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要約 

障害者の権利に関する条約（以下「障害者権利条約」という。）は、障害のある人が障害のない人と

同等の権利を行使できるようになるために、あらゆる形態の差別の禁止や合理的配慮を基本原則として

差別の定義に明記している。わが国ではこれを受けて、改正障害者基本法（2011年8月）の第4条（差

別の禁止）があり、その実定法として具体化したものが障害者差別解消法である。その法律の施行（2016

年4月）を前に、政府は基本方針で「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮」について言及しているが、

「正当な理由」及び「過重な負担」が抽象的に拡大解釈される可能性があり、「ものさし」（ガイドライ

ン）の役割を果たす行政機関ごとの対応要領及び事業分野ごとの対応指針が適切に作成され公表される

ことが必要である。また、文部科学省は障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針（案）を

示したが、今後の課題としては、インクルーシブ教育の理念の具体化に欠かせない合理的配慮の基盤と

なる「基礎的環境整備」の取組と地域の理解と支援が重要である。 
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1．問題と目的 

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、通称「障害者差別解消法」

であるが、以下「法」という。）の施行（2016年4月）を前に、現在、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。）（１）に基づき、関係省庁において、対応要領及び対

応指針（２）の作成に関するパブリックコメントの募集が行われている。 

拙稿（３）では、法の「差別禁止」に関する規定（４）との関係で、就学に関する本人・保護者の希望に

対して、当該学校との話し合いが不調に終わり、教育委員会が総合的に判断した結果、その希望を認め

なかった場合に障害を理由とする差別的な扱いとなるかどうか、つまり客観的にみて学校側の認めない

理由が「正当な理由」にあたるかどうか、また、「合理的な配慮」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とを指摘した。 

本稿では、障害者権利条約の理念であるインクルーシブ社会（多様な障害による差異を包容する共生

社会）の実現に向けた枠組みの主な柱となる差別解消の推進のための基本方針と教育における文科省の

対応指針案等の内容を取上げ、障害のある児童生徒及び学生と障害のない児童生徒及び学生が同じ地域
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で共に学び育ちあうインクルーシブ教育の高等教育段階も含めた確かな道のりを創り上げていく観点か

ら、今後の理念と実践を結ぶための課題について検討することとしたい。 

 

2．基本方針における「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮」 

2015 年 2 月に閣議決定された基本方針では、法は「障害者に対する不当な差別的取扱い及び合理的

配慮の不提供を差別と規定し、行政機関等及び事業者に対し、差別の解消に向けた具体的取組を求める

とともに、普及啓発活動等を通じて、障害者も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において自発

的に取り組むことを促している。」（５）としている。ここで言及されている、行政機関等の職員への徹底

と事業者の取組の促進とともに広く国民に周知する必要があるとしている「不当な差別的取扱い及び合

理的配慮」について、基本方針ではどのようにまとめているかをみておきたい。 

(1)不当な差別的取扱いと「正当な理由」を判断する視点 

基本方針では、法は「障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機

会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さ

ない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止している。」とした上で、「障

害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。」

としている。  

この「障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置」とは、主に次の２点

である。（６） 

①障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い（積極的改善措置） 

②法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱い（必要な

範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することを含む）を挙げ、「不当な

差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事務・事業 について本質的に関係する

諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことである点に留意する必要がある。」とし、この場合

の①と②の特別措置は「不当な差別的取扱い」には当たらないとしている 

ここで「正当な理由なく」という文言が出てくることになるが、基本方針では、「正当な理由」に相

当する場合を次のように説明している。 

一つは「正当な理由」を判断する基本的な視点について、「障害者に対して、障害を理由として、財・

サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであ

り、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合」であり、もう一つは、個別の事案が「正当な理由」

か否かを判断する場合の視点について「障害者、事業者、第三者の権利利益（例：安全の確保、財産の

保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等）及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・

機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である」

としていることである。分野ごとに「正当な理由」の事例は様々だが、例えば雇用においては、タクシ
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ーの運転手や電話交換士の募集をする際に、視覚障害者又は聴覚障害者を採用しないことは、当該の事

務・事業の目的・内容・機能の維持等との関係で「正当な理由」に相当すると考えられる。 

 

(2)合理的配慮の提供と「過重な負担」の要素 

法が規定する、障害を理由とする差別の禁止のもっとも大きな柱でなる「合理的配慮」（７）について、

基本方針では「行政機関等及び事業者に対し、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、

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、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（以下「合理的配慮」という。）を行うことを求めている。」とし、

