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社説：万引き被害 深刻な実態を知ろう
毎日新聞 2015 年 10 月 21 日
小売店での年間の万引き被害額は約４６００億円にも上るという。
ＮＰＯ法人「全国万引犯罪防止機構」の推計だ。都道府県の中で最も人口が少ない鳥取
県の年間予算額より多く、振り込め詐欺など特殊犯罪による被害額の１０倍近い。驚くべ
き数字である。
警察庁によると、万引きの認知件数は減少傾向にあるものの、年間１２万件を超え、刑
法犯全体の１割に達している。埋もれた被害はさらに多いとみられる。
近年は高齢者による犯行が増え、検挙者全体の３割を超えている。その半数が１人暮ら
しというデータもある。関係機関が連携して福祉面でのサポートを検討する必要がある。
犯人がネットオークションで盗品を販売する例も増えている。盗品かどうか、買う人が
確認するのは難しい。盗品情報をデータベース化し、ネット業者にも協力を得てチェック
できる仕組み作りを進めるべきだ。
同機構によると、店側も対策を取ってきた。有効なのは客への「声かけ」だ。万引き犯
に店員の目を意識させ、犯行を思いとどまらせる効果があるという。
商品にタグをつけ、レジで店員が外すシステムを取り入れている店もある。タグが付い
たまま持ち出そうとするとブザーが鳴る。だが、設備に一定の費用がかかるため、小さな
店でも設置できるよう、コストを下げる研究が進んでいる。
東京都内の大手書店は昨年２月に顔認証システムを導入した。過去に万引きをするなど
した人物の顔を監視カメラが撮影した時、写真をデータベースに登録する。似た人物が再
び来店してカメラが顔をとらえると、過去の顔写真とともに２枚の写真データが保安員の
スマートフォンに送られる。
保安員が２枚の顔写真を見て同一人物と判断すれば行動を監視する。これまで約５００
人を登録し、７０人以上の万引きを見つけて警察に通報した。効果は上がっているが、こ
うまでしなければ被害を減らせない現状はあまり知られていない。これも大手でなければ
導入は難しい。
悪質な犯罪だという共通認識が社会にあるだろうか。東京都や警視庁などでつくる「東
京万引き防止官民合同会議」によると、アンケートに対し、大半の人が「悪質」と答えた。
ただし、計画性がなくて被害額も少なく、万引きした商品を客が買い取った場合、「罪は
さほど重くないと多くの人は考えている」という。万引きを許さない意識がまだ十分とは
言えない。
万引きは小売店にとって死活に直結する。対策を進めるためにも、まず深刻な実態を広
く知ってほしい。

社説：災害と教育 郷土の弱点も教えよう
朝日新聞 2015 年 10 月 21 日
茨城県常総市を流れる鬼怒川（きぬがわ）の決壊から１カ月あまり。この数年、河川の
氾濫（はんらん）に限らず、地震や津波、火山の噴火、土砂崩れなど、日本列島のあちこ

