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要約 

サラマンカ宣言はインクルーシブ教育を原則とするとしたが、基本的な内容を呈示したもので、さま

ざまな論議があり、その解釈や取り組みは多様である。それを踏まえて現在の到達点および、課題を整

理することは非常に意味があり、同時に、障害者の権利条約に至るまでの当事者性の位置づけや果たし

てきた役割とその評価は、わが国の現在の課題を論じる上で極めて重要である。同条約の批准に向けて、

「障がい者制度改革推進本部」が内閣に置かれ、障害者基本法の改正、障害者総合支援法の制定、障害

者差別解消法の制定等に取組んだが、今後は、障害者差別解消法の施行に向けた当事者間の合意づくり、

特別支援教育の課題としては、合理的配慮に基づくインクルーシブ教育への取組みが必要である。 
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1．はじめに：サラマンカ宣言とインクルーシブ教育 

スペインのサラマンカで開催された UNESCO の「特別ニーズ教育に関する世界大会」（World 

Conference on Special Needs Education：Access and Quality，1994）では、5つの柱からなる「サラ

マンカ宣言および行動大綱」（The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs 

Education、以下「サラマンカ宣言」と略）が採択された。（１） 

そこでは、タイでの「万人のための教育」（Education for All，1990）に関する「世界大会」（World 

Conference on EFA, Jomtien，1990）（２）での合意を受けて、「個人の差異や困難によらず、すベての子

どもを包含する教育システム」に向けて、インクルーシブ教育（inclusive education）を原則とするこ

とが確認された。これは地域の通常の小・中学校等がその原則に関する責任を果たすべきだとしたこと

に大きな意味があるといえる。 

そこで述べているインクルーシブ教育は、「障害」がある子どもはもちろんのこと、すべての子ども

に関する特別な教育的ニーズを包含できるような学校や教育の在り方を提起した理念的な到達点であり、

それに向けて各国に具体的な整備を求めて、参加国間でその合意がなされたことが非常に重要である。 

もちろん、サラマンカ宣言がすぐに特別支援学校を不要としているのではなく、「特別学校は、イン

クルーシブ教育進展に向けた重要な資源」であり、「すべての子に特別二一ズ教育が推進されなければな

らない」としている。（３）その点に関して具体的にはサラマンカ宣言の「行動大綱（8）」では、「インク
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ルーシブな学びは、特別支援が必要な子とその周囲の仲間との連帯のための も効果的な手段であるべ

きだ」「特別支援学校や特別支援学級などへの永続的な措置は例外とすべきである」としている。（４）  

つまり、インクルーシブ教育をどのようにとらえるかについては、サラマンカ宣言は非常に基本的な

内容を呈示したもので、そのため当然さまざまな論議や、国によってもその解釈や取り組みは多様であ

る。（５）それはわが国も同様であるが、ここでは、そういった到達点を踏まえたうえで現在の課題を整理

する。そのことは、今後のインクルーシブ教育を考えるうえで非常に意味があると思われる。 

 

2．インクルーシブ教育と障害者の権利条約 

国連で2006年12月に採択された「障害者の権利条約」（Convention on the Right of Persons with 

Disabilities）（６）（公定訳案 2009 年 3 月、以下「条約」と略）は、その前文や条文（第 1 条から第 50

条からなる）に‘inclusion’、‘full inclusion’、‘inclusive education’の用語を用いているが、ノーマ

ライゼーションの理念をもとに発展したインクルージョンは、今後の障害者施策の中心課題になってき

たと言えるだろう。例えば、第3条「一般原則（c）」（Article 3-General principles c）では、‘Full and 

effective participation and inclusion in society’とし、第24条「教育を受ける権利（e）」（Article 24 – 

Education e）では、‘Effective individualized support measures are provided in environments that 

maximize academic and social development, consistent with the goal of full inclusion.’（下線は筆者）