留意すべき点として次の３点を挙げている。（８） 

①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 

②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 

③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 

ここでの合理的配慮の実施に伴う「負担が過重でないとき」とは、どういうことを指すのか。 

基本方針では「個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観

的に判断することが必要である。行政機関等及び事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障

害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。」（９）とし、過重な負担を

考慮する要素として次の５点を示している。 

①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） 

②実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約） 

③費用・負担の程度 

④事務・事業規模 

⑤財政・財務状況 

 

(3)小括 

これまで要約的に紹介した基本方針における障害を理由とする不当な差別的取扱いと「正当な理由」

及び合理的配慮の提供と「過重な負担」の関係は、法施行後の障害者の日常生活及び社会生活の様々な

場面で寄せられる相談事案又は裁判事案等に対応する際に求められる個々の判断、解釈の基本的考え方

を示したものとなっている。 

このような障害を理由とする差別の禁止において不当な差別的取扱い及び合理的配慮に関する「例外

事由」を設ける根拠には、法の目的（第１条）において「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
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共生する社会の実現に資する」ことが定められているように、相互理解による社会の合意形成が法の核

心部分であり、障害のある人の実質的な機会均等化を実現していくためには不可欠な要素であることが

指摘できる。したがって、例えば「虐待」や社会的立場による力関係等を背景とした「ハラスメント」

に関する事案が事実調査の結果によって明らかとなった場合、基本的にどのような理由があっても条件

付で許容されることはないことと比べて、障害を理由とする差別は、概念的に区別されることに留意す

ることが必要になると考えられる。 

ここで、あらためて認識しておかなければならいのは、第１に、不当な差別的取扱いと合理的配慮は、

人間の多様性と差異の平等化を基本理念とする障害者権利条約において、障害のある人が障害のない人

と同等の権利を行使できるためのあらゆる形態の差別を禁止する基本原則の中で位置づけられている点

である。これを受けて、改正障害者基本法の第4条（差別の禁止）があり、その第4条を実定法として

具体化した法制が今回の法である。したがって、原則は差別の禁止であることは明確であり、「正当な理

由」及び「過重な負担」は、第三者的に客観的に判断してどうしてもやむを得ない場合の「例外的な措

置」に限られるという点である。 

第２に、やむを得ない場合の「例外的な措置」として位置づけられるのであれば、相手方による一方

的で主観的な「正当な理由」及び「過重な負担」の表明によって処理されるべきではなく、双方による

立証責任の配分という要素はあるものの、相手方がその客観性を担保できる具体的な資料に基づく説明

責任（裁判においては挙証責任）を果たした上で、基本方針においても繰り返し述べられている当事者

と相手方との合意形成を図る真摯な建設的対話によって解決をしていく努力が必要となる。 

第３に、「正当な理由」及び「過重な負担」が抽象的に拡大解釈されることを防ぐために、行政機関

等及び事業者の事務又は事業において発生することが想定される差別事案を個々に具体的に判断できる

「ものさし」（ガイドライン）の役割を果たす対応要領（行政機関等）及び対応指針（分野ごとの事業者

向け）は、障害者等の関係者の意見の聴取を通じて適切に作成され公表されることが必要である。 

 

3．結果 

法は第９条（国等職員対応要領）、第10条（地方公共団体等職員対応要領）、第11条（事業者のため

の対応指針）において、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置（障害者及び関係

者を含む合議体又はヒアリングの機会の提供等）を講じてそれぞれの対応要領及び対応指針を定めるこ

ととしている。こうした法の規定を受けて基本方針は、「国の行政機関の長及び独立行政法人等において

は、当該機関の職員の取組に資するための対応要領を、主務大臣においては、事業者における取組に資

するための対応指針を作成することとされている。（略）対応要領及び対応指針は、法に規定された不当

な差別的取扱い及び合理的配慮について、具体例も盛り込みながら分かりやすく示しつつ、行政機関等

の職員に徹底し、事業者の取組を促進するとともに、広く国民に周知するものとする。」（10）とされてい

る。本年（2015 年）8～9 月にかけて、法の施行に向けた取組として、関係省庁は対応要領及び対応指
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針の案に関するパブリックコメントを実施している。次の項では、文部科学省の「対応指針案」につい

てみておきたい。 

 

