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自己紹介

９歳から障害者

入居施設で４年過ごす

中２で地域の学校へ

大学で自立生活運動と出会う

１９９１年メインストリーム協会へ

介助制度づくり、バリアフリーの活動等

２０１４年 ＤＰＩ日本会議へ

→友だちいません。遊んでください



障害者制度改革の流れ

2009年 スタート

2011年 障害者基本法
①社会モデルの導入

②障害の範囲の拡大

2012年 障害者総合支援法
①重度訪問介護対象拡大

②重要な課題は「検討規定」（３年間）へ

2013年 障害者差別解消法
各則なし → ガイドラインが重要！



障害はどこにある？

障害なくなる 〇
私は何も変わっていない！

障害あり ☓

ＥＶ



なぜ差別禁止法が必要か？

• 近所の中華料理店

いま混んでるから入らないで！

２時以降に来て！

咬み合わない議論 → 共通の物差しがない

• ２００３年シンガポール航空搭乗拒否

アメリカでは差別 でも、 日本では差別ではない

→ 日本に差別禁止法がないから



世界の差別禁止法 １

最初につくった国は？

●１９７３年 アメリカ

リハビリテーション法５０４条

政府から助成金をうけているすべての機関

障害に基づく差別の禁止

●１９９０年 ＡＤＡ

公的機関だけでなく、民間も対象へ



世界の差別禁止法２

１９９０年 アメリカ（ＡＤＡ）
１９９２年 オーストラリア
１９９３年 ニュージーランド、ベルギー
１９９５年 イギリス
１９９８年 ハンガリー
２０００年 ヨーロッパ連合（雇用と就業）
２００５年 フランス
２００６年 国連 障害者権利条約
２００７年 韓国

→ 差別禁止法がある国は３０ヶ国以上



日本 差別解消法成立まで

２０１０年１１月 差別禁止部会スタート

２５回、１００時間以上の議論

２０１２年 ９月 「差別禁止部会の意見」

２０１２年１２月 政権交代

２０１３年

２月 与党議員が「つくる」と明言

４月 ３党協議（自民・公明・民主）で法案作成

６月 全会一致で成立



差別の定義（部会意見）

１．直接差別
２．間接差別

結果的に障害者だけ排除するもの
「自力通勤・自力勤務ができるもの」
「活字印刷に対応できるもの」

３．関連差別
障害に関連することで差別
盲導犬は入店拒否

４．合理的配慮の不提供



合理的配慮とは？

同じ機会を提供するために必要な配慮

障害者だけの特別な権利？

健常者にも合理的配慮はたくさんあり

階段

健常者が２階に上がれない建物ある？

建築基準法で健常者への合理的配慮



合理的配慮は健常者にもあり！

絶壁では？

障害あり

階段（合理的配慮）

障害なくなる



差別の定義（差別解消法）

１．２類型

（１）不当な差別的取扱い → 公的機関も民間も義務

（２）合理的配慮の不提供
公的機関は義務、民間は努力義務

雇用のみ民間も義務

２．「不当な差別的取扱い」とは？
直接差別は含まれる

間接差別・関連差別は？

→相談事例や裁判例の修正を踏まえて対応





差別解消法 積み残し課題

①差別の定義が不十分

間接差別、関連差別が明記されず

②合理的配慮

民間は法的義務でない

③各則がない

ガイドラインへ

差別的取扱いや合理的配慮の具体的内容など

④紛争解決の仕組みが不十分

具体的な仕組みがない



差別解消法のガイドラインは３つ

１．基本方針 → 2015年初め？

内閣府作成

２．対応要領と対応指針 → 2015年夏まで

各省庁が作成

（１）対応要領 → 行政機関向け
※地方公共団体は策定は努力義務（第10条）

（２）対応指針 → 事業者向け



差別解消法 基本方針づくり（2014年）

９月 １日 障害者政策委員会再開（新委員へ）

９月２２日 第１４回 事業団体ヒアリング１

９月２７日 第１５回 事業団体ヒアリング２

１０月２０日 第１６回 基本方針素案

１０月２７日 第１７回 委員からの１５８の意見

１１月１０日 第１８回 基本方針（案）

パブリックコメント（12月まで）→巻き返し注意！



基本方針 議論ポイント １

１．権利条約の理念を踏まえて策定

権利条約、障害者基本法、差別解消法

２．法制定の背景 p１

権利条約の第２条（差別の定義）、

障害者基本法第２条第２項（社会的障壁の定義）

などが入る。



基本方針 議論ポイント ２

３．条例との関係 p２

「…既存の条例（いわゆる上乗せ・横出し条例を含

む。）については引き続き効力を有し、また、新たに制
定することも制限されることはないなく、障害者にとっ
て身近な地域において、条例の制定も含めた障害者
差別を解消する取組の推進が望まれる。」