としている。その第 3 条に関して、わが国における解釈論議では、「政府仮訳は『インクルージョン』

とは、社会の側がすべてを受け入れることの意味で使われており、社会が障害者を包み込んで受け入れ

るイメージで、権利の主体のイメージが損なわれている」と言う大変重要な指摘や論議があるが（７）、そ

の後は、肝心なインクルージョンに関する定義や内容に関する研究は進んでいないように思われる。そ

の後、日本政府は、2007年9月に、条約に署名し批准に向けて国内法整備に着手し今日に至っている。 

条約は、国際障害者年（International Year of Disabled Persons (IYDP)，1981）の障害者に関する

世界行動計画（World Programme of Action conceming Disabled Persons，1983~1992年）、障害者の

機会均等化に関する基準規則（The Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with 

Disabilities，1993~2002 年）などを基礎にして、障害者の国際的な人権保障に新たなべ一ジを開く国

際条約であるとされる。条約の成立過程には、多くの当事者主体のNGO などが「私たちのことを、私

たち抜きに決めないで」（Nothing about us without us、注：条約の文言に使用されているものではな

い）を合言葉にし、条約成立に寄与したとされるが、そういった「当事者参画」が明確に位置づけられ

たのは、国際障害者年であったといっても過言ではないであろう。それは、1981年を国際障害者年とす

るという採択が国連でなされたが、その採択文のなかに、「テーマを完全参加と平等とする」（The theme 

of IYDP was "full participation and equality"）と謳われたことからも伺える。（８） 

そして、条約であるが、その目的（第1条）で「すべての障害者に対して、すべての人権と基本的自

由の完全かつ平等の享受を促進し（‘full and equal enjoyment of all human right and fundamental 
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freedoms’、下線は筆者）、保護し、確保すること、そして、障害者固有の尊厳の尊重を促進する」こと

であると規定している。（９）この点は、条約に至るまでの当事者性の位置づけや果たしてきた役割とその

評価などは、わが国の現在の課題を論じる上でも極めて重要な視点であるといえる。 

 

3．障害者制度改革とインクルーシブ教育の構築に向けて 

（１）障害者制度改革に関する閣議決定 

2009年9月に条約を締結するために、国内法制度の整備を目的とする「障がい者制度改革推進本部」

が内閣に置かれ、同推進本部に障害者及び家族の代表、有識者等による会議体として「障がい者制度改

革推進会議」（以下「推進会議」と略）（10）が設置され、その後、同推進会議がエンジン役となり、2010

年1月から精力的に議論が始まった。 

第14回推進会議（2010年6月7日）では、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」（第一次

意見）が取りまとめられ、「第一次意見」を 大限尊重し、「障害者権利条約の締結に必要な国内法の整

備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の推進を図る」ことを目的とする閣議決定（同

年6月29日）（11）が行われた。閣議決定では、「横断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方」

と「個別分野における基本的方向と今後の進め方」が明示された。「横断的な課題」では、①障害者基本

法の改正と改革の推進体制、②障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等、③「障害者総合福

祉法」（仮称）の制定の 3 つの課題、「個別分野」では 11 の課題が取上げられ、課題ごとに論点項目と

検討期限が明示されその期限までに結論を得ることを示す工程の大枠が示された。 

 「個別分野」の課題として位置づけられた「教育」では、次のように示された。（表１参照） 

 

表1 閣議決定（2010年6月29日）における「個別分野」の課題として位置づけられた「教育」 

 

（2）教育 

○ 障害のある子どもが障害のない子どもと共に教育を受けるという障害者権利条約のインクルーシブ教育システム

構築の理念を踏まえ、体制面、財政面も含めた教育制度の在り方について、平成22年度内に障害者基本法の改正

にもかかわる制度改革の基本的方向性についての結論を得るべく検討を行う。 

○ 手話・点字等による教育、発達障害、知的障害等の子どもの特性に応じた教育を実現するため、手話に通じたろ

う者を含む教員や点字に通じた視覚障害者を含む教員等の確保や、教員の専門性向上のための具体的方策の検討

の在り方について、平成24年内を目途にその基本的方向性についての結論を得る。 

 

［出典：「障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改

革の推進を図る」ことを目的とする閣議決定（2010年6月29日）］ 

 