ちで自然災害が相次いでいる。
日本は太平洋を取り囲む造山帯にある中緯度の島国だ。その成り立ちは、豊かな四季や
変化に富む気象と景観、心身を癒やす温泉などをもたらした。
さまざまな自然災害は美しい国土の「裏の顔」でもある。自らの命や財産にかかわる以
上、市民も行政任せではなく、事前にリスクを知り具体的な対策を考えておくことが重要
だ。
災害に強い市民を育てるために、郷土の特色と関連づけた実践的な防災教育を学校で強
めることを提案したい。
これまでの防災では、巨大な堤防や防潮堤に代表されるハードの対策が重視されてきた。
確かに、例えば戦後しばらく２、３年に１度はあった死者１千人超の巨大水害が１９５
９年の伊勢湾台風以来ないのは、治水対策によるところが大きい。
ただ、優先度の高い土木工事は進めるにしても、あらゆる自然災害を土木技術で防ごう
というのは非現実的だ。財政上の問題だけでなく、自然と社会のあり方としても問題が大
きい。
一方、防災教育の効果は岩手県釜石市で実証済みだ。このまちでは、東日本大震災で約
１千人の死者・行方不明者を出したが、震災前から片田敏孝・群馬大教授らと「揺れたら
とにかく高所へ」「ハザードマップを信じず、状況を見て判断する」「人を助ける」と津波
対策を教えた結果、小中学生約３千人はほぼ全員が助かった。
「防災教育を新教科に」との意見は震災後の学習指導要領改訂では採用されなかったが、
その重要性に疑いはない。
子どもたちに郷土の美しさと表裏一体の弱点に気づかせ、災害時にどこへどう逃げるか
を考えさせる。算数、理科、社会など既存教科の中で防災を教える取り組みが増えている。
三重県では小学校低学年から中高生まで年代に合わせた防災ノートを配っている。高知
県教委は県内の実践例をまとめた。災害を伝える新聞なども教材になりそうだ。
災害弱者である子どもたちの命を守る。その視点で郷土のどこにどんなリスクがあるか
を見直すことは、多くの気づきを生むだろう。子どもたちに保護者らと避難経路や連絡方
法などを相談させれば、大人も自分のこととして考える機会になる。
子どもたちを介して、大人たちの防災意識も高まるはずだ。

災害時の障害者避難、物語に

豊橋市福祉会館ＨＰでラジオドラマ
中日新聞

2015 年 10 月 21 日

さくらピアのホームページを紹介する本田さん＝豊橋市で

豊橋市障害者福祉会館（さくらピア）が脚本を担当したラ
ジオドラマ「障がい者が避難所にきたら」が二十日、さくら
ピアのホームページで自由に聞けるようになった。二月に防
災科学技術研究所（茨城県つくば市）の防災コンテストで最
優秀賞に選ばれた作品で、
「災害時の備えに生かしてほしい」
との願いがある。
さくらピアは、障害者が主体的に防災に取り組めるようにと年一回、一泊二日の避難所
体験を実施。昨年九月、活動を広めようと知的、身体、視覚、聴覚の各障害がある人や地
域住民らに呼び掛け、脚本を作った。
震度６の地震を想定し、知的障害者がパニックを起こすなど、障害がある人が地域の避
難所に避難したことで巻き起こる混乱や市民の本音、周りが協力して解決を目指すストー
リー。
脚本を基に、豊橋市が市民の声を吹き込んでラジオドラマ化し、地元のＦＭ局で放送さ
れた。五編あり、計十四分ほど。市防災危機管理課や広報広聴課などでＣＤを貸し出して
いる。

さくらピア事務長の本田栄子さん（５７）は「障害者も参加した貴重な資料。各地域の
研修に使ってもらい、話し合いのきっかけになれば」と話す。（相沢紀衣）

障害者の手すき紙愛用 作家５人が作品展 神戸
神戸新聞 2015 年 10 月 20 日
障害者による手すきの紙を愛用する作家らの作品展「御影倶楽部（くらぶ）と仲間たち」
が、白鶴酒造資料館（神戸市東灘区住吉南町４）で開かれている。素朴な質感と厚み、ぬ
くもりを生かし、大小さまざまな絵や版画、凧（たこ）など計約１２０点が並ぶ。１１月
３日まで。
障害者作業所「御影倶楽部」
（同市同区御影本町３）では、８年ほど前から、利用者が不
用の酒パックをちぎり、１枚ずつ手すきで紙作りに取り組む。
名刺の素材として利用されていたが、数年前から美術家の間に口コミで広がった。イラ
ストの台紙や飲食店のメニューなど、好みに応じた注文が相次いでいるという。
地域に密着した運営の一環として、白鶴酒造が会場を提供して、展示が実現。出品者は
いずれも神戸在住で、
「ＷＡＫＫＵＮ」の愛称で活躍する涌嶋
克己さん▽太田朋さん▽小野サボコさん▽加藤亮太郎さん▽
寺西奈央さん－の５人。
障害者の手すき紙を使った思
い思いの作品が並ぶ＝神戸市
東灘区、白鶴酒造資料館
手すきの紙を作っている障害
者とスタッフたち＝神戸市東
灘区、御影倶楽部
タコが月見をしているユニークな掛け軸を並べた湧嶋さんは「いい意味でのラフさがあ
り、自分の絵としっくりくる」と魅力を語る。紙すき歴１０年の黄日祥（こうにっしょう）
さん（６５）は「芸術活動に楽しく使ってもらえてうれしい」と話した。
御影倶楽部の紙を取り扱うトンカ書店（同市中央区下山手通３）でも同様の作品展を３
１日まで開催中。今回の５人を含む１３人が参加している。
２４日午後２時からは、動画とトークで利用者らが紙すきを紹介する。午前９時半～午
後４時半。入場無料。同資料館ＴＥＬ０７８・８２２・８９０７（竹本拓也）

