〔 学生の活動の範囲 〕

監督者

授業・課外活動・学校行事への参加や
キャンパス内の寮生活など、教育に
関するすべての事項

職員

（教育とは直接関与しない活動や、生活面の
配慮は対象外）

総務を担当する理事をもって充て , 最高管理責任者を補佐するとともに , 職員に対する研修・啓発の

当該部局等において , 管理又は監督の地位にある職員のうちから監督責任者の指定する者をもって
充て , 監督責任者を補佐するとともに , 障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう監督し ,
また障害者に対して合理的配慮の提供がなされるよう努めなければならない

障害者に対して , 正当な理由無く障害を理由として , 教育研究 , その他本学が行う活動全般について
機会の提供を拒否し , または提供に当たって場所・時間を制限してはならない
（※職員対応要領より抜粋）
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サポートルーム（障害学生支援室）について

学生の相談内容に応じた連携

２

障害のある本学利用者からの相談に対し、専門的な助言が必要な場合や、部局・部署間の
調整が必要なケースに対しては、以下の担当部署が対応します。相談先を迷った場合でも、
いずれかの窓口にアクセスすればケースに対応した部署を紹介し、相互連携します。

岐阜大学では平成26年8月、教育推進・学生支援機構内に「サポートルーム」（正式名称：障
害学生支援室）を設置し、障害・慢性疾患・授業等で配慮が必要なケガなどの様々な支援ニー
ズのある学生への支援を実施しています。
◀サポートルーム（障害学生支援室）

所属学部・研究科
《支援責任主体》

入試課

058-293-2174

教職員

ピア・サポーター

学生支援課

058-293-2148

・健康診断
・健康管理指導
・健康相談
・メンタルヘルス
・学生相談

学生（支援対象者）

学生生活全体の相談
・奨学金申し込み
・サークル活動
・生活全般

教育推進・学生支援機構
サポートルーム
（障害学生支援室）

就職支援室

058-293-3363

058-293-2147

＊受付：室員

支援対応全般に関する相談
・修学支援の提案
・ピア・サポーターの育成 / 派遣
・支援者の派遣
・支援機器の貸し出し
・学内外支援のコーディネート
・シンポジウム等での対応相談

就職活動全般についての
アドバイス
・エントリーシート/履歴書の添削
・面接指導など

グループワークなどで
学生サポーターが集います

サポートルームの主な役割

入学希望者からの相談

＊受付：保健師

医療面・メンタル面に
関する相談

サポーターズルーム▶

058-293-2156

保健管理センター

■学生からの支援に関する相談（どんな支援を受けられるか、どのような手続きをすればよいか）
■専門家チームの招集および支援計画の立案（定期的に支援状況の確認と支援計画の修正を実施）
■授業担当者への配慮願い作成のサポート
■職員からの修学支援（支援中の学生や気になる学生）に関する質問や相談に対する助言
■授業時およびシンポジウム等で情報伝達の補助が必要な参加者がいる場合の支援
（PC ノートテイク、動画へのテロップ付加、拡大資料や点字資料の作成）
■障害学生支援に対する情報提供および FD・SD の企画・実施
■ピア・サポーターの養成と派遣

当該学生の障害の有無、手帳、診断書の有無ではなく、
困難な状況にある学生に気づいた場合には、サポートルー
ムまでお気軽にお問合せください。サポートルーム以外の
支援が必要なケースについても、他の部署や外部機関へ
の引き継ぎ・連携支援を実施することで対応します。

■ TEL：058-293-3363 / FAX：058-293-3036
■メールアドレス shien@gifu-u.ac.jp

サポートルーム

サポーターズ
ルーム

▶大学会館２階
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皆さんのちょっとした
気づきが、困難さのある
学生を救います！

■就労を目指す障害のある学生への支援

紛争の防止・対応について
障害のある方への支援・相談に関し、万が一問題が生じ紛争が発生した場合は、学内の
部局長・部長会が障害を理由とする差別（正当な理由のない不当な差別的取扱い・合理
的配慮の不提供等）に関する紛争の防止又は解決策を協議することになっています。
《 担当：人材開発部職員育成課職員育成係 》

支援に関する総合窓口です
お気軽にお越しください

支援ニーズのある学生を支えるのは、
学生の毎日の生活を支える
学部・研究科の教職員の方々です。
サポートルームは、支援ニーズのある
学生を支えるみなさんを支えます。

■サポートルーム
学生や職員との面談を実施します。
場所：大学会館２階（旧第５集会室）
■サポーターズルーム
ピア・サポート活動に従事する学生の拠点です。
障害学生支援に関する小規模なミーティング、
ケース会議等もこちらで実施します。
場所：大学会館２階 大学生協本店向かい
■担当職員
室長…１名（兼任）
担当教員…１名（専任）
事務補佐員…２名

8

留意事項

３

①どんなことが「差別」になるの？

「障害があることを理由とした不当な差別的扱い」となる事例として、正当な理由が存在
しないことを前提とした上で、以下のものを「職員対応要領における留意事項」の中で例
示しています。この具体例以外にも、不当な差別的取扱いに該当する場合があります。