表 1 の内容は、条約の教育（第 24 条）の次の条項に対応している。―「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、（略）障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保

する。」(1 項)ために「自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初

等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができること。」(2 項(b))、「個人に必
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要とされる合理的配慮が提供されること。」(同項(c))。さらに「手話又は点字について能力を有する教員

（障害のある教員を含む。）を雇用し、並びに教育に従事する専門家及び職員（略）に対する研修を行う

ための適当な措置をとる。この研修には、障害についての意識の向上を組み入れ、また、適当な意思疎

通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式の使用並びに障害者を支援するための教育技法及び教材の

使用を組み入れるものとする。」(4項)と定められている。 

日本では、これまで障害を理由に就学先を分けられてきた「原則分離」の仕組みから、インクルーシ

ブ教育へ向かう本格的な取り組みが始まったということができる。 

 

（２）改正障害者基本法の主な内容 

１）「総則」（第一章）について 

障害者基本法（以下「基本法」と略）の改正案は、2011 年 7 月に成立し翌月に公布された。基本法

は国内の関係法律及び施策の考え方や方向性を示すことになるため、とくに「総則」においては、条約

の水準にどこまで見合う改正になるかが注目された。（12） 

① 「目的」（第１条）では、「全ての国民が、障害の有無によつ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を実現する」（下線は、新規及び改正部分、以下同じ。）こ

とが新しく明記された。とくに「障害の有無によつて分け隔てられることなく」という文言が目的規定

に入ったことには大きな意味がある。この新しい規定が、学校や働く場等の多くの場面で障害を理由に

障害のない人と制度上分けられてきた歴史と現実からの転換に向かう理念的根拠になることが期待され

ている。また、「相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」とインクルーシブ教育の考え方と

は同義であることが国会審議等においても確認されている。 

② 「障害者の定義」（第２条の一）では「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。」とされた。ここでいう「その

他の心身の機能の障害」は、「障害が発展する概念」（条約前文(e)）であることに対応し、障害の範囲を

拡大する方向を含んでおり、とくに「社会的障壁」との関係では、日常生活又は社会生活において障害

者が受ける制限は、社会の在り方との関係によって生ずるという、条約の核心でもある社会モデルの概

念に相応するという点で積極的に評価できる。 

③ 「差別の禁止」（第 4 条）は「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。」としたうえで、「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。」とされた。 

本年 6 月に成立した「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、こ
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の「差別の禁止」(第 4 条)を具体化する法律として位置づけられており、制度改革における横断的課題

の取組みとして今後の進展が期待されている。（13） 

 

２）教育（第16条）について ― 旧教育条項との比較 

別掲の「対照表」（資料 1 参照）で明らかなように大きな変化として指摘できるのは、第 1 に、改正

前の教育条項では、従来の特別支援教育の枠内で「障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒

との交流及び共同学習を積極的に進める」ことが強調され、分離教育ではないことの「説明」に使われ

てきた側面がある。その面からみれば、「障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に

教育を受けられるよう配慮しつつ」（1項）としたことは、長年にわたって就学先を障害の種別や程度に

よって分けられてきた原則分離の仕組みから、統合を基本とするインクルーシブ教育への可能性が開か

れたことを意味している。 

第2に、障害のある児童生徒とその保護者に対し「十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りそ

の意向を尊重しなければならない。」（2 項）とし、就学先決定の際には本人と保護者の意向の尊重が明

記されたことで、分けることを前提とした就学手続きにかかわる学校教育法施行令（第5条）の見直し

が具体的課題になってきた。一方で、1 項及び 2 項にまたがって「可能な限り」という文言が入ったこ

とで、本人と保護者の意向が明確に優先されるのではなく、市町村教育委員会が総合的に判断して 終

的に就学先を決めるという点では、従来の仕組みと変わらないのではという懸念がもたれている。 

 

