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誰もが暮らしやすいまち はんだ
障がいのある方への配慮はみんなの暮らしやすさにつながる 

合理的配慮のある飲食店の紹介 



半田市では、障がいのある方の人口は毎年増加しております。それは決して身体
の障がいだけではありません。精神障がいや知的障がいのある方も増え続けていま
す。 
また、今後の日本は、高齢の方や障がいのある方など何かしらの配慮が必要な方
の割合が増え、いずれ全人口の約半数にものぼると言われております。 
今後は、そういった方々が生活しやすいまちづくりが求められてきます。 
この『誰もが暮らしやすいまち はんだ』は、その背景を踏まえ、半田市内の飲食
店に的を絞り、障害者差別解消法の中で求められている『合理的配慮の提供』を
まとめた冊子です。 
具体的には、障がい当事者などから“実際に合理的配慮の提供を受けた”という
半田市内の飲食店の事例を集め、掲載しています。 
普段、皆様が利用している飲食店で、当たり前のように行われている接客や設備
が、実は高齢の方や障がいのある方にとっての合理的配慮になっていることが多いの
です。 
この冊子を参考に、合理的配慮の提供とはどういったことをすれば良いのか、また、
実際にどのようなお店で、どのような合理的配慮の提供がされているのか知っていただ
きたいと思います。 

半田市障がい者自立支援協議会 権利擁護部会  
部会長 金森 大席（特定非営利活動法人知多地域権利擁護支援センター）

この冊子について 
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障害者差別解消法とは、障がい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、共に生きる社会をつくることを目的に作られた法律です。 
この法律では、「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が
求められています。 

『不当な差別的取り扱いの禁止』 
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提
供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限するこ
と、障がいのない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。 
正当な理由があると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明し、理
解を得るよう努めることが大切です。 

『合理的配慮の提供』
障がいのある人から、生活するうえで障壁（バリア）となっているものを取り除くた
めに何らかの対応を必要としている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。負担が重すぎる場合でも、障がいのある人に、なぜ負
担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、
理解を得るよう努めることが大切です。 

障害者差別解消法とは 
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「合理的配慮の提供」ってどんなことをすれば良いのですか 

例えば、耳の聞こえが不自由な人は、口で話されるだけでは分からない。だか
ら、みんなは書いたり、手話などで情報を伝えたりするでしょ このように何かしら
のハンデがある方に対して、出来る範囲でその人が必要としている配慮にこたえ
ていくことを言うのよ。 

「障害者差別解消法」では、今までは、市役所などの行政機関は義務、飲食
店などの民間事業者は努力義務となっていたけど、法律の改正で民間事業者
も義務化になることが決まったよ。 

「義務」や「法律」だからじゃなくて、自然とお互いに思いやれる、優しい人がたくさん
いるまちがいいな 。

そのとおりね。みんなが思いやりを大切にしてくれると良いわよね。 

そのために半田市では法律も活用しながら、障がいのある方に対して当たり前
のように必要な配慮が実施されるよう、今回の取組みをしているよ。 
次のページからは、実際に飲食店で実施している素敵な合理的配慮を紹介
するよ。
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合理的配慮 

アイコン 

一覧 
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合理的配慮を実施している飲食店の紹介（五十音順） 

   ◆ ＋ICHICAFE HANDA                                  P.7 
   ◆ 魚太郎・蔵のまち                                  P.8 
◆ うおとら  鯱                                  P.9 

   ◆ 江戸前廻転寿司 森の石松 半田店                                  P.10 
◆ おむすびカフェ にこり                                  P.11 

   ◆ Caf ＆Craft Harunire                                 P.12 
◆ カフェ かのん                                  P.13 

   ◆ 喫茶なちゅ 有脇店                                  P.14
   ◆ GreenGables（グリーン・ゲーブル）                                  P.15 
   ◆ ステーキハウス 英國亭                                  P.16 
◆ タカチホ                                  P.17 

   ◆ デニーズ 半田店                                  P.18 
◆ DELI CAFE どりーむ                                  P.19 

   ◆ ファームレストラン 黒牛の里                                  P.20 
   ◆ やじろべぇ 半田店                                  P.21 
   ◆ レストラン リヨン                                  P.22 

