
 

2018年５月 16日 

 

愛知障害フォーラム（ＡＤＦ） 

代 表  加 賀 時 男 

 

名古屋城木造復元天守閣のバリアフリー化方針に対するＡＤＦ声明 

 愛知障害フォーラム（以下、ＡＤＦ）は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病など

の障害種別や立場、考え方の違いを超えて、障害当事者や家族の団体、そして支援者などの関係

団体、県下 29団体が一緒になって、障害者の権利擁護と愛知県における障害福祉施策の充実のた

め取り組みをおこなっている団体です。 

名古屋市は 2018年 5月 8日に開催された名古屋市障害者団体連絡会において「木造天守閣の昇

降に関する付加設備の方針(案)」を示し、「史実に忠実に復元するためエレベーターを設置せず、

新技術の開発などを通してバリアフリーに最善の努力をする」との基本方針を出しましたが、私

たちＡＤＦは、この方針に対し、強く抗議をすると同時に、再考を求めます。 

名古屋城木造復元天守閣のバリアフリー化に関しては、昨年 11月に当団体より、名古屋市に対

して公開質問状を提出しました。その後も、障害者団体はもとより、「愛知県人にやさしい街づく

り推進委員会」や「名古屋市障害者施策推進協議会」が要望書を提出するなどエレベーター設置

の必要性を求める声が出されてきました。 

また、４月 24 日におこなわれた「特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議」では出席者の

方々から「守るべきは骨組みや外から見える部分。100％忠実の必要はなく、不便なものを造るべ

きではない」、「エレベーターは急病人の緊急搬出のためにも必要」、「高齢者や障害者の安全安心

のために、エレベーターという今日の技術を中心にバリアフリー対策をするという事は必然であ

る」といった意見が出されました。 

現在、国においてはバリアフリー法及び関連施策の見直しが図られ、名古屋市においては、「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」制定の検討が進められています。さらに、「第３

次名古屋市障害者基本計画」では重点的に取り組む施策として「障害を理由とする差別の解消を

進めるとともに、アクセシビリティの向上と権利擁護の推進を図ります」と掲げられています。 

これまで名古屋市は「障害者団体などの意見を聞いてエレベーター設置問題を判断する」とい

う趣旨を繰り返し表明していましたが、障害者や高齢者の意見が反映されることなく、当初から

の計画である「エレベーターを設置しない」と決定されたのは､遺憾と言わざるを得ません。 

共生社会の実現、互いの違いを認めあう多様性社会の実現が求められている中、「エレベーター

を設置しない」という考え方は、あまりにも一方的で、弱い立場の意見を無視した、「人権侵害・

差別」であり、到底、承服できるものではありません。 

またエレベーターは障害のある人だけでなく、高齢者、ベビーカーを使用する人、小さな子ど

も、大きな荷物を持った観光客などすべての人にとって有益なものであるのはいうまでもありま

せん。 

ＡＤＦは今後も名古屋城木造復元天守閣へのエレベーター設置を求め、諦めず、継続した活動

をしていく決意です。 



平成 30年５月 11日 

 

愛知県知事 大村 秀章 様 

                   【救済申し立て者】 

愛知障害フォーラム（ＡＤＦ） 

事務局長 辻 直哉 

 

名古屋城天守木造復元事業に対し、愛知県障害者差別解消推進条例に基づく知

事による助言、あっせん又は指導等の救済申し立て 

 

日頃より、障害者福祉の推進にご尽力頂きありがとうございます。 

さて、この度、名古屋市が名古屋城木造復元天守閣のバリアフリー化に関して、

多くの障害者がエレベーター設置の必要性を求めているにも関わらず、「史実に

忠実に復元するためエレベーターを設置せず、新技術の開発などを通してバリ

アフリーに最善の努力をする」との基本方針を出しました。 

このことは、我が国が 2014 年に批准した障害者権利条約に違反をしており、

国の障害者差別解消法にも違反をしています。 

そして、愛知県障害者差別解消推進条例においても、「障害を理由として障害

者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害

してはならない」と明記されており、名古屋市の方針は不当な差別的取扱いとい

えます。 

また県条例第４条では「県は、市町村と連携を図りながら協力して、障害を理

由とする差別の解消の推進に関する施策の推進に取り組むものとする」と県の

責務が明記されており、名古屋市の方針に対して何らかの措置を取るべきであ

ると考えます。 

そして、この間の名古屋城木造復元天守閣のバリアフリー化に関する新聞・テ

レビ等の報道によって、ネット等で匿名の方たちより、「障害者は自分勝手すぎ

る」、「クレイマー」等の言われなき誹謗中傷を受けており、名古屋市の方針が「差

別・偏見・人権侵害」を助長しているといえます。 

つきましては名古屋市に対して、愛知県障害者差別解消推進条例第 13 条に基

づき、知事による助言、あっせん又は指導を強く求めます。 



要  望  書 

 