３）障害者基本計画の策定と障害者政策委員会の設置 

障害者基本計画（以下「基本計画」と略）については、改正前は「政府は、障害者の福祉に関する施

策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基

本的な計画を策定しなければならない。」(第 9 条）とあったが、障害及び障害者に対する否定観につな

がりかねない「障害の予防」というきわめて医学モデル的要素の強い文言が削除され、「障害者の自立及

び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、」（第 11 条）に改正された。

つづいて、国の基本計画においては「内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者

政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。」(同

条4項)と明記された。 

改正前の中央障害者施策推進協議会では、基本計画の策定に関して、委員は「意見を述べる」ことに

とどまっていたが、条約が求める国内モニタリング機関の必要性の観点から、新しく設置された障害者

政策委員会（第32条～第35条、以下「政策委員会」と略）の所掌には、基本計画の調査審議・意見具

申及び同基本計画の実施状況に対する監視と、必要があると認めるときの勧告が位置づけられた。さら

に、勧告を受けた関係大臣等は「勧告に基づき講じた施策について政策委員会に報告しなければならな

い。」ことが明記されたことからも、改正前の推進体制とは格段の違いがあるといえる。また、都道府県
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（政令都市を含む。）及び市町村は、条例の定めにおいて、政策委員会に相当する「審議会その他の合議

制の機関を置く。」(第36条1項）（14）こととされた。 

このように、「国内における実施及び監視」を規定する条約（第33条）と国内の関係法制の包括的な

方向性を示す基本法の両者を結び合わせていく役割が政策委員会に課せられている。 

 

４）政策委員会（第１小委員会）の主な意見と「教育」の基本計画（案） 

政策委員会では2012年9月から、政府が策定する新しい基本計画（2013年4月以降）に関する意見

を提出するために、外部の有識者を専門委員に加え6つのテーマ別小委員会を設置し、関係省庁も幹事

という立場で出席して討議を行った。この小委員会は、改正基本法の第2章（障害者の自立及び社会参

加の支援等のための基本的施策）の第14条から第30条までに規定されている医療、介護、年金、雇用、

教育等の各施策課題を 6 つの小委員会に振り分けて論点に関する議論を整理し、同年 12 月に政策委員

会としての意見をとりまとめた。（15） 

「教育」について討議した第1小委員会では、関連する論点が以下のように設定された。 

① インクルーシブ教育システムの構築について 

② 初等中等教育における教育内容及び教育支援体制の整備 

ア 就学相談・就学先決定等  イ 合理的配慮及び基礎的環境整備等 

ここでは、改正基本法の教育条項（第 16 条 1 項及び 2 項）に関連する①と②の論点に関する主な意

見を紹介しておきたい。（16） 

① では、改正で「共に教育を受けられるよう」の文言が入ったことを受けて、「基本計画において

基本方針が転換していることを明確にすべき」「基本計画では共に学ぶことを基本にすべきである。その

際に、障害の有無にかかわらずすべての子どもに対して同時期に就学通知を送付し、希望がある場合に

は特別支援学校も選べるようにすべき」などの意見がある一方で、「合理的配慮を保障しても学校及び学

校設置者が就学を保障しえないと証明し得た時には、保護者の意向に沿わないこともやむを得ないとす

る仕組みにすべき」という意見もあった。今後の課題として「インクルーシブ教育システム構築のため

に、特別支援教育の推進を踏まえた評価・検証できる仕組みを作るべきであり、例えば学校経営の評価

に、インクルーシブ教育システム構築の評価指標を導入することを検討すべき」とする意見があった。 

②－アでは、就学相談と就学先決定の在り方について「本人及び保護者の意向を 大限に尊重する必

要がある。特別支援教育を必要とする“ニーズ”は、あくまでも本人及び保護者の求めによるべきであ

る」「教育支援計画では障害者・保護者の参画と共に、保護者が指名した第三者等の出席を確保しながら

策定すべき」とする意見に対応して「市町村教育委員会が、本人・保護者に対して十分情報提供しつつ、

本人・保護者の意見を 大限尊重して、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことが原則

としており、市町村教育委員会が就学先を決定する際には、可能な限り共に学ぶという観点を踏まえつ

つ、一人一人の教育的ニーズに応じた十分な教育が行われるべき」とする意見があった。 
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②－イでは、「合理的配慮は、学校現場に要請される作為義務である。基礎的環境整備は、国及び地 