※メニュー、値段、営業時間、定休日、合理的配慮の内容など、お店に関するすべての情
報が、取材時当時（令和３年１２月 令和４年１月）のものです。変更などがある可
能性がありますので、最新の情報については、直接お店にご確認ください。 
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 とても柔らかい雰囲気のオシャレなカフェです。障がい
の有無に関わらずどなたでも迎え入れていただけます。
コーヒーも絶品です 

（訪問看護ステーション和来 加藤）

取材者のコメント 店長のコメント 

広めの店内・・奥には半個室も完備 全席に呼びベルを整備 iPad を用いてメニューの写真を紹介 

おすすめ
ピザランチはボリュームがあっておススメです 
ドリンク付き９８０円（税抜き）です。 
テイクアウトもできますのでお気軽にお電話ください

ポイント

住 所 〒４７５―０８５５ 
半田市中町３－４６ 

営業時間 ９ ３０ １７ ００（水・木・金） 
       ９ ３０ １８ ００（土・日・祝） 
       （L.o.平日１６ ００ 休日１７ ００） 
定 休 日 月曜日・火曜日 
電話番号 ０５６９－２３－８１０５ 
U R L  http://hattori-ichicafe.com/handa.html 

 ゆったりとした店内で、車いすでの移動も可能です。少し段差がある
所は、スタッフが移動を手伝います。 
 字が読めない方向けには、希望があれば、iPad を用いて一部メニュ
ーの写真を紹介しています。また、スタッフに声をかけることが苦手な方
でも気軽にスタッフを呼べるように、呼びベルを全席に整備しています。 

 お困りの様子であれば、スタッフがお声掛けさせていた
だきます。また、必要な配慮は可能な限り対応させてい
ただきますので、お気軽にご相談下さい。 

＋ICHICAFE HANDA
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 環境面の配慮がとてもされている印象を受けまし
た。また、食事の提供面でも配慮が必要であれば個
別で対応するなど、素敵な合理的配慮をされていると
感じました。（半田市福祉部地域福祉課 片山）

取材者のコメント 店長のコメント 
多目的トイレも完備 通路は車いすが余裕で通れます 入口が自動ドアでスペースも広い 

おすすめ 
さしみ定食と海鮮丼が看板メニューです。 
どこにも負けない鮮度とボリュームで、魚屋

ならではのメニューをご提供します。 

ポイント

住 所 〒４７５－０８７３ 
半田市中村町１－３３－２ 

営業時間 １１ ００ １４ ００（全日） 
       １７ ００ ２０ ３０（土日祝のみ） 

（L.o.閉店時間１時間前） 
定 休 日 水曜日 
電話番号 ０５６９－８９－７８００ 
U R L https://www.uotaro.com/kuranomachi/

 店内がバリアフリー化されており、車いすをはじめ、移動に配慮が必
要な方にも利用しやすい構造となっています。２階に上がる手段とし
てエレベーターがあり、席までの移動は必要に応じてスタッフが介助し
ています。メニューには写真がついており、字が読めない方でも分かり
やすくなっています。 

 聴覚障がいのある方が来店することが多く、その際は
スタッフ間で何卓の方か等の情報を共有して接客にあ
たっています。合理的配慮につきましては、出来る限り
スタッフがお手伝いさせて頂きますので、お気軽にお申し
つけ下さい

魚太郎・蔵のまち
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入りやすい入口 

落ち着いた個室を用意

おすすめ 
魚料理専門店です。海鮮桶盛りひつまぶしやせいろ

蒸しが人気です。ランチもありますので、気楽に来店して
頂き、ゆっくりゆったりとお食事をお楽しみください。 

ポイント

住 所 〒４７５－０９６１ 
半田市岩滑中町３－１０１ 

営業時間 （火 日・祝日）１１ ００ １４ ３０（L.o.１４ ００） 
（火 日・祝日）１７ ００ ２３ ００ 
（L.o.２２ ００，ドリンク L.o.２２ ３０） 

定 休 日 不定（当面の間は月曜日） 
電話番号 ０５０－５４８４－３９１９ 
U R L https://uotora.gorp.jp/ 

入口の段差はありますが、スタッフにお手伝いをして頂けるので安
心です。席までの移動もお手伝い可能です。テーブル全席個室で安
心して過ごせます。 
料理を一口大に切ることや食器の変更も可能です。 