留意事項

②合理的配慮の具体例：物理的環境への配慮

留意事項では合理的配慮の具体例を挙げています。しかし、これらの具体例は想定される
ものの一部であり、これ以外にも合理的配慮の方法は多数存在します。

物理的環境への配慮の例
〔 機会の提供の拒否 〕

〔 条件を付ける 〕

〔 場所・時間などの制限 〕

障害特性上、移動に
制限があります

複雑な情報の
読み取りが困難です

他の学生と同じように
教室を活用したいです

■ 施設・設備などの改善

たとえば…

■ 使用教室をアクセス
しやすい場所に変更

障害特性上、疲れやすく
別室での休憩が必要です

文字や配色の読み取
りに配慮が必要です

■ 図書やパンフレットなどの
位置や案内をわかりやすく
■ フォントや配色などの工夫

■ 休憩室の確保に努める
■ 教室内に長いすを置くなど
臨時の休憩スペースを設ける

●障害があることを理由に受験を拒否すること
●障害があることを理由に入学を拒否すること
●障害があることを理由に授業受講を拒否すること
●障害があることを理由に研究指導を拒否すること
●障害があることを理由に実習，研修，フィールドワーク等への参加を拒否すること
●障害があることを理由に事務窓口等での対応順序を劣後させること
●障害があることを理由に式典，行事，説明会，シンポジウムへの出席を拒否すること
●障害があることを理由に学生寮への入居を拒否すること
●障害があることを理由に施設等の利用やサービスの提供を拒否すること
●手話通訳，ノートテイク，パソコンノートテイクなどの
情報保障手段を用意できないからという理由で，
障害のある学生等の授業受講や研修，講習，実習，行事等への参加を拒否すること
●試験等において，合理的配慮を受けたことを理由に評価に差をつけること

これ以外にも、たくさんの方法があります！
●車椅子利用者のためにキャスター上げ等の補助をし，又は段差に携帯スロープを渡すこと
●図書館やコンピュータ室，実験・実習室等の施設・設備を、
他の学生等と同様に利用できるように改善すること
●移動に困難のある学生等のために，普段よく利用する教室に近い位置に駐車場を確保すること
●配架棚の高い所に置かれた図書やパンフレット等を取って渡したり，図書やパンフレット等の
位置を分かりやすく伝えたりすること
●障害特性により，授業中，頻回に離席の必要がある学生等について，
座席位置を出入口の付近に確保すること
●移動に困難のある学生等が参加している授業で，
使用する教室をアクセスしやすい場所に変更すること
●易疲労状態の障害者からの別室での休憩の申し出に対し，休憩室の確保に努めるとともに，
休憩室の確保が困難な場合，教室内に長いすを置いて臨時の休憩スペースを設けること

対応に困ったときは、こんなことでも？と迷わずに
サポートルーム（障害学生支援室）まで相談を！
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物理的環境への配慮には、時間をかければできるものがたくさんあります。
障害のある学生への対応だけでなく、誰もが使いやすい環境整備とは？という
「ユニバーサルデザイン」の視点で長期的な取り組みを進めていきましょう。
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留意事項

３

③合理的配慮の具体例：意思疎通の配慮

意思疎通の配慮の例
動画像資料は字幕が
あれば理解できます

（PC）ノートテイク/手話通訳
補聴システム/点字/字幕など

筆談でのやり取りを
希望します

口頭のみではなく書面が
あれば理解しやすいです

少し時間をいただけ
れば発言できます

■ 学生の意思表示への配慮

■ 教職員の伝達方法の工夫

・手段やツールの使用
・発言しやすい場の提供

・書面や図、補足資料の提供
・必要書類の代筆
・曖昧な伝え方を控える

●授業や実習，研修，行事等のさまざまな機会において，
手話通訳，ノートテイク，パソコンノートテイク，補聴システムなどの情報保障を行うこと
●ことばの聞き取りや理解・発声・発語等に困難を示す学生等のために，
必要なコミュニケーション上の配慮を行うこと
●シラバスや教科書・教材等の印刷物にアクセスできるよう，
学生等の要望に応じて電子ファイルや点字・拡大資料等を提供すること
●聞き取りに困難のある学生等が受講している授業で，ビデオ等の視聴覚教材に字幕を付与して用いること
●授業中教員が使用する資料を事前に提供し，事前に一読したり，
読みやすい形式に変換したりする時間を与えること
●事務手続きの際に，職員や支援学生が必要書類の代筆を行うこと
●障害のある学生等で，視覚情報が優位な者に対し，手続きや申請の手順を
矢印やイラスト等でわかりやすく伝えること

提出期限を延長する
と課題提出できます

イヤーマフがあれば
授業に集中できます

休憩時間を取ることで
集中が持続します

■ 時間や期限に関する配慮
・試験時間やレポート提出
期限の延長
・履修補助、実習補助 など

場面や状況に応じた
サポーターが必要です

板書を写真に撮って
授業の復習をします

■ 補助ツール使用への配慮
・サングラス/イヤーマフ等
・ICレコーダーや写真撮影
・教室や着席場所の配慮など

■ 支援者 / 介助者への対応
・施設内の立ち入り許可
・職員、TA・SAの配置

●入学試験や定期試験において，個々の学生等の障害特性に応じて，試験時間を延長したり，
別室受験や支援機器の利用，点字や拡大文字の使用を認めたりすること
●成績評価において，本来の教育目標と照らし合わせ，公平性を損なわない範囲で柔軟な評価方法を検討すること
●外部の人々の立ち入りを禁止している施設等において，介助者等の立ち入りを認めること
●行事や講演，講習，研修等において，適宜休憩を取ることを認めたり，休憩時間を延長したりすること
●移動に困難のある学生等に配慮し，車両乗降場所を教室の出入り口に近い場所へ変更すること
●教育実習等の学外実習において，合理的配慮の提供が可能な機関での実習を認めること
●教育実習，病棟実習等の実習授業において，事前に実習施設の見学を行うことや，
通常よりも詳しいマニュアルを提供すること
●外国語のリスニングが難しい学生等について，リスニングが必須となる授業を他の形態の授業に代替すること
●障害のある学生等が参加している実験・実習等において，特別にティーチングアシスタント等を配置すること
●ICレコーダー等を用いた授業の録音を認めること
●授業中，ノートを取ることが難しい学生等に，板書を写真撮影することを認めること
●不随意運動等により特定の作業が難しい障害者に対し，職員や支援学生を配置して作業の補助を行うこと

●間接的な表現が伝わりにくい場合に，より直接的な表現を使って説明すること
●口頭の指示だけでは伝わりにくい場合に，指示を書面で伝えること
●授業でのディスカッションに参加しにくい場合に，発言しやすいような配慮をしたり，
テキストベースでの意見表明を認めたりすること
●入学試験や定期試験または授業関係の注意事項や指示を，
口頭で伝えるだけでなく紙に書いて伝達すること
●災害時における情報伝達及び避難のサポートについて十分配慮すること

