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障がいのこと
「障がい」は誰もがなる可能性があり、症状もさまざまです。外見からは障がいがあることが分か
りにくく、周囲から理解されず苦しんでいる人もいます。
障がいのことを知り「自分だったらどう接するか」を考えてみましょう。

目が全く見えない、または見えにくい障
がいです。視覚から情報を得にくいため、
音声や手で触って情報を入手しています。

できるだけ前方から声をかけるよ
うにしましょう。

視覚障がい

病気やけがなどで手や足など体の一部、
または全身のまひや欠損などがある障が
いです。障がいの部位や程度によって個
人差が大きく、移動や読み書き、会話な
どに時間がかかることがあります。

本人のペースに合わせて見守り、
支援を必要とする部分を手伝うよ
うにしましょう。

心臓や腎臓、ぼうこう・直腸、呼吸器な
ど体の内部機能の障がいです。外見から
は分かりにくいため、体調が悪くても周
りから理解されないことがあります。疲
れやすい人や、長時間立つ
ことや歩くことが困難な人
もいます。

椅子を用意するなどの
配慮をしましょう。

肢体不自由 内部障がい

発達期に脳に障がいが生じ、読む、書く、
計算する、物事を理解・判断することに
困難があります。外見からは分かりにく
いため、周りから理解されないことが多
くあります。
話の内容を理解し、自分の考えや気持ち
を表現することが難しいため、

できるだけ短い言葉でゆっくり、繰
り返し説明するようにしましょう。

知的障がい
病気やけがで脳の一部が損傷し、注意力
や記憶力、意欲の低下などさまざまな症
状が現れる障がいです。外見からは分か
りにくいため、理解されないことが多く
あります。病気や事故から社会復帰を果
たした後「以前と何かが違う」と周囲や
本人が感じていても、適切な支援が受け
られないと、誤解やトラブルにつながる
ことがあります。

大事なことはゆっくり、分かりや
すく、具体的に伝えるようにしま
しょう。

高次脳機能障がい

心の病気や脳機能の障がいなどによって、
日常生活や社会生活のしづらさを抱えて
います。外見からは分かりにくいので、理
解や配慮がされないことがあります。

コミュニケーションを苦手とする
場合もあるので、その人に合った
対応が必要です。

外見からは分からなくても援
助や配慮を必要としている人
がいます。
ヘルプマークを身に付けてい
る人を見かけたときは、思い
やりのある行動をお願いしま
す。

精神障がい
発達障がい

ヘルプマーク

障がいの種類や程度はさまざまで、同じ障がいでも
状況は一律ではありません。高次脳機能障がいなど、
見た目では気付きにくい障がいもあり、体の辛さや
障がいによる困難さを理解されずに苦しんでいる人
もいます。「障がい者」とひとくくりにせず、まず
はそれぞれの特性を正しく理解しましょう。
また、周囲の理解があれば、日常生活や仕事、趣味
やスポーツなどを楽しむことができます。障がいが
あるからできない、と決めつけず、互いに理解し支

「互いに理解し支え合う」共生社会に向けて

問福祉課　℡21-2299　℻21-1315

知っていますか

え合うことが大切です。
障がいのある人に対する誤解や偏見、無理解をなく
し、理解を深めることが、共生社会への第一歩です。

耳が全く聞こえない、または聞こえにく
い障がいです。外見からは分かりにくい
ため「声をかけたのに無視された」と誤
解されることがあります。

手話や筆談などでコミュニケー
ションが取れます。

聴覚障がい

援助を必要とする人のための

内部障がいや内臓疾
患のある人を表す、
ハートプラスマーク



広報かしわざき　2022.11　9

障がいのこと
「障がい」は誰もがなる可能性があり、症状もさまざまです。外見からは障がいがあることが分か
りにくく、周囲から理解されず苦しんでいる人もいます。
障がいのことを知り「自分だったらどう接するか」を考えてみましょう。

目が全く見えない、または見えにくい障
がいです。視覚から情報を得にくいため、
音声や手で触って情報を入手しています。

できるだけ前方から声をかけるよ
うにしましょう。

視覚障がい

病気やけがなどで手や足など体の一部、
または全身のまひや欠損などがある障が
いです。障がいの部位や程度によって個
人差が大きく、移動や読み書き、会話な
どに時間がかかることがあります。

本人のペースに合わせて見守り、
支援を必要とする部分を手伝うよ
うにしましょう。

心臓や腎臓、ぼうこう・直腸、呼吸器な
ど体の内部機能の障がいです。外見から
は分かりにくいため、体調が悪くても周
りから理解されないことがあります。疲
れやすい人や、長時間立つ
ことや歩くことが困難な人
もいます。

椅子を用意するなどの
配慮をしましょう。

肢体不自由 内部障がい

発達期に脳に障がいが生じ、読む、書く、
計算する、物事を理解・判断することに
困難があります。外見からは分かりにく
いため、周りから理解されないことが多
くあります。
話の内容を理解し、自分の考えや気持ち
を表現することが難しいため、

できるだけ短い言葉でゆっくり、繰
り返し説明するようにしましょう。

知的障がい
病気やけがで脳の一部が損傷し、注意力
や記憶力、意欲の低下などさまざまな症
状が現れる障がいです。外見からは分か
りにくいため、理解されないことが多く
あります。病気や事故から社会復帰を果
たした後「以前と何かが違う」と周囲や
本人が感じていても、適切な支援が受け
られないと、誤解やトラブルにつながる
ことがあります。