店長のコメント 取材者のコメント 
 テーブルが全席個室になっています。完全個室
もあるので、安心してゆっくりと食事ができます。料
理の形態も相談に応じて頂けるので安心です。 
（愛厚半田の里 鴻巣） 

海鮮桶盛りひつまぶしや煮つけなど 

広々とした駐車場 

うおとら  鯱 

 テーブル全席個室になっていますので、落ち着
いて食事ができます。料理の形態も配慮いたし
ますので、ご気軽にご相談ください。 
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令和４年６月２８日閉店 

車いすで並んでお食事できます 

住   所 〒４７５―００５８ 
半田市乙川吉野町４８ 

営業時間 １１ ００ ２２ ００ 
（Ｌ.ｏ.２１ ３０） 

電話番号 ０５６９－２５－４８００ 
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.morinoishimatu.com/shop_handa.html

店長のコメント 
当店は年配の方を始めとして、そのご家族や小さいお

孫さん、どなたでも利用しやすいように、店内が見渡しや
すい作りになっていますので、困った時にも気が付けると思
います。ご予約はお電話でお願いします 

以前から入口のスロープはありましたが、通り
やすいスロープに変わりました。各テーブルに消
毒液がおかれているのもいいですね  
（半田手をつなぐ育成会 岩崎） 

江戸前廻転寿司 森の石松 半田店 

テイクアウトのお惣菜 

入口には二方向にスロープがあります。 

週替わりのメニュー ３３０円 

おすすめ 
あなご１匹を使った焼きあなご 530 円

や、とってもお得な「今日のおすすめ」は店内
のホワイトボードやホームページをご確認くだ
さい  お寿司だけでなく、魚の煮つけやお
惣菜のテイクアウトも行っております。 

ポイント
店内は広々としており、車いすでもカウンターで並んでお食事することができます。 
必要に応じて、一口大に切ることや、食器の変更（平皿からお椀など）も可能です。 

取材者のコメント 

わかりやすい写真付きのメニュー  
人気の焼きあなご 



 車いす利用者はもちろん、嚥下障がいのある方等へ
の配慮もされていて、どんな障がいのある方でも利用し
やすいお店だと思います  

（半田市障がい者相談支援センター 加藤）

取材者のコメント 店長のコメント 
車いすでも楽々なトイレ空間 

おすすめ 
おむすび(\150~)の種類は 40~50 種類ありま

す。お味噌汁と唐揚げなどのセットメニュー(\600~)
がおすすめです。お好きなおむすびと組み合わせてお
召し上がり下さい。

ポイント

住 所 〒４７５―０８３３ 
半田市花園町４－１７－１３ 

営業時間 １１ ００ ２０ ３０（月・木・金・土・日） 
（L.o.２０ ００） 
１１ ００ １５ ００（火） 
（L.o.１４ ３０） 

定 休 日 水曜日 
電話番号 ０５６９－７７－４４７７ 

 店内は全面バリアフリー化されており、個室や多目的トイレも整備さ
れています（個室のみ呼びベルも整備）。 
 また、食事形態や提供温度、食事器具等に配慮が必要な方にも
個別で対応していただけます。おにぎりの種類が豊富ですが、すべて
絵がついており、字が読めない人にも分かりやすいです。 

 食事支援が必要なお客様へ、ブレンダー、介護スプー
ン等の貸出しを行っております。その他、必要なものがあ
れば、遠慮なくお声がけください。 

おむすびカフェ にこり

奥に個室あり 食事形態等への配慮の案内 
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広々とした店内 フラットな出入口 

ユニバーサルトイレ 

おすすめ
 週替わりこもれびランチプレートとカレーライスは５００円、
手ごねハンバーグプレートは８００円でとってもお得です。 
 +３００円でドリンクとデザートをつけることもできます。 

住 所 〒４７５－０８３７ 
半田市有楽町１－１１－６ 

営業時間 １１ ００ １５ ００ 
（L.o.１４ ３０） 

定 休 日 土曜日・日曜日・祝日 
電話番号 ０５６９－７７－４０５５ 
U R L http://www.npo-wataboushi.com/harunire 