方公共団体が行うべき義務であって、両方行われることでインクルーシブ教育が保障できる」「地域

の学校から排除されずに、自己の地域社会において初等中等教育の機会が与えられるよう、合理的配慮

が提供されるべきである」、基礎的環境整備については「通常の学級、通級による指導、特別支援学級、

特別支援学校が連携しつつ充実すべき」「地域の学校で学べるようにする人員配置をすべきであり、特別

支援学校や学級で配置されている教員の定数と，普通学級とでは格差があるためそれを縮めるべきであ

る」等の意見があった。 

焦点になるのは、②－アの「就学相談・就学先決定の在り方」になる。文部科学省の「共生社会の形

成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）概要」（2012年7月

23日）（17）では、「（2）就学先決定の仕組み」について以下のように記述されている。（表2参照） 

 

表2 就学先決定の仕組み 

 
 「就学基準に該当する障害のある子どもは特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め、

障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地

域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当である。その際、市町村教育委員

会が、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育

委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教育委員会

が決定することが適当である。」 

 

 

表2では、本人・保護者の意見と学校及び市町村教育委員会との間で合意ができなかった場合の対応

または解決の仕組みは明示されていない。この点について同「報告」は、「本人・保護者と市町村教育委

員会、学校等の意見が一致しない場合については、例えば、本人・保護者の要望を受けた市町村教育委

員会からの依頼に基づき、都道府県教育委員会が、市町村教育委員会への指導・助言の一環として、都

道府県教育委員会の『教育支援委員会』（仮称）に第三者的な有識者を加えて活用することも考えられる。」

と述べ、「第三者的な有識者」については選択肢として考えられる、と述べるにとどまっている。 

その後、基本計画（案）は、第6回（2013年7月22日）及び第7回政策委員会（同年8月9日）と

パブリックコメントの実施を経て、同年9月に閣議決定された。同基本計画（18）の「3．教育、文化芸術

活動・スポーツ等」の「（1）インクルーシブ教育システムの構築」では、「障害の有無によって分け隔

てられることなく、国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、本人・保護者に対す

る十分な情報提供の下、本人・保護者の意見を 大限尊重し、本人・保護者と学校及び市町村教育委員

会、学校等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則として、市町村教育委員

会が就学先を決定する仕組みを構築する 13。また，以上の仕組みの下、障害のある児童生徒の発達の程

度，適応の状況等に応じて，柔軟に「学びの場」を変更できることについて，関係者への周知を促す。」

となり、当該記述の「注書 13」においては、「合意形成に向けて意見が一致しない場合の調整の仕組み
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としては，市町村教育委員会の判断の妥当性を市町村教育委員会以外の者が評価することで意見が一致

する可能性もあることから，市町村教育委員会が調整するためのプロセスを明確化しておくことが考え

られる。」と記述が付されたが、引き続き、今後の検討の動向を注視していく必要がある。（19） 

 

