国連・障害者権利条約とわが国の課題

インタビュー

（全障研副委員長）

昨年１２月１３日、国連総会で「障害者権利条約」
が採択されました。日本でも条約の批准に注目
があつまっています。条約の意義や障害者運動
上の課題について、中村尚子さんに聞きました。

聞き手 国連での議論を直接
聞いたというのは︑どうやって？

中村 条約について原稿を書
いたり︑みなさんにお話しす
るようになったのは︑直接国
連での議論を傍聴したあとか
な︒二〇〇一年十二月の国連
総会で障害者権利条約をつく
ろうとメキシコが提案して︑
じゃあ︑必要かどうかも含め
てまずは話し合おうと︑特別
委員会が設置されました︒私
が傍聴したのは︑二〇〇四年
八月末の第四回特別委員会︒
そのときはすでに条約をつく
る方向での話し合いがすすん
で草案も提案され︑各国の代
表が意見を出しあっていると
ころでした︒

す︒これがほんとうの意味で
の 平 等 を 実 現 す る ということ
ではないでしょうか︒
聞き手 日本の場合︑たとえ
ば最低賃金から除外されてい
ることなど︑法制上も改善し
なければならないこともあり
ます︒
中村 そうですね︒条約に照
らして現在の日本の法律で改
正を求められるものはたくさ
そ のものがとても勉強になり んあると思います︒法律や政
省令︑さらには慣行となって
ました︒
いる事柄もしっかり改善して
いく必要があります︒

平等に生きる権利とは

聞き手 私たちの間でも︑条 批准を求める運動
約は﹁海の向こうの出来事﹂
とまではいわないまでも︑身 聞 き 手 これから日 本 ではこ
近な課題としては受けとめら の条約はどうなるのでしょうか︒
れないという声もあります︒ 中村 八月末現在︑国連で条
約に署名をした国は一〇二ヵ
国︑さらに批准を表明した国
は︑ジャマイカ︑ハンガリー︑
パナマ︑コスタリカの四ヵ国
です︒日本政府は批准する方
向で検討作業を進めている最
中だと答えています︒
中村 理解しようと思ってイ
ンターネットで検索して翻訳
を読んだけれど︑量も多くて
言葉も難しいという意見もあ
りました︒︵権利条約の仮訳
はＪＤＦの次のサイトを参照
下記の①ＵＲＬです︶︒

中村 そうです︒さきほど述
べたＪＤＦが︑日本政府や条
約推進の国会議員連盟との話
し合いをはじめました︵八月
九日提出の政府に対する意見
書は次のサイトに掲載されて
います︒下記の②ＵＲＬです︶︒
国際的な人権条約に対して日
本政府がとった態度としては︑
﹁子どもの権利条約﹂がよく
例に出されますね︒このとき
は国連の採択から国会批准ま
で四年半かかりましたが︑国
会の議論で政府は 改
｢ 正すべ
き国内法はない﹂という態度
を徹底しました︒
障害者権利条約について政
府は現在︑﹁国内法は条約に
違反しない﹂という条約解釈
を 検｢討 し｣ているのでしょう︒
私たちには︑団体間の共同を
基礎に︑条約に書かれている
ことを日本政府に守らせるこ
とを前提にして国内法を改正・
整備し︑批准を求めるという
ことが課題となっています︒
だからこそ︑私たち自身が︑
条約に書かれていることを学
習することが大切です︒

条 約 の意 義 を︑ひと 聞き手 日本政府につめてい
かなければなりませんね︒

中村 たとえば条約の第二十
七条 労
｢ 働及び雇用﹂では︑
労働の権利を認めた上で︑そ
の権利は 労
｢ 働を通じて生計
を立てる機会﹂でもあるとか︑
雇用条件を差別してはならな
いといっています︒また割当
雇用のような制度の奨励とと
もに︑ 合
｢ 理的配慮﹂つまり
その人に合った労働環境の整
備をしなければならないとい
っています︒注目したいこと
は︑労働の権利とは︑権利の
承認に始まって︑実際に働く
場を確保することにとどまら
ず︑働きやすいように調整さ
れた環境で働くこと︑そして
相応の賃金を得ることなど︑
働くことをうたい文句に終わ
らせない措置をとらなければ
ならないと言っていることで

