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１．障害者差別解消法制定までの経緯
（１）障害者自立生活運動と自立観の転換
　1970 年代のアメリカで、働くことができず、その存在が否定された重度身体障害者が展開した自立生活
(Independent Living:IL）運動は、「障害者の公民権運動」と言われる。重度障害者がアメリカ市民としての
対等な権利を勝ち取った運動であり、「自立観のコペルニクス的転換」をもたらしたと評価される。働いて
納税者（tax payer）になる「経済的自立」ではなく、「必要な支援を受けるからこそ、自己決定に基づく、
自分ならではの生活を送ることが可能となり、それが本来の自立である」と主張した。当時、わが国では敢
えて「援助付き自立（Supported Independence）」といった表現もされ、支援を受けずに自分の力だけで暮
らすことが自立だという従来の自立観を翻すことになった。

（２）ADA の成立と日本への影響
　この運動の集大成とも言われるのが、1990 年 7 月に成立した「障害をもつアメリカ人法（Americans 
with Disabilities Act：ADA）」である。この法律が成立したとき、日本のマスコミは「アメリカで、画期的
な障害者差別撤廃法が成立した。」と紹介した。しかし、法律の本質を知る関係者はすぐにこの言葉を否定
した。「これは単なる障害者差別撤廃法ではない。差別というものは、今の差別が解消されてもすぐ新たな
差別が生まれてくる。ADA は、そうした将来の差別も見据え、障害があってもアメリカ人としてのあらゆ
る権利が、障害のない人と全く対等に保障されるということを規定した法律である。」
　1964 年に、黒人が白人と対等な権利を獲得した「公民権法（The Public Law）」に例えて、「障害者の公
民権法」などとも言われる。それゆえに、「障害をもつアメリカ人法」と訳されることになったのである。
ADA で注目されたのが、「合理的配慮（reasonable accommodation）」という概念であり、障害者権利条約
のキーワードでもある。そして、「合理的配慮をしないことは差別である」という考え方を確立したことが、
ADA が「画期的」と言われるゆえんである。
　ADA が成立すると、またたく間に、40 カ国以上で差別禁止法が制定された。わが国でも「ADA の衝撃！１）」
などと紹介され、日本にも大きな変化が起こるのでは、との期待が持たれた。当時、「日本にも、JDA（Japanese 
with Disabilities ACT）を！」という声が、キャッチフレーズのように障害者の間で交わされることになった。

（３）千葉県障害者差別禁止条例の制定
　2006 年 10 月 11 日、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」案が成立した。後
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述する国連の障害者権利条約採択の 2 カ月ほど前であり、千葉県の先駆性に改めて感服させられる。
　この成立の経過については、研究会の座長を務めた毎日新聞論説委員の野澤和弘氏が著書で丁寧に紹介し
ている。アメリカで ADA が成立し、各国で差別禁止法が制定されると、2002 年 9 月、日本でも DPI（Disabled 
People’s International）日本会議が当事者団体としての法案を提案した。日本弁護士連合会は 2006 年 10 月、

「障がいを理由とする差別を禁止する法律」の試案を発表し国内でも論議が活発化する契機となった。
　千葉県では障害者の人権問題に詳しい堂本暁子知事（当時）の意向もあり、自閉症児の父親でもある野澤
氏が座長となって、さまざまな立場の委員が 2005 年 5 月から議論を開始した。県民からは 800 件もの差
別事例が集まり、特筆すべきは 32 回ものタウンミーティングを各地で重ね、県民の意識を大きく変えていっ
たことにある。こうした動きが議会をも動かし、2006 年 10 月 11 日、全国で初めて画期的な条例案が成
立したのである２）。
　その後は、2009 年 3 月 27 日に北海道で成立し、2016 年 7 月 4 日の島根県松江市に至るまで、全国 26
自治体で障害者差別禁止条例が制定されている。