ポイント
 ミキサー食やきざみ食、持ち込み食器への盛り付け等、様々な
食事への配慮が可能です。 
 車いすはもちろんのこと、お子様も利用可能なユニバーサルトイ
レを備えています。 
 店内は広々としており、来客に応じてテーブル配置を変更する
ことができます。 

店長のコメント 
感染症対策を十分に行っており、あいスタ認証も受けて

いますので、安心してお過ごしいただけます。 
食事に関してはできる範囲で対応いたしますので、なんで

もおっしゃってください。 

取材者のコメント 
 斬新な外観のデザイン。店内は、バリアフリー
対応になっています。「食事に関してはできる範
囲で対応いたします」の心遣いが温かく、子ども
から高齢者まで、一度は足を運んで欲しいお
店です。    （ぴあコネクトはんだ 杉江） 

Caf ＆Craft Harunire 

ハンバーグプレート 週替わりランチプレート 
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カフェ かのん

呼び出しベル設置 車いすで席に着けます。 

スロープの用意あり 

かのんランチ 焼きそばランチ 

おすすめ 
 かのんランチや、やきそばランチがおすすめです。どちら
にも+２００円で１ドリンクが付き、サラダと自家製パ
ンが食べ放題となり、とってもお得です。 

住 所 〒４７５－００６１ 
半田市一ノ草２０１ー１ 

営業時間 ９ ３０ １４ ３０ 
定 休 日 土曜日（不定）・日曜日 
電話番号 ０５６９－４７－５８８２ 

ポイント
 連絡をいただければ、スロープの設置が可能です。トイレには手す
りが設置してあり、安心して利用できます。 
 メニューは写真が大きく、簡単で分かりやすいです。 
声を出さなくても店員が呼べる、呼び出しベルも設置しています。 

店長のコメント
 どなたでも、また行きたいと思ってもらえるよう、落ち着
いた空間づくりに努めています。 
 ゆっくりしたいと思う方は、是非いらっしゃってください。 

取材者のコメント 
スロープ設置対応してくださいます。車いす使用
の方は、手動車いすで行かれることをお勧めしま
す。店内はバリアフリーに配慮され、誰もが落ち
着けるカフェです。（ぴあコネクトはんだ 杉江） 
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 車いす利用者でも利用しやすい環境になっていま
す。また、病院内ということもあり、肢体不自由故に配
慮が必要な方が来店されることが多いとのことで、合
理的配慮を日ごろからされています。  

（半田市障がい者相談支援センター 加藤）

取材者のコメント 店長のコメント 

おすすめ 
自社生産のこだわりの卵で作ったなちゅ卵オムライ

スがおすすめです。 
焼き立てパンもありますので、是非ご賞味ください。 

ポイント

住 所 〒４７５―００１７ 
半田市有脇町１３－１０１（半田中央病院内） 

営業時間 ９ ００ １６ ００（月 土） 
定 休 日 日曜日 
電話番号 ０５６９－２９－６３７８ 
U R L  https://musou.or.jp/place/59/

 店内は車いす利用者でも通れる広さがあり、床面もフラットであるた
め、入口からそのまま席に着くことが可能です。 
 また、ご相談いただければ、食事形態や提供温度、食事器具への
配慮も出来る範囲内で個別対応が可能です。

 当店ではパンの販売をしています。パンを取ることや席
への移動等配慮して欲しいことを言っていただければス
タッフがお手伝いします また、障がいのある方が一生
懸命働いていますので、是非一度ご来店下さい。 

喫茶なちゅ 有脇店

障がい者用駐車場も完備 入口も店内も広いスペースを確保 多目的トイレも完備 
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 環境面で配慮がされており、移動に配慮が必要な
方でも利用しやすいと思います。障がい事業所が運
営するカフェであるため、障がいのある方への配慮につ
いて、とても考えられている印象を受けました。     

（半田市福祉部地域福祉課 片山）

取材者のコメント 店長のコメント 

おすすめ 
シフォンケーキプレートは本場施設で作ったシフォンケ

ーキを大きめに切って提供します。 
炭火焼き鳥丼ライスは、今春登場の新メニューです。 

ポイント

住 所 〒４７５―０９５３ 
半田市金山町１－１４９－１ 

営業時間 ９ ００ １７ ００（L.o.１６ ３０） 
定 休 日 月曜日・火曜日（祝日の場合は翌日） 
電話番号 ０５６９－２０－３９１１ 
U R L  http://www.green-gables.me/ 