講義・セミナー・講演会等のノートテイカーの依頼はサポートルームへ！
誰もが見やすいユニバーサルデザインのスライドの作り方などの情報も、
サポートルームの web サイトに載せています。

→ http://www1.gifu-u.ac.jp/~shien/
11

④合理的配慮の具体例：ルール・慣行の柔軟な変更

ルール・慣行の柔軟な変更の例

パソコンを使って授業
を受講したいです

■ 情報保障手段の提供

留意事項

●感覚過敏等がある学生等に，サングラス，イヤーマフ，ノイズキャンセリングヘッドフォンの着用を認めること
●体調が悪くなるなどして，レポート等の提出期限に間に合わない可能性が高いときに，期限の延長を認めること
●教室内で，講師や板書・スクリーン等に近い席を確保すること
●履修登録の際，履修制限のかかる可能性のある選択科目において，
機能障害による制約を受けにくい授業を確実に履修できるようにすること
●入学時のガイダンス等が集中する時期に，必要書類やスケジュールの確認などを個別に行うこと
●治療等で学習空白が生じる学生等に対して，補講を行う等，学習機会を確保できる方法を工夫すること
●授業出席に介助者が必要な場合には，介助者が授業の受講生でなくとも入室を認めること
●視覚障害や肢体不自由のある学生等の求めに応じて，事務窓口での同行の介助者の代筆による手続きを認めること

保健管理センター、学生支援課、教務課、そして学内外有識者等と連携を取りながら
相談にのります。サポート学生やノートテイカーの育成や派遣、SA・TA の学生への
研修の実施、さらに外部実習の際の実習先との連絡・調整の仕方についてもアドバイ
スしますので、サポートルームにご相談ください。
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修学支援の流れと手続き・支援連携

４

①入学前〜受験時

障害による修学支援に関連し、必要な手続き、作成を必要とする書類及び担当者は以下の通りです。
書式データは、教育推進・学生支援機構サポートルーム web サイトにて公開しています。
岐阜大学 教育推進・学生支援機構サポートルーム｜ http://www1.gifu-u.ac.jp/~shien/

１. 入学希望者等からの相談に対して

出願未定者

本学の受験を検討している段階の受験希望者に対して個別面談を随
時実施しています。
各学部で相談を受けた場合には、相談内容により保健管理センター
またはサポートルームをご紹介ください。
８月のオープンキャンパス時にもサポートルームにて「相談ブース」
を設けます。

２. 受験時の配慮について
◆大学入試センター試験の試験時における配慮
・出願前に配慮審査決定通知を受ける：例年8月〜9月中に申請
・出願時に合わせて申請する：例年9月最終週〜10月第１週のセンター試験出願時に申請
センター試験において提供される配慮事項は、障害ニーズに応じて全国的なコンセンサスを
得たものです。岐阜大学における入試（二次試験）で提供する配慮事項も、
「大学入試センター
試験受験上の配慮決定事項通知書」に基づいて決定しています。
詳しくは、「独立行政法人大学入試センター試験webサイト（http://www.dnc.ac.jp/）」を
ご覧ください。

■ 本学受験時に合理的配慮を提供するための必要書類
① 本学所定の用紙 「障害者等受験上の配慮申請書」

保健管理センター
相談を希望する
入学希望者

各学部・研究科学務係
および入試課

◆ニーズが不明確でどちらにつないでいいか分からない
場合、どちらにご連絡いただいても、両者が連携して
対応できるようにしています。

連携

医師の診断書や臨床心理士の意見書に基づ
いた内容に関する、医学的・心理学的専門
性を要する相談内容について主に担当。

本人および各学部・研究科、入試課へ連絡

サポートルーム

受験上の合理的配慮および、入学後に提供
できる可能性のある合理的配慮に関する情

② 大学入試センター試験受験上の配慮事項決定通知書（写）
（該当者のみ）
③ 医師の診断書または身体障害者手帳（写）

■ 書類受理後から合理的配慮実施までの流れ

報など、支援に関する全般的で一般的な相
談内容について担当。

① 出願予定者より必要書類の提出
② 志望する学部・研究科の担当係が書類受理

出願予定者
（確定している方）

受験上の合理的配慮の提供を希望する障害等のある受験者で、なお
かつ受験上の配慮に関する相談を希望する志願者に対しては、
「障害等
のある者等の出願にあたっての事前相談」を受け付けています。

保健管理センター

③ 情報共有

学務部入試課

■「障害等のある者等の出願にあたっての事前相談」受付期間
一般入試志願者

特別入試志願者

特別入試志願者
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（前期日程・後期日程）試験

1月中旬まで
（年度ごとに期日を指定）

・推薦入学 Ⅰ 特別入試
・社会人特別入試
・帰国生特別入試

10月初旬まで
（年度ごとに期日を指定）

・私費外国人留学生特別入試

12月初旬まで
（年度ごとに期日を指定）

・推薦入学 Ⅱ 特別入試

願書受付開始日の概ね３週間前まで

④ 必要に応じて
「事前相談関係者協議会」を開催
※受験にあたっての合理的配慮は大学入試センター試験受験上の
配慮事項決定通知書に準じて決定します。配慮事項決定通知書に
示されている内容以上の配慮が必要と思われる場合に、関係者で
協議の上開催することになっています。

サポートルーム

・理事（教学・附属学校担当）
・保健管理センター長
・当該学部の学部教員
・教育推進・学生支援機構
教養教育推進部門長
・サポートルーム教員
・その他必要な者 など

⑤ 受験にあたっての合理的配慮を決定・通知・実施
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② - 1 合格判定後〜修学支援の実施

