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一般社団法人 ゼンコロ

ＪＤ政策会議２０１５
２０１５年５月２３日

戸山サンライズ

【日本国憲法】

第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基

準は、法律でこれを定める。

障害者権利条約

第二十七条 労働及び雇用

締約国は、障害者が他の者と平等に労働についての権利を有することを認める。こ

の権利には、障害者に対して開放され、障害者を受け入れ、及び障害者にとって利

用可能な労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は承諾する労

働によって生計を立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次のことのため

の適当な措置（立法によるものを含む。）をとることにより、労働についての障害

者（雇用の過程で障害を有することとなった者を含む。）の権利が実現されること

を保障し、及び促進する。
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【障害者基本法】

（雇用の促進等）

第十九条 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者におけ
る障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を講じなけ
ればならない。

２ 事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切
な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用
管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。

３ 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇
用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図るため、
障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用
の助成その他必要な施策を講じなければならない。

障害者権利条約 第二十七条 労働及び雇用

締約国は、障害者が他の者と平等に労働についての権利を有することを認める。この
権利には、障害者に対して開放され、障害者を受け入れ、及び障害者にとって利用可
能な労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働に
よって生計を立てる機会を有する権利を含む。
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【障害者基本計画】

４．雇用・就業，経済的自立の支援

【基本的考え方】

障害者が地域で自立した生活を送るためには就労が重要であり，
働く意欲のある障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮す
ることができるよう，一般就労を希望する者にはできる限り一
般就労できるように，一般就労が困難である者には就労継続支
援Ｂ型事業所等での工賃の水準が向上するように，総合的な支
援を推進する。あわせて，年金等の支給，経済的負担の軽減等
により経済的自立を支援する。

障害者権利条約 第十九条

自立した生活及び地域社会への包容 では、すべての障害者が他の者と平等の選択の
機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有することを認めるものとし、障害者
が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に包容され、及び参加すること
を容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。
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【障害者雇用促進法】

障害者雇用促進法は2014年6月13日に改正されているが、全条文
に合理的配慮の記述はない。

平成26年6月6日に「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・
合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」よる報告書
にまとめられ、社会保障審議会により、障害者の雇用の促進等
に関する法律 第36条に基づき事業主が講ずべき措置（以下
「合理的配慮」という。）に関して、その適切かつ有効な実施
を図るために必要な事項について指針(案)が示された。

障害者権利条約 第二十七条 労働及び雇用

締約国は、障害者が他の者と平等に労働についての権利を有することを認める。この権
利には、障害者に対して開放され、障害者を受け入れ、及び障害者にとって利用可能な
労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生
計を立てる機会を有する権利を含む。
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【労働基準法】

全条文において、障害者および合理的配慮に関す
る記述がない。

労働者が業務上負傷又は疾病等にかかり、その身
体に障害が存在する場合の補償についてのみ規定
されている。

障害者権利条約 第二十七条 労働及び雇用

締約国は、障害者が他の者と平等に労働についての権利を有することを認める。この権
利には、障害者に対して開放され、障害者を受け入れ、及び障害者にとって利用可能な
労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生
計を立てる機会を有する権利を含む。
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【最低賃金法】

（最低賃金の減額の特例）

第７条

使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可
を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金におい
て定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考
慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第
四条の規定を適用する。

一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

障害者権利条約 第二十七条 労働及び雇用 （a）あらゆる形態の雇用に係るすべての
事項（募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件
を含む。）に関し、障害を理由とする差別を禁止すること。（b）他の者と平等に、公正
かつ良好な労働条件（例えば、均等な機会及び同一価値の労働についての同一報酬）、
安全かつ健康的な作業条件（例えば、嫌がらせからの保護）及び苦情に対する救済につ
いての障害者の権利を保護すること。
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【労働契約法】

（労働契約の内容の理解の促進）

第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の
内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。

２ 労働者及び使用者は、労働契約の内容（期間の定めのある

労働契約に関する事項を含む。）について、できる限り書面に
より確認するものとする。

障害者権利条約 第二十七条 労働及び雇用 （a）あらゆる形態の雇用に係るすべての
事項（募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件
を含む。）に関し、障害を理由とする差別を禁止すること。
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【労働安全衛生法】

附 則 （平成一三年六月二九日法律第八七号） 抄

（検討）

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この

法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠
格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行
の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措
置を講ずるものとする。

障害者権利条約 第二十七条 労働及び雇用 （a）あらゆる形態の雇用に係るすべての
事項（募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件
を含む。）に関し、障害を理由とする差別を禁止すること。
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【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律】

（目的）

第一条 この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項

についての個々の労働者と事業主との間の紛争（労働者の募
集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主と
の間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。）に
ついて、あっせんの制度を設けること等により、その実情に
即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

障害者権利条約 第二十八条 相当な生活水準及び社会的な保障 第一項 締約国は、

障害者及びその家族の相当な生活水準（相当な食糧、衣類及び住居を含む。）について

の障害者の権利並びに生活条件の不断の改善についての障害者の権利を認めるものとし、

障害を理由とする差別なしにこの権利を実現することを保障し、及び促進するための適

当な措置をとる。
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【男女雇用機会均等法】

（目的）

第一条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法

の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠
中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを
目的とする。