愛知県では、平成６年に「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」

を制定し、街のバリアフリー化に取り組んできています。 

この条例の第１条では、「すべての県民が個人として尊重され、あらゆ

る分野の活動に参加する機会を与えられることが街づくりにおいて極め

て重要であることにかんがみ、高齢者、障害者等を含むすべての県民があ

らゆる施設を円滑に利用できる人にやさしい街づくりの推進を図り、もっ

て県民の福祉の増進に資することを目的とする。」とされています。 

この目的を達成するには、県民一人ひとりが、希望する場所において希

望する活動を行う機会を与えられることが大切であり、自己実現の機会を

真に担保するために、街のあらゆる施設をすべての県民が円滑に利用でき

ることが必要です。 

こうした条例の目的及び趣旨を踏まえ、名古屋城天守閣の復元において

も、高齢者、障害者等を含むすべての県民が円滑に利用できることが実現

するよう強く要望するものです。 

 

平成３０年４月１０日 

名古屋市長 河 村 た か し 様 

人にやさしい街づくり推進委員会  

委 員 長  鈴 木 賢 一  

取 扱 注 意 



人にやさしい街づくり推進委員会委員名簿 
                                     （敬称略） 

                                    （五十音順） 

氏   名 職       名 
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中京大学現代社会学部 准教授 

 

内
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ＡＪＵ自立の家 車いすセンター 

 

櫻
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公益財団法人愛知県老人クラブ連合会 副会長 

 

鈴
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み

 

 

中部鉄道協会 技術委員長 

 

鈴
すず

 木
き

 賢
けん

 一
いち

 

 

名古屋市立大学大学院芸術工学研究科 教授 
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名古屋商工会議所 理事・企画振興部長 

 

辻
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愛知障害フォーラム 事務局長 
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とよ
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こ

 

 

南山大学大学院法務研究科 教授 

 

森
もり

 田
た

 優
まさ

 己
み

 

 

桜花学園大学学芸学部 教授 

 

渡
わた

 辺
なべ

   恭
ただし

 

 

日本チェーンストア協会中部支部 事務局長 

 











特別史跡名古屋城跡バリアフリー検討会議 主なご意見                   
                  

氏名 ご意見 

名古屋工業大学 

小野徹郎名誉教授 

・現在あるいろんな技術を駆使して、その時代の技術をある意

味では写した形で復元するというのは当然。 

バリアフリーについてもそういう視点で史実に忠実な復元と

イチゼロの対立構図ではなく、何等かの妥協点を見出してい

く必要がある。 

中部大学 

片岡靖夫名誉教授 

・天守閣は歴史に限りなく忠実に復元するということが大前提

だが、バリアフリーが独立しているものではない。 

 両方共可能になるような、双方が一体となった議論を進めた

方が良い。 

川地建築設計室 

川地正数主宰 

・老若男女が復元された天守閣に出入りして体感をしていただ

くのは当然だが、エレベーターは非常時使用できない。その

代りに緩勾配の階段を利用する階段昇降設備が使えるのでは

ないか。 

・仮にエレベーターを設置するのであれば、４人乗りではな

く、介助者が同乗できるサイズが必要。 

・史実に忠実な復元が大前提。エレベーター設置については柱

や梁等の構造体に全く影響なく、専ら床の一部を開口するの

みで装置としてエレベーターが可能であればそれも一つある 

名古屋工業大学大学院 

小松義典准教授 

・城の寿命が数百年あるのに対して、設備は数十年の寿命しか

ない。取外し、更新をしていかなければならないということ

を考えておく必要がある。例えば１００年後の昇降設備が、

現在のエレベーターなのかというような視点を持って、選択

をしていくことも大切ではないか。 

関西大学 

西形達明名誉教授 

・災害時のことを考えれば、テンポラリー（一時的）な装置を

十分完備しておくことが必要。 

・バリアフリーに完全に対応するというスタイルをとるのであ

れば、１１人乗りを採用するのも一つ。 

広島大学 

三浦正幸名誉教授 

・エレベーターは急病人の緊急搬出のためにも必要。 

・緊急避難の為にも天守の１階から外部に直接避難する階段が

必要ではないか。 

・史実に忠実は百パーセントではない。 

 どの部分の史実を守って、どの部分を守らず利便性を優先す

るかをしっかりと議論が必要。 

・守らないといけない史実の例としては天守の骨組。 



 