修学支援の流れと手続き・支援連携

４

＊様式ダウンロードはサポートルーム web サイトへ
http://www1.gifu-u.ac.jp/~shien/

３. 入学決定後の手続き

４. 修学支援の手続き・連携
〔 入学直後および在学中に支援ニーズが生じた場合

入学決定者

ステップ１

※共通フロー 〕

学生がサポートルームに（様式１）を提出し、
サポートルーム教員が本人（および保護者）と面談

（様式１）修学支援利用申請及び個人情報保護に関する取扱い同意書
【内容】支援申し込み / 手帳・診断の情報 / 過去の支援歴 / 大学での支援希望内容
【作成者】サポートルーム教員
【書類保存部署】原本 : サポートルーム コピー : 所属学部・研究科

各学部・研究科

ステップ２
教育推進・学生支援機構
サポートルーム

保健管理センター

（様式２）支援計画・支援情報整理シート

情報共有・支援連携

【内容】支援ニーズのまとめ・支援計画
【作成者】サポートルーム教員
【書類保存部署】原本：サポートルーム

修学上の支援ニーズと
入学前相談希望調査

健康診断問診票
（全員提出）

本人（および保護者）との面談をもとに、サポートルーム教員が
支援ニーズをまとめ、支援計画を作成する

ステップ３

コピー : 所属学部・研究科

①サポートルーム教員が保健管理センター医師に
（様式1）
（様式2）を提示・相談
②保健管理センター医師が（様式３）証明書を発行

（全員提出）

（様式３）証明書
健康診断

面

談

【内容】保健管理センター医師からの証明書 ※必要に応じて医療機関からの情報を添付
【作成者】保健管理センター
【書類保存部署】原本 : 所属学部・研究科 コピー : サポートルーム

ニーズの把握
16 ページの
「4. 修学支援の手続き・連携」へ

入学前面談（希望者のみ）

ステップ４

〔合理的配慮の決定や支援に関する責任の所在について〕
「職員対応要領 第４条三」に示されているように、当該部局等における障害者差別解消
の推進に関する責任は、「監督責任者」として任命されている各部局長・部長に負託されて
います。（最終的な責任は「最高責任者」である学長に負託）各学部・研究科に在籍する学
生に対する、合理的配慮の提供内容に関する決定権および、支援実施の監督責任は各学部・
研究科に存します。
サポートルーム、保健管理センター、就職支援室等の学生支援専門職機関は各学部・研究
科への助言および支援実施に必要な調整、そして専門的な知見を要する場合の支援などを担
当しています。
15

①必要に応じサポートルーム室長が「支援チーム」を招集
支援策 = 修学上の合理的配慮の内容を検討する
◆サポートルーム教員 / 保健管理センター教職員 / 学生支援課職員
◆所属学部・研究科教職員（サポートルームより依頼）
※招集しない場合は個別連絡にて対応 →（様式２) を修正
②サポートルーム教員 / 必要に応じ所属学部・研究科教職員が
提供可能な支援・合理的配慮の内容を本人と、必要に応じて
保護者に説明し同意を得る
③サポートルーム教員が支援し、学生本人が所属学部・研究科長宛に
（様式４）
（様式５）を作成する

（様式４）修学上の合理的配慮に関するお願い
【作成者】学生本人（サポートルーム教員が支援）
【書類保存部署】原本 : 所属学部・研究科

コピー : サポートルーム

（様式 5）履修登録科目一覧
【作成者】学生本人（サポートルーム教員が支援）
【書類保存部署】原本 : 所属学部・研究科 コピー : サポートルーム
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修学支援の流れと手続き・支援連携

② - 2 修学支援の実施・見直し

４
ステップ５

ステップ６

ステップ７

５. 定期的な支援内容の見直し

（様式４）「修学上の合理的配慮に関する
お願い」について、支援関連部署で確認
◆サポートルーム / 保健管理センター
◆学生支援課

〔前期に必要書類を提出済みの学生〕

９月に行う
見直し

（様式１）〜（様式５）を学生本人が
所属学部・研究科学務係へ提出

①サポートルーム教員が支援し、本人が（様式４）
（様式５）を作成
→所属学部・研究科学務係へ提出
◆前学期と内容に変更のない学生については（様式１）～（様式３）は提出しないものの、
病状の変化などがあれば内容を更新します
◆病状や障害、支援ニーズに変更のあった学生や、新たにニーズの発生した学生については、
（様式１）～（様式３）の変更書類のみ再作成し、（様式４）
（様式５）と合わせて学生本人が
提出します
②所属学部・研究科長の指示で所属学部・研究科学務係が
（様式６）
（様式７）
（様式８）
の
後学期分を再作成 → 学部・研究科内関係者で承認を得る

（様式４）の内容を参考にして、
所属学部・研究科学務係が（様式６）（様式７）を作成し
学部・研究科内関係者の承認を得る
※（様式６）は「学生本人が履修する授業数分」作成
※（様式７）は全学共通教育での履修科目が無い場合は作成不要

（様式６）障害のある学生の修学上の合理的配慮について（依頼）授業担当者宛
（様式７）障害のある学生の修学上の合理的配慮について（依頼）全学共通教育事務室宛
【作成者】所属学部・研究科学務係 ※書類作成（要）学部・研究科内 決裁
【書類保存部署】原本 : 所属学部・研究科 コピー : サポートルーム
◆問い合わせ先を ①所属学部・研究科 ②サポートルームとする

③所属学部・研究科長の指示で所属学部・研究科学務係が（様式６）を、学生本人が履修
する授業数分作成し、学生本人に手渡す

ー 再作成が必要な書類 ー
（様式４）
「修学上の合理的配慮に関するお願い」▶︎ 学生本人が作成 / サポートルーム教員が作成支援
（様式５)「履修登録科目一覧」▶ 学生本人が作成 / サポートルーム教員が作成支援
（様式６）
「障害のある学生の修学上の合理的配慮について（依頼）授業担当者宛」▶ 所属学部・研究科作成
（様式７）
「障害のある学生の修学上の合理的配慮について（依頼）全学共通教育事務室担当者宛」▶ 所属学部・研究科作成