障害者芸術祭、感性光る作品ずらり エナジー２０１５徳島市で開幕
徳島新聞 2015 年 10 月 20 日
個性豊かな作品が並ぶ徳島障害者芸術祭「エナジー２０
１５」＝県立近代美術館ギャラリー
芸術創作活動を通して障害者の自立と共生社会の実現
を目指す「第２１回徳島障害者芸術祭エナジー２０１５」
（徳島新聞社、徳島新聞社会文化事業団、ねっとわ～く
Ａｓ主催）が２０日、徳島市の県立近代美術館ギャラリ
ーと県立２１世紀館多目的活動室で始まった。２５日ま
で。
県内の２４０人と３２団体が絵画や書道、写真、工芸など２７２点を出品。最優秀賞の
エナジー大賞には、障害者支援施設・あおばの杜（徳島市上八万町）の吉本昌史さん（４
８）の陶芸「つなぐ つづく あおばの輪」と同・淡島学園（阿南市西路見町）の大西健
次さん（６０）の書道「月船」が選ばれた。
吉本さんの作品は、長さ１～５センチ、直径３センチの陶器を多数張り合わせ、お互い
を思いやる気持ちを表現している。大西さんは、今年亡くなった漁師をしていた父親への

思いを込めて「月船」の２文字を力強く書いた。
このほか、新聞紙と広告を使った貼り絵やペットボトルのキャップ１０４０個でカタツ
ムリを描いた作品など、個性が光る力作が並んでいる。毎年訪れている徳島市八万町法花
谷、主婦村上貞子さん（７２）は「一生懸命さが伝わってきて心がほっこりした」と話し
た。
芸術祭は午前１０時から午後５時（２５日は午後４時）まで。入場無料。

幸せな社会とは、思いを絵本に 重度身体障害の男性が物語
朝日新聞 2015 年 10 月 21 日
四半世紀にわたり、聴講生として大阪府立大（堺市）で
学ぶ男性がいる。重度の身体障害者として、自立や社会参
加について考えてきた。自らの思いや学んできたことを表
現した物語が、周囲の支援で絵本になった。マイノリティ
ー（少数者）を含めた誰もが幸せに暮らせる社会への思い
がにじむ。
「トマトちゃんとアボカドくんのであいのたび」の冒頭の場面

