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      中部学院大学人間福祉学部 准教授 宮嶋 淳  

博士（ソーシャルワーク） 

１、１、１、１、    障障障障がいがいがいがい者の者の者の者の今今今今    

₍1₎政策・医療によって「つくられた障害」「つくられた障害」「つくられた障害」「つくられた障害」である可能性 

障がい者・「気になる子ども」の急増・・発達障害と診断された者＝31.8 万人 

  

 ₍2₎同居率 ： 「一人暮らし」障がい者： 65 歳未満＝11.2％ 65 歳以上＝15.7％ 

        ⇒高齢になると、「一人暮らし」かつ「障害」が増える≒要介護率の上昇要介護率の上昇要介護率の上昇要介護率の上昇 

   

₍3₎生活のしづらさ ： 毎日と答えた者＝46.0％ 

 

₍4₎障害者の法的定義（2011.改正障害者基本法） 

障害者は、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

機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁社会的障壁社会的障壁社会的障壁により、継続的に日常生活継続的に日常生活継続的に日常生活継続的に日常生活

又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」 

 

２、２、２、２、    障害者福祉制度の発展過程障害者福祉制度の発展過程障害者福祉制度の発展過程障害者福祉制度の発展過程    

₍1₎世界と日本 ： 3 つの理念の定着 ： 世界と日本での「タイム・ラグ（時差）タイム・ラグ（時差）タイム・ラグ（時差）タイム・ラグ（時差）」 

 

＊「障害者の権利に関する条約」の批准まで、条約発効から「６年」「６年」「６年」「６年」を要した 

年 世界の動き 日本の動き

1948 世界人権宣言

1949 身体障害者福祉法

1950 精神衛生法（→87.精神保健法→95.精神保健福祉法）

1959 ノーマライゼーションの理念の提唱（デンマークで法制化）

1960 60．スウェーデン60．スウェーデン60．スウェーデン60．スウェーデン 精神薄弱者福祉法（→98．知的障害者福祉法）

70．アメリカ

1970 心身障害者対策基本法（→93．障害者基本法）

1971 知的障害者の権利宣言

1975 障害者の権利宣言

1979 国連「国際障害者年行動計画」

1980 WHO「国際障害分類試案」

1981 国際障害者年「完全参加と平等」

1982 国連「障害者に関する世界行動計画」 障害者対策に関する長期計画

1983 「国連・障害者の十年」開始

1986 障害者基礎年金

1987 精神保健法

1990 アメリカ「ADA法」

1993 「アジア太平洋障害者の十年」 障害者基本法

1994 「サラマンカ宣言」（インクルージョン）「サラマンカ宣言」（インクルージョン）「サラマンカ宣言」（インクルージョン）「サラマンカ宣言」（インクルージョン） 21世紀福祉ビジョン

1995 障害者プラン（ノーマライゼーション7か年戦略）障害者プラン（ノーマライゼーション7か年戦略）障害者プラン（ノーマライゼーション7か年戦略）障害者プラン（ノーマライゼーション7か年戦略）

1997 今後の障害者保健福祉施策のあり方について

2000 社会福祉法社会福祉法社会福祉法社会福祉法

2001 WHO「国際生活機能分類（ICF）」

2002 障害者基本計画

2003 支援費制度

2004 発達障害者支援法

2005 障害者自立支援法

2006 障害者の権利に関する条約障害者の権利に関する条約障害者の権利に関する条約障害者の権利に関する条約 バリアフリー新法（移動等の円滑化の促進に関する法律）

2011 障害者虐待防止法

2012 障害者総合支援法

2013 障害者差別解消法（→2015．施行）障害者差別解消法（→2015．施行）障害者差別解消法（→2015．施行）障害者差別解消法（→2015．施行）

30年間という「タイム・ラグ」

ノーマライゼーション

10年間

インクルージョン（包摂）

５～10年

コヘージョン（共生）
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₍2₎障害者基本法 

① 1993 年改正・・公の責務、精神障害者、国の基本計画策定義務、地方障害者施策

推進協議会  

② 2004 年改正・・障害者差別の禁止、市町村の計画策定義務、障害者週間、国の委

員に当事者 

③ 2011 年改正・・「共生社会の実現」、発達障害者、上記 3 原則、療育、防災及び防

犯、障害者政策委員会（内閣府） 

 