障害者権利条約 第二十八条 相当な生活水準及び社会的な保障 第二項 （b）障害者
（特に、障害のある女子及び高齢者）が社会的な保障及び貧困削減に関する計画を利用
することを確保するための措置。
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【職業能力開発促進法】

（職業訓練を無料とする範囲及び手当を支給する範囲）

第二十九条の四 法第二十三条第一項第一号 及び同条第二項 の厚生労働

省令で定める求職者は、職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大
臣が定める求職者とする。

２ 法第二十三条第一項第一号 及び同条第二項 の厚生労働省令で定める訓

練課程は、短期課程（職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識
を習得させるためのものに限る。次条において同じ。）とする。

障害者権利条約 第二十四条 教育 第一項 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約

国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、次のことを目的とするあ

らゆる段階における障害者を包容する教育制度及び生涯学習を確保する。（a）人間の潜在能力並びに尊
厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重

を強化すること。（b）障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能
な最大限度まで発達させること。（c）障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。

第二十六条 リハビリテーション 第一項 締約国は、障害者が、最大限の自立並びに十分な身体的、

精神的、社会的及び職業的な能力を達成し、及び維持し、並びに生活のあらゆる側面に完全に受け入れ

られ、及び参加することを達成し、及び維持することを可能とするための効果的かつ適当な措置（障害

者相互による支援を通じたものを含む。）をとる。
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【障害者差別解消法】

障害者差別解消法には、合理的配慮について一切触れられて
おらず、2014（平成26）年11月に内閣府障害者施策担当より
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（原
案）」でようやく示され、各方面への意見募集を終えている。

障害者権利条約 第一条 目的では、障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は

感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用により他の者と平等に社会

に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む。

障害者権利条約 第二条 定義 「障害を理由とする差別」とは、障害を理由とするあ

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、他の者と平等にすべ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。障害を理

由とする差別には、あらゆる形態の差別（合理的配慮の否定を含む。）を含む。
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【教育基本法】

（教育の目的）

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的
な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心
身ともに健康な国民の育成を期して行われなければな
らない。

障害者権利条約 前文（ｖ）障害者がすべての人権及び基本的自由を完全に享有することを可
能とするに当たっては、物理的、社会的、経済的及び文化的な環境、健康及び教育並びに情報
及び通信についての機会が提供されることが重要であることを認め、

第八条 意識の向上 第二項（ｂ）教育制度のすべての段階（幼年期からのすべての児童に対
する教育制度を含む。）において、障害者の権利を尊重する態度を育成すること。

第二四条 教育 第一項 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この
権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、次のことを目的とするあら
ゆる段階における障害者を包容する教育制度及び生涯学習を確保する。 第二項（ｃ）個人に

必要とされる合理的配慮が提供されること。第五項 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、
他の者と平等に高等教育一般、職業訓練、成人教育及び生涯学習の機会を与えられることを確
保する。このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。
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【障害者優先調達推進法】

（目的）

第一条 この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及

び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品及び
役務の調達の推進等に関し、国等の責務を明らかにするとと
もに、基本方針及び調達方針の策定その他障害者就労施設等
の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることに
より、障害者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需
要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者、
在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的とする。
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障害者権利条約 前文（ｔ）障害者の大多数が貧困の状況下で生活している事実を強調

し、また、この点に関し、貧困が障害者に及ぼす悪影響に対処することが真に必要であ

ることを認める。

【障害者総合支援法】

障害者総合支援法の就労系障害福祉サービスの枠組みでは、「就労移
行支援」「就労継続支援Ａ型」「就労継続Ｂ型」の３類型のサービス
があり、まず、一般の労働市場への移行が前提とされ、それが困難な
障害者が継続して福祉就労が利用でき、賃金や工賃の水準を向上させ
ることが求められている。さらに就労継続支援Ａ型利用のみが雇用契
約による労働者と認められており、他の事業で働いている障害者は、
労働者として認められていない。

障害者権利条約 第八条 意識の向上 第二項（ⅲ）障害者の技術、価値及び能力並びに職場及び労

働市場に対する障害者の貢献についての認識を促進すること。

第二十七条 労働及び雇用 第一項 (d) 障害者が技術及び職業の指導に関する一般的な計画、職業
紹介サービス並びに職業訓練及び継続的な訓練を効果的に利用することを可能とすること。

第二十八条 相当な生活水準及び社会的な保障 第一項 障害者及びその家族の相当な生活水準（相

当な食糧、衣類及び住居を含む。）についての障害者の権利並びに生活条件の不断の改善についての

障害者の権利を認めるものとし、障害を理由とする差別なしにこの権利を実現することを保障し、及

び促進するための適当な措置をとる。 第二項 社会的な保障についての障害者の権利及び障害を理

由とする差別なしにこの権利を享受することについての障害者の権利を認めるものとし、この権利の

実現を保障し、及び促進するための適当な措置をとる。
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