3．今後の課題 

（１）障害者差別解消法と当事者間の合意づくり 

これまで見てきたように、インクルージョンの理念に基づいて具体的方向性を示すこれからの特別支

援教育の在り方について、今後、もっとも焦点になるのは、本人・保護者と当該の学校及び市町村教育

委員会との間で「合意形成に向けて意見が一致しない場合の調整の仕組み」がどのようになるか、とい

うことである。この点について、現時点では、第三者の助言やあっせん、勧告等の機能を介在させた「調

整の仕組み」の検討が始まっていないことを踏まえ、ここでは、障害者差別解消法との関連ではどのよ

うになるかを考えてみたい。 

同法において、日常生活や社会生活の具体的場面で特定の事務や事業などを通じて障害児・者（場合

によっては家族等）の相手方になるのは、「行政機関等」（第2条3項）と民間の「事業者」（同条7項）

である。ここでいう「行政機関等」は、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行

政法人を指し、「事業者」は民間の「商業その他の事業を行う者」となる。教育分野でみれば、公立の小

中学校及び高等学校または特別支援学校、大学等で「国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体及

び地方独立行政法人」に該当する教育機関等は、「行政機関等」となり、私立の教育機関等は「事業者」

になる。 

例えば、地域の小学校（普通学級）に通っている車いすを使用する障害のある児童が中学校に進級す

る場合に、入学予定の中学校から、教室が2階や3階にあり移動等が困難であるため、同校では受け入

れることはできない、特別支援学校への入学を考えてほしいという対応があったときに、本人・保護者

が要望している障害の状態に応じた「合理的配慮」の実施について、当該学校がまったく話し合いにも

応じないのであれば、同法の「差別禁止」（第 7 条及び第 8 条）との関係で、障害を理由とする不利益

な扱いとなるかどうか、つまり入学拒否に正当な理由があるかどうかが争点になる。一方、当事者間の

話し合いをできるところまで行ったが合意に至らなかったときには、合理的配慮の提供が学校側にとっ

て過重な負担に当たるかどうかが争点になる。 

こうした「争点」の可否については、今後、施行（2016 年 4 月）までに作成される「基本方針」を

踏まえた行政機関等に関する「対応要領」または民間事業者に関する「対応指針」によって判断される

ことになり、合意がどうしても困難な場合には、例えば地方法務局の人権擁護機関等の既存の紛争解決

機関に解決を求めることも可能になる。 

何よりも大切なことは、本人・保護者と学校との当事者間による率直な話し合いと合意づくりが両者

の納得のもとで解決する事例が定着していくことであり、その積み重ねを背景とする啓発活動の効果に
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よって地域社会の理解をつくりだしていくことが必要である。 

 

（２）これからの特別支援教育の課題 

ここでは、初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会論点整理（2010年12月24

日）（20）、および、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推

進（報告）（2012年7月23日）（21）を参考に、これからのインクルーシブ教育の課題を整理したい。 

これまでの日本の障害児教育は、特別の場所で特別の教育によることになっており、就学先や就学形

態の決定に当たっては、制度上、保護者への意見聴取の義務はあるが、本人や保護者の同意を前提とせ

ず教育委員会が行う仕組みで、自らの希望や選択を法的に保障する仕組みが確保されていない。 

また、特別支援学校は、本人が生活する地域にないことも多く、そのことが地域社会における同年齢

の子どもと育つ生活の機会を失わせ、非常に負担のある生活を本人や保護者に求め、地域の子どもたち

から分離される要因になっている。障害者が地域の学校に就学し、その学校において適切な教育を受け

られるためには、教育内容・方法の工夫、学習評価の在り方の見直し、教員の加配、通訳・介助者等の

配置、施設・設備の整備、拡大文字・点字等の用意等の必要な合理的配慮と支援力が不可欠である。 

このような観点から、以下の施策を実施すべきである。 

① 障害にかかわらず、すべての子どもは地域の小・中学校に就学し、かつ通常の学籍に在籍するこ

とを原則とし、本人・保護者が望む場合や も適切な言語やコミュニケーションの環境を必要とする

場合には、特別支援学校や特別支援学級に在籍することができる制度にする。 

② 特別支援学校に就学先を決定する場合及び特別支援学級への在籍を決定する場合や、就学先にお

ける必要な合理的配慮及び支援の内容を決定するに当たっては、本人・保護者、学校、学校設置者の

三者の合意を義務付ける仕組みとする。また、どうしても合意が得られない場合には、第三者機関に

よる調整を求めることができる仕組みを設ける。 

③ 障害者が小・中学校等に就学した場合に、当該学校が必要な合理的配慮の提供と支援を行う。当

該学校の設置者は、追加的な教職員配置や施設・設備の条件整備を行うために必要な措置を講ずる。 

こうしたひとりひとりの子どもの教育ニーズを 大限統合された環境のもとで実現し受け入れてい

くことがインクルーシブ教育を構築し、その内容を豊かにしていくことになる。そのような取り組みが、

障害者の権利条約―障害者基本法―差別解消法の共通の目的、理念にかなうことを意味し、インクルー

シブ社会（共生社会）に向けた確かな道のりを創り上げていくことになることを確認しておきたい。 
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資料1 改正「障害者基本法」（2011年8月5日公布・施行（一部を除く））の教育条項に関する対照表 