₍3₎障害者基本計画・・現在は「第「第「第「第 3333 次」次」次」次」：H25.～H29.の 5 年間の計画 

      基本理念＝「等しく基本的人権を享有」「個人の尊重」「共生する社会」 

      基本原則＝「共生する地域社会」「差別の禁止」「国際的協調」 

      施策の視点＝①障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援 

            ②当事者本位の総合的支援 

            ③障害特性等に配慮した支援 

            ④アクセシビリティの向上 

            ⑤総合的かつ計画的な取組の推進 

障害者基本計画関連成果目標 ・・・・・・・・・・・・・・・別紙別紙別紙別紙１１１１    

      ⇒考え方を支持するとして、「その実態は？」「その実態は？」「その実態は？」「その実態は？」 

₍4₎ 障害者総合支援法 

2005.＝「自立と共生」の実現 

2013.＝「自立」から「個人の尊厳」へ「自立」から「個人の尊厳」へ「自立」から「個人の尊厳」へ「自立」から「個人の尊厳」へ 

「難病等を有する者」の追加（児童福祉法に「難病等を有する児童」） 

障害種別に関係なく「地域生活支援事業」を受給 

 

 

 

 

⇒市町村が地域や利用者の実情に応じて柔軟に実施 

≒如何に如何に如何に如何に市民が市民が市民が市民が参画するか？！参画するか？！参画するか？！参画するか？！ 

（例）「成年後見制度利用支援」の必須事業化（H24.4.） 

             ⇒ 内容・予算・受付窓口・相談者・申請者の確認！ 

             ⇒ 市民後見人養成研修や専門職後見人、後見信託 

2014.＝「障害程度区分」から「障害支援区分」へ 

   重度訪問介護＆地域移行支援対象者の拡充、共同生活援助への一元化 

        ⇒「意思の尊重」 

（例）SHG（ｾﾙﾌ・ﾍﾙﾌﾟ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ）や専門家の活用 

                意思表示が不十分な者には支援手段支援手段支援手段支援手段が必要 

（例）市民オンブズや後見制度の活用 

○相談支援 ○地域活動支援センター 〇成年後見制度利用支援 〇福祉ホーム 〇コミ

ュニケーション支援 〇居住支援 〇移動支援 〇日常生活用具の給付・貸与 〇その他
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₍5₎障害者雇用促進法 

① 法定雇用率制度・・2.02.02.02.0％～％～％～％～2.32.32.32.3％％％％ 

ダブルカウントダブルカウントダブルカウントダブルカウント((((重度重度重度重度))))‐ハーフカウント‐ハーフカウント‐ハーフカウント‐ハーフカウント((((重度以外の短時間重度以外の短時間重度以外の短時間重度以外の短時間)))) 

② 2013.改正・・障害者差別の禁止、合理的配慮の提供義務、苦情紛争解決援助、

精神障害者の雇用の義務化・・2016.施行 

(ア) 障害者雇用納付金制度・・納付金、調整金、報奨金 

(イ) 雇用推進と適正な雇用管理・・雇用推進者、職業生活相談員 

    

₍6₎障害者虐待防止法 

① 虐待防止の措置・・学校、保育所、医療機関は虐待防止のための措置義務 

② 都道府県と市町村に「センター」を設置    ・・・・・・・・・別紙別紙別紙別紙２２２２ 

                 ⇒専門職員の確保が困難専門職員の確保が困難専門職員の確保が困難専門職員の確保が困難    

   

₍7₎バリアフリー新法 

① 「一定の地区における」という規定 ・・従来の規定からは拡大された！ 

② 法に則した取り組み事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙別紙別紙別紙３３３３ 

               ⇒普及、活用、ユニバーサルデザイン化は課題普及、活用、ユニバーサルデザイン化は課題普及、活用、ユニバーサルデザイン化は課題普及、活用、ユニバーサルデザイン化は課題 

  

３、３、３、３、    世界の中での障害差別解消世界の中での障害差別解消世界の中での障害差別解消世界の中での障害差別解消    

₍1₎国連・障害者の権利に関する条約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙別紙別紙別紙４４４４ 