ステップ８

（様式８）
「修学上の合理的配慮について（回答）
」▶ 所属学部・研究科作成

①所属学部・研究科学務係より（様式６）を学生へ手渡す
②所属学部・研究科学務係より（様式７）を全学共通科目
事務室へ直接持参する
③学部長・研究科長の指示で所属学部・研究科学務係が
（様式８）を作成し、（様式６）
（様式７）のコピーと
合わせてサポートルームへ直接持参する

（様式８）修学上の合理的配慮について（回答）
【作成者】所属学部・研究科学務係
【書類保存部署】原本 : サポートルーム

コピー : 所属学部・研究科

ステップ９

本人が（様式６）を授業担当者へ手渡す

ステップ 10

◆必要に応じ、サポートルーム教員が本人に支援の状況を確認する
必要であれば「支援チーム」を再招集
◆（様式４）（様式６）について内容の変更を検討する
※合理的配慮に内容に変更があった場合の対応については、
本人・サポートルーム・所属学部・研究科学務係で協議
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個人情報保護・紛失
防止のため
学内便の使用禁止

合理的配慮の提供・実施

支援ニーズの確認

学内での調整

医療機関 ( 主治医 ) との調整

実習先との打ち合わせ

伝達手段の検討

サポートルーム運営会議
《年４回開催》

学外実習など環境や学習
目標に変化がある場合は
早めに相談を！

実習先の下見

サポートルームは運営会議を４月/６月/11月/２月に開催し、
提供されている合理的配慮の妥当性を総合的に判断しています。
４月は各学部の学務・研究科係長＋運営会議メンバーで開催します。
新入生については入学前アンケート・事前面談の結果、
在学生については昨年度との変更点を中心に支援状況をお伝えします。
相談事項があれば随時ご連絡ください

TEL：058-293-3363
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修学支援の流れと手続き・支援連携

４

③修学〜卒業・就職支援

修学支援と合わせて、卒業後の進路や就職に向けての相談・支援体制も整えていきます。
自分の特性や障害について理解を深め、在学中から、卒業後のサポート体制を作っていくことが
大切です。また、地域支援機関との連携にも力を入れていきます。

障害者雇用

学生

保健管理センター

・健康診断
・健康管理指導
・健康相談
・メンタルケア
・カウンセリング

支援対応全般の相談
・自己理解サポート
・障害特性理解サポート
・自己分析サポート
・障害者雇用に関する
情報提供

就職活動全般に
ついてのアドバイス
・求人情報
・エントリーシートや
履歴書などの
応募書類添削
・面接指導など

■転勤や部署異動が少ない

避けることができる

■場合によっては非正規雇用形態

（勤務時間や勤務日数、業務内容調整など）

■転勤や部署異動の可能性がある

■正規雇用となる可能性が高い

■管理職に昇進し、部下の指導や

■自分の障害や特性に合わない苦手な
仕事やできない業務を任されることもある

一般雇用のスケジュール
《夏頃〜》
・インターンシップ申し込み → 参加
《11月頃〜》
・企業研究 / 業種・職種研究
・自己分析

・企業説明会への参加

地域の生活支援機関

・各市町村 障害福祉課
・社会福祉協議会

・相談支援事業所
・障害ごとの専門相談支援機関

卒業年度

地域の就労支援機関

・障害者就業・生活支援センター
・就労移行支援 / 就労継続支援

・合同説明会などイベントへの参加
・エントリーシート送付
《6月〜》
・採用選考：筆記試験 / 面接
《10月頃までに》

■岐阜県公式サイト「障がい者福祉の手引き」
http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/shogaisha/sodan-madoguchi/
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臨機応変さが要求される

雇用形態はじめ就職後の様々な選択肢を検討しながら、就職までの
スケジュールを進めていきます。学生本人とこまめに相談し、卒業
後も安心して働けるサポート体制を整えていく必要があります。

《3月〜》
・障害者職業センター
・ハローワーク（専門援助部門）

対外的な業務を行うことがある
■コミュニケーション能力や

職場の中で悩みを相談しにくい

就職までのスケジュール

企業人事担当者や
地域資源との連携

の可能性がある
■求人の選択肢が狭い場合もある

■様々な求人から職業選択できる

■障害や特性への配慮が得られにくく、

卒業１年前

必要に応じて
職域産業医との連携

■通院や服薬への配慮がある

■障害や特性に合わない無理な働き方を

■ジョブコーチなどの公的支援を受けられる

就職支援室

教育推進・学生支援機構
サポートルーム
（障害学生支援室）

■得意さを活かした仕事ができる

■マッチングによって長く働くことができる

一般雇用

医療面・メンタル面に
関する相談

就職時の雇用形態

障害のある人の雇用形態は大きく分けて２つあり、一般就労と障害
特性ごとに配慮を受けながら働く「障害者雇用」があります。
メリット・デメリットを考慮しながら選択する必要があります。

正式内定

障害者雇用のスケジュール
・個人の障害や状況によって進め方は異なります
・障害者雇用の場合は「障害者手帳」の取得が
必要になります

①ハローワーク（専門援助部門）への登録
②地域支援機関への登録
③支援会議《本人・ハローワーク・支援者》
④企業研究 / 職業研究 / 職業適性検査
⑤ハローワークや就職支援課からの企業紹介
⑥履歴書の作成
⑦面接（支援者の同席が可能な場合もある）
⑧内定
⑨就職：３ヶ月間の「トライアル雇用」含む
卒業後も地域支援機関の支援によって
同様の手順での就職が可能です
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国立大学法人岐阜大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領（全文）

５

国立大学法人岐阜大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する
職員対応要領

一

実現可能性の程度 ( 物理的・技術的制約，人的・体制上の制約 )
費用・負担の程度

要としている旨の意思の表明があった場合において，その実施に伴う負担が過重でないと

四

本学の規模，財政・財務状況

きは，障害者の権利利益を侵害することとならないよう，当該障害者の性別，年齢及び障

この要領は，障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 ( 平成２５年法律第

員及びパート職員を含む。以下「職員」という。) が適切に対応するために必要な事項を定

( 障害を理由とする差別の解消に関する推進体制 )
第４条
一

( 定義 )
この要領において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。
一

障害者

障害者基本法 ( 昭和４５年法律第８４号 ) 第２条第１号に規定する障害者，

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

( 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方 )
この要領において，不当な差別的取扱いとは，障害者に対して，正当な理由なく，