→ 積極的な書きぶりへ！



基本方針 議論ポイント ３

４．複合差別（女性・障害児） p３「法の対象範囲」

素案で記述なし。

「また、特に女性である障害者は、障害に加えて女性
であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれ
ている場合があること、障害児には、成人の障害者と
は異なる支援の必要性があることに留意する。」



基本方針 議論ポイント ４

５．法の対象範囲 p2
家族も法の対象に含むように提案

→ しかし、入らず

６．対象分野 p３
「法は、障害者の自立と日常生活及び社会参
加生活全般に係る分野が広く対象となる。

→ 範囲が広がる



基本方針 議論ポイント ５

７．不当な差別的取扱い p３
「障害を理由として、財・サービスの提供を拒否・制限する」

↓

「障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を
拒否するまたは提供に当たって場所などを制限する」

→ 範囲が広がる

→ 関連差別は入らず（障害及び障害に関連した）



基本方針 議論ポイント ６

８．正当化事由① p４
（１）正当な理由とは？
「障害を理由とする、障害者と障害のない者の間での異なる取
扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、
その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。」

→ 定義が入る

（２）障害者への説明
「障害者にその理由を説明するものとするし、理解を
得るよう努めることが望ましい。」

→ 障害者への説明だけだったのが、理解を得るへ



基本方針 議論ポイント ７

９．正当化事由② p４
・差別をしてもいいのは「障害者が差別を受け
ることによって失う権利・利益を上回る事情」が
ある時だけ。

「障害者が失う権利・利益」 と 「事業者等の
権利利益」を比較考量して客観的に判断すべき

→ この比較考量の視点は入らず



基本方針 議論のポイント ８

１０．合理的配慮① p４
素案では定義なし

権利条約の定義（第２条）が入る

「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」



基本方針 議論のポイント ９

１１．合理的配慮② p４
合理的配慮の流れは
①何が社会的障壁となっているか
②その障壁をどう取り除くか（合理的配慮するか）
③過重な負担か判断 → 過重ならやらなくていい

しかし、①の段階に
「…実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上
の制約）、費用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務
状況を総合的に考慮し…」
このように③で考えるべきことが入っている。

→ 出来る範囲でしかやらなくなる！



基本方針 議論のポイント １０

１２．意志表明がない場合も p５
素案：合理的配慮は本人からの意思表明が
あった場合に限定

↓
社会的障壁の除去を必要としていることが明ら
かな場合は、建設的対話を働きかけるなど自
主的な配慮に努める



基本方針 議論のポイント １１

１３．相談・紛争防止のための体制整備 p９

「…相談や紛争解決に対応する職員の確保・充実業務の

明確化・専門性の向上などを図ることにより、障害者差別
の解消の推進に資する体制を整備するものとする。」

※差別解消法の欠点は紛争解決の仕組みが不十分。

→ 少し積極的な書きぶりへ



基本方針 議論のポイント １２

１４．インクルーシブ教育

素案では記述なし

「･･･地域の小・中学校等と特別支援学校との交流及
び共同学習を含め、障害者である児童生徒が、その
年齢及び能力に応じ、可能な限り障害者でない児童
生徒と共に、その特性を踏まえた十分な教育を受ける
ことのできるインクルーシブ教育システムを推進しつ
つ、･･･」



基本方針 議論のポイント １３

１５．障害者差別解消支援地域協議会
「協議会の組織に当たっては、障害者及びその家族の参加に
ついて配慮するものとする。」

１６．欠格条項

素案は記述なし

「また、各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生
じないよう、いわゆる欠格条項について、各制度の趣旨や、技
術の進展、社会情勢の変化等を踏まえ、適宜、必要な見直しを
検討するものとする。」