４．文科省「対応指針」（案）の概要と留意点 

（1）指針案の注目すべき点 

「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針（案）」

（2015 年 9 月 14 日、以下「指針案」という。）（11）の「第１ 趣旨」及び「第２ 不当な差別的取扱い及

び合理的配慮の基本的な考え方」は、概ね基本方針に即した内容となっているが、目を引くのは次の３

点である。 

一つ目は 「４留意点」（指針案の第１）における、次のような記述である。（表１参照） 

 

表１ 「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針（案）」 

（「４留意点」(指針案の第１）) 

「関係事業者における障害者差別解消に向けた取組は、本指針を参考にして、各関係事業者により自主的に取組が行われることが期待

されるが、自主的な取組のみによってはその適切な履行が確保されず、関係事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待

することが困難である場合などは、法第12 条の規定により、文部科学大臣は、特に必要があると認められるときは、関係事業者に対し、

報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができることとされている。こうした行政措置に至る事案を未然に防止するため、

文部科学大臣は、関係事業者に対して、本指針に係る十分な情報提供を行うとともに、関係事業者からの照会・相談に丁寧に対応するな

どの取組を積極的に行う必要がある」 

 

この記述は、他の関係省庁の対応指針の案では見られないものであり、一歩踏み込んだ内容になって

いる。指針案は、法との関係では学校法人等の事業者向けのものと解されるが、関係事業者が「法に反

した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合」は、文部科学大臣による必要

な行政措置（助言、指導若しくは勧告）が適切に行われるとともに、「行政措置に至る事案を未然に防

止するため」に関係事業者からの照会・相談に丁寧かつ積極的に対応することが必要であるとしている。

この文脈の主語は「文部科学大臣」だが、実際の関係事業者に対する行政機関としての対応は、通常、

都道府県及び市町村教育委員会が当たることになるため、施行後の行政上の対応の在り方については注

視していく必要がある。また、法では、合理的配慮の提供について事業者の場合は努力義務とされ、大

学等の行政独立法人を含む行政機関等においては法的義務となっていることから、公立の小中・高等学

校及び（行政独立法人である）大学における対応には、学校法人（事業者）に比べてより適切な取組が

求められることになる。 

二つ目は、「合理的配慮の基本的な考え方」(指針案の第2－2）の「(4)具体例」については、「別紙

１」において、障害ごとに「物理的環境及び人的支援」「意思疎通」「ルール・慣行の柔軟な変更」の
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三つに区分してそれぞれの合理的配慮の具体例を網羅的に例示している点である。文科省に設置された

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の実施に関する調査研究協力者会議」（同年6月）（12）

の取組の結果でもあるが、当事者をはじめ関係機関及び関係者はこうした配慮の例示を活用しながら取

組を進めていくことが期待される。 

三つ目は、「別紙2」の「分野別の留意点」では、とくに「学校教育分野」の「初等中等教育段階」と

「高等教育段階」の相談体制の整備に関連してそれぞれに次のような記述がある。（表2参照） 

 

表２ 「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針（案）」 

（「別紙２」の「分野別の留意点」） 

「各学校の校長は、各学校における特別支援教育の推進のため、（略）校内委員会や校内研修の企画・運営、関係諸機関や関係する学

校との連絡・調整、保護者からの相談窓口などの役割を担う教員を「特別支援教育コーディネーター」に指名し、校務分掌に明確に位置

付ける。また、校長は、特別支援教育コーディネーターが合理的配慮の合意形成、提供、評価、引継ぎ等の一連の過程において重要な役

割を担うことに十分留意し、学校において組織的に機能するよう努める。」（２初等中等教育段階(3)相談体制の整備に関する留意点） 

「支援体制を整備するに当たり、必要に応じ、障害のある学生の支援を専門に行う担当部署の設置及び適切な人的配置（専門性のある

専任教職員、コーディネーター、相談員、手話通訳等の専門技術を有する支援者等）を行うほか、学内（学生相談に関する部署・施設、

保健管理に関する部署・施設、学習支援に関する部署・施設、障害に関する様々な専門性を持つ教職員）との役割を明確にした上で、関

係部署・施設との連携を図る。（略）また、障害のある学生と大学等との間で提供する合理的配慮の内容の決定が困難な場合は、第三者

的視点に立ち調整を行う組織が必要となるため、このような組織を学内に設置することが望ましい。」(３高等教育段階(3)相談体制の整

備に関する留意点） 

 