 店内は全面バリアフリー化され、車いす利用者にも利用しや
すい構造となっています。多目的トイレも完備しており、テーブル
間の間隔も広く空けて配置しています。 
 また、ほとんどのメニューに絵が付いており、字を読むことが苦手
な方でも分かりやすいようになっています。

 障がいのある方は、必要な配慮を言っていただけれ
ば、出来る範囲で対応させていただきます。 
また、障がいのある方の団体向けには事前予約も受け
付けています。一度ご相談ください。 

GreenGables（ｸﾞﾘｰﾝ・ｹﾞｰﾌﾞﾙ）

店内のスペース・通路が広い 障がい者駐車場も完備 多目的トイレも完備 
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ヒレステーキランチ ロースステーキランチ 

おすすめ 
ランチは、ライス or パン、サラダ、ドリンク付きで

す。とろけるような柔らかステーキを、ソースとわさび醤
油で、いただきます。ガーリックチップとの組み合わせも
最高です。 
お弁当も配達しています。 

住   所 〒４７５－０９２２ 
半田市昭和町２－２３－１ 

営業時間 １１ ３０ １３ ３０（L.o.１３ ３０） 
１７ ００ ２０ ３０（L.o.１９ ３０） 

定 休 日 月曜日 
電話番号 ０５６９－２２－３３８８ 

ポイント
 瀟洒な雰囲気に包まれ、優雅なひと時を過ごすこと
ができます。家族や恋人など、大切な人との食事に最
適です。流れる時間は格別でしょう。 
 必要に応じて、ステーキを小さくカットしたり、ストロー
などを用意したり、筆記にて注文することも可能です。
不可動なソファ席が多く、店内に段差もありますが、車
椅子を利用される方の移動には、店員の介助がありま
す。事前に連絡を入れると良いと思います 

店長のコメント 
 店内は年季があり、作り自体は、決して障がいに対応
したものではありませんが、できる範囲で対応させていただ
きます。人によってニーズがさまざまだと思うので、気軽に
声をかけてください。お肉自体はとても柔らかく、高齢の
方でもお召し上がりいただけます。 

取材者のコメント 

 聴覚障がいを抱える常連様のお話を通し、ニー
ズに合わせた配慮を感じることができました。席は
不可動部分もありますが、できる限りでの協力が
得られそうです。 

（半田市福祉部生活援護課 古川） 

ステーキハウス 英國亭 
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階段には両手でつかめるように手すりが
設置されています。 

イチゴパフェ 

鉄板を扱いますので、ぶつからないように通路を広く設
けています。食べやすいサイズへのカットや、提供温度の配
慮など、できる範囲で対応させていただきますので、何かあ
りましたら一度ご相談ください。 

タカチホ 

明るく通路の広い店内 わかりやすい写真付きのメニュー 

おすすめのタカチホ弁当 

おすすめ 
おすすめはタカチホ弁当を始め、種類豊

富な定食です。イチゴや桃などを使用した、
季節のフルーツパフェも人気です  

住   所 〒４７５―０８０５ 
半田市浜田町２－４０－３ 

営業時間 ８ ３０ ２２ ００（L.o.２１ ００） 
定 休 日 水曜日 
電話番号 ０５６９－２１－２７００ 

ポイント
店内の床面はつまずかないようにフラットになっており、入口や

店内には手すりが設置されています。 
メニューは写真付きになっており、わかりやすくなっています。 

店長のコメント 取材者のコメント 
店内への出入口は建物の構造上階段しか

ありませんが、店内は日当たりが良く、広く、植
物などにも気を配っておられ、気持ち良く食事
ができます。（たんぽぽ家族会 石川） 
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デニーズ 半田店

広々とした店内 
スロープの設置 

点字メニュー

和風ビーフシチュー 季節のパンケーキ 

おすすめ 
 メインとサイドとドリンクバーをお得に楽しめる、時間
限定の D s（デニーズ）セレクションや、ごはんとの相
性抜群の和風ビーフシチューがおすすめです。 