基本方針 議論のポイント １４

１７．見直し規定

素案では記述なし

↓

「法の施行後３年を経過した時点における法の施行状
況に係る検討の際には、障害者政策委員会における
障害者差別の解消も含めた障害者基本計画の実施
状況に係る監視の結果も踏まえて、基本方針につい
ても併せて所要の検討を行うものとする。」



基本方針 主な課題

１．対象範囲に家族を

２．関連差別

３．正当化事由

比較衡量 「障害者が失う権利・利益と比較し
て客観的に判断する」ことが書かれていない



差別解消法 今後の流れ

１．基本方針
パブリックコメント → １１月末～１２月末
政策委員会で最終確認 → １月上旬？
閣議決定 → １月中・下旬？

２．対応要領・対応指針
各省庁が策定するガイドライン
２０１５年夏までに完成？

↓
２０１６年４月 施行へ



パブリックコメント重要！

●基本方針案はこれで確定ではない！

パブリックコメントを踏まえてもう1回修正

事業者側等から意見が強いと？

↓
後退する可能性あり

みなさん、パブリックコメント送ってください！

内閣府ＨＰ 12月末まで



パブコメに書いてほしいポイント

１．対象範囲 → 家族も含めて！

２．不当な差別的取扱い → 関連差別も！

３．正当化事由 → 比較衡量の視点を！

４．合理的配慮 → 過重な負担は最後に判断

５．紛争解決 → 強力な仕組みをつくって！

６．インクルーシブ → 分離教育をやめて

７．地域移行 → 積極的推進を！



第12回国連障害者権利委員会傍聴報告
2014年9月15～19日 スイス



批准から審査までの流れ
締約国は障害者権利委員会の審査（建設的対話）を受ける。
審査の前に、2つのレポートを提出する。

１．イニシャルレポート（政府報告書）
• 作成は日本政府
• 批准2年後（2016年）に提出。

２．パラレルレポート（障害者団体報告書）
• 作成は障害者団体
• 権利委員会での審査前に提出する → 2018年頃？
• 2014年9月現在150ヵ国批准。審査終了は20ヵ国程度。
• 審査待ちの国は約50ヵ国。2～3年待ちの状態
• 日本の審査は2018年～2019年頃？



ニュージーランド審査（建設的対話）
2014年9月15-16日



建設的対話の流れ

●1日目

13:45 プライベート国別フリーフィング（サイドイベント）

障害者団体から委員への報告。

前半は報告、後半は委員からの質疑応答。

15:00-18：00 政府 質疑１

●2日目

10:00-13:00 質疑２



プライベート国別ブリーフィング
ニュージーランド 2014年9月15日13:45-14:45



リーダーは聴覚障害の女性



報告を聞く委員
テレジア・デグナー委員（中央）



ニュージーランド審査開始
9月15日15:00～18:00



EU主催 サイドイベント



ロバート・マーチンさん
（ニュージーランド 知的障害当事者）



ビクトリア・リーさんと意見交換会



プライベート国別ブリーフィング
韓国報告書連帯 2014年9月17日13:45-14:45



NGO報告書連帯 イ・ソック副運営委員長



韓国から50名を超える傍聴団
Tシャツ「前に“選択議定書批准”、背中に“25条の留保の撤廃”」



精神科病院の実態を訴える



審議の様子はFacebookで中継



サイドイベント終了後
ビクトリアさん（IDA）と打ち合わせ





韓国審査開始
2014年9月17日15:00-18:00



韓国政府（右）



審査を見守る韓国大傍聴団
権利委員会史上最大の傍聴団！



会場を180度で見ると



日本からの傍聴団



会議での合理的配慮 １
2つの手話（国際手話・英語手話）



会議での合理的配慮 ２
文字通訳



入り口にはサイドイベントのチラシ



韓国NGO報告書連帯と意見交換会
シン・ヘス運営委員長（社会権規約委員会委員）、イ・ソックさん、

キム・ヒョンシク権利委員会委員、キム韓国DPI会長



NGO報告書連帯の経緯や取り組み



みなさん ジュネーブに行きましょう！
世界の今がわかります
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