絵本のタイトルは「トマトちゃんとアボカドくんのであ
いのたび」
。
体を支えられず、座ることもままならない重度の体幹機
能障害がある日野博司さん（５１）＝堺市北区＝が書いた。
障害者年金を受けながら自宅で両親と３人で暮らし、大学
のほかはデイサービスに通う。
「野菜なのか果物なのかわからない」と悩むトマト。
「マ
ヨネーズやわさびじょうゆで食べられるような子は果物
じゃない」と仲間外れにされて泣いていたアボカド。２人が出会い、物語は始まる。
獣と鳥の間で苦しむコウモリ。飛べない鳥のダチョウ。そんな、さみ
しさや疎外感を抱えた「登場人物」が次々と加わり、誰もが幸せに暮ら
せる国を探し求める――。
■終わりのない訓練
車いすを押してもらってキャンパスを移動する日野博司さん。学生にと
って「物知りで頼れる先輩」＝堺市中区の大阪府立大、滝沢美穂子撮影
ストーリーには、
「自立」について向き合い続けた日野さんの半生が、
色濃く投影されている。
障害がわかったのは生後６カ月の時。「自分で何でもできるようにな
らないと、生きていけない」。養護学校の高等部を卒業後、１０代の終
わりから２０代半ばにかけて、障害者施設で障害の克服に明け暮れた。
歩けるようになるためのリハビリや、発語のためのトレーニング。朝の着替えから１時
間汗だくになる。食事中も姿勢を保持しスプーンを使う訓練……。しかし、先が見えない
日々に、体も心も疲れてしまった。
「子どものころから訓練を受けてきた。でも、終わりのない訓練だった」。障害を受け入
れ、施設を退所した。
その翌年の１９９０年から、府立大で聴講を始めた。
講義で出会い、勇気づけられたのが「『依存』による積極的自立」という考え方だ。
自力で身の回りのことをするのに２時間かけるより介助を受けて１５分で済ませ、意思
決定して社会参加した方が、自立した人間らしい――。自らも四肢まひがあり、障害者支
援の米国の先進地で学んだ故・定藤丈弘（さだとうたけひろ）さんの教えだった。
その考えに支えられ、日野さんは街に出かけ、大学で学び、学生たちと触れ合ってきた。

社会問題や歴史、ジェンダーなど幅広く受講し、とりわけ児童虐待に関心を持ったことも
創作につながった。右手の震えを左手で押さえながら人さし指で一つ一つパソコンのキー
を押し、２年がかりで物語を完成させた。
絵本として世に出るようになったのは、一緒に学ぶ仲間の協力があったからだ。

触読で原点を再確認

うつ症状乗り越えて

福島 智さん（盲ろうの東大教授）
東京新聞 2015 年 10 月 17 日
目も見えず、耳も聞こえない盲ろう者として初めて東京大教授とな
った福島智（さとし）さん（５２）
。この数年は適応障害によるうつ症
状に苦しんでいたという。近著『ぼくの命は言葉とともにある』
（致知
出版社）では、北方謙三さんの小説に「支えられて生きてきた」と明
かす。なぜ読書が救いとなったのか。研究室を訪ねた。
「はじめまして」と、少し高い声で迎えられる。返事をすると、隣
に座る通訳者が福島さんの指を手早くたたいた。九歳で視力、十八歳
で聴力を失った福島さんの意思疎通手段は、母の令子さんが考案した
「指点字」だ。通訳を介しているとは思えないスピードで会話が進ん
でいく。
福島さんは東大に着任して四年後の二〇〇五年、適応障害と診断された。研究室の責任
者となり、約四十人のプロジェクトを担当することで直面した、人間関係のトラブルが原
因だった。
「見えなくなり、聞こえなくなった時もストレスはあったが、そうしたハンディ
は自分の力で上からのしかかる重しを持ち上げれば何とかなった。でも、人間関係は払い
のけようとしても絡み付いてきた」
一度は回復したが、一〇～一一年の米国への長期出張中に再発。日本では東日本大震災
が発生し、大学から「被災地の障害者支援の先頭に立ってほしい」と帰国を要請されたが、
「抗うつ剤を最大量飲んでいるような状態で動けなかった」。無力感からますます落ち込ん
だ。
そうした「どん底」の状態で出会ったのが北方作品だった。「自分が大事だと思うことに
筋を通し、命を懸けて生きる主人公の姿勢に引き込まれた」。初期のハードボイルド作品か
ら、
『水滸伝』など中国歴史小説の超大作まで、点字に訳されている小説はほとんど読破。
触読しながら、自分にとって大事なことは何だろうと自問した。
「十八歳で考えたことを思い出したんです。盲ろう者というのは埋もれた少数民族のよ
うなもの。周りから見えず、虐げられている。その解放運動が私の本来の第一目的だった
と。自分がメーンテーマから外れたところで思い悩んでいることに気づいた」
音も光もない生活の中で、これまでも読書は多くの力を与えてくれた。
「一日のうち、通
訳者と接続しない十六時間くらいは地下の独房に閉じ込められているようなもの。読むこ
とは大きな意味を持つんです」
大藪春彦や船戸与一のハードボイルドを読み、極限的な状況を生きる主人公と自分を重
ね合わせた。小松左京や星新一のＳＦを読み、見えず聞こえない自らの境遇も「ＳＦ的」
と考えることで生きる勇気を得た。そして今回の危機でも、北方作品で原点を再確認でき
たことが精神の安定につながった。
近年の研究では「コミュニケーションが持つ価値をどう位置づけるか」という課題に挑
む。福島さんのように会話や情報収集ができる盲ろう者はごく一部。支援制度を確立した
いが、
「今の福祉施策では取り組みが弱い」という。
「私は『コミュニケーションは心の酸素』とよく言うんですが、学術的な裏付けは明確
でない。厚生労働省への予算要求で『意思疎通がないと魂のレベルで人は死ぬんです』と
訴えても、エビデンス（科学的根拠）がないと言われたりする。自分の障害体験と関連さ
せ、その重要性をうまく説明するのがライフワークです」