氏名 ご意見 

中部大学 

磯部友彦教授 

・中部空港方式という、いろんな障害当事者の方々と一緒にな

って設計から議論した方式が、世界から高い評価を受けてい

る。 

・出来る出来ないの問題は、出来ないから我慢しますではな

く、できなかったらなぜ出来ないかと前提条件から直してい

くことが技術者の立場。市民に押し付けるのは恥。 

・史実という言葉は暗い歴史であり、またそれを押し付けるの

かという意見になってくる。 

・実物大の階段を作って実験をするべき。 

東洋大学 

髙橋儀平教授 

・保存と公開の原則に対して、社会的な公平性という概念が現

在の社会の中にあるということを是非記憶に留めておいてい

ただきたい。 

・これからの文化財を歴史の中でどう造るかが問われている。

今ある人達が評価するよりもずっと後世の人たちがどう評価

するかに着眼していかなければならない。 

・４人乗りでは問題。現在国会で法改正が審議中であるが、ガ

イドラインでは最低でも１５人乗りにしていく方向が意見さ

れている。 

・歴史的に様々な構法の中で、どこまで実現可能かということ

になる。エレベーターをつけても、お互い助け合うというこ

とは当然である。ソフト面も含めた形で議論していくべき。 

・現在の名古屋城よりアクセシビリティが後退してはいけな

い。 

日本福祉大学 

渡辺崇史教授 

・教育的視点から歴史的建造物を残すという意味もあるのであ

れば、小学生の見学会の際、クラスで上まで行けない子供を

どう対処するのか、そういう視点から考える必要がある。 

・エレベーターは通常時利用のためにもちろん付けた方がいい

が、災害時の移動方法に対する議論も必要。 

・議論には当事者参加が不可欠。 

・色々な方が多く参加してオープンにしていくことでみんなが

納得できる歴史的建造物になっていくと思う。 

名古屋工業大学大学院 

佐野明人教授 

・最優先は障がい者の方や高齢者の方などの要望をどう技術に

よってサポートしていくか。 

・ＶＲといってもいつも同じものを再生するのではなく、その

日の天候等で色々な状況が変わると思うが、それを分身ロボ

ットで五感を通じて体験共有できるのかが一つのポイント。 

・将来可能な技術というのがある程度予測できるので、要望を

議論する中で、将来実現できそうだということになれば、議

論が活発化するのではないか。 



 

