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はじめに
　本稿では、2016 年 4 月に施行された「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。）を踏まえ、障害による差別の解消に向けた基本的な考え方や取り
組み方について述べる。そのために、まず、法の目的と内容について述べ、次に、障害による差別の解消に
向けた基本的な考え方、障害による差別の解消に向けた取り組み方、そして、取り組みの具体的な例の一つ
として、障害者差別解消支援地域協議会の設置等の推進について述べ、最後に取り組み上の課題を述べる。

1．障害者差別解消法の目的と内容
　（目的）
第一条　この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、全ての障

害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳に
ふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、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、行政機関等及び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等を定めること
により、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、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資することを目的とする。

　これによると、障害を理由とする差別の解消を推進し、いわゆる「共生社会」（内閣府）の実現を後押し
するという。

法律の構成は、以下の通りである。
第一章　総則（第一条―第五条）
第二章　障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（第六条）
第三章　行政機関等及び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（第七条―第十三条）
第四章　障害を理由とする差別を解消するための支援措置（第十四条―第二十条）
第五章　雑則（第二十一条―第二十四条）
第六章　罰則（第二十五条・第二十六条）
附則

　この中から、主なものを紹介する。
　（定義）
第二条　この法律において、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　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（以下「障害」

と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な
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制限を受ける状態にあるものをいう。
　二　社会的障壁　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。
　これによると、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が、障害のみならず、社会的障
壁によることもある、という規定となっていることに注意したい。そして、社会的障壁の定義にあるように、
社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの、とかなり広範囲なものとなっている。
　（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して

必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
　（国民の責務）
第四条　国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑

み、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。
　これによると、国及び地方公共団体の責務と共に、国民の責務が規定されていることに注意したい。国民
一人一人が差別解消の推進への寄与に努めなければならない。

2．障害による差別の解消に向けた基本的な考え方
　国連が、第 61 回国連総会において「障害のある人の権利に関する条約」（障害者権利条約）を採択し（2006
年12月）、日本が条約を批准した（2014年1月）。この批准に向けた国内法の整備等の中、法が成立･施行した。
　なお、例えば、韓国は 2008 年 12 月に批准、フランスは 2010 年 2 月に批准している。それらに比べて、
日本の批准は遅いが、批准に向けた国内法の整備を丁寧に進めたこともその要因であろう。　
　その主なものは、以下の通りである。障害者基本法　改正、障害者の雇用の促進等に関する法律　改正、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律　成立・施行（障害者自立支援法より）、障
害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律　成立・施行、法　成立・施行、発達障害者
支援法　改正、その他。
　以上のような、国連総会以降の各国の動向の一方で、アメリカでは、他国に先駆けて、1990 年の、「障
害をもつアメリカ人法（Americans with Disabilities Act）」（ADA）は、いわゆる「障害者差別禁止法」であり、
日本において法が成立し施行される 25 年ほど前のことである。そして、この法が、国連の障害者権利条約
に影響を与えた（合理的配慮の概念など）。
　「障害者差別解消法」に明記された、「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」により、日
本から本当に障害者差別をなくせるか ?　そしてまた、必要な合理的配慮が提供され、日本は「共生社会」（内
閣府）の実現により一層近づくことができるのか ?　今まさに、それが問われている。

3．障害による差別の解消に向けた取り組み方
　政府が策定した（2015 年 2 月に閣議決定）、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（以下、
基本方針）は、障害を理由とする差別（以下「障害者差別」という。）の解消に向けた、政府の施策の総合
的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものである。全文は、内閣府 HP を参照のこと。

（http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html）
　すなわち、2013 年 5 月の成立から、2016 年 4 月の施行までの期間における、種々の準備の一つとして、
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基本方針が示された。これを踏まえて、対応要領や対応指針が作成されていった。（柘植 , 2016）
　（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止）
第七条　行政機関等は、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。
2　行政機関等は、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、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施
について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

　（事業者における障害を理由とする差別の禁止）
第八条　事業者は、その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。
2　事業者は、その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、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要
かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

　これによると、障害を理由とする差別の禁止は、行政機関等と事業者とに分けて記述されている。不当な
差別的取り扱いの禁止については、いずれにおいても共通だが、合理的配慮の提供に関する事項については、
行政機関等では義務だが、事業者では努力義務となっていることに注意したい。
　なお、「合理的配慮等具体例データ集 : 合理的配慮サーチ」を内閣府が、HP に展開している。

（http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html）
　特に、教育分野におけるデータベースについては、国立特別支援教育総合研究所による合理的配慮データ
ベース「インクルーシブ教育システム構築支援データベース」を参照のこと。（http://inclusive.nise.go.jp/）

4．障害者差別解消支援地域協議会の設置等の推進
　（障害者差別解消支援地域協議会）
第十七条　国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連

する分野の事務に従事するもの（以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。）は、当該地
方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を
踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成
される障害者差別解消支援地域協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。

2　前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会
に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一　特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他