上記の内容は、本来、指針案本文の「第 3 関係事業者における相談体制の整備」の中で記述される

べきものと考えられるが、指針案では「文部科学省所管分野のうち学校教育分野については、障害者と

の関係性が長期にわたるなど固有の特徴を有することから、特に留意すべき点を別紙２のとおり示す。」

と記されている。今後の初等中等教育及び高等教育の各段階で、相談体制が具体的にどのように整備さ

れるかとくに関心を払っていく必要がある。 

 

（2）指針案の障害者権利条約第24条（教育）に関する懸念 

これまで紹介した指針案をみても明らかなように、障害のある児童生徒及び学生に対する合理的配慮

の適切な提供がきわめて大きな課題であることを確認することができる。一方で、指針案全体を通して、

障害者権利条約の教育条項の核心部分が明確に位置づけられているかという点では、疑問を拭うことが

できない要素もはらんでいる。とくに、「合理的配慮の基本的な考え方」（指針案の第 2－2）の「(1)合

理的配慮に関する留意点」においては、「ア 合理的配慮の合意形成に当たっては、権利条約第 24 条第

１項にある、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで
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発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするといった目的に合致するかどうかの観点か

ら検討が行われることが重要である。」と記述している。 

このもっともらしい記述では、読み方によっては、合理的配慮の合意形成と障害者が精神的及び身体

的な能力等を可能な最大限度まで発達させることが同義と解釈され、場合によっては後者が優先されて、

そのための別枠の教育手段が「分ける」ことを前提に提供されることにならないかという懸念がある。

第 24 条第 1 項は理念条項であり、第 2 項では「締約国は、1 の権利の実現に当たり、次のことを確保

する。」とされ、第2項の各号において、1項を実現するための合理的配慮を含む方法の確保に関する考

え方が規定されている。（13）つまり、第24条の1項と2項をセットにして記述しなければ障害者権利条

約の本旨が理解されないことになるため、この部分は慎重に扱うことが求められている。 

ここであらためて障害者権利条約第２条（定義）の「障害に基づく差別」における合理的配慮の普遍

的意義を確認したい。同条では、「障害に基づく差別には、（区別、制限、排除等の）あらゆる形態の差

別（合理的配慮の否定を含む。）を含む。」と定められている。この文脈の前者（区別、制限、排除等の

あらゆる形態の差別）は、世界人権宣言においてもうたわれている人種、民族的又は社会的出身、性、

門地等の自然権としての人間の属性を事由とする差別の禁止、つまり、人が人として存在するその属性

を理由に差別をしてはならないという不利益取扱いの禁止（不作為の原則）を踏まえたものである。後

者は、「あらゆる形態の差別」に「合理的配慮の否定を含む。」ことによって、従来の差別概念に新しい

概念（作為義務の原則）を導入したことになる。この背景には、国際的な障害者差別禁止法制の広がり

があったことは言うまでもない。この新概念の特徴は、障害のない人との平等性を確保するためには、

従来の「不作為の原則」だけでは不十分あり、社会生活の個々の具体的場面で必要となる障害の特性や

ニーズに対して、相手方の配慮がなければ実質的な平等は担保できない（作為義務の原則）という具体

的必要性に基づいている。 

つづく「合理的配慮」に関する差別の定義では、障害者の人権及び基本的自由の行使のための「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

又は過度の負担を課さないものをいう。」としている。相手方に「過度の負担を課さない」とはどういう

場合を指すのか、主に二つの点から判断される。一つは、経済的・財政的コストとの関係で、相手方の

業務の内容や公共性、不特定性、事業規模、技術的困難の度合い等が挙げられる。もう一つは、相手方

の業務遂行（サービス等）に著しい支障が生じるかどうかという点である。 

こうした「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」という要素を含みながらも、「作為義務の

原則」（特定の場合に必要とされる配慮）を差別の定義に位置づけて実質的平等を確保しようとすること

は、差別の概念構成においては画期的な成果であり新しい地平に到達したことを意味している。あわせ

て、この点は、障害者権利条約第 3 条（一般原則）の「差異の尊重並びに人間の多様性」「機会均等」

とも密接に対応していることを確認しておきたい。 
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5．今後の課題 