 

 ₍2₎共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の 

推進          （H24.7.23.文科省・初等中等教育分科会）・・・・別紙別紙別紙別紙５５５５ 

 

 ₍3₎「クラブハウスモデル」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙別紙別紙別紙６６６６ 

 

４、４、４、４、    障害者差別解消法障害者差別解消法障害者差別解消法障害者差別解消法    

 ₍1₎「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の意見（概要） 

                                ・・・・別紙別紙別紙別紙７７７７    

 

₍2₎障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（概要）     ・・・・別紙別紙別紙別紙８８８８ 

 

₍3₎同法案に対する付帯決議（H 25.5.29．衆議院） 

① 早期締結（批准）  

② 「基本方針」「対応要領」「対応指針」の早期作成 

③ 「不当な差別的取扱いの具体的事例」を合理的配慮の視点で示す 

④ 「過重な負担」の判断の具体的事例を示す 

⑤ 「意思の表明」が困難な場合、その家族等が本人を補佐 
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⑥ 障害者関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底する 

⑦ 住民の理解を得るための積極的な啓発活動 

⑧ 相談に関連して「障害者差別解消支援地域協議会」の設置状況等の公表 

⑨ 相談事例や裁判例の集積 

⑩ 民間事業者の合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済の

仕組みの検討 

⑪ 「上乗せ・よこだし条例」の制定を妨げ、拘束するものではない 

 

₍4₎法の公布に関する通知 （H25.6.28. 内閣府から知事・政令市長宛） 

① 福祉・雇用・教育・その他関係部局間の連携 

② 障害者基本法の「差別の禁止」を具体化 

③ 法の目的＝「差別の解消」＋「すべての国民の共生する社会の実現」 

④ 社会的障壁＝社会における「事物・制度・慣行・観念その他一切のもの」 

⑤ 「差別の解消」・・国及び地方公共団体の義務、国民の責務 

⑥ 「社会的障壁の除去のための環境の整備」→学校における基礎的環境整備 

⑦ 「合理的配慮」の義務＝国等、 努力義務＝事業者 

⑧ 地域協議会・・NPO 法人等、学識経験者等を構成員に。既存組織の衣替え＝OK 

 

₍5₎Q&A 集（H25.6. 内閣府） 

① 差別解消施策は障害者基本計画に盛り込まれ、障害者政策委員会が監視 

② 障害者雇用については障害者雇用促進法 

③ 合理的配慮に関する事業者の努力義務＝「求められる配慮の多種多様さ」に配慮 

④④④④ 個人個人個人個人の行為や思想、言論は法の規制になじまずの行為や思想、言論は法の規制になじまずの行為や思想、言論は法の規制になじまずの行為や思想、言論は法の規制になじまず    

⑤ 障害者への誹謗中傷等＝法の対象にならず。→国民への啓発は重要。 

⑥ 難病者・障がい児＝法の対象になる。 

⑦ 合理的配慮は年齢等に応じた配慮になる。 

⑧ 「障害者の親」は本法の対象にならない。障害児の付添いを差別してはならない。 

⑨ 国会や裁判所は、一般的な責務が既にあり、本法の対象にはならない。 

⑩ 学校法人や社会福祉法人＝事業者に含まれる。 

⑪ 国公立の学校や福祉施設は＝行政機関等に含まれる。 

⑫⑫⑫⑫ 「事業者」には、個人経営、非営利活動、反復継続される対価を得ない無報酬事「事業者」には、個人経営、非営利活動、反復継続される対価を得ない無報酬事「事業者」には、個人経営、非営利活動、反復継続される対価を得ない無報酬事「事業者」には、個人経営、非営利活動、反復継続される対価を得ない無報酬事

業も含まれる。業も含まれる。業も含まれる。業も含まれる。    

⑬ 「障害を理由とする差別」について事例を積み上げ国民の認識と共有を図る。 

⑭ 「基本指針等」の作成で、障がい当事者の意見を聞く。 

⑮ 公立学校の職員の「対応要領」は地方公共団体の長と執行機関により作成 

⑯ 「相談、紛争の防止・解決、啓発活動、情報収集」 

1. 行政の責務である。 2. 既存の機関の体制の見直しでも良い。 

3. 「差別の解消を妨げる諸要因」は、国民一人一人の障害に対する知識不
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足、偏った認識に起因する面が大きい。啓発が重要。 