福島さんが盲ろう者となった時、
「宇宙に一人で漂っているような状態」の中で自分の存
在を実感させてくれたのが、指点字を通じた他者とのコミュニケーションだった。
「適応障
害になり、人とのつながりは大きな喜びであると同時に、大きな苦しみの源泉にもなると
分かった。でも、やっぱり人は人間関係がないと生きていけないんです」
最後に、取材を依頼した時から気になっていたことを尋ねた。どうやってメールに返事
しているのか、それも手早く。福島さんは、脇に置いた弁当箱のような機器のキーを打ち
始めた。
「点字スマホ、みたいなものです」。すぐ記者のスマホにメールが届いた。
「読めま
すか？」
。こちらの驚く顔が見えているかのように、福島さんはにっと笑った。 （樋口薫）

「ロングセラー薬」守れ…厚労省、医療費抑制で検討へ
読売新聞 2015 年 10 月 16 日
厚生労働省は、医療現場で長く使われてきた既存薬の使用促進策の検討を始めた。一定
の効果がある安価な既存の薬について、価格面で下支えすることで安定供給につなげるほ
か、医師に優先的に処方してもらうことで医療費の抑制を図りたい考えだ。来年の診療報
酬改定に向け中央社会保険医療協議会などで議論する。
医薬品の価格は２年に１度の診療報酬改定で毎回引き下げられる。感染症を治す抗生物
質、痛みを抑える鎮痛薬、血圧を下げる利尿薬など数十年前から医療現場で使われている
薬は価格が低くなり、製薬会社にとって製造コストに見合わなくなるケースもある。
厚労省は、製薬会社が利益を確保できるよう、こうした長く使われてきた薬の価格を一
定に保ったり上げたりする仕組みを検討する。不採算で生産が止まり、代わりに同程度の
効果なのに値段が高い新薬が使われるのを防ぐ狙いがある。
患者が治療を受ける際、最初に処方されるのが、発売されたばかりの高価な新薬ではな
く、類似の効果がある既存薬や安価な後発薬（ジェネリック医薬品）となる方策も検討す
る。例えば生活習慣病の治療で、まず既存薬を使い、効果がみられなければ新薬を使うな
どの仕組みを、専門の学会や病院と協力して作る案がある。
後発薬の普及率は２０１３年度で４６％だが、政府は２０年度までに８０％以上に高め
る目標を掲げる。厚労省は後発薬と合わせて既存薬を有効に利用し、医療費の抑制を目指
す。
来年始まる障害者差別解消法、旅行会社が知っておくべきリスクとガイドラインを整理し
てみた
トラベルボイス 2015 年 10 月 16 日
2016 年 4 月 1 日に施行となる「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
（障害
者差別解消法）
。障害者や諸団体の期待が高く、非常に注目されている法律だ。旅行という
シーンでは、現状でも障害を有する方が健常者と同じツアーへの参加を希望するケースが
多く、旅行会社の店頭やツアー中にその要望が聞かれる機会がますます増えることが予想
される。
ツーリズム EXPO ジャパン 2015 で開催された「障害者差別解消法セミナー」では、観光
庁観光産業課課長補佐の谷口和寛氏が登壇。弁護士でもあり、同法の旅行業分野に関する
対応指針の作成に携わった谷口氏は、「この法律は実務上かなり大きな影響を持つと思う」
と述べ、経営者のみならず、支店や現場レベルまでの幅広い理解と丁寧な対応を呼びかけ
た。セミナーで説明された、旅行会社が知っておくべき同法の概要と対応指針（案）のポ
イントをまとめた。
そもそも「障害者差別解消法」とは
観光庁の谷口和寛氏