いずれにしても、インクルーシブ教育の理念の具体化に欠かせない合理的配慮の実施の基盤となる「基

礎的環境整備」との関係について、文科省は「障害のある子どもに対する支援は法令上又は財政上の措

置により、国・都道府県・市町村の各段階で教育環境の整備を行うが、これは『合理的配慮』の基礎と

なる環境整備であり、それを『基礎的環境整備』と呼ぶこととし、これらを基に、各学校が、障害のあ

る子どもに対し、その状況に応じて『合理的配慮』を提供する。」と説明して八つの観点を示している。

（14） 

① ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用  

② 専門性のある指導体制の確保  

③ 個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導  

④ 教材の確保  

⑤ 施設・設備の整備  

⑥ 専門性のある教員・支援員等の人的配置  

⑦ 個に応じた指導や学びの場の設定等による指導  

⑧ 交流及び共同学習の推進  

この中で、とくに⑤と⑥は予算措置を伴うことになる。地域の学校現場の現状では、通学、給食、課

外活動、修学旅行等において、障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と同じ条件で参加することが

介助員などの人的支援がないためにできないという事案が多く見受けられる。このような事案を早急に

解決していくためにも、③の個別の教育支援計画等との関係を明確にして予算が確保できる方向づけを

地方公共団体の特別支援教育計画及び障害者計画等に反映できるよう当該学校と教育委員会が連携した

取組が必要である。 

また、このような基礎自治体での取組をきちんと後押しできる財源の確保等の環境整備を国及び都道

府県が積極的に推進していくことが必須である。さらに、インクルーシブ教育の確かな道筋をつくりあ

げていくためには、本人・保護者と関係者の相互理解と協力による差別解消と合理的配慮の取組が地域

の理解と支援を得て進められていくことが重要だろう。 

 

6．【注】 

（１）内閣府（障害を理由とする差別の解消の推進）HP参照。 

   http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html 

（２）同上HP（法第9条及び第10条）参照。 

（３）上田征三・金政玉（2014）『障害者の権利条約とこれからのインクルーシブ教育』東京未来大研

究紀要（Vol.7）P.19−29に掲載。 

（４）法の第7条（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止）と第8条（事業者における障害
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を理由とする差別の禁止）では、行政機関等と事業者がその事務又は事業を行うにあたっての障害

を理由とする差別の禁止を規定している。第7条及び第8条の1項では、障害を理由とする「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」、同じく 2 項では、

合理的な配慮について「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。」と規定。行政機関等の「合理的な配慮」は法

的義務とされ、事業者については努力義務となっている。 

（５）基本方針「第 1 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 2 基本

的な考え方 （1）法の考え方」参照。 

（６）基本方針「第2 行政機関等及び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

関する共通的な事項 2 不当な差別的取扱い （1）不当な差別的取扱いの基本的な考え方」参照。 

（７）障害者の権利に関する条約の定義（第 2 条）において合理的配慮とは、「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

又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。 

（８）基本方針「同上 3 合理的配慮 （1）合理的配慮の基本的な考え方」参照 。 

（９）基本方針「同上 3 合理的配慮 （2）過重な負担の基本的な考え方」参照 。 

（10）基本方針「第1 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 2 基本

的な考え方 （2）基本方針と対応要領・対応指針との関係」参照。なお、対応要領については、行

政機関等が事務・事業を行うに当たり、職員が遵守すべき服務規律の一環として定められる必要が

あるとされ、地方公共団体等職員の対応要領の作成については、地方分権の観点から、努力義務と

されている。  

（11）文科省の対応指針案に関するパブリックコメントの実施については、以下を参照。 

http://search.egov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000770&Mode=0 

なお、同指針案の「不当な差別的取扱い、合理的配慮等の具体例」（別紙１）では、「不当な差別的 

取扱いに当たらない具体例」として、以下のことが示されている。 

○学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等において、合理的配慮を提供等するために必要

な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者である利用者に障害の状況等を確認すること。 

○障害のある幼児、児童及び生徒のため、通級による指導を実施する場合において、また特別支援

学級及び特別支援学校において、特別の教育課程を編成すること。 

（12）「学校でも合理的配慮を 文科省が障害者差別解消法の指針づくり」福祉新聞（2015年06月29

日）参照。 

（13）第 2 項(b)「障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害
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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。」、(c)「個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。」、(d)「学問的及

び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で個別化され

た支援措置がとられること。」参照。 

（14）中央教育審議会初等中等教育分科会報告－「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）参照。 
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