障害を理由として，教育及び研究，その他本学が行う活動全般について機会の提供を拒否

判断するのではなく，個別の事案ごとに，障害者，第三者の権利利益及び本学の教育及び

前項の過重な負担については，単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではな

観的に検討を行い判断するものとし，職員は，過重な負担に当たると判断した場合には，
障害者にその理由を説明し，理解を得るよう努めなければならない。
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医学部附属病院の監督者

等における監督者を指定し，当該部局等における障害者差別解消の推進に必要な措置を

三

教育推進・学生支援機構学生生活支援部門障害学生支援室

講ずるものとする

四

保健管理センター

五

教育学部附属小学校及び同中学校特別支援教育コーディネーター

監督者 当該部局等において管理又は監督の地位にある職員のうちから監督責任者の

監督者は，障害者差別解消の推進のため，次の各号に掲げる事項に注意して障害者

一

日常の業務を通じた指導等により，障害を理由とする差別の解消に関し，監督する職

員の注意を喚起し，障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること
二

があった場合は，迅速に状況を確認すること
合理的配慮の必要性が確認された場合，監督する職員に対して，合理的配慮の提供を

適切に行うよう指導すること
２

( 紛争の防止等のための体制の整備 )
第９条

監督者は，障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には，監督責任者に報告す

るとともに，その指示に従い，迅速かつ適切に対処しなければならない。
( 不当な差別的取扱いの禁止 )
第６条

職員は，その事務又は事業を行うに当たり，障害を理由として障害者でない者と不

当な差別的取扱いをすることにより，障害者の権利利益を侵害してはならない。

障害を理由とする差別 ( 正当な理由のない不当な差別的取扱い，合理的配慮の不提

供等 ) に関する紛争の防止又は解決策を協議するための委員会を置く。
２

前項に規定する委員会は，部局長・部長会とする。
( 職員への研修・啓発 )

第１０条

本学は，障害者差別解消の推進を図るため，職員に対し，次の各号のとおりの研

修・啓発を行うものとする。
一

新たに職員となった者に対して，障害を理由とする差別に関する基本的な事項につい

障害者から不当な差別的取扱い，合理的配慮の不提供に対する相談，苦情の申し出等

三

整であって，特定の場合において必要とされるものであり，かつ，均衡を失した又は過重

く，個別の事案ごとに，次の各号の要素等を考慮し，具体的な状況等に応じて総合的・客

関係する部局等の監督者

二

提供がなされるよう努めなければならない。

この要領において，合理的配慮とは，障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権

障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的

確に応じるための相談窓口は，下記のとおりとする。
一

に対する不当な差別的取扱いが行われないよう監督し，また障害者に対して合理的配慮の

及び基本的自由を享有し，又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調

４

( 相談体制の整備 )
第８条

て，当該部局等における障害者差別解消の推進に関し責任を有するとともに，当該部局

第５条

断した場合には，障害者にその理由を説明し，理解を得るよう努めなければならない。

な負担を課さないものをいう。

職員は，前２項の合理的配慮の提供を行うに当たり，別紙留意事項に留意するものとす

る。

学部附属小学校長，教育学部附属中学校長，大学本部の各部長及び監査室長をもって充

( 監督者の責務 )

に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし，職員は，正当な理由があると判
３

監督責任者 部局長，教育推進・学生支援機構長，研究推進・社会連携機構長，教育

すものとする

害者の事実上の平等を促進し，又は達成するために必要な特別な措置は，不当な差別的取

研究，その他本学が行う活動の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み，具体的な状況等

は，当該障害者に対して適切と思われる合理的配慮を提案するよう努めなければならない。
３

指定する者をもって充て，監督責任者を補佐するとともに，次条に規定する責務を果た

さない条件を付けることなどにより，障害者の権利利益を侵害することをいう。なお，障

前項の正当な理由に相当するか否かについては，単に一般的・抽象的な理由に基づいて

がない場合であっても，当該障害者がその除去を必要としていることが明白である場合に

四

し，又は提供に当たって場所・時間帯などを制限すること，障害者でない者に対しては付

扱いではない。

支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含むことに留意するとともに，意思の表明

の明示，情報アクセシビリティの向上等 ) に関し，本学全体を統括し，総括監督責任者

三

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。

２

及び本人の意思表明が困難な場合には，障害者の家族，介助者等のコミュニケーションを

し必要な措置を講ずるものとする

べてとする。

第３条

前項の意思の表明は，言語 ( 手話を含む。) のほか，点字，筆談，身振りサイン等による

合図など障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段により伝えられること

総務を担当する理事をもって充て，最高管理責任者を補佐するとと

附則
この要領は，平成２８年４月１日から施行する。

ない。
２

等 ( 施設等のバリアフリー化の促進，必要な人材の配置，障害のある入学希望者や学内

総括監督責任者

戒処分等に付されることがある。

害の状況に応じて，社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供をしなければなら

もに，職員に対する研修・啓発の実施等，本学全体における障害者差別解消の推進に関

本学における教育及び研究，その他本学が行う活動全般において，そこに参加する者す

職員は，その事務又は事業を行うに当たり，障害者から現に社会的障壁の除去を必

の障害のある学生，児童，生徒等 ( 以下「学生等」という。) に対する受入れ姿勢・方針

二

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とし，

第７条

学長をもって充て，障害者差別解消の推進及びそのための環境整備

ともに，最終責任を負うものとする

病に起因する障害を含む。以下「障害」と総称する。) がある者であって，障害及び社会

社会的障壁

最高管理責任者

及び監督責任者が適切に障害者差別解消の推進を行うようリーダーシップを発揮すると

即ち，身体障害，知的障害，精神障害 ( 発達障害を含む。) その他の心身の機能の障害 ( 難

二

本学における障害を理由とする差別の解消の推進 ( 以下「障害者差別解消の推進」

という。) に関する体制は，以下の各号のとおりとする。

めることを目的とする。
第２条

職員は，前項に当たり，別紙留意事項に留意するものとする。
( 合理的配慮の提供 )

