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「障がい」の表記について  

 

岐阜県では公文書において、「障害者」を「障がい者」「障がいのある人」などと表記

して、「害」の字が持つマイナス（否定的）イメージが与える不快な心情を和らげるな

ど、障がい者の人権尊重を推進するとともに、県行政のこうした取り組みを通じて障が

い者や障がい福祉に対する県民の理解を促進し、共生社会の実現を目指した「人と環境

にやさしい岐阜県づくり」の推進を図るとしています。 

美濃加茂市でも県の考え方に基づき、本計画書では「害」の字を可能な限りひらがな

で表記することとしています。ただし、法令や条例等に基づく法律用語や団体等の固有

名称等については、これまでどおり「害」の字を使っています。このため、本計画書で

は「がい」と「害」の字が混在する表現になっています。 
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