聞き手 う〜ん︑ちょっと抽
象的でむずかしい⁝

中村 人類が長い歴史のなか
で一歩一歩すすめてきた事業
の一つに︑すべての人に自由
と平等を保障するということ
があると思うんですね︒この
す
｢ べての人﹂の一員として
例外なく︑障害のある人が自
分らしく生きることができる
社会をめざす︑ということに
世界が合意したということで
はないでしょうか︒そうした
社会を実現するために︑各国
政府︵条約締約国︶は︑これ
これをしなければならないと
いうことが条約に書かれてい
るわけです︒

聞 き手
聞き手 いろんな国の障害者 言で⁝
が参加しているのですか︒

当事者参加の過程

ＪＤ︑全障研の代表 交換できたことは得がたい経
験であった︒﹂
として海を渡る！
実際︑このときの傍聴団が
基礎になって︑日本国内の障
聞き手 中村さんは︑どんな 害者運動のゆるやかな共同を
きっかけで権利条約に関わる もとめる取り組みが始まりま
ようになったんですか︒
した︒そうしてできたのが︑
日本障害フォーラム︵ＪＤＦ︶
です︒

権利条約を力に
日本の現状を改善!!
中村 国際条約をつくるとい
う点では︑議論をしているの
は国連加盟国の政府代表です︒
でも︑韓国などでは政府代表
団の一員として視覚障害者が
参加していました︒日本も政
府代表団の顧問という立場で︑
第二回特別委員会からは車い
す使用の肢体障害者である東
俊裕弁護士︵ＤＰＩ日本会議︶
が参加しています︒それから︑
そもそも草案をつくる段階の
会議では︑国際的な障害関係
団体︵ＮＧＯ︶が正式に参加
して条約の基本的な枠組みを
提案してきたし︑毎回の特別
委員会でも︑ＮＧＯの代表の
発言時間が設けられたり︑休
憩中に会議を開催したり︑ビ
ラを配ったりと︑障害者団体
の活動はたいへん活発でした︒
議論では︑それぞれの国の
事情がありますから︑できる
だけゆるやかな表現にしよう︑
という意見もあります︒実際︑
すぐに実行を迫られないよう
な文言にしたほうが都合がい
い国だってあるわけです︒そ
れにたいして︑障害のある人
の人権を保障するという原点
に立ち返って意見を積み上げ
ていく⁝︒強行採決なんてあ
りません︒民主主義的な手続
きをふんで︑一致できる条文
をつくりあげていく過程です︒
その過程に︑つねに障害者や
関係者の意見をとりいれてい
くということで︑条約がつく
られていった︒こうした過程
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聞きました

中村 尚子さん
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立正大学社会福祉学部
中村 日本障害者協議会︵Ｊ
Ｄ︶が中心になって︑日本国
内の障害者団体で傍聴しよう
と呼びかけて︑第一回の特別
委員会︵二〇〇二年七月︶か
ら傍聴団が組織されたんです
よ︒それが継続して取り組ま
れ︑ＪＤの構成団体である全
障研としても第三回の特別委
員会から参加しようというこ
とで︑私が第四回のメンバー
となって太平洋を渡ったわけ
です︒第一回のときに参加し
た障全協の吉本哲夫会長︵日
本障害者センター理事長︶は︑
傍聴記に︑こんなことを書い
ておられます︒
﹁障害者の人権︑自立と社会
参加をめざす取り組みを成功
させるためには︑共同の運動
が切実に求められている︒こ
うしたときに日身連︑日盲連︑
ＤＰＩ︑ＲＩ︵ＲＩ＝日本障
害者リハビリテーション協会︶
のみなさんと長期間行動を共
にし︑さまざまな問題で意見

○障害者権利条約の仮訳は（ＪＤＦ）
・ホームページのＵＲＬ ① http://www.normanet.ne.jp/ jdf/shiryo/convention/index.html）
○障害者権利条約についての政府との意見交換会で提出された意見書
・ホームページのＵＲＬ ②http://www.normanet.ne.jp/ jdf/yobo/20070809.html
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障害者・家族・関係者の輝く未来のために！
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