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府省名 ページ名 リンク 添付文書名

内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進 - 内閣府 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

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

概要

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

るびなし（PDF形式：237KB）

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonho
ushin/honbun.html

障害を理由とする差別の解消の推

進に関する基本方針（平成27年2

月24日閣議決定）

概要

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonho
ushin/pdf/gaiyo.pdf

るびなし（PDF形式：79KB）

関連資料

障害者差別解消法に関連する日本国政府の制定文書等

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h25-65_gaiyo.pdf
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h25-65_gaiyo.pdf
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/pdf/gaiyo.pdf
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/pdf/gaiyo.pdf


府省名 ページ名 リンク 添付文書名

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

障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律についてのよくあ

るご質問と回答＜国民向け＞

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.ht
ml

障害者差別解消法リーフレット

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_wakariya
sui.html

障害者差別解消法リーフレット

（わかりやすい版）

地方公共団体に対する周知の取組

通知＜障害者差別解消法＞（都道

府県・政令指定都市）

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

本文

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-
65_ref1.html

参考1（衆／参・内閣委員会にお

ける法案に対する附帯決議）

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-
65_ref2.html

参考2（障害を理由とする差別の

解消の推進に関する法律Q&A集＜

地方公共団体向け＞）

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_qa_kokumin.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_qa_kokumin.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_wakariyasui.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_wakariyasui.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_koufu.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_koufu.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_ref1.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_ref1.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_ref2.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_ref2.html


府省名 ページ名 リンク 添付文書名

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/h250930_s1-
1.pdf

都道府県・政令指定都市に対する

法律説明会（平成25年9月30日開

催）資料（PDF形式：81KB）

通知＜基本方針＞（都道府県・政

令指定都市）

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonho
ushin/t-honbun.html

本文（障害を理由とする差別の解

消の推進に関する基本方針の策定

について（通知））
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonho
ushin/t-b1.html

別紙1（今後のスケジュールにつ

いて）

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonho
ushin/t-b2.html

別紙2（障害者差別解消支援地域

協議会について）

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonho
ushin/honbun.html

別添（障害を理由とする差別の解

消の推進に関する基本方針）

障害者差別解消支援地域協議会の

在り方検討会

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai_shis
hin_gaiyo.pdf

障害者差別解消支援地域協議会体

制整備事業の実施に係る同協議会

の設置・運営暫定指針の概要

（PDF形式：62KB）

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/h250930_s1-1.pdf
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/h250930_s1-1.pdf
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/t-honbun.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/t-honbun.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/t-b1.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/t-b1.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/t-b2.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/t-b2.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai_shishin_gaiyo.pdf
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai_shishin_gaiyo.pdf


府省名 ページ名 リンク 添付文書名

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai_shis
hin.pdf

障害者差別解消支援地域協議会体

制整備事業の実施に係る同協議会

の設置・運営暫定指針（PDF形

式：104KB）
（内閣府）障害者差別解消法に基づく対応指針

案に関する意見募集について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=095151040&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131532

•対応指針案（るびなし版）

（内閣府）障害者差別解消法に基づく対応要領

案に関する意見募集について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=095151050&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131539

•対応要領案（るびなし版）

内閣官房 障害者差別解消法に基づく内閣官房の対応要領

案に関する意見募集について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=060085114&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131502

•内閣官房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

応要領（案）（るびなし）

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai_shishin.pdf
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai_shishin.pdf
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095151040&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095151040&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095151040&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131532
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131532
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095151050&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095151050&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095151050&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131539
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131539
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060085114&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060085114&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060085114&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131502
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131502


府省名 ページ名 リンク 添付文書名

経済産業省 （経済産業省）障害者差別解消法に基づく対応

指針案に関する意見募集について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=595115062&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131596

•対応指針案（るびなし）

（経済産業省）障害者差別解消法に基づく対応

要領案に関する意見募集について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=595215016&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131606

•対応要領案（るびなし）

厚生労働省 改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁

止指針」と「合理的配慮指針」を策定しました

｜報道発表資料｜厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078980.html

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-
11704000-
Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-
shougaishakoyoutaisakuka/0000078978.pdf

（別添１) 両指針の概要（PDF：

101KB）

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-
11704000-
Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-
shougaishakoyoutaisakuka/0000078975.pdf

（別添２）「障害者に対する差別

の禁止に関する規定に定める事項

に関し、事業主が適切に対処する

ための指針」（障害者差別禁止指

針）（PDF：173KB）

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595115062&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595115062&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595115062&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131596
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131596
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595215016&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595215016&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595215016&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131606
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131606
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078980.html
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000078978.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000078978.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000078978.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000078978.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000078975.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000078975.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000078975.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000078975.pdf


府省名 ページ名 リンク 添付文書名

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-
11704000-
Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-
shougaishakoyoutaisakuka/0000078976.pdf