氏名 ご意見 

名古屋大学大学院 

山田陽滋教授 

・通常時と避難時の技術は分けるべき。 

・避難時は新しい技術は入れるべきではない。想定外も考慮し

て、使い古された技術で安全が一番確保されるべき。 

・通常時はいす式の階段昇降機だとか段差解消機など技術はど

んどん発達してきているので、そういうものを取り入れる。 

・寄り添いロボットといういわゆる免荷装置で人を釣り上げて

階段を登るという技術提案が一つとしてあるのでは。 

・最初から技術開発者側と新しい技術を社会的に受容する一般

の方が離反の関係になってしまうと、必要以上にバイアスが

かかってよろしくない。社会技術観点で、相互に理解を深め

るためのスキームに沿った話し合いの場を設けてはいかが

か。 

・障害者の取扱いの問題だとか、まだ色々固まっていないとこ

ろがいっぱいある訳だから、情報公開はきちんとしていただ

きたい。 

特定非営利活動法人 

わっぱの会 

斎藤縣三理事長  

・バリアフリーはこの時代にとって最大の価値。 

 人間の幸せや安全を考えた時に欠かせない。 

・史実に忠実な復元と強調するが、地震対策や火災対策など現

代の技術を利用しない復元はあり得ない。高齢者や障害者の

安全安心のために、エレベーターという今日の技術を中心に

バリアフリー対策をするという事は必然である。 

愛知県重度障害者の 

生活をよくする会 

近藤佑次会員 

・これだけお金のかかる公共事業であれば、全ての市民が安心

して利用できることが第一。 

・古い時代は障害者のことを排除してきた。その時代の建物を

忠実に再現することによって、そういった差別的な一面もど

んどん残していくことになるのではないか。 

・ハートフルデイだとか、障害のある人だけと考えること自体

も差別である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



愛知県障害者差別解消推進条例の概要 

 この条例は、平成 28年 4月施行の障害者差別解消法の趣旨を、広く県民の皆様に周知し、県民各層の差

別の解消推進への気運を高め、県民一体となって、障害を理由とする差別の解消の推進を図ることを目的と

して、基本理念を定め、その下に、県、県民、事業者の責務を明らかにしています。 

（平成 27年 12月 18日制定） 

   

１．基本理念 

 次の４つを基本理念として定めています。 

・全ての障害のある方が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加す

る機会が確保されること。 

・全ての障害のある方が、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会

において他の人々と共生することを妨げられないこと。 

・障害を理由とする差別の多くが障害のある方に対する理解の不足から生じていること及び誰もが障害のあ

る方になる可能性があることを踏まえ、全ての県民が、障害についての知識及び理解を深める必要がある

こと。 

・県、県民、事業者及び市町村その他関係機関が、各々の役割を果たすとともに、社会全体で取り組むこと。 

 

２．県、県民、事業者の責務 

 基本理念の下に次のとおり県、県民、事業者の責務を定めています。 

 

３．差別の禁止 

 障害を理由とする差別の禁止について、次のように定めています。 

 不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供 

国の行政機関・ 

地方公共団体等 

× 

不当な差別的取扱いが禁止されます。 

○ 法的義務：合理的配慮を行わなければ 

              なりません。 

民間事業者 

民間事業者には、個人事業者、 

NPO等の非営利事業者も含みます。 

× 

不当な差別的取扱いが禁止されます。 

○ 努力義務：合理的配慮を行うよう 

              努めなければなりません。 

※雇用の分野では障害者雇用促進法に基づき義

務となります。 

•障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施すること。 

•市町村と連携を図りながら協力して、障害を理由とする差別の解消の推進に関する
施策の推進に取り組むこと。 

県の責務 

•障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めること。 

•県が実施する障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力するよう努め
ること。 

県民の責務 

•障害を理由とする差別の解消のために必要な措置を講ずるよう努めること。 

•県が実施する障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力するよう努め
ること。 

•主務大臣が定める対応指針に即した適切な対応に努めること。 

事業者の責務 



 

不当な差別的取扱いとは・・・ 

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行

為をいいます。 

※正当な理由に当たる場合とは、客観的に見て正当な目的の下に行われ、目的に照らしてやむを得ないといえる場合です。 

 

合理的配慮の提供とは・・・ 

 障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的

障壁を取り除くため必要かつ合理的な配慮（合理的配慮）を行うことが求められます。 

※社会的障壁とは、障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。（事物、制度、

慣行、観念など） 

※本人が意思表明をすることが困難な場合は、家族や介助者などが合理的な配慮を求めることができます。 

※合理的配慮の提供は、代わりの方法を考えることも含めて、お互い話し合い、理解した上で、行う必要があります。 

 

  正当な理由があり、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけなくてはならない場合や、負担が重すぎる 

 ため、合理的配慮を行うことができない場合は、理由を説明し、理解を得るように努める必要があります。 

 

 事業者が繰り返し差別を行い、自主的な改善を期待することが困難である場合など、主務大臣が特に必要があると認める

ときは、法に基づき、報告徴収、助言、指導、勧告をすることができることとされています。また、報告を求められても従

わなかったり、虚偽の報告をした場合、罰則が科される場合があります。 

 

 

生活の場面別不当な差別的取扱い・合理的配慮の具体例 

 

× 不当な差別的取扱いの例     ○ 合理的配慮の例 

 

病院・福祉施設など    ：×本人を無視して、介助者・支援者や付き添い者のみに話しかける。 

（医療従事者/福祉事業者）ほか   ○車椅子の利用者が利用しやすいようカウンターの高さに配慮する。 

交 通（鉄道・バスなど）    ：×障害があることのみをもって、乗車を拒否する。 

住まい（宅地建物取引業者）  ：×障害者向け物件は扱っていないと門前払いする。 

              ○最寄駅から一緒に歩いて確認したり、中の様子を手を添えて案内する。 

小 売 店   など     ：○お金を渡す際に紙幣と貨幣に分け、種類毎に直接手に渡す。 

飲食店など（衛生事業者）ほか：×身体障害者補助犬の同伴を拒否する。 

               ○メニューを分かりやすく説明したり、写真を活用したりする。 

 