（４）障害者権利条約の採択と注目点
　2006 年 12 月 13 日、国連のニューヨーク本部で障害者権利条約が採択された。この条約は、政府関係
者だけでなく障害当事者団体も参加し、「Nothing about us,without us!（私たち抜きに、私たちのことを決
めないで！）」を合言葉に、むしろ当事者が議論をリードしたと言われる。
　条約は 50 条からなり注目すべき点は多いが、誰もが「障害者観の転換」が最大の意義だと指摘する。そ
れまでは「医学モデル」と呼ばれ、障害者が努力して障害を克服することを求めていたと言われるが、条約
の第１条目的などに、「社会モデル」としての障害者観が位置付けられた。すなわち、社会にある「さまざ
まな障壁」をなくすことにより、障害があるがままでも自分らしい生き方ができる、という考えを明記した
のである。
　条約第 2 条の定義では 5 つのキーワードが示され、その中に「差別」と「合理的配慮」も示されている。
条約では、①直接的差別、②間接的差別、③合理的配慮の不提供、の 3 種類の差別に整理された。
　社会モデルの視点から、第 2 条にある「合理的配慮」の提供が社会に求められることになる。2 条では、「『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度の負担を課さないものをいう。」（下線部は筆者による。以下同様）と定義されている。
　ここで、「他の者との平等を基礎として」という言葉は、「他の児童との平等を基礎として」を入れると条
約中に35回も登場する。すなわち、条約は障害者に特別の権利を認めているのではなく、適切な「合理的配慮」
が提供されれば、生活のあらゆる場面で、また人生のあらゆる段階で、障害がない人と「平等」に暮らすこ
とができるはずだと主張しているのである。
　「合理的配慮」という言葉は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（いわゆる「障害者差別解
消法」）（以下、「法」という。）のキーワードでもあるが、この法律では明確な定義がなされていない。また、
条約にもある「過度の負担を課さない」という言葉をどのように解釈するかが大きな問題である。経費がか
かりすぎることなどを理由に、差別が容認されてしまうことにもなりかねない。だからこそ、障害者の意思
を尊重しながら、「合理的配慮とは何か」について国民的合意を形成していくことが求められる。
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２．障害者差別解消法の概要と課題
（１）法律の構成
　法は全部で 26 条から成り、その全体構成を示す概略図として紹介されるのが図である。

　最も注目される法律の中核部分が、「第 3 章　差別解消措置」（7 条から 13 条）である。ここに、①「不
当な差別的取扱い」と、②「合理的配慮の不提供」という 2 種類の差別が示され、①については行政も事
業者も禁止、②については、行政は合理的配慮の提供が「義務」であるが、事業者は「努力義務」となって
いる。また、雇用に関する差別については障害者の雇用の促進等に関する法律の中に位置づけるとし、法の
対象ではないという整理がなされている。さらに、行政が差別をなくすために具体的な方法・取組を示す「対
応要領」については、国は策定の「義務」があるが、地方自治体は「努力義務」である。民間事業者の取組
を示す「対応指針」は、厚生労働省、文部科学省、国土交通省などの各大臣が「義務」として策定し、その
実現を事業者に求めることになっている。
　「第 4 章　差別解消支援措置」（14 条から 20 条）が、法律の施行後は重要となる。ここには差別につい
て相談を受け紛争を防止する窓口の設置など、「体制整備」や行政による啓発活動が示されている。特に、
地域の関係者が協力して差別解消の実現に努める、「障害者差別解消支援地域協議会」の設置などが注目さ
れる。附則では施行から 3 年後に必要な法律の見直しを行うとされている。

「障害者差別解消法施行～制定までの経緯と課題、自治体が果たすべき役割は～」

図『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）』の概要
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　「障害者差別解消法」は、当初、「障害者差別禁止法」の制定をめざして検討が続けられていた。この名称
変更からも推測できるが、成立した「障害者差別解消法」にはさまざまな課題が残されているとの指摘が多
い。本稿では、最も重要なテーマである①「合理的配慮」に関する課題、②体制整備、③意識啓発に絞って
検討することとしたい。