三

６５号 ) 第９条第１項の規定に基づき，障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本
方針 ( 平成２７年２月２４日閣議決定 ) に即して，国立大学法人岐阜大学の職員 ( 契約職

２

二

( 目的 )
第１条

教育及び研究，その他本学が行う活動への影響の程度 ( その目的・内容・機能を損な

うか否か )

て理解させるための研修
二

新たに監督者となった職員に対して，障害を理由とする差別の解消等に関し求められ

る責務・役割について理解させるための研修
三

その他職員に対し，障害特性を理解させるとともに，障害者へ適切に対応するために

必要なマニュアル等による，意識の啓発
( 懲戒処分等 )
第１１条

職員が，障害者に対して不当な差別的取扱いをし，又は過重な負担がないにもか

かわらず合理的配慮を提供しなかった場合，その態様等によっては，岐阜大学職員就業規
則第３６条第２号に規定する職務上の義務に反し，又は職務を怠った場合等に該当し，懲
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国立大学法人岐阜大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領における留意事項（全文）

５

別紙
国立大学法人岐阜大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
における留意事項
国立大学法人岐阜大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要
領第６条及び第７条に定める留意事項は，以下のとおりとする。
第１ 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例 ( 第６条関係 )
対応要領第３条第１項及び第２項のとおり，不当な差別的取扱いに相当するか否かについ
ては，個別の事案ごとに判断されることとなるが，不当な差別的取扱いに当たり得る具体例
は，次のとおりである。
なお，次に掲げる具体例については，正当な理由が存在しないことを前提とし，また，次
に掲げる具体例以外でも不当な差別的取扱いに該当するものがあることに留意すること。
一 障害があることを理由に受験を拒否すること
二 障害があることを理由に入学を拒否すること
三 障害があることを理由に授業受講を拒否すること
四 障害があることを理由に研究指導を拒否すること
五 障害があることを理由に実習，研修，フィールドワーク等への参加を拒否すること
六 障害があることを理由に事務窓口等での対応順序を劣後させること
七 障害があることを理由に式典，行事，説明会，シンポジウムへの出席を拒否すること
八 障害があることを理由に学生寮への入居を拒否すること
九 障害があることを理由に施設等の利用やサービスの提供を拒否すること
十 手話通訳，ノートテイク，パソコンノートテイクなどの情報保障手段を用意できない
からという理由で，障害のある学生等の授業受講や研修，講習，実習，行事等への参加
を拒否すること
十一 試験等において，合理的配慮を受けたことを理由に評価に差をつけること
十二 病院において，人的体制，設備体制が整っており，対応可能であるにもかかわらず，
障害があることを理由に診療・入院・調剤等を拒否すること
十三 病院において，診察などを後回しにすること，サービス提供時間を限定すること
十四 病院において，診察室や病室の制限を行うこと
十五 病院において，医療の提供に際して必要な情報提供を行わないこと
十六 病院において，本人 ( 本人の意思を確認することが困難な場合は家族等 ) の意思に
反した医療の提供を行うこと
十七 病院において，本人を無視して，介助者や付き添い者のみに話しかけること
第２ 合理的配慮に該当し得る配慮の具体例 ( 第７条関係 )
合理的配慮は，障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化，必要
な人材の配置，情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎として，個々の障害者に
対して，その状況に応じて個別に実施される措置である。その内容は，対応要領第３条第３
項及び第４項のとおり，障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的状況等に応じて
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異なり，多様かつ個別性が高いものであり，当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ，
社会的障壁の除去のための手段及び方法について，必要かつ合理的な範囲で，柔軟に対応す
る必要があるが，具体例は，次のとおりである。
なお，次に掲げる具体例については，過重な負担が存在しないことを前提とし，また，次
に掲げる具体例以外にも合理的配慮は多数存在することに留意すること。
( 物理的環境への配慮 )
一 車椅子利用者のためにキャスター上げ等の補助をし，又は段差に携帯スロープを渡す
こと
二 図書館やコンピュータ室，実験・実習室等の施設・設備を，他の学生等と同様に利用
できるように改善すること
三 移動に困難のある学生等のために，普段よく利用する教室に近い位置に駐車場を確保
すること
四 配架棚の高い所に置かれた図書やパンフレット等を取って渡したり，図書やパンフレ
ット等の位置を分かりやすく伝えたりすること
五 障害特性により，授業中，頻回に離席の必要がある学生等について，座席位置を出入
口の付近に確保すること
六 移動に困難のある学生等が参加している授業で，使用する教室をアクセスしやすい場
所に変更すること
七 易疲労状態の障害者からの別室での休憩の申し出に対し，休憩室の確保に努めるとと
もに，休憩室の確保が困難な場合，教室内に長いすを置いて臨時の休憩スペースを設け
ること
( 意思疎通の配慮 )
一 授業や実習，研修，行事等のさまざまな機会において，手話通訳，ノートテイク，パ
ソコンノートテイク，補聴システムなどの情報保障を行うこと
二 ことばの聞き取りや理解・発声・発語等に困難を示す学生等のために，必要なコミュ
ニケーション上の配慮を行うこと
三 シラバスや教科書・教材等の印刷物にアクセスできるよう，学生等の要望に応じて電
子ファイルや点字・拡大資料等を提供すること
四 聞き取りに困難のある学生等が受講している授業で，ビデオ等の視聴覚教材に字幕を
付与して用いること
五 授業中教員が使用する資料を事前に提供し，事前に一読したり，読みやすい形式に変
換したりする時間を与えること
六 事務手続きの際に，職員や支援学生が必要書類の代筆を行うこと
七 障害のある学生等で，視覚情報が優位な者に対し，手続きや申請の手順を矢印やイラ
スト等でわかりやすく伝えること
八 間接的な表現が伝わりにくい場合に，より直接的な表現を使って説明すること
九 口頭の指示だけでは伝わりにくい場合に，指示を書面で伝えること
十 授業でのディスカッションに参加しにくい場合に，
発言しやすいような配慮をしたり，