  具体例については、事業者を所管する主務大臣が定める対応指針（ガイドライン）に規定されています。 

  また、内閣府のホームページの「合理的配慮サーチ」でも紹介されています。 

 

  × 障害を理由にサービスの提供を拒否してはいけません 

  ○ 写真などを使った分かりやすい表現で説明するよう努めましょう 

 

 



４．県の取組 

 県ではこの条例に基づき次の取組を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．施行日 

公布の日（平成 27 年 12 月 22 日） 

 ただし、職員対応要領の規定は、平成 28 年 1月 1 日 

 事業者における障害を理由とする差別の禁止及び助言あっせん又は指導等の規定は、 

 平成 28年 4月 1日 

 

県の相談窓口 

差別は、教育、医療、公共交通、行政の活動など、幅広い分野で発生する可能性があることから、

県においては、既存の相談窓口すべてで対応することとしています。（相談窓口は愛知県のホームペ

ージに掲載しています。詳しくは「愛知県 相談窓口」で検索。） 

また、市町村を支援する広域相談窓口は次のとおりです。 

 各市町村においても相談への対応をしています。（相談窓口は各市町村役場へお尋ねください。） 

•障害のある方等からの障害を理由とする差別に関する相談に応じ、紛争の防止
等を図ることができるよう、相談に対応するための窓口を設置するなど必要な
体制の整備を図ります。また、市町村が実施する相談業務を支援していきます。 

相談及び紛争の防止等 

のための体制の整備 

•法で任意設置とされている地域の関係機関等による協議会を組織し、必要な情
報の交換、相談事例を踏まえた差別解消のための取組に関する協議を行います。 

障害者差別解消支援 

地域協議会の設置 

•障害を理由とする差別の解消について県民の関心と理解を深めるため、啓発活
動を行います。 

啓発活動 

•不当な差別的取扱いを受けた障害のある方等からの求めにより、知事が事業者
への助言、あっせん、指導等を行います。また、知事がこれらを実施するに当
たり、必要に応じて意見聴取を行うための調整委員会を設置します。 

助言、あっせん又は 

指導等 

•法では努力義務とされている、県が事務事業を行うに当たり、障害を理由とす
る差別の禁止に関して職員が遵守すべき要領の策定を、法には規定のない地方
公営企業も含めて義務付け、その遵守を規定しています。 

職員対応要領の制定 

身体・知的 精神

尾張
尾張福祉相談センター（名古屋市中区三の丸2-6-1）
電話：052-961-7211　FAX：052-961-7288　E-mail：owari-fukushi@pref.aichi.lg.jp

海部
海部福祉相談センター（津島市西柳原町1-14）
電話：0567-24-2111　FAX：0567-24-2229　E-mail：ama-fukushi@pref.aichi.lg.jp

知多
知多福祉相談センター（半田市宮路町1-1）
電話：0569-22-3939　FAX：0569-31-0131　E-mail：chita-fukushi@pref.aichi.lg.jp

西三河南部
西三河福祉相談センター（岡崎市明大寺本町1-4）
電話：0564-23-1211　FAX：0564-27-2816　E-mail：nishimikawa-fukushi@pref.aichi.lg.jp

西三河北部
豊田加茂福祉相談センター（豊田市元城町3-17）
電話：0565-33-2211　FAX：0565-33-2212　E-mail：toyotakamo-fukushi@pref.aichi.lg.jp

東三河北部
新城設楽福祉相談センター（新城市字中野6-1）
電話：0536-23-8051　FAX：0536-23-7367　E-mail：shinshiroshitara-fukushi@pref.aichi.lg.jp

東三河南部
東三河福祉相談センター（豊橋市八町通5-4）
電話：0532-54-5111　FAX：0532-54-5136　E-mail：higashimikawa-fukushi@pref.aichi.lg.jp

名古屋

所管地域

対象

精神保健福祉センター
（名古屋市中区三の丸3-2-1）
電 話：052-962-5377
FAX：052-962-5375
E-mail：seishin-c@pref.aichi.lg.jp