（別添３）「雇用の分野における

障害者と障害者でない者との均等

な機会若しくは待遇の確保又は障

害者である労働者の有する能力の

有効な発揮の支障となっている事

情を改善するために事業主が講ず

べき措置に関する指針」（合理的

配慮指針）（PDF：222KB）参考（PDF：132KB） 参考（PDF：132KB）

なし（ネット見当たらず） 職発0325第２号平成27年３月25

日厚生労働省職業安定局長 フラグ

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改

正する法律の施行について

なし（ネット見当たらず） 職発0616第２号平成27年６月16

日厚生労働省職業安定局長 フラグ

なし（ネット見当たらず） 改正障害者雇用促進法に基づく障

害者差別禁止・合理的配慮に関す

るQ&A【第一版】

フラグ

なし（ネット見当たらず） 合理的配慮指針事例集【第一版】

フラグ

障害者差別解消法に基づく社会保険労務士の業

務を行う事業者向け対応指針（案）に関する御

意見の募集について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=495150126&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131878

•・対応指針案（ルビなし版）

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000078976.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000078976.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000078976.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000078976.pdf
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150126&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150126&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150126&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131878
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131878


府省名 ページ名 リンク 添付文書名

障害者差別解消法に基づく福祉事業者向けの対

応指針（案）に関する御意見の募集について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=495150125&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131864

•・【るび無し】対応指針（案）

総務省 「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定

める事項に関し、事業主が適切に対処するため

の指針」及び「雇用の分野における障害者と障

害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確

保又は障害者である労働者の有する能力の有効

な発揮の支障となっている事情を改善するため

に事業主が講ずべき措置に関する指針」につい

なし（ネット見当たらず） 総行公第２３号平成２７年３月３

０日総務省自治行政局公務員部公

務員課長
フラグ

　【参考１】厚労省→自治体

（H27年3月25日付け職発0325第

２号）

フラグ

【参考２】公務員課長通知（H25

年6月10日付け総行公第47号） フラグ

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改

正する法律の施行に関する資料について

なし（ネット見当たらず） 事務連絡平成２７年７月１０日総

務省自治行政局公務員部公務員課 フラグ

（別添1）職発0616第２号平成27

年６月16日厚生労働省職業安定局

長

フラグ

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150125&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150125&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150125&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131864
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131864


府省名 ページ名 リンク 添付文書名

国土交通省 障害者差別解消法に係る国土交通省関係の対応

指針（案）及び対応要領（案）に関する意見募

集について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=155150113&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131356

•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）
http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131357

•国土交通省における障害を理由

とする差別の解消の推進に関する

対応要領（案）

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131358

•国土交通省の外局における障害

を理由とする差別の解消の推進に

関する対応要領（案）
http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131359

•国土交通省の所管独立行政法人

等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要領

文部科学省 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

なし（ネット見当たらず） 平成２７年６月８日文部科学事務

次官決定 フラグ

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（第1

回）　配付資料：文部科学省

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/1
13/shiryo/1359689.htm

平成27年6月17日（水曜日）　10

時00分～12時00分

資料多数

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155150113&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155150113&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155150113&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131356
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131356
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131357
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131357
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131358
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131358
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131359
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131359
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/113/shiryo/1359689.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/113/shiryo/1359689.htm


府省名 ページ名 リンク 添付文書名

（文部科学省）障害者差別解消法に基づく対応

指針案に関する意見募集の実施について

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

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131738

•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

防衛省 （防衛省）障害者差別解消法に基づく対応要領

（訓令）案に関する意見の募集について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=170000105&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131684

•防衛省本省における障害を理由

とする差別の解消の推進に関する

訓令案（るびなし版）
http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131687

•防衛装備庁における障害を理由

とする差別の解消の推進に関する

訓令案（るびなし版）

人事院 （人事院）障害者差別解消法に基づく対応要領

案に関する意見募集について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=050201507&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131704

•（るびなし）人事院対応要領案

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000770&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000770&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000770&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131738
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131738
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=170000105&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=170000105&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=170000105&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131684
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131684
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131687
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131687
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=050201507&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=050201507&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=050201507&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131704
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131704


府省名 ページ名 リンク 添付文書名

宮内庁 （宮内庁）障害者差別解消法に基づく対応要領

案に関する意見募集について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=140000007&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131772

•宮内庁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

要領（るびなし）

公正取引委員

会

（公正取引委員会）障害者差別解消法に基づく

対応要領案に関する意見募集について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=110100003&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131837

•対応要領案（るびなし）

会計検査院 （会計検査院）障害者差別解消法に基づく対応

要領案に関する意見募集について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=040000003&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131920

•（るびなし）会計検査院対応要

領案

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=140000007&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=140000007&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=140000007&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131772
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131772
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=110100003&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=110100003&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=110100003&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131837
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131837
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=040000003&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=040000003&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=040000003&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131920
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131920


