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「合理的配慮」は進んだか
～障害者差別解消法改正の意義～

弁護士法人名古屋南部法律事務所平針事務所
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◆本日のお話
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１ 最初に、「合理的配慮」をイメージしてもらうために

２ 合理的配慮の条文

３ 合理的配慮のポイント①ー気遣いではなく法的義務

４ 合理的配慮のポイント②ー個別のニーズ（意思の尊重）

５ 合理的配慮のポイント③ー非過重負担（ただし代替案）

６ 合理的配慮はなぜ必要かー権利性

７ 合理的配慮は進んだかー進めるためにすべきこと



１ 最初に、「合理的配慮」をイメージしてもらうために

（障害者差別解消法６条に基づく政府の「基本方針」から）

・車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に
陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮

・筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい
表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮

・障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟
な変更
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（障害者政策委員会 差別禁止部会意見から）
１）基準・手順の変更

例 .パニック障害がある労働者の勤務時間を変更し、ラッシュ時に満員電車を利用して通勤する
必要がないようにする。

例 .視覚障害がある顧客に対して、求めに応じて、大きな文字で印刷された利用案内を提供す
る。

２）物理的形状の変更
例 .職場において車いすを利用する労働者が使用する机の高さを変更し、車いすを利用したまま
で机を使用して仕事ができるようにする。

３）補助器具・サービスの提供
例 .視覚障害がある労働者が職務遂行上使用するパソコンに音声読み上げソフトを導入し、パ
ソコンを使用して仕事ができるようにする。

例 .発達障害者がパニックになった場合等に備えて、他人の視線や態度を遮る避難所的な空
間を用意する。
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（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止）

※１項の「不当な差別的取扱い」と合わせ「差別の禁止」とさ
れている

第７条２項 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。
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２ 合理的配慮の条文 障害者差別解消法



（事業者における障害を理由とする差別の禁止）

第８条２項 ※１項の「不当な差別的取扱い」と合わせ「差別の禁止」とされている

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。

⇒法改正「しなければならない」（令和３年６月４日か
ら３年以内に施行）
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障害者雇用促進法
※「合理的配慮」という文言はないですが「合理的配慮」を意味します。

（雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等

を図るための措置）

第３６条の二

事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない

者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働

者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害

の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主

に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
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障害者雇用促進法
第３６条の三

事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均
等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障
となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障
害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者
の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対
して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

⇒雇用の場面では、既に平成２８（２０１６）年４月１日から「しなければならな
い」

第３６条の四

事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者の意向を十分に
尊重しなければならない。
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３ 「合理的配慮」の理解のポイント①

～差別と「合理的配慮」の不提供

×気遣い、心配り、マナー、思いやり・・・
○法的義務

障害者権利条約 第２条（抜粋）

「障害に基づく差別」とは，（中略）合理的配慮を行わないことを含む

あらゆる形態の差別を含む。

◎権利条約の意義＝合理的配慮を行わないことも差別だと
認めたこと

差別概念の変更＝差別と言えば同一処遇をしないことであったが別
異処遇をしないことも差別であると明記した

9



障害者基本法 第４条 （差別の禁止）

１項 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項 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つて前項の規定に
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。

合理的配慮の不提供＝差別
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４ 「合理的配慮」の理解のポイント②

～個別的・事後的・対話的
性格

合理的配慮は個別のニーズ、意思の尊重が前提
合理的配慮は、個々の場面で、個々の障害者を対象とする

（基本方針）

合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、
多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除
去のための手段及び方法について、「（２）過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素を考慮し、
代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、
柔軟に対応がなされるものである。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等
に応じて変わり得るものである。
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《事後的》

cf.事前的改善措置ー不特定多数の障害者集団を対象

障害者差別解消法第五条

行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の
実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うた
め、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、
関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に
努めなければならない。

ex.バリアフリー
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《個別的》

ある教員が、聴覚障害のある学生に配慮しようとして、よかれと思って、そ
の学生のみを授業中にあてなかったという特別な取扱いをしたところ、実はそ
の学生は他の学生と同じように教員から質問して欲しかった。

→ 教員にとっては合理的配慮のつもりでも、聴覚障害のある学生に
とっては 障害を理由とした不当な差別的取扱いに
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《対話的》

合理的配慮の提供における留意点（対話の際に避けるべき言葉）

◆「先例がありません」 ⇒ 障害者差別解消法が施行されており、先例がないことは断る理由
になりません。

◆「特別扱いできません」⇒ 特別扱いではなく、障害のある人もない人も同じようにできる状況
を整えることが目的です。

◆「もし何かあったら」⇒ 漠然としたリスクでは断る理由になりません。どのようなリスクが生じ、そ
のリスク低減のためにどのような対応ができるのか、具体的に検討する必要があります。

※医療的ケア児の水泳授業

◆「その障害種別ならば」⇒ 同じ障害種別でも程度などによって適切な配慮が異なりますので、
一括りにしないで検討する必要があります。（盲／弱視、ろう／難聴、全身／半身 など）

（内閣府 障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】から）
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５ 「合理的配慮」の理解のポイント③

障害者からの配慮の申出について、合理的ではないものや過重な
負担があるものについては、その提供をお断りすることができます。

・膨大な分量の資料の全文読み上げを求められた

・筆談で十分対応できる簡潔なやり取りに手話通訳者の派遣を求められた

・必要性がないのに買物中は常に店員が同行することを求められた

・個人的な外出予定に沿うよう公共交通機関の時間変更を求められた

・否定されるとストレスで症状が悪化してしまうからと過度な要望であっても否定せ
ずに実行することを求められた など

（内閣府 障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】から）

15



《合理的配慮の限界１ー本来業務付随・本質変更不可》

（障害者差別解消法６条に基づく政府の「基本方針」から）

「合理的配慮は、行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に
照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者で
ない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・
事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要があ
る」

本来業務付随の例：小料理屋の店員が、障害者のトイレの排泄介助をすることは、基本的には、

この小料理屋の本来の業務に付随するものではないため、合理的配慮にあたらない 。

本質変更不可の例：暗闇で食事を提供することをサービスの主眼とした――暗闇での飲食を「店

のウリ」にした――レストランで、聴覚障害のある者のために読唇用の灯りを用意する

ことは、このレストランの事業・サービスを根本的に変更させる配慮となるため、合理的

配慮にあたらない 。
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障害者差別解消法

第７条２項

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。

障害者雇用促進法

第３６条の二

事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確

保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出

により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主

に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
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《合理的配慮の限界２ー非過重負担》



（基本方針）

過重な負担の考慮要素

○ 事務・事業への影響の程度（事務・事業の目的・内容・機能を損なう
か否か）

○ 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
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過重な負担なら何もしなくてもよいのか？
（障害者雇用促進法３６条に基づく厚生労働大臣の「合理的配慮指針」から）

「障害者が希望する合理的配慮に係る措置が過重な負担であるとき、

事業主は、当該障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、
過重な負担にならない範囲で合理的配慮に係る措置を講ずること。」

⇒過重な負担にならない範囲の代替案の検討、提示が必要
※事務所での車いすの人の相談
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６ 「合理的配慮」がなぜ必要か

～合理的配慮の権利性

◎合理的配慮が求められる根拠

（部会意見）一般には利用できる形で提供する反面、障害者には利用
できない形でしか提供しないことは、実質的には排除＝差別

◎合理的配慮が正当化される理由
（岡山理科大学 川島聡准教授）マジョリティは、マイノリティに犠牲を

負わせて利益を得ているため、その犠牲を匡正（補償）しなければならな
い

※墨字と点字

※私の手話通訳者の集まりでの講演の経験から
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「障害（者）」の「医学モデル」と「社会モデル」
障害者権利条約

障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障
害であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎とし
て社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含
む。

障害者基本法＝障害者差別解消法

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
あつて、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
に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
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①限定列挙ではない
②「医学（個人）モデル」から「社会モデル」へ

不利益・困難の原因は、個人の心身機能が原因である
⇔障害のない人を前提に作られた社会の作りや仕組みに原因がある

例えば、車いすで段差が越えられない

医学モデル 段差が越えられない個人の能力に原因

→能力を付けるための支援

社会モデル 段差を作っている社会に原因

→段差（障壁）を取り除くことが社会に求められる

合理的配慮は、「できないからゲタをはかせる」というのではなく、
「配慮がある状態で能力を発揮してもらう（できないのは障壁のせい）」というイメージ
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社会的障壁
障害者基本法 第２条（定義）

二 社会的障壁 障害がある者にとつ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。

事物の障壁：施設や設備などによる障壁

例：階段しかない入口、路上や点字ブロックの上に停められた自転車、右手でしか使えないはさみなど

制度の障壁：ルールや条件などによる障壁

例：申込方法が来店のみ・電話のみなどの受付、同伴者を求めるサービス、墨字（印字された文字）のみの
試験問題など

慣行の障壁：明文化されていないがマジョリティが従うしきたり、情報提供など

例：緊急時のアナウンスは音声のみ、注意喚起は赤色を使う、視覚でしか分からない署名・印鑑の慣習など

観念の障壁：無知、偏見、無関心など

例：“こうあるべきだ”、“～できるはずがない”、“障害者はかわいそう”など

23



◆ここまでのまとめ

①合理的配慮は法的義務

～障害者からみれば権利

②個別のニーズに応じてなされるべきもの

③過重な負担までは求められない

～ただし、代替案必要
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▼既に法的義務となっている雇用の場面で「合理的配慮」は進んだか？
▼それ以外でも法律で義務化になれば差別はなくなるか？

《２つの裁判を通じて感じたこと》

「不当な差別的取扱いだ」というのに対し「正当な理由がある」という反論
「合理的配慮を提供しろ」というのに対し「過重な負担だ」という反論

という枠組み自体が確立していないー「差別ではない」「配慮している」

※正当な理由の根拠が曖昧でも差別とまでいえないとする
×抽象的、×「万が一何かあるといけないので」 無知・偏見に他ならない

※「他の構成員の手前、一人だけ特別扱いできない」という主張を認めてしまう
合理的配慮は個別のニーズに応じてなされるべきもの
合理的配慮の概念が浸透していない
他の構成員、社会の側の理解が不十分

※事前的改善措置＝「環境の整備」（努力義務）（法５条）との混同
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７ 「合理的配慮」は進んだか



「意思表明 →対話 →対応 →差別解消」という流れを想定

↔ 意思表明のしづらさ

被差別者が差別を指摘するのはハードルが高い

※優生保護法大阪・東京高裁判決

「わがまま」と受け止められてしまう

まだまだ障害者は保護の対象であって、

権利主体として認められていない
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◎どうするべきか（私見）～事例の積み重ね
■国、県、市

◎相談窓口の一本化、わかりやすさ

◎紛争解決手続き（ADR）

※愛知県差別禁止条例 助言、あっせん又は指導等 実績はゼロ

■当事者

◎一人では難しい →みんなで声を上げる 団体として交渉（組合のようなイメージ）

◎国、県、市町村へ要望

■私は・・・

◎講演 企業の人事の人が聞いてくれた

市町村・県の担当者のいる場所、企業の人のいる場所

◎交渉を重ねたい

◎訴訟で勝訴して流れを変えるきっかけを作りたい

障害者差別解消法の改正は、大きなきっかけとなりうる
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