障害福祉課（名古屋市中区三の丸3-1-2）
　　電話：052-954-6292　ＦＡＸ：052-954-6920　E-mail：shogai@pref.aichi.lg.jp



●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案

背景・必要性

法案の概要

【目標・効果】 高齢者、障害者や、子育て世代など、全ての人々が安心して生活・移動できる環境を実現

《KPI》・利用者3,000人以上/日である旅客施設の段差解消率：87.2％(2016年度末)⇒約100％(2020年度)
・国が示す先進的な研修（様々な障害特性への対応充実等）を行う東京ｵﾘ・ﾊﾟﾗ大会関連交通事業者の
割合：100％(2020年度)
・バリアフリーのマスタープランを定める市町村数： （新規） ⇒ 300（2023年度）

②公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進

○ハード対策に加え、接遇・研修のあり方を含むソフト対策のメニューを
国土交通大臣が新たに作成

○事業者は、ハード・ソフト計画※の作成・取組状況の報告・公表

③バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組強化

※基本構想作成市町村数：
全市町村の約２割（294/1,741）
３千人/日以上の旅客施設のある
市町村の約半数（268/613）

［H28年度末時点］

≪課題①：ﾊー ﾄ゙・ｿﾌﾄ両面の課題≫

(参考)
車いす利用者の
バス利用に係る
介助の様子

・市町村による方針の作成
・重点的に取り組む対象地区（※）の設定

【バリアフリーのマスタープラン】

・事業を実施する地区の設定
・事業内容の特定

当事者の参画する協議会の活用等により
定期的評価・見直し

【基本構想（具体事業調整）】

＜予算関連法律案＞

■ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ2020行動計画(H29.2 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ2020関係閣僚会議決定)
≪関連する政府決定等≫

「ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法を含む関係施策について、29年度中に検討を行う等により、そのｽﾊﾟｲﾗﾙｱｯﾌﾟを図る」

事故、トラブルの発生等を踏まえ、
既存施設を含む更なるハード対策、
また、旅客支援等のｿﾌﾄ対策を
一体的に推進する必要

≪課題②：地域の取組の課題≫

市町村(特別区を含む)による基本
構想未作成・フォローアップ
不足等により、地域における
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化が不十分

○市町村がバリアフリー方針を定めるマスタープラン制度を創設
(協議会等における調整、都道府県によるサポート、作成経費支援(※予算関連)）

2020年東京ﾊ゚ﾗ大会の開催を契機とした共生社会の実現、高齢者、障害者等も含んだ一億総活躍社会の実現の必要性

※対象地区内
・公共交通事業者等の事前届出を通じた
交通結節点の調整
・ﾊ゙ﾘｱﾌﾘー ﾏｯﾌ゚作成に対する地区内事業者等
の情報提供

地区内事業者等
による事業実施

【研修の様子(介助の擬似体験)】

【遊覧船】

観光立国実現に向け、貸切バ
スや遊覧船もﾊﾘ゙ｱﾌﾘー 化が必要

公共交通機関に加え、建築物
等に関するバリアフリー情報の
積極的な提供が必要
ﾊﾘ゙ｱﾌﾘー 施策の評価等に当た
り、障害者等の参画・視点の
反映が必要

≪課題③：利用し易さの課題≫

【バリアフリー対応のﾊ゙ｽ(ﾘﾌﾄ付ﾊ゙ｽ)】

④更なる利用し易さ確保に向けた様々な施策の充実

○ 貸切ﾊﾞｽ・遊覧船等の導入時におけるバリアフリー基準適合を義務化
○ 建築物等のバリアフリー情報の提供を新たに努力義務化
○ 障害者等の参画の下、施策内容の評価等を行う会議の開催を明記

○近接建築物との連携による既存地下駅等のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化を促進するため、
協定(承継効)制度及び容積率特例を創設
駅等の旅客施設にスペースの余裕がない場合に近接建築物への通路
及びバリアフリートイレ整備が容易に

※施設整備、旅客支援、情報提供、教育訓練、推進体制

①理念規定／国及び国民の責務

○理念規定を設け、「共生社会の実現」、「社会的障壁の除去」を明確化
○「心のバリアフリー」として、高齢者、障害者等に対する支援（鉄道利用者による声かけ等）を明記
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1