改正後 改正前 

（教育） 

第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及

び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受

けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及

び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられ

るよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を

図る等必要な施策を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、

障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な

情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重し

なければならない。 

２３国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と

障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的

に進めることによつて、その相互理解を促進しなければな

らない。 

３４国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及

び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の

提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなけれ

ばならない。 

（教育） 

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、

能力及び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるよう

にするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等

必要な施策を講じなければならない。 

 

 

（新設） 

 

 

 

３ 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障

害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進

めることによつて、その相互理解を促進しなければならな

い。 

２ 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及

び研究並びに学校施設の整備を促進しなければならない。

［注：下線は、新規及び改正部分。出典：第34回障がい者制度改革推進会議（2011年8月8日）資料2］ 

 

注 

（１）The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education，

http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/what-is-inclusive-education/backgro

und/，7- 10 June 1994． 

（２）World Conference on Education for All in Jomtien, Thailand，5-9 March 1990． 

（３）（１）に同じ。 

（４）（１）に同じ。 

（５）日本と特殊教育学会第50回大会学会企画シンポジウム12（2012）．「北欧におけるインクルーシ

ブ教育の挑戦と日本の課題」 

（６）Convention on the Rights of Persons with Disabilities， 

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml，visited 1 September 2013． 

（７）日本障害者フォーラム（JDF）(2010)．障害者の権利条約 日本政府仮訳文／公定訳案（2009

年3月3日版）に対するコメント（2008年5月30日付、川島聡＝長瀬修仮訳との対照表） 

（８）The International Year of Disabled Persons 1981，General Assembly resolution 31/123 

（９）（６）に同じ。 

（10）「障がい者制度改革推進本部の設置について」（閣議決定、2009年12月8日） 

（11）閣議決定（2010 年 6 月 29 日）の「概要」と全文は、以下の内閣府（共生社会－障害者施策）

HP を参照。http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/kaikaku.html#kaigi 
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（12）障害者基本法改正の全文は、以下の内閣府（共生社会－障害者施策）HPを参照。 

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/honbu/k_3/ 

（13）障害者差別解消法の全文は、以下の内閣府（共生社会－障害者施策）HPを参照。 

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/wakugumi.html#sabetsukaisyo 

（14）「審議会その他の合議制の機関」については、都道府県（政令都市を含む。）は義務設置、市町村

は努力義務となっている。2012 年 7 月に第 1 回政策委員会が開催されたことをもって、これま

での推進会議は終了した。 

（15）「新『障害者基本計画』に関する障害者政策委員会の意見」（2012 年 12 月 17 日）については、

以下の内閣府（共生社会－障害者施策）HP を参照。 

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html 

（16）第3回障害者政策委員会（2012年11月5日）の「資料3（各小委員会における審議状況につい

て―第1小委員会の審議状況について）」は、以下の内閣府（共生社会－障害者施策）HPを参照。

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_3/pdf/s3.pdf） 

（17）以下の文部科学省ＨＰを参照。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm 

（18）閣議決定された「障害者基本計画」については、内閣府（障害者施策）HP を参照。

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/wakugumi.html#keiakunew 

（19）注（17）の報告とパブリックコメント実施（2013年8月）を経て、「学校教育法施行令の一部を

改正する政令」（以下「改正令」と略）が閣議決定され、同年 9 月 1 日付で施行された。改正後

の政令では、「障害の状態等の変化を踏まえた転学」や「保護者及び専門家からの意見聴取の機会

の拡大」等が規定され、「留意事項」には「市町村の教育委員会において、当該視覚障害者等が認

定特別支援学校就学者に当たるかどうかを判断する前に十分な時間的余裕をもって行うものとし、

保護者の意見については、可能な限りその意向を尊重しなければならないこと。」が明記された。

以下の文部科学省HP を参照。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1339311.htm 

（20）以下の文部科学省HP を参照。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1300890.htm 

（21）以下の文部科学省HP を参照。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321669.htm 
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