府省名 ページ名 リンク 添付文書名

法務省 （法務省）障害者差別解消法に基づく法務本省

等の対応要領（案）に関する意見募集について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=300200012&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131884

•対応要領（るびなし版）

検察庁 検察庁における障害を理由とする差別の解消の

推進に関する対応要領（案）に対する意見募集

について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=300090033&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131845

•04　対応要領（案）

復興庁 （復興庁）障害者差別解消法に基づく対応要領

案に関する意見募集について

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL
&id=295270824&Mode=0

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131824

•復興庁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

要領（案）（るびなし）

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300200012&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300200012&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300200012&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131884
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131884
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300090033&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300090033&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300090033&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131845
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131845
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=295270824&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=295270824&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=295270824&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131824
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131824


地域自立支援協議会(生活支援部会) 参考資料   　　

JDF事務局からの情報をもとに作成

自治体

名
条例名 成立日 施行日(主要部分) 自治体の条例のページへリンク

1 北海道 北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに 障がい者及
び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例

2009年3月27日 2009年3月31日 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jyoureitop.htm

2 岩手県 障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条
例

2010年12月14日 2011年7月1日 http://www.pref.iwate.jp/fukushi/shougai/shogaishashie
n/002035.html

3 茨城県 障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県
づくり条例

2014年3月20日 2015年4月1日 http://www.pref.ibaraki.jp/gikai/jourei/

4
埼玉県

さいた
誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例 2011年3月4日 2011年4月1日 http://www.city.saitama.jp/002/003/004/001/index.html

5 千葉県 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例 2006年10月11日 2007年7月1日 http://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/shougai-
kurashi/index.html

6
東京都

八王子

障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条
例

2011年12月15日 2012年4月1日 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/korei_shogai/33785/03
3788.html

7 富山県 障害のある人 の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富
山県づくり条例

2014年12月12日 2016年4月1日 http://www.pref.toyama.jp/sections/0100/policy/ordina
nce/disability.pdf

8 奈良県 奈良県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条
例

2015年3月25

（公布）
2015年10月1日

9 京都府 京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らし
やすい社会づくり条例

2014年3月11日 2015年4月1日  http://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/jyorei.html

10 長崎県 障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例 2013年5月22日 2014年4月1日 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/kennojo
rei-koho/heiwa-jyourei/

11 熊本県 障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例 2011年7月1日 2012年4月1日 http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/29/jourei.html

12
大分県

別府市
別府市障害のある人もない人も安心して安全に暮らせる条例 2013年9月20日 2014年4月1日 http://www.city.beppu.oita.jp/03gyosei/syogai/aru_nai/i

ndex.html

13
鹿児島

県
障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例 2014年3月26日 2014年10月1日

http://www.pref.kagoshima.jp/ae07/kenko-
fukushi/syogai-
syakai/gyakutaiboushi/sabetsukaishou.html

14 沖縄県 沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条
例

2013年10月11日 2014年4月1日 http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/
keikaku/kyosei-shakai/jorei.html

障害者差別解消に関連する条例の制定

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/hokkaido.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/hokkaido.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jyoureitop.htm
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/iwate.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/iwate.html
http://www.pref.iwate.jp/fukushi/shougai/shogaishashien/002035.html
http://www.pref.iwate.jp/fukushi/shougai/shogaishashien/002035.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/ibaraki.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/ibaraki.html
http://www.pref.ibaraki.jp/gikai/jourei/
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/saitamashi.html
http://www.city.saitama.jp/002/003/004/001/index.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/chiba.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/shougai-kurashi/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/shougai-kurashi/index.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/hachioji.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/hachioji.html
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/korei_shogai/33785/033788.html
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/korei_shogai/33785/033788.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/toyama.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/toyama.html
http://www.pref.toyama.jp/sections/0100/policy/ordinance/disability.pdf
http://www.pref.toyama.jp/sections/0100/policy/ordinance/disability.pdf
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/nara.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/nara.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/kyoto.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/kyoto.html
http://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/jyorei.html
http://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/jyorei.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/nagasaki.html
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/kennojorei-koho/heiwa-jyourei/
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/kennojorei-koho/heiwa-jyourei/
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/kumamoto.html
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/29/jourei.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/beppu.html
http://www.city.beppu.oita.jp/03gyosei/syogai/aru_nai/index.html
http://www.city.beppu.oita.jp/03gyosei/syogai/aru_nai/index.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/kagoshima.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ae07/kenko-fukushi/syogai-syakai/gyakutaiboushi/sabetsukaishou.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ae07/kenko-fukushi/syogai-syakai/gyakutaiboushi/sabetsukaishou.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ae07/kenko-fukushi/syogai-syakai/gyakutaiboushi/sabetsukaishou.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/okinawa.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/okinawa.html
http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/keikaku/kyosei-shakai/jorei.html
http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/keikaku/kyosei-shakai/jorei.html