国連総会採択！新たな歴史の始まり！

• ２００６年１２月１３日、第
６１回国連総会で、「障
害者の権利条約」ならび
に「選択議定書」を満場
一致で採択！

• ２００７年３月３０日に条
約の署名に開放。署名
開放日当日に署名が８
２カ国・地域。

• 日本は、１４１番目

日本は2014年1月20日に批准

条約と国内法

日本国憲法

条 約

法律(国会で作られるもの)

・ 憲法98条2項ー条約は国内法の効力を持つと解釈される
２ 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守するこ
とを必要とする。

条例(自治体で作られるもの)

高

低

優
位
性
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前文 この条約の締約国は、

• 世界人権宣言において、全ての人はいかなる差別もなしに合
意したことを認め

• 障害者が全ての人権及び基本的自由を差別なしに完全に享有
することを保障することが必要であることを再確認し、

• 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
ることを妨げるものによって生ずることを認め、

• 持続可能な開発に関連する戦略の不可分の一部として障害に
関する問題を主流に組み入れることが重要であることを強調し

• さらに、障害者の多様性を認め、 全ての障害者（より多くの支
援を必要とする障害者を含む。）の人権を促進し、及び保護す
ることが必要

第四条 一般的義務

• 締約国は、障害に基づくいかなる差別もなし
に、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的
自由を完全に実現することを確保し、及び促進
することを約束する。このため、締約国は、次の
ことを約束する。

• (a) この条約において認められる権利の実現
のため、全ての適当な立法措置、行政措置、そ
の他の措置をとること。
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第九条 施設及びサービス等の利用の容易さ

締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に
完全に参加することを可能にすることを目的として、

障害者が、他の者との平等を基礎として、都市及び農村の双方
において、物理的環境、輸送機関、情報通信（情報通信機器及び
情報通信システムを含む。）並びに公衆に開放され、又は提供さ
れる他の施設及びサービスを利用する機会を有することを確保す
るための適当な措置をとる。

この措置は、施設及びサービス等の利用の容易さに対する妨げ
及び障壁を特定し、及び撤廃することを含むものとし、特に次の事
項について適用する。

(a) 建物、道路、輸送機関その他の屋内及び屋外の施設（学校、
住居、医療施設及び職場を含む。）
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愛知県障害者差別解消推進条例による 相談体制及び個別事案解決のしくみ

・相談員による解決（不均等待遇・合理的配慮に関する相談）

県民 相
談

地域相談
窓口 市町村

広域専門相談
窓口 愛知県

助言・相談員を
交えた話し合い 解決

相談窓口

・相談員による解決が困難な場合（不均等待遇に関する事案）

障害のある
人や

保護者など

助言または

あっせんの
求め

差別解消
調整委員会

助言または
あっせん

解決

知事による
勧告・公表

知事による

※広域専門窓口として、県内７ヶ所の福祉相談センター、精神保健福祉センター、県障害福祉課
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史実に忠実な名古屋城天守閣木造復元事業は、 

障害者の権利に関する条約違反！ 

（日本は、2014年 1月 20日批准書を寄託、同年 2月 19日効力発生） 

 