ポイント

住 所 〒４７５－０９２４ 
半田市東郷町４ー１０３－１５ 

営業時間 ７ ００ ２４ ００ 
(L.o.２３ ３０) 

定 休 日 年中無休 
電話番号 ０５６９－２６－３８２０ 
U R L https://shop.dennys.jp/map/2461 

全盲のお客さんが見えた時に点字メニューを独自で作成し、その内容
が分かりやすいかを本人に確認した経験があります。また、手引きの方法
や配膳の位置等、勉強会にも参加しました。本人に何が分かりやすいか
を確認して対応しています。 

店長のコメント 取材者のコメント 
 「お手伝いできることはありますか 」という対応を全従業員に
徹底していることや、その方のリクエストに応えられるように工夫を
している姿に感銘を受けました。個別に対応し、やれることを実
行していく姿が素敵であると思いました。 
（特定非営利活動法人知多地域権利擁護支援センター 金森）

 どんなお客様にも安心して利用いただ
けるように、お客様のご要望に寄り添っ
た接客を心がけています。 
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広々としたトイレ わかりやすいメニューと 
キッズメニュー 

大部屋も用意 

1 番人気!! 
あつあつ卵焼きサンドセット 

ホットドックプレート 

おすすめ 
 １番人気のあつあつ卵焼きサンドセットは、ドリンク代に
追加料金なしで注文可能。安くてボリュームがあることが自
慢で、弁当も販売しています。キッズメニューも用意してい
ます。 
 ドリンクチケットも販売中です。 

ポイント

住 所 〒４７５－０９１１ 
半田市星崎町２－２０２ １ 

営業時間 ９ ３０ １４ ００ 
 （L.o.１３ ３０） 

定 休 日 日曜日・祝日 
電話番号 ０５６９－５８－７２１８ 
U R L https://dreamhouse-hoa.com/ 

 店の前すぐに車いす用駐車場があり、店内も広々としていま
す。メニューも大きな写真がついており、とてもわかりやすいです。
大部屋（ピアノ設置）があり、子ども会やママ会などにも利用可
能です。 

店長のコメント
 団体予約も可能です。おしゃれなカフェとして、障がいの
有無にかかわらず、地域の方に来てほしいと思っています。
交流の場として、ぜひご利用ください。 

取材者のコメント 
 障がいや福祉の概念にとらわれることなく、
様々な人に利用してもらいたいという強い思い
を感じました。 

（半田市福祉部地域福祉課 吉村） 

DELI CAFE どりーむ 
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車いすの移動も楽々 広々としたトイレ 

ゆったりとした個室 

1 番人気!! 
知多牛ハンバーグ

ステーキとのセットも 

おすすめ 
 知多牛のハンバーグがおすすめです。材料がとても
シンプルで、知多牛が本来持つ、本当の美味しさを
味わうことができます。 
 ランチセットには、サラダ、スープ、ごはん、ドリンク、
デザートがついてお得です。

ポイント

住 所 〒４７５－０９６６ 
半田市岩滑西町２－４８ １２７ 

営業時間 １１ ３０ １４ ３０（L.o.１３ ３０） 
１７ ３０ ２１ ３０（L.o.２１ ００） 
定 休 日 月曜日（祝日の場合は翌平日） 

電話番号 ０５６９－８９－８６２９ 
U R L http://www.kuroushi.net/farm/ 

 愛知県の「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」に準拠
した建物になっており、店内での車いすのすれ違いや転回も可
能です。個室も広く、落ち着いた空間になっています。 
 障がいの有無にかかわらず、団体利用も可能です。 

店長のコメント 
 お客様の交流の場として、心地よい場所づくりを目指し
ています。事前に予約や相談をいただければ、できる限り
対応します。 

取材者のコメント 
 広々として落ち着いた店内でした。個室の用
意もあり、障がいの有無にかかわらず、多くの人
にとって利用しやすい環境だと思いました。 

（半田市福祉部地域福祉課 吉村） 

ファームレストラン 黒牛の里 



やじろべぇ 半田店

フラットな入口 

個室も用意 広々とした店内 

蛤うどん 味噌煮込みうどん 

おすすめ 
 蛤を使ったメニューや、かつおだしと八丁味噌を独
自にブレンドした味噌煮込みうどんがおすすめで
す。 

ポイント

住 所 〒４７５－０９２６ 
半田市南二ツ坂町２－２－３ 

営業時間 １１ ００ ２２ ００ 
 （L.o.２１ ３０） 

定 休 日 元日のみ 
電話番号 ０５６９－３２－２１１２ 
U R L http://www.utaandon.jp/index.php 

 出入り口から店内まですべてフラット化しており、通路もスムーズに
移動ができ、車いす・ベビーカー等の利用も可能です。ご要望により
食事形態、食器や食事器具への配慮も可能です。 