大事なことはゆっくり、分かりや
すく、具体的に伝えるようにしま
しょう。

高次脳機能障がい

心の病気や脳機能の障がいなどによって、
日常生活や社会生活のしづらさを抱えて
います。外見からは分かりにくいので、理
解や配慮がされないことがあります。

コミュニケーションを苦手とする
場合もあるので、その人に合った
対応が必要です。

外見からは分からなくても援
助や配慮を必要としている人
がいます。
ヘルプマークを身に付けてい
る人を見かけたときは、思い
やりのある行動をお願いしま
す。

精神障がい
発達障がい

ヘルプマーク

障がいの種類や程度はさまざまで、同じ障がいでも
状況は一律ではありません。高次脳機能障がいなど、
見た目では気付きにくい障がいもあり、体の辛さや
障がいによる困難さを理解されずに苦しんでいる人
もいます。「障がい者」とひとくくりにせず、まず
はそれぞれの特性を正しく理解しましょう。
また、周囲の理解があれば、日常生活や仕事、趣味
やスポーツなどを楽しむことができます。障がいが
あるからできない、と決めつけず、互いに理解し支

「互いに理解し支え合う」共生社会に向けて

問福祉課　℡21-2299　℻21-1315

知っていますか

え合うことが大切です。
障がいのある人に対する誤解や偏見、無理解をなく
し、理解を深めることが、共生社会への第一歩です。

耳が全く聞こえない、または聞こえにく
い障がいです。外見からは分かりにくい
ため「声をかけたのに無視された」と誤
解されることがあります。

手話や筆談などでコミュニケー
ションが取れます。

聴覚障がい

援助を必要とする人のための

内部障がいや内臓疾
患のある人を表す、
ハートプラスマーク



障がいや病気のある家
族に代わり、買い物・
料理・掃除・洗濯など
の家事をしている

労働をして、障がい
や病気のある家族の
家計を支えている

アルコール・薬物・ギャ
ンブル問題を抱える家
族に対応している

がん・難病・精神疾患
など慢性的な病気の家
族の看病をしている

障がいや病気のある
家族の身の回りの世
話をしている

障がいや病気のある
家族の入浴やトイレ
の介助をしている

家族に代わり、幼い
きょうだいの世話を
している

障がいや病気のある
きょうだいの世話や
見守りをしている

目を離せない家族の
見守りや声かけなど
の気遣いをしている

日本語が第一言語で
ない家族や障がいの
ある家族のために通
訳をしている

厚生労働省ホームページより

ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されて
いるような家事や家族の世話などを日常的に行って
いる子どものことです。年齢に見合わない責任が重
いケアを引き受けることで、自分の時間が取れず日
常生活などに支障が出ることもあります。

ヤングケアラーが直面する問題

ヤングケアラーとは、例えばこんな子どもたちです

遅刻・早退・欠席
が増える、勉強の
時間が取れない

など

学業への影響
自分にできると思う仕事の
範囲を狭めて考えてしまう、
自分のやってきたことをア
ピールできない　など

就職への影響
友人などとコミュニ
ケーションをとる時
間が少ない

など

友人関係への影響

学校生活に影響が出る、心や体に不調を感じる程の重い負荷
がかかっている場合は、注意が必要です。

身の回りのヤングケアラーに気付いたら連絡を！
子どもたちの健やかな成長のため、家庭内のさまざま
な問題について相談に応じ、必要な支援につなげます。

ヤングケアラーを正しく知り、身近に困っているお
子さんがいたら、まずはご連絡ください。
※年齢や成熟度に合った家族のケア、お手伝いは子
どもの思いやりや責任感を育みます。家族の助け合
いを妨げるものではありません。

問子育て支援課
℡47-7786　℻20-4201

0257-47-7786
子育て支援課（ヤングケアラー相談窓口）

その他の相談窓口
（毎日24時間対応）

児童相談所相談専用ダイヤル ℡0120-189-783

℡0120-0-78310
℡025-285-1212

24 時間子供SOSダイヤル
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市 長 へ の 手 紙

　市民の皆さまには、日ごろから市政運営にご理解とご協力をいただ
き、誠にありがとうございます。

安心・元気・希望に満ちた柏崎市にするため、市政に対するご提案・
ご意見をお寄せください。
　皆さまの声を市政に生かし、市民との協働のまちづくりを進めてま
いります。

柏崎市長

　お寄せいただいたご提案・ご意見には、責任を持って回答いたしますので、必ず
住所・氏名・電話番号をお書きください。
　また、頂いたお手紙・お答えした内容は、個人情報を除いて広報かしわざき・市
ホームページなどで公表する場合があります。▲

問い合わせ
総務課

21‐2333 　24‐7714
kocho@city.kashiwazaki.lg.jp
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市長への手紙 　　年　　月　　日

住　　所　〒　　　　－

柏崎市

氏　　名　　　　　　　　　　　　　性　　別　　　　男□　女□

年　　齢　　　　　　代　　　　　　電話番号

※市長の署名付き回答希望□　担当課の回答希望□　回答はいらない□
いずれかの□に必ず　（チェック）をつけてください。　（チェック）のない手紙には
回答いたしませんので、ご了承ください。

タイトル：

（のりしろ）

）
ろ
し
り
の
（

）
ろ
し
り
の
（

線に沿って切り取り、のり付けしてから投函してください。
ファクスをお持ちの方は、この面だけ送信していただいても構いません。

市政に対する皆さまのご提案・ご意見をお寄せください。
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