テキストベースでの意見表明を認めたりすること
十一 入学試験や定期試験，または授業関係の注意事項や指示を，口頭で伝えるだけでな
く紙に書いて伝達すること
十二 災害時における情報伝達及び避難のサポートについて十分配慮すること
十三 病院において，外見上，障害者であると分かりづらい患者 ( 難聴者など ) の受付票
にその旨がわかる連絡カードなどを添付するなど，スタッフ間の連絡体制を工夫するこ
と
十四 病院において，診療の予約時などに，患者から申し出があった自身の障害特性など
の情報を，スタッフ間で事前に共有すること

制約を受けにくい授業を確実に履修できるようにすること
十七 入学時のガイダンス等が集中する時期に，必要書類やスケジュールの確認などを個
別に行うこと
十八 治療等で学習空白が生じる学生等に対して，補講を行う等，学習機会を確保できる
方法を工夫すること
十九 授業出席に介助者が必要な場合には，介助者が授業の受講生でなくとも入室を認め
ること
二十 視覚障害や肢体不自由のある学生等の求めに応じて，事務窓口での同行の介助者の
代筆による手続きを認めること

( ルール・慣行の柔軟な変更の具体例 )
一 入学試験や定期試験において，個々の学生等の障害特性に応じて，試験時間を延長し
たり，別室受験や支援機器の利用，点字や拡大文字の使用を認めたりすること
二 成績評価において，本来の教育目標と照らし合わせ，公平性を損なわない範囲で柔軟
な評価方法を検討すること
三 外部の人々の立ち入りを禁止している施設等において，介助者等の立ち入りを認める
こと
四 行事や講演，講習，研修等において，適宜休憩を取ることを認めたり，休憩時間を延
長したりすること
五 移動に困難のある学生等に配慮し，車両乗降場所を教室の出入り口に近い場所へ変更
すること
六 教育実習等の学外実習において，合理的配慮の提供が可能な機関での実習を認めるこ
と
七 教育実習，病棟実習等の実習授業において，事前に実習施設の見学を行うことや，通
常よりも詳しいマニュアルを提供すること
八 外国語のリスニングが難しい学生等について，リスニングが必須となる授業を他の形
態の授業に代替すること
九 障害のある学生等が参加している実験・実習等において，特別にティーチングアシス
タント等を配置すること
十 IC レコーダー等を用いた授業の録音を認めること
十一 授業中，ノートを取ることが難しい学生等に，板書を写真撮影することを認めるこ
と
十二 不随意運動等により特定の作業が難しい障害者に対し，職員や支援学生を配置して
作業の補助を行うこと
十三 感覚過敏等がある学生等に，サングラス，イヤーマフ，ノイズキャンセリングヘッ
ドフォンの着用を認めること
十四 体調が悪くなるなどして，レポート等の提出期限に間に合わない可能性が高いとき
に，期限の延長を認めること
十五 教室内で，講師や板書・スクリーン等に近い席を確保すること
十六 履修登録の際，履修制限のかかる可能性のある選択科目において，機能障害による
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岐阜大学

バリアフリーマップ

６

障害学生支援に関する参考サイト

N

＊タイトルで検索するとアクセスが容易です
JASSO 日本学生支援機構 「学生生活支援・障害学生支援」
http://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/index.html
▶︎ 高等教育機関における障害学生支援に関する情報を掲載

車いす使用者
専用駐車場
エレベーター
（車いす対応）
障害者対応
トイレ

JASSO 日本学生支援機構 「教職員のための障害学生修学支援ガイド」
http://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/guide_kyouzai/guide/index.html
▶︎ 高等教育機関における支援に関するガイドブック
内閣府 合理的配慮等具体例データ集「合理的配慮サーチ」
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/
▶︎ 合理的配慮に関する具体例を検索することができます
障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告（第一次まとめ） 平成24年12月

スロープ

車両流入口

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/12/1329295.htm
▶︎ 障害のある学生の修学支援に関する方針を示した報告書です
AHEAD Japan 一般社団法人 全国高等教育障害学生支援協議会
http://ahead-japan.org/
▶︎ 日本の高等教育機関における障害学生支援に関する議論をしている協議会です
PEPNet-Japan 日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク
http://www.pepnet-j.org/
▶︎ 聴覚障害のある学生に関する支援情報を豊富に紹介しています
岐阜県議会「岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例」

サポートルーム

http://www.pref.gifu.lg.jp/gikai/kyougi-zyourei/seisaku/syougai/
▶︎ 岐阜県における障害による差別の解消を目指すために制定された条例です

（障害学生支援室）
大学会館2階

★

外部から車でお越しの方へ
守衛室にて受付を行ないます
駐車前にお立ち寄り下さい

岐阜県障がい者福祉の手引き
http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/shogaisha/sodan-madoguchi/11226/
▶︎ 岐阜県における障害福祉サービスに関する現状をまとめた手引書です
岐阜県発達障害者支援センター「のぞみ」
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kenko-fukushi/hattatsu-shien/
▶︎ 岐阜県内の発達障害のある方への支援サービスの拠点です
岐阜県聴覚障害者情報センター
http://gifudeafcenter.jp/
▶︎ 岐阜県における聴覚障害者に関する情報を提供しています（ノートテイクサービスの斡旋など）
岐阜障害者職業センター （高齢・障害・求職者雇用支援機構）
http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/gifu/
▶︎ 岐阜県内の障害のある方への相談、情報提供、各種講座などのサービスを提供しています
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その他のサイトも随時サポートルームwebサイトにて紹介します
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