店長のコメント 
 お客様に安心して楽しい時間を過ごしていただける
ように、要望があればできる限り対応させていただき
ます。障がいのある方の団体も是非利用ください。 

取材者のコメント 
 何事も前向きに考えていただける心温まるお話を伺
えました。店内もバリアフリーになっており、スムーズに
移動可能です。配慮の相談も気軽に対応いただけま
した。   （特定非営利活動法人りんりん 二村） 
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ストローもあります。 車いすで席に着けます。 

車いすで入店可能 

1 番人気!! 
エビフライと牛ヒレステーキのお弁当 日替わりランチ 

おすすめ 
おすすめの日替わりランチは、ライス、ドリンク

付き７５０円でとってもお得 
 お弁当のテイクアウトも行っており、市内であれ
ば配達も可能です （３，０００円以上） 

住 所 〒４７５－０９１８ 
半田市雁宿町１－２２－１ 
半田市福祉文化会館（雁宿ホール）内 

営業時間 ９ ００ １８ ００（L.o.１７ ３０） 
定 休 日 雁宿ホールの定休日に同じ 
電話番号 ０５６９－２３－４８４８ 
U R L http://www.restaurant-lyon.jp/ 

ポイント
 店内は広々としており、車いすでも問題なく移動できます。机やいす
も大きく、ゆったり安心して過ごすことが可能です。 
 いすを動かすことや、必要に応じてストローなどの用意もできます。一
口大に切ることや、食器の変更（平皿からお椀など）も可能です。 

店長のコメント 
 特に初めて来店される方は気を遣うところかもしれ
ませんが、遠慮なく要望を全て伝えていただければ
OKです。人によってニーズが異なるので、何でも一度
ご相談ください。 

取材者のコメント 
 段差のない出入り口と、広々とした店内で、車
いすでも楽に移動できます。いすの移動やストロー
の用意など、いつも安心して利用できます。 

（ぴあコネクトはんだ 杉江） 

レストラン リヨン
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障がい種別ごとの具体的配慮 
視覚障がい                                       
視覚障がいとは、視覚機能に何らかの障がいがある状態をいいます。 
■盲…全く見えない、または視力が限りなく「０」に近い状態です。 
■弱視…視覚による日常生活が不自由な状態です。単に視力が弱いだけではなく、視野が狭

かったり、明るすぎると見えづらい、暗いところでは極端に見えにくくなるなど、見え方や
不便さの度合いが人によって異なります。 

■視野狭窄…見える範囲が狭いため物にぶつかったり、段差につまずいたり、階段を踏み外すな
どの危険性があります。

具体的配慮の例
○点字メニュー 
○時計の配置 
〇手引きによる案内

聴覚障がい                                       
聴覚障がいとは、聞こえの程度や聞こえなくなった時期（先天性か後天性か）、受けてきた教育
などにより、コミュニケーション手段は人によって異なります。聴覚に障がいのある人のすべてが手話を
理解しているわけではなく、誰もが文字を書いて筆談ができるわけでもありません。 
具体的配慮の例
〇手話
〇筆談
○写真メニュー 

肢体不自由                                       
肢体不自由とは、運動に関係する器官が損傷を受け、手足や体幹が動きにくくなるなどの状態

をいいます。その状態は、障がいのある部位や程度によってさまざまです。日常生活にさほど支障を
感じない人から、車いす、杖、義足、義手などの補装具を必要とする人、食事や排せつ、着替えな
ど日常生活動作において介助を必要とする人がいます。 
具体的配慮の例
車イスの場合 
○スロープ、手摺り 
○エレベーター 
○多目的トイレ 
○自動ドア 
〇障がい者用駐車場 

