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はじめに 

１ ガイドライン策定の背景 

（１）障害者差別解消法の成⽴の経緯  
障がいのある人の人権や基本的自由の享有を確保し、固有の尊厳の尊重を促進するため、平成１８

（２００６）年に国連で「障害者の権利に関する条約」（以下「障害者権利条約」といいます。）が採択

され、平成２０（２００８）年に発効しました。 

 障害者権利条約は、障がいに基づくあらゆる形態の差別の禁⽌について、適切な対応を求めており、

⽇本においては、平成２３（２０１１）年の障害者基本法の改正の際、障害者権利条約の趣旨を基本原

則として取り込むかたちで、同法第４条に差別の禁止を規定しています。 

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」といいます。）は、

障害者基本法に規定された「差別の禁⽌」の基本原則を具体化するものであり、障がいを理由とする差

別の解消を推進し、全ての国⺠が、障がい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をめざし、平成２５（２０１３）年に成⽴し、平成２８（２０

１６）年４⽉に施⾏されました。 

 日本は、障害者差別解消法の制定を含めた一連の障がい者施策に係る取組みの成果を踏まえ、平成

２６（２０１４）年に障害者権利条約を締結しました。 

 

障害者差別解消法（抜粋）  

（目的）    

第１条 この法律は、障害者基本法（昭和 45年法律第 84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。 

  

（２）障害者差別解消法に基づく施策の基本的方向性 
 障がいを理由とする差別の解消の推進は、商品・サービス、教育、医療、福祉、公共交通、⾏政機関

など、障がいのある人の⾃⽴と社会参加に関わるあらゆる分野に横断的にまたがるものです。国は、障

がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害者差別解
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消法第６条の規定に基づき「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」

といいます。）を策定しました。 

基本⽅針では、施策全般にわたる基本的な⽅向性、各⾏政機関等が定める対応要領や各主務⼤⾂が

事業分野ごとに定める対応指針に盛り込むべき事項等が示されています。 

この基本⽅針に即して定められる対応要領や対応指針において、法に規定された不当な差別的取扱

いや合理的配慮について、具体例も盛り込みながらわかりやすく⽰しつつ、⾏政機関等の職員に徹底

し、事業者の取組みを促進することとされています。 

 

  障害者差別解消法（抜粋） 

第２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６条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、

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」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 

 二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 

 三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 

 四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項  

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（抜粋） 

 政府は、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年法律第 65 号。以下「法」とい

う。）第６条第１項の規定に基づき、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」という。）を策定する。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。 

 

【参考】障がいを理由とする差別に関する規定 

障害者権利条約（抜粋） 

第２条 この条約の適用上、（略）「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限 

 であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、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認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的 

 又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別（合理的配慮の否定を含む。） 

を含む。 

「合理的配慮」とは、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重の負担を課さないものをいう。 

 

障害者基本法（抜粋）  
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（差別の禁止） 

第４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）⼤阪府障がい者差別解消条例  
障害者差別解消法では、地方公共団体に対し、相談及び紛争の防止又は解決の体制整備を図ること

や差別の解消について必要な啓発活動を⾏うことを求めています。⼤阪府では、法で規定する体制整

備と啓発活動の実施に関して、公的な解決の仕組みを明確に規定し、「大阪府障がい者差別解消ガイド

ライン」等による啓発活動を府の責務に位置付け、これらを⾞の両輪として差別解消に取り組むとす

る「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」（以下「⼤阪府障がい者差別解消条例」

といいます。）を、法施⾏と同時に、平成２８（２０１６）年４⽉に施⾏しました。その後、令和３（２

０２１）年４⽉に⼀部を改正し、事業者による合理的配慮の提供を義務化しました（詳細については

11ページ参照）。 

なお条例では、このガイドラインを「障害を理由とする差別の解消について、府⺠の関⼼と理解を深

め、府⺠が適切に⾏動するための指針」と位置づけています。 

 

大阪府障がい者差別解消条例（抜粋） 

（目的） 

第１条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、府、府民及び事業

者の責務を明らかにするとともに、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年法

律第 65号。以下「法」という。）第 14条に規定する相談及び紛争の防止又は解決のための体制の整

備（以下「体制整備」という。）並びに法第 15条に規定する啓発活動（以下「啓発活動」という。）

の実施に関し必要な事項等を定めることにより、障害を理由とする差別を解消し、もって障害の有無

にかかわらず、全ての府民が暮らしやすい共生する社会（以下「共生社会」という。）の実現に寄与す

ることを目的とする。 

 

