
合理的配慮について

学校は何をすべきか

新津第一中学校 研修会



障害を持つアメリカ人法(Americans with 
Disabilities Act of 1990)

 公民権法(1964)は、人種（race）、
肌の色（color）、信仰（religion）、
性別（sex）または出身国
（national origin）による差別を禁
止したが、障害者への差別を禁止
する規定はなかった。

 ADAの成立により、障害者も同様
に差別が禁止された。

 2008年に改正法が議会を通過し、
2009年から施行されている。



時は1990年・・・、カリフォルニア州・バー
クレー市にて

 バークレー自立生活センターの副所長(当時)
ジュディー・ヒューマン氏。

ジュディー「バークレーの町を、私たちと一緒に回りませ

んか?」
日本の関係者「団体旅行で他の人達も一緒だから・・・」



人権と社会

ノーマライゼーションと障害者







“Christmas In Purgatory:
A Photographic Essay On Mental 
Retardation”
煉獄のクリスマス(1966)
バートン・ブラット

http://www.disabilitymuseum.org/l
ib/docs/1782card.htm

下記URLはリンクを張っていますので、クリックすれば、
ペーシに飛びます

http://www.disabilitymuseum.org/lib/docs/1782card.htm


バンク-ミケルセン
(Neils Erik Bank-Mikkelsen)の
ノーマライゼーション理念の特徴

 ノーマライゼーションの生みの親
 「障害者(特に知的障害者)も一般市民と同じ条
件で援助されるべきである」という点があげら
れる。これには「援助は属性としての障害では
なく障害者のニードに基づくことが必要であり、
同じニードに対しては例え障害種が異なろうと
も同じサービスが提供されるべき」という考え
がある

 ミケルセンに一貫しているのは、知的障害者を
ノーマルにするのではなく、知的障害者の生活
条件をノーマルにしていく環境を提供していく
ことにある。



ニィリエ(Bengt  Nirje)の
ノーマライゼーション理念の特徴

 ノーマライゼーションの育ての親

 ニィリエは、以下の８つをノーマルにする
ことと述べている。

①１日のノーマルなリズム、②一週間のノーマ
ルなリズム、③一年間のノーマルなリズム、④
ライフサイクル、⑤ノーマルな理解と尊重、⑥
ノーマルな相互関係、⑦一般市民と同じ経済条
件の適用、⑧ノーマルな住宅環境の提供を謳っ
ていた。



ヴォルフェンスベルガー
(WolfWolfensberger)の
ノーマライゼーション理念の特徴

知的障害者が逸脱者としてとらえる社会意
識のあり方を問題視した。つまり知的障害者
が逸脱者としてとらえることは、社会から価
値を低められた人として見なされることであ
り、如何にその価値を高めていくか、社会的
な役割を実現していくかにノーマライゼー
ションの意味を見いだしている。



ノーマライゼーション理念の展開

 自立生活運動(IL: Independent Living)へ
1)障害者の人権

2)自己決定権

 「完全参加と平等」から共生社会の実現へ



「障害者の権利条約」から障害者差別解消法へ

権利と合理的配慮



障害者の権利に関する条約

 「国連障害者の権利条約(Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities)2006年採択」

 障害（身体障害、精神障害及び知的障害）の
ある人の尊厳と権利を保障するための国際的
な人権条約

 日本は2007年に署名、2014年1月20日、批准書
を国連に提出し、140番目の締約国となった。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html


障害者基本法の一部改正(平成23年8月5日)

（差別の禁止）

 第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由とし
て、差別することその他の権利利益を侵害する行為
をしてはならない。

 ２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障
害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重
でないときは、それを怠ることによって前項の規定
に違反することとならないよう、その実施について
必要かつ合理的な配慮がされなければならない。

 ３ 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関
する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防
止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提
供を行うものとする。



そもそも権利を守るとは(障害者虐待
防止法から考えてみよう)?
｢障害者虐待防止法｣とは、

 「養護者による障害者虐待」「障害者福祉施設従事
者等による障害者虐待」「使用者による障害者虐
待」をいう。

 障害者虐待の類型は、「身体的虐待」「ネグレク
ト」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」の
５つ。

 平成24年10月１日から、国や地方公共団体、障害者
福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止
等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受け
たと思われる障害者を発見した者に対する通報義務
を課すなどしている。



あなたは何と答えますか?