（２）課題①：「合理的配慮」に関する課題
　まず第１に、わが国の法ではキーワードである「差別」と「合理的配慮」の定義がなされていない、とい
うことに注目したい。第 2 条の定義には、「障害者」「社会的障壁」「行政」「事業者」の４つの言葉が記さ
れているだけである。国連の条約では２条にこの２つの言葉が定義されているが、わが国では制定までの
議論では整理しきれなかった、ということである。「骨抜き」のような思いを否定できないわけではないが、
筆者は後述するような体験を経て、拙速に定義しなかったのはむしろ正解だったと考えている。これから地
域ごとに差別解消についての議論を重ね、「国民的合意」といったものを形成していくことが重要だと考える。

「差別」についても同様である。
　第２に、「合理的配慮の提供」が行政には「法的義務」であるが、民間事業者には「努力義務」であるこ
とが、この法律の最大の課題と指摘する人も多い。ここで、「負担が過重でないときは」という文言で、行
政にも事業者にも合理的配慮を提供しなくてよい場合が認められていることを確認しておきたい（第 7 条 2
項、第 8 条 2 項）。「過重な負担」を判断する視点として、費用や負担の程度など、いくつかの基準が示さ
れてはいるが、実際にはどう判断するか迷うケースも多いと考えられ、今後の大きな課題である。
　「費用」に関しては、行政であれば何とか予算を確保して対応してほしいが、「人員」や専門的な「技術」
などは対応できないことも十分に考えられる。正当な理由があ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ることが行政にも事業者にも求められている。そして、当面可能な方法を障害者
とともに考え出すなど、「建設的な対話」を重ねることが重要とされているが、まさにそこが法律のポイン
トであると考える。
　第３に、合理的配慮に関しては、「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明が
あった場合において…」とある。つまり、提供を障害者から求められた時に、「合理的配慮」が提供される
ということになる。障害者というだけで一律の対応が求められるわけではないので、法律の意図は理解でき
る。しかし、果たして障害者が確実に「意思の表明」ができるであろうか。この点も大きな問題だと筆者は
考える。
　意思表明のための情報保障や家族が代わって表明することも認められており、さまざまな検討がなされて
はいる。しかし、これまで「人様に迷惑をかけてはいけない」という生き方を求められてきた障害者が、法
律が施行されたからといって「意思の表明」が簡単にできるとは思えない。だからこそ、障害のない人から、

「何かお手伝いしましょうか」といった一言をかけることが大きな意味をもつ。障害のあるなしにかかわらず、
そうした声かけや配慮が気軽にできる社会が、めざす「共生社会」であり、ソーシャル・インクルージョン
の実現につながっていく。
　第４に、何を差別と捉えるか、どのような合理的配慮を求めるかは、同じような障害と見えても個人によっ
て異なるという点である。その人が過去にどのような体験を重ね、どんな人に出会ってきたかで大きく違っ
てくる。このことを、筆者は座長を務めた横浜市の検討会で、障害がある委員の率直な声を受け止める中で
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実感させられた。その人の価値観や人生観を踏まえた個別の支援が、合理的配慮としても求められてくるの
である。
　そこで、筆者なりに以下のような整理を試みた。「『合理的配慮の提供』とは、出会った人をいかに大切に
思い、その人の生き方を尊重するために、同じ市民として何ができるかを真摯に考えるという、まさに『支
え合い』『共生社会』を実現するための努力」と言えると考える。すなわち、障害がある人を「迷惑な存在」
などと捉える考え方の対極にあるとも言える。条約第 3 条にある「個人の尊厳の尊重」であり、支援があ
ればその人ならではの輝き方ができるという「人間観の転換」でもある。
　こうした個別の支援にあたっては、「本人の思いに寄り添う」ための専門職の力量が問われ、「意思疎通支
援」や「意思決定支援」、エンパワメントの視点などが、これまで以上に重要な意味をもってこよう３）。