概要の前に、なぜ同法が制定されたかに触れておきたい。
発端は 2006 年、
国連で障害に基づく差別の禁止に関する「障
害者の権利に関する条約（権利条約）」が採択されたこと。
日本は翌年、この条約に署名し、2014 年 1 月に批准した。

つまり、国内の動向だけではなく、世界の流れを汲んだ法律といえるだろう。
では、どのような法律なのか。谷口氏は一言でいうならば、
「障害者差別をしないという、
当たり前のことを正面から規定した法律」と説明。全省庁が所管する行政機関、地方公共
団体、事業者（営利・非営利、個人・法人含む）を対象にしたもので、主な規定事項とし
て以下の 4 点を挙げる。
・障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止
・障害者に対する合理的な配慮を義務付け（※民間事業者は努力義務であり、法的に強制
されるものではない）
・差別の解消を推進するため、政府が全体の方針を示す「基本方針」を作成
・事業者が上記 1、2 に適切に対応できるよう、全省の主務大臣がその具体例などを示す「対
応指針」
（ガイドライン）を作成
ここでいう「障害者」とは、障害者手帳の有無に関わらず心身の機能に障害があり、日
常・社会生活に相当な制限を受ける状態にある人が対象。「不当な差別的取扱い」とは、正
当な理由なく障害を理由に財・サービス、各種機会の提供を拒否したり、制限するなど、
障害者の権利利益を侵害すること。これらの具体例は、後述する対応指針（ガイドライン）
に掲載されている。
また「合理的配慮」とは、障害者から社会的障壁の除去を必要とする意思表明があった
ときに行なわれる取り組みのことで、実施に伴う負担が過重でないものをいう。具体的に
は段差への携帯スロープや休憩時間の調整など。事業規模に対して負担が大きい場合は、
努力しなくてもよいことになっているという。
なお、同法の対象分野は障害者の日常・社会生活全般に及ぶ。ただし、雇用分野は障害
者雇用促進法が定めており、対象外となっている。
法律による影響、旅行会社に想定されるリスクは
実は、同法の違反そのものに対する罰則（ペナルティ）は規定されていない。ただし、
主務大臣は事業者に対し、報告を求めたり、助言や指導、勧告ができると定めており（法
12 条）
、その報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合には 20 万円以下の罰金が科せら
れることになっている（法 26 条）
。
また、同法での罰則はないものの、旅行業法や民法などその他の法的リスクはあると谷
口氏は注意を促す。例えば旅行業法との関係では、同法の違反が「旅行者の利便を害する
事実」の根拠となりえるとし、その場合は旅行業法 18 条の 3 の業務改善命令が行なわれる
可能性があると指摘する。
民法では、違反の事実が不法行為責任（民法 709 条）や債務不履行責任（民法 415 条）
の根拠となり、損害賠償請求がされる可能性もでてくる。以前から、差別による公序良俗
違反（民法 90 条）を主張して損害賠償請求がされるケースはあったが、谷口氏によるとそ
れは弁護士などの“知恵”がないとできなかったこと。多くの人は行動に起こしていなか
ったが、同法によって自分の権利を主張しやすくなり、「事業者が障害者との関係に負うリ
スクが増えると考えている」という。
さらに、現場レベルへの影響についても、法律に対する障害者団体の注目が高く、社会
的な機運も高まっていることから、
「要求水準が上昇する」と予想。法的には「正当な理由」
や「過重な負担」によって事業者の義務は限定的だが、そもそも「法律自体が簡素で抽象
的」であることから、
「当事者間で判断のギャップが生じる可能性がある」とし、苦情等の
言い争いが発生する機会が増えるとみている。
そのため、旅行の申込みの拒絶や契約解除などをする場合は、
「同法の趣旨と標準約款に
基づき、障害者の状況に合わせた判断とその結果について丁寧な説明が必要」とアドバイ
スした。ちなみに谷口氏によると、標準約款は障害者差別解消法の趣旨を踏まえたものと
なっているといい、同法にあわせて改正する必要はないと見ている。
国交省の対応指針（ガイドライン）とは
障害者差別解消法の対応指針（ガイドライン）とは、事業者が適切な対応をするための