咀嚼機能障がい 
○食事の刻み 
○ストロー 
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知的障がい・発達障がい                               
知的障がいとは、知的機能の障がいが発達期（概ね18歳未満）に現れ、日常生活に支障が
生じているため、何らかの特別な支援を必要としている方です。自閉症を伴う方も少なくありません。
例えば、見たことや聞いたことを整理して理解することが不得手であったり、自分の考えを相手に伝
える表現がしにくかったり、おつりのやり取りのような日常生活での計算が苦手な人がいます。 

発達障がいとは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注
意欠陥多動性障がいその他これに類する脳機能の障がいであってその症状が通常低年齢において
発現するもの」とされています。ここにあげる障がいのどれに該当するか、厳密に診断をつけることは非
常に困難であると言われていますが、一般的には、 
・目線が合わない、表情や身振りにとぼしい（社会性の障がい） 
・言葉が出るのが遅い、言葉の「おうむ返し」、一方的に際限なく話す（コミュニケーションの障が
い） 

・こだわりが強い、ごっこ遊びが苦手、活動の興味が極端に狭い、社会規範や規則に絶対的に
拘束されて融通が利かない（想像力の障がいとそれに基づく行動の障がい） 
・感覚過敏（明るさ、におい、特定の音などに対して過剰に反応する）。 
などの特徴があります。 
具体的配慮の例
〇写真付きメニュー 
○個室や仕切り

精神障がい                                       
精神障がいとは、統合失調症や気分障がい（躁うつ病、うつ病）、アルコールや薬物の依存症
などの病気のために、日常生活や社会生活がしづらくなる状態のことをいいます。幻聴や被害妄想
が現れることもあり、また、意欲が低下する、感情が乏しくなる、人と接することに消極的になることも
あります。  
具体的配慮の例
○個室や仕切り 
〇ボタンで呼び出し 
○タッチパネルで注文 
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この冊子は、障がい当事者などから実際に合理的配慮の提供を受けたという飲
食店を掲載していますが、実際には他の飲食店においても意識はせずとも、普段当
たり前に合理的配慮の提供をしていることが多いかと思います。 
飲食店を経営されている事業者様におかれましては、この冊子で紹介する『合理
的配慮の提供』を参考に、今後、是非、何かしらの配慮が必要な方を意識してい
ただきたく思います。 
 障がいがあってもなくても、誰もが生活しやすく、利用しやすいお店が増えていくこと
を願っています。 

 この冊子は、半田市が『共生のまち・はんだ』となるため、半田市障がい者自立支
援協議会の権利擁護部会において作成しました。 
 この冊子の目的をご理解いただきますようお願いいたします。 

まとめ 
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障がいのある方の権利擁護（差別解消や虐待防止など）や市民・事業者
に対する障がい理解について、様々なことを検討する会議体です。 
 部会員は福祉事業者をはじめ、障がいのある方の家族団体や当事者の方で
構成しています。 

【部会員名簿】 
●部会長 
金森 大席（特定非営利活動法人知多地域権利擁護支援センター） 
●副部会長 
杉江 徳長（ぴあコネクトはんだ） 
●部会員 
鴻巣 雅之（愛厚半田の里 令和３年度担当） 
佐々木栄治（愛厚半田の里） 
加藤 友規（訪問看護ステーション和来） 
二村ひとみ（特定非営利活動法人りんりん） 
岩崎 信子（半田手をつなぐ育成会） 
石川 茂子（たんぽぽ家族会） 
今枝   徹（愛知県立半田特別支援学校） 
鋤田 素羽（愛知県立ひいらぎ特別支援学校） 
古川 陽一（半田市福祉部生活援護課） 
●事務局 
岡澤 祥子（半田市福祉部地域福祉課） 
川口 一美（半田市福祉部地域福祉課） 
片山 雄貴（半田市福祉部地域福祉課） 
吉村 享洋（半田市福祉部地域福祉課 令和 3年度担当） 
加藤   恵（半田市障がい者相談支援センター） 
瀬口 美江（半田市障がい者相談支援センター） 
加藤美智代（挿絵提供） 

権利擁護部会の紹介 

26



誰もが暮らしやすいまち はんだ

障がいのある方への配慮はみんなの暮らしやすさにつながる 

令和４年 6月 

発行・編集 半田市障がい者自立支援協議会 権利擁護部会 