（３）課題②：相談・紛争解決の体制整備
　このことが最も大きな課題と指摘する関係者も多い。障害者が差別を受けたと訴えても、その相談に応じ、
解決を図る新たな機関が法には位置付けられていない、ということである。第 14 条で国や自治体に対し、「障
害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は
解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。」とされている。このようにして体制整
備に努め、実際に相談や紛争解決の必要性が生じた際は、「既存の相談・紛争解決の制度の活用、充実」と
いう方向性が示されているだけである。
　施行後 1 年ほどになる現状を振り返ると、差別に関する相談が確実にあがっているのは、行政が受付窓
口を一本化し的確な対応ができている自治体である。本特集でも紹介されている明石市などは、典型的な
好事例である。一方、民間で何かあったら事業者の担当窓口に相談することで、事業者自体が力を付ける
ことを期待している自治体もある。しかし、この方法では障害者が相談窓口が分からず、対応も期待でき
ないと申し出もしないまま終わってしまうこともあろう。利用しやすい窓口の一本化が、当面は必要であ
ると考える。
　また、罰則規定が設けられていないことも大きな課題と指摘される。しかし、筆者は差別解消について検
討を重ね、各地の実情を理解した上で、紛争解決の最重要課題は事業者や市民の意識啓発である、と確信し
ている。

（４）課題③：地域の連携と市民の意識啓発
　第 17 条では、差別解消を円滑に行うために、医療、介護、教育などの行政機関が連携する「障害者差別
解消支援地域協議会を組織することができる」とされている。障害者差別解消への取り組みは、障害福祉課
など特定の部局だけでは対応できず、「全庁あげて」とよく言われる。国レベルでも内閣府が中心ではあるが、
全ての省庁が連携することが強調されている。
　しかし、「できる」とあるように、各自治体の判断に任せる「任意設置」である。そして、当事者団体や
PTA などの教育関係、商工会や自治体など、地域のさまざまな組織もメンバーとして挙げられている。地
域には既に多くのネットワークが位置付けられており、既存の組織との関係も含め、地域特性に応じた検討
が求められることになろう。
　法の目的とも言える「共生社会の実現」のために、最大の課題は「市民の意識啓発」に尽きる、と筆者は
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強調している。既に条例を制定した「先進自治体」などの担当者からも、同様の声を聞くことが多い。
　法では、第 4 条に「国民の責務」として、「…障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めな
ければならない。」という努力義務が位置付けられている。しかし、行政や事業者とは異なり、国民に対し
ては理念が示されているにすぎない。言うまでもなく、行政職員も事業者もまず「一市民」であり、地域
で共に暮らす住民である。将来そのような立場に立つ子ども達も念頭に置いて、障害の有無にかかわらず、
必要な配慮や手助けがためらうことなく提供できる地域づくり、そのための意識啓発こそが最重要課題で
ある。

３．自治体の役割
（１）差別解消への先駆的取り組み
　当然のことながら、法律に位置付けられた「不当な差別の解消」と「合理的配慮の提供」について、自治
体業務を遂行するなかで民間事業所に先んじた積極的な取り組みが求められる。実務を通して「過重な負担」
について明確にし、障害当事者との間で、「建設的な対話」を重ねていくことも重要となろう。このような
行政の取り組みが民間の「範」となり、事業者の姿勢を変え、差別解消の方向性を示すことになる実践の蓄
積が求められる。
　この際、「３つの NG」を踏まえておくことが重要であると、障害当事者として法制定に関わった尾上浩
二氏は主張している。第１が、「もし、何かあったら…」である。尾上氏は、小学校の修学旅行に自分だけ
が参加できなかった体験を紹介している。何事にもリスクは付き物であり、それは障害がある人もない人も
基本的には変わりがない。第２は、「あなただけ特別扱いはできない」である。この論理のもと、全盲の人
が点字受験ができず、入学や就職をあきらめざるをえなかった、などは数多い。第３が、「そういう先例は
ありません」である。しかし、これまでやらなかったことを率先して実践することを求めているのが、「合
理的配慮の提供」ということである。