4. 周知啓発のためのパンフレットやポスター、説明会を開催。 

5. 反対運動に対して、住民の同意は必要としない。 

⑰ 地域協議会が自ら障害者の相談を受け付けることも可。 

⑱ 地域協議会が自ら紛争の解決（調停）にあたることは想定していない。 

⑲ 本法の施行状況のモニタリングは、障害者政策委員会による。 

 

₍6₎同法についてのよくあるご質問と回答 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙別紙別紙別紙９９９９ 

 

₍7₎障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業に係る同協議会の設置・運営暫定指針             

   （H26.3.31.内閣府政策統括官）  

    想定される構成機関等 

     関係機関団体等（当事者、教育、福祉等、医療・保健、事業者、法曹等） 

     行政（国の機関、地方公共団体） その他（学識経験者等） 

 
₍8₎『障害者白書（H26 版）』（抜粋） 

・相互の理解と交流における「啓発・広報等」「啓発・広報等」「啓発・広報等」「啓発・広報等」 

① 小中学校における「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」 

② 「障害者週間」（12/3～9） ③「障害者雇用支援月間」（9 月） 

④ 「精神保健福祉普及運動」（10/21～27） ⑤「人権週間」（12/4～10） 

⑥「世界自閉症啓発デー」（4/2）  ⑦「発達障害啓発週間」₍4/2～8） 

・住みやすい環境の基盤づくり 

① 「心のバリアフリー」と「バリアフリー教室」 

② 「エコリフォーム」と「バリアフリーリフォーム」 

③ 「ユニバーサルツーリズム」と「ゾーン 30」（歩車共存の道路空間） 
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５、５、５、５、    まとめにかえてまとめにかえてまとめにかえてまとめにかえて    

 

 ₍1₎日弁連の動き 

① 会長声明（H25.6.19.） 「民間事業者にも合理的配慮を法的義務に」「実効性の

ある権利救済、政府とは独立した人権機関の創設を」「差別的取り扱いや合理的

配慮の具体的内容を明確にしたガイドラインを」・・3 年後の見直しを見越して 

② 人権のための行動宣言（H26.10.） 

1. 高齢者・障がいのある人の権利・・権利擁護や地域社会における様々なリス

クからの予防、救済の諸活動につき、当事者、福祉・保健・医療・教育従事

者及び地域住民との連携とネットワークを構築しつつ、取り組む 

2.  障がいのある人に対する差別の禁止・・差別なくして採用され働く権利、

教育を受ける権利、交通・情報・施設などをバリアなく利用する権利、参政

権の実質的な補償などの諸権利の実現を求める。 

 

 ₍2₎名古屋市 

① 公式ホームページにおける情報提供（障害福祉部障害企画課） 

② 「こんなときどうする？ 障害のある人を理解し、接するためのガイドブック」の

活用、による啓発 

 

₍3₎管見：みんなでつくる差別のない社会のためのキーワードみんなでつくる差別のない社会のためのキーワードみんなでつくる差別のない社会のためのキーワードみんなでつくる差別のない社会のためのキーワード 

    1. 理解・・グローバル・シンキング（世界を視野に）：考え方やしくみ、現状 

 

    2. 共感・・障がい当事者やその家族はどのように感じ、思っているのだろうか 

 

3. 意思・・ゆっくり・じっくりマイペースで。日常化をめざして 

 

    4. 参加・・きちんと理解し説明を受け理解するための前提として。自分で選択

し決定していくために。 

 

    5. 信頼・・施策・制度、公共、企業、まち、仲間、自分を 

 

    6. 寛容・・お互いさま、心づくし、敵ではなく味方をつくる 

 

7． 運動・・足りないものを発見。「嫌だと思うこと」「変だと思うこと」を解消 

 

    8. 居場所・・誰もが、いつからでも、何度でも 

 

    9. 解放・・安心・安全・自由なうちにいる自分を 