 新潟県の最低賃金時間額 753円(H28,10,1)。ちなみに「最低
賃金の減額の特例」と言うものもあります。

先 生「この生徒は、清掃の仕事については、十

分な能力を兼ね備えています」

雇用主「確かに十分に能力あるよ。でも、うちも今、余裕が

ないんだよね。どんどん、よそとの競争が厳しくなっ

てるしね・・・先生の熱意はわかるんだけど」

先 生「そこをなんとか」

雇用主「う～ん、じゃ試しにということでいい

かな。給料も、悪いけど最低賃金は出せないよ。

それでもよければうちで面倒見るよ」

先 生
「(Q )」

Question !

試用期間はどのくらいになりますか?ちなみに
賃金はどのくらいになりますか



平成27年度「使用者による障害者虐待の状況等」の結果

 知的障害者への経済的虐待に関する通報・届出が最多。発
達障害を除いた障害者については、経済的虐待に関する通
報・届出が最も多く、続いて、心理的虐待に関する通報・
届出が多くなっている(厚生労働省,2016)。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-
Roudoujoukenseisakuka/0000131388.pdf

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000131388.pdf


障害を理由とする差別の解消の推進
に関する法律
 平成25年6月19日に可決、成立。平成28年4月1日
から施行。

 障害者基本法第四条「差別の禁止」の規定を
具体化する目的。

 合理的配慮をしないことは差別にあたる。

 公共機関や民間企業に対し、障害を理由と
した不当な差別的取り扱いを禁じ、過重負
担にならない限り、施設のバリアフリー化
を進めるなどの合理的配慮を求める内容。

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html


障がいのある人もない人も共に生きる新潟
市づくり条例(施行：平成28年4月1日)

 「差別解消法」の「上乗せ」・「横出し」条例

 障がいのある人からの意思表示があった場合だ
けではなく、周りの人が合理的配慮を必要とし
ていることに気付いた場合にも、合理的配慮の
発生要件となる。

 民間事業者に対しても、法的義務としている。

https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/shofuku/oshiras
e/tomoniikirujyourei.html

https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/shofuku/oshirase/tomoniikirujyourei.html


合理的配慮(reasonable accommodation)
とは

 「障害者の権利に関する条約」の中では

「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等
に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。



鉄棒で遊ぶ・・・・



鉄棒で遊ぶ・・・

届かな
い・・・



鉄棒で遊ぶ・・・



「権利」を伝える力

 合理的配慮は、「権利」の行使に際して、必要とされる
ものである。

 建物へのアクセスを保障するために設置されるスロープ
は、その建物への利用が必要な人にとっては、合理的配
慮になり得るが、そうでない人にとっては合理的配慮で
はない。

 つまり、合理的配慮は個別に検討されるべきものである。
したがって、個別に必要とされるものを伝える事が要求
される。

本人以外が「○○することが、合理的配慮です」 →
こう言ってしまうことが、そもそもが怪しいのです。



権利擁護(advocacy)という考え方

 自身の権利を伝える事が難しい人の代わりに、その権利
を伝える・・・。

 権利を擁護するためには、その人が求めていることを理
解していることが求められるのだが・・・これが実はと
ても難しい。

「この子は、オレンジジュースが飲みたいのです。」
果たして、本当にそうですか?



権利を守るために



どこに相談すれば・・・

 新潟市役所 障がい福祉課

 基幹相談支援センター中央,基幹相談支援センター東,基幹
相談支援センター西、基幹相談支援センター秋葉

差別を受けた場合には、誰でも相談することが出来る。
相談により解決しない場合は、助言、あっせん、勧告、公
表などの方法で解決をはかる。



新潟市の場合

新潟市ホームページより転写

まずは当事者同
士の話し合いがあ
るとよいでしょう。

それでも解決が図
られない場合は、
第三者の協力の下
で解決していくこ
とになります。



「共に生きる」ために対話のある社会に

おわりに



有川研究室
E-Mail : arikawa@ed.niigata-u.ac.jp
Twitter: https://twitter.com/aripiyon
Facebook :https://www.facebook.com/arikawa.hiroyuki
HP :  http:/ /ar ichannel. jp/

本日使用したパワポのPDFを、1週間

だけホームページの「研修資料」
http:/ /ar ichannel. jp/research-
program/lecture-meeting/
にアップしておきます。ダウン
ロードは自由です。

研究室公認ゆるキャラ「あり
犬」

http://arichannel.jp/
http://arichannel.jp/research-program/lecture-meeting/
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