（２）市民の意識啓発
　法の問題点として、行政や事業者には差別解消を求めているが、「市民には何も課していない」というこ
とが指摘される。しかし、筆者は横浜市での検討などからも、差別解消の最大の課題は「市民の意識啓発」
だと考える。これは条例策定の過程で、千葉県の関係者が実感したことでもあろう。
　第 15 条では、「国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深め
る…」とあり、自治体に対して市民への啓発を求めている。講演会なども有意義ではあろうが、やはり大切
なことは、障害がある人が地域で生き生きと暮らしている、ということを市民が肌で感ずることである。す
なわち、障害者の地域生活を確実に進展させることが行政の業務でもあり、それが意識啓発に最も有効であ
ると考える。
　そこで、筆者は 20 年も前に刊行された『障害者白書』の意義を改めて強調している。1995 年に総理府
が出した『平成 7 年度版』では、今で言う「社会的障壁」を「４つのバリア」と整理している。そして、差別・
偏見を「意識上の障壁」と称し、それを解消するために「障害者観」を変えることが重要だと述べている。
そのために、当事者団体が主張した「障害は個性である」という言葉を引用し、こう主張している。「『街に
慣れる、街が慣れる』という味わい深い標語がある。障害者はどんどん街に出て街に慣れる。そのことによっ
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て街は、街に住む人々の意識も含め、障害者がいることを当然の前提とした社会になっていくという趣旨で
ある４）。」　まさに、こうした視点に立って、障害者の地域生活を拡げていくことが市民の意識変革をもたら
すのである。

４．おわりに
　2000 年 4 月、交通バリアフリー法（正式名称は「高齢者、身体障害者等の
公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」）が制定され、大
きな駅には一気にエレベーター・エスカレーターが登場した。1970 年代から

「福祉のまちづくり運動」を展開してきたが、なかなかエレベーターを設置で
きなかった立場からすると、「法律の威力」を再認識させられたという思いで
あった。
　2005 年頃に車いすを利用する友人が何気なく、「この頃、街にベビーカー
が増えたよね。」と語った。筆者ははっとした。確かにその通りで、重い荷物
もキャリーバッグに変わり、お年寄りも車いす利用者が増えた。障害者の視点で「駅にエレベーターを！」
という運動は、高齢者にも、子育て中の親子にも、重い荷物を運ぶ人にも、確実に便利なバリアフリーの社
会が実現しつつある。交通バリアフリー法によって、物理的な障壁、ハードなバリアは確実に解消に向かっ
ている。
　2016 年 4 月に法が施行されたことにより、「誰もがかけがえのない存在である」と実感できる社会にな
れば、障害者だけでなく、認知症の人や外国籍の人への差別もなくなっていくはずである。心のバリアがな
くなり、ソフト面でのバリアフリーが進み、「共生社会」やソーシャル・インクルージョンが実現するはず
である。
　1996 年 8 月、アメリカでアトランタパラリンピックが開かれた後、「レガシー（Legacy: 遺産）」という
言葉が注目されるようになった。オリンピック・パラリンピックの開催がさまざまな変化をもたらし、それ
が「遺産」となって社会が大きく前進したという考え方である。この背景には、1990 年に制定された「障
害をもつアメリカ人法（ADA）」の影響があったのではないだろうか。
　2020 年、東京オリンピック・パラリンピックが開催される。これが契機となって、ハード面だけでなく、
ソフト面のバリアフリーがさらに進展し、さまざまな差別が解消に向かうことが期待される。2020 年の「レ
ガシー」として何が残せるか、そのためにも、法が施行されたことは大きな意味があると考える。
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