第九条 施設及びサービス等の利用の容易さ 

1 締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを

可能にすることを目的として、障害者が、他の者との平等を基礎として、都市及び農村双方

において、物理的環境、輸送機関、情報通信（情報通信機器及び情報通信システムを含む。）

並びに公衆に開放され、又は提供される他の施設及びサービスを利用する機会を有するこ

とを確保するための適当な措置をとる。この措置は、施設及びサービス等の利用の容易さに

対する妨げ及び障壁を特定し、及び撤廃することを含むものとし、特に次の事項について

適用する。 

(a) 建物、道路、輸送機関その他の屋内及び屋外の施設（学校、住居、医療施設及び職場

を含む。） 

 (b) 情報、通信その他のサービス（電子サービス及び緊急事態に係るサービスを含む。） 

2 締約国は、また、次のことのための適当な措置をとる。 

(a) 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスの利用の容易さに関する最低基準

及び指針を作成し、及び公表し、並びに当該最低基準及び指針の実施を監視すること。 

(b) 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスを提供する民間の団体が、当該施

設及びサービスの障害者にとっての利用の容易さについてあらゆる側面を考慮することを

確保すること。 

(c) 施設及びサービス等の利用の容易さに関して障害者が直面する問題についての研修

を関係者に提供すること。 

(d) 公衆に開放される建物その他の施設において、点字の表示及び読みやすく、かつ、理

解しやすい形式の表示を提供すること。 

(e) 公衆に開放される建物その他の施設の利用の容易さを促進するため、人又は動物によ

る支援及び仲介する者（案内者、朗読者及び専門の手話通訳を含む。）を提供すること。 

(f) 障害者が情報を利用する機会を有することを確保するため、障害者に対する他の適当

な形態の援助及び支援を促進すること。 

(g) 障害者が新たな情報通信機器及び情報通信システム（インターネットを含む。）を利用

する機会を有することを促進すること。 

(h) 情報通信機器及び情報通信システムを最小限の費用で利用しやすいものとするため、

早い段階で、利用しやすい情報通信機器及び情報通信システムの設計、開発、生産及 

び流通を促進すること。 
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一般的意見とは？ 

障害者権利条約の実施をモニターする障害者権利委員会は他の人権条約の委員会と同様、

各国の報告の審議や個人の通報の検討を踏まえ、条約の規定の解釈について、「一般的意見」

を公表することができます。 

一般的意見第 2号（2014年） 第 9号：アクセシビリティ 2014年 4月 11日採択 抜粋 

障害保健福祉研究情報システム 

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/crpd_gc2_2014_article9.html 

 

Ⅱ．規範的内容 

13. 

・並びに公衆に開かれ又は提供される他の施設及びサービスにアクセスすることを確保す

るための適切な措置をとる」と規定している。 

・公衆に開かれ又は提供される限り、公的機関によって所有及び／又は提供されるか、民間

企業によって所有及び／又は提供されるかにかかわらず、すべての人にとってアクセシブ

ルでなければならない。 

・これらへの効果的かつ平等なアクセスを確保し、障害のある人の尊厳を尊重する方法によ

る、平等なアクセスを持たなければならない。このアプローチは差別の禁止に由来してい

る。アクセスの否認は、違反者が公的主体であるか民間主体であるかにかかわらず、差別行

為に相当すると見なされる。 

 

15. 

・すべての新規の物品、製品、施設、技術及びサービスへのユニバーサルデザインの厳格な

適用は、障害のある人を含むあらゆる潜在的な消費者による、その固有の尊厳と多様性を十

分に考慮した方法での、完全かつ平等な、制限されることのないアクセスを確保するもので

なければならない。 

・一方、建物をアクセシブルにするために後から改築する費用は、特に特別な歴史的建造物

などの一部の事例で著しく増加する可能性がある。最初からユニバーサルデザインを適用

した方が経済的であるが、後から障壁を撤廃するために見込まれる費用を、アクセシビリテ

ィを阻む障壁を漸進的に撤廃する義務を回避するための言い訳として利用してはならない。 

 

17. 

・第 9条第 1項では、締約国に対し、特に次の事項について、アクセシビリティの妨害物と

障壁を明らかにし、撤廃することを義務付けている。 

 （a） 建物、道路、輸送機関その他の屋内外の施設（学校、住居、医療施設及び職場を含

む。） 

・上記の「その他の屋内外の施設」には、とりわけ、法執行機関、裁判所及び刑務所、社会
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機関、社会的交流、娯楽、文化的、宗教的、政治的活動及びスポーツ活動の場と、買い物施

設が含まれる。 

 

24. 

・すべての新規の事物、インフラストラクチャー、施設、物品、製品及びサービスは、それ

らが障害のある人にとって完全にアクセシブルなものとなるように、ユニバーサルデザイ

ンの原則に従って設計されなければならない。 

 

29. 

・アクセスの否認は、禁じられている差別行為として明確に定義されなければならない。 

 

32. 

・公共の資金を、アクセシブルではないサービスや施設が原因で必然的に発生する不平等

の創造や存続に利用することは受け入れられない。 

 

44. 

・条約第 30条は、締約国に対し、障害のある人が他の者との平等を基礎として文化的な生

活に参加する権利を認めることを義務付けている。締約国は、障害のある人について、次の

ことを確保するためのすべての適切な措置をとることを義務付けられている。 

 （a） アクセシブルな様式を通じて、文化的作品へのアクセスを享受すること。 

 （b） アクセシブルな様式を通じて、テレビ番組、映画、演劇その他の文化的な活動への

アクセスを享受すること。 

 （c） 劇場、博物館、映画館、図書館、観光サービス等の文化的な公演又はサービスが行

われる場所へのアクセスを享受し、また、可能な限度において国の文化的に重要な記念物及

び遺跡へのアクセスを享受すること。 