の団体
二　学識経験者
三　その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者

　これによると、この協議会は、本法が各地域で「組織することができる」とあり、いわゆる「できる規定」
であるが、その役割の重要性から早い時期に積極的に組織されていくことだろう。その際には、「障害者差
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別解消支援地域協議会の在り方検討会」により議論された、「障害者差別解消支援地域協議会設置の設置・
運営指針」と「障害者差別解消支援地域協議会設置の手引き」（2015 年 11 月作成、2016 年 3 月改訂）が
参考になる。さらに、2017 年 1 月から、新たに設置された「障害者差別解消支援地域協議会の設置等の推
進に向けた検討会」により、上記の手引きのさらなる改訂に向けた検討が行われている。

5．取り組み上のポイント
　障害による差別の解消に向けた取り組み方を進める上でのポイントについて述べる。
　・「社会的障壁」の除去ということ
　成立 ･ 施行から 10 年が経過し、10 年ぶりに改正された発達障害者支援法における、（定義）第二条の条
文を、新旧比較で以下に示す。
　発達障害者支援法　改正　（2016 年 5 月）
　（定義）　新
第二条　（略）
2　この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常

生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のもの
をいう。

3　この法律において「社会的障壁」とは、発達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。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　（定義）　旧
第二条　（略）
2　この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために、日常生活又は社会生活に制限を受け

る者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
　新旧の違いの重要なポイントは「社会的障壁」である。つまり、発達障害を有することで、日常生活又は
社会生活に制限を受ける者、としていたのが、発達障害のみならず、社会的障壁により日常生活又は社会生
活に制限を受ける者へと変化した。そして、それは正に法の、（定義）第二条、障害者の定義からの影響である。
そして、その社会的障壁の定義から、今後、発達障害をはじめ種々の障害について、社会的障壁の除去に関
する取り組みに拍車がかかっていくことだろう。
　・障害者手帳の所持者に限らない（法の対象範囲）ということ
　この規定により、法の対象範囲が大きく広がっていることが分かる。例えば、文部科学省が 10 年をおい
て 2 回に渡って実施した調査によると、発達障害の可能性のある児童生徒が小中学校の通常学級に 6~7%
ほどの割合でいることが示されている（2003 年公表及び 2012 年公表）。その中には障害者手帳を持つ子
もいるだろうが、大半は持っていないだろうと思われる。
　・合理的配慮を求める「意思の表明」が合理的配慮の提供の始まりということ
　知的障害、発達障害、コミュニケーション障害等で、意思表明が困難な場合が予想される。その場合、障
害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援するものが本人を補佐して行う意思の表明も含むとされ
ていることから、合理的配慮を求める「意思の表明」が自身では困難な人々への支援の在り方を模索されて
いくことになる。なお、意思の表明に当たっては、言語（手話を含む）の他、点字、拡大文字、筆談、実物
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の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達などの必要な手段により伝えられるとしている。
　・合理的配慮の提供と過度の負担（過度の負担の根拠）ということ
　教育分野における、個別に提供される様々な合理的配慮が、過度の負担かどうかが、その都度、その根拠
について議論されていくことになる。
　・公立と私立で合理的配慮の提供の義務か努力義務かの違いがあるということ
　同一（類似）の事業が行政と事業者の双方で提供される場合がある。このことが、特に教育分野において
は課題であろう。例えば、学校には公立、国立、私立があることから、どの学校に通うかによって、合理的
配慮の提供が義務か努力義務かという違いがでてくるということである。また、自治体によっては、自治体
内の幼稚園が全て私立という場合があるが、その自治体では全て努力義務ということだが、それでよいのか
等々。さらに、就学前では、幼稚園（文部科学省）、保育所（厚生労働省）、認定子ども園（内閣府）と管轄
が異なり、合理的配慮の提供に違いが出てしまわないか。さらには、例えば、公設民営の場合の合理的配慮
の提供はどうだろう。
　・教育の重要性（期待される役割）ということ
　差別的取扱いをする大人や、そのような人々が暮らす街にしないように、子どもの内からの、学校や家庭
での役割は大きい。今後、子どもたちに、どのような理解啓発や教育を施していけばよいか、議論が始まっ
ていくことだろう。
　・進捗状況の把握（客観的なデータに基づいて（エビデンス））
　今後、差別的取り扱いが減少し・なくなり、必要な合理的配慮が提供されていくであろう。その進捗状況
を適切に把握し、結果を公表していくことが求められる。

おわりに
　日本は、「共生社会」の実現を目指している（内閣府）。しかし、期待して待っていても実現しない。関係
者や全ての国民が進んで工夫して尽力していく必要がある。「障害者差別解消法」という画期的な法律を手
に入れた今、日本から本当に障害者差別をなくせるかどうか、必要な合理的配慮が提供できるかどうかでは
なく、どのように障害者差別をなくしていくか、どのように必要な合理的配慮を提供していくか、という新
たな時代に入ったといえる。法の施行後の 5 年後、10 年後、日本の社会がどのように変貌を遂げ、この分
野で世界的にリードできているか、楽しみだ。
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