具体例を示すもの。全省庁の主務大臣が政府の「基本方針」に則って、所管事業ごとに作
成し、法的拘束力はない。そのため、記載内容と相反する行為をしてもすぐに違法になる
わけではなく、個別事例に応じて判断されることになる。
旅行業の対応指針は、募集型企画旅行の申込みの対応を中心に作成。旅行業の場合、
1. 提供するサービスが航空機や鉄道、アクティビティなど多岐にわたること
2. 旅行業者は仲介事業者に過ぎず、自らサービスを提供する機関ではないこと
3. 原則、契約締結は事業者の自由であること
が他の業種と異なる特徴だ。
そのため、同じ人の申込みでも旅行内容に応じて正当性の評価が変わり、その例を挙げ
にくい。他業種に比べて抽象度が高いのが課題であるが、これに対しては障害者団体が懸
念を示しており、表現や文言の具体性を検討していく方針だ。対応指針は必要に応じて見
直し、適時充実を図ることとなっている。
対応指針は 2015 年 10 月中旬の策定を予定しており、今回のセミナーでは 8 月 10 日策定の
「対応指針（案）
」
（8 月 10 日にパブリックコメント実施※リンク先の「国土交通省所管事
業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）
」の 620 行目以降が
【旅行業関係】のページ ）に基づいて説明がされた。このうち、セミナーの質疑応答で会
場から具体的な質問があがったものを、参考として以下に記載する。
なお、障害者差別解消法は事業者側に義務付け、または努力義務を課すものだが、その
サービスを受けるのは消費者である。同法の施行後、各事業者が適切な事業を行なうため
には、政府が消費者に広く同法を周知し、この法の下にサービスを提供していることの理
解浸透を進めることも重要だろう。
質疑応答の内容
Q：
「障害を理由としない、又は、正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに当たらな
いと考えられる事例」で示されている「ツアーを安全かつ円滑に実施するために必要とな
る運送等サービスをやむを得ず手配できない場合に、ツアーへの参加を拒否する、又は、
旅程の一部に制限を加える」について。ここでいう「やむを得ず手配できない場合」は、
例えば現地に必要な運送等サービスはあるが、会社が契約をしていないためお客様に提案
できない場合はどうか。
A：実際に必要な運送等サービスが存在しない場合はもちろん、取引ルート上、手配が困難
であれば「やむを得ず」に当たると考える。膨大な費用の発生や手配の交渉に時間がかか
るなどは「やむを得ず」に当たる可能性が高くなる。打診すれば手配が可能な場合は「や
むを得ず」には当たりにくくなる。
Q：今回の事例には身体障害の例が多いように読み取れるが、実務では精神的障害や認知症
の方の対応もある。もし、同行の介護者側が「大丈夫」と言った場合に申込みを拒否した
場合、差別に当たるか。
A：精神障害や認知症は他の参加者にどの程度の影響を与えるか、判断が非常に難しいと思
う。介護者が「大丈夫」と言い切った場合に断ることは難しいと考える。しかし、旅行中
にトラブルが発生し、旅程に支障をきたすような事実が発生した場合に、その段階で旅行
業者は解除を選択することになるだろう。その場合は差別に当たることはないと考える。
取材：山田紀子
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