（基本理念） 

第３条 障害を理由とする差別の解消は、全ての府民が共に社会の一員として解決すべき社会全体の課

題であるとの認識の下、行わなければならない。 

２ 障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止又は解決に当たっては、相談事案の当事者が互

いを理解し合い対等の立場で話し合うことで、当該相談及び紛争の防止又は解決のための手段及び方

法を考えることを基本として行わなければならない。 

３ 啓発活動の実施に当たっては、障害及び障害者に対する理解を深めることが障害を理由とする差別

を解消し、共生社会を実現するための基礎的な取組であることを旨として行わなければならない。 
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（４）現状と課題〜何が差別に当たるのか〜 
大阪府では、令和３（２０２１）年３⽉に策定した「第５次⼤阪府障がい者計画」において、「全て

の⼈間（ひと）が⽀え合い、包容され、ともに⽣きる⾃⽴⽀援社会づくり」を基本理念に、「障がい者

差別・虐待の防止、命と尊厳の保持」や「合理的配慮によるバリアフリーの充実」などを基本原則に掲げ、

同計画に基づく施策を推進することとしています。 

 

しかし残念ながら、依然として、障がいや障がいのある⼈に対する理解不⾜等により、障がいのある

人が生活の中で不快な思いをしているほか、差別を受けたと感じている現状があります。 

 障害者差別解消法は、「不当な差別的取扱い」を禁⽌し、「合理的配慮の提供」を義務付けています

（障害者差別解消法では事業者は努⼒義務にとどまっていますが、大阪府障がい者差別解消条例では

事業者も法的義務です。）が、具体的に、どのような場合が「不当な差別的取扱い」に当たるのか、ま

た、「合理的配慮」として何をすればよいのかは、個々の場面や状況に応じて異なります。特に、合理

的配慮の概念は社会に定着しているとは⾔えず、「建設的対話」を通じた「合理的配慮」の取組みを広

く社会で共有し、浸透させることが重要です。 

障がいを理由とする差別をなくし、共⽣社会を実現していくためには、これらの具体的な内容をわ

かりやすく示していく必要があります。 
 

２ ガイドラインの目的 
（１）障がいを理由とする差別の解消について府⺠の理解を深める 

このガイドラインは、国が定めた基本⽅針を参考に、障がいを理由とする差別について府⺠の関⼼

と理解を深めるために作成しています。何が差別に当たるのか、合理的配慮としてどのような対応が

望ましいのかなどについて、基本的な考え⽅をわかりやすく⽰し、事例等を盛り込むことで、府⺠に

より具体的なイメージをもっていただくことをめざしています。 

 

（２）「対話すること」、「考えること」、「理解し合うこと」のきっかけを提供 
障がいを理由とする差別については、府⺠⼀⼈ひとりの障がいに関する知識や理解の不⾜、思い込

みや偏った考え方に起因する面が大きいと考えられます。「知らないこと」、「わからないこと」が差別

につながらないように、障がいを理由とする差別についての理解を深め、差別を未然に防⽌すること

が⼤切です。日頃から、どうすればいいのかを対話し、考え、理解し合うきっかけにこのガイドライン

をご活用ください。ガイドラインは、「対話すること」、「考えること」、「理解し合うこと」のきっかけ

を提供するものです。 
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（３）府⺠全体で障がいを理由とする差別の解消に取り組む 
障害者差別解消法は、障がいのある人と障がいのない⼈との相互理解により、共⽣社会の実現をめ

ざしています。障がいを理由とする差別の解消のためには、府⺠全体で取組みを進めていくことが必

要です。 

現在、障がいのない⼈も、病気や事故、⾼齢化により、⽇常⽣活や社会⽣活で不便を感じ、様々な

配慮を必要とすることも考えられます。 

また、障がいのある人に対する配慮は、ユニバーサルデザインなど、すべての人に使いやすい工夫

や配慮につながります。障がいを理由とする差別をなくす取組みを進めることは、誰もが暮らしやす

い共生社会をつくっていくことになります。 

 

ガイドラインの定期的な⾒直し 
 差別解消の取組みを効果的に推進していくためには、具体的な事例を収集・整理し、広く府⺠に提供

することが必要であると考えられます。また、技術の進展、社会情勢の変化は、特に合理的配慮につい

て、その内容に大きな進展をもたらすものです。 

 このような進展や状況の変化に合わせて、ガイドラインも定期的に⾒直し、府⺠によりわかりやす

いものを示していくことが必要です。今後とも、ガイドラインは、事例の集積や状況の変化、府⺠の障

がいに対する理解の深まりに伴って、国の動向等も勘案しつつ、適時、内容